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今日英米人は次例のように〜1y語尾の語をというか、又ある語に〜1yを付け
てというか、色々な「様態」を表すのにそういう語を使っている。
（1）1）alSpeak moreslowly2）

bSuddenly helooked back

c That is fully safe
そして構造言語学的には形態的品詞の上での「副詞」の特徴となっているの
がこの〜1yである。又−・般の人々でも英語の直感的能力として〜1yという形態
のものは副詞だなと体得しているところである。
この（1）のように形容詞や副詞や動詞に副えて修飾したり、又大きく文全体を
修飾したりするのが副詞としての〜1yの使われ方のパターンであるが、〜1yと
いう語形だけからすると次例等のようにまだ他の性質のものがある。

（2）3）a77LeAsahiis one of the daily newspapersinJapan

bWhen he met her，he felt a truly womanly woman
注1），3）これらの用例文は著者が偶然心に浮かんだものからのものである。
2）以下下線は著者による便宜上の印である。
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即ち〜1yという形態に・眼や甘で触れる度毎に「ははぁ、〜1yは副詞だな。」
という心象を築き上げていた物心つく頃の高校生に、今度は学年を上るにつれ
て突然に突き当る又新しい経験、「〜1yは副詞だったのに、形容詞の〜1yがあ
るんだ！」という驚きの新しい経験が訪れる、それがこれなのだ。
するとこれで現代英語では二億類の品詞性を持っ〜1y形語があるということ
になる。
2 古期英語で

英語のいちばん古い時期では「副詞」はぎんな形態をとっていたのだろうか？

形容詞に′、一e語尾を付けたり、〜1ice語尾を付けると副詞ができるのであった。
先ず〜eの方が次例等である。

（3）a… 4）pcet wif wges swyae wlitig5）GenesisX臣14
（＝…・the woman was very beautiful）
bGod cw戌∂ eac swylce6）：Genesisト20
（＝God quoth also：）

c・‥‥・eallse eard・・Wa2S myrgeT）mid wa2tere gemenged，GenesisXBlO
（＝… alltheland…WaS merrilymiⅩed with waters，）

このswy8eという語は〜e語尾のないswY8の場合はstrongの意味の形容詞
であり、又swilceも〜eのない場合はsuchの意味の−そして又 such として

Mod Eに残っている一形容詞であった。ただこのmyrgeは〜eがない場合は
と言えない型のもので、〜eがあるままで形容詞でもあった8）。この語は現代
英語で言えばmerry，merrilyとして残っているが、古期英語の面影を残すの
は名詞形のmirth（OE myrga，myrh8）9）の方であろうか。
4）以下点線は著者による便宜的省略の印である。

5）拙論（1991）「Veryの想い出−Veritas；Verai；VerO一英語の語源と由来−」
『血・般教育研究』第39号（香川大学）ppl19，121等参照。

6）拙編（1989）G屈∧唱別S爪r41堵月5JO〃S−OE，ME等への入門として一
大阪教育図書、pp6，48，86参照。
7）偶々Bosworth＆Toller編（1972）A−SDictLOnarγのmirge（Adj）の項を見てみ
たら奇しくも同文例（短縮したもの）を記載しており（or Adv）のカソコ書きがつ
いている。参考までにここに注記しておく。
8）古期英語には〜e語尾の語で形容詞、副詞同形という型がある。
9）拙編opcまとp26（G丘 ．Ⅳ丘S侶Ⅲ−24），p82r∴参照。
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ここで一応それらの形容詞での用例を次に示しておく。

（4）aHehefdepahisswy8ranhandoferEfraimesheafodlO，GenesisLXⅧ−14
（＝He had then his stronger hand ofer Ephraim s head，）

bHwar magOn We findan swilcne man，Pe…？Genesis XLI−38
（＝Where may we find such a man，that…？）
そして次が〜1ice型の場合であった。次のような例である。
（5）aSeo eor8e so81ice wgesidella2mti，GenestsI−2

（＝The earth soothly wasidle and empty，）
bf）u dest unrihtlice wi∂ me：Genesis XVI−5

（＝Thou doest unrighteously with me：）

C Da2ghwamlice hunger weox，GeTもeSis XLI−56
（＝Daily hunger waxed，）
これらはそれぞれ各形容詞に′・、／1iceを付けて副詞化したものである。そして
このso∂1iceという語Gま何度もよく生起する語で、その為か、又口調もいいの
であろう、本学教育学部の英語英文学教室の学生諸君も英語史講義演習の授業
でOE，ME入門の際冗談を言いながら

so81ice，，

so∂1ice と憶えこんでし

まうようである。しかもこれsoothlyと現代英語に残った語であるが、古語用
法であり、学生諸君には仲々遭遇しない語なのであるが。
それから次が形容詞として使われた〜1icの用例は次のもの等である。

（6）a．Se heofonlica God sent hys engelbeforan8e，Genesis XXIVM7
（＝The heavenly God sends his angelbe王ore thee，）

bh Eala hu egeSlic8eos stow ys！Genesis XXV−17
（＝Alas，how awfulthis placeis！）
そのように古期英語で使われた〜1iceという副詞は「〜のように」とか「〜
に似て」という意味の「様態」の副詞であり、〜1icという形容詞ほ「〜のよ
うな」とか「〜に似た」という意味の「様態」の形容詞であった。

10）拙編opcよ￡ p119にも同文例及他解説あり。
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3…lic（＝like）は・一体何だったのか？

今上で〜1iceは「〜のように」とか「〜に似て」の意味であり、〜1icは
「〜のような」とか「〜に似た」の意味の形容詞であったということになっ
た。

ところがこれら〜1iceや〜1icの中の 1ic，という語が、又別の環境で単
独で生起することがあるのである。次の例等に見られるとおりである。果た
して一体この 1ic なる語は何であったのか？

（7）af）abeadMoysesMissabelel…・，8a2this namonheoTamagau）1ic
lba∋rOn butan wicstowe，Leuittcus X−4

（＝Then bid Moses Mishaeland…，that they take their brothers
（，（1iving）bodies）and carry them out of the campl）

b．1eOWrelic sceolonlicgan on pisum westene・ノⅥLmbers XIV−32
（＝and your deadbodiesshal11iein this wastelandl）

c1na2S nan hus on eallum Egyptalande pa2tlicinne nela2geExo−
d㍑S XⅡ一30

（＝and there was not no housein allEgyptianS 1and that a

dead bodylay notin）
これらの例示で判る通り、この 1ic，12）

という語は生体又死体13）どちらにも

用いられていた「人間の体」を意味す−ることばであったのだ。そうだと面白い
ことになってくる。
4 「子は親に似る。」− 」ike begetslike
今は昔著者が大卒始めて母校の高校教師を勤めた時、四ツ違いだからまだ
同窓生の弟妹がいたりして、体っきが、肩の上り下りが、頭の恰好がほんと

11）maga＝genplofma2g（＝malekinsman，parent，SOnbrother，1）
12）他に1ichamaという語もある。向学の為ここに注記し、用例文を挙げておく。

（イ）‥W白nan Ping nabbbapbutonland11ichaman・GenⅩLⅦ−18
（＝we don，t have nothingbutland and bodies）
（ロ）‥，lgeseah8a2t hirelichamaⅥ・a2S afylled mid hreoflan，NumX臣10
（＝1…，and saw that her body was filled withleprosy，）
13）「通夜」のことをModEで 1ykewake というが、この語の中に 1ic が残存
している。
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によく似れば似ているもんだと感心した。「子は親に似る。」の諺通りで、
「兄弟は兄弟」である。既に定年退職・退官した人も居るし、高松や岡山等
この周辺で支店長や医師等で去来した人もいる。又その人達も似た子を産ん
でいたことだろう。不思議なことに大学数授になった人が僅少一逸材揃い
だったのに。経済界・官界への頭脳流出であった一考えさせられる一・つの
問題ではある。
古英語 1ic，は果たせるかな「人体」であったのだ。そしてこの「人の
体」であるということが今の著者の体験と感覚の説明の通り更に「似たもの」
という感じと意味を持つことになる。それを裏付けするのが次の例等である。

（8）aVton wyrcan man to anlicnysselto ure gelicnysse14），GenestsI−26
（＝Let us work manin uniqueness andin ourlikeness，）
bhwa2r m82gic wysran findanponnet，ueart，OPPe furponPine室生
1ican？GenXLI−39

（＝Where mayIfind a man wiser than thou art，Or furthermore
thylike？）

即ち（8a）では、創世紀において神が人を神の姿に、神に似せて創造したの
である。この先ずto anlicnysseは前置詞toと名詞の与格屈折語尾〜eとを除去
するとanlicnesが残り、更に名詞形態素一neSを除くとanlicとなる。そしてこの
anlicを更に分解するとan（＝One）と1ic（＝body又は1ike）とから合成されている。
即ち「一つの、唯一・の体又は似たもの」ということになる。そして又現代英語
の only （形容詞又は副詞）の大元でもあったのである。
更に又to uregelicnysseの方は、これも今のと同様の句構造なので同じ分析
をやってゆくと結局urelicが残る。これは即ち「吾が体」とか「吾に似たる
もの」となる。そして神は人の体と似た形の存在だったのだなということにも
なる。
そして又このto uregelicnysseという句を別表現へOE作文練習するとusge−
1ice（＝1ike us）となる。そしてそこにも又 1ice があるのである。
14）参考までにVulgate Latin版でほ同所を次のように書いている。
Faciamus hominem adimaglnem et Similitudinem
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又（8b）は、そのように「似たもの」あるいは「匹敵するもの」として使わ
れた関係語の例である。
5．．中期英言吾時代以降で
このようにして古期英語時代で名詞＋1icや形容詞＋1iceとして「様態」
を表す形容詞や副詞として色々な場合に使われそいた〜1icや〜1iceという語
は、時が経つにつれて中期英語時代になると次の例のようになって行った。
先ず形容詞の方が次のようなものである。

（9）a…‥？ethitis塑些ZennelAγenbiteqFlnwyt，（PEUERPE

GODES HESTE）
（＝‥・：thatitis deadly sin）

b1…Peleade∂heouenlichlifin eor8e as…Sbwles WaTde
（＝‖ ・thatleads heavenlylife on the earth as・・ ）

そして副詞の例が次のようなものである。

nO）aandpos ssolle by tozidere yloued treweliche．Aγenbite Oflnwyt
（＝and thus shallbe togetherloved truly）
b…り，SWa SOalicheic scalcumen to him，Vices And Virtues
（＝…・，SO SOOthlyIshallcome to him，）
この（9）（10）それぞれに古期英語時代の〜1icと〜1iceが〜1ichと〜1icheというよ

うにh字が余計に入りこんできている。それが中期英語の綴りの一つの特徴で
ある。（9b）のheouonlicheと（10b）のso81icheは古期英語時代の（6a，）のheofon−
1icと（5a）のso81iceとよく対応できる用例を精選してみた。
そして中期英語時代も後半頃迄にはこの〜1ichや〜1icheのchやcheが脱落し
てしまい次の例等のようにときとごき〜1iとなって現れるが、末期頃迄には〜1y
の形になってしまっている。

（11）a．And Cayn was wrooth gTeetli，GenesisIV−5（Wycliffe後版）
（＝And Cain was greatly wroth，）

b…・；SOthelithe fourthe ryueris thilke Eufrates GenesisⅡ−14（Wycl
後版）

（＝・・・；SOOthly the fourth riveris such Euphrates ）
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cForsothe the child roos eerli，Genesis XXIV−54（Wycl．後版）
（＝Forsooth the child roseearly，）
また中期英語時代に借用した古フランス語 verai，15）（＝現代フランス語
vrai）にまで自国語め語尾〜1iや〜1yをつけてveril主やverelyと造語して使う現
象が中期英語時代の後半頃から近代英語時代の初期頃にかけて見られる。次例
等のものである。

（12）aVeriliIseie toぅou，Luhe XE−44（Wycliffe）
（＝Tr山yIsay to you，）

bVerely16〉Isaye vnto you，Luhe XⅧ−17（Tyndale）
こうして現代英語で受け継いだγ1y語が色々と使われているのである。
6．．まとめと鳥聴
C

i
l

古期英語時代に「人の体」を意味する 1ic

l
︑←
﹂﹁

Ⅴ′

←
〜

1
〜

で今使っているのである。そしてその〜1yは元は「人の体」

注15），16）拙論（1991）opc立と、

e

した。近代英語初期に〜1iが残存するが、〜1yを

であったのだ。

Ch

〜

脱落してゆき〜1iと書かれたり〜1yと書かれたり

現代英語で受継い

山〜

N

ていたが、中期英語期の後期にはそのchやcheが

V′

である。この盲期英語〜1icと〜1iceが中期英語に
受継がれて綴りが〜1ichと〜1icheとなって使われ

e ←

れが現代英語での〜1y（副詞又は形容詞）の大元

流十

「様態」を表す形容詞や副詞として使われた。そ

ME

︑

これが名詞＋−1icや形容詞−トー1iceとして合成され

h・l

するもの」という意味と使われ方ともなり、更に

Ad

は親に似る」の諺通りに「似たもの」とか「匹敵

／仙11ie←可←可←

という語があって、この「体」というものが「子
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