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“there was the horse galloping "の構造

一一「存在文」のー特質

葛 西 清 蔵

o. I存在文J(Existential sentence)はその特異な性質のためによ

く話題なるがこのところとくに「変形生成文法」の枠ぐ、みの中でどう説

明されるべきか問題にされることが多くなってきた。たとえば，その派

生の仕方についても (1a)のような「存在文」はc1b)のような文を

設定し，そこから Ithere(挿入〉変形」によって (1a) を導きだし，

「存在」のよみを付すように指示するのが一般的であるが，ここにもす

でに問題はある。

( 1) a There is a book on the desk. 

b A book is on the desk. 

c1 b)のような文が非文のときそれを設定することの可否， c1 b)から

c1 a)をいきなり Ithere(挿入〉変形」という一つの変形規則で導きだ

すのか，それとも Abookを isのあとに移し「空」になった文頭の

位置に thereを NPとして挿入するという方法にするのか。そのほか

安 be'に相当する動詞の種類， a bookに相応する名詞の種類の問題な

ど。また文脈の中で、は I(見ると)(例の〉その馬が走っているのであっ

た」としか考えれない

( 2) There was the horse galloping - A. Christie 

(2)のような文で gallopingに相応する語の性質・種類， the horse 
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北大文学部紀要

と gallopingの文法上の関係はどういうものか。 さらに以上のことを

しつつ，この麓の「存在文jは f変形」によって派生するのがよい

のか，それとも「匂構造課長IJJで最初から「生成j されると考えるのが

いいのか，なども際競にしうるであろう。

これらの個々の点が誌っきりした時， f存在文j の構造の性震が明ら

かになるのであって，その時はじめてこの携造が f変形規期j によって

苦長生する佐賀のものであるか，それはどんな「変務規則Jかもきまるの

であろう。そのためにまずこの構造の性紫，かかわる要棄の種類・性賀

を検討してみな〈てはならないことになる。

小稿の詩的はこの様造にかかわる喜要素の性質をすべて検討しようみ

るものではない。文訴を無損すると(おのような文については thehorse 

とgallopingの関係を， (i) gallo予ingは thehorseにかかる修飾語

号gallopingは whichwas gallopingの whichwasが保設されたも

のであり〈おは一議の「分裂文ム there was the horse で the

horseの「存在」た確認し， gallopingは thehorseを下主苦手 (sub-

jective)Jとする f笠辞 (predicaまive)jである，議 thehorseが「主

苦手j，g設llopingが「賓辞jでこれが f:i手グサス (Nexus)jをつくり，

この「ネクサスJすなわち「その罵が早足で走っていることJが「存在

するjといういくつかの場合にわけで考えることができる。舎は horse

が theのついた f定 (definite)jなものであるということ々のぞけば

も一般的なもので修飾部分は関係詞， 前置詞匂であることも

ある O 舎は thereと れ との f行動Jの類似憶に詮筏した興味ある考

え方であるしな舎では thereisは「孝子主jを示すたんなる符予きにすぎ

の f存夜Jする対象に下資辞jがついたとするもので，のちに見る

ように告と重なる。「変形生成文法」では後述のように英語が「こと」

までも fものj的に表現す:5性質のためか④のような扱いをするもの

はないように恩う。本棋では申の可能性を検討し，この種の解釈をし

なくてはならない「存在文jがあることを結論ずるものである。これは

もちろん φ~③を毛安定するものではない。 会~窃のどれが最も
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“ther母 wasthe horse gaIlQpIng"の構造

かはその文の現われる脹絡によることである。

1. このことを検討することは f存在文」が例の存在セのベた文である

か，にかかわる。大きく分ければ知覚される「実体Jつまり「ものjか，

あるいは， r…が…だj と認識される一つの「事態」つまり「ことJ

か，ということである O たとえば (3)，(4)の文においてく3)で exp記ct

されるのは

( 3) a 1 expect him to start at once. 

b 1 expect [he start at onceJ 

( 4) a 1 persuad母 himto st設rtat once. 

b 1 persu対 him[he start at onceJ 

「彼がすぐ出発することJであり (4)で persuadeされるのはあくま

で himという人，つまり「ものJである。ところがくa)の文で捻この

芭烈が無視されて全くおなじ撰文をとってしまうo 袈語ではこの「こ

ιJ， rものjの障者が thing(what告veris or may be a設 objectof 

thought) (C. O. D.)のよう らわされてしまう可能性がある O

There was a si1enceで silenceは「静かであることJ以外にありょ

うがないが不定態調でもわかるように「こと」もいはば「もの」として

「実体」イじされてあらわされる。「存在文j についても同様なことが，

すなわ、ら「こと」も「ものJ的な表演をとっているだろうと予想するこ

とがで、きる。

汀もの」に対して「ことJのほうが第一次的であるj という

があるが thereisの r;存夜文Jをとくに「事態J. iことJの存裂と

して説明しようとしたのは中島である。

すなわち中島はつぎのようにのべているo (5)， (6)の文にまよし、て

( 5) There is a bird singing. 
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( 6 ) There is F呂therwaiting for you in the car. 

(subjective) しているのは「総対分詞句J(泌総lutepartic働

ipial phrase)であって， これらの文拭く5)では「とりのなくありJ，

(6)で、は「父の汝セ待つありj と諜現しうるという O つまり

名詞に対する修飾語ではなく，名詞と現在分間が明白に「…が…する

ことJたいう「ネグサスJすとっくりこれが全体として岱)， (6)の文の

として存在しているとみるのである。したがって機能上からみ

ると，

( 7) there x predicator x subjective (subjective x predicative) 

のように分析されるO また Therei器 abook on the desk. と比較し

てみると，この文では本という「実体J. 1"ものjが杭の上にあることが

としてその女友 れている，つまり彼のいう f単純判断j

るが，くのなどにおいても「とりがないていることjが?とりのな

くj という事態としてそれがそのまま承認さFれたもので， r単純辛目録」
の表現としては全くおなじものと，考えるかけである O

ただここでは (5)の abirdが くindefinite)で、あること，

singing のあと

の解釈のうち

いことなどきさにのベたや~ゆ

もあり§と談じてしまうこともできな

いように思われる。この中島のような考え方はきわめて認識論・心理学

的な色彩がつよいものであるが文法上特典な性質をもっ thereis …の

に密のような解釈すなわち f事態」・「ことjの春在の可能

をど支える数少い議議である。

つぎに， ここのよう しうることをいくつかの点か

しつつのベる。 まず、 itと therε の行動 (b合havior)の類似性に注侵

して論なすすめる。

之 江と thereがきわめて額似した f行動j ことはよく矢口ら11..
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た事実であるσ

( 8) a There is no use (in) making a promise w母 shouldn't

be able to keep. 

b It is no use continuing this discussion. 
(8) 

( 9) It's (二以There's)nobody here but me. 

(8)， (9)は非常に具体的に itと thereの王子行性を示すものであるし，

つぎのく10)の各保もまた， thereが「鰯認jか i(代〉名詞!か

はともかく Thereが拭っきり〈代〉名詞として の

(10) a Is there anything on the desk ? 

b There is nothing on the desk， is there ? 

c 1 don't want there to be another war. 

d 1 hatξ there being so many things to do today. 

「行動」をレといること

を中心に検討なすすめたい。

(9 ) 

しがたい。この it と thereの類似性

2ー じ ゃ村は itと thereの銀鼠性に関連してつぎのようにのべて

いる。すなわ忽 (11a)， (11 b)の平行設にまず詑おする。

(11) a There was Davidson died the other day. 

b It was your brother told this. 

これらはし、わゆる主格の関係代名誌が了省略しうるj併で為るが it

と thereは全くおなじ構文をつくる。この itと thereの類fbl性合ふ

まえて (1ののような文に対じてはのがもつのとおなじ構造す

(4)を考える。
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(2) There was John who broke the window. 

(3) 1t was John who brok色 thewindow. 

な4〉 CJNP4eJ]〔vphas][NPJohn]IJhobrokethewiぬow]J

そしてc1ののような「分裂文J

分裂文j を提案する。

しく12)にもそれと平行する ithere

ところザむこ る itと thereの実質似性について (15a)， 

05 b)の到を与えている O

く15) (playing wIth Sus在ni
a There's John hn the b在記kseat

~outside 

b It's John 
(iayiIlgwithwj 
in the backseat 

outside 

V 

'- もまた itと there の王子行的な作動はうたがうべくもな

いが， 05 a)の Th古代、 Johnplaying with Susan.こそわれわれの

対象としている文でありこれにはIt'sJ ohn playing with Susan.と

いう対認する文があることをたしかめうる。

つぎにわれわれの There'sJohn playing with Susan.に対応する

It's John playing with Susan. とおなじ構文についてイエスペルセ

ンがのべているところをみてみよう C

く16) a It is a load off my mind. 

b SVP (S2P2) (Pl)) 

く17) a It was a disagreeable duty over. 

b SVP (S2 (21) P2) 

4
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“th牢rewas the horse g昌lloping"

説法 (16a)， (17 a)に対してそれぞれく時的， (17 b)のような分析

を与えている。 すなわち (16a)， (17 a)におい なってい

るのは九九 CP1)，おく21)PZ，つまり aload， a disagreeable duty 

f主辞」とし， off my mind， overを「議辞」とする「ネグサスJそ

のものなのでるる。「重者が心からおりたことム 九、ゃな務めがおわっ

たこと」が「疑辞jになっているわけである。

い:ままでみた itと thereの「行動Jの平行性からするとイ品スペ

ル-tγの与えた織すと平行する(18)，(19)に対して「とりがなくことJ.

「父が持っていることj χ の「ネグサスjが「存在J-t

(18) There is a bird singing. ( 5) 

く19) There is Father waiting for you in the car. ('"ニ6)

る，という可能建を認めることにはL、ささかの無理もないことがわかる O

2 -20 つぎに[蒋義文」の「情報jの講濃から検討する。

there bε …の「存在文Jにおいて加のあとには「不定J(indef-

inite)のものが来ることが最も一駿的である。 それはここがこの議造

では新しい寵報を導入する{立震だからと考えられるからである。

(defini te)なものが来ることもあるが，この場合は「例示J.r列挙」と

して{だわれているということもよく知られている。 Randoand N品poli

は，これは結路加のあとには「非前方摂F主的J(non叩設naphoric)な

もの，つまり新しい情報が来さえすればよいことだとしているO たとえ

つまり「既知jのものであっても fたとえば(あの〉…があるj

というように新しし、情報つまり「新Jとして繰出されてさえいればよい

のである。

さで「…が…であるJという…つの「事態J. rことjがそれとして一

つ新L¥;、情報となるとき，この「事態」会つくるすべて

「米知」でf新Jとなる必警察はないことに控隠したい。
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安長?まこのことを (20)の文によりつぎのように説明している。

(20) a オヤ，報産貨の花が咲イデノレ

b タ， タ

(20 a) は「或る朝庭に出て，朝顔の花が咲いているのを発見した驚ぎ

ないし，喜びてど表現した文であり， bは春の訪れな歓迎する表現で、あっ

て共に文全体がく新情報〉を伝えているJとする。注自しなくしはいけ

ないのはく20a)は fなにかが咲いてる，なんだろうJくこの疑問すらす

でにおかしさを表わしているが〉に対する答えの文ではないことであ

る。つまりここで、は「花がj も「咲イテ/りも「未知Jで全体としても

当然「新Jとなっていることである。

これに対し A，Bの二人に共議の友人 r0JJlIJがいるが，この人が最

近結婚したことを A，Bのどちらか一方が知らないときは1)のように

うことができる。

(21) 山111が結婚シタ a

このとき「山JIIJはさ当然「認知Jのものである (これは「あの山111

;otJとできることでー震はっきりする〉が，全体としては「既知Jx r未

知Jがーまとめで新しいー情報となっているのである。く「こと」、会つくっ

ている要素が「既知Jーをあれ， 下未知」であれ全体として「新Jになる

とき，意味j二の主務主こる「主苦手Jはきまって「カリをとることはきわめ

て興味ある事実合ある。〉

すでにふれた中村の ithere分裂文Jの考えで拭 therebeのあとの

名詞は新しい情報であり，そのあとに来る部分は!日い情報ということに

なる。そして「複元Jできないものでない眠り部除できるという。

(21) a “Nobody around here Is worth taking to舗"

- 56ω 



“there was th邑 horsegalloping" 

b “奇iVell，there's John (who is worth talking to)." 

すなわち (21a)に対する容は1b)の中で who以下はlBい情報で期誌

で、きることは納得で、きる。

ところで中村はく詩的でみたようにこの穫の文で whoisが省略さ

れた There'sJohn playing with Susanのような f結約構造Jをと

ることがるるとするO ずるとこの文は iSと遊んでいるのは Jだ」あ

るいは iJが Sと遊んでいるJで Isthere anyone playing with 

Susaη?に対十禁容としてしか解せなし、。 つまり Johnだけが

playing 以下は となる O John も

playing以下も「未知Jで工 playingwith Susan 全体が「新jで

あるというもう一つの解釈合排除してしまう o これは明白にまずい。

また中村は できない場合段 whois .1;1、下を制裁できないと

ずるが， i復元Jできないとはなんらかのかたち い?育報を含んで

いるということではないか。われわれの問題にしているのは whois 

なく， playing以下が制強できない場合，つまり「未知」て、あれ i長毛

受容jであれ Johnが f新j としてまずあり，そのあとに向日徐され得ない

「未知のJpl設ying以下がっし として の構文である。

つぎにi可様なことも(i新jを導きだす典型的な議文であるいわゆる

lit ~ thatの構文」との関連で考えてみよう。

小西は，この f強意、構文Jについて，これ役一種の特おの「外依置」

(extraposition) と考え， itは話者の頭の仁村にあるもので， ithat Jえ

Itに暗訴された観念を開き乎に明示するために顕示的に表現され

たものに組ならないJoそして that された Ccontact 

clause)ではとくにこ じが強くなると る。すなわちここでは it

のあとに来るものが最も新しい構報であり，そのあとに来

に前で「緒示Jされたものを摘さ?手に「明示的jに示したものでしかな

いoi議元」ずることもでき，したがって龍議してもよい部分であ
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この穏の考えは中島・宅科tにもみられる。

(22) a It is the wife that decides. 

b The wife decides. 

(22 b)は きめるの であれこれに対応する (22a)は「決める

のは棄だ」なのだという。そしてこの thatdecidesは itに喜還すあの

であって wifeに議するものではない。 このことを顕示すると (23:)の、

ようになる O

く23) It is the wife 

that (or who) decides 
11 

(wife) 

(問題は惑だ〉

〈それが決めるのだ〉

こここでItはあくまで話者の鎚心のの心になっているもの (it:thing 

or person in que詰tion.C. O. D:)であり that以下はそれに対する

つけ足しにすぎない。陪題になっている「ものJ(= iめは豪なのであ

り2 際題なっているもの that(or who)すなわち fその人jがきめる

のだ，ということになる。毛利はは心のような文は「私は惑いjという

1た辞jとする「二重判断j ではなくて.r私の悪いことJすなわち

(24) It is 1 that am to blame. 

/トtoblame Iという semanteme (= f意義素J CfことJ))の表現

とみなければならないとし，これを (25)のように表現する。

(25) 1 am to blame. 
? 

It is 
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1 am to blameとレう「事態」について Iを強調して「賓辞Jとす

るようにItis 1という「二重判断」をくだしたのであるo 1をマーク

しさえすればよいのであるから音声では Iに強勢をおいてもよいが，こ

れを形式的に表わしたものが Itis 1なわけである。ここではItは当

面問題になっているもの‘ theperson who is to blame'という含畜

をもつものであって， r悪いのは私だ」という 「二重判断」の文になる

のである。 (25)を平面化すると (26)のようになる。

(26) It is 1 am to blame. 

しかしこれではいわゆる「破格文J(anacoluthia) となってしまう。

(24)はこれを「救うためにJthatを挿入したのであって， この that

はItisのつぎに「もっていかれた Iをもう一度よみがえらすために」

つけられたくり返しの記号と考えられるものでしかなし、。 だからこそ

「省略できる主格の関係代名詞」ということになるO この考えは Iを

「未知」とし 1am to blameつまり「主辞」と「賓辞」の「ネグサス」

が「私が悪いのだ」と全体として「新」になっている構文なのであるO

ここで注目しておかなくてはならないのは，この文で itが theperson 

who is to blameだ，ということはItis 1 am to blameという完全

な文の中で言えることであってこの文からいきなり amto blameを削

除してしまうわけにはいかない。削除してしまうと itは‘ theperson 

who is to blame'だということはわからなくなってしまう。この文で

は Iを「未知」としそれ以下も「未知」とし，全体としても「新」と

なる解釈ができるということである。

このことは (26)とおなじ構造をもっ (27)に与えた中島・毛利の説

明でもさらにはっきりする。

(27) It's Ivanhoe commands thee. 

ハ吋
u
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(28) It's Ivαnhoe 

Ivanhoe commands thee 

アだ〉

が命ずるの

(27)に対して (28)のような表現を与え，これを るのはアイパソ

ホウだj と訳すのはあやまりで， rアイパンホウがさめるのだ」

とする。 ここでは coromandstheeを who (or that) commands 

thee e考えて，これを「既知Jとすること誌できたい。この文では who

(or that)が Ivanhoeの「たんなるくりj乏しの記号Jとしてあるので

はないo coromands theeも f未知J'"e.、あれば， r命ずるものがあるこ

ともこの文で、はじめて示されるJのであるO つまりこの文は「破格Jで

はあっても，もともと Ivanhoeと commandstheeの間に who(or 

that) が入る性質のものではなく 1 vanhoe， commands th伐と もに

「未知jで Ivanhoecomroands theeという「ネグサスJ全体が新し

い情報となっているのである。

この間のことは fネグサスJが「窓欝詞jをもたない場合でも

たとえば (2めでは， ひどい物資がするのでトラかライォγでもいるの

か，という紫関に対して

(29) “Are there any Lions or tig色1・sabout here?持

(15) 

(29) “It's only The Red King snoring "， said Tweedledee. 

rRがいびきをかいているのゼナj とこたえたのであり， the Red 

Kingがいることもいびきをかいていることもはじめて示されるつまり

なのである。この「ネクサスJが全体として当然新しL

なってIt 、ているとし ょうがない。

(30) a It's John knocking at the dOOf. 

b There's John knocking at the door. 

60 -



“there w紛 thehorse galloping" 

(29) とおなじ構造をもっ (30a)は「単語判断jのく30a)と

はないj と中島誌いれ Johnも k蹴 ki時 atthe doorも(29)問機

Johnが「未知Jで knockingat the door r既知Jでも全体としては訴

しい情報令長える場合が一つ，ともに「未知Jでこの「ネグザス」が全体

として新しい情報を伝えてし、る場合のごつが考えられる。し

ここでも it と there は共通の性質主どもち there のあとには確実に

fネグサスj全体が一つの新しし ていることが拭っき?りした。

しカゐるに

方法では

の名i'iilのあとに who(or that)(is)を繍って考える

と「言葉苦手」ともに「未知jの解釈を辞除してしまうの

で不都合であることをつけ加えておく O

it~that の構文において that 節の中にさえ「新」が来れることを

Princeは指識している。

2 -30 前項では itと thereの「行動」の類似性に主主自して fこ

とjが存校ずる文がある可能性についてのベた。この宅誌では統諾的な諮

からこの可能性を検討する。

]. R. Hurfordは毒DerivingS from S + is'という論文の中でつぎ

のような主張しているがわれわれに深くかかわる。すなわち披によると

文の「探-層構造j というものはその文がのべていることが認実でおるこ

とを拐示的にあらわしていなくてはいけなし、 したがってく31討に対

(31) a 玖Te will soon be in England. 

b S 

//(¥¥ 

P
I
l
l
i
e
 

villi--(Ib 
\~ゐ will soon b忠 1n

England 
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して (31b)のような さと与え， ~ず [W邑 will soon be in 

England]なる NPが「存在Jーすることを明確にする。 すなわちある

文が表出されるに先だってその文が一つの「事態j として確実に存在す

ることが示される。こ ら VPの beが「裕去Jされてく31a) 

の文が派生されるとする。そしてこの根拠として Hurfordはおよそつ

ぎのような議論をする。

(32) a it be [we wiI1 soon be in EnglandJ 

b We are soon to be in England. 

(33) a It's not that I'm asqueamish. 

b 

Neg 

//J¥¥出

1 am asq¥は担amish

JS 

(31 b)の NPを るくr外置j された Sの代りにはがあらわ

れる〉とく32a)のような構造が派生される。 さらに weと討をど入れ

かえると (32b)のような文が派生される。 また (33a)は (33b)のよ

うな構造に NP ることによって

ある。これでく31a)に対して (31b) 

とになる。

ところでく31b)の構造は (34a) 

ことができるわけで

ることが正当化されるこ

られる構造 (34b)と全くお

なじ構造のものであることに注目しよう o(31 b)では孫、 willbe soon 

be in EnglandとL、ぅ (34 b)では supern乱turalthings 

という り「もの」が存在するのとおなじよう ることが統

も訴されることになる。
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(;B4) a Thereare supernatural thjngs. 

b 

//¥¥¥  

supernatural 
things 

S 

中島が認識論・心理的な立場からのべている「事態」・「こと」の

rthere is …存在文」が 2-1.ではその可能があること， 2-2. で

は「情報」の点から， 2-3.では統語的な面から示された。

30 rこと」が thereis…構文をとって「存在」する可能性のあるこ

とを検討してきたがここではこの考えを支持するつぎの三つの点につい

て論じたし、。

①「ことJの「存在」であればそのときは therebe … の be動詞

は常に単数になるはずであるが thereare two guests arriving 

のように複数になるのはなぜか。

②「こと」が thereis …構文として「存在」するときなぜ、 there

is that節という形をとれないのか。

@r…が…である」 ことが 「存在」するとする thereis…構

文にはなぜ*There is a man a doctor / tallは非文となるの

カミ。

3 -1。 まず①についてであるが thereis …の「存在文Jbe の

動詞の数はそのあとに来る名詞の数に一致するという事実があるO もし

「こと」が存在するというのであれば，このときは be動詞は常に単数

になるはずである。

(35) thereωαS only my father and myself left - A. Christie 
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のような単数の慨は都合はいいが普通は複数になる。これがよく there

k の構文では「こと」をとらないという主強の毅拠にされる 3

be動詞のあとが喪数のとき撃事請が複数になることは「近いものに一

致させるJという一般的な頬向の一つにすぎないのであろうが，いま

これを説明するために，便宜的に th母rebe…構文にも「くり

(raising)があると仮定することもできる。 rくり上げ」がおこるのは

「地動詞Jであるが be動翻にもおりうると

(36) a 1 expξct him to come. 

b 1 exp告ct[he to come]. 

c 1 expect him [to come] 

ること O 

く36設) e}王将ctの「自的懇jは (36b)にみるように [hetoむome]で

あるがこの heがその中からポスタんのいう「くり上げ」られてく36の

のような位壁をしめることになる。これと詞様のことを thereis構文

の be動錆にも佼定ずるのである。

(37) a There be [two guests arriving] 

b There be two guests [arriving] 

これにより (37a)の twoguestsが「くり上げj されて (37b)に

なり数の一致で beが areになることが説明される。

(この段鑓では Thereare two gu日stsと念ず twoguestsの存在

宅t慾認それを「主苦手j として arrivingという「賓辞」がついたと説明

する官頭にあげた窃ときわめてにたものになる〉。

ただこの場合の be警告訴を「他警告詞jとして扱ってし、L、かどうかとい

う大きな開題がおこる。しかしいくつかの点からこの beは「鵠動詞j

と行動が似ていることがたしかめられる。まず therebe構文の beの

あとにはかならず NPがくる。ネTherξisbeautiful I slowly. また

この構文の th釘 eは として〈代〉 と全く間様の行動をす
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“there was the horse gal1oping"の構造

ることはC1oa)一C10d)ですでtこ見 there be構文の beのあと

の名詞は文法的にはともかく，少くとも「意味から くj

predicateの欝誌が感じられ

構文の be誌明確に「二演欝琵jとして

りその点では therebe 
(22) 

している。 Hallidayはこ

の種の be とのべている。 さらに Milsarkは

(38 a)， (38 b)の構茄を詑較し， (38 a)の therebe と (38b)の saw

の平行性に住回し th記rebeと知覚動拐の類鎖性を指摘していることも

1
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Istabbing pig君。ns
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i本tall
lin the rOQm 
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以上から therebe構文はいかにも「鍛動詞J，下二項欝認j 釣に行動

することから therebe講文にも「くり上げJ念考えること， rくり上j

つ 7心街制と加の数が一致することになると考えることに無理はおこら

ない。

ただここに二でで、つけ主揺詰えておかなくてはいけないのは t出ha拭t鎗つまり日時寺

なもつく計te伺ns詑ed心〉時誌この節のι中ドカか逸らは立説三藷を号引!さき?だすこと tは主でで、さき~t.な￡い，

つまり beのあと?にこ「くり F上とiげげヴヂ、jをvすFることはでで、きないことでで、ある。 こ

れはつぎiにfζこのベる thereb挺e構文が t出ha抗t長節言言念rとらない， ということと

探いかかわりをもっている。

3 -20 @と会会誌関連し，たものであるがまず普から検討してし、く O
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thereときわめて似た行動を示す itが itis that節という構文をつ

くることができるのに thereはなぜ、 thereis that節としづ構文をつ

くらないのか。

これにはまず thereと itのちがい， that節と名詞×現在分詞のち

がいにその理由を帰することができると考えられる。

まず thereは副調で itは代名詞だということはさておいて itは

たんなる「形式主語J，1仮りの主語」などというよりすでに見たように

‘the thing or person in question' (C. O. D.)と考えるべきで指示性

がつよくItis A という構文は‘今問題になっているのは Aだ'と限

定的に特定する表現であり， 対象をまずそれとして承認し， それが A

であると判断を下した「二重判断」の構文をつくる。

それに対し thereについてみると therebe構文の中での行動は代

名詞のようであるが itのような指示性はなく文頭にたって新しい情報

を導入する「存在」文をつくる形式的な働きをするにすぎなし、。 1存在

についての陳述の表現」と定義される thereの「存在文」には， ある

ものが，ある時，ある場所で，ある状態、にあること，が前提になっている

はずであるO このうちあるものは「新」であれ「既知」であれかならず

表わされなければならないがその他の要素は表わされない場合もある。

あるものが，ある状態にあることをそのまま承認する「単純判断」の表

現もある O ところで， rあるものがある状態にある」ということは「あ

る状態になる」ことを含むこともあるo there be構文には be動詞の

ほかに arise，appearなどの「出現」の動詞があらわれるのはこのため

であるO さて be動詞， 1出現」の動詞をとるということは結局， ある

ものが「知覚の場 (perceptualfie切に入ってく幻ということを表

わすに等しい。当然これらの動詞のあとには「知覚」しうる対象が来る

ことになる。「知覚動詞」と therebe構文の関係の深さはここでも確

E忍できる。

つぎに that節と名詞×現在分詞についてみてみよう。
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Borki22は (39a)， (39 b)のような that節と (tobe)現在分詞を含

む文で

(39) a ? 1 find that Harry is amusing， although everyone 

else thinks he's a bore. 

b 1 find Harry (to be) amusing， although everyone 

thinks he's a bore. 

that節のガは 'matterof fact'で客観的な「中立文Jであるが (to

be) amusingの方は 'matterof judgment'で鎚人的な判断の

だという。不定詞が議接知覚ないし個人的判断であるに対し that節は

客観的，鵠接的な認識であるという怒号のことは Geeにも詳しい議論

がみられるが，たとえばつぎの関でも充分にわかる。

(40) a 1 heard that the bel1 rang. 

b 1 he昌r:dthe bell ring / ringing. 

つまり (40a)では「ベノレがなったということj を誰からかきいたので

ってこれな「隣接的」とすれば， く40b)時「ベノレがなる/なってい

る」のを滋接白分の等できいたのであり「斑接知覚Jとよぶことができ

る。 Kirsnerand Thompsonは説者を f鰐接的報告J後者を「直接知

覚j とよんでいる。

さらにおなし不定詞と現在分詞のちがいに控目すると (41)の文で

(41) We saw her just sit / sitting there. 

sit I sittingの区別はよく言われるような「完結J，I奔完結j の区別

ではなく，むしろ， sitが，ほかのことはと込かくすわることしかして

いなかった (obstinaterefusaりことを示ずに対し， sittingは，ただ
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動かない つ 設で、いる〉状慈J(inactivity) している
(30) 

ことである。

tAJ::のことからおよそつぎのような…J，t;のまとめをすることができる

と患われる。‘問題になっているのは…だ'というようにはっきり特定

されたものな導く itの場合は客践的・錆接的で認識の f中立J 的な

that箆がふさわしし、。また一方，あるものが，あるとき，あえら

ある状態にあるものをそのまま承認する「単純将新Jの文には

の表現，それも不定調より現在分認をもっ表現のブゴがふさわしし‘0

これが it~that るカ~ there be tha t られな

い理由で、あろうc

there beのつぎに名詞×現在分詞がきて，名揺が「くりょげJdれ

うるが therebeのつぎに that節が来ることがでぎないし， that賄

ら主語の名鰐「くり上げj もありえないこととも符合する。ぎた

there be構文と[知覚J動詞との欝係の深さもまた確認できる。

3 -30 上で、したー誌のまとめは@を検討することによってさらには

っきりする。

* There is a man a doctorjtall.が非文である理由にはホAman is 

a doctor / tall. という文が非文であることが一つあるof不定jのも

のを主霧じして，その特繋たのベる文はもともとおかしなものである

ここでは adoctor / tall 

前項で、みたように therebe 

して承誌し ること

日してのべたい。

‘あるもののある時の状態'

ると adoctor / tallともに

この議文には不適切だとわかる。つまり付訟の文で、もわかるように

(42) a The man was sick yestεrday but he isn't now‘ 

b Th合 b日11was ringing then but it isn't now. 

C ネ Theman was a doctor / tall yεsterday but he isn't 

now. 
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sick， ringing (これらはいずれも therebe議文をつくれる〉は一時

の状態安表わす (statト descriptive)のに対し adoctor / tallは本来

的にもってる特鷲 (property) であり， なかば永続的なものであzi
‘あるもののるるときの状態'をのべるには adoctor / tallはやり適

当ではなし、。

最後に therebeのあとに来る × の語Ji賓の点からみ

てみたし、。

く43) a The nun singing is popular. 

b The singing nun is popular. 

(43)み b.でのちがいは aで、は主語が名認×現担分拐でいわゆる「ネ

グサスjの鶏JI頂であるが bでは， 現在分詞×名詞のいわφる

(junct即時であることで aでは‘特定のとき，特定の場所でうたっ

ている毘'という意味になるが bでは‘歌い手として知られてし、るJE.'

を意味ずる。これはまさしく上にみた「一時的な状態ム「謀本的な，麗性

・特質Jにそれぞれ対j忘するものである。またこれらはイエスペルセソ

が Fネグサスjは「動きがある過程Jを， r連接Jは「動きのなし

のようであるといっていることにも符合する。これで名詞×混在分詞が

全体としてもある…定時における状態を示すことが訴さわした。

以上で Therewas the horse gal1oping.は thehor闘が(ある特

定時に， ある場所で〉王手足で走っている状態、にある

接知覚し，客観的な判断としてではなくそれをそのまま

して表わした表現影式なのであると設える。

. rことj

し「新j と

No news is good nεwsの Nonewsは S(PS2) VP (21)と示さ

れるようにたしか?と「知らせのないこと」であるし Thereare three 

pages missing in this book勺「存在」するのは いる

こと」のはずで、ある。1.でも予想したように英諮はすぐれて「ことJ
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を「ものJとして表現ずる形式をとるのである。

ふ これでわれわれはのく44a)ような文に対して賢頭にのべたような事

態'l，i:rことj としてそのま茨 f存在jするとした解釈がありうること，

を示したことになろう O そして「変形生成文法j の枠くもみv.こしたがうと

すればこの様な解釈の場合には thereの「挿λjの住方 wasの円高

去」のなど説明ははぶくが従来のような (44b)ではなく〈併ののよう

た構造を与えなくてはならない場合もあることになる。

(44) a There was the horse galloping. (=5) 

S 

b VP 

~こ〉臨NP 

/f¥¥  was gaHoping 

th母 horse

S 
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註

く1) たとえば Mils註rk

(2) Emondsの 「様還を多量芯ま室長UJ

( 3) Akmajian and Henyく9・17のでは

(i) There were twenty men fired by the company last year. 

のように受動態の交に ither母〈事事入〉変形JiJ~程遣いた文もあっ，これは「勾襲撃造

去最長日」で主主足立されたものではないとする。しかしこれは ithere繍入総長uをた

とえば Breckenridgeのように la.stcyc1e綴長IJと量言えればよいと怒われる。
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Milsark ~こはこれらの裁の検討がある。

(4) 中村総を参照。

( 5) Chomsky (1965) p. 22ではじめ気がつかなかった expect 主 persuade

の区民というのはこの「ことj と「ものJの区別だったといえる。 Rosenba;urぬ

ではね)が f尽的名詞勾繍文」で(4)が「他毒事総議文Jと区別される。

(6) 長主事長 p.33. そのほか p.206では「人々が怒識にとっての原初告さなど対象

約そ子件ミとみなすところの「知覚的現相j のうわ最も絞初約なものにあってすら

な銘文法的な主総一述議ミ j成餓〈な綴文法約な命題的芸評皇室〉なのであり， かく

て，われわれにとっては「事態Jこそが潔主主的なと対象的な与然ミなのであるJ

とL、う O

(7) o英文法の体系JIpp. 193-4. 

もっとも中島自身"なも考えがーまをしてないことは中長基金 ithereis議文の分析J

ELEC B百lleti汲 No.28(緩者米Ji!)わやでとっている thereニョit とする見方

を林がとちあげ批判していることでもわかる。

( 8 ) if it had not been for . 

Hit arn註bouteon tis bench bot berdle3 childer: (口Thereare none 

but beardle8s boys onthese bench古saroむndabout) Sir Gawai認 andthe: 

Green Knight. Line 280そのほかよくあげられる esgibt， il y a …ーを議長

三きにしてもよい。

(9) このようなま警告発はたくさんみられるが，たとえば Mils証rkp. 16ふ

(10) Analytic Syntax p. 52. 

また〈ひとその然遺(ii)についてもおなじことが営える。

(i) that might mean another job gone. 

(ii) S V 0 (S2 (21)P) 

さらにがjをあげれば

(iii) That's the antholopology exam over A券L.Thomas. 

(11) これは Mil路 rk;1:;' b告のあとに来るものについて与えた説明の不充分さを

指摘してのべたもので、ある。

(12) r総本認の Fノづと fガJの機書室についてJiこはこのJ夜、についてのi!わめて

淘要経にとんだ観察がめべられている。

(13) W現代3思議の文法と潔景JIpp. 18幸一198.

く14) W英議官意味総研究JIpp. 47-8. 

(15) 中島・毛利 p.38. さらに p.39 Iこはくi)，(ii)のような This，That安

全議とする

(i) This i8 Jane Smith speaking. 

(ii) That's my father coming. 

3どについてもおなじことが震えると綴綴している。
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(16) 11英文法の体系11p. 198. 

(17) 主主決意味論ではくi)，(ii) ir.対して(iii)のような機迭を講すえるがこれとにで

いることは爽球ぶかい。

(i) 1まemay be honest. 

(ii) It m品yb母 that he is hone告し

(iii) ---------¥¥ 
合!

:nav 

(18) たとえば株。

(19) P. Postal， On Raising. 

告の この考え/jはかなりー総合きに認められるもので，たとえば Dietrichは(i)

のような文?とくii)のような「禰文jがあると考えるのもこのうちの一つである。

(i) John has a cake baking. 
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