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Veryの想い出
Veritas；Ver・ai；VerIO〜英語の語源と由来一
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1 何にもならない言葉very

ことばの中にも大変重要そうなことばもあれば，そんなに重要でないような
もの，また何にもならないようなものまであるようである。
この「何にもならない」とか大変見ぐびったことばを使ってしまって大変申
し訳ないと思うが，何でも，致し方ない，言わなければならないものは言わな
ぐてはならない。ただ「ようなもの」と少しほ遠慮気味には言ったつもりでは
ある。英語にも何かそのような「ことば」があるようであるが，その中の−・つ
が very である。
ただ一寸気がねしたい心理の情況では何となく付けたぐて付けたぐて仕様の
ない言葉である。だから英語を習い始めた中学生も，片言英語を会話の中に括
しはさむ一・般の大人も「ペリ グッド」とか「ベリ ナイス」とか「サン
つけ
マッチ」とか必ず補強てこの「ペソ」，正しくは「ヴェリ」を沢
●●
●

●

● ●

キュ・− ベリ

山使っているものだ。使い過ぎほ平凡になる。
そう言えば日本語でもそういう場合ほ「大変〜」，「大変…」と気がねして持
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ち上げているようである。そしてもう気がねどころか，持ち上げどころかもう
何のことなく不感症になって「大変〜」，「大変…・」とやっているのである。
●●

●●

だからもし本当に「大変〜」と言う必要のある場合ほ語気を強めるとか繰返
しをするかで又補強することになる。そのことも又英語も同じである。
そういう言葉が ver・y なのである。
2veryの真意とまつわる意味

そのようにVerygoodとかVeryniceとかThankyouverymuchとかに付いて
まわるように，時にItissogoodofyouとかItisawfullykindo董．youとかのよ
うにsoとかawiullyとかを代わりに使ったりはするが，Veryは「大変」とか「非
常に」とか「本当に」とかの通りに形容詞や副詞の程度を強めることば即ち強
意辞（Intensifier）なのである。普通は「大変」，「非常に」の意味で，いやもう
何でもいいのである強めの記号か何かでも，ただ何となく頻用されている。た
だ本当はveryの真意は「本当に」である。英語で表わすならばtrulyに．等しい意
味である。ただ greatly とか extremely 等で表意することもできるし，
また辞書でもそうやっているのがあるが，これは丁度，本当に丁度vel・yの日本
語での−・番当り前の意味「大変」「非常に」に当るもので面白い。これは，言葉
というものは原意を10年，100年，数百年とそのまま持続することができない
ことがあろうし，極端な場合にほ低下（Deterioration）や向上（Amelioration）
という現象も起すのであるから，当然である。VeI・yも長い間使われている中に
greatlyやextremelyの意味になってきたのであり，そこに強意辞としての真骨
頂がある。
真意の方のtI・ulyの意味は根源的には今から探ることになるが，現代英語にお
いても次のようなver・yの関係諸語を感じてもらえばホホーということになる筈

だ。
Verify
（1）

verification
Verity

例えばverifyほshowthe truth ofsomethingのことだからである。
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3veryとアキノ大統領又は比政変
昔ほデマが空からビラで舞い降りるぐらいで真偽の程が判らないものであっ
たが，現代はラジオに加えてTVがあるのだからもうどうしようもない視聴覚
ずくめの情報戦が戦争を決することにもなる。「情報戦、決起派勝つ 国営放
送奪い合い」1）と比政変を新聞が報じた。
その時記事に出たTV局名がVOP（国民の声）とラジオ局名がヴェリタス
（真実）2）である。このヴェリタスというのはラテン語のVeritas3）のことである。
このラジオ局がカトリック教会系の放送であるという記事があったので正しく
領ける名前である。
4veryの起源
それではveryほ．英語の本来語ではない，上述の通りラテン語に元があるので
あるから。辞書をひくと古期フランス語から中期英語期に英語に入ってきた
（OFverai→MEverai）ことが分るだろう。この古期フランス語veraiは現代フ
ランス語ではvrai（＝true）である。音読んだMaupassantの短編4）の中にこの語
が丁度よい文脈に入っている行があるので挙げよう。
（2）Elle poussa un cride joie

−C台st vrai5）Jen，yavaispointpens仝LaParure
（She uttered a joyfulcr・y

−That

strueI

venotthoughtofitatall6）TheOmament）

注1） 86年2月25日 朝日卜縦書き。
2）実際にほ新開には「ペリタス（真実）」である。
3）次例等を・参考までに，
Alterum suspenditin patibulo，ut COniectoris ueritas probatur GENESIS XL
L22 （＝The other he hangedin the ga応芯訂lo that the truth of the
interpretor was proved）
4） Guy de Maupassant：LA PARURE，Traduite et annot合e par K Koizumi，
Daigakushorin，Tokio，1963
5）以下下線は著者による便宜上の印である。
6）以下各現代英語訳は著名がなるべく遂語訳を試みたものである。
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（3）Jules，quil7），devinttoutゑcoupunberlnetehomme，ungar90nde
coeur，un VraiDavaranche，

Mon OncleJule．s

（Jules，Who…川，at OnCe became a good person，a COurageOuS fellow，

MyUncleJules）

true Davaranche，

そのように現代フランス語でもvr・aiは動詞の補語とか名詞に付加されてtrue
の意味の形容詞として使われている。
古フランス語からvefaiをとり入れた中期英語期には初めの中ではやはり同
じようにtIueの意味の形容詞として次例のように使われた。

極）Hewasa竺竺parfitgentilknight B72，ThePrologue・Canterbury
rαJeゞ

（＝Hewasa望竺，perfectandgentleknight ）
（5）・n，Whoschalbitaketo30uthisthatisverri？Luke】和一‖
（Wycliffe）（＝Who sha11talce to you that whichis truel？）
こうしてこの借用語veI・rayは中期英語においても大元通り形容詞として使わ
始めたようである。
5veryに対応する古期英語，又は「本当に」という古期英語は何だったのか
ここまでもそうであったが，「本当に」という言葉は意味的に大きく見ても
二種頼のパターーンに典型するので，そのように整理して述べよう。

A型）局所的な場合−

当該語 ＋
当該語 ＋

（強志辞）

B塑）大局的な場合−

該語チ＋述語‡
‡…≡竿＋…

（文修飾語）

7）以下点線ほ著者による便宜的省略の印である。
8）（）記号はいずれかの選択を意味する。
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A型）強志辞として局所的に働く場合

文中のある要素，ここでは形容詞又は副詞の程度を強める語即ち強意辞
（Intensifier）としては，古期英語ではswy∂e〔swju∂∂〕という語がある。これ
はこのバク・−ソで使われているのによく遭遇する語である。次のような文例で
使われている。

（6）r hiwaeron swy∂e gode GeneS・isI−31
（＝and they were verygood。）

（7）lpOet Wifwaesswy∂e wlitig‖ Genersis刃L14
（＝rthe wife wasverybeautiful）
（8），［hig］f記genOdon swy∂e myclangefean Matthew 7Ir10
（＝・，［they］hada三三望greatjoy ）
このOEswy∂eという語は形容詞swy∂に副詞語尾−eが付いた語であり，形
容詞sw，y∂は次の例文における通る「強い」という意味で使われていたのであ
る。

（9）Hehefde pahisswy∂9）ran handoferEfr・aimesheafod，Genesis
LXVⅢ＿．4（＝He had then his stronger hand over Ephraim s head，）
又関係語で次例の通り動詞に使われたswy∂Ianがある。

㈹「8zetwzeterswy∂rodeswylceofereor8an；GenesilSⅦ山19
B型）大局的に文修飾語となっている場合

副詞であるが，文頭位置又はかなり文頭近くにあって，普通の副詞と異って
文修飾の副詞，又は接続詞ではないが，かなり連繋辞的役割をするパターンに
ある場合である。これにsoplice，witodlice，eOrnOStlice等があってよく使われて
いる。次のような例である。

㈹ Sopliceic eow secge，Matthew X−15
（＝TrulyIsaytoyou，）
9）現代英語のrighthand（右手）のことである。当時ほ「より強い手」と言っている
のである。ちなみに「左手」のことを「より弱い手」wynstranhandといっていた。
本用例文の直後に続いて出ているので，合せて一挙に挙げておく。

He hefde pa his swypran hand ofer Efraimes heafod・，r hySwinstran
ofer Mannases heafod，Genesis XLVⅢ＿14
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a2）Seo eor∂e so∂1ice wzesidelr zemti，GenesisI＿2
（＝The earth soothly was void and empty，）
このOEのso♪1ice等はそれらが対応する俗ラテン（VulgateLatin）版聖書で
の語はuero，igitur，autem等ででている。uerOはver・0のことであるから「本当
に」という副詞であり∴形容詞verusや名詞ver・umど同系語である。VerOを含む
文例は次の如きものである。
G3）Dixit uero Deus：GenesisI9（＝God truly said：）
Q4）Adam竺竺COgnOuituxoremsuamHeuam：Genesis Ⅳ−1
（＝Adam trulyknew hiswife Eve：）
従って，こうしてとうとう突き当ったものがラテン語のveroであり，これ
が，英語ver・yの直接の本ではないが，大元であることになる。

6 中期英語以降において
A塑）局所的副詞としての方

形容詞や副詞の程度を強める強意辞の方ほ，古期英語のswy∂eがswitheの形
で中期英語に一応受継がれはするが，その中期英語ではful等の語はよく使われ
ているものの，Ver・一y系の語は仲々現われない，勿論前掲の通り形容詞としては

使われているのであるが。OEβによるとこのパターンでのVeryの初出は15C
（1470）となっている。私が見出したのは，今のところ16C（Tyndale訳聖書，
1526）で，次の例である。

㈹ Whenhisotherfe1lowssawewhatwasdone・theywere三三望SOrry
Aオαf亡んgひⅩⅤⅢ31

そうして後は遂に近代英語以降veryほ頻用されてきたのである。
B型）大局的副詞としての万

古期英語期に頻出するso∂liceは中期英語でも受継がれso∂1iche，SOthli，
soothli等の形で使われているが，一方veraili，Verreiliche，Vereley，Verrelyという
新顔が出てくる。この後老は綴りが色々昇るだけで同じ語であり∴結局の所既
述の古フランス語からの借用語veraiに英語本来語の副詞語尾−1iche，−1i（こ
れは現代英語の−1yのことであり，又結局は古英語の−1iceのことであるが）が

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
菅 沼

惇

121

付いた混血語（Blending）なのである。以後初期近代英語でTyndale訳とか欽定
訳とかにverilyとかで残るが，現代英語では殆んど使われていないだろう。
これらA型・B型両方ともそれぞれ古期・中期・近代英語の各用例の対応が
判然とするように各並列で用例を挙げておく。
A型）

（摘10）

古期英語版−r hiwaeron swyaegodeG nesi I−31 中期 近代英語版−andbehold，itwas竺 gO d′ ′
英語版−and tho weren fulgoode

／／／／

B型）

㈹

古期英語版−Sopliceic eow secge，L，uke XⅡ−3T 中期英語版−TreuliIseieto30u， ′／ I／
近代英語版11）−VerelyIsayevntoyou，l′

′′

俗ラテン版rAdam竺竺COgnOuituxor emSuamHeuam‥
Ge乃gSまs Ⅳ＿1

古期英語版−So∂1ice Adam gestrynde Cain be Euan his gem紀CCan，
／／
q◎12）

／／

中期英語版−ForsotheAdamkneweEuehiswi5f，Whichconseyuede，l・
／／

／／

近代英語版，AndAdamknew Euehiswife，andsheeconceiued，and
J／

J／

10）菅沼 惇編（1989）G丘：〃gぶJ5／〃4Vg尺5JO〃ぶpplO〜11参照。なお，同書同
頁でほVulgate Latin版での同語の対応語がualde（＝Valde）であることもー瞥同時
に判るようになっているのでそれも関心のある方は参照されたい。又このvaldeとい
う語も面白いことばで，関係語にvalere（＝be strong，be able）やvalidus（＝
strong，pOWerful）等があり，又それらはそれぞれvalueとかvalidといって英語に入っ
てきている大切なことばなのである。（探究する（＝Sapio）ことは楽しいことであ
る，だから人間のことをHomosapiensと言うのだろう。）更に又ラテン語でもこのA
塑のvaldeとB型のVerOとが対照されてくる。
11）Tyndale版
12）菅沼 惇編，前掲書pp28〜29，
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7 まとめと鳥轍

以上色々とver．yにまつわることどもを私があちこちで突き当ったことどもで
探ってみたが，まとめておこう。

「非常に」とか「大変」「本当に」という局所的強意辞ほ古期英語では
SWy∂eという語があったが，これは中期英語でswitheとして受継がれたが，d
万古期フランス語からvrai乃至はverreiが借用され，形容詞又は副詞として使
われた（この形容詞のVraiに対応する古期英語はtreowe（＝true）である。
swy∂eの形容詞形のswy∂はstrongの意味である。）が副詞の方ほ仲々使用頻度
がなく，英語本来語のfulがよく使われ，近代英語期になるとveryが副詞によく
使われて現代英語に至ったようである。
又このVerai系の語なるものは，それに英語本釆語の語尾−1i又は−1yを付け
てveraili，Verr・elyという語として文修飾語として大局的に使われた。それが中
期英語期のことである。そのパタ1−ソで使われる古期英語のことばはso∂1ice等

であった。この語は俗ラテン語版の型番でほuer・0（＝VerO）等と対応する語の
qつである。古期英語so∂liceは中期英語に受継がれsothlice，SOthli等として使
われ，現代英語にまでsoothly（古形）として残る。

鳥撤図
㈹ 局所型強意辞

鋤 文修飾語型

OE swy∂e

OE so∂1ice

l

l

ME swithe 外来OF verai
J

ful verray，Verri
J

ModE ful

very
l

PE full

I

J

very

ME sothliche

veraili，Verr・eiliche

J

soothli
ModE soothly

verely
verily

上
PE soothly（古形）

verily（古形）

1

土

こうして英語veryほ直接的には古期フランス語veraiから入った語である
が，間接的には更に又遠くラテン語veroにその源を発していたことになる。
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