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生成文法が生成する文の数について

外　池　俊　幸

概要

　この短い論文では、生成文法で共通認識になっていると思われる、自然言語の文法は無

限の数の文を生成できるという主張と相反する主張をする。

Pullum & Scholz （2010）で、生成される文の無限性について詳細な検討がなされている。

本稿では、その中で、以下の二つを取り上げ、それぞれ少し捉え方を変えた提案をする。

1　回帰性（同じ範疇の下に同じ範疇のものを組み込める）を持つ構造を作れるようになっ

たことで、人間は言語を獲得し、それが思考を可能にした。生成文法では、回帰的な構造

を作る操作を繰り返せば、無限の数の文を作れると考えてきた。本稿では、回帰的な構造

を作れるようになったことが言語の起源だと考えるが、複数回その操作を繰り返すという

ことが可能なったのは、理論的、派生的なことだと主張する。２　俳句の文字数は、17 個、

日本語のモーラの数はおよそ 100 個。すると、モーラ列の可能性を計算すると、100 の 17

乗。これは 10 の 34 乗になる。この数は、現在のスーパーコンピューターでも扱うのが大

変な非常に大きな数である。このことから、俳句という有限の文字数の可能性を考えても、

たとえ有限であっても大きな数は、非常に大きいということが言える。

１．はじめに

　この論文では、生成文法が提案された当初から仮定されてきた、自然言語の文法に

よって無限の数の文が生成されるという考え方を検討し、それはあくまで理論的な可能

性であり、自然言語の本質ではないという主張をする。この主張は、すでに、Pullum & 

Scholz （2010）が主張したことであり、この論文では、その基本的な主張を、継承する。

もう一つの主張も、Pullum & Scholz （2010）が指摘したのであるが、日本語の短詩形

式の俳句を取り上げ、17 文字の位置に、日本語の可能なモーラが入るとすると、組合せ

の可能性が、10 の 34 乗になるという。字余り、字足らずは数に入れていない。さらに、

例えば、句の初めに、「ん」がくることはあまりないだろうとか、様々な、数を限定する

条件が存在する可能性があるが、それも検討されてはいない。文字の数とモーラの数を
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掛け合わせて、いくつになるかを計算した結果だと書いている。計算は単純で、100 種

類のモーラがあって、それが入る可能性があるのは、17 個なので、100 の 17 乗。それを

10 の何乗にあたるかを計算すると、10 の 34 乗という数が出てくる。

　Pullum & Scholz （2010）は、言語の無限性について様々な観点から論じているが、本

稿では、二つの問題に限定して論じる。関連する言語の無限性にかんする議論の検討は、

今後の課題としたい。

　筆者は、自ら 10 の 34 乗の計算をしたわけではない。実際の検討は、今後の課題とし

たい。しかし、これが正しいとすると、知り合いの数学者、スーパーコンピュータの専

門家に尋ねたところ、その数が大きくて、現在のスーパーコンピュータで扱うにしても、

かなり厳しい数だという指摘を受けた。

　知り合いの数学者は、そういう指摘をしたイギリスの言語学者を評価すべきだという

意見だった。そこで、この論文で指摘したいもう一つの点は、生成文法で伝統的に主張

されてきた、自然言語の文法が無限の数の文を生成できるという主張が、いわば単なる

理論的なことだということを主張したのに対して、俳句のように文字数もモーラ数も有

限であるのに、その組み合わせの数が、10 の 34 乗という、有限ではありながらとんで

もない数になることを考えると、無限ではなく有限なのだが、大きな数は、とてつもな

く大きいということである。日本人で俳句を作っている人は、ほとんどそのことは意識

していないだろうと考えられる。しかし、それだけの組合せの可能性があるので、同じ

俳句を作る可能性は、非常に低いし、新しい俳句を作ろうとする時に、同じ俳句を作っ

てしまう可能性があって困るということもほとんどありえない。

　比喩的な捉え方になるが、むかし、The Powers of Ten という映像が作られた。湖のそ

ばに寝転ぶ男の人の手から入り込み、人体のどんどん小さい部分に這いこんでいく。当

時知られた最少の部分まで行くと、戻ってきて、今度は、湖の上からどんどん地球を離

れていく。銀河系をはずれて、宇宙空間にまで進むと、星もなく非常に希薄な空間に達

する。10 の 34 乗という可能性は、その宇宙空間と似ていると言えるのではないだろう

か。空間は広がっているのだが、星は非常に少ない。俳句の可能性は、数で言うと、非

常に大きいのだが、実際に作られる俳句は、その可能性の極極一部であることになる。

　言語の起源としての回帰性と、回帰性が保証されれば、自然言語の文法は無限の数の

文を生成できるのだという主張を分けて考えることを本稿では主張する。Hauser et al. 

（2002）が、人間の言語に特有なことといて、回帰性があるという主張をした。その点に

は、異論はない。外池（2012）で論じたように、約５万年前に、人間は、回帰的な構造

を作れるようになった。そして、そのことが、人間が思考することを可能にした。しか

し、そこからすぐに、回帰的な構造を作れるようになったのだから、無限の回数埋め込

みを行うことが出来るので、人間は無限の数の文を生成できるという主張につなげるか
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どうかには、検討の余地がある。

　筆者は、回帰的な構造を作れることが言語を獲得することであり、思考を可能にした

という点には異論はないが、回帰的な構造を作ることを繰り返すこと（一つは、文の埋

め込みを繰り返すこと）につながるわけではないと考える。回帰的な構造を作れるよう

になったことに言語の本膣があるのであって、それを繰り返して無限の数の文を生成で

きるようになったというのは、派生的なことであると考える。実際に、回帰的な構造を

作れることに言語の本質はあるのであって、回帰的な構造を作る操作を繰りかえること

ができることに言語の本質があるとは考えられない。しかし、生成文法の提案された当

初からチョムスキー自身が無限の数の文を生成できるということを言い続けてきた。こ

こでは論じないが、Pullum & Scholz （2010）は、どうして、言語学者が、無限の文が生

成できるという主張に魅せられるのかということまで論じている。そして、生成文法の

中心となるグループの言語学者は、無限の数の文を生成できるということを、言語学の

授業でも、議論の余地のないこととして教え、世界中の国で出版されている言語学の入

門書にも、自然言語の文法が無限の数の文を生成するということが書かれるようになっ

ている。 

　日本には、かなりの数の言語学者、あるいは言語に関心を持っている人がいると考え

られる。そして、生成文法が現代の言語学に強い影響を与えていることは明らかである。

しかし、日本で生成文法の枠組みで研究している人たちのほとんどが、生成文法のメイ

ンストリームである、チョムスキーを中心として進められてきた枠組みをもとに研究し

ている。そういう人たちは、自然言語の文法が無限の数の文を生成するということは、

既に常識になっていると思われる。それに対して疑問を呈するために、Pullum & Scholz 

（2010）の重要な主張を二つ取り上げ、少し違うまとめ方で、本稿で示すことにした。

２．生成文法に関するチョムスキーの主張の特徴

　生成文法に関するチョムスキーの主張に関して、次のような一般的なことが言えるか

もしれない。生成文法の提案をした初期の段階から、言語能力と言語運用を区別すると

いう提案をしてきた。つまり、本稿では、自然言語の文法が無限の数の文を生成できる

ということは、あくまで理論的、そして派生的なことで、回帰的な構造を作れるように

なったことに言語の本質があると主張したのだが、チョムスキーにとってみると、理論

的であることは、一般的な主張をできることで、それを主張することは、生成文法の中

核をなすことだと考えてきたのであろう。ここにチョムスキーの主張と、本稿での主張

の違い、捉え方の違いがあるのではないかと考えられる。

　それから、生成文法の研究に関して、ここで簡単に整理しておこう。生成文法の歴史
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をあまり知らない人は、チョムスキーが、Chomsky （1957）で、生成文法を提案してか

ら、半世紀以上にわたって生成文法の中心にいて、研究を引っ張ってきたと聞くと、異

様な印象を持たれるかもしれない。他の領域では考えられないことだろうから。しかし、

それが実態で、チョムスキーの存在の大きさ、貢献の大きさをあらわしている。チョム

スキーのもとで、1980 年代に博士号を取得した日本人の言語学者が、チョムスキーは、

生成文法を提案し、その後、ほとんど一人で、生成文法の研究を引っ張ってきたと言わ

れた。筆者もそう思う。参考文献に、チョムスキーの生成文法に関する著書や論文をた

くさん挙げるべきであるが、煩雑なので、代表的なものにとどめる。Chomsky （1957, 

1967, 1980, 1981, 1995）．

３．結論

　人間の話している自然言語の文法が生成する文の数は、理論的には無限大であるが、

それが自然言語の本質だとは考えられない。言い換えると、Hauser et al. （2002）が主張

した、回帰性が文法の起源であり、それが人間の思考を可能にしたという主張には、賛

成する。しかし、例えば、文をどんどん埋め込むことで、無限の数の文が作れるという

のは、あくまで理論的な話である。回帰的な構造を作れるようになったということと、

無限の数の文を作れるようになったということは分けて考えるべきなのである。

　そして、俳句の例を考えると、数が限定されていている短詩形の数の可能性を計算する

と、大きな数は、とんでもない大きさの数になる。大きな数は、無限でなく有限であっ

ても非常に大きいということである。（回帰性、そして言語の起源などに関しては、外池 

（2012, 2013）で論じたので、そちらを参照。） 

　もう一つ、Pullum & Scholz （2010）の指摘したこととして、文の創造的使用であるか

ないかという問題がある。例えば、次のような例を挙げている、

The very big, The very, very big, The very, very, very big, … 

この例のように、very を無限に繰り返して、新しい英語の表現を作ることはできるが、

それも理論的な可能性の話であって、実質的な意味を持つかには疑問が残る。同様のこ

とは、当然、日本語についても考えられる。

とても暑い、とてもとても暑い、とてもとてもとても暑い、、、

　生成文法の研究の歴史では、理論的な生成の可能性が重視されてきた。この論文では、
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その研究の流れに揺り戻しを掛けることになるが、無限の文を生成可能であるという主

張に対して、俳句のような文字数もモーラ数も限られている短詩形でさえも、無限では

ないが、とんでもなく大きな可能性の広がりを持っているということがあるということ

である。生成文法が提唱されて以来、主張されてきて、現在は、世界中の言語学の教科

書にも、自然言語は無限の数の文が生成できると書かれるようになってきた。本稿では、

その主張を弱めた方がいいということと、有限でも大きな数の可能性は、非常に大きい

という主張をした。

　本稿では、Pullum & Scholtz （2002）が論じた問題の中から、二つを取り上げ、その

捉え方に関しての提案をしただけであって、残された課題は多い。一つ目の問題に関し

ては、自然言語の文法が、回帰的な構図を作ることを繰り返して、無限の文を生成でき

るというのは、理論的な可能性にすぎないという主張をしたが、理路的な可能性という

捉え方の妥当性の検討をほとんど行っていない。その検討が必要になるだろう。

　もう一つは、俳句に関してだが、日本語のモーラの数が、約 100 ということの確認が

必要だろう。モーラの出現頻度から考えて、何か違いがあって、それが組合せの数の解

釈に影響を与えるのか検討すべきであろう。さらに、サンプリングとか、少数のデータ

を作ってみて、検討することも考えられるが、結び付きの可能性の数が大き過ぎて、少

し取り出して検討することにどういう意味があるのか、現状では予測がつかない。自然

言語処理の研究に早い段階から関わっている知り合いが何人かいるので、そういう人の

意見を聞いて、どういうことが可能か検討したい。
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