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０．はじめに
語法は、その字が意味するように語レベルの規則を記述するものであり、英語でも usage
とあるように、語の使い方を記述することを目的とする。つまり実際の使い方に重点が置か
れるため、語法研究は記述的研究が中心となる。いまや、どのような英語辞典でもコーパス
を最大限に利用する時代となった。語の統語的特徴やその頻度を記述するためには、コーパ
スのデータ量がものをいう。しかし、その語の振る舞いの「あるやなしや」ではなく、同じ
統語的形式をとっても複数の解釈、つまりは曖昧文となる場合や、意味的な類似表現が相互
にどのような意味の差を有するのかを考察する場合は、量的研究のコーパスではなく、質的
な研究で一文一文を熟読玩味して、その語の特徴を炙り出していかなければならないのであ
る。
日本語表現と英語表現との間に明示的な差が見て取れる場合、
人の意識はそこに集中する。
それが原因となって学習者が躓くことがよくある。例えば、
「彼女は私の頬にキスをした」
を英語で表現した場合、She kissed me on the cheek. となることがある。このような発想
が日本語表現には存在しないために、いかにも「英語らしい」と判断され意識に残る。その
結果として、通常英語を読んだり、聞いたりしている際には、She kissed my cheek. が出現
しても、それが日本語表現に類似していて、意味内容が自然に理解できるために、その表現
形式に注意が向かわない。そのため、改めて自分が英語で表現するときに、She kissed me
on the cheek. の形式を意識して学んでいるため、She kissed my cheek. が英語として不自
然な日本人英語ではないかとの疑問が沸く人がいる。
実際、木村（1993：213-4）では、
「彼女は私の頬にキスをした」という日本語に対して、
この日本語に引きずられて She kissed my cheek. となりがちです。これも間違えでありま
せんが、日本語の発想に基づいたもので、あまり英語らしくありません、とある。ところが
実際の傾向は異なるものである。
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Nora Roberts の 75 作品の中で、kissed という単語が 1101 回使われていて、目的語に代
名詞や固有名詞が生起する例で、
（1）や（2）のような分析的表現はそのうちの 47 例にとど
まる。ところが、日本語の発想に類似した表現形式の kissed his cheek（s）の表現だけで
も先の分析的表現と同数の 47 例が出現している。さらに所有格を her に変えると kissed
her cheek（s） の 表 現 は 33 例、 さ ら に kissed her finger（s） で 18 例 に も 上 り、her
forehead は 10 例、her hair は 11 例、her hand（s）は 15 例であり、その他の身体部位、そ
して my などほかの所有格や固有名詞の所有格を含めると有意味な生起率の差を示してい
る。Nora Roberts がラブロマンスといった特殊なジャンルゆえの文体的特徴ではなく、文
体が比較的シンプルな児童文学だけでなく、Arthur Hailey や Sidney Sheldon のような一
般大衆を読み手とした文体でもキスをする部位が述語動詞の部位に生起するほうが多いこと
はあっても、少ないことがないことがコーパス・データから出ている。
（1）She kissed Reena on both cheeks.

（Nora Roberts, Blue Smoke）

（2）Brianna kissed her on each cheek.

（Nora Roberts, Born in Ice）

明らかに、日本語の構造からかけ離れている英語表現に意識が向かいすぎた結果、基本的
表現と特殊表現を混同し、より特殊な表現が一般的または基本的表現であると判断してしま
うのである。いまや気軽にコーパスなど英語のデータにアクセスできるため、当該の表現が
存在するか否か、またその頻度がいかほどかを確認することが容易となった。残る問題は、
複数の表現が存在した場合、どのような意味上の差異があり、さらにそのレベルにおいて、
上級の英語学習者や英語教員の間にも多種多様な誤謬が潜むことになる。

１．英語辞典の限界の背景
１．１

英語の典型事例と周辺事例

英語がわからない場合、まず手を伸ばすのが英語辞典である。いわゆる英英辞典であろう
が、英和辞典であろうが、辞書の事例から同一または類似表現を探し出し、目の前の分から
ない英語と比較しながら問題を解決していく。目的の例文を探し当てられなければ、謎は闇
の中のままである。
次の英文は、英語の教員ならば誰でも知っている、そしてそれなりのレベルの高校や大学
の英語の授業で言及することのある諺である。しかし、実際に、どれほど読書や会話などで
目にし、耳にしたのであろうか。また、日本人英語教員はなぜこの諺を覚えているのであろ
うか。
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（1）You can’
t eat your cake and have it.

（William Thackeray, Vanity Fair）

（2）You can’
t eat your cake and have it, and I prefer Willie Struthers.
（D.H. Lawrence, Kangaroo）
（3）If one person uses them, others cannot, as we recognize in the saying“You can’
t eat
your cake and have it.”

（Steven Pinker, The Blank Slate）

筆者が、映画のシナリオコーパスや、CNN コーパス、さらに現代作家コーパスで検索し
てもヒットしなかった。わずかに 19 世紀に活躍した作家 Thackeray と 20 世紀初頭に活躍
した Lawrence の 作 品 で 見 つ け 出 す こ と が 出 来 る 程 度 で あ っ た。 テ キ ス ト フ ァ イ ル で
500MB を越えるアカデミックコーパスでは、イディオム辞典などを除くと唯一言語学者の
Pinker が、自らの言語表現として地の文で使っているのではなく、メタ的に諺として引用
しているだけである。このことから、この諺は 21 世紀では、日常的にはそれほど使われる
わけではないことが分かる１。
日本人にとって、この諺が記憶に残るのは、等位接続詞 and が、日本語の「そして」に
対応する場合ではなく、この場合は論理学の AND であり、一般の人にとっては、Google な
どでの「and 検索」で馴染みのある振る舞いである。等位接続詞の and は「そして」と思っ
ていた学習者にとっては意外な意味であり、機能である。文法的な常識から考えれば、この
例文は辞書の and の項目に載っていそうであるが、多くの英和辞典では cake の項目に記載
されている。そしてそこでは、訳語とそれが諺であることが述べられているだけで、and の
機能に関しては全く言及されていない。現在は、電子辞書が全盛であるので上級者は例文検
索で上記の諺の訳語まで辿り着くことは出来るが、初級者にとってはたどり着くことすら出
来ず、例文検索の使い方をマスターしても、諺をただ丸暗記するに留まることになるであろ
う。実際、中学や高校の英語の教員が、この諺を訳語だけではなく、応用が利くように文法
的に解説できる者がどれだけいるのだろうか。
この諺は、母語話者用の英語辞典である OED の初版や COD の初版には、cake の項目に
記載さている。母語話者にとっては、機能語の and で迷うことはなく、諺として何が言い
たいのか、その真意を伝えるのが、辞書の役目である。しかし非母語話者は、真意どころか、
その字義通りの解釈すらままならないのである。必要な時に限って、英和辞典がうまく機能
しないその原因の一つは、辞書の項目執筆者が、いわゆる英英辞典に載っているのを注意や
工夫もせず、そのまま右から左へと転載しているところにありそうだ。よって学習者用の辞
書としては、日本語母語話者の言語直感が働かない部分もすべて言語化し、たとえ cake の
項目に載せたとしても and の機能に関して、明示的に記述すべきことであると思われる。

─ 269 ─

特に内容語ではなく、機能語に関しては訳語的な語義の問題ではなく、基本的な考え方を明
示すべきであろう。
文法辞典の機能を有した日本の英和辞典ですらまだまだ、英語が出来るようになるための
工夫が、このような基本的な使用レベル（cake の例文から and の項目を参照されるような）
が利用者の立場として、もう一歩の前進を期待したい。

１．２

構文理解の現状

本節から具体的な事例研究に入る。
学生時代に、翻訳による小説を読んでいて、違和感をもったことがよくあった。例えば、
「ピーターは依然として夫人の態度に戸惑いを感じながら、貴賓室を出て後ろ手にドアを閉
めた」２のような日本語である。翻訳書なので、意訳部分もあるが、違和感を感じたその原
因がつぎのような英文を翻訳した際に生じる問題であることが分かった。本稿の議論の対象
は下線を引いた部分である。
（1）Still perplexed, Peter went out as the suite door closed firmly behind him3.
（Arthur Hailey, Hotel）
また、同じ作品内で、
「鍵をぬき、部屋に入って、後ろ手にそっとドアを閉めた」と翻訳さ
れた部分があり、その原文が、次に示すものである。
（2）Removing the key, he went in, gently closing the door behind him4.
（Arthur Hailey, Hotel）
但し、英語の表現形式は同じであっても訳語を変えている場面もある。
「クロイドン侯爵
夫人はピーターが帰ると、居間のドアを念入りに閉めてから、侯爵にくってかかった」であ
り、behind her の部分を「後ろ手に」と訳出していないのである。ちなみに、英文は次の
ようなものである。
（3）She had returned to the living room of the Presidential Suite after Peter
McDermott’
s departure, carefully closing the inner door behind her.
（Arthur Hailey, Hotel）
ただ、「彼女はドアを閉めた」と英語で表現したいならば、She closed the door. と表現す
るだろう。あくまでも日本語の語感からは、
「自然」である。ところが、言語事実として、
She closed the door behind her. という表現形式を英語ではよく使用され、上記の小説の中
では 10 回以上も出てくる。すると、
「英米人は、日本人と違って、器用だなとか、横着な人
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種だな」という感想が出てもおかしくはないであろう。さらに、英語表現に疑問を持ってい
る時期に追い打ちをかけるように次のような書物の存在に英語学習者は気づく。
『誤訳の構
造

英語プロの受験生的ミス』である。そこには、次のような記述がある。

［例］ Shut the door behind you.
後ろのドアを閉めなさい。
これが、誤訳であり、著者は「後ろ手にドアを閉めた」とすべきだとし、次のような根拠に
も基づいて論を展開している。
（a）The door behind him was closed.
（b）The door was closed behind him.
（a）の behind him は形容詞句であり、
（b）の behind him は副詞句であるので、
「彼の後ろで」
の意味であるが、これは直訳では通らない。そこで、ドアを閉める動作に「後ろ手に」とい
う要素を補っているのである。
（cf. 中原 1987：42-3）
しかし、ここに大きな問題がある。能動態の目的語に後続する前置詞句と受動態の主語に
後続する前置詞句を同列に扱っている。のちに本稿でも言及することになるが、前置詞句は
ときに曖昧で、形容詞句と副詞句の解釈がある。また、日本語の解釈にも問題がある。「彼
の後ろで」の直訳が通らないからと言って、
「彼の後ろ手に」と想像で補っているのは、英
語の構造を飛び越え作文の世界になっている。
「後ろ手に」
という場合は二通りの意味があり、
「後ろ手に廻る」という場合の「後方に」
「後ろ手に縛られる」という場合の「後ろ手に」5 と、
という意味である。通常、Shut the door behind you. の英文で「後ろ手にドアを閉める」と
いった場合、その日本語を自然に考えるならば、
「後ろを振り返らずに、手を後ろに回して
閉める」ような器用な動作である。このような表現にたまに出くわすならば、そのような表
現には意識にも留まらなかったかもしれない。しかし一つの作品で 10 回以上も頻出すると
無視は出来ない考察対象の一つに加わることになる。そこで誰でもが思いつくのが辞書の記
述である。同じような表現形式に何度も出会えば、
慣用表現であり、
一種の決まったコロケー
ションではないかと思い、専門の辞典に手を伸ばすことになるだろう。
『新編英和活用大辞典』の close の項目を引くと次のような例文がある。
She closed the door silently [quietly] behind her.
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（後ろ手にドアを静かに閉めた）
1995 年に出版されたものであり、尚且つコロケーションに特化した辞典類なので、たいて
いの学習者は、ここで無理やりに納得してしまう場合が多いのではないか。しかし、そこで
も調査の手を緩めない稀有な学習者は、上記の辞書と同じ出版社の 2005 年出版の『ルミナ
ス英和辞典 第２版』を引いてみると次のような記述に目が止まる。
Please close the gate behind you.
（門を入った［出た］後は閉めてください）
《★「通過」の意味に注意》
ここでは、「後ろ手」といった不思議な日本語が使われていない。学習者がこのような問題
意識を持ってこの behind の項目で指摘している部分を読めば、どちらが正しいのかをさら
に考えるきっかけとなる。しかし、
「後ろ手」という日本語の表現の対立項があって初めて
注記である《★「通過」の意味に注意》が役立つのではないか。上記の記述だけでは、何の
問題に対して注意を要するのかを明言していないために、学習者にとっては見逃す可能性が
大きいのであろう。
また、別の出版社の学習用辞典を見てみよう。
He shut the door behind him.
（彼は後ろのドアを閉めた）
『スーパー・アンカー英和辞典』
（1997）
これは shut の他動詞の項目にある例文だが、前置詞句を形容詞句と捉えている。言うまで
もなく、副詞句の解釈も十分に存在することは、提示すべきことである。他動詞 close の項
目には類例は記載されていない。ところが、前置詞 behind の項目まで調べると、He closed
the door behind him.（彼は後ろのドアをしめた）の例文と He closed the door after him.
の例文は（彼は［家・部屋を］出て［家・部屋へ入って］ドアを閉めた）動作の順序に重点
が置かれる場合は、after が使用される、とある。結局、この記述から判断できるのは、
behind him の場合は形容詞句であり、after him の場合は副詞句の解釈となることが、学習
者に伝わる結果となる。ちなみに、after の項目を引くと、Shut the door after you.（入っ
たら［出たら］ドアを閉めなさい）とあり、辞書内部での自己矛盾はない。この辞書で提示
されたものによって behind に導かれる句の解釈が三つ目の候補が出てきたことになる。
日本の学習用の英和辞典は文法辞典も兼ね備えており、日本人が誤解しそうな事例に関し
ては、誤用の予防策として沢山の注記がなされている。例えば、ある英和辞典では、
「彼は
ロンドン大学の学生だ」は He is a student at [ × of] London University. と明記されている。
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ならば、今回の the door behind him に関しても単に例文を提示するだけでなく、どのよう
な誤訳の可能性があるのかを注記として明示するべきであろう。
英和辞典で調べる限界は、辞書の記述は訳のみが出ているということである。その結果が
どのような判断で決定したのかは、水面下でなされていることなので、辞書の利用者は、そ
の過程を知らずに結果のみを信じるしかないことなっている。本稿では、一般的な辞書より
長めの例文を引用し、その例文から意味が確定できる、いわば例文に語らせる手法をとって
いる。複数の英語母語話者のインタビューによって事実を明らかにする方法もあるが、ここ
では複数の事例を明示することによって、順を追って問題の解決を試みることにする。

２．コーパス・データによる事例検討
２．１

behind 句の解釈

（１）と（２）の事例は述語動詞が shut と close の場合であるが、どちらも命令文である。
命令文で「ドアを後ろ手で閉めなさい、ポッター」では、状況的に不自然で、私訳を提示し
たように「入ったあとで」の解釈が優先されよう。
（1）“Shut the door behind you, Potter.”
（入ったらちゃんとドアを閉めなさい、ポッター）
（J. K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix）
“Come in,”と「入って」に次いでの発言なので、
「入ったらドアを閉めなさい」が自然な
流れであり、
「後ろ手」や、
「後ろのドア」の解釈は、無理または不自然となる。
（2）“Come in,”Mequen called.
“Close the door behind you,”added Winnamine.
（Tamora Pierce, Trickster’
s Choice [Daughter Of The Lioness 01] ）
（「入って」とメクウェンが呼んだ。ウィナミネが「入ったら閉めて」と加えた）
（３）
は述語動詞が bang であり、
吊るしてある蛇が揺れるほど強く閉めるシーンである。
「後
ろ手に閉める」
と言った相手にその行動が目立たないように行う様子も感じられない。また、
閉めるドアは、今出てきたばかりのドアに決まっているわけで、彼から見て「後ろのドア」
とドアの位置関係を示すのも、情報の伝達価値として可能性も極めて低いことに気づくであ
ろう。
（3）An elderly man had come hurrying out of the cottage, banging the door behind him
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so that the dead snake swung pathetically.
（J. K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince）
（年配の男性が急いでその田舎家から出てくると、その死んだ蛇は哀れに揺れた）
（４）は、命令文ではないが、状況からして「後ろ手にドアを閉める」ことはできない。
そもそもバスのドアはドライバーが閉めるものだと考えれば、それ以上の愚考はないであろ
う。つまり主語と前置詞 behind の目的語が一致していなければ、
よくある
「後ろ手に閉める」
という仮説は破棄されることになる。
（4）He opened the door. I leaped down to the street.“Sorry!”I called back to him. But
he had already closed the door behind me. I watched the bus roar away.
（R.L. Stine, Switched（Fear Street）
）
（運転手がドアを開いて私は通りに飛び出し、
「すみません」と彼に言った。しかし、私がド
アを出ると既にそのドアは閉められていた。
バスが唸りを上げながら離れていったのを見た）
（５）と（６）は、主語と前置詞句の目的語が異なる事例である。
（６）の例文は直前の文
脈も分かりやすくてよいであろう。
（６）は、述語動詞が bolt であるが、原理は同じである。
（5）
“C-come in.”He stepped back to let Erec, Jack, and Bethany in the room and quickly
locked the door behind them.

（Kaza Kingsley, Erec Rex: The Search for Truth）

（「は、入って。」彼は、
エレックとジャックとベサニーを部屋の中に入れさせるために下がり、
彼らが入るとすばやくドアを閉めた。
）
（6）MacDonald burst into the office, followed by the other two police officers. I bolted the
door behind them.

（K A Applegate, The Absolute [Animorphs 51] ）

（マクドナルドは事務所に飛び込んできて、続いてほかの警察官も入ってきた。私は彼らが
入ってから閂（かんぬき）を掛けた）
ドアを閉めるのは、一人であるので、主語 they は、玄関をくぐり抜けるところまでが、
文字通り主語は they であるが、and の右辺の closed の統語上の主語は they であるが、意
味解釈上は、they の中の一人であることが通常の解釈であろう。つまり（７）は字義通り
に解釈する語彙の問題ではなく、メトニミーが機能している問題である。
（7）The furor of the battle died the moment they crossed the threshold and closed the
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door behind them: All was silent.
（J. K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows）
（彼らが玄関をくぐり抜けドアを閉めると途端に、その戦いの大騒ぎが静まった）

２．２

behind 句が形容詞句の解釈

今まで提示していた例文はすべて、behind で導かれる前置詞句は副詞句の機能を果たし
ているものであったが、当然、前置詞句が形容詞句として機能する事例も存在する。
（1）Queen Soco gestured to the door behind us.
（K. A. Applegate, The Mutation （Animorphs 36 ））
（ソコ女王は、私たちの背後にあるドアのところへと身振りで合図した）
（2）A moment later, the door behind me opened and a servant entered.
（Sarah Prineas, Javier Antonio Caparo, The Magic Thief）
（少し経つと、私の後ろのドアが開き、使用人が入ってきた）

２．３

文脈依存

この構文は、ドアを通過して、そのドアを閉めるシーンに使われるわけであるが、部屋か
ら「出るのか、入るのか」の解釈は文脈に依存するものであることは以下の例文が語ってい
る。
２．３．
１ 「入る」解釈
入ってくる人間とドアを閉める人間が異なる場合がある。ここでは、入ってくるのが
Albus で閉めるのが Ginny である。確かに物理的には彼の背後のドアを閉めることにはな
るが、入ってきたらドアを閉めたということを behind him という副詞句で表現している。
つまりドアの位置を確定するのではなく、ドアを閉めるタイミングが、彼が入った後に閉め
たという意味合いが出る事例である。
（1）Albus jumped into the carriage and Ginny closed the door behind him.
（J. K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows）
（アルバスは車に乗り込み、ジニーはドアを閉めた）
He（Ron）がベッドで横になっているところにハリーが入ってくるシーンである。
（2）He looked up when Harry slammed the door behind him.
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“Where’
ve you been?”Harry said.
“Oh hello,”said Ron.

（J. K. Rowling, Harry Potter and the Goblet Of Fire）

（ハリーがドアをバタンと閉めると、ロンは顔を上げた。
「どこに行ってた」とハリーが言っ
た。「やあ」とロンが言った）
２．３．２ 「出る」解釈
直前の文脈が「出入り」の解釈の判断をするのに有意義である場合が多く、ここでは、主
節の left、そして and の左辺に相当する節の out によって、部屋から出るシーンだと分かる。
（1）She left the room, slamming the door behind her.
（J. K. Rowling, Harry Potter and the Goblet Of Fire）
（彼女は部屋を出ると、バタンとドアを閉めた）
（2）I walked out and closed the door behind me.
（K. A. Applegate, The Pretender（Animorphs 23）
）
（私は外に出ると、ドアを閉めた）
本項では、「入る」のか「出る」のかは、文脈で決まることを確認した。２．
３．
２の（２）
の例文と次の例文を比較すると本構文の解釈が文脈依存であることがより一層、納得できよ
う。
（3）She went in and closed the door quietly.
（Tamora Pierce, Emperor Mage [The Immortals 03] ）
（私は中に入るとドアを閉めた）

２．４

類似表現との意味的差異

after 句の場合も behind 句のときと同じように lock, shut, close のどれとも共起可能であ
る。ただし、after 句が behind 句と異なるのはその機能が副詞句のみで、形容詞句を形成し
ないということである。身体の向きではなく、部屋に出るとか入るとかの動作の進行方向に
対する、背後という意味での behind である。一方、
「入った [ 出た ] 後で」
、という時間の
経過に意味の重点が置かれる場合は after を用いている。
（1）
“In,

in,”I said to Kate and Bruce. Bruce was slow; he could not run quickly. He would
not be able to play this game for long. I locked the door after us.
（Kenneth Oppel, Airborn ）
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（「中、
中」
と私はケイトとブルースに言った。ブリースは遅いのだ。つまり速く走れなかっ
た。彼だったらこのゲームを長く出来ないだろう。私はみんなが入ると、
ドアに鍵を閉めた）
（2）He shut the study door after the Professor....
（Enid Blyton, Famous Five 19）
（教授が入ってから彼は書斎のドアを閉めた・・・）
（3）S
 he left the living room and climbed the stairs, crossing the landing to Gordon’
s study
and closing the door after her.
（Derek Landy, Playing with Fire（Skulduggery Pleasant））
（彼女は居間を出て、階段を上り、ゴートンの書斎に通じる二階の廊下を通って、部屋に
入るとドアを閉めた）

３．語法と文法の関係
３．
１

closed the door に対する副詞の生起位置問題

既に提示した例文の中にも様態副詞と共起する事例があった。ここで一応、様態副詞との
共起と、その生起位置を確認しておく。
まず、最近の研究では、BNC などのコーパス・データを援用した塚本・Blundell（2012）
における close の項目は、firmly と tightly が副詞としてのコロケーションの事例として取
り上げられている。そしてどちらの副詞も動詞の前でも後ろでも用いられるといった趣旨の
ことが書かれている。コロケーション辞典としては、現実的には情報不足の感も否めない。
behind 句がない場合は自由に述語動詞の直前にも、目的語の後ろにも生起できる。一方、
behind 句が付加された場合は様相が複雑になる。生起位置として動詞の直前、目的語の直
後（behind 句の直前）
、
behind 句の後ろの三箇所がある。動詞の直前、
目的語の直後（behind
句の直前）に関しては制約がない。behind 句の後ろには様態副詞は生起できず、副詞類（副
詞句）の形態を取らなければならない。例文の（１）と（２）は behind 句が生起していな
い場面での様態副詞で動詞の直前、目的語の直後（behind 句の直前）に生起しているもの
である。
（３）以降は behind 句が使われている場面で、
（３）様態副詞が述語動詞の直前に
生起しているものである。
（４）と（５）は目的語の直後（behind 句の直前）の事例である。
behind 句の後ろに様態副詞が生起していないのは、語より句の方が構造的に複雑なので、
文末重点（end-weight）の原則が影響している結果だと思われる。
（６）は前置詞句である
behind 句の直前に２つの様態副詞が接続詞 and で連結され生起している事例である。
（７）
と（８）は副詞ではなく副詞類（副詞句）が behind 句と共起している事例である。
（７）は
従来通り、behind 句の前に様態を表す語句が生起しているが、
（８）は唯一、behind 句に
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後続する形で with a sharp snap という副詞句が生起している。語ではなく句同士ならば、
主張の中心がどちらの句に、より多くあるかによって語順が決定されるものだと思われる。
（1）Broda Pye firmly closed the door.

（Angie Sage, Book Three of Septimus Heap）

（ブローダ・パイはドアをしっかりと閉めた）
（2）She went in and closed the door quietly.
（Tamora Pierce , Emperor Mage [The Immortals 03] ）
（彼女は入って静かにドアを閉めた）
（3）He could hear her giving the class some sort of assignment in arithmetic before she
came out and quietly closed the door behind her.
（Katherine Paterson, Bridge to Terabithia）
（彼は算数の宿題を彼女はクラスに出しているのを聞いたら、それから彼女は出て行って、
静かにドアを閉めた）
（4）Uncle Vernon closed the door sharply behind both of them.
（J. K. Rowling, Harry Potter and the Goblet Of Fire）
（ヴァーノン叔父さんは二人が入るとぴしゃりと閉めた）
（5）W
 hen they were a floor up from Lockhart’
s office, they turned into an empty
classroom and closed the door quietly behind them.
（J. K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets）
（彼らがロッカートの部屋から出て一階あがると、誰もいない教室へ入って行き、みんな
が入ると静かにドアを閉めた）
（6）Stepping back into the yard Charlie closed the door carefully and quietly behind him.
（Zizou Corder, Lionboy）
（庭の中へ後ずさりして入り、チャーリーは慎重かつ静かにドアを閉めた。
）
（7）
“Bellatrix,”he

replied, his thin mouth curling into a slightly mocking smile as he closed
the door with a snap behind them.
（J. K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince）
（「べラトリクス」と彼は答えると、
彼の薄い唇はちょっと嘲るような笑いに変わり、
カチッ
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とドアを閉めた）
（8）Mrs. Weasley closed the door behind Harry with a sharp snap.
（J. K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix）
（ウィーズリさんは、ハリーが入るとドアをピシャリと閉めた）

３．２

close と lock が共起した場合

先 と は 反 対 の 視 点 で、 一 文 の 中 に close と lock が 共 起 し た 場 合、 そ の ど ち ら の 節 に
behind 句が付くのかが辞典類では記述がないので、ここで例文とともに示しておく。ここ
でわかることは、behind 句は close の方にも、lock の方にも生起可能という事実である。
（1）C
 harlie made himself look around carefully, before letting the lions slide out, then
closed the door behind them and locked it.

（Zizou Corder , Lionboy）

（チャーリーは注意深く周りを見渡し、それからライオンたちをそっと外に出してがそっ
と抜け出す前に、ドアを閉めドアに鍵を閉めた）
（2）Catalina slipped out of the door and the Prioress closed and locked it behind her.
（Somerset Maugham, Cataliona）
（カタリーナはドアから抜け出ると、尼僧院長はドアを閉め、そして鍵を掛けた）

４．英英辞典の定義と例文の実態
ここでは、学習用英英辞典のみならず、母語話者用の英英辞典の定義や提示例文を検討し
ていくことにする。
英 語 学 習 者 に は、LDOCE と の 愛 称 で 親 し ま れ て い る Longman Dictionary of
Contemporary English. 第五版の behind の項目を見ると次のようにある。
1. at or towards the back of a thing or person:
Jane shut the door behind her.
この定義と例文では behind her が副詞句なのか形容詞句なのか判断できない。さらにド
アからの出入りに関して、曖昧文であることも漠然としたままである。学習用英英辞典であ
るに拘らず、詰めの甘さを露呈した感じである。
次は、OALD の愛称をもつ Oxford Advanced Learners’
Dictionary 第 6 版 の behind の定
義と例文は次のものが上がっている。
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1.（a）in or towards the back of sb/sth, and often hidden by it or them
Don’
t forget to lock the door behind you（= when you leave）
．
定義自体は、LDOCE とさして変わりはない。例文に「つまり、出るときに」と情報を追
加することによって、辞書の利用者に悟ってもらおうとしているだけで、明示的ではないた
めに、正しい理解はあまり望めそうもないであろう。
次は、コンピュータ・コーパスを前面に押し出し、英語辞典の革命を起こした Cobuild（初
版）（1987）の定義と例文は以下のとおりである。
behind
9. If you say that someone shuts or locks the door, gate, etc behind them you are
indicating that the door has been deliberately closed after they have left a room,
building, etc.
EG He left the studio quietly, locking the outer door behind him....
Mrs Oliver shut the door firmly behind her.
初版では、まず deliberately（慎重に）という部分はこの語の必要条件ではない。そして
left a room という定義項も、behind は出るときだけではなく、入るときにも使えるので、
そこに問題がある。
ところが、Cobuild（1995）になると興味深いことが起きている。初版では、behind の定
義の 9 番目に置かれたものでは、改訂版では 4 番目に置かれていることである。一般の人で
辞書の引き比べなどをする者は、少数派であるが、ここから読み解けることは、本稿で扱っ
ている文のパターンは、英語母語話者が自覚している以上に、コーパスのデータからは高頻
度で用いられている結果の改訂であったのではないかと推察されるものである。
4 When you shut a door or gate behind you, you shut it after you have gone through it.
I walked out and closed the door behind me.
He slammed the gates shut behind me.
改訂版（1995 年）は、定義項に deliberately といった様態副詞による制限もなく、よっ
て当該の構文を使いたい場合に、自由に様態副詞を選択することが出来る。また、through
という前置詞で定義しているために、
「出入り」の両方を網羅することになっている。但し、

─ 280 ─

記述的語法研究：She closed the door behind her. の解釈を中心に

初版の例文では様態副詞を含んでいる事例を提示することで、どの位置に生起可能かを示す
ことが出来たのに、改訂版では、２つの例文のどちらにも様態副詞が含まれていない。また、
目的語に後続する behind 句が形容詞句なのか、副詞句なのかがはっきりしない。好意的に
解釈すれば、接続詞の after によって時間の前後関係を明示していると考えることもできよ
う。
次 は 2002 年 に 出 版 さ れ た Macmillan English Dictionary for advanced learners of
American English である。書名にアメリカ英語と載せているものの、今の時代の学習用辞
典であるから、イギリス英語に関する言及もある。この辞書の当該構文が使われている
behind の定義と例文は、次のとおりである。
1 at sb/sth’
s back or opposite side 1a. at the back of someone or something:
Harry went out and shut the door behind him（=after he had gone through it）
OALD と同じように、例文に補足説明を付ける工夫があることによって、
「後ろ手に」と
いう様態の問題でもないし、
「後ろのドア」という場所の明示でもないことは理解できるよ
うになっている。ただ、この例文では「入ってくる」という一面のみで、出て行く場面で使
えるかどうかは、言及していない。
最後は、2005 年に出た ODE（Oxford Dictionary of English）である。上記の英英辞典と
大きく異なるのは、学習用ではなく、英語母語話者のために作られた辞典である。しかし、
携帯用ではないため、一冊本ながら相当なデータ量が組み込まれているが、結果は、学習用
辞典と同じような定義と例文の提示に終わっている。
behind 2 at the back of（someone）
，after they have passed through a door:
EX She ran out of the room, slamming the door behind her
当然、英英辞典の様々な語の定義や例文を本稿で検証しているわけではないので、一刀両
断に辞書の記述内容を語るわけにはいかないが、しかし一事が万事ということも物事の真理
としてあるだろう。最近の英英辞典には、冊子版であっても CD-ROM や DVD が付属され、
小型のコーパスが利用できるようになっている。このことは、利用者にコーパスで最終的に
は自ら検証し、あくまでも辞書はヒントとして考えてくださいと暗に語っているのであろう
か。

５．おわりに．
本稿では、辞書や参考書の語法や言語事実の内容がコーパスなどによるデータが十分活用
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されていない事実を指摘した。また、She closed the door behind her. の構文が小説の翻訳
のみならず、辞書の記述にも誤訳が蔓延していることを指摘した。当該の構文が生起する前
後も確認できるように、自家製のコーパス・データを援用し、命令文や主語と前置詞の目的
語が同一指示していない事例を複数提示、従来よく解釈された「後ろ手にドアを閉める」が
誤訳であることを明示した。また、当該の構文に様態副詞が使われる場合の生起位置の制約
を記述的語法研究のデータと理論言語学の文末重点の観点から記述・説明を行った。

注
1

You can’
t eat your cake and have it. の等位接続詞の左辺と右辺を入れ替えた you can’
t have
your cake and eat it（too）で検索をしてみてもその結果は大差がない。文学では、Sinclair
Lewis と H. G. Wells の作品でヒットするくらいで、残りはアカデミックコーパスにおいて百
科事典や言語学者の Rosamund Moon による “Fixed Expressions and Idioms in English: A
Corpus-Based Approach”で使用される程度に留まっている。

2

『ホテル』高橋豊訳

新潮社

1974 年

同書の事例としてあげる翻訳もここからの引用である。

3

この部分は、他とは異なり能格文であるが、本稿の議論に問題は生じない。

4

提示した英文の中の下線や 囲み は、すべて筆者が強調のためにつけたものである。

5

通常、
「後ろ手に」という日本語に対応する英語は次のような場合が考えられる。

（1）With my dexterous human fingers, I tied his hands behind his back, bound his ankles
together.（K A Applegate, The Deception [Animorphs 46]）
（私は器用に同情的な指先で、彼の両手を後ろ手に縛り、両足首も縛った）
（2）
“And that’
s fine with me.”Marco smiled, folded his hands behind his head.
（K A Applegate, The Return [Animorphs 48]）
（
「それで結構です」とコーマはニコリと笑い、頭の後ろに両手を組んだ）
（3）He sat in the little chair. He leaned back with his hands behind his head and his feet up on
Mr. Kidswatter’
s desk.（Louis Sachar, Wayside School is Falling Down.）
（彼は小さな椅子に座った。両手を頭の後ろに組み、両足をキッズウォータ氏の机の上に乗せた）

＊＊＊＊
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A descriptive study of English usage:
She closed the door behind her.
KIUCHI, Osamu
The purpose of this study is to investigate the meaning of such a construction as“she
closed the door behind her”using our computer corpus data, as little attention has been
paid to the construction. This study begins with the existing condition in the content of
dictionaries and translated novels. Contrary to the stereotypical meaning of the sentence,
our observations suggest that the sentence does not mean“she closed the door behind
her back without looking at it”but“she closed the door after she has come [gone]
through it.”This study will contribute to interdisciplinary fields such as teaching English,
compiling dictionaries and so on.
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