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POD から NPOD へ(1) 

 

 

中 尾 啓 介 
 

 

1 ）  最近では英語辞書のことで POD と言っても、ぽけっとした顔をされること

が多い。以前は卒業の際の学業優秀の賞として POD を贈るしきたりのある新制高

等学校も珍しくなかった。一時代前には我が国において POD を使っているといえ

ばそれだけで英語に関しては一定以上の力があることを示すものであり、常用の英

語辞書が POD であるというのは畏敬の的であった。また、この辞書の本国である

英国でも大学生以上が使う辞書としては、COD とならんで類書に抜きんでた比率を

占めていた。R. クア－クが英国における辞書使用の実態を調査し、その内容を発表

したことがあった。1971 年度のロンドン大学一年生の学生、文科系、理科系同数で

220名を被検者として英語辞書利用状況を調べたものである。その中での追加資料

としてそれら大学生が普通使う英語辞書についてのデ－タが示されている。少し古

い資料であるが、参考までに本文末尾の注(2)に挙げる。その資料で POD は 32 とい

う数字であり、多数の英語辞書に伍して小型英語辞書がこれだけ利用されているの

はやはり注目に値することである。 

 

2 ）  ところが、この POD も前世紀の終わり頃にかけて次第に変化の兆しが見え

てきた。版を重ねるにつれて改訂の内容が補訂、増補という枠に留まらない現象が

見られた。2 版（1934）から 5 版（1969）までの改訂は補訂、増補という内容であっ

た。第 5 版は初版以来の最初の全面組変えではあったが「原著の精神も形式もでき

るだけ生かしているので安心した」(3)と従来の POD 愛好家にも比較的好意をもって

受け入れられた。しかしこの「安心」もそう長くは続かなかった。5版から6版（1978）、

6 版から 7 版（1984）への改訂はそれまでの作業とは質の違うものであった。そし

てこの辞書全体の内容も変質の様相を呈した。7 版を精査・分析した際の結論は「イ

ギリス社会を代表する「通の辞書」であった POD 旧版は、6 版を掛け橋として、7

版では国際的な英語使用者のための一般的な辞書に変貌したと言える」(4)と結んで
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ある。更に、その次の版、8 版（1992）について小川（1993）は「POD も ordinary dictionary

に変身した｣と嘆いて(？)いる。このような印象は多くの POD フアンの感じている

所である。「すでに初版以来 80 年近くを経た今日では、内容が変わっていくのは当

然のことである。しかし、その変化が単に世の中の一般辞書に揃えるためだけで、

格別な有用性のないものへの変化であれば、結局は大事なものを失っただけに終わっ

てしまうことになる。POD の場合にはそのような可能性が高いと考えられる」(5)と

いう一段と厳しい見方も決して少数意見ではなかった。この辞書の基本的性格から

して、外国人向け英語学習用辞書が次々と新機軸を導入し利用者層を広げてきたこ

とには直接に影響を蒙ることは少なかったであろう。しかし本国以外での言わば背

伸びをして COD, POD を手にしていた利用者は、OALD, LDCE, COBUILD を始めと

した上級者用の外国人向け英語学習用辞書へと興味・関心の重心を移し始め、更に

は次第に主たる利用をそちらの方へ換えはじめてきたことは我々の経験、身近い見

聞などからして充分に推察されるところである。また、OUP を例に採ってみても、

その外国語学習者用辞書 --- OALD --- にたいする力の入れようは編集、販売両面に

おいて COD, POD などに比べて決して劣るものではない（cf. Nakao(1996））。 

 

3 ）  これは我々が直接には判断が難しいことであるが、英国における高等教育の

変質が係わっているのではなかろうか。我が国のそれについても同じことであるが、

高等教育を受ける側の読書離れは当然のことながら辞書利用から遠ざかることにつ

ながる。その一方で、英国旧植民地からの人口の流入・定住による英国内における

人口基盤の変化とそれに伴う基礎教育の変貌も英本国の辞書利用状況を変えている

のであろう。これを裏付けるような新聞記事を東信行氏から教示を受けたのでここ

に紹介する。 

“But there is another Britain, of shabby hospitals, underpaid teachers, overcrowded 

schools and 7 million adults who are functionally illiterate. --- One adult in five 

can’t read well enough to find a plumber in the Yellow Pages.”  

                   (Blair’s Next Move: Time June 11, 2001, p.24). 

多少の潤色はあるにしても英国における国語教育が大きな社会問題となっているこ

とは想像に難くない。辞書を巡るこれら一連の流れはエリ－ト英語使用者層を主た

る利用者として長年に亙って辞書界に君臨したオックスフォ－ド辞書にもその軌道

修正を迫ることとなったのであろう。 
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4 ）  かくてオックスフォ－ド大学出版局は辞書部門に関して新戦略の導入に踏み

切った－－－と想像するが、その第一弾として 1998 年に『新オックスフォ－ド英語

辞典』The New Oxford Dictionary of English（NODE）が送り出された。この辞書はそ

の序文によれば、百年を越える OED の伝統に基盤を置きつつ、同時に全く新しい

種類の辞書であることを強調している（It（＝NODE）builds on the excellence of the 

lexicographical traditions of scholarship and analysis of evidence as set down by the Oxford 

English Dictionary over a century ago, but it is also very much a new departure. p.viii）。この

辞書については Akasu, et al.（2000）に詳しい分析が行われているのでそちらを参照

されたい。ついで翌 1999 年には COD10 版がこの NODE に基づいて刊行された。そ

の序文によると、COD はその初版から 9 版までは OED に用いられた資料と方式に

準拠したのに対して、10版はNODE のそれによったとなっている。CODは実は 1995

年に９版を出し、僅か４年で全く別の方式によった改訂版を送り出したわけである。

但し、NODE や次に述べる NPOD が“NEW”を特筆大書しているのに比べて、COD

は 10 版ではそのような姿勢を執ってはいない。つまり書名としてあくまでも The 

Concise Oxford Dictionary である。“NEW”を真っ向から押し立てたのは弟分の POD

である。 

 

5 ）  “NEW”系列の一翼としてこの度の NPOD が姿を現した。その序文冒頭の言

葉を借りれば、NODE に基づく新世代辞書の一角を成すとして、言わばオックスフォ

－ド辞書の新家族の一員という位置付けである（The New Pocket Oxford English 

Dictionary is part of the range of new generation dictionaries based on the New Oxford 

Dictionary of English. Preface p.vii）。また、従来の版では The Pocket Oxford Dictionary of 

Current English となっていたものがその後半 of Current English が削除され、その代

わりに“NEW”が冠されたのである。“of Current English”が消えたのは COD の 10 版

も同じてある。更に題扉に僅かにFowler兄弟の名前が残されているものの編集方針、

内容、対象とする利用者層は旧版とは全く異なる辞書として生まれ変わっている。

この辞書は英語使用国での中等教育に最適であり、高校卒業程度の学力を目指す者

を主たる利用者として編れたものとなっている。具体的には英語使用国における英

語の指導、殊に英語圏内で標準的な英語学力検定試験などを視野に入れ、英語力の

充実に焦点を絞った英語辞書を目指している。上記序文の数行あとに、“It（=NPOD） 
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