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『ベーオウルフ』
「フィン王の挿話」
における Hengest について
�2）
―― R. W. Chambers と J. R. R. Tolkien の説を中心に

岩谷道夫
１
前回、拙稿において、『ベーオウルフ』の「フィン王の挿話」の中の重要
な登場人物 Hengest について、Beda に言及されている Hengist との関係を中
心に述べた 1。結論的には、『ベーオウルフ』「フィン王の挿話」でデネの軍
隊の統括者であった Hengest と、ベーダの『英国民教会史』に見出される
ジュートの代表 Hengist が同一人物であり、また、その人物はジュートであ
ることを、『ベーオウルフ』の「フィン王の挿話」では伏せてあり、『ベーオ
ウルフ』の作者は、Hengest がジュートであることを知っていたにもかかわ
らず、あえてそれには触れず、Hengest をデネの英雄として記述し、その英
雄行為を称えたとした。そしてその理由は、「フィン王の挿話」では、怪獣
グレンデルを倒した友邦国イェーアタスのベーオウルフの英雄行為を称えな
がら、デネにも同じような英雄がいたことをベーオウルフに紹介し、またデ
ネの国民にも伝える意図があったからであると結論付けた。『ベーオウルフ』
の著者は、Hengest がジュート人ではなく、デーン人であったという点を強
調したかったのであり、それが、クレーバーの言葉を借りれば、著者による
Danification であったとした。
前回、『ベーオウルフ』の「フィン王の挿話」の Hengest が、同一人物で
あるか否かについて、チャドウィックを始め、何人かの研究者の説を検討し
たが、それらの研究者の中で、唯一、トールキン�J.R.R.Tolkien）は、「フィ
ン王の挿話」に、Hengest がジュートであることを示す表現があると確言し
ていた。本稿では、『ベーオウルフ』について最も網羅的な研究書を著わし、
『ベーオウルフ』における諸問題について定説を確立したチェインバーズの
説を吟味し、チェインバーズの説との関連で、トールキンの説を検討し、ま
た「フィン王の挿話」の Hengest がジュートであるということに、トールキ
ンがどのような意味を見出しているか、考えてみたいと思う 2。なお『ベー
オウルフ』の稿本については、基本的にクレーバー版を用いることにする。
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２
ここで、前回で触れた研究者の諸説を振り返ってみたい。
チャドウィックは、Hengest について、ベーダの『英国民教会史』そして、
ネンニウスの記述をもとに考えていた。ベーダ、ネンニウス、さらに『アン
グロ・サクソン年代記』における Hengest がジュートとされていること、ネ
ンニウスの中の Hengest が exile であるという記述、「フィン王の挿話」の、
第一次の戦の後の Hengest の境遇を表わす wreccan という表現に exile とい
う意味があること、Hengest という名前が極めてまれであるという点、そし
てベーダに見られる Hengest のブリテン島への移住の時期が『ベーオウルフ』
の「フィン王の挿話」の時期とほぼ重なるという点、そして「フィン王の挿
話」に Eotena、Eotenum という Eotan�＝ Jutes）を表わす言葉があること、
以上のことから、ブリテン島に 449 年に移住した Hengest が、『ベーオウル
フ』の「フィン王の挿話」の Hengest と同一人物と考えたのである (Chadwick
52-53)。筆者は、前稿の結語部分で、唯一、トールキンが、Hengest をジュー
トとする記述が「フィン王の挿話」に見出されるとする見解を持っていると
したが、それは誇張の過ぎた表現であった。チャドウィックも、「フィン王
の挿話」における Eotena、Eotenum、すなわち Eotan が、Hengest がジュート
である証左としていたからである。しかしながら、Eotena、Eotenum には、
後述するように二つの解釈があり、それによって、フレーザン側とデネ側の
どちらに属するかが関係して来る。チャドウィックは、その点には触れず
に、「フィン王の挿話」に Eotena、Eotenum という表現があるという理由で、
Hengest をジュートとしたのであった。
一方、チェインバーズの Beowulf の第３版を編集したレンは、ギルヴァ
ンの説を紹介しながら、次のように述べていた。すなわち、ジュートには、
二つの集団があった可能性があり、一つは、1069 行に見られるようにヘア
ルフデネに属するジュートおよび 1090 行に見られるようにデネに属する
ジュートである。もう一つは、フリージアンを支配していたフィンの下にあっ
たジュートである (Chambers 544)。
レンに影響を与えたと思われるトールキンの見解は、次のようなもので
あった。すなわち、「ジュートには二つあり、一つはユトランドにデネが
侵入した時に、デネの下でデネを支えていた一派であり、その中心人物が
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Hengest であった。一方、デネが侵入した時、フレーザンに逃れ、フレーザ
ンを軍事的に支えていた一派である / その二つのジュートが、フィン王の
城館で会い、両者の間の反目、とりわけ後者の前者に対する恨みが原因で、
最初の戦い、すなわちフィンズブルフの戦いが起こる / しかしながら、和
平の協約の後、新たなデネの軍勢がフレーザンに来て、フィン王は斃れる。
Hengest はジュート、さらにはフリージアン、そしてデネを連れて、新天地
ブリテン島のケントに向かった 3」(Tolkien100-101, 124-130, 159-162)。トー
ルキンの、Hengest がジュートであるとする根拠は、「フィン王の挿話」の
Eotena bearn という表現であった。
そして、『ベーオウルフ』について最も網羅的な研究書を著わしたチェイ
ンバーズは、「フィン王の挿話」の Hengest は、決してジュートではないと
いう見解であった。
チャドウィックをはじめ、Hengest をジュートとしている諸研究者は、
Eotena そして Eotenum について、それを Hengest の属する民族とみなして、
そのように結論づけたのであろうが、具体的に Eotena bearn をもとに詳細に
Hengest をジュートとする説を展開しているのは、トールキンだけである。
次に「フィン王の挿話」における Eotan に関する箇所について、『ベーオウ
ルフ』の代表的な研究者チェインバーズの解釈を吟味し、またチェインバー
ズの解釈との関連の中で、トールキンの解釈について、具体的に検討してみ
たい。
３
まず「フィン王の挿話」�『ベーオウルフ』、1068-1159 行）の中の Eotan に
関する表現が用いられている箇所を確認したい。『ベーオウルフ』の「フィ
ン王の挿話」の中で、Eotan に関連する語が見出されるのは、Eotena�1072 行）、
Eotena�1088 行）、Eotena�1141 行）、Eotenum�1145 行）の４箇所である。
その４箇所の Eotan に関する言葉について、吟味することにしたい。
最初の Eotena�1072 行）は、
「フィン王の挿話」の冒頭で用いられている。
「フィン王の挿話」は、
『フィンズブルフの戦』の終わったところから始まる。
デネの王族フネフが、フレーザンの国王フィンに嫁いだ妹ヒルデブルフを訪
ねて、フィンの城館フィンズブルフに滞在する。フネフには、彼の護衛のた
めに、Hengest とその部下も同行していた。その間に、おそらくフレーザン
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のもとにいる Eotan によって、デネに対し、攻撃が加えられ、戦いが生じる。
それが『フィンズブルフの戦』であった。デネの側はフネフが斃れ、フレー
ザンの側もフィンの息子が戦死する。双方に、多くの死傷者が出たが、決着
はつかなく、休戦状態になる。「フィン王の挿話」は、その状況から始まる。
冒頭の文は、次のようなものである。

Ne huru Hildeburh

herian þorfte

Eotena treowe;
（
�Beowulf, ll.1071-1072）
「ヒルデブルフはエーオタンの忠誠心を称える理由は全くなかった」とい
うような意味で、２行目に Eotena が用いられている。Eotena は、次の good
faith あるいは fidelty の意の名詞 treowe にかかっている Eotan の複数属格で
ある。それでは、まずチェインバーズの見解をみることにする。
チェインバーズは、最初の Eotena�1072 行）についてではないが、それ
を含めての Eotan について述べる�Chambers 249-250）。チェインバーズは、
Eotan について、二つの解釈があるとし、まず、それをフネフの下のデネと
する見解を挙げ、チャドウィック等の有力な研究者がその見解を支持して
いるが、その見解は全くの誤りであるとしている。またチェインバーズは、
Eotena をフィンの家臣でフネフの敵とするもう一つの見解に言及し、その見
解がより広く支持されていると述べ、チェインバーズは論述を進めながら、
その見解の正しさが明らかになるであろうと述べる。しかしながら、チェイ
ンバーズは、Eotan について、謎の人々と呼び、それが具体的にどのような人々
であるか、明言しない。
チェインバーズは、フィンズブルフの戦いでデネの王フネフが斃れ、デネ
の代表は Hengest になり、Hengest は極めて有能で、またフィン王の部下の
多くが戦死したので、フィン王は和睦の交渉に入らざるを得ないようになる
と述べ、次に、和睦の条件についてのチェインバーズの記述があるわけであ
るが、それに関しては、第二番目の Eotan に関する語が関係して来るので、
その前に、冒頭の Eotena についてのトールキンの見解をみることにしたい。
トールキンは、冒頭の Eotena�1072 行）について、まず、その Eotena が
誰であり、またフレーザンとデネのどちらの側に属しているのか、問いかけ
る�Tolkien 95）。チェインバーズは、その冒頭の Eotena についての記述では、
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その人々はフレーザンの側に属するけれども謎の存在であるとしていたが、
トールキンは、その Eotena が、まず誰であるかと問い、またデネの側に属
するジュートの可能性を示唆する。トールキンが、Eotena について、誰であ
るかと問うのは、その Eotena が‘giants’であるとするもう一つの解釈が存
在するからである 4。トールキンは、すでに「フィン王の挿話」の Eotan に
関する限り、いずれもジュートであると結論づけているのであるが�Tolkien
54-60）、あえて断定せず、前の議論の結論を確認しているのである。ところ
が、その Eotena�1072 行）がジュートであるとして、そのジュートがフレー
ザンとデネのいずれに属するかを問う前に、トールキンは、Eotena�複数属格）
の次の言葉 treowe�good faith, fidelity「信義、忠誠心」）�1072 行）について、
その Eotan の忠誠心は、誰の忠誠心かと問う。そしてトールキンは、それが
デネのフネフの部下の忠誠心とする。そして、その Eotena treowe という表
現の中に、すでに Hengest の側の存在としてジュートが登場し始めている、
と述べる�Tolkien 95）。つまり、すでにジュートがフネフの部下であると示
唆されていると述べるのである。結局トールキンは、その表現を含む文が、
「ヒ
ルデブルフは、デネの王族フネフの部下のジュートの、フネフに対する忠誠
心を称える理由はなかった」という意味であると考えているのであろう。
「フィン王の挿話」の冒頭の文は、「ヒルデブルフは Eotan エーオタンの忠
誠心を称える理由は全くなかった」という意味であり、そこにおける Eotan
は、「フィン王の挿話」全体の骨格を決定づけるような、極めて重要な存在
である。チェインバーズは、前述のように、そのエーオタンをフネフの下の
デネとする見解を誤りとしていた。しかし、まだチェインバーズは、その段
階では Eotan をジュートとはせず、謎の人々としている。筆者は、その最初
の Eotan について、トールキンとは逆であるが、すでにそれがフレーザンに
属するジュートであることの示唆と考える。その冒頭の Eotan を含む文を、
「ジュートが、たとえヒルデブルフとその夫のフレーザンの国王フィンに対
し、真率な忠誠心を示していようとも、それは、その後の悲劇的結果からす
れば、決して称えられるべきものではなかった」という意味であると考える。
その理由は後述したい。
それでは次に、第二番目の Eotan に関連する言葉 Eotena�1088 行）につ
いて考えたい。第二番目の Eotena が用いられるのは、次のような状況にお
いてである。
フィンズブルフにおける戦いが終わり、双方の多くの死傷者が出て、互い
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に和睦の方向になり、おそらくは、フレーザンの方から和睦の条件が提示さ
れる。その条件の一つとして、次のような内容が提案される。

ac hig him geþingo budon,
þæt hie him oðer flet
healle ond heahsetl,
wið Eotena bearn

eal gerymdon,
þæt hie healfre geweald

agan moston,
�Beowulf, ll.1085-1088）

「そして彼らは、彼らに条件を提示した。すなわち、彼らは彼らに、大広
間と玉座を含む他の館を明け渡し、その半分を、彼らがエーオタンの子らと
ともに共有することにする」というような意味である。
第二番目の Eotan に関係する Eotena bearn は、その４行目で用いられてい
る。Eotena は次の bearn にかかる Eotan の属格複数である。bearn は現代英語
では children もしくは sons の意味であるが、ここでは、Eotena bearn は、特
に子供を意味するのではなく Eotan people と同義と考えられる。
それでは、その箇所について、チェインバーズの見解を見ることにする。
チェインバーズは、第二番目の Eotena�1088 行）に関して、文章中に
they�hie）および them�him）が複数箇所用いられていて、they が誰を指す
のか明言するのが大変難しく、また Eotan が they なのか them なのか見分け
るのが容易ではないとする�Chambers 250）。チェインバーズは、そこで、
確定的な事実を確認しながら Eotan の存在を追求する。そして挿話の筋の展
開をたどる。フネフとフィンの息子の葬儀があり、ヒルデブルフの悲しみが
描かれ、それからフレーザンの兵士の一部が Friesland に戻り、Hengest はフィ
ンとともにフレーザンの城館に残り、冬を越して春になる。Hengest は、彼
の sea-journey よりも復讐の念が湧きあがるのを感じる。そこまで筋をたどっ
た後、チェインバーズは、1181 行の第三番目の Eotena bearn�1141 行）が含
まれている文について言及する。チェインバーズの第二番目の Eotena bearn
�1088 行）についての見解は、第三番目の Eotena bearn�1141 行）との関連
で論じられるので、ここではその前に、第二番目の Eotena bearn�1088 行）
についてのトールキンの見解をみることにする。
トールキンは、1088 行の第二番目の Eotena bearn が含まれる文、「彼らは
エーオタンの子らとともに、その半分を共有すること」の中の Eotena bearn
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「エーオタンの子ら」という表現には触れずに、これまでそのジュート�エー
オタンの子ら）が実際にはフレーザンであるとされてきたことに反論し、実
に詳しい説明ののち、それがあくまでデネの側のジュートであると述べる。
そこでトールキンが主張している重要な点は、第二番目の Eotena bearn�1088
行）の数行前に用いられている wealaf�survivors of calamity）というのは誰
なのかという点である。本稿では、その wealaf について詳しく論じる余裕
がないが、トールキンの主張を少しだけたどってみたい。
第二番目の Eotena bearn�1088 行）が含まれる文は、チェインバーズが、
その文の中の代名詞 they�hie）が誰を指すのか明らかでないので、実に解
釈が困難であるとした箇所であるが、その代名詞 hie の元の名詞は、wealaf
である。解釈が困難であるとしながらも、チェインバーズは、和睦の条件を
提示した主語の hie つまり wealaf は、フレーザンの側であると考えているよ
うである。それに対してトールキンは、次のように述べる。「和睦の条件を
提示したのは wealaf で、wealaf は、殺されたフネフ王の下のデネの兵士達
である /Hengest はフネフに従っていた一行の一人であったが、Hengest はデ
ネではなく、彼自身の部下達を持つジュートだった / Hengest と彼の部下は、
フレーザン側のジュートの攻撃の原因である憎しみの対象そのものであった
/ フレーザンおよびフレーザン側のジュートが最も敵視していたのは Hengest
であり、攻撃した彼らは、Hengest とは和睦の合意には達しないであろう
/ フネフとその部下は、Hengest とその部下を守ろうとし続けたが、フネフと
フネフの下のデネは直接的な攻撃の対象ではなかった / そこで、和睦の交渉
に着手したのは、デネの生き残った武将達 wealaf であり、その人々が、フレー
ザンに対して、他の館等を、Eotena bearn�1088 行）とともに占有すべきで
あるというふうに要求したのである�Tolkien 102-103）。
以上が、トールキンの Eotan についての第二の Eotena bearn についての解
釈である。チェインバーズも難解と述べているように、代名詞の hie�they）
をフレーザンとデネのどちらの側にとるかで Eotena bearn の意味も正反対に
なって来る。チェインバーズは、和睦の条件を提示した hie をフレーザンと
とり、フレーザンがデネの側に、他の館等を譲り、デネが Eotena bearn つま
りフレーザン側のジュートとともに、その支配権を折半するという申し出を
した、という解釈になると思われる。それに対しトールキンは、hie をデネ
の生き残りの武将達と考え、彼らがフレーザンに対し、和睦の条件を提示し、
フレーザンがデネの側に他の館等を譲るように、またデネが Eotena bearn つ
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まりデネの側のジュートとともに、その他の館の支配権を折半するように申
し出たという解釈になるのであろう。
その和議の条件が提示された状況をもう一度確認したい。戦いの後、デネ
の側の王族フネフは戦死している。一方、フレーザンの側は、戦いによって
多くの兵士が斃れたが、国王のフィンは戦死していない�息子は戦死したが）。
そのような状況で、和睦のイニシアチヴをとるのは、国王の生きている方で
あると思われる。むしろ優勢だったのはデネの側であると推測され、デネに
とっては、フネフが斃れても戦闘の持続はあり得たのではあるまいか。その
ような状況のもとで和睦の交渉がなされるのであれば、その交渉を申し出た
のがフレーザンの側、つまりフィン王直々の申し出のように思われるのであ
る。従って、筆者は、チェインバーズの推測するように、hie はフレーザン
であり、Eotena bearn は、フレーザンの側のジュートと考えたい。
トールキンの見解に戻れば、トールキンは、第二番目の Eotan に関する言
葉 Eotena bearn�1088 行）について述べる前に、「もし自分の説が正しいな
らば、フネフは Danified の状態でなかった Eotan の怒りの対象の一部だった」
�Tolkien 97）と述べている。つまりそこではトールキンは、Danified の状態
でなかった Eotan という表現で、フレーザンの側に属しているジュートの存
在に言及しているわけであり、その、フレーザン側に属しているジュートの
存在という認識は、チェインバーズと共通するものである。相違点は、チェ
インバーズは、ジュートはフレーザン側にのみ属しているとしているのに対
し、トールキンは、フレーザンとデネのいずれの側にも属していると考えて
いる点である。
トールキンは、さらに、次のように述べる。「…私は Hengest がジュート
であり、おそらく彼が、少なくともフネフの 60 人の部下の大部分を構成し
ていた彼の一行とともにいたことを確信している / その一行全体はデネと
呼ばれているが、それはそれがフネフの家臣の名前だからである�Tolkien
100）」。その主張の前に、論理の展開がないので、唐突であるように見える
のだが、おそらくトールキンは、註解を続けながら、時々自身の見解を確認
したかったのであろう。トールキンは続けて次のように述べる。「屈服を潔
しとせず、デネによって追放され、フリージアの宮廷に庇護を求めたジュー
トによって、宿恨の対象�それにはおそらくフネフも含まれる）とされてい
るのは、フネフとデネに仕えていたジュートの分遣隊であることは疑いない
�Tolkien 100-101）」。この二つの文章におけるトールキンの主張は、デネの
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側のジュートの存在についてであるが、トールキンの主張自体は、大変説得
力のあるものと思われる。しかしながら、それは、「フィン王の挿話」の文
脈から引き出されたものではなく、トールキンの直観の産物である。
それでは次に、第三番目の Eotan と関連する言葉 Eotena bearn�1141 行）
が含まれている文について、その文の用いられている状況を確認してみたい。
和睦が成立し、生き残ったデネ、そして Hengest とその部下は、フィン王
の提示した条件にそって、フィン王の他の建物等の一時的占有者となる。そ
こで冬になり、フレーザンの兵士達は、フリースランドに戻る者もいたが、
Hengest は氷に覆われた冬の海をデネに戻るわけにはいかず、冬をそこで過
ごすことになる。そして春が来て、仮の居留地を離れる準備をしていた時の
Hengest の気持ちが吐露される。それが次の箇所である。

he to gyrnwræce
swiðor þohte

þonne to sælade,

gif he torngemot

þurhteon mihte,

þæt he Eotena bearn

irne gemunde.5
（Beowulf ll.1138-1141）

様々な解釈のある文であるが、「彼は航海に出ることよりもむしろ、復讐
の念のほうに心が傾いた、もし彼が、Eotan の子らに対して心に抱き続けて
きた敵対的な復讐の戦いを引き起こすことが出来るのであれば」というよう
な意味であろうと思われる。
Eotena bearn�1141 行）は、その４行目に用いられている。まずチェインバー
ズの見解をみることにする。
チェインバーズは、3 行目から 4 行目にかけての部分を、“If he might
bring about that hostile meeting which he kept in his mind concerning the child ( or
children ) of the Eotens.”�Chambers 252）というふうに解釈している。チェイ
ンバーズは、その文の中の Eotena が、誰を意味するか曖昧であると述べる。
そして、これまで主張されて来た説によれば、Eotan の子�子供たち）が、
フネフと彼とともに戦死した部下のことであり、また Hengest が心にしっか
りと思いを刻む対象が彼らであるとされ、それは、Hengest が彼らのための
復讐を考えて、彼らのことを思い続けるという意味であるとされてきたが、
その説によれば、Hengest と生き残った彼の戦友も Eotan の子供たちである
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とされているので、奇妙な言い回しになる、と述べる。そこでチェインバー
ズは、その文章の中で、Eotan の子供たち�Eotena bearn）とは、Hengest が
復讐の対象としている人々であろうと述べる。その場合、Eotan の子供たち
とは、フレーザン側のジュートを意味することになる。しかしながら、チェ
インバーズは、まだ Eotan が誰であるか明言せず、その Eotena bearn の存在
を追求しながら、第四番目の Eotan に関する部分、Eotenum�1145 行）に関
して述べる。
ここで、問題となるのは、その Eotena bearn が誰であるかということと同
時に、上で引用した４行目の þæt の品詞と意味である。チェインバーズは、
その þæt を、現代英語の which に直しているので、関係代名詞と考えてい
るようである。その場合、チェインバーズの文で、which の先行詞は、that
hostile meeting ということになるであろう。その þæt の品詞も含め、第三番
目の Eotan に関連する Eotena bearn�1141 行）について、トールキンが詳し
く言及しているので、トールキンの見解をみることにする。
トールキンは、第三番目の Eotena bearn を含む 1141 行前後の文章について、
「さてこれから、�私見では）「フィンの挿話」全体の中で最も難しい文章に
とりかかるが、それは解明するのが大変困難な文章である。」と述べ、その
第三番目の Eotena bearn を中心に詳述する�Tolkien 124-130）。
トールキンは、まず Eotena bearn について、二つの解釈を提示する。まず
最初に、ひろく行き渡っているものとして、Eotena bearn をフレーザンの側
の存在、すなわち Hengest の敵であるとする考え方、また次に、もう一つの、
Eotena bearn を Hengest の友人たちとする考え方を提示し、それぞれによっ
て難題が解決されるかどうかを検証する。その難題とは、次の４つである。
�ⅰ）þæt、�ⅱ）Eotena bearn、�ⅲ）inne、�ⅳ）gemunde．
トールキンは、�ⅰ）þæt について、(a) 中性指示代名詞、(b) 中性関係代
名詞、�c）接続詞の三つの可能性があるとする。詳細な説明なので、結論部
分だけ述べれば、トールキンは、þæt を�c）接続詞と考え、意味としては、
so that ~ might ととる。トールキンは、その文章を現代英語に直せば、‘His
mind had turned rather to vengeance than to sailing away, if he could successfully
achieve a conflict so that he might within － i.e.so that his heart might － remember
the Jutish warriors with deep feeling.’ であるとする。
チェインバーズは、後半部分を、“If he might bring about that hostile meeting
which he kept in his mind concerning the child ( or children ) of the Eotens.”とし
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ていた。つまり、þæt をトールキンは接続詞的語句 so that ~ might として、
またチェインバーズは関係代名詞として考えるのである。チェインバーズの
場合、þæt の先行詞は that hostile meeting となるであろう。また、トールキ
ンの場合、Eotena bearn �the children of the Eotens）は、kept の対格的目的語
になるが、チェインバーズは、与格的に考えるのである。bearn は複数対格
なので、文法的にはトールキンのほうが正しいと思われるが、þæt について、
so that ~ might と解釈すると、意味が不自然のように思われる。
その文章で、トールキンとチェインバーズの明らかな相違点は、Eotena
bearn が誰であるかについてである。トールキンは、デネに属し、フィンズ
ブルフで斃れたジュートと考えるが、チェインバーズは、フレーザンに属す
るジュートと考えるからである。筆者はその文章の中の Eotena bearn は、チェ
インバーズのように、フレーザンに属するジュートと考える。その理由も後
述したい。
最後に、第四番目の Eotan に関する言葉、Eotenum�1145 行）について考
えることにする。その言葉が用いられるのは、フィンの館に滞在していた
Hengest が、冬を過ごし、春を迎え、これからそこを離れようと思う Hengest
の心境が述べられた、第三番目の Eotan に関する言葉、Eotena bearn�1141 行）
に続く部分である。

Swa he ne forwyrnde

w[e]orodrædende6,

þonne him Hunlafing

hildeleoman,

billa selest on bearm dyde;
þæs wæron mid Eotenum

ecge cuðe.
（Beowulf, ll.1142-1145）

「それゆえ彼は、フーンラーフィング�フーンラーフの息子）が彼の前に、
戦いのための最上の刀を置いた時に、それを拒絶しなかった。その刀の刃は、
エーオタンの間によく知れ渡っているものだった。」というような意味であ
ろう。第四番目の Eotenum�1145 行）は４行目に用いられている。Eotenum
はその前の前置詞 mid に続く Eotan の与格複数である。
チェインバーズの第四番目の Eotan に関する言葉、Eotenum�1145 行）に
ついての見解であるが、チェインバーズは、「これまでそれを含む文は曖昧
な内容ととられてきたけれども、刀が Hengest の前に置かれ、
「その刃はエー
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オタンの間に良く知れ渡っていた」というのであれば、その刃は、Hengest
が Eotan に対する復讐のために用いるという意味と思われる」�Chambers

253）と述べている。そして、その後、Möller や Brugge の説に反論しながら、
Eotan の存在について、ついに「エーオタンがジュートであるであるという
結論を避けるのは困難である」�Chambers 261）と述べる。チェインバーズ
はいくつかの証拠を挙げるが、それについてはすでに論じたことがあるので、
ここでは省略させて頂く 7。チェインバーズは、Eotan を、フレーザンに属
する傭兵の集団と述べている。
一方、デネに属するジュートの存在を主張し、Hengest の出自が、しば
しば伝承で生じる出自の変化の場合と同じようにジュートからデネに変化
していると述べる Wessen に対し、チェインバーズは、次のように反論する
�Chambers 443-444）
：伝承における出自の変化は、しばしばあるが、それは
「フィン王の挿話」にはあてはまらない、なぜならば、同じ内容を扱ってい
る『フィンズブルフの戦』には、そのような変化は見出されないからである；
また、「フィン王の挿話」の Hengest と Beda の Hengist を同一人物と考える
見解を好む学者が多く、チャドウィックもその一人であるが、その見解は誤
りである。しかしながら、そこでは、通常極めて論理的なチェインバーズの
文体に、曖昧さが生じ、また論理の展開に、破綻とは言わないまでも、不自
然さが見出される�特に Chambers 443 の ll.28-33）。それは、チェインバー
ズが直感的に、通常の論理では説明しきれない何かがそこにあることを、察
知したからではあるまいか。いずれにせよ、少なくとも、その前のチェイン
バーズの見解�Chambers 249-254）は、極めて穏当なものであり、自然に首
肯できる解釈である。
トールキンは、第四番目の Eotan に関する言葉、Eotenum�1145 行）に
関する見解につても、大変詳しく論じているが、残念ではあるが、それを詳
細に検討する余裕はない。概略的に述べれば、トールキンは、チェインバー
ズの「その刃は、Hengest が Eotan に対する復讐のために用いるという意味
と思われる」�Chambers 253）という言及に対して反論し、「刃は復讐と言
う意味と関連づけて用いられてはいない」�Tolkien 136）と述べる。トール
キンは、そこでも、Eotenum を、デネの側のジュートと考えているのである。
もっとも、その Eotenum を含む表現が、あえて曖昧に述べられていると指
摘しているが。
以上、長くなったが、「フィン王の挿話」の Eotan に関する４箇所の言及
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について、チェインバーズとトールキンの見解を検討した。結語でそれに関
する総括的な私見を述べることにしたい。

4
チェインバーズの見解は、「フィン王の挿話」を文面で解釈する限り、あ
くまで正しいものである。つまり、「フィン王の挿話」における Eotan に関
する４箇所の言及箇所のいずれにおいても、Hengest がジュートであるとは、
述べられていない。一方、トールキンの、ジュートに二派があり、Hengest
はデネに属するジュートであったとする説は、実に説得力がある。しかしな
がら、「フィン王の挿話」における Hengest がジュートであるということを、
「フィン王の挿話」の Eotan に関連する語、特に Eotena bearn を通して論証
する試みは成功していると思われない。なぜなら、「フィン王の挿話」の最
初の Eotena trewe に関する箇所は、どのように解釈しても、ジュートが正義
の側に属することにはならないからである。
まず、「フィン王の挿話」では、最初の Eotan についての言及で、Eotan が
悲劇を生じさせた原因であることが示唆されている。つまり、ジュートは、
悪の役割を与えられているわけで、それがその挿話の基調であり、チェイン
バーズは、その観点に基づき、極めて正当的に解釈する。つまり、Eotan す
なわちジュートは、あくまでフレーザンの側にいて、デネに攻撃をしかける、
そして Hengest はデネの武将で、最終的に主君の仇をとる英雄である、とい
う解釈である。
筆者は、「フィン王の挿話」に Hengest がジュートであるとする明言がな
いというチェインバーズの主張を支持するが、しかしながら結論的には、チェ
インバーズの、Hengest はジュートではないという主張は支持せず、トール
キンの、ジュートに二派があって、Hengest がデネに属するジュートであっ
た、という主張が正しいと考える。なぜならば、
「フィン王の挿話」には、
その前に作られた『フィンズブルフの戦』にはない意図的な改変があり、そ
の改変こそが、『ベーオウルフ』の作者が「フィン王の挿話」を英雄ベーオ
ウルフの前で歌われることにした目的だったと思われるからである。つまり、
文面においては、確かにチェインバーズの述べるように、Hengest はジュー
トであるという記述は見出されず、ジュートは、Hengest の敵で、フレーザ
ンの側にのみ属しているように見える。しかしながら、実際には Hengest も
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ジュートであり、フレーザン側、デネ側の双方にジュートが属していたと
思われるのである。その意味で、文面では確証できないトールキンの、フ
レーザン、デネの双方におけるジュートの存在という主張は、実体を正しく
把握しているものと思われる。しかしながら、トールキンは、文面からも
Hengest がジュートであることが示されているとするので、当然のことであ
るが、そこに改変があったとは指摘しない。一方、チェインバーズも、文面
に Hengest がジュートであることが示されていないのであれば、それが事実
を正確に表わしているとするので、やはりそこに改変があったという可能性
は指摘しない。
『ベーオウルフ』の「フィン王の挿話」の冒頭部分に戻れば、ヒルデブル
フに対するジュートの背信的な行為が言及され、それは挿話全体の展開を暗
示する極めて重要な言葉として用いられている。つまり、エーオタンの背信
的行為は、「フィン王の挿話」を成立させる欠くことの出来ない条件となっ
ている。そのエーオタンの背信的行為によって引き起こされた、デネとフレー
ザンの間の戦の悲劇の犠牲になったのが、ヒルデブルフであるが、その悲劇
的状況をデネの側から完全に終結させたのが、Hengest であり、つまりデネ
の側の Hengest の英雄性が、「フィン王の挿話」の主題になっている。
ところが、ジュートが二派に分かれていて、デネの側にいるデネの軍隊の
統括者である Hengest もジュートであったとなると、「フィン王の挿話」の
最初のヒルデブルフに関する言葉は、意味をなさなくなってしまう。それで、
「フィン王の挿話」の中で、Hengest のジュートという出自は、曖昧にされて
いるのであろう。フレーザン側のジュートの背信的行為の強調と、デネの側
のジュートの Hengest のジュートという出自の曖昧化、それが「フィン王の
挿話」の最大の脚色点と言えるであろう。チェインバーズもトールキンも指
摘している、複数代名詞 hie�they）がフレーザンとデネのどちらに属する
か不明瞭であるというのも、その脚色を成立させるための結果とも考えられ
る。
『フィンズブルフの戦』では、デネの側を中心に描かれていているが、
ジュートの背信的行為は強調されていない。原稿の失われた部分もそうで
あったと思われるのである。現存している原稿の部分では、デネの戦士もフ
レーザンの戦士も、等しくその戦いに臨む勇姿が称えられているからである。
しかしながら、
「フィン王の挿話」もそのような内容になっていたのであれば、
ベーオウルフの前で歌われたとは思われない。なぜならば、「フィンの挿話」
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では、ジュートとしてではなく、デネとしての Hengest こそが、ベーオウル
フと同じように勇者であるということが示されていなければならないからで
ある。そのためには、フレーザン側の Eotan ジュートに悪の役割を付与し、
一方、デネの側に属する Hengest のジュートという出自は明言しないことに
する、それがベーオウルフの作者による「フィン王の挿話」における改変だっ
たと思われるのである。いみじくもクレーバーは、フィン王に関する物語は、
大陸からイングランドにもたらされた後、様々な Danification がなされてい
ると述べた (Klaeber 235)。その Danification の意味するところが何か、クレー
バーは具体的に述べていないが、上で指摘した改変は、まさに、クレーバー
の言う Danification の中で最も重要なものと言えるであろう。
註
拙稿「『ベーオウルフ』「フィン王の挿話」における Hengest について」、『異文
化の諸相』第 31 号、日本英語文化学会、2011 年。
２
本稿で取り上げるトールキンの説は、アラン・ブリス編の Finn and Hengest ―
the Fragments and the Episode�2006）�初版は 1982 年）に拠っている。トールキンは
自身の「フィン王の挿話」そして『フィンズブルフの戦』についての見解を、書物の
形で刊行することがなかったので、『ベーオウルフ』研究史上において極めて重要な
そのトールキンの原稿が、ブリスの見事な編集で、読者の目に触れるようになったこ
とは、このうえなく喜ばしいことであった。
３
前稿で筆者が、トールキンの見解の一部について、
「Hengest は、フネフの無念
を晴らすのではなく、彼に従うジュート、さらにはフリージアン、そしてデネを連れて、
新天地ブリテン島のケントに向かった」としたのは、不正確な言及であった。謹んで
訂正させて頂きたい。トールキンは、Hengest 自身が主君の無念を晴らしたとは述べ
ていないが、主君の仇打ちに貢献したという趣旨の記述をしているからである。
４
『ベーオウルフ』の中で Eotan について言及されているのは、
「フィン王の挿話」
だけではなく、例えば 883 行にも、同じような表現が用いられている。しかしなが
ら、そこでは、ベーオウルフが倒す怪獣グレンデルと同じような巨人的存在について
の表現であり、ジュートの意味ではない。しかしながら、「フィン王の挿話」の Eotan
１

も、巨人という意味で用いられているという説があるので、トールキンは、あえてそ
れがどのような存在であるか確認したのである。Cf. Williams, R. A., The Finn Episode
in Beowulf, pp.139-144.
５
クレーバーは、４行目の irne について、原文通りに公刊しているが、クレーバー
自身の注釈においては、それを inne と解釈している。写本の記述の誤りと解される箇
所である。チェインバーズもトールキンも、irne を inne として自説を展開している。
inne は副詞で、within、inside の意味である。
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６

クレーバーは、w[e]orodrædende について、意味のはっきりしない語で、これ
まで、law, way, rule, or custom, of the world, implying such diverse ideas as ‘death,’ ‘fate,’
‘revenge,’ ‘duty,’ ‘sanctity of oath,’ ‘universal obligation’ 等の様々な解釈がされてきたと述
べる�Beowulf, p.175, Notes）。また ‘condition,’ ‘stipulation’ のような他の意味も提示さ
れたとする。クレーバーは、1142 行の w[e]orodrædende の意味として、condition が妥
当としている。筆者は、あえて訳さず「それを」とした。
７
拙稿「『ベーオウルフ』
「フィン王の挿話」におけるエーオタン」、
『異文化の諸相』、
第 25 号、日本英語文化学会、2004 年、等。
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―― R. W. Chambers と J. R. R. Tolkien の説を中心に
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Synopsis
Hengest in Beowulf (2)
IWAYA Michio
   In the Finn Episode in Beowulf are included some very important descriptions
which might induce us to clarify the open questions about the ancient history of
England. Hengest, who was the leader of Danish army, is not described clearly
as a Dane in the Episode and it can even be presumed that he is Jutish in some
context. Therefore he is thought by some scholars to be the same man that Bede
referred to as Hengist who first settled in England as a Jutish leader in the period
of Anglo-Saxon migration.
   In this paper I try to investigate the theories of R. W. Chambers and J. R.
R. Tolkien who are two predominant scholars of Beowulf and whose views are
completely different. For example, Chambers insists that Hengest is Danish and is
not the same man who was described as Hengist in Bede, while Tolkien states that
Hengest is Jutish and the very man described by Bede as a Jutish leader. Since
some ambiguity is included originally in the Episode concerning the nationality
of Hengest, both views are persuasive. But the reason why Hengest’s nationality
is stated ambiguously in the Episode is not explained by either of them. In my
opinion the ambiguity in the Episode originates in the modification by the author
of Beowulf . Hengest is Jutish but the author deliberately wrote as if he had been
Danish, which can be righteously called “the Danification” in Beowulf by Fr.
Klaeber.
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Vanishing Statesmen: Wordsworth and a Poor Family at Grasmere
NIIBORI Tsukasa
1. Introduction
On 19th March 1808, a husband and his wife perished on a snowy mountain at
night and left behind their eight children, all of whom were under 16 years of age.
Local people established a fund committee to support the orphans. The Wordsworths
actively tried to help the children: Dorothy and William wrote a lot of friends to ask
for donations, and Mary vigorously played a role as a member of the committee.
In April of the same year, William composed a poem for the dead husband and
wife, “Elegiac Stanzas composed in the Churchyard of Grasmere, Westmorland,”
while requesting his sister to write a highly detailed narrative concerning the
accident. In the poem, he calls the sufferers only “Inhabitants” and does not make
use of the word “statesmen”, which the poet had utilised since about 1801 (William,
Early 314). But, it appears that they belong to the kind of local people, because, for
example, they had held an ancestral estate “for many generations,” like the statesmen
described in “The Brothers, a Pastoral Poem” and “Michael, a Pastoral Poem”
(Dorothy, Narrative 48).
Michelle Levy focuses on the sympathy of the Wordsworth family for the
poor family and criticises William for accepting their poverty, for setting the limit
of his sympathy, and for not giving his deepest thoughts to the destitute people as a
member of the community (541-63).
I essentially agree with her opinion, but in this paper I wish to pay more
attention to the local people as statesmen, who partially shaped the history of
the Lake counties. In “Elegiac Stanzas,” Wordsworth, who does not refer to the
sufferers as such local people, seems to vanish the historical beings within the local
community, Grasmere. In reality, it is undeniable that the poet strived to save the
orphans of the statesmen, but, on the other hand, he also appears to extinguish the
poor historical beings in the counties in his literary work.

To argue this opinion, I will examine the stanzas themselves and the
characteristics of the statesmen which the family show, one by one.
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2. Elegiac Stanzas
     In this chapter, I wish to examine the stanzas with special attention to how
the family members are described in the poem. Here I make use of the version
which was copied in a letter to S. T. Coleridge on 19th April 1808 (William,
Middle 219-20). Later, some words in this version were corrected and omitted.
The concise title of the stanzas is as follows: “Elegiac Stanzas composed
in the Churchyard of Grasmere, Westmorland, a few days after the Interment
there of a Man and his Wife, Inhabitants of the Vale, who were lost upon the
neighbouring Mountains, on the night of the nineteenth of March last.” This is
almost more of an explanation than a title. As I have already pointed out in the
introduction, the dead parents are only described as “Inhabitants of the Vale”;
they appear to be only local people living in Grasmere, or, to be more exact,
at Easedale in Grasmere. Incidentally, on the day when the accident happened,
Wordsworth was in London; that is to say, he composed the poem after going
home based on hearsay information, or what he did not witness by himself.
The stanzas begin with a lot of weeps:
Who weeps for Strangers? —Many wept
For George and Sarah Green;
Wept for that Pair’s unhappy end,
Whose grave may here be seen (1-4).
The poet might weep like many people who were not strangers to Grasmere and
the accident, though the word “Many” does not include Wordsworth himself,
because he stayed away and did not attend their funeral ceremony. The word
“may” in the last line indicates that the grave did not have a tombstone at that
time because the fund committee decided that the stone might be looked upon
as “a luxury” by common local people (Dorothy, Greens 32). Speaking of the
family, here their real names are revealed: George and Sarah Green.
In the following stanza to the fifth stanza, the poet briefly tells the story of
the “unhappy end”: at night the married couple roamed on stormy mountains;
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they left six children at home but could not reach their home; while seeking
another’s house in vain, the husband perished and his wife gave a lonely shriek;
she was left alone and became a body without life near him. This explanation by
Wordsworth appears to be roughly proper, but it has some fictions: “a voice was
heard / The Widow’s lonely shriek” (11-12) and “The chain of but a few wild
steps / To the Husband bound the Wife” (19-20). Concerning the former, there
appears to be no evidence that the voice was given only by the wife, though it
is believed that their cries were distinctly heard by local people that night. On
the other hand, speaking of the latter, the husband and wife lay not at “but a few
wild steps” but “at no great distance” (Narrative 47). What these lines tell about
the Greens is that the couple had six children.
With the next stanza, the scene changes from the scene of the accident to
the present moment:
Now lodge they in one Grave, this Grave
A House with two-fold Roof,
Two Hillocks but one Grave, their own,
A covert tempest-proof (21-24).
Following the close distance at which the pair lay in the fifth stanza, Wordsworth
continues to pay more attention to their deep bond of love, as the repetition of
the word “one” suggests. The terms “two-fold Roof” appear to mean the two
swells of two hillocks. Incidentally, here the poet in front of the grave does not
refer to an actual tombstone, as I have already explained, because the grave did
not have it at that time.
From this stanza until the last one, as a whole, Wordsworth tells the reader
of what he meditated on in front of the grave; in the seventh stanza, he sings that
the grave keeps the couple from the agony of mind, fear, and so on; in the eighth,
the poet cries to banish their bitterest pang, because that pair that becomes
immortal has peace.
In the ninth and tenth stanzas, Wordsworth’s meditation shifts the focus
to the children. First, he sings about the baby who serenely sleeps on another
breast, and then the older children who forget their troubles and indulge in
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playing. Thus, readers are informed that one of the six children is a baby. Here,
the poet uses the expression “the elder Brood” (37), which is surely precise,
because the six children must have waited patiently for their parents at home.
It might lead to a misunderstanding, however, about the number of the family
members. George and Sarah had two additional children who had already left
the house to work. The pair died on the mountain after meeting the older child.
Moreover, George had fathered five children with his former wife, Jennet, who
died of a disease (Greens 57).
In the eleventh and the twelfth stanzas, the poet tells about changes in
appearance: now the mountains become gentle and quiet, unlike the conditions in
which the pair perished, and the churchyard likewise becomes still and peaceful.
In the last two stanzas the poet cries out, and this poem finishes with his
laments:
O Darkness of the Grave! how calm
After that living night,
That last and dreary living one
Of sorrow and affright!
O sacred Marriage-bed of Death
That holds them side by side,
In bond of love, in bond of God,
Which may not be untied! (49-56)
William strongly desires that the pair should never separate in the bond of love
and God.
All in all, it seems that this poem consists of two parts: the story of the
accident itself, and Wordsworth’s meditation at the grave. Here I wish to point
out one problem: the poet does not describe why the pair went to the mountains.
In fact, George and Sarah Green had gone out to seek another job for their
daughter, Mary, at a sale which was held at Langdale, a town beyond the
mountains. At that time Mary was in service in a public house, and the pair met
Mary and, after that, died on the misty mountains on their way home (Greens
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57). It appears that William does not so closely examine the actual circumstances
of the accident. Because of this, the family members are only described as the
sufferers who met with the accident and slept in the grave, and the ones who
were left by their parents. The poet does not depict their character or their
histories.
The kind of descriptions might be needed because the “Many” who wept for
George and Sarah were not strange to Grasmere and the accident. Nonetheless,
the poem was likely meant to be a piece of propaganda for strangers, who did
not mourn for the Greens, in order to raise donations. Wordsworth enlists the
help of S. T. Coleridge in a letter:
if you can turn these verses to any profit for the poor Orphans in any way,
either by reciting, circulating in manuscript, or publishing them, either with
or without the name of the Author, pray do so (Middle 219).
Therefore, it appears that the poet should have more closely and intricately
described who the family members were so that strangers could better
understand the accident and those it affected. For example, Wordsworth says
in a letter to Francis Wrangham on 17th April 1808 before sending his poem to
Coleridge:
the Deceased were much respected for their good morals and decent manners, for their frugality and industry, and for the constant cheerfulness and
independence of mind . . . The Father has left a small Estate which is deeply
mortgaged (Middle 213-14).
In my opinion, it seems that Wordsworth should have reflected on some of these
descriptions in the poem, because he himself knew what the family was like, as
this quotation reveals. These descriptions suggest that the Greens were statesmen
in the local community.
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3. The Greens as Statesmen
In this chapter, I will examine the statesman’s characteristics, which the real
Green family display, from Wordsworth’s perspective, and following that, I will
consider the characteristics from the historical viewpoint of the Lake counties.
I will begin with Wordsworth’s perspective. According to the poet,
statesmen are educated landholders of small estates that were handed to them
by ancestors, and they have independence and strong domestic emotions (Early
314). Additionally, their lands are mortgaged and rapidly decreasing in number
(William, Prose 224; Early 315).
Applying this view to the Greens’ situation, it seems to be nearly true in
respect to their economic situation and habit of mind. The Green family had held
a small estate for many generations, which was deeply mortgaged, and they were
loath to sell the estate and had never had any assistance from the parish (Narrative
48). In terms of their education, I cannot affirm an answer, because the pair was
likely to have been illiterate (Colwell 41). Referring to their disappearance,
Dorothy says that “They must very soon have parted with their Land if they had
lived,” because the family were in a complete destitution (Narrative 49). As his
biographer Juliet Barker argues, judging from Wordsworth’s view, the family
appear to have been “typical” statesmen (Barker 372).
Next, I will consider the statesman characteristics of the Greens from a
historical viewpoint of the Lake counties because, from a historical standpoint,
the poet’s view of statesmen has some improper descriptions; for instance,
there were both larger landholders and richer statesmen in the counties. I will
refer to this problem later. It is not until considering the characteristics of the
Greens from the historical perspective that they seem to be clearly regarded as
statesmen.
From this perspective, statesmen, generally called yeomen, mean the group
of the landholders who “constituted part of a rural middle class standing between
the gentry on one hand and cottagers and hired farm workers” in the counties
(Jones 198). Since the Greens lived on land held by their ancestors and were not
agriculture labourers, the family appear to belong to this group: statesmen or
yeomen.
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In fact, the group consists of different statesmen from the viewpoint of an
estate’s scale or economic situation. One statesman had three dales of meadow
in the Great Langdale Common Field which was located near Grasmere, while
another statesman only had one small land at Skyeside in Grasmere; some
yeomen had a movable asset worth of ￡1050, and another had only ￡19
(Marshall, Lakeland 54; Dorothy, Journal 164; Lakeland 41-42). Therefore, the
decision of whether a family could be considered statesmen does not appear to
depend solely upon the scale of an estate and economic situation. Actually, there
were a lot of poorer statesmen or yeomen who “mortgaged their properties”
(Marshall, Economy 212). The Greens seems to be very typical statesmen, for
the family held the deeply mortgaged “morsel of land” and had movable assets
worth about four pounds: a cupboard for 14 shillings and six pence, an oaken
chest for 24 shillings, a feather bed for three pounds, and so on (Narrative
48, 89). Their poor situation appears to have been beyond our imagination:
neighbours “found nothing in the house but two boilings of potatoes, a very little
meal, a little bread, and three or four legs of lean dried mutton” and “there was
no money ― not even a single half-penny!” (Narrative 49, 81).
Additionally, I wish to refer to another point: the occupations of statesmen
or yeomen. For instance, Thomas Ashburner, a yeoman, who sold his land
because of a debt, carried coals, and John Fisher was registered as a “Cordwainer”
when he married in 1774 and as a “yeoman” when he died in 1820 (West 48;
Journal 164). In short, we cannot decide whether a man is a statesman or
yeoman on the basis of his occupation. To be a statesman was not an occupation
but a type of status in the local community (Walton 225). It is now appropriate
to mention the occupation of George Green. According to Stella Colwell,
George was a husbandman; he lived on his small holding at Blintern Gill; he
grew vegetables such as potatoes and turnips, and grazed a few sheep and dairy
cattle; since the small land did not give him much of an income, he dug up peat
from his land to sell his neighbours for fuel (Colwell 80-81). As well as this, he
worked as churchwarden for Grasmere township at Easter in 1795, 1797, and
1805 (Colwell 62). Though George was a husbandman, this occupation does
not indicate that he could not also be a statesman. The Greens were statesmen
because they lived on their own estate in Grasmere, and had done so at least
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since the late 16th century (Colwell 42).
It is obvious from the things I have pointed out that the Green family
belonged to statesmen both from Wordsworth’s point of view and from a
historical standpoint of the Lake counties. However, the poet did not mention the
word “statesman” nor did he describe its characteristics, despite the fact that he
lived in the local community.
4. Conclusion
As I have pointed out, Wordsworth knew the characteristics of statesmen
that the Green family showed, and the family appear to have been statesmen
from his point of view. Nonetheless, he did not make use of the word “statesmen”
or describe characteristics to suggest that the family belonged to the status group
in the poem. I do  not have a clear answer to why the poet did not do so, and I
imagine that he might have used the word “Inhabitants” because Dorothy, who
was much more familiar with the local community, made use of the word, and
that he might have indulged only in meditating about the unusual accident rather
than giving the deepest thought to the family members (Early 204). In any case,
William neither called the Green family statesmen nor yeomen, nor did he depict
what they were in the stanzas, which the poet himself confessed was “the mere
pouring out of my own feeling” (Middle 219). When he composed the poem, he
might not have had his own stronger feelings for the family themselves.
Two year after he “effused” the poem, Wordsworth wrote a prose work for
Select Views in Cumberland, Westmorland, and Lancashire by Joseph Wilkinson
(1810) (Middle 219). This prose work was published as a book later. In this
work, he explains the past situation of the Lake counties as follows:
Towards the head of these Dales was found a perfect Republic of Shepherds
and Agriculturists . . . Neither high-born nobleman, knight, nor esquire, was
here; but many of these humble sons of the hills had a consciousness that
the land, which they walked over and tilled, had for more than five hundred
years been possessed by men of their name and blood (Prose 206).
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According to Wordsworth, it is “humble sons” who made the history of the
Lake counties. He greatly praises the landscape that the sons created through
walking and tilling. The Green family, having lived in Grasmere at least since
the late 16th century, appear to have been a part of the humble creators. Thus,
Wordsworth, who does not refer to the word “statesmen” or describe their
characteristics in the stanzas, seems to vanish the local statesmen as the creators
who shaped the history and landscape of the counties.
The Green family lived at Easedale in Grasmere, where the poet went
many times, and spent much time composing poems: “It was an April morning:
fresh and clear,” and so on (Lindop 71-78; McCracken 107-114). It appears that
he vanishes the statesmen who walked around, tilling and contributing to the
landscape of the dale in “Elegiac Stanzas.”
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Synopsis
Vanishing Statesmen: Wordsworth and a Poor Family at Grasmere
NIIBORI Tsukasa
In 1808 a husband and his wife perished on a snowy mountain and left behind
their eight children. William Wordsworth composed a poem for the pair: “Elegiac
Stanzas composed in the Churchyard of Grasmere, Westmorland.” In the stanzas,
the poet calls the sufferers inhabitants and does not use the word “statesmen.”
Thus, in the poem, he appears to vanish the historical beings in the Lake Counties.
Concerning the poem, it consists of two parts: the story of the accident and
Wordsworth’s meditation. The poet does not describe the histories of the Green
family. As his letter to his friend reveals, he himself knew what the family were
like: statesmen.
Considering their characteristics from Wordsworth’s perspective and from
a historical viewpoint, the family seem to have been statesmen. According to
the poet, statesmen are landholders of small estates that were handed to them
by ancestors, and they have independence and strong domestic emotions, and
so on. The Greens had held a small estate for many generations, and they were
loath to sell their estate and had never had any assistance from the parish. From
the historical standpoint, statesmen mean the group of landholders who formed a
kind of rural middle class in the counties. The Greens lived on land held by their
ancestors and were not agriculture labourers.
In Wordsworth’s view, statesmen are local people who made the history of the
counties and who created their landscape through walking and tilling. The family,
having lived in Grasmere for a very long time, appear to have been a part of such
creators. Therefore, Wordsworth that does not refer to the word “statesmen” or
depict their characteristics in the stanzas seems to vanish the local statesmen as the
creators.
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フィリップ・ラーキン‘Talking in Bed’を読む
君島利治
フィリップ・ラーキン（Philip Larkin, 1922-85）が詩‘Talking in Bed’
を書いたのは 1960 年 8 月 10 日（Thwaite ed. Poems 129）である。この時
期に関して、ラーキンが図書館司書を務めたイングランドのハル大学教授
で Larkin Society の Literary Adviser でもある著名なラーキン研究者ブー
ス（James Booth, 1945-）は‘. . “
. Talking in Bed”, the date of which, August

1960, suggests that it is an anniversary poem, marking ten years since the couple
first slept together.’（Booth 82）と記し、この詩はラーキンと恋人モニカ・
ジョーンズ (Monica Jones, 1922-2001) とが‘first slept together’、即ち初め
て肉体的に結ばれてから 10 年の記念に作られた詩であると考察している。
しかしながら、その内容からイメージできるものは暗く重く、記念詩と呼ぶに
はいささか無理がある。そこで、ラーキンがこの詩を書くに至った経緯を伝記
的事実と照らし合わせながら、この詩を書いた詩人の真の意図を探りたい。

Talking in Bed
Talking in bed ought to be easiest,
Lying together there goes back so far,
An emblem of two people being honest.
Yet more and more time passes silently.
Outside, the wind’s incomplete unrest
Builds and disperses clouds about the sky,
And dark towns heap up on the horizon.
None of this cares for us. Nothing shows why
At this unique distance from isolation
It becomes still more difficult to find
Words at once true and kind,
Or not untrue and not unkind. (Thwaite ed. Poems 129)
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ベッドでの語らい
ベッドでの語らいは最も寛ぐはず、
初めて一緒に横になったのは随分昔だが、
二人が正直である証だ。
だが静かに流れる時間が増えている。
外では、風の不安定な乱れが
空で雲を起こしては追い払い、
地平線には薄暗い街並みが浮かび上がる。
どれも僕達に関心はない。何も教えてはくれない
この孤立からかけ離れた独特な場所で
言葉が誠実でもあり親切でもあると
或いは不誠実でもなく不親切でもないと
理解することが何故さらに難しくなるのかを。（筆者試訳）
恋人達のベッドでの語らいは当然気を使わずリラックスしたものでなけ
ればならない。2 行目の‘Lying’をタイトル‘Talking in bed’との関連性
から必然的に「横になる」という意味でとれば、二人が肉体的に初めて結ば
れた過去を回想していることになる。つまり肉体関係に至ってから随分時間
が経つわけで、既述したようにモニカと結ばれてから 10 周年記念として書
かれたというブースの推測も肯ける。しかし、多くの研究者が指摘している
通り（Swarbrick 55 etc.）、‘Lying’は「嘘をつくこと」とも同時に読むこと
ができ、そう読むと本来なら気を使わないリラックスした語らいは虚偽の積
み重ねであるということになる。ロッセンが‘the lovers may be“lying”(not

speaking the truth) to each other, and they may be “Lying together” in a sexual
sense. It is a paradox, since lying cannot be an emblem of honesty.’(Rossen
30) と指摘するように、‘Lying together’が‘An emblem of two people being
honest’の言い換えであると考えるには矛盾が生じる。故にこの‘emblem’
とは
‘Talking in bed’
の言い換えであると考えなければならない。
確かに、
ベッ
ドでの恋人たちの会話は誰にも気兼ねすることのない、打ち解けた二人だけ
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の会話な筈である。
しかし、より深く考えてみれば、二人が表面上‘honest’’でいられるの
は、ある程度の嘘のお陰かもしれない。モニカという恋人がいたにもかか
わらず、詩を書いた当時に至るまで幾人もの女性と関係を持ってきたラー
キンが、10 年もモニカと恋人関係を継続できたのも嘘の賜物かもしれない。
しかし‘together’があることによって、ラーキンとモニカの二人とも嘘を
ついていることになる。これは相手の嘘を嘘だと分かっていながら、それ
を誠実に受け止めるふりをするという嘘なのかもしれない。或いは自分だ
けが嘘をついているわけではない筈だ、というラーキンの開き直りかもし
れない。そう考えれば、3 行目は 1 行目ではなく、‘Lying together’の言い
換えととらなければならない。いずれにせよ、‘The word “emblem” in the

first stanza hints that this is a poem about the failure of ideals, the apparently
inevitable destruction of the symbolic and the beautiful as they are worn away,
by the winds of the ordinary, by the forces of banality and repetition.’(Punter
35) と指摘されているように、‘emblem’は汚されるが故に理想として掲げ
られる宿命であるとラーキンは認識している。‘emblem of being honest’で
ある「一緒に横になること」が宿命的に汚され、「一緒に嘘をつくこと」へ
と移行するプロットが必然的であるとラーキンは肯定しているのである。

2 連 1 行も 1 連同様、意味が二重になっている。これはブースも次のよう
に指摘している。

A more elusive word-play opens the second stanza. ‘Yet more and more
time passes silently’ can be read with the stress on ‘more and more’, giving
the meaning: ‘As time goes on more time passes with the lovers remaining
silent’; or it can be read with the stress on ‘time’, giving a plainer, secondary meaning: ‘More and more time goes silently by’. (Booth 83)
嘘を重ねているにもかかわらず二人の時は平穏に過ぎているのかもしれない
し、文字通り二人が正直な証であるベッドでの語らいが少なくなってきたの
かもしれない。さらに、嘘を重ねることに関連させれば、嘘をつくことは不
誠実であるという認識なら、これ以上の嘘はつきたくないという意識によっ
て口数が減っているのかもしれない。静かであるためには二人とも言葉を発
していないことになるので、語ることがない程、互いがマンネリ化した状態
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に飽きているという状況なのかもしれないし、これが意外にも真意なのかも
しれない。故に恋人への意識よりも外界への意識が高くなり、窓の外の光景
へと目が移っていく。嘘をついてしまったという気まずさによって、視線の
みならず精神的にも向き合えないでいるとも考えられるだろう。
まず意識が向かうのは風で、これはラーキンの詩に出てくる重要物であ
り、精神の表象となる。それは、スウォーブリックが言う次の解釈を加味す
るとさらに説得力が増す。

As we have seen, from his earliest work the wind is contemplated in Larkin’s
poems as a disruptive and distracting force (‘Wedding-Wind’, ‘Absences’,
‘Mr Bleaney’). Here, it is as if the lover’s ears are attuned ‘Outside’, listening to the wind which mirrors their own condition of unsettled incompleteness. (Swarbrick 109)
風の状態を表している‘incomplete unrest’という曖昧な表現が、まさしく
恋人達、特にラーキンの心的状況を的確に表している。雲は心に立ち込める
闇であり、揺れ動く精神（＝風）により湧き起こったと思えばすぐ消えてい
く。しかし風向きは一定ではないので、また雲は垂れ込める。あたかも嘘を
つくことにより会話が成立し、それにより精神は一時的には安定するが、嘘
であるが故に嘘をついた側の精神がその後さらに乱れるかのようである。嘘
をつかれた側も嘘と分かっていながら受け入れる、即ち嘘で返すことにより
同様の精神の乱れが生じるだろう。‘wind’の‘w’をひっくり返せば‘m’
となり‘mind’になる。‘Lying together’や 2 連 1 行目の二重の意味や言葉
遊びそのものを好んで詩に組み入れたラーキンであるが故に 1、単なる偶然
であるとは言い難い。
‘dark towns’は二人がベッドを共にしている時間帯を窺い知ることがで
きる。だが地平線に立ち並ぶ街並みは、少なくとも地平線を確認するために
は、ベッドから身を起こしていなければ分からない。そもそも夜間なら地平
線自体を見るのは難しい筈であるし、外の景色を見るためにベッドから起き
上がりカーテンを開けたのかも疑問である。情事を終えた後、半ば裸でいる
であろう二人がわざわざカーテンを開けるといった大胆な行動に出るであろ
うか。
では何故ここに街並みの描写を入れているのか、それは風と雲という自然
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のものと町並みという人工的なもの、即ち二人を取り囲む全ての現象、事物
と言う意味なのか。或いは風と雲の支配する空の下に広がる、即ち不安定な
精神の支配下にある不動な二人の愛と言うことか。風に晒され、雲、そこか
ら連想される雨に晒される街は、それでも存在し続ける。
また、スウォーブリックの先の指摘のように、恋人達が風の音を単に聞い
ているだけであるのならば、この街並みの描写も恋人たちが単にイメージし
ているだけのものであり、実際に見ているとも限らなくなる。それは、恋人達、
少なくともラーキンにとってベッドの隣に横になっている恋人よりも外界に
強く意識が向かっているという点ばかりでなく、‘the restless outside world

of wind and movement creates a situation in which the lovers would ordinarily
be isolated, because they are not a part of it ― they are in a room on a bed.’
（Rossen 31） といった、後に出てくる‘unique distance from isolation’を定
義する点でも有用な要素となっている。街並みには‘dark’という形容詞が
ついているが、夜のイメージの他に、嘘を積み重ねて取り繕っている二人の
愛は、もはや始まった当時のような純粋な清いものでは完全になくなってい
る、そんなイメージも含まれている。
‘None of this’の‘this’は風と雲、街並みから構成されている二人の外
界の状況のことであり、その外界から無関心扱いされている二人は当然孤立
した状態となっている。精神と愛との関係で言えば、互いの精神が、互いの
愛情が、二人の関係に無関心であるということになり、外界からの孤立であ
るばかりでなく、二人でいる、しかもベッドの中にいるにもかかわらず、二
人が互いに孤立した状態にあることを意味している。次では‘None of this’
から‘Nothing’に幅が広がり強められている。即ち自分達の周りのもの全
てが教えてはくれないことになる。その全てには自分達のことも当然含ま
れてくる。これはあたかも悟りのようにも感じられるし、答えを探しても
見つけられないと分かっているかのようでもあり、先の‘emblem of being

honest’と同様、宿命的な認識が窺われる。
二人の置かれている状況は‘unique distance from isolation’であり、二人
でいる恋人達は当然孤立からは掛け離れてはいる。しかしその関係は独特な
ものであり、肉体的には寄り添っており、肉体的には非孤立した状況下にあ
りながら精神的には孤立した状況になってしまっていると説明している。さ
らに‘Lying together’の二重の意味、即ち互いに嘘を重ねながら寛いだ状
況を作り出している矛盾した状況であるとも説明し得る表現であると言え
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る。
そんな状況下で何も教えてはくれないこと、それは言葉というものが
‘true’や‘kind’であると判断できるのがいかに難しくなるかということで
ある。これも嘘をついているほうか、或いはつかれているほうか、やはりと
りようによって二重の意味が出てくる。嘘をついているほうなら心から、そ
れこそ誠実に‘true’や‘kind’になる言葉を探すことが難しいということ
であり、嘘をついているのだからその嘘には表面的な繕いのみで誠実性は欠
如していると理解できる。また、嘘をつかれているほうなら相手の言葉に
‘true’や‘kind’といった形容はできないし、感じられないということにな
る。その相手の言動に対する互いの返答も当然繕いのために嘘をつくことに
なるのだから、互いにその状態を重ね続けているわけで、どちらにも共通し
た問いかけになっている。さらに最後にはその‘true’や‘kind’といった
言葉を‘not untrue, not unkind’と言い換えている。この言い換えにはブー
スの解釈が適当である。

By a willfully contrived wording the poet makes their closeness to each other sound like distance: ‘this unique distance from isolation’, while the juggling word-play of the last two lines forces an emotional gulf between the
grammatically identical meanings of ‘true’ and ‘not untrue’, and ‘kind’ and
‘not unkind’. The double negatives which dominate the poem should cancel
themselves out: ‘incomplete unrest’ should mean ‘complete rest’; ‘distance
from isolation’ should mean ‘togetherness’; ‘not untrue’ should mean ‘true’;
and ‘not unkind’ should mean ‘kind’. But they don’t. (Booth 84)
意味は同じでも言い回しをくどく、複雑に描写することにより、即ち二重否
定を多用することにより二人の言動、少なくともラーキンの言動がもはや
‘true’や‘kind’といったものでは完全にないと宣言しているようにも感じ
られるし、そこまで言い切れる自信もないというのが窺われる。しかし、そ
の‘not untrue, not unkind’といった自信のない言葉でさえ、もはや見出す
ことが難しいし、相手の言動から見つけ出すことも難しい事態に至っている
のである。だからこそ、二人は嘘をつかねばならない。この状態がまさしく
ブースが言うように、
‘this unique distance from isolation’を体現しているの
である。
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さて、一通りこの詩を解釈し終えた段階で、この詩を書くに至った経緯を
ラーキンの伝記的な背景を加味して考えてみたい。ラーキンはモニカとの関
係に悩んでいたようである。

In the late 1959 both Monica’s parents died, and in March 1960 Larkin
wrote movingly to his mother, that she was ‘very depressed and low. I
sometimes wonder if she will ever get over all this: her work seems to
weigh her down so much and she feels so alone in the world’ [Motion 303].
His difficulties in coping with her inconsolable grief must have deepened
the mood of ‘Talking in Bed’, … By this time Monica Jones had been the
only person with whom Larkin had talked in bed since the end of his brief
affair with Patsy Strang, seven years earlier, and was to remain so until
1975, fifteen years later. For two decades, between the ages of 31 and 52
Larkin was, in sexual if not emotional terms, a monogamist. (Booth 82)
立て続けに両親を失ったモニカの精神状態が不安定になるのは至極当然とも
言える。それを支えるべき立場にある筈のラーキンが、このような内容の詩
をなぜ書かねばならなかったのか疑問に思う読み手は多いことだろう。書
くべきなのは逆、彼女を慰め、励ますべき詩であろうと。だがこれには理
由が存在する。この詩を書いた当時、性的な関係はモニカとしかなかった
ラーキンではあったが、ハル大学図書館の同僚、ミーヴ・ブレンナン (Meave

Brennnan, 1929-2003) という新たな恋愛対象に心を奪われていたのである。
In 1960 his feelings for Maeve Brennan deepened into love, following her
success in the Library Examinations for which he had coached her. Philip
and Monica’s shared routines continued: his visit to Leicester, their annual
holidays, and after 1961 visits to the house she bought at Haydon Bridge,
overlooking the River Tyne. Though Meave’s strict Catholicism prevented
that relationship from developing physically, Philip and she were in constant contact in the library and she became his intimate companion. In April
1961 he suffered a mysterious physical breakdown and was sent to London
for tests. No cause was diagnosed, but the strain of this new situation must
surely have been a factor [Motion 313-14]. The following years saw the
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poet locked in an uncomfortable triangle, declaring his love to Meave in
Hull while denying the closeness of the relationship to Monica in Leicester.
(Booth 84)
このブースの説明からも分かるように、ラーキンのミーヴへの想いは、自身
が原因不明の体調不良（恋煩いか‘uncomfortable triangle’によるストレスか）
に陥るほど強いものであった。ラーキンの伝記にも次のように記されている。

Occasionally the modesty of Larkin’s letters to Maeve makes

them seem – in their well-meaning way – deceitful. At the same
time, they show him at his least selfish, least self-absorbed.

Showed with ‘dear’, dotted with kisses, signed ‘affectionately
yours’, and decorated with drawings of mice, they are smooth

with confidences and well stocked with familiarities: library gossip, university news, chit-chat about colleagues. (Motion 307)

敬虔なカトリック信者であるミーヴとは性的関係には至らなかったようであ
るが（これはラーキンの女性遍歴を考えると極めて疑わしい）、ラーキンの
ミーヴへの想いは強かったようであるし、図書館や大学で知らない人がいな
い程、二人の距離は近かったようである。当然、新たな恋愛対象に熱を上げ
た状態のラーキンにとって、既存の恋人は悩みの種でもあり、邪魔でもあっ
たろう。
一方モニカも、自分から心が離れているラーキンに薄々気づきながら、そ
れでも嘘に嘘で対応することによりその関係を維持しようとしている。最も
寛いだ状態であるはずのベッドでの語らいは、二人にとって今や針の筵なの
である。ただ、先に悟りであるかのようだと述べたように、探し出せるのは
難しいのではなく不可能だと一般論としてラーキンが考えていたなら、男女
の関係はどのカップルでもそうなのだ、カップルだけではなく人間とは元来
孤独なのだと考えている可能性が高い。孤独が嫌だから恋人を作り、肉体的
に関係を持つ。しかしそれとて孤独の解消にはならない。このラーキンらし
い一見冷徹な考えは、一般論へと読者を導かせておいて実は単にモニカと別
れたいという欲求を暴露しているともとれる。しかしながら、結局はこのま
まずるずるとモニカとは続くことになるのだから、ラーキンの優柔不断な一
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面を読者はこの詩で見ることができる。やはり女性にはだらしがない男だっ
たのだ。
さらに性的に考えれば、性交渉をした後の会話とも考えられるし、交渉中
の言葉のやり取りとも考えられる。気の置けない、素直な、誠実な反応、そ
れは言葉や喘ぎ声として互いに発する。それが倦怠期に進むと虚偽のものと
なる。関係を壊したくないため虚偽の喘ぎ声も出る。終わった後、良かった
だの愛してるだのと囁くことも‘true’や‘kind’ではなくなっている。事
が終われば言葉少なく窓の外が気になる。ラーキンにとってモニカはもはや
体だけなのであろうか。確かにラーキンにとって、ミーヴとそういった関係
になっていなかったなら、性交渉できる相手は当時モニカでだけある。心は
既にミーヴに完全に移っていたにもかかわらず、肉体的欲求を満たしたいが
ためにモニカとの関係を続けていたとしたら、これこそがラーキンの考える
‘unique distance from isolation’そのものなのではないだろうか。そうであ
れば、ラーキンはモニカだけでなく全ての女性を敵に回すことになるであろ
う。ただ、逆に考えれば、恋愛対象たる想いが急速に、かつ急激に高まった
ミーヴと、ラーキン自身でなく彼女の宗教的理由によって性的に結ばれずに
いた当時の状況も、‘unique distance from isolation’と言えるのだが。
ブースは‘“Talking in Bed” marks the end of phase in Larkin’
s relationship

with Monica Jones.’(Booth 84) と考えるが、この詩が収められている詩集『降
臨節の婚礼』（The Whitsun Weddings , 1964）には、他にもモニカとミーヴを
秤にかけ、やはりミーヴへの感情の高まりと、それに反比例するモニカへ
の感情を暗示するかのような詩がある 2。しかしながら、この詩がモニカと
の 10 周年の時機に、恐らくその記念詩として書かれたものであるからこそ、
この詩の衝撃は大きい。
無論、最も衝撃を受けたのは他ならぬモニカ自身であろうが、この詩に
関して、彼女はこの詩を書いたおよそ 4 年後、1964 年 2 月 7 日に唯一 ‘I’
m

naturally not happy ab[ou]t Talking in Bed because it will cause so much talking
here, in & out of beds, & indeed elsewhere – what do you think y[ou]r Mother &
relatives will make of it?’(Thwaite ed. Letters 325) とラーキンへ書いているだ
けである。彼女のコメントは詩の表面的内容（文字通り‘Talking in Bed’）
についてであり、ラーキンの母親や親戚の反応を危惧するだけで、真の中身
については触れていない。レスター大学英文科講師の職にあったモニカがこ
の詩を読んで、それ以外何も感じなかった筈はあり得ないのである。
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少なくとも、モニカにとって知らないふりをすることは、ラーキンを繋ぎ
留める唯一効果的な手段だったのであろう。それを察知していながら逆に巧
く利用して、肉体関係を続けたラーキンはやはり狡賢い。しかし、その不安
定ながらその後も継続していく二人の関係を鑑みれば、ラーキンとモニカと
の‘Lying together’が意味する二重の行為は、真逆である‘An emblem of

two people being honest’に結果的には成り得たのである。

註
1
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ング‘shove well’が重なっている（君島 ‘Take One Home for the Kiddies’ 89）。
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同詩集内の詩‘As Bad As a Mile’において、ミーヴのことが頭から離れないが
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Synopsis
A Reading of Philip Larkin’s ‘Talking in Bed’
KIMIJIMA Toshiharu
   According to James Booth, a famous Larkin scholar, Philip Larkin composed
‘Talking in Bed’ as the anniversary poem that 10 years had passed since he first
shared a bed, had sexual intercourse with his lover Monica Jones. Although the
poem is a commemorative one, we readers feel the poem to be a dark, depressed
one.
   As most Larkin scholars indicate, the word ‘Lying’ in the poem shows two
meanings: having sexual intercourse and telling a lie, so the most comfortable time
for the couple also shows the most painful time. Therefore ‘Talking in Bed’ cannot
be ‘an emblem of two people being honest’. They feel ‘unique distance from
isolation’ while ‘Lying’ and ‘Talking in bed’. Needless to say, the relationship
between Larkin and Monica is close physically, while emotionally they are far
apart. However, this emotional separation is caused not by Monica but by Larkin
himself.
   At that time Larkin’s feeling for Meave Brennan, who was a colleague of
his in the library of University of Hull, developed into love. Since Meave was a
devout Catholic, Larkin could not have sexual intercourse with her. Nevertheless
he fell in love with her emotionally, while his feeling for Monica declined, so he
felt ‘more and more time passes silently’, became interested in ‘Outside’ after
sexual intercourse with Monica.
   However, we must not overlook the adverb ‘together’ modifying ‘Lying’. It
means that not only Larkin but also Monica tells a lie. But Monica tells a lie in
order to pretend not to recognize Larkin’s words as a lie, in other words, she tells
a lie in order to keep Larkin. Although he understands her pretention, Larkin also
pretends not to recognize Monica’s words as a lie in order to continue to have
sexual intercourse with her. As it turns out, ‘Lying together’ might be ‘an emblem
of two people being honest’.
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Seven Types of Ambiguityにおけるエンプソンの
「矛盾」
と
「対立」
須永隆広
はじめに
エンプソンはデビュー作である Seven Types of Ambiguity(1930) の再版に
要約をつけたが、それでも彼の ‘ambiguity’ の各型を正確に理解すること
は困難である。おそらく、第 7 の型で頻繁に用いている対立的な概念を
示す語の区別についても同様だろう。エンプソンは、対立的な概念として
‘contradiction’ だけでなく、‘opposite’ や ‘conflict’ などの語を用いているが、
Seven Types of Ambiguity を読み進めると果してエンプソンがどこまで明確に
区別しながら使い分けているかは分かり難い。しかしながら、第 7 の型にお
いて、彼は ‘contradiction’ と ‘opposite’ に定義や解説をつけている。本稿では、
エンプソンが用いる ‘contradiction’ と ‘opposite’ に焦点を当て、このふたつの
語がどのように区別されているか、第 7 の型を中心に論考していきたい。
1．エンプソンの ‘contradiction’
‘contradiction’ と ‘opposite’ の意味内容は類似しているようにも思えるが、
辞書の意味に従って区別すると、‘contradiction’ はふたつのもの（こと）が
お互いに相反する関係にある場合を示しており、大淵は、「唯物弁証法にお
いては、共通の場にあって、互いに対立し、その対立によって全体をある方
向に推し進めて変化させる力のあるものである。したがって、全てのものが
矛盾するものの統一体であり、その矛盾によって変化・発展していく」
（『哲学・
倫理学用語辞典』370）と述べている。他方、‘opposite’ は、「同じ種類のも
のでありながら、互いに相手とは質的に違い、しかも相手を示せばそのもの
が、より一層よく理解できるような一組のふたつのものの関係」（268）と述
べている。すなわち、‘contradiction’ と ‘opposite’ は異なる概念であることが
わかる。上記の辞書の概念に対して、エンプソンは Seven Types of Ambiguity
の中で ‘contradiction’ の定義を以下のように述べている。

. . .‘p and － p’ may mean: ‘If a =a1 then p; if a =a2, then –p.’ If a1 and a2

48

須永隆広

are very different from one another, so that the two statements are fitted together with ingenuity, then I should put the statement into an earlier type; if
a1 and a2 are very like one another, so that the contradiction expresses both
the need for and the difficulty of separating them, then I should regard the
statement as an ambiguity of the seventh type corresponding to thought and
knowing one’s way about the matter in hand. (196)
上記のように、エンプソンもまた、辞書の概念と同様に ‘contradiction’ と
は、あるひとつの語に相反する別の意味が含まれていることという認識を示
している。さらに、エンプソンは、上記のように ‘contradiction’ を細分化し、
「a 1 と a 2 がお互い非常に異なったものでふたつの陳述が巧妙にかみ合わされ
ている」場合と「a 1 と a 2 がお互い非常に似通っており、矛盾がその両者を
分離する必要と分離のむつかしさを同時にあらわしている」場合に区別し、
第 7 の型に含まれる ‘contradiction’ と、他の型に含まれる ‘contradiction’ とに
区別している 1。具体例の中で比較すると、前者の ‘contradiction’ には、エン
プソンが第 6 の型に引用している W.B. イェイツ (William Butler Yeats) の「誰
がファーガスと行くか」 (Who will go drive with Fergus) があてはまる。

Who will go drive with Fergus now,
And pierce the deep wood’s woven shade,
And dance upon the level shore?
Young man, lift up your russet brow,
And lift your tender eyelids, maid,
And brood on hopes and fears no more.
And no more turn aside and brood
Upon Love’s bitter mystery;
For Fergus rules the brazen cars,
And rules the shadows of the wood,
And the white breast of the dim sea,
And all dishevelled wandering stars. (187-88)
この詩は、「ファーガスとドゥルイド僧」（Fergus and the Druid）の物語
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を前提としているが 2、エンプソンは一行目の ‘‘Who will go drive with Fergus
now,’’ の ‘now’ に注目し、ファーガスが行動的生活から瞑想的生活へ移る前
と後のふたつの時点からこの詩を解釈している。まず、瞑想的生活へ移る前
の時点を示した解釈を以下のように述べている。

If before, so that the force of now is: ‘There is still time to drive with Fergus, as he is still a king in the world,’ or ‘There is still time to give a warning, as the fatal thing has not yet happened’; then the first line gives: ‘Who
will come out with the great figures of the Court, and join in their sensible
out-of-door pleasures?’ (188-89)
それから、瞑想的生活へ移った後の時点を示した解釈を次のように述べて
いる。

‘Now that the awful example of Fergus is in front of you, surely you will
not be so unwise as to brood?’; to drive with him would be to wander
through the woods like a ghost, as he does; the dancing would be that of
the fairy child who danced upon the mountains like a flame and stole away
the children. Or ‘Now who will be so loyal as to follow him?’ or ‘Can you
be so cruel as to abandon him now?’; or with a different feeling: ‘Now that
Fergus knows everything, who will come and join in his meditations; who
will share his melancholy and his knowledge; which of you will pierce the
mystery of the forest and rejoice in sympathy with the whole of nature? ’
(188)
以上のように、エンプソンは、‘now’ という時間軸を中心に、ファーガス
の瞑想的生活前の状況と瞑想的生活後という対立的な状況を作り出して多
義的な解釈を述べている。このようなエンプソンの解釈について、おそら
く深読みをしすぎているという批判があるかもしれない。事実、エンプソン
が行う解釈の多くは、深読みと考えられる所も少なくない 3。本稿でも最後
に取り上げる macbeth の引用について、エンプソン自身、‘‘I realise that this
analysis seems too elaborate, . . . ’’(202) と自覚しているように、深読みしてい
ることを認めている。
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しかし、エンプソンはこの深読みについても次のように弁明している。

We call it ambiguous, I think, when we recognise that there could be a pnzzle as to what the author meant, in that alternative views might be taken
without sheer misreading. (x)
つ ま り、 エ ン プ ソ ン は、 深 く 読 み 込 む こ と で 導 か れ る 解 釈 も 含 め て
‘ambiguity’ であると述べている。実際、エンプソンが深読みという作業によっ
て「a 1 と a 2 がお互い非常に異なったものでふたつの陳述が巧妙にかみ合わ
されている」という対立的な概念である ‘contradiction’ を生み出しているこ
とも事実である 4。ある意味では、前者の ‘contradiction’ は、エンプソンが読
者的な立場から強引に作り出す ‘contradiction’ と言えるものかも知れない 5。
他方、後者の「a 1 と a 2 がお互いに似通っていて、矛盾がその両者を分離
する必要と分離のむつかしさを同時にあらわしている」には、第 7 の型の
‘ambiguity’ があてはまる。以下に、エンプソンが取り上げる、ジョージ・ハー
バート (George Herbert) の ‘The Sacrifice’ を引用する 6。

Then they condemn me all, with that same breath
Which I do give them daily, unto death;
Thus Adam my first breathing rendereth:
Was ever grief like mine?
Hark how they cry aloud still Crucify,
He is not fit to live a day, they cry;
Who cannot live less than eternally.
Was ever grief like mine?
Me all, ‘they all condemn me, they condemn the whole of me (I am Jerusalem and include them), . . . , they condemn me and thus call down their own
destruction, . . . . (227-28)
エンプソンは、‘Me all’ に焦点を当て、‘all’ によって ‘they’ を強調する解
釈として「彼ら皆が私を断罪する」と述べる一方で、‘Me all’ を ‘the whole
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of me’ として「私はエルサレムであって彼らを含んでいる」と解釈し、「彼
らが私の全てを断罪する」とも解釈している。さらに、「彼らは私を断罪し、
そのことによって彼ら自身の破滅をももたらす」という、断罪した者が結果
的に破滅する（断罪される）という、相反する解釈を導いている。
上記のような解釈をしながら、エンプソンは、‘The Sacrifice’ が 出口のな
い苦悩と見事な対立によって表現されているとして、‘contradiction’ が解消
されない状況を表していると述べている。エンプソンによれば、「解消され
ない状況」とは十字架やチェック柄について縦横どちらが主であり副である
かは判定できない状況のものであるとして「未解決状態」の存在に言及して
いると同時に、彼自身の相反する解釈も対等の関係にあると主張しているの
である 7。
第 6 の型と第 7 の型の ‘contradiction’ を比較してみると、前者は、エンプ
ソンが半ば強引に作り出す解釈から生じているが、後者は、多義的な解釈が
可能であり、相反する意味が存在することで未解決の状態になる。つまり、
前者と後者の ‘contradiction’ は明らかに異なっていることが分かる。エンプ
ソンの言葉で言い換えれば、Seven Types of Ambiguity の第 2 の型の冒頭で以
下のように述べている箇所があてはまるだろう 8。

My seven types, so far as they are not merely a convenient framework, are
intended as stages of advancing logical disorder. (48)
このように、エンプソンは論理的混乱の程度によって、各型に分けている
ことがわかる。したがって、第 6 の型と第 7 の型の違いも論理的混乱の程度
と考えられる。さらに、エンプソンは論理的混乱の程度を測る要素について、

Seven Types of Ambiguity の結語の中で、次のように述べている。
In particular, if there is contradiction [in ambiguity], [ambiguity] must imply tension; the more prominent the contradiction, the greater the tension;
in some way other than by the contradiction, the tension must be conveyed,
and must be sustained. (235)
エンプソンは、‘ambiguity’ が ‘contradiction’ を内包している場合に必ず力
として ‘tension’ 9 が含まれていると述べており、‘tension’ を論理的混乱の程
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度を測る要素としている。つまり、‘tension’ の大きさによって、第 7 の型の
‘contradiction’ に該当するか、それとも、それ以外の型の ‘contradiction’ に該
当するかを区別しているのである。
2．エンプソンの ‘opposite’
‘opposite’ は、上述したとおり、‘contradiction’ と類似した概念であるが、
‘contradiction’ が白に対して非白といった中間物の存在を認めない一方で、
‘opposite’ は白と黒の間に灰色などの中間物の存在を認めるため、異なる概
念である。したがって、‘opposite’ は、‘contradiction’ と類似しているものの、
決定的な差異が存在する。さらに、‘opposite’ について、大淵は、「同じ種類
のものでありながら互いに相手とは質的に違い、しかも相手を示せばそのも
のがより一層よく理解できるような一組のふたつのものの関係」（『哲学・論
理学用語辞典』268）と述べている。
ところで、エンプソンは、‘opposite’ について、第 7 の型で次のような見
解を示している。

. . . relational opposites one cannot be known without the other; to know
what a ruled person is you must know whether the ruler is a general or an
archbishop. (195)
このように、エンプソンの ‘opposite’ の定義は、基本的には辞書にある
意味と同様である。さらに、この引用部は、第二の著書、Some Versions of
Pastoral10 の定義 11 と合致していることから、エンプソンの批評理論にとって、
第 7 の型の ‘opposite’ は重要な概念である。
エンプソンは、第 7 の型において、フロイト心理学の夢分析における重要
な要素である ‘contradiction’12 が、詩を理解する場合にも明らかに有益である
と述べるだけでなく、詩が対立的に解釈できる場合には、常に ‘opposite’ が
平衡している状態にあるとして次のように述べている。

Even when there is a more serious difference between the two meanings, it often does not matter which of two ‘opposites’ is taken, because the
sentence already contains a paradox which includes both of them. For these
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and similar reasons, poetry has a surprising amount of equilibrium . . . (203)

つまり、エンプソンの対立的な解釈の見解から、‘opposite’ は論理的混乱
の程度が最大である第 7 の型の ‘contradiction’ の下位概念としてみなすこと
ができるだろう。さらに、エンプソンの詩の分析手法は、日常経験の葛藤か
ら現れる夢を分析し解決しようとするフロイトの精神分析学とも見事に合致
するのである。ここに、エンプソンがフロイトの精神分析学を援用する理由
がある。後藤は、「（この平衡を前提として） ‘ambiguity’とは心的葛藤の
緊張の度合いと平衡の状態を反映するものに他ならず、ここでは文学は精神
を解放と平衡へ導く機能を負うようになる」
（51）と述べている。さらに、
「詩
ができる限り多くの衝動に対して平衡を与えることをもってその機能とした
場合、それは言い換えれば解釈にできるだけ多くの余地を残せるように無規
定であればあるほどよいということになる。読者の立場に立つときのエンプ
ソンが、分析の方法において奔放のそしりを受けることがあっても、そうし
た意味ではそれは詩の性質がそうなさしめるのだと考えるべきなのである」
（53）と、エンプソンの分析手法を擁護している。
この対立的な ‘opposite’の具体例のひとつとして、エンプソンはシェイ
クスピアの Macbeth 第 1 幕第 3 場を取り上げている。以下にその箇所を引
用する。

Come what come may,
Time, and the Houre, runs through the roughest Day. (201)
エンプソンは、この場面について、マクベスが何かが起こることを望んで
いるという解釈と、何も起きないことを望んでいるという解釈が導き出せる
としている。以下は、前者の何かが起こることを望んでいるという解釈であ
る。

‘Opportunity for crime, or the accomplished fact of crime, the crisis of action or of decision, will arrive whatever happens; however much, swamped
in the horrors of the imagination, one feels as if one could never make up
one’s mind. I need not, therefore, worry about this at the moment’; . . . (201)
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他方、後者の何も起きないことを望んでいるという解釈については、以下
のように述べている。

‘This condition of horror has only lasted a few minutes; the clock has gone
on ticking all this time; I have not yet killed him; there is nothing, therefore,
for me to worry about yet.’ (201)
このように、エンプソンはふたつの解釈を述べているが、さらに、これ
らの解釈について、“These opposites may be paired with predestination and

freewill”(201) と、それぞれ予定説と自由意志に結び付け、前者を宗教的な
倫理観として、後者を自由意志として解釈する。
以下は、エンプソンが述べる予定説的な観点からの解釈である。

‘The hour will come, whatever I do, when I am fated to kill him, so I may
as well keep quiet; and yet if I keep quiet and feel detached and philosophical all these horrors will have passed over me and nothing can have happened.’ (201)
他方、これとは対立的な解釈として、自由意志の観点からの解釈は次のよ
うなものである。

And in any case (remembering the martial suggestion of roughest day ),
‘Whatever I do, even if and when I kill him, the sensible world will go on,
it will not really be as fearful as I am now thinking it, it is just an ordinary
killing like the ones in the battle.’ (201)
マクベスは、コーダーの領主を殺害することになるが、エンプソンは、こ
の殺害の決意と実行の過程に着目し、フロイトの精神分析学を用いて、マク
ベスの「葛藤」を見出したのである。上記で示したように、エンプソンは宗
教的な解釈と自由意志的な解釈を行ったが、「葛藤」をもとにした対立的な
解釈こそが、エンプソンの ‘opposite’ であるといえる。
さらに続けて、エンプソンは ‘time’ と ‘hour’ に焦点を移し、対立的関係を
見出すことも試みている。
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Time and the Houre together take the singular, and yet you can parcel out
the two opposites between them, as by making the hour the hour of action
and time the rest of time, or detachment, so that they are opposites. These
give the two opposed impulses, towards control, whether control over situation by committing the murder or over suggestion by not committing it, and
towards yielding, whether yielding to fear so as not to act or to suggestion
so as to act . . . . (201)
エンプソンは ‘Time, and the Houre’ のあとに続く ‘runs’ が単数形になって
いることに着目し、‘Time, and the Houre’ をひとつの語と見做して、時間が
支配に向かう衝動と屈服への衝動という「葛藤」を含んでいるとし、‘opposite’
の概念にあてはめている。
また、エンプソンは ‘runs through’ にもふたつの解釈が可能であるとして
以下のように述べている。

Corresponding to these two there is a transitive or intransitive meaning of

runs through; time and the hour force the day to its foregone conclusion, as
one runs a man through with a dagger, or time and the hour are, throughout
the day, after all, always quietly running on. (201)
エンプソンは ‘runs through’ を他動詞にとれば、‘time’ と ‘hour’ が剣で何か
を突き刺すように、あるいは、追い立てるかのように一日を強制的に予定さ
れた結論に到達させることになり、自動詞にとれば、‘time’ と ‘hour’ が一日
を通して何事もなかったかのように、静かに走り続けていることになると解
釈している。
マクベスは、王になるために暗殺を企て、ついに、それを実行するが、エ
ンプソンは、そのときのマクベスの心理的状況に、フロイトの精神分析を援
用したのである。つまり、彼は、マクベスの中に道徳的な倫理観と抑圧され
た欲望による「葛藤」を見いだし、上述のように、‘time’ と ‘hour’ および ‘runs
through’ に予定説と自由意志を結び付けて、対立的な解釈を行ったのである。
そして、この「葛藤」という概念がエンプソンの ‘opposite’ であり、第 7 の
型におけるエンプソンの‘ambiguity’を構成するものである。
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おわりに
本稿では、エンプソンが、Seven Types of Ambiguity の第 7 の型で取り
上げている ‘contradiction’ と ‘opposite’ に焦点を当て、彼がどのような定義
でこれらの語を用いたのかを論考した。結論としては、エンプソンの定義
は、基本的に辞書の定義と類似しているが、‘contradiction’ の細分化につい
ては、上述したように、読み込みすぎであると批判されるような解釈によっ
て成立しているところがある。しかしながら、エンプソンが Seven Types of
Ambiguity の執筆時期に詩人としても活動していたことを考慮すると、単な
る深読みではなく、意識的であれ、無意識的であれ、詩人としての感覚を駆
使した結果ではないかと考える。
‘opposite’ についても、一見、‘contradiction’ と区別していないように思え
たが、少なくとも、フロイトの心理学を援用している場合に ‘opposite’ とい
う概念を意識しているという結論に至った。また、 エンプソンは、‘opposite’
を ‘contradiction’ の下位概念とみなしているという結論にも至った。

註
1

Seven Types of Ambiguity において、‘contradiction’は第 1 の型、第 4 の型、第
7 の型（及び結語）で用いられている。したがって、‘contradiction’は‘ambiguity’
の全要素ではないものの、一要素であると考えられる。
2
ファーガスに関する詩は、The Rose (1893) に収められている。この詩は、「誇
り高き赤枝騎士団の王の中の王」‘king of the proud Red Branch kings’であるファー
ガスが現実の世界に飽きたため、その王位を捨て、ドゥルイド僧を探して彼から夢の
袋をもらう話を前提としている。
3
エンプソンの解釈における批判として、多くの研究者が取り上げているのが
ジェイムズ・スミス (James Smith) の批判であり、エンプソン自身も Seven Types
of Ambiguity の序文にその批判内容とエンプソンの反論を掲載している。なお、渡
辺は「（スミスの批判）とほぼ同様な批判はフィリップ・フィールライト (Philip
Wheelwright) によっても行われ、これらの批判によってエンプソンは 1947 年の改訂
版で、
‘ambiguity’を再定義した上で、序論にて長々と反論を試みている」（51）と指
摘している。
4
エンプソンは、第 6 の型に含まれる‘contradiction’について、解釈が「不適切
な陳述」のために、結局、何ひとつ述べておらず、
「読者自身による解釈が必要である」
という意味で生じていると述べている。これについて、出淵は「読者論的な読み方と
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言うことになりそうだが、それまでのもの（Seven Types of Ambiguity の第 1 の型か
ら第 5 の型まで）については、読者は積極的に参加して解釈をつくり出さなくてもい
いのか、という疑問も出てくる。」と批判しているが、さらに続けて「この自由さが
（エンプソンの批評方法）かえってこの批評作品 (Seven Types of Ambiguity ) の妙な劃
一化に陥ることから救っている大きな原因である」（126）とも指摘している。
5
エンプソンは批評家である前に詩人であり、少ないながらも非常に難解な詩を
執筆した。ある意味で強引ともいえる‘contradiction’の創造は詩人としてのエンプ
ソンの素質を表しているのかもしれない。この点について、出淵は、「何よりもエン
プソン自身が詩人であって、すぐに作者の内部に入っていけるという柔軟さが、いか
に精緻であっても理論家の追随を許さないところなのだろう。」（126）と述べている。
6
本稿で取り上げる箇所とは異なるが、Seven Types of Ambiguity の第三版への
序の中で、エンプソンは‘The Sacrifice’の 41 連に関する解釈について、ロザモン
ド・テューヴ (Rosamond Tuve, The Kennyon Review , XII (1950),51-57) からの批判に
弁明している。なお、この箇所については、T.S. エリオット (T.S.Eliot) も‘George
Herbert as Religious Poet’の中でエンプソンとテューヴの解釈を紹介している。詳し
くは、
George Herbert and The Seventeenth-Century Reliegious Poets (1978) の 236-42 ペー
ジを参照されたい。
7
出淵は、Seven Types of Ambiguity の大きな功績として「文学作品の意味が、唯
一無二のものではなく、複数のものが共存し、それらがお互いに補強して、その文学
作品を豊かにしているということを大胆に述べたことだった。」（121）と述べている。
8
エンプソンは‘ambiguity’を分析する場合に、論理的混乱の程度を含めて、次
のように、確実な三つの方法があると述べている。‘There are three possible scales or

dimensions, that seem of reliable importance, along which ambiguities may be spread out:
the degree of logical or grammatical disorder, the degree to which the apprehension of the
ambiguity must be conscious, and the degree of psychological complexity concerned. ’(48)
9
‘tension’とは、（文学作品、特に詩における）矛盾（葛藤）し合う諸要素の緊
張を示す。
10
スタンリー・ハイマン (Stanley Edgar Hyman) は Some Versions of Pastoral があ
らゆる点で Seven Types of Ambiguity の特徴を引き継いでいるだけでなく、緻密な読
みもさらに進化しているとして Some Versions of Pastoral を評価し、特に、フロイト
と精神分析学の用い方でも Seven Types of Ambiguity よりずっと前進していると述べ
ている。
11
ハイマンは‘pastoral’における重要な語として、Some Versions of Pastoral か
ら次の箇所を引用している。‘The key word for pastoral is“simple.”Empson defines
it in one place as“simple people expressing strong feelings in learned and fashionable
language,”in another as“the praise of simplicity,”in a third as“putting the complex
into the simple.”He defines the paradoxical essence of pastoral as“the refined thing must
be judged by the fundamental thing, strength must be learnt in weakness and sociability
in isolation, the best manners are learnt in the simple life,”(247) 特に、“putting the
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complex into the simple”は複雑さと単純さという対立的な概念によって形成されて
おり、さらに、“the refined thing must be judged by the fundamental thing, strength must
be learnt in weakness and sociability in isolation, the best manners are learnt in the simple
life,”の箇所は、Seven Types of Ambiguity の第 7 の型の中で、‘one cannot be known
without the other; to know what a ruled person is you must know whether the ruler is a
general or an archbishop.’(195) と類似した意味内容となっている。また、エンプソン
は、Some Versions of Pastoral の中で羊飼いを例に挙げており、社会的地位が低い被支
配者であっても、羊に対しては支配者であるとして、羊飼いに対立的な概念を見出し
ている。この点について、柴田は、「ハーバートの‘The Sacrifice’等で扱われる作者
の内面の分裂というのと、Some Versions of Pastoral が提示する根本的な矛盾とは連続
するものだと考えられる。」（15）と指摘している。
12
‘condensation’ と は、 ジ ー ク ム ン ド・ フ ロ イ ト (Sigmund Freud) が Die
Traumdeutung 『夢判断』(1900) で示した精神分析用語であり、夢の中で多様な意味を
持つイメージ群が単一のイメージや記号に集約されることを言う。
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Synopsis
Empson’s ‘contradiction’ and ‘opposite’ in Seven Types of Ambiguity
SUNAGA Takahiro
William Empson, who published Seven Types of Ambiguity in 1930, is still
regarded as an eminent literary critic. However, the use of his key terms, ‘ambiguity’
in Seven Types of Ambiguity and ‘pastoral’ in Some Versions of Pastoral , are so
complicated and elusive that we cannot easily understand them. Likewise, his
terms, ‘contradiction’ and ‘opposite’, which he often refers to the seventh type
of Seven Types of Ambiguity , are difficult to define exactly. It is also not clear
whether he makes a clear distinction between ‘contradiction’ and ‘opposite’.
Therefore, in this paper, I would like to compare ‘contradiction’ which is to be
carried over in Some Versions of Pastoral and ‘opposite’ in the seventh type of
Seven Types of Ambiguity . In short, the purpose of this paper is to understand the
elusive meanings of Empson’s ‘contradiction’ and ‘opposite’.
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読解理論に基づくリーディング授業の実践
表谷純子
1. はじめに
国際化の波を受け英語の必要性は年々高まっている。国際ビジネスコミュ
ニケーション協会の「上場企業における英語活用実態調査・2011 年」によ
ると、7 割の企業が英語コミュニケーション能力の必要性に関して 3 年前に
比べ「高まった」と回答し、8 割以上の企業が「英語を使用している」と回
答している。2008 年に発表された調査「企業が求める英語力調査報告書」
（研究代表者：小池生夫）では、日本人のビジネスパーソンに求められる職
務上必要となる英語コミュニケーションの形態として、「読む」技能の上位
3 項目は E メール (90.7%）、ビジネスレター (61.0%)、報告書 (52.6%) であっ
た。大学生にとってこれらの職務上必要となる英語コミュニケーション力を
身に付けることは彼らにとって大きなプラスになるであろう。そして大学英
語教員としても授業の到達目標を考える際にこれらを考慮したシラバスの作
成や授業運営が必要だと思う。社会人経験のない大学生にとって企業でやり
とりされる E メール、ビジネスレターや報告書はあまり馴染みがなく、よっ
てそれらの文書に関連する背景知識も乏しいケースが多い。TOEIC® テス
トの長文読解問題 (Part 7) ではこれらのビジネス文書が多く出題されるが、
TOEIC® テストの指導をする際、経済知識やビジネスカルチャーも含む背景
知識の習得にも重点をおき、それら背景知識を意識しながら読ませる指導が
重要だと考える。
本稿では、スキーマ理論、 bottom-up & top-down モデル、ワーキングメモ
リなど読解理論を概観しながら、それに基づく大学でのリーディング授業の
実践例とその指導の成果を検証していく。
2. 先行研究
2.1. スキーマ理論
スキーマ理論 (Schema Theory) とは、言語を理解する際に背景知識が果た
す役割を理論化したモデルである（Carrel and Eisterhold, 1983）。Carrel (1983)
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はスキーマを「形式スキーマ」 (formal schema) と「内容スキーマ」 (content
schema) に分けて説明をしている。形式スキーマは、典型的な文章構成や典
型的なフォーマットに関する知識である。たとえば、最初のパラグラフに
general statement が述べられ、それから thesis statement が述べられたり、パ
ラグラフが topic sentence と support sentences で構成されたりすることが多
いなどの知識、求人広告で記載される内容の一般的な順序（募集職種→職
務内容→応募条件→応募方法）等の知識である。一方、内容スキーマは、
テクストの内容に関する先行知識である。内容に関するスキーマについて
Rumelhart (1977: 266)

は、「物事、出来事、場面から浮かぶ一般的な発想の

抽象的概念 (an abstract representation of a generic concept for an object, event, or
situation) 」であり、読み手にスキーマがなかったり誤ったスキーマが呼び出
されたりすると、誤解が生じたり理解ができなかったりすることが生じると
述べている。スキーマが違えば全く同じ文章であってもその意味は大きく異
なってくる。“I got a shot.” という表現はそれが病院であれば注射を打つこと
が、酒場ならば強いリキュールを飲むこと、戦場ならば銃弾を受けたことが
一般的な発想であり、スキーマが無い、あるいは間違っている場合は書き手
の意図とは違う解釈をする場合が起こりうる。
（１）a. I went to the dentist, but it wasn’t painful at all.
b. I went to the restaurant, but it wasn’t painful at all.
という 2 文を比較した場合、(1a) と (1b) は語彙数も文法構造もほぼ同じで
あるにもかかわらず (1a) は理解しやすいが (1b) は内容が理解しにくい。こ
れは、スキーマによって呼び起こされたスクリプト（場面や状況から想定さ
れる話の筋）が、書かれてはいない「行間の情報」を補足することで理解を
助けていると考えられる。(1a) の場合は、歯医者に行くというスキーマが「歯
の治療に行く」「歯の治療は痛い」というスクリプトを呼び出しているので、
文章として記述されていなくてもその後の「しかし、全く痛くなかった」と
いう内容が直前の文章と首尾一貫していると感じるのであるが、(1b) の「レ
ストランに行く」というスキーマから呼び起こされるスクリプト、例えば
「サービスが良かった」「食事が美味しかった」などの情報と「しかし、全く
痛くなかった」という情報が論理的に整合しない為 (1b) の文章は内容が理
解できないと感じるのである。
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スキーマを活性化することで、読み手はスキーマやスクリプトから得られ
る補足情報や類推される話の結論に向って目的意識を持って読み進めること
ができる。しかし、読み物が読み手にとって第二言語で書かれている場合、
文化的背景の違いからスキーマとそれに関連するスクリプトがかえって理
解を阻害することもある（Richards, 1987）。TOEIC® テストでは、“reference
letter” に関するものが出題されることがあるが、例えば「現在自分の下で働
いている部下の転職の為に、転職希望先の人事担当者にあてた推薦状」とい
う内容は、欧米のビジネスカルチャーの中ではごく普通の内容かもしれない
が、日本のビジネスカルチャーの中では一般的なものではないであろう。日
本語を母語とする読み手が無理やり自分の文化的背景をもとにしたスキーマ
とスクリプトを用いて内容を把握しようとする場合、それが誤った内容理解
につながる可能性も大きい。
背景知識に馴染みがないとスキーマがうまく活性化されないという点で
は、文化の違いだけではなく、読み手を取り巻く環境の違いにも留意する必
要がある。企業での職務経験を持たない大学生にとってビジネス文書は背景
知識が乏しいものの一つであろう。スキーマに着目した読解指導に異文化理
解、ビジネスや経済の背景知識の習得を織り込むことは、TOEIC® テストの
ようなビジネス文書の読解力の向上に有益であるだけでなく、学生が社会人
となった折にもプラスであろう。しかし、スキーマの活性化やそれに必要な
背景知識や異文化理解を深めることだけでは読解力向上には不十分であり、
テクストからの情報収集力の強化も必要である。Rumelhart & Ortony (1977:
111) は、読解（reading comprehension）を、スキーマとテクスト (text) か
ら読み取られる情報との相互作用によって内容を再構築するプロセスである
と述べている。Barnett (1989) はこれらのプロセスを top-down model, bottomup model、そして interactive model という 3 タイプに分けている。
2.2. Top-down model &Bottom-up model / スキーマの修正
Barnett は、top-down model を読み手のスキーマをもとに理解へと至る、
主に「読み手主体」のモデルであり、bottom-up model はそれとは対照的に
テクストに書かれた一字一句を解読していくことで理解を“積み上げてい
く”、主に「テクスト」主体のモデルであるとした。そして interactive model
とは top-down と bottom-up の両方同時にあるいは双方のモデルを循環させる
ことで読み手のスキーマとテクストからもたらされる文字情報の相互作用に
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よって理解を深めるモデルであると述べている。テクストの語句を適格に理
解する為には正しいスキーマが呼び起こされることが重要である点は先に述
べたが、同時に bottom-up によって得られる情報を基にスキーマを修正して
いくことも内容の正しい理解には不可欠である。Carrell & Eisterhold (1983)
はスキーマの修正について以下の例をあげて説明をしている。
（２）Mary heard the ice cream man coming down the street. She remembered
her birthday money and rushed into her house
Mary が家に帰った背景に関してこの文章を読む限り「メアリーはアイス
クリームが大好きで、アイスクリームを買う為に慌てて家にお金を取りに行
く」というスキーマとスクリプトが連想される。しかし、この文章に“and
she locked the door.” という一文を加えたらどうであろうか。先程のスキーマ
の首尾一貫性が失われ、この一文を加えても筋の通る、例えば「このアイス
クリーム売りは悪い奴で、家にお金を置いたままにしていてはいけない」等
の新たなスキーマとスクリプトの構築が必要となる。読み手がスキーマに依
存しすぎるとスキーマの修正が疎かになり、結果として内容の正しい理解を
妨げる。したがって、読み手が内容を正しく理解するにはスキーマを活性化
させ、スキーマを踏まえてテクストからの情報を理解し、又、テクストから
の情報をもとにスキーマの修正を行うという一連の作業を、同時又は交互に
行っていくことが重要であると言える。
2.3. ワーキングメモリ
テクストから情報を得る為には、その文章に書かれている単語の意味をあ
る程度知っておく必要がある。つまり、ある一定の単語情報が長期的に脳内
に記憶されていなければならない。これは、記憶システムの中でも長期記憶
と関係があると考えられる。読んだ単語がどういった意味を持つのかという
情報を脳内から検索する場合、一時的にその文字情報を保持しておく必要が
あり、このような一時的な情報の保持は短期記憶システムと関係がある。こ
ういった側面から読解は記憶システムと関連が深いと考えられている。読み
手は読解中に情報を保持しながら同時に、文中の単語に複数の意味が考えら
れる場合には前後の文脈やスキーマから最も適切な意味を推測したり、次
に書かれているだろう内容を予測したりといった処理をワーキングメモリ
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（以下 WM と略す）の中で行っている。WM 容量には限りがあり保持に容量
を割きすぎると処理が限られてしまう（Just & Carpenter, 1992）。Baddeley &
Hitch (1974) によると、WM は、その中枢的機能を果たす中央実行系 (central
executive) が、音声情報の処理に携わるとされる音韻ループ (phonological
loop)、視覚的、空間的位置情報を保持するとされる視空間スケッチパッド
(visuo-spatial sketch pad) を制御、統合するシステムである。Baddeley (2000)
はこれに音声・視覚・空間情報を一つにまとめることができ、さらに長期記
憶情報へのアクセスを担当するとされるエピソードバッファ (episodic buffer)
を追加した。
この記憶処理プロセスで着目すべき点の一つは、音韻ループの働きであ
る。WM では入力が視覚情報であるか聴覚情報であるかを問わず言語情報は
必ず音韻ループの作用により一時的に保持される（苧阪 , 2002: pp. 29-30）。
読解の際、視覚的な言語情報はまず内的復唱（声に出さずに心の中で繰り
返す）により音声処理（音韻に符号化）してから取り込まれると考えられ
る。その為、音声処理ができない、あるいは音声処理に労力を要する言語情
報は WM 内での保持が困難となる。又、WM の中の視空間スケッチパッド
の役割は保持の段階での視覚的・概念的なイメージの重要性を示唆してい
る。英単語をその和訳との組み合わせだけで記憶しているような場合、例え
ば“embarrassed” という単語を「当惑した」という和訳だけで覚えている学
生に「当惑した」とは具体的にどういうことかと尋ねた際に答えられない
ことがある。この“embarrassed” という単語に「顔を赤らめている」イメー
ジも併せて記憶していると、視空間スケッチパッドを使った WM 内での保
持が可能となる。Baddeley (2000) のモデルでは、音韻ループ、視空間スケッ
チパッド、エピソードバッファはそれぞれ長期記憶の中の language, visual
semantics, episodic long-term memory （LTM）と密接に関わっているが、この
WM と長期記憶との間には境界線がある（図 1）。
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図1

ワーキング・メモリのモデル（Baddeley, 2000: p.421 からの引用）

一方 Kintsch (1998) は、長期記憶の活性化された要素としての長期 WM の
概念を主張した。読み手がテクストを理解する際に長期記憶内の項目を検索
すると、その項目は WM に入り、読み手に背景知識が無い場合はその項目
は短期 WM にとどまるが、背景知識がある場合は長期 WM の使用が可能と
なる。短期 WM は容量が限られるが、長期 WM を使用することで容量を増
すことができる。どちらのモデルからも、新情報を取り入れる際、長期記憶
にある既知情報や背景知識を利用することで WM あるいは短期 WM の容量
制限を緩和することが可能となり、新情報がより取り込まれやすいというこ
とが推論できる。これら記憶システムの見地からも読解指導でのスキーマの
活性化の重要性が示唆されるが、あわせて視覚的イメージを喚起させる指導
や音声処理能力を高める指導を行っていくことも忘れてはならない。
3. 読解理論に基づくリーディング授業の実践
3.1. Can-Do Statement の導入
到達目標の項目を基に Can-Do Statement を作成し、コース、例えば大学で
の前期授業の 15 回等の最初と最後に学生に記入させる。より学習や練習に
積極的に関わる姿勢を育成する為に、最初の授業にて「なぜ背景知識を使っ
て読むことが重要か。なぜ文章がスラスラと音読できることが読解力向上に
必要なのか。なぜ視覚的・概念的イメージが文章の意味を認識することに役
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立つのか。」等を Can-Do Statement 導入時に説明をする。なぜなら、読解と
文字情報の音声化の関係性を知らない学生は英文読解のクラスで「音読や
シャドーイング」といった文字情報の音声化を活性化する授業活動を懐疑的
にとらえる可能性もあり、その様な状態では学習や練習へ積極的に取り組ま
せることは難しい。そこでコースの最初に到達目標と目標達成の為に何に留
意して取り組むのかについて教師と学習者が共通の認識を持つことが重要で
あると考える。
また、TOEIC® 対策授業では、TOEIC® 公式認定証の “Abilities Measured”
（項目別正答率）の記載項目：「文書の中の情報をもとに推測できる」「文書
の中の具体的な情報を見つけて理解できる」「ひとつの文書の中でまたは複
数の文書間でちりばめられた情報を関連付けることができる」の正答率を上
げるには「形式スキーマ」「内容スキーマ」を働かせ、内容を推測し、求め
る情報が記載されている箇所を予測し、情報の処理力と保持力を高め長期記
憶情報へのアクセスを高める為に「音韻ループ」や「視空間スケッチパッ
ド」の働きを活性化することが重要である点を伝えることで、より授業内容
と TOEIC® 対策の関連性を理解させることが可能になると思う。
コースの前後の Can-Do Statement の使用は、学習者が形式スキーマや内容
スキーマを活性化させて読むことや記憶システムに留意して学習することへ
の学習者自身の気づきを促進させ、学習者自身の学習をモニタリングしたり
自己評価したり問題点を見極めたりする姿勢を育むことを目的としている。
以下は TOEIC® 対策授業の Part 7（読解問題）に関する Can-Do Statement の
一例である。
（３）Can-Do Statement の例
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3.2. スキーマを増やし、活性化させる指導
スキーマを活性化させて読むことは読解指導において重要である点はこ
れまでに述べてきたが、社会経験に乏しい大学生にとって、文書に関連する
スキーマそのものが無いケースがある。特に、2.1 で述べた様に、TOEIC®
テストの Part 6 や Part 7 に出てくる文書に関して言えば社内の連絡文書、報
告書やビジネス E メール、会社の業績や人事、企業の買収や合併に関する
新聞記事など大学生にとって馴染みの薄いものが多いが、文書の意味を取る
だけでなく、文書のフォーマット、段落の組み方、情報の提示の仕方等を分
析したり、類似した文書を作成したりすることで形式スキーマを増やすこと
ができる。又、内容スキーマを増やす為の方策の一つとしてニュース記事な
ど実物教材の使用があげられる。
実物教材は、それが使用される場面や状況がリアルであり、内容スキーマ
を増やす教材としては最適であるが、初級レベルの学生には難易度が高すぎ
ることがあり、Krashen (1985) の i + 1 のインプット仮説（学習者が今持って
いる言語能力 ( i ) よりもほんの少しだけ（+ 1）高い理解可能な input が、習
得が最も適切に起こる）の見地からも問題がある場合がある。TOEIC® テス
トの大学生の平均点は 445 点（TOEIC® テスト DATA&ANALYSIS 2010）で
あるが、TOEIC® スコアとコミュニケーション能力レベルとの相関表によ
ると 445 点は D ランク (220 点～ 469 点：通常会話で最低限のコミュニケー

読解理論に基づくリーディング授業の実践

69

ションができる ) レベルであり、平均的英語力を持つ学生にとって、一般的
な英字新聞のニュースはまさに難易度の高すぎる実物教材となる可能性が高
いので学生の英語レベルに応じた教材選びが重要となる。インターネットを
利用することで世界中のニュースにアクセスすることが可能ではあるが、ま
ずは日本から発信されるニュースの方が何等かの前情報があることで理解し
やすく、内容のイメージを付けやすい。又、ニュース記事を読み上げる音声
や、ニュースに関連した写真や動画があるインターネットニュースサイト
は、音韻ループや視空間スケッチパッドの働きなど記憶システムを考慮に入
れると実物教材として大変有効であると言えよう。そうしたサイトの一例
が、NHK 国際放送局の英語ニュースを基にして作られた E-learning サイト
「ニュースで英会話（http://cgi2.nhk.or.jp/e-news/index.cgi）」である。アナウン
サーが読み上げるニュースを活字にしているので、一つのニュースの分量も
一般的な新聞記事と比べて短く、全体的に文章表現も簡潔でわかりやすいも
のが多く、実際のニュース映像とアナウンサーの読み上げる音声、「速い」
「通常」のスピードを変えた読み直しの音声があり、リピーティングやシャ
ドーイングの練習も可能である。以下は、受講前のスコア平均が 400 点前後
の TOEIC® 550 点を目指すコースの授業に、この E-learning サイト「ニュー
スで英会話」を取り入れた実践例である。（ニュースで英会話 “Hitachi to
outsource TVs”：http://cgi2.nhk.or.jp/e-news/news/index.cgi?ymd=20110812）
（４）E-learning サイト「ニュースで英会話を取り入れた実践例
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3.3. 視空間スケッチパッドの活性化
TOEIC® テスト Part 7 の Double Passage ( ２つの文書を読んで５つの設問
に答える ) 問題は、２つの文書間の関係を把握する必要があり、その文書の
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書かれた背景や状況を認識することが重要であるが、その為の手段の一つ
として２つの文書の関係を絵に描いたり図式化したりすることが挙げられ
る。たとえば、電車の時刻表の文書と“Conference in Chicago” という subject
の E メールが出題された場合、E メールの中に記述されている誰かがシカゴ
に電車で行き会議に出席する場面が推測できる。仮に、E メールの差出人が
会議への出席者で受取人に電車のチケットの予約を依頼しており、二人の E
メールアドレスの＠マーク以下が同じであれば、受取人は差出人の秘書であ
る可能性も高い。そういった内容を図式化させることで視空間スケッチパッ
ドを活性化させることが可能になり、ただ活字だけを見ているより内容の保
持がしやすくなる。文書の関係性や内容を図式化したり絵を描いたりする練
習は、読解で得た情報を頭の中で図式化して保持する為の練習にもつながる。
その文書の場面や関係性の保持が可能になることで、その情報から得られる
スキーマの活性化も期待できる為、読解力向上に有益な練習方法であろう。
4. 実践例を基にした指導とその結果
2011 年 5 月～ 7 月の 9 週間（週 1 回 3 時間× 9 日間）、TOEIC® Reading
セクション対策を担当しこれまで述べてきた実践例を基にした指導を行っ
た。受講生は様々な学部に所属する私立総合大学の大学生（1 回生～ 4 回生）
と大学院生（1 回生と 2 回生）合計 37 名である。TOEIC Reading セクション
形式 (Part 5 Part6 Part 7) 計 50 問のテストを使用し第 1 週目にプリテストを行
い（プリテスト後、問題用紙と解答用紙を回収）、第 9 週目に同じ問題でポ
ストテストを実施した。Part 7 に関しては正答数が 21 問中 8.6 問（プリ）か
ら 12.0 問（ポスト）と上がっており、又、プリ・ポストテスト後に学生に
記入させた Can-Do Statement（3 で紹介したものと同じ項目）全体 10 項目の
合計（すべて“大変良くできる”であれば 50）が 20.8（プリ）から 26.4( ポ
スト ) と上がっており、読解理論に基づく指導に一定の成果があると考えら
れる。しかしながら、この講座では文法や語彙指導も同時に行われおり、こ
の結果が読解理論に基づく指導だけが作用しているとは断言できない為、今
後更に研究を進めていく必要性を感じる。
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5．おわりに
スキーマ理論、スキーマの修正、ワーキングメモリの音韻ループや視空間
スケッチパッドの考えを基にした読解授業の実践例を紹介し、その実践例を
基にした指導の成果を TOEIC® Part 7 のスコアを比較することで検証してき
た。TOEIC® の指導ではスコアアップが最終目標であるという考えも、就職
活動の際や入社後の昇進等に TOEIC® のスコアが重要視される現実では当
然かもしれないが、この読解理論を基にした授業ではスコアアップは読解力
向上の成果を計る手段の一つであって目標ではない。異文化理解や経済知識
をはじめ様々な背景知識の習得を通して、英語を情報収集の道具として使い
こなす基礎を築くことが、この読解理論を基にした授業の目標であると考え
ている。
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Synopsis
Theory and practice for reading classes
OMOTEDANI Junko
As the concept of globalization has gained popularity, awareness of the
importance of English has been raised in Japan. According to a survey conducted
in 2011 for listed companies in Japan, 70% of the companies think that the needs
for English communication have increased and more than 80% say that they use
English for their businesses. The top three reading materials used for business
communication are E-mail, business letters, and reports. These types of reading
are used for the TOEIC® test as well but they are often found to be difficult for
the learners without working experience to read and comprehend efficiently due to
the lack of background knowledge. It is highly beneficial for the students who are
going into the job market to have good background knowledge on business related
reading materials in order to gain their target TOEIC® score and their future jobs.
Firstly, this paper reviews an outline of some of what is known about the processes
involved in reading, such as schema theory, top-down and bottom-up processing,
and working memory. Secondly, some classroom reading activities based on the
processes of reading are presented, which include the use of can-do statements,
how to increase and activate business related schema, and how to activate
phonological loop and visuo-spatial sketch pad of working memory. Lastly how
the practice of reading activities based on the processes of reading introduced in
this paper relates to the improvement of the TOEIC® part 7 is mentioned.
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An Analysis of Two Japanese Passives ni and niyotte
MINUSA Tomoyuki
1. Introduction
Passive constructions have been a topic of interest and have been one of
the most frequently, intensely studied constructions in Japanese syntax since
the seminal work by Kuroda (1965), Kuno (1973), and Inoue (1976). Japanese
passive sentences are composed of a main verb followed by the passive
morpheme –(r)are, with the external argument optionally introduced as the
complement of a by-phrase headed by either –ni or – niyotte. In this paper I
will analyze these two passive constructions that are distinguished only by the
marking of their by-phrases, which Fukuda (2009) calls the ni-passive and the
niyotte-passive. The following are examples of both passives.
(1) a. NI-PASSIVES
Ano - tatemono - wa

tsunami - ni nagas

-are

-ta

That - building - TOP tsunami - NI wash away -PASS -PST
b. NIYOTTE-PASSIVES
Ano - tatemono - wa

tsunami - niyotte

nagas

- are

- ta

That - building - TOP tsunami - NIYOTTE wash away - PASS - PST
‘That building was washed away by a tsunami.’
This paper is structured as follows. Section 1 deals with the overwiew of
this paper. Section 2 introduces an overview of ni-passives and niyotte-passives.
Section 3 introduces how previous studies have dealt with the two types of
by-phrases (i.e. ni and niyotte). Section 4 presents the two main differences
between Ni-passives and Niyotte-passives: (1) ni-passive subjects must satisfy
certain interpretational requirements and (2) ni-passive subjects fail to undergo
reconstruction while niyotte-passive subjects do exhibit reconstruction. Section 5
deals with differences between ni-phrases and niyotte-phrases. Section 6 argues
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the fundamental differences between ni-phrases and niyotte-phrases. Throughout
this paper, I will reexamine previously discussed data with regard to these two
passive constructions.
2. Ni-passives and Niyotte-Passives
Fukuda (2009) argues that the ni-passive and the niyotte-passive are
instances of the same passive construction involving one and the same passive
morpheme and that their differences are derived from a difference in the
status of their by-phrase: while the by-phrase in ni-passives is a specifier of a
projection of the passive morpheme –(r)are, the by-phrase in niyotte-passives is
an adjunct. Under this analysis, Fukuda (2009) also claims that the differences
between subjects of ni-passives and niyotte-passives can be explained with
two independently motivated assumptions: (1) A-moved elements do not
reconstruct into their T-marked positions (Johnson and Tomioka 1999) and (2)
subjects can have different interpretations in different syntactic configurations,
as in the Mapping Hypothesis (Diesing 1992) and the syntactic encoding of
the judgment forms (Kuroda 1965, 1972, Ladusaw 1994). Fukuda (2009) also
presents arguments against previous analyses of ni-passives and niyotte-passives,
which account for their differences between these two passive constructions by
postulating two different lexical entries for the passive morpheme –(r)are.
3. Previous Studies
According to previous studies, the subjects of two Japanese passive
constructions express differences in their syntactic behavior and interpretation.
First, subjects of ni-passives do not undergo reconstruction unlike subjects of
niyotte-passives (Kitagawa and Kuroda 1991, Park and Whitman 2003, Hoji
2003). Second, subjects of ni-passives must be compatible with an interpretation
that they are somehow ‘affected’ in the events that ni-passives denote, while
subjects of niyotte-passives are not subject to such restrictions (Inoue 1976,
Kuroda 1979, 1992, Hoshi 1991, 1994, 1999, Goro 2006). Previous studies show
that these two passive constructions have different syntactic properties and they
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express a differences in meaning. The following are examples of both passives
of these two syntactic structures.
(2) James - ga

Jeremy - ni/niyotte

nagur - are

James - NOM Jeremy - NI/NIYOTTE hit

- ta

- PASS - PST

‘James was hit by Jeremy.’
(3) Scott - no

- saifu - ga

namimonoka - ni/niyotte

Scott - GEN - wallet - NOM someone

nusum - are

- ta

- NI/NIYOTTE steal - PASS - PST

‘Scott’s wallet was stolen by someone.’
The differences between Japanese passive sentences with these two types
of by-phrases have long been an interesting topic in Japanese syntax. According
to previous studies, passive sentences with a ni-phrase (ni-passives) seem to
impose interpretational restrictions on their subjects while such restrictions are
not imposed on subjects of passive sentences with a niyotte-phrase (niyottepassive) (Inoue 1976, Kuroda 1979, 1992, Hoshi 1991, 1994, 1999). Previous
studies also argued that subjects of ni-passives fail to show reconstruction effects
(i.e. interactions between scope-bearing elements) while subjects of niyottepassives do exhibit reconstruction effects (Kitagawa and Kuroda 1991, Park and
Whitman 2003, and Hoji 2003).
Previous studies argue that they involve two different underlying
structures because of the above differences between these two Japanese passives.
While details of individual analyses are different, previous studies commonly
claim that the ni-passive has a base-generated subject that is referentially
associated with an empty category in the object position (e.g. PRO), whereas
a niyotte-passive involves a movement of an internal argument to the subject
position, i.e. it is a proto-typical passive construction (Kitagawa and Kuroda
1991, Hoshi 1991, 1994, 1999, Park and Whitman 2003, and Goro 2006).
4. Two Differences between Ni-Passives and Niyotte-Passives
Following Fukuda’s (2009) analysis, I deal with the data from previous
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studies that show the two interesting differences between ni-passives and niyottepassives concerning their subjects: (1) ni-passive subjects must satisfy certain
interpretational requirements but not niyotte-passive subjects, and (2) ni-passive
subjects fail to undergo reconstruction while niyotte-passive subjects do exhibit
reconstruction.
Previous studies analyzed ni-passives and niyotte-passives and they
discussed many examples of ni-passives and niyotte-passives that show contrasts
between these two passives with regard to the interpretation of their subjects.
These examples can be classified into three different types.
The first type of examples involves subjects referring to abstract entities.
As can be seen in examples below, ni-passives with abstract subjects such
as kaikai ‘opening (of an event)’ and Fermat no teiri ‘Fermat’s theorem’ are
infelicitous (4a and 5a) while niyotte-passives with the same subjects are
definitely correct (5b and 6b). Let us see the following examples taken from
Fukuda(2009)
(4) a. #Kaikai - ga

gicho

- ni sengens - are

- ta

Opening - NOM chairperson - NI announce - PASS - PST
‘The opening of the meeting was announced by the chairperson.’
(Fukuda 2009:12)
b. Kaikai

- ga

gicho

- niyotte

sengens - are

- ta

Opening - NOM chairperson - NIYOTTE announce - PASS - PST
‘The opening of the meeting was announced by the chairperson.’
(Fukuda 2009:12)
(5) a. #Fermat - no teiri - ga
Fermat

John - ni shoomeis - are

- theorem - NOM John - NI prove

- ta

- PASS - PST

(Fukuda 2009:12)
b. Fermat - no teiri - ga

John - niyotte

shoomeis - are

Fermat - theorem - NOM John - NIYOTTE prove
‘Fermat’s theorem was proven by John.’

- ta

- PASS - PST

(Fukuda 2009:12)
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The following types of examples involve idioms. They show the contrast
between ni-passives and niyotte-passives. Ni-passives with idiom chunks as
subjects are infelicitous while niyotte-passives are felicitous with them (Hoshi
1991, 1994, 1999).
(6) a.#Chuui - ga
heed

John - ni haraw - are

- NOM John - NI pay

b. Chuui - ga
heed

John - niyotte

haraw - are

- NOM John - NIYOTTE pay

‘Heed was paid by John.’
(7) a. #Kechi - ga
Fault

- ta

- PASS - PST
- ta

- PASS - PST

(Hoshi 1999:198)

John - ni tsuke - rare

- ta

- NOM John - NI attach - PASS - PST

b. Kechi - ga

John - niyotte

tsuke - rare

- ta

Fault - NOM John - NIYOTTE attach - PASS - PST
‘The fault was found by John.’

(Hoshi 1999:198)

The following type of examples involves verbs of creation. As we can see from
the examples (8) and (9) below, objects of verbs of creation are incompatible
with being ni-passive subjects (Teramura 1982).
(8) a. Kono - koro genjimonogatari - ga
That - time Tales of Genji
kak - are

Murasaki Shikibu - niyotte/#ni

- NOM Murasaki Shikibu - NI/NIYOTTE

- ta

write - PASS - PST
‘The Tale of Genji was written by Murasaki Shikibu around this time.’ (Fukuda 2009:13)
b. Kinkaku - wa

Yoshimitsu - niyotte/#ni

tate

- rare, Ginkaku

Kinkaku - NOM Yoshimitsu - NIYOTTE/NI build - PASS Ginkaku
- wa Yoshimasa - niyotte/#ni

tate

- rare

- ta

- TOP Yoshimasa - NIYOTTE/#NI build - PASS - PST
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‘The Kinkaku temple was built by General Yoshimitsu while Ginkaku
temple was made by General Yoshimasa. (Teramura 1982:223)
(9) a. Kono - shiro - wa

Tokugawa - gun - ni koogekis - are

This - castle - TOP Tokugawa - army - NI attack

- ta

- PASS - PST

‘This castle was attacked by the Tokugawa army.’ (Inoue 1976:84)
b. #Kono - shiro - wa
This

toodai-zuiichi-no-daiku - ni sekkeis - are

- ta

- castle - TOP that era best-carpenter - NI design - PASS - PST

‘This castle was designed by the best architect of the day.’ (Inoue 1976:84)
According to Fukuda’s (2009) analysis, the examples in (9) above show that
passive sentences involving verbs of creation (kak ‘write’, tater ‘build’ and
tsukur ‘make’) are felicitous only as niyotte-passives. The examples in (9a) and
(9b) show a contrast between a ni-passive with a verb of creation and another nipassive with a transitive verb that is not a verb of creation. The examples (9a)
and (9b) have identical subjects (kono shiro ‘this castle’) and only (10b), the nipassive with a verb of creation, is infelicitous. Fukuda (2009) summarizes the
contrast between ni-passives and niyotte-passives with respect to interpretational
restrictions on their subjects. The chart (10) below shows the contrast.
(10) Three Contrasts between Ni-passives and Niyotte-passives: (Fukuda 2009)
abstract

non-referential

subjects

subjects

Verbs of Creation

ni-passive subjects

×

×

×

niyotte-passive subjects

✓

✓

✓

According to Fukuda (2009), since Inoue’s (1979) original observations,
these restrictions on ni-passive subjects have been informally characterized
as ‘affectedness’ constraints, which reflect the intuition that the referents of
ni-passive subjects must be compatible with an interpretation that they are
somehow ‘affected’ in the events that ni-passives express. Any analysis of
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ni-passives and niyotte-passives needs to account for these interpretational
restrictions on ni-passive subjects and the lack of niyotte-passive subjects.
Moreover, such an analysis must somehow tie the differences in interpretations
of ni-passive subjects and niyotte-passive subjects with the difference in the form
of the by-phrases. This is because the by-phrases are the only difference between
ni-passives and niyotte-passives as far as their surface structures are concerned.
Park and Whitman (2003) show that a niyotte-passive with a ditransitive
verb such as (11a) below shows a scope interaction between an existential
quantifier as the passive subject and a universal quantifier as the indirect object,
suggesting that their subjects are derived by a movement. However, as the
example (11b) below show, scope interaction is not observed between the two
quantifiers. The existential quantifier in the subject can only have a wide scope
over the universal quantifier in the indirect object.
(11) a. Nanika

- ga

iinkai

- niyotte

dono-ie-ni-mo

okur

something - NOM committee - NIYOTTE which-house-to-also send
- are

- ta

- PASS - PST
‘Something was sent by the committee to every house.’
(11) b. Dareka - ga

Hanako - ni daremo -ni

shookais - are

- ta

someone - NOM Hanako - NI everyone - DAT introduce - PASS - PST
‘Someone was introduced to everyone by Hanako.’
(Park and Whitman 2003: 309)
The example (12) below from Hoji (2008) shows that soko ‘that place‘ inside a
niyotte-passive subject can be bound by kaisha ‘company’ as the indirect object:
(12) Soko

- ni

hatarakitagatta gakusei - ga

Abe-kyoju - niyotte

That - place - DAT wanted-to work students - DAT Abe-prof - NIYOTTE
itsutsu-ijo - no
5-more

kaisha

- ni

suisens

- are

- ta

- GEN - company - DAT recommend - PASS - PST

‘A student who wanted to work for that place was recommended by Prof.
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Abe to five or more companies.’ (Hoji 2008: 6)
The indirect objects are structurally hisher than the direct objects.‘Soko ’ can
be bound by the indirect object in (12). This fact suggests that niyotte-passive
subjects undergo reconstruction. In contrast, (13) below is the ni-passive
counterpart of (12). As indicated, the binding of soko inside the subject by the
indirect object kaisha ‘company’ is not possible. (Fukuda 2009)
(13)* Soko

- ni

hatarakitagatta gakusei - ga

Abe - kyoju - ni

That-place - DAT wanted-to work students - DAT Abe - prof - NI
itsutsu-ijo - no
5-more

kaisha

- ni

suisens

- are

- ta

- GEN - company - DAT recommend - PASS - PST

‘A student who wanted to work for that place was recommended by Prof.
Abe to five or more companies.’ (Hoji 2008: 6)
Therefore, with regard to this issue, Fukuda (2009) claims that evidence from
quantifier scope ambiguity and a bound variable anaphor soko ‘that place’
suggests that niyotte-passive subjects undergo reconstruction, while the nipassive ones do not and that ni-passive subjects are different from niyottepassive subjects as (1) they are subject to interpretational restrictions and (2)
they fail to undergo reconstruction. Under the standard transformational analysis
of the passive, passive subjects are analyzed to have derived from the object
position by undergoing A-movement. Therefore, subjects are not expected
to be subject to interpretational restrictions and they are expected to exhibit
reconstruction effects (assuming that A-moved constituents reconstruct).
5. Differences between Ni-Phrase and Niyotte-Phrase
Both previous studies and acceptability judgment show that the ni-phrase
must receive a T-role for its complement from another predicate (i.e. the passive
morpheme) whereas niyotte-phrase is an adjunct that is an independent T-role
licensor.
Previous studies have also shown that ni-phrase have different distributions.
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First, it has been argued that niyotte-phrase is infelicitous with psychological
predicates such as aisuru ‘love’ while such a restriction does not apply to niphrase (Teramura 1982, Park and Whitman 2003).
(14) Haru - no

- umi - wa

ooku - no

- hito

- ni/*niyotte

ais

Spring - GEN - sea - TOP many - GEN - people - NI/*NIYOTTE love
- are

- tei

- i - ru

- PASS - GER - be - PRS
‘The spring sea is loved by many people.’ (Park and Whitman 2003:310)
In contrast, ni-phrase cannot be licensed in nominal environments such as (15a)
below while such a restriction does not apply to niyotte-phrase (15b) (Goro
2006). With regard to this issue, Fukuda (2009) gives the following examples.
(15) a. *teki - ni - no

- kogeki

enemy - NI - GEN - attack
b. teki

- niyotte

- no

- kogeki

enemy - NIYOTTE - GEN - attack
‘the enemy’s attack’ (Fukuda 2009:21-22)
The contrast in (14) with respect to psychological transitive verbs seems
to suggest that the possible T-roles for the complement of niyotte-phrase are
a little more restricted than ni-phrase. For the contrast in (15), Goro (2006)
suggests that the complement of ni-phrase does not receive T-role in nominal
environments. Under such an analysis, niyotte-phrase is grammatical in (15b)
because the complement of niyotte-phrase can be thematically licensed in the
same environment.
According to Fukuda (2009), these observations suggest the following
hypothesis about the difference between a ni-phrase and a niyotte-phrase: a
niyotte-phrase assigns its own T-role to its complement while the complement
of ni-phrase inherits the external T-role of the passive sentence. Under this
hypothesis, Fukuda (2009) claims the following five things: [1] the infelicitous
status of (14) with a niyotte-phrase can be accounted for as a case of T-role
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mismatch. [2] in (14), aisuru ‘love’, requires an EXPERIENCER T-role as its
external argument (i.e. it selects v that provides an EXPERIENCER T-role).
[3] if the T-role that the niyotte-phrase assigns cannot be an EXPERIENCER,
then the unacceptability of (14) can be explained. [4] in (15a), the ni-phrase
cannot be licensed since there is no predicate that would provide a T-role to
the complement of the ni-phrase (assuming that nouns do not assign T-roles).
[5] the morphological complexity of these two PPs also seems to support the
hypothesized difference between the two by-phrases. Niyotte can be analyzed
as consisting of two parts, ni, which could have been either a case marker or a
PP, and yotte, which is the gerundive form of a verb yoru ‘depend’ (Teramura
1982:225). If niyotte is derived from a verb (a T-role licenser) and a PP (case
assigner), it would be natural if it is capable of licensing its complement
both structurally and thematically. In contrast, ni in ni-phrase is clearly
monomorphemic and a similar analysis would not apply.
In short, it seems from previous studies that ni-phrase relies on the passive
morpheme to provide a T-role to it complement, which makes it a typical case of
by-phrases, while a niyotte-phrase is a thematically self-sufficient adjunct. For
the concrete expression, the hypothesis is presented as in (16).
(16) A ni-phrase receives its T-role from a ni-passive whereas a niyotte-phrase is
an independent T-role licensor. (Fukuda 2009)
6. Fundamental Differences between Ni-Phrases and Niyotte-Phrases
In this section, I deal with the fundamental differences between a ni phrase and a niyotte-phrase. According to previous studies, a niyotte-phrase is
likely to be an independent T-role licensor while there is no reason to assume
the same for a ni-phrase. In order to pursue this hypothesis, an acceptability
judgment experiment was conducted to see if these two PPs can be licensed with
intransitive verbs. Fukuda (2009) shows that only niyotte-phrases can be licensed
with intransitive verbs and claims that this finding provides a strong piece of
evidence that a niyotte-phrase is an independent T-role licensor while ni-phrase
is not.
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Moreover, Fukuda (2009) suggests the following four things: [1] the
complement of a niyotte-phrase is interpreted as an element that instigates an
event either as a volitional participant of the event (AGENT) or a non-volitional
member in a causal chain (CAUSE) but it is not quite compatible with an
argument that undergoes a psychological change of state (EXPERIENCER).
[2] how the complement of niyotte can be interpreted as AGENT in some cases
and CAUSER in others. [3] it seems that the interpretation of the complement
of a niyotte-phrase at least partially depends on the animacy of the complement.
[4] while a niyotte-phrase with an animate complement in a niyotte-passive is
interpreted as an AGENT external argument (17a), the same niyotte-phrase may
not occur in an active transitive sentence (17b). When a niyotte-phrase occurs
with an active transitive sentence, it must have an inanimate complement, as in
(17c). Let us see the following examples of this type.
(17) a. Atarashii - yakuhin - ga
New

- drug

Taro - niyotte

kaihatsus - are

- NOM Taro - NIYOTTE develop

- ta

- PASS - PST

‘A new drug was developed by Taro.’
Taro - niyotte

b. *Hanako - ga

atarashii - yakuhinn - o kaihatsus

Hanako - NOM Taro - NIYOTTE new

- drug

- ta

- ACC develop - PST

(Intended: ‘Hanako developed the new medicine due to Taro.’)
c. Taro - ga

naganen - no

- doyoku - niyotte

atarashii - yakuhin

Taro - NOM longtime - GEN - efforts - NIYOTTE new
-o

- drug

kaihatsus - ta

- ACC develop

- PST

‘Taro developed the new medicine due to long time efforts.’
(Fukuda 2009:33)
According to Fukuda’s (2009) analysis, the unacceptable status of (17b) suggests
that the animate complement of the niyotte-phrase is interpreted as AGENT.
Since the active sentence in (17b) already has an AGENT (i. e. the subject) and
an event can only have one AGENT, the niyotte-phrase cannot be felicitously
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interpreted. In (17c), the niyotte-phrase has an inanimate complement and it
does not create the same thematic role clash that the niyotte-phrase with the
animate complement does in (17b). That is, it seems that the complement of the
niyotte-phrase is interpreted as having a T-role that can co-occur with AGENT.
Following Fukuda’s (2009) analysis, I suggest that the inanimate complement of
the niyotte-phrase in (17c) is interpreted as a CAUSER.
Thus it seems that the T-role that niyotte assigns to its complement is an
element that causes an event but is underspecified for its volitionality. Following
van Valin and Wilkins (1996) and Fukuda (2009), I suggest that this T-role
is EFFECTOR, which is roughly defined as ‘the dynamic participant doing
something in an event’ (van Valin and Wilkins 1996:289). When the complement
of a niyotte-phrase is animate, volitionality belongs to EFFECTOR assigned by
niyotte to the complement and it is interpreted as AGENT. When the complement
is inanimate, it is interpreted as a dynamic participant without volition, which
can be defined as CAUSER or FORCE (Huddleston 1970).
The analysis of ni-phrase and niyotte-phrase predicts that ni-phrase would
be able to license a depictive phrase but not niyotte-phrase, since only the latter
is a PP. Let us see the following examples of this type.
(18) a. Taro - ga

sensei - ni makkana - kao - de

Taro - NOM teacher - NI red

okor - are

- ta

- face - DEP scold - PASS - PST

‘Taro was scolded by the teacher red-faced.’
b. Keiko - ga

Ken - ni zubunure - no

- mama - de

Keiko - NOM Ken - NI drenched - GEN - as

sawar - are

- ta

-DEP touch - PASS - PST

‘Keiko was touched by Ken drenched.’ (Fukuda 2009:43)
(19) a. Taro - ga

sensei - niyotte

makkana - kao - de

Taro - NOM teacher - NIYOTTE red

okor - are

- ta

- face - DEP scold - PASS - PST

‘Taro was scolded by the teacher red-faced.’
b. Keiko - ga

Ken - niyotte

zubunure - no

- mama - de sawar

Keiko - NOM Ken - NIYOTTE drenched - GEN - as
- are

- ta

- PASS - PST

- DEP touch
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‘Keiko was touched by Ken drenched.’ (Fukuda 2009:43)
In the examples with a ni-passive in (18), the depictive phrases are licensed
with readings in which the depictive phrases describe the state of the referent of
the NP inside ni-phrase. The depictive phrases in (18) must be licensed by niphrase. From the examples in (19) we can see that the behavior of ni-phrase is
more consistent with being an NP rather than a PP. Additionally, it seems that
every NP must be thematically licensed by a predicate; Judging from these data,
ni-phrase is in fact an argument. On the other hand, it would be true that the NP
inside niyotte-phrase does not license the depictive phrases. The examples (19)
clearly show that a niyotte-phrase is a PP.
According to Fukuda (2009), another piece of evidence that shows that
a ni-phrase behaves like an argument NP while niyotte-phrase behaves as an
ordinary PP comes from the licensing of an empty subject of a clause.
Matsumoto (1996) shows that a ni-phrase can control the missing subject
of an adjunct clause headed by nagara ‘while’ only if the ni-phrase precedes the
adjunct clause. The following are examples.
(20) a. John - ga

Mary - ni warai - nagara kisus - are

John - NOM Mary - NI smile - while
b. John - ga

kiss

- ta

- PASS - PST

warai - nagara Mary - ni kisus - are

- ta

John - NOM smile - while Mary - NI kiss - PASS - PST
‘John was kissed by Mary, smiling.’

(Matsumoto 1996:30)

Fukuda (2009) argues that the antecedent of the missing subject of the nagaraclause must c-command the nagara-clause and that, such an analysis, ni-phrase
cannot be an antecedent of the missing subject of the nagara-clause in (20b)
because the nagara-clause is adjoined at a position that is higher than the niphrase and, therefore, the ni-phrase fails to c-command the nagara clause.
If this analysis of the control of the missing subject of a nagara-clause is
on the right track, it is possible that a ni-phrase is an NP and not a PP. This holds
true because an NP inside a PP does not license any constituent outside of the
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PP. With regard to this issue, Fukuda (2009) suggests that if a ni-phrase is a PP,
the NP inside the ni-phrase should not be able to be an antecedent of the missing
subject of the nagara-clause, contrary to fact. Again, the assumption that every
NP must be thematically licensed by a predicate leads us to conclude that niphrase is an argument. Let us see the following example.
(21) Robert - ga

Cathy - niyotte

warai - nagara hanashikaker - are

Robert - NOM Cathy - NIYOTTE smile - while talk to

- ta

- PASS - PST

‘Robert was talked to by Cathy, smiling.’
By the same analysis of a nagara-clause, we can see that the complement of a
niyotte-phrase would not be able to be an antecedent of the missing subject of a
nagara-clause even when it precedes the nagara-clause, since it is a PP under
the analysis discussed above. Thus, adjunct control with a nagara-clause plays
an important role in the use of ni-phrases and niyotte-phrases.
7. Conclusion
Throughout this research I have argued the differences between a nipassive and a niyotte-passive. The main findings with regard to the Japanese two
passives are as follows: (1) There are two differences between ni-passives and
niyotte-passives with regard to their subjects. (2) Ni-passives with idiom chunks
as subjects are infelicitous while niyotte-passives are felicitous with them. (3)
Passive sentences with verbs of creation are felicitous only as niyotte-passives. (4)
Niyotte-passive subjects undergo reconstruction but ni-passive subjects do not.
(5) Ni-phrase must receive a T-role for its complement from another predicate,
whereas niyotte-phrase is an adjunct that is an independent T-role licensor. (6) a
Niyotte-phrase is an independent T-role licensor but a ni-phrase is not. The most
interesting finding in this research is that T-role has an important role concerning
the differences the Japanese two passives. However, I believe that the typology
of Japanese passives can be more simplified. It will take more analysis to
construct a more simplified explanation of the rules that govern Japanese passives.
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Abbreviations
ACC: accusative case
GEN: genitive case
PASS: passive
PST: past

DAT:
GER:
PST:
TOP:

dative
gerundive
past tense
topic marker

DEP: depictive marker
NOM: nominative case
PRS: present tence
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Synopsis
An Analysis of Two Japanese Passives ni and niyotte
MINUSA Tomoyuki
Passive constructions have been a topic of interest and have been one of the most
frequently constructions in Japanese. Japanese passive sentences are composed
of a main verb followed by the passive morpheme –(r)are , with the external
argument optionally introduced as the complement of a by -phrase headed by either
–ni or – niyotte . According to previous studies, niyotte -passive subjects undergo
reconstruction but ni -passive subjects do not. It seems that T-role has an important
role concerning the differences the Japanese two passives and that the typology
of Japanese passives can be more simplified. This paper analyzes the differences
between these two passive constructions that are distinguished only by the marking
of their by -phrases.
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複合形容詞の強勢型についての一考察
―― 4 つの異なるタイプの辞書を用いた比較・分析

野上文子
1. はじめに
日本語に「通勤電車」「落ち着く」「青臭い」などの複合語があるよう
に、英語にも複合語があり、複合語には、greenhouse「温室」などの複合名
詞、air-condition「空気調節装置［冷房］をつける」などの複合動詞、open-

minded「心の広い」などの複合形容詞がある。日本語だけではなく、英語
にも単純語と合成語があり、英語の合成語は派生語と複合語に分かれる。派
生語とは、beautiful , teacher , entrance などのように、単純語に派生接辞が付
い て で き た 語 で あ る 。 複 合 語 と は 、 ˈbeauty ˌcontest, ˈhigh ˌschool,

ˈentrance ˈexamination などのように、単純語または派生語が複合されてでき
た語であり、それぞれが独立して意味を成すことができる 2 語、あるいは 3
語以上の語が結合して形成されている。
前述の複合語の第１要素と第２要素に各々付記されている「

ˈ 」や「 ˌ 」

の符号は音の強勢を表し、前者が第１強勢、後者が第２強勢となっている。
強勢型とは、これらの強勢の組み合わせであり、ˌ open- ˈ minded のような

「弱強」、ˈbeauty ˌcontest のような「強弱」、ˈentrance ˈexamination のような

「強強」の型が存在する。複合語の強勢型において、複合名詞については、

Peter Roach（1983）、J. C. Wells（2006）、筧・今井（
（1971）、影山（
（2009）、
窪薗・太田（
（1998）、御園（
（1995）など、多くの研究が行われてきた。しか
など、多くの研究が行われてきた。しか
し複合形容詞についての研究は数が少なく、その強勢型には不明瞭な部分が
残されている。
複合形容詞の強勢型は辞書により異なる場合があり、一様ではない。辞書
によって、
「弱強」、
「強弱」の 2 通りの強勢型だけを用いているものもあれば、
「弱強」、
「強弱」、
「強強」の 3 通りの強勢型を用いているものもある。たとえば、
後の調査で明らかになるように、Longman Pronunciation Dictionary （2008）
では、強強型は一つも存在しないが、他の辞書では強強型が存在する。また、
同一の複合語に対して、辞書により異なった強勢型が付与されている場合が
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ある。なぜ、同一の複合語に対し、このように複数の強勢型が存在するので
あろうか。その原因を解明する足掛かりとして、まず、本研究では、４つの
辞書を用いて、複合形容詞の強勢型の比較・分析を行い、複合形容詞の強勢
型について考察する。

2. 先行研究
複合語の強勢型については、明らかにされていない点があり、とりわけ、
複合形容詞の強勢型については不明瞭な点が多い。複合語の中でも複合名詞
については、多くの場合、強弱型の強勢をとるという複合語強勢規則が存在
するが、それは、複合形容詞には適合しない。辞書を見ると、複合形容詞に

は、ˈnorthernˌmost のような強弱型のみならず、ˌsnow-ˈwhite のような弱強型、

ˈcold-ˈhearted のような強強型が存在し、複合語強勢規則が当てはまらない。
では、複合形容詞の強勢型について、どのようなことが明らかにされている
のか、これまでの複合語に関する研究を踏まえて考察する。

2.1. Peter Roach（1983）
Peter Roach（1983）は、複合語の主な特徴について以下のように述べて
は、複合語の主な特徴について以下のように述べて
いる。

This is called two words, both of which can exist independently as English
words. As with many of the distinctions being made in connection with
stress, there are areas of uncertainty.

		
（Roach 1983: 108）

ここで Peter Roach は、複合語が英語として独立し得る２語から成ること
を述べ、複合語の強勢に不確定な領域があると指摘している。たしかに、弱
強・強弱・強強という 3 つの型が存在することにより、紛らわしい現象が起
きていると言えよう。

2.2. J. C. Wells（2006）
Wells（2006）は、複合語の強勢型について、以下のように指摘している。
は、複合語の強勢型について、以下のように指摘している。
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Confusingly, some English compounds are double-stressed（also called
‘late-stressed’ or ‘end-stressed’）. Their main lexical stress is on their second element. They are usually shown in dictionaries with a secondary stress

mark followed by a primary stress mark: ˌChristmas ˈEve, ˌTown ˈHall,

ˌgold ˈring. . . .

（Wells 2006: 105）

Wells は、英語の複合語には、第 1 要素に第 1 強勢を置く複合語強勢
規則とは別に、二重強勢（後行強勢、末尾強勢）もあると述べ、それを

Confusingly「紛らわしいことに」と表現し、次のように助言している。
As can be seen, there are many irregularities and exceptions. In case of
doubt, use your dictionary (or ask a native speaker) to check stress patterns.
（Wells 2006: 106）

Wells は疑問があれば辞書を引いて、あるいは、母語話者に聞いて、強勢
型を確認することとしている。だが、ある複合語についての強勢型が辞書に
より異なる場合は、確認することができない。
、確認することができない。
確認することができない。

2.3. 影山（
（2009）、窪薗・太田（
（1998）、御園（
（1995）
次に、影山（2009）は、複合形容詞の強勢について以下のように提示し
ている。
複合形容詞のアクセントはさまざまで、ˈhandˈmade, ˈduty-ˈfree,

ˈice-ˈcold, ˈsoft-ˈspoken などでは前部と後部が同じ程度か、むしろ後部
のほうが強く発音される。複合形容詞のアクセントの法則はまだはっ
きり解明されていない。
（影山 2009: 226）
ここでは、複合形容詞のアクセントの法則は、まだはっきり解明されてい
ないと述べられており、それ以上の言及は見られない。それだけ、複合形容
詞の強勢型を特定するのは困難なことだと分かる。また、窪薗・太田（1998）
は次のように述べている。

94

野上文子

複合形容詞や複合動詞も基本的には複合名詞と同じ強勢規則に従うよう
であるが、意味構造の関係から例外も多くなる。
（窪薗・太田 1998: 91）
こちらもまた、複合形容詞と複合動詞の強勢については、はっきりとは意
見が述べられていない。やはり、複合形容詞の強勢型を決定づける規則とい
うものはないのであろうか。続いて、御園（1995）を見てみよう。
結果として形容詞として機能する合成形容詞（Compound Adjective）は、
原則は前方強勢型であるが、
は前方強勢型であるが、
前方強勢型であるが、2 重強勢も多い。
（御園 1995: 283）
ここでもまた、強弱の強勢型と強強の 2 重強勢、2 つのパターンについて
言及しており、どちらがどのような基準で決定されているかについては示さ
については示さ
は示さ
れていない。このように、複合形容詞の強勢は複雑で、強勢型を決定づける
規則は、まだ解明されていないと言える。

3. 複合形容詞強勢型の比較調査
複合形容詞の強勢型は、ˌunderˈhanded のような「弱強」、ˈonˌ going のよ

うな「強弱」、ˈlily-ˈwhite のような「強強」と 3 種類あるが、それらの強勢

型は何によって決定するのか。その要因を特定するための足掛かりとして、
まずは、日本とイギリスで編纂された 4 つの異なるタイプの辞書を用い、複
合形容詞の強勢型を調査・分析する。

3.1. 複合形容詞の強勢型の比較・分析に使用する辞書
（1）a. 小学館『プログレッシブ英語逆引き辞典』
『プログレッシブ英語逆引き辞典』（
（1999）
）→『逆引き辞典』
→ 『逆引き辞典』

b. 研究社『新英和大辞典』第 6 版 （2002） → 『新英和』
c. Longman Pronunciation Dictionary （2008）→ Longman（2008）
d. Oxford English Dictionary 2nd ed.（1989）→ OED 第 2 版
（1a）小学館『プログレッシブ英語逆引き辞典』（1999）は２語から成
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る複合形容詞について、２つ目の要素が同じものを取り出すのに使用す
る。open-minded, absent-minded のように、２つ目の語が同じものを抽出
しやすいため、この辞典を用いる。（1b）の研究社『新英和大辞典』第 6
版（2002）は、1931 年に刊行されて以来、英語学習者、研究者が多くの信
頼を寄せている辞典であり、収録語数 26 万を誇る大辞典である。（1c）の

Longman Pronunciation Dictionary （2008）は、Wells の名で知られるイギ
リスの発音辞典であり、発音に特化して編纂されている辞典なので、強勢
型を知る上で欠かせない辞典である。（1d）の Oxford English Dictionary

2nd ed.（1989）は、収録語数約 29 万語、20 巻からなるイギリスの大辞典
であり、（1c）の発音辞典がイギリスの辞典なので、編纂国が同じ（1d）の
辞典を選んで、比較・検討に用いた。なお、以下、本稿では、（1a ～ d）の
ように辞書名を省略する。

3.2. 調査の方法
複合語は独立しうる 2 語から成り、その 1 語目を第 1 要素、2 語目を第 2
要素とする。まずは、『逆引き辞典』を用い、第 2 要素が同じ複合形容詞を
取り出す。第 2 要素が同じ複合形容詞を抽出した後、open-minded, absent-

minded のような第 2 要素が同じ複合形容詞のグループを作り、それらの強
勢型を調べる。そして、それらの強勢型が単一でない場合は、各複合形容詞
の第１要素の品詞を分析する。その後、『新英和』、Longman（2008）、OED
第 2 版を用い、それらの語の強勢型を比較する。なお、調査対象となる複
合形容詞の第 2 要素は、中学校・高校で習得するレベルの語を筆者の判断に
より抽出し、16 種類の第 2 要素を含む複合形容詞 336 語で調査した。なお、
調査対象語は付録として掲載した。

4. 複合形容詞強勢型の分析
4.1. イギリスと日本の辞書の比較
編纂された国の違いが強勢型表記の違いをもたらす可能性があるため、ど
ちらもイギリスの辞書である、Longman（2008）と OED 第 2 版を比較して
みた。すると、（2a,b）に例を挙げたように、編纂国が同じ２つの辞書にお
いても強勢型はまちまちで、一貫性は見出せない。また、日本の辞書、『新
英和』と『逆引き辞典』を比較した場合においても（3a,b）のように、やは
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り強勢型の違いが見られる。
（2）イギリスの辞書による比較

（3）日本の辞書による比較

4.2. 第 1 要素の分析
第 1 要素の違いが強勢型の違いを生むのかどうかを検証するため、
『逆引き
辞典』
を用い、
–handed を第 2 要素に持つ複合形容詞を取り出し、強勢型を弱強、
強弱、強強に分類し、それぞれの第 1 要素の品詞を分析した。また、それら
の語を『新英和』
、Longman（2008）
、OED 第 2 版でも調べ、結果を（4）-（7）
の表にまとめた。たとえば、（4）の弱強型に挙げた cack と under であれば、
それぞれ、cack-handed, under-handed となり、第 1 要素である cack や under
の品詞等を特定したのが次の表である。
（4）『逆引き辞典』における複合形容詞 –handed の第 1 要素の強勢型

（4）『逆引き辞典』を見ると、cack-handed, back-handed のように、第 1
要素が名詞・形容詞の場合は弱強・強弱・強強、いずれの型にもなる。
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under-handed のように、第 1 要素が前置詞の場合は弱強型のみ生じる。次に、
『新英和』における複合形容詞 –handed の第 1 要素の強勢型をまとめたもの
が（5）の表である。
（5） 『新英和』における複合形容詞 –handed の第 1 要素の強勢型

（5）『新英和』では、第 1 要素が名詞・形容詞の場合は強強型となり、前置
詞は弱強型となる。次に、Longman（2008）における複合形容詞 –handed
の第 1 要素の強勢型をまとめたものが（6）の表である。
（6） Longman（2008）における複合形容詞 –handed の第 1 要素の強勢型

（6）Longman（2008）では、第 1 要素が名詞・形容詞・前置詞、いずれの
場合も弱強型となる。最後に、OED 第 2 版における複合形容詞 –handed の
第 1 要素の強勢型をまとめたものが（7）の表である。
（7） OED 第 2 版における複合形容詞 –handed の第 1 要素の強勢型

* なお、Stress variable という注記のある語については分析対象外とした。
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（7）OED 第 2 版では、第 1 要素が名詞の場合は弱強型になり、形容詞の場
合は弱強・強弱・強強、いずれの型にもなる。前置詞は弱強型のみ生じる。
しかし、これらを見ると有効な一般化を見出すことは困難である。第 1 要
素が名詞・形容詞の場合はどの強勢型にも成り得る。前置詞に関しては、
（4）

-（7）の表では全て弱強型になる。ところが、同じ under（前置詞）を第 1
要素に持つ語でも ˈunder ˌground, ˈunder ˌgrown, ˈunder ˌhand など、強弱型
の複合形容詞もあるため、第 1 要素が強勢型を決める原因になっているとは
言えない。

4.3. Longman（2008）とその他の辞典の違い
調査対象とした複合形容詞 336 語に関する強勢型のパターンを（1a-d）の

4 つの辞書で調査し、表にまとめた。本稿では紙面の都合により、その一例
のみを紹介したものが（8）である。なお、表中における強勢の型は、弱強を①、
強弱を②、強強を③、強勢型の表記のない場合は④とした。たとえば、複合
形容詞 back-handed の強勢型を辞書で調べると、『逆引き辞典』では②の強
弱、『新英和』では③の強強、Longman では①の弱強、OED 第 2 版では②
の強弱であった。このように、複合形容詞 back-handed, bare-handed, cack-

handed, under-handed, empty-handed, even-handed, free-handed の強勢型につ
いてまとめたのが（8）の表である。
（8）-handed を第 2 要素とする複合形容詞の強勢型

このように、各辞書における強勢型を調査した上で、それぞれの辞書におけ
る強勢型の数を特定し、弱強型の数、強弱型の数、強強型の数を表にしたも
のが（9）である。表中における強勢の型は、弱強を①、強弱を②、強強を
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③とした。なお、極めて少数ではあるが、２つの強勢型が併記してある場合
があり、その際は、当該辞書における優先順位の判断に則り、一番目の強勢
則り、一番目の強勢
、一番目の強勢
型を採用した。また、強勢型の表記のない場合は④、調査語が当該辞書に記
載されていない場合は⑤とした。
（9）各辞書における強勢型の数

（9） の 表 を 見 る と 明 確 な 違 い が 見 出 さ れ る。『 逆 引 き 辞 典 』 や『 新 英
和 』、 そ し て、 O E D 第 2 版 で は、 ③ の 強 強 型 が 生 じ る の に 対 し、

L o n g m a n (2008) では③の強強型が一つも生じない。また、日本の 2 つ
の辞典においては、 ˈbare-ˈhanded, ˈright-ˈhanded のような強強型の数が多
く見られる。

5. 複合形容詞の強勢「強強型」についての考察
強強という強勢型は、
『逆引き辞典』、
『新英和』、OED 第 2 版等で生じるが、

OED 第 2 版で生じる強強型の割合は日本の辞書と比べると極めて少ないこ
とが次の（10）の表で分かる。
（10）調査対象語 336 語における強強型の占める割合

＊小数点以下四捨五入
イギリスの辞書 2 冊では強強型が占める割合が 0 か、もしくは 5% であるの
に対し、日本の辞書 2 冊では、24% と 35% という高い数値を示している。
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さらに、辞書以外で発音に関する文献を見た場合、イギリスで出版された

Gimson's pronunciation of English 5th ed.（1994: 209）では、やはり強強型は
用いられていないことが分かる。

Adjectives

(i) with initial accent: ˈbloodthirsty, ˈgobsmacked, ˈheadstrong, . . . .
(ii) with final accent: deep-ˈseated, ham-ˈfisted, . . . .

(Cruttenden 1994: 209)

Cruttenden は、Compounds functioning as adjectives を“with initial accent”
と “with final accent”の 2 種類に分類しており、強強型に該当する強勢型は
提示していない。このように、強強という強勢型は日本において用いられる
ことが多いようである。

6. おわりに
本稿では、明確にされていない複合形容詞の強勢型について、日本の辞
書、小学館『プログレッシブ英語逆引き辞典』（1999）、研究社『新英和大
辞典』第 6 版（2002）とイギリスの辞書、Longman Pronunciation Dictionary
（2008）、Oxford English Dictionary 2nd ed.（1989）をもとに考察を進めてき
た。複合形容詞の強勢型について、文献や辞書を比較、検討することによ
り、複合語強勢規則は複合名詞に適合しても複合形容詞には適合しないこと
が分かった。また、複合語の第 1 要素が強勢型を決定づけるわけではないと
いう結果が導き出せた。さらに、辞書により、同じ複合形容詞に異なる強勢
さらに、辞書により、同じ複合形容詞に異なる強勢
、辞書により、同じ複合形容詞に異なる強勢
型が付与されているという問題点にも辿り着いた。Longman Pronunciation

Dictionary （2008）では、一つも生じない強強型が、イギリスの Oxford
English Dictionary 2nd ed.（1989）では、全体の 4% を占める割合で生じ、
日本の辞書では、24% 以上を占める割合で生じることが明らかになったこ
とにより、強強型は日本の辞書に多く見られる強勢型であるということが分
かった。なぜ辞書によって異なる強勢型が付与されているのか、また、なぜ、
イギリスの発音辞典には生じない強強型が、日本の辞書には多く生じるのか、
、
今後、さらに調査対象を広げ、複合形容詞の強勢型について、調査、研究を
進めていきたいと考えている。
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付録 調査対象語（全 336 語）

-eyed
almond, beady, black, bleary, blue, boss, bright, bug, cock, cross, dewy, dry, eagle, glassy,
goggle, green, hawk, lynx, misty, one, open, pie, pop, round, sharp, sloe, starry, wide, wild
-fired
coal, gas, oil
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-free
alcohol, content, cruelty, duty, fancy, hands, lead, nuclear, post, rent, scot, smoke, sugar,
tax, toll, trouble
-ful
art, aw, bale, bane, bash, beauty, bliss, boast, bounty, brim, care, cheer, color, delight,
dire, disgrace, distaste, distress, distrust, dole, doubt, dread, duti, ease, event, faith, fanci,
fate, fear, fit, flavor, force, forget, fright, fruit, gain, glee, grace, grate, guile, harm, hate,
health, heed, help, hope, hurt, insight, ire, joy, law, lust, man, master, meaning, merci,
mind, mirth, mistrust, mourn, need, neglect, pain, peace, pit, play, plenty, power, prayer,
pride, purpose, push, regard, regret, remorse, repose, reproach, resent, resource, respect,
rest, revenge, right, rue, shame, sin, skil, skill, sloth, sorrow, soul, spite, stress, success,
tact, taste, tear, thank, thought, trust, truth, tune, use, venge, wake, waste, watch, wil, will,
wish, wist, woe, wonder, worship, wrath, wrong, youth, zest
-full
bale, brim, chock, cram
-going
easy, in, movie, ocean, on, out, sea, thorough
-happy
slap, trigger, un
-hand
fore, free, hand-to, left, over, right, round, second, third, under
-handed
back, bare, cack, under, empty, even, free, ham, heavy, high, left, open, red, right, single,
two
-headed
bald, bare, fat, muddle, pig, pointy, shock, swollen, thick, wooden, bull, clear, cool,
empty, hard, hot, level, long, light, woolly, wrong
-hearted
big, broken, chicken, cold, down, faint, full, good, hair, hard, heavy, kind, large, light,
lion, open, simple, soft, stout, tender, warm, whole
-minded
absent, bloody, broad, evil, fair, feeble, high, large, light, like, low, narrow, noble, open,
public, right, simple, single, small, strong, tough, weak, feeble
-most
back, bottom, eastern, farther, fore, further, hind, in, inner, lower, mid, nether, northern,
outer, out, rear, southern, top, up, upper, ut, utter, western

複合形容詞の強勢型についての一考察
―― 4 つの異なるタイプの辞書を用いた比較・分析
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-some
awe, blithe, bother, burden, cumber, fear, flavor, frolic, ful, glad, frue, hand, irk, lis, lithe,
loath, lone, meddle, mettle, nettle, noi, quarrel, tire, toil, tooth, trouble, venture, weari,
whole, win, worri
-wide
city, industry, nation, state, world
-white
black and, lily, off, snow
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野上文子

Synopsis
A Study of Stress Patterns of Compound Adjectives in English
NOGAMI Ayako
   This is the study of the phonetic and phonological aspects of the stress
patterns of compound adjectives in Present-day English. Compounds consist of two
words (two elements), both of which can exist independently as English words.
Compounds can be written separately, with a hyphen, or as one word. The primary
accent in compounds is most commonly on the first element which is called the
Compound Stress Rule, e.g. ˈdayˌbreak, ˈgreenˌhouse, and in some cases, this type
of accentuation will distinguish the compounds from a more productive phrasal
pattern, e.g. ˌgreenˈhouse. In the Compound Stress Rule, the primary accent is
put on the first element of the compound, and then secondary accent is put on the
second element of the compounds. This is the pattern called strong-weak. Besides
the stress pattern of strong-weak, there are two other patterns, which means that
there are three stress patterns for compounds as follows: 1. weak-strong 2. strongweak 3. strong-strong. These are the stress patterns of compounds which appear
in a dictionary. Although there are tree stress patterns in a dictionary, pattern 3 is
an area of uncertainty. The investigation of stress of compounds has been done
using two dictionaries published in Japan: Reverse Dictionary and New EnglishJapanese Dictionary and two other dictionaries published in England: Longman
Pronunciation Dictionary and Oxford English Dictionary . The result showed that
there are many pattern 3 examples in the Japanese dictionaries and only a few
examples in the English dictionaries. Several previous studies by Roach, Wells,
and Japanese researchers such as Kageyama, Kubozono, Ota and Misono are also
overviewed in this study.

学会会則
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日本英語文化学会会則
（The Japan Society for Culture in English)
第 1 条 本会は日本英語文化学会（The Japan Society for Culture in English）
と称し、事務局を担当役員の所属機関に置く。
第 2 条 本会はイギリス・アメリカを始めとする英語圏の文化、文学、言語、
言語教育及び関係諸分野の研究をおこない、その成果を発表するこ
とを目的とする。
第 3 条 本会は第 2 条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
1. 大会
2. 研究発表会
3. 機関誌の発行
4. その他必要と認められる事業
第 4 条 本会の会員は第 2 条の主旨に賛同し、入会金、年会費を納入した者
とする。
会員は次の三種類とする。
1. 一般会員 入会金 1,000 円、年会費 5,000 円を納めた者（但し、
2009 年度より）。
2. 賛助会員 本会の主旨に賛同し、これを援助する目的をもって
年間 10,000 円以上を納めた個人、または団体。
3. 学生会員 大学学部、または大学院修士課程在籍者で、入会金
1,000 円、年会費 2,000 円を納めた者（但し、2009 年度より）。
なお、年会費を 2 年間未納のときは、役員会の認定により退会と
みなすことがある。また、在外留学 1 年以上の場合は、その年の
年会費を免除する。
第 5 条 本会は次の役員を置く。役員の任期は 2 年とし、兼任及び再任を妨
げない。
役員に欠員が生じたときは補充し、前任者の残任期間とする。
会長 1 名
副会長 1 名
理事 10 名程度
監事長 1 名
監事 3 名程度
会計 1 名
会計監査 2 名
編集長 1 名
編集委員 10 名程度
1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。総会において会員が互選
する。
2. 副会長は本会の会長を補佐し、会長に事故があったときは会長の
職務を代行する。会長が推薦して総会で承認を得る。
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3. 理事は役員会において本会の運営について協議し、その意見を具
申する。役員会で推薦して総会で承認を得る。
4. 監事長は総会の議長、研究発表会の総合的な司会を務める。役員
会で推薦して総会で承認を得る。
5. 監事は総会、研究発表会、その他の会務を執行する。役員会で推
薦して総会で承認を得る。
6. 会計は本会の金銭の収支を執行し、総会において収支決算を報告
する。役員会で推薦して総会で承認を得る。
7. 会計監査は本会の金銭の収支を監査する。役員会で推薦して総会
で承認を得る。
8. 編集長は原稿を収集し本会の機関誌の発行を執行する。役員会で
推薦して総会で承認を得る。
9. 編集委員は本会の機関誌の原稿読み合わせをする。役員会で推薦
して総会で承認を得る。
第 6 条 本会は顧問をおく。顧問は役員会の推挙により、会長が委嘱し、会
長及び役員会の諮問に答える。
第 7 条 本会は次の機関を置く。
1. 事務局
2. 役員会
3. 編集委員会
4. 総会
5. その他必要と認められる機関
第 8 条 総会は本会の最高議決機関であり、毎年 1 回会長が召集する。ただ
し、会長が必要と認めたとき、臨時総会、役員会、及びその他の会
を召集することができる。
第 9 条 役員会は役員をもって構成し、本会の運営にあたる。
第 10 条 編集委員会は編集長及び編集委員を以て構成し、機関誌の発行を執
行する。
第 11 条 本会の会計年度は 4 月 1 日より翌年の 3 月 31 日までとする。
第 12 条 本会の会則の改正は総会の承認を経なければならない。
附則

1. 施行細則については別途に定める。
2. 本会は昭和 47 年 4 月上毛英米文学会として発足し、昭和 50 年 4
月１日ビビュロス同人会として改組され、平成 4 年 7 月 25 日ビビュ
ロス研究会と名称を変更し、さらに発展させて平成 10 年 4 月 1 日
より日本英語文化学会と名称を変更し設立された。
3. この会則は、平成 10 年 4 月 1 日より施行する。
4. この会則は、平成 12 年 4 月 1 日より施行する。

学会会則

5. この会則は、平成 14 年 9 月 7 日より施行する。
6. この会則は、平成 18 年 9 月 2 日より施行する。
7. この会則は、平成 20 年 9 月 13 日より施行する。
事務局
〒 275-8576

千葉県習志野市新栄 2-11-1
日本大学生産工学部 教養・基礎科学系言語文化
51 号館 208 福島研究室

役員一覧
顧 問
会 長
副会長
理 事

高山信雄
田中保
福島昇
新井透 石和田昌利 市川仁 加藤英治 岸山睦
榊原咸征 佐久間由夛 鈴木博雄 仁木勝治 原田俊明
町田成男 宮本正和 山岸二郎
監事長
岸山睦
監 事 朝川真紀 榊哲 白鳥義博 濱口真木
会 計 尾形重政
会計監査 日高正司 三幣友行
編集長
市川 仁
編集委員 大野直美 岡崎真美 櫛渕正 佐々木隆 鈴木博雄
中井延美 日中鎭朗 三芳康義 宗形賢二 渡辺宥泰
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『異文化の諸相』投稿規定
１． 投稿論文は、未発表のものであり、日本英語文化学会の機関誌にふさわ
しい内容のものであること。ただし、すでに口頭で発表し、その旨を明
記している場合は、審査の対象となりうる。なお、英文原稿については、
執筆者がネイティヴ・スピーカーのチェックを受け、そのチェック済み
のサインと共に提出すること。
２． 応募は日本英語文化学会会員に限る。
３． 論文は次の長さとする。パソコンを用いる。英文の場合：A4 の用紙。注、
引証資料、写真等すべてを含めて 16 枚以内。上下左右余白 34 ミリ。フォ
ントは Times New Roman 標準体で 12 ポイントを使用し、24 行。和文
の場合 A4 の用紙。注、引証資料、写真等すべてを含めて 14 枚以内。
横書き、1 枚は 40 字× 25 行。なお、英文、和文の論文を問わず 300 語
以内の英文シノプシスを必ず添付すること。
４． 論文は、氏名・連絡先住所・電話番号を明記した表紙をつけて、3 部（コ
ピー可）提出すること。また、掲載決定の場合、氏名・論文タイトルを
明記した CD-ROM 等の記憶媒体（テキスト形式。テキスト形式による
ファイル保存が不可能な場合は、使用したワード・プロセッサーの機種
名を明記）を提出すること。なお、提出論文と記憶媒体は返却しない。
５． 書式上の注意
（1）本文から独立した引用は、和文の場合は 1 字、英文の場合は 3 ス
トローク下げて書き、前後を 1 行ずつあけること。
（2）注および引証資料リストは、原稿の末尾にまとめてつける。
（3）その他の書式の細部については、The MLA Handbook for Writers of
Research Papers, 6th ed.（邦訳『MLA 英語論文の手引』第 6 版、北星
堂）に従う。英語学・言語学関係の論文は、LSA のスタイルに従う。
６． 原稿の採否及び掲載の時期は、編集委員会が決める。採択されても、編
集委員会の決定によって、書き直しを求めることがある。
７． 校正は二校までとする。校正における訂正加筆は、必ず文字上の誤りに
関するもののみとし、内容に関する訂正加筆は認めない。
８． 原稿提出締切日：10 月 4 日（必着）
９． 原稿提出先：日本英語文化学会編集長

編集後記
『異文化の諸相』第 32 号をお届けいたします。
今回は文学関係が 3 編、英語学・言語学関係が 2 編、英語教育関係と批
評理論関係がそれぞれ 1 編ずつの論文が採用され、多岐にわたる分野からの
論文が集まりました。
お忙しい中、時間を割いて査読にあたっていただいた先生方には心より感
謝申し上げます。
今後ともますます研究活動が活発になり、英語文化の文化面からの投稿も
含め、てさらに多くの会員からの投稿を期待したいと思います。

2012 年 2 月 10 日
日本英語文化学会
編集長

市川

仁
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