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企画趣旨  

 本ワークショップの目的は、チェコ語、バスク語、タガログ語の多様な所有表現を統一的な視点から分
析し、それを通して、日本語、中国語、英語を含む他言語の所有表現の分析の精度を高めることにも資す
る理論的な枠組みを例示することである。 

 言語学における「所有」は、長年にわたって、さまざまな立場から、数多くの言語について研究されて
きた。諸言語の所有表現の中核的・プロトタイプ的意味は、所有権関係・全体部分関係・親族関係である
と考えられている（Taylor 1996, Langacker 2009: Ch. 4, Aikhenvald 2013）。しかし、以下の引用で指摘さ
れているように、実は「所有」という用語自体、意味が自明とは決して言えず、それが指示する現象の名
称として適切でない可能性すらある。さらに、論者によって「所有」の適用対象や「所有」に込める意味
が異なることも珍しくない。 

Semantically, the traditional label possessive is anything but self-explanatory.  The term itself does 

not adequately define or delimit the phenomenon, since possessive constructions apply to a much 

wider range of circumstances than does either the verb possess or the noun possession in their non- 

technical uses.  A notion like ‘ownership’, even interpreted rather loosely, comes nowhere near ex- 

hausting the range of cases covered by a nominal possessive (X’s Y) or a clausal possessive (X has a 

Y).1                                                                    (Langacker 2009: 81) 

In everyday usage the term ‘possession’ is more or less equivalent to ‘ownership’ (though jurists may 

draw a sharp distinction between the two terms): whatever X is said to possess may be described as 

his property.  In traditional grammatical usage ‘possession’ and ‘possessive’ are construed much 

more broadly.  Indeed, it can be argued that they are highly misleading: it is only a minority of what 

are called possessive constructions that have anything to do with property or possession; and there is 

no reason to believe that this minority constitutes a particularly important, or basic, subclass of the 

total class.                                                                 (Lyons 1977: 722) 
                                                             
1  本ワークショプでは、nominal possessiveと clausal possessiveをそれぞれ限定所有、叙述所有と呼ぶ。 
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 本ワークショップでは、チェコ語、バスク語、タガログ語の所有表現の表す意味には、Langacker が英
語、中国語、日本語等について提案したのと同じく、以下に図示するような共通のプロトタイプとスキー
マがあることを確認した上で、具体的な現象の分析を通して、それぞれの言語の所有表現が意味に基盤を
持つカテゴリーを構成していることを示す。 

図 1. 所有のプロトタイプとスキーマ（Langacker 2009: 84を元に作成） 

 その際、所有表現との関係がしばしば議論されてきた（とりわけ空間的な）存在を表す構文との比較対
照（英語の例で言えば、全体部分関係を表す John’s house has four bedroomsや the tip of my fingerと、位置関
係を表す There is a book on the tableや the splinter in my fingerとの対比）が重要な役割を果たすことになる｡
チェコ語、バスク語、英語では、叙述所有表現（所有文）の述語は所持・獲得動詞に由来する他動詞（HAVE

型動詞）であり、何かがある場所に存在することを表す存在文の述語（BE型動詞）とは区別される。一方
で、タガログ語、日本語、中国語では、所有文でも存在文でも同じ述語が使われる。このような所有と存
在の隣接性について、Langacker は両者に共通する参照点関係の観点から分析しているわけであるが、そ
れに対して、本ワークショップでは、所有表現と存在表現が一つの言語の中で競合しあうケースに注目す
る。所有と存在を構文的に区別する言語では、重なり合う両概念が「持つべきか持たざるべきか―その
関係を所有として表現するか、存在として表現するか」という観点から分けられる。その区別を動機づけ
ている意味的基盤を明らかにすることで、所有の通言語的研究に新しい視点を提供する。 

 また、異なる所有表現の意味の成立要因―例えば〈所有者による所有対象のコントロール〉（e.g. John 

has a car, John’s car）と、全体部分関係や親族関係（e.g. Mary has two children, Mary’s children）に内在する
〈概念的な依存関係〉―の間に参照点構造以外に共通性があるか否かも検討してみたい。さらに、Taro has 

a flat noseのような HAVEを用いた叙述所有構文と「太郎は鼻が低い」のような日本語や中国語の二重主
語構文との関係、所有構文を用いた属性を意味に含む表現（e.g. This coffee has a great flavor, the dog’s 

enormous size）の位置づけなども考察の対象になりうる。 

参考文献  

Aikhenvald, A. Y. (2013) Possession and ownership: A cross linguistic perspective. In: A. Y. Aikhenvald & R. M. W. Dixon 

(eds.) Possession and ownership, 1–64. Oxford: OUP. / Langacker, R. W. (2009) Investigations in cognitive grammar. Berlin: Mouton 

de Gruyter. / Lyons, J. (1977) Semantics, vol. 2. London: CUP. / Taylor, J. R. (1996) Possessives in English: An exploration in 

cognitive grammar. Oxford: OUP. 
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チェコ語の所有文と存在文が表す全体部分関係
浅岡健志朗 

kenshiro.asaoka1990@gmail.com 

1.はじめに
チェコ語 のHAVE 型動詞 mít を主動詞とする文、すなわち主語（所有者）＋動詞 mít ＋直接目的語1

（所有物） という構造を以下で所有文と呼ぶ。(1a-c) に例示するように、所有文は所有の中核的意味2 3

である所有権関係、親族関係、全体部分関係 をそれぞれ表す。 4

(1)  a. Má-m nov-é kol-o. （所有権関係） 5

mít-1SG.PRS 新しい-SG.ACC 自転車-SG.ACC 
   「私は新しい自転車を持っている」 

b. Má-m bratr-a  a sestr-u. （親族関係） 
mít-1SG.PRS 兄-SG.ACC と  姉-SG.ACC 

   「私には兄と姉がいる」 

c. Tento    stůl   má     dlouh-é   noh-y.   （全体部分関係） 
   この.SG.NOM 机.SG.NOM mít.3SG.PRS  長い-PL.ACC 脚-PL.ACC 
   「この机は脚が長い」 

所有文は、これらの典型的な所有には当てはまらない様々な関係を表すことができるが、これら周
辺的関係の範囲はこれまで明確にされていない 。本発表では、所有の中核的意味のうち、(1c) のよう6

な全体部分関係を表す所有文に着目し、これと周辺的関係を表す所有文との関連を示すことによって、
所有文の周辺的な用法を部分的に整理する。具体的には、ある種の全体部分関係が所有文と存在文の
どちらによっても表現できることに着目し、これら二種の文を対照することで、所有文が表しうる全体
部分関係の範囲を明らかにすることを試みる。 

2.全体部分関係と存在
チェコ語は、場所表現＋コピュラ＋主格名詞句という構造（以下、存在文）によって、存在を表す。
本節では、所有文と存在文を対照することで、所有文によって表される全体部分関係には、存在に近い
ものと、そうでないものがあることを示す。 

 印欧語族スラヴ語派西スラヴ語群。基本語順はSVO。７つの格（主格、属格、与格、対格、呼格、前置1

格、造格）を持ち、主に情報構造に応じて柔軟に語順が入れ替わる。

 主語と目的語はそれぞれ主格と対格でマークされる。述語は主語の人称・数・性に一致するが、本発表の2

グロスでは性の表示を省略する。

 Taylor (1996)、 Langacker (2009)、Aikhenvald (2013) などを参照。3

 ここで全体部分関係と呼ぶのは、「木」と「幹」のような、W が複数の要素 P1, P2…から構成されている場4

合に W と Pnの間に成立する関係。「木」と「柏」のような集合と成員間の関係は含まない。

 例文は作例。容認性判断はボヘミア地方出身20代後半男性のチェコ語母語話者による。5

 チェコ語の所有を包括的に扱った先行研究として Piťha (1992) があり、主に4章で動詞 mít を扱っている。6

「所有の言語学: To Have, or Not To Have」第1発表

W-1-1

―  344  ―



(2) a. Tento stůl má  dlouh-é noh-y. 
   この.SG.NOM 机.SG.NOM mít.3SG.PRS  長い-PL.ACC 脚-PL.ACC 
   「この机は脚が長い」 

b. *U  tohoto stol-u jsou dlouh-é noh-y. 7

   近く この.SG.GEN 机-SG.GEN COP.3SG.PRS 長い-PL.NOM 脚-PL.NOM 

(3) a. *Ten stůl má     knih-u. 
   その.SG.NOM 机.SG.NOM mít.3SG.PRS  本-SG.ACC 

b. Na  tom    stol-e je     knih-a. 
   上  その.SG.LOC 机-SG.LOC COP.3SG.PRS 本-SG.NOM 
   「その机の上には本がある」 

(2a) は全体部分関係を表す所有文の事例である。これは (2b) のように存在文で表すことができない。
これとは逆に、存在文の事例 (3b) によって表される関係は、 (3a) のように所有文で表すことができな
い。この振る舞いは、以下のことの反映であると考えられる。つまり、(2a) の机と脚の関係は全体部分
関係として捉えられる一方で、場所と存在物の関係としては捉えられないこと、また逆に、(3b) の机と
本の関係は場所と存在物の関係として捉えられる一方で、全体部分関係とは捉えられないことである。
すなわちここにおいては、(2a) の全体部分関係と (3b) の存在が明確に区別される。 

(4) a. Titan má  atmosfér-u. 
   タイタン.SG.NOM  mít.3SG.PRS  大気-SG.ACC 
   「タイタンには大気がある」 

b. Na  Titan-u     je     atmosfér-a. 
   上  タイタン-SG.LOC  COP.3SG.PRS 大気-SG.NOM 
   「タイタンには大気がある」 

しかし両者の中間には、どちらかの関係に明確に分類できない事例が多数存在する。例えば (4a-b) 

は、客観的には同じ関係を、所有文と存在文のどちらによっても表現することが可能な事例である。こ
れが可能なのは、タイタンと大気の関係について、大気がタイタンの一部を構成するものであるという
捉え方と、タイタンという場所に大気が存在しているという捉え方のどちらもが可能であることを反映
するものであると考えられる。(2a) からも分かるように、全体部分関係は一時的に成立しているもので
はなく、安定して成立し続けるもの（恒常的）である。(3) において本が机という場所に存在するとい
う関係が一時的なものである（のが普通である）のに対して、タイタンと大気の関係が一時的なもので
はなく恒常的なものであるという知識 を我々は持っている。両者の関係が恒常的であるというこの知8

識が、(3a) が容認されないのに対して (4a) が可能である要因、言い換えればこの関係を全体部分関係と
して捉えられるかどうかを分ける要因であると考えられる。 

 属格支配の前置詞。場所（「～の近く、～に接して」）を表す。場所を表す前置詞は na 「～の上、～の7

中」、 v 「～の中」等、他に数種類あるが、(2b) はそのどれを用いても容認される文にはならない。

 タイタンという特定の衛星とその大気についての知識を持っていなかったとしても、天体と大気の一般的な8

関係についての知識から、この特定の場合における関係についても推測することができる。
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また、(2a) の机と脚の関係は存在文で表せない、つまり場所と存在物の関係として捉えられないが、
これに対して、タイタンと大気の場合にはこれが可能である。このことは、机と脚、タイタンと大気そ
れぞれの間の全体部分関係に（どちらも所有文で表すことが可能であるものの）何らかの違いがある
ことを示唆している。ここで、(7-8) を対照する。 

(7) a. Ten hrad má  krásn-ou    zeď. 
   その.SG.NOM 城.SG.NOM mít.3SG.PRS  美しい-SG.ACC 壁.SG.ACC 
   「その城は壁が美しい」 

b. *U  toho    hrad-u   je     krásn-á    zeď. 
   近く その.SG.GEN 城-SG.GEN COP.3SG.PRS 美しい-SG.NOM 壁.SG.NOM 

(8) a. Ten hrad má  příkop. 
   その.SG.NOM 城.SG.NOM mít.3SG.PRS  堀.SG.ACC 
   「その城には堀がある」 

b. U  toho    hrad-u   je     příkop. 
   近く その.SG.GEN 城-SG.GEN COP.3SG.PRS 堀.SG.NOM 
   「その城には堀がある」 

(7)城と壁、(8) 城と堀の関係はどちらも恒常的であり、全体部分関係として捉えることが可能なため
に、どちらも所有文で表現することができる。ところが、前者は存在文で表すことができないのに対し
て、後者はこれができる。所有文によって表される全体部分関係のうち、存在文で表すことが不可能な
ものを全体部分関係A、可能なものを全体部分関係Bと以下で呼ぶ。この振る舞いの違いには、部分が
全体に対してどれだけ不可欠で不可分な要素であるかという程度が関わっていると考えられる。典型的
な城を想起する際に必ず壁が想起される（想起せざるを得ない）のに対して、堀は必ず想起されるもの
とは言えないだろう。また、壁のない城を想起するのは困難だが、堀のない城は容易に想起すること
ができる。この意味で、壁と堀がそれぞれ城に対して持つ関係は異なっている。この、部分が全体に対
してどれだけ不可欠で不可分な要素かという程度を以下で内在性と呼ぶとすると、城に対して、壁は堀
よりも内在性が高い（内在的である）と言える。一般化すると、全体部分関係 A は内在的であるのに
対し、全体部分関係 B は内在性が低い（外在的である）。
叙述所有によって全体部分関係を表す場合、部分を表す名詞句は修飾語を含むことが自然であると
言われる（Dixon 2010: 266）が、これは特に、（少なくともチェコ語の場合）部分の内在性が高い場合
に当てはまる。内在的な全体部分関係では、全体が存在するならば部分が存在する（例えば机があれ
ば脚もある）ことは自明である。そしてここでの叙述所有はまさに全体部分関係が成立することを（限
定所有のように前提とするのではなく）述べる形式だが 、内在性が高くこの関係が自明のものである 9

(2a) や (7a) においては、部分が存在すること自体は当然のことであるため情報価値は低い。価値の高
い情報になり得るのはそれがどんな部分かという点であり、したがって修飾語を伴うのが自然になる。
これに対して、外在的な全体部分関係を表す (4a) や (8a) では、目的語の指示対象が主語の指示対象の
一部として存在することが必ずしも自明ではない（例えば城の一部として常に堀があるとは限らない）
ため、それがどんな一部かに関わらず、その一部が存在することが述べる価値のある情報になり得る。

 限定所有「机の脚」を含む節「机の脚が折れた」では、机と脚の間に全体部分関係が成立することは前提9

とされ、その上で述語を含む節全体の事象が成立することが述べられる。ここでの限定所有の機能は部分を
同定すること（何の部分か）であり、それがどのような部分かは必ずしも重要な情報ではない。
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そのため、これらの場合には部分を表す名詞句が修飾語を含んでいなくても自然な文となるのだと考
えられる 。 10

(9) a. Tato  židl-e  má  opěradl-o. 
   この.SG.NOM 椅子-SG.NOM mít.3SG.PRS  背もたれ-SG.ACC 

  「この椅子には背もたれがある」 

b. ?Na této židl-i je opěradl-o. 
   上  その.SG.LOC 椅子-SG.LOC COP.3SG.PRS 背もたれ-SG.NOM 
   「この椅子には背もたれがある」 

内在性（外在性）は当然、程度問題であるため、内在的とも外在的とも明確に区別できない場合があ
り、それを反映して存在文で表現するのが自然かどうかが微妙なケースがあることが予想される。例え
ば、(9a) の所有文によって表される全体部分関係は、(9b) のように存在文によっても表現することがで
きるが、(4b) や (8b) に比べて容認性が低い。 

(10) a. *Ten strom má  balón. 
   その.NOM 木.SG.NOM  mít.3SG.PRS  風船.SG.ACC 

b. Na  tom    strom-ě   je  balón. 
   上  その.SG.LOC 木-SG.LOC COP.3SG.PRS 風船.SG.NOM 
   「その木には風船がある（引っかかっている）」 

(11) a. ?Ten strom má  vos-í hnízd-o. 
   その.NOM 木.SG.NOM  mít-3SG.PRS 蜂の-SG.ACC 巣-SG.ACC 

  「その木には蜂の巣がある」 

b. Na  tom strom-ě je vos-í hnízd-o. 
   上  その.SG.LOC 木-SG.LOC COP.3SG.PRS 蜂の-SG.ACC 巣-SG.ACC 
   「その木には蜂の巣がある」 

また、所有文で表せるかどうか（全体部分関係として捉えられるかどうか）についても中間的な事例
があることが予想される。(10b) における木と風船の関係は一時的なものであり、これを（全体部分関
係として捉えて）所有文 (10a) で表すことはできない。一方で (11b) での木と蜂の巣の関係は、文脈に
よっては所有文 (11a) によって表現できる 。(11) における二者の関係は完全に恒常的なものではない11

（つまり木があり続ける限り蜂の巣もあり続けるわけではない）が、一定の期間（少なくとも木と風
船の関係より）は持続し続ける関係であるのが普通であるため、所有文が容認されるものと考えられ
る。 

 部分を表す名詞（句）に修飾語を伴う全体部分関係の全体、部分、修飾語をそれぞれX、Y、Zとすると、10

日本語の二重主語構文に「XはYがZ」という形で自然に翻訳することができる。参照点からターゲットにア
クセスしつつ、ターゲットがどのようなものであるかを述べるという両者の共通点のためであると考えられ
る。

 例えば、話し手と聞き手が実際に木の前に立ち蜂の巣を指差しているような場合。11

―  347  ―



以上をまとめたのが表１である。内在的かつ一時的な関係はそもそも成立し得ないと考えられるた
め表には含まない。上で述べたように、内在的な関係と外在的な関係、恒常的な関係と一時的な関係
にはそれぞれ中間的な事例があり、常に明確に区別できるものではない。この意味で、内在的な全体
部分関係から外在的な全体部分関係、さらに全体部分関係として捉えられるかどうか微妙な関係が連続
的に存在すると考えられる。 

3.所有文の周辺事例
この節では、これまでの研究で必ずしも全体部分関係を表すものとして扱われていなかった所有文の
事例を取り上げ、これらを全体部分関係を表すものとして 2 節で示した分類上に位置づける。 

(12) a. Koupališt-ě má  velikost dětsk-ého  brouzdališt-ě 
   プール-SG.NOM mít.3SG.PRS  大きさ.SG.NOM  子供の-SG.GEN プール.SG.GEN 
   「（その）プールは子供用プールほどの大きさだ」 

b. Květin-y maj-í krásn-é barv-y. 
   花-PL.NOM  mít.3PL.PRS  美しい-PL.ACC 色-PL.ACC 
   「（それらの）花は色が美しい」 

c. To jablk-o má  kysel-ou chuť. 
   その.SG.NOM リンゴ-SG.NOM mít.3SG.PRS  酸っぱい-SG.ACC  味.SG.ACC 

  「そのリンゴは酸っぱい味がする」 

Piťha (1992) は (12a-c) の文を、主語の属性を表現する文であるとして、全体部分関係と区別している。
これらの例は存在文に言い換えることのできないため全体部分関係 A に該当する。大きさ、色、味は
具体的な物体ではないが、それぞれプール、花、リンゴに対して内在的な関係を持つと言えるだろう。
また、目的語に修飾語が含まれない場合に不自然な文となる点でも内在的な特徴を持つ。つまり属性
を表すとされるこれらの所有文は、内在的な全体部分関係を表すものとして位置づけられる。 

(13) a. Tato restaurac-e má  dobr-ou atmosfér-u. 
   この.NOM レストラン-NOM mít.3SG.PRS  良い-SG.ACC 雰囲気-SG.ACC 
   「このレストランは（常に）雰囲気が良い」 

b. V  této    restaurac-i    je     dobr-á    atmosfér-a. 
   中  この.SG.LOC レストラン-SG.LOC COP.3SG.PRS 良い-SG.NOM 雰囲気-SG.NOM 
   「このレストランは雰囲気が良い」 

(13a) は振る舞い上、全体部分関係Bに分類されるが、目的語が修飾語を含まないと不自然になる点
から内在的な性質も持っており、この意味で中間的な事例と言える。また、(13a) ではレストランが常

表１　所有文と存在文

所有文 存在文

内在的 恒常的（全体部分関係 A） ◯ ✕

外在的
恒常的（全体部分関係 B） ◯ ◯

一時的 ✕ ◯

#
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に良い雰囲気であることが含意されるのに対して、(13b) は「いつもは悪い雰囲気だが今日は良い雰囲
気」という場合でも用いることができる。全体部分関係が恒常的であるのに対して、存在が恒常的な場
合も一時的な場合もあることの反映であると考えられる。 

(14) a. Univerzit-a má  držitel-e Nobelov-y cen-y. 
   大学-SG.NOM mít.3SG.PRS  受賞者-SG.ACC ノーベルの-SG.GEN 賞-SG.GEN 
   「（この）大学にはノーベル賞受賞者が所属している」 

b. Na univerzit-ě  je     držitel     Nobelov-y     cen-y. 
   中 大学-SG.LOC COP.3SG.PRS 受賞者.SG.NOM ノーベルの-SG.GEN  賞-SG.GEN 
   「（この）大学にはノーベル賞受賞者が所属している／（たまたま）いる」 

(14a) も外在的全体部分関係として位置づけられる。(14b) の存在文の場合のみ所属ではない読みが可能
だが、これも上記と同様の理由によるものと考えられる 。 12

5.まとめと課題
以上、所有文の表す全体部分関係には内在的なものと、外在的かつ恒常的なものがあり、一時的な
関係は基本的に所有文によって表せないことを示した。今後、所有文がどのような場合に一時的な関係
を表すことができるのかをより詳細に記述し、そしてその振る舞いを動機付けている要因を説明する必
要がある。また、チェコ語では、二者間の関係を節のレベルで表現する際に、内在性と恒常性という
要素によって、その関係を全体部分関係として捉えて所有文で表すか、あるいは存在と捉えて存在文で
表すかを区別していると言えるだろう。このことが所有と存在を構文的に区別する言語においてどの程
度一般的に当てはまることなのか、また、限定所有の振る舞いにおいてこれらの要素がどのように関わっ
ているかは、今後明らかにすべき課題である。 

参考文献
Dixon, R. M. W. (2010). Basic Linguistic Theory, vol. 2: Grammatical Topics. Oxford: Oxford University Press.  
Langacker, Ronald W. (2009). Investigations in Cognitive Grammar. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 
Piťha, Petr. (1992). Posesivní vztah v češtině. Praha: AVED. 
Stassen, Leon. (2009). Predicative Possession. New York: Oxford University Press. 
Taylor, John R. (1996). Possessives in English: An Exploration in Cognitive Grammar. Oxford: Oxford University 

Press/Clarendon.

 下の (15) のような例では、オーストラリアは有生物の指示対象（オーストラリアにいる人々）を持つと考12

えることもできる。その場合はこれらの人々が集団的に対象（カンガルー）を（周辺的な意味において）所
有しているという、むしろ (1a) の所有権関係に近い関係を表すことになる。しかし、例えば (15) の主語が
オーストラリアではなく無人島であっても同じように所有文で表すことができることから分かるように、こ
のような不特定の有生物所有者が想起できることは所有文を成立させるために必須の条件ではない。(15) で
は、この不特定の有生物所有者は想起される場合とそうでない場合のどちらもがあり得ると考えるのが自然
だろう。この意味で、(15)や上に挙げた (13a) (14a) のような有生物の所有者が想起されうる所有文は、周辺
的な所有権関係と外在的な全体部分関係の境界に位置する事例と考えることができる。 

(15) a. Austráli-e má  klokan-y. 
   オーストラリア-SG.NOM  mít-3SG.PRS  カンガルー-PL.ACC 

「オーストラリアにはカンガルーがいる」
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「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。 

W-1-2
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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。 

参考文献  

de Rijk, R. P. G. (2008) Standard Basque: A progressive grammar. Cambridge, MA: The MIT Press. / Michelena, Luis 

(1972) Etimología y transformación. In: Homenaje a Antonio Tovar, 305–317. Madrid: Gredos. / Pouvreau, Silvain 

(1892) Les petites œuvres basques. J. Vinson (ed.) Chalon-sur-Saône. / 浅岡健志朗 (2016)「チェコ語の動詞 mítの所有用

法と完了用法」修士論文, 東京大学. 

                                                             
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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「所有の言語学: To Have, or Not To Have」第 3 発表

タガログ語の所有と存在のあいだ∗

長屋尚典
東京外国語大学
nagaya@tufs.ac.jp

1 はじめに
タガログ語の所有文と存在文はともに特殊な述語 mayを用いて表現する。所有を表現する場合、(1)のよう
に、「may +所有物 +所有者 (主格)」という構文をとるが、存在を表現する場合には、(2)のように、「may

+ 存在物 + 存在場所 (場所格)」という構文をとる。両者の違いは結局のところ、主格 (→ 所有者) と場所格
(→存在場所)のどちらを用いるかという格フレームの違いでしかない。1

(1) May

EXS/POSS

pera

money

si

P.NOM

John.

John

「ジョンはお金がある。」

(2) May

EXS/POSS

pera

money

sa

LOC

mesa.

table

「机にお金がある。」

このような所有文と存在文の形式的類似性は、日本語やタミル語などの諸言語にも観察され、所有文と存在
文の隣接性を示唆するものとして言及されることが多い (Lyons 1967; Dryer 2007:244ff)。所有文とは人間を
場所とする存在文であるという理解である。しかしながら、本発表では、この形式的な平行性に反して、タ
ガログ語の所有文と存在文が基盤とする捉え方は大きく異なっていることを主張する。すなわち、所有文は
分離不可能・恒常的関係を、存在文は分離可能・一時的関係を表現すると主張する。さらに、この図式が、所
有文・存在文のみならず、名詞句内における所有・存在表現、所有者述語文・場所述語文についても並行的に
あてはまることを指摘する。タガログ語における所有と存在のあいだは、見た目以上に離れている。
本稿の構成は以下の通りである。第 2節で、タガログ語の類型論的特徴を本稿に必要な限り紹介する。第

3節は、所有文と存在文の構文的特徴と両者の違いを詳細に分析する。第 4節では、その違いが限定的所有表
現、限定的存在表現にも並行的に観察されると指摘する。さらに第 5節では、所有物・存在物が定名詞句の
場合に用いられる所有者述語文や場所述語文についても分析を適用する。最後に第 6節で本稿をまとめる。

2 タガログ語の類型論的特徴と格体系
タガログ語はフィリピン共和国ルソン島中部マニラ首都圏およびその近郊地域で話され、オーストロネシ
ア語族西マレー・ポリネシア語派に属する。主要部先行型言語であり、典型的他動詞文においては VSOの語
順をとる。動詞はアスペクト、動作主性、および「焦点」について語形変化し、名詞句は格関係 (NOM, GEN,

LOC)、名詞クラス (普通名詞 vs. 個人名、数)について名詞マーカーで標示される (表 1を参照)。このことを
例文 (3)で確認する。

∗ 本稿に関する内容については以下の方から貴重な意見および情報をいただいた: 浅岡健志郎、石塚政行、梅谷博之、西村義樹、フ
ロリンダ・パルマヒル (敬称略)。言うまでもなく本稿に残るいかなる誤りも著者の責任である。なお、本発表は科学研究費補助金
#15K16734 (代表: 長屋尚典)、#17H02331 (代表: 峰岸真琴)、#15H03206 (代表: 松本曜)からの支援を受けている。

1 本稿で用いる略号は以下の通り: CV-circumstantial voice, EXS-existential, GEN-genitive, LK-linker, LOC-locative, NEG-
negation, NOM-nominative, P-personal name, PFV-perfective, PL-plural, SG-singular, ⟨ ⟩-infix, ”=”-cliticized.

W-1-3

―  356  ―



(3) I-s⟨in⟩uot
CF-wear⟨PFV⟩

ng

GEN

lalaki

man

ang

NOM

UNIQLO

UNIQLO

na

LK

damit

clothes

nang

GEN

mabilis.

quick

「男は UNIQLOの服を素早く着た。」

(3)は isinuotという動詞から始まる動詞文であり、その後に、それぞれ属格標識 ngと主格標識 angによっ
て標示された二つの名詞句 ng lalakiと ang UNIQLO na damitが続いている。属格標識は nang mabilisのよ
うに副詞句も導く。2

タガログ語の名詞修飾は、修飾要素と被修飾要素をリンカーと呼ばれる語 (naあるいは =ng)でつなげるこ
とによって表現される。(3)の ang UNIQLO na damit「UNIQLOの服」における UNIQLOと damit「服」
との関係がそうである。修飾要素と被修飾要素の順序は比較的自由であり、 damit na UNIQLOとしても意
味は変わらない。この点、第 4節で扱う限定的所有・場所表現と異なる。

表 1 タガログ語の名詞標識

主格 属格 場所格
個人名 (単) si ni kay

個人名 (複) sina nina kina

普通名詞 ang ng [naN] sa

3 叙述所有文と叙述存在文
本節では、叙述所有文と叙述存在文の分析を行い、所有文は分離不可能・恒常的関係を、存在文は分離可
能・一時的関係を表現することを示す。

■述語 mayの特徴 述語 mayは、タガログ語のなかでも特別な位置を占める述語である。所有・存在という
抽象的な意味を表現し、所有文なら所有者・所有物の二つの項をとる点で動詞に近く、一方で、(3)の isinuot

のようにアスペクトや「焦点」について語形変化しない点においては動詞とは言えない。
このような動詞かどうか判断しかねる述語はタガログ語にはいくつかあるが、may のように複数の格パ
ターン、すなわち、「may +所有物 +所有者 (主格)」「may +存在物 +存在場所 (場所格)」という二種類の格
フレームを同時に持つ述語は他にない。また、存在文において主格名詞句が出ない事実は、タガログ語にお
ける主語をめぐる議論のなかでしばしば議論の的となってきた (Schachter 1976)。
情報構造上の特徴としては、述語 may の直後に出現する名詞句は必ず不定 (indefinite) の解釈を受ける。
具体的には、述語 mayを用いた所有文の所有物、存在文の存在物は談話において初めて導入される参与者で
ある (cf. 英語の there構文)。3この述語を用いた所有文は、ある人物についてその所有物が何々であると述べ、
存在文は、ある場所についてそこに何々が存在すると述べるのである。もちろん、定の解釈をうける所有物・
存在物というものも考えられるが、その場合は第 5節で扱う。

2 タガログ語の ngは [N]に対応するが、例外的に、属格の [naN]は ngと表記する。副詞や接続詞として用いられた場合は、正書
法では nangと表記されることになっている。

3 述語 mayを用いた文が名詞化された動詞句と一緒に用いられると絶対存在文になる。たとえば、May hinihintay si John「ジョン
は待っている人がいる。(lit. 「ジョンは待っている人を持っている。」)」、May naghihintay kay John「ジョンを待っている人がい
る。」のようにである。
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■さまざまな所有/存在述語 所有文・存在文に用いられる述語には、may 以外にも、 mayroon「ある」「持
つ」、marami「たくさんある」「たくさん持つ」、wala「ない」「持たない」がある。たとえば、walaを用いた
非所有文 (4)と不在文 (5)を参照してほしい。

(4) Wala=ng

NEG.EXS/POSS=LK

pera

money

si

P.NOM

John.

John

「ジョンはお金がない。」

(5) Wala=ng

NEG.EXS/POSS=LK

pera

money

sa

LOC

mesa.

table

「机にお金がない。」

これらの 3つの述語では、mayと異なり、存在物名詞句を導くためにリンカーが用いられるが、所有文と
存在文を主格と場所格の違いで表現し分ける点では同じである。そのため、以下の考察では基本的に mayを
用いた文で議論を進めるが、その議論は他の 3つの述語にも当てはまるものと考えてよい。

■所有文・存在文と有生性 所有文と存在文の意味的違いの検討に入る前に、まず、「所有文とは人間を存在
場所とする存在文である」という説明がタガログ語の事実になじまないことを指摘しておこう。(6)のように
無生物が所有者となっている所有文は存在するし、そのとき「擬人化」が起きているということでもない。

(6) May

EXS/POSS

dingding

wall

ang

NOM

gusali.

building

「その建物には (その一部として)壁がある。」

(7) May

EXS/POSS

dingding

wall

sa

LOC

gusali.

building

「その建物には (単独の・切り離された)壁がある。」

■所有文と存在文 (i): 所有権関係と親族関係 Aikhenvald (2013)によれば、所有文によって表現される中核
的な意味関係には、所有権関係、親族関係、全体部分関係がある。このうち、所有権関係、親族関係について
は所有文でしか表現できず、存在文の格フレームを使用すると非文となる。(8)と (9)を参照してほしい。

(8) May

EXS/POSS

bahay

house

oksi/*kay

P.NOM/P.LOC

John.

John

「ジョンは家がある。」

(9) May

EXS/POSS

nanay

mother

oksi/*kay

P.NOM/P.LOC

John.

John

「ジョンに母がある。」

(8)と (9)はそれぞれ所有権関係と親族関係を表現しているが、この場合、所有者たる Johnは主格で出現
せねばならず、存在文の格フレームである場所格をとってしまうと文法的ではなくなってしまう。

■所有文と存在文 (ii): 全体部分関係 全体部分関係の場合、所有文と存在文のどちらも用いることができる。
この言語の所有文と存在文の構文的近接性を考えれば当然のことかもしれないし、そのことから、どちらを
用いても意味の違いはないということも予想されるかもしれない。しかしながら、同じ全体部分関係のよう
に見えても、所有文と存在文とでは表現される意味が全く異なるのである。具体的には、所有文は、分離不
可能的関係および恒常的状態を表現し、一方で、存在文は分離可能的関係および一時的状態を表す。所有文
(10)と存在文 (11)を比較しよう。なお、ジープニーはフィリピンの公共交通機関の一つで、軍用ジープを乗
客を乗せるために改造したものである。

(10) May

EXS/POSS

gulong

wheel

ang

NOM

dyipni.

jeepney

「ジープニーにタイヤがある。」

(11) May

EXS/POSS

gulong

wheel

sa

LOC

dyipni.

jeepney

「ジープニーに (荷物として)タイヤがある。」
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所有文 (10) と存在文 (11) においては、前者では主格が用いられており、後者では場所格が用いられてい
る。両者の形式的違いはそこだけだが、しかし、この二つの文が表現している事象は全く異なっている。所
有文 (10)は、ジープニーには車輪が備わっているという事象を表現している。ジープニーは自動車の一種な
ので当然のことである。一方で、存在文 (11)ではジープニーに積み荷としてタイヤがある (あるいはスペア
タイヤがある)ことを表現している。
さらに、もう二組の例を観察しよう。 (12)はある机にその必須の部品として脚部が備わっていることを表
現するが、(13)は机上に単独の机の脚部または切断された動物の足が一時的に存在することを表現する。同
様に、(14)は恒常的所属を、(15)は一時的存在を述べる。すでに観察した (6)(7)にも同じことが言える。

(12) May

EXS/POSS

apat

four

na

LK

paa

foot

ang

NOM

lamesa.

table

「机には足が 4つある。」

(13) May

EXS/POSS

apat

four

na

LK

paa

foot

sa

LOC

lamesa.

table

「机には (机のものではない)足が 4つある。」

(14) May

EXS/POSS

Nobel

Nobel

laureate

laureate

ang

NOM

Ateneo.

Ateneo

「アテネオ大学にはノーベル賞受賞者が (所属
して)いる。」

(15) May

EXS/POSS

Nobel

Nobel

laureate

laureate

sa

LOC

Ateneo.

Ateneo

「アテネオ大学にはノーベル賞受賞者が (今た
またま訪問して)いる。」

このように、同じ全体部分関係を持つ名詞のペアが用いられていても、所有文と存在文とでは解釈が全く
異なる。所有文では、全体と部分が分離不可能的関係および恒常的状態を表現している。(6) (10) (12) (14)で
は、全体と部分が分かちがたく結びついており、空間的に、あるいは概念的に切り離せない関係にある。一
方で、存在文は分離可能的関係および一時的状態を表す。(7) (11) (13) (15)における存在物は偶然その場所に
あるだけであり、常に成立するとは期待されない関係である。

■所有文と存在文 (iii): それ以外の関係 もちろん、存在文しか用いられない場合もある。それはこれまでの
議論から明らかなように、ある人物とある事物の間に所有権関係も親族関係も全体部分関係も見いだされな
い場合である。たとえば、(2)で「机にお金がある」というとき、「机」と「お金」の間には存在物と存在場所
以上の必然的な関係があるわけではない。

■まとめ このように、格フレームの些細な違いがあるにしか見えない所有文と存在文では基盤となる捉え
方がまったく異なる。所有文は分離不可能的関係および恒常的状態を表現し、一方で、存在文は分離可能的関
係および一時的状態を表す。二つの名詞の所有権関係や親族関係のような本来的に分離不可能で恒常的な関
係は所有文でしか表現できず、二つの名詞に存在とその場所以上の意味のある関係がない場合には存在文し
か使用できない。全体部分の関係の場合、どちらも使用できるが、表現される関係の性質がまったく異なる。

4 名詞句における所有と存在
タガログ語の名詞句における所有は「所有物 +所有者 (属格)」で表現し、存在は「存在物 +存在場所 (場所
格)」で表現する。やはり格の違いで表現し分けるのである。(16)と (17)を参照してほしい。(16)も (17)も
後ろの名詞が前の名詞を限定しているが、前者は所有関係を、後者は場所関係を表現している。
興味深いことに、これまで議論してきた所有・存在の違いが、名詞句内における所有表現と存在表現につい
ても並行的にあてはまる。まず、libro ni John「ジョンの本」、nanay ni John「ジョンの母」のような所有権関
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係、親族関係は属格でしか表現できない。場所格を用いると非文である (*libro kay John、*nanay kay John)。
このことは、属性の持ち主や動作の動作主としても同じで、pangalan ng lalaki「男の名前」、kagandahan ng

bulaklak「花の美しさ」、pag-alis ni John「ジョンの出発」のように属格が用いられる。

(16) pera

money

ni

P.GEN

John

John

「ジョンのお金」

(17) pera

money

sa

LOC

mesa

table

「机のお金」

全体部分関係をもつ名詞のペアの場合、限定所有表現 (18) と限定存在表現 (19) とでは意味が大きく異な
る。前者では引き出しは机の一部だが、後者では引き出しは机の上にたまたま置かれているに過ぎない。

(18) drawer

drawer

ng

GEN

lamesa

desk

「机の (一部として装着されている)引き出し」

(19) drawer

drawer

sa

LOC

lamesa

desk

「机の (上にたまたま置いてある)引き出し」

以下の例では、属格を用いるとジープニーと客との間に恒常的な乗車関係が表現できるが、場所格を用い
ると客はジープニーにという場所を一時的に占めているだけに過ぎない。

(20) pasahero

passanger

ng

GEN

dyipni

jeepney

「ジープニーの (固定)客」

(21) pasahero

passanger

sa

LOC

dyipni

jeepney

「ジープニーの (上に今乗っている)客」

なお、日本語では「UNIQLOの服」のように属性表現にも属格の「の」を用いることができるが、タガロ
グ語の属格が名詞句の中で表現するのは所有権関係、親族関係、および全体部分関係のみである。それ以外
の属性や修飾、同格関係などは全て (3)のようにリンカーで表現される。

5 所有者述語文と場所述語文
第 3節で述べたように、述語 mayを用いた所有文・存在文は、所有物名詞・存在物名詞が不定のときにし
か用いられない。しかし、当然ながら、既に談話上明らかな所有物についてその所有者は誰々であると述べ
たり、あるいは、既に存在が確認されている物体についてその所在をどこそこと指定しなくてはならない状
況は存在する。その際には、タガログ語では、所有者述語文・場所述語文が用いられる。
所有者述語文とは、(22)のように、「所有者 (場所格) +所有物 (主格)」という形式をとるコピュラ文である

(cf. The money is John’s)。一方で、場所述語文は、(23)のように、「存在場所 (na +場所格) +存在物 (主格)」
という形式をとる構文である (cf. The money is on the table)。どちらも場所格を含むコピュラ文である。

(22) Kay

P.LOC

John

John

ang

NOM

pera.

money

「そのお金はジョンのだ。」

(23) Nasa

LOC.EXS

mesa

table

ang

NOM

pera.

money

「そのお金は机にある。」

しかし、所有者述語文は、(22)のような所有権関係しか表現できない。この構文を拡張して、(24)のよう
な親族関係や (25)のような全体部分関係を表現しようとすると非文となってしまう。4

4 ただし、Sa X ang Y構文は対句で用いられると「Aは Bに、Cは Dに」という意味のイディオム的表現として容認される。その
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(24) * Kay

P.LOC

John

John

ang

NOM

nanay.

mother

「その母はジョンのだ。」

(25) * Sa

LOC

lamesa

table

ang

NOM

drawer.

drawer

「その引き出しは机のだ。」

以上の観察は以下の二点において重要である。第一に、所有と存在のあいだを繋ぐ意味関係である全体部分
関係がいずれの構文でも表現できないことは、タガログ語で二つの捉え方が乖離したものであることを示唆
する。第二に、所有権関係がこの言語の所有表現のプロトタイプであろうことである。同様の指摘を Taylor

(1996)も英語の所有者述語文について行っている。

6 おわりに
本稿では、タガログ語の所有文・存在文に注目し、その意味論的違いを分析することによって、両者の間に

「所有 =分離不可能・恒常的」「存在 =分離可能・一時的」という捉え方の違いが存在することを主張した。
さらに、その違いが、名詞句内における所有・存在表現、所有者述語文・場所述語文についても並行的にあて
はまることを指摘し、上記の捉え方の違いがタガログ語の文法を貫く特徴であることを示した (図 1)。

図 1 タガログ語の所有と存在

こうして、タガログ語の存在と所有のあいだには埋めがたい溝がある。言語類型論の文脈で所有表現と存
在表現に同じ形式が用いられる言語として言及されることの多いタガログ語であるが、個別言語研究として
その意味論を詳細に分析してみると全く異なる風景が見えてくる。
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