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1. 2種類のノ節とコト節

(1) [赤いの]をください。【代名詞型・単純型】

(2) [リンゴの赤いの]をください。
 【代名詞型・複雑型】

 （以上、cf. 内の関係：寺村）

(3) [リンゴが赤いの]は知っている。
 【内容節型】（cf. 外の関係）

(4) [リンゴが赤いこと]は知っている。
 （外の関係）



2. 存在表現とノ節・コト節

大島 (1996) より

(5) a. 正しかるべき正義も時として盲（めしい）
 る｛こと／*の｝がある。

b. 彼は行き先も告げずにどこかへ行ってし
 まう｛こと／*の｝がある。

(6) a. 革新的な思想は理解されない｛こと／* 
の}が多い。

b. この手術の方法は失敗する｛こと／*の｝
 が少ない。



（承前）

(7) a. 私は前に一度だけ彼女と話した｛こと／* 
の｝がある。

b. 僕は今までにこんなにいやな思いをした
 ｛こと／*の｝はない。

以上、大島 (1996:53)。
一方、代名詞型は存在表現に使用できる。

(8) a. 赤いのがあるよ。

b. リンゴの赤いのがあるよ。



3. 構造からの分析

代名詞型

(9) a. [DP [NP [CP 赤い][N の]][D φ]]
b. [DP [DP りんごの][DP [NP [赤い][N の]][D φ]]]
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（承前）

なぜDPか？(cf. Saito & Murasugi 1990)
(10) There is *(an) apple on the table.
(11) There is *(a) case that an apple is red.
(12) *There is that an apple is red.

日本語に有形の冠詞はないが、“もの”が
 存在する際に、意味論的には“定性”が要請

 されることにより、その形式的な表現として無
 形の限定詞を仮定する。



（承前）

内容節型（独立型）

(13) [CP[+N] [AP りんごが赤い] [C[+N] の]]

りんごが赤い
 
の

AP C[+N]

CP[+N]



（承前）
• ノ節の内容節（独立型）は、英語のthat節同

 様、CPである。内容を描写するだけで、“物
 事”(entity)の表現ではない。特定の、内容節

 を選択する動詞・形容詞の項になるが、存在
 動詞の項にはなれない（他動詞の主語に

 も。）

• コト節はNP、さらにDPであり、存在・不存在
 を表現することができる。

• 名詞性[+N]であるという意味は、格付与を受
 けて、動詞の主語や目的語になれるというこ
 とを表現している。



（承前）

内容節型のノ節の存在文も、照応的な文
 脈があると、許容性が高まる（新見）

(14) 「去年はどんな事件があった？」

「そういえば、[高校生が女友達を刺し殺した
 の]があったね」

これは、「の」が「事件」を照応しているとい
 う、代名詞型に類似の解釈が与えられること
 によって可能になっていると考えられる。つま
 り、内容節型も独立型と照応型の2種類に分
 けられる。



（承前）

内容節（照応型）

(15) [DP [NP [CP 高校生が女友達を刺し殺した][N 
の]] [D φ]]

高校生が女友達を刺し殺した

 
の

 
φ

CP N D
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DP



（承前）

• 歴史的には、名詞性の補文化辞「の」は、代
 名詞の「の」の文法化によって生じたと考える。

 発生的に、内容節のノ節は、代名詞型のノ節
 に遅れる（金水

 
1995b 等。ただし、構造の解

 釈は金水 1995b と本発表とは異なる）。

• 代名詞「の」が上位待遇された人間を表せな
 い（金水

 
2004) という観察も、上の分析を補

 強する（神尾
 

1983、Kitagawa & Ross 1982、
 McGloin 1985 参照）（場所、時に関しては保

 留）

(16) [あそこにいらっしゃる]｛*の／方｝をご案内
 してください。



（承前）

• 以上の分析によれば、分裂文の主語名詞句、
 ノダ文の述部はCPであると考えられる。（cf. 

近藤 2000）
(17) [あそこにいらっしゃるの]は中村先生だ。

(18) 中村先生は[きっとあそこにいらっしゃるの] 
だ。



4. 近藤説の再解釈

• 近藤 (2000) では、コト節が他動詞の主語に
 なれるのに対し、内容節のノ節はなれないと
 し、日本語の非対格性の証拠としている。

(19) アメリカが金利を下げた{こと／*の}が日本
 経済を苦しめた。

• しかし、ノ節は存在動詞の主語になれないと
 いう観察は、非対格性による分析に合致しな
 い。



（承前）

• また、照応的な文脈を作ると、ノ節も他動詞
 の主語としての許容性が高まる。

(20) 要因といえば、アメリカが金利を下げたの
 が結果として日本経済を苦しめている。

• 以上の点から考えて、非対格性による分析よ
 りも、本発表の線で、DP(NP)／CP による分
 析のほうがよい。つまり、DP(NP)は他動詞の
 主語になれるが、CPはなれない。



5. 準体句、ク語法

• 近藤 (2000) では、上記のような現代語のノ
 節・コト節の対立が、中古語の準体句とコト節

 との間でも観察できると述べている。

• 本発表の線から言えば、形状性準体句は代
 名詞型でDP(NP)であり、存在表現や他動詞
 の主語になれる。作用性準体句は内容節型
 で、CPであり、存在動詞や他動詞の主語に
 はなれない。



（承前）

(21) むかし、[おほやけのおぼして使う給ふ女
 の、色ゆるされたる]ありけり（伊勢・65）【代名

 詞型】

(22) [そこら集ひ給へる]が我もおとらじと、もて
 なし給へる中にも（源氏・初音・769・5）【代名
 詞型】

(23) こぎてゆくふねにてみれば[あしひきの山さ
 へゆく]を松は知らずや（土佐）【内容節型】

(24)執（と）り申すべき事（こと）ありてなむ
 

（源
 氏・桐壺）【コト節】



（承前）
• 構造面からは、形状性準体句（代名詞型）は、

 無形の代名詞proを主要部とするNPから出
 来ているＤＰであると分析できる。

(25) [DP [NP [CP 遠方より来たれる][N pro]][D φ]] 
あり

• 一方、作用性準体句（内容節型）は、名詞性
 のCPである。述語の連体形が、Cを

 incorporate した形態であると解釈できる。

(26) [CP [VP 友の遠方より来たれる][C φ]]をよろ
 こぶ



（承前）

• 形状性準体句（代名詞型）と、現代語の代名
 詞型ノ節との違いは、前者が、上位待遇され
 た人物を承けられる点である。

(27) [物、思ひ知り給ふ]は、さま・かたちなどの、
 めでたかりしこと、心ばせの、なだらかに、め

 やすく、憎みがたかりしことなど、今ぞおぼし
 出づる。（源氏・桐壷）

• これは、proと「の」の意味論的な制約の違い
 であると説明できる（金水

 
2004）。



（承前）

• Wrona (2006) は、上代語で、コト節は「なし」
 の主語になれるが、ク語法はなれないことを

 示している。Wrona はこの問題を否定のス
 コープの問題として取り扱っているが、本発
 表の立場から言えば、ク語法はCP、コト節は

 DP(NP)という構造上の対立であると再解釈
 できる。



（承前）

(28)嘆かくを（奈氣可久乎）留めもかねて見わ
 たせば（万17/4008）

(29)この川の
 

絶ゆることなく（絶事奈久）（万
 01/0036）

Cf. 
(30)見らく（見良久）少く恋ふらくの（戀良久乃）

 多き（万07/1394）



まとめ

1. 存在表現（および他動詞）の主語になれる
 代名詞型ノ節、形状性準体句、コト節は

 DP(NP) である。

2. 存在表現（および他動詞）の主語になれな
 い内容節型ノ節（独立型）、作用性準体句、
 ク語法は名詞性のCPである。

• 今後の課題として、格助詞から接続助詞へ
 の変化や作用性用言反発の法則（石垣

 1955)、準体助詞の発生、主部内在関係節
 の発生等の問題もこの線から再解釈したい。
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