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はじめに

文法にもいろいろ種類があり、規範文法、比較文法、歴史文法、伝統文法、記述文法、構
造主義、生成文法、折衷文法、認知文法など数えてみると数十はある。この中で最も科学的
なのが生成文法、最も非科学的なのが規範文法というような評判が、現代の文法の世界には
あるようである。その評価も前者の方は最近だいぶ揺らいできているが（1）、後者の評価は
不動のものである。
数ある文法の中でも、規範文法の評判が芳しくないのはなぜであろうか。読み書きの学習
で、実用的な文法として最も世話になったはずなのに、そのことを忘れて批判する者が後を
絶たない。喩えてみれば、恩を仇で返しているようなものである。しかし、不思議なことに、
規範文法は激しい批判に晒されながらも、
表舞台から消えることなく延々と生きのびている。
小論では、とかく問題があると言われる規範文法の足跡を見ることで、激しい批判にもか
かわらず、規範文法がなぜ滅びないのかを考察してみたい。

２

規範文法とは

市河三喜編による『英語学辞典』には、規範文法について次のように説明されている（一
部、旧字体は新字体に改めてある）
。
旧式の文法や学校文法（school grammar）の如きは客観的事実の把捉よりも実用を主とする
prescriptive grammar（規範文法）であって、正しく話し且つ書く規則、かく言うべし、かく
書くべしを教えるものである。（p. 433）

ここでの「旧式の文法」が何を指すのかは後で触れるとして、旧式の文法や学校文法が規
範文法と言われるものであり、これらは科学的文法には入らないということになる。
「かく
言うべし、かく書くべし」から生じたものは、慣用を無視した規則を多く作ることになった
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ことである。石橋幸太郎編の『現代英語学辞典』によれば、規範文法は「すでに一般には守
られていない規則を押しつけることがある」
（p. 377）と述べているが、ある用法が正しい
か正しくないかを示すことが、規範文法家と一括される文法家たちに特徴的な文法的姿勢で
あった。そのため、慣用とは異なる規則を強いることは今日でも続いている。
規範文法家の代表として Robert Lowth（1710-1787）や Lindley Murray（1745-1826）が
いる。Lowth は正誤を判定する文法書を、Murray はそれまでの規範文法書の集大成として
の文法書を出版した。特に Murray の文法書は学校で教える文法に大きな影響を及ぼした。
ただし、Murray の文法書は彼が独自に生み出したものではなく、それまであったものをつ
ぎはぎだらけのように編集し、多少の味付けを施したものであった。
例 え ば、Murray の English Grammar（1795） に 関 し て、WDEU（1989: 8a） は“He
took over verbatim large patches from Lowth and teased them out with pieces taken
from Priestley and a few other grammarians and rhetoricians.”
（マレーはラウスから一語
一句そのまま大きなつぎを引き継ぎ、プリーストリーやその他数人の文法家や修辞学者から
取った断片でもって、ラウスの文章を少しずつはがしていった）と、Murray にとっては芳
しからぬ解説がなされている。その結果出来上がった合成品（mixture）の文法書が、半世
紀にわたって、アメリカの学校で標準的なテキストとなった。
大塚高信は『英文法論考』
（pp. 1-4）で、school grammar に関して論評を加えているが、
この名称で呼ばれた文法はあまり名誉なものとは考えられないと述べている。それは、
school grammar には「空疎な定義、
規則ならぬ規則、
標準なき分類等が到る処に見出される」
からで、これはとても科学的文法ではないとしている。また「H. Sweet が logical and
historical と標榜して英文法界に画期的な A New English Grammar の名著を送ったにも拘
らず、一般教育界では依然として旧式文法が使用されて居り、本邦でもその流を汲む矛盾だ
らけの教科書が半世紀以上に亙って行われているのである」とも述べている。
大塚は矛盾だらけの教科書を使い続けている理由を「伝統の力は偉大なもので、理知も一
朝一夕に之を覆すことは出来ない」と半ばさじを投げた感想を述べているが、我々には、批
判の嵐の中で、また嘲笑の的になっているのに、なぜ「旧式文法」が使われ続けているのだ
ろうかという疑問が生じる。すなわち、多くの批判にもかかわらず、規範文法に見られる主
張が、どうして延々と繰り返されるのであろうかという疑問である。
生成文法派に近い Pinker は規範文法批判の急先鋒である。彼は The Language Instinct
（邦
訳『言語を生み出す本能（下）
』pp. 209-210）で、規範的ルールの大半を「数百年もまえに、
いい加減な理由ででっち上げられた与太話」
（They are bits of folklore that originated for
screwball reasons several hundred years ago.）あるいは「化けものルール」
（hobgoblins）
と酷評する。この派の研究者は自分たちを守る意識が特別強いので、かえって他派への攻撃
の仕方が尋常じゃないことがよくあるが、それにしても規範文法のルールが、果たして
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Pinker が言うように「与太話」や「化けものルール」なのであろうか。我々は Pinker の規
範文法に対する批判をよく吟味する必要がある。
規範文法批判の理由の一つに、規範文法がラテン文法の模倣であるというのがある。大塚
は『英文法論考』で「初期の英語文典は英語の genius を無視したものであった。即ち単に
Latin 文法の器に英語の酒を盛ったに過ぎなかったのである」
（p. 302）と述べている。そし
て大塚は、英語で書かれた英語文典の最も古いものの一つに、Ben Jonson（1572-1637）の
（p. 303）
The English Grammar（1640）をあげ（2）、これは「全く Latin 文法の模倣である」
とする。Jonson 以前に規範文法と言われる文法書はあるのだが、
Jonson より前の文法書は「い
わば有史以前の文法書として取り扱うのが正当であろう」
（p. 303）とも述べている。大塚
の述べる「有史以前の文法書」が、本節の冒頭で触れた市河編の言う「旧式の文法」に相当
するものと思われる。
以上まとめてみると、規範文法とはある用法の正誤を判断し規則を作るので、守られてい
ない規則を押しつけることがある。その規則はラテン文法の模倣によることが多く、英語の
実態とかけ離れたものがある。それゆえに、規範文法は多くの批判に晒されてきたが、にも
かかわらず、延々と規範文法は生きのびている。

３

規範文法の成立と批判

18 世紀には文法書が次々出版された。この時代は（書き言葉の）英語が、話し言葉の英
語で汚染されていると考える風潮があり、そのため文法家たちは、英語がラテン語に引けを
取らない威信のある言語と機能するために、成文化されることが必要であると考えた（3）。
南出（1992: 101）によれば、18 世紀前半に出版された文法書は約 100 冊で、幼稚で杜撰で
あり、後半は約 400 冊が出版され、学術的で正確であったということである。
規範文法の成立は 1760 年代以降と見るのが一般的である。1761 年に Joseph Priestley の
The Rudiments of English Grammar, Adapted to the Use of Schools が、1762 年に Lowth
の A Short Introduction to English Grammar with Critical Notes が 出 版 さ れ て い る。
Lowth の文法書は当時の一流の作家たちの誤用を取り上げた。これは今までにない趣向だっ
たため、一般大衆に人気を博することになった。そしてこの頃から文法書は正誤を判定する
傾向を帯びることになる。
市河編『英語学辞典』は、18 世紀及びそれ以前にイギリスに現れた英文法家を一括して
“Early Grammarians”
（初期文法家）と呼んで、辞典の項目として取り上げている。我が国
の他の英語学辞典にはこの項目はないが、規範文典が作り上がるまでの文法家を一括する言
葉としては、これで差し支えないだろう。
初期文法家には、Alexander Gill, John Wallis, Christopher Cooper, Ben Jonson, Joseph
Priestley, Robert Lowth, Lindley Murray などがいる。この時代の文法家たちの多くは、ラ
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テン文法を下敷きにし、ラテン文法を適用しながら英文法を作り上げた。Wallis のように、
ラテン文法の規範を英語に持ち込むことに反対していたのは少数派だったが、この時代に規
範文法批判があったことは注目してよい（4）。Jespersen の The Philosophy of Grammar（半
田訳 1958: 38）は、この辺の事情を説明している。要約すると次のようになる。
数百年前人々は文法は応用言語学にすぎないので、実在する言語の多様な文法の基礎をなす
諸原理の発見は可能であろうと考えていた。論理学の法則に合わないものは、言語から除こう
とした。ラテン文法が論理的一貫性のある完全な言語であると誤解し、ラテン語にある法則を
あらゆる言語の中に見出そうとした。このような論理学とラテン文法との混同は、文法の領域
で最も多く誤謬を生む源泉となった。そして「英文法にラテン文法の区別だてを見出そうとす
る 努 力 は、 と ん で も な い 誤 謬 と 英 語 の 慣 用 の ま っ た く の 誤 解 に 終 わ っ た だ け で あ る 」 と
Encyclopaedia Britannica の一節を引用し、この言葉は文法家たる者は決して忘れてはならない
と結んでいる（5）。

Jespersen はラテン文法に倣った文法を規範文法と呼んでいるわけではないが、規範文法
が誤謬として扱う例を取り上げている。
（1）What did you ask for?
（2）We feed children whom we think are hungry.
規範文法では、
（1）は、文尾に前置詞を置かないという規則に違反するので、間違いとす
る。（2）は、whom は間違いで主格の who にせよと説明する。WDEU（1989: 8a）によれば、
文末の前置詞を間違いである、ラテン語には起こらないのだからと最初に嘆いたのは、John
Dryden（1631-1700）であったということである。
Jespersen は、
（1）に関して、多くの教師や新聞編集者たちが自国語の原理も歴史も全然
知らないで、文尾に前置詞を置くのは避けるべきだと公言するのは、preposition という用
語にその責任があると述べる（p. 511）
。この語は「前に置く」というのが語源的意味である。
（2）は are の主語であるから who でなければならないと規範文法は説明する。Jespersen
は「英語正用法を扱う本はすべて、これをとんでもないひどい誤り」
（p. 517）と 見なして
いるが、多くの例を観察した結果「主語は必ずしも主格になるとは限らない。そして we
think の挿入は、関係代名詞とその動詞との関係を変えうるのであり、また実際、変えるの
である」（p. 525）と英語の慣例にそった説明をしている。
Bloomfield は大著 Language で、規範文法を“normative grammars”と呼び、初めの第
1 章と最後の第 28 章で批判している。規範文法書を「えせ文法的教義」
（pseudo-grammatical
doctrine）と呼び、その権威主義的な教義が、非標準の背景を持つ人々の自信のなさを食い
物にした（p. 497）とまで述べている。Language の第 1 章（1. 3.）は、規範文法の成立に触
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れているが、要約すると次のようになる。
中世の学者は古典ラテン語の中に、人間の言葉の論理的な標準形（the logically normal form
of human speech） を 見 て い た が、 近 代 に な る と、 そ の 教 義 か ら 一 般 文 法 書（general
grammars）が書かれ、様々な言語、特にラテン語の構造が普遍的妥当な論理基準（universally
valid canons of logic）を具現したものであるということを示そうとした。そのような教義は 19
世紀まで存続した。今日でも学校教育の中にそれが見られる。
しかし一般文法という考え方は不幸な結果を生んだ。文法学者や辞書編集者が、自分の推理
力（powers of reasoning）によって、言語の論理的基盤を確認でき、人々がどのように話すべ
きかを規定できると信じるようになったことだった。18 世紀の教育の普及により、多くの方言
を話す話者が、上流階級の話し方を学ぶようになっていたことが、権威主義者たちにチャンス
を与えた。彼らは規範文法（normative grammars）を書いたが、中には実際の慣用を無視し推
論的考えを好むものもあった。「権威」
（authority）を信じることと気まぐれな規則のいくつかは、
今日なお学校教育にはびこっている。

中世の学者が古典ラテン語の中に論理基準を見出し、近代になるとラテン語が普遍的な論
理基準を具現したものであると考えられるようになった。その結果、文法学者や辞書編集者
は、自らの推理力によって、言語の論理的基盤を確認することができ、人々の話し方まで規
定できると信じるようになった。教育の普及が彼らにチャンスを与え、規範文法書を書いた
が、その中には実際の慣用を無視し、気まぐれな規則を並べるものもあった。それが今日の
学校教育にはびこっているという趣旨である。
Bloomfield（1933: 8）は、規範文法書が次々出版された 18 世紀の学者について、言語の
文法的特徴を哲学用語で述べたこと、言語間の構造的相違を何ら考慮しなかったこと、そし
て彼らの記述をラテン語の体系に押し込むことでその相違を分かりにくくしてしまったこ
と、を批判している。Bloomfield の言語研究は、思弁的ではなく帰納的であるという立場を
取るが、多くの規範文法家たちの方法は Bloomfield とは逆の立場だったのである。このよ
うな立場の相違により、後述するように Nida のような規範文法を目の敵にするアメリカ構
造言語学者たちが現れた。
規範文法家がよく取り上げるものに Who did you see? の Who は Whom にすべきである
というのがある。Sapir（1921）は第 7 章で、Whom did you see? のような文で、who を使
いたくても、具合の悪い思いをして whom を受け入れるという精神的葛藤があると述べて
いる。Sapir は、Whom did you see? のような文は碑文には役立つかもしれないが、問を表
す文は Who did you see? である、Whom did you see? は正しいが、その「正しさ」に何か
本当でないところがある、疑問代名詞の whom の -m はぜひとも除去されるべきだ、と述べ
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ている（泉井訳 pp. 156-159）
。
この種の文では、規範文法は目的格の whom を要求するのだが、少なくとも口語では
who の使用がほとんどであり、この点から規範文法は慣用と異なることを主張すると批判
されるのである。しかし、Sapir が何を言おうが、Bloomfield が何を言おうが、規範文法や
学校文法には何の影響もないようだ。Sapir は、神のごとき権威者が教育者の抗議を排いさ
ない限り、変えることはできないという旨のことを述べている。このように規範文法は大学
者の言うことさえものともしない「権威」があるのである。文法的だが正しくない、あるい
は文法的だが不適切である、という批判は、規範文法によく向けられる批判である。文法は
規範としては成立するが、実体としては成立しないことがよくある。人間の使う言葉には、
どうしても不条理なものがあるのである。

４

規範文法の批判

規範文法の批判についてさらに詳しく見ていくことにする。英文法を論じるのに、ラテン
語を適用することへの批判は 16 世紀からあった。にもかかわらず、この時代はラテン語で
英文法を書いていた。
規範文法に多い批判には、規則でしばりつけるからというのがある。
「教師、生徒、一般
大衆に拘束服（straitjackets）を着せている」と批判する研究者もいる（6）。規範文法家たち
の中でも、特に Lowth は酷評の対象になっている。なぜであろうか。WDEU（1989: 8a）は、
Lowth の A Short Introduction to English Grammar を次のように述べている。
Lowth's approach was strictly prescriptive; he meant to improve and correct, not describe.
He judged correctness by his own rules － mostly derived from Latin grammar － which
frequently went against established usage.
（ラウスの取り組み方はまったく規範的だった。彼は記述するのではなく、改良し直そうとした。
彼は彼自身の規則－大部分がラテン文法由来－で正誤を判断した－それはしばしば確立した用
法に反した）

上の引用が示しているように、
“prescriptive”
（規範的）とは“improve”
（改良する）,
“correct”（修正する）であり、その判断の基準は“Latin grammar”
（ラテン文法）由来の
規則であった。
“improve”や“correct”と言えば、Lowth に先立つこと半世紀も前の 1712
年に、英語が不完全であると考え、これを改良するためにアカデミー設立を要望した
Jonathan Swift の提案 A Proposal for Correcting, Improving and Ascertaining the English
Tongue にも現れている。
Lowth が誤りであると考えた確立した用法に対して、Priestley は寛大な態度を取ったが、
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二人の後に続く文法家に手本にされたのは Lowth の文法書の方であった。その意味で、ラ
テン文法を英語に適用した規範文法家の元凶とされるのか、Lowth の文法書は「長い期間
に渡って悲しくなるほどの大影響を及ぼした」（7）というように後世激しく批判されること
になる。
しかし、南出（1992: 106-107）は、Lowth は慣用（practice）をよく観察している。これ
は Lowth の長所として認めてよい。Lowth は規則を規定したというよりも当時の慣用を認
め客観的な判断をし、英語の独自性を認めていた、と Lowth を弁護している。
Lowth への酷評は、きちんと検証せず、安易に今日まで延々と引き継がれているところ
があるという主張が、最近、主流になってきている。誤解が誤解を生むという悪循環で
Lowth は批判されてきたのであった。Lowth を擁護する意見では、Pullum（1974）のコメ
ント“Lowth in particular is more mentioned than read by the majority of grammarians
today.”
（特に Lowth は今日多くの文法家によって読まれるよりも、述べられる方が多い）
はよく引用されるが、Lowth の著書を読まないで、誰かの酷評を引き継ぎ、また酷評する
というように、酷評のバトンリレーが続いているのである。
筆者が調べたかぎり、
批判に多くの頁を費やしているのは、
Bloomfield と Pinker である（8）。
Bloomfield（1933）が、規範文法書が次々出版された 18 世紀の学者について批判したこと
は既に述べたが、Bloomfield はさらに第 2 章（2. 1.）で、ある言葉を good（correct）とか
bad（incorrect）とレッテルを貼ることや ain't が bad で am not が good とすることは、言
語学の問題の一つにすぎず、基本的な問題ではないのだから、他の多くのことが知られた後
にのみ取り組むことだとし、このようなことをしているのは時間の無駄で、言語研究に進む
ことができないと述べている。
アメリカ構造言語学に属する学者たちは、規範文法を激しく非難して「その存在を全面的
に否定し去ろうとしたことがあった」（9）。Sweet や Jespersen などの科学的伝統文法家たち
は、ラテン文法からの脱却、論理学からの解放、規範性の放棄を目指し、規範文法を改革し
ようとしたが、改革が不十分だった。彼らを果敢に攻撃した構造言語学者に Nida がいる。
Nida はその優れている点を認めながらも、Poutsuma, Kruisinga, Kellner, Curme, Jespersen
などの記述方法の不備を非難した。例えば、Nida は以下のような説明を嫌い、すべて「え
せ説明であって根拠薄弱である」とする。また、以下のような説明にならない説明として、
メンタルな理由を持ち出すのを切り捨てる（10）。
・ 英語の屈折の消失の原因が、中期英語時代に社会を規制する保守的な力が弱まったから。
・ 舌先のふるえ音 [r] が口蓋垂のふるえ音 [R] になったのは、前者は屋外生活に適し、後者
は近代の屋内生活に適するから。
・ It is I. ではなく、It is me. というのは me の方が I より発音しやすいから。
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・ 文中の副詞の位置はリズムによって決まる。
それでも規範文法や伝統文法は一掃されなかった。皮肉なことに、アメリカ構造言語学の
行き詰まりの中から出てきた生成文法に、この一派は瞬く間に一掃されてしまった。我が国
でもいち早くここから逃げ出し、それまでアメリカ構造言語学の旗を振っていた多くの文法
家たちが、争って生成文法に転向したことからも、この派の理論体系の脆弱性が分かるだろ
う。伝統文法家たちの記述方法を「えせ説明」としながらも、アメリカ構造言語学は「素朴
過ぎる」分析法しか提示できなかったところが弱点であった（11）。
生成文法家たちは、規範文法をどう見ているか。この派に近い Pinker が規範文法を激し
く攻撃していることは既に述べたが、彼が攻撃するように、果たして規範的ルールは「与太
話」や「化けものルール」なのであろうか。この派の文法家たちは、他への攻撃の仕方が尋
常じゃないことがある。たとえば、語法研究者の八木（2007: 62）は、Chomsky 一派によっ
て、語法研究者が「理論がない」
「言語の普遍性を考えない」などと言われ、随分冷遇され
てきた様子を描いている。
Pinker の規範文法批判は原著で 34 頁、邦訳で 51 頁もあり読み応えがあり、規範文法を
渾身の力をふりしぼって批判している。その批判を要約してみよう（引用のページ番号は邦
訳による）。Pinker はまず「規範的ルールは人間言語の本質となんの関係もない」
「規範ルー
ルがあるということは、誰かがどこかで、残り全員のために『正しい英語』を決めているこ
とになる」（p. 208）とする。その規範的ルール、つまり「正しい英語」の具体例として
Pinker があげているのは、
「分離不定詞」
（p. 211）
「文末の前置詞」
「二重否定」
（p. 213）
「everyone と their」
（p. 216）
「名詞の動詞化」
（p. 218）
「hopefully」
（p. 222）などよく話題
になる例である。
Pinker があげる「正しい英語」の制定者には、原稿整理係、辞書の語法監修者、文章読
本やハンドブックの執筆者、国語教師、エッセイスト、コラムニスト、自称有識者がいる（p.
208）。彼らは「言語指南役」
（language maven）である。Pinker はこの言語指南役たちを
激しく非難する。そして彼らを、言葉ウオッチャー（wordwatcher）
、悲観論者（Jeremiah）
、
エンターティナー（entertainer）
、及び賢人（sage）の 4 つに分類している。
彼らに共通の弱点が二つあるとする（p. 248）
。一つは、普通の話し手を過小評価する、
一つは、科学的成果を知らないということである。にもかかわらず、彼らは米国の規範文法
市場（p. 212）を支えている。
しかし、Pinker は、どんなに激しく彼らを攻撃しても、彼らを放逐することはできない
と認めている。これは Sapir が、神のごとき権威者が教育者の抗議を排いさない限り、学校
文法を変えることができないと述べたのと同じことである。Pinker は規範的ルールを根絶
するのが難しい理由を二つあげる（pp. 211-212）
。一つは、無知なやつと思われるのが心配
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（worry）であること、もう一つは、恐怖（terror）である。
「非文法的で粗雑なしゃべり方」
（ungrammatical, sloppy speech）という烙印を押されないかという恐怖である。Pinker 自
身も分離不定詞の例で、無知と思われるのが嫌で、分離してもよい不定詞を分離しなかった
ことが何度かある、と告白している。そして Pinker は規範的ルールを非難する一方で、
style and usage に関する実用的分野を language maven にまかせてきたと反省している（p.
248）。
Pinker は言語指南役（language maven）に、上でも述べたが、言葉ウオッチャー、悲観
論者、エンターティナー、及び賢人の 4 種類をあげているが、規範文法家と言われる Lowth
や Murray の名前を一度もあげていない。これはやや意外であるが、
「正しい英語」の規範
的ルールの例は、Lowth や Murray の文法書で確立したものが多いので、名前はあげなく
てもこの二人を批判しているのは間違いないだろう。Pinker 自身も「現在の規範文法の化
けものルールの大半は、18 世紀のこの風潮にさかのぼることができる」
（p. 210）と述べて
いるのであるから。名前をあげなかったのは、この二人をジャーナリストなどと同列にして
非難するのは、問題があると考えたのであろうか。
批判派はきちんと検証せず、にぎやかに騒いでいるところがある。規範文法を批判してい
る人は、
規範文法の一部の現象を批判しているが、
あたかもすべてが悪いかのごとく振る舞っ
ている。規範文法家は規則を押しつけたと批判している。しかし、Lowth や Murray は慣
用の観察はきちんと行った上で、文法判断を加えている。決してむりやり規則を押しつけた
わけではない。Lowth と Murray の文法書を調査した南出（1992: 118）によると、
「事実変
化の少ないフォーマルな書き言葉においてはラウスやマレーのルールのほとんどが現在も有
効である。一方変化の多い話し言葉のレベルでは彼等のルールは現実とかけはなれたものが
少なくない。これは後世の言語学者が学校文法を非難する大きな理由の一つとなっている」
ということである。とすれば、Lowth や Murray の文法書の利点に触れず、欠点ばかりを
強調するのは、フェアなやり方ではないだろう。
規範文法は今日のような客観的な言語事実を記述する科学的文法ではない。科学よりも技
術（art）を教えるものである。技術を教える文法と客観的事実を記述する文法を同列に比
較すべきではない。当時は国語を純化し統制しようとする風潮があり、この風潮が規範的な
文法の成立を後押しした。このような背景は考慮すべきである。
初期文法家たちが著した文法書の中で、
Murray の文法書（1795）は、
人気を博し「Murray
文法」（Murray's grammar）とも言われ版を重ねた。WDEU によれば、半世紀もアメリカ
の学校で標準のテキストとして使われたということである。この文法書は、フランス語、ス
ウェーデン語や日本語などの多くの言語に翻訳されたので、
「世界語としての英語の普及の
（12）

始まりを特色付けるもの」

となった。

やがて、Murray 文法が衰退すると、カリキュラムから文法が姿を消した。それは学校文
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法の衰退を意味した（南出 p. 124）
。しかし Murray 文法は衰退したが、彼の説いた文法は
学校教育では依然として影響力を残している。Oxford University Press の online（http://
fds.oup.com/www.oup.com/pdf/13/9780199579273_chapter1.pdf） に よ る と、George Eliot,
William Makepeace Thackeray, Herman Melville や James Joyce などの多くの作家たちは
少年時代、Lowth 由来の Murray's grammar を暗記するのに長時間費やしたに違いないと
述べている（“Prejudice and Misconceptions”p. 8）
。
Murray の文法書は、Lowth の文法書を真似した中でもっとも成功したものである。従っ
て、ラテン語の規則を英語に適用したなどと Lowth と同じように批判されることになる。
しかし Murray は「英語は、多くの点で、学術語と実質的に異なる。それゆえ、ギリシャ語
およびラテン語文法学者が説く原則や規則に盲目的に従うと自分自身過ちを犯し、他人に
誤ったことを教え他人を惑わす事になりかねない」
（南出 p. 113）と述べているように、英
語とラテン語との違いを認識していた。決してラテン語に盲目的に従ったのではない。むし
ろこのようなことを理解せず、後世の文法家や批評家たちが、誰かの Lowth や Murray 批
判に追従していることが問題なのである。
幸いなことに、Lowth の文法に関して、言われているほど悪文法の見本でないことが、
最近の研究から明らかになってきている。Pullum（1974）は、Lowth はラテン語の影響は
比較的少ないと主張している（南出 p. 110）
。
英語がラテン語からの脱却を目指しながら、学術語としてのラテン語の影響が大きかった
ため、英文法がその影響を完全にそぐということがなかったことは、時代の影響というべき
ものであろう。この点を無視して、現代的言語感覚で、ラテン語の影響があるから規範文法
は駄目なのだ、と言ってもあまり意味がない。実際の用法に合わないものは修正すればよい
のである。最も科学的と言われる生成文法が、基本的な理論を放棄したり、修正を繰り返し
たりしていると同じように、実際の用法に合わないものは修正すればよいのである。
激しい非難の結果、
無視され冷遇されている Murray を「英文法の父」と呼ぶ人もいる。
「○
○の父」と呼ばれている人は、それなりの敬意を払われているのに、文法の世界では猜疑心
の旺盛な研究者が多いようで、Murray に敬意が払われることは滅多にないようである。
規範文法が非難される理由を石橋編『現代英語学辞典』は「規範文法は、…すでに一般に
は守られていない規則を押しつけることがある。規範文法が非難されるのは、…そういうと
きである。それ以外の理由からの非難は当たらない」
（p. 377）と述べ、規範文法が質すべ
きところについて「…規範文法もその変化に応じて変わっていかねばならない」
（p. 377）
と指摘している。言葉は時代と共に変わるものであるから、この指摘のように、合わない使
い方は変わるべきなのであるが、批判する勢力はいるものの、規範文法を修正する第二、第
三の Murray はなかなか生まれてこない。Sapir が言うところの修正を質す「神のごとき権
威者」が生まれてこないのが実状である。
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５

規範文法の擁護

批判する者の多い中、規範文法を擁護する意見もあるが、現代の文法研究者は、表だって
規範文法を擁護することに躊躇してしまうようである。規範文法が科学的ではなく、一段も
二段もレベルの低い旧式の文法に見られているからであろう。しかし声高に擁護する文法家
もいないわけではない。渡部昇一はその一人である。ヨーロッパの文法体系の中に身を置い
て、英文法論を展開している渡部は、筋金入りの規範文法擁護派である。渡部の主張を見て
みよう。
渡部の研究者としての出発点は、伝統文法の起源と根拠を解明しようとした点にあり、博
士論文の中で 15 世紀から 16 世紀の規範文法書を詳細に分析している。この博士論文は
1965 年に『英文法史』として出版された。
伝統文法批判の一人に Pinker（1994）がいるが、Pinker は、方言やスラングを歓迎する
一方で、
「正しい英語」などと言って規範的ルールを振りかざすのを激しく嫌悪する。渡部
（2001: 59）は、それなら「教育ある階級の方言もあるのではないか」と反論する。教養階級
の方言が標準英語であり、
これを学ぶのが伝統文法である。伝統文法以外の文法をやっても、
教養階級の書いた論文を読んだり、そのような論文を書いたりすることはできないと断じて
いる（p. 70）
。また、Pinker による規範文法への激しい批判に、渡部は「アメリカの言語学
者で伝統文法を激しく批判しているピンカーなども、自分の書いている英語は伝統文法に厳
密に従っている。彼の下で論文を書く学生は厳密に伝統文法に従った英文を書くことを強制
されているに違いない。言語学者、英語学者にはダブル・スタンダード、あるいは偽善があ
るから要注意である」
（
『英語教育』2004 年 6 月号）と皮肉っている。
しかしながら、渡部の頑固なほどの主張によっても、規範文法の地位は少しも向上してい
ないようである。分かり切った文章をいじりまわすよりは、価値ある文献を読むためには伝
統文法から入るのが王道であると主張する渡部は、
「新言語学で博士号をとった人に、細江
逸記『英文法汎論』の例文の何割を自信を持って訳せるだろうか」
（2001: 83）と疑問を呈し
ている。新言語学をやる者は細江にある Is it not enough that you have burnt me down
three houses with your dog's tricks. / A laggard in love and a dastard in war Was to wed
the fair Ellen of brave Lochinvar. のような例文には興味を示さず、
「その変形がスパゲッ
ティでできているという仮説は完全に誤っている」
「信夫が家に帰ってきたとき宇宙人は冬
眠中であった」
「ジョンは鉛筆をびっくりさせた」
「犬が海の中を飛んでいた」などの、この
派ではない者が見たら奇妙に感ずる文にむしろ関心を寄せる。
渡部は「伝統文法は言語学的にも最もすぐれた英語の分析法の一つである」
（2001: 27）と
説くが、ほとんど追従者が出てこない。従って、この分野では渡部の孤軍奮闘の感が強く、
渡部以外に警鐘を鳴らす者がいない。なぜか。それは渡部自身も繰り返し述べているように
規範文法、学校文法、伝統文法と言われるものが「低俗な文法」と見なされているからであ
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ろう。この「低俗な（文法）
」という意味は、市河の「旧式の（文法）
」や大塚の「有史以前
の（文法書）」に通じ、現代風に言えば、
「非科学的な（文法）
」ということになろう。これ
では誰もが、印象的には、敬遠する文法になったとしても仕方がない部分がある。19 世紀
に入って、言語事実を客観的に観察する比較文法や歴史文法が発達してくると、規範文法は
急速に力を失っていくのである。

６

規範文法のメリット

規範文法の最大のメリットは、英語学習に役立つという点である。語学学習でこれほど役
に立つ文法は他に見あたらない。アメリカ構造言語学の解説書として定評のある Gleason
（竹
林・横山訳 1960）は、規範文法を穏当に評価している。要約すると次のようになる。
言語学者の中には、規範文法を事実の有害な歪曲として断固として斥ける人が多い。規範文
法の罪は、その文法が規範的だという点にあるのではなく、それが不適当あるいは誤った記述
に基づいているという点にある。ある古典語が社会的優越性をもっているときには、これを比
較の基準として用いようとする傾向があり、これに力を得て、新しくて時には全く不適当な型
が大量に取り入れられることもある。極端な結果として、慣用法（usage）を一切認めないで、
「度
重なる語法違反」のかどで「最も優れた作家たちさえも」非難することになる。英語の伝統的
学校文法は、以上の欠点をすべて示している。しかし規範文法は有用性をもっており、特に語
学教授および教材の編集に役立っている。学校で標準英語を教えるのであれば、標準英語で認
められる型とそうでない型を区別し、標準英語を教えるような場面では、どのような慣用法を
用いるように勧めるべきかを明確に定義しなければならない。しかし学生が身辺で耳にする一
般に認められたことばと矛盾する形の英語を教えようとするように規範文法を用いるとするな
らば、それはひどく不都合ではないにしても、少なくとも無駄なことである。（pp. 235-236）

上の引用が示すように、Gleason は規範文法の欠点を一方的にあげることはしない。規範
文法の記述面における欠点をあげながら、
「規範文法は有用性をもっており、特に語学教授
および教材の編集に役立っている」とプラスの面を認めている。Gleason が指摘するように、
規範文法は記述方法に問題があるのである。古典語を適用したり、個人の好みを混ぜたり、
慣用を無視したりと、客観的な記述ではなかったことが問題である。このことは指弾されて
も仕方がないだろう。
それでは規範文法の具体的な方法論とはどういうものであろうか。荒木・安井編による『現
代英語学辞典』は、学校文法の方法論について「方法論の名で呼ぶべきほどのものはなく、
常識の域を出ない穏やかな基準によって、役に立ちそうな事項を集め、並べている」
（p.
646）と述べている。この辞典で述べられている学校文法は、規範文法と等価である。方法
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論はないというが、言葉に観察される一定の法則は規則化している。しかし規範文法には、
現代の言語理論に見られるような緻密な理論はない。だが、この緻密な理論がないというこ
とが、かえって規範文法の長所となって、この文法が滅びない理由となっている。理論なき
理論であるごときの規範文法は、最も科学的な言語理論とされる一派の理論のように、積み
上げてきた重要な理論をあっさり捨て去ったり、修正につぐ修正を繰り返していない。規範
文法は幾度となく批判されながらも、それをまとめあげた Murray の文法書以来、学校文法
に引き継がれ、現代でも脈々と命を保っている。
ここで、規範文法がなくならない理由を考えてみよう。規範文法の適度の非科学性が、滅
びない理由としてまずあげられる。他の分野だったら、非科学的なものは学校教育では教え
られることはないが、規範文法は堂々と教えられているのである。
学習文法は既にあるものの解説的要素が濃いので、新しいものを生み出すことはほとんど
ない。既にあるものの繰り返しであるという保守性がある。この保守性も規範文法がなくな
らない理由としてあげられる。
次に、なくすことに消極的な勢力がいることがあげられる。なくすことに積極的に反対し
ているわけではないが、規範を守り続ける勢力の存在である。彼らによる需要が規範文法を
支えている。需要を支えるのは、小中高の教員、受験産業、教育産業、あるいは言語に不安
を 抱 く 人 々 の 存 在 な ど で あ る。Pinker（1994: 212） が「 規 範 文 法 市 場 」
（prescriptive
grammar market）と呼んでいるものに一括りしてもよい。
また、英米では規範文法に取って代わる勢力が見あたらないということを理由にあげるこ
とができる。つまり、第二、第三の Murray が登場しないのである。批判ばかりで、取って
代わってやろうという勢力がいないので、規範文法は滅びることはない。英米の文法書が足
並み揃えて直さない限り、
日本を含めてそれ以外の国で勝手に直すことも出来ないのである。
英米人以外の文法学者が手直ししたとしても、それが従来のものを刷新することができると
も思えない。
規範文法が滅ばない理由を繰り返してみると、適度の非科学性、学習文法の保守性、規範
を守り続ける勢力の存在、規範文法市場における需要、及び取って代わる勢力の不在などが
考えられる。
かつてアメリカ構造言語学者たちは、激しい非難を伝統文法に浴びせ、教室から伝統文法
を否定し去ろうとしたことがあったが、それでも伝統文法は、一掃されなかった。規範文法
は科学的文法からほど遠いということは、十分に理解しているはずなのに、なぜあれだけ酷
評するのか。皮肉なことにそのアメリカ構造言語学は行き詰まり、アメリカ構造言語学の中
から生まれ出てきた生成文法に、たちまちのうちに一掃されてしまった。
大抵の何とか理論というのは、数十年経てば色褪せるのに、規範文法は 200 年以上に渡る
批判の風雪をしのいできた。アメリカ構造言語学も生成文法も、英語学習においてはほとん
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ど有用でないのは、もはや誰もが疑うことのない事実である。真の科学を標榜する生成文法
が、これほど英語界を席巻しているのに、学校文法に顕著な影響を与えず、彼らがあまり評
価しない規範文法はなくなっていない。物理学で発見されたことはすぐさま学校の教科書に
取り入れられるのに、生成文法の「発見」が学校英語にほとんど影響を与えないということ
は、何か不思議なことである。
生成文法派が「新言語学は英語教育に役立つか」という突きつけられた問題に、解明すべ
き目標が違うと言って、無関心を装うわけにはいかない。安井（2011: 146-147）は「英語教
育は、これまで常に、伝統的な学校文法より少しでもましであると考えられる部分をもつ言
語理論、文法理論を求め続けてきたと言ってよい」と述べる一方で、
「伝統的な学校文法と
いうのは、洋の東西を問わず、英語教育を、いわば独りで背負ってきたものである。よかれ
あしかれ、かけがえのないものであったのである」と認めている。英語教育を「独りで背負っ
てきた」ことこそが、規範文法の持つ輝かしい業績である。

７

おわりに

小論は、規範文法はなぜなくならないのかということを、規範文法の足跡を見ながら論考
したものである。我々が規範文法から学ぶべきことは、どれだけ批判を浴びせられようが、
規範文法は滅びないということである。批判し攻撃する者は、消えてなくならない姿に、恐
怖心を抱いているのである。
人間の言葉は徹底的な科学分析には適さないところがある。規範文法の適度の非科学性が
実用文法に似合っている。他の領域だったら非科学的なことは学校教育では教えられないの
に、規範文法は教えられている。人間の言葉は数学のようにはいかない。感情、起伏、性差、
推論、比喩、修辞など様々な要素が混ざり合って産出されるため、数式のような分析にはお
さまりきれない。
非科学的な文法、低俗な文法、旧式の文法、有史以前の文法などという規範文法に対する
批判はもうやめてはどうだろうか。科学的な文法と称する文法がわずか 30 年ほどで歴史の
片隅に追いやられているのに、なぜ「低俗な文法」が 200 年も続くのか。規範文法は言語の
理論的分析をしたものではない。規範文法の中には実態を反映しないものもあるのは事実だ
が、規範文法の大半は受け入れられている。問題は、実態を反映しないものをどう扱うかで
ある。規範文法は理論言語学とは本来目的が違うのだから、理論なき理論の文法は、実用的
観点から実態に即して、実用かどうかを議論すべきである。理論言語学と同じ俎上に載せて
議論すべきはない。

─ 418 ─

規範文法はなぜ滅びないのか

（注）
（１）例えば、町田（2006: 108, 152, 220）参照。
（２）Ben Jonson の The English Grammar は 1600 年頃書かれ、Jonson 死後の 1640 年に出版さ
れた（市河編（1940: 432）参照）。
（３）Trousdale（2010: 86）参照。
（４）市河編（1940: 329）参照。
（５）ラテン文法を完全なる言語と誤解したことがそもそもの誤りであったが、このようなことは、
生成文法の手法が普遍的なものだと誤解し、日本語に変形規則を当てはめようとする現代に
も起きている（町田（2006: 167, 169））。
（６）Algeo（2001: 391）参照。
（７）鈴木（1999: 6）参照。
（８）Pinker に関しては、渡部（2001）が取り上げ、批判を加えている。
（９）石橋編（1973: 377）参照。
（10）石橋・大塚・中島監修（1964: 114-115）参照。
（11）町田（2006: 34）は、アメリカ構造言語学を代表する直接構成素分析は「素朴過ぎる」理論だっ
たとしている。
（12）Trousdale（2010: 87）参照。
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Why Does the Prescriptive Grammar Disappear?
SUZUKI, Masamitsu
In the paper I trace a brief history of the prescriptive grammar and investigate the
strictures directed at it, and I discuss some reasons why the prescriptive grammar
continues to exist, although it has been greatly stigmatized by many grammarians for the
past two centuries.
The main reasons are:
・the method of analysis observed in the prescriptive grammar has a moderate
unscientific nature;
・conservativeness at school curricula is likely to support the prescriptive grammar;
・some groups such as teachers throughout elementary school and high school and
journalists keep, support, and need the prescriptive grammar; and
・there is no group who meets a challenge to replace the prescriptive grammar.
In spite of a great number of strictures, the prescriptive grammar offers great
advantages over other grammars, especially for the teaching of English at school. I
propose, therefore, that grammarians should recognize the good points of it, and not pass
strictures against it.
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