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第第第７７７章章章   副副副詞詞詞   

■副詞とは

（１）はじめに

中学はもちろん高校の授業においても副詞は軽視されているように思える。それは伝統

文法を土台とする学校文法では、品詞論がその根底にあり、文型に基づいて英文を読み解

いていくことが中心となるからである。この時、動詞、名詞、形容詞は「文の要素」にな

るので大切に扱われるが、副詞は修飾語として二次的なものとして扱われてしまうのだと

思われる。ところで、「副詞」は英語で adverb というが、これはラテン語の adverbium に

由来する。ラテン語の接頭辞 ad-は「～に付加されて」という意味であり、そのまま訳せ

ば、副詞は「動詞に付加されたもの」という意味になる。ところが実際には副詞は動詞の

みならず全ての品詞を修飾する。ここに副詞の複雑さの原因があるのだと言える。それゆ

え、体系的な説明が非常に困難になってくる。また、働きが多様であるため当然その定義

も難しい。

（２）副詞の定義

副詞の定義は難しいが、これまで最も広く支持されてきた定義は Curme（1935, p.71）
の“An adverb is a word that modifies a verb, an adjective, or another adverb.”「副詞と

は動詞、形容詞、他の副詞を修飾する語」であろう。しかし、実際には名詞や前置詞を修

飾する副詞もあるので十分な定義とは言えない。

（３）副詞の分類

副詞の分類は、意味的に、機能的に、形態的に、いずれを分類の基準にするかで様々な

分類の仕方が可能になる。Sweet（NEG）は副詞を意味の面から、1）場所の副詞、2）時

の副詞、3）量の副詞、4）様態の副詞、5）原因の副詞、6）確信の副詞の６種類に分類し

ている。Curme（1935）は機能の面から分類し、1）単純副詞（語または語句を修飾する

もの）、2）文副詞（文全体を修飾するもの）、3）接続副詞（接続詞の機能を兼ねるもの）、

４）疑問副詞の４つに分けている。これらに対して、Quirk et al.（GCE）は副詞を 1）修

飾語としての副詞、2）統語的機能をもつ副詞（これを副詞類という）の二大別して分類を

試みている。
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Dr. Higgins’s room 
副詞類（adverbial）とは、主語、動詞、目的語、補語等の文構成要素と並ぶものとして、文中において

副詞的機能を表わす要素のことをいう。副詞類は統語上の一範疇であり、形容詞などに対する修飾語と

しての副詞と区別される。副詞類の構造は、1）副詞句、2）前置詞句、3）名詞句、4）定形動詞節、5）
不定詞、6）分詞など、多様な構造で現れる。 

1) He was swimming as well as he could.（副詞句） 
2) He was swimming with great skill.（前置詞句） 
3) He was swimming the whole morning.（名詞句） 
4) He was swimming although he was very tired.（定形動詞節） 
5) He was swimming to win.（不定詞） 
6) He was swimming, holding a drowning child.（分詞） 
副詞類の多くは随意的要素であり、多くの場合、省略をしても文の容認可能性は変わらない。しかし、

副詞類の中には義務的に必要とされるものがあり、省略すると文が容認不可になるものがある。例えば、

次の a)の on the sofa は省略しても文の容認性が変わらないが、b)の on the sofa を省略すると、文は容

認不可となる。これは両方とも自動詞であるが、sleep（眠る）と lie（～に横になる）の違いに起因す

る。 
a) She slept on the sofa. 
b) She lay on the sofa. 
このような副詞類の省略可能性は、動詞に起因するだけではなく、個々の具体的な談話の環境によって

も決定される。例えば、c)の疑問文では、in Okinawa が焦点化されているので、返答者は場所を表わ

す副詞類を省略することはできない。同じように d)の疑問文では last year が焦点化されているので、

返答者は時を表わす副詞類を省略することはできない。 
c) Did you buy this shirt in Okinawa? ― Yes.  I bought it in Okinawa. 
d) Did you buy this shirt last year? ― No.  I bought it this year. 
Quirk et al. (CGEL) は、副詞類をその「かかり方」の違いに応じて、付接詞（adjuncts）、下接詞

（subjuncts）、離接詞（disjuncts）、合接詞（conjuncts）の四つに分けている。付接詞が文の中核的要

素の一部として文構造の中に組み込まれるのに対し、下接詞は文の中核的要素に従属している。又、離

接詞と合接詞は両方とも文の中核的要素の外にあるが、両者の違いは、離接詞が今言われている内容に

対する話者の評価やコメントを表わすのに対し、合接詞は今言われていることと前に言われたこととの

つながり方を表わす。 
A) He put a letter on the sofa.（付接詞－この場合 on the sofa は省略不可） 
B) He found a letter on the sofa.（付接詞－この場合 on the sofa は省略可能） 
C) Only her sister visited her in hospital.（下接詞－主語の her sister に下接している） 
D) Frankly, I am tired.（離接詞） 
E) He was apparently tired.（離接詞） 
F) Naturally, they were tired.（離接詞） 
G) He walked all day long. Therefore, he was tired.（合接詞） 
H) He was very tired. However, he kept on walking.（合接詞） 
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■副詞の形態 
副詞の形態と言えば、下の 01.～05.の例文のように形容詞に接尾辞の-ly をつけたものを

思いつく。もちろん形容詞に-ly をつければすべての形容詞が副詞になるわけではない。形

容詞に-ly をつけた副詞が存在しないこともあるし、副詞が形容詞と同形ということもある。

さらには、形容詞に-ly をつけた副詞と形容詞同形の副詞の２種類の副詞を持つものもある。

この場合、意味に大きな相違がある場合と意味に大きな相違はなくスタイルの差だけのも

のもある。これらのことをまとめると次のようになる。 
 

 特             徴 
（１） 形容詞に-ly をつけた副詞が存在せず、形容詞と同形の副詞のもの。 
（２） 形容詞に-ly をつけた副詞と、形容詞同形の副詞があり、意味もほぼ同じもの。 
（３） 形容詞に-ly をつけた副詞と、形容詞同形の副詞があり、意味が異なるもの。 
 
01. And they lived happily ever after. （happy+ly ➡ happily） 

（その後彼らはいつまでも幸せに暮らしました。） 

02. It is blowing gently. （gentle+ly ➡ gently） 

（穏やかに風が吹いている。） 

03. He sat down heavily. （heavy+ly ➡ heavily） 

（彼はどっかりと腰を下した。） 

04. My mother spoke to the child kindly. （kind+ly ➡ kindly） 

（母はその子供にやさしく話しかけた。） 

05. I’m truly sorry for that. （true+ly ➡ truly） 

（そのことについては誠に遺憾に思います。） 

 
Dr. Higgins’s room 
英語の最も古い時期である古代英語（Old English：700 年～1150 年頃）では、形容詞に‐e を付けて

副詞が作られた。この接尾辞‐e は中世英語（Middle English：1150 年～1500 年頃）の末期に焼失し、

その結果、形容詞と同形の副詞ができることになった。一方、古代英語では名詞に‐līċ（現代英語の like
に相当）を付けて形容詞が作られていたが、その形容詞にも‐e を付けて副詞が作られた。しかし、中

世英語期に形容詞を作る‐līċ も副詞を作る‐līċe も音変化により共に‐ly となった。その結果、形容詞

と同形の副詞と形容詞＋ly 形の副詞の２種類の形態を持つ副詞が存在するようになった。 
 
 
 
 
 
 

 

古代英語形容詞 ＋接尾辞 古代英語副詞 現代英語 

wīd ＋e     ➡ wīde wide 

heard ＋e     ➡ hearde hard 

fæst ＋e     ➡ fæste fast 

dēop ＋e     ➡ dēope deep 
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Dr. Higgins’s room 
-ly 形の副詞の作り方 

① 子音字＋y で終わる形容詞は y を i に変えて-ly を付ける。例）easy→easily, lucky→luckily. 
母音字＋y で終わる形容詞はそのまま-ly を付けるが、gay は例外で gaily となる。 

② le で終わる形容詞は e を除いて-y をつける。例）gentle→gently, noble→nobly. 
③ ll で終わる形容詞はそのまま-y を付ける。例）full→fully, dull→dully. 
④ ue で終わる形容詞は e を除いて-ly を付ける。例）true→truly, due→duly, whole→wholly. 
 

 
Dr. Higgins’s room 
副詞を作る接尾辞として、形容詞に付く-ly 以外に、名詞や形容詞や副詞に付く-wards や、名詞に付く 
-wise などがある。-wards は方向を表わし、-wise は様態や領域を表わす。-ly は様子や方法を表わす。 

① -wards「～の方へ」「～のところへ」例）backward(s)（後方へ）, homeward(s)（自宅へ向かって） 

② -wise「～に関して言えば」「～の方向に」「～のように」例）salarywise（給与の面では）, clockwise
（時計回りに）, crabwise（かにのように） 
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（１）形容詞に-ly を付けた副詞が存在せず、形容詞と同形の副詞のもの 
副詞になると形容詞とは若干意味に違いが出るものがあるので注意が必要である。 

06. My mother is an early riser.（early = 形容詞） 

（私の母は早起きです。） 

07. My mother gets up early. （early = 副詞） 

（私の母は早く起きます。） 

 

08. My sister is a fast runner.（fast = 形容詞） 

（私の姉は足が速いです。） 

09. My sister runs fast. （fast = 副詞） 

（私の姉は速く走ります。） 

 

10. Do you have enough money?（enough = 形容詞） 

（十分なお金を持っていますか。） 

11. Are you warm enough? （enough = 副詞） 

（寒くないですか。） 

 

12. They live in a far country.（far = 形容詞） 

（彼らは遠い国に住んでいる。） 

13. They walked far. （far = 副詞） 

（彼らは遠くまで歩いた。） 

 

14. Draw a straight line.（straight = 形容詞） 

（直線を引きなさい。） 

15. Draw a line straight. （straight = 副詞） 

（真っすぐに線を引きなさい。） 

 

Dr. Higgins’s room 
同じ副詞で、形容詞に接尾辞-ly をつけた副詞と、形容詞と同形の副詞があるとき、形容詞と同形の副

詞を単純形副詞（flat adverb）という。単純形副詞はアメリカの英語でよく見られる。単純形副詞がよ

く用いられる場面として、①比較の表現、②直喩の表現、③副詞の連続、④詩などをあげることができ

る。一方で、形容詞をそのまま副詞として使用する傾向が俗語や口語においてみられるが、これも単純

形副詞の影響を受けていると考えられる。 
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（２）形容詞と同形の副詞と、形容詞に-ly を付けた副詞があり、意味もほぼ同じもの 
① direct と directly 
アメリカでは副詞のdirectとdirectlyはしばしば区別せずに用いられるようであるが、

厳密には direct は空間的方向を言う場合によく用いられる。directly は direct よりも広

義的に用いられ、「まさに」「すぐに」のような意味にもなる。また、directly には時を表

わす接続詞として「…するとすぐに」という意味で用いられることがある。 
16. There are direct flights from Okinawa to Taipei.（direct = 形容詞） 

（沖縄から台北への直行便があります。） 

17. This plane flies direct to Taipei. （direct = 副詞） 

（この飛行機は台北に直行します。） 

18. I want to speak directly to him. （directly = 副詞） 

（彼に直接会って話がしたい。） 

19. I’ll see you directly after lunch. （directly = 副詞） 

（昼食後すぐに会いましょう。） 

20. After the meeting I went directly back to the hotel. （directly = 副詞） 

（会議後、私は寄り道せずに真っすぐホテルに戻った。） 

21. I came directly I got your message. （directly = 接続詞） 

（あなたの伝言を受け取ってすぐに来ました。） 

 
② slow と slowly 
通例、形容詞の slow に対する副詞は slowly であるが、道路標識では slow が好まれて

用いられる。また、slow を比較級にして and で結んだ形もよく見られる。 
22. The train was travelling at a very slow speed.（slow = 形容詞） 

（電車はとてもゆっくりとしたスピードで進んでいた。） 

23. I’m a slow reader.（slow = 形容詞） 

（私は本を読むのが遅い。） 

24. He is a slow student. （slow = 形容詞） 

（彼はのみこみが遅い生徒だ。） 

25. My watch is always slow. （slow = 形容詞） 

（私の時計はいつも遅れている。） 

26. Don’t be slow, or you’ll miss the train. （slow = 形容詞） 

（ぐずぐずするな。さもないと電車に乗り遅れるぞ。） 

27. Danger, go slow. （slow = 副詞） 

（危険、速度落とせ。） 

28. The car went slower and slower. （slow = 副詞） 

（車はだんだんと速度を落としていった。） 

29. Excuse me, could you speak more slowly. （slowly = 副詞） 

（すみませんが、もう少しゆっくり話していただけませんか。） 
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③ quick と quickly 
副詞の quick と quickly には大きな意味上の差異はない。quick は口語的表現で、主に

運動を表わす動詞の後で用いられる。主語と動詞の間では quickly が用いられる。 
30. The soldiers marched at a quick speed.（quick = 形容詞） 

（兵隊は速足で行進した。） 

31. He’s a quick worker.（quick = 形容詞） 

（彼は仕事が速い。） 

32. He’s a quick student. （quick = 形容詞） 

（彼は頭の良い生徒だ。） 

33. She has a quick temper. （quick = 形容詞） 

（彼女は怒りっぽい。） 

34. The hand was quicker than the eye. （quick = 形容詞） 

（その手さばきは目にもとまらないほど素早かった。） 

35. Call him a call, and be quick about it. （quick = 形容詞） 

（彼に電話をしてくれ。すぐにね。） 

36. He was quick to help me. （quick = 形容詞） 

（彼はいち早く私を助けてくれた。） 

37. A child is quick in learning the rules of a game. （quick = 形容詞） 

（子どもはゲームのルールを覚えるのが速い。） 

38. Come quick. （quick = 副詞） 

（急いで来なさい。） 

39. Very quickly, what can I do? （quickly = 副詞） 

（手短にお答え頂きたいのですが、私に何ができますか。） 

40. He quickly wrote his name. （quickly = 副詞） 

（彼は素早く自分の名前を書いた。） 

 

④ easy と easily 
副詞の easy と easily には大きな意味上の差異はないが、easy には easily とは交換で

きない成句表現が多くある。 
41. He leads a very easy life.（easy = 形容詞） 

（彼はとてものんびり暮らしている。） 

42. They are very easy parents.（easy = 形容詞） 

（彼らはとても寛大な親である。） 

43. Take it easy. （easy = 副詞） 

（のんびりやりなさいよ。） 

44. He can read English easily.（easily＝副詞） 

（彼は英語を容易く読むことができます。） 

45. My grandmother is resting easily.（easily＝副詞） 

（祖母はのんびりと休養しています。） 
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⑤ bright と brightly 
副詞の bright と brighly には大きな意味上の差異はないが、brightly は bright よりも

広義的に用いられ、「快活に」「元気に」のような意味にもなる。 
46. The waxed floor had a bright finish.（bright = 形容詞） 

（ワックスを塗った床はぴかぴかに仕上がっていた。） 

47. What a bright sunny day!（bright = 形容詞） 

（なんと天気のいい日なのだろう。） 

48. There are some bright students in my class. （bright = 形容詞） 

（クラスには何人か賢い生徒がいます。） 

49. Children like bright colors. （bright = 形容詞） 

（子どもは鮮やかな色が好きである。） 

50. She’s always bright and happy. （bright = 形容詞） 

（彼女はいつも楽しそうで、はつらつとしている。） 

51. The fire was burning bright. （bright = 副詞） 

（火は明るく燃えていた。） 

52. She answered brightly. （brightly = 副詞） 

（彼女は元気よく答えた。） 

 
⑥ wrong と wrongly 
副詞の wrong と wrongly の意味上の差異はなく、両方とも「間違って」という意味を

表わす。wrong は通例文尾位に用いられ、特に add, count, do, figure, pronounce, spell
などの動詞とよく共起する。文尾位以外や、特に過去分詞の前では wrongly が用いられ

る。 
53. He gave the wrong answer.（wrong = 形容詞） 

（彼は間違った答えを言った。） 

54. She wore the wrong dress to the party.（wrong = 形容詞） 

（彼女はパーティにふさわしくないドレスを着てきた。） 

55. You have added it up wrong. （wrong = 副詞） 

（君は足し算を間違っている。） 

56. He pronounced it wrong. （wrong = 副詞） 

（彼は間違って発音した。） 

57. She was dressed wrong. （wrong = 副詞） 

（彼女は場違いな服装をしていた。） 

58. We were wrongly informed. （wrongly = 副詞） 

（私たちは間違った情報を受けていた。） 

59. The letter didn’t arrive because it was wrongly addressed. （wrongly = 副詞） 

（手紙は宛名が間違っていたので届かなかった。） 
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⑦ cheap と cheaply 
副詞の cheap と cheaply には大きな意味上の差異はない。くだけた会話では cheaply

より cheap が好まれる。 
60. We stayed at a cheap hotel.（cheap = 形容詞） 

（私たちは料金の安いホテルに泊まった。） 

61. I spent my time reading cheap novels.（cheap = 形容詞） 

（私は三文小説を読んで時間を過ごした。） 

62. He’s the cheapest man in town.（cheap = 形容詞） 

（彼は町一番のけちな男だ。） 

63. Fresh vegetables are cheap in summer. （cheap = 形容詞） 

（生鮮野菜は夏場は安くすむ。） 

64. The coat may be expensive but it looks cheap. （cheap = 形容詞） 

（そのコートは高価なものかもしれないが安っぽく見えます。） 

65. He bought that used car cheap. （cheap = 副詞） 

（彼はあの中古車を安く買った。） 

66. The bus takes you there cheaply. （cheaply = 副詞） 

（そのバスに乗れば安い料金でそこへ行けます。） 

 

⑧ firm と firmly 
副詞の firm と firmly には大きな意味上の差異はないが、firm は主に‘stand firm’

や‘hold firm to one’s beliefs’の成句で用いられる。 
67. I prefer a firm mattress.（firm = 形容詞） 

（私は堅いマットレスの方がよい。） 

68. My grandfather walks with firm steps.（firm = 形容詞） 

（祖父はしっかりとした足取りで歩く。） 

69. They had a firm friendship for many years.（firm = 形容詞） 

（彼らは何年もの間ゆるぎない親交を結んでいた。） 

70. She gave a firm refusal.（firm = 形容詞） 

（彼女はきっぱりと断った。） 

71. His body is slim and firm.（firm = 形容詞） 

（彼の身体はほっそりして引き締まっている。） 

72. Is the table firm?（firm = 形容詞） 

（そのテーブルはしっかりと安定していますか。） 

73. Always hold firm to your beliefs.（firm = 副詞） 

（常に自分の信念を貫きなさい。） 

74. The picture is firmly fixed to the wall.（firmly = 副詞） 

（その絵は壁にしっかりとかけてある。） 

75. I firmly believe that he is alive.（firmly = 副詞） 

（私は彼が生きていると固く信じている。） 
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（３）形容詞と同形の副詞と、形容詞に-ly をつけた副詞があるが、意味が異なるもの 
① high と highly 
副詞の high は物理的な意味での「高く」を表わす。一方 highly は「非常に」「大いに」

というような「程度の高さ」を表わすのに用いられる。 

76. High hills surround the valley. （high = 形容詞） 

（高くそびえる山がその谷間を取り囲んでいる。） 

77. He is a high government official. （high = 形容詞） 

（彼は政府高官である。） 

78. The child has a high temperature. （high = 形容詞） 

（その子どもは高熱がある。） 

79. The rain stopped, but the high winds continued. （high = 形容詞） 

（雨は止んだが強い風は続いた。） 

80. The sun is high in the sky. （high = 形容詞） 

（太陽は空高く昇っている。） 

81. Halks can fly high in the sky. （high = 副詞） 

（鷹は空高く飛ぶことができる。） 

82. They climbed high. （high = 副詞） 

（彼らは高いところまで登った。） 

83. The robot industry in Japan is highly developed. （highly = 副詞） 

（日本のロボット産業は大いに発展している。） 

84. Dogs have a highly developed sense of smell. （highly = 副詞） 

（犬の嗅覚はとても発達している。） 

 

② wide と widely 
副詞の wide は物理的な意味での「広く」「大きく」「大きく外れて」などを表わす。一

方、widely は「多くの人に」「広範囲に」というように「ある事柄が広い地域や多くの人

に及んでいる」ことを表わすのに用いられる。 
85. The travelers crossed a wide plain. （wide = 形容詞） 

（旅行者は広大な平原を横断した。） 

86. He has a wide knowledge of astronomy. （wide = 形容詞） 

（彼は天文学について幅広い知識を持っている。） 

87. Open your mouth wide. （wide = 副詞） 

（口を大きく開けて。） 

88. The arrow went wide. （wide = 副詞） 

（矢は的を大きく外れた。） 

89. He is widely read. （widely = 副詞） 

（彼の作品は多くの人に読まれている。） 

90. He has travelled very widely. （widely = 副詞） 

（彼は至るところを旅行した。） 
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③ deep と deeply 
副詞の deep は‘deep into～’の形で「～の中へ深く」で用いられたり、sink や dig

などの深さを暗示する動詞と共に用いられたりすることが多い。deeply は‘breathe 
deeply’「深く息を吸う」のように「深く」の意味で様態副詞として用いられる。また、

「ひどく」「強く」「心の底から」の意味を表わす程度副詞として文中、文尾で用いられ

るが、この場合、共に用いられる動詞や形容詞は hate, hurt, dislike, love, regret, respect, 
shocked のような強い感情を表わす語でなければならない。 

91. The river is very deep here. （deep = 形容詞） 

（川はここが深い。） 

92. Her feelings for her children are very deep. （deep = 形容詞） 

（子どもに対する彼女の思いはたいへん深い。） 

93. He walked deep into the forest. （deep = 副詞） 

（彼は森の奥へ歩いて入った。） 

94. We dug deep for the treasure. （deep = 副詞） 

（私たちは宝物を求めて穴を深く掘った。） 

95. I’m deeply sorry to hear about his death. （deeply = 副詞） 

（彼の訃報を耳にしてひどく心を痛めている。） 

96. I was deeply offended. （deeply = 副詞） 

（私はひどく感情を害した。） 

97. His words wounded her feelings deeply. （deeply = 副詞） 

（彼の言葉は彼女の感情を深く傷つけた。） 

 

④ dear と dearly 
dear は通例 cost, buy, pay, sell などの動詞と共に用いられ、「高く」の意味を表わす。

一方、dearly は love, like, want などの動詞を修飾して「非常に」「深く」という意味で

用いられる。 
98. Dear John. （dear = 形容詞） 

（親愛なるジョンへ。） 

99. I will meet my dear friend next week. （dear = 形容詞） 

（来週親友に会うつもりだ。） 

100. Fresh vegetables are very dear in winter. （dear = 形容詞） 

（冬は新鮮な野菜とても値が高い。） 

101. That camera cost me dear. （dear = 副詞） 

（そのカメラは高価についた。） 

102. He loved his wife dearly. （dearly = 副詞） 

（彼は妻を深く愛した。） 

103. I would dearly love to know about it （dearly = 副詞） 

（私はそれについてぜひ知りたい。） 
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⑤ close と closely 
副詞の close は主に空間的な意味での「近くに」「そばで」の意味で通例文尾位に用い

られる。一方、closely は「綿密に」「念入りに」「密接に」「ぎっしりと」のように行動

や動作の入念さや事物の関係の密接さを表わすのに用いられる。 
104. My house is close to the station. （close = 形容詞） 

（私の家は駅から近いところにあります。） 

105. His funeral was attended only by close family. （close = 形容詞） 

（彼の葬式は近親者のみで行われた。） 

106. It’s very close in this room. （close = 形容詞） 

（この部屋は空気がむっとしている。） 

107. There is a close relationship between Japan and the US. （close = 形容詞） 

（日米両国間には緊密な関係がある。） 

108. Spanish is close to Italian. （close = 形容詞） 

（スペイン語はイタリア語によく似ている。） 

109. The bus drove very close to the car. （close = 副詞） 

（バスはその車のごく近くを走った。） 

110. He followed close behind. （close = 副詞） 

（彼はすぐ後をついて行った。） 

111. He looked closely at the picture. （closely = 副詞） 

（彼は綿密にその写真を見た。） 

112. We were closely packed in the elevator. （closely = 副詞） 

（私たちはエレベーターの中にぎっしりと詰め込まれた。） 

 
⑥ near と nearly 
形容詞の near を「空間的に近い」という意味で名詞の前につける場合には原級を用い

ることはできず、最上級もしくは比較級にしなければならない。副詞の near は主に空間

的・時間的な意味での「近くに」という意味で、nearly は「もう少しのところで」の意

味で用いられる。、nearly の意味で near が使われることはあるが一般的ではない。 
113. Where’s the nearest car park? （near = 形容詞） 

（一番近い駐車場はどこにありますか。） 

114. I have no near relatives. （near = 形容詞） 

（僕には肉親はいない。） 

115. We had a near escape from the fire. （near = 形容詞） 

（私たちはやっとのことでその火事から逃れた。） 

116. My house is near to the sea. （near = 形容詞） 

（私の家は海から近いところにあります。） 

117. Do you live near? （near = 副詞） 

（この近くにお住まいですか。） 

118. She nearly drowned. （nearly = 副詞） 

（彼女はもう少しで溺れ死ぬところだった。） 
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⑦ late と lately 
副詞の late は「遅れて」「遅くまで」「終わりごろに」という意味で通例文尾位に用い

られる。lately は「最近ずっと」という意味で文尾位に用いられることが多いが、文頭・

文中でも用いられる。動詞の時制は現在完了（進行）形で用いられることが普通だが、

現在の習慣・状況について述べる場合には現在（進行）形とも用いられる。 

119. We had a late supper because we came home late. （late = 形容詞） 

（遅く帰って来たのでいつもより遅い夕食を食べた。） 

120. He is always late for appointments. （late = 形容詞） 

（彼はいつも約束に遅れてばかりいる。） 

121. He returned in the late afternoon. （late = 形容詞） 

（彼は午後遅くになって戻ってきた。） 

122. Some late news of the war has just come in. （late = 形容詞） 

（戦争の最新ニュースがちょうど入ってきた。） 

123. It’s too late to go out now. （late = 形容詞） 

（もう出かけるには遅すぎる。） 

124. The train was ten minutes late. （late = 形容詞） 

（電車は１０分遅れた。） 

125. I sat up late last night. （late = 副詞） 

（昨夜は遅くまで起きていました。） 

126. The bus arrived five minutes late. （late = 副詞） 

（バスは５分遅れて到着した。） 

127. The bush was planted late in the season. （late = 副詞） 

（その灌木はシーズンの終わりごろに植えられた。） 

128. Have you seen your friend Brown lately? （lately = 副詞） 

（君は最近友達のブラウンに会ったか。） 

129. I haven’t talked to him lately. （lately = 副詞） 

（最近彼と話をしていない。） 

130. I have strange dreams lately. （lately = 副詞） 

（最近奇妙な夢をみる。） 

 
Dr. Higgins’s room 
「最近」を表わす副詞には‛recently’と ‛lately’がある。両語とも（１）「最近ずっと」（during a recent 
period）と（２）「この前」（a short time ago）の二つの意味がある。（１）の意味で用いる場合、現在

完了（進行）形で用いるのが普通であるが、lately は習慣的行動や継続状態を表わす場合に現在（進行）

形を用いることがある。さらに、lately はイギリスでは疑問文と否定文で用いるのが一般的であり、肯

定平叙文では recently が使われるのが普通である。アメリカではそのような区別はないようである。

（２）の意味では、過去形を用いるが、lately を使うこともあるようだが、普通は recently を用いるの

が正しい用法であるとされている。 
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⑧ hard と hardly 
副詞の hard は「一生懸命に」「激しく」「固く」の意味で通例文尾位に用いられる。

hardly は「ほとんど～でない」という意味で、述部修飾として文中位で現れることが多

い。 
131. Teak is a hard kind of wood. （hard = 形容詞） 

（チークは材質の硬い木です。） 

132. He is a hard father. （hard = 形容詞） 

（彼は厳格な父親だ。） 

133. He is a hard man to please. （hard = 形容詞） 

（彼は気難しい人です。） 

134. Don’t ask me such a hard question. （hard = 形容詞） 

（そんな難しい質問はやめてくれ。） 

135. He is a hard worker. （hard = 形容詞） 

（彼は働き者だ。） 

136. I’ve had a hard day. （hard = 形容詞） 

（大変な一日だった。） 

137. She was very hard on me. （hard = 形容詞） 

（彼女は私にとてもつらく当たりました。） 

138. The hard rain flattened the tomato plants. （hard = 形容詞） 

（激しい雨でトマトの苗が倒れた。） 

139. They worked hard. （hard = 副詞） 

（彼らは一生懸命に働いた。） 

140. It was raining hard when I left. （hard = 副詞） 

（出かけるとき激しく雨が降っていました。） 

141. Don’t hold my hand so hard. （hard = 副詞） 

（私の手をそんなに強く握らないで。） 

142. They hardly worked. （hardly = 副詞） 

（彼らはほとんど働かなかった。） 

143. I’m so tired I can hardly walk. （hardly = 副詞） 

（とても疲れているのでほとんど歩けない。） 

144. I am hardly strong enough to lift this heavy stone. （hardly = 副詞） 

（私にはこの重い石を持ち上げるほどの力はとてもない。） 

145. There’s hardly any soup. （hardly = 副詞） 

（スープはほとんどない。） 

146. I had hardly started when it began to rain. （hardly = 副詞） 

（出発するかしないうちに雨が降り出した。） 
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⑨ clean と cleanly 
副詞の clean は「正々堂々と」「見事に」の意味で通例文尾位に用いられる。また、動

詞 forget や副詞句の前に置いて「すっかり」「完全に」という意味で用いられることも多

い。cleanly は「きれいに」の意味で様態副詞として用いられるが、「完全に」「見事に」

の意味の clean と同義的に用いられることもある。 
147. These plates are clean. （clean = 形容詞） 

（これらの皿はみんなきれいです。） 

148. That aeroplane has a clean shape. （clean = 形容詞） 

（あの飛行機はすっきりした形をしている。） 

149. The cabinetmaker did a clean job. （clean = 形容詞） 

（その家具職人は素晴らしい仕事ぶりであった。） 

150. Play the game clean. （clean = 副詞） 

（正々堂々と試合をしなさい。） 

151. I clean forgot my mother’s birthday. （clean = 副詞） 

（すっかり母の誕生日を忘れてしまっていた。） 

152. The butcher’s knife cut cleanly through the meat. （cleanly = 副詞） 

（肉切りナイフは肉をきれいに切った。） 

153. He caught the ball cleanly. （cleanly = 副詞） 

（彼はボールを見事に捕球した。） 

 
⑩ dead と deadly 
副詞の dead は「まったく」「すっかり」「完全に」の意味で、動詞を修飾する場合には

通例文尾位に付くが、形容詞や他の副詞を修飾する場合にはその語の直前に付く。deadly
も強意の副詞として用いられるが、こちらの方が《死にいたらしめるような》という原

義を保持しているので強意的になる。 
154. She wept and spoke to her dead son.（dead = 形容詞） 

（彼女は泣きながら死んでいる息子に話しかけた。） 

155. It’s a dead place on Sundays.（dead = 形容詞） 

（そこは日曜日になると活気のないところだ。） 

156. The car came to a dead stop.（dead = 形容詞） 

（車はピタリと動かなくなった。） 

157. The engine is dead.（dead = 形容詞） 

（エンジンが止まってしまった。） 

158. She saw him and stopped dead. （dead = 副詞） 

（彼女は彼の姿を見て、はたとその場に立ち止まった。） 

159. She was dead tired. （dead = 副詞） 

（彼女はくたくたに疲れていた。） 

160. The lecture was deadly boring. （deadly = 副詞） 

（その講義はひどく退屈だった。） 
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⑪ right と rightly 
right には形容詞・副詞を前置修飾する強意用法と、「正しく」「うまく」「右へ」の意

味で文尾位に置かれ動詞を修飾する様態副詞の用法がある。rightly も「正しく」の意味

で動詞を修飾する用法もあるが、assume, believe, think などの動詞と共起して that 節
の内容が正しいという話し手の判断を表わす用法がある。 

161. She always does the right thing at the right time. （right = 形容詞） 

（彼女はいつも適切な時に適切なことをする。） 

162. I made a right turn at the corner. （right = 形容詞） 

（私は角を右折した。） 

163. Is this Times Square? －Yes, that’s right. （right = 形容詞） 

（ここはタイムズスクウェアですか。―ええ、その通りです。） 

164. He was thin and pale but he looks all right now. （right = 形容詞） 

（彼は痩せていて顔色が悪かったが、今はもう元気そうだ。） 

165. I’m so sorry. I do hope I haven’t hurt you. －It’s all right. （right = 形容詞） 

（本当にすいません。痛くありませんでしたか。―大丈夫ですよ。） 

166. This car is just right for him. （right = 形容詞） 

（この車は彼にぴったりだ。） 

167. We’re right on time. （right = 副詞）〔強意用法〕 

（ちょうど時間通りだ。） 

168. Don’t stand right in front of the TV. （right = 副詞）〔強意用法〕 

（テレビのまん前に立つなよ。） 

169. I phoned the police right after the accident. （right = 副詞）〔強意用法〕 

（事故のすぐ後に警察に電話しました。） 

170. We had a right good time at the party. （right = 副詞）〔強意用法〕 

（パーティは本当に楽しかった。） 

171. Come right home at once. （right = 副詞）〔強意用法〕 

（すぐにまっすぐ家に帰って来なさい。） 

172. I did all my sums right. （right = 副詞） 

（合計は全て正確に出しました。） 

173. The shirt doesn’t fit right. （right = 副詞） 

（シャツは体にぴったりしない。） 

174. Turn right at the corner. （right = 副詞） 

（その角で右に曲がりなさい。） 

175. If I remember rightly, we turn left now. （rightly = 副詞） 

（記憶に間違いがなければ、ここで左に曲がります。） 

176. John rightly believes that it is raining. （rightly = 副詞） 

（ジョンは雨が降っていると思っているが、それは正しい。） 

177. He was rightly punished. （rightly = 副詞） 

（彼が罰せられたのは当然だった。） 
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■副詞の位置 
（１）様態の副詞 
 

 語             順 

無標の場合 
主語＋動詞＋様態の副詞 
主語＋動詞＋目的語＋様態の副詞 

有標の場合 主語＋様態の副詞＋動詞＋長い名詞句や名詞節 
 
様態の副詞は動詞の後に置くのが基本である。（例文 178．）目的語や補語があるときは、

様態の副詞はそれらの後に置く。（例文 179．） しかし、目的語が単語ではなく名詞句や名

詞節の形となって長くなった場合には動詞の前に置かれる。（例文 180．181．）また、〈動詞

＋前置詞〉の後に目的語が続く形では、様態の副詞は前置詞の前に、（例文 182．）或いは目

的語の後に置かれる。（例文 183．）この場合も目的語が関係詞節などで修飾されて長くなる

と、様態の副詞は前置詞の前に置かれる。（例文 184．）受動態の文では、様態の副詞は過去

分詞の前後に現れるが、過去分詞の前に置かれるのが多いようである。（例文 185．） 

 
178. He laughed loudly. （動詞の後に） 

主語  動詞 

（彼は大きな声を出した笑った。） 
 
179. He spoke French fluently. （目的語の後に） 

主語 動詞  目的語 

（彼は流暢にフランス語を話した。） 
 
180. My father carefully picked up all the bits of broken glass. （動詞の前に） 

主語             動詞       目的語（名詞句） 

（父は割れたガラスの破片を注意深く拾い上げた。） 
 
181. He angrily denied that he had stolen the documents. （動詞の前に） 

主語           動詞           目的語（名詞節） 

（彼はその書類を盗んだことを怒りを表して否定した。） 
 
182. She looked coldly at me. （前置詞の前に） 

主語  動詞             目的語 

（彼女は冷ややかに私を見た。） 
 
183. She looked at me coldly. （目的語の後に） 

主語  動詞    目的語 

（彼女は冷ややかに私を見た。） 
 
184. She looked coldly at everyone who got out of the house. （前置詞の前に） 

主語  動詞                目的語 

（彼女はその家から出てくる人を一人一人冷ややかに見た。） 
 
185. The building was entirely destroyed. （過去分詞の前に） 

主語         be 動詞             過去分詞 

（その建物は完全に破壊された。） 
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Dr. Higgins’s room 
人の性質や知的判断力を表わす副詞、例えば、foolishly（愚かにも）， generously（寛大にも）， kindly（親

切にも）， stupidly（浅はかにも）， wisely（賢明にも）， rightly（もっとも）などが動詞の前に置かれると、

話し手の主観的評価を表わす。 
(a) He kindly waited for me.（彼は親切にも私を待ってくれました。） 
(b) He spoke kindly to me.（彼は私にやさしく話した。） 
(a) の kindly は waited という行為に対して話し手の主観的判断を表わす副詞として機能しているのに 
対し、(b) の kindly は spoke したときの声の調子とか言葉遣いなどが優しいことを表わす様態副詞とし

て機能している。 
(c) He foolishly answered the questions．(彼は愚かにも質問に答えた。)  
(d) He answered the questions foolishly．（彼は質問に間抜けな返事をした。） 
これも(c) の foolishly は answered という行為に対して話し手の主観的判断を表わしているのに対し、

(d) の foolishly は返事そのものが間抜けな返事であったことを表わす。 
 

 
Dr. Higgins’s room 
綿貫陽・マーク・ピーターセン共著『表現のための実践ロイヤル英文法』（Helpful Hint 107）に「副詞

の位置を変えた場合のニュアンスの違い」という題で有益な記述が見られる。ここにその一部分を要約

すると、たとえば、 
(a) I quickly finished my lunch. 
(b) I finished my lunch quickly. 
どちらも日本語に訳せば「私は素早く昼食を済ませた。」となるが、英語では副詞の位置を変えると、

多少ニュアンスが変わるケースも少なくないという。I quickly finished my lunch. の場合は、自分が

何をしたのかが文の要点（焦点）であるのに対し、I finished my lunch quickly. では、昼食はどのよう

に済ませたのかが文の要点（焦点）になるという。状況を具体的に設定して説明すると、例えば、「彼

女に変な顔をされたので、私は昼食を素早く済ませて部屋を出た。」ということであれば、変な顔をさ

れたので、その後自分がどうしたのかが要点（焦点）なので、…, so I quickly finished my luunch and 
left the room. というのが自然である。これに対して、例えば、「時間に追われていたので、昼食は素早

く済ませた。」という状況であれば、昼食の済ませ方そのものが話の要点になるので、…, so I finished my 
lunch quickly. というのが自然に感じられるという。 
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（２）場所の副詞 
 

 語             順 機  能 

無標の場合 
主語＋動詞＋場所の副詞 

― 
主語＋動詞＋目的語＋場所の副詞 

有標の場合 
場所の副詞＋主語＋動詞 

場所の副詞の強調 
場所の副詞＋動詞＋主語 

 
場所の副詞は動詞の後に置くのが基本である。（例文 186．）目的語や補語があるときは、

場所の副詞はそれらの後に置く。（例文 187．）しかし、場所の副詞（句）が強調のために文

頭に出されることがある。その場合は副詞句に続く〈Ｓ＋Ｖ〉は〈Ｖ＋Ｓ〉の倒置形にな

る。（例文 188．）また、場所を表わす副詞（句）が２つ以上並ぶときは、狭い場所→広い場

所の順に並べる。（例文 189．）漠然とした場所→具体的な場所の順に並べるのも英語の特徴

である。（例文 190．例文 191.） 
 
186. My father is working upstairs. （動詞の後に） 

主語        動詞 

（父は二階で働いています。） 
 
187. My father will meet you downstairs. （目的語の後に） 

主語         動詞     目的語 

（父は階下であなたに会います。） 

 
188. In the doorway stood a little girl with a red ribbon on her hair. （Ｍ＋Ｖ＋Ｓの倒置形） 

動詞      主語    

（戸口に髪に赤いリボンをつけた少女が立っていた。） 
 
189. We sang at a music hall ／ in the city. （狭い場所→広い場所） 

主語 動詞 

（私たちは市の音楽ホールで歌いました。） 
 
190. My mother is  out ／ in the garden. （漠然とした場所→具体的な場所） 

主語          動詞 

（母は今庭に出ています。） 
 
191. She drove down the hill ／ to the village. （漠然とした場所→具体的な場所） 

主語  動詞              

（彼女は車で丘を下り、村に向かった。） 
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Dr. Higgins’s room 
場所を表わす副詞句が強調のために文頭に出ると、〈副詞句＋V＋S〉の倒置文になる。この構文の V に

は、普通、be 動詞をはじめとする stand, sit, lie, live などの「存在」を表わす動詞が用いられるが、行

為や運動を表わす動詞でも、ある一定の時間を要する継続的動作を表わす動詞なら適格となる。 
 
(a) On the table is a vase full of roses.（テーブルの上にバラでいっぱいの花瓶がある。） 

V          S 
(b) By the river stood an old house.（川のそばに一軒の古い家がありました。） 

V          S 
 

久野暲・高見健一共著『謎解きの英文法 省略と倒置』には、このような場所句倒置文にどのような動詞

が用いられるかについて詳しく述べられている。その内容の概略を記すと次のようになる。 
 
(c) ＊On the snow-capped summit of the mountain sneezed a man bundled in layers of heavy woolen clothing． 

(雪を冠した山の山頂で、厚手のウールの服を重ね着した男がくしゃみをした。) 
(d) In the wide estuary swam a large number of mermaids． 

(広い入り江で多くの人形が泳いでいた。) 

上例(c)の動詞 sneeze（くしゃみをする）は一瞬の行為であるのに対して、(d)の動詞 swim（泳ぐ）はあ

る一定時間を必要とする行為、つまり継続的動作である。逆に言えば、その行為をするためにはある一

定の時間その場所に存在しなければならない。つまり、そこに「存在性」が生じ、存在を表わす文と同

等にみなされ、場所句倒置文で使用が可能になる。それゆえ、動作の進行を表わす進行形はある一定の

時間ある場所に存在することになるので場所句倒置文では適格となりやすい。 
 
(e) ＊At the supermarket on Main St. shop local residents． 

(ﾒｲﾝｽﾄﾘｰﾄのｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄで地域の住人が買物をする。) 
(f) At the supermarket on Main St. were shopping several newly arrived Somali immigrants． 

(ﾒｲﾝｽﾄﾘｰﾄのｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄで新たに到着したソマリア出身の移民が買物をしていた。) 
上例(e)の動詞 shop（買い物をする）は、単純現在形なので普通は習慣的行為を表わし、継続的動作を

表わさない。そのため場所句倒置文で用いることはできない。しかし、(f)のように進行形にすることに

よって観察者の眼前での継続的動作を表わすことになり場所句倒置文において適格文になる。それで

は、動詞を進行形にすれば必ず場所句倒置文において適格文となるかというとそうでもない。 

 
(g) ＊On the corner smoked a woman． 

(その角で一人の女性が煙草を吸った。) 
(h) ??On the corner was smoking a woman． 

(その角で一人の女性が煙草を吸っていた。) 

(i) On the corner was smoking a woman wearing a red headband and dark sunglasses． 
(その角でサングラスをかけ赤いヘッドバンドを着けた女性が煙草を吸っていた。) 

上例(h)の文は進行形であるために(g)の文よりも適格性が高くなるが不自然である。その理由は、主語

の a woman にある。場所句倒置文で、設定された場面に導入される主語指示物は、聞きて（読み手）

の注目を引くものでなければならないからである。(i)のように聞き手（読み手）の注目を引くような主

語にすることで初めて適格な文となるという。 
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Dr. Higgins’s room 
久野暲・高見健一共著『謎解きの英文法 省略と倒置』には、場所句倒置文に課される機能的制約として

次のように規定している。 
 

 
さらに同書は瞬間的な動作でも「出現」「消滅」を表わす場合なら適格となるという。そのことについ

てその概略をここに記すと以下のようになる。 
 
(a) In the gym ran most of the truck team, avoiding the impossible weather outside. 
（体育館では、陸上競技チームの選手のほとんどが屋外の悪天候を避けて走っていた。） 
(b) John ran in the room.（ジョンが部屋の中で走った。） 
(c) ＊In the room ran John.（部屋の中でジョンが走った。） 
 
(a)の動詞は動作を表わす動詞であるが、前述したように陸上競技選手が体育館で走るには一定の時間を

必要とする継続的行為であるため、観察者の眼前で陸上競技選手たちの走る行為が進行中で継続してい

ると認識され、そこから「体育館に走っている陸上競技選手たちが いた
・ ・

」というように、提示された

場面に主語指示物が存在していた文であると解釈され適格となる。ところが、(b)の倒置文である(c)は(a)
と同じ ran であるにも関わらず不適格であるという。その理由は、場所句の in the room にある。(c)
の場所句の in the room は、(a)の場所句の in the gym と違って、走り続けるという継続的行為ができ

る場所とは考えにくい。そのため、(c)の文での ran は「走った」という一瞬の行為と解釈され不適格と

みなされる。ところが、(c)の場所句を(d)のような場所句にすると適格文となる。 
 
(d) Into the room ran John.（部屋の中へジョンが走って入ってきた。） 
 
これは、観察者が観察している場面に主語指示物が別の場所から移動して来て、観察者の注目を引くか

らである。このような「出現」を表わす動作は、継続性のない瞬間的行為であっても適格な文となる。

同じように、(e)のように、観察者が観察している場面から主語指示物が「消滅」する場合にも、観察者

の注意を引くために、適格な文となる。 
(e) From the dresser had vanished two rings left me by my mother． 
  （ドレッサーから母が私に残してくれた２つの指輪が無くなっていた。） 
 
以上の結果から、久野・高見両氏は場所句倒置文に課される機能的制約を次のようにまとめている。 
 

 

場所句倒置文は、設定された場面に聞き手（読み手）の注意、注目を引く主語指示物が存在し

ている／存在していたという、観察者（話し手）の観察を表わす文として解釈される場合に適

格となる。 

場所句倒置文は、観察者（話し手）が観察している場面での、聞き手（読み手）の注意、注目

を引く主語指示物が存在、あるいは、それらの主語指示物のその場面への出現やその場面から

の消滅を表わす文として解釈される場合に適格となる。 
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（３）時の副詞 
 

 語             順 機  能 

無標の場合 
主語＋動詞＋時の副詞 

― 
主語＋動詞＋目的語＋時の副詞 

有標の場合 時の副詞＋主語＋動詞 話題化 
 
時の副詞は、通例、文末に置くのが基本である。（例文 192．）しかし、話題化された時の

副詞は文頭に出される。（例文 193．例文 194. ）nowadays などが文頭に生じやすいのはその

ためである。また、時を表わす副詞（句）が２つ以上並ぶときは、小さい時→大きい時の

順に並べる。（例文 196．） 
 
192. I cleaned my room yesterday. （文末に） 

主語 動詞 

（私は自分の部屋の掃除を昨日しました。） 
 
193. Yesterday I cleaned my room. （文頭に） 

主語 動詞 

（昨日は自分の部屋の掃除をしました。） 
 

Dr. Higgins’s room 
上の例文、192．と 193．の yesterday の位置の違いについては、「『新情報』は文末に、『旧情報』は文

頭に置く」という談話構造の原則で説明ができる。つまり、192.の英文は次の (a) に対する応答文であ

り、193.は (b)に対する応答文である。 
(a) When did you clean your room? （あなたはいつ部屋を掃除したのですか。） 
(b) What did you do yesterday? （昨日あなたは何をしたのですか。） 
(a)では、「いつ部屋を掃除したのか」を尋ねており、それに対して“yesterday”が聞き手にとっての新

情報になるので文末に置かれる。一方、(b)では、「昨日何をしたのか」を尋ねており、これに対して

“cleaned my room”が聞き手にとっての新情報になるので文末に置かれる。その結果、yesterday が

文頭に出ることになる。この違いを日本語に反映するのであれば、192.の yesterday は「昨日」と訳し、

193.の yesterday は「昨日は…」「昨日はね…」「昨日なら…」などと訳すことになるだろう。 
 
 
194. Nowadays computers are less expensive than they were. （文頭－話題化） 

主語          動詞 

（近頃ではコンピューターは以前より安くなっている。） 
 
195. Last winter we went to Okinawa; this winter we’re going to Hokkaido. （文頭－対比） 

主語 動詞                 主語 動詞 

（去年の冬は沖縄に行った。今年の冬は北海道に行くことにしている。） 

 
196. We left London at ten o’clock ／on Monday morning. 

主語 動詞  
（我々は月曜日の朝の 10 時にロンドンを発った。） 
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（４）不定の頻度副詞 
 

 語     順 機     能 

無標の場合 
主語＋不定の頻度副詞＋一般動詞 

― 主語＋be 動詞＋不定の頻度副詞 
主語＋助動詞＋不定の頻度副詞 

有標の場合 
主語＋不定の頻度副詞＋助動詞 強調 
不定の頻度副詞＋主語＋動詞 話題化・新情報の焦点 
否定の頻度副詞＋助動詞＋主語 新情報の焦点 

 
頻度の副詞とは、How often…? という疑問文に答える時に用いられる副詞である。一

定の頻度で繰り返して起こることを明確に表すものと、漠然とした不定の頻度を表わすも

のに大別できるが、先ず、不定の頻度について詳しく見ていくことにする。 

 

① always 
always は最も高い頻度を表わす副詞で《ある傾向が存在し、それが絶えず繰り返して

再現する》ことを表わす。一般には「いつも」と訳される。状態動詞と用いられると「ず

っと」のように継続の意が表わされる。助動詞がない場合は主語と一般動詞の間に、助

動詞がある場合は助動詞と一般動詞の間に、be動詞の文では be動詞の後に置かれる。時

に、文頭位や文尾位に置かれることもある。 

197. My father always leaves home at six. 
（父はいつも６時に出かけます。） 

198. Does she always dress well? 

（彼女はいつも上手く着こなしていますか。） 

199. Your bravery will always be remembered. 
（あなた方の勇気はいつまでも忘れられないだろう。） 

200. You should always try to be punctual. 
（常に時間を守るようにしなさい。） 

201. He is always late. 
（彼はいつも遅れる。） 

202. There is always snow and ice at the North Pole. 
（北極にはいつでも雪や氷がある。） 

203. Always check the tyres before you drive a car. 
（運転する前には必ずタイヤを点検しなさい。） 
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Dr. Higgins’s room 
先行する内容に強く反駁しようとするときは、「S always dó V (O) 」の形をとる。V が be 動詞の場合

は「S always ám」「S always áre」「S always ís」などに、助動詞がある場合は「S always aúx V(O)」
となる。（※aúx は強勢のある助動詞） 

A: You never go by bus these days.（君は最近ちっともバスで行きませんね。） 

B: I beg your pardon.  I always dó go by bus.（いえ、そんなことはありません。いつもバスで行ってますよ。） 

A: You should always be polite.（いつも礼儀正しくしなくてはなりません。） 
B: I always ám polite.（私はいつも礼儀正しくしてますよ。） 
他の頻度（例えば、sometimes, often など）と比較して always ということを強調するときは、本来の

位置で always にアクセントを置く。 

I am álways polite. 
 

 

 

 

Dr. Higgins’s room 
always は通例、助動詞の後に置かれるが、準助動詞の used to, have to, ought to などとともに用いる

時は、always をそれらの前に置くのが普通であるが、toの前に入れることも可能である。 

I always used to be afraid of dogs.（私はいつも、犬を恐がっていたものだった。） 
We always have to wait a lot when we go to see the doctor.（いつも長い間待たなければなりません。） 
You always ought to get up early.（いつも早起きするべきですよ。） 
I used always to be afraid of dogs.（私はいつも、犬を恐がっていたものだった。） 
You ought always to get up early.（いつも早起きするべきですよ。） 
 
 

 

 

Dr. Higgins’s room 
always は can または could とともに用いて、「〈人など〉がいつでも自由に V することができる」とい

う意味を表わす。この用法の always は一種の強調を表わす語句であり、時間的な意味を表わしている

わけではない。それゆえ、時の副詞を加えることも可能である。 

You can always sleep on the floor.（あなたはいつだって床の上に寝ることはできる。） 
You can always sleep on the floor tonight.（今夜はいつだって床の上に寝ることはできる。） 
You could always take a day off work.（いつでも休みを１日自由にとってよい。） 
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Dr. Higgins’s room 
always は進行形で用いられると、《繰り返される行為に対する不満や不快、苛立ちなど》を表わすこと

が多い。そして、そのような場合には、「いつも V してばかりいる」と訳す。しかし、このような意味

合いを含んでいない場合もあるので注意を要する。 

He’s always asking silly questions.（彼はいつもバカな質問ばかりしている。） 
You’re always doing your homework.〔宿題に時間をかけ過ぎているという含みがある。〕 
You always do your homework.〔宿題をきちんといつもしているという意味。〕 
 
 

 

 

Dr. Higgins’s room 
always は「いつも」という意味で 100％を意味する語である。100％を意味する語が否定文で用いられ

ると「部分否定」になる。 

I’m not always at home on Sundays.（日曜日はいつも家にいるとは限らない。） 
The rich are not always happy.（金持ちがいつも幸せとは限らない。 
He didn’t always reply politely. （彼はいつも礼儀正しく返事をしたわけではなかった。） 
Money does not always give us happiness. （お金がいつも我々に幸福を与えてくれるとは限らない。） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

② usually 
usually は《過去の経験から考えて出来事が起こる割合が 80％予期できる》という意

味を持ち、一般には「たいてい」「通例」などと訳される。助動詞がない場合は主語と一

般動詞の間に、助動詞がある場合は助動詞と一般動詞の間に、be 動詞の文では be 動詞

の後に置かれる。時に、文頭位や文尾位に置かれることもある。 

204. My brother usually goes to school by bus. 
（兄はたいていバスで登校している。） 

205. I can usually tell the differences between butter and margarine. 
（バターとマーガリンの違いはたいてい分かります。） 

206. He is usually early. 
（彼はふだん早く来る。） 

207. Usually I finish work at 5 o’clock. 
（普通は、私は５時には仕事を終えます。） 

208. We have dinner around eight usually. 
（私たちはたいてい６時頃夕食を食べます。） 

 

Dr. Higgins’s room 
助動詞が強勢を受けると「S usually aúx V(O)」に、be動詞が強勢を受けると「S usually ám」「S usually 
áre」「S usually ís」という語順になることがある。また、応答文で本動詞が現れない場合には「S usually 
aúx」になることがある。 

He usually wás wasting his time.（彼は実際たいてい時間を浪費していた。） 

I usually ám here on Mondays.（月曜日にはたいていここにいます。） 

A: Can you park your car near the shops? （お店の近くに駐車できますか。） 

B: Yes, I usually cán.（はい、たいていはできます。） 
 
 

Dr. Higgins’s room 
S が一般的な人などを表わす場合に、usually は時間的意味を失い、抽象的意味を表わすことがある。

この場合、数量詞を含む文との言い換えが可能である。 

Women usually like talking.（女性はたいていおしゃべりが好きだ。） 

=Most women usually like talking. 
 

 

Dr. Higgins’s room 
usually とほぼ同じ意味で generally が使われることがある。この副詞は、文副詞、頻度副詞、様態副

詞などのいろいろな働きをするが、頻度副詞としては、「たいてい」「普通は」などと訳される。文頭位、

文中位に置かれるが、時に、文尾位に置かれることもある。 

I generally get up at six in the morning.（私は朝たいてい６時に起きます。） 
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③ often 
often は《異なる機会に、あることが起こる頻度が 50％より高い》という意味を持ち、

一般には「しばしば」「よく」などと訳されるが、50％より少し高いだけなので、「しば

しば」という日本語は多少大げさな表現だとも言える。助動詞がない場合は主語と一般

動詞の間に、助動詞がある場合は助動詞と一般動詞の間に、be 動詞の文では be 動詞の

後に置かれる。時に、文頭位に置かれることもある。 

209. I often have a headache. 
（私はよく頭痛がする。） 

210. She would often come home tired out. 
（彼女はよく疲れ切って帰ってきたものだ。） 

211. She is often late. 
（彼女はよく遅れる。） 

 

Dr. Higgins’s room 
often は《異なる機会に、ある出来事が起こる頻度が 50％より高い》という意味なので、同一場面で繰

り返し起こることには用いない。同じ場面で繰り返し起こることを示すには、a lot of times, seveal 
times, frequently などを用いる。 

I often fell in love when I was younger.（若い時、しばしば恋をした。） 
＊I often fell yesterday when I was skiing.  
I fell several times yesterday when I was skiing. （昨日スキーをしている時に、何回も転んだ。） 

 

注）＊（ｱｽﾃﾘｽｸ）はその文が非文であることを示す。 
 

Dr. Higgins’s room 
often は通例、助動詞の後に置かれるが、この助動詞が法助動詞（can, may, must など）の場合には、

助動詞の前に置くことも可能である。 

You often must be bored.（あなたはしばしば退屈しているに違いない。） 
また、疑問文の返答に対して、動詞を省略して答える場合にも、often を助動詞に前置できる。 

A: Can you park your car near the shops? （お店の近くで駐車できますか。） 
B: Yes, I often can.（はい、よくできますよ。） 
準助動詞の dare to, have to, used to, need to などとともに用いる時は、often をそれらの前に置くのが

普通である。ただし、used to の場合は often を used と to の間に入れることも可能である。 

He often used to drop in for a chat.（彼はちょっとお喋りするのによく立ち寄ってくれたものだ。） 
He used often to drop in for a chat. （彼はちょっとお喋りするのによく立ち寄ってくれたものだ。） 
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④ frequently 
frequently は《ある事柄や行動が短い時間間隔で繰り返しまたは規則的に起こる》と

いう意味で、一般には「しばしば」「しょっちゅう」と訳される。often と同程度の頻度

数と考えてよい。助動詞がない場合は主語と一般動詞の間に、助動詞がある場合は助動

詞と一般動詞の間に、be 動詞の文では be 動詞の後に置かれる。文頭位や文尾位に用い

られることもある。 

212. He frequently arrived late. 
（彼はたびたび遅れて到着した。） 

213. He is frequently in debt. 
（彼はたびたび借金をしている。） 

214. I must frequently wash up the dishes. 
（私はしばしばお皿を洗わなければなりません。） 

215. Frequently we write compositions in class. 
（私たちは授業中作文を書くことがしょっちゅうある。） 

216. Frequently he forgot to come at all. 
（彼は来ることをすっかり忘れてしまうことがしょっちゅうあった。） 

217. I called my mother frequently. 
（私はたびたび母に電話をした。） 

 

 

Dr. Higgins’s room 
often は、異なる場面における頻度を表わし、同一場面での繰り返しには用いないが、frequently は異

なる場面はもちろん同一場面における繰り返しを表わすのにも用いられる。frequently は often と比べ

ると、心理的な色彩が強く、often がありのままの事実や出来事を表わすのに適しているのに対し、

frequently は意図的な行動などについて言及するのに適している副詞である。また、often, frequently
ともに文頭位に置くことは可能であるが、often を文頭に置くことを不自然とする人もいる。 

I have often happened to meet him.（私はたまたま彼に会うことが多い。） 
I have frequently been to see him. （私は彼と会うことを多くしている。）〔意図的〕 

 
 

 

Dr. Higgins’s room 
regularly が often, frequently の程度と同じ位の頻度を表わす。一般には「決まって」と訳されること

が多い。文頭位に現れることは稀で、文中（助動詞がない場合は主語と動詞の間に、助動詞がある場合

は助動詞と動詞の間に、be 動詞の場合は be 動詞の後）や文尾位で用いられる 

I have regularly get up at six in the morning.（私は毎朝決まって６時に起きます。） 
Air-conditioners must be cleaned regularly. （エアコンは定期的に清掃が必要である。） 
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⑤ sometimes 
sometimes は《あることが起こる頻度が 50％程度で、それは特に多くもないし少なく

もない》という意味で、一般には「ときどき」と訳される。助動詞がない場合は主語と

一般動詞の間に、助動詞がある場合は助動詞と一般動詞の間に、be 動詞の文では be 動

詞の後に置かれるの普通だが、文頭位で用いる人が多いという調査結果もある。 

218. I sometimes have letters from my uncle in China. 
（私は時々中国にいる叔父から手紙をもらう。） 

219. You should sometimes give your cat a bath. 
（ときどき猫をお風呂に入れてやった方がよい。） 

220. The door is sometimes open. 
（そのドアはときどき開いている。） 

221. Sometimes we spend the weekend in the country. 
（時々私たちは週末を田舎で過ごします。） 

222. All children can be naughty sometimes. 
（子どもは誰でも言うことを聞かないときがある。） 

223. You ought to write to your parents sometimes. 
（たまには両親に手紙を書かないといけません。） 

 
Dr. Higgins’s room 
sometimes は通例、肯定文で用いるのが普通であって、疑問文では用いられない。しかし、話し手が肯

定の答えを期待している場合には、疑問文でも sometimes が用いられる。（話し手の態度が中立的また

は否定的な場合には ever が用いられる。）条件文でも通例は用いられないが、これも話し手が肯定的な

態度をとっている場合には、条件文でも用いられることがある。 

＊Do you sometimes feel like crying? 
Do you ever feel like crying? （泣きたくなる時はありますか。） 
If he sometimes asks for more, don’t say no. 〔話し手が「彼がもっと多くを欲しがる可能性が大きい」と思っている。〕 

（彼がときにもっと多くを欲しがっても嫌だと言わないで下さい。） 
 

 
Dr. Higgins’s room 
sometimes は否定文でも用いられるが、その場合には sometimes の直前にコンマ、あるいは短い小休

止が置かれるのが普通である。また、always や often と違って sometimes は否定語に先行する。否定

語の後ろに置く‘not sometimes’のような語順は通例不可である。 

John doesn’t go to class, sometimes.（ジョンは授業に出ない時がある。） 
Sometimes, John doesn’t go to class.（ジョンは授業に出ない時がある。） 
＊John doesn’t sometimes go to class. 
 
注）＊（ｱｽﾃﾘｽｸ）はその文が非文であることを示す。 
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Dr. Higgins’s room 
他の副詞と対照的に用いられる場合に、sometimes を文頭に出す形が好まれる。また、sometimes が繰

り返して用いられることもある。 

Usually he doesn’t speak, but sometimes he does.（普通、彼は話さないが、時に話すことがある。） 
Sometimes he’s very noisy, and at other times he’s really quiet. 
（ひどくうるさい時もあるが、実に静かな時もある。） 
Sometimes he writes from Tokyo, and sometimes from Osaka.（時には東京から、時には大阪から） 
 

 
 
Dr. Higgins’s room 
頻度を明確に、または強調するために sometimes を文尾位に用いられる。 

A: How often do you go to see your dentist? （どのくらい、歯医者に行きますか。） 
B: I don’t know exactly, but I go sometimes.（正確には分かりませんが、時々行きます。） 
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⑥ occasionaly 
occasionaly は《あることが起こる頻度が 30％～40％程度で、たまにしか起きない》

という否定的な意味を持つ。そういう点で、肯定的な含みを持つ sometimes と異なる。

一般には「たまに」と訳される。文頭位に現れることが多いが、文中位（助動詞がない

場合は主語と一般動詞の間に、助動詞がある場合は助動詞と一般動詞の間に、be 動詞の

文では be 動詞の後）や文尾位でも用いられる。 

224. Occasionally such things happen at school. 
（学校ではそういうことはまあまああることです。） 

225. My grandmother occasionally comes to see me. 
（祖母はときたま私に会いに来てくれる。） 

226. I see my grandmother only occasionally. 
（私は祖母にはたまにしか会わない。） 

227. He replied to my letter only occasionally. 
（彼はほんのたまにしか手紙の返事をよこさなかった。） 

228. I go out very occasionally. 
（私はごくたまにしか外出しない。） 

 

 

Dr. Higgins’s room 
occasionally は sometimes の類義語であるが、sometimes は起こる頻度が 50％程度で、「ときどき～す

る」という肯定的な含みを持つ副詞であるのに対し、occasionally は起こる頻度が 30～40％程度で、「た

まにしか～しない」という否定的な含みを持つ副詞である。準否定詞の rarely の性格を持っている副詞

と言える。それゆえ、sometimes は否定文でも用いられるが、occasionally は否定文では用いられない。

また、occasionally は very, only などで修飾されるが、sometimes は very, only によって修飾されない。

時に、only occasionally や very occasionally が文頭に出ることがあるが、その場合には、主語と助動

詞の語順倒置がおこる。 

Only occasionally did he reply politely. （返事を丁寧に返すことはたまにしかなかった。） 

Very occasionally does she call me. （電話をしてくることはたまにしかない。） 
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⑦ seldom 
seldom は《事柄や行為がめったに起こらない》という意味で、頻度数を％で示せば、

およそ 20％程度で、not often とだいたい同じだと言われる。通例、文中位（助動詞がな

い場合は主語と一般動詞の間に、助動詞がある場合は助動詞と一般動詞の間に、be 動詞

の文では be 動詞の後）で用いられる。文中位以外の位置に現れることも可能であるが、

他の頻度副詞と比べると極めて少ない。 

229. I seldom go to the movies. 
（めったに映画を見に行かない。） 

230. I can seldom find time for reading. 
（私は読書の時間をめったに見つけられない。） 

231. I am seldom ill. 
（私はめったに病気にならない。） 

232. He’s seldom at home when I call him. 
（電話をしても彼はめったに家にいない。） 

233. She very seldom eats breakfast. 
（彼女はまれにしか朝食を食べない。） 

 

Dr. Higgins’s room 
強調のために seldom が文頭に出ると、S と aux（＝助動詞）、あるいは be 動詞との倒置が起こる。 
Seldom  have     I   seen such a sight.（そんな光景をめったに見たことがない。） 

助動詞 ＋ 主語 
Seldom  will    he   admit defeat.（彼はめったに敗北を認めないだろう。） 

助動詞 ＋ 主語 
Seldom  do     we  hear such fine singing. (それほど素晴らしい歌声をめったに耳にしない。) 

助動詞 ＋ 主語 
Very seldom  does    she eat any breakfast. (彼女はほとんど朝食を食べることはない。) 

助動詞 ＋ 主語 
 

 

Dr. Higgins’s room 
S が一般的な人などを表わす場合に、seldom は時間的意味を失い、「…のことはほとんどない」という

ような抽象的意味を表わすことがある。この場合、数量詞を含む文との言い換えが可能である。 

Officers very seldom get drunk while on duty.（警官が勤務中に酒に酔うことはほとんどない。） 

=Almost no officers get drunk while on duty. 
 

 

Dr. Higgins’s room 
準助動詞の have to, need to などとともに用いる時は、seldom をそれらの前に置くのが普通である。 

It seldom had to ring more than once.（電話のベルが２回以上鳴ることはめったになかった。） 
He seldom need to ask for help.（彼が助けを求める必要はめったにない。） 
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⑧ rarely 
rarely は seldom と同じ意味で、《事柄や行為がめったに起こらない》という意味で、

およそ 20％程度の頻度を表わす。通例、文中位（助動詞がない場合は主語と一般動詞の

間に、助動詞がある場合は助動詞と一般動詞の間に、be 動詞の文では be 動詞の後）で

用いられる。seldom が文語的であるのに対し rarely は口語的である。また、seldom と

異なり文修飾副詞としての用法がある。 

234. I rarely go to the movies. 
（めったに映画を見に行かない。） 

235. My father rarely laughs. 
（父はめったに笑わない。） 

236. That design is rarely seen these days. 
（そのデザインは最近めったに見られない。） 

237. I rarely have visitors when I am at home. 
（家にいる時にめったに訪問客はない。） 

238. She very seldom comes to my house. 
（彼女はまれにしか私の家に来ない。） 

 

Dr. Higgins’s room 
強調のために rarely が文頭に出ると、S と aux（＝助動詞）、あるいは be 動詞との倒置が起こる。 
Rarely  have  I  seen such a sight.（そんな光景をめったに見たことがない。） 

助動詞 ＋ 主語 
Rarely  do      I  use my car on weekdays. (平日には自分の車をめったに使いません。) 

助動詞 ＋ 主語 
Only rarely  do     we  eat in restaurants. (レストランで食事をすることはめったにない。) 

助動詞 ＋ 主語 

文修飾副詞としての用法では文頭位に用いられても倒置は起こらない。 

Rarely, the goalkeeper kicks well.（たまにはそのゴールキーパーは上手くキックする。） 
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⑨ never 
never は not ever のことで《これまでに或いはこの先如何なる状況においても、つま

り、いつでもどんなときでも～ない》ということを意味する。さらにこの頻度の意味が

少し弱まり「決して～ない」のような強い否定語として用いられることも多い。通例、

文中位（助動詞がない場合は主語と一般動詞の間に、助動詞がある場合は助動詞と一般

動詞の間に、be 動詞の文では be 動詞の後）で用いられる。文頭位に置かれると倒置に

なる。 

239. I have never seen such a sight before. 
（そんな光景は見たことがありません。） 

240. He was never to see his son. 
（彼は二度と息子に会うことはなかった。） 

241. You may never see such a sight again. 
（あなたは二度とそんな光景を見ることがないかもしれない。） 

242. My father never eats meat. 
（私の父は決して肉を食わない。） 

243. He is never late. 
（彼は決して遅刻しない。） 

 

Dr. Higgins’s room 
強調のために never が文頭に出ると、S と aux（＝助動詞）、あるいは be 動詞との倒置が起こる。 
Never  have    I   been so angry.（あんなに腹が立ったことはいまだかつてない。） 

助動詞 ＋ 主語 
Never  did      I   dream of it.（そんなことを夢にも思ったことはなかった。） 

助動詞  ＋ 主語 
Never  were    we  disappointed. (私たちは決して裏切られることはなかった。) 

be 動詞 ＋ 主語 
 

 

 

Dr. Higgins’s room 
never には、話し手の強い驚きや感嘆の意を含意することがある。 

You never left the key in the lock! （まさか鍵を錠にさしたままじゃないでしょうね！） 

You’re never eighteen! （君が 18 歳だなんて、そんなばかな。） 
Has he never been to Japan?  I’m surprised, because his wife is Japanese. 
（彼はこれまで一度も日本へ行ったことがないって本当ですか。これは驚きですね。だって奥さんは日本の方なのでしょう。） 

また、‘Well, I never (did)’は「まさか（そんなこと見たことも聞いたこともない）」という成句である。

女性がよく用いる成句である。 
A: He’s been married six times.”（彼は６回も結婚しているのよ。） 
B: Well, I never! （まあ、あきれた！） 
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⑩ その他の不定の頻度を表わす副詞語句 
不定の頻度を表わす副詞語句として、他に now and again, now and then, every few 

days, every two or three years, time after time, time and time again などがある。これ

らの副詞語句は文頭位または文尾位に置かれる。 

244. Now and again we go to the movies. 
（私たちはときどき映画を見に行きます。） 

245. I used to see her in the street now and then. 
（私はときどき道で彼女に会ったものだ。） 

246. I go there every few days. 
（私はそこへ数日おきに行きます。） 

247. I go to Tokyo every two or three years. 
（私は 2，3 年の間隔で東京に行きます。） 

248. John complained of a headache time after time. 
（ジョンは何度も繰り返して頭痛を訴えた。） 

249. I’ve told you time and time again. 
（何度も言っただろう。） 
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（５）一定の頻度副詞 
 

 語             順 機  能 

無標の場合 
主語＋動詞＋一定の頻度を表わす副詞 

－ 
主語＋動詞＋目的語＋一定の頻度を表わす副詞 

有標の場合 一定の頻度を表わす副詞＋主語＋動詞 新情報の焦点 
 
一定の頻度を表わす副詞は、通例、文末に置かれる。annually（毎年）, daily（毎日）, 

hourly（１時間毎に）, monthly（毎月）, weekly（毎週）, yearly（年１度）, every other 
day（１日おきに）, once a week（１週間に１度）, four times a year（年に４回） など

がある。 

 

250. I have a physical checkup annually. 
（私は毎年健康診断を受けている。） 

251. I take sleep six hours daily. 
（私は毎日６時間睡眠をとっている。） 

252. They took a break hourly. 
（彼らは１時間毎に休憩をとった。） 

253. He visits his father in hospital weekly. 
（彼は毎週入院中の父を見に行っている。） 

254. I spend 20,000 yen on books monthly. 
（私は書籍に１か月 20,000 円かけます。） 

255. The temple is opened to public twice yearly. 
（その寺は年に２回一般公開される。） 

256. I take my dog for a walk every other day. 
（私は１日おきに犬を散歩させている。） 

257. My sister has a piano lesson once a week. 
（妹は週に１回ピアノのレッスンに通っている。） 

258. The literary journal is published four times a year. 
（その文芸雑誌は年４回発行されている。） 

259. We play tennis once every three days. 
（私たちは三日に一度テニスをします。） 

260. We have milk delivered every other day. 
（牛乳を一日おきに配達してもらっている。） 

261. I visit him once a week. 
（私は週に一度彼を訪問します。） 
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（６）程度の副詞 
程度の副詞とは伝達内容の真実性を強調したり、程度の高低を表わしたりする副詞の

ことである。通例、１語の副詞で表すが、名詞句あるいは前置詞句で表わすこともある。

程度副詞の現れる位置については、文修飾、述語修飾、語修飾によって、また副詞によ

っても異なるので、一般化して述べることはできない。 

 

① absolutely 
absolutely は《程度が極めてはなはだしい》ことを表わす。客観的な証拠に基づく判

断ではなく、話し手の主観的な確信を示し、一般には「全く」「断じて」と訳される。文

中位に現れるのが普通で、文頭位にくることはまれである。 

262. I absolutely refuse to listen to your grumbling. 
（君の不平を聞くのは全くお断りする。） 

263. I must absolutely refuse to listen to your grumbling. 
（君の不平を聞くのは全くお断りしなければならない。） 

264. It absolutely doesn’t matter to us. 
（そんなことは私達には全くどうでもよいことだ。） 

265. You are absolutely right. 
（全く君の言うとおりだ。） 

266. It is absolutely impossible for us to go. 
（我々が行くことは全く不可能だ。） 

 

Dr. Higgins’s room 
absolutely はまた、all, every, no など「全部」や「無」を表わす数量詞やそれらを接頭辞に持つ語を修

飾する。any, anyone, anybody などについては、「全ての（人、もの）」という意味の場合の時のみ修飾

できる。頻度を表わす副詞についても、「全部」か「無」を表わす語を修飾することができる。また、

形容詞の最上級も意味尺度の極点を表わすので absolutely の修飾が可能である。 
Absolutely every egg in the dozen was bad. （１ダースの卵はどれもこれも全く腐っていた。） 
I will do absolutely everything I can do. （私ができることはひとつ残らず全てやるつもりだ。） 
That meant absolutely nothing to her. （そのことは彼女には全く無意味であった。） 
He has absolutely no teaching experience. （彼は教えた経験が全くない。） 
Absolutely anyone boil eggs. （全く誰でも卵は茹でられる。） 
He will eat absolutely the most awful food. （彼はどんなひどい料理でも食べるだろう。） 
 
 

Dr. Higgins’s room 
absolutely はまた、会話で質問や陳述に対する返事として単独で用いて、肯定・否定を問わず話者の強

い気持ちを表わすのに用いられる。 

“Do you think so?” ― “Absolutely!” （「そう思いますか？」―「思いますとも。」） 
“Are you kidding me?” ― “Absolutely not!” （「からかっているのかい？」―「とんでもない。」） 
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② completely 
completely は《必要なものが全部揃っている》ことを表わし、そこから《完全さ》が

意識され、「完全に」「すっかり」という強調の意味になった。一般には「全く」「すっか

り」と訳される。文中位に現れるのが普通で、文頭位には用いられない。文尾位に用い

られると様態副詞としての性格が強くなり、「ことごとく完全に」くらいの意味になる。 

267. I completely forgot about my son’s birthday.  

（息子の誕生日のことをすっかり忘れてしまっていた。） 

268. He completely ignored my request. 
（彼は私の要求に見向きもしなかった。） 

269. I will have completely finished by next June. 
（次の６月までには完全に終えているでしょう。） 

270. Are your hands completely clean? 

（手はすっかり綺麗になっていますか。） 

271. The bus was now completely out of sight. 
（バスはいまやすっかり視界から消えていた。） 

 
Dr. Higgins’s room 
completely は完結的な状態への段階的な移行を表わす動詞（例えば fail, disappear など）や形容詞（例

えば bald, successful など）と共に用いられる。また drink, wash などのような行為の完結を表わさな

い動詞でも up や out を伴うことで完結を示すことができれば completely と共起できる。 
The sun completely disappeared below the horizon.（太陽は水平線の彼方に完全に消えた。） 
He completely drank up his beer. （彼はすっかり麦酒を飲みほした。） 
The paint completely washed out of jeans. （ジーンズのペンキは洗ってすっかり落ちた。） 
He was completely bald.（彼は丸禿だった。） 
＊John is completely tall. 〔tall には《完結》という点がないので不可〕 

＊Catherine is completely beautiful.〔beautiful にも《完結》という点がないので不可〕 
注）＊（ｱｽﾃﾘｽｸ）はその文が非文であることを示す。 

 

Dr. Higgins’s room 
completely は否定文で用いられると部分否定になる。 

The door wasn’t completely closed.（ドアは完全には閉まっていなかった。） 
I have not completely finished my task. （私は完全に仕事を終えたわけではない。） 
I don’t completely trust you. （君を完全に信用しているわけではない。） 
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③ entirely 
entirely は《どの部分も欠けたり、壊れたりすることなく一つにまとまっている》こ

とを表わす。そこから《完全さ》が意識され、「完全に」「すっかり」という強調の意味

になった。一般には「全く」「すっかり」と訳される。文中位、文尾位に用いられる。ま

た、動詞 agree とよく共起する。 

272. What you have said is right; I entirely agree with you. 
（君の言ったことは正しい。すなわち私は君に全面的に賛成する。） 

273. My sister entirely ate the cake. 
（妹はそのケーキをすっかり食べた。） 

274. My friend entirely told the truth. 
（私の友達はすっかり本当のことを話してくれた。） 

275. The building was entirely destroyed. 
（その建物は完全に破壊された。） 

276. He is almost entirely devoid of humour. 
（彼にはユーモアの感覚がほとんど全くと言っていいほど欠けている。） 

 
Dr. Higgins’s room 
entirely はまた、形容詞や副詞、前置詞句、さらに名詞などを語修飾して強調することがある。 
The two books are entirely different. （その２冊の本は全く違っていた。） 
He did it entirely for money. （彼は全くお金のためだけにそれをした。） 
I saw a man dressed entirely in black. （私は黒づくめの服装の男を見ました。） 
He is entirely a giant. ／ He is an entirely giant.（彼はどこをとっても偉大な人だ。） 
It’ll be an entirely new way. （それは全く新しいやり方になるだろう。） 
 

 
Dr. Higgins’s room 
entirely は否定文で用いられると部分否定になる。 

It wasn’t entirely my decision.（それは全て私が自分で決めたわけではなかった。） 
He was not entirely wrong.（彼が全面的に悪いというわけではなかった。） 
I am not entirely certain.（全く確かというわけではありません。） 
I don’t entirely agree with you. （君に全面的に賛成しているわけではない。） 
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④ utterly 
utterly の形容詞形の utter は本来 out の比較級で《より外側の、ずっと遠い》の意味

であったが、徐々に比較の意味が薄れ《かなり遠い、はるかに遠い》のように意味が変

化した。そして今日では一般に極限や究極の意味を表わし、高い程度を表わすのに用い

られる語になった。副詞の utterly は「全く」「もうすっかり」「ほとほと」と訳され、あ

まり好ましくない語句を修飾する。 

277. They all utterly hated the film. 
（彼らは皆その映画が全く気に入らなかった。） 

278. I utterly detest insects. 
（虫はとにかく大嫌いだ。） 

279. This room utterly reeks of ciger smoke. 
（この部屋は葉巻の煙でもうもうとしている。） 

280. We are utterly bored with his ideas. 
（彼の考えには私たちは全くうんざりだ。） 

281. We are utterly opposed to the whole idea. 
（その考え全てに私たちは全く反対です。） 

 
Dr. Higgins’s room 
utterly はまた、形容詞や分詞、副詞句などを語修飾して強調することがある。これらの語には普通は

好ましくない否定的な評価を表わす語がくるが、好ましい肯定的な評価を表わす語がくることもある。

その場合は極限・究極の意味を含むことになる。 
The story is utterly wrong. （その話は全く間違っている。） 
She looked utterly miserable. （彼女は全く惨めに見えた。） 
You are utterly disgusting. （お前には全くむかむかする。） 
He was utterly delighted.（彼は喜びの極にあった。） 
He is an utterly reliable man. （彼は全く信頼できる男だ。） 
 

 
Dr. Higgins’s room 
entirely は否定文で用いられると部分否定になる。 

You are not utterly wrong.（あなたが全く悪いわけではない。） 
It is not utterly impossible to solve the problem. （その問題を解くのは全く不可能なわけではない。） 
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⑤ totally 
totally の形容詞形の total は《個々のものが合わさった結果としての全体》の意味で

あり、そこから《完全さ》が意識され、《完全に、すっかり》という強調の意味になった。

一般には「全く」「すっかり」と訳され、文中位に用いられる。会話では相手の質問に対

しての受け答えの表現として単独で用いることも多い。 

282. The Capulets hate totally the Montagues. 
（キャピュレット家はモンタギュー家を心底憎んでいる。） 

283. I totally agree with you. 
（全く同感です。） 

284. I totally understnd where you’re coming from. 
（その気持ち、とてもよく分かります。） 

285. She has totally changed her appearance. 
（彼女はすっかり外観が変わった。） 

286. It was a totally unexpected result. 
（全く予想外の結果だった。） 

287. My idea is totally different from yours. 
（私の考えはあなたとは根本的に違う。） 

288. I’m totally spent. 
（もうくたくたです。） 

289. It was totally fun! 

（めっちゃ楽しい。） 

 
Dr. Higgins’s room 
totally は very や really の代わりに用いられることがある。また、特に若い女の子の会話の相づちとし

てよく用いられる。「すごく」「もちろん」くらいの意味になる。 

“I’m totally into him.”（「彼にハマっているわ。」） 
“He’s so cute!” －“Totally!”（「彼とっても可愛いね！」―「 超ね！」） 
“Do you like that movie?” －“Totally!” （「あの映画、気に入った？」―「 もちろん！」） 

 

 
 
Dr. Higgins’s room 
totally は否定文で用いられると部分否定になる。 

I’m not totally convinced.（完全に納得しているわけではありません。） 
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⑥ fully 
fully の形容詞形の full は《容器が物で満ちている》という意味であり、その容器の概

念が拡大され、《場所が人や物でいっぱい》の意味になり、そこから《豊富な、一杯の》、

さらには《欠けるところがない》から《完全に、すっかり》という強調の意味になった。

程度副詞として文中位に用いられて「全く」「十分に」と訳されが、文尾位に用いられる

と、様態副詞となり「詳しく」という意味になる。 

290. They very fully appreciate our problems. 
（彼らは私たちの問題を全く十分に認識している。） 

291. I fully agree with you. 
（私は君に全く賛成です。） 

292. We fully anticipated these results. 
（私たちはこういう結果を十分予想していました。） 

293. We are fully aware of the dangers. 
（私たちは危険を百も承知している。） 

294. The watchdog is fully alert. 
（その番犬は全く油断なく見張っている。） 

295. They were fully fed. 
（彼らはたっぷりと食べ物を与えられた。） 

296. To have common sense is fully as important as to have a good educaton. 
（常識があることは良い教育を受けることと全く同じくらい重要なことだ。） 

297. I will write more fully later. 
（後でもっと詳しく書きます。） 

 
Dr. Higgins’s room 
fully はまた、数詞などを語修飾して強調することがある。この場合は「優に」「少なくとも」という意

味になる。 
Fully 2000 people were there. （少なくとも 2,000 人の人がそこにいました。） 
I need fully a week to finish it. （それを終えるのに少なくとも１週間必要です。） 
He was fully two hours late. （彼は丸２時間も遅刻した。） 
The disease affects fully 30 percent of the population.（人口の優に 30％がその病気にかかる。） 
 

 
 
Dr. Higgins’s room 
fully は否定文で用いられると部分否定になる。 

I don’t fully understand the arithmetic problem.（その算数の問題を十分理解してるわけではない。） 
We didn’t fully endorse your plan.（私たちはあなた方の計画を完全に支持したわけではない。） 
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⑦ quite 
quite は大別して２つの意味に分けることができる。一つは元来の意味である「完全に」

「全く」を表わす。もう一つは「まあまあ」「なかなか」を表わす。前者は「完結」や「極

限」表わす動詞・形容詞・副詞を修飾し、後者は段階的な形容詞や副詞を主に修飾する。 

 
【全く】【完全に】【すっかり】と訳す場合 

298. He quite finished the work. 
（彼はすっかり仕事を終えた。） 

299. I quite forgot about my daughter’s birthday.  

（娘の誕生日のことをすっかり忘れてしまっていた。） 

300. The church was quite ruined. 
（その古い教会はすっかり荒れ果てていた。） 

301. My mind is quite made up. 
（決心はちゃんとついている。） 

302. We were quite deceived by the ruse. 
（私たちはその策略にすっかり騙された。） 

303. He has quite recovered from illness. 
（彼は病気からすっかり回復した。） 

304. He is quite grown up now. 
（彼はもうすっかり大人です。） 

305. You’re quite the most exciting man I’ve ever known. 
（全くきみほど面白い男は知らないね。） 

306. The bottle is quite empty. 
（びんは全くからっぽだった。） 

307. She was quite rude. 
（彼女はずいぶんと失礼だった。） 

308. You look quite different in your new dress. 
（新調の服を着て全く別人のように見えますね。） 

309. “I’m so sorry; I’m afraid I’m late.” －“That’s quite all right.” 

（「どうもすみません 遅れまして」－「全然構いません」）〔相手の謝罪の言葉に対して〕 

310. “You are late,” he said, quite abruptly. 
（「遅刻ですね」と全くだしぬけに彼が言った。） 

311. “And, quite by the way, how is your sister?” 

（「ところで、全く話が変わりますが、あなたのお姉さんは元気ですか。」） 
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Dr. Higgins’s room 
quite を「全く」「すっかり」「完全に」という意味で用いる場合には、共起できる動詞は通例「完結」

や「極限」を表わす動詞である。しかし、drain, scuff などのような行為の完結を表わさない動詞でも

up や off を伴うことでその動作に完結を示すことができれば quite と共起できる。 
＊That spill quite stained my new tie. （新しいネクタイにこぼして全く汚してしまった。） 
That spill quite ruined my new tie.（新しいネクタイにこぼして全くダメにしてしまった。） 
＊They quite drained the water. （彼らはすっかり水を抜いた。） 
They quite drained off the water. （彼らは水をすっかり抜き取った。） 
＊He has quite scuffed his shoes.（彼は靴をすっかりすり減らした。） 
He has quite scuffed up his shoes.（彼は靴をすっかりすり潰した。） 
注）＊（ｱｽﾃﾘｽｸ）はその文が非文であることを示す。 

 
Dr. Higgins’s room 
動作の完結性は時制によっても異なる。一般に未来時制よりも過去時制や現在時制、完了時制の方が動

作の「完結性」は高まるので、未来の文とは相性が悪い。 
He quite expect it. （そのことは百も承知しています。） 
He quite expected it. （そのことは百も承知だった。） 
?He will quite expect it.（そのことは百も承知するだろう。） 
 
また行為や状態の未完結を含意する進行形とは共起しにくい。 
?What you are saying is quite reassuring me.（あなたの話はすっかり安心させます。） 
What you have said quite reassures me.（あなたの話を聞いてすっかり安心しました。） 
注）? はその文の容認度が低いことを示す。 

 
Dr. Higgins’s room 
quite を「全く」「すっかり」「完全に」という意味で用いる場合には、共起できる形容詞と副詞は通例

「完全」や「極限」、あるいはそれに近い概念を表わす非段階的な語がくる。また contrary, opposite, 
another, different, dissimilar などのような「反対」や「相違」を表わす語ともよく共起する。 
That’s quite another story.（それはまた話が全く別だ。） 
Paris is quite different from what I remembered. （パリは私の記憶とすっかり違っている。） 

 
 
Dr. Higgins’s room 
quite が「全く」「完全に」の意味を表わす場合、否定文で用いられると部分否定になる。 

That’s not quite true.（それは必ずしも正しくない。） 
“How big is your yacht?” “I’m not quite sure.”（君のヨットの大きさは？－正確にはよく分からない。） 

I don’t quite know what to say.（何と言ったらよいかちょっとよく分からない。） 
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【まあまあ】【けっこう】【まずまず】／【かなり】【相当に】と訳す場合 

312. She quite likes him. 
（彼女は彼のことがまあまあ気に入っている。） 

313. Now she really quite enjoys the job. 
（彼女は今ではその仕事をけっこう楽しんでいる。） 

314. The weather is quite warm for November. 
（11 月にしてはかなり暖かい天気だ。） 

315. I think it’s quite likely we’ll win. 
（私たちが勝つ可能性はかなりあると思います。） 

316. Her children are still quite young. 
（彼女の子どもたちはまだかなり幼い。） 

 

Dr. Higgins’s room 
「まあまあ」なのか「かなり」なのか？ 
Thomson（PEU ）によれば、“quite good”のように段階性を持つ語と共起する場合、quite は修飾す

る語の意味の強さを調節する機能を持っている。すなわち、quite の強勢が弱ければ弱いほど修飾する

形容詞や副詞の意味を強め、quite の強勢が強ければ強いほど修飾する形容詞や副詞の意味は弱くなる。

それゆえ good に quite の付いている“quite good”の意味は次のようになるという。 
quite góod＝「とても良い」（ほとんど good に近い） 
quíte góod＝「かなり良い」（rather「相当に」ほど高い程度ではないが、fairly「かなり」よりは程度が高い） 

quíte good＝「まあまあ良い」（good というには遠い） 
また、Quirk（CGEL）によれば、音調によっても次のような違いが生じるという。 
The book is quite góod（⤵）.（その本はかなり良い。） 

The book is quíte（⤵）góod（⤴）.（その本はまあまあ良い。） 

ところが、アメリカでは quite は「（意外に）とても」「（意外に）非常に」等の意味で使うのが一般的な

使い方であるらしい。 
That meal was quite good.（あの食事は（意外に）とてもおいしかった。） 
They are both quite youn.（彼らは二人とも（意外に）すこぶる若い。） 
It is quite cold this morning.（今朝は（予想に反して）非常に寒い。） 
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Dr. Higgins’s room 
quite を「まあまあ」「けっこう」「まずまず」「なかなか」「かなり」等の意味で用いるのはイギリスの

英語に多い。この場合、動詞なら like, enjoy, hope, want, wish などと共起することが多い。また、こ

の用法では留保的な意味合いがあることが多く、その場合は後ろに but～が続くことが多い。 

She quite likes him, but not enough to marry him. 
（彼女は彼のことを好きなことは好きだが、結婚したいと思うほどではない。） 

She quite enjoys her job, but she’s looking for a new one. 
（彼女は今の仕事をそこそこ楽しくやっているが、目下新しい仕事を探している。） 

“Did you enjoy the game?” －“Yes, qiuite!” 
（試合は面白かったですか。― ええ、まあまあでした。） 

 

この意味で形容詞を修飾する場合は good, cold, easy, nice, tall, young などのような段階性を持つ語で

なければならない。留保的な意味合いを持つことも上述の動詞の場合と同じで、後ろに but～が続くこ

とが多い。 

She was quite polite, but she wasn’t ready to heip me. 
（彼女はなかなか丁重だったが、進んで私を手伝ってくれなかった。） 

It was quite good, but not perfect. 
（まあまあ良くできてはいたが、完全というわけではなかった。） 
 

段階性のない語と共起させれば「すっかり」「全く」という意味になる。 

His French is quite good. （彼のフランス語は（かなり／まあまあ）上手い。） 
His French is quite perfect. （彼のフランス語は全く申し分ない。） 

 
 

 
Dr. Higgins’s room 
quite が「かなり」「まあまあ」の意味を表わす場合には否定文では用いられない。但し、enough が伴

っている場合には可能。 

＊They don’t drive quite fast. 
They don’t drive quite fast enough. 
＊He’s not quite tall. 
＊He doesn’t visit us quite often. 
しかし、修飾される語が評価を表わす語であるとき、しばしば反対の意味が含意されて、一種の控えめ

表現になることがある。 

That man’s not quite a gentleman. 
（あの男はれっきとした紳士とは言えない。（むしろ下品な感じのする男だ）） 
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Dr. Higgins’s room 
〖quite a 名詞 A〗について 

「なかなかの A」「大変な A」「大した A」「実に良い A」「本当に素晴らしい A」「並外れた A」等と訳す。

特にアメリカの口語でよく用いられる用法で、通例、名詞 A には数えられる名詞の単数形がくる。普通、

好ましい意味合いで用いられるが、ときに皮肉の意味で用いられることがある。通例、否定文では用い

られない。 
She is quite a beauty.（彼女はなかなかの美人だ。） 
He is quite a hero.（彼は大変な英雄だ。） 
The news was quite a shock for me.（そのニュースは私には大変なショックでした。） 
She is quite a woman.（彼女は大した女性だ。） 
She is doing quite a job.（彼女は実に素晴らしい仕事をしている。） 
The party was quite a success.（パーティは大成功だった。） 
I’m having quite a time.（とても楽しく過ごしています。） 
I’m having quite a time.（とても辛い目にあっています。）《皮肉的に》 
 

※名詞 A が非段階的な名詞の場合には複数形を用いることはできないが、名詞 A が段階的な名詞の場 
合は可能である。ただし、その場合でも述語補語として用いられる場合に限る。 
＊They are quite doctors.（彼らはなかなかの名医だ。） 
He is quite a doctor.（彼はなかなかの名医だ。） 
They are quite fools.（彼らは全くばかな連中だ。） 
They are quite friends now.（彼らは今ではすっかりいい友達だ。） 
 
※アメリカ口語では、「a＋名詞 A」の代わりに「some＋名詞 A」を使うことがある。some の後にくる 
名詞は普通単数形であるが、複数形も可能である。よく似た表現に quite something「たいしたもの」 
という言い方もある。 
That’s quite some library.（本当に素晴らしい図書館だ。） 
Mark is quite some player.（マークは大した選手だ。） 
He is quíte sóme génius.（彼は全く大した天才だ。） 
They were quite sóme players.（彼らはなかなか優秀な選手だった。） 
That’s quite something.（それはたいしたものだ。） 
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Dr. Higgins’s room 
〖quite a 形容詞＋名詞 A〗について 
「なかなか～な A」と訳す。（～の部分に段階性のある形容詞がくる場合） 
He’s quite a good player.（彼はなかなか良い選手だ。） 
She’s quite a good player.（彼女は料理の腕前はなかなかのものだ。） 
 
※イギリスでは、段階性のある形容詞と共起する場合は〖quite a 形容詞＋名詞〗となり、非段階的な 
形容詞と共起する場合には〖a quite 形容詞＋名詞〗となる傾向があるというが、どちらの場合でも 
quite が前に出る方が一般的である。アメリカでは形容詞の意味に関係なく〖quite a 形容詞＋名詞〗 
となり、意味も「とても」の意味になる。 
I watched quite an interesting film last night.（昨夜かなり面白い映画を見ました。） 
I had a quite perfect day good.（本当に素敵な一日でした。） 
 

※形容詞が完全・極限の意味を表わす場合には「全く～な A」の意味になる。 
There was quite a sudden change in the weather.（天気が全く突然変わった。） 
This is quite a different problem.（これは全く違う問題です。） 
 
※「quite the＋名詞 A」となることがある。この場合、「全く」「まさに」という意味になる。 
He’s quite the perfect gentleman.（彼は完璧な紳士だ。） 
They had quite the wrong impression.（彼らは全く違った印象を抱いていた。） 
We don’t see things quite the same way.（私たちの考えは全く同じというわけではない。） 
I have had quite the opposite experience.（私は全く正反対の経験をしました。） 
The truth is quite the contrary.（真実は全く逆だ。） 
It had consequences quite the reverse.（それは全く逆結果となった。） 
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（７）焦点化の副詞 
聞き手に対して新情報としての焦点を表わす副詞を焦点化の副詞という。名詞や代名

詞、句や節などを修飾する。Quirk et al.（GCE）は、焦点の当て方に応じて次のように

分類している。 

 

Dr. Higgins’s room 
Quirk et al.（GCE）は、焦点化の副詞を、伝達内容を焦点化される部分に限定する「制限的」な副詞

と、「追加的」に焦点化される部分を示す副詞とに分類している。さらに、「制限的」な副詞の場合は、

制限の仕方の強弱によって、「その場合だけ」という意味合いの排除的なものと、「主にその場合に」と

いう意味合いの 特
●

に
●

的なものに下位分類される。 
 
制限的（Restrictives） (特定の要素に限定される働きをするもの) 

(a)排除詞（exclusives）「～だけ」の意味（伝達内容を「もっぱら」焦点部分に限定する副詞） 

alone, exactly, exclusively, just,merely, only, precisely, purely, simply, solely 
 
(b)特殊化詞（particularizers）（伝達内容を、「特に、主として」焦点部分に限定する副詞） 
chiefly, especially, largely, mainly, mostly, notably, particularly, primarily, principally,   
specifically; at least, in particular 
 
追加的（Additives） (焦点となる部分が追加したものであることを示す) 

again, also, either, equally, even, further, likewise, neither, nor, similarly, too, as well, in addition 
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① only 
only は《ある基準となる一つのものがあり、それ以外に、あるいはそれ以上のものが

ない》ことを表わす。そこから《他の人や物を除外してある特定の限られたものに制限

された》意味を持ち、普通、「～だけ」と訳す。また、数量・程度の表現では「ほんの…

にすぎない」、時を表わす副詞に付いて、「ほんの…」という訳し方にもなる。話し言葉

では主語と動詞の間に置かれ、何に係っているかは強勢によって判別するが、書き言葉

では修飾する語の直前に置く。 

 

Dr. Higgins’s room 
焦点化副詞は、通例、主語と動詞の間に位置するのが最も一般的である。そのため、書き言葉において

は次のようにどの語句を修飾しているのか曖昧になってしまう。次の例文は4通りの解釈が可能である。 
John only phoned Mary today. 
（ジョンだけがメアリーに今日電話をした。）〈主語修飾〉 
（ジョンはメアリーに今日電話をしただけ。）〈述語修飾〉 
（ジョンは今日メアリーにだけ電話をした。）〈目的語修飾〉 
（ジョンはメアリーに今日だけ電話をした。）〈副詞修飾〉 
 
そこで、そういう曖昧さを避けるために、書き言葉では修飾する語の直前に置くのがよい。 
(a) Only John phoned Mary today.（ジョンだけがメアリーに今日電話をした。） 
(b) John only phoned Mary today.（ジョンはメアリーに今日電話をしただけ。） 
(c) John phoned only Mary today.（ジョンは今日メアリーにだけ電話をした。） 
(d) John phoned Mary only today.（ジョンはメアリーに今日だけ電話をした。） 
 
しかし、話し言葉ではどのような音調で発話されるかによって、焦点化副詞の修飾関係を決定している。 
(e) ❘John Ǒnly❙❘phoned Mary today❙.（ジョンだけがメアリーに今日電話した。） 
(f) ❘John only PHÒNED Mary today❙.（ジョンはメアリーに今日電話をしただけ。） 
(g) ❘John only phoned MÀry today❙.（ジョンは今日メアリーにだけ電話をした。） 
(h) ❘John only phoned Mary toDÀY❙.（ジョンはメアリーに今日だけ電話をした。） 
※細い縦線「❘」は音調単位の始まりを示し、太い縦線「❙」は音調単位の終わりを示す。 
 
 

Dr. Higgins’s room 
文中位に only を配置する場合、not が生じる位置にのみ置くことが可能である。 
You only have to leave when they ask you to.（要請がある時に出発すればよい。） 
cf. You don’t have to leave when they ask you to. 
＊ You have only to leave when they ask you to. 
I can only see you for a moment.（しばらくの間会うことだけ可能です。） 
cf. I can not see you for a moment. 
＊ I only can see you for a moment. 
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317. Only you can help us. 
（私たちを助けられるのは君しかいない。） 

318. Only two persons witnessed the accident. 
（その事故を目撃したのは 2 人だけだった。） 

319. Whose view is correct? －  Only time will tell. 
（誰の考えが正しいのか。― 時がたてばわかることだ。） 

 
Dr. Higgins’s room 
only は否定的な意味合いを持つ語なので、any, ever などの非断定語（肯定文では用いることがあまり

ない語）と共に用いられる。 
Only two of us had any experience in sailing.（私達のうち 2 人しか航海した経験がなかった。） 
Only a handful of people have ever seen the view from this mountaintop. 
（この山頂からの眺めを見た人はほんの一握りの人しかいません。） 
但し、被修飾語の S に非断定語の any などを用いることはできない。 
＊ Only any of us had experience in sailing. 
Only some of us had experience in sailing. 
 
 
 
Dr. Higgins’s room 
only によって修飾された目的語や副詞句が文頭に出ると、S と aux（＝助動詞）、あるいは be 動詞との

倒置が生じることがある。 
Only his mother will he obey. 
（彼は母親にだけに従うだろう。）→（母親以外には従わない） 
Only five men did he see. 
（５人だけ彼は見た。）→（５人以外には見なかった） 
Only on Sundays do they eat with their children. 
（日曜日だけ子供たちと食事をする。）→（日曜日以外は子供たちと食事をしない） 
Only then did I understand what she meant.  
（その時だけ（その時初めて）彼女の言葉の意味が理解できた。）→（それ以前は理解できなかった） 
Only after a century and a half of confusion was the royal authority restored.  
（１世紀半の混乱の後、やっと国王の権威が回復された。）→（それまでは回復されなかった） 
 
しかしながら、only が文否定をする文修飾語ではなく、「つい／ほんの…」という意味の構成素要素を

否定する語修飾の場合は、文全体にかからないために倒置は起こらない。 
Only last week he moved to Chicago. （つい先週、彼はシカゴに引越しした。） 
＊Only last week did he move to Chicago. （？先週だけ彼はシカゴに引っ越した。） 
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Dr. Higgins’s room 
only は because, when, where, while, if, after, before, until などの節を修飾する。一方で、although, for, 
since（理由）, and, but, or, yet, so, thus, hence, therefore などの節は修飾しない。 
This was possible only because you worked hard.（このことは一生懸命働いたこそ可能になった。） 
He comes only when he wants money.（お金の欲しいときだけやって来る。） 
You will succeed only if you do your best.（最善を尽くして初めて成功するものです。） 
I realized the value of health only after I was ill.（病気になって初めて健康の有り難さが分かった。） 
You have to stay here only until you finish that.（それを終わらせるまでここにいなければならない。） 
 
only によって修飾された目的語や副詞句が文頭に出ると倒置が生じるように、「only＋接続詞」が文頭

位に出ると倒置が生じる。 
Only when it started to rain did he notice that he had left his raincoat somewhere. 
（雨が降り出した時になって彼はレインコートをどこかに忘れたことに気づいた。） 
 
また、only が接続詞に隣接しない場合もある。 
John will only stay while the beer lasts out.（ジョンはビールが残っている間だけここにいるだろう。） 
We’ll only call you when we need you.（必要な時だけ君を呼ぶよ。） 
 
only は that 節を修飾することもある。また、動詞 want は that 節を通例、目的語としてとることはで

きないが、only で修飾されると可能になる。 
He told me only that he was going abroad.（彼は海外に行くつもりだとだけ私に言った。） 
I want only that you be happy.（あなたに幸せになってほしいだけです。） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

② merely 
merely の形容詞形の mere は、元来、ワイン・言語・人種などについて、《異質なもの

が含まれていない純粋さ》を表わすことばであり、《混じりけがない》ところから《ただ

それだけ》という意味に発展した。さらに、《物事がそれ自体の持つ程度・価値・力など

の点で十分な状態に達していない》ことを表わし、《ほんの、単なる》という意味が生ま

れた。通例、修飾する語句Ａ（Ａには、名詞、名詞句、名詞節、副詞、副詞句、副詞節、

目的を表わす不定詞）の前に置かれ、「Ａだけ」と訳される。また、文中位（助動詞がな

い場合は主語と一般動詞の間に、助動詞がある場合は助動詞と一般動詞の間）で用いら

れ、「ただ～するだけ」となる。 

320. She is merely a child. 
（彼女はほんの子どもにすぎない。） 

321. They won’t punish merely John. 
（ジョンだけを罰することはない。） 

322. Passion without action is merely a dream. 
（行動を伴わない情熱はただの夢に過ぎない。） 

323. I didn’t go out merely because it was raining. 
（ただ雨が降っていたので外出しなかった。） 

324. I merely wanted to please my sister. 
（私はただ妹を喜ばせたかっただけです。） 

325. I was merely turning the door-handle when it broke off. 
（ちょっとドアの取っ手を回していたら壊れてしまった。） 

 

Dr. Higgins’s room 
merely は only と同じように that 節を修飾することもでき、また、動詞 want は that 節を通例、目的

語としてとることはできないが、only と同じように、merely で修飾されると可能になる。 
I want merely that you be happy.（あなたに幸せになってほしいだけです。） 
 

 
Dr. Higgins’s room 
命令文の文頭に用いて、その意味を和らげる効果を持っている。 
You don’t have to be present.  Merely send a letter of explanation. 
（出席して下さらなくても結構です。ただ釈明の手紙を送って下されば結構です。） 
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③ alone 
alone は《人などが他の人や集団から物理的に切り離されている》ことを表わし、そこ

から《その人だけで》という意味に発展し、さらに「～だけ」という意味になった。alone
には副詞用法と形容詞用法とがある。副詞用法としては、主語の直後に置いて、「～だけ」

というように主語修飾用法と、文尾位で用いて「ひとりで」というように述語修飾用法

とがある。 

326. He alone went there. 
（彼だけがそこへ行った。） 

327. John alone knows what happened. 
（ジョンだけが何があったのか知っている。） 

328. Money alone cannot make you happy. 
（お金だけでは幸せになれない。） 

 

Dr. Higgins’s room 
only が修飾する語の前に置くのに対し、alone は修飾する語の後にしか置けない。 
Only ten students went there. （10 人の生徒だけがそこへ行った。） 
＊Alone ten students went there.  
また、目的語など、主語以外の語句を後置修飾できないが、次のような場合は後置修飾が可能となる。 
ⅰ）一定の副詞句の後。 
Man cannot live by bread alone. （人はパンのみで生きられない。） 
For this reason alone, we should help them. （ただこの理由のために、彼らを助けるべきだ。） 
ⅱ）繰り返し表現の後。 
I will tell this to you and to you alone. （このことはあなたに、そしてあなただけにお話しします。） 
The car was stolen by Jim and by Jimo alone. （その車はただジムひとりによって盗まれた。） 
ⅲ）話題として前置された語句の後。 
That alone I believe. （私が信じているのはそれだけです。） 
 

 
329. He lives alone. 

（彼はひとりで暮らしている。） 

330. You can’t lift the piano alone. 
（あなたひとりではピアノを持ち上げることはできない。） 

 

Dr. Higgins’s room 
‘S stands alone’で「S〈建物など〉だけがぽつんと立っている」という意味で用いられる。また、

そこから比喩的に「（ある分野において）他に匹敵するものがない」という意味で用いられる。 
The house stood alone on the hill. （その家は丘の上に一軒ぽつんと立っていた。） 
He stands alone in the field of microbiology. （彼は微生物の分野では卓越している。） 
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④ simply 
simply の形容詞の simple の原義は《単一の》であって、人について用いられると、

混じりけがないことが強調され《純真な、誠実な》を意味する。物事について用いられ

ると、複雑でないことから「単純な、簡単な」を意味する。副詞の simply には「文副詞」、

「様態副詞」、「強意副詞」、「焦点化副詞」などの用法がある。焦点化副詞としての simply
は、通例、文中位の主語と動詞の間に置かれる。助動詞がある場合は助動詞の後に位置

する。また、不定詞、前置詞句、名詞、代名詞、接続詞などの直前にも置かれる。 

 
Dr. Higgins’s room 
simply には「焦点化副詞」の他に、「文副詞」「様態副詞」「強意副詞」の用法もある。「文副詞」の場

合は文頭に、「様態副詞」の場合は文尾位、「強意副詞」の場合は文中位に置かれる。 
Quite simply, that’s a stupid idea.（率直に言って、それはばかげた考えだ。）〔文副詞〕 
文頭位に置かれる文副詞の simply には普通 quite などの程度副詞が付く。 
 
Please explain it simply.（簡単に説明して下さい。）〔様態副詞〕 
On her small income they live very simply.（彼女の少ない収入で質素に暮らしている。）〔様態副詞〕 
様態副詞の simply の訳し方は「簡単に」「質素に」「無邪気に」などとなる。 
 
You simply must come to see my new house.（ぜひ新居に遊びに来て下さい。）〔強意副詞〕 
He simply doesn’t understand.（彼は全く分かっていない。）〔強意副詞〕 
There is simply nothing we can do about it.（そのことに関してできることは全くない。）〔強意副詞〕 
強意副詞として用いられる場合は、一緒に使用される動詞が強い意味を持つか、或いは否定文、助動詞

の must などと併用される。 
 
 
331. I simply wanted to know what he did. 

（ただ彼が何をしたか知りたかっただけです。） 

332. You must simply study hard. 
（ただ一生懸命勉強するだけです。） 

333. I did it simply to see what you would say. 
（あなたがどう言うかをただ知りたくてそれをしました。） 

334. I did it simply for the money. 
（ただお金のためだけにそれをしました。） 

335. It is simply a matter of personal taste. 
（それは単に個人の趣味の問題です。） 

336. It is simply that we have not noticed it. 
（ただ、それに私達が気付いていないというだけです。） 

337. I didn’t go out simply because it was raining. 
（ただ雨が降っていたので外出しなかった。） 

 



 56 

⑤ exactly 
焦点化副詞としての exactly は、通例、数量、大きさ、時間など測量可能なものや wh

句、wh 節を前置修飾する。「ちょうど」と訳されることが多い。 

338. Exactly ten people were present. 
（ぴったり 10 人が出席していた。） 

339. The train arrived at exactly 8 o’clock. 
（列車は 8 時きっかりに到着した。） 

340. It happened almost exactly a year ago. 
（それはほぼちょうど一年前に起きた。） 

341. I know exactly where to find him. 
（彼が今どこにいるかはっきり分かっています。） 

342. “That’s exactly what I was going to say.” 

（「ちょうどそれを言おうと思っていたのですよ。」） 

343. “What exactly do you mean?” 

（「一体どういう意味ですか。」） 

344. “Exactly what do you think yor’re doing?” 

（「君は何をやっているのかちゃんと分かっているのかい。」） 

345. “Just what exactly are you referring to in all this?” 

（「あなたは一体何のことを言っているのですか。」） 

 
Dr. Higgins’s room 
exactly には「焦点化副詞」の他に、「様態副詞」「強意副詞」の用法もある。「様態副詞」の場合は文尾

位、「強意副詞」の場合は文中位に置かれる。 
He followed my instruction exactly.（彼は正確に私の指示に従った。）〔様態副詞〕 
Work out the prices exactly.（値段をきちんと出して下さい。）〔様態副詞〕 
He measured the boards for the bookcase exactly.（本箱を作るのに板を正確に測った。）〔様態副詞〕 
様態副詞の exactly は「正確に」「きちんと」「ぴったりと」などと訳される。 
 
Your answer is exactly right.（あなたの答えは全く正しい。）〔強意副詞〕 
He’s exactly the right man for the job.（彼はその仕事にまさにうってつけの人だ。）〔強意副詞〕 
That’s exactly the bike I want.（それは私がまさに欲しいバイクだ。）〔強意副詞〕 
It’s exactly what we’ve always wanted.（それはまさしくずっと求めてきたものです。）〔強意副詞〕 
強意副詞の exactly は「全く」「うってつけの」「まさしく」などと訳される。 
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Dr. Higgins’s room 
exactly は単独で間投詞的に用いて、相手の陳述や質問に対して積極的な同意を表わすのに用いる。 
“I think he’s made a silly mistake.” － “Exactly.” 
（「彼は馬鹿な間違いをしたと思うね。」－ 「その通りだね。」） 
“That’s what you really mean.” － ‟Exactly.” 
（「それがあなたの本音ね。」－ 「その通り。」） 
“You mean that he told me a lie?” － ‟Exactly.” 
（「彼が私に嘘をついているということね。」－ 「その通り。」） 
“That was the day she was referring to.” － ‟Exactly.” 
（「その日が彼女の言っていた日だね。」－ 「その通りよ。」） 
 
not exactly は、「必ずしも～ではない」のように部分否定を表わすのに用いられる。また、間投詞的に

用いて、相手の発言を修正して丁寧であるが歯切れの悪い否定を表わすのに用いる。 
That is not exactly what she said.  
（それは必ずしも彼女の言葉どおりではない。） 
He is not exactly a miser.  
（彼は必ずしも吝嗇家というわけではない。） 
She’ s not obese exactly, but definitely plump.  
（彼女は醜いほど太っているというわけではないが、確かに豊満である。） 
He did not exactly love her, but he married her.  
（彼は必ずしも彼女を愛していたわけではなかったが、彼女と結婚をした。） 
 
“You mean that he’s dishonest?” － ‟Not exactly.” 
（「彼は正直じゃないということ？」－ 「そういうわけじゃないけど。」） 
“You’re working here?” － ‟Not exactly.  I’m just lending a helping hand.” 
（「ここで働いているの？」－ 「そういうわけじゃなくて、ちょっと手伝っているだけです。」） 
“And they agreed?” － ‟Well, not exactly.  They just didn’t object.” 
（「で、彼らは賛成してくれたの？」－ 「いや、そういう訳じゃなくて。反対はしなかったけど。」） 
“Is this the way you want it?” － ‟Not exactly.” 
（「こんな感じにして欲しいのですね？」－ 「うーん、ちょっと違いますね。」） 
 
否定文は上のように通例、部分否定になるのだが、くだけた言い方では、ときに全面否定になることが

あり、この場合は、しばしば皮肉的な表現となる。 
Studying abroad is not exactly cheap.  
（留学はまったく安くない。） 
I didn’t exactly enjoy it.  
（全然楽しくなかった。） 
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⑥ just 
副詞の just は《正当な、適正な、正確な》を意味する形容詞に由来し、《ある基準から

外れることなく、ちょうど、まさに、きっかり》という基本的意味を持つ。そして、そ

の後の語義の変遷過程で、「～だけ」という限定的意味や、「ただ～に過ぎない」という

軽視的意味などの語義が生まれたものと考えられる。くだけた口語では、「全く、本当に」

という強意副詞として用いられたり、はっきりした意味を持たずに単に口調を整えるた

めに用いられたりすることもある。 

346. It happened just before midnight. 
（それはちょうど午前零時前に起こった。） 

347. It hurts just below my elbow. 
（ちょうど肘の下が痛む。） 

348. He was sitting just here. 
（彼はまさにここに座っていた。） 

349. The shop is just near the bank. 
（そのお店はその銀行のまさに近くにあります。） 

350. He lives just round the corner. 
（彼はその角を曲がったまさにその場所に住んでいる。） 

351. I play tennis just for fun. 
（私は単なる楽しみのためだけにテニスをしている。） 

352. She goes all the way to London once a week just to have her hair done. 
（彼女は髪をきちんとしてもらうだけのために、週に一度はるばるロンドンまで出向く。） 

353. That’s not serious, it’s just a cold. 
（たいしたことはない。ただの風邪にすぎない。） 

354. They are just good friends. 
（彼らはただの仲の良い友達にすぎない。） 

355. That was just a dream. 
（あれはただの夢だったんだ。） 

356. He is just amazing. 
（彼は全くすごい。） 

357. The performance was just dazzling. 
（その公演は本当に印象に残る素晴らしいものだった。） 
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Dr. Higgins’s room 
just now は通例、文尾位に置かれて、現在形や進行形では「今のところ」「ちょうど今」、過去形では「つ

い今しがた」「ちょっと前に」となる。さらに未来を表わす表現に用いて「今すぐ」という意味にもな

る。従来の参考書や辞書には、現在完了形とは用いられないと書かれていたが、最近の参考書や辞書の

多くは「現在完了形と用いられることがある」と書かれている。その場合、just now は have の直後や、

文末などに置かれる。 
〔現在形、現在進行形で〕 
My father isn’t here just now.（父はちょうど今席を外しています。） 
We’re having dinner just now.  Come back later.（ちょうど食事中なので、後でまた来てください。） 
 
〔過去形、過去進行形で〕 
He left just now.（彼はついさっき帰った。） 
I was talking to him just now.（たった今彼と話したところだ。） 
 
〔未来を表わす表現で〕 
Please wait for me－I’m coming just now.（待っていて下さい。今すぐ行きます。） 
We’re just now getting started.（今すぐ始めます。） 
I’ll be seeing her just now.（すぐに彼女と会うことになるでしょう。） 
 
〔現在完了形で〕 
I’ve just now realized what I want to do.（何をしたいかということに今、気づいた。） 
I’ve just now received word that they’ve arrived safely. 
（ちょうど今、彼らが無事に到着したという知らせを受けた。） 

They have just now arrived.（彼らはちょうど今到着しました。） 
They have arrived just now.（彼らはちょうど今到着しました。） 
 

 
Dr. Higgins’s room 
just then は過去形や過去進行形とともに用い、過去の特定時を表わして「ちょうどその時」という意

味になる。 
He was feeling rather hungry just then.（彼はちょうどその時かなり空腹を感じていた。） 
She opened the letter and read it.  Just then the door bell rang. 
（彼女は手紙を開けてそれを読んだ。するとちょうどその時ドアのベルが鳴った。） 
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Dr. Higgins’s room 
just about は、（１）「だいたい」「ほぼ」「かろうじて」「もうちょっとのところで」、（２）「全く」「ま

さに」、（３）「うん」「だいたいね」の三つの意味用法がある。（１）の用法では数詞、形容詞、動詞の

前で用いられる。（２）の用法では名詞、動詞、形容詞の前で用いられる。（３）の用法は間投詞的に用

いられる。 
I left my hat just about here.（だいたいこの辺りに帽子を置いたのだが。） 
Is your watch just about right? （あなたの時計はだいたい正確ですか。） 
I’ve had just about enough of your impudence. （君の厚かましさには全くうんざりだ。） 
“Is your work done?” －“Just about.”（「仕事は終わったの。」―「だいたいね。」） 
 
 
 
Dr. Higgins’s room 
just so は、通例文尾位に用いられ、様態を表わし「きちんと整理して」「ぴったりと」「注意深く」など

と訳される。 
She likes everything just so.（彼女は何もかもきちんと整理されていることを好む。） 
In order to raise healthy African violets, you must treat them just so.  
（生き生きとしたセントポーリアを育てるにはとても気を付けて世話しなければならない。） 
また、just so は単独で用いられ、相手に完全に同意したことを表わす。 
“We can’t expect any result until Friday.” －“Just so.” 
（「金曜日までなんら結果を期待できない。」― 「全くその通りだ。」） 
また、provided や if などの意味として接続詞的に用いられることがある。 
Take as much food as you want, just so you don’t waste any food. 
（食べ残さなければあなたが欲しいだけ取りなさい。） 
 
 
 
⑦ mostly 
焦点を当てる働きをする mostly は修飾する語句の前に置かれる。「大部分は、だいた

い、主に、主として」などと訳される。 

358. Cows eat mostly grass. 
（牛は主に草を食べる。） 

359. These products are sold mostly in London. 
（これらの製品は主にロンドンで売られている。） 

360. We are mostly out on Sundays. 
（日曜日はほとんど外出しています。） 

361. They mostly don’t do such things. 
（彼らはそのようなことはたいていしない。） 
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Dr. Higgins’s room 
文頭に用いて、usually と同じような意味（「普通は、多くの場合、たいてい」）を表わすことがある。 
Mostly, I go to the library rather than buy books.（多くの場合、本を買うよりも図書館へ行く。） 
Sometimes we go abroad for our holidays, but mostly we stay in British. 
（休暇には外国に行くこともあるが、普通は英国にいます。） 

 
 
⑧ particularly 

particularly は《いくつかの対象の中からある事柄を特定的に取り出す》ことを表わし、

そこから《特に、とりわけ》という意味になった。修飾される語句が段階性のある語の

場合には、その程度が普通の場合よりも著しく高いことを示し「格別に、ことのほか、

大いに」のように訳される。否定文では、「特に～でない」の他に、しばしば「特に～と

言うほどではない」となる。 

362. I enjoyed the play, particularly the second half. 
（その映画は面白かった。特に後半がね。） 

363. He is often blunt, particularly when he is tired. 
（彼にはぶっきらぼうなところがある、特に疲れている時にはね。） 

364. Frequent chases and attacks were observed, particularly in the earlier weeks. 
（度々追いかけたり攻撃したりする行動が見られた。特に初めの何週間はね。） 

365. I particularly mentioned that point. 
（私は特にその点に言及した。） 

366. The coffee is particularly good today. 
（今日は特にコーヒーがおいしい。） 

 
 
Dr. Higgins’s room 
particularly と同じ意味で in particlar が用いられることがある。この場合は修飾する語句の後に置か

れることが多い。 
I remember one of them in particular.（私は彼らのうちの一人のことを特に覚えている。） 
“Do you have anything to do?” －“Noting in particular.” 
（「何かすることがありますか。」― 「特に何もありません。」） 

 
 
Dr. Higgins’s room 
not particularly で「特に～であるというわけではない」となる。 
I don’t particularly like raw fish.（私は生魚が特に好きというわけではありません。） 
I particularly don’t like raw fish.（私は特に生魚が好きではありません。） 
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⑨ too 
焦点化副詞としての too の働きは叙述の追加、つまり、前に述べられたことに対して

さらに叙述を追加する働きである。一般的な位置は文末であるが、文末に置かれるとど

の語句を修飾しているのか曖昧になるという欠点がある。文末以外には、主語の直後に

置かれて主語に焦点を当てたり、文頭に位置して文全体に焦点をあてたりすることもあ

る。通例、「～も」などと訳される。また、too には「～すぎる」「あまりにも～」という

意味の程度副詞の用法もあるが、ここでは扱わない。 

367. I can dance.  I can sing too. 
（私は踊れるし、歌も歌えます。） 

368. We have a cat, and a puppy, too. 
（猫とそれに子犬も飼っています。） 

369. The dog was hungry, and thirsty too. 
（その犬は空腹で、その上喉も乾いていた。） 

370.  “Nice to meet you.” －“Nice to meet you, too.” 

（「はじめまして」「こちらこそはじめまして」） 

371. John has seen it near his back door too. 
（ジョンはそれを家の裏口近くでも見たことがある。） 

372. My husband likes cycling, I too like cycling. 
（夫はサイクリングが好きで、私もサイクリングが好きだ。） 

373. She, too, could be unimpeded－if she so chose. 
（彼女だってそうしようと思えば何物にも邪魔されずに生きることはできる。） 

374. And, too, he was remembering his own agonies in Chicago. 
（そしてまた彼はシカゴでの自分の煩悶の日々を思い出していた。） 

375. Then, too, one writes a letter simply to say something well. 
（そして加えて、人は何かをうまく伝えたいがために手紙を書くものである。） 

 
 
Dr. Higgins’s room 
小西友七編『英語基本形容詞・副詞辞典』の too の項目の NB1 には次のような注記が見られる。 
「…このように文頭位に置き接続詞的にmoreover, in additionの意で用いるのはおもに米語語法．1930
年頃から始まったとされる［OEDS］．インフォーマントによればジャーナリズムの英語に多いという．

一般に強勢をうけ、独立した音調（しばしば下降上昇調）で発せられる［Quirk et al.2, p.637］．」      

そして 374.や 375.の文頭の and や then については、「too が文頭位にきたために起こる唐突さを柔ら

げ、接続を滑らかにする」働きであって、実質的には 374.や 375.の too の用法は文頭位用法であると説

明している。 
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Dr. Higgins’s room 
否定文では通例 too の代わりに either を用いるが、too が not の左側にある場合、つまり not の影響が

及ぶ範囲外にある場合には否定文でも too は使える。また、否定文に続く否定文では either を用いるが、

肯定文の後にそれと関連のある否定文が続く場合にも too は使える。 
The children didn’t read the play, and their parents didn’t read it either. 
（子供たちはその戯曲を読まなかったし、親たちも読まなかった。） 
The children didn’t read the play, and their parents too didn’t read it. 
（子供たちはその戯曲を読まなかったし、親たちも読まなかった。） 
You can’t have an apple, and you can’t have an orange either. 
（リンゴを食べてはいけないし、オレンジも食べてもいけない。） 
You can have an apple, but you can’t have an orange too. 
（リンゴは食べてもいいが、その上オレンジも食べてもいいというわけではない。） 
I gave my wife a sweater on her birthday last year; I can’t give her a sweater this year too. 
（昨年の妻の誕生日にセーターを贈った。今年もセーターを贈るわけにはいかない。） 
 

 
 
Dr. Higgins’s room 
too の基本的な位置は文尾位であるが、例えば、(a)のような例文の場合、以下の５通りの修飾関係が可

能である。どの語句を修飾しているかは前後の文脈から判断するしかないが、曖昧さが生じる場合には、

修飾している部分に強勢が置かれる。 
(a) John e₋mailed Mary, too. 
（ジョンはメアリーにもメールを送った。）〈Mary を修飾〉 
（ジョンはメアリーにメールも送った。）〈e₋mailed を修飾〉 
（ジョンはメアリーにメールを送ることもした。）〈e₋mailed Mary を修飾〉 
（ジョンもメアリーにメールを送った。）〈John を修飾〉 
（ジョンがメアリーにメールを送るということもした。）〈John e₋mailed Mary を修飾〉 
 
しかし、(b)のように、主語のすぐ後に置かれる too は主語のみを修飾するのであって、他の語句を修飾

することはない。通例、文中に現れる too は直前の語句を修飾すると考えてよい。 
(b) John, too, e₋mailed Mary. 
（ジョンもメアリーにメールを送った。）〈John のみを修飾〉 
too の前後にあるコンマについては、あってもなくても良いが、コンマをつけると古風な書き方だとい

う人もいる。また、too は強勢を受けて下降調で発せられるが、S には特に強い強勢は置かれない。 
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⑩ also 
also も too と同じく、その働きは叙述の追加である。too が文尾位で用いられるのが一

般的であるのに対し、also は文中位で用いられるのが一般的である。新情報により大き

な焦点を当てるために文頭に置くこともある。また、文尾に置くことも可能である。通

例、「～も」などと訳される。 

376. I also bought a present. 
（私もプレゼントを買いました。） 

377. He sings and can also play the piano. 
（彼は歌えて、ピアノもひける。） 

378. My youngest sister also can swim. 
（一番下の妹も泳げます。） 

379. There are also a lot of records, from Bach to the latest show tunes. 
（バッハから最新のヒット曲までたくさんのレコードも取り揃えております。） 

380. He is studying German, but he is also studying French. 
（彼はドイツ語を勉強しているが、フランス語も勉強している。） 

381. He is a mathematician, also an artist. 
（彼は数学者で芸術家でもある。） 

382. He is a mathematician, and also an artist.（381.より 382.が普通） 

（彼は数学者で芸術家でもある。） 

383. It’s a nice house, but it’s very small.  Also, it needs a lot of repairs. 
（良い家だが、小さすぎる。それにずいぶん修理が必要だ。） 

384. I don’t like him.  Also I think he’s a fool. 
（私は彼のことは好きではありません。さらにばかじゃないかとも思っています。） 

385. I like summer, but I enjoy winter also. 
（私は夏が好きですが、冬も好きです。） 

386. I need some apples, and some oranges also. 
（リンゴが要ります。それにオレンジもです。） 

 

Dr. Higgins’s room 
否定文では通例 also の代わりに either を用いるが、also が not の左側にある場合、つまり not の影響

が及ぶ範囲外にある場合には否定文でも also は使える。また、肯定文の後にそれと関連のある否定文

が続く場合にも also は使える。 
The children didn’t read the play, and they didn’t act it either. 
（子供たちはその戯曲を読まなかったし、演じることもしなかった。） 
John didn’t read the play to Jane, and he also didn’t read it to Mary. 
（ジョンはジェーンにその戯曲を読まなかったし、メアリーにも読まなかった。） 
I know you hate me.  I also don’t like you. 
（君が僕のことを嫌っているのは知っている。僕も君のことが好きではない。） 
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Dr. Higgins’s room 
also の位置については、文中位が最も普通であるが文頭や文尾にも用いられる。文中位の場合には 376.
のように主語と動詞の間に置かれる。この場合、too とは違って、主語だけでなく述語や目的語あるい

は副詞句を修飾することもある。 
John also e₋mailed Mary. 
（ジョンもメアリーにメールを送った。）〈John を修飾〉 
（ジョンはメアリーにメールも送った。）〈e₋mailed を修飾〉 
（ジョンはメアリーにもメールを送った。）〈Mary を修飾〉 
（ジョンもメアリーにメールを送ることもした。）〈e₋mailed Mary を修飾〉 
（ジョンがメアリーにメールを送るということもした。）〈John e₋mailed Mary を修飾〉 
 
そこで、そういう曖昧さを避けるために、話し言葉では修飾している部分に強勢を置くことになる。ま

た、主語修飾の場合には、次のようにコンマを打って主語修飾であることを示すこともある。目的語の

直前に also を置いて目的語を修飾することは非文あるいは不自然であると言われるが、目的語が関係

詞などで重く長くなった場合には、目的語の前に置かれる。 
John, also, e₋mailed Mary. 〈John を修飾〉 
＊John e₋mailed also Mary. 〈Mary を修飾〉 
John e₋mailed also his old friend he had met in Harvard Square yesterday. 〈his old friend を修飾〉 
 
also は too と違って助動詞や be 動詞の後に置かれて主語修飾となる。もちろん、述語修飾や目的語修

飾になることもある。 
I know John has smoked a cigarette, and that Bill has also smoked a cigarette. 〈Bill を修飾〉 
（私はジョンが煙草を吸ったことを知っているし、ビルも吸ったことを知っている。） 
Mary got married last month.  Her sister will also marry next month. 〈Her sister を修飾〉 
（メアリーが先月結婚し、妹も来月結婚することになっている。） 
Robert is a doctor, and his wife is also a doctor. 〈his wife を修飾〉 
（ロバートは医者で、彼の妻もまた医者です。） 
 
also はまた助動詞の前に置かれることもある。一般に助動詞に前置する場合には主語修飾である傾向が

強い。be 動詞を含む文では、be 動詞の後に置かれるのが普通である。文尾位に置く用法はよく非難さ

れる用法であるが、口語では定着している。しかし、文語でも修飾語句が長くて修飾するべき目的語と

の関係が不明確になるような場合には、目的語の直後に置かれることがある。 
He found time to write a biography of Abraham Lincoln also. 〈also の修飾が不明瞭〉 
He found time also to write a biography of Abraham Lincoln. 〈also が time を修飾〉 
（彼はエイブラハム・リンカーンの伝記を書く時間も見つけた。） 
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⑪ even 
even の基本的な意味は「～でさえ」である。意外性や驚きを表わし、引き合いに出さ

れた物の極端さや特殊性が強調されるとともに、他の一般的な状況が含意される。多く

の場合、修飾する語句に先行し、直後にくる語句を修飾する。 

387. Even Hormer nods. 
（ホーマーでさえ居眠りをする。）（＝弘法も筆の誤り） 

388. Even a child can read this book. 
（子供でさえこの本を読むことができる。） 

389. Even the slightest noise disturbs him. 
（どんなに小さな物音でさえ彼には邪魔になる。） 

390. He never even opened the letter. 
（彼はその手紙を開けることさえしなかった。） 

391. He was very kind and even gave me some money. 
（彼はとても親切で私にお金をくれることさえしてくれた。） 

392. No one said a word or even looked up. 
（誰も一言も言わなかったし、顔をあげることさえしなかった。） 

393. My father won’t give me money.  He won’t even lend it to me. 
（父は私にお金をくれないでしょう。貸すことさえないでしょう。） 

394. “Have you finished yet?” －“No, I haven’t even started.” 

（「もう終わりましたか」「いや、まだ始めてもいないです」） 

395. I’m not even a little tired. 
（私は少しも疲れてさえいない。） 

396. Henry Sugar was not impressed.  He wasn’t even interested. 
（ヘンリー・シュガーは感銘を受けなかった。興味さえないようであった。） 

397. He disputes even the facts. 
（彼は事実に対してさえ異義を唱える。） 

398. With this telescope you can see even the most distand stars. 
（この望遠鏡を使えば、遥かかなたの星さえも見ることができます。） 

 
Dr. Higgins’s room 
even は通例、文頭、文中で用いられて、修飾する語句に先行して直後にくる語句を修飾する。上で示

した例文では、387. 388. 389.が主語を修飾。390. 391. 392. 393. 394.は述語修飾であり、そのうち、393. 
394.は助動詞のある場合の例文である。395. 396.も述語修飾であるが、be 動詞を含む文の例文であり、

even はあとに続く補語を修飾している。397. 398.は目的語の前に even が置かれて目的語を修飾してい

る例文である。普通、動詞と目的語の間には副詞は置かれない。too や also も置くことはできないので

あるが、even はこのような位置におくことができる。 
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Dr. Higgins’s room 
too や also が動詞と目的語の間に置かれることはない。それゆえ、下の(a),(b)の文は非文となる。とこ

ろが、even は動詞と目的語に間に置くことが可能である。これはどういうことか？もちろん、「even
は修飾する語句に先行するから」と言ってしまえばそれまでなのだが、久野暲・高見健一共著『謎解き

の英文法 省略と倒置』は、even が動詞と目的語に間に現れる理由を、「even は副詞であるだけでなく

数量詞でもある」として説明している。数量詞とは all, many, some, each, several, both, any, most, 数
詞などのことであるが、even はこれらの数量詞と同じ働きをするということである。つまり、(c)の even
は (d)の some のように機能しているということである。[some apples]が単一構成要素の名詞句（目的

語）を構成しているのと同じように、[even Mary]も単一の名詞句（目的語）を構成している。だから、

動詞と目的語の間には副詞は介在していないということになる。それゆえ、(c)の文は、(d)の文が正し

い文であるのと同じように、正しい文であるといえる。 
 
(a) ＊John e₋mailed, too, Mary. 
(b) ＊John e₋mailed also Mary. 
(c) John e₋mailed even Mary. （ジョンはメアリーにさえメールをしました。） 
(d) John bought some apples.（ジョンは何個かのリンゴを買いました。） 
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Dr. Higgins’s room 
次の(a)の even は、いわば数量詞的機能でもって John に前置して単一構成要素の名詞句（ここでは主

語）を形成している。それゆえ、この英文の意味は「ジョンでさえメアリーにメールを送りました」と

なり、それ以外の意味はない。括弧で括って分かりやすく示せば(b)のようになる。 
(a) Even John e₋mailed Mary.（ジョンでさえメアリーにメールを送りました） 
(b) [Even John] e₋mailed Mary. 
 
ところが、次の(c)には四つの解釈が可能になる。 
(c) John even e₋mailed Mary. 
ⅰ（ジョンはメアリーにメールさえ送りました。）〈e₋mailed を修飾〉 
ⅱ（ジョンはメアリーにさえメールを送りました。）〈Mary を修飾〉 
ⅲ（ジョンはメアリーにメールを送ることさえしました。）〈e₋mailed Mary を修飾〉 
ⅳ（ジョンでさえメアリーにメールを送りました。）〈John を修飾〉 
even は後続要素しか修飾しないはずなのに、どうして先行要素の John を修飾できるのかという疑問が

起こる。前掲書、久野暲・高見健一共著『謎解きの英文法 省略と倒置』はこれを「数量詞遊離」とい

う現象を用いて説明している。all, many, some, each, several, both, any, most, 数詞などの数量詞は、

(1-a). , (2-a). , (3-a). , (4-a).のように名詞の直前に置いてその名詞を修飾する形容詞としての機能と、

(1-b). , (2-b). , (3-b). , (4-b).のように前置詞句 of～を伴って代名詞としての機能を持っている。そしてこ

れらの数量詞のうち、all, each, both だけは修飾している名詞句から離れて、(2-c). , (3-c). , (4-c).のよう

に文中の他の位置に置くことができる。この現象を「数量詞遊離」というのであるが、even もこれと

同じような遊離現象を起こすと説明している。 
(1-a). Some oranges are rotten. 
(1-b). Some of the oranges are rotten. 
 
(2-a). All the students will come to the party tonight. 
(2-b). All of the students will come to the party tonight.  
(2-c).The students will all come to the party tonight. 

 
(3-a). Each sister is married to a college professor. 
(3-b). Each of my sisters is married to a college professor. 
(3-c). My sisters are each married to a college professor. 

 
(4-a). Both my parents have visited Paris. 
(4-b). Both of my parents have visited Paris. 
(4-c). My parents have both visited Paris. 
 
つまり、(c) John even e₋mailed Mary. の even は John の前から遊離して、その後ろについていると

考えることができ、それゆえ、(c)には（ジョンでさえメアリーにメールを送りました）という解釈が可

能になるということである。次頁では、主語の前につく even がどのくらい遊離するのかを見ていきた

い。 
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Dr. Higgins’s room 
数量詞は名詞句の直後（下記(e)）だけでなく、助動詞の後ろ、つまり下記(g)や(i)にも遊離する。 
(d) All the boys enjoyed watching the movie. 
(e) [The boys] all enjoyed watching the movie. 
 
(f) All the students will come to the party tonight. 
(g) [The students] will all come to the party tonight. 
 
(h) Both my parents have visited Paris. 
(i) [My parents] have both visited Paris. 
 
さらに、助動詞が２つ以上ある場合にはその間に（下記(k)）、また、助動詞と動詞（過去分詞）の間（下

記(l)）に遊離する。 
(j) All her students should have sent an apology letter to her. 

（彼女の生徒の全てが彼女に謝罪の手紙を送るべきだった） 
(k) [Her students] should all have sent an apology letter to her. 
(l) [Her students] should have all sent an apology letter to her. 
 
ところが、次の(m)は、(j)の all の遊離先としては不適格な文となる。 
(m) ＊[Her students] should have sent all an apology letter to her. 
 
名詞句を修飾する数量詞とその名詞句との関係はいわば同格の関係にある。(j)の All her students で説

明するなら、All＝her students という関係が成立している。そしてその All が後方に遊離してしまうと、

主語が２つあるような形になる。このとき、(k)や(l)の位置に all が遊離できるわけは all S2の右側に述

部（述部の一部）があって、ここに主述関係が形成されているからである。それに対して、(m)の位置

に all を遊離させられないのは右側に述部的要素がなく、主述関係が形成されないからである。 
              (k)all s2↓    (l)all s2↓   (m)all s2↓ 
(n) Her students   should        have      sent         an apology letter to her. 

S1                             V                                          O 

 
主語に付く even もこれと同じように、主語の直後はもちろん、助動詞と動詞の間、過去分詞の前など

に現れる場合には、その even は主語から遊離したものであると認識されて、主語を修飾することにな

るが、下の(s)のように、右側に述語的要素がないような位置にある even は主語から遊離したものとは

認識されず、そのため、その右側の部分を修飾する even であると認識されるわけである。 
(o) Even John should have sent an apology letter to her. 
(p) John even should have sent an apology letter to her. 
(q) John should even have sent an apology letter to her. 
(r) John should even have even sent an apology letter to her. 
(s) ＊John should even have sent even an apology letter to her. 
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⑫ either 
副詞の either は否定文に続けて、さらに「～も…でない」という意味で用いられる。

主語を修飾して「S も（O を）V しない」となる場合、目的語を修飾して「S が O も V
しない」となる場合、述語を修飾して「S が（O を）V もしない」となる場合がある。 

 
399. Peter isn’t here today.  John isn’t here either.（主語修飾） 

（ピーターは、今日はここにいません。ジョンもここにいません。） 

400. If you don’t go, I will not go either.（主語修飾） 

（君が行かないなら僕も行かない。） 

401. You can’t have an apple, and you can’t have an orange either.（目的語修飾） 

（リンゴを食べてはいけないし、オレンジも食べてはいけません。） 

402. I don’t drink, and I don’t smoke either.（述語修飾） 

（私は酒を飲まないし、煙草も吸わない。） 

403. Nobody lacked food, clothing or shelter, but nobody enjoyed much freedom either. 
（衣食住に困っている者は誰もいなかったが、自由を楽しんでいる者もたいしていなかった。） 

 
Dr. Higgins’s room 
副詞の either は、肯定文に続く否定文で用いて、情報の追加や修正を表わすことがある。通例、and
に続く後続節の末尾につく。「それに…でない」、「その上…でない」「と言っても…ではない」などと訳

す。 
I was exhausted, and I had no mone, either.（私は疲れ果てていた。その上お金がなかった） 
Meg is clever, and not arrogant either.（メグは頭はいいが、そうかと言って傲慢ではない） 
It tastes good, and it’s not expensive, either.（それは味もいいし、それに値段も高くない） 
I know a good Italian restaurant.  It’s not far from here, either. 
（上手いイタリアレストランを知っている。それにここから遠くない） 
 
また、相手の発言に反駁したり、自分の発言を撤回したりする場合に用いて「全く…でない」「ちっと

も…でない」という意味になることがある。 
“It’s mine.” －“It isn’t either.”（「それは私のです。」―「とんでもありません。」） 
I’ve finished all my homework; no, I haven’t either.” 
（宿題は全部終わった。おっと、まだちっとも終わっていないや。） 
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Dr. Higgins’s room 
either A or B で、「A か B かのどちらか」（A と B には名詞・形容詞・動詞・副詞・前置詞・分詞・不

定詞・節などがくる） 
Either John or his uncle has the key.（ジョンか彼のおじさんのどちらかが鍵を持っている） 
He must be either sick or drunk.（彼は気分が悪いか酔っぱらっているかのどちらかだ） 
He is either an Englishman or an American.（彼はイギリス人かアメリカ人かのどちらかだ） 
You either love him or hate him.（君は彼のことを好きになるか憎むかのどちらかだ） 
You can either e-mail me or call me.（私にメールを送るか電話をして下さい） 
You can either pay now or later.（支払いは今でも後でもよろしい） 
I left my bag either at home or in the car.（鞄を家か車のどちらかに置き忘れた） 
 
A と B が節の場合には either は文頭の前に置かれる。また、either が that 節や関係詞節を直接修飾す

ることはできない。 
Either the train was late, or he missed the bus. 
（電車が遅れたかバスに乗りそこなったかどちらかだ） 
＊He regrets the fact either that Susan must leave for Africa or that Mary must leave for Europe. 
He regrets the fact that either Susan must leave for Africa or Mary must leave for Europe. 
（彼はスーザンのアフリカ出発かメアリーのヨーロッパ出発のどちらかを悔やむ） 
＊I am looking for someone either who lives near by or who still goes to school. 
I am looking for someone who either lives near by or still goes to school. 
（お家が近い人か学生を探しています） 
 
either A or B が主語になる場合は、後続する動詞や代名詞は B に一致する。ただし、なるべく一致の

問題が起きないように言い換えるのが望ましいと言われている。 
Either you or Jane has to do the dishes. 
（あなたかジェーンのどちらかが皿を洗わなければならない） 
Either my wife or I am going.（妻か私が行くことになります） 
= Either my wife is going or I am.（妻か私が行くことになります） 
 
either A, B or C の形で、「A か B か C のうちどれか」となる場合もある。 
You can have either coffee, tea or orange juice. 
（コーヒーか紅茶かオレンジジュースのどれでも好きなものをどうぞ） 
 
否定文では、通例、not が‘either A or B’の左側にある場合は、全面否定で「A も B もどちらも…な

い」となり、‘either A or B’の右側にある場合には、「A か B のどちらかが…ない」となる。 
I don’t speak either French or German.（フランス語もドイツ語も話しません） 
Either Tom or John didn’t come.（トムかジョンかどちらかが来なかった） 
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⑬ neither 
neither は either の否定形で、「二者のうちどちらも…でない」というのが基本的な意

味である。副詞の他に形容詞や代名詞としての用法もよく用いられるが、ここでは副詞

の neither を中心に見ていく。副詞の neither は否定文に続けて、neither＋助動詞＋S
の語順で、「S も…でない」という形でよく用いられる。また、neither A nor B の相関語

句としての用法もよく見られる。 
404. Neither man lost his temper.（形容詞の neither） 

（どちらの男も腹を立てなかった。） 

405. Neither of the boys likes it.（代名詞の neither） 

（どちらの少年もそれが好きでない。） 

406. His sons went into business.  Neither succeeded.（代名詞の neither） 

（彼の息子たちは商売を始めたが、どちらも上手くいかなかった。） 

407. The shops won’t be open, and neither will the banks. 
（店は開かないし、銀行も開きません。） 

408. The cats have not been fed: neither has the dog. 
（猫はまだえさをもらってないし、犬もまだだ。） 

409. I didn’t go, and neither did John. 
（私は行かなかった。そして、ジョンも行かなかった。） 

410. I’m not a new comer, and neither is John. 
（私は新入りではないし、ジョンも新入りではない。） 

411. “I don’t like snakes.” － “Neither do I.” 

（「私は、蛇は好きではありません。」「私も好きでありません。」） 

412. “I can’t swim.” － “Neither can I.” 

（「私は泳げません。」「私もです。」） 

 
Dr. Higgins’s room 
neither は副詞であって接続詞の機能を持っていないので、接続するときには、and または but などが

必要になる。一方、nor は接続詞なのでそのまま続けることができる。 
＊He doesn’t smoke, neither does he drink.（彼は煙草も吸わないし、酒も飲まない） 
He doesn’t smoke, and neither does he drink.（彼は煙草も吸わないし、酒も飲まない） 
He doesn’t smoke, nor does he drink.（彼は煙草も吸わないし、酒も飲まない） 
He doesn’t smoke, and he doesn’t drink, either.（彼は煙草も吸わないし、酒も飲まない） 
 

 
Dr. Higgins’s room 
主節と従属節との間で、not と neither とが呼応して用いられることがある。 
If she doesn’t want it, neither do I.（彼女がそれを望まないのなら、私も望まない） 
Just as I don’t have good eyes, so neither has my son.（私が、目が悪いものだから息子も良くない） 
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neither A nor B で、「A も B も…でない」（A と B には名詞・形容詞・動詞・副詞・前置詞・分詞・不

定詞などがくる） 
Neither John nor his uncle has the key.（ジョンも彼のおじさんもどちらかも鍵を持っていない） 
Tom is neither polite nor interesting.（トムは礼儀正しくもないし面白いわけでもない） 
He can neither see nor hear.（彼は目も見えず、耳も聞こえない） 
I can eat neither tripe nor liver.（私は牛の胃も肝臓も食べられない） 
Sam neither has long hair nor wears jeans.（サムは長髪でもないし、ジーンズもはいていない） 
There is neither a doorbell nor a letter box.（チャイムも郵便受けもない） 
He is neither for nor against it.（彼はそれに賛成でも反対でもない） 
His doctor allows him neither to drink nor to smoke. 
（医者は彼に酒も許していないし煙草を吸うことも許していない） 
The film was neither well made nor well acted. 
（その映画は上手く作られているでもなく、演技もよくなかった） 
 
A と B に文を置くことはできないが、倒置された文を置くことは可能である。 
＊Neither it is good, nor it is bad. 
Neither is it good, nor is it bad.（それは良くも悪くもない） 
 
neither A nor B が主語になる場合は、後続する動詞や代名詞は B に一致する。ただし、口語では B が

単数名詞でも動詞は複数呼応することが多い。 
Neither Drothy nor Andy is at home.（ドロシーもアンディーも家にいません） 
Neither Drothy nor Andy are at home.（ドロシーもアンディーも家にいません）〔口語〕 
 
either A, (nor)B, nor C の形で、「A も B も C もない」となる場合もある。最初の nor が省略されるこ

ともある。 
He neither drinks, nor smokes, nor chews.  
（彼は酒も飲まないし、煙草も吸わないし、紙煙草もやらない。） 
He neither smiled, spoke, nor looked at me. 
（彼は笑みも浮かべず、口もきかず、私を見ることもなかった。） 
 
「A も B もどちらも…ない」を表わす場合、neither A nor B よりも not…either A or B の方が口語的

である。 
I speak neither French nor German.（フランス語もドイツ語も話しません） 
I don’t speak either French or German.（フランス語もドイツ語も話しません） 
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⑭ nor 
nor も先行する否定的な節や文に続いて、「～もまた…でない」という意味を表わす。

neither のところで述べたように、neither は副詞なので接続するときには and または

but などが必要になるが、nor は接続詞なのでそのまま続けることができる。しかし、イ

ギリスでは nor の前に and や but を添えて、副詞の neither と同じように扱うことがあ

る。nor の後は「（助）動詞＋主語」の倒置になる。 
413. He has no experience, nor does he want any. 

（彼は経験がないし、また欲しいとも思っていない。） 

414. He was not at work today, nor will he be there tomorrow. 
（彼は、今日は仕事をしなかったし、明日も仕事場にはいないだろう。） 

415. The door is not locked, nor is there a guard in the corridor. 
（ドアは施錠していないだけでなく、廊下には見張りもいない。） 

416. I could not afford to eat in restaurants and nor could anyone I knew. 
（私はレストランで食べる余裕はなかったし、そして私の知っている人は誰もその余裕はなかった。） 

417. Not a sould was to be seen, nor a sound to be heard. 〔nor の後に was が省略されている〕 

（人っ子一人見えなかったし、物音一つ聞こえなかった。） 

418. “I don’t like it.” － “Nor do I.”  

（「私は、それは好きじゃない。」「私もです。」） 

419. “I don’t want to argue with you.” － “Nor do I with you.”  

（「僕は、君と言い争いたくない。」「私だってしたくないわ。」 

 

 
Dr. Higgins’s room 
「両方とも～ない」の意味で、not と共に nor を用いることは不可。not…or または neither…nor を用

いる。 
I don’t smoke or drink. （私は煙草も酒ものまない。） 
I neither smoke nor sing. （私は煙草も酒ものまない。） 
＊I don’t smoke nor drink.（私は煙草も酒ものまない。） 
 
She wasn’t angry or upset. （彼女は怒っても動転もしていなかった。） 
She was neither angry nor upset. （彼女は怒っても動転もしていなかった。） 
＊She wasn’t angry nor upset. （彼女は怒っても動転もしていなかった。） 
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■文副詞 
伝統文法や学校文法で「文副詞」と呼ばれているものがある。「文全体を修飾する副詞」

とも言われる。「文副詞」の説明としてよく用いられるのが、次の 420．と 421．の比較で

ある。420．の happily が述部の didn’t die を修飾しているのに対し、421．の happily は

文全体を修飾していると説明される。しかし、この「文全体を修飾する」というのは正確

な表現ではない。文全体を「修飾している」のではなく、文全体（命題内容）に対しての

「話者の判断や評価を下している」というべきである。しかし、一口に「話者の判断や評

価を表わす副詞」と言ってもその方法にはさまざまなパターンがある。今までに、

Greenbaum（1969）、Jackendoff（1972）、Bellert（1977）、中右（1980）などが分類を

試みている。ここでは中右（1980）の分類に倣って、価値判断の副詞、真偽判断の副詞、

発話行為の副詞、領域指定の副詞に分けてみていく。 
 

420. He didn’t die happily. 〔happily は動詞 didn’t die を修飾〕 

（彼は幸せな死に方をしなかった。） 

421. Happily, he didn’t die. 〔happily「幸運にも」は話者の評価〕 

（幸運にも彼は死ななかった。） 

 
Dr. Higgins’s room 
文副詞として機能する副詞は、一般に文頭位に現れることが多いが、文中位や文尾位にも現れることが

ある。文尾位に置かれる場合は、通例直前にコンマが打たれて命題内容の外側に生じていることを示す

必要がある。 
(a) Probably Horatio has lost his mind. （たぶんホレーショウは落胆しただろう。） 
(b) Horatio probably has lost his mind. （たぶんホレーショウは落胆しただろう。） 
(c) Horatio has probably lost his mind. （たぶんホレーショウは落胆しただろう。） 
(d) Horatio has lost his mind, probably. （たぶんホレーショウは落胆しただろう。） 
助動詞が２つ以上ある場合は、通例最初の助動詞の後に生じるが、Quirk et al. (CGEL)は、(e)を認める

人々がいるという。 
(e) You would have probably missed the plane. 
 

 
Dr. Higgins’s room 
文副詞は命題内容の外側にある副詞である。つまり、文の命題内容からは独立しており、文の命題内容

に関わってこない。このことは否定文、疑問文或いは選択疑問文、命令文などと共起できるか否かとい

う問題に関わってくるが、文副詞の種類によって異なってくるので、詳しいことは各項目ごとに述べて

いくことにする。 
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（１）価値判断の副詞 
価値判断の副詞は《ある命題内容に対する話し手の評価、価値判断を表わす》ものであ

る。そして話し手のこの価値判断は、その命題内容が真であることを前提としている。 
 
Dr. Higgins’s room 
価値判断の文副詞は命題内容が真であることを前提に成立している。これは価値判断の文副詞の特徴の

ひとつで、後で述べる真偽判断の文副詞には見られない性質である。例えば、下の(a)は(b)の「私の父

が早く帰って来た」という事実を認めた上で、それに対する話し手の価値判断（ここでは「幸いなこと

に」という判断）を発話時という瞬時的現在時において下しているのである。このとき、命題内容は既

に起こったものに限らず、(c)のようにこれから起こるだろうという想定したものを命題として規定し、

価値判断を下すことも可能である。また、価値判断の副詞は、(d)のように命題内容が否定文であっても

共起はするが、(e)のように否定文の焦点にはならない。疑問文はどうかというと、価値判断の文副詞は

命題内容が真であることを前提として成立しているので、真であると前提されている命題内容を問うの

はナンセンスである。ゆえに(f)のように疑問文と共起することはないし、(g)のように疑問文の焦点にも

なれない。他の文副詞とは異なり(h)のように否定的な意味合いの文副詞も使うことができる。 
(a) Fortunately my father returned home early. 
(b) My father returned home early. 
(c) Fortunately my father will return home early this evening. 
(d) Fortunately my father didn’t return home early. 
(e) ＊My father didn’t return home early fortunately, but he did return early unfortunately. 
(f) ＊Fortunately did my father return home early? 
(g) ＊Did my father return home early fortunately or unfortunately? 
(h) Unfortunately my father didn’t return home early. 

 
422. Fortunately, he was not injured. 

（幸い、彼はけがをしなかった。） 

423. Luckily, it was a fine day. 
（運よく、天気が良かった。） 

424. Thankfully, nobody was hurt. 
（幸い、誰も負傷しなかった。） 

425. Unfortunately, he’s already gone. 
（運悪く、彼はもう行ってしまいました。） 

426. Most significantly, nobody has taken notice of it. 
（最も重要なことは、誰もそのことに気付いていないことだ。） 

427. I enjoy my job, but more importantly, it pays the bills. 
（仕事は楽しいです。でも何よりも生活費が稼げます。） 

428. Surprisingly, John objected to the plan. 
（驚くべきことに、ジョンはその計画に反対した。） 

429. Amazingly, no one was injured in the crash. 
（驚くべきことに、その不時着で誰も負傷しなかった。） 
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430. Astonishingly, he did a good job. 
（驚いたことには、彼はいい仕事をした。） 

431. Much to my surprise, he did not come. 
（とても驚いたことに、彼は来なかった。） 

432. Naturally, we wanted our team to win. 
（言うまでもなく、私たちは私たちのチームに勝ってもらいたかった。） 

433. Not surprisingly, they were all pleased with her work. 
（驚くことではないが、彼らは皆彼女の仕事に満足していた。） 

434. Regrettably, they failed in the attempt. 
（残念なことに、彼らの試みは失敗した。） 

435. Disappointingly, I have not had a response. 
（がっかりしたことに、返事はもらえなかった。） 

436. Much to his regret, he never met his grandfather. 
（とても残念なことに、彼は祖父に出会えなかった。） 

437. Sadly, our plan failed. 
（悲しいことに、我々の計画は失敗した。） 

438. Incredibly, they refused my offer. 
（信じられないことだが、彼らは私の申し出を拒絶した。） 

439. I thought she was dead, but unbelievably, she came back to life. 
（私は、彼女は死んでいると思ったが、信じられないことに、彼女は生き返ったのだ。） 

440. Oddly enough, she pretended not to know him. 
（奇妙なことに、彼女は彼のことを知らないふりをした。） 

441. Curiously enough, he seemed to know that already. 
（奇妙なことに、彼はそのことをすでに知っているようだった。） 

442. Strangely enough, He has never seen that popular television show. 
（奇妙なことに、彼はあの人気テレビ番組を見たことがなかった。） 

443. Funnily enough, I was just thinking about you when you called. 
（おかしなことに、あなたのことを考えている時にあなたから電話をもらった。） 

444. Strange to say, I didn’t feel any pain. 
（不思議なことに、私は少しも痛みを感じなかった。） 

445. Annoyingly enough, I’d just bought the hardback when the paperback edition came out. 
（腹立たしいことに、ハードカバー版を買うやいなやペーパーバック版が出た。） 

446. John was hit by a car while walking, but miraculously, he was only slightly injured. 
（ジョンは歩いている時に車にはねられたが、奇跡的に軽傷で済んだ。） 

447. Interestingly enough, dogs rarely suffer from cavities. 
（興味深いことに、犬はめったに虫歯にならない。） 

448. Ironically enough, Van Gogh became famous after his death. 
（皮肉にも、ゴッホは死んでから有名になった。） 

449. Paradoxically, the problem of loneliness is most acute in big cities. 
（逆説的に言えば、孤独の問題は大都市がとても深刻である。） 
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（２）真偽判断の副詞 
真偽判断の文副詞は法副詞とも呼ばれる。「命題内容の真偽の度合いについて、話し手

の査定的判断を表わす」もので、definitely, obviously, certainly, surely, probably, 
apparently, evidently, maybe, possibly, perhaps などがある。 

 

Dr. Higgins’s room 
真偽判断の副詞の確からしさの度合いを比較すると、おおよそ次のようになる。（数字は％） 
definitely  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■100 前後 
obviously 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■100 前後 
certainly  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■100 前後 
surely 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■90 前後 
probably 
■■■■■■■■■■■■■■70 前後 
apparently 
■■■■■■■■■■■■■■70 前後 
evidently 
■■■■■■■■■■■■■■70 前後 
maybe 
■■■■■■■■■■50 前後 
perhaps 
■■■■■■■■■■50 前後 
possibly 
■■■■20 前後 
 
 

Dr. Higgins’s room 
真偽判断の副詞も価値判断の副詞と同じように、否定語が支配する右側に生じることはできない。たと

えば、「確かにジョンはその戯曲が好きでなかった」という文を、certainly を用いて表すとなると次の

(a)～(c)となるが、(d)は非文となる。 
(a) Certainly John did not like the play. 
(b) John certainly did not like the play. 
(c) John did not like the play, certainly. 
(d) ＊John did not like the play certainly. 
(a)(b)については、certainly は not より先に現れて否定辞の支配を受けていない。(c)については、

certainly は not の右側に置かれているが、直前のコンマによって否定辞の支配を免れて文副詞として

機能している。しかし、(d)のようにコンマが介在しなければ、否定辞の支配を受けることになり非文と

なる。 
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Dr. Higgins’s room 
また、真偽判断の副詞は疑問文では生じることはできないと説明される。これは命題内容の真偽につい

てどのくらいの「確からしさ」があるのか査定しようとする真偽判断の副詞と、命題内容が真であるか

偽であるかを問う疑問文とが相容れないからである。たとえば、(a)～(e)は通例非文とされる。 
(a) ＊Certainly, is John happy? 
(b) ＊Evidently, is John happy? 
(c) ＊Probably, is John happy? 
(d) ＊Possibly, is John happy? 
(e) ＊Perhaps, is John happy? 
しかし、その一方で疑問文との共起は可能であると言う人々もいる。 
(f) Will he probably come? (Stockwell et al) （彼はたぶん来るのでしょうか。） 
(g) Can you possibly see her now? (CGEL)（ひょっとしたらあなたは彼女に会いますか。） 
(h) Will they possibly leave early? (Greenbaum) （ひょっとしたら彼らは早く出発しますか。） 
(i) Perhaps could you help me?  （手伝ってもらえないでしょうか。） 
(j) Will you perhaps have a cup of coffee with us?  （私たちとコーヒーを飲みませんか。） 
特に、perhaps は控えめな「要求」「依頼」「提案」を表わす疑問文では普通に使われる。 

 

Dr. Higgins’s room 
真偽判断の副詞は、普通は疑問文には生じないが、付加疑問文には生じることがある。付加疑問には語

尾を上昇調に発音して聞き手の意見を求める場合と語尾を下降調に発音して自分の意見の確認をとる

２通りがあることは良く知られていることであるが、真偽判断の副詞が共起できるのは下降調の場合に

限る。なぜなら、上昇調では主節内の真偽判断の副詞と付加節の聞き手の意見を求めるという内容に矛

盾が生じるが、下降調では主節内の真偽判断の副詞と付加節の話し手の意見の確認という内容に矛盾が

生じないからである。例えば、(a)において、主節で「確かに医者である」と主張しているのに、上昇調

の付加節を付ければ「医者なのですか？」となって矛盾するが、下降調ならば「確かに医者である」と

主張して付加節で「そうですよね？」となって矛盾が生じないからである。 
(a) John is certainly a doctor, isn’t he? 
(b) John is evidently happy, isn’t he? 
(c) John is probably a doctor, isn’t he? 
(d) John is possibly a doctor, isn’t he? 
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Dr. Higgins’s room 
真偽判断の副詞は、否定的な意味あるいは含意をもつ副詞を文副詞にはならない。しかし、(e)のように、

形が否定でも意味が肯定である場合は、真偽判断の文副詞として機能できる。逆に、意味が否定的なも

のは、形に否定辞がついていなくても、真偽判断の文副詞として機能することはできない。 
(a) ＊Uncertainly, John will come. 
(b) ＊Not evidently, John will come. 
(c) ＊Improbably, John will come. 
(d) ＊Impossibly, John will come. 
(e)   Undoubtedly, John will come. 
(f) ＊Doubtfully, John will come. 
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① definitely 
definitely は、話し手が絶対の自信を主張するときに用いて「間違いなく」「疑いもな

く」「何と言っても」などの意味を表わす。文副詞としては文頭位・文尾位に用いられる。

文中位で用いられると、通例、強意副詞として働く。また、会話で相手の問いかけに対

する返答に単独で用いられて、「肯定」や「同意」などを表わす。definitely not で「強

い否定」を表わす。 

450. Very definitely, he was not one of us. 
（疑いの余地もなく、彼は私たちの一人ではなかった。） 

451. Definitely you need to see a doctor. 
（間違いなく君は医者に診てもらう必要がある。） 

452. They had an understanding about that, quite definitely. 
（疑いなく彼らはそれについての知識を持っていた。） 

453. John will definitely arrive on Friday. 
（ジョンは金曜日には間違いなく到着するだろう。） 

454. This dictionary is definitely the best for beginners. 
（この辞書は間違いなく初心者にいちばん良い。） 

455. I am definitely a Dodgers fan. 
（僕は何と言ってもドジャーズのファンさ。） 

456. I definitely saw him at the party. 
（私は確かにパーティで彼を見た。） 

457. “Is John coming?” － “Definitely.” 

（「ジョンは来るだろうか？」「来るとも。」） 

458. “Do you plan to have children?” － “Definitely not.” 

（「子どもを作る予定はありますか？」「全くありません。」） 

459. “So you don’t agree with me?” － “Definitely not.” 

（「じゃ私に同意して貰えないのですね？」「ええ、絶対に。」） 

 

Dr. Higgins’s room 
certainly, surely は疑問文で用いられないが、definitely は疑問文や命令文でも用いられる。 
Do they definitely want him to be elected?（彼らは間違いなく彼が選ばれるのを望んでいるのですか） 
Please say definitely whether you will be coming or not.（来るのか来ないのかはっきり言って下さい） 
Definitely buy one now.（今、絶対に一つ買っておきなさい） 
 

 

Dr. Higgins’s room 
否定文ではその位置によって意味が異なる。 
They definitely don’t want it.（彼らがそれを欲していないことは確かだ） 
They don’t definitely want it.（彼らははっきりとそれが欲しいと言っているわけではない） 
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② obviously 
obviously の原義は、《全てがはっきり見えているので誰にでもわかる》の意で、《見れ

ば容易にわかること、認識できること》に対して用いられる。文副詞としては、「言うま

でもく」「明らかに」などと訳される。さらに、返答文で、相手が質問の答えを当然知っ

ているという場合に単独で用いて、「見ればわかるでしょう」「当たり前でしょう」など

となる。文副詞としては、通例は文頭位、文中位、文尾位で用いられる。 

460. Obviously, she was responsible for the accident. 
（言うまでもなく、その事故の責任は彼女にあった。） 

461. Obviously, I don’t want to upset anyone. 
（言うまでもなく、誰も困らせたくない。） 

462. Obviously, we ought to prepare for a coming huge earthquake. 
（言うまでもなく、来るべき大地震に対して備えをしておくべきだ。） 

463. Obviously one way of peventing disease is worth fifty ways of curing it. 
（一つの病気予防法が五十種類の治療法に値するのは言うまでもない。） 

464. Obviously, you haven’t read my request. 
（私が何を言いたいのか明らかにわかってないな！） 

465. Obviously, he can’t tell which is which. 
（明らかに、彼はどれがどれだか分かっていない） 

466. Obviously, she doesn’t understand my opinion. 
（明らかに、彼女は私の意見を分かっていない） 

467. “Did you clean the room?” － “Obviously.” 

（「部屋を掃除したの。」「見れば分かるでしょう。」） 

 

 

Dr. Higgins’s room 
obviously は、「話し手の強い確信」を表わすので、確信の弱い表現と共起すると不自然になってしまう。

確信度が弱く、「一見したところ…のようだ」という意味では apparently が用いられる。 
He doesn’t like my cooking, apparently, though I may be wrong. 
（間違っているかもしれませんが、どうも彼は私の料理が気に入らないようだ。） 
＊He doesn’t like my cooking, obviously, though I may be wrong. 
（間違っているかもしれませんが、明らかに彼は私の料理が気に入らないようだ。） 
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③ certainly 
certainly は、《話し手が命題内容に対して何かしらの根拠を持って間違いなくそうな

ると確信している》ことを表わす。文副詞としては通例、文頭位、文尾位で用いられ、「確

かに」等と訳される。頼み事をされて承知するときに単独で「もちろん」の意で用いる

ことがある。また、強意副詞「本当に」、様態副詞「確信をもって」の意で用いられるこ

ともある。 

468. Certainly John played splendidly. 
（確かにジョンは素晴らしい演奏をした。） 

469. Certainly, television has a strong impact on children. 
（確かにテレビは子供に強い影響を及ぼす。） 

470. Certainly, pets can help children develop friendship skills. 
（確かにペットのおかげで子供たちは友達付き合いのコツを上手く身に付ける。） 

471. He will certainly succeed. 
（彼は確かに成功するだろう。） 

472. His plan will destroy us, certainly. 
（確かに彼の計画は私たちを駄目にするだろう。） 

473. Your children certainly disliked me. （述語修飾－強意副詞としての用法） 

（君の子供たちは本当に私のことを嫌がっていた。） 

474.  “Will you help me?” － “Certainly.” 

（「手伝ってくれませんか。」「もちろんしますよ。」） 

475. “Could I see the menu, please?” － “Certainly.  Here it is.” 

（「メニューを見せてください。」「かしこまりました。どうぞ。」） 

476. “Will you lend me your toothbrush?” － “Certainly not.” 

（「君の歯ブラシを貸してくれませんか。」「とんでもない。」） 

477. “You couldn’t have examined everything!” － “Certainly not.” 

（「全てを調べたわけではないのでしょう。」「もちろん、そんなことはありません。」） 

 

Dr. Higgins’s room 
否定語が支配する右側に生じることはできない。 
＊John did not certainly like the play. 
＊John did not like the play certainly. 
Certainly John did not like the play.（確かにジョンはその戯曲が好きでなかった） 

 

Dr. Higgins’s room 
命令文や疑問文とは用いられない。但し、相手に許可を与える場合には可能である。 
＊Certainly, do it at once. 
Certainly, take the keys.（もちろんキーを持って行っていいです。） 
＊Certainly is he a doctor? 
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④ surely 
surely は、《話し手が命題内容に対して主観的根拠に基づき間違いなくそうなると確信

している》ことを表わす。話し手は絶対的な確信は持てないが、聞き手の同意が得られ

ることを期待して用いる。それゆえ、聞き手を元気づけたり、安心させたりするために

も用いられる。文副詞としては文頭位で用いられることが多いが、文中位や文尾位でも

用いられる。「確かに」「きっと」等と訳される。また、単独で「もちろん」の意で用い

ることがある。 

478. Surely I’ve met you before somewhere. 
（確かどこかでお会いしましたよねえ。）（相手に同意を求めて） 

479. Surely his sister lives in America. 
（確か彼のお姉さんはアメリカに住まわれていますよねえ。）（相手に同意を求めて） 

480. Surely you must come again. 
（必ず君は戻ってこないといけないよ。）（相手に同意を求めて） 

481. Surely you remember him? 

（彼のことをお忘れではないでしょうねえ。）（相手に同意を求めて） 

482. Surely it is better to know the truth than to be deluded. 
（もちろん、たぶらかされるよりは本当のことを知る方がいいですよねえ。）（相手に同意を求めて） 

483. John surely will come.  

（ジョンはきっとくるだろう。） 

484. John surely must want it.  

（（君はそういうけれども）ジョンがそれを欲しがっているのは間違いない。）（相手の意見に反駁して） 

485. John will surely win.  

（ジョンはきっと勝つだろう。） 

486. John will surely be punished.  

（ジョンはきっと罰を受けるだろう。） 

487. John must surely have been punished.  

（ジョンはきっと罰を受けたに違いない。） 

488. “Will you help me?” － “Surely.” （アメリカでは sure, イギリスでは certainly 方が一般的） 

（「手伝ってくれませんか。」「もちろんしますよ。」） 

489. “May I come with you?” － “Surely.”  

（「一緒に行ってもいいですか。」「もちろんいいです。」） 

 

Dr. Higgins’s room 
surely が「強い確信」を表わす場合がある。その場合には、must, can’t, should, ought to などのよう

な強い可能性を表わす助動詞と共起する必要があり、may, might, could のような弱い可能性を表わす

助動詞とは共起しない。 
Surely you must be mistaken.（絶対君は間違っている） 
Surely I can’t have been sleeping for two hours. （２時間も眠っていたなんて絶対ないよ） 
Surely they should have arrived by now.（彼らはもうとっくに着いているはずだ） 
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Dr. Higgins’s room 
surely が否定文で用いられて、話し手の驚き・不信・疑いの気持ちを表わしたり、聞き手に再度の確認

をしたりするような場合にも用いられる。「まさか」「よもや」という意を表わし、通例、感嘆符や疑問

符を伴う。この用法は certainly にはない。 
Surely you wouldn’t do that! （まさかそんなことしないだろう！） 
Surely you’re not going out in this rain? （まさかこの雨の中を、出かけるって言うんじゃないだろうね） 
Surely you don’t think she’s beautiful? （まさか彼女を美人だと思っているんじゃないだろう） 
You surely can’t be serious.（まさか本気じゃないだろう） 
You can’t remember about it, surely?（まさかそのことを覚えていないんじゃないだろう） 
You don’t think I’m going to pay for you, surely?（まさか僕が君の分も払うなんて思ってないだろうね） 
 

 

Dr. Higgins’s room 
certainly と surely はどちらも日本語では「確かに」という言葉に変換するので同じ意味であると考え

がちであるが、その「確かさ」の根拠の基準に相違がある。certainly が何かしらの証拠や根拠に基づ

く客観的な確かさを表わすのに対して、surely の方は話し手の推測の域を出ない主観的な確かさを表わ

し、大抵の場合、聞き手が自分の意見に同意してくれるだろうということが含意されている。 
He certainly didn’t steal it: I stole it myself. 
（彼が盗んでいないことは確かだ。私が盗んだのだから） 
Surely he didn’t steal it: he’s not that kind of person. 
（きっと彼が盗んでいない。そういう奴じゃないから） 
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⑤ probably 
probably は、《ある事柄が現実に起こる可能性がかなり高い》ことを表わし、その確

信度は perhaps や maybe より高い。通例、文中位で用いられることが多く、「たぶん」

「おそらく」等と訳される。文頭位でも用いられる。また、あまり用いられないが、文

尾位でも用いられることもある。 

490. Probably, he told a lie. 
（たぶん彼は嘘をついたのだろう。） 

491. Probably Horatio has lost his mind. 
（たぶんホレーショウは落胆しただろう。） 

492. It looks as if we shall be fewer tomorrow.  Probably Dick must leave. 
（明日になるともっと人数が減りそうだ。たぶんディックがいなくなりそうだから。） 

493. Dick must, probably, leave tomorrow. 
（たぶんディックは明日出て行かないといけない。） 

494. Dick must leave, probably. 
（たぶんディックは出て行かないといけない。） 

495. I probably think we’re too late. 
（たぶん私たちは遅すぎると思う。） 

496. John probably told his father all about the matter; he usually tells him everything. 
（ジョンはたぶんそれについては全て父親に話したでしょう。彼は大抵何でも父親に話すから。） 

497. He will probably pass the exam. 
（彼はたぶん試験に合格するだろう。） 

498. The train has probably left. 
（電車はたぶん出てしまっているだろう。） 

499. She is probably quite happy. 
（彼女はおそらくとても幸せだろう。） 

500. They’re probably afraid to walk inside. 
（彼らはおそらく怖くて中へ入って来られないのだろう。） 

501. There is probably some kind of living matter on some other worlds, but we don’t know yet. 
（おそらくある種の生物は他の世界には存在しているだろうが、私たちがまだ知らないだけだ。） 

502.  “Is she going to France to study painting?” － “Probably.” 

（「彼女は絵の勉強のためにフランスに行くのですか。」「たぶんそうです。」） 

503.  “Will Terry go to Brooklyn by bus?” － “Yes, probably.” 

（「テリーはブルックリンまでバスで行くのでしょうか。」「ええ、たぶんそうです。」） 

504. “Will Terry run to Brooklyn?” － “No, he probably will not.” 

（「テリーはブルックリンまで走って行くのでしょうか。」「いや、たぶん走っては行かないでしょう。」） 

505. “Do you think she can keep the secret?” － “Probably not.” 

（「彼女は秘密が守れると思いますか。」「たぶん守れないだろう。」） 

506. “John is tall, isn’t he?” － “Probably so.” 

（「ジョンは背の高い人ですね。」「たぶんそうだろう。」） 
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Dr. Higgins’s room 
否定文では、probably は否定語に先行して用いることはできるが、否定語が支配する右側には用いるこ

とはできない。 
He probably can’t succeed.（彼はたぶん成功しないだろう） 
＊He can’t probably succeed. 
 

 

Dr. Higgins’s room 
真偽判断の副詞の probably は疑問文では生じることはできない。これは命題内容の真偽についてどの

くらいの「確からしさ」があるのか査定しようとする真偽判断の副詞と、命題内容が真であるか偽であ

るかを問う疑問文とが相容れないからである。 
＊Probably, is John happy? 
しかし、その一方で疑問文との共起は可能であると言う人々もいる。 
Will he probably come? (Stockwell et al) （彼はたぶん来るのでしょうか。） 
 

 

Dr. Higgins’s room 
文尾位に置かれる場合は、通例直前にコンマが打たれる。 
Horatio has lost his mind, probably. （たぶんホレーショウは落胆しただろう。） 
＊Horatio has lost his mind probably. 
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⑥ apparently 
apparently には、（ⅰ）《視覚的に明らかに》（ⅱ）《（自分が直接確かめていない内容

について）判断すると、どうも～らしい》（ⅲ）《（実際はそうでないかもしれないが）外

見上は～のようだ》の３つの意味があるが、現代英語では（ⅰ）の意味で用いられるこ

とは少なくなっており、主に（ⅱ）と（ⅲ）の意味で用いられる。文副詞としては、通

例は文頭位、文中位で用いられ、文尾位で用いられることはまれである。 

507. Apparently, he is a good runner since he has won many races. 
（多くのレースに勝っているから、明らかに彼はいい選手だ。） 

508. Apparently, he is a good runner though I have never seen him run. 
（彼が実際走っているところを見たことはないが、どうやら彼はいい走者らしい。） 

509. Apparently John fell in the shower and hit his head. 
（どうもジョンはシャワー中に転んで頭を打ったらしい。） 

510. Apparently John was so weak that he could not keep standing. 
（見たところジョンはとても弱っていて立っていられそうにもなかった。） 

511. John apparently likes the show. 
（ジョンはその芝居が好きらしい。） 

512. John has apparently forgotten our appointment. 
（ジョンはどうも約束を忘れたらしい。） 

513. “He was resigned then?” － “Apparetly.” 

（「それで、彼は辞職したの。」「そうらしい。」） 

514. “The package never arrived?” － “Apparetly not.” 

（「荷物届いてない？」「届いてないようです。」） 

515. “Has the race been postponed?” － “Apparetly so.” 

（「そのレースは延期になったの？」「どうもそうらしいです。」） 

 

Dr. Higgins’s room 
apparenty も真偽判断の副詞であるので、当然、否定語が支配する右側に生じることはできない。たと

えば、「どうもその本はいつものところになかったらしい」という文を、apparently を用いて表すとな

ると次の(a)～(d)となるが、(e)は非文となる。 
(a) Apparently the book was not in its usual place. 
(b) The book apparently was not in its usual place. 
(c) The book was not, apparently, in its usual place. 
(d) The book was not in its usual place, apparently. 
(e) ＊The book was not in its usual place apparently. 
(a)(b)については、apparently は not より先に現れて否定辞の支配を受けていない。(c)(d)については、

apparently は not の右側に置かれているが、直前のコンマによって否定辞の支配を免れて文副詞として

機能している。しかし、(e)のようにコンマが介在されなければ、否定辞の支配を受けることになり非文

となる。 
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⑦ evidently 
evidently には（ⅰ）「どうも～らしい」（ⅱ）「明らかに」の２つの意味がある。apparently

が《目で見たものから推論して判断している》のに対し、evidently は《話し手が見聞し

た証拠から判断している》ことを表わす。文副詞としては、通例は文頭位、文中位で用

いられる。 

516. Evidently, the local authority is planning to close the school. 
（どうも自治体は学校を閉校にする計画らしい。） 

517. He is evidently dissatisfied with the results. 
（どうも彼はその結果に満足していないようだ。） 

518. Evidently, he has mistaken me for you. 
（どうやら彼は私のことをあなただと思っているようだ。） 

519. Evidently, he has had too much to drink. 
（どうやら彼は飲み過ぎたようだ。） 

520. Evidently she was attacked by a dog and disfigured her face. 
（どうやら彼女は犬に襲われて顔に傷を負ったらしい。） 

521. Evidently, she is not happy in her marriage. 
（明らかに彼女は結婚生活に幸せを感じていない。） 

522. Evidently, he decided against taking the job. 
（明らかに彼はその仕事に就かないことに決めたようだ。） 

523. Evidently he did it very carelessly. 
（明らかに彼はそれをとてもぞんざいにやったようだ。） 

524. Evidently the witness was lying. 
（明らかに証人は嘘をついていた。） 

525. Evidently, she knew nothing about his efforts. 
（明らかに彼女は彼が努力していることについては何も知らなかった。） 

526.  “Was he guilty?” － “Evidently.” 

（「彼は罪を犯したの？」「どうもそのようです。」） 

527. “She evidently didn’t know he was injured” － “Evidently not.” 

（「彼女は彼が怪我をしたことを知らなかったようですね」「どうもそのようです。」） 
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⑧ perhaps 
perhaps は、《確信はもてないがひょっとしたら》というのが基本的な意味である。  

通例、文頭位で用いられ、「ひょっとしたら」等と訳される。文中位、文尾位でも用いら

れる。さらに「要求」「依頼」「提案」「申し出」などを表わす文と共に用いて、「ひょっ

としたら…していただけますか」のように、話し手の控え目で丁寧な態度を表わす表現

としても用いられる。文修飾の他に語句修飾としても用いられる。maybe ほどくだけた

感じはなく、maybe がアメリカでよく使われるのに対し、perhaps はイギリスでよく用

いられる。 
528. Perhaps John is caught in the rushhour traffic. 

（ひょっとしたらジョンはラッシュアワーに遭っているのかもしれない。） 

529. Perhaps her train is late. 
（ひょっとひたら彼女の電車が遅れたのかもしれない。） 

530. Perhaps I am wrong, but I think he is 41 years old. 
（間違っているかもしれませんが、彼は４１歳じゃないかと思います。） 

531. Perhaps I shall come tomorrow, but I am not sure. 
（たぶん明日来ると思いますが、はっきりとは分かりません。） 

532. Perhaps John can’t come. 
（たぶんジョンは来られないだろう。） 

533. Perhaps we could go to a movie tonight. 
（ひょっとしたら今晩私たちは映画を見に行けるだろう。） 

534. Perhaps John will be there, but perhaps he won’t. 
（ひょっとしたらジョンはそこにいるかもしれないし、いないかもしれない。） 

535. Perhaps you agree, perhaps not. 
（あなたは賛成するかもしれないし、しないかもしれない。） 

536. John will arrive tomorrow, perhaps. 
（ジョンはひょっとすると明日到着するだろう。） 

537. She had forgotten her passport, perhaps. 
（彼女はパスポートを忘れたのだろう。） 

538.  “Do you think it’ll rain?” － “Perhaps.” 

（「雨が降ると思いますか。」「ええたぶん。」） 

539. “Doesn’t she speak Japanese?” － “Perhaps not.” 

（「彼女は日本語を話さないのでしょうか。」「ええたぶん話さないのかもしれません。」） 

540.  “Will Terry come to the party?” － “Perhaps not.” 

（「テリーはパーティに来るかしら。」「たぶん来ないだろう。」） 

541.  “Will Terry come to the party?” － “Perhaps so.” 

（「テリーはパーティに来るかしら。」「たぶん来るかもね。」） 
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Dr. Higgins’s room 
通例、真偽判断の副詞は疑問文では使えないので、perhaps も普通の場合には疑問文で用いられないが、

「要求」「依頼」「提案」などを表わす疑問文では用いられる。 
Perhaps could you help me?  （手伝ってもらえないでしょうか。） 
Will you perhaps have a cup of coffee with us?  （私たちとコーヒーを飲みませんか。） 
Would you like some berr perhaps?  （よろしければビールでもいかがですか。） 
Can you, perhaps, open the door?  （ドアを開けていただけませんか。） 
May I perhaps bring a friend with me?  （友達をひとり連れて行ってもいいでしょうか。） 
 
平叙文でも用いられる。文尾は軽い上昇調になる。 
You could perhaps pass the salt.  （塩を回していただけませんか。） 
As you are going to the post office, you will perhaps mail these letters. 
（郵便局へ行くのでしたら、この手紙もついでに出してくれませんか。） 
Perhaps you could help me?  （手伝っていただけませんか。） 
Perhaps you could turn the volume down a little.  （音量を少し下げてもらえませんか。） 
Perhaps you would open it?  （それを開けていただけませんか。） 
Perhaps your friend would like to join us.  （君の友達にも来てもらったらどうだろうか。） 
 
さらに、perhaps は純然たる命令文では用いられないが、話し手の控えめな「提案」「助言」を表わす

命令文では用いられる。 
Perhaps tell him now.  （もしよかったら今彼に話してみたらどうですか。） 
Give me a ring, perhaps, if you have the time.  （もし時間があれば電話してくれてもいいけど。） 
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⑨ maybe 
maybe は、‘It may be that…’が発展してできた語であるので、その本来の意味は《～

する可能性があるかもしれない》ということになる。perhaps とだいたい同じ意味であ

るが、perhaps よりもくだけた語であり、話し言葉で好まれる。perhaps がイギリスで

よく用いられるのに対し、maybe はアメリカで好んで用いられる。文頭位、文中位、文

尾位のいずれでも用いられるが、文頭位が一番よく用いられる。 
542. Maybe it is true. 

（たぶんそれは本当でしょう。） 

543. Maybe you’re right. 
（あなたの言う通りかもしれない。） 

544. Maybe we can go sailing tomorrow. 
（たぶん明日はヨット乗りに行けるだろう。） 

545. Maybe I’m right and maybe I’m wrong. 
（たぶん私は正しいかもしれないし、間違っているかもしれない。） 

546. Maybe John will come, and maybe he won’t. 
（ジョンは来るかもしれないし、来ないかもしれない。） 

547. “Will John come?” － “Maybe.” 

（「ジョンは来るかな。」「たぶんね。」）（「さあね。」ともとれる） 

548. “Will John come?” － “Maybe not.” 

（「ジョンは来るかな。」「来ないかも。」） 

549. “Are you going with me?” － “Maybe.” 

（「一緒にでかけますか。」「さあ、どうしようかしら。」） 

550. “I think he should resign” － “Maybe.” 

（「彼は辞職すべきだと思うよ。」「どうでしょうね。」） 

 
Dr. Higgins’s room 
maybe も控えめな「要求」や「提案」などを表わすのに用いられる。 
You could put it over there, maybe.  （よかったらそれをそこに置いてもらえませんか。） 
Maybe I could come to your place.  （よかったら私がお宅へ伺ってもいいですが。） 
Maybe you could move that chair.  （よろしければその椅子を動かしていただけますか。） 
Maybe you could let me know when she will arrive. （彼女がいつ着くか教えて頂けないでしょうか。） 
Maybe you could help her.  （よかったら彼女を手伝ってあげたら。） 
Maybe you should talk to your parents about your dreaam.（両親に君の夢を話したらどうでしょう。） 
Maybe we should have a meeting again tomorrow.（明日また会議をしませんか。） 
 

 
 
 
 
 



 93 

⑩ possibly 
possibly は、《理屈から考えて起こり得る可能性がある》というのが基本的な意味であ

る。文副詞としては通例、文中位で用いられ、「ことによると」「ひょっとしたら」等と

訳される。文頭位でも用いられるが、文尾位で用いられることは少ないようである。ま

た、強意副詞として用いられることもある。 

551. Possibly John will come. 
（ひょっとするとジョンは来るだろう。） 

552. Possibly it’s true. 
（ひょっとしたらそれは本当だろう。） 

553. Possibly you are right. 
（ことによると君の言うことが正しいのかもしれない。） 

554. Possibly the news may be true. 
（ことによるとそのニュースは本当かもしれない。） 

555. Some people feel that possibly Roosevelt wanted to enter the war. 
（ひょっとしたらルーズベルトは戦争を始めたいと思っていたのではないかと考える人もいる。） 

556. John will possibly come tonight. 
（ひょっとしたらジョンは今晩来るかもしれない。） 

557. The weather may possibly change tomorrow. 
（明日はことによると天気が変わるかもしれない。） 

558. This is possibly the last time we shall meet here. 
（これがここで私たちが会う最後になるだろう。） 

559.  “Will they put your salary up?” － “Possibly.” 

（「彼らは給料を上げるだろうか。」「たぶん。」） 

 

Dr. Higgins’s room 
助動詞と共起する場合、will や may などが用いられるが、will が多く用いられる傾向にある。また、

will ではなく may が用いられると可能性の確率が低くなる。 
It will possibly rain tomorrow.（明日は、恐らく雨が降るでしょう。） 
It may possibly rain tomorrow.（明日は、ことによると雨が降るかもしれません。） 
 

 

Dr. Higgins’s room 
p.79 で述べたように、通例、真偽判断の副詞は、疑問文では生じることはできないと説明されるが、疑

問文での共起を認める人も多い。例えば、Is he possibly a scholar? には、scholar が疑問の焦点にな

り、「ひょっとしたら彼は学者ですか」の意味と、possibly が疑問の焦点になり、「彼が学者であるとい

うのは考えられますか」という２通りの解釈が可能である。 
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Dr. Higgins’s room 
真偽判断の副詞も価値判断の副詞と同じように、否定語が支配する右側に生じることはできない。例え

ば、「ひょっとしたら彼らは早く出発することはできないだろう」という文を、possibly を用いて表す

となると次の(a)～(d)となるが、(e)は非文となる。 
(a) Possibly they can’t leave early. 
(b) They possibly can’t leave early. 
(c) They can possibly not leave early. 
(d) They can’t leave early, possibly. 
(e) ＊They can’t leave early possibly. 
(a)(b)(c)については、possibly は not より先に現れて否定辞の支配を受けていない。(d)については、

possibly は not の右側に置かれているが、直前にコンマが打たれ、possibly は否定辞の支配を受けてい

ないことになる。しかし、(e)のようにコンマが介在されなければ、否定辞の支配を受けることになるの

で非文となる。 
 ところが、possibly には強意語としての用法があり、この用法においては、possibly は can や could
と共起し、否定や疑問の作用域内に生じることができる。 
(f) They can’t possibly leave early.（彼らは、どうしても、早く出発できないだろう。） 
(g) If they can possibly leave early, they will do so.（何とかして早く出発できるものなら、・・・。） 
(h) I asked whether they could possibly leave early.（彼らが早く出発できるのかどうか尋ねた。） 
(i) Only on Saturdays can they possibly leave early.（土曜日しか、彼らは早く出発できやしない。） 
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（３）発話行為の副詞 
発話行為の副詞とは、《話し手が命題内容をどのように述べるかということについて、

発話の仕方に制限を加える副詞》である。命題内容の真偽に関しては中立的であるので、

疑問文と共起できる。 frankly, honestly, seriously, strictly, truthfully, candidly, 
confidentially, briefly などがある。 

 
① frankly 
文副詞の frankly は通例、「率直に言えば」と訳される。しばしば frankly speaking

と表わされる。文副詞の場合は文頭位が普通であるが、文中位、文尾位でも用いられる。

また、frankly には述語修飾の用法もある。述語修飾の場合は、普通、文尾位に置かれる。 

560. Frankly, he’s a bore. （文副詞） 

（率直に言って、彼にはうんざりする。） 

561. Frankly, I don’t think the plan will succeed. （文副詞） 

（正直に言って、僕はその計画が上手くいくとは思わない。） 

562. Frankly, he reminded me of my father. （文副詞） 

（正直に言って、彼を見て私は父を思い出した。） 

563. “What do you think of my hair?” － “Frankly, dear, it’s a disaster.” （文副詞） 

（「私の髪、どう思う。」「はっきり言って、ひどいものだよ。」） 

564. I frankly don’t trust him. （文副詞） 

（率直に言って、私は彼を信用していない。） 

565. “I am frankly quite surprised at your frivolousness.” （文副詞） 

（「率直に言って、君の軽薄さには全く驚いたよ。」） 

566. He frankly told us what he thought. （述語修飾） 

（彼は思っていることを私たちに率直に言ってくれた。） 

567. I’m surprised to hear that, frankly. （文副詞） 

（正直言って、それを聞いて驚いている。） 

568. Mrs. Bancroff faced him frankly. （述語修飾） 

（バンクロフ夫人はあからさまに彼を直視した。） 

 
Dr. Higgins’s room 
frankly が疑問文とともに用いられると、話し手志向（話し手が率直に尋ねている）か、聞き手志向（聞

き手に率直に答えて欲しい）なのか意味が曖昧になることがある。例えば、(a)は、(a-1)と(a-2)の２通

りの解釈が可能である。 
(a) Frankly, is he a fool?          （率直に言って、彼は馬鹿ですか。） 
(a-1) I ask you frankly whether he is a fool. （率直に尋ねますが、彼は馬鹿ですか。） 
(a-2) Tell me frankly whether he is a fool.  （率直に言って貰いたいのですが、彼は馬鹿ですか。） 
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② honestly 
honestly には文副詞、強意副詞、様態副詞の働きがある。文副詞の用法では、通例、

文頭位、文尾位で用いられる。文副詞の場合は「正直に言うと」と訳される。 

569. Honestly, I don’t like my new boss. （文副詞） 

（正直に言って、新しい上司は好きでない。） 

570. Honestly, Tom didn’t get the money. （文副詞） 

（正直なところ、トムはそのお金を手に入れなかった。） 

571. Tom didn’t get the money honestly. （様態修飾） 

（トムはそのお金をまともな手段で手に入れなかった。） 

572. Please tell me honestly.  Do you know anything about that accident? （様態修飾） 

（正直に言ってください。あの事故について何か知っていますか。） 

 
Dr. Higgins’s room 
honestly が強意副詞であるか様態副詞であるかの見分けは次のような点で区別できる。強意副詞の場合

は助動詞または動詞の前に限定される。また、強意副詞は様態副詞と異なり否定語の前に置かれる。そ

れゆえ、(c)のような文では、honestly が強意副詞であるのか様態副詞であるのかあいまいになる。 
(a) “I don’t know.  I honestly don’t know.”   
（「知りません。本当に知らないのです。」）（強意副詞） 

(b) “I honestly can’t remember a thing about last night.” 
（「私は昨晩のことは本当に何ひとつ思い出すことができないのです。」）（強意副詞） 

(c) He honestly answered her question. 
（「彼は彼女の質問に本当に答えた。」）（強意副詞） 
（「彼は彼女の質問に正直に答えた。」）（様態副詞） 
 

 
 
Dr. Higgins’s room 
honestly が間投詞的に用いられ、「非難」、「いらだち」、「ショック」などの感情を表わすことがある。 
(a) “Honestly, John, why do you have to be so rude?”   
（「言っておくがね、ジョン、君はどうしてそんなに無作法でなきゃならないんだ。」） 

(b) “Honestly! You should have told me before!” 
（「何てことだ！ 先に言ってくれなきゃ困るじゃないか。」） 

(c) “Honestly! What absolute nonesense!” 
（「まったく！ あきれかえってものも言えないよ。」） 
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③ siriously 
文副詞の siriously は通例、文頭位に置かれ、「まじめな話」「冗談は抜きにして」など

と訳される。しばしば siriously speaking と表わされる。文中位、文尾位に置かれるこ

ともある。また、様態副詞、程度副詞として用いられるほかに、単独で Are you serious?
と同じ意味でも用いられる。 

573. Seriously now, you ought to take more care of your health. （文副詞） 

（冗談は抜きにして、君はもっと健康に注意を払うべきだよ。） 

574. Seriously, we need to think about what we should say to her. （文副詞） 

（真面目な話、彼女に何て言えばいいか考えなきゃ。） 

575. I would like to talk to you, seriously. （文副詞） 

（あなたとお話がしたいのです、本当に。） 

576. Do you seriously want to go to Africa? （様態修飾） 

（君は本気でアフリカに行きたいのですか。） 

577. Does he seriously believe that? （様態修飾） 

（彼は本気でそれを信じているのですか。） 

578. They are seriously rich. （程度修飾） 

（彼らはかなり金持ちだ。） 

579. Was he seriously injured? （程度修飾） 

（彼のけがは酷かったのですか。） 

580. He is seriously ill in hospital. （程度修飾） 

（彼は重病で入院している。） 

581. “I’m thinking of getting a new job” － “Seriously?” 

（「新しい仕事を見つけようと思っている。」「マジで？」） 

 
 
④ strictly 
文副詞の strictly は、しばしば strictly speaking と表わされる。文頭位に置かれ、「厳

密に言えば」と訳される。また、文中位、文尾位に置かれて、様態副詞、程度副詞とし

て用いられる。 

582. Strictly speaking, this sentence is not grammatical. （文副詞） 

（厳密に言えば、この文は文法的ではない。） 

583. Strictly speaking, spiders are not insects. （文副詞） 

（厳密に言えば、蜘蛛は昆虫ではない。） 

584. She was brought up very strictly. （様態修飾） 

（彼女は非常に厳しく育てられた。） 

585. The use of cellular phone is strictly forbidden here. （程度修飾） 

（携帯電話の使用はここでは固く禁止されている。） 

586. She acted strictly on her own. （程度修飾） 

（彼女は全く自分だけの意志で行動した。） 
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⑤ truthfully 
文副詞の truthfully は、しばしば truthfully speaking と表わされる。文頭位に置かれ、

「正直に言えば」と訳される。また、文中位、文尾位に置かれて、様態副詞としても用

いられる。 

587. Truthfully, I never liked her very much. （文副詞） 

（正直に言えば、彼女のことはあまり好きでなかった。） 

588. Truthfully, I wanted to talk with him more. （文副詞） 

（本当のことを言えば、彼ともっと話がしたかった。） 

589. Truthfully, I want to say the event to my mother. （文副詞） 

（本当は母にその出来事を言いたい。） 

590. He answered the question as truthfully as he could. （様態修飾） 

（彼はできるかぎりその質問に正直に答えた。） 

591. Tell me truthfully what happened to you. （様態修飾） 

（あなたの身に起こったことを正直に話して下さい。） 

 

⑥ candidly 
文副詞の candidly は、しばしば candidly speaking と表わされる。文頭位に置かれ、

「正直に言えば」などと訳される。また、文中位、文尾位に置かれて、様態副詞として

用いられる。 

592. Candidly, I think she doesn’t have a conscience. （文副詞） 

（正直に言って、彼女には良心がないと思う。） 

593. Candidly speaking, I cannot agree with you. （文副詞） 

（率直に言って、君の意見に同意しかねる。） 

594. We asked them to speak candidly about their impressions of Japanese universities.  

（私たちは彼らに日本の大学についての彼らの印象を率直に話してもらった。）（様態修飾） 

595. We should candidly admit to ourselves that it would not have been readily forgiven.  

（許されるべきものではなかったと素直に反省しなければならない。）（様態修飾） 

 
⑦ confidentially 
文副詞の confidentially は、しばしば confidentially speaking と表わされる。文頭位

に置かれ、「内緒の話ですが」「ここだけの話だが」などと訳される。また、文中位、文

尾位に置かれて、様態副詞として用いられる。 

596. Confidentially, I’m going to quit my job. （文副詞） 

（ここだけの話だが、仕事を辞めるつもりです。） 

597. Confidentially speaking, I don’t want to see him now. （文副詞） 

（ここだけの話、今は彼に会いたくないんだ。） 

598. “Do you know?” said Anne confidentially. （様態修飾） 

（「知っている？」とアンは秘密を打ち明けるように言った。） 
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⑧ briefly 
文副詞の briefly は、しばしば briefly speaking と表わされる。文頭位に置かれ、「手

短に」「要するに」などと訳される。また、文中位、文尾位に置かれて、様態副詞として

用いられる。 

599. Briefly, India faces famine because there are too many people and too little food. （文副詞） 

（要するに、インドは人間が多すぎ、食糧が少なすぎるので飢餓に直面しているのである。） 

600. Briefly, you can’t trust him. （文副詞） 

（要するに、彼は信用できないということだ。） 

601. Let me introduce myself briefly. （様態修飾） 

（簡単に自己紹介をさせてください。） 

602. She closed her eyes briefly. （様態修飾） 

（彼女はしばらく目を閉じていた。） 

603. I didn’t have time so I explained briefly. （様態修飾） 

（時間がなかったので簡単に説明した。） 

604. He glanced briefly at the newspaper. （様態修飾） 

（彼はちらっと新聞を見た。） 
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（４）領域の副詞 
領域の副詞とは、特定の分野を指定して、その範囲内で命題内容が真であることを述べ

たり、命題内容の真偽値を問うたりする副詞である。 
605. Technically, watermelos are a kind of vegetable. 

（厳密に言うと、スイカは野菜の一種です。） 

606. Technically, marriage has a legally enshrined status. 
（法解釈に従って言うと、結婚は法律的にしっかりと守られている地位がある。） 

607. Technologically, our era is the one of unprecedented rapid change. 
（技術的観点からすると、我々の時代はかつてない急激な変化の時代だ。） 

608. Theoretically, it’s not impossible. 
（理論的には、それは不可能ではない。） 

609. Economically, the consumption tax rate should not be raised at this current moment. 
（経済的には、現時点では消費税は上げるべきではない。） 

610. Politically, Tanzania is said to be one of the most stable countries in East Africa. 
（政治的には、タンザニアは東アフリカで最も安定した国の一つだと言われている。） 

611. Biologically speaking, if something bites you, it’s more likely to be female. 
（生物学的に言えば、もし何かに噛まれたら、それは大抵メスだ。） 

612. Emotionally, she is quite stable and has no problems whatsoever. 
（情緒的に言うと、彼女は全く安定しており、問題はない。） 

613. Financially, the project was a complete failure. 
（財政的見地から言うと、その計画は完全に失敗だった。） 

614. Ideologically, there was nothing in common between them. 
（イデオロギー的に言えば、両者の間に共通点は全くなかった。） 

615. Ethically, medical cares alone are not sufficient for the terminally-ill people. 
（倫理的見地から言えば、末期患者に対しては医療行為だけでは十分とは言えない。） 

616. Statistically speaking, air planes are safer than cars. 
（統計的に言えば、飛行機は車より安全である。） 

617. Scientifically speaking, the tomato is a fruit because it has seeds in it. 
（科学的に言えば、トマトは種があるので果物である。） 

618. Chemically, the structure of the substance is quite simple. 
（化学的に言えば、その物質の構造は極めて簡単だ。） 

619. Culturally, they have much in common with their neighbors just across the border. 
（文化的に言えば、彼らは国境のすぐ向こうの隣人と多くの共通点を持っている。） 

620. Linguistically, Japanese is very different from Chinese. 
（言語学的に言えば、日本語は中国語と大きく異なります。） 

621. Democracy is, historically speaking, something very recent. 
（民主主義は、歴史的に言えば、極めて最近できたものである。） 
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■注意すべき副詞 
（１）時間に関する副詞 
① ago 
副詞 ago は歴史的には《前進する、行く》という意味の動詞‘ago’の過去分詞‘agone’

に由来し、《行ってしまった》→《時間が経過した》→《今から～前に》という意味変遷

を経てできあがった。単独で用いられることはなく、必ず時間を表す語句Ⅹが直前に伴

い、‘X＋ago’の型で用いられる。通例は文尾位に位置するが、「強調」や「話題化」のた

めに文頭位に置かれることも多い。 

622. John went out a few minutes ago.  

（ジョンは少し前に出て行った。） 

623. I was talking to John on the phone only an hour ago.  

（私はほんの一時間前電話でジョンと話をしていました。） 

624. I left Japan for America seven years ago.  

（私は７年前アメリカに向けて日本を離れた。） 

625. That happened ages ago.  

（そういうことがずっと昔に起った。） 

626. It was forty years ago.  

（それは４０年前のことだった。） 

627. Long ago, men lived in caves. 
（太古の昔は、人間は洞穴に住んでいた。） 

628. Twenty years ago, Nagisa was fat. 
（２０年前には、渚は太っていた。） 

629. Some months ago, John stayed with my family for three days. 
（数か月前には、ジョンは私の家族と３日間過ごした。） 

630. A decade or so ago, these techniques were unknown.  Today they are common. 
（１０年ほど前には、この技術はまだ知られていなかった。しかし今日ではありふれたものである。） 

631. How long ago was that? 

（それはどのくらい前のことでしたか。） 

 
Dr. Higgins’s room 
文頭位の‘X＋ago’は「話題化」を示す。例えば、627.では、人間について述べているのではなく、太

古の昔はどうであったかについて述べており、628.では、２０年前はどうであったかを述べている。さ

らにこの場合、暗に今は太っていないことをほのめかしている。また、630.のように、後に現在時を表

わす語句を述べ、過去と現在を表わす時にも文頭位に用いられる。 
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632. My sister went to America a week ago today.  

（姉は先週の今日アメリカへ行った。） 

633. I met her a week ago Tuesday.  

（私は一週間前の火曜日に彼女に会った。） 

634. My uncle came to Japan a fortnight ago today.  

（伯父は二週間前の今日日本に来ました。） 

Dr. Higgins’s room 
before の本来の使い方は、X と Y の２つの空間的または時間的順序関係を表わすもので、‘X before Y’

という形で、「X は Y の前にある」ことを示す。そして Y が明示されれば before は前置詞または接続詞

となるが、文脈から Y が容易に推測されて Y が省略されれば before は副詞ということになる。一方、

ago には副詞用法しかなく‘X ago’という形でしか表現できない。例えば、「コンサートの５分前」と

いう英語は、‘five minutes before the concert’と言うが、‘five minutes ago the concert’とは言わな

い。ところが、「先週の今日」、「先月の今日」、「昨年の今日」などは、a week ago today, a month ago today, 
a year ago today と言い、全く正しい英語である。これらの表現は、一見‘X ago Y’のように見えるが、

実は〈［A ago］［B］〉という関係になっている。a week ago today で説明するなら、〈［a week ago］［today］〉
ということで、「今日を基準にして１週間前」つまり、「先週の今日」ということになる。このとき、Y
には基準となる語句がくることになるので、日時や曜日、祝日などの時間表現がくる。ところが、‘five 
minutes ago the concert’では、the concert が時間表現ではないので不適格ということになる。 

 
Dr. Higgins’s room 
long ago, a long time ago, very long ago などは once upon a time の代わりに文頭に用いられて物語の

切り出しとしてよく用いられる。 
Long ago, a boy named Jack lived with his mother in a poor little house.  
（昔々、ジャックという名前の少年がお母さんと一緒に粗末な小さな家で暮らしていました） 

 

Dr. Higgins’s room 
‘X+ago’は通例は過去時制とともに用いられる副詞であるが、時に、文学作品などでは過去完了形と共に

用いられることがある。文学作品では物語はふつう過去時制で進んでいくが、作者が登場人物と同じ世

界へ入り込んでいき、登場人物と同じ視点で物語を語ることがある。例えば、He was now a millionaire.
（彼は今や億万長者であった）のように。これは過去時制と共に now を用い、その結果、過去の出来事

があたかも眼前で繰り広げられているような効果を与えるテクニックである。つまり、作者が物語の中

の過去の世界へ行き、そこを現在として語っているのである。それゆえ、物語の中の過去より昔の出来

事には過去完了形で表わされるが、そこに‘X＋ago’が用いられるのである。 
I had that sweater on right now.  And I’d received it several weeks ago.  
（ちょうどその時、私はセーターを着ていたが、それは数週間前に受け取ったものだった） 
Some six years ago he had married and was now the proud proprietor of The Duck and Dog pub in South London.  

（彼は６年ほど前に結婚して、今では南ロンドンの「ダッグ・アンド・ドッグ」というパブの誇り高い持主だった） 
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② before 
before は現在時を基準にして《今より以前に》という場合と、過去時を基準にして《過

去のある時より以前に》という場合と、未来時を基準にして《未来のある時より以前に》

という用法がある。現在時を基準にする場合には現在完了や過去時制が用いられ、過去

時を基準にする場合には過去完了が用いられる。どの場合でも通例は文尾位に位置する

が、「強調」や「対比」のために文頭位に置かれることもある。 

635. I’ve heard that song before. 
（私はあの歌を前に聞いたことがあります。） 

636. The same thing has happened before. 
（同じことが以前にもあった。） 

637. Have you been here before? 

（君は前にもここに来たことがありますか。） 

638. I never met such an important person before. 
（私は今までにあれほどの重要人物に会ったことがない。） 

639. Before, the world was a sad place, but now it’s both sad and dangerous. 
（以前は、世界は悲しいところだったが、今では悲しいばかりか危険なところでもある。） 

640. She realized that she had seen him before. 
（彼女は以前彼に会ったことに気がついた。） 

641. I told her that I had seen him a week before. 
（彼には一週間前に会ったと私は彼女に言いました。） 

642. We arrived to find that the train had left two minutes before. 
（着いてみると、列車はすでに２分前に出ていた。） 

643. The house next door had been sold a month before and yesterday the new people were moving in. 
（隣家はその一か月前に売られて、昨日新しい住人が引っ越して来ていた。） 

644. If you plan to go to Africa next summer, you should start taking anti-malaria pills a month before. 
（来年の夏にアフリカに行く計画なら、その一か月前にマラリア予防の薬を飲み始めるべきです。） 

645. The doctor can see you at ten o’clock, but not before. 
（先生は１０時にはお会いできますが、それより前は会えません。） 

 

Dr. Higgins’s room 
‘a week before’ と ‘the week before’ は意味が異なるので注意を要する。前者は「その一週間前」とい

う意味で、過去の一時点を表わすが、後者は「その前の週」という意味で、前週のある日を表わす。例

えば、次のカレンダーで話し手が発話している日が 10 日だとすると、‘a week ago’ は 3 日を表わすが、 

‘the week ago’ は 1 日～7 日の何れかの日を表わすことになる。 
 
 
 
 
 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 …   
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③ since 
since には、前置詞としての用法（例：since last month「先月から」）、接続詞として

の用法（例：since I left school「学校を出て以来」）の他に、単独での副詞としての用法

がある。副詞の since は通例、文尾位、文中位で用いられ、「それ以来」、「その後」など

の訳される。 
646. They first met two years ago and they’ve lived together ever since. 

（彼らは２年前に初めて会って、それ以来ずっと一緒に暮らしている。） 

647. He caught cold last week and has been in bed ever since. 
（彼は先週風邪をひき、それ以来ずっと寝込んでいる。） 

648. He moved to Okinawa twenty years ago and has lived there ever since. 
（彼は２０年前に沖縄に移り、それ以来ずっとそこに住んでいる。） 

649. I have known ever since that at bottom I am glad to live. 
（以来、私は心底生きていることが嬉しいと分かった。） 

650. Have you been there since? 

（それ以来あなたはそこに行きましたか。） 

651. We have heard nothing of him since. 
（その後彼については何も聞いていません。） 

652. We have laughed about it many times since. 
（私たちは後で何度もそのことで笑った。） 

653. He has since moved into a new apartment. 
（それ以来彼は新しいアパートに移り住んでいる。） 

654. She lost her husband five years ago, and has since remarried. 
（彼女は５年前に夫を亡くしたが、その後再婚している。） 

655. The old clock has long since been out of use. 
（その古時計はとっくの昔に役に立たなくなっています。） 

656. I’ve long since forgiven her what she did. 
（とっくの昔に彼女のやったことは許している。） 

 
Dr. Higgins’s room 
‘since’ と強調の ever が付いた‘ever since’の違いは、空白の時間を話し手がどう感じているかで決ま

ると言える。空白の時間が驚くほど長いと感じるのであれば‘ever since’が用いられる傾向にある。 
I met him in 1980, but I haven’t seen him ever since.（1980 年に彼に会って、それ以来会っていない。） 
I met him last year, but I haven’t seen him since.（昨年彼に会って、それ以来会っていません。） 
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④ already 
already は《ある事態が予期していた時間よりも早く生じている》ことを表わし、通例、

「すでに」「もう」などと訳する。普通は文中位で用いられるが、時に強調するために文

頭位や文尾位で用いられることもある。疑問文では yet を用いるのが普通であるが、肯

定の答えを期待したり意外な気持ちを表わしたりする場合には疑問文でも用いられる。 
657. I have already seen that movie. 

（あの映画はもう見ました。） 

658. When I arrived at the station, the train had already left. 
（駅に着いた時にはもう電車は出てしまっていた。） 

659. When you wake up from your nap, I will have already done all the housework. 
（あなたが昼寝から目を覚ましたときには、私は家事をすっかり片付けてしまっているでしょう。） 

660. The job has already been done. 
（その仕事はもう終わりました。） 

661. Already she was sure of it. 
（すでに彼女はそのことを確信していた。） 

662. Already deep mud covered the ground. 
（すでに地面は多くの泥で覆われていた。） 

663. I know that already. 
（もうそのことは知っています。） 

664. They’ve arrived already. 
（彼らはもう着いています。） 

665. I’m regretting it already. 
（私はもうそのことを後悔し始めています。） 

666. That’s enough already. 
（もうたくさんだ！） 

 

Dr. Higgins’s room 
疑問文では通例 yet が用いられるのであるが、驚きや意外な気持ちを表したり、相手に肯定の答えを期

待したりする際には already が用いられる。 
Have you eaten your lunch already? （もう弁当を食べてしまったの？）［食べたという前提がある］ 
Have you eaten your lunch yet? （もう弁当を食べましたか？）［食べたかどうか不明］ 
 
否定疑問文でも already が用いると、驚きの気持ちや、肯定の答えを期待していることを暗示する。 
Haven’t you broken it already? （まさかもうそれを壊してないよね？） 
Haven’t you already met Mr. Warner?  I thought you did last week.  
（もうウォーナーさんにお会いなさったのじゃないのですか？ 先週お会いになったと思っていました。） 
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Dr. Higgins’s room 
省略文では次の(a)のように、助動詞 have や代動詞 do の直前に already がくるのが普通であるが、(b)
のように、already に強勢を置いて助動詞や代動詞の後に置くこともある。 
Have you finished your homework?  
(a) Yes, I already háve. 
(b) Yes, I have alréady. 

 

Dr. Higgins’s room 
already は通例、完了形と共に用いられる副詞であるが、状態動詞の場合は完了形とは用いず、現在形

とともに用いる。また過去形との共起については、『オーレックス英和辞典 第２版』P55 には、アメ

リカでは６割の人が過去形との共起を認めるが、イギリスでは８割の人が完了形のみと使用するという

調査結果が記載されている。 
We already know the answer. （私たちはもうその答えを知っています。） 
I already like them. （私はもう彼らのことが好きになっている。） 
These apples are already ripe. （これらのりんごはもう熟しています。） 

 

Dr. Higgins’s room 
already は通例、未来を表わす will の文では一緒に用いることはできないが、未来のある特定化された

時に、ある事態が存在することを表わす場合には共起可能となる。 
He will already be doing his job, when we get there. 
 （私たちがそこに着くころには彼は仕事を始めているだろう。） 
The train will already have left by the time we get to the station. 
 （私たちが駅に到着するまでに列車はでてしまっているだろう。） 
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⑤ yet 
yet は《ある予期された事態がまだ生じていない》ことを表わし、通例、否定文・疑問

文で用いられる。否定文では「まだ～でない」、疑問文では「もう～ですか」と訳する。

文尾位で用いるのが一般的だが、文頭位や文中位でも用いられる。文頭位で用いられる

と、通例、文連結詞的用法となり、「にもかかわらず」、「けれども」などの意になる。 

667. I haven’t received any news yet. 
（まだ何の知らせも受け取っていません。） 

668. The mail carrier hasn’t come yet. 
（郵便屋さんはまだ来ていません。） 

669. I have had no news from her yet. 
（私はまだ彼女から何の便りももらっていない。） 

670. He hasn’t yet applied for the job we told him about. 
（彼は私たちが教えてやった勤め口にまだ申し込んでいない。） 

671. The rain has not yet started. 
（雨はまだ降り始めていない。） 

672. I haven’t yet decided what to do. 
（私はまだどうするか決めていません。） 

673. It was still early in our Chinese voyage and I did not yet know what I would know soon. 
（その頃はまだ中国を旅し始めて日も浅かったので、やがて知るようになる事柄もまだ知らなかった。） 

 

Dr. Higgins’s room 
否定文の yet は《ある予期された事態がまだ生じていない》ことを表わす。例えば、上の 667.では「知

らせがくるはずなのに来ていない」、668.では「いつもの配達時間を過ぎているのに来ていない」、670.
では「申し込むと言っていたのに申し込んでいない」というような意味が含意されている。 

 

674. He may yet change his mind. 
（彼は今に気が変わるかもしれない。） 

675. You may yet regret your decision. 
（あなたはそのうちに自分の決めたことを後悔するかもしれない。） 

676. The mystery will be solved yet. 
（その謎はいつか解決されるだろう。） 

 

Dr. Higgins’s room 
674.～676.の例文は、yet が肯定文に用いられて《（人や計画など）がそのうちに～するだろう》という

ことを表わす用法である。通例、may, will を伴って、未来の事態に対する推量が表わされる。《（ある

事態がまだ実際には起こっていないが）そのうちに起こる》ことを含意した表現である。通例、yet は

助動詞のあとに置かれるが、文尾位にくることもある。 
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677. The contract is yet in force. 
（その契約はまだ有効である。） 

678. They are not here yet. 
（彼らはまだここに来ていない。） 

679. It is not clear yet whether he is right. 
（彼が正しいのかどうか今のところはっきりしない。） 

680. It was not yet time to go. 
（まだ行く時間ではなかった。） 

681. He is yet a child. 
（彼はまだ子供だ。） 

682. Be thankful you are yet alive. 
（まだ生きていることに感謝しなさい。） 

683. It’s early yet. 
（まだ早い。） 

684. There is yet a possibility of success. 
（まだ成功の可能性はある。） 

685. There is hope for me yet. 
（私にはまだ望みがある。） 

686. There’s plenty of time yet. 
（時間はまだたっぷりあります。） 

687. There’s much yet to see at the fair. 
（その見本市にはまだ見るべきものがたくさんあります。） 

 

Dr. Higgins’s room 
yet が be 動詞と共に用いられて、肯定文で《（今のところ）まだ～である》、否定文で《（今のところ）

まだ～でない》という意味になる。このとき、alive⇔dead, a child⇔an adult のように、時間の経過や

事態の変化によって互いに反意語関係にある語に対しては、肯定文では、「変化」や「到達」以前の状

態を表わす語と共起する。つまり、He is yet a child.（彼はまだ子供だ）とはなるが、＊He is yet an adult.
（彼はまだ大人だ）とはならない。逆に否定文では、「変化」や「到達」以降の状態を表わす語と共起

し、It’s not late yet.（まだ遅くない）はよいが、＊It’s not early yet.（まだ早くない）とはならない。

同じように、He is young yet.（彼はまだ若い）／He isn’t old yet.（彼はまだ年ではない）となる。yet
の位置については、be 動詞の後に置かれることも文末に置かれることもある。 
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688. You knew that the bridge was dangerous.  Yet you didn’t repair it. 
（あなたたちはその橋が危険であることを知っていた。それなのに修理をしなかった。） 

689. His team wasn’t likely to win.  Yet he didn’t let that discourage him. 
（彼のチームは勝てそうになかった。でもそんなことで彼はめげたりしなかった。） 

690. He said he was our friend, yet he wouldn’t help us. 
（彼は私たちの友達だと言った。がそれでも私たちを助けようとはしなかった。） 

691. He is 73 years old, yet has gone to the football match. 
（彼は 73 歳になるが、フットボールの試合に行っている。） 

692. Today he does little but sleep and eat, yet is always tired and often depressed. 
（今日では彼は寝て食べる以外は何もしていないが、それでもいつも疲れていて、よく気落ちする。） 

693. He is poor, and yet he is proud. 
（彼は貧しいにもかかわらず、気位が高い。） 

694. He says he’s a socialist, and yet he owns three houses and drives a Rolls. 
（彼は、自分は社会主義者だという。にもかかわらず、家を 3 軒持ち車はロールスロイスに乗っている。） 

695. His speech was almost unintelligible, and yet somehow I enjoyed it. 
（彼の話はほとんどわからなかったが、それでも何となく面白かった。） 

696. She’s a funny girl, but yet you can’t help liking her. 
（彼女はおかしな女の子だが、憎めない子だ。） 

697. He drove quickly yet safely. 
（彼は速く、しかし安全に運転した。） 

698. He is handsome yet weak. 
（彼はハンサムだが、丈夫ではない。） 

699. He is a clever, yet lazy, man. 
（彼は、頭は良いが、怠け者だ。） 

700. Though he is poor, yet he is satisfied with his situation. 
（彼は貧しいけれども、それでも自分の境遇に満足している。） 

701. Although I have known him only a few months, yet he is my best friend. 
（彼のことを知ってまだ数か月だけれども、それでも彼は私の最良の友達だ。） 

 

 

Dr. Higgins’s room 
文頭位、或いは等位接続詞的に節の始めに用いられる yet は一般的には接続副詞と呼ばれるものである。

691. 692.のように、yet に導かれる節の主語が先行する節の主語と一致する場合は主語の省略が可能で

ある。また、693. 694. 695. 696.のように、and や but を伴うことも多い（and の方が but より普通）。

この用法は、697. 698. 699.のように、語と語の連結にも用いられることも可能である。700. 701.のよ

うに though や although と相関的に用いて対比を強調させることもある。 
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⑥ still 
still は《動作や状態が予想以上に続いている》ことを意味し、肯定文はもちろん、否

定文・疑問文でも用いられる。否定文では通例、否定語の前に置かれる。また、語修飾

の用法として比較級を強めて「さらに」という意味になることもある。文頭位で用いら

れると、通例、文連結詞的用法となり、「それでもやはり」などの意になる。 
702. I still think so. 

（私は今でもそう考えています。） 

703. Problems still remain. 
（問題は依然として残っている。） 

704. He still works here. 
（彼は相変わらずここで働いている。） 

705. I still haven’t spoke to him. 
（まだ彼と話をしていません。） 

706. He still hasn’t paid his bills. 
（彼はまだ支払いを済ませていません。） 

707. When I saw John, he was still working. 
（私がジョンを見た時には、彼はまだ仕事をしていました。） 

708. Will you still be here at eight? 

（８時にまだここにいますか。） 

709. He is still busy.  

（彼はまだ忙しい。） 

710. Was the sore still open? 

（その店はまだ開いていましたか。） 

711. In spite of his faults she loved him still. 
（彼には欠点があるが、それでも彼女は彼のことが好きであった。） 

712. Do you make your own dresses still? 

（今でもご自分で服を作っておられますか。） 

713. You are beautiful, but she is still more beautiful.（語修飾－比較級を修飾） 

（あなたも美人だが、彼女の方がいっそう美しい。） 

714. That would be still better.（語修飾－比較級を修飾） 

（そのほうがさらにいいでしょう。） 

715. He gave still another reason.（語修飾－another を修飾） 

（彼はさらにもう一つ別の理由を述べた。） 

716. I’ve never met George.  Still, I know a lot about him. （文連結詞的用法） 

（私はジョージに会ったことは一度もないが、それでも彼についていろいろ知っている。） 

717. It’s not a very nice flat.  Still, it’s cheap. （文連結詞的用法） 

（あまりいいアパートではないが、家賃は安い。） 
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⑦ once 
once は語源的には one の副詞的用法であるので、第一次的の意味は《一度、一回》で

ある。そしてこの意味合いが弱くなると《以前に一度～した》→《かつて》という意味

を表わすようになった。《一度、一回》の意味では通例、文尾位に現れるが、文頭位、文

中位も可能である。《かつて》の意味では通例、文中位に現れることが多い。他に、単独

で《いったん～すれば》の意味の接続詞的用法もある。 
718. I have been there once. 

（私は一度そこへ行ったことがあります。） 

719. I have met her only once. 
（彼女には一度だけ会ったことがある。） 

720. If I could see her once again, I would be happy. 
（もう一度彼女に会えたら幸せなのだが。） 

721. I have my hair cut once in two months. 
（私は二か月に一度散髪をする。） 

722. She went out with a different type of man, other dancers, a producer once. 
（彼女はかつてダンサーやプロデューサーなど色々なタイプの男性とデートをしたことがあった。） 

 

Dr. Higgins’s room 
718. 719.のように、文末に用いられる once は「一度、一回」という意味である場合が多い。しかし、

722.のように「かつて」となることもある。またこの once は once in a while「ときどき」、 once more
「もう１度」、 once or twice「２、３度」、 for this once「今度だけは」等のように、他の副詞や名詞

と結びつき慣用的な副詞を作る。 

 

723. I once studied the guitar for three years. 
（かつて３年間ギターを習っていた。） 

724. I once lived in Okinawa. 
（私はかつて沖縄に住んでいた。） 

725. She was once a beautiful woman. 
（彼女はかつて美しい女性だった。） 

726. Parents were once children. 
（親もかつては子どもだった。） 

727. Once I wanted to be a doctor. 
（かつて私は医者になりたかった。） 

728. Once dinosaurs walked these plains. 
（かつて恐竜がこの平原を歩き回っていた。） 

729. Once he lived in America but now he lives in England. 
（かつて彼はアメリカに住んでいたが、今はイギリスに住んでいる。） 
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Dr. Higgins’s room 
723.～726.のように、通例、once を「かつて」という意味で用いる場合は、一般動詞の前、助動詞や

be 動詞の後に用いられる。しかし、727.～729.のように文頭に置かれることもよくある。 

 

730. Once you know what it is, you see it everywhere. （接続詞的用法） 

（一度それがどんなものか分かれば、いたるところでそれを見かける。） 

731. Once you know how to ride a bike, you never forget it. （接続詞的用法） 

（自転車は一度乗り方が分かれば、忘れることはない。） 

732. Once you learn the basic rules, this game is easy. （接続詞的用法） 

（一旦基本的なルールを覚えれば、このゲームは簡単だ。） 

733. Once you’ve formed a bad habit, you can’t get rid of it easily. （接続詞的用法） 

（一旦悪い癖をつけたら、容易に直すことはできない。） 

 

Dr. Higgins’s room 
730.～733.の once は when, if, after, as soon as のような接続詞と同じような意味で用いられており、

多くの英和辞典でも【接続詞】と表記されている。意味的には《何かが終わったとか完成した》ことを

示唆することが多く、完了形とよく一緒に用いられる。when 節, if 節と同様に、‘S+be’が省略される

ことがしばしば起こる。 
Once deprived of oxygen, the brain dies. （一旦酸素の供給が停止してしまうと、脳は死ぬ。） 
Once unlocked, the door opened easily. （錠を開けると、扉は簡単に開いた。） 
 
またこの形はことわざなどによく見られる。 
Once bitten, twice shy. （羹に懲りてなますを吹く。） 
Once a beggar, always a beggar. （乞食は３日やればやめられない。） 
Once a priest, always a priest. （聖職者になればずっと聖職者。） 
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⑧ ever 
ever は any と同じく非断定語であるので、通常は疑問文・否定文・条件文で用いられ

る。基本的意味は《いかなるときにおいても》という時の概念を表わす語であるが、時

の概念が薄れて《いかなる程度においても》という意味の強意副詞としても用いられる。 
734. Have you ever seen a falling star?  

（これまでに流れ星を見たことはありますか。） 

735. Did you ever visit Mexico? 

（これまでにメキシコを訪れたことはありますか。） 

736. Will you ever come back? 

（いつか帰るようなことはありますか。） 

 
Dr. Higgins’s room 
「Have you ever＋過去分詞？」と「Did (Do) you ever＋動詞？」の違いは、前者が過去の経験を尋ね

ているのに対して、後者は過去や現在における、ある行為の存在の有無を問うている。つまり、前者は

「～したことがありますか」と尋ねるのに対し、後者は「そもそも～するというようなことがあった（あ

る）のか」と尋ね、しばしば反語的に用いられる。 
Have you ever been to Mexico? （メキシコに行ったことはありますか。） 
Did I ever force you? （そもそも君に無理強いをしたことがあったか。（いやないだろう。）） 
Do you ever study in the library? （そもそも図書館で勉強することはあるの。（いやないでしょう。）） 
 

 
737. Who ever told you that? 

（いったい誰がそんなことを君に言ったのですか。） 

738. Who ever are you? 

（いったいお前は誰なんだ。） 

739. Where ever did you lose it? 

（いったいどこでそれを失くしたのですか。） 

740. Where ever have you been? 

（いったいどこにいたのですか。） 

741. When ever will I have time to write some letters? 

（いったいいつになったら手紙を書く時間を持てることやら。） 

742. Why ever didn’t you tell me? 

（いったいなぜ僕に言ってくれなかったのですか。） 

743. Why ever did you do it? 

（いったいなぜそんなことをしたのですか。） 

744. How ever did he escape unhurt? 

（いったい彼はどうやって怪我をせずに済んだのか。） 
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Dr. Higgins’s room 
737.～744.のように、疑問詞（which と whose を除く）の直後に ever を用いて、話し手の「驚き」、「当

惑」、「不信」、「怒り」、「狼狽」、「苛立たしさ」などの気持ちを強調する言い方がある。通例、「いった

い」「そもそも」などと訳す。強意語句の on earth や in the world などと同じ意味である。主にイギリ

スの語法である。次のように、ever が文中へ移動することもある。 
How did you ever find out? （いったいどうしてわかったの。） 
また、省略形で用いられることもある。 
“You mustn’t wear anything black.” －“Why ever not?” 
（「黒い色のものを着てはいけません。」―「いったいどうしていけないの。」） 
“Bring a knife to class tomorrow.” －“What ever for?” 
（「明日の授業にはナイフを持ってきなさい。」―「いったい何のために。」） 
Why ever go by boat? （いったいなぜ船でなんかでいくのですか。） 
また、くだけた言い方では the devil, the hell などのようなものもある。 

 
745. He hasn’t ever spoken to me. 

（彼はどんなときにもこれまで私に話しかけてきたことはない。） 

746. I can’t ever forget you. 
（どんなことがあっても君のことは忘れられない。） 

747. I hardly ever see her. 
（ほとんど彼女に会うことはありません。） 

748. I rarely ever watch television. 
（めったにテレビを見ません。） 

 

Dr. Higgins’s room 
not ever は「いかなるときも～することがない」という意味で、never に置きかえられるが、not ever
の方が never より強意的である。not だけでなく否定語の hardly, rarely, seldom などと一緒に用いるこ

とも可能である。また次のように、命令文でも用いることができる。 
“Don’t ever interrupt me.” （「邪魔をしないでくれ。」） 
“Don’t ever do that to us again.” （「もうあんなこと、私たちに二度としないで。」） 
“Don’t ever let it end.” （「終わらせないで。」） 
また、ever の強意形として never ever という言い方もあるが、非標準的語法であり、正式な場面では

避ける方がよい。 
We’ve never ever let anybody down.（これまで一度も私たちは期待に背いたことはない。） 
 

 

749. No man has ever doubted my word. 
（これまで誰も私の言ったことに疑いを抱いた者はいない。） 

750. None of my friends ever come to see me. 
（私の友達は誰も私に会いに来ない。） 
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751. If you ever feel lonely, give me a call. 
（もし寂しいと思うようなことがあれば、私に電話をしてくれ。） 

752. If you ever need anything, come to me. 
（いつか何か必要なことができたら、私のところに来なさい。） 

753. If you ever come to Japan, please let me know. 
（いつか日本にくるようなことがあれば、連絡してくださいね。） 

754. If you are ever in our neighborhood, be sure to drop in us. 
（近所にお越しの折には、ぜひお立ち寄りください。） 

755. If you’re ever in Seattle, come and see me. 
（いつかシアトルにお越しの際は、ぜひ遊びに来て下さい。） 

 
Dr. Higgins’s room 
ever は if 節内に用いて「（これから先）いつか～するようなことがあれば」という意味で用いられる。

ever は通例、一般動詞の前、be 動詞の後に置かれるが、if の直後に置かれることもある。 
If ever I see him again I’ll ask him for the money he owes me. 
（彼に会うようなことがあれば、貸してあるお金を請求します。） 

 
756. She is the prettiest girl I have ever met. 

（彼女はこれまでに私が出会った女の子の中で最も可愛い子です。） 

757. He is the kindest man I have ever met. 
（彼のような親切な人に会ったのは初めてだった。） 

758. This is the best work you have ever done. 
（これは君が今までに作った中で最もいい作品だ。） 

759. It was the most worrying day he had ever spent. 
（彼はそんな心配な日を過ごしたのは初めてだった。） 

760. It was the brightest star I had ever seen. 
（それは私がそれまでに見たこともない明るい星だった。） 

 
 
Dr. Higgins’s room 
最上級を含む文に ever が用いられるのは、その裏側に否定の意味が潜在するからである。例えば、上

の例文の 756.なら、その裏側に次のような「否定の意味」があると考えられる。 
She is the prettiest girl I have ever met. 
=I have never seen such a pretty girl as she. 
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（２）程度に関する副詞 
① very 

very は、元来《真実の、本物の》を意味する形容詞であった。やがて《全くの、他な

らぬ》などの意味が派生し、副詞として《大いに、非常に、とても》という意味で用い

られるようになった。very は形容詞や副詞を修飾するのであるが、何でも修飾するわけ

ではなく、通例、その形容詞や副詞の意味に段階性がなければ修飾することはできない。 

761. She is a very nice girl. （形容詞の nice を修飾） 

（彼女は非常にいい子だ。） 

762. It is very hot today. （形容詞の hot を修飾） 

（今日はとても暑い。） 

763. The question is very difficult. （形容詞の difficult を修飾） 

（その問題はとても難しい。） 

 
Dr. Higgins’s room 
形容詞は人物や事物・事象の属性や状態を表わす語であり、その属性や状態には通例、段階性というも

のがある。しかし、形容詞によっては、その属性や状態に関しての段階性がない場合がある。very は通

例、段階性のある形容詞を修飾することはできるが、段階性のない形容詞を修飾することはできない。

例えば、tall（背が高い）という形容詞は、170cm⇒175cm⇒180cm⇒185cm⇒190cm というように段

階性のある段階形容詞である。同じように、hot（暑い）も、20℃⇒25℃⇒30℃⇒35℃というように、

段階性のある段階形容詞である。それゆえ、これらの形容詞は very よって修飾ができる。しかし、形

容詞の中には、dead⇔alive, pregnant⇔not pregnant, full⇔empty のように、対象を二項対立式に表

わす形容詞（限界形容詞）や、good⇒excellent の excellent のように、段階形容詞の最極限値を表わす

形容詞（極限形容詞）などがある。段階性のある形容詞は very によって修飾することができるが、限

界形容詞や極限形容詞は very では修飾できず、almost や completely, abolutely などで修飾するのが普

通である。しかし、あえて very で修飾することで、その特性を際立てさせる場合がある。 
“She is very, very pregnant.”  
（「彼女は今妊娠していてお腹がとても大きいのです。」） 

“He will be very very dead by the time we arrive.”  
（「我々が到着する頃には彼の息の根はすっかり止まっているだろう。」） 

 
また、形容詞の中には、awful（とても悪い）, delicious（とても美味しい）, huge（巨大な）, enormouos
（とても大きい）, exhausted（非常に疲れた）, freezing（凍えるように冷たい）, fascinating（とても

面白い）, starving（非常に空腹な）, tiny（とても小さい）, terrible（とても酷い）, wonderful（素晴

らしい）などのように、段階性の程度が極めて高いものがあるが、このような形容詞は、通例、very
ではなく absolutely や completely などで修飾されるべきであると言われるが、実際には very で修飾さ

れている場合もあるようだ。 
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Dr. Higgins’s room 
接頭辞の a-がつく形容詞で、afraid, alert, alike, aloof, ashamed, averse などは very で修飾することは

できるが、asleep, awake は very で修飾できない。また、alone は「孤独な」という意味では very で

修飾できるが、「一人ぼっちで」の意味では修飾できない。alive も「生きている」の意味では修飾しな

いが、「生き生きしている」の意味では very で修飾できる。 
I am very afraid of barking dogs. （私は吠えている犬がとても恐い。） 
He was very alert to the danger. （彼はその危険に対してとても警戒していた。） 
John and his father look very alike. （ジョンとジョンの父はとてもよく似ている。） 
He seems very aloof. （彼はとてもつっけんどんな感じがする。） 
He is very ashamed of it. （彼はそのことをとても恥じている。） 
He is very averse to working hard. （彼は骨折り仕事がとても嫌いだ。） 
She is very alone. （彼女はとても孤独だ。） 

He is very alive. （彼はとても生き生きしている。） 

The baby is sound [fast, deeply] asleep. （その赤ちゃんはぐっすり眠っている。） 

The baby is fully [wide] awake.（その赤ちゃんはすっかり目を覚ましている。） 
 
 
 

Dr. Higgins’s room 
過去分詞と very の共起については、完全に形容詞化してしまい、動作よりも状態の意味に重点がある

ものには very による修飾が可能である。特に、心理状態や感情を表わす語において、very による修飾

が普通になっている。 
The children were very bored. （子供たちはとても退屈していた。） 
I’m very pleased to hear that. （それを聞いてとても嬉しく思います。） 
She looked very surprised. （彼女はとても驚いた様子だった。） 
She looked very discouraged. （彼女はとてもがっかりしている様子だった。） 
The man was very offended. （その男はとても怒っていた。） 
My feelings are very mixed. （私の気持ちはとても複雑です。） 
You look very confused. （とても困っているようですね。） 
 
しかし、動詞の性質が強く示されている場合は、very による修飾は不可とされ、通例は much や very 
much、あるいはそれ以外の副詞で修飾される。 
＊He was very loved. （彼は非常に愛されていた。） 
He was much loved. （彼は非常に愛されていた。） 
＊It was very praised. （それは非常に賞賛された。） 
It was much praised. （それは非常に賞賛された。） 
＊The child was very beaten. （その子はとても打ち負かされた。） 
The child was badly beaten. （その子はひどく打ち負かされた。） 
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Dr. Higgins’s room 
過去分詞が by＋動作主を伴っている場合は、通例 very による修飾は不可あるいは不自然であるとされ

ているが、この場合も、過去分詞が心理状態や感情を表わす場合には very による修飾が可能である。 
＊He’s very admired by his students.（彼は学生たちに大変尊敬されている。） 
He’s much admired by his students.（彼は学生たちに大変尊敬されている。） 
? She was very hurt by the bad news. （彼女はその悪い知らせにとても傷ついた。） 

＊The new paint had been very weathered overnight by the sand storm.  
（その新しく塗ったペンキは砂嵐のために一夜にしてとても色褪せていた。） 

I was very surprised by his reply. （私は彼の返事にとても驚いた。） 
I am very disturbed by your attitude. （私は君の態度にとても動揺している。） 
 
しかしながら、心理状態や感情を表わす過去分詞であっても、very による修飾の容認度は個人差がある

ようである。尤も、過去分詞が by 以外の前置詞を伴う場合には問題なく very で修飾されるようである。 
I was very surprised at John’s behavior. （私はジョンの振る舞いにとても驚いた。） 
I am very annoyed at these developments. （私はこうした事態の展開にとても不愉快に感じている。 

 

Dr. Higgins’s room 
現在分詞と very との共起についても、過去分詞の場合と同じように、一般に、完全に形容詞化してし

まい、動作よりも性質や属性を表わしている場合には very による修飾が可能である。 
This is a very interesting book. （これはとても面白い本です。） 
It was a very boring film. （それはとても退屈な映画だった。） 
She seems very calculating. （彼女はとても打算的な人のように思われる。） 
You are very frightening. （君にはひどく驚かされる。） 
His speech was not very convincing. （彼の演説はあまり説得力がなかった。） 
His views were very alarming. （彼の見解はとても驚くべきものだった。） 
His views were alarming his audience very much. （彼の見解は聴衆を非常に驚かした。） 
＊His views were very alarming his audience. 

 

Dr. Higgins’s room 
not…very＋A のように、very と not が共起すると、「あまり［それほど］A ではない」というような意

味を表わすと一般には言われるが、実際はそうとは限らないらしい。『オーレックス英和辞典 第２版』

P2212 には、His talk was not very interesting.という文についての調査結果が載っている。それによ

れば、……「あまり面白くない」の意味でのみ使うという人（18％）より、「全然面白くない」の意味

でのみ使う人（33％）の方が多かった。両方の意味で使うという人が約半数（48％）と最も多いが、そ

のうち約 2/3 が「どちらかといえば『全然面白くない』の意味の方がふつう」と答えている。かなり多

くの人が、「問題の文は『彼の話は全然面白くなかった』を丁寧に婉曲的に表現したものだ」と述べて

いる。また、「very を強く発音すると『あまり…ない』の意味になり、not を強く発音すると『全然…

ない』の意味になる」というコメントもあった。……と記載されている。 
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764. I very much hope you’ll be able to come. （副詞の much を修飾） 

（あなたがお越し下さることを心より願っております。） 

765. I know very little about this. （副詞の little を修飾） 

（このことについては、私はほとんど何も知りません。） 

766. She’s a clever girl, and has learnt the new work very quikly. （副詞の quikly を修飾） 

（彼女は利口な女の子で、新しい仕事もすぐに覚えてしまった。） 

 
Dr. Higgins’s room 
形容詞を修飾する場合と同じように、段階性のない副詞や、極限の意味を表わす副詞（例えば、extremely, 
entirely, utterly, absolutely, totally, completely, perfectly など）を修飾することは不可あるいは不自

然である。 
＊This is a very extremely difficult question.（これはとても極端に難しい問題です。） 
＊My opinion is very entirely different from yours.（私の意見は君の意見とはとても全く異なります。） 
 

 
 
② much 
副詞としての much は、段階性のある形容詞・副詞・動詞・前置詞句などを修飾して

「非常に、大いに」の意で用いられる。また、形容詞・副詞の比較級や最上級を修飾し

て「はるかに、ずっと」などの意でも用いられる。 

767. This is much different from what I expected. （形容詞の different を修飾） 

（これは私が予期していたものと大変異なっている。） 

768. Prevention is much preferable to cure. （形容詞の preferable を修飾） 

（予防は治療にはるかにまさる。） 

769. I was much afraid of making mistakes. （形容詞の afraid を修飾） 

（私は間違うことを非常に恐れた。） 

 
Dr. Higgins’s room 
much は too＋形容詞［副詞］を修飾することが多い。 
I sold it much too cheaply.（私はそれをあまりにも安く売りすぎた。） 
The apartment is much too small for five people.（そのアパートは５人で住むには余りにも狭すぎる。） 
He ran away much too fast, so I couldn’t catch him. 
（彼は余りにも速く走り去ったので、私は追いつけなかった。） 

また、much は様態を表わす as 節を修飾することもある。 

The jungle looked much as I expected it to.（ジャングルはだいたい予想通りの様子だった。）  

The mountainous landscape was then much as it is today. 
（その当時の山並みの景色は今日のものとほぼ同じだった。）  
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770. I’m much taller than you. （比較級の taller を修飾） 

（私はあなたよりずっと背が高い。） 

771. You must work much harder. （比較級の harder を修飾） 

（君はもっと一生懸命働かなければならない。） 

772. It is much less likely. （比較級の less likely を修飾） 

（それが起こる可能性はずっと低い。） 

773. You can do it much more easily than I can. （比較級の more easily を修飾） 

（あなたなら私よりずっと容易くそれができます。） 

 
Dr. Higgins’s room 
more＋不可算名詞は much で修飾するが、more＋可算名詞は many で修飾する。 
I drank much more wine than usual.（私はいつもよりずっと多くワインを飲んだ。） 
You’ll need much more money to rent such a house.（そんな家を借りるとずっと多くの金がいるよ。） 
He has many more books than I have.（彼は私よりずっと多くの本を持っています。） 
We need many more stools for the spectators.（観客用にもっとたくさんの腰掛が必要だ。） 
また、much は最上級を修飾することもできる。 

He’s much the best person to consult.（彼は相談相手にずば抜けて一番うってつけの人だ。） 
This is much the best.（これがとびぬけて一番良い。） 
 

 
774. I don’t much like the picture. （述語修飾） 

（その絵はあまり好きでない。） 

775. I don’t like him much. （述語修飾） 

（彼はあまり好きではありません。） 

776. Do you go to the movies much? （述語修飾） 

（君はよく映画に行きますか。） 

777. If you have much, give of your wealth. （述語修飾） 

（あなたが裕福なら、あなたの富を人に与えなさい。） 

 
Dr. Higgins’s room 
much の述語修飾は、通例、否定文、疑問文、条件文などの非断定的な文脈で用いるのが普通であるが、 
prefer のように比較の意を含意し段階性を有する動詞や強い感情を表わす動詞の場合には肯定文で用 
いられる。また、as, so, very, too などで修飾されると、肯定文でも用いられやすくなる傾向がある。 
I much prefer an older model.（私は古いモデルの方がずっと好きだ。） 
I much appreciate your invitation.（ご招待に心から感謝いたします。） 

She likes him very much.（彼女は彼のことが非常に好きだ。） 

＊She likes him much. 
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Dr. Higgins’s room 
much が頻度の意味を表すことがある。 
Do you go there much? （あなたはよくそこへ行きますか。） 
I used to play squash very often but now I don’t play much. 
（以前はよくスカッシュをしましたが、今はあまりしていません。） 

それゆえ、次の文は二通りの解釈が可能である。 

He doesn’t drink very much. 
（彼はあまりたくさんお酒を飲まない。） 

（彼はあまり頻繁にお酒を飲まない。） 

 

 

Dr. Higgins’s room 
一般に、much は過去分詞を修飾するが、完全に形容詞化してしまった過去分詞には very による修飾が

普通になっている。特に、心理状態や感情を表わす語は、very が much にとってかわっている。 
I was much annoyed. （私は非常に腹がたった。） 
Her performance was much admired. （彼女の演奏は非常に賞賛された。） 
I was much distressed by what I saw. （私は自分が見たものにひどく胸が痛んだ。） 
He was much confused by their explanation. （彼は彼らの説明に非常に戸惑った。） 
I am very pleased with the results. （私は結果にとても満足している。） 
I am very disturbed by your attitude. （私は君の態度にとても動揺している。） 
 

 

Dr. Higgins’s room 
受動態には、動作を表す受動と状態を表す受動があるが、much によって修飾されるのは状態を表す場

合に限られる。それゆえ、能動態が動作しか表わさない場合でも、受動態で状態の意味に重点がある場

合には much によって修飾されることが可能となる。 
We were much mollified by them. （私たちは彼らに非常に慰められていた。） 
＊They much mollified us. （彼らは私たちを非常に慰めた。） 
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③ narrowly 
narrowly は《到達点または基準点に達してはいるけれども、その幅が狭い》ことを意

味する。つまり、《僅差で到着点、基準点に達している》ことを表わす。それゆえ、その

動作または行為は遂行されているので、《僅差で～した》と考えるのがよい。just barely
とほぼ同じ。 

778. He narrowly won.  

（彼は僅差で勝った。） 

779. The Red Sox narrowly defeated the Yankees.  

（レッドソックスはヤンキースに僅差で勝った。） 

780. He narrowly missed the last train.  

（彼は最終電車に僅差で乗り損ねた。） 

781. He narrowly caught the last train.  

（彼は最終電車に僅差で間に合った。） 

782. He narrowly escaped being hit by a car while crossing the street.  

（彼は通りを横切っていて、車にひかれるのを僅差で免れた。） 

783. He narrowly passed the entrance exm.  

（彼は入学試験に僅差で合格した。） 

 
④ nearly 

nearly は《到達点または基準点に近い状態にはあるけれども、その点にまでは到達し

ていない》ことを意味する。つまり、《もう少しで到着点、基準点に達するところ》を表

わす。それゆえ、その動作または行為は遂行されていないので、《もう少しで～するとこ

ろ》と考えるのがよい。almost とほぼ同じ。 

784. He nearly won.  

（彼はもう少しで勝つところだった。）つまり負けた。 

785. The Red Sox nearly defeated the Yankees.  

（レッドソックスはヤンキースにもう少しで勝つところだった。）つまり負けた。 

786. He nearly missed the last train.  

（彼は最終電車にもう少しで乗り損ねるところだった。）つまり間に合った。 

787. He nearly caught the last train.  

（彼は最終電車にもう少しで間に合うところだった。）つまり乗り損ねた。 

788. He nearly escaped being hit by a car while crossing the street.  

（彼は通りを横切っていて、車にひかれるのをもう少しで免れるところだった。）つまりひかれた。 

789. He nearly passed the entrance exm.  

（彼は入学試験にもう少しで合格するところだった。）つまり不合格だった。 
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