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    1．導入 

 　節周辺部に話題要素を前置させる話題化は，いくつかの点において統語的特
異性を示すことが先行研究によって指摘されている。 

 （1） a. John, I like  t . (Lasnik and Saito (1992: 75)) 

  b. I believe that the books, you should read  t .

 (Lasnik and Saito (1992: 76)) 

 第一の特徴として，話題要素は他の要素の移動にとって島の効果を示す。 

 （2）  * Which books did Becky say that to Aaron she will give?

 (Koizumi (1999: 141)) 

 第二に，複数の話題要素が同一の節周辺部に現れることはできない。 

 （3） b. ??That book i , to John j , Mary handed  t  i   t  j . 

  c. ??To John j , that book i , Mary handed  t  i   t  j .

 (Fukui and Saito (1998: 444)) 

 第三に，話題化はECM補部節やコントロール節のような非定形節では適用す
ることができない。 

 （4） a. I expect that John, you won’t like. 

  b.  * I expect John, you not to like. (Bresnan (1994: 107)) 

  c.  * I have decided your book to read. (Haegeman (2012: 68)) 

 第四に，Lasnik and Saito（1992）が指摘するように，話題化は主語と目的語に
関して対比を示す  1 。 
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 （5） a. John, I like  t . (Lasnik and Saito (1992: 75)) 

  b.  * John, left  t . (Egashira (1997: 36)) 

 （5）に示すように，目的語の話題化が許されるのに対して主語の話題化は許さ
れない。（6）に示す束縛に関する事実からも同様のことがいえる。 

 （6） a. John thinks that himself, Mary likes  t .   (Lasnik and Saito (1992: 110)) 

  b.  * John thinks that himself,  t  likes Mary.   (Lasnik and Saito (1992: 111)) 

 埋め込み節において，目的語の再帰代名詞が話題化を受ける場合，主節主語に
よって束縛条件Aを満たすことができる。一方で，主語の再帰代名詞が話題化
を受ける場合は，当該の条件を満たすことはできない。しかしながら，一律に
主語の話題化が許されないというわけではない。 

 （7） a. John, I think  t  won the race. 

  b.  * John, I think that  t  won the race.

 (Lasnik and Saito (1992: 82)) 

 　（7）に示すように，that痕跡効果に違反しない限りにおいて埋め込み節から
主節への主語の話題化は許される。以上の事実から，英語では主語の局所的話
題化が許されない一方で，長距離の主語の話題化は許されるといえる。しかし，
主語の局所的移動が常に許されないというわけではない。次節で概観するよう
に，主語疑問文のwh句は主語位置からCPに局所的に移動することができる。
また，3節で見るように場所句倒置構文の場所句は主語と話題要素の両方の特
性を示す。 

 　本稿の目的は，話題化を含む話題化構文の派生には2つのフェイズ主要部か
ら成る複合主要部が導入されると提案し，上で概観した話題化構文の特徴を
Chomsky（2013，2015）によって提案されたラベリングアルゴリズム（Labeling 

Algorithm: LA）に修正を加えた田中（2020）の下で説明することである。そし
て提案される統語派生が主語の局所的移動に関する主語疑問文との相違点を正
しく捉えられることを示す。また，場所句倒置構文の派生には話題化構文と同
一の複合主要部が導入される一方で，話題化構文とは異なる派生を辿ると主張
し，場所句が主語としての特徴（主語性）を示しつつ，話題要素としての特性
（話題性）も示す事実が導かれる。 
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 2．主語wh句が占める位置 

 　主語疑問文に想定される派生は主に2つのタイプがある。1つ目は（8a）に
示すPesetsky and Torrego（2001）やChomsky（2008）等によって提案された
wh句がCPまで移動するタイプの派生である。2つ目は（8b）に示すGeorge

（1980）やChomsky（1986）等によって提案された主語がTPに留まるタイプの
派生である。後者は空移動仮説（Vacuous Movement Hypothesis）と呼ばれ，素
性継承に依拠している点やEPP効果をTPのラベル付けに還元している点から
LA理論の下では有力な分析である。 

 （8） a.  [CP whoi C [TP t i T [v*P t i v* …]]] 

  b. [ CP  C [ TP  who i  T [ v * P   t  i  v * …]]] 

 しかし，主語wh句がCPに移動できることを支持する証拠が観察されている。
第一の証拠は（9）に示す間接疑問文縮約に関する事実である。 

 （9） a. Someone called, but I don’t tell you who. 

  b. Jack bought something, but I don’t know what. (Merchant (2001: 3)) 

 Merchant（2001）に従って，間接疑問文縮約がTPの削除によって派生すると
すれば，（9a）の派生は（10）に示すように主語wh句の局所的移動を含むこと
になる。 

 （10） I don’t tell you [ CP  who i  C [ TP   t  i  called]] 

 第二の証拠は強意語の一種である  the hell の分布に関する事実である。 

 （11） a. What the hell did Sue give to whom? 

  b.  *  What did Sue give to whom the hell?

 (Pesetsky and Torrego (2001: 405, fn. 9)) 

 （11）に示すように， the hell は元位置に留まっているwh句には付加することが
できず，CPに移動を受けたwh句にのみ付加することができる。（12）において，
主語wh句に  the hell が付加できることから，当該のwh句がCPに移動している
ことが支持される。 

 （12） Who the hell bought what?

 (Pesetsky and Torrego (2001: 405, fn. 9)) 
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 第三の証拠は解釈に関連する事実である。 

 （13） a. I didn’t say  what  John saw. (non-echo) 

  b. I didn’t say that/whether/if  John saw  what ? (echo) 

 (Douglas (2016: 132)) 

 Douglas（2016）によると，（13）においてwh句が移動を受けていない場合は
問い返し（echo）の解釈しか許されない。（14）に示すように，主語疑問文で
も同様のことが当てはまる。 

 （14） a. Bill didn’t say that/whether/if  who would arrive first? (echo) 

  b. Bill didn’t say  * that/ * whether/ * if  who would arrive first? (non-echo)

 (Douglas (2016: 132)) 

 問い返しの解釈の場合は補文標識の右側に主語wh句が現れるが，非問い返し
の解釈の場合は補文標識が現れることができない。この事実から非問い返しの
解釈を持つ通常の主語疑問文において，wh句がCPに移動していることが支持
される。 

 　以上の議論を踏まえ，本稿では主語wh句はCPに局所的に移動できるとする
立場を採る。その場合，話題化構文ではなぜ主語の局所的移動が許されないの
かという問題が生じる。 

 3．場所句倒置構文の特徴 

 　（15）に示す場所句倒置構文の場所句は話題化要素と同じ統語的特性（話題性）
を示すことに加えて，主語性も示す。 

 （15） a. On the stage appeared a man. (Coopmans (1989: 743)) 

  b. I expect that on this wall will be hung a picture of  Leonard Pabb.

 (Bresnan (1994: 108)) 

 主語性に関する証拠としては，（16）と（17）に示すように場所句が主語繰り
上げを受けられることと that痕跡効果を示すことが挙げられる。 

 （16） On that hill appears to be located a cathedral.  (Bresnan (1994: 96)) 

 （17）  a.  It’s in these villages that we all believe＿can be found the best examples 
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of  this cuisine. 

  b.  *   It’s in these villages that we all believe that＿ can be found the best 

examples of  this cuisine. (Bresnan (1994: 97)) 

 場所句倒置構文と話題化構文が示す同じ特徴としては，ECM補部節のような
非定形節には生起できないことが挙げられる。 

 （18） a. I expect that on this wall will be hung a portrait of  Leonard Pabbs. 

  b.  * I expect on this wall to be hung a portrait of  Leonard Pabbs.

 (Bresnan (1994: 108)) 

  c. I expect that John, you won’t like. 

  d.  * I expect John, you not to like.  (Bresnan (1994: 107)) 

 また，（19）に示すように場所句倒置構文の場所句は他の要素の移動にとって
島の効果を示す。 

 （19）  * What kind of  mushrooms do you think on these trails can be found＿ ?

 (Bresnan (1994: 87)) 

 以上の事実から，場所句倒置構文は話題化構文と同じ特徴を持つといえる。実
際，先行研究による場所句倒置構文の統語分析の多くには，話題化構文を派生
させる際に用いられる機能投射（Top (ic) P）や素性（[uTop]/[EF]）が導入さ
れている（極小主義に基づく場所句倒置構文の統語分析に関しては，Nishihara

（1999），Kitada（2011），Koike（2013），小林（印刷中）を参照）。 

 　ここで重要なことは主語の局所的話題化が許されない一方で，場所句倒置構
文における場所句が主語性と話題性の両方を示すということである  2 。 

 4．理論的枠組み 

 4.1　Chomsky（2013，2015） 

 　Chomsky（2013，2015）は，統語対象は自由に適用可能な併合（Merge）によっ
て構築され，形成された統語対象がインターフェイスで適切に解釈されるには
ラベルが必要であると主張し，ラベルを付与する方策として以下に示すLAを
提案している。 
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 （20） a. { α  H, XP} (α＝H) 

  b. {XP i , { α   t  i , YP}} (α＝YP) 

  c. { α  XP [F] , YP [F] } (α＝〈F, F〉) 
 （20a）の主要部と句から成る{H, XP}構造においては，最小検索（Minimal 

Search）の下でαのラベルはHと決まる。しかし，2つの句から成る{XP, YP}

構造に関しては，そのままではラベルを決定することができない。Chomskyは
当該の構造をラベル付けする2つの方法を提案している。1つ目は移動による
ラベル付けである。（20b）において，XPが移動を受けることによって低い方
のコピーがLAにとって不可視となり，αのラベルはYPと決まる。2つ目は素
性共有によるラベル付けである。（20c）において，XとYが持つ卓立した素性
（［F］）が共有されることにより，αのラベルは〈F, F〉と決まる。 

 　Chomsky（2015）はLAの枠組みの下で，（21）に示す that痕跡効果に対して
説明を与えている。 

 （21）  * Who do you think that read the book? (Chomsky (2015: 10)) 

 （22） a. {CP that[uφ] {α who[iφ]i T {v*P t i read the book}}} 

  b. {CP who[iφ]i that[uφ] {{αα  tt ii T T[uφ][uφ] {{v*Pv*P  tt ii read the book}} read the book}}} (α＝?) 

 (cf. Chomsky(2015: 10)) 

 （22a）において，v * Pに基底生成されたwhoはTPと併合し，αを形成する。
αは，{XP, YP}構造であるため，ラベルが与えられるには，移動あるいは素
性共有の方策が必要となる。前者の方策は，（23）に示す英語が持つTの特性
のために講じられない。 

 （23） T is too “weak” to serve as a label. (Chomsky (2015: 9)) 

 （23）によると，英語のTは単独ではラベルになることができず，素性共有の
下で強化されることによってラベルになることができる。LAはフェイズレベ
ルで適用されるので，whoがCPに移動する場合は（22b）に示すようにαの
ラベルを決定することができない。仮にαのラベルを決定するためにwhoが
TPに留まるのなら，whoが内在的に持つ解釈可能なファイ素性（［iφ］）と，
素性継承（feature inheritance）の下でCからTに継承された解釈不可能なファ
イ素性（［uφ］）が共有され，αのラベルは〈φ, φ〉として決定する。しかし，
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CPフェイズにおいてwhoは中抜きで示される転送領域に含まれるため，さら
なる移動はフェイズ不可侵条件（Phase Impenetrability Condition: PIC）の違反
となる。 

 　さらに，Chomsky（2015）は補文標識が現れない（24）の例を（25）のよう
に分析している。 

 （24） Who do you think read the book? (Chomsky (2015: 10)) 

 （25） a. {CP C[uφ]  {α who[iφ]i T[uφ] {v*P t i read the book}}}  (α = <φ, φ>) 

  b. {C[uφ] {α who[iφ]i T[uφ] {{v*Pv*P  tt ii read the book} read the book}}} 

  c. who do you think {α t i T[uφ] {{v*Pv*P  tt ii read the book} read the book}}

 (cf. Chomsky (2015: 10)) 

 （25a）のCPフェイズが完成した段階で，LAが適用される。この際，whoは
TPに留まっているのでαのラベルは〈φ , φ〉として決定する。Chomskyに
よると，補文標識 thatが具現化しない例においては，C削除が適用される。（25b）
に示すように，この操作の適用後，素性継承の下でCからTに継承されたフェ
イズ性がTにおいて活性化される。即ち，フェイズがCPからTPに移り変わる。
この結果，転送領域はv * Pとなり，whoは次のフェイズにおいて主節に移動す
ることができる。1度フェイズレベルで決まったラベルの情報は保持されるた
め，whoが移動したとしても〈φ , φ〉のラベルの情報は消えない。 

 4.2　コピーの不可視性決定条件と主語疑問文の派生 

 　Chomsky（2015）の分析の下では，英語はフェイズレベルで必ずTPに可視
的なコピーが必要であり，主語疑問文の派生においてwh句がCPに移動できる
ことを予測できない。これは低いコピーはLAにとって不可視であると規定さ
れているためである。田中（2020）はこの問題を指摘し，すべてのコピーは可
視的であり，フェイズレベルで値付けされた値未付与素性（uF）の数と種類
に応じてそのコピーの不可視性が相対的に決定するという代案を提示してい
る。本稿では，田中（2020）を単純化した（26）を提案する  3 。 

 （26） a.  フェイズレベルで複数のコピーが生じる場合， ［uF］ を持つコピー
が統語操作にとって可視的となり，持たないコピーが不可視とな
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る  4 。 

  b.  すべてのコピーが ［uF］ を持たない場合のみ，構造上高いコピー
が可視的となり，構造上低いコピーが不可視となる。 

 （27） a. {HP … {XP [uF]i [uF]j} … {XP [uF]i [uF]j}  …}

  b. {HP … {XP [uF]i [uF]j} … {XP [uF]i [uF]j} …} 

 まず，（26a）に対応する事例を見ていく。（27a）では，2つのXPのうちの片方
のコピーのみが ［uF］ を含む。したがって，網掛けで示すように， ［uF］ を持た
ないコピーが不可視となる。それに対して，（27b）では，2つのXPの両方が ［uF］ 
を持っているため，どちらのコピーもLAを含む統語操作にとって可視的とな
る。 

 　次に，（26b）に対応する事例を見ていく。 

 （28） {HP … {XP [uF]i [uF]j} … {XP [uF]i [uF]j}…}

 （28）において，2つのXPのうちの両方が ［uF］ を持っておらず，（26a）の方
法ではコピーの不可視性は決定できない。したがって，構造上の高さに基づい
てコピーの不可視性が決定される。即ち，フェイズレベルで構造上低いコピー
であるXPが不可視となる。（28）（＝（26b））は，（26a）でコピーの不可視性を
決定できない場合にのみ，最終手段として機能する。したがって，（28）は中
間着地点から中間着地点への移動を含む連続循環移動において機能する  5 。 

 　（26）の下で that痕跡効果は（29）のように分析される。 

 （29） a. {β who[uQ][uC][iφ]i T{α who[uQ][uC][iφ]i v* …}} 

  b. {γ who[uQ][uC][iφ ]i C[uφ] {β who[uQ][uC][iφ]i T[uφ]{α who[uQ][uC][iφ ]i v* …}}} 

  c. {γ who[uQ][uC][iφ ]i C[uφ] {{ββ who who[uQ][uQ][uC][uC][iφ]i[iφ]i T T[uφ][uφ]{{αα whowho[uQ][uC][iφ ]i[uQ][uC][iφ ]i v* …}}v* …}}}

 (α＝v * P, β＝〈φ, φ〉, γ＝CP) 

 （29a）に示すように，v * Pに併合されたwhoはTPに移動し，βを形成する。
そして，（29b）のCPフェイズレベルで素性継承と ［uF］ の値付けが行われる。
Tが持つ ［uφ］ への値付けを通して，β内のwhoが持つ格素性（［uC］）が値
付けされる。この時，αとγ内のwhoはいかなる ［uF］ も含んでいないことに
注意されたい。（26a）に基づき，αとγ内のwhoのコピーは不可視となり，
β内のコピーのみ可視的となる。その結果，α，β，γのラベルはそれぞれ
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v * P，〈φ , φ〉，CPと決定される。しかし，（29c）に示すように転送領域に含
まれないγ内のコピーは不可視となっており，可視的コピーであるβ内のコ
ピーは転送領域に含まれてしまう。主節に移動できるwhoのコピーが存在しな
いため派生が収束することはない  6 。 

 　この分析は，Chomsky（2015）の分析とは異なり，主語疑問文のwh句が主
語位置からCPに移動できることを予測する。（30）の主語疑問文の派生を（31）
に示す。 

 （30） Who saw John? (Chomsky (2008: 149)) 

 （31） a. {γ who[uQ][uC][iφ]i C[iQ][uφ]{β who[uQ][uC][iφ]i T[uφ] {α who[uQ][uC][iφ]i v* …}}} 

  b. {γ who[uQ][uC][iφ]i C[iQ][uφ]{β who[uQ][uC][iφ]i T[uφ] {α who[uQ][uC][iφ ]i v* …}}} 

  c. {γ who[uQ][uC][iφ]i C[iQ][uφ]{{ββ who who[uQ][uQ][uC][uC][iφ]i[iφ]i T T[uφ][uφ] { {αα whowho[uQ][uC][iφ ]i[uQ][uC][iφ ]i v* v* ……}}}}}

 (α＝v * P, β＝〈φ, φ〉, γ＝〈Q, Q〉) 
 （31a）に示すようにC主要部が疑問節であることを表す ［iQ］ を有しているこ
とを除いては，（29）の派生と同じである。しかし，（31b）に示すように値付
けが行われ，コピーの不可視性が決定される段階で違いが生じる。γ内のwho

が持つ ［uQ］ はCが持つ ［iQ］ によって値付けされ，β内のwhoが持つ ［uC］ 
は，Tが持つ ［uφ］ の値付けの過程で値付けされる。（26）の下では，γとβ
内のwhoはどちらも可視的となるため，それぞれLAに参与できる。したがっ
て，（31c）に示すようにα，β，γのラベルはそれぞれv * P，〈φ, φ〉，〈Q, Q〉
と決定され，派生は収束する。 

 　Chomsky（2015）の分析とは異なり，この分析は主語疑問文においてwh句
がCPに局所的に移動できること予測する  7 。 

 5．提案 

 5.1　{C1, C2} 

 　本節では，話題要素が関わる節周辺部の形成には，2つのフェイズ主要部が
複合主要部として導入されると提案する。2つのフェイズ主要部を（32）に示す。 

 （32） a. C1[uφ][iDec]/C1[uφ][iQ] 
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  b. C2[uTop] 

 C1は通常のC主要部であり， ［uφ］ や節タイプ（[iDec (larative)]/[iQ]）に関す
る情報を持つ。したがって，節タイプを決定するために，C1は節の最上位を
占めると仮定する（節タイプに関する議論についてはCheng（1991）を参照）。
一方で，C2は話題要素を認可する ［uTop］ を持ち，随意的に派生に導入される。
通常のC主要部（C1）に加えて，Maeda（2012）, Totsuka（2013）, Koike（2013）
に従い，話題要素を認可する主要部（C2）もフェイズ主要部であると仮定する。 

 （33） a. 節タイプを表示するC1は節の最上位を占めなければならない。 

  b. C1とC2はフェイズ主要部である。 

 （33）の仮定とC1からTに素性継承が適用されることを踏まえると，（34）に
示すようにC1とC2を別個に派生に導入することはできない。したがって，（35）
が導かれる。 

 （34） a.  * {XP C2 {C1 {Sbj T}}} （（33a）に違反） 

  b.  * {C1 [uφ]  {XP C2 {Sbj T}{Sbj T}}} （PICに違反） 

 （35）  C1とC2は集合併合（Set-Merge）によって形成された複合主要部と
して派生に導入される。 

 しかし，（36）に示す当該の主要部はラベル付けに関して問題が生じる。 

 （36） { α  C2 [uTop] , C1 [uφ][iDec] } 

 Chomsky（2013）によると，2つの主要部から成る{H, H}構造のラベルも最小
検索の下で決定できない。したがって，（36）におけるαのラベルも決定でき
ないことになる。本稿では，αのラベルは（37）に示す2つの方策のどちらか
一方によって決定されると主張する。 

 （37） a. { β  C1 [uφ][iDec]  { α  C2 [uTop] ,  t }} (α＝C2, β＝C1) 

  b. { α  C2 [uTop] , C1 [uφ][iDec] } (α＝C1) 

 （37a）は移動によるラベル付けである。{XP, YP}構造の時と同様に片方のC主
要部（C1）が移動することによりαのラベルはC2と決まる  8 。（37b）は，削
除によるラベル付けである。C2を削除することにより，αのラベルはC1と決
まる。次節では，話題化構文と場所句倒置構文はそれぞれ（37a）と（37b）に
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基づき派生すると主張する。 

 5.2　話題化構文の統語派生 

 　（37a）に基づく目的語の話題化構文の派生を（38）に示す。 

 （38） a. {v*P R＋v*[uφ] {α DP[iφ][iTop]i {RP tR[uφ], tt ii}}} (α＝〈φ, φ〉) 
  b. {{γ C2[uTop], C1[uφ][iDec]} {β Sbj[iφ] T{v*P …{α DP[iφ][iTop]i …}}}} 

  c. {δ DP[iφ][iTop]i {γ C2[uTop], C1[uφ][iDec]} {β Sbj[iφ] T[uφ] {v*P …{α t i …}}}}

 (β＝〈φ, φ〉, δ＝〈Top, Top〉) 
  d.  {ε C1[uφ][iDec]{{δδ DP DP[iφ][iTop]i[iφ][iTop]i { {γγ C2 C2[uTop][uTop], , ttC1C1} } {{ββ Sbj Sbj[iφ][iφ] T T[uφ][uφ] { {v*Pv*P  …… { {αα  tt ii  

……}}}}}}}}} (γ＝C2, ε＝C1) 

 （38a）に示すv * Pまでの形成はChomsky（2015）におけるv * Pの形成に基づい
ている。ChomskyによるとRのv * への主要部移動によりv * が不可視となるた
め， ［uφ］ と共に継承されたフェイズ性がRのコピーで活性化する（詳細に関
しては，Chomsky（2015）を参照）。したがって，RPがフェイズとなるためα
に移動したDPは転送を受けない。（38b-c）において，TP（＝β）の形成まで
派生が進み，複合主要部γがβに併合され，DPがα内からフェイズ末端へ
移動する。（38c）に示すように，このフェイズレベルでC1からTに素性継承
が適用され， ［uφ］ や ［uTop］ に値付けが行われる。その結果，素性共有の下
でβとδのラベルはそれぞれ〈φ , φ〉，〈Top, Top〉として決定する。ここで，
このフェイズレベルにおける操作が完了していないことに注意されたい。
Chomsky（2015）では，主要部移動はフェイズレベルでの操作であると仮定さ
れている。したがって，（38d）に示すように，C1主要部の移動が適用される。
本稿では，この主要部移動によって元位置のC1が不可視となるため，そのフェ
イズ性が失われ，移動先のC1でそのフェイズ性が活性化すると主張する。γ
内のC1が持つフェイズ性が消える一方で，γには別のフェイズ主要部である
C2が含まれているため，複合主要部γが持つフェイズ性は消えない。それ故，
（38d）において2つの曲線で転送領域の境界を示しているように話題化の派生
には連続する2つのフェイズが含まれることになる。 

 　話題化要素を越える移動が許されない事実は，C2がフェイズであることと
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LAの点から説明される。関連する派生段階を（39）に示す。 

 （39） {δ XPi … {γ t i{β PP[iTop] {α C2[uTop], tC1} {{<φ, φ> … <φ, φ> … tt ii}}}}}

 (α＝C2, β＝〈Top, Top〉, γ＝〈Top, Top〉) 
 C2がフェイズであることから，PIC違反を避けてXPが主節に移動するにはγ
を経由するしかない。XPの移動の結果，γのラベルはβと同じ〈Top, Top〉
として決定される。Rizzi（1997, 2015）等によって提案された分離CP仮説の下
では，指定部―主要部―補部の関係性に基づいて，作用域や談話に関連する意
味（話題や焦点の解釈等）に加えて音（ピッチ等）に関する情報も付与される。
これをLA理論の下で再解釈すると，〈Top, Top〉のラベルに基づいて，意味と
音の情報が付与されると想定できる。ここで，〈Top, Top〉のように音の情報
を付与することに貢献するラベル内の要素は当該の位置で音声的具現化を要求
されると仮定する。（39）ではγ内に含まれるXP（ t ）はこの要求を満たせな
いため，派生は破綻する  9 。同一の周辺部に複数の話題要素が生起できない事
実も同じ方法で説明される。複数の話題要素を認可するには，複数のC2が必
要になるが，どのような併合の仕方であっても必ずPICに違反するか（39）の
ような表示を持つことになる。 

 　話題化が非定形節において不可能であるという事実は，非定形節では必要な
構造が欠如しているためである。Otsuka（2017）は，非定形節の欠如性を外的
対併合（External Pair-Merge）の点から導いている。Otsukaによると，（40）に
示すようにECM動詞の補部節はTに対するCの対併合によって形成される主
要部を含み，コントロール節はCに対するTの対併合によって形成される主要
部を含む。 

 （40） a. V ECM  { TP  〈T, C〉…} (〈T, C〉＝to) 

  b. V Control  { 〈φ, φ〉  PRO [iφ]  〈C [uφ] , T〉…} (〈C, T〉＝to) 

 （40）におけるCがC1であると仮定し，本分析の下で話題化が非定形節で適用
できない事実を説明していく。非定形節の派生では素性継承が適用されないた
め，C2と〈T, C1〉あるいはC2と〈C1, T〉が複合主要部として派生に導入さ
れることを必要としない。したがって，C1とTから成る主要部とC2が別々に
導入される2種類の派生をそれぞれ考慮しなければならない。1つ目は，（41）
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に示すように，C1とTから成る主要部がvPと併合され，その後C2が併合され
る場合である。 

 （41） a. {β VECM[uφ] {α XP[iTop] C2[uTop]{{TPTP <T, C1>{ <T, C1>{vPvP DP DP[iφ] …[iφ] …}}}}}}

 (α＝〈Top, Top〉) 
  b. VControl {α XP[iTop] C2[uTop] {<φ, φ> PRO[iφ] <C1[uφ], T> {vP …}}}

 (α＝〈Top, Top〉) 
 （41）では，ECM動詞とコントロール動詞がそれぞれC2を主要部とする節と
併合しているが，これはC1が節の最上位を占めなければならないことを要求
する（33a）の条件に違反にする。さらに，（41a）の派生は別の点からも破綻
することになる。ECM動詞は ［uφ］ を持っており，値付けの過程で埋め込み
節の主語に対格を付与しなければならない。値付けのために，埋め込み節の主
語は主節に移動しなければならないが，C2を主要部とするフェイズが介在す
るために当該の移動はPIC違反となる。もし，XPがαを経由して移動した場
合は，（39）の派生と同様に，{ 〈Top, Top〉   t …}の表示を生成してしまい，音声的具
現化を要求する〈Top, Top〉のラベルに  t を含むことになるため，派生は破綻
する。 

 　2つ目の考慮すべき派生は（42）に示されるように，C2がvPと併合し，そ
の後C1とTから成る主要部が併合される派生である。 

 （42） a. {β VECM[uφ] {TP <T, C1> {α XP[iTop] C2[uTop] {{vPvP DP DP[iφ] …[iφ] …}}}}}

 (α＝〈Top, Top〉) 
  b. VControl{β <C1[uφ],T> {α XP[iTop] C2[uTop]{{vPvP PRO PRO[iφ] …[iφ] …}}}}

 (α＝〈Top, Top〉) 
 この場合はコントロール構文もECM構文と同様に埋め込み込み節の主語
（PRO）がPICのため，αを経由せずにβに移動することはできず，C1が持
つ ［uφ］ が値未付与のままになるため派生が破綻する。 

 　最後に主語の局所的話題化が許されない事実を4.2節によって提案された主
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語疑問文の派生との違いを示しながら説明する。両者の派生において異なるの
は，素性共有の際に ［uF］ がどこに含まれているかである。Chomsky（2015）
では，wh疑問文のラベルを決定する際に共有される素性はCが持つ ［iQ］ と
wh句が持つ ［uQ］ であると仮定されている。疑問文におけるC主要部はその
節タイプを表すという意味において解釈可能なQ素性を持つため，この仮定
は概念的に妥当である。したがって，wh句は必然的に ［uQ］ を持つことになる。
これに対して，話題としての解釈を持つことを考慮すると，話題要素は ［iTop］ 
を持つと仮定するのが妥当であろう。関連する主語の局所的話題化の派生段階
を（43）に示す。 

 （43） {δ C1[uφ][iDec] {γ DP[uC][iφ ][iTop]i {β C2[uTop], tC1} {α DP[uC][iφ][iTop]i T[uφ] …}}}

 (α＝〈φ, φ〉, β＝C2, γ≠〈Top, Top〉, δ＝C1) 

 （43）はC1が主要部移動をした段階の派生を示している。α内のDPはTが持
つ ［uφ］ の値付けの結果として ［uC］ を持つが，γ内のDPはいかなる ［uF］ 
も含まない。そのため，γ内のDPが不可視となる。（43）は未決定のラベル
も値未付与の素性もないため，一見したところ問題がないように思われるがイ
ンターフェイスにとって問題となり得る。〈Top, Top〉のラベルに基づき，談
話に関する意味や音の情報が付与されるとするならば，（43）の構造は当該の
ラベルを持たないため，インターフェイスにおいて適切な解釈が与えられない
のである。これに対して，長距離の話題化はChomsky（2015）による that痕跡
効果と同じように派生させることができる。 

 （44） a. {C1 {α DP[uC][iφ][iTop] T[uφ] {{vP…vP…}}}} (α＝〈φ, φ〉) 
  b. {C1 {β DP[uC][iφ][iTop]i {C2[uTop], tC1} {<φ, φ>  Sbj T … {α t i T {{vP …vP …}}}}}}

 (β＝〈Top, Top〉) 
 （44a）の埋め込み節でC1の削除が適用され，TPがフェイズとなるため，DP

は主節に移動することができる。そして，（44b）のように，主節のβのラベ
ルは話題素性の共有に基づき適切に〈Top, Top〉と決定される。 

 5.3　場所句倒置構文の統語派生 

 　5.1節で提案したように，場所句倒置構文の派生では，（45）に示すように複
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合主要部が導入され，その後C削除が適用される。場所句倒置構文の統語派生
を（46）に示す。 

 （45） { α  C2 [uTop] , C1 [uφ][iDec] } (α＝C1) 

 （46） a. {γ {β C2[uTop], C1[uφ][iDec]}{α PP[iTop]i T[uTop][uφ] {vP v DP[uC][iφ] t i }}} 

  b. {γ {β C2[uTop], C1[uφ][iDec]}{α PP[iTop]i T[uTop][uφ] {{vPvP v DP v DP[uC][uC][iφ][iφ]  tt ii}}}} 

  c. {γ {β C2[uTop], C1[uφ][iDec]}{{αα PP PP[iTop]i[iTop]i T T[uTop][uφ][uTop][uφ] { {vPvP v DP v DP[uC][uC][iφ][iφ]    tt ii}}}}}

 (α＝〈Top, Top〉, β＝C1, γ＝C1) 

 （46a）に示すように，場所句PPがTPに移動し，複合主要部が併合され，フェ
イズレベルに達する。このフェイズレベルでC1とC2の両方の素性がTに継承
され，値付けとLAが適用される  10 。（47）に示すように，場所句倒置構文の動
詞がvP内に留まっている名詞句との一致を示す点を考慮すると，Tはφ素性
とは異なる素性の共有によって強化されなければならない。このため，C2が
持つ ［uTop］ はTに必ず継承されなければならない  11 。 

 （47） In the swamp were/ * was found two children. (Bresnan(1994: 94)) 

 したがって，小林（近刊）が指摘するように，場所句が主語位置を占める一方
で義務的に話題要素になることがLAの点から導かれる。（46b）に示すように
複合主要部βのラベルを決める段階で，話題化構文の派生とは異なり，C2の
削除が適用される  12 。このC2の削除により，Tに継承されたフェイズ性が活性
化するためα（＝TP）がフェイズとなり，vPが転送を受ける。ここでβ内に
は，もう一つのフェイズ主要部C1が残っていることに注意されたい。即ち，
C2の削除の結果として，αがフェイズになる一方でγも依然としてフェイズ
のままである。したがって，（46c）に示すように，vPの転送直後にαも転送
を受ける。 

 　島の効果は2つの連続するフェイズが出現するため，話題要素の2つのコピー
の同一性が保証できなくなるためであると主張する。 

 （48） {γ XP {β C2[uTop], C1[uφ][iDec]}{α PP[iTop] T[uTop][uφ] {vP v XP}}} 

Phase

 （48）に示すように，複合主要部が導入された後にPPを越えるXPはPIC違反



田中祐太64

を避けるために，γまで移動しなければならない。その後，C2の削除によって，
Tにおいてフェイズ性が活性化され，即座にα内の計算が行われる。コピーと
反復（repetition）の区別はフェイズレベルでなされるというChomsky（2015）
の仮定に基づくと，2つのXPはそれぞれ異なるフェイズ（αとγ）に属して
いるため，インターフェイスでは反復として解釈されることになる。これは明
らかに問題を引き起こす。例えば，XPが項である場合，高い方のXPは主題役
割が付与されないという問題に陥る。XPが付加詞であってもvP内で生成され
た付加詞として適切に解釈されない。また，低い方のXPが音声的具現化を受
けないことは復元可能性に違反する。仮に，XPがαを経由して移動した場合
は，（39）の派生と同様に，{ 〈Top, Top〉   t …}の表示を生成するため，派生は破綻する。
したがって，場所句倒置構文における島の効果も2つのフェイズが連続すると
いう点から説明される。 

 　ECM補部節のような非定形節において，場所句倒置構文が生起できない事
実に関しては，話題化構文と同様に（33a）の条件の違反か主節動詞が持つ ［uφ］ 
が値未付与のままであるからと説明される。 

 6．結語 

 　本稿では，Chomsky（2013，2015）に修正を加えた田中（2020）のLA理論
の下，話題化構文の統語的特徴を説明することを試みた。具体的には，話題要
素が生じる節には，複合主要部が併合されなければならないと主張し，当該主
要部のラベル付けのために片方の主要部の移動あるいは削除が適用されると提
案した。この提案の下で，話題化構文と場所句倒置構文が派生し，両者が島の
効果を示す事実と非定形節に生起できない事実を説明した。また，主語疑問文
ではwh句が局所的にCPに移動できるのに対して，主語の話題化ではそのよう
な移動が許されない事実に関しては，コピーの不可視性の点から説明を与えた。 
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 注 

 1 Lasnik and Saito（1992）は，話題化に対してTP（＝ IP）付加分析を提案し，（5）
などの事実に説明を与えている。しかし，Egashira（1997）が指摘するように，TP

付加分析にとって話題化が非定形節で適用できないことは問題となる。非定形節は
少なくともTP構造は持つため，当該の分析は（4b-c）を間違って文法的であると
予測してしまう。 

 2 場所句倒置構文が話題化構文と同じ特徴を示すという事実もLasnik and Saito

（1992）のTP付加分析にとって問題となるだろう。話題化構文と同じように，場所
句倒置構文がTP付加によって派生するとした場合，場所句は話題性と主語性の両
方を示すため，主語の局所的話題化が許されない事実が説明できない。 

 3 （26）のコピーの不可視性は句に関するものである。主要部移動に関しては，移動
直後に構造上の高さに基づき，その不可視性が決定すると仮定する。 

 4 田中（2020）の元々の提案は2つのコピーが同じ数で種類の異なる ［uF］ を含む場
合はどちらのコピーも可視的となるという条件を含んでいる点で（26）と異なるが，
後で見るように単純化された（26）の下で主語疑問文の派生は説明可能である。詳
細に関しては，田中（2020）を参照されたい。 

 5 本稿では，Sportiche（2016）に従って ［uF］ を含む統語対象が複数のコピーとして
生じる場合，そのうちのどれか1つのコピーの ［uF］ が値付けされてさえいればイ
ンターフェイスでは破綻しないと仮定する。したがって，長距離wh移動の場合に 

［uF］ を含む低いコピーが転送を受けたとしても直ちにインターフェイスでの破綻
を引き起こすことはない。 

 6 査読者から，コピーの不可視性が次のフェイズに持ち越されることはフェイズ単
位で保持される情報の増大を招くのではないかとの指摘があった。この問題はコ
ピーの不可視化を一種の転送とみなすことで解決されるかもしれない。即ち，1度
不可視となった（転送を受けた）統語対象が次のフェイズでも不可視のままである
ことが転送の性質に還元できる。 
 7 紙面の都合上，主語・助動詞倒置（T-to-C移動）の派生を割愛しているが，査読
者が指摘するように，主節疑問文においてT-to-C移動が適用されるならば，Tの低
いコピーが不可視になるため，βのラベルが決まらずに問題となる。この問題は
主語・助動詞倒置がTのCに対する内的対併合によって派生すると仮定すれば解決
するかもしれない。対併合を受けた要素は統語操作にとって不可視となるため，移
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動先のTが不可視となり，元位置のTが可視的となる。 

 8 Watanabe（1993）は，Cの主要部移動によって回帰CP構造が派生すると提案して
いる。Mori（2017）は，{H, H}構造にラベルを付与する方策としてHによる移動
を提案し，準助動詞  ought to に関する事実に説明を与えている。 

 9 この説明は（ia）に示すwh節の島の効果にも拡張できる。しかし，査読者が指摘
するように，非定形節において島の効果が緩和される事実に対して説明を与えるこ
とができない。 

 （i） a. ??[Which book] i  did Tom ask Kate [when j  he should buy  t  i  t j ]? 

  b.    [Which book] i  did Tom ask Kate [when j  to buy  t  i  t j ]?   (Obata (2006: 306)) 

 Kanno（2008）は非定形節はフェイズではないことから（i）のような対比が説明さ
れると主張している。Kannoの提案に基づけば，埋め込み節の末端を経由せずに
wh句が主節に移動できるので本提案が維持できる。しかし，wh節の島の効果には
文法性の判断に変異が見られたり，定形性以外の考慮も必要であり，事実は複雑で
ある。したがって，wh節の島に関しては今後の研究課題としたい。 

 10 小林（近刊）もまた，LAに基づいた場所句倒置構文の統語構造を提案し，場所
句はTと話題素性を共有し，〈Top, Top〉のラベルが与えられると主張している。 

 11 査読者から，（46）の派生に基づけば，主語の局所的話題化が派生可能になるの
ではないかという指摘があった。これを排除する可能性としては素性継承に関する
制限が考えられる。素性継承がラベル付けのために適用されると仮定すれば，ラベ
ル付けのために ［uφ］ が継承されるTに ［uTop］ が継承されることはない。 

 12 査読者が指摘するように，C1が主要部移動をする選択肢も可能であるはずであ
る。その場合はβのラベルはC2になるが，C2単独のラベルではインターフェイス
にとって何の貢献もないはずである。したがって，場所句倒置構文はC2の削除に
よってのみ派生可能である。 
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 Synopsis 

 A Labeling-based Analysis of  Topicalization in English 

 Yuta Tanaka 

 　 It is well-known that topicalization shows the syntactically idiosyncratic 
properties such as island effects, the restriction on its occurrences and the 
ban on its local application to subject.  In the previous studies, it has been 
pointed out that the first two properties are also found in Locative Inversion 
Construction (LIC).  On the other hand, LIC is crucially different from 
topicalization in that the locative PP shows subjecthood as well as 
topichood.  In other words, the locative PP as a topic element occupies the 
subject position while local subject topicalization is not allowed.  In addition 
to LIC, subject interrogatives must also be taken into consideration since 
there are some pieces of  evidence for the local movement of  the subject  wh -
phrase. 
 　 The aim of  this paper is to propose the syntactic derivation of  
topicalization in English and to account for the syntactic properties of  
topicalization in the framework of  the Labeling Algorithm (LA) proposed 
by Chomsky (2013, 2015).  In particular, it is proposed that the derivation 
of  sentences including a topic element is involved in the complex head {H, 
H} that consists of  two phase heads: one possesses unvalued phi-features 
and the other possesses unvalued topic feature.  Then, it is argued that one 
of  the two must undergo movement or deletion for labeling.  The sentence 
including topicalization is derived by the application of  movement, and LIC 
is derived by the application of  deletion.  The common syntactic properties 
can be attributed to the existence of  the complex head.  Additionally, the 
(im) possibility of  local subject movement in topicalization and 
interrogatives can also be accounted for under copy’s visibility and LA, along 
with the plausible assumption of  the featural distribution. 

       




