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1.2.  
 
Ø “Piece-based” Morphology 

	

 (morpheme-based)  
(morpheme)  (exponent)

 
 
Ø  (realizational)  

 
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)  (Late Insertion) 

 (Vocabulary Insertion)  Spell Out 
 

  	 /  
 
Ø  (non-paradigm-based)

 
 
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) 
 
Ø  (anti-lexicalism) 
 
 (4)  (Single Engine Hypothesis) 
   
 
	

+α  
 
Ø syntax-morphology 

interface Embick and Noyer (2007)
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2. Epenthesis Morphology  
 
Ø  (narrow syntax)  (Morphology, PF)

 
 

(5) ‘Ornamental’ morphology 
…, while all morphemes and interpretable features are present at PF, not all 
morphemes that are found at PF are necessarily present in the syntactic 
derivation. Specifically, depending on language-specific well-formedness 
requirements, certain morphemes are added at PF. … they (=any morphemes 
inserted at PF) merely introduce syntactico-semantically unmotivated structure 
and features which ‘ornament’ the syntactic representation. 

(Embick and Noyer (2007)) 
 
Ø  (morpheme)  
 
 (6) …, we refer to material (features or terminal nodes) added in the PF component 

as dissociated, a term which emphasizes that such material is an indirect 
reflection of certain syntactic morphemes, features or configurations, and not 
the actual spell-out of these. 

 
(26)  a. Dissociated Features: A feature is dissociated iff it is added to a 
node under specified conditions at PF. 
 b. Dissociated Nodes: A node is dissociated iff it is added to a structure 
under specified conditions at PF. 

(Embick and Noyer (2007)) 
 
Ø dissociated feature Embick and Noyer (2007)

 
	 Latin syntax # (number) node

VI Marantz (1991)
 

 

 
(Embick and Noyer (2007)) 
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Ø dissociated node Latin theme vowel  
 
 (12) Conjugations and Theme Vowels 
 

 
 (Embick (2010): 76) 

 

 
 

(Embick (2010): 77) 
 
Ø (18) Root -ess theme vowel

TH  
 
Ø theme vowel  
	  

 
 (7) I assume that there is a rule that deletes (or does not assign) the TH node to 

such verbs in the perfect: … Simply listing the conjugation features in this 
manner might seem arbitrary, but it is more or less necessary. There is no 
overarching generalization that unites the verbs of conjugations II, III, and 
III(i). There is, moreover, no generalization that unifies conjugations I and IV, 
those conjugations that are by default thematic in the perfect. This means that 
the information regarding the presence or absence of a theme in the perfect 
must be stated in terms of processes that refer to the conjugation features [II], 
[III], and [III(i)], along with the additional Roots from the other conjugations. 

(Embick (2010): 178-179) 
 
Ø Latin theme vowel 1) 2) 

3) 
epenthesis
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(Embick (2010): 178) 

 
Ø 

 
 
3. epenthesis 
 
Ø epenthesis

 (2012) i  
 

(8)  (2012): 198  

 
Ø i 1) 

2) 2  
	Davis and Tsujimura (1991) i CV

epenthesis
epenthesis

 
 

(9) NO-CODA: *C]σ “Consonants are disallowed syllable-finally.” 
Ito and Mester 2003: 26  

 
 (10) Morphophonological Rules: Phonological rules in which either the trigger, 

or target, but not both, is morphological. 
(Embick (2012): 37) 

 

198 ｜  田川 拓海 分散形態論を用いた動詞活用の研究に向けて   ｜ 199

い分ける。（13a, b）が同一形態であるにも関わらず異なる名称を持つことが
多いのは，子音語幹動詞において両者が異なる形態を取るからであると考え
られる。
（14） a.  走ります
 b.  走らない

本稿では子音語幹動詞に合わせて母音語幹動詞の名称を設定することも，そ
の逆もせず，形態の同一性によって活用形を整理する。
本稿で提案する活用形の体系と名称は以下の通りである。
（15）  活用形の体系と名称 4

  子音語幹動詞（飛ぶ） 従来   母音語幹動詞（食べる）
  a形 tob-a nai 未然  tabe nai
  i形 tob-i mas 連用  tabe mas
  音便形 toN da 連用  tabe ta
   tob u 終止 基体形 tabe ru
  従来通り tob eba 仮定  tabe reba
  （基体形） tob e 命令  tabe ro
   tob oo 意志  tabe yoo
母音語幹動詞の場合には語形変化とも見られる部分は全て後続要素による

ものであり，活用形は基体形一つのみであると考える。「a形」「i形」は従
来の「未然形」「連用形」と異なり，子音語幹動詞のみに適用される名称で
あることに注意されたい。また，「i形」と「音便形」も分けて考える。子
音語幹動詞の「終止」「仮定」「命令」「意志」は母音語幹動詞と同様に基体
形と呼ぶべきであるが，便宜上，しばらく従来通りの名称を用いる。この点
の厳密な取り扱いについては 5節で再び取り上げることとする。

4 活用形が「パラダイム」あるいは「体系」を成しているかどうかは，本稿のようなア
プローチにとってはそれほど重要ではない。たとえば未然形や仮定形を活用形として認定
するかどうかという問題提起が三上（1953）によってなされているが，未然形や仮定形が後
続接辞の要素であったとしても，なぜ動詞がそのような形で接辞に接続するのかという点
については説明が必要であると考えられるからである。未然形の /a/がどのように分析され
るのかという問題については田川（2009），小柳（2010），佐々木（2012），西山（本書）を，
仮定形の分析については西山（本書）も参照されたい。

3.　分散形態論と活用研究
3.1　分散形態論
本稿では，分析の枠組みとして生成文法理論の一形態である「分散形態

論（Distributed Morphology: Halle and Marantz 1993）」を用いる。分散形態
論はその嚆矢である Halle and Marantz（1993）によると，形態理論における
いわゆる IA, IP両モデルの利点を併せ持った第三の形態論のモデルである
とされているが，実質は洗練された IAモデルに近い 5ものであると考えられ
る。6 この理論は，これまで生成文法の研究では積極的に取り上げられるこ
との少なかった形態論的分析 /現象を犠牲にすることなく，統語－形態のイ
ンターフェイス研究の推進を可能にしている。
分散形態論の仮定するモデルはおおよそ以下のとおりである。
（16）  The Grammar7

  Pure Lexicon
    Morphological Merger（形態結合）
  統語部門  Lexical Insertion（語彙挿入）
    Linearization（線状化）
   Morphology（形態部門）
 Spell Out   PF（音声形式）

  LF（論理形式）  Encyclopedia

分散形態論で特徴的なのは，囲み文字で示した三つの部門を仮定して
いることである。まず，“Pure Lexicon”とは統語計算の対象となる形式素
性（formal feature）が存在する部門である。この部門における要素を用い
て統語部門における計算が行われる。次に“Morphology”とは，具体的な

5 すなわち，「語 /形態素」がなんらかの要素の組み合わせによってできあがるという側
面を捉えることのできる IAモデルの特徴を持つ一方で，その“なんらかの要素”が意味と形
のペアである従来の「形態素」であると考えると起こってくる IAモデルの問題点を，後述
する後期挿入（Late Insertion）を導入することによって回避している。
6 分散形態論の形態理論における位置付けについては Stump（2001），西山（未公刊）も参
考になる。
7 分散形態論の文法モデルについては Harley and Noyer（1999），Embick and Noyer（2001），
森田（2005）なども参照。
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