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１．研究の目的と手順

　イングランドの気候地名の一つとして、現在まで
に、「涼しい」を意味する古英語（Old English、以
下OE）cōlを含む地名68例を『イングランド各州
地名要覧』（The Survey of English Place-Names、
以下『要覧』）から収集した。 前稿ではこれらの中
から、OE cōlに湧水や河川のような水文景観（water 
features）に関する名詞が後続する地名36例につい
て論じた（１）。そこで本稿では、残りの32例、すな
わちOE cōlに水文景観以外の景観に関する名詞が
後続する地名を扱う。

　いうまでもなくこれら32例は、前稿の36例と全く
同じ基準によって収集したものである（２）。これらに
関する『要覧』の記述は総じて低調で、語源の定義
及び構成要素となる古語を明示するものはわずか８
例（25.0%）にとどまる。DorsetとDevon以外の『要
覧』は、むしろ踏み込んだ記述を避けているのでは
ないかという印象さえある。そこで考察の予備段階
として、まず『要覧』に語源情報を求めることがで
きない24例について、OE cōlを第１要素とみなし得
る可能性の程度を検討するとともに、第２要素となっ
ている古語を個々に推定した。特に前者においては、
上記８例の地名の綴りを、古形も含めて判断の基準
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とした。こうした過程を経て作成したデータをもとに、
以下では、各地名の第２要素の意味及び指示する景
観の特徴によって、全32例を６つのカテゴリーに分
類する。そして各カテゴリーに属する個々の地名に
ついて、「涼しい」を意味するOE cōlが第１要素と
して生じる理由を英語学（史的研究）以外の視点か
ら考察する。具体的には、OE cōlが意味する「涼しさ」
を特に「夏に感じられる涼しさ」と捉えて考察する。
実は、以下で詳述する地名の大半は、Dorset及び
Devonに分布する。これら２州を含むイングランド
南西部では、やはり夏は現地の人々が一年で最も暑
いと感じる季節だと思われる。この点は、Devon州
Exeterにおける季節ごとの日中の平均気温が、春（３
月～５月）12.4℃、夏（６月～８月）20.0℃、秋（９
月～ 11月）14.5℃、冬（12月～２月）8.8℃となると
いうデータからも推察できる（３）。こうした気候条件
の中で、ある特定の場所は、夏でも何らかの理由で
相対的に「涼しく」感じられるという希少性こそ、
地名として後世に残すに足る価値であると当時に、
他との区別を明確にする示差的特徴といえるのでは
ないだろうか。
　 考 察 に 際 し て は、 地 図 情 報 入 手 の た め、
Streetmap（４）が 提 供する 2 5 0 0 0 分の１地形図

（Ordnance Survey Explorer Map）を積極的に活用
した。以下、本文中の「現行地形図」とは、すべて
このインターネット上の25000分の１地形図を指す。
また現地の景観観察を主な目的として、Googleマッ
プの航空写真及びストリートビューを利用した。地
名の構成要素となる古語の意味は A. H. Smithに拠
る。ただし必要に応じて、Gelling and Coleによる
定義に言及する。
　以下に掲げる実例においては、各地名の第１要素
OE cōlと第２要素として後続する名詞の部分のみ示
す（５）。出典は州（county）の略形、コロンのあと『要
覧』の掲載頁、あるいは『要覧』の巻数、アンダー
バーのあと掲載頁で示す。州の略形前のasteriskは、
語源の定義及び構成要素となる古語が『要覧』に明
示されていないことを意味する。f.n.はfield-name、

st.n.はstreet-name（街路名）である。前者は耕作
地や草地の各区画に与えられた地名で、（a）、（b）
の区別は『要覧』に従う。一般に、（a）は初期近代

（概ね1700年）以降、（b）はそれ以前の文献が出典
である。また2.1 ～ 2.3節に挙げた例の末尾には、地
図上の位置を特定できないものを除いて、national 
grid referenceを示す。

２．考察

　本章では、『要覧』に語源情報が示された例の数
が多いカテゴリーの順で議論を進める。各カテゴリー
の中では、同じ第２要素を含む地名の数が多い順に
下位区分を行い、各下位区分の中では、『要覧』の
記述の断定度が高い順に例を配列し、そのあと筆者
が第２要素を推定した例を、第２要素のアルファベッ
ト順に配列する。各例に関する文章の冒頭部では、

『要覧』の記述状況を概説する。

2.1�　地形に関する名詞、または地形に関すると考え
られる名詞が後続するもの

　このカテゴリーでは、「涼しさ」の主因を地形の特
徴がもたらす種々の気象現象に求める。OE cumb, 
horn, hyllのいずれかを第２要素とする、あるいは
第２要素とすると考えられる地名計６件がここに属
する。

2.1.1　OE cōl + OE cumb
　以下の2.1.1.1 ～ 2.1.1.3で論じる３例の第２要素と
明示され、2.1.1.4で論じる１例の第２要素と考えら
れるOE cumbは、A. H. Smithによると「窪地（“a 
hollow”）」「谷（“a valley”）」「浅い谷（“a coomb”）」
の意味で用いられ、特に Devon, Dorset, Somerset
などの南西部に多く、現地では通常「狭い谷（“a 
narrow valley”）」、あるいは方言として「丘の斜
面に落ち込む谷または窪地（“a valley or a hollow 
in the side of a hill”）」を意味する（６）。近年では、
Gelling and Coleの「（奥行きが）短く、幅の広い谷で、
通常、お椀あるいは飼い葉桶のような地形で、三方
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にかなり急な斜面を伴う」という定義が広く受入れ
られている（７）。

2.1.1.1　Colcombe Do: 4_262, ST440032
　Dorset西部のBroadwindsor教区にある。『要覧』
では、語源はprobably “cool valley”と定義され、
OE cōl以外の単語が第１要素となる可能性には言及
していない。今回扱う例の中では、最も断定的な記
述である。現行地形図によると、Colcombeは標高
210メートル前後の山頂付近を起点に、北東及び南
東方向に下りながら延びる２本の尾根にはさまれた
東向きの谷である。
　山頂部に向かって湾曲する等高線は、125メート
ルの線から徐々に明らかとなる。谷としての形状が
顕著となる最も麓寄りの135メートル等高線を基準
に地図上の距離を測定すると、谷の入口付近の幅は
約820メートル、奥行きは約540メートルの規模であ
る（８）。これは、Gelling and Coleが指摘する「（奥
行きが）短く、幅の広い谷」というOE cumbの特徴
と一致する。ただ、Colcombeの定住地（settlement）
はこの谷の中ではなく、谷頭に近い185 ～ 190メー
トル等高線間に、単独立地型の家屋敷（現在は養護
施設）として存在する。
　東側斜面に窪みをつくる谷という点を考慮すると、
夏の西日の直射はかなり軽減され、谷全体が周辺よ
りも早く影に入るものと思われる。こうした理由から

「涼しい谷」の語源につながったのではないだろうか。

2.1.1.2　Colecombe Do: 1_203 (f.n. (b))
　Dorset南部沿岸付近に位置するBroadwey教
区 内 のfield-nameで あ る。 語 源 はperhaps “cool 
valley”と定義され、OE cōl以外の単語が第１要素と
なる可能性には言及していない。今回扱う例の中で
は、上の2.1.1.1に次いで２番目に断定的な記述であ
る。しかし、field-nameであるために現状では位置
の特定ができず、考察の推進は不可能である。

2.1.1.3　Cole Combe Do: 2_129, ST795064
　Dorsetほぼ中部のWinterborne Houghton教区
にある。語源の定義はなく、第１要素の候補がOE 
col “charcoal,” OE cōl “cool,” OE cāl “cabbage,” OE 
personal name Colaの順で示されているのみであ
る。特に、構成要素の可能性として「キャベツ」を
意味するOE cālが提示されるのは、本例をおいて
ほかにない。現行地形図には掲載されていないため、

『要覧』に示されたgrid reference ST795064によっ
て位置を特定すると、定住地ではなく、地形景観

（topographical feature）であることがわかる。
　問題のCole Combeは、東端に開口部を持ち、東
西約３キロに及ぶ細長い谷（９）の最奥部北側斜面に
窪みをつくる小規模な支谷（tributary valley）で、
南東向きである。谷としての形状が顕著となる最も
麓寄りの195メートル等高線を基準に地図上の距離
を測定すると、谷の入口幅は約90メートル、奥行き
は約300メートルとなり、上の2.1.1.1ほど「短く、幅
の広い谷」というOE cumbの特徴を示すものではな
い（10）。
　Cole Combe自体は小さな谷だが、全長約3キロ、
最大高低差100メートル前後という大規模な谷の奥
の一部とみなすと、谷底に近い場所ほど風の影響を
受けにくいのではないか。これは、夏の高気圧に覆
われた際、穏やかに晴れた夜半から早朝にかけて冷
気が谷底部に滞留し、冷気湖（cold lake）が形成さ
れやすい条件の一つになると思われる（11）。キャベツ
は、夏でも冷涼な生育環境を好む植物である。以上
のように考えると、第１要素としてOE cōlを想定す
る可能性は高まるのではないだろうか。

2.1.1.4　Colcombe *D: 2_624, SY247948
　Devon東部沿岸付近のColyton教区にある。語
源の定義、及び構成要素に関する記述はなく、1325
年の綴りとしてCol(e)combeが示されるのみである。
しかしこの綴りの前半部Col(e)-によって、第1要素
をOE personal name ColaあるいはOE cōl（“cool”）
に絞り込むことができる（12）。
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　現行地形図を見ると、Colcombeは、教区教会所
在地Colytonの東側郊外に、南に向かって突き出た
丘陵地の西側斜面麓に位置する定住地で、単独立
地型の邸宅である。教区教会St Andrew’s Church
からは、北北東に約750メートルの至近距離にある。
谷というよりも斜面上の非常に小さな窪地で、西南
西を向き、30 ～ 50メートルの等高線計５本が極め
て緩やかに頂上方向へ湾曲している。Gelling and 
Coleが指摘する「（奥行きが）短く、幅の広い谷」
というOE cumbの特徴と一致するのみならず、A. H. 
Smithが指摘する「丘の斜面に落ち込む谷または窪
地」にもあてはまる。
　Colcombeの語源として「涼しい谷」を想定する
場合、最重要となるのは周辺の水辺ではないだろう
か。約600メートル南にはRiver Colyが西から東へ、
約1.3キロ東にはRiver Axeが北から南へ流れる。
特に後者の下流部は、前者と合流後急速に川幅を増
し、河道幅100メートル前後となって海に注ぐ。河
口からColcombeまでは約５キロである。
　海風には、都市部のヒートアイランドを緩和する
冷却効果があり、河川は風の道として重要な役割
を果たす（13）。夏の午後、内陸部の気温が上昇する
と、海風はおそらく、このRiver Axe下流を格好の
風道として北上するのではないだろうか。河道上を
遡上する間、海風はほぼそのままの状態で内陸に運
ばれ、川に向かって鋭角的に突き出た丘陵地南端
部から西側斜面に沿って移動し、冷涼な気塊のまま
Colcombeに到達するものと思われる。
　またColcombeの西には、Umborne Brookが北か
ら南に流れている。最も接近する地点では270メー
トル程度の距離しかなく、その間は草地あるいは耕
作地となっている。河道幅10メートル未満の小河川
ではあるが、Googleマップの航空写真で観察すると、
Colcombe正面付近を含む南北約1.9キロにわたっ
て、その両岸あるいは右岸（西側の川岸）を河畔林
がほぼ連続的に覆っている。
　河畔林には、河川の水温上昇を抑制する効果があ
る（14）。河畔林による日射の遮断効果は、川幅が狭く、

河道全体が木陰に入る小河川ほど大きい（15）。また
都市部においては、大気が河川を横断する際に、水
面及び河川敷の地表面を覆う植物による冷却効果を
受け、風下側のヒートアイランドを緩和する（16）。こ
れらの研究成果をColcombeの立地にあてはめると、
次のような推論が可能であろう。夏に北大西洋高気
圧がもたらす偏西風は、強い陽射しで気温が上昇す
る中、河畔林を抜け、Umborne Brookを横断し、草地・
耕作地を経てColcombeに至る。その過程では、木
陰で水温が低く保たれたUmborne Brookによる大
気下層の冷却効果、これに河畔を連続的に覆う樹木
及び草地・耕作地を覆う植物の蒸発散による冷却効
果が加わる。最終的に風下側のColcombeは、涼し
い気塊となった西風を体感できるのではないか。

2.1.2　OE cōl + OE horn
Colehorn Do: 3_262 (f.n. (a))
　Dorsetの ほ ぼ 中 部Mappowder教 区 内 のfield-
nameである。第１要素についてperhaps cōl “cool”
としながらも、他の要素の可能性もありと述べてい
る。しかし、具体的な候補には言及していない。第
２要素hornについては「角の形をした一区画の土
地（“horn-shaped piece of land”）」と解説している
が、これよりもA. H. Smithによる「特に川の湾曲部
に見られる、突き出た角の形をした一区画の土地」（17）

というの解説の方が、実態をよく反映すると思われ
る。その根拠は、初出となる1595年のaquam [voc’] 
Colhourne Water als. Colhourne bridgeに含まれる
aquam, Water, bridgeの３語である。いずれも、問
題となる一区画の土地が水辺に隣接することを物語
る。
　上の2.1.1.4でも述べた通り、夏の河川は一種の冷
源となる。河川上に生じた冷気層は外部ににじみ出
し、周囲の大気冷却に貢献する。本例はfield-name
であるために位置の特定ができず、現時点ではこれ
以上の考察推進は不可能であるが、第１要素をOE 
cōlに求めることは妥当ではないだろうか。
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2.1.3　OE cōl + OE hyll
Coalhill Do: 1_177, SY801844
　Dorset南 部 沿 岸 付 近のWinfrith Newburgh教
区にある。語源を「炭、木炭が焼かれた丘（“hill 
where charcoal was burnt”）」または「涼しい丘（“cool 
hill”）」と定義し、前者の場合の第１要素はOE col

（“charcoal”）、後者の場合はOE cōl（“cool”）と解説
している。第２要素はOE hyllで、「丘」を意味する。
　現行地形図によると、Coalhillは定住地ではなく
地形景観で、教区教会所在地Winfrith Newburgh
の西に隣接する丘である。この丘には、教区教会
St Christopher’s Church前からColehill Droveと名
付けられた道を通って、その東向き斜面を登る。峠
となる60メートル等高線付近の分岐を直進して北
に向かえば、それ以降は緩やかな下り坂となる。最
終的にColehill Droveは、45メートル等高線付近で
Wareham Road （A352）と交差する。
　教区教会前のColehill Drove入口付近には41メー
トルの表示があるので、Coalhill頂上付近との高低
差は約20メートルとなる。自動車のない時代、暑い
夏の最中に、汗をかきながらこの坂道を登った人た
ちを頂上で迎えたのは、きっと麓の村にはなかった
心地よい風であったに違いない。ましてや生業ため
に重い荷物を背負いながら、あるいは引きずりなが
ら登り切った人々の清涼感はなおさらであったこと
だろう。このように考えれば、Coalhillの第１要素を
OE cōlとする可能性が高まるのではないだろうか。
気候地名の研究には、ある気候現象を多くの人々が
どのように感じ、どのように受け止めるかという人
文科学的アプローチも不可欠と思われる。吉野はこ
れを「パーセプション」という言葉で表現し、阿寒

（あかん）、問寒別（といかんべつ）、発寒（はっさむ）
などに含まれる「寒」のようなアイヌ語由来の地名
に見られる漢字の当て字について、「和人がもった北
海道の気候に対するパーセプションの内容を反映し
ていると思われる」（18）と指摘し、その重要性を説い
ている。

2.2�　植生に関する名詞、または植生に関すると考
えられる名詞が後続するもの

　このカテゴリーでは、「涼しさ」の主因を現地の
樹林地、あるいは近接する樹林地の樹冠が日射を
遮断することによって生じる日陰、及び樹木の蒸発
散による冷却効果に求める。OE lēah, bearu, hœ−s, 
(ge)hœ− g, hangra, hyrst, ācのいずれかを第２要素と
する、あるいは第２要素とすると考えられる地名計
７件がここに属する。
　前節で議論の中心とした地形と違って、植生によ
る地表面の被覆状況は時代によってかなり異なる場
合が多い。そこで本節では、 British History Online（19）

が提供する19世紀後半刊行のFirst Edition Ordnance 
Survey 6-inch map（以下、6-inch map）を参照し、
現行地形図と比較する。

2.2.1　OE cōl + OE lēah
　以下の2.2.1.1で論じる１例の第２要素と明示さ
れ、2.2.1.2で論じる１例の第２要素と考えられるOE 
lēahについて、A. H. Smithは定義を５つに細分化
しているが（20）、概ね「森林」「森林の中の（木々
がない）空き地」「草地」と理解しておいて差し支
えないと思われる。Gelling and Coleでは、さらに
“wood-pasture”が加わるが（21）、これは木々の間の下
草（undergrowth）を家畜に食ませる場所である。
景観としては「森林」と「森林の中の（木々がない）
空き地」の中間に位置付けてよいであろう。この古
語の意味に関する最も新しい研究の一つにSarah 
Wagerの論文があるが、そこでは「暗い森林の中の、
明るく見通しの良い空間」がOE lēahの原義である
との主張が繰り返されている（22）。

2.2.1.1　Culleigh D: 1_92, SS452201
　Devon北西部のFrithelstock教区にある。語源の
定義を“cool lēah”あるいは“Cola’s lēah”としている。
これによって第１要素は、前者の場合OE cōl、後者
の場合OE personal name Colaで、第２要素はいず
れの場合もOE lēahであることが明らかである。
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　現行地形図では、115 ～ 120メートル等高線間に
Higher Culleighの単独立地型家屋敷が、そして93
メートルの表示付近にLower Culleighの単独立地型
家屋敷が示されている。現状、地形図上には近隣に
樹林地は見当たらない。しかし6-inch map（23）には、
Higher Culleigh及びLower Culleighの家屋に接す
るように、それぞれ小規模な樹林地が描かれている。
樹林地は前者では家屋の北北西、後者では西を占め
る。樹林地と家屋の位置関係から、夏の西日の遮蔽
には効果があったものと思われる。さらに各定住地
の北東約170メートルの一角には独立した別の樹林
地も見られ、それぞれ家屋近くの樹林地よりも２倍
程度広い。19世紀後半には、現在よりも豊かな緑の
景観が涼しさの提供に貢献していたのではないだろ
うか。

2.2.1.2　Cooley *Ess: 265, TL636090
　Essex南西部のRoxwell教区にある。語源の定義、
及び構成要素に関する記述はなく、17世紀の綴りと
してCoolesが示されるのみである。綴りの中の文字
列coolを理由に採録した。第１要素としてOE cōlを、
第２要素としてOE lēahを想定するものである。
　現行地形図には、Cooley Springとして樹林地が
見られるが、定住地ではないようである。この点は
6-inch map（24）においても同様である。問題の樹林
地は、現行地形図上ではほぼ縦長の長方形の形状
を呈し、西側の一辺が南北に約370メートル、北側
の一辺が東西に約90メートル、南側の一辺が東西
に30メートルの規模である。このような景観から、
Springは「幼木の植林地」（25）を意味すると考えら
れる。第２要素をOE lēahと仮定すると、かつて二
次林として管理されていた雑木林の一部に幼木を植
林したために、Cooley Springと呼ばれるようになっ
たのかも知れない。

2.2.2　OE cōl + OE bearu
Colber Do: 3_190, ST780146
　Dorset中部やや北寄りのSturminster Newton

教 区 に あ る。 冒 頭 にprobably “Cola’s wood or 
grove”という語源の定義が示され、第１要素はOE 
personal name Colaの可能性が高いことを明らかに
している。これは1086年の初出例Colesberieに、強
変化男性名詞単数属格形の語尾-esが見られること
が最大の理由である。ただし、これ以外の古形には、
例えば1281年のColebereのように、全く問題の-es
が見られないことから、「語形上は（formally）」と
の条件付きで、OE col “coal, charcoal”及びOE cōl 
“cool”の可能性を否定しない書き方となっている。
　現行地形図ではColber Farmと表記され、単
独立地型の家屋敷からなる定住地であることが明
らかであるが、現地及び近隣に樹林地は見られな
い。6-inch map（26）では、地名の表記がColber Crib 
Houseに変わるだけで、定住地及び近隣の景観に大
きな違いは認められない。

2.2.3　OE cōl + OE hœ−s or (ge)hœ− g
Coule Hayes Do: 3_263 (f.n. (b))
　Dorsetほ ぼ 中 部Mappowder教 区 内 のfield-
nameである。最初に、第２要素としてOE hœ−s 
“brushwood”あるいはOE (ge)hœ− g “enclosure”の複
数形の可能性が示されている。続いて第１要素につ
いて、上の2.1.2で論じたColehorn Do: 3_262 (f.n. (a))
を参照するよう指示があるので、perhaps cōl “cool”
としながらも他の要素の可能性も認めるという意図
である。しかし、やはり候補としての具体的な単語
の提示はない。
　第２要素の候補の1つOE hœ−sは「低木からなる
茂み」を、他方OE (ge)hœ− gは、一般的には「囲い
のある土地」を意味する。一見、後者は植生とは関
係なさそうだが、植生に関する意味をもつOE hœ−s
と併記されている関係上、この例に関しては、A. 
H. Smithの「中英語期に、しばしば『狩りのため
に柵などで囲まれた森の一部』という意味で用い
られる」という指摘（27）、あるいは建築用の木材と
なる樹木、及び主に燃料として利用される下生え

（understorey）の生育を、違法な伐採や家畜をはじ
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めとする草食動物による被害から保護するための囲
い（28）という可能性を考慮する必要がある。
　本例がfield-nameであるという前提に立つと、
Coule Hayesはこうした低木の茂みや森の全体また
は一部を含む、あるいはこれらに隣接する耕作地ま
たは草地の一区画と考えられる。位置の特定ができ
ないため、現時点ではこれ以上の考察推進は不可能
だが、第２要素をOE (ge)hœ− gとする場合は、連続
的な樹冠を構成する高層木群が耕作地や草地の間
近にまで迫り、日陰をつくることで涼しさを提供する
という景観を想定することができそうである。また
OE hœ−sとする場合も、同語が意味する対象を耕作
地や草地に接する林縁部に生育する低木群に限定
し、より奥まった林内にはある程度の高層木群が生
育するという景観を想定するならば、OE (ge)hœ− g同
様、これに涼しさの源としての役割を期待できるの
ではないだろうか（29）。

2.2.4　OE cōl + OE hangra
Colehanger *D: 1_314, SX788467
　Devonの主要都市Plymouthの東に位置するEast 
Allington教区にある。第２要素をOE hangra、エ
リザベス１世時代のColehangerを初出例として、
Devonの『要覧』第１巻50頁（30）を参照するよう指
示している。すなわち第１要素は、Cole-の綴りを
根拠に、OE personal name ColaあるいはOE cōl

（“cool”）となる。第２要素のOE hangraは「急斜面
上の森」を意味する（31）。
　 現 行 地 形 図 で は、ColehangerはColehanger 
Farmと表記され、北西から南東に走る細長い谷
の北側斜面に立地する。斜面上を南北に延びる
道に沿って大小10軒程度の建物が連なる小集落

（hamlet）である。地形的にはOE hangraの意味に
合致するが、斜面上にはこの集落に涼しさをもたら
すような樹林地は見られない。しかし6-inch map（32）

には、当時の小集落を構成する大小７軒程度の建物
が、すべて樹林地の中にあることがはっきりと描か
れている。19世紀後半には、夏の暑さを周囲の身近

な木々が和らげてくれていたようだ。

2.2.5　OE cōl + OE hyrst
Coolhurst *Sx: 226, TQ195296
　West Sussex北部の都市Horshamの南郊にあ
る。初出例として1549年の綴りColehyrstを提示し、
possibly self-explanatory（多分、説明を要するも
のではない）としている。初期の『要覧』にありが
ちな簡便な記述である。第１要素はOE cōl、第２要
素はOE hyrstとの見解を示したものであろう。A. 
H. SmithはOE hyrstの意味を「小山、雑木林」と
しているが（33）、最近ではGelling and Coleの「木々
が茂った丘」（34）が広く受け入れられており、Tom 
Williamsonもこれと同じ立場である（35）。
　現行地形図では、Horsham市街地の南東郊外に
Coolhurst Woodが見られる。50 ～ 70メートル等高
線に及ぶ南向きの緩斜面に、南北約425メートル、
東西約540メートルの樹林地が広がっている。しか
し『要覧』が提示する地名はこれではなく、6-inch 
map（36）に示された定住地としてのCoolhurstではな
いかと思われる。そこにはCoolhurst Woodの北西
隅に隣接する単独立地型の邸宅があり、敷地内には
Coolhurst Woodの一部をなすかのような数の木々
が描かれている。19世紀後半、斜面下のMill Pond
という池のほとりから見上げると、Coolhurstは、ま
さに緑豊かな丘の上の邸宅であったに違いない。第
１要素がOE cōlであることを補強する景観ではない
だろうか。

2.2.6　OE cōl + OE āc
Cool Oak *Mx: 56 (st.n.), TQ221878
　London北西部Hendonの街路名（street-name）
Cool Oak Laneで、初出例を1574年のColleck lane
としている。第２要素を樹木の名称「オーク（“oak”）」
とみなす解説となってはいるが、OE ācとして明示
はしていない。第１要素についても明確にしていな
いが、この街路名に含まれるオークの木は、別の文
献に見られる地名Cheldokfold（1321年）のokと同
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じ木ではないかと述べている。この地名の第1要素
が「寒い（“cold”）」を意味するOE cealdである点
に言及しつつ、Cool Oakの第1要素として同義的な
OE cōlを示唆する書き方である。
　現行地形図では、貯水池Brent Reservoirに架か
る橋Cool Oak Bridgeの前後に延びる街路がCool 
Oak Laneである。北からは、この橋に向かってSilk 
Streamが流れ、北東から南西に流れるRiver Brent
とBrent Reservoirで合流する。この貯水池はすで
に6-inch map（37）でも見られ、当時からほぼ現在同
様、Ｙの文字を右斜めに倒したような形をしている。
だが南西端に堰がつくられる以前は、おそらく似た
ような形状の谷で、南西・南東・北東の３方向は丘
になっていたはずである。この点はそれぞれBarn 
Hill、Dollis Hill、そして「小高い丘」（38）を意味す
るHendonという現在の地名によって裏付けられる。
初出例の1574年頃、Colleck laneはおそらく谷底を
通り、Silk Streamと交差して南西と北東の丘を結
んでいたと思われる。今ではオークの木の所在は知
る由もないが、爽やかな沢風に葉を揺らす道端の立
ち木は、夏の旅人にこの上ない清涼感を与えたこと
だろう。

2.3�　構築物に関すると考えられる名詞が後続する
もの

　このカテゴリーでは、「涼しさ」の主因を人間によ
る構築物（man-made structures）が建つ立地条件
に求めて考察を試みる。OE hūs, cot(e)のいずれか
を第２要素とすると考えられる地名計２件がここに
属する。

2.3.1　OE cōl + OE cot(e)
Collacott *D: 2_386, SS691205
　Devon北東部のKing’s Nympton教区にある。初
出例として1289年のColecote juxta Nymeton Regis
を示したあと、Devonの『要覧』第１巻50頁（39）を
参照するよう指示するのみである。すなわち第１要
素は、Cole-の綴りを根拠に、OE personal name 

ColaあるいはOE cōlとなる。第２要素については何
の言及もないが、OE cot(e)で間違いない。これは“a 
cottage, a hut, a shelter, a den”（40）を意味する小規
模な簡易家屋である。
　現行地形図ではCollacott Farmと表記され、南向
き斜面上の定住地で、155 ～ 160メートル等高線間
に単独立地型の家屋敷がある。教区教会Church of 
St Jamesからは、直線距離で北東に約1.4キロの距
離にある。ただし仮に今、公共の道路を使って教会
から現地に行こうとすると、最短ルートを選択して
も約２キロとなり、その間に登り坂と下り坂がそれ
ぞれ２度という起伏に富んだ道程となる。

2.3.2　OE cōl + OE hūs
Colehays *D: 2_469, SX791776
　Devonの 主 要 都 市Exeterの 南 西に 位 置 する
Bovey Tracey教区にある。初出例として1596年の
Colehouseの提示と、今日のColehaysの綴りは「崩
れている（corrupt）」とする解説がすべてである。
初出例の綴りCole-から、第１要素としてOE cōlの
可能性ありと判断して採録した。第２要素は、やは
り初出例の綴り-houseからOE hūs（“house”）を想
定するものである。
　現行地形図ではColehayes Parkと表記され、北
北東向き斜面上の定住地で、120 ～ 125メートル
等高線間に単独立地型の邸宅（現在は野外研修セ
ンター）がある。教区教会Church of St Peter, St 
Paul and St Thomas of Canterburyからは、直線
距離で西南西に約３キロ、仮に今、公共の道路を使っ
て教会から現地に行こうとすると、最短ルートで約
3.5キロの距離となる。その間、River Boveyを渡っ
た対岸の25メートル等高線から現地までは専ら登り
坂で、高低差は100メートル前後となる。

2.3.3　Collacott *D: 2_386とColehays *D: 2_469の
共通点、及びOE cōlとの関係
　両者は、ともに教区教会からキロ単位の遠方にあ
る。途中はかなり起伏の変化に富む行程となり、自
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動車や道路の舗装がない時代の通行、とりわけ雨中・
雨後の通行は、相当な覚悟と苦労を伴うものであっ
たと思われる。またともに標高の高い場所あり、周
囲に人が住む家はほとんどない。しかし、ほぼ教区
教会の方角を向く斜面上に立つ。
　このように険しく、また遠い道を克服して辿り着
く、寂寥感ばかりが漂う立地条件の土地は、やや自
嘲気味に「寒い（“cold”）」と比喩的に表現するのが
一般的かと思われる。しかしその程度にまでは至ら
ず、何か積極的な評価に耐え得る要素が一つでも
あると判断されれば、「涼しい（“cool”）」という表現
にとどまることはあるのかも知れない。いずれにせ
よこれらの地名とOE cōlとの関係は、2.1.3で触れた
ように、吉野がいう「パーセプション」の視点から、
OE caldと関連付けて考察する必要があるのではな
いだろうか。

2.4�　耕作地または草地に関すると考えられる名詞
が後続するもの

　このカテゴリーに属する６例はすべてfield-name
である。それ故、現時点では位置の特定ができない
上に、『要覧』にはこれらすべておいて第１、第２要
素に関する記述が見られない。採録の根拠は、Col-, 
Cole, Cole-という綴りにOE cōlの関与を想定し得る
余地があると判断したためである。

2.4.1　OE cōl + OFr clos or ME clos(e) （41）

Cole Close *Db: 3_614 (f.n.(a))
　第２要素は、中英語期にclos(e)という綴りで定
着した古フランス語closと考えられる。この名詞
は13世紀以降　field-nameによく見られ、「囲い地

（“enclosure”）」を意味する（42）。

2.4.2　OE cōl + OE croft
Colcroft *Gl: 3_40 (f.n.(b))
　第２要素と考えられるOE croftは、「囲い込まれ
た狭い農地（“a small enclosed field”）」を意味する（43）。

2.4.3　OE cōl + OE mœ−d
Cole Meadow *Db 2_382 (f.n.(a))
Colemede *Gl: 1_248 (f.n.(b)), *Gl: 3_18 (f.n.(b))
　第２要素は、いずれも「草地（“meadow”）」を意
味するOE mœ−dと考えられる。綴りが-medeの場合
は主格単数に、meadowの場合はmœ−dwe（斜格単
数）、mœ−dwa（複数主格）、mœ−dwum（複数与格）
のいずれかに由来する（44）。

2.4.4　OE cōl + OE dīc
Coledich *Gl: 2_144 (f.n.(b))
　第２要素は今日の英語ditchの初期の形であり、
特にfield-nameという点を考慮すると、「排水の 
ために掘られた溝（“̒ an excavated trench’ whose 
purpose was . . . for drainage of water”）」（45）と解
釈すべきであろう。すなわち、本例は前稿で扱った
OE cōlに水文景観が後続する地名に分類を変更す
る必要がある。

2.5�　第１要素をOE�cōlとみなすことは困難と考え
られるもの

　このカテゴリーに属する６例は、気候地名収集の
過程において、見出し語の綴りにOE cōlの痕跡を連
想させる部分、あるいは現代英語coolの文字列があ
るけれども、構成要素となる古語及び語源の定義が
明示されておらず、OE cōlが関与する可能性を完全
に排除できないために採録した。しかしその後の研
究進展の過程で、OE cōlを第1要素とみなすことは
困難ではないかとの判断に至ったものである。

2.5.1　OE personal name Cola? + OE mōr
Coolmore *Sa: 5_220
　綴りに現代英語coolの文字列があるため採録し
た。第２要素はOE mōrと考えられる。この単語は「荒
野（“moor”）」を意味する（46）。すなわち、耕作地や
牧草地のように、人間による継続的な管理下での生
産的利用がなされていない土地である。初出例とし
て示された1578年のCollesmooreに、強変化男性名
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詞単数属格形の語尾と思われる-esが見られる。従っ
て、第１要素は人名の可能性が高い。

2.5.2　OE personal name Cola? + OE tūn
Collaton *D: 1_324, Colliton *D: 2_558, Cullaton *D: 
2_426
　Collatonに つ い て は1311年 のColeton、 Colliton
については1483年のColeton、 Cullatonについては
1390年のColetoneの綴りCole-から、それぞれ第１
要素としてOE cōlの可能性ありと判断して採録し
た（47）。第２要素については、これらすべての古形
が、Collatonの初出例（1242年）で-thon’となって
いる以外はすべて-tonまたは-toneなので、「囲い地

（“enclosure”）、農場（“farmstead”）、屋敷（“estate”）、
村（“village”）」を意味するOE tūnとみなして差
し支えないと思われる（48）。EkwallはDevon所在
のColaton Raleighの語源を“Cola’s tūn”と定義し、
Domesday Book（1086年）中のColetoneを古形の
一つとして示している（49）。この指摘に従うと、ここ
に挙げた３例の第１要素も人名Colaである可能性が
高い。

2.5.3　OE col? + OE pytt
Collapit *D: 1_289, Coole pytte *YW: 3_13 (f.n.(b))
　前者については1249年の初出例Coleputte中の綴
りCole-を、後者については現代英語coolの文字列
があることを根拠に採録した。ともに第２要素は、「鉱
物（minerals）やその他の資材（materials）を得る
ために掘られた穴」（50）を意味するOE pyttとみなす
べきである。すなわち、構成要素間の意味の整合性
という観点から、第１要素は「石炭（“coal”）」、特に

「木炭（“charcoal”）」（51）を意味するOE colとみなす
のが適当と思われる。Cavillは、両者によって構成
される初期のfield-nameの綴りとしてColepit（1601）、
Coolepitt（1535）を挙げている（52）。

2.6　第２要素が不明のもの
　このカテゴリーに属する５例は、第１要素として

OE cōlが関与する可能性を完全に排除することはで
きないが、現時点では第２要素が不明のものである。
Calhom *WY: 1_334 (f.n.(a))
Coolam *WY 3_180, *WY 6_182
Coollopp *Cu: 2_409 (f.n.(b))
Coolt *Gl: 2_55 (f.n.(a))

３．まとめ

　本稿では、気候地名の一つとして「涼しい」を意
味するOE cōlに水文景観以外の景観に関する名詞
が後続する地名、及び後続すると考えられる地名32
例を扱った。最終的に、OE cōlを第１要素とするもの、
あるいは第１要素とすると判断し得るものは21例で、
うち１例は前稿で扱った水文景観に分類変更すべき
ことが明らかになった。残りの20例は、第２要素の
意味、及び指示する景観の特徴によって地形、植生、
構築物、耕作地または草地に関する名詞が後続す
る、あるいは後続すると考えられるものに分類する
ことができた。分布状況を整理すると、Dorsetに７
例、Devonに５例、Gloucestershireに４例で、これ
ら南西部３州の合計は全体の80%を占める。以下北
部Derbyshireに２例、南東部Middlesex, Sussexに
各１例となる。
　地形のカテゴリーでは、第２要素として「（奥行き
が）短く、幅の広い谷」を意味するOE cumbが生
じる地名が最も多かった。そして、それぞれの地形
条件に起因する種々の気象現象を想定し、夏に感じ
られる涼しさの原因を考察した。今回の例では西日
の直射軽減、冷気湖、海風及び河川の冷却効果の
可能性を指摘した。
　植生のカテゴリーでは、木々がつくり出す日陰及
び蒸発散が夏に感じられる涼しさをもたらす主な要
因と想定し、現行地形図と19世紀後半の地図を用い
て、地名が指示する場所とその近隣における植生被
覆状況を比較した。その結果、現在よりも19世紀後
半当時の被覆面積の方が広い例が多いことが明らか
になった。
　構築物のカテゴリーでは、地名が指示する場所の
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立地条件のほか、教区教会からの距離及び方角、そ
の間の起伏の状況や高低差を人がどのように感じ、
受け止めるかという「パーセプション」について、「寒
い」を意味するOE caldと関連付けて検討する必要
性を指摘した。
　耕作地または草地のカテゴリーに含まれる例はす
べてfield-nameで、『要覧』には語源の定義及び構
成要素に関する情報が一切なかった。しかし、かな
りの確度で第２要素となる古語を想定することがで
き、位置特定後の研究推進につなげることができた。
　一方、採録はしたものの、その後の研究推進の過
程でOE cōlを第１要素とみなすのは困難とせざるを
得ないもの、さらにいまだ第２要素となる古語が不
明で、現時点では本格的な研究対象にはできないも
のが計11例となった。
　今回の研究では、語源の検討を出発点とする英語
学以外の視点から考察を行った。その結果、OE cōl
を第１要素とし、地形または植生に関する名詞を第
２要素とする地名については、「夏は他の場所より
も相対的に涼しい」という意味での気候地名とみな
し得ることが明らかになった。地形に関する名詞が
第２要素となる場合は、たとえ同じ古語であっても、
涼しさをもたらす気候現象は必ずしも同じではない
ことに留意する必要がある。また植生に関する名詞
が第２要素の場合は、過去の植生被覆状況を把握
するため、できるだけ古い地図や文献を参照する必
要がある。

略形
Bd Bedfordshire.
Bk Buckinghamshire.
Brk Berkshire.
C Cambridgeshire.
cent. century.
Ch Cheshire.
Cu Cumberland.
D Devon.
Db Derbyshire.

Do Dorset.
Ess Essex.
f.n.(a) modern field-name.
f.n.(b) medieval and early modern field-name.
Gl Gloucestershire.
Hrt Hertfordshire.
Hu Huntingdonshire.
L Lincolnshire.
Lei Leicestershire.
Mx Middlesex.
Nf Norfolk.
Nt Nottinghamshire.
Nth Northamptonshire.
O Oxfordshire.
r.n. river-name.
Ru Rutland.
Sa Shropshire.
Sr Surrey.
St Staffordshire.
st.n. street-name.
Sx Sussex.
W Wiltshire.
Wa Warwickshire.
We Westmorland.
Wo Worcestershire.
YE East Riding of Yorkshire.
YN North Riding of Yorkshire.
YW West Riding of Yorkshire.

注
（１）　宅間（2019）参照。
（２）　前掲書104頁に示した採録・不採録の統一基準を

以下に再掲する。
　①見出し語の綴りにOE cōlの痕跡を連想させる部分、

あるいは現代英語（Modern English、以下Mod. E）
coolの文字列はあるけれども、構成要素となる古語
及び語源の定義が明示されていない地名について
は、OE cōlが構成要素であるという可能性を完全
に排除できないので採録する。
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　②見出し語の綴りにOE cōlの痕跡を連想させる部分、
あるいはMod. E coolの文字列はないが、OE cōlが
構成要素と明示された地名は採録する。

　③見出し語の綴りにOE cōlの痕跡を連想させる部
分、あるいはMod. E coolの文字列はなく、OE cōl
が構成要素であることも明示されていないが、古
形（early forms）の綴りに1つでもOE cōlの痕跡を
連想させる部分を認めることができる地名は採録す
る。

　④見出し語の綴りにOE cōlの痕跡を連想させる部分、
あるいはMod. E coolの文字列はあっても、語源的
にOE cōlが構成要素でないと明示された地名は採
録しない。

　⑤見出し語の綴りにOE cōlの痕跡を連想させる部分、
あるいはMod. E coolの文字列はあっても、人名に
由来すると明示された地名、またはその可能性が示
唆された地名は採録しない。

　⑥綴りにOE cōlの痕跡を連想させる部分、または
Mod. E coolの文字列があっても、現地の地名（local 
place-name）を起源とする人名に由来すると明示さ
れた地名は採録しない。

　⑦『要覧』の中でbuilding names、例えばhouses, inns, 
tavernsとして分類されているものについては、た
とえ綴りにOE cōlの痕跡を連想させる部分、ある
いはMod. E coolの文字列が認められても採録しな
い。

（３）　宅間（2015）、154頁参照。
（４）　Streetmap - Maps and directions for the whole of 

Britain, <http://www.streetmap.co.uk/>
（５）　例えばColber Crib HouseはColberとなる。2.2.2

節参照。
（６）　A. H. Smith、第１巻119頁、cumb参照。
（７）　Gelling and Cole、103頁（“short, broad valley, usually 

bowl- or trough-shaped with three fairly steeply rising 
sides”）参照。

（８）　谷の入口については、北東向き斜面及び南東向き
斜面の135メートル等高線が、最も東に張り出した２
点間の距離を測定した。また谷の奥行きについては、
135メートル等高線が最も山頂側に湾曲した１点と、
185メートル等高線が定住地の家屋と交差する１点の
間の距離を測定した。

（９）　西端の255メートル等高線を谷頭として設定し、
測定した長さである。西から東へほぼ直線的に走る谷

で、谷頭から約900メートル東の谷底部に175メート
ル、入口付近の谷底部に127メートルの表示がある。
単純な計算で、標高差80 ～ 128メートルの深い谷で
もある。

（10）　Cole Combeの谷の入口は、上の注（９）に記述
した谷の谷頭から東へ約600メートルの地点にある。
入口幅については、頂上に向かって北西方向に湾曲す
る195メートル等高線が、麓付近で最も広く開いた東
西の２点間を測定した。谷の奥行きについては、195
メートル等高線の先端部を起点に、等高線が密な間隔
で連続する最も頂上寄りの250メートル等高線までの
直線距離を測定した。

（11）　暖候期における冷気湖の形成条件、形成頻度、強
度等については、飯島、篠田参照。

（12）　Devonの『要覧』（Gover, Mawer and Stenton）第
１巻50 ～ 51頁には、地名の綴りがCol(e)-で始まる場
合、第1要素は人名Colaか、あるいは形容詞 cōlのい
ずれかであるとする解説がある。

（13）　片山、林、塩月、北山他参照。
（14）　長坂、杉山（杉本）参照。
（15）　前掲書、40頁参照。
（16）　武若、池田、平山、萱場、財津参照。
（17）　A. H. Smith、 第 １ 巻261頁（“a projecting horn-

shaped piece of land, especially one formed in a river-
bend”）参照。

（18）　吉野、91頁参照。
（19）　British History Online | The core printed primary 

and secondary sources for the medieval and modern 
history of the British Isles, <https://www.british-
history.ac.uk/>。

（20）　A. H. Smith、第２巻18-20頁、lēah参照。
（21）　Gelling and Cole、237頁参照。
（22）　Sarah Wager、119頁（“the original meaning of 

lēah . . . was a light, open space within darker 
woodland”）参照。

（23）　OS Map name 029/ NE, Map of Devon, 1862-1898。
（24）　Sheet 043, Map of Essex, 1872-1890。
（25）　John Field、58頁（“a plantation of young trees”）

参照。
（26）　OS Map name 013/ NE, Map of Dorset, 1888-1892。
（27）　A. H. Smith、第１巻215頁（. . . frequently found 

in ME [Middle English] . . . denoting ‘a part of a forest 
fenced off for hunting’）参照。中英語（Middle English）
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期とは、一般に1100年から1500年の間である。『要覧』
はCoule Haysの初出を1597年としている。

（28）　Anne Rowe, Anne and Tom Williamson、144頁参
照。

（29）　 本 例1604年 及 び1605年 の 綴 り は、 そ れ ぞ れ
Could’ Hayes, Coldhayesとなり、第1要素をOE cald 
“cold”とみなすことが可能である。これらは今後、「寒
暖」に関する気候地名を構成する主要な要素である
OE cōlとOE caldの関係性を検討する上で重要であ
る。

（30）　上の注（12）参照。
（31）　A. H. Smith、第１巻233頁（“a wood on a steep 

hill-side”）参照。
（32）　OS Map name 133/ SW, Map of Devon, 1862-1898。
（33）　A. H. Smith、第１巻276頁（“a hillock, a copse”）参照。
（34）　Gelling and Cole、234頁（“wooded hill”）参照。
（35）　Tom Williamson、220頁（“a hill that was covered 

in trees”）参照。
（36）　Sheet 014, Map of Sussex, 1877-1880。
（37）　Sheet 011, Map of Middlesex, 1868-1883。
（38）　A. D. Mills, Hendon（119頁）参照。第１要素は

OE hēah “high”の与格形hēan、第２要素はOE dūn “hill”

である。
（39）　上の注（12）参照。
（40）　A. H. Smith、第１巻108頁、cot参照。
（41）　OFはOld French（古フランス語）、MEはMiddle 

English（中英語）である。中英語期については、上
の注（27）参照。

（42）　A. H. Smith、第１巻100頁、clos OFr, clos(e) ME
参照。

（43）　前掲書、第１巻113頁、croft参照。
（44）　前掲書、第２巻31頁、mœ−d参照。

（45）　前掲書、第１巻131頁、dīc参照。
（46）　前掲書、第２巻42頁、mōr参照。
（47）　上の注（12）参照。
（48）　A. H. Smith、第２巻188頁、tūn参照。
（49）　Ekwall、116頁、Colaton Raleigh参照。
（50）　A. H. Smith、第２巻75頁、pytt参照。
（51）　前掲書、第１巻105頁、col参照。
（52）　Paul Cavill、81頁、Coal Pit(t) Close参照。
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