
1.2.再分析，文法化，パラメター変化

生成文法の枠組みにおいて最も盛んに研究されている統語変化のタイプは

再分析（reanalysis）であり，本書の第I部に収録されている多くの論文が再

分析に関係している．再分析とは，表層の記号列に影響を与えることなく，

基底構造を変えるタイプの変化であり，いくつかの研究においては統語変

化のメカニズムとしても言及されている（Roberts(1993)，Harrisand

Campbell(1995)）．再分析の典型例は，Lightfoot(1979)以降盛んに研究さ

れている法助動詞の発達である．Lightfoot等によれば，16世紀までに前法

助動詞（premodal）がいくつかの例外的特性を持つようになった結果，本動

詞としての位置付けが不透明になり，本動詞から助動詞へと再分析された．

その例外的特性には，前法動詞が過去現在動詞の生き残りとして不規則な形

態的特徴を示す，直接目的語やto不定詞を補部に取らない，過去時制が必ず

しも過去の時を表さない，法的意味を持ち仮定法の代用となる等の特性が含

まれる．

これまでの研究において，概略以下のような法助動詞の再分析が提案され

ている．

(3)a.[TPJohn[Twilli][VPti[VPswim]]]

→b.[TPJohn[Twill][VPswim]]

(3a)のwillはVPを補部に取る本動詞であり，VからTに移動しているの

に対して，(3b)のwillは助動詞としてTに基底生成されている．16世紀

までに前法助動詞が上述のような例外的特性を蓄積した結果，本動詞とし

ての位置付けが不透明になり，(3b)の構造とも両立するようになった．

Gelderen(2004)は，このような状況において後期併合（LateMerge）と呼

ばれる原理が作用し，子供が言語獲得の際に(3b)の構造を選択するように

なると主張している．

(4)LateMergePrinciple:

Mergeaslateaspossible.(Gelderen(2004:12))

この原理によれば，派生の早い段階で併合して移動するよりも，派生の後の

段階で移動なしに直接併合する方が経済的である．したがって，(3a)のよ

うにwillをVに併合した後にTに移動するよりも，(3b)のようにwillを
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など，特別な状況では動的格率に従った行動を取る．Kellerの理論では話し

手がこの後者の格率に従った行動を取った場合に新表現が出現することにな

る．一方，言語使用の場では動的格率だけでなく，静的格率も機能し，新表

現の普及を促進して，その結果（話し手が意図したものでない）新しい言語

習慣（体系）が生まれる，というのが�見えざる手�理論の主張である．

2.2.用法基盤モデルと文法化

Kellerの�見えざる手�理論は言語変化発生の契機が言語使用者の言語行

動にあるとするもので，この見方はCroft(2000)のUtteranceSelection

TheoryやHaspelmath(1999)の文法化理論にも受け継がれている．Keller

やCroftの理論の言語分析法は，言語能力(competence）を言語使用

（performance）と区別し，言語能力のみの解明を目指す生成文法理論の形式

主義的アプローチとは対照的な，言語使用を基盤とした用法基盤的（usage-

based）アプローチである．用法基盤的アプローチと言えば，その本元は認

知言語学であるが，認知言語学においてもその用法基盤モデルに基づく言語

変化研究が試みられ始めている．認知言語学の用法基盤モデルはカテゴリー

の変化やスキーマの拡張などによって言語変化を説明する一方で，トークン

頻度とタイプ頻度と呼ぶ表現の使用頻度に基づいて新表現の普及に至る言語

変化の過程を説明する．例えば，言語変化の中で特に注目を集める文法化

は，用法基盤モデルでは，概略，次のように説明される．類似の意を表す英

語のlikeを例に取ると，likeは，(7a)に見る(疑似)コピュラを伴った形容

詞（内容語）から始まり，(7b)に見る疑似前置詞を経て，(7c)の接続詞（機

能語）に至る文法化の過程をたどる．

(7)a.Sheisverylikehermother./Helookslikehisfather.（形容詞）

b.Hesmokeslikeachimney./Hedrinkslikeash.（疑似前置詞）

c.UseyourspoonlikeIdo./Youlooklikeyou’vejustgotoutofbed.

（接続詞）

likeの本来的なスキーマが�A,B間の類似性�（AislikeB）であるとする

と，likeが形容詞である場合はAという個体の（Bに類似するという）属性

を表すが，likeの使用頻度が増え，そのタイプ頻度が上昇すると，スキーマ

はA,Bという個体間の類似性だけでなく，A,Bという出来事（の発生の仕
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ては，従来から1)経済性（economy），2)類推（analogy），3)言語接触

（languagecontact），4)意思伝達手段（mediumofcommunication）の変化，

5)社会分化（socialdifferentiation）など様々挙げられているが，いずれも原

因の部分的，断片的な説明に止まっている．しかし，最近になって言語変化

を生み出す根本的原因を理論的に説明しようという試みが現れ始めた．その

試みの1つがKeller(1989,1994)の�見えざる手�理論（Invisible-Hand

Theory）である．Kellerの�見えざる手�理論においては�言語変化は通常

の言語使用の意図せぬ副産物である�（Languagechangeisanunintended

by-productofordinarylanguageuse.），すなわち，言語変化は，人間が言語使

用の場のそれぞれで適切と思う言語行動を取る中で，�見えざる手�に導かれ

て生じる意図せぬ結果である，と見なされる．言語使用の場での人間の言語

行動にはそれを律するある種の規範があり，その規範をKellerは�行動の格

率（maximsofaction）�と呼ぶ．行動の格率は言語の同質性と安定性を維持

するものと言語に変化を生じさせるものがあり，Kellerは前者を�静的格

率�（staticmaxim），後者を�動的格率�（dynamicmaxim）と呼ぶ（Keller

(1989:122)；Keller(2004:7)）．Keller(2004:7-8)が掲げる行動の格率は

以下の通りである．

〈静的格率〉［正統的な言語手段を用いて，相手の予期に反しない行動を取

るよう仕向ける］

1.Talkinsuchawaythatyouraddresseewillunderstandyou(orTalk

liketheotherstalk).

2.Talkinsuchawaythatyoudonotattractattention.

3.Talkinsuchawaythatyouarerecognizedasamemberofthegroup.

〈動的格率〉［特別な言語手段を用いて，相手の注目を引く行動を取るよう

仕向ける］

4.Talkinsuchawaythatyouwillbenoticed.

5.Talkinanespeciallypolite,attering,charming,etc.way.

6.Talkinanamusing,funny,etc.way.

7.Talkinsuchawaythatyoudon’thavetousesuperuousenergy.

話し手は通常は静的格率に従うが，他人の注目を引きたい場合，相手に丁寧

に接したい場合，相手を面白がらせたい場合，簡略な言い回しをしたい場合
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化のレベルは別として）変化することはありえない．したがって，生成文法

における言語変化とは，(1) における出力としての言語 Lの文法の変化であ

る．Lightfoot (1979) は Andersen (1973) に基づく以下の図式を用いて，文

法変化が子供の言語獲得の際に起こると主張している．

(2) 世代 1：文法 1 出力 1

世代 2：文法 2 出力 2

(2) において，世代 1（大人の世代）は文法 1を持ち，それに基づいて発話の

集合体として出力 1を産出する．世代 2（子供の世代）は出力 1を入力とし

て文法 2 を獲得する．この場合文法 1 とは異なる文法 2 が獲得されれば文

法変化が起こったことになるが，この変化の結果として，出力 1とは異なる

出力 2が産出されることになる．このような変化はアブダクション（abduc-

tion）と呼ばれる．

1980年代以降の生成文法理論においては，普遍文法は全ての言語に共通

の原理（principle）と言語間で変異するパラメター（parameter）からなり，

言語間の主要な統語的相違はパラメターの値の違い，すなわちパラメター変

異（parametric variation）として説明される．この考えを統語変化に適用す

ると，同一言語の異なる歴史的段階に見られる主要な統語的相違はパラメ

ターの値の変化，すなわちパラメター変化（parametric change）と見なすこ

とができる．したがって，生成文法理論における統語変化の主要なメカニズ

ムは，言語獲得の際に起こるパラメター変化であるということになる．

一方，生成文法理論における統語変化の主たる動機は，(2) の図式におけ

る出力 1の変化であり，これは統語・意味・形態・音韻変化等の言語内の要

因，または言語接触（language contact）等の言語外の要因により引き起こさ

れる（Kroch (2001)，Roberts (2007)）．すなわち，これらの要因により出力

1に変化が生じ，世代 1の持つ文法 1とは異なる文法 2が獲得されるのであ

る．さらに以下で見るように，統語変化の別の駆動因として，言語獲得の際

に作用する原理や簡潔性の尺度（simplicity measure）も提案されている

（Lightfoot (1979)，Roberts (1993, 2007)，Roberts and Roussou (2003)，

Gelderen (2004)）．
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の事例とは考えられない統語変化が存在するのも事実である．これらの統語

変化についても，生成文法の枠組みにおいて，パラメター変化に還元する試

みがなされている．論文5（形容詞と名詞の語順変化），論文6（動詞と不変

化詞の語順変化），論文8（前置詞残留の発達）は，表層の記号列の変更を伴

う，再分析ではないタイプの統語変化を扱ったものである．

2.言語変化への用法基盤的アプローチ

2.1.Kellerの言語変化論�見えざる手�理論

言語は音声と意味が結び付けられた言語記号を単位とする体系であるが，

言語記号の音声と意味は当の言語が使われる社会の中で慣習的に結び付けら

れたものである．また，意思伝達を行うために，複数の言語記号をつなぎ合

わせる際の(文法)規則も，言語が使われる社会の慣習（convention）と見な

すことができる．したがって，言語の変化というものは，このような慣習に

変化が生じたときに発生すると言える．

では，言語の変化，すなわち，言語慣習（以下では単に�慣習�と言う）

の変化はどのようにして発生するかというと，一般的には慣習の変化は次の

ような段階を経て生じると考えられる．なお，言語についての慣習は従来か

ら体系を成すものと見なされているので，その慣習は言語体系と呼ぶことも

できる．

(6)言語変化の過程（cf.EvansandGreen(2006:124)）

ある段階の言語体系→新表現(innovation)→普及(propagation)

→新しい言語体系

(6)に示した言語変化における新表現は，語のレベルのものも，構文レベル

のものもあり，言語使用者が言語使用の過程で語や構文についての慣習に違

反した用い方をした際に生じる．一方，普及(propagation)は言語使用者が

属する言語社会で新表現が普及し，新しい慣習として定着することを言う．

新表現は発話の場で言語使用者が何らかの慣習を破った発言をした時点で生

じるが，その普及は漸進的なもので，1つの新表現が普及（そして定着)する

のに何世代にもわたる長い時間を要することもある．

では，言語変化はなぜ生じるのかというと，言語変化が生じる原因に関し
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方）間の類似性にも適用されるようになり，(7b)の第1文で言えば，�彼の

たばこの吸い方（A）は煙突の煙を出し方（B）に似ている�を表すようにな

る．この段階でlikeの意味は“inorafterthemannerof...”（...のように）に

変化し，疑似前置詞としての用法を持つに至る．さらに時代が進み，“like

B”の出来事を表すBを節で表現するようになると，(7c)に見る接続詞の用

法が出現する．

文法化に関しては�一方向性�（unidirectionality）という変化の方向性が

しばしば議論される．一方向性とは，文法化する言語表現が

(8)命題的意味→主観的意味→相互主観的意味

という1つの方向に向かってその意味機能を拡張することを言う．命題的

意味とは，言語表現の意味が（それを含む文が表す）命題の一部を成す場合

の意味のことであり，主観的意味とは，文が発話された際に，その文が表す

命題に対する話し手の心的態度（主観的な信念や評価など）を表す意味であ

り，相互主観的意味とは，文が発話される際の話し手の聞き手に対する配慮

（聞き手のフェイスに対する気配りなど）を表す意味である．一例を挙げる

と，certainlyは次の(9a)→(9b)→(9c)という方向で，(8)に示した拡張

の道筋をたどる．

(9)a.1875JevonsMoney(1878)44Theearliesttincoinageofwhich

anythingiscertainlyknown.(OED,s.v.certainly)

（�確実に�の意．命題的意味）

b.Certainly,Johndidnotliketheplay.

（�確かに...と思う�の意．主観的意味）

c.MayIuseyourtelephone?─Certainly.

（�いいですとも�の意．相互主観的意味）

本論文集の第II部に収録の論文は，今上で述べたKellerの�見えざる手�理

論，用法基盤モデル，文法化，意味変化の一方向性などのテーマに関わりを

持つ．論文21は�見えざる手�理論を背景にした主観化に関する論文であ

り，論文17は用法基盤モデルに基づき動詞・副詞結合構文の発達を論じる．

論文18は（I）hopeの文法化を，論文19は動詞nodの意味変化を，そして

論文20はjustの相互主観的意味の獲得に至る意味拡張を扱う．論文22は

x

本論文集で唯一文献学的研究であり，語の形態の問題を通して通時的研究の

課題を探る．
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Tに直接併合した方が経済的なので，どちらの構造も可能な場合には(3b)

の構造が選択されることになる．

よく知られているように，法助動詞の発達は文法化（grammaticalization）

と呼ばれるタイプの言語変化の典型例でもある．文法化については，1980

年代以降類型論・機能論の立場から活発に議論されてきたが，Hopperand

Traugott(2003)の提案するクラインから分かるように，文法化において意

味変化だけでなく形態統語変化も重要な役割を果たすことから，ここ十数年

間で生成文法理論に基づく多くの研究が発表されている．

(5)contentitem>grammaticalword>clitic>inectionalafx

(HopperandTraugott(2003:7))

法助動詞の発達は内容語から文法語への文法化の事例であり，生成文法の枠

組みにおいては，(3)のように語彙範疇Vから機能範疇Tへの再分析であ

ると見なされる．論文9（that虚辞の消失），論文11（there構文の発達），論

文13（不定詞標識の文法化）は，このような統語的観点からの文法化研究で

ある．

一方，前節で述べたように，生成文法理論における統語変化の主要なメカ

ニズムはパラメター変化なので，再分析をパラメター変化に還元する試みが

なされている．例えばRobertsandRoussou(2003)は，法助動詞の再分析

は機能範疇Tのパラメター変化により生じたものであると主張している．

彼らによれば，16世紀にT
*
MoveからT

*
Mergeへと変化したことにより，T

が移動ではなく併合により満たされるようになった結果，(3)のように法助

動詞はTの要素へと変化した．変化の動機や帰結は多岐にわたるが，再分析

とパラメター変化を関連付ける研究として，論文1（属格に関する変化），論

文4（形容詞の素性変化），論文7（格システムの変化），論文10（ファイ素性

の分布の変化）が挙げられる．しかし，個々の構文や語彙項目に関する再分

析・文法化はパラメター変化に還元するのは困難である．このような変化を

扱った研究として，構造の縮小を提案している論文2（軽動詞構文の発達），

論文3（as...asanyのイディオム化），論文14（tryの原形不定詞補部の発

達），および構造の拡張を提案している論文12（with独立構文の発達），論文

15（tough構文の発達），論文16（小節の構造変化）がある．

最後に，例えば英語史における�目的語・動詞�語順の消失など，再分析

vi
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序 文

中野弘三・田中智之

本序文では言語変化研究の近年の動向を概観し，その過程で本論文集掲載

論文の簡単な紹介を行う．なお，掲載論文への言及は目次に示した論文番号

で行う．

1. 統語変化の動機とメカニズム

1.1. 生成文法理論における統語変化

生成文法（generative grammar）においては，人間の言語活動を可能にす

る仕組みとして，言語機能（language faculty）が脳内に生得的に備わってい

ると仮定されている．そして，人間が生まれた時の言語機能の初期状態の理

論として，普遍文法（universal grammar）が提唱されている．普遍文法と

は，言語の普遍的特性を理論化したものであり，可能な人間言語の範囲を定

めると同時に，言語獲得（language acquisition）の基盤となるものである．

この考えに従えば，人間の言語獲得の簡略化されたモデルは以下のようにな

る．

(1) 言語 Lのデータ→言語機能の初期状態（普遍文法）→言語 Lの文法

すなわち，子供は普遍文法により特徴付けられる言語機能を持って生まれて

くるが，ある言語 Lのデータ（入力）を与えられることにより，その言語 L

の文法（出力）を獲得するのである．

このように，生成文法における研究対象としての言語は，発話の集合体と

しての外在的言語（E(xternalized)-language）ではなく，人間の脳内に存在

する内在的言語（I(nternalized)- language）である．再び (1) に戻ると，言

語機能の初期状態（普遍文法）は全ての人間に共通する資質であり，（言語進
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の事例とは考えられない統語変化が存在するのも事実である．これらの統語

変化についても，生成文法の枠組みにおいて，パラメター変化に還元する試

みがなされている．論文5（形容詞と名詞の語順変化），論文6（動詞と不変

化詞の語順変化），論文8（前置詞残留の発達）は，表層の記号列の変更を伴

う，再分析ではないタイプの統語変化を扱ったものである．

2.言語変化への用法基盤的アプローチ

2.1.Kellerの言語変化論�見えざる手�理論

言語は音声と意味が結び付けられた言語記号を単位とする体系であるが，

言語記号の音声と意味は当の言語が使われる社会の中で慣習的に結び付けら

れたものである．また，意思伝達を行うために，複数の言語記号をつなぎ合

わせる際の(文法)規則も，言語が使われる社会の慣習（convention）と見な

すことができる．したがって，言語の変化というものは，このような慣習に

変化が生じたときに発生すると言える．

では，言語の変化，すなわち，言語慣習（以下では単に�慣習�と言う）

の変化はどのようにして発生するかというと，一般的には慣習の変化は次の

ような段階を経て生じると考えられる．なお，言語についての慣習は従来か

ら体系を成すものと見なされているので，その慣習は言語体系と呼ぶことも

できる．

(6)言語変化の過程（cf.EvansandGreen(2006:124)）

ある段階の言語体系→新表現(innovation)→普及(propagation)

→新しい言語体系

(6)に示した言語変化における新表現は，語のレベルのものも，構文レベル

のものもあり，言語使用者が言語使用の過程で語や構文についての慣習に違

反した用い方をした際に生じる．一方，普及(propagation)は言語使用者が

属する言語社会で新表現が普及し，新しい慣習として定着することを言う．

新表現は発話の場で言語使用者が何らかの慣習を破った発言をした時点で生

じるが，その普及は漸進的なもので，1つの新表現が普及（そして定着)する

のに何世代にもわたる長い時間を要することもある．

では，言語変化はなぜ生じるのかというと，言語変化が生じる原因に関し

序文vii

方）間の類似性にも適用されるようになり，(7b)の第1文で言えば，�彼の

たばこの吸い方（A）は煙突の煙を出し方（B）に似ている�を表すようにな

る．この段階でlikeの意味は“inorafterthemannerof...”（...のように）に

変化し，疑似前置詞としての用法を持つに至る．さらに時代が進み，“like

B”の出来事を表すBを節で表現するようになると，(7c)に見る接続詞の用

法が出現する．

文法化に関しては�一方向性�（unidirectionality）という変化の方向性が

しばしば議論される．一方向性とは，文法化する言語表現が

(8)命題的意味→主観的意味→相互主観的意味

という1つの方向に向かってその意味機能を拡張することを言う．命題的

意味とは，言語表現の意味が（それを含む文が表す）命題の一部を成す場合

の意味のことであり，主観的意味とは，文が発話された際に，その文が表す

命題に対する話し手の心的態度（主観的な信念や評価など）を表す意味であ

り，相互主観的意味とは，文が発話される際の話し手の聞き手に対する配慮

（聞き手のフェイスに対する気配りなど）を表す意味である．一例を挙げる

と，certainlyは次の(9a)→(9b)→(9c)という方向で，(8)に示した拡張

の道筋をたどる．

(9)a.1875JevonsMoney(1878)44Theearliesttincoinageofwhich

anythingiscertainlyknown.(OED,s.v.certainly)

（�確実に�の意．命題的意味）

b.Certainly,Johndidnotliketheplay.

（�確かに...と思う�の意．主観的意味）

c.MayIuseyourtelephone?─Certainly.

（�いいですとも�の意．相互主観的意味）

本論文集の第II部に収録の論文は，今上で述べたKellerの�見えざる手�理

論，用法基盤モデル，文法化，意味変化の一方向性などのテーマに関わりを

持つ．論文21は�見えざる手�理論を背景にした主観化に関する論文であ

り，論文17は用法基盤モデルに基づき動詞・副詞結合構文の発達を論じる．

論文18は（I）hopeの文法化を，論文19は動詞nodの意味変化を，そして

論文20はjustの相互主観的意味の獲得に至る意味拡張を扱う．論文22は

x

本論文集で唯一文献学的研究であり，語の形態の問題を通して通時的研究の

課題を探る．
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Tに直接併合した方が経済的なので，どちらの構造も可能な場合には(3b)

の構造が選択されることになる．

よく知られているように，法助動詞の発達は文法化（grammaticalization）

と呼ばれるタイプの言語変化の典型例でもある．文法化については，1980

年代以降類型論・機能論の立場から活発に議論されてきたが，Hopperand

Traugott(2003)の提案するクラインから分かるように，文法化において意

味変化だけでなく形態統語変化も重要な役割を果たすことから，ここ十数年

間で生成文法理論に基づく多くの研究が発表されている．

(5)contentitem>grammaticalword>clitic>inectionalafx

(HopperandTraugott(2003:7))

法助動詞の発達は内容語から文法語への文法化の事例であり，生成文法の枠

組みにおいては，(3)のように語彙範疇Vから機能範疇Tへの再分析であ

ると見なされる．論文9（that虚辞の消失），論文11（there構文の発達），論

文13（不定詞標識の文法化）は，このような統語的観点からの文法化研究で

ある．

一方，前節で述べたように，生成文法理論における統語変化の主要なメカ

ニズムはパラメター変化なので，再分析をパラメター変化に還元する試みが

なされている．例えばRobertsandRoussou(2003)は，法助動詞の再分析

は機能範疇Tのパラメター変化により生じたものであると主張している．

彼らによれば，16世紀にT
*
MoveからT

*
Mergeへと変化したことにより，T

が移動ではなく併合により満たされるようになった結果，(3)のように法助

動詞はTの要素へと変化した．変化の動機や帰結は多岐にわたるが，再分析

とパラメター変化を関連付ける研究として，論文1（属格に関する変化），論

文4（形容詞の素性変化），論文7（格システムの変化），論文10（ファイ素性

の分布の変化）が挙げられる．しかし，個々の構文や語彙項目に関する再分

析・文法化はパラメター変化に還元するのは困難である．このような変化を

扱った研究として，構造の縮小を提案している論文2（軽動詞構文の発達），

論文3（as...asanyのイディオム化），論文14（tryの原形不定詞補部の発

達），および構造の拡張を提案している論文12（with独立構文の発達），論文

15（tough構文の発達），論文16（小節の構造変化）がある．

最後に，例えば英語史における�目的語・動詞�語順の消失など，再分析

vi

21. 話者の言語行動から見た主観化

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀前 田 満 287

22. 通時的研究の現状と課題

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀米 倉 綽 303

執筆者一覧㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀ 319

目 次 xv

(C) CP/TP領域

9. That虚辞の消失

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀近 藤 亮 一 108

10. CPカートグラフィーによる that痕跡効果の通時的考察

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀縄 田 裕 幸 120

11. There + be構文と提示の there構文における Thereの歴史的発達

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀槙 田 裕 加 136

(D) 補文構造

12. With独立構文の通時的発達に関する一考察

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀杉 浦 克 哉 148

13. 不定詞標識 toの(脱)文法化について

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀田 中 智 之 159

14. 動詞 tryの補部として現れる原形不定詞節について

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀中 川 聡 175

15. tough構文の構造と派生の歴史的変遷について

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀中 川 直 志 191

16. 小節の統語構造の歴史的変化に関する一考察

wantタイプ動詞の選択する小節補部に注目して

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀横 越 梓 207

Ⅱ 意味変化，文法化，その他

17. 言語使用と言語変化： 構文文法理論の観点から

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀石 崎 保 明 222

18. (I) hopeの文法化とその動機づけ

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀大 村 光 弘 238

19. 非言語伝達動詞 nodの意味変化とその補部構造

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀大 室 剛 志 253

20. Justの多義性の由来を探る

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀中 野 弘 三 271

xiv

序 文

中野弘三・田中智之

本序文では言語変化研究の近年の動向を概観し，その過程で本論文集掲載

論文の簡単な紹介を行う．なお，掲載論文への言及は目次に示した論文番号

で行う．

1. 統語変化の動機とメカニズム

1.1. 生成文法理論における統語変化

生成文法（generative grammar）においては，人間の言語活動を可能にす

る仕組みとして，言語機能（language faculty）が脳内に生得的に備わってい

ると仮定されている．そして，人間が生まれた時の言語機能の初期状態の理

論として，普遍文法（universal grammar）が提唱されている．普遍文法と

は，言語の普遍的特性を理論化したものであり，可能な人間言語の範囲を定

めると同時に，言語獲得（language acquisition）の基盤となるものである．

この考えに従えば，人間の言語獲得の簡略化されたモデルは以下のようにな

る．

(1) 言語 Lのデータ→言語機能の初期状態（普遍文法）→言語 Lの文法

すなわち，子供は普遍文法により特徴付けられる言語機能を持って生まれて

くるが，ある言語 Lのデータ（入力）を与えられることにより，その言語 L

の文法（出力）を獲得するのである．

このように，生成文法における研究対象としての言語は，発話の集合体と

しての外在的言語（E(xternalized)-language）ではなく，人間の脳内に存在

する内在的言語（I(nternalized)- language）である．再び (1) に戻ると，言

語機能の初期状態（普遍文法）は全ての人間に共通する資質であり，（言語進
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