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はじめに

英語を適時的に分析すると、韻文と散文では結果が異なってくる場合が少な

くない。このような結果の相違を文体、韻律の制約、方言、時期などに帰する

ことが可能な場合があるが、韻文と散文の分析データの異なり方によっては、

その原因の特定は容易ではないこともある。本稿では、manyの複数形の語尾－e

の脱落に焦点を当て、7協βα邦お柏紺野7七gg5（以下、CTと略す）と肋邦あよJね§

乃Ⅶ〃βゐ（以下、MTと略す）という後期中英語の韻文と散文1を分析対象にし

た場合、どのような問題が生じるのか、そして、その間題はどうすれば解決で

きるのかについて考察したい。

1．1．Manyの集合用法と配分用法について

英語のmanyの「集合」（collective）と「配分」（distributive）という用法は

興味深い史的発達をする。すなわち、屈折が維持されていて、十分な機能を果

たしていた古英語および初期中英語においては、形容詞用法のmanyは「複数」

を含意するものの、被修廃語である主要語の性・数・格の制約を受けることか
ら、主要語（bead word）が単数であればmanyも単数形、主要語が複数であ

ればmanyも複数形となる。そして、この相違は配分用法と集合用法の史的発

達に決定的な役割を果たした。すなわち、古英語および初期中英語では、many＋

単数普通名詞（以下、Sgと略す）は複数のものを個別に表す配分用法である

のに対して、many＋複数普通名詞（以下、plと略す）は2つ以上のものを一

1作品の成立年代は、CTが1387年頃から1400年まで、MTは写本によって若干異なるが、本

稿で用いたコットン写本（MS Cotton Titus C．wi）は1400年頃である。両者とも庚申部方言

（East Midland）で善かれているが、MTのエジャトン写本（MS Egerton1982）は北部方言

（Nortbern）とみなされている 仏空E∂，PlanandBibliograp壬Ⅳ1954：11－12）。作者については、CT

は言うまでもなく Geo放℃y Cbaucer（1340頃－1400）であるが、MTについては諸説がある

（Seymour1967：Ⅹ誠）。本稿で用いたテキストは、CTについてはBenson（1987）、MTについては

Seymo11r（1967）である。
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括して表す集合用法である。ところが、13世紀以降に不定冠詞〟anが出現す

ると、many a／an＋sgという形式も配分用法に加わり、次第にmany＋sgに取っ

て代わるようになる。一方、manyの複数語尾－eが脱落し始めると、現在と

同じ形式のmany＋plが集合用法として用いられるようになる。そして、15世

紀以降、manyの複数語尾－eが完全に消失すると、集合用法はmany＋plとい

う形式に一本化される。それゆえ、CTやMTのような14世紀後半の文献は、

manyの複数語尾－eが脱落過程の時期にあたり、集合用法のmany＋plと配分

用法のmany＋aねnも発達の途上にあることから、これらの適時的変化を明ら

かにする上で貴重な情報源となりうる。

且．2．C甘におけるmanyの集合用法と配分用法2

前節で述べたとおり、配分用法のmany a／anが出現したのをま不定冠詞a
と

an が使われ始めた13世紀以降であるが、それから約200年後に善かれたCT

では、manya／an＋Sgという形式の配分用法は隆盛を極めていた。すなわち、CT

の韻文ではmanyの集合用法と配分用法の例は合計190あるが、前者はわずか

14 例（7．37％）であるのに対して、後者は176例（92．63％）という圧倒的多数

に達している。ちなみに、集合用法の場合、（1a）のように複数語尾－e を伴

うmanye＋plが11例、（1b）のように無語尾のma叩＋plが3例である。3一方、

配分用法は（1c，d）のようなmany aねn＋sg が145例、（1e）のようなmany

anotber＋Sgが11例、（1f）のようなmanyoon‘manyaone’が17例、（1g）

のようなmany＋sg は3例ある。CT における配分用法と集合用法は、このよ

うな生起頻度の相違だけでなく、他にも興味深いさまざまな言語特徴を示す。

まず第一に、複数形のmanyeの例を得読すると、この語尾－eは（1a）のよう

にすべての例において韻律に関与しないことから、manye をま［m急ni］という

Z

cTにおけるmanyの配分・集合用法の分析はすでに藤原（2004）で行っているので、この節

でをまその結果の概要を記述し、詳細は省く。
3

本稿では、manyはイタリック体、主要語は下線を施して示すことにする。律読（scansion）

上の補助記号はRobinson（1957：Ⅹmi）およびBenson（1987：Ⅹ臼Ⅴ－Ⅹ1v）に従い、‘′’は「強者

部」（arsis）、‘．’は「音脱落」（e滋＄ion）、‘），は「按語化」（cliticization）をそれぞれ表し、

「弱音部」（也esis）は無表示とする。引用箇所の表記のうち、A，B，D，等はCTを構成してい

る24のTalesのグループ別、MC，KN，G‡），等は各Taleの略記、すなわち、MC＝T壬1eMercb㌫げs

Prologue，Tale，and Epilogue，KN＝：Tbe X山ght’s Tale，GP＝ GeneralPrologue，SM＝ T壬1e

S11mmO‡1er’sI）rolog11eandTale，ML＝TileManofLaw’sIntrod11Ction，Prolog11e，Tale，andEpilogue，

CY＝T払eCanon’sYeolnan’sPrologueandTaleを示す。
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音形を示していたことが分かる。このことは、なによりも、形容詞用法のmany

の複数語尾－eはCT では実質的に脱落していたことを如実に表すものとなっ

ている。第二に、配分用法のmanyの例を律読すると、manyaねnは（1c，d）

のようにすべての例において接語化し、［m畠ゆわn］となっていたことが分か

る。一方、17例のmany oonのうち、接語化するのは（1f）の1例のみである

が、ma叩anOtherは11例のすべてにおいて按語化し、［mまni］となっている。

したがって、CTでは配分用法の大半は［m畠碑－］という音形を示していたこ

とになる。このように、集合。配分という用法の違いは、形態のみならず音形

にも対応していたことになる。第三に、（1g）のようなmany＋sgで表される

配分用法の最も古い形式は、該当例がごくわずかであることから、CTではほ

とんど好まれなくなっていて、消失寸前であったことが分かる。この理由は、

manya／an，manyanOther，manyOOnという形式が、〟an，弧Other，00nによって

主要語の個別性がより明確に示せることから、many＋sgという形式よりも配

分用法に適していたと判断されたことにあると思われる。

（ユ）a．Womm孟nof∽∂タひ♂SC∂1es b孟1faclさrkis

‘ⅦomanofmanyschooIsishalfascholar’

b・Buts60thiss畠yd，gOSithen∽α町匹些蔓
′

‘Buttrutbissaid，Sincemanyyearsago，

C・Hebまddem畠ad血1椚αタ牡グ些垂主垂駐
‘Hebadmadeverymanyma汀1ageS’

d・Ther壬s如1桝∂禦プ邦全軍and椚∂プ牡夕乃垂

‘Tbereisve叩manyaneyeandmanyanear，

e・Yetb急ththerf6unde押宕∂町α邦∂娩βγ堅麹）

‘Butmanyanothermanhas女）undthere’

f・Isc6mpleyn壬ng・Hou桝滋野3墜m畠ymen野nde

‘Islamentation・HoⅥ7manyaOnemaymen丘nd，

g．Heb鮎bbitrまyed砧1kesプ形∂町垣堅

‘Hehasbetrayedpeoplemanytimes’

1．3．鯛甘におけるma野の集合用法と配分用法

MTでは、形容詞用法のmany は307例が用いられているが、

（E．MC1428）

（A．KN1521）

（A．GP212）

（D．SM2051）

（E．MC2280）

（B．ML929）

（G．CYlO92）

このうち配分

用法はわずか12例（3．51％）にすぎず、圧倒的に多いのは集合用法（295例、

96．49％）である。この割合をCTの92．63与ら対7．37％と比べてみると、MTとCT
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におけるmanyの2つの用法は全く正反対の比率を示すことが分かる。散文と

韻文という違いはあるものの、中英語のほぼ同じ時期に書かれた文献でありな

がら、どうしてこのような大きな相違が生じるのであろうか。本稿の課題はこ

のような大きな差が生じる原因を探ることにあるが、この課題に取り組む前に、

MTにおけるmanyの2つの用法について詳細な分析を行うことにする。

1．軋 鯛甘における配分用法のmany

MTでをま、manyの配分用法は（2a）のようなmanya＋sgという形式が7例、

（2b）のようなmany＋sgという形式が5例、合計12例が用いられている。4 前

節で指摘したとおり、配分用法の例が全体で占める割合はCTに比べて極端に

少ない。ここでは12例を詳細に考察した上で、その原因を探ることにする。

まず、最も多いmanya＋sgの場合、主要語のうち3例はtyme‘time’（ⅤⅠⅠ3封30，

ⅤⅠⅠⅠ4射30，ⅩⅩⅠI15針9）、その他は、COmpaynye‘company’（ⅩⅩⅩⅣ229／19），dede

‘deed’（ⅩⅩⅩⅣ229／19），blk‘people，man’（ⅩⅩⅩⅣ228β1），pOint‘point’（ⅩⅩⅩⅣ

22針30）が1例ずつとなっている。このうち、tymeはmanyatyme以外にmany

tymeが1例（ⅩⅤⅡ11封29）生じ、さらに主要語が複数形の集合用法のmany

tymesは17例用いられていることから、tymeの場合には配分用法と集合用法

の競合が始まっていたことが分かる。ちなみに、CTではこの種の競合はyeer

‘year’～
yereS‘years’のみであることから、この事実は興味深い。もっと

も、MTでは、manyが複数形となるmanye tymesという形式の例は全く生じ

ないことから、集合用法の最新の形式であるmany tymesが配分用法との競合

において優勢になりつつあると言える。¶一方、manyatyme以外の4例の単数

形については、第14章に限って用いられていることから、かなり特殊な表現

であることが分かる。さらに、対応する複数形がmanyの主要語として用いら

れていないことから、これらの4語については、many a＋sg とmany＋plの競

合は始まっていないと言える。一方、many＋sgの場合、単数の主要語となっ

ているのはother（ⅩⅩⅣ161／29），maner（ⅩⅩⅠⅠI157／10，ⅩⅩV169／10，ⅤⅠⅠⅠ44β4），

tyme（ⅩⅤⅠIl15β9）の5例である。まず、（2b）のmanyの主要語otber と

manerについては、（2c）のように、対応する複数形othere，manereSがそれぞ

れ6例と2例用いられていて、manyの主要語となっていることから、これら

の語についても配分と集合という用法上の競合が生じていたことが分かる。

4

MTの引用箇所の表記（ⅥⅠ3即29－30）等は、（第7章36頁β9－30行）などを表すものとする。
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（2）a．i．asIhaueseen如11e桝α町a奴堅受．

‘asIhaveseenve叩manyatime’

ii．of桝αグ砂adyuersegreuous幽

‘ofmanyadiversegrleVOtlSpOint’

iii．inmanya如11egodehonourable⊆些坦星型竺

‘inmanyaverygoodhonourablecompany’

b．i．∽α町唾些Ofdyuersescappayenstkynde・

‘manyotberofdiverseshapeagalnStkind’

ii．弧d椚α町Other堅塁埜蔓Ofdyuersefoules

‘andmanyotberkindofdiverse氏）uls’

iii．Åndmen秒nden椚αり′睡bardedyamandes

‘Andmenfindmanyatimeharddiamonds’

C．i．Inthatlondnein桝αプ砂地beyondethat‥．

‘Inthatlandnorinmanyothersbeyondthat．．．’

ii．of桝α野望旦堅撃退anddyuersenames

‘ofmanykindsanddiversenames’

MTでは配分用法がCTと比べて極端に少ないことから、
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（ⅤⅠⅠ3釘29－30）

（ⅩⅩⅩⅠV22即30）

（ⅩⅩⅩⅣ21針19－20）

（ⅩⅩⅣ161／1）

（ⅩⅩ‡ⅠI15γ10）

（ⅩⅤⅠIll封29）

（ⅩⅩ132／19）

（ⅩⅡ王8即15－16）

この相違の背景に

は散文・韻文の違いを超えた何らかの特別な原因が想定される。唯一考えられ

ることは、MTがフランス語原典からの翻訳であることから、原典の表現の干

渉が想定できるが、この検証は今後の課題としたい（Seymour1967：Ⅹiii）。

且．5．鯛甘における集合用法のmamy

MTでは、集合用法のmanyは295例用いられていて、主要語はいずれも複

数形となっているが、manyについては、単数形は226例（76．61％）を占めて

いるのに対して、複数形のmanyeは69例（23．39％）にすぎない。すなわち、

集合用法のmanyでは複数語尾－eの大半は脱落していることになる。Manyの

複数語尾－eが脱落すると、many＋plという集合用法の最新の形式が発達する

ことになるが、MTはこの条件を満たしつつあるといえる。もっとも、この事

実はほぼ同じ時期のCTとは大きくかけ離れていることから、manyの複数語

尾－eの脱落については詳細な検討がなされねばならない。CTの場合、律読に

よって、manyの複数語尾土eは少なくとも音韻上は脱落し、その機能を失って

いたことを立証できたことから、名詞用法のmanyの複数語尾－eをあえて分

析する必要は感じなかった。しかし、散文のMTの場合、律読という手段を
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用いることが不可能であることから、本稿では名詞用法のmanyの複数語尾－e

も分析対象に入れ、なるべく多くの情報を得るように努めた。

2．1．MTの名詞用法におけるma弧yの複数語尾の脱落

MTでは、manyは29例が名詞用法として月∃いられている。このうち、（3a－C）

のような単数形のmanyは8例（27．59％）、（3d－f）のような複数形のma叩eは

21例（72．41％）である。絶対数が少ないものの、全体の7割以上の例に複数

語尾－eが維持されていることから、manyの複数語尾一eがどのような条件下

で脱落しにくいかを探ることができそうである。以【F、名詞用法のmanyの複

数語尾－eの脱落と維持について詳細を明らかにしたい。

最初に、（3a－C）のようにmanyが複数語尾－e を伴わない例について考察し

たい。まず、（3a）ではmanyはtaketbの目的語であるが、‘manypeople，many

糾k’の意味を表し、MTでをまぬ1kとp（0）eple‘people’は共に集合名詞とし

て扱われ、無語尾の語形が用いられていることから、manyに複数語尾－eが

なくても不自然ではない。ところが、（3b）では、manyは‘many tborns’を

表し、さらに、述語動詞の複数形訂eから判断すると、複数形manyeが予想

されるが、実際には一eを伴っていないことから、複数語尾－eが脱落してい

ると考えられる。同様に、（3c）では、many はbem‘tbem＝many 鮎bes’を

受けていることから、複数形のmanyeとなるはずであるが、－eは脱落してい

る。ちなみに、MTでは「魚」は集合名詞の場合は点sschという語形が用いら

れ、普通名詞の場合の複数形は鮎s（c）hesとなる。山方、（3d－の のように、many

が複数語尾－e を伴うmanyeについて考察したい。これらの例のmanyeは、

（3d）では‘manymen’、（3e）では‘manybeasts’、（3の では‘manydeadbodies’

をそれぞれ表し、動詞も複数形が用いられていることから、manyが複数語尾

－eを伴うのは当然であり、－e
は悉意的に維持されているのでをまないと思われ

る。以上のことから、MTの名詞用法のmanyに関する限り、複数形が必要と

思われる場合に語尾－eを伴うことが圧倒的に多いことから、語尾－eは複数

性を明示する機能をかなりの程度維持しており、それゆえ、－eの脱落はそれ

ほど進んでいないと言える。

（3）a．Andalsプ形α町ねketbもheamyrallebebimallone

‘Andastheadmiraltakesmany（people）bybim由one’ （ⅤⅠ27／2－3）

b．Forthereare椚αり′Ofhembrokenand払11en

‘Formanyofthemarebrokenand以1ent‡lere’ （ⅠⅠ針26）



適時的英語研究の問題：韻文か散文か

C．eueryman…taketbofhemals椚α町aSbimlyke払．

‘everyman…takes血）mthemasmanyastbeylike’

d．桝αタぴβOfbemcomentoonende

‘manyofthemcometooneend’

e．als桝α野βaStbeimay秒nde

‘asmanyastheycan丘nd’
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（ⅩⅩI141／25－26）

（Ⅰ5／3）

（ⅩⅩⅠI151／24）

f．therewerenso∽α野βandthebodyesalleholewithouten…

‘thereⅥrereSOmany，andthebodiesallwholew・ithout…’（ⅩⅩⅩⅠ205／13）

2．2．姻甘の形容詞用法におけるmanyの複数語尾脱落の原因

MTでは、主要語が複数形の場合、この主要語を修飾するmanyが複数語尾－e

を伴う例は69（23％）、－eを伴わない例は231（77％）であることから、形容

詞用法のmanyの複数語尾－eの脱落の生起頻度は名詞用法の場合と正反対で

あることが分かる。したがって、manyの複数語尾－eの脱落がなぜ用法に応

じて異なるかについて、明確な説明をせねばならない。

2．2．1．Manyの複数語尾－eが維持されている場合

MTでは、形容詞用法のmanyが複数形の場合、（4a）のように主要語がmany

の直後にくるのは25例（36．23％）、（4b）のように両者の間に他の語が1つ介

在するのは37例（56．23％）、（4c）のように2つの語が介在するのは7例

（10．14％）用いられている。Manyと主要語の間に介在する語の数が増えるに

したがい、該当例が減ることは当然予測できることから、ここでは、（助）と

（4c）の例を一括して扱い、（4a）の例と比較してみる。（4a）のようにmany

の直後に主要語がくるのは25例（36．23％）

語の間に語がいくつか介在するのは44例

と複数語尾を伴う主要語との畏巨離が開くと、

る確率が高くなると言える。ちなみに、（4d）

であるのに対して、manyと主要

（66．37％）であることから、many

manyの複数語尾－eが維持され

ではmanyの主要語のotbere と

manereには複数語尾として－eが用いられているが、この－e は形容詞として

用いられた場合の複数語尾と同一である。なお、後者の場合は－eS となるこ

ともある（Meer1929：腿）。

（4）a．Intb奴weyealsoben桝α町β垂卓也空室OfCristenemen

‘IntbatwaytberearealsomanychurchesofCbristians’ （Ⅸ53／3－4）

b．keptebem缶om桝α町β酢ete幽壁Ofdeth・
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‘kepttbem血・Ommanygreatperilsofdeath’

C．andcerched桝αタち坪山1lestrange越堅塁蔓
‘andsearcbedmany血111strangeplaces’

d．i．andプ解α町e些王室笠thereweren

‘andthereweremanyothers’

ii．Inthatcontreeben桝α町β墜美里Ofserpentes

‘‡ntbatcount叩払ereveremanykindsofserpents’

（ⅩⅠ72／4）

（ⅩⅩⅩⅣ229／17－18）

（ⅩⅠⅠ7即14－15）

（ⅩⅩV169／10）

2．2．2．Manyの複数語尾が脱落する場合

MTでは、manyの複数語尾－eが脱落していると思われる例は231生じる。

このうち、直後に主要語がくる（5a）のような例は133（57．57％）と最も多く、

ついで、manyと主要語の間に語が1つ介在する（5b）のような例が92

（39．83％）、2つ以上の語が介在する（5c）のような例は6（2．60ウら）となってい

る。このように、ma叩の複数語尾一eは主要語がmanyの直後に生じる場合に

最も多く脱落し、many と主要語の距離が増大すると脱落例が減少することが

分かる。このことは、MTでは依然としてmanyが「複数」であることを示す

必要性が感じられていて、teはまさにその役割を果たしていたことになる。

この分析結果をmanyの複数語尾－eが維持されている（4）のような例の分析

結果と比較してみると、両者は同〟一の言語現象を矛盾なく表していると言える。

（5）a．i．randownもe椚α町幽堅OfHisセisage

‘randownた・OmmanyplacesofHisface’

ii．Ontheseesidemenmay秒nde椚αタ砂地壁．

‘ontheseasidemencan血dmanyrubies．’

iii．andtherewitbinneben弼α邦夕辺辺！担生壁

‘孤dtherearemanycrocodileswithinit’

b．i．SeyntNicbolaslyethandtoward椚α町Other幽蔓

‘saintN‘icbolasliesandtow訂dma叩Otberplaces’

ii．andinherethyesⅥrith椚αタ砂hidousewoundes

‘andⅥrithmanyhideouswoundsintbeirthighs’

iii．‡ntbatlondl〕en∽α野良irere望旦野望担里

てherearemany血rerⅥⅦmeninthatcountry’

C．i．andタ卯α町gret幽inlengtheandbrede．
‘andmanydwellingplacesgreatinlengthandbreadth’

（ⅠIlO／1）

（V20β4）

（ⅩⅩI14封9）

（ⅠV15／16）

（ⅩⅨ12即20－21）

（ⅩⅩⅠI149／12）

（ⅤⅠ2即21－22）
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ii．Andtberewasinthattyme桝α町gOdeholy堅堅と

‘Andtberewasintbattimemanygoodbolymen’

iii．T壬Iisemperour…batb桝αグび如11noble⊆芝垣壁

‘Thisemperor…basmany血豆1noblecities’
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（Ⅹ57／35）

（ⅩⅩⅩ195／1－2）

3．まとめ

これまでの分析結果を総合すると、MTではmanyの複数語尾－eの脱落は

かなり進んでいたが、「複数」を明示することの必要性は依然として強く感じ

られていたことになる。言い換えれば、manyは「複数」を含意していたもの

の、その複数性を語尾－e に依存する古英語以来の状況から完全に脱却しては

いなかったと言える。それならば、MTでは配分用法がもっと多く用いられて

いて当然であるが、該当例が極端に少ないのはなぜかという疑問が依然として

残る。この疑問を解消するためには、MTが依拠したと思われるフランス語原

典のmanyに対応する語を分析し、その結果と今回の分析結果を擦り合わせね

ばならない。しかし、これは1．4．で述べたとおり、今後の課題とせざるを得な

い。

今回の分析によって、適時的英語研究にあたって、分析対象の選定がいかに

重要であるかを具体的に示し得たことをま大きな成果であると言える。
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