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【要約】Hauser et al. (2002) が「再帰」が言語能力のコアであると主張して以来，「再帰」に焦点を

当てた多くの研究と議論が行われており，「再帰」とはなにかについても多くの議論がある．このよう

な議論の中心となる再帰概念の定義の曖昧さに関する問題は，Hauser et al. (2002) (以下，HCFと表記) が

再帰を明確に定義していないことによるが (Fitch, 2010; Watumull, 2014), この意味を明確にしなければ，

それがヒトに固有かどうかを検討できないだろう．またなぜ中心概念に曖昧さが生じるかというメタ的

な問題も生じている．本研究では，「再帰」の定義の曖昧さに関する問題それ自体と，その問題がなぜ

生じるのかという問題について，文献講読による概念整理を行い，検討・考察することを目的とする．

まず，Chomskyのミニマリストプログラムから HCF での再帰が併合であること示す．つぎに，Coolidge 

et al. (2011) から再帰が併合と埋め込みの２つに分類でき，併合によって埋め込み構造が現れるという関

係であることを示す．また，併合操作が必ずしも埋め込み構造や階層性を有するわけではないことも述

べる．最後に，再帰に関する問題点を述べる． 

 

【キーワード】再帰 併合 埋め込み 言語能力 

 

1. はじめに 

思考やコミュニケーションといった人間の知的活動の多くは言語（能力）によって可能となっている．

動物にもコミュニケーション能力は見られるが，人間言語でのコミュニケーションとは大きく異なると

され，言語が動物コミュニケーションから単純に高度化したと考えることはできない．それゆえ，人間

言語という種固有の能力に関する起源と進化に関する問いが存在する（藤田, 2018）． 

この言語進化研究の問いに関して，Hauser et al. (2002) が再帰は人間言語のコアであると主張して以

来，再帰に焦点を当てた多くの研究と議論が行われるようになった．同時に，研究や議論で使われる「再

帰」の多義性が指摘され (e.g. Parker, 2006; Fitch, 2010), 「再帰とはなにか」についても多くの議論があ

る．再帰の意味に関する議論は，Hauser et al が再帰を明確に定義していないことによると考えられる 

(Coolidge et al., 2010; Watumull et al., 2014). 

再帰の定義の不明確さは，併合と埋め込みのどちらの意味かという議論を生じさせた．ここで「併合」

とは，２つの語彙項目を結合する再帰的操作（例：「辞典」と「英語」を結合し，さらに「最新」を結

合させて「最新英語辞典」という句をつくる）を意味する．また「埋め込み」は句や文の再帰的な埋め

込み構造（例：「A は「B が痛いと思っている」ことを知っている」）を意味する．このような議論の

結果，Hauser et al. (2002) が提示した「再帰のみ仮説 (recursion-only hypothesis)」の妥当性に関する議論

ではなく，「再帰の意味はなにか」という議論が多くなされており，研究者間の齟齬の原因となってい

る．それゆえ，再帰のみ仮説の枠組みで言語に関する研究を進めることは妥当であるのか，あるいは再

帰が本当に人間言語に固有であるのかということを検討・検証するために，まず「再帰」が何を意味す

るのかを明確にする必要があると考えられる． 

本稿は，再帰の意味を考察することを目的とする．そのために，まず，発端となった Hauser et al. (2002) 

における再帰の意味について検討する．そこでは，Hauser らの再帰がミニマリストプログラム(Chomsky, 

1995)における併合の意味で使われていることを示す． 

つぎに，再帰は，併合と埋め込みという異なる２つの意味が研究者間でそれぞれ使用されている (e.g. 

Nevins et al., 2009; Everett, 2007) という前提から，併合と埋め込みがどのような文脈で使い分けられうる

かを焦点に当て検討を行う．Hauser らは再帰を併合の意味で用いていると考えられるが，彼らは論文の

中で「埋め込み」についても言及している．そのため，再帰を併合と埋め込みの２つの意味として捉え



 

 

ることを提案している Coolidge et al. (2011) の分類をもとに，併合と埋め込みの関係について考察を行

う．これらを通じて，再帰をどう定義するべきかという問題に関する考察を行い，最後に，再帰という

語が孕んでいる問題点を述べる． 

本稿では文献渉猟を通じた概念分析の手法を用いるため，各文献から当該箇所を引用し根拠として示

す．この手法は主張の妥当性に関して問題を抱えると考えられるが，このような概念分析は，ある言葉

が使われる文脈などを分析することで，概念を明確にすることができる．すなわち，概念が不明確にな

った背景や概念同士の関係性を検討することで，ある概念の輪郭を明確にすることができる．  

 

2.ミニマリストプログラムと Hauser et al. (2002)  

Hauser et al. (2002) の議論は Chomskyのミニマリストプログラムを前提としている可能性が考えられ

る．ここでは，その可能性を検討するために，まずは，Chomsky (1995) "The Minimalist Program" におけ

るミニマリストプログラムに関する説明を引用しつつ，その言語理論を簡単にまとめる．つぎに，Hauser 

et al. (2002) と Chomsky のミニマリストプログラムが関係していることを，根拠になると思われる箇所

を引用しつつ，示したい． 

 

2.1 Chomskyのミニマリストプログラム 

Chomsky (1995)の 3.1 Some General Considerations からミニマリストプログラムを理解するために必要

と思われる概念とその意味を見ておく．以下，引用箇所のページ数は原著（Chomsky, 1995）と邦訳（外

池・大石訳, 1998）の両方を記す． 

 

…each language will determine a set of pairs (π, λ) (π drawn from PF and λ from LF) as its formal 

representations of sound and meaning, insofar as these are determined by the language itself. Parts of the 

computational system are relevant only to π, not λ: the PF [Phonetic Form] component. Other parts are 

relevant only to λ, not π: the LF [Logical Form] component. The parts of computational system that are 

relevant to both are the overt syntax --a term that is a bit misleading, in that these parts may involve empty 

categories assigned no phonetic shape. The nature of these systems is an empirical matter; one should not be 

misled by unintended connotations of such terms as "logical form" and "represent" adopted from technical 

usage in different kinds of inquiry. (p.169; p.202) 

 

ある語彙項目には音韻の形式的表示πと意味の形式的表示λがあり，それぞれ PF 部門と LF部門に関

与している．これらの部門に関与しているものは可視統語部門（overt syntax）である． 

つぎに，4.2.1 The Computational Component におけるミニマリストプログラムの説明を見ておく． 

 

We can, then, think of CHL as mapping some array A of lexical choices to the pair (π, λ). What is A? At 

least, it must indicate what the lexical choices are and how many times each is selected by CHL in forming (π, 

λ). Let us take a numeration to be a set of pairs (LI, i), where LI is an item of the lexicon and i is its index, 

understood to be the number of times that LI is selected. Take A to be (at least) a numeration N; CHL maps N 

to (π, λ). The procedure CHL selects an item from N and reduces its index by 1, then performing permissible 

computations. A computation constructed by CHL does not count as a derivation at all, let alone a convergent 

one, unless all indices are reduced to zero. (p.225; p.266) 

 

まず，CHLは人間言語の演算システムを意味するが，これは列挙 (numeration) N から項目を選択し，

その index を 1 減らして可能な演算を実行するということである．この CHLによって出された演算結果

は，すべての index が 0 に減らされていなければ派生（計算機構 (computational system) で生成される構

造物のこと）だと見なされず，また収束したものともみなされないとされる． 

 

Given the numeration N, the operations of CHL recursively construct syntactic objects from items in N and 

syntactic objects already formed. We have to determine what these objects are and how they are 

constructed. ... (p.226; p.267) 

 

Suppose that the derivation has reached the stage Σ, which we may take to be a set {SO1, ..., SOn} of 

syntactic objects. One of the operations of CHL is a procedure that selects a lexical item LI from the 

numeration, reducing its index by 1, and introduces it into the derivation as SOn+1. Call the operation Select. 



 

 

At the LF interface, Σ can be interpreted only if it consists of a single syntactic object. Clearly, then, CHL 

must include a second procedure that combines syntactic objects already formed. A derivation converges 

only if this operation has applied of often enough to leave us with just a single object, also exhausting the 

initial numeration. The simplest such operation takes a pair of syntactic objects (SOi, SOj) and replaces them 

by a new combined syntactic object SOij. Call this operation Merge. We will return to its properties, merely 

noting here that the operation Select and Merge, or some close counterparts, are necessary components of 

any theory of natural language. (p.226; p.267) 

 

引用において，列挙 (numeration) が与えられると，CHLの操作が N の項目とすでに形成された統語構

成物 (syntactic objects) を再帰的に構築するとあり，さらには，CHLはすでに形成された統語構成物を合

成する第二の手順を備えていなければならず，単一の統語構成物にまで合成するのに十分な回数だけ適

用された場合にのみ収束するとされる．また，統語構成物を合成する操作を選択 (select) と併合 (Merge) 

と呼ぶとしている．また，これらの引用から，CHL は，単一の語彙項目同士だけでなく，語彙項目とす

でに併合により合成された構成物を再び併合することを意味する．そして，この操作を繰り返すことに

よって，文や句が生み出される． 

 

For the moment, then, the syntactic objects we are considering are of the following types: 

 

(5) a. lexical items 

     b. K = {γ, {α, β}}, where α, β are objects and γ is the label of K 

 

Objects of type (5a) are complexes of features, listed in the lexicon. The recursive step is (5b). Suppose a 

derivation has reached state Σ = {α, β, δ, …, δn}. Then application of an operation that forms K as in (5b) 

converts Σ to Σ' = {K, δi, ..., δn}, including K but not α, β. In a convergent derivation, iteration of operations 

of CHL maps the initial numeration N to a single syntactic object at LF. (p.243; p.286) 

 

ここまで，ミニマリストプログラムの説明に関する箇所を引用し，Chomskyの言語理論を確認してき

た．ここで，これらの説明について，"He said that he would come"という文をもとに考えてみよう．まず，

would, that, said, come, he の５つの語彙要素がある場合，N は語彙項目(LI)とそれが演算に利用できる回

数を示す index の集合であり，代名詞 he は２回使用されているため，(he, 2)と表記することができる．

つまり，例文の列挙 (numeration) は，N={(would, 1), (that, 1), (said, 1), (come, 1), (he, 2)}という表記とな

る．この N から，最初に，would と come を選択(select)する．そして，would と come が併合され(Merge)，

would come という構成物（句）が合成される．このとき，would と come の index は 0 になる．つぎに，

N から he を選択し，すでに形成されている would come と併合され，he would come という構成物（文）

を合成する．このとき，he の index は 1 になる．さらに，N から that を選択し，それと he would come

という文と併合され，that he would come という句になる．このとき，that の index は 0 になる．そして，

N から he と said を選択・併合し，he said という句が合成され，he と said の index は 0 となる．最後に

he said と that he would come というそれぞれの句を併合することで，he said that he would come という文

を合成することができる．これにより，N の index は全て 0 となり，合成は完了となる． 

これまで確認したように，ミニマリストプログラムでは文の派生には併合という操作が関わっており，

その操作は再帰的なものである．それゆえ，ミニマリストプログラムにおいて併合＝再帰と理解するの

が自然であるように思われる．  

 

2.2 Hauser et al. (2002) とミニマリストプログラム 

 つぎに，Hauser et al. (2002) (以下，HCF と表記)における再帰がミニマリストプログラムでの併合であ

ることを示す．そのために，HCF において，ミニマリストプログラムと関連している箇所を引用する． 
 

All approaches agree that a core property of FLN is recursion, attributed to narrow syntax in the conception 

just outlined. FLN takes a finite set of elements and yields a potentially infinite array of discrete expressions. 

(p.1571) 

 

この引用箇所は，ミニマリストプログラムで示された再帰的な併合という操作による句や文の派生を

意味していると考えられる．すなわち，再帰的な併合を行うことで，有限の要素から離散的な表現の潜



 

 

在的に無限な配列を生み出す，ということである． 

 

The core property of discrete infinity is intuitively familiar to every language user. Sentences are built up of 

discrete units: There are 6-word sentences and 7-word sentences, but no 6.5-word sentences. There is no 

longest sentence (any candidate sentence can be trumped by, for example, embedding it in “Mary thinks 

that . . .”), and there is no nonarbitrary upper bound to sentence length. In these respects, language is directly 

analogous to the natural numbers (see below). At a minimum, then, FLN includes the capacity of recursion. 

(p. 1571) 

 

この引用箇所に，“any candidate sentence can be trumped by, for example, embedding it in “Mary thinks 

that . . .”” という一文がある．この箇所を見ると，Hauser らは，再帰が併合ではなく，埋め込みを意味

しているように理解できる可能性が考えられる．しかし，これは「メアリーは…と考える」という埋め

込みが単に可能であるというだけであり，再帰的な併合が必ず埋め込みを生じるというわけではないだ

ろう．再帰的な併合が，列挙 N (numeration)の要素を選択(select)し，併合(Merge)するという操作のみを

意味し，埋め込みを意味しているわけではないことから明らかであるといえるのではないだろうか． 

 

Natural languages go beyond purely local structure by including a capacity for recursive embedding of 

phrases within phrases, which can lead to statistical regularities that are separated by an arbitrary number of 

words or phrases. (p.1577) 

 

また，上の文章も埋め込みについて触れているが、これは再帰によっていくらでも長い文ができると

いうだけであると理解できる． 

 

3. 併合と埋め込みの関係 

 Chomsky のミニマリストプログラムを確認し，HCF の再帰を検討した．特に，HCF 理論が Chomsky

のミニマリストプログラムに基づいているという可能性について文献から検討した．その結果，HCFは

Chomskyのミニマリストプログラムに基づいており，彼らの論文での再帰は併合のことであるといえる． 

つぎに，併合と埋め込みの関係について考察していきたい．ここでは，再帰について整理している

Coolidge et al. (2011) での再帰の定義を取り上げる．そして，Coolidge らの再帰の定義をもとに併合と埋

め込みの関係性について検討する． 

 

3.1 Coolidge et al. (2011) における再帰の不明確さの指摘 
この論文でも他と同様に再帰の不明確さを指摘している．Coolidge らにおける再帰の意味を確認する

前に，彼らの指摘を見ておこう． 

 
They [Hauser et al.] also failed to define recursion explicitly, other than stating it was part of a computational 

system that generated internal representations that mapped onto a sensory–motor interface by the 

phonological system and onto a conceptual–intentional interface by a formal semantic system …. (p.584, []

は引用者による) 

 
引用箇所では，Hauser らが再帰の明確な定義を怠っており，再帰が内的な表象を生成する演算システ

ムの一部であると述べているのみであると指摘している．しかし，Coolidge らは，ほかの箇所で Chomsky

が想定していた再帰について触れている． 

 
Chomsky’s original notion of recursion as discrete infinity and their mutual idea of recursion enabling the 

production of an infinite variety of thoughts. (p.584) 

 

Chomsky が本来の再帰は離散的無限や無限の多様な思考を可能にする概念として想定していたと指

摘している．ここから，Chomsky は再帰を埋め込みではなく，無限的な表現を可能にする併合という組

み合わせ操作を想定していたと理解できるだろう．もちろん，併合により埋め込み文を生成することは

可能であると考えられるが，それは再帰の重要な要素ではないと考えられる． 

 



 

 

 3.2 Coolidge et al. (2011) における再帰 

再帰の意味について議論している論文は，再帰の不明確さを指摘する論文と同様に多くあるが (e.g. 

Tomalin, 2007) ，Coolidge らの論文は，再帰を併合と埋め込みの２つに分類しているところに特徴があ

る． 

 

Finally, some of the confusion surrounding recursion derives from the two rather different ways it is used in 

the literature, a strong version and a weak version [or, in the terms used by Van der Hulst, general 

(generative or Merge) and specific (nested and tail)]. (p.553) 

 

The strong version (i.e., which is the most common in the literature) of linguistic recursion is embeddedness, 

in which the object embedded is a word, phrase, or sentence, … (p.553) 

 

It is this [weak version] sense of recursion that … gives language its power to generate new utterances by 

enabling the combination of discrete units into larger units (linguists now prefer to label this instruction 

Merge); it also enables specific recursion. (p.553) 

 

 これらの引用から，Coolidge et al. (2011) では，再帰には，strong version と weak version の２つがあり，

それぞれ埋め込みと併合を意味するということがわかる．多くの文献で採用されるように，埋め込みは

単語や句や文が埋め込まれた物 (object) であるとされる．そして，併合は離散的な単位からより大きい

単位への組み合わせを可能にし，それにより新しい発話を生成する能力であるとしている． 

 

3.3併合と埋め込みの関係性 

 ここまで，Coolidge らの再帰の定義をみてきた．それを簡潔にまとめれば，埋め込みは言語に特有 

(specific) であり，併合は言語に限らず一般的 (general) である，となる．この Coolidge らの定義から

併合と埋め込みの関係を考えると，その関係は，併合という操作によって埋め込みという構造が合成さ

れるというものである．この一般的な (general) 再帰は，離散的な単位からより大きな単位を生み出す

という点において，Chomsky の考える併合という意味の再帰と同様と考えられる． 

ここで，you met the novelist という文を考える．この文は the novelist という名詞句 (NP)と you met と

いう動詞句 (VP) を併合したものである．このとき，動詞句が優先されると，文 (you met the novelist) が

生成され，また動詞句ではなく，名詞句が優先されると，埋め込み (the novelist you met …)が生成され

る．このように，句と句を組み合わせて新しい表現を生み出すことができる． 

ところで，句と句の組合せなどの場合，あたかも階層構造を作り出すように見えるが，それは我々観

察者が階層構造を見出しているだけに過ぎない．つまり，併合によって階層構造ができるのではなく，

階層構造として捉えることができるだけであると考えられる．また，埋め込みは併合によって生み出さ

れるが，併合が埋め込みのみを生み出すわけではない．埋め込みのない併合は考えられるだろう．たと

えば，単語と単語の組み合わせ (最新＋辞典＝最新辞典) が挙げられる．この例では，最新と辞典とい

う単語が組み合わさることによって，一つの単語というより大きな単位の構成物が生成される． 

 

4. 再帰の意味 
前節では，Coolidge et al.(2011) での再帰について確認し検討した．それでは，言語に関する研究にお

いて，再帰はいったいどのような意味として考えれば良いだろうか．その前に，本稿の議論を簡単にま

とめたい．その後，まとめをもとに，再帰の意味に関する問いに対して検討したい． 

本稿では，まず Chomsky のミニマリストプログラムでの再帰は併合であることを確認した．つぎに，

HCF の論文は，ミニマリストプログラムが念頭に置かれており，それゆえ彼らの論文における再帰は併

合だと考えることが妥当であると言える．そして， Coolidge et al. (2011) における再帰の意味を確認し，

併合と埋め込みの関係について検討した．再帰は併合と埋め込みの２つに分類でき，それらは同格の関

係ではなく，離散的な単位を組み合わせてより大きな単位を生成する操作が併合，併合によって（あた

かも）生み出される（ように見える）構造が埋め込みであるとした． 

HCF に端を発した再帰に焦点を当てた言語に関する研究において，これまで見たように，HCF がミニ

マリストプログラムを念頭に置いていることから，再帰の意味は併合であると考えられる．また再帰（＝

併合）は操作であり，埋め込みはその操作によって生み出される一つの構造に過ぎない．さらに，その



 

 

構造自体は，語用のなかで作られていくものに過ぎず，演算としての再帰が階層構造を生成すると想定

することには問題があるといえるだろう． 

 

5. おわりに 
 本稿では，これまで再帰の意味に関して，Chomsky のミニマリストプログラムから HCF 論文での再

帰を確認し，それが併合を意味することを述べた．つぎに，Coolidge et al. (2011) における再帰の意味に

ついて，再帰は併合と埋め込みの２つに分類でき，それぞれは一般的 (general) ，特徴的 (specific) であ

ることを確認した．そして，併合と埋め込みの関係について検討し，併合という操作によって埋め込み

という構造が現れるとした．さらに，併合は必ずしも埋め込み構造を作るわけではなく，また必ずしも

階層性を有するものでもないことを述べた． 

 再帰に関する問題点を挙げ，本稿を終わりにしたい．本稿で見てきたように再帰は併合である．だが，

併合という操作には，その適用対象である単語や形態素などの離散的な単位，すなわち語彙項目 (LI) が

どのようにして作られるかという問題がある．併合操作では，列挙 N (numeration) に語彙項目 (LI) が

置かれていることが前提とされているが，この語彙項目 (LI) はどこから来たのだろうか．あるいは，

この語彙項目 (LI) の意味内容は話者間で伝達できるのだろうか，といった問題が残されている．これ

について，Chomsky をはじめとする生成文法派の理論言語学者はどのように説明するのだろうか． 

 
 

参考文献 
Chomsky, N. (1955). Logical syntax and semantics: their linguistic relevance. Language 31, 36–45. 

Chomsky, N. (1995). The Minimalist Program, MIT Press. 

Coolidge F. L., Overmann K. A., Wynn T. (2011) Recursion: what is it, who has it, and how did it evolve?. WIREs Cognitive Science 

2011, 2, 547-554. 

Everett, D. (2005). Cultural constraints on grammar and cognition in Pirahã: Another look at the design features of human language. 

Current Anthropology 46, 620–646. 

Everett, D. L. (2007). Challenging Chomskyan Linguistics: The Case of Pirahã. Human Development, 50, 297-299. 

Fitch, W. T. (2010). Three meaning of “recursion”: key distinctions for biolinguistics. The Evolution of Human Language 

Biolinguistics Perspective, Cambridge University Press, pp.73-90. 

藤田耕司 (2018). 「はじめに」『言語の獲得・進化・変化 心理言語学，進化言語学，歴史言語学』開拓社．pp.96–98. 

Hauser, M. D., Chomsky, N., Fitch, W. T. (2002). The Faculty of Language: What Is It, Who Has It, and How Did It Evolve? 

Science 298 (5598), 1569–1579. 

Nevins, A., Pesetsky, D., & Rodrigues, C. (2009). Pirahã exceptionality: a reassessment. Language 85. 355–404. 

Parker, A. (2006). Evolution as a Constraint on Theories of Syntax: The Case against Minimalism. PhD thesis, Theoretical and 

Applied Linguistics. University of Edinburgh. 

Pinker, S., & Jackendoff, R. (2005). The faculty of language: What‘s special about it? Cognition 95, 201–236. 

Tomalin, M. (2007). Reconsidering recursion in syntactic theory. Lingua 117, 1784–1800. 

Watumull, J., Hauser, M. D., Roberts, I. G., & Hornstein, N. (2014). On recursion. Frontiers in Psychology, 4, 1-7. 

 

 

 

連絡先 

住所：〒923-1292 石川県能美市旭台 1-1 北陸先端科学技術大学院大学 橋本研究室 

名前：赤池敬 

E-mail：taka-_-ak@jaist.ac.jp 


