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財 究 ノー ト￨ カ ム リの国 の地名研究 :落 穂拾 い
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地名研究 の成果が、考古学、歴史学、文学や言語 の研究 といつた分野 にも応用 さ
れ、そ うした研究分野 の発展 に寄与す るだけでな く、古代か らの人類 の生活や生き
方、思想 につい ての思わぬ情報を提供 して くれて、その土地 の一層 の理解 に役 立つ
ことは、改 めて指摘す るまでもない。地名研究は、それ 自体、自律性 の ある学問領
域 である。筆者 が、 この学問領域 に興味を抱いたのは、1970年 代半ば ごろか ら80
年代中半 ばにかけて進 めてい た、カム リの国の中世騎士物語 である『 マ ビノー ギ四
yタリ遇 照 の邦訳・訳注 の作業 との関連か らであつた。 さらに
枝』λ 砕産 Xa
は、1980年 代 か ら90年 代にかけて、現地カム リ各地 の農村 を訪れ ての方言 の現地
調査 との関連 か ら、この方面への知的興味は一層深まつていつたのであつた。 しか
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しなが ら、自らの非力 と怠惰を多忙 な雑務のせいに置き換 えて、正面切 つての取 り
組みを後回 しに してきたのであつた。
2003年 3月 末 をもつて定年後 の歳月を生 きるよ うになった。世間一般では 「第
二の人生」な どと呼ばれ ることもある。筆者 自身に とつての第二の人生は、それま
ではイ ングラン ドだけしか眼中に置いていなかつた人生か ら、1967年 (当 時 33歳
だ つた)以 降、 「カム リの里に生きる」人生へ と変換 した時、既に始まつた。 そ し
て、今 なお続 けて この 「カム リの里に生きる」 とい う正に第二の人生を生き続けて
い るのである。そ して、地臨 研究 とい う課題 に向か つて、や っ と重い腰を上げる気
持ちになつた次第である。 それには、次のよ うな出来事 が契機 となった。
人生には、思 い もかけない節 目が存在す る。一年半ばか り前のことである。私が
住 んでい る住 宅 の三階の住人 のちょつ とした不注意 で、ち ょうど真下に位置 してい
る私の書斎 のす べての文献資料が水浸 しの危険に晒 され るとい う、とんでもない事
態 に遭遇 した。 「永年、苦労 して収集 してきた文献資料 が … 」 の思いか ら、必死
の覚悟 で、重い紙 の資料 を書斎か ら運び出し、幸い 、資料 を台無 しにす るこ とだけ
は免れた。その後、約 二 ヶ月 かかつた部屋 の改修 工事 の間 に、元 に戻すための準備
にと、い ろい ろな資料 の整理に取 り掛 か り、 「地名研究文献 目録」もその中に含ま
れ てい る。 正に、 「不幸中の幸い」そのもの とい う他はない。
2005年 6月 22日 (水 )の 中日新聞文化面に 「消 えゆ く地略 古代史の証人」 と
い う見出 しで、最近の 日本では、市町村合併や区画整理な どに伴 い、古来の地名が
消滅 しつつ ある現状 を指摘 して、「効率や合理性の蔭 で、大切なものを失 ってい な
いだろ うか」の疑間を投げかけてい る。そ して、古代史や考古学研究にも支障が出
ているとい う幾人かの専門家 の指摘 も掲載 されてい る。最近では、「道州制」が議
論 され てい るよ うである。
カム リの国 も例外 ではな く、それ な りの事情 か ら同様 の指摘 も可能 だが 、「効
率 。合理性」 とは別に、表面 にはつき りした形 では現れ にくい、 この国な らではの
歴史的な事情 も微妙 に絡まっているよ うである。カ ム リにおける地名 の研究 は、方
言研究 と同 じく、エ ドワー ド・スイ ド Edward umyd(1660?・ 1709が 実施 した現
地調査 (1697‐ 99)に 始 まると考えていい。そ の後 の発展 も目党 しく、19世 紀か ら
20世 紀 にかけて公表 された地名研究 の文献資料 は膨大な数に上 ってい るである。
ジ ョン・フ リーズ卿 Syr JOhn tts(1840・ 191Dを は じめとし、イ ヴォール・ ウィ
リアムズ卿 Syr lfor Williams(1881・ 196D、 メル ヴィル・ リチ ャーズ Melville
〆
hhards(1910‐ 79、 さ ら に は 、 2巻 本 の 大 著 %θ Л嘘す ,"
The National Library of Vrales,Aberystw"h出 版)
ユ辺 レ激 麗
" (1992年
ャール ズ B.G Charlesと いつた先人の優れた研究成果 が残 さ
を著わ した B̲G.チ
れてい る。カム リの地名研究の成果 は、そ うした先人が残 された著作か ら直接学ぶ
のが当然 の方法でなければな らないが、こ うした資料 を体系的に収集す るとなると、
相 当な時間 と費用 とがかかるのは当然 のこ とである。「解題」とまでいかな くて も、
せめてこ うした文献の リス トを作成す る作業 は、最近のよ うにコンピュー ターの操
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作 に堪能な若い研究者 の ご助力を得 て 、なん とか公表に値す るものがで きそ うだが、
5年 や 10年 の歳月が必 要であろ うと推測 してい る。「再び生まれて」
それ にして も、
12歳 となる今年、平均寿命 までの人生すべ てを投 げ打 つてみれば、何 とかなるよ
「
うな希望的観測 もな くはないが、色 々な角度 か ら見れ ば、 よほ どの幸運 に恵まれ
ない限 りは」の但 し書 きが付きそ うなのが実情である。
そ こで、英国大使館文化部給費生 として、バ ンゴール市 の北 カム リ大学 Coleg
PrttSg01 Gogledd C̲に 滞在 していた期間 (1968年 度)以 後、何度 か実施 し
た方言 の現地調査 の傍 ら、各地 の大学図書館やアベ ラス トウイ スの国立図書館等々
「
で、手当た り次第人手 した資料 に、そ の都度、私な りの備忘記を添 えたのが 略
研究文献 目録」である。その中から、カム リに関す るものだけを選んで、多少の手
を加 えたものが、「カム リにおける地烙 研究文献覚書 ノCohod■ on:ふ tuこaethau
ケ
Enwau Lleoedd yng Nghmm」 として纏 めることができた。本会 の の
第 5号 (本 年 3月 末発行)以 降 に、別途、連載中である。収集 当時、地名学 に専従
「
的 に取 り組 む時間的余裕 がなかつた私 自身 の文字通 りの 備忘記」Nodyn AtgoIFa
である。決 して体系的ではないが、今回、連載す るに当たつて は、再度、原典 に目
を通 して、私 な りの確認 だけは しておいた。また、現地で入手 した資料 の他 に、1993
年度私大助成で、金城 学院大学図書館 に設置 された 「ウィ リア ムズ文庫」Llngen
lfor Wllll,msの 中に見つ けた重要なもの も追加 した。 カム リの地名に筆者 と同 じ
よ うに知的興味 を抱 かれ る読者 の方 々 に、少 しで も役 に立つな らばの思ぃか らであ
る。 「手当た り次第人手 した」 と言 つて も、方言調査 との関連 か ら自然 に湧 き出て
きた知的興味に流 され るように集 めた のであ り、そ うした知的興味を起 こさせてい
ただいたの は、北 カム リ大学で教鞭 を とられていた (私 自身は、留学 当時は音声学
・
専攻 であ り、残念なが ら直接 の指導 を仰 ぐこ とはなかつたが)メ ル ヴィル リチャ
グ笏 ι ″
ーズ教授 Pr。 ■Mel」鵬 Rechardsの 研究、形 励 ∠″"あ 巌 a″
"″
a西 ぉr動し激″が ,"ご ″牧ね口 (1969)で あつた。
「落穂拾い」 は、カム リの言葉では ̀Lld飾 n'[ソ フイヨン]と 言い、̀yr hyn a
y
gesglirが r dlvylo ar 01 y IIIledelwy'「 収穫者 の あと、手で集 められ るもの」
a壺 ヵ′″ Л盈 躍 「大辞典」 と説明 され てい る。また、カムライ グ語辞典ではもつ
とも権威 の ある「カム リ大学辞典」a発ヵarル 巧彎プ の甕″ の説明では、̀yr hyn
a10f6r ar 61 y medelwmeui casglwyr gra― 籠 ,p■ g■ on,hett yn』 ま'「 収穫
者 のあ とや、ブ ドウを取 り入れ る人 の後に集 められ るもの、摘み残 り、役得、比喩
的にも」となつていて、「ブ ドウの収穫者」とか、「役得」の意味がカロえられてい る。
「ブ ドウ」̀Grawn、、
も」 の収穫 の後 であれば、 さぞ多 くの果実 が落ちてい るだろ う
と思い、この説明も引用 しておいた。それだけに断片的のよ うだが、その接点 をつ
なぎ合 わせてい くと、結構、この国その ものや、この国のあち こちの土地にまつわ
る 「真実」の一端に触れ るこ ともあるように思 う。 カム リの よ うに、19〜 20世 紀
の 日本 の 「英国研究」の歴史 におい てはほ とんどかえ りみ らることす らなかつた国
の歴史や文化 を学が上では、極 めて大切な ことだ と認識 している。
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カム リの国を初 めて訪れた 日本人の多 くの人達 が、英語名 とともにカムライ グ語
の駅名や地名 が 「併記」 されているのを見て、驚 かれる。特 に、カムライ グ語 の地
名 には、英語名 に比べ るとかな り長 い もの もあり、どう読む のか も分か らず、当惑
されるこ とが多い よ うである。 こ うしたことの背景 には、そ うした 日本人には、カ
ム リの国がイ ングラン ドの一部 として しか認識 されてい ない事実がある。そ の上 、
カ ムライ グ語が永年 にわたつて使用 されてきた国であることへ の認識 に欠 けるこ
とか ら、英語国だ と勘違い して、カムライグ語が 「併記」 されていると思 うのであ
る。 しか し、真実 はまつた く反対で、カム ライグ語 に英語 が 「併記」 されてい るの
である。 しか も、 日本 での よ うに、観光客へのサー ヴィスが 目的で、日本語名 に ロ
ーマ字表記 が添 えられ てい るの とは本質的 に異 なってい て、カム リの国では、「併
合法」 (1586年 )以 後 400年 以上の歴史における 「傷跡」 として、英語名 が並んで
い るのであ る。
本稿 では、国名 の 「カム リ」や 「州ヽ
名」、「地域名」「市町村名」など、カム ライ
グ語 の地名 の主要なもののい くつかについて、 1)読 み方、 2)構 成 と言語的な意
味、 3)そ の由来、 4)そ の地域や土地における歴史的 。地理的意味合い、な どに
ついての「落穂拾い」を集 めてみた。地名や人名ではないが、カイルフィリ Caerf6h
/CaerphЩyと い う町 の近郊 で話 されてい るカ ム ライ グ語 の方言 に、̀nOfflon y
d&血 さ (直 訳す ると、「羊 (dattd)の 落穂」)と い う言 い方がある。 カイル フ ィ
リはカム リの国 の南東部 に位置す る中モル ガヌー グ州 Morga=田 g Ganolノ Nm
「 De MOrgannwg/South
GlamOrganの 南東 の 隅 に あ り、南 モル ガヌ ー グ州
Gl,mOrganと の州境か ら 3キ ロの距離の位置にある。そ して、 この土地の方言 で
̀ll硼 bn y ddaぬ ご とい う表現 で呼 ばれるもの とい うのは、「きのこ」̀lllushroom'
のこ となのである。多分、羊はきのこが大嫌いで、全然食 べないで残 して くれ るの
で、後でた くさんの 「落穂拾い」が楽 しめたのであろ うか。詳 しいことは今は不明
だが、本稿 の連載 が終 わる頃 までに何 とか分かればいいが と願 ってい る。
先ず、なにをさておき、シール・ ヴォ ーン (英 語名は、アングルシー島)に ある、
この国で もつ とも長い名前 と言 われている 「駅%」 か ら始めよう。

1.遡 堕 麗 崚 ρフリ 亀 π

泌
と め 7・W221″ 島
翅勤
この駅名 の読み方は、[サ
"り
"ヮ
ン・ ヴァイ
…ース・ グィ ン・ ギース・ ゴー・ グル・
ル・ プ
一
ア・ フイル ン・ ドゥロ・ ブース・ サ ン・ タシ リヨ・ ゴゴー・ ゴーホ]で ある。 どう
い う意味 か とい うと、「聖 タシ リヨ教会 の、赤い洞窟 のそば、急流 が渦巻いてい る
ところにかな り近 く、白いハ シバ ミの本の窪みがあるところの聖メア リー教会」 と
い うことになる。 この駅名 が 自然 に言 えるよ うに、カム ライグ語 の発音習慣 に慣れ
れば、カム リの国の どの地名 も簡単に発音ができるよ うになる。
この地名 は 、「ブ リテ ン島で もつ とも長 い地名 」 the 10ngest place‐ nnme m
Brtainと 呼ばれてい る (世 界中では、他 に、もつ と長 い名前があるとのこ と)。
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駅名 にもなつていて、カム リの国 を訪れる多 くの観光客 が、この駅 を訪れて、驚い
「
てい る。「ア ングルシー島」 (英 語名 )は 、カ ムライ グ語では モーン島J Ynys M6n
(ア ニス・モー ン)と 呼ぶ。
まず、母音 の数 を数 えてみ る。 下線 を引いて示 した。「二重母音」は 1音 に数え
ると、次のよ うに、 18個 あ り、18音 節 か ら成 り立ってい ることがわかる。

nanfairp」
1 2 3

ngyugttgycttFnd常 」u守
贈
理
:::穏 蹴
瞥需ξ
4
5 6 78

母 音 が音節 の核 にな るか ら、母 音 の 下 に数 字 を挿 入 した が 、全 部 で 18音 節 あ る。
「
次 い で 、子音 文字 を数 えてみ る。 カ ム ライ グ語 では、nと chは 、 あわせ 文字」
と言 つ て 、1音 を表 す の で 、 1個 と数 える こ とにす る。
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011 1213

14

醐 LttE国 コ 腱壼□臥週Ⅸ遇』嗣

1516

1718

□ 回吻

19

2

圃
従 って、母音 18音 十子音 29音 =47音 か らで きてい る。 しかし、ni・ のよう
な 「二重母音」一つ を 「2文 字」に数 え、子音 の nと chも 2文 字に数 えると、
58文 字になる。従 つて、「18音 節 58文 字」 と数 える人が多い。カ ムライ グ語
の音韻体系 を考えに入れ た計算 では、 18音 節 、 47音 にな り、カム ライ グ語 の音
韻体系 の特徴を全 く考 えないで、ただ ローマ字文字 の字数だけを数えれ ば、 58文
字になる。
。
さて、バ ン ゴール 大学 のカ ムライグ語学科 で主任教授 を していた ジ ョン モ リ
「
ス・ ジ ョー ンズ卿 SF」 ohn Mortt Jones(1864・ 1929の 説 によると、この こと
「
ば遊びは」、この長 い名前 の駅 の近 くにある小さな村、 メナイ橋村」出身 の洋服屋
が、19世 紀 の中ごろに、観光客 日当てに、面 白半分 に 「でつち上げた」名前 との
ことである。文法的には多少奇異な ところもあるが、150年 以上 も使 われると、こ
の言 い方が普及 して しまったよ うである。

2.助

‐で 始 ま る地 名 に つ い て
カム ライグ語 の地略 のつづ り字 についての 「文章語」 としての標準化 を目的 とし
た 作業 が 、 カ ム リ大学 ケル ト研 究部会 BwTdd Q″ dau Celtaidd Pritsg01
Cpruの 「言語・ 文学委員会」PD711gor laith a nenydd.aethで 進められた。そ
の成果 を纏 めた ものが、次 の出版物 である。
θα4 paratowyd g,n Bwyngor laith a■ lenyddiae」 氏
動 as力 r οZ22"盟 ″ZJθο
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こ
発行)に 投稿す る予定である。
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63 10)CeL「 (山 の

「丘 」

背 、尾根」 56

「
の い ことが分かる。 同時
豊 かな自然 に恵まれたカム リでは、 水名学」的地名 多
‐
に い ことも分かる。
に、第 1位 の んあη 「教会」で始 まる地名が圧倒的 多
が含 まれてい
上記 の 「ことば遊 び」の駅名 には、 2箇 所 の Lhn‐ で始まる地名
と終わ りに近い部分 の「 あ"″函bm.Z互
て、冒頭 の 力を影歯 ′″

1艦 竜鷲 fぶ
警 獣 [認 馨 d惟1響 Ъ 境ぶ ξ ttf年
鑢
「
の
村」 となつてお り、地点
『
とで ある。 λあ"ら P嗣 駿町″″〃 は、 M6n州 教区、
「MOn州 の教区」 (23/5473)
は (23ノ 5371)で 示 されてお り、ル コみ,二 あ の方は、
となつている。 (次 号に続 く)
i7・

