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○研究発表 

1. 高山真梨子（慶應義塾大学大学院生） 

古英語におけるラテン語 paradisus の借用： 

Ælfric による neorxnawang および paradis-の使用に着目して 

 

 ラテン語 paradisus は古英語期のイングランドにおいて、ベネディクト改革に伴う学問復

興の時期に古英語に入った借用語である。しかし、古英語にはすでに同じ概念を表す

neorxnawang という語が存在した。本研究では、古英語による多数の宗教作品を残す Ælfric 

(c.955–1010) がその作品のなかで両方の語を用いていることに着目し、著者によるこの 2 語

の使い分けを、作品の作成時期、意味的な違い、著者の言語的配慮の 3 点から考察する。

Ælfric は教育的配慮の伺える意図的な方法でラテン語 paradisus を導入しており、同じ創世

記の主題を扱う作品を複数執筆するなかでも、より後期の作品において paradisus を用いる

ようになっている。また、paradisus は意味的に neorxnawang が表す意味すべてを表したの

ではなく、より限定的な意味における使用にとどまっていた。neorxnawang の使用例には「エ

デンの園」という具体的な意味に加えて、至福状態を表す抽象的な意味を読み取ることがで

きるのに対し、paradisus はより具体的な意味に限定して用いられている。さらに、2 語の選

択は、作品の序文等に示される著者の言語的配慮や読者への配慮と関連しているように思

われる。これら 3 点を実際にテキストの文脈理解の中で明らかにした結果を報告する。 

 

2. 木内祥太（慶應義塾大学大学院生） 

後期古英語における接頭辞 be-のコノテーション 

 

 これまで、動詞の前綴りである古英語の接頭辞 be-には 2 つの意味があると説明されてき

た。1 つは ‘around, about’ のような「場所」・「位置」で、これは be-が本来意味していたも

のである。もう 1 つはこの意味が強められた結果、「強意」を表すようになった。しかし、

いずれの意味にも属さないとされる動詞も存在している。例えば becuman である。このよ

うな複合動詞は辞書の記述によると、その接頭辞がつかない動詞と意味の差はないと述べ

られてきた。つまり、becuman は結局のところ cuman と同義で ‘come’ を意味するのが従来

の説明である。確かに、古英語の時点においてすらその明確な意味を読み取ることは困難で

あるかもしれない。しかし、本発表では接頭辞 be-の意味そのものに加えてさらに、そのコ

ノテーションに焦点を当てることによって、通常意味の差はないとされてきた複合動詞と

それに相当する単純動詞の相違について検討していきたい。この際 semantic prosody という

考え方を利用することで、接頭辞 be-に関するこれまでの内容とは異なる観点から分析して

いく。 



 

3. 市川 誠（東京理科大学） 

古英語版『マリアの被昇天』における beon/wesan + 現在分詞構文 

 

 Baugh and Cable (2013: 285)によれば、be 動詞と現在分詞で構成される進行形の使用拡大

は近代英語の重要な発達の一つである。Ælfric の Grammar (Zupitza 1881:136)でのラテン語 

manducans est から古英語訳 he ys etende への翻訳に見られるように、現代英語の進行形に対

応する beon/wesan + 現在分詞構文（拡充形）は古英語期にすでに存在し、その存在はラテン

語の影響によるものとされる(Mustanoja 1960: 584–5)。ここで注意すべきは、ラテン語を典

拠とする同一ジャンルであれ、beon/wesan + 現在分詞構文の頻度は作品によって異なるこ

とである。例えば、Nickel (1966)によれば、the Blickling Homilies の 13 番目の作品であり、

作者不詳の聖人伝の一つである『マリアの被昇天』(Assumption of Mary the Virgin)ではこの構

文の使用例が 87 あるのに対し、the Blickling Homilies の 15 番目の作品であり、同じく作者

不詳の聖人伝である『ペテロとパウロ』(Peter and Paul)ではこの構文が全く使われていない

という(Mitchell 1985: 275, Ogura 2014: 106)。古英語期作者不詳の聖人伝における拡充形の研

究で、堀口 (2001)は『マリアの被昇天』における拡充形の頻度の多さを指摘すると同時に、

この構文がラテン語の影響である可能性を示唆する（堀口 2001: 56）。本発表では、2 つの写

本 (Princeton, Princeton University Library, W. H. Scheide Collection, MS.71; Cambridge, Corpus 

Christi College, MS 198) に現存する古英語版『マリアの被昇天』(Morris 1967; Willard 1936)と

12 世紀にフランスで製作された Vatican Apostolic Library, Reg.lat.119 写本を底本とするラテ

ン語版 (Wilmart 1933)を比較し、古英語版『マリアの被昇天』における beon/wesan + 現在分

詞構文の用法がラテン語の影響によるものかを探求する。 

 

4. 木原桃子（慶應義塾大学大学院生） 

A Corpus-Based Analysis of Compound Numerals in Old and Middle English 

 

 英語における数詞は、形態や体系に関して、Mengden や Rissanen 等の多くの研究者によ

って扱われてきた。しかし、複合数詞に焦点をあてた先行研究は数少なく、その統語が変化

した要因は十分に明らかにされていると言うことはできない。本研究の目的は、古英語と中

英語において出現した and で結合された複合数詞の種類を再分析し、統語変化が起こった

要因のひとつを論じることである。 

 本研究では、まず Dictionary of Old English Web Corpus と Corpus of Middle English Prose and 

Verse という 2 つのコーパスを用いて、and で結合された複合数詞のデータを収集する。そ

の結果として、先行研究において言及されていなかった種類の複合数詞が中英語期に出現

していることが判明した。そのため、この種類の複合数詞に着目して、英語以外の言語に似

た表記が出現していないか調査をし、さらにこの種類の複合数詞が出現した文献について



他言語の文献との比較対照を行うことで、そこから示すことのできる複合数詞の統語変化

の要因について議論する予定である。 

 

5. 第 5 発表はキャンセルとなりました。 

 

6. 福永眞理子（京都大学大学院生） 

17–18 世紀ウィンスロップ家の書簡に用いられた挿入句 I think の機能 

 

本稿は、17–18 世紀のウィンスロップ家書簡コーパス(Corpus of the Winthrop Family 

Correspondence=CWC, version 2)にあらわれる挿入句 I think の機能について議論する。CWC 

(ver. 2)は、初期に作成した CWC (cf. Fukunaga 2020)に入・発信書簡を追加、さらにウィンス

ロップ家と交信のあった人物間の書簡を加えた結果、計 1364 通・約 57 万語からなる。 

17–18 世紀の書簡は遠隔地との情報交換のための重要な媒体であり、分析は情報伝達にお

いて I think がどのような機能を果たしているかに焦点をあてて検討した。まず CWC (ver. 2)

より I think を含む節の中から挿入句として用いられている節を抽出。ウィンスロップ家の

用例を中心に宛先（読み手）との関係性や情報伝達の目的によって I think の機能を検討し

た。書き手と読み手の関係性は呼びかけ語や文脈以外に The Massachusetts Historical Society

出版の一次資料 (cf. Fukunaga 2020)の注釈及び伝記資料 (e.g. Mayo 1948)を参照した。 

CWC (ver. 2)には読み手に判断を仰ぐためのビジネスや職務に関連した報告が含まれる。

こうした文脈にあらわれる I think が指し示す情報の確実性は、読み手の判断にゆだねられ

ていると考えられる。例えば、ハーバード大学教授ジョン・ウィンスロップ(Prof. JW: 1714-

1779)が、王立学会の天文学専門家に宛てた書簡の一節―The Night before the Eclipse, viz. 20 

December, at 12h, 14’, I saw the Moon eclipse a Fixed Star, which, I think, is in the Heel of Castor. 

(Professor JW to C. Mortimer, M.D. Sec. Royal Society; 30 December 1740; Emphasis mine)―は、

補足情報 which is in the Heel of Castor が書き手の見解であることを示しており、読み手はこ

の補足情報の確からしさは記述されている観察情報と天文学の知識と照合して判断するこ

とになる。I think のこういった用法は CWC (ver. 2)では 17 世紀前半にもみられ、世代別に

代表例を用いて変化の有無を議論する。 
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○シンポジウム 

英語史における代名詞研究の質的・量的アプローチ 

 

司会 矢冨 弘（熊本学園大学講師） 

 英語史において代名詞は伝統的なテーマであり、文献学的立場から多くの研究の対象に

なってきた。近年では言語分析におけるコーパスの発達と社会言語学や語用論における分

析手法の確立により、質的・量的に多様なアプローチが可能になってきている。本シンポジ

ウムでは代名詞という通時的に高頻度の言語現象の歴史的変遷をテーマに、中英語から後

期近代英語に至る時代の分析や考察方法を紹介し、分析対象の時代とテーマによってどの

ようなアプローチが可能であるかを考えたい。ディスカッションでは代名詞の分析手法の

類似点と相違点などを含め、代名詞研究の分析手法の問題点や今後の展望についても議論

し、フロアのみなさまとも活発に意見を交換したい。本シンポジウムの成果を踏まえて、さ

らに発展させた形で英語史研究会冊子“Variational studies on pronominal forms in the history of 

English”（仮）の出版を計画中である。 

 シンポジウムでは、最初に司会者矢冨が本シンポジウムのテーマと意義を延べたうえで、

各講師の研究発表に移る。発表は矢冨講師、中山講師、家入講師、Jeremy Smith 講師の順で

行う。Smith 講師はリアルタイムでの参加ができないため、事前収録したビデオを流す形で

の発表となる。4 人の講師の発表の後に休憩時間を挟み、最後に 20 分程度の質疑応答を含

めたディスカッションの時間を取る予定である。 

 

初期近代期英国の説教文における二人称代名詞の語用論的分析 

 

矢冨 弘（熊本学園大学講師） 

初期近代英語において二人称代名詞に大きな体系的変化があった。二人称単数代名詞 thou

と二人称複数代名詞主格 ye が衰退し、これらの役割を伝統的には二人称複数代名詞目的格
であった you が担うようになっていった。Yadomi (2019)では、保守的とされる宗教的文書
の一つである説教文において 17 世紀の thou と ye の衰退が著しく遅いことを指摘したうえ
で、これらの二人称代名詞には宗教的荘厳さを演出するための言語的道具の一つとして特
別な社会的意味を付与されたのではないかと議論した。本発表ではさらに一歩進んで、初期
近代期の説教において二人称代名詞が使用される状況が、説教者の二人称代名詞の選択に
影響を与えたのかを分析したい。一例としてロンドンのセントポール大聖堂の首席司祭で
あった John Donne は、セントポール大聖堂の説教台で一般大衆に対して説教を行うのみな
らず、宮廷などで王族や貴族、高級官僚に対して説教を行っていた。初期近代英語において
thou が親称として、you が尊称として使用されていたことを考えると、同一の説教者であっ
ても説教の場所や聴衆によって、二人称の使用に違いが観察できるのではないだろうか。 



 

 

19 世紀アメリカ小説における二人称代名詞 thou/ye  

―量的・質的アプローチによる 19世紀イギリス小説との比較― 

 

中山匡美（東京大学非常勤講師） 

 初期近代英語までを対象とした二人称代名詞 thou/you の研究は数多くあるが、後期近代
英語になるとそれらは宗教的、詩的な文体に限られるとされ研究対象となることはほとん
どない。しかしながら、高頻度で使われる二人称代名詞は有標の thouや ye も考察するに値
する数の用例を収集することが可能である。Nakayama (2018)では、その点に注目し、19 世
紀のイギリス小説をコーパスにした調査を行い、thou は北部出身の作家の作品にみられる
傾向があること、その用い方には、方言や宗教的な響きを付加するために使われるほかにエ
リザベス朝上流階級のことばにみられる you から thou へのシフトの用法が残されているこ
と、一方 ye については、同じスペルであっても二人称複数 ye と you の弱形の ye の二種類
があることを示した。では、同時代のアメリカ小説でもこれらの二人称代名詞はイギリス小
説と同じように使われているのであろうか。本発表では、上述の 19世紀のイギリス小説と
ほぼ同じサイズのアメリカ小説をコーパスに、量的・質的なアプローチを適用しながら
thou/ye の分布や用法についてイギリス小説との比較・考察を試みたい。 

 

 

15 世紀文献に見る thoから thoseへの変化 

 

家入葉子（京都大学教授） 

 複雑な屈折変化を有していた指示代名詞は中英語になると形態上の単純化が進むが、中
英語の終わりになってもまだ興味深い変化が残されている。tho が-s を獲得して those とな
る変化である。先行研究によれば、Chaucer は those を使用しないが、Caxton は使用すると
いう(e.g. Mustanoja 1960)。本発表では 15 世紀文献の分析から、thoから those への推移の過
程を明らかにしたい。Caxton が thoseを使用することはしばしば指摘されるが、実際の調査
ではその頻度が必ずしも高いとは言えないことがわかる。一方で、一旦導入された those は
比較的短期間に急速に浸透したようである。 

 人称代名詞や関係代名詞など、代名詞の多くはその使用頻度が高く、コーパスを用いた分
析がとりわけ有効である。一方で tho から those への変化はよく知られた変化であるにもか
かわらす、頻度が低すぎるために詳細な記述になじまなかった側面がある。しかしながら、
このように低頻度の語彙の分析にもまた、コーパス言語学の手法は有効であることがわか
る。発表では、tho/thoseが単独で指示代名詞として使用される場合に加えて、名詞を従える
指示形容詞の用例も合わせて扱う。 



 

Syntactic function and pronominal form in late Middle English 

 

Jeremy J. Smith (University of Glasgow) 

Old English (OE), ever since the time of Henry Sweet, has often been referred to as the period of ‘full 

inflexion’, whereas Modern English is sometimes defined as the time of ‘no inflexion’. Such a 

statement is of course a major over-simplification; present-day English (PDE), for instance, sustains 

the inflected genitive in nouns, and OE noun paradigms prototypically exhibit only four inflexional 

cases, compared with the six of Latin, or the ten that have been identified for Lithuanian. Nevertheless, 

it is generally true that there is a markedly smaller set of inflexions in PDE in comparison with OE, 

e.g. in the adjectival system. There seems in sum to be a ‘drift’ in the history of English away from 

inflexional means of sustaining grammatical cohesion. 

There is however one exception in this development: the appearance of a more complex system of 

personal pronouns. Whereas the OE paradigm offers a comparatively isomorphous set of forms, the 

PDE equivalent exhibits marked formal distinctiveness; we might compare OE hē, hēo, hīe with PDE 

he, she, they. The reason for this difference seems to be because personal pronouns have a more 

important cohesive function in PDE than they did in OE, compensating inter alia for loss of inflexions 

elsewhere in the linguistic chain. 

In this paper, the transition between these two pronominal systems is examined, with special 

reference to the Middle English period. Illustrative texts from the fourteenth century are examined, 

showing not only the rise of the new system that characterises PDE but also – and interestingly – the 

appearance of intermediate usages demonstrating the operation of several distinct grammatical 

constraints, some of which seem to work against the ‘drift’ of the language traditionally identified. For 

the purposes of this paper, the texts examined will be restricted to some well-known fourteenth-century 

English poetry: a selection of romances recorded in the Auchinleck manuscript, which seems to have 

been a London production, and a cluster of alliterative romances from the north and north-midlands 

of England. 

 


