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1. はじめに
譲歩の意味を表す接続詞の代表格として though と although があり、この
二つは英語学習上も不可欠な単語である。しかし、その類語である albeit は
比較的マイナーな語で、例えば中学生などが使用する初級用英和辞典のほ
とんどには収録されていない。基本重要語でないので必ずしも覚える必要
がなく、英語教育上もこの語を積極的に教えるということはあまりない。
一方、英語圏では although などの言い換え表現の一つとして適宜用いられ
る語であると言えよう。かつて Fowler (1965:16) に archaism のレッテルを
貼られたことのある接続詞は though や although の渋い脇役として活躍して
いる現役の単語である。本稿では藤田 (2003) では詳しく扱えなかったこと
を中心に、波乱に富んだ albeit について考察する。

2. 英語学習と albeit
2.1. although ( または though) = albeit ?
albeit の典型的な用法は次のようなものである。
(1) With the economy improving, albeit slowly, the well-heeled are splurging
again.
つまり、he acted, albeit belatedly / moving in the right direction, albeit at a

slow pace / small, albeit significant, achievements / a big step forward, albeit a
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belated one などのように副詞 / 形容詞 / 名詞表現、その他非定形動詞表現を
従える使い方が主流である。辞書や語法文法書などが albeit の用例を載せ
るとすれば、この種の英語を採用するのが普通である。英和辞典や英英辞
典などでは以下のような記述が多く見られる。

(2) (( 接 ))(( 格式 )) たとえ．．．でも；．．．ではあるが (although, though)：It
is an important, albeit small, difference. = It is an important difference,
albeit a small one. 小さなものとはいえ、それは重要な違いである．
(LED)
(3) conjunction FORMAL although: The evening was very pleasant, albeit a
little quiet. (CAL)
EFL や ESL を学ぶ学習者は上記のような学習辞書の記述を読んでこの接
続詞の使い方を覚えるかもしれない。かなり英語が得意で文法の知識も豊
富な日本人学習者 X 君が読書中に albeit という単語にはじめて出会って (2)
を読んだとしよう。
「形式ばった単語だけど、類語の although などと同じよ
うに使えるんだ」と理解するかもしれない。although と同じだから、辞書
の用例とは別の種類の、もっと普通の使い方もできるだろうと考え、現代
英語の実態は熟知していない X 君が (4) のような英語を書いたり話したりす
るようになっても不思議ではない。本稿で考察の対象とするのは、(4) や (5)
におけるような用法、および (6) のように that を伴った albeit that 節である。

(4) Albeit it is small, the apartment is very expensive.
(5) His neatnik approach suits the backdrop of the façade..., albeit he didn’t
have that in mind,... (The New York Times, Jun.4, 2010)
(6) Presenting herself as the youthful...has been both logical and legitimate,
albeit that at times her language has bordered on the ageist. (The
Guardian, Sep.17, 2010)
ここで albeit 節の構造について、本稿での呼び名を決めておくことにす
る。(4) や (5) のように “ 主語＋述語動詞 ” の構造を従えるものを ｢完全節」
、

(1) 〜 (3) のように “ 主語＋述語動詞 ” とは共起しないものを「省略節」と呼
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ぶことにする。いわゆる定形動詞の有無によって「完全節」または「省略
節」と呼ぶことにする。以下では、一般的とは考えられていない完全節に
焦点を当てて考える。

2.2. 辞書の判断
他の基本的かつ一般的な接続詞の場合とは異なり、albeit は特に 20 世紀
に入ってから、英英辞典でも英和辞典でも辞書によりかなりの記述の違い
が見られる。口語や文語など文体上の使用域を表すラベルの有無などの観
点から、最新版（2010 年 9 月現在）でどのように扱われているかを見てみ
よう。
2.2.1. 英英辞典の扱い
英国および米国のものを少しだけ概観してみよう。(7) 〜 (9) は英国系、

(11) 〜 (12) は米国系である。なお、(7)、(8)、(12) は EFL/ESL 系の辞書であ
る ( AW

(7)

AW

AC

は academic word を指す略語 )。

(formal) although: He finally agreed, albeit reluctantly, to help us.

(OAL)
(8)

AC

formal used to add information that reduces the force or importance of

what you have just said [SYN] although: He accepted the job, albeit with
some hesitation. / Chris went with her, albeit reluctantly. (LDC)
(9) though: he was making progress, albeit rather slowly. (ODE)
(10) Even though; although; notwithstanding: clear albeit cold weather.
(AHD)
(11) conceding the fact that: even though: ALTHOUGH. (MWC)
(12) formal: even though:although □ She appeared on the show, albeit briefly.
□ It was an amazing computer, albeit expensive. (MWA)

EFL/ESL 系は概ね (( フォーマル )) な文体ラベルを付すものが多い。一体
に米国系のものはラベル不在のものが多いが、MWA は米国では数少ない
本格的な EFL/ESL 系の辞書であるので、さすがにラベル表示をしている。

EFL/ESL 系辞書の代表格である OAL と LDC の扱いについてその変遷を
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確認してみよう。(13) は OAL 第 4 版から最新版までの文体ラベルの移り変
わりである。

(13) 4 版 (dated or formal) ⇒ 5 版 (dated or formal) ⇒ 6 版 (formal) ⇒ 7 版
(formal) ⇒ 8 版

AW

(formal)

3 版以前は not colloquial 、要するに formal の意味合いのラベル表示であ
った。4・5 版にあった dated が 6 版から削除されている。一方、LDC では
初版・2 版では formal、どういうわけか 3 版ではラベル不在、4 版からまた

formal、そして最新版の “

AC

付き formal” に至っている。LDC3 版発行前

後の 10 数年間だけ formal でなくなったわけではもちろんない。その時々の
編集陣の微妙な判断が反映されているわけである。この文体ラベル判定の
厄介さは EFL/ESL 系の辞書に限ったことではない。
例えば COD や POD にも判断の揺れが見られるのである。(14) は COD 第

6 版および 7 版の記述である。
(14) (literary). though (he tried, albeit without success).
しかし、9 版になると用例はそのままであるが、ラベルは削除されてい
る。10 版ではラベルも用例も削除されている。最新版の 11 版は 10 版と同
様で、コンサイスという名前のとおり “conj. though” という極めてシンプル
な定義になっている。しかし、ある時期から急に literary でなくなったわけ
でないことは明らかである。次は POD の定義の揺れを見てみよう。第 5 版
は archaic であったが、その後 7 版ではラベル不在、8 版になると literary が
付いて、さらに 9 版では再度ラベル不在という目まぐるしい変わりようで
ある。 最新版は 9 版同様に、“conj. though” と COD と同じ記述に落ち着い
ている。編集陣の albeit に対する語感の不安定さを感じるが、それだけ albeit
の扱いの難しさを物語るものであろう。いずれにしても、上記辞書のどの
定義や用例を見ても、albeit が though などと同様に完全節と共起できるの
かどうかという情報は不在である。
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2.2.2. アメリカの学習辞書の扱い
現代英語における完全節の用例を載せる辞書を見てみよう。

(15) even though; even if; although: Albeit we are late, we may still be able to
catch the bus. (TBI)
TBI は、日本でいえば主に中学生など生徒向けのアメリカの学習辞書で
あるが、文体ラベルも語法注記も載せずに完全節の例だけを示しているわ
けである。単純に考えると、専門の lexicographer である編者 ( あるいはこ
の項目の執筆者 ) の語感は、“albeit は although や (even) though と同様の文法
的振舞ができる ” というものであろう。現行の英英辞典で完全節の用例を
何の注記もなく収載している辞書は、OED や SOD などの (19 世紀以前の )
（1）
古い例を除くと、他にはあまり見当たらない。
別の学習辞書の定義を見

てみよう。次はやはり中学生など生徒対象のものである。

(16) even though: ALTHOUGH (MWS)
同系列のより初級レベルの MWI も全く同じ定義で、ラベル不在である。
用例の有無の違いだけで、両者とも TBI と同じ情報と言える。
2.2.3. 英和辞典の扱い
英英辞典の場合と同様に、辞書によりまた版により扱いが様々であるが、
概ね “ 形式ばった語、文語的な語 ” の意味合いのラベル表示をして、用例付
（2）
の場合は省略節がほとんどである。
つまり、(2) のような記述が一般的で

ある。ところで、ラベル付きのものの中で (( 古 ))、すなわち (( 古語 )) の表
示をしている辞書がまだ若干見られる。今世紀に入って発行されたもの

(DCE など ) にも依然として (( 古 )) が残っているものがあるが、結論から言
うと誤りである。1980 年以前に刊行されたものには不適切にも (( 古語 )) の
表示をするものが多く見られた。長く生命を保っている英和辞書の場合は、
改訂版では改善が見られるものもある。例えば KSE は第 4 版までは (( 古 ))
であったが、第 5 版から (( 文語 )) に改められた。
以下のように語法情報を載せる辞書が少数あるが、学習辞書としては的
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を射た記述と言える。

(17) (( 正式 ))[ 通例省略節で ]．．．にもかかわらず (although)；( たとえ )．．．
であろうとも (even though)．(GED)
次に、用例付の辞書で完全節を載せているものが少数 (SCE など ) あるが、

(18) は学習辞典であることを考えると、(17) のような語法注記を加えるの
が望ましいかもしれない。

(18) (( 文語 ))．．．であろうとも (even though)；．．．ではあるが
(though)：Albeit he has failed twice, he is not discouraged./
It was an imaginative, albeit somewhat impractical idea. (SCE)
ただし、本稿で論じられているように、厳密に言うと、完全節の用法が

21 世紀の英語では「古めかしい」とか「非文法的な英語である」などと断
定することはできない。ほとんどの辞書が、類語の although や though と比
較しての文法上の用法注記を載せていないということは、完全節で使用さ
れる可能性を示唆しているとも考えられるわけである。既述のように、使
用域ラベルについての判断ですら微妙なぐらつきがあることを考えると、
（3）
統語情報に関する判断はなおさら厄介であろうことは想像に難くない。

2.3. 接続詞性の希薄化 ?
Huddleston&Pullum(2002: 736) は「文体上は “formal style” に限られ、専
ら “a verbless clause” を導く」という明快な判定を下している。いわゆる定
形動詞と共起することはないという判断である。つまり、完全節を従える
ことができるという純然たる接続詞としての機能は失っていると断定して
いるわけである。
次に、オンライン版の ODO における albeit の語法注記を考えてみよう。

(19) Even though most conjunctions are used with verbs, e.g. you just keep
going because you have no choice, it is not good style to use albeit with a
verb, as in Mr Gaunt is as culpable as the others, albeit he was not
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involved in any of the incidents.
要するに、定形動詞と共起する albeit 節は良い文体ではないという判断
であるが、文法的に誤りとまでは言っていない。ところで、ODO の解説に
ある “ 良くない文体 ” というのは albeit 単独による完全節に対する判断であ
って、albeit that 節についての言及がないので確実なことは言えないが、恐
らく that の有無にかかわらず “ 良くない文体 ” ということであると考えられ
る。
また、(19) の後に続けて、文体上不適切な根拠として「そもそも all be it

that に由来する albeit には、be という動詞がすでに含まれている」という
趣旨のことを述べている。これは、語源的観点からの興味深い指摘と言え
よう。語源的に動詞がすでに含まれた接続詞だから、albeit 節内に述語動詞
を用いると、動詞が重複するような感覚が働くために完全節での使用が直
感的に避けられるということであろう。もしかしたら、文法家など英語の
専門家だけではなく、現在の英語母語話者にはそのような語感があって、
完全節にある種の文体上のぎこちなさを感じるのかもしれない。
最後に、品詞範疇について注目されてよい扱いを観察してみよう。COB
は conjunction ではなく adverb としている。初版での品詞表示は although と

though の場合と同様に CONJ-SUBORD、つまり従属接続詞であった。品詞
の扱いが副詞になったのは第 2 版からである。表示が CONJ-SUBORD から

ADV、つまり adverb になった。それ以降の改訂版および COB 系のニュー
フェイスである CAD に至るまで ADV のままである。第 2 版の品詞変更は
膨大なコーパスに基づいての、ある意味大胆な判断と言える。なお、その
他の文法家などの見方については滝沢 (1996) や藤田 (2003) を参照されたい。

3. 毎日用いられる完全節
古い時代の albeit の振舞を少し思い出してみよう。19 世紀以前の古い時
代には完全節の形でも普通に用いられていた。例えば Shakespeare の全作品
には albeit が 16 例現れるがその大半 (14 例 ) が完全節である。19 世紀の英語
である Dickens 全作品における 30 個の使用例の半分は完全節である。また、

19 世紀から 20 世紀中葉にかけて活躍した H.G.Wells の全作品には 17 例の
179

英語と英語教育の眺望

albeit が現れるが 13 例が完全節を形成している。新聞でも同様である。例
えば The New York Times は 1851 年創刊であるが、19 世紀の完全節例は枚挙
に遑が無いと言っていいほどである。
現代英語における完全節を載せる辞書や文法書は非常に少ない。例えば

OED 全巻を検索すると、19 世紀以前の古い例がいくつか見られるが、20
世紀の使用例は皆無なので現代英語における使用実態を調べるのには役に
立たない。以下では、今世紀に入ってからの完全節例に基づいて、その使
用実態の一端を観察してみよう。現代英語の最前線を走る新聞を読んでみ
よう。100 紙以上をオンライン版で検索してみたが、決して少なくない割
合の完全節が見られる。完全節は珍しくないどころか、英語圏の多くの新
聞でほとんど毎日のように使用されているのではないかと推測される。
紙幅の都合で、albeit 節が文頭に立つ場合を除き、albeit 節だけを示す。
また、米国以外の例は各地域 1 例ずつ引用するにとどめる。先ずは米国、
（4）
オーストラリア、ニュージーランドから見てみよう。
(20) 〜 (22) が米国、

他 2 例がオーストラリアとニュージーランドの使用例である。

(20) Albeit the statistical significance is doubtful, I cannot explain this
difference offhand. (The New York Times, May 2, 2009)
(21) …, the Rockies are able to put someone in every defensive position, albeit
just Helton and Perez can be called established major leaguers. (USA
TODAY, Feb.28, 2001)
(22) …, and it does enrich a population, albeit there is little profit left from
honest work,… (The Washington Times, Jul.7, 2010)
(23) “… , albeit we all know there are uncertain economic and financial
circumstances …” (The Australian, Feb.28, 2009)
(24) …, albeit Gibbs and Nixon are also directors, and…(New Zealand Herald,
Jul.3, 2010)
次は英国とアイルランドの例を見てみよう。イングランド (25)、スコッ
トランド (26)、ウェールズ (27)、アイルランド (28) からの引用である。

(25) …, albeit he acknowledges that Theology will go to…. (The Independent,
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Sep.7, 2010)
(26) “… , albeit it would be wrong to say playing in the World Cup … . ”
(Edinburgh Evening News, Aug.26, 2010)
(27) “…, albeit we put in really good performances in both games.”(Daily Post,
May 2, 2009)
(28) …, albeit he didn’t know Julius Malema by name….(The Irish Times, Jul.
14, 2010)
本稿に掲載できない他の多くの新聞でも完全節の使用例がしばしば観察
される。もちろん、各紙に現れる albeit 例の大半が省略節であることは言
うまでもない。どんなジャンルの英語であれ、その中で albeit 節が用いら
れていれば、その大部分が省略節の例である場合が多いのと同じことであ
る。現役の新聞記者などが書く英語に、決して少なくない割合の完全節が
見られるということだけを考えてみても、完全節は例外的な言語現象であ
ると簡単に片付けるわけにはいかないようである。
ところで、少々意外と感じられるかもしれないことであるが、完全節は
書き言葉だけではなく、話し言葉でもしばしば観察される。この点に関し
ては、今回は詳しく論じることはできないので指摘するだけにとどめる。
本稿の完全節例の中で引用符付きの例は、インタビューなどにおける話さ
れた英語の引用である。省略節は会話でも用いられるが、完全節の使用も
稀ではないことが窺われる。滝沢 (1996：49) には「節を導く 8 例のうちそ
の大部分の 6 例が現れているコーパスは、英国英語の話し言葉から成る
“spoken” である」という指摘があるが、話し言葉における完全節の使用が
決して稀ではないことを裏付ける一つのデータと言える。
今回は検討材料を新聞英語に限ったが、他のジャンルの英語でも、もち
ろん使用頻度は少ないであろうが、完全節が用いられることは十分に予想
される。ここでは学術雑誌の使用例を観察してみよう。

(29) …because it was defined as a synonym for a black person̶albeit it was
noted as an offensive term. (“What’s in a slur?” American Speech 78:5274 (2003))
(30) Also this part suffers from some tension, albeit this time the tension is of
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an academic nature. (International Journal of Lexicography 18(1):93102(2005))
(29) は論文、(30) は書評である。様々な分野の一流学術誌に掲載される
論文の文体は洗練されたものを求められる。投稿して採用となるまでには
英語そのものの厳しい審査も受けるであろう。上記 2 例は完全節の書き方
も認められた上での掲載であろう。学術論文における完全節の使用例も決
して少なくないことだけを指摘しておく。

4. albeit that 節
完全節が 21 世紀の現代英語でも稀ではないことを前章で確認したわけで
あるが、さらに非常に興味深いのは that を伴った形、つまり albeit that 節が
現在も用いられているという事実である。古くは albeit 節と並んで、albeit

that 節も行われていた。OED や SOD などでは 19 世紀以前の albeit that 節が
確認できるが、その他の主な英英辞典や語法文法書で albeit that 節について
言及するものはないようである。英和辞典でこの完全節例を載せるものは
次の一点だけである。

(31) (( 米・英古 )) ．．．とはいえ、．．．にもかかわらず (though).
albeit(that)he failed/ a peaceful albeit inglorious retirement.(IED)
最初の例は albeit 節と albeit that 節の両方で完全節が可能であることを示
すものであろう。この語自体が “ アメリカ英語で、イギリス英語では古語 ”
という判定はもちろん現代英語の実態からすれば誤りである。文体ラベル
を (( 文語 )) などに改めれば、この 2 つの用例は現代英語における albeit の使
用実態を端的に表していると言えるかもしれない。
古い文法書、例えば Curme(1931:333) などには、“older or archaic English”
における albeit that 節についての言及がある。もしかしたら古法復活という
ことも考えられる。しかし、そのような考え方に立つには、通時的な大規
模コーパスなどで検証される必要があろう。例えば、20 世紀 ( 後半 ) におけ
る albeit that 節の使用例はごく稀であり例外的なので、ほとんど廃れた用法
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であったことが確認されれば古法復活という現象と捉えることもできるか
もしれない。
今世紀の実際の使用例から観察してみよう。以下はイングランド (32)、
スコットランド (33)、ウェールズ (34)、アイルランド (35) の新聞における

albeit that 節である。
(32) …, albeit that one’s sense of risk is slightly diminished by the helicopters,
…(The Times, Sep.14, 2010)
(33) …, albeit that some of these links were decidedly tenuous. (The Scotsman,
Sep.9, 2010)
(34) …, albeit that they were up against just 14 men for most of the match, ….
(Western Mail, Jun.18, 2010)
(35) …, albeit that they must not alone win tonight in Athlone but also… (The
Irish Times, Mar.19, 2010)
米国の新聞は (36) 〜 (38) で、他 2 例はオーストラリア (39) とニュージー
ランド (40) からの引用である。

(36) …, albeit that Rush is too big̶in so many ways̶for Fox…
(The New York Times, Oct.12, 2009)
(37) Gore’s film “is substantially founded upon scientific research and fact,”
Burton said. “Albeit that the science is used, in the hands of …” (USA
TODAY, Oct. 15, 2007)
(38) Albeit that the video was just the “highlights” and there were…mistakes, it
did… (Portland Oregonian, Aug.28, 2007)
(39) “…, albeit that he is very traumatized by the event.” (Courier Mail, Sep.4,
2009)
(40) “…, albeit that it’s still an application phase.” (New Zealand Herald, Jun.3,
2010)
以上の使用例から明らかなように、英語圏の特定の地域ということでは
なく、かなり広い地域で albeit that 節も行われていることが窺い知れる。The
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Times や The New York Times をはじめとする英語圏の有力紙に少なからぬ頻
度で albeit that 節が見られることを考えると、例えば EFL/ESL 系の辞書や
学術的な文法書などが albeit (that) 節の用法について何らかの解説を示すこ
とが望まれる。

5. 語感・感性の違いか？
本稿に示した albeit(that) 節の使用例や、米国の専門の lexicographer が学
習辞書の用例として何の注記も加えずに完全節を載せていることなどを考
え合わせると、完全節が “ 良い文体ではない ” という語感を持たない英語母
語話者が少なからずいることは明らかである。また、19 世紀当時に Dickens
は悪い文体と知りつつ完全節を用いたわけではないであろう。ここで疑問
が残るのは、母語話者の中に “ 良くない文体 ” という感覚をもつ人が増える
ようになったのはいつ頃からなのかということである。20 世紀 ( 後半？ ) に
入ってからのことなのであろうか？この微妙な問題に関しては本稿では結
論を出すことはできない。
本稿に示した完全節の書き手または話し手は新聞記者だけではない。読
者投稿記事や取材を受けた側の発言なども使用例として出してある。従っ
て、完全節使用者の国籍は純粋に英語圏とは限らないかもしれない。ただ
し、有力紙の journalist による記事が多い。quality paper の記者が何人も “ 良
くない文体 ” の英語を書くであろうか？

Peters(2004:46) は archaism の項目で「古い時代の文学作品を普段から読
んでいる人にとっては、例えば albeit、goodly、perchance、rejoice などは
依然として日常語彙の一部という感覚があるが、読書対象が 20 世紀後半か
ら今世紀のものに限られるような人にとってはそれらの語彙は恐らく

archaic なことばに属するだろう」という趣旨のことを述べている。単語そ
のものだけではなく、ある語彙のある用法についても、“ 古めかしい ” と感
じるか “ 現用である ” と認識するかには個人差があって当然かもしれない。

6. おわりに
ほとんどの辞書や文法・語法書で等閑に付されている albeit(that) 節に焦
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点を当てて考察した。現代英語 ( 例えば 20 世紀後半から今世紀の英語 ) に
おける完全節の用法に関する文献が少なく、分析対象となるデータも極め
て限られた分量なので断定的な結論は出せない。ここでは、次のような中
間報告的な見解を述べるにとどめる。

(41) 文体上多少ぎこちなさが感じられるとして、完全節を従える albeit は
避けられる場合が多い。ただし、そのような感覚が希薄で ( 修辞的効
果などを狙って )、完全節を用いる者もいる。また、albeit 単独ではな
く albeit that 節の形が選ばれることも稀ではない。
今後も albeit の振舞を注視しなければならないが、現代英語におけるこ
の完全節の使用実態を厳密に検証するためには通時的コーパスだけではな
く、様々なジャンルの英語別、年代別、地域別等の大規模コーパスの構築
が必要となろう。
注

1. MWC 第 8 版 (1979) は though の項目で類語欄を設け、although と albeit との違
いを説明しているが、albeit の用例として Shakespeare の完全節を出している
( 語法情報は不在 )。ただし、その後の版ではこの類語解説が削除されている。
2. ISE の文体ラベルは (( 文語、修辞 )) となっている。英和辞典で (( 修辞 )) という
表示は恐らく ISE だけであろう。ある意味、この文語的な語の本質を衝いた見
方と思われる。
3. OAL 第 4 版と 5 版の although 項目には (even)though/however/albeit と比較して
の用法注記があり、“formal” な albeit が although/though と同様に省略節を導く
ことができることを示す用例もある。ところが第 6 版からの注記では albeit が
無くなっている。マイナーな類語は無視されたのかもしれない。いずれにし
ても、どの版でも完全節については触れていない。
4. (20) や (38) のように主節に先立って文頭に現れることもある。文頭に立つ頻度
は非常に少ないであろうが、例外的とまでは言えない。もちろん、以下のよ
うに文頭に立つ省略節も稀ではない。
Albeit a possible campaign issue, Powers’ criticism is unwarranted. (New York
Post, Aug.11, 2010)
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