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 wh expression wh expression と particle の関係 

Nishigauchi variable 移動+unselective binding 

Tsai variable unselective binding (中国語)、移動+unselective binding (日本語) 

Takahashi variable 選択+particle の移動 

Saito operator 非顕在的移動+Agree 

 

Saito (2017): Japanese wh-phrases as operators with unspecified quantificational force* 

林 愼将 (九州大学大学院/日本学術振興会) 

 

主な先行研究 

Nishigauchi (1990): 日本語の wh expression が indefinite であり、unselective binding を受ける。“the 

quantificational force of a wh-expression” is determined by “a quantificational particle.”と述べる。 

Tsai (1999): 中国語の wh expression が variable である証拠を出す。 

Takahashi (2002): 日本語の wh expression が unselective binding を受けることに対する批判を行う。wh 

expression と particle は選択関係があると主張する。 

Kuroda (1965): 日本語の wh expression は variable であるという点で、Nishigauchi、Tsai、Takahashi の親玉。 

 

 

 

 

 

 

 

日本語 wh expression の中心的な特徴 

(1) wh expression の解釈その 1: interrogative  

  太郎は[[誰がそれを食べた]か]知っている。 

(2)  wh expression の解釈その 2: universal quantification の一部 

  [[[誰が書いた]本]も]面白い。 

☺ここから分かること: wh expression の quantificational force は particle に由来する。 

(3)  日本語 wh の locality 

 a. [[花子がその時[[太郎が来る]と]言った]か]教えてください。 

 b. [[花子がその時[[誰が来る]と]言った]か]教えてください。 

☺ここから分かること: clause boundary にかかる locality は無い。 

 c. [[花子がその時[[誰が来る]か]尋ねた]か]教えてください。 

解釈 A:「誰」が最も深く埋め込まれている「か」と関連付けられ、外側の「か」は yes/no 疑問の解釈。 

解釈 B: 最も埋め込まれている「か」を yes/no 疑問とし、「誰」を外側の「か」と関連付けた解釈は容認

度が下がる。??Please tell me who Hanako asked then if she/he is coming. 

☺ここから分かること: wh island effect が存在し、日本語の wh 疑問文は移動により派生される。 

  

 

*発表及びハンドアウト作成に際し、九州大学大学院での西岡宣明先生の授業でこの論文を取り上げてい

ただいた際の授業内のディスカッションが大変助けになりました。感謝いたします。 
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2. Nishigauchi (1990) 

(7) a. [[誰が来る]か]教えてください。 

 b. [誰もが読む]本 

 c. [誰かが捨てた]本 

 d. [誰でも持っている]本 

 e. [誰も読まない]本 

(8)  [[[誰が書いた]本]も]面白い。  

Kuroda (1965): 日本語の wh は indeterminate pronoun であり、variable として機能する。 

Nishigauchi (1990): Heim (1982) の unselective binding を用いて分析する。 

Unselective binding 

(9) a. Everyone is smart 

 b. [Everyx] [x is a person] [x is smart] 

 c. [Every x: x is a person] [x is smart] 

  operator restriction  core sentence (nuclear scope) 

(10) Donkey anaphora 

 a. Everyone who bought a painting was satisfied with it 

 b. [Everyx] [x is a person and x bought a painting] [x was satisfied with it] 

 c. [Everyx, y] [x is a person, y is a painting, and x bought y] [x was satisfied with y] 

(11) a. If a man sees a panda, he chases it. 

 b. [Everyx, y] [x is a man, y is a panda and x sees y] [x chases y] 

(12) a. John saw a cat. 

 b. [Somex] [x is a cat] [John saw x] 

(13) Diesing (1992) 

 a. Firemen are available 

 b. [Somex] [x is a fireman] [x is available] 

(14) a. Cats are wise. 

 b. [Genericx] [x is a cat] [x is wise] 

(15) a. 太郎は[[花子が何を食べた]か]知っている。 

 b. [Qx] [x is a thing] [Hanako ate x] 

→wh expression は variable 

(16) a. [[[誰が書いた]本]も]面白い。 

 b. [Everyx] [x is a book and dare wrote x] [x is interesting] 

 c. [Everyx, y] [x is a book, y is a person, and y wrote x] [x is interesting] 

→「誰」が unselective binding を受ける 
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(17) a. 太郎は[[花子が来ると]聞いて]も行かないだろう 

 b. 太郎は[[誰が来ると]聞いて]も行かないだろう 

 c. 太郎は[[誰が来るか]聞いて]も行かないだろう 

解釈 A: 「誰」が「か」と関連付けられて解釈 

解釈 B: 「誰」が「も」と関連付けられ、「か」は yes-no 疑問とする解釈はできない。 

*For every x, x a person, Taroo won’t go even if he hears if x is coming. 

☺ここから分かること: wh expression は associated particle の近くに covert に移動する。 

→Nishigauchi (1990): unselective binding のために government 関係が必要であり、そのために移動が起こる。 

疑問点、問題点: unselective binding と covert movement を両方取ることは little puzzling 

(18) 移動では、operator と variable は同一の要素 (Chomsky (1993)) 

 a. Who did John see? 

 b. [[which x: x is a person], x] did John see [[which x: x is a person], x] 

 c. [[which x: x is a person], x] did John see [[which x: x is a person], x] 

対して、unselective binding では、quantifier と variable は違う要素→何故移動の関係が必要なのかが不明。 

☺Kuroda の indeterminate pronoun 分析を発展させた Nishigauchi は、wh 自体が quantificational force を持つ

と考え、“the quantificational force of a wh expression” is determined by “a quantificational particle”と述べる。 

 

3.1 Tsai (1999) 

(19) Shei xian lai, shei jiu keyi xian chi ne 

 who first come who then can first eat Qwh 

 ‘For which x, x a person, if x comes first, then x is allowed to eat first.’ 

☺ここから分かること: 中国語の wh expression は indefinite であり、unselective binding を受ける。 

(20)  [CP Op[Q]x [TP … sheix …… sheix … ]] 

(21)  [誰が最初に来たら、誰が最初に食べられるか] (教えてください) 

(22) Shei xian lai, shei jiu keyi xian chi  

 who first come who then can first eat  

 ‘For every x, x a person, if x comes first, then x eats first.’ 

☺ここから分かること: conditional には universal operator が含まれ、unselective binding により wh expression

は universal の解釈を得る。 

(23) a. 学生が来れば、僕は pro 会う 

 b. *誰が来れば、僕は pro 会う 

(24) Akiu bu xiang chi shenme 

 Akiu not want eat what 

 A. ‘Akiu doesn’t want to eat anything.’ (= ¬ [Somex] [x is a thing] [Akiu wants to eat x]) 

 B. ‘What does Akiu not want to eat?’ 
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(25) a. Ni xiang-zhidao [Akiu mai-bu-mai  shenme]  (ne) 

  you wonder Akiu buy-not-buy what Qwh 

  ‘What is the thing x such that you wonder whether Akiu will buy x.’ 

 b. Ni xiang-zhidao [shei mai-bu-mai  shenme]  

  you wonder who buy-Asp what 

  A. ‘What is the thing x such that you wonder who bought x.’ 

  B. ‘Who is the person x such that you wonder what x bought.’ 

☺ここから分かること: 中国語では wh expression が variable で unselective binding を受ける。 

(26) 日本語と中国語の違い 

 a. 日本語: [CP Op[Q] x [C′ [TP ... [DP Op[Q] x [whx]] ... ] C]] 

 b. 中国語: [CP Op[Q] x [C′ [TP ... [DP  [whx]] ... ] C]] 

→日本語では operator は wh expression と生起し、移動する一方、中国語では scope 位置に生起する。 

☺ i. 両言語で wh expression は variable であり、ii. 日本語では移動により wh island effect が生じる。 

(27) Akiu shei dou xiangxin 

 Akiu who all trust 

 ‘Akiu trusts everyone.’ 

(28) [[誰が書いた本]も]面白い 

疑問点、問題点: 1. 何故日本語では DP と PP に null interrogative operator が merge するのか。wh expression

と operator とが local な関係になければならないというわけではない。2. 日本語の wh island の問題。3. 日

本語の wh expression は variable ではない。 

(29) 太郎は[[誰が来るか]聞いて]も行かないだろう 

(30) Shei xian lai, shei jiu keyi xian chi  

 who first come who then can first eat  

 ‘For every x, x a person, if x comes first, then x eats first.’ 

(31)  *誰が来れば、僕は誰に会う 

(32) a. 太郎は人に会っていた 

 b. *太郎は誰に会っていた 

(33) a. 太郎は人に会わなかった 

 b. *太郎は誰に会わなかった 

 

3.2 Takahashi (2002) 

(36) a. 太郎はどの本も読んだ。 

 b. 太郎は本も読んだ。 

☺ここから分かること:「も」だけでは universal quantifier にはならない。 

(37)  [[誰が書いた本]も]図書館にある。 

(38)  [Every x: x is a person] [Some y: y is a book and x wrote y] [y is in the library] 

☺ここから分かること:「本」は universal の解釈にはならない。 
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[Q(uestion)] 

[Op:   ] 

[Op: Q(uestion)] 

[Q(uestion)] 

[Conjunctive] 

[Op:   ] 

[Op: Conjunctive] 

[Conjunctive] 

Takahashi (2002) の主張: 「も」は wh expression と一緒の場合のみ universal quantifier として解釈される。 

(39)  [[誰もが書いた本]も]図書館にある 

(40) a. Who did John see? 

 b. [[which x: x is a person], x] did John see [[which x: x is a person], x] 

 c. [[which x: x is a person], x] did John see [[which x: x is a person], x] 

(41) a. [[誰-も-が書いた本] ] 

 b. [[[x: x is a person]-[every x]-が書いた本] ] 

 c. [[[x: x is a person]-[every x]-が書いた本] [every x]] 

疑問点、問題点: 1. wh island。2. wh expression を variable としている。3. particle と wh expression の関係 

i. particle が wh expression を選択するのではなく、wh expression の方が particle を必要としているように思

われる。ii. 「も」に universal quantifier と also/even を表すものの二種類を想定しなければならない。 

(42)  *誰が来れば、僕は pro 会う 

(43) a. 太郎は[[花子が何を食べた]か]知っている (こと) 

 b. 太郎は[[花子がわにを食べた]か]知っている (こと) 

 c. *太郎は[[花子が何を食べた]と]思っている (こと) 

(44) a. [[誰が書いた本]も]図書館にある (こと) 

 b. [[懐疑論者が書いた本]も]図書館にある (こと) 

 c. *[[誰が書いた本]が]図書館にある (こと) 

(45) 提案 

 a. [wh + variable [[ ..... wh + variable ..... ] particle]]   (covert movement) 

 b. [wh + variable [[ ..... wh + variable ..... ] particle]]   (quantificational force) 

 

4．提案 

(49) a. 太郎は[[花子が何を食べた]か]知っている 

 b.         CP         CP 

          TP        か          何    C´ 

       ...何...                                          TP       か 

                                                    .....   ..... 

(50) a. 誰が[[書いた本]も]図書館にある 

 b.         CP         CP 

          TP        も          誰    C´ 

       ...誰...                                          TP       も 

                                                    .....   ..... 

(51)  花子も太郎も次郎もそこにいた 

(52)  Everyone was there = [a and b and c and …] were there 

(53) a. 誰からか手紙が届いた 

 b. [花子か太郎か次郎か]がそこにいた 

(54)  Someone was there = [a or b or c or …] was there 
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(55) a. [[太郎が来て]も]僕は会う 

 b. [[誰が来て]も]僕は会う 

→二つの mo があると想定する必要はない 

(56) a. [[花子がその時[[誰が来る]か]尋ねた]か]教えてください 

                           feature valuation 

 b. [CP [TP ... [CP wh [Op: Q] [C′ [TP ... wh ... ] か [Q]] ... ] か[Q] ] 

            covert movement 

(57) a. 太郎は[[誰が来るか]聞いて]も]行かないだろう 

                           feature valuation 

 b. [CP [TP ... [CP wh [Op: Q] [C′ [TP ... wh ... ] か [Q]] ... ] も[Conj] ] 

            covert movement 

 

Discussion 

1.  以下の対比に関して、(32b) は日本語の wh expression が variable ではない証拠の一つとされるが、(24) 

の中国語の例から、否定を取り除いても‘Akiu wants to eat something.’の読みは出てこない。この場合中

国語で existential closure が使えないのは何故か。 

(32) b. 「*太郎は誰に会っていた」 

(24) Akiu bu xiang chi shenme 

 Akiu not want eat what 

 A. ‘Akiu doesn’t want to eat anything.’ (= ¬ [Somex] [x is a thing] [Akiu wants to eat x]) 

 B. ‘What does Akiu not want to eat?’ 

 関連して、日本語では wh expression が variable ではないとする証拠として挙げられている以下の例に

おいて、日本語では Tsai (1999) に従い null operator movement があると考え、negative island や conditional 

(universal) operator movement により疑問の null operator movement が block されるとすることで以下の

例を排除し、Tsai の分析を擁護することは可能か。 

(31)  *誰が来れば、僕は誰に会う 

(33) b. *太郎は誰に会わなかった 

 

2.  Takahashi (1993) では以下の文に曖昧性があることが述べられている。 

(i)  ジョンはメアリーが何を食べたか知りたがっているの? (Takahashi (1993: 657)) 

  ‘Does John want to know what Mary ate?’ 

  ‘What does John want to know whether Mary ate?’ 

 wh island と covert movement を考えた場合にこの例をどのように分析するのか。更に、overt 

movement を考えると、Takahashi (1993) は (ii) に曖昧性は無いと述べる。 

 

(ii)  何を i ジョンはメアリーが ti 食べたか知りたがっているの? (ibid.) 
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[Q(uestion)] 

[Op:   ] 

[Op: Q(uestion)] 

[Q(uestion)] 

 しかし、Ishihara (2002) や Kitagawa (2005) で述べられているように、ここで wh island 違反となる

ような解釈 (内側の「か」を yes/no 疑問として、「何」は「の」と関連付けられた解釈) も適切な prosody

の下では得られるように思われる。これをどのように捉えるのか。また、適切な prosody を与えても、

以下の例において、「誰」を「も」と関連付ける解釈は依然として容認されないように思われるが、こ

れは何故なのか。 

(17) c. 太郎は[[誰が来るか]聞いて]も行かないだろう 

 

3. 他言語にどこまで応用可能か。英語の wh expression も、疑問文の他に関係節、感嘆文等にも使われる

ため、例えば Chomsky (2015) で言われているように、wh expression が unvalued question feature を持つ

と考えるのは事実に即していないように思われる。しかし、英語の wh expression は日本語の wh 

expression と異なり、quantifier によっては普通は解釈を与えられない1。従って、英語の wh expression

も[uF]を持つ operator だとすると、その[uF]とは何なのか。 

 

4. 中国語の (19)、(20) において、二つの独立した wh expression が一つの operator に bind されること

は Bijection Principle の違反にならないのか。その場合、Chomsky (2020) が ATB に適用した方策を

取り、二つの wh expression に同一の解釈を与えるとその違反を避けられる可能性があるか。 

(19) Shei xian lai, shei jiu keyi xian chi ne 

 who first come who then can first eat Qwh 

 ‘For which x, x a person, if x comes first, then x is allowed to eat first.’ 

(20)  [CP Op[Q] x [TP … sheix …… sheix … ]] 

 

5.  Case がラベルにならない枠組みにおいて、「何か」の「か」はラベルになれるのか。また、それが C と

して機能した場合はラベルになれるのか。 

 

(49) a. 太郎は[[花子が何を食べた]か]知っている 

 b.         CP         CP 

          TP        か          何    C´ 

       ...何...                                          TP       か 

                                                    .....   ..... 

 

6.  Chomsky (2000) 等に反し、[uF]は uninterpretable ではない。 

  

 

1 英語でも自由関係節に用いられる whatever のような wh expression では、every に由来する接辞によ

り解釈が与えられる。 
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