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０．趣旨説明 （吉田光演） 

従来把握し難いとされた Modalität, Topik, Fokus, Modus 等の意味的・語用論的対象が，形式

的・機能的観点から精密に分析されるようになった。命題上位に位置する要素を統語構造との

関係で分析する，意味と構造の Interface 研究も活発である。生成文法の立場で Rizzi (1997) は，

節構造(CP: complementizer phrase)の左端周辺部を談話領域と結びつける接点と仮定し，(1)
のような豊かな統語構造を提案した。 
(1)                                                          ForceP                従来の CP 
  ForceP ―TopP ― FocP ― TopP― FinP  ― IP―VP     

force    topic    focus    topic  finiteness   inflection      Force     TopP 
 (発話)力   話題     焦点     下位話題  定形節      屈折               

                    Top    FocP 
←―――――――――談話領域―――――― 命題領域→ 

                                                                        Foc   FinP 
(Rizzi (1997): The Fine Structure of The Left Periphery 

    in: Haegeman (1997): Elements of Grammar, Kluwer, 281-337.)                Fin   IP 文 

(2) A Gianni, QUESTO, domani, gli dovrete dire.                               ….. 
   to Gianni(Top), THIS(Foc), tomorrow(Top), you should tell him.                                VP 

（Gianniにこれを明日，(君は彼に）言うべきだ）(イタリア語, Rizzi 1997） 

節左周辺部は，時制, Modality 等，命題内要素との内的関連を確立する。同時に命題の外の

話題・焦点などの情報構造，発話行為とリンクする文機能を表す力(Force)などの談話との関連

を作る。構造(形式)と機能を対立的に見るのでなく，同じ舞台で議論できる土壌が醸成された。 
これは意味の問題を無視した生成文法への非難と，厳密科学の方法を欠いた機能文法への非

難の応酬を超える契機となる。一般言語学的意味で Formallinguistik と Funktionale 
Linguistik がかみ合う。個別言語学としてのドイツ語学から見ると，ドイツ語研究の過程から，

言語的普遍・対照研究への貢献を行う状況が整ったことを意味。古くは Topologische Felder
の点から，最近では生成統語論や最適性理論などの観点から分析されている，動詞第２位，従

属節 SOV 語順―などのドイツ語統語論の問題と，ドイツ語圏言語理論が得意とする意味記述

アプローチ（Satzmodus, Modalität, 時制，心態詞分析）が一般言語的文脈でも積極的問題と

して知見をもたらす可能性が見えてきた。 
上述の問題意識を背景に，文ムード・モダリティと節構造を切り口とし，ドイツ語の文の内

と外を論じる。生成統語論，意味論，語用論，機能言語学の観点から迫る。対象となるドイツ

語の現象の新たな問題設定の定位を行うことが主眼である。 
【シンポジウムの構成】 

①命令文の構造を左端周辺の観点から分析，② 心態詞 ja, wohl, mal の語順に基づきこれらの

意味と構造を分析。③動詞第２位を weil の主文化現象との関連で分析。④文と談話・テクスト

との接点の観点から文の左周辺部におけるトピック・モダリティの役割を論じる。⑤補文と補

文標識，動詞の語順をパラメータ・類型論の観点から論じ，⑥文ムードと談話接続表現との関

連を論じる。☞ 最後に，節構造と文ムード，談話の観点からこれらを包括的に議論したい。 
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１．ドイツ語命令文の統語構造の分析 ― V1 と V2 位置をめぐって―  
吉田光演（広島大学総合科学研究科） 

                            mituyos@hiroshima-u.ac.jp 

0. 問題設定 
命令法は直説法・接続法と並ぶ主要 Modus として多くの文法書で扱われているが，扱いは

通常小さい。形態が貧弱で，意味的に直接「要求」を表す点で明白と思われてきたからだ。実

際はそう単純ではない。Imperativ は，動詞の法の一部で，また Imperativsatz を定義する中

心要素であり，Verb-Modus から文タイプに至る広範囲と関わる。語用論的にも，「命令文＝要

求」といった単純な対応はない(Wunderlich 1984, Donhauser 1986)。例えば，Hab schöne 
Ferien!，Schlaf gut!, Schau mal!，Fahr zur Hölle!－等は文字通りの要求には受け取れない。  

他方，統語論レベルでもドイツ語の命令文の研究は活発ではない。①命令形には単純な形態

しかない，②動詞第１位，③主語の不在―など，単純な記述で済むと考えられたからだ 。 
生成文法ではドイツ語の命令文の構造について議論があった。動詞句投射 (Wunderlich 

1984)，I' (屈折句中間投射 Fries 1983），C'(節中間投射 Rosengren）のような，中途半端な構

造であるという分析である。 しかし，文の左端が法と関係するように，統語と意味の接点を仮

定すると，動詞を左端に置くドイツ語命令文は，卓越した Satzmodus をマークする統語形式

であり，主語を超えた補文標識の領域への動詞移動を含む構造と見ることができる。 (=(1))。 
 

(1) a. ??*DU öffne die Tür!      b.  Öffne du die Tür!  
cf. (1c) You open the door!   (1d) *Open you the door! 

(1a)のような主語―動詞の語順の命令文はマージナルであり，(1b)の動詞―主語の語順の方が

容認されやすい（英語では(1d)のような動詞―主語語順は許容されない）。 
また，命令文においても例外的に，話題要素が文頭に来て動詞第２位(V2)になる場合もある

(=(2))。これは，節の「指定部(specifier)」への随意的な移動とみなせる。 
(2)  Das sag lieber nicht!     Nun komm schon!  
本発表では，先行研究と異なり，ドイツ語命令文は Rizzi (1997)の構造に似た豊かな構造を持

つこと，随意的に話題句 TopP を投射すると主張する。談話への節の結びつきを示すため，

Satzmodus を表す S-MoodP を設定する(Rizzi の ForceP 相当)。S-Mood は主文の平叙文，疑

問文でも投射する。S-MoodP 位置に 意味素性[IMP(ERATIVE)] がある時，統語的素性[+IMP]素性

をもつ命令形の動詞は，この素性と一致する位置へと移動・上昇する，また，随意的に Topik
が現れる場合は，話題は機能投射 TopP の指定部に移動し，V2 となる(=(3b))。 
(3a) [S-MoodP [IMP] [FinP sag2 [+IMP] [IP (du) [VP das lieber nicht t1 t2 ]]]]] ! 
           ↑__一致_____↑ _____________________________| V 移動 
(3b) [S-MoodP [IMP] [TopP das1 sag2 [+IMP] [FinP t'2[IP (du) [VP t'1 lieber nicht t1 t2 ]]]]] ! 
 
1. 命令文の理論的問題 

ドイツ語の命令文は統語論的に問題がほとんどないように思われる。しかし，命令文はまだ

様々の問題を抱えている(Han 1998, Rivero & Terzi 1995, Wratil 2005)。 
(4) illocutionary forceの実現手段として卓越した命令法が形態的に「非有標的」なのはなぜ？ 

命令形：不定詞語幹と同じ （-e がつく場合も），__t (2 人称・複数) 
 例外は e  i 変音  essen  Iss   ※ a  ä 変音はしない (Schlaf!) 
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 ∴ドイツ語の場合，形態ではなく，統語レベルでマークする(V 移動)。 
5) 走る  走れ (hasir-e)  見る  見ろ/見よ (mi-ro /mi-yo) ∴日本語は有標的 
6)（ドイツ語）数(Numerus)の変異  2 人称 単数 vs. 複数 （英語にはない） 

(単数) komm vs. (複数) kommt   (単数) gib  vs. (複数) gebt  
※2 人称・単数・複数というようにAGR（=agreement 屈折範疇 2.person, sg/pl.）はある。 従
って，命令形は，不定詞語幹と同様のものとは分析できない。 
7) 命令法は finite（定）か infinite（不定）か？  

命令形に，時制  T 範疇があるか？時制変化（過去形の命令）が存在しないことから

（Hör!/*Hörte!/*Hörtet!），ドイツ語命令文ではAGR（単数・複数）はあるが，時制範疇Tがな

いとされる（Wratil 2005）。しかし通常，主語の生起は時制指定(+T)が前提され，時制のない

屈折素性は特異な構造（－Tである不定詞節ではAGRも指定されず，主語は生じない）。 
8) Wer sagt mal, frisst ein Krokodil am liebsten!  (Reis & Rosengren 1992) 
WH Imperativ. 随意的に指定部位置が埋まる。つまり，第１位 (前域) を埋めることも可能で

ある(動詞第２位) 。この構造は，指定部(specifier)の存在を予測する。 ただし，命令に関する

指定部-主要部の一致関係ではない（WH 句のスコープは下位）。随意的に話題が生じる。 
9) a.  ??* DU komm zu mir!  b.   Komm du zu mir!   
主語が文頭に来ることはない。文頭位置は Topik 指定であって，Fokus ではない。 
∴ [IP   (SUB pro) [I  komm]  zu mir ] の構造ではない（(9a)は良くない）。 
10) 従属節への埋め込みが不可能 (モダリティ，force が補文と適合しない) 
11)a *Ich befehle dir, öffne das Fenster.  b. *Ich befehle dir, dass (Du) das Fenster öffne. 
12)  一郎は太郎に，[窓を閉めろ]と命令した。 (日本語：命令文の埋め込みが可能) 

 
２． ドイツ語の命令文の統語構造 

  「標準的な分析」というものは特にないが，たとえば(13)の構造が考えられる。 
 (13)                 C'    命令文には CP 指定部(specifier)位置がない？ 
                  ／   ＼   （埋まらない？）  V2 ではない。 
                 C        IP   命令の力が最上位にあればよい 
               V+I       ／ ＼     主語は明示されない 
        fahr   DP      I' 
                       (du)   ／   ＼ 
                          VP       I 
                         △         t 
                    in die Garage t 
 
 ※Brandt et al. (1992):命令文は CP ではないと主張。  C' 中間範疇  (specifier がない) 
◎ (13)の問題点： 一般的でない。 上述の統語現象(V2)を説明できない。 
◎ sentential force はいかに実現されるか？ 談話と統語の関係が見えない。 
2.1.命令文の統語構造 ― 代案 V1, V2 位置 

◎ CP領域の最上位で，文の力のタイプ(S-Mood)がマークされる。平叙文等と同じく，命令文

で命令形の動詞がC領域に移動する。ただし，主文はダイレクトに語用論的な文脈・状況とリ

ンクできるので，S-Moodは抽象的に指定されている（補文標識などの語を必要とせず）。 
Rizzi (1997)のSplit C構造を手直しし，ForcePをS-MoodPと設定する（Forceと規定すると，

illocutionary forceと混同しやすく，統語構造と語用論が直結するかのような誤解を与えやすい。⇒発話行為は

統語的にのみ決定されるわけではない。S-MoodPは，あくまで文タイプとしての最上位範疇）。 
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(14) Rizzi (1997)   Split C 構造の修正バージョン 
               [ illocutionary force] （意味論―語用論へリンク） 
                           
                           S-MoodP ----- 文タイプ (IMP 素性 命令タイプ) 
 
                        S-Mood    TopP  (話題）   随意的な投射 
                    [IMP] 
                           (nun)   Top     FinP   (定形性，Modality) 
                     ②           komm 
                                          Fin      IP  (=AgrP) 
                       (LF)        ③                
                      主語   VP       I (=Agreement) 人称・数 
                                         (du)      V      (komm)  [+2.person][+IMP] 
                                        ①     (komm-) 
                        (表層移動) 
・命令文との関係で以下のようになる： 
①の Finitheit への顕在的移動：Ja.  定形性と関係。 動詞―(主語)語順からも明らか。 
②の S-Mood への顕在的移動：Nein.  命令形は文頭が標準的に見えるが（S-Mood マーク），(2)
のように，話題が文頭に現れうる(S-Mood の指定部ではない)。従って，動詞は顕在的に S-Mood
の位置まで移動するわけではない。②は表層上起きない。意味レベルで非明示的に動詞が

S-Mood まで移動するという LF 移動の問題があるが，動詞が節の最上位に位置しないといけ

ないという意味的理由はない。(14)では，S-MoodP は統語レベルで文タイプのマーキングを最

上位の意味素性の指定(Deklarativ, Imperativ, Interrogativ, ±WH)によって既に受けている。

この意味素性は抽象的で，形態的に直接支えられねばならないものではないが，統語形態（動

詞要素）と関係し，近い領域に動詞を引き付ける(主要部―主要部関係という局所的関係)。 
(15)  [[S-Mood  IMP] [FinP  V[+IMP] .............  t ]] 
              |___________| ↑__________| 
 
このように見ると，矛盾するようだが，統語形式で S-MoodP がマークされるのは主文ではな

く，従属節であるということになる。なぜなら，埋め込み節では，CP の最上位に従属接続詞

が挿入（マージ）され，平叙文か疑問文かといったタイプが表示されるから。） 
(16)  主節 Verb  [[S-Mood  dass [Dekl]/ ob [INT]] [FinP  ……   V]] 
             |_______選択____↑  (Ich weiß nicht, ob Peter jetzt zu Hause ist) 
③話題句が生じる場合，話題直後に動詞が来る。話題句が投射した場合には，③の Top に動詞

が移動し，S-Mood 主要部と局所関係になる(平叙文と同じ)。 
 
３． まとめ 

ドイツ語命令文は，①最上位に命令素性[IMP]が指定された S-MoodP が投射し，この[IMP]
と局所的関係をもつ位置に，②FinP（この主要部に[+IMP]の命令形の動詞が上昇）か，随意

的な TopP(その指定部に話題，主要部に[+IMP]の命令形動詞が移動)が投射する。 
(17) a. [S-MoodP   [IMP] [FinP     komm[+IMP]... [IP (du) schon....]]] 
    b. [S-MoodP   [IMP]  [TopP nun [komm[+IMP][FinP   t...[IP ....]]] 
[IMP]素性をもつ従属接続詞 C はないから，命令文の埋め込みは不可能（選択関係の違反）。 
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(18)a. * Ich befehle dir [Dek], [S-MoodP dass[Dekl] [FinP du _ das Fenster öffne[+IMP]] 
    b. * Ich befehle dir [Dek], [S-MoodP [IMP] [FinP öffne[+IMP]  das Fenster t ] 
(19)主語の問題          <-*-> 

主語は通常明示されず，見えない代名詞 pro でよい。主語を話題化する理由はない。随意的

に，du /ihr が顕在的に現れる。pro の仮定は，意味解釈において必ず必要である（数の解釈に

おいて）。従って，命令形を単なる動詞句 VP 投射とする分析は認められない。 
(20) a. [S-MoodP [IMP] [FinP komm[+IMP, 2.p.SG]...[IP pro[2.p.SG] schon....]]] 
(20) b. [S-MoodP [IMP] [FinP kommt[+IMP, 2.p.PL]...[IP pro[ 2.p.PL] schon....]]] 
(20) c. [S-MoodP [IMP] [FinP komm[+IMP, 2.p.SG]...[IP du[2.p.SG] schon....]]] 

この分析によって，命令文は先行研究の記述とは違い，普遍的な節構造に根ざした豊かな構

造をもつこと，即ち，①最上位の S-MoodP 文タイプの投射と指定，②S-MoodP の直下の C 領

域（FinP もしくは TopP）への動詞移動，③随意的な話題句投射をもつ―ことが示される。 
  

Wratil (2005)は，動詞は Fin へ移動し，文タイプに依存した焦点句の主要部 TypeFoc に移

動すると主張する。命令文で動詞は Focus 要素だという知見に基づくが，TypFoc の指定部に

命令オペレータ OP が挿入されるとするのは問題。命令オペレータ OP はどのような変項を束

縛するのか？また，Wratil は，Topik が現れる場合には，動詞は Fin 位置までしか移動せず，

そこから見えない LF 部門で OP と一致する TypFoc に移動すると分析される(ad hoc)： 
(21) [TypFocP OP [TypFoc[Foc/Imp]] [FinP  dasj [Fin vergissi] [IP mal lieber tj ti]]] 
                 ↑........................................|  ↑__________________| 
TypFoc 句分析は(14)と似ているが，命令文に特有な特殊な構造であり，そのような特殊なもの

を認める積極的な根拠はない。また，命令文におけるオペレータ Op の意味的な根拠も存在し

ない。話題がある場合には，LF 移動を認めないといけないのも問題である。よってより汎用

的・普遍的な節構造に根ざした(14)のほうが優れていると考えられる。 
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SatzstrukturとSatzmodus ― 構造と意味のインターフェースをめぐって
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０．趣旨説明　（吉田光演）

従来把握し難いとされたModalität, Topik, Fokus, Modus等の意味的・語用論的対象が，形式的・機能的観点から精密に分析されるようになった。命題上位に位置する要素を統語構造との関係で分析する，意味と構造のInterface研究も活発である。生成文法の立場でRizzi (1997) は，節構造(CP: complementizer phrase)の左端周辺部を談話領域と結びつける接点と仮定し，(1)のような豊かな統語構造を提案した。


(1)                                                          ForceP                従来のCP


  ForceP ―TopP ― FocP ― TopP― FinP  ― IP―VP    


force    topic    focus    topic  finiteness   inflection      Force     TopP

 (発話)力   話題     焦点     下位話題  定形節      屈折              


                    Top    FocP

←―――――――――談話領域―――――― 命題領域→


                                                                        Foc   FinP


(Rizzi (1997): The Fine Structure of The Left Periphery

    in: Haegeman (1997): Elements of Grammar, Kluwer, 281-337.)                Fin   IP 文


(2) A Gianni, QUESTO, domani, gli dovrete dire.                               …..


   to Gianni(Top), THIS(Foc), tomorrow(Top), you should tell him.　                               VP

（Gianniにこれを明日，(君は彼に）言うべきだ）(イタリア語, Rizzi 1997）

節左周辺部は，時制, Modality等，命題内要素との内的関連を確立する。同時に命題の外の話題・焦点などの情報構造，発話行為とリンクする文機能を表す力(Force)などの談話との関連を作る。構造(形式)と機能を対立的に見るのでなく，同じ舞台で議論できる土壌が醸成された。


これは意味の問題を無視した生成文法への非難と，厳密科学の方法を欠いた機能文法への非難の応酬を超える契機となる。一般言語学的意味でFormallinguistikとFunktionale Linguistikがかみ合う。個別言語学としてのドイツ語学から見ると，ドイツ語研究の過程から，言語的普遍・対照研究への貢献を行う状況が整ったことを意味。古くはTopologische Felderの点から，最近では生成統語論や最適性理論などの観点から分析されている，動詞第２位，従属節SOV語順―などのドイツ語統語論の問題と，ドイツ語圏言語理論が得意とする意味記述アプローチ（Satzmodus, Modalität, 時制，心態詞分析）が一般言語的文脈でも積極的問題として知見をもたらす可能性が見えてきた。


上述の問題意識を背景に，文ムード・モダリティと節構造を切り口とし，ドイツ語の文の内と外を論じる。生成統語論，意味論，語用論，機能言語学の観点から迫る。対象となるドイツ語の現象の新たな問題設定の定位を行うことが主眼である。


【シンポジウムの構成】


①命令文の構造を左端周辺の観点から分析，② 心態詞 ja, wohl, malの語順に基づきこれらの意味と構造を分析。③動詞第２位をweilの主文化現象との関連で分析。④文と談話・テクストとの接点の観点から文の左周辺部におけるトピック・モダリティの役割を論じる。⑤補文と補文標識，動詞の語順をパラメータ・類型論の観点から論じ，⑥文ムードと談話接続表現との関連を論じる。☞ 最後に，節構造と文ムード，談話の観点からこれらを包括的に議論したい。


１．ドイツ語命令文の統語構造の分析 ― V1とV2位置をめぐって― 


吉田光演（広島大学総合科学研究科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 mituyos@hiroshima-u.ac.jp


0. 問題設定


命令法は直説法・接続法と並ぶ主要Modusとして多くの文法書で扱われているが，扱いは通常小さい。形態が貧弱で，意味的に直接「要求」を表す点で明白と思われてきたからだ。実際はそう単純ではない。Imperativは，動詞の法の一部で，またImperativsatzを定義する中心要素であり，Verb-Modusから文タイプに至る広範囲と関わる。語用論的にも，「命令文＝要求」といった単純な対応はない(Wunderlich 1984, Donhauser 1986)。例えば，Hab schöne Ferien!，Schlaf gut!, Schau mal!，Fahr zur Hölle!－等は文字通りの要求には受け取れない。 


他方，統語論レベルでもドイツ語の命令文の研究は活発ではない。①命令形には単純な形態しかない，②動詞第１位，③主語の不在―など，単純な記述で済むと考えられたからだ 。


生成文法ではドイツ語の命令文の構造について議論があった。動詞句投射 (Wunderlich 1984)，I' (屈折句中間投射 Fries 1983），C'(節中間投射 Rosengren）のような，中途半端な構造であるという分析である。 しかし，文の左端が法と関係するように，統語と意味の接点を仮定すると，動詞を左端に置くドイツ語命令文は，卓越したSatzmodusをマークする統語形式であり，主語を超えた補文標識の領域への動詞移動を含む構造と見ることができる。 (=(1))。


(1) a. ??*DU öffne die Tür!      b.  Öffne du die Tür! 

cf. (1c) You open the door!   (1d) *Open you the door!


(1a)のような主語―動詞の語順の命令文はマージナルであり，(1b)の動詞―主語の語順の方が容認されやすい（英語では(1d)のような動詞―主語語順は許容されない）。


また，命令文においても例外的に，話題要素が文頭に来て動詞第２位(V2)になる場合もある(=(2))。これは，節の「指定部(specifier)」への随意的な移動とみなせる。


(2)  Das sag lieber nicht!     Nun komm schon! 


本発表では，先行研究と異なり，ドイツ語命令文はRizzi (1997)の構造に似た豊かな構造を持つこと，随意的に話題句TopPを投射すると主張する。談話への節の結びつきを示すため，Satzmodusを表すS-MoodP を設定する(RizziのForceP相当)。S-Moodは主文の平叙文，疑問文でも投射する。S-MoodP位置に 意味素性[IMP(ERATIVE)] がある時，統語的素性[+IMP]素性をもつ命令形の動詞は，この素性と一致する位置へと移動・上昇する，また，随意的にTopikが現れる場合は，話題は機能投射TopPの指定部に移動し，V2となる(=(3b))。


(3a) [S-MoodP [IMP] [FinP sag2 [+IMP] [IP (du) [VP das lieber nicht t1 t2 ]]]]] !

           ↑__一致_____↑ _____________________________| V移動


(3b) [S-MoodP [IMP] [TopP das1 sag2 [+IMP] [FinP t'2[IP (du) [VP t'1 lieber nicht t1 t2 ]]]]] !


1. 命令文の理論的問題


ドイツ語の命令文は統語論的に問題がほとんどないように思われる。しかし，命令文はまだ様々の問題を抱えている(Han 1998, Rivero & Terzi 1995, Wratil 2005)。


(4) illocutionary forceの実現手段として卓越した命令法が形態的に「非有標的」なのはなぜ？


命令形：不定詞語幹と同じ （-eがつく場合も），__t (2人称・複数)


 例外は e( i 変音  essen ( Iss   ※ a ( ä 変音はしない (Schlaf!)


 ∴ドイツ語の場合，形態ではなく，統語レベルでマークする(V移動)。


5) 走る ( 走れ (hasir-e)  見る ( 見ろ/見よ (mi-ro /mi-yo) ∴日本語は有標的


6)（ドイツ語）数(Numerus)の変異  2人称 単数 vs. 複数 （英語にはない）


(単数) komm vs. (複数) kommt   (単数) gib  vs. (複数) gebt 


※2人称・単数・複数というようにAGR（=agreement 屈折範疇 2.person, sg/pl.）はある。 従って，命令形は，不定詞語幹と同様のものとは分析できない。


7) 命令法はfinite（定）かinfinite（不定）か？ 


命令形に，時制 T 範疇があるか？時制変化（過去形の命令）が存在しないことから（Hör!/*Hörte!/*Hörtet!），ドイツ語命令文ではAGR（単数・複数）はあるが，時制範疇Tがないとされる（Wratil 2005）。しかし通常，主語の生起は時制指定(+T)が前提され，時制のない屈折素性は特異な構造（－Tである不定詞節ではAGRも指定されず，主語は生じない）。


8) Wer sagt mal, frisst ein Krokodil am liebsten!  (Reis & Rosengren 1992)

WH Imperativ. 随意的に指定部位置が埋まる。つまり，第１位 (前域) を埋めることも可能である(動詞第２位) 。この構造は，指定部(specifier)の存在を予測する。 ただし，命令に関する指定部-主要部の一致関係ではない（WH句のスコープは下位）。随意的に話題が生じる。


9) a.  ??* DU komm zu mir! 　b.   Komm du zu mir!　　


主語が文頭に来ることはない。文頭位置はTopik指定であって，Fokusではない。


∴ [IP   (SUB pro) [I  komm]  zu mir ] の構造ではない（(9a)は良くない）。


10) 従属節への埋め込みが不可能 (モダリティ，forceが補文と適合しない)

11)a *Ich befehle dir, öffne das Fenster.  b. *Ich befehle dir, dass (Du) das Fenster öffne.

12)  一郎は太郎に，[窓を閉めろ]と命令した。　(日本語：命令文の埋め込みが可能)


2． ドイツ語の命令文の統語構造

  「標準的な分析」というものは特にないが，たとえば(13)の構造が考えられる。


 (13)                 C'    命令文には CP指定部(specifier)位置がない？


                  ／　　 ＼ 　　（埋まらない？）  V2ではない。

                 C        IP　　　命令の力が最上位にあればよい


               V+I       ／ ＼     主語は明示されない


　　　　　　　 fahr　　 DP      I'


                       (du)   ／   ＼


                          VP       I


                         △         t


                    in die Garage t


 ※Brandt et al. (1992):命令文はCPではないと主張。  C' 中間範疇  (specifierがない)


◎ (13)の問題点： 一般的でない。 上述の統語現象(V2)を説明できない。


◎ sentential force はいかに実現されるか？　談話と統語の関係が見えない。


2.1.命令文の統語構造　― 代案 V1, V2 位置

◎ CP領域の最上位で，文の力のタイプ(S-Mood)がマークされる。平叙文等と同じく，命令文で命令形の動詞がC領域に移動する。ただし，主文はダイレクトに語用論的な文脈・状況とリンクできるので，S-Moodは抽象的に指定されている（補文標識などの語を必要とせず）。


Rizzi (1997)のSplit C構造を手直しし，ForcePをS-MoodPと設定する（Forceと規定すると，illocutionary forceと混同しやすく，統語構造と語用論が直結するかのような誤解を与えやすい。⇒発話行為は統語的にのみ決定されるわけではない。S-MoodPは，あくまで文タイプとしての最上位範疇）。

(14) Rizzi (1997)   Split C構造の修正バージョン


　            　　[ illocutionary force] （意味論―語用論へリンク）


                          


                           S-MoodP ----- 文タイプ (IMP素性(命令タイプ)


                        S-Mood    TopP　 (話題）  ( 随意的な投射


                    [IMP]


                           (nun)   Top     FinP   (定形性，Modality)


                     ②           komm

                                          Fin    　 IP  (=AgrP)


                       (LF)        ③               


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   主語   VP       I (=Agreement) 人称・数

                                         (du)      V      (komm)  [+2.person][+IMP]

                   　                    ①     (komm-)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表層移動)


・命令文との関係で以下のようになる：


①のFinitheitへの顕在的移動：Ja.  定形性と関係。 動詞―(主語)語順からも明らか。


②のS-Moodへの顕在的移動：Nein.  命令形は文頭が標準的に見えるが（S-Moodマーク），(2)のように，話題が文頭に現れうる(S-Moodの指定部ではない)。従って，動詞は顕在的にS-Moodの位置まで移動するわけではない。②は表層上起きない。意味レベルで非明示的に動詞がS-Moodまで移動するというLF移動の問題があるが，動詞が節の最上位に位置しないといけないという意味的理由はない。(14)では，S-MoodPは統語レベルで文タイプのマーキングを最上位の意味素性の指定(Deklarativ, Imperativ, Interrogativ, ±WH)によって既に受けている。この意味素性は抽象的で，形態的に直接支えられねばならないものではないが，統語形態（動詞要素）と関係し，近い領域に動詞を引き付ける(主要部―主要部関係という局所的関係)。


(15)  [[S-Mood  IMP] [FinP  V[+IMP] .............  t ]]


              |___________| ↑__________|


このように見ると，矛盾するようだが，統語形式でS-MoodPがマークされるのは主文ではなく，従属節であるということになる。なぜなら，埋め込み節では，CPの最上位に従属接続詞が挿入（マージ）され，平叙文か疑問文かといったタイプが表示されるから。）


(16)  主節 Verb  [[S-Mood  dass [Dekl]/ ob [INT]] [FinP  ……   V]]


             |_______選択____↑  (Ich weiß nicht, ob Peter jetzt zu Hause ist)


③話題句が生じる場合，話題直後に動詞が来る。話題句が投射した場合には，③のTopに動詞が移動し，S-Mood主要部と局所関係になる(平叙文と同じ)。


３． まとめ


ドイツ語命令文は，①最上位に命令素性[IMP]が指定されたS-MoodPが投射し，この[IMP]と局所的関係をもつ位置に，②FinP（この主要部に[+IMP]の命令形の動詞が上昇）か，随意的なTopP(その指定部に話題，主要部に[+IMP]の命令形動詞が移動)が投射する。


(17) a. [S-MoodP   [IMP] [FinP   　　komm[+IMP]...　[IP (du) schon....]]]


    b. [S-MoodP   [IMP]  [TopP nun [komm[+IMP][FinP   t...[IP ....]]]


[IMP]素性をもつ従属接続詞Cはないから，命令文の埋め込みは不可能（選択関係の違反）。

(18)a. * Ich befehle dir [Dek], [S-MoodP dass[Dekl] [FinP du _ das Fenster öffne[+IMP]]


    b. * Ich befehle dir [Dek], [S-MoodP [IMP] [FinP öffne[+IMP]  das Fenster t ]


(19)主語の問題          <-*->


主語は通常明示されず，見えない代名詞 proでよい。主語を話題化する理由はない。随意的に，du /ihrが顕在的に現れる。proの仮定は，意味解釈において必ず必要である（数の解釈において）。従って，命令形を単なる動詞句VP投射とする分析は認められない。


(20) a. [S-MoodP [IMP] [FinP komm[+IMP, 2.p.SG]...[IP pro[2.p.SG] schon....]]]


(20) b. [S-MoodP [IMP] [FinP kommt[+IMP, 2.p.PL]...[IP pro[ 2.p.PL] schon....]]]


(20) c. [S-MoodP [IMP] [FinP komm[+IMP, 2.p.SG]...[IP du[2.p.SG] schon....]]]


この分析によって，命令文は先行研究の記述とは違い，普遍的な節構造に根ざした豊かな構造をもつこと，即ち，①最上位のS-MoodP文タイプの投射と指定，②S-MoodPの直下のC領域（FinP もしくはTopP）への動詞移動，③随意的な話題句投射をもつ―ことが示される。


Wratil (2005)は，動詞はFinへ移動し，文タイプに依存した焦点句の主要部TypeFocに移動すると主張する。命令文で動詞はFocus要素だという知見に基づくが，TypFocの指定部に命令オペレータOPが挿入されるとするのは問題。命令オペレータOPはどのような変項を束縛するのか？また，Wratilは，Topikが現れる場合には，動詞はFin位置までしか移動せず，そこから見えないLF部門でOPと一致するTypFocに移動すると分析される(ad hoc)：


(21) [TypFocP OP [TypFoc[Foc/Imp]] [FinP  dasj [Fin vergissi] [IP mal lieber tj ti]]]


                 ↑........................................|  ↑__________________|

TypFoc句分析は(14)と似ているが，命令文に特有な特殊な構造であり，そのような特殊なものを認める積極的な根拠はない。また，命令文におけるオペレータOpの意味的な根拠も存在しない。話題がある場合には，LF移動を認めないといけないのも問題である。よってより汎用的・普遍的な節構造に根ざした(14)のほうが優れていると考えられる。
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