
Q形態素による wh句の束縛と非構成素削除について 
平 井 大 輔 

 
1. はじめに 

 本論の目的は、CP 構造と wh 移動のメカニズムを検討するとともに、Ross(1969)によって指摘された(1)のよ

うな間接疑問文削除（スルーシング）の派生分析を提案することである。 
(1) a. Ralph is going to invite somebody from Kankakee to the party, but they don’t know who  (he’s going to invite 

  t to the party).                                      (Ross (1969: 252)) 
b. She kissed a man who bit one of my friends, but Tom doesn’t realize which one of my friends (*she kissed a  
  man who bit t).                                      (Ross (1969: 276)) 

 Ross によれば、間接疑問文の CP 内にいわゆる統語的「島」が含まれない(1a)の場合は、TP が削除されてい

るかどうかにかかわらず正文となるが、(1b)のように島を含む TP が可視的である場合は非文と判断される。

以下本研究では、Baker (1970)で提案された抽象的疑問形態素(Q 形態素)を CP 構造に援用することによって、

スルーシングの新たな分析を試みる。さらに、削除現象における非構成素削除の可能性を示す。 
2. 先行研究とその問題点 

 (1)において、wh 移動後に間接疑問文内の TP が PF 削除を受けていることを示す証拠は、前置詞残留や残余

wh 句と動詞との一致に関する事実等に見ることができる(Ross (1969), Merchant (2001)を参照)。しかしながら、

もし TP が PF 削除を受けるのであれば、どのように wh 移動が適用されているのかが問題となる。Chomsky 
(1972)や Fox and Lasnik (2003)による分析では、wh 句は島に関する条件に違反をしながらも CP へ移動し、そ

の後、違反を犯した部分が削除されることにより違反が「修復」されることを提案している。Abe (2015)は残

余 wh 句の素性を[Focus]素性と PF 素性に分け、前者が後者よりも先に島の条件に違反することなく CP に移

動すると仮定し、移動によって分けられた[Focus]素性と PF 素性の音声的隣接条件を基に、wh 句は可視的に移

動することなく間接疑問文内部の範疇を削除することより、スルーシングが派生されると分析している。しか

しながら、これらの分析はいずれも何らかの形で wh 句（もしくはその素性）が島を越える移動を含んでおり、

循環的派生を基にしている近年のミニマリスト・プログラムの考えに一致しない。iそこで、従来の wh 句と C
主要部の素性に基づく wh 移動のメカニズムを Baker(1970)で提案された Q 形態素を援用し捉え直した上で、

スルーシングの派生について新たな分析を行う。 
3. Q 形態素に基づく提案と分析 
 スルーシングの分析に入る前に、以下の例を見ておこう。 

(2) A:  Who remembers where we bought which book? 
B:  John remembers where we bought the physics book and Martha and Ted remember where we bought The  
   Wizard of Oz.                                      (Baker (1970: 215) 

(3) A:  あなたは、太郎が誰を非難したという噂を信じているのですか。 B: 次郎です。 
英語の wh 疑問文では一つの wh 句のみが CP に移動するが、(2)(3)が示すように、多重 wh 疑問文において可

視的移動を受けていない wh 句は、主文 CP との間に介在する島の存在に関係なく、日本語の wh 句と同様に

広い作用域を取ることが可能である。そこで、以下のように仮定する。 
(4) a. Q 形態素が C に位置し、英語のような wh 移動を有す言語では、wh 句と音声的隣接を要求する。 

b. wh 句は不定語であり変項として機能し、Q 形態素によって束縛される。複数の wh 句がある場合 
 は、Q 形態素が非選択的に束縛する。(cf. Baker (1970)) 
c. wh 句は T 主要部に EPP 素性がない限り、Q 形態素によって元位置で束縛され解釈される。 

(4)を基にすれば、英語などの wh 移動を持つ言語は(5)のように示される（イタリック体はコピーを表す）。 
(5) a. [CP WHi [[C-Qi] [ T [vP … WHi …]]]]         (wh 疑問文) 

b. [CP WHi [[C-Q(i, j)] [ T [vP … WHi […WHj ]]]]]   (多重 wh 疑問文：Q 形態素による非選択的束縛) 
c. [CP [C-Qi] [[WH(subj.)]i [ T [vP [WH(subj.)]i …]]] ]]  (wh 句が主語の場合、EEP 素性により Spec-TP で音声

的隣接条件を満たす。 
Chomsky et al. (2018)によれば、演算子による変項束縛など解釈に関わる依存関係は、フェイズ不可侵条件に関

わることなく長距離束縛が許されることが示唆されている。上記の仮定から、(2A)は(6)のような構造になり、

(2B)が保証される。 
(6) [[C-Q(i,k)] [ Whoi T [whoi remembers [wherej [C-Qj we bought which bookk wherej]]]]] 



 一方の先行文はどのような構造を持つのであろうか。スルーシングでは、通常 wh 句と対応する不定名詞句

が先行文に現れ、その個体の存在が含意される。不定名詞句は、移動操作を受けない wh 句と同様に島を越え

た広い作用域を持つことが可能である。以下の例を見てみよう。 
(7) If we invite some philosopher, Max will be offended.                   (Reinhart (2006: 73)) 

(7)は、私たちが招待すれば、Max が不快に思うような哲学者が存在することを意味する。Heim (1982), Kuroda 
(1965), Reinhart(2006)等に従い、不定名詞句は不定語であり変項の一種と考え、演算子による束縛を必要とする

と仮定する。そうすれば、不定名詞句の束縛関係は(8a)のように表され、(7)は(8b)のような構造を持つ。 
(8) a. [CP [C-∃i] [ … [ … [Indefinite NP]i …]] 

b. [CP [C-∃i] [[CP(adjunct) if we invite [some philosopher]i] [Max will be offended]]] 
 では、どのように削除操作が適用されるのであろうか。削除操作に関して、以下の 2点を提案する。 

(9) a. LF パラレリズム：音声的削除は削除文の LF 構造が先行文のそれと同一の場合にのみ認められる。

(Fox (2000)) 
b. 最大削除効果：焦点化された要素以外の前提的要素を削除する。(cf. Hartman (2011), Merchant (2008)) 

これらの仮定を基に、(1b)がどのように派生されるのかを見てみよう。まず、(1b)の先行文は「彼女は私の友人

の 1人を噛んだ男にキスをした。そのような友人が 1人いる。」ことを前提とし、後続する削除文ではそれが

誰かを問う疑問文である。(1b)の関連する CP に上記の束縛関係を適用すれば、それぞれの LF 構造は(10)のよ

うに示される。(10)では、各演算子がそれぞれの変項を長距離束縛している。 
(10) a. [CP [C-∃i] [TP She kissed a man who bit [one of my friends]i]] 

b. [CP [C-Qj] [TP She kissed a man who bit [which one of my friends]j]] 
さらに、(10a)の意味は(10b)に対する前提となるため、削除文の CP は以下のように[Presupposed]としてマーク

されると仮定する。 
(11) [[C-Qj] [TP She [vP kissed a man who bit [which one of my friends]j]]] 
 

しかし、(11)を(10a)と比べると、それぞれの構造は同位置に演算子と変項を持つという点で同一であるが、異

なった演算子と変項を持つという点で違いがある。そこで、異なる要素を焦点化[F]マークすると(11)の LF 構

造は(12a)ように示される。この構造に(9)が適用されると(12b)のように内部の前提部分が削除される。 
 

(12) a. [[C-Qi][F] [TP She kissed a man who bit [which one of my friends]i[F]]]] 
 
b. [[C-Qi][F] [TP She [vP kissed a man who bit [which one of my friends]i[F]]]] 

この削除操作により、Q 形態素は元位置にある wh 句と音声的隣接性条件を満たすことになり、これまで問題

となっていた島の条件などの統語的違反を犯すような移動を伴わなくともスルーシングが正しく派生される。 
 この派生方法は、新たな可能性を示唆している。これまで一般的に削除操作は句範疇（最大投射）に適用さ

れると考えられてきたが、この分析では非構成素への削除操作の適用が可能であることを示唆している。 
4. まとめ 

 これまでスルーシングの派生分析では、複雑な wh 句の移動を仮定しなければならなかった。そこで、本論

では、Baker (1970)による Q 形態素を援用し CP と wh 移動のメカニズムについて検討し、新たな分析を試み

た。具体的には、wh 句移動を有す言語において、C に位置する Q 形態素と wh 句の音声的隣接条件を仮定し、

他の統語的要請がない限り、Q 形態素によって元位置で束縛され解釈が可能であることを提案した。さらに、

削除操作の適用方法に関して、LF パラレリズムと先行文が含意する前提に基づく最大削除効果を提案し、ス

ルーシングの派生に対する新たな分析を提示した。この分析により、削除操作は最大投射や統語的構成素に適

用されるという従来の考えとは異なり、非構成素に削除が適用されるという可能性を示した。今後は、他の削

除現象を考察しこの分析の妥当性を検証したい。 
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i Merchant (2001)は島を含まない節を仮定し派生を説明している。Lasnik(2001)も参照。 
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