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１．はじめに

　国際化の進展にともない、日本人の英語によるコミュニケーション能力の向上

が叫ばれている。日本では通常中学校で３年間、高等学校で３年間英語を学んで

いる。さらに大学の２年間を加えると、大学卒業生は最低でも８年間の英語の授

業を受けていることになる。しかし、実態は、大学卒業生も含めて、英語による

コミュニケーション力は期待をはるかに下回っているといわれている。本学でも、

学生の一部には高校で必修である英語を、ほとんど学ばなかったものも存在し、

英語が苦手あるいは、英語嫌いの学生は多い。英語苦手あるいは英語嫌いになる

原因のひとつが日本の英語教育における文法重視とされ、その反動として、文法

が軽視されていないだろうか。しかし、文法の知識は本当に不要とは思われない。

現在、インターネットが普及し英語による情報の交換が重要性を増しているが、

インターネットでは、その対象となる文は単なる会話に比較すると長く複雑であ

ることが多い、その理解には文法の知識が不可欠である。千野栄一が「覚えなけ

れば外国語が習得できない二つの項目は語彙と文法」と述べている (1)通りである。

本稿では、英語には存在し日本語には存在しない冠詞をとりあげ、従来の文法解

説を検証し、英国における新しい文法解説に触れ、冠詞の機能とその学習方法を

考察する。
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２．英文法学習の意味

　英文法は単語をより上位の単位へ積み上げていくルールの集合であって、文の

意味を決定するものである（２）から、文法の知識を持つことによって単語が組み

合わされた文の意味を文法のルールにもとづいて正しく理解でき、また、聞き手

に正しく意味が伝わる文を構成することができる。究極的には、文法を意識しな

いで、英語によるコミュニケーションができるレベルに到達することが望ましい

が、そこにいたる過程、学習の初期では英文法の知識は大いに役に立つものであ

るし、また、役に立つ英文法でなければならない。英語の学習に必要な文法とは、

手段としての実用的文法であって、研究目的となる学術的な文法とはちがう。文

法は英語を学習しコミュニケーション能力をつけるための手段であって、目的で

はない。

　筆者は語学の専門家ではないし、英語圏で育ったわけではない。したがって英

文法を論ずるのは無謀といえなくもない。しかし、実用英語として、英文法の試

験で高得点を取らなくても、コミュニケーションのツールとして利用できれば良

い英語学習者には、学校で教えられる従来の英文法とは別のそれなりの学習方法

があってよいと考える。その意味で、本稿は英文法の冠詞論ではなく、冠詞学習

方法論である。

３．従来の英文法における冠詞

　ここで、研究社　ニューイングリッシュハンドブック（２）の解説を従来の英文

法として採りあげ、解説の適切性、意味についてここに考察を加えて行きたい。

本書は多少古いと感じられるが、最新の大学生向け英文法解説書（６）においても

ほとんど同様である。なお、ここでは慣用的用法および慣用句に使われる冠詞に

ついては一応対象から除外することにする。

　従来の英文法では冠詞は不定冠詞 a 、anと定冠詞 theに分けられ、名詞との関

係においてのみ使用方法が解説され、名詞に付けるものとされる。さらに、不

定冠詞、定冠詞それぞれについて用法が解説され、冠詞の省略、冠詞の位置の解



英語における冠詞の機能の考察

－ 3 －

説が付加されるのが通例である。 冠詞を付けるべき対象の名詞については固有名

詞、普通名詞、集合名詞、物質名詞と抽象名詞に分類されている。最初の三つは

可算名詞と注釈され、後者二つは不可算名詞であると注釈されている。

３．１　不定冠詞の用法

　「代名形容詞の oneから転じたもので、単数普通名詞に付き、通例「不定すな

わち、特定しないという意味を表す」とされる。意義・用法については慣用的な

用法をのぞくと次の通りである。

１）some「ある、というもの」という意味で、初めて出た単数普通名詞の前に

用いる。

　　　He bought a book at a book-store. Once upon a time, there was a king.

・「初めて出た」単数普通名詞に用いるとは、話し手が聞き手に単数普通名詞が

指し示すものを初めて提示するということである。同じ普通名詞を同じ文あるい

は文章の中でその名詞が別のものを指し示すときには、不定冠詞　a　を使用す

ることになろう。したがって「初めて出た」は極めて漠然として解説であって、

むしろ聞き手が特定できない普通名詞で指し示す時に用い、同時に「一つ」であ

ることを示しているということで必要かつ十分な解説といえよう。

２）a certain「さる、とある」の意味として用いる。（名言はしないが、話者も知

っているものを言う）

　　　I know a man who says so. 

・話し手は知っていても名言していないのであるから、当然、聞き手がその名詞

が指し示すもの特定できない。そして、一つである。すなわち上記１）と同じで

ある。

３）Any「何か、何でも」の軽い意味として用いる。

　　　A fox is a cunning animal. Lend me A fox is a cunning animal. Lend me A fox a knife.

・この用法でも、狐やナイフはどれでもよい、したがって話し手も聞き手も特定

する必要がない。また、「一つ」を意味していることは明らかである。したがって、

聞き手が特定できない一つのものを指し示しているという意味で上記１）と同じ

である。
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４）One「一つ」の意味として用いる。

　　　Give me a cup of tea. It is a foot long.

・この用法では、一つという数の概念が主要な意味になっている。ただ、例文に

あるように、cup　や　foot　が聞き手が特定できる具体的ものを示していると

は考えられない。聞き手が特定出来ないものあるいは特定する必要がないものと

いうことを意味していると考えてもよさそうである。すなわち、上記１）と同じ

と見做せる。

５）　the same「同一の」の意味として用いる。

　　　Birds of a feather fl ock together. These are all of a feather fl ock together. These are all of a feather a sort.

・この用法は、一つの種類ということを意味する。しかし、特定する意味はなく、

聞き手は名詞の指し示すものを特定できない。話し手も特定する意思はなく一般

的に述べているだけである。したがって、上記１）と同じと見做せる。

６）per「につき、ごとに」の意味として用いる。（特別用法と解説されることも

ある。）

　　　He goes to Yokohama three times a week.　H paid a shilling a pound.

・この用法でも、一つという意味に使われている。かつ、特定する意味はなく

例文における weekや poundが特定のものを示してはいない。「につき　ごと

に」という意味を不定冠詞　a　が示すという解説は不自然である。a week や　a 

pound を文中で前後の関係なく使用しても「につき　ごとに」の意味にはならな

い。例文のように文の適切な部分に配置して初めて「につき　ごとに」という意

味になるのであって、単独でそういう意味になるという訳ではない。従ってこの

用法も、上記１）と同じと見做せる。

７）such「このような ｣の意味として用いる。

　　　He is a man that must be treated kindly.

　　　Hi is not a man to take bribes.

・この用法は、不定冠詞にこのようなという意味があると考えるのではなく、修

飾文、修飾語のよって意味が狭められるが、不定冠詞によって、特定しない、あ

るいは特定できないという意味が付け加えられて、その結果「このような」とい

う意味になるのであって、不定冠詞　a　自体が「このような」という意味を示
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していると考える必然性はない。したがってこれも、上記１）と同じと見做せる。

８）通常序数には theを用いるが、a second, a thirdなど不定冠詞を序数につける

ときは、順序をあらわさずに another「また、さらに、次に」の意味を表す。

　　　Then he jumped into the pond a second time.

・この用法では不定冠詞　a　が「さらに、次の」という意味を表すとは思われ

ない。例文では second がその意味を表すのであって、特定されない回数を意味

する timeに不定冠詞　a　が使われていると見てよい。したがって、上記１）と

同じと見做せる。

９）固有名詞・物質名詞・抽象名詞に不定冠詞をつけると、普通名詞の用法になる。

　固有名詞から普通名詞へ　A Mr. Smith came in your absence. He is an Edison in 

Japan.

物質名詞から普通名詞へ　種類　teas and tobaccos 茶たばこ各種／製品　ivories 

and bronzes　ぞうげ細工と青銅品／一部分　He throw a stone at me.

抽象名詞・固有名詞から普通名詞へ　種類　Kindness is a virtue.／実例　She was 

once a beauty.

・この用法では、明らかに名詞が指し示すものが、名詞のもとの意味・概念とは

異なっている。もとの名詞が指し示すものから派生した具体的なものを指し示し

ており、その意味で、普通名詞である。しかも数えられる一般的な概念を示し、

特定していない一つである。話し手は不定冠詞　a　を使用することでそのこと

を示している。すなわち、上記１）と同じと見做せる。

　また、この用法は、COBUILD英英辞典に事例付で解説されている。すなわち「不

定冠詞は不可算名詞（従来の文法では物質名詞・抽象名詞が相当する）が形容詞

をともなうか、その後にさらに深く記述する語が続くときに使用する。Baseball 

movies have gained an appreciation that far outstrips those dealing with any other sport.

　The islanders exhibit a constant happiness with life....　He did have a real knowledge

of the country.....

　不可算名詞とは本来数えられない名詞とされているから、普通名詞の用法にな

るということは可算名詞として扱うということである。形容詞や形容詞句などで、

その概念をある纏まった概念として、数えられる概念にしているということであ
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ろう。この場合名詞が意味するものは元の意味とは異なっている。すなわち、不

定冠詞　a　が名詞が指し示す意味・概念を変える機能を持っていることになる。

　以上、従来の文法で示されている不定冠詞　ａ　の９つの意味はすべて、「不

特定のどれでもよい一つ」ということに集約されることがわかる。さらに、上記

９）を見ると、不定冠詞は使われる名詞の意味・概念を「不特定のどれでもよい

一つ」であると、指定しているし、上記１）から８）までについてもまったく同

様である。すなわち、不定冠詞は使われる名詞の意味・概念が「不特定のどれで

もよい一つ」であると指定する機能を持っていると考えられる。

３．２　定冠詞の用法

　定冠詞　the　は、指示形容詞 thatから転じたもので、どの種類の名詞の前にも、

単数複数いずれにも用いられ、通例は限定の意味があると解説されている。

１）まえに１度出た名詞を２度３度と使うとき。

　　　I saw a boy and a girl on my way home. The boy had a book and the girl a doll.

・この用法では、一つの名詞で同じ対象を２度３度指し示すときに使うというこ

とである。聞き手がその名詞であらわす対象を具体的に１度目に使われた名詞の

意味する対象をと同じであると判断できることである。もう一段踏み込めば、聞

き手に１度目の使用の名詞意味するものが対象であってほかのものではないと話

し手が伝えることで、聞き手が特定できる情報をすでに持っていることである。

すなわち、名詞が指し示すものが聞き手が特定できる対象であると指定している

ことになる。

２）前後の関係で名詞のさすものの意味が限定されるとき

　　　He went to his room and shut the window(=the window of his room).

・この用法は、前後関係が上記１）の１度でたということを示す機能を持ってい

ることである。１度も出ていないが聞き手にはその名詞の指し示すものが特定で

きるということである。すなわち、聞き手が特定できる対象を名詞が指し示して

いることになる。その意味で、上記１）の解説のとおりである。

３）初めて出た名詞でも、そのさすものが聞き手にわかっているとき。
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　　　Please pass me the salt.　Someone is at the door. the doctor（かかりつけの医者）

・この用法は、名詞が示すものが聞き手にわかるはずであるという前提があり、

その前提に基づいて聞き手は対象を特定できる、あるいは特定するように話し手

が指示していることである。第１の例文で塩という物質と理解してはいけない、

状況から、現在お互いが席についているテーブル上の塩の容器に入っている塩で

あると特定していることであって、その特定する機能を定冠詞　the　が持って

いる。したがって、聞き手が定冠詞　the　を使用している名詞が指し示すもの

を特定できるということで、上記１）の解説が適用できる。

４）唯一のもの、また普通そう認められているもの

　　　the sun, the moon, the earth, the Bibleなど

・この用法は、唯一であるというだけで、theを使えるということではない。私

が作った手作りの本は世界に唯一であるからといって、聞き手が、その本につい

て全く知らない状況で、the book　という表現が可能かというとそうではあるま

い。聞き手もすでに知っているものであって、それ故、聞き手は話し手の意味す

るものを特定できるのである。したがって、上記１）の解説が適用できる。

５）単数普通名詞でその種族全体にわたる一般的叙述をするとき。（多くはもの

の説明や定義を下すときに用いる）

The dog is a faithful animal.　／次の２文もほぼ同意であるが、一般的言い

方としては複数形が一番普通であるとされている。／ A dog is a faithful 

animal.／ Dogs are a faithful  animal.

ただし、人については例外として次の例文があげられている。

　　　Man is mortal. Man is stronger than woman.

・この用法はただし、「説明や定義をくだすとき」という用途を限定した用法に

おいて使用可能である。聞き手は話し手が提供する情報が種類・種族という大き

な枠組みの中で、特定の種類・種族であるとわかる状況にあると考えられる。す

なわち、多くの種類・種族の中から特定の種類・種族を取り上げているというこ

とがわかっていることである。これも、聞き手が定冠詞　the　を使用している

名詞が指し示すものを特定できるということで、上記１）の解説が適用できる。

６）複数普通名詞で総括的意味を表すとき。
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　　　The teachers (=all of the teachers) of the school   the senses (=the fi ve senses)

・この用法では、定冠詞　the　が使われている名詞が指し示すものは状況あるい

は社会環境などから特定のものであることを、聞き手が理解することが要求され

ている。すなわち聞き手が特定できるもの全体を指し示すことを定冠詞　the　

で話し手が指定している。上記１）の解説が適用でき、名詞が複数であるがゆえ

にその全体を指し示すという機能が加わっていると考えられる。

・次の４項目はいずれも慣用的用法と考えられる。

７）単数普通名詞で抽象的な意味を表すとき。

８）単数普通名詞が不定詞について、「～するような」の意味を表すとき

９）軽量の単位を表す名詞が来るとき。

１０）次のような構文で、所有代名詞にかわって theを使用する。He looked me 

in the face）(my faceとはいわない）

１１）名詞が次の形容詞で修飾されているとき

　　　最上級　the highest mountain,  the best (thing)

　　　序数詞　the fi rst lesson, the second prize

・この用法は、比較するのであるからその対象の範囲が設定されていて、その中

で特定のものを採りあげている。聞き手は対象がそのうちどのものであるか特定

できることになる。したがって、上記１）の解説が適用できる。

１２）形容詞の名詞的用法 

　　　the rich, the poor, the beautiful, 

・この用法は慣用的用法である。

１３）次のような形容詞を用いるとき

　　　chief,　main,　principal,　following,　same,　very

・この用法は慣用的用法であるが、これらの形容詞はいずれも比較の意味があり、

比較するその対象の範囲が設定されていなければならない。そして、その中のあ

る特定の位置にあるものを指し示すのであるから、聞き手が特定できることにな

る。よって、上記１）の解説が適用できる。

１４）次のような比較級の形容詞または副詞の前に使用する

　　　The sooner,  the better.
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・この用法は慣用的用法であるが、名詞が省略されていると考えれば、比較す

る対象範囲が決まっている中で特定のものを採り上げているのであって、上記

１１）や１３）と同様である。よって、上記１）の解説が適用できる。

固有名詞と定冠詞

固有名詞に対して原則として、冠詞を使わないが、慣用的用法で定冠詞を使用し

なければならない１０件の例が挙げられている。

・これらの定冠詞の用法は慣用的用法を除くと、意味は「聞き手が特定できるも

のである」ということに集約できる。しかし、定冠詞の機能という面から、不定

冠詞と対比して考えると、定冠詞は使われる名詞の意味・概念を「聞き手が特定

できるもの」であると指定する機能がある。

３．３　冠詞の省略

「冠詞は次の場合に省略される」として以下の例が挙げられている。

１）物質名詞・抽象名詞が一般的の意味に用いられるとき。

　　　Ice, when heated, turns into water.

２）～１９）まで、いずれも慣用的用法と考えられる。

・この１）の用法では、物質名詞、抽象名詞で示される意味・概念は不定冠詞

　a　および定冠詞　the　の機能では指定できない内容である。したがって、冠

詞は使用してはならないのである。「冠詞の省略」として解説されているが、そ

もそも冠詞は省略するものではない。省略といえば、省略しなくてもよい、省略

しないほうが正式な使い方であるということになるが、ここでは、冠詞を使用す

ることは文法上は誤りであるとされる。したがって、「省略」ではなくて、冠詞

を使用してはいけないということになる。不定冠詞、定冠詞の機能を使わない場

合に、省略ではなく積極的に冠詞を使わないのである。冠詞を使うとその冠詞に

よって、名詞が指し示す意味・概念が変更され、話し手の意図が正しく伝わらな

いのである。冠詞を使わないということは、対象となる名詞は不定冠詞、定冠詞

が指定できない意味・概念であると指定する機能を持っていることになる。無論、

省略というケースも存在するが、ツールとして英語を利用しようとする学習者は

省略しない正式用法を理解しておればよいと考えたい。
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４．英国における英文法の解説

　英文法の研究は英国において 20世紀後半に進み、分かりやすい英文法の提案

がされてきている。日本では、1995年 8月に池上らによって、『現代英語文法＜

大学編＞』として、出版されている。同書において、冠詞に関してどのような解

説（５）がなされているかを概観する。以下同書からの引用である。

　冠詞が使用される対象である名詞の種類について、従来の文法とは違った分類

が示されている。名詞はまず、普通名詞と固有名詞に分けられ、普通名詞は可算

名詞と不可算名詞に分けられる。そして可算名詞、不可算名詞についてそれぞれ

に具体と抽象の２種類に分けられると解説される。この分類は、加算名詞不可算

名詞の分類が普通名詞の分類の下位にあること、具体と抽象の区別は、具体＝感

覚で捉えうる、観察可能、計測可能、など、抽象＝典型的には観察不可能、計測

不可能とされていることなどの特徴がある。

　冠詞については、単独ではなく限定詞の項目で解説されている。実際に名詞が

用いられる場合は、名詞は名詞句の形で限定詞を伴って現れてくるからである。

限定詞は中央部限定詞、前部限定詞、後部限定詞の 3つに分類される。冠詞につ

いては、「特定指示の冠詞」として定冠詞、不定冠詞（不定冠詞と数量詞 oneを

含む）、ゼロ冠詞が解説されている。

４．１　定冠詞

　定冠詞の機能は「冠詞 theは名詞句が確定であることを標示する。確定である

とは、話し手と聞き手の共有するコンテクストについての知識、ないしは一般的

な知識の中で、間違いなくそれと認定できるようなものを指すことである。ここ

で言う共有の知識とは、一部は世界についての知識である、一部はまた英語の文

法についての知識である」とされている。そして「世界についての共有の知識」

と「英語の文法の知識」について、例を挙げて解説している。

・この解説は、筆者が従来の文法の解説から導いた、「聞き手が特定できるもの

である」ということと同じである。
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４．２　不定冠詞

　不定冠詞は「theとは対照的に、aが用いられるのは、話し手と聞き手の共有

する知識によって一義的に確定できないものが指されているとみなされる場合で

ある」と解説されている。

・この解説は、筆者が従来の文法の解説から導いた、「不特定のどれでもよい一つ」

ということ同じである。

４．３　ゼロ冠詞　ゼロ冠詞と some/any

　ゼロ冠詞については「不可算名詞、および複数可算名詞の場合は、不定冠詞に

相当する役割がゼロか (数量化が関係している際には）some、あるいはその非肯

定形としてそれに対応する anyによって満たされる」と解説されている。そして、

さまざまなゼロ冠詞の慣用表現が解説されている。

・ここで、通常は冠詞とはみなされない some/anyと冠詞を同列に扱っているこ

とも従来の文法と異なる視点であって、限定詞の概念の導入が背景にあり、冠詞

の学習には有効な概念であると考えられる。

５．名詞の分類

　冠詞の用法は、冠詞が用いられる名詞の種類・より正確には名詞が指し示す意

味・概念に関係するので、名詞の分類方法を明確にする必要がある。従来の文法

では名詞を固有名詞、普通名詞、集合名詞、物質名詞、抽象名詞の５種類に分類

し物質名詞・抽象名詞は不可算名詞であり、それ以外は可算名詞であるとする。

たとえば、普通名詞と同列に抽象名詞を扱っているが、意味的には「普通」の反

意語は「特別」あるいは「専門」である（広辞苑）。特別名詞の分類はなく、普通

名詞以外は全て「特別」の分類とするには無理がある。また、「抽象」の反意語は「具

象」である（広辞苑）が、具象名詞の分類は存在しない。たとえば musicはごく

普通に使われる名詞であるが、不可算であり抽象名詞に分類しなければならない

が、songは普通名詞で可算名詞である。このように従来の分類は不自然さが見

られ、理解しにくい。これに対して、『現代英語文法＜大学編＞』による分類方
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法は従来の文法による分類とは大きく異なっており、意味の対比が正確でかつ直

感的で理解しやすい。また、英語においては名詞については従来の文法において

下位におかれているように見られる加算・不可算の概念が第段目の階層に位置す

る概念として明確に示されている。名詞の可算・不可算の違いは直接的に冠詞を

使用に影響する。COBUILD英英辞典では、名詞の意味とともに可算・不可算の

別が表示されているのは、英語学習者にとって便利である。この状況は下表に示

す通りである。

　従来の分類法    新しい分類法

固有名詞
普通名詞
集合名詞
物質名詞
抽象名詞

　可算名詞

　不可算名詞

抽象名詞
具象名詞
抽象名詞
具象名詞

固有名詞

普通名詞
可算名詞

不可算名詞

｝
｝

　では、名詞が可算か不可算であるかはどう判断すればよいのか。 『現代英語文

法』では、「可算であることとその語の指示的意味との間には必然的な関連性は

存在しない」と解説されている。一方、『現代英語文法』と同じ名詞の分類を採

用している、『Rediscover　GRAMMAR』（６）では名詞の可算名詞と不可算名詞は

どのように判断すべきなのかに関して次のように解説されている。

　Count nouns refer to individual, countable entities, such as books, eggs, and horses. 

Noncount nouns refer to an undifferentiated mas or notion, such as butter ,music, and advice.

しかし、Some nouns can be either count or noncount, depending on their meanings.／

Cake, for example, is a count noun in this sentence; ／Would you like a cake?／ but a 

noncount noun in this one: ／ Do you like cake?という注釈が加えられている。この

分類に従うのが賢明であろうが、決定的な判断は難しく、信頼ある辞書に頼らざ

るを得ないであろう。また、従来の文法では、名詞を一つのつづりを持った単語

として分類し、その指し示す意味・概念では分類していないことに起因する不合
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理性があり、同一の名詞が用法により別の分類に変わるという不自然な解説がな

されている。この点は、『現代英語文法』においてもさして変わらない。

　名詞の種類は名詞によって決まるのではない。名詞が指し示す意味・概念が名

詞の分類のどこに入るかで、名詞の種類が決まり、冠詞の種類がゼロ冠詞も含め

て決まってくるということである。こう考えてくると、名詞を一つのつづりを持

った単語として分類するということは不適切であって、名詞が指し示す意味・概

念を分類するとしなければならないことが分かってくる。名詞は同じつづりであ

っても、意味・概念ごとに別のものであると考えるのが妥当である。

６．冠詞の機能と学習方法

　以上のことから、慣用的用法を除けば、定冠詞　the　は話し手が、冠詞を使

用する対象の名詞の意味・概念の種類と数に関係なく、それについて聞き手が話

し手と同じものを特定して想起できるものであることを指定する機能を持ってい

るのである。ここで「特定できる」ということは図１に示すように、名詞の持っ

ている意味・概念全体の中で、話し手が指し示す意味・概念がある範囲として設

定され、その範囲が固定されるということと解釈できる。固定されないとは、全

体の中、あるいは全体よりも狭くても、より広い範囲で動き得る、どこでもよい

ということと解釈できる。

名詞の意味･概念の
全体

話し手の
示す範囲

名詞の意味･概念の
全体

話し手の
示す範囲

固定(特定）している　the　で指定 動ける、どこでもよい　the 以外で指定

話し手の
示す範囲

話し手の
示す範囲

the red sweater she wore yesterday

a sweater

a red sweater

redの範囲

図１　「特定できる」の意味
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　また、慣用的用法を除けば、不定冠詞　a　は、話し手が、冠詞を使用する対

象の名詞の指し示す意味・概念が、普通名詞の可算名詞であって、聞き手によっ

て特定されない、すなわち、全体の中のどれでもよい一つであること指定する機

能を持っているといえる。話し手は不定冠詞　a を使用することでそのことを示

しているのである。

　また、冠詞を使わないということは単に省略ではなく、不定冠詞　ａ　が one

から転じため、その使用が普通名詞の可算名詞に限られ、それ以外の名詞の意味・

概念にたいして不定冠詞　a　を使用できないため、聞き手によって特定されな

いものであることを冠詞を使わないことで指定しているのである。すなわち、こ

れをゼロ冠詞とすれば、ゼロ冠詞は、話し手が使用される対象の名詞を、普通名

詞の可算名詞の複数形と不可算名詞として指し示される一般化された意味・概念

で聞き手によって特定されないものであることを指定する機能を持っているので

ある。ゼロ冠詞も含めると冠詞は、使われる名詞によって選ばれるというより名

詞の指し示す意味・概念を指定する機能を持つ重要な語である。

　冠詞の使用は、それが使用された名詞の意味・概念の分類とその意味・概念が

聞き手による特定の可否あるいは要否を指定するのであるから、一般的な知識と

関係する名詞、句、文、文章、文脈の構成が使用している冠詞の機能と整合して

いなければならない。たとえば、定冠詞 theを使用した場合は、聞き手が対象の

名詞の意味・概念を特定できる情報を提供していないといけないのである。また、

information　のように、単語そのものがもともと、可算名詞の該当する意味・概

念を持っていない場合は、不定冠詞を用いても整合する文、文章、文脈の構成は

ありえないので文法的な誤りになるだけである。

　文の中で冠詞を使用するプロセスを、文の形をとる以前の処理を下層とし、文

の形を作り上げる処理をその上層とすると図２に示すとおりで、処理は左から右

へと進められる。まず、下層に位置する内部的意味･機能では名詞（句）に対す

る処理が行われ、その設定を支持するための情報が用意されることになる。次に

これらの処理結果、情報は上の層に引き渡され、冠詞、句、文、文章、文脈の形

で表示されるのである。従来の文法学習ではこの上の層についてだけ、事例を取

り上げて解説することが主であった。
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名詞の意
味･概念の
加算不可算
設定

特定・非特
定の設定

文章内、外
に示される
情報

冠詞
（限定詞）
で指定

句、文、文
章、文脈の
構成

名詞（句）に対する処理

支持
内部的意味・
機能

文章中の
表示手段

上層

下層

名詞の意
味･概念に
よる分類

＋ ＋

図２　　冠詞使用の階層構造

　さて、このプロセスを基礎に、冠詞用法の決定の思考プロセスがどうあるべき

かを考えると、下層の処理を意識的に行う必要があり、図３に示すプロセスとなる。

聞き手に
特定させ
るか？

加算？
単数？

定冠詞
theで指定

不定冠詞
a,anで指定

ゼロ冠詞
で指定

意味･
概念の
分類

NO

YES

YES

YES

NO

NO

慣
用
的
用
法
該
当
確
認

図３　冠詞用法決定思考プロセス

　この後は、冠詞の指定に整合した文章構造を作ることになる。このプロセスは、

話し手のプロセスであるが、聞き手の場合も同様のプロセスを適用することで、

話し手の意思を正確に理解できることになる。このなかで、名詞の意味･概念に

よる分類は加算不可算の判断と結びついて、日本語の感覚では判断不可能な場合

が多々あり、信頼できる辞書に頼らなければならない。このプロセスで冠詞用法

を決定し、その用法を指示するための句、文、文章、文脈の構成がなされてなけ

ればならない。
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７．おわりに

　従来の文法による、一般の英語学習者に対する冠詞の解説は、事例の解説が主

であり、冠詞の機能についての解説は少なかった。また冠詞使用の決定プロセス

の解説が必ずしも明確に示されてはいなかった。ここに述べた冠詞決定のプロセ

スでも機械的に冠詞を決定することは困難であろう。しかし、決定的な誤用は避

けることができ、実用的である。また、このプロセスを繰り返すことによって、

英語における感覚を養うことができ、文法を意識しないレベルに到達する過程の

効率化に役立つ。
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