government of the people の
解釈について

野

村

忠

央

1. はじめに
英語を学ぶ者であれば誰でも、一度は必ず Abraham Lincoln (1809-1865)
の「ゲティスバーグ演説 (The Gettysburg Address)」(1863 年 ) を耳にすると
思われるが、その中でも民主主義の体現として、以下の下線部が特に有名
である。少々長いが、本稿の議論全体において下線部箇所以外も当然、重
要な文脈となるので、演説の全文を敢えて挙げておきたい。

(1) Address delivered at the dedication of the cemetery at Gettysburg
Four score and seven years ago our fathers brought forth on this
continent a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the
proposition that all men are created equal.
Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or
any nation, so conceived and so dedicated, can long endure. We are met
on a great battle-field of that war. We have come to dedicate a portion of
that field, as a final resting place for those who here gave their lives that
that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do
this.
But, in a larger sense, we can not dedicate̶we can not consecrate̶we
can not hallow―this ground. The brave men, living and dead, who
struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or
detract. The world will little note, nor long remember what we say here,
but it can never forget what they did here. It is for us the living, rather, to
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be dedicated here to the unfinished work which they who fought here
have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to
the great task remaining before us―that from these honored dead we take
increased devotion to that cause for which they gave the last full measure
of devotion―that we here highly resolve that these dead shall not have
died in vain―that this nation, under God, shall have a new birth of
freedom―and that government of the people, by the people, for the
people, shall not perish from the earth.
Abraham Lincoln.
November 19, 1863
そして、このゲティスバーグ演説の日本語訳も数多く存在するが、議論
の導入として、代表的な訳の一つである岩波文庫の高木八尺・斎藤光訳

(1957) を同様に以下に挙げておく。構文や語順の訳読に際して、直訳とい
うより解説的・説明的な訳出が少なからず見受けられるが、下線部分は日
本で広く知られている日本語訳である。

(2) ゲティスバーグ演説
( 一八六三年十一月十九日 )
ペンシルヴェニア州ゲティスバーグにおける國有墓地の献納に際して
□八十七年前、われわれの父祖たちは、自由の精神にはぐくまれ、す
べての人は平等につくられているという信条に献げられた、新しい国
家を、この大陸に打ち建てました。
現在われわれは一大国内戦争のさなかにあり、これによりこの国家
が、あるいはまた、このような精神にはぐくまれ、このように献げら
れたあらゆる国家が、永続できるか否かの試練を受けているわけであ
ります。
われわれはこの戦争の一大激戦の地で相い会しています。われわれ
はこの国家が永らえるようにと、ここでその生命を投げ出した人々の
最後の安息の場所として、この戦場の一部を献げるために来たのであ
ります。われわれがこのことをするのはまことに適切であり適当であ
ります。
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しかし、更に大きな意味において、われわれはこの土地を献げるこ
とはできません―聖め献げることができません―聖別することができ
ません。生き残っている者と戦死した者とを問わず、ここで戦った勇
敢な人々こそ、この場所を聖め献げたのでありまして、われわれの微
力をもってしては、それに寸毫の増減も企てがたいのであります。わ
れわれがここで述べることは、世界はさして注意を払わないでありま
しょう、また永く記憶することもないでしょう。しかし彼らがここで
なしたことは、決して忘れられることはないのであります。ここで戦
った人々が、これまでかくも立派にすすめて来た未完の事業に、ここ
で身を捧げるべきは、むしろ生きているわれわれ自身であります。わ
れわれの前に残されている大事業に、ここで身を捧げるべきは、むし
ろわれわれ自身であります―それは、これらの名誉の戦死者が最後の
全力を尽くして身命を捧げた、偉大な主義に対して、彼らの後をうけ
継いで、われわれが一層の献身を決意するため、これら戦死者の死を
むだに終らしめないように、われわれがここで堅く決心するため、ま
たこの国家をして、神のもとに、新しく自由の誕生をなさしめるため、
そして人民の、人民による、人民のための、政治を地上から絶滅させ
ないため、であります。

( 高木八尺・斎藤光訳 (1957)、下線部筆者 )
しかし、我々日本人に一番馴染み深いこの訳をめぐって、これまで長年
に渡り、英語学界内外で多大の論争があったのである。本稿ではそれらの
議論を整理し、紙幅の許す限りにおいて、妥当な解釈の方向性を示したい。

2. 諸説概観
2.1. government は普通名詞か動詞派生名詞か
実は、長年に渡って続いている of の用法の論争の背景として、英語の

government には ｢普通名詞｣ の ｢政府｣ と ｢政治｣ という解釈と、｢動詞
派生名詞｣ の ｢統治すること｣・｢支配すること｣ という動名詞の governing
にほぼ相当する解釈の、両方の可能性があるということが重要である。こ
の場合、government の前に your や his などの所有格あるいは this や that など
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の指示代名詞など、指示性の強い決定詞が存在すれば、明らかに ｢普通名
詞｣ だと断定できるのだが、この問題を複雑にしている、つまり、｢動詞派
生名詞｣ の可能性を生み出している要因として、government が無冠詞であ
（1）
るという事実に注目すべきである。

なお、ここで本稿を読まれている読者の中には、｢リンカーンの有名な演
説は the government of the people… ( あるいは that government of the people
…) のように the ( あるいは that) がついていたはずではないか ?｣ と思った方
がおられるやもしれない。筆者の経験上、そう思い込んでいる日本人は少
なからずいるように思われる。しかし、それは誤りである。
まず、決定詞 ( 定冠詞 ) の the は (1) を見ればわかるように存在していない。
また、｢ほら、that はあるじゃないか｣ と単純に考えるのも早計で、(1) 下
線部の前の that を決定詞 ( 指示代名詞 ) と理解している限りにおいて、やは
りそれは誤りである。演説後段全体の構造を考慮するに、この that は決定
詞ではなく補文標識だと解せらるべきだからである。つまり、この that は

we here highly resolve の目的語名詞節たる that 節が 3 つ続くうちの、最後の
（2）
3 つ目の that 節を導いている従属接続詞である。

2.2. of の用法は何か
次に、本稿の主題である of の用法について概観する。まず、｢所有格関
係の of｣ の解釈が挙げられる。説明的な英語に言い換えた時、以下の (3a)
のようになると思われるが、この場合、動詞派生名詞の解釈はなじみにく
いことが (3b) の日本語訳からも理解されると思われる。

(3) a. the people’s government/government that people own
b. 人民の所有する { 政府 / 政治 /? 統治 /?? 統治すること }
第 2 に、
「由来の of」の解釈が挙げられる。これは、ある意味、第 1 の
「所有格関係の of」の下位分類とも考えられるが、微妙なニュアンスにおい
てやはり区別すべきものではないかと思われる。つまり、coming from あ
るいは deriving from といったニュアンスを持つもので、例えば、以下の (4)
の諸例がこの用法の例文に当たるものである。
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(4) a. He was born (comes) of a poor family.
b. The people of California are nature lovers.
c. This is the story of Jesus of Nazareth.
d. News began to spread by word of mouth.
また、この用法も ｢所有格関係の of｣ 以上に動詞派生名詞の解釈とは矛
盾することが、以下の (5) の日本語訳から理解されるであろう。

(5) 人民に由来する { 政府 / 政治 / 統治 /* 統治すること }
第 3 が、｢主格関係の of｣ である。上述 2 つの用法と逆に、今度は動詞派
生名詞の解釈を前提とする用法であるので、動名詞を用いて言い換えると

(6a) のようになり、また普通名詞の解釈が排除されることは (6b) からも明
らかである。

(6) a. the people’s governing, governing by the people, governing for the
people
b. 人民が、人民によって、人民のために { 統治すること /* 政府 /* 政治 }
最後に、第 4 の可能性として、｢目的格関係の of｣ の解釈が存在する。実
は、この用法がもっとも重要な論点であるのだが、of を動詞派生名詞

government の意味上の目的語と解し、また by は行為者を表すことから意味
上の主格であると考えることによって、(7a)・(8a) の直訳に近い英語の言い
換え・日本語訳から、(7b)・(8b) のような英語・日本語の意訳をそれぞれ
導くことができる。

(7) a. governing the people, by the people, for the people
b. the people ’ s governing the people for the people/the people ’ s
government of the people for the people/the people’s self-government
for themselves
(8) a. 人民を、人民によって、人民のために { 統治すること /* 政府 /* 政治 }
b. 人民が ( ←人民によって ) 人民を人民のために統治すること
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以上、2.1 節及び 2.2 節で紹介した諸説によって、可能な用法・解釈は全
て網羅していると思われる。

2.3. それぞれの解釈を支持する先行研究
さて、前節まで紹介した諸説をめぐって議論が展開されたことは、例え
ば、石橋他編 (1984)『英語語法大事典』( 第 1 集、201-202) にも紹介されて
おり、かつて『英語青年』
、
『時事英語通信』
、
『法律時報』などの誌上で各
方面の学者たちにより華々しく議論が交わされたものの、結局、はっきり
とした結論を見ないまま終わったとされている。なお、そこでは、｢主格関
係の of｣ を採る立場のことを「人民主体説」
、｢目的格関係の of｣ を採る立
場のことを ｢人民客体説｣、
「起原の of」を採る立場のことを「人民淵源説」
とそれぞれ呼んでいる。
この古くて新しい問題は、20 世紀終わりの時期の『英語青年』の EIGO

CLUB 誌上でも再び議論が巻き起こり、松山 (1998) が ｢目的格関係の of」
を改めて主張し、飛田 (1998, 1999) がそれに賛同するが、Moss (1999) は
「所有格関係の of｣ が正しいと主張した ( どれも簡潔だが要点・主張がよく
まとまっている論考である )。
本節では、紙幅の問題もあり、｢目的格関係の of｣ と ｢所有 ( 格関係 ) の

of・起原の of｣ ( ここでは便宜上、両者をまとめて扱う ) を主張する先行研
究のみをごく一部、紹介する。まず、｢目的格関係の of｣ を主張する先行研
究である。

(9) 人民を治めること、すなわちこの of は第四格的な of で、「人民を治め
る政府」

( 中野好夫 (1948)『酸っぱい葡萄』)

(10) 人民のために人民自ら人民を治めるという政治を
( 松田福松 (1969)「GETTYSBURG ADDRESS の邦訳について」)
(11) 人民を、人民によって、人民のために統治すること
( 丸谷才一 (1995)『丸谷才一の日本語相談』)
(12) 人民を、人民が、人民のために統治する形態
( 松山幹秀『英語青年』1998 年 10 月号 )
(13) 国民自身によって、国民自身のために、国民を統治する政体は
国民自身による、国民のための国民統治は
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( 飛田茂雄『英語青年』1998 年 11 月号 )
(14) 人民を、人民が、人民のために統治すること
( 薬袋善郎 (2003)『学校で教えてくれない英文法』)
次に、
「所有格関係の of」は ( ある意味、一般的な解釈であるので ) 上記、

Moss (1999) の訳文をもって、代表させたい。
(15) わが国の政治は、国民が権力を所有し、国民自らが権力を行使し、国
民自らが利益を享受する政治

(Moss『英語青年』1999 年 3 月号 )

そして、｢由来の of｣ については、以下のピーターセン (2004) の記述を
引用し、代表する。

(16) リンカーンの言葉について簡単に言えば、government (which is) of the
people (and is) by the people (and is) for the people( ちなみに、中国では
これは「民有、民治、民享的政府」と訳されているようだが ) の of the

people は、いわば、「人民の合意の上で出来た」や、「人民の間から生
まれた」などのような意味を表している。リンカーンはこの言葉で
「government= 政治」を説明しているわけで、government に統治されて
いるのは the birds でも the flowers でもなく the people だよと、わざわざ
述べる必要も意図も、いうまでもなく、ない。

( マーク・ピーターセン (2004)『ニホン語話せますか ?』)
加えて、日本の歴史において、この of が ｢起原の of｣ である ( と解釈し
ている ) ことを努力して組み入れようとしたと考えられる人々がいる。実
は日本国憲法前文の起草者たちである。以下に日本国憲法前文の一部とそ
の英訳箇所を示しておく。

(17) そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は
国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は
国民がこれを享受する。( 下線筆者 )

(18) Government is a sacred trust of the people, the authority for which is
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derived from the people, the powers of which are exercised by the
representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the
people. ( 下線筆者 )
これらを観察した時、以下の (19) に示されるが如く、(17) の日本国憲法前
文がリンカーンのゲティスバーグ演説を敷衍していることは明らかである。

(19) a. その権威は国民に由来し← government of the people
b. その権力は国民の代表者がこれを行使し← government by the people
c. その福利は国民がこれを享受する← government for the people
以上、本節では先行研究の一部とその訳文を概観した。

2.4. 各国語訳
ここで議論の参考を供するために、飽くまでも傍証ではあるが、日本以
外の国々で当該箇所がどう訳されているかを紹介し、そこから帰結可能な
点を 2、3 述べておきたい。但し、ここでは筆者が何らかの理解が可能であ
るドイツ語、フランス語、中国語の訳に限って議論を進める。
まず、ドイツ語訳として以下の 3 つを挙げておく。

(20) a. Heller 訳
und diejenige Staatsform, in welcher das Volk allein durch das Volk
zum Besten des Volkes herrscht, nicht von der Erde verschwindet.
b.Thomas Nephew 訳
eine Regierung des Volkes, vom Volk, fuer das Volk, nicht von der Erde
verschwinden soll.
c. Sven Gessner 訳
diese Regierung des Volkes, durch das Volk, fur das Volk, nicht von der
Erde verschwinde.
まず、(20a) の Heller 訳は、(20b, c) と比べると、擬古文的なニュアンス
を持つ訳だということであった ( 酒寄進一氏談 )。逐語訳としては “and the
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government, in which the people alone through the people to the best of the
people govern, not of the earth disappear.” のようになるであろうが、筆者な
りの意訳を与えるとすれば“the government in which the people govern by the

people for the people will not disappear from the earth.” となると思われる。
重要な点としては、Staatsform は ｢国家形態、政体｣ の意の普通名詞であ
ること、das Volk は 1 格 ( 主格 ) であるということである。

(20b) の Nephew 訳について重要なことは、同様に Regierung が ｢政治、政
府｣ の意の普通名詞であること、des Volkes が意味上の主格である 2 格 ( 属
格 ) であることが挙げられる。(20c) の Gessner 訳については、(20b) と同様
の特徴を有しており、かつ原文の英語に非常に近いドイツ語訳だと言える。
次に、フランス語訳であるが、以下の (21) からわかるように、非常に原
文の英語に近い訳である。

(21) et que le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ne
disparaîtra pas de la terre.
注目すべき点は、le gouvernement には普通名詞の解釈しかないこと、定
冠詞の le がついていることである。
最後に中国語訳であるが、実は以下の (22) にある ｢民有的政府｣ という
中国語訳表現は、｢government は ｢政府｣ の意であり、of は ｢所有｣ の意
味である｣ 根拠としてしばしば挙げられるのだが ( 前節 (16) のピーターセ
ン (2004) の記述も参照のこと )、今回の調査で (22) は単純な直訳ではないこ
とがわかった ( 以下の記述は加藤三由紀氏に伺ったことの要約である )。

(22) 要使民享、民治、民有的政府必不致在地球上消滅
まず最初に、本稿の当該表現 (government of the people…) の部分に関し、
清末知識人で康有為の弟子である梁啓超は「不可翻訳 ( 翻訳できない )」と
した。そして数年後、胡適は「此吾民所自有、所自操、所自為之政府」( こ
れ吾が民の自ら有する、自ら操る、自ら為す ? ところの政府 ) との訳を試み
るが、ニュアンスが伝わらないとして、
「此主於民、出於民、而又為民之政
府」と訳し直した。しかし、それでも曖昧さ ( 於や為の解釈が多様 ) を残す
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と満足できなかった。その後、孫文が『文言本三民主義』で「為民而有、
為民而治、為民而享」と訳したが、
「為」には受け身的意味合いと主体的意
味合いがあり、また中国語としてもしっくり来ないため、そこで、
「民有、
民治、民享」と簡略に表現することで民が主体であることを明確に表現し、
中国語世界でもっとも良い訳として定着したということである。
つまり、筆者としては、中国語訳は簡潔でわかりやすく、多くのことを
示唆してくれるが、同時に、それは諸訳者の理解に基づく ｢意訳｣ である
という側面が少なからずあることにも注意すべきだと結論する。

2.5. 議 論
さて、前節までの内容を踏まえ、以降、筆者の私見を紙幅が許す限りで
述べたい。まずはじめに、｢主格関係の of｣ についてであるが、これは以下
の理由から誤りだと考える。第 1 に、of the people が ｢主格｣ を表すのだと
すれば、直後に続く by the people も ｢行為者｣ すなわち ｢意味上の主格｣
を表すのであり、両者は共起し得ないからである。第 2 に、( これは ｢目的
格関係の of｣ の解釈の妥当性を支持することになるのだが、) 基本的に ｢他
動詞派生名詞｣ の後に of 句と by 句の両方が共起する場合、以下の (23a) に
示すように、of 句は目的格、by 句は行為者 ( つまり意味上の主格 ) を表すと
理解すべきである ( 薬袋 (2002) なども参照 )。また、他動性派生名詞の意味
上の目的語を示すのは、default として、(23a/b) のように of 句を用いるか、

(23c) のように所有格として名詞の前に置くかのどちらかである。
(23) 他動詞派生名詞
a. the destruction of the city by the enemy ( 敵による都市の破壊 )
b. the enemy’s destruction of the city ( 敵の都市の破壊 )
c. the city’s destruction by the enemy ( 敵による都市の破壊 )
それに対し、of 句が「主格関係の of」
、つまり ｢意味上の主語」として表さ
れるのは、以下の (24) に示されるように、｢自動詞派生名詞｣ の特質である。

(24) 自動詞派生名詞
a. a death of a salesman ( あるセールスマンの死 )
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b. the arrival of the king ( 王の到着 )
筆者の見解は以上の如くだが、それにも関わらず、この説を支持する人
が散見されるのは、｢英語語法文法的な解釈｣ を越えて、民主主義における
｢人民主体説｣ を支持したいという個人の信条の問題が入り込んできている
からではないかと推測する。例えば、冒頭 (2) の訳者たる政治学者高木八尺
もその解説において、｢用例の点から言うと一説 ( ＝目的格関係の of) が有
力のように思われる｣ が結論として ｢文法の事はともかくとして、政治思
想史から考えてみ、また政治の理論を述べる文章としてこの一句を解する
には、第二説 (＝主格関係の of) が正しいと思われるのである｣ と述べてい
る ( 高木・斎藤訳 (1957: 179-180))。しかし、筆者は当然、英語学者として、
まず文法が許す解釈の後で、文脈の考慮や解釈の多様性が生まれると考え
（3）
る。

次に、｢目的格関係の of｣ についてであるが、まず筆者の見解を記してお
くと、上記にも根拠を示した通り、文法的に可能な解釈であると思われる

( 母語話者の Donald L. Smith, Robert Ricketts の両氏もそう判断された )。
しかし、筆者の最終的な結論を述べると、｢人民の、人民による、人民の
ための政治｣ という伝統的な日本語訳が妥当で、この of は ｢由来の of｣ と
解するのがもっとも望ましい解釈だということになる。つまり、
「文法的な
可能性」として ｢目的格関係の of｣ と ｢由来の of｣ が両方が可能だが、よ
り望ましい解釈としては ( つまり比較の問題として ) 後者と考えるべきだと
いうことである。
そう考えるのは筆者としては 2 つのことに尽きる。第 1 は信頼の置ける
英語母語話者の判断である。今回、判断を伺った Donald L. Smith ( 意味論
･ 社会言語学 ), Robert Ricketts ( 文化人類学 ), Brent de Chene ( 生成文法 ) の
三氏は文法的な判断も優れているが、同時に日本語もよく理解されている
方々であり、日本語の訳文も含めた of 句の複数の解釈の可能性を理解した
上で、筆者の質問にご回答頂いたと思われるが、三氏とも「人民の政治」

(「政府」ではなく ) の訳で、かつ、この of は ｢由来の of｣ という解釈をま
ず選ばれた。このことは、上述、Mark Petersen 氏の見解や、日本国憲法前
文の草案起草者の見解なども併せて考慮した時、妥当性が高いと考えてよ
いと思われる。
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第 2 は、リンカーンのゲティスバーグ演説の第 2 草稿の存在である。概
略、リンカーンのゲティスバーグ演説の草稿は 5 種類存在するとされるの
（4）
だが、
第 1 草稿と考えられるのが Nicolay Draft、それを書き直して式場に

持参したとされる第 2 草稿が Hay Draft と呼ばれるものである。そして、リ
ンカーンはその後、3 回この演説の自筆コピーを作成し、それが今日に残
っているのだが、その最後のものが Bliss Copy と呼ばれ、確定稿とみなさ
れている ( 冒頭 (1) の引用は Bliss Copy のものである )。
上記 3 つの原稿は字句や句読点が微妙に異なるのだが、ここで当該箇所
について、3 つの原稿を比較してみよう。

(25) Nicolay Draft( 第 1 草稿 )
and that government of the people by the people for the people, shall not
perish from the earth.
(26) Hay Draft( 第 2 草稿 )
and that this government of the people, by the people, for the people, shall
not perish from the earth.( 下線筆者 )
(27) Bliss Copy( 確定稿 )
and that government of the people, by the people, for the people, shall not
perish from the earth.
ここでもっとも重要なことは、(26) において下線を引いて示した決定詞

this の存在である。強い指示性のある決定詞 ( いわゆる指示代名詞 ) の this が
government の前に冠せられているというのは、2.1 節でも言及したように、
この government が実は動詞派生名詞ではなく普通名詞だと考えなくてはな
らない大きな根拠となるであろう (Moss (1999) も参照のこと )。つまり、確
定稿だけを考慮すれば、上述の通り、｢目的格関係の of｣ の解釈もありうる
が、第 2 草稿の修正を考えると、そもそも動詞派生名詞の解釈自体が成り
（5）
立たない可能性があるということである。

3. おわりに
本稿では、リンカーンのゲティスバーグ演説に現れる government of the
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people の解釈について議論した。この問題については、日本でも古くから
今日まで議論が存在するが、大別すると、(i) government が「普通名詞」( ＝
政府 / 政治 ) か「動詞派生名詞」( ＝統治すること ) か、(ii) of の用法は何か、
すなわち、所有格関係、由来、主格関係、目的格関係のどの用法か、とい
う 2 つの論点に集約されることを見た。議論の結果、結論として、文法的
には論の分かれる複数の解釈が可能であること、しかし、現代母語話者は
「人民に由来する政治」と理解する傾向が強いことを主張した。

─補

遺─

本稿の内容と関連し、特にインターネット上の議論において、重要な歴
史的証拠とされるものについて一言言及しておきたい。それは、リンカー
ンのゲティスバーグ演説の当該箇所の最初の出典が John Wycliffe (1320 頃

-1384) の英訳聖書の序文にある以下の文章だという主張である。
(i) This Bible is for the government of the people, by the people, and for the
people. ( この聖書は人民の、人民による、人民の為の統治に資するも
のである )
確かに、この文章は日英語両方の Wikipedia にも掲載され、インターネ
ット上で多く引用されている。筆者もそれが事実なら大きな判断材料にな
りうると考え、またウィクリフが用いた本来の文意を知るためにはその前
後の文脈調査が必要と感じ、文献学者の山内一芳氏に紹介頂いた Forshall

and Madden (eds.) (1850) 版のウィクリフ英訳聖書の Prologue 部分を調査し
た。
しかし、結論を先に記すと、筆者が概観した限り、(i) の文章は見付から
なかった。また、Ichikawa et al. (1952)『英語引用句事典』( 詳細な引用句
事典である ) の Abraham Lincoln の項にも (i) の文章は見出せなかった。その
後、筆者のみの調査では不安を感じ、ウィクリフ英訳聖書の統語論を専門
とされている米倉綽氏 (Yonekura (1985) など参照のこと ) にこの件について
伺ったところ、自分もそのような噂を何人かの人から耳にして再度、調べ
てみたが、やはり序文にそのような文はなかったという主旨のご回答であ
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った。
以上から、この件に関する筆者の結論は、
「リンカーンのゲティスバーグ
演説の当該箇所の最初の出典がウィクリフの英訳聖書の序文にあるという
言説は偽の情報である」ということになる。1 次資料に基づかない主張や
例文の怖さを改めて感じた次第である。
注
＊本稿は日本英語英文学会第 18 回年次大会 (2008 年 3 月 8 日、於：和光大学 ) で
の発表内容に少なからず加筆・修正を加えたものである。当日、発表の内容に有
益なコメントをいただいた学会の方々に感謝申し上げる。
また、本稿の内容に関し、今までになく多くの方にご意見・ご助言を伺った：
英語演説の原文について、植村洋 ( 和光大学 )、勝山裕之 ( 青山学院大学非常勤 )、
外池滋生 ( 青山学院大学 )、中澤和夫 ( 青山学院大学 )、中国語訳について加藤三由
紀、佐治俊彦、佐野誠子 ( いずれも和光大学 )、ドイツ語訳・フランス語訳につい
て勝山裕之 ( 上述 )、伊藤光彦、酒寄進一、杉本紀子 ( 以上三氏、いずれも和光大
学 )、John Wycliffe の聖書の序文について山内一芳 ( 青山学院大学 )、米倉綽 ( 広島
女学院大学 )、英語母語話者の立場からの英語原文の解釈について、Donald L.

Smith( 元青山学院大学 ), Robert Ricketts( 和光大学 ), Brent de Chene( 早稲田大学 )。
以上の方々に記して感謝申し上げる次第である。
なお恐縮ながら、ここに私事を一点記すことをお恕し頂きたい。筆者は、現在
青山学院大学名誉教授である秋元実治先生の退職を祝して編纂された論文集であ
る吉波他編 (2010) の発起人・編集委員であったが、前任校和光大学から現任校北
海道教育大学旭川校への異動の多忙などが重なり、結局、直弟子にもかかわらず、
論文を寄稿できぬまま、編纂作業のみに携わるという、後悔の残る参画で終わっ
てしまった。ついては、本学会の記念すべき 20 周年記念号に投稿した本稿を以
って、指導教授秋元実治先生への献呈論文とさせて頂ければ幸甚である。秋元先
生は ｢データと言語理論のバランス｣ を重要視されている研究者であるが、本稿
の内容はそれを念頭において執筆したトピックであったことを最後に付言してお
きたい。
1. 実は、ここで述べていることは、本稿での筆者の結論に大きく関わってくる。
2.5 節の ｢議論｣ を読み進める際に再度、想起頂ければと思う。
2. この that が決定詞ではなく補文標識だと考えることに異論はないと思われる
が、実は、この that 節がどこから続くかに関しては、これもまた論争がある。
すなわち、resolve の目的語名詞節ではなく、the great remaining task before us
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の具体的内容を示す that 節が 4 つ続くうちの (that 節は 5 つあるが、that these
dead shall not have died in vain の箇所は resolve の目的語 that 節であるので、そ
の箇所は当然除かれることになる )、最後の 4 つ目の that 節であるという解釈
である。
ここでそのことを詳述する余裕はないが、結論だけを言えば、解釈の妥当性
と構文上の点から、後者は誤りであると筆者は考える。( なお、松田 (1969) は
ゲティスバーグ演説についての優れた論考であると思われるが、松田も筆者
と同様の主張をしている。) 構文上の根拠は、要素の列挙の終わりを示す and
(that) の位置と、the great remaining task before us の後に 3 回出てくる shall であ
る。これらの shall は全て ( 命令的接続法節に現れる ) ｢仮定法現在代用の shall｣
( 野村 (1999)、Nomura (2006) 参照 ) と考えることが一貫しており、すっきりと
した解釈である。
3. なお、ここで詳述する余裕はないが、筆者は私見として ｢人民客体説｣ でも
民主主義を否定することになるとは思えない。そして、
「民主主義の立場から
人民主体説が望ましい」と考える人たちであっても、「人民淵源説」( ＝由来
の of) を採用すれば、それは彼らの思想とも決して矛盾しないはずである。そ
して、この後の結論を先取りすると、筆者は「人民淵源説」がもっともあり
うる解釈だと考えるので、
「リンカーンのゲティスバーグ演説は ｢文法の用語
ではなく文字通りの意味での “ 人民主体説 ”｣ と決して矛盾しない」と結論し
てよいと思われる。
4. それぞれ、Nicolay Draft, Hay Draft, Everrett Copy, Bancroft Copy, Bliss Copy と
呼ばれている。
5. Moss (1999) の主張に対し、飛田 (1999) は、リンカーンが無冠詞の government
は ｢政府｣ ではなく ｢統治行為｣ を意味することを知っていて、考え抜いた
末、this を削除したのではないか、結論を出しにくい問題ではあるが、という
主旨のことを述べている。
筆者も、飛田の言わんとすることは理解できるが、私見としては、英語母
語話者は普通名詞と動詞派生名詞を区別しており、普通名詞にせよ、動詞派
生名詞にせよ、それを思い付いた場合、一貫して最初に想定した統語範疇を
使用し続け、混同はしないのではないかと考える。もちろん、飛田も言及さ
れているように、リンカーンが死した今日、結論は出すのは難しいと言わざ
るを得ない。
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