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概要 

・Chomsky (2013) の「ラベルが構造を特徴付ける」考えに基づき、統語関係を集合から定義する。 

・提案その 1: 集合内にある要素はその集合のラベルに基づき解釈される。 

・提案その 2: ラベルを提供する要素はラベルに基づいた解釈が義務的になるが、集合に含まれているだけ

の要素は解釈に随意性が見られる。 

・提案を元に、wh 演算子の scope、Case の義務性と随意性に統一的な説明を与える。 

 

1. ラベル理論 

1.1. Chomsky (2013, 2015) 

(1)   Merge (X, Y) = {X, Y} 

(2)    For a syntactic object SO to be interpreted, some information is necessary about it: what kind of object is it? 

Labeling is the process of providing that information.  (Chomsky (2013: 43)) 

(3) a.  {α X, YP} (α=H) 

 b.  {α XP, YP} (α=X) 

 c.  {γ {α X[uF], WP}, {β Y[F], ZP}} (α=X, β=Y, γ=<F, F>) 

 

1.2. Epstein, Kitahara and Seely (EKS) (2017): Agreement without Agree 

(4)   Minimal Search (finding the first head(s) for labeling) replaces Probe-Goal Search (locating P and searching G 

in the search domain of P for agreement). (EKS (2017: 2)) 

(5)   the two heads that undergo valuation must be in the XP-YP configuration. (ibid.) 

(6)   Suppose, for a syntactic object SO, Minimal Search simultaneously finds the two heads: one bearing valued 

features vF and the other bearing unvalued features uF. Then, the total information provided by these two heads, 

is just vF (since uF is in effect superimposed on vF, informally, analogous to “1+0=1”) and vF is taken to be the 

label of SO (Chomsky 2013, 2015). (ibid.) 

(7)   If such information, namely vF, is sufficient for the assignment of the relevant morpho-phonological features to 

uF, then it is redundant to have feature-valuation in the narrow syntax prior to the necessary feature-assignment 

in the morphological component. (ibid.) 

(8)   {γ {β which[uQ], dog} {α C[int], …}} (α=C, β=which, γ=<int, int>) 

(9) a. インターフェイスまで[uF]は unvalued のまま。 

 b.  Agree は syntax で起こらない。 

 c.  Minimal Search の情報に基づきインターフェイスで feature-assignment (derivational) (cf. (5)) 

 c´. ラベルの情報に基づきインターフェイスで feature-assignment (representational) 
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(10) a.  (syntactic) Agree を持つ枠組み (Chomsky (2015)) 

  i. Agree による[uF]の valuation→ii. Minimal Search (labeling)→iii. SM interface で valued [uF]の値を形態/

音声的具現化 

 b.  EKS (2017) 

  i. Minimal Search (labeling)→ii. SM インターフェイスで<F, F>ラベルに基づき[uF]を形態/音声的具現化 

 

2. 提案: Totally Representational Model for Interpretation 

(11)  syntactic object X、或いはその一部の feature の解釈は X を含む集合のラベルに基づき定められる。 

(12)  {β Z[F] {α X[uF] {...Y[uF]...}}  (α=X, β=<F, F>) 

(13)  Interpretation by Contain 

  X、Y が持つ[uF]はラベル<F, F>に基づき interfaces で[F]の解釈を受ける。 (cf. (2)) 

(14)  Immediately Contain 

  ある syntactic object X が集合のラベル (の一部) を決定している時、X はその集合に immediately 

contain されている。 

 a. {α X, YP}   (α=X)  (=(3a)) 

 b.  {γ {α X[uF], WP}, {β Y[F], ZP}}   (α=X, β=Y, γ=<F, F>) (=(3c)) 

(15)  以下の構造において、 

  i. 集合 β に contain される Y は集合 β に基づく解釈を受けることができる。 

  ii. 集合 β に immediately contain される X は集合 β に基づく解釈を受けなければならない。 

  {β Z[F] {α X[uF] {...Y...}}  (α=X, β=<F, F>) 

(16)  X は集合 β を特徴づけておきながら、その集合と無関係の解釈を受けることはできない。 

 

3. 義務的解釈・随意的解釈その 1: Case 

3.1. 義務的な Case 

(17)  ラベルと Case の関係 (cf. EKS (2012)) 

 a. 名詞とＴから得られるラベル<phi, phi>を持つ集合はその中に含まれる名詞に主格を与える。 

 b. 名詞と R から得られるラベル<phi, phi>を持つ集合はその中に含まれる名詞に対格を与える。 

(18) a. I like him. 

 b. {η C {ζ I[phi] {ε T[uphi] {δ I[phi] {γ R-v* {β him[phi] {α R[uphi], him[phi]}}}}}}} 

  (α=R, β=<phi, phi>, γ=δ=R-v*, ε=T, ζ=<phi, phi>, η=C) 

 

3.2. 随意的な Case 

(19)  It was I whom public opinion eventually condemned. (Smits (1989: 300)) 

(20)  It is me who(m) John is after. (Akmajian: 1970: 152) 

(21)  (19) は<phi, phi>ラベルに基づき主格、(20) はその option を取らずに default の対格。 

(22) a. ?There am I. (Schütze (1997: 136)) 

 b.  There’s me. (ibid.) 

(23)  (22b) では agreement が起こっておらず、default の対格、(22a) に関しては話者間の variation 有り。 



(24)  there は意味上の主語から[phi] feature を copy するが、[phi] feature の一部が欠けており defective であ

るため (Chomsky (2001))、it と異なり完全な<phi, phi>ラベルを提供できず、<person, person>に基づく

主格を許すか否かで話者間の variation が起こる。 

  {δ C {γ there[person] {β is[uphi] {α there[person], I[phi]}}}}  (α=I, β=T, γ=<person, person>, δ=C) 

(25)  Er läßt  ihn  {einen guten Mann/ein guter Mann}  sein.   (German) (Schütze (1997: 87)) 

 he let-3SG him {a good man-ACC/a good man-NOM} cop-3SG 

 ‘He lets him be a good man.’ 

(26)  Ég taldi  {hana/*hún}  vera kennara/*kennari. (Icelandic) 

 I  believed {her-ACC/*she-NOM} to.be teacher-ACC/*NOM  

  ‘I believed her to be a teacher.’ (Maling and Sprouse (1995: 170)) 

(27)  (25) の German は英語同様の optionality を示すが、(26) の Icelandic は predicate nominal が default 

option を取れない、linguistic variation 有り。 

 

4. 義務的解釈・随意的解釈その 2: wh 演算子の scope 

4.1. 多重 wh 疑問文 

(28)  Who knows where we bought what? 

(29)  二つの問題: 1. 元位置にある wh 演算子の[uQ]の解釈 2. wh 演算子の scope の随意性の違い 

(30) a.  Q1: for which <x, y>, x knows where we bought y 

  A1: John knows where we bought pizza, Tom knows where we bought books... 

 b.  Q2: for which x, x knows where we bought what 

  A2: John and Tom (knows where we bought what). 

(31)  who, where は表層の scope を取らなければならないが、what は主節/埋め込み節いずれの scope も随意

的に取れる。 (cf. Baker (1970)) 

(32)  {δ who[uQ] {γ T[int] ... {β where[uQ] {α C[int]...what[uQ]}} (α=C, β=<int, int>, γ=T, δ=<int, int>) 

  →what の[uQ]はラベル δ に基づき解釈される。また、<int, int>のラベルを持つ集合に immediately 

contain されている who, where はラベルを与える位置で義務的な解釈 (scope) を受けなければならな

い。どの集合にも immediately contain されていない what のみが随意的な scope を取ることが可能1。 

 

4.2. wh island 

(33) a. * What did you ask where she ate? 

 b.  {ε what[uQ] {δ did[int] you ask {γ what[uQ] {β where[uQ] {α C[int] she ate what[uQ]}}} 

   (α=C, β=γ=<int, int>, δ=C[int], ε=<int, int>) 

(34) コピーは Minimal Search に不可視のため what はラベル γ を与えないが、ラベルとその構造のみを見

るインターフェイスは、以下のラベル γ の二つの派生を見分けられない2。 

(35) a.  {γ what[uQ] {β where[uQ] {α C[int], ...}}  (γ は what, where, C の三つが提供したもの) (β=γ=<int,int>) 

 b.  {γ what[uQ] {β where[uQ] {α C[int], ...}}  (γ は β を引き継いだもの) (β=γ=<int,int>) 

 

1 Reinhart (1998) のChoice Functionに基づきwhatはいずれかのwh演算子とペアの解釈を受けると想定する。 

2 (33b) において what がコピーであることは what がラベル γ を提供しなかったことを意味しない。 



(36)  (33b) において、what は集合 ε, 集合 γ のいずれにも immediately contain されていると見なされ、矛盾

する scope が CI インターフェイスで強制されるため非文。 

(37) a.  What do you wonder who saw? (George (1980), Chomsky (1986)) 

 b.  {γ what[phi][uQ] do[int] you wonder {β what[phi][uQ] {α who[phi][uQ] T[uphi][int] saw what[phi][uQ]}}

  (α=β=<phi, phi>/<int, int>, γ=<int, int>) 

  →C deletion を受けており、主語 wh は<phi, phi>と<int, int>のラベルを同時に与える。 

(38)  {γ DP2[phi] {β DP1[phi] {α T[uphi], ...}}}

  (α=T, β=<phi, phi>, γ=??)  

  →valued F が二つある multiple spec は Minimal Search によりラベルが与えられない。  (北原 (2019)) 

  →(37b) において what は集合 β に immediately contain されていないことがインターフェイスで読み取

られ、wh island 違反が生じない。 

 

5. まとめ 

(39)  従来の統語理論においては spec-head agreement と probe-goal Agree の二種類により統語関係が定義さ

れていた。前者は spec の概念に頼っており、bare phrase structure (Chomsky (1995)) に基づく理論では

自然に引き出されない関係となった。また、probe-goal Agree には EKS (2017) が指摘した問題の他、

ここで扱った義務的/随意的解釈の違いを捉えることができない。本発表での提案: Interpretation by 

Contain (13)、Immediately Contain (14) は、Merge が作り出す集合、ラベル、集合を定義するラベルの

役割の三つから自然に引き出されるものであるため概念的に望ましく、加えて、spec-head agreement

を自然な形で取り入れ、probe-goal Agree のみでは説明できない随意性を捉えることができた。 
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