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○新日本語学者列伝 黒田成幸   

田窪行則 

 

日本時間 2009 年 2 月 26 日黒田成幸の訃報を受け取った。日本の生んだ偉大な言語学者を

失ってしまった。日本語の生成文法的研究を行っている研究者はすべてが黒田の論考から

大きな影響を受けているはずである。黒田の研究範囲は多岐に渡り、音韻論、数理言語学、

統語論、語用論、文体論に至るまで珠玉の論考を残している。黒田と個人的付き合いのあ

る言語学者はすべてその訃報に接して我々は黒田のいない世界を生きていかなければいけ

ないと深い喪失感を覚えたはずである。  

黒田に初めて会ったのは 1990 年 3 月サンディエゴだった。そのときに訪ねて行ったおな

じカリフォルニア大学サインディエゴ校のフォコニエ(Gilles Fauconnier)が黒田とアポイ

ントメントを取ったので会ってこいというのだ。一面識もない、あまりにも有名な学者に

会うのはどうもとしり込みしていると、フォコニエは「ユキはお前と同じで、とてもシャ

イで、したがっていいやつだから、会ってこい。本をもらったのでお礼を言いたいとい言

っているし。」と言う。その前に黒田に益岡隆志との共著である『基礎日本文法』を贈って

いたのである。フォコニエは同校で黒田の指導で博士号を取っており、個人的にも非常に

親しい。そのように説得されて黒田の部屋に行った。簡単に挨拶を交わし、黒田の車でレ

ストランにスパゲッティを食べに行った。黒田は車の運転に慣れていないようで坂道の駐

車に苦労し、ハンドルをさかさまに切ってはずるずると坂道を落ちる。「先生反対に切った

らどうでしょう」言うとハンドルを反対に切ってなんとか坂道駐車できた。その時はほと

んど会話という会話は成立しなかった。覚えているのは「どんな研究をしてますか。」「日

本語の代名詞の「彼」について考えてます。」「ああ、傍士君もやっているよね。」の二言で、

他には意味のある会話はなく、きまずい空気の中フォコニエを恨んだ記憶がある。 

 そのような出逢いであったけれど、ほかの言語学者たちと同じく私にとって黒田は自分

のロールモデルで、黒田に読んでもらい評価してもらうために論文を書いているような気

持があった。その後黒田と親しくしていただいてそのおちゃめな人柄と透徹した知性を知

るにいたり、ますますその思いは募った。 

  黒田は 1934 年東京に生まれた。1957 年東京大学理学部数学科を卒業し、同年同文学部

言語学講座に学士入学、1959 年に言語学の学士号を取った。この時の卒業論文が『言語の

記述』であり、1960 年に研究社から出版されている(引用文献 1)。学士号取得ののち、名古

屋大学理学研究科に進級して 1961 年に数学の修士号を取っている。それから米国 MIT の

言語学科に入学してチョムスキーのもとで生成文法の研究に入る。このときハーバードに

同じ東京大学言語学講座出身の久野暲と早田輝洋がいた。3 人はよく一緒にすごしたそうで



ある。 

MIT 滞在中にアメリカインディアンの言語である Yawelmani の音韻論を研究した。その

成果は 1967 年に MIT 出版から出版されている(引用文献 2)。さらに日本語の促音・撥音に

関する生成音韻論的研究を行い、その成果は博士論文の第 5 章となる。生成音韻論では基

底形から順序づけられた複数の規則により音形に結び付ける。この変換操作で音素という

表示レベルは不要である。黒田は日本語の促音・撥音も表示レベルでは不要であることを

示す。しかし、直観レベルではこれらはなんらかの形に単位として知覚されている可能性

がある。この直観から音素の否定が間違っていることを主張することも可能であるが、黒

田はこの直観を生かしつつ、生成音韻論のテーゼを守る方法を探る。その内容は 1967 年に

『言語研究』に掲載されている。その後音韻論の研究はしばらく行っていないが、後述す

るように音韻論への興味は晩年になって復活する。 

 黒田は祖父に高名な数学者である高木貞治を持ち、父親である黒田成勝も数学者であり、

兄弟三人も数学か数学に深く関連する研究者である。黒田は MIT 時代にいくつかの数学的

な論文を書いている。彼の数学への関心は晩年にいたるまで興味は持ち続けられたようで、

絶筆となった論考は「数学と生成文法」(引用文献 21)であった。 

黒田はこの時期にチョムスキーの授業のレポートでフランツ・ブレーンターノ(Franz 

Brentano)、アントン・マルティ(Anton Marty)の哲学を調べる機会があり、ブレンターノ/

マルティの判断論、マルティの内部言語形式を日本語の有題文と無題文の問題に結び付け

る。この基本的なアイデアは黒田の博士論文の 2 章で述べられており、黒田の関心の大き

な部分をしめてそれからもいくつかの論文で取り上げられている。 

 黒田の博士論文の第 1 章は付置変換(attachment transformation)と呼ばれる変換規則の

提案である。この変換は even や only などという焦点小辞の分布を説明するために提案さ

れたものである。これらの小辞は現れる位置が文の構成素の前であればどの位置でも構わ

ない。しかし、原則として一つの位置に現れる。そのためそれが現れる位置に生成される

と制約を書くことができない。黒田は節の外側にこれらの要素を置き、それを当該の位置

に付置する変換を提案する。これはその後の焦点連合（focus association）やその付置変換

の逆操作である数量詞上昇などの形でその一般化が引き継がれている。 

 1965 年に提出された博士論文には、ほかに代名詞化、再帰代名詞、格助詞ガ、ニ、ヲの

議論がなされている(ガ、ニ、ヲについては引用文献 7 も参照)。この博士論文の特徴は、英

語を中心としてなされた統語理論の枠組みで日本語を見ているにも関わらず、日本語その

ものの性質を深く見据えて、記述一般化していることである。英語の代名詞に比較するの

に日本語でゼロ代名詞を立てその性質を見るのはこの論文からである。また、ゼロ代名詞

と Indef という要素と付加変換を使い、日本語の「疑問詞＋でも」「疑問詞＋ても」などの

構造を説明している。複文構造としての使役、受け身、それと格助詞の配置規則、「自分」

との相互作用などが述べられており、そのどれもが日本語生成文法のその後の研究方向を

決めるものであったと言える。 



 黒田は 1965 年に MIT の博士課程を終え、同校の講師を経て、1966 年にカリフォルニア

大学サンディエゴ校（UCSD）言語学科に職を得る。同校での初期の黒田の指導を受けた研

究者として先述したメンタルスペース理論の創始者である Gilles Fauconnier がいる。 

 UCSDでの 30年間で黒田は多くの影響力のある論文を書いている。1973年Morris Halle

への記念論文集に掲載された論文(引用文献 9)は、文体論の論文であるが直接経験認識を表

す報告文体と観察認識を表す非報告のスタイルの区別を考察したもので、多くの文体論研

究者に影響を与えた。他の文体論研究と異なっているのはその精緻な言語表現の観察と言

語表現と認識方法とのかかわりを見ていることである。 

 黒田は中古、上代の日本語に関する造詣が深い。Papers in Japanese Linguistics に掲載

された主辞内在型関係節に関する論文（引用文献 10、11、12）は画期的な論考であり、中

古の日本語において主辞内在型関係節が存在したこと、そして日本語において中古から近

世にかけて、ガだけでなく、ヲ、ニが接続助詞化したことを説明できる理論を提示し、同

時に現代日本語における主辞内在型構造の統語的語用論的性質を明らかにした。この一連

の論考によって主辞内在型の関係節が注目を受け、以後多くの論文が書かれている。 

 受け身に関する論考もこの時期の重要な論考である。1979 年に井上和子の還暦記念論文

集に出された論文(引用文献 13)は日本語の受け身に関する画期的な論文である。ここでは

日本語の受け身はいわゆる直接受け身も間接受け身も同じく能動文を埋め込んだ複文構造

をなすことが主張されている。これは直接受け身を単文構造からの変換で派生し、いわゆ

る間接受け身を複文構造とする立場に対する反論である。また同時にニヨッテで動作主を

表す受け身に関しては複文構造でなく単文から導出する立場をとっている。この論考もさ

まざまな議論を引き起こした。 

 日本語の指示詞に関する論考も 1979 年に出版されている(引用文献 14)。この論考は久野

が「文脈指示」のソをその指示対象に関する知識を話し手と聞き手が共有していないもの、

アを共有しているものとする一般化に反論している。久野の一般化では指示詞の「眼前指

示」用法と「文脈指示」用法は全く無関係になってしまう。黒田はまず思考実験によって、

聞き手がいない場合の指示詞の用法を観察し、アがその指示対象に関して直接的知識を持

っている場合に使用され、ソがその指示対象に関して概念的知識を持っている場合に使用

されるという一般化を得る。その一般化をこんどは対話的談話に対して適用し、その一般

化が正しく、久野の一般化では説明できない場合があることを明らかにする。以後の指示

詞に関する論文の主なものはこの論考に多くの影響受けている。 

 この時期の黒田の論考で最も注目され、大きな影響を持ったのは、おそらく 1986 年に書

かれた論文（引用文献 15）であろう。これは日本語と英語の統語的相異を一致(agreement)

が義務的か否かというパラメータにより説明しようというものである。この論考は

Chomsky の「原理とパラメータのアプローチ」の非常に重要な具体例として注目された。

同時期に黒田とは独立に当時 MIT の学生であった福井直樹が同様の提案を行っている。福

井は黒田よりさらに強く、日本語では一致を引き起こす I(屈折)とか C（補文化辞）という



機能範疇自体が存在しないという可能性を示唆している。黒田の提案と福井の提案が経験

的相異があるのか、あるとしてどちらが正しいのかという問題は完全に解決しているとは

言えない。 

黒田はカリフォルニア州の年金プログラムを受けて1994年に退職するまでこの大学で教

える。黒田の UCSD 時代の論考は二冊の書籍（引用文献 4、5）にまとめられている。 

 1994 年に UCSD を退職したあと 1995 年に東北大学言語学講座の教授として赴任し、

1998 年に同校を定年退職する。生成文法研究者が日本の言語学講座に職を得たのは黒田が

最初であったと思われる。それまで日本の大学では英文科でしか生成文法研究者は受け入

れていない。黒田が東北大学に職を得てからすこしずつ生成文法研究者が言語学講座に受

け入れられるようになる。 

 黒田は自身の東北大学退任の記念の論集に主辞内在関係節、およびそれに関連するトコ

ロ節に関する論考を出版している(引用文献 16、17)。主辞内在関係節に関する論考は、そ

れまでに発表されたこの問題に関する多くの論文の主張とその根拠を示し、それらの一つ

一つに反論を加え、さらに新しい現象を示しながら論駁して、自説が正しいことを示して

いる。主部内在関係節および関連する現象を考察したい学生、研究者すべての必読文献と

なっている。 

 黒田はこの時期、生成文法の基本理念に関する概説的な講演を多く行っているが、東北

大学の哲学の教室に招かれて行った講演の内容が「文法理論と哲学的自然主義」として採

録されている(引用文献 18)。この講演は言語学を専門としない聴衆を対象としたもののよ

うであるが、生成文法を研究するすべての学生、若い研究者が必ず読むべきものである。 

 これらの論考は他の論考とともに『日本語からみた生成文法』(引用文献 6)に再録されて

いる。この本はその論文のほとんどを英語（あるいはフランス語）で書いてきた黒田の日

本語の論文を集めたものである。 

 黒田は東北大学退職後はサンディエゴに戻り、古巣の UCSD の研究専任教授として研究

に専念した。定年退職後もその研究意欲は衰えず、前にもまして多くの研究成果を残して

いる。まず音韻論に関する関心が復活し、Feature Geometry を援用して、「発声に伴う気

流の性質を反映した構造を持つ射影気流素性幾何 (projective aerodynamic feature 

geometry)」という構想を発表している。この構想に基づいて、韓国語の同化規則を扱い、

日本語の連濁について新しい提案を行っている(引用文献 19)。また、上代日本語の係り結

びに関する論考をいくつか書いている(引用文献 20)。またシェークスピアのソネットに関

する論考など、文学的な論文も書いている。 

黒田の論考はどれもあまりに深いため、簡単には理解できない。しかし、非常に明示的

にかかれているためいったん理解できたものはその全体像をつかむことができる。たとえ

ば、黒田の指示詞に関する小論文は実に明快でその論理と観察の鋭さに感嘆する名品であ

るが、私は全体を完全に理解するのに 10 年かかった。私の D-領域の概念は黒田の論文とは

独立に考えたものと思っていたが、この黒田論文に非常に明示的に提示されており、私が



それを完全に理解できたのは、黒田論文を読みなおしてからである。指示詞の授業をする

たびにこの論文を朗読しながら解説したため、全編を音読した回数だけでも 20 回は越える

であろう。 

黒田の論文はそのすべてがこのような読み方をされなければならない。残念ながら、私

も含めて黒田論文の多くはそれほどの深い理解を得てはいない。また、黒田の論文がその

多くが英語で、非常な名文で書かれているため、黒田の論考に触れるべき日本の多くの読

者にその内容がつかみにくくなっていることは否めない。その内容を完璧に理解できた研

究者が日本語に翻訳する必要があるかもしれない。 

 黒田は一見とっつきが悪いのだが、いったん親しくなると、そのおちゃめな性格から接

した人皆に好かれ、エピソードには事欠かない。 

1994 年にカリフォルニア大学を退職したとき、私は九州大学に教授として招くべく準備

を行っていた。その連絡のため彼にメールなどで連絡をした。その件で黒田から電話があ

ったが私は席を外していたので、すぐにこちらから国際電話した。私自身電話が嫌いだっ

たことと、もともと黒田の方から受けた電話であったため、相手が話し出すのを待ってし

まった。電話口にでた黒田は無言であった。なにか我慢比べになってしまい、二人の無言

は 5 分ほども続いた。我慢できなくなったのは黒田で、発した言葉は「なにか？」だった。

「お前が電話したんだろう」と思うべきだったのだろうけど、なんとなく当然のような気

がしてそのまま 9 月に九州大学に様子見がてら講演に来てもらうことが決まった。残念な

がらその時は九州大学の言語学講座には大学院生が数人しかおらず、研究グループがまだ

ないと思われたようである。そのあとで申し出のあった東北大学に赴任することになる。 

黒田はひとつのテーマについて考え始めると深く、長く切れ目なく考え続けるようであ

る。そのためある日出会いがしらに突然「さっきの話だけどね」と言われ、何のことかと

考えると一週間前の議論のことだったりするという噂があった。これは話には聞いていた

が、黒田に関する伝説の一種かと思っていた。初めて実際に目撃したのは彼が東北大大学

在職中に九州大学に集中講義に来てもらったときである。授業中に名詞の指示に関する議

論に私が反論した。その時は深い議論にならずに終ったのであるが、次の朝出会がしらに

「田窪さんさっきの話だけどね」とおっしゃる。私が質問したのは前の日の朝の授業でそ

れからほとんどまる一日すぎてからの話である。私が「ああこれか。」と思って嬉しくなっ

たのは言うまでもない。 

 また、黒田は座談の名手でときどき金言めいたものをいう。その多くは忘れてしまった

が「数学者は既知のものから未知のものを導出する、それに対して、言語学者は未知のも

のから未知のものを導出する」というものである。これは、言語学者がはっきりわかって

いない仮定のものを前提として、それから戒めたものだろうと思われる。   

  1994 年ごろだったろうかカリフォルニア大学サンタクルズ校で形式意味論の学会があ

り、その懇親会でのこと。私が日本人だとわかって主催者の一人 M は「日本人ならユキと

日本語で話せるだろう。うらやましい。日本語で話せばユキの話はよくわかるだろう。」私



が口ごもっていると M とやはり言語学者の M 夫人は「やっぱり」。黒田がいかに尊敬され

ており、その研究内容を深く知りたがっていたかが分かるのである。（文中敬称略） 
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