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英語史研究会第 27 回大会 研究発表要旨 
 

 

1. 古英語期における進行相の表現形式 

 

鈴木萌未（愛知教育大学大学院） 

古英語には現代英語のいわゆる進行形 (be + -ing)に相当する拡充形 (beon/wesan + -ende)

が存在し，これまで多くの研究がなされてきた。代表的なものには Mossé (1938)や Raith 

(1951)，Nickel (1966)等があり，これらの研究では主に拡充形の起源や用法に焦点が当てら

れている。また，本発表で分析対象とする Lindisfarne Gloss，Rushworth Gloss については堀

口(2012)，West-Saxon Gospels については堀口 (2004)で特に詳細な分析が行われている。

こうした先行研究は古英語の拡充形について多くのことを明らかにしている。しかし一方

で，当時進行相を表すことができた単純形と拡充形の違いについて “the two forms were 

sometimes at any rate mere stylistic variants” (Mitchell 1985: 274)と言われるように，拡充形と

いう表現形式が，当時の進行相を表す表現形式の中でどのような位置づけであったかにつ

いては未だ十分に明らかにされていないと思われる。そこで本発表では，古英語訳福音書

のマタイ伝を中心に，ラテン語で進行相を表すと考えられる箇所が古英語でどのような形

式に翻訳されているかを調査し，進行相を表現する際にどの程度拡充形が用いられるのか，

また，どのような要因が拡充形の使用に関わっているのかを考察する。 

 

 

2. Chaucer にみる Hearer-Oriented Directives の萌芽 

 

泉類尚貴（慶應義塾大学大学院） 

英語史において， ‘Can you pass me the salt?’や ‘if you please’といった hearer-oriented の依

頼・指示表現(directives)は 15 世紀まで現れず，初期近代英語期においてもその頻度は低か

ったと指摘されている (Jucker 2008, Kohnen 2014)。しかし，Chaucer の作品中，すなわち

14 世紀にこうした表現が数は少ないが確認されることが発表者の調査で明らかとなった。 

本研究では，先行研究(Levinson 1983, Kohnen 2008 他)における directives の分類の問題点

を指摘し，directives の新たな分類を提示したうえで，Chaucer の作品において hearer-oriented 

directives が当時の多数を占めていた ‘I pray’ をはじめとする speaker-oriented directives とど

のように競合をしているか，どのような場面や対人関係で用いられているかを，具体的に

提示することを目的とする。 
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3. EEBO-TCP に基づく統語的タグ付き初期近代英語戯曲コーパスの編纂 

  ―主格ゼロ関係詞の用例収集の効率化を目指して― 

 

菊地翔太（東京大学大学院） 

Early English Books Online – Text Creation Partnership (EEBO-TCP)によって，15 世紀から 17

世紀の間に刊行された書籍の多くが検索可能なテキスト化され，過去に類を見ないような

大規模な量的研究が可能になった。Visualizing English Print (VEP) Project は，EEBO-TCP が

持つ大きな可能性に着目し，そのままでは言語学的分析には適さない EEBO-TCP のテキス

トに様々な処理を施し，大規模なコーパスを編纂してきた。これまでの成果には，1244 作

品を収録した初期近代英語戯曲のコーパス(Expanded Drama 1700)が挙げられる。 

 本発表では，VEP Project の一員として発表者が取り組んできた，統語的タグ付き初期近

代英語戯曲コーパスの編纂の過程を報告し，完成したコーパスの有用性と課題を検証する。

本コーパスの編纂の背後には，初期近代英語期に多く観察される主格ゼロ関係詞の用例を

コーパスからどのように収集するかという課題がある。コーパスのアノテーションを利用

した（主格）ゼロ関係詞の収集方法には，品詞タグを利用した収集法(Lehmann 2002)と統語

的タグを利用した収集法(Hundt et al. 2012)がある。本発表は，精読による手作業での用例収

集と比較しながら，統語的タグを利用した収集法の有用性・欠点を，主に精度(precision)と

再現率(recall)の観点から議論する。また，wh 関係詞や that 等の他の関係詞との比較を通じ

て，主格ゼロ関係詞に関して本コーパスでどのような研究ができるのか，実際にパイロッ

トスタディを行って検証する。 

 

 

4. 後期近代英語におけるゼロ副詞について 

 

藤木マンナ（熊本学園大学学生） 

副詞には，-ly のある形 (-ly 形)とない形(ゼロ形)の二つの形を持つものが存在する。現代

英語ではこの 2 つの形について，ゼロ副詞が-ly 形に対し「略式体」であるとか，非標準的

であるといった説明がしばしばなされる（安藤 2015: 540; Greenman 2000: 430; Carter and 

McCarthy 2006: 135）。歴史的に見ると，ゼロ形が-ly 形に標準化していったことが明らかに

されている。Nevalainen は Helsinki Corpus を用いて exceeding(ly)のように二つの形を持つ強

意の副詞を調査し，後期中英語から初期近代英語期にかけてゼロ副詞が衰退したことを数

値で示している(Nevalainen1994; 1997)（この問題に関しては，Tagliamonte 2013 や Killie 2014

にも詳しい）。本発表では，後期近代英語に焦点を当て，このような初期近代英語に関する

研究と現代英語の間の間隙を埋めることを目標とする。具体的には，当時の代表的文学作

品をコーパスとしてゼロ形・-ly 形副詞の用法を明らかにし，BNC 等にみられる現代英語と

の相違点を探る。例えば，先行研究では強意の副詞に関しては 18 世紀初頭に-ly 形が標準と
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なったとされているが，様態副詞では後期近代英語でもゼロ形が頻繁に用いられる場合が

ある（e.g. Dickens の英語では as/so loud という形が as/so loudly よりもはるかに多くあるが，

BNC で調べると同様の環境で用いられるのは loudly である）。本発表はこのような後期近代

英語の副詞（特に様態副詞）のゼロ形・-ly 形の使用される環境や個々の語の特徴を考察す

る。 
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英語史研究会第 27 回大会 シンポジウム要旨 
 

「英米文学におけるbody language：歴史的文体論の視点から」 

 

司会 堀 正広 

英語史研究会の冊子体シリーズStudies in the History of the English Languageの1冊として，作

成中のBody Language in English and American Literature: Chronological and Comparative 

Studiesについてのシンポジウムである。目，手，顔などの身体に関する表現や，表情，仕草，

行動など身体の動きの描写が，どのような文学的な意味や役割があるのかを考察し，作家

や時代によって，どのような類似点と相違点があるのかを通時的な視点から研究し，表現

史としての身体表現の本質と時代的な変化を探る。 

 シンポジウムでは，最初に司会者堀が文学作品における身体表現研究の意義と通時的な

視点からの研究の意義を述べ，歴史的文体論研究の視座を明確にして各講師の研究発表に

移る。発表は，渡辺講師，池田講師，そして髙口講師の順で行う。最後に10分程度の質疑

応答の時間を取る予定である。 

 

 

古英語における locian up，hebban eagan 

 

渡辺拓人 

本発表では「目を上げる」という動作を表す古英語の言い回しに注目し，その使用や起源

を探る。現代英語では“look up”, “raise one’s eyes”などがそれに当たるであろうが，これらに

相当する古英語 (e.g. locian up, hebban eagan)を Dictionary of Old English Corpus で検索すると，

使用の分布にある程度の傾向が見て取れる。すなわち，「目を上げる」に相当する古英語表

現は宗教文脈で頻繁に観察されるが，それ以外ではほとんど見られないようである。幾つ

か例を挙げると，前者の文脈では次のようなものが見いだされる。 

 

þæt ic mid handum ne mæg heofon geræcan / ne mid eagum ne mot up locian (Christ and 

Satan) 

Đa þa he sođlice sang and mid þære geornfullan behealdnysse up locode and þone heofon 

beheold (St. Mary of Egypt) 

Þa se hælend gesæt uppon þære dune þa ahof he up. his eaga (Catholic Homilies) 

Iulianus đa hof to heofonum his eagan, biddende his drihten þæt... (Saints Julian and 

Basilissa) 

 

古英語文学作品に直接間接を問わず聖書が影響していることはつとに知られていることで
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ある。また，「目を上げる」という動作は旧約新約を通じ聖書の随所で表現されており，お

よそ“face reality”, “recognize that God is present in your life and act accordingly”といった事柄を

含意すると指摘されている (Shackleford 2000: 43–44)。これらの点を踏まえ，本発表では，

「目を上げる」という特定の身体表現が聖書に由来する可能性を提示し，古英語において

これらの表現がどのように受容されていったか検討したい。 

 

 

From Convention to Creation: ‘Blush’ in Jane Austen  

with Reference to her Predecessors 

 

池田裕子 

涙，頬の赤らみ，ため息，震え，気絶などの身体表現は特に 18 世紀の感傷小説において頻

出し，女性の繊細な感受性を表す。中でも頬の赤らみ(blush)は，自ら制御できない無意識の

変化であり，言葉に代わる感情の発露として注目されてきた。 

今回の発表では Austen の作品における blush の機能に注目し，18 世紀半ばから 19 世紀初

頭の作品と比較しながら通時的に考察する。扱う作品は以下のものである。1. Richardson の

2 作品—Pamela (1740), Clarissa (1748) 2. Austen に大きな影響を与えた 18 世紀後半から 19

世紀初頭の 5 人の女性作家の作品—Fanny Burney: Evelina (1778), Charlotte Smith: Emmeline 

(1788), Elizabeth Inchbald: A Simple Story (1791), Ann Radcliffe: The Mysteries of Udolpho (1794), 

Maria Edgeworth: Belinda (1801) 3. Austen の 6 作品。 

blush に内包される慎しみ，恥じらい，困惑などの伝統的なコードに，Austen はどのよう

な新しさを付け加えているのか。時代の変遷と共に曖昧さ・複雑さという要素も加わり，

‘blush’が誤解を生み出すこともある。このような点を明らかにするために，最後に Emma 

(1815)の Jane Fairfax の blush に焦点を当て，blush が作品全体の中で人物描写，筋，主題な

どといかに複雑に絡み合い機能しているかを分析する。 

 

 

Dickens の身体表現：hand に焦点を当てて 

 

髙口圭轉 

Korte は，その著 Body Language in Literature (1997)において，文学における身体表現の分析

の枠組みを示すとともに，“By the nineteenth century，such non-verbal accompaniment to speech 

is an established fictional device, of which Charles Dickens has been deemed the master.”と述べ，

Dickens の作品における身体表現の重要性および特質を指摘している。 

本発表では，Dickens の作品の中で，face, hair, eye, hand などの身体の部位を表す語の中で

も，特に使用頻度が高い hand と共起する語句や hand を伴う身体表現に注目し，Dickens が
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人物描写においてどのような表現技巧を用いているのかを明らかにしたい。具体的には，

hand を修飾する語句および hand を目的語とする動詞に注目する。 

また，身体表現には，特徴的な人物描写や登場人物の心理描写に役立つだけでなく，繰

り返し使用され，場面を生き生きと描写し，視覚的に具体化するのに役立つような効果も

見られる。発表ではそのような効果にも言及してみたい。 

分析に際しては，通時的な視点から Dickens の身体表現の特徴を明らかにするために，

Dickens の作品を集めたコーパスだけでなく，19 世紀の他の英国作家の作品のコーパスとと

もに，故山本忠雄博士のカードを基にして現在作成中の The Dickens Lexicon Digital (DLD)

も活用していきたい。 

 

 


