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名古屋大学東山キャンパス　アクセスマップ

最寄駅：地下鉄名城線名古屋大学駅（会場まで徒歩２分：３ページ参照）

ＪＲ名古屋駅・名鉄名古屋駅・近鉄名古屋駅からの場合：地下鉄東山線藤が丘行きに
乗車し、本山駅で地下鉄名城線右回りに乗り換え、名古屋大学駅下車。所要時間約
30分（乗換含）。
ＪＲ金山駅・名鉄金山駅からの場合：地下鉄名城線左回りに乗車し、名古屋大学駅下
車。所要時間約25分
航空機利用（中部国際空港）の場合：空港から名鉄特急に乗車し、名古屋駅または
金山駅で下車、その後地下鉄に乗り換え（上記参照）。
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第25回大会スケジュール

11月10日（土） 09：30 ～ 12：00 ワークショップ
09：30 ～ 12：00 スチューデント・ワークショップ
12：00 受付開始
12：50 ～ 13：35 総会
13：45 ～ 16：55 研究発表
17：40 ～ 19：40 会員懇親会

（アメニティハウス1階フレンドリィ南部）
11月11日（日） 09：15 受付開始

09：45 ～ 12：20 研究発表
13：45 ～ 16：30 シンポジウム

大 会 運 営 委 員

時崎久夫（委員長） 田端敏幸（副委員長）
越智正男　杉崎鉱司　吉村あき子　井上逸兵　小野尚之　谷口一美

石川一久　奥　聡　加賀信広　武田修一

開 催 校 委 員

大室剛志（代表） 滝沢直宏　大名力　外池俊幸　天野政千代　田中智之　横越梓

開 催 校 協 力 委 員

中郷慶　縄田裕幸　石崎保明　二村慎一

○受付で大会参加費2000円と引き換えに、Conference Handbookと名札をお受け取り
下さい。（非会員の方も参加できます。）
○大会期間中（10日・11日）は車でのご来場はできません。
○学内食堂が以下の通りご利用になれます。

11月10日（土）北部厚生会館2階北部食堂（11：00～14：00）
11月11日（日）アメニティハウス1階フレンドリィ南部（11：30～14：00）

○キャンパス（校舎内および通路）は禁煙です。会場でのトイレにつきましては、
本冊子「会場案内図」や会場の掲示にて位置をお確かめのうえご利用下さい。
○大会期間中に不測の事態が生じた場合は大会本部までご連絡をお願いいたします。
○今大会のProceedingsであるJELS 25の購入申し込みを大会受付にて承ります。

JELSは本大会会場でのみ購入の申し込みを受け付けることとなっておりますので
ご注意ください。



会　場　案　内

名古屋大学東山キャンパス（〒464-8601 名古屋市千種区不老町 TEL：052（789）2206・2207）
受付 文系総合館 1階 玄関ホール
本部 文学部　　 1階 128総合実践研究室
開催校（協力）委員控室 文学部 1階 129講義室
司会者・発表者・講師控室 文学部 1階 110大会議室
一般控室 文系共同館 3階 多目的室2

親と子の部屋 文学部 1階 130講義室
書籍展示・販売 文系総合館 3階 308・309演習室

文系総合館 4階 409・410演習室
文系共同館 1階 1AB講義及び演習室
文系共同館 2階 2ABマルチメディア室
文系共同館 3階 多目的室1

第1日
午前　＜ワークショップ＞ 第1室 文学部 2階 237講義室

第2室 工学部2号館4階 241講義室
第3室 工学部2号館4階 242講義室
第4室 工学部2号館4階 243講義室

＜スチューデント・ワークショップ＞ 第5室 文学部 1階 127講義室
第6室 工学部2号館2階 222講義室

午後　＜研究発表＞ 第一室 文学部 1階 127講義室
第二室 文学部 2階 237講義室
第三室 工学部2号館4階 241講義室
第四室 工学部2号館4階 243講義室

第2日
午前　＜研究発表＞ 第五室 文学部 1階 127講義室

第六室 文学部 2階 237講義室
第七室 工学部2号館4階 241講義室
第八室 工学部2号館4階 243講義室

午後　＜シンポジウム＞ A室 文学部 1階 127講義室
B室 文学部 2階 237講義室
C室 工学部2号館2階 222講義室
D室 工学部2号館4階 241講義室
E室 工学部2号館4階 242講義室
F室 工学部2号館4階 243講義室

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

総　　　会 日時：11月10日（土） 12時50分より13時35分まで
場所：文学部2階　237講義室

会員懇親会 日時：11月10日（土） 17時40分より19時40分まで
場所：アメニティハウス1階 フレンドリィ南部
会費：4,000円（学生3,000円）
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名古屋大学東山キャンパス案内図
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文学部・文系総合館・文系共同館へは、地下鉄１出入口、
工学部２号館へは、地下鉄３出入口が便利です（いずれも徒歩２分）。



会　場　案　内　図
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第25回大会プログラム
日本英語学会

（E）: Presentation in English
第1日　11月10日（土）

ワークショップ 9時30分より12時まで

第1室　英語と日本語の＜結果志向＞＜過程志向＞を再考する （文学部2階237講義室）
企画者　多々良直弘（桜美林大学）

第2室　Linearization across the Grammar (E) （工学部2号館4階241講義室）
企画者　廣瀬富男（神奈川大学）・塩原佳世乃（文京学院大学）

第3室　語彙情報と文法現象 （工学部2号館4階242講義室）
企画者　加藤鉱三（信州大学）

第4室　アスペクト概念と動詞クラス・構文―「完結性」・「瞬時性」の検討を通じて
（工学部2号館4階243講義室）

企画者　磯野達也（くらしき作陽大学）

スチューデント・ワークショップ 9時30分より12時まで

第5室　言語現象とコミュニケーションの相関関係について―日英ディスコース対照比較―
（文学部1階127講義室）

企画者　白井香織（日本女子大学大学院）
第6室　叙述理論の射程―Dikken（2006）を中心に （工学部2号館2階222講義室）

企画者　中川　聡（名古屋大学大学院）

このワークショップのプログラムは応募された企画書に基づくものです。
正式なタイトル、発表者については別紙のワークショップ・プログラムをご覧ください。

受　　　付 正午より （文系総合館1階玄関ホール）

総　　　会 12時50分より13時35分まで （文学部2階237講義室）
◇開会の辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　　長　天野政千代（名古屋大学）
◇開催校代表挨拶　　　　　　　　　　　名古屋大学副総長　杉山　寛行
◇委員会・事務局報告
大会運営委員会報告　　　　　　　　　　　　委 員 長　時崎　久夫（札幌大学）
編集委員会報告　　　　　　　　　　　　　　委 員 長　米山　三明（成蹊大学）
事務局報告　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　田中　智之（名古屋大学）

◇学会賞授賞式
新人賞選考委員会報告　　　　　　　　　　　委 員 長　今西　典子（東京大学）
新人賞授賞（該当作がある場合） 会　　長　天野政千代（名古屋大学）
特別賞選考委員会報告　　　　　　　　　　　委 員 長　原口　庄輔（明海大学）
特別賞授賞（受賞者がいる場合） 会　　長　天野政千代（名古屋大学）
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研 究 発 表 13時45分から16時55分まで

第一室 （文学部1階127講義室）
司会　井上逸兵（慶應義塾大学）

13：45 木津久美子（神戸市外国語大学大学院）「映画の会話シーンにおけるショット交替の
タイミング」

14：20 松木啓子（同志社大学）［招聘］ “Discourse Phenomena in English Academic

Communication: A Case of the Mead-Freeman

Controversy”
14：55～15：10 休憩
司会　中村芳久（金沢大学）

15：10 大澤　舞（筑波大学大学院） 「cause使役受動文の語用論的生起条件」
15：45 山本尚子（奈良女子大学大学院） “Cognitive Aspects of Tautology”

第二室 （文学部2階237講義室）
司会　宮浦国江（愛知県立大学）

13：45 森　　貞（福井工業高等専門学校）「Control Cycleと補文標識 that/whetherの選択
について」

14：20 山本　修（大阪市立大学） 「動詞派生名詞を主語とする叙述属格文について」
14：55～15：10 休憩
司会　児玉一宏（京都教育大学）

15：10 金谷　優（筑波大学大学院） 「対照構文文法に向けて―英語のbecause構文
と日本語のカラ構文―」

15：45 年岡智見（京都大学大学院） 「「コスト」を表す動詞cost, takeと「節約」を表
す動詞save, spareの二重目的語構文間の類似性―
共通のフレーム知識の観点から―」

16：20 北原賢一（筑波大学大学院） 「同族目的語構文と結果構文の認知基盤：言
語普遍性への構文文法的アプローチ」

第三室 （工学部2号館4階241講義室）
司会　杉崎鉱司（三重大学）

13：45 田口茂樹（University of Connecticut大学院）“On Null Complementizers in English and

Japanese”
14：20 吉本真由美（大阪大学大学院） 「空演算子移動とLeft Branch Condition―比較構

文の謎を解明する」
14：55～15：10 休憩
司会　佐野まさき（立命館大学）

15：10 畠山雄二（東京農工大学）・本田謙介（獨協大学）・田中江扶（首都大学東京）
「so倒置構文再考」

15：45 平田一郎（専修大学） 「主要部移動か形態音韻的融合か？：日本語
の複合述語形成を例に」

16：20 三原健一（大阪大学）［招聘］ 「動詞移動と活用形」



第四室 （工学部2号館4階243講義室）
司会　小野尚之（東北大学）

13：45 工藤和也（関西学院大学大学院） 「場所格交替と動詞の語彙概念構造」
14：20 出水孝典（立命館大学） 「appearとdisappear: 経路表現との共起可能性

の観点から」
14：55～15：10 休憩
司会　杉岡洋子（慶應義塾大学）

15：10 志澤　剛（筑波大学学部） 「複合形容詞受動態の形成とその認可に関す
る意味論的アプローチ―Locative Alternation

Verbsによるケーススタディ―」
15：45 磯崎聡子（千葉商科大学） 「能動－ee語」
16：20 田村敏広（静岡大学） 「「Get受動文」と「Vてしまう」の意味的類

似性とモダリティ的意味について」

会員懇親会 17時40分から19時40分まで
アメニティハウス1階 フレンドリィ南部　会費：4,000円（学生3,000円）

第2日　11月11日（日）

午　　前

受　　　付 9時15分より （文系総合館1階玄関ホール）

研 究 発 表 9時45分から12時20分まで

第五室 （文学部1階127講義室）
司会　坪本篤朗（静岡県立大学）

09：45 北村　久（北海道大学大学院） 「関係節に埋め込まれた名詞句とその照応」
10：20 海寶康臣（立命館大学） 「時を表す表現＋知覚動詞＋知覚の対象とい

う形式を有する構文について―機能論的な観
点からの考察―」

10：55～11：10 休憩
司会　出原健一（滋賀大学）

11：10 岩崎宏之（筑波大学大学院） 「前置詞句主語構文の述部制約について」
11：45 足立公平（国士舘大学） 「nonagent-initial構文における統語変化と動機

づけ」
第六室 （文学部2階237講義室）
司会　谷口一美（大阪教育大学）

09：45 岩橋一樹（大阪大学大学院） 「形容詞を用いたメタファー表現はどのよう
に解釈されるか」

10：20 安原和也（日本学術振興会） “Virtual Exophora: A Grounded Blending

Approach”
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10：55～11：10 休憩
司会　深田　智（聖トマス大学）

11：10 桂川英也（愛知文教大学） 「動詞の語彙意味と構文の機能との関わり：
There構文における定性効果から」

11：45 現影秀昭（埼玉学園大学） 「dream your troubles away構文の特性：構文拡
張の原理」

第七室 （工学部2号館4階241講義室）
司会　越智正男（大阪大学）

09：45 小野　創（広島大学） “Licensing Exclamatives and Intervention Effects”
10：20 西原俊明（長崎大学） 「N-Verbsの補文構造について」
10：55～11：10 休憩
司会　奥　　聡（北海道大学）

11：10 村田和久（大阪大学大学院） 「分割PP構造と非対格性」
11：45 有村兼彬（甲南大学）［招聘］ 「名詞句表現における目的語解釈」

第八室 （工学部2号館4階243講義室）
司会　岡崎正男（茨城大学）

09：45 内芝慎也 “The Distribution of Stranding Prepositions in

English: From a Syntactic to a Prosodic Approach”
10：20 深谷修代（津田塾大学） 「OTの枠組みから見たV2現象と制約の相互

作用の重要性」
10：55～11：10 休憩
司会　本間　猛（首都大学東京）

11：10 西原哲雄（宮城教育大学） 「厳密階層仮説と音律階層―最適性理論の観
点から―」

11：45 本間弥生（大阪学院大学）［招聘］「特殊モーラを含む日本語単語の長さと高さ
の音声学的考察」

午　　後

シンポジウム 13時45分から16時30分まで

Ａ室　英和辞典はどこまで意味を記述できるか （文学部1階127講義室）
司会　瀬戸賢一（大阪市立大学）
講師　田中茂範（慶應義塾大学） 「多義語における意味の連続性をどう回復す

るか」
講師　南出康世（大阪女子大学） 「学習英和辞典における前置詞・副詞辞の記述」
講師　赤野一郎（京都外国語大学） 「学習英和辞典における意味記述―コーパス

言語学の視点から｣
講師　池上嘉彦（昭和女子大学） 「‘Natural English’ とは何か」
講師　瀬戸賢一（大阪市立大学） 「多義語辞典から新しい英和辞典へ」



ディスカッサント
八木克正（関西学院大学） 「英和辞典の保守性と革新性」

Ｂ室　日本の英語教育を異化する（公開） （文学部2階237講義室）
司会　唐須教光（慶應義塾大学）
講師　大谷泰照（名古屋外国語大学） 「2つの視点」
講師　鈴木孝夫（慶應義塾大学） 「日本の英語教育を異化する：私の提案」
講師　本名信行（青山学院大学） 「英語を国際言語として教えることに関する

一考察～英語の多文化化を視野に入れて～」
講師　唐須教光（慶應義塾大学） 「なぜ「識者」は早期英語教育に反対するの

か～その心理的背景を探る」

Ｃ室　日本語の音節構造とプロソディー：方法論の違いから何が見えてくるか
（工学部2号館2階222講義室）

司会　田中伸一（東京大学）
講師　原口庄輔（明海大学） 「音韻理論：音節の理論とプロソディー」
講師　上野善道（東京大学） 「日本語のアクセントと音節・モーラ」
講師　藤村　靖（Ohio State University） “The Syllable and Prosody”
ディスカッサント　窪薗晴夫（神戸大学）

Ｄ室　移動と一致のタイポロジー （工学部2号館4階241講義室）
司会　岸本秀樹（神戸大学）
講師　岸本秀樹（神戸大学） 「一致としての主語尊敬語化」
講師　高野祐二（金城学院大学） “Scrambling and Control”
講師　宮川　繁（MIT） “What’s Wrong With Today’s Linguistic Theory?”

Ｅ室　普遍文法に迫る日本語獲得研究 （工学部2号館4階242講義室）
司会　佐野哲也（明治学院大学）
講師　藥袋詩子（理化学研究所） 「幼児言語における論理接続詞とフォーカス

演算子―日英語比較研究」
講師　岡部玲子（UCLA大学院） 「使役文の獲得：複文構造の早期発達」
講師　郷路拓也（東北大学/科学技術振興財団）「作用域解釈に関する制約と第一言語獲得」

Ｆ室　コーパスを利用した英語史研究の現状と課題 （工学部2号館4階243講義室）
司会　大門正幸（中部大学）
講師　柳　朋宏（中部大学） 「Parsed Corpora of Historical Englishを利用し

た英語史研究―数量詞の事例を中心に―」
講師　家入葉子（京都大学） 「The Oxford English Dictionaryの引用文データ

を利用した英語史研究―doubtの検索例を中心
に―」

講師　大門正幸（中部大学） 「データ公開の重要性」

－ 10 －
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〈研究発表〉第一室（11月10日午後）

司会　井上逸兵（慶應義塾大学）

「映画の会話シーンにおける
ショット交替のタイミング」
木津久美子（神戸市外国語大学大学院）
言語と映像を含むディスコースにおいて
この2つの媒体はどのように組み合わされ
るのだろうか。本研究は、今まで言語学の
分野であまり議論されていない言語と映像
の相互関係という問題を、映画の会話シー
ンを題材として談話分析の観点から取り組
む試みである。着目したのは、2人の会話
シーンに見られる「ショット・リバースシ
ョット」である。この手法は、どちらか一
方の登場人物しか映さないため、観客の視
覚情報を大幅に制限する。この制限を補う
ため、台詞に関連した様々な映像の提示方
法が観察されるが、ここでは、その1例と
して、Auer, Couper-Kuhlen & Müller （1999

①）の研究に基づき、話者交替時の発話始
めにwellを含む台詞とその話者を映し出す
タイミングとの関係を分析する。その結果、
話者を映し出すタイミングは、先行話者の
発話リズムに対する反応を反映し、発話の
選好傾向と独立して、観客が話者の態度を
解釈するための機能を果たしていることを
示す。
① Language in time: The rhythm and tempo

of spoken interaction, Oxford.

“Discourse Phenomena in English
Academic Communication: A Case of

the Mead-Freeman Controversy”
松木啓子（同志社大学）

In this presentation, I examine how

interpersonal as well as institutionalized

meanings are managed in academic

communication by focusing on a case of the

Mead-Freeman Controversy. Drawing on a

frame of the ethnography of communication in

linguistic anthropology, I illuminate the

controversy as a communicative event, in

which multiple participants, interests, goals,

and genres are socially organized. In the past

research on English academic communication,

or writing primarily, the referential ideational

function of language tended to be considered as

dominant, while a range of recent studies have

been looking at other functions (i.e.,

interpersonal levels of functions). In this

regard, the present study follows this particular

direction of research by capturing academic

discourse as social practice, while it aims to

deepen our understanding of the complex

interaction between context-bound factors and

a specific institutionalized ideology of

communication.

司会　中村芳久（金沢大学）

「cause使役受動文の語用論的
生起条件」
大澤　舞（筑波大学大学院）

動詞 causeが to不定詞補部をとる迂言的
使役文（以下 cause使役文）は受動化を許
さないといわれている（The inflation

caused prices to rise./*Prices were caused to

rise. Mittwoch（1990①））。しかし、より詳
細に観察してみると、実際に cause使役受
動文が容認される場合がある。この両事実
について、また cause使役文の受動化可能
性について扱った先行研究はほとんどな
い。本発表では、実例を観察することから、
cause使役受動文が一文では容認されなく
とも、限られた文脈では生起できることを
論じ、当該構文の語用論的生起用件を提示
する。さらに、その生起条件が cause使役
受動文に限らず、意味的に類似した迂言的
使役構文に敷衍できることを指摘する。ま
た、cause使役受動文の文法性を決定する

発　　表　　要　　旨



語用論的生起条件が、受動文一般と関わる
「被影響性（affectedness）」（Bolinger（1975

②））という特性により動機付けられるこ
とを論じる。
① “On the Distribution of Bare Infinitive

Complements in English,” JL. ② “On the

Passives in English,” The First LACUS Forum.

“Cognitive Aspects of Tautology”
山本尚子（奈良女子大学大学院）

人は意味論的には無価値であるトートロ
ジーを、自然に解釈することができる。
(1)  Boys will be boys.

例えば、(1)によって、子供の長所を力説
する聴者に賛同できない話者は、「騒々し
い」という子供のマイナスの特徴を伝達し、
息子の喧嘩を心配する母親をなだめる父親
は、「無邪気」という子供のプラスの特徴
を伝達している。両者の解釈にはかなりの
隔たりがあるが、どちらの場合も、発話時
点の話者以外の誰かに帰属する思考や発話
の内容を否定するという共通したコンテク
ストが構築されている。
このような機能は、吉村（1999）のいう

「否定の認知構造」に当てはまると考えられ
る。だが、辻本（1996①）や中村（2000②）
には、否認という機能が、トートロジーと
いう言語表現において、どのような意味づ
けがなされるのかに関する明確な言及はな
い。本発表では、トートロジーが果たす否
認という機能がどのように意味づけられる
のかについて論じる。
① “Tautology in Discourse.”『尾崎寄春･

大沼雅彦両教授退官記念論文集』127-136.

②「「勝ちは勝ち」「負けは負け」―トート
ロジーに潜む認知的否定」『言語』11:71-

76.

－ 12 －

〈研究発表〉第二室（11月10日午後）

司会　宮浦国江（愛知県立大学）

「Control Cycleと補文標識
that/whether の選択について」
森　　貞（福井工業高等専門学校）

Mental Control Cycle（Langacker 2002①）
は、動作主（概念化者）がターゲット（命
題）を動作主の支配域（現実概念）に取り
込むまでの過程を記述したものであり、
baseline ＞ potential（ formulation→
assessment → inclination）＞ action ＞ result）
の 4つの局面（potentialはさらに 3つの段
階に細分化される）から構成されている。
本発表では、文法的にwhether補文と that

補文の両方を取り得る表現（e.g. I don’t

know whether/that p., It is unclear whether/that

p.）を取り上げ、[assessment] 段階の表示が
意図されている場合には、whether補文が
選択され、[inclination] 段階の表示が意図
されている場合には、that補文が選択され
る傾向にあること（但し、I don’t know that

p. は特殊例であり、S don’t/doesn’t/didn’t

know that p.は通常、[result]局面を記述する）
を例証する。
① “The Control Cycle: Why Grammar is a

Matter of Life and Death,” 『日本認知言語学
会論文集第2巻』193-220.

「動詞派生名詞を主語とする
叙述属格文について」

山本　修（大阪市立大学）
動詞派生名詞を主語とする叙述属格文は

容認されない、と言われることがあるが、
実際には、こうした叙述属格文は頻繁に使
用される。本発表の目的は、動詞派生名詞
を主語とする叙述属格文のうち、どのよう
なものが容認され、どのようなものが容認
されないのか、こうした叙述属格文の容認
度決定にはいかなる要因が関連するのかを
考察することである。
叙述属格文は、Langacker（1991①, 1993
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②）が言うところの参照点構文の1つであ
る。参照点の機能は、目標となる事物の唯
一的同定を助けることであるが、叙述属格
文では、参照点は目標の唯一的同定を助け
るために想起されているのではない。叙述
属格文は、主語名詞句の指示対象が、ある
事物を参照点として想起することによって
唯一的に同定可能であることを伝えること
を機能とする文である。叙述属格文のこう
した機能が、動詞派生名詞を主語とする叙
述属格文の容認度決定に関連することを本
発表では論じる。
①Foundations of Cognitive Grammar, vol.

II. ② “Reference-point constructions,”

Cognitive Linguistics 4.

司会　児玉一宏（京都教育大学）

「対照構文文法に向けて―英語の
because構文と日本語のカラ構文―」

金谷　優（筑波大学大学院）
英語のbecauseと日本語の「から」には、

あるできごとの原因を導く用法（John

came back because he loved her.／太郎は花子
を愛しているから戻ってきた）と、推論の
根拠を導く用法（John loved her, because he

came back.／太郎は戻ってきたから、花子
を愛しているのだろう）がある。本発表で
は、対照構文文法（cf. Weilbacher & Boas

（2006）第4回国際構文文法学会発表原稿）
の観点から、英語のbecause構文（Kanetani

（2006）Tsukuba English Studies 25:19ff.）と
日本語のカラ構文を比較し、因果関係・推
論関係を認識する際、日英語で類似した認
知構造を用いていると議論する。その類似
性は、文法体系の大きく異なる両言語でさ
え、様々な言語現象に平行的に反映される
ことを指摘し、本事例研究を通して、これ
らの接続詞を構文文法的に分析することの
通言語的妥当性、および、構文理論におけ
る対照研究の必要性（Östman & Fried eds.

(2005) Construction Grammars, Benjamins.）
を示す。

「「コスト」を表す動詞cost, takeと
「節約」を表す動詞 save, spareの
二重目的語構文間の類似性

―共通のフレーム知識の観点から―」
年岡智見（京都大学大学院）

本研究では、「コスト」を表す動詞 cost,

takeと「節約」を表す動詞 save, spareの二
重目的語構文間に見られる類似性を指摘
し、その背景に存在する共通のフレーム知
識に基づき、これらの動詞が一種の反意語
として機能していることを主張する。これ
らの二重目的語構文では直接目的語に時
間・お金・労力などの支払うモノ、間接目
的語にその支払人が現れるという共通点が
ある。異なっているのは主語の意味役割で
あり、「コスト」イベントでは支払いを引
き起こす原因や目的、「節約」イベントで
は支払いを防ぐモノや人が現れる。よって
両イベントの背景には“ある人が何らかの
原因・目的のために何らかの代価を支払
う”という支払いや代償に関するフレーム
知識が関わっている事が示唆される。また
支払うモノとして、このフレームの“犠牲
となる大切なモノ”と“犠牲を伴う行為や
その結果状態”という異なる側面を切り取
り言語化できるという意味で興味深い。
①東信行1990「両面性について」『文法

と意味の間』くろしお出版 ② Nemoto,

Noriko. 1998 “On the Polysemy of Ditransitive

Save” EL15.

｢同族目的語構文と結果構文の
認知基盤：言語普遍性への構文

文法的アプローチ」
北原賢一（筑波大学大学院）

本発表の目的は、異構文間に見られる共
通性を捉える際に、普遍的意味構造たる認
知基盤に着目することが、従来明らかにさ
れてこなかった構文間の関係や類型論的一
般化を可能にすることを事例研究を通して
示すことである。
本発表での議論を通じて、Sam smiled a

beautiful smile.のような同族目的語構文



（以下、COC）が、1）音韻的特性を共有し
つつも、統語・意味両面において異なる特
性を持つ叙述的COCと指示的COCという
二つのタイプからなるカテゴリーであり
（北原（2006 ①））、2）叙述的COCが、The

river froze solid.のような付加詞的結果構文
（Iwata（2006 ②））と同じ意味構造を共有
することを明らかにし、3）「叙述的COC

の観察される言語には付加詞的結果構文も
存在する」という類型論的一般化が可能で
あることを、主に英語・仏語・日本語・中
国語の事例をもとに示す。
①「現代英語における同族目的語構文の
実態 ―構文文法的観点から―」②
“Argument Resultatives and Adjunct

Resultatives in a Lexical Constructional

Account.”

〈研究発表〉第三室（11月10日午後）

司会　杉崎鉱司（三重大学）

“On Null Complementizers in English
and Japanese”

田口茂樹（University of Connecticut大学院）
The aim of this paper is to argue against the

claim that relative clauses in Japanese have a

null complementizer, discussing the

distribution of null complementizers in English

and Japanese from a minimalist perspective. I

demonstrate that two observations support the

argument that the CP projection is absent in

relative clauses in Japanese. One is that

topicalization is inapplicable inside relative

clauses in Japanese, which naturally follows if

topicalization is licensed by a complementizer.

The other is that relative clauses in Japanese do

not have to be adjacent to the head noun, which

is unpredictable if null complementizers must

be licensed by an adjacent verb or noun. A

consequence of my proposal is that it is

necessary to reconsider the claim that

Nominative Genitive Conversion in Japanese is
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licensed by a null complementizer which enters

into a special Agree relation.

「空演算子移動とLeft Branch
Condition―比較構文の謎を

解明する」
吉本真由美（大阪大学大学院）

比較構文には(1) John invited more men

than Bill invited.のパタンと(2) John invited

more men than Bill invited women.のパタン
が存在する。比較構文はA－移動と類似した
現象であることが知られているが、(1)と
(2)のタイプは寄生空所の認可等の統語的
振る舞いが異なることから、先行研究では
「(1)では顕在的な移動が見られるが (2)では
それが見られない」とされている。本発表
ではこうした主張に問題を提起し、代案を
提示する。具体的には、(1)(2)共に overt

syntaxでの空演算子移動が存在すると考
え、(1)では目的語DP（d-many men）が移
動、(2)ではDegP（d-many）がVP付加位置
から移動すると主張する。これにより、両
者の統語的特徴が予測可能になる。また
(2)のタイプの比較文に対してVPをドメイ
ンとした測量関数を想定することでその容
認性や意味的特徴が捉えられると共に、従
来問題視されてきた、「LBCの問題」につ
いても解決されることを示す。
① Kennedy (2002) “Comparative Deletion

and Optimality in Syntax,” NLLT 18. ②
Kennedy (1999) Projecting the Adjective ③
Corver (1993) “A Note on Subcomparatives.”

司会　佐野まさき（立命館大学）

「so倒置構文再考」
畠山雄二（東京農工大学）
本田謙介（獨協大学）
田中江扶（首都大学東京）

本発表では、(1)の so倒置構文（下線部）
の統語構造を考察する。

(1) Bill must be a genius and so must be

Ann.
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Toda（2007, Linguistic Inquiry 38）は、
Quirk他（1985）による so倒置構文の分析
を批判し、以下の統語構造を提案してい
る。

(2) [CP [VP so ]i [C’[C must]j [IP tk [I’ tj [VP be 

ti ]]] Annk]]]

しかし、このTodaの分析では以下の４つ
の仮定が必要になる。

(3) Toda（2007）における仮定：a. I-to-

C移動　b. VP前置　c. 前置された
VPを soで置き換え　d.  主語の後置

本発表では、まずTodaの分析の不備を
指摘し、Quirk他のように soを副詞と捉え
ることで、I-to-C移動を仮定するだけで so

倒置構文が捉えられることを示す。本稿の
提案する仮定と統語構造は以下のようにな
る。

(4) 本分析の仮定：a. I-to-C移動
b. Headの amalgam移動（mustと be

が一つのかたまりになって移動）
(5) [CP so [C’ must-bei [IP Ann [I’ ti

[VPφ ]]]]]

「主要部移動か形態音韻的融合か？：
日本語の複合述語形成を例に」

平田一郎（専修大学）
英語では、否定辞の出現に伴い補助動詞
のdoが挿入されることがある（do not eat）。
日本語では否定辞ではなく、副助詞が補助
動詞「する」の挿入を促す（食べもした）。
従来こうした現象は、統語的な主要部移動
によって説明されてきた。否定辞や副助詞
が主要部移動を妨げ、そのために埋められ
ることのないスロットに doや「する」が
挿入されると考えるのである。こうした説
明に対し、否定辞や副助詞が妨げるのは、
統語的主要部移動ではなく、形態音韻的融
合であるとする対案が示されている
（Lasnik 1995 ①, 青柳 2006 ②など）。本発
表では、副助詞が複合述語の内部に現れ、
それによって「する」が挿入される例（食
べもし続ける）を、主に等位接続構造との
相互作用を中心に検証する。そして当該構

造の場合には、副助詞の挿入が妨げるのが、
形態音韻的融合ではなく、統語的主要部移
動であるということを示す。
① “Verbal Morphology,” in Evolution and

Revolution in Linguistic Theory, Georgetown

Univ. Press. ②『日本語の助詞と機能範疇』
ひつじ書房.

「動詞移動と活用形」
三原健一（大阪大学）

Pollock（1989）以降、否定辞や動詞句副
詞との位置関係から、英語の一般動詞は動
詞移動を行わないとされている。が、これ
とは矛盾するデータも指摘されており、英
語の動詞移動の実態は未だ解明されていな
いと言える。他方、日本語の動詞移動に関
して文献は多数あるものの、K o i z u m i

（2000）を初めとして扱われているのは終
止形のみである。日本語には活用形が存在
するので、動詞移動を論じるには活用形ご
とに検証する必要がある筈である。本発表
では、「豊かな」CP構造を設定するRizzi

（1997）他の句構造を援用し、かき混ぜ操
作句と否定辞の作用域、文副詞の解釈、そ
れぞれの活用形を含む節に収まる要素など
の事実から、V位置に生成された動詞が、
連用形は vまで、連体形はFinまで、そし
て終止形はForceまで移動することを主張
する。日本語の動詞移動と活用形に関する
検証から、汎言語的な動詞移動理論に対す
る貢献を行うことが本発表最大の目的であ
る。
①Pollock (1989) LI 20:3. ②Rizzi (1997) in

Elements of Grammar. ③Koizumi (2000)

Journal of East Asian Linguistics 9:3.

〈研究発表〉第四室（11月10日午後）

司会　小野尚之（東北大学）

「場所格交替と動詞の語彙概念構造」
工藤和也（関西学院大学大学院）

英語の場所格交替に関わる動詞の語彙概



念構造（以下、LCS）については、従来、
Rappaport and Levin（1988 ①）らのように
特殊な語彙規則によって場所格交替動詞の
LCSを派生させる方法か、 Jackendof f

（1990 ②）らのように場所格交替動詞に対
して予め2通りのLCSを仮定する方法のど
ちらかで議論されることがほとんどであっ
た。本発表では、これらの先行研究が抱え
る種々の問題点を指摘しながら、理論的・
経験的により適切な場所格交替動詞のLCS

の表示を提案する。特に、従来、動詞の統
語特性の記述に傾倒する余り疎かにされて
きた意味を軸とする動詞の機能的側面に着
目し、人間の一般的な事態認知過程の考察
や事象構造の主辞性の考察を織り交ぜなが
ら、場所格交替に関わる動詞の意味的・統
語的特性が、生起する動詞の単一のLCSか
ら十全に説明可能であることを主張する。
これによって概念的に妥当な動詞の意味表
示について、その一般化に向けた提言を試
みる。
① “What to Do with θ-Roles,” in W.

Wilkins (ed.), Syntax and Semantics 21, 7-36.

② Semantic Structures. MIT Press.

「appearとdisappear: 経路表現との
共起可能性の観点から」

出水孝典（立命館大学）
appearとdisappearはまったく同じ前置詞

句と共起する場合もある（John {appeared/

disappeared} in the darkness of the parking

lot.）が、興味深いことに、disappearのみ
と共起可能な前置詞句がある（ J o h n

{disappeared/*appeared} into the darkness of

the parking lot./ John’s car {disappeared/

*appeared} down the driveway）。本発表では
これに関して、動詞のアスペクトと経路結
果構文の subeventの同一認定に課される条
件に基づいた説明を与え、appearは瞬時的
変化のみを表すので時間幅を必要とする経
路と同一認定されないのに対して、
disappearは消滅へと至る段階的変化を表せ
るので経路と同一認定されうるということ
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を主張する。
① Jackendoff “The Proper Treatment of

Measuring Out,” NLLT 14, 305-354. ②
Rappoport Hovav & Levin. “An Event

Structure Account of English Resultatives,” Lg

77, 766-797.

司会　杉岡洋子（慶應義塾大学）

「複合形容詞受動態の形成とその認可
に関する意味論的アプローチ
―Locative Alternation Verbs
によるケーススタディ―」

志澤　剛（筑波大学学部）
形容詞受動態分詞（APP）の形成とその

認可に関するこれまでの研究は、主に形態
統語論的アプローチによって基体動詞の項
構造との関係、及びその形成の定式化に焦
点が当てられてきた（Levin and Rappaport

（1986 ①），Roeper and Seigel（1978 ②）な
ど）。しかしながら、それらのアプローチ
では、特に、load / sprayを代表とする「場
所格交替動詞」を基体とする複合APPに見
られる容認性の差を十分に説明することは
出来ない（e.g. brick-loaded truck vs. *truck-

loaded bricks / spray-painted wall vs. *paint-

sprayed wall）。本発表では、「場所格交替動
詞」を例に、複合形容詞受動態の名詞前位
用法に焦点をあて、その認可には、3つの
意味的な制約（編入要素の全体関与、概念
的包摂関係、部分・全体関係）が関わるこ
とを論じる。また、その制約が、擬似形容
詞受動態（e.g. four-legged animals, sharp-

nosed womanなどX-Ned Nの形式）にも拡
張されているという見通しにも触れたい。
① “The Formation of Adjectival Passives,”

LI 17, 623-661. ② “A Lexical Transformation

for Verbal Compounds,” LI 9, 199-260.

「能動－ee語」
磯崎聡子（千葉商科大学）

英語の接尾辞 – e eは受動名詞を作る
（examinee, payee, amputee）が、20世紀に
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能動用法（standee, escapee, retiree）が増加
しはじめた（Laurie Bauer 1994①）。Chris

Barker（1998②）による意味制約 lack of

volitional controlが造語の際に働くという指
摘は受動用法のみならず能動用法としての
–ee語形成の本質をついたものといえる
（cf. Valerie Adams 2001③）。しかし、能動

–ee語に関して、その lack of volitional

controlの度合いが低い例もある（attendee,

sitee, cohabitee）。本発表では最初の能動
–ee語であるabsentee（1537）の起源を再考
すると共に、収集した 520語の –ee語や
BNCの頻度データをもとに能動用法にお
ける意味制約の度合いの差を調査し、使用
頻度の高い能動–ee語からの類推もまた造
語の際に働いていることを通して能動 –ee

語の拡大がみられることを考察する。
① “Lexical change,” Watching English

Change. Longman. 29-49.  ② “Episodic –ee in

English,” Language. 74:4, 695-727. ③
Complex Words in English. Longman. 28-31.

「「Get受動文」と「Vてしまう」の意
味的類似性とモダリティ的意味

について」
田村敏広（静岡大学）

これまで英語のGet受動文と日本語の
「Vてしまう」の両形式に存在する意味的
類似性に目が向けられることはほとんど無
かった（岩澤（2001①）など）。本発表で
は、両形式に共通して観察される「後悔」
や「驚き」、「（予想外の）喜び」といった
モダリティ的意味がどのようにして生じる
のかを意味論的・語用論的観点から議論す
る。両形式のモダリティ的意味は、両形式
のもつ類似する（もしくは共通する）意味
性質から生じるのだと考えられる。すなわ
ち、両形式共に類似したモダリティ的意味
をもつことは、決して偶然ではなく、意味
的類似性に裏付けられた必然なのであると
結論付けられる。あわせて、語彙意味論的
分析を行ない、両形式の類似する（もしく
は共通する）意味性質が、それぞれ動詞

getと動詞「しまう」から引き継いだもの
であることも議論する予定である。
①「感情表出としてのget受動文と完了

概念―意味の拡張と習慣化の間―」『意味
と形のインターフェィス 上巻』，257-265,

くろしお出版. 

〈研究発表〉第五室（11月11日午前）

司会　坪本篤朗（静岡県立大学）

「関係節に埋め込まれた名詞句と
その照応」

北村　久（北海道大学大学院）
認知言語学の枠組みの中で van Hoek

（1997②）では、不定名詞句を先行詞とす
る照応は詳しくはどうなるのかといった問
題が残されている。本発表は、談話表示理
論（Kamp and Reyle（1993①））で扱えな
い例を挙げながら、関係節に埋め込まれた
名詞句が文の外から代名詞で照応すること
ができるかどうかについて検討し、その種
の名詞句の性質を明らかにすることを目的
とする。具体的には、第一に、照応は先行
詞となる参照点の際立ちの程度と相関する
ことを主張する。第二に、代名詞の照応に
基づいて、関係節に埋め込まれた定名詞句
も不定名詞句も非特定的な読みを持つこと
を指摘する。第三に、関係節内の名詞句の
内在的指示力が照応に影響を与えることを
見る。第四に、関係節に埋め込まれた名詞
句が照応の先行詞になるためには、何らか
の仕方でその名詞句に関する情報が独立に
指定可能なくらいより豊かな情報を伴って
いなければならないことを主張する。
① From Discourse to Logic, Kluwer. ②

Anaphora and Conceptual Structure, The

University of Chicago Press.



「時を表す表現＋知覚動詞＋知覚の対
象という形式を有する構文について
―機能論的な観点からの考察―」

海寳康臣（立命館大学）
英語には、(1)(2)のように、主語が時を

表す表現で、述部が知覚動詞であり、その
後に知覚の対象を表す要素が生起する構文
が存在する。

(1) The 18th century saw the American

Revolution.

(2) The twentieth century heard millions of

voices calling for peace.

本発表では、Kuno（1972 ①）等で提唱さ
れ、高見（1995 ②）等で利用されている
理論である機能的構文論の観点から、この
構文は、知覚の対象を表す要素が文中の他
の要素より情報の重要度が高いと解釈され
る場合にのみ適格となる、という制約を提
案する。この制約に基づいて、たとえば
(1)と(3)、(2)と(4)の適格性の違いが説明可
能であることを示したい。

(3)  *The 18th century {looked at / watched}

the American Revolution.

(4)  *The twentieth century listened to

millions of voices calling for peace.

① “Functional Sentence Perspective” LI 3

②『機能的構文論による日英語比較』くろ
しお出版。

司会　出原健一（滋賀大学）

「前置詞句主語構文の述部制約に
ついて」

岩 宏之（筑波大学大学院）
生成文法初期において、主語は「文節点
に直接支配される名詞句」と定義されてい
るが、前置詞句が主語となる場合がある。
この前置詞句が主語となっている構文（前
置詞句（PP）主語構文）には、その生起
条件として、述部に対する制約がある。松
原（2003 ①）はその制約を「PP主語構文
に生起する述部は“情報的に軽い動詞
（informationally light V）”でなければなら
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ない」と述べており、ここでの“情報的に
軽い動詞”とは、軽い意味内容を持つ（状
態）動詞とされている。本発表では、当該
構文をコピュラが用いられる同定文とする
Stowell（1981 ②）に対し、叙述文、ある
いはより一般的に叙述機能を有する文であ
ると特徴付け、これによりなぜ前置詞句主
語構文の述部は意味内容が軽くなければな
らないのかを説明する。加えて、上記の特
徴付けによって、松原（2003）における制
約では捉えることのできない事実も説明さ
れることを示す。
①「前置詞句主語の統語的・意味的条件

について」『英語語法文法研究』10, 355-

374. ②Origins of Phrase Structure, Doctoral

dissertation, MIT.

「nonagent-initial構文における
統語変化と動機づけ」

足立公平（国士舘大学）
本発表では、古英語において主に結果文

として機能していた「非動作主+ be + 過去
分詞」（以下、nonagent-initial構文）が〈非
動作主の話題化〉、〈動作主の脱焦点化〉と
いった機能を果たす現代英語の受身文へと
至る統語発達を、そのプロセス（どのよう
に発達したか）、及び、動機づけ（なぜそ
のような統語発達が生じたか）の観点から
考察する。nonagent-initial構文は、固定化
した語順に代わり、無標の情報構造を維持
するため、意味の希薄化を通じて古英語期
の結果文から現代英語期の受身文へと発達
していることを主張する。その帰結として、
受身文への統語発達がコミュニケーション
に動機付けられた形で起こっていることを
示し、Croft（2003①）の communicative

motivationの言語構造における重要性を確認
する。
①Typology and Universals. CUP.
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〈研究発表〉第六室（11月11日午前）

司会　谷口一美（大阪教育大学）

「形容詞を用いたメタファー表現は
どのように解釈されるか」

岩橋一樹（大阪大学大学院）
本発表では、形容詞を用いたメタファー
表現の解釈の仕方について関連性理論に基
づき創発特徴（cf. Becker（1997①））の観
点から論じる。具体的には、感覚を表す語
から感情が理解される事例を扱う。そして、
Sally is coldのような表現では、温度の低さ
のような形容詞で本来述べられる性質が原
因となって人がどう変化するかをその人に
まつわるフレーム（cf. Minsky（1975②））
から喚起して読み手が創発特徴を理解する
と主張する。一方、hot attractionのように
形容詞で本来述べられる性質が統語上の項
に当てはまらない場合には、読み手は統語
上で述べられている物事に人がどう関わる
かを把握する。また、人がこのような物事
との関わり合いでどう変化するかを、読み
手がその人に関するフレームから喚起され
る情報に基づいて捉えることでこのような
表現を理解できることも主張する。
① “Emergent and Common Features

Influence Metaphor Interpretation.” ② “A

Framework for Representing Knowledge.” 

“Virtual Exophora:
A Grounded Blending Approach”

安原和也（日本学術振興会）
In the literature of traditional linguistics (e.g.

Halliday & Hasan 1976), it has been widely

accepted that exophora (or situational

reference) is defined as direct reference to the

context of situation (or the extralinguistic

situation). However, this kind of interpretation

process cannot always be applied to virtual

exophora, because virtual worlds need to be

constructed in the context of situation to

achieve a satisfactory interpretation of virtual

exophora. Within the framework of cognitive

linguistics, this presentation discusses general

cognitive capacities that lie behind virtual

exophora. In so doing, the presentation suggests

the following two points: (i) With the flow of

discourse, even exophoric referents can be

dynamically and flexibly conceptualized, not

statically situated in the context of situation. (ii)

Liddell’s (1998) framework of Grounded

Blending can provide helpful clues for treating

virtual exophora straightforwardly from the

perspective of cognitive linguistics. 

[1] Fauconnier & Turner (2002) The Way We

Think. [2] Halliday & Hasan (1976) Cohesion

in English. [3] Liddell (1998) “Grounded

Blends, Gestures, and Conceptual Shifts.”

Cognitive Linguistics 9: 283-314. 

司会　深田智（聖トマス大学）

「動詞の語彙意味と構文の機能との
関わり：There構文における

定性効果から」
桂川英也（愛知文教大学）

there構文は、be動詞を含む存在型と一
般動詞を含む提示型に分けられ、論理的主
語に関わる制約、いわゆる「定性効果
（Milsark（1974 ①））」に対して、両者は非
対称性を示すとされる。Birner and Ward

（1996 ②）は、存在型では論理的主語は
Hearer-NewかつDiscourse-Newの個体に限
られるが、提示型では制限が緩く、Hearer-

OldかつDiscourse-Newの個体も容認可能で
あると論じている。
本発表では、Ritter and Rosen（1996 ③）

に従い、be動詞は一般動詞に比べ語彙意味
が豊かではないと考える。そして、動詞や
論理的主語に関わる要素の語彙意味におけ
る情報量の違いが、there構文の機能と相
互に関わり、当該構文の適格性を決定する
と論じる。
また、動詞の語彙意味が構文の機能と相

互に関わる他の事例として、obligatory



adjuncts（Goldberg and Ackerman（2001 ④））
を取り上げ、語彙意味と構文機能の関係を
説明する際に、語用論的分析が有効である
ことを示す。
① Existential Sentences in English ② “A

Crosslinguistic Study of Postposing in

Discourse” ③ “Strong and Weak Predicates”

④ “The Pragmatics of Obligatory Adjuncts”

「dream your troubles away
構文の特性： 構文拡張の原理」

現影秀昭（埼玉学園大学）
本発表は生産的な(1)のTrouble Away構

文（TRA）の特性が、大人の文法だけを見
ている先行研究①では十分説明できないこ
とを示し、習得過程を考慮に入れた文法の
拡張を重視する動的アプローチに沿った代
案を提示する②。

(1) Why not … sleep my troubles away?

(DS)

即ち基本的他動詞 takeに、ある活動によっ
て何かを除去するが、除去するのは望まし
くないからという（語用論的）意味が加わ
って、それを連辞的に動詞の後に書き出し
た複合述語構文 take away NPが最初に習得
されると、その形を使って、眠って修復す
べき望ましくないもの（出所は主語）を動
詞の後に書き出した、更に特殊な非能格動
詞に基づく(1)が統合的に拡張すると主張
する。次に非対格動詞がTRAの手段とし
ては不整合を起こすことを示し、被動者か
ら漸増主題への目的語の入替えが awayの
多義と連動し、TRAと時間文両様の読み
を持つ中間体（③）を経て、TRAに基づ
く派生的な時間文が形成されると主張す
る。
① L&R (1995) Unaccusativity, MIT. ② 梶
田優（2004）「＜周辺＞＜例外＞は周辺・
例外か」『日本語文法』4. ③ Jackendoff

(1997) “Twistin’ the Night Away,” Lg 73.

－ 20 －

〈研究発表〉第七室（11月11日午前）

司会　越智正男（大阪大学）

“Licensing Exclamatives and
Intervention Effects”

小野　創（広島大学）
This paper aims at explaining two puzzles in

exclamatives. First, while predicates exist that

take only an interrogative complement, there is

no “exclamative predicates” that take only

exclamatives as their complements. Second,

exclamative clauses can be licensed by a non-

local factive predicate. We argue that

exclamative wh-phrases are licensed not by

selection, but c-command. This property of

exclamative wh-phrases illustrates some

parallelism regarding the properties of wh-the-

hell phrases. It is claimed that exclamative wh-

phrases are some kind of polarity item that is

sensitive to a subset of veridical items. One

consequence of the current analysis is that the

system employing some feature E (as an

exclamative) in a semantic selection frame is

shown to be inappropriate. Furthermore, the

analysis here has advantage of explaining some

quite mysterious facts of exclamatives by

regarding them as an instance of intervention

effects.

「N-Verbsの補文構造について」
西原俊明（長崎大学）

negative causationを表す動詞（prevent,

inhibit, hinder, prohibit）の場合、(1)に示す
ように、動詞に後続する要素に fromが生
起する場合としない場合が見られる。

(1) Jim prevented [the sailor (from)

drowning the cat].

この発表では、(1)の括弧の部分は、節
構造をなし、3種類の構造があることを明
らかにする。また、補文標識の thatと同様、
T-to-C移動、uT素性照合が文の派生に関与
していることを明らかにする。さらに、動



－ 21 －

詞に後続するNPが、thematic NPである場
合、TrPの位置へ移動していることも併せ
て明らかにする。
① Small Clauses in English: The Nonverbal

Types, Mouton de Gruyter.

司会　奥　聡（北海道大学）

「分割PP構造と非対格性」
村田和久（大阪大学大学院）

本発表では、ある種の前置詞句がシェル
構造（分割構造）を呈する可能性があるこ
とを論じる。いわゆるGoal-of-Motion構文
では、(A) 純粋に場所解釈しか持たない前
置詞は生じることができず、(B) 方向指示
的な前置詞は形態的に明確な形で「方向
性・着点性」を示し、(C) これら以外の一
部の前置詞は場所解釈・移動方向解釈の間
で多義的である。本発表は、(B)(C)の前置
詞が、方向指示的な解釈を持つときには小
さなpがあるのだと主張するものである。

(A) ?? He walked at the park. 

(B) ?? He walked into the station.

(C) ?? He jumped on the stage.［舞台上で
跳ねた・舞台に飛び乗った］

小さなpは、VPシェル構造のvのように機
能範疇としての性質を有し、語彙的範疇P

に生じた前置詞は、やはり動詞句でVから
vへの主要部移動があるように、Pからpへ
の移動を示す。よって、簡単に図示すると
以下のようになる。

[ ... [VP V [
pP p [PP P DP]]] ... ]

「名詞句表現における目的語解釈」
有村兼彬（甲南大学）

英語では動名詞や派生名詞が deserve/

meritなどある一定の述語の補部に後続す
る場合、主節の主語が補部において目的語
として解釈がなされるという現象がみられ
るが（The site deserves visiting twice/

deserves reconstruction）、本発表においては
この現象についてMPの観点から考察す
る。動名詞補部は vP階層のみからなる形

式であり、名詞句移動によって派生される
と主張し、その派生方法を再検討する。ま
た、上記の例に生じる派生名詞は受動名詞
（passive nominal）と考えられるが、この場
合も動名詞の場合と同様に移動操作の結果
生じた形式であると捉える。同時に、受動
名詞は移動規則によって生じるものでな
く、解釈規則によって目的語の解釈が得ら
れるとする分析（Grimshaw（1990①），
Safir（1991②））には不備があるという経
験的証拠を幾つか指摘する。更にこの形式
に生じる動名詞・派生名詞のアスペクト的
特性を考えることによって、この構文の統
語的意味論的特徴を検討したい。
① Argument Structure. ② “Evaluative

predicates and the representation of implicit

arguments” in R. Freiden (ed.). 

〈研究発表〉第八室（11月11日午前）

司会　岡崎正男（茨城大学）

“The Distribution of Stranding
Prepositions in English: From a

Syntactic to a Prosodic Approach”
内芝慎也

本発表では、英語における残留前置詞の
分布を検証する。前置詞残留は、これまで
主に統語論の立場で扱われてきたが
（Hornstein and Weinberg 1981 ① 等）、この
統語アプローチに対しては機能文法論の立
場から反証となる経験的事実が提示されて
いる（Takami 1988 ② 等）。機能文法論者
も又、前置詞残留に対しての機能的制約を
提案しているが、説明的妥当性を満たして
いるとは言い難い。本発表では、これらの
アプローチに代わる新しいアプローチを提
案したい。当アプローチは、英語における
プロソディーの（別途に動機付けられた）
特性に基づくものである。なお、本発表で
はWH疑問文での前置詞残留を主として扱
う。
① “Case theory and Preposition Stranding,” LI



12.  ② “Preposition stranding: arguments against

syntactic analyses and an alternative functional

explanation,” Lingua 76.

「OTの枠組みから見たV2現象と
制約の相互作用の重要性」

深谷修代（津田塾大学）
本発表では、古英語におけるV2現象を

最適性理論（OT）の枠組みを用いて分析
し、制約の相互作用の重要性を指摘する。
TP-SCOPE, TP-SPEC, OB-HD>>E(pron,

L)>>STAYというランキングにより、主語
が名詞類の時はV2現象の候補が選ばれる。
主語が代名詞類の場合、定動詞は3番目の
位置を占めるが（第 1構成素がwh句、否
定要素、 aを除く）、この現象も同じラン
キングによって説明可能であることを示
す。そして、van Kemenade（1999 ①）の
ように代名詞のための場所を仮定する必要
はなく、代名詞が定動詞に左付加した候補
が選ばれることを示す。
さらに本発表では、the Emergence of the

Unmarked（TETU:無標の出現）が統語論で
も観察されたことを指摘する。そして主語
以外の要素がトピックとして文頭にある場
合よりも、主語が第1構成素の文の方が有
標の度合いが低く無標であることが、
TETUにより導き出されることを示す。
① “Sentential Negation and Clause Structure

in Old English.” ② McCarthy, John. 2002. A

Thematic Guide to Optimality Theory. 

司会　本間猛（首都大学東京）

「厳密階層仮説と音律階層
―最適性理論の観点から―」

西原哲雄（宮城教育大学）
Nespor & Vogel（1986 ①）などによって

提唱された音律音韻論（Prosodic Phonology）
ではその基本概念である音律階 層
（Prosodic Hierarchy）にたいして、音韻規
則が適用される。この音律階層の構成要素
である音律範疇（Prosodic Category）の１
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つである接語グループ（Clitic Group）の妥
当性について研究者の間で意見の相違があ
る。Hayes（1989 ②）が接語グループの必
要性を主張する一方、Zec（1988 ③）など
は接語グループを音律階層から削除するべ
きだという提案がなされている。そこで、
本発表では音律階層における接語グループ
の妥当性（必要性）を基に、音律階層の基
盤となる厳密階層仮説（ Strict Layer

Hypothesis）に関して、その制約の有効性
について、再検討を行う。
① Prosodic Phonology. ② “Prosodic

Hierarchy” in Kiparsky et al. (eds.) Phonetics

and Phonology. ③ Sonority Constraints on

Prosodic Structure. Doctoral dissertation,

Stanford.

「特殊モーラを含む日本語単語の
長さと高さの音声学的考察」

本間弥生（大阪学院大学）
日本語はモーラ拍リズムをもつ言語であ

るが、音響的には各モーラの長さは均一で
はなく、モーラを構成する分節音によって
かなりの違いがある。モーラ間の長さの差
が語のレベルで補償されて均等なモーラ拍
リズムを生ずることは（Homma 1981①）、
その後の研究でも言及されている。（窪
園・本間猛 2002②）
本発表では、関西方言の話者による ano,

aano, annoの発話を分析したLehiste and

Homma（2004③））を引用し、短母音（1

モーラ、1音節）、長母音（2モーラ、1音
節）、撥音を含む音節（2モーラ、1音節）
をもつ594語を単文にはめ込み、関西方言
のアクセントで発話したものを音響的に分
析する。その結果、日本語の韻律は、長さ
だけではなく、高さもまたモーラに付属し
たものではなく（杉藤 2003④）、モーラを
超える範囲である単語内で調整されること
を報告する。
① “Durational relationship between

Japanese stops and vowels,” J. of Phonetics, 9:

273-281. ②『音節とモーラ』③ “Tone and
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Duration in Japanese Vowels and Nasal

Geminates,” in G. Fant et al. (eds.) From

Traditional Phonology to Modern Speech

Processing, Beijing, Foreign Lang. Teaching

and Research Press:245-252. ④ “Timing

Relationships between Prosodic and Segmental

Control in Osaka Japanese Word Accent,”

Phonetica, 60:1-16.

〈シンポジウムA室〉（11月11日午後）

英和辞典はどこまで意味を
記述できるか

司会　瀬戸賢一（大阪市立大学）
過去の英和辞典は優れた英英辞典の吸収
に努めた。その結果、記述レベルが改善さ
れた一方で、古い意義･用法などが改訂の
際に取り残された。また、用例をカード資
料などに基づいて補充（一部改変）したこ
とにより、特異な例、まれな用法、不自然
な言い回しなどが負の遺産として受け継が
れた。現在の英和辞典は、コーパス利用な
どに基づき様々な創意工夫がほどこされて
いる。しかし、全体的にはアイデアもほぼ
出尽くして、記述レベルはおおむね横一線
に並ぶ状態にある。これらの点を踏まえて、
本シンポジウムは、これからの英和辞典に
何が求められるのかを議論する。主な論点
は2つある。ひとつは意味の記述。これは
辞書本来の仕事であり、とりわけ多義
（polysemy）をいかに記述するかが今後の
重要課題である。もうひとつは慣用連語
（phraseology）の記述。使用頻度も考慮し
てコロケーション、イディオム、構文など
を広く採取し、自然な英語（natural English）
の姿を伝えることである。

「多義語における意味の連続性を
どう回復するか」
講師　田中茂範（慶應義塾大学）

学習英和辞典では多義語の扱いにおいて
「1対多」の関係性を想定するのが通例で
ある。実際の記述において「1」は該当語

で、「多」は日本語で示された意義（senses）
である。しかし、日本語で示された意義は
本来的な意義ではなく、日本語における相
当語であるというところに学習辞典として
の問題が起こる。つまり、言語習得の観点
からすれば、意味理解において日本語知識
の転移は不可避であり、1（英単語）対多
（日本語相当語）の関係は意味の分断を引
き起こす。そしてここでいう意味の分断は、
学習者が語彙能力を獲得する際に大きな障
害となる。
本来、多義性とは、1つの語に複数の意

義が存在し、それぞれの意義には意味的な
関連性があるといった現象のことを言う
が、日本語で「意義」を示した途端に意味
の関連性が分断する。そこで、意義の連続
性をどう回復するか、これが学習英和辞典
における意味記述の大きな課題となる。こ
の発表ではこの課題に取り組むにあたり必
要となる理論的枠組みについて述べたい。

「学習英和辞典における前置詞・
副詞辞の記述」

講師　南出康世（大阪女子大学）
英和辞典、特に学習英和辞典の「進歩」

が称えられる。しかし、機能語、特に前置
詞などの記述を見ると斉藤秀三郎（1915）
『熟語本位英和中辞典』のそれと大差がな
いように思われる。今回、overを例に取上
げ、学習辞典における前置詞の意味記述の
あり方を探ってみたい。overはLindkvistの
4部作のうち特にLindkvist（1972）で詳し
く論じられたが、その後、Brugman (1981),

Lakoff (1987), Tyler & Evans (2003a, 2003b)

などで取上げられ認知言語学の花形となっ
た。これらの知見を取り入れ (1) 意義の展
開（cry over his dead body→ cry over his

death）、(2) 共起制限（over the weekend

[?the evening]）、 (3) 類語比較（ The

helicopter flew over [*above] the hill to the

village）、(4) 副詞辞との関連（（The milk

boiled over the pot.）→The milk boiled over.）、
(5) 図形を柱に学習英和辞典における前置



詞の意味用法の記述がどこまで可能かを考
えたい。
① Lindkvist, K-G. 1972. The Local Sense of

the Prepositions OVER, ABOVE, and ACROSS

Studied in Present-day English. Almqvist &

Wiksell. ② Tyler, A. & V. Evans 2003a. The

Semantics of English Prepositions, CUP. ③
Tyler, A. & V. Evans 2003b. “Reconsidering

Polysemy Networks: The Case of Over.” In

Nerlich, B. et al. (eds). 2003. Polysemy.

Mouton.

｢学習英和辞典における意味記述
―コーパス言語学の視点から｣
講師　赤野一郎（京都外国語大学）

辞書編纂学は言語研究から得られた知見
を取り入れながら進歩してきた。日本の学
習英和辞典も、英語教育の現場を考慮しつ
つ英文法研究・語法研究の数多くの成果を
取り込んできた。本発表では、コーパス言
語学の「語の意義は形によって識別され、
語の形が意義を決定する」、「語は単独で使
われるのではなく、複数の語が意味的にひ
とかたまりのものとして選択される」とい
う慣用連語（phraseology）の考え方をもと
に、コーパス言語学の分析手法を用いれば
辞書における語の意味記述がいかに精密化
できるかを示す。具体的には、『ウィズダ
ム英和辞典』（2007 三省堂）のいくつかの
辞書項目を例に、語が担うパターンと意味
の関係、パターンと頻度、コロケーション、
意味的韻律（semantic prosody）などを取り
あげるつもりである。
① Sinclair (1991) Corpus, Concordance,

Collocation. ② Francis (1993) “A corpus-

driven approach to grammar.” in Baker et al.

(eds.) Texts and Technology: in Honor of John

Sinclair.

「‘Natural English’とは何か」
講師　池上嘉彦（昭和女子大学）

この四半世紀ばかりの間に、英語を母語
としない人たちを対象とした ‘learners’
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dictionaries’ の編集には目覚ましい発展が
見られた。まずイギリスの出版社に始まり、
少し遅れてアメリカの出版社が参入すると
いう競い合いの結果、どの辞書にも学習者
の利便に配慮したさまざまな特徴がつぎつ
ぎに取り込まれ、代表的な辞書に関しては
ほぼ一線上に並んでしまったかのようにも
見て取れる。同じことは、国内の学習者用
の英和辞典についても言える。

21世紀へ向けてさらにどのような新し
い試みがなされるかが注目される中で、初
めて日英共同プロジェクトという形での英
和辞典の編集がロングマン社によって実施
されることになった。四年余りの作業期間
を通して印象的だったのは、ロングマン社
側の編集陣が常に ‘natural English’ を提供
するということに強く拘っていたというこ
とであった。この ‘natural English’ という
概念とその重要性の認識について共通の理
解を得たいというのが私の提題の意図であ
る。

「多義語辞典から新しい英和辞典へ」
講師　瀬戸賢一（大阪市立大学）

多義（polysemy）はありふれた現象であ
り、たいていの語は複数の意義を持ち、辞
書はそれらを順に記述する。ここで重要な
のは、何をもってひとつの独立した意義と
認めるのか、各意義の間の関係はどうなっ
ているのか、複数の意義をどのような順序
に並べるのがいいのかである。これらの点
は、もちろんユーザーとの関係を考慮して
決定しなければならない。『英語多義ネッ
トワーク辞典』は、おもに英語の専門家向
きに編纂された多義語解説辞典であり、本
発表ではここで得られた成果を一般ユーザ
ー向けの英和辞典に反映させる方法を実例
とともに検討する。現在の英和辞典の主流
は、一語の複数の意義を頻度順に並べるが、
意味のまとまりに重点を置いた、多義語の
全体像が容易に把握できる記述は可能であ
り、またそのような英和辞典が必要である。
その具体的方法と問題点を明らかにする。
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① 瀬戸賢一（編）『英語多義ネットワー
ク辞典』（2007年、小学館）

「英和辞典の保守性と革新性」
ディスカッサント

八木克正（関西学院大学）
これからの英和辞典を考えるためには、

まず、過去140年余りの英和辞典編纂者の
努力と遺産を正当に評価しなければならな
い。今ある英和辞典は、表面的には横並び
のように見えるが、事実として決してそう
ではない。まずは、それぞれの努力と主張
があることを正当に評価しなければならな
い。
議論は、伝統に根ざす立場と、新しい言
語理論を背景とした立場がある。いずれの
立場にしろ、英和辞典の宿命である「実用
性・簡潔性・検索の利便性」から逃れるこ
とはできない。理論と実践をいかに融合さ
せるか、ということが第一の論点となる。
英和辞典の現状は、新機軸を求めなければ
ならないほど飽和状態ではない。言語事実
を可能な限り正確に、合理的に、検索に便
利なように、必要な情報をいかに提供する
か、課題は多い。英和辞典の保守性の克服、
新しい言語事実の発掘が急務である。英語
の特質をどのようにとらえるかが第二の論
点となる。
ネイティブが考える必要な情報と、英語
学習者が必要とする情報とをどのように融
合させるかという点も論点となるであろ
う。

〈シンポジウムB室〉（11月11日午後）

日本の英語教育を異化する
司会　唐須教光（慶應義塾大学）

明治の開国以来、わが国は幾度となく英
語、英語教育に関する議論を繰り返してき
た。正則／変則の別、幾人かの識者による
日本語廃止論、平泉・渡部論争を典型とす
る実用主義／教養主義論争、英語第二公用
語論、幾度かの英会話ブーム、など目立っ

たものだけをあげても数多い。しかしなが
ら、これらの事象、議論をながめてみるに、
あたかも振り子が振れるように受信／発信
の英語教育のいずれかに振れる軌道から決
してそれることがなかったように思う。そ
れはいわば日本人に内面化した軌道であ
る。そうこうしているうちに、日本と日本
を取り巻く世界の状況、そして英語をとり
まく状況は一変した。我々は今こそ、この
ありきたりの振り子の軌道の外に出ねばな
らない。それには日本の外に視点をずらし、
今一度日本と英語を捉え直す作業がどうし
ても必要だ。本シンポジウムでは、国際相
互理解、アジア、EU、バイリンガル教育
など、日本の「外」に視点をおいて日本の
英語教育を捉え直すこの作業を試みてみた
い。

「２つの視点」
講師　大谷泰照（名古屋外国語大学）

歴史的に検討してみると、幕末以来、こ
の国の異言語教育は、英語・英語文化に反
発を強める「反英」の時期と、一転して英
語一辺倒に傾く「親英」の時期の、いわば
2極間の往復運動をほぼ40年の周期で繰り
返して今日に至っていることが分かる。
「歴史は繰り返さない、もし人が歴史に学
ぶならば」と言われながら。
他方、広く国際的な視点から、とかく

「国際理解」や「国際感覚」が口癖のわが
異言語教育のあり方自体は、はたしてどれ
ほど「国際的」であると言えるのか。戦後
のヨーロッパ人の英知が生んだEUの動き
に比べてみると、わが国の異言語教育の実
態は、「国際的」どころか、むしろそんな
「国際的」な動向に大きく逆行しているこ
とを認めざるを得ない。
新しい時代のこの国の異言語教育のあり

ようを考えるためには、先ずこんなわれわ
れ自身のありのままの姿を、歴史的にも国
際的にも、しっかりと押さえてかかる必要
がある。



「日本の英語教育を異化する：
私の提案」

講師　鈴木孝夫（慶應義塾大学）
1）英語の言語としての性格の変化；固有
民族語＋国際交流言語の二重性格を持つよ
うになる。日本の学校教育ではどちらに重
点をおくのか
2）日本社会の構造的変化と日本の国際的
地位の上昇を考慮すべき
3）以上二つの変化を考えると以下のよう
な方向変換が必要となる
◎受信型から発信型へ；言語財の入超を
是正する必要あり、自己啓発に相手啓蒙を
加えよ。単なる国際理解ではなく国際相互
理解へ〈英語で日本を外国に知らせるこ
と〉
◎他人事（ひとごと）の英語から自分事
の英語へ；他人が作った立派な作品を分析
鑑賞するのではなく、自分自ら材料を用意
して下手でも自前の作品を作ってみること
◎縦英語から横英語へ（茂木弘道〈もて
ぎひろみち〉）の変換；英語を使う相手は
だれ？大多数は英米人ではなくなってい
る。英語を学習したもの同士の英語による
交流
◎native speaker信仰からの脱却の必要

「英語を国際言語として教えること
に関する一考察

～英語の多文化化を視野に入れて～」
講師　本名信行（青山学院大学）

英語の普及は、アメリカ人やイギリス人
の英語がそのままの形で世界中に広がった
ものではない。世界各地の人々は英語を学
習するなかで、それぞれの言語文化を英語
のなかに取り込んで、独自の英語変種を創
造したのである。英語の国際的普及は英語
文化の一様化をもたらしたのではなく、多
様化をもたらしたのである。普及は変容を
呼ぶからである。
同時に、英語が獲得したこの文化的多様
性は、新しい問題を生む。それは、英語の
多様な変種が発生すると、違う変種の話し
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手どうしで相互理解がうまくいかなくなる
のではないかという懸念である。しかも、
その多様性に対処する方策は、従来の同化
順応主義では間に合わなくなっている。
ここでは、英語を国際言語として教える

にあたって、英語の多文化化にどう対応す
べきかについて考える。

「なぜ「識者」は早期英語教育に反対
するのか～その心理的背景を探る」

講師　唐須教光（慶應義塾大学）
1．多くの国では当然のように早期英語

教育を実践しているが、日本はその緒につ
いたばかりであり、いまだに多くの議論が
あるのはなぜか。（そうしていられる日本
は素晴らしいと安心してよいのか）

2．多くの親や「一般人」は英語の早期
教育の導入に賛成であるが、多くの「専門
家」は反対するのはなぜか。（英語が「で
きる」専門家の英語・欧米人コンプレック
スを考える）

3．上記の事実の背後にある日本の「特
殊事情」にかんする議論を整理し、それで
はどのような英語をどのように学ぶべきか
を考えてみたい。（文化に中立の言語はあ
りえるか）
この議論の背景には、筆者の三人の子供

たちに対する早期英語教育の実践の経験的
な裏づけがあり、論証の中核をなしている。
彼らは早期英語教育反対論の生きた反証だ
からである。

〈シンポジウムC室〉（11月11日午後）

日本語の音節構造とプロソディー：
方法論の違いから何が見えてくるか

司会　田中伸一（東京大学）
本シンポでは、日本語アクセントやその

計算に必要なモーラ・音節を含むプロソデ
ィーの問題をめぐり、いくつかの方法論を
比較検討する。日本語のプロソディーとい
っても構造的・機能的に一枚岩ではなく、
そのアプローチにも様々な方法論に基づく
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先行研究が存在する。しかし、従来は同じ
方法論の中で技術的な部分が論じられるこ
とも多く、異なる方法論を比較検討したり
それぞれの支持者が互いに議論をする機会
は少なかった。そこで本シンポでは、私が
司会を務めつつ、講師に原口庄輔氏（音韻
理論）・上野善道氏（日本語学）・藤村靖
氏（音声科学）といったユニークな理論の
提唱者を迎え、更にディスカッサントに窪
薗晴夫氏を迎えることで、日本語プロソデ
ィーの本質は何なのか、方法論の違いによ
りどの程度見えてくるものが異なるのか、
各々の方法論の強みがどこにあるのか、な
どについて意見交換を行う。

「音韻理論：音節の理論と
プロソディー」
講師　原口庄輔（明海大学）

日本語では、音節とモーラという概念が
重要な意味を持つことが広く知られてい
る。（Haraguchi（1994）他を参照）。しか
し、音節構造に関する明確な理論は、日本
語の音節構造が単純なこともあってか、ほ
とんど論ぜられることはない。音韻論にお
いてこれまでに提唱されている音節理論
は、興味深いところはもちろん認めるが、
不十分であり、さらに精緻なものにする必
要がある。本発表では、Haraguchi（1994,

1999, 2003）の枠組みに基づき、それを発
展させた新しい音節の理論Set Theory of the

Syllable（STS）の概要を提示し、新理論
STSから見えてくることにはどのようなも
のがあるか、STSと最適性理論との関係は
どのようになるか、STSと日本語のプロソ
ディーとの関わりはどうなっているか、な
どについて多角的に論ずる。

「日本語のアクセントと
音節・モーラ」
講師　上野善道（東京大学）

日本語（東京方言）のアクセントについ
て、「数える単位」はモーラであるが、ア
クセント核の担い手（担う単位）は音節で

ある、と見るのが現在の主流である。外来
語のエ［レベ］ーター（［はピッチの上昇、］
は下降）は、語末から数えて3モーラ目の
「ー」を含む音節「ベー」が核をもつとす
る考えである。しかし、私はこれとは異な
る立場を取る。まず、数える単位と担う単
位は原則として一致するもので、この場合
はモーラがそれだと見る。そして、担い手
側に音声的「弱」という核の制限に関する
概念を設け、当該モーラが「弱」の場合に
1モーラ前に移動すると記述する。私は音
声言語の普遍的な単位として音節も認める
ので、東京方言に関しては事実上同じとも
言えるが、日本語諸方言や他の言語を見渡
した上で拙案の立場を取る。発表時に論拠
を述べる際には、関連するアクセント史に
も触れ、また、日本語、ラテン語、英語の
それぞれの音節とモーラの異同も論ずる。

“The Syllable and Prosody”
講師　藤村　靖（Ohio State University）

English implements lexical accent as a

skeletal syllable stress pattern and Japanese (at

least Tokyo dialect) implements it as a melodic

pitch pattern of the syllable sequence. At the

phrasal level, each language uses both pitch and

stress patterns to reflect phonological phrasal

features and to provide discourse-related

phonetic characteristics. A syllable may

correspond to more than one mora, depending

on the type of internal structure of each

syllable. I assume that the syllable is the

minimal unit of utterance in any language and

that the syllable, not the phonemic segment, is

the domain of feature specification for

phonological contrasts. Lexical accent patterns

can be implemented as intrasyllabic contours.

Dynamic control patterns, with respect to

respiratory, laryngeal, mandibular, lingual,

labial, and uvular adjustments, are phonetically

imposed on each phrase. 



〈シンポジウムD室〉（11月11日午後）

移動と一致のタイポロジー
司会　岸本秀樹（神戸大学）

本シンポジウムでは、英語と異なるパタ
ーンを示す言語の「移動（movement）」と
「一致（agreement）」の現象（特に、日本語
と西欧語の違い）に着目し、自然言語の
「一致」や「移動」の現象にどのような変
異の可能性があり、それに対していかなる
理論的な説明を加えるべきであるかを検討
する。これらの検討を通じて、生成文法理
論（特に、ミニマリストプログラム）に対
して、新たな視点からの理論的な貢献や提
案を試みたい。

「一致としての主語尊敬語化」
講師　岸本秀樹（神戸大学）

日本語の主語尊敬語化は、初期の日本語
生成文法（例えば、Harada（1976 ①）に
おいて、その統語的な特性として「主語指
向性」があることがしばしば論じられてき
た。しかしながら、述語内主語仮説によれ
ば、主語が占めることができる位置が複数
存在することになり、より厳密な定義が必
要となる。本論では、主語尊敬語化の主語
指向性について再考し、主語尊敬語化のタ
ーゲットなる項は、主語でない場合がある
ことを示し（Kishimoto 2000 ②）、さらに、
TPの指定部に存在しない主語が主語尊敬
語化のターゲットとなりうることを示す。
このような事実から、日本語の主語尊敬語
化が敬語要素の付加される動詞が位置する
vPの投射内にある項が敬語要素との一致
により認可されること、および、主語尊敬
語化の主語指向性が特定の統語構造から二
次的に決定され「主語」という文法関係に
依存する文法操作ではないことを論じる。
① Harada, Shin-Ichi (1976). “Honorifics.”

Syntax and Semantics 5. ② Kishimoto, Hideki

(2000). “Locational verbs, agreement, and

object shift in Japanese.” TLR
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“Scrambling and Control”
講師　高野祐二（金城学院大学）

日本語のスクランブリングがどのような
タイプの移動であるか、そしてその特性を
どのように説明するか、ということは、統
語理論にとって重要な問題であり、これま
で多くの提案がなされてきた。これに対し、
日本語のコントロール構文がどのように派
生されるかについては、スクランブリング
の問題ほど多くの研究はなされていない。
本発表では、これらの問題について新たな
視点から考える。具体的には、コントロー
ル補文からのスクランブリングを観察する
ことにより、これまで発見されていない興
味深い事実が存在することを指摘し、これ
らの事実を詳細に検討すると、以下の結論
が得られることを示す。(1)スクランブリ
ングは典型的なA’移動とは異なる。(2)コ
ントロール補文からのスクランブリングは
「音素性」のみが移動する。(3)コントロー
ル構文はコントローラーの移動により派生
される。これらの結論に基づき、移動のメ
カニズムと他の関連する問題について考え
る。

“What’s Wrong With Today’s
Linguistic Theory?”

講師　宮川　繁（MIT）
Generative grammar is based to a great deal

on Indo-European languages. This is

particularly true of MP.  Formal agreement

plays a central role in MP, and, as a result, IE

languages have become even more dominant

because of their familiarity, and the sheer

number of IE linguists working in MP.  Here’s

the problem.  Despite its centrality to MP, IE

linguists do not question why agreement should

exist.  Phi-feature agreement occurs in IE, and

there is an implicit assumption that it is a

natural state for UG.  However, for anyone

working with an “agreementless” language

such as Japanese, formal agreement strikes one

as utterly superfluous.  Why should it occur in



－ 29 －

some languages but not in others?  I will argue

that agreement, reformulated in more abstract

form, has a central role in UG, hence it is

universal.  Phi-feature agreement found in IE is

only one manifestation of UG agreement, the

other being topic/focus (Miyagawa 2005,

2007).

[1] Miyagawa, S. 2005. “On the EPP.”

MITWPL 49. [2] Miyagawa, S. 2007.

“Unifying agreement and agreementless

languages.” MITWPL 54. 

〈シンポジウムE室〉（11月11日午後）

普遍文法に迫る日本語獲得研究
司会　佐野哲也（明治学院大学）

幼児による日本語獲得（第一言語獲得）
はどのようにしておこるのか？本シンポジ
ウムでは、この問いに対して普遍文法を背
景とするアプローチをとる。日本語の[1]

選言接続詞（「か」）、[2]使役文、[3]作用域
解釈、の幼児による獲得について、3人の
研究者が自らの最新の研究成果を報告す
る。これらの研究発表をとおして、日本語
獲得研究は普遍文法の探求にどのように貢
献しうるかを議論し、今後の研究の展望に
ついて考えたい。

「幼児言語における論理接続詞と
フォーカス演算子―日英語比較研究」

講師　藥袋詩子（理化学研究所）
英語の選言接続詞（“or”）は、否定の作

用域内に現れると連言接続詞（“and”）と
同様に解釈されるが、日本語の選言接続詞
（「か」）は、否定文中で連言接続詞（「と」）
的には解釈されない。よって、否定と選言
接続詞の解釈上の相互作用に関する、幼児
への言語入力は、英語と日本語では質的に
異なると想定される。
一方、フォーカス演算子（“only”/「だけ」）
が喚起する「隠れた」否定（Horn（1969

①）等）」の作用域内に現れる選言接続詞
の場合、連言的解釈は英語でも日本語でも

可能である。本発表では、英語、日本語習
得中の幼児を対象とした実験結果を報告
し、隠れた否定と選言接続詞の解釈上の相
互作用に関する知識が、習得言語の違いに
関わらず早期に習得されていることを示
す。日英語の言語入力の質的相違を踏まえ
ると、この結果は、選言接続詞の意味が入
力から学習されるのではなく、文法内で生
得的に規定されていることを示唆する。
① Horn (1969) “A presuppositional

approach to only and even.” Proceedings of the

Chicago Linguistic Society 5.

「使役文の獲得：複文構造の
早期発達」

講師　岡部玲子（UCLA大学院）
使役文は日本語統語研究において長い間

その研究対象とされてきた（Kuroda 1965

①, Shibatani 1990②）が、この使役文に関
する母語獲得研究はあまり進んでいない
（Murasugi et al. 2004③）。本発表では、子
供がいわゆる「サセ使役」（くまがぶたに
絵本を見させた）と「語彙使役」（くまが
ぶたに絵本を見せた）について指摘されて
きた意味的・統語的相違をどのようにして
理解するようになるのかを考えたい。具体
的には、4才児から 6才児を対象とした使
役文理解に関する実験の結果を報告する。
その結果に基づき、子供は一見、サセ使役
に対して大人と異なる構造を与えているよ
うに見えるが、実際には、言語獲得の早い
段階からすでにサセ使役と語彙使役の意味
の違いを理解し、それぞれの使役文に異な
る統語構造を与えることができていること
を示したい。
① Generative Grammatical Studies in the

Japanese Language ② The Languages of

Japan ③ “On the acquisition of causatives in

Japanese” Poster presented at BUCLD 28.



「作用域解釈に関する制約と
第一言語獲得」

講師　郷路拓也
（東北大学/科学技術振興財団）

Hoji（1985①）などにより、日本語はし
ばしば作用域解釈に関して厳密な言語であ
るとされてきた。例えば「誰かが誰もを批
判した」という文は、対応する英語の文に
おいて見られる作用域解釈の曖昧性を示さ
ない。本発表では、日本語を獲得中の五歳
児が、大人は許さない作用域解釈を許容す
ることを示した実験データを報告する。基
本語順（S-O-V）の文においては、日本語
の子供は語順と一致しない作用域解釈を、
英語話者の大人や子供とほぼ同じ割合で許
容した。また、大人が作用域の再構築を許
さないかき混ぜ文（O-S-V）においても、
日本語の子供は語順と一致しない作用域解
釈を許容した。複数の数量詞を含む文の解
釈において子供が示す作用域解釈の柔軟性
は、Lidz & Musolino（2002②）によって観
察された作用域解釈の同型性と対比をなす
ものであり、何らかの非保守的な学習メカ
ニズムの必要性を示す。
① Logical form constraints and

configurational structures in Japanese PhD.

Diss. ② “Children’s command of

quantification” Cognition 84.

〈シンポジウムF室〉（11月11日午後）

コーパスを利用した英語史研究の
現状と課題
司会　大門正幸（中部大学）

コーパスの発達に伴い、英語史の分野で
も歴史的コーパスを利用した研究が盛んに
行われるようになってきている。このよう
な現状を背景とし、本シンポジウムでは次
の６つの点を中心に考察していく。 ( i )

Helsinki Corpusに始まる歴史的コーパスの
発展を概観。(ii) Helsinki Corpus, YCOE,

PPCME2, PPCEME, PCEECといった、研究
に利用可能な歴史的コーパスの紹介。(iii)
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コーパスを使って研究を行うために便利な
道具、特に標識付けされたコーパスの分析
に威力を発揮するCorpusSearchの紹介。
(iv) コーパスを利用した代表的な英語史研
究の紹介。(v) シンポジウムの３人の講師
自らが行った、コーパスに基づく研究成果
の報告。(vi) コーパスを用いた英語史研究
の問題点の指摘と今後の発展の可能性につ
いての示唆。

「Parsed Corpora of Historical
Englishを利用した英語史研究―数量

詞の事例を中心に―」
講師　柳　朋宏（中部大学）

YCOE, PPCME2, PPCEMEを中心とした
Parsed Corpora of Historical Englishは、強力
な検索ツールであるCorpusSearchを用いて検
索することで、その標識付けの効果を十分
に発揮させることができる。たとえば、定
形動詞と副詞の相対語順の検索や、非定形
節内での動詞と目的語の相対語順の検索と
いった、語と語の線形語順や階層関係を考
慮した、より複雑な検索を行うことが可能
である。
本発表では、そうした複雑な検索の一例

として数量詞 allを取り上げ、(i) 名詞と all

の相対語順；(ii) 代名詞とallの相対語順；
(iii) 数量詞遊離に関する用例を Parsed

Corpus of Historical Englishから抽出し、数
量詞 allの統語的振る舞いの通時的変遷と、
主語と目的語の非対称性について論じる。
また、遊離した数量詞の統語位置から、句
構造の通時的変化についても考察する予定
である。
① Yanagi (forthcoming) “On the Position of

the Quantifier Eall,” Selected Papers from 14

ICEHL.

「The Oxford English Dictionaryの引
用文データを利用した英語史研究―

doubtの検索例を中心に―」
講師　家入葉子（京都大学）

コーパスを用いた言語研究は、すでに標
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準的な研究方法の一つとして確立してい
る。今日的課題としては、コーパス言語学
の方法そのものに加えて、むしろ膨大な電
子テキストの中から、どのように調査対象
を決めるべきかが重要になってきていると
もいえる。OEDの電子データの利用は、
古典的な研究方法の一つであるが、「利用
可能なコーパスが少ない」時代から「コー
パスの数が多い」時代に移行してきた今日
において、その言語資料として価値を再度
検討してみたい。
本発表では、動詞の complementationの

研究の一環として、OEDの例文データか
らdoubtを抽出し、その構文の歴史的変化
を分析する。動詞の doubtに続く従属節の
性質が時代を下るにしたがって徐々に変化
する様子を明らかにするとともに、その過
程で、名詞の doubtの歴史的発達が関係し
ている可能性に言及する。
① Iyeiri (2003) “‘God forbid!’: A Historical

Study of the Verb forbid in Different Versions

of the English Bible,” Journal of English

Linguistics 31, 149-62.

「データ公開の重要性」
講師　大門正幸（中部大学）

Ohkado（2001）などで示したように、
言語の歴史的研究においては、少なくとも
次の二つの理由で、分析の結果抽出された
資料を公開することが必要である。第一に、
公開された資料によって新たな研究が生ま
れ、その結果、当該分野の研究の大きな発
展につながる可能性が高いからである。第
二に、当該の研究における分析結果の正確
さの確認が容易になり、研究の信頼性の向
上につながるからである。資料の公開は、
科学的分析法の根幹をなす原則のひとつで
ある「再現性」の確保の一形態と見なすこ
とも可能であり、研究の科学性という点で
も重要である。
このような視点から、本発表では、次の
二つの主張を行う：(i) 既存のコーパスを
利用した研究においては、資料の抽出に利

用した検索方法を明記し、再現性を確保す
る；(ii) 既存のコーパスでは扱えない現象
を分析対象とした場合、独自のデータベー
スを作成し、それを公開する。
① Ohkado (2001) “Database and Historical

Studies,” The History of English 11, 125-147.
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2007年度会費未納の方へ

会費未納の方は、学会支援機構から送られました振込用紙で納

入して下さいますようお願いいたします。２年間滞納されますと、

会員規定第３条第４項により自動的に退会扱いとなりますので、

ご注意ください。

学生会員の方へ

学生会員登録は継続手続きが必要です。手続きをなさらないと

通常会員として会費請求されます。手続きの仕方は学会ホームペー

ジをご覧ください。

2007年９月1日

日本英語学会事務局


