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CGEL は英語の記述文法書であり，基本的には，英語の言語事実が豊富な
データとともに冷静な筆致で述べられている．しかし，本巻を読み進めていく
と，原著者たちが読者にメッセージを送っている箇所をみつけることができる
だろう．そのひとつが，否定呼応表現を解説した部分である．He didn’t say 

nothin’. （彼は何もいわなかった）のように複数の否定語が単一の意味的否定を表
す否定呼応は，イングランドのコックニー方言やアフリカ系アメリカ人口語英
語にみられる表現で，しばしば「非論理的」で「標準方言よりも劣った」言い
回しだと非難されることがある．しかし，原著者たちは英語以外の言語の例に
も言及しながら，否定呼応の有無がありふれた文法的変異にすぎず，決して一
方の変異形が他方よりも優れたり劣ったりしているわけではないことを力説し
ている．「すべての言語・方言に内在的な優劣差はない」という，現代言語学
の基本的な価値観を読者に伝えようとしているのである．The Rolling Stones

の曲名 I Can’t Get No Satisfaction を引用し，「この題名を「私はいつでも満
足だ」と解釈する人がいれば，その人は英語を知らないのだ」と喝破するくだ
りは，まさに痛快の一言である．
このように，CGEL は英文法の参考書・事典でありながら，読み物として

も耐えうるストーリー性をもっている．その記述の背後には，ある現象が「な
ぜそうなるのか」を追求する視点が貫かれている．読者の皆さんは，本巻の中
に前置詞や否定に関する疑問の答えを探し出したら，ぜひその前後の記述もあ
わせて読んでいただきたい．そしてできれば，全体を通読していただければ幸
いである．英語の前置詞と否定について，明快な全体像を見渡すことができる
であろう．
翻訳に際しては，なるべく原著の内容と雰囲気を再現しながらも，ストレス
なく読み進められるよう，自然な日本語になるよう心がけたつもりである．必
要に応じて，訳者注として本シリーズの他巻の内容にも言及した．これらの試
みがどの程度成功したかは，読者の皆さんの判断を仰がねばならない．また草
稿作成の段階では，責任訳者の所属大学の学生・同僚諸氏にも目を通していた
だき，さまざまな指摘をいただいた．ここに記して感謝申し上げる．残された
不備は，ひとえに責任訳者に帰するものである．

第 5巻責任訳者　縄田 裕幸
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