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1．はじめに  

（1a）と（2a）のような連用修飾の機能を果たす従属節は（1b）と（2b）のように「ノ」を伴って  

名詞を修飾することができる。  

（1）a．【シミュレーションを繰り返した結果】決定した。  

b．［シミュレーションを繰り返した結果旦】決定  （朝日2008／08／1釦1  

（2）a．【会社を守ろうと思い詰めたあげく】自殺した。  

b．【会社を守ろうと思い詰めたあげく虫】自殺  （朝日2009／02／05）  

本稿では従属節が「ノ」を伴って名詞を修飾する現象を「連体化」と捉えて、連体化し  

た従属節を「連体化従属節」と呼ぶ。連体化従属節を含む複合名詞句は「連体化複合名詞  

句」と、それ以外の複合名詞句は「複合名詞句」と呼んで区別する。連体化複合名詞句に  

は、（3）と（4）のように連体化従属節の動詞の主語を表示する「ガ」が「ノ」と交替する現象  

（以下：「ガ・ノ表示」現象）がある2。  

（3） a．中東情勢の総合的な評価や、米政府として今後の中東政策をどう進めて行く  

か  

については【ベーカー国務長官亜帰国した彼の検討】にゆだねることになる  

だろう。  （朝日1991／03／15）  

b．中東情勢の総合的な評価や、米政府として今後の中東政策をどう進めて行くか  

については【ベーカー国務長官旦帰国した彼の検討］にゆだねることになるだ  

ろう。  

（心 a．中西市長は「［柴同町長亜悩んだ未の決酎に感謝している」と述べた。  

b．中西市長は「【柴岡町長旦悩んだ未の決断】に感謝している」と述べた。  

1出典が表示されていない例文は作例によるものである。  

2連体化複合名詞句には「ガ」と「ノ」で表示できる（3）と紬に対して、「ガ」で表示しにくい（j）と「ノ」  
で表示しにくい（ii）の場合があるが、（i）と（ii）のような現象に関しては別稿に譲りたい0本稿では「ガ」  
が「ノ」と交替できる場合のみ対象にする。  

（i）被害者‡？？が／の〉泣きながらの訴え（ii）水面iが／？の‡朝日を受けての浄き鹿野1983：p・39）  

ー61－   



（朝日2005／02／19）   

本稿では、2節においては本稿で扱う連体化従属節及びそれが修飾する主名詞のタイプ  

について論じる。3節では、ガ・ノ表示現象を、ガ・ノ表示と同じ形式を取る連体節にお  

ける「ガ・ノ交替」現象と比較して、両者は異なる現象であることを主張する。4節では、  

「ガ」と「ノ」で表示されるNP（以下：それぞれ、「NPガ」と「NPノ」）を残して連体化  

従属節を移動する場合における振る舞いの相違を踏まえて「NI｝ガ」と「NPノ」がそれぞ  

れ生起する位置の相違を指摘する。5節においては4節での連体化従属節の移動の現象に  

基づき「NPガ」と「NPノ」の構造上の関係を明らかにする。6節ではSとNPの平行性  

に基づき、連体化複合名詞句における「NPノ」及び連体化従属節について論じる。  

2．連体化従属節と主名詞   

本稿で扱う従属節は益岡（1997）3に基づき、グループ・ジャマシイ（1998）が挙げた従属節  

を構成する形式を参考にする。対象となる連体化できる従属節は（5）の通りである4。  

（5）次第，て，んばかり，間，後，あまり，以外，以上，上 ながら（逆節），以前，  

一方，うち，おかげ，おり，限り，代り，末，くらい，前，あげく，結果，際，時，  

なり，とたん，たり，ため，つきり，たび，場合，他，ほど，まで，まま，  

っばなし・‥等  

茂木・森（2006）は、本稿の対象の一つとなる（6a）のような「テ形＋ノ」の形を取る「テ  

ノ名詞句」に関して、（6b）のように複文に言い換えられる主名詞を「述語性名詞」と、（6c）  

のように言い換えられない主名詞を「非述語性名詞」と呼ぶ。  

（茂木・森2006：p．1445）  

（茂木・森2006：p．144）   

（6）a．家族を置いての転塾  

b．家族を置いて転勤した。  

c．深く考えての孟墓  

連体化複合名詞句には茂木・森（2006）が取り上げた（6）のようなチノ名詞句の他、（7）のよ  

うな連体化従属節においても、仏）のように複文に言い換えられる（a）の場合と言い換えられ  

ない（c）の場合がある。  

き益岡（1997）は複文における従属節には（i）～（iv）の【】内で示すように4つの類型に分けられている。本  

稿の対象となるのは、連体修飾機能を持たない（iii）の「連用節」である。  

（i）【朝早く起きる】のは大変だ。  【名詞節】（益岡1997：p．11）  
（ii）［太郎が書いた］レポート  【連体節】（益岡1997：p．12）  

（獅）【出かけようとしたとき、】電話のベルが鳴った。   【連用節】（益岡1997：p．14）  

（iv）L兄は工学を勉強し、】弟は法学を勉強した。  【並列節】（益岡1997：p．14）  

4連体化できない従属節もあるが、連体化従属節の成否については考察の範囲外とする。そして、連体化  

の可否の判断は朝日新開の聞蔵Ⅱビジュアルで検索した結果である。  

さ本稿の例文の表記は、便宜上筆者が原文に修正を加えた箇所がある。  
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（7）a・シミュレーションを繰り返した結果の法定  

b．シミュレーションを繰り返した結果、決定した。  

C・シミュレーションを繰り返した結果の塵像  

（朝日2008／08／13）   

本稿は茂木・森（2006）の分類に従い、（7a）のような複文に復元できる連体化複合名詞句  

の主名詞を「述語性名詞」と、（7c）のようなできないものを「非述語性名詞」と区別して  

考察する。  

3．「ガ・ノ交替」と「ガーノ表示」   

ガ・ノ表示は（8）のような述語性名詞を主名詞に取る連体化複合名詞句においても、（9）  

と（10）のような非述語性名詞を主名詞に取る連体化複合名詞句においても、起こり得る。  

（8）a．中東情勢の総合的な評価や、米政府として今後の中東政策をどう進めて行くか  

については【ベーカー国務長引蚕∠旦〉帰国した後の検討］にゆだねることに  

なるだろう。  

b．中西市長は「［柴同町長幽悩んだ末の決断】に感謝している」と述べた。  

（9）a．【最近十年間に恋愛結婚した夫婦蚕出会った時の年齢】をみると、男性が二十五  

歳、女性が二十二歳で十年前とほとんど変わらない。（朝日1999ノ09／19）  

b′【最近十年間に恋愛結婚した夫婦旦出会った時の年齢］をみると、…。  

（10）a．【あの男蚕日本に来る前の経歴1を調べてみた。  

（橋本1997：p．49）  b．【あの男旦日本に来る前の経歴】を調べてみた。   

（8）～（10）のようなガ・ノ表示は、（11）のような連体節内の主語の「ガ」が「ノ」と交替  

する「ガ・ノ交替」と一見同じような現象に見える。  

（三原・平岩2006：p．307）  

（Ocbi2001：p．262）   

（11）a．［昨日太郎〈が／の〉買った】本はこれです。  

b．【来年真珠iが／の〉安い】可能性  

Harada（1971，1976）は以下のようにガ・ノ交替には主語と動詞の間に他の成分（以下、  

介在要素）が出現する場合は成立しないという制約があるとする。  

（Harada1971：p．26）  

（Harada1971：p．30）  

（12）［お金（が／の〉ある】人  

（13）【子供達iが／★の〉皆で勢いよく駆け上った］階段  

また、Ⅵ払tanabe（1996）は、介在要素が名詞である場合は（14）と（15）で示すように、直接  
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目的語のほうが後置詞句よりガ・ノ交替の成立に影響を与えることから、これを他動性制  

約（取ansitivityrestriction）と呼んでいる。  

（Ⅵ屯tanabe1996：p．375）  

（Ⅵbtanabe1996：p．375）   

（14）［昨日ジョンiが／☆の）本を買った】店  

（15）［ジョン〈が／の‡アメリカへ行った】こと  

一方、連体化複合名詞句の場合は、（16）～（19）のように介在要素があっても、Ⅵhtanabe  

（1996）の他動性制約が適用されず、ガ・ノ表示が可能である。  

（16）a．山田先生の授業では、［学生蚕我慢を重ねた末の大あくび］が絶えない。  

b．山田先生の授業では、【学生旦我慢を重ねた末の大あくび】が絶えない。  

（17）a．【警察単一台ずつ車を止めての検問】で渋滞になった。  

b．【瞥察旦一台ずつ車を止めての検問】で渋滞になった。  

（18）a．友だちのお母さんから電話がかかってきました。そのときに、【あなた亜母親  

の不在を伝える場合の言い方】として最も適当なものを次の中から選び、記号  

で答えなさい。  （朝日2009／06／20）  

b．（前略）…。そのときに、【あなた旦母親の不在を伝える場合の言い方］として＝・。  

（19）a．妹は、【親友蚕事務所を立ち上げたとたんの不幸な出来事］を聞いて心配してし  

まったようだ。  

b．妹は、親友些事務所を立ち上げたとたんの不幸な出来事】を聞いて心配してし  

まったようだ。   

以上の点から、ガ・ノ交替とガ・ノ表示は異なった現象であると言える。そのため、連体  

化複合名詞句におけるガ・ノ表示に適用できる説明を考える必要性がある。   

4．「NPガ」と「NPノ」の構造上の位置   

「NPノ」の場合は（20b）～（27b）で示すように、主名詞が述語性名詞か非述語性名詞を問  

わず、連体化従属節の「NPノ」を除く部分は「NPノ」の前にかき混ぜることができる。  

（20b）～（23b）は述語性名詞の例で、（24b）～（27b）は非述語性名詞の例である。  

（20）乱 柴同町長里悩んだ末の決断  

柴同町長里 gi決断  悩んだ末の  

（21）a．ベーカー国務長官里帰国した後の検討  

ベーカー国務長官旦 fi検討  帰国した後の  b．  

（22）a．学生旦我慢を重ねた末の大あくび  

学生里 子i大あくび  を重ねた末の  
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（23）a．警察旦一台ずつ車を止めての検問  

督察壁 土i検問  一台ずつ車を止めての  b．  

（24）a．あなた里母親の不在を伝える場合の言い方  

あなた旦Ji言い方  母親の不在を伝える場合の  b．   

（25）a．あの男旦日本に来る前の経歴  

あの男里 方i経歴  日本に来る前の  b．  

（26）a．最近十年間に恋愛結婚した夫婦旦出会った時の年齢  

最近十年間に恋愛結婚した夫婦些．れ年齢  出会った時の   b．  

（27）a．親友些事務所を立ち上げたとたんの不幸な出来事  

事務所を立ち上げたとたんの  親友旦し よi不幸な出来事   b．  

一方、「NPガ」は（28b）～（35b）で示すように、主名詞のタイプを問わず、連体化従属節  

の「NPガ」を除く部分は「NPガ」の前にかき混ぜることができない。（28b）～（31b）は述  

語性名詞の例で、（32b）～（35b）は非述語性名詞の例である。  

（28）a．柴同町長里悩んだ末の決断  

b．噛ん牽車軸柴同町長澄fi決断  

（29）a．ベーカー国務長官蚕帰国した後の検討  

帰国した後の  ベーカー国務長官壁わ検討  b．☆  

（30）a．学生亜我慢を重ねた末の大あくび  

を重ねた未の  学生が gi大あくび  b．★  

（31）a．警察単一台ずつ車を止めての検問  

一台ずつ車を止めての  管察盤 古i検問  b．★  

（32）a．あなた蚕母親の不在を伝える場合の言い方  

母親の不在を伝える場合の  あなた壁 土i言い方  b．★   

（33）a．あの男蚕日本に来る前の経歴  

日本に来る前の  あの男壁 土i経歴  b．★  

（34）a．最近十年間に恋愛結婚した夫婦選出会った時の年齢  

出会った時の  最近十年間に恋愛結婚した夫婦盤 古i年齢  b．★  

（35）a．親友坐事務所を立ち上げたとたんの不幸な出来事  

事務所を立ち上げたとたんの  b．★   親友澄 子i不幸な出来事   

以上の、連体化複合名詞句における「N‡，ノ」及び「NPガ」以外の要素のかき混ぜの現  

象の振る舞いの相違に関しては、どう捉えればいいであろうか。   

日本語では（36a）の複合名詞句「太郎が花子を殴った事件」をかき混ぜる場合は（36b）の  
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ように内部の要素の「太郎が」を残して移動できず、（36c）のように複合名詞句全体「太郎  

が花子を殴った事件」を移動しなければならない。（37）のような補文標識のト節の場合に  

関しても同様である。  

（36）a．次郎は【太郎蚕花子を殴った事件を】知っている。  

次郎は【太郎蚕 ≠i】知っている。  花子を殴った事件を  

次郎は【fi】知っている。  太郎蚕花子を殴った事件を   

（37）a．次郎は【太郎蚕花子を殴ったと】思っている。  

次郎は［太郎逆 オi】思っている。  花子を殴ったと  

次郎は［fi】思っている。  太郎蚕花子を殴ったと   

（36）と（37）の複合名詞句の移動と同様、名詞を修飾する節の移動に関しても（38）～（40）で  

示すように節全体を移動しなければならない。  

（38）a．赤い【昨日太郎建∠虫〉買った】マフラー  

b．☆匡迅 赤い【昨日太郎建∠旦〉fi】マフラー  

昨日太郎‡が／の〉 買った  赤い【fi】マフラー  C．  

（39）a．本当の【昨日太郎建∠里〉泣いた］理由   

b．☆匝亘玉本当の【昨日太郎建∠里〉fi】理由  

昨日太郎（が／の‡泣いた  本当の【fi］理由  C．  

（40）a．最近の【来月太郎逆留学する‡との／という‡】噂  

留学する〈との／という  最近の［来月太郎蚕fi】喩  

来月太郎が留学する〈との／という  最近の【オi】噂  

（38）の内の関係と（39）の外の関係の連体節においては、連体節の動詞を修飾する「昨日」  

が「太郎が／の」に先行していることから、「太郎が／の」は連体節内の成分であると考え  

られる。（38b）と（39b）で示すように連体節内の成分である「太郎が／の」を残して移動で  

きず、（謂c）と（39c）のように連体節全体「昨日太郎（が／の）買った」「昨日太郎（が／の）泣  

いた」を移動しなければならない。また、連体節が「トノ」「トイウ」を伴って主名詞を修  

飾する（40）においても、節全体「来月太郎が留学する（との／という）」を移動しなければ  

ならない。（36）～（40）の考察を踏まえて、動詞やその動詞の成分で構成される節を移動す  

る場合はその節内の成分を残して移動できず、節全体を移動しなければならないことが分  

かった。  

（20）～（35）のような連体化従属節の移動は（36）～（40）と同様、連体化従属節が動詞やその  

動詞の成分で構成されることから、節の移動であると考える。（36）～（40）の考察に照らし  

合わせると、「NPガ」を残して連体化従属節を移動し不適格となる場合は節全体の移動で  
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はない一方、「NPノ」を残して移動し適格となる場合は節全体の移動であると考えられる。  

これに基づくと、「NPガ」は移動される連体化従属節内の成分であるが、「NPノ」は「NP  

ガ」と違って連体化従属節外の成分であると考えられる。つまり、「NPガ」と「NPノ」  

には構造上の位置の違いがあると言える。以上の考察に基づき、「NPガ」と「NPノ」は  

下記のような構造を持つと考える。ここでは連体化従属節が生起する領域を仮に「ⅩP」6と  

呼ぶ。  

（41）a．kp学生蚕我慢を重ねた末の】大あくび  

b．kpあなた蚕母親の不在を伝える場合の］言い方  

（42）a．学生里kp我慢を重ねた末の】大あくび  

b．あなた旦kp母親の不在を伝える場合の】言い方  

5．rNPガ」と「NPノ」の構造上の関係   

前節では、「NPガ」と「NPノ」が構造上異なる位置に生起することを明らかにした。  

連体化従属節の外に生起する「NPノ」のNPは連体化従属節内の動詞の主語である「NP  

ガ」と同様、その動詞の意味上の主語であると解釈する。つまり、構造上相違する位置に  

生起する「NPガ」と「NPノ」のNPは（43）のように同一指標であると解釈されると考え  

る。  

（43）a．学生i旦 kp学生i登我慢を重ねた末の】大あくび  

b．あなたi旦 kp あなたi澄母親の不在を伝える場合の］言い方  

（43）のような解釈を踏まえて、「NPガ」と「NPノ」の関係は（44）のような繰上げ構造  

と（45）のようなコンロール構造の両方の可能性がある。（44a）と（45a）は述離名詞の例であ  

り、（44b）と（45b）は非述語性名詞の例である。  

【繰上げ構造】  

（44）a．学生旦ikpオi我慢を重ねた末の］大あくび  

b．あなた旦ikp fi母親の不在を伝える場合の］言い方  

【コントロール構造】  

（45）a．学生i旦Ib proi我慢を重ねた未の】大あくび  

b．あなたi旦 bproi母親の不在を伝える場合の】言い方  

（44）の繰上げ構造においては、連体化従属節内の主語「学生が」「あなたが」がその節外  

6本稿は総じて従属節を副詞（Adverb）と捉えそれが生起する領域は「Advp」とする。それに対応する連体  

化従属節が生起する領域は総じて仮に rXP」と捉える。  
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に繰り上げられ、属格「ノ」が付与され、元の場所に痕跡を残すと考える。それに対して、  

（45）のコントロール構造においては、連体化従属節外に生成され、先行詞となる「学生の」  

「あなたの」が連体化従属節内の主語「学生が」「あなたが」をproコントロールすると考  

える。連体化複合名詞句における繰上げ構造とコンロール構造のいずれが妥当であるかを  

検討する。   

痕跡とPROが含まれる構成素は、かき混ぜの現象において相違点が見られる。Hiraiwa  

（2005）は痕跡が含まれる構成索は（46）のように、PBC7によりそれの先行詞を超えて移動す  

ることができないと述べた。それに対して、PROが含まれる構成索は（47）のように移動す  

ることができるという。  

（46）a．太郎は花子iを（愚かにも）fi馬鹿だと 思った。  

b．ヤ［オi馬鹿だと】j 太郎は花子をi（愚かにも）【fj】思った。  

（47）a．太郎は花子iに【PROiボストンへ行くことを】命じた。  

b．【pROiボストンへ行くことを】j太郎は花子iに［fj】命じた。  

（Hiraiwa2005：p．169）  

移動の関わらない空範疇に関しては、PROは格付与されない位置に生起するのに対して、  

proは格付与される位置に生起するという8。（48b）で示すように連体化従属節の中にその節  

外の「NPノ」と異なる「NPガ」が顕在化した連体化複合名句が見られることから、連体  

化従属節内の動詞の主語の位置にproが存在すると考えられる。  

（48）a．A選手i旦b proi現役を引退する前の】大活躍はフアン達に期待される。  

b．A選手旦b B監督逆現役を引退する前の】大活躍はフアン達に期待される。  

proが含まれる構成素はかき混ぜの現象においては（49）のような振る舞いを見せる。  

（49）a．太郎iは花子に【彼iがボストンへ行くと】言っていた。  

b．太郎iは花子に broiボストンへ行くと】言っていた。  

c．broiボストンへ行くと】j 太郎iは 花子に【オj】言っていた。  

（49b）のようなト節内の主語の位置の空範疇は（49a）で示すように同一指標の「彼が」が  

顕在化できることから、prOであると捉えることができる。そして、即0が含まれる構成  

素は（47）のPROの場合と同様、PBCが適用されず（49c）のように移動することができる。   

連体化従属節は（50）のように主名詞のタイプを問わず「NPノ」を残して移動できる。  

7ProperBindingCondition（PBC）：Trace8mu8tbebollnd  

8中村・金子・菊地（2001：pp．131・136）を参照。  
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もし、（50）の「NPノ」の「NP」が連体化従属節内から繰り上げられる構造をなすなら、  

（51）のような構造を取ることになり、（46）で示したPBCが適用され不適格となると予測で  

きる。それに対して、もし、（50）の「NPノ」の「NP」がコントロール構造をなすなら、  

（52）のような構造を取ることになり、（46）で示したPBCが適用されず適格となると予測で  

きる。  

（50）a．b我慢を重ねた末の】j 学生の【オj］大あくび  

b．b母の不在を伝える場合の】j あなたの【わ】言い方  

（51）a．賀［好古i我慢を重ねた末の］j 学生のi【わ】大あくび  

b．☆kpfi母の不在を伝える場合の］j あなたのiレj】言い方  

（52）a．【貯prOi我慢を重ねた末の】j 学生のi【gj】大あくび  

b．［ⅣprOi母の不在を伝える場合の】j あなたのi［fjl言い方   

（50）のように「NPノ」と同一指標であると解釈される主語を含む連体化従属節が移動  

できることから、連体化複合名詞句における「NPガ」と「NPノ」は（53）のようなコント  

ロール構造を取ると考える。  

（53）a．学生iのbproi我慢を重ねた末の］大あくび  

b．あなたiのbproi母の不在を伝える場合の】言い方  

6．連体化複合名詞句の内部の構造  

（54b）は述語性名詞を動詞化して（54a）のように文に復元できる。竹沢（1993）はⅩ，理論に  

基づき（54）の（a，b）をSとNPの平行性と捉える。  

（54）a．b アメリカ軍が hバグダッドを 破壊し】た】。  

b．［仰アメリカ軍の【Ⅳバグダッドの 破壊】】  （竹沢1993：p．47）  

竹沢（1993）を踏まえて、D構造において主語がVP内に現れるという VP内主語仮説  

（SaitoandMurasu由1990等）及びDP仮説に基づくと、D構造でのVpとNPに構造の平  

行性があると捉えることができる。S構造においてはSの場合は（55a）のように、Ⅴアの指  

定部の主語がIPの指定部に繰り上げられ主格が付与されるとする。NPの場合は（55b）の  

ように、NPの指定部の意味上の主語がDPの指定部に繰り上げられ属格が付与されると  

する。以上の議論に基づき、（54a，b）で示すようなS構造におけるSとNPの平行性は（55a，b）  

で示すようにIPとDPの平行性であると捉えることができる。下記の（56a，b）は（55a，b）の  

対応と同様である。  
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（55）a．hpアメリカ軍iがh左 バグダッドを 破壊し】た1。  

b．bpアメリカ軍iの hp占 バグダッドの 破壊］】  

（56）a．bp（従業員iが）kpね 倉庫に（新商品を）移動し］た］。  

b．bp（従業員iの）hpム 倉庫への（新商品の）移動‖  

非述語性名詞の複合名詞句も述語性名詞と同様、（57）のようにⅩ’理論に基づき、NPの  

指定部の＜所有者＞の意味役割を担う名詞がDPの指定部に繰り上げられ属格が付与され  

るとする。  

（57） bp学生iの hp義 先生への態度】］  

（55a，b）と（56a，b）のようなIPとDPの平行性においては、（58a，b）と（59a，b）のような名詞  

に対する格表示の形態が対立している。   

（58）a．Lpアメリカ軍〈が／★の‡バグダッド†を／攣〉破壊した】。  

b．bpアメリカ軍特注∠唾〉バグダッド〈★を／些〉破壊】  

（59）a．hp（従業員iが／攣‡）工場‡で／かでの〉倉庫†畔への〉（新商品〈を／★の〉）移動し  

た】。  

b．［Ⅳ（従業員‡★が／の〉）工場i★で／での）倉庫iWへの〉（新商品i★を／の〉）移動］  

IPにおいては（58a）と（59a）で示すように、「ノ」あるいは「デノ」「ヘノ」等の「格＋ノ」  

という形で表示できず、「ガ」「ヲ」「デ」「二」等で表示しなければならない。一方、DI）  

においては（58b）と（59b）で示すように、「ガ」「ヲ」「デ」「二」等で表示できず、「ノ」ある  

いは「デノ」「へノ」等の「格＋ノ」という形で表示しなければならない。主名詞が非述  

語性名詞である場合の（60）も（58b）と（59b）の述語性名詞と同様な形式で表示される。  

（60） bp学部生㌣が／の‡先生〈★に／への〉態度】  

このIPとDPにおける格表示の形態の対立に基づき、DI，において表示される形式は「連  

体形式」と、IPにおいて表示される形式は「連用形式」と区別して考える。   

以上のNpに対する格表示と同様、（61）で示すようにIPとDPにおける節の主要部の表  

示の形態も対立している。複文における補文標識のCP「ト節」の主要部Cは動詞を修飾  

する場合は（61a）のように「ト」では表示できるが、「トノ」「トイウ」では表示できない。  

一方、名詞を修飾する場合は（61b）のように「ト」では表示できないが、「トノ」「トイウ」  

では表示できる。名詞を修飾する場合は（61b）と（62）で示すように主名詞のタイプに関係な  
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く「トノ」「トイウ」で表示される。  

（61）a．bl【cp2hp2来月太郎君がアメリカに留学する】tと／★と甲〉】学生〈に／hの‡報告  

した】。  

も．bp【cphp来月太郎君がアメリカに留学する］とと／とや〉］学生ピに／十や）報告】  

（62）bp［cphp来月太郎君がアメリカに留学する粋と／との／という‡】噂】  

以上の主要部Cの形態の対立に基づき、Cが「ト」で表示される場合は連用形式である  

と、「トノ」「トイウ」で表示される場合は連体形式であると捉えられる。そして、（61）の  

ように連用形式を取るCPの場合はそれを支配するⅣ内の名詞に対する格表示も連用形式  

であると同様、連体形式を取るCPの場合はそれを支配するDP内の格表示も連体形式で  

あると分かった。これまでのIPとDPにおけるト節の考察に基づくと、（63）のように表示  

できる。  

（63）a．bl［cp b2 VI］上  】ガ／ヲ／二／デ… ⅤⅠ】  

b．bp【cp hp V封‡トノ／トイウ〉］ノ／へノ／デノ…  N］  

CPが主節の動詞を修飾する場合は、CP内の名詞に対する格表示は（64a）で示すように  

主要部Cと同様、連用形式を取る。一方、CPが名詞を修飾する場合は、主名詞のタイプ  

に関係なく、（63b）のように主要部Cが連体形式を取るにも関わらずCP内の名詞に対する  

格表示は（64b）と（65）で示すように連用形式を取る。（64）と（65）を踏まえて（63）に基づくと、  

（66）のように表示できる。  

（64）a．bl【cp2bp2来月太郎君‡が／★の〉アメリカiに／hの‡留学する1土l学生に報告  

した】。  

b．【cp【Ⅳ来月太郎君（が／★の〉アメリカ‡に／★への〉留学する】＿と聖］学生への報告  

（65）  【cphp来月太郎君（が／★の〉アメリカiに／★への〉留学する】iとの／という〉］噂  

（66）a．bl【cp hp2 ガ／ヲ／二／デ… ⅤⅠ】上 】ガ／ヲ／二／チ・・ⅤⅠ】  

b．bp【αbガ／ヲ／二／デ‥ ⅤⅢトノ／トイウ〉】ノ／へノ／デノ… 涌  

これまでの議論に基づき、連体化複合名詞句での表示を、それに対応する複文と比較し  

て考察する。従属節を含む複文とそれに対応する複合名詞句での表示は下記通りである。  

（67）a．A選手〈が／チ些‡hvpB監督‡が／★の）現役瞳∠三聖〉引退する（前／働‡］大活躍  

した。  

b．A選手浬／の〉kp B監督魁少現役瞳∠三里〉引退する（★前／前面】大活躍  
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（68）a．責任者坤／？や‡kd，P現場iを／★の‡見iて／て（可］状況iを／り〉判断した。  

b．責任者i‡★が／の）kp 匹Oi現場（を／★の‡郎竺て／ての〉】状況‡★を／の）判断  

主節を修飾する従属節AdvPの主要部は（67a）と（68a）で示すように「マエ」「テ」の形し  

か取れない一方、名詞を修飾する連体化従属節ⅩPの主要部Ⅹは（67b）と（68b）のように「マ  

エノ」「テノ」の形しか取れない。この形態の対立に基づき、「マエ」「テ」は連用形式であ  

ると、「マエノ」「テノ」は連体形式であると捉えられる。そして、連用形式を取るAdvP  

と同様、動作主の「A選手」「責任者」及び目的語の「状況」等のAdvP外の名詞に対する  

格表示も（67a）と（68a）で示すように連用形式である。また、連体形式を取るⅩP と同様、  

意味上の動作主の「A選手」「責任者」及び意味上の目的語の「状況」等のⅩP外の名詞に  

対する格表示も（67b）と（68b）で示すように連体形式である。連体形式を取る連体化従属節  

の内部の格表示に関しては、（67b）と（68b）のように主要部Ⅹが連体形式を取るにも関わら  

ず連体化従属節内では連用形式を取る。  

（67）と（68）の形態の対立に基づき、（67a）と（68a）で示すように連用形式を取る従属節は連  

用形式を取る「A選手が」「責任者が」「状況を」等のAdvP外の名詞と同様、IP内に生起  

し主節の動詞を修飾すると考える。そして、それと同様、（67b）と（68b）で示すように連体  

形式を取る連体化従属節は連体形式を取る「A選手の」「責任者の」「状況の」等のⅩP外  

の名詞と同様、D‡〉内に生起し主名詞を修飾すると考える。これまでの議論に基づき、  

（68a，b）は下記のようなS構造を持つと考える。  

（69）a．bp 責任者坐  kd，P現場皇見三］  状況皇 判断した】。  

b．bp責任者i空し【ⅣprOi現場生見三重】状況里 判断】  

また、主名詞が非述語性名詞である（70）と（71）においても、主要部Ⅹ及びⅩP内部の格  

表示に関しては述語性名詞の場合の（67b）と（68b）と同様な形式を取ることから、連体形式  

を取る連体化従属節は連体形式を取る「A選手の」「責任者の」等のⅩP外の名詞と同様、  

DP内に生起し主名詞を修飾すると考える。これまでの議論に基づき、（71）は（72）のような  

S構造を持つと考える。  

（70）A選手‡榊〉bB監督馳現役睦∠三聖i引退する‡増す／前の〉】犯行  

（71）責任者i㌣が／の）bproi現場（を／千里†見やて／ての‡］気持ち  
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（72）bp責任者i旦 b proi現場旦見工聖］気持ち】  

7．錯簡   

本稿では、連体化従属節に関わるかきまぜ現象における「NPガ」と「NPノ」の振る舞  

いに基づき、主名詞が述語性名詞か非述離名詞かを問わず「NPガ」と「NPノ」の構造  

上の生起位置が相違することを主張した。「NPガ」は連体化従属節内に生起するのに対し  

て、「NPノ」はその節外に生起すると提案した。そして、連体化従属節の移動をPBCに  

照らし合わせると、「NPノ」は連体化従属節外に生成し、連体化従属節内の「NPガ」を  

proコントールする構造を取ることが明らかになった。また、DP仮説及びSとNPの平  

行性を踏まえたIPとDPの平行性に基づき、連体化複合名詞句は、S構造においては「NP  

ノ」がDPに生起し、連体化従属節と共に主名詞を修飾する構造をなすと提案した。本稿  

では言及していないが、従属節の階層（南（1974，1993）等）及び構造上の生成位置（Koizumi  

（1993）、内丸（2006）等）との対応性を含めて連体化複合名詞句における連体化従属節の構造  

上の位置を明らかにすることを今後の課題にしたい。  
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