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タブーと言語 (1)

西本美彦

序論

l タブーについて

「タブーJという語は，おおくの著書に見られるようにポリネシア語が

その起源である. この語は，イギリスの探検家・航海者で通称キャプテン・

クックという名で知られているジムイムズ・クック JamesCook (1728 

1779)が1771年にフレンドリー諸島のトンガで発見したもので，彼により

ヨーロッパに持ち込まれたとされている. タブー"tabu“(tapu， kapu)と

いう語の語義についてはさまざまな議論があるが， I(支配者の権利が留保

されたものとして)特徴づけられているjCAkademie -EWD S. 1773) 1と

いう解釈が一般的である.またタブーという概念は，おもに勇士や部族の

首長に備わっているとされる超人的・神秘的な力である「マナj "mana 

“という概念と密接に関連づけられて解釈される.このことからタブーと

いう概念は， I極度なものj，I通常ではないものj，I神聖なもの」を意味

していると考えられている.これに対し「神聖でないものj，I世俗的なも

の」を意味する「ノアj"noa“という概念が対極をなしている2

「タブー」研究に関して，膨大な資料を駆使し，先駆的な功績を残した

のは英国の研究者フレイザー James George Frazerである.彼は， I大英

百科事典j"Encycropaedia Britanica" (1875 -1890)の tabooに関する

定義の中や，大著「金枝篇j"The golden Bough“(1890)において，タブー
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タブーと言語(1)

を原始宗教的な禁否の体系と見なし，タブー回避のための呪術や呪文など

を考察し，多数の民族にみられるタブー現象を詳細に分類している.

「タブーと言語」の関係を論じようとする本論文にとっては，フレイザー

の「金枝篇」第十二章の「タブーとされる言葉」の記述が直接に関連して

いる. しかしこの章では「人名，親族の名，死者の名，王と他の神聖な人

物の名，神の名」について諸民族の証例を羅列的に挙け.てはいるが，その

大部分の記述は，具体的な出典が明示されていないといった難点がある3

ドイツの百科事典において， Iタブーj という項目は， すでで.に1凶85日l年出

版された「マイヤ一百科事典」

録されている.その後1854年に出された「ブロックハウス百科事典」

"Brockhaus Conv巴rsationslexikon“ CLeipzig，10. Aufl.， 14. Bd.， S. 655. ) 

においても， Iマイヤー百科事典」とほとんど同様な記述がみられ，タブー

はポリネシア諸島の宗教的な慣習として次のように定義されている:

「タブーは大部分のオーストラリアの諸島では，神聖化された事物，人物

あるいは場所の神聖さや接触禁止についての戒律およびこれら神聖なるも

のの不可侵性，さらにはこのような神聖さに伴う特権を行使することをも

意味している. (...)J 

タブーという概念は，地域的に限定された原始宗教的な戒律の体系から，

より広義の宗教社会学的な範時へと拡大させたのはディユルケーム E.

Durkheim4とヴ ントW.Wundtである.ヴントによれば， タブーは「祭

把的観念と関連のある一定の対象，ないしはこれと関係している行為に対す

る畏怖が表現されているいっさいの習慣を包括する」と述べられている 5

しかしながらタブー概念はその後， 宗教的な領域に限定されず，その適用

範囲を拡大していったと言える.

タブーの概念はさらにフロイト SigmundFreudにより心理学的な解釈

がなされた.フロイトは論文集「トーテムとタブー J"Totem und Tabu" 
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(1. Aufl. Wien 1913)において，タブーの畏敬と忌避という機能を，一つ

のそれ自体アンビ‘パレントな機能へと位置つけ，神経症理論の枠組みの中

で社会心理学的な解釈をほどこした 6

ヨーロッパにもたらされ，その意味を多様化していった「タブー」とい

う概念、は，急速に言語研究にも取り入れられていった. タブーという概念

が言語学の中にどのような経過を経て取り入れられていったかについて，

明確な記述を見いだすことはできない. しかしインドヨーロッパ語比較研

究が19世紀中半から20世紀初期にかけて言語学の中心的な課題となった時，

同じ意味を表す語が各言語において異なる語形で現れていて，共通の祖語

形を再構築できないことが判明すると， この言語現象を説明するために

「タブー」という概念が用いられるようになったと言える.

2 言語研究におけるタブー

ある事柄を話す時，一般に話し手は聞き手にできるだけ明確にまた正確

に伝わるようにいろいろな言語手段を駆使する.暖昧さを避けたり，誤解

をなくすため，話し手は話す内容や話している状況に応じて，最も適切な

語量の選択，語順の操作，イントネーションなどのさまざまな配慮をほど

こす.

そのためには話し手は，一定の条件下ではある事象ゃある事物を直接名

指すことを避け，できるだけ腕曲的で暗示的な表現手段を選ばなければな

らないことがある. もし話し手が，例えばある事柄の名称、を，話されてい

る状況を無視して，つまりその名称が正確にその対象を言い表していると

いう理由で，明示的に発話したとすれば， しばしば聞き手の反感を招いた

り，心情を傷つけたり，場合によっては言語による相互行為を潤滑に遂行

できなくなる.

このように言語表現には，伝達の目的を遂行するために一方では明示的

3 



タフーと言語(1 ) 

でなくてはならない側面ム他方では明示的な発話が引き起こす聞き手の

不快な反応をも配慮した言語表現，つまり物事を腕曲的・暗示的に言い表

わそうとする側面がある.これらの両側面はコミ品ニケーションの中で適

切なノぜランスで保たれていなくてはならない.

ある事柄を直接的に表現する言い方を避け，間接的な表現で代替する代

表的なものは，例えば日本語にもおおく見られる「忌み言葉」の代替表現

である.このような言い換え言葉は，普段の日常生活の場でも見られるが，

典型的な例として，とりわけ儀式や冠婚葬祭などの場で慣習化している数

おおくの「忌み言葉」を回避するための言い換え表現に見いだすことがで

きる.

ちまたにおおく出版されている解説書をめくればすぐに見いだすことが

できるように日本の結婚式の披露宴では， r去る，帰る，出る，終わる，切

れる，返る，もどる，繰り返す，離れる，飽きる，きらい，破る，薄い， う

とんずる，あせる，流れる，浅い，病む，重ねる，死ぬ， こわれる，憂い，

痛ましい，涙，重ねがさね，またまた，たびたび，かえすがえす，二度，且つ

また，重々，再度」などといった数おおくの語がいわゆる「忌み言葉」と

され， これらの語は回避されるか，またはその代替表現が用いられること

になる.その典型的な例は「終わる」の代わりに用いられる「お聞きにす

る」という反語(反用)表現である.

しかしこれらの「忌み言葉」は，原則的には特定の言語使用状況に限定

されたものであり，これらの語の使用が常時禁止されているわけではない.

例えば，パーティーや宴会や会合などの場では「お聞きにする」は現在で

はほとんど慣用的に用いられ，忌み語を回避する必要性のない場面におい

ても， r終わる」と同義語的に用いられている.

この点において「忌み言葉」は本来の「タブー語」という概念とは必ず

しも同じ次元のものではないことを前提にしておく必要がある.なぜなら
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限定的な意味での「タブー語」は，基本的には原始信仰や宗教ならびに迷

信などの要因により規定されているもので，発話状況とは無関係に常に回

避されるべきものであるからである.

このような特定の発話状況に左右されない，主として原始信仰や宗教や

迷信に起因する絶対的な「タブー語」は言語の歴史的研究においてとりわ

け個々の言語が個別の語を持ち，同族諸語間で語の語源的一致が立証でき

ず，そのため共通祖語の再建が不可能な場合におおく見られる.

そのような語の典型的な例は， インド・ヨーロッパ語族 CIndo-

europaisch)をはじめウラル語族 CUralisch)やその他のおおくの言語に

見られる「熊」を意味する語である.一般にインド・ヨーロッパ語を話す

民族が主に牧畜を営んでいたとする説を主張するチルヒ FritzTschirchは，

「熊に恐れを抱く牧童がこの危険な猛獣から家畜を守るため」その名を明

言することを避けるためと述べている 7 この語は古インド語 (AItindisch) 

で味料ー，ギリシア語(Griechisch)でlykosそしてラテン語 (Lateinisch)

では ursusと呼ばれており，これらに共通するインド・ヨーロッパ祖語形

として '~k-t-os，斥-s-os (?)という語形が再現される (Pokorny-IEW8. 

856)9. このインド・ヨーロッパ祖語形のもとの意味を語源的にたどると

祖語形 'rktho-から造られた語形であることが推定されている~長tho

は古インド語の rasajeitiI彼は害を与える，破壊する」にも現れ， ここ

からインド系の言語では「熊」は「害を与える者，破壊者」を意味してい

たことが分かる (Walde噌 LEW2-8. 368). また一説には「熊」が蜂蜜の収

集板を「壊す」ことに由来しているという解釈もある (Hofmann-EWG8. 

23) 10. 

インド・ヨーロッパ語の「熊」を表す語は，そのほかにもスラブ語を中

心に「蜂蜜喰い」を意味する語で言い換えられている.例えばロシア語の

medvedbは近隣の言語でもほとんど同じ語形で現れる. この言い換えは
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すで、に古ブルガリア語(Altbulgarisch= Altkirchenslavisch)では medvOOb，

またフィン・ウゴール語族ウゴール語派のハンガリ一語(Ungarisch) で

もmedveという形で借用されている.これに対しおもにゲルマン語派の

諸言語では「熊」をその毛皮の色で命名しているものが多いー ドイツ語の

Bar，英語の bear，古ノルド語(Altnordisch)のbjδrnなどはインド・ヨー

ロッパ祖語の市her にさかのぼり， I茶色の」を意味している.

ここではの他の言語での「熊」言い換えについての詳細な記述は省くこ

とにするが， Iタブー語」の一例として挙げた「熊」の名称は， このよう

にインド・ヨーロッパ諸語においても統一的ではなく，それぞれの言語で

名称の刷新が行われたことが分かる.そのため「費員」という動物はインド・

ヨーロッパ語民族にとって「タブー jであったと見なされ， インド・ヨー

ロッパ祖語には「熊」を直接命名する共通の祖語形を推定することは不可

能であるとされる. このような語はインド・ヨーロッパ語に限らず，命名

論的あるいは語量論的な現象として，基本的にはすべての言語に観察する

ことができると言える. またこの現象は語源学的な説明だけでは不十分

である.インド・ヨーロッパ祖語を話した民族の間で， I熊」をその元来

の名で直示することを意識的に回避しようとした背景には，原始信仰等に

由来する原因であると考えられるため，社会学的，心理学的な考察のほか

文化人類学的・民族学的な説明を欠かすわけにはいかない.

タブー語はその用法の特徴に従って，言語学的には，大きく次のように

分類することができるができる.一つは先に述べた「熊」の例のように，

その言語が属する祖語，あるいは史的に最も古い言語段階で，統一的な祖

語形を再構築することが不可能な場合で， もう一つの場合は，すでに存在

している語を意識的に，つまり特定の時間的・空間的な状況下で使用回避

する場合である.前者の「熊」のような場合はその代替表現しか在証でき
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ないもので.原則的には常に凪避される「絶対的なタブー語」であり.後

者の場合は，特定の発話状況に限定される 「相対的なタブー語」と言える.

相対的なタブー語の例は，古い時代に遡る必要はなく.現在においても，

「死」や「病気J.r出産J.r婚姻」などの領域のほか「民族J. I政治J.

「社会生活」等々多機な領域で観察することができる.

しかしながら「絶対的なタブー語」に分類されるものも，時代的変選の

中で，とりわけ信仰・宗教的な束縛が弛むに従い，また文明化が進行する

に従って元来のタブー性を失ってしまうことは頻繁に観察される.例えば

現代ヨーロッバの諸言語では先に述べた「熊」という語がタブー語として

理解されることはない.それに対して時間と空間に限定された，つまり

「相対的なタブー語J(例えば. I死J.I病気J.Iセックス」など)は古い

時代と同じようにタブー視され，それに代わる表現が常に刷新され続けて

いると言える. しかしまたこのよ うな現象とは裏腹に，あらゆる分野で

「タブー破りJCAntitabuismusまたは Tabubruch) の現象が顕著に現れ

ていることも見逃すことはできない. この現象はどちらかといえば社会学・

心理学的な研究対象になる.この「タブー破り」の問題についても後に本

論文で扱う必要がある.

先に述べたように.rタフーJという概念は，現代では必ずしも信仰や

宗教や迷信といった分野に限定されず，あらゆる社会生活の領域にその使

用範囲を拡大している.ほとんどすべての言語で「タブー」という概念は

政治，文化，マスメディア，医療，冠婚葬祭などの領域で 「社会的な慣習

として禁止されているもの，あるいは犯してはならない規範・規律」とし

て受け止めれられている.

そのためタブー語とその代替表現を言語学的に記述するためには，その

語がそもそもタブー語であるかどうかの判断が必要になってくる.この場
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合にも言語学的な根拠だけではもちろん十分ではなく，先に述べたように

原始信仰，宗教学，文化人類学・民族学的な考察に加え，社会学的，心理

学的な，つまり学際的な根拠付けが不可欠となる.

筆者は，タブー語とその代替表現に関する研究は，歴史言語学あるいは

史的語集研究の分野においである程度体系的に行われているであると予測

していたが，文献を紐解いていくなかで「タフ一語」に関する体系的研究

は全くないと言ってよいことが判明した.個別的，散発的なタブー語に関

する論文は多々見いだすことができるが，例えば「タブー語辞典」なるも

のは存在していない.おおくの言語学関係の辞典を参照しでも， タフー研

究に関する参考資料の掲載は皆無であり. Iタブー語」の一般的な解説に

終わっているものがほとんどである.レヴアンドフスキー Th.Lewandowski 

の「言語学事典Jllはその研究文献を比較的豊富に挙げているとはいえ，

やはりフレイザー Frayer. ヴント Wundt. フロイト Freudなどの既出の

研究をのぞけば，言語学的にアプローチしたタブー語研究の少なさが自に

つく.‘

体系的なタブー語の研究がほとんど見られないことは， タブーという概

念がその適用範囲を拡大，変遺していったこととならんで，言語による代

替表現が時代によって流動的であり，かっ多様性に富んで・いたことなどが

主要な理由として考えられよう.

このような前提のもとで，第一章ではタブー語の代替表現つまり腕曲表

現(Euphemismus)の分類法を言語学的に，特に語暴論・造語論的に考察

していく.つづいて第二章では，現代のヨーロッパ諸語ならびに日本語な

どを対象に，種々な領域に見られるタブー語とその代替表現を比較対照す

ることによりその構造的普遍性を論じ，さらに第三章では， タブー語の代

替表現を，そのほかの語禁論分野，例えば比喰表現，慣用句表現および，
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いろいろな社会レベルでの特殊語(例えば，隠語，職業語，若者言葉)な

どと関連づけ，比較していくことにより，命名論・語嚢論的な視点から見

た諸言語間での一定の共通性，法則性を追求する.

本論文はしかしながら純粋な言語学的な記述のみを目指しているのでは

なく，すでに述べたように， rタブー」と見なされる語の言語外的な要因

についても平行しながら考察をしていく.

第一章

1. タブー語の代替表現 (Ersatzausdruckevon Tabuwortern) 

タブー語がどのような言語手段で代替されるかというテーマを包括的に

扱った研究もまたきわめて少ないと言える.タブー語とその代替表現の言

語学的な分類はハーフアース WilhelmHaversの論文 "NeuereLiteratur 

zum Sprachtabu“12によってはじめて行われたと言える.それまでの研究

はどちらかといえば散発的であり，体系化を目指したものはない.のちに

見るように，ハーフアースの場合も音韻論，形態論，統語論的な分類が中

心になっていて，全般において重要な意味論的観点が欠如している.また

ハーフア ース の証例は時代的にも古いものがおおし歴史的にはインド ・

ヨーロッパ祖語にまでさかのぼるものがある.そのため現代語でのタブー

を研究するためには必然的に新しい素材をもとにした理論と分類法が求め

られる.とはいえハーフ アースの研究はタブー語代替表現の主要な，かっ

普遍性の高いタイプを提示している点において今日なお貴重な分析結果で

あると言える.そこでハーフアースの分類をもとにして，そのほかの研究

の分類法も補足しながら，タブー代替表現の主要タイプを概観していく.
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その際，解説可能なタフ一語については，その語がタブー視される原因に

ついて，ほかの同族言語の代替表現や日本語の対応形なども考慮しながら

補足説明をほどしていくことにする.

ハーフアースはまず，1)音変化(Lautver加 derung)によるものとし

て，語幹音の置き換え CMetathesis，Umstellung des Wortstammes) を

挙げている.例えば語幹の語頭音が語末音と置き換えられるものとして，

トカラ語 Ctoch.A.)のkantuCtoch.B. kantwa)がある. I舌」を意味す

るこの語はインド・ヨーロッパ祖語・d括huaが変化したものである. ま

たゴート語 CGotisch)のtuggoや現代ドイツ語の Zungeなどと閉じ語源

である.ハーフアースが問題としているトカラ語の語頭音 kは古ラテン

語 dinguaのg音に，そしてトカラ語の語末音の tは古ラテン語の d音に

それぞれ対応を示している.つまりインド・ヨーロッパ祖語の子音の順番

が入れ替わっていることになる.

補足説明:一般に身体を表す大部分の語がタブー視される現象はおおくの

言語に共通して見られる.身体語のタブーについては後に詳しく扱う予定

であるが， I舌」もおおくの言語で「厄の元」と見なされた.舌は「敵」

を名指したり，魔法にかけたりすることのできる道具であると見なされ，

それゆえギリシア語ではインド・ヨーロッパ祖語を継承せず glossoで代

替している.この語の意味は「尖ったもの，先」である. リトアニア語

CLitauisch)では meleで言い換えられ，この語は「おしゃべりや(女性

名詞)Jを意味する.日本語の「舌は禍の根(門)Jという言い回しも同じ

理由から生まれたものと言えよう.なお日本語の「舌」の語源に関しては

おおくの説があるが，説得力のある説は見あたらない(小学館「日本国語

大辞典J5巻， 565頁を参照のこと).

A
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なおこのような語幹音の置き換えによる手段はインド・ヨーロッパ語で

もそれほどおおく観察されていない.例えは日本語のように音節を単位と

見なす言語では.音節の倒置による代替表現は業界用語での特殊用語

CBerufsjargon)や隠語 CGeheimsprache)などに数おおく見られる. こ

の場合第一音節に移動する手段(または倒置法)がとられる.例えば，ネ

タ(タネ「種J)，ダフ屋(フダ屋「札屋J)，スクリ(クスリ「薬J)， ドコ

モ(コドモ「子供J)など 13 もちろんこれらの語をタブー語に組み入れ

るかどうかについては， タブー語という概念をどのように定義するかにか

かっている.

もう一つの例は広い意味で人間の身体に関するタブー語である.現代ド

イツ語の taubr耳の不自由な」はゴート語 dauf-sあるいは鼻音 mが語

中に挿入された dumb-sにさかのぼり，ギリ シア語の typhlosくthyphlos

と同語源である.ギリシア語ではゲルマ ン語と異なり「目の不自由な」を

意味している.ゴート語ではこの語に対応して， bauT-s r耳が不自由な，

口が利けなし、」という語がある.ゴート語 dauf-sの語末子音の唇音 fは

bauT-sでは語頭子音bで現れ，同じく語頭子音の破裂音 bはbauT-sでは

語末音 thで現れている.

音韻を操作することによってタ ブー語を言い換える手段を用いた例をも

う一つ挙げると， クレタ語・ギリシア語 CKretisch-Griechisch)では「手U

のことを klagos"Milch"という(ギリシア語には glagos，galaという語

もある. ラテン語の lacr乳」と語源は同じ). この語は祖語の 'glakosか

ら導き出される.つまり，クレタ語・ギリ シア語の語頭音の kは祖語の

'glak-osのkからきており，逆に語中音の gは祖語glak-osの語頭音であ

ることからして， クレタ語・ギリシア語の klagosはいわゆる音韻転移

11 
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CMetathesis)によるものと推定されている.

補足解説 「乳」を表す共通の語はインド・ヨーロッパ語に欠けている.

例えばドイツ語の Milch.英語の milkは共通ゲルマン語にまでしかさかの

ぼれない.この重要な食料が急激に変質するのは悪霊のなすわざであるとい

う考え方が根底にある. ドイツ語にも Milch-hexenという表現が存在する.

このことから「乳」がタフ一語であったと考えられている CAberglaube.

6-8.294). 

音変化の手段とするタブー語の代替表現にはさらに 2) 語頭音交替

CAnlautwechsel)によるものがある.これはいくつかの特徴にしたがって

分類することができる.

a)語頭子音省略 CUnterdruckungder anlautenden Konsonanten) 

この手段はおおくの言語で用いられていて，汎用性の高いものである.

例えば. Iしらみ」を意味するリトアニア語の uteゃ古代ブルガリア語の

vusiでは， ドイツ語の Laus. 古高ドイツ語 CAhd) の lus Iしらみ」に

現れる語頭の lの音は消失している.

補足説明 これは害虫を避けるための言語タブーと考えられる CAkademie-

EWD 8.983). また魔女がシラミを作るという信仰もある.さらには「シ

ラミ Jは幸運あるいは不幸をもたらすという相反する迷信もみられる，詳

細は CAberglaube5-8. 934ff)を参照のこと.

ハーフアースやクロナッサール H.Kronassar15によると，語頭音省略

による手段はそのほか，すでに東ゲ、ルマン語 COs tgermanisch)であるゴー

ト語の arbaiTs I労働J(現代ドイツ語の Arbeit)や古ブルガリア語の

robi. rabi I召使い，労働」にも観察できる. これに対しリトアニーア語で

はdarbasで，語頭に d音を残している.ちなみにクロナッサールは「人

-12-
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前では口にしたくない日雇い労働を言い換えるためだろう」と説明してい

る.そのほか「労働」がタブー視される原因には，安息日に仕事をしては

ならないという戒律に違反することから来ているという説もある.安息日

に仕事をすると，中風になったり，雷に打たれるとの迷信もある (Aberglaube

1-s. 568). なおポコルニーは，現代ドイツ語の Arbeitの祖語形として

orbho-1孤児(の)Jを設定し，語頭に d音を伴った方を祖語形.dherbh-

「労働するJから導いている (Pokorny-IEWS. 257). リトアニア語と同じ

くd音を伴う語形はドイツ語にも存在していて，アングロザクセン語

(Angelsachsisch)では deorfan1労働する，朽ちるJ，中・新高ドイツ語

では verderben1朽ちる，堕落させる」などに見られる.

補足説明:語頭音省略に相当するものとして，日本語では語頭音節省略が

ある. この例として，犯罪用語で「被害者」を「ガイシャ lといったり，

隠語で「やどや(宿屋)Jの「や jが省略されたなどに現れる「ドヤ j

(1ドヤ「街J)のほか「しのび」の「し」が省略された，泥棒を意味する

「ノビ」がある. 1ノビ」に関しては，音節倒置による「ノビシ」から語末

音節の「し」が省略されたととも考えられている.

b)語頭子音(群)の変化 (Veranderungder anlautenden Konsonanten (Gruppe)) 

「舌J(既出)を表す語は，ラテン語で lingua，しかし古ラテン語では，

dinguaの語形で表され，さらに古アイルランド語 (Altirisch)では tenge

というふうに語頭音はさまざまに変化している.古アイルランド語と同じ

くゴート語でも t-音ではじまり， tuggoという.そのためインド・ヨー

ロッパ祖語形では語頭音として， '1-. 'd-. 'tーを設定せざるをえない.な

お現代ドイツ語の Zungeのz-音はいわゆる高地ドイツ語に生じた「第二

音韻推移JCZweite Lautverschiebung)の結果である.

語頭音の変化を手段とするそのほかの例として， 1踊幅」を意味する共

-13 
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通スラブ語 CGemeinslawisch)netopir， letopirがある. この語はポーラ

ンド語 CPolnisch)でniedperz，metopyrzで現れ， スラブ語には n・， 1-， 

m-の交替形が見られる.

補足説明:おおくの言語では「偏幅」は悪魔の動物と見なされ，その名を

直接口にすることはタブーとされる.そのため「悪魔」や「魔女」と同様

に扱われる CAberglaube，3-S. 1579・1598).

c)語中音変化 CVeranderungim W ortinlau t) 

「夕方」を表すラテン語は vesper，ギリシア語は hesperosで語中音は

-sp-で・あるが，アイルランド語では fescorで語中音は (-sk-)で現れる.

またリトアニア語では vakarasで，語中音は -kーとして現れる.同じ語

形は古フルガリア語の vecerb(-c-ぐk)にも見いだすことができる.

補足説明 :音変形により「暗黒Jの持つ力を和らげたり，あるいはその力

を奪い取ろうとする動機が原因とされている.

ギリ シア語では「狐Jを表す語としていdaphosに並んで kiraphosがあ

る.ここでは dとr音の交替が見られる.

補足説明 I狐」は霊魂を持つ動物であるため，恐怖をもたらすと考えら

れたり，狐の持つ悪霊的な性質ゆえに，危険で，神秘的な生物であるとい

う迷信がある.そのため狐には色々な代替表現が見られる.弧は自分の呼

び名を理解し，呼ばれると寄って来るという信仰から， ドイ ツ語の方言で

は洗礼名をつけて呼ぶことがある.例:Pedro Iペドロj， Giuseppe rジョ

ゼ yぺj，Loinl Iレインルj( (Leonhard). また色彩によって :RosaI赤

毛のやっj，Gelber I黄色毛のやっ」など.

d)語尾音変化 (Auslau tsveranderungen) 

-14-
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ギリシア語で罵りを表す間投詞化した語として ne-diがあるが， neは否

定を意味する部分で diはZeus Iゼウス神」の対格形 Diaのa音が消失

した形である.

語尾音消失によるタブー回避の手段は，神聖な名前を用いて「罵り」や

「恐れ」を表す場合におおくの言語に見られるものであるが， ここではド

イツ語の例を挙げておくことにしたい. ドイツ語の感嘆詞 oje!のーJeの

部分は Jesusの呼格形 Jesu!の suの部分が省略されたものである.なお，

ojemine Iおお」の Jemllleの部分も同じく呼格形 Jesudomine I主なイエ

スよ」の 2語が融合したもので，いわゆる混清 (Kontamination)にあた

る.

語尾音消失のほかに「ノミ」を表すギリシア語psylla，古インド語 plusi-，

アルメニア語 (Armenisch)lu， リトアニア語 blusa， ロシア語 blicha，

ラテン語 pulex( <予uslex)では語頭音pとbの交替もさることながら，

それに続く 1，u， s音の交替は多様である. ドイツ語の FlohIノミ J，古

高ドイツ語 flohには下lou-kを祖語形に想定できるが， ここではほかの

言語に見られる s音による語根拡張は k音によって代替されている 17

2)借用語 (Entlehnung)

この手段は，母語使用による明示性を避け，指し示されたものの語感を

呼び起こしにくい他言語からの借用語を使用するものである.この手段を

用いる分野は神聖なものから，これと同等と見なされる動物および病気，

死，性など多岐にわたる.ハーフアースの論文に見られる例は一般に古い

時代のものが多いが，そのうち代表的なものを挙げておく.

白ロシア語 (Weisrussisch) で「狼」を表す birjukは北トルコ語

(Nordturkisch)の「熊」を表す buriから借用されたもである.この場合

単なる借用表現にとどまらず，意図的な意味転用がなされており，タブー
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語回避のために二重の手段が併用されているといえる.またおなじく大ロ

シア語(GroBrussisch)で「狼」を表す likasは，その語尾からも分かる

ようにギリシア語の lykosI狼」に由来している.

またハンガリ一語で「病気」を意味する語betegは， もともと中高地ド

イツ語の we-tac， -tage I痛み，苦痛」からの借用語で，ハンガリ一語の

beteg はさらにスロヴ L ニア語 (Slowenisch)でbetegI病気」として借用

されている.

3)反用 CAntiphrasis)

この手段は原義の反対を意味する語を用いることで， タブー語を回避す

る代替表現でる.おおくの言語に見られる現象であり，またその分野も多

岐にわたる.この手段で代替されるタブー語のほとんとは，不吉な事態を

引き起こすのを避けるため，一般的に「良L、」ことを意味する語に置き換

えられる.最もわかりやすい例は，既出の日本語「お聞きにするJで，結

婚式などの場では忌み言葉とされる「おしまいにする，終わりにする」を

回避する表現として定着していると言えよう.

ハーフアースの例を見てみると，ウクライナ語 CUkrainisch)では「悪

魔，悪霊」は「聖者」で言い換えられたり， I魔女」が bogunja I女神」

で代替されるのはその典型的なものである.

4)代名調化 (Pronominalisierungen)

タブー語を直示せず，代名詞を用いて暗示的に言い表す手段で，おおく

の言語で用いられる常套的なタブー語代替手段である. ウクライナ語で

「熊」を名指すために onIかれ自身」と言ったり，セルビア語 CSerbisch)

で「悪魔」を onajI彼のやっ」と言 ったり， また初期新高地ドイツ語

CFruhneuhochdeutsch)でjenerI彼のやっ」で「悪魔JDamonを， der 

-16-
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Anderer i別のやっJで「狼」を指して言う例がこの手段によるものであ

る.

5)腕曲的混清 Euphemistische Kontamination (Wortkreuzung) 

この手段による代替表現の例はきわめてまれである. ドイツ語の

stumm i口のきけない」をハーフアースはイムスペルセン Jespersen(Die 

Sprache， ihre Natur， Entwicklung. Hdb. 1925， s. 296) の説に従い，

still (e) i無言の」と dum(b)i愚鈍な」の混濁語として採用している.一

般的に古くからある身体的・知的障害を表わすおおくの語が，いわゆる差

別用語と見なされ，ほかの表現に置き換えられることは現代では当然のこ

ととされている.なおドイツ語の stummが混滑によるものかについては

異論もある (vgl.Akademie-EWD S. 1750-51). 

6)意味拡張 (Sinneserstreckung)

ラテン語の immolalei供物を捧げる」は「お供えの穀粉 (molai挽き

粉J)を撒く」に由来するもので，ハーフアースがSinneserstreckungと言っ

ている代替手段はいわゆるメトニミー (Metonymie)を指している.彼

が挙げている例はすべてカトリックでの礼拝に関するもので，宗教的な儀

式に見られる転喰である.メトニ ミーやメタファー (Metapher) による

手段については，近年アメリカや日本で精力的に取り組まれているいわゆ

る認知意味論とも関連づけることによって具体的な考察をする予定である.

7)文相当代替表現 (SatzhafteUmschreibungen) 

a)願望文 (Wunschsatz)

ドイツ語「火事」という語を避けるために "Gottwehre es ab!“「神よ，

それを防ぎ、たまえJ， ウクライナ語では「悪魔」という語に続いて tot
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(Teufel) skamineiv bi rやつが石になるように」あるいは vinscez bi rや

つが失せるように」という願望文が用いられる.

b)関係文 (Relativsatz)

古インド語，yo 'yam tapati rあそこに燃えているもの(=太陽)j ，ド

イツ語， der du mich erschaffen hast， erbarme dich meiner. r我を作り

たまいし汝よ(=神)，我を哀れみたまえj， ドイツ語， Meine Herren und 

sie anderen， die da sind! r紳士ならびにご在席のそのほかの女性たち

(淑女=Damen)のみなさん !jなどの例を挙げることができる.

補足説明 呼びかけに Damenを用いる表現はフランス語の mesdames 

の借用であるが， この語はフランス語の damed'amour， dame d巴 joie

「娼婦」の意味も持ち合わせていたため，特に大学教授にとっては Damen

を口にすることはタブーであったとされている(Paul-DWS， 160)，18 

8) Captatio benevolentiae (相手の意を迎え， ご機嫌取りのための表現

法)

タブー語に形容詞や畏敬を表す名詞などを付けて，その語にまつわる危

険を避けようとする表現法をいう. リトアニア語では「雷神」を表す

Perkunasの前に「王j，r愛する神j，r聖なる」などの装飾的付加語

(Epitheton ornans)を付けることによって「雷神」の機嫌を損ねないよ

うにした(HaversS. 145).またフィン ・ウゴール語族のオストヤーク語

(Ostj akisch)では「熊祭り」の際に「かれの聖なる皮膚(=毛皮〉を脱が

すj(" Wir haben ihm seine heilige Haut (Pelz) herunter gezogen.っと
言い， rかれの皮膚Jに形容詞「聖なる」を付加する.

敬意表現の縮小辞 (Respektsdeminiti vum)による代替表現として， リ
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トア ι ア語で「雷神」を意味して dievaitis I神さまJC"Gottchen“) . ロ

シア語で. I死Jsmertの代わりに smertuaska，smertoeka (" Todchen“) 

が用いられる.縮小辞による敬意表現は，そのほかにもおおく見られる.

例えば俗ラテン語の (Vu1gむ1atein)では「きつね」は vu1pecu1aI小ぎ

つねさんJ(" Fuchschen“)や「太陽Jsolはその縮小形 solicu1us

("Sぬnchen“)で代替される.この縮小形はフランス語で solei1として保

たれている.

愛称(親族名)CSchmeiche1namen)による代替として. I狼」を「おじ

さんJ(.. Onke1chen“)などの親族名称で言い換える手段はおおくの言語

で観察されている.アイヌ語や日本の東北地方のマタギ(狩猟者)言葉で

も「熊」を「山のおじさん」と呼ぶ.またタブー視される動物に限らず，

親族名による代替表現は他の分野でも頻繁に用いられる手段である.セル

ビア語では「ペスト」を意味する kugaをkuma I代母J(..Gev瓦tterin“)

で言い換えるが，この場合語中音 -g-が -mーに交替しているだけである

ことからして，同時に音的類似性を援用していると言える.東スラブ語で

は「悪魔」を代替するため. Iおじいさん」の縮小形 didko.didunoで用

いられている.

9)省略 (Ellipse)

これはおもに「神」を省略している場合が多い.例えはドイツ語の

Bewahre!や Behute!I(まさか)とんでもなし、」では文頭の Gottが省略

されている.同じように英語でも damnyou! Iお前なんか地獄へ堕ちろ」

でも godが省略されている.さらには英語の damnそのものがタブー視

され. d-(ダッシュ)と書かれたことから. dash you'が代替形として用

いられようになった. damnの代替形にはそのほか同じ語頭音を持つ

darn you! Iちくしよう」のほか hangyou! Iくたばってしまえ」もある.
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日本語では， I警察」を「サツj，I恐喝」を「カ ツj，I友達」を「ダチj，

「現なま」を「ナマ」と言い換えるように，語の前半部の省略形(上省略)

が犯罪者・警察・マスメディア用語におおく見られる.もちろんこれら日

本語の例は，タブー語の概念を拡大解釈した場合，つまり隠語をタブー語

に組み入れる場合にのみ当てはまるものである.

10)具格主語による代替表現 CSubjekts-Instrumentalis)

インド・ヨーロッパ語において，論理上の主語すなわち動作主

(Agens)が具格形で表される構造が一体どの程度まで固定していたかは，

議論の対象となるところであるが，ハーフアースは具格主語による表現は，

タブーを回避するための慎重で腕曲的な表現手段と見なしている. I具格

主語」が文法カテゴリーとしてインド・ヨーロッパ語に存在していたかど

うかも，なお言語類型論からの視点からも分析が必要である.ちなみにこ

の構造はおもに自然、現象に限定されているようである 19 ここではそれら

の例を挙げることにとどめておきたい.

、ーフアースはこれをいわゆる能格的 (ergativisch)な構造と関係づ

けて述べてはいない.

ロシア語:Richmannagromomb ubilo "es hat den R. mit dem Blitz 

erschlagen“「雷が(具格)リヒマンの(体格)命を奪った」

ラテン語:sihominem fulmibus occisit" wenn es einen Menschen mit 

dem Blitz erschlagen haben sollte“「もし雷が(具格的奪格)

人の命を奪ったなら」

11)一般化による回避 (Fluchtin die Allgemeinheit) 

一般化によるタブー回避の手段は，危険な動物や病名をはじめそのほ
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か，一般的に神聖なもの.悪霊に関するものなどに用いられ，その用途は

きわめて広い.またこの手段も世界のおおくの言語に観察されるタブーの

代替手段として汎用性の高いものである.この手段はさらに次のように下

位分類される.

a)総称化 (Generalisierung)

サルディニーア語 (Sardinisch)では「狐」は sabestia" Tier， wildes 

Tier“「獣Jで代替される，またフィンランド語 (Finnisch) でも同じ表

現が見られる.

病気に関する総称化による代替形はドイツ語にもおおく観察することが

できる. rてんかんJ(Fallsucht)， rひきつけ j(Fraisen)， r丹毒」

(Rotlauf)などは単に， Ding， Wesen， boses Wesen rものj，r悪いもの」

などで表される 20 日本語でも「ものもらいj，rできもの」などの表現が

ある. ドイツ語では"Kobold“， "Zwerg"， "Gespenst“を"Wicht“C <ゴー

ト語 waiht"Sache， Ding“) I小さい者」で言い換えられる.

b)属格と形容詞 CGenetivund Adjektiv) 

この手段はタブー視される名調から派生された形容調の代わりに，もと

の名詞の属格で代替したり，あるいは逆に名調の代わりに派生形容詞で代

替する表現である.例えばドイツ語で，一般的な意味では daskonigliche 

SchloB r王の城Jとは言えても，個人的な所有関係を表す場合.der 

konigliche Schuh r王の靴」と言えない代わりとして，名詞の属格形の der

Schuh des K仇llgSで言い換えたり，またフランス語で名調 lesoleil r太
陽」の代わりに形容詞 lesolaire I太陽なるものj，名詞 laterre r地」の

代わりに形容詞 laterrestre r地なるものj，le caur r心」の代わりに形

容詞 lecordial r心なるもの」で言い換える.
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c)タブー回避の複数形 (Tabuplural)

これはおもに迷信などに起因するもので，明らかに単数形であるべき名

詞を複数形で言い表す代替法である.

ラトビア語:Dievsnupat devis jaunus delus. (pl.) "Gott hat eben 

einen neuen (jungen) Sohn beschert“「神はいま新しき息

子(複数)を贈られた」

リトアニア語:Dievsnupat devis jaunus delus， jaunas meitas. (Pl.) " 

Gott hat soeben junge (neue) Sohne. junge (neue) 

Tochter beschert.“「神は若い(新しき)息子たち，娘たち

を贈られた」

補足解説:インド・ヨーロッパ人は「子」が悪霊にさらわれるのを防ぐ

ため，新生児を表す語を秘密にしたり，直示しなかった.例えば， ドイツ

語の KindI同じ種族の者j，古代高地ドイツ語の barnI母胎の中で運ば

れた者j，ラテン語の infans"das nicht Sprechende" I口がきけないもの」

〉フランス語の enfant，ギリシア語の teknon"das Geborene“「造り出さ

れた者j21などが挙げられる.

そのほか中高ドイツ語の zulieben friunden "die Geliebte“((lat. amo-

res， "Liebling“「恋人(複数)j)や現代ドイツ語の敬称形 Sieなどもこの

手段を用いている (Pluralismaiestatis). さらにラテン語の tanebrae，ギ

リシア語の skotoi，dnophoi，古英語 (ae.) thystru "Finsternis.. I闇」

も複数形である.

2 .その他の代替表現について

ハーフアースの分類をもとに述べた前節でのタブー語の代替表現は，音

韻操作によるものから語集的な言い換えによるもの，さらには統語的な手

n
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段によるものまであり，基本的にはタブー語の代替表現の主要な手段をカ

ノ〈ーしていると言える.

最近の言語資料をもとに現代語のタブー語を分析したパレ Christel

Balleは基本的にはハーフアースが分類したタブー語の代替手段を大部分

認めながらも，さらに次の手段を追加している 22

「沈黙j(Schweigen， Nulleuphemismus bzw. Aposiopese)・ 「沈黙」は

書記上，空白を用いたり，点々やダッシュなどによって書き表すことによっ

て暗示的に表現する手段を指す. しかしながらパレの言う書記法によるタ

フ一語回避の手段は，音声言語とその文字表記の関係が同一に扱われてお

り，文字表記独自に由来するタブー語回避の手段と混同されるため，適切

とは言えない.例えば，日本語の「ロハJ(只)， Iイトへンj(繊維業・繊

維株)などは漢字表記に基づいている.そのため「沈黙」による手段は音

声言語に限定しておくほうがよいと考えられる.

「曲言法j(Litotes) :この手段は，例えば， groBの代わりに nichtklein 

と控えめに言うことで発話効果を高めるために用いられる文体的な手法で

ある.

部分的置き換えCVerbaleMutationen) :これは省略，接尾辞の変化，

子音の付加などによって語の一部を変化させる手段で，例としては， H-

Bombe r水素爆弾j，Schitt CScheiBe) I糞Jの代わりに Scheibenhonig， 

Arschloch Iけつの穴」の代わりに Armleuchterなどがある.

英仏語混用または新ドイツ語 CFraglaiseoder Neudeutsch) これはドイ

ツ語化されたフランス語や英語による手段で，例が少ないのでここでは省

略する.

タブー語代替表現の分類はパレによる項目を追加することによってかな

り詳細な基準ができたと言える. しかし上の「沈黙」の箇所でも触れたよ
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うに，ハーフアースをはじめとする一連の分類法は基本的には，ゲァーパ

ル(verbal)な，つまり言語表現を用いた代替手段の分類であると言える.

タブー視されている語はそのほかノンヴァーパル Cnonverbal)な，つま

り音声言語を用いない表現手段による代替法がおおく観察される.そのお

おくは顔の表情 (Mimik)によるものや身振り言語 CGestensprache)や身

体言語によるものがある.一般的にはこれらの手段はヴァーパルな手段と

同時に用いられることが多いが，単独で用いられることもある.

ここではこれらノンヴァーバルな代替表現を網羅的に述べることはでき

ないが，いくつかの例を挙げておくことにする.例えば， r恋人，愛人」

を指して日本では小指を挙げる身振り言語は，明らかに言語による直示的

な明言を避けるために用いられる.その際，さらに指示代名調「これ」を

倒置した「レコ」という代替語を伴うことが普通である.つまりこの場合，

タブー語の代替は二重の手段によって表現される.そのほか，男性の性器

を口にするのを避けるため，握り拳を作った片腕を肘のところで上方に勢

いよく挙げる身振りや握り拳の人指し指と中指の聞から親指をっきだして

女性の性器や性交を意味する仕草もやはりノンヴァーパルな手段によるタ

ブー語の回避表現と見なすことができる.

これらノンヴァーパルな表現手段とタブー語代替表現を関連づける研究

は現在のところほとんど見あたらないと言える.タブー語の研究にはヴァー

バルな手段だけでなく，ノンヴァーパルな代替手段をも含めての統合的な

考察が必要となる.

次章では， rタブー」という概念をその広い意味で捉え， タブー視され

ている語とその代替表現を，適時的かっ共時的に分野別に考察する.
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第二章

I.神聖なるものと悪霊に関するタブー語

1.1.神

あなたは，あなたたの神，主の御名を，みだりに

唱えてはならない.主は，御名をみだりに唱える

者を，罰せずにはおかない. (出エジプト記. 20-7) 

語には強力な魔力があるという考え方，つまり「言霊思想」はおおくの

言語において，原始宗教，迷信などの分野で観察することができる.

既出の「ドイツ迷信辞典JCHandworterbuch des deutschen Aberglaubens) 

によれば「神の名Jは「神」そのものであると規定している.そのためお

おくの言語において 「神の名」を唱えることは. I名指されたもの」に接

触を持つことを意味し，ひいてはそれに影響力を及ぼし，それを自分の支

配下に置 くと考えられている. この思想、は， もちろん「神」に限らず，人

聞が畏敬の念を持つ対象物や，人間に災いをもたらしたり，恐怖感を抱か

せる生物，事物についてもおなじく当てはめることができる.具体的には

「悪魔J.I悪霊」あるいはそれらの化身とされる動物，例えば「熊J.I狼」

などである.r名」と「名指される」ものとのあいだにあるこのような思

想が，タブーを避けるための表現技巧として様々な代替表現(腕由表現，

異名，あだ名〉が工夫されてきた.

そのため「神」および神に近い存在に関する名称の語源およびその変転

は一般的に極めて複雑でその解明はきわめて困難である.神の名の意味が

比較的理解しやすい場合は，親族関係を表す語，あるいは支配者を表す語

が用いられていることが多い.これらの例として「ドイツ迷信辞典Jは，
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例えばオーストラリアの原住民に見られる Daramulunr我らが父」やセ

ミ族に見られる Baalr主人」あるいは Meled】. Moloch r王Jを挙げてい

る.これらはふつう「異名」であると考えられる.

さてインド・ヨーロッパ諸語は「神J.r空，天」を表す一連の語を持っ

ている.その一つは，サンスクリット語の deva-と親族関係にある語で，

ラテン語の deusr神J. リトアニア語の dievasr神J.古アイルランド語

のdiar神J.古アイスランド語の tivarr神J.ギリシア語の Zeusrゼウ

ス」などがある.ギリシア語のゼ、ウスは，ラテン語の Ju-piterrジュピターJ

やdiesr日」などの一群の語を閉じ語源を持つものあり，ギリシア神話の

中に現れる神界の最高神で「天J.r昼J.r光」を意味するとされる. サ

ンスクリット語の deva-系統の「神」を表す語の意味から，インド・ヨー

ロッパ語民族は神々を「天界」に住むものと考えていたという説が受け入

れられている.ギリシア神のゼウス Zeusはホメーロスの詩の中で「神と

人との父」と呼ばれているが，これは「家長jの意味の「父Jで，国家の

家長たる王として平和と秩序を守る神である 23神話の中におけるゼウス

はあくまで人間的な存在として描かれているためであろうか，一般的にあ

りがちな神をタブー視する要素はギリシア語に関しては見られない.

同じくインド・ヨーロッパ語で「神」を表す語としておもにゲルマン語

に現れるドイツ語の Gott.英語の godがある.この語は古高ドイツ語，

中高ドイツ語，中低ドイツ語で got. 古ザクセン語，古英語で godという

形で存在し，古ノルド語で god.gudそしてゴート語では gotで現れる.

この語は一方ではインド・ヨーロッパ語の語根・ghuに過去分調の語尾

-toが結合したものとされ，この ghutoからゲルマン語の gudaが生じた

とされる. ドイツ語の語源辞典のおおくはこの語の本来の意味が rc呪文
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によって)呼びかけられたものJ，I手元に呼び寄せられたもの」であると

解釈している.その根拠はこの語形に対応している古インド語の動詞形は

havate I呼び寄せる」で，その過去分詞の huta-I呼び寄せられた」から

造られた puruhuta-Iおおくの人に呼び寄せられたもの」会意味する語が

ヴムーダのなかにも現れる「電撃の神」インドラ lndraの異名として用い

られるということや， リトアニア語の zavetlやラトビア語の zavetが

「魔法にかける」という意味を持っていることが，うえの説を補強してい

ると言えよう.

ドイツ語の GottI神」の語源を，インド・ヨーロッパ語の .gheuI注

ぐJCドイツ語の gie8en)に求め，その意味を「犠牲が捧げられるものJ

と解釈する説もある CAkademie-EWDS. 588)， CPokorny-IEW S. 447). 

両説とも，どちらの説を採るにしても，直示的な表現ではなく「神」を腕

曲的に言い換えている点が重要である.そこにタブー語の代替表現として

の要素が働いていた可能性は否定できない

「神」の呼び名は， この語がキリスト教的な意味内容を受ける以前と，

とりわけヨーロッパがキリスト教化され， I一神宗教」の神を表す語とし

て用いられるようになってから以降の時代を区別して論じることが重要で

ある.

Gottがキリスト教的な意味の「神」を表すようになった後の時代では

Gottの名を口にすることを慎むという「神」のタブー語化，ひいてはそ

の腕曲話法 CEuphemismus)による代替化を観察することができる. ド

イツ語では GottI神」は聖書のなかや，神に祈るとき，つまり神に好意

的な呼びかけをする場合は，なんの鴎踏もなく Gottという名を唱えるの

に対して，逆に Gottという語を用いて罵ったり，悪態をついたりする場

合にはさまざまな表現法を用いて「神」の名を直接的に名指すことを避け

ようとする.これらの回避的な表現は感嘆詞的な表現におおく，またその
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形態論的な種類もさまざまである.

例えば，新高ドイツ語の potz! 1おやまあ~、まいましし、」は，中高ド

イツ語では botz，pocks， potz， poxという語形でも用いられ，初期新高ド

イツ語では potzのほかに kotz，poczまたは potschなどの語形が見られ

る(Paul-DWS.661).この語には Gottの属格形 Gottesが基礎になって

いるが，上の例について言えば，基本的に 2種類の代替手段が用いられて

いることが分る. 1つは語頭音の置き換え g→b，p， k，であり， もう一つ

は語尾音の置き換えーttes→特に cks(x)， tschである. しかしどちらも

Gottの語頭音と語尾音の同時入れ替えが用いられていることには違いな

し¥

さらに「神」を用いて驚きや罵りを表す， potz Leichnam! 1おやまあ」

(1神の亡骸J)やpotzBlitz! 1たまげた」がある. (potz Blitz! の Blitz

はHagelund Blitz / Donner und Blitz fluchen 1たまげる，罵る」とし、

う表現が元になっていると考えられる.)さらにこの場合には押韻が踏ま

れている.また， oh Gott! から変形したと考えられる egitt!1ちくしよ

う」といった表現も見られる.この場合，感嘆詞 ohの oとGottのoか

前口蓋音(e/i音)化していることが特徴である (Paul-DWS.661). 

ドイツ語に関して言えば上にも述べたように「神」を罵るときにおおく

の「異名J1代替語」が生じている: ライン方言:Hott， Kotz， Pott， 

Schnott;例えば， Kotz krank!， Hotz Donnerwedder!のほか，罵り語の，

Bockshorn ( < Gottes Zorn) ，例えば， Bockshorn sol1 dich schanden! 

「おまえなんかくたばってしまえJ.これらの言い換えはほとんど音韻の

入れ替えなどの操作によっている.

中低地トイツ語にはさらにつぎのような Gottの言い換えが見られる:

golt， golbe， goldke，例えば， bi Golt!， bi Go11e!， wummen goldke 

(= Wunden Gottes!). Schleswig-Holstein方言では Gottの腕曲表現とし
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て Gottsが用いられることがある ;Gotts strammi (= strafe mich) ， 

Gotts verdammi， verdumi， verdimmi (Gott verdamme mich!). さらに

握手するときに SegenGottと言う代わりの Geltdikに答えるときに短縮

形の Sott( (segne Gott)が用いられる.さらに Seligerと言う語を避け

るために，腕曲表現の手段として短縮形の segerを後置する表現も見られ

る， Vadder seger (Vater seliger). 

同じような短縮化，同化による表現はそのほかの言語にも現れる.スイ

ス・ドイツ語では Gottwolleという希求形が Gottwellに見られ，これに

は更に Gottel，Goppelという異形が観察される.同じ現象は Bigott(Bei 

Gott)の同化形の Bigopp，Bigostと閉じ動機によるものである. (なおフ

ランス語では mord(de) dieuがmorbleu"Zum Teufel， Donnerwetter“や

Par dieu!がParbleu"Donnerwetter“と言われることはよく知られている.

タブー語の短縮形は古風な英語の中にも現れる.罵りや，誓言の意味を

持つものとして Snails( (Gods nails)， Zounds ( (Gods wounds)， Ods 

bodikin ( (Gods body)， swelp me Bo b ( (so hlep me God!)などがある.

さらに Christの代わりに crikey，cripes， Gee， Geewhizz，そして "by

our Lady“が bloodyに変形させられる.この例では語の脱落が見られる.

これに似たものとしてはドイツ語に herrje，herrjes， herrjeses ( (Herr 

Jesu)， herrjemine ((Herr jesu [DomineJ)， Oje (<Oh Jesu)， Owaje ((Oh 

weh Jesu) Iおやまあ，これは大変」などがある， これらは Jesusの呼格

Jesuの語末音節が省略されたものである(既出).

英語では godの代わりに goodが代替することもある.例えば， my 

Goodness!， good gracious， thank Goodness. これは類似形の形容詞

goodによる代替表現である.

ゲルマン語には Gottのほかに「神」を表す語がいくつか見られる.ゴー

ト語では ans，古ノルド語で assaIアース神」と呼ばれる神は西ゲルマン
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語の碑文では VahansaI戦の女神」という形で確認されている. この名

は元来「男神・女神達」を総称していたか，後に(一説によれば，キリス

ト教の影響を受けて)I神族」を意味するようになったとされている.Iアー

ス神族」には「エッダ」の中に現れる主神(戦，死，知恵，詩と魔術の神)

のオーディン OdinCWotan)，光の神ノイルドル Balder，豊穣の神フレイ F

reyr，ロキ Loki，力，雷，農民の神トール Thor，軍神チ」ール Thiurな

どが含まれる 24神話的な存在であるアース神は，その性質からして「半

神」であると考えられている.またゴート語の ansは語源的にはインド・

ヨーロッバ語の語根写ansI息を旺く」から造られたもので，サンスクリッ

ト語の asuI息，世界」やアヴースタ語の ahuraC(nsura) I神聖」の同

族語である.ゴート語では複数形の ansesが「半神Jsemideusの意味で

用いられてる.さらにこの語はヒッタイト語の hussus I王」やギリシア

語の heniaI手綱」と同じ語源であるとする研究もあり， ここから「ゲ、ル

マンの部族を結び、つける神々」という意味が根底にあるとされる CVries-

NEW S. 17)25， CFeist-EWG S. 39戸.

古英語のベーオウルフ Beowulfや古ザクセン語のへーリアント Heliant

に現れる meotodまたは metodという語は「神々の協議」を意味してい

るが，上の「結び、つける神々」の意味を傍証するものである CAberglaube，

3-S.954). さらに興味深いことは，神々の名を呼ぶことが腕曲話法的に

「死Jを意味するとき，この語が「神々」の異名として，つまりタブー語

の代替表現として用いられたことである.

北欧神話ではさらに「アース神族」と戦っていたが，のちにアース神族

と和平した「ヴァン神族JVanen， vanrがある. この語の語源は不明であ

り，いろいろな説が出されている CVries，S. 664). 一説にはラテン語の
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「愛の神」ヴィーナス Venusおよびサンスクリット語の vanasr喜び」と

同族語であると考えられている. Jan de Vriesはvinrr友」とも関連づ

け. Vlnrのもとの意味を「輸の中の同志」であったという説明を付記し

ている.その限りに置いては vanrにはタブー的な意味はないといえる.

出典は明示されていないが「ドイツ迷信辞典」は van-を vanirr輝いて

いるもの」と説明しているが， この場合には少なくても腕曲話法が働いて

いると言えよう CVries-NEWS. 644. 666; Aber-glaube S. 954). 

ちなみにゴート語の fraujar主」は， ギリシア語の kyrios.despotes 

「主」に相当する訳語であるが，古ノルド語の Freyrr女主人，女神J.古

高ドイツ語 frδ 「主人J.中高ドイツ語の froewar女主人，女」を経て新

高ドイツ語 Fraur女，妻」へと変化してきたものである. ゴート語の語

形はインド・ヨーロッパ語の語根・pror第一のJに接尾辞 10が接合した

もので「第一番目の者」を表している.英語の firstも同族語である.

インド・ヨーロッパ語には「神Jを表すもう一つの語がある，スラブ語

に見られる bogur神」である.この語はサンスクリット語の動詞 bhajati

「分配する」から造られた bhaga-hr財産，幸福」の意味のほかに「分配

する者，主人」という 意味も持っている. アヴ ι スタ語では bagaは

「主，神」の意味で用いられ，現代ペルシア語では bagは「神」を意味し

ている. CPokorny-IEW S. 107)サンスクリット語の意味からしてスラブ

語の boguは「幸せを配る者」という意味を設定することができょう.

スラブ語の boguにおいても同じようなタブー回避の現象が見られる.

セルビア語では bogami! "Mein Gott!“と言う代わりに borami! ある

いは brodami!. glora mi!と言う. bor はドイツ語の"Fohre“「松」を意

味しているが，なぜこの語と同じ語形が用いられているか不明である.同

じ語はダルマチア語 CDalmatisch)にも見られ. boguの形容調の bozji
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"gottlich“が変形されて，カトリック信者においては tozjiとなる. {9IJえ

ば. imena mi tozjega "im Namen Gottes". またポーランド語でも bog

「神」の派生語が変形され.niebozakの代わりに nieborak"armer Mensch" 

が用いられる.

1. 2.悪魔，悪霊

「神」におけるタブー性とは異なり. I悪魔，悪霊」を意味する語はイ

ンド・ヨーロッパ語全体にタブー語として，至るところでその語を口にす

ることを避けようとした明白な証拠を見いだすことができる.

まずインド・ヨーロッ パ語において「悪魔，悪墨Jを表す共通の語があっ

たかどうかは不明である.少なくともゲルマン語においては.I神」に対

する「悪魔.悪霊」という概念は存在していなかったようである.

西紀語4世紀にギリ シア語の聖書を東ゲルマン語であるゴート語に訳し

たヴルフィラ Wulfilaは「悪魔」を訳すに当たり，ギリシア語の diabolos

「誹誘者J あるいはそのラテン語形をそのまま借用し.diabaulus 

Cdiabulus)で表している.この語は古高ドイツ語で tiuval. 中高ドイツ

語の tiuvelを経て新高ドイツ語の Teufel I悪魔」として引き継がれてい

る.この語はさらに古ノルド語で diofull. スウェーデン語で djavulそし

て英語の devilとして継承され，いわば全てのゲ、ルマン語共通の語集となっ

ている. もととなったギリシア語は動詞の balleinI投げる， 当てる」の

派生語である diaballeinI真っ二つにする，訴える，中傷する，さげすむ」

である CAkademie-EWD.S.1802). ラテ ン語 diabolusはもちろんギリシ

ア語からの借用語であるが，この語は一連の別名を持っている，例えば，

adversarius I敵対者，反対者J.inimicus I敵J.malevolus I悪意を持つ

ものJ.malignus I意地の悪いものJ.criminator I犯罪者」など CHavers
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S.109). 

これらの代替語は「悪魔Jと同様の性質を持つほかの語によって置き換

えられている.例えば，ラテン語の古いキリスト教関係の文献では「悪2電」

の代替語として， draco i竜，蛇j，hostis i未知の人，敵j，lmmicus 

「敵対者」などが挙げられている.このように「悪魔」という語の回避表

現であった diabolos自体がタブーとされ，新しい代替表現が古いものに

取って代わる傾向は数おおくの言語にみられる共通の現象である.このよ

うな新しい代替表現はルーマーア語においても30語が報告されている

(vgl. Ha vers S. 109 anm. ).フランス語では diableの変化形あるいは代

替形として， diantre i何だってj， diacre i助祭Jといった語がみられる.

これらの代替表現はいずれも語中音の変更を手段としている (vgl.

Havers， S.109ff. anm.). 

ドイツ語の「悪魔jTeufelはキリスト教化が浸透していく中で， さら

に新しい代替表現を発達させていった.すでに中世ドイツ語では形容詞を

用いた腕曲表現がみられる.例えば， niht Guotes (nichts Gutes = der 

Teufel))， der ubel vient (der ubler Feind) (Gregor. 2849)， der bose Feind， 

der bose Geist， der Bose. . .など.ここにみられる表現では Teufelの特徴

を表す形容調と Teufelという語自体を Feindや Geistといった近似語で

言い換えている.さらに一歩進むと，最後の例のように名調が省略され，

形容調 boseが名詞化されて「悪魔」を直接名指すことを避けていること

になる (Grimm，S. 552)27. Teufelを「敵」という語で言い換える手段はキ

リスト教の教父によって用いられた antiquushostis i古い敵」に由来し，

altfiant (Muspilli 49)や fiantentrisk (hvmn. 24， 9) i古い敵」にも現

れている.英語では oldNickやoldDavyが「悪魔」の意味で用いられる.

とりわけこの語 Teufelを用いて「罵り」や「侮蔑」の感情を表すとき

に， ドイツ語では通常 PfuiTeufel! iちくしょう」に対応する代替表現
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として. Pfui Deibel (deichel. deixl. deigel. deiker) !や PfuiDeichsel ! 

といった語頭音や語中音の有声化や幹母音の変更による言い換えがある.

後者の場合 Deichselは rc車の)かなえ」を意味しており，ただ単に音韻

的な置き換えによる回避表現にとどまらず，いわば意味的な「すり替え」

という手段が同時に用いられた用例と言えよう. しかしながらなぜ

Deichsel rかなえ」が Teufelr悪魔Jの「すり換え」表現であるかについ

ては明確な説明を見いだすことはできない.スウェーデン語では djakul.

knakulそしてスイスでは dyggeli.tuggeliなどが Teufelの代替表現とし

て用いられており，語中の摩擦音fが破裂音kまたは g音で置き換えられ

ることから. teufelから deikelが造られ，さらに s音が挿入され Deichsel

が生じたと推測できる.

「ドイツ迷信辞典」ではドイツ語の Deichselには，幾つかのの迷信上

の意味があり.rかなえをまたいだり，その下を くぐると危険なことが起

こる」という意味のほかに.rかなえの上に座ると，悪霊から身を守るこ

とができ」がある.どちらが上で述べた Deichselを説明するのに有効で

あるのか判断を下すことは困難である.

「悪魔Jはおおくの言語で形状を表す形容詞によって言い換えられる場

合がある.その場合用いられる形容調は色彩形容調とりわけ「黒い，暗い」

の意味を持つものが多い.悪魔が「黒いJ色で表現される理由は. r神J

が「輝ける光」であるという見方に対立をなすものあると考えられている

(Grimm. S.556).そこから「悪魔」を「黒い者J.r黒いやっ」と名付け

る言語はおおくみられる.中世ドイツ語では「悪魔」は derschwarze 

hellewirt r黒い地獄の主JCMs.2.254a)とか derschwarze r黒いやっ」

CRenner 36d)が見られる. またドイツ民話の中では「悪魔Jのことが

Graumann r灰色の男」あるいは Graumannchenr灰色の小男」といった

形容詞 Cgrau)と総称化名詞 (Mann)による手段が用いられている.同
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じ腕曲表現はスラブ諸語にも観察され，ボヘミア語の ert，ポーランド語

のczart，ロシア語の tschertI黒い」が「悪魔」の表現に用いられる.

「悪魔jがおおくの言語で動物の名で呼ばれる場合，この動物自身「タフ一

語」であることがおおしこれについては「動物」に関する箇所で扱うこ

とにする.

1. 3.魔女

ヨーロッパ語に見られる「魔女」を表す語は現代ドイツ語で Hexeであ

るが，西ゲルマン語に在証される最も古い語形は古代高地ドイツ語の hag

azus(sa)で，中世ドイツ語では hecse，heese，低地ドイツ語 heghetisse，

英語の hagには語形短縮が見られる.この語の語源は明確にされていな

いが，ノレーン Noreenの説が受け入れられている. ノレーンによれば

hagazussaはhag"Zaun“と zussa"Weib“に由来しており，上部ドイツ語

のtunrite "Zaunrei terin“などの意味からして「垣根の棒に乗る女」と解

釈されている.魔女がほうきに乗るというイメージもここから導き出され

たものである.これらのことから現代ドイツ語の Hexeという語自体が

「魔女」を直接名指すことを避けるためのタブー代替表現であると見なす

のが一般的である (Aberglaube，3-8.1838). 
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