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英語の接続法 
―現代イギリス英語における命令的接続法の事例研究―

浦田　和幸
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おわりに

はじめに

英語の接続法は、中英語期以降、次第に衰退し、現代英語では概ね以下の用法に限られてい

る。形態上、明らかに接続法と判断できる例を下に挙げる。（Cf. Quirk et al. 1985: 156-158）

Ａ．接続法現在 (present subjunctive)

(1) 命令的接続法 (mandative subjunctive): e.g. “They recommend that this tax be abolished.”

(2) 定型的接続法 (formulaic subjunctive): e.g. “God save the Queen!”

(3) 条件・譲歩節 : e.g. “(Even) if that be the official view, it cannot be accepted.”

(4) 否定目的節 : e.g. “The President must reject this proposal, lest it cause strife and violence.”

Ｂ．接続法過去 (past subjunctive)

 were の場合 : e.g. “If I were rich, I would buy you anything you wanted.”

英語史の流れのなかで接続法の変遷を大きくとらえれば、接続法は次第に「有標性」

(markedness) を増してきたと言うことができるだろう。しかし、命令・提案・勧告などを表

す動詞・形容詞・名詞に続く that 節内で用いられる「命令的接続法」については、20 世紀以

降増加傾向にあり、特にアメリカ英語では、この場合に接続法現在形を用いるのが無標であり、
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should を用いる表現は有標と言える。また、近年、命令的接続法はイギリス英語でも増加傾

向にあり、現代英語において進行中の文法変化を研究するうえで命令的接続法は興味深いテー

マの一つである。1)

以下、小論では、命令的接続法の最近の傾向を概観し、次いで、ささやかながら、筆者が行っ

た調査結果を報告する。

１．命令的接続法の最近の傾向 2)

まず、「命令的接続法」(mandative subjunctive)、および「命令的 should」(mandative 

should) の例をイギリス英語のコーパスから引用する。3)

(5) The Samalians agreed to his recommendation that the workers be given finely woven face 

masks and even admitted that he might be right about the air flow. [FLOB N16]

(6) Tradition demanded that presents should be given as tokens of goodwill, especially to 

servants or to anyone performing a service to the householder. [FLOB F34]

イギリス英語における命令的接続法の増加をアメリカ英語との比較で見てみよう。Leech et 

al. (2009: 281) により、英米のコーパスにおける調査結果を示す。(Sbj=Subjunctive 接続法 )

   Sbj : should    Sbj : should

< 米 >  Brown  116 : 19   Frown  105 : 10

   (85.9% : 14.1%)    (91.3% : 8.7%)

< 英 >  LOB  14 : 97   FLOB  49 : 79

   (12.6% : 87.4%)    (38.3% : 61.7%)

命令的接続法の比率は、アメリカ英語については既に Brown コーパスの時点で 85 パーセン

トを超える高い率に達しているので Frown コーパスとの間に大きな変化は見られないが、イ

ギリス英語については、LOB コーパスの 10 パーセント強から FLOB コーパスの 40 パーセン

ト弱へとかなりの増加を示している。

Leech et al. (2009: 57-61) は、命令的接続法の文体について考察している。従来より、特にイ

ギリス英語では、命令的接続法は格式ばった文体で用いられるとされてきたが、同書は命令的

接続法が現れるテクスト・タイプ、命令的接続法の態（能動態 vs. 受動態）などの点から文体

を検討している。LOB に比べて FLOB では、命令的接続法が生起するテクスト・タイプの偏
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りが減少して、アメリカ英語コーパスの Brown と Frown のより均等な状況に近づいている。

また、態に関しては、一般に、より格式ばった文体と考えられる受動態での生起率が減少して、

能動態での生起率が高まり、FLOB では能動態と受動態がほぼ同数に、Frown では能動態が受

動態を上回るという結果が見られた。これらのことにより、命令的接続法はイギリス英語にお

いても格式ばった含みを失いつつあるのではないかと推測している。

なお、イギリス英語では、命令的接続法と命令的 should に並んで、次の例のように命令的

直説法 (mandative indicative) が用いられることがある。

(7) In the manufacture of yoghurt it is also important to prevent the product from wheying off 

at any stage, and it is essential that the ripening is stopped at the correct degree of acidity, 

and the temperature subsequently reduced quickly and evenly. [LOB E33]

ここで、イギリス英語の話し言葉と書き言葉での状況の一端を示すために、Leech et al. (2009: 

282) に基づき International Corpus of English – Great Britain (ICE-GB) における結果を引用し

ておく。4)  （Ind = Indicative 直説法）

<ICE-GB>  Ind : should : Sbj

spoken part  12 : 19: 5 (33.3% : 52.8% : 13.9%)

written part  9 : 11 : 10 (30% : 36.7% : 33.3%)

わずかな用例数ではあるが、イギリス英語では直説法も普通に用いられていることが窺える。

話し言葉においては、should が半数強を占めるが、直説法はそれに続き、接続法を大きく引

き離しているという結果は注目に値する。

２．事例研究 1：ジェフリー・アーチャーの小説の場合

前節ではコーパス研究の紹介をしたが、ここでは、実態調査の一例として、今日のイギリス

の小説を資料にして、筆者が日々の読書のなかで収集した用例をもとに、命令的構文 (mandative 

construction) について検討する。かつて、浦田 (1986) では、イギリスの人気作家ジェフリー・

アーチャー (Jeffrey Archer, 1940 － ) の一連の小説を資料に命令的接続法の使用状況を調査し

たので、まずは簡単にその紹介をする。次いで、同作家の最近の一連の作品について新たに行っ

た調査結果を報告し、30 年ほどの間に、何らかの変化が見られるかどうかを観察したい。小

説の言語はあくまでもフィクションであり、必ずしも現実の言語使用を反映しているとは言え
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ないが、人気作家の手になる大衆小説の文章は広く受け入れられているものであり、語法調査

の一つの資料になりうると考える。ただ、一人の作家を対象とした調査であるため結果を一般

化することはできないが、一個人の言語使用を記述し、もしそこに通時的な変化を垣間見るこ

とができれば、大きな流れのなかの一つの表れとして、資料的な意味があると考える。

さて、かつて、浦田 (1986) で調査したのは、以下の7作品（1976-1986；計2558ページ）であった。

Not a Penny More, Not a Penny Less (1976)

Shall We Tell the President? (1977, 19862)

Kane and Abel (1979)

A Quiver Full of Arrows (1980)

The Prodigal Daughter (1982)

First Among Equals (1984)

A Matter of Honour (1986)

命令的構文に関して、接続法現在 (Sbj)、should、直説法 (Ind)、および、形態の点から接続

法か直説法かの区別がつかない語形 (Sbj/Ind) の分布は、表 1 のとおりであった。命令的接続

法を導く例が一度でもある語 (trigger) を表に挙げる。

表 1：J. Archer の作品 (1976-1986) における命令的構文の分布

Triggers Sbj should Ind Sbj/Ind
suggest 16 18 5 13
insist 13 6 1
demand 9 5 1 2
request 7 4
recommend 4 4 1 5
propose 2 1 2
ask 2 2
desire 1
order 1 1
recommendation 1 1
計 (128) 56 42 7 23

生起数を見ると、接続法現在のほうが should よりも多く、直説法はわずかであったことが

分かる。計 128 例のうち、四者の比率は、Sbj : should : Ind : Sbj/Ind = 44% : 33% : 5% : 18% である。

従来より、イギリス英語では最も普通だとされてきた should は 42 例 (33%)、つまり、全体の
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3 分の 1 に過ぎないという結果は意外であり、すでに当時、アーチャーの作品では命令的接続

法が他の形式よりも優勢であることが看取できた。

では、今回の新たな調査結果を見てみよう。調査したのはアーチャーの最近の小説で、2011

年以来、年に 1 冊のペースで刊行中の「クリフトン年代記」(The Clifton Chronicles) に属する、

以下の 5 作品（2011-2015；計 2304 ページ）である。

<The Clifton Chronicles>

Only Time Will Tell (2011)  (OT と略記。以下、同様。)

The Sins of the Father (2012)  (SF)

Best Kept Secret (2013)  (BK)

Be Careful What You Wish For (2014)  (BC)

Mightier Than the Sword (2015)  (MS)

（以上、使用した版は、Pan Books 刊のペーパーバック。出版年は初版の刊行年を示す。）

上記の作品中で命令的接続法は 42 例収集できた。命令的接続法を導く要素 (trigger) として

は 11 種類の語、すなわち、suggest, insist, propose, recommend, demand, suggestion, request, 

prefer, plan, second, adamant が見られた。5)

それぞれの語の例を次に引用する。

(8) He went as far as to suggest that Babakov be released from prison, and the ban on his book 

lifted immediately. (MS)

(9) Giles didn’t even have to offer to act as my chaperone; Papa insisted that he accompany 

me. (OT) 

(10) ‘It is my pleasure to propose that Adrian Sloane be the next chairman of Farthings Bank, 

as I feel that is what Cedric would have wanted.’ (MS)

(11) On the rare occasions when there’s a disagreement between two parties, he recommends 

that the matter be settled by a judge in chambers. (SF)

(12) Admiral Summers demanded that Jessel be sacked immediately without severance pay or a 

reference. (MS)

(13) ‘Almost certainly,’ said Sebastian, ‘as it was his suggestion I join Bruno at Wimbledon.  

Why do you ask?’ (BK) 

(14) When the next brown envelope landed on the mat at No. 27, Maisie stuffed it in her bag, 
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unopened, and wondered how long it would be before she received a second, perhaps a 

third, and then finally a thick white envelope containing a letter not from the bursar, but 

the headmaster, requesting that Mrs Clifton withdraw her son from the school at the end 

of term. (OT)

(15) Harry Clifton, we are told, would prefer that his friend Giles Barrington inherit the title. 

(SF)

(16) This bold new venture proposed by Mr Compton, our managing director, has my full 

backing, and I will be inviting the board to support a plan that the company build its first 

new passenger liner since the war, in an attempt to keep pace with our great rivals, Cunard 

and P&O. (BK)

(17) ‘Admiral Summers has proposed,’ continued the company secretary, ‘and Mr Bingham has 

seconded, that Mr Sebastian Clifton be invited to join the board of Barrington’s.’ (MS) 

(18) The answer must be yes, but he was adamant that Uncle Joe be published before he died, 

because it would allow his wife to live in comfort for the rest of her life. (MS)　(Uncle Joe 

は原文ではイタリック。書名。)

命令的構文に関して、接続法現在 (Sbj)、should、直説法 (Ind)、および、形態の点から接続

法か直説法かの区別がつかない語形 (Sbj/Ind) の分布は、表 2 のとおりである。命令的接続法

を導く例が一度でもある語 (trigger) を表に挙げる。

表 2：J. Archer の作品 (2011-2015) における命令的構文の分布

Triggers Sbj should Ind Sbj/Ind
suggest 16 12 3 19
insist 7 2 2 1
propose 5 1 4
recommend 5 4 4 6
demand 3 3 1
suggestion 1 3
request 1 1
prefer 1
plan 1
second 1
adamant 1
計 (108) 42 26 10 30
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生起数を比べると、接続法のほうが should よりもかなり多く、直説法は最も少ないが、一方、

接続法と直説法の区別がつかない語形 (Sbj/Ind) は全体のなかで 2 番目に多く、should をやや

上回っている。

計 108 例うち、四者の比率は、Sbj : should : Ind : Sbj/Ind = 39% : 24% : 9% : 28% である。かつ

てイギリス英語で最も普通とされた should は 26 例 (24%)、つまり、全体の 4 分の 1 に過ぎず、

表 1 の場合よりもさらに減少している。一方、接続法と直説法の区別がつかない語形は 30 例 

(28%) と、全体の 4 分の 1 強を占めており、看過できない存在であると言える。

以下、アーチャーの最新 5 作品に基づく表 2 の結果を精査するために、次の 4 つの観点から

分析する。

・地の文 vs. 会話部

・能動態 vs. 受動態

・接続詞 that の有無

・その他（Sbj/Ind の実態；否定表現）

２．１．地の文 vs. 会話部

小説を言語調査の資料とする場合には、地の文と会話部に分けて考察することは有効であろ

う。その観点から収集例を分類すると、命令的構文 108 例のうち、地の文に現れるものは 41 例、

会話部に現れるものは 67 例である。アーチャーの小説において、命令的構文が会話部により

多く見られるということは注目してよい。

命令的構文の 4 種ごとに、地の文 vs. 会話部の生起数を調べると、下記の結果を示す。

 地の文 会話部

sbj 20 22

should 18 8

ind 3 7

sbj/ind 0 30 

計 (108) 41 67

命令的接続法の 42 例については、地の文に現れるもの 20 例、会話部に現れるもの 22 例で、

ほぼ同数である。小説の言語から直ちに一般化することはできないが、命令的接続法は、書き

言葉にも話し言葉にも同様に現れうることを示唆する一つの結果と考えてよいだろう。6)

会話部に生起した命令的接続法の用例の文脈を子細に検討すると、格式ばった状況で発話さ
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れたものと、格式ばらない状況で発話されたものとが見られる。

まず、格式ばった状況で発話された例として、法廷の場面と、会社の取締役会議の場面での

例を挙げる。

(19) ‘And so convinced were you of your righteousness that you insisted your words be recorded 

in the minutes of the AGM.’ (MS)  (AGM=annual general meeting  年次総会 )

(20) ‘Then all that’s left for me to do,’ said the admiral, ‘is propose that Sebastian Clifton be 

invited to join the board of Barrington’s Shipping.’ (MS)

次に、格式ばらない状況での発話例として、若い恋人同士、若い友人同士（男性）、および、

母親と息子（若者）の間で交わされた会話の例を挙げる。

(21) ‘I only met her once, on the day of Grandma Elizabeth’s funeral, and the one thing I can 

recall is that she insisted I address her as Lady Virginia.’ (BC)

(22) ‘. . . my father’s given me a couple of tickets for the men’s semi-final at Wimbledon 

tomorrow, and he suggested I invite you.’ (BK)

(23) ‘Are you expecting to see Mr Martinez when you’re in London?’ 

 ‘Almost certainly,’ said Sebastian, ‘as it was his suggestion I join Bruno at Wimbledon.   

Why do you ask?’ 

 ‘No particular reason.’ (BK)

一般にイギリス英語における命令的接続法は格式的とされているが、(21) – (23) はいず 

れも日常的な場面での普通の会話の例である。7)  後に触れるが、これら 3 例では、命令的節 

(mandative clause) を導く接続詞の that がないこと、また、節内が受動態ではなく能動態であ

ることからも、格式ばらない雰囲気が伝わる。

次の例では、adamant というやや堅めの語が that 節を導き、節内では受動態が用いられて

いるが、これは一家の朝食時の会話であり、決して格式ばった場面における生起例ではない。

すでに例文 (18) として引用したものであるが、ここでは前後も含めて改めて引用する。（登場

人物は、兄の Giles、そして彼の家に来ている妹の Emma、夫の Harry、彼らの息子の Seb で

ある。Giles と Harry は学校時代からの親友であり、気心の知れた義兄弟同士である。）

(24) ‘Won’t he be in considerable danger if the book is published?’ suggested Giles.  
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‘The answer must be yes, but he was adamant that Uncle Joe be published before he died,  

because it would allow his wife to live in comfort for the rest of her life.  So once the trial is  

over, I plan to fly back to the States and hand over the manuscript to Harold Guinzburg.  I’ll  

then travel on to Pittsburgh to see Yelena Babakov, and pass on several messages from her  

husband,’ he[=Harry] added as Big Ben struck the first of ten chimes.  

‘It can’t be that late,’ said Emma, leaping up from the table.  ‘Seb, go and find a cab while 

your father and I get ready.’ (MS) 　(Uncle Joe は原文ではイタリック。書名。)

話しの内容は出版に関するものであり、確かに日常的な話題ではないが、これは一家の食卓

という私的な場面の会話であり、格式ばらない状況における命令的接続法の例と言ってよいだ

ろう。

２．２．能動態 vs. 受動態

命令的接続法が受動態で現れるか否かについては第 1 節で触れたが、今回のアーチャー資料

ではどうであろうか。命令的構文 108 例のうち、命令的節が受動態のものは 24 例であった。

命令的構文の 4 種ごとに、能動態 vs. 受動態の生起数を調査すると、下記の結果を示す。

 能動態 受動態

sbj 32 10

should 15 11

ind 7 3

sbj/ind 30 0 

計 (108) 84 24

命令的接続法 42 例のうち、受動態は 10 例、すなわち、受動態はほぼ 4 分の 1 程度で、大半

は能動態である。むしろ、命令的 should の場合のほうが受動態の割合が高い。Hundt (2009: 

59) によると、LOB コーパスでは命令的接続法の大半は受動態であったが、FLOB コーパスで

は能動態での命令的接続法が増えて、能動態と受動態の割合がほぼ半分ずつになり、それはイ

ギリス英語において命令的接続法が格式ばった含みを失いつつあることの証拠であると述べら

れている。アーチャー資料の結果は、さらに進んだ状況になっていると言える。
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２．３．接続詞 that の有無

命令的構文 108 例のうち、接続詞の that が用いられたものは 66 例、that が省略されたもの

は 42 例である。地の文と会話部に分けて調べると、地の文では、that が省略されたものは 41

例中 8 例 (20%)、会話部では、that が省略されたものは 67 例中 34 例 (51%) である。

命令的構文の 4 種ごとに、接続詞 that の有無を調査すると、下記の結果を示す。

 ＋ that － that

sbj 29 13

should 24 2

ind 7 3

sbj/ind 6 24 

計 (108) 66 42

命令的接続法では、42 例中 13 例、すなわち、約 3 分の 1 では that が省略されており、命令

的接続法が格式ばらない文脈で用いられうることを示唆している。一方、命令的 should では、

that が省略されたのは 26 例中 2 例に過ぎない。命令的 should のほうが、むしろ格式ばった文

脈で用いられる可能性が高いのではないかと思われる。

命令的接続法で、that が省略されている例を挙げておく。

(25) He didn’t like the idea of her having to identify their son’s body.  Perhaps the hospital staff 

would suggest she wait until he returned. （BC）

(26) He slept in a single room where the door didn’t fly open at five in the morning with an 

NCO banging the end of his bed with a stick, demanding he place both feet on the ground. 

(SF) (NCO = noncommissioned officer 下士官 )

以上、2.1．から 2.3. で見た結果より、アーチャー資料では、命令的接続法が必ずしも格式ばっ

た表現形式だとは言えないことが看取できた。8)

２．４．その他

ここでは、まず、形態的に接続法か直説法かの区別ができない sbj/ind について、確認したい。

sbj/ind は、108 例中 30 例 (28%)、すなわち、4 分の１強を占めており、これは見過ごすことの

できない用例数である。sbj/ind の分布のしかたは特徴的で、30 例すべてが会話部に現れ、か
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つ、すべて能動態である。（もっとも、受動態の場合は Be 動詞が用いられ、形態的には必然

的に接続法現在か直説法現在かの区別ができるため (is/am/are vs. be)、sbj/ind がすべて、Be

動詞を用いることがない能動態であるのは当然である。）　that の有無に関しては、30 例中 24

例 (80%) において、that が省略されていた。したがって、sbj/ind の例は、どちらかと言えば

格式ばらない文脈で用いられている可能性が高いと推測される。that が省略された 24 例につ

いて調べると、命令的節内の主語は 1 人称か 2 人称のいずれか、すなわち、I, we, you のいず

れかであり、用例数は順に 2 例、5 例、17 例である。例をいくつか引用する。

(27) How do you suggest  I  do that, sir? (OT)

(28) Might I suggest  we  meet at the Royal Hotel during your afternoon break? (OT)                              

(29) And how do you propose  we  do that? (BK)                                             

(30) So what do you recommend  we  do? (BK)                                                  

(31) So Tel Aviv is not a city I would recommend  you  visit, although you’d make an interesting                                                                             

 defence witness. (BC)

(32) I suggest  you  leave my office while you’ve still got a job, Tancock. (SF)                 

(33) But there’s nothing else we can do tonight, Seb, I suggest  you  go home. (MS)                                                                                                     

(34) I suggest  you  read tomorrow’s Telegraph. (MS)                  

上例はすべて、相手とのやり取りのなかで発話された例である。(32)‐(34) は “I suggest 

you ...” の用例であるが、この型は計14例収集できた。なお、 “I suggest ...” という表現に関して、

Swan (2005, s.v. suggest) は、「直接の提案 (“I suggest . . .”) では、一般に should は用いられない」

と述べ、以下のように示している。

I suggest (that) you get . . . (NOT I suggest that you should get.)

さて、最後に、命令的接続法の否定表現に触れておきたい。「not + 接続法現在」という否定

構文については、イギリスの語法書の鑑とされるファウラーの Modern English Usage の最新改

訂版 (Butterfield (ed.) 2015: s.v. subjunctive mood 3 (d)) の記述を見ておこう。

In negative constructions, not (or never etc.) is normally placed before the subjunctive verb (and 

this position identifies the subjunctive status of verbs in the first and second persons as well as 

the third): One essential quality for a holiday novel is that it not be too light—Frederic Raphael, 

1988 (UK); Mr. Radley insisted that he not be sent to an asylum—literature website (US).  In uses 



英語の接続法 
―現代イギリス英語における命令的接続法の事例研究―：浦田　和幸

240

of this kind the negative form makes the subjunctive mood transparent in other persons than 

the third singular: I recommend that we not approve this letter.—CNN (transcripts), 2005.

Note.  This construction is routine in AmE, but less common elsewhere.

「not + 接続法現在」という否定表現は従来より主にアメリカ語法とされているが、上記のファ

ウラー新版からの引用ではイギリス英語の例も引かれている。しかし、今回調査したアーチャー

資料では該当例はなかった。命令的節内の否定は 1 例のみ収集できたが、下の引用に見るよう

に、“do not ...” という直説法が用いられている。

(35) So all that is left for me to do, Mr Clifton, is to thank you, and suggest that you do not write 

out the list until the wheels of the aircraft have left the tarmac. (MS)

アメリカ英語ならば、直説法ではなく、“that you not write out the list ...” とするところであ

ろう。なお、この例は、在ロシア英国大使館で、大使が主人公の Harry Clifton に任務の内容

に関して助言する場面の会話部に現れたものである。四方山話をしながら朝食を食べたあと、

給仕が下がって二人きりになった室内で交わされた密談の一部である。場所は大使館内である

が、公的な改まった雰囲気のなかでの会話ではない。

３．事例研究 2：『タイムズ』紙の場合

新聞英語のサンプルとして、試みにイギリスの保守系高級紙の『タイムズ』(The Times) の

1 日分（2015 年 8 月 3 日 ( 月 ) 付け ; Times 2 を含む）を通読して用例を収集した。実際、コー

パスを用いて新聞英語の調査をすることは可能であり、これまでも様々な研究者によって行

われているが、新聞の全体を直に読んで資料収集をすることにより、命令的文脈 (mandative 

context) が新聞にどの程度生起するかを実感するのが一つの目的であった。調査した 1 日分の

新聞はタブロイド・サイズで計 80 ページの分量であるが、全体の印象としては、命令的構文 

(mandative construction) は時折り見られる程度であった。当然ながら、記事のジャンルによ

り片寄りがある。

1 日分の新聞で収集できた命令的構文の用例は 12 例であった。では、まずその分布を見て

みよう。全体の用例数が少ないこともあり、接続法の例はないが should や直説法を導く例が

見られる語 (trigger) についても表に含める。



東京外国語大学論集第 91 号（2015） 241

表 3：『タイムズ』紙（2015 年 8 月 3 日付）における命令的構文の分布

Triggers Sbj should Ind Sbj/Ind
suggest  2
demand  2
ask  1
insist 1 1
recommend 1
request 1
advice 1
order 1
suggestion 1
計 (12)  5 4 2 1

非常に限られた用例数であるが、命令的接続法は命令的 should と相並んで用いられている

様子が窺える。記事のジャンルに関しては、命令的構文の用例が収集できたのは主に ‘News’, 

‘World’, ‘Business’ で、あとは ‘Life’, ‘Sport’, ‘Register’ ( その中の死亡記事 ) にわずかに 1 例ずつ

見られるのみで、他のジャンル (‘Opinion’, ‘Arts’ 等 ) では皆無であった。偶然による要素もあ

ろうが、概して、報道記事以外では命令的構文の生起は少ないのではないかと推測できる。

接続法現在の 5 例のうち、受動態は 1 例のみであった。以下に、能動態と受動態の例を 1 例

ずつ引用しておく。（括弧内は各記事のジャンルを示す。）

(35) Mr Navalny demanded yesterday that the Kremlin explain the provenance of the timepiece, 

photographs of which have caused outrage online. (World)

(36) He is loudly arguing that he won’t pay for a third runway. If so, then UK economic interest 

demands that room be found at Heathrow for regional connecting services. (Business)

接続詞 that の有無に関しては、接続法現在の 5 例のうち、下記の 1 例においてのみ、that 

が省略されていた。

(37) Mind you, at the end of session two, the lead counsellor suggested we try to list as many 

foods beginning with the letter “s” as possible if we felt the red mist start to descend. I 

have tried this diversionary tactic and it worked. (Life)

これはくだけた雰囲気で書かれた記事の一部であり、命令的接続法が格式ばらない文体にも

現れうることを示す例と言える。なお、that の有無に関しては、命令的構文の 12 例のなかで、
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that が省略されているのはこの 1 例のみで、他は、命令的接続法の場合に限らず、すべて that 

を伴う例であった。

おわりに

以上、小論では、英語における接続法の変遷を研究する一環として、現代イギリス英語にお

いて増加しつつあると言われる命令的接続法 (mandative subjunctive) の用法の実態について事

例研究を行った。

筆者は 30 年ほど前に、イギリス人作家のジェフリー・アーチャー (Jeffrey Archer) の小説を

資料にして命令的接続法の調査を行ったことがあるので、今回は、アーチャーが 2011 年以降、

連続的に発表している「クリフトン年代記」(The Clifton Chronicles) の 5 作品をテクストとし

て、日ごろの読書の折に収集した用例をもとに、命令的構文 (mandative construction) の分布

状況を調査した。前回と同様、今回の調査でも、接続法現在の生起数のほうが should よりも

多いという結果が得られたが、前回に比べると、二者の間では should の割合が下がり、接続

法現在の割合が上がっている。一作家に限った調査であるため一般化はできないが、今日もイ

ギリス英語において、命令的接続法の使用が広まりつつあることを示唆する一つの結果が提示

できたとすれば幸いである。また、今回の調査では、小説の言語を地の文と会話部に分けて分

析し、従来よりイギリス英語では格式ばった響きがあると考えられてきた命令的接続法が、く

だけた会話のなかにも生起する例を示した。小説の中の言葉遣いを実際の言語使用と同等に見

なすことはできないが、イギリス英語においても、命令的接続法への違和感が徐々に小さくな

りつつあることの一つの表れかもしれない。

もう一つの事例研究として、イギリスの新聞『タイムズ』 (The Times) の 1 日分（タブロイド・

サイズで 80 ページ）を通して読み、命令的構文の用例を収集した。該当の構文は散見される

程度であったが、記事のジャンルによってかなり差があることが実感できた。特に、報道記事

では該当の構文の例を収集することができ、限られた生起数ではあるが、新聞英語における命

令的接続法の用法の一端を観察することができた。今後、新聞英語を資料とする際に、この用

例収集から得た経験知を活かすことができればと思う。

注

1) 英米差に関する最近の研究書では、Rohdenburg and Schlüter (eds.) (2009) の One Language, Two 
Grammars?: Differences between British and American English において、Hundt, Kjellmer, Crawford が

命令的接続法に言及している。Hundt (2009) は ‘Colonial lag, colonial innovation or simply language 
change?’ と題する論考のなかで、“On the whole, corpus evidence leaves no doubt that the mandative 

subjunctive is a clear-cut example of post-colonial revival rather than colonial lag.” (p. 31) と述べている。
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つまり、命令的接続法は、「植民地の遅れ」ではなく、「植民地独立後の復活」の例だとする考え方

である。Kjellmer (2009) ‘The revived subjunctive’ は、接続法がアメリカ英語で復活した理由、イギリ

ス英語で復活した理由、および、否定で not が先行する理由 (e.g. Most dermatologists suggested that 
you not use these soaps.) について論じ、言語内的要因のみならず、社会言語学的要因（アメリカ合衆

国内での他言語との接触、イギリスに対するアメリカの影響）等から説いている。Crawford (2009) ‘The 
mandative subjunctive’ は、命令的接続法を導きうる語 (subjunctive trigger) の強さの度合いを、動詞・

名詞・形容詞ごとに英米に分けて示しており、非常に示唆的である。

 　20 世紀中における英米での命令的接続法の変遷については、Övergaard (1995) が最も纏まった実証

的研究である。

 　英語の変種という観点からは、英米差にとどまらず、オーストラリア英語、ニュージーランド英語、

さらには、フィリピン英語やインド英語等々をも対象にして、近年、盛んに研究が行われている。また、

千葉 (2013) の第 5 章では、「現代英語に見られる仮定法現在の再興と拡大について」と題して、20 世

紀初頭以降の発達と現状について懇切丁寧な解説がなされている。同書は、接続法の様々な特徴につ

いて実例と理論の両面から解き明かし、さらに、この分野の研究紹介も行き届いていて裨益するとこ

ろ大である。

2) ここでの概観は、浦田 (2010: 17-19) に基づく。

3) 以下で言及する英米のパラレル・コーパスは次のとおり。LOB：1961 年のイギリスの刊行物 100 万語

からなる書き言葉コーパス。FLOB：1991 年のイギリスの刊行物 100 万語からなる書き言葉コーパス。

Brown：1961 年のアメリカの刊行物 100 万語からなる書き言葉コーパス。Frown：1992 年のアメリカ

の刊行物 100 万語からなる書き言葉コーパス。

4) 国際英語コーパス (International Corpus of English; ICE と略記 ) の一部を成す、イギリス英語のコー

パス。約 100 万語（話し言葉：約 60 万語、書き言葉：約 40 万語）。

5) 命令的接続法の用例数の内訳は、suggest (16), insist (7), propose (5), recommend (5), demand (3), 
suggestion (1), request (1), prefer (1), plan (1), second (1), adamant (1) となっている。（括弧内の数字は、

命令的接続法の生起数。）　なお、他にも命令的構文を導く語の例はあるが、ここでは命令的接続法が

1 例でも生起する語に限った。recommendation と proposal は命令的構文の例は 2 例ずつあるが、とも

に接続法現在の例はなく、前者は should が 2 例、後者は should と sbj/ind が 1 例ずつであったため、

ここには含めていない。

 　11 種類の語を品詞別に見ると、大半は動詞として現れ、名詞と形容詞は若干である。demand は
命令的構文で用いられている例が 7 例あるが、うち 5 例は動詞、2 例は名詞である。request, second 
(< 動議 ･ 決議に > 賛成する ) は動詞として、plan は名詞として用いられている例である。形容詞は

adamant ( 断固とした；決して譲らない ) の 1 例のみであった。

6) Hundt (1988: 169) は、イギリス英語の書き言葉コーパス (FLOB) と話し言葉コーパス（British 
National Corpus (spoken sub-corpus)）とにおける命令的 should と命令的接続法現在の比率に関して、

次のように述べている。引用文の末尾に注目したい。“A comparison of the data from FLOB with the 
spoken sub-corpus of the BNC produces a rather surprising result: while the periphrastic construction 
with should is the more frequently chosen option in both written and spoken BrE, the relative frequency 
of the subjunctive in the spoken British corpus is even marginally higher than in the written corpus.”（下

線は引用者）　Hundt の調査では、should は書き言葉と話し言葉の双方において接続法現在よりも頻

度が高いが、should に対する接続法現在の相対的頻度は、書き言葉においてよりも、話し言葉におい

てのほうが僅かながら高かったとのことである。（Hundt の調査では、should に対する接続法現在の

比率は、書き言葉では 39.6%、話し言葉では 42.3% という数値を示している。）

 　小論の調査では、接続法現在と should の用例数の比率は、会話部では 22 例：8 例と、圧倒的に接

続法現在が上回っている。小説の会話部と実際の発話を同列に比べることはできないが、少なくとも

アーチャーという一作家の小説の会話部に関しては、命令的 should は命令的接続法よりもかなり少な

いということが言える。
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7) 命令的接続法の文体については、例えば Quirk et al. (1985) を参照。Cf. Quirk et al. (1985: 157): “The 
mandative subjunctive is more characteristic of AmE than of BrE, where it is formal and rather legalistic 
in style.”

8) Hundt (1998) は、イギリス英語において、命令的接続法が以前ほど格式ばった表現だと感じられなく

なってきているのではないかと示唆している。Cf. Hundt (1998: 171): “Finally, there is some evidence 
that the mandative subjunctive is in the process of losing some of its former stylistic connotations in BrE: 
subjunctives are used in a wider range of written text-types, they occur more frequently in the active 
voice today than thirty years ago and the co-occurrence of subjunctives and that-omissions has increased.  
Comparative data from the two spoken corpora have shown that subjunctives are also catching on in 
spoken texts, but they are still far less popular than other variants.”

 　一方、国際英語コーパス (International Corpus of English) を用い、各種英語変種（オーストラリア・

ニュージーランド・イギリス・シンガポール・インド・フィリピン英語）に関して、話し言葉におけ

る命令的接続法の用法を分析した Peters (2009) は、イギリス英語では依然として命令的接続法は格式

的であるとしている。Cf. Peters (2009: 136): “In the British ICE [=International Corpus of English] data, 
it remains a formal construction by its limited frequency and restricted contexts of use (mostly written)...”
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Some Notes on the Mandative Subjunctive in 
Contemporary British English

URATA Kazuyuki

This paper reports on two case studies surveying recent changes in the use of mandative 

constructions (e.g. “The employers have demanded that the manager resign / should resign / 

resigns.”  Cf. Quirk et al. 1985: 157.), that is, the choice of the present subjunctive, should, or the 

indicative in mandative clauses.

In one of the studies, the uses of mandative constructions in all five volumes of Jeffrey Archer’s 

Clifton Chronicles published so far (2011-2015) were examined with reference to Urata (1986), 

which had studied the constructions based on the same author’s earlier novels and short stories 

(1976-1986).  Although modest in scope, the comparative study detected a slight increase in the 

relative frequency of the mandative subjunctive vis-à-vis the mandative should between Archer’s 

earlier and later works.  A closer examination of his recent novels revealed that the mandative 

subjunctive occurred marginally more often in conversational than narrative parts, that it was 

used far more frequently in the active than the passive voice, and that the conjunction that was 

omitted in approximately a third of the cases. All these features suggest that the mandative 

subjunctive might be losing some of its formal connotations in contemporary British English.

A second pilot case study, which was based on a close reading of an entire copy of The Times 

(dated Monday August 3 2015), to investigate the use of mandative constructions in a British 

newspaper, produced approximately as many tokens of the mandative subjunctive as the 

mandative should, although they were very limited in number, and the study also showed that the 

kind of article (e.g. News and Business on one hand, or Arts and Sport on the other) influenced 

the occurrence or non-occurrence of the constructions.




