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うものが，これからどういった方向に向かおうとしているのか，それを知る

ことができるであろう．そして研究者は，本書から，自分たちはこれからど

んな文法理論を構築していかないといけないのか，その任務（ミッション）

となるものを（再）認識していただけるものと思っている．

読者諸氏の健闘を祈る．
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decomposition）の手法はよく知られている．3またこれに類似した分裂VP

（動詞句）の考え方が現在のミニマリスト・プログラム（MP）においても積

極的に採用されている点は，特に興味深い．

MPは，言語が音声と意味を繋ぐ上での最小の仕組みしか備えていない，

最適化されたシステムであるとする作業仮説，�強いミニマリストの命題

（StrongMinimalistThesis,SMT）�を採用しており，これは(1)のように示

される．

(1)Interfaces+Merge=Language(Chomsky(2010:52))

Mergeは2つの統語体を組み合わせて1つの集合を定義するという，最大

に簡潔化された回帰的統語演算操作である．
4

(2)Merge(α,β)→{α,β}

SMTは，インターフェイス（音声解釈にかかわる感覚・運動（S-M）イン

ターフェイスおよび意味解釈にかかわる概念・意図（C-I）インターフェイ

ス）を除けば，このMergeのみが言語に必要であり，おそらくは普遍文法

（UG）の内実として実在するということを述べており，それ以外の言語の特

性はすべて，自然物一般に作用する物理的法則（最小演算則など，MPでい

う�第三要因�）から生じることが期待されている．
5
この点で，MPの言語
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3
生成意味論（generativesemantics）1960年代に，当時のチョムスキーの標準理論を

批判する形で提案された生成文法理論で，統語構造と論理・意味構造を同一のものとした．

語彙分解や深層構造の廃止など，現在再評価すべき提案もあったが，意味をすべて構造内に

表示しようとしたために無理が生じ，理論としては破綻した．形式と意味を分けないという

基本姿勢は現在の認知言語学に受け継がれている．
4
回帰（recursion）ある操作の出力が再度同じ操作の入力となる性質．Mergeを回帰

的に適用することで，原理的には無限の長さの文を生成することができる．実際の言語使用

においては，記憶の制限など，Merge自体の特性とは別の要因が働くため，用いられる文の

長さには限りがあり，例えばthat節の埋め込みも数回が限度とされる．しばしば誤解があ

るが，回帰は補文構造の形成だけに関わるのではなく，以下で見るvP構造をはじめ，統語

構造のいたるところに遍在する．
5
第三要因（thethirdfactor）言語を含め，生物学的形質の設計を決定する要因には，

(i)遺伝的要因（言語の場合，UG），(ii)環境的要因（言語の場合，第一次言語資料），(iii)

自然法則（言語に特定的なものはない），の3つがある（Chomsky(2005)）．MPでは，これ

備えていることになる．より一般的には，文法のアーキテクチャとしてレキ

シコン（語彙部門）をシンタクス（統語演算部門）とは独立したモジュール

として認めるべきか否かの，語彙主義と反語彙主義の間の理論的争点に関し

て，後者を支持する考察を行う．
1

2.�進化的妥当性�とレキシコン

日常的な理解では，文法とは語を組み合わせて句や文をつくり，できあ

がった言語表現を音声と意味の両面において適切に解釈する仕組みである．

この語はレキシコンに蓄えられており，また語の組み合わせを行うのがシン

タクスであるなら，シンタクスとレキシコンはともに言語能力の不可欠のコ

ンポーネント（モジュール）となる．生成文法に代表される現代の理論言語

学においてもこのような言語観は踏襲されており，これら2部門を区別した

上で，その線引きをどう行うのが理論全体としてより優れたものになるのか

を巡って議論が繰り返されてきた．Chomsky(1970)の�語彙論者仮説�は

この点に関するもっとも重要な提案の1つであった．
2
同じことは進化研究

や発達研究についてもいえ，シンタクスの進化・発達とレキシコンの進化・

発達をそれぞれ独立した現象とすることが慣例化している．

その一方で，特に動詞に関しては，その統語的特性を重視してこれを統語

的に生成する立場も古くからあり，生成意味論が採用した語彙分解（lexical

2

1
語彙主義（Lexicalism）・反語彙主義（Anti-lexicalism）語はシンタクスとは別の文法

モジュールであるレキシコンでつくられ，シンタクスは各語のもつ語彙情報にしたがって統

語構造を組み上げるとする立場が語彙主義，語も文と同様にシンタクスでつくられ，その基

本的意味構造（概念構造）は統語構造の中に実現されるとする立場が反語彙主義である．前

者はおもに語彙意味論や概念意味論の研究者が支持する見方であり，後者はレキシコンを完

全に撤廃する�分散形態論�（Marantz(1997)）のほか，程度の差はあるが，語のもつ統語的

性質を重視するほかの統語論研究にも共通してうかがえる見方である．
2
語彙論者仮説（LexicalistHypothesis）refuseに対するrefusalなどの派生名詞

（derivednominal）の形成について，これを変形部門ではなく，同じく統語部門内の範疇部

門で行う立場．これにより，レキシコンのサイズを大きくすることなく変形操作の力を制限

することができ，また範疇横断的な句構造スキーマとしてXバー理論をたてることが可能

となった．誤解している研究者が非常に多いが，派生名詞をレキシコン内で名詞として記載

しておく語彙主義とはまったく異なる．

まえがき

�理論言語学とは何か�と問われてちゃんと答えられる人が，はたして，ど

れだけいるだろうか．人によって解釈もいろいろあるであろう．また，学派

によってもこれまた定義がいろいろあるであろう．でも，これだけは認めて

ほしいし，そしてこれだけは譲れないといった解釈というか定義がある．そ

れは，

理論言語学とは，言語をモデル化する学問である

というものだ．モデル化とは理論をつくることである．そして，理論とは仮

説から成るものであり，仮説とは反証可能性のある命題のことである．した

がって，

理論言語学とは，文法モデルをつくる学問であり，

その文法モデル（すなわち文法の理論）は仮説から成り，

その仮説1つ1つは反証可能なものでなければならない

ということになる．

科学とは理論（すなわちモデル）をつくる知的営みのことであり，その理

論は反証可能な仮説から成る．よって，その意味では，そしてあくまでもそ

の意味では，理論言語学は科学（の一種）だといえる．

理論言語学に対して各人ならびに各学派が独自に解釈なり定義するのはか

まわない．でも，上の理論言語学の公理ともよべるものは，誰も否定するこ

とはできないであろうし，それに，もし否定するのであれば，その時は理論

言語学の存在そのものを否定することになる．

理論言語学で重要なものは，上の話からもわかるように，仮説である．で

は，仮説はどうやってつくられるのであろうか．理論言語学においては，原

則，（仮説の相互作用から生まれる場合を除いては，）帰納的につくられる．

つまり，具体的な言語現象から事実の一般化を見つけ出し，そしてそれを何

らかの形でフォーマライズ（形式化・定式化）して仮説をつくる．
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構文研究を通してしか，実は，地に足の付いた形で

理論言語学の今後を予想することはできないのである．

このように，理論言語学と構文研究には切っても切れない関係があるのだ

が，本書は，まさに，この切っても切れない関係を 14人の理論言語学のプロ

に論じてもらっている．ある人は主辞駆動句構造文法（HPSG）の観点から，

またある人は語彙意味論の観点から，そしてまたある人は最適性理論の観点

からと，各人が各々の視点と視座から，構文研究を通して，理論言語学の可

能性について熱く語ってもらっている．読者の皆さんには，これら 14人に

よる 15個の論考を通読してもらうことにより，理論言語学がこれからどう

いった方向に向かって進もうとしているのか，そのベクトルを知ってもらえ

たらと思っている．

本書のねらいというか，本書のスタンスを理解してもらったところで，こ

こで簡単にではあるが，本書を読む上での注意点をいくつか紹介したいと思

う．まず，本書に収められている 15個の論考は論文ではあるが，いわゆる

論文ではない．いわゆる論文というものは，その道の人しかわからないもの

であるが，本書に収められている論考は，日本語が読め，そして論理的な思

考力をもつ人であれば，誰でも，書いてあることが理解できるようになって

いる．分野外の人が読んでもできるだけ理解できるように，執筆者には，可

能な限り，一読してわかる日本語で，しかもわかりやすいロジックで書いて

もらった．

さらに，論文には注といったものがつきものであるが，本書の注は，これ

またいわゆる注とは趣が異なっている．いわゆる注というものは，本文の補

足説明的なものであるが，本書の注は，本文に出てくるテクニカルタームを

解説したものとなっている．よって，分野外の論考であっても，この注とい

うか用語解説を手がかりにして読めば，一応，本文に書かれていることがわ

かるようになっている．この注（というか用語解説）も執筆者独自の視点で

書かれていることもあり，この注を読むだけでも，本文と同じくらいか，あ

るいはそれ以上に何かと知見を得られることであろう．ちなみに，この用語

解説としての注は，1つの論考につき 10個つけている．

さて，本書はこのように類書のないユニークかつクリエイティブな本と

なっているが，学生は，本書から，自分たちが勉強している理論言語学とい

v
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では，ここでいう�言語現象�とはいったい何のことであろうか．それは，

ほかならぬ，構文のことである．つまり，ある構文を調べている時に，ある

言語事実が浮き彫りにされてきて，それを一般化してフォーマライズしたも

の，それが仮説である．そして，その仮説がはたして妥当であるかどうか，

それを検証するのも，これまた構文である．つまり，

ある構文をもとにつくられた仮説は，

別の構文を使ってその妥当性が検証されるのである．

よって，仮説は構文研究から生まれ，そして仮説の妥当性もまた，同じよう

に構文研究によって検証されるのである．このことからもわかるように，理

論言語学とは，構文研究からはじまって構文研究で終わるのである．つま

り，

理論言語学は仮説によってつくられてはいるが，

その仮説そのものは，構文研究によってつくられているのである．

理論言語学の思考の単位は（音韻論や形態論を除けば）構文であるといっ

ても過言ではない．構文の特徴をしっかり抑えなければ仮説の意味するとこ

ろがしっかり理解できない．それに，仮説の言わんとしていることを完全に

理解しようと思ったら，それこそ，ちゃんと腰を落ち着かせて構文の勉強を

しないといけない．その意味では，

勉強した構文の数だけ仮説を自分のモノにできるといえるし，

攻略した構文の数だけ文法理論を理解できるともいえる．

さらにいうと，説明できる構文の数だけ文法理論の成熟度（ならびに完成度）

も上がるのである．

理論言語学というか文法理論が今後どういった方向に進んでいくかは，文

法理論を構成している仮説が，今後，どのように取り扱われるかにもよる．

そして，仮説が今後どのような扱いを受けるかは，実のところ，当該の文法

理論で構文がどのように分析ないし処理されるかにかかっていたりする．そ

の意味では，

構文研究を通して今後の理論言語学の動向を知ることができ，

iv

第1章

動詞統語論と生物言語学・進化言語学

藤田耕司

京都大学

要旨：語がレキシコンで形成されるのかシンタクスで形成されるのかは，理論言語

学上の大きな争点の1つとなっている．本論では，分裂VP構造を採用する動詞分析

を例にとり，生物言語学・進化言語学の観点からは後者（反語彙主義）が方法論的によ

り優れたものであることを論じた．

キーワード：言語の進化と発達，進化的妥当性，強いミニマリストの命題，反語彙主

義，分裂VP構造

1.はじめに

生物言語学（biolinguistics）・進化言語学（evolutionarylinguistics）は，現

生人類に特異的な生物学的形質である言語能力の設計・発達・進化の研究を

通して人間性の本質に迫ろうとする企てである．ヒトをヒトたらしめている

のはこの言語能力にほかならず，これをよく理解することが，人間とは何か

という根源的な問いへの手がかりとなる．このような大きなスケールの学際

的研究と伝統的な言語研究は，その関係が希薄であるかのような印象を抱く

読者もいるかもしれない．事実は正反対であり，両者が緊密な連携をとるこ

とで双方に新しい知見がもたらされ，両分野の研究がともに進展していく．

本稿ではこういった連携の1例として，これまでの言語研究でも盛んに行

われてきた動詞の分析に注目する．動詞はいわば文の中核的要素として，そ

の特性が文全体の統語的・意味的特性を左右する．本稿では，動詞は語彙的

に固定された存在ではなく，統語的に生成され，その意味は構造的に定義さ

れるという立場を採る．いわば個々の動詞がすでに�構文�としての特性を

1

観・UG観は非常に豊かで複雑なモジュール文法を想定していた過去の生成

文法理論（1980年代の原理・パラメータのアプローチ）とは決定的に異なっ

ている．
6

このような“Merge-only”に基づくUG最小化の試みは，生物言語学・進

化言語学にとっても重要な意味をもつ．UGはヒト種固有かつ言語固有の生

物学的遺伝情報であるから，その成立経緯も生物進化に則った自然な説明が

なされなければならない．UGが複雑であればあるほど，そのような説明は

困難であり，簡潔であるほど容易となる．�進化的妥当性�を充足する文法理

論を構築する可能性が高くなるのである．
7
そして同じことは語彙能力の進

化・発達研究についてもいえる．

人間の語彙能力はほかの動物のそれらしきものとは質的にも量的にも大き

く異なり，極めて生産的かつ創造的であって，時空を超越した象徴作用をも

つ．このヒト固有の語彙能力は統語演算能力とは無関係に独立して進化した

のだろうか，それとも統語演算能力の進化がもたらした帰結なのであろう

か．統語演算能力は言語の必須の構成要因でありいずれその起源・進化が説

明されねばならない以上，これに依拠して語彙能力の進化も説明できるほう

がより経済的で優れた説明となり，進化的妥当性に到達しやすくなる．これ

が，生物言語学・進化言語学的に見て，反語彙主義が方法論的に優位である

最大の理由である．

4

まで言語固有と考えられてきたUGを極力，自然法則に基づいてより原理的に導出するこ

とでUGの最小化がはかられている．
6
原理・パラメータのアプローチ（PrinciplesandParametersapproach）UGが普遍

的一般原理とその個別言語ごとの実動様式を調整するパラメータから構成されるとした考

え方(Chomsky(1981))．これにより，母語獲得とはパラメータ値の設定であり，また言語

の変異・変化はパラメータ値の変異・変化であるという見方が確立し，言語獲得研究や類型

論を含めた対照・比較言語研究の分野が大きく進展した．その一方で，過度に複雑で言語固

有の原理を想定した結果，その生物学的・進化的説明が困難となったため，現在では根本的

な見直しが求められている．
7
進化的妥当性（evolutionaryadequacy）Fujita(2007,2009)などの用語で，言語の

個体発生（母語獲得）を説明する理論が説明的妥当性(explanatoryadequacy)を満たすとい

うのに対し，その系統発生（起源・進化）を説明する理論は進化的妥当性を満たすという．

環境要因だけでは個体発生の説明はできないという�言語獲得の論理的問題��プラトンの

問題�に対し，系統発生にはそれと同質だがより根深い�言語進化の論理的問題��ダーウィ

ンの問題�（Fujita(2002)ほか）が存在するという認識に基づく目標設定である．
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構文研究を通してしか，実は，地に足の付いた形で

理論言語学の今後を予想することはできないのである．

このように，理論言語学と構文研究には切っても切れない関係があるのだ

が，本書は，まさに，この切っても切れない関係を 14人の理論言語学のプロ

に論じてもらっている．ある人は主辞駆動句構造文法（HPSG）の観点から，

またある人は語彙意味論の観点から，そしてまたある人は最適性理論の観点

からと，各人が各々の視点と視座から，構文研究を通して，理論言語学の可

能性について熱く語ってもらっている．読者の皆さんには，これら 14人に

よる 15個の論考を通読してもらうことにより，理論言語学がこれからどう

いった方向に向かって進もうとしているのか，そのベクトルを知ってもらえ

たらと思っている．

本書のねらいというか，本書のスタンスを理解してもらったところで，こ

こで簡単にではあるが，本書を読む上での注意点をいくつか紹介したいと思

う．まず，本書に収められている 15個の論考は論文ではあるが，いわゆる

論文ではない．いわゆる論文というものは，その道の人しかわからないもの

であるが，本書に収められている論考は，日本語が読め，そして論理的な思

考力をもつ人であれば，誰でも，書いてあることが理解できるようになって

いる．分野外の人が読んでもできるだけ理解できるように，執筆者には，可

能な限り，一読してわかる日本語で，しかもわかりやすいロジックで書いて

もらった．

さらに，論文には注といったものがつきものであるが，本書の注は，これ

またいわゆる注とは趣が異なっている．いわゆる注というものは，本文の補

足説明的なものであるが，本書の注は，本文に出てくるテクニカルタームを

解説したものとなっている．よって，分野外の論考であっても，この注とい

うか用語解説を手がかりにして読めば，一応，本文に書かれていることがわ

かるようになっている．この注（というか用語解説）も執筆者独自の視点で

書かれていることもあり，この注を読むだけでも，本文と同じくらいか，あ

るいはそれ以上に何かと知見を得られることであろう．ちなみに，この用語

解説としての注は，1つの論考につき 10個つけている．

さて，本書はこのように類書のないユニークかつクリエイティブな本と

なっているが，学生は，本書から，自分たちが勉強している理論言語学とい

v
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では，ここでいう�言語現象�とはいったい何のことであろうか．それは，

ほかならぬ，構文のことである．つまり，ある構文を調べている時に，ある

言語事実が浮き彫りにされてきて，それを一般化してフォーマライズしたも

の，それが仮説である．そして，その仮説がはたして妥当であるかどうか，

それを検証するのも，これまた構文である．つまり，

ある構文をもとにつくられた仮説は，

別の構文を使ってその妥当性が検証されるのである．

よって，仮説は構文研究から生まれ，そして仮説の妥当性もまた，同じよう

に構文研究によって検証されるのである．このことからもわかるように，理

論言語学とは，構文研究からはじまって構文研究で終わるのである．つま

り，

理論言語学は仮説によってつくられてはいるが，

その仮説そのものは，構文研究によってつくられているのである．

理論言語学の思考の単位は（音韻論や形態論を除けば）構文であるといっ

ても過言ではない．構文の特徴をしっかり抑えなければ仮説の意味するとこ

ろがしっかり理解できない．それに，仮説の言わんとしていることを完全に

理解しようと思ったら，それこそ，ちゃんと腰を落ち着かせて構文の勉強を

しないといけない．その意味では，

勉強した構文の数だけ仮説を自分のモノにできるといえるし，

攻略した構文の数だけ文法理論を理解できるともいえる．

さらにいうと，説明できる構文の数だけ文法理論の成熟度（ならびに完成度）

も上がるのである．

理論言語学というか文法理論が今後どういった方向に進んでいくかは，文

法理論を構成している仮説が，今後，どのように取り扱われるかにもよる．

そして，仮説が今後どのような扱いを受けるかは，実のところ，当該の文法

理論で構文がどのように分析ないし処理されるかにかかっていたりする．そ

の意味では，

構文研究を通して今後の理論言語学の動向を知ることができ，

iv

第1章

動詞統語論と生物言語学・進化言語学

藤田耕司

京都大学

要旨：語がレキシコンで形成されるのかシンタクスで形成されるのかは，理論言語

学上の大きな争点の1つとなっている．本論では，分裂VP構造を採用する動詞分析

を例にとり，生物言語学・進化言語学の観点からは後者（反語彙主義）が方法論的によ

り優れたものであることを論じた．

キーワード：言語の進化と発達，進化的妥当性，強いミニマリストの命題，反語彙主

義，分裂VP構造

1.はじめに

生物言語学（biolinguistics）・進化言語学（evolutionarylinguistics）は，現

生人類に特異的な生物学的形質である言語能力の設計・発達・進化の研究を

通して人間性の本質に迫ろうとする企てである．ヒトをヒトたらしめている

のはこの言語能力にほかならず，これをよく理解することが，人間とは何か

という根源的な問いへの手がかりとなる．このような大きなスケールの学際

的研究と伝統的な言語研究は，その関係が希薄であるかのような印象を抱く

読者もいるかもしれない．事実は正反対であり，両者が緊密な連携をとるこ

とで双方に新しい知見がもたらされ，両分野の研究がともに進展していく．

本稿ではこういった連携の1例として，これまでの言語研究でも盛んに行

われてきた動詞の分析に注目する．動詞はいわば文の中核的要素として，そ

の特性が文全体の統語的・意味的特性を左右する．本稿では，動詞は語彙的

に固定された存在ではなく，統語的に生成され，その意味は構造的に定義さ

れるという立場を採る．いわば個々の動詞がすでに�構文�としての特性を

1

観・UG観は非常に豊かで複雑なモジュール文法を想定していた過去の生成

文法理論（1980年代の原理・パラメータのアプローチ）とは決定的に異なっ

ている．
6

このような“Merge-only”に基づくUG最小化の試みは，生物言語学・進

化言語学にとっても重要な意味をもつ．UGはヒト種固有かつ言語固有の生

物学的遺伝情報であるから，その成立経緯も生物進化に則った自然な説明が

なされなければならない．UGが複雑であればあるほど，そのような説明は

困難であり，簡潔であるほど容易となる．�進化的妥当性�を充足する文法理

論を構築する可能性が高くなるのである．
7
そして同じことは語彙能力の進

化・発達研究についてもいえる．

人間の語彙能力はほかの動物のそれらしきものとは質的にも量的にも大き

く異なり，極めて生産的かつ創造的であって，時空を超越した象徴作用をも

つ．このヒト固有の語彙能力は統語演算能力とは無関係に独立して進化した

のだろうか，それとも統語演算能力の進化がもたらした帰結なのであろう

か．統語演算能力は言語の必須の構成要因でありいずれその起源・進化が説

明されねばならない以上，これに依拠して語彙能力の進化も説明できるほう

がより経済的で優れた説明となり，進化的妥当性に到達しやすくなる．これ

が，生物言語学・進化言語学的に見て，反語彙主義が方法論的に優位である

最大の理由である．

4

まで言語固有と考えられてきたUGを極力，自然法則に基づいてより原理的に導出するこ

とでUGの最小化がはかられている．
6
原理・パラメータのアプローチ（PrinciplesandParametersapproach）UGが普遍

的一般原理とその個別言語ごとの実動様式を調整するパラメータから構成されるとした考

え方(Chomsky(1981))．これにより，母語獲得とはパラメータ値の設定であり，また言語

の変異・変化はパラメータ値の変異・変化であるという見方が確立し，言語獲得研究や類型

論を含めた対照・比較言語研究の分野が大きく進展した．その一方で，過度に複雑で言語固

有の原理を想定した結果，その生物学的・進化的説明が困難となったため，現在では根本的

な見直しが求められている．
7
進化的妥当性（evolutionaryadequacy）Fujita(2007,2009)などの用語で，言語の

個体発生（母語獲得）を説明する理論が説明的妥当性(explanatoryadequacy)を満たすとい

うのに対し，その系統発生（起源・進化）を説明する理論は進化的妥当性を満たすという．

環境要因だけでは個体発生の説明はできないという�言語獲得の論理的問題��プラトンの

問題�に対し，系統発生にはそれと同質だがより根深い�言語進化の論理的問題��ダーウィ

ンの問題�（Fujita(2002)ほか）が存在するという認識に基づく目標設定である．
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xi

うものが，これからどういった方向に向かおうとしているのか，それを知る

ことができるであろう．そして研究者は，本書から，自分たちはこれからど

んな文法理論を構築していかないといけないのか，その任務（ミッション）

となるものを（再）認識していただけるものと思っている．

読者諸氏の健闘を祈る．
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vi

decomposition）の手法はよく知られている．3またこれに類似した分裂VP

（動詞句）の考え方が現在のミニマリスト・プログラム（MP）においても積

極的に採用されている点は，特に興味深い．

MPは，言語が音声と意味を繋ぐ上での最小の仕組みしか備えていない，

最適化されたシステムであるとする作業仮説，�強いミニマリストの命題

（StrongMinimalistThesis,SMT）�を採用しており，これは(1)のように示

される．

(1)Interfaces+Merge=Language(Chomsky(2010:52))

Mergeは2つの統語体を組み合わせて1つの集合を定義するという，最大

に簡潔化された回帰的統語演算操作である．
4

(2)Merge(α,β)→{α,β}

SMTは，インターフェイス（音声解釈にかかわる感覚・運動（S-M）イン

ターフェイスおよび意味解釈にかかわる概念・意図（C-I）インターフェイ

ス）を除けば，このMergeのみが言語に必要であり，おそらくは普遍文法

（UG）の内実として実在するということを述べており，それ以外の言語の特

性はすべて，自然物一般に作用する物理的法則（最小演算則など，MPでい

う�第三要因�）から生じることが期待されている．
5
この点で，MPの言語

第1章動詞統語論と生物言語学・進化言語学3

3
生成意味論（generativesemantics）1960年代に，当時のチョムスキーの標準理論を

批判する形で提案された生成文法理論で，統語構造と論理・意味構造を同一のものとした．

語彙分解や深層構造の廃止など，現在再評価すべき提案もあったが，意味をすべて構造内に

表示しようとしたために無理が生じ，理論としては破綻した．形式と意味を分けないという

基本姿勢は現在の認知言語学に受け継がれている．
4
回帰（recursion）ある操作の出力が再度同じ操作の入力となる性質．Mergeを回帰

的に適用することで，原理的には無限の長さの文を生成することができる．実際の言語使用

においては，記憶の制限など，Merge自体の特性とは別の要因が働くため，用いられる文の

長さには限りがあり，例えばthat節の埋め込みも数回が限度とされる．しばしば誤解があ

るが，回帰は補文構造の形成だけに関わるのではなく，以下で見るvP構造をはじめ，統語

構造のいたるところに遍在する．
5
第三要因（thethirdfactor）言語を含め，生物学的形質の設計を決定する要因には，

(i)遺伝的要因（言語の場合，UG），(ii)環境的要因（言語の場合，第一次言語資料），(iii)

自然法則（言語に特定的なものはない），の3つがある（Chomsky(2005)）．MPでは，これ

備えていることになる．より一般的には，文法のアーキテクチャとしてレキ

シコン（語彙部門）をシンタクス（統語演算部門）とは独立したモジュール

として認めるべきか否かの，語彙主義と反語彙主義の間の理論的争点に関し

て，後者を支持する考察を行う．
1

2.�進化的妥当性�とレキシコン

日常的な理解では，文法とは語を組み合わせて句や文をつくり，できあ

がった言語表現を音声と意味の両面において適切に解釈する仕組みである．

この語はレキシコンに蓄えられており，また語の組み合わせを行うのがシン

タクスであるなら，シンタクスとレキシコンはともに言語能力の不可欠のコ

ンポーネント（モジュール）となる．生成文法に代表される現代の理論言語

学においてもこのような言語観は踏襲されており，これら2部門を区別した

上で，その線引きをどう行うのが理論全体としてより優れたものになるのか

を巡って議論が繰り返されてきた．Chomsky(1970)の�語彙論者仮説�は

この点に関するもっとも重要な提案の1つであった．
2
同じことは進化研究

や発達研究についてもいえ，シンタクスの進化・発達とレキシコンの進化・

発達をそれぞれ独立した現象とすることが慣例化している．

その一方で，特に動詞に関しては，その統語的特性を重視してこれを統語

的に生成する立場も古くからあり，生成意味論が採用した語彙分解（lexical

2

1
語彙主義（Lexicalism）・反語彙主義（Anti-lexicalism）語はシンタクスとは別の文法

モジュールであるレキシコンでつくられ，シンタクスは各語のもつ語彙情報にしたがって統

語構造を組み上げるとする立場が語彙主義，語も文と同様にシンタクスでつくられ，その基

本的意味構造（概念構造）は統語構造の中に実現されるとする立場が反語彙主義である．前

者はおもに語彙意味論や概念意味論の研究者が支持する見方であり，後者はレキシコンを完

全に撤廃する�分散形態論�（Marantz(1997)）のほか，程度の差はあるが，語のもつ統語的

性質を重視するほかの統語論研究にも共通してうかがえる見方である．
2
語彙論者仮説（LexicalistHypothesis）refuseに対するrefusalなどの派生名詞

（derivednominal）の形成について，これを変形部門ではなく，同じく統語部門内の範疇部

門で行う立場．これにより，レキシコンのサイズを大きくすることなく変形操作の力を制限

することができ，また範疇横断的な句構造スキーマとしてXバー理論をたてることが可能

となった．誤解している研究者が非常に多いが，派生名詞をレキシコン内で名詞として記載

しておく語彙主義とはまったく異なる．

まえがき

�理論言語学とは何か�と問われてちゃんと答えられる人が，はたして，ど

れだけいるだろうか．人によって解釈もいろいろあるであろう．また，学派

によってもこれまた定義がいろいろあるであろう．でも，これだけは認めて

ほしいし，そしてこれだけは譲れないといった解釈というか定義がある．そ

れは，

理論言語学とは，言語をモデル化する学問である

というものだ．モデル化とは理論をつくることである．そして，理論とは仮

説から成るものであり，仮説とは反証可能性のある命題のことである．した

がって，

理論言語学とは，文法モデルをつくる学問であり，

その文法モデル（すなわち文法の理論）は仮説から成り，

その仮説1つ1つは反証可能なものでなければならない

ということになる．

科学とは理論（すなわちモデル）をつくる知的営みのことであり，その理

論は反証可能な仮説から成る．よって，その意味では，そしてあくまでもそ

の意味では，理論言語学は科学（の一種）だといえる．

理論言語学に対して各人ならびに各学派が独自に解釈なり定義するのはか

まわない．でも，上の理論言語学の公理ともよべるものは，誰も否定するこ

とはできないであろうし，それに，もし否定するのであれば，その時は理論

言語学の存在そのものを否定することになる．

理論言語学で重要なものは，上の話からもわかるように，仮説である．で

は，仮説はどうやってつくられるのであろうか．理論言語学においては，原

則，（仮説の相互作用から生まれる場合を除いては，）帰納的につくられる．

つまり，具体的な言語現象から事実の一般化を見つけ出し，そしてそれを何

らかの形でフォーマライズ（形式化・定式化）して仮説をつくる．
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う�第三要因�）から生じることが期待されている．
5
この点で，MPの言語

第1章動詞統語論と生物言語学・進化言語学3

3
生成意味論（generativesemantics）1960年代に，当時のチョムスキーの標準理論を

批判する形で提案された生成文法理論で，統語構造と論理・意味構造を同一のものとした．

語彙分解や深層構造の廃止など，現在再評価すべき提案もあったが，意味をすべて構造内に

表示しようとしたために無理が生じ，理論としては破綻した．形式と意味を分けないという

基本姿勢は現在の認知言語学に受け継がれている．
4
回帰（recursion）ある操作の出力が再度同じ操作の入力となる性質．Mergeを回帰

的に適用することで，原理的には無限の長さの文を生成することができる．実際の言語使用

においては，記憶の制限など，Merge自体の特性とは別の要因が働くため，用いられる文の

長さには限りがあり，例えばthat節の埋め込みも数回が限度とされる．しばしば誤解があ

るが，回帰は補文構造の形成だけに関わるのではなく，以下で見るvP構造をはじめ，統語

構造のいたるところに遍在する．
5
第三要因（thethirdfactor）言語を含め，生物学的形質の設計を決定する要因には，

(i)遺伝的要因（言語の場合，UG），(ii)環境的要因（言語の場合，第一次言語資料），(iii)

自然法則（言語に特定的なものはない），の3つがある（Chomsky(2005)）．MPでは，これ

備えていることになる．より一般的には，文法のアーキテクチャとしてレキ

シコン（語彙部門）をシンタクス（統語演算部門）とは独立したモジュール

として認めるべきか否かの，語彙主義と反語彙主義の間の理論的争点に関し

て，後者を支持する考察を行う．
1

2.�進化的妥当性�とレキシコン

日常的な理解では，文法とは語を組み合わせて句や文をつくり，できあ

がった言語表現を音声と意味の両面において適切に解釈する仕組みである．

この語はレキシコンに蓄えられており，また語の組み合わせを行うのがシン

タクスであるなら，シンタクスとレキシコンはともに言語能力の不可欠のコ

ンポーネント（モジュール）となる．生成文法に代表される現代の理論言語

学においてもこのような言語観は踏襲されており，これら2部門を区別した

上で，その線引きをどう行うのが理論全体としてより優れたものになるのか

を巡って議論が繰り返されてきた．Chomsky(1970)の�語彙論者仮説�は

この点に関するもっとも重要な提案の1つであった．
2
同じことは進化研究

や発達研究についてもいえ，シンタクスの進化・発達とレキシコンの進化・

発達をそれぞれ独立した現象とすることが慣例化している．

その一方で，特に動詞に関しては，その統語的特性を重視してこれを統語

的に生成する立場も古くからあり，生成意味論が採用した語彙分解（lexical

2

1
語彙主義（Lexicalism）・反語彙主義（Anti-lexicalism）語はシンタクスとは別の文法

モジュールであるレキシコンでつくられ，シンタクスは各語のもつ語彙情報にしたがって統

語構造を組み上げるとする立場が語彙主義，語も文と同様にシンタクスでつくられ，その基

本的意味構造（概念構造）は統語構造の中に実現されるとする立場が反語彙主義である．前

者はおもに語彙意味論や概念意味論の研究者が支持する見方であり，後者はレキシコンを完

全に撤廃する�分散形態論�（Marantz(1997)）のほか，程度の差はあるが，語のもつ統語的

性質を重視するほかの統語論研究にも共通してうかがえる見方である．
2
語彙論者仮説（LexicalistHypothesis）refuseに対するrefusalなどの派生名詞

（derivednominal）の形成について，これを変形部門ではなく，同じく統語部門内の範疇部

門で行う立場．これにより，レキシコンのサイズを大きくすることなく変形操作の力を制限

することができ，また範疇横断的な句構造スキーマとしてXバー理論をたてることが可能

となった．誤解している研究者が非常に多いが，派生名詞をレキシコン内で名詞として記載

しておく語彙主義とはまったく異なる．

まえがき

�理論言語学とは何か�と問われてちゃんと答えられる人が，はたして，ど

れだけいるだろうか．人によって解釈もいろいろあるであろう．また，学派

によってもこれまた定義がいろいろあるであろう．でも，これだけは認めて

ほしいし，そしてこれだけは譲れないといった解釈というか定義がある．そ

れは，

理論言語学とは，言語をモデル化する学問である

というものだ．モデル化とは理論をつくることである．そして，理論とは仮

説から成るものであり，仮説とは反証可能性のある命題のことである．した

がって，

理論言語学とは，文法モデルをつくる学問であり，

その文法モデル（すなわち文法の理論）は仮説から成り，

その仮説1つ1つは反証可能なものでなければならない

ということになる．

科学とは理論（すなわちモデル）をつくる知的営みのことであり，その理

論は反証可能な仮説から成る．よって，その意味では，そしてあくまでもそ

の意味では，理論言語学は科学（の一種）だといえる．

理論言語学に対して各人ならびに各学派が独自に解釈なり定義するのはか

まわない．でも，上の理論言語学の公理ともよべるものは，誰も否定するこ

とはできないであろうし，それに，もし否定するのであれば，その時は理論

言語学の存在そのものを否定することになる．

理論言語学で重要なものは，上の話からもわかるように，仮説である．で

は，仮説はどうやってつくられるのであろうか．理論言語学においては，原

則，（仮説の相互作用から生まれる場合を除いては，）帰納的につくられる．

つまり，具体的な言語現象から事実の一般化を見つけ出し，そしてそれを何

らかの形でフォーマライズ（形式化・定式化）して仮説をつくる．

iii
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