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2時〜3時半（於：署渓会館）
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主要著書・訳書：『古英詩韻律研究』（渓水社）、『古英語の初歩』（英潮社）、『英語の語形成』（英潮社）、『言
葉をさかのぼる』（開拓社）、￣『古英詩の世界』（筑波大学）、『中世の食生活』（法政大学出版会）
高校英語教科書：彪あざお皿e埴Jお∂血好（啓林館）．曲正㌍d彪あ血e秘曲∂血好く啓林館）
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∂適▲飢お（曲gVol．27（筑波英語学会）［退職記念］

はじめに
キーワード：卯ldandsilver r金と銀」、heavenandearth「天（と）地、おや！」、tOandfro rあ
ちこち」、trickortreat「いたずらかお菓子か」；「AandB」または「AorB」という形式をとる「等
位句」（coordinatedphrasd；「凍結句」他eeze）

1．英語の等位表現の語順の原則
キーワード‥ イギリスの小説家GeorgeOrwdl（1903−50）の中編小説血血dぬm『動物農
場』（1945年刊）；「AandBJまたは「AorB」という形式の句；ShejhLZPedand勤edonthe
ice・；動詞の順序は、動詞の意味や語の構造に依るのではなく、動作や状態の順序によって左右さ
れる；『動物農場』で用いられている等位句：43例；等位句の構成素の語順；基準の設定とグル
ープ分け；括弧内の数字
（1）bitand印ur「馬はみと拍車」、bodyandS0ulr全身全霊」、byandlarger全般的に見て」、Chaff
andmangels「切り藁と砂糖大根」、deverorsimple「利口か単純か」、COm払rtanddignity「安
心感と威厳」、COrreCtandoriginal、COWSandhorses、dayandnight「昼夜を問わず」（＝night
andday）、ducksandhens（正hensand＿ducks（2））、eXternalandintemal、friendsand

enemies、geeSeandturkeys、grainandmeal「穀類と穀粉」、hayandcorn「干し草と穀類」、
hereandnow「直ちに」、hoofandhom「ひずめと角」、hungerandoverwork「空腹感と過労」、
idleanddishonest「怠慢で不誠実な」、maneSandtailsrたてがみと尻尾」、m由eryandslavery
「悲惨さと苦役」、OatSandhay（2）、01dandtoothless、OnCeOrtwice「1〜2度、ごくたまに、数
回」、picksandcrowbarsrっるはしとバール」、PigsandlambS、puShingandpllllhg、rainor
Shiner何があっても」、ratSandrahbits、redandblack、ri血andfree、thickandgreen、
Sheepandcows、Sleetandsnow、Slowlyandmoumhlly、SOOnerOrlater（＝SOOnOrlatd

「遅かれ早かれ」、SuPPOrtandpleasure、terrOrandslaughter、tOandfr0「あちこち」（5）、Vanity
andambition「虚栄心と野望」、Weakorstrong、Wheatandbadey「小麦と大麦」、wiseand
benevolent「賢くて情け深い」

キーワード‥ 分類方法：構成素の音節数；等位句の2つの語；最初の語よりも2番目の語の方
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が音節数が多い；2つの革の音節数が同じ場合；最初の語の方が2番目の語よりも音節数が多く
なる場合；等位句の構成素の高順；語の長さ
包）a．AくB（＝14例）
血affandmangels、COm血rtanddignity、COrreCtandoriginal、COWSandhorses、鮎ends
andenemies、geeSeandturkeys、lmngerandoverwo止、idleanddishonest、Oldand
toothless、Picksandcrowbars、ratSandral）bits、SlowiyandmournRdly、Wheatand
barley、wiseandbenevolent
b．A＝B（＝28例）
bitandspur、byandlarge、deverorsimple、dayand血ght（＝mightandday）、ducks

andhens（dhensandducks（2））」extemalandintemal、grainandmeal，hayandc。m、
hereandnow、hoofandhom、maneSandtai1S、miseryandslavery、OatSandhayCZ）、

OnCeOrtwice、PlgSandlambs、p血gandpulhg、rainorshine、redandblack、rich
andfree、thickandgreen、Sheq）andcows、Sleetandsnow、SOOnerOrlater（＝S。。n。r
late）、SuppOrtandpleaSure、terrOrandslaughter、tOandfr0（5）、Ⅴanityand

ambition、Weakorstrong

c．A＞B仁1例）
bodyandsod

2．言語音の聞こえ度と音節
キーワード‥deverorsimpleという句；【simpl］と2音節語のdever；JolmC．Wdls；

Lopg222aD肋zLnCiatibDDit血lay（2008，3rdEdition，p．743）；【IsImp91］；言語音6peech
SOund）；音波Goundwave）；音の強さ、高さ、長さ；聞こえやすい音とそうではない音；母音
は子音よりも聞こえやすい；子音は阻害音（閉鎖音・摩擦音・破擦音）、鼻音、側音、流音、腐り
音の順に聞こえ度が高くなる；母音は口の開け方の大きい開母音→口の開け方が狭い閉母音の順に
聞こえ度が低くなる
（3）a．母音bowd＝Ⅵ：
カ短母音：／Ⅰ，e，記，A，ロ，U，9／
∂長母音：血，n：，〇：，u：，3：／
揖二重母音：／eI，叫〇Ⅰ，9U，aU，Ⅰ9，e9，U9／
M開母音：庭，巳，d 閉母音＝／Ⅰ，〇，Uβ
b．子音konsonant＝C）

〕阻害音（血Stment＝0）
閉鎖音Gtop）‥／p，b，七，且，k，9／

破擦音（a鮎cate）：／吋，d3／
摩擦音亀icadYd‥／0，8，もⅤ，S，Z，J，3，b／
揖鼻音basal＝涌‥／m，皿，勺／
走力流音鮎ql止dヰ）：几r／
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id渡り音（dide＝宙：仇W／
C．聞こえ度Gono血カの階級（右に行くほど聞こえ度が高まる）
0（阻害音：閉鎖音→破擦音→摩擦音）→N（鼻音）→L（流音）→G（渡り音）→Ⅴ（母音）

キーワード‥聞こえ度の階級；Man血飴br；前後の音よりも聞こえ度が高くなる部分（可e止「中
心部」）；この語は3音節から成る；S血lpleは2音節語とみなせる
（㊥聞こえ度の階級と音節
仏）simple
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3．音飾数が同じ等位句の構成素の語順
キーワード：構成素の語順に関わる原則；音節数が同じ例をそれぞれ1つのグループに入れる；音
節の構造についての理解
（5）a．bitandspur，dayand血gh七，dudksandhens，grainandmeal，hayandcom，hereand

now，hoofandhom，maneSandtails，OatSandhay，OnCeOrtwice，PigsaLndlambs，

pu血gandpullmg，rainor血e，redandblatk，ri血andfree，thitkandgreen，Sheep
andcows，Sleetandsnow，tOandfr0，WeakorStrOng

b．soonerorlater，SupPOrtandpleasure，terrOranddaughter
c．extemalandintemal，miel・yandslavery，Vahtyandambition
Synable
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キーワ」ド：聞こえ度の階級と音節構造；等位句の構成素の音節構造を詳細に示す；S（＝StrOng）と
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W（＝Weaめは隣接音とめ相対的な聞こえ度を示す；（6a）と同じタイプの語は28例中14例ある；
音節数の多い構成素が右側に来る等位句と同じ構造である；『動物農場』の43例の等位句のうち
27例仁62．80％）では、音節数がより多いか、それとも音節構造がより複雑な語を2番目の位置に
置くという原則がある；2つの構成素の音節数と音節構造の複雑度が同じとなる場合が12例；音
節数または音節構造の複雑な語が最初の位置を占める場合が4例；合計16例（＝全体の37・21％）は
原則に合致しない；音節の構造の複雑度が等位句の語順を決定するという方法；Fl房wafa（1997）
毎）a． redandbla（立
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キーワード：母音と子音の音声上の特徴から、語順に関わる原則を探る；語頭の子音【dと印
は聞こえ度の大きい順に並んでいる；語尾の子音印とh】、凹と【n】はそれぞれ聞こえ度が「小
さい〜大きい」という順に並んでいる；RosS（1982）が提案した規則；Rossの規則を採用する
と、合計30例（30／43＝69．77％）の等位句において構成素が原則に従って並べられている
（7）a．rain or shine b．push
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4．等位句と凍結句
キーワード：動物を2種類並べた表現や、伽）のように動物の体の部位や飼料を並べた句；英語
の構造上の特徴から語の順番を説明できないもの；言語構造以外の原則に従っている可能性；牧畜
業者；複数の動物の並べ方；動物の餌の種類、動物の体の部分、動物の装備品を表す語の優劣
仏）a．sheq）andcows，ratSandrabbits，COWSandhorses，geeSeandturkeys，pigsandlambs，
dutksandhens仏．ensandducks）
b．bitaLnd革pur，Wheatandbarley，hayandcom，OatSandhay，maneSandtailS，hoofand

hom，Chaffandmangds，grainandmeal

キーワード：英語の等位句；13つのグループに分ける；日本語の「鍋と蓋」；単独でも存在し
うるが、本来は一組のものとして有効に機能し、主たるものが句の最初の位置を占める場合；順序
や価値判断が社会通念として定まっていて、好ましいものを最初の位置におく場合；空間の捉え方
として定ま云ていて、その順序に単語を配置する場合；これらの順序は英語の音構造に優先する；
bodyandsodの語順は；音節数からすると原則に反する；「鍋と蓋」の原則に即したもの
（9）a．bodyand．soul「全身全霊、身も心も」、bowandarrow、boysandgids、breadandbutter、
eastandwest、hrandwide「あちこちと」、fatherandson、fi血anddlips、friendsand
foes「敵味方」、gOld−andsilver、heavenandearth、inandollt「出たり入ったり」、ladiesand
gendemen、menandwomen、nOrthandsouth、0ffandon（米）〜Onandoff（刻「断続的に」、
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penandink、rainorshine「照っても降っても」、rightandle氏「左右、四方八方へ」、rightor
WrOng「良かれ悪しかれ、是非とも」、upanddown「上がったり下がったり」、winorlose r勝
っても負けても」、Yesandno．「どちらとも言えないね。」、yeSOrnO「イエスかノー」
b．i．bodyandso止、bowandarrow、breadandbutter、fishand血ips、■penandink

ii．boysandgirls、払therandson、menandwomen、（dbc）ladiesandgentlemen）、
丘iendsandfoes、gOldandsilver、heavenandearth、rightorwrong、rightandleft
iii．eastandwest、nOrthandsouth、fhrandwide、inandout、Onandoぼ、upanddown

4．日本語の等位句とモーラ
キーワード：英語の語順が日本語の場合には正反対になっている場合；24例中7例ある；日本
語の場合にはなぜ英語と正反対の語順が生じるのか
（10）a．鮎endsand食）eS「敵味方（の区別なく）」、inandout「出たり入ったり」、ladiesandgentlemen
「紳士諸君、並びに御婦人方、みなさん」、rainorshine r照っても降っても」、rightandleft「左右（さ
ゆう）、みぎゃひだりの旦那様」、nOrthandsouth「南北（問題）、きたみなみ」、eaStandwest「酉
東（にしひがし）」

☆英語では東西南北はno此h，SOuth，eaSt，WeStの順が一般的。

b．bodyandsoul「全身全霊、身も心も」、upand．down「上がったり下がったり」、winorlose「勝
っても負けても」、

キーワード：リズムの単位；言葉の長さを測る単位の違い；英語の場合には音節がリズムの単位；
英語と日本語のリズムの単位が決定的に異なる；英語はそれぞれの音節がリズムの単位
け とな
るのに対して、日本語は「ん」を除いて、母音がなければリズムの単位が形成されない；1音節
語であっても、子音は次に母音が来るのが前提であるので、【5】の次には母音がきて「ス」となり、
【血」はそのまま「ミ」となるが、最後の【01はそのままでは語が終われないから、母音を添えて
「ス」となる；mは日本語の−リズムの単位である「モーラ」（mora）のmを表す。モーラは母
音が中心となり、長さの単位を形成していて、母音だけでも、子音＋母音でも1モーラとなる；母
音の後の【n】仁【N】）は例外的に1モーラを形成する
（11）a．1音節語（強）：dog，bi∫d，血ree
b．2音節語（強弱）：mOther，leader，honest
c．3音節語（強弱弱）：beaudfu1，WOnderfu1，eXCenent
d．
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e．モーラGnoでわ：
i．母音（あ、い、う、え、お＝1モーラ）
5

丘子音＋母音（か、き、く、け、こ、さ、し、．
嵐「ん」（餌】＝1モーラ）

＝1モーラ）

注意；【n］＋母音＝1モーラ（「名．」【na】）、母音＋【N］＝2モーラ（「案」【aN］）

キーワード‥ モーラを用いると英語の等位句の場合と語順が正反対になったり、英語と同じ語順
であったりする例がきれいに説明できる；単語の意味ではなく、モーラの数の少ない方が最初に来
て、多い方が後になる。モーラの数が同じ場合には、意味の上で勝っているものが先に来る。
（10）a．鮎endsand血es「敵味方（の区別なく）」→敵味方（てき・みかた＝2・3）
handout「出たり入ったり」→出る・入る（でる・はいる＝2・3）
rdnorshne「照っても降っても」→照る・降る（てる・ふる＝2・2）
ddltandle氏「左右（さゆう）」→左・右（さ・ゆう＝1・2）、右・左（みぎ・ひだり＝2・3）
nor也and50u血「南北（問題）、きたみなみ」→南・北（なん・ぼく＝2・2）、
北・南（きた・みなみ＝2・3）
eastaLndwest「西京（にしひがし）」→酉・東（にし・ひがし＝2・3）
b．bodyandsod「全身全霊、身も心も」→身・心（み・こころ＝1・3）
upanddoⅥ1r上がったり下がったり」→上がる・下がる（あがる・さがる＝3・3）
Whorlose「勝っても負けてもJ→勝つ・負ける（かつ・まける＝2・3）

まとめ
英語も日本語も、単語はただ雑然と並んでいるのではなく、言語特有の原則に従い、その原則は
言語の構造に根差している。社会通念上の優劣は言語構造上の原則より優先されることが多い。
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