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So，As，AIsoは三姉妹
一英語の語源と由来一

菅 沼
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5．So，AsAIsoほ三姉妹
お わ り に
はじめに

英語の語源。何という徹臭そうな言葉でほないか。私もその構いのものほ余
り興味を惹かれない。いやそれどころでぽない，むしろもっと贋極的に知の門
戸を閉ざしてしまおうとするようである。何故なのか？語源と言えば「文化
史」偏向と言葉の端切れだからである。それも又それなりによい。ただ私が興
味を惹かれようとするのはどうも純「語史」傾倒の語源の方なのだろう。
1Asは割れるか？
英語に非常に小ぎな語がある。色々あるが，その−つに as という語があ
おも

る。この非常に小さな語が二つに割れないだろうか？と空想った暑がいるだろ
うか？まさかそんなことはあるまい。そんなに小さな小ざな語なのである。と
ころが実は，これが二つに割れるのである。もっと正確にほ，昔は二つの語に
分れたものとして使われていたのであると言わなぐてほならないが。
大自然の中にも色々と珍種や化石があるが，「ことば」の森の中にも色々な
珍種とか化石がある。博物学暑が脚に巻脚絆を巻き腰に弁当を下げて山野に入
り色々な標本を蒐集するのと同じような仕事を私も本の森の中でやっている。
as は二つの語の化石である。

惇
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2Soについて
イギリスの昔，Anglo−Saxon人の時代に彼等はMod Eの so のことを
swa と言っていた。例えば次の例等に見られる通りである。

（2．1）Hitwaes 8aSWal）gedonGenesis弓）＿9
（＝Itwasthensodone）3）
（22）rhe dyde swaGenesis XLIV＿2
（＝And he did so）

（23）Gy董se weg swalang be，DeutronomγXIV＿24
（＝If the way be solong，）

（24）swa hwit swasnawNumbers XII＿10
（＝SO White as snow）

これらの例で使われているOEswaは次のようにパタ¶・ン化することができ
る。
swa＋Ⅴ

（21）

Ⅴ＋swa

（22）

パターンA：

（23）（2．4）
パターンB：swa＋

そこで，このパタ・−ンAとBとからこれらのSWaは副詞としての文法範疇
で使われていたことになる。このOEswaはME期を・SWa乃至soという形
態で通り，そして遂にMod Eのsoとなる。ドイツ語でも，（2．1）はMod Gerで，

Undesgeschahso4）
と言われる通りに，SO〔zo：〕である。
3 As と AIso

OEswaは上述のように副詞として使われる外に接続詞としても使われた。
次のような例等である。
（3．1）He dyde swa h．ym beboden waesGeneSis XLIV＿6
（＝He did as he was bidden）
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2）「Iosue 董2er8 beloran eow，SWa God spr記CDeulrmomy

XXXI＿3
（＝andJoshua goes beforeyou，aS God spoke．）
swaのこの使われ方をバク、−・ン化すると次のようになる。
パターンC：S＋Vl 1‥ SWa S＋Ⅴ ‥

ただこれは時としてswaがswaswaと連続して使われることもある。次の
例等の通りである。
（3小3）AbIam ∂a ferdeofAran，SWaSWaGod him bead，GenesisXⅡp4
（＝Abram then went out of Haran，aS God had bidden him，）
OE swaのこのパター−ンCでの使われ力はMod E so の使われ方にはない。
Mod Eでほこの使われ力は as のものである。
先述の副詞のOE swaがModEでsoであることは，そうであることの事
実が見出されたら，その後ほ swa が so へ変化したのであろうことは形
態論的にも推測がつき易い。ところが as という語はOE期にほ存在しな
かった語なのであるから， as というのは一・体何だろうかということになる。

OEでは更に又このパタ1−ンCでswaの前にeal（＝all）という語を置くこと
がある。強意のためであったであろう。私ほそういうことを「英語の補強表
現」と呼ぶが，これもその一つである。次のような例等である。

（34）Iacobes suna didon ealswa he him bebeadGeneSiS L〜12
（＝．Jacob s sons did just as he bid him）

（35）rhine man heng，ealswa he unc aer saede，Genesi5ⅩLIp】3
（＝and men hung him，just as he said to us before）
このようにして使われていたealswaが長い長い年月のうちにこの二語の間
の僅かな空間（Juncture）を嘩めて行き，それぞれの語も段々と摩耗して行き，
玉石となってしまい，ME期にalso乃至はals となり更にasとなり果ててし
まったようである。そしてMod Eではそのasをそのまゝ受け継いで今日に
至っているのである。後はもうこれ以上すり減ることもあるまい。
結局asは2ヶの発音的突出部が依り合っでできた化石だったことになる。
ではもう一・力のalsoのことであるが，これは今上でasの由来を見てきたそ
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の過程において派生されていた通りである。即ち形態論的にはOE eal
swa→ealswa→ME ealswa→alsoという変化の過程を経てalsoが派生されてき
た。この変化は理解され易い。
ただ，次にalsoの統語的バク・一ンについてであるが，これはそのように単純
でほない。ModEでは副詞としてのみ使われていて単純であるが，古くほ色々
な統語パターンで使われていた。次の諸例等のようなものである。

（3 7）5）Dacwzep seH記1end，Ga，anddoealトswaLukeX＿37
（＝Then quoth the Saviour・，Go，and do quite so）

（3 8）6）f）acwaep heeal−SWatOd■amodrumMatthewXXl＿30
（＝Then quoth he quite so to the other）

（39）ic wylle ∂ysum ytemestum syllan，ealswa mycelswad e
〟α￡fゐe仙ⅩⅩ＿14

（＝Iwillgive this utmost man，quite as much as to thee）

（310）gewurあd e，ealswaすu wylleMatthew XV＿28
（＝beit don to thee，aS thou woltWyclilfite Version）
これらの用例からealswa頼の統語のパターン化をすると次のようになる。
パタ、−・ンA：S＋Ⅴ＋ealswa…（3，7）（3．，8）
パター・ンB こ：ealswa＋
パターンC

i三≡こ）＋（swa）

（39）

：S＋Ⅴ…ealswa S＋Ⅴ（3hlO）

これは先述のバク、−ンA，B，CのSWaがそれぞれealをつけて補強された
ことになる。
この（3，7）（38）のealswaほMod Eのalsoとほ異なる統語構造にあ
る。厳密な検証の為に注5）6）に文脈を備えておいた通りだが，Mod Eでも

＊Go，anddoalsoは非文である，Go，anddosoが文法的文である。所謂「文
を受ける代名詞的so」がこれであるが，この（3．7）（3．8）のealswaは正
しくこのsoの役割をなすものである。

パターンBでのealswaほ，こんなパタTンのswaにまでealがつくとほ！？
と少し異様に響く程かもしれない。なおこの種のものにほ少し時代が下って
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ME期のものに次の例もある程である。

（311）FoT this・ye knowen aトso welasI，CanteYbury Tales，Thc
Pγ0わg㍑g，J730

パタ、−ンA，B，Cの三種ともMod Eのalsoでは使われない。それならば
ModEの統語論上？alsoほ何処から来たのであろうか？これは未だ厳密な実験
と考察をしていないが，一応ほこのパターンAとCからであろうと思っている。
又こiに挙げた例では形態的特徴がealswa，eall−SWa，ealswa，alsoというよ
うに単一語への合一化への成り行きがよく見えて−いる。
そして結局，aSとalsoとは，源流は同じものでありながら段々と幾分異る
別々の語へ形成するという現象が時に語史上起るが∬二重語（Doublets）−
その一例だったのである。
OE

ME
also D＞

Mod E
also

ealswaD＞ealswa＞＜
als，aS D

as

4ドイツ語との関係
上でOEealswaがMEalso，alsを経てasとなって行ったと言ったが，こゝで一
方ドイツ語甲ことが思い出されてくる。このalsoもalsも幾分か英語との間に
ニュアンスはあるものの正にドイツ語で使われている語（〔alzo：〕と〔als〕）で

もあるからである。次の例のようなものである。先ずalsの例からである。

（4 1）und schuf siealsMann und WeiblDasersteBuchMoS・eI＿27
（＝and shaped them as Man and Woman）
（42）Und sie h6rten Gott den Herrn，

7），als der Tagkuhl

geworden warDas erlSteBuchMoSeⅢ−8
（＝And theyheard God theLord，…，aStheda．ywasbecomecool）
このパタpン（42）のalsほBibelにも頻用されている。
次にalsoの例である。
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（4．．3）Ist s nicht also？Das erste BuchMoISeⅣ＿7
（＝Isit not quite sol？）

（44）ichdenke，also binich木村・相良・独和辞典
（＝Ithink，and soIam）
ドイツ語でもso自身がso，又ほUndsoとして英語でと同じように使われ
ることは先に触れたが，このalsoはも少し強惹か又は同意味程度に使われてい
るようである。こうしてくるとドイツ語でもallとsoとが段々とくっついて行
き，alsoとalsとに分れて行ったのだろうかと思われてくる。ただドイツ語は
asとまでは行かなかったのである。面白いものである。

5So，As，AIsoは三姉妹
上の方でSoから始まってAIsoを通りAsまでこのある英語の史的移り変
りを色々な私が摘んだ標本をちりばめながら一つの話とした。結局はOE

swaに始り ME swa→SO となったり，又OE swaにealが付き eal
swa→ealswaとなり ME ealswa→alsoとなり又Mod E alsoとなったり，又
ME alsoからalsとなってasとなりMod E asとなったわけである。
ME

OE

Mod E

.swa

SWa

／一一一ノ

SO

＼、ealswa
ealswa

also→also
…王…ごと ealsw

aS〉aS
ModEではそれと知らずに隣同志に並んでいたりすることもあるが，長い長
い間での変化でそ知らぬ仲になっているかもしれないが，時を見て里見八犬伝
よろしく名乗を挙げてもよい三姉妹だったのである。
おぁりに
語源の話し−ことばの史的科学一にも色々あるが，今回は一寸異風味の
文法的語源の一つのことをまとめてみた。
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注
1）下線ほ著者による便宜上の印である。
2）以下全てOE訳聖書からの引用ほrんe O∠d左門gJまsゐVβγ・5107Z O′rゐe〟eや亡α￡eれC／lに
よる。
3）現代英語訳は特に断らない限り全てこ著名による。
4）ドイツ語訳聖書からの引用は全てDIE B［BEL，DEUTSCHE BIBELSTIFTUNG，
STUTTGART，1964による。
5）この文の直前に次の文がある。Dacwaep he，Se毎himmi1dheortnesse on dyde
（＝Then quoth he，The man that did a kindness to him）
6）この文の前に次の文がある。Dacwa叩he，Ic nelle；eOdedehsy舵hntoぬm
Win−gerde（＝Then quoth he，Ⅰwi1lnot；

though went thence to the

vineyard）点線は原典のまゝである。
7）点線ほ著者による便宜上の省略の印である。
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