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解釈を表す進行形の再分類*
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1. はじめに
現代英語の進行形は be ＋ -ing という迂言的表現で表記される。一般に、
英語の進行形は「進行中の動的状況」を表す。次の例を見てみよう。
（1） a. What are you doing? ─ I’m looking for my eraser.
（何をしているの。─消しゴムを探しているんだよ。）

b. Yuka was washing the dishes when I called on her.
（私がユカを訪ねたとき、彼女は食器を洗っていた。）
（小寺 2018: 81-85）1
（1a）は「探す」という動作が今まさに進行中であることを表している。
（1b）は「洗う」という動作が私がユカを訪ねた時点で進行中であったこ
とを表している。
また、（1b）において、
「皿を洗う」という動作の進行中に、「私がユカ
を訪ねる」という出来事が同時に起こったことが表されている。つまり、
（1b）のような例では、進行中のある動作とそれとは異なる別の出来事が
同時に起きたことを示すことができる。
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英語の進行形は進行中の動的状況を表すことから、進行形を文中に用い
ることで、進行形で表記されたある動作が進行中の際、異なる動作や出来
事が同時に起きるという同時性を表すこともある。
では、次の例を見てみよう。
（2） a. When you chew on a Camembert rind, you’re eating a solid mat of

mold.
（?? あなたがカマンベールチーズの皮を食べるとき、あなたはカビ
の塊を食べている。
）

(The New York Times 11/01/2015)2

b. I wasn’t lying when I said things were over between me and Alex.
（? 私が「アレックスとの仲は終わったんだ」と言ったとき、嘘は
ついていなかった。
）

(White Collar II: 8)

（2）は The New York Times という新聞や White Collar というドラマで使
われている用例のため、英語としては容認可能である。しかし、
（1b）の
例とは異なり、主節と従属節に同じ動作主が現れているため、複数の動作
が同時に起きているという同時性を示しているとは考えにくく、上記のよ
うな日本語訳は不自然である。では、
（2）の例で用いられている進行形は
どのような役割があるのだろうか。
本稿では、先行研究をもとに、
（2）で使われているような進行形は何を
表しているのかを提示する。さらに、König (1980: 275-276) による分類に
沿って、（2）の例で出現しているような進行形の用法の特徴を説明する。
その上で、新たな分類を試みる。

2. 先行研究
Kranich (2010) は、（2）のような例で用いられている進行形について、
（3）の例を用いて、以下のように説明している。
（3） But you know, when you ask me to get my wife, to whom I’m very much

attached, to divorce me, and ruin my career by marrying you, you’re asking a good deal.
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（でも分かっているだろ。とても愛している妻に私と離婚させ、君と
結婚することで私の経歴を台無しにさせるようにしてくれと、君が私
に要請するなんて、君は大それたことを言っているのだよ。）

(Kranich 2010: 69)
（3）では、
「
（進行形に）先行する when 節内の述部がある状況の事実を
描写し、一方で、進行形を含む主節はその状況が話者個人にとって何を意
味するのかという主観的解釈を表している（The preceding predicate in the

when-clause gives a factual description of a situation, while the clause in the
progressive provides the speaker’s subjective interpretation of what such an
occurrence would mean for him personally.）」
つまり、
（3）の例において、when 節内の単純形で表記された述部が「妻
に私と離婚させ、君と結婚することで私の経歴を台無しにさせるようにし
てくれと、私に要請する」という事実を描写している。一方で、主節内の
進行形で表記された述部はその事実が話し手にとって「大それたことを言
う」ことを意味する、という主観的解釈を表している。
（3）の例で用いられているような進行形は話者の主観的解釈を表すこと
から、様々な文法家が「解釈を表す進行形（interpretative progressive）
」と
呼んでいる 3。解釈を表す進行形が用いられた文では、ある動作や出来事に
ついて事実のまま描写する単純形とその事実に対する話者の主観的解釈を
示す進行形が共起する。つまり、
（2）の例のような文は、
（1b）のように、
異なる動作が同時に起きることを示しているのではく、ある一つの動作に
対する話者の主観的解釈を示しているのである。

3. 議論
本節では、はじめに、König (1980) の分類に沿って、解釈を表す進行形
について説明する。ある一つの動作や出来事に対する主観的解釈を表すた
め、事実描写のために使われる表現とその表現と共起する解釈を表す進行
形の動作主は同一のものになると予測できる。

König (1980) によれば、解釈を表す進行形は統語的基準により（4）のよ
うに分類される。
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（4） König (1980: 275-276) による分類

a. in + participle + main clause
b. by + participle + main clause
c. conditionals
d. temporal clause + main clause
e. coordination, parataxis
f. main clause + relative clause
g. parataxis + direct speech
それでは、この分類に沿って筆者が収集した例を中心に解釈を表す進行
形の例を見てみよう。
（4a, b）では、in や by に導かれる前置詞句が進行形を含む主節と共起し
ている。
（5）
、
（6）にその例を示す。
（5） In recommending a separation of context and content, I am not suggesting

that there is no interaction between them.
（文脈と内容を区別することを勧めても、それは両者の間に相互作用
がないと言っているわけではない。）

(König 1980: 275)

（6） By doing sentence-level translation from English into Japanese, teachers

are unknowingly hurting their students by creating a dependence on the
native language.
（英語から日本語に文ごとに一つ一つ訳すことによって、教師は母語
に対する依存性を生み出してしまうため、気づかないうちに生徒たち
に損をさせることになる。
）

(Clankie and Kobayashi: 17)

いずれの場合も、話者にとって、前置詞句が表す行為は進行形が表す行
為と同じだと主観的解釈が表されている。つまり、
（5）の例では、前置詞
句で示された「文脈と内容を区別することを勧める」ということは話者に
とっては、
「両者の間に相互作用がないと言っているわけではない」。また、
（6）では「英語から日本語に文ごとに一つ一つ訳すこと」は話者にとって、
「母語に対する依存性を生み出してしまうため、気づかないうちに生徒たち
に損をさせる」ことを意味していると、主観的解釈が表されている。
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（4c）は条件節内で示される行為は話者
次に、（4c）の例を見てみよう。
にとって、主節内の進行形で示される行為と同じことだと主観的解釈が表
されている例である。
（7） If you leave the cigarette out, you’re not giving a public message one way

or another. If you leave it in, you are.
（もし（タバコを咥えた男性の写真から）タバコを取り除いてしまった
ら、一般の人々に何らかの形で（タバコの是非に関する）メッセージ
を伝えることにならない。タバコを残しておくことが、そのメッセー
ジを伝えることになるのだ。
）

(The Washington Post 3/12/1999)

当時、著名人の写真を切手にし、販売することが流行していた一方で、
タバコの是非についても問題視されていた。そこで問題となったのが、写
真に写っていたタバコを取り除いたことであった。
（7）の例では、
「
（タバ
コを咥えた男性の写真から）タバコを取り除く」という事実に対して、話
者は「一般の人々に何らかの形で（タバコの是非に関する）メッセージを
伝えることにはならない」と主観的解釈を示し、
「タバコを残しておくこ
と」が話者にとって、
「そのメッセージを伝えること」を意味していると主
観的解釈が表されている。つまり、条件節内で示された行為に対する話者
の主観的解釈が進行形で示されている。なお、文中に現れる行為の動作主
は同一であることは明白である。
以下の例についても単純形で表された行為と進行形で表された行為は同
一の動作主であることが明白である。
（4d）では、時を表す従属節内で示された行為に対する話者の主観的解
釈を主節の進行形が表している。
（8）
（=（2a）を再録）の例を見てみよう。
（8） When you chew on a Camembert rind, you’re eating a solid mat of mold.
（カマンベールチーズの皮を食べるなんて、カビの塊を食べるような
ものだ。
）

(The New York Times 11/01/2015)

（8）は同時性を示す文として考えるのではなく、文中の進行形が解釈を
表す進行形であると考える。つまり、時を表す従属節内で示された行為（カ
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マンベールチーズの皮を食べること）は話者にとって、主節の進行形で示
された行為（カビの塊を食べること）と同じということになる。
次に、
（4e）について、文や節が等位接続されたり、並列されたりする場
合の例である。つまり、先行する文や節で示された行為に対する話者の主
観的解釈が後続の文中の進行形によって表される例である。その例を（9）
、
（10）に示す。
（9） ‘But yours is well?’ I spoke to both of them, but once more I was asking

Margaret.
（「でも君たちのは申し分ないものなのですか ?」と、私は彼ら二人に
話しかけた。しかし、それはマーガレットに対する再度の問いかけを
意味していた。
）

(König 1980: 276)

（10） John shook his head at me. He was warning me.
（ジョンは私に向かって頭を振った。それは私への警告を意味していた。
）

(Kranich 2010: 70)
（9）では等位接続詞が使われている。
「私は彼ら二人に話しかけた」こと
は「マーガレットに対する再度の問いかけであった」と話者は解釈してい
る。また、
（10）は二つの文が並列された例である。
「ジョンが私に向かっ
て頭を振った」ことは「私に警告すること」を意味しているという話者の
主観的解釈を示している。
次に、
（4f）は、関係節内で示される行為に対する解釈が主節の進行形で
表されている例である。
（11）の例を見てみよう。
（11）

that anyone who bought the cats from him was buying a property that
belonged to someone else

（誰か別の人から猫を買った人は誰でも、その別の人が持つ財産を買う
ことになる。
）

(König 1980: 276)4

（11）では、単純形が表す行為「誰か別の人から猫を買うこと」は「その
人がもつ財産を買うことになる」と話者の主観的解釈が表されている。つ
まり、関係節内で示された「誰か別の人から猫を買う」行為は「その人の
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持つ財産を買う」という行為であると話者は解釈している。
最後に、
（4g）は、二人（または複数人）の対話中に現れる進行形の例
である。対話の内容を文字化した際、両者の発話（文）は並列され、後者
の発話（文）内で進行形が使用される例である。
（12）の例を見てみよう。
（12） A: This makes killing him decidedly less complicated.

B: Are you ordering me to kill Hunt?
（A: これなら確かに、彼の殺しが少しは容易くなるだろ。）
（B: それはつまり、ハントを殺せという私への命令ということですか。
）

(Mission: Impossible–Rogue Nation)
A は B に Hunt を殺してほしいと考えている。Hunt を殺せずにいる B に対
し、長い間、話を続けた後、
「彼の殺しが少しは容易くなるだろ」と A が
発言する。A の発話における発話行為を B は「命令」だと解釈し、進行形
を用いて、
「ハントを殺せという私への命令ということですか」と主観的解
釈を示している。つまり、
（4g）の例は前者の発話行為や発言内容に対す
る話者の主観的解釈を示す進行形だと言える。これを「動作主が同じにな
る」という予測に従って説明するならば、
「彼の殺しが少しは容易くなるだ
ろ」と発言したのが A であり、
（B の主観的解釈ではあるが、
）私（つまり

B）に命令しているのも A である。よって、発言者も You are ordering

の

動作主（you）もどちらも A となり、動作主が同一となる。
以上のことを踏まえると、解釈を表す進行形が示す行為の動作主は事実
描写されている行為の動作主と同一のものであるとも考えられる。しかし、
（4a-f）は動作そのものに対する解釈を表し、
（4g）は前者の発話行為また
は発言内容に対する解釈を表す。両者は同じ解釈を表す進行形であっても、
解釈の対象が異なる。

4. 解釈を表す進行形の再分類
König (1980) による分類（4）をもとに、（5）−（12）で解釈を表す進行
形について考察したが、この分類を理解しても、解釈を表す進行形の表現
方法を理解したにすぎない。3 節で述べた通り、
（5）−（12）の例の中には、
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（12）の例のように、解釈の対象が他の（5）−（11）のような例とは異なる
ものも存在する。
解釈を表す進行形がどのような場面で使うことができるのか、つまり、
この進行形がどのようなことに対して解釈を表すことができるのかを理解
しなければ、実際に使うまで応用できないのではないだろうか。進行形が
何らかの事象に対して解釈を表すために使うことができると理解した上で、
それをどのように表現するのかを知らなければ実際に使える英語とは言え
ない。そこで、筆者は解釈を表す進行形について、解釈を与える対象によ
る分類を試みる。
初めに、
（5）−（12）における話者の主観的解釈をそれぞれ（13a-h）の
ように整理する。
（13）（5）−（12）における話者の主観的解釈

a.「区別を勧める」行為 =「提案しているわけではない」
b.「一文一文訳す」行為 =「生徒に損をさせる」
c.「タバコを取り除く」行為 =「メッセージを伝えることにならない」
d.「カマンベールチーズの皮を食べる」行為 =「カビを食べる」
e.「二人に話かける」行為 =「マーガレットへの問いかけ」
f. 「頭を振る」行為 =「私への警告」
g.「誰か他の人から猫を買う」行為 =「財産を買う」
h. A の発言における発話行為 =「命令」
（13a-g）では、単純形や前置詞句を用いてある行為について事実を描写し、
進行形を用いてその行為に対する主観的解釈を表している。一方、（13h）
の例、つまり、
（12）では、進行形を用いた文が、ある発言における発話行
為や発言内容に対する主観的解釈を表しているという点で（13a-g）とは異
なる。また、
（12）のような例は König (1980: 281) によれば、
「単純形は絶
対に不可能である（

the SF was ruled out entirely.）」と述べている点で他

の（13a-g）と異なる。これらを踏まえ、解釈を表す進行形について、
（14）
のように再分類する。
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（14） 解釈の対象による分類

a. 動 作 や 状 況に対して解 釈を表 す 進 行 形（=（4a-f））、
（=（5-11）
）
、
（=（13a-g）
）

b. 発話行為や発言に対して解釈を表す進行形（=（4g））、
（=
（12）
）
、
（=（13h）
）
（14a）によれば、ある動作や状況に対して解釈を表すために、進行形を
使うことができる。例えば、
「カマンベールチーズの皮を食べる」動作を
「カビの塊を食べる」ことを意味すると解釈するならば、
（8）のように、
「カ
マンベールチーズの皮を食べる」という動作を単純形で、
「カビの塊を食べ
る」という主観的解釈を進行形で表すことになる。
また、
（14b）によれば、相手の発言において、その発話行為を命令と解
釈するならば、
（12）の例のように、Are you ordering

? と進行形を使って

返答する。また、
（14b）については、発言（特に発言の真偽）に対する主観
的解釈を表すために進行形を用いることもできる。次の例を見てみよう。
（15） Oh, you’re kidding. ( = I’m interpreting what you have just said as a joke.)
（御冗談でしょ。
（= 私はあなたが今言ったことを冗談と解釈している）
）
（田中・他 2018: 118）5
（15）については、主語の you の発言に対して、
「それは冗談だよね」と
話者が解釈している。
（15）のような例は発言の対象が現れると解釈を表
す進行形の読みがより容認可能になる。次の例を見てみよう。
（16） A: I saw a UFO yesterday!

B: Oh, you’re kidding.
（A: 昨日、UFO を見たよ !）
（B: 冗談でしょ。
）
「冗
（16）の例では、A の「昨日、UFO を見たよ !」という発言に対して、
談でしょ」と話者 B は主観的に解釈している。また、自分自身の発言に対し
て、
「冗談だよ」と説明を加えたい場合として、次のような例が見られる。
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（17） I wasn’t lying when I said things were over between me and Alex.
（=（2b）
）
（
「私とアレックスとのことは終わったんだ」と言ったのは嘘ではない）

(White Collar II: 8)
（17）は（2b）の再録であるが、主語である I が過去に述べた発言（things

were over between me and Alex）が said の目的語として現れている間接話法
が用いられた例である。主語である I は自分自身の発言に対して「それは
嘘ではなかった」と解釈（説明）している。
（17）のように、発言に対する解釈を表す場合でも、その表現方法は König
(1980) による分類では、
（4d）に見た文構造が使われている。しかし、発言
に対する話者の主観的解釈を表すという点で（17）の例は、
（12）や（15）
、
（16）の例と同様に、
（14b）の発話行為や発言に対する解釈を表す進行形
となる。つまり、
（17）の例において、発言に対する解釈や説明を表すた
めには、主節内の述部を単純形（I didn’t lie）とするのではなく、解釈を表
す進行形（I wasn’t lying）としなければならない。
このことから、解釈を表す進行形が出現する文構造を理解できていたと
しても、その進行形がどんなことに対して解釈を表すことができるのか理
解していなければ、進行形を使う理由が見い出せない。

5. おわりに
本稿では、König (1980) による分類に沿って、解釈を表す進行形の特徴
を説明した。そして、解釈を表す進行形はどのようなものに対して解釈を
表すのか理解しなければならないと考え、解釈の対象における分類を試み
た。つまり、同じ発言に対する解釈を表す進行形でも、会話中で使われる
場合と間接話法で表された発言に対して使われる場合の 2 つの場合が見ら
れた。しかし、いずれの場合も発言に対する解釈を表すため、解釈を表す
進行形を使うことには変わりない。よって、解釈を表す進行形には、
（14）
の通り、
「動作や状況に対して解釈を表す」ものと「発話行為や発言に対
して解釈を表す」ものとが存在することを理解し、その表現方法が（4a-g）
の 7 つに分類可能であることを理解することが妥当だと結論できる。
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注

1. 小寺（2018）による訳。
2. 筆者訳。以降、断りがない限り、同様に筆者訳とする。
3. Huddleston and Pullum (2002: 165) では、
「解釈を表す」あるいは「説明を加
える」進行形の使い方（the ‘interpretative’ or ‘explanatory’ use of the progressive）と呼んでいる。
4. Buyssens (1968: 139) より引用された用例である。
5. 英文は田中・他（2018）が Aarts (2011: 269) より引用した用例である。訳は
田中・他（2018）によるものである。
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