
 
 

「所有の言語学: To Have, or Not To Have」第 2発表 

バスク語の位置属格と存在文が表す全体部分関係  

石塚  政行  
noitartsinimda@gmail.com 

1. はじめに  

 バスク語1には所有属格（POSS）の -enと位置属格（LOCG）の -koという 2つの属格がある。所有の中
核的意味のうち、所有権関係と親族関係を表すことができるのは所有属格だけである。一方、全体部分関
係は、所有属格と位置属格の両方とも用いうる場合がある。たとえば、atearen giltzaと ateko giltzaは、ど
ちらも「その扉の鍵」という意味であるが、前者は所有属格、後者は位置属格が使われている。Michelena

（1972: 312）によれば、前者は ateak giltza du「その扉は鍵を持っている」という所有文と、後者は giltza atean 

da「その鍵はその扉にある」という存在文と、それぞれ何らかの関係があるところが両者の違いだと言う｡ 
 Michelena の言う何らかの関係とは、具体的にはどのようなものなのだろうか。本発表ではこの点を検
討し、全体部分関係の表現を中心として、次の 2点を明らかにする。（1）所有文と存在文は表される所有
物の所有者に対する《内在性》によって使い分けられており、（2）所有属格と位置属格は内在性に加えて
所有者の《場所性》によって区別されている。結果として、所有属格/位置属格は、所有文/存在文と関係
しつつも独自の分布を示している。 

2. バスク語の類型論的特徴と場所格類  

 バスク語は、ピレネー山脈西部のバスク地方（スペインおよびフランス）で話される系統不明の言語で
ある。他動詞節の基本語順は SOV だが、情報構造によって比較的自由に語順を変えることができる。格
組織は能格型あるいは活格型で、動詞は絶対格・能格・与格の項と一致する。格は名詞句の末尾に一度だ
け標示される。 

 位置格・方格・奪格・位置属格など、位置関係を表す格標識（場所格類）は、所有属格を含むそれ以外
の格標識と文法的に区別される。まず、場所格類は名詞句の有生性によって接続の仕方が変わる。英語で
は go to {the station/the door/John} はいずれも自然な表現であるが、日本語では「駅に行く」に対する「{?

ドア/*佐藤さん}に行く」は不自然になる。この場合、「のところ」のような表現を用いて「{ドア/佐藤さ
んのところ}に行く」としなければならない。このような違いはバスク語では geltoki/ate「駅/ドア」と Mañex

（人名）の間に見られる。一般に、場所格類は有生名詞を主要部とする名詞句には直接付けることができず、
形態素 ganを必要とする。 

（1）	  a.   geltoki-ra    joan          b.   ate-ra     joan          c.   Mañex-en-gan-a    joan 
     station-ALL  go               door-ALL go               M.-POSS-ANM-ALL  go 

     ‘to go to the station’           ‘to go to the door’           ‘to go to Mañex’ 

 また、場所格類は、単数定名詞句に接続する場合に定冠詞に相当する形態素が現れないという特徴を持
つ。定冠詞を介さずに、直接場所格類を付けることで、その名詞句は定冠詞が付いたものと同様に扱われ
                                                             
1 以下、共通バスク語について論じる。本発表のデータを提供してくれたのは Aingeru Arrotz-Rafaelさん（Bilbao
出身、1981年生、男性）と、Leire Goikoetxea Loboさん（Lasarte出身、1991年生、女性）である。両者の間で判断
が揺れる例については?を付けた。グロスは Leipzig Glossing Rulesに従い、適宜以下の略号を用いた：ADN連体形､
AFF肯定、ANM有生、LOCG位置属格、POSS所有属格。 
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る。また、場所格類が複数定冠詞・定冠詞なしの名詞句に付く場合、形式 -ta-が現れる。このように、バ
スク語の場所格類は非場所格とは異なる文法的ふるまいを示す。 

3. 所有文と存在文  

 本節では、無生名詞句を所有者とする全体部分関係を表す叙述所有表現について、プロトタイプからの
拡張という観点から考察する2。プロトタイプ的な全体部分関係は、所有物が所有者の分離不可能な恒常的
構成要素となっており、所有物と所有者が自らの特徴づけにお互いを不可欠な要素として含み（内在性）、
同じ意味領域の存在物として概念化されているような場合である。たとえば、「机の脚」における「脚」は、
机を机として機能させるために不可欠な天板を支える部分を指しており、机から分離するとその機能を果
たすことができない。また、個々の「机」や「机の脚」の事例は、もっとも普通の読みでは、三次元空間
という意味領域内でどの位置を占めるかということによって区別される。以下では、このような例を典型
的な全体部分関係と考え、そこからの拡張を所有文と存在文を対比させて論じる。 

 バスク語では、典型的な全体部分関係は必ず所有文によって表現され、存在文を用いることはできない｡
たとえば、「その机には脚が 6本ある」を表すためには（2a）の所有文だけが可能である。このような典型
的な全体部分関係を表す例としては、他に「椅子の背もたれ」「城の壁」がある。 

（2）	  a.   Mahai-a-k     sei  hanka  ditu.              b.  * Mahai-an      sei  hanka  daude.    
     desk-the-ERG  six  leg    has                   desk-the.LOC  six  leg    are 

     ‘The desk has six legs.’ 

 一方、「私の机にはひきだしが 3つある」は、所有文でも存在文でも表すことができる。 

（3）	  a.   Nire  mahai-a-k      hiru  kajoi    ditu.       b.   Nire mahai-an      hiru  kajoi    daude.    
     my   desk-the-ERG  three drawer has            my  desk-the.LOC  three drawer are 

     ‘My desk has three drawers.’ 

 「机のひきだし」は、次の点で典型的な全体部分関係と異なる。まず、ひきだしは机にとって不可欠の部
分である度合いが低い。机に必須の機能は地面から一定の高さにある天板の上に物を置くことであり、脚
はその機能を発揮するために欠くことができないが、ひきだしはそうではない。さらに、ひきだしは机か
ら分離させた状態でも一定の「机のひきだし」性を残している。物を収納するのがひきだしの本来的機能
であるが、それはひきだしの箱形の形状によって実現されているところが大きい。もちろん、ひきだしが
机に収まることによってその機能は十全に発揮される（外部と完全に遮断される）のだが、ひきだしは単
独でも物を一定の場所に集めておくという収納機能の一部を十分に保持している。一方で、机の脚は机と
一体であることがその機能を果たすために不可欠である。こうした場合には、ひきだしを机とは別個の存
在として捉えることが可能になるために、机をひきだしの存在する場所として表現し、存在文が用いられ
るのだと考えられる。こうした例としては他に「城の堀」「タイタンの大気」がある。 

 また、「屋根に雨漏りがある」も所有文と存在文の両方で表すことができる。 

（4）	  a.   Teilatu-a-k    itogin  bat  ba-du.             b.   Teilatu-an    ba-dago itogin  bat.    
     roof-the-ERG  leak   one AFF-has                roof-the.LOC  AFF-is  leak   one 

     ‘The roof has a leak.’ 

 雨漏りは、屋根に出来た雨が染み通ってきてしまう箇所のことなので、雨漏りが存在するためには屋根
                                                             
2 本節については浅岡（2016: 34ff.）に学ぶところが大きい。 
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が不可欠だと言える。しかし、逆に屋根にとって雨漏りは不可欠の構成要素ではなく、むしろ修繕して取
り除くことで屋根は本来の機能を十全に発揮するようになる。その点で「屋根の雨漏り」は非典型的な全
体部分関係に位置づけられる。一方、雨漏りは屋根と独立の存在物ではないが、その関係の一時性は場所
と物の関係に近づく。これの類例としては他に「シャツの染み」「シャツの穴」がある。 

 以上の例は、所有物の所有者に対する不可欠性（内在性）が低いか全くない場合であった。次の例から
は、内在性が高い場合には、他の面で典型的な全体部分関係と違っていても存在文が容認されないことが
わかる。 

（5）	  a.   Lore    hon-ek   kolore  ederr-a        du.   
     flower  this-ERG color  beautiful -the  has  

b.  * Lore    hon-etan kolore  ederr-a        dago. 

     flower  this-LOC color  beautiful-the  is 

     ‘This flower has a beautiful color.’ 

 「花の色」では、この「花」の事例が三次元空間内の存在として概念化されているのに対し、「色」の事
例はその花の色が色空間内で占める領域を指しているという点で、典型的全体部分関係とは言いがたい。
しかし、「花」の意味にはその花が何らかの色を持っているということが必ず含まれているので、「色」の
「花」における内在性は高い。こうした例としては他に「リンゴの味」「花/プール/都市/ビルバオの大き
さ」「花/都市の名前」「ビルバオの公式名称」などがある。 

 以上の議論から、全体部分関係を中心とする叙述所有表現において、存在文が容認されるのは所有物の
所有者における内在性（所有物が所有者にとってどれだけ不可欠か）が欠けている場合であることが明ら
かになった。 

4. 所有属格と位置属格  

■先行研究 位置属格（LOCG）と所有属格（POSS）の使い分けについて、まず指摘しなければならない
のは、位置属格は有生名詞句に接続することがほとんどできないということである（de Rijk 2008: 100）。
所有属格は有生性にかかわらずどんな名詞句にも接続しうるが、位置属格は無生名詞句にしか用いられな
い。2 節で述べたように、有生名詞句に場所格類が接続する際には形態素 gan を介さなければならない。
位置属格にはこの ganに付く用法がないのである。 

 所有属格の中心的な用法は所有権関係・親族関係を表すものである。また、全体部分関係についても、
所有者が有生名詞句ならば、上述の理由から必ず所有属格が現れる。 

（6）	  a.   Mañex-en etxe-a           b.   Mañex-en aita          c.   Mañex-en  esku-a 
     M.-POSS   house-the           M.-POSS   father.the         M.-POSS  hand-the 

     ‘Mañex’s house’              ‘Mañex’s father’            ‘Mañex’s hand’ 

 一方、位置属格 -ko（LOCG）は、独立の格として扱われることも多いが、その用法の多くは位置格 -an

に後置詞句の連体形を作る接辞 -ko（ADN）が付加したものと分析することができる。連体接辞 -koは、非
場所格の具格や共格、場所格類の方格や奪格、その他の後置詞を主要部とする句が連体修飾の機能を持つ
ときに付加される。 

（7）	  a.   zur-ez-ko        aulki-a                      
     wood-INST-ADN  chair-the     ‘the wood chair’                            
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b.   Hazparne-ra-ko  bide-a                       c.   gerla-ren     kontra-ko     emakume-a-k 

     H.-ALL-ADN    way-the                        war.the-POSS against-ADN  woman-the-PL 

     ‘the way to Hazparne’                          ‘the women against the war’ 

 ところが、位置格の連体形として *-an-ko という形はなく、「～にある、～での」の意味を表すときには
常に位置属格 -koが用いられる。したがって、位置属格は位置格の連体形の機能を持っていると言える。 

（8）	  a.   Gu-re    herri-an     eliza    bat  dago.       b.   gu-re    herri-ko      eliza     
     we-POSS village-LOC  church one is              we-POSS village-LOCG church.the 

     ‘There is a church in our village.’                ‘the church in our village’ 

 無生物を所有者とする所有関係について考えると、de Rijk（2008: 101f.）によれば、所有者と所有物の
間に内在的な（非偶然的な）関係がある場合、位置属格よりも所有属格がふさわしい。たとえば、「夜の恐
怖」を所有属格で gauaren beldurraと表せば、それは「夜を恐れること」であるが、位置属格を用いて gaueko 

beldurraとすれば、「夜に感じる恐怖」のことになる。また、「家の所有者」は所有属格で etxearen jabeaと
表現されるのに対して、「一家の主人」は位置属格で etxeko jaunaとなり、所有属格が使われることはない
（Pouvreau 1892）。 

 ある限定所有表現に所有属格と位置属格のどちらを用いるか、話者の間で意見が一致しなかったり、ひ
とりの話者が両方を許容したりするということがある。de Rijk（2008: 102）によれば、ある関係が内在的
かどうかというのは捉え方によるところが大きく、たとえば「家の屋根」「扉の鍵」「教会の避雷針」は、
それぞれ所有者の内在的な一部と捉えることも、偶然的な位置関係と捉えることもできるので、所有属格
と位置属格のどちらも容認されうるのだと言う。 

■所有文/存在文の使い分けとのずれ 所有属格と位置属格の間に観察されてきたこのような「内在性」
の違いは、3 節で所有文と存在文の区別に見たような、所有物の所有者に対する《内在性》という観点か
らある程度説明することができる。まず、「机の脚」「椅子の背もたれ」のように、内在性が高い関係では
位置属格は使いにくい。 

（9）	  a.   mahai  hon{-en/?-etako}   hanka-k             b.   aulki  hon{-en/?-etako}   bizkarr-a    
     desk  this{-POSS/LOCG}  leg.the-PL               chair  this{-POSS/LOCG}  back-the 

     ‘the legs of this desk’                           ‘the back of this chair’ 

 また、「花の色」「リンゴの味」のように、内在的属性を表す場合には位置属格は完全に使えない。 

（10）	 a.   lore    hon{-en/*-etako}   kolore-a            b.   sagar  hon{-en/*-etako}   gustu-a    
     flower  this{-POSS/LOCG}  color-the               apple  this{-POSS/LOCG}  taste-the 

     ‘the color of this flower’                        ‘the taste of this apple’ 

 さらに、「机のひきだし」「屋根の雨漏り」のように内在性が低いか完全にない関係では、所有属格は位
置属格よりも容認度が下がる。 

（11）	 a.   mahai  hon{?-en/-etako}   kajoi-a              b.   tailatu hon{?-en/-etako}   itogin-a    
     desk  this{-POSS/LOCG}  drawer-the              roof   this{-POSS/LOCG}  leak-the 

     ‘the drawer of this desk’                        ‘the leak in this roof’ 
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 以上の例からは、所有属格と位置属格の使い分けにも《内在性》が関わっていることがわかる。ただし、
叙述表現では、内在性が低いかまたは完全にない場合でも所有文が完全に容認されたのに対し、限定表現
では所有属格はやや用いにくくなる。また、内在性が高い「机の脚」のような例では存在文は不適格と判
断されるにもかかわらず、位置属格による限定所有表現は完全に非文法的とは言えない。 

 こうした叙述と限定の違いは、次のような例を加えることでますます大きくなる。「城の壁」｢家の屋根｣
は、「机の脚」と同様、所有文では表現できるが存在文の使用は認められない。一方、限定の側では所有属
格と位置属格が両方とも可能である。しかも、位置属格のほうがやや適格度が高いと判断される。 

（12）	 a.   gaztelu  hon{-en/-etako}    horma-k            b.   etxe  hon{-en/-etako}    teilatu-a-k   
     castle   this{-POSS/LOCG}  wall.the-PL             roof  this{-POSS/LOCG}  roof-the-PL 

     ‘the walls of this castle’                         ‘the roofs of this house’ 

 また、「～の大きさ」は、「花の色」「リンゴの味」と同じく、内在的属性を表すと考えられる。上で見た
ように、「花の色」などは、叙述の側では所有文のみ、限定の側では所有属格のみが可能である。しかし、
「～の大きさ」の所有者を「花」「プール」「都市」「ビルバオ（都市名）」と変えてみると、以下のような対
照が観察される。 

（13）	 a.   lore    hon{-en/*-etako}   neurri-a            b.   igerileku  hon{?-en/?-etako}  neurri-a      
     flower  this{-POSS/LOCG}  size-the                pool       this{-POSS/LOCG}  size-the 

     ‘the size of the flower’                          ‘the size of the pool’ 

 c.   hiri   hon{?-en/-etako}   neurri-a              d.   Bilbo{*-ren/-ko}     neurri-a    
     city  this{-POSS/LOCG}  size-the                  Bilbao{-POSS/LOCG} size-the 

     ‘the size of the city’                            ‘the size of Bilbao’ 

 「花」では位置属格が完全に不適格と判断される。これは「花の色」「リンゴの味」と同じふるまいであ
る。しかし「プール」「都市」「ビルバオ」と順に並べると、だんだん位置属格の容認性が上がってくる。
同時に、所有属格の容認性は下がり、「ビルバオの大きさ」では所有属格はまったく容認されない。 

 ここまで検討した様々な全体部分関係について、所有文と存在文のどちらが可能か、所有属格と位置属
格のどちらが可能かという観点からまとめたのが次の表である。完全に不自然と判断されたものだけを「可
能」でないとし、それ以外は「可能」なものとして記載した。 

表 1. 全体部分関係を所有と存在のどちらで表現するか 

 所有文のみ可能 どちらも可能 存在文のみ可能 

所有属格のみ可能 花の色/大きさ/名前、リンゴの味   

どちらも可能 机の脚、椅子の背もたれ、城の壁、

家の屋根；鼻/プール/都市の大き

さ、都市の名前 

机のひきだし、城の堀 

屋根の雨漏り、シャツの染み/穴 

 

位置属格のみ可能 ビルバオの大きさ/名前 タイタンの大気 机の花瓶、木の風船 

■場所性 表 1からは、所有者の《場所性》の高さが内在的属性の限定所有表現における位置属格の適格
性と相関していることが見て取れる。ここで、場所性とは、その名詞句の指示対象を場所として捉えるこ
とがどれだけ定着・慣習化しているかということである。場所性の一端は、それぞれの語がどのくらいの
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頻度で場所格類とともに用いられるかということから判断することができる。表 2は、lore「花」、igerileku

「プール」、hiri「都市」、Bilbo「ビルバオ」に場所格類が接続する頻度を示している3。位置属格の容認度が
高いものほど、場所格類とともに用いられる割合が高いことがわかる。 

表 2. 各語が場所格類と共起する頻度 

 lore 花 igerilekuプール hiri 都市 Bilbo ビルバオ sudur 鼻 maite 愛する 

場所格類 91 (3.5 %) 509 (47 %) 9 625 (57 %) 27 729 (93 %) 305 (38 %) 109 (5 %) 

それ以外 2 484 (97 %) 564 (53 %) 7 334 (43 %) 2 238 (7 %) 507 (62 %) 2 307 (95 %) 

合計 2 575 1 073 16 959 29 967 812 2 416 

5. まとめと展望  

 本発表では次の 2点を指摘した。（1）バスク語の所有文/存在文と所有属格/位置属格の違いには内在性
が重要な役割を果たしており、内在性が高いものは存在文/位置属格では表現できない。（2）一方で、所
有属格/位置属格の区別には名詞句の場所性という要因が関わっており、場所性が高いと位置属格が認め
られやすくなる。結果として、叙述所有と限定所有で、存在との境目がずれていることが示された。 

 所有属格と位置属格を区別する《場所性》は、名詞の指示対象の単なる広さには還元できないところが
ある。たとえば sudur「鼻」は、表 2からわかるように一定の場所性を示し、「鼻の大きさ」は所有属格と
位置属格の両方で表現できる（14a）。しかし、「鼻」が「花」に比べて広がりを持っているとは言えない。
また、Bilbo「ビルバオ」は非常に場所性が高く、「ビルバオの大きさ」では所有属格がまったく容認され
ないが（13d）、これを形容詞 maite「愛すべき」で修飾すると、反対に所有属格だけが可能になり、位置
属格は不適格と判断されるようになる。形容詞 maite の《場所性》は、表 2 の頻度からは低いことが窺え
るが、位置属格のふるまいはちょうどそれに対応している。 

（14）	 a.   ni-re   sudurr{-a-ren/-eko}         neurri-a  
     I-POSS nose{-the-POSS/-the.LOCG}  size-the 

     ‘the size of my nose’ 

 b.   ni-re   Bilbo   maite{-a-ren/*-ko}         neurri-a    

     I-POSS Bilbao  dear{-the-POSS/-the.LOCG}  size-the 

     ‘the size of my dear Bilbao’ 

 今後は、《場所性》概念をさらに精緻化するとともに、なぜ限定所有の側でだけ存在がこのように所有の
範囲まで広がるにいたったのかという観点からこの現象を考察していきたい。 
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3  バスク語アカデミーの Lexikoaren Behatokiaren Corpusa（語彙観測所コーパス）で各語彙素について 10回以上生
起する語形を調べ、格が何か判断できないものを除いた。同コーパスは 2000年以降の新聞・雑誌・ラジオ・文学作品・
書籍から集められた 5800万語規模のコーパスである。 
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