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シリーズ「英文法を解き明かす―現代英語の文法と語法」は、英語語
法文法学会が 2012年に設立 20周年を迎えたのを期に、学会で培われてき
た活動成果を広く社会に還元すべく、出版を企画したものです。
英語語法文法学会は、28名の研究者による設立趣意書を受け、1993年

に初代会長小西友七のもと設立されました。その背景には、英語学、言語
学の分野において、変形生成文法をはじめとする言語理論の隆盛によって
学問的な関心が理論的側面に偏り、研究対象が文法の実証的記述から離れ
ていったことがあります。各種学会での研究発表、シンポジウムが理論的
な研究に傾き、個別言語としての英語の記述的な語法研究が正しく評価さ
れない状況にありました。
教育の現場で英語を教え、また英語のあるがままの姿を正しく理解しよ
うと思っている研究者にとって、英語の語彙や構文の特性などの基本的な
成り立ちをつまびらかにして、英語自体の理解を深めることこそが、基本
的な出発点だと思います。ことばの多様性とそれを説明する筋の通った記
述という地道な研究の成果を発表する場を保証することが、本学会の使命
のひとつだと思うのです。

1993年 11月、第 1回大会が立命館大学で開催され、その後、設立の趣
旨を実現すべく、さまざまな取り組みがなされてきました。年次大会では
シンポジウム、研究発表のほか、第 6回大会からは特色ある「語法ワーク
ショップ」をはじめました。機関誌の『英語語法文法研究』は創刊号（1994
年）から毎年刊行され、前年のシンポジウムに基づく論考、応募論文、語法
ノートを掲載しています。また、小西友七初代会長の寄付金を基金として、
2000年に「英語語法文法学会賞」を、2010年からは若手研究者の育成と
研究活動の促進を目的とした「英語語法文法学会奨励賞」を、新設しまし
た。さらに、2005年以降、学会の社会貢献の一環として会員以外の方も参
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加できる英語語法文法セミナーを毎年 8月大阪で開催しています。これは、
英語学・言語学の最先端の学識に触れる機会を広く提供することを目的と
したものです。
このシリーズは、「ことばの基礎」「談話のことば」「ことばを彩る」「こ
とばとスコープ」「ことばの実際」という 5つの視座から英語ということ
ばを見つめるものです。「ことばの基礎」ではものの名付け、代替表現など
を対象として、名詞と代名詞を第 1巻でとりあげ、第 2巻では文構造の基
本としての動詞を記述の中心に据えます。「談話のことば」では、品詞を超
えて文をつなぐ現象を第 3巻で扱い、談話と文法的規範からの逸脱との関
係を第 4巻で考察します。「ことばを彩る」というテーマでは、第 5巻で
テンス・アスペクト、第 6巻ではムード、の観点から英語表現のニュアン
スの違いを論じます。第 7巻と第 8巻は「ことばとスコープ」にあてられ、
それぞれ照応表現、否定表現が分析の対象となります。「ことばの実際」で
は、話しことばの実相を第 9巻で提示し、英文法と言語コーパスとの接点
を第 10巻で記述、説明します。
本シリーズは、英語の文法事象と語法を、最新の知見からわかりやすく
解説するとともに、その研究成果を英語教育の現場で役立つ情報として盛
り込むことで、研究と教育の両面から包括的に、発話者の「心」を伝える
英語表現の仕組みを解き明かすことを目指すものです。

2016年 3月
編者

内 田 聖 二
八 木 克 正
安 井 　 泉
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本書は、シリーズ「英文法を解き明かす―現代英語の文法と語法」の
「談話のことば」の一冊として企画された。本書のタイトルは「規範からの
解放」である。
近年、規範文法を再評価する動きが一部に見られる。例えば古田（2015: 

11）は、語法は単語の数だけ無限に存在するが、規範文法はきわめて限られ
た知識体系であり、外国語として英語を学ぶ者にとっては大きな武器にな
るという。規範文法が英語教育において必要であることは否定しないが、
本書では規範文法が語法からまったく独立して存在しているかのような立
場はとらない。それどころか、本書で見るように、語法と規範は密接に関
係し、長い歴史の中でそれぞれの語に特有の規範が醸成されてきた。
今日、インターネットを含めて英語学習のリソースが多様化し、教科書
で学ぶ形とは異なる英語に触れる機会も増えている。そのような非教科書
的な英語に出会うと、学習者のみならず教授者ですら戸惑う現実がある。
教育内容と実態の乖離は、語法を中心として英語のさまざまな側面に及ん
でいる。自分の学習した内容が英語の一部であり、理想化されたものでし
かないと理解することは、些末な事項に必要以上に拘泥しないために大切
であり、柔軟なコミュニケーションのためにも重要である。
また、英語研究の深化のためには、規範にとらわれず英語の変化や実態
を虚心に見ることが肝要である。良い悪いは措くとして、実際の英語は驚
くほど柔軟性を持っている。実証的英語研究は、その実態を的確に把握し
なければならない。英語教育のための規範は、そのような良質な記述的英
語研究の集大成から生じるべきものであり、実際の英語から分け隔てられ
て存在するべきものではない。
英語が変化し多様化する中で、日本の英語教育がコミュニケーション能
力の育成を目指すのであれば、それを支える英語研究も旧来の「定説」に
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固執することなく、時代に合わせて柔軟に変化対応していかねばならない。
「こう言ってはならない」「こうしか言えない」ではなく、「こうも言える」
という、規範からの解放、寛容の教育への質的転換が求められる。
本書で扱う事例は、語の用法を中心としている。「談話のことば」という
カテゴリーが扱う対象としては異質なものかと思う。しかし、それぞれの
語や表現は談話から離れては存在しえない。そのような意味で、本書は談
話における語の用法を見たものと言える。談話の中の言葉遣いが規範にと
らわれず、いかに自由かということを再認識するよい機会となると思う。
これは、豊饒な談話の中の英語の多様な姿を考察する面白味を味わうとい
うことに他ならない。それはまさしく英語語法研究の原点である。
本書をまとめるにあたって、諸先生方、諸先輩方、同僚、友人の方々に
助けていただき、人に育てられたという思いを一層強くした。また、学生
との何気ない会話や、国内外の学会・研究会発表での質疑応答で多くを学
んだ。紙幅の関係で支えてくださったすべての方のお名前は掲載できない
が、恩師の和田四郎先生（神戸市外国語大学名誉教授）、八木克正先生（関西学
院大学名誉教授）には改めて感謝申し上げたい。また、不勉強な筆者の蒙を
常に啓いてくださる家口美智子先生（摂南大学）、家入葉子先生（京都大学）、
田村幸誠先生（大阪大学）、橋本正俊先生（摂南大学）、後藤一章先生（摂南大学）、
井上亜依先生（防衛大学校）にもお礼申し上げたい。
本書の一部となった論文の初出は別に記した。そのような個別研究の多
くは、もともと規範との関係を意識して論じたものではなかったが、本書
の執筆にあたって規範という縦糸で紡ぎなおすことができた。その後の研
究の進展に伴って大幅な追記や誤りの訂正を行った部分もある。また、本
書に収められた研究の多くが、以下の科学研究費で可能になったものであ
る。（若手研究（B））「フレイジオロジーの考え方を取り入れた英語の変則的
構文・表現の記述的研究」（課題番号 23720256（代表）住𠮷誠（平成 23年度～平成
24年度））、（挑戦的萌芽研究）「フレイジオロジーの理論化推進のための国際
的研究」（課題番号 24652097（代表）八木克正（平成 24年度））、（若手研究（B））「フ
レイジオロジーの考え方を援用した英語の語彙補文・フレーズ補文の記述
的研究」（課題番号 26770175（代表）住𠮷誠（平成 26年度～平成 28年度（予定）））。
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ここに記してお礼申し上げる。
最後になったが、編集の過程で、助言やコメントを惜しまず与えてくだ
さった研究社の津田正氏、高野渉氏のお二人に深謝したい。もちろん、本
書の誤りや考え違いはすべて筆者に帰するものである。

2016年 3月
住 𠮷 　誠
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第1章

は じ め に

1.1 規範と記述
本書を支える 2つのテーマは「語法」と「規範」である。
近年の英語研究では、立場を問わず語の研究の重要性が再認識されてい
る。英語教育を論じた文献においてGrammar as structure is subordinate to 
lexis. （構造としての文法より語彙が上位にある） （Lewis 1993: vii） といった主張
がなされているのも、第 2言語習得において文法より語彙の習得のほうが
肝要であることが正しく認識され始めたからに他ならない。このような文
脈で考えれば、語を研究対象とする日本独自の英語語法研究も「復活・復
権の時期」（小西（編）2006: iii）を迎えた感がある。
もう 1つのテーマである規範は、一部の例外を除いて、現代の言語学に

おいて中心的なテーマとはなっておらず、本書で改めて取り上げることに
今更感を持たれる方も多いと思う。一方で、現在の英語研究に見られる規
範的な傾向を指摘したものや（八木 1996: 3）、一般的な世の中の傾向として
規範の復活に触れたものもある（Beal 2008: 351）。本書でなぜ規範というテー
マを扱うのか、最初に述べておきたいと思う。

1　What is new in the late 20th and early 21st centuries is the proliferation 
and popularisation of a whole range of ‘prescriptive’ texts. （20世紀後半と
21世紀初頭における新たな傾向として、さまざまな「規範的」テキストが増
え、それが一般にかなり受け入れられているということがある）
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Oxford English Dictionary （2nd edition, s.v. prescriptivism）では、規範主義
を「文法とは、言語使用の際、従わなければならない規則を定めるものと
する考え」としている。一方、記述主義は「言語の客観的・体系的記述を
目指し、観察された事実のみにもとづいて考察を行う方法」（McArthur （ed.） 
1992: 286）とされる。Huddleston and Pullum （2002: 5–6）は、規範について
次のように述べる。

In the fi rst few pages of one usage manual we fi nd entries on abacus 
（should the plural be abaci?）, abbreviations （which ones are acceptable 
in formal writing?）, abdomen （is the stress on the second syllable or the 
fi rst?）, abduction （how does it differ in meaning from kidnapping?）, and 
so on. （中略） Not all of them would belong in a grammatical description. 
（中略） These we take to be in the province of lexicon̶matters for a dic-
tionary rather than a grammar. （中略） There are also topics in a descriptive 
grammar that are uniformly ignored by prescriptivists.
（語法書の最初の数ページを見れば、abacus （複数形は abaciとなるのか）や、縮
約（堅苦しい書き言葉ではどの形が容認されるか）、abdomen （強勢は第 2音節、
第 1音節のどちらに置くか）、abduction （kidnapping （誘拐）とはどう違うか）など
の項目がある。（中略）このようなものの中には文法書の記述になじまないものも
ある。（中略）これらは語彙の領域にある、すなわち文法書ではなく辞書が扱うべ
き問題であると考える。（中略）一方で、規範文法家たちが一貫して注意を払わな
かったような項目が記述的文法書の中で扱われることもある）

このような主張のもとになっているのは、規範文法と記述文法は扱う言語
現象や対象が異なっているという考えである。
そもそも規範文法と記述文法は存在理由が異なる。規範文法は主に教育
のためのものであるし、記述文法は言語研究のためのものである。この 2
つは基本的には分けて考えるべきものであるが、お互いが干渉しあうこと
があり、規範文法の中にも記述的説明が混じることもあれば、記述文法の
中に規範的な側面が見られる場合もある。記述文法において「Xという形
が普通である」と判断されること自体が、「他の選択肢は普通でない」とい
う解釈につながることも多く、記述文法にも規範的価値判断が含まれると
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主張することもできる。例えば Milroy （1992: 8） は . . . all language descrip-
tions, no matter how objective they are, must be normative. （すべての言語記
述は、いかに客観的なものであっても、規範的なものにならざるを得ない）と述べ
ている。しかし、Milroy 自身も指摘しているように（p. 9）、「ある形が普通
である」ということは「そういう使い方をすべきである」と同義ではない。
古くは Sweet （1891: 7）も述べているように、文法は一般的な規則のもと
に集約できる言語事象を扱い、辞書は言語の不規則な部分を扱うとされる。
上の Huddleston and Pullum の言葉と合わせて考えれば、辞書が規範に関
わる不規則な個別事象を扱うということになる。第 2章で見るように、規
範規則の提示は当初文法書が担っていたが、記述的英文法の出現とともに、
その役目は語法書の範疇に移っていった。規範は、文法構造よりも個々の
語の使用に密接に関わる個別の問題であることが多い。語法研究と規範の
接点もここから生まれてくる。
現在の語法研究においては、「あるべき」使用法を提示するといった規範

的な側面は影をひそめ、事実の提示や言語現象にひそむ「なぜ」を説明す
ることが一般的になっている。すなわち語法研究も記述的である。しかし、
語法研究が規範の呪縛から解き放たれることはなかなか容易ではない。日
本において usage が「正用法」と訳されていた時代（例えば大塚・中島（編）
（1982）, s.v. usage） があったことからもわかるように、語の使用の研究が言
語使用における「正しさの研究」、すなわち規範文法であった時代があっ
た。今でもそのような受け取り方をされることもある2。そのような研究で
は、論理や権威とされる個人の嗜好が事実よりも優先された。言語の多様
性や変化は堕落と考えられ、それを防ぐことこそ規範文法の使命とされた。
そのような個人の嗜好が優先されることを、Huddleston and Pullum （2002: 

2　英米で発行される語法書に usage の語が冠されることが多いが、この場合
も usage は規範的な「正用法」と同義に考えてよいだろう。この点、アメリ
カの一般の人々の認識も同じである （Curzan 2014: Amazon Kindle版、位置
No. 649）。一方で、最近の認知文法で盛んに使用される usage-based という
言い方における usage とは、「実際の用法」の意味であり、記述的性格が強く
でている。小西（編）（2006: 1137ff.） を参照。
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7） は「嗜好専制」（Taste tyranny） と呼ぶ。
そのような「個人的な嗜好」は、英語という個別言語の発達に大きな影
響を与えてきた。「英語の歴史は言語内で起こった変化だけでなく、言語規
範の影響で生じた変化によっても形成されてきた」（Curzan 2014: Amazon 
Kindle版、位置 No. 228） という指摘もあるように、規範を考察することは、
単にある使い方が正しいか間違っているかという表層的な問題以上に、英
語という個別言語の成り立ちを研究する上でも非常に重要なことである。
多様な英語の姿に気づくのは、多くの場合、過去の定説と異なるからで
あり、その定説は規範文法に由来するものもある。そのような変則形は、
規範に合わない「間違った」形であると判断されてしまうことが多い。規
範に合わない形を「間違い」として考察の対象からはずしてしまうと、英
語に生じている変化を見逃して、英語という個別言語の全体像の把握を難
しくしてしまう。語の研究の重要性が見直されている現在、規範文法との
関連から個々の語法の実態を見直す必要がある。

1.2 「事実観察」の冷遇
科学的英語研究は Henry Sweet, A New English Grammar: Logical and 

Historical. Vol. I （1891）, Vol. II （1898） から始まった。Sweetは Preface に
おいて「さまざまな語法のどれが正しいのかといった問題に決着をつける
ことはしない」と述べ、次のように続ける（1891: 1–2）。

The fi rst business of grammar, as of every other science, is to observe the 
facts and phenomena with which it has to deal, and to classify and state 
them methodically. A grammar which confi nes itself to this is called a 
descriptive grammar. （中略） When we have a clear statement of such 
grammatical phenomena, we naturally wish to know the reason of them, 
and how they arose. In this way descriptive grammar lays the foundations 
of explanatory grammar.
（文法が最初になすべきことは、他の科学と同様、それが扱うべき事実や現象を観
察し、それらを組織的な方法で分類・記述することである。このような方法をと
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る文法を記述文法と呼ぶ。（中略） 文法現象を明確に記述すると、その現象がなぜ、
どのように生じたかを知りたいと思うのは当然である。このように、記述文法は
説明文法の土台となる）

Sweet のこの言葉は今も妥当なものと考えてよい。この 120年程の間にい
くつもの言語理論の出現があり、どのような手法で記述するかはその時々
で変わったが、「事実の観察」「なぜの説明」は常に目標とすべきものであっ
た。しかし、「なぜの説明」はさまざまな理論の枠組みで精力的に行われ充
実を見たが、「事実の観察」は 20世紀後半、言語資料を直観に頼りすぎた
こともあり、おざなりにされた感は否めない。
日本では、市河（1912）が科学的英語研究の幕開けとされる。市河は、そ

の序で「要はただ文法をもって単に英語を正しく話したり書いたりする術
であるとか、あるいは文法の教える規則は絶対的なもので、これに違反す
る言い方は不正であるとかいうような見方を避けて、英語における種々の
現象をすべてそのまま言語上の事実として受け入れ、これを公平に観察し」
と述べている。このような発言は、日本においても規範からの解放を目指
した研究が確かに存在したことの証でもある。しかし、事実観察にもとづ
く記述的英語研究は、理論言語学の隆盛とともに冷遇されるようになった。
細江（1966）3も、戦前の発言であるが、「或ものは所謂理論を偏重して英語
の実際を見失い」（p. i）と指摘し、「文法を説くものは、まずその対象とす
る言語の実際の姿を、そのあるがままの姿で認識しなくてはならない。（中
略） 英語そのものの虚心坦懐な観察を忘れたのは、疑いもなく大きな失態
である」（p. 413f.） と述べる。

1.3 「伝統的規範」と「新しい規範」
規範は言語使用の際に従わねばならない規則とされるが、その内容はい
くつかに分けることができる。Curzan （2014: Amazon Kindle版、位置No. 667）

3　筆者が参照したのは、1926年の復刻版を 1966年に新訂版として出版した
もの。引用文中の旧かな遣いや旧字は現代のものに改めた。
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は、規範を（i）「標準化のための規範」、（ii）「スタイル規範」、（iii）「回顧
規範」、（iv）「政治的に正しい規範」の 4つに分けている。綴りや語の意
味、文の組み立て方など、候補が複数あるような状況は好ましくないので、
そのうち 1つを「正しい」形と決める。その「正しい」形は社会的にも認
知され、英語の標準化が進んでいく。これが（i）に当たる。（iii）は、「由緒
ある」古い形を正しいとするものである。ラテン語や語源などを基準に、
「正しさ」を決めていく。このような考え方では、変化した形や基準に合わ
ない使い方は、たとえそれが頻繁に使用されていても「間違い」とされる。
本書でいう規範は、英語の構造や表現に関わるものであり、主に（i）と（iii）
に関係する4。（ii）や（iv）のスタイルや社会的な側面で問題になるような項
目は含んでいない5。
このような規範を、本書では大きく 2つに分けることにする。18世紀か
ら 19世紀にかけて英語の規範文法が完成した。その時から現代まで引き
継がれている「伝統的規範」がその 1つである。この伝統的規範は、「分
離不定詞の禁止」「a girl whom/who I talked to yesterday のような構造で
whomの推奨」のように、学校教育を通して英語研究の専門家でない人た
ちにもかなり浸透している。こうした規範は、論理にもとづいて断じられ
ることが多い。ラテン語には分離不定詞がないので英語でもそれを禁じる、
前置詞の後は目的格が来るので whom が正しいといった具合である。実際
問題として、言語の使用はすべて論理に則っているわけではないので、こ
のような規範に従わない例を見出すことは難しくない。

4　言語構造や変化などに関わる、純粋な言語内規範と、言語を社会的要因など
から規定する言語外規範がある。詳しくは Curzan （2014） を参照。また、規
範を歴史社会言語学の視点で論じたものに池田（2015）がある。
5　当初の規範文法は（i）を主目的としていたため、文法書の形で提示されてい
た。しかし、英語のつづりや文法がある程度統一され、辞書や文法書の内容の
標準化が進むと、（ii）が主流になった。それにしたがって規範文法は語法書へ
とその舞台を移した （Curzan 2014: Amazon Kindle版、位置No. 667）。現在
の語法書で扱われる事項すべてがスタイル規範というわけではないが、規範の
舞台が文法書から語法書へと移っていったことは、語法研究との関連で重要で
ある。
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本書で扱うもう 1つの規範は、八木（1996）でも触れられている「新しい
規範」である。生成文法の隆盛に伴って、研究者の内省判断をもとにした
非文情報が言語研究のデータに利用されるようになった。詳しくは第 3章
で述べるが、このような言語直観にもとづく判断は多くの問題を含んでい
る。言語学者の内省判断を規範ととらえる議論はそれほど多くないが、権
威ある言語学者の意見が、事実と照らし合わされることなく引き継がれて
いくことの底流には、伝統的規範を固く守ろうとするのと同じ心理がある。
英語を母語とする言語学者ですら、伝統的規範の呪縛から解き放たれる
ことは難しい。言語学者の直観も規範に影響されることがある （Milroy and 
Milroy 1999: 21）。また、ある著名な言語学者が提唱するルールに影響され
て、本来は何の問題もない英語を「非文」であると判断してしまう場合も
ある （Schütze 1996）。このような新しい規範は言語学で論じられるほどお墨
付きを得て、辞書や文法書という形で一般に浸透する。八木（1996: 3）が指
摘するように、英語の事実を見失い、記述的であろうとしながら規範的に
なるという矛盾を抱え込む。Huddleston and Pullum （2002: 7）は「規範文法
の規則は実際の言語使用にもとづかないものであり、規範文法を書く個人
の判断が、その言語の多くの母語話者の判断よりも優先される。（中略） こ
れは個人的嗜好の普遍化 （universalising of one person’s taste） である」と批判
しているが、「個人的嗜好の普遍化」は実は直観にもとづく理論言語学者の
判断にも当てはまる可能性がある。
また、英語を学習する非母語話者の増加に伴って、学習者向けの語法書
が出版されるようになった。これらの語法書に掲載される情報は、その教
育的な性格上きわめて保守的にならざるを得ない。学習者向けということ
もあり、このような語法書で挙げられている項目がそのまま英和辞典に非
文情報として採用されることも少なくない。最近では学習者コーパスが構
築され、英語母語話者のデータを集めたコーパスとの比較をもとに、学習
者がつまずきやすい事項を多数掲載している語法書もある。しかし、この
ような語法書で「不可」とされている構文や表現が、英語母語話者に使用
されていることも珍しくはない。このような「誤り」には、従来の伝統的
規範にもとづく語法書では触れられていない項目も多い。こういったもの
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も新しい規範に含まれる。

1.4 規範からの解放
新しい規範は伝統的規範と異なり、それが規範であると気づかれにくい。
日本の英語教育において、昔ながらの規範だけでなく、言語学者の判断や
学習者向け語法書の内容が辞書やその他の著作を通じて広まっている現状
を考えると、規範についての見直しが急務である。
加えて、英語が変化しているという事実がある。このような変化には、
伝統的規範や新しい規範を知る者にとっては、なぜそのような形になるの
かという説明が難しいものも含まれている。新旧の規範を、英語の事実と
対照させながら見直していく必要があるだろう。
英語研究の目的は、語の使用を文法書や語法書の記述に服従させること
ではない。しかし、「前置詞の後には名詞が来る」という規則を学習する
と、言語事実を見る場合にそれを教条的に当てはめてしまい、虚心に例を
眺めることができなくなる。実際には前置詞には多種多様な要素が後続す
るが、名詞以外のものが後続した例に出くわすと、これは間違いではない
かと考えてしまう6。しかし、言語は柔軟性を持っている。その振幅が新た
な変化の流れを生み、結果、従来の観点から見ればさらに変則的な形へと
展開していく。
語の用法の実際は実例の中にある。規範から解放された例も実例の中に
見出せる。本書は、筆者が読書の折に集めた例やコーパスからの実例を仔
細に検討しながら、伝統的規範からだけでなく、新たな規範からの解放も
目指す。扱う題材は「動詞の目的語は名詞でなければならない」「前置詞の
後は名詞である」といった伝統的規範とは相いれない言語現象や、〈apol-

6　TOEICや大学受験の英語などでも、「かっこの後ろが名詞なので、前置詞
despiteが正解である」というような問題が見られる。教育的観点から言えば、
このような品詞にもとづく考え方には一定の効果があると思われる。しかし、
こういったテストのために覚えた規則が、英語の実際を見る際に妨げになるこ
ともあるだろう。
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ogize＋that節〉 を不可とするような、理論言語学者たちが直観によって判
断した新しい規範である。言語事実がそのような規範と一致しない振る舞
いを見せるのはなぜだろうか。規範自体が言語事実と乖離しているのかも
しれない。判断が間違っているということもあろう。英語が変化している
ことも関係する。その理由はそれぞれの現象の中に見出していくしかない。
検討されるべき問題は多くあり、本書で扱う事例はその一部にすぎない。
問題例の提示を含めて、本書は「規範からの解放」の一つの試みである。
本書ではフレイジオロジーの考え方をとりいれた「フレーズ化」や、意味
と形の関係といった視点から、新旧の規範に関わる現象を見ていく。本書
の道具立てや基本的な立場については第 5章で述べる。

1.5 変則的な形を扱う意義はどこにあるか
伝統的規範にせよ、新しい規範にせよ、「標準的」とされる規則に合わな
い形は一般に「変則的」と考えられる。これまで、そのような変則的な形
は、通常の文法研究の考察対象からはずされるのが一般的であった。本書
のように、変則的な形を研究対象として扱う意義はどこにあるのだろうか。

1.5.1 「変則的」とは何か
規範を基準に考えれば、それから逸脱する形は変則的とされるだろう。
英語母語話者の直観による判断を「正しい」言葉遣いとするならば、それ
に合致しない形は変則的であると言えるかもしれない。しかしながら、「変
則的」は決して「正用法ではない」ということを意味しない。「変則性」は
言語のさまざまなレベルにおいて見られる。
語レベルでの変則性：名詞 leaf の複数形は通常 leaves であるが、Maple 

Leaf の複数形が Maple Leafs となることについて「構成要素の主要部がな
いこと」という点から論じているものがある （Pinker 1994: 141ff.）。このよう
なものは語レベルでの変則性ということになろう。現代英語において不規
則動詞とされる caught, kept のようなものは、古英語においては規則動詞
といってもよいものであった（安井 1996: 160）。「不規則的／変則的」という
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のは時代によっても変わってくる相対的な概念であることがわかる。特に
語形成においては、規則化しにくいものも多いため、辞書がそのような不
規則性を扱うとされたのは上で触れた。
統語レベルでの変則性：通常の統語規則が適用できないものを「変則的」
と呼ぶこともある。例えば、他動詞構文が受身になるという規則は一般的
なものであるが、resemble は受身にならないし、成句である face the music 
も受身にならない。こういったものは、規則が適用できないという意味で
「変則的」ということになる。近年の定型表現の研究でよく言及されるが、
自動詞用法が基本の comeが目的語を伴って come a cropper （「失敗する」）
という形で用いられるのも、統語レベルでの変則性と言える。Moon （1998） 
は、このような変則性を「文法的非合成性」 （grammatical non-compositionality） 
と呼んでいる。
意味レベルでの変則性：文や表現の意味は、それに使用される語句の意
味を足し算することで得られるという考え方 （semantic compositionality） があ
る。一方で、実際の言語使用の場においては、文や表現を構成する語句の
意味を足し算しても、全体が表す意味にならないことがある （semantic 
non-compositionality）。特に定型表現や成句において、このようなものが多い
（詳しくは 5.3.2を参照）。表現を構成する要素の意味を足し算しても全体が表
す意味にならないものを「変則的」と称する研究もある （Wray and Perkins 
2000）。意味のレベルにおける変則性ということになろう。
変化の変則性：言語は規則的に変化するとされる。例えば、19世紀後半
に比較言語学の分野で活躍した青年文法家は、音韻変化の規則性を明らか
にした。この場合、規則性を明らかにすることで過去の言語の姿を再建す
ることも可能になる。意味変化や文法化などにおいて規則性を見出そうと
する研究も多い（例えば Traugott and Dasher 2002など）。ところが、このよう
な一定の変化の流れからはずれるものが発見されることもある。言語変化
はさまざまな要因で例外を生む。
いずれにせよ、このような研究の前提となる考えは、言語は、音声、形
式、意味、言語変化など、どの側面においても規則性を持っており、それ
を明らかにすることが言語学の使命であるという考えに他ならない。
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このような規則性の追求は言語理論だけでなく、規範文法の中にも見ら
れた。だからこそ、規則を作って変則性をなくしていくという考え方へと
つながる。見方を変えれば、そうせねばならないほどに、言語は常に変則
的な部分を持っているということである。
このような変則形は、頻度の上から言えば優勢とは言えない場合が多い。
そのような頻度の低い構文や表現を扱うことに疑義が呈されることもある。
一方で、Taylor（2012）は、英語に見られる例外的な現象を種々扱っている
が、生成文法のような規則性を追求するモデルを the dictionary plus gram-
mar book model と呼び、そのようなモデルで扱われない変則的な形 （idio-
syncratic usage） を扱うことは、言語知識の解明の一助になると述べている
（p. 68）。彼は、「言語は程度の差こそあれすべての面において変則的である
し、むしろ、完全に規則的である、完全に合成的であるというほうが例外
なのである」とまで述べている（p. 72）。変則性が言語の至るところで見ら
れるという事実は、それぞれの変則的な現象の頻度が高くないという事実
よりも重要である。変則性は頻度とは切り離して考えるべき問題であろう。
言語の規則性を追求する立場に立てば、そこから逸脱するものは変則的
である。しかし、もし一部の研究者が指摘するように変則性が言語の至る
ところで観察されるのであれば、実は規則性のほうが「変則的」であるの
かもしれない。変則性は拠って立つ立場によってその内容が異なる。本書
の後半では、従来から言われている規範やこれまでの定説と合っていない
事例を扱う。それらの事例は、従来の規範と異なっているという意味で「変
則的」であるし、これまで明らかにされてきた英語の言語事実と異なると
いう意味で「変則的」であるし、「ない」とされていたものが「ある」とい
う意味で「変則的」である。これらの事例は、従来の観点で眺めれば少な
からず変則性を含んでいる。ある動詞が that節を従えるかどうかという、
一見単純な問題ですら、言語学者の「不可」とする判断と英語の実態が異
なっている現実がある。実際に使用される英語が、例外なく文法規則に従っ
ていると考えるのはある種の幻想である。このような事実は、英語が人間
の豊かな営みの産物の一つであるということの証である。



〈中 略〉
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第6章

have until X to V への
フレイジオロジー的アプローチ

6.1 他動詞の目的語は「名詞」でなければならないか
他動詞の目的語になるのは名詞であるという考えが一般にある。例えば

Quirk et al. （1985: 726） では「目的語は通常名詞句または名詞節である」と
述べているし、Aarts （2007: 173） は、他動詞構文を NP-V-NP という形式で
示していることから、名詞句（NP）が目的語になるという考えに立っている
ことがわかる。
しかしながら、必ずしも常に名詞句が目的語に立つわけではない。原沢

（1979: 81）は次例を挙げ、動詞 think が outside her garden という副詞句を
「目的語」にとっていると述べている（引用の仕方はママ。訳は筆者）。

（1） She refused to think outside her garden. ̶D. H. Lawrence
（彼女は庭のこと以外考えようとしなかった）

次例を見てみよう。ここでも本来は時を表す副詞類である after/before 
句が、動詞 includeの「目的語」になっている。

（2） Experts say people around the world wash their hands but very few 
use soap at so-called critical moments. These include after using the 
toilet, after cleaning a baby and before touching food.

 （Voice of America, Oct. 14, 2008）
（世界中の人たちが手を洗うが、「使うべき時に」石鹸を使う人が少ないと専
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門家たちは言う。「使うべき時」というのは、トイレ使用後、幼児の排泄物
の処理をした後、食品に触れる前などである）

（1）や（2）の例はたいへん興味深いが、include afterといった形が定型で頻
繁に使用されるということではないだろう。
一方で、until句が他動詞の目的語の位置に生じる形がある。実例を挙げ

よう。この形は（1）や（2）の形よりも頻繁に生じる。

（3） a.  Americans in a number of states had until this week to sign up to 
vote. Others have more time to register.

 （Voice of America, Oct. 14, 2008）
（一部の州のアメリカ人は今週までに投票の届け出義務がある。他州のア
メリカ人はもっと時間的余裕がある）

 b.  Under the terms of last month’s unanimous Security Council 
resolution, Iraq has until Sunday to declare all of its biological, 
chemical, and nuclear weapons work, as well as its long-range 
missiles. （The Voice of America, Dec. 03, 2002）
（先月の安全保障理事会の全会一致の決議に従って、イラクは日曜日まで
に生物兵器、化学兵器、核兵器のすべての施設、および長距離ミサイル
を申告せねばならない）

（4） . . . he expected it to take until next summer to reach fi nal agree-
ment . . .  （BNC）
（最終合意に達するのは来夏までかかると彼は予想していた）

（5） . . . he had been given until Sept. 17 to explain himself, . . .1 （BNC）
（彼は釈明する猶予を 9月 17日まで与えられていた）

目的語になるのは名詞句または名詞節であるとする英文法の「常識」から
すれば、このような形はきわめて変則的である。特に（3）の haveとともに
使われる例は、基本的には to不定詞を後続させた形で使われ、たいへん興
味深い振る舞いを見せる。この章では、（3）のような変則形を have until X 

1　〈give＋until〉 の例は鈴木・三木（2011: 45）でも指摘されている。
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to V と呼び2、統語的・意味的観点からその実態を考察してみよう。

6.2 頻　　　度
まずは 3つのコーパスを使用し、この have until X to V の連鎖の頻度を

確認してみよう。この検索では、had, having などを含めた have の異形、
および until の代わりに till が使用されている例を検索し、ヒットした例す
べてを一つひとつ手作業で確認した。表 1, 2はそれぞれ COCA3, BNC 
（World edition） での当該連鎖の頻度である。

表 1： COCA における have until/till X to V の頻度（回）

have until X to V 322
have till X to V   5

表 2： BNC （World Edition） における have until/till X to V の頻度（回）

have until X to V  51
have till X to V   0

どちらのコーパスでも untilが優勢であることがわかる。この理由について
は 6.9節で検討する。
次に TIME Corpus を使用して、1920年代から 2000年代にかけて 10年
ごとの頻度を見てみよう。

2　to不定詞が後続しない形も時に見られるが、多くの例で to不定詞が続くの
でこの呼び方を使う。
3　検索ワードは ［have］ until と ［have］ till で行った。［　］に入れた場合、当
該の語の変異形がすべて検索される。検索時期は、2010年 3月である。
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表 3： TIME Corpus における have until/till X to V の頻度（回）

1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
＋until 2 4 8 11 15 25 14 13 9
＋till 0 0 0  0  0  0  0  0 1

1920年代から例が確認されるが、40年代以降に多く使われるようになっ
ている。表 1同様、tillの例はきわめて少数と言ってよい。多くの文法書で
は通常 tillと untilは同じように使用されるとの記述が見られる （Quirk et al. 
1985: 1080） が、少なくともこの連鎖では、until が圧倒的に出現頻度が高い。
参考までに COCAで検索されたコンコーダンスの一部を挙げておこう。

表 4： COCAにおける have until X to V の例（一部抜粋）

1 They have until June 8th, I believe it is, to fi le paperwork in this case.
2 Parents have until Thursday to get them their shots or fi le waivers,
3 He would have until June 15 to withdraw from the draft.
4 school system have until June 1 to request a transfer if they want their child
5 Other banks have until March 31 to join the plan,
6 All contenders have until Friday to register for the election. “Un
7 You have until the end of the day to come up with a whole bunch of
8 backers would have until Oct. 2 to withdraw it
9 and students have until May 1 to decide.

till が使われた例は数少ないが、以下のような例が見られる。

（6） You have till the Day of Atonement to get out of our country, and if 
you . . .  （COCA）
（あなたは贖罪の日までに我が国を脱出しなければならない）

（7） Task Force has said it will seek a rehearing by the full court and has 
till Sept. 14 to do so. （COCA）
（特別調査委員会は大法廷の再審理を 9月 14日までに請求する旨述べた）

また、この連鎖の特徴として、do not have until X to Vのような否定形
が生じないということがある。コーパスに生じたすべての例が肯定形であ
る。もし、この連鎖が通常の文法規則に則って合成的に組み立てられるも
のであるならば、I have three days が I do not have three daysとなるよう
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に、have until X が do not have until X と否定形になる場合があってもお
かしくない。しかし、そのような例は観察されない。この事実は後でも議
論するように、この連鎖が合成的に組み立てられていない、すなわち全体
がまるごと選択される非合成的フレーズであるということで説明できる。

6.3 先 行 研 究
この形に触れた先行研究はあまりないが、Jespersen （1927: 5） に記述が
見られる。彼は、前置詞句が一次要素 （primary） として主語や目的語になる
例を挙げ、till X は the time till X の意味で主語や目的語になると述べてい
る。彼が挙げる例で have 以外の動詞が使われているのはたいへん興味深
い。

（8） a. I desired till the next day to consider it
 b. You have till ten to-night
 c. Will you allow me till then?

Jespersenは例を示してはいるが、詳しい分析は行っていない。（8b）の例
は Robert Stevenson の The Treasure Island （『宝島』）（1883）の第 4章に見ら
れる。原典を見ると、この例の後に He has till ten. と続く。コーパスでは 
till の例はきわめて少数しか確認されないが、19世紀末から have till X の
形が存在していたことがわかる。一方、Jespersen は until X の例は挙げて
いない。
本章では、これらはそれぞれの動詞が till X という「目的語」を取って

合成的に生じたという考え方を取らない。このような形は、〈動詞＋until 
X＋to V〉 という連鎖がそのままフレーズとして選択されたと考えるほうが
現実に近いことを提案する。また have以外の動詞が見られることについ
ては、have until X （to V） のフレーズが基本にあり、多様な意味を表す必
要性から別の動詞が選択されると考える（5.3.2 フレーズの置換性）。
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6.4 have until X to V の持つ変則性
「他動詞の目的語になるのは名詞である」という考えが一般にあるため、
他動詞 haveの目的語は名詞であるという考えにつながる。例えば Fillmore 
（1988: 50） は、構文文法の考え方を説いたものであるが、その中で次のよう
な図を提示している。図の詳細を説明する余裕はないが、ここでは N＋ と
いう記号で、have （lex HAVE） の主語 （subject） も目的語 （object） も名詞であ
るということを示している。

 

(cat V)
(min＋)

(lex HAVE)

GF： subject object
SR： poss-r poss-d
MS：    N＋    N＋

 （Fillmore 1988: 50）

このような考え方に立てば、have until X の形においても until X は名詞で
あるということになる。しかし、典型的な名詞の特徴を持たない until X が
名詞であるという主張は説得力に欠ける。
第 5章で触れたように、いくつかの語の連鎖がフレーズ化する場合、通
常の文法から逸脱し変則的な振る舞いを見せるものが多い （Wray 2002: 49）。
come a cropper （「失敗をする」） というフレーズは、「自動詞＋名詞句」とい
う形になっている。この連鎖をフレーズと考えれば、a cropperを取り立て
て目的語であるとする必要はなくなる。have until Xの連鎖もフレーズで
あると考えればよい。
一方で、have to V until X から文末の until X 句が haveの直後に移動し
て have until X to V という形になると考えれば、フレーズという考えを持
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ち出す必要もないという主張があるかもしれない。ここで、当該連鎖はそ
のような語順の入れ替わりの結果ではないことを見てみよう。
（9）, （10）で示すように、until は共起する動詞について by と対照的な振
る舞いをする （Quirk et al. 1985: 690f.）。

（9） My girlfriend   worked     there till Christmas.
  *arrived
（10） She   *worked   by Christmas.
  arrived

till は arrive とは共起せず work と使用されるのに対し、by は workと共
起せず arriveと使用される。この違いは、「 . . . まで」という期間を表す
till は継続動詞 （durative verbs） と、「 . . . までに」という期限を表す byは瞬
間動詞 （momentary verbs） と共起するということに起因する。
もし have until X to Vが have to V until X から移動によって生じたもの

であるならば、Vには（9）のように継続動詞が生じるはずである。では当
該連鎖においてVにはどのような動詞が現れるのであろうか。表5 は BNC
に現れたこの連鎖のV位置に生じた動詞の一覧である。カッコ内の数字は
表れた回数を示している。

表 5： have until X to Vの Vに現れる動詞 （BNC （World edition））

achieve （1）, adjust （1）, agree （2）, air （1）, appeal （1）, apply for X （1）, ask （1）, be nom-
inated （1）, become （1）, commence （1）, comply （2）, contact （1）, decide （3）, elect （1）, 
eliminate （1）, fi nd （6）, free （1）, gain control （1）, get X in （2）, hand X over （1）, make 
one’s bed （1）, make a decision （1）, make up one’s mind （1）, meet （1）, persuade （1）, 
prepare （1）, procure （1）, put X in （1）, register （1）, remember （1）, raise （1）, reveal （1）, 
sell （1）, slim down （1）, sort out （2）, submit （1）, switch （1）, think about X （1）, win control 
（2）

この表から分かるように、Vに現れる動詞は untilと意味的親和性をもつ
継続動詞ではない。つまり、例えば have to decide until Monday という普
通でない形から、until 句が have の後に移動して have until Monday to 
decide という形が生まれたのではないと主張できる。
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6.5 前置詞句主語文との比較
目的語の場合と同様に、主語になるのは名詞であるという考え方がある
が、（11）に見るように、前置詞句が主語に生じる例がある。このような前
置詞句主語文は理論的な観点からさまざまに論じられてきた。本章との関
係で重要なことは、前置詞句主語文は、名詞が生じるはずの位置に前置詞
句が立つという点において、have until X の連鎖と共通する部分があると
いうことである。

（11） a. On Tuesday will be fi ne.
 b. In March suits me.
 c. Between 6 and 7 may be convenient. （Quirk et al. 1985: 658）

このような前置詞句主語文の分析に際して提示される説明に、要素の省
略という考え方がある。例えば（11a）では （The proposal that we meet） on 
Tuesday will be fi ne, （11b）では （To meet） in March suits meといった具
合に、文脈から理解される要素が省略され、結果的に前置詞句が主語とし
て現れるとする （Quirk et al. 1985: 736）。このような、省略要素の復元は、主
語は名詞でなければならないという考えがもとになっており、名詞句でな
いものを名詞句にするための一つの方策である。
松原（2009）は、「前置詞句主語は、「時間」「場所」を表す主要部が文脈上
省略された名詞句である」という Bresnan の説を検討している。Bresnan 
は ［（A PLACE） ［under the bed］］ ［（A TIME） ［between six and seven］］ と
いった形を想定する。（12）の例で、have until X to V の後に、have more 
time to register という形が使用されていることから考えて、例えば until X 
の前に the time, three months, the period といった名詞の省略を想定するこ
とが確かに可能かもしれない。

（12） Americans in a number of states had until this week to sign up to 
vote. Others have more time to register. （＝（3a））

しかしながら、筆者が調査した限り、BNCでは have the time until X / have 
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