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1. はじめに  
Chomsky (2015)に代表される極小主義プログラムでは、統辞対象物（ syntactic object）は極

めて単純な集合形成演算操作である併合（Merge）によって作られると仮定されている。この
モデルでは、併合は素性等の要因によって駆動されるのではなく、自由に適用（ free Merge）
される。また、併合によって作られた統辞対象物のラベル（範疇）は最小検索（Minimal Search）
によるラベル付け（ labeling/Labeling Algorithm）によって行われると仮定されている。このラ
ベル付け同様に、最小検索は一致（ agreement）を所謂指定部・主要部の関係で行う（Epstein 
et al. 2017）が、この最小検索による一致は wh 句が元位置に残留した場合の統語構造の派生
方法に疑問を投げかける。本稿では、このモデルの下、英語の問い返し疑問文（ echo question）
やクイズショー疑問文（ quiz-show question）と呼ばれる wh-in-situ 疑問文と日本語の wh 要素
を伴う yes/no 疑問文に対して新たな併合の適用方法を提案し、その帰結を探る。  
2. 理論的枠組み  
概略、併合とは 2 つの要素（ e.g. a, b）を入力し、それらを組み合わせ、 1 つの非順序集合

（ unordered set）（ e.g. {a,b}）を出力する操作である。入力となる 2 つの要素の 1 つがこの集
合内の要素である場合、内部併合（ internal Merge/IM）と呼ばれる。集合内部より要素を入力
しない場合は外部併合（ external Merge/EM）と呼ばれる。例えば、a が語彙項目（ lexical item）
のような通常主要部となる（併合により組み上げられた集合ではない）要素であり、かつ {a,b}
が併合により作られた集合である場合、以下のように表せられる。  
(1) a. EM: Merge(a,b)={a,b}  

b. IM: Merge(b,{c,{a,b}})={b,{c{a,b}}} 
この定義では、 a, b, c やそれらの組み合わせによって作られた集合は全て統辞対象物であり、
ラベル（名詞・動詞・前置詞等）ではない。よって、作られた構造がどのような解釈を持って

いるかを決定するためのラベルを決定する必要がある。このラベルの決定は構造を上から探

索し、語彙項目の持つ素性を発見するという最小検索によるラベル付けによって行われる。つ

まり、伝統的な樹形図を利用すると、ラベル付けは以下のように図式化できる。以下、 (2–4)
はそれぞれ {C,{NP,…}}、 {…,{ NP,{v*,…}}}、 {…,{NP,{T,…}}}に対応する（四角で囲われてい
る要素は低い位置にあるコピー（ i.e. 痕跡））。  
(2) CP  

C à C  
NP NP 

(3) (4) 
v*P <Phi,Phi>  

NP  v*P NP TP 
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最も単純な例は (2)である。最小検索は初めに構造そのものを発見するが、それだけではラベ
ルを決定できないため、構造内部をさらに深く検索する。その結果、C と {NP,…}を発見する。
これら 2 つの統辞対象物の中で素性を持っているのは主要部・語彙項目の C であるため、集
合全体は C、つまり叙述、疑問などの解釈を持つとラベル付けられる（仮に CP と表記）。同
様に、(3)でも最小検索が行われているが、発見された NP と v*P は共に句相当の集合であり、
主要部ではない。しかし、NP は構造のより上位に移動しており、そのコピーである NP は定
義上（少なくとも最小検索に対して）不可視的であると仮定されている。よって、唯一の見え

る要素である v*P がラベルとなる。対して、(4)では、NP が見えないコピーではないため、最
小検索は N と T を同時に発見する。通常、最小検索はこのような構造を N と T のどちらの性
質（ラベル）を持つ構造であるのか決定できない。よって、解釈系においてこの構造は適切な

解釈を得ることができず破綻する。しかし、 (4)の N は vPhi（元々 3 人称・単数等の値を持つ



phi 素性集合）を、T は uPhi（未与値（ unvalued）phi 素性集合）を持っているため、問題とな
っている構造のラベルは 2 つの主要部間で同じ素性である phi（<Phi,Phi>）となる（素性共
有）。Epstein et al. (2017)によると、このラベル付けの際に vPhi と uPhi の一致（ e.g. 主語と動
詞の一致）も行われる。同様の一致が Q 素性の場合でも起きる。以下のように、wh 句が C 指
定部に移動してきた場合（ i.e. wh 疑問文）を考えてみよう。  
(4) {x  QPwh ,{y  CQ ,{<Ph i ,Ph i>  NP,{TP  T,…}}}} 
主語・動詞の一致と同様の素性共有・ラベル付けが起こると考えると、wh 句の主要部と CQの

間で Q 素性共有が行われ、x は<Q,Q>、y は CQP とラベル付けられる。このようなラベル<Q,Q>
は wh 疑問文、CQP 単体は yes/no 疑問文の音韻的・意味的解釈を提供する。  
3. 問題点・提案  
このモデルは、 (4)のような典型的な wh 疑問文の構造の場合は良いが、wh 句が低い位置に

残るような wh-in-situ 疑問文の場合、ラベル付け・一致の問題が起きると予測する。例えば、
次のような問い返し疑問文の構造の場合に QP の uQ が共有されないまま残ってしまう。  
(5) {CQ ,{you,{T,{ you ,{v*,{γ  QPwha t [uQ] ,{RP  Rh i t , QPwha t [uQ]}}}}}}} (Echo Q: you hit what?) 
まず、QP が範疇素性を持たない hit の語根 R の指定部に内部併合しているが、この内部併合
は一般的な他動詞文派生でも前提とされており、R が v*より継承した uPhi をその指定部要素
と共有するために起きる（目的語・動詞の一致）。QP は同じ Q 素性を持つ主要部と指定部・
主要部の関係にないため、γ は<Q,Q>とラベル付けられない。未与値素性が共有されないまま
残された場合、完全解釈（Full Interpretation）に違反するため、そのような構造・派生は認め
られない。この問題を解決するため、以下の新たな併合の適用方法を提案する。  
(6) {α  CQ2 ,{you,{T,{ you ,{v*,{β  QPwha t [uQ] ,{γ  Rh i t ,{δ  QPwha t [uQ] ,{ε  CQ1 , QPwha t [uQ]}}}}}}}}} 
注目すべき点は、 ε と δ である。CQ1と QP の外部併合により ε を作り、QP の更なる内部併合
により δ が完成する。CQ1は位相（ phase）主要部であるため、この時点で、その補部は PIC（位
相不可侵条件）の下、アクセス不可となる。ラベル付け・素性共有も位相毎に行われるため、

この時点で ε は CQP、δ は QP の主要部と CQ1の Q 素性共有の結果<Q,Q>とラベル付けられる。
よって、「CQ・QP の外部併合とその QP の内部併合を派生の始めの段階で行う」という自由併
合モデルであるが故可能となった併合の新たな適用方法によって、 (5)で生じた問題は解決さ
れたことになる。また、α は CQ2より CQP とラベル付けられるが、問い返し疑問文が一般的に
上げ調子の抑揚を伴うことから yes/no 疑問文と同じラベルが与えられるのは説得力がある。
ただし、問い返し疑問文独自の意味解釈から CQ2は CQECHOのような主要部かもしれない。  
4. 帰結  
英語のクイズショー疑問文（ e.g. The Little Prince  was originally written in what language?）

でも (6)で提案された併合が付加部内で適用されると予測される。下げ調子で発音されること
から、 (6)の構造の CQに相当する主要部は、叙述文で使用される C であると考えられる。  
日本語の一般的な wh 疑問文では、wh 句が移動した後に残る低い位置の wh コピーが発音

されていると考えられるため、(6)のような構造を持たないと予測される。しかし、「太郎は誰
かを叩きましたか？」のような「誰か」を伴う表現が (6)のような構造を持つと思われる。  
(7) Taro-wa dare-ka-o tatakimashi-ta ka? 

Taro-TOP  who-CQ-ACC  hit-PAST  CQ  
‘Did Taro hit anyone?’ 

文末の不変化詞 ka は一般的に CQであるとされるが、dare-ka の ka も CQだと仮定すると (5)で
論じた問題が生じるが、 (6)と同様の構造で解決できる。これは、構造 (6)で提案された併合の
適用方法に対する形態的証拠になり得る。また、 (6)のような構造が多言語に存在することを
示唆する。  
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