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0．まえがき

Thereが代役主語として用いられる、いわゆる存在文は、古英語期にはすで

に出現していて、中英語期になるとかなり広く用いられるようになっていた。

しかし、この虚辞の音韻・形態・統語・意味等の言語特性に関する通時的研究

は、古英語期はもとより、中英語期においても、詳細かつ信頼できるものは皆

無に近い。そこで、本稿では、英語の存在文の発達を探る試みの一つとして、

チョーサー（Geo批ey Chaucer）の作品に用いられているthereを様々な観点

から分析し、その言語特徴を明らかにしたい。チョーサーの作品は膨大な量に

のぼることから、時間と紙面の制約上、すべてを分析対象とすることはできな

いので、今回は（加ね柏㍑り乃Jβ5の中のGeneralPrologueとTheKnight’sTale

の2編をとりあげることにする。もっとも、この2編は合計3108行から成り、

古英詩『ベーオウルフ』の3182行に匹敵する規模であること、とりわけ、there

の例が豊富であることから、かなり明確な結論が導き出せそうなので、今後、

より多くの作品を対象に分析がなされたとしても、今回の結果に大きな修正を

迫られるようなことはないと思われる。

Ⅰ 英静の存在文の起源と発達

1．1．存在文の起源と発達

存在文のthereの最も古い例として、たとえばOEDは（1）に示した9世紀

末のAlfredの散文で用いられているものをあげている。

（1）a．b豆c6m♪豆γ由nint6m百heokncundl析sd6m．（c8紬K．児1丘ed戯曲．iii．

§Ⅰ）‘ThenheavenlyWisdomcametome．’

b．♪富rismidEstum豆nm記g6．（c893K．児1打edO和5．Ⅰ．i．§22）‘Thereisa

maidenamongtheEstonians．’

一方、8世紀初頭に口言削こよって成立したと考えられている『ベーオウルフ』

の場合（もっとも、現存する写本は10世紀後半のもの）、Klaeber（1950：410）
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はかなり虚辞（expletive）に近いp畜rの例として（2）の4例をあげている。

なお、引用例中の／は第一半行の終わり、〟は第二半行の終わりを印すものと

する。

（2）a．nesceal♪雷γdymesum〟wesan，b記Sicw血eノ（271b－2a）‘norshallaught

Ofitbekeptsecret，aSIthink．’

b．b豆ra∂e♪富γ由∂bmam〝b百gafblces；／（1123b－4a）‘ofthosewhomwar

hadca血edo坑Ofeitherpeople’

c．66mmswT60r〟side古ce／b豆m∂富γSさ1raw記S．〟（219別ト9b）‘（but）a

肝eatkingdom（belonged）rathertotheonewhowashigherinrank．’

d．n記S∂富γm豆ra秒rst〝丘由det∂出clanノ（2555b－6a）‘notimewasle氏to

begfbrpeace．’

興味深いことに、Klaeberの刊本よりもはるかに古いWyatt（1894）に準拠し

てなされたClarkHall（1911）の散文による現代英語訳では、（2）の4例のp盃■r

はいずれも訳出されていないことから、Clark Hallもこれらのb畜rを虚辞と認

めていることが分かる。もっとも、there構文で書き換えられるのは（2a，d）

の2例のみであり、しかも、（2）のp畜rはいずれも頭韻とリズムには関与し

ていないことから、詩の行を埋める補充語句という意味での虚辞ではない。し

たがって、氾aeberがどういう意味でこれらのp蒼rを虚辞と呼んだのかはっき

りしない。いずれにせよ、（1）と（2）の例から判断すると、古英語期には、

散文でも韻文でも虚辞p畜rを用いた存在文が出現するための条件は整ってい

たことは確かである。古英語の場合、場所を表す副詞のb夏rは、動詞を修飾

する他の副詞と同様に、動詞の直前に置かれることが一般的であったことから

（QuirkandWrenn1957：92－93）、（1）のような存在文は場所を表す副詞のp宕r＋

動詞から発達してきたものと思われる。

中英語期に入ると、韻文、散文を問わず、虚辞thereの例は古英語期と比べ

て格段に増え、there構文の研究には好都合となる。しかしながら、VanderMeer

（1929）による肋乃dβγ〟わ七7ね〃gねの統語研究、Kerkhof（1966）によるチョー

サーの言語研究、Musta叫a（1960）による中英語の統語研究をはじめ、これ

までの中英語の言語研究では存在文はあまり重きがおかれず、それゆえ、Visser

（1963）、Fischer（1992）、Denison（1993）など、史的統語研究の集大成におい

ても、存在文に関する情報は全く乏しいというのが現状である。本稿において

中英語の存在文の分析を試みる理由はここにある。なお、本稿では、存在文の

thereの音韻上の特徴も探りたいことから、中英語期の詩、とりわけチョーサ
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－の作品を分析対象とすることにした。

1．2．現代英帝の存在文

チョーサーの存在文の言語特徴をより明確に示すために、本稿では可能な限

り現代英語の存在文との比較検討という記述方法をとることにする。そこで、

まず現代英語の存在文の特徴を概観しておきたい。

現代英語の場所のthereと存在のthereの区別は多岐にわたるが、本稿では

（3）に示した5つに焦点を当てることにする。なお、本稿でいう存在文は、

実際上の主語である名詞句または名詞類が後方に移動し、主語の位置が代役主

語のthereによって置き換えられた構文を指す（Declerck1991：32＿33）。

（3）a．場所のthereは一般に強勢を受け、母音は完全音価を保持している

（［舶a（r）］）のに対して、存在のthereは一般に無強勢であり、母音は

弱化し、［6∂（r）］となっている。

b．場所のthereは前方照応的ないしは後方照応的にどこかの具体的な場

所を指し示すのに対して、存在のthereは本来の場所の意味を失ってい

て、どこかの場所に言及することはない。

c．場所のthereは純然たる副詞であることから、文法上も意味上も主語

にはなりえないが、存在のthereは文法上の主語の役割を果たす。

d．場所のthereはさまざまな動詞と共起するのに対して、存在のthere

の大半はbe動詞が含まれる文や節に限られる。

e．場所のthereを含む文の主語には制約はないが、存在のthereに導か

れる文の意味上の主語は一般に不定名詞句であり、その主要部は名詞ま

たは不定代名詞である。

（3a－C）にあげた場所のthereと存在のthereの音韻・統語・意味上の区別

は、hereまたは場所を表すthereと共起する（4）のような文において特には

つきりする（Biber，gfαJ1999：944）。

（4）a．There’smoregra叩んβ柁．

b．There’sstillnowater肋g柁，isthere？

（3d）にあげた存在のthereと共起する動詞には、be動詞の外に、存在・位

置・運動を表す血se，COme，eXist，1ive，OCCur，remain，hde，Seem，Sit，Standなど

の自動詞がある（Declerck1991：266－269；Biber，gJαJ．1999：944－947）。

（3e）の制約を敷術すると、人称代名詞、固有名詞、数量詞は、存在が前方

照応的（anaphoric）に前提となっていることから、there構文の主語にはなり

えない。ただし、（5a）の下線部ようにbe動詞に補語がない場合、または、（5b）
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のように相手にあるものを思い出させる場合、あるいは、（5F）のように名詞

句が後方照応的（c如aphodc）である場合などは（3e）の例外となる（Declerck

1991：266●269）。

（5）a．wboelseshouldbeinbmed？－Well，there’s塾墾』些幽些

些＿由些ニ
b．Ⅰ’ve丘nished doingthewashing－up．CanIgo home now？－Don’tfbrget

there’sthetabletobelaid．We’rehaving釘1eStStOnight．

C．Therewasn’t地壁betweenthem．
このように、現代英語の存在文では仙ereは文ないしは節の冒頭に置かれ、

不定主語を伴うのが典型となっているが、現代英語では新情報を文頭に置くこ

とを避ける傾向が強いことから、存在文には語順の原則のみならず、主題構造

や情報構造が深く関わっていることが分かる（Lyons1968：334－337，389－393；

Declerck1991：19－20，Biber，gJαJ1999：943－944）。もっとも、話題化

（topicalization）による前置（丘onting）という語順をとる場合はこの限りでは

なく、新情報が文頭に出てくる。

Ⅱ．チョーサーの存在文

2．1．チョーサーにおけるthereの用法

チョーサーの作品中の存在文を分析するに先立ち、thereまたは仇erのさま

ざまな用法や機能について検討を加える必要があろう。、まず、thereはther（e）

－bre‘therebre，，there－Of‘ofthis’，there－On‘thereupon，，ther（e）－Out‘outthere，，

ther－upOn‘imme血ately’，ther－tO‘besides，mOreOVer’，ther－With‘moreover’，

ther－W血－al‘by means ofit’のように、他の前置詞や副詞と結合し、新たな副

詞や接続詞を形成することがある。これらの形式については今回は分析対象と

はしない。一方、therは（6a，b）のように他の語と共に関係詞や接続詞の機能

を果たすことがあるが、このようなtheras‘where’や0Ver山ther‘eveⅣWhere，

も今回は分析の対象外とする。さらに、（6c，d）のように、therが単独で関係

副詞や接続詞として用いられることがあるが、これらの例も存在文とは関わり

がないことから、本稿では扱わないことにする。

（6）a．乃βγα5hewistetohaveagoodpitaunce．（224）‘（Incases）wherehe

knewtohaveagoodpittance．’

b．Thatprovedwel，bro〃gγαJ伽rhecam，（547）‘Thatwasevident，br

eveⅣWherehecame，’
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を果たすことがあるが、このようなtheras‘where’や0Ver山ther‘eveⅣWhere，
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（6）a．乃βγα5hewistetohaveagoodpitaunce．（224）‘（Incases）wherehe

knewtohaveagoodpittance．’

b．Thatprovedwel，bro〃gγαJ伽rhecam，（547）‘Thatwasevident，br

eveⅣWherehecame，’
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c．乃gγVenushathhirpdncipaldwellynge，（1937）‘WhereVenushasher

Chiefhabitation，’

d．Andce止einly，肋βγNaturewolnatwirche，（2759）‘Andce托ainly，When

Nature willnotwork’

したがって、残されたtherの用法としては副詞か虚辞かのいずれかである。

本稿の目的は存在文のtherの分析にあるが、この虚辞と副詞との区別はチョ

ーサーの作品では必ずしも明瞭ではない。たとえば、MEDは存在のtherの例

として（7a）を引用しているが、ここに登場する騎士はカンタベリに詣でる巡

礼の一員であることが前提となっていることから、このtherは24行のin a

compaignye‘inacompany’と照応する場所の副詞であるという解釈も不可能で

はない。他の20数名のほとんどの巡礼者についてもこのような書き出しで始

まっていることから、どちらの解釈に基づくかによってデータが大きく左右さ

れる。次に、（7b）の場合、therの直前にはin hir coppeという場所を表す副詞

句がきているが、両者の間に照応関係は全くないのであろうか？さらに、（7c）

の場合、therは後方のinthatplaceと照応していないのであろうか？このよう

に、チョーサーの作品中のtherは場所を表す副詞句と共起することが多く、

照応に関わる疑問が次々と出てくることから、therを虚辞と速断できないこと

が多い。

（7）a．AKnyght肋βγWaS，andthatawo止hyman，（43）‘TherewasaKnight，

and（hewas）abraveman，，

b．Thatinhircoppe伽γWaS nOferthyng sene（134）‘Thatinhercup

therewasseennotave叩Smallportionofgrease’

c．A Somonour was肋gγWith usin that place，（623）‘There was a

Summonerwithusinthatplace’

次に、therがbe動詞以外の動詞と共起している（8a－e）のような例はチョ

ーサーの作品には少なくないが、これらの例のthereは文法上の虚辞なのか、

それともリズムを整えるための埋め草なのか、いずれが妥当な解釈であるのか

という疑問も出てくる。ちなみに、（8f）のように祈願文を導く therの特殊な

用法もまれにみられる。

（8）a．乃βγWistenowightthathewasindette．（280）‘Nooneknewthathe

wasindebt．’

b．Thatinhisbed肋gγdawethhymnoday（1676）‘Thatinhisbednoday

dawnbrhim，
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c．Ayeynshismight肋βγgaynethnoneobstacles．（1787）‘Noobstaclesavail

agalnSthispower’

d．Awolf伽γStOOdbebmhymathisfeet（2047）‘Awolfstoodbeforehim

athisfeet’

e．And sikerly伽γtmWed many a man（2101）‘血1d tmly many a man

believed’

f．Arciteis coold，伽γMars his soule訂1e！（2815）‘Arciteis cold．May

Marsguidehissoul！’

本稿では、このような疑問に現時点では明確な答えを出すことはできないの

で、以下の分析においては、場所を表す副詞であることが明白なther以外は

すべて対象に含めることとする。ただし、（6）にあげた関係副詞や接続詞の用

法に用いられているtherは除く。具体的には、GeneralProlo即eでは40例、The

Knight，sTaleでは56例、合計96例のtherが分析対象ということになる。

2．2．チョーサーにおけるtherの語形

最初に、存在文の虚辞として用いられているtherの語形について考察して

みたい。現代英語のthereに対応する語形はチョーサーの作品ではたいていの

場合therであるが、まれにthereも用いられている。GeneralProlo即eとThe

Knight，s Taleでは、（9）にあげた5例のthereが用いられているが、興味深い

ことに、いずれも虚辞ではなく、場所の副詞または関係副詞である。なお、以

下の例において、′は強普部、－は弱音部、0は無音または黙字をそれぞれ表

すことにする。

（9）a．Ånd肋（ポ6ur昌H60Stbig孟nhish6rs孟reste（827）‘AndthereourHost

StOppedhishorse’

b．Th申W61d昌，応rth畠nkes，Wnn巨ntdbe肋古畑－（2114）‘Theywould，Of

theirownwi11，desiretobethere一’

c．乃否㌶畠sn融昌isth砂Wer血ndthing夕del；（2505）‘Wheretherewas

needofthem，theywerebynomeansidle’

d．加tthid＆hesh畠1畔地rc昌，血d肋崩叫de．（2554）‘Butheshallbe

brced（togo）thither，and（to）staythere’

e．Ås f6Ⅳ証d w畠s，dght肋ん書he m6st占叫de．（2619）‘Asit was an

agreement，hemustremainthere’

さらに、これらの例を律読してみると、（9a，b，d，e）の4例は韻律強勢を受

けているが、thereの語末の－eは、（9a，C，d）では母音接続（hiatus）によって
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無音となっていて、（9d）でも発音されていない、すなわち、弱強勢母音とし

てリズムに関与してはいないことが分かる。さらに、（9b）では、thereは行末

にあり、前行（2113）のelleswhere‘elsewhere，と脚韻を形成していて、同一

語同士による、いわゆるselト叩meとなっていることから、語末の一eが韻を踏

んでいたかどうかはこれだけの証拠では分からない。もっとも、thereは古英

語のb豆・にさかのぼることから、語末の－eは少なくとも語形上は非語源的で

ある。これらの事実を総合すると、thereの語末の－eを音韻および形態の観点

から有意義なものとみなす積極的な根拠は一つもないことになる。したがって、

チョーサーの作品では無標の語形はthereではなく therであり、非語源的な

thereは韻律以外の何らかの理由に基づく有標の語形とみなしてよい。

2．3．Therの音韻上の特徴

前節で指摘したとおり、therは古英語のb面／0記：〟に由来するが、チョーサ

ーの作品では、強勢を受けた場合、母音は／E：／、語頭の摩擦音は無声の／8／で

あった可能性が高いが、無強勢の場合、母音は弱化して／c／または／封のいず

れかとなり、語頭の子音は／即 へと有声化していたものと思われる（K6keritz

1961：9－11；Blake1992：42－65）。一方、therの意味や文法上の機能は、音韻、

すなわち、韻律強勢を受けるか否かに深く関わっていることから、本稿では韻

律強勢を引き合いに出してtherの機能を明らかにしてみたい。たとえば、

GeneralPrologueでは、by，in，Of，On，tO，W止hなどの副詞または前置詞、およ

び叫welなどの副詞が韻律強勢を受ける確率はほぼ50％であるのに対して、

不定冠詞のanはすべて無強勢、定冠詞のtheも2例（165、310）を除いてす

べて無強勢、否定辞の■neは1例（629）以外はすべて無強勢であるという分

析結果が知られている（Fujiwara1998：1－6）。このことから推測すると、ther

が場所の副詞であれば韻律強勢を受ける確率が約50％程度となり、虚辞であ

ればはぼ完全に無強勢の位置に生じるはずである。

そこで、GeneralProlo糾eとTheKnight’sTaleのtherおよびthereが生じる

すべての行を律読した結果、therに韻律強勢が与えられる例は前節の場所を表

すthereの5例中の4例以外に、15例（259、892、102臥1246、147臥2005、2016、

2218、2590、2675、2719、2721、2809、2833、2918）あるが、このうち、虚

辞であることが歴然としているのは（10a）の1例のみで、他はすべて（10b）

のような場所の副詞か、（10c，d，e）のような関係副詞であることが明らかと

なった。

（10）a．Th乱肋身咋S e止he，W畠ほr，恥neeir，（1246）‘Thatthereisnoe別1h，
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Water，丘re，nOr由r，’

b．払t6thel如t白地身hir昌templew畠s，（2218）‘Tothetilting甘Oundwhere

therewashertemple，’

c．Ånd肋身he坤Ⅴ＆h了nj6y昌弘“nh6ndur（1028）‘Andhelivestherein

JOyandinhonour’

d．B血統身云Siw云S Wdnt t6hight昌Årcite（1557）‘ButwhereasIwas

accustomedtobecalledArcite’

e．Th乱prdv融wel，蝕血み剖therhecれ（547）‘Thatwasevident，br

Whereverhecame，’

このように、虚辞のtherは1例を除く95例が無強勢であるのに対して、場

所の副詞は弓虫勢を受ける確率が高くなる（すなわち、33例中15例＝45．45％）。

このことは、チョーサーは両者を明確に区別していた、すなわち、虚辞のther

は冠詞や否定辞のneと同等に扱っているが、場所の副詞は他の本来語の副詞

と同格とみなしていたことを裏付けるものであり、興味深い事実が得られたこ

とになる。

2．4．Therと動詞の共起関係

この節ではtherまたはthere と共起する動詞との関係を明らかにしたい。

GeneralProlo即eとThe Knight，s Taleの場合、存在文で用いられている96例

のtherのうち、70％近い66例はbe一動詞と共起している。その他の動詞は、

（11a）に示したように、自動詞が大半を占めているが、（11b）のような他動

詞も4例見られる。これらの例のうち、存在・位置・運動を表す自動詞は現代

英語と同じであるが、その他の自動詞と他動詞の類別等については今後検討の

余地があるものと思われる。

（11）a．cumen‘come’，dawen‘dawn’，dwellen‘dwell’，bllen‘happen’，geinen‘avail’，

helpen‘help’，knelen‘kneel’，1aken‘lack’，lyven‘1ive’，neden‘need’，

pynchen‘ムndねult’，rennen‘mn’，Ⅳden‘dde’，Shynen‘shine’，Sitten‘sit’，

StOnden‘stand’，Wenden‘go’，Wepen‘weep’

b．bⅣngen‘bring’，Clepen‘call’，tmWen‘believe’，Witen‘know’

次に、場所を表すtherと共起する動詞については、be一動詞が33例中11例

と圧倒的に多いことが目立っているが、be一動詞以外では（12a）のような存在、

位置、運動に関る自動詞が多く、他動詞は（12b）のように例外的に用いられ

ているにすぎない。

（12）a．abyden‘abide’，amenden‘amend’，bibllen‘happen’，bi野nnen‘begin’，
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pynchen‘ムndねult’，rennen‘mn’，Ⅳden‘dde’，Shynen‘shine’，Sitten‘sit’，
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b．bⅣngen‘bring’，Clepen‘call’，tmWen‘believe’，Witen‘know’

次に、場所を表すtherと共起する動詞については、be一動詞が33例中11例

と圧倒的に多いことが目立っているが、be一動詞以外では（12a）のような存在、

位置、運動に関る自動詞が多く、他動詞は（12b）のように例外的に用いられ
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（12）a．abyden‘abide’，amenden‘amend’，bibllen‘happen’，bi野nnen‘begin’，
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Cumen‘come’，1yven‘1ive’，Shyveren‘shiver’，StOmblen‘see’，Wenden‘go’

b．holden‘obseⅣe’，qulten‘ransom’，Shapen‘shape’，Seen‘see’

このように、therには、虚辞および場所の副詞という二つの異なる機能があ

るにもかかわらず、therと共起する動詞はかなり類似している。この事実はど

のような理由に基づくのかについても今後十分な検討が必要であろう。

2．5．Therと動詞の静順

次に、therと動詞の語順について考察してみたい。虚辞のtherは、すでに

指摘したとおり、その起源から推測して、最も関係の深い動詞の直前にくるの

が一般的である。しかし、チョーサーの場合、この無標の語順が崩れ、動詞の

後位置に生じる例も珍しくはない。そこで、therと動詞の倒置はどのような条

件の下で生じるのかを明らかにしたい。まず、GeneralProlo即eの場合、該当

する42例のうち、therが行頭にくる12例（11臥251、280、311、326、404、542、

550、594、602、603、629）について検討してみる。（13）に示したとおり、

これらの例ではtherは行頭にくることから、弱強5歩格のリズムの原則に従

って、すべて弱い韻律強勢をうける。したがって、後続の動詞にはすべて強い

韻律強勢が与えられることになる。

（13）a．乃否rk6ud昌n6m血b申Ig昌himinえ汀敢細e．（602）‘Nomancouldbhng

himinarrears．’

b．乃否γWistend血ghtth畠thew畠sind釦te，（280）‘Nomanknewthathe

WaSindebt，’

c．乃否γWまs畠1s6孟N6nn昌，豆Pri6resse，（118）‘Therewas also aNun，a

Phoress，’

次に、行頭以外の位置でtherと動詞が無標の語順を維持している（14）の

ような例（43、79、134、161、165、197、208、258、259、285、321、355、411、412、529、

544、578、592、669）について検討してみる。この場合も、後続の動詞の種

類を問わず、therはすべて弱強勢となっている。

（14）a．in16ve－day昌s肋否γkdud昌hem血：hdhelp，（258）‘Onlove－dayshecould

helpmuch，’

b．6fwhich伽γW色r岩岳ddszeyn昌inth乱hdus（578）‘Ofwhichtherewerea

dozeninthathouse’

c．晰th坤m肋否γr60d孟gentilP且rd6ner（669）‘With him there rode a

gentlePardoner’

最後に、therと動詞が倒置し、動詞＋therという有標の語順を示す例につい
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て考察してみる。（15）にあげたように、この語順の場合、therはすべて弱強

勢の位置にあり、動詞はすべて強強勢の位置にきていることが分かる。このこ

とから、大変興味深いことに、ther＋動詞という無標の語順が倒置するのはリ

ズムだけに基づくものであるという主張が可能となる。TheKnight，sTaleの場

合も同じ現象が確認できたことから、ther＋動詞という無標の語順はチョーサ

ーの作品ではすでに確立したものとなっていると言える。

（15）a．N∂on6fhisbreth昌血車型肋抄fn応sh血nt；（252b）‘Noneofhisbrothers

Cameinhisabode’

b．in畠1t応sw6rldne些垂肋計n60n坤m此，（412）‘Inallthisworldthere

WaSnOnelikehim，’

c．Å鮎r計b血geys垣肋抄ndonin ch丘p巨－（754）‘Thereis no f血er

CitizeninCheapside－’

2．6．存在文における意味上の主帯の位置

前節でtherと動詞の語順について考察し、その原則を提示したので、次に、

チョーサーの存在文では意味上の主語はどのような位置に生じるかについて分

析し、その特徴を明らかにしたい。存在文のtherは文法上の主語となってい

ることから、意味上の主語は、現代英語の場合と同様であるなら、ther＋動詞

または動詞＋therの後にくるものと思われる。事実、この推測どおり、GeIleral

Prologue とThe Knight’s Taleの存在文では、意味上の主語は、（16）の下線

部のように、therの位置にかかわらず、ther＋動詞または動詞＋therの後にく

ることが多い。

（16）a．乃βγ紺α5also辿些，（542）‘TherewasalsoaReeveanda

Miller，’

b．Ofwhich伽γ抑g柁辿望堅墜inthathous（578）‘Ofwhichtherewerea

dozeninthathouse’

C．Inalthisworldneれ，が肋β，」王些坦hymlik，（412）‘Ina11thisworldthere

WaSnOnelikehim，’

d・Ne紗那伽γ旦竺主辿（693）‘Therewasnotsuchanother

pardoner．’

一方、（17）の下線部のように、意味上の主語がther＋動詞または動詞＋ther

に先行する例も少なくはない。

（17）a．旦遡由聖堕甜αざ伽r，WOnyngeferbyweste；（388）‘TherewasaShipman，

dwelling血rinthewest；’
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b．A Somonour れJα5 肋βγWith us in that place．（623）‘There was a

Summonerwithusinthatplace，’

c．Somtyme旦虹望坐肋βγ才ざOfeveⅣdede．（2636）‘Somedaytherewillbe

anendofeveⅣdeed．’

d．生垣聖二垣些堕inthegretterende肋gγ紺α5．（197）‘Therewasalove－knot

atthegreaterend．’

（17d）のtherwasの場合、WaSが行末にきていることから、therは脚韻の

要求を満たすためにこの位置を占めていると考えられる。このwasを移動さ

せると脚韻が崩れるので対象外とするが、他の3例を（18）のようにther＋動

詞＋主語という無標の語順に並べ替えて律読してみると、とても興味深いこと

に、いずれも弱強5歩格という正規のリズムを形成することが分かる。このこ

とから、少なくともこれらの例では、意味上の主語の倒置、すなわち、前置は

韻律上の理由に基づくものではないと断言できる。

（18）a．Therw畠s孟ShipmれWdn印g昌fer坤WeSte；（388）

b．Therw畠s孟Sdm㌫16urwitb由Sint旭tpl畠ce，（623）

c．s6m呼m昌theris血色nd昌6f如昌巧dede．（2636）
このような意味上の主語の前置はGeneralProlo即eでは15例生じるのに対

して、The Knight，s Taleでは4例ときわめて少ない。前者は858行から成る

のに対して、後者は2250行、すなわち前者の約2．6倍の規模であることから

判断すると、前置の異常な分布は無視できないものと思われる。General

Prologueでは多くの巡礼者が登場し、チョーサーはこれらの巡礼者を一人ず

つ紹介する。この紹介はパラグラフごとに行われ、新しい登場人物はパラグラ

フの冒頭に出てくる。これらのパラグラフの冒頭から始まる文の意味上の主語

はすべて不定代名詞句となっていて、新情報を担っている。それゆえ、チョー

サーは新しい登場人物に焦点を当てるためにこのような不定主語をパラグラフ

の冒頭に置いたに違いない。そうなると、このような前置現象は現代英語の存

在文では全く生じない特異なものであり、存在文の史的発達を探る上で注目す

べき事実となる。さらに言えば、チョーサーの作品におけるther構文はそも

そも何のために用いられたのかという疑問が出てくる。すなわち、1．2．で述べ

たように、現代英語と同様、新情報を文頭に置くことを避けるために仙erを

用いたとするのなら、（17）の例のように、不定名詞句の意味上の主語が文頭

にきて、なおかつtherも用いられているという事実は説明に窮する大きな問

題となる。

チョーサーの存在文 11

b．A Somonour れJα5 肋βγWith us in that place．（623）‘There was a

Summonerwithusinthatplace，’

c．Somtyme旦虹望坐肋βγ才ざOfeveⅣdede．（2636）‘Somedaytherewillbe

anendofeveⅣdeed．’

d．生垣聖二垣些堕inthegretterende肋gγ紺α5．（197）‘Therewasalove－knot

atthegreaterend．’

（17d）のtherwasの場合、WaSが行末にきていることから、therは脚韻の

要求を満たすためにこの位置を占めていると考えられる。このwasを移動さ

せると脚韻が崩れるので対象外とするが、他の3例を（18）のようにther＋動

詞＋主語という無標の語順に並べ替えて律読してみると、とても興味深いこと

に、いずれも弱強5歩格という正規のリズムを形成することが分かる。このこ

とから、少なくともこれらの例では、意味上の主語の倒置、すなわち、前置は

韻律上の理由に基づくものではないと断言できる。

（18）a．Therw畠s孟ShipmれWdn印g昌fer坤WeSte；（388）

b．Therw畠s孟Sdm㌫16urwitb由Sint旭tpl畠ce，（623）

c．s6m呼m昌theris血色nd昌6f如昌巧dede．（2636）
このような意味上の主語の前置はGeneralProlo即eでは15例生じるのに対

して、The Knight，s Taleでは4例ときわめて少ない。前者は858行から成る

のに対して、後者は2250行、すなわち前者の約2．6倍の規模であることから

判断すると、前置の異常な分布は無視できないものと思われる。General

Prologueでは多くの巡礼者が登場し、チョーサーはこれらの巡礼者を一人ず

つ紹介する。この紹介はパラグラフごとに行われ、新しい登場人物はパラグラ

フの冒頭に出てくる。これらのパラグラフの冒頭から始まる文の意味上の主語

はすべて不定代名詞句となっていて、新情報を担っている。それゆえ、チョー

サーは新しい登場人物に焦点を当てるためにこのような不定主語をパラグラフ

の冒頭に置いたに違いない。そうなると、このような前置現象は現代英語の存

在文では全く生じない特異なものであり、存在文の史的発達を探る上で注目す

べき事実となる。さらに言えば、チョーサーの作品におけるther構文はそも

そも何のために用いられたのかという疑問が出てくる。すなわち、1．2．で述べ

たように、現代英語と同様、新情報を文頭に置くことを避けるために仙erを

用いたとするのなら、（17）の例のように、不定名詞句の意味上の主語が文頭

にきて、なおかつtherも用いられているという事実は説明に窮する大きな問

題となる。



12
藤 原 保 明

この難問を解く一つの鍵となりそうなのは、therそのものは用いないが、現

代英語では・have・存在文（ゐα〃β－eXistential）と呼ばれているものと同じ構文が

チョーサーでも用いられていて、（19）のように、不定名詞句が話題化によっ

てパラグラフの冒頭に移動し、焦点はこの新情報に置かれていることである0

この場合の前置は不定主語ではなくて不定目的語に生じているが、（17）と（19）

を対比させてみると、チョーサーは不定主語も不定目的語も対等に前置させて

いるように思われる。

（19）a．AYemanhaddeheandseⅣantSnamO（101）‘HehadaYeomanandno

moreservants’

b．AnotherNonnewithhirehaddeshe，（163）‘ShehadanotherNunwith

her，’

c．む塾吐＿theyhaddewithhemfbrthenones（379）‘TheyhadaCookwith

thembrthisoccasion’

まとめと今後の課題

今回、チョーサーの存在文を分析し、興味ある事実をいくつも明らかにする

ことができた。まず第一に、therが虚辞か場所の副詞かの区別が必ずしもはっ

きりしないこと、第二に、無標の語形はtherであり、thereの語末の－eは語源

と韻律の両面から有意義なものではないこと、第三に、虚辞のtherは弱化し

ているのに対して、場所のtherは強音部に用いられる程度の韻律強勢を保持

していること、第四に、動詞＋therという有標の語順は完全にリズムに依存し

ていること、第五に、存在文の不定主語は現代英語とは異なり話題化による前

置という現象を示す、などである。

今回は全く考察できず、今後に残された課題の中で最も大きなものは、チョ

ーサーの存在文は否定語を伴う場合がきわめて多いという事実をどう説明する

かである。
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この場合の前置は不定主語ではなくて不定目的語に生じているが、（17）と（19）

を対比させてみると、チョーサーは不定主語も不定目的語も対等に前置させて

いるように思われる。

（19）a．AYemanhaddeheandseⅣantSnamO（101）‘HehadaYeomanandno

moreservants’

b．AnotherNonnewithhirehaddeshe，（163）‘ShehadanotherNunwith

her，’

c．む塾吐＿theyhaddewithhemfbrthenones（379）‘TheyhadaCookwith

thembrthisoccasion’

まとめと今後の課題

今回、チョーサーの存在文を分析し、興味ある事実をいくつも明らかにする

ことができた。まず第一に、therが虚辞か場所の副詞かの区別が必ずしもはっ

きりしないこと、第二に、無標の語形はtherであり、thereの語末の－eは語源

と韻律の両面から有意義なものではないこと、第三に、虚辞のtherは弱化し

ているのに対して、場所のtherは強音部に用いられる程度の韻律強勢を保持

していること、第四に、動詞＋therという有標の語順は完全にリズムに依存し

ていること、第五に、存在文の不定主語は現代英語とは異なり話題化による前

置という現象を示す、などである。

今回は全く考察できず、今後に残された課題の中で最も大きなものは、チョ

ーサーの存在文は否定語を伴う場合がきわめて多いという事実をどう説明する

かである。
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