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印欧語におけるケルト語の位置

大阪大学文学研究科

神山孝夫
（印欧語学，音声学）

Introduction

現代世界における印欧語とその分布

インドとヨーロッパにまたがる近親言語群

die indogermanische (indoeuropäische) 
Sprachen

les langues indo-européennes

индоевропейские языки

the Indo-European languages

印欧（インド・ヨーロッパ）語

印欧語の分布（ヨーロッパ）

印欧語の分布（アジア）
主要印欧語派

以下、死滅した言語は下線で表示
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イタリック語派
（Italic）

1）ラテン・ファリスク語群：ラテン語（Lat.），ファリ
スク語；

ロマンス諸語（ラテン語の末裔）：イタリア語
（It.），フランス語（F.），スペイン（カスティリア）
語（Sp.），ポルトガル語，ルーマニア語，カタ
ルーニャ（カタロニア）語，ガリシア語，サル
デーニャ（サルディニア）語，プロヴァンス
（オック）語，レト・ロマンス語等

2）オスク・ウンブリア語群：オスク語，ウンブリ
ア語，サビニ語等

ゲルマン語派
（Germanic）

1）東ゲルマン語群：ゴート語（Goth.），クリミア・
ゴート語，ブルグント語等

2）西ゲルマン語群：英語（E.），ドイツ語（G.），オ
ランダ語（Du.），フリジア語，ルクセンブルク
語，アフリカーンス語等

3）北ゲルマン語群：スウェーデン語（Sw.），デン
マーク語（Dan.），ノルウェー語，アイスランド
語

バルト・スラブ語派
（Balto‐Slav(on)ic）

スラブ語派（Slav(on)ic）

1）南スラブ語群：古代教会スラブ語（OCS）；セルビ
ア・クロアチア語（SCr.），ブルガリア語，スロベニア
語，マケドニア語

2）東スラブ語群：ロシア語（R.），ウクライナ語（Ukr.），
ベラルーシ（白ロシア）語

3）西スラブ語群：ポーランド語（Pol.），チェコ語（Cz.），
スロバキア語，ソルブ語，ポラブ語

バルト語派（Baltic） ：古プロシア語，リトアニア語
（Lith.），ラトビア語

ケルト語派
（Celtic）

1）島嶼ケルト語

ゴイデル（ゲール）語群：アイルランド語（Ir.），
スコットランド・ゲール語，マン島語

ブリトン語群：ウェールズ語（W），ブルトン語
（Br.），コーンウォール語

2）大陸ケルト語

ガリア（ゴール）語，ケルト・イベリア語

インド・イラン語派
（Indo‐Iranian）

インド語派（Indic）：サンスクリット語（Skr.），パー

リ語；ヒンディー語，ウルドゥー語，シンド（シン
ディー）語，グジャラート（グジャラーティー）語，
ベンガル（ベンガーリー）語，パンジャーブ（パ
ンジャービー）語，シンハラ語，ジプシー（ロマ，
ロマーニー）語

イラン語派（Iranian）：アヴェスタ語（Av.），古代ペ
ルシア語（OPers.）；ペルシア語，クルド語，パ
シュトー語，オセット語

その他の印欧語派（抄）

ヘレニック語派（Hellenic）：ギリシア語（Gk.），現
代ギリシア語

アルバニア語派（Albanian）：アルバニア語

アルメニア語派（Armenian）：古典アルメニア語
（Arm.），（現代）アルメニア語

トカラ語派（Tocharian）：トカラ語A（Toch. A），ト
カラ語B（Toch. B）

アナトリア語派（Anatolian）：ヒッタイト語（Hitt.），
パラー語，ルウィ語等
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印欧語の系統樹

現代世界における印欧語

橙：第１言語、黄：第２言語、灰：非印欧語

印欧語比較言語学

成立までの経緯
古代 黎明期

ヨーロッパ諸語の類似性（現在）

E. is mother two night salt yoke

G.
ist

[ɪst]
Mutter
['mʊtɐ]

zwei
[tsvaɪ]

Nacht
[naχt]

Salz
[zalts]

Joch
[jɔχ]

F.
est
[ε]

mère
[mεʁ]

deux
[dø]

nuit
[nɥi]

sel
[sεl]

joug
 [ʒu(g)]

It.
è

[ε]
madre

['maːdre]
due

['duːe]
notte

['nɔtːe]
sale

['saːle]
giogo

['dʒoːgo]

R.
est’

[jesjtj]
mater-

['maˑtjɪr-]
dva

[dvaˑ]
noč’

[noˑtʃj]
sol’

[soˑlj]
igo

 ['iˑgə]

Pol.
jest

[jest]
matka

 ['maˑtka]
dwa
[dva]

noc
[nots]

sól
[sul]

igo
['iˑgo]

ヨーロッパ諸語の類似性（過去）

“is” “mother” “two” “night” “salt” “yoke”

Gk.
estí

[esti]
mēter-

[mεːter-]
dúō

[dyɔː]
nukt-

[nykt-]
hal-

[hal-]
zugón

[zygon]

Lat.
est

[est]
māter

[maːter]
duō

[duoː]
noct-

[nokt-]
sāl

[saːl]
jugum

[jugum]

OCS
jestĭ

[jestɪ]
mater-

[mater-]
dva

 [dva]
nošti

[noʃti]
solĭ

[solɪ]
igo

[igo]

OE
is

[is]
mōdor

['moːdor]
twā

[twɑː]
niht

[niçt]
sealt

[seɑlt]
geoc
[jeok]

? *esti *māter- *dwō *nokt- *sal *yugo-
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類似性の認識

プラトン（Plátōn; Lat. Platō 427‐347BC)

対話編「クラチュロス」において

（Kratýlos=Lat. Cratylus ）

「火」，「水」，「犬」を表すギリシア語を

プリュギア語（Phrygian）由来と推論

小アジア ← トラキア （ヘロドトス）

ワッロー
（Marcus Terentius Varrō 116‐27BC）

「ラテン語について」

（Dē linguā latīnā）

ラテン語の起源を検討

泉井久之助（1939）

「これを無視するには當時に
おけるVarroの努力は貴重
にすぎるのである」

中世 停滞期

旧約聖書による説明

ノアの方舟 子孫

セム → 東（アジア）

ハム → 南（アフリカ）

ヤペテ →  西（ヨーロッパ）

似ていて当然

バベルの塔

様々な言語があって当然

ヘブライ語起源説

聖アウグスティヌス

（Aurelius Augustinus 354‐430）

『神の国』（16：11）

De Civitate Dei contra Paganos

アダムとイヴが話したのは

ヘブライ語と主張

（根拠なし）



神山孝夫（大阪大学文学研究科） 2017/7/1 
日本ケルト学会 ＠慶応日吉

5

ヘブライ語起源説が常識化

ダンテ（Dante Alighieri 1265‐1321）

「俗語詩論」（Dē vulgārī ēloquentiā, I. 6）

ヘブライ語は，最初の話し手の唇が形づ
くった言語にほかならない（岩倉訳 19 ）

ジェームズ 4 世（James IV 1488‐1513）

新生児を聾唖者に育てさせる実験

ヘルダー（Johann Gottfried Herder 1744‐
1803）

『言語起源論』（Über den Ursprung der
Sprache, 1772）

イスラム圏出現と
ヨーロッパの孤立

例外１
十字軍

例外２
モンゴル帝国

マルコ・ポーロ
Marco Polo 1254‐1324

ほら吹き?

∴ヨーロッパ外についての誤解蔓延
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近代

科学的言語研究のはじまり

ポステル

1510‐1581

F. Guillaume Postel

Lat. Guilielmus Postellus

『ヘブルの言語と民族の起源，あるいは古代に
ついて，さらには様々な言語の近親性につい
て』

（De originibus seu hebraicae linguae et gentis
antiquitate, deque variarum linguarum
affinitate, 1538）

ゲスナー

1516‐1565

Conrad Gessner

『ミトリダテース：古い諸言語および今日世界中
で様々な民族に用いられている諸言語の相
違について』

（Mithridates, sive de differentiis linguarum tum 
veterum tum quae hodie apud diversas
nationes in toto orbe terrarum in usu sunt,
1555)

スカリゲル （スカリジェ）

1540‐1609

Lat. Joseph Justus Scaliger 

F. Joseph Juste Scaliger

 『ヨーロッパ言語評』

Diatriba de Europaeorum linguis, 1599

出版1610

ヨーロッパ諸語を11グループに分類

ライブニッツ（×ライプニッツ） 

Gottfried Wilhelm Leibniz

1646‐1716

『人間知性新論』（Nouveaux essais sur
l’entendement [humain], 1703‐5）

第3部「語について」（Des mots）

ケルト語、ゲルマン語、ギリシア語、ラテン語、
スラブ語の近親関係、系統的同一起源を看破

エルバス

Lorenzo Hervás

1735‐1809

『宇宙論』（Idea dell’Universo）

『既知の言語のカタログとその相互の親近性と
相違性についての覚書』（Catalogo delle
lingue conosciute e notizia della loro affinità e 
deversità, 1785）

言語を基準として諸民族の起源と相互関係に
ついて検討
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アーデルング 1732‐1806 
Johann Christoph Adelung

ファーター 1771‐1826 
Johann Severin Vater

『ミトリダテース：主の祈りを言語見本として付し
たおよそ 500 の言語と方言についての一般
言語誌』（Mithridates oder allgemeine
Sprachenkunde mit dem Vater Unser als
Sprachprobe in beynahe fünfhundert Sprachen
und Mundarten I‐IV, 1806‐1817）

サンスクリットへの関心

• サセッティ（Filippo Sassetti 1540‐1588）

サンスクリットとイタリア語の語彙の類似を指摘

• イェズス会宣教師のサンスクリット研究

ノービリ（Roberto de Nobili 1577‐1656）

ロート（Heinrich Roth 1620‐1668）

ハンクスレーデン（Johann Ernst Hanxleden 1681‐
1732）

カルメット（Jean Calmette 1693‐1740）

ケルドゥー
（Gaston‐Laurent Cœurdoux 1691‐1779）

1767年，ギリシア語，ラテン語とサンスクリット
が示す74の語彙の一致と，be動詞の活用，人

称代名詞と数詞に見られる類似性をまとめたか
なり詳しい報告をフランスアカデミーに提出。

恐らく最初の印欧語比較言語学者

だが、革命の混乱で印刷・公開は1808年

ジョウンズに20年も遅れ、言語学史上無名

ジョウンズ
Sir William Jones 1746‐1794

1783 インド赴任

1784 アジア学会設立

（×アジア協会）

1786 3周年記念講演

近親性、祖語を想定

1788 『アジア研究』誌に掲載

1794 肝炎で死去

The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of
a wonderful structure; more perfect than the Greek,
more copious than the Latin, and more exquisitely
refined than either; yet bearing to both of them a
stronger affinity, both in the roots of verbs and in the
forms of grammar, than could possibly have been
produced by accident; so strong, indeed, that no
philologer could examine all three without believing
them to have sprung from some common source
which, perhaps, no longer exists: there is a similar
reason, though not quite so forcible, for supposing
that both the Gothick and the Celtic, though blended
with a very different idiom, had the same origin with
the Sanscrit; and the old Persian might be added to
the same family, if this were the place for discussing
any question concerning the antiquities of Persia.

サンスクリットがいつ生まれたのかはよくわからないが、

その構造は驚くべきものである。ギリシア語よりも完全

で、ラテン語よりも豊かで、そのどちらよりもはるかに

洗練されているのである。半面，動詞の語根でも、文

法形態でも、サンスクリットはこれら両言語と、偶然と

は考えられないほどの強い類似性を示す。類似性は

極めて強く、言語学者が調べれば、これらの 3 言語が、

もはや現存しない共通の源から分かれ出たと考えるこ

とだろう。また、やや不確かだが同様の根拠から、まっ

たく別の言語と混交しているものの、ゴート語とケルト

語もサンスクリットと起源を同じくしていると考えること

ができる。さらに、少々ペルシアの古代に触れさせてい

ただくと、古ペルシア語も同じ一族に加えていいと思う。
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ヨーロッパ語とインド・イラン語の類似

“is” “mother” “two” “night” “salt” “yoke”

Gk.
estí

[esti]
mēter-

[mεːter-]
dúō

[dyɔː]
nukt-

[nykt-]
hal-

[hal-]
zugón

[zygon]

Lat.
est

[est]
māter

[maːter]
duō

[duoː]
noct-

[nokt-]
sāl

[saːl]
jugum

[jugum]

? *esti *māter- *dwō *nokt- *sal *yugo-

Skr. astí mātar- dvā nakt- sali-la- yuga-

Av. asti mātar- dva- ― ― yuga-

印欧語比較言語学の勃興

die indogermanische vergleichende
Sprachwissenschaft

la linguistique comparative des langues indo-
européennes

индоевропейское сравнительное языкознание

the Indo-European comparative linguistics

別称

印欧語比較文法、印欧語学等

die indogermanische vergleichende Grammatik
(die Indogermanistik)

la grammaire comparée des langues indo-
européennes

индоевропейская сравнительная грамматика
(индоевропеистика)

the Indo-European comparative grammar 
(the Indo-European comparative philology)

初期の立役者たち

シュレーゲル Friedrich von Schlegel

  1772‐1829

フランツ・ボップ Franz Bopp

1791‐1867

ラスムス・ラスク Rasmus Rask

1787‐1832

ヤーコプ・グリム Jacob Grimm

1785‐1863

印欧語をさかのぼる

（抄）

文証以前の言語の再建

• 言語は常に変化する

• 文証（attestation）には限界がある

印欧語の場合，最古の文証は紀元前16世紀
からの粘土板に残るヒッタイト語

• 文証以前にも音声言語は存在

• 再建（reconstruction）は無理？

• 実はある程度可能

• 「言語変化の一般則」＋「比較」＋「内的再建」
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印欧諸語の源

Urindogermanisch

l’indo-européen commun

праиндоевропейский

Proto-Indo-European: PIE

印欧祖語
（×印欧基語：最近散見されるが勧められない）

系統樹説
シュライヒャー August Schleicher

1821‐1868

Stammbaumtheorie

family‐tree theory

アンチテーゼ？

波紋説
シュミット Johannes Schmidt

1843‐1901

Wellentheorie

wave theory

風説

系統樹説は時代遅れ？

否！ どちらも完璧に有効

系統樹説は言語分岐の結果

波紋説は分岐の生じるメカニズム

Schleicherは言語学史上の偉人

• 印欧祖語の再建

• 閉鎖音組織

• 印欧祖語の語根組織

言語変化の一般則 （抄）

• 同化（assimilation）

• 異化（dissimilation）

• 弱化（reduction） 、脱落（loss）

• 音の挿入（epenthesis）

• 音位転換（metathesis）

• 類推（analogy）：均一化（leveling）、過剰矯正
（hypercorrection）、混交（blending）、異分析
（metanalysis）、文法化（grammaticalization）等

比較
単に比べることではない

言語変化の一般則を踏まえ，

対応（correspondence）を見出し、

それらの比較（comparison）によって，

言語の文証以前の状態を推理する。

下例では本来の初頭音は *[k] と推理される：

Lat. centum,   OE hund(red),    Av. satəm
[k] *[x] > [h]       *[c] > *[ts] > [s]

軟口蓋閉鎖音 軟口蓋摩擦音 硬口蓋閉鎖音
閉鎖不完全化 調音位置前進
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内的再建

一言語（あるいは同一系統の言語）のデータの
みから、文証以前の言語について推論

e.g. Lat. “I know”

nōscō, cognōscō （現在）

nōuī, cognōuī （完了）

本来 gnō-

再建過程の例示： 100

① ② ③ ④ ⑤

Gk. (he)katón k a t o n

Lat. centum k en t u m

OE hund(red) h un d - -

OCS sŭto s ŭ t o -

Lith. šim̃tas ʃ im t a s

Skr. śatám ʃ a t a m

Av. satəm s a t ə m

① 祖語は *[ k ] 

•閉鎖が不完全化すれば

*[ k ] > [ x ] > [ h ] 
（グリムの法則）

•調音位置が前進すれば

*[ k ] > [ c ]（硬口蓋化）

> [ ʧ ]/[ ts ]（破擦音化）

>  [ ʃ ]/[ s ]（摩擦音化）

（サタム語群，ケントゥム語群)

Gk. (he)katón k

Lat. centum k

OE hund(red) h

OCS sŭto s

Lith. šim̃tas ʃ

Skr. śatam ʃ

Av. satəm s

硬口蓋化（palatalization）の例

[ ʧ ]     <       [ c ]?         <      [ k ] (＋前舌母音)

E. church (OE cirice)     < Gk. kūriakón

It. cento                            < Lat. centum

[ s ]  <  *[ ts ]  <  *[ c ]  <      [ k ] (＋前舌母音)

F. cent                               < Lat. centum

[ ʃ ]  <  *[ ʧ ]  <  *[ c ]   <      [ k ] (＋ [a])

F. chambre (E. chamber) < Lat. camera

② 祖語は *[ m ] 

• t/d の前で *m > n ?

調音位置同化

• m (> n) の前の母音は
挿入母音？

• Gk., Skr., Av. a , OCS ŭ

は [ m ] に由来する? 

Gk. (he)katón a

Lat. centum en

OE hund(red) un

OCS sŭto ŭ

Lith. šim̃tas im

Skr. śatam a

Av. satəm a

Gk. a = Skr. a = Av. a = PIE *m̥ *n̥

ブルークマン 1849‐1919

Karl Brugmann（Brugman）

  nasalis sonansと命名

これにより師 Curtiusに破門される

ソシュール 1857‐1913

Ferdinand de Saussure

さらに未知の音韻（喉音）を想定

比較言語学会から半ば追放される
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③ 祖語は [ t ]

• 一般に Germ. [ θ ]

e.g. Lat. trēs

E. three (OE þrīe)

• 語中では時に有声化

Germ. [ ð ] > OE [ d ]

e.g. Lat. pater, māter

OE fæder, mōdor

Gk. (he)katón t

Lat. centum t

OE hund(red) d

OCS sŭto t

Lith. šim̃tas t

Skr. śatam t

Av. satəm t

印欧祖語とゲルマン語の閉鎖音対応

• グリムの法則（Grimm’s Law） 発見者はラスク

• ヴェルナーの法則（Verner’s Law） 上の補正

印欧祖語 ゲルマン語

無声閉鎖音 t 無声摩擦音 θ

有声閉鎖音 d 無声閉鎖音 t

有声帯気音 dh 有声摩擦・閉鎖音 ð (> d)

印欧祖語 ゲルマン語

無声閉鎖音
('-) t ‐ 無声摩擦音 θ

‐ t (')‐ 有声摩擦・閉鎖音 ð (> d)

ゲルマン語の子音推移

PIE
Pre‐
Germ.

Germ.
Goth. OE E. OHG G.

('-)[t] - G[θ] [θ] [θ] (有声音間 [ð]) [d]

- [t](')- G[θ] V[ð] [ð]/[d] [d] [t]

*bhrāter- brōþar brōþor brother bruoder Bruder

*pəter- fadar fæder 新father fater Vater

[d] [t] [t] [ts] (> [s])

*dwō twai twā two zwēne zwei

*ed- it-an et-an eat ezz-an essen

[dh] [ð]/[d] [d] [t]

*dhē- (*dōn) dōn do tuon tun

*dhugHter- daúhtar dohtor daughter tohter Tochter

④ 祖語は o 

• Indo‐Iran. a < e, o

• Balt. a < o

• Lat. u, Av. ə は語末音
節における弱化

Gk. (he)katón o

Lat. centum u

OE hund(red) -

OCS sŭto o

Lith. šim̃tas a

Skr. śatam a

Av. satəm ə

⑤ 祖語は [ m ]

• *‐m > Gk. ‐n

• 中性名詞 *‐om

> Lith. ‐as 男性名詞

• 中性名詞 *‐om

> Slav. ‐o、Germ. ゼロ

Gk. (he)katón n

Lat. centum m

OE hund(red) -

OCS sŭto -

Lith. šim̃tas s

Skr. śatam m

Av. satəm m

“100” の祖形

PIE *km̥tom k m̥ t o m

Gk. (he)katón k a t o n

Lat. centum k en t u m

OE hund(red) h un d - -

OCS sŭto s ŭ t o -

Lith. šim̃tas ʃ im t a s

Skr. śatám ʃ a t a m

Av. satəm s a t ə m
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印欧語の中のケルト語

（抄）

音の対応１

PIE p t k kw

Skr. p t ɕ (ś, ç) k

Gk. p t k kw > p, t, k

Lat. p t k (c) kw (qu)

Gmc. ɸ > f θ (þ, th) x > h xw > hw (ƕ)

Slav. p t s k

Celt. ɸ > h > ゼロ t k (c) kw > k (c) / p

ケルト語内の反映１

PIE
*nepot‐
“nephew”

*trei‐ “3” *km̥to‐ “100” *kwetwor‐ “4”

Celt. *neɸot‐ *trī‐ *kanto‐ *kwetwor‐

Ir. nia /njiə/ trí /tjrjiː/
céad (céd) 
/kjeːd/
< *ke͂ːto‐

ceathair 
(cethir) 
/'kjahərj/

W. nai tri cant pedwar

Br. ni tri kant pewar

音の対応２

PIE b d g gw

Skr. b d ɟ > dʒ (j) g

Gk. b d g gw > b, d, g

Lat. b d g w (v)

Gmc. p t k k(w)

Slav. b d z g

Celt. b d g b

ケルト語内の反映２

PIE
*abon‐
√*h2ep‐ “water” 
+ *‐h3on‐

*kr̥d‐ “heart”
*gnō‐
“know”

*gwou‐
“cow”

Celt.
*aβon‐
“river”

*krið‐
*gnāto‐
“known”

*bow‐

Ir.
abhainn 
/aunj/
< /awənj/

croí (croidhe) /kriː/
OIr. cride /kriðə/

gnáth 
/gnaː(θ)/

bó

W. afon craidd /‐ð/ gnawd MW bu

Br. avon kreiz /‐z/ (< /‐ð/) OBr. gnot bu

音の対応３

PIE bh dh gh gwh

Skr. bh dh h gh

Gk. ph th kh kwh > ph, th, kh

Lat. ɸ > f θ >> f x > h xw >> f

Gmc. β > b ð > d ɣ > g, w ɣw > b, g

Slav. b d z g

Celt. b d g gw
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ケルト語内の反映３

PIE
*bhrātēr 
“brother”

*dhwor‐
“door”

*ghabhlo‐
“fork”

*gwhon‐
“strike, kill”

Celt. *brātīr‐ *dworā *gaβlo‐, ‐ā‐
*gwaneti
“he strikes”

Ir.

bráthair 
/braːhərj/
OIr. bráthir 
/braːθirj/

doras
gabhal /gaul/
OIr. gabul 
/gaβul/

OIr. gonaid

W. brawd drws gafl gwan

Br. breur
dôr, 
drws

gaol
(< gabl /gaβl/) gwanañ

音の対応４

PIE s j (y, i)̯ w (u̯)

Skr. s / ʂ (ṣ) j w (v)

Gk. s / h / ゼロ h/z w (ϝ) > ゼロ

Lat. s j w (v)

Gmc. s j w (ƿ, uu)

Slav. s / x / ʃ j v

Celt. s / h / ゼロ j (y, i) w > f / gw

ケルト語内の反映４

PIE
*som‐o‐ or *sm̥‐h2‐o‐
√*sem‐ “summer”

*yeg‐
“ice”

*wēnto‐ “wind”
√*h2weh1‐ “blow”

Celt. *samo‐ *yegi‐
*wīnto‐ > *winto‐
“wind”

Ir.
samhradh /saurə/
OIr. sam /saṽ/

OIr. aig
fead /fʲad/ 
“whistle”
OIr. fet /fʲed/

W.
haf
OW ham

iâ /jɑː/ gwynt /ɡwənt/

Br. hañv yein gwent

音の対応５

PIE r r̥ l l ̥

Skr. r r̥ r r̥

Gk. r ar/ra l al/la

Lat. r or l ul

Gmc. r ur l ul

Slav. r ĭr l ĭl

Celt. r ri l li

ケルト語内の反映５

PIE *doru‐
“tree”

*dr̥k‐
√*derk‐ “see”

*kūl‐
*plt̥ano‐
< *plt̥h2‐eno‐
√*pleth2‐ “spread”

Celt. *daru‐
“oak”

*drikā “face” *kuli‐ “fly, culex” *ɸlitano‐ “flat”

Ir.

dair
/darj/
OIr. 
daur

dreach 
/djrjax/
OIr. drech

cuil /kilj/

leathan 
/ˈlʲahən/
OIr. lethan 
/ljeθan/

W.
dâr
/daːr/ MW drych cylion /ˈkəljɔn/

llydan 
/ˈɬədan/

Br. dar OBr. dre(h)
kelenn 
/ˈkeːlən/ “holly”

ledan

音の対応６

PIE m m̥ n n̥

Skr. m a n a

Gk. m a n a

Lat. m em n en

Gmc. m um n un

Slav. m ĭm > ẽ n ĭn > ẽ

Celt. m am n an
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ケルト語内の反映６

PIE *marko‐
“horse”

*km̥to‐ “100”

√*dekm̥ “ten” + ‐t‐o‐

*nizdo‐ “nest”

*ni‐ “down” + 
√*sed‐ “sit”

*dn̥to‐
√*h1ed‐ “eat” +  
‐ent‐o‐

Celt. *marko‐
*kamto‐ > 
*kanto‐

*nizdo‐ *danto‐

Ir.
marc 
/mark/

céad (céd) 
/kjeːd/
< *ke͂ːto‐

nead /njad/
déad (dét) 
/djeːd/ < 
*de͂ːto‐

W. march /x/ cant nyth dant

Br. marc’h /x/ kant ne(i)zh dant

音の対応７

PIE i e a o u ə

Skr. i a a a u i

Gk. i e a o u a

Lat. i e a o u a

Gmc. i e a a u a

Slav. ĭ (ь) e o o ŭ (ъ) o

Celt. i/e e a o u/o a

ケルト語内の反映７

PIE
*widhu‐
“wood”

*h1ekwo‐
“horse”

*sal‐ “salt”

Celt. *widu‐ *ekwo‐ *salano‐

Ir.  fiodh /fjiː/? < /fjiɣ/?
OIr. fid /fjið/?

each /ax/
OIr. ex /ex/

salann 
/salən/

W.  gwŷdd /ɡwəːð/ ebol “foal” halen

Br. gwez /ɡwe/
ebeul /ˈebøl/ 
“foal”

holen

ケルト語内の反映７（続き）

PIE
*roth2o‐
“wheel”

*dhub‐ro‐
√*dheub‐ “deep”

*nəter‐ “adder”
√*neh1‐ + ‐tr‐

Celt. *roto‐ *dubro‐ “dark, water” *nater‐

Ir.  roth 
/ro(h)/

OIr. dobur /doβur/ > 
dobhar /daur, doːr/ 
“waters”

nathair /nahərj/
OIr. nathir

W.  rhod
dwfr /duvur/, 
dŵr /duːr/

neidr /ˈnəid̯ɪr/,
nadroedd 
/ˈnadrɔəð/

Br. rod dour /ˈduːʁ/
naer /ˈnaɛʁ/, 
/ˈnɛːʁ/

音の対応８

PIE ī ē ā ō ū

Skr. ī ā ā ā ū

Gk. ī ē ā ō ū

Lat. ī ē ā ō ū

Gmc. ī ē ō ō ū

Slav. i æ (ě = ѣ) a a ɨ (y = ъı)

Celt. ī ī ā ā ū

ケルト語内の反映８

PIE
*lītu‐
√*leih‐
“flow”

*rēg‐
“king”
√*h3reg‐
“lead” 

*bhrāter‐
“brother”

*gnō‐
“know”
√*gen‐ +
‐eh3‐

*dhūno‐
√*dheuh2‐ “rally” + 
‐no‐

Celt. *lītu‐
“feast”

*rīg‐ *brātir‐ *gnāto‐
“known”

*dūno‐
“oppidum”

Ir. OIr. líth rí /riː/
bráth(a)ir
/ˈbraːhərʲ/
< /ˈbraːθirʲ/

gnáth 
/gnaː/ < 
/gnaːθ/

dún

W.
rhi 
/r̥iː/

brawd gnawd
din, dinas 
/ˈdiːnas/ “city”

Br. lid OBr. ri breur
OBr. 
gnot

din
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ケルト語の音韻的特徴

• ケルト語は音韻的にかなり素直

• 音対応においてやや特殊なのは下記：

*p > *ɸ > h > ゼロ

*gw > b

*kw > kw / p

*s > h > ゼロ

*w > f / gw

*ē > ī

*p > *ɸ > h > ゼロ

• 無声両唇閉鎖音だけに起きた現象 （不可解）

• 後にGoidelicに組織的に生じる無声閉鎖音の

摩擦音化が，両唇音の場合に限って早期の
ケルト語全体に生じた？？ （相対年代的に無理）

• 類似現象は他にも

• Lat. f > Sp. *ɸ > h > ゼロ （バスク語の影響）

e.g. Lat. fīlia > Sp. hija /'hija/ > /'iχa/

• 日本語ハ行： p > ɸ > h （原因不明）

*gw > b
*kw > kw / p

• Ｑケルト語（ kw ）とＰケルト語（ p ）の分類のも
とになった現象

• 過度に重んじられる嫌いがあるが，さほど特
殊な現象ではない

• 唇軟口蓋音と両唇音の混同は他所にも散見

e.g. Lat. quinque < *kwenkwe << PIE *penkwe

E. five, Goth. fimf < *pempe <<      〃

Rom. apa << Lat. aqua /akwa/ < PIE *akwā

Goth. wulfs < *wlp̥os < PIE *wlk̥wos

*s > *h (> ゼロ)

• 主に Brittonic （および大陸Celt.）の散発的現象

• 類似現象

e.g.Gk. ὑπέρ /hypér/ < PIE *s‐uper “over”

Av. ahmi < PIE es‐mi “I am” √h1es‐

Arm. hin < PIE *senos “old”

Skr. ‐aḥ /ah/ < PIE *‐o‐s (thematic nom. sg.)

Jap. Osaka おばはん obahan < obasan

• 早期の印欧語なら可 （古く，摩擦音は s のみ）

*w > Goid. f / Brit. gw

• [w] は一般音声学的にややまれな音韻

• [w] と [v] の両方を持つ言語は比較的まれ

（欧では英，蘭ぐらい；仏の [w] は後代の発達）

• [w] → [gw] の置換・発達は各所に散見される

e.g. (O)F. garder ▭Gmc. *wardōn (E. ward, guard) 

(O)F. Guillaume ▭OHG Willahelm (E. William)

OIs. tryggr < Gmc. *trewwjaz (E. true, G. treu)

• *w > Goid. f は [v] を経由した可能性濃厚

*ē > ī

ややめずらしいが，他印欧語にも見られないこ
ともない

PIE *ē > Slav. *ě > Cz. í (= ī), SCr. Čak. ī, Ukr. i

e.g. OCS děva > Cz. díva (děva), SCr. Čak. dîva, 
Ukr. divka (cf. Russ. дева)

OE=ME ē > ModE. ī   (the Great Vowel Shift)

e.g. ME meeten /meːtən/ > ModE. meet /miːt/
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最大の音韻的特徴

• 隣接音からの同化を非常に受けやすい

• 語境界が音声的に明示されない

語境界部を含め子音のmutation が頻発

緩音化（lenition）

鼻音化（eclipsis, nasalisation）

Britt. 摩擦音化（spirantisation）

Goid. 硬口蓋化（palatalisation）

緩音化

• 母音間等における子音の調音のゆるみ
（弱化 reduction，軟音化 softening, soft mutation 等とも）

• 日本語の類例

[tai]（鯛） vs. [amadai]（甘鯛）

[saba] vs. [saβa]（鯖）

[ɡakːoː]（学校） vs. [daiɣakɯ]～[daiŋakɯ]（大学）

• イベリア半島の諸言語

語頭 [b, d, ɡ]  vs. 語中（母音間等） [β, ð, ɣ]

緩音化 in Goidelic

閉鎖音→ 摩擦音 （語中の例）

• t > θ > h :  *catu‐ > (O)Ir. cath /kaθ/ > /kah/ “battle”

• k > x :  *leuk‐ > OIr. locharn /'loxərn/?, Ir. lóchran 
/'loːxrən/ “lightening”

• b > β > v > w :  *abon‐ > OIr. abann /'avəN/ > Ir. 
abhainn /'awənj/ > /aunj/ “river”

• d > ð > ɣ > ゼロ:  *medu‐ > OIr. mid /mið/ > Ir. miodh 
/mji:/? “mead”

• g > ɣ > ゼロ : *tog‐iā̯ > OIr. tuige /'tuɣjə/?, tugae 
/'tuɣə/ > Ir. tuí / ː/ “thatch”

緩音化 in Brittonic

無声閉鎖音→ 有声閉鎖音→ 摩擦音

• p > b : *kwokw‐ > *pop‐ > W. pobi “cook”, Br. pibi

• t > d : *catu‐ > W. cad /kɑːd/ “battle”

• k > g : *leuk‐ > W. llugorn /ɬigorn/, Br. lugern 
“lantern”

• b > β > v : *abona > W. afon /ɑvon/ “river”, Br. 
(Pont)avon

• d > ð : *medu‐ > W. medd /með/ “mead”, Br. mez

• g > ɣ > ゼロ : *dragen‐ > W. draen, Br. draen 
/ˈdʁɛːn/ “thorn”

鼻音化

• 鼻音と母音に挟まれた子音が受ける緩音化

• Goidelic Ir. の例 綴

c  [k] → [g]  gc‐

g  [g] → [ŋ] ng‐

t   [t] → [d]  dt‐

d  [d] → [n] nd‐

p  [p] → [b]  bp‐

b  [b] → [m] mb‐

黄色部分は厳密に鼻音化

鼻音化 in Brittonic

W. 綴り

c [k] → [ŋ̊] ngh‐

g [g] → [ŋ] ng

t [t] → [n̥] nh

d [d] → [n] n‐

p [p] → [m̥] mh

b [b] → [m] m‐

Goidelic と異なり，まさに鼻音化
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Britt. 摩擦音化

子音＋閉鎖音＞重閉鎖音＞帯気音？＞摩擦音

e.g.  s‐k > h‐k kk kh x

Britt. W Br. MCor.

c/k [kk] ch [x] c’h [x] gh/h [x]

t [tt] th [θ] z [z] th [θ]

p [pp] ff [f] f [f] f [f]

文字 h を加えることが多いためか気音化（aspiration）とも

Goidel. 硬口蓋化

• 様々な感覚的別称：狭音化（slender vs. 
broad），明音化（clear vs. dark），湿音化（F. 
mouillé vs. gras），軟（音）化（soft vs. hard）

• 隣接する前舌母音の影響で子音の調音と同
時に前舌部が硬口蓋に接近（→ 口腔内の共
鳴室が小さくなる→ 高音が増幅→ 「明，軟」
等の印象）

• e.g. PIE *bher‐e‐ti “he carries” > Celt. *bereti 
> *bereθi > *bereð(i) > OIr. beirid /berjiðj/; 
ModIr. beir /bʲerʲ/ imp.

ケルト語と他語派

西ロマニアの「緩音化」

• Lat. sapere “taste” > Sp., Port. saber [β], F. 
savoir “know”

• Lat. mūtāre “change” > Sp., Port. mudar [ð], 
muer (lost in F.)

• Lat. sēcūrus “secure” > Sp. Port. seguro [ɣ], F. 
sûr  (lost in F.; cf. E. sure)

ケルト語の基層的影響？？

ケルト語と他語派

Cleft‐sentence （いわゆる強調構文）

• E. It is ... that ...

• F. C’est ... que (qui) ...

• Ir. Is ... a ...

• W. Ys ... a ...

先住民族の言語から受け継がれたか？
(Martinet説)

ケルト語と他語派

• “be” の混成的由来

• e.g. E. am, is < *h1es‐ “exist”;  be < *bheuh2‐
“become”;  was, were < *wes‐ “stay”;  are, art < 
*h1er‐ “rise”

• Celt. における *steh2‐ “stand” の “be”への転用

• Ir. is (copula) と tá (substantive verb)

• Britt.における痕跡：W. 南部 taw = ys, etc.

• Sp., Port. ser （恒常的）と estar （一時的）

• F. était （半過去） < Lat. stabat （未完了過去）

ケルト語と他語派

• F. Verdun, Sp. Berdun < Celt. < PIE *uper‐ “up” + 
*dūn‐ “fortress” (√*dheuh2‐ “enclose”)

• Lat. Rhēnus < Gaul. Rēnos < PIE *reino‐ (√*reih2‐
“to flow, run”) ; cf. *reino‐ > OHG Rīn > G. Rhein, 
F. Rhin, E. Rhine

• Bohemia < Lat. Boi(o)haemum (Tacit) <  Celt.
Boio‐, pl. Boiī (< 1. √*gweh3‐ “cow”/ 2. √*bheih2‐
“strike” (Pokorny)) + Gmc. *haim‐a‐ < PIE *(t)koi‐
mo‐ (√*tkei‐ “settle”)

• Arles < Lat. Arelas, Arelātē  ▭ Gaul. Areláte ▭ Gk. 
pará‐ + platús < *pr̥‐ (√*per‐ “before”) + *pl̥tu‐
(√*pelh2‐ “flat”)
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ケルト語と他語派

• Lyon < Lat. Lugdūnum  ▭ Gaul. Lug(u)dūnum
< Lugus (deity, OIr. Lug(h) /luɣ/, Ir. Lú /luː/) 
+ *dūn‐ “fortress” (√*dheuh2‐ “enclose”) ; 

• Wien, Vienna < Lat. Vindobona ▭ Gaul. < *wi‐n‐d‐o‐
“clearly visible, white” (√*weid‐ “see”) + bonu‐
“settlement” (< *bhudh‐mn̥‐ < √*bhudh‐ “base”) ;  
cf. OIr. find, finn, Ir. fionn “blonde,” W. gwyn, Br. 
gwenn “white” ; Ir. bun, W. bôn “base”

• Wales, Welsh, Walloon, Walach(ia), Vlach  ▭ Celt. 
*wolk‐, cf. Gaul.=Lat. Volcae

ケルト語と他語派

• Goth. reiks, G. Reich, reich, F. riche, E. rich 
▭ Celt. rīx < *rēg‐s (√*reg‐ “to rule”); 
cf. Lat. rēx (> F. roi)

• F. ambassade, ambassadeur, G. Amt < Lat. 
ambactus  ▭ Gaul. ambactus < *amb(i)‐ag‐to‐
(*h2e‐mbhi‐ “around” +√*h2eg‐ “drive, do”)

• E. leather, G. Leder  ▭ Celt. *letros (Ir. leathar) 
< PIE *pletro‐ (√*pel‐ “skin”); cf. Lat. pellis < 
*pel‐nis, E. film < OE filmen < Gmc. *fel‐man‐
ja‐ < *pel‐mon‐yo‐

ケルト語と他語派

• OE īsern, OHG īsarn, G. Eisen, ON īsarn, Goth. 
eisarn  ▭ Celt. *īsarno‐ (Gaul. Isarnus, 
Ysarnodori, W. haearn) < √*h1eis‐ “fury”

• E. iron, ON jārn  ▭ *ī(h)arno‐ < Celt. *īsarno‐
(OIr. íarn, Ir. iarann)

• E. town, G. Zaun < Gmc. *tūna‐ ▭ Celt. *dūn‐
o‐ (cf. OIr. dún, Verdun) < IE *dhūno‐
(√*dheuh2‐ “enclose”)
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