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中国語のロバ文におけるＷｈ要素の性質

ThepropertyofWhinChinesedonkeysentences

伊藤さとみ

Ito，Ｓａｔｏｍｉ

1．研究の目的

二つの節、ｐとqが結びついて一つの条件文を形成する際､．その節間の関係

は接続詞や副詞によって明示されるのが普通である。しかし、言語によっては、

条件節であることを示す接続詞や副詞の要素が現れなくても、意味的にｐ‐ｑ

(pならばq）という必然関係を必ず表せることがある。例えば、中国語の裸条

件文(1)やイタリア語の「～とき」という接続詞で連結された条件文(2)がそうで

ある。

(1)椎ｉ先采，唯ｉ先吃。（ChengandHuangU996））

（誰が先に来ても、（その人が）先に食べてください｡）

(2)QuandoalloggiavaalGrandHoteldiCabourgProustavevaal

proprioserviziounasegretariaprivata．（Bonomi（1997)）

（プルーストがカブールのグランドホテルに泊まった（pastimp.）と

きにはいつも、彼を手伝う助手がついていた（ｐａｓｔｉｍｐ)｡）

だが、条件文の読みは、どんなときでも許されるわけではなく、条件文の読

みを誘発する要素が含まれており、一定の条件を満たしている環境でのみ許さ

れる。上記(1)の中国語の場合においては、それは前後の節に現れたｗｈ要素で

あり、(2)のイタリア語の例では、前後の節の未完了形動詞である。

それでは、なぜ、これらの要素が現れると、条件文の読みが得られるのだろ
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うか。本稿では、これらの要素が自由な可能世界変項を導入しているため、そ

の変項を束縛するために普遍量化子が意味解釈の時点で補われ、条件文の読み

がもたらされると主張する。具体的には、中国語のｗｈ要素については、可能

世界を頂にとる関数としてとらえる見方を提案し、この見方が条件節での用法

をはじめ、その他の不定指示用法と疑問用法のどちらもうまく説明することを

示す。また、ロマンス語の動詞の未完了形が、中国語のｗｈ要素と同じように、

可能世界を項にとる関数として働いており、(2)に見られるような条件文の読み

を引き起こすことを示す。

2．中国語の二つのタイプの条件文

中国語には、二つのタイプの条件文がある。一つは裸条件文と呼ばれる、（３）

のような文である。ここでは、先行節と後行節の両方に不定指示用法のｗｈ要

素が現れ、その両者が同一指示であると解釈されている。この場合、後行節に

代名詞を用いて先行する「唯」の指示物と同じものを指すことはできない。

(3)椎）先来，唯j／*他ｉ先吃.’

（誰が先に来ても、（誰も）先に食べてください｡）

もう一つのタイプは、先行節の文頭に仮定や譲歩を表す接続詞を用いる場合

である。この場合、先行節にｗｈ要素が現れると、それと同じタイプのｗｈ要素

か、または代名詞でその指示物を指すことができる。

(4)１，采休埼量り唯i，ｉｉｉロリ潅ｊ未兄我。

（もし君が誰か見かけたら、彼を私に会いに来させなさい｡）

’先行節の「唯」と後行節の「他」が異なる人を指すときには、かなり周辺的だが解
釈できる。
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この二つタイプの条件文の違いについては、すでにChengandHuang

(1996)，Chierchia(2000）の研究があり、前者はDiscourseRepresentational

Theoryの枠組みを用いて、後者はDynamicBindingの方法を用いて説明

している。本節では、まず、彼らの説明を紹介し、その説明では、(3)と(4)に見

られる中国語のｗｈ要素の出現分布を正しく予測できないことを示す。なお、

ChengandHuang（1996）の文の容認性の判断は必ずしも中国語話者に共通

して得られる判断ではないため、独自にインフォーマント・チェックを行った。

ChengandHuangU996）の例文の容認性に基づいているChierchia（2000）

の説明を紹介する際には、彼らの例文判断の基準を尊重して述べているが、本

論の主張を述べる際にはこちらで行ったインフォーマント・チェックの結果に

基づいている。なお、最後に、これら容認性の違いは、決して矛盾するもので

はなく、文解釈の際に行われる手続きの順序に個人差、方言差があることで説

明できることも示す。

２．１．ChengandHuang（1996）の分析

裸条件文に関してはChengandHuang（1996）の容認性の判断は、本稿と

同じである。つまり、先行節に現れたｗｈ要素は、後行節でもｗｈ要素で指示し

なければならない。「知呆」条件文については、容認性の判断は本稿と異なり、

先行節に現れたｗｈ要素は、後行節で、代名詞で指示され、もう一度ｗｈ要素を

用いて指示することはできない。よって、下の(6)にあるような判断となる。こ

の節では、この容認性の判断に基づいた彼らの説明を紹介していく。

まず、ChengandHuang（1996）は、中国語のｗｈ要素について、それら

が何らかの要素でライセンスされる必要のある極性成分（polarityitems）で

あると主張した。彼らの分析によれば、ｗｈ要素は(3)の裸条件文の環境では、

非明示的普遍量化子（ここでは普遍量化子Ｖで示してある）によって変項とし

てライセンスされる。

(3)椎ｉ先采，椎ｉ先吃。

(5)Ｖエ［xcomesfirst-xeatsfirst］

－３－



一方、(6)のｗｈ要素は、まず「麺呆」によってライセンスされ、存在量化詞

を帯びる。そして、存在量化詞を伴った後では、通常の数量表現のように数量

詞上昇（QR）の手続きを経てIPに付加される。その状態が(7)で表されている。

さらに、前後の節の関係はやはり普遍麓化子で結びつけられるが、この場合束

縛されるのはそれぞれの節の状況項である。

(6)Jhp采作念到堆i，渚｡'１・堆i／他１糸凡我。

（もし君が誰か見かけたら、彼を私に会いに来させなさい｡）

(7)［cp効果[!p椎i[Ip作肴到ｔｉ]]］［叫他i未凡我］

(8)Ｖ`［ｙｏｕｓｅｅｓｏｍｅｏｎｅｉｉｎｓ－ｔｅＵｈｉｍｉｔｏｃｏｍｅｓｅｅｍｅｉｎｓ］

ここで、かれらはDiscourseRepresentationalTheory（Ｈｅｉｍ（1982)）

の説明を取り入れ、(3)のｗｈ要素は同じＶで束縛されることによって、同一の

ものを指しているという解釈が得られるとした。それが(5)で示した論理表示に

なる。一方、(6)においては、先行節のｗｈ要素はすでに存在量化子となってい

るため、普遍量化子の束縛を受けることはできない。従って、後行節で同じも

のを指示しようとするときには、(3)とは異なる方法を採らなければならない。

そこで、Ｅタイプ代名詞を用いて先行節のｗｈ要素と同一指示であることを示

す。Ｅタイプ代名詞とは、先行節の内容をそのまま修飾語にもつ表現である。

つまり、(6)の例では、他は「君の見かけた人」と書き換えることができる。

こういった要素のみが、「釣果」条件文の後行節で先行節のｗｈ要素と照応関

係を持つことができる。

さらに、この構造をもとにすると、Kratzer（1989）の「空量化の禁止」と

いう原理を用いて、「如呆」条件文で二つのｗｈ要素が前後に使われる例を

排除することができることを示した。

(9)空量化の禁止（ProhibitionagainstVacuousQuantification）

すべての量化子Ｑに対して、制限節と中核作用域の両方に現われ、かつＱ

に束縛される変項xが存在しないといけない。
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(101＊知呆堆ｉ先来堆ｉ先吃。

（戦もし誰が先に来ても、（誰も）先に食べてください｡）

(11）＊Ｖ兵,,[someonecomesfirstins‐ｘｅａｔｓｆｉｒｓｔｉｎｓ］

(12）勲Ｖ・[someoneｃｏｍｅｓｆｉｒｓｔｉｎｓ－ｘｅａｔｓｆｉｒｓｔｉｎｓ］

（11)の論理表示において、もし、Ｖが変項xを束縛するとすると、この変項は

制限節（‐の左側の領域）に現れていないので空量化をしていることになり、

排除される。一方、（12)のようにＶは状況項のみを束縛しているとすると、中核

作用域（‐の右側の領域）には自由変項xが束縛されないまま残るためやはり

排除される。

彼らの分析の問題点は、一つには、中国語のｗｈ要素を英語の「any」と同

じ範畷に属する極性成分であると考えたところにある。実際には「any」に代

表されるような本当の極性成分は条件文の先行節でのみライセンスされ、後行

節ではライセンスされない（Zwartl995)。よって中国語のｗｈ要素は一般的極

性成分の持つ特性に違反している。

もう一つの問題は、「如来」条件文の場合に、彼らの容認性を説明するため

には、操作の順序を決めておく必要があるという点にある。つまり、ｗｈ要素

はまず「効果」によってライセンスされてから、普遍量化子が前後の状況項

を束縛する。もし、普遍量化子がまず各領域の変項を束縛し、「知呆」はその

外に現れることが許されるならば、（10のような、ChengandHuangの判断で

は非文である例が許されてしまう。

00）知呆椎ｉ先来，唯ｊ先吃。

(13）如果Vx1，[ｘｃｏｍｅｓｆｉｒｓｔｍｓ－ｘｅａｔｓｆｉｒｓｔｉｎｓ］

実際には、この例文は、話者によってはいくらか容認される。特に、後行節

に副詞の「鏡」を動詞の前に挿入すると、例文はほとんど完全に容認される。

この容認度については、次の節で説明を試みる。

なお、理論的な面でも、Chierchia（2000）は、次のような欠点を指摘して
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いる。(3)の例文において、ｗｈ要素の「唯」は先行節では新の変項を、後行節

では既知の変項を導入していることになるが、このように同一の範畷である

ｗｈ要素が環境によって異なる新一既知の条件（Novelty/Familiarity

condition）を示すのは、問題がある。このように、ChengandHuang

U996)の提案したＤＲＴによる分析にはいくつかの問題があることがわかる。

２．２．容認度の違いについて

（6)はChengandHuang（1996）による判断であったが、著者の行った調

査では、ｗｈ要素の分布について異なる結果が得られた。例えば、次のように

｢姉果」条件文の後行節において、ｗｈ要素が現れても容認されうる。

(4)ｌや采作着到推,，満ロリ唯i／他ｉ采兄我。

（もし君が誰か見かけたら、（彼を）私に会いに来させなさい｡）

まず、この場合の代名詞の位置づけを先に見よう。この文判断によると、代

名詞「他」が束縛代名詞（boundpronoun）となって、演算子に束縛された

変項とリンクされうることが分かる。

次に、ｗｈ要素のライセンスと束縛、及び代名詞の束縛のされ方はどうであ

ろうか。まず、この文での後行節のｗｈ要素のライセンスには、普遍量化子以

外の要素は考えられない。よって、次の三つの可能性が考えられる。この話者

においては、（i）「姉果」が意味的に空だと解釈されているのか、あるいは、

(ii）普遍量化子によるｗｈ要素の束縛が、「如果」によるライセンスに先立っ

て行われるか、（iii）「知呆」が普遍量化子をかねているかである。このうち、

(iii）の提案は、通言語的普遍性を欠き、構造的にも「釣果」が文を超えてそ

の作用域を広げると考えるのは難しい。よってここでは考慮しない。（i)と(ii）

の提案についてだが、常に「知呆」が意味的に空であるわけではなく、次の

ように普遍量化子の束縛を阻む場合もある。
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(14）弥呆椎ｉ先米，唯ｊ先吃。

もし誰先に来る誰先に食べる

（もし誰が先に来ても、その人が先に食べてください｡）

このことから、「如呆」は意味的に空なのではなく、ある条件下においての

み、普遍量化子がその領域内のｗｈ要素をライセンス及び束縛するのを許す

ようである。今、(4)と(14)の例文を比較すると、ｗｈ要素の現れる位団が異なっ

ている。(4)ではｗｈ要素は動詞の後の位置に現れているが、（141では主語の位置

に現れている。つまり、前者はＶＰ内部にあるが、後者は必ずしもＶＰ内部に残っ

ているとは限らない。「J､采」に導かれた節では、補文標識の一種である「苅

呆」がある以上、ＣＰが形成されており、またその前提としてＩPが形成され

ている。ここで、１０の持っている素性の照合のために、ＩＰのSpecの位圃に必ず

名詞句を必要とすると、結果的に(14)のｗｈ要素はIPのSpec位置、つまりＶＰ外

に現れることになる。このことから、あるｗｈ要素が普遍量化子を通して先行

するｗｈ要素と同一指示になるかどうかには、次のような制約があると言うこ

とができる。

(15）ＶＰ内部に現れたｗｈ要素は非明示的演算子によりライセンスされうる

が、ＶＰ外に現れた要素はCPの要素によりライセンスされる。

このＶＰの内外による区別は、３．２節の中で、裸条件文の先行節、後行節が

ともにＶＰであり、それ以上の投射を持たないと言う議論の中で再度検証する。

これと同じように、代名詞「他」は、目的語に現れたときのみ、束縛代名

詞の解釈をすることができ、主語に現れたときは、Ｅタイプの解釈になる。た

だし、ｗｈ語とは異なり、先行節が「知呆」に導かれているかどうかには影響

をうけない。

(16）１h口采休兄封椎i，作枕ｌ可堆i／他i・

（もし君が誰か見かけたら、その人に質問しなさい｡）
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07）知呆椎ｉ先未，潅､／*他｣銚先吃。

（もし誰が先に来ても、その人が先に食べてください｡）

(l，唯』想吃什仏j，ilki／*他ｉ銃吃什仏』。

（誰が何を食べたくても、その人はそれを食べる｡）

つまり、代名詞は目的語位歴にあるときのみ束縛代名詞の解釈を許す。これ

は、すべての代名詞をＥタイプとして扱っているChengandHuang（1996）

とは容認性の判断において既に異なっており、また彼らの説明を用いて説明す

ることができない。

以上、この節ではChengandHuang（1996）の文法性判断と異なる例を

見た。まとめると、以下のようになる。

＜容認度の違い＞ 糯
○
×

ChengandHuangU996）

○

×

Ｖ[.､Ｗｈ..Ｖ､.][・ｗｈ..Ｖ､.］

Jね采[.､ｗｈｙ..][.､ｗｈ..Ｖ､.］

Ｃ
Ｏ

○
×Ｖ[..Ｖ､､ｗｈ..][..Ｖ､.wｈ］

知呆[.Ｖ､､wh..][..Ｖ・ｗｈ..］

Ｖ[､ｗｈ.Ｖ､.][..ta..Ｖ,.］

Jbp采[・ｗｈ..Ｖ,.][..ta..Ｖ・］

×
×

×
×

○
○Ｖ[..Ｖ,.ｗh､.][..Ｖ､.ta..］

知呆[..Ｖ､､ｗｈ..][..Ｖ､.ta..］

×
○

○
○

○
×Ｖ[・wh..Ｖ､.][..Ｖ､､ｗｈ..］

知呆[.､ｗｈ..Ｖ・][..Ｖ､､ｗｈ..］
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Ｖ[.Ｖ､.wh､狐ｗｈ.Ｍ・］

J､泉[､＠Ｖ.､wh..][・ｗｈ..Ｖ､.］

○
×

×
×

Ｖ[・wh..Ｖ､.][..Ｖ､.ta..］

如果[・ｗｈ..Ｖ､][..Ｖ､.ta..］

○
○

×
○

Ｖ[.Ｖ､､ｗｈ..][..ta..Ｖ､.］

知呆[..Ｖ､､ｗｈ.]はa.Ｖ,.］
×
○

×
×

２．３．Chierchia（2000）の分析

Chierchia（2000）では、ほぼChengandHuang（1996）の例文の判断と

説明を受け継ぎながら、DynamicBindingの観点から少し異なった分析を提

案している。彼の主張は、中国語のｗｈ語が極性成分であるという主張に関し

てはChengandHuang（1996）と変わらないが、ライセンサーとして「知

呆」だけでなく、下に述べる存在化開放演算子も考えている。ライセンスさ

れたｗｈ要素は不定代名詞と呼ばれる範畷になり、論理表示に変項ｘとそれを

束縛する存在量化子ヨ、それに各wh語が表している内容が述部として導入さ

れる。それを論理式に描くとCOのようになる。

(19）椎ｉ先逸来，我先打堆i・

（誰が先に入って来ても、私はその人を先に殴る｡）

剛ヨｘ［ｘｉｓａｐｅｒｓｏｎ八xentersfirst］

ヨｘ［ｘｉｓａｐｅｒｓｏｎ八Ｉｈｉｔｘｆｉｒｓｔ］

一方、代名詞の扱いもChengandHuang（1996）とは異なり、変項として

扱っている。従って(21)の論理表示は(22)のようになる。

－９－



Cl）釦釆堆ｉ液唯j，他ｉ通常桃今巣那卜ｊ角色。２

（誰が誰を演じても、普通、（彼は）その役柄に似るはずだ｡）

⑫ヨｘヨｙ［ｘｉｓａｐｅｒｓｏｎ八ｙｉｓａｐｅｒｓｏｎ八ｘｐｌａｙｓｙ][xresembles

y］

この状態では、（201も(22)も対応する文の意味を正しく表してはいない。（201では

先行節と後行節のそれぞれの変項が別々の存在量化子により束縛されており、

同一指示であることが保証されない。（22)では後行節の変項が束縛されないまま

で残されている。そこで、ＣＵＩには意味的に含意された普遍量化子､l)には量化の

副詞が現れていることに目を付け、次のような存在化開放（Existential

Disclosure）の手続き剛、及び、KeenanandStavi（1986）が量化子につい

て提唱した保守性（Conservativity）という性質を利用して、正しい論理表示

が得られる。

⑪存在化開放：あらゆるＡ，Ｂに対して、

usuallyi［A][B］＝ＭOST入x[A］入xi[B］

､4）Ｑ［A][B］￣Ｑ［AIA八B］

剛の意味するところは、入は存在化開放演算子を指す。その意味することは、

なんらかの量化の副詞のある環境で、存在化開放演算子が挿入され、各領域の

変項を束縛することができると言うことである。また、Ｃｌ)は、例えば、「すべ

て」という量化子を例に取ると、「すべての鯨は哺乳動物だ｡」という命題に対

し、「すべての鯨は鯨であり、かつ哺乳動物だ｡」という書き換えが常に成り立

つと言うことを表している。

以上の中国語のｗｈ要素と代名詞に対する仮定と手続きを認めれば、（19)と'2]）

２インフォーマントチェックでは、先行節の最初のｗｈ要素を代名詞に変えたなら容認

されるという結果を得た。

知果他：涜推j，他ｉ通常銃今泉卵′ｈ角色。
（誰が誰を演じても、普通、（彼は）その役柄に似るはずだ｡）
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の論理表示は次のようになる。（１ＭOSTは「通常」の機能に、ＥVERY'は
普遍量化子に当たる｡）

(19,EVERYヨxi［xicomesfirst］ヨxj[Ihitxjfirst］

→EVERYlハヨx［xicomesfirst]ムヨxj[Ihitxifirst］

→EVERYi4xi[xicomesfirst]△ＭＩｈｉｔｘｉｆｉｒｓｔ］（存在化解放）

､1)’ＭＯＳＴヨx曰xj［ｘｉｐｌａｙｓｔｈｅｒｏｌｅｏｆｘｌ］［xiresemblesxm,srole］

→ＭＯＳＴ入xiヨx曰x,[x1playstheroleofxj]△xI[x,resembles

xj'ｓrole］

→ＭＯＳＴ入xiヨxi[ｘｉｐｌａｙｓｔｈｅｒｏｌｅｏｆｘｉ]上xi［xiresemblesxS

role］（存在化解放）

→ＭＯＳＴ入ｘｉヨx1［ｘｉｐｌａｙｓｔｈｅｒｏｌｅｏｆｘｊ]▲x［ヨxi[ｘ１ｐｌａｙｓｔｈｅ

ｒｏｌｅｏｆｘｊ]＆［xiresemblesxj,srole］（保守性）

このような動的束縛の枠組みを用いることで、新‐既知情報条件は必要なく

なり、理論上の問題点は解決される。

ただし、この枠組みでは、普遍量化子の導入する入が先行節か後行節か、ど

ちらか一方のｗｈ要素のみライセンスし、他の一方をライセンスせずに残し、

次の㈱のような文を作り出す可能性がある。

(25）＊堆ｉ先采，他ｉ先吃。

（*誰が先に来ても、彼は先に食べてください｡）

㈱Ｖ［▲ｘ[xcomesfirst]］ヨｘ[xeatsfirst］

この可能性を排除するために、Chierchiaは副詞に［+affective］と

[-affective］の区別を立て、この場合の非明示的普遍量化子は前者に属すると

主張した。さらに、［+affective］副詞は必ず二つの要素を一度にライセンスし

なければならないという性質を持っており、よって一方のみをライセンスする

ことは禁止されると述べている。
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このような規定をしてもなお、実はこの分析には一つ不可解なことが残され

ている。それは、非明示的普遍麺化子の存在理由である。（19の最初の論理表示

剛を見ればわかるように、この論理表示自体は何の問題もない。ただし、「誰

かが先に来たら、他の誰かが先に食べる｡」という意味になってしまい、前後

の変項が同一物であることを示せないだけである。もし、先行節の変項xと後

行節の変項xの同一性を保証しなければならない要請があるとしても、非明示

的演算子をわざわざ用いる必要はない。動的意味論では、（２１のようなスキーマ

が認められており、これによって(201のすべての変項が一つの存在量化子で束縛

された表示を作り出すことが可能である。しかし、得られた解釈は、「ある人

が先に来て私に殴られる」という意味になり、（191の解釈は生まれない。

Chierchiaの分析は、不定代名詞はこのスキーマの適用を受けないと別途明記

しない限り､㈱のような解釈をブロックすることができない。

（2カヨ[①]Ｖ→ヨ[の八Ｖ］

（281＝⑪ヨｘ［ｘｉｓａｐｅｒｓｏｎ八xentersfirst］ヨｘ［ｘｉｓａｐｅｒｓｏｎＡＩ

ｈｉｔｘｆｉｒｓｔ］

→ヨｘ［ｘｉｓａｐｅｒｓｏｎ八xentersfirst八ｘｉｓａｐｅｒｓｏｎ八Ｉｈｉｔ

ｘｆｉｒｓｔ］

このように、Chierchiaの分析は、新一既知条件の問題は回避できても、他の

規定を必要とする。そして、ChengandHuang（1996)の分析の問題点はほ

とんどそのまま持ち越されている。即ち、これらの先行研究では、ｗｈ要素を

ライセンスするとはどういうことであるのかが明らかにされていない。これに

対し、本稿ではｗｈ要素を可能世界指標を項にとる関数であると考えることに

よって、ライセンスと言うことの明確な定義をする。また、一度に二つの不定

代名詞を束縛しなければならない［+affective］な非明示的普遍量化子という

ものが、ロマンス語の未完了形動詞の配列のケースにも見られることを示し、

こういった演算子は可能世界指標を項にとる要素が二つ連結されたときに限っ

て現れ、その他の条件では現れないと主張する。逆に言うと、この条件がある

ため、不適当な解釈が生成されることがないのである。
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3．提案

３．１．Ｗh要素

中国語のｗｈ要素は、これまでにもよく論じられきたトピックである。この

要素は、ｗｈ疑問文に使われる他、文脈によっては不定の指示物を指すことも

ある。文脈に依存して意味が決定されることから、中国語のｗｈ要素は演算子一

変項の関係として捉えられたり（Li(1992)，ＡｏｕｎａｎｄＬｉ(1993)）文脈に応

じて解釈を与えられる極性成分である（Cheng(1996)，Ｌin(1998)）といった

主張がされてきた。本稿では、これら中国語のｗｈ要素を束縛の点でより厳密

に定義するため、中国語のｗｈ要素はある可能世界ｉに対して個体を与える関

数であるという提案をする。すなわち、今、この関数をＷｈ、ｉを可能世界を

表す指標、Ｐを命題とすると、中国語のｗｈ要素は次のように表すことができ

る。３

剛推＝入ｉ入Ｐ[Human(Ｗｈ(i)）八Ｐ（Ｗｈ(i))］

(30Ｉ什仏＝入ｉ入Ｐ［Thing(Ｗｈ(i)）八Ｐ（Ｗｈ(i))］

この関数を用いると、次のようなモーダル要素のある文脈でなぜwh要素が

ライセンスされ、また、不定指示であるのかが説明できる。

aこの分析には問題もある。例えば以下の用法においてどのようにして可能世界指標
が与えられているのかが不明瞭である.

ｗｈ疑問文休客次什仏？
（君は何が好きですか？）

否定の環境他不碁次什仏。
（彼は何かが好きでない｡）

平叙疑問文唯暮次他濁？
（誰かが彼を好きなの？）

非叙案動詞の補文戎以力／猪／希望体客次什仏。
（私は君が何か好きだと思っている／推測する／望む）
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(３Ｄ可能性を表す副詞

他可能碁次什仏。

（彼は何かが好きだろう｡）

(Lｉ（1993)）

「可能」という可能性を表す副詞は、ある可能世界に対してその命題が真

であることを表す。すなわち：

B2）可能(の）＝１￣ヨｉ［の＝ｌｉｎｉ］

よって、Ｇ１)は次のように表される。ここで、可能世界指標ｉは存在量化子に

よって束縛されており、ある可能世界ｉにおいて、［.…］の中の条件を満たす

要素を選び出すことを表している。

(33）可能(入ｉＷｈ(x）［Thing(Ｗｈ(i))］八巻求（他,Ｗｈ(i)］）

￣ョｉ［Thing(Ｗｈ(i)）八喜次（他,Ｗｈ(i))］

岨）義務を表す助動詞（Liｎ（1998)）

作亙滅猟↑推来都作。

（君は誰か探して手伝ってもらわないといけない｡）

「厘滅」という義務を表すモーダルは、すべての可能世界に対してその命

題が真であることを表す。すなわち：

㈱皮滅(の）＝１￣Ｖｉ［の＝lini］

よって(34)は次のように表される。

(３０広域(入ｉ［Human(Ｗｈ(i)）八我（作,Ｗｈ(i)）八帯(Ｗｈ(i),作)])＝１

￣Ｖｉ[Human(Ｗｈ(i)）八税（作,Ｗｈ(i)）八新(Ｗｈ(i),線)]＝１
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次の二つは文脈に関係のある要素が可能世界指標を決定する。まず、文末に

用いられる語気助詞「了」はその文脈に関係がある（ContextRelevant）こ

とを示す。（LiandThompson（1980)）従って、可能世界指標を現実世界に

指定する働きをする。

㈹語気助詞「了」

他肴到什仏了。

（彼は何か見つけたよ｡）

081丁(入ｉ[Thing(Ｗｈ(i)）八苛到（他,Ｗｈ(i)］）＝１

合[i＝現実世界八Thing(Ｗｈ(i)）八念到（他,Ｗｈ(i))］＝１

現在進行中であることを表す副詞は可能世界を慣性世界に固定する。

091進行形（目紅湘(1980)）

他佃垂在汁沁什仏事情。

（彼らはちょうど何か議論している｡）

㈹正在(入ｉ[Thing(Ｗｈ(i)）八肴到（他,Ｗｈ(i))］）＝１

￣ヨｉ［ｉ＝慣`性世界八Thing(Ｗｈ(i)）八埼到（他,Ｗｈ(i))］＝１

それでは、裸条件節の場合にはどのように適用できるだろうか。この場合、

wh要素の持つ可能世界項ｉが自由なままでいるため、解釈の際に非明示的普

遍量化子を補い、これがｉを束縛すると見なす。このような普遍量化子を補う

過程は、他の言語でも見られる。そこで、この操作は、自由項が束縛されない

まま残ることを防ぐ、言語に備わった機能であると考えられる。なお、関数

Ｗｈは同じ可能世界に対して、同じ値を選び出すので、前後のｗｈ要素は結果

的に同一指示になる。結果的同一指示である点において、両者に同一指標が賦

されて同一指示になるのとは異なるのである。
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(3)椎ｉ先来，唯』先吃。

Q1）Ｖ[Human(wh(i)）＆先来(wh(i))］￣［Human(wh(i)）八先吃

ｗＭｗｈ(i))］

「知呆」条件文の場合については、次の節で裸条件節との構造的違いを明

らかにした上で、可能世界指標ｉの束縛のされ方が裸条件文とは異なることを

見る。

３．２．裸条件文と「知呆」条件文の構造的違い

この節では、裸条件文と「知果」条件文の違いを明らかにし、ｗｈ要素と代

名詞の分布の違いを説明する。本稿では、前者は、二つのＶＰの結合であるが、

後者はIＰとCPの結合であると主張する。図示するとそれぞれ次のようになる。

㈹ ㈹IＰ ＶＰ

///>、
ｃＰＱ－ＡＤｖｉ△

IＰ

AjMrL△／/１ 八 八
如呆休念到推i，Ｖ渚ﾛﾘ液i／他i来〕L我。ＭＥi先進采Ｖ我先打堆Ｉ

まず、裸条件文の構造とｗｈ要素の関係について見よう。裸条件文では、先

行節、後行節それぞれＶＰまでしか投射が進まない。

64）先行 後行節 ＶＰ

／>、
ＮＰＡｄｖ・

Ａｌ
椎先

Ｖ ＮＰＡｄｖ，

△｜
雄先

Ｖ

来 吃

－１６－



この時点で両方の節の「唯」の導入した可能世界変項は、束縛されないま

ま残っており、この二つをペアで束縛するために、普遍量化子を補って両者の

可能世界変項を束縛するのである。この普遍量化子の出現に関しては、４節で

中国語だけの規定ではないことを見る。

裸条件文では、投射がＶＰまでしか進んでいないことの証拠に、一つは「如

呆」のような接続詞がないことが挙げられるが、もう一つ、モーダル要素が

現れると不自然になることがあげられる。

㈹？椎ｊ先采，唯ｊ可以先吃。

（誰が先に来ても、その人が先に食べることができる｡）

㈹？椎ｊ迄列，椎ｊ要溝客。

（誰が遅刻しても、その人がおごらないといけない｡）

㈹？堆ｊ澱了，唯ｊ今得奨。

（誰が勝っても賞をもらえるでしょう｡）

上の例では、それぞれ、㈹では後行節に「可以」（できる)、㈹に「要」（し

なければならない)、㈹に「今」（かもしれない）という助動詞が現れており、

投射はIＰまで進んでいる。そして、後行節のｗｈ要素は、これらのモーダル要

素によって、前節で見たようなやり方でライセンスされる。それに対し、先行

節のｗｈ要素はライセンスされずに残されてしまう。そして、ここでは、非明

示的普遍量化子を補うこともできない。なぜなら、ｗｈ要素が一つしかないか

らである。従って、これらの文では容認度が落ちる。

次に、「如呆」条件文の場合を見る。「知呆」条件文では、後行節に、次の

例のように、モーダルを表す助動詞がよく現れる。

(4Mｌｂﾛ釆他涜推，他通常銃会像唯。

（彼は、誰を演じても、その人に似るだろう｡）

モーダルは、前節で見たように、ｗｈ要素のもつ可能世界変項を束縛する。
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一方、ｗｈは可能世界に対し個体または個体の集合を与える。問題は、前後の

節でのｗｈ要素の同一性をどうやって保証するかであるが、これに関しては、

文頭の「鋺呆」及び後行節の「銃」が、可能世界の同一性を保証するからで

ある。

一方､可能世界が異なると、ｗｈ要素の同一性は保証されない。次の文では、

二つのｗｈ要素が現れているが、その二つは同一指示ではない。

(491佛家沈有舎オ有得，什仏都舎不了，

能得什仏野！

（仏教では、捨てるものがあってやっと得るものがあるという、何も捨

てきれなくて、何を得られるかね！）

この例では、接続詞も、接続の副詞もなく、かつ二つのｗｈ要素が現れてい

るので、普遍量化子が現れ、二つのｗｈ要素が同一指示となってもいいはずで

ある。しかし、実際にはそのような読みはなく、二つのｗｈ要素はそれぞれ違

うものを指している。つまり、（491の論理表示は(50ではなく、（511である。

(50ＩＶｘ［cannot-throw-away（you,ｘ)］[can-get（you,ｘ)］

151）ヨｘ［cannot-throw-away（you,ｘ)］ヨｙ［can-get（you,ｙ)］

これはそれぞれの節に、それぞれ「不了」「能」というモーダル要素が含ま

れているからである。モーダル要素が現れている以上、それぞれの節は異なる

可能世界指標を持つ。よって、それぞれの節において、ｗｈ要素は別々の個体

または個体の集合を与えるのである。５

５モンタギューの内包論理には、時制倫理も含まれるが､､時制はこの構文の場合、ｗｈ
要素のライセンスに何の役割も果たしていないようである。よって、時間副詞が現れ
ても、非明示的演算子の束縛をブロックする働きをしない。

（倒堆明夫来我家，堆得笑．
（誰が明日私の家に来ても、みな賞品がもらえる｡）

１１８１作今天要什仏，我蛤休什仏。
（君が今日何が欲しくても、私はそれを君にあげよう｡）
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さらに、接続詞も接続の副詞も現れていないが、後行節にｗｈ要素が現れて

いない場合もある。以下の例では、先行節でｗｈ要素「稚」が現れているが、

後行節ではギャップによって指示されている。このような例の特徴は、各節に

モーダル要素がそれぞれ現れていることである。ｗｈ要素は先行節でモーダル

要素の助けによって個体または個体の集合を与え、後行節のギャップでは、次

に述べる「鋭」が持つのと同じ機能を持つ非明示的副詞があり、これが状況

の一定性を保証することにより、ｗｈ要素の与えた個体または個体の集合を指

示するのである。

剛以前我一且足元伐元慮的，

想吃什仏，尚鍋要⑦，想玩什仏，琶会

（以前の私はずっと何の悩みもなかった、何か食べたければ、

だり、何か遊びたければ、パパが買ってくれた｡）

実の。

ママにね

３．３．接続の副詞「鈍」

この節では、中国語の裸条件節は二つのＶＰからなるという主張に、一見反

例に見える現象を取り上げる。まず、裸条件節の中には、「会」（～かもしれ

ない）「要」（～しなければならない）「得」（～しなければいけない）といっ

たモーダル助動詞が現れている例が実際は観察される。

㈱椎来，推挑会得笑。

（誰が来てもその人は賞を得るだろう｡）

偶）堆返到，堆就婆清客。

（誰が遅刻してもその人がおごらないといけない｡）

これらの例においては、モーダル要素が現れている以上、後行節は少なくと

もIP投射まで進んでおり、普遍量化子は節の中へは影響を及ぼせないはずで

ある。それでもこれらの例で後行節でｗｈ要素「椎」が許されるのは、後行節

にある接続の副詞「銚」のためであると考えられる。実際、これらの例で
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｢枕」を取り去ると、容認度が落ちる。

㈱＊唯来，椎会得奨。

（誰が来てもその人は賞を得るだろう｡）

㈱＊喉猩到，堆要満客。

（誰が遅刻してもその人がおごらないといけない｡）

Cheng＆Huang（1996）では、このような例は、接続詞「知果」の省略

された形式であるとし、「如呆」条件文に含めている。よって、彼らの説に従

えば、「枕」をもつ条件文は、「知呆」をもつ条件文と同じ論理表示を持つは

ずである。

(57）Jbp系他懸愈采，叫他采。

（もし彼が来たいなら、来させなさい。）

㈱他慰愈采，跳回り他来。

（もし彼が来たいなら、来させなさい。）

㈱［ｈｅｗａｎｔｓｔｏｃｏｍｅ]‐［ｌｅｔｈｉｍｃｏｍｅ］

しかし、「銃」は常に「釣果」をともなって現れるわけではない。例えば、

側のように、理由を表す「既然」とともに使われることもあれば、（61)のよう

に単に継起的に生じた出来事をつなげる場合にも使われる。

㈹疑然休不同念，我就不再沈下会了。

（君が同意しないのだから、私はもう言うのをやめよう。）

(61）他満作不在家，銚回去了。

（彼は君が家にいないのを知って、帰っていったよ｡）

このことから、「桃」を「如呆」と同一視することはできない。次に「就」

の持つ働きと、その論理表示上の機能について見る。
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「桃」の用法について、注目されるのは、それが先行する節に影響を及ぼ

すことがあると言う点である。まず、「鋭」には、限定の意味がある。

⑪我銚有五決銭。

（私は、五塊（五元）しか持っていない｡）

この限定の働きは、節を越えて働くことができる。

⑱我推也不伯，就怡休一小人。（白梅耐(1987)）

（私は誰も怖くないが、君だけは怖い｡）

「枕」が「～だけ」という限定の意味を表しているとすると、次のような論

理表示になる。

脇）Ｖｘ[Human(x)－－拍（我,ｘ)］八［Ｖｘ≠ａ[Human(x)→戸拍（我，

ｘ)］ハヨａ[Human(a）八拍（我,ａ）八（ａ＝作)］］

この場合に、前後の節の矛盾を解消するには、「銃」が先行する節に影響を

直接及ぼしていると考えるほかない。つまり、「鈍」による限定が最初の普遍

量化子の束縛する変項に対する制限として書き込まれるのである。

165）Ｖｘ≠ａ[Human(x)→弓伯（我,ｘ)］ハヨａ[Human(a）八拍（我,ａ）

八（ａ＝作)］

このように「就」は先行する節の普遍量化子の束縛する変項の集合を限定

する働きをする。可能世界というものも、結局は個体の集合からなる集合であ

ると見なすならば、この「枕」の働きが、モーダルを持つ裸条件文において、

前後のｗｈ要素が同一指示であることを可能にしていると言える。

なお、このような特性は、「就」だけが持つ。例えば、「オ」という副詞も、
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「桃」と同じく、「～だけ」という意味を環境によって表しうる㈱が、㈹の

｢枕」に代えて使うことはできない。

幟我オ有五班銭。

（私は、五塊（五元）しか持っていない｡）

㈱＊我推也不’伯，オ，伯伸一小人

（私は誰も怖くないが、君だけは怖い｡）

4．ロマンス語における非明示的演算子

この節では、ロマンス語、おもにイタリア語とフランス語の未完了アスペク

トに見られる現象から、非明示的演算子の出現文脈について考察する。

４．１．イタリア語のperfectivovs，imparfective

イタリア語では、Quando（when）を用いて二つの節を結びつけたとき、

各節の動詞のアスペクトによって解釈が変わる。先行節、後行節を問わず、一

つでも完了アスペクトが用いられると、文全体は一回性の出来事（episodic

interpretation）を表すことになり、二つとも未完了アスペクトが用いられる

と習慣（habitualinterpretation）を表すことになる。この二つの解釈の違

いは論理表示上、存在量化子と普遍演算子で次のように区別することができる。

(68IQuandoalloggiavaalGrandHoteldiCabourgProustavevaal

proprioserviziounasegretariaprivata．

（プルーストがカブールのグランドホテルに泊まった（pastimp.）と

きにはいつも、彼を手伝う助手がついていた（pastimp.)｡）

Ｉ６９ｉＶｓ[Proust-lodgeⅢ（s）＝he-have-a-secretaryⅢ（s)］

－２２－



b0IQuandoalloggi6alGrandHoteldiCabourgProustebbeal

proprioserviziounasegretariaprivata．

（プルーストがカブールのグランドホテルに泊まった（pastperf.）と

き、彼を手伝う助手がついていた（pastperf.)｡）

(７，ヨｓ[Proust-lodge，（s）＆hehave-a-secretary‘（s)］

mQuandoalloggiavaalGrandHoteldiCabourgProustebbeal

proprioserviziounasegretariaprivata．

（プルーストがカブールのグランドホテルに泊まっていた（pastimp.）

とき、彼を手伝う助手を雇った(pastperf.)｡）（7,に同じ。

(731QuandoalloggibalGrandHoteldiCabourgProustavevaal

proprioserviziounasegretariaprivata．

（プルーストがカブールのグランドホテルに泊まった（pastperf.）と

き、彼を手伝う助手が（すでに）ついていた（pastimp,)｡）Ｗ１)に同じ。

この対比から、普遍量化子の出現は、先行節と後行節の両方に未完了アスペ

クトがあるときに限られると言うことが言える。どちらか一方に完了アスペク

トがあると、その時点で存在量化子が喚起されてしまい、もう一方の節に未完

了アスペクトがあっても、完了アスペクトで語られる出来事の背景を成す働き

しかしなくなるのである。

４．２．フランス鱈のpastvs，imporfective

フランス語の過去形には、単純過去（PS）と半過去（IMP）があり、両者

の違いは、時間的な面から見れば、完了相と未完了・継続相の違いである。前

者が過去の出来事を完了した一つのまとまりを持ったものとしてとらえるのに

対し、後者は過去における動作の進行や何らかの状態を指す。そして、半過去

で表現された事態は、しばしば単純過去で表された事態に寄りかかるように設

定される（Ｋａｍｐ＆RohrerU983))。

－２３－



I70QuandPierreentra,Mariet616phonait．

（ピエールが入ってきたとき、マリーは電話をしていた｡）

また、半過去には非時間的な用法があり、この用法は視点を仮想世界に移動

させる操作と言うことができる（春木（1992))。まず、半過去は条件文の仮定

節に用いられたり(75)、場合によっては条件法過去に代わって用いられる(761。

(75）ＳｉｊⅢdtais（IMP）ｊｅｕｎｅｃｏｍｍｅｔｏｉ,ｊechangeraistoutdesuitede

m6tier．（春木（1992)）

（もし君ぐらい若ければ、すぐに職を変えるのだが｡）

ｎ６ＩＵｎｐｅｕｐｌｕｓ，ｉｌｔｏｍｂａｉｔ（IMP)．（Ibid）

（もうちょっとで倒れるところだった｡）

このように、フランス語の半過去の時制は、それ自身では定まらないのが特

徴であり、前後の文脈、とくに単純過去で語られた出来事に連動する形で時制

が決まる。今、イタリア語の未完了アスペクトと、フランス語の半過去を次の

ように表示すると、中国語のｗｈ要素との平行性が明らかになる。（時制につい

ての設定は、本稿では省く｡）

、ｉを可能世界指標、Ｐを命題、半過去で表された命題をPIMPとすると、

ＰIMP＝入ｉ［P＝１ｍi］

これに対し、単純過去で表された命題は、次のように仮定する。

ｉ７８１ｉを可能世界指標、Ｐを命題、単純過去で表された命題をPPSとすると、

PPS＝ヨｉ［P＝１ｉｎｉ］

すると、半過去形で命題が表されたときのみ、変項iが束縛されないままで

残されることになる。この変項は、文脈に応じて異なる演算子で束縛される。
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例えば、（74)のように、単純過去で表された命題が現れると、、7)のスキーマを用

いて、単純過去命題が持つ存在量化子により、束縛される。

ヨ[①]Ｗ→ヨ[の八Ｗ］

QuandPierreentra,Mariet616phonait・

ョｉ[Pierrecomesinini］入ｉ[Marieistalkingonthephoneini］

ョｉ［Ｐｉｅｒｒｅｃｏｍｅｓｉｎｉｎｉ八Marieistalkingonthephoneini］

⑰
伽
㈲

㈲の場合は、仮定の接続詞「si」を通して、ある可能世界での出来事として

値が決まる。まず「si」の機能は次のように表される。

㈱ｉを可能世界指標、ｉ『を現実世界を表すとすると、

ｓｉ＝ｖｉ≠i,[Pi＝Ｑｉ］

これを用いると、㈲は次のように表される。

(75ＩＳｉj`6tais（IMP）ｊｅｕｎｅｃｏｍｍｅｔｏｉ,ｊechangeraistoutdesuitede

m6tier・

Cl）Ｓｉｉ[Ｉａｍｙｏｕｎｇｉｎｉ][Ichangethejobini］

＝Ｖｉ≠i『[Ｉａｍｙｏｕｎｇｉｎｉ‐Ichangemyjobini］

㈹については、数量表現を通して現実と異なる世界が設定される。その後、

０１のスキーマを用いて次のように論理表示が派生される。

Ｕｎｐｅｕｐｌｕｓ，ｉｌｔｏｍｂａｉｔ（IMP）

ョｉ[i＝i『＋ｏｎｅstep］入ｉ［Ｉｆｅｌｌｄｏｗｎｉｎｉ］

ヨｉ［i＝i汁ｏｎｅｓｔｅｐＡＩｆｅｌｌｄｏｗｎｉｎｉ］

㈹
㈹

以上は､一方の節に単純過去が現れたり､Ｓｉをともなった例だが､半過去が、
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二つ連続して使われることもある。そして、この場合中国語におけるｗｈ要素

の連続に見られたように、普遍避化子が含意された意味になる（deSwart

(1991))。これに対してPpSの方は、過去にあった一回性の事柄しか表さない。

㈱QuandMarieconstruisait（IMP）ｕｎｅmaison,ellelaconstruisait

（IMP）defa9onsolide．

（マリーが家を建てた（IMP）ときはいつも、彼女はそれをしっかり

と建てた（IMP)｡）

側）Ｖ入ｉ［Mariebuiltahouseini］入ｉ［Mariebuiltitwellini］

Ｖｉ［Mariebuiltahouseini-Mariebuｉｌｔｉｔｗｅｌｌｉｎｉ］

㈱QuandMarieconstruisit（PS）ｕｎｅmaison,ellelaconstruisit（PS）

defaGonsolide．

（マリーが家を建てた（PS）とき、彼女はそれをしっかりと建てた

（PS)｡）

(86）ヨｉ［Mariebuiltahouseini］ヨｉ［Mariebuiltitwellini］

ヨｉ［MariebuiltahouseiniAMariebuiｌｔｉｔｗｅｌｌｉｎｉ］

以上のイタリア語、フランス語の例から、非明示的普遍量化子が発動される

のは、未完了形の述部が二つ生じたときであると言える。中国語のように、Ｉ

Pまでの投射が任意の言語では、そのまま投射を行わないことで節のモーダル・

時制が未設定で置かれ、非明示的普遍量化子の出現を促すが、強制的にIPま

での投射を要求するイタリア語やフランス語では、未完了形式がその役割を果

たし、非明示的普遍量化子の出現を促すと言える。

５．まとめ

以上、中国語のｗｈ要素を可能世界変項に対して、個体又は個体の集合を与

える関数と定義することにより、中国語のｗｈ要素の振る舞いを予測すること

ができることを示した｡さらに、裸条件文における照応関係も、同一可能世界
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に対して働くゆえの偶然にもたらされる同一指示性であることを見た。また、

中国語の裸条件文と、「効果」条件文について、前者はＶＰからなり、後者はIＰ

の投射を持つ構造であり、このことが二つの構文におけるモーダル要素が許さ

れるかどうか、及び、ｗｈ要素の現れ方についての違いをもたらしていること

を明らかにした。最後に、裸条件文で仮定した、非明示的な普遍量化子の挿入

は、他の言語でも見られることを指摘し、この操作の普遍性を示した。ただし、

本稿で示したようなｗｈ要素の扱いは、中国語での用法に適用できるように設

定されているが、中国語以外の言語にどのように適用できるかどうかは、今後

さらに検討していく予定である。
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