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Mitsunobu Yoshida, On the Parameter Setting of German Word Order 
This paper discusses universal properties of the phrase structure building of 
languages and the parameter values of German word order in the 'Principles & 
Parameters'-approach. In particular, this paper re-examines the scope of 
Kayne's Linear Correspondence Axiom (LCA) with respect to syntactic 
problems in German, whereby all languages are formed in the SVO word order, 
and it confirms the validity of the head-parameter in the X-bar theory. 
 
０．目的  1 )  
 本論は，生成文法の発展形態としての「原理とパラメタ理論 (P&P)」
及び Minimalist Program (MP)の枠組みにおいて自然言語の文構築の普遍

原理と統語パラメタについて論じ，それに基づいてドイツ語の生成に関

与するパラメタを考察することを目的とする。同時に，Kayne (1994)が
提案した LCA，即ち「全ての言語は SVO 語順で生成される」という線

状一致公理の問題点を指摘し，主要部パラメタの存在意義を確認する。 
 
１．原理とパラメタ理論におけるパラメタの位置づけ  

言語を早期に獲得し，自在に操ることが人間の特質であるという認識

は決して新しくはないが，それがなぜ可能なのかという問題は科学にと

って長い間謎であった。これに対してチョムスキーが出した答えは，言

語能力は認知特性のモジュールの一つであり，言語能力はヒトという種

に生物学的に組み込まれた生得的能力だということである。即ち，ヒト

の脳には言語機能 (language faculty)という器官があり，言語機能の初期

状態としての普遍文法 (Universal Grammar: UG)が言語能力を可能にする

                                                  
1)   本稿は平成 13・14 年度学術振興会科研費補助金（C(2)-13610625『ドイツ語・日本

語における３項動詞の格と語順の理論的・実証的研究』吉田）の研究に基づいている。  
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のである。言語機能の実在性は神経科学的には未だ実証されていないが，

UG の仮定によって言語能力に関する謎が解決し，人間の言語はどれも

本質的相違はないという帰結が得られる。他方，世界には多くの言語が

存在し，それらの相違は無視できない。そこで P&P と MP 理論は，個別

言語の文法の多様性は UG に内蔵された可変パラメタの値の組み合わせ

によって生ずるのであり，UG の唯一性とは矛盾しないと説明する。  
 
(1)UG {P1, P2,…Pn }→パラメタ値の固定→個別言語の文法 G1, G2, …Gn 
 
生後間もない幼児の文法はUGそのものであり，どの言語にも対応できる。

UGには未設定パラメタ{P1, P2,…Pn}があり，周囲からの言語刺激の入力

によってパラメタ設定プログラムが作動すれば，それらの値が定まり，

多様な文法が展開する。かくしてP&P理論は，プラトンの問題，即ち，

不完全で乏しい経験からどのように豊かな知識を導くかという問題 (説
明的妥当性と記述的妥当性の間の矛盾 )が解決できると考え，統語的パラ

メタを分析した。だがこの手法も万能ではない。パラメタを増やすと，

文法の記述力は高まるが，説明力は落ちる。+/－の２値変数でさえ，8
個あれば理論上 28=256 種類の文法が派生する (16 個なら 65536 種 )。その

結果，可能な文法が指数関数的に増大し，それらの間の選択は困難にな

る。故にパラメタの数を制限する必要が生じる。さらに質的問題もある。

パラメタはUGの普遍性を突き崩すような大域的なものではなく，局所的

で，知覚 (聴覚 )によって接近可能でなくてはならない。概念・意味の認

知インターフェースでは個別言語による差異は極小であると仮定され

る。ソシュールも述べたように言語間変異の多くは，音と意味の結合の

恣意性，即ち辞書に記載された語彙項目の個癖性に起因する。この意味

でパラメタの変域は可能な限りレキシコン (特定の語彙クラス )の音韻・

形態特性に限定されるべきである。名詞，動詞，形容詞，前置詞等の語

彙範疇は具体的意味を担う実質範疇 (substantive category)であり，(概念の

把握の仕方は言語によって多少異なるが )音声や形態以外に言語間で極

端な違いはない。たとえば「食べる」行為を表す語はどの言語でも動詞

範疇で，動作主と主題の２項関係を表す。他方，指示・概念的意味とは

違って，相・時制・量化・発話行為等の抽象的意味にかかわる機能範疇

(functional category; 決定詞，屈折辞，補文標識等 )は，言語によって形態
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的・統語的相違が大きい。そこで，パラメタに関して (2)の制約が仮定さ

れる 2 )。問題は， (2)が経験的にどこまで保持されるかである。  
 
(2) UG のパラメタはレキシコン内の機能範疇クラスに限定される。  
 
１．１．具体例：  X バー構造：  
 具体例を挙げよう。統語論の単位をなす句を構築する普遍的フォーマ

ットは (3)の X バー構造 ( Xn →…Xn+1…)であり，その例が (4)である：  
 
(3)          X''   (=ダブルバー＝句＝XP＝最大投射 ) 
                
     YP     X’    (=シングルバー＝中間投射）  
  specifier         
  指定部     X0    ZP  (complement 補部・目的語 )   
                        主要部 X0={ N, V, A, P, D, I, C} 
(4) a) VP→ DP V’     b) V’ → DP  V0   ( DP= determiner phrase) 

例：  [VP [DP Daniel ] [V’ [DP das Buch] [V liest ]]]   （動詞句）  
   c) DP → DP [D0  NP]                   

例：  [DP  [DP Chomsky] [D’ [D -s ] [NP Buch ]]]    (名詞句 ) 
  d) 文： IP → DP [I’ I0 VP]  e) 節：CP → (XP) [C’ C0  IP ]  
例：  [CP [C’ [C weil] [IP er [VP die CD gekauft] [I hat ]]]]  (節 ) 

 
変数 X は名詞 N，動詞 V，形容詞 A，前置詞 P 等の範疇を代理する。辞

書内の語は形態的に最小である主要部 X0 に相当し，派生の最初の段階

で統語部門に導入される。X0 は，語の下位範疇化特性に基づいて n 個の

補部を選択して中間投射 X' を作り，次に (主語などの )句を限定する機能

をもつ指定部を取って最大範疇 X''(=XP 句 )に拡大して投射が完了する。

今度は別の主要部 Y がこの XP を補部に取り，Y が投射する。即ち，ど

の句も中心に主要部が存在する内心構造となる。VP, AP, NP, PP といった

個々の句の実現は主要部の語彙特性によって定まっているので，統語論

                                                  
2) パラメタの種類については本叢書の岡本論文も参照されたい。なお，福井 (2001)
は (2)をパラメタではなく「 (核 )語彙に関しての言語間変異」の問題として捉える。彼
はさらに「パラメータは要素の左右関係に関するものに限られる」 (福井  2001:45)と
述べるが，この考えは本論の立場と基本的に同じである。  
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で改めて記述する必要はない。ただし，標準理論段階の句構造文法では，

文 S は名詞句 NP と動詞句 VP からなり (S→NP VP)，文の主要部に当た

るものはなかった。しかし，(4d), (4e)のように，時制を含む屈折辞 I0 を

文の主要部と考え，補文標識 C0 を節 (clause)の主要部と捉えることによ

って，文も節も (従って全ての統語的構造が )同一の X バーフォーマット

から相同的・階層的に構築されるようになった  (Chomsky 1986)。要する

に，人間の心の中での複雑な文の組み立ては単純な式型の反復繰り返し

なのである。この自己相似性は自然界の法則にかなった原理でもある。

それは複雑系におけるフラクタル構造と類似している。  
 
(5) フラクタル構造の例  
直線_____の中央３分の１を三角に折ると＿╱╲＿の形に  
なる。同様に，各々の直線を繰り返し三角に折って組  
み合わせると雪の結晶に似た図形が出来る。この凸形を  
X バー式型として見ると，句構造との平衡性が得られる。自然界には単

純な図式の反復から複雑な構造を作る経済原理が働いているのである。 

 
１．２．線形順序の違い：主要部パラメタ  

では言語間の構造上の相違は，いかに表すのか？X バー構造には変数

が２つある。一つは V や N など主要部 X に入る範疇である。語の範疇

ラベルは辞書で指定されているので，主要部変数はパラメタと連動しな

い。もう一つの変数は主要部と結合する補部や指定部の順序関係である。

線形語順については，(6)のような語順パラメタが仮定できる。主語，動

詞，目的語を例にとれば， (7)のように 6 通りの語順が考えられる。  
 
(6) (i) 主要部 (head)が補部に先行する (H-Compl)。 [±主要部先行型 ] 
   (ii) 指定部が X'に先行する (Spec-X')。        [±指定部先行型 ] 
(7) a. Spec [H  Compl]  (SVO ) b.  Spec [Compl  H ]   (SOV) 

c. [H  Compl ] Spec  (VOS)    d.  [Compl  H ] Spec    (OVS) 
e. H  Spec  Compl  (VSO)    f.  Compl  Spec  H     (OSV) 
 

実際のパタンでは主語が先行する (7a)の SVO と (7b)の SOV 語順が圧倒的

に多い。(7e), (7f)の VSO，OSV 言語は稀であり，主語が後続する (7c),(7d)
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型言語は非常に少ない。確かに，マダガスカル島のマラガシュ語やマヤ

語族のツォツィル語は VOS 言語と言われている (cf. Pearson 2000)。  
 
(8) Nanolotra ny dite ny vahiny ny zazavavy. (Malagasy) V –DO- IO -SU 
  Past. offer  the tea   the guest the girl  (=少女は客にお茶を出した ) 
 
しかし，(8)で後置された主語は話題であり，話題化によって主語が右に

移動したと考えることもできる 3 ）。また，節CPの指定部に移動する疑問

詞は，マラガシュ語でも左側に来るのが一般的である。すると，CP指定

部は左端ということになり， (7c),(7d)の存在を疑う証拠になる。つまり

指定部は普遍的に左端に位置すると仮定できる。また，Xバー構造では

主要部と補部は隣接するので，(7e),(7f)は基底構造としては許されない。

実際， (7f)のOSV型言語はほとんどない。 (7e)のVSO型はウェールズ語，

ブルトン語など若干存在するが，これらのVSO語順は基底構造なのでは

なく，動詞の主要部移動が関与している。たとえばウェールズ語では平

叙文で (9a)のように定動詞Vが先頭に現れるが，複合時制では (9b)のよう

に助動詞が文頭にあり，不定詞VはSVO語順の動詞位置にある。従って，

(9a)の定動詞前置は主要部先行タイプのXバー構造で作られた (9b)の
SVO語順から移動によって派生されたものであると分析できる。この動

詞移動にもまた何らかのパラメタが関与している。  

 
(9) a. Gwelodd1  Sion    t1   draig.   V-移動（VSO）（ウェールズ語）  
     saw      Sion        dragon           (=Sion が竜を見た ) 
  b. [CP Gwnaeth   Sion   [VP weld   draig ]].   助動詞  +SVO 
        did      Sion       see   dragon 
 

従って，X バー構造に課せられる次の (10)のような主要部パラメタが，

自然言語の基本語順を決定すると考えることができる。  

                                                  
3  あるいは，主語を焦点要素として解釈することもできるかもしれない。  
次の (i)の文では受益者が話題化 (A バー移動 )で右側に移動しているが，動詞の右側
の主語が先行する形で再帰形を束縛している。つまり右端以外の [..]の中では他の
SVO, VSO タイプと同様に主語が目的語より卓越する構造になっている。 (i)では
VSO 言語と同様に動詞の左方移動が関与していると考えられる  (cf. Pearson (2000))。 

   (i) [Namonoan’ ny vehivavy1 tena1] ny zanany. （マラガシュ語）  
      Past.kill  the woman(Sub) self  the child.3 

(=その女性 1 が彼女の子のために自分 1 を殺した ) 
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(10) 主要部パラメタ  (P1) 
主要部は (i)先行 (＋head-initial)         主要部先行    ON  OFF 

  または (ii)後続 (－head-initial)である   
 
(10)は世界の言語の基本語順の８割以上を網羅する。また，主要部パラ

メタは，主語・目的語・動詞だけでなく，他の範疇の語順も決定する。

語順に関してはグリーンバーグなど言語類型論の研究がある（「後置詞

があれば，OV 語順である」等）。この種の含意による一般化は主要部パ

ラメタによって説明される。ある言語が日本語のように一貫して主要部

後続 YP―X0 ならば，OV，名詞句―後置詞 (NP-P0)，文―接続詞 (IP-C0)
という語順が生じるのは当然であり，逆に英語のように一貫して主要部

先行型ならば，日本語とは逆の語順になる。それだけではない。一つの

言語でも範疇によって主要部パラメタの値が逆転することもある。たと

えば，ドイツ語では動詞句や形容詞句の基底語順は主要部後続型だが，

名詞句や前置詞句では英語に近い先行型である  (Haider 1993)。  

 
(11) a.  Der Professort ist [seiner Frau [A treu  ]].  (A: 主要部後続 ) 
    b. der [[N Student ] [DP der Physik]][PP [P aus] Bonn](N, P: 主要部先行 ) 
 
これは語彙範疇を V/N の自然素性に分解することによって説明できる。

ドイツ語では動詞素性+V をもつ動詞・形容詞は主要部後続型だが，動

詞素性をもたない－V の名詞と前置詞は主要部先行型になる。一方，日

本語は範疇素性の区別なしに一貫して主要部後続パラメタ値をとる。  
 
(12)ドイツ語 (オランダ語等 )に関わる主要部パラメタ (P2) 

(i) [+V]素性の  V, A は主要部後続， (ii) [-V]素性の N, P は主要部先行  
      （V=[+V, -N], A=[+V, + N]   N=[-V, +N], P= [-N, -V] ）  
 

UG の不変部としての X バー構造が言語の普遍的階層構造を駆動し，

その中の可変部としての主要部パラメタが個別言語の文法変異を可能

にする。この普遍―特殊の関係は生物学的にも動機づけられている。た

とえば人間は，ウイルスなどの様々の病原体の侵入から身体を守るため

に 100 億種類もの抗体を作り出す。しかし，人の身体を構成する遺伝子

の数は約 3 万個で，当然ながら抗体タンパク質の合成に使える遺伝子は
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その中のごく一部に限られる。100 億と 3 万 (以下 )の数のジレンマをど

のように解決するか？これが免疫学において GOD (=generation of 
diversity：多様性発現 )ミステリーと言われた問題である。免疫系で重要

な役割を果たす抗体分子はどれも Y 字形をなす。ただし，Y 字形の上部

先端は可変的微細構造になっていて，変形して多様な抗原と結合できる

ようになっている。この不変領域と可変領域の組み合わせによって少な

い遺伝子の数で多様な免疫構造を作り出せるのだという (利根川  2001)。
この経済的関係はまさに X バー構造と主要部パラメタの関係と同じで

あり，言語が生物学的基盤に基づいていることを示唆している。  
 
１．３．主要部と格付与のパラメタ  
 さらに，主要部パラメタと名詞句の格付与の関係を見よう。語彙範疇

の V, A, N, P にはどれも下位範疇化タイプとして補部をとるものがある。 

(13)  
a. die Stadt zerstören  (Acc-V)      einer Sache bewusst  (Gen-A) 

die Frau  des Professors (N-Gen)  mit  dem Computer (P-Dat) 
b. destroy  the city (V-Acc)         aware  of something  (A-of) 

the wife  of the professor (N-of)   with  the computer (P-Acc/oblique) 
 

英語と比べると，ドイツ語では V, A, N, P が名詞句に格付与できるが，

英語では格付与できるのは動詞と前置詞だけで，形容詞・名詞は不可能

である。この特性もパラメタ化されている。格に関与する素性は  N 素

性である。格付与子になる範疇は，英語では [-N]素性だけだが，ドイツ

語では [+/-N]の両方である (このパラメタは部分集合の関係を表す )。  
 
(14) (P3) 格付与する主要部は  (i) {V, P} または  (ii) {V, P, N, A }である。 
 
 補部の範疇特性と語順にも関連性がある。名詞句は格を照合されねば

ならず，格は規範的な補部位置において統語的に照合される。従って，

名詞句補部の基底位置はパラメタ P1, P2, P3 に従う。  

 
(15) a. weil Harry [NP Chemie] [V studiert ]   ( NP Acc←  V0 [+V,-N] ) 

b. *weil Harry [studiert] [Chemie]       ( *V-NP: P2 に違反 ) 
                   |____×____↑ 
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しかし格付与されない前置詞句や節は規範的補部位置になくてもよい。 
 
(16) a. [PP auf seine Frau] [A0  stolz]   (本来の補部位置 ) 

b.  stolz [PP auf seine Frau]   (P2 に違反 )   (Ramers 2000) 
(17) a.*?? weil ich [CP dass Peter krank ist][V glaube] (本来の補部位置 ) 
    b.  weil ich [V glaube] [CP dass Peter krank ist]  (P2 に違反 ) 
(18) weil ich  t1  [V glaube] [CP dass Peter krank ist ]1  (Extrapostion) 
 
形容詞に選択された PP は本来の補部位置になくてもよい (=(16b))。また，

動詞に選択された節補部は，主要部後続 (17a)ではなく，(17b)の主要部先

行型の方が適格である。後域の補文は (18)のように SOV 語順から節を右

端に外置することによって派生するのか，または (17b)のように節補部の

場合，最初から主要部先行型で生成されるのか？さらに，外置やかきま

ぜのように，句・節を文境界の右や左端に移動させる個別言語的操作を

レキシコンとは別レベルのパラメタとして設定できるかも問題になる。

これは意味解釈に影響しない限りで音韻パラメタとして定式化される

可能性があるが，本論ではこれ以上論述しない (本叢書稲葉論文参照 )。  
 
２．機能範疇と移動  
 以上のパラメタでドイツ語の定形後置文ができる。文主要部 I0 は時制

と人称の機能素性を担い，ここに定動詞が来る。文 IP を補部にとるもの

が補文標識 C で，(19a)では dass が生じる。ドイツ語では従属接続詞が C
位置に来る節 CP は SOV 語順になるが，これは X バー構造に主要部後続

パラメタ値が適用された結果であり，移動の少ない経済的派生である。 
 
(19) a.     CP  
     ／   ＼  
      (  )       C' 

／  ＼  
           C0        IP 
           |       ／   ＼  
          dass   DP2       I’ 
               Hans     ／   ＼  
                      VP         I0 
                    ／   ＼      macht1  
                  t2        V’ 
                        ／   ＼  
                       DP      V0   
                  das Fenster   auf t1 
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(19a)では，分離動詞"aufmacht"の定形部分 macht が動詞位置 V から屈折

辞位置 I に主要部移動し，主語"Hans"は VP の指定部から文 IP の指定部

位置に上昇する (ただしこの仮定は必須ではない。Yoshida 2003)。  
では定形第２位文 (V2)はどうか？  次の (19b)では文 IP の投射までは

(19a)の派生と同じだが，C の投射段階で C 位置に語彙が挿入されずに空

のままである  ( C[ ] IP )。ここで，C に最も近い主要部である I 位置にあ

る定動詞 macht が C 位置に移動する。次に，主語や副詞などの句が CP
指定部 (前域 )に移動する。これで動詞第 2 位になる。日本語と違って，

ドイツ語では C 位置が語彙的に空のままだと，非文になる (=(20b))：  
 
 (19) b.  CP   
   ／   ＼  
   DP2         C’ 
  (Hans )     ／   ＼  
           C0         IP 
           |       ／   ＼  
       (macht1)    t2        I’ 
                        ／   ＼  
                      VP         I0 
                    ／   ＼       t1 
                  t1        V’ 
                        ／   ＼  
                       DP      V0   
                  das Fenster     auf 
 

(20) a.  [CP  weil  [IP das Wetter heute schön ist ]]    (CPまで投射 ) 
 b. * [CP (__) [IP das Wetter heute schön ist ]]     (IPのままでは不可 ) 

(21)          [[IP 今日の天気が良い ][C (こと )] （C はなくてもよい）  
 
しかし言語獲得の初期には，非文 (20b)のような SOV パタンもよく観察

される。子供が動詞の屈折形を正しく獲得するに従って次第に V2 語順

が現れる。では動詞移動の統語的トリガーは何なのか？ここでは次の C
範疇パラメタを仮定しておく (cf. Grewendorf 1988, 本叢書の野村論文 )。 
 
(22) (P4) C 範疇パラメタ  (ドイツ語など V2 言語に関与するパラメタ ) 

時制節の C 位置は語彙的に埋められねばならない。  
 
３．オペレータ移動 : 顕在統語部門と論理形式 (LF) 
 自然言語の特徴の一つとして意味的に関連する２つの要素が離れた
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位置に現れるという転位現象 (dislocation)がある。生成文法理論はこれを

顕在統語部門 (overt syntax)での移動と分析するが，移動には動機づけが

必要である。V2 の場合は，V 移動を駆動する C パラメタと話題化を仮

定した。この話題化は英語や日本語でも適用される移動操作である。  
 
(23) a.  [CP This book 1  I really like t1 ].    

b.  [CP この本 1 は，太郎が  t1 好きだ ]。  
    c.  [CP Dieses Buch1 mag ich  t1  sehr gern ]. 
 
(23)の話題はどれも動詞補部位置から節 CP の指定部に移動したと考え

られる (本叢書田中論文参照 )。この移動を引き起こすのは，C の topic 素

性である。同様に WH(疑問詞 )移動も CP 指定部への移動である。  
 
(24) a. [CP Was 1 hat [IP Hans  t1  gelesen ]]?   

b. [CP [IP 一郎が何を読んだのです ] [Cか ] ]？  
    c. [CP 何を 1  [IP 一郎が t1 読んだのです ] [C か [+wh]]]  (LF 表示 ) 
 
日本語では明示的 WH 移動は必要ない。疑問詞は文末助詞「か」との関

連で解釈される。日本語では WH 句は非顕在統語部門 (covert syntax)とし

ての論理形式 (LF: logical form)で節 CP の指定部に移動すると考えられる。

(25)のように，話題も疑問詞も意味論的には変項を束縛する演算子であ

り，顕在統語部門か LF のいずれかで，文全体を作用域にとる位置に移

動する。演算子移動に関しては (26)の C 素性のパラメタを設定する。  
 
(25) [CP Topic1 /WH1  C[top/wh] [IP … t1 …]]     

(Topic/WH である要素 x に関して  x は○○の性質をもつ ) 
(26) (P5)  C の [topic/wh]素性は， (i) 顕在統語部門か，または (ii)非顕在

的 LF レベルで，同じ素性をもつ演算子句を誘引移動する (ドイツ語，

英語は (i)の値をとり，日本語・中国語などは (ii)の値になる )。  
 
４．言語的普遍を求めて ―再び主要部パラメタについて―  
 以上ドイツ語統語論にかかわるパラメタを見たが，言語的普遍性の観

点に立つと，パラメタについても再考する余地がある。(2)の機能範疇ク

ラスへのパラメタ制限について P4, P5 の C 範疇に関しては成り立つが，

P1, P2, P3 は語彙範疇に関わるもので，(2)は妥当しない。P3 の格付与に
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ついては，MP 理論では統率概念を放棄し，機能範疇 (v, I 等 )の主要部―

指定部関係における格照合を仮定するので，機能範疇パラメタに言及す

る道は残されている (Chomsky 1998, 1999)。残る P1, P2 は X バー構造と

語彙範疇に関わるので，機能範疇とは無縁である。しかし，先行―後続

という線形語順は語彙範疇の素性に依存しており，語彙範疇の情報自体

はレキシコンから読み取れるので，(2)からの逸脱（機能範疇  vs. 語彙範

疇）はミニマルであり，パラメタの局所性は維持していると言える。  
既に述べたように，個別言語の文法を記述するためにパラメタを増や

すと，記述の精度は高まるが，説明力は落ちる。パラメタなしで変異が

説明できれば，その方が望ましいのである。この観点から MP 理論は余

分な理論的道具を削ぎ落とし，文法の最適な計算システムの設計を考察

している。1.1.で見た X バー構造も，レキシコンに予め記載された範疇

素性や形式素性の他にバーレベルなどの余分な概念を含んでおり，「包

括性条件」に違反するという理由で破棄された。その結果，MP では X
バー構造の代わりに最小句構造理論 (bare phrase structure)が提案された

(Chomsky 1995a)。それと同時に，語順変異にかかわる主要部パラメタの

意義も揺らいでいる。この問題を最後に検討したい。  
 一つは，Chomsky (1998)が示唆するように，語順の問題を PF 即ち音韻

レベルの問題に移し変えて句構造理論から除外する方法である。たとえ

ば統語論では動詞句のマージ (併合構築 )は，{V, NP}の集合で表し，順序

関係は定義しない。線形順序は spell-out(音声書き出し )後の発音レベル

で形成され，それは言語計算の中心問題ではないと考える。しかしこの

変更は重大問題である。従来も生成理論は文法現象の一定の抽象化によ

って普遍文法の解明に向けて大胆な理論を提案してきたが，語順の問題

の捨象は適切な抽象とは言えない。もし線形順序が重要でないとすれば，

WH 移動を含む様々な移動自体も統語論プロパーの対象ではなく，発

音・運用の問題としてすべて捨象することも可能だからである。  
他方は，全ての言語の基本語順は同一であると考え，主要部パラメタ

の２値性を別の形で説明する方法である。この立場から言語の基底語順

は全てSVOと主張したものがKayne (1994)のLCA(線状一致公理 )である。

LCAの詳しい解説は省略するが，次の仮定から成り立っている。 4 ) 

 
4）  LCA: 句標識 P, 終端記号の集合 T があり，順序対の最大集合 A として<Xj, Yj>の

集合が与えられ，d(A)が T の線形順序をなすとき，すべての j において，Xj は
Yj を非対称に c 統御する（先行する要素が後続要素を c 統御する）。  
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(27) LCA(linear correspondence axiom)の条件  
1)終端記号 (語 )の順序は非終端要素間の非対称的 c 統御によって決まる。 
2)時間軸に沿って先行する要素が後続要素を一意的に c 統御する ((28a))。 
3)句構造は常に二項分岐の形を示し，右枝分かれになる ((28a,c))。  
帰結：言語はすべて指定部 -主要部 -補部 (主要部先行 : SVO)順序になる。  
 
(28) a.  XP  (右分岐 )   b.   XP  *(左分岐 )   c.  XP  (右分岐 ) 
   ／  ＼   SVO        ／   ＼    *VOS      ／ ＼    *SOV    
  指定部    XP      XP    指定部       指定部   XP 
   ZP  ／  ＼     ／   ＼     ZP         ZP   ／  ＼  
   z   X0    補部    X0    補部   z          z  補部     X0  
       h      YP    h      YP                 YP     h 
               y            y                   y 
 

Kayne (1994)によれば，指定部は付加構造 ([XP [XP]])の形をなす。(28a)
では ZP が後続の XP, X0, YP を非対称的に c 統御し， X0 は後続の YP を

非対称的に c 統御する。 (28b)では，後方の ZP が YP を c 統御し， (28c)
では後方の X0 が補部 YP を c 統御しているので，(27)の条件 (2)に一致し

ない。結局， (28a)の SVO 語順だけが (27)を満たすことになる。LCA が

導く (28a)の句構造が普遍的だとすると，主要部パラメタは不要になり，

全ての自然言語は主要部先行型になる。SVO 以外の言語の語順は基底

SVO 構造から統語的移動によって後の段階で派生されるというのだ。  
この立場からドイツ語を見ると，1.3.の PP や節 CP の語順は逆の説明

を受けることになる。つまり，前置詞や節は格の照合を受ける必要がな

いので，基底語順のままで右側にとどまる。しかしながら，SOV 言語で

は名詞句が格照合を受けるために，動詞句から左側の機能範疇の領域に

移動する。たとえば (29c)では，名詞句 ein Buch über Chomsky の中から前

置詞句 über Chomsky だけが後域に移動するが，LCA 分析では，逆に名

詞句  ein Buch の方が左側に移動したと分析することができる。  
 
(29) a. weil Hans I0 [VP[V glaubt] [CP dass Peter krank ist]]  (主要部先行 ) 
   b. weil Hans gestern I0 [NP das Buch]1 [VP las t1 ]  (OV =目的語移動 ) 
  c. weil Hans [NP ein Buch]1 [VP liest [ t1 über Chomsky]] (目的語移動 ) 
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 LCA が言語的普遍の議論に一歩踏み込んだ点で貢献したことは確か

である。また，LCA にはドイツ語の統語現象の一部を説明できる長所も

ある。しかし欠陥もある。言語がすべて指定部―主要部―補部の語順な

ら，ドイツ語の初期値も SVO であるはずだが，幼児の言語データは SOV
語順がほとんどである。SVO から SOV への変化は， (29b)のように目的

語の左方移動に基づくが，移動は必然的動機が必要である。しかし個別

言語のパラメタを獲得していない幼児には移動の動機が見えるはずが

ない。故に，LCA では幼児のドイツ語の SOV 語順は説明できない。  
 OV 言語では目的語だけでなく，下位範疇化された副詞類や二次述語

などの左方移動を設定する必要がある (Haider 2000)。副詞の位置を正し

く導くためには，数多くの移動を仮定する必要があり，むしろ非経済的

な派生ステップが必要になる。SVO 言語では副詞の移動は必要ないので，

SOV 言語だけに副詞移動を仮定することは理論的に不整合である。  
 

(30) a. *Sie haben [VP gelebt genügsam ].  
b. Sie haben [genügsam1 [gelebt t1 ]]  (副詞の左方移動？ )  

(31) a. *Das Fleisch wurde [VP serviert roh  ].  
b. Das Fleisch wurde roh1 [serviert  t1 ].    (cf. Haider 2000) 

 
 逆にHaider (2001), Fukui & Takano (2000)のように，SOVの方が基底語

順としてはSVOよりも基本的だという主張もある  5 )。  (28c)のような

SOV構造なら，gebenや「与える」のような 3 項動詞の場合でも，項は左

側に現れ，右分岐構造を維持できるが，(28a)タイプではVPシェル構造を

別途作らねばならない。また，日本語をLCAによって分析するには名詞

句や副詞類を左側に移動しなければならない。しかし，WH移動も動詞

移動もない日本語でこのような移動を仮定するのは無理がある。逆に

SOVが言語の基本語順なら，日本語には基本的に移動が必要ないことが

自然に説明できる。LCAとHaiderの説のどちらをとるにせよ，経験的・

理論的問題が生じる。従って現段階では，日本語やドイツ語のSOV語順

を経験的に記述する上でも，また，経済性の観点から理論的に説明する

                                                  
5) 要素の単純な線形順序の問題なら，VO と OV の派生コストはどちらも五分五分で
ある。四則演算の変異である中置法  5+9，ポーランド表記  +(5,9)，逆ポーランド表
記  (5,9)+と同じく表記の相違でしかない（コンピュータの演算としては，演算に付さ
れる項をすべてスタックしておいて最後に演算操作を行う逆ポーランド方式＝即ち
SOV 語順がもっとも効率的とされる）。  
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上でも，主要部パラメタはXバー構造とともに必要である。  
 最後にドイツ語にかかわるパラメタを再度振り返る。典型的主要部後

続型言語の日本語と違って，ドイツ語の語順は英語にも似ていることは

確かである。 (12)でドイツ語の NP，PP は主要部先行型であることを見

た。さらに機能範疇 C はドイツ語では主要部先行型であり，主要部後続

型の日本語と対立する。実際，WH 移動や話題化操作ではドイツ語と英

語はむしろ共通点が多い。現段階では一つの仮説にすぎないが，LCA の

弱いヴァージョンとして次の仮説を立てることができるかもしれない。 
 
(32) 機能範疇は，主要部先行型 (指定部－主要部－補部 )として実現する。 
 
(32)によって，SOV 語順のドイツ語でも C 位置は先行型になる。一方，

日本語の「か」や「と」は純粋な機能範疇ではなく語彙範疇 N, P との混

在であるため (32)が適用されない (Yoshida 2002)。屈折辞 I に関しても，

ドイツ語の I は V+I の混合範疇であるか，または (32)によって，右端の I
位置が認可されずに I の左方移動 (V2)が引き起こされると分析できる。

もし後者が正しければ (22)の P4 は不要になるであろう。紙数の制限によ

って，この問題を論述する余裕はないが，パラメトリックな観点から，

ドイツ語について次の問いを発することができる。  
 
(33) ドイツ語はどの程度主要部後続タイプか，または先行タイプか？  
 
(33)は，ドイツ語だけでなく日本語との対比や史的変化でも問題になる。

この意味でドイツ語のパラメタ分析は今後の理論言語学の発展に寄与

しうる。MP では生物学的計算体系としての言語の経済性が問題で，個

別言語の多様性は等閑に付されたかのように見える。しかし，言語機能

を構成する普遍性と，その出力としての個別言語の多様性をめぐる問い

が生成文法理論を貫く根本問題であることに変わりはないのである。  
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Mitsunobu Yoshida, On the Parameter Setting of German Word Order

This paper discusses universal properties of the phrase structure building of languages and the parameter values of German word order in the 'Principles & Parameters'-approach. In particular, this paper re-examines the scope of Kayne's Linear Correspondence Axiom (LCA) with respect to syntactic problems in German, whereby all languages are formed in the SVO word order, and it confirms the validity of the head-parameter in the X-bar theory.

０．目的 
) 


　本論は，生成文法の発展形態としての「原理とパラメタ理論(P&P)」及びMinimalist Program (MP)の枠組みにおいて自然言語の文構築の普遍原理と統語パラメタについて論じ，それに基づいてドイツ語の生成に関与するパラメタを考察することを目的とする。同時に，Kayne (1994)が提案したLCA，即ち「全ての言語はSVO語順で生成される」という線状一致公理の問題点を指摘し，主要部パラメタの存在意義を確認する。

１．原理とパラメタ理論におけるパラメタの位置づけ

言語を早期に獲得し，自在に操ることが人間の特質であるという認識は決して新しくはないが，それがなぜ可能なのかという問題は科学にとって長い間謎であった。これに対してチョムスキーが出した答えは，言語能力は認知特性のモジュールの一つであり，言語能力はヒトという種に生物学的に組み込まれた生得的能力だということである。即ち，ヒトの脳には言語機能(language faculty)という器官があり，言語機能の初期状態としての普遍文法(Universal Grammar: UG)が言語能力を可能にするのである。言語機能の実在性は神経科学的には未だ実証されていないが，UGの仮定によって言語能力に関する謎が解決し，人間の言語はどれも本質的相違はないという帰結が得られる。他方，世界には多くの言語が存在し，それらの相違は無視できない。そこでP&PとMP理論は，個別言語の文法の多様性はUGに内蔵された可変パラメタの値の組み合わせによって生ずるのであり，UGの唯一性とは矛盾しないと説明する。


(1)UG {P1, P2,…Pn }→パラメタ値の固定→個別言語の文法G1, G2, …Gn

生後間もない幼児の文法はUGそのものであり，どの言語にも対応できる。UGには未設定パラメタ{P1, P2,…Pn}があり，周囲からの言語刺激の入力によってパラメタ設定プログラムが作動すれば，それらの値が定まり，多様な文法が展開する。かくしてP&P理論は，プラトンの問題，即ち，不完全で乏しい経験からどのように豊かな知識を導くかという問題(説明的妥当性と記述的妥当性の間の矛盾)が解決できると考え，統語的パラメタを分析した。だがこの手法も万能ではない。パラメタを増やすと，文法の記述力は高まるが，説明力は落ちる。+/－の２値変数でさえ，8個あれば理論上28=256種類の文法が派生する(16個なら65536種)。その結果，可能な文法が指数関数的に増大し，それらの間の選択は困難になる。故にパラメタの数を制限する必要が生じる。さらに質的問題もある。パラメタはUGの普遍性を突き崩すような大域的なものではなく，局所的で，知覚(聴覚)によって接近可能でなくてはならない。概念・意味の認知インターフェースでは個別言語による差異は極小であると仮定される。ソシュールも述べたように言語間変異の多くは，音と意味の結合の恣意性，即ち辞書に記載された語彙項目の個癖性に起因する。この意味でパラメタの変域は可能な限りレキシコン(特定の語彙クラス)の音韻・形態特性に限定されるべきである。名詞，動詞，形容詞，前置詞等の語彙範疇は具体的意味を担う実質範疇(substantive category)であり，(概念の把握の仕方は言語によって多少異なるが)音声や形態以外に言語間で極端な違いはない。たとえば「食べる」行為を表す語はどの言語でも動詞範疇で，動作主と主題の２項関係を表す。他方，指示・概念的意味とは違って，相・時制・量化・発話行為等の抽象的意味にかかわる機能範疇(functional category; 決定詞，屈折辞，補文標識等)は，言語によって形態的・統語的相違が大きい。そこで，パラメタに関して(2)の制約が仮定される
)。問題は，(2)が経験的にどこまで保持されるかである。


(2) UGのパラメタはレキシコン内の機能範疇クラスに限定される。


１．１．具体例： Xバー構造：


　具体例を挙げよう。統語論の単位をなす句を構築する普遍的フォーマットは(3)のXバー構造( Xn →…Xn+1…)であり，その例が(4)である：




(3)          X''   (=ダブルバー＝句＝XP＝最大投射)


               

     YP     X’    (=シングルバー＝中間投射）


  specifier        


  指定部    X0    ZP  (complement 補部・目的語)  


                 　　　　　　　主要部X0={ N, V, A, P, D, I, C}

(4) a) VP→ DP V’     b) V’ → DP  V0   ( DP= determiner phrase)


例： [VP [DP Daniel ] [V’ [DP das Buch] [V liest ]]]   （動詞句）


   c) DP → DP [D0  NP]                  

例： [DP  [DP Chomsky] [D’ [D -s ] [NP Buch ]]] 　　 (名詞句)


  d) 文：IP → DP [I’ I0 VP]　 e) 節：CP → (XP) [C’ C0  IP ] 

例： [CP [C’ [C weil] [IP er [VP die CD gekauft] [I hat ]]]]  (節)


変数Xは名詞N，動詞V，形容詞A，前置詞P等の範疇を代理する。辞書内の語は形態的に最小である主要部X0に相当し，派生の最初の段階で統語部門に導入される。X0は，語の下位範疇化特性に基づいてn個の補部を選択して中間投射X' を作り，次に(主語などの)句を限定する機能をもつ指定部を取って最大範疇X''(=XP句)に拡大して投射が完了する。今度は別の主要部YがこのXPを補部に取り，Yが投射する。即ち，どの句も中心に主要部が存在する内心構造となる。VP, AP, NP, PPといった個々の句の実現は主要部の語彙特性によって定まっているので，統語論で改めて記述する必要はない。ただし，標準理論段階の句構造文法では，文Sは名詞句NPと動詞句VPからなり(S→NP VP)，文の主要部に当たるものはなかった。しかし，(4d), (4e)のように，時制を含む屈折辞I0を文の主要部と考え，補文標識C0を節(clause)の主要部と捉えることによって，文も節も(従って全ての統語的構造が)同一のXバーフォーマットから相同的・階層的に構築されるようになった (Chomsky 1986)。要するに，人間の心の中での複雑な文の組み立ては単純な式型の反復繰り返しなのである。この自己相似性は自然界の法則にかなった原理でもある。それは複雑系におけるフラクタル構造と類似している。



(5) フラクタル構造の例

直線_____の中央３分の１を三角に折ると＿╱╲＿の形に


なる。同様に，各々の直線を繰り返し三角に折って組


み合わせると雪の結晶に似た図形が出来る。この凸形を


Xバー式型として見ると，句構造との平衡性が得られる。自然界には単純な図式の反復から複雑な構造を作る経済原理が働いているのである。

１．２．線形順序の違い：主要部パラメタ


では言語間の構造上の相違は，いかに表すのか？Xバー構造には変数が２つある。一つはVやNなど主要部Xに入る範疇である。語の範疇ラベルは辞書で指定されているので，主要部変数はパラメタと連動しない。もう一つの変数は主要部と結合する補部や指定部の順序関係である。線形語順については，(6)のような語順パラメタが仮定できる。主語，動詞，目的語を例にとれば，(7)のように6通りの語順が考えられる。


(6) (i) 主要部(head)が補部に先行する(H-Compl)。[±主要部先行型]


   (ii) 指定部がX'に先行する(Spec-X')。       [±指定部先行型]


(7) a. Spec [H  Compl]  (SVO )
b.  Spec [Compl  H ]   (SOV)


c. [H  Compl ] Spec  (VOS)   
d.  [Compl  H ] Spec    (OVS)


e. H  Spec  Compl  (VSO)   
f.  Compl  Spec  H     (OSV)

実際のパタンでは主語が先行する(7a)のSVOと(7b)のSOV語順が圧倒的に多い。(7e), (7f)のVSO，OSV言語は稀であり，主語が後続する(7c),(7d)型言語は非常に少ない。確かに，マダガスカル島のマラガシュ語やマヤ語族のツォツィル語はVOS言語と言われている(cf. Pearson 2000)。


(8) Nanolotra ny dite ny vahiny ny zazavavy. (Malagasy) V –DO- IO -SU


  Past. offer  the tea   the guest the girl  (=少女は客にお茶を出した)


しかし，(8)で後置された主語は話題であり，話題化によって主語が右に移動したと考えることもできる
）。また，節CPの指定部に移動する疑問詞は，マラガシュ語でも左側に来るのが一般的である。すると，CP指定部は左端ということになり，(7c),(7d)の存在を疑う証拠になる。つまり指定部は普遍的に左端に位置すると仮定できる。また，Xバー構造では主要部と補部は隣接するので，(7e),(7f)は基底構造としては許されない。実際，(7f)のOSV型言語はほとんどない。(7e)のVSO型はウェールズ語，ブルトン語など若干存在するが，これらのVSO語順は基底構造なのではなく，動詞の主要部移動が関与している。たとえばウェールズ語では平叙文で(9a)のように定動詞Vが先頭に現れるが，複合時制では(9b)のように助動詞が文頭にあり，不定詞VはSVO語順の動詞位置にある。従って，(9a)の定動詞前置は主要部先行タイプのXバー構造で作られた(9b)のSVO語順から移動によって派生されたものであると分析できる。この動詞移動にもまた何らかのパラメタが関与している。


(9) a. Gwelodd1  Sion    t1   draig.   V-移動（VSO）（ウェールズ語）


     saw      Sion        dragon        　　 (=Sionが竜を見た)


  b. [CP Gwnaeth   Sion   [VP weld  draig ]].   助動詞 +SVO


        did      Sion       see   dragon


従って，Xバー構造に課せられる次の(10)のような主要部パラメタが，自然言語の基本語順を決定すると考えることができる。

(10) 主要部パラメタ (P1)


主要部は　(i)先行(＋head-initial)         主要部先行   ON  OFF

　　または　(ii)後続(－head-initial)である　　

(10)は世界の言語の基本語順の８割以上を網羅する。また，主要部パラメタは，主語・目的語・動詞だけでなく，他の範疇の語順も決定する。語順に関してはグリーンバーグなど言語類型論の研究がある（「後置詞があれば，OV語順である」等）。この種の含意による一般化は主要部パラメタによって説明される。ある言語が日本語のように一貫して主要部後続YP―X0ならば，OV，名詞句―後置詞(NP-P0)，文―接続詞(IP-C0)という語順が生じるのは当然であり，逆に英語のように一貫して主要部先行型ならば，日本語とは逆の語順になる。それだけではない。一つの言語でも範疇によって主要部パラメタの値が逆転することもある。たとえば，ドイツ語では動詞句や形容詞句の基底語順は主要部後続型だが，名詞句や前置詞句では英語に近い先行型である (Haider 1993)。


(11) a.  Der Professort ist [seiner Frau [A treu ]].  (A: 主要部後続)


    b. der [[N Student] [DP der Physik]][PP [P aus] Bonn](N, P: 主要部先行)


これは語彙範疇をV/Nの自然素性に分解することによって説明できる。ドイツ語では動詞素性+Vをもつ動詞・形容詞は主要部後続型だが，動詞素性をもたない－Vの名詞と前置詞は主要部先行型になる。一方，日本語は範疇素性の区別なしに一貫して主要部後続パラメタ値をとる。


(12)ドイツ語(オランダ語等)に関わる主要部パラメタ　(P2)


(i) [+V]素性の V, A は主要部後続，(ii) [-V]素性のN, Pは主要部先行


　 　   （V=[+V, -N], A=[+V, + N]  　N=[-V, +N], P= [-N, -V] ）

UGの不変部としてのXバー構造が言語の普遍的階層構造を駆動し，その中の可変部としての主要部パラメタが個別言語の文法変異を可能にする。この普遍―特殊の関係は生物学的にも動機づけられている。たとえば人間は，ウイルスなどの様々の病原体の侵入から身体を守るために100億種類もの抗体を作り出す。しかし，人の身体を構成する遺伝子の数は約3万個で，当然ながら抗体タンパク質の合成に使える遺伝子はその中のごく一部に限られる。100億と3万(以下)の数のジレンマをどのように解決するか？これが免疫学においてGOD (=generation of diversity：多様性発現)ミステリーと言われた問題である。免疫系で重要な役割を果たす抗体分子はどれもY字形をなす。ただし，Y字形の上部先端は可変的微細構造になっていて，変形して多様な抗原と結合できるようになっている。この不変領域と可変領域の組み合わせによって少ない遺伝子の数で多様な免疫構造を作り出せるのだという(利根川 2001)。この経済的関係はまさにXバー構造と主要部パラメタの関係と同じであり，言語が生物学的基盤に基づいていることを示唆している。


１．３．主要部と格付与のパラメタ


　さらに，主要部パラメタと名詞句の格付与の関係を見よう。語彙範疇のV, A, N, Pにはどれも下位範疇化タイプとして補部をとるものがある。


(13) 

a. die Stadt zerstören (Acc-V)      einer Sache bewusst (Gen-A)


die Frau des Professors (N-Gen)  mit dem Computer (P-Dat)


b. destroy the city (V-Acc)         aware of something  (A-of)


the wife of the professor (N-of)   with the computer (P-Acc/oblique)


英語と比べると，ドイツ語ではV, A, N, Pが名詞句に格付与できるが，英語では格付与できるのは動詞と前置詞だけで，形容詞・名詞は不可能である。この特性もパラメタ化されている。格に関与する素性は N素性である。格付与子になる範疇は，英語では[-N]素性だけだが，ドイツ語では[+/-N]の両方である(このパラメタは部分集合の関係を表す)。


(14) (P3) 格付与する主要部は (i) {V, P} または (ii) {V, P, N, A }である。

　補部の範疇特性と語順にも関連性がある。名詞句は格を照合されねばならず，格は規範的な補部位置において統語的に照合される。従って，名詞句補部の基底位置はパラメタP1, P2, P3に従う。


(15) a. weil Harry [NP Chemie] [V studiert ]   ( NP Acc← V0 [+V,-N] )


b. *weil Harry [studiert] [Chemie]       ( *V-NP: P2に違反)


                   |____×____↑


しかし格付与されない前置詞句や節は規範的補部位置になくてもよい。


(16) a. [PP auf seine Frau] [A0  stolz]   (本来の補部位置)


b.  stolz [PP auf seine Frau]  　(P2に違反)   (Ramers 2000)


(17) a.*?? weil ich [CP dass Peter krank ist][V glaube]　(本来の補部位置)

    b.  weil ich [V glaube] [CP dass Peter krank ist]  (P2に違反)


(18) weil ich  t1  [V glaube] [CP dass Peter krank ist]1  (Extrapostion)


形容詞に選択されたPPは本来の補部位置になくてもよい(=(16b))。また，動詞に選択された節補部は，主要部後続(17a)ではなく，(17b)の主要部先行型の方が適格である。後域の補文は(18)のようにSOV語順から節を右端に外置することによって派生するのか，または(17b)のように節補部の場合，最初から主要部先行型で生成されるのか？さらに，外置やかきまぜのように，句・節を文境界の右や左端に移動させる個別言語的操作をレキシコンとは別レベルのパラメタとして設定できるかも問題になる。これは意味解釈に影響しない限りで音韻パラメタとして定式化される可能性があるが，本論ではこれ以上論述しない(本叢書稲葉論文参照)。


２．機能範疇と移動


　以上のパラメタでドイツ語の定形後置文ができる。文主要部I0は時制と人称の機能素性を担い，ここに定動詞が来る。文IPを補部にとるものが補文標識Cで，(19a)ではdassが生じる。ドイツ語では従属接続詞がC位置に来る節CPはSOV語順になるが，これはXバー構造に主要部後続パラメタ値が適用された結果であり，移動の少ない経済的派生である。

(19) a.     CP　


　　　  ／　  ＼


      (  )       C'


／　 ＼


           C0        IP


           |       ／　  ＼


          dass   DP2       I’


               Hans     ／　  ＼


                      VP         I0

                    ／　  ＼     macht1 


                  t2        V’


                        ／　  ＼


                       DP      V0  


                  das Fenster   auf t1

(19a)では，分離動詞"aufmacht"の定形部分machtが動詞位置Vから屈折辞位置Iに主要部移動し，主語"Hans"はVPの指定部から文IPの指定部位置に上昇する(ただしこの仮定は必須ではない。Yoshida 2003)。


では定形第２位文(V2)はどうか？ 次の(19b)では文IPの投射までは(19a)の派生と同じだが，Cの投射段階でC位置に語彙が挿入されずに空のままである ( C[ ] IP )。ここで，Cに最も近い主要部であるI位置にある定動詞machtがC位置に移動する。次に，主語や副詞などの句がCP指定部(前域)に移動する。これで動詞第2位になる。日本語と違って，ドイツ語ではC位置が語彙的に空のままだと，非文になる(=(20b))：


 (19) b.  CP　　

　　　／　  ＼


   DP2         C’


  (Hans )     ／　  ＼


           C0         IP


           |       ／　  ＼


       (macht1)    t2        I’


                        ／　  ＼


                      VP         I0

                    ／　  ＼      t1

                  t1        V’


                        ／　  ＼


                       DP      V0  


                  das Fenster     auf


(20) a.  [CP  weil [IP das Wetter heute schön ist]]    (CPまで投射)


 b. * [CP (__) [IP das Wetter heute schön ist]]     (IPのままでは不可)


(21)          [[IP 今日の天気が良い][C (こと)]　（Cはなくてもよい）


しかし言語獲得の初期には，非文(20b)のようなSOVパタンもよく観察される。子供が動詞の屈折形を正しく獲得するに従って次第にV2語順が現れる。では動詞移動の統語的トリガーは何なのか？ここでは次のC範疇パラメタを仮定しておく(cf. Grewendorf 1988, 本叢書の野村論文)。


(22) (P4) C範疇パラメタ (ドイツ語などV2言語に関与するパラメタ)


時制節のC位置は語彙的に埋められねばならない。


３．オペレータ移動: 顕在統語部門と論理形式(LF)


　自然言語の特徴の一つとして意味的に関連する２つの要素が離れた位置に現れるという転位現象(dislocation)がある。生成文法理論はこれを顕在統語部門(overt syntax)での移動と分析するが，移動には動機づけが必要である。V2の場合は，V移動を駆動するCパラメタと話題化を仮定した。この話題化は英語や日本語でも適用される移動操作である。


(23) a.  [CP This book1  I really like t1 ].   

b.  [CP この本1は，太郎が t1 好きだ]。


    c.  [CP Dieses Buch1 mag ich  t1  sehr gern ].


(23)の話題はどれも動詞補部位置から節CPの指定部に移動したと考えられる(本叢書田中論文参照)。この移動を引き起こすのは，Cのtopic素性である。同様にWH(疑問詞)移動もCP指定部への移動である。


(24) a. [CP Was1 hat [IP Hans  t1  gelesen ]]?  

b. [CP [IP 一郎が何を読んだのです] [Cか] ]？


    c. [CP 何を1  [IP一郎がt1 読んだのです] [Cか[+wh]]]  (LF表示)


日本語では明示的WH移動は必要ない。疑問詞は文末助詞「か」との関連で解釈される。日本語ではWH句は非顕在統語部門(covert syntax)としての論理形式(LF: logical form)で節CPの指定部に移動すると考えられる。(25)のように，話題も疑問詞も意味論的には変項を束縛する演算子であり，顕在統語部門かLFのいずれかで，文全体を作用域にとる位置に移動する。演算子移動に関しては(26)のC素性のパラメタを設定する。


(25) [CP Topic1 /WH1  C[top/wh] [IP … t1 …]]   　

(Topic/WHである要素xに関して xは○○の性質をもつ)

(26) (P5)  Cの[topic/wh]素性は，(i) 顕在統語部門か，または(ii)非顕在的LFレベルで，同じ素性をもつ演算子句を誘引移動する(ドイツ語，英語は(i)の値をとり，日本語・中国語などは(ii)の値になる)。

４．言語的普遍を求めて　―再び主要部パラメタについて―

　以上ドイツ語統語論にかかわるパラメタを見たが，言語的普遍性の観点に立つと，パラメタについても再考する余地がある。(2)の機能範疇クラスへのパラメタ制限についてP4, P5のC範疇に関しては成り立つが，P1, P2, P3は語彙範疇に関わるもので，(2)は妥当しない。P3の格付与については，MP理論では統率概念を放棄し，機能範疇(v, I等)の主要部―指定部関係における格照合を仮定するので，機能範疇パラメタに言及する道は残されている(Chomsky 1998, 1999)。残るP1, P2はXバー構造と語彙範疇に関わるので，機能範疇とは無縁である。しかし，先行―後続という線形語順は語彙範疇の素性に依存しており，語彙範疇の情報自体はレキシコンから読み取れるので，(2)からの逸脱（機能範疇 vs. 語彙範疇）はミニマルであり，パラメタの局所性は維持していると言える。


既に述べたように，個別言語の文法を記述するためにパラメタを増やすと，記述の精度は高まるが，説明力は落ちる。パラメタなしで変異が説明できれば，その方が望ましいのである。この観点からMP理論は余分な理論的道具を削ぎ落とし，文法の最適な計算システムの設計を考察している。1.1.で見たXバー構造も，レキシコンに予め記載された範疇素性や形式素性の他にバーレベルなどの余分な概念を含んでおり，「包括性条件」に違反するという理由で破棄された。その結果，MPではXバー構造の代わりに最小句構造理論(bare phrase structure)が提案された(Chomsky 1995a)。それと同時に，語順変異にかかわる主要部パラメタの意義も揺らいでいる。この問題を最後に検討したい。


　一つは，Chomsky (1998)が示唆するように，語順の問題をPF即ち音韻レベルの問題に移し変えて句構造理論から除外する方法である。たとえば統語論では動詞句のマージ(併合構築)は，{V, NP}の集合で表し，順序関係は定義しない。線形順序はspell-out(音声書き出し)後の発音レベルで形成され，それは言語計算の中心問題ではないと考える。しかしこの変更は重大問題である。従来も生成理論は文法現象の一定の抽象化によって普遍文法の解明に向けて大胆な理論を提案してきたが，語順の問題の捨象は適切な抽象とは言えない。もし線形順序が重要でないとすれば，WH移動を含む様々な移動自体も統語論プロパーの対象ではなく，発音・運用の問題としてすべて捨象することも可能だからである。


他方は，全ての言語の基本語順は同一であると考え，主要部パラメタの２値性を別の形で説明する方法である。この立場から言語の基底語順は全てSVOと主張したものがKayne (1994)のLCA(線状一致公理)である。LCAの詳しい解説は省略するが，次の仮定から成り立っている。
)

(27) LCA(linear correspondence axiom)の条件


1)終端記号(語)の順序は非終端要素間の非対称的c統御によって決まる。


2)時間軸に沿って先行する要素が後続要素を一意的にc統御する((28a))。


3)句構造は常に二項分岐の形を示し，右枝分かれになる((28a,c))。

帰結：言語はすべて指定部-主要部-補部(主要部先行: SVO)順序になる。

(28) a.  XP  (右分岐)   b.   XP  *(左分岐)   c.  XP  (右分岐)


　　　／ ＼  SVO        ／  ＼   *VOS      ／　＼   *SOV   


  指定部   XP 　　　　 XP    指定部      指定部  XP


   ZP　 ／　 ＼　    ／  ＼    ZP         ZP   ／　 ＼


   z   X0    補部   X0    補部  z          z  補部    X0 


       h      YP    h      YP                 YP     h

               y            y                   y


Kayne (1994)によれば，指定部は付加構造([XP [XP]])の形をなす。(28a)ではZPが後続のXP, X0, YPを非対称的にc統御し， X0は後続のYPを非対称的にc統御する。(28b)では，後方のZPがYPをc統御し，(28c)では後方のX0が補部YPをc統御しているので，(27)の条件(2)に一致しない。結局，(28a)のSVO語順だけが(27)を満たすことになる。LCAが導く(28a)の句構造が普遍的だとすると，主要部パラメタは不要になり，全ての自然言語は主要部先行型になる。SVO以外の言語の語順は基底SVO構造から統語的移動によって後の段階で派生されるというのだ。


この立場からドイツ語を見ると，1.3.のPPや節CPの語順は逆の説明を受けることになる。つまり，前置詞や節は格の照合を受ける必要がないので，基底語順のままで右側にとどまる。しかしながら，SOV言語では名詞句が格照合を受けるために，動詞句から左側の機能範疇の領域に移動する。たとえば(29c)では，名詞句ein Buch über Chomskyの中から前置詞句über Chomskyだけが後域に移動するが，LCA分析では，逆に名詞句 ein Buchの方が左側に移動したと分析することができる。


(29) a. weil Hans I0 [VP[V glaubt] [CP dass Peter krank ist]]  (主要部先行)


   b. weil Hans gestern I0　[NP das Buch]1 [VP las t1 ]  (OV =目的語移動)


 　c. weil Hans [NP ein Buch]1 [VP liest [ t1 über Chomsky]] (目的語移動)


　　　　　　　　


　LCAが言語的普遍の議論に一歩踏み込んだ点で貢献したことは確かである。また，LCAにはドイツ語の統語現象の一部を説明できる長所もある。しかし欠陥もある。言語がすべて指定部―主要部―補部の語順なら，ドイツ語の初期値もSVOであるはずだが，幼児の言語データはSOV語順がほとんどである。SVOからSOVへの変化は，(29b)のように目的語の左方移動に基づくが，移動は必然的動機が必要である。しかし個別言語のパラメタを獲得していない幼児には移動の動機が見えるはずがない。故に，LCAでは幼児のドイツ語のSOV語順は説明できない。

　OV言語では目的語だけでなく，下位範疇化された副詞類や二次述語などの左方移動を設定する必要がある(Haider 2000)。副詞の位置を正しく導くためには，数多くの移動を仮定する必要があり，むしろ非経済的な派生ステップが必要になる。SVO言語では副詞の移動は必要ないので，SOV言語だけに副詞移動を仮定することは理論的に不整合である。

(30) a. *Sie haben [VP gelebt genügsam ]. 

b. Sie haben [genügsam1 [gelebt t1 ]]  (副詞の左方移動？) 


(31) a. *Das Fleisch wurde [VP serviert roh ]. 

b. Das Fleisch wurde roh1 [serviert  t1 ].    (cf. Haider 2000)


　逆にHaider (2001), Fukui & Takano (2000)のように，SOVの方が基底語順としてはSVOよりも基本的だという主張もある 
)。 (28c)のようなSOV構造なら，gebenや「与える」のような3項動詞の場合でも，項は左側に現れ，右分岐構造を維持できるが，(28a)タイプではVPシェル構造を別途作らねばならない。また，日本語をLCAによって分析するには名詞句や副詞類を左側に移動しなければならない。しかし，WH移動も動詞移動もない日本語でこのような移動を仮定するのは無理がある。逆にSOVが言語の基本語順なら，日本語には基本的に移動が必要ないことが自然に説明できる。LCAとHaiderの説のどちらをとるにせよ，経験的・理論的問題が生じる。従って現段階では，日本語やドイツ語のSOV語順を経験的に記述する上でも，また，経済性の観点から理論的に説明する上でも，主要部パラメタはXバー構造とともに必要である。

　最後にドイツ語にかかわるパラメタを再度振り返る。典型的主要部後続型言語の日本語と違って，ドイツ語の語順は英語にも似ていることは確かである。(12)でドイツ語のNP，PPは主要部先行型であることを見た。さらに機能範疇Cはドイツ語では主要部先行型であり，主要部後続型の日本語と対立する。実際，WH移動や話題化操作ではドイツ語と英語はむしろ共通点が多い。現段階では一つの仮説にすぎないが，LCAの弱いヴァージョンとして次の仮説を立てることができるかもしれない。


(32) 機能範疇は，主要部先行型(指定部－主要部－補部)として実現する。


(32)によって，SOV語順のドイツ語でもC位置は先行型になる。一方，日本語の「か」や「と」は純粋な機能範疇ではなく語彙範疇N, Pとの混在であるため(32)が適用されない(Yoshida 2002)。屈折辞Iに関しても，ドイツ語のIはV+Iの混合範疇であるか，または(32)によって，右端のI位置が認可されずにIの左方移動(V2)が引き起こされると分析できる。もし後者が正しければ(22)のP4は不要になるであろう。紙数の制限によって，この問題を論述する余裕はないが，パラメトリックな観点から，ドイツ語について次の問いを発することができる。


(33) ドイツ語はどの程度主要部後続タイプか，または先行タイプか？


(33)は，ドイツ語だけでなく日本語との対比や史的変化でも問題になる。この意味でドイツ語のパラメタ分析は今後の理論言語学の発展に寄与しうる。MPでは生物学的計算体系としての言語の経済性が問題で，個別言語の多様性は等閑に付されたかのように見える。しかし，言語機能を構成する普遍性と，その出力としての個別言語の多様性をめぐる問いが生成文法理論を貫く根本問題であることに変わりはないのである。
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�)  本稿は平成13・14年度学術振興会科研費補助金（C(2)-13610625『ドイツ語・日本語における３項動詞の格と語順の理論的・実証的研究』吉田）の研究に基づいている。





�) パラメタの種類については本叢書の岡本論文も参照されたい。なお，福井(2001)は(2)をパラメタではなく「(核)語彙に関しての言語間変異」の問題として捉える。彼はさらに「パラメータは要素の左右関係に関するものに限られる」(福井 2001:45)と述べるが，この考えは本論の立場と基本的に同じである。


�  あるいは，主語を焦点要素として解釈することもできるかもしれない。


次の(i)の文では受益者が話題化(Aバー移動)で右側に移動しているが，動詞の右側の主語が先行する形で再帰形を束縛している。つまり右端以外の[..]の中では他のSVO, VSOタイプと同様に主語が目的語より卓越する構造になっている。(i)ではVSO言語と同様に動詞の左方移動が関与していると考えられる (cf. Pearson (2000))。


   (i) [Namonoan’ ny vehivavy1 tena1] ny zanany. （マラガシュ語）


      Past.kill  the woman(Sub) self  the child.3


(=その女性1が彼女の子のために自分1を殺した)





�） LCA: 句標識P, 終端記号の集合Tがあり，順序対の最大集合Aとして<Xj, Yj>の集合が与えられ，d(A)がTの線形順序をなすとき，すべてのjにおいて，XjはYjを非対称にc統御する（先行する要素が後続要素をc統御する）。


�) 要素の単純な線形順序の問題なら，VOとOVの派生コストはどちらも五分五分である。四則演算の変異である中置法 5+9，ポーランド表記 +(5,9)，逆ポーランド表記 (5,9)+と同じく表記の相違でしかない（コンピュータの演算としては，演算に付される項をすべてスタックしておいて最後に演算操作を行う逆ポーランド方式＝即ちSOV語順がもっとも効率的とされる）。





1



