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1. はじめに 
日本語では、(1) のように複合名詞句制約に抵触するような形での関係節形成が許される。(1) の関係節に

おいて、関係節主要部が空所位置から統語的に摘出されているのならば下接の条件に抵触するはずであるが、

実際は文法的に適格な関係節が形成される。 
(1)  [[[ ei  ej  書いた] 本 j ] が 書店に出ている]  学者 i                (井上 1976: 222) 

  また、日本語では関係節主要部とその空所が非局所的な関係にある関係節においては、照応詞認可やイディ

オム解釈などの再構築効果・連結性（reconstruction/connectivity effects）が見られない。(2) は照応詞認可の例

であり、(3) はイディオム解釈の例である。 
   (2)  *ケイティーは [[[[[ポール j が ei 描いた] という] 議論] が 湧き起こっている] [彼自身 jの 絵]i] を 

たいそう欲しがった。                                                (北尾 2017: 42) 
  (3) * ライバルは [[[[[ジョンが自ら ei 掘った] という] 噂] が たっている] 墓穴 i] を とても喜んだ。 
  （墓穴を掘る： イディオム解釈不可）                                               (op. cit., p. 42) 
  このように、日本語関係節に複合名詞句制約が欠如していること、および長距離の関係節化で再構築効果・

連結性が見られないことを考慮すると、日本語関係節の形成には統語的移動が含まれないと分析できるように

思われるが、興味深いことに、関係節とその空所が局所的（local）な関係にある場合は、統語的移動の諸特性

が現れる。本稿では、まず局所的な関係節の統語特性を分析し、日本語関係節形成には統語的移動が関与して

いることを明らかにする。加えて、その移動は主要部上昇移動（Promotion/Head-raising）であると主張する。

また複合名詞句を含む関係節形成が可能になるのは、一致（Matching）による関係節形成と再述代名詞残留

（resumptive-stranding）によるためであると提案する。 
 
2. 局所的関係節における再構築効果・連結性 
日本語における局所的な関係節では、表層の関係節主要部に含まれる照応詞が関係節内の空所位置で認可さ

れていることを示唆する (4) が文法的であること、また (5a, b) が示すように関係節主要部に生起するイディ

オム・チャンクが関係節内部の動詞と結びついてイディオム解釈を生むことができることから、再構築効果・

連結性が見られると分析できる。この事実は、表層の関係節主要部とθ位置である関係節内部の空所の間に「移

動連鎖」が生じていることを表している。 
(4) ケイティーは [[ポール i が ej  描いた] 彼自身 i の絵 j ] をたいそう欲しがった。     (Kitao 2011: 318) 
(5) a.  ライバルは [[ジョンが 自ら ei 掘った] 墓穴 i ] をとても喜んだ。（墓穴を掘る）   (op. cit., p. 319) 
   b.  [[彼らが曲りなりにも  ei つけた] 決着 i] はあまり喜ばれなかった。（決着をつける）(井上 1976: 214) 

また日本語関係節には弱交差現象も見られる。関係節主要部の空所が束縛代名詞を c 統御している (6) は
文法的であるが、同空所が束縛代名詞を c 統御していない (7) は文法的に不適格となる。 

(6)  [ei [そいつ iの先生が ej ほめた] 生徒 jをいじめた] 上級生 i 
   (7)  ?* [[そいつ i の先生が ej ほめた]  生徒 jが ei あこがれている] 上級生 i             (北尾 2017: 33) 
関係節主要部あるいはそれに対応する演算子がθ位置である空所位置から統語的に移動していると仮定す

ると、非文である (7) は関係節主要部あるいは演算子は関係節 CP の指定部に移動する際、同一指標である代

名詞を交差して移動することになる。一方、文法的である (6) は関係節主要部あるいは演算子が同一指標の代

名詞を交差せずに関係節 CP 指定部に移動する。よって、(6), (7) の文法性に関する事実は、関係節主要部の統

語的移動を仮定することにより、弱交差現象の事実として捉えることができる。 
また、局所的な関係節では、移動に絡む他の統語現象も見られる。次の (8a, b) は、日本語関係節に寄生空

所が生起できることを示している。 
   (8) a.  [[[息子が ei 読まないので] 母親が古本屋に ti  売った] 本 i] は実は貴重なものだった。 
      b.  [[[父 jが ei 買う前に]  proj  ti  試食した] うどん i] は讃岐産です。         (Kitao 2016: 100-101) 
主節で非 A 位置への移動である wh 移動が適用され、変項であるその痕跡が付加部の同一指標を持つ空所を

c 統御していないときに、付加部内の空所である寄生空所が認可される。(8a, b) は関係節の主要部の痕跡が関

係節内に存在し(ti)、この関係節内にある付加部に存在する空所(ei) はこの関係節主要部と同一指標が付与され



ている。関係節主要部の痕跡は付加部内の空所を c 統御していない。この付加部内の空所が移動を含まない基

底生成された名詞句と同一指標を有している場合は、(9a, b) のように容認不可能な文となる。また (8a, b) の
関係節に対して、付加部の空所位置に代名詞が生起すると (10a, b) のように非文となる。 
   (9) a. ?? [[[息子が ei 読まないので] 母親が 本 iを tj 売った] 古本屋 j] はこの町の老舗です。 

  b. ?? [[[父 jが  ei 買う前に]  proj うどん iを tk 試食した] デパート k] はいつも混んでいます。 
   (10) a. * [[[息子がそれ i を読まないので] 母親が古本屋に ti 売った] 本 i] は実は貴重なものだった。  
      b. * [[[父 jがそれ i を買う前に]  proj  ti  試食した] うどん i] は讃岐産です。 

(op. cit., pp. 101-102) 
このことから (8a, b) における付加部内の空所は寄生空所であり、日本語関係節に関係節主要部と同一指標

を持つ寄生空所が生起できることは、関係節の形成には寄生空所を認可できる演算子の非 A 位置への移動が

関与していることを示している。 
また (11) に示すように、局所的な日本語関係節は左枝分かれ制約（Left Branch Condition）に抵触する構造

になるような関係節が生成できないことも、同関係節の形成に統語的移動が関与していることを示唆している。 
   (11) * [ジョンが [ ei 新車] を絶賛していた] 太郎 i はもう別の新しい車の購入を検討し始めている。 

(Kitao 2019: 133-134) 
3. 局所的関係節と非局所的関係節の派生モデル 
以上、局所的な関係節においては、統語的移動の諸特性が現れることを見た。また再構築効果・連結性が生

じることは、表層の関係節主要部と空所位置の間で「移動連鎖」が存在することになり、このことは移動に主

要部上昇移動が関与していると分析できる（Kayne 1994, Aoun and Li 2003, Cecchetto 2006 ほか）。このことから

局所的な関係節は主要部上昇移動により派生されると分析する。また、複合名詞句を含む長距離の関係節につ

いては再構築効果・連結性が見られないことから、「一致」（Matching）により関係節が形成されると提案する

（Sauerland 2000, Cecchetto 2006 ほか）。また、複合名詞句を含んでいても島の効果が生じないのは、元位置に

空代名詞 pro を再述代名詞として生起させたうえで移動する「再述代名詞残留」（resumptive-stranding）がある

ためであると分析する（詳細は Kitao 2011 を参照されたい）。まとめると、(12) のようになる。 
   (12) a. 「局所的」関係節： 主要部上昇移動（Promotion/Head-raising） 
    b. 「非局所的」関係節： 一致（Matching）＋再述代名詞残留（(Null) Resumption） 
 「非局所的」関係節において、移動モデルが一致モデルであることの証拠は、再構築効果・連結性の点で非

文になっている (2), (3) が照応詞やイディオム・チャンクが関係節主要部に現れていないときは文法的に適格

であること、加えて「非局所的」な関係節も (13) のように弱交差現象を見せることからも支持される。 
(13) ?? [[[[[そいつ iの/彼 iの担任の先生が ei 探していた] という] 知らせ] を受けた] 生徒 i] はすぐ職員室 

へ走った。 
 
4. 結語 
 本稿では、日本語関係節において統語的移動が含まれることを、様々な移動現象と共に明らかにした。関係

節主要部とその空所が局所的な関係にある関係節では主要部上昇移動により関係節が形成され、この二つが非

局所的な関係にある関係節は一致（演算子移動）と再述代名詞残留により関係節が形成されると分析した。紙

幅の都合により詳細を説明できないが、主要部上昇移動の場合は関係節内部で関係節主要部の A スクランブ

リング（A かき混ぜ）が許されることを予測するが、実際は A スクランブリングを適用できない。この点につ

いては非適正移動（Improper movement）の点から説明できる。 
 
参考文献（抜粋） Aoun, J. and Y. A. Li (2003) Essays on the Representational and Derivational Nature of Grammar: 
The Diversity of Wh-Constructions, MIT Press. / Cecchetto, C. (2006) “Reconstruction in Relative Clauses and the Copy 
Theory of Traces,” Linguistic Variation Yearbook 5 (2005), ed. P. Pica et al., 5-35, John Benjamins. / 井上和子 (1976)
『変形文法と日本語（上）』大修館書店. / Kayne, R. (1994) The Antisymmetry of Syntax, MIT Press. / Kitao, Y. (2011) 
“The Presence of Head-raising and Resumptive-stranding in Japanese Relative Clauses,” Acta Linguistica Hungarica 58 
(3), 313-335. / Kitao, Y. (2016) “The Availability of Parasitic Gaps and the Presence of Syntactic Movement in Japanese 
Headed Relative Clauses,”『文學論叢』第 153 輯, 91-114, 愛知大学人文社会学研究所. / 北尾泰幸 (2017)「日本語

関係節における主要部上昇移動」, 西原哲雄ほか（編）『現代言語理論の最前線』開拓社, 29-46. / Kitao, Y. (2019) 
“Left Branch Extraction in Japanese Relative Clauses,” 仁科恭徳ほか（編）『言語分析のフロンティア』金星堂, 122-
137. / Sauerland, U. (2000) “Two Structures for English Restrictive Relative Clauses,” Proceedings of the Nanzan GLOW 
(Proceedings of the Second GLOW Meeting in Asia), 351-366, Nanzan University.  


