
接尾辞-(i)an, -ite, -ese, -erについて

大石　強

0.　はじめに

本稿は､英語において､ある地域･都市の出身者や住民を表す場合にどのよ

うな接尾辞を用いるかについての記述的研究である｡都市の出身者･住民を表

す接尾辞には､次の例に見られるように､ -(i)an,-ite,-ese,-erがあるO

( 1 ) a. Bostonian, Chicagoan, Washingtonian

b. Brooklynite, Tokyoite, Sydneyite

c. Milanese, Viennese, Pekinese

d. New Yorker, Londoner, Berliner

Marchand(1969)､ Quirk et al. (1985)などの先行研究では､それぞれの接尾辞の

意味と用例が挙げられているが､接尾辞付加の条件についてはあまり詳しくは

述べられていない｡このことから､そもそもこれらの接辞付加には条件がほと

んど課されないのか､それとも何らかの付加条件が課されるのかという疑問を

生じさせるO　本稿では､インターネット上で出身者･住民を表す派生語を検索

し､先行研究の記述と照らし合わせながら､それぞれの接尾辞の付加条件を検

討･確認することにする｡

1.先行研究の記述と課穎

本節でIt､本稿で取り上げる接尾辞について､ Marchand(1969)､ Quirk et al.

(1985)､ OEDがどのように記述しているかを検討し､そこから出てくる課題

をまとめることにするO

-31-



1.1. Narchand(1969)

Marchand(1969)は､それぞれの接尾辞が地域 ･都 市の出身者 ･住 民 を表す

場合について､次のよ うな記述を行い､それぞれ用例を挙げている｡

(2) -(i)an

この接尾辞は､ ラテ ン語で-iaで終わる国名 か らの派生語 に見 られ るo

ME期にフランス語か ら英語 に入ってきた語があったが､ この場合は､

persienのように-ien とい う綴 り字をもっていたが､ラテン語風に変えら

れ Persian になった｡現在は､Bostonian,Devonian,Bristolian の よ うなラテ

ン語風の基体が存在 しない ものか らの派生語があるoこのような名前は､

｢学識がある｣ とい う響きをもつ ｡

(3) ･ite

元上目ま､｢～出身の人('aman from')｣ を表す古ギ リシャ語の-itesか ら来て

お り､19世紀に Durhamite,Claphamite,Ludlowite,Sydneyiteの ような語で復

活 したが､OED ではまれで幾分軽蔑的 と記述 され ているD しか しなが

ら､最近のアメ リカ英語では､-iteは､Menckenlに より ｢不快｣ と呼ば

れたにもかかわ らず､流行の接尾辞 となっているO 例は､Camdenite,

Brooklinite,Englewoodite,Raleighite,Seattleite, Yonkersite等 である｡Mencken

は､｢実際､ この分野で1他 のすべての接尾辞 を排撃 しているよ うに見

える｡｣ と述べている｡

(4) -es告

(5)

英語の-eseは､ある場所に属す ことを示すイ タ リア語の-eseか ら来てい

る｡ 英語は､Milanese1484,Genoese1553,Portuguese1586,Maltese1615,

Genevese1650,Tyrolese1809,Viennese1839を借用 してきた｡これに対 して､

Japanese1604,Chinese1644,Javanese1704の ような倍用語は､遠 くの外国､

主に極東の国の名前か らの派生語に道を開いた｡例 は､Amamese,

Burmese,Ceylonese,Faroese,Nepalese,Pekinese,Sudanese,Senegalese,Singalese,

VietnameseであるO

-er

｢～出身の人 (-person舟om')｣を表す派生は､町や市の名前か ら主に行わ
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れるが､国や地域､色々な種類の場所を表す名前からも行われるO 例は､

Londoner, Dubliner,Birminghamer,New Yorker,Vermonter,Berliner,Hamburger,

Danzlger;Islander,Hollander,NewEnglander;borderer,cottager,villager,islander,

highlander,lowlander,swamper(アメリカ英語),norther(アメリカ英語),

backwoodserなどがあるD

1.2. QuirketaL (1985)

Quirketal.(1985)が行っているそれぞれの接尾辞についての記述を､用例 と

共にまとめると次のようになる｡

(6) -(i)an

意味の-つに ｢～の市民(-CitizenofI)｣があると記述 し､次の例を挙げ

ているが､接辞付加条件については述べていないO例には､Parisian,

Indonesian,Chicagoan,Glaswegian(ofGlasgow)を挙げている｡

(7) -ite

意味の一つに ｢～の住民(Fdenizenof)｣があると記述 し､Brooklyniteっ

Hampsteaditeを例 として挙げているO注釈 として､Israeliteのように長 く

確立していない限 り､さげすんだ言い方 として用いられる傾向があると

述べているO

(8) -ese

意味の一つに ｢(国籍や民族)の構成員(-memberof(nationalib,orrace)｣

があると記述 し､例 として Chinese,Portuguese,Japaneseを挙げている｡

(9) -er

意味の一つに ｢～の住民('denizen ofl)｣があると記述 し､この意味の例

としては､villager,Londonerを挙げている｡

1.3. OEDl(1999)

OED (1999)における､それぞれの接尾辞の本稿に関連する部分の記述 と用

例は以下の通 りである｡
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(10)-i且n

ラテン語の接尾辞 に由来 し､｢～の､または､～に属す (-of or belonging

toり｣とい う意味を表す｡ ラテ ン語か ら作 られた多 くの英語 の語か ら形

容詞 と名詞 を作 る｡現代の藷形成では固有名か ら形容詞 ･名詞 をつ くり､

その数は無制限であるD

例 :Aberdonian,Bathonian ,Bostonian ,Bristolian ,Cantabrigian ,Comubian ,

Devomian,Galwegian,Glasgoweglan,Johnian ,Oxonian,Parisian ,Salopian,

SierraLeonian

(ll)-ite

現代語形成において､｢ある場所の居住者 (taninhabitantofaplace')｣を意

味す る｡現在 あま り見 られず､たいてい幾分軽蔑的に用い られ るO

例 :Sydneyite,Claphamite,Durhamite,Ludlowite

(12)-ese

英語では､･eseは (主にロマンス諸語の原型 に習って)国の名前か ら派

生語を作るか､外国の (決 してイギ リスではない)町の名前か ら派生語

を作る｡人を表す名詞用法では､以前は-Sで終わる複数形 を有 していた

が､現在では複数形は単数形 と同じ形を有す る｡

例 :Chinese,Po血guese,Japanese; Milanese,Viennese,Pekinese,Cantonese

(13)-er

古い時代にはほ とん ど見 られない､現代 ゲルマン語族正共通の､この接

尾辞の特別用法は､場所や国の名前に付加 して ｢～の出身者 ぐanative

of)､～の居住者 (faresidentin.)｣とい う意味を表すO

例 :Londoner,NewYorker,Icelander

1.4. 課題整理

前節まで先行研究の記述 をま とめると､次のようになるO まず､-ian は ｢学

識がある｣ とい う風 に聞こえ､派生語の数は無制限であるとされている｡すな

わち､かな り生産性が商い とい うことになる｡次に､-iteは OEDではまれで幾

分軽蔑的 とされてい るが､アメ リカ英語では他 の接尾辞を駆逐 してい るとされ

てお り､イギ リス英語 とアメ リカ英語で差があることになるL,三番 目の-eseに

-34-



ついて､Quirketal.(1985)は国名 ･民族名から派生されるとしているが､これ

は言葉不足で､OEDが示すように町の名前からの派生語もある｡ しかし､OED

は町の名前につく場合は外国の町の名前であり､イギリスの町の名前には付加

されないと述べている02 これは明示的に述べ られている唯一の条件 と言って

よい｡ただ し､Bostonese(ボス トン出身者､ボス トン居住者)3等のようにアメ

リカの町の名前には付加 される｡最後に､-erについては意味の他には特に付

加条件が何も述べられていない｡

前述の唯一の明示的付加条件を除けば､意味的なニュアンスに差を生 じる以

外には特に付加条件が存在 しない とい うのが事実なのであろうか､あるいは､

何 らかの条件が課 されるのであろうか｡次節では､それぞれの接尾辞について

の付加条件をインターネッ ト上で派生語を検索することにより検討す る｡

2. インターネッ ト検索によるデータ

本節では､インターネッ ト上で派生語を検索 し､その実態を検証 しながら付

加条件の有無を考察する｡インターネッ ト上の検索方法は､以下の通 りであるn

①ヤフー ･アメリカ(yahoo.com)で検索を行 う｡

②音韻的な付加条件の有無を検討するため､閉鎖音､摩擦音､破擦音､鼻音､

流音､母音でそれぞれ終わる20の都市名を選び､検索を行 う｡接尾秤-eseに

よる派生語の付加条件 も同様に調査を行 うため､都市はアメリカ合衆国の中に

も存在するものから選ぶ｡

③接尾辞によっては､形容詞 ･名詞の両方に用い られた り､｢出身者 ･住民｣

の意味以外に用い られた りす るので､｢出身者 ･住民｣の意味に絞って結果を

出すために基本的には ｢派生語+ who｣の形で検索を行 うO この検索方法で出

た結果数は､生産性の参考にするため表記する｡

④派生語の数が少なく③の方法で結果がゼロであった場合は､③以外の検索方

法で派生語の有無を調べ､それぞれの接尾辞について派生語がインターネ ッ ト

上に存在するか否かを調査する｡

以下の節では､都市名の語末に来る分節音の種類ごとに､検索調査 した結果を
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一覧表の形で示 し､併せて､派生語が存在する場合には､接尾辞一つにつき用

例を一つ必ず示すことにする｡

2.1. 閉鎖音で終わる都市名とその派生語

本節では､閉鎖音で終わる都市名を取 り上げ､それぞれの接尾辞付加の可能

性について調査 したものを表 と用例で示 していくことにする｡

表 1 都市名 Gallup

検索条件 検索結果

Galluplan-Who 0
GalltlplamS-Who 1
Gallupite-who 0
GalluplteS-Who 0
Gallupese-who 0
Gallu.per-who 0
Gal1upers-w ho 0

派生語 有無

Galluplan あり

Galluplte あり

Gallupese なし

言語の意味なら可

注 :Gall叩erとい う派生語は住民を表すもの としては検索結果はゼ ロである

が､(16)に見 られ るように､ギャラップ調査の人 とい う意味では-er形

は可能である｡

(14) ForGallupianswhodon.t… (W .gallupindependent.com/5-22-02.html)

(15) Ofcourse,GallupitesareskepdcalatflrStthatkillerbatsareamongthem.

(seattlepi.nwsource.com/movies/batsq.shtml)

(16) IadmitIhaven'tconductedastudyof1,350people,astheGallupersdid.

(www.phoemixresum e.com/Job%20Search%20Perch/OnlineNegs2.htm)
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表 2 都市名 Detroit

検索条件 検索結果

Detroitian -who 0
Detroitians-who 0
Detroitite-who 0
Detroitites-who 0
Detroitese-who 0
Detroiter-who 431

派生語 有無

Detmitian あ り

Detroitite あ り

Detroitese あ り

(17) TheFrenchdidn'tnoticeit,TheDetroitiansdid.

(www.billyfro.com/archives/2003J2.php)

(18) Withtheirhang-dogvocalsandspareapproach,thesetwonativeDetroititeswere

raisedonasteadydietofMotown,HouseandPunk.

(www.universalbuzz.com/catalogresults.asp?fullshow守eS&ArtistNumber-I87)

(19) Heeveniscomplicitinbumingdownabuilding-thatancientandhallowed

traditionamongthe‡)etroitese-though hedoesithalf･heartedly.･Thehousehasno

peopleinit. (www.juneauempire.com/stories/120502/thijerncolmn.shbnl)

(20) Ⅰ.manotherDetroiterwhoisthrilledabouttheopeningofCityKhitsinthecultural

center! (knitting.meetup.com/members/II2)

表 3 都 市名 Cleveland

検索条件 検索結果

CleVelandian-who 0
C1eVelandians-who 0
C1eVelandit6-who 1

C1eVelandese-who 0
Clevelander-who 177

Clevelanders-who 218

派生語 有無

CleVelandian あ り

Clevelandite あ り

CleVelandese な し

言藷の意味な ら可

(21) CLeveLandiansdonotdrinkanysustainingStimulantnuids,butmustinstead
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inhaleERIEvapors,aswesawnoevidenceofcappuccino,espresso,latteormocha.

(WⅥW.lum inguild.com/cleveland.htm)

(22) ‥.oneofthefacultythere,aClevelanditewhohadfinishedhismaster-sunderMies

hereinChicago... (www.artie.edu/aic/collections/depLarChitecture/danforth.pdf)

(23) Bently,anativeClevelanderwhonowlivesinNevada,isagloballyrecognized

authorityonrotordynamicsandvibrationmonitoringanddiagnostics.

(www.csuohio.edu/news/releases/nr2003/nr2003-11/pr13248.html)

表 4 都市名 NewYork

検索条件 検索結果

New-Yorkian-who 2

New-YorkianS-who 1

New-Yorkite-who 0
New-Yorkites-who 0
New-Yorkese-who 0
N¢W -Yorker-who 14,100

派生語 有無

NewYorkian あり

NewYorkite あ り

NewYorkese なし

言語の意味な ら可

(24) ."afellowNewYorkianwhowasinbandssuchasBurn andDiel16.

(www.nowontour.com/reviews/record/00267.php)

(25) hKennedy'scase,NewYorkersIgnoredsuchgaffesasbeingaddressedas,

"Fellow New Yorkites."(www.dodgeglobe.com/stories/07I399/opi_analysis.shtml)

(26) NewYorkerswhoweredirectlyexposedtotheSept.llterroristattacks...

(ⅥW .nyam.org/news/2003/012403.shtml)
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表 5 都市名 pittsburgh

検索条件 検索結果

Pittsburghian-who 1

Pittsburghians-who 1
Pittsburghite-who 0
Pittsburghites-who 0

Pittsburghese-who 0
Pittsburgh6トWho 168

派生語 有無

Pittsburghian あ り

Pittsburghite あ り

Pittsburghese な し

言語の意味な ら可

(27) ...an ambitious,18-year -oldPittsburghianwhoworksasawelder…

(www.dvdivas.net/movies/reviews/i:/nashdance.html)

(28) Wh enIlivedinPortland,imetanon-trivialnumberofPittsburghites,andth¢y

leftthecityeventhough Portlandwastech-hellforthejobmarketfor

programmers. (www.gnxp.com/MT2/archives/001665.hbnl)

(29) IwasgladtohearfromJimSweet,anativePittsburgher,whoreportsthathe

retiredsevenyearsagofromtheTexasMedicalCenterinHouston,"

(www.lafayetteexperience.com/alumni/class_notes/I956.html)

2.2. 摩擦音で終わる都市名 とその派生語

本節 では､摩擦音で終わる都市名を取 り上げる｡

表 6 都市名 St.Joseph

検索条件 検索結果

St.Josephian-who 0
St.-Josephians-who 0
SトJosephite-who 0
St.-Josephites-who 0
St.-Josephese-who 0
SトJosepheトWho 0
St.-Josephers-who 0

派生語 有無

St.Josephian あ り

St.Josephite あ り

St.Josephese な し
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(30) Thishomepagehasbeendedicatedtoshowcaseinfomationandscenesoftheschool

tothepublicandfellowStJosephians.

(w w.schools.sainS.com.my/stjoemiri/main.html)

(31) St.Josephitesaredeservedlyproundoftheirpublicschoolsandtheregional

HeartlandHealthSystem. (travel.lycos.com/destinationsnocation.asp?pid-24381I)

表 7 都市名 PacificGrove

検索条件 検索結果

PaciflC-Grovian -who 0
PaciflC-Grovians-who 0
Pacific-Grovite-who 0
PaciflC-Grovites-who 0
Pacific-Grovese-who 0
Pacific-Grover-who 0
Pacific-Grovers-who .0

派生語 有無

PaciflCGrovian あ り

PacificGrovite な し

PaciflCGrovese な し

(32) consequently,PacirlCGrovianshavetodriveoutsideofthecitylimits…

(www.communiweb.net/～kysaAltm/I3I_wife_whores_it.htm)

(33) Wh en,inthelate1980S,own ersoftheMonarchs'winteracreageannouncedplans

todeveloptheproperty commercially,PacirlCGroverswereaghast.

(ww .correctionhistory.orgAltml/chronicl収bdJkbd_16.htm1)

表 8 都市名 Portsmouth

検索条件 検索結果

Portdmouthian -who 0
PortdmouthianS-who 0
Portsmouthite-who 1
Portsmou血ites-who 0
Portsmouthese-who 0
Portsmoll血er-who 0
Portsmouthers-who 0

派生語 有無

Portsmouthian あ り

Portsmouthite あ り

Portsmouthese な し
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(34) Crawfordwillbeinevidencethroughouttheyear,asPricereminds

Portsmou地i弧SOfthemanySignificanthappenlngShereduringtwoandahalf

centuriesof…(www.portsmouth.va.us/news/leaderlink/2OO2neaderlinkjan()2.htm)

(35) ReadersnotethatMikeisatransplantedPorもsmou紬如 whonoworganizes...

(Ⅵww.Seacoastnh.com/mail/mai10899.html)

(36) 汀youcan telltimeandhaveane一mailaddress(ornot),youareaPortsmouther.

Comeonoutandjolnthefun.(

(www.arizonayachtclub.org侃acingn'ortsmouth/index.shtmI)

表 9 都市名 Dallas

検索条件 検索結果

Dallasian -who 0

DallasianS-who 0
Dallasite-who 90

.Dallasites-who 66

Dallasese-who 0
Dallaser-who 0
Dallasers-who 0

派生語 有無

Dallasian あ り

DallaSite あ り

DallaSeS な し

Dallaser あ り

(37) TheSpreeisacult-likecollectiveofDallasiansthatwearswhiterobesandjumps

arOundalotastheyslngaboutpeaceandlove.

(lauriapple.diaryland.com/fun.hbnl)

(38) Dallasiteswhoarehavingtroublefindinghomeinsurancecan learnallaboutTexas

newresidentialproperty ... (www.tdi.state.tx.us/commish/news96.html)

(39) TheDallasersarerathermoretruetolife,overdramaticcertainly,butalmost

human andbelievable.They'realso… (w w.ultimatedallas.com/bigd/)
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表 10 都市名 NewOdeans

検索条件 検索結果

New-Orleanian-who 157

New-Orleanian S-who 207

New-Orleanit6-Who 0
New-Orleanites-who 0
New-Orleanese-who 0
New-Odeaner-who 0

派生語 有無

NewOrleanian あり

NewOrleanite あり

NewOrleanese なし

言語の意味な ら可

(40) TheneweconomyinNewOrleanswillbedrivenbyanewgroupofNew

Orleanianswhoarereallyfocusedonthetechnologyindustry,"hesays･

(www.fastcompany.com/articles/1999/12/williamson.html)

(41) '.Ifnothingelse,thismuchistrue:NewOrleanitesarecrazy.Fun...

(ⅥW .matos.cc/randomJhoughts/C587767667侶18I6I32262/)

(42) …though Ilmtoldthere-safactionofnativeNewOrleanerswhomakeapolntOf

leavlngtOwn eVeryyearlong... (mardigras.coccozella.com/)

表 11 都市名 Oshkosh,

検索条件 検索結果

Oshkoshian-who 0
Oshkoshians-who 0
Oshkoshite-who 0
Oshkoshites-who 0
Oshkoshese-who 0
Oshkosher-who 0
Os比oshers-who 0

派生語 有無

Oshkoshian あり

Oshkoshite なし

Oshkoshese なし

(43) OshkoshiansspenttheirfreetimeplaylngCards,drinkingordanclng.

(ww .wisinfo.com/northwestern/news/Osh150/sesq3257847.shtml)

(44) …andhadwebeenallowedtovoteweOshkosherswouldhave...

(WⅥW.uwosh.edu/cambridge/joumals/merchant.htm)
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2.3. 破擦音で終わる都市名 とその派生語

本節では､破擦音で終わる都市名を取 り上げるO

表 12 都市名 LongBeach,

検索条件 検索結果

Long-Beachian-who 0
Long-Beaclli肌S-Who ()

Long-Beachite-who 0
Long-Beachites-who 0
Long-Beachese-who 0
Long-Beacher-who 1
Long-Beachers-who 1

派生語 有無

LongBeachi弧 あ り

LongB¢achit¢ あ り

LongBeachese な し

(45) MyfirstyearincollegefoundmecarpoolingwithmyfellowLongBeachian…

(www.khmer.cc/membersnlOmepage.html?member-DenRaw)

(46) EarlymoniedLongBeachitesbuiltsomenicehomesalongOcean.

(www.viamagaline.com/top_stories/articlesnongbeach98.asp)

(47) ThePrimeSpotDOTcomeNewsletteriswritten(andcontributedto)bylocal

LongBeacherswhoappreciateacreateenvironment‥..

(groups.yal100.con/group/theprimespot/mossage/I347)

表 13 都市名 Cambridge

検索条件 検索結果

Cambridgian-who 0

Cambridgians-who 0

Cambridgite-who 0

Cambridgites-who 0

Cambeidgese-who 0

Cambridger-who 0

Cambridgers-who 0

派生語 有無

Cambridgian あ り

Cambridgite あ り

Cambridgese な し
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(48) SheisanativeCam叫 dgian,whichisalwaysagoodthingwhenyouaretryingto

cormectwithcitykids.

(ⅥW .amnh.org/learnA)iodiversityjounts/prof_dev/guilocspe.htm)

(49) NowidonltknowthecontentofthequestionyourponytailedCambridgiteasked

McCain , … (centristcoalition.com/cgi-bin/mトcomments.Cgi?enby_id-442)

(50) ConsiderthatCambridgerswouldprobablybeobtainlngthelocalinstrum entsand

overlaylngtheirownmusicalthemesatopthem.

(mail.worldforge.org/pipermail/world.mbox/world.mbox)

2.4. 鼻音 .涜音で終わる都市名とその派生語

本節では､鼻音 ･流音で終わる都市名を取 り上げ､それぞれの接尾辞付加の

可能性について表 と用例で示 していくことにするo

表 14 都市名 Salem

検索条件 検索結果

Salemian-who 0
Salemians-who 0
Salemite-who 8

Salemites-who 31

Salemese-who 0
Salemer-who 0

準生語 有無

Salemian あり

Salemite あり

Salemese あり

注 :salemianは､(51)の用例に見 られるように､可能な派生語であるかど

うか疑問の対象 となっているが､これも可能な語の範囲に入っている

と考える｡

(51) How'boutyouBostonians(orSalemers,Salemites,Salemians?)

(staff.connect.cdm.auAheather/3I8ti/1998･03/msgOO717.html)

(52) TheylookjustlikeaSalemitewho.shadhisbrainsknockedout.

(ww .legendinC.com仲喝eS/MarbleheadNet/MM朋eaders/Headers41.htmI)

(53) AspartoftheworshipplngOfSanFrancesco,theSalemeseofTorontoconstructan
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elaboratewire-framedaltartoppedbyacupolathathousesawoodenstatueofSam

Francesco. (www.fondazione-agnelli.it/altreitalie/aita24/saggi05.htm)

(54) As theystrunguptheirneighbors,Sa且emersthoughttheyweredoingGod-swill

too.

表 15 都市名 Boston

(www.fmsfonline.org/fmsf96.20I.html?Satan'S+Silence)

検索条件 検索結果

Bostonian -who 1,04()

Bostonians-who 827

Bostonite-who 2

Bostonites-who 5

Bostone:se-who 1

BostoneトtVho 6

派生語 有無

Bostonian あ り

Boatonite あ り

Bostones¢. あ り

(55) Havural10ntheHillisagroupofyotulgJewishBostonianswhogatheratthe

VilnaShulforclasses,JewishprogramsandlearningServicesinaneffortto

bring ... (www.vilnashul.com/news_releaseJ)age.htm)

(56) IamatrueBostonitewhonowlivesinManhattanBeach,CA.

(www.boston.com/news/packages/underattack/

message_boards/patriotism/messages18.shtml)

(57) Thiswasakindofwoodenpurpose-builtbuildingononeofthepiersinBoston

Harbour,ratherlikeamassiveEnglishpub,SwarmingwithBostonesewhowere

apparentlycelebratlngMothersIDay.

(vw .pettarchiv.org.uk/arch-rc-usa-weekI.htm )

(58) Irecommendthisrestauranttoall,especiallyBostonerswhohavemissedthedark

lobstersauce. (ww .tabletips.com/cms_K-N.html)

ー 4 5 -



表 16 都市名 Jacksonville

検索条件 検索結果

Jacksonvillian-who 2

JacksonVillians-who 2

Jacksonvillite-who 0
Jacksonvillites - w h o 0
JacksonVillese-who 0
JacksonVilleトWho 0
JacksonVillers-who 0

派生語 有無

JacksonVillian あ り

JacksonVillite なし

JacksonVillese な し

(59) TheToyotaGatorBowlhascertainlybeenandwillcontinuetobethat,thanksto

thethousandsofJacksonvillianswhohavesteppedforwardtoleadtheeqort.

(ww .gatorbowl.com/tgb/sponsors/faq.asp)

(60) JenhasconvincedsomeoftheotherJacksonvillersthatmyalter-egoisone

.-MistressCyberoticaHandthatIrunapayporn site.

(ⅥW .girlvinyl.com/index_archive/january3002.htm)

表 17 都市名 Baltimore

検索条件 検索結果

B.altimorean-who 160

BaltimoreanS-who 204

Baltimorian-who 3

Baltimorians-who 5

Baltimorite-who 0
Baltimorites-who 0
Baltimorese-who 0
Baltimorer-who 0
Baltimorers-who 0

派生語 有無

Baltimorean あり

Baltimorian あり

Baltimorite あ り

Baltimorese あり

注 :Baltimoreseは､ (64)の用例に見 られるよ うに､可能な派生語であるか

どうか疑問の対象 となっているが､これ も可能な語の範囲に入ってい

ると考える｡
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(61) SincetherewillbemoreaffordabiehousingStockavailable,BaAtimoreanswho

desperatelyneedaffordablehouslngWOn'thavequiteSOlongtowaitforadecent...

(www.cib,paper.com/2002-0I-09/mail.htmi)

(62) TheAvenuealsohasbecomeaninsplrationtoWaters,alocal迅a旺imorianwho

filmedhismovie,Pecker,inHampden.

(www.baltimorestories.comLMIIkmJ10n.html)

(63) IwasspeakingtoBaltimoritescomlngbackfromtheMiami gameandthey

polntedoutsomepolntSthatireallyhadn-tconsidered...

(www.twoplustwo.com/digests/Otherarchive_nov99Jnsg.html)

(64) ItwastheInnerHarbor,whereDamesandNoblesoarhigh overthepeople,

andBaltimoreanS(orBaltimorese?)enjoyedtheirsum merday-

(ameriCanbaby.blogspot.com/2003｣)7_13_ameriCanbaby_archive.h血l)

(65) Howdy,Baltimorers,:::Ⅰ■mwebmistressofJohnny'sWorld,asitedevotedto

BaltimorenativeJohn''JohnnyEck''Eckhardt.

(www.highlandtown .org/discussion/general/messages/26.html)

2.5. 母音で終わる都市名とその派生語

本節では､母音で終わる都市名を取 り上げる｡

表 18 都市名 Philadelphia

検索条件 検索結果

Philadelphian-who 928

Philadelphians-who 4,110

Philadelphite-who 0
Philadelphites-who 0
Philadelphese-who 0
Philadelphiarer-who 0
Philadelphiarers-who 0
Philadelpher-w ho 0

派生語 有無

Philadelphian あり

Philadelphite あり

Philadelphese なし

言語の意味なら可

Philadelphiarer なし
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(66) PhiladelphiaMagazineiswi ttenforPhiladelphianswhowanttoknowmoreabout

theircity. (ⅥW .amagarea.com/Detail/NS-EWXAPSTAEWXP)

(67) PasslngPhiladelphitescontinuouslyaskedthecrowdwhatallthefusswasabout.

(ⅥW .sonicproduct.com/index.cfm?fuseaction-article&articleID-348)

表 19 都市名 Cincinnati

検索条件 検索結果

Cincirmatian -who 203

Cincinnatian S-who 1,400

Cincinnatite-who 0
Cincinnatites-who 0
Cincirmatese-who 0
Cincinnatier-who 0
Cincinnatiers-who 0

派生語 有無

Cincinnatian あり

Chcinnatite な し

Cincinnatese な し

cincinnatie㌔ あり

(68) Forinstance,hedonatedartworktohelptheKellyClarkFoundation,nam edfora

Cincinnadan whodiedofcancer.

(borgman.enquirer.com/anniversary/community.html)

(69) SpeakingofM'S,uptosevenofthenineALstarterscouldbefromSeattlethis

season,thehighestnumbersinceCincinnatianS(Cincinnatiers?Cincinnatoroons?

表 20 都市名 Chicago

検索条件 検索結果

Chicagoan -who 1,320

ChicagoanS-who 1,390

Chic喝01te-Who 3

Chic喝Oites-who 3

Chicagoese-who 0
CllicagoeトWho 0
Chicagoers-who 0

(Ⅵww.strikethree.com/01/06/27/michael.shtml)

派生語 有無

Chic喝Oan あり

Chic喝01te あり

Chic喝OeSe な し

言語の意味なら可

Chicagoer あり
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(7()) AlookatsomeChicagoanswhorecentlymadealiyahshedssomelightonthe

lSSue. (WⅥWjuf.org/news｣mblic_auairs/article.asp?key-4746)

(71) Ⅰ■masuburbanChicagoitewhousedtogotoBonnie'sgigs.

(music.buycheapstufr.us侶0()0000ML7.html)

(72) Jennyseemedtohavealotoffun,afterwitharmsoutstrechedshecongratulatedus

thatsomeclappedhands,sodearTexans,ChicagOerS,LondonersandFloridans…

(members.co又.net/hlokiley/shows/20030916.html)

3. 各接尾辞付加の特徴

前節での検索結果か ら､出身地 ･住民を表す接尾辞付加について次のように

まとめることができるO

①派生語が見つからなかったものが棚番多いのは､-eseであり､二番 目に多い

ものは-iteであった｡-iteは､Marchandに引用された Menckenの言葉 とは異な り､

｢他の接尾辞を駆逐 している｣ とは言えないようである｡-iteが圧倒的に用い

られているのは､DallasiteとSalemiteの二つであったb

②-(i)an は､調査 したすべての都市名に何 らかの形で付加されることができる｡

このことは､I.4.節で､-ianの派生語の数は無制限であるとい う記述 と-致 し

ている｡ 母音､鼻音､流音で終わる都市名では､-ian派生語が圧倒的に用いら

れる｡

③-erは､Gallupと Philadelphiaでは派生語が兄いだせなかったが､閉鎖音で終

わる都市名では-er派生語が圧倒的に用いられる｡破擦音で終わる都市名の場

合 も､-er派生語がやや優勢であるように思われ るO 閉鎖音で終わる都市名の

中で Gallupが例外的であるが､そもそも/p/で終わる都市名がまれで､有名な都

市が見つからないので､用例の数が制限されていて､実態が反映されていない

可能性があるD/P/で終わる都市名の検証は今後の課題であるこ.

④-eseは､出身者 ･住民を表す接尾辞 としては､多 くの例で派生語を兄いだせ

なかったが､その場合でもその土地の言語を表すものはかなり多くの都市名で

確認できた｡
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4. まとめ

本稿では､インターネ ッ トでの検索調査により､先行研究の記述を検証する

と共に､出身地 ･住民を表す接尾辞付加について､母音､鼻音､流音で終わる

都市名では-ian 派生語が優勢であ り､閉鎖音､破擦音で終わる都市名では-er派

生語が優勢であることを兄いだ した｡

注

1. Marchand(1969)が引用 しているのは､Mencken,H.LmeAmericanLanguage･

FourthEdition.NewYork1936.SupplementI･NewYork1945･SupplementII･NewYork

1948.である0

2. OED (1999)で検索す ると､Londoneseとイギ リスの都市名に-eseが付加

された例が見つかるが､これは ｢ロン ドンに特有の言葉の｣ とい う形容詞､ま

たは､｢ロン ドン方言｣ とい う名詞で用い られ る場合であ り､本稿で問題 に し

ている出身者 ･住民を表す場合 とは異なる｡

3. OED (1999)の Bostones¢の項 目で､この語がボス トンの出身者 ･住民を

表す ことが記載 されている0

4. Chcimatierは､ (69)の用例 に見 られるよ うに､可能な派生語であるか ど

うか疑問の対象 となっているが､これ も周辺的ではあるが可能な語の範囲に入

っていると考える｡
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