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でなく，I took a different bus from last time. における different – from や I 

took the same bus as last time. における same – as も，比較表現の一部として
取り上げている．また Ed is older than his brother. という文を見て何も驚か
ない人でも，Ed is more old than middle-aged. という文を見せられると，「あ
れっ？」と思うだろう．この文は「彼は middle-aged というよりも，old だ」
という意味であり，メタ言語比較（metalinguistic comparison）と呼ばれる現
象である．
また第 II 部の特徴として，比較級・最上級そのものでなくても，比較に関
係する語なら，片っ端から取り上げていることが挙げられる．だから She 

would rather live in danger than die of loneliness and boredom. における
rather，She is like her mother. の like，As far as I know の as は言うに及ば
ず，such advice as you give の such や，果てはかつて受験英語でもてはやさ
れた no sooner … than までも登場する．数多くのイディオムが，実は比較表
現として分析可能であることを知るのは，英文法を学ぶ者にとっては，大いな
る知的楽しみであろう．
本シリーズは，基本的に各巻がそれだけで完結して読めるように，との方針
で編集されている．冒頭にも書いたように，原著には独自の用語の体系がある
のだが，それをいちいち正確に訳出しようとすると，この編集方針と衝突して
しまいかねないことが，幾度もあった．そのため，本巻の内容を理解するのに
直接関係しない場合には，原著の用語の独自性には目をつぶり，英語学の世界
で一般的な用語を用いることにした箇所もある．また中には，かなり原文を意
訳して，原文の字面から離れている箇所もある．それもこれもひとえに「読み
やすさ」を追及した結果である．
また原書の魅力の 1つに，イキのいい例文をこれでもかと多用している点
が挙げられる．本巻でもその面白さが伝わるようにと努力してあるが，あまり
にもイキが良すぎて，意味を取りづらいところが多々あったのも事実である．
訳者の側での見落としや間違いがあるかもしれない．読者各氏からのご叱責・
ご鞭撻を待つのみである．

 第 7巻責任訳者　岩田 彩志
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例の提示に関する但し書き

太字イタリック体：屈折形態素を取り除いた語彙素を表している．
例） 動詞 go

二重引用符：意味や命題を表している．

一重下線・二重下線と角カッコ：例文の一部を強調している．

スモールキャピタル：焦点ストレスを表している．
例） I did tell you.

矢印：↗は上昇ピッチのイントネーションを示し，↘は下降ピッチのイント
ネーションを表している．
例） Is it a boy ↗ or a girl ↘?

　 ：文中の空所を表している．
例） Kim bought 　.

・：語中の形態論的な区切りないし構成素を表している．
例） work・er・s，接尾辞・s

下付き文字：照応語とその先行詞の関係を表している．
例）  Jilli said shei would help. では，she は Jill を指していること表してい
る．

例文を解釈するにあたっての文法性を以下の記号で表している．
* 非文法的 例） * This books is mine.
# 意味的ないし語用論的に変則的 例） # We frightened the cheese.
% ある方言でのみ文法的 例） % He hadn’t many friends.

? 文法性が疑わしい 例） ? Sue he gave the key.

! 非標準的 例）  ! I can’t hardly hear.
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