
245

1. はじめに

　学校英語教育において，単語の語義を指導するには，日本語訳の提示の他，絵や図による提示や英語での
パラフレーズ等の方法がある。具体的なものを指し示す名詞であるdogやcarなどであれば，絵や写真の使
用が可能であろう。また，視覚的に認識しやすい動作を表す runやwriteのような動詞では，絵や写真の使
用の他に，指導者がその動作を行ってみるといった方法が考えられる。しかしながら，抽象的な意味を持つ
語の場合は，このような視覚的な方法での語義の提示が困難であることは容易に想像できる。英語の数量表
現のうち，one, two, threeなどの数詞やmanyといった語であれば，絵などの使用によってそれが表す数量を
視覚的に提示することが可能であるが，同じく数量表現に属するanyの場合は特に意味が抽象的であるため，
視覚的な方法での提示は困難であると思われる。さらに，英語によるパラフレーズという方法も，抽象的な
意味を余計抽象的にすることになる可能性が大きく，効果的とは言えない。一方，日本語訳による語義の提
示は，適切な訳語さえ与えられれば，この問題を回避することができ，抽象的なanyの意味を学習者がそれ
ほど困難を伴わずに理解できるはずである。
　抽象的な意味の語の指導において，訳語が重要な働きをするということは，教科書で提示される訳語が適
切である必要がある。学習者はそれに従って語義を理解し，指導者もその訳語に依拠した指導を行うことに
なるからである。
　本稿では，日本の中学校外国語科の英語で使用する文部科学省検定教科書における，数量表現anyの訳語
のうち，疑問文と条件文で用いられる場合の訳語を取り上げ，過去の言語学研究で得られた知見と照らし合
わせながら，それぞれの訳語の妥当性を検証する。

2. 中学校検定教科書におけるanyの訳語

　本研究で調査対象としたのは，日本国内の出版社から出版されている中学校外国語科用の英語教科書６種
類である。1すべて平成27年度文部科学省検定済教科書であり，平成28 年度より使用されている。anyの訳
語については，３年生用の教科書の巻末にある単語のリストを調査対象とした。このリストには，１~３
年生用の教科書に出てくる全ての語とその訳語が収録されている。
　anyは否定文，疑問文，条件文，肯定平叙文で用いられる場合で異なる訳語になるが，そのうち疑問文と
条件文で用いられる場合の訳語とそれらを採用している教科書の数は以下の通りである。
 (1) 疑問文と条件文に現れるanyの訳語 2

  a. グループ１：何か，どれか，誰か・・・・・・・・・・・・・・４社
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  b. グループ２：いくつか（の），何人か（の），いくらか（の）・・・５社
グループ１は，名詞に後続し不特定の人やものを指し示すという特徴がある。また，格助詞を伴い，特定の
人やものを指し示すことも可能である (Tateishi (1988))。
 (2) a. 人が誰か来た。
  b. 食べ物を何かください。
 (3) a. 誰かが来た。
  b. 何かを食べた。
一方，グループ２の語はいずれも「ある程度の数量」を表し，助詞「の」が後続することによって名詞を従
えることが可能である。さらに，「の」が生起せず名詞に後続することも可能である。
 (4) a. いくつかのリンゴを食べた
  b. リンゴをいくつか食べた
　以下では，それぞれのグループの訳語について，過去の言語学研究での知見と照らし合わせながら，any

の持つ意味にどれだけ近いかを見ていく。

3. anyの意味

　anyの意味については，従来からいくつかの重要な指摘があった。本セクションではそのうち疑問文・条
件文で用いられるanyの意味に関して，３種類の指摘を概観する。

3.1 存在の前提の欠如
　疑問文・条件節に生起するanyの意味については、特にsomeとの対比において従来から次の違いがある
と指摘されてきた。
 (5) a. Do you have some apples?   

  b. Do you have any apples?    
(5a, b)ともに聞き手がりんごを持っているかどうか尋ねているが，someを用いた (5a)には，聞き手がりんご
を持っていることを期待し，肯定の答えを予期しているという意味合いがある。つまり，聞き手の持ってい
るりんごがあるという前提に立っているといえる。一方，anyを用いた (5b)には，聞き手が持っているりん
ごが存在するという前提がなく，聞き手の肯定・否定の答えに関しては中立的であるという意味合いがある。
　この存在前提の有無は，条件節で用いられる場合でも同様である。
 (6) a. If you have some apples, ...   

  b. If you have any apples, ...
(6a)は聞き手がりんごを持っているという期待のもとに発せられているが，(6b)はそうではなく，聞き手が
持つりんごの有無に関しては中立的である。
　この違いが容認性の違いとなって現れる場合が、Lakoff (1969)と Jackendoff (1972)で指摘されている。
 (7)  a.  ? If you eat some candy, I’ll whip you.

  b.  If you eat any candy, I’ll whip you.

この文は聞き手がキャンディーを食べることを禁じているもので，少量でもキャンディーをなめた場合、聞
き手が鞭で打たれることを伝えている。つまり，聞き手がキャンディーを食べるという前提には立っていな
いと理解できる。そこで，存在前提のあるsomeを使うと，聞き手が少しはキャンディを食べるという期待
があることになってしまい，容認性が下がる。一方anyにはこのような存在の前提がないので，(7)の文脈で
は相応しいと理解できる。

3.2 anyは現実に存在する対象物を指すことができない
　従来から指摘されてきたように，anyは否定文，疑問文，条件節等に生起できるが，特定の出来事を表す
肯定平叙文には生起できない。
 (8) a.  * I bought any apples.
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  b. I didn’t buy any apples.

  c. Did you buy any apples?

  d. If you buy any apples, ...

このことは，anyは現実に存在する対象物を指せないという特徴によって捉えることが可能である (Homma 
(1990))。(8c)は，聞き手が買ったりんごがあるかないかを尋ねており，any applesは実際に存在するリンゴ
を指していない。(8d)も聞き手がりんごを買うのならという条件を述べているので，やはり聞き手の買った
りんごが存在することにはならない。一方，(8a)は私がりんごを買ったという特定の出来事を述べているが，
私がりんごを買うという出来事が成立したのであれば，同時に私が買ったりんごが存在しなければならない
ので， anyは容認されない。なお，(8b)も (8a)と同様に特定の時への言及がある文であるが，買ったりんごは
存在しないと述べているので，anyの持つ意味とは矛盾しない。

3.3 指示範囲の拡大
　Kadmon and Landman (1993)では，anyに「指示範囲の拡大」と呼ぶべき意味が備わっていると分析している。
 (9) a. I don’t have potatoes.

  b. I don’t have any potatoes.    (Kadmon and Landman (1993))

(9a), (9b)ともに、話し手がジャガイモを持っていないことを表しているが、(9a)は、食用に使えるまともな
ジャガイモはないが、悪くなって食用には使えないジャガイモがあるという文脈では許容される。これに対
して (9b)は食用に使えるジャガイモも、そうでないものも含めて話者が持っているジャガイモの数がゼロで
あることを表している。つまり、(9b)ではジャガイモの範囲が食用のジャガイモにとどまらず、食用でない
ものにまで拡大されているのである。この違いから、any には、後続する名詞の表す範囲を最大限に拡張す
る働きがあるといえる。
　この指示範囲の拡大というべきanyの特性は、疑問文で生起するanyについてもいえる。
 (10) a. Is there something I can do for you?

  b. Is there anything I can do for you?      (Kadmon and Landman (1993))

(10b)の方が (10a)よりも店員が客に対して述べる表現としてふさわしい丁寧な表現であるが，このことは、
any指示範囲の拡大によるものである (Kadmon and Landman (1993))。つまり、(10b)では、anythingの対象の
範囲が (10a)のsomethingよりも広く，店員が客に対して行うことがらがより広い範囲から選ばれることにな
るため、どのような小さなことでも店員が客に対して行うサービスの対象になるからである。

4. anyの訳語の検討

　前節では，言語学におけるanyの意味に関する指摘を概観してきた。それでは，２節でまとめた中学校英
語教科書に記載されたanyの訳語は，以上のanyの特徴をどれだけ反映しているだろうか。また，中学校英
語教科書で記載されている訳語の他にも適切な訳語があるだろうか。本節では，２節の (1)に挙げた２つの
グループの訳語について，その妥当性を検証していく。

4.1 グループ１：「何か」「どれか」「だれか」
　グループ１の訳語「何か」「どれか」「だれか」は，後ろに格助詞を伴うことも，伴わずに用いることも可
能である。
 (11) a. 誰かが来た。
  b. 誰か来た。
 (12) a. 太郎は何かを買いたがっている。
  b. 太郎は何か買いたがっている。
格助詞を伴わない場合は，直前に名詞句が現れることが可能であることから，「３人」や「４個」のような
数詞が遊離数量詞として名詞句の外側に現れるのと同様の用法であると考えられる。（以下では，「遊離用法」
と呼ぶ。）
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 (13) a. 学生が｛３人／誰か｝来た。
  b. 太郎はお土産を｛３個／何か｝買いたがっている。
　格助詞を伴う場合と遊離用法とでは，意味の違いが感じられる。例えば，(12a)の「何かを」は，すでに
存在が分かっているものの集合に含まれるものや，話者が念頭に置いている特定のものを指す（特定的解釈）
ようにも，そのような集合が想定されず，実際には存在が分かっていないものを指すこと（非特定的解釈）
も可能である。これに対して，(12b)の「何か」は，存在が分かっていないものを指す後者の解釈しかない
ように感じられる (cf. Tateishi (1989))。3さらに，「誰かが」と「誰か」の場合も，以下の例で同様の違いが
感じられる。
 (14) a. 誰かが来るかもしれない。
  b. 誰か来るかもしれない。
(14a)の「誰かが」は特定の実在する人を念頭に置いているように感じられる（特定的解釈）し，またその
ような実在する人を念頭に置いていないようにも感じられる（非特定的解釈），それに対して (14b)の「誰か」
はそうではなく，存在する特定の人には言及していないように感じられる。以上の違いをまとめると次のよ
うになる。4

 (15) 「何か」／「誰か」＋格助詞・・・・・特定的解釈／非特定的解釈
  「何か」／「誰か」（遊離用法）・・・・非特定的解釈
　以上観察した遊離用法の「誰か」「何か」の性質は，疑問文や条件節に生起する場合にも見られる。
 (16) 疑問文
  a. 誰かが来ましたか。（特定的／非特定的）
　  b. 誰か来ましたか。（非特定的）
 (17) 疑問文
  a. 太郎は何かを読みましたか。（特定的／非特定的）
  b. 太郎は何か読みましたか。（非特定的）
 (18) 条件節
  a. 誰かが来れば，道を聞くことができる。（特定的／非特定的）
  b. 誰か来れば，道を聞くことができる。（非特定的）
 (19) 条件節
  a. 何かを食べれば，元気がでる。（特定的／非特定的）
  b. 何か食べれば，元気がでる。（非特定的）
 (16a)と (18a)の「誰かが」が特定の集合の一員，あるいは話者が念頭に置いている特定の人物を指しうるの
に対して，(16b)と (18b)の「誰か」はそのような特定の人物ではなく，まだ存在が分からない人物を指すと
理解できる。
　疑問文・条件文における遊離用法の「何か」「誰か」の特性は，疑問文・条件文におけるanyの意味と概
ね一致する。セクション3.2で見たように，疑問文や条件文での「any＋名詞」は，現実に存在する対象物
を指せず，存在が分からない対象物しか指せないからである。この意味において，グループ１の語は，any

の訳語として妥当性があるといえる。

4.2 グループ２：「いくつか」「何人か」
　グループ２の「いくつか」「何人か」は「の」を伴い，名詞と連結することができる一方，数詞や「何か」
「誰か」と同様に，遊離用法も可能である。
 (20) a. （私には）何人かの兄弟がいます。
  b. （私には）兄弟が何人かいます。 

 (21) a. （わたしは）いくつかのおにぎりを食べました。
  b. （わたしは）おにぎりをいくつか食べました。
このaとbの意味の違いは，グループ１の語の２種類の用法の間の違いと一致するように思われる。
 (22) a. 誰かが来るかもしれない。
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  b. 誰か来るかもしれない。
4.1で見たように，(22a)の「誰かが」は現実に存在する特定の人を指しうるのに対して，(22b)の「誰か」は
現実に存在する特定の人を指してはいないように感じられる。グループ２の語の場合，「の」を伴う場合は，
(22a)と同じく特定的解釈を持ちうるのに対し，遊離用法では非特定的解釈になるように感じられる。
 (23) a. 何人かの人が来るかもしれない。（特定的／非特定的）
  b. 人が何人か来るかもしれない。（非特定的）
　以上のように，グループ２の遊離用法は，グループ１と共通点があり，それゆえanyの訳語になりうるこ
とが期待されるが，グループ１の語とは以下の点で異なる。まず，以下に見るように，anyは複数名詞が後
続する場合でも，必ずしも「複数」を意味するわけではない。
 (24) A: Do you have any brothers?

  B: i) Yes, I have one brother.

   ii)  * No, I have only one brother.
(24A)ではanyに複数形名詞brothersが後続しているが，Bに兄弟が１人しかいない場合，適切な答えは，(24Bi)

である。Bに兄弟が１人しかいないからといって (24Bii)の答えにはならない。このことは，anyの持つ存在
前提の欠如という点から説明できるであろう。anyはその対象物の存在について中立的であるので，疑問文
では単にその対象物が存在するかどうかと尋ねていることになる。このため対象物の数が１つであっても肯
定の答えになると説明できる。
　これに対して，「いくつか」「何人か」は複数を意味することが以下の例から分かる。
 (25) A:  昨日は，お客さんが何人か来ましたか。
      B:  (i)?? はい、１人来ました。
          (ii) いいえ、１人しか来ませんでした。
 (26)  A:  おにぎりをいくつか食べましたか。
      B:  (i)??はい、１つ食べました。
          (ii) いいえ、１つしか食べませんでした。
(25)で兄弟が１人しかいない場合，また (26)でおにぎりを1つしか食べていない場合で，(25A), (26A)のそれ
ぞれに対する適切な答えは，(25Bii), (26Bii)である。5つまり，「何人か」「いくつか」は基本的に複数を表す
表現であり，(25), (26)においては，兄弟の数と食べたおにぎりの数がそれぞれ複数でないと肯定の答えにな
らないということである。
　これに対して，グループ１の「誰か」「何か」はanyの場合と同様，対象物の数が単数でも肯定の答えになる。
 (27) A:  昨日は，お客さんが誰か来ましたか。
      B:  (i) はい、１人来ました。
          (ii) *いいえ、１人しか来ませんでした。
 (28)  A:  （食べ物を）何か食べましたか。
      B:  (i)   はい、おにぎりを１つ食べました。
          (ii) * いいえ、おにぎりを１つしか食べませんでした。
　以上のように，存在の前提および表す数の点では，anyとグループ１の語は一致するが，グループ２の語
とは意味が異なることが分かる。「any + 名詞」およびグループ１の語の指示対象がゼロであれば否定，ゼ
ロでなければ（１以上であれば）肯定の答えになるのに対して，グループ２は本来的に複数（ある程度の数
量）を表す表現であるので，以上のanyの意味とはずれがあることになる。
　さらに，anyは前述の (6)のように存在前提がない文脈で用いられるが，グループ１の語がこのような文脈
で自然に感じられるのに対し，グループ２の語は (6)に相当する文脈で幾分異なる意味を伝えているように
感じられる。
 (6)  a.  ?If you eat some candy, I’ll whip you.

  b. If you eat any candy, I’ll whip you.

 (29) （お菓子を）何か食べたら，ぶつぞ。
 (30) （お菓子を）いくらか／いくつか食べたら，ぶつぞ。
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(6)では，キャンディーをわずかな量でも食べた場合に，罰が与えられることを述べているが，(29)でも同
趣旨の内容，つまりたとえ少量でもお菓子を食べれば，罰が与えられると述べているように感じられる。こ
れに対して，(30)は，容認性がそもそも低く感じられるが，意味があるとすれば「ほんのわずかな量／数だ
け食べるのなら容赦するが，（それより多く）ある一定の量／数を食べたら罰を与える。」と言っているよう
に感じられる。だとすると，(6b)で「ほんの少しでも食べたらぶつぞ」と言っているのとは意味的に食い違
いがあることになる。

4.3 「〜でも」
　前節までで，グループ１の訳語は疑問文・条件節のanyの訳語として妥当性が認められる一方，グループ
２の訳語はanyと意味的なずれがあることを論じてきた。これらの訳語の他に，今回の調査対象の教科書で
は収録されていないが，「＜最小値＞＋でも」という形式の表現も疑問文・条件文でのanyの訳語として妥
当であることを指摘しておきたい。6

　3節で，anyには存在前提がなく，また名詞の指示範囲を拡大させる機能があることを次の事例によって
みた。
 (6) b. If you eat any candy, I’ll whip you.

 (10) b. Is there anything I can do to help you?
(6b)では，聞き手がごく少量のキャンディを食べることによって罰を受けることになり，また店員が発した
(10b)は，どのような小さなことがらもサービスの対象になることを伝えている。このようなanyの意味は，
「少しでも」や「1つでも」といった「＜最小値＞＋でも」によって表されると思われる。例えば，上述の (6b)

の意味は，以下の日本語の文によって表される。
 (31) キャンディを少しでも食べたら，ぶつぞ。
(6b)は，ごく少量のキャンディを食べることが罰を受けることにつながるが，このことを表しているという
点は (31)も同様である。さらに，(32)の「1本でも」は，キャンディを何本か食べた場合はもとより，最小
値である1本食べた場合でも罰を受けることが伝えられている。
 (32) キャンディを1本でも食べたら，ぶつぞ。
また，上述の (10b)はどのような小さな事柄も店員の行うサービスの対象に含まれることを伝えている。(33)

は直訳であるため多少の不自然さがあるものの，(10b)の文意を伝えているように感じられる。
 (33) お手伝いできることが少しでもありますか。
　以上のように「少しでも」や「1本でも」は (6b), (10b)でのanyの意味と一致しているように思われる。さ
らに「＜最小値＞＋でも」の生起する環境は，否定文を除くと概ねanyと一致する。7 anyも「＜最小値＞＋
でも」も平叙文には現れないが，疑問文と条件節には生起可能である。
 (34) 平叙文
  a.  *I saw any students.

  b.  *学生を1人でも見た。
 (35) 疑問文
  a. Did you see any students?

  b. 学生を1人でも見ましたか。
 (36) 条件節
  a. If you see any students, ...

  b. 学生を1人でも見たら，・・・
以上のように，「少しでも」や「1本でも」のような「＜最小値＞＋でも」は，上述のグループ１の訳語と並んで，
anyの訳語として妥当性があるといえる。

5. 終わりに

　本稿では，英語の疑問文と条件文に生起するanyに見合う訳語として，中学校外国語科の英語で使用され
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る検定教科書に記載の語が妥当かどうかを検証し，グループ１の訳語は概ね妥当であるが，グループ２は
anyの意味とずれが見られるという結論を得た。また，グループ１に加え「＜最小値＞＋でも」も訳語とし
て妥当であることを示唆した。次なる課題としては，どのような文脈でどの訳語がより相応しいかという問
いに答える必要があるが，この点に関しては今後の課題としたい。さらに，調査対象の教科書には「訳出し
ない」という説明も見られたが，訳語の選択にはこの選択肢も含めて検討する必要がある。

注
1  調査対象とした教科書は，以下の６種類である。Columbus 21 English Course 3（光村図書），New Crown 
English Series (New Edition) 3（三省堂），New Horizon English Course 3（東京書籍），One World English Course 3（教
育出版），Sunshine English Course 3（開隆堂），Total English 3（学校図書）
2  aとbのそれぞれのグループについて，記載されている訳語のうち１つでも収録していれば，そのグルー
プの訳語を採用しているものと見なしている。例えば，aの５社には，「いくつか（の）」１種類のみ収録し
ている教科書も，記載した３種類全てを収録している教科書も含めている。
3  数詞が遊離数量詞として用いられた場合に，非特定的解釈になるという指摘がHomma et al. (1992)でなさ
れている。
4  なお，「どれか」は，格助詞を伴わない場合でも，特定の集合が念頭にあるように感じられるが，これは「ど
れ」が集合の中から指示対象を選び出すという意味を本来的に持っているためであると理解できる。 
5  話者によっては，同じ状況で (24Bi), (25Bi)も容認されるが，この話者は (24Bii), (25Bii)も容認する。
6  『ジーニアス英和辞典』（第５版）では，疑問文・条件文で用いられるanyの訳語として「何か」「どれか」「だ
れか」に加え，「少しでも」を採用している。
7  「少しでも」や「１つでも」のような「＜最小値＞＋でも」の生起する環境については，Homma (1988)，
吉村 (2000)を参照。
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