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増補版はしがき

本辞典は原口庄輔・中村捷編『チョムスキー理論辞典』（1992年）
の増補版である．増補部分は「極小主義プログラム」を中心に項目
が選定してある．
生成文法は，初期から 70年代までのいわゆる「（拡大）標準理論」
から，80年代の「GB理論」を経て，90年代から現在にかけて「極
小主義プログラム」の時代に入っている．（拡大）標準理論では個別
言語の研究に焦点が当てられ，普遍文法について本格的な研究を展
開する段階には達していなかったが，GB理論では普遍文法の視点
から個別文法を見るという，いわば，視点が 180度回転するような
展開が見られた．さらに，90年代になって極小主義プログラムが提
示されるが，このプログラムでは，生成文法の研究対象である言語
機能（普遍文法）は完璧なシステムであるという命題が提示され，さ
らに自然界一般に働く原理，つまり言語設計における第三要因，が
重要な働きをするという，従来とは大きく異なる命題のもとに研究
が展開し，理論としての深さと精緻さをますます深め，これまでと
異なる意味で興味をそそる理論となっている．
このような生成文法の理論展開を見るとき，安井稔編『新言語学
辞典』（1971年，1975年改訂増補）は「（拡大）標準理論」について
の辞典であり，原口庄輔・中村捷編『チョムスキー理論辞典』（1992

年）は「GB理論」についての辞典であると言ってよい．これに対
して，本辞典の増補部分は「極小主義プログラム」についての辞典
である．『（改訂増補版）新言語学辞典』と『（増補版）チョムスキー
理論辞典』によって，これまでの生成文法の展開に関わる重要事項
のすべてを調べることが可能となったわけである．
本辞典の旧版は 1992年に原口庄輔・中村捷を編者として研究社
から出版され，好評をもって迎えられた．本邦の生成文法研究者に
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よって活用されたばかりでなく，1998年には韓国語訳が出版され，
また中国や台湾でも活用されるなど，生成文法理論研究の手助けと
して理論の発展に貢献してきた．しかし極小主義プログラムの展開
に伴い，新しい辞典の必要性が生成文法の研究者や学生から寄せら
れることとなり，その要望に応えるために，極小主義プログラムの
展開を中心に増補版を作成したのが本辞典である．
旧版の編者の一人であった碩学原口庄輔氏が誠に残念なことに

2012年に急逝された．我々にとっては惜しんでも余りある大きな損
失であった．今回の増補版の作成に当たっては，編集の力を強固な
ものとするために，金子義明が編者として加わった．本辞典の項目
選定は，金子義明を中心に島越郎氏の助力を得ながら行い，それを
もとに中村と金子が協議して最終的に項目を選定した．原稿の作成
は，次に記す若き研究者諸氏の努力と好意によるものである．参考
文献作成には遊佐典昭氏，島越郎氏，中島崇法氏，佐藤亮輔氏の助
力を得ている．索引作成には中島崇法氏，佐藤亮輔氏の助力を得て
いる．校正の段階では島越郎氏，中島崇法氏，佐藤亮輔氏の助力を
得ている．研究社編集部の津田正氏には、増補版の可能性について
打診をいただき、その後原稿作成までの段階で大変お世話になった．
入稿以降は杉本義則氏にさまざまな段階でひとかたならぬお世話に
なった．記してお礼申し上げる．
最後に，本辞典は「辞典」ではあるが，「引く」ものではなくて，

「読む」ものであると考えている．特に若い研究者には初めから終わ
りまで通読することを奨めたい．理解できない部分もあるかもしれ
ないが，通読することによって，その理論の輪郭がかなりはっきり
としてきて，知識も増加し，研究文献を読むときや論文を書くとき
に非常に役立つことは経験から明らかである．本辞典の刊行によっ
て，生成文法研究がより近づきやすいものと感じられ，その学問的
魅力が多くの人々によって理解されることを願っている．

2016年 9月

中　村　　　捷
金　子　義　明
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本辞典の使い方

本辞典は旧版部（1992年）Part Iと増補部 Part IIからなる。
1.　索　引
（1）　本辞典では旧版部の索引と増補部の索引を一つに統一してあ
る．

（2）　索引には本文の見出し項目に加えて，見出し項目になってい
ないものも含まれる．例えば，phase headは見出し項目ではない
が，phaseの項で見られるほかに数か所で言及されていて，それ
らは索引項目としてあげてある．また，quantifi er raising（QR）
は旧版部と増補部の両方で見出し項目となっているが，それぞれ
の該当箇所が示してある．

2.　参考文献
（1）　本辞典には旧版部と増補部のそれぞれに対応する「参考文献」
がある．

（2）　増補部の参考文献には旧版部の参考文献と重複するものも含
まれている．その中には再録や翻訳等々について旧版出版時以降
の情報が加えられているものもある．

（3）　参考文献では学術誌名を略記している場合がある．学術誌の
略記方法は旧版部の「参考文献」冒頭にリストとしてあげてある．

（4）　本文中において引用文献を示す場合，原則として，「著者名（出
版年）」の形式を用いてある．例えば，増補部のChomsky（1995a）
は，増補部参考文献の Chomsky, N. （1995a） The Minimalist 

Program. Cambridge, Mass.: MIT Pressのことである．同一著者
の同一年における複数文献は，1995a, 1995b, 1995c, . . . のように
して区別している．

（5）　著者が 3名以上の場合は，本文中では Berwick et al. （2013） 
のように筆頭の著者名だけをあげ，参考文献ではすべての著者名
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をあげている．
3.　相互参照
（1）　本文中の相互参照（cross reference）は，矢印（→）によって示
してある．

（2）　旧版部の相互参照は旧版部の項目をさしている．増補部の相
互参照は特に指示がなければ増補部の項目をさすが，どちらの項
目か明示する必要のある場合は旧版部を「Part I」，増補部を「Part 

II」として区別している。
4.　略号・符号
（1）　略語や符号は，その都度説明してあることもあり，自明のも
のとして説明を省いていることもある．例えば INFLは Iと，
COMPは Cと略記することが多い．Aの位置の Aは項（argu-

ment）を意味し，A′の位置のA′ （A-bar）は非項（non-argument）
を意味する．pro, PRO, Agrのように見出し項目として解説され
ているものもある．

（2）　Xバー（X-bar）理論のバー表記は，すべてX′, X″で代用して
ある．非項の Aバーも A′で代用してある．



〈中 略〉
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（増補部）
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A

Active vs. inactive （活性（的）・不活性（的））　Chomsky（1999＝2001）
の用語．探査子（probe）あるいは目標（goal）αが，解釈不可能（uninterpre-

table）素性を含むなら αは活性であり，含まないなら αは不活性である．一
致操作Agreeが適用されるには，探査子と目標が共に活性状態でなければな
らない（Chomsky （1999: 4））．
例えば，（1a）の構造において定形節の Tは解釈不可能素性である φ素性

と EPP素性を有しており，名詞manは解釈可能素性である φ素性と解釈不
可能素性である格素性を有している．このとき，Tのφ素性が探査子となり，
これと適合（match）する素性を探査し，その結果，目標としてmanを探知
する．そこで両者の間に一致操作が適用してTの φ素性とmanの格素性が
削除される．（Tが主格素性を有しており，それとの照合によりmanの格素
性が削除されるとする考え方もある．）なお，manの φ素性は解釈可能素性
であるため削除されない．次に Tの EPP素性が削除されなければならない
が，EPP素性は指定部にDPが生起することにより削除される．そこで，（1c）
のように目標の the manがTP指定部の位置に併合されてTの EPP素性が
削除される．このようにして解釈不可能素性がすべて削除される．
（1） The man visited the city.

 a. T［φ, EPP］ ［vP the man［φ, Case］ ［VP visited the city］］
 b. T［φ, EPP］ ［vP the man［φ, Case］ ［VP visited the city］］（一致）
 c. ［TP the man［φ, Case］ T［φ, EPP］ ［vP tthe man ［VP visited the city］］］（併合）

一致操作によって目標の格素性が削除されると，その目標は活性状態ではな
くなり，別の探査子の解釈不可能素性を削除することはできない．（→ Agree, 

defective intervention constraint, prove-goal）
Adjunction （付加: 極小主義プログラム以前のこの概念については Part 

Iの同項目を参照）　極小主義プログラムでは，付加構造は併合（Merge）操
作の一つである対併合（pair-Merge）によって作り出される．通例の併合は
集合併合（set-Merge）と呼ばれ，二つの項（term）を対象としてその間に順
序づけをしない無順序集合（unordered set）を作り出す操作である．例えば，
αと βが併合されると αと βからなる集合が形成され，これを {α, β}と表記
する．これに対して，付加構造を作り出す対併合は順序づけを与える特性を
持つ．そのため，対併合によって形成された統語対象（syntactic object）は，
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集合論の表記にならい，対 <α, β>として表記される．この対は二項順序集
合であるので，第一項であるか第二項であるかが意味を持ち，<α, β>と <β, 

α>は異なる統語対象を表す．
対併合の二つの項の順序づけは「αが βに付加する」という付加構造の非
対称性（asymmetry）に対応し，形成された統語対象Kが持つ素性情報（形
式素性，意味素性）は常に β（すなわち付加のホスト）の標示（label）により
決定されると規定される．βの標示を γとすると，対併合により形成される
付加構造<α, β>は，厳密には，（1a）のように表記される（Chomsky（2000））．
（なお，Chomsky（1995a, b, c）は（1b）のように表記した．）
（1） a. K＝{γ, <α, β>}

 b. K＝{<γ, γ>, {α, β}}

例えば，（2a）のKは，関係節 αが［NP picture of  Bill］（＝β）に付加するこ
とにより形成され，概略，（2b）の構造を持つ．
（2） a. Which ［K ［β picture of  Bill］ ［α that John liked］］ did he buy twh

 b. K＝{N, <that John liked, pictureN of  Bill>}

Chomsky（2004a）は，βに αが付加したときに，付加によって βが持っ
ていた特性に変化がもたらされないことが，付加（対併合）の中心特性である
と規定すると同時に，付加した要素 αについては，<α, β>の外部にある統
語要素との間で（c統御のような）関係を持つことを新たに認める経験的必要
性が見いだされないことから，付加要素 αと外部要素との関係が構築される
ことはないと仮定する．つまり，計算部門において，<α, β>はその外部要素
との関係において，あたかも βそのもののように振る舞い，また，付加要素
αはあたかも別次元に存在して外部要素からは見えない要素である．
その上で，付加詞が示す特性を，遅い併合（late Merge）のような非循環的
操作（Lebeaux （1991）や Riemsdijk and Williams（1981）参照）を仮定する
ことなく，意味解釈及び線形化にあたって，対併合の構造を集合併合の構造
に変換する操作（SIMPL）を設け，SIMPLと移動操作の適用順序の違いか
ら説明することを試みている．例えば，（2a）は概略次のように派生する．
（3） a. ［NP picture of  Bill］
 b. ［K ［NP picture of  Bill］ ［that John liked］］
 c. ［DP which picture of  Bill ［that John liked］］
 d. ［VP buy ［which picture of  Bill ［that John liked］］］
 e. ［vP he v buy ［which picture of  Bill ［that John liked］］］
 f.  ［vP ［which picture of  Bill ［that John liked］］ ［vP he v buy ［which 

picture of  Bill ［that John liked］］］］
 g.  ［C T ［vP ［which picture of  Bill ［that John liked］］ ［vP he v buy 
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［which picture of  Bill ［that John liked］］］］］
 h.  ［［which picture of  Bill ［that John liked］］ C he T ［vP ［which 

picture of  Bill ［that John liked］］ ［vP he v buy ［which picture of  

Bill ［that John liked］］］］］
SIMPLは，転送（Transfer）に付随して適用する随意的規則である．（3）に
おいて，付加詞の関係節を含むwh句［which ［NP picture of  Bill］ ［that John 

liked］］に着目すると，移動先のコピーが発音されるので，この句が転送され
る際に SIMPLが適用する．SIMPLによって，関係節とNPの付加構造が
通常の集合併合構造に変換され，線形対応の公理によって語順が与えられる．
次に，heと Johnの間の束縛関係を見ると，（3f）の vPフェーズで転送の

適用と同時に SIMPLも適用すると，目的語の位置にある wh句内で関係節
とNPの対併合構造が通常の併合構造に変換され，その結果，heが Johnを
c統御する．したがって，両者は別指示として解釈される．ただし，SIMPL

は随意規則であり，この vPフェーズ転送の際に SIMPLが適用しない場合
には，付加詞［that John liked］内の Johnは付加構造の外部にある heによっ
て c統御を受けないので，両者の別指示が要求されない．すなわち，SIMPL

が適用しない場合には同一指示解釈が許される．この場合，付加詞を通常の
併合構造へ変換する操作は，（3h）で主節のCPを転送する際に行われる．最
後に，付加詞内の Johnと異なり，付加構造のホストである［NP picture of  

Bill］内のBillは，SIMPLの適用の有無にかかわらず，付加構造の外部にあ
る要素から c統御を受けるので，束縛条件により heとは常に別指示と解釈
される．

Adposition （付置詞）　前置詞（preposition）と後置詞（postposition）の
総称．前置詞は名詞句の前に置かれる（例えば，from Tokyo, in the house）．
後置詞は名詞句の後ろに置かれる（例えば，東京から，家で）．前置詞と後置
詞は合わせて付置詞と呼ばれる．

Agree （一致操作）　一致操作（Agree）とは，値（value）を持たない素性
（unvalued feature）に別の要素から値を付与する操作である．Agreeは一致
の操作を指すのに対して，agreementは具体的言語現象を指す．

Chomsky（2000, 2001）は，一致操作は（1）に示す環境で適用されると提
案した．
（1） ［uF: unval］ > ［iF: val］  uF: 解釈不可能素性 iF: 解釈可能素性
  valは値有り unvalは値無し
  >は構成素統御を示す
（1）では，値を持たない解釈不可能素性 uF（uninterpretable feature）が，
値を持つ解釈可能素性 iF（interpretable feature）を構成素統御している．こ
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の時，uF，iFをそれぞれ探査子（probe），目標（goal）と呼ぶ．一致操作の
結果，uFは iFから値を付与された後に削除される．
この一致を用いた分析では，英語の主語・動詞一致は次のように説明され

る（取消線は素性が削除されたことを表す）．
（2） John loves her.

（3） ［TP T［uφ: _ ］ ［v*P John［iφ: 3sg］, ［uCase: _ ］ v* ［VP loves her］］］
  ↓ 一致
 ［TP T ［uφ: 3sg］ ［v*P John［iφ: 3sg］, ［uCase: Nom］ v* ［VP loves her］］］
述語内主語仮説（predicate internal subject hypothesis）のもとでは，主語は
v*P内に基底生成される．定形のTは解釈不可能な φ素性を，主語名詞句は
解釈可能なφ素性と解釈不可能な格素性を持つ．またTは主語名詞句を構成
素統御している．したがって，（3）では（1）に示す一致操作の構造条件が満
たされている．φ素性の一致の結果，Tの φ素性は Johnの持つ 3sgの値を
付与される．さらに，定形の Tと一致関係に入った名詞句の格素性は主格
（Nom）の値を付与される．同様に，v*と一致関係に入った目的語の名詞句
はその格素性に対格（Acc）の値を付与される．
（4） ［v*P v*［uφ: _ ］［VP loves her［iφ: 3sg］, ［uCase: _ ］］］
  ↓ 一致
 ［v*P v*［uφ: 3sg］［VP loves her［iφ: 3sg］, ［uCase: Acc］］］
この分析のもとでは，名詞句の格素性は名詞句を移動することなく認可さ
れる．この点において，初期の極小主義プログラムで仮定されていた照合理
論（checking theory）と大きく異なる．
一致分析のもとでは，主語名詞句のTP指定部への移動は，Tの持つ EPP

素性によって駆動される．
（5） ［TP T［uφ: _ ］, ［EPP］ ［v*P John［iφ: 3sg］, ［uCase: _ ］ v* ［VP . . . ］］］
  ↓ 一致・移動
 ［TP John［iφ: 3sg］, ［uCase: Nom］ T［uφ: 3sg］, ［EPP］［v*P John v*［VP . . . ］］］
また，EPP素性は虚辞 thereの指定部への併合によっても満たされる．
（6） There is a man in the room.

（7） ［TP T［uφ: _ ］, ［EPP］［vP a man［iφ: 3sg］, ［uCase: _ ］ in the room］］
  ↓ 一致
 ［TP T［uφ: 3sg］, ［EPP］［vP a man［iφ: 3sg］, ［uCase: Nom］ in the room］］
  ↓ 併合
 ［TP there T［uφ: 3sg］, ［EPP］ ［vP a man［iφ: 3sg］, ［uCase: Nom］ in the room］］

一致操作に課せられる一般的制約に関しては，フェーズ不可侵条件（phase-

impenetrability condition），活性的・不活性的（active vs. inactive），介在効
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果（intervention eff ects），欠如要素介在制約（defective intervention con-

straint）を参照．
この Chomskyの一致分析に関しては多くの問題が存在する．格素性の値
付与に関しては Pesetsky and Torrego（2001, 2004）を，EPP素性について
は Bošković（2007）等を，探査子・目標となりうる素性の種類に関しては
Pesetsky and Torrego（2007）等を，一致操作が適用される構造条件に関し
ては Zeijlstra（2012），Preminger and Polinsky（2015）等を，単一の探査子
が複数の目標と一致関係に入る可能性についてはHiraiwa（2001, 2005）を参
照．（→ agreement, probe-goal, valuation）

Agreement （一致）　一致（agreement）とは，ある語・形態素の特性が
関連する語句の特性に依存して決定される言語現象である．「一致」という用
語は，Agreeの訳語としても用いられるが， agreementは具体的言語現象を
指すのに対し，Agreeは素性間の関係を生み出す操作を意味する．
英語では，主語の人称・数に応じて動詞の形態が変化し（John loves Mary 

vs. We love Mary），これは主語・動詞間の一致現象を示している．英語の主
語・動詞一致の例では，形態に影響を与える要素と影響を受ける要素の関係
が一対一であるが，一対多となる場合も存在し，このような例を特に多重一
致（multiple agreement）と呼ぶ．例えば，スワヒリ語の複合時制構文では，
時制形態素に加えて相を表す助動詞も主語名詞句と一致する（Carstens（2001: 

150））．
（1） Juma a-li-kuwa a-me-pika chakula.

 Juma 3SG-PST-be 3SG-PERF-cook 7food

 ‘Juma had cooked food.’

どのような素性が一致に影響を及ぼすのかに関しては，言語間・構文間で
大きな差異が見られる．英語の主語・動詞一致では，人称・数が一致を示す
が，アイスランド語の受動分詞は名詞句の性・数・格と一致を示す．また，
一致が観察される環境についても大きな差異が存在する．英語では，名詞句
とそれを修飾する形容詞の間の一致は観察されないが，バスク語ではこの種
の一致が見られる．一方，日本語・中国語のように一致がまったく観察され
ない言語も存在する．（→ Agree）

Agreement phrase（AgrP）（一致句）　初期の極小主義プログラムで
は，屈折要素 INFLが持つ時制（tense）・一致（agreement）の素性は，それ
ぞれが独立した主要部に担われると考えられている（→ split Infl ）．このう
ち，一致素性を担う主要部が Agr（eement）であり，その最大投射範疇
（maximal projection）が AgrPである．なお，時制を担う主要部としては
T（ense）が仮定されている．Agrは，初期の照合理論（checking theory）に


