
　　- 1 -         
　　

再帰形の束縛条件についての考察

吉田光演　　　

０.  序論

　照応形の束縛条件に関する統語的分析はChomsky(1981)等で束縛理論

(binding theory)として一応結実したが，GB理論からChomsky(1995)を中心

とする極小理論(Minimalist Program)への発展によって，指標等の補助情報

や統率概念が廃止された結果，束縛理論の位置づけも揺らいでいる。又，

Reinhart & Reuland (1993) 等の研究は，再帰形の多様なふるまいは束縛（同

一指標と先行詞によるｃ統御）と統率範疇による構造分析では説明できな

いという理由で，束縛原理自体の見直しを主張している。本稿ではこれら

を背景にして，以下の問題を考察したい：

i) 照応形と代名詞の相補分布が崩れる問題を中心に，束縛原理を再検討す

る。Reinhart &Reuland(1993)は項構造の分析を束縛原理に組み込み，束縛

原理からlogophoricな再帰形を切り離したが，この方向は正しいか？

ii) 再帰形の形態的相違は束縛条件とどのように関連するか？例えばオラン

ダ語には単純再帰形 "zich"と複合形態の再帰形"zichzelf"がある：

(1) a. Max1 haat zichzelf1/*zich1.   b.  Max1  schaamt  zich1 /*zichzelf1.

         Max   hates SELF                      Max shames SELF

"zichzelf"は他動詞に現れ，短距離束縛され，"zich"は語彙的再帰動詞に現

れ，長距離束縛を許す。この相違はいかに説明されるか？

iii) 極小理論における再帰形の移動分析（LF接語化）は従来の束縛理論を

超えることができるか？又，それは経験的にも支持できるか？
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1.  ＧＢ理論における束縛原理とその問題点

　標準的な「束縛原理」はＧＢ理論では次のように定義されている：

(2)  束縛原理  Binding Principle (Chomsky (1981), Chomsky(1986)):

   A.   照応形(anphor)はその統率範疇(GC: governing category)内で束縛される。

   B.    代名詞類(pronominal)はその統率範疇内で自由(free)である。

   C.   （固有名などの）指示表現(R-expression)は自由である。

(2)が適用される局所領域を定める統率範疇 GCは次のように定義される：

(3) 統率範疇  governing category(GC)：

  βがαの統率範疇であるのは，βが，αとαの統率子およびαに接近可

能な(accecible) 拡大主語(SUBJECT: 文とＮＰの主語および一致要素 Agr)を

含む最小の範疇である場合である。

(4) 接近可能性：

βがαに接近可能なのは，βがαをｃ統御し，かつβの指標をαに付与

しても *[γ i ... δi ...]の条件( i within i condition)に違反しない時である。

Huang(1983)によれば，照応形の統率範疇では接近可能なSUBJECTが必要

だが，代名詞はSUBJECTだけでよい。これを次の文で例示する：

(5)  a. *They1 believe (that) [IP  each other1 Agr1 are intelligent ] .

b. They1 believe  [IP  each other1   to have won ] .

c. *They1 believe  [IP them1  to have won ] .

d. [IP They1 liked  [NP  pictures of each other1 ]] .

e. *They1 liked  [NP  Mary's pictures of each other1 ] .

f. They1 expected that [IP [NP pictures of each other1] Agr2 would be on sale].

g. They1  expected that [IP [NP pictures of them1] Agr2 would be on sale].

(5a) では従属文の Agrは"each other"の統率子，かつ，主語であり，従属文

のIPが統率範疇となる。 "each other"はこの中で束縛されず，原理Aに違反

する。他方，例外的格付与構文(ECM)の(5b)では"each other"の統率子は格

を与える主節の動詞"believe"であり，主節が統率範疇となり，主語"they"が

"each other"を束縛する。(5c)では(5b)と同じ統率範疇内で代名詞が束縛され



　　- 3 -         
　　

るのでＢに違反する。(5d),(5e)では"each other"の統率子は"pictures"だが，

(5d)ではＮＰ内に主語がないので，主語を含む主節まで統率範疇が拡がる。

(5e)では主語"Mary"を含むＮＰが統率範疇となるが，"each other"が束縛さ

れず，Aに違反する。この限りで束縛原理は照応形と代名詞の相補分布と，

束縛の局所領域の拡大の可能性を適切に説明する。

　ところが，(5f),(5g)では照応形も代名詞も同じ環境（主語の内部）に現

れ，どちらも適格文なので相補分布が崩れている。原理A，Ｂを満たすに

は，(5f)の照応形の統率範疇は主節IP，(5g)の代名詞の統率範疇は埋め込み

文のIPと考えねばならない。この相違を説明する道具が接近可能な主語で

ある。(5f),(5g)で照応形と代名詞の統率子は "picuures"だが，その投射のＮＰ

内には主語がないので，ＮＰを含む埋め込み文IPが統率範疇の候補となる。

(5g)では代名詞"them"の主語は埋め込み文のAgrであり，統率範疇である従

属節内で"them"が自由なので，Ｂを満たす。しかし，(5f)の埋め込み節の

Agrは照応形の接近可能な主語ではない。Agrの指標と埋め込み文の主語の

指標は一致関係により同一であり，先行詞Agrと同じ指標が"each other"に

も付与され，"i within i"条件に抵触するからである。故に(5f)では，埋め込

み文は(3)の条件を満たさず，統率範疇は更に主節へと拡大する：

(5f')  They1 expected that [IP [NP2  pictures of each other1 (*2) ] Agr2 would ....]

　しかし，照応形には接近可能なSUBJECTが適用され，代名詞では単なる

SUBJECTで十分というのは不自然で，記述の域を出ない。i-within-i条件が

指標付与の一般的条件ならば，5g)でも [NP1  pictures of them1]という構造に

なり，i-within-i のフィルターで除外されるはずである。Chomsky(1986)は

この問題を解決するために，接近可能なSUBJECTの概念を取り除いた完全

機能複合体(CFC: complete functional complex)という概念を提案した：

(6) αの統率範疇は，αとその統率子を含む完全な文法関係（主語・目的

語）を含み，そこで束縛理論を満たしうる最小の領域である。

(5g)では埋め込みIPは代名詞の束縛条件Ｂを満たす最小のCFCであるが，

(5f)ではこのIPは照応形の束縛条件を満たさないので，上位に拡大する。
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この分析は，照応形が先行詞に束縛されるものであるのに対し，代名詞で

はそもそも主語は別指示であり，束縛が必須ではないという両者の文法的

相違を統率範疇に組み込む意味で概略正しい方向だと思われる。

2.   Reuland & Reinhart (1995)の項構造による束縛条件の分析

　Reuland & Reinhart (1993, 1995)は(2)の束縛原理に対する対案として，述

部の項構造から再帰性を分析することを主張する。彼らは（以下 R&Rと

略）統語的述語と再帰性を次のように定義する(cf. R & R(1993))：

(7) a. The syntactic  predicate  formed of ( a head ) P  is  P, all its syntactic

arguments and an external argument of P (subject).    The syntactic  arguments

of P are the projections assigned θ-role or Case by P.

    b. A predicate is reflexive  iff two of its arguments are coindexed.

    c. A predicate (formed of P) is  reflexive-marked  iff either P is lexically

reflexive or one of P's arguments is a SELF-anaphor.

(7c)の"lexically reflexive"は(1a)の"schaamt"のような内在的再帰動詞を意味

し，"SELF-anapor"は"zichzelf", "himself"等の複合形を指す（R&Rは"zich"の

ような単純形の再帰形を"SE-anaphor"(SE: simple expression)と呼ぶ）。R&R

はこの(7)の概念を用いて束縛条件を次のように定式化する：

 (8)  A.  A reflexive-marked predicate is reflexive.

       B.  A reflexive  predicate is reflexive-marked.

R&Rによれば，(5f)の"each other"は統語的述語の構成要素にはならない：

(9)(=5f) They1 expected that [[NP pictures of each other1]  would be on sale].

"each other"を補部とする主要部"pictures"は(7a)の述部Ｐに対応するが，主

語（＝外在項）がないので統語的述語ではない。故にこの照応形は(7b)を

満たさないので(8)の束縛条件の対象にならず，束縛子を必要としない

logophoric（発話主体指向的）な照応形になる。ＮＰでも，主語・目的語

が項として全て具現する場合には再帰的にマークされた述語になる：

(10) */? [ Your1  picture of myself2  ] would be nice on that wall.
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(10)では主語"your"の存在により，pictureの項は再帰的でなければならない

が，同一指標が付与されないので非文になる。R&Rの分析の長所は，再帰

的関係が成立しない場合には束縛条件が適用されず，logophoricな再帰形

の分布を適切に予測しうる点にある：

(11) a. The pictures of himself1  [ that John1  saw in the post ofice ]  was ugly.

       b. There were five tourist1 in the room apart from myself2 .

       c. *Five tourist1 talked to myself2  in the room.

(11a)では，先行詞"John"は再帰形をｃ統御しておらず，束縛関係がないの

で，標準的な束縛原理ではこの同一指示関係を説明できない。R&Rによれ

ば"picture"は主語をもたないので，統語的述語を形成しない。故に束縛原

理を免れたlogophoric anaphorとして解釈される。(11b)では再帰形を含む付

加詞は統語的述語の項ではないので，束縛条件Aは発動せず，logophoricな

用法として解釈される。他方(11c)では，再帰形と主語は述語"talk"の項で

あり，再帰的な述語を要求するが，同一指標が付与されないので非文にな

る。従って再帰形は次の２つのタイプに区分されることになる：

(12) 照応的（束縛条件に従う）←→発話主体指向的（束縛条件と無縁）

R&Rの分析に従い，束縛原理の対象になるのは，再帰形を項としてもつ述

語が主語をもつ場合だけだと考える。ただしR&Rの束縛原理の定義にはｃ

統御概念も束縛もないので，次のような非文を排除できない：

(13) * Himself1  likes  John1.

"himself"と"John"も述語"like"の項であり，同一指示関係にあるので，(13)

は(8a)を満たす。しかし"himself"は先行詞にｃ統御されない主語位置にあ

るので非文になる。従って，構造的な束縛概念を維持しつつ，R&Rの知見

を取り入れて，次のように束縛原理を修正する：

(14) 束縛原理A:    照応形αは完全機能複合体(CFC)の主要部とL-relate（語

彙的に関連）する時，αはそのCFC内で束縛されなければならない。

(14))から，照応形はその完全機能複合体が存在する場合は束縛されねばな

らない。例(5f)では"each other"とL-relateする主要部は"pictures"だが，その
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投射内に主語は存在しないので，CFCそのものが定義されない。故に，

(14)は発動しない（logophoricな表現として解釈可能になる）。

3.  再帰形の形態的特性，Burzio(1994)の分析

　R&Rの提案のもう一つの柱は，２種類の再帰形の区別である。彼らによ

れば，SEとSELFの機能は次のような点で区別される：

(15)                                                   SELF             SE                Pronoun

      Reflexivizing function                    +                   -                    -

      R(referential independence)            -                   -                    +

再帰化機能をもつのは複合形だけで，単純形にはこの機能がない。他方，

代名詞は指示的に独立している（φ素性が指定）。指示的独立性がない点

では，単純形も複合形も同じである。一つの述語の中で２つの項が同一指

標をもつ場合は，再帰的マーキングが確立されなければならない：

(16) a. *Max1 criticized him1 /Max1       b.  Max1 criticized himself1.

(16a)では代名詞や固有名は述語を再帰的にマークできないので，(8b)によ

りＢに違反する。(16b)はSELF形が述語を再帰的にマークするので，Aを満

たす。オランダ語のようにSE, SELF形が区別される場合，通常の他動詞を

再帰的にマークするためには再帰化機能をもつ複合形が現れねばならない

(=17a)。ところが，語彙的に既に再帰的にマークされた固有の再帰動詞で

は，再帰化機能をもたないSE形で十分である(=17b)。

(17) a) Max1 haat zichzelf1/*zich1.   b) Max1 schaamt zich1 /*hem1 .

(17b)で代名詞 "hem"(="him")が許されないのは条件AでもBでもない（述語

"schaamt"が再帰的にマークしているので，Aは満たされる）。R&Rによれ

ば，(17b)で代名詞が現れると，次の連鎖条件に違反することになる：

(18) Generalized Chain definition: C = ( α1,...  αn) is a chain iff C is the maximal

sequence such that  i) there is an index i  such that for all j, 1£ j £ n, αj carries

that index, and   ii) for all j, 1£ j < n,  αj  governes αj+1.

(19) Condition on A-chains:  A maximal A-chain  ( α1,...  αn) contains exactly
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one link - α1  - which is +R(fully specified for  F-features) . Case is among

the F-features ([Persons],[Gender],[Number] and [Case])

R&Rは，束縛関係でも先行詞とそれに依存する要素間に(18)の一般化連鎖

が成り立つと仮定する。"zich"は指示的に従属した（数，性，格のφ素性

が未指定）-R 要素なので，(19)により，+Rの主語とA連鎖を作る。代名詞

は格もφ素性も完全に指定された+Ｒ表現なので，連鎖(Max1, hem1)は２つ

の+R表現を含み，(19)のA連鎖条件に違反する。SE形のないフリジア語で

は固有の再帰文脈でSELF形("himsels")ではなく，代名詞が現れる：

(20)  Willem1  skammet him1. / *himsels1.  (="Willem is ashamed")

これは原理Ｂに一見違反するが，R&Rによれば，フリジア語の代名詞

"him"は格が未指定の- R表現であり，A連鎖条件を満足するという。

　しかし，このR&Rの代名詞分析には問題がある。例えば，ドイツ語の再

帰形"sich"には与格と対格が付与できるが，属格はないので，属格を付与

する若干の動詞の再帰文脈では属格代名詞のみが可能である：

(21)  Er 1  gedenkt seiner 1/2 .  (= He rememberd himself )

３人称男性属格の代名詞 "seiner"(="his")は主語と同一指示解釈も可能であ

る。(21)で主語を先行詞とする"seiner"はφ素性も格も指定されているので

+R要素であり，A連鎖条件に違反するが，適格である。又，英語と違い，

ドイツ語では１・２人称の再帰形は存在せず，再帰文脈では代名詞

"mich(=me)", "dich(=you)"が用いられる：

(22)  Ich liebe mich / *sich. (="I like me(myself)")

(22) の "mich"が代名詞と同音異義語の再帰代名詞だと考えれば，Ｂの違反

にはならない。しかし，通時的には再帰形"sich"は３人称に固有のもので，

１・２人称を先行詞にとれないので，(22)で照応関係を作り出す最後の手

段として代名詞"mich"が使用されると考えた方が自然である。

　Burzio(1994)は，代名詞は独立した原理Ｂに支配されるのではなく，照

応形が現れない文脈に生じる"elsewhere" caseとして認可されると主張する。

つまり，代名詞の分布を制約する条件は次のようになる：
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(23) 代名詞は再帰形・相互形が現れることができない環境に生じる。1

(23)はフリジア語やドイツ語の代名詞分布を正しく予測すると思われる。

　R&Rの分析の第２の問題は，単純再帰形(SE)には再帰化の機能がないと

いう点である。SEのφ素性が未指定で，先行詞からその指定を受け取るの

ならば，統語的にはやはり再帰形といわねばならない。Burzio(1994)はこ

れとの関連で次の「弱い照応形の原理」を提案している：

(24) Weak Anaphora Principle (WAP) (Burzio (1995)) :

  Inherent correference  (semantics)   <==>  Weak anaphora (morphology)

(24)によれば，動詞の意味等により内在的な同一指示が含意される場合に

は形態的に弱い照応形が現れる。最も弱い照応形は音形のないゼロ形態で

あり，clitic < weak anaphor (SE形) < strong anaphor（複合形）の順に形態特

性が強くなる。(17)のように，ゲルマン諸語の内在的再帰動詞には弱い再

帰形が現れることは(24)の一般化から導かれる。R&Rの分類では，SE形と

代名詞は再帰化機能をもたないが，BurzioによればSELF形もSE形も再帰形

であり，その違いは形態的強さに基づく。Burzio(1994)は更に，弱い再帰

形と強い再帰形の間には次のような対比が見られると主張する：

(25) 単一形の再帰形：   subject / object oriented , long distance anaphor

                複合再帰形：　        subject oriented, local anaphor

(24),(25)の形態的相違を統語的に説明できることを以下で示す。

4.  LFでの接語化のアプローチ

　極小理論では，Ｘバー理論の破棄と共に同一指示解釈のための指標も廃

止した結果，束縛原理Aは次のように定義される (Chomsky(1995: 211)):

(26)  A. If a is an anaphor, interpret it as coreferential with a c-commanding

phrase in D. (D: the relevant local domain)

Chomsky(1995)はLebeaux(1983)の分析等に依拠する形で，照応形はＬＦで

X0の接語化としてAgrに移動すると仮定する (Chomsky(1995: 208))：

(27)  LF movement approach to anaphora:   the anaphor or part of it raises by an
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operation similar to cliticization - call it cliticization LF.

(27)により，次の文の照応形の相違が説明される (Chomsky p. 205)：

(28) a. Johni wondered [which picture of himself i,j ][ Billj  saw t ]

      b. Johni wondered [whoj [ tj  saw [ which picture of himself j ]

(28a)では"himself"の先行詞として"John"と"Bill"の２つの解釈が可能だが，

(28b)では"himself"の先行詞は埋め込み節の主語 "who"だけで，主文の主語

"John"との同一指示解釈は不可能である。これを説明する手段としてＬＦ

でのreconstructionがあるが，顕在的に移動した要素を繰り下げるのは奇妙

な操作である。これを回避するために，まず移動はコピーを残すと仮定し，

移動したＷＨ句の中のオペレータの部分がＬＦでCP指定部に残り，オペレー

タ以外の部分が痕跡の位置で変項として写像される。一つの解釈はＤＰ全

体が変項として解釈されるケースである：

(29= (28a)): Johni wondered [wh  which picture of himself  ] [ Billj  saw  [wh  which

picture of himself  ] ] ( LF-copy)

(30)  Johni wondered [ [ which picture of himself  ] [wh t ]] [ Billj  saw  [[  which

picture of himself  ] [wh t ]]  ( LF mapping 1 )

この構造で再帰形が接語として主文のAGRに付加されると，一致関係によ

り"himself"の先行詞は"John"として解釈される：

(31) Johni self-wondered [ which picture of t self ] [ Billi  saw  [TR which picture of

himself ]]   ↑__________________________|      (self, t self  ) の連鎖

→   Johni self-wondered [ which x, x =a picture of t self ]  Billi  saw x

もう一つはＷＨ句の限定部分ＤだけがオペレータとしてＬＦで写像される

場合であり，この時は痕跡位置には "picture of himself"が残り，(30)と同様

に，LF接語化によってselfがAGRに付加されるが，最も近いAGRは埋め込

み節の AGRである。それ故に，"Bill"を先行詞とする解釈が生じる：

(32)  Johni wondered [[ which  ] [wh t picture of himself ]] [ Billj  saw [[ which  ]

[wh t picture of himself ]] ( LF mapping 2 )

(33)  Johni wondered [ which picture of himself ] [ Billi  self-saw  [TR which
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picture of  t self  ]]

-->  Johni wondered [ which x ] [ Billi  self-saw   x, x= a picture t self  ]]

一方(28b)では"himself"を含むＷＨ句は顕在的には移動していない。ＬＦで

移動するのはＷＨ素性だけだから(LF-absorption)，"himself"はＣＰ指定部に

は移動しない。故に"himslef"は従属節の AGRに付加される：

(34=(28b))  Johni wondered [ [whoj [wh t ]][ tj  saw [ which picture of himself j ]

(35)  Johni wondered [ [which  whoj [wh t ]][ tj  self-saw [ t   picture of t self  ]

このＬＦ移動分析は，ロマンス語の接語の再帰形にも適用可能できる。英

語の再帰形はＸＰ範疇であり，X0移動はＬＦで生じる。イタリア語やスペ

イン語の再帰形は接語(X0範疇）であり，形態的特性（強い形式素性）の

ためにX0の照合領域（VかAGR)に顕在的に移動する：

(36) Gianni1  [Agr  si1   è  ]  inginocchiato  t1  .  (=Giaani  self knelt)

両者の相違は経済性の原理（顕在部門での移動かＬＦ移動か）に還元でき

る。Chomsky(1995: 211)はLF接語化によって照応形の束縛条件が移動の局

所性から説明できることを示唆している。この方向に沿って，例えば，文

"John likes himself"は顕在部門で次のように派生されると仮定する：

(37a)                AgrsP
　　　　　／ 　　＼
               John             Agrs'
               (D)           ／　   ＼
                           Agrs             TP
　　　　　　 (D)  　　  ／       ＼
                                         T            AgroP    
　　　　　　　　　　　　　  ／     ＼
                                               Agro            VP
                                                                 ／    ＼
　　　　　　　　　　　                    t            V'
　　　　　　　　　　　　　　　　　　／    ＼
                                                                  likes        himself

主語のDPはAgr-sの強いＤ素性を照合するために，Agr-sの指定部に顕在的

に移動する。英語のAgr-oは弱いので，"himself"はLFで移動する。LFでの

移動(Attract)は機能範疇への形式素性FFの付加移動である。目的語位置の
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再帰形のFF(himself)はLFでAgr-o(Vを引きつけたV-Agr-oの複合X0)に付加さ

れ，目的格とφ素性が主要部先―主要部の関係の下で照合される。この

Agr-oは更にＴに繰り上がり，主語の一致要素Agr-sに付加される：

(37b)                 AgrsP
　　　　    ／ 　   　＼
               DP                     Agrs'
             John                 ／　    ＼
                                 Agrs                TP
　　　　　　     ／   ＼　　　 ／       ＼
                         T         Agrs       (T)            AgroP    
　　　　　／   ＼　　　　　　           ／       ＼
                 Agro       T                           (Agro)         VP
               ／　 ＼                                                     
  FF(himself)     Agro
                           ／ ＼                                             t   likes      himself
                        V      Agro

"himself"のφ素性（性・数）は通常の目的語としてAgr-o位置で照合される

が，その指示的な値は未定であり，先行詞のφ素性を受け取って始めて指

示的な値が決まる。この理由でFF(himself)は更に上位のAgr-sに付加される

と考えよう。この移動を駆動する素性を[ana]（照応的）と仮定し，Agrは

辞書部門からNumerationに入る過程で随意的に[ana]素性をとることができ

るとする。すると次の構造が得られる：
(37c)                 AgrsP
　　　　    ／ 　   　＼
               DP                     Agrs'
             John                 ／　    ＼
                                 Agrs                TP
　　　　　　     ／        ＼　　　
                         T                 Agrs     
　　　　　   　　　　／ 　＼　　　     
          t1                      FF(self)1  Agr-s                
                                   [ana]       [ana]

この構造でFF(himself)の[ana]素性はAgr-sと主要部―主要部関係で照合され，

Agr-sから完全なφ素性を受け取り，主語"John"との同一指示が成立する。2

　次のように目的語との照応関係が成り立つ場合も全く同様に扱える：
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(38)  John asked  them1  about  themselves1 .

ＬＦで"them"の形式素性はAgr-oに付加され，この複合的Agr-oに照応形

"themselves"が付加され，照応関係[ana]が適切に照合される：

(38')  ... [Agr-oP [Agr-o FF(themselves) [Agr-o FF(them) V- Agr-o ]] VP ...]

                                          |_________________________| [ana]

　このように照応形の同一指示関係をＬＦ移動（Agrとの照合）として分

析することができるなら，その束縛条件は移動の制約に還元できる。長距

離移動を可能にする照応形（例えば日本語の「自分」）を度外視すれば，

照応形は最も近いAgr-sの領域から外に移動することはできない：

(39)(=5a) *They1 Agr believe (that) [IP  each other1 Agr1 are intelligent ] .

(39)で"each other"は顕在的にAgr-s指定部に移動して，格とφ素性の照合を

受ける。この後に残るものは"each other"の[ana]素性だけだが，LFでこの

[ana]素性だけを引きつける（繰り上げる）ことはできないと仮定する：

(39')    Agr-s ...  Agr-o  ...(that) [Agr-sP  each other [Agr-s' Agr-s    TP ] ]

                                 |______ **_________| [ana]

それに対し，ECM構文(5b)では照応形は対格の照合のために主節のAgr-oに

既に繰り上がっているので，[ana]素性は主文のAgr-sに引き寄せられる：

(40)(=5b) [Agr-sP They1 Agr-s believe  [Agr-o  each other1  ..[Agr-s to have won ]]]

                                       |__________________| [ana]

5.  ドイツ語の再帰形 "sich"の顕在的移動

　X0とＸＰ範疇を統一的に捉える意味でＬＦ移動分析は理論的な射程距離

は広い。ここではドイツ語のＸＰの再帰形が顕在部門でAGR-O指定部に移

動する事実を観察し，再帰形の移動分析が正しいことを示す。

　ドイツ語の "sich"(=self)は接語ではなく，ＤＰ範疇であるが，表層レベ

ルで基底の項の位置から義務的に移動するケースがある：

(41)  weil [AgrP Hans1 [VP t-sub  normalerweise nicht  sich bewundert ]  hat]

          because     Hans           usuallu           not   self    admired  has
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(42) a.  weil  [AgrP Hans1   sich1 [vP  t-sub  normalerweise nicht  t1 geschämt ] hat ]

          because           Hans   self                 normally          not        shamed     has

       b.  weil  [AgrP   sich1   Hans1 [VP  t-sub  normalerweise nicht  t1 geschämt ] hat ]

       c. * weil Hans1 normalerweise nicht sich1 geschämt hat

"bewundern"のような他動詞では"sich"はＳＯＶ語順で動詞の前（θ位置）

に留まれる(=41)。しかし，"schämen"のような内在的再帰動詞では"sich"は

主語の後(=42a)か，Cの後(=41b)に移動する。"sich"が接語ではないことは，

(42a)のように主語ＤＰに続く位置から分かる。"sich"の移動は従来は随意

的なscramblingとして分析されたが(Stechow & Sternefeld(1988))，"sich"の移

動は義務的なので， A-移動ではなくA移動である。内在的再帰文脈の

"sich"は顕在的に照合領域のAGR-oの指定部に移動しなければ解釈不可能

な要素が残り，派生が破綻すると仮定する。故に移動(object shift)が必然化

する。

Agr-o指定部で"sich"の対格とφ素性（３人称）が照合された後に，"sich"は

更にＬＦで繰り上がりAgr-sに付加される：

(42a'') [AGR-sP Hans1 [T[AGR-oP   sich1 [VP  t  ...  t1 geschämt] [AGR-s  FF(sich) hat ]]]

                                                    |_______________________________|[ana]

AGR-sへのＬＦ移動によって，[ana]素性が照合され，Agr-sのφ素性が

"sich"に指定され，主語"Hans"のφ素性を受け取る。(42a)の再帰動詞構文

の特徴は，ＬＦでのＸ0移動の一つのステップ（Agr-oを標的にした移動）

が顕在部門でのＸＰ移動として義務的になるということである。

　又，(42b)では"sich"が先行詞"Hans"にc統御されていないので，従来の束

縛原理では説明しがたい。LF移動分析では，主語位置に虚辞proが存在す

ると仮定した場合，"Hans","sich"の[ana]素性はAgr-s内で適切に照合される：

(42b')... [AgrP pro  sich Hans [VP  .... geschämt ] [Agr-s  FF(sich) FF(Hans) hat ]]]

　

6. 単一再帰形と複合再帰形の相違

　ドイツ語の再帰形には単一形の "sich"の他に，複合形 "sich selbst"がある
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が，"sich selbst"は内在的再帰動詞とは共起しえない：

(43) a. * weil  Hans1   (sich selbst1 ) normalerweise nicht   (sich selbst1 ) schämt

       b.  weil Hans1  normalerweise  sich selbst1   nicht bewundert

内在的再帰文脈の(43a)では"sich selbst"は基底位置でもAGR-o指定部でも非

文である。それに対し，非再帰動詞の(43b)では"sich selbst"は共起しうる。

この対比は(24)のWAPによって予測されるが，統語的な理由は何か？

  又，"sich"は長距離束縛を許すが， "sich selbst"は短距離束縛だけを許す：

(44)a. Die Studenten1 hörten  [ die Lehrer2 über sich1/2 sprechen] .

        the students      heard      the teachers(Acc)  about self   talk

     b. Die Studenten1 hörten  [ die Lehrer2 über   sich selbst2/*1   sprechen ].

(44a)のように不定詞節中の"sich"は不定詞節の主語と主節の主語を先行詞

としてとることができる。"sich selbst"の場合は(=44b)不定詞節の主語だけ

が先行詞として解釈可能であり，主節の主語は先行詞にはなれない。

　"sich"と"sich selbst"の対比を説明するために，再帰形の形態的特性を下

位区分する。内在的再帰動詞と共起する"sich"の範疇素性はＤであり，照

応素性[ana]と３人称[3p]のφ素性をもち，オプショナルな素性として与格・

対格の格素性をもつ(=45a)。非内在的再帰動詞（通常の他動詞）に現れる

"sich"は(45b)のように，Ｄの補部に人称はあるが意味素性のないＮＰをも

つと仮定する。"selbst"(=self)も[ana]素性をもち，その範疇素性はＮで，φ

素性は空であり，"sich selbst"の場合は(45c)の構造をなすと仮定する。

(45) a)     D (DP)            b)        D(DP )                  c)               DP

                   |　　　　　　    ／ 　＼　　　　　　    ／ 　　＼　

                sich                    sich            NP                     sich               NP

             +3p,[ana]           +3p,[ana]       [0]                 +3p,[ana]           |     

                                                             +3p                                       selbst  [ana]

ＤＰは（遅くともLFで）その内部での照合を必要とする。即ちＮ素性がＤ

を標的にし，Ｄに付加される。(45a)の"sich"は基底位置ではＮ素性を受け

取ることができず，解釈不可能なＤが残る。故に"sich"は(42a,b)のように
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AGR-s領域に移動して，AGR-sからφ素性を指定され，照合を受ける：

(46)  [AGR-S   Subject         [AGR-O  [DP  sich1    ] .... [VP...t1...]

            [ana]  |____________|     |_______|φ素性（顕在的移動）

内在的再帰動詞が再帰形"sich"以外の目的語をとれないのは，この動詞が

VP内に意味素性をもつＮＰをもつことができないからである：

(47) *Hans schämt [DP seinen [NP Vater ]] ( =Hans is ashamed of his father)

通常の他動詞では，"sich"は(45b)の構造をもち，意味的に空のＮＰがＤの

"sich"に付加され，表層でVP内に留まってかまわない((41)の場合)：

(48)  [AGR-S   Subject       [AGR-O ] .....nicht  [VP   [DP  sich  [NP ] ] AGR ]

                     LF|__________|  |________________| |_____| (N→D)

"sich selbst"の場合，Ｎの"selbst"がＤの"sich"に付加され，ＤＰ内部の照合

関係を満たすが，"selbst"の指示値は未定である。Ｎ範疇の"selbst"の[ana]素

性は削除(delete)されるが，消去(erase)されず，上位の（意味素性をもつ）

Ｄに付加されると仮定する。(43a)のように内在的再帰動詞の文脈で"selbst"

が現れると，基底のθ位置に純粋なＤの痕跡以外のもの([NP selbst]又はそ

のＮ素性)が残り，派生は収斂するが，LFで逸脱したものと判断される：

(43a') * weil  Hans1  .... nicht [VP[DP sich [NP selbst1] (+N[ana]) ]   schämt ]    　

　(44)の長距離 vs. 短距離束縛の対比はどうか？(44a)で不定詞節の主語

"Lehrer"はVP内主語位置から不定詞のAgr-sを経て，主文のAgr-o指定部に

移動して，主節の知覚動詞によって対格を付与される：

(44a') ...hörten [Agr-oP die Lehrer  [Agr-sP  t  [VP  t  [PP über sich ]  sprechen (-T) ]]]

argumentとして機能する前置詞句内の再帰形もLF移動に従うと仮定しよう。

故に"sich"はPによって格照合され，LFで不定詞節のAgr-sに繰り上がるが，

-Tと照合された不定詞説のAgr-sはLF移動の障壁にはならないと考えられ

る。従って，"sich"は主文のAgr-oを経て，主文のAgr-sまで繰り上がり，長

距離束縛される。他方"sich selbst"の場合はFF(sich selbst)を繰り上げねばな

らない。FF(sich selbst)をFF(sich)とFF(selbst)の両方を満たす最小の和集合

と考えると，(44b)ではFF(sich selbst)は主文の対格のAgr-oに付加され，こ
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こで"sich"のφ素性を照合し，更にその指定部のＤＰの主要部にFF(selbst)

が付加される。従って，"sich selbst"はより近い局所領域，即ちAgr-o指定

部の主要部Ｄに付加され，長距離移動を阻む：

(44b') Subj hörten [Agr-oP die Lehrer-selbst [Agr-sP t  über sich selbst sprechen]]

                    |_____**____________| |___________________|

従って，複合形の再帰形が長距離束縛を許さないのは，Minimal Link

Conditionに還元できる。

7. 結語

　以上の考察から次の一般化が帰結する：

(49) 単一形態の再帰形はX0移動によって，Agr-sに付加され，主語のφ素性

を受け取り，同一指示解釈がなされる。他方，複合形に生じるＮの

"SELF"はその最小のGFC領域にあるＤＰ主要部に付加される。

英語には単一形の再帰形は存在せず，"himself"等の複合形は(48)によって

短距離束縛だけを許す。(49)が正しければ，再帰形は従来の束縛概念と，

接語移動の両方によって分析されねばならない。この方向は日本語の再帰

形「自分」と「自分自身」の分析にも応用できるように思われる：

(50) a. 太郎1は[次郎2が自分1/ 2を責めている]と思っている

       b.太郎1は[次郎2が自分自身2/ *1を責めている]と思っている

即ち，「自分」はＬＦでX0移動し（故に長距離移動が可能），「自身」は

最小のGFC内で束縛されねばならない（短距離移動のみ）と仮定すれば，

(50)のような対比が説明できるであろう。

注

1    例えば，次の文の対比を参照されたい：
i) Everyone1  thinks that [ he1  will win ].
ii) 誰も1が[ *彼1が/ 自分1が 勝つ] と思っている。
英語では代名詞が統率範疇の外から数量詞に束縛されるケースは文法的で
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あるが（＝束縛代名詞），日本語では「彼」が数量詞に束縛される解釈は
困難であり，むしろ「自分」が現れる。英語の"himself"は短距離束縛しか
許容しないが，「自分」は長距離束縛を許す。しかし，再帰形が許される
時には，代名詞は現れず，逆に再帰形が不可能なら名詞が現れる点では同
じであり，(26)はここでも成立する。
2   Chomsky(1995: 349-377)ではAGR自体の廃止を提案しているが，照合関
係がTの指定部で行われたとしても，ここでの分析には影響しない。
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