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日本歴史言語学会 2018 年度大会 

研究発表要旨 
 

ポスター発表 

 

マリア・グスティニ（広島大学大学院） 

スンダ語とジャワ語に関する敬語法の考察	 ─語彙の変化に着目して─	

 

	 スンダ語とジャワ語はオーストロネシア語族に属しており、インドネシアのジャワ島で

話されている言語である。スンダ語には元々敬語がなかったが、16 世紀頃、ジャワ島の

マタラム・イスラム王朝で働く当時のスンダ官吏たちが、いくつかのジャワ語をスンダ語

に、特に敬意を表現する言葉として借用した。それ以来、用いられて来たスンダ語はジャ

ワ語と同様に三つに分けられるが、両言語は語彙の扱いが異なる。例えば、ジャワ語の敬

語では、「Mangan」は日本語の「食べる」、「Nedha」は「食べます」、「Dhahar」は「召

し上がる」に相当する。しかし、スンダ語の敬語では、「Dahar」は日本語の「食べる」、

「Neda」は「食べます」、「Tuang」は「召し上がる」に相当する。これらのことから、

スンダ語の敬語における語彙は、ジャワ語から借用されたのち何らかの変化があったと予

測されている。本発表では、現在約 500年過ぎたスンダ語の敬語の語彙がどのように通時

的に編成されたのかを形態論的観点から明らかにする。 

 

 

武内 康佳（広島大学大学院） 

アスペクトに関わるケラビット語の接辞の機能	 ─周辺言語との比較を通じて─ 

 

	 本発表では、ケラビット語のアスペクトに関わる接辞の機能について、周辺言語との比

較を通じ議論する。ケラビット語はオーストロネシア語族に属する、マレーシアの先住民

族ケラビット人により話されている言語である。ケラビット語は未だに言語学的な研究が

少なく、その系統も諸説ある。ヴォイスに関わる統語についてはフィリピンタイプとイン

ドネシアタイプの中間であるとも言われているが、アスペクトについての研究は進んでい

ない。先行研究の中で perfectiveと記述されるアスペクトが数多く存在しているが、それ

以外のアスペクトについては詳しい記述が存在しない。今回の発表ではフィールドワーク

で収集した例を基に、ケラビット語のアスペクトに関わる接辞について議論する。また周

辺言語と比較することによりケラビット語のアスペクトに関わる接辞の推移についても

考察し、ケラビット語の接辞をより体系的に記述することを目標とする。 
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口頭発表 

	

川原	潮子	

「右」を意味する語の変遷：ヨーロッパ主要語に見る共通発達	

 
	 風間喜代三『ことばの生活誌』（1987, 平凡社）では，インドヨーロッパ語族内に「右」

の意味で広く分布する祖語形 *dek̑s- に触れた後，「おもしろいことに，近代ヨーロッパ諸

言語の多くはこの *dek̑s- を失って，英語 right，ドイツ recht，フランス droit，ロシア pravyj

にみるように，共通して『正しい，まっすぐな』をあらわす語を『右』に流用している」

と指摘する（「右と左」p.260）．この語彙・意味的な変化が，本発表のテーマである． 

	 Buck, Carl Darling A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages: 

a contribution to the historiy of ideas（1949, Chicago）の 12.41: ‘right (vs.left)’「右の」，12.73: 

‘straight’「まっすぐの」，16.73: ‘right (vs. wrong)’「正しい」の各項を対比しながら，該当

する意味変化のプロセスと，その地理的広がりを確認し，これが共通の改新と見なせるも

のかどうかを検討する。 

 

 

久保	博（東京外国語大学）	

ロマンス語における語末母音消失の通時的発達に関する一仮説	

 

	 本研究では、Bermúdez-Otero (2013)をはじめとする言語学者の、方言間の言語的差異は

一事象の通時的発達の諸段階を表す、という仮説の下、ロマンス語における語末母音消失

（VA）に関し以下の提案をする。即ち、VAの通時的発達は、 

 a) 「句」等の「語の連続」における位置に条件づけられている。 

 b)  「語の連続」内部で局所的に始まり、 

 c) 徐々にそのコンテクストを拡張し最終的に一般化する。 

	 ロマンス語の通時的研究において、「語の連続」内部で起こる VA は古典的には周縁事

象として扱われた。 

	 しかし、本研究では、伊語、スペイン語、エミリアーノ方言、仏語からのデータを考慮

し、「語の連続」内の位置も VAの発達において重要な役割を担うことを示唆する。VAが

起こるコンテストの差異には一定の規則性があり、冒頭の仮説の下、それをロマンス語に

おける VA が局所的コンテクストから一般へと広がってゆく通時的諸段階として解釈可

能であると考えられる。 
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Bermúdez-Otero, Ricardo (2013). Amphichronic explanation and the life cycle of phonological 

processes. In: Honeybone, Patrick and Joseph C. Salmons (eds) (2013). The Oxford handbook of 

historical phonology. Oxford: Oxford University Press. 

 
 

笠松直（仙台高等専門学校） 

梵文『法華経』における present + sma構文をめぐって 
 

古インド語の構文「現在形＋不変化辞 sma」は「過去の習慣的動作」を意味する。他方，

仏教梵語文献には単なる過去を意味する用例が頻出する。この語法が真の言語的変遷によ

るものか否か，『法華経』諸伝本が示す異読に徴して検討する。 

梵文『法華経』の 19世紀初頭の校訂本には約 200の現在形＋sma構文の用例が見られ

る。しかし諸写本の並行箇所はしばしば sma を付さない現在形やアオリスト，複合完了

等で対応する。特に中央アジア本で不一致の度合いが甚だしい。 

並行の状況を概観すると，結論的には以下の如く考えられる：原初の『法華経』は本来

アオリストを基調としていたが，伝承の過程で文章表現が合理化・定式化され，「歴史的

現在」の意味で現在形に置換される例が多数あったと思しい。この際，過去の文脈である

ことを明示するマーカーとして smaが付されるに至った。 

本発表では諸用例を概観し，諸伝本が共通に遡る祖形の状況を推定しつつ諸伝本・章ご

との状況を確認。『法華経』成立史と伝承史の解明に資する知見を提示する。 

 
 

れいのるず・秋葉かつえ（ハワイ大学名誉教授）	

「前人称」の発見	 ――歌舞伎脚本自称詞の内的再構築から――	

	

	 古事記、日本書記以前の日本列島にどんな言語が行われていたかは、諸説があって明ら

かでない。この研究は、日本列島にはいくつかの系統の異なる音声言語が相互に影響しあ

いながら、半ば独立的に併存していたとするクレオール説の視点にたつ1。江戸歌舞伎脚

本の人称詞をデータに、内的再構築
ないてきさいこうちく

の考え方に沿って人称詞の系譜を遡っていくと、一・

                                                
1 （村山 1973、れいのるず秋葉 1978、小松 1999他）	 文字文明以前の原始的な環境では、同じ言語で

通じ合う集団はメンバーの数もそれほど多くならないものだから、異なる言語で生活する集団がいくつ

も隣り合って存在するのが普通である。異種族同士の接触に際してピジンが生まれ、クレオール化し、

より広域のコミュニケーションを可能にする言語に進化する（脱クレオール化
de - c r e o l i z a t i o n

)ということもピジン・ク

レオール研究で明らかにされている。 
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二人称の区別を明確にしない人称、つまり、「前人称」が発見できる2。江戸歌舞伎に「わ

れ」が一人称としても二人称として使われている例が多いこと、「おれ」もかつては二人

称として使われていたという研究があること。そうした事実は、大陸言語との接触以前の

土着語が「前人称的」言語であったと仮定することによって説明可能になる。	

 
 

海田	皓介（明治大学）	

ゲルマン諸語における勧誘表現の変化	

 

	 話者が聞き手に、ある行為を自らと共に行うように呼びかける「勧誘」（Adhortative）を

表す語法（e.g. 現代英語 Let’s go）はゲルマン諸語（ここではゴート語・ドイツ語・英語）

の歴史上、多様である。ゴート語ではその行為を表す動詞の屈折形を文頭に置いた形で表

される。ドイツ語ではこの他、法助動詞（wolllen ‘will’など）や使役動詞 lassen ‘to let’を文

頭に置き、不定詞が行為の内容を表す構文がある。英語では古英語（700–1100年頃）にお

いて助動詞 Uton (< gewītan ‘to go’の変化形)による構文もあり、これは初期中英語（1100–

1300年頃）で弱化（Ute）し、消失する。その後 letによる勧誘表現が台頭する。 

本研究は勧誘表現の歴史を分析する際、二つの視点が重要であることを示す。一つ目は

統合的視点で、助動詞を用いない総合的（synthetic）語法とそれを用いた分析的（analytic）

語法との交代である。二つ目は形態的視点で、動詞や助動詞の活用変化の有無である。勧

誘語法の歴史ではこれらの変化がどのように折り合わさるかを議論する。 

 

 

LAKER, Stephen（九州⼤学） 

Pre-English place-names: Distribution and phonology 
 

Abstract 

   This presentation maps the surviving pre-Anglo-Saxon place-names of England (excluding 

Cornwall) and southern Scotland. After evaluating the distribution and types of names gathered 

from Coates & Breeze (2000) and James (2014), I show how the consonants and vowels in the 

place-name elements have different pronunciations in different areas of Britain from earliest 

times. The variation must generally be explained as resulting from: 1) dialectal variation in 

British; 2) variation in Old English; or 3) the effects of later contacts (e.g. with Norse). In some 

instances, however, the reason for the variation is not entirely clear. In particular, attention is 

paid to reflexes of /k/ in British names. Before palatal vowels, /k/ often undergoes palatalization 

                                                
2 「前人称」という用語は、市川浩（1978）より。 
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and assibilation to /tʃ/ (sometimes /s/) in the south and midlands but not in the north or west of 

the country. Instead of the usual argument that palatalization was reversed as a result of Norse 

influence, in most cases the pre-English place-names show a lack of change in some areas. 

Keywords: British place-names, Old English dialects, historical phonology, language contact 
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小林 茂之（聖学院大学） 

古英語ウェセックス方言の歴史社会言語学的考察 

 

	 古英語散文の基本的な語順は V2 であるけれども，初期古英語散文には動詞文末語尾

語順がみられる．本研究発表では，初期古英語散文の動詞文末語尾語順に ついて，ラテ

ン語翻訳の影響であるかどうかを検証した結果を示すとともに，それが翻訳を通した直接

的な影響ではなく，その原因として，古英語散文の事実上の標準語であるウェセックス方

言が反映したものであると論じる． 

Kiparsky (1995) によれば，古英語語順の多様性はゲルマン語の CP の発達を反映した

ものであると説明されている．Oppenheimer (2006), Skyes (2006) は，人類学・考古学的研

究の結果から，449年のいわゆるアングロ・サクソン侵攻によるブリトン人絶滅説に対し

て疑問を呈している．本研究発表では，歴史社会言語学的立場から，このような研究に基

づいて，ブリテン島のケルト系土着民がラテン語に習熟し，そうした言語接触によってウ

ェセックス方言が成立した可能性を論じる． 


