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句動詞指導に必要な基礎知識 

‐句動詞（主に動詞+副詞）の起源・発達に焦点を合わせて‐ 

 

神谷 昌明 1＊ 

 

On Basic Knowledge Necessary for Teaching Phrasal Verbs: 

Based on the Origin and Development of Phrasal Verbs ( V + Adverb )  

 

KAMIYA Masaaki 

 

Abstract 

This paper discusses the origin and development of phrasal verbs and provides the 

information necessary for teaching phrasal verbs. Phrasal verbs are combinations of verb + 

adverbial particle, verb (+ adverbial particle) + preposition. The origin and development of 

phrasal verbs (verb + adverbial particle) are related to two processes: (i) the development of 

prefixed verbs in Old English into phrasal verbs in Middle English; the adverbial particle or 

separable prefix is moved after its verb, so a new phrasal verb is formed. (ii) the development of 

polysyllabic French verbs into basic English verbs + adverbial particle.  
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1. 序  

句動詞（phrasal verb）とは、「動詞+副詞」、「動詞+前置詞」、「動詞+副詞+前置詞」の結び付き

で、多用な意味を表す口語的表現であり、現代英語の特徴の一つである。句動詞、特に「動詞+副詞」

から成る句動詞の起源・発達には二つの過程が考えられる。[1]古英語接頭辞付動詞（prefixed verb）

からの発達、即ち中英語期以降、動詞の前に位置していた分離接頭辞（または副詞）が動詞の後に

移動し、句動詞の原型が出来上がったこと（例：upgan → go up）。[2]フランス語源の接頭辞付多

音節動詞を翻訳する過程、即ち本来語（ゲルマン語）である英語の単音節動詞と副詞に置き換える

過程を経て句動詞が量産化したこと（例：extinguish（（完全に）消火する）→ put out（（完全に）

火を消す））。 

本稿では、先ず句動詞とは何かを概説する。そして「動詞+副詞」から成る句動詞の二つの発達過

程を概観し、英語教育の現場において、指導者（教員）が知識として必要な句動詞学習指導に役立

つ情報を提供する注1）。 

 

2．句動詞とは何か 

2.1. 句動詞の定義（分類） 

句動詞とは、「動詞+副詞」、「動詞+前置詞」、「動詞+副詞+前置詞」の結び付きで、語義通りの意

味以外に、多用な意味（比喩的意味等）を表す口語的表現であり、現代英語の特徴の一つである。
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以下に 句動詞に対応するPalmer, F.R.（1965）のverbal combinationの分類を示す。  

 

Phrasal verbs without object (目的語のない句動詞） 

Phrasal verbs with object（目的語を伴った句動詞） 

Prepositional verbs（前置詞付動詞） 

Phrasal prepositional verbs（前置詞付句動詞） 

（安藤貞夫（訳注），1972:245-252） 

 

具体例は以下の通りであり、動詞、副詞、前置詞の結合により、比喩的さらには特別な新たな意

味をも持ち、個々の動詞、副詞、前置詞の語義通りの意味から全体の意味を類推することが困難な

結合である。従って、（1’）、（2’）、（3’）、（4’）のような語義通りの結合とは一般的に区別される。 

（用例・日本語訳はともに、安藤貞夫（訳注）（1972:245-252）から引用） 

 

（1）Phrasal verbs without object （目的語のない句動詞）「自動詞+副詞」 

  The enemy gave in. 敵は降参した。 

（2）Phrasal verbs with object（目的語を伴った句動詞）「他動詞+副詞+目的語」 

  Put up a candidate.  候補者を推薦する。 

（3）Prepositional verbs（前置詞付動詞）「自動詞+前置詞+（前置詞の）目的語」 

He looked after his old father.  彼は年老いた父親の世話をした。 

（4）Phrasal prepositional verbs（前置詞付句動詞）「自動詞+副詞+前置詞+（前置詞の）目的語」 

  I can't put up with that woman.  あの女には我慢できない。 

（1'）The guests came in.  客が入ってきた。 

（2'）He sent up the balloon.  彼は気球を上げた。 

（3'）I didn’t go to London.  私はロンドンへ行かなかった。 

（4'）She walked up with her brother to visit us. 彼女はわれわれを訪問するため、弟といっしょ

に歩いてやって来た。 

 

2.2. 句動詞の下位区分 

Quirk, R. et al.（1985:1162-1163）は句動詞を意味の観点から三つの下位区分を設定している。 

 

Free, nonidiomatic construction  

Semi-idiomatic construction 

Highly-idiomatic construction  

 

具体例は以下の通りである。（「半イディオム構文」・「イディオム構文」は神谷（1988）による訳出） 

（用例・日本語訳はともに、東信行・諏訪部仁（訳編）（1995）から引用） 

 

 



『全国高等専門学校英語教育学会研究論集』 第 37 号 ( pp.1-10 )   

                        全国高等専門学校英語教育学会 2018 年 3 月 

3 

 

（1）Free, nonidiomatic construction 

Who’ll be the next climber to go up? 次に登るのは誰だ。       

（2）Semi-idiomatic construction（半イディオム構文） 

   Drink your medicine up（down）, it’s good for you.  薬をぐっと飲んでください、効きますよ。  

（3）Highly-idiomatic construction （イディオム構文）  

Our plan ran into unexpected opposition. 我々の計画は予期せぬ反対にあった。 

 

（1）の例は、動詞go、不変化詞注2）（副詞）upが共に語義通りの意味を持ち、容易に全体の意味

が理解できる構文である。 

（2）の例は、動詞は語義通りの意味を持ち、不変化詞が強意（intensity）・完了（completion）

等の比喩的意味を持つ構文である。  

動詞drinkは語義通りの意味を持ち、不変化詞（副詞）up （down） が「強意・完了」の比喩的

な意味に拡張している。不変化詞の拡張された意味（比喩的意味等）を予め学習をしておけば、全

体の意味が比較的容易に類推できる構文である。 

up, downの語義通りの意味は「上へ」、「下へ」の上下の動きであるが、drink your medicine up

（down）のように「強意・完了」の比喩的な意味に用いられる場合も多い。さらに次のような比喩

的意味もある。 

地図上で、go upは「北へ」、 go downは「南へ」の意味になる。また come up は「中心（話者）

に近づく」、go downは「中心（話者）から離れる」意味になる。ここでのup, downの意味は「横

の動き」に拡張している。簡単な英語でGo down the streetと言う道案内は決して、下への動き（高

低差）ではなく、「（ここから離れて）通りを真っ直ぐ行きなさい」と言う意味である。学習者に不

変化詞（特に副詞）の比喩的意味を教えることにより、学習者は句動詞を理解しやすくなる。 

up, down 以外に「強意・完了」を表す不変化詞（副詞）には outを挙げることができる（burn 

out（全焼する）等）。さらに不変化詞on, awayは「継続（反復）」の意味にも使用される注3）。 

The teacher was working away at his desk. 先生は机に向かってせっせと仕事をしていた。 

Keep on talking. （止めないで）話し続けてください。 

（3）の例は、動詞、不変化詞の個々の意味から全体の意味が類推できない構文である。 

動詞 ran、不変化詞（前置詞）into の個々の意味から全体の意味を類推することが困難な結合であ

る。このような句動詞 run intoは口語的表現になり、文語的表現になる一語動詞encounter（困難

などに直面する）に置き換えることが可能である。 

特に（2）、（3）を句動詞と呼ぶことが多いが、（1）の語義通りのgo upは語義通りの意味以外に、

「（価格が）上がる」、「（建物が）爆発する」などの比喩的意味にも拡張しているので、多くの句動

詞辞典はgo upも句動詞として扱っている。 

 

2.3. 句動詞を表す名称 

Phrasal verbはSmith, L.P.がWords and Idioms（1925:172）の中で用いた用語であるが、今ま

で様々な名称で呼ばれてきた注 4）。 代表的な用語を、出典とともに年代順に示す。（参考文献参照） 
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group verb（群動詞）（Sweet, H. 1892） 

verb-adverb combination（動詞副詞結合）（Kennedy, A.G. 1920） 

phrasal verb（句動詞）（Smith, L.P. 1925）   

  merged verb（融合動詞）（Aiken, J.R. 1933） 

two-word verb（二語動詞）（Anthony, E.M. J.R. 1953）  

verb-particle construction（動詞不変化詞構造）（Fraser, J.B. 1964） 

verbal combination（動詞結合）（Palmer, F.R. 1965）  

  verb-particle combination（動詞不変化詞結合）（Quirk, R. et al. 1972） 

 

海外の句動詞辞典（Collins, MACMILLAN, Oxford, CAMBRIDGE等）では、phrasal verbが

一般的である。一方、日本の英語教育現場、特に学校文法・文部科学省検定外の教科書・参考書で

は、1892年にHenry Sweetが定義したgroup verb（群動詞）が一般的である。では、文部科学省

高等学校学習指導要領ではどのように「動詞+不変化詞（副詞または前置詞）」からなる句動詞を扱

っているのであろうか。 

 

（イ）連語及び慣用表現のうち、運用度の高いもの 

「連語」とは、二つ以上の語が結び付いて、あるまとまった意味を表すものを指している。

中学校学習指導要領で例示されているのは、「in front of，a lot of，get up，look for など」

である。また「慣用表現」とは、ある特定の場面で用いる定型表現を指している。中学校学

習指導要領で例示されているのは、「excuse me，I see，I'm sorry，thank you，you're welcome，

for example など」である。 

『文部科学省高等学校学習指導要領解説 外国語編（英語編）』（2009：38-39.） 

 

学習指導要領ではget up, look forなどの句動詞を「連語」として定義している。何故、句動詞と

言う用語が日本の英語教育界では一般化しないのであろうか。その理由は句動詞（phrasal verb）

と言う名称は、動詞句（verb phrase）と混同される可能性が高いからである。また 文部科学省の

「連語」の定義は多義にわたるため、句動詞を用いることは適切ではない。世界基準に照らし合わ

せて、さらに留学生にも理解しやすいphrasal verbと言う用語が一般化されることを期待する注5）。 

  

3. 句動詞の起源・発達 

3.1. [古英語(Old English)期] 古英語の接頭辞付動詞からの発達 

1066年ノルマン人による征服（Norman Conquest）以降、 動詞の前に位置していた分離接頭辞

（または副詞注 6））が動詞の後に移動し、句動詞の原型が出来上がった。（ * は現代英語では廃語） 

 upgan → *upgo,  go up              uphebban → upheave,  heave up    

   utcuman → *outcome,  come out      utfleogan →  outfly,  fly out 

 

古英語の接頭辞付動詞は同語族（西ゲルマン語）のドイツ語の分離動詞・分離前つづり（分離接

頭辞）に対応する。 
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    aufgehen →  gehen…auf  [ go up ]        aufheben → heben…auf  [ heave up ] 

    auskommen → kommen… aus  [ come out ] 

 

古英語に現れる接頭辞付動詞の具体例を示す。 

（用例は史的コーパス the York-Toronto-Helsinki Parsed Corpus of Old English Prose（YCOE）、

日本語訳は小島謙一（編著）（2012）から引用） 

 

（1）upgan, upgangan → go up      

Þa blostman þonne seo sunne gesyhð hy sylfe beclysað and eft þonne heo upgangeð hy sylfe 

geopeniað and tobrædað. HERB 50:0:6  

花は太陽が沈むと閉じ、再び太陽が昇ると開いて広がる。 

（2）utdrifan, utadrifan → drive out  

Gif ic on Belzebub deofla utdrife, on hwam utadrifað eower bearn? Lk 11:19  

もし私がベルゼルブによって悪魔を追い出すのなら、あなた方の息子たちは誰によって（悪魔

を）追い出すのか。 

 

Kamiya（2015）では、YCOEを利用して接頭辞付動詞、特に「up- + 動詞」、「out- + 動詞」を

全て抽出し、句動詞（特に動詞+副詞）の起源である古英語に現れる接頭辞付動詞の基礎資料を作成

した。検索結果として、up- は20の動詞とout- は36の動詞と結合することが分かった。さらに、

神谷・高橋（2017）では、古英語の接頭辞付動詞が現代英語（Present-day English）まで、どの程

度存続しているのか、古英語接頭辞付動詞と現代英語に残る接頭辞付動詞の対応関係、さらに句動

詞との対応関係を詳しく示した。表1にその抜粋を示す。（詳細は神谷・高橋（2017）を参照）  

   

表１: 接頭辞付動詞 vs 句動詞 

   古英語接頭辞付動詞 現代英語接頭辞付動詞 句動詞（動詞+副詞） 

uphebban upheave まれ heave up 

upcuman *upcome come up 

upgan *upgo go up 

utbrecan *outbreak break out 

utdrifan outdrive まれ drive out 

utgan *outgo go out 

（ * は現代英語では廃語、 但し *outbreak 名詞用法は多数） 

 

3.2. [中英語(Middle English)期] フランス語源（ラテン語源）接頭辞付多音節動詞を翻訳する過程 

フランス語源接頭辞付多音節動詞を翻訳する過程等を経て句動詞は中英語期に量産化された。ノ

ルマン人による征服（1066年）以降、アングロ･サクソン人である庶民が、当時大量に流入したフ

ランス語源（ラテン語源）の一語動詞extinguishを、理解しやすいようにゲルマン語源の単音節動

詞putとフランス語源動詞の「強意（完全に）」を表す接頭辞ex-をゲルマン語源の不変化詞 outを
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用いて言い換えたことが句動詞の量産化を促した。 以下に句動詞 cut downの起源・発達を示す。 

（1）から（4）は『マタイによる福音書』第 7 章 19節（良い実を結ばない木はことごとく切ら

れて、火の中に投げ込まれる）のラテン語から英訳への変遷である。（1）ラテン語訳のVulgate（ウ

ルガタ聖書：VULと略す）は古英語期の公認聖書であったが、ラテン語が読めない人々のために、

VUL をはじめて、古英語で訳出されたのが（2）の WSG（990 年 West-Saxon Gospels；ウエス

ト・サクソン ゴスペル）である。また（3）のEWB（1384年Early Wycliffite Bible；ウィクリフ

派聖書前期訳）は古英語訳WSGを経由せず、直接VULを中英語で訳した英訳聖書である。 

 

（1）[Latin] VUL 405年 Matt. 7.19  omnis arbor quae non facit fructum bonum exciditur et 

in ignem mittitur.  [ excido  [ ex-（完全に）+  caedo（倒す）]  

（2）[Old English] WSG 990年 Matt.7.19  Ælc treow þe ne byrð godne wæstm sy hyt forcorfen 

& on fyr aworpen;  [ forceorfan “carve ”, cut down ] 

（3）[Middle English] EWB 1384年  Matt. 7.19   Euery tree that makith nat good fruyt, shal 

be kitte doun, and shal be sent in to the fire.   [ forcutten ] 

（4）[Present-day English] Matt.7.19  Every tree that does not bear good fruit is cut down and 

thrown into the fire.  

       

（3）の EWB では、ラテン語の接頭辞付動詞 excido を、中英語期に存在していた接頭辞付動詞 

forcutten （<  古英語 forceorfan ）を使わずに、庶民が理解できるように、動詞の語根 cidoをkitte

（cut）に、強意の接頭辞 ex-をdoun（down）に置き換え、分析的な表現 cut downに訳出した。

このEWBの例がまさにOEDの記述（OEDでは 1382年）にも裏付けられるが、cut downの初

出例であり、句動詞 cut downの始まりである注7）。 

 

54 cut down. a trans. To cut so as to bring or throw down; cause to fall by cutting;  

to fell.  1382  Wyclif Matt. iii. 10 Euery tree‥shal be kitt [1388 kit] doun.     

OED s.v. cut 

 

4.  指導者（教員）・学習者に必要な句動詞に関する基礎知識（情報） 

4.1. 指導者（教員）に必要な句動詞に関する基礎知識  

 上述1、2、3をまとめると以下のようになる。世界史（1066年のノルマン人による征服）の内容

を連動させた情報は、指導者（教員）が学習者に句動詞とは何かを説明する際に有益な情報になる。 

 

「動詞 + 副詞」から成る句動詞の特徴 その１ 

古英語（450年--1100年）では、副詞は主に動詞の前に位置し、接頭辞の働きをしていた。ノル

マン人による征服（1066年）が英語の構造を大きく変えた。 侵略者ノルマン人の用いた（ノルマ

ン）フランス語がイングランドの公用語となり、貴族はフランス語、 アングロ・サクソン人は英語

を用いるという二重言語状態が300年ほどの間続いた。その間に英語とフランス語との言語衝突が

起こり、それまで古い英語では主に動詞の前に位置していた動詞接頭辞（または副詞）が、動詞の
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後に来るようになった。古英語の接頭辞は語義通りの意味であったが、句動詞になると副詞は比喩

的意味に拡張した。その理由は、副詞は本来、動詞を修飾するものであり、動作動詞（dynamic verb）

の動作を強調するようになり、副詞は語義的意味から「強意・完了」、「継続」のような比喩的意味

に拡張した。半イディオム構文は「動詞+副詞」からなる句動詞の典型的な例である注8）。 

 

upgan →  go up       ingan  → go in        upspringan →  spring up     

  uphebban → heave up   upgiefan  → give up    

utcuman → come out     utbrecan  → break out     utdrifan   →  drive out 

  utgan  → go out         utbringan → bring out     utsendan →  send out など 

         

「動詞 + 副詞」から成る句動詞の特徴 その2 

フランス語源（ラテン語源）の接頭辞付多音節一語動詞を翻訳する過程で句動詞が量産化された。 

ノルマン人による征服以降、約10000語のフランス語が英語の中に入り、その内約7500語が現代

英語に残る。アングロ･サクソン人である庶民が、当時大量に流入したフランス語源の一語動詞を、

理解しやすいように英語本来のゲルマン語源の基本動詞と副詞を用いて言い換えたことが句動詞の

発達を促した。フランス語源動詞の接頭辞（アンダーライン）が句動詞の副詞に対応する。 

 

フランス語源多音節一語動詞   vs   句動詞（「ゲルマン語源単音節動詞 + 副詞」） 

    （正式語・文章語）           （口語） 

   extinguish （消火する）        put out （消す） 

   continue（継続する）         go on （続く）           

      discover（発見する）           find out （見つける）  

      emit（放射する）                     give off （放つ） 

   postpone（延期する）                 put off （延ばす）             

      submit（提出する）                   hand in （出す）  

 

4.2. 基礎知識の活用例 

（1）執筆者が担当する授業（科学英語基礎 I）では、『ウィズダム英和辞典』に記載されている

「句動詞（phrasal verb）とは?」及び上述の特徴その1、その2の内容を網羅したプリント教材を

配布し、句動詞の成り立ちを世界史（ノルマン人による征服）と関連付けをしながら概説した。 

（2）半イディオム構文を形成する「強意・完了」を表す副詞（up, down, out）及び「継続」を表

す副詞（away, on）の用例を提示し、副詞の比喩的意味を説明した。 

（3）教科書から句動詞を抜き出し、その句動詞が半イディオム構文になるのかイディオム構文に

なるのか文脈から判断させた。さらにその句動詞に対応する一語動詞は何かを考えさせた。 

 

  学習者である中学生・高校生・高専生に古英語upgan, utbrecanなど古英語接頭辞付動詞からの

発達過程を提示することは学習意欲を削ぐことになりかねない。学習者向けの情報は『ウィズダム

英和辞典』第3版の情報が有益であるので、ここに示す注９）。 
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句動詞とは、動詞＋副詞、動詞（＋副詞）＋前置詞の結び付きで多用な意味を表す口語的

表現であり、現代英語の特徴の一つ。 その由来はノルマン人による征服（1066年）に遡る。

侵略者ノルマン人の用いたノルマン･フランス語がイングランドの公用語となり、貴族はフ

ランス語、 庶民は英語を用いるという二重言語状態が300年ほどの間続いた。 その間に英

語とフランス語との言語衝突が起こり、それまで古い英語では主に動詞の前に位置していた

副詞（または動詞接頭辞）が、フランス語の影響を受けて動詞の後に来るようになった。 

 アングロ･サクソン人である庶民が、当時大量に流入したフランス語源（ラテン語源）の

一語動詞を、理解しやすいように英語本来の基本動詞と副詞を用いて言い換えたことが句動

詞の発達を促した。以下に代表的なものを示す。  

continue → go on  継続する                 discover → find out  発見する  

emit → give off  放射する                   extinguish → put out  消火する  

postpone → put off  延期する                submit → hand in  提出する  

tolerate → put up with  我慢する            explode → blow up  爆発する  

surrender → give in  降伏する               enter → go into  入る  

exit → go out  退出する                     descend → go down  下降する 

『ウィズダム英和辞典』第3版 s.v.  continue    

図１：句動詞（phrasal verb）とは?（配布資料） 

 

The male fireflies in Western Japan give off light most intensely at around 8:30 p.m., 

whereas those of Eastern Japan radiate light most strongly at about 7:45 p.m.  

（教科書 Science Wisdom（成美堂）p.21.）   

句動詞：give off（放つ） →  対応する一語動詞：emit（放射する） 

下位区分：イディオム構文   radiate（放射する）は類義語 

図２：授業での視覚教材例（板書例） 

 

5．結語 

句動詞は現代英語の最たる特徴の一つであり、句動詞の獲得（学習）は、英語の授業で不可欠の

学習項目である。指導者（教員）は先ず、句動詞とは何か、句動詞はどのように形成されたのかと

言う基礎知識を持つことが肝要である。それを踏まえて、学習者に副詞の比喩的意味（強意・完了、

継続）を理解させ、さらに対応する一語動詞に置き換える作業を行えば、学習者の句動詞に対する

理解は高まると言える。教育現場で「句動詞は高頻出イディオムだから文句を言わず覚えなさい（丸

暗記しなさい）」と言う一方的な指導は減少するであろう。 

また、句動詞の起源・発達は世界史の授業で学習する「1066年のノルマン人による征服（Norman 

Conquest）」と密接な関係がある。句動詞指導は、世界史の授業内容と英語の授業が連動する一例

であり、現在注目を浴びているESD（Education for Sustainable Development；持続可能な開発

のための教育）にも繋がる。句動詞に限らず、英語の歴史的研究は ESD への大きな橋渡しとなる

可能性がある注10)。  

                                                            1＊（豊田工業高等専門学校） 
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注 

注 1）「動詞+前置詞」からなる句動詞の起源・発達は、前置詞の発達過程やフランス語法（なぞり

[calque]）と密接な関係があるため、「動詞+副詞」から成る句動詞の起源・発達過程とは異なる部

分が多い。「動詞+前置詞」から成る句動詞の起源・発達については別の稿で論じる。 

注2) 不変化詞（particle）とは、主に単音節であり語形変化をしない副詞や前置詞（up, down, out

等）を示す。yesterday, suddenly等の副詞は不変化詞には含まれない。 

注 3）不変化詞の様々な比喩的意味は Oxford Phrasal Verbs Dictionary for learners of English 

（2006）、Collins COBUILD Phrasal Verbs Dictionary（2012）等を参照されたい。 

注4）「群動詞」等の日本語訳は小西友七（1982）によるものである。 

注 5）近年、「群動詞」を使用せず、「句動詞」を用いる参考書も増えつつある。例えば『CROWN 

クラウン総合英語』（第2版 三省堂 2010：573-577）を参照されたい。 

また、生成文法など学術研究の分野では、動詞不変化詞構文（構造）が一般的である。 

注6）古英語において接頭辞付動詞（upgan, utcuman等）以外に、動詞から分離し動詞の前に来る

接頭辞の例（up gan, ut cuman等）も散見される。接頭辞付動詞における接頭辞の分離なのか、

または純粋な副詞の前置なのか判断に困難をきたす場合もある。 

注7）古英語において接頭辞 for-は「強意・完了」及び「否定的意味（損失、破壊、否定、禁止、反

対の概念等）」を表していた。中英語 forcutten （< 古英語 forceorfan ）の接頭辞 for-は

forbærnanと同様、「強意・完了」を表す接頭辞であったが、中英語以降、それぞれ for-に代わり

強意の副詞downなどに置き換えられ、cut down, burn down（out）になった。 

注8）「動詞+前置詞」からなる句動詞は、「動詞+副詞」から成る句動詞に比べて、半イディオム構

文を構成する例は少ない。理由は、前置詞は動詞ではなく前置詞の後に来る（前置詞の）目的語

に連動し、「点、起点、到達点、運動の向き」等を示し、「強意・完了」、「継続」等の比喩的意味

への拡張が制限されるからである。 

注9）神谷昌明は分担執筆者として、『ウィズダム英和辞典』第3版の「語源書き下ろし」・「囲み記

事（[句動詞（phrasal verb）とは? ]、[文章語と口語表現のルーツ]等）」を担当した。 

注10）ESDに関しては次の論文を参照。 

市川裕理，松本嘉孝，鈴木基伸（2017）「点の学びを面にかえる英語授業ーESDへの発展を目指

してー」全国高等専門学校英語教育学会『研究論集』第36号，211-217.  
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