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パラグラフ概念の明噺性と暖昧性

山内進

序論

本稿では英語のパラグラフ概念及びそのような概念が実際の英文ライティン

グにおいて，どのように具体化されているかについて，さまざまな活字メディ

アに見られるパラグラフを取りあげて分析し考察する。パラグラフの基本的な

概念は，パラグラフ・ライティングの教科書や指導書に書かれているように

｢ある一つのアイディアでまとめられた関連する文の集合体である」と言えよ

う。そして，それらの関連する文の集合体は，最初にそのパラグラフの主題を

示すtopicsentence（中心文），その後に，その中心文を説明，例示，あるい

は詳述するようなsupportingsentences（展開部），最後に，パラグラフ全体

の結論となるようなconcludingsentence（結論文）というような論理的展開

を示すという点についても共通理解が得られている（Averbach＆Snyder，

1983；Jolly，1984；Kitao＆Kitao，1988,1990；Ｏｓｈｉｍａ＆Hogue，1983,

1988；Reid，1982；Ｒｅｉｄ＆Lindstrom，1994；加藤・ハーデイ，1992;木下，

1981,1994；潭田，1983；橋内，1992）。パラグラフが，このような構成になっ

ているということは，パラグラフは，それ自体が論文やエッセイなどの一部で

はあるが，それ独自でも内容的に独立していて自己完結性をもっているという

ことを示している。以上のことをまとめると，「パラグラフは，ある主題を中

心とした関連する複数の文の集合体で，中心文，展開部，結論文という自己完

結的な構成を持つ文章である」と定義づけることが出来る。このようなパラグ

ラフ概念というものは，単純で分かりやすく明確，明噺なものであると言えよ

う。

しかしながら，我々が目にする通常の英語の書き言葉において，そのような

パラグラフ概念の明MIiさが，ごく自然に理解でき，納得できるものであるかど
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うかは別の問題である。実際の英文ライティングにおいては，そのような明蜥

さが失われ，パラグラフ概念の原則から逸脱し，暖昧さを帯びているのではな

いか，というのが本稿で追求するテーマである。上記のようなパラグラフ概念

が実際の英語の書き言葉においてどのような形で具体的に示されているのか，

さまざまなジャンル（新聞，雑誌，英語教科書等）における英語で書かれた文

章を分析し，パラグラフ概念の明断性と暖昧性について考察をする。

英文パラグラフ概念に対する理解を深めることは，特に高校や大学等で，リー

ディングやライティングを学ぶ日本人英語学習者にとっては，必要不可欠であ

ると思われる。英文の和訳は何とかできるが，文章全体として何をいっている

のかあまり理解できない，あるいは効果的な読み方ができないなどといったよ

うな現象は英語教師が常日頃感じていることであるが，その原因の一端は英文

パラグラフに対する無理解や誤解から生じていることも多い。また，英文によ

るレポートを課してみると，パラグラフ概念に対する知識が欠如しているため

に，論旨が整理されていなくて，何を書いているのかが明確でないというよう

なことも多々ある。本稿では，英文パラグラフの分析結果及び考察に基づいて，

実際の英語の授業でどのように英文パラグラフ概念を指導するかということに

ついても言及する。

（英語の「paragraphは」日本語では普通「段落」と訳されているが，形式

段落と意味段落という区別をもつ日本語の段落というのは，英語のparagraph

の概念には適さないとして，澤田（1983）は，「文段」という訳語を提唱して

いるが，まだ一般的な用法とは言い難い。本稿では，分析の対象となるものは

英語で書かれた文章であり，また日英語におけるライティングの比較対照研究

が目的でもないので，英語のparagraphをそのまま日本語に移し変えた「パ

ラグラフ」という語を使用する。）

理想的な英文パラグラフの型

パラグラフの概念というものが，実際の文章でどのように具体化されている

のかの例をOshima＆Hogue（1988）より示すことにする。このパラグラフは，

topicsentence，supportingsentences，concludingsentenceなどといったパ
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ラグラフを構成する要素が理想的な形で配置されて－つの完結した理想的なパ

ラグラフとなっている。（なお，ここでは単なる英文パラグラフにおける論理

展開を示すための例を挙げているのであり，例えば語葉の選択とか，言葉の緯

文体の美しさなどといった文学的，あるいは修辞法的な面からの理想的な例と

してあげているのではないことを断っておく。）

Ａｕ"iuersitD）prq/bssorﾉiclsmmLyduties・Intheclassroom,heor
shelecturestothestudentsandanswersquestions・Iftheprofessor
isascienceinstructor,heorshealsoconductslaboratoryexperiments、

Duringofficehours，studentsarefreetovisittheprofessortoget
helpondifficultmaterialorproblems・InadditioLaprofessormay
oftenworkformanyhoursinalaboratorydoingaresearchproject・
Anotherprofessormightspendhisoｒｈｅｒｔｉｍｅｗｒｉｔｉｎｇａｂｏｏｋ、m
co"cZusio",cuprQ/bssorisaJu）qysq6uSypersomHowever,ｓｈｅｏｒｈｅ
ｕｓｕａｌｌｙｅｎｊｏｙｓｈｅｒｏｒｈｉｓwork．（p､55）

上例では，最初にtopicsentenceが示され，更に具体的に大学教官の仕事

の内容を説明する５つのsupportingsentencesがあり，最後にパラグラフ全

体を総括するconcludingsentenceが示されている。いわゆる’パラグラフ概

念がその通りに実現されている，原則に忠実な模範的なパラグラフ構成となっ

ている。Ｏｓｈｉｍａ＆Hogue（1988）に限らず，他のパラグラフ・ライティン

グの教科書にも，このような模範的，あるいは理想的なパラグラフ構成をもつ

パラグラフの例が数多く教材として提供されている。しかしながら英語学習者

が，パラグラフ・ライティングあるいはリーディングのクラスで，パラグラフ

概念について学び，その理想的な型になっている上記のような文章を多量に与

えられると，パラグラフに関するステレオタイプな考えに陥ってしまう危険性

がある。そのようなクラス以外で学習者が実際に眼にする英語の文章は，必ず

しも上記のような理想的な形で書かれているわけではないのではなかろうか，

という疑問に答えることが本稿のテーマである。

パラグラフ分析の視点

パラグラフの分析に関しては，いろいろな方法が考えられるが，客観的に分

析できる要素と，主観的な判断で分析せざるを得ない要素があることを断って

－７９－



おかなければならない。客観的に分析できる要素とは，例えば，パラグラフの

長さとか，文の単語数などといったようなものであり，形式的あるいは量的な

分析である。これに対し，topic/concludingsentenceはどれか，あるいは，

パラグラフの論理展開が理にかなったものであるかどうかなどの判断は，パラ

グラフの概念に照らしてある程度の共通点は見いだせようが，最終的には読者

個人の判断に任せざるを得ない面もある。これはいわばパラグラフの内容的，

質的な分析である，と言えよう。本稿では，パラグラフ分析を形式的な観点と

内容的な観点との両面から行うことにする。

まず，形式的，量的な分析としては，「パラグラフの長さ」を，パラグラフ

に含まれる文の数がどれだけであるかによって分析する。表面的には，パラグ

ラフの長さを検討するのは，全くの形式的な分析であるかのように思われるがｂ

実は，このことは内容的，質的な面とも大きく関係してくる。前述したように，

パラグラフというのは，「ある主題を中心とした関連する複数の文の集合体で，

中心文，展開部，結論文という自己完結的な展開を示す文章」の事であるが，

ある主題を論理的に展開するためには，どうしても複数の文より構成されるも

のでなければならないということが前提になっている。つまり，パラグラフに

はある程度の長さがなければ，パラグラフ本来の機能を果たし得ないのである。

この意味でパラグラフの長さというのは，パラグラフそのものの内容とも大き

く関わってくるのである。パラグラフの内容（質）は，パラグラフの長さ瞳）
によって大きく影響されるのである。

パラグラフの長さはどれぐらいが適当か，という問題に対して「パラグラフ

は，いくつの文より構成される」と明確に答えることは難しい。ただ，一つの

パラグラフ内にtopicsentence，supportingsentences，concludingsentence

が含まれるべきだという本来のパラグラフ概念にたって考えると，例えば，

One-SentenceParagraph（一つの文より成るパラグラフ）というのは極めて

例外的なものであるし，３～４個の文より構成されるパラグラフも理想的なパ

ラグラフとは言えないであろう。そのように短い文の数では，主題を十分に展

開できず舌足らずな文章になってしまうし，他方，余りにも多くの文で構成さ

れるパラグラフというのは，読者にとって，要領を得ない，冗長な感じを抱か
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せるものとなるのも，我々の経験していることである。余りにも短いパラグラ

フや長いパラグラフは避けるべきだと言うのは，どのパラグラフ・ライティン

グの教科書にも記述されているが，当然のことであろう。

パラグラフを構成する文の数については，パラグラフ・ライティングの教科

書でも具体的な数値に言及することは避けている。しかしながら，加藤．ハー

ディ（1992）が，「六つから八つの文」と規定してあるのは極めて妥当な線だ

と思われるし，またさまざまなパラグラフ・ライティングの教科書でも，例と

してあげてあるのが，大体そのような場合が多いことから考えても，極めて常

識的な判断であると思う。もちろん，専門的な内容を扱う学術雑誌などにおけ

る論文の場合などはこの限りではないだろうが，一般の英語学習者がごく普通

に触れることの出来る教科書や新聞，雑誌等においては，上記のことがある程

度あてはまると判断してよい。

パラグラフの長さを，そこに含まれる文の数で測るというのは，実は絶対的

な尺度ではないことはつけ加えておく必要がある。つまり，文には短文もあれ

ば長文もあり，単純に文の数だけでパラグラフの長さを決めることは厳密には

出来ない。一つの文がどれだけの語数から成り立っているかもある程度の目安

になるだろうが，しかし，単に語数だけではパラグラフの内容を検討すること

は出来ないだろう。参考のために，分析には「１文あたりの語数」も示し，各

ジャンルにおける差異が分かるようにしたが，パラグラフの長さを決めるのは，

基本的にはそこに台まれる文の数であると判断するのが妥当である。

また，パラグラフの内容面の分析は，各パラグラフで，topicsentenceや

concludingsentenceが，はっきりと示されているかどうか，また，topic

sentenceがパラグラフ内のどこに置かれているかについて分析をした。

パラグラフには，ある一つの主題について書き手の主張なり提案なりがはっ

きりと示されるtopicsentenceが存在する，ということがパラグラフ概念の

原則のひとつであった。もちろん現実的には，読者に対する効果の面から，パ

ラグラフ中でtopicsentenceが必ずしも明示的に示されるとは限らず，暗示

的に示される場合もある。しかしながらそのような場合でも，そのパラグラフ

の主題を読者がはっきりと認識できることが良いパラグラフの条件であること

－８１－



は疑いない。Topicsentenceがはっきりと示されず，読者に書き手の意図が

伝わらない，あるいは暖昧なものは良いパラグラフとは言えないであろう。こ

こで「Topicsentenceがはっきりと示されているかどうか」という基準は，

－つあるいは二つぐらいのはっきりとした文の形で，読者に十分に書き手の意

図が伝わっているかどうか，ということである。

Concludingsentenceは，そのパラグラフで取り披われたトピックについて

結論を出す文であり，通常，topicsentenceを再度言葉を換えて表現したり，

それまでのsupportingsentencesでの議論をまとめたりするものであるとい

われている。（AverbachandSnyder，1983；KitaoandKitao，1992など。）

もし，concludingsentenceが，このような重要な役割をもっとすれば，パラ

グラフの最後にはっきりと示されるべきような性質のものであろう。前ページ

に模範的なパラグラフ展開を示しているものとしてあげた例には，それまでの

議論がconcludingsentenceに総括されていて，書き手の意図が十分に読者に

伝わっている。我々が日常生活で目にすることの多い英文では，実際にこのよ

うな形でconcludingsentenceがはっきりと示されているだろうか，というの

を検証することによって，パラグラフの概念が実際の英文ライティングに活か

されているかどうかを判断できるであろう。

また，topicsentenceの位置は，パラグラフの最初，途中，最後のどこに示

される場合が多いか，ということについても調べることにした。パラグラフは，

まず主題を提示し，内容を紹介するtopicsentenceから始まるのが普通であ

る，という原則があるのだが，実際のパラグラフにおいては，読者に対する効

果を考慮し，必ずしもそうなってない場合があるのではなかろうか。実際に，

Bander（1988）はtopicsentenceをパラグラフの最初に置くのではなく，最

後に配置することによって読者に対して劇的な効果をもたらすことができると

述べている。しかしながら，このことは実は少々困った問題を引き起こすこと

になる。つまり，パラグラフの最後尾におかれた文は，実際にはtopic

sentenceと呼ぶべきか，あるいはtopicsentenceと内容的には似かよってい

るconcludingsentenceと呼ぶべきかについて，区別が暖昧になってくるから

である。ここでは，パラグラフのどの部分にtopicsentenceが示されている
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かを検討するものであるが，もちろんtopicsentenceがパラグラフの冒頭に

おかれているからといって，必ずしもそのパラグラフの質が高いとは言えない

だろう。しかし，もしもtopicsentenceが冒頭以外|こにおかれるケースが多

ければ，topicsentenceやconcludingsentenceの定義づけを考え直してみる

必要が生じるのではなかろうか。

分析の対象とした英文記事等

文章の種類には，内容の点から，narrativewriting（物語文)，descriptive

writing（記述文)，expositorywriting（説明文)，persuasivewriting（説得

文）の４種類に分かれるが（橘内，1992)，本稿ではそのうちのexpository

writingを分析の対象とする。あるトピックについて論理的に説明したり，論

じたりするexpositorywritingは，高校や大学で英語学習者が頻繁に読む機

会の多い文章であり，新聞や雑誌の論説記事も多くがこのタイプの文章である

と言われている。もちろん実際のライティングにおいては，これらの４つのタ

イプの文章形式が単一で用いられることはなく，目的によりいろいろと組み合

わされて，論文やエッセイ，記事などが書かれることになる。

分析には，新聞の社説記事，雑誌，週刊誌，月刊誌の記事，また日本で使用

されている高校用英語教科書のexpositorywritingを扱っているレッスンな

どを用いた。高校用教科書の分析は，日本人英語学習者が意識するにせよしな

いにせよ，あるいは学習するにせよしないにせよ，本格的な英文パラグラフに

接する始めての機会であるということから考えると特に重要である。以下は，

分析の対象とした新聞や雑誌の記事，高校英語教科書のレッスン名である。

(1)新聞

“Ｍｒ・Starr'sDutytoResign.',jVeuノYorhTimes，Ａｕ9.18,1994．

“WhenPresidentsMeet.，，ＴｿteJtJpqnTimes，０ct、１，１９９４．

‘"Spanglish，MirrorsHybridCultureonUS.-MexicanBorder.，，

SebastianRotella・LosA7zgeJesTimes，０ct、１，１９９４．

“AsianGamesforPeace.'，ＴﾉieDqiqyYomiuri,０ct、３，１９９4．

“LightinAlgeria：ListentoWashington：IgnoretheFrench.'，
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ZvieTimes，Sep、１５，１９９４．

(2)週刊誌

，'ＭｏｒｅＰｏｗｅｒｔｏＷｏｍｅｎｏＦｅｗｅｒＭｏｕｔｈｓｔｏFeed.”TIME，ＳｅＰ２６０

1994.

(3)月刊誌

“Northernlreland：WillltEverFindPeace?'，NationalGeographic，

SePl994．

‘`TheTenWorstDisciplineMistakes.'，TamaraEberleim，Ｒｍｄ”，s

DigesLSep、1994．

“ＤｒｕｇｓｏｎａＨｉｇｈ”CristinadelSesto＆FredBridges、CrossSectio几．

Spring，199［し

(4)高校英語教科書

，，ＤｏＹｏｕＳｅｅＷｈａｔｌＳｅｅ?'’１V、）Hbrizo几Ｅ>ZgJiSﾉbRmding，76-81．

TokyoShoseki．

，'LanguageandContext.'，ｊＶｂｍＡｔｂｓＲｅａｄｍｇ，155-162．Sanyusha．

“LanguageandSociety.'，SpecZ7umEhgJishReude庵，97-102．Kirihara

Shoten．

‘`TheGreenhouseEffect.'，Amesto几ｅＥ)19JisﾉiReaCling,129-137．Keirinkan．

“Nationalismorlnternationalism?”ＬｅｇＵ"dEhgJjSﾉｉＲｅ〔zding，61-39．

Kaitakusha．

分析結果

資料の表１には上記の分析対象としたテキストの「パラグラフ数」，「それ

ぞれのパラグラフに合まれる文の数」及びテキスト全体の「文の総数」，１パ

ラグラフがいくつの文より出来ているかの「平均」，「語の総数」，そして，

一つの文がどれぐらいの語で出来ているかの「１文あたりの語数」の分析結果

を示してある。以下に，前述の分析の視点に沿って結果を述べる。（資料「表

１」参照。）

まず，各パラグラフの文の数，及び各文の総語数についての客観的な分析の
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結果から示すことにする。分析の対象となった14のテキスト全体では，パラグ

ラフの総数は201である。201のうち，一つの文より成るパラグラフが19,こつ

の文より成るパラグラフが43,三つの文より成るパラグラフが59,四つの文よ

り成るパラグラフが36,五つの文より成るパラグラフが20，六つ及び七つの文

より成るパラグラフがそれぞれ11,八つの文より出来ているパラグラフが１，

そして11個の文で構成されているパラグラフが１となっている。この結果では，

三つの文で構成されたパラグラフがもっとも多く，次に多いのが二つの文で出

来ているパラグラフであった。効果的な論理展開のために必要なパラグラフに

おける文の数は六つ～八つであると考えられるが，それに合致するものは，

201のパラグラフ中，わずかに23という結果になった。

さらに，テキストのジャンル別に，一つのパラグラフを構成する文の数を平

均で見ると，新聞社説では2.9文，週刊誌では3.7文，月刊誌では3.5文，高校用

テキストでは3.6文という結果である。ここでは明らかに新聞社説が他のジャ

ンルよりも低くなっているのが分かる。なお，全体の平均では，一つのパラグ

ラフを構成する文の数は3.4文となっている。

また，一つの文がどれぐらいの語数から構成されているかについても分析し

たが，ジャンル別の平均で，新聞社説では21.6語，週刊誌（TIME）では26.6

語，月刊誌は16.3語，高校用教科書では180語という結果になった。上で，新

聞社説等の平均が他のジャンルより明らかに低くなっている事を指摘したが，

一方，－文あたりの語数の平均値では，月刊誌や高校用教科書よりも高い数値

になっているので，実際には新聞社説のパラグラフの長さが他のジャンルのも

のよりも短いとは必ずしも言えない。

次に，各パラグラフで，topicsentenceやconcludingsentenceが，はっき

りと示されているかどうか，またtopicsentenceの位置は，パラグラフの最

初，途中，最後のどこに示される場合が多いか，などの内容的な分析について

述べるが，分析結果を示す前に，途中で分析力法の変更をせざるを得なかった

ことを記しておかねばならない。前述したように，パラグラフの中でtopic

sentenceやconcludingsentenceを決定する場合には，そのパラグラフに十分

な分量の文がある，ということが前提であった。従って－つや二つの文から成
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るパラグラフでtopiCsentenceやconcludingsentenceを特定するのは意味の

ないことである。ところが上述したように，分析の対象となった201個のパラ

グラフのうちで，理想的な分量である六つ～八つの文で構成されているパラグ

ラフは，わずかに23個であり，全体の中で占める割合は11％に過ぎないのであ

る。従って，以下の結果は，わずか23のパラグラフにおけるtopicsentence

やconcludingsentenceの有無，そしてtopicsentenceのパラグラフ中の位置

についての集計結果であることを断っておく。

まず，topicsentenceがはっきりと示されていると判断できるものは，２３例

中19のパラグラフで見られたが，残りの四つの例では，はっきりと示されてい

ないか，あるいは主題がパラグラフ全体に及んでいてtopicsentenceと特定

できる－つ，あるいは二つの文が特定できなかった。その19例のうち，topic

sentenceがパラグラフの最初の位置にあるものは九例で，パラグラフの最後

に見られたのが三例，残りの七つのパラグラフの場合は，パラグラフの途中に

置かれていた。前述したように，topicsentenceがパラグラフの最後に置かれ

た場合は，これをtopicsentenceと判断するのか，あるいはconcludingsen‐
tenceと判断するのかは不明である。

Concludingsentenceがはっきりと示されているのかどうかについても判断

したが，対象となった23個のパラグラフのうち，はっきりと示されているのは

一例もなかった。しかし，上で述べたように，単にパラグラフの最後尾にある

からと言って，その文をtopicsentenceではなくconcludingsentenceとみな

すならば，三個のパラグラフではconcludingsentenceが見られたという事に

なるが，そうなると上のtopicsentenceの分析結果については，若干修正せ
ざるを得ない。

分析結果の考察

本分析で対象にした14個のテキストの201のパラグラフを分析した結果，以

下のようなことが明らかになった。

（１）英語学習者が通常眼にすることの多い英語の文章では，ほとんどが，五

つ以下の文で構成されている短いパラグラフとなっている。また，一つの
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文より成るパラグラフも多い。

上記の分析結果では，六つ～八つの文で構成されている理想的なパラグラフ

はわずかに11％であった。つまり，残りの90％近くのパラグラフは，実際には

パラグラフの原則からはずれたものであると言える。四つや五つの文で構成さ

れるパラグラフの場合には，必ずしも，その内容により，原則からはずれてい

るとは言えないであろうが，しかし，三つ以下の文でできているパラグラフに

限ってみても，その割合は，121となり，これだけで全体の60％を占める計算

になる。また，一つの文より成るパラグラフは例外であり，避けるべきだとさ

れているにも関わらず，１９個（９％）のパラグラフが一つの文で構成されてい

た。木下（1981）は，一つの文より成るパラグラフは「いくつかのパラグラフ

で続けて扱ってきたある問題から次の問題に移る，移り変わりの文を書くとき」

｢その－つの文が数行にわたるとき」および「対話文を書くとき」の三つの場

合だけに限って，許される（ｐ73）としているが，本分析の対象となったパラ

グラフは二三の対話文を除き，そのいずれにも当てはまらないものであった。

（しかしながら，木下はここでは基本的に日本語で論文を書くときのことを想

定していることを明記しておきたい。）以下に一つの文より成るパラグラフの

例を二，三あげておくが，それぞれのパラグラフが，独立した自己完結性をもっ

た理想的なパラグラフになっているかどうか読者でも判断して欲しい。筆者の

判断では，これらのパラグラフはいずれもその前後のパラグラフに組み込まれ

るべき内容のものである。

Withdrugusebecomingsoaccepted，ｉｔｗｉｌｌｔａｋｅａｌｏｔｍｏｒｅｔｈａｎ
ａｎｅｗＷａｒｏｎＤｒｕｇｓｔｏｓｔｏｐｉｔ．（CrossSectio几）

Aftertakingshowerwithsometopqualitysoap（England）and
ahaironce-overwithyourdryer（Holland)，youstepdowntothe
breakfastroominyourloafers（Italy)，ｔｕｒｉｎｇｏｎｔｈｅｓｔｅｒｅｏｓｅｔ
(Japan）ａｓｙｏｕｇｏ,
ThearomaofKilimanjarocoffee（Tanzania）ｉｎｔｈｅｃｏｆｆｅｅｍａｋｅｒ

(Germany）ｆｉｌｌｓｔｈｅｒｏｏｍ…．
That'sthewaysomemiddle-classAmericaｎｓｔａｒｔａｄａｙｏｆｔｈｅ

ｇｏｏｄｌｉｆｅｗｉｔｈｔｈｉngsmadeonforeignshores．（LegelodEngJisハ
Readers）
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Ｌｅｔｕｓｇｉｖｅｗａｒｍａｐｐｌａｕｓｅｔｏａｌｌｔｈｏsewhomakeinspiring
effortsintheGames.（DailyYbmiuri）

（２）パラグラフ分けは，内容面の論理的結合性を考慮して行われるのではな

く，おそらくは読者の読み安さを考慮に入れて，書き手の窓意的な判断で

行われることが多い。

このことは上で述べた事とも関連しているが，書き言葉は本来読者に読まれ

ることを主目的としているので，書き手は，絶えず読者を想定しながら，語彙

を選択し，情報を整理・配列し，文章を組立て，修辞上の工大を凝らすもので

ある。特に一般大衆が読者と想定される場合には，読み安さとか，いかにして

読者の注意を引き続けていくかなどの要素も考慮するであろう。その際に，パ

ラグラフ概念と反するようなパラグラフ分けを行うことも十分考えられる。こ

のことが特に顕著なのは新聞や雑誌などであろう。以下の文章はLosAngeles

Timesからの引用であるが，パラグラフ分けが，内容的な面から行われている

のでなく，読者の読み安さを考慮に入れて，書き手の窓意的な判断で行われて

いることを示す例である。

SanDiego---Nearthelinewhereculturescollide，furtivemenhang
outatphoneboothsalongSanYsidroBoulevard，ateemingstripof
brightlycoloredMexicanrestaurants，shopsandcurrencyexchanges
thatseemsanorthernmirrorofTijuana，
Themenaredaredevildrivers-for-hirewhotakeillegalimmigrants

onthefatefultrektoLosAngeles；αmite，ｉｔｉｓｃａｌｌｅｄ－‐ａride・
Ａｎｄthedriversareknownasmjteros・

AdqDtedE>UgZjshLuo'てｊＳｓｕｃﾉiCzstﾉｉｅｓｅａｒｅｃｏｍｍｏ〃αｍｏ昭qmlzish-
SPeQherSi〃SoutﾉierlzChZi/br"ｍ６ａｒｒｉｏｓα"dMejcicα〃bordbrcities，
crOPPmgUPeue〃ilzqf/icmJrqDortsq／tﾉzeaKmstQtemdjcjClZPoZice・
TheborderbuzzeswithtermsthatMigueldeCervantesneverusedin
"DonQuixote，，‐－Ｊo"Cｈｅ（lunch)，dompe（dump)，ｙｏ"ｈｅ（junk)．
SomeTijuanansalsoindulgeinidiomaticconcoctionssuchasdbmLe
zm9ue6rCzzo（givemeabreak)．（LosAndgelesTimes）

上の三つのパラグラフはそれぞれ，一つ，二つ，及び三つの文から構成され

ているがパラグラフの基本概念から言えば，いわば例外的なものとなる。この

それぞれのパラグラフにおいて，パラグラフの概念に従って，例えばtopic

sentenceやconcludingsentenceを特定したりするのは意味のないことであろ

う。本来ならば，この三つのパラグラフは，内容面から考えて，イタリックで
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示されている文をtopicsentenceとする六つの文で構成される一つのパラグラ

フになるべきであろう。しかしながらこの文章を紙面で－つのパラグラフとし

て提供するのは，読み安さの面から考えると適当な判断とは言えないのである。

新聞の読者にとって，一つのパラグラフが長々と続くような記事は普通は敬遠

されるのである。

パラグラフ分けが書き手の窓意的判断でなされている例として，あと－つ例

文をあげたい。以下に挙げる一つの文より成るパラグラフはDailyYomiuri

のEditorialからの引用である。

Ｗｅｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｇｉｖｅｓｏｍｅｔｈｏｕｇｈｔｔｏthesignificanceofthe
HirosimaA臼ifmGames．

前述の木下によれば，このパラグラフはトピックの「移り変わり」を示す文

だから一パラグラフでも許容できるということになろうが，しかし多くの英文

ライティングでは，このような文は次のパラグラフの冒頭にもってくるのが普

通である。木下の示した基準は日本語で書く場合のことであると明記しておい

たが，ここでは英語の文であるにも関わらず，独立したパラグラフとなってい

る。しかし，さらに奇妙なことに，この英文訳のオリジナルである前日の読売

新聞の社説欄では，この日本語の文は，独立した段落とはなっておらず，次の

段落の冒頭に置かれているのである。段落分けが，書き手の悪意的判断によっ

てなされている事を示す好例であろう。

（３）実際の英語の文章でもtopicsentenceはほとんどの場合示されている

と言えるが，それがパラグラフの最初におかれるケースは約半数である。

しかしながらconcludingsentenceが示されることはほとんどない。

パラグラフ・ティーチングの教科書や指導書に出てくるパラグラフの概念が

そのまま具体化された理想的なパラグラフというのは，現実には11％ぐらいし

かなかったことは先程も述べたが，それらのパラグラフについてはtopic

sentenceはほとんどの場合示されていた。しかしながらtopicsentenceの置

かれている位置について言えば，パラグラフの最初にあるものはおよそ半数と

いう結果になった。パラグラフの構成については，通常topicsentenceで始

まるというのが基本的な考えであろうが，この結果からは必ずしもそうとは言
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えないことが分かる。

木下（1994）は，論文あるいはエッセイの概要を知るには，各パラグラフの

最初の文（つまりtopicsentence）を，拾い上げていけば全体の内容が分かる

と述べているが，実際にはそれほど単純ではない。「パラグラフの最初の文が

topicsentenceである」という考えは単純に受けとめられていて，事実，高校

生や大学生に，エッセイなどの概要を述べなさいというと，全く機械的にパラ

グラフの最初の文だけを抜き出してくるというケースが目立つ。このようなこ

とは，パラグラフ概念を単純化しすぎたことから来る弊害であろう。原則は原

則であるが，現実にはその原則以外のパラグラフ構成になる場合も同程度，あ

るいはそれ以上にあるという事実は指摘しておくべきであろう。

また，実際の書き言葉においては，パラグラフ中でconcludingsentenceが

示される例はほとんど見受けられなかった。これは上の二つの分析とも関連し

てくることであるが，分析対象となった201のパラグラフのうち，一つのパラ

グラフに含まれる文の数の平均がわずかに3.7文であったことからも当然であ

ると言えよう。わずか3.7文の中にtopicsentenceやconcludingsentenceを入

れることはまず不可能なことである。また読者の読み安さを考慮に入れて，簡

潔さが好まれるという事情を考慮に入れるとtopicsentenceの言い替えであ

るとも言えるconcludingsentenceをパラグラフの最後に配置するのは読者に

冗長な感じを与えるものとなり，賢明な書き手なら，例えパラグラフ概念の原

則からはずれるとしても，そのようなことは避けるであろう。パラグラフ・ティー

チングの教科書では，パラグラフの最後にconcludingsentenceを書くのが当

然のごとく受け入れられているにも関わらず,現実の文章では，皆無であると

いう事実は注目に値する。

なお，この考察は，分析したパラグラフ全体についてのものではなくて，

201例中のうちで，六つ～八つの文で成り立っているごく少数の23例について

のものであることを断っておかねばならない。実際の英語の文章全体を視野に

入れると，上記の考察は全く当てはまらないものであることは自明である。
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パラグラフ・ライティングの指導について

日本人英語学習者にとって，英文パラグラフの概念やパラグラフの構成につ

いての知識を持つことは，効果的な英文ライティング，あるいはリーディング

においても大切なことである。特にさまざまなアカデミック・ライティング

(和文あるいは英文によるレポート）が要求される大学生にとっては，パラグ

ラフ概念及びそれを実際に活用できる知識というのは必須であるとも言える。

実際，多くの大学でパラグラフ・ライティングについての講義が行われている

ようであるが，ここでは本分析研究の結果を参考にしながら，英語教室でのパ

ラグラフ指導について考えてみたい。

まず，パラグラフが基本的に「ある主題を中心とした関連する複数の文の集

合体で，中心文，展開部，結論文という自己完結的な展開を示す文章である」

というような原則的なパラグラフ概念について指導すべきであることは必要な

ことであろうし，事実多くの英語教室でパラグラフ・ライティング用に編纂さ

れた教科書を使用して行っていると思う。そのような教科書には，パラグラフ

概念が理想的な形で活かされているさまざまなパラグラフが掲載されているし，

そのような教科書でパラグラフの基本についての学習をするのは基本的には必

要なことであると思われる。しかしながら，そのような教科書のみを用いたパ

ラグラフ指導で終わると，実際には単なる知識のみの学習になり，現実のさま

ざまな文章に接する時には，役に立たないものとなる可能性が高い。

問題は，この分析結果からも明らかなように，現実の多様なジャンルにおけ

る英文ライティングにおいては，教科書に載っているような理想的な形でパラ

グラフが構成されているという例はほとんどないということである。このよう

な状況では，教科書で学んだ学習者のパラグラフについての知識も，教室以外

のさまざまな英文の文章を読む場合に生きた知識となって活性化されるとは期

待できない。現実の英語の文章は，パラグラフ概念から大きく逸脱した例外的

なものが大半となっているからである。英語教室においては，単に基本的なパ

ラグラフ概念に沿って書かれている教科書の文章のみでなく，教科書以外の

「多数の例外的なライティング」も提示し，学習者と共に，パラグラフの構成

がどのようになっているのかについての分析，検討をしないといけないである
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う。パラグラフ概念についての基本を教えるだけでは，パラグラフ指導は不完

全であるといわざるを得ない。教科書で基本を教え，教科書以外の英文による

さまざまなテキストに触れて，パラグラフ概念についての原則と，その原則が

実際にはあまり踏襲されていない現実についての理解を深める指導が必要であ

ろう。

本分析研究の限界

本分析研究では，新聞，雑誌，月刊誌，週刊誌，高校用英語教科書などから

201のパラグラフを対象に，量的分析とも言えるパラグラフを構成する文の数

によるパラグラフの長さを算出すると同時に，質的分析としてそれぞれのパラ

グラフのtopicsentence及びconcludingsentenceの有無，またtopic

sentenceのパラグラフ中での位置などについて調べたが，本研究のもつ限界に

ついて述べておきたい。

量的分析のパラグラフに合まれる文の数については，客観的な数字であり，

問題はないと思われる。ただ理想的なパラグラフの文の数を「六つ～八つの文」

と規定して，パラグラフの善し悪しを決定した結果，「本来のパラグラフ概念

どうりに書かれた英語の文章はほとんどない」との結論に達したが，六～八文

という原則は絶対的なものではない。五つの文まで含めてはどうか，四つの文

では本当に良質のパラグラフはできないのか，いろいろ問い始めるときりがな

いが，量的測定をする場合にはある程度の線引きをしないといけないので，極

めて常識的だと思われる「一つのパラグラフは六～八文」という線に従った。

パラグラフ概念からは妥当な判断だと思うが，これについては異論があるかも

知れない。

また，質的分析としてtopicsentenceやconcludingsentenceなどについて

調べたが，どれがtopicsentenceか，またconcludingsentenceは何か，につ

いては，－部英語のネイティブ・スピーカーにも助言を得たが，ほとんどは筆

者の判断によるところが多いので，誤解や判断ミスがあるかも知れない。ただ

そのような誤解をもたらすような「難読文」（木下，1994）の解釈については，

もし誤解や判断ミスがあるとすれば，半分は読者たる筆者の責任であるが，残
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りの半分は書き手の責任でもある，ということは付け加えておきたい。

結論

本稿では，パラグラフ概念の理論的な明断性と，その概念の具現化であると

考えられる実際のテキストに見られる暖昧性について論じた。パラグラフとは，

｢ある一つの主題を中心とした，関連する複数の文の集合体であり，topic

sentence，supportingsentencesそしてconcludingsentenceという自己完結

的な論理展開を示す文章である」という概念は，広く受け入れられていて，全

く妥当な考え方，疑う余地のないものとして考えられている。しかしながら，

実際に英語で書かれた新聞や雑誌などのテキストに見られるパラグラフを分析

してみると，そのようなパラグラフ概念が理想的な形で実現されている文章と

いうのは数少ない。本研究の分析結果では，９０％近くのパラグラフが，短文に

よるパラグラフで構成されていて，上記の概念から逸脱したものであった。ま

た，残りの，少数ではあるが，長さという点からは，いわば理想的と判断され

るパラグラフについても，多くの場合topicsentenceは示されているものの，

concludingsentenceがはっきりと示されているのは皆無であった。現実に我々

が接することの多い英語の文章には，パラグラフ概念からはずれた「例外的な

パラグラフ」というのがほとんどである。

これらの結果から言えることは，理論的なパラグラフ概念というものは，お

そら，書き手が読者の読み安さという点を考慮するために，現実のテキストに

はほとんど反映されていず，そこには大きなギャップが存在するということで

ある。パラグラフ概念の理論的明IWiさは，現実のパラグラフを分析してみると

暖昧さを帯びてくるのである。パラグラフ概念の理論的な明断性は，現実の英

文テキストを見る限りにおいては，同時に現実的な暖昧性をも合わせ持つもの

であるという認識は，特に英文パラグラフの指導に当たる英語教師にとっては

大切なことであるし，実際の指導においても反映させるべきであろう。

－９３－
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資料１：パラグラフの分析結果

表１分析結果
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均」は 一つのパラグラフ中に合まれる文の数の平均を

々複雑になっていると思われるので，ＮＹTimes…を例

見方を示す。
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まず「パラグラフ数」であるが，この数値は実際に同テキストから，

パラグラフ数を数えて出したものである。なお，この数値は，「パラグ

ラフの文の数」に掲載されている数値を合計しても得られる。

（1＋3＋2＋2＝8）

次に「パラグラフの文の数」であるが，これは，それぞれのパラグラ

フがいくつの文により構成されているか，その数値を示すものである。

例えば，ＮＹTimesの場合，２つの文より構成されているパラグラフ

が１個，３文より成るパラグラフが３個，４文より成るパラグラフが２

個，５文より成るパラグラフが２個となっている。

また，その中の「合計」欄には，全テキストがいくつの文より出来て

いるかが示されている。この数値は，実際に同テキストを数えても得ら

れるが，表中の（パラグラフの文の数）×（パラグラフ数）の合計でも

得られる。つまり，

（２×１）＋（３×３）＋（４×２）十（５×２）＝２９となり，同テ

キストは全体で29個の文より出来ていることが分かる。

その次の「平均」欄には，一つのパラグラフを構成する文の数を示し

てある。算出力法は，（文の総数）／（パラグラフ数）となり，この例

の場合は29／８＝ａ６（小数第２位を４捨５入）となる。この数値によ

り，ＮＹTimesの社説のパラグラフは，平均で3.6文より構成されてい

ることが分かる。

「語の総数」は，同社説全テキストで使用されている単語数のことで

ある。実際に，単語数を数えて算出した。

また，「１文の語」というのは，「一つの文の総語数の平均」のこと

である。ＮＹTimesの場合は，一つの文が平均23.3語から出来ているこ

とが分かる。
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Summary

ClarityandAmbiguityoftheConceptofParagraph

Su息l1muYamELuchi

ThispaperdiscussesthetheoreticalconceptofEnglishparagraphas

opposedtoitsambiguityinpractice、Asforthedefinitionofwhatan

idealparagraphis，thereisfairlygeneralagreementthatitisagroup

ofseveralrelatedsentencesthatdevelopsonemainideELandalsothatit

isusuallycomposedofatopicsentence，supportingsentences，anda

concludingsentence・Theclarityoftheconcept，however，seemsvery

doubtfulandobscurewhenvariousEnglishpafagraphsareanalyzedin

viewoftheirlengthandcompositeparts、Ofthe201expository

paragraphstakenfromfourteentextsrepresentingnewspapers，weekly

andmonthlymagazines,andEnglishtextbooksforJapaneseEFLlearners，

only23paragraphsarejudgedasidealfromtheviewpointoflength,ｉ､e

thenumberofsentencescontainedineachparagraphMostparagraphs

eｘａｍｉｎｅｄｉｎｔｈｉｓｓｔｕｄｙａｒｅｓｈｏｒｔａｎｄｊudgedasexceptionalinlightof

theidealconceptoftheEnglishparagraphFurthermore，qualitative

analysisofthe23idealexamplesshowsthatnoconcludingsentencesare

clearlystatedintheparagraphs，althoughmanyofthemcontainatopic

sentenceinvariouspositions・Thesefindingsclearlycontradictｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔ

ｏｆtheidealEnghshparagraphandshowthegreatgapbetweentheory

andpractice・TheconceptoftheEnglishparagraphseemsveryclearin

theorybutbecomesveryobscureifconsideredpractically・Thissuggests

thedifficultieswemayhaveinteachingtheconceptoftheEnglish

paragraphlnresponsetothis，thispaperbrieflydiscusseshowtoteach

paragraphwriting／readinginJapaneseEFLsettings，becauseteaching

theconceptofEnglishparagraphisveryimportantforacademicessay

writing／reading．
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