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平成26年度 大学院人文科学府修士課程第１期入学試験問題 

（言 語 学） 
 
問１の解答は１枚目の解答用紙、問２は２枚目の解答用紙、問３は３枚目の解答用紙、

問４は４枚目の解答用紙に書くこと。その際、問１－１などと記し、どの問に対する解

答かを明示すること。 
 
問１． 
 以下は，ある言語の肯定・否定のペアをリストした例文データである。なお，例文は

すべて音声表記してある。 
 

aba  “I eat”  amma  “I don’t eat” 
ideɪ  “You sleep”  inneɪ  “You don’t sleep” 
aguʊ  “I go”  aŋŋuʊ  “I don’t go” 
upi  “We come”  umpi  “We don’t come” 
atu  “I walk”  antu  “I don’t walk” 
ika  “You see”  iŋka  “You don’t see” 
ijama  “You found out”  injama  “You didn’t find out” 
aweli  “I climbed up”  amweli  “I didn’t climb up” 
ioa  “You fell”  inoa  “You didn’t fall” 
aie  “I hunt”  anie  “I don’t hunt” 
ulamaba  “We put on top”  unlamaba  “We don’t put on top” 

 
問１－１． 
 否定形態素を抽出し，異形態の音声を派生するルールを書け。 
 
問１－２． 
 データからは，別の音韻規則の存在も確かめられる。そのルールを述べ，どの子音群

に適用されるか述べよ。 
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問２． 
 次の文章は、下の (1) と (2) を参照しながら、grammatical とはどういうことかについ

て述べたものである。問いに答えなさい。 
 
(1) Furiously sleep ideas green colorless. 
(2) Colorless green ideas sleep furiously. 

 
… Third, the notion “grammatical in English” cannot be identified in any way with the notion 
“high order of statistical approximation to English.”  It is fair to assume that neither sentence (1) 
nor (2) (nor indeed any part of these sentences) has ever occurred in an English discourse.  
Hence, in any statistical model of grammaticalness, these sentences will be ruled out on identical 
grounds as equally ‘remote’ from English.  Yet (  a  ), though nonsensical, is grammatical, 
while (  b  ) is not.  Presented with these sentences, a speaker of English will read (  c  ) 
with a normal sentence intonation, but he will read (  d  ) with a falling intonation on each 
word; in fact, with just the intonation pattern given to any sequence of unrelated words.  He 
treats each word in (  e  ) as a separate phrase.  Similarly, he will be able to recall (  f  ) 
much more easily than (  g  ), to learn it much more quickly, etc.  Yet he may never have 
heard or seen any pair of words from these sentences joined in actual discourse.  To choose 
another example, in the context “I saw a fragile ___,” the words “whale” and “of” may have 
equal (i.e., zero) frequency in the past linguistic experience of a speaker who will immediately 
recognize that one of these substitutions, but not the other, gives a grammatical sentence.  
 
問２－１． 
 上の文章の (  a  ) から (  g  ) には、(1) か (2) のどちらかが入る。どちらが入る

か順に答えなさい。 
 (a) 
 (b) 
 (c) 
 (d) 
 (e) 
 (f) 
 (g) 
 
問２－２． 
 上の文章の大意を、簡潔に述べなさい。 
 
 

著作権保護のため、この Web 公開版では問題文を削除した。 
引用箇所は以下のとおりである。 
 
Chomsky, Noam (1957) Syntactic Structures. The Hague: Mouton.  2.4 節の冒頭

から 20 行目まで。上記、(1)(2)の文は、2.3 節から取っている。 
ただし、(1)(2)の順番は原文と入れ替えた。 
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問３． 
 次の日本語の文はどのような構造をしていると考えますか。「正解」となる樹形図が

１つに決まっているわけではないので、自分の分析にしたがって樹形図を書きなさい。

また、その分析で仮定されていることの中で、異論がありそうな点について、自分が採

用した分析の理由・根拠を述べなさい。 
 
 
 僕は、太郎の食べたのより、安いのを注文した。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４． 
 以下の用語の中から５つを選び、簡潔に説明しなさい。  
 
1) aspiration 

2) benefactive 

3) factive predicate 

4) generalized quantifier 
5) langue 
6) Lyman's law 

7) move alpha 
8) necessary condition 

9) prosody 

10) Spell-Out 
 


