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1.  はじめに  

 この発表はバスク語 1の接尾辞 -arazを用いた生産的使役動詞の自動詞化の可否について、新たな

データを提示することを目的とする。従来、生産的使役動詞の自動詞化は、他動詞を語基とする場

合にのみ可能であるとされることがあったが、本発表では、自動詞を語基とする場合にも自動詞化

が可能であること、生産的使役動詞の自動詞化も自動詞化一般に共通する制約に従うことを示す。 

2. バスク語の生産的使役動詞と自動詞化  

2.1 生産的使役動詞  

 バスク語は能格言語とされることが多いが、実は自動詞（一項動詞）が主語の格標示によって 2

種類に分かれる、活格的な側面を持つ。ほとんどの自動詞は、唯一項 Sが他動詞の非動作主項 Pと

同じ格（絶対格）で標示される。その他の自動詞は、Sが他動詞の動作主項 Aと同じ格（能格）で

標示される。ここでは、前者を「絶対格標示の自動詞」、後者を「能格標示の自動詞」と呼ぶ。 

 バスク語の生産的真正使役構文の述語動詞（＝生産的使役動詞、以下単に使役動詞とする）は、

結果事象を表す動詞語基に接尾辞 -arazを付加することで得られる。使役者項は能格で標示される。

被使役者項の格標示は語基となる動詞の種類によって異なる。絶対格標示の自動詞を語基とする使

役動詞の被使役者は絶対格で標示される（1）。これは irakurri「読む」などの二項他動詞を述語とす

る節と同じ構造である。他動詞を語基とする使役動詞の被使役者は与格で標示される（2）。これは

eman「与える」などの三項他動詞を述語とする節と同じ構造である。能格標示の自動詞を語基とす

る使役動詞の被使役者の格標示は方言によって異なり、絶対格（3）または与格（4）で標示される。 

（1）	 a.  Zaldi-a  geldi-tu   da.  

  馬-DEF  止まる-PFV PRS.INTR 

  ｢馬は止まった｣ 

b.  Seme-a-k     geldi-araz-i     du    zaldi-a. 

  息子-DEF-ERG  止まる-CAUS-PFV PRS.TR  馬-DEF 

  ｢息子は馬を止まらせた｣（de Rijk 2008: 378） 

（2）	 a.  Galarreta-k edan    zuen. 

  G.-ERG   飲む.PFV PST.TR 

                                                             
1 バスク語はピレネー山脈西部のバスク地方（スペインとフランス）で話されている系統不明の言語である。
例文の判断は特記のないかぎり Aingeru Arrotz-Rafaelさん（Bilbao出身、1981年生、男性）による。 
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  ｢Galarretaはそれを飲んだ｣ 

b.  Edurne-k  Galarreta-ri haur  bat  bezala  edan-araz-i    zion. 

  E.-ERG  G.-DAT   子供 IDEF ように 飲む-CAUS-PFV PST.TR 

  ｢Edurneは Galarretaにそれを子供のように飲ませた｣（de Rijk 2008: 378） 

（3）	 a.  Itsaso-ko   ur-a-k     iraki-ten  du. 

  海-LOC.ADN 水-DEF-ERG  沸く-IPFV PRS.TR 

  ｢海水が沸騰している｣ 

b.  Sumendi-a-k   itsaso-ko   ur-a   irakin-araz-ten   du. 

  火山-DEF-ERG  海-LOC.ADN 水-DEF 沸く-CAUS-IPFV  PRS.TR 

  ｢その火山は海水を沸騰させている｣ 

（4）	 a.  Hizkuntza-k   iraun   du. 

  言語.DEF-ERG  続く.PFV PRS.TR 

  ｢その言語は存続した｣ 

b.  Norbait-ek eta  zerbait-ek  iraun-araz-i    dio   hizkuntza-ri. 

  誰か-ERG AND 何か-ERG 続く-CAUS-PFV PRS.TR 言語.DEF-DAT 

  ｢誰かの、そして何かのおかげで、その言語は存続したのだ｣（MEIG IX, 62） 

 この使役動詞は、狭義の許容使役に用いられることはない（許容使役は動詞 utziによって表され

る）。ただし、不作為による結果事象の生起を表すことは可能である（5）。 

（5）	 Errege-a-k   gose-z    hil-araz-i     zuen   preso-a. 

王-DEF-ERG  飢え-INST  死ぬ-CAUS-PFV PST.TR 囚人-DEF 

「王は囚人を飢えで死なせた2」（Oyharçabal 2003） 

2.2 自動詞化  

 バスク語の自動詞化（脱他動化、detransitivization）とは、典型的には、能格項を持つ他動詞か

ら、その項を削除した項構造を持つ絶対格標示の自動詞を派生することである。この派生は日本語

や英語の典型的な受動構文にも見られる動作主の脱焦点化の機能を持つ。動詞自体は形を変えない

が、項構造が変わり、それに従って助動詞選択も変化する。たとえば、（6a）の動詞 pizten「灯す」

は他動詞であり、能格名詞句 gurasoek「両親」を項とし、助動詞は zuten（*edun「持つ」の活用形）

になっている。（6b）はこれを自動詞化したもので、動詞の形は pizten で変わらないが、能格名詞

句はなく、助動詞は zen（izan「ある」の活用形）になっている。自動詞化を経た動詞の動作主項は

明示できない。（8）のように、削除される能格項の意味役割は動作主と言うよりは経験者であるこ

ともある。 

                                                             
2 同じ文脈で単純他動詞 hil「殺す」（hil「死ぬ」と同形）を用いることもできる。発表者のコンサルタントに
よれば、hil「殺す」を用いた場合、王が囚人の餓死を意図していたかどうかは不明だが、hilarazi「死なせる」
を用いた場合、王が囚人の餓死を意図していることが強調されると言う。 
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（6）	 a.  Guraso-ek    ez   zuten  su-a   egunero piz-ten. 

  親-DEF.PL.ERG NEG PST.TR 火-DEF 毎日  灯す-IPFV 

  ｢両親は毎日は明かりを灯さなかった｣ 

b.  Guraso-en    etxe-an  ez   zen    su-a   egunero piz-ten. 

  親-DEF.PL.GEN 家-LOC NEG PST.INTR 火-DEF 毎日  灯す-IPFV 

  ｢両親の家では毎日は明かりが灯されなかった｣ 

（7）	 a.  Gu-re   etxe-a  atzo  sal-du   genuen. 

  1PL-GEN 家-DEF 昨日 売る-PFV ERG:1PL.PST.TR 

  ｢我々は家を昨日売った｣ 

b.  Gu-re   etxe-a  atzo  sal-du    zen. 

  1PL-GEN 家-DEF 昨日 売れる-PFV PST.INTR 

  ｢我々の家は昨日売れた｣ 

（8）	 a.  Ni-re   leiho-tik ez   du-t        ezer  ikus-ten. 

  1SG-GEN 窓-ABL NEG PRS.TR-ERG:1SG  何も 見える-IPFV 

  ｢私のところの窓からは私には何も見えない｣ 

b.  Ni-re   leiho-tik ez   da     ezer  ikus-ten.  

  1SG-GEN 窓-ABL NEG PRS.INTR 何も 見える-IPFV 

  ｢私のところの窓からは何も見えない｣ 

 現代語では、他動詞の自動詞化は絶対格項が三人称の場合にのみ可能で、一・二人称の場合は不

可能である。たとえば、動詞 sartu は「入る」という自動詞用法と「入れる」という他動詞用法が

あるが、これを自動詞の助動詞と組み合わせた場合、三人称単数の sartu daであれば「入った」（通

常の自動詞用法）と「入れられた」（他動詞用法からの自動詞化）の両方の解釈が可能なのに対して、

一人称単数の sartu naizでは「入った」の解釈のみが可能で、「入れられた」という意味にはならな

い。これは、絶対格項が定の人間名詞句である場合自動詞化が許されないという制約3の一部である

（EGLU II: 55, Ortiz de Urbina 2003: 590）。（9a）は、絶対格項が人間（mutil「少年」）であるために

容認されない例として EGLUが挙げているものである。これに相当する意味は、能格項を三人称複

数で標示した（9b）によって表すことができる。（9a）の zigortukoが自動詞化されているのに対し、

（9b）の zigortukoは他動詞のままであることに注意されたい。de Rijk（2008: 280）によれば、（9a）

のような例を容認する話者もいるという。特に、古い時代には、一・二人称を含め人間が絶対格項

である場合にも他動詞の自動詞化は可能であった。なお、（10）のように、絶対格項が人間でない有

生物である場合は容認される。 

 

 

                                                             
3 この制約は、スペイン語で、前置詞 aによって標示される定の人間名詞句が再帰代名詞を用いた受動文の主
語になれないことと似ている（Ortiz de Urbina 2003: 590）。 
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（9）	 a.  *Etxeko lan-ak  ez   egi-te-a-gatik      zigortu-ko  da     mutil hau. 

  *宿題-DEF.PL NEG する-GER-DEF-ために  罰する-FUT PRS.INTR 少年 これ 

b.  Etxeko lan-ak ez   egi-te-a-gatik      zigortu-ko  du-te      mutil hau. 

  宿題-DEF.PL NEG する-GER-DEF-ために  罰する-FUT PRS.TR-ERG:3PL 少年 これ 

  ｢この少年は宿題をしなかったことで罰せられるだろう｣（de Rijk 2008: 280） 

（10）	Udazken-ean hil-tzen  dira    zerri-ak   gu-re   herri-an. 

秋-LOC   殺す-IPFV PRS.INTR 豚-DEF.PL  1PL-GEN 村-LOC 

「我々の村では秋に豚を殺す」（EGLU, II: 53） 

 自動詞の自動詞化も可能である。自動詞を自動詞化した場合、動作主項である絶対格項が削除さ

れ、動詞は三人称単数に一致する。mintzatu「話す」のような活動動詞に対して、joan「行く」のよ

うな変化動詞、egon「いる」のような状態動詞は習慣・総称文でのみ自動詞化が可能である。 

（11）	a.  Gu  atzo  asko    mintza-tu ginen   gai  horr-etaz. 

  1PL  昨日 たくさん 話す-PFV PST.INTR 話題 それ-INST 

  ｢我々はその話題について昨日たくさん話した｣ 

b.  Atzo  asko    mintza-tu zen    gai  horr-etaz. 

  昨日 たくさん 話す-PFV PST.INTR 話題 それ-INST 

  ｢その話題については昨日たくさん話があった｣（de Rijk 2008: 281） 

（12）	a.  Zu  hemen-dik joa-ten   al  zara    Basagorri-ra? 

  2SG  ここ-ABL 行く-IPFV Q  PRS.INTR B.-ALL 

  ｢あなたは Basagorriにここを通って行くのですか｣ 

b.  Hemen-dik  joa-ten   al  da     Basagorri-ra? 

  ここ-ABL  行く-IPFV Q  PRS.INTR B.-ALL 

  ｢Basagorriにはここを通って行くのですか｣（de Rijk 2008: 280） 

3. 使役動詞の自動詞化  

 使役動詞の自動詞化について、EGLU（II: 63f.）および de Rijk（2008: 378f.）は、他動詞を語基と

する使役動詞の場合のみを可能な例として挙げている（13）。de Rijkによれば、自動詞を語基とす

る使役動詞の自動詞化は不可能であり（14）、動作主が不明であることは（15）のように能格項が三

人称複数で標示される他動詞文で表現される。EGLU は自動詞を語基とする使役動詞の自動詞化が

不可能であるとは明言していないが、動作主が不明であることを表す例として（16）のような能格

項が三人称複数で標示される他動詞文のみを挙げている。 

（13）	a.  Iraksle-a-k    hamar  liburu irakurr-araz-i   dizki-gu. 

  先生-DEF-ERG  10冊  本  読む-CAUS-PFV PRS.TR-DAT:1PL 

  ｢先生は我々に 10冊の本を読ませた｣（de Rijk 2008: 378） 
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b.  Hamar  liburu irakurr-araz-i   zaizki-gu. 

  10冊  本  読む-CAUS-PFV PRS.INTR-DAT:1PL 

  ｢我々に 10冊の本が読ませられた｣（de Rijk 2008: 379） 

（14）	a.  Irakasle-a-k   beti   geldi-araz-ten     gaitu. 

  先生-DEF-ERG いつも 止まる-CAUS-IPFV  1PL.PRS.TR 

  ｢先生はいつも我々を居残らせる｣（ibid.） 

b.  *Beti  geldi-araz-ten    gara. 

  *いつも 止まる-CAUS-IPFV 1PL.PRS.INTR 

  ｢我々はいつも居残らせられる｣（ibid.） 

（15）	Beti   geldi-araz-ten    gaitu-zte. 

いつも 止まる-CAUS-IPFV 1PL.PRS.TR-ERG:3PL 

「我々はいつも居残らせられる」（ibid.） 

（16）	Pacheko ganbara eder   bat-ean    sar-araz-i     zuten. 

P.    部屋  美しい IDEF-LOC  入る-CAUS-PFV PST.TR.ERG:3PL 

「Pachekoはある美しい部屋に入らされた」（EGLU, II: 63） 

 このように、先行研究には自動詞を語基とする使役動詞は自動詞化できないという考えが見られ

るが、この一般化はやや的を外している。de Rijk（2008）が不可能な例として挙げているものは、

絶対格項が一人称複数であり、そもそも使役動詞に限らず一般に自動詞化が困難な例であるので、

自動詞を語基とする使役動詞であることによって不可能になっているとは言えない。EGLU のが挙

げている例も、絶対格項が人間であるものばかりなので、自動詞化によって動作主が不明であるこ

とが表しえないのは、絶対格項が人間であることによると考えられる。 

 実際、絶対格項が人間でない場合、特に無生物の場合には自動詞を語基とする使役動詞の自動詞

化の例は多く見られる。（17, 18, 19）はそれぞれ無生名詞句の baso eremu zabalak「広い森林地帯」、

blokea「ブロック」、josteko makinak「ミシン」が絶対格項になっている。このような例の存在から、

自動詞を語基とする使役動詞の自動詞化は一般に可能であるが、他の場合の自動詞化と同じく人間

が絶対格項であれば不可能になる、と考えるべきである。（19）と（20）を比べると、同じ動詞 geratu

「止まる、残る」を語基とする使役動詞でも、絶対格項が人間である場合は不可能で、無生物であれ

ば可能であることがはっきり分かる。（21）も、絶対格項が人間名詞句であるために不可能であると

考えられる。 

（17）	Pixkanaka baso  eremu zabal-ak    desagerr-araz-i   dira. 

少しずつ 森林 地帯 広い-DEF.PL  消える-CAUS-PFV PRS.INTR 

「少しずつ広大な森林地帯が消滅させられた」 

（18）	Gero  zur-ez-ko    ziri-ak  sartu,  ur-ez  busti,  eta  dilatazio-z, 

後で 木-INST-ADN 楔-DEF 入れる 水-INST 濡らす AND 膨張-INST 
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nahi   zen      toki-tik   hauts-araz-ten    zen    bloke-a. 

欲しい PST.COP.REL 場所-ABL 壊れる-CAUS-IPFV  PST.INTR ブロック-DEF 

「そして、木の楔を挿入し、水で濡らし、膨張によって 

壊したいところからブロックを壊していた」 

（19）	Josteko makinak  etengailu-a   saka-tu-ta    martxan  jar-tzen 

ミシン.DEF.PL  スイッチ-DEF 押す-PFV-CVB  動き.LOC 置く-IPFV 

eta  gera-raz-ten    dira. 

AND 止まる-CAUS-IPFV PRS.INTR 

「ミシンは、スイッチを押すと動いたり止まったりする」 

（20）	a.  *Eskola  hon-etan,  haurr-ak    astelehen-etan     18:30-ra  arte 

  *学校  これ-LOC 子供-DEF.PL  月曜日-DEF.PL.LOC 18:30-ALL まで 

  gera-raz-ten    dira 

  止まる-CAUS-IPFV PRS.INTR 

b.  Eskola  hon-etan,  haurr-ak    astelehen-etan     18:30-ra  arte 

*  学校  これ-LOC 子供-DEF.PL  月曜日-DEF.PL.LOC 18:30-ALL まで 

  gera-raz-ten    ditu-zte. 

  止まる-CAUS-IPFV PRS.TR-ERG:3PL 

「この学校では子供たちは毎週月曜日は 18:30まで居残らせられる」 

（21）	a.  *Preso-ak    gose-z    hil-araz-i    ziren. 

  *囚人-DEF.PL 飢え-INST  死ぬ-CAUS-PFV PST.INTR 

b.  Preso-ak    gose-z    hil-araz-i    zitu-zte-n. 

  囚人-DEF.PL  飢え-INST  死ぬ-CAUS-PFV PST.TR-ERG:3PL-PST 

「囚人たちは飢えで死なせられた」 

 例（17–19）はすべて絶対格標示の自動詞を語基とする使役動詞の例であったが、能格標示の自動

詞を語基とする使役動詞の自動詞化も可能である。（20）は能格標示の自動詞である irakin「沸く」

（例 3を参照）を語基とする使役動詞の例である。 

（22）	Destilazio-prozesu-an, egoera-aldaketa azkar-tze-ko     irakin-araz-ten  da    ur-a. 

蒸留-過程-LOC    状態-変化    促す-NMLZ-ために  沸く-CAUS-IPFV  PRS.INTR 水

-DEF 

「蒸留の過程で、状態変化を促すために水を沸騰させる」 

4.  まとめ  

 以上のデータから、バスク語の生産的使役動詞の自動詞化は動詞の自他にかかわらず可能である

ことが明らかになった。先行研究で不可能とされていた例は、絶対格項が人間を指す場合は自動詞

化できないというより一般的な制約によるものであると考えられる。 
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付録  

（23）	Inguru-ko    gas  horr-en  molekulak   etengabe  ari    dira 

周囲-LOC.ADN 気体 それ-GEN 分子.DEF.PL  常に   している PRS.COP 

gure    aurka  talka egi-te-n. 

1PL-GEN 対して 衝突 する-NMLZ-LOC 

「その周囲の気体の分子は常に我々に衝突している」 

（24）	Cruithne-k    ez   du   Lurr-a-ren    kontra  talka-rik egin-go. 

クルースン-ERG NEG PRS.TR 地球-DEF-GEN  対して 衝突-PRT する-FUT 

「小惑星クルースンは地球に衝突したりしない」 

（25）	Auto-a-k   aurrez aurre  egin    du   talka furgoneta  bat-en    aurka. 

車-DEF-ERG 向かい合って する.PFV PRS.TR 衝突 バン   IDEF-GEN  対して 

「その車はバンと正面衝突した」 

（26）	urre- eta  deuterio-nukleo-ei   elkarr-en  aurka  talka  egin-araz-i 

金  AND 重水素-核-DEF.PL.DAT 互い-GEN 対して 衝突 する-CAUS-PFV 

die-te     ia   argi-a-ren   abiaduran. 

PRS-ERG:3PL ほぼ 光-DEF-GEN  速さ.LOC 

「金と重水素の核をほぼ光速で互いに衝突させた」 

（27）	hori  baieztatzeko        talka  eginarazi     zuten 

それ 確かめる-NMLZ-ために  衝突 する-CAUS-PFV PST.TR.ERG:3PL 

Ilargi-a-ren   aurka  LCROSS  zunda. 

月-DEF-GEN  対して LCROSS  探査機.DEF 

「それを確かめるために探査機 LCROSSを月に衝突させた」 

（28）	30 trilioi  zink  atomo  bismuto-ko      itu  bat-en    kontra  

30兆   鉛  原子  ビスマス-LOC.ADN 標的 IDEF-GEN  対して 

talka  egin -araz-i    dira. 

衝突 する-CAUS-PFV PRS.INTR「30兆の鉛原子をビスマスの標的に衝突させた」 
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（29）Jon-ek  bere burua  babes-tu  zuen. 

J.-ERG  自分    守る-PFV PST.TR 

「Jon iは自分 iを守った」 

（30）Jon-i   bere burua babes-araz-i    genion. 

J.-DAT 自分   守る-CAUS-PFV ERG:1PL.PST.TR 

「私たちは Jon iに自分 iを守らせた」 

（31）Jon-ek  ni-ri    bere burua babes-araz-i    zidan. 

J.-ERG  1SG-DAT 自分   守る-CAUS-PFV PST.TR 

「Jon iは私に自分 iを守らせた」 

（32）Medusa-k  ispilu-an  bere burua ikus-i   zuen. 

M.-ERG  鏡-LOC  自分   見る-PFV PST.TR 

「Medusa iは鏡に映った自分 iの姿を見た」 

（33）Medusa-ri ispilu-an  neure burua  {erakuts-i/ikus-araz-i}      nion. 

M.-DAT  鏡-LOC  自分    {見せる-PFV/見る-CAUS-PFV}  ERG:1SG.PST.TR 

「私 iはMedusaに鏡に映った自分 iの姿を見させた」 

（34）Medusa-ri ispilu-an  bere burua {erakuts-i /ikus-araz-i}      nion. 

M.-DAT  鏡-LOC  自分   {見せる-PFV/見る-CAUS-PFV}  ERG:1SG.PST.TR 

「私はMedusa iに鏡に映った自分 iの姿を見させた」 

（35）Genji-ren Ipuin-a  irakurr-araz-i   dio-t         

源氏-GEN 物語-DEF 読む-CAUS-PFV PRS.TR.DAT:3SG-ERG:1SG  

azterketa  gaindi-tze-ko. 

試験.DEF 受かる-NMLZ-ために 

「{私が/彼が}試験に受かるように私は彼に『源氏物語』を読ませた」 

（36）Peio-ri  etxe-a  eros-araz-i    nion      behin ere ikusi  gabe. 

P.-DAT 家-DEF 買う-CAUS-PFV ERG:1SG.PST 一度 も 見る なしで 

「一度も家を見ずに私は Peioに家を買わせた」 


