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1. はじめに  

バスク語には，例（1）のように，所有動詞*edunを主述語とし，その目的語に対する二次述語を含

む構文が存在する。 

（1） Ni-k oin=ak hotz=ak ditut. 

 I-ERG foot=PL cold=PL I.have.them 

 主語 目的語 二次述語 主述語 

「私は足が冷たい」 

目的語と二次述語の間には一般に（2）のようなコピュラ文の主語-コピュラ補語の関係が成り立つ

ので，この構文を本発表では所有コピュラ文と呼ぶ。 

（2） [En-e oin=ak] hotz=ak dira. 

 I-POSS foot=PL cold=PL they.are 

 主語 コピュラ補語 コピュラ 

「私の足は冷たい」 

 所有コピュラ文は，主述語に対する主語と，二次述語に対する主語（＝主述語の目的語）の 2 つ

の主語を持つという点で，日本語・中国語などに見られる二重主語文（3）と共通点を持つ。また，

（1）の和訳から分かるように，この構文が表す意味は諸言語の二重主語文の意味と重なりを持つ。

本発表では，バスク語と日本語・中国語の二重主語文の意味構造を対照し，その共通点と相違点を

明らかにする1。 

（3） 我 身体 挺 暖和 

 I body very warm 

 第 1主語 第 2主語  述語 

「私はからだがとてもあたたかい」（木村 2002） 

なお，以下では，表 1のとおりバスク語・日本語・中国語の各構成素を X・Y・Zと呼ぶことがある。 

 

表 1. 日中バスク語の X・Y・Z の対応関係  

 X Y Z 

バスク語 主語 目的語 二次述語 
日本語・中国語 第 1主語 第 2主語 述語  

 
1 バスク語所有コピュラ文について比較的詳しくまとめているものとして de Rijk（2008: §§25.1–25.2）を参照。その他，

Lafitte（1995），Etxepare（2003），Zabala（2003）にも記述がある。 
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2. バスク語・所有文・二次述語  

バスク語は系統不明のヨーロッパの能格言語で，フランスおよびスペインで話されている。現代バ

スク語話者はほぼすべてフランス語またはスペイン語とのバイリンガルである。方言は 5 つ乃至 7

つに大別される。本発表はフランス・バスク地方の低ナバラ地域の方言のデータに基づく。以下，

例文は正書法に基づいて表記する。 

 バスク語のほとんどの動詞は定形を持たず分詞のみを持つ。このような動詞は助動詞と組み合わ

さって初めて定形節の述語となる。所有動詞*edunは定形を持つ数少ない例外のひとつである。動詞

の定形（定動詞）は法・時制・主要文法項（絶対格・能格・与格の項）と聞き手の人称・数などに応

じて活用する。グロスではこれらの情報は簡略的に示している。 

 バスク語は形態的には能格言語だが，統語的には対格性を示す。本発表では自動詞の絶対格項と

他動詞の能格項を主語，他動詞の絶対格項を目的語と呼ぶ。基本語順は SOVとされるが，情報構造

も語順を決定する主要な要因である。述語の直前が焦点，その前が主題の位置である。 

 低ナバラ方言を含むフランス諸方言では，*edunが最も基本的な所有動詞である。*edunは所有権

関係・親族関係・全体部分関係を含む多様な関係を表しうる。（4）は親族関係の例である。また，

*edunは他動詞の助動詞にも用いられる。 

（4） Lau haur ba=ditu. 

 four child AFF=he.has.them 

「彼は子供が 4人いる」 

 名詞，形容詞，叙述詞，後置詞句は主語および目的語の二次述語となる。形容詞が連体修飾用法

と叙述用法を持つのに対して，叙述詞はコピュラ補語または二次述語としての叙述用法しか持たな

い語類である。（5）は叙述詞 bizirikが目的語の二次述語となっている例である。 

（5） Haurr=e-k Kattalingorri=ak bizirik ehortz-i zituzten. 

 child=PL-ERG ladybug=PL alive bury-PFV they.had.them 

  目的語 二次述語   

「子供たちはテントウムシを生きたまま埋めた」 

 

3. 二重主語文の分類  

西川（2013）は日本語の「Xは Yが Z」の形を取る構文を次のように分類している（一部省略）。 

l 二重コピュラ文 

Ø 措定内蔵型（象鼻構文，第 2種二重主語文） 

Ø 指定内蔵型（カキ料理構文） 

l 非二重コピュラ文 

Ø 私は頭が痛い（第 1種二重主語文） 

Ø 鼻は象が長い 

Ø 魚は鯛がいい 
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この構文は，まず二重コピュラ文とそうでないものに分けられる。二重コピュラ文とは，「Y が Z」

というコピュラ文を内蔵するコピュラ文である。「Yが Z」は全体として「Xは」に対する述部とな

っている。二重コピュラ文は，内蔵するコピュラ文の種類によってさらに分類される。主なタイプ

として，措定文を内蔵するもの（象鼻構文）と指定文を内蔵するもの（カキ料理構文）がある。 

 措定文「Aは Bだ」は，Aの指示対象に Bが表す属性を帰すコピュラ文（「太郎は学生だ」），指定

文「Aが Bだ」は，Aが誰・どれ・何であるかを Bで指定するコピュラ文（「この男が犯人だ」）で

ある。二重コピュラ文はすべて文全体としては措定文であるが，内蔵するコピュラ文「Yが Z」は措

定文，指定文など様々な場合がある。 

 措定内蔵型の二重コピュラ文（象鼻構文）は，「象は鼻が長い」に代表されるもので，おおむね尾

上（1998a, b, 2004）の第 2種二重主語文に当たる。象鼻構文では Xと Yの間に「ノ的磁力線」の関

係がある（三上 1953）。指定内蔵型の二重コピュラ文（カキ料理構文）は，「カキ料理は広島が本場

だ」のようなタイプである。カキ料理構文では，Xと Zの間にノ的磁力線の関係がある。 

 二重コピュラ文でない「Xは Yが Z」構文のうち，西川（2013）が「頭が痛い」構文と呼ぶもの

は尾上（1998a, b, 2004）の第 1種二重主語文に当たる。西川は，この構文では「Yが Z」の部分が措

定構造とは言いにくい点で二重コピュラ文ではないが，「Y が Z」全体が X に属性を帰しているた

め，全体としては措定文であると言う。いっぽう尾上は，第 1種二重主語文を《存在・情意・可能》

の 3つに大別し（尾上 1998b），それぞれ事態把握の着目点および中核項目を別個に持つために，二

重主語が成立すると説く。特に中国語・バスク語との対照で重要となる情意の文について言えば，

「情意・感覚・欲求の主者」および「感覚発生の場所＝身体部位」は着目点としての主語であり，「情

意・感覚・欲求の対象」は中核項目としての主語であると言う。この他，非二重コピュラ文の「Xは

Yが Z」構文として，「鼻は象が長い」タイプと「魚は鯛がいい」タイプが挙げられている。 

 バスク語の所有コピュラ文は，日本語の「X は Y が Z」構文のうち，少なくとも象鼻構文（第 2

種二重主語文），カキ料理構文，「頭が痛い」構文（第 1種二重主語文）に対応する（氏家・石塚 2020）。

「鼻は象が長い」や「魚は鯛がいい」に対応する文は所有コピュラ文としては成立しない。この発表

で対象とするのは，西川（2013）の象鼻構文および「頭が痛い」構文，すなわち尾上（1998a, b, 2004）

の第 2種二重主語文および第 1種二重主語文に対応するものである。 

 以下では，日本語・中国語の二重主語文と対照しつつ，4節で，日本語第 2種二重主語文に対応す

る所有コピュラ文（第 2種所有コピュラ文）を提示し，第 2種所有コピュラ文の Y–Zの部分が一定

の条件の元で複合二次述語（後述）として機能することを指摘する。続いて 5 節では，日本語第 1

種二重主語文に対応する所有コピュラ文には，Y–Z が複合二次述語となるものとならないものがあ

ることを明らかにし，中国語の A 類二重主語文（後述）は前者に対応することを示す。6 節では，

残された課題として，サロメ文および存在文の分類に触れる。 
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4. 第 2 種所有コピュラ文  

日本語第 2種二重主語文に対応する所有コピュラ文を第 2種所有コピュラ文と呼ぶことにする。こ

れらは，Xと関係する Yについて，Zであるという属性を帰すことで，Xに「Yが Zである」とい

う属性を帰すタイプの文であり，西川（2003）などの言い方では措定内蔵型措定文となる。 

 Xと Yの関係として，身体部位（6, 7）・物体の部分（8, 9）・恒常的存在物（10, 11）・親族（12, 13）・

名前（14）・産物（15, 16）・部屋の窓（17）については特別な文脈なしに容認される。いっぽう，成

員（18）・着衣（19）・一時的存在物（20）については容認される文を作ることができなかった。 

 木村（2002）は日本語の第 2 種二重主語文に相当する中国語二重主語文を B 類と呼んでいる。B

類二重主語文のうち，Zが Yの性質や形状を述べる「性状タイプ」では，Yとして Xの部分，所属

する組織，または活動が可能であり，親族や着衣は Y に適合しにくい（ibid.，もう一つのタイプで

ある「多寡タイプ」については 6節で触れる）。日中バスク語を比較すると，どの言語でも問題なく

可能なのは Yが Xの部分である場合であることが分かる。 

（6） Jiraf=e-k lepo=a luze=a dute bainan beharri=ak ez. 

 giraffe=PL-ERG neck=SG long=SG they.have.it but ear=PL not 

「キリンは首は長いが耳は長くない」 

（7） Esku=ak hutsik dituzte. 

 hand=PL empty they.have.them 

「彼らは手ぶらだ（手が空だ）」 

（8） Eliz=a-k murru=ak xuri=ak ditu. 

 church=SG-ERG wall=PL white=PL it.has.them 

「その教会は壁が白い」 

（9） Etxe=a-k teilatu=a zilo du. 

 house=SG-ERG roof=SG with.holes it.has.it 

「その家は屋根に穴が開いている（屋根が穴開きだ）」 

（10） Eskual Herri=a-k mendi=ak ederr=ak ditu. Herri=ak ere bai. 

 Basque Country=SG-ERG mountain=PL beautiful=PL it.has.them village=PL also so 

「バスク地方は山が美しく，村も美しい」 

（11） Baiona-k karrik=ak elurr-ez estal-i=ak ditu. 

 Bayonne-ERG street=PL snow-INST cover-PFV=PL it.has.them 

「バイヨンヌは街路が雪で覆われている」 

（12） Senarr=a baiones=a du. 

 husband=SG from.Bayonne=SG she.has.him 

「彼女は夫がバイヨンヌの人だ」 
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（13） Haurr=a lo dugu. 

 child=SG asleep we.have.her 

「私たちは子供が寝ている」 

（14） Picasso-k izen=a luze=a zuen. 

 Picasso=ERG name=SG long=SG he.had.it 

「ピカソは名前が長かった」 

（15） Baiona-k xingarr=a on=a du. 

 Bayonne-ERG ham=SG good=SG it.has.it 

「バイヨンヌはハムが良い」 

（16） Peio-k nobel=ak interesgarri=ak ditu, bainan telebist-an mintza-tzen d-elarik ez. 

 Peio-ERG novel=PL interesting=PL he.has.it but TV-LOC talk-IPFV he.is-when not 

「Peioは小説は面白いが，テレビで話しているときは面白くない」 

（17） Leiho=ak zabalik ditut. 

 window=PL open.wide I.have.them 

「私は窓を大きく開けている（窓が大きく開いている）」 

（18） ? Musika talde hon-ek xistulari=a {on=a/eri} du. 

  music group this-ERG txistu.player=SG {good=SG/sick} it.has.it 

「このバンドはチストゥ奏者が{上手だ/病気だ}」を意図 

（19） ? Irakasle=a-k lunet=ak dotore=ak ditu. 

  teacher=SG-ERG glass=PL elegant=PL she.has.them 

「先生はメガネがおしゃれだ」を意図 

（20） ? Mahai=a-k gain-eko liliontzi=a ederr=a du. 

  table=SG-ERG top-LOCG vase=SG beautiful=SG it.has.it 

「その机は上に載っている花瓶が美しい」を意図 

 なお，（6, 10, 16）に見られるように，恒常的属性を表す第 2種所有コピュラ文では，Yが対比さ

れている文脈だと文が安定しやすい。また，これに関連して，こうした恒常的属性を表す最も普通

の言い方は，所有コピュラ文ではなく，（21）のような所有文である。 

（21） Jiraf=e-k lepo luze=a dute. 

 giraffe=PL-ERG neck long=SG they.have.it 

「キリンは首が長い」 

 さて，（7, 9, 13, 17）のような一時的状態を表す第 2種所有コピュラ文では，Y–Zが全体として二

次述語として働く。こうした例に見られる，名詞句と，それと主述関係を結ぶ名詞・形容詞・叙述

詞・後置詞句からなる二次述語を複合二次述語と呼ぶことにする。恒常的属性を表す表現は一般に

二次述語となりにくいが，所有コピュラ文の Y–Zについても恒常的属性を表す場合は複合二次述語

は成立しない。 
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（22） Ihizi-tik esku=ak hutsik heldu dira etxe-rat. 

 hunting-ABL hand=PL empty come they.are house-ALL 

「彼らは手ぶらで狩りから帰って来る」 

（23） Etxe=a eros-i dut teilatu=a zilo. 

 house=SG buy-PFV I.have.it roof=SG with.holes 

「私はその家を屋根に穴が開いたまま買った」 

（24） Haurr=a lo buraso=ak mus-ean has-i ziren. 

 child=SG asleep parent=PL mus-LOC start-PFV they.were 

「子供が寝ている間に両親はムシュを始めた」 

（25） Leiho=ak zabalik lan-ean ari niz. 

 window=PL open.wide work-LOC engage I.am 

「私は窓を大きく開けて仕事をしている」 

これらの複合二次述語の Yは，そのコントローラーである主語または目的語と「ノ的磁力線」の関

係を持たなければならない。たとえば aita eri「父が病気の間」という表現は，（26）のように Yの子

供に当たる人物を指す項に対してしか二次述語として機能しない。（27）ではコピュラ副動詞 izanki

が必要となる。 

（26） Aita eri (izanki) seme=a-k ardi=ak bakarrik haz-ten ditu. 

 father sick (being son=SG-ERG sheep=PL alone breed-IPFV he.has.them 

「父が病気の間息子は一人で羊を育てている」 

（27） Aita eri *(izanki) ama-k ardi=ak bakarrik haz-ten ditu. 

 father sick *(being mother-ERG sheep=PL alone breed-IPFV she.has.them 

「父が病気の間母は一人で羊を育てている」 

 このように，第 2種所有コピュラ文の Y–Zが全体として二次述語となりうるのは，Y–Zが Xに対

して属性を帰すというこの種の所有コピュラ文の意味機能の反映と考えられる。 

 

5. 第 1 種二重主語文に対応する所有コピュラ文  

尾上（1998a, b, 2004）は，第 1種二重主語文を《存在・情意・可能》の 3タイプに大別する。この

うち，可能の文はバスク語所有コピュラ文で表されない。また，存在の所有コピュラ文は成立する

が，中国語との対照をする上で特殊な問題があるため 7 節で後述する。この節では，情意の所有コ

ピュラ文について検討する。 

 情意の所有コピュラ文は，Y–Zの部分が複合二次述語として機能するかという観点から 2つに分

類できる。本発表では Y–Z が複合二次述語となるものを 4 節で見た第 2 種所有コピュラ文に含め，

それ以外を第 1 種所有コピュラ文と呼ぶことにする。また，6 節で検討する中国語との対照を視野

に入れて，第 2種所有コピュラ文のうち，日本語の第 1種二重主語文に相当するものを A類，第 2

種二重主語文に相当するものを B類として区別する（表 2を参照）。 
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表 2. 日中バスク語の二重主語文と所有コピュラ文の対応  

 日本語 バスク語 中国語 

5節 第 1種二重主語文 第 1種所有コピュラ文 * 

5節 第 1種二重主語文 第 2種所有コピュラ文 A類 A類二重主語文 
4節 第 2種二重主語文 第 2種所有コピュラ文 B類 B類二重主語文 

 

Y–Zが複合二次述語とならないバスク語第 1種所有コピュラ文は，日本語の情意の第 1種二重主語

文のうち，中国語の A類二重主語文（木村 2002）が表せない意味におおむね対応する。日中バスク

語のこれらの構文が表す意味の対応関係は表 3のとおりである。この表は，日本語の情意の第 1種

二重主語文の述語の意味グループごとに，中国語二重主語文・バスク語所有コピュラ文で表現可能

かどうかを示している。以下では，これらの意味グループを，中国語・バスク語での表現可能性に

基づいて α，β，γに分けて説明する。 

 

表 3. 日本語の情意の第 1 種二重主語文と中国語・バスク語の対応する文  

  日本語 中国語 バスク語 

α 1  必要性 金が要る （*）2 第 1種 

 2  欲求 水が欲しい * 第 1種 

 3  好悪 上海が好きだ * 第 1種 

β 4  悲喜感 手紙が嬉しい * 第 1種 
 5 （心が嬉しい） A類 第 2種 

 6  温感 ベッドが暑い * 第 2種 
 7 足が暑い A類 第 2種 

γ 8  飢飽感・渇感 お腹が空いた A類 第 2種 

 9  快感 氷枕が心地よい * * 

 10 （腹が具合良くない） A類 第 2種 

 11  痛痒覚 靴が痛い * * 

 12 足が痛い A類 第 2種 

 13  視聴覚 星が見える * * 

 14 目が見える A類 第 2種 

 15  味覚・嗅覚 薬が苦い * * 
 16 口の中が苦い （A類）3 第 2種 

 

 αの意味類は，Yが述語の表す経験が生じる部位を表すことがないという点で β，γと区別される。

この類では，Yは，存在物，または経験の対象に対応する。α類の述語は，バスク語第 1種所有コピ

ュラ文では表現可能だが，中国語 A類二重主語文は用いられない（一般に，中国語 A類二重主語文

は Yが Xの身体部位である場合のみ可能である）。（28, 29）は〈1必要性〉，（30）は〈2欲求〉，（31, 

32）は〈3好悪〉を表すバスク語の第 1種所有コピュラ文の例である。（31）maite「愛すべき」は形

容詞，それ以外の Yは名詞である。第 1種所有コピュラ文は，これらの名詞・形容詞が定冠詞=aを
 

2 木村（2002）は表に含めていないが，筆者の判断で不可とした。 
3 “甜”「甘い」は容認されないが “苦”「苦い」は成立するということで括弧に入っている。 
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取らないという点でも特殊である（第 2 種所有コピュラ文では，Y が名詞・形容詞である場合定冠

詞=aを取る）。 

（28） Ethorr-i behar duzu. 

 come-PFV need you.have.it 

「あなたは来なくてはならない（来ることが必要だ）」 

（29） En-e errespetatu guzi=a zor dautzut. 

 1SG-POSS respect all=SG debt I.have.it.to.you 

「私はあなたに敬意を払わなくてはならない」 

（30） Muntra bat nahi nuke. 

 watch IDEF desire I.would.have.it 

「私は腕時計が欲しいのです」 

 

  

「Jakesたちはロバがとても好きだ」 

（32） Har-en ama=k Maria arras hastio zuen. 

 he-POSS mother=ERG Mary very disgust they.have.them 

「彼の母親はMariaのことがとても憎らしかった」 

 βおよび γ類では，Xは情意の主体，Yは情意の刺激体または Xの身体部位に対応する。中国語

A類二重主語文は，Yが Xの身体部位である場合のみ可能である。バスク語では，β類では Yが刺

激体でも身体部位でも所有コピュラ文が可能であるが，γ 類では Y が身体部位の場合のみ第 2 種所

有コピュラ文によって表現できる。 

 β 類のうち，悲喜感を表す述語で，Y が刺激体に対応する場合〈4 悲喜感〉のみ，（33）のように

第 1種所有コピュラ文が成立する。 

（33） Kaseta-ko berri=en jaki-te=a atsegin ukan nuen. 

 newspaper=LOCG news=PL.POSS know-GER=SG pleasure have.PFV I.had.it 

「私は新聞のニュースを読むのが楽しくなった」 

その他の場合，つまり〈5悲喜感〉〈6, 7温感〉は Y–Zが複合二次述語となるため，第 2種所有コピ

ュラ文に分類される。（34）は表 3の β類〈5悲喜感〉の例で，Yは喜びの生じる部位に対応してい

る。この Yと Zの組み合わせ bihotza alegeraは，（35）のように複合二次述語として成立する。 

（34） Pazko z-elakotz bihotz=a alegera nuen. 

 Easter it.was-because heart=SG cheerful I.had.it 

「私は復活祭だったので心が浮き立っていた」 

（35） Belot-ean has-i zen bihotz=a alegera 

 belote-LOC start-PFV he.was heart=SG cheerful 

「彼は心楽しくブロットを始めた」 

（31） Jakes=ek eta biziki maite dituzte asto=ak. 

 Jack=ERG ASSOC very beloved they.have.them donkey=PL 
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〈6, 7温感〉は，Yが刺激体でも身体部位でも，第 2種所有コピュラ文が成立する。 

（36） Ohe=a bero-egi dut. 

 bed=SG hot-EXC I.have.it 

「私はベッドが暑すぎる」 

（37） Ohe=a bero-egi ezin dut lo egin 

 bed=SG hot-EXC cannot I.have.it sleep do.PFV 

「私はベッドが暑すぎて眠れなかった」 

 γ 類では，Y が，情意が生じる部位としての X の身体部位を表す場合のみ第 2 種所有コピュラ文

が成立する。 
 
（38） Aho=a idorr=a dut. 

 mouth=SG dry=SG I.have.it 

「私は口の中が渇いている」 

（39） Barne=a nahas-i=a dut. 

 inside=SG disturb-PFV=SG I.have.it 

「私は胃が気持ち悪い」 

（40） Bizkarr=a minber=a dut. 

 back=SG sore=SG I.have.it 

「私は背中が痛い」 

 
（41） Aho=a kirats=a dut. 

 mouth=SG bitter=SG I.have.it 

「私は口の中が苦い」 

（42） Begi bat itsu dut. 

 eye one blind I.have.it 

「私は片目が見えない」 

 なお，〈1必要性〉の beharと〈2欲求〉の nahiは動詞としての性質も持っており，未来分詞や副

動詞の屈折語尾を取る。（43）は nahiの未来分詞の例である。 

（43） En-e lagun=e-k nahi-ko bai-tute bazkari=a paga-tu, 

 1SG-POSS friend=PL-ERG desire/want-FUT when-they.have.it lunch=SG pay-PFV 
 
 ez deus=ik har. 

 not nothing=PRT take 

「友人たちが昼飯代を払いたがるでしょうが，何も受け取らないでください」 

 この節の対照からは，日本語の第 1 種二重主語文が意味的に一様ではないということが分かる。

まず，Yが Xの身体部位である意味類が，中国語 A類およびバスク語第 2種が成立するという点で

区別される。これらは，バスク語で Y–Zが複合二次述語となることから，第 2種二重主語文により

近い，つまり，Y–Zが Xの属性と捉えやすいのではないかと考えられる。また，Yが情意の対象・

刺激体を表す場合には，α類の〈必要性・欲求・好悪〉のほうが，γ類の〈快感・痛痒覚・視聴覚・

味覚・嗅覚〉よりも，通言語的に二重主語文となりやすいことが予想される。もしそうだとしたら，

それは α 類の情意の対象は必ずしも直接知覚されず，γ 類の刺激体は直接知覚されているというこ

とによるのかもしれない。 
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6. 残された課題：所有文・存在文・サロメ文  

最後に今後の課題をいくつか指摘しておく。まず，（44）のような所持品の位置を指定する所有文は，

対応する複合二次述語が可能であるので，第 2 種所有コピュラ文に含められるかもしれない。こう

した意味類を視野に入れて通言語的な対照をする必要がある。 

（44） Makil bat ba=zuen esku-an 

 stick IDEF AFF=she.had hand-LOC 

「彼女は手に杖を持っていた」 

（45） Makil bat esku-an heldu da. 

 stick IDEF hand-LOC come she.is 

「彼女は杖を手にやって来る」 

 次に，尾上（1998b）は「あの部屋は大きな窓がある」「この本は誤植が全然ない」「日本は温泉が

多い」を存在の第 1 種二重主語文として一括しているが，これらの意味類について中国語・バスク

語と対照すると表 4のようになる。（46）はバスク語の不存在の所有コピュラ文の例である。 

 

表 4. 日本語の存在の第 1 種二重主語文と中国語・バスク語の対応する文  

 日本語 中国語 バスク語 

存在 あの部屋は大きな窓がある * * 

不存在 この本は誤植が全然ない * 第 1種 

多寡 日本は温泉が多い B類 * 

 

（46） Jauregi=a-k harri bat eskas izan du. 

 castle=SG-ERG stone one lacking have.PFV it.has.it 

「その城（の壁）は石が 1つ欠けていた」 

5 節で見た情意の第 1 種二重主語文と同じように，バスク語では第 1 種所有コピュラ文が用いられ

る。いっぽうで，中国語では，多寡は情意と異なり B類二重主語文となる。このように，存在・不

存在・多寡は，中国語やバスク語との比較からは 1 つにまとまることが正当化されない。より多く

の言語でこの 3タイプについて検討する必要がある。 

 最後に，日本語・中国語には見られないバスク語独自の構造である「サロメ文」（氏家・石塚 2020）

の位置づけを簡単に考察する。サロメ文は，親族関係を始めとする人間関係を表す名詞を二次述語

とする所有コピュラ文である。 

（47） Salome alab=a dut. 

 Salome daughter=SG I.have.her 

「Salomeは私の娘だ」 

（48） Mutiko horiek adiskide=ak ditu. 

 boy those friend=PL she.has.them 

「あの少年たちは彼女の友達だ」 



バスク語の所有コピュラ文と二重主語文  石塚政行 

 11 

サロメ文は多くの場合目的語が主題となるため，Xに対して Y–Zが属性を帰すという第 2種所有コ

ピュラ文とは言い難い。しかも，サロメ文の Xと Yの間にはノ的磁力線の関係はない（むしろ Xと

Zにその関係が成立している）。 

 サロメ文はどちらかと言えば第 1 種所有コピュラ文に近い。情意に関わる情意の主体と対象とい

う 2者が Xおよび Yとなるように，人間関係を結ぶ 2者が Xおよび Yとして表現されるのである。 

 日本語・中国語のような二重主語文では第 1主語 Xが主題となるため，目的語 Yを主題とし，そ

れについて述べることを主な機能とするようなサロメ文構造は成立しにくいと考えられる。より広

範囲の言語を比較することでこの予想を検証する必要がある。 

 

略号  

ABL: 奪格，AFF: 肯定，ALL: 方格，ASSOC: 近似複数，ERG: 能格，EXC: 過剰級，IDEF: 不定，INST: 具格，IPFV: 不
完了分詞，LOC: 位置格，LOCG: 位置属格，PFV: 完了分詞，PL: 複数，POSS: 所有属格，prt: 分格，SG: 単数 
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