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1. はじめに 

(1) a. What book did John read and Mary buy? 

 b. [What book]1 did John read [what book]2 and [what book]3 did Mary buy [what book]4  

   (Chomsky (2020: 46)) 

(2)   1 and 2 are copies, and 3 and 4 are copies, so 2 and 4 delete by the usual principle of copy deletion in 

externalization. What about 1 and 3? They are independent. No principle tells us whether they are copies or 

repetitions. So one option is that they are copies. In that case, 3 will delete by the usual externalization 

principle of deletion of all copies except the first (since deletion is part of externalization, linear order is 

available). (ibid.) 

(3)   What book did John read and what book did Mary buy? 

 

上記では、二つの syntactic object: SO を (広義の) copy とみなすか、(広義の) repetition とみなすかの option

がある。(広義の) copyとみなすなら、identity を保証しなければならない。(広義の) repetition 解釈では別々

のものとみなされるため、そうしなくて良い。従って、これまで indexを使って用いられていたものは以

下のようにまとめなおすことができる。 

 

(4) a. copy解釈 

 b. interface が与える identity の下での解釈 

 c. 語彙的な (代名詞的な) 指示関係 

 

(4a, b) をもう少し深く見ると、(4) は以下の場合に分けられる。 

 

(5) a. copy解釈 (internal MERGE) 

 b i. 違う SO に両方の interface で identity を与える解釈 (ATB、parasitic gap) 

  ii. CI interface で identity を与え、SM interface では異なるものとみなす解釈 (resumptive pronoun、

   bound pronoun、relative pronounの一部) 

  iii. CI interface で異なるものとみなし、SM interfaceで identity を与える解釈 (repetition) 

 c. interface による identity は与えられず、単に語彙的な指示に基づく解釈 (anaphoric pronoun) 

 

操作に着目し、(internal) MERGE が作り出すもののみを copy とする定義では、(5a) を (狭義の) copy 解

釈、(5b, c)をそれ以外として区別するが、ここでは寧ろ、完全な identity を与えられるか否かという観点

 

*本発表は科研費 20J11905 の助成を受けている。 



2 

に着目し、(5a)、(5bi)を完全な identity が与えられる解釈、(5bii) を CI interface でのみ identity が与えられ

る解釈と呼び、議論を行う。 

 

2. 関係節と identity 

以下で関係節の議論を行う導入として、関係節を例にとり、(5bi) と (5c) を区別する議論を行う。relative 

pronoun, resumptive pronoun と名前が付けられているが、それらは通常の anaphoric pronoun とは性質が異

なり、(構造の中に無い文脈中の要素を含め) 自由に指示対象を決められるわけではない。そのため、例

えば関係節では relative pronoun (或いはそれに加えてそれを spec に持つ C) と先行詞との間に indexを与

えることで解釈を制限していた。indexation が不可能となった現在の枠組みでは、Chomsky の ATB に関

する提案を踏まえ、anaphoric pronoun と relative/resumptive pronoun との区別をつける以下の提案を行う。 

 

(6) interface は workspace にある任意の (二つの異なる) SO に自由に identity 解釈を与えてよい。 

 

relative/resumptive pronoun は CI interface で identity が与えられることで解釈される1。(7a) では、the man

と who に CI interfaceでの identity が与えられることで適切な解釈を生み、(7b) も同様に、everyoneと his

に identity が与えられることにより、everyone の値に紐づいた his の解釈が保証される。 

 

(7) a. the man [who likes Mary] 

 b. Everyone likes his mother. 

 

一見すると (6) は過剰生成を引き起こすように思われるが、CI interface が与える identity は、二つの SO

が持つ syntactic/semantic feature が矛盾しない場合にのみ可能となる。例えば、以下 (8) では、仮に CI 

interface が the man と which に identity を与える解釈を行っても、それぞれが持つ[+PERSON] feature と

[+THING] feature が異なることで非文となる。 

 

(8)  *the man [which likes Mary] 

 

(6) を基準として考えると、Chomsky (2020) の提案は、CI interface で identityを与えることに加え、同じ

lexical item であることから SM interface でも identity を与えることにより 完全な identity＝(広義の) copy

解釈が得られることとなる。翻って、relative/bound pronounの場合、音形が異なる lexical itemが含まれる

ため、SM interfaceでの identity が与えられることはなく、CI interfaceでの同一性のみが与えられる。 

  ここで、完全な identityが与えられる (5a)、(5bi) と同様、relative/resumptive pronounは CI interface では

移動の copy と似た振る舞いを示すことが予測される。以下の Hebrew の例は resumptive pronoun が通常の

gap と同様に parasitic gapを認可する例である2。 

 

1 非制限関係節は、関係節自身が文になることができる特性 (relatif de liaison) 等に示されるように、

relative pronounは anaphoric pronoun の振る舞いを示すため、以下の議論は制限関係節を対象とする。 

2 relative pronoun も resumptive pronoun と同様、copy と似た振る舞いをすることが予測されるが、関係節の派



3 

(9) rina hi ha’išai še [[ha anašim še ani šixnati anašimi levaker pgi] 

 Rina is the woman that  the people that I convinced people to visit  

 te’aru otai]] 

  described her 

 ‘Rina is the woman that people that I convinced to visit described.’ (Sells (1984: 40)) 

 

また、ATB 抜き出しの片方を resumptive pronoun にした Swedish の例を以下に示す。 

 

(10) Det finns visa ordi som jag [VP ofta träffar på ordi] men [VP aldrig 

 there are certain words that I    often come across words but    never 

 minns hur dei stavas]. 

 rememner how they are spelled 

   ‘There are certain words that I often come across but never remember how they are spelled.’  

   (Sells (1984: 50), cf. Zaenen, Engdahl and Maling (1981)) 

 

移動による copy と resumptive pronounの並行性は、CI interface ではどちらも先行詞との identity に基づい

て解釈されると考えれば捉えられる。また、resumptive pronoun は英語では repair strategy として限られた

環境にしか存在しないが、それは UG に許された手段であり、(10) では目的語の gap の位置に現れてい

るように、英語よりも広くこの手段を使う言語もある。 

  このように、自由に CI interface で identity を与えることにより、relative/resumptive pronounの anaphoric 

pronoun との差異と、copy との類似性を捉えることができる。以下では anti-locality の現象を見た後で、

自由に identityを与えられる枠組みにおいても copy identificationが必ず失敗する環境を考える中でそれら

を議論する。 

 

3. Anti-Locality 

anti-locality は現象としては良く知られているが、それらは現在は使うことができない chain を用いた定式

化であったり、free MERGE hypothesis とは相いれないものであったりするために、現在の枠組みにその

まま取り込むことはできない。以下で先行研究を見た後に、次の節では現在用いることのできる道具立

てで anti-locality を捉える方法を探る。 

 

3.1 Saito and Murasugi (1999) 

(11) a. A chain link must be at least of length 1. 

 b. A chain link from α to β is of length n iff there are n ‘nodes’ (X, X´ or XP, but not segments of these) that 

dominate α and exclude β. 

 

 

生には先行詞が relative pronoun と一緒に生起すると考える分析もあり、その場合は relative pronoun と先行詞

との identity ではなく、先行詞とその移動に基づく copy との identity とも考えられる可能性があるため、relative 

pronoun についてはここでは議論しない。 
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(12) a. I think that {TP Mary, {TP John likes Mary}} 

 b. *I think that {TP John, {TP John likes Mary}} 

 

主語の topicalization は spec TP から TP への adjunction となり、chainの長さの計算には segment は含まれ

ないため、chainの長さが 0 となり、非文となる。しかし、chain の長さに言及する点で、inclusiveness 

condition に違反しているために問題となる。 

 

3.2 Abels (2003) 

(13)  *{Y X {Y Y, {X X, ...}}} 

 

X は Y の complement となっており局所的関係を結ぶことのできる位置にあるため、そこからの spec へ

の移動は economyに反する。この分析に従うと、phase の complement から spec への移動が一様に禁止さ

れることが捉えられる。 

 

(14) a. Nobody believes that anything will happen. 

 b. That anything will happen, nobody believes. 

 c. *Anything will happen, nobody believes that. 

(15)  {CP Anything will happen {C C {TP nobody believes {CP anything will happen {C that {TP anything will 

happen}}}}}} 

 

しかし、この分析は移動 (internal MERGE) を last resort とみなした上で成り立つものなので、free MERGE 

hypothesis の下ではこの定式化はできない。また、Chomsky (2015) のシステムの下では、目的語が R の

complement から specまで移動するため、Abels の anti-locality の定義には問題となる。 

 

(16)  {v* {<phi, phi> object {R R object}}} 

 

3.3 関連する問題: 関係節 

良く知られているように、wh 疑問文と関係節では that の分布が反対になる3。 

 

(17) a. Who do you think (*that) likes Mary? 

 b. the man *(that) likes Mary 

 

Chomsky (2015) は、whoが that の後ろから移動すると、英語の弱い T がラベルを与えることができず非

文になると分析した。 

 

 

3 以下の議論では、wh operator が含まれない関係節は先行詞自身が移動する分析 (Vergnaud (1974), Kayne 

(1994)) により派生されると考える。 
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(18)  {ζ who {ε do you think {δ who {γ that {β who {α T likes Mary}}}}}}  

   (α=β=??, γ=δ=that, ε=C[Q], ζ=<Q, Q>) 

 

一方、(19) の構造を持つ関係節で that の後ろからの移動が適格となることに対し、林 (2019) は、pair-

Mergeを受ける関係節は separate plane に存在し (Chomsky (2004))、primary plane にある先行詞 the manは

separate plane にある下位の the man を c-commandしないことに着目し分析を行った。separate planeにおい

て Minimal Search を受ける際、移動で残された copy は更に上位の copy から c-command されない事実に

より topmost copy とみなされ、移動した後にも Minimal Searchから可視的となるため、適切にラベルが提

供されると主張した。 

 

(19)  <δ the man {γ that {β the man {α T likes Mary}}}>  (α=T, β=<phi, phi>, γ=that[rel], δ=the man) 

 

separate plane にある関係節は Transfer 時に SIMPL を受け primary plane に組み込まれ、下位の the man は

interface では適切に copy とみなされる。ここで、(17b) において that を省略した場合の関係節 (subject 

contact relative) をどのように排除するかが問題として残る。Bošković (1997) や Douglas (2016) は anti-

locality を用いてこれを分析しようと試みた。本発表でも、現在利用可能な手立てをもとに anti-locality を

定義し、この問題の解決を試みる。 

 

4. Anti-Self-MERGE 

前節で見た現象を引き出すために、まず現在の枠組みで用いることのできる手段を挙げる。 

 

(20) a. MERGE 

 b. ラベル 

 c. 集合構造 

 

この他に、2 節で以下の解釈規則を提案した。 

 

(21)  interface は任意の (二つの異なる) SO に自由に identity 解釈を与えてよい。  (=(6)) 

 

以下では、(20) に別の解釈条件を付けくわえることで前節の現象が引き出されることを示す。interface

に送られた構造に対し、以下の条件を提案する。 

 

(22) a. 以下の構造では、interface において二つの SO X1, 2は完全な identity を持つ解釈が与えられない。 

 b. i. {X2 {X X1, Y}} 

   ii. {X2[F] {<F, F> X1[v/uF], Y[u/vF]}} 

 

(22a) の背後にある想定は MERGE の定義: MERGE (P, Q, WS) = [{P, Q}, X1..., Xn] = WS´において、P≠Q、

即ち、自分自身 (の一部) とは MERGE できないというものである。(23) に見られる純粋な self-MERGE
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の例は先行研究の中でも理論的想定により認めるか否かが異なっており、Collins and Stabler (2016) は self-

MERGE は定義不可能としている。一方、LCA の枠組みを採用する Guimarães (2000)、Adger (2003) は self-

MERGE を理論に取り入れている。 

 

(23)  {X {X {X}}} 

 

Chomsky (2008, 2019) は、lexicon が一つしかない場合に self-MERGE で successor function を導く提案を行

っているが、Chomsky 自身、“But language isn’t the successor function, maybe arithmetic is.”  (Chomsky (2019: 

274)) と述べており、言語において self-MERGE が適用可能である証拠は無い。本発表でも、self-MERGE

を認めない立場を取ると、anti-locality が現在の枠組みで導けることを示す。 

ここで、「自分自身とは MERGE できない」とする self-MERGE だが、ここでは、「自分自身」の意味をラ

ベルと集合に求める。Chomsky (2013) では、ラベルが MERGE が作り出す集合構造の特性を決定すると

考える。そうすると、(22bi)の例は、自分自身が特徴づける構造に再び自分自身が MERGE しているとい

う点で、Chomsky (1995: 320-321) が排除しようと試みた self-attachment の例となる。(22bii) は bare phrase 

structure の下で定式化される。この考えに従うと、SO 或いは lexical item は feature の束と考えられる。そ

して、labeling algorithm に従い与えられる<F, F>ラベルは feature が構造を特徴づけていると考えると、

(22bii) は自分自身の一部の feature が特徴づけている集合に再び自分自身が MERGE しているため、

excorporationとして self-MERGE の一種とみなすことが可能となる。 

  MERGE は自由に適用されるため、self-MERGE それ自体を禁止することはできない。従って、ここで

は当該の configuration ができた際には interfaceでの identity を与える解釈操作が失敗すると考える4。 

 

5. 分析 

ここで分析する構造を以下にまとめる。 

 

(24) a. *I think that {TP John, {TP John likes Mary}}  (=(12b)) 

 b. *Anything will happen, nobody believes that.  (=(14c)) 

 c. {v* {<phi, phi> object {R R object}}}  (=(16)) 

 d. *the man likes Mary  (cf. (17b)) 

 

まず、主語の topicalization の例であるが、以下 (25) の構造において、Johnは<phi, phi>ラベルを持つ構

造と internal pair-Merge を受けるが、(22)に従い、αに含まれる John と β に含まれる John に対し identity

を与える解釈が interfaceでなされず、当該の文は派生されない。 

 

(25)  I think that <β John {α John likes Mary}>  (α=β=<phi, phi>) 

 

 

4 internal MERGE で生み出される copy が identity を持つことは自明であるが、internal MERGE が (22b) のよう

な configuration を作った場合、それが interface で解釈される際には non-identity の解釈が上書きされる (cf. 

(33))、或いは syntax と interface で要求される情報が異なるために派生が破綻すると考える。 
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次に subject contact relativeについて、that が存在しない contact relative 一般は CP ではなく TP 構造である

と考える。これは以下の対比から裏付けられ、(26) では neg inversion、(27) では adverb frontingが、(CP

を持つと考えられる) 目的語の that 関係節、目的語の wh 関係節では許されるのに対し、contact relative で

は禁止される。 

 

(26) a. ?I saw a dress that [under no circumstances] would I have considered buying for my daughter. 

   (Bianchi (1999: 228)) 

 b. John is the kind of person who [under no circumstances] would I be willing to talk to. (ibid.) 

 c. *I saw a dress [under no circumstances] would I have considered buying for my daughter.  (ibid.) 

(27) a. I met a man that next year Mary might (actually) date. (Douglas (2016: 65)) 

 b. I met a man who next year Mary might (actually) date. (ibid.) 

 c. *I met a man next year Mary might (actually) date. (ibid.: 67)) 

 

従って、当該の文は以下 (28) の構造を持つと考えられ、そこで αに含まれる the man は、γ に含まれる

the man と identity を与えられる。しかし、δ に含まれる the manは、γ に含まれる the man と identityを与

えられることができないため、(24d) も生成されない。 

 

(28)  <δ the man {γ the man {β T {α the man likes Mary}}}>  (α=R-v*, β=T, γ=<phi, phi>, δ=the man) 

 

ここで、operator movement analysis の可能性を考える。Chomsky (1977) は that 関係節が wh関係節と同様

island 内から関係節化ができない事実に対し、wh operator が移動し、その後それが削除される分析を行っ

た。しかし、関係節の island sensitivity は wh operator+削除、或いは null operator の移動を考えず、先行詞

の移動により捉えることが可能なため、wh 関係節以外の関係節に対する operator の移動を支持する根拠

は無い。仮に、operator movement analysis を認めると、(24d) は以下の (29a) の構造を取ると考えられる。 

 

(29) a. <δ the man {γ op {β T {α op likes Mary}}}>  (α=R-v*, β=T, γ=<phi, phi>, δ=the man) 

 b. <δ the man {γ who {β T {α who likes Mary}}}>  (α=R-v*, β=T, γ=<phi, phi>, δ=the man) 

 

対応する wh 関係節の (29b) の派生を先に考えると、2 節で見たように、the manと whoに CI interface で

同一指示の解釈が与えられる。しかし、それらは音形的に異なるため、(5a)、(5bi) のような完全な identity

が与えられる解釈ではなく、self-MERGE の例にならず、文法的となる。一方、null operator の場合、CI 

interface で the man と null operator に同一指示の解釈が与えられる。wh operator と異なり、null operatorに

は音形が無いため、identity 解釈には CI interface の情報のみが用いられると考えると、the man と null 

operator に同一指示が与えられると、wh operator の場合と異なり、(広義の) copy 解釈を引き出す完全な

identity が与えられる。しかし、(22) に従うとその解釈は得られず、非文となると分析することができる。 

  次に、従来の anti-locality では非文とされるが、Chomsky (2015) の中では想定されている目的語の移動

について考える。 
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(30)  {v* {<phi, phi> object {R R object}}} (=(24c)) 

 

目的語は R をラベルとする集合と (internal) MERGE をしている。従って、この場合自分自身 (或いはそ

の一部) をラベルに持つ構造と MERGE しておらず、目的語の copy解釈は適切に行われる。 

  最後に、phase complement の移動ができない事実に対しては、anti-locality ではなく、feature inheritance

の観点から排除されると述べる。 

(31)  <ε anything will happen {δ nobody believes {γ anything will happen {β that {α anything will happen}}}}> 

   (α=??, β=γ=that, δ=ε=<phi, phi>) 

α が Transfer domain から逃れるために移動を行うと、α 内の T は C から feature inheritance により[uphi] 

feature を受け取ることができず、適切なラベルを決定できないことにより不適格となる。 

 

6. 理論的予測と分析の拡張 

まず、主語の topicalizationに関して、英語では spec TP から TP へ adjoin することを禁止したが、null subject 

language では EPP、或いはラベルのために spec TP に義務的に主語が移動する必要は無いため、主語の

topicalization が元位置から可能になると予測する。この点に関して、Alexiadou and Anagnostopoulou (1998) 

は Italian dialect (Trentino/Fiorentino) や Arabic では preverbal subjectが topic の働きをすると述べており、

これが subject topicalization の例になる。また、中国語や韓国語では主語の topicalization は可能とされる。 

 

(32) Tāmen shuō zhège rén jiàn guo Wú xiānsheng 

 they say this  man meet ASP W. Mr. 

 ‘They say that THIS MAN met Mr. Wu.’ (Liejiong and Langendoen (1985: 12) 

(33) John nin i salam-lɨl manna-ass-ta 

 J. TOP this  man meet-pst 

 ‘(As for) John, (he) met this man.’ (Gundel (1988:217)) 

 

また、英語においても internal MERGE による二つの SO に完全な identity が与えられる解釈でない場合は

self-MERGE の例とはならず、主語の topicalization が容認されると考えられるが、以下のように、resumptive 

pronoun が残る例がそれに相当するとみなすことができる。(34) では、that guy...と he は CI interface では

identity が与えられるが、SM interface では別々の要素とみなされるため、完全な identity は与えられず、

self-MERGE の例ではなくなっている。 

 

(34) [That guy that I was telling you about]i, hei called me yesterday on my cellphone.  

  (Culicover and Jackendoff (2005: 306)) 

 

同様の予測は subject contact relative にも成り立つ。Pesetsky (1982) は null subject を許していた時代の英語

には subject contact relative が存在していた事実から、null subject languageのみ subject contact relative が可

能であると議論する。これは、topicalization の場合と同様、null subject language では主語の spec TP への

移動が義務的ではないため、self-MERGE を行うことなく関係節化が可能なためと考えられる。 
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(35) Her on þys geare gefor Ælfred wæs Baþum gerefa 

 In  this  year died Alfred was at Bath reeve 

 ‘In this year Alfred died who was the reeve at Bath.’ (Pesetsky (1982: 327), Chron. 906) 

 

最後に、提案された分析の下で、以下の Turkish の関係節における agreement の分布が説明できる。 

 

 

(36)  a. Hoca -yi gör-en öǧrenciler 

  lecturer -acc see-SP (subject participle) students 

          ‘The students who saw the lecturer’ (Ouhalla (1993: 484)) 

 b. Ben -im gör -dugu -m hoca 

  lecturer -gem see -OP (object participle) -1s lecturer 

          ‘The lecturer who I saw’ (ibid.) 

(37)  Hoca -yi gör-dük -leri -ni söyle -digi -n öǧrenciler 

 lecturer -acc see-PART -3pl -ACC say -PART -2s students 

      ‘The students who you said saw the lecturer’  (ibid.: 485)) 

 

(35a) の主語の関係節では主語と T との agreement が現れず、(35b) の目的語関係節では現れる。また、

主語の関係節でも、長距離の関係節化である (36) では agreement が現れる。このことは、英語同様に

Turkish でも主語の関係節が TP だとすると、(35a) で agreement のために主語が spec TP へ移動すると、

英語の (28) 同様、以下の構造において関係節化の際に self-MERGEをすることとなり、派生は破綻する。

一方、長距離の関係節化の際は self-MERGE が含まれないため、spec TP で主語と T が agreement を行い、

その後移動すると考えられる。 

 

(38)  <δ subject {γ subject {β T {α subject VP}}}>  (α=R-v*, β=T, γ=<phi, phi>, δ=subject) 

 

7. おわりに 

本発表では、Chomsky (2019a) で行った、interface で identity を与える分析を拡張することで、通常の

anaphoric pronoun とは異なった振る舞いを示し、それ故従来は index を用いられていた relative pronoun、

resumptive pronounに説明が与えられることを示した。一方で、自由に interface で identity を与えることが

できる枠組みの中でも identity を与えることができない環境があることを提案し、ラベルと集合から anti-

self-MERGE を定義することで、従来の anti-locality が説明していた現象が捉えられることを示した。 
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