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について は︑本章でも 随時触れざるを 得ないが ︑主には ︑本巻

構 文論の 研究が行われてき たか﹂という 問題が当然ある ︒これ

改めて﹁ 日本語の 構文論 (syntax)
﹂とい うことで ︑本章の 課
題について考えてみる と︑
﹁ 日本で ︑日本語について どのような

の章では ︑ syntax
的な構文論に重点を置くの である︒

としての構文研究は ︑本巻第五章﹁ 日本語
あるが ︑ construction
の文のタイ プ・ 節の タイプ ﹂で 扱われるはずである ︒従ってこ

︵ 金水 敏︵ 2002,
印刷中︶
﹁ 日本語の 構文論﹂飛田良文︑佐
の面から論
そのようなわけ で ︑本章では﹁ 構文論﹂を syntax
藤武義︵ 編 ︶
﹃ 文法 ﹄現代日本語講座 ︑第５ 巻 ︑明治書院 ︶
じる ことも︑ construction
の 面から 論じ ることも許され る訳で

日 本語の 構文 論

﹁ 構文論 ﹂につい て

(transitive con-本 固有の ︑いわゆる 国文法の 領域の 研究︑日本 語教育などの 実

第八章﹁ 日本文法学説史 ﹂の課題ということになろう ︒
﹁ 構文論 ﹂は 若干曖昧な 用語である ︒伝統的に ︑ syntax
の訳
では ︑
﹁ 日本語に特有の 構文論﹂という問題が 成り 立つかとい
語として ︑
﹁ 統語論 ﹂の 他に﹁ 構文論 ﹂を用いることが行われて
うと ︑構文論の抽象性からして ︑やや ピントはずれである ︒むし
きた︒一方で ︑
﹁ 構文 ﹂という言葉は
の
訳
語
と
し
て
construction
﹁ 日本語の統語現象の 研究を通して ︑言語一般の 構文論へ貢
も用いられる ︒例え ば﹃ 文部省学 術用語集 言語学編 ﹄に よれ ろ ︑
ば︑
には﹁ 構造 ﹂および﹁ 構文 ﹂という 訳語が与え 献する方法 ﹂といった方向で議論を進めるべきであると考える ︒
construction
られている︒ちなみに ︑ syntax
には﹁ 統語論 ﹂および﹁ 統語法 ﹂ そのよう な観点から 現在の 研究状況を 眺めて みると ︑日本語
という訳語が与えられている ︒
の 構文論研究は必ずしも 盛んで あるとは言 えない ︒便 宜上︑日
としての﹁ 構文 ﹂は︑他動詞構文
construction

︑存在構文 (existential construction)
︑受身構文 (pas-用 面に 密着した記述 文法の 領域 ︑お よび欧米の理 論に 基 づく研
struction)
などの ように 用いられる︒すなわち ︑述語と 究に 分けて 見てみたい ︒第一の 国文法の 領域では 例えば橋本進
sive construction)
その 項︵ 格 成分 ︶
︑ およ びその 配置といった 語彙的 ・ 構 造的な 吉 ︑時枝誠記 ︑渡辺実 ︑北原保雄といった研究者が ︑影響力のあ

特徴 と︑意味の 分類とを直接結びつけて 研究するような 領域で る ︑優れた研究を残して きた 金(水 一九九七参照 ︒)しかし国文
研究は ︑ある程 度理念的な問題が 固まると ︑
syntax
ある ︒統語的に拡 張され た語彙的意味 論︑というような 性格が 法におけ る

である ︒

強い ︒一方 ︑ syntax
としての 構文論︵ 統語論 ︶は︑個々の 構文 それ 以上の 進展があまり 出て きていない ︒具体的な 問題を解決
を越えて ︑そ こに共通の 原理として存在する統語 するために 新たな 展開があったというようなことはあまりない ︒
(construction)
構造およ びその 原理を 追求す る︑より 抽象性の 高い 研究分野で まして ︑世界の 言語研究に貢献する ような動きも 特に ないよう
あると言うことができよう ︒
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第二の 領域の 代表として ︑例えば寺村︵ 一九八二︑一九八四 ︑
一九九一 ︶をあげることがで きる︒この シリ ーズは︑
﹃ 日本語の
シンタクス と意味 ﹄と銘打たれているく らいであるか らむろ ん

ている ︒

こうい った特徴を持っている 言語を対 象とし て研 究を進めた

に 関わる 問題を論じて はいるが ︑
そのものの原理 場 合︑ 統語現 象として は 特段目 を引く ものが あまり ないの で ︑
syntax
syntax
の研究は 自然な 形では 進みにくいで あろ う︒まさに日本
syntax
に焦点を当てたとは言えない ︒むしろ ︑ construction
の 分類を中
核とした 語法研究という 色合い が強い ︒寺村の 研究を 見て 分か 語はそ うである ︒これに 対し ︑談話的な現象や ︑意味 ︑特に﹁ 判

一方 ︑欧米では

は言語学の 中核的な領域で あると言っ
syntax

るように ︑実用的な 日本語研究の 分野で は︑ syntax
より もむし 断 ﹂と文型 ︑形態との 絡み合い とい った点に 関しては ︑日本語
に 重点をおいた構文研究が盛んである ︒これは ︑ 研 究に はかなりの進 展が 見られるし ︑世界の 言語 研究に 対して
ろ construction
述語の 具体的な 意味と文の 構造を直接結びつけ ることによって ︑ も貢献していると考えられる ︒
抽象的・ 形式的な 議論をさほど 経なくて も︑日 本語文法全般を

言 える ︒日本語について も︑ 生成文法の 歴史のかなり 早い段階
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が一九五〇年代に生成文法を提唱
容易に 捉えることができる ためで ある︒ 逆に 言えば ︑厳密な意 てよい︒ことに ︑ N. Chomsky
味での syntax
は︑高度に抽象的な議論に 立ち 入らざるを得ない して 以来今日に至るまでの 約五〇年間 ︑ア メリカを 中心に 生成
ため ︑日本語教 育な どの 実用的な 目的に はなじみにくいので あ 文 法は 着実に 発展を 遂げ ︑一定の 研究者層が形成されて きたと
ろう ︒

詞︵ 係助詞 ︑副助詞 ︶が発達している︒

日 本語の﹁ 生成 文法﹂の論 文の 多く が共通して 抱える最も重

に依 存し ︑それらの 解釈をコントロ ールする成 分が 発達し 要な 問題点は︑ 論文の 著者が個々の 例文に 対し て与える﹁ 文法

係助詞 ︑副助詞 ︑終助詞など ︑命題論理よりも 文脈や 場面

れているのだから ︒

格助 詞以外に ︑ 格に 直接関わらない ︑いわゆ る 取り 立て 助 し ︑そ ればかりが 原因とはいえない ︒現実に多くの 論文が書か

考 えられ る︒もちろ ん︑先に 述べた日本語そのものの ︑ syntax
にはなじみに くい特 性が 影響している ことは間違いない ︒しか

力 という 点で言っているので ある︒それに はいくつかの 理由が

これは ︑
﹁ 英語学﹂の 領域は別として ︑日本語研究全体への影響

ここで ︑欧米の 理論による 日本語研究について触れる前に ︑な から ︑研究が進められ た︒近年では ︑毎年のようにア メリ カの
ぜ日本語固有の 研究領域において syntax
の 議論が 盛んでなか っ 大学で日本語を対象とした生成文法の博士論文が書かれている ︒
たかという原因について 考えたい︒それは ︑ある程度日本語その 生 成文法の 研究対象 として は︑ 英語に 次いで多くの 論文が書か
ものの 特徴に よる部分が 大きいの ではないか と考えられる ︒そ れている とも言われている ︒ところがそれに も関わらず ︑日本
国内では ︑生成文法への 評価が定着しているようには 見えない ︒
れは ︑つぎのような点である ︒

語順の制約がゆ るや かである︒
一致現象 (agreement)
がない︒
いわゆ る﹁ 省略 ﹂が頻繁に起こる︒
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性 (grammaticality)
﹂の 判断︑すなわち ︑適格な文であるか ︑非 り 本質的な問題である ︒ｂについて 無自覚で ある限り ︑研究の
文であるか︑という判定であるように 思われる︵ 注１ ︶
︒著者が 進展はあり得ない ︒

与える 文法性判断は ︑明 瞭な もの もあるが ︑ 多く は曖昧であ っ
これらの 点に ついて 最も 自覚的であり ︑あり得 べき生成文法
たり ︑極めて微妙であったりして ︑判断が 揺れやすいのである︒ の研究法について説得的な議論を展開している 研究者として ︑傍

また ︑特定の 文脈を 与えたり ︑ 語彙を少し変える だけで 判断が 士元 (Hoji, Hajime)
が挙げられる ︒また ︑傍士の もとで研鑽を
覆される こともしばし ばであ る︒その ような論文を 読んで いる 積ん だ上山あゆ み ︑林下淳一らも 注目す べき論考を 発表し てい

と ︑筆者の 文法 性判断を共有できない ために論旨や 主張が 理解 る ︒なお ︑筆者自身︑傍士 ︑上山︑田窪行則らとともに 若干の共
できない ばかり か ︑背景に ある理 論その もの に対する 信頼性が 同研究を行っている ︒

基 本的仮 説

につい て
Hoji (2002)

について考察していく ︒

損なわれ ︑日本 語に とって 生成文法は不 要で ある︑あるい は有
以下の節では ︑ Hoji (2002)
第二・二節の 紹介を中心に ︑関連
害無益であ るという印象すら 受けて しまう ︒つ まり ︑生成文法 する 文献も適宜参照しなが ら︑ 日本語の 構文論の 進むべき方向
嫌いの日本語研究者を増や してしまうの である︒
それでは ︑日本語に基 づいて生成文法の研究を進めること︑言

・

傍士のあらゆる著作に共通しているの は︑構文論︵ 統語論︶を ︑

であるの と同
例 えば実験物 理学が経験 科学 (empirical science)
等の 意味で経験科学にしなけれ ばならないという目的意識と ︑そ

のための 方法論の 模索である ︒言語 研究に 限らず ︑経験科学を

基礎 づけ る基本的な 研究方法とは ︑概ね次の ようなものである ︒
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い換えれ ば︑日本語の文法の 本質を︵ も ︶捉えうるような︑人間
の言 語能力に ついての 理論を構築する ことは本質的に 不毛なの
であろうか ︒おそらくそうで はないであろう ︒論 文で 与えられ
た用 例に 対す る文法 性判断を読者が 共有で きないこ との 背後に
は ︑次のような原因が想定できる︒
論文の 筆者の ︑日本語の語彙の 特性や 語用論的条件等に

対する知識や 配慮が十分でないために ︑用例を十分コン
トロールできていない ︒

いくつかの 基本概念を仮定し ︑そこから公理体系を作り ︑

な 命題を系として 生成し ︑そ れが
(falsiﬁable)

言語 表現の 与える我々の 感覚経験 (sense experience)
の
システムと一致するようなモデルを与える ︒

反 証可能

a

論文の 筆者が主張する﹁ 文法性﹂自体が ︑少なくとも筆

者が提案する形では ︑文法の 性質を捉えていない︒

理解が 深まることによって 克服で きる可能 性も あるが ︑ｂ はよ

1

2
2
(2)

a
b

このうちａ につ いては ︑語彙や 語用論その 他の条 件に 対す る

(1)

反証可能な 命題により生成される予測を感覚経験に基 づ

は ︑予測に合致する 感覚経験が再現可能
形で得られなければならない ︒

な
(repeatable)

のａ とｂは 決して 順を 追って 整然と進 行す るもので はなく ︑
実際には 相互に 絡み合いなが ら進展していくので ある︒ またこ
こで﹁ 実験 ﹂が意味するのは ︑言語研究について言えば ︑用例の
設定 とそれに 対する文 法性を判断する作 業で ある︒ 人間の 文法
に関する 感覚経験の測 定として は ︑人間の 直観より 正確なもの
はない ︒従って ︑言語学に おける 実験として は ︑我々の 文法的
直観を ︑用例の 文法性の 判断を 通じて 引き出す ことが もっとも
効果的で確実である︵ 注２ ︶︒
さて ︑傍士︑上山らの 出発点としての﹁ 基本概念 ﹂︑およびそれ
に基づいて構成される文法の組織は ︑その精神において

Chomsky

Chomsky

で 示された﹁ 極小モデ ル (minimalist program)
﹂に 従っ
(1995)
ている ︒極小モデルの全体像や ︑それにいたる生成文法の 研究史
について は本稿の 範囲をはるかに超えるので ︑詳細は

︑田窪︵ 一九九七 ︶
︑田窪・他︵ 一九九八 ︶
︑特にその第四
(1995)
章︵ 福井直樹執筆︒ 後に ︑福井︵ 二〇〇 一 ︶第四章に 収録︶そ
の他を 参照して いただきたい ︒ここでは ︑議論のために 最低限

この 図の背景にある極小モデルの 基本的な考え方を ︑福井︵ 二

が存在す る︒
(language faculty)

ヒトの 精神・ 脳の内 部に は言語に固有で 自立的な部門 ︑

すなわち言語機能

言語機能はその 内部に︵ 少なく とも ︶二つの 下位部門を

有する ︒ひとつは言語機能の 中核を 成し ︑言語に関する

情報を貯蔵している 認知システ ムで あり ︑もう 一つは認

知システ ムに よって与えられた情報にアクセスし ︑それ
を使用する運用システムである ︒

言語機能における認知システムは︑
︵ 少なく とも ︶二つの

を持っ
運用システムと﹁ 交通・相互作用 ﹂ (interaction)
ている︒ひとつ は︑
﹁ 音声﹂をつかさどる調音・知覚シス

テムであり ︑もうひ とつは﹁ 意味﹂をつかさ どる 概念・

意図システ ムである ︒認知システ ムとこれ らの 運用シス

(LF,

テムの 間の相互作用は二つのインターフェイス・レ ベル ︑
すなわち音声形式 (PF, Phonetic Form)
と論理形式
とを介して 行われる︒
Logical Form)

︵ 福井 二〇〇一・八六頁より ︑若干改変 ︶

﹂と呼ぶ︒数 え挙げに よっ
(numeration)

に戻るが ︑文法への入力となる語彙項目の集まりを形成
する 操作を﹁ 数え挙げ

図

参考として ︑
の１・ ３・１ 節で 示さ れた文法の ので ︑言語機能に固 有の ︑構造的な表 示を生成す る機能・ 能力
Ueyama
(1998)
のことを指し示す ︒
見取り図を挙げておく︵ 注３ ︶
︵ 用語は翻訳している ︶
︒

なお注意しておくが ︑ここでいう﹁ 認知システ ム ﹂とは ︑一般
必要な概念を簡略に 導入するにとどめる ︒なお Hoji (2002)
では
直接的に 文法の組織の 全体像を明示しているわけではないの で ︑ に﹁ 認知言語学 ﹂で言われる﹁ 認知機構﹂とはかなり異なったも

(4)

いて検証す る作業︑す なわち 実験を行う ︒実験において 〇〇一 ︶からの引用によって示しておく ︒

b
︵図︶

(3)
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a
b
c

(2)

(3)

Ｈ

て形 成され た入力は ︑計算部門を 介して 二つのインタ ーフ ェイ を Hoji (2002)
で は﹁ 非対称的ｃ 統御仮説
﹂と呼んでいる ︒
c-command hypothesis)

ス表 示︑すなわち 論理形式インターフ ェイ ス表示におけ る言語
表現︵ ＬＦ ︶と音声形式インターフ ェイ ス表示における 言語表
現︵ ＰＦ ︶へと写像される ︒ここで﹁ 写像﹂というのは ︑イン
フ ォーマルな 言い方をすれ ば︑数 え挙げに よって生み 出さ れた

食べ

材料を 用いて ︑ＬＦ およびＰＦに とって 適切な 構造を持った表

すし

示を 作り 出す というこ とであ る︒ この 計算部門が狭い 意味での
﹁ 文法 ﹂そのもの である ︒
が形成され るかという 問題は ︑
(syntactic object)

さて この文法において ︑どのような操作によって ︑どのような
統語 的構成物

(ACH, asymmetrical
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重要な課題となる︒ Hoji (2002)
で はこの 問題を一つの切り口と
して ︑経験科学 としての 言語学の 可能性につ いて論じてい るの

食べた

である ︒

すし

考察の 対象

メアリ

食べ
メアリ

すし
食べ
ｂ

V
すし

NP2-を
メアリ

V
NP1-が

・

V

-た
VP
V

メアリ

NP2-を

V
NP1 -が

NP1 -が

I
-た
VP
VP -た

(3)

IP
IP

(6)
ａ
ｂ
Ｈ

NP2-を

ここでは ︑ Hoji (2002)
で具体的な考察の 対象の一つとして与
えられている 問題として ︑ のような日本語の 文の 統語構造を

Hoji (2002)

のａ あるいはｂの ような構造よりはむし

のａ やｂのような構造を持つ ︑と考えるの である︒これ

NP1 -が

取り上げたい ︒

ろ︑

に言えば ︑たとえば

非
一九八〇 年代半ばごろ から︑ においては NPが
NPを
1
2
対称 的にｃ 統御すると 見る 見方が一般 的に なって いる︒ 具体的
(5)

NP2 -を

VP

(5)

メアリ が
すし を
[NP1
]
[NP2
] 食べた︵ こと ︶
の ︒以下 ︑Ｈ のように略記する ︒︶
(2)

(7)

(4)

IP

2
(2)

(6)

(7)

ａ

2

(5)

なおｃ 統御とは ︑文構造における 優位性を表す概 念の 一つ で
ある ︒ｃ 統御の一般的な定義は次の ようなもの である︒
次の場合αはβをｃ 統御するという ︒
αを支配するすべての 枝分かれ節点がβをも支配する︒
αがβを支配しない ︑βもαを支配しない ︒

以下の 要素︵ 従って

これに 対し ︑九〇 年代以降の 傍士や 上山︑林 下らの 議論によ

り ︑以前よりも 安定し た判定が得られる 実験法が工夫され ︑そ

れに 伴って 非対称的ｃ 統御仮説も初めて 反証可能な 仮説として
立てることが可能になったと見られる ︒

なお ︑ Hoji (2002)
では ︑非対称的ｃ 統御仮説の 検証を﹁ 束縛

れ節点 ﹂というの と同じことである︒
互い ﹂を each other
と同様の相互照応詞と見る見方を批判して
図に即して 説明する と︑ ａ において ︑ NPは
およびそれ いる︵ 四・二節 ︶︒結論として ︑生成文法が 経験科学として成立
1
NPも
2 ︶をｃ 統御する一方で ︑ NPは
2 Ｖを する ために は︑ 再現性の 高い実 験に 基 づいて反証 可能な仮説を

れ図に おいて αが βの直系かつ 上位にある ﹂ということである︒ 的な提案とそれに 基づく予測について 述べている ︒第四節では ︑
ｉで﹁ すべての 枝分かれ節点﹂というのは ︑結局﹁ 最初の枝分か 文法理論における再現性 ︑反証可能性について 論じ ︑併せて﹁ お

変項照 応
﹂を基盤とする議論
(BVA,
bound
variable
anaphora)
︵ 田窪・ 他 一九九八・一三二頁
︶
を基盤とする議論︵ 第
︵ 第二・二節︶と ︑数量詞の作用域 (scope)
ここで﹁ αがβを支配する ﹂というの は︑単純に言うと﹁ 枝分か 二・三節 ︶に分けている ︒第三節では ︑第二節を踏まえて ︑理論
(90)

i

ii

(6)

ｃ 統御しているばかりでなく︑ NPも
また
NPを
2
2

統御しない ︒すなわち ａ およびｂでは NPが
1
﹁ 非対称 的﹂にｃ 統御している ︒これに対し ︑
(6)

で は ︑ NPが
1
ｃ 統御
NPを
1

(6)

している ︒つまり NPと
﹁ 対称的 ﹂にｃ 統御し
NPは
1
2 相互的・
あっているのである︵ 注４ ︶︒

・

束 縛変項 照応をめ ぐって

3

V

よって異なる判定が出たりするという状況であった︒

︵ ここでは

英語において ︑ では everyone
と his
の 間に 束縛変項照応の
対称的ｃ 統御仮説が検証されたが ︑それらの﹁ 検証 ﹂はい ずれ
も再 現性が 低かった︒す なわち ︑判定が微妙かつ 曖昧で あった 解釈が 成り立ちうるが︑ で は成り立ちにくい ︒ここで束縛変項
︶と﹁ 依存語 ﹂
り ︑被験者によって 揺れが 大きかったり ︑同じ被験 者で も時に 照応の 解釈とは︑数量詞Ｑ Ｐ︵ ここでは everyone
︶の間に成り立つ特殊な関係のことを言う︒ を
his

以下 ︑この 節で は︑ Hoji (2002)
の 第二・ 二節の論旨に依拠し
さて 一九八〇年代半 ば以降の 日本語 統語論をめぐる 諸論考で
は ︑この 束縛変項 照応や 数量詞の作用 域をもとに ︑日本語の 非 ながら ︑改めて束縛変項照応の問題を考察していく ︒

2

ｃ 統御するが ︑それ以外の 要素はｃ 統御しない︒また ｂにお 立てる ことがなにより 重要で あることを 主張し ている ︒数量詞
いて ︑ NPは
およびそれ 以下の 要素︵ 従って NPも
1
2 ︶をｃ 統 の作用域や﹁お互い ﹂に関する 議論は興味深いものであり ︑特に
Ｖをｃ 統御するが ︑それ 以外の 要素はｃ ﹁ お互い ﹂についての 傍士の 批判は説得的で重要であるが ︑紙幅
御する一方で ︑ NPは
2
一方的・ の都合により本稿ではこれ以上扱わない ︒
NPを
2

I

(7)

(9)

(10)

(9)

6

(8)

で

Ｈ

ａ では﹁ 田中さんが田中さんの見た人を ︑山中さ

見た 人
pro
] が] 誰も を好きにな った

若干変更 )
(Hoji 1985:114(2a),
ひとめ
∗[[ ec

ここで ︑

んが 山中さ んの 見た 人を︑⁝好きにな った﹂という 解釈が可能

であるのに 対し︑ｂで は﹁ 田中さん を見た人が田中さん を︑山

中さんを見た人が山中さんを⁝ 好きにな った﹂という解釈がで
きない ︑と八〇年代には言われていた ︒

は ︑実は語順の

は日本語において非対称的ｃ 統御仮説が成り立つことを

もし ︑ｃ 統御に 基 づく束縛変 項照応の 条件を受け 入れ るなら

の ば︑

の ようなｃ

前後関係による仮説によっても説明できる︒従って ︑これらの例

だけで非対称的ｃ 統御仮説が立証されたと見ることはできない ︒

さらに 問題であるの は︑ の 再現性が低いという点である︒例

ｂで取れないとした ︑
﹁ 田中さんを見た人が田中さんを ︑
実際には取れるのである ︒これは ︑

の 性質によるもの と傍士は
pro

説明している︒ Hoji (2002)
における説明を省略し ︑ここでは要
点のみ 述べるが︑ 日本語の﹁ ゼロ 代名詞﹂は 複数指示の 用法を

して用いられた ︑
﹁ ゼロ 代名詞﹂

ｂにおいて﹁ 依存語 ﹂と

山 中さ んを見た人が 山中さんを⁝好きにな った﹂ という 解釈が

えば

( 13)

年代に両方の 仮説が出され ︑八〇年代に は次第に

:
Ｈ

( 13)

統御に基 づく説明が信じられるようになった︒
束縛変項照応における先行の必要性

:

βが αに 先行される場合に 限り ︑名詞句βは 名詞句αに 束
縛された変項として解釈できる ︒
束縛変項照応におけるｃ 統御の必要性

Ｈ

βが αにｃ 統御される場合に 限り ︑名詞句 βは 名詞句αに

(18)

持つ ︒英語の現 象な どで ︑ 単数代名詞では束縛 変項照応の 解釈

(20)

証するために ︑次の ような例文が例として用いられていた︒

ひ とめ
[[ pro

見た 人
ec
] を
] 好きになった

代名詞の 複数指示による効果なのか 区別が付けにくいのである ︒

な解釈が出たとしても ︑それが本当の 束縛変項照応なのか ︑ゼロ

ゼロ 代名詞が複数指 示の 用法を持つ以 上︑束縛変 項照応の よう

ところで 八〇年代半ばに ︑日本 語の 非対称的ｃ 統 御仮説を立 が 取れない 文でも ︑複数代名詞に変 える と︑結 果的に 束縛変項
照応に類似し た解釈が 取れることがある︒日本語も 同様であり ︑

束縛された変項として解釈できる ︒

(13)

(11)

(9)

ではそのような解釈が 可能であるが ︑

Ｈ ａ

(13)

例に取れば ︑ everyone
が﹁ 田中 ︑山中 ︑鈴木﹂であ る時︑田中
は田中の 息子を︑ 山中は山中の 息子を ︑鈴木は鈴 木の 息子を誉
めることで ある ︒
鈴木を誉めた ﹂という解釈は取りにくい︒

everyone [praised his son]
his son [praised everyone]

のような語順の 前後関係に 基づく 説明と ︑

を見る限り ︑束縛変項照応の 解釈を成立させるための

条件として ︑

と

Ｈ ａ

は︑
﹁ 田中の息子が田中を ︑山中の息子が山中を︑鈴木の息子が

(10)

(5)

(6)

( 12)

b
(13 )

(9)

ような 統語構造の 階層 性に 基 づく説明が 可能で ある︒ 一九七〇 示していると言うことができよう ︒しかし ︑

( 11)

若干変更 )
(Hoji 1985:114(2b),

誰もが

a

7

(13 )

(10)

(10) (9)
(9)

(11)
(12)
(13)

また ︑ ａ を見る と︑や はり ︑ＱＰ﹁ どの球団 ﹂と依存語﹁ そ
この 点を克服す るために ︑ Hoji (1995)
で は︑単数指示の 用法
しか持たない﹁ そこ ﹂を﹁ 依存 語﹂として用いる ことを提案し の球団 ﹂との間で束縛変項照応の解釈が成り立つ︒また ｂの

と

の ペアを見比べた限り ︑束縛変項照応が成立している ︑

ｂは

ａ の ガ格名詞句
(15)

なペア を見られたい︵ 注５ ︶︒

ａ の︑

Ｈ

では ︑ これらに 加 えて 次の よう な例 文を示し て
Hoji (2002)
いる ︒
そこの監督をメッツ さえが訴えた︵ こと ︶

ａは

そ
∗の 球団の 監督をどの 球団も 訴えた︵ こと︶

見て分かるように

(16)

メッツ さえが そ この 監督を訴えた︵ こと ︶

そ
∗ この 監督がメッツ さ えを 訴えた︵ こと ︶

どの球団も その 球団の 監督を訴えた︵ こと ︶

(14)

ａ では

ａと

ａは

ａ と同様に 依然として﹁ メッツ さえ ﹂と﹁ そこ ﹂と

とヲ 格名詞句の 順番を 入れ替えたものである ︒興味深いことに ︑

(16)

の間に束縛変項照応の 解釈が成り立つ ︒つまり ︑

(16)

Ｈ

るものであ るの かという 問題につ いて考 察する ︒まず 次の よう 有無に基 づいて決まっているのかも決定不能である ︒

語順の 前後関係によるもので あるの か ︑ｃ 統御の成 立如何に よ 解 釈の 可否が前後関 係に 基 づいて決まってい るの か ︑ｃ 統御の

次に束縛変項照応の解釈の可否が︑Ｑ Ｐと依存語との間での ︑ という 点に おいて違いがあ るようには 見えない ︒ま たこれらの

関する文法性の判断はより鮮明になるはずである︒

持ちうるが ︑その 上に 単数指示専用であれ ば︑束 縛変項照応に 応の解釈が成り立たないのである ︒

た︒
﹁そ こ﹂をはじめ︑ソ系列指示詞は ︑束縛変項照応の用法を ようにＱＰ と依存語の 位置を入れ替える と︑やはり 束縛変項照

(15)

( 15)

(15)

(14)

同じ 論理的意味に解釈できる ︒このよう な現象は一般に﹁ 再建

(14)

そ
∗の 球団の 監督が どの 球団︵ を ︶も訴 えた︵ こと ︶
Ｈ

(35)

a

b

読みがで きる ︒一方 ︑
﹁ 依存語﹂とＱ Ｐの 位置を入れ替えた

ｂ 立たない ︒つまり ︑再建効果が現れない ︒

(16)

可能である ︶︒

ろん ︑
﹁ そこ ﹂をメッツ 以外の 特定の 球団と取れ ばこの文は解釈 再び 触れ る ︶
︒ Hayashishita (2000)
第三 章で は︑
﹁ 名詞句 を- 名
詞句 が- ﹂という語順は ︑ＰＦにおいて﹁ 名詞句 を-﹂が 移動する

これらの 現象か ら︑ Ueyama (1998)
では束 縛変項照応の 解釈が 成り 立たない︵ アステリ スクは ︑束
では 構造的な束縛変項照
縛変 項照応解釈が成り 立たない という意 味で 付されている ︒む 応に 二種類あることを 提案し た︵ 上山の 提案について は後ほど

( 14)

8

(14)

(16)
(16)

﹂と呼ばれる ︒これに対し ｂでは
解釈が成り 立つ ︒すなわち︑
﹁ 他の 球団が 自球団の監督を訴えた 効果 (reconstruction eﬀect)
だけでなく ︑さらにメッツもまたメッツの 監督を訴えた ﹂という ﹁ どの球団も ﹂と﹁その 球団﹂の 間に 束縛変項照応の解釈が成り

ａ は︑ＱＰ﹁メッツさ え﹂と﹁そ こ﹂の 間で束縛変項照応の

( 47)
(49 )

a
b
a
b

(14 )
(15)
(14 )

ａ とまったく同じであるということ

ことによ って 生じうるという 分析を示している ︒これに 従うな
らば ︑ ａ のＬＦ表示は
になる ︒すなわち次の ようなもの である︵ 注６ ︶
︒
Ｈ

Ｈ

βがＰＦにお いてαに先 行され る場合に限り ︑名詞句βは

名詞句αに束縛される変項として解釈できる ︒

すな わち︑束 縛変項照応には 少なく とも次のような 二種が区
別できるということになる ︒

名詞句 さ-えとそ こを含む束縛変項照応はＬＦにおけるｃ
統御を基盤とする ︒

おけるｃ 統御を基盤としない ︒
あるいは ︑次のようにも言えるであろう︵ 注７ ︶︒

る先行を基盤としなければならない ︒

参照

﹁ どの 名詞句﹂と﹁その 名詞句 ﹂を含む束縛変項照応の可否

Ｈ

どの 名詞句とその 名詞句を含む束縛変項照応はＰＦにおけ

Ｈ

どの 名詞句とその 名詞句を含む束 縛変項照応はＬＦに

a

[NP さえ [t[. . . そこ. . . ]]]

ここで ︑ に少し手を加えて次の ような規定を与えよう︒
束縛変項照応におけるｃ 統御の必要性 :

ＬＦにおいてβがαとその痕跡にｃ 統御される場合に限り ︑
名詞 句βは名詞句αによって 束縛さ れる変項 として 解釈で
Ｈ

により ︑束縛変項照応の 解釈が可能に

の束縛 変項照応の 可否が ︑ｃ 統御の有 無で はなく ︑語順に おけ
る前後関係によって決まっていることを示唆する と考えられる︒
すなわち︑ に 少し変更を加えた︑次の ような 条件に従っている
のである ︒

(20)

もしＱ Ｐが ﹁ どの 名詞 句﹂ 型で あるな らば ︑ 束縛 変項照

がＰＦにおけ る語順の 前後関係によって 決定さ れるなら ば︑次
ｂも 次の ような同一のＬ Ｆ表示をもつ はず で のようなことがらが予測される ︒

ＬＦ表示を持つの で ︑
なるのである ︒
一方 ︑ ａ と
ある ︒

Ｈ

それにも 関わらず ︑ ａ は束縛変 項照応の 解釈を 持つのに 対

(38)

﹁ どの 球団も ﹂と﹁その球団 ﹂の間
し ︑ ｂは持たない ︒これは ︑

(15)

[どの NP も [t[. . . その NP. . . ]]]

(16)

[. . . その 名詞句. . に
. ] ／を

V

Ｈ

応 Ｑ(Ｐ ︑その 名詞句 の
) 解釈は以下の 環境において 可能で
ある ︒ :

[. . . QP. . が
.]

もしＱ Ｐが﹁ どの 名詞句﹂型であるならば︑束縛変項照応

[. . . QP. . が
.]

V

Ｈ

Ｑ(Ｐ︑ その 名詞句 の
) 解釈は以下の環境において 不可能で
ある ︒ :

. ] ／を
[. . . その 名詞句. . に

9

(60)

(39)

(36)
(37)

(21)

(16)

( 18)

(41)
(42)

きる ︒
(16)

この 場合︑ ａ と ａ は ︑ＰＦにおける語順に 関わりなく同じ
(14)

b

(12)

(17)
(18 )
(19 )

(22)

(23)

(24)

(14)

(15)

(11)

(41)

(42)

(16)

そしてこの予測は ︑

– に よって 確かめ られる ︒

Ｈ

こ[の 村からどの 会社に入った人 が] その 会社の社長を批判し

ても問題になるだろう ︒

そ
∗の 会社の社長を こ[の村から どの 会社に入った人 が] 批判
しても問題になるだろう ︒
Ｈ

では﹁ どの会社 ﹂が﹁ その会社 ﹂に先行しているが ︑前者
では︑

は後者をｃ 統御していない ︒しかし ︑
﹁ どの会社 ﹂と﹁その会社 ﹂
の間で ︑束 縛変項照応の 解釈が成り 立ってい る︒ 一方
﹁ どの 会社 ﹂は﹁その 会社﹂に先行していないし ︑むろんｃ 統御
も成り 立ってい ない︒そしてその ことから 予測される通り ︑束
縛変項照応の解釈はできない ︒
以上の 点から︑
﹁ どの 名詞句 ﹂と﹁ その 名詞句 ﹂を含む文は ︑

ところが ︑

Ｈ

のように﹁ そこの下請けを ﹂を﹁ そこを ﹂に変

えると ︑次のような違いが現れてくる ︒
鹿島建設さ えがそこを推薦した︵ こと ︶

どの建設会社がそこを推薦したの？

どの建設会社も そこを推薦した︒

ａ において ︑
﹁ 鹿島建設さ え﹂と﹁ そこ ﹂の 間で 束縛変項照

応の 読みが取れないのは ︑
﹁ 名詞句 が- ﹂と﹁ 名詞句 を- ﹂がＬＦに
おいて﹁ 局所的﹂な位置にある ︑すなわちあえて曖昧な言い方を

すれば ︑統語構造上︑〃近すぎる〃位置に あるためである と考え
られる ︒これ は一般的に﹁ 局所的非同一性

﹂
(local disjointness)
﹂とし
(Principle B)

ｃ では ︑
﹁ どの 建設会社︵ も ︶
﹂が

と呼ばれる現象で ︑
﹁ 束縛理論 ﹂の﹁ Ｂ原則
ｂおよび

て説明されてきた ︒
これに対し ︑

ａ の﹁ 鹿島建設さえが ﹂と構造 上同じ 位置にあるに も関わら

(28)

( 26)

ＰＦにおけ る前後関 係だけで 束縛変 項照応が成立しうる ことが

a
∗?
b
c

( 25)

鹿島建設さえがそ この下請けを 推
{ 薦した／訴えた ︵}こ

と︶

のａ ｃ–は ︑いずれも局所的非同一性の 条件には当て

はまらない ︒すでに述 べてきた諸点および Hoji (1997, 1998, to
等の 諸論文で述 べられて きたこともふまえて ︑ ａ は
appear)
}
ｃ 統御のみに基 づく束縛変項照応と考えられるの に対し ︑ の

(27)

( 27)

推
{ 薦し た／ 訴 え た
Ｈ

(27 )

ｂ とｃ は︑ＬＦにおけ るｃ 統御およ びＰＦにおける 先行の 両面

(27)

どの建設会社 がそ この 下 請け を

の？

どの建設会社も そ この 下請け を推薦した︒

なお ︑

ず ︑束縛変項照応の解釈が可能で ある︒ということは︑
﹁ どの建
立にとって必要ないの である ︒
﹂と﹁そ こ﹂の組み合わせにおいて は︑ＬＦ上の両
以上の 観察と一般化に加えて ︑ Hoji (2002)
で は︑ Hoji (1995)設会社︵ も ︶
で議論された次の ような現象を指摘している ︒まず ａ ｃ–はい 成 分の 位置に 関わらず 成り 立って いるのであり ︑すな わちＰＦ
におけ る先行条件に よって 束縛変項 照応が 成立している という
ずれも問題なく束縛変項照応の 解釈が成り立つ用例である︒
ことになる ︒

分かった ︒この 場合 ︑ＬＦにおけるｃ 統御は束縛 変項照応の 成

(28)

(47)
(48)

で束縛変項照応が成立していると見られる ︒

(77)

a
b
c
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(77)

( 28)

(28)

(26)

(28)
(27)

(25)
(26)
(25)

(27)

上 山あゆみ の 照応理 論

以上 ︑簡略ながら ︑ Hoji (2002)
の 第二・二節の内容に基 づい
て ︑束縛変項照応の 問題について 検討を加えてきた︒本節では ︑
これまた 簡略ながら ︑上山あゆ みの 学説につ いて若 干の 補足を

〇〇〇 ︶から前節と関連する要点の み述べることにする︒

上山︵ 二〇〇〇 ︶

三回以上そ この 車を買った人に ︑どの 自動車会社も年賀

状を送っている ︒

どの自動車会社も ︑三回以上その自動車会社の 車を買っ

た人に年賀状を送っている ︒

しておきたい︒上山の 業績としてはまず Ueyama (1998)
を挙げ
三回以上その自動車会社の車を買った人に ︑どの自動
なけれ ばならないが ︑上山︵ 二〇〇〇 ︶が日本語で読める 上質な
車会社も年賀状を送っている ︒
上山︵ 二〇〇〇 ︶
導入 とな ってい る︒さ らに
Ho
ji
et
al.
(1999,
2001/to
appear)
にも上 山の 照応理論の概 要が 示さ れている ︒ここでは上 山︵ 二
本稿前節で 考察した ︑ Hoji (2002)
第二・二節と同様の 検討を
経て ︑上山は ︑連繋︿どの 自動車会社 ︑そ こ﹀はＬＦにおけるｃ

(31)

(29)

上山︵ 二〇〇〇 ︶

いが異なることを次の ような用例で示した︒

βが﹁そ こ ﹂の 場合と﹁その 名詞句 ﹂の場合とで解釈の 振る舞

繋 ︿α ︑β﹀ におけ るαに﹁ どの 名詞句︵ も ︶﹂をとった場合 ︑

葉を用いて ︑
﹁ 連繋︿α︑β﹀﹂の ように 表している︒上山は ︑連

この﹁ 言語的関係 ﹂を上山︵ 二〇〇〇 ︶では﹁ 連繋﹂という言

なる︵ 注９ ︶︒

とば と言語的関係を持つ ことに よって はじめて 解釈可能に

ソ 系 列指示詞は︑その 場に 対象物がない場合には ︑他の こ

次のような規定を与えている ︒

︶︒
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ａ ·構
· · 造連繋もＩ 指標連繋も成 立可能なの で ︑どちら
にせよ ︑束縛変更照応の解釈が可能 ︒

先の用例の組と連繋の種類の関係は結局次のように纏められる ︒

る先行を条件とする連繋を﹁ Ｉ指標連繋﹂と名付けた︵ 注

﹁ 束縛変項照応の解釈﹂を持てない︵ 注８ ︶︒この 点から ︑上山は 統御が成立の ための 条件となる連繋を﹁ 構造連繋 ﹂︑ＰＦにおけ

いる ︒挙例は省略するが ︑ア系 列指示詞はソ 系列が 持つ ような こ とが 必要条件となる ことを述べた︒ 上山は︑ＬＦにおけ るｃ

示詞その ものの 性質について ︑ア 系列指示詞との 対比を行って 会 社︑その 自動 車会社﹀ はＰＦにおい てαがβに 先行して いる

まず﹁ 依存語﹂にあたる﹁ そこ ﹂
﹁ その 名詞句﹂等 ︑ソ系列指 統 御が 成り 立って いれば 成立す るの に対し ︑連繋 ︿どの 自動車

b
?∗

ｂ ·構
· · 造連繋の可 能性し かないが ︑とにかく ︑束縛変
更照応の解釈は可能 ︒

(30)

ａ ·Ｉ
· · 指標連繋の 可能性し かないが ︑とにかく ︑束縛
変更照応の解釈は可能 ︒

(30)

ｂ ·︵
· ·結果的に ︶構造連繋もＩ指標連繋も成り 立たない
ので ︑束縛変更照応の解釈不可 ︒

(31 )

β﹀のβに もなれるのに 対して﹁ その 自動車会社 ﹂がＩ指標連繋

なぜ ︑
﹁そ こ﹂が構造連繋︿α ︑β﹀の βにもＩ指標連繋︿α ︑

(31)

(18)

どの自動車会社も ︑三回以上そ この車を買った人に年賀

状を送っている ︒

a

11

(28)

b
a

3
(29 )
(30)

﹁ 名詞句 さ-え ﹂という 表現は取
︿α ︑β﹀ の βにし かなれないかということについて ︑ Ueyama なお ︑上山︵ 二〇〇〇 ︶では︑
の 第五章では ︑構造連繋とＩ指標連 繋の 解釈の 方法の 違 り 上げ られて いないので ︑これも併せて ︑αと βの 組み 合わせ
(1998)
いから 導出さ れるの ではないか と提案している ︒すなわち ︑次 による連繋の違いをまとめておこう︵ 注 ︶︒
のような違いである ︒
構造連繋 ︿α ︑β﹀

上山︵ 二〇〇〇 ︶

︵ βという言語表現の 持っている 情報は無視されて ︶純粋
に構造的に解釈が決定される ︒
Ｉ指標連繋 ︿α ︑β﹀

上山︵ 二〇〇〇 ︶

︵ 引用者注 本
﹁そ こ﹂と﹁そ
: 稿の ︶を仮定すると ︑
の自動 車会社﹂で は表現としての 情報量に 差が あるの

山は次のように説明している ︒

れるはずであるが︑実際には非常に むずかしい ︒その理由を ︑上

この 場合︑
﹁ その 自動車会社﹂も本質的に は構造連繋のβにな

る︒

βという 言語表現のもっている 情報も解釈の 際に 考慮され

(33)

場合 ︑無視されてしまう情報量に差が出ることになる︒
つまり ︑
﹁その自動車会社﹂という表現で は無視されて
しまう情報量が比較的多いため ︑構造連繋︿α ︑β﹀の
βとなってい た場合に 言語使用者が違 和感をお ぼえる
のではないか ︑という説明である ︒

し ︑局所的非同一性は発現しない ︒

かしい ︒結果として ︑Ｉ指標 連繋のみ 可能︒ 再建効果な

︿どの 名詞句︵ も ︶
︑その 名詞句﹀⁝構造連繋は極めてむず

標連繋 ︶︒

非 同一性は必ずしも 発現し ない︵ ただしその 場合はＩ指

能 ︑再建効果あり︵ ただしその場合は構造連繋 ︶
︑局所的

︿どの 名詞 句︵ も ︶
︑ そこ﹀⁝構 造連繋もＩ 指標連 繋も可

︿名詞句 さ-え ︑そ こ﹀⁝ 構造連繋のみ可能 ︑再建効果あり ︑
局所的非同一性が発現する ︒
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結 論と展 望

参照 ︶
Ueyama 1998:129(16)

ここまで 見て きたように ︑傍 士のグ ループの日 本語構文論の

︵

鹿島建設さ えがその 建設会社の 下請けを 推薦した ︒

ある ︒

ものが 結果的に成立しない ということになる ︒事 実その ようで

意 味の 問題から難しい とい うことで ︑束縛変項照 応の 解釈その

すれば ︑Ｉ指標連繋は成立せず︑構造連繋も﹁ どの 名詞句 ﹂の

ここに挙げられていない組み合わせとして ︿名詞句 さ-え︑ど
の 名詞句﹀ という ものがあるが ︑既に述 べてきた諸点から予測

(34)

研 究は ︑かつてない ほど明瞭な 感覚経験＝文法性 判断を基盤と

12

(32)
(33)
で ︑こういう名詞句が 構造連繋︿α︑β﹀のβとなった

(32)

︵ 上山 二〇〇二・ 一七七頁 ︶

(34)
?∗

4

(33)

して ︑反証可能な 仮説を組み 上げるこ とに より ︑ 日本語を用い ︵ 注 ︶
て構 文論の 分野に着実に 貢献で きることを 示し た点で ︑画期的

文法性判断の 再現性︑信憑性に関する問題あるいは不審は ︑

である と評価で きる︒ 傍士の 研究グルー プは︑現 在も 再述代名

が ︑今はとりあえず 日本における問題を中心に 述べていく ︒

田窪︵ 一九九七︶六六 六
–七頁参照︒また ︑論者は︑傍士ら
が 確立し た実験によ って 得られる 文法性判断の 再現可能性

日本語に限らず ︑生成文法全般についても存在すると言える

詞 (resumptive pronoun)
やさま ざまな 省略構文の現象に視野を
広げて ︑研究を深化させている︒
本稿で 触れ た範囲の 方法 だけで も︑
﹁ ⁝ため ﹂と﹁ ⁝ために ﹂
のような 副詞節の 分析 ︑存在表現な ど非動的述語構 文におけ る
ガ格 名詞句の 構文的位 置づけ など ︑興味深い応用がさ まざまに
思いつく ︒韓国語 ︑トルコ語等 日本語に 似た言語への 適用など
も期待が持てよう ︒
Ｉ指標 連繋におけ る﹁ 意味﹂の関 与の 仕方︑ＰＦ という 構造

を ︑平面立体視画像 ス(テ レオグラム に
) なぞらえて述 べた
ことがある︵ 金水 二〇〇〇 ︶
︒

に おいて ﹁︵ 音 声表示 ︶﹂ が括 弧付きに なって いるの は ︑

にお いて ︑音声表示に対する具体的な言及
Ueyama (1998)
がないためである ︒

は一九八〇年代の初めに ︑個別言語の文法を分ける
K. Hale

とい うもの
パラメータ として [ 階層 的 (conﬁgurational)]
を 提案し た︒すな わち英語のよう な言語では 主語名詞句が

︵ ＋階 層的 の
) に 対し ︑日本語は のように 主語名詞句と目
的語名詞句が 相互にｃ 統御するような平板な構造を持つ︵

目 的語名詞句を非 対称的にｃ 統 御す るような位 置を占める

±

と意 味との 関係など ︑未だ十分に 解決さ れているとは 言い 難い
本質 的な 問題も残されてはい るが ︑傍士の グループの 研究が二

(3)

では問題
Hoji (2002)

﹁ 名詞句 さ-え ﹂は通常の 意味では 数量詞ではないが ︑ここ
で依拠している傍士︑上山らの 論文で は︑
﹁Ｑ Ｐ ﹂を︑束縛

として取り上げられている ︒

照 ︶︒この﹁ 主張﹂の 適格性がまさに

士 ︑ Whitman
等の 人々が ︑日本語もや はり 英語と同様の階
層 的な 構造を持つと主 張し た︵ 福井︵ 二〇〇一 ︶第三章参

階層的 ︶︑とする 仮説である ︒これに 対し ︑黒田 ︑斎藤︑傍

−

十一 世紀の 日本語構 文論の 研究に対して 一つの 方向 性を指し 示
していることは間違いない ︒

付記
本章の 初稿に対し ︑傍士元氏 ︑上山あゆみ氏 ︑片岡喜代子氏か
ら貴重な ご意見・ご指摘を賜った︒記して ︑心より感謝いたしま
す ︒なお ︑本稿執筆の 段階で Hoji (2002)
は未定稿のドラフ トで
あり ︑傍 士氏の ご好意により 最新のドラフ ト (Version 11.7.2+)
を提供していただいた︒本稿で 記した Hoji (2002)
の 標題 ︑節番
号 ︑用例番号等はす べてこのドラフトによるものであり ︑ Lingua

掲載時には変更されている可能性がある︒

(7)

変更 照応におけ る﹁ 照応詞﹂あるい は﹁ 束縛子 ﹂を表す用
語として用いているのである ︒
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1

2

3
4

5

ここでは ︑ＬＦにおいて は﹁ 名詞句 さ-え ﹂というＱ Ｐが数
量詞繰り 上げ (Quantiﬁer Raising)
という操作により 位置
に移動するという分析を取っている︒

％ ﹂というの は﹁

の 名詞句﹂︑また﹁ 建設会社︷ が／を／に ︸３ 社﹂等の数量
詞遊離 表現を挙げてい る︒ここで﹁

55

を想起させない 不定の数量 ︑という特徴が重要なのである ︒

﹂という数値に 特別な力があるわけで はなく ︑特定の 個体

55

上山あゆみ︵ 二〇 〇〇 ︶
﹁ 日本語から見 える﹁ 文法 ﹂の 姿 ﹂

敏︵ 二〇〇〇 ︶
﹁ 文法性判断とステ レオグラム ﹂
﹃ 日本
語学 ﹄一九・五 ︑ 八 一
–三 ︑明治書院

金水

学 ︑五 ︑ 岩波書店 ︑一一九 一
–五七頁

敏︵ 一九九七 ︶
﹁ 国文法 ﹂
﹃ 文法 ﹄岩波講座 言語の科

察するが︑この 問題の 本質的な解明は今後の 課題であろう︒

等に見られ
窪・金水︵ 一九九六 ︶︑ Takubo & Kinsui (1997)
る指示詞に関する洞察を踏まえたもの である︒

本 語と —
林栄一 教授還暦記念論文集 ﹄くろしお 出版︑四
一 五
– 九頁

黒田成幸︵ 一九七九 ︶
﹁︵ コ ︶／ソ ／アについて ﹂
﹃ 英語と日

三種を 区別し た︒ 概略的に 言うと ︑Ｄ指標を 持つ 名詞句は

田窪行則 ︵ 一九九七 ︶
﹁ 言語学の めざすもの ﹂
﹃ 言語の科学

敏︵ 一九九六 ︶
﹁ 複数の心的領域による談

それ 自体で 指示対象を 持つ ことができる ︒Ｉ指 標を持つ 名

しお出版

寺村秀夫︵ 一九八二 ︶
﹃ 日本語のシンタクス と意味 Ｉ ﹄くろ

九八 ︶
﹃ 生成文法 ﹄岩波講座 言語の 科学 ︑６ ︑岩波書店

田窪行則・稲田俊明・中島平三・外池滋生・福井直樹︵ 一九

学会

話管 理﹂
﹃ 認知科学 ﹄三・ 三︑五九 七
–四頁 ︑日本認知科

田窪行則・金水

入門 ﹄岩波講座 言語の科学 ︑１ ︑岩波書店︑四五 七
–八頁

六 ︶︑ Takubo & Kinsui (1997)
のＤ 領域︑Ｉ 領域に 着想を
得ている︵ Hoji et al. 1999:Sec.参3照 ︶︒

ることができない ︒Ｄ ︑Ｉの 命名は︑田 窪・ 金 水︵ 一九九

構造 連繋に よってＱ Ｐ と結びつ けられなけ れば解 釈を与え

られることによって解釈が与えられる ︒０ 指標の名詞句は ︑

詞句は ︑指標の 助け を借りて先 行す る言語表現 と結びつけ

上山は ︑﹁ 数え挙げ ﹂の段階で名詞句に与えられる指標 (index)
としてＤ 指標 ︑Ｉ指標 ︑０指標︵ ＤもＩも持たないこと ︶の

金水

﹃ 日本語学 ﹄一九・五 ︑一六九 一
– 八一頁︑ 明治書院

る ︒コ系列とア系列の 共通点︑相違点については
を参照︒
(2001/to appear)
この ような日本語指示詞の捉え方は ︑黒田︵ 一九七九 ︶
︑田

Hoji et al.

この 点につい ては ︑コ系列もア 系列と同様の性 質を共有す

ないと考えられている ︒ Hoji (2002:footnote 27)
参照 ︒上山
参 考文献
の見 方も 傍士の もの と基本的に遠くない ところにある と推

ただし ︑ Hoji (2002)
では ︑ＰＦにおける先行を基盤とした
束縛変項照応は狭義の 文法によって 条件付けられるものでは

Ā

なお ︑
その 他では ︑
﹁ 名詞句 さえ ﹂と同じよう
Hoji
(2002)
な性質を 持つ 表現として ︑
﹁ ％の 名詞句 ﹂︑
﹁かなりの 数
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（金水

敏（2002, 印刷中）
「日本語の構文論」飛田良文、佐藤武義（編）

『文法』現代日本語講座、第５巻、明治書院）

(3)Ueyama (1998:9(19)) より。訳語は金水による。
数え挙げ (numeration)
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PF 表示
?
（音声表示）

書き出し
(Spell-Out)
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LF 表示
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