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統語論・意味論・形態論の研究

中　島　平　三

単著，論文集共に収穫の多い 1年であった．国際的な研究連携や異学派間の研究交
流といった，注目すべき企画の論文集が刊行された．意味論では，認知言語学以外か
らも楽しみな本が出た．ここ数年目立った退職・退官の記念論文集がやや姿をひそめ
た．例年のように，まず学界動向から始めよう．

**********

英語学の「巨星堕つ」の悲報から．東京教育大学名誉教授の太田朗氏が 2015年 12

月 31日に誤嚥性肺炎で逝去された．享年 98．1952年に東京教育大学に着任，1962年
にミシガン大学より Ph.D.取得，1977年に東京教育大学退職後，上智大学特遇教授，
京都外国語大学教授．Studies in English Linguistics（朝日出版社）を主幹し，日本英語
学会機関誌 English Linguisticsの初代編集委員長．1982年に『否定の意味』で日本学
士院賞受賞．その他の主著として，『米語音素論―構造言語学序説』（研究社，1959），
Tense and Aspect of Present-Day American English （現代アメリカ英語の時制と相）（研
究社，1963），『私の遍歴―英語の研究と教育をめぐって』（大修館書店，1997）．上
述の専門誌・機関誌の編集や，「英語学大系」（大修館書店，全 15巻），「新英文法選
書」（大修館書店，全 12巻），『海外言語学情報』（大修館書店）などの編集を通じて，
多くの英語学者を指導・輩出．大学院生時代に授業でご指導を戴いたが，学問への取
り組み方や学者としての在り方の規範を，温和で凛としたお姿から学ばせて戴いた．
Eng lish Linguistics, Vol. 33, No. 2に千葉修司氏による obituaryが掲載されている．
本来ならば次期に扱うべき内容であるが，ほぼ同時代に活躍された東北大学名誉教
授の安井稔氏が，同じく誤嚥性肺炎のため 2016年 5月 16日に逝去．享年 94．1962

年に東京教育大学より文学博士を取得，東北大学教授を経て 1985 年筑波大学教授を
定年後，芦屋大学教授，静岡精華短期大学学長．『英語学』（開拓社）を主幹，1983～
1988年に日本英語学会初代会長に就任し，我が国の英語学・新言語学の機関としての
研究体制を整えた．1997年秋に勲三等旭日中綬章受勲，2008年に日本英語学会特別
功労賞を受賞．主著として，『言外の意味』（研究社，1978），『英語学大系　第 5巻　
意味論』（大修館書店，1983），『英語とはどんな言語か―より深く英語を知るため
に』（開拓社，2014）など多数．その他『文法理論の諸相』（研究社，1970）などチョム
スキーの主要書の翻訳を出している．日本英語学会の大会にはほぼ毎回出席され，教
え子ばかりではなく，広く会員と懇談されていた．2014年に学習院大学で開催された
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第 32回大会でお姿を拝見したのが最後となった．
首都大学東京教授の萩原裕子氏が，2015年 7月 10日に 59歳の若さで亡くなられ

た．1987年マッギル大学で Ph.D.を取得し，金城大学を経て，東京都立大学へ異動．
2014年 9月に首都大に「言語の脳遺伝学研究センター」を立ち上げ，2015年 3月 7

日にキックオフ・シンポジウムが開催されたが，その指揮官の姿を見ることはなかっ
た．日本英語学会（評議員，監事，編集委員），日本認知科学会（運営委員，編集委員），
日本高次脳機能障害学会（評議員）などで活躍．1998年に『脳にいどむ言語学』（岩波
書店，1998）等で市河（三喜）賞，2001年に日本認知科学会論文賞を受賞．多くの関連
分野の研究者と共同して我が国の言語脳科学研究を主導してきた．1990年 4月に，30

名近い男性教員が居並ぶ都立大学英文科の大部屋に，初めて颯爽と姿を現した時の光
景が今でも鮮やかに思い出される．
海外では，インド出身の言語学者でMichael Hallidayの妻の Ruqaiya Hasan 氏が，

2015年 6月 24日に逝去．83歳．シドニーのMacquarie Universityを 1994年に退職
し，同大学名誉教授．我が国では，ハリデーとの共著である，筧寿雄（訳）『機能文法
のすすめ』（大修館書店，1991）や安藤貞雄・他（訳）『テクストはどのように構成され
るか―言語の結束性』（ひつじ書房，1997）などで知られている．ご冥福をお祈りす
る．以下本文中，敬称略．

**********

学会動向に関係した著作から取り上げる．2015年日本英語学会賞（著書）が，2つの
統語論研究書に授与された．その１つ，Masako Maeda（前田雅子）Derivational 

Feature-based Relativized Minimality（九州大学出版会）は，地図理論の枠組みで，イ
タリア語・英語・日本語における操作間の非両立関係を説明しようとするもの．規範
的力に関係した操作（WH疑問，関係節化，話題化，焦点化など）が絡む非両立現象を
広範に取り上げて，従来の下接条件を始めとする境界理論とは異なる新たな分析を提
案する．フェイズのエッジの構成はどの言語でも，またどの種類のフェイズでも，基
本的に同じであると仮定し，CPと vPのエッジが並行関係になるように，後者にTopP

および FocusPの他に，AspPおよび VoicePを提案する．A’移動同士の非両立関係を
DFRM（Derivational Feature-based Relativized Minimality）に基づいて，2つの A’
要素のうち上方の位置にあるA’要素を移動する時は同原理の違反が生じないが，下方
の位置にある A’要素を移動する時には違反が生じる，と説明する．WH疑問と話題
化の組み合わせは常に非文になるという事実はDFRMでは説明できないので，TopicP

の上にはWH要素の landing siteを投射することができないという趣旨の「Topicに
よる介在性効果（IET）」を新たに提案する．このほかにも，並行A’移動，Split A’移
動，規準的主要部移動など独自の提案がなされている．生成文法の中心的課題に意欲
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的に取り組み，議論も丁寧に展開しており，読み進み易い良書となっている．
もう１つの受賞作である Yoshio Ueno（上野義雄）の An Automodular View of 

English Grammar（早稲田大学出版部）については，2015年版の本欄で紹介した．同書
の続編となるAn Automodular View of Ellipsis（早稲田大学出版部）が，受賞作の刊行
から約 1年余りで上梓された．本書の枠組みとなるシカゴ大学・Jerrold Sadockの提
唱する Automodular Grammar （AMG）については，前書の紹介の際に触れたが，概
ね，生成文法のような派生を認めず，表層構造から，そこに含まれる語句の語彙情報
および句構造規則に基づいて，その統語構造や意味構造が決められるとする「非派生
理論」の 1つ．続編では，Sluicing，VP省略，空所化，右方接点繰上げなど，英語の
省略を含む現象が広範に取り上げられる．立て続けに英文 400頁以上の密度の濃い力
作を書き上げた筆者の筆力と情熱に圧倒される．
学界動向に関連した著書をもう 1点．MITのノーム・チョムスキーが 2014年 3月

に来日し，同月5, 6日に上智大学で講演を行った．2015年9月刊のチョムスキー『我々
はどのような生き物なのか―ソフィア・レクチャーズ』（岩波書店）は，編訳者の福
井直樹と辻子美保子によるチョムスキー講演「言語の構成原理再考」「資本主義的民主
制の下で人類は生き残れるか」の日本語訳，およびインタビュー「チョムスキー氏と
の対話」，さらに書き下ろしの「ノーム・チョムスキーの思想について」を 1冊にまと
めたものである．2回の講演は，訳編者によれば，それぞれ「我々はどのような認知
的生き物か」および「我々はどのような社会的生き物か」という問いに対するチョム
スキーの回答である．1回目の言語学講義では，言語能力が何の選択圧もなしに自然
法則に従って，脳内のわずかの再配線によって創発したものであり，それ故，その設
計は完璧であり，その誕生が人類の「大躍進」の（帰結ではなく）基盤となっている，
ということばの起源についての見解を改めて明らかにする．2回目の政治社会的な講
演では，アダム・スミスらの古典的リベラリズムが主張する 2つの本能的原理のうち，
「共感と連帯」は資本主義社会では生き残れず，もう一方の「利己的競争」（卑しい格
言）の原理が現在のネオリベラリズムの下で大手を振って闊歩している．だが，古典
的リベラリズムの理想は死に絶えておらず，決して死に絶えることがない，と聴衆に
希望を与える．訳編者は，チョムスキーを人間の理性に揺るぎない信頼を寄せた「理
性の人」と名付け，彼の研究を「理性（科学）によって理性（言語機能）を理解しようと
している」と特徴付けている．その上で，わが国では記述の道具としての生成文法は
熱狂的に受け入れられたにも拘わらず，彼の政治社会思想にはほとんど注目が向けら
れなかったのは，わが国では政治について語ることが奨励されないからであるばかり
ではなく，「『理性』概念と格闘した経験を持たない」からであると看破する．こうし
た独自の見解を含め，「ノーム・チョムスキーの思想について」は，数多くあるチョム
スキー思想の紹介の中でも，きわめて洞察に満ちた，チョムスキーの全体像に迫る秀
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逸な評論となっている．英語版がSophia Linguistica, LXIV （2015）として刊行されて
いる．

**********

次に単著を見てみる．上山あゆみ『統語意味論』（名古屋大学出版会）は，文の意味
は基本的に統語構造に基づいて決まるという生成文法の意味論の立場に立ちながらも，
現状は「理論が次第に抽象的になり，. . . いったいどういう知見が「生きて」おり，ど
ういう知見が「古く」なってしまっているのか」が見分けがつかず「停滞状態にある」
ので，「整理し直す」ことが本書の目的であるとする．ミニマリスト・プログラムでは
統語操作として併合がただ 1つ認められているだけであるが，こうした理論の抽象化
では，例えば，使役助動詞の -saseが「ジョンが本を読んだ」と併合すると格助詞ガ
がニに変わること（「ビルがジョンに本を読ませた」）や，「きゅうりが腐った」と併合
した場合には不適格な文「*ビルがきゅうりに腐らせた」が派生することなどが説明で
きない．また同じ使役助動詞が同じ文と併合したとしても，格助詞ガがヲに変われば
適格な文「ビルがきゅうりを腐らせた」が派生する．こうした事態に対応するには，
抽象的な併合を 1つ認めるだけではなく，標準理論の変形規則と類似した，併合する
動詞が主語として行為者を取るか主題を取るかに言及するような「特殊Merge規則」
が必要である，と主張する．変形規則（の構造記述）に求められていた語彙情報への言
及の必要性という知見は「生きて」いるわけである．日本語の主要な構文を生成する
のに，一般的（汎用的）な併合とは別にどのような特殊な併合が必要であるかを広範に
探っている．
杉崎鉱司『はじめての言語獲得』（岩波書店）は，生成文法の原理とパラメータのア
プローチによる言語獲得についての解説と具体的な研究成果の平明な概説・報告であ
る．一般読者にとっては，言語獲得というと，月齢を追って子どもが語彙や構文を獲
得していく過程を観察・記録するといったことを思い浮かべるかもしれないが，本書
で明らかにしようとしていることは，獲得を可能にする装置（原理とパラメータ）が生
得的に備わっていることを実証的な研究に基づいて示すことである．一方言語理論の
研究者には，ミニマリスト・プログラムへの変遷に伴い原理とパラメータの役割が大
きく後退してきているが，それらに大きく依存した言語獲得研究は，これまでの成果
をどのように解釈し，今後どのような方向に向かうのか，という点に関心が向く．こ
の点に関しては，最終章に「原理とパラメータのアプローチから極小主義への変遷と
これからの言語獲得研究」という節を割いており，従来原理とされたものは「最小化
されたUGと第三要因の相互作用」として，またパラメータとされていたものは外在
化（つまり，形態あるいは音声・音韻に関わる部門）の装置としてそれぞれ捉え直され
る，という見解を示している．そうだとすると，UGと第三要因の区別が言語獲得に
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どのように現れるのか，フェイズごとに派生が進むとされる極小主義の前提の下で，
関与するフェイズが異なる「パラメータ」相当物の間に含意関係や，獲得の時間的前
後関係が成り立つのかなど，言語獲得研究の興味は尽きない．

2冊の意義ある意味論の本が，くろしお出版から刊行された．その 1つ，荻原俊幸
『「もの」の意味，「時間」の意味―記号化に頼らない形式意味論の話』は，モンタ
ギュー意味論の入門書であるが，Dowty, Wall, and Peters, Introduction to Montague 

Semantics （Reidel）が「入門」と称していながら高度な内容になっているのと同じよ
うに，意味論というと Jackendoff の語彙概念構造や Pustejovsky の生成語彙論，
Langackerの認知意味論などに馴染んだ日本人研究者にとっては，かなり高度な，読
み進むのに集中力を要する内容である．だが，Dowty, et al.と大きく違うのは，筆者
がモンタギュー意味論を自家薬籠中のものにして，大変分かり易く，整然と解説して
いる点である．モンタギュー意味論では，普通名詞を固有名詞や代名詞とは異なり「述
語」として扱うなどということは耳にしたことがあるかもしれないが，その全容を正
確に理解している者は少ないようだ．本書が単なる入門書ではない理由の 1つは，モ
ンタギュー意味論を平明に解説しつつ，「もの」を表わす表現と「時間」を表わす表現
が，指示や，束縛，量子化，前提などに関して並行関係にあるということを分かり易
く説いている点である．もう 1つの特徴は，日本人読者の理解が進むように，日本語
の例を英語の例と比較しながら，たくさん用いている点である．
もう 1つの吉本啓・中村裕昭『現代意味論入門』は，日頃馴染みの薄い記号や論理
式が頻出する形式意味論の解説書であり，日本人研究者にとってはさらにハードルが
高いが，それだけに意義が大きい著書である．McCawleyの Everything that Linguists 

Have Always Wanted to Know about Logic, but Were Ashamed to Ask （Blackwell）に
何度も挑戦しては挫折している筆者にとっては，光明が差すような期待を与えてくれ
る．McCawleyの書名からも分かるように，欧米の大学で意味論を学ぼうとするなら
ば，モンタギューも形式意味論も避けて通ることができないだけに，両書の刊行の意
義は大きく，慶賀に値する．
語用論関係では，武内道子『手続き的意味論―談話連結語の意味論と語用論』（ひ
つじ書房）が，関連性理論の枠組みで談話関連語の諸相を扱った本格的な語用論研究．
談話関連語とは，英語の soや after all，日本語の「やはり」「どうせ」のような，2つ
の発話の間にあって推論的関係を明示する言語表現のこと．その存在によって，後続
の発話の処理のやり方を明示し，聞き手の解釈に制約を課することになる．本書の「は
じめに」は，情報伝達およびその解釈がいかに複雑であり（チョムスキーによれば study 

of everything），その難題に立ち向かった Sperber and Wilsonらの関連性理論がいか
に優れた科学的な語用論理論であるかを，教えてくれる．著者の「大病からの生還」
後の渾身の作と言えよう．
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久野暲・高見健一の好評『謎解き英文法』シリーズ（くろしお出版）の第 8弾として
「副詞と数量詞」が出版された．前弾の「使役」の刊行が 2014年の秋であったから，
ほぼ 1 年ごとの刊行という驚くべきペースである．high と highly, ago と before, 

narrowlyと nearly, tooと alsoなどよく類似した副詞や数量詞の用法や意味の違いが
平明かつ興味深く解説されている．そうした相違を証明する上で，理論言語学の研究
成果が随所にちりばめられている．加えてコラムでは，アメリカに旅行したり滞在し
たりした人ならば誰もが知りたい道路名に付く street, avenue, boulevardなどの使い
分け，toiletが指示するモノの英米における相違など興味深い情報が紹介されている．
今年も開拓社から数多くの研究書が世に出た．統語論の本格的研究書である島越郎

『省略現象と文法理論』は，ミニマリスト・プログラムの枠組みで，5種の省略現象
―間接疑問縮約（Sluicing），動詞句省略，擬似空所化，空所化，単一要素残留―
の派生や構造を詳しく論考したもの．動詞句省略に関しては削除による派生を，その
他の省略現象に関しては省略部分に先行詞部分がコピーされる，と主張する．統語操
作として併合しか認めないミニマリスト・プログラムでは，もちろん省略は統語部門
ではなく音韻部門で行われ，コピー操作も統語部門の内的併合としてではなく LFで
行われる．それらの操作を指令する素性が，ちょうど内的併合（移動）を指令する素性
がフェイズ主要部に与えられているのと同じように，フェイズ主要部に与えられてい
ると仮定する．どちらの素性も自由に付与されるのであるから，例えば，動詞句省略
の文にコピーの素性が与えられたり，逆に間接疑問文縮約の文に省略の素性が与えら
れたりするという可能性もありうるが，そのような場合には適格な文が生じてこない
ことを具体的に示している．過去の省略現象の文献を広く渉猟して得られた現象間の
異同についても，丁寧に議論を展開している．
田中秀毅『英語と日本語における数量表現と関係節の解釈に関する記述的・理論的
研究』は，英語の部分構造（N1 of N2）を，N2と N1の関係に基づき，M部分構造
（グループとメンバー），I部分構造（単一個体とその中身），T部分構造（タイプとトー
クン）の 3種類に分類し，部分構造を内包する制限節（部分構造＋関係節）による修飾
の可否，可能になるための条件，類別詞の省略の可否，その条件，N2の単・複形，先
行詞の定・不定などを，M/I/TそれぞれのタイプのN2とN1の関係を中心に説明を
試みる．全体のテーマが部分構造という限定的なものであるが，それにまつわる様々
な現象をほぼ網羅的に扱い，さらに対応する日本語の現象にも言及し，幅と深みを持
たせようと努めている．議論および分析はよく熟考され，洞察に満ちた記述がなされ
ている．関係節を単に限定的・非限定的に 2分するのではなく，前者については定限
定的・不定限定的，さらに外置型・非外置型と細かく分類し，それらにM/I/T部分構
造を当てはめ，体系的に分析されている．
開拓社言語・文化選書からも多くの良書が出た．それらの内から，筆者に特に関心
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のあるものを数点取り上げることにする．小野隆啓『英語の素朴な疑問から本質へ―
文法を作る文法』は，各章の冒頭に，ある現象・文法項目に纏わるさまざまな素朴な
疑問を思いつくままに列挙し，それらの疑問に対する答えを探っていくと英語の文法
に辿りつき，それをさらに遡るとUG（文法を作る文法）に端を発しているということ
を，生成文法の成果を踏まえ，しかしながら，生成文法のことには可能な限り触れず
に，平易な筆致で軽やかに書き進めている．時制文を導く補文標識 thatは，英語では
随意に「省略」できるとされているが，フランス語，イタリア語のようなロマンス語
系でもドイツ語のようなゲルマン語系でも，それに相当する「省略」は存在しない，
などといった興味深い指摘が随所に見られる．
岸本秀樹『文法現象から捉える日本語』は，日本語のさまざまな興味深い現象を，

あまり全体の統一性にこだわらずに，次々と取り上げ，快刀乱麻を断つが如く独自の
分析を示していく．取り上げられている現象には，入門書で紹介されているものもあ
れば，専門論文で詳しく議論されているものもあり，難易のレベルが必ずしも一定し
ていないが，分析のユニークさと面白さは一貫している．
山梨正明『修辞的表現論』は，認知言語学的な観点から，日常言語のみならず，文
学作品の言語について分析を試みる．認知言語学の守備範囲が広く，それに見合う著
者の関心や知見が極めて広いことに感心させられる．著者は，例えば「空を見ろ !　鳥
だ !　飛行機だ！　スーパーマンだ！」は認知言語学的に見れば，外部世界の知覚の認
知プロセスを反映していると説明できるが，客観主義の真理条件的意味論ではそうし
た認知プロセスの推移を「予測・説明するには限界がある」，としている．果たして，
形式意味論などの真理条件的意味論は知覚の推移や認知的プロセスを「予測・説明す
る」ことを目指しているのであろうか．古代哲学が今日の心理学も物理学も言語学も
何でも彼でも守備範囲に入れていたので例えば物性について説明を試みていたのに対
して，今日の心理学や言語学が物性を説明していないからといって，今日の科学的研
究は古代哲学に劣ると評価するのにどこか似ていないだろうか．
そのほか，言語・文化選書シリーズには，有馬道子『日英語と文化の記号論』，織田
哲司『「人間らしさ」の言語学』など，大いに興味をそそられる作品が含まれている．

**********

今度は論集に目を移す．Koji Fujita（藤田耕司）・Cedric Boeckx （eds.）のAdvances 

in Biolinguistics: The Human language faculty and its biological basis （Routledge）は，
それぞれの編者が京都・東京およびバルセロナで主宰する生物言語学研究グループの
活動から生まれた論文 15編と両編者による概説 1編をまとめた上質な論集である．収
録論文は，言語機能の演算，発達・処理，方法論，進化，神経生物学の 5部門に分け
られ，生物言語学の幅の広さを示している．ことばの生物学的関心は，初期生成文法
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の時代からばかりではなく，遥かアリストテレスの時代に遡るが，言語学における本
格的な研究の口火を切ったのは，Hauser, Chomsky, Fitch （2002）がことばの本質的
な特性として，文の無限性を担保する回帰的装置としての併合（Merge）を指摘して以
来である．収録された論文の多くでも，その併合について，上述のさまざまな領域か
ら直接的・間接的に触れられ，またそれを巡って議論が展開されている．例えばNarita 

and Fukui: Feature-equilibria in syntaxでは，外的併合によって作られる内心型の統
語的構築物｛H, XP｝は一方が語彙項目で他方が句範疇であるという点で非対称的であ
り「不安定」なので，内的併合によって共に句範疇である｛XP, YP｝という外心型の
安定した統語的構築物へ変えられる．内的併合（移動）の動機付けを統語的構築物の安
定化・対称化に求めている点は興味深い．Kato, et al.: On the primitive operations of 

syntaxでは，探索（Search）という操作を不可分とは見ずに，より原始的な 0-Search

と 0-Mergeとの複合（M0  ゚S0）と見なすならば，内的併合も外的併合も作業空間上に
ある 2つの要素を探索するM0  ゚S0として包摂させることができる．Fujita: On certain 

fallacies in evolutionary linguistics and how one can eliminate themでは進化論の観
点から，併合の出現は無からの創発ではなく，チンパンジーなどの道具の組み合わせ
使用に見られる領域固有の「行為の併合」から領域中立的な「一般的併合」へと進化
し，さらに言語や音楽，自然数など要素の結合が見られるさまざまな機能における領
域固有な併合へと進化していったと主張する．Yusa: Syntax in the brainは言語脳科
学の観点から，ブローカ野を構成する BA44と BA45のうち，前者は領域中立的な併
合に，後者は言語に領域固有な併合に関与しているとする．Ike-uchi: Proposing the 

hypothesis of an earlier emergence of the human language facultyは，併合を中心と
した言語機能の出現は，一般に 75,000年前頃と考えられているが，それよりも早い
130,000から 150,000年前頃であろうと考古学や遺伝学の証拠に基づいて主張する．こ
のほかにも興味深い論文が多数収録されているが，特に Theofanopoulou and Boeckx: 

The central role of the thalamus in language and cognitionにおける，脳幹の視床が
言語を含む認知機能において大きな役割を果たしており，それが皮質と視床皮質路で
結ばれているとする一種の経路説は，従来の皮質に基づく認知機能の説明（古典的局
在論）に大きな波紋を及ぼすものと思われる．執筆者は編者以外に次の通り．Hiroki 

Narita, Naoki Fukui, Takaomi Kato, Hironobu Kasai, Mihoko Zushi, Koji Sugisaki, 

Hajime Ono, Kentaro Nakatani, Noriaki Yusa, Gonzalo Castillo, Miki Obata, 

Samuel Epstein, Pedro Tiago Martins, Evelina Leivada, Antonio Benítez-Burraco, 

Masanobu Ueda, Masayuki Ike-uchi, Michio Hosaka, Constantina Theofanopoulou.

藤田耕司の共編による論文集をもう 1つ．生成文法研究者の藤田耕司と認知言語学
研究者の西村義樹が編集した『日英対照　文法と語彙への統合的アプローチ―生成
文法・認知言語学と日本語学』（開拓社）は，副題で言及されている 3つの分野の論文
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合計 30編が単に掲載されているのではなく，一つの立場の論文を別の立場の論者がコ
メントするという興味深い構成になっている．例えば生成文法の長谷川信子の論文を
認知言語学の西村と長谷川明香がコメントし，逆に西村・長谷川明香の論文に藤田が
コメントを加える．生成文法と認知言語学の本質的相違の 1つとして「統語論の自律
性仮説」の問題がある．この問題を取り上げた田窪行則は，生成文法では，言語の統
語計算に関わる部分が発音，意味，機能，語用論などから独立していると仮定されて
いる（統語論の自律性の仮説）のに対して，認知言語学では，そうした区別を認めず，
意味や機能，一般認知が言語形式を決定するという立場を採っている，と整理する．
それに対して西村・長谷川明香は，田窪が挙げている認知言語学の「統語論の自律性」
についての理解は，自律性テーゼの弱い解釈であり，そのような解釈の自律性のテー
ゼについては認知言語学でも否定していない．認知言語学が否定しているのは，「シン
タクスの記述には（意味に基盤を持たないという点で）純粋に形式的な単位や原理が必
要である」という強い自律性テーゼである．また藤田は，最近のミニマリズムの統語
論は，西村らが想定している標準理論のような規則体系やGB理論のような原理体系
ではなく，「併合の自由適用」だけであり，そこには意味や機能的な要素が入る余地は
なく，統語論の自律性が一層徹底されていることを指摘している．「統語論の自律性」，
その中の「統語論」について，両陣営の間で理解が十分共有されているとは言えない．
藤田が述べているように，両者が補完的な関係にあるなどと早計に楽観するのではな
く，「言語の完全な理解のためにはいずれの一方だけでも不十分であるという謙虚な態
度を共有することが，強く求められている」．執筆者は上記で言及した者以外に，竹沢
幸一，天野みどり，平岩健，小柳智一，本多啓，坂原茂，野村益寛，古賀裕章，三宅
知宏，青木博史，斉木美知世，鷲尾龍一．藤田が編集に関与した上記 2作はいずれも，
興味深い試みであり，高く評価したい．
前書編者の一人の西村義樹が関係した著書をもう１つ．「新解さん」のファンならず
とも，三省堂から「明解」と銘打った言語学辞典が出版されたとなれば，誰もが手に
取りたくなるに違いない．斎藤純男・田口善久・西村義樹（編）による『明解言語学辞
典』（三省堂）である．期待に違わず，項目の選択が適切で，説明が読み易く，しかも
各項目が 1頁 2コラムの割り付けにきれいに収まっている．項目（用語）が 50音順に
並んでいるだけではなく，アルファベット表記と並んで，「一般」「理論」「分野名」「歴
史」「社会」などなど関係するカテゴリーが付けられている．「音声・音韻」「意味論」
「語用論」と同類のカテゴリーとして「統語論」ではなく「文法」としているのも，装
丁を紙のソフトカバーにしているのも，あれもこれも言語学につきまとう堅いイメー
ジを払拭するための努力（工夫）と受け止めたい．『新明解国語辞典』のような「笑え
る説明」はないが，読んで楽しい辞典であることに変わりはない．
辞書絡みでもう 2点．中野弘三・服部義弘・小野隆啓・西原哲雄の監修による『最



45̶   ̶

統語論・意味論・形態論の研究

新英語学・言語学用語辞典』（開拓社）は，執筆者総勢 181名による充実した用語辞典．
1999年に発行された荒木一雄（編）『英語学用語辞典』（三省堂）の後継版であり，そ
の後の言語研究の急速な発展を反映して，新たな用語を積極的に取り入れている．類
書の『オックスフォード言語学辞典』（朝倉書店）では，編者の P. H. Matthewsが熟
考の末，言語教育を含む応用言語学，コンピュータ言語学などを除外したが，本書で
はこうした分野も含め，11分野，約 3200項目を扱っている．分野ごとに用語がアル
ファベット順に配列されているので，それぞれの分野を学習・研究しようとする人に
とっては，その分野で押さえておくべき用語を集中的に調べたり学んだりすることが
できる．巻末には全用語がアルファベット順に配列された索引が付いているので，分
野の区分が分からない用語であっても，解説にたどり着ける．解説は簡潔にして要を
得ており，多くの用語についてその最初の出典が明示されている．
今井邦彦（監訳）のリン・マーフィーとアヌ・コスケラ『意味論キーターム事典』（開
拓社）は，同じ監訳者によるニコラス・アロット『語用論キーターム事典』（開拓社，
2015年版本欄で紹介）の姉妹版である．言語表現そのものによって伝えられる意味を
扱うのが意味論，コンテクストにおける解釈を研究するのが語用論と一般的に区別さ
れるが，語用論の用語でも，含意，推論，メタファーなど意味論と関わりの深い用語
については本書でも扱われている．形式意味論，生成文法の用語はもとより，認知言
語学の用語が大幅に取り入れられている．翻訳書であるが，用語が原綴りで立項され
アルファベット順に配列されており，英語論文を読むときなどは便利かもしれない．
用語解説に続いて古今 19名の主要な意味論思想家が簡潔に紹介されている．
論文集に戻って，形態論の論集を 1つ．由本陽子・小野尚之（編）『語彙意味論の新
たな可能性を探って』（開拓社）は，日本英語学会や日本言語学会のシンポジウムや
ワークショップで発表した語彙意味論関係の論文を中心に編纂したもの．両編者によ
る要点を捉えた序章があり，語彙意味のモデル，アプローチ，歴史的変遷，現時点の
主要成果，問題点などが解説されている．本書に含まれる 17編の論文の多くが，レキ
シコンに記載される語の意味を基本的な意味要素に分解（語彙分解）し，それらを構成
的に組み合わせてその語を含む文の統語的振る舞いを説明しようとする構成論的アプ
ローチに基づくものである．執筆者は編者を除いて，丸田忠雄 ，工藤和也 ，岸本秀
樹 ，于一楽，史曼，中谷健太郎，岩本遠億，小川芳樹，竹沢幸一，臼杵岳，境倫代，
江口清子，秋田喜美，斎藤珠代，スプリング・ライアン，伊藤たかね，杉岡洋子．

**********

最後に入門書を 2点．ひつじ書房のベーシック・シリーズに，平賀正子『ベーシッ
ク　新しい英語学概論』が新たに加わった．ベーシック・シリーズは，同書房のファ
ンダメンタル・シリーズ等よりもさらに基本的な教科書というコンセプトであるよう
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に思われるが，本書は例えば『ファンダメンタル英語学』などとは全く内容が異なる，
「社会言語学的」な英語学の概説書である．「社会言語学的」というのは，一方で英語
の国際社会における位置付けを明らかにし，もう一方で異文化コミュニケーションの
道具としての英語の特徴が解説されている．構造的な側面を扱った概説書は数多ある
が，他にあまり類例のない斬新な概論書となっている．概論書とは言え，説明や，議
論の典拠，参考文献がしっかりとしており，信頼のおける入門書である．
もう 1つの入門書である井上逸平『グローバルコミュニケーションのための英語学
概論』（慶応義塾大学出版会）も，書名及び「本書の特徴」からすると，同じ問題意識
の元で英語学の諸領域を概説したものと思われるが，扱っている領域は，英語史から，
英語の統語論や意味論，社会言語学的なポライトネスや談話分析に至るまで広範に及
んでいる．「グローバル」については第 3章の「英語の多様化とグローバル化」で，「コ
ミュニケーション」については第 10章の「コミュニケーションの語用論」，第 12章
の「相互行為の社会言語学」で集中的に論じられているが，全ての章が「グローバル」
と「コミュニケーション」という点に軸足を置いて論じられているというわけではな
さそうだ．
入門書ではないが，言語研究に関わる人に，斉藤道雄『手話を生きる―少数言語

が多数派日本語と出会う』（みすず書房）の一読を勧めたい．言語学の分野では，日本
手話のような，ろう児が自然に身に付ける手話（自然手話）が自然言語の一種であるこ
とは広く知られているが，世間一般，あるいはろう者の世界（例えば，その最大組織
である全日本ろうあ連盟など）でさえ，そうした理解が進んでいない．著者が校長を
務めたことのある明清学園（東京品川区）は，我が国で唯一，教育も学校運営ももっぱ
ら日本手話で行われる画期的なろう学校である．日本のろう学校では長らく手話が禁
止され口話法が教えられてきた．また多くのろう学校，手話サークル，手話コンテス
ト，公共機関などでは，今もって，日本語の一部を手で表現する日本語対応手話が用
いられている．日本語対応手話がいかに不十分であるかは，東日本大震災直後に官房
長官記者会見が日本語対応手話で通訳されたが，それを見た多くのろう者がほとんど
分からなかったことからも明らかである．理想的なろう教育は，まず日本手話のよう
な自然手話を母語として習得し，それに基づいて日本語のような音声言語を第 2言語
として習得するバイモーダル・バイリンガリズムであると，斉藤は主張する．「ろう児
の日本語習得を成功させたいならば，まずしっかりと手話を獲得していなければなら
い」．豊かな手話および言語学の知識に裏付けられた著者の議論や提案は，１つ１つ明
快で説得的である．手話，ろう教育，ろう者のアイデンティティへの正しい理解を深
めるための格好の書であり，また第 2言語習得にも示唆するところが大きい．

**********
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今回も短い「後記」で締めくくることにしよう．「或る写本の或る箇所について『こ
れが永遠の問題である』として何事も忘れてその解釈をうることに熱中するといった
気持ち―これの無い人は學問には向かない」．学生時代に読んだ『職業としての学
問』（尾高邦雄訳）の中のマックス・ウェーバーの言葉．動きが早い現代においてこれ
が学者の適性条件として相応しいかは意見が分かれるところだろうが，学問と時間の
関係について大事な点をついているに思われる．本を読んだら時間をかけて，じっく
りと熱中するほどに考える．それがなければ「学びて思わざるは罔

くら

し」である．そろ
そろ，ゆっくりと考えながらの読書法に戻る頃合のようである． （学習院大学教授）


