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Notは一体何なのか？
nowiht，nOht，nOt

英語の語源と由来

菅 沼
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1現代英語の否定文

現代英語で「否定」を表現する場合，否定表現といっても諸種あるが，普通
の場合次の用例の通りに not，という否定語を使ったものである。

（1）1〉 a，Ido出know
b．Tomis旦9iwrong

c．He did not seeit
そしてそれらを一応まとめておくと次のパターンになる。
be
（2）S十

do

十not＋Ⅹ2）

Modal Aux
また，その外の否定語には次のものがある。

（3）3）aThereis旦9manin the house
b。None of them are my friends
c．Inever sawit

注1），3）これらの用例文は著名がそれとなく思いついたもので，しかもなるべくより

単純なものにしたものである。
2）ⅩはⅤをも含みうるvariablesのことである。

惇
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そして又まだその外にも否定を含蓄するような語・辞もあるが，それらはこ
こでは関与しない。
2．古期英語の否定文
A）普通の否定文

アングロサクソン時代には否定文というものはどのように作られていたのか
というと，普通のやり方では述語動詞の前に ne という否定語を置いて作っ
ていた。次の用例の通りである。
匝）a．swaheo8旦geCyrde ongean to him GenesisⅦ＿＿12
（＝SOShe did not return again to him。）4）

b。r he eow旦巨gehyr∂，E2：OdusⅦ−4
（＝and he does not hearyou，）
c。l∂u noldest hine forlaetan；E2：Odu・SⅣ−23
（＝and thou would notlet him go；）
それらを一応まとめてバク・−ン化すると次のようになる。
（5）S＋ne＋Ⅴ＋Ⅹ

そのように当初英語ほ否定文を作る場合助動詞 do の助けを要しなかっ
たのである。
そしてまた，先の（1）や（2）の否定語 not とこの紐）や（5）の否定語 ne の差，
果して一体この not なるものほ何なのであろうか？

B）多重否定文一文ほ補強表現
上のように， ne が述語動詞の前に置かれる否定文が普通の否定文であっ
たのが，それだけでなく，この ne＋Ⅴ にかでて加えでなおまだ別の否定語
を付け加えることがあった。人間の言語現象というもの，一つの語だけでいつ
もずっとやっておくとマンネリ化してしまって元の効果が薄れてしまい，また
もう一つ別の語を付けたい気持ちが働くようなことになってしまうものである。
しかもこの ne という否定語は極めて小さな語であった。それでであったか

注4）以下Mod E訳はなるべくの逐語訳を著者が試みたものである。
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もしれないが，別の否定語を更に付け加えることが行われたのである。−・種の
やほりこれは私の所謂「補強表現」である。−般に文法項目で「二重否定」
（DoubleNegation）5）と呼ばれているものの−・種である。それらの語にはna（＝

no），nan（＝nOne），neenne（＝nOne），naefre（＝neVer），nOht（＝nOt，
nought），nOWiht（＝nOt，nOught），nOnping（＝nOthing）等がある。それら
を含む用例文は次のようなものである。
（6）a．至虫bi∂hit旦旦SWaGenersiS・Ⅳ−15
（＝It shal1not be so．）
b．∂aer旦2eS旦塁旦W記terE2：Odus郡、l
（＝there was not no water）

c、God soalice旦∈Sende nm renofereor∂an：Genesi5Ⅰ一5
（＝God trulydid not send norain over the earth：）

d．for∂an hinaefre aer swilce重畳gemundonA−SChronMC皿
（＝forthat that theydidn t never remembersuch before）
e．．♪aondswarodehe paet he旦9hiswylca craefta旦巨Cu∂eBede s
EccIHisto7Ty′LIBERⅢ，ⅩⅩⅢ，B．．40
（＝Then answered he that he did not know nought of such

crafts）
f小型旦COnic些出singan；Bede sEcclHistor・y，LIBERⅢ，ⅩⅩⅤ，D…30
（＝Icannot sing nothing；）

注5）現代英語では所謂「二重否定」は否定と否定とが相殺して肯定になる次例のよう
なことの謂である。Idid r）Ot See nObod．yin the house（＝Idid see somebody

in the bouse）
そして古くは，否定と否定とが相殺するのでなく，かえって否定へと加速（補
強）するだけだったのである。又否定語が，三語以上も重なることもあった，「多
重否定」（Multiple Negation）とも言われる所以である。次例のようなものであ
る。

l，旦皇ge王堕旦♪1ng旦巨geWanian；E2：Odus V▼8
（＝，nOrShould you not diminish nothing；）

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
176

菅 沼

惇

これら（6）の用例文中でa，b，C，dに使われているna，nan，naenne，
naefreは始めに挙げた（3）a，b，Cにおける通りに現代英語に残っているもの
であるが，現代英語では当然のことながらそれら各−語で否定文を作っている
のである。
そして（6）の残りのe，fでは ne と noht が共存して使われている。そ
れをまとめてパタ・−ソ化しておくと次のようになる。

（7）S＋ne＋Ⅴ＋Ⅹ＋noht
そしてこの（7）のパタ・一ンでも，段々と暗が経つにつれて ne という否定語

の方が脱落して行き noht という否定語の方だけが残るようになって行った
のである。例えば次のような例である。
（8）l♪0♪Weethere fuhten hi由虹A−SChronM．C XL
（＝and yet they fought noht）
それらをまとめてバク・−ン化すると次のようになる。

（9）S＋Ⅴ＋Ⅹ＋noht
3notは一体何なのか？
以上のように作られていた否定文，それが英語の当初のものであったし，ま
たそれらの中で使われていた幾つかの否定語の中の noht こそが現代英語で
の普通の否定文を作る場合に使われている否定語 not の元なのである。こ
の noht という語が段々暗が経つにつれてhが脱落して not となり，現
代英語に not として残っているのである。

またむしろ語形的にはこの noht という語はこのhがghと綴られ，0が
Ouと綴られて結局 nought という姿で古語として現代英語にも残っている。
この noht という語は場合によっては nowiht とも綴られた。次の用例
のようなものである。
㈹lhe nowiht fromadein hislare，Bede

s EccIHistory，LIBERⅢ，

Ⅲ，Bh46。 （＝and he profited nothinginhis teaching，）
又同じような否定の内容を表わすには次の用例のようにnan∂ing乃至は
nanpingを使用することによっても行われていた。
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（lt）ne wyrcege旦邑旦塾退On∂am dagum，E2：Odus XR−16
（＝Don t you do noworkin those days）
この仰の中のnan∂ingは現代英語のnothingのことである。では㈹の中の−＼見
奇妙なnowihtという語はどういう語であろうか？

この一＼見異様な語nowihtが時にne・・lOWihtというように否定辞neとowihtと
いう二語に分離して生起することがある。次の用例のようなものである。
u2）a．旦宣meahton heo旦望呈出elles ondswarian，Bede sEccl．History，
LIBERⅢ，剖，B．61
（＝they could not answer anything else，）

b、NaefIe Ofer ♪isic旦竺呈出ma spreco o∂∂e demo，Bede s Eccl
〝よ．sねrツ，LIBERⅢ／Ⅶ，ゼて6

（＝Never over thisIwillspeak oriudge anything more，）
それでここまでの処でnowihtというのほ．ne＋0wiht又ほne……OWihtのこと
で，意味はno＋anything又ほnot……ntanythingのことで，nOWiht＝nOthing，
noughtのことだということになる。

それでは今度は又この奇妙な語owihtとは−体何なのかということである。
今すくヾ上でのnowihtの実用例と分析で結局owiht＝anythingだと述べた。この
owihtは又awihtとも綴られるが，awihtは略音化されてauhtやahtとも善かれ
る。そしてそれがgh綴りとなりaughtとなったものが現代英語に古語として
残っている。この第3節の初めの処で現代英語のnoughtのことに触れたが，
noughtは又naughtとも書くし結局そのnaughtから否定接頭辞no−を差引いたら
aughtが残り，nOught＝nOthing，aught＝anythingとなるのであるから，これは
したりと心ある人はひょっとしたら思っている管である−それが言語愛

荘6）このa一については，何故このa−がそうなのかについて著者自らが語源科学をして
いないので，OED Aughtの項での次の説明を付記し，著者自身の今後の為にも目

印になるようにここ注の処に残しておく。
f OE丘，6，eVer＋wiht cveature，being，wight，Whit，thing；lit e er a
whit ， anything whatever ；

そしてOEDはOFris，OS，OHG，MHG，Duとcognateだとしている。
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（philology）的感覚である。
さあこうなるとawiht→；岩Pt→aughtとなってModEに残ったaughtはそこで

止ってしまう。即ちもう更に今度はぎてaughtは何と何に分析できるとかはで
きないのである。
ところがawihtの方はまだ探究ができるのである。aWihtのa−6〉のないWihtと
いう語が稀に現われることがある。そしてwihtはwightとなってMod Eにも古
語として残っている語である。Mod Eに残っている語であれば先ず心強い。
（更にその語の生起現象に口語，文語に不拘経験があればこの上ない。ただこ
の語は仲々そういうことはないであろう。）

古期英語での用例は次のようなものである。

（13）盟主辿unhaelo，grimond graedig，gearOSOnaWaeS，Beowulf120〜12l
（＝The creature of bad health，grim and greedy，WaSSOOn ready）
このWihtはその描写の様に恐しい怪物Grendelのことであり，そのように
Wihtという語は先ずcreature，thingのことを意味する名詞として使われた。
そしてそれが段々と否定文でよく使われ物事（＝thing）を意味する名詞・代
名詞の如く使われ，遂にはそれに副詞的性質が出るようになったのである。次
のような用例である。

u4）aい ♪eerhim naenigwaeter空也垣nescepede，Beowulf1514
（＝Where no water did notinjure him

（芸㌢悪ng
）

b．naes him望塾建∂e sel．Beowulf2687
（＝（it）was none the better for him at all）
ここで生起しているwihtは′・・鴻と与格乃至ほ助格で屈折を示している。これ

はこの名詞・代名詞が「傾斜」しているという文中での機能を示している現象
である。即ち副詞的意味になっているということである。古英語では屈折が
あったので，それで諸関係■を表現したが，次第に前置詞が発達して諸関係を前

置詞＋名詞・代名詞でやることになって行った。それで，このwiht皇もそのよ
うに表わせばinanything位かと思うが慣行ではata11とやっている。勿論副詞的
に使われるanythingだけでやってもよい。

そういうことでwihtの話を終る。結局notのもとはnohtであり，nOhtのもと
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はnowihtであり，nOWihtのもとほ．ne＋awihtであり，awihtのもとはa十wihtで
あり，Wihtはcr・eatureとかthingであったことになる。そして結局notの源は
nothing的なものであったことになる。

4中期英語以降において
古期英語での否定文の変遷で（9）S＋Ⅴ＋nohtとなって釆ていたものが，やぼ
り中期英語期でも受継がれ，時折nohtの綴りがnoughtにもなったりしたが，
notとなって近代英語や現代英語に落着いた。一応次に中期英語での否定文を
パタ・−ソ化しておく。

㈹ S＋Ⅴ＋not＋Ⅹ
近代英語においても次例の通りにShakespeare等に時折そのパターンでの例
が見られたりするが，今度は段々と述語動詞の前にdo＋notを置く㈹のバク・−
ンヘと移って現代に至っている。
86）a．Iknow not seems，HamletIii76
bIheardit not：HamletIiv 5

c

gO nOt tO WittenbergHamlet fiil19

㈹ S十do＋not＋Ⅴ＋Ⅹ
そしてこの助動詞 do 7）の初出はMustanaja（1960）によると15cとなって
いるが，近代英語期の所産である。

5まとめと鳥轍
古期英語の否定文は先ずne＋Ⅴで始った。そして否定を強調するために付け
加えられることがあった幾つかの別の否定語の中nowihtという語が，ne＋Ⅴと
同居して行くうちに，次にはneが，余り小さな語であったためか，消失してし
まい，nOWihtという否定語だけが残って否定文を作るようになり，その
nowihtも段々と略音化されてnohtとなり−−0とaとは可変であったが−−

注7）この種の助動詞doの発達についてのエッセーは又稿を改めたい。そのための目印
としてここに注記で留めておく。
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遂にほ中期英語以降でnotとなって現代に．至っているのである。下に鳥取図を
示してみよう。
S＋ne＋Ⅴ＋Ⅹ
J

OE期

S＋ne＋Ⅴ＋Ⅹ＋nowiht（又noht）
J

S＋Ⅴ＋Ⅹ＋nowiht（又noht）
J

ME期

S＋Ⅴ＋Ⅹ＋noht

，

I‖t

S＋Ⅴ（＋Ⅹ）＋not
Mod E期

J

S＋do＋not＋Ⅴ＋Ⅹ
J

Pres Day E期 S＋do＋not＋Ⅴ＋Ⅹ
そして又この現代英語で使われているdo＋not＋Ⅴのパター・ンも

，don t＋Ⅴ

とかになったりして弱小化されてしまい，元々のnowihtの強さはない。そこで
強調しようとat allとかwhateverを付け加えたりするのである。又同じような
ことを繰返しているのであろう。ことばというものは面白いもので何を使って
も慣れていくうちに原意は薄れて行き又新しい別のことばを使おうとするので
ある。
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