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0. はじめに 
 

 本発表では、分散形態論  (Distributed Morphology: DM)におけるゼロ形態 (zero 
exponence/morph)の取り扱いについて概観する。 

 
 (1) 本発表のポイント：DM では、 
  a. underspecification を採用していることにより、elsewhere form ではないゼロ

形態については想定せざるをえない。 
  b. a の問題は、DM が語彙挿入を局所的に行うことを仮定しているところに起因

しており、morpheme-based なモデルの問題点と言える。 
  c. 上記の問題への対案もあるが、また別に形態操作 (morphological operation)

を仮定する必要が出てくる。 
  d. 生成統語論の成果を直接生かせるのが DM の強みであるが、機能範疇を多く

仮定する分析を基盤にすると、仮定しなければならないゼロ形態が多くなる。 
 
1. 分散形態論の基本的な枠組み 
1.1. 分散形態論のモデル 
 

(2) 分散形態論の文法モデル1       
Pure Lexicon 

                                  
統語部門 

                                  
                               
         Spell Out          Morphology            PF（音声形式） 
 

LF（論理形式）         Encyclopedia 
 
 ・Pure Lexicon2: 統語計算の対象になる形式素性がある。 
 ・Morphology（形態部門）: 形式素性の具体的な音形が決定する。 
 ・Encyclopedia3: 語彙意味や百科事典的知識などがある。 
 
                                                   
† E-mail: tagawa.takumi.kp@u.tsukuba.ac.jp 
1 詳しくは Harley and Noyer (1999), Embick (2010), Bobaljik (2012), 西山 (2013)なども参照。 
2 最近の分散形態論のモデルの紹介においては、“feature bundles”といった、存在するもの自身の名

前で呼ばれることが多いようである（Harley (2014)など）。 
3 この部門の特性や位置付けについてはあまり解明が進んでいない印象がある。Harley (to appear)で
は LF とだけ関係を持つと仮定されている。 
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1.2. 分散形態論の特徴 
 

 “Piece-based” Morphology 
  ➥小さな要素を組み合わせて大きな要素を作っていくという側面を重視する点で形

態素基盤 (morpheme-based)モデルに分類されるが、形式素性そのものを形態素 
(morpheme)とし、その具現形 (exponent)と分離させたことによって従来の難点にあ

る程度うまく対処できるようになっている。 
 

 具現的 (realizational)：後期挿入の採用によって具現的な形態論のモデルになっている。 
 
Distributed Morphology is a syntactic, piece-based, realizational approach to 
morphology in which there is at least some late insertion of phonological 
material into terminal nodes. 

 (Embick and Marantz (2008): 4) 
 
 (3) 後期挿入 (Late Insertion) 

語彙挿入 (Vocabulary Insertion)は Spell Out 後に行われ、その時点で各節点に

ある形式素性に対応する形態、音韻的内容が決定される。 
  ➥統語部門の計算が終わった後に形式素性の具体的な形態/音形が決まる。 
 

 非パラダイム基盤 (non-paradigm-based)：パラダイムを独立した概念として認めず

擬似的なものであるとする。 
 
In theories such as the Distributed Morphology framework adopted here, the 
paradigm space generated by grammatical features is a virtual one: it derives 
from the inventory of functional heads and the generative process.  

(Embick and Marantz (2008): 26) 
 

 反語彙主義 (anti-lexicalism) 
 
 (4) 単一動力仮説 (Single Engine Hypothesis) 
  二つの要素を組み合わせて新しい要素を作りだす操作は全て統語部門で行われる。 
 
 ➥語形成に対する統語論的アプローチと評される（また実際にそのような側面もある）

が、語と句の振る舞いが完全に同質であると考えているわけではない（たぶん）。語

と句の連続性を認め、それを統語論の枠組み（+α）で取り扱おうとするアプローチ。 
 

 他にも、統語部門において形態構造（の基礎）も形成されるので、syntax-morphology 
interface が非常にシンプルになる（Embick and Noyer (2007)）、屈折形態論と派生

形態論も連続的であると考える、などの特徴を持つ。 
➥統語的な条件が強く影響する形態現象の分析に強い。 
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2. 分散形態論におけるゼロ形態（zero exponence/morph） 
2.1. 不完全指定 (underspecification)と指定の必要がないゼロ形態 
 

 分散形態論では形態の具現は語彙項目 (Vocabulary Item: VI)とその順序づけによっ

て決まる。 
 
 (5) English (Bobaljik (2002): 53) 
     Present    Past 

Singular  Plural   Singular  Plural 
  1 psn play-∅  play-∅  play-[d] play-[d] 
  2 psn play-∅  play-∅  play-[d] play-[d] 
  3 psn play-[z]  play-∅  play-[d] play-[d] 
 
 (6) Vocabulary Items (Bobaljik (2002): 53) 
  a. -d ↔ past 
  b. -z ↔ 3sg 
  c. -∅ = default/elsewhere 
 

 語彙挿入（形態規則の適用）は特定的 (specific)なものから順に行われる。 
➥最も特定的でないものが非該当形 (elsewhere form)となる。 

 
 (7) Elsewhere Condition 

If two (incompatible) rules R1, R2 may apply to a given structure, and the 
context for application of R2 is contained in that of R1, then R1 applies and R2 
does not.                                                

(Bobaljik (2012): 9, (12)) 
 

 (6a)と(6b)の規則は厳密にはどちらが特定的か決められないので、(6a)は(6b)と競合 
(compete)しており、(6a)の方が優先的に適用されると指定しておかないと、(5)のパ

ラダイムを適切に実現することはできない。 
 

 このパラダイムのように、ゼロ形態が elsewhere になる場合は、規則を仮定しなくて

も（＝VI を増やさなくても）表面形を導くことが可能なので、それほど問題ではな

いように思える。 
➥実際、Bobaljik (2002)も(6c)だけは VI の形式では示していない。 

 
 Halle and Marantz (1993)では普遍的な規則への示唆がある（cf. Trommer (2012)4）。 

 
(8) It may be that Universal Grammar provides a zero spell-out as the default 

phonological realization of a morpheme in the unmarked case. This possibility 
in no way undermines the existence of zero morphemes. 

(Halle and Marantz (1993): 133-134) 

                                                   
4  Althouth it is often implicitly assumed in DM that something like (5) holds: 

(5) Axiom of Obligatory Exponence: in the output of morphology, every head must be filled 
by at least one VI 

(Trommer (2012): 328) 
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2.2. 指定が必要なゼロ形態 
 

 2.1 のパターンとは違い、elsewhere でないゼロ形態については、語彙項目として指定

する必要がある。 
 

(9) Allomorphs of T[past] in English (Embick (2010): 6) 
 a. -∅: hit/hit-∅, sing/sang-∅, break/broke-∅, etc. 
 b. -t: bend/ben-t, leave/lef-t, buy/bough-t, etc. 
 c. -d: elsewhere 

 
 (10) Vocabulary items for Tense (Embick (2010): 12) 
  a. T[past] ↔ -t/  {√LEAVE, √BEND, …} 
  b. T[past] ↔ -∅/  {√HIT, √SING, …} 
  c. T[past] ↔ -d 
 

 このように、1) ゼロ形態以外の形態が elsewhere であり、2) その異形態としてゼロ

形態がある場合、語彙項目を仮定する必要がある。 
➥様々な言語のパラダイムで観察されるパターンで、結果として多くのゼロ形態を考

えることになる（言語や対応する素性が異なれば、すべて異なるゼロ形態）。 
 

 たとえば、日本語で(s)ase が使役や他動詞を形成する機能範疇 CAUS(E)の elsewhere
であるという分析があるが（Miyagawa (1998), Harley (2008)など）、そこでも他の一

部の動詞についてはゼロ形態を仮定する必要が出てくる。 
 
 (11) 日本語の他動化辞としての(s)ase 
  a. moe : moyas（燃える-燃やす） 
  b. niow : niow-ase（その他に咲く-咲かせる、腐る-腐らせるなど） 
  c. kir-e : kir-∅（切れる-切る） 
 

 Siddiqi (2009)では、このように多くのゼロ形態を設定する分析の代案として、形態

操作の 1 つである融合 (fusion)を用いた分析を提案している。 
 

(12) MINIMIZE EXPONENCE 
The most economical derivation will be the one that maximally realizes all the 
formal features of the derivation with the fewest morphemes. 

(Siddiqi (2009): 4) 
 
 (13) a. fusion: [√SING [past]] → [√SING, [past]] 
  b. [√SING, [past]] → sang 
 

 この分析を用いると確かにゼロ形態を減らすことができる上に、素性と形態の対応を

うまく捉えているようにも見えるが、一方で fusion の規則（必要な場合は

morphological merger も）を多く仮定する必要が出てくる5。 
➥DM が morpheme (head, terminal node)ごとの局所的な語彙挿入を仮定している

ために起きる問題だと思われる（cf. Radkevich (2010)）。 

                                                   
5 その他の問題点については Nishiyama (2010)を参照。 
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3. その他の問題 
 

 生成（ミニマリスト）統語論の分析・成果をそのまま使えるのが分散形態論の利点の

1 つであるが、統語論の研究では（機能）範疇を多く仮定する分析が珍しくない（e.g. 
Cartography）。 
➥DM としては moepheme が増えるということであり、ゼロ形態を仮定しなければ

ならない場面も増える。 
 

 (14) Bobaljik (2012)の superlative の分析 

 a.                         b. 
SPRLP 

                                                        s 
 

SPRL       CMPRP                         c               SPRL 
 -in 
                                         a           CMPR     -est 
              CMPR          ADJP -tær 
 ∅ 
                                        ADJ 
                        ADJ           Root 
 

(Bobaljik (2012): 82, (112), Persian and English morphemes added) 
 

 この分析では、（CMPR の elsewhere は-er であるため）下記のようなゼロ形態を仮定

しなければならない（cf. Embick and Marantz (2008)）。 
 

(15) CMPR →∅/  ] SPRL] 
(Bobaljik (2012): 34) 

 
 その他にも、ゼロ形態を仮定しなければならないケースは色々ある。 
➥下の例は、ゼロ形態が介在効果 (intervention effect)を起こさないとして挙げられ

ているもの（AGR の形態 ī の具現は v が context になって起こる）。 
 
 (16) Latin (Embick (2010): 52) 
  a. amāvī 
  am   -ā   -v    -∅    -ī 
  love  TH  ASP  TNS  AGR 
  ‘I loved’ 
  b. amāverām 
  am   -ā   -v    -erā    -m 
  love  TH  ASP  TNS   AGR 
  ‘I had loved’ 
 

 Embick (2010)では異形態の context を体系的に導くためにゼロ形態の刈り取り 
(Pruning)を仮定している。これには利点もあるが、elsewhere のゼロ形態についても

語彙項目を仮定しなければならなくなる（cf. Trommer (2012)）。 
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4. おわりに 
 

 分散形態論では、複数の理由によりゼロ形態が仮定される。 
➥そのうち、1) underspecification/elsewhere に関連するもの、2) 統語分析に由来す

るもの、については、分散形態論の理論的な利点と表裏一体なので、廃止するのは難

しいように思える。 
➥A) ゼロ形態を減らすことを（ある程度）諦める（開き直る？）か、B) Embick (2010)
のようにゼロ形態の存在に対する経験的な議論を積み重ねる、といった方針が考えら

れる。 
 
【参照文献】 
Bobaljik, Jonathan David (2002) “Syncretism without paradigms: Remarks on Williams 

1981, 1994,” Yearbook of Morphology 2001: 53-85. 
Bobaljik, Jonathan David (2012) Universals in Comparative Morphology: Suppletion, 

Superlatives, and the Structure of Words. MIT Press, Cambridge, MA 
Embick, David (2010) Localism versus Globalism in Morphology and Phonology. MIT 

Press, Cambridge, MA. 
Embick, David and Alec Marantz (2008) “Architecture and blocking,” Linguistic Inquiry 39: 1-53. 
Embick, David and Rolf Noyer (2001) “Movement operations after syntax,” Linguistic 

Inquiry 32: 555-595. 
Embick, David and Rolf Noyer (2007) “Distributed Morphology and the 

syntax/morphology interface,” Gillian Ramchand and Charles Reiss (eds.), The 
Oxford Handbook of Linguistic Interfaces. 289-324, Oxford University Press, 
Oxford. 

Halle, Morris and Alec Marantz (1993) “Distributed Morphology and the pieces of 
inflection,” The view from Building 20: Essays in Linguistics in Honor of Sylvan 
Bromberger. Ken Hale and Samuel Jay Keyser (eds.), 111-176, MIT Press, Cambridge, 
MA. 

Harley, Heidi (2008) “On the causative construction,” The Oxford Handbook of 
Japanese Linguistics. Shigeru Miyagawa and Mamoru Saito (eds.), 20-53, Oxford 
University Press, Oxford. 

Harley, Heidi (2014) “On the Identity of Roots,” Theoretical Linguistics 40, 225-276. 
Harley, Heidi (to appear) "Semantics in Distributed Morphology." To appear in volume 3 of 

Semantics: An International Handbook of Natural Language Meaning. C. Maienborn, 
K. von Heusinger and P. Portner, (eds.), Berlin: Mouton de Gruyter. 

Harley, Heidi and Rolf Noyer (1999) Distributed Morphology. Glot International 4-4. 3-9. 
Miyagawa, Shigeru (1998) “(s)ase as an elsewhere causative and the syntactic nature of 

words,” Journal of Japanese Linguistics 16: 67-110. 
西山國雄 (2013)「分散形態論」『レキシコンフォーラム No.6』, 303-326, ひつじ書房. 
Siddiqi, Daniel (2009) Economy, Allomorphy, and Argument Selection in Distributed 

Morphology. John Benjamins, Philadelphia. 
Trommer, Jochen (2012) “∅-exponence,” The Morphology and Phonology of Exponence. 

Jochen Trommer (ed.), 326-354, Oxford University Press, Oxford. 


