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０．はじめに

　本稿では、従来の英語学習では等閑視されている１万語レベル（英検準１級から１級）の

語彙習得に関して様々な側面から考察する。最近の英語辞書や学習参考書は、基礎語に関し

ては以前に増して、学習者にとって正確な記述であり、丁寧な説明となってきた。しかし、

辞書や参考書の編集上の制約から上級者レベルの語彙の習得となると、学習者の不断の努力

とその経験から学ぶことが期待され、英語教育的観点の方法論は無きに等しい状態である。

今回は形容詞と副詞のごく一部の事例を通して、コーパスを援用し、現状の不備を指摘しな

がら、語彙研究を進めるとともに、英語上級学習者に対してハイレベルな語彙習得を可能に

する代案を検討する。

１．コーパス・データから見た基礎語彙

　市販の単語集にも収録されていない場合もある１万語レベルの語とはいかなるものかを知

るために、Google などで検索し、そのヒット数で一般的に使用される語か否かを判断する

こともあろう。しかしながら、どれほど有益な情報がえられるか、たぶんに疑わしいものが

ある。筆者が構築している成長型コーパスは現在３億語前後で、本節ではそのサブコーパス

である作家別コーパスの一部を使用し、１万語レベルの単語の手応えを共有することにしよ

う。

　今回の考察では、複数の自家製コーパスを使用するが、まず一つ目のコーパスの構成は以

下の通りである。Arthur Hailey の５作品で 86 万語、John Grisham の５作品で 76 万語、

Michael Crichton の５作品で 59 万語、Nora Roberts の５作品で 53 万語、Sidney Sheldon

の５作品で 50 万語、少し古いところでは Agatha Christie の 79 作品で 524 万語、そして

Conan Doyle の The Complete Sherlock Holmes Collection で 68 万語である。児童文学ミ

ニコーパスは、Christopher Golden、Enid Blyton、K. A. Applegate、Pierce, Tamora、R.L. 

Stine の５作家・30 作品で 121 万語の構成である。さらに上記は古くは 20 世紀初頭から新
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しくは 21 世紀のものまであるが、そのジャンルがすべて小説なので、別のレジスターとの

比較材料として学術文献のデータの Academic コーパス 1 を使用する。この構成は、単行本

71 冊で 682 万語ほどの大きさで、その内容は Oxford の Very Short Introductions シリーズ

の様々な分野 50 冊弱と言語学を含む様々な学問分野をデータ化し、語彙などの偏りを少し

でも矯正するためにコーパスに組み込んでいる。ここで手始めに語彙のレベルと出現回数と

の関係を簡単に見てみることにする。

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 10 位
Hailey the to a and of was in had he I
Grisham the and a  to I of in was he you
Crichton the to I a and of was said in it
Roberts the to I a her and you of she it
Sheldon the to a and was I of you in her
Christie the I to a of and was you that it
Doyle the of and to a I that in was it
児童文学 the to and of a I was in her that
学術文献 the of and in to a is that as for

上記の表からも分かるように分野を問わず、英語ならば基礎語としての頻出語彙は機能語や

代名詞であり有意義な差はみられない。しかし、これがひとたび 1 万語レベルの語となると

その傾向性は、次節で示すように分野や書き手に大いに依存することになる。

２．コーパスが語る上級者レベルの語の姿
２．１　reminiscent の考察

　まず、具体的事例として reminiscent から始めることにする。reminiscent の動詞の形態

である reminisce がアルクの SLV2 では、11178 番目にリストされている単語であり、形容

詞形の reminiscent は 7834 番目となっている。また、『JACET8000 英単語』3 では 6408 番

目の単語である。

　それでは、reminiscent のそれぞれの分野での使用回数を見てみることにする。Arthur 

Hailey では０回、John Grisham でも０回、Michael Crichton では５回、Nora Roberts では

１回、Sidney Sheldon では１回、そして 524 万語と他の分析対象の５倍近くある Agatha 

Christie では 38 回、そして Conan Doyle の The Complete Sherlock Holmes Collection で

は１回であった。また児童文学では０回で学術文献では 48 回である。学術文献は分野が違

うとしても、Michael Crichton と Agatha Christie のふたりは他の作家の分析結果と有意な

差が生じているのは確かなことである。つまり１万語レベル前後の英単語は大衆文学で使用
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されることが決して稀なものではなく、作家ごとの差異はあるものの英語を習得する決意の

ある者はいずれ取り掛からなくてはならないレベルにあるとデータが語っている。サブコー

パスの Kt-corpus014 を考察の援護射撃として利用すると、その検索結果は 225 回である 5。

reminiscent に後続する単語で一番多いのは辞書の記述からも予想できるように of であり、

178 回で全体のおよそ 80％を占めるものである。辞書の語義で 2 番目に来る限定用法を確認

すると smile が 5 回で唯一の複数回の使用となっている。他には、tone、mood、lips、

hope、grin、gleam、glee、gossipings などがあげられるが、どれも上機嫌な顔の様子やそ

のときの楽しい状況が背景にある語句である。しかし、この「楽しい事柄を思い出す」といっ

た意味を reminiscent の叙述用法にまで拡大することは危険が伴う。つぎの例文から判断で

きるように主語に刺激主体が生起し、それが人間の五感のいずれかを経由して of 以下に意

識が向くのを表現するのが reminiscent である。

（1）It was a romantic story about a young writer and a celebrated prima donna. The 

theme was reminiscent  of Ouida, the last thing I should have expected this hard-boiled 
youth to write, and I was tickled: 　　　　　 　 （S. Maugham, “The Voice of the Turtle”）

（それは若き作家と有名なプリマドンナのロマンティックな物語だった。そのテーマを聞く

と、ウィーダを思い出して、それは決して無情な若手が当然書きそうにないものだったので、

面白かった）

（2） The crests had red and black stripes, reminiscent  of a parrot or toucan. 
（M. Crichton, Jurassic Park ）

（その鶏冠は赤と黒のストライプで、それはオウムかオオハシを連想するものだった）

（3） Blood or gastric contents reminiscent  of musky macaroons, of almonds, may indicate 
the presence of cyanide.　　　　　　　　　　　　　　　　　   （P. Cornwell, Postmortem）

（血液と胃の内容物からアーモンド入りの麝香マカロンにはシアン化物の存在を示している

ようだ。）　

reminiscent と動詞 remind を関連付けてみると tending to remind one of something となり

単に二つの語の差異は品詞の差と、reminiscent はさまざまな辞書にも明示されているよう

に【FORMAL】といったレジスターの違いによるものである。

　最後にこの reminiscent の動詞形である reminisce について言及する。Cobuild では If 

you reminisce about something from your past, you write or talk about it, often with 

pleasure. （FORMAL）と定義されている。ここでのポイントは下線を引いた部分で、ただ
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物思いに耽るだけではなく、思い描いた内容を書いたり、話したりして表現することである。

これが形容詞形の reminiscent は思考内容を表現するという動作性が完全に背景化してい

る。2011 年に出版された COD12 版では、indulge in reminiscence と定義されているだけで、

思考内容を他者へ表現するという意味までは踏み込んでいない。そもそも reminisce は

reminiscence（回想・記憶）という名詞が基であり、逆成により動詞や形容詞が生み出され

た。その結果、形容詞の場合は、動作性のない意味が基盤となり、一方、動詞は本来動作性

のないところへ、動詞への品詞転換により動作性が付加し、思考内容を表現する意味を獲得

したのだと思われる。reminisce は受動的に思い出すだけではなく、思い出した内容を誰か

に伝えるといった意図性が生じていることが（5）の tried to に後続しているところからも

分かる。このような意味変化（意味の付加や削除）は、通常の学習者には類推するのが困難

であるため、学習用の辞書だけではなく、一般の辞書にも一言明示すべきことであろう。

（4） They tried to laugh and reminisce  for a couple of days, but Ronnie was drinking too 
much.                                  　　　　　　　　　　　　 （J. Grisham, The Innocent Man）

（彼らは二三日間声を出して笑い、思い出を語ろうかと試みたが、ロニーは飲みすぎていて

だめだった）

（5） There were times when I wanted badly to tell her, when I wanted us to reminisce  
about Hailsham with the tape playing in the background.

（K. Ishiguro, Never Let Me Go）

（わたしはひどく彼女に話してしまいたい、そしてテープを流しながらヘールシャムのこと

の思い出話を私たちはしたいと何度も思ったことがありました）

２．２　oblivious の考察

　つぎは oblivious とその共起関係の表現を丹念に検討していく。COD の初版では、

forgetful, regardless （of）と定義され、100 年後の COD の 12 版では、not aware of what is 

happening around one と定義されている。

　下記の例文の下線のように、悲しんでいたり（was alone with my sorrow）、熟考したり

（mused）、考えていたり（thinking about）、集中していたり（was concentrating on）といっ

た部分で脳内のエネルギーを過度に消費しているために、結果として oblivious 状態に至っ

ているのである。
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（6） I was oblivious  of my surroundings. I was alone with my sorrow.
      （S. Maugham, Catalina）

（私はまわりに意識が向かなかった。悲しみにくれていたのだ）

（7） Will mused, oblivious  to the conversation around him.
（P. Cornwell, Body of Evidence） 

（ウィルは熟考し、彼の周りの会話は耳に入っていなかった）

（8） Kelly sat in her airplane seat, thinking about Mark, oblivious  to the fact that most of 
the men and women in the cabin were covertly staring at her. 

（S. Sheldon, Are You Afraid of The Dark）

（ケリーは飛行機の座席に座って、マークについて考えていた。キャビンの大半の男女が彼

女のことをこっそり見つめている事実に気を向けていなかった）

（9）  He was concentrating on what he was doing, oblivious  to the sound of the bombs 
falling all around him.     　　　　　　　　　　　　    （S. Sheldon, Memories of Midnight）

（彼は自分のしていることに集中をしていて、自分の回りに落ちてくる爆弾の音に気づいて

いなかった）

つぎの事例は、文脈に aware という語が生起し、音声情報を入力する hear という語が共起

しているものであるが、stiffly という語で、緊張の度合いが高いことが見て取れ、それ故に、

外部の情報を認識するエネルギーが廻らなくなっている状態である。

（10） She had no idea what he was talking about, but she thought, No. I came here for 

death. She was aware of the drone of the driver's voice, but she did not hear the words. 

She sat stiffly on her seat, oblivious  to the familiar surroundings that sped past. 
（S. Sheldon, If Tomorrow Comes）

（彼女は彼が何を話しているのかが分からなかったが、彼女は思った、いや、死を求めてこ

こに来たのだと。運転手の低い声には気づいてはいたが、その言葉を聴いていなかった。彼

女は座席に身体をこわばらせて座って、あっという間に過ぎていく見慣れた景色には意識が

向かなかった。）

最後の例では、カップルはいちゃつくことに忙しく、老人は一般に注意力が低下しているこ

とに加え犬を散歩させている、とくにここでは walking with his dog でなく、他動詞の
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walk が使用され、老人が犬の進路をコントロールしている状況ゆえに、外部を知覚するエ

ネルギーが足りないと推測できるものであろう。

（11） A young couple necking on a bench and an old man walking his dog seemed 

oblivious  to the distinct stench of death seeping through the Institut's barred windows 
and black iron front door.                   　　　　　　　  　　　 （P. Cornwell, Black Notice）

（ベンチで、いちゃついている若いカップルも、犬の散歩をしている年老いた男性も、研究

所の格子をはめた窓と、黒い鉄の正面玄関からにじみ出ているはっきりとした死臭に気づい

ていないようだった）

『アンカーコズミカ英和辞典』によると unaware に比べるとマイナスのイメージとの説明が

あるが、コーパスの例文を丹念に読み込んでみても、それほど示差的な特徴とは言いがたい。

そのことよりも、いま本稿で提示した例文から判断できるように、他の方面に過度のエネル

ギーを使った結果、本来向けるべき意識の対象に脳内のエネルギーが、ちょうどパソコンの

仮想メモリが不足してフリーズを起こすのと同じように、意識のフリーズを起こすのが、ま

さに oblivious の状態であるのだと、気づかせることのほうが有益であろう。

　さらに、oblivious は to を後続させ用いられるものは、『ジーニアス英和大辞典』の語法

欄では、「blind to の類推から生じた語法であり、誤用とされる意見もあるが、現在では確

立されている」とある。電子辞書で、この語法欄を開かなければ、定義欄には「[・・・を ]

気にとめない [of, to]」とあるだけなので、of と to がまったく同じ頻度で用いられると思わ

れるのが普通であろう。Kt01 コーパスの検索結果では oblivious は 600 回ヒットし、うち of

が 159 回（26.500%）がであり、to が 388（64.667%） である。実際は類推による派生的用法が、

現在では主流の用法となっていることが、分かる。決してこのことは口語英語などの崩れた

用法ではなく、学術文献でも多く見受けられる用法である。言語学者 Langacker の著作

Cognitive Grammar：A Basic Introduction では地の文で 2 回 oblivious が使われているが、

2 回とも of ではなく to が後続している。Academic Corpus では 15 回 oblivious は生起して

いて 80％の 12 回 to が後続し、本来の用法であった of は１回のみの生起結果である。この

ように語法欄を設けるならば、本来の用法を明示するだけでなく、現代英語ではどちらが代

表例（頻度的に高い）なのかを明示するのが発信型の辞書といえよう。
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２．３　dismal の考察

２．３．１　dismal とその生起する文脈

　今度は、ある程度の文脈を伴った形で dismal という語を考えていきたい。

（12） I refused, oh, twenty times at least, the solicitations of grimy urchins who wanted to 

shine my spotless shoes; and having come to the end of my small change I could only 

shake my head at the beggars who importuned me. They gave one no peace. Little Indian 

women, in shapeless rags, each one with a baby tied in the shawl on her back held out 

skinny hands and in a whimper recited a dismal  screed; 
（S. Maugham, “The Bum”）

（私は断ったのだ。あかまみれの浮浪児たちが、わたしの汚れのない靴を磨かせてくれと少

なくとも 20 回も懇願していたのだ。小銭が尽きていたので、わたしにしつこく求めていた

その乞食たちに首を振るしかなかった。やつらは人をうるさく急き立てていた。型が崩れた

ぼろを身にまとい、それぞれ背中には赤ん坊を背負っている小柄な印度の女性たちが骨と皮

ばかりになった両手を差し出して、めそめそと鼻声で、陰気な長話を並べ立てていたのだ。）

何度も靴磨きをさせてくれとせがんでいる浮浪児に首を横に振って、追い討ちをかけるよう

に、赤ん坊を背負ったぼろを身にまとった小柄の女性に、骨と皮ばかりの両手を差し出され、

涙声で長話をされたら、その話（screed）は主観的にどのように聞こえるか。それが dismal

と表現されているものである。大柄ではなく小柄で、一人ではなく、赤ん坊を背負い、ふく

よかではなく、何も食べていないような飢え死しそうなやせ方で、覇気のある腹から出る声

でなく泣き声が上乗せされている状況である。突然、単体で dismal という語が発話されて

いるのではなく、このようにジグソーパズルの一つのピースのように全体が存在しての部分

と同じ現象である。語は文の中に、そして文は文章といううねりの中に存在する。このよう

な広義の結束性（coherence）を知覚しなければ、「ことば」として本当に理解したことに

はならない。

　語源的側面から接近すると、dismal はもともと evil days（縁起の悪い日）という意味で「昔、

月に２日縁起が悪い」とされていたことに由来する。縁起の悪い日を過ごせば、暗い気持ち

が引き出される。その気持ちが顔色に表れ、心の窓たる目にも表れれば、視線にもその感情

が出る。また、暗い気持ちで外界を見渡せば、その視界に入るものはあたかもそれ自体が暗

い気持ちを持っているように感じられ、さらに外界の様子が、自分の経験と照らし合わせ悲

しい気持ちを引き出す要因にもなる。

　まずは人や人の表情における事例を２つ。（13）の事例は、逆接の接続詞 but があるので、
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その意味的な対立構造を利用し考察する。つまり gentle というプラス評価の形容詞と

dismal というマイナス評価の形容詞は反対関係の属性があると考えられる。（14）の事例に

もあるように、人間のとくに顔の表情と共起するのが dismal の特徴のひとつではないかと

考えられる。

（13） He was sensitive and gentle but a dismal  student.
（P. Cornwell, The Portrait Of A Killer Jack）

（彼は感受性が強く優しかったが、暗い学生だった）

（14） The American boy takes a sip of his cappuccino with a dismal  look on his face.
（P. Baccalario, Ring of Fire）

（そのアメリカの少年は浮かない様子を顔に浮かべてカプチーノをすする）

日の悪い日に実行しても上手く行かない悲しい状況、やってみても駄目という人間の行為（結

果）の最たるものが失敗という現象である。dismal はこの failure とのコロケーションは相

性がいい。

（15） He contemplated answering it and trying to fake it out, but knew that would end in 

dismal  failure.                     　　　　　　　　　　　　   （D. Koontz, Dark of the Woods）
（彼はそれに答えることにじっくり考え、裏をかこうと試みたのだが、惨めな失敗に終わる

ことになるだろうことは知っていたのだ。）

さらに流れる時間にも、当事者の感情が移入される場合が多い。

（16） But to a worried and weary traveler, arriving at a dismal  hour, seeking only cheap 
lodgings, the state capital appeared to huddle miserably under a mantle of gloom.

（D. Koontz, One Door away from Heaven）

（しかし疲れ切ってへとへとの旅人にとって、滅入るような時間に到着して、ただ安宿を求

めていると、州都が惨めなほどに闇の帳に身体を丸めているように思えた）

ある状態に対する価値判断からの限定修飾の事例である。

（17） Because of the dismal  state of forensic science and medicine in 1888, there were a 
number of misunderstandings about blood. 



コーパスに基づく語彙研究：英語上級学習者のための語彙習得ストラテジー 

─ 375 ─

（Cornwell Patricia, The Portrait of a Killer: Jack）

（1888 年の警察の科学調査や法医学は見るに耐えない状態であったので、血液に関する誤解

がいくつかあったのだ）

場所を表現する語句にも dismal は共起する。最初の例文は、後続する部分もネガティブな

語句が連続して使用されている。

（18） She showed us into a dismal  living room where we found her husband huddled by 
the electric fire, lap robe over his spindly legs, his vacuous stare fixed on a man lathering 

up with deodorant soap on television. 　　　　　　　　  （P. Cornwell, Cruel and Unusual）

（彼女は私たちに暗い陰気な居間を案内してくれた。そこは彼女の旦那がいた。その彼は電

気ヒーターのそばで縮こまって、やせ細った両脚にはひざ掛けが掛けられ、うつろな視線は

テレビでの防臭効果のある石鹸であわ立っている一人の男性に当てられていたのだ）

空や天候などにも dismal はよく使用され、いわゆる転位修飾語（transferred epithet）とし

て機能している。

（19） She lifted her gaze to the dismal  sky, then lowered it to the photo of the dust jacket 
for Willott's book.                                      　　　　　　　　　　   （D. Koontz, Coldfire）

（彼女は視線を上げ憂鬱な空を見て、そしてウィリオットのブックカバーの写真に視線を落

とした）

（20） A steady, dismal  drizzle had been falling since before dawn. 
（Dean Koontz, Phantoms）（夜明け前から憂鬱な霧雨がしとしと降り続いていた）

（21） Although driving at only ten miles per hour through the dismal  downpour, she 
didn't look away from the road when she said to Neil, "Why T. S. Eliot?"

（D. Koontz, The Taking）

（憂鬱な土砂降りの中たった時速 10 マイル車を走らせていたが、彼女がニールに「なんで T. 

S. エリオットなの」と言ったときも道路から目を離さなかった）

この転位修飾語は単なる感情移入だとか、擬人法だとかというレベルで議論を中断すること

も確かにあるだろうが、ここでは更に一歩進めて、言語学的な観点から議論を進め、より一

般性のある仮説を提示することにする。
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縁起が悪い→ X が悪い

　　　　　  （X）が悪い

上記のような単純な意味変化が生じている。語源的には「縁起が悪い」といった状況に対す

る価値判断が主題となり、その主題部分が背景化し、題述部分が前景化し残り、さらに主題

部分が空となり、さまざまなものが入るようになる。先にも指摘したことであるが、人を取

り巻く状況が悪ければ、人は憂鬱になり、気分が滅入るのが普通である。これが頻度的にも

優勢な代表例となる。この主題部分が一般化され空の状態と具体的な項目が充当された状態

の関係はシネクドキの関係である。意味の上位概念と下位概念という、いわゆる類と種の関

係を機軸に多義性がダイナミックに展開しているものと言えよう。

２．３．２　dismally：品詞を越えて

　品詞はあくまでも統語上の関係によって決まる問題であって、基本的に意味の中核部分に

は影響を及ぼさないので、dismal の副詞形である dismally の事例も見ていく。

（22） Leaning against the rake, I stared dismally  back down the path, thinking. I pondered 
what Hilda had said about another place being involved, perhaps somewhere that the 

killer had taken Deborah,…        　　　　　　　　　　   （P. Cornwell, All That Remains）

（熊手に寄りかかりながら、物悲しい表情で後ろの通りを見つめて考えた。関連のある別の

場所、ひょっとしたら殺人者がデボラを捕らえたある場所について、ヒルダは何を言ったの

か、じっと考えたのだ。）

見つめるときの表情が dismally の場合、think していることが分かっており、さらにその思

考が ponder のレベルであることがまずこの例文に接する場合の重要な姿勢である。つまり

think と ponder の関係は、POD8 版でも次のように簡潔に記述している。ponder は think 

over であり、さらに be deep in thought である。ここでの鍵概念は over と deep である。

一瞬軽く思うのではなく、深く繰り返してものを考えている行為が ponder である。然らば、

そのときの人間の表情は如何に。興味深いことに dismal の副詞 dismally は視線を表現する

語句とよく共起するが、上記の例文で生起している思考関連の述語動詞とも相性がいい。ま

た、人間はあることを考えた後にその感情が出てきて、さらに口にしたときの口調にも現れ

ることは至極自然なことであるため、発話関連の動詞ともよく共起する。つまり、感情の表

出は視覚に訴えるものとして出るか、聴覚に訴えるものとして出るかの違いに過ぎないので

ある。
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（23） So . . . every bit of it was the product of my imagination, she thought dismally . 
（D. Koontz, The House of Thunder）

（そう・・・そのひとつひとつがわたしの想像の産物なんだと、彼女は物悲しく思った）

（24） "Forget it," said Harry dismally.　

（J. K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix）

（「忘れてしまえ」とハリーは暗い口調で言った）

２．３．３　grim：dismal の意味的隣接関係たる類語探求へ

　dismal の意味的隣接関係、つまり類語の grim を検討する。つぎの２つの事例は等位接続

詞 and で連結しているため、同じ方向性を有する属性の類義語だと予想が付く。POD の定

義によると austere は、やり方や態度が severe とか strict であり、さらに stern な状態であ

る。 ま た、cheerless は gloomy と か depressing な こ と で、 場 所 だ と か 天 候 が dull や

depressing な状態である。どちらの事例も墓だの吹雪だのマイナスの意味合いを持つ語に

取り巻かれている。このように grim の鍵概念をマトリックス的に重ね合わせて、全体像を

描くことは重要であるが、言葉の意味は論理学のように必要条件を抽出すれば、意味が予測

できるほど単純でなく、色合いの濃淡のように数値化できない部分もある。

（25） In the chapels were the tombs, the early ones in stone, grim  and austere, the later 
ones of marble richly sculptured,…                      　　　　　　　（S. Maugham, Catalina）

（チャペルには墓があり、石で出来た初期のものは、厳しく厳格な表情をしており、のちの

ものは、大理石でできており立派な彫刻が施されている・・・）

（26） It was a cold grey day, with sleet that looked as though it might turn to snow falling 

in sudden windy flurries. The country was grim  and cheerless.
   （S. Maugham, “The Unconquered”）

（寒くどんよりした日だった。みぞれはあたかも吹雪になりそうに見えた。その地域は厳し

く陰鬱であった）

grim は語源的には古英語 grimm（荒々しい、残忍な）で、「怒っている」が原義である。

すると次の事例は目つきがぎょっとするような、怒りが背景にある怖い目つきであることが

容易に想像できる。
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（27） The eyes were no longer sweet, but grim  and frightening.
 （L. Sachar, Wayside School is Falling Down）

（その目つきに、もはや優しくはなく、厳しく、ぞっとするものであった）

（27）の事例のように表情は目に表れやすいが、（28）の例は笑っているときの顔のゆがみで

ある。（29）の事例は grim な表情が唇に表れたことを言葉で明示している。

（28） He gave a laugh that distorted his grim  face.         　　 （S. Maugham, “Honolulu”）
（彼は厳しく顔をゆがめながら笑った）

（29） A grim  smile appeared on the Prioress's pallid lips.     　　 （S. Maugham, Catalina） 
（ぞっとする微笑が女子修道院長の青白い唇に現れた）

つぎは声（voice）に対して、grim の使用例である。

（30） "Come on out here, Edgar!" said Julian, in a grim  voice.
 （E. Blyton, Famous Five 03）

（「こっちに出て来い、エドガー」とジュリアンは厳しい声で言った）

厳しさがあれば、その決意（determination）は揺るぎもしない。そして決意したことを他

者に伝える形で（31）のように「同意」が表現される。

（31） They awaited their turn patiently, but patience was no new thing to them; they had 

practised it, all three of them, with grim  determination, for thirty years.
（S. Maugham, “The Judgment Seat”）

（彼らは自分の番を辛抱強く待っていた。しかし我慢は彼らにとっては珍しいことではなかっ

た。というのは、彼らは三人とも 30 年間、断固たる決意で実践し続けていたのである）

（32） Nimue nodded in grim  approval. 　　　　　 　（C. Golden, Outcast 04 - Wurm War）
（ニミュエは厳しい表情で頷いて同意した）

意思決定という態度から転じて、その意味内容の価値判断を grim で表現している。
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（33） "It’s rather a grim  story."                       　　  （S. Maugham, “The Lotus Eater”）
（それはかなり気味悪い話である）

つぎの事例は品詞が副詞ではあるが、思考タイプの語、そして発話タイプの語と共起するも

のである。思考や発話しているときの表情や声が、「怒り」を連想するような場合に grimly

が用いられている。「怒り」が背景にあれば、その表情は厳しく、他に余裕を持たないイメー

ジが広がる。

（34） Baker thought grimly .                     　　　　　 　　 （S. Sheldon, Best Laid Plans）
（ベイカーは不愉快そうな表情で考えた）

（35） "I know about that," Jamie said grimly . "What else?" 
 （S. Sheldon, Master Of The Game） 

（「わたしは、それについては知っている」とジェーミーはニコリもしないで言った。「他は何」）

　ここで、grim を簡単に纏めよう。語源的には古英語 grimm（荒々しい、残忍な）で、「怒っ

ている」が原義であるので、「顔つきや態度が険しい、怖い、いかめしい」の語義は「怒り」

という意味概念レベルでのシネクドキ的意味の拡張や「怒り」とほぼ同時発生するメトニミー

的拡張によるものである。また「話が気味悪い、ぞっとするような」に展開するのは、話の

内容が「怒り」に人が接したときと同じような精神的な変化を感じ取るためのものである。

３．追い込み項目の扱い：periodically「定期的に」と「ときどき」の狭間で

　藤田（2006）では、数々の英和辞典の執筆経験から重要度標識がつかない非重要項目の単

語の扱いに対して、問題点を指摘し、さらに提案を行っている。とくに ly 副詞と呼ばれる

ものは、その元になる形容詞の項目の追い込み語として扱われ、訳語も与えられていないも

のが多いと指摘している。本節では、その訳語が与えられていない場合に問題になるであろ

う periodically を例として挙げ、訳語のみならず、その語義の展開の仕掛けを明示する。

periodically の議論の前に形容詞形 periodical と periodic を確認する。periodical は限定用法

の形容詞で「定期的な」という意味があるが、メトニミー的な意味の移動で、「定期刊行物」

と品詞を変化させ、つぎの意味を獲得している。一方、periodic は純粋に形容詞で「周期的

な・定期的な」という意味となる。その形容詞に接尾辞 ly が付加すると副詞になり、そこ

からの妥当な類推として、「周期的に・定期的に」となる。

　代表的な英語辞書類の periodically の扱いは、以下の通りである。
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COD12 版 定義なし

LDOCE5 版　定義なし・例文を１つ提示している

OALD ８版　定義なし・例文を２つ提示している

ジーニアス英和大辞典　周期的に・定期的に

研究社新英和大辞典第六版　１．定期的に、周期的に　　２．時々；繰り返して

ランダムハウス英和大辞典第二版　定義なし

英英辞典は母語話者用であっても学習者用であっても periodically は追い込み語の扱いを受

けて定義はない。あとは前後のない例文からどのような解釈が可能なのか判断する力が要求

される。一方、英和辞典は大辞典レベルで、『ランダムハウス英和大辞典』だけが追い込み

語扱いで、『ジーニアス英和大辞典』の提示している訳語は、形容詞形 periodic から容易に

推測できる訳語だけであるが、『研究社新英和大辞典』の２つ目の語義である「時々；繰り

返して」は通常の推測の域を超えるところにある。実際に本稿の提示した例文からも分かる

ように、実は形容詞からの類推が困難な 2 つ目の語義がその代表的な事例となっている。こ

の 1 つ目の語義の「周期的」と 2 つ目の語義の「時々」との関係は、定期性の定期的要素を

背景化すると、単なる反復現象だけが残る。つまり、反復現象に規則性を付加した現象が、

周期性であり、定期性であるのだと言えよう。

　まずは、名詞の periodical と形容詞の periodic の事例を挙げておく。

（36） He wandered from the window and picked up a fat and luxurious periodical  that 
lay on Goldsmith's table, the journal of some Italian historical society.

                   　                   （K. Amis, Lucky Jim）

（彼は窓のところから歩いて、ゴールドスミスのテーブルの上にあった分厚い豪華な定期刊

行物をとった。それはイタリアの歴史学会の雑誌だった）

（37） Without the Moon, Earth would have no ocean tides, or periodic  rises and falls in 
the level of the sea.　　　　　　　（The Handy Answer Book for Children （and Parents））

（もし月がなかった、地球は潮の満ち引きがないであろう。つまり定期的に海面が上下する

ことはないだろう）

つぎの事例で興味深いのは、一連の文脈の中に constantly と continues という「継続」を意

味する語が生起するところである。

（38） On her right, an obese man, probably in his fifties, drinks screwdrivers next to the 
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window. He is constantly pushing up wire-rimmed glasses, the oversized curved frames 

that remind Scarpetta of Elvis. The obese man noisily flips through the Wall Street 

Journal and periodically  glances at Scarpetta, obviously hoping to engage her in 
conversation. She continues to ignore him.         　　　　　　　   （P. Cornwell, Blow Fly）

（彼女の右側には、肥満の男がおり、たぶん 50 代で窓の脇でスクリュードライバーを飲んで

いる。かれは絶えずメガネの縁を押し上げ、大きな曲線のフレームを見るとスカーペッタは

エルビスのことを思い出す。例のデブはウォールストリートジャーナルをがさごそ音を立て

ながらページを捲り、ときおりスカーペッタをちらりと見やった。明らかに会話に引き込み

たい様子である。彼女はそいつを無視し続けた）

次の事例を考えると、そもそも腫瘍は時間的にアトランダムに表れるので、あきらかに

periodically は ｢定期的｣ という意味ではなく、「ときどき」という反復の意味だと判断でき

る。

（39） Letters written by Sickert in later life indicate that he periodically  suffered from 
abscesses and boils that would send him to bed. He would refuse to seek out a doctor.

（P. Cornwell, The Portrait Of A Killer Jack）

（晩年のシッカートの書いた手紙には、彼はたびたび腫瘍やおできに罹り、そのせいでよく

寝込むことになった）

さらに次の例は、反復を意味する類義語の repeatedly と periodically とが等位接続詞を境に

それぞれの節内で様態副詞として機能しているものである。

（40） As before, Dylan drove without his full attention on the road, repeatedly checking 

the rearview mirror and periodically  glancing over his right shoulder to assure himself 
that Shep was not in any way harming himself, but now two worries distracted him from 

his driving.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （D. Koontz, The Light of the Moon）

（以前のように、ディランは道路にさほど注意を払わず、繰り返し、バックミラーを確認し

ており、そしてたびたび右肩越しに見えるシェップが何か自傷行為をしていないかを確認す

るためであったが、そのふたつの悩ましいことが、彼の運転の注意を逸らすのだった）

when に導かれる副詞節と呼応しての periodically が使用されている。この呼応関係に

periodically を occasionally として自然に解釈できる環境を整えている働きがある。

（41） Still, Geneva kept his favorite brand in the refrigerator, and if no one drank it, she 
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periodically  replaced it with new stock when its freshness date had passed.
（D. Koontz, One Door away from Heaven）

（いまだ、ジェノバは冷蔵庫に彼のお気に入りのブランドを入れていたが、誰もそれを飲ま

ないと、賞味期限が切れるたびごとに、新しいものと入れ替えるのだった）

４．おわりに
　ものごとには主たる問題と副次的な問題とがある。コーパスを利用した研究や教育で統計

的な数値を割り出すことは、確かに有意義なことではあるけれど、しかし、その語の本質を

理解するためには、その数値は副次的な問題である。コーパスを利用した主たる問題は、対

象となる語を表面的にコーパスで探り当てた後、その語の取り巻くテキストの色合いといっ

た大局観的・マクロ的視点、また文内部や文と文との対立や対応といった意味的な関係、さ

らには語源的な知識や英英辞典の定義項にある鍵概念からの着想を総動員することで、よう

やく語の本質を垣間見ることができるのである。本稿では、reminiscent、oblivious、dismal

そして periodically などの形容詞と副詞に関して様々な事例を通して、現状の不備を指摘し

ながら、語彙研究を進めるとともに、英語上級学習者に対してハイレベルな語彙習得を可能

にする道筋を実証的に論じていった。

注
1 現在構築中の Academic Corpus Ver.7 はテキストファイルの状態で 553MB の分量であり、数

種類の百科事典も組み込んである。従来の筆者のメインコーパスが文学作品やメディア英語

の語彙、文体に偏りがあるために、その矯正を目的とした位置づけと考えている。また、メ

インコーパスの作家別コーパスでは、それぞれが発表されている大半の作品がデータ化して

おり、例えば、Nora Roberts は 75 作品、37MB の大きさで、語彙数は 726 万語である。今回

の研究でそれぞれ作家コーパスは小型化し、サブコーパスが、０１とか０２などと下位分類

してあるのは、筆者の使用しているコンピュータの仮想メモリの制約と検索時間の短縮のた

めのもので、それ以外の理由はない。

2 SVL とは British National Corpus（BNC）の見出し語を元データとして、既存の学習語彙表

をたくさん収集し、各単語が各種語彙表にどのようなランクで配置されているか、最終的に

３０種類程度の重みづけをしたデータ ･ ベースである。詳細は投野（2008:6-8）を参照のこと。

3 JACET8000 英単語は BNC を基準スケールとして、日本人の英語学習者を反映した言語資料

とアメリカ英語を多く含んだ言語資料から作成したサブコーパスを絡めて作成したものであ

る。単語のランクとその難易度は、上位３レベルを記すと、Level ６は順位 5001 から 6000 位

までで、英語を専門としない大学生やビジネスマンが目指すべきレベルで、英検準 1 級、

TOEIC600 点レベルとしている。Level ７は順位 6001 位から 7000 位で英語専攻の大学生や仕
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事で英語を使うビジネスマンの達成目標とするレベルで、英語教師やビジネスマンなど英語

を職業の一部として使う人は、このレベルの単語をマスターすることが求められるとしてい

る。そして Level ８が順位 7001 位から 8000 位で日本人英語学習者の一般的な単語学習の最終

到達目標としている。現実の英検のレベルから考えると若干疑問視もされる設定ではあるが、

単語の難易度の目安としてここに紹介した。

4 大きさは 341MB で 6411 万語のサブコーパスである。作家別コーパスでデータが不足してい

ると判断したときに利用することにする。19 世紀以前の英語を必要としたときは、

Gutenberg-corpus01 と同 02 を通常援用するが、本稿では現代英語に限って考察を進めるので、

版権の切れたような古い英語の事例は基本的に考察の中心となる部分では扱わない。

5 外国語学習における、多読による語彙の習得の有用性は確かにあるが、それはあくまでも基

礎語彙に関してであって、1 万語前後の単語は、reminiscent を例に挙げても 28 万語に一回生

起する状況である。この 28 万語を実感するために誰でもがその存在を知っている古典的作品

で 例 え て み る。Charles Dickens の Oliver Twist を 読 む と 16 万 語、Emily Brontë の

Wuthering Heights を読むと１２万語であるから、この 2 冊を読了した状態で、一回お目にか

かることになる。J. D. Salinger の The Catcher in the Rye を読むと 8 万語弱であるから、こ

の厚みであったなら約 3 倍の分量で一回お目にかかるかどうかである。冷静に考えて、その

程度の接触回数で、「自然に」身につくかどうかは、自明であろう。
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A Corpus-based approach to vocabulary acquisition

KIUCHI, Osamu

This paper contemplates the acquisition of English words for advanced learners. We make 

an in-depth survey of the corpus data and explore the usage and the inmost essence of 

such words as reminiscent, oblivious, dismal, periodically, and so forth. By using the 

knowledge of their etymology and the semantic relationship of hyponymy, opposition, 

correspondence and so forth, this study discusses semantic extension not only from the 

compositional result of the meanings of its lexical constituents, but also from the 

fundamental cognitive mechanisms of metaphor, metonymy and synecdoche.




