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母語以外の言語を学習する過程は，疑問と発見と驚きの連続である．日本
語母語話者の多くが国際語としての英語を習得しようと日々学習に励んでお
り，その学習方法は単語・例文の暗記から，速読・多読，イマージョン（英語
漬け）まで様々だが，学習に際して思い浮かぶ素朴な疑問や，その背後にある
言葉への純粋な好奇心には十分な注意が向けられていない．習得が最終目標
であり（それ自体は目的ではなく手段のはずだが），その過程で自然に生じる「心に
移りゆくよしなしごと」に思いを馳せる余裕はないのだろう．
そのような言葉に関する「よしなしごと」は知的好奇心から発するものであり，
教養を磨くための材料として何よりも尊重されるべきだが，ふと湧いてくる疑
問の答えを知りたいと思っても，何をどう調べればよいのかもわからないし，
そばに教えてくれる人もいないことが多い．せっかく学習の過程で心に浮かん
だ無数の成長の種が，豊かな土壌に落ちることなく，朽ちていっているのであ
る．
なぜ不定冠詞では aと anが区別されているのだろう，なぜ 3単現の -sなど

というものがあるのだろう，なぜ仮定法では現在のことなのに過去形で表現す
るのだろう，なぜアメリカ英語とイギリス英語は異なっているのだろう．次々
と疑問が湧いてくるはずだが，このような疑問にあまりこだわりすぎると語学
学習上能率が悪いので，そのうちに問うことを止めてしまう．たいていそうい
うものだと呑み込んで，やりすごすよりほかない．しかし，一般に疑問は素朴
であればあるほど本質的であり，その答えを知ろうと努力することは，英語の
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みならず日本語を含めた言語というものを理解するうえで，一見遠回りのよう
に見えて，実は近道なのである．基本を押さえていれば，当然のことながら応
用が効くからだ．
素朴な疑問は本質的なものであるから，まともに答えるのは，英語学という
学問的な立場からでも非常に難しい．本来，英語学を始め言語学は，そのよう
な素朴で本質的な疑問に答えようとすることを使命としてもつはずだが，分野
としてあまりに専門化しているために，英語（学）に関わる研究者も教育者も，
学問的な成果を英語学習者になかなか還元できずにいるという状況がある．英
語の学習者も英語学の研究者も，向いている方向は一緒なのだが，思いのほか
接点がなく，むしろ溝があるかのようである．そこで本書は，学習者が抱きや
すく，かつ研究者が明らかにしたいと思っている英語の「素朴な疑問」を重視
することにより，学習者と研究者の接点をなるべく多くし，間の溝を埋めるこ
とを目指す．
これまでも，英語の疑問点を英語学的に解決するという趣旨の本は多く出て
いるが，（1）記述が必ずしも最新の学術的な知見に基づいておらず，しばしば
表面的な説明にとどまっている，（2）言語学の知見を援用していたとしても，
現代英語に関する理論的な観点のみから説かれたものが多く，歴史的な観点
が概ね弱い，（3）一問一答式に終始するきらいがあり，背景に言語としての体
系や歴史といった「物語」を感じさせる要素が少ない，などの問題を抱えてい
るものが多い．本書は，このような現状に鑑み，大学生以上の英語学習者，大
学学部・院で英語学を学ぶ学生，英語教員を主たる読者として想定し，「英語史」
という歴史的な視点を全面に押し出して，素朴な疑問の解決に臨む．
実際，英語史の観点に立った素朴な疑問の解決という趣旨の書籍もいくつか

出版されているが，疑問に単発的に答えるのみで，雑学的な読み物に終始して
しまっているものが少なくない．読者は体系的な分野としての「英語史」を意
識する機会をもちにくいのである．本書では，多くの問題が，英語史という「物
語」のなかで，互いに関連した問題として扱われうることを示すことにより，もっ
と掘り下げてみたいという読者の反応を引き出し，英語史という深い分野への
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入口を提供できればと思っている．発する疑問はあくまで素朴だが，それを高
度に発展させて考えるおもしろさを示したい．
素朴な疑問を解く は，英語史的な発想である．一見すると他愛のない問い

も，英語史上の課題として眺めれば広く奥行きのある問いとなる．読者は，現
在では当然で絶対的に見える規則性や不規則性も，歴史的に培われてきたもの
であることに気づくだろう．読み進めていく過程で，英語史的な角度から問題
を眺めることのおもしろさ，目から鱗が落ちるような発想の転換に頻繁に出会
うはずである．英語史の知られざる側面だと筆者は思っているが，実はこの分
野を学ぶことにより，発想の転換やアイデアの創発といった現代社会で重視さ
れるオリジナリティへの自覚や習慣を身につけることすら可能である．という
のは，一般の人々には予想できない角度から英語を眺めるのが英語史の身上だ
からである．
以上をまとめると，本書の狙いは以下の通りである．

1.「素朴な疑問」を重視する
2. 英語を「歴史的に」見る
3. 英語史という学問分野への入口を提供する
4. 英語史のオリジナルな発想法を示す

読者各位には，言葉に対する素朴な感性を大切に保ちながら，英語（言語）
の歴史の深みと魅力に分け入ってもらいたい．

本書で用いる記号
 *  ありえない表現形式，あるいは理論的に再建された形式の前に付す
［ ］ 発音を表す
/ / 音素を表す
〈 〉 文字や綴字を表す
 ○古  古英語の表現であることを表す
 ○中  中英語の表現であることを表す
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1.1.1 各時代区分の名称
英語史の世界に足を踏み入れるに先立ち，本書で前提としていく時代区分

を示しておきたい．

　古英語（Old English）

前古英語
（Pre-Old English）

 449 - 700

449-1100初期古英語
（Early Old English）

 700 - 900 

後期古英語
（Late Old English）

 900 - 1100

　中英語（Middle English）

初期中英語
（Early Middle English）

 1100 - 1300
1100-1500

後期中英語
（Late Middle English）

 1300 - 1500

　近代英語（Modern English）

初期近代英語
（Early Modern English）

 1500 - 1700
1500-1900

後期近代英語
（Late Modern English）

 1700 - 1900

　現代英語（Present-Day English） 1900-

この時代区分の背景について，少々説明を加えたい．古い言語を比較対照し，
言語間の系統関係を探る比較言語学という分野の成果によると，紀元前 4000
年頃に，現在印欧語族（インド・ヨーロッパ語族）と呼ばれている言語群の祖先た
る言語が，南ロシアのステップ地帯で用いられていた．この言語は印欧祖語と
呼ばれている．
紀元前 1500年頃には，印欧祖語の分岐が始まり，いくつかの語派へと分化

していった．それらの語派のうち，現在の北欧やドイツ方面へ展開したものが，
ゲルマン語派である．ゲルマン語派は，紀元前 500年頃まではおよそ一様な
言語として存在しており，その段階の言語はゲルマン祖語と呼ばれている．そ

英語史の時代区分1.1
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―
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語
史
入
門

の後，ゲルマン祖語自体も分岐し始め，原初の英語，ドイツ語，オランダ語，
北欧諸語などへ発展していった．
ドイツ北部やデンマーク南部など，ゲルマン語を話す民族のなかでも比較的
西寄りに位置していた諸民族のなかに，アングル人，サクソン人，ジュート人
がいた．彼らこそが，原初の英語を母語としており，後にアングロ・サクソン
人と総称されることになる民族だった．アングロ・サクソン人は，同じ印欧語
族系ではあるがケルト語派に属するブリトン人の居住していたブリテン島に目
を付け，5世紀半ばに攻略を開始し，この島の大部分を奪い取った．伝説によ
ると 449年が攻略の年とされており，この年をもって象徴的に英語史の開始と
するのが慣例である．以降，1100年ほどまでの時期を古英語期と呼ぶ．

アルバニア語派
アルメニア語派 

アルバニア語
アルメニア語

バルト語群
古プロイセン語
リトアニア語
ラトビア語

スロバキア語
チェコ語
ポーランド語
ウェンド語
セルビア語
ソルブ語

古教会スラブ語
セルボ・クロアチア語
ブルガリア語
スロベニア語
マケドニア語

ベラルーシ語
ロシア語
ウクライナ語

ヒンディー語
ベンガル語
ウルドゥー語
マラーティー語
ロマニー語
パンジャブ語
グジャラート語
シンハラ語

アヴェスター語
古ペルシャ語　　ペルシャ語
バルーチー語
クルド語
パシュトー語
オセット語

西スラブ語群

南スラブ語群

東スラブ語派

インド語群　サンスクリット語

インド＝イラン語派

イラン語群

スラブ語群

バルト＝スラブ語派

現代英語　 近代英語　 中英語　 古英語

オランダ語
フラマン語

アフリカーンス語
フリジア語 古フリジア語

中オランダ語 古低地フランコニア語

高地ドイツ語
イディッシュ語 古高地ドイツ語

低地ドイツ語 古サクソン語

低地ゲルマン語群

西ゲルマン語群

高地ゲルマン語群

アングロ・フリジア語群
ゲルマン語派

北ゲルマン語群古ノルド語

西ノルド語群

東ノルド語群

ノルウェー語
アイスランド語
フェロー語

デンマーク語
スウェーデン語
ゴトランド語

東ゲルマン語群ゴート語

ケルト語派

ブリソニック語群
ウェールズ語

コーンウォール語
ブルトン語

ゲール語群
アイルランド語

マン語
スコットランド・ゲール語

イタリック語派

オスク・ウンブリア語群

ラテン・ファリスク語群ラテン語

フランス語
スペイン語
ポルトガル語
イタリア語

プロバンス語
レトロマンス語
ルーマニア語
カタロニア語

ギリシア語派古典ギリシア語ギリシア語

アナトリア語派
ヒッタイト語
ルヴィ語

リュディア語
リュキア語

トカラ語派トカラ語A
トカラ語 B

印欧祖語

こうして，ブリテン島の北部と西部を除く大半は，英語を母語とするアング
ロ・サクソン人が居住し支配する土地となり，その後数世紀をかけて「アング
ル人の土地」（Englaland）が転じて「イングランド」（England）と呼ばれること
になる王国へと発展した．古英語で書かれた文献が本格的に現れ出すのは 700
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年頃であり，それ以前の時代を前古英語期，その後，9世紀後半のアルフレッ
ド大王の活躍に至る 200年間ほどを初期古英語期と呼ぶ．特に 9世紀後半か
ら 11世紀前半まで，アングロ・サクソン人は北欧からのヴァイキングの襲来
に悩んだが，それが解消されたかに思われたのも束の間，1066年にはイギリ
ス史上最大の事件ノルマン征服（Norman Conquest）が起こり，フランスの一貴
族，ノルマン人のウィリアム 1世に王権を奪われ，アングロ・サクソン王朝
は永遠に幕を閉じることとなった．900年から1100年までのこの激動の時代を，
英語史の区分では後期古英語期と称している．

1100年から 1500年までの 400年間は中英語期と呼ばれ，1300年を境に初
期と後期に分かれる．初期中英語期では，ノルマン征服の結果として，イング
ランドでフランス語が高い地位に置かれ，それと対照的に英語の地位はおとし
められた．しかし，後期中英語期にかけてフランス語に対する英語の地位が徐々
に回復し，14世紀後半には英詩の父ジェフリー・チョーサー（Geoffrey 

Chaucer）が登場するなど，アングロ・サクソン時代以来数世紀ぶりに格調高い
英語文学が花咲くことになった．

15世紀末，イングランドで薔薇戦争と呼ばれる貴族の内乱が終結し，時代
はルネサンスへと，近代へと移り変わった．1500年から 1900年までの 400
年間を近代英語期と呼んでいる．その前半に相当する初期近代英語期は，イギ
リス史としては宗教改革，ルネサンス，エリザベス 1世の統治，市民革命の時
代に当たり，中世から近代へと生まれ変わる激動の時代だった．そのなかでシェ
イクスピア（Shakespeare）に代表される才能豊かな文学者が多く輩出した．
1700年から 1900年は後期近代英語期で，イギリスが連合王国となり，急速
に国際的な力をつけ，アメリカ，アフリカ，アジア，オセアニアへと世界展開し，
ヴィクトリア女王の君臨する大英帝国へと発展した時期である．英語を母語あ
るいは公用語とする国・地域がイギリス以外にも作られ，英語が国際的な影響
力を増した時代でもあった．
最後に，1900年以降現在までを現代英語期と呼ぶ．大英帝国は解体に向かい，
代わってアメリカが世界を牽引する時代となった．アメリカの国際的な影響力
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とグローバル・コミュニケーションの増大により，世界語としての英語の地位
が一気に高まるなか，人類は 21世紀を迎えた．

1.1.2 時代区分の恣意性
英語史の各時代と時代区分に関する歴史的背景を見てきたが，ここで強調し

ておかなければならないことは，時代区分はあくまで後世の学者の設けた便宜
的な取り決めにすぎないということだ．例えば，449年をはさんだ前後数世代で，
英語という言語の構造が大きく変わったわけでもないし，1066年のノルマン
征服を境に，突如として言語的に大変革が生じたわけでもない．言語変化は，
程度の差こそあれ，常に徐々に進行しているものであり，数世代の間にコミュ
ニケーションが困難になるほどの飛躍的な変化が生じることはほとんどない．
その意味では，言語史上の時代区分はおよそ恣意的である．言語史の時代区
分には，これぞ決定版といえるものはなく，やや誇張していえば，研究者の数
だけ時代区分法があるともいえる．

Hockettは，時代区分に関して抱きやすい誤解を解きほぐすべく，以下のよ
うな図を示し，話し言葉の言語変化の速度は，誤差はあるものの原則として一
定であることを前提とした（一方，書き言葉の変化はより緩やかで，必ずしも一定の速
度では進まないとされる）．

原
点
か
ら
の
変
化
の
幅

書き言葉アルフレッド大王

アルフリック

ノルマン征服

ラーヤモン

『女子修道院生の戒律』

チョーサー

キャクストン

話し言葉

 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

Hockett, “The Terminology of Historical Linguistics” を元に作成
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しかし，時代区分に関して研究者間で緩やかな合意があることも確かである．
実際，上に掲げた区分は，比較的広く受け入れられているものの 1つである．
このような合意は，言語学的な証拠によるものというよりは，研究者間の参照
の便のためと考えておいてよい．時代参照のために「古英語」「初期中英語」「後
期近代英語」などの共通した呼び方があると便利だから時代区分が設定され
ているのであり，実際の言語変化はグラジュアルな連続体であることを肝に銘
じておきたい．固定した時代区分にこだわりすぎると，言語の連続性が見えに
くくなる恐れがあり，ひいては古い英語と現代英語との関連性もつかみにくく
なる．上記の時代区分は，便利なものとして，しかしあくまで相対的なものと
して理解しておきたい．

狭い意味での「英語史」は，現代英語に連なる古い姿の英語が書き記され
ている文献的な証拠をもとに，英語の歴史を跡づけていくものである．そうす
ると，前項で述べたように，英語で書かれた文献資料が本格的に現れ出すのは
700年頃であるから，厳密にいえば，それ以降の英語の歴史が「英語史」とい
うことになる．しかし，考古学的な証拠や，大陸の文献から，それ以前にも大
陸やブリテン島で後の「英語」へ発展する言語が話されていたことは間違いな
く，広い意味での「英語史」はそれよりずっと古い時代まで遡ることができる．
今この広い意味での「英語史」を考えるとすれば，時代を遡ってゲルマン祖語
や，さらには印欧祖語，そして究極的には人類言語の原初にまで及ぶものであ
り，そこに断絶はないと想定するのであれば，理論的にはどこからが「英語史」
の始まりかを決することはできないことになる．言語史の時代区分の恣意性や
便宜的な性格があらためてわかるだろう．

資料と媒体1.2
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ここで，古い時代の言語体系について示唆や証拠を与えてくれる資料と媒体
という観点から英語史を見ると，（1）直接の資料はないが，比較言語学の再建
（reconstruction）という手法により理論的に復元することのできる時代（印欧祖語
から前古英語まで），（2）直接の文献資料が手に入る時代（初期古英語から現代英語ま
で），（3）直接の音声資料が得られる時代（主として後期近代英語から現代英語まで），
に分けられる．
（1）で得られる情報は，あくまで理論的なものであり現実に確かめようもな
いが，近隣諸言語との厳密な比較に基づいた再建の手法には，学術的に高い
信頼性が認められている．印欧祖語やゲルマン祖語の段階では書き言葉（書記
言語）はなかったと考えられるため，ここで復元される言語体系は必然的に話
し言葉（音声言語）である．
（2）の文献資料には，碑文，手書き写本，印刷物，電子書籍など様々なもの
がある．文献資料の定義上，そこに表されているものは書き言葉が中心である
が，会話などが写し取られている場合には，そこから話し言葉のなにがしかを
復元することができる．したがって，古い時代の話し言葉を文献から復元しよ
うと思えば，文献の書き言葉のなかに話し言葉がいかなる形で再現されている
か，どのようにしてそれを取り出せるかが問題となる．ここから，文献資料を
読み解く際に，綴字と発音の関係に十分な注意を払うべきであることが理解さ
れるだろう．
（3）の音声資料については，主として 19世紀後半からの録音機器の発達に
より入手可能となったものであり，直接話し言葉にアクセスできる点で貴重な
資料である．ほかにも，現存する方言や口承文学に古い発音が残っているなど，
間接的に過去の話し言葉にアクセスする方法もある．
「英語史」は，狭い意味であれ広い意味であれ，これらの直接・間接の証拠
を地道に紡ぎ合わせることによって織り上げられてきた，固有にして壮大な物
語である．その物語は，描く際になるべくノンフィクションであろうとはするが，
証拠の入手可能・不可能の都合により，ときにフィクションの気味が混じらざ
るをえない．ここに英語史の限界と挑戦が，難しさと楽しさがある．
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1.3.1 音声の変化
言語史を語る際には，言語の音声，文法，語彙などといった言語体系を構
成する要素の変化を跡づける内面史（internal history）と，言語を取り巻く社会
やその話者集団の文化的営みの歴史との関連を追う外面史（external history）が

区別される．内面史と外面史は往々にして予想以上に密接に結びついているも
のであり，言語の歴史は理想的には両視点をバランスよく組み合わせて語るべ
きである．とはいえ，両視点を総合するのはたやすくなく，後に総合すること
を前提に，まずは別々に考慮するのが賢明である．本節と次節では，英語の内
面史，とりわけ音声，綴字，文法の変化に注目した歴史を略述したい．
機能的な観点から，言語を構成する最小単位は音素（phoneme）であるとい

われる．音素は大きく子音と母音に分かれる．古英語から中英語，近代英語を
経て現代英語に至るまで，子音音素のリストは大きく変化していない．歴史の
過程で失われた子音音素 /x/や新たに獲得された子音音素 /ʒ/もあることはあ
るが，子音体系は歴史的に概ね安定しているといえる．しかし，その音素が現
れる条件や配列については，ある程度の変化が見られる．例えば，古英語や中
英語の子音は後の時代に特定の環境において失われ，その痕跡は少なからぬ
単語の綴字において，黙字（silent letter）として現在に伝わっている．例として，
climbや listenには bと tが発音されない綴字として含まれているが，両者は
古英語ではきちんと発音されていた．
一方，母音（短母音，長母音，2重母音）の音素については，古英語以来，大き

く変化してきた事実があり，英語史の大きな特徴となっている．古英語の 2重
母音は ēa, ēoなど現代には馴染みの薄いものが多く，これらは中英語の諸方
言で概ね長母音化したが，近代英語に入って，その多数が再び 2重母音化し
た（母音の上の横棒は，便宜的に長音を示す記号である．本来の古英語写本などには付され

音声と綴字の変化1.3
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ていない）．中英語以降，「母音＋子音」の結合が崩れて新たに長母音や 2重母
音が生まれたケースも多く，英語の母音体系の変化は，全体として著しい．長
母音・2重母音については，1400-1700年頃にかけて生じたとされる大母音推
移（Great Vowel Shift）がよく知られており，これにより（［aː］ →） ［ɛː］ → ［eː］ → 
［iː］, ［iː］ → ［əɪ］, ［ɔː］ → ［oː］, ［oː］ → ［uː］, ［uː］ → ［əʊ］ という体系的な変化を
経た．

前舌

狭母音

半狭母音

半広母音

広母音

中舌 後舌

音声環境に応じて，長母音が短化したり，短母音が長化したりする変化も歴
史上しばしば起こっており，そのなかでも特に重要なのは中英語開音節長化
（Middle English Open Syllable Lengthening）である．これは，開音節（母音で終わる
音節）における短母音が長母音化した過程を指し，例えば nama “name”は
nāmaへ，beran “to bear”は bēranへ，ofer “over”は ōferへと変化した．また，
英語史上非常に重要な意味をもつのだが，強勢のない音節の母音（および鼻音 ［n］ 

や ［m］ ）はしばしば弱化し，最終的には消失することが多かった（2.5節を参照）．
古英語や中英語では，典型的に語末の音節には強勢が置かれないので，そこ
に含まれる母音は多く消失する運命をたどった．
多音節語においては，強勢位置の変化も，歴史的な話題となる．ゲルマン

語派に属する英語では，本来，第 1音節に強勢が落ちるのが原則であり，弱い
接頭辞が付される場合は例外となるが，その規則性は一貫していた．ところが，
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中英語以降，なるべく後ろのほうの音節に強勢を置こうとするフランス語やラ
テン語からの借用語が大量に流入するに及んで，本来のゲルマン語的なパター
ンが乱され，強勢位置の規則に関して大きな混乱がもたらされた．その結果，
近代以降，現在に至るまで，初見の多音節語について強勢位置を予測すること
は難しくなった．その混乱を逆手にとって，近代英語期に récord (n.) vs 
recórd (v.)などと品詞によって強勢位置を違える妙技を会得したのも，いかに
も自由闊達な英語らしい歴史の一コマといえる（2.2節を参照）．

1.3.2 綴字の変化
英語の綴字の歴史も，音声の歴史と同様に複雑である．英語を含めゲルマ

ン諸語が書き言葉に付され始めたのはおそらく紀元 1世紀以降のことであり，
当初はアルファベットの一種であるルーン文字が用いられていた．英語につい
ていえば，ルーン文字で書かれた現存する最古の記録は，サフォーク州で発
見された 450-80年のものとされる金のメダルである．
アングロ・サクソン人による本格的な文字使用の契機は，6世紀末のキリス

ト教の伝来にともなう大陸からのローマン・アルファベットの導入である．ラ
テン語を範としながら英語で書かれた文献が 700年頃より現れ出し，英語を
書き記す独自の方法や独自の文字（〈æ〉 “ash” = ［æ］ ; 〈þ, ð〉 “thorn”, “eth” = ［θ, ð］ ; 〈ƿ〉 

“wynn” = ［w］）がローマン・アルファベットに加えられることとなった（文字や綴
字を表すのに慣習的に〈　〉を用いる）．初期古英語期には統一された標準的な綴字
というものはなく，書き手（主として聖職者）は自らの英語方言の発音をそのま
ま綴字に書き落としたため，綴字のヴァリエーションは豊富だった．
後期古英語期になると，イングランド南西部のウェセックス王国がイングラ

ンド全域に政治的な影響力をもつようになり，ウェスト・サクソン方言の発音
に基づいた緩やかな標準綴字が発達し，文書は主としてこの標準綴字で書か
れるようになった．しかし，後期古英語の綴字の「標準」は，正しい綴り方が
1つに定まる現代的な「標準」とは異なり，ある程度のヴァリエーションを許
容するものであり，むしろ「標準志向」と呼ぶほうが妥当かもしれない．しかし，


