
1．導入

本論文では、（1）に示されるような、伝統的に
二重属格（Double Genitive）と呼ばれる構文の英
語史における出現と発達について議論する。
（ 1） a. a friend of mine, an idea of Tom’s

b. that dog of yours, this War of Britten’s
（1）のような構文を二重属格と呼ぶのは、後位修
飾要素に属格 of と属格名詞句・所有代名詞が含
まれるからである。（1 a）は不定冠詞を伴う二重
属格であり、（1 b）は指示詞と共に現れている。
二重属格の出現と発達について報告した先行研究
には、Einenkel（1905）、Jespersen（1927）、van
der Gaaf （1927）、Hatcher （1950）、Mustanoja
（1960）、中尾（1972）、Altenberg（1982）、Fischer
（1992）、Allen（2002）、宮前（2013）などがあ
り、これまで様々な議論がなされてきた。一般的
に、二重属格は中英語に現れたと言われている
が、その出現時期や発達過程を詳細に議論してい
る先行研究は少なく、まだ完全には明らかになっ
ていないように思われる。そこで本論文の目的
は、二重属格が現れ始めたとされる中英語のコー
パス PennHelsinki Parsed Corpus of Middle English
Second Edition（以下、PPCME2）を用いて徹底的
な調査を行い、以下の 2点について明らかにする
ことである。つまり、①中英語における二重属格
の出現時期はいつか、②その発達過程はどのよう
なものか、である。
構成は以下の通りである。2節では、現代英語

における 2つのタイプの二重属格の特徴を記述
し、3節で二重属格の出現と発達に関する先行研
究を概観する。4節では、コーパス調査から得ら

れた結果を検証し考察を行い、5節は本研究のま
とめを述べる。

2．二重属格の特徴

現代英語における二重属格は大きく 2つに分類
することができる。すなわち、（1 a）に見られる
ような、修飾要素に不定冠詞 a（n）を取るもの
と、（1 b）のように指示詞（that や this など）を
取るものである。本節では、それぞれの構文の特
徴を明らかにしながら、一見すると同じように見
える構文の意味と機能がかなり異なっていること
を示し、これらを同列に扱うことは不適当であ
り、異なる構文として扱うのが妥当であることを
指摘する。まず、不定冠詞を伴う二重属格の特徴
を概観し、次いで指示詞の二重属格について見て
いく。
Quirk et al.（1985）や Declerk（1991）などによ
れば、不定冠詞の二重属格の後位修飾要素（of＋
属格名詞・所有代名詞）は定（definite）の表現
で人（human）を表さなければならない。
（ 2） a. an opera of my friend’s, *a funnel of the

ship’s （Quirk et al.（1985 : 1283））
b. an idea of Tom’s, *a door of the house’s

（Declerk（1991 : 256））
（2）に示すように、後位修飾の名詞が、the ship
や the house のような物であると非文法的な構文
として判断される。また、後位修飾の名詞には、
所有代名詞と属格名詞が現れることができる。す
なわち、（2）では属格名詞の my friend’s と
Tom’s が現れているが、（1）では所有代名詞の
mine と yours が現れている。
この a friend of mine タイプの不定冠詞を伴う
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二重属格は、名詞句全体として不定（indefinite）
でなければならず、（3 a）の例が示すように、不
定冠詞の代わりに定冠詞によって修飾されること
はできない。この条件の結果として、（3 b）に示
されるように、名詞句の主要部に固有名詞が現れ
ることもできない。
（ 3） a.*The daughter of Mrs Brown’s has arrived.

b.* Mrs Brown’s Mary, *Mary of Mrs
Brown’s （Quirk et al.（1985 : 1283））

しかし、（3 b）に示されるように、関係節のよう
な限定的な要素が二重属格を修飾する場合には、
定冠詞は現れることができる。
（ 4） This is the friend of Mr Brown’s who want to

see you. （Declerk（1991 : 256））
（4）では、関係節 who want to see you によって
定冠詞を含む二重限定が修飾されており、この場
合は文法的と判断される。
また、不定冠詞の二重属格は部分（partitive）
を示す用法で、次の 2つの例は同じ意味として解
釈される。
（ 5） a. a friend of his father’s

b. one of his father’s friends
（Quirk et al.（1985 : 1283））

Quirk et al.（1985）によれば、（5 a）は his father
が 1人かそれ以上の友達を持つ場合のいずれにも
使うことができるが、一方、（5 b）では、必ず 2
人以上の友達が含意される。したがって、次の例
では、（6 a）は、唯一の娘“solo daughter”の意
味を含意するが、（6 c）は、唯一の娘ではない
“not solo daughter”の意味を含意する。
（ 6） a. Mrs Brown’s daughter

b. Mary,（the）daughter of Mrs Brown
c. Mary, a daughter of Mrs Brown’s

（Quirk et al.（1985 : 1283））
（6 b）は、二重属格ではなく通常の of 属格の例
であるが、“solo daughter”の含意はない。
次に、（7）に示すような、指示詞を伴う二重属
格の特徴についてまとめる。
（ 7） a. this War Requiem of Britten’s

b. this hand of mine
（Quirk et al.（1985 : 1283, 1284））

指示詞の二重属格には、不定冠詞の二重属格に含
まれる前置詞 of が持つ部分（partitive）の意味は

無く、同格（appositional）としての働きがあると
言われている。また、不定冠詞の場合と同じよう
に、後位修飾の名詞として、所有代名詞と属格名
詞のどちらも現れることができる。Quirk et al.
（1985）によれば、（7 a）の二重属格は、“This in
stance of Britten’s work, namely, War Requiem”の
ように解釈され、さらに、（7 b）は、‘this one of
my（two）hands”という部分の解釈ではなく、
“this part of my body that I call ‘hand’”と解釈さ
れなければならない。これらの事実から自明のよ
うに、指示詞の二重属格は部分ではなく、同格の
機能を持つことが分かる。
また、Declerk（1991）によれば、二重属格に現
れる指示詞は 2種類の感情を表している。つま
り、that と those は心理的に距離があることを示
し不承認（disapproval）、軽蔑・侮蔑（contempt）、
立腹・いらだち（irritation）、怒り（anger）、蔑み
（disparagement）などの意味を示す。
（ 8） That dog of yours has trampled down my

flowers again.（means ’that animal which is
your dog,’ not ’that one of your dogs’）

（Declerk（1991 : 257））
一方、this と those は、愛情（affection）、ほこり
（pride）、賞賛（admiration）などを意味する。
（ 9） How cute she is, this darling little baby of

yours!
This car of yours is really the tops!

（Declerk（1991 : 257））
不定冠詞には、（8）と（9）に示されるような、
感情に関する解釈は含意されない。
さらに、指示詞の二重属格には、不定冠詞の二
重属格に課せられていた条件に縛られない。すな
わち、（7 a）での Britten’s のように、後位修飾の
名詞句が必ずしも人である必要はない。指示詞が
修飾しているので、二重属格の名詞句全体も定
（definite）の解釈を持つ。
ここまで概観したように、不定冠詞を伴う二重
属格と指示詞を伴う二重属格は、構造こそ同じよ
うに見えるが、それらの意味や機能はかなり異な
っている。したがって、少なくとも現代英語にお
いては、これらの構文は区別して扱われるべきで
ある。中英語に二重属格が現れたとすれば、もと
は同じ構文であった可能性のある二重属格がどの
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ように分岐していったのかという疑問が出てく
る。もしくは、2つの二重属格は個別に現れ、そ
れぞれが独自の発達を辿ったという可能性もあ
る。以下では、先行研究で議論されている二重属
格の出現時期と発達過程を簡単に振り返り、4節
でコーパス調査の結果から 1節で示した①と②に
ついて考察する。

3．先行研究

本節では、二重限定の出現と発達に関する先行
研究を概観する。二重属格の出現時期について詳
細に調査した先行研究に、Gaaf（1927）と Allen
（2002）がある。これらを中心に、3.1節で出現に
ついて、3.2節では発達について概観する。

3.1．二重属格の出現について
中尾（1972）は、不定冠詞の二重属格は、後位
修飾の名詞が所有代名詞か属格名詞かに関わら
ず、1300年頃には既に存在しており、一方、指
示詞・定冠詞を伴う二重属格は、やや遅れて、
1350年頃に文献に現れ始めたと述べている。し
かし、中尾（1927）は、これらの出現時期を支持
する証拠は特に提示しておらず、以下で見るよう
に、中尾（1927）で述べられている年代は、他の
先行研究や 4節で示す PPCME2から得られたデ
ータと一致しない点があるように思われる。
まず、不定冠詞を含む二重属格に関して、最も
早い出現時期を主張しているのは Gaaf（1927）
で、（10）の例を示しながら、a friend of mine タ
イプの二重属格の最も古い例は 1200年頃に出現
したと主張している。
（10） a. ʒif þu mare spenest of þine

if you more spend of yours
“if you spend more of yours”

（Lamb. Hom., 79 : c 1200））
b. Gif ðu him lanst any þing of ðinen, and . . .
if you him loan anything of your（s）, and
“if you loan him anything of yours, and. . .”

（Vice and Virtues, 77.21 : c 1200）
（Gaaf（1927 : 20））

しかしながら、（10）の例文は、（1）に示すよう
な現代英語の二重属格とは異なる構文であるよう

に思われる。すなわち、（10 a）では、現代英語
の“more”に相当する mare と of þine“of yours”
の間に、動詞 spenest“spend”が位置しており、
特殊な語順となっており、主要名詞が明確に表示
されていない。また、（10 b）では、後位修飾要
素に先行する名詞が anything であり、この場合
も明確な主要部が無い。（10）に示されるような
事例は、中英語の早い時期から存在していた。こ
のように明確に主要部を持たない構文は、現代英
語で観察される二重属格とは異なる構文であると
考えられるので、本論文では除外する。この点に
ついては、Allen（2002）でも指摘されている。
これらの事例を除くと、Gaaf（1927）の主張する
次に古い時期のデータは（11）に示すような二重
属格であるが、これは own を含んでいる。
（11） Childrene of is owene

“children of his own”
（South Eng. Leg., 107.24 : a 1300））

（Gaaf（1927 : 22））
（11）のような own タイプの事例も中英語から存
在していた。（10）の例と同様に、現代英語にお
いても he has no opinion of his own のように、二
重属格とは独立した構文として存在するので、本
論文ではこの own タイプも除外する。Gaaf
（1927）の分析の問題点として、これらのような
本来区別するべき構文も調査・分析の対象に含め
ていることが挙げられる。さらに、2節で述べた
ように、不定冠詞の二重属格（a friend of mine タ
イプ）と指示詞の二重属格（that nose of yours タ
イプ）の特徴はかなり異なるにも関わらず、Gaaf
（1927）は同じように扱っていることも指摘して
おきたい。本論文で認められる二重属格とは、明
確に主要部要素を持つものに限られ、（10）と
（11）に示されるような事例は、研究の対象から
外して調査を行う。
（10）と（11）タイプを除くと、次に古い年代
の事例として、Gaaf（1927）は（12）に示すよう
な事例を取り上げていた。
（12） a. . . . als a seruand of his, . . .

“. . . also a servant of his, . . .”
（North. Eng. Leg., 9.383 : a 1300）

b. . . . a man of his again a man of ouris.
“. . . a man of his again a man of ours.”
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（Cursor Mundi, 6480 : a 1300）
（Gaaf（1927 : 22））

Gaaf（1927）は、（12）の出典である The North
English Legends と Cursor Mundi の年代を a 1300
と指定している。すなわち、1275～1300年の文
献であることが示唆されている1）。しかし、Allen
（2002）が指摘するように、The North English
Legends は Middle English Dictionary によると a
1425（?c 1375）と年代を定められており、（12 a）
の例の文献の年代は少なくとも 75年は早い年代
となっている。同様に、PPCME2のテキスト情
報によれば、Cursor Mundi は m 232）に年代設定
されている。つまり、Cursor Mundi の作成時期
（Compositional Date）は 1350～1420年の間であ
ることを意味している3）。Cursor Mundi に関して
も、Gaaf（1927）が提示している年代は、少なく
とも 50年は早いということになる。（10）と
（11）に加えて（12）のような事例を除くと、
Gaaf（1927）で取り上げられている二重属格の最
も古い事例の年代は、14世紀半ば以降の文献に
集中している。Gaaf（1927）からの事例をいくつ
か挙げておく。
（13） a. . . . , that was a cosyn of his.

“. . . , that was a cousin of his.”
（Ipom. C, 334.32 : c 1350）

b. , that was an officere Of the prefectes
“, that was an officer of the governor’s”

（Chaucer, Cant. T., G, 369 : c 1388）
（Gaaf（1927 : 22, 24））

（13 a）は 1350年頃の文献からの前置詞 of に所
有代名詞が後続する事例であり、（13 b）は 1388
年頃の文献からの前置詞 of に属格名詞が後続す
る事例である。Gaaf（1927）、Jespersen（1927）、
Allen（2002）らは、これら所有代名詞タイプの
二重属格と属格名詞タイプの関係ついて、所有代

名詞の例が先に文献に現れるようになり、属格名
詞タイプが遅れて現れたと主張している。それら
の先行研究は、属格名詞が前置 of に後続する二
重属格の最初の事例は、（13 b）の Canterbury
Tales からであるということで意見は一致してい
るようである。
Allen（2002）は、PPCME2から選んだ 16のテ
キストを含む、41のテキストを調査し、二重属
格が初めて文献に現れた時期について議論してい
る4）。Allen（2002）は最初に文献に現れた二重属
格の事例として、Cursor Mundi から得た（14）
の例を挙げている。
（14） a man of þair

“a man of their（s）”
（CM（Vsp, c 1350）7465）（Allen（2002 : 26））

Cursor Mundi は 1350 年の文献である。Allen
（2002）は、二重属格は不定冠詞を含むタイプが
14世紀半ばに現れ、15世紀に指示詞と定冠詞
the を含む二重属格へと拡張していったと主張し
ている。
次に、指示詞を伴う二重属格について概観す
る。Gaaf（1927）は、（15）を最初に現れた指示
詞の例として提示している。
（15） . . . , Or thou gettis this stede of myne

“before you get this place of mine”
（Ipom. A. 7747 : c 1350）（Gaaf（1927 : 27））

しかしながら、Allen（2002）によって指摘され
ているように、Middle English Dictionary による
と（15）の出典の時期は a 1500（a 1400）と定め
られており、写本時期の a 1500と比べると、
Gaaf（1927）の主張する c 1350年は 150年近く
早い時期である。その代わりに、Allen（2002）
は、Gaaf（1927）で挙げられている（16）の例が
最初に現れた指示詞の二重属格であると主張して
いる。

─────────────────────────────────────────────────────
１）“a1300”のように年代に付されている a は、その年代より前の 25年以内の文献であることを示し、c は与えられ
た年代の前後 25年以内であることを示している。

２）“m23”は、作成時期（compositional date）が 12501350年で写本時期（manuscript date）が 13501420年であるこ
とを示している。注 3も参照されたい。

３）Allen（2002）では、作成時期（compositional date）と写本時期（manuscript date）を分けて考えるべきであると注
意を促している。つまり、後に書かれたものは、統語論を変更されてしまう可能性があるからだ。Allen（1992）
では、オリジナルの構造が後に書かれた構造に取って代わられて事例を挙げている。詳しくは Allen（1992）を参
照されたい。

４）PPCME2には 56のテキストが含まれている。
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（16） These godis of myne（. . .）mowen be seid
the goddis of poor men
“These goods of mine（. . .）may be called
the goods of poor men”

（Peacock Repressor p.409 : 1449）
（Allen（2002 : 30））

（16）の文献は 1449年のもので、Allen（2002）
は指示詞を伴う二重属格の現れた時期は 15世紀
中ごろであると主張している。
最後に、定冠詞を伴う二重属格の出現について
概観する。2節で述べたように、この用法は、関
係代名詞のような限定的要素によって修飾されな
い限り、現代英語では容認されない。Gaaf
（1927）によって提示されている最初の事例を
（17）に示す。
（17） And þe measure of the purse of his þet is

zorʒuol and scare
“And the measure of the purse of his that is
miserable and parsimonious
（Ayenbite, 54 : 1340）（Gaaf（1927 : 26））

しかし、Allen（2002）は、（17）の例は二重属格
としては不適格な構文であることを指摘してい
る。つまり、Ayenbite of Inwyt はフランス語から
の翻訳であり、本来ならば“in his own”と訳さ
なければならい所を、誤って（17）のように翻訳
されているからである。その代わりに、Allen
（2002）は、定冠詞を伴う二重属格の最初の事例
として（18）を提示している。
（18） to tente þe tree of his

“to tend his tree”
（York Plays, 25.86 : a 1450）（Allen（2002 : 32））

（18）では、現代英語のように関係節によって修
飾されていない。Allen（2002）によれば、定冠
詞 the を伴う二重属格は周辺的な事例であり、15
世紀後半に出現し 17世紀の初めには消失した。
これは、Fischer（1992）や宮前（2013）などで
は、the nose of yours のような表現は your nose
に取って代わったからであると主張している。
本節での二重属格の出現に関する先行研究をま

とめると、14世紀半ばに不定冠詞を伴い前置詞
of に所有代名詞が後続する二重属格が現れ、少
し遅れて属格名詞が of に後続する二重属格も現
れるようになった。指示詞と定冠詞を伴う二重属
格は、15世紀中ごろに現れた。以下の 4節では、
本論でのコーパス調査の結果を示し、先行研究の
これらの調査結果と統合して考察する。次の 3.2
節で二重属格の発達に関する先行研究を振り返
る。

3.2．二重属格の発達
二重属格の発達に関して、先行研究では意見が
異なっているようである。Hatcher（1950）や中尾
（1972）によれば、二重属格の起源は、前置詞 of
の意味が部分（partitive）を表す構文であるとす
る説が一番有力である。この場合、前置詞 of は
“out of the number of”の意味で、先行する名詞
が省略された構造から生じたと述べている。
（19） a book of his ＝ a book of［from out the

number of］his books （Hatcher（1950 : 1））
このような説を支持する先行研究には、Mätzner
（III, 222）や Allen（2002）がある。これらの先行
研究では、二重属格は部分から同格（apposi
tional）へと拡張されたと主張している5）。
一方、部分説に対して同格（appositional）説を
主張する先行研究に Jespersen（1927）や Heltveit
（1969）などがある。Jespersen（1927）によれば、
前置詞 of は意味が等しい 2つの語句を繋げる働
きがあると主張する。Heltveit（1969）も同様に
同格説を主張しており、これは（20）のような古
英語の同格構文から派生したという仮説に基づい
ている。
（20） his a church （Heltveit（1969 : 234））
Heltveit（1969）によれば、中英語の所有代名詞
は定性（definiteness）を獲得し、主要部名詞の前
位位置で共起する不定冠詞や冠詞、指示詞などと
競合するようになった。このため、構造の再編成
（reorganization）が起き、所有代名詞は名詞の後
位位置へと置かれ、それらの間に前置詞 of が置

─────────────────────────────────────────────────────
５）Allen（2002）は、現代英語の二重属格の意味は、部分（partitive）というより、“member of a set”であると主張し
ている。初期中英語に所有代名詞が、Pro と結びついた that/those のように使われ始め、その所有代名詞に部分の
意味を持つ前置詞 of が結びつき、この構文が a friend of mine 構文の先駆けになったと示唆している。14世紀に
中頃にこの構文から“member of a set”の意味を持つ a friend of mine 構文が現れたと主張している。
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かれるようなった。
その他の説として、中尾（1972）によれば、a

book mine ＋ a book of me という 2つの属格構造
の混成（contamination）の結果とする意見や、a
friend of mine がもとの構造で明確さのために of
が添加されたとする意見、さらに、“I took a ci
gar, of yours”のような of の前に休止のある構造
から現れたとする意見などがあるが、これらの意
見は今日ではほとんど無視されている。
以上のように、二重属格の発達に関していくつ
か諸説があるようであるが、有力な説は、部分説
と同格説の 2つであるに思われる。4節で本論で
のデータを提示し、3.1節でのデータと併せて、
発達についての考察を行う。

4．データ、考察

ここまで現代英語における二重属格の特徴と、
二重属格の出現と発達に関する先行研究を概観し
た。本節では二重属格が現れたと言われる中英語
のコーパス PPCME2を用いた調査結果を提示し、
その結果から浮かび上がる事実を基に、1節で提
示した 2つの論点、すなわち、①中英語における
二重属格の出現時期はいつか、②その発達過程は
どのようなものか、について考察する。まず、
PPCME2より二重属格の事例を 44例見つけるこ
とができた。44例を修飾要素ごとに分類すると、
Table 1のような結果を得られた。

Table 1には、own タイプが 5例（*は 5例のうち
2例に数量子 no を含んでおり、これらは数詞、
数量詞には含まれてない）、その他の 3例には、
修飾要素が other と another であるものと、主要
名詞が anything であるものが含まれる。2節で述
べた通り、本論では、明確に主要部が示されてい
ないものは、a friend of mine/that nose of yours タ
イプの二重属格ではないとして除外する。不定冠
詞を伴う事例が 18例と最も多かった。次に多く

見つけられたのは、数詞、数量詞を含む事例で、
定冠詞と無冠詞は、それぞれ 3例を得られたのみ
であった。指示詞を含む事例は 1例も見つけるこ
とができなかった。
まず、不定冠詞を伴う二重属格から詳しく見て
いく。不定冠詞タイプの時代区分を Table 2に示
す。

M 1は 1150~1250年を、M 2は 1250～1350年を、
M 3は 1350～1420年を、M 4は 1420～1500年を
表している。Table 2に示すように、M 1期と M
2期には 1例も得られなかったので、少なくとも
本調査では 1350年以前には二重属格は存在して
いないこととなる。一方、M 3期と M 4期には、
それぞれ、2例と 16例見つかった。最も古い時
期に現れた M 3期の 2例を（21）に示す。
（21） a. a son of his

“a son of his”
（CMBRUT3, 114.3467 : c 1400）

b. a pore tenaunt of hys
a poor law of his

（CMEDMUND, 171.244 : c 1390）
（21 a）と（21 b）はそれぞれ 1400年と 1390年の
事例である。前置詞 of に後続しているのは、属
格名詞（例：Mrs Brown’s）ではなく、所有代名
詞である。本論文のコーパス調査によれば、（21）
が不定冠詞を伴う二重属格の最も古い事例という
ことになる。しかし、これは中尾（1972）の主張
する 1300年より 100年遅い出現となる。しかし
中尾は彼の主張する年代を裏付けるデータは特に
示していないようである。一方、Gaaf（1927）で
主張されている最も古い事例は、二重属格として
不適切な事例を除くと、3.1節で見た（13 a）で
あり、これは 1350年頃の文献から得られたもの
である。同様に、Allen（2002）でも、1350年頃
の（14）の事例が最も古い不定冠詞の二重属格で
あると主張している。Gaaf（1927）と Allen
（2002）が提示した（13 a）と（14）の例が得ら
れたテキストは、本論文の調査で用いた PPCME

Table 1 PPCME2からのデータ

不定
冠詞 定冠詞 無冠詞 数詞、

数量子 own その他 合計

18 3 3 12 5* 3 44

Table 2 中英語における不定冠詞の二重属格の分布

M 1 M 2 M 3 M 4 合計

0 0 2 16 18
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2に含まれていないものである。また、Gaaf
（1927）は 1350年以前の事例について一例も報告
しておらず、Allen（2002）でも、1150～1340年
代の 17の文献を調査しているが、その 17の文献
には不定冠詞の二重属格を見つけられなかったこ
とが報告されている。以上のことを踏まえると、
不定冠詞を伴う二重属格は 1300年代前半には英
語に現れ始め 1350年頃には確立し文献に現れ始
めたと結論付けるのが最も妥当である。
ここまで議論してきた不定冠詞を伴う二重属格
は、前置詞 of に所有代名詞が後続する事例であ
った。一方、前置詞 of に属格名詞が後続する二
重属格の事例は、不定冠詞を伴う二重属格 18例
のうち 5例で、全て M 4期からの事例であった。
その中の最も古い年代の事例を（22）に示す。
（22） a worthy officer of þe Bischopys

“a worthy officer of the bishop’s”
（CMKEMPE, 118.2727 : c 1450）

（22）は 1450年頃の文献である。Gaaf（1927）で
は、（13 b）で見た Canterbury Tales からの事例
が、属格名詞が前置詞 of に後続する二重属格の
最初の例であると主張している。PPCME2には
Canterbury Tales が含まれていないので、ここで
は Gaaf（1927）の主張に従い、属格名詞が後続
する二重属格が初めて現れたのは Canterbury
Tales で 1388年であると仮定する。したがって、
最初に前置詞 of に所有代名詞が後続するタイプ
が 1350年ごろに現れ、やや遅れて、属格名詞タ
イプが現れたということになる。この結論は Al
len（2002）の主張とも調和する。
次に、2番目に多く観察された数量詞と数詞を
伴う二重属格の事例を見ていく。これらの中英語
における分布は Table 3のようになる。

ここでも M 1と M 2期には一例も見つからなか
った。M 3期に現れた事例 5つのうち古い順番に
3例を（23）に示す。

（23） a. þre dukes of his
“three dukes of his”
（CMPOLYCH, VI, 309.2266 : a 1387）

b. no man of his
“no man of his”

（CMBRUT3, 55.1603 : c 1400）
c. so fewe disciples of his
“so few disciples of his”

（CMWYCSER, I.414.3396 : c 1400）
（23 a）の事例が最初期で 1387年であるが、この
文献はラテン語からの翻訳であり、ラテン語の影
響を受けている可能性がある。しかしながら、い
ずれの事例も 1400年頃である。Gaaf（1927）が
提示する、数量を含む二重属格の最も古い事例は
（24）である。
（24） none of his

“none of his”
（South Eng. Leg. 123/582 : a 1300）

（Gaaf（1927 : 21））
（24）は 1300年頃の事例であるが、上でも述べた
ように、明確な主要名詞が無いので本論では除外
される。したがって、1400年以降に数詞や数量
詞が二重属格の修飾要素として現れ始めたと考え
られる。
数量詞、数詞タイプのうち、前置詞 of に属格

名詞が後続するのは 12例のうち 1例だけで、そ
の他は所有代名詞が後続する事例であった。属格
名詞の例を（25）に示す。
（25） many worthy clerkys & prestys & swyers of

þe Bys-shoppys
“many worthy clerks and money（?） and
squires of bishop’s”

（CMKEMPE, 35.771 : c 1450）
上で議論した不定冠詞を伴う二重属格 18例のう
ち、5例が（22）のような前置詞 of に属格名詞
が後続する事例であると述べた。（22）と（25）
は、The book of Margery Kemp からの事例で、後
続する属格名詞も同じ bishop’s である。他の 4
例については、1例が Gregory’s Chronicle で、3
例が Malory’s Morte Darthur であった。したがっ
て、本論の調査では、PPCME2に限られたデー
タではあるが、所有代名詞が of に後続する二重
属格は 3つのテキストにしか存在しないことにな

Table 3 中英語における数量詞、数詞の二重属格の
分布

M 1 M 2 M 3 M 4 合計

0 0 5 7 12
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る。これは、後期中英語において所有代名詞が前
置詞 of に後続する二重属格の方がより広く受け
入れられていたことを示唆している。
次に、定冠詞が修飾する二重属格について考察
する。PPCME2より得られた 3つの例を（26）
に示す。
（26） a. þe purse of his

“the purse of his”
（CMAYENBI, 54.967 : 1340）

b. þe special seruanuntes of his
“the special servants of his”

（CMLCOUD, 14.14 : a 1425）
c. the forehed of hys
“the forehead of his”

（CMMALORY, 669.4954 : a 1470）
（26 a）は 1340年の事例で最も早いが、この例は
3.1節での（17）と同じものであり、フランス語
から誤って翻訳された事例であるため除外され
る。したがって、最も古い事例は（26 b）であ
り、1425年に文献に現れたことになる。また、
（26 b）の例は、現代英語の定冠詞の二重属格の
ように、関係節によって修飾されていない。一
方、3.1節で見たように、Allen（2002）は、（18）
を最初の事例として示しながら、定冠詞の用法は
1450年頃に確立したと主張していたが、彼女の
調査に（26 b）の出典である The Cloud of Un
knowing は含まれていない。したがって、本論で
は定冠詞の用法は 1450年より少し早く、1425年
までには確立していたと主張する。
最後に、指示詞を伴う二重属格の事例は

PPCME2から得られることはできなかったが、
PPCME2では 1500年までのテキストしか含まれ
ていないので、指示詞タイプはそれ以降に現れた
と推測される。Gaaf（1927）と Allen（2002）に
よれば、指示詞の最初の例は 1449年の（16）で
あることを 3.1節で見た。Jespersen（1927）や
Mustanoja（1960）、Allen（2002）では、（16）よ
りも早い事例についての言及がなく、PPCME2
の調査でも見つけることができなかったので、指
示詞を伴う二重属格の最初の事例は（16）である
と結論付けられる。また、Allen（2002）は、指
示詞と定冠詞が現れた時期は同じ 15世紀中ごろ
であると主張しているが、実際には定冠詞のほう

が若干早期に文献に現れているようである。定冠
詞が先に二重属格で使われるようになり、類推に
よって同じ定性の表現である指示詞も使われるよ
うになったという可能性は十分にある。
ここまでの考察より、本論における 2つの論
点、すなわち、①中英語における二重属格の出現
時期はいつか、②その発達過程はどのようなもの
か、についての以下の通り結論付ける。まず、二
重属格が初めて現れたのは 1350年頃で、不定冠
詞を伴い前置詞 of には所有代名詞が後続する二
重属格であった（例：a friend of mine）。やや遅
れて、1390年頃までに前置詞 of に属格名詞が後
続する用法が現れた（例：a friend of John’s）。次
に、1400年を境に、不定冠詞だけでなく、数量
詞と数詞も二重属格の修飾要素として現れ始め、
1425年頃に定冠詞が修飾する二重属格が現れた
（例：the forehead of his）。さらに、定冠詞の用法
からの類推で、1450年頃に指示詞が修飾する二
重属格が現れた（that nose of yours）。このよう
に、二重属格は部分（partitive）の意味を持つ前
置詞 of に起源があり、その後、次第に現れる領
域を拡張しながら、同格（appositional）の意味を
獲得したと考えるのが自然である。

5．結語

本論文では、二重属格の出現と発達について議
論した。PPCME2を用いた調査を行い、得られ
た結果を先行研究のデータと併せて考察し、二重
属格の出現時期を特定し、その発達について明ら
かにした。ここで得られた結論は、二重属格の出
現と発達について新たな知見を与えるものであ
る。すなわち、出現時期に関しては Allen（2002）
と同じ結論に至ったが、数量詞と数詞を伴う二重
属格が現れたのは、不定冠詞と定冠詞が現れる間
の時期であることを明らかにした。また、定冠詞
を伴う二重属格の現れた時期が Gaaf（1927）と
Allen（2002）主張するものより若干早く、指示
詞の二重属格よりも早期に文献に現れていたこと
を明らかにし、それゆえ、定冠詞を伴う構文から
の類推で指示詞が二重属格に現れたと主張した。
さらに、これらの事実より、二重属格は中英語に
漸次的にしかも常にその現れる構文領域を広めな
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がら発達していたことも明らかにした。しかしな
がら、PPCME2には 15世紀までの限られたテキ
ストしか含まれておらず、他の中英語の文献や
16世紀以降のテキストの調査も行わなければ、
二重属格の発達の全体像をつかむことはできな
い。中英語に現れた二重属格が、現代英語に見ら
れる 2つの二重属格へどのように発達したかを明
らかにするために、近代英語のさらなる調査、分
析が必要である。この点については今後の課題と
したい。
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On the Emergence and Development of
Double Genitives in Middle English
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ABSTRACT

This paper attempts to clarify the emergence and development of the double genitive con-
structions in Middle English by an investigation of the historical corpus, Penn-Helsinki
Parsed Corpus of Middle English Second Edition, arguing that the double genitive with parti-
tive meaning（such as a friend of mine）began to arise in the middle of fourteenth century
and extended to those with appositional meaning（such as that nose of yours）during fif-
teenth century. Another finding of this paper is that the definite article began to modify dou-
ble genitive constructions earlier than demonstratives did, which in turn lead to the conclusion
that the extension of the meaning from partitive to appositional was caused by analogy in vir-
tue of the definiteness both the definite determiner and demonstratives have. It is also argued
that the double genitive constructions, increasing the range of its modifiers, had been chang-
ing gradually and constantly during Middle English.

Key words : Double Genitive, Middle English, Emergence, Development
* Associate Professor, School of Human Welfare Studies, Kwansei Gakuin University

『Human Welfare』第 10巻第 1号 2018

148


