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Abstract 

 

In this paper I would like to mainly investigate center-embedding 

structures and the processing of these structures. In Section 2, I 

would like to investigate the center-embedding structures of Japanese 

and English and the processing of these structures. I would like to 

emphasize that both languages have operations by which we may be 

able to easily parse center-embedding structures, which are said to be 

difficult to parse. In Section 3, I would like to introduce the work of 

Dryer (1980) and say that there seem to be operations by which we 

may be able to easily parse center-embedding structures also in 

languages other than Japanese and English. In Section 4, I would like 

to introduce the analysis of corpus studies of scrambling in Japanese 

newspapers. Section 5 concludes this paper.  

 

1. 導入  

中 央 埋 め 込 み (center-embedding) は 、 右 枝 分 か れ 構 造

(right-branching)などと比較して、計算に負荷がかかる構造であ

るということは、Miller & Chomsky (1963)や Chomsky(1965)など

においても述べられており、心理言語学や脳科学における実験に

おいても、そのような事実を証明するような実験結果が出ている。

例えば、Stromsword, Caplan, Alpert, Rauch (1996)では、The juice 

that the child spilled stained the rug.のような中央埋め込みを含む

文を処理するときの脳の働きと、The child spilled the juice that 

stained the rug.のような右枝分かれ構造を含む文を処理するとき

の脳の働きを比較し、前者の方が後者よりも、脳で行われている

計算に負荷がかかっているという事実が観察されている。これら

のことからも、中央埋め込みは計算の負荷がかかる構造である、

という仮説は、ある程度的を射たものであると言えよう。  

この論文においては、まず、日本語と英語という、統語構造が大
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きく異なる二つの言語を比較して、それぞれの言語において、中

央埋め込みを含むような文が出てきた際に、ある操作を施すこと

によって、中央埋め込みの処理を簡単にすることができるような、

そういう操作が日本語、英語ともに存在する、ということについ

て簡単に述べたいと思う。ここでは、日本語では scrambling、英

語では Heavy-NP shift などといった optional movement を、以上

で述べたような操作の一例であると仮定し、議論を進めたいと思

う。  

第２節で、日本語と英語それぞれの言語における中央埋め込みの

例と、その処理を簡単にしているように思われるような操作を簡

単に見た後、後の第３節、第４節において、次のような問いを立

て、それに対する私なりの議論を加えていきたいと思っている。

問いの一つ目として、「第２節で見るような、中央埋め込みの処

理を簡単にするような操作は、日本語や英語だけではなく、多く

の言語に普遍的に見られるのか」という問いを立てる。ここでは、

Dryer (1980)の記述的な観察に基づき、この問いに肯定的に答え

ることを目指す。  

もう一つの問いとして、「 scrambling などの optional movement を

引き起こしやすいような前後の文脈とはどのようなものが考え

られるか」という問いである。「統語処理においては、中央埋め

込みがあるかどうかといった要因だけでなく、旧情報・新情報な

どの文脈上の要因が複雑にからみあうことによって、 scrambling

を起こした方が自然になるような文脈が生じていると思われる

から、新聞などで実際に scrambling が起こっているコーパスを調

べ、それを分析した方がよい」という加藤泰彦氏の助言のもと、

実際に新聞を用いて、scrambling が起こっている文を調べ、その

前後の文脈がどうなっているかを分析した。  

 

2. 日本語と英語における中央埋め込み  

この節では、日本語と英語において生じうる中央埋め込みについ

て考察を加えていく。  

まず、多重埋め込みが生じるような文の一つとして、目的語が

CP であり、その CP の目的語がまた目的語に CP を含む、という

構造が考えられる。日本語においては、以下の (1)がそれに該当

すると思われる。  
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(1)[太朗が [次郎が [三郎が本を読んだと ]思ったと ]信じている ] 

 

(1)の文は、動詞の取り方によっては、理論上はさらにいくらで

も文を埋め込むことが可能である。しかし、文を埋め込めば埋め

込むほど、どの主語がどの動詞と対応するのかの関係性を理解す

るのが困難になり、統語処理が複雑になる、ということが、直観

的にではあるが、一応の事実として言えると思われる。  

Marcus (1980), Berwick & Weinberg (1984), Hawkins (1990)などに

よると、パーサーは、今処理が行われている句がどのような直接

構成素構造をとるのかを、各々の直接構成素の詳細よりも先に大

まかに処理する方が、計算に負担がかからないといった主張がな

されている。具体例として、以下のような動詞句を考察する。  

 

(2) Put the book that I bought yesterday at  the bookstore on the table.  

 

(2)の VP は V=put, NP=the book that I bought yesterday at the 

bookstore, PP=on the table という、V, NP, PP を直接構成素として

持つ動詞句である。 (2)の処理においては、動詞句の中にある PP

を処理するよりも、非常に長い NP の細部の処理を先にしなけれ

ばならない。したがって、この VP の中に V, NP, PP という３つ

の直接構成素があるという大まかな情報をパーサーが把握する

よりも、非常に長い NP の細部の処理を先に施さなければならな

いため、統語処理に負担がかかるという仮定ができるように思わ

れる。  

ここで、話を (1)の文に戻す。 (1)の文が処理するのが困難である

という事実の説明としては、以下のようなことが言えるのではな

いかと思われる。まず主語となる NP が与えられた時、それを支

配する S という句の構成素構造、すなわち VP が何かということ

をいち早く把握するのが、脳の計算にとって効率的で負荷がかか

らない方法であると思われる。しかし、 (1)においては、主語と

なる NP の後に来るのは VP ではなく、再度主語の NP である。

したがって、最初の主語となる NP を VP と結び付けて S にする

という操作を行うことができないまま、再度新たな S の処理を

始めなければならないというわけである。この、主語となる NP
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が現れる度に、それを VP と結び付けて S という句構造としてそ

れを処理するということが (1)においてはできないということが、

(1)の文の処理を困難にしている要因の理論的説明であると思わ

れる。  

次に、 (1)に scrambling を施した、以下の (3)を見る。  

 

(3) [三郎が本を読んだと ][次郎が思ったと ][太朗が信じている ] 

 

この文は、主語の NP がまず与えられ、その後にすぐそれに対応

する VP が来ている。したがって、以下のような仮定が立てられ

る。「三郎が本を読んだ」を処理している段階では、パーサーは

これを主節の SV と勘違いして処理している。しかし、直後に

complementizer の「と」が来ることによって、パーサーは今まで

処理してきた「三郎が本を読んだ」という文が、この後に出てく

るであろう SV の complement であると正しく把握する。そして、

「次郎が思った」という SV が出てきた際に、「三郎が本を読ん

だと」という CP を「思った」の complement として正しく処理

しているのではないかと考えられる。  

以上のような理由により、 (3)の文は、 (1)と比較して、統語処理

に困難さは示さないと思われる。このことから直に「 scrambling

は多重中央埋め込みの処理を容易にする『ために』行われる操作

である」ということは無論できないが、少なくとも、「日本語は

scrambling という操作を用いることによって、多重中央埋め込み

の解釈を容易にすることができる」という記述的なレベルでの観

察はできるように思われる。  

次に、 (1)を英語に訳した以下の (4)を見る。  

 

(4) [Taro believes [that Jiro thinks [that Saburo read the book.]]]  

 

日本語の場合と異なり、 (4)は中央埋め込みとはならない。この

要因としては、英語の基底語順が SVO であることが挙げられる。

しかし、だからといって、英語には中央埋め込みが存在しないと

いうわけではない。以下の (5)が中央埋め込みの例として挙げら

れる。  
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(5) The man [who is from the city [which is famous for apples [which 

are delicious]]] has just arrived . 

 

しかし、 (6)のように、中央埋め込みを避けるような optional な

操作を施すことが可能である。  

 

(6) The man has just  arrived [who is from the city [which is famous 

for apples [which are delicious]]]  

 

以上のことから、日本語の場合と同様に、「Heavy-NP Shift など

の optional movement は、多重中央埋め込みの処理を容易にする

『ために』行われる操作である」と直に結び付けることは無論で

きないが、少なくとも記述レベルにおいて、「主語内の埋め込み

などにより、多重中央埋め込みが生じた場合には、Heavy-NP Shift

などの optional movement を施すことにより、解釈を容易にする

ことができる」という事実は少なくとも言えるのではないか。  

このように、統語構造が大きく異なる日本語と英語いずれにおい

ても、中央埋め込みの処理を簡単にすることができるような操作

が存在する、という事実は非常に興味深いものであると思われる。

それは、そのような中央埋め込みの処理を簡単にすることができ

るような操作が、普遍的に多くの言語に備わっていることを示唆

している可能性がある。次の節においてこの可能性について論じ、

日本語と英語以外の言語においても、主語や目的語が sentential

になり、中央埋め込みとなった場合には、それを義務的であれ、

随意的であれ、中央埋め込みを避けるような操作が見られること

について論じたいと思う。  

 

3. 中央埋め込みの処理の普遍性へ向けて  

本文この節においては、Dryer (1980)の記述的研究に基づき、主

語や目的語が sentential になることによって中央埋め込みが生じ

た際に、その処理を簡単にすることができるような操作が、随意

的にであれ、義務的にであれ、日本語や英語以外の言語にも存在

するということについて述べたいと思う。ここでは Dryer (1980)

の研究すべてを紹介することはせず、その中の代表的だと思われ

る例を３つ挙げて説明を進めていく。  
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１つ目として、Wappo 語が挙げられる。この言語の基底語順は

SOV のため、 (7)のような SVO の語順は非文となる。  

 

(7) *?ah hatiskhi? ce kew.
1  

I   know   that man 

'I know that man.'  

 

しかし、目的語が埋め込み文となった際には、 (8)で示されるよ

うに、SVO という語順が許容される。  

 

 

(8) ?ah hatiskhi? ce  kew ?ew toh-ta?. 

 I  know    that man fish catch-past 

'I know that that man caught the fish. '  

 

次に Hopi 語を見る。この言語は厳格な verb-final な言語であり、

simple objects は基本的には動詞の後に来ることはできない。し

かし、 (9)で示すように、目的語の位置が埋め込み文となった際

には、その CP は動詞の後ろの来ることが可能となる。  

 

(9) Pas ni qa navota ilJ hiroro-ta-q'ij .  

very I neg hear you snore-dur-sub, ds 

   'I certainly didn't  hear you snore. '  

 

最後に Persian 語を見る。この言語の基底語順は SOV であり、SVO

の語順は simple object の場合には許容されない。しかし、目的語

が sentential object の場合には、 (10)で示されるように、SOV の

語順は非文となり、(11)で示されるように、SVO の語順が許容と

なる。  

 

(10) *An zan    ke   an mard sangi partah kard mi danat.  

     that woman comp that man rock threw     cont know,3sg  

     'The woman knows that the man threw a rock. '  
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(11) An zan   mi danat     ke   an mard sangi partah kard.  

    that woman cont know,3sg comp that man rock threw  

    'The woman knows that the man threw a rock. '  

 

これらのいずれの言語も、基底語順は SOV だが、目的語が

sentential object となり、中央埋め込みが生じた際には、義務的で

あれ、随意的であれ、目的語を動詞の後ろに移動させることがで

きる。このことから、日本語や英語以外の他の言語においても、

義務的にであれ、随意的にであれ、中央埋め込みの処理を簡単に

できるような操作が存在する、ということが言えるのではないか

と思われる。 2
 

 

4. scrambling が起こっている文脈のコーパス調査  

今までの節においては、主に中央埋め込みの処理という観点で、

日本語の scrambling や英語の Heavy-NP Shift などの optional 

movement を考察してきた。しかし、導入でも述べたように、例

えば日本語の scrambling は、中央埋め込みが生じた場合だけでな

く、旧情報・新情報などといった他の文脈上の要因が複雑にから

まりあって生じている可能性があるという加藤氏の助言のもと、

実際のコーパスにおいて目的語の scrambling が起こりやすい文

脈としてどのようなものが挙げられるかを調査した。この調査で

は、朝日新聞（ 6 月 28 日～7 月 3 日朝刊）の記事を、目的語の

scrambling が起こっているものを中心に調べた。その結果、目的

語の scrambling が起こりやすい文脈として、以下の３つが考察さ

れた。  

 

(i) 目的語が埋め込み文などで長くなっているとき  

(ii) 主語と動詞の結びつきが強調されているとき  

(iii) 目的語が旧情報であるとき  

 

以下に具体的に scrambling が生じている例を挙げて説明したい

と思う。  

 

(12)中部電力の総会では、市民団体などが株主提案した脱原発の

議案が否決された。ところが、議案の一部に浜岡原発（静岡県御
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前崎市）に近い牧之原市が賛成し、静岡市も賛否を示さない「白

票」を投じた。（６月２８日）  

 

この例では、下線が引かれている文において目的語の scrambling

が起こっている。「議案の一部」は、すでに記事の中で述べられ

ている旧情報である。また、「原発に近い牧之原市が賛成した」

というように、目的語を前に持ってくることによって、主語と動

詞を近づけ、主語に焦点を当てるという現象も起こっているので

はないかと考えられる。  

 

(13)「感受性が鈍いのかなと思わないわけではありません。こん

な事故を起こした時、どうするべきかを徹底して議論をして整理

するということが日本は下手です。『３・１１』の事故を原発推

進国のフランスですら悩んでいるのに、日本の関係者の取り組み

は弱い。事故の反省を踏まえたうえで取り組んでいくということ

を、地元のみならず消費地に理解してもらわなければならないと

いう危機意識が欠けていると思う」（６月２９日）  

 

目的語の部分が長いため、前に移動されているとも考えられる。

また、事故を起こした時の対処が、フランスなどの他の国と比較

してとりわけ「日本が下手です」ということにより、主語と動詞

を近づけて、主語に焦点を当てる役割も担っているとも考えられ

る。  

 

（以下の例にある #の記号は、それが記事の最初の文であること

を示している。）  

 

(14)#エジプトの巨大ピラミッドの内部を、厚さ１キロの岩盤も

突き抜ける宇宙線で透視して、解明されていない建築法を明らか

にする――。こんな調査を、日本人物理学者とフランスの建築家

が計画している。（６月２９日）  

 

「こんな調査を」の具体的な内容はその直前に示されており、目

的語は旧情報であると考えられる。また、目的語を前置すること

により、主語と動詞の結びつきを強調している役割もあるのでは
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ないかと考えられる。  

 

(15)#電気自動車などのハイテク製品の部品に必要な鉱物資源レ

アアース（希土類）が、日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）である

小笠原諸島・南鳥島周辺の海底に多く存在することを、東京大な

どの研究チームが発見した。（６月２９日）  

 

新聞の記事には必ず表題があり、この記事の表題では、レアアー

スが小笠原諸島・南鳥島周辺の海底に多く存在することが分かっ

たという旨の内容が記載されている。したがって、目的語の部分

は一種の旧情報であると言える。また、目的語の部分が非常に長

いことも、scrambling を引き起こすような要因の一つであると考

えられる。また、「東京大などの研究チームが発見した」のよう

に、主語と動詞を隣接させることによって、主語に焦点を当てる

効果も起こっているのではないかと考えられる。  

 

(16)#日本板硝子の公募増資をめぐるインサイダー取引に、大和

証券グループが関与していたことが２９日、分かった。（６月３

０日）  

 

この記事の背景として、大和証券グループ以外の証券会社が、

様々なインサイダー取引に関与していたという記事が、数日前の

新聞に記載されていた、ということを考慮すると、「インサイダ

ー取引」という要素は旧情報であると言えるだろう。また、「大

和証券グループが関与していた」のように、主語と動詞を隣接さ

せることによって、主語の「大和証券グループ」に焦点を当て、

「大和証券グループまでもがインサイダー取引に関与していた」

という意図を含ませているという可能性も十分に考えられる。  

 

(17)#米新型輸送機オスプレイ配備を説明するため、沖縄と山口

を行脚した森本敏防衛相に地元は「NO」を突きつけた。（７月２

日）  

 

「オスプレイ配備の説明」は、この記事以前からも話題になって

おり、旧情報と言えるだろう。また、「地元は『NO』を突きつけ
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た」のように主語と動詞を隣接させることにより、防衛省に「NO」

を突きつけたのが、他でもなく、オスプレイが配備される予定の

「地元」である、ということが強調されていると言える。  

 

(18)#中国の梁光烈国防相が先月１９日、訪中した韓国の予備役

将官らの代表団と面会した際、「北朝鮮の核実験やどんな挑発も

容認できない」と述べていたことを代表団関係者が２日、明らか

にした。（７月３日）  

 

この例は、以前見た (3)の scrambling の例と似ており、埋め込み

文の CP が、主節の主語よりも前に移動している。したがって、

パーサーはまず埋め込み文を主節であるかのように処理する。し

かし、「ことを」という complementizer に直面した際に、今まで

主節として処理してきたそれまでの文を、埋め込み文として再分

析し、後に出てくる動詞の complement であると処理すると考え

られる。したがってこの例は、埋め込み文により目的語の部分が

非常に長くなっているため、scrambling で埋め込み文を前置した

方が、処理が簡単になるのではないかと考えられる。  

 

5. 結論  

この論文においては、中央埋め込みの処理という観点から、日本

語や英語、また他のいくつかの言語を考察し、いずれの言語にお

いても、中央埋め込みが生じた際に、それを文の端に移動するこ

とで、処理を簡単にできるような操作が存在することを考察した。

また、日本語の scrambling を中心に、中央埋め込みの処理という

観点以外においても、scrambling を起こした方が文の処理として

はしやすくなるような文脈上の要因がいくつか存在することを

考察した。Reinhart (2006)においては、そのような illicit operation

を適用するかしないかには、それを適用した時の統語処理のしや

すさと、それを適用しない時の統語処理のしやすさを比較して、

どうしてもそれを適用しないといけないような文脈においての

み、そのような illicit operation が適用されるという reference-set 

computation が関与していると述べられている。したがって、日

本語の scrambling の場合においては、scrambling が起こっている

文が、それが起こっていない文よりも統語処理が簡単になるよう
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な、そういった文脈上の要因が存在する場合にのみ、 scrambling

という illicit operation が適用されると考えられ、それは英語など

の他の言語においてもある程度当てはまるものであると言える

だろう。したがって、 scrambling に関して narrow syntax が述べ

ることができるのは、目的語を自由に文頭に移動させよ、という

ことだけであり、scrambling を実際に適用するかどうかを決定し

ているのは、そのような文が生じている文脈との interface であ

ると考えられる。  

 

 

 

* この上智言語学会における口頭発表および、この論文執筆に関して、

まず、大学院での授業において発表の練習をする機会を与えてくださり、

口頭発表に関して非常に有益なコメントをくださった加藤泰彦氏に感謝

の意を述べたい。また、その授業において的確なコメントをくださった、

上智大学大学院の金城國夫氏、榎本拓也氏、松田竜宙氏にも同様に感謝

の意を述べたいと思う。言うまでもなく、上智言語学会における口頭発

表およびこの論文における誤りや論理の飛躍等は、すべて私自身の責任

によるものである。  

 

 

 

注  

  
1 例文 (7), (8)において「？」の記号があるが、これは Dryer 

(1980)の実際の論文においては、音声学における Glottal stop の

記号が用いられていたが、論文のスキャン等の関係で、元々の論

文に忠実な記号を出すことができなかったためであり、決して統

語論で見られる marginally acceptable などと言った意味ではない。

この件に関して読者の方々に混乱を与えていることをお詫び申

し上げる。  

  
2 ここで気に留めておくべき点として、Dryer の論文において

示されているこれらの文法性の judgment がどこまで正しいもの

であるかという点について考える必要があろう。Dryer の論文に

おいて示されている非文となるような例が、果たして本当に文法

的ではないのか、それとも、容認度は低いが、文法的ではあるの
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かの判断に際しては、やはり我々がこれらの言語の母語話者では

ない以上、慎重を期するべきである。ただし、いずれの場合にお

いても、やはりアスタリスクが付いている例は、「表現として不

自然である」ということは最低限言えると思われるため、ここで

の議論を大きく阻害するものではないように思われる。  
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