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 この発表はバスク語の接尾辞-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。 

 バスク語はスペインおよびフランスのバスク地方で話される系統不明の言語で、

能格型（あるいは活格型）の格組織を持つ。自動詞（一項動詞）は主語の格標示に

よって 2 種類に分けられる。ほとんどの自動詞は、主語が他動詞の目的語と同じ格

（絶対格）で標示される。その他の自動詞は、主語が他動詞の主語と同じ格（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。 

 生産的使役構文の述語動詞（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。使役主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。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。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、絶対格または与格で標示される。 

（1）Mikel  etorr-i        da.   →  Jon-ek  Mikel  etorr-araz-i          du. 

        M.       come-PFV  AUX        J.-ERG  M.       come-CAUS-PFV  AUX  

        ‘Mikel has come.’            ‘Jon has made Mikel come.’ 

（2）Mikelek  liburua   irakurr-i  du.   →  Jonek   Mikel-i  liburua   irakurr-araz-i    dio. 

        M. -ERG   book      read-PFV AUX         J.-ERG  M-DAT   book      read-CAUS-PFV  AUX  

        ‘Mikel has read the book.’                ‘Jon has made Mikel read the book.’ 

 自動詞化とは、能格項／動作主項を持つ動詞から、それ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。この派生は受動構文に相当する意味を

持つ。 

（3）Gu-k     gure  etxea   sal-du     genuen.  →  Gure  etxea   sal-du     zen. 

        we-ERG our    house  sell-PFV  AUX               our     house  sell-PFV  AUX  

        ‘We sold our house.’                                  ‘Our house was sold.’ 



（4）Gu  asko    mintza-tu  ginen.  →  Asko   mintza-tu  zen. 

        we  much   talk-PFV    AUX            much   talk-PFV    AUX  

        ‘We talked very much.’              ‘There was much talk.’ 

 先行研究では、使役動詞の自動詞化は、他動詞を語基とする使役動詞からしかで

きないとされている（EGLU, de Rijk 2008）。 

（5）Hamar  liburu   irakurr-araz-i    zaizki-gu. 

        ten        book    read-CAUS-PFV  AUX-us.DAT 

        ‘They made us read ten books.’ 

（6）*Beti        geldi-araz-ten    gara. 

        *always   stay-CAUS-IPFV  AUX  

        ‘We are always made to stay.’ 

 しかし、次の例では、自動詞を語基とする使役動詞であるにもかかわらず自動詞

化が起こっている。 

（7）Pixkanaka  baso    eremu  zabalak  desagerr-araz-i           dira. 

        bit.by.bit    forest  area      broad     disappear-CAUS-PFV  AUX  

        ‘Broad forested areas have been made to disappear bit by bit.’ 

（8）Nahi  zen          toki-tik        hauts-araz-ten      zen   blokea. 

        want  was.REL  place-from  break-CAUS-IPFV  AUX   block 

        ‘The block was split [= was made to break] from the part they wanted to get.’ 

 調査の限りでは、例（6）と（9）の対照に示されるように、被使役者が無生物の

場合には自動詞化が許されるようである。 

（9）Josteko makinak    etengailua  sakatuta  martxan    jar-tzen  eta   geldi-araz-ten    dira. 

        sewing  machines  switch        pushed    in.motion  set-IPFV  and  stop-CAUS-IPFV  AUX  

       ‘Sewing machines are set in motion and made to stop by turning the switch on and off.’ 

 さらに興味深いことに、行為名詞と動詞 egin ‘do’からなるイディオムを語基とす

る使役動詞も自動詞化が可能である。 

（10）30 trilioi    zink  atomo bismuto-ko  itu       bat-en     kontra   talka   egin -araz-i     dira. 

          30 trillion  zinc  atom   bismuth-of   target  one.GEN  against  crash  do-CAUS-PFV  AUX  

          ‘30 tillion zinc atoms were made to crash against one target that is made of bismuth.’ 

 例（10）が示す構造は次の点で注目に値する。行為名詞と egin が構成するイディ

オムは、意味的には一項動詞に相当する。しかし、この種のイディオムにおける行

為名詞は、一定の目的語としての振る舞いを示すことから、項として認定できる可

能性がある。一方で、こうしたイディオムにおける行為名詞を項と考えた場合、（10）

の構造では絶対格名詞句が 1つの動詞に対して 2つ生じていることになる（30 trilioi 



zink atomo ‘30 trillion zinc atom’と talka ‘crash’）。これはバスク語では他に見られない

項構造であり、何らかの説明が必要となる。 

 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の可否を決定するのは

動詞の自他ではない別の要因であることが明らかになった。このことには理論的に

は次のような意味がある。 

 まず、バスク語の使役動詞の自動詞化は、生産的使役構文の受動化の一種として

捉えうる。生産的使役構文の受動化について、イタリア語やカタルーニャ語では、

結果事象を表す動詞（基体動詞）が他動詞または非対格動詞である場合にのみ使役

構文の直接目的語を受動化できることが報告されている。基体動詞が非能格動詞で

ある場合には使役構文の直接目的語は受動化できないという。 

 これは、バスク語の使役動詞の自動詞化に関する事実とおおまかに対応する。上

述したように、バスク語では他動詞を基体動詞とする場合と、自動詞のうち、被使

役者となる項が結果事象に対するコントロールを持たない参与者である場合に自動

詞化が可能であった。結果事象に対するコントロールを持たない参与者を表す項が

被使役者となる自動詞は、イタリア語・カタルーニャ語における非対格動詞に対応

する。このように考えると、イタリア語・カタルーニャ語とバスク語という系統関

係のない複数の言語について、生産的使役構文の直接目的語の受動化が非能格動詞

を基体動詞とする場合にのみ不可能である、という一般化が成り立つ可能性が出て

くる。 

 また、これらのデータからはバスク語における非対格性について次のような示唆

が得られる。最初に述べたように、バスク語の自動詞には絶対格標示の自動詞と能

格標示の自動詞が存在する。従来、前者は非対格動詞、後者は非能格動詞として分

析されてきた。しかし、（6）と（9）の対比から明らかなように、同じ絶対格標示の

自動詞であっても、被使役者項のコントロールの違いによって自動詞化の可否には

差異が見られる。バスク語では（他の言語と同様）形態論的な自動詞分裂と、その

他の統語論的な非対格現象には直接的な相関は見られないと言えるかもしれない。 

 


