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英単語より見た女性の社会的役割について

後藤 信‘

A Study of English W ords Denoting Women' s Social Status 

-from Etymological Standpoint-

Makoto Gotoh * 

The aim of this paper is to connect the science of socIo-Information which is 

the subject of a brand-new department， to English literature & linguistics which 

is one of the background subjects in the interdisciplinary-oriented curriculum of 

玄ureUniversity. 

The two aforesaid subjects are not necessarily compatible with each other 

from a conventional viewpoint， and are unlikely to merge into one， at a glance. 

But， 1 have come to find some correlative points on the two subjects in the 

course of skimming the articles on sociology and socio-linguistics， that is to 

say， 'language and sex/ gender' is an area of study into which social science 

and linguistics converge. 

Here， 1 have picked up some examples of word-inflections of nouns peculiar to 

sex/ gender and some distinguishing features of proper names， occupation 

names and social titles denoting females. 

Although my concerns are partly from linguistic studies， 1 have taken the 

theme up from my another concern a t the social level. 

1 have tried to collect the remnant or current WOI・ds，which reveal women's 

humi1iated social status in the past， and added newly-proposed/born words for 

emancipating women from their home-bound condition， or the words for egali-

tarians to obtain the liberated world hoped for by women. 

1 hope this small paper will be of some help to the people w主oare devoted to 

social studies as well as women's studies. 

五eyWords (キーワード)

Women(女性)， Words (言語)， Society (社会)， Name (名前)， Marriage (結婚)

iまじめに

社会と言語の関係を考える持，民族や地域，そ

して国家などが，統一された単位としての言語上

の機能を持つ世界であることに気づくのである.

次に同じ言語を覆って相互に意志諌通が出来る

社会にあっても，社会階層別の，或いは男女別の

言葉遣いや特徴に注呂すると，この異グループ関

の言語表現に微妙な違いがあるのに又気づくので

ある.

ある言葉の生戒を特徴づけるその社会的な背景

を採ること，その語の形成過程や歴史的な変遷，

更に語諒にまで遡って，その語と人間の営みとの

関わりの詞に侭があったのかを探ることによって
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文学語学と社会学の交差する接点に近づくことが

出来るのではないかと患ったのである.このよう

な袈定と試みの気持ちから生まれたのがこの小論

である.

その 1 女性を表示する名詞の特徴について

male-child. f emale-childのようにその語の前

に性別を表す語を加えたり，又，詔ilk-man

milk-maidのようにその語尾に性別を表す語を

加えて男女別を明示する場合がある.

cham berlain. cham bermaidのように吉くか

らある語で男女同じ職種でありながら，その性差

が仕事の中身に微妙に反映して意味とをつて顕れ

ている語がある.それは現代の語にあっても

salesmanに対して salesgirl.salesladyなどの

形となって現れている.

-essという suffixを語尾に加えて出来上がる

女性形は何持頃から英語に採り入れられたのであ

ろうか.

OE期には -estreという接昆語が女性の行為

者，動作主を表す際に加えられていた.それはM

E期になって-esterという綴りに変わる.然し，

この -esterを加えて造る女性形はME期に途絶

えてしまい，今残っている英単語は spm→ spm-

ster 位なものである. もとの意味は“紡ぎ女"

だ、ったのが，今では“結婚適齢期を過ぎた未婚婦

人"の意味となっている. seam → seamsterは

“仕立て屋"となって，お針子の方は seam→ 

seamstressとなる.song→ songster は歌手で、

女性歌手の方誌 song-stressである.

-essの普及は1066年のノルマン入の英国侵入

を期とする仏語の影響によるものと思われる.

シェクスピア時代には champion→ champion 

ess， warnor → warrioressなどが見られた.

近世に入っても -essの形は多く見られたが，

dictator→dictatress. orator→oratress. doctor 

→ doctressなどは現代英語からは姿を消しつつ

ある.

-trix が語尾につけられた女性名詞を次に克て

一← 一一一一一一 i::"

みよう.

男性形 女性形

testator 

administra tor 

aviator 

testatrix 

administra trix 

aviatrix 

prosecutor prosecutrix 

-a が語尾につけられた女性名詞

男性形 女性形

maestro 

don 

czar 

maestra 

dona 

czarma 

sultan sul tana 

-a の形で語尾が袈わるように屈折させることで

対応する男性名から女性名をつくる

男性名 女性名 男性名 女性名

Victor Victoria Angel Angela 

Phillip Phillipa Anton Antonia 

George Georgia Julius Julia 

Christian Christina Octavius Octavia 

-ine で終わる女性名詞及び女性名を見てみよう

男性名女性名 男性名詞 女性名詞

Joseph Josephine landgrave landgravine 

Clement Clementine margrave margravine 

Paul Pauline hero heroine 

噌 tte -etta を加えて女性の人名をつくる

男性名 女性名 男性名 女性名

Claudius Claudette Henry Henrietta 

Julius Juliette Laurence Lauretta 

Anthony Antoinette Harry Harriet 

-en 0豆期には -enを加えるこによって女性名

詞をつくっていた.

狐 foxを fixと言った当時，方言として vox

が用いられていた.その女性形が vixenであっ

た.

“意地悪女"などの意味で今日でも用いられてい

る
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女性名の表す意味とその imageryについて

(表すもの) (女性の名前)

真実 Alice Emma Vera 

善，愛 Virtue Charity Agatha 

Bonnie 

美 Ann Clara Leoma 

知 Sophia Prudence Sonia 

貞節，純潔 Agnes Virginia Audrey 

豊壌 Anonna Theresa 

秩序 Cosima Harmonia 

強さ Brinna Titania 

色 Blanche Scarlet Cressida 

星 Stella 

月 Dianna Phoebe Cynthia 

虹 Iris 

暁 Aurelia 

花 Daisy Primrose Lilie 

Marigold Eglentyne Hazel 

生物 Deborah Jemica Vanessa 

男女共に用いられる名前

Dana Hilary Ocean Carol Bobbie 

Florence 

家名で男系の意味を表すもの 下線部分は各毘，

地域語で息子の意味を持つ

Johnson Andersen MacDonald 

Fi tzgerald Mendelssohn 

家名で女系の意味を表すもの 下線部分はアイス

ランド語で daughterの意味である

Johansdottir 

女性形のない名詞

るoor

独語の Bauer農夫と同ーの語源で“自舎臭い粗

野な男"の意味合いが強くこの意味で対になる女

性形はない

clown 

語源的にはラテン語の colonus英語の colonist.

信 3 

Grace Amanda Ruth Irene 

Mignon Serena Ingrid 

Fidella Constance 

Jennifer 

Susannah Poppy Rosa Pansy 

Violetta Iona Salvia Viola 

Phoenix 

つまり植民者→農民→毘舎者という患に意味が

転移する.洗諌疫を欠いた人達への笑いの対象と

なったその笑いの種が jesterとしての独立した

載業への道を開いたものと思われる.

sqUlre 

騎士の従者，婦人に付き添う紳士の意味が示すよ

うに，これは男性の専用語となっている.

satyr 

もともとはギワシャ神話のサテュロス神に由来す

る.半身半獣の酒食を好む森の神バッカスの従者

である.普通名詞となって好色家，色情狂の意味

に用いられる.この語に相当する女性名詞は蕪い

が病理学用語で性欲異営充進症の場合には男子に

satyriasis別名 DonJuanism を用いるのに対

して女性の場合には nymphを加えて女性の色

情狂 nymphomaniacを使っている.

男性形のない名詞

gyneco 語源はギワシャ語で womanを表し英

語の接頭語として使われる gy竺竺logy といえ
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ば婦人医学 gy空空空lU訟 は古代ギリシャ・百一マ

の婦人部室の意味で， gy堅竺cracy といえば女

天下，母権政治の意味を持つ.語尾に付加する形

では philo互主主主女好き， mlsogyny女嫌いなど

の言葉がある.

amazon ギリシャ神話に登場するその昔，黒海

付近に住んでいたと言われる女族の戦士に由来す

る語で男勝りの女 女丈夫などの意味に使われる

普通名語である.この語に梧当する男性名詞はな

しミ

milliner 語源的には Milanミラノに由来する

語であるが女子専用の暢子宮の意味の普通名詞で

ある.ところで.doll. honey. sweetie. darling 

などは主に女性を表す vocativeとして使われ

る.この中には女性が男性に呼びかける語は含ま

れていても、男性が男性に対しては使わない語ば

かりである.

男女いずれにも用いられる語

friend， neighbor， cousin， servant， artist， 

teacherなど多くの語がこの対象になる.

これらの語自体には性問題は特にはないものの，

性別を表す語を加えると性への意識が強まる.

例えば boyfriendの場合，女性から見た場合

の異性友達，しかも，摂りなく恋人に近い男性を

指すのが一般的である. gir 1 f riend の場合も

vlce versaである.

teacherの場合も再様である. f emale teacher 

といえは女性の特性や力量を強調した場合に使わ

れている.

女性名詞が先に生まれて男性名認はその語屠屈折

によって出来たもの

bridegroomの場合，現存の bride~こ -groom

が加えられて花婿 bridegroomが出来上がった.

同様に widowが先にあってwidowerが後追い

して出来たものである.

女性の社会進出と三人称単数代名詞の性別問題に

ついて

近年，女性の社会進出に伴って従来は男の職種

やスポーツ競技種目の分野にに女性の進出は著し

い.その結果，英語においてはその行為者を表す

言葉が三人称単数形で使われている場合治で受

けて良いものかどうかの判断の戸惑いが生じてい

る. truckdriver， carpenter， civil engineer， 

sailor， soldierは勿議の事， baseball player， 

football player迄その性加がどちらであるか分

からなくなってきている.

fJlJえば， rあの先生の好物はは柘棺/バナナで

すjという意味を英語で伝える場合には，“Pome-

granate/るananais his or her favorite fruit." 

と表現しなければならなくなって，従来の慣習語

法;こ慣れている者にとっては，その言い方に若干

の煩わしさも伴う事態になっている.

feministの一部からは従来の heや sheをこ

の捺廃止して， heと sheの中間の teyを新造

語として世間で採択するようにとの提案がなされ

ている.

無生物名詞など擬人化による性別について

英語の場合その数は少ないが幾つかの無生物名

認を代名詞で受ける場合に heや sheを使う場

合がある.るoat，car， house， door， tree， earth， 

delicacy， f ertili ty， graciousnessなどは擬人的

女性として sheを用いる.force， power， de-

structivenessなどは援人的男性として h で受

けることもある.

genderについて

genderつまり文法上の性は自然の性とは必ず

しも一致するものではない

独語，仏語などの言語においてはあらゆる名詞

に註別を示す冠詞を加えるのを常とする.これは

古代より人々は無生物を含めた全てのもの，あら

ゆる現象，物質界の表'情や運動を挑めて入詞生活

の営みとの類似性男女の特性に適思してイメイ

ジを重ね合わせたのである.

無生物への性艇の適用は人間が暮らしの周辺で

自に挟るものを生命と見ての患い入れの結果生ま
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れた metaphorであり，人類の詩的想像力が生

み，時間をかけて定着していった民族特有の芸術

的遺産でもある.

~Uえば英語の pedal ， pedestrian と関係ある

ラテン語の“足"pesは男性で，一方， manual. 

manufactureで、知られるラテン語の“手"manus 

は女性である.

独語の場合，木 der Baum ，ま男笠で，董花

die Blumeは女性である.又同じ Seeでも海を

表す時には女性の冠詞を付加すればよいのに，湖

を表すときには男性の冠詞が必要となる.

次に同じ意味を表す語であっても国が違うと

genderも別のものとなる.車の独語は der

英語 独語 性 仏語

sun Sonne 女 soleil 

ロ100n Mond 男 lune 

その 2 神話に登場する様々なタイプの女性達

自然現象，自然、力の持つその恵みや脅威を擬人

化，性別化することを含めてそれらを地上界の人

間の出来事と重ね合わせる事で色々と解釈を行う.

或いは，入聞の英雄的な行為を超自安全なものと結

び、つけて神格化する.こうした領わしは原始時代

いずれの国，地域でも行われている.

ここでは神話などに登場する幾つかの人物名と

その単語の意味などの祷連づけの中で幾つかの女

性像の根元的な実像 prototypeに迫ってその普

遍化を試みてみたい

|大地豊壌の女神i
cereal 穀物という語はローマ神話の女神 Ceres

に由来する.

ギリシャ神話の Demeterに担当する Ceresは

大地から産出される穀物を司る女神である.

語を分解して説明するとおは大地 earthであ

性

男

女

信 5 

Wagenと男性形であるのに仏語では lavoiture 

と女性となる.

ヘミングウェイはその小説[老人と海jの中で

スペイン語では海のことを lamar と呼ぶがそ

れは海をその住処とする漁師達によって，或いは

海を愛する人々がそう呼ぶ事によって生まれた言

葉である.月が人間の女性を支配しているように

月が海を支配しているのだと主人公の言葉を借り

て述べている.自然、を見つめる角度はその国や地

域の地理的，文化的な条件の違いによって様々で

ある.

ここで太陽と月の場合の genderを呂別に対照

してみよう

伊語 性 西語 性

Sole 男 s01 男

Luna 女 Luna 

り， meter は motherなので Demeter とは母

なる大地を意味する.

Demeterは大地の豊壌と結婚の守護神である.

つまり大地の豊作と人間の繁殖，繁栄との共通の

イメイジを重ね合わせることにより地上界の幸せ

を人々が祈願したその対象となったものであろう.

キワストの生誕の時より500年前，ローマでは

干ばつが続き，人々は穀物の収穫の安全と保護を

求めて Ceresへの信保に至ったといわれる.

April 西月はラテン語の apenre葉が開く.即

ち，母なる自然の wombが開くという意味であ

る.

May 五月はギリシャ語の Miaia，ラテン語の

Maius ~こ由来する. Maius ，土 Valcan Maius 

の妻でその名前が彼女にこの月の名として献上さ

れたものである. mlaの語源はラテン語の mag

nus，又は lllcrescereである.つまり植物が大

きく彰らみ成長して増殖を行うという意味である.

May Day 5月 1司の春祭りには古くから May
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Queen 五月の女王が選び出されてその艶やかさ

を入自にさらす習慣がある.広場の中央には

May Pole五月の柱が立てられてその周りを娘

達が輸になって踊る.この光景は春の訪れを歓ぶ

と同時に人生の春 pubertyを讃える人々の気持

ちが表されている.この光景の象徴的な絵図の形

で両者のアナロジイが描出されている.

ここには sexualconnotationが感じられるとさ

え言われている.

参考までに必要とあらば古事記のイザ、ナギ，イザ

ナミの国生みの際における会話を想起されたし

June 六月とはローマの女神 Junoを讃えて命

名されたものである.

彼女は結婚の守護神である.女神の思恵にあやか

らんとして June brideとなるべくこの丹の結

婚を望む女性は多い.

Friday 金曜日 語源的に説明すると車接には

北欧神話の主神 Odinの妻空riggの台y B， 

ということに由来する.彼女は Venusのゲルマ

ン援で，愛と結婚の女神である.太陽系の惑星の

一つである金星辻披女の名前から採られている.

つまり英語の金星は Venusである.このローマ

神話における美の女神ヴィーナスはギリシャ神話

の女神 Aphroditeに相当する.

彼女は泡の中から裸身で誕生したと伝えられて

いる.彼女は愛と豊壌の美の女神である.この語

から英語の aphrodisiacが派生する.この語は

形容詞では“催遥の"の意味に，名詞では催淫剤

の意味となる. ラテン語の Venus の方辻

venereusとなって意味は“ヴィーナスに捧げら

れた"とか或い註“色靖的な"の意味になる.

venereal diseaseといえiま性の交わりによって生

じる病気，つまり性病の意味である.又， venery 

となった場合意味は“愛iこ祷れる"となる.ラテ

ン語 MonsVenerius. Mons pubis は英語に改

めると themound of Venusとなる. B本語で

も“ヴィーナスの丘"として知られている.

1云註ちじさ7語耗さ|

comet 雪星 この語源はギリシャ語で“長い髪

の人"と言う意味である.

これだけでは英語での性器化は麗難であるが，仏

語では女性名詞に分類される.

ギワシヤ語で komeは“髪"を指す.奪星の尾

の状態が女性の豊かな長い髪が嵐に吹かれてなび

いている姿への連想を呼び，その比喰が定着した

ものと思われる.

Floraゲjレマン系の花を表す語は独語ではBlume.

英語では blossom.blow. bloomなどある.一

方ラテン系の方は仏語の fleur，英語の flower

を以て広く知られている.

fleur-de-lis白百合の場合外来系英語として辞書

にも収まっている.ラテン系の flowerもゲルマ

ン系の blossomも同じ印欧語にその源を発して

いる.

ラテン語の flosの意味を調べると

1.花 2.花の汁液 3.全盛期 4.血気

5.精華 6.栄冠 7. うぶ毛

などが記されている.

この flosからローマ神話の花と豊壌と春の女神

Floraが生まれた.そのイメイジは脆さ，繊細

美，無垢などを表していた.一方，男性の場合，

この言葉は flowerof chi valry義士道の華とし

て象徴的に用いられた.男らしさ，力への札讃が

環点に達した中世後期にはそのイメージは vlgor，

strength. maturityなどといったものであった.

Vesta ローマ神話の女神 Vestaはギリシャ神

話の Hestiaに相当し かまどの女神である.家

のかまどは家庭の中心であり 家庭の統合の象徴

である都市国家にもかまどがあり，役所のかまど

には絶えず火が燃えていた.ローマの Vesta神

殿では vestalvirginの 6歳から10歳の関の亙

女がいて(4入，後に 6入から成る)かまどの永

遠の火を消さないように守っていた.30年間亙女

を勤め，その間，処女を通さねばならなかった.

それを失った時には生き埋めの荊が課せられた.

Echo は山彦，反響，の意味で日本語としても

親しまれている.echoの語源はギリシャ語でO

Fを経由して英語に入って来たものである.

出の妖精の Echoは美少年 Narcissusに宏、を
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した.その Narcissusとは日本語でナルシズム，

泉に映った自らの姿に恋をしたと言う自己掬酔症

としての用語をはて知られるかの美少年である.

そのナルシサスは自らの美貌に夢中でエコーの彼

に寄せる愛を無視したので，彼女の身体は次第に

痩せ細って遂には彼女の肉体の部分はゼロとなっ

たとされる.

そしてその声だ、けが残ったのである.

[魔性の魅力をもっ女竺

Sirenサイレンと言っと日本語では災害時の警報

などの意味として知られている.

英語の slrenも今日ではこの意味で多く用いら

れる.語源はギ1)シャ語である.

ギリシャ神話によれば Sirens は海の妖精で岩

礁に塵って彼女の持つ妙なる歌声でその前を航

行する舟人達をおびき寄せて破滅に至らせたと言

われている.

Sirensとは半人半鳥の姿をした海の精でギリシャ

語の意味は“人を不幸に巻き込む人"を表す.

広く知られた話しとしてはトロイを諮落させたギ

リシア但uの部将の一入であるユリシーズが故冨に

海路婦還中に Sirensの謹む島を通過した持，そ

の誘うような魅惑の歌声に悩まされた.水夫達の

耳にろうで栓をさせて塞ぎ，辛うじてその島に引

き寄せられるのを訪いだといわれる.

Sirens伝説は広くヨーロッパ各地に流布されて

各地抜の Sirens伝説も生まれた.

ハイネの詩で存名になったローレライ伝説もその

一つである.

匝三子三日両在員
Eve 0 E Dにi土 Adamを人類最初の男として

紹介しているが， Eveの方は何故だか出てこな

いが Wehsterには Eveは登場する.

Eveとは万物の母なる女神として広く中東地域

で用いられている名前であった.

ところで Patricia Monagham は Women in 

Myth and Legendの中で Eveを次のような姿

で紹介している.それによるとユダヤの伝承の中
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ではイヴは地上始めての女性ではなかった.創世

記の初援では人類創造の笛所で f神は男女を同詩

に作り絵えり j とあった.それがi日約聖書では改

ぎんされてエホバが男性を最初に作り女性は後に

加えられたのであった.

そしてアダムと局時に作られたその女性の名は

Lilithと言う名前であった.

人類最初の男性であるアダムがその女性に交わち

んと欲した持，彼女は彼同様積極的な欲慢の反志

を示した.彼が床に誘った時，彼はその場の内容

における男性優位，上位を望んだ.その女性は男

女は対等に権利主張出来るように作られている筈

だと言って男の指図を拒んだ.

アダム重ちに神に申し出てもっと従願な女性を賜

るように願ったのである.

その結果彼に与えられたのが Eveであるという.

ユダヤ，キリスト教は Eveをはて，後世の女性

の規範となるようなタイプの女性を与えたので、あっ

た. Eve ，まヘプライ語で生命を表す. Eve は

Evaのフランス語版である.

※この筈所は巻末の参考文献に挙げた Woman

Wordsの中に詳説されている.

その 3 sexismと feminismについて

sexism 男女差別主義と言う言葉は 1960年代の

アメリカにおけるヴェトナム反戦運動，黒人差別

撤廃の市民権護得運動の盛り上がりに連動して起

こった婦人解放運動の中で生じた用語である.

racism， racist民族差別主義，民族差別主義者

からの応用語であろうと言われている.民族の

melting potと言われる米合衆国でも blacks，

Asians， Hispanics， nativesなどの立場から見

る持 Caucasianの優位民族差別の社会構造が

存在する事実辻否定出来ない.そして，女性の目

から見れば同じく男性憂位 女性差別の社会があ

る.そうした体制への変革を求める標語としてこ

の語は生まれた.そして今設に向けて定着しよう

としている.

sexと言う語はラテン語の sexus(女性の場合は
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secus)がOFを経由して中世後期に英語に入っ

たものである.独立した単語として患いられるの

は稀で，多くは性別による社会的な実相を示す形

容詞を伴って建われたのである.

女性の場合， the weaker sex， the weaker vessel， 

the gentler sex， the f airer sex， the softer sex， 

the devouted sexそして thesecond sex (第二

の性)などが用いられた.

男性から性対象の用語として sex-kitten，sex-

boat， sex-bomb， sex-potなどの言葉がやがて

生まれるようになる.

一方，男性の方は thebetter sex， the sterner 

sexと呼ばれた.

ここに幾つかの英単語を取り出してそれらの語が

男性優位の社会にあって女性が社会的にどのよう

に待遇されていたかのバロメーターとして見てみ

ようと思う.

Albionとは英国の別名と知られ一般的にはその

語源はラテン語の albus自に求められる.そし

てその語はドーヴァーの白い壁に結びつけられて

いる.黙し到の説によればその昔シリアの王がそ

の大勢の娘達を同時に親の取り決めた相手に嫁が

せようとした.娘達はそれぞれの嫁ぎ先で結婚式

の夜，強いられた結婚に抗議して相手の男性を殺

害した.立麗したシリア王はその罰として娘達を

船に乗せて潮の流れ風の向くままに委ねた.最の

~J差先はたまたま英国であった.娘達はそれぞれ

岳分の意志に従ってその土地の男性と結婚した.

袈の意向に逆らった娘達の長女の名は Albia と

言った.英国と albionの関連はかくの如きもの

である.

bride 花嫁とはゲルマン系の語 bru英語の

boilに発する語で同系の語に brew醸造する

broth肉汁などを煮じるなどの意味がある.

br対eとは父系家族にあって夫の家で家事など

の台所を中心とした伝統的な女性の仕事をする入

の意味であった.

OE期の bryd という語は婚前の婚約者の意

味であり，婚約の擦の儀式の酒を bridealeと言っ

た.この語は16世紀頃まで使われた. その

bridealeが詰まって bridalとなった.結婚披露

宴そして結婚式の意味となって今日に至っている.

girl もともとchildという感じの言葉で，特に女

性に眼定された語ではない. ME顛には knave

girlと言えば男の子を指していた.近世に入っ

てこの語は virginalの意味をも含んで家事労働

に雇われている女性 maid-servantに使われる

ようになる.20世紀に入って shopassistantの

意味に適用されるようになる.それは結婚する迄

の一時的な職業を意味していた.そのせいか，結

婚して生涯的に収まるべき場所に身を落ち着けた

時に女性は womanと呼ばれた.その意味で生

涯にわたっての職業と言う意味からも career

girlという語よりも careerwomanの方がより

多く用いられる.又“出戻り娘"をいうときには

girl againの言葉が使われる

maid/ maiden この語が英語に入ってきたのは

11世紀頃である.

maidは住み込みで家事を手伝う女性として雇わ

れ局時に virginalである事が雇う慢の必須条件

となっていた. vlrgm としての身持ちの堅さが

要求され，万一，その女性が受胎したような場合

にはその職場をお払い籍となること必定であった.

名目上の賃金は支払われたが，衣食住の必要経費

や，その他全般的な生活保障の費用が差しヲiかれ

て maidの受け取るお金はほんの僅かでしかな

かった.

maid を加えて出来る複合語にはもarmaids，

chambermaids (貴婦人の腰元，ホテルの寝室整

備係り)nursemaids， homemaidsなどがある.

maid は続潔蕪垢 貞節などがその意味の本震

とされた.そこから，笹殺されない， JBされない，

新しさなどの意味が生まれた. M aiden Castle 

とほイングランド高部の Dorsetにあり，一度

も散に踏み込まれたことのない，落とされたこと

のない域と言う意味である. maiden snow， 

maiden soilといえばまだ入の足に踏まれていな

い，汚されていない雪や土の意味になる.

maiden nameと言えば女性の結婚する議の18

姓を表していた.cf. nee (旧姓)
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18世紀英国では女性が結婚すると以後は first

nameすら無視されていた.例えば Elizabethと

言う女性が John Smithと言う名前の涯蹄と結

婚すると MrsJohn Smithとか MrsDr Smith 

とかが世間的な通誌となるのも務ではなかった.

つまりその所有者，その持ち主の姓や職業をを

名乗れば良いという具合である.これではまるで

奴隷や家庭飼育用ペット動物の場合のように，そ

の名前だけあって 姓の方は主人の姓だけが必要

であるのと変わらない.今日の企業合併でいう吸

収合併であって対等合詐とは言えない状態であっ

た.

それが，いくら覆雅な生活に恵まれていても，

これでは既婚婦人に独立した社会的人格は与えら

れていなかったと言われでもやむを得ない.

ところで今日の英和辞書をiJlいてみても old

maidの僅所には

1 .年を取った未婚の女 2.九帳匡でこうるさ

い入 が記されていて spinsterの場合と同様に

嘗て日本でもあったような独身状態を続ける女性

への好奇心と biasのかかった視線がこの語句に

は感じられるのである.

woman はOE期には wifman と額られた.

wifとは女性を表し manは mankindつまり人

類を示していた. woman とは~~い存在であるが

故に，男性に従属するものとされた.辞書によれ

ば womanishとは女々しい，動認の womanに

は泣いたりなど女々しい振る舞いをする.熟語で

は makea woman of ~が~を隷従させるの

意味になる例などが記載されている.これらから

もおよそのこの語の意味の韓郭は察せられよう.

housewife 中世の頃は この語は大きな館の家

事を取り仕切る権限を持つ立派な役職であった.

やがてこの役は料理、裁縫技慌の提供と家計のf金

約を行う職務へと護小化されててゆく.更に家庭

における手工芸，手作業の持つ創作的な側面は，

産業革命以後，次第に無くなって，嘗て maid-

servantが行っていたような労務，雑務を行う役

となってゆく. 19世紀になると housewifeとは

一ゴ一口
，S
1
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その夫が家政婦を雇う資力のない妻という意味に

転じるのである.そして今司先進国では家庭で働

く無給労働者，或いは結婚相手として manと結

婚したのではなく houseを選んだ女性などの意

味にも用いられるに及んでいる.ところで hussy

あばずれ女と言う語はその語源を housewifeに

発している事は多くの入の知るところでもある.

governess governの語諒はギリシャ語の kubernan，

ラテン語で gubernareとなる.それを英語に改

めると steer舵を取る， direct指示を行う， rule 

支配するの意味になる.

OFの governerという形を経由して英語に入っ

たものである.支配し君臨する女神の意味を持つ

女性名認の governessは，中世には女知事女総

督や，知事，総督夫人の意味iこ用いられた.

16世紀末~18世紀にかけて女性の場， governの

指揮又は統御する対象が子供に誤られるようにな

る.その結果，個人の館の女家庭教師の意味になっ

たのである.

一方，これに対応する男性名詞の govenorのほ

うはナ11や県などを統括する長官としての意味に使

われて元の意味を保っている.

governessの方は女性がその力の発揮を委ねられ

ている家庭と言う小社会の枠の中に限定されるこ

とになった. 19世紀の小説 JaneEyreの中では

天涯孤独な Janeが，雇用条件の不安定な，住

み込みの governessを職業として自立して生き

ていく事の苦しさが描かれている.

ところで governessyと言う言葉には“取り澄ま

した"という意味もある.

以上言葉の意味から見てくると両性の当事者だ

けによる結婚もそれぞれの背後にある家族，特に

父親の承認無くしては結ばれる事は富難であった.

女性が独立して外で動くことの難しさは何に起因

していたのであろうか.

女性は結婚して家震の中に産すべきものだと決

めつけ，その為にも娘時代を virginalに過ごす

必要を説く社会風潮などは，今尚，世の東西間わ

ず身近に抱える問題である.今日，女子学生が卒
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業期における就職難に室面すると何処からか女性

の家定復帰と，家庭内外においての男女の働きの

分業化などが堂開の何処かで暖かれる.

好景気の時，海外からの労働力に頼った全業，社

会が，一旦不景気に転じると，その海外より渡来

した外国人労鶴者を寧ろ排除しようとする.その

現実を女子労欝力利用のとのアナロジイに重ねて

みよう.そこには正に raClsm と seXlsmとの

譲点を見ることが出来るのである.

seXlsmとは malechauvinismの旗をを積極的

に振りかざしてその優越性や排他性を誇示しよう

とする男たちばかりを対象にしているだけではな

い. double standardを含め，今自の社会矛居

iこ気づかずに[女性は家庭にあっておしとやかな

のが良いj と大真面自に考えている女性を含めた

人達の現状維持型の考え方も sexismに他なら

ないのである.

さてここで feminismに日を移してみよう.

femaleと言う語は youngor little womanを

意味するラテン語 femellaから OFの femelle

を経由して英語に入ったものである.

masculini t Yといえば雄々しさ，部勇の意味とな

るが，一方， femininityというと受容性，従願

性，弱々しさなどの意味を持つものと一般に理解

されている.efffeminateとなると女々しいとなっ

て男性の軟弱性を指す場合に用いられている.

一慨を挙げるならば， f eminine endingと言えば

詩の行末にくる強音欝の語に一つまたは二つの弱

音節が続く事を意味する.

masculine endingとなると詩の行末が強音範で

袈わっていることを意味する.

男女の特性がこのような用例の中で plano と

forteの関孫に応用されていることには注自に値

する.

feminism婦人解放運動，女権拡張運動その主義

者 feministと言う言葉の由来は 1850年代より

使われるようになる.正式には1892年の第一回国

際婦人会議でその会議の標語に仏語の feministe

という言葉が用いられたのがその始まりと言われ

ている.その後の婦人参政権運動 femalesuf-

frage movementを通してこの意味の定着が進

んで行く.

ここで feminist達が問題ありとして指摘する幾

つかの実例を挙げてみよう.

スペインの諺に Menspeak， Women Chatがあ

る.つまり男は話しをするが女は爵談をするとい

う意味であろう.

shoptalk とは主に男が仕事の話，寵売の話，そ

して専門的な話しをする場合に当てられる語であ

る.一方 gossip，gossiperと言えば多くの場合，

女性の雑談を指している.

battle-axe とは“がみがみ女"の意味に使われ

ているが，中tまには戦いの擦に使毘される武器，

大斧としての意味であった.やがてそれが口論好

きの，威張った， vociferous騒々しくて不快感

を与える，美しくない女の意味に用いられるよう

になる.又男性の場合 professional と言えぜ専

門職の意味を指し知的技術やスポーツ専門家など

の事をを言う.女性の場合に professionalと言

えば娼婦と受け止められるのが一般的である.

aggresslveの場合も男性の場合であれば，権極

的とか，やる気のある意味に，女性の場合には，

押しの強いとか攻撃的といった意味になるのであ

る.

その弛女性のおしゃべりを表す語に biddy，shrew， 

fishwife， vixenなど多いが，女性は寡黙にして

黙従する事が美穂とされた社会の反映であろう.

次に男性側から作られたと思われる，女性と荷か

を結びつけた連想又は比識の中で生まれた，多く

の女性には好まれない語や，又は feministの慨

から生まれた語であっても男性側から捧捻の目で

見られた語をを挙げてみたい.

bird 若い女性

cat 口の悪い意地悪な女

cow 大きく太っていてだらしない女

tart 果物入りパイ ふしだらな女の意味になる.

ヴィクトリア時代には女性は甘い食べ物に持者えら

れた.もiscuit，cake， confectionaryなど女性の

ために用いる euphemismである. crumpet と
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はホットケーキの一種であるが性的に魅力を持つ

女性の意味に使われる. appetiteの場合がそう

であるように食べ物と女性と辻共に欲望の対象と

してそのイメイジが重ね合わされている.食べ手

の鱒の入を選ばないので上記の意味が生まれたも

のであろう. cf. Yellow Cab 

cherry 本来の意味は‘さくらんぽ'であるが，

hymen， virginityに輪えられる.

pussy 猫.毛のある柔らかいものの意味から

f emale geni talsに喰えられる.

dish 血の意味からこれも食べ物のイメージで

男の欲望の受け里の意味から性的に魅力のある女

性を表す.

prude 0 Fの preude femme. preudefemmeの

back formationとして出来た英語が prudeで

ある.

preuとは本来の意味は fine. bra ve， virtuous 

であり predefemme とは excellentwoman尊

敬に値する婦人の意味であった. 17世紀モリエー

ルが overvirtousnessの意味に用いて以来，仏

語でも貞淑ぶったとか，務かぶりの女の意味で使

われ英語でも同様の扱いを受けている.

bluestocking 18世紀中期にロンドンの知識婦人

を中心とした文芸協会 その中の男性会員が正装

の黒絹のストッキングの代オつりに青色のウーステッ

ドの靴下を震いていたのがこの語の由来と言われ

る.文学又は知的趣味を気取る女，学問好きの女

などの意味に用いられている，

bloomer 米毘の女権拡張主義者の Amelia

Jenks Bloomer女史がこのもんペ型のだぶだぶ

したズボンを，男性擾イ立の社会体制を変革し，社

会に出て活動するのに能率的な衣裳として，自ら

も常用し他の女性達にも着用を推奨した事に起源

の由来する語である，

後半に示した言葉は近世かち現代にかけて女性

が伝統的な身の重き話ITである家庭から社会へ職

場へそして男社会へと進出しようとする段階で，

教育，技術，服装など従来の男の領域の文化の一

部を取り入れようとした際に男性鵠から生意気だ

として洛びせちれた一種の都捻と言える.
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ところで -etteという接尾語が男性名 Antony

から女性名 Antoinetteを造る場合などに用いら

れる関については援に述べた.それが同じく普通

名詞 kitchenから kitchenette と転じた場合の

ように小型化，簡易化又は愛称化の揺小辞とし

て使われているとして，そうした用例に見られる

ような「可愛いい子ちゃんJ化された女性語のあ

ることが sexlsmの生きた実例だとして反駁す

る女性達の主張がある.それに対して男性健から

加えられる部捻や批判は -manの場合に就いて

も言えるのである.

feministsの指損する mankindの意味で使われ

ている“man-made人工の"の場合顕著に現れ

る.rこの manと言う語をいわば男性の専用特

許としておくと wo-manが除外された事になる.

これをおよそ意味の似た artificialに改めるべ

きではないかj という後女達の指携に対しても

「そんなどうでも良い事をあげつらってJと男達

は女性達の心の狭さ笑うのである.manpowerに

ついても同様の事が言えよう.

女性が男性と同じ職場や同じ職種の世界に入って

いくようになった今日，もし従来の用語 -manの

形がその職業従事者を表す男女別を持たない ge-

nencとして解釈されないで職場における男性擾

位或いは女性差別の今なお生きる言葉の上での証

拠として論じられるならば. statesman， man-

kindはそれぞれ state-leader，humanityなど

と改める必要が生じてくるであろう.

我が国の国会でも女性議長が誕生した現状から

chairmanも manが仮に男の意味に解釈され

ているとすれば問題があるだろう.

その他， fireman policemanなども firewoman.

policewomanが不適当とあらば chairpersonの

例に散って全て -personの形に改めるべきなの

であろうか.やや璽史的用語とも言える high-

wayman (追い剥ぎ}の場合はどうであろう.序

でながら hijackの -jackは男性表示語である.

現在，第O号と数字で表される季節台風も，嘗

て米軍の占領下の日本ではアメリカ涜に Jane台

風とか kitty台風とか呼ばれていた.今日では
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そのアメリカでは愛称が女性名に誤られている事

への不公平が指擁されて Carol という女性名と

同時に Charlesという男性名も台民名に用いら

れていると聞く.

言葉と時代の変革が同時進行していないのでこの

ような問題を我々は日常生活の中で一杯抱えてい

る.その言葉の同時代的な視点から見て一方では

用語の矛盾を，他方においてその言葉の通用度や

定着度の現実をどのように処理すべきかの課題を

も残している.

解釈の柔軟性で切り抜けるか 或いは積極的な新

語を作り出してそのキャンペインを行うのも一つ

の方法ではあろう.それが何処まで効を奏するか.

嘗ての入造国際共通語エスペラントの例も考えて

みる事も必要で、あろう.

次には，それがユーモアなのか或いは過敢な

feminismなのかは別としてヒマラヤの雪男と言

う表現は日本語では疑問視されなかった語で、ある.

英語の場合，性別のはっきりしないのに男性語

manを以て snowmanとした事は正仁男性優位，

androcentricの社会の投影であると見てその不

合理性を指識する向きもあるやに開く.

ここで女性の敬称 Miss 抵rs.の問題に触れて

みたい

まず最初にこれらの語に語源的な accessを試み

ると英語の master，chiefを表すラテン語は mag-

isterで、為る.その意味を言えば maglsは英語の

more，そして magnusは英語の bigに担当する.

magnifyや magnitude， magistra teはこれよ

り派生した語である.

ラテン語 magisterは中堂にOFの maistreを

経岳して masterとなる. 15世紀頃 mals-の形

は敬称iこ使う際その stressが弱まって misterと

なったものと思われる. mistress は同じく OF

の mais-tresseを経由して mistressが出来上

がった.当持の意味は masterの女性形，即ち

使用人を監督し家事を取持仕切る長であった.そ

の弛この語には支配者，女王，女神，守護神，教

師，技術の卓越者なと暑の意味を持っていた.

その後この語に意味は下落して“国いもの，お妾

さん"更に“売春婦"の意味にも広がりをみせる.

mlss は mistressの簡略形なので，意味はMis-

tressと同じである.今述べた意味をも当然、含む

ものであった.簡略形は同時に愛称にも通じてく

る. mistressが大人の婦人全般を指すのに対し

て m1ssの方は女の子，学校を卒業したばかり

の少女の意味に限定されるようになる.やがては

独身女性への呼びかけの際の敬称となり，既婚婦

人の方は Mrs. となって既婚 未婚到に分化し

てゆくのである.

20世紀に至って Mrs. Missの区別を結婚して

いるかどうかを表示する事に対して feminist側

からの疑問が出されるようになる.

Missを名諒の前に董くことによって女性を結婚

市場に出す場合の商品リストに載せられた感じを

与えるとの指擁も行われた.女性の既婚者，未婚

者を区分けての敬称を持つのは何も英語ばかりで

はない.

伊語の場合に誌 Missの場合には slgnorma，そ

して Mrs. の場合には slgnoraとなる.仏語の

場合には Miss，ま Mademoiselle，Mrs. の場合

には Madameとなる.独語の場合には Mrs.

の時には Frauであるのに Missの場合には指

小辞 -leinを加えて Frauleinとなる.

Feminist達は男性には既婚者，未婚者を間わず

Mr.だけしか無いのに，女性には MissMrs. 

の別があるのは不公平，不合理であると指擁する

のである.

すべて Miss~こ統一すれば良いとか，或いは

詰1SSの文字から討を，そして Mrs.の申から S

を取り出して Msという新造語を当てれば良い

などの提案も行われている.usageとしての定着

度は今一歩の惑は拭えない.

英語の場合， Missも Mistressも歴史的に見る

と元は同ーの語であったのに近世において分流し

てしまった.それは又一つのJIlに合流してゆくの

であろうか.

結婚までの娘時代を純潔に過したのち，良き配穣

者を得て結婚し，姓を男の家系の姓に変える.そ

して男性は外で社会的な仕事に携わり女性は家事



後藤

に専念し又子育てに勤しむ.家庭を大切に思う詞

性が協力と分業の中で互いに相手の人搭を尊び愛

に満ちた幸せな人生を過ごす.これ部ち美智、であ

り，性のそして愛の倫理でなくて何であろうと思っ

ている入も多い.これこそ伝統的に男性だけでな

く現代においても女性の一部にも受け入れられて

いる自然な，女性の一つの生き方でもあろう.

然しこれを容認する事が feministの劉からすれ

ば現状肯定の髄，つまり sexistとなるのである.

又地方においては，家庭の枠に囚われず，又，塁走

存宗教の伝統的な倫理観にも捕らわれずに，社会

に大きく羽ばたいて行くこと.男性と全く同じス

タンスで社会生活に立ち向かつて，政治に，社会

経済iこ，産業技箭にその一員となって外での仕事

に加わり働いて行くことが女性の望ましい生き方

だとして従来の結婚の在り方を陪題視する femi-

nistの側の主張も河じく正しいと言える.

18来の男女分業体制の中にあっては社会生活の中

で女性掴入が持つ適性，詑力の開発とその社会的

な適用が充分でなかった事実は否定し得ない.第

一次大戦時，男達の始めた戦争の結果，男達が戦

場へと大量動員されて産業界の各分野辻入手不足

を括く.その結果 工場その他の職域に女性が狩

り出されて女性の社会参加を 社会意識の昂揚を

生む.やがてそれは婦人参政権や職謹を関わない

男女の識種選択への道を開くに至ったのである.

又， extramarita1 affairの際に adu1teryの罪

を，姦通の熔印を 法的に，或いは道徳的に一方

的に女性に背負わされた過去の時代からも今は解

放されている.更に電化製品の普及等とも相まっ

て家事労働の軽減やその他，時代の要請もあって

女性の社会進出は加速化されようとしている.

このような時代の誰移の中では，提来の女性特有

の言葉遣いや色彩に対して豊かで繊細な観察，反

応表示や，更に，控え目な性アッピールとか，又

その本性が立子戦的と言われる男性に較べ協諜的で

平和的であるとされたていた女性の詩性などは，

女性が本質的に構えているものなのか或いは時代

や社会環境によって変化して行くものなのだろう

かという疑問もわく.

一一一一口
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19世紀の英国女流作家のジョージ・エワオットは

その筆名に好んで男性名 Georgeを用いた.

一時期ショパンと愛の生活を営んだジョルジュサ

ンドは当時では珍しい男性的なパンツルックの装

いを好み，公衆の前での喫煙を曙んだ.彼女は又

多情で，その生涯多くの悟事を重ねている.日本

でも関本かの子，宇野千代などの女性はこの延長

線上にあると言えよう.

一方，鉄の宰棺サッチャ一氏の人生は，異性との

関わりと言う点では平凡な耳元婚者としての入生を

過ごしている.その半生には浮ついた話や艶関等

はない.そして国内外の政治の苦界において鉄の

意志と行動力を示した彼女の一面とは別に，服飾

などでは女性らしい美しさの表現と演出には細心

の注意を払っていると言われている.

その昔，国際政治の舞台と自らの色事とを重ねた，

かのクレオパトラとは大変な違いがある.

その母を feministそして社会学者に持ち，自ら

も人類学者で世に知られた Margaretmead は

結婚，離婚，再婚，再離婚，そして再々婚，とそ

の結婚震は多彩で、あった.

ところで女性解放とは侭か.もしも女性解放とい

うスローガンが上寄りに流れて，従来の性器秩序

の世界における女性像から説長して，ただ形だけ

男性と同じ社会生活での活濯を行ったり，その生

活の中で異性との関わりに自由な発展を求めると

言ったその生き方だけを以て女性解放とか歴史上

の進歩だと結論づけるのには必ずしも費成は出来

ない.

今日，単純に伝統的な結婚形態を否定したり，欽

j霞喫埋や服装その他，男性文化をただ模倣して意

気がってみたり，一夫による束縛と家産という定

かせを解き放って，動物の世界における，そして

人間においても原始時代にあったような，母権的

社会の再来を夢晃て岳由奔放な恋愛を克境い無く

重ねたり，結婚設の夫婦別姓の主張，生まれた子

棋の命名に男女の識別の留難な名前の採用や， ミ

スコンテストの麗止を声高に叫んだりする事で男

女問権社会の推進者であるかどうかの identity

求めたり， -man等の例を挙げて言語表現上の単
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なる揚げ足取りに終始している人達もいる.

しかしなiJ{ら.stewardessを flightattendant 

と改めただけで事足れりとしたのでは空しいもの

になるであろう.

英単語の中の女性関連の語を見てくると男女間の

力関係の綱引きは碍代によっても又個人において

も異なる事に気付くのである.言葉や社会嵐谷に

おける影響力とは，国家間，民族関，更に同一社

会の諾層間においても言える事であるが，その力

関採においてより強い測がその力を他方に伸ばし

て，勢いのまま，影響を弛に及ぼしてゆくものと

思うのである.自然な時需と流れをもって.f患の

グループ社会の言語や潰習を浸食して，次第に再

編成へと向かうのではあるまいか.

英語. 8本語共に言える事に，男女共学や積極的

な女性の職場進出に伴って，従来からあった男性

言葉?が女性関に急速に広がって採用されている

皮肉な事実は女性解放運動の趣旨と合致している

のであろうか.

ともあれ，言葉とは移り変わりゆく世相の変化を

挟し出す正に'鏡'である.正邪の缶値基準を以

て臨むのではなく あるがままにじっくりと見つ

めて行く必要があるように思うのである.

あとがき

嘗ての旧制大学が3年間の旧割高校において語

学及びその他の一般教育科自 liberalartsをみ

ちつり仕込んだ後の学生を引き受ける教育機関で

あったのに較べて 戦後に誕生した新制大学は 1

年半の教養課程と 2年半の専門課程から或り立つ

コースへと変わった. 18艇の場合，高校，大学と

合わせてs年間の期間だったのが薪制では 4年間

に短縮されてしまって何だか compactな感じの

教育課程となっていた.

それでもi日制高校の半分の期跨が大学の一般教育

課程として制度化される.そして，独自性を持つ

学内組織として認められて学部に準じた扱いを受

けるに至る.

近年，この教養部の解体が各大学で進んでいる.

それぞれ新設学部に看板を改め，再出発しようと

している.

一般教育科目は，それぞれ薪学部新学科の core

となる専門科目に繋がる従嘉科呂として，科目と

しての特性を持つに至っている.その科巨はいわ

ば基礎専門科自としての役自を担っている.医学

部における英語と芸術学部における英語とでは微

妙に差異を生じてくるのも当黙の帰結となろう.

core科目中心に再編成が行われている現段階に

あってこれまで英語英文学を研究テーマとして専

攻し又教育の面では直接的には専門コースとは繋

がらない一般教養英語を担当してきた者が，今回，

呉大学の社会情報学科の中でどのようにその

core subjectと結びつけて行けば良いか，これ

は大きな課題となっているのである.

この小論はこれまでの自分の専攻と，これから

coreとなる学問との接点というか，境界線を右

往左往しながら傍謹した記録に他ならない.

interdisciplinary studyなど，言うべくして大

変な難事である事を痛感している.

未経験の分野という点に関してはコロンプスの卵

の例にあやかつて開き直るより他はあるまい.

創刊号の栄えを汚すのではないかと内心は心配で

もある.どうかその点があれば，お許しを乞うば

かりである.
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