
名詞句内部における未確定表現の認可の方略 

中島優 

 

1. はじめに 

Kuroda(1965)以来, 日本語の wh は特定の助詞と結び付くことで様々な量化子になることが知られている. 例

えば, whの一つである「誰」は「も」と結び付けば,「誰も」のように全称量化子や否定極性表現になり,「か」

と結び付けば,「誰か」のように存在量化子になる. この意味的な変異性から, Kuroda(1965)は日本語の whを

「未確定表現」と名付けた. 

    本発表の目的は, 日本語の未確定表現を含んだ特定の名詞句には主要部移動が関与していることを示す

ことである. 本提案から得られる理論的示唆として, 最小性との関連から主要部移動は統語演算であること

を示す. 

 

2.	問題点	

(1a)で示したように, 名詞は未確定表現と量化助詞の間に現れることができる. また(1b)で示したように, 助

数詞は(1a)と同じ意味内容を表しながら量化助詞の代用が可能である. 

 

(1) a. 何の物音もしなかった. 

b. 何の物音一つしなかった. 

 

未確定表現の認可の方法としてWatanabe(2004a)を踏襲する. Watanabe(2004a)は D0に位置する量化助詞が,「何

も」などの量化子を構成するために, 未確定表現と一致するメカニズムを提案している. この一致は量化素性

(quantificational features)の間でなされる(Watanabe2004b). 本発表では, 量化素性は量化子を特徴付ける素性で

あると仮定する. 名詞句の構造に関してはWatanabe(2006)を踏襲する. Watanabe(2006)は NPと DPの間に三つ

の機能範疇投射がある構造を提案している: [DP [QP [CaseP [#P NP #] Case] Q] D]. Watanabe(2006)の構造では, 

以下の三点が仮定されている: (i) 未確定表現は Spec, QPに位置する. (ii) #0に classifierが位置し, Spec, #Pに

numeralが位置する. (iii) NPは Case0と格素性のもとで一致し, Case0が EPPを持つため, NPは Spec, CasePへ移

動する. Watanabe(2004a, 2004b, 2006)を踏襲すると, (1a)では D0に位置する「も」が Spec, QPに位置する「何」

と一致することで, 量化子として認可される. しかし(1b)の構造では, 量化助詞がないため D0は空である. し

たがって(1b)には認可子が不在であるため, 未確定表現は認可されないという問題がある. (1b)の構造は(2)に

示した.1 

 

 

 

                                            
1 Watanabe(2006)では, 未確定表現に後続する「の」は音韻部門で挿入させると仮定されている. 
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(2)  
               DP 
  
          QP       D 
 
     何 
         CaseP    Q 
 
    物音 i 
         #P      Case 
 
   一 
        ti       # 
 
                     つ 
 

3.	提案	

2.で提示した問題を解決するため, 本発表では#0が D0に主要部移動すると提案する. Travis(1984)の主要部移

動制約(the Head Movement Constraint)を仮定すると, #0は一度に D0に移動することは許されない. ゲルマン語

族の verb-second clauseに見られる動詞の移動が示すように, 主要部移動は繰り返し適用することができるこ

とから, まず#0が Case0に移動し, その複合主要部がQ0に移動し, 最終的に#0と Case0とQ0からなる複合主要

部がD0に移動すると提案する. Déprez(2000)では, 空のD0を持つ量化子は量化力を欠いていると主張し, 主要

部移動によって D0 が埋められた場合, その量化子は量化力を持つと提案している.2 Déprez(2000)を踏襲し, 

(1b)では量化力の不在が主要部移動を引き起こすと仮定する. 量化子は一般的に共起する名詞の加算・不可算

および単数・複数の指定することから(Chierchia1998), 量化子はそれを特徴付ける素性として, 可算・不可算

を担う[±number]素性と単数・複数を担う[±singular]素性を持つと仮定できる. 例えば, ‘every’は可算名詞との

み共起し, その名詞の単数形態を要求することから, [+number, +singular]を持つと仮定できる(Watanabe2006). 

Watanabe(2004b)の量化素性は, 量化子を特徴付ける素性であると仮定した. [±number]素性と[±singular]素性も

(完全にではないが)量化子を特徴付ける素性であるため, 本発表では, 量化素性は[±number]素性と[±singular]

素性の複合体と同等のものであると仮定する.3 以上を踏まえると, 日本語の量化子において, 量化助詞と未

確定表現は [±number]素性と [±singular]素性のもとで一致することが成り立つ . ここで重要なことは , 

Watanabe(2006)の名詞句の構造において, #0は[±number]素性と[±singular]素性を持つと仮定されていることで

ある. したがって, 量化助詞と同様に, #0 も未確定表現と一致する素性を有しており, 主要部移動によって未

確定表現を探索領域内に持った場合, 未確定表現の認可子となる. 

    (4)は(3)の構造から#Pを inner Spec, QPに移動させた例文である.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 Déprez(2000)において, 空の D0を持つ量化子とは主に N-wordのことを指す. また主要部移動以外に Spec-head agreementによっても量
化子は量化力を得ると仮定されている. 
3 [±number]素性と[±singular]素性以外にも量化子を特徴付ける素性は存在すると思われるが, その特定は今後の課題とする. 
4 (4)はWatanabe(2006: 247)の例文である. Watanabe(2006)において, (4)は??とされている. 
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(3)  
               DP 
  
          QP       D 
 
     何 
         CaseP    Q 
 
    成果 i 
         #P      Case 
            	 	    
   一	 	 	 	 	 	   を 
        ti       # 
	 	 	 	 	 	 	  
             	 つ 
 
(4) そのプロジェクトは何一つの成果をあげなかった.                                                      

 

この構造においても, D0は量化助詞を持たないため, (1b)と同様に未確定表現の認可子は不在である. (4)では

非文法的な語順を派生させることから(*何-一-成果-つ), (1b)で提案した#0の主要部移動は適用できない. ここ

で Chomsky(2000)による移動を一致(Agree)・随伴(Pied-piping)・併合(Merge)に分解した提案に注目したい. 

Chomsky(2000)を踏襲すると, (4)において#Pが inner Spec, QPに移動するには, まずQ0との一致が必要である. 

本発表では , #0 と Q0 の間に共通の素性 F を仮定する . 5 加えて , Rizzi(1997)の一致による表示の連鎖

(representational chain)の形成を仮定する.6 以上を踏まえると, (4)では素性 Fの一致を通じ, #0と Q0の間で表示

の連鎖が形成されることになる. 表示の連鎖は一致を受けた要素の素性を受け継ぐと仮定すると, #0と Q0の

間で形成される連鎖は[±number]素性と[±singular]素性を含むことになる. (4)では D0が空であるため, 量化力

の不在が主要部移動を引き起こす. Q0が D0に主要部移動することで, その複合主要部は未確定表現を探索領

域に持ち, Q0は[±number]素性と[±singular]素性を含む連鎖の一員であるため, この表示の連鎖は未確定表現を

認可する素性を有することになり, (4)では未確定表現が認可される. 

    主要部移動が関与している関節的な証拠として, 格助詞の有無がある. まず#0が Case0を巻き込む主要部

移動では, (5)で示したように, 格助詞は現れることができない. 

 

(5) a. *何の物音が一つしなかった. 

b. *何の物音一つがしなかった.                               

 

一方で, Case0が移動に関与しない(4)では格助詞が現れることができる. 同様に, (6)は(4)から CaseP を Spec, 

DPへ移動させた例文であるが, 格助詞が現れることができる.7 

 

(6) そのプロジェクトは成果を何一つあげなかった. 																													     

 

                                            
5 この素性のタイプの特定は今度の課題である. 
6 厳密に言うと, Rizzi(1997)において, 表示の連鎖の形成は Spec-head agreement によってなされる. 
7 (6)はWatanabe(2006: 247)の例文である. 
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これらの例文は主要部移動によって Case0が複合主要部となると, Case0は格助詞を受けることができないこ

とを示唆する. この背後にある格助詞の原理・原則の解明は今後の課題の一つである. 

 

4. 理論的示唆 

本発表の理論的示唆は, 主要部移動は統語演算であることである. これは(7)に示した.  

 

(7) Q: (本当に)何の物音一つしなかったの? 

A: はい. 

 

Chomsky(2000)では, 主要部移動は PFで起こると仮定されている(cf. Chomsky2000). しかし, もし主要部移動

が PFの操作であれば, (7)において未確定表現と Q形態素の間に一致を阻む要素が介在しないため, (7)は wh

疑問文になると予測される.8 本発表の提案に従うと, #0が D0へ移動するため, #0の方が Q形態素よりも未確

定表現と構造的に近くなる. したがって, (7)が yes/no疑問文であることは最小性によって説明される. 

 

5. おわりに 

本発表では, 未確定表現の認可のために, 名詞句内部で主要部移動が起こっていることを示した. また#0 と

C0の間で最小性の効果が現れることから, 主要部移動は統語演算であることを示した. 
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8 本発表では, Q素性と[±number]素性および[±singular]素性は同じタイプの素性であると仮定する. Wh句と量化子はどちらも特定の指示
対象を持たないなど共通した特性が見られるため, それらを特徴付ける素性が同じタイプであると仮定することは問題ないように思わ
れる. 
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日本語直接引用節再考 ―生成文法・日本語学の観点から― 

野口 雄矢 (大阪大学大学院) 
u718598d@ecs.osaka-u.ac.jp 

1 はじめに 

●本発表の目的 

①記述的考察： 

  従来、日本語学において「直接引用節」と分類されてきたト節は、文法的な観点から、さらに

2つのクラス (A類・B類) に大別できることを示す 

②理論的考察： 

  ①で提案した 2種の直接引用節について、生成文法の観点から考察し、それぞれどのような過
程をたどり派生されるかということを示す 

2 先行研究 

●日本語の引用助詞「と」により導入される引用節は、文法的な観点から、「間接引用節」と「直

接引用節」に分類できる1,2 (e.g., 藤田 (2000)、砂川 (1989, 2003) 等3) 

⇒ト節内の直示的表現の解釈 

  e.g.) 人称代名詞 

  (1) 彼は [私が行く] と 言った。                                          (砂川 1989: 358) 

 ⇒「私」の解釈：  (i)  文全体の発話者（伝達者視点）   →  ト節＝間接引用節 
(ii) 引用節の発話者（元発話者視点）→ ト節＝直接引用節 

・特定の要素がト節内に生起した場合、当該のト節は直接引用節の解釈に限定される4 

  (2) a. 終助詞「よ、ね、さ、ぞ、etc.」(cf. Saito and Haraguchi 2012, Sato 2011) 
花子は [太郎は 彼女を 助けてくれるよ] と 言った。       (Saito and Haraguchi 2012: 114) 

         ⇒＊：伝達者視点（「彼女」＝「花子」） / ✓：元発話者視点（「彼女」≠「花子」） 

     b. 丁寧体「ます/です」(cf. Miyagawa 2012, Sato 2011, Yoshimoto 2016) 
        ポールは [彼が その仕事を します]と 言った。                    (Yoshimoto 2016: 6) 
     ⇒＊：伝達者視点（「彼」＝「ポール」） / ✓：元発話者視点（「彼」≠「ポール」） 

                                                 
1 本発表では、藤田 (2000) の考え方にもとづき、直接引用節と間接引用節の区別は「文法的」なものであるとする。例
えば、(i)では、元の発話と異なる形式がト節内に埋め込まれているが、そのような理由で、当該のト節を間接引用節と
みなすといった考え方は取らない。(i) の例に対する語用論的考察は、藤田 (2000) を参照されたい。 

   (i) （橋本の「オイ、米谷、電気を消してくれ」という言葉を米谷に伝えて） 
   鷲原「橋本が『ライト消せ』と言ってるぞ」                        (cf. 藤田 2000: 154) 
2 「引用」という用語が何をさすか、および「引用」と「話法」という用語の差は何か、といった問題にはここでは触れ
ず (cf. 砂川 1989、藤田 2000)、本発表では便宜上、「引用（節）」という語は一律に、引用助詞「と」により導かれる
節（ト節）であるとする。 

3  引用節についての藤田保幸氏の研究論文は多数存在しているため、本発表では、藤田氏の研究を引用する際には、そ
れらの研究の集大成である藤田 (2000) を記載することにする。 

4 直接引用節が含むことができる要素および文体は、(2) に挙げたもの以外にも、「呼びかけ語」「倒置文」「不完全な言
いさし文」など、多数存在するが (cf. 砂川 2003)、これらのデータは紙幅の都合上、省略することにする。主張を先取
りすると、これらの要素および文体を含むト節は、直接引用節 B類に分類される。 
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    c. 感動詞「あっ、えー、はい、おい、etc.」 
        彼は [あっ 私が 行く]と 言った。 
       ⇒＊：伝達者視点（「私」＝文全体の発話者） / ✓：元発話者視点（「私」＝「彼」） 

   d. 間投助詞「ね、さ、よ、etc.」5 
     彼は [私がね 東京にね 行く(んだ)]と 言った。 
     ⇒＊：伝達者視点（「私」＝文全体の発話者） / ✓：元発話者視点（「私」＝「彼」） 

⇒藤田 (2000)：「伝達のムードを帯びたものと読まれるか否かによって決まる」 

3 直接引用節再考 

● 第 2 節で示したような観点で「直接引用節」と分類されてきたト節は、文法的な観点より、さ
らに 2つのクラス (A類・B類) に大別できる 

⇒「wh 要素のスコープ解釈」、「かき混ぜ」という統語的テストにおいて、非対称的な振る舞いが
観察される 

3.1 wh要素のスコープ解釈 

●ト節内に wh 要素が生起した場合、主文をスコープに取る wh 疑問文として解釈できるか否かに
おいて、直接引用節の例に非対称的な振る舞いが観察される 

①ト節内に「直接引用要素」が生起しない場合 

  (3) 太郎は [東京には 誰が 行く]と 言ったの (ですか)？ 

②ト節内に「直接引用要素」が生起する場合6 

  (4) a. 終助詞 
       太郎は [東京には 誰が 行くよ]と 言ったの (ですか)？        

  b. 丁寧体 
太郎は [東京には 誰が 行きます]と 言ったの (ですか)？      (cf. 内堀 2007：314-315) 

    c. 感動詞 
*太郎は [あっ 東京には 誰が 行く(よ)]と 言ったの (ですか)？    (cf. 内堀 2007：298) 

     d. 間投助詞 
    *太郎は [東京にはね 誰が(ね) 行く(んだ)]と 言ったの (ですか)？ 

3.2 かき混ぜ 

●ト節内の要素に対して主節位置へのかき混ぜ（長距離かき混ぜ）を適用した場合、直接引用節の

例に非対称的な振る舞いが観察される 

①ト節内に「直接引用要素」が生起しない場合 

 (5) 東京に i 太郎は [花子が ti 行く]と 言った。 

                                                 
5 間投助詞の品詞的な位置づけについては、例えば、伊豆原 (2008) を参照されたい。また、間投助詞が関連する以降の
例文において、ト節内の間投助詞は元発話者が発話したものであるということ、および、ト節内の文の自然さを担保す

るために当該文の文末に任意の要素として「のだ（んだ）」を置いていることに注意されたい。 
6 (4a,b) および (6a,b) の文法性判断について、数名の日本語母語話者に尋ねたところ、(3) や (5) といった明瞭なケー
スに比べると少しばかり落ち着きが悪いと感じる者もいたが、容認は可能であると判断された。内堀 (2007) は同様の
意図を「(?)」という記号を用いて表しているが、本稿では議論を簡潔にするため、特定の記号は付さないことにする。 
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②ト節内に「直接引用要素」が生起する場合 

 (6) a. 終助詞 
    東京に i 太郎は [花子が ti 行くよ]と 言った。 
     b. 丁寧体 
    東京に i 太郎は [花子が ti 行きます]と 言った。                   (cf. 内堀 2007: 315) 
     c. 感動詞 
    *東京に i 太郎は [あっ 花子が ti 行く(よ)]と 言った。              (cf. 内堀 2007: 298) 
   d. 間投助詞 
    *東京に(ね)i 太郎は [花子がね ti 行く(んだ)]と 言った。 

3.3 直接引用節の細分化 

・ト節内の要素に対する統語的操作の適用可能性において非対称性が見られる 

表 1：直接引用節における非対称性 

 終助詞 丁寧体 感動詞 間投助詞 

ト節内の 

直示的表現の解釈 
元発話者視点 元発話者視点 元発話者視点 元発話者視点 

ト節内 wh要素の

主文スコープ解釈 
✓ ✓ ＊ ＊ 

長距離かき混ぜ ✓ ✓ ＊ ＊ 

⇒主張：従来、日本語学において「直接引用節」と分類されてきたト節は、文法的な観点から、さ

らに 2つのクラスに大別できる 

→  - 直接引用節 A類：終助詞および丁寧体を内部に含むト節 

    - 直接引用節 B類：終助詞・丁寧体を除く「直接引用要素」を内部に含むト節 (cf. fn.4) 

3.4 裸のハ 

●有田 (2015) の主張を考慮すると、裸のハが直接引用節 A類の内部に生起できないことが正しく
予測される 

○裸のハ (cf. 有田 2015、三原 2016、Nasu 2012等) 

 (7) 客：あんパンは売り切れ？ 
     店員 A：はー、売り切れましたね。 
    店員 B：売り切れましたね。                                           (有田 2015: 16) 

・有田 (2015)：裸のハは、係助詞から感動詞への変化の途上にある 

 ⇒ (7)：Bと比べ、Aは… 

    - 応答の内容に対して確信がない、躊躇がある 
    →「言いよどみ系」の感動詞類（田窪 1995）の特徴 (e.g.,え(ー)、あの(ー)、ま(あ)) 
   -「相手の話をよく聞いている」ことを示す 
    →「入出力制御系」の感動詞類（田窪 1995）の特徴 (e.g., はい、うん、えっ) 
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○予測：ト節が裸のハを含む場合、直接引用節 A類の振る舞いを示すことができない 

・間接引用節は裸のハを含むことができない7,8 (cf. Nasu 2012) 

 (8)（誰がその書類を無くしたか聞かれたとき、） 
   *ジョン iは [φは 彼 iの部下が 無くした]と 言った。                  (cf. Nasu 2012: 212) 

・ト節が裸のハを含む場合、3.2における統語的操作をト節内の要素に適用できない 

 (9) a. wh要素のスコープ解釈 
   （誰がその書類を無くしたか聞かれたとき、） 
    *太郎は [φは 誰が 無くした]と 言ったの (ですか)？ 
   b. 長距離かき混ぜ 
   （花子はどこへ行ったのかと聞かれたとき、） 
    *東京に i 太郎は [φは ti 行った]と 言った。 

4 直接引用節の派生 

● 第 3 節の記述的考察のもと、生成文法の観点から、先行研究における考察を考慮し、日本語の
直接引用節の派生について考察する 

⇒ 直接引用節 A類・B類はそれぞれ、異なる派生過程をたどる 

4.1 先行研究 

① Collins (1997), Collins & Branigan (1997), Suñer (2000) 等： 
直接引用節は、主文と独立して存在し、演算子によって主文と結び付けられる9 

  (10) (Quote) [CP Op [TP ... [VP V tOp] ] ] (Quote) 

② Gyoda (1999), Wu (2008) 等：直接引用節は、主文に従属する形で統語構造に導入される10 

  (11) a. [CP [TP ... [VP V Quote] ] ]      b. [CP Quotei [TP ... [VP V ti] ] ] 

③ Partee (1973)：直接引用節は、その表層の形（音韻素性）だけが統語構造に導入される11 
                                                 
7 三原 (2016) は、裸のハが生起したト節の内部に代名詞が生起した例を挙げ、その代名詞が伝達者視点から解釈可能で
あると判断し、よって裸のハが間接引用節内部に生起可能としている。しかし、発表者の直観からすると、そのような

解釈をするのは困難であり、数名の母語話者にも文法性判断を尋ねたところ、当該の解釈はできないと判断された。よ

って、本稿では、裸のハは間接引用節内部には含まれないとする。 
8 (8,9) の「φは」は、(7) の「はー」と同じ裸のハを意図した表記である。 
9 (10) の提案の動機について、Collins (1997) 等は、英語の直接引用節を含む文には (ib) のように、当該の節の一部が分
離して文頭に位置する例があることを指摘し、このタイプの例は、当該の節が主文に従属する形で生起するとは考えに

くいと述べている。 
   (i) a. “When on earth will the fishing begin?” asked Harry.    b. “When on earth,” asked Harry, “will the fishing begin?” 
      c. Asked Harry: “When on earth will the fishing begin?”                                         (Collins 1997: 38) 
10 Wu (2008) は、(10) の演算子分析の反例として (i) のような例を挙げ、直接引用節内の要素が「one代用」などの統語
的操作に関与し得ると述べ、これをもとに、(11) の分析を提示している。（これらの例に統語的操作が関与していない
という主張については、Partee 1973を参照されたい。） 

  (i) a. When the surgeon said “Give me the scalpel”, she handed him the wrong one. 
b. When he said “Leave!”, she wouldn’t ___ .     c. When he said “Turn right”, she did the opposite.      (Wu 2008: 105) 

11 (12) の提案の動機の一部として、Partee (1973) は (i) の 2文は同義ではないと判断されるということを指摘している。
より詳細な議論については、Partee (1973) を参照されたい。 

   (i) a. The other day Tom said to me, “A bachelor killed my grandfather with a knife.” 
       b. The other day Tom said to me, “An unmarried man used a knife to cause the father of one of my parents to die.” 

(Partee 1973: 411) 
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 (12) a. Tom said, “My grandfather was killed with a knife by a bachelor.” 
      b. [TP Tom [VP said [NP [mai grandfaðer wuz ...] ] ] ]                       (cf. Partee 1973: 412) 

4.2 日本語直接引用節の派生 

○日本語の直接引用節は、主文から独立してはいない 

 ⇒日本語の直接引用節は、主文に従属する形で統語構造に導入される12 

(13) VP前置 (cf. Miyamoto 2016) 
    a. 太郎は 次郎に [(あっ) 花子は 図書館に 行ったよ]と 言いだけ した。 
      b. [次郎に [(あっ) 花子は 図書館に 行ったよ]と 言いだけ] 太郎は した。 
   c.*[次郎に 言いだけ] 花子は [(あっ) 花子は 図書館に 行ったよ]と した。 

(14) VP置換（「そうする」） (cf. Miyamoto 2016) 
   a. 太郎は 次郎に [(ほら) バスが 来たよ]と 伝えた。 
   b. 花子も そうした。 
   c.*太郎も [(ほら) バスが 来たよ]と そうした。 

⇒ト節が (10) のように主文から独立しているとすると、(13, 14) のデータが説明しにくい 

○日本語の直接引用節の内部の構造は、A類と B類で異なる 

◆直接引用節 A類： 
i) ト節内の wh 句が主文のスコープを取ることができる、ii) ト節内の要素に長距離かき混ぜを
適用できる、という第 2 節での観察を考慮すると、当該のト節は、節内部に独自の構造を有して
統語構造上に存在していると考えられる (cf. Noguchi 2016, 2017) 

・直接引用節（A類）の構造13 

  (15) [QuoteP [SAP [ForceP [FinP (の)] (か)] (よ/ね/…)] (と)]                 (cf. Noguchi 2016: 82) 

 ⇒  - QuoteP：主要部「と」が SAPを補部にとる → 直接引用節を形成 
   - SAP：「発話のもつ対人間の伝達機能を有する (cf. Nasu 2012)」階層 (cf. Speas & Tenny 2003) 

→ 終助詞の生起 (e.g., Kido 2015, Nasu 2012)、丁寧体の認可 (e.g., Miyagawa 2012)  
   - ForceP：疑問、命令等、「発話の力」の決定に関わる (cf. 長谷川 2010, Rizzi 1997) 

(16) a. 太郎は [東京へは 花子が｛行くよ/ 行きます｝]と 言った。 
   b. [TopP 太郎は [TP [VP [QuoteP [SAP 東京へは 花子が｛行くよ/ 行きます｝] と] 言っ] -た] ] 

◆直接引用節 B類： 
i) ト節内の wh句が主文のスコープを取ることができない、ii) ト節内の要素に長距離かき混ぜを
適用できない、という第 2節での観察を考慮すると、当該のト節は、Partee (1973) の主張を採用
すると、節内部に表層の形式（音韻素性）のみを有して統語構造上に存在していると考えられる14 

                                                 
12 直接引用節 A類については、第 2節で観察したように、wh句のスコープなど、主文と統語的関係をもつことができる
という点からも、主文から独立していないということがわかる。 

13 Noguchi (2016, 2017) は、(15) の SAPと ForcePの間に、間接引用節を形成する ReportPが存在するとしている (cf. 
Saito 2012)。しかし、本発表での議論を簡潔にするため、(15) からは省いている。 

14 (17) における「と」の統語的カテゴリーについては、今後の研究課題である。 
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 (17) a. 太郎は [あっ バスが 来た]と 言った。 
   b. [TopicP 太郎は [TP [VP [a, basuga kita]と 言っ]-た] ] 

※有り得る代案： 
ト節内の要素は独自の統語構造を有しているが、whの解釈に関して「島」を形成しているため、
ト節内の wh句は主文のスコープを取れない (cf. (4c,d)) 

⇒ Kitagawa (in print) 等： 
  wh疑問文に特有のイントネーションを伴い発話すると、「島」の効果は免除される15 

(18) a.??ジョンは [メアリーが 何を 買ったかどうか] 知りたがっているの？ (Watanabe 1992: 263) 
      b. ジョンは [メアリーが 何を 買ったかどうか] 知りたがっているの？ 

(cf. Kitagawa in print) 

  ⇒  - wh要素と文末におけるピッチの上昇 （四角で表示） 
- wh要素と文末の間におけるピッチの抑制（二重線で表示） 

⇒ 当該のイントネーションを意識したとしても、直接引用節 B類内部に wh句が生起した wh疑問
文の非文法性は解消されない 

(20) a.*太郎は [あっ 東京には 誰が 行く(よ)]と 言ったの (ですか)？                (cf. (4c)) 
    b.*太郎は [東京にはね 誰が(ね) 行く(んだ)]と 言ったの (ですか)？             (cf. (4d)) 

⇒∴ (4c,d) の非文法性は「島」の効果によるものではないと考えられる 

5. 結語 

○本稿の目的 

・日本語の伝統的な「直接引用節」の分類を、文法的な観点よりさらに細分化（A類・B類） 

・直接引用節 A類・B類の統語的派生の考察 

○今後の課題・展望 

・A類と B類を分ける要因は何か？ 

・感動詞類と統語論の接点 (cf. 長谷川 2011, Heim et al. 2014) 

                                                 
15 (18a) の文法性判断は、Watanabe (1992) によるものである。 
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イディオム断⽚片 DPの関係節化における補⽂文標識と wh関係代名詞の選択について： 

部分格付与による統⼀一的説明* 

髙橋   洋平（宮崎産業経営⼤大学） 

takahashi@po.miyasankei-u.ac.jp 
1.  問題となる事例と記述的⼀一般化の妥当性 

制限的関係節の中には wh 関係代名詞より補⽂文標識 that/C を選択する⽅方が好ましい事例が
存在する。これは、⻑⾧長原(1990)の論考における「補部の関係節」に分類される事例にその傾
向が幾分⽬目⽴立って観察されるようだが、⻑⾧長原がそこに区分できる可能性を⽰示唆している(1-

2)のようなイディオム断⽚片 DPを関係節化した事例についてもその傾向が⾒見られる。以下 a

例では make headway、b例では keep track of、c例では pay lip service to、d例では keep tabs 

on、e例では take advantage ofというイディオム中の断⽚片 DPが関係節化の標的となってい
る。1 

(1) a. The headway that we made was satisfactory. (Schachter (1973: 29)) 

b. The careful track that she’s keeping of her expenses pleases me. (Ibid: 32) 

c. I was offended by the lip service that was paid to civil liberties at the trial. (Ibid: 32) 

d. Phil warned Daniel of the close tabs that the FBI kept on his movements. (Carlson (1977: 

537)) 

e. I was shocked by the advantage that she took of her mother. (Hulsey and Sauerland (2006: 

114)) 

(2) a. ?? The headway which Mel made was satisfactory. (Aoun and Li (2003: 110)) 

  b. ?? The careful track which she’s keeping of her expenses pleases me. (Ibid: 110) 

  c. ?? I was offended by the lip service which was paid to the civil liberties at the trial. (Ibid: 110) 

  d. ?? Phil warned Daniel of the close tabs which the FBI kept on his movements. 

  e. ?? I was shocked by the advantage which she took of her mother. 
ただ、⽂文献によっては特に⾔言及もなく(2)の類例に wh 関係代名詞を置くものもあるため
（Radford (2016)など）、そもそもこの特性の妥当性に疑問を持たれるかもしれないが、以下

                                                
* 本研究は、元々髙橋(2016)に端を発し、この発表に⾄至るまでの段階で発表した Takahashi 
(2017)での議論に負う所があるものの、本発表の内容はいずれの論考でも⽋欠落していた議
論を補うものとなっている。拙論に⽿耳を傾けて頂き、重要な⽰示唆やコメント、参照すべき
⽂文献をご教⽰示頂き、また温かいご⽀支援を多くの⽅方に頂いた。特に、外池滋⽣生先⽣生、秋元実
治先⽣生、江頭浩樹先⽣生、徳地慎⼆二先⽣生に記して御礼申し上げます。また、幾度と依頼した
インフォーマントチェックにその都度快く応じてくださった Josh Bowers ⽒氏に御礼申し上
げます。 
1 以下、典拠を明記していない事例の適格性の判断は筆者が依頼したインフォーマントに
よるものであるが、議論の不備については筆者が⼀一切の責任を負っている。 

H-3
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(3)の事例を参照されたい。いずれも秋元 (1994: 256-258)から採取した例であるが、筆者が
依頼したインフォーマントによると、wh関係代名詞の選択は顕著な適格性の低下を引き起
こすようである。 

(3) a. Your reluctance to speak, redoubles my contribution for having displeased you, since it shows 

the reliance that/Ø/??which I might have on a promise which you will not give without 

consideration. 

b. The detail that/??Ø/??which he gave me of his affairs, filled me at once with grief and 

indignation. 

c. ...yet never shall I recollect the occasion that/??Ø/??which he gave me of displeasure, without 

feeling it renewed. 

d. ...I shall never be able to show the deep sense that/Ø/??which I have of his tenderness and 

affection. 
従って、イディオム断⽚片 DP の関係節化における補⽂文標識の選択は確かな記述的⼀一般化と
認定しても差し⽀支えがないように思われる。 

 
2.  問題の所在 

では、この記述的⼀一般化がどのような問題を提起するのかについてだが、統語論の観点か
らすれば、少なくとも以下の⼆二点が問題となるだろう。 

(4) a. 補⽂文標識の義務的な選択（＝wh関係代名詞の⾮非選択）についての派⽣生的な説明 

  b. 関係節化についての統⼀一的な派⽣生アプローチの導出 

(4a)については⾃自明のことで、件の⼀一般化が確かだとすれば、イディオム例では補⽂文標識が
好ましいという事実を派⽣生上でどのように説明するのかという問題が残る。⼀一⽅方、(4b)につ
いてだが、wh関係節は Chomsky (1977)などの演算⼦子移動分析(operator movement approach)

で派⽣生され、⼀一⽅方、⾮非 wh関係節については Kayne (1994)で精緻化された主要部繰り上げ分
析(head raising approach)で派⽣生されると従来考えられてきた。また、Chomsky (2008: endnote 

51)でも関係節構⽂文に関する全ての経験的特性を包括的に捉えるためには（少なくとも）こ
の⼆二つのアプローチの両⽅方が必要であることが指摘されている。つまり、補⽂文標識の⽅方が
好ましいという事例が存在する以上、wh関係節を派⽣生するためのアプローチだけに依拠す
ることは出来ないため、問題の記述的⼀一般化は Chomskyの⾒見解をより強固なものとする傍
証となっている。しかし、派⽣生の画⼀一性の原理(the uniformity condition)や⽂文法システムの演
算効率性の観点からすれば、当然、この結論は望ましくない。従って、もしこの⼀一般化を、
他の経験的特性についても包括的に説明できるような単⼀一のアプローチに基づいて説明で
きれば、問題の⼀一般化に派⽣生的な説明を与えるという結果だけでなく、構⽂文全体の派⽣生の
メカニズムを単純化するという⼤大きな結果も得られることになる。 

 

―  313  ―



3.  基盤とするアプローチ 

本発表では Tonoike (2008)の DP移動分析を派⽣生の基盤とする。概要は(5)を参照。 

(5) a. 関係節化は DP単位の関係節主要部の移動により遂⾏行される。 

b. 関係代名詞は関係節 CP 指定部に残された決定詞 D が素性値に基づいてスペルアウ
トされたものである。 

  c. [DP [DP the book]i [CP Di[+ACC]/[-HUMAN] (=which) [C’ C [TP John bought ti]]]] 
DP 移動分析が伝統的な演算⼦子移動分析と繰り上げ分析の利点を折衷的に取り⼊入れた統⼀一
的アプローチであることの議論の詳細は Tonoike (2008)及び Takahashi (2016)を参照された
い。本発表の問題と⼤大きく関わってくるのは(5b)である。Hornstein (2001)の論考でも類似の
システムが提案されているが、(5c)で⽰示されているように、whichであれば、CP指定部に残
されたDのコピーが所持する[-HUMAN]という値と派⽣生上付与された対格[+ACC]という値
を読み取るシステムが存在し、その結果 Dが whichとして書き出されると考える。 

   しかし、現状のままではこのアプローチを採⽤用しても、件の⼀一般化を説明することが出
来ない。例えば(1a)の派⽣生に(5)を採⽤用すれば以下(6)のような派⽣生が予測されるが、これは
事実に反した wh関係代名詞 whichが⽣生起する⽂文を与えることになる。 

(6) [DP [DP the headway]i [CP D[+ACC]/[-HUMAN]i (= ??which) [C we made ti]]] was satisfactory 

 
4.  提案 

問題の解明に向けて、there構⽂文まで考察を広げてみる。there構⽂文の意味上の主語を標的と
した関係節化は、⼀一般的にイディオム例と同様、wh関係代名詞よりも補⽂文標識を選択する
⽅方が望ましいと考えられている。しかし、共通点はそれだけに留まらず、他にも存在する。
⼀一つは there構⽂文の意味上の主語は強決定詞を取ることが出来ないが、イディオム断⽚片 DP

についても強決定詞を取るとイディオム性が失われるという点である。 

(7)   There were some/*the men in the garden. 

(8) a. * take the advantage of 

  b. * make the headway 

  c. * pay the lip service to 
⼀一⽅方、また Aoun and Li (2003)や Lebeaux (2009)で指摘されているように、弱決定詞の付与
については適格性を損なうことなく、イディオム性を保持する。 

(9) a’. take some advantage of 

  b’. make some headway 

  c’. pay some lip service 
さらに、there構⽂文の意味上の主語が関係節化を果たす際には、(7)とは打って変わって、弱
決定詞による修飾を許されないことが知られているが、興味深いことにこの特性はイディ
オム断⽚片 DPの場合も同様である。 
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(10)   I met *some/the men that there were in the garden 

(11) a. * We were shocked by some advantage that she took of her mother. 

  b. * I was shocked by some headway that she made. 

 
そこでこの並⾏行性に着⽬目し、これを根拠として、以下(12a, b)を仮定する。2 

(12) a. 関係節化を許可するイディオム断⽚片 DPは、there構⽂文の意味上の主語と同様に、
V主要部から部分格(partitive Case)が付与される。(e.g., Belletti (1988), Lasnik (1995)) 

  b. 部分格が付与されたD主要部のコピーはCP指定部でゼロ形(Ø)でスペルアウトす
る。 

 
(12)により(1a)は、実際には(6)ではなく、以下(13)のように派⽣生されることが予測される。 

(13) a. [TP we v-made [DP D[+PAT]/[-HUMAN] headway]] 

                           Case assignment 

   b. [CP [DP D[+PAT]/[-HUMAN] headway]i that [TP we v-made ti]] 

                                                   Wh-movement 

   c. [DP [DP the headway]i [CP [DP D[+PAT]/[-HUMAN] (= Ø)]i [C we made ti]]]... 

                                        Theta-movement 
つまり、there構⽂文の意味上の主語の関係節化を含めた事例における問題の現象は、 

(14)  補⽂文標識の選択制限は、関係節の内部で付与された素性値に基づき CP 指定部の D

のコピーが形態⾳音韻情報を持たない Øとしてスペルアウトすることに起因する。 

という説明が単⼀一の派⽣生案から導かれることになる。 

                                                
2 イディオムとしての解釈の強さを⽰示す凍結性(frozenness)が⼀一般的に⾼高いとされている
kick the bucketのような事例は断⽚片 DPに関係節化を適⽤用するとイディオム性が失われるこ
とが知られている。すると、本発表で取り上げている事例については、凍結性が幾分低い
ことが⽰示唆されるが、凍結性の低さは DP ⾃自⾝身が本来有する意味解釈を多少保持している
ことを意味し、この事実は部分格被付与⼦子 DP に期待される特性と合致するように思われ
る。例えば、 
(i) Although some lip service was paid to fraternity, liberty to participate in decisions [...] (Julia 

Honnor, Morocco Footprint Handbook, P.443) 
という事例において、Although 節は「同胞愛に対しちょっとしたリップ・サービスがなさ
れたが…」という解釈を持つが、これは lip serviceが受動化の適⽤用に関わらず名詞表現の性
質、特に名詞が持つ数量的性質がある程度維持されているため、そこから「ちょっとした
量の(some of...)」という解釈が導出可能であると考えられる。そして kick the bucketのよう
にイディオム性が⾼高い事例の断⽚片 DP については名詞表現として特性が希薄であるため、
関係節化の場合にこの解釈が出来ず、部分格被付与⼦子になれないことが予測される。（徳地
慎⼆二⽒氏並びに Josh Bowers⽒氏との私信） 
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5.  予想される反論：関係節内部での A移動/受動化が関与する事例 

次のような事例を挙げ、本提案についての反論が上がるかもしれない。3 

(15)  a. I was offended by the lip service that was paid to civil liberties at the trial. 

b. The close attention that is paid here to movements and processes within the mouth is in 

tune with the close attention paid to breath [...]. 
問題となるのは、いずれの例においても断⽚片 DP が CP 指定部への移動の前に A 移動（受
動化）により、TP指定部を経由しており主格の付与が予測されるという点である。この点
については、今後のさらなる検証が求められるものの、とりあえず次のように仮定する。 

(16) Belletti (1988)に従い、部分格は内在格(inherent Case)の⼀一種であり、内在格は受動化
の形態論(passive morphology)による影響は受けない。 

(17) a. IhmDAT /   *ErNOM  wird geholfen. 
    him(DAT) he(NOM) is  helped   (Belletti (1988: 7)より) 

(17)はドイツ語の例であり、動詞 helfenの⽂文が受動化した結果、主語である三⼈人称単数代名
詞は構造格である主格形の Er は取れないが、内在格の⼀一種である与格形 Ihm については
その影響を受けないことを⽰示している。つまり、(16)が保持されれば(15)のいずれの例にお
いても主要部 D(P)に対し TP指定部位置での構造格（抽象格）主格[+NOM]の付与は部分格
[+PAT]という素性値に影響を及ぼさないことが予測される。 

(18)  [CP _____ C [TP Di[+PAT]/[-HUMAN] lip service T [vP was paid to Di[+PAT]/[-HUMAN]]]]] 

                              Wh-movement 
従って、CP指定部には[+PAT]を持った Dが残され、その Dが Øでスペルアウトされるこ
とが正しく予測される。 

 
6.  結論 

以下、本発表のまとめである。 

(19) a. 関係節化が適⽤用されるイディオム断⽚片 DP がその標的となった際に観察される補⽂文
標識の選択は、様々な事例の存在から、それが普遍的に観察される事実であることが
裏付けられる。 

  b. そしてこの特性は、関係節化は主要部 DPが移動し、そして関係節 CP指定部に残さ
れた決定詞Dのコピーが素性値に基づき関係代名詞としてスペルアウトされるという
DP移動分析に対して、イディオム断⽚片 DPの場合は Dに対し内在格である部分格が付
与され、そして部分格が付与された Dのコピーは Øとしてスペルアウトされるという
修正を施すことによって派⽣生的に説明される。 

                                                
3 謝辞でも触れたが、本提案の過程で発表した Takahashi (2017)での議論を丁寧に読み、(15)
が問題になる可能性を指摘してくださった匿名の査読者に記して感謝致します。 
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 c. 結果、いわば義務的な⾮非 wh関係節と考えられているこの種の事例についても DP移
動分析の元で説明することが可能となるため、関係節化の統⼀一的派⽣生案の構築を妨げ
る要因の⼀一つを排除できることになる。 
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名詞の修飾辞を伴う後置文：移動と削除に基づく分析 

木村宣美（弘前大学） 
hukimura@hirosaki-u.ac.jp  

 
0. はじめに 

・Right dislocation as a copying rule (Ross 1986/1967) 

(1) a. They spoke to the janitor about that robbery yesterday, the cops. (Ross 1986/1967: 258) 

     b. I told her to leave instantly, the woman that did an obscene imitation of me on the Merv Griffith 

show. (Rodman 1997/1974: 48) 

・後置文 (Right-dislocation constructions: RDs)：久野 1978 

(2) a.  君は，本当にだめだね．  

b.  本当にだめだね，君は．(久野 1978: 67-68) 

(3) a.  後置文の伝達機能：後置文において主動詞の後に現われる要素は， 

      (i)  話し手が最初，聞き手にとって，先行する文脈，或いは非言語的文脈から，復元可能であ

ると判断して省略したものを，確認のため，文末で繰り返したものか， 

        (ii)  補足的インフォメーションを表わすもの 

       に限られる． 

b. 「省略文＋繰り返し文」分析：文の部分的繰り返しによって生じたものであり，前半の「本当

にだめだね」は省略文として作り出され，この省略文の主語が「君は」であることを更にはっ

きりさせるため，文末で繰り返すことで後置文が作り出される．[cf. Kayne 1994, Endo 1996] 

 

1. 後置文の Bi-Clausal「移動＋削除」分析 

1.1. Bi-Clausal「移動＋削除」分析：Tanaka 2001, Abe 2004, 2016, 綿貫 2006, Park and Kim 2009, Takita 

2011, Yun 2013, Ott and de Vries 2016 

  (4)                        elliptical clause 

 

      [CP1 … correlate … ] [CP2 dXP <[ … t … ]>] (< …> = PF-deletion; dislocated XP as dXP) 

(Ott and de Vries 2016: 686) 

           host clause 

(5) a.  John が pro 読んだよ，John が LGB を 読んだよ．[ →  scrambling ] 

b.  John が pro 読んだよ，LGB を i  [John が ti 読んだよ]．[ → deletion ] 

     c.  John が pro 読んだよ，LGB を i  [John が ti 読んだよ]．(Tanaka 2001: 552) 

 

1.2.  残余代名詞 (resumptive pronouns)：Haraguchi 1973, Abe 2004, 2016, 綿貫 2006, Takita 2011 

(6) a.  太郎が彼女を殴ったんだ，花子を． 

b. *花子を i 太郎が 彼女を i 殴ったんだ．(cf. Saito 1985) (綿貫 2006: 253) 

 

1.3. 島の効果 (island effects) : 久野 1978, Simon 1989, Endo 1996, Murayama 1999, Tanaka 2001, Abe 

2004, 2016, Fukutomi 2006, 黒木 2006; cf. Takano 2014 

H-4
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・複合名詞句制約 (complex noun phrase constraint)  

(7) a. *[この間 e 食べた海老] は，おいしかったね，あのレストランで．(久野 1978: 74-75) 

     b.?*John が [Mary が e あげた本] を盗んだよ，Bill に．(Tanaka 2001: 555) 

・付加詞条件 (adjunct island) 

  (8) a.??Mary が[ e 会った後で] Susan に電話していたよ，John に．(Murayama 1999: 47) 

b.?*John が[Mary が e 読む前に] 言語学で Ph.D.を取ったよ，LGB を．(Tanaka 2001: 555) 

・等位構造制約 (coordinate structure constraint) 

  (9) a. *John は 朝食に [みかんと e ] を食べたよ，りんご． 

   b. *今年は[ e と米]が豊作だ，りんご． 

 

2. 2 種類の後置文：”Gapless” RDs and “Gapped” RDs 

2.1. 島の効果 

 (10) a.  John が LGB を読んだよ，LGB を．[the identical lexical item] 

   b.  John があの本を読んだよ，LGB を．[an NP] (Tanaka 2001: 552) [cf. 久野 1978, Abe 2016] 

・Gapless RDs and island conditions: problem with the rightward movement analysis (Tanaka 2001) 

 (11) a.?* John が [Mary が Bill にあげた本]を盗んだよ，Bill に． 

     b.?*John が [Mary が Bill を殴ったという噂]を信じているよ，Bill を． 

     c.?*John が[Mary が LGB を読む前に]言語学で Ph.D.を取ったよ，LGB を．(Tanaka 2001: 556) 

→ Gapless RDs and gapped RDs should be treated in the same way. (Tanaka 2001; cf. Takita 2011) 

・No movement analysis of the gapless RDs (Abe 2016) 

(12) a. The gapless RDs, as illustrated in (10a), does not involve the process of adding afterthoughts, 

but rather invokes some attention to the hearer by repeating a phrase. 

    b. No movement is involved in deriving it and instead that deletion applies to TP except the 

repeated phrase. (Abe 2016: 4) 

     c. Deletion applies to a given constituent in such a way that all the materials except a phrase 

bearing a [Focus] feature get deleted. (Abe 2016: 5)  

(13) Focus-Inclusive Deletion (FID): 

Applying to a constituent XP, FID phonologically reduces all but the F(ocus)-marked 

constituent(s) within XP. 

… [XP … YP[+F] … ] …  → … [XP … YP[+F] … ] … (Kimura and Narita 2016: 226) 

                              FID 

 (14) Island insensitivity 

     a. Mary が[John が Barriers を読んだ年]を覚えていたよ，Barriers を． 

     b. Mary が[John が Barriers を読んだので]驚いていたよ，Barriers を．(Abe 2016: 5) 

➡ 2 種類の RD 文：Tanaka (2001) とは異なり，移動と削除で導かれる RD 文と削除で導か

れる RD 文がある．(Abe 2016) 

・Afterthought right dislocation (ARD): no-source puzzle (Shimoyama, et al. 2015) 

(15) … some challenges to the Fronting & Deletion (FD) analysis by presenting properties of ARD that 

cannot be completely reduced to independent phenomena such as leftward movement and 

clausal ellipsis. (Shimoyama, et al. 2015: 2) 
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 (16) No reasonable source for ellipsis for deriving the ARD in (16) (Shimoyama, et al. 2015: 6) 

学校で [小さい会社が無人ヘリを考えているという噂] を聞いたよ，備前（が）. 

➡ 2 種類の RD 文を支持する証拠；空所を伴わない gapless RD 文 

(i) ジョンが {LGB を/あの本を} 読んだよ，LGB を．(Tanaka 2001; cf. Abe 2016) 

 

2.2.  数量詞の作用域 

・The FD analysis does not predict this attested scope pattern (Shimoyama, et al. 2015) 

(17) a. どの本も 三人の学生が t 読んだよ，三人の学部生が．(every > 3；?3 > every) 

            cf. 三人の学部生がどの本も読んだ．(3 > every；*every > 3) 

     b. 五冊以上の本を 草太だけが t 読んだよ，六歳の草太だけが． 

(5 or more > only；?only > 5 or more) 

            cf. 草太だけが五冊以上の本を読んだ．(only > 5 or more；*5 or more > only) 

(Shimoyama, et al. 2015: 10-12) 

 (18) a.  三人の男が昨日 e 訪ねたよ，二人の女を．(ambiguous) 

     b.  …, [TP 二人の女を [TP 三人の男が昨日 t 訪ねたよ]] (Abe 2016: 9) [cf. 綿貫 2006] 

(19) a. 三人の男が昨日二人の女を訪ねたよ，二人の女を．(3 > 2；*2 > 3) 

b. … due to a parallelism constraint on scope order: the first clause of (19) under the bi-clausal 

analysis only has the reading of 3 > 2, since the subject QP asymmetrically c-commands the 

object QP, and the parallelism constraint imposes the same reading on the second clause. (Abe 

2016: 9) 

 

3. 名詞の修飾辞を伴う後置文 

3.1. 名詞の修飾辞 (prenominal modifiers; adnominal phrases) の後置：久野 1978, 高見 1995, 

Takano 2014 

・属格名詞句 (genitive noun phrases) 

(20) a.  君，妹と結婚してくれないか，僕の．(久野 1978: 75)  

   b.  突然，大男が現れました，2 メートルぐらいの．(高見 1995: 237) 

(21) a. I noticed his car in the driveway last night, your friend from Keokuk. (Ross 1986/1967: 260) 

b. What’s his name, your son? (Huddleston and Pullum 2002: 1411) 

・関係詞節 (relative clauses) 

 (22) a.  何か大研究をなさったのですか，外国にないような．(久野 1978: 75) 

     b.  正雄が犯人を知っているよ，車を盗んだ．(Takano 2014: 144) 

・形容詞句 (adjective phrases) 

 (23) a.  女子学生が昨日研究室に訪ねて来ましたよ，髪の長い．(cf. 高見 1995) 

   b.  向こうに屋根が見えるよね，真っ赤な．(綿貫 2006: 252) 

 

3.2. Bi-Clausal「移動＋削除」分析と左枝条件 (Left Branch Condition: LBC) 

(24) = (20a) a. 君，妹と結婚してくれないか，僕の． 

    b.*僕の，君，妹と結婚してくれないか．(cf. 綿貫 2006, Park and Kim 2009, Shimoyama, et al. 2015) 
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【問題の所在】名詞の修飾辞（属格の名詞表現「僕の」）の移動は左枝条件 (LBC) に違反し，scrambling 

(かき混ぜ) により，文頭に移動させることはできない． 

 

 (25) the Left Branch Condition 

     No NP which is the leftmost constituent of a larger NP can be reordered out of this NP by a 

transformational rule. (Ross 1986/1967: 127) 

    (i) a. The boy whose guardian’s employer we elected president ratted on us. 

b. *The boy whose guardian’s we elected employer president ratted on us. 

      c. *The boy whose we elected guardian’s employer president ratted on us. (Ross 1986/1967: 128) 

・Whose の sluicing：左枝条件 (a left-branch condition) と主語条件 (subject island) の違反  

(26) a.  The police said that finding someone’s car took all morning, but I can’t remember whose. 

     b.  *Whosei did the police say that finding (hisi) car took all morning? (Merchant 2001: 133) 

 (27) Abby’s car is parked in the driveway, but whose is parked on the lawn? (Merchant 2001: 134) 

(28) whose : [DP whose [NP e]] (Merchant 2001: 134) 

 

【本発表の分析】1.  Gapped RDs with adnominal phrases の Bi-Clausal「移動＋削除」分析 

2.  Gapless RDs with adnominal phrases の Bi-Clausal「削除」分析 

【仮説】名詞の修飾辞を伴う RD 文は，名詞の修飾辞を含む名詞句全体「名詞の修飾辞＋[e]」が移動す

る． 

 

(29) 君，(僕の) 妹と結婚してくれないか，[僕の [NP e]] (と)i  [君，ti 結婚してくれないか]． 

 

→ 談話法的省略 (先行する言語的文脈や非言語的文脈による) と構文法的省略 (前半の文を

先行詞とする言語的文脈による) がある．(久野 1978: 78; cf. Takita 2011, Abe 2016) 

 
4. Gapped RDs の Bi-Clausal「移動＋削除」分析と Gapless RDs の Bi-Clausal「削除」分析 

4.1.  島の効果 

・Gapped RDs の Bi-Clausal「移動＋削除」分析を支持する証拠 

(30) a. *あのレストランで子供たちが食べていた魚は大きかったね，太郎の． 

b. *太郎は健一が姉と話していたから，嫉妬していたね，次郎の． 

c. *太郎と生徒たちが実践している活動は素晴らしいよね，彼のクラスの． 

(31) a. 複合名詞句制約 

 *あのレストランで子供たちが食べていた魚は大きかったね， 

[太郎の[NP e]] (が)i [あのレストランで ti 食べていた魚] は大きかったね． 

 

b. 付加詞条件 

*太郎は健一が姉と話していたから，嫉妬していたね， 

[次郎の[NP e]] (と)i [太郎は健一が ti 話していたから]，嫉妬していたね． 
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c. 等位構造制約 

*太郎と生徒たちが実践している活動は素晴らしいよね， 

[彼のクラスの[NP e]]i [太郎と ti ] が実践している活動は素晴らしいよね． 

 

・Gapless RDs の Bi-Clausal「削除」分析を支持する証拠 

(32) a.  あのレストランで太郎の子供たちが食べていた魚は大きかったね，太郎の． 

b.  太郎は健一が次郎の姉と話していたから，嫉妬していたね，次郎の． 

c.  太郎と彼のクラスの生徒たちが実践している活動は素晴らしいよね，彼のクラスの． 

(33) a. 複合名詞句制約 

 あのレストランで太郎の子供たちが食べていた魚は大きかったね， 

[あのレストランで 太郎の[+F] 子供たちが食べていた魚] は大きかったね． 

b. 付加詞条件 

太郎は健一が次郎の姉と話していたから，嫉妬していたね， 

[太郎は健一が 次郎の[+F] 姉と話していたから]，嫉妬していたね． 

c. 等位構造制約 

太郎と彼のクラスの生徒たちが実践している活動は素晴らしいよね， 

 [太郎と 彼のクラスの[+F] 生徒たち] が実践している活動は素晴らしいよね． 

 

4.2.  数量詞の作用域 

・Gapped RDs の Bi-Clausal「移動＋削除」分析を支持する証拠 

 (34) a.  誰もが履修をしているよ，2 ヵ国語の．(誰も > 2 ヵ国語；誰も < 2 ヵ国語) 

     b.  誰もが履修をしているよ，[2 ヵ国語の[NP e]] (を)i [誰もが ti しているよ]． 

 

(35) a.  *誰もが履修をしているという説明に驚かされたよ，2 ヵ国語の． 

     b.  *誰もが履修をしているという説明に驚かされたよ， 

[2 ヵ国語の[NP e]] (を)i [誰もが ti しているという説明に驚かされたよ]． 

 

・Gapless RDs の Bi-Clausal「削除」分析を支持する証拠 

 (36) a.  誰もが 2 ヵ国語の履修をしているよ，2 ヵ国語の．(誰も > 2 ヵ国語；*誰も < 2 ヵ国語) 

     b.  誰もが 2 ヵ国語の履修をしているよ，[誰もが 2 ヵ国語の[+F] 履修をしているよ]． 

 (37) a.  誰もが 2 ヵ国語の履修をしているという説明に驚かされたよ，2 ヵ国語の． 

(誰も > 2 ヵ国語；*誰も < 2 ヵ国語) 

     b.  誰もが 2 ヵ国語の履修をしているという説明に驚かされたよ， 

[誰もが 2 ヵ国語の[+F] 履修をしているという説明に驚かされたよ]． 

 

5. まとめ 

(38) RD 文では，名詞の修飾辞を含む名詞句全体「名詞の修飾辞＋[e]」が移動する． 

(39) a. Gapped RDs (with adnominal phrases) の Bi-Clausal「移動＋削除」分析 

b. Gapless RDs (with adnominal phrases) の Bi-Clausal「削除」分析 

          ➡ island (in)sensitivity 
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Partial Control PRO as an associative plural 
Asako MATSUDA 

matsudaasako@hotmail.com 

 

1 Introduction: we, you, Tanaka-tati and PRO 
1.1 Additive vs. associative plural semantics 

ü Dogs refers to multiple dogs. (additive plural) 
ü We refers to a group of individuals inclusive of the speaker. (associative plural) 
ü You.pl refers to a group of individuals inclusive of the addressee, exclusive of the speaker. 

(associative plural) 
1.2 First and second person plural pronouns are (nearly) universally associative. 

(Noyer 1992, Cysouw 2003, Wechsler 2010, Harbour 2016) 
ü The availability of associative readings is sensitive to the Animacy Hierarchy (Corbett 2000, 

Moravcsik 2003, Vassilieva 2005) 
(1) speaker (1st person pronouns) > addressee (2nd person pronouns) > proper names > kin > 

human > animate > inanimate 
1.3 Various languages have (non-pronominal) associative plurals (Moravcsik 2003, 

Nakanishi and Tomioka 2004): 
(2) a. Tanaka-tati ‘Tanaka and his family/friends/associates’ (Japanese) 

b. bátyám-ék ‘my brother and his friends/associates’ (Hungarian)  

1.4 Proposal (overview): the null pronoun in Partial Control (PC PRO) has an internal 
structure similar to that of first/second person plural pronouns and associative 
plurals. This allows for the interpretations characteristic of PC PRO. 

ü The idea that PC involves associative semantics has been previously suggested (Rodrigues 
2007, Landau 2016a). The novelty of the present analysis lies in the way it looks into PRO-
internal structure to account for it. 

2 The puzzle: what allows the gap in reference between the alleged controller and PRO in 
Partial Control? 
2.1 Complement control has long been assumed to fall under obligatory control: the 

reference of PRO is identical with that of a unique, local and c-commanding 
controller (Williams 1980).  

(3) Harryi tried/managed/started PROi to leave. 
(4) Harry forced/compelled/assisted Bettyi PROi to leave. 

2.2 But exceptions have been recognized since the early days of generative 
grammar (Wilkinson 1971, Jackendoff 1972, Hust and Brame 1976). 

(5) (Wei knew that) Harryj preferred [PROi+j to work together on the project]. (Landau 
2016b) -> Partial control: the controller (=Harry) constitutes a subset of PRO. 

(6) The motheri promised the childrenj [PROi/j to stay up late]. (Farkas 1988) 
-> Control shift: either the mother or the children may be the controller. 

2.3 Recent literature assumes two types of complement control, EC and PC (Landau 
2000 et seq., Wurmbrand 2003, Sheehan 2012, Grano 2012, Pearson 2013): 

2.3.1 One type allows only exhaustive readings. Always PRO=the controller 
=Exhaustive Control (EC) (3)(4) 

2.3.2 The other type allows both exhaustive and partial readings. Not always PRO=the controller 
=Partial Control (PC) (5)(6) 

H-5
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2.3.3 With this distinction come two distinct clusters of phenomena shown in (7). 
(7) EC vs. PC (adapted from Landau 2015) 

EC (3)(4) PC (5)(6)(8) 
• Only exhaustive readings • Both exhaustive and partial readings 
• Involves non-attitude predicates (e.g. 

try, manage, start, force, compel) 
• Involves attitude predicates (e.g. prefer, hope, 

plan, ask, promise) 
• Control shift is NOT allowed • Control shift is allowed 
• Implicit control is NOT allowed • Implicit control is allowed 
• Split control is NOT allowed • Split control is allowed 
• Both ±human PRO • Only +human PRO 
• De se and de re • De se only 

ü EC and PC involve different morphosyntactic structures and derivations. 
ü CAVEAT: Under normal circumstances, PRO in (8) may have an exhaustive reading, but the 

sentence still falls under PC since prefer is an attitude predicate. 
(8) Harryi prefers [PROi to stay home today]. 

2.3.4 Informally, the reference of PC PRO and that of its controller are only loosely connected. 
They don’t have to be identical, but they need to be in a certain relationship. Questions (9) 
and (10) are to be addressed. 

(9) What accounts for such loose, but still restricted readings of PC PRO?  
(10) What kind of structure allows (5), (6) AND (8)? 

3 Proposal: PC PRO has two nominal elements within its structure just as associative plurals 
do in Vassilieva’s (2005, 2008) analysis. 
3.1 Vassilieva (2005, 2008) 

3.1.1 Associative plurals (or associatives): 
(11) Tanaka-tati (Japanese) 

Tanaka-pl 
‘Tanaka and his associates’ or 
‘multiple Tanakas’  

(12) Peš-ov-i (Bulgarian) 
Peter-poss/adj-pl 
‘Peter and family’  

(13) pater ɔl (Tok Pisin) 
priest pl 
‘the priest and his congregation’ 

 

 

3.1.2 An associative plural refers to a group of people by expressing only the most salient member 
of the group. It involves two nominal elements: 

ü A nominal that refers to the most salient member = the focal referent 
ü A nominal with non-descriptive group reference 

3.1.3 Vassilieva’s analysis for associatives 
(14) [DP [DP2 focal referent]i D0 [NumP Num0+Pl [XP ti [NP N0+human]]]] 
ü Associatives are headed by a null non-descriptive noun specified as [+human]; the 

projected NP has group reference. 
ü She assimilates the focal referent to English-type prenominal possessives, which originates 

in a modifier projection and raises to Spec DP, licensing a null definite article at D0. 
(15) Tanaka-tati ‘Tanaka and his associates’ (Japanese) 

[DP [DP2 Tanaka]i D0 [NumP Num0+Pl [XP ti [NP N0+human]]]] 
[DP [DP2 Tanaka]i D0 [NumP [N0+human]j Num0+Pl [XP ti [NP tj]]]] 
       -tati 

ü Associatives are syntactically represented as the focal referent’s group (Tanaka’s group 
in the case of Tanaka-tati). This captures the subset, or part-whole, relation between the 
focal referent and its associated group. 

―  325  ―



3.1.4 Vassilieva’s analysis for personal pronouns 
(16) we: [DP [DP2 the speaker] D0 [NumP Num0+Pl [NP N0+human]]] 
ü We is syntactically represented as the speaker’s group. 

3.2 The present study proposes that PC PRO has an associative structure. 
3.2.1 PC PRO has two nominal elements within its structure. 

ü The null controlled element, having the same reference as that of the controller. 
ü A nominal with non-descriptive group reference 
PC PRO, the entire DP, refers to a group of people inclusive of and contextually associated 
with the reference of the controlled element. 

3.2.2 Vassilieva’s analysis for associatives is in (17); my analysis for PC PRO is in (18). 

Proposal 
(17) Associatives: [DP [DP2 focal referent]i   D0 [NumP Num0+Pl [XP ti [NP N0+human]]]] 
(18) PC PRO: [DP [DP2 null controlled element]i  D0 [NumP Num0±Pl [XP ti [NP N0+human]]]] 

(19)  (Wei knew that) Harryj preferred [PROi+j to work together on the project]. =(5) 
ü The controlled element (=Harry) is at Spec DP; the NP has non-descriptive [+human] 

group reference; and the entire DP refers to Harry’s group. 
ü This also accounts for the fact that PC PRO is always [+human] (Landau 2015). 

4 Motivation for [±Pl] for PC PRO 
Associative plurals are both semantically and syntactically plurals; PC PRO is only 
semantically plural but not syntactically plural (at least in American English). (Landau 
2000 et seq.) 
4.1 American English does not accept PC complements with a reciprocal or a plural 

predicate as in (20); they are acceptable in British English. 
(20) % Harryi preferred {PROi+ to meet each other at six / to become members of the new club}. 

ü The [±Pl] number specification in (18) is motivated by this observation. Although PC PRO 
always refers to a group (possibly a single-member group), it can be [+Pl] and distributive, 
or [-Pl] and collective, depending on the dialect of English or the context. 

ü Associative plurals are plurals by virtue of appearing with some form of a plural morpheme 
(-tati in Japanese, -ov-i in Bulgarian, ɔl in Tok Pisin), which is a realization of the Number 
head with [+Pl]. This is NOT a prerequisite for PC PRO. 

4.2 The proposal for [±Pl] also accounts for the possibility of an exhaustive reading in PC (8). 
PC PRO has the configuration in (18), both when it has an exhaustive reading and a 
partial reading (In (8), PRO refers to Harry’s group, which has Harry as its only member). 
ü Note that subset relations include the identity relation. 

5 Why only PC PRO? 
Why is PC PRO allowed to be an associative plural in English, a language that lacks 
overt associative plurals? 
5.1 PC PRO is, in a way, a shifted counterpart of the first or second person pronoun, which 

inherently brings about associative readings.  
ü In PC, the control relation is mediated by the shifted speaker and/or addressee elements 

possibly represented in the CP domain of the complement (Bianchi 2003, Pearson 2013, 
Landau 2015, Matsuda to appear).  

5.2 Within such a framework, it follows naturally that PC PRO but not EC PRO involves 
associative semantics. 
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ü (21) represents a very simplified picture of this line of thought. EC as in (22) lacks this 
intermediate projection of the shifted speaker/addressee. (21) and (22) are adapted from 
Landau (2015). 

 

(21) PC: John intends [CP shifted speaker [FinP PRO [TP PRO to visit Athens]]]. 

 

(22) EC: John manages [FinP PRO [TP PRO to say healthy]].1 

6 Evidence from Japanese overt control 
In overt control, the subject of the complement clause is not null, but its reference is 
determined by control relations (Borer 1989). 

Japanese allows overt control as in (23); Zinbun-tati, an associative plural, appears as the 
controlled complement subject. 

(23) Takakoi-wa [zibun-tati-gai+  sono  mondai-ni  torikumu-to]  yakusokusi-ta. 
Takako-Top self-pl-Nom  that  problem-Dat  tackle-Comp  promise-Past 
‘Takako promised that she herself and some others will tackle that problem.’ 

7 Control shift 
PC allows control shift (6), but EC does not (Landau 2015). This also becomes 
explainable by structure (18). 
7.1 Vassilieva (2005, 2008): irregular interpretations of the personal pronouns. 

(24) How are we feeling today? (uttered by a doctor to his patients) 
(25) we: [DP [DP2 the speaker (the doctor)] D0 [NumP Num0+Pl [NP group]]] 

ü The doctor is not asking about his own wellbeing. In associative structures, the focal referent 
(=the speaker=the doctor in (25)) may not actually participate in the associated group. The 
structure expresses “the emotional co-involvement” (p.58) of the speaker/focal referent with 
its associated group represented by the entire DP. 

7.2 This way of thinking naturally extends to control shift ((6) and (26)), allowed only in PC. 
(26) Montanai was promised (by the doctor) [PROi to be healthy by game time on Saturday]. 

(Sag and Pollard 1991) 
(27) [DP [DP2 null controlled element (the doctor)] D0 [NumP Num0±Pl [NP group]]] 
ü Promise is an agent control predicate. Thus, PC PRO in (26) is predicted to refer to the 

doctor, but it actually refers to Montana. 
ü The element controlled by the doctor is at Spec DP as in (27); PRO, the entire DP, 

morphosyntactically represents the doctor’s group, which in this case, is pragmatically 
interpreted to refer to Montana. 

ü The structure captures the reading, in which the doctor does not participate in the group 
but he is emotionally involved with it. 

8 Alternative accounts for a partial reading in PC 
8.1 Agree theory of control (Landau 2000) 

Agreement mediated by C0 makes semantic plurality of PC PRO invisible. 
(28)  [CP [TP Harryi T [vP ti preferred [CP C [TP PROi+ to meet at 6]]]]]. 

 
ü Does not account for the part-whole relation of the controller and PRO. 
ü Does not explain the partial control reading, where the controller is plural. 
ü Why does C make semantic plurality invisible to agreement? 

                                                
1 In Landau 2015, PC is called logophoric control, and EC predicative control. 

predication movement binding 

predication movement 
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8.2 Null comitative approach (Boeckx, Hornstein, and Nunes 2010)  
The embedded null subject (=trace under the movement theory) in PC remains both syntactically 
and semantically singular. A partial control interpretation is brought about by a null comitative 
(similar to an overt with phrase) attached to the complement verb phrase (29). 

(29)  Harryi preferred [ti to meet procomitative at six]. 
ü The null comitative reading is impossible in simple clauses (30). Why? 
ü Predicates not taking a comitative phrase in simple clauses (e.g. disperse) allows a partial 

reading. (31)(32) (see Landau 2016b) 
(30) * Harry met at six. 
(31) * The chair dispersed with the rest of us. 
(32)  The chair decided to disperse until next week. 

8.3 Null associative morpheme approaches (Rodrigues 2007, Landau 2016a) 
8.3.1 In Rodrigues (2007), a null associative plural morpheme (its overt counterpart being -tati in 

Japanese) adjoins to the DP at Spec VP of the complement clause, giving rise to a plural 
reading. Only the smaller DP then raises to the embedded Spec TP, to the matrix Spec VP, 
and to its final destination, the matrix Spec TP. The null associative morpheme is stranded 
within the embedded Spec VP. (33) 

(33)  [CP C [TP Harryi T [VP ti preferred [TP ti to [VP [DP associative ti] meet… 
ü Associative morphemes (realizations of [+Pl]) allow distributive readings (Vassilieva 

2005). This approach does not explain (20), the semantic plurality of PC PRO in 
American English. 

8.3.2 Landau (2016a) assumes that a null associative morpheme is a null affix on little v of the 
complement clause. The affix is null in controlled complements because they lack inflections 
(they occur as to-infinitives). This affixation takes place in LF, not affecting agreement 
operations, which Landau argues to occur in PF. 
ü Does not explain why partial control readings are only permitted in PC. 

9 Conclusion 
9.1 Two ways to approaching PC: 

(1) Propose a system that allows very limited readings of PRO, and then provide additional 
mechanisms to explain exceptional readings that are not covered by the system. 
-> most previous literature 
ü Semantic plurality, a null comitative phrase or a null associative morpheme/affix 

suddenly occurs in the structure of PC without principled reasons 
(2) Propose a system that allows a wider (but not unrestricted) range of readings of PRO, so that 

no additional mechanisms are necessary. 
-> present proposal 
ü PC PRO always has the structure proposed in (18), parallel to the structure of associative 

plurals and first/second person plurals. (18) is assumed for all cases of PC including (5), 
(6) AND (8). 

ü The cluster of phenomena relevant to PC (see (7)) become accountable all at once with 
the present proposal taken together with the framework for PC discussed in Matsuda 
(2015, to appear).  

9.2 EC PRO and PC PRO are different in nature; EC and PC involve distinct structures and 
derivations. 

9.3 Two theories of control to no theories of control: 
ü EC: reducible to movement (Hornstein 1999) or restructuring (Wurmbrand 2003, Grano 

2012). 
ü PC: reducible to indexical shifting and force embedding (Matsuda to appear). 
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日本語の例外的格標示構文における目的語上昇パラドックス*	

 

田口茂樹 
（信州大学） 

staguchi@shinshu-u.ac.jp 
 

1. 導入 
 
・	概要：	

 

日本語の例外的格標示構文における補文主語が、義務的に目的語上昇の適用を受けるこ

とを示す例と、補文内に残留することを示す例とが共存するというパラドックスを、非

顕在的目的語上昇と（Covert Object Raising）いう統語操作と非顕在的移動操作に関す
る一般化に基づいて考察する。 
 

(1) 非顕在的目的語上昇（Covert Object Raising）	
日本語の例外的格標示構文における目的語上昇は、義務的ではあるが非顕在的に適

用する。	

 

(2) 非顕在的移動操作におけるスコープ解釈に関する一般化	
非顕在的移動操作は、スコープ解釈（S1）に加えて新しいスコープ解釈（S2）を生み

出すことができる。ただしそれは、S2 と同等のスコープ解釈を生み出す顕在的移動

操作が存在しない場合に限られる。 
 

・ 帰結：	
 

① 本稿の分析は、(3)の妥当性を示唆する。 
 

(3) 非顕在的移動操作は、顕在的統語操作に先行（precede）・給餌（feed）することがで
きる（Fox and Nissenbaum 1999、Potsdam and Polinsky 2000、Polinsky and Potsdam 2001
等） 

 

                                                
* 本稿は、University of Connecticutに提出した Ph.D. dissertation（Taguchi 2015、Chapter 3）の一部に若干
の修正を加えたものである。 

H-6

―  330  ―



② (2)の一般化を日本語主格目的語構文に応用し、同構文において逆スコープの解釈が
可能であるという観察に、理論的な説明が与えられる。 

 

2. データ 
 

2.1 顕在的・義務的目的語上昇分析（Kuno 1976、Tanaka 2002等） 
 

(4) a. 太郎が [ 花子が 天才だと ] 思っている。 
 b. 太郎が 花子を i [ ti 天才だと ] 思っている。 
 

 ☞ (4)bにおける対格補文主語は、主文へ顕在的・義務的に上昇するという分析 
 

●	副詞の位置	

 

(5) a. *太郎が [ 花子が 愚かにも	 天才だと ] 思っている。 
 b. 太郎が 花子を i 愚かにも	 [ ti 天才だと ] 思っている。 
 

●	かき混ぜ	

 

(6) a. *花子が i 太郎が [ ti 天才だと ] 思っている。 
 b. 花子を i 太郎が ti [ ti 天才だと ] 思っている。 
 

●	数量詞の作用域	

 

(7) a. 誰かが [ 皆が 天才だと ] 思っている。 （OK誰か＞皆、*皆＞誰か） 
 b. 誰かが 皆を i [ ti 天才だと ] 思っている。 （OK誰か＞皆、OK皆＞誰か） 
 

●	束縛理論 B	
 

(8) a. ?太郎が [ 彼が 天才だと ] 思っている。 
 b. *太郎が 彼を i [ ti 天才だと ] 思っている。 
 

●	束縛理論 A	
 

(9) a. ??お互いの先生が 彼らを i [ ti 天才だと ] 思っている。 
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 b. 彼らを i お互いの i 先生が ti [ ti 天才だと ] 思っている。 
 

●	多重疑問文	

 

(10) a. ?*なぜ 誰が 誰を i [ ti 天才だと ] 思っているの？ 
 b. 誰を i なぜ 誰が ti [ ti 天才だと ] 思っているの？ 
 

●	分裂文	

	

(11) a. ti ti [ ti 言語学に	 詳しいと ] 思っているのは [ 誰が 誰を i ] なの？ 
 b. *ti [ tj 言語学に	 詳しいと ] 思っているのは [ 誰が i 誰が j ] なの？ 
 

●	否定対極性表現	

 

(12) a. *太郎が 誰も 愚かにも 天才でないと 思っていた。 
 b. *太郎が 花子しか 愚かにも 天才でないと 思っていた。 
 

2.2 任意移動分析（Hiraiwa 2001、2005等） 
 

(13) a. 太郎が [ 花子が 天才だと ] 思っている。 
 b. 太郎が 花子を i [ ti 天才だと ] 思っている。 
 

 ☞ (13)b（=(4)b）における対格補文主語は、かきまぜ等によって任意に移動すると
いう分析 

 

(14) a. 太郎が 愚かにも [ 誰を 天才だと ] も 思っていない。 
 b. *太郎が 誰を i 愚かにも [ ti 天才だと ] も 思っていない。 
 

これは、(14)の対照によって示される。wh句と「-も」によって形成される複合表現にお
いて否定辞と否定極性項目が含まれる場合、否定辞は「-も」を c 統御し、「-も」は wh
句を c統御する必要があるが（Kishimoto 2001）、(14)aではこの制約が満たされているの
に対し、補文主語が主文内へと移動している(14)bではこれが満たされていないため非文
となる（Hiraiwa 2005）。 
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4. 主張 
 

(5)-(12)、(14)によって示されるパラドックスへの解決策として、(15)の一般化を提案す
る。さらに、日本語の例外的格標示構文における目的語上昇は、非顕在的に適用すると

主張する。 
 

(15) 非顕在的移動操作におけるスコープ解釈に関する一般化 
 非顕在的移動操作は、スコープ解釈（S1）に加えて新しいスコープ解釈（S2）を生み

出すことができる。ただしそれは、S2 と同等のスコープ解釈を生み出す顕在的移動

操作が存在しない場合に限られる。 
 

5. 仮説 
 

(17)〜(20)の仮説を基に(7)b（=(16)b）の言語事実を分析する。 
 

(16) a. 誰かが [ 皆が 天才だと ] 思っている。 （OK誰か＞皆、*皆＞誰か） 
 b. 誰かが 皆を i [ ti 天才だと ] 思っている。 （OK誰か＞皆、OK皆＞誰か） 
 
(17) 日本語では、数量詞上昇によるスコープの変化は起こらない（Hoji 1985等）。 
 

(18) 日本語の例外的格標示構文では顕在的目的語上昇が適用しない（(14)参照）。 
 

(19) 日本語の例外的格標示構文では目的語上昇は適用するが、それは非顕在的である（(7)
参照）。 

 

(20) A移動の痕跡もスコープ解釈に関与する（Hornstein 1999等）。 
 

6. 分析	
	

(16)b における主文主語「誰かが」は、主文 SpecvP に基底生成される。(14)の対照によ
り顕在的目的語上昇が適用しないため（(18)参照）、(15)（=(2)）の一般化に基づき、補
文主語「皆を」は、非顕在的目的語上昇によって主文 outer SpecvPへ移動する（(19)参照）。
この結果、逆スコープが生み出される。その後、主文主語「誰かが」は主文 SpecTP へ
移動する。いずれの移動も A移動であるが、(20)に基づき 2つのスコープ解釈が可能と
なる（(21)参照）。 
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(21) [TP 誰かが j [vP 皆を i [vP tj [CP ti 天才だと ] ] ] 思っている ]。 
	

7. 帰結	
 

7.1	顕在的統語操作との関係	
 

(22) 非顕在的移動操作は、顕在的統語操作に先行（precede）・給餌（feed）することがで
きる（Fox and Nissenbaum 1999、Potsdam and Polinsky 2000、Polinsky and Potsdam 2001
等）（=(3)） 

	

(23) a. *皆が i 誰かが [ ti 天才だと ] 思っている。 
 b. 皆を i 誰かが ti [ ti 天才だと ] 思っている。 
	

7.2	主格目的語構文への応用 
 

(24) a. 太郎は 右目だけが つむれる。 （OK右目だけ＞れる、OKれる＞右目だけ） 
 b. 太郎は 右目だけを つむれる。 （*右目だけ＞れる、OKれる＞右目だけ） 
 

Takahashi (2011)は、(24)aの主格目的語の「右目だけ」が「だけ」によって誘発される数
量詞上昇を経て「れる」を c統御できる位置に移動し、その結果、逆スコープが可能に
なる、と主張している。 
 

一方、(25)a のように、「だけ」を含まないにもかかわらず、逆スコープが可能となる例
も見られる。 
 

(25) a. 太郎は 片目が つむれる。 （OK片目＞れる、OKれる＞片目） 
b. 太郎は 片目を つむれる。 （*片目＞れる、OKれる＞片目） 

 

Saito (2012)は、(24)aの「れる」が主要部移動で「右目だけ」を c統御できる位置に移動
するという分析により、逆スコープの存在を説明している。注目すべきは、Saito (2012)
が、この主要部移動が非顕在的でなければならないことを例証している点である。

(24)a・(25)a ともに逆スコープを許すという事実は、(15)の一般化が妥当であることの補
強証拠といえる。 
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8. 結語 
 

本稿では、日本語の例外的格標示構文における補文主語が、義務的に目的語上昇の適用

を受けることを示す例と、補文内に残留することを示す例とが共存するというパラドッ

クスを扱った。(2)（=(15)）の一般化に基づき、(3)（=(22)）の妥当性を主張した。また、
本稿での分析を応用し、主格目的語構文における逆スコープの存在を説明した。 
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日本語間接受動文の被害性と格配列理論 

 
加賀信広（筑波大学） 

 
 
1.  はじめに 
 
(1) 直接受動文（対応する能動文の存在） 
 a. 太郎が先生にほめられた。 
 b. 太郎が花子に殴られた。 
(2) 間接受動文（対応する能動文の不在、「被害」の意味） 
 a. 太郎が花子に泣かれた。 
 b. 太郎が雨に降られた。 
 
◎先行研究は、大きく「同一構造説」と「非同一構造説」に大別される。 
 
・「同一構造説」（uniform theory）：Kuroda (1965, 1979), Howard and Howard (1976), Hasegawa  
  (1988), Hoshi (1999), etc. 
 
(3) a. 太郎が [S 先生が 太郎を  ほめる ] –られた 
 b. 太郎が [S 花子が 泣く ] –られた 
 
 同一構造説は、ラレを主動詞とみなし、「受影者」（affectee）と「イベント」を項としてとると仮 
 定する。⇒ ニ受動文の主語は、つねに「受影者」である（Kuroda 1979）。 
 
・「非同一構造説」（non-uniform theory）：McCawley (1972), Kuno (1973), Kubo (1990), Shibatani  
 (1990), Terada (1990), etc. 
 
(4) a. 太郎 iが 先生に ti  ほめ–られた。 
 b. 太郎が [S 花子が 泣く ] –られた 
 
 非同一構造説は、2 種類のラレをみとめ、直接受動文は移動操作により派生されると仮定する。 
 
(5) a. 太郎 iが先生 jに自分 i/*jの部屋でほめられた。 
 b. 太郎 iが花子 jに自分 i/jの部屋で泣かれた。 
 
 ⇒ 「自分」の主語指向性に関する事実は、「非同一構造説」を支持する。 
 
本発表の主旨： 
 ・日本語間接受動文に対して新たな統語分析を提案する。 
 ・間接受動文の被害性の起源を明らかにする。 
 
 
2. 新たな提案 ―― 間接受動文の構造 
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(6) 直接受動文（単文構造、移動を仮定する） 
 a. 先生が 太郎を （成績を） ほめた 
 b. 太郎 iが 先生に ti  （成績を） ほめ–られた 
(7) 間接受動文（新たな構造を仮定する） 
 a. 花子 iが 太郎に [ PROi 泣く ]  V  
 b. 太郎 iが 花子 jに ti  [ PROj 泣く ]  V–られた 
 
 (i) (7a) の基底構造は空の動詞(V)を含み、「花子が太郎に対して泣く（という）ことをする」 
  ほどの意味に対応する。 
 (ii) (7b) の間接受動文は、ラレが空の動詞(V)に接辞付加されることにより派生される。 
 (iii) 間接受動文の派生にも（直接受動文の派生と同様に）移動がかかわる。 
 (iv) ラレは（直接受動文においても、間接受動文においても）接辞である。 
 
本提案では、 
 
 (a) 直接受動文と間接受動文が互いに平行する構造と派生プロセスを有する。 
 (b) 直接受動文と間接受動文の相違は、後者において空の動詞(V)が含まれ、第 3 項に節要素

  が生ずる点である。 
 (c) 受動のラレは、動詞接辞であり、動詞がもつ項の階層関係を変更させる機能を有する 
  （⇒ ラレは受身以外に、自発・可能などの用法をもつ）。 
 
 これらの点で、本提案は「同一構造説」とも「非同一構造説」とも異なる。 

 

・本提案における「自分」の束縛に関する説明（→(5)）：(8a)では「太郎」だけが主語、(8b)では「太郎」 
 および PRO が主語のステータスをもつ。 

(8) a. 太郎 iが  先生 jに  ti  自分 i/*jの部屋で  ほめ–られた 
 b. 太郎 iが  花子 jに  ti  [ PROj 自分 i/jの部屋で 泣く ]  V–られた 
 
・(7a)のような基底構造を仮定することの妥当性（～てあげる・～てもらう構文） 
(9) a.  ?? 花子が太郎に泣いた。 
 b. 花子が太郎に泣いてあげた。（花子 iが 太郎に [ PROi 泣く ]  V–てあげた） 
 c. 太郎が花子に泣いてもらった。（太郎 iが 花子 jに ti  [ PROj 泣く ]  V–てもらった） 
 
・無生物が作用主（actor）になる場合がある。 
(10) a. 雨 iが 太郎に [ PROi  降る ]  V （「雨が太郎に降ることをした」） 
 b. 太郎 iが 雨 jに ti  [ PROj  降る ]  V–られた 
(11) a.  ?? 雨が太郎に降った。 
 b. その日、久し振りの雨が水不足に苦しむ農民に降ってくれた。 
 c. 水不足に苦しむ農民は久し振りに雨に降ってもらって、喜んだ。 
 

 
3. 間接受動文の被害性の起源について 
 
(12) a. 作用主 iガ  被作用主ニ   [ PROi  ….  V ]  Vempty（する） 
 b. 被作用主 iガ   作用主 jニ   ti   [ PROj  ….  V ]  Vempty–られる 
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    (13)   a. 能動文(12a)の「被作用主」は「受害者」の役割をもつ。 
  b. 受動文(12b)の「被作用主」は主語となることにより、文として「受害」の 
   意味が増幅し、いわゆる被害・迷惑の受身となる。 
 
 
(14) a. 花子は 太郎に [泣くこと] を した。 
  （この構造において「太郎」はモノ扱い → 意志・人格の否定 → 「受害者」（宮腰 2014）） 
 b. 太郎は 花子に [泣くこと] を された。→ 太郎は花子に泣かれた。 
 
(15) [子供の面倒をみるボランティアが来てくれた場面で、母親が] 
 a. 今日はうちの子供に何をしてくれますか。 
 b.   # 今日はうちの子供に何をしますか。 
 
・使役構文を利用したテスト 
 
(16) 花子は息子の太郎に大学に進学させた。 
 a. 花子は太郎を無理やり進学させた。 （強制使役） 
 b. 花子は太郎の大学進学を許した。 （許容使役）    （Shibatani 1976, など） 
(17) a. 花子が太郎にさせたのは、大学に進学することです。（強制使役と許容使役） 
 b. 花子が太郎にしたのは、大学に進学させることです。（強制使役のみ） 
 
 ⇒ 分裂文の前提部 [[花子が太郎に[ … ]した]の] の構造において、「太郎」は「受害者」 
   （太郎にとって、進学することは意に沿わないこと）。 
 
 c. 花子が 太郎 iに [PROi  進学す ] –させた 
 d. 花子 iが 太郎 jに [PROi  proj  [PROj  進学す] –させ ] した 
 
(18) 太郎が花子に進学させられた。 （強制使役のみ： 久野 1983, など） 
 a. 花子 iが 太郎 jに [PROi  proj  [PROj  進学す] –させ] Vempty–た 
 b. 太郎 iが 花子 jに  ti   [PROj  proi  [PROi  進学す] させ] Vempty–られた 
 
・使役受動文がつねに「強制」の意味をもつのは、主語が「被使役主」かつ「被作用主」の役割をもつ 
 ため。 
 
しかし、 
 
(19) a. 先生が太郎にほめる（という）ことをした。 
 b. 先生が太郎にしたのは、ほめることだ。 
(20) a. 花子が太郎に時計をプレゼントする（という）ことをした。 
 b. 花子が太郎にしたのは、時計をプレゼントすることだ。 
 
 (19a,b) (20a,b) において「太郎」は「受害者」でない解釈をもちうる →  
 [ ～ガ ～ニ [ … ] する ] の形式では、基本的にニ格要素に「受害」の解釈が与えられるが、

 [ … ] の表す行為・出来事が直接そのニ格要素に働きかける性質のものであるとき、再解釈を 
 うけ、中立的な解釈も可能となる。すなわち、単文構造に収まりうる場合である。 
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(21) a. 先生が太郎をほめた。 
 b. 太郎が先生にほめられた。 
(22) a. 花子が太郎に時計をプレゼントした。 
 b. 太郎が花子に時計をプレゼントされた。 
 
一方、単文構造に収まらない行為・出来事の場合は、ニ格要素が「受害者」の解釈を受ける。 
 
(23) a.  ?? 花子が太郎に泣いた。    (=9a) 
 b.  ?? 雨が太郎に降った。    (=11a) 
 c. 花子が 太郎 iに [PROi  進学す ] –させた。 (=17c) 
 
したがって、対応する受身は間接受動文となり、被害・迷惑の意味をもつ（→ (2a,b) (18)）。 
なお、(19a) (20a) に形式的に対応する受動文は、被害・迷惑の受身となる。 
 
(24) a. 太郎が先生にほめる（という）ことをされた。 
 b. 太郎が花子に時計をプレゼントする（という）ことをされた。 
 
 
4.  ニ受動文の受影性と格配列理論 
 
・「同一構造説」が捉えようとした、ニ受動文の主語がつねに「受影者」になるという事実はどのように 
 説明されるか（Cf. Kuroda 1979）。 
 
・ただし、ニ受動文でも、間接受動文の主語は「受害者」であり、直接受動文の中立的な「受影者」と 
 は異なる。 
 
・根本的な問題 ―― ニ受動文とニヨッテ受動文の相違はなぜ存在するのか。 
 受動文におけるニ句・ニヨッテ句は必須要素でないため、付加詞とみなされることも多いが、そのよ 
 うな要素が受動文の文法的性質を決定する主要因となるのはなぜか。旧主語の格表示と受動のラレは 
 どのように関係するのか。 
 
(25) a. あの町は日本軍｛に／によって｝破壊された。 
 b. 先生が学生｛に／によって｝批判された。 
(26) a. フェルマーの定理がジョン{*に／によって}証明された。 
 b. その寺は 9 世紀前半、空海｛*に／によって｝建てられた。 
 
⇒ 意味役割分析と格配列理論による説明（加賀 2017a, 2017b） 
 
(27) 依存格（dependent Case）方式による格付与（Marantz 1991, Baker 2015; Kuroda 1978, Farmer  
 1984, 青柳 2006, など） 

 

 動詞句の領域において， 

 i. 動詞の語彙特性に基づき、当該の項に語彙格・内在格を与えよ。 

 ii. 指示性をもつ最上位の項にガ格を与えよ。 

 iii. 指示性をもつ最下位の項にヲ格を与えよ。 

 iv. 残りの項にニ格を与えよ。ただし、すでに同一領域で「ニ」が付与された場合を除く。（非該 

  当条件（elsewhere condition）） 

―  339  ―



(28) 意味役割の統語的配列 (Kaga 2007) 
 

            VP1 

 

 
       動作主 (AGENT)         V’1 
 

 

                      VP2                V1 
 

 

     場所 (LOCATION)          V’2 
 

 

                  存在者 (LOCATUM)         V2   
                  

 

  場所，着点，起点，       存在体 

       経路，標的，所有者，     移動体 

       受取手，受益者，       結果物 

   経験者，被動作主，   

   など              太字「影響を受けた《場所》」(affected LOCATION) 
 
 
(29) 語彙格・内在格    (30) a. 花子ガ 太郎ヲ なぐった。 
 a. 花子ニ  英語ガ 分かる。   b. 三郎ガ 花瓶ヲ 割った。 

 b. 犬ガ 太郎ニ  かみつく。  (31) a. 太郎ガ 大邸宅ヲ 所有している。 

 c. 花子ガ 浜辺ヲ  歩いた。   b. 人間ガ 20khz までの音ヲ 知覚する。 

(32) a. 先生ガ 太郎ニ 賞ヲ 与えた。 

 b. 太郎ガ 花子ニ その本ヲ 貸した。 

(33) a. 先生ガ 花子ヲ 秘書ニ  雇った。（花子ガ 秘書だ。） 

 b. 会社ガ 太郎ヲ 部長ニ  抜擢した。（太郎が 部長に  なった。） 

 Cf. 部屋が きれいに 片付く。（Sadakane and Koizumi 1995） 
 
(34) 節補部（clausal complement）がヲ格を受ける： 
 a. 太郎ガ 花子ニ [次郎が試験に合格したと] 言った。 
 b. 太郎ガ 花子ニ [次郎が試験に合格したと] 聞いた。 
 
(35) 後置詞（postposition）句も格を受ける： 
 a. 東京駅ニ 列車ガ 到着した。 
 b. 太郎ガ 花子 カラ  財布ヲ 奪った。 
 Cf. ここからガ 富士山ガ よく見える。 
(36) 「によって」（ニ＋動詞連用形＋テ） 
 a. 試験問題ガ 監督員 によって  受験生ニ 配られた。 
 b. マンションガ 建設業者 によって  駅前ニ 建てられた。 
 Cf. a. 連合軍 による  イラクの 攻撃 
  b. アメリカ から ノ 便り 
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(37) 日本語受動文の派生： 
 日本語の受動文は、基底の構造に次の 3 つの操作が適用することで派生される。 

 a. 受動接辞「られ」が導入される。 

 b. 名詞句が上方移動する。 

 c. 格付与が行われる。 

 
(38) 受動文：《場所》 が主語になる場合 → 主語は「受影者」 

 a. 太郎 iガ  花子ニ  ti  なぐ-られた。   

 b. 太郎 iガ  先生ニ  ti  賞ヲ  与え-られた。 

 c. 太郎 iガ 花子 jニ ti  [ PROj 泣く ]  V–られた。（間接受動文） 
 

 d. 《場所》i  《動作主》 《場所》i （《存在者》）  V-られる 

 

(39) 直接受動文：《存在者》 が主語になる場合 → 主語は「非受影者」 
 a. 試験問題 iが（*監督員に）受験生に  ti  配る-られた。    

 b. あの町 iは（*日本軍に）焼け野原に  ti  建設す-られた。 

  
 c. 《存在者》i  《動作主》  《場所》  《存在者》i  V-られる 
 
(40) a. 試験問題が監督員によって受験生に配られた。 
 b. あの町は日本軍によって焼け野原に建設された。 
 
❖ (39a,b) で 《存在者》 が主語になる場合は、 《動作主》 と 《場所》 の両方に格を付与することはでき 

  ない。一方、(41a,b) では、「によって」が格付与を要しないため、文法的になりうる。 

 

 

5. おわりに 
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