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文末動詞群の構造について

荻原達夫

1.はじめに

ドイツ語にはいわゆる枠構造があり，そのため，文末に以下のような動詞群 (Verbalkomplex)が

形成されることがある:

(1-1) Ich ahnte， das m工r ein Geheimn工s zerstort wurde. (Koeppen) 

(1-2) Er versteht， was 工chda gesagt habe. 

(1-3) ein Mann， der ausgiebig lieben mus. (Duras) 

(1-4) weil man sie lange warten lassen muste. 

(1-5) da sie von der Meldung uberrascht worden sein mussen. 

(Duden 1995:786) 

(1-6) Und er zog es vor， zu glauben， daβHal - obwohl sich auch das 

n工e beweisen lassen wurde -工m Grunde Poole nicht ermorden 

woll te. (Clark) 

こうしてできた動詞群の内部では，原則として右の動詞が左の動詞を規定する配置をとり，動詞同士

が緊密に結合する. したがって動詞群内への語句の侵入は一般に不可能である:

(1-7) 会 Er versteht， was ich gesagt da habe. 

(1-8) *da sie uberrascht von der Meldung worden sein mussen. 

これらの例を見るかぎり，文末動詞群に関しては以下のような構造が仮定できるだろう(1-4を例に

とる). 

-15-



( 1-9) 

/

叩↑しr
 

a
 

w
 

¥¥  

¥¥  

/¥¥¥  

L ussen2 

lassenl 

(1-9)では文末動詞群の 2つの特性である統語的一体性と右が左を支配するという方向性が表現さ

れている.ただしこのように考えると，次のような例が説明しにくい.

(1-10) Ich glaube， das ich nicht so gut hatte antworten konnen. 

(1-11) Er 品rgert sich， weil er das Buch hat liegen lassen. 

(1-12) Er hat gesagt， das er hat unbedingt nach Hause gehen rnussen. 

(Helbig/Buscha 1987: 109) 

(1-13) weil sie Kinder hatte in den Garten schicken lassen. 

(Duden 1995: 787) 

(1-14) daβsie fur irnrner werden in Heirnen leben rnussen. 

(Duden 1984: 717) 

ここでは右が左を支配という配置が部分的にくずれ，さらに動調群内への語句の侵入(1-12~14) が

おこっている このような「例外的」配置にはどのような構造を仮定したらよいのだろうか.本稿で

はこれら「原則Jと「例外」の 2つの配置をもっ文末動詞群の構造について考察する.

本稿の構成は次の通り:まず第 2節で「例外的j配置にはどのような特性があるかを調べ，結果

的に 5つの特性が確認できることを示す;次に第 3節でこの 5つの特性を説明できるような構造

を明らかにし;第 4節で「原則的J配置と「例外的」配置を包括的に説明できるような理論の可能

性を探る，第 5節が全体のまとめになる.

2.文末動詞群における「例外的J配置の特性

まず問題となる「例外的」配置を概観しよう.

no 



(2-1) Mi t ihren grosen Busen und ihrer Art schien sie schon zu der 

We1t der Erwachsenen zu gehりren，und ich fuh1七e m工ch oft wie 

ein k1einer dummer Hund， der mit heraushangender Zunge hinter 

ihr her1ief und sie nie wurde einho1en konnen. (Dorrie) 

(2-2) Und obwoh1 die Dienstvorschrift eindeutig vorsah， was er a1s 

nachstes zu tun hatte， war er keineswegs sicher， ob er seiner 

Pf1icht unbehindert wurde nachkommen konnen. (C1ark) 

(2-3) 1ch sah nichts， was uns noch an grose Zie1e ha七te fuhren 

konnen. (Beckenbauer) 

(2-4) 1ch erzah1e hier eine Geschichte， die uns einma1 ein Freund 

erzah1t hat， in der nichts Ungewohn1iches vorJくりmmt，und die 

ich doch nicht habe vergessen kるnnen. (Stifter) 

(2-5) Die Summe， we1che der Pfarrer erspart hatte， und die， we1che 

aus Versteigerung seines Nach1asses ge1りst worden war， waren 

zusammen genommen v工e1 zu k1e工n，a1s das eine Schu1e daraus 

hatte 9egrundet werden kりnnen. (Stifter) 

(2-6) Er trug einen Raumanzug und stand - obwoh1 er eigent1ich 

h品tte schweben sollen - auserha1b der Kapse1. (C1ark) 

(2-7) Auf der Hohe seines Aquators umkreisten ihn s七rah1ende Monde: 

10， Europa， Ganymed， Ca11isto - Gestirne， die ihrer Grりse

nach unabhangige P1aneten hatten sein konnen - hier aber nur 

einem Giganten a1s Sate11iten dienten. (C1ark) 

(2-8) Sie horte zu， he11horig fur das， was das Thema des Reichtums 

beruhrte， was einen H工nweis auf die Anzah1 der Mi11ionen 

hatte geben konnen. (Duras) 

(2-9) S工e weis auch etwas anderes， das von nun an die Zeit gekommen 

ist， wo sie gewissen Ve士pf1ichtungen sich se1bst gegenuber 

nicht mehr wird ausweichen konnen. (Duras) 

このうち (2-1， 2. 9)は Duden(I 995 : 787)によれば

(2-10) ... der sie einho1en konnen wurde. (vg1. 2-1) 
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(2-11) ... ob er seiner Pf1icht unbehindert nachkommen k白lnenwurde. 

(vg1. 2-2) 

(2-12) ... wo s工e gewissen Verpf1ichtungen sich selbst gegenuber 

nicht mehr ausweichen konnen wird. (vg1. 2-9) 

も可能である. これは (]-6)からもわかる. しかし (2-3)から (2-8)についてはこの選択肢がな

し、

(2-13) 女 Ich sah nichts， was uns noch an grose Zie1e fuhren konnen 

hatte. (vg1. 2-3) 

(2-14) 女 Icherzah1e hier eine Geschichte， die ich nicht vergessen 

konnen habe. (vg1. 2-4) 

(2-15) 大... vie1 zu k1ein， a1s daβeine Schu1e daraus gegrundet 

werden kりnnenhatte. (vg1. 2-5) 

(2-16) 女 obwoh1 er eigent1ich schweben sollen hatte. (vg1. 2-6) 

(2-17) 会... Gestirne， die ihrer Grose nach unabhangige P1aneten sein 

]くるnnenhatten. (vg1. 2-7) 

(2-18) 女 was e工nenH工nweis auf die Anzah1 der Mi11ionen geben 

konnen hatte. (vg1. 2-8) 

したがっては1， 2， 9)のような例を除くと，一般に次の制約が成り立つ.

代替不定詞は動詞群の最後に位置しなければならない.

(Der Ersatzinfinitiv nimmt immer die Endste11ung ein. 

次のような配列もこの制約による.

(2-19) Sie wird ihn haben 1aufen sehen・

(2-20) Er wird ihn haben kommen 1assen. 

(2-21) Sie wird nicht haben kommen konnen. 

一18ー
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また次のような対比についても同様である.

(2-22) *das s工cher keiner gern Ge1d verschenken wo1len haben wird. 

(2-23) ??das sicher keiner gern Geld wird verschenken wo11en haben. 

(2-24) das sicher keiner gern Ge1d wird haben verschenken wo11en. 

(n. Haftka 1994: 156) 

代替不定詞が文末に位置していない (2-22，23)では文法性が低下している.以上のことから， r例

外的」配置は基本的に代替不定詞に閲する制約に起因していることがわかる.

次に動詞群が侵入語句を含んでいる例を概観しよう.

(2-25) Training， Spie1e， Reisen kosteten zuvie1 Zeit， a1s das ich 

auch noch beim Sor七ieren von Stoffba11en hatte hi1freich sein 

konnen. (Beckenbauer) 

(2-26) Es kehrten immer nur 門omentaufnahmen wieder， in erster Linie 

heitere， wie um zu verhindern， das ich eine Leere hatte 

spuren， traurig werden konnen. (Beckenbauer) 

(2-27) Ich wuste nicht， was mir hatte pein1ich sein sollen. 

(Beckenbauer) 

(2-28) Und wenn er auch wuste， das er den Besitz dieses Duftes mit 

seinem anschliesenden Ver1ust wurde entsetzlich teuer 

bezahlen mussen， so ... (Suskind) 

(2-29) "Und was ist die Schonheit?" fragte Franz， vor dessen Augen 

色工ne Vern工ssage aufstieg， die er vor kurzem an der Se工te

seiner Frau hatte uber sich ergehen lassen mussen. (Kundera) 

(2-30) Er empfand einen fast freudigen Has auf die drei Manner， die 

sich uber seine Naivitat hatten lustig machen wol1en. 

(Kundera) 

(2-31) Und in diesem Sch1af er10sch die Erinnerung in ihm， das er 

einst hatte Geschichten erfinden konnen. (Ende) 

(2-32) das er das Manuskript hatte genau durchgehen sollen. 

ハ日
唱
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(Zwart 1994: 394) 

(2-33) Er hat gesagt， das er hat unbedingt nach Hause gehen mussen. 

(= 1-11; HelbigjBuscha 1987:109) 

(2-34) weil sie Kinder hatte in den Garten schicken lassen. 

(= 1-12; Duden 1995: 787) 

(2-35) das sie fur 工mmer werden in Heimen leben mussen. 

(二 1-13; Duden 1984:717) 

これらを見ると次のことが確認できる・

-侵入語句は必ず「前置J動詞 (hdtte，wtirde， hatte， werden usw. )と他の動調との境界に現れる.

・侵入語句は l語 (hilfreich，traurig， peinlich us胃.)のこともあれば，句をなしている (ent

setzlich teuer， tiber sich， unbedingt nach lIause us胃.)こともある.

さらに次のような例から

(2-36) das er das Fleisch hat roh essen mussen. 

(2-37)女 das er das Fleisch roh hat essen mussen. 

(2-38) wenn ich hatte Klavier spielen konnen. 

(2-39)会 wenn ich Klavier hatte spielen kりnnen・

(Schmidt 1994: 177) 

-侵入語句が l語のみの場合，侵入語句とその直後の動詞とが強く一体化する

ということもわかる.もちろんこれは常に成立するというわけではない.次の例を参照されたい.

(2-40) das sicher keiner gern wird haben Geld verschenken wollen. 

(2-41) das sicher keiner gern Geld wird haben verschenken wollen. 

(Haftka 1994: 155) 

また文法機能という点からみると (2-42，43)が示しているように
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(2-42) das sicher keiner gern haben Gaunern Geld schenken wollen. 

(2-43)女 das sicher wird haben keiner gern Geld verschenken wollen. 

(Haftka 1994: 156) 

-目的語は侵入可能だが，主語は侵入できない

ということも確認できる.ただし非対格動詞の主語はこのかぎりではない (2--44，45)'. 

(2-44) das da hatten Glocken lauten mussen. (Schmidt 1994: 176) 

(2-45) das Chirurgen sicher selten wird ein Fehler unterlaufen 

durfen. 

(Haftka 1994: 169) 

以上のことをまとめると，文末動詞群の「例外的J配置に関しては，結局

(2-I) 代替不定詞は動詞群の最後にくる.

(2-1 I) 侵入語句は必ず「前置J動調と他の動詞との境界に現れる.

(2-II I)侵入語句は l語のこともあれば，句のこともある.

(2-IV) 侵入語句が l語のときはその直後の動調と強く一体化することがある.

(2-V) 主語は侵入語句になれない.ただし非対格動調の主語は侵入語句になれる.

という 5つの特性のあることが確認できる.

3. i例外的」配置の構造

第 2節でみたような「例外的J配置はどのような構造にもとづいているのだろうか.この節では，

前節で確認した「例外的」配置の 5 特性 (2-I~V) を手がかりにこの問題を考察していく.

まず性質 (2-11， III)から，文末動詞群が「例外的」配置をとるときは， i原則的J配置とは異

なり，構造上完全に一体化しているわけではないということがわかる.第 l節でみたように，完全

に一体化している場合は語句の侵入ができないからである.

(3← 1 )会da sie uberrascht von der Meldung worden sein mussen. 

噌

E
iつω



もちろん「例外的j配置に構造的一体化がまったくないというわけではない.侵入不可能な箇所も存

在している(性質 2-11を参照)

(3-2) das er einst hatte Geschichten erfinden konnen. 

(3-3) 会 das er e工nst hatte erfinden Geschichten konnen. 

したがって， I例外的」配置 (3-3)では， erfindenと konnenは (3-])の動詞群と同じように一

体化しているが， hatteと erfinden(もしくは [erfindenkonnen])は一体化していない，という

意味で構造的一体化が不完全なのである.構造的一体化とはこの場合， (3-4)のようなド付加構造

が関与していると考えられるから， I例外的j配置では部分的にしかこの構造が形成されていないは

ずである.

~ヘ\\

-~\\\\ 
V3 V2 

次に性質 (IV)について考えると，ここでは一種の統語的語形成の起こっている可能性がある.つ

まり (3-5)の Klavierspielenは (3-6)のような目的語動詞構造をなしているのではなく，むし

ろ (3-7)のように動詞に名詞が編入(抱合 incorporate)されて複合動詞が生じていると考えられ

るのである.

(3-5) wenn ich hatte Klavier spielen konnen 

~\\\\\ 

~\\\\ 
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なぜなら，こう考えると， Klavierは spielen以外には意味的に編入されえないし(よって 3-8は

不可)，また DPではなく Nである以上 VPへの付加も不可能になり(よって 3-9も不可)， (3-10) 

の非文法性が自然に説明できるからである.

(3-8) 

e
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(3-9) VP 

女N VP 

(3-10) 大 wenn ich Klavier hatte sp工elen konnen. 

言いかえると，語形成によって生じる複合動詞のために強い一体性(性質 IV)が生み出されている

のであるこれと性質(II，III)に関する上述の考察をまとめてもう少し敷街すると，次のような

構造が推定できるであろう.

(3 -11) つ

hatt 

/¥¥¥¥ 
~\\\\ 

~-----\\\ 

r 
' 

/¥¥¥¥ 
konnen 

Klavier spielen 

(3-11)の“T は何だろうか. Vだろうか，それとも VPだろうか.順に考えていくと，これはま

ず Vではありえない.もし Vだとするとこの構造全体が Vだということになり，性質(II，III) 

が説明できないからである.また VPであるとも考えられない.“Tが VPだとすると主要部が 2

つ Chi1tte，VJ) 存在することになり，ありえない構造を仮定しなければならなくなるからである.

ここで既出の次の対比をみてみよう(一部略す). 

内
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(3-12) weil 

(3-13) weil 

wird haben Geld verschenken wollen. 

Geld wird haben verschenken wollen. 

Geldは l語であるが Klavierとちがって動詞には編入されていないことがわかる. したがって構

造的には (3-6)のような形をとっているか， もしくは (3-14)のような付加構造になっているはず

である.

(3-14) 

-~\\\ 
DP VP 

ということは， (3-11)の“?"の環境はまず次のように変更しなければならないだろう.

(3-15) つ

hatte 

konnen 

Klavier spielen 

こうすると“?"は何かという問題は解決できる. V (=hatte)に VP(二VP，) は付加できないから，

h品tteの投射したものが“?"でなければならない.すなわち“?"は hatteが投射した VPである.

(なお，図中の下付き数字は投射を識別するためのものである).
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(3-16) 

hatte3 

kc主nnen1

Klavier spielen2 

したがって (3-2)の文末動詞群の構造は (3-17)のようになろう.

(3-17) 
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ここで性質(1)について考えてみよう.代替不定調が最後に位置するということは次の構造が許さ

れないということである (2-13~18も参照). 

(3-18) 
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( 3-17)の Ylが Y2 に繰り上がると (3-18)が生じる. したがってこの繰り上げが許されないとい
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うことが不適格性の原因であろう.ではなぜ V1 は繰り上がれないのだろうか.まず次の例を参照さ

れたい.

(3-19) weil sie ihn hat besuchen mussen. 

(3-20) weil sie ihn besuchen gemuβt hat. 

(3-19)の文末動詞群では繰り上げがおこっていない.これに対して (3-20)はどうだろうか.もと

もと構造が異なっていると考え，ここでは繰り上げはそもそも存在していないとすることもできょう.

しかし (3-19)との平行関係を考慮すれば，やはり (3-17のような始発構造を設定して)繰り上げ

があると考えたほうがいいように思われる.そうすれば (3-19)と (3-20)の差は繰り上げの有無に

還元でき，別の構造を立てるよりも経済的であるし，そしてまた繰り上げの有無もさらに過去分詞形

VS. 不定詞形という形態的な差異によって説明できるからである.すなわち， (3-17)において V1

を V2 に繰り上げる場合は，れが一定の形態的条件(この場合は過去分調形をとること)を満たさ

なければならないために，それを満たしていない代替不定詞は結果的に繰り上がれず，線形的にみれ

ば動詞群の最後に位置することになるのである. したがって構造を (3-17)のように仮定し，一定の

形態的条件を設定すれば，性質(I)は容易に説明できるであろう.

最後に性質 (V)について考えてみよう.これについては，主語の侵入が阻止されるのは，元来の

主語位置が侵入位置よりも構造上高いところにあるからだ，と仮定すればよいように思われる.たと

えば次の構造で主語位置が SUBだとすれば，主語は一般に禁止されている繰り下げでもしないかぎ

り， VP1 には付加できず，結果的に侵入の可能性を排除することができる.

(3-21) 

~ 
~ 

V2 

ムー
これに対し目的語は VP1 (V 1) よりも低い位置 (OB1)にあると考えられるから，繰り上げによるVP1
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付加は可能である.また非対格動詞の主語に関しては，統語的に目的語と同じふるまいを示すことか

ら，実質的に目的語と考えることができ， したがって YP1 への付加が同様に可能であることも説明

できる.つまり主語と目的語の構造上占める位置を上述のように設定すれば，性質 (V) も導き出す

ことができるのである.

以上本節で考察したことをまとめれば，以下のようになる:

(3~I) のような構造を仮定すれば

(3-1) 

/¥¥¥ 
SUE o 

~\\\ 
V2 

~\\ 
V3 

性質 (1)は Y1→ Y2 のための形態的条件から，

性質 (II)および(III)は YP1 への付加から，

性質 (YI)は Y3 への編入による複合動詞形成として，

V1 

性質 (V)は主語と目的語(非対格動詞の主語も含む)の位置のちがいから

それぞれ説明することができる.

これは逆にいうと，第 2 節でみた 5 つの性質を説明するためには (3~I) のような構造が必要だと

いうことである.

4. r包括的J構造の可能性

第 2節および第 3節で考察したのは「例外的J配置に関する特質とその基礎となる構造であった.

本節では，そこで仮定した「例外j配置の構造と「原則」配置の構造との関係について考察し，例外
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と原則を包括するような構造はあるのか，もしあるとしたら，それはどのようなものになるのか，と

いう問題に対して一つの答えを示したい.

まず本稿の冒頭で示した文 (]-4;4--1として再掲)とその構造 (4-2;下付き数字を一部変更しで

ある)について考えてみよう.

(4-1) weil man sie lange warten lassen muste. 

~へ\\\

/¥¥  
V2 mu βte3 

warten] 
。，un

 
e
 

s
 

¥
s
 

a
 

1
よ

派生の最初の段階からこのような構造があったとは考えられない.これは派生の結果であり， (4-2) 

は元来 (4-3)のような始発構造から導きだされたものであろう(不必要な部分は省く).

(4-3) 

~ ~----\\\\ 

〈¥¥¥¥¥¥

/¥¥  

uste3 

/ 
/ 

J 

VP， 

これかられを V2 に繰り上げ，次いで V2 (=[V， V2]) を V3 に繰り上げると (4-2)が派生され

る.これが直観にも合った自然な仮定であると思われる. さて，ここで前節で確認した「例外的J配

置の構造をもう一度みてみよう(一部省略.下付き数字を変更). 
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(4-4) 

V3 

~\\ 

~ヘ\\\\
V2 

これも (4-2)と問機，派生された結果であろう しかし，この場合派生される前の形はどのような

ものになるのだろうか. (4-3)から推して考えると (4-5)のようになるはずである.

(4-5) 

/~~~~\\\\ 

~\\\\ 

/¥¥¥¥ 

しかしながら，こうすると構造中に不均ーが現れてしまう. 3つの Vのうち，れとしに関しては

主要部が補部の右側に位置しているのに対し， V 3 では逆に主要部が左にきているからであるー もち

ろん，一貫した主要部の右配置を仮定し， V 3 を左に移動して派生させるという考え方もあるが，も

し前節の考察が正しく， したがって (4-4)の構造が正しいとすると， この考え方は受け入れられな

いだろう.なぜなら， (4-4)において h は VP2を補部として投射をおこなっており， したがって

現在仮定されている統語操作の範囲内では， V 3 は併合(合併田erge)によって直接情造に導入する

以外に現れようがなく，繰り上げによるこの位置への併合はありえなし、からである(繰り上げによっ

て併合するときは，必ず繰り上げの標的 targetのほうが投射する. Chomsky }995:256-260を参照).

この問題を解決するには 2つの方法があるように思われる.

lつは (4-3)，(4-5)の両者を認め，そもそも構造がちがうと考えることである. しかしこの場合

は(理論的に不経済であるということを考慮に入れないとしても)なぜちがうのかを説明する必要が

あり，そしてその説明はほとんと不可能であろう.表層の語順以外にはこの差につながる経験的事実

がなく， したがって循環論法に陥ってしまう可能性(語順がちがう→始発構造がちがうから，始発
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構造がちがう→語順がちがうから)があるからである.

もう lつの方法は共通の始発構造を設定するという方法である.ただし (4-3)のような構造はい

ま述べた理由から不可能なので，次のような， (4-3)をちょうど鏡に映したようにみえる構造を仮定

しなければならない.

(4-6) 

/ 

/ 

VP3 
/¥¥  

、¥、

~/ 
//  

V:. VP2 
j 戸、

/ 

¥¥  

/////¥¥¥¥  

(4-6)ではすべて主要部が補部の左に位置している. したがってこの場合構造上の不均ーは存在し

ていない さらに，ここから Vを順次繰り上げていくと (4-4)を導き出すことも (4-7を参照)， 

そして (4ーのを導き出すことも (4-8を参照)可能である:

(4-7) 

，/'¥¥¥¥  

~~~------\\\\\\\\\\ 

~~\\\\\~ヘ\\\\

(4-8) 

~-

/ 

/ヘ¥¥

/¥¥ ¥ 

V3 q
L
 

十
しV2 

~ 
V1 V2 
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語句の侵入している例は次のように表されるだろう.

(4-9) 

V3 

¥¥¥¥¥  

¥ ¥  
XP VP2 

V1 

¥¥  

V2 

以上のことから，もし主要部を左に仮定すれば，文末動調群に関する「原則的」配置および「例外的」

配置の両方を一つの共通する構造をもとに説明できることがわかる. したがって文末動詞群の統語論

を統一的に説明する可能性を追求するのであれば，一見直観に反するかにみえる (4-6)のリアリティ

ーを考えてみる必要があるように思われる

本節をまとめると次のようになる:

. I原則的」配置の始発構造として直観的に考えられる構造は. I例外的J配置の始発構造として

は不可能な構造である. したがって，

「原則的J配置と「例外的」配置を包括する構造があるとしたら，それは主要部が一貫して左に

ある梼造でなければならない(さもなければ包括する構造は存在しないことになる).

5. まとめ

本稿ではドイツ語における文末動詞群の構造について考察した.その際明らかになったのは，

-文末動詞群の配置には「原則的J配置とそれから外れる「例外的」配置があること

「例外的J配置には 5つの特性が確認できること

「例外的J配置の 5つの特性にはその基礎となる構造が存在していること

「原則的J配置と「例外的j配置を包括するような構造は，始発構造において主要部が一貫して

旬

'
Aqa 



補部の左にあると仮定すれば可能であること

の 4点である.

注

本稿の内容の一部は北海道ドイツ文学会第43回研究発表会(札幌)において『統語論的ミニマリズム

とドイツ語統語論』と題して口頭発表したものにもとづいている.

1. (2-44， 45)の動詞の非対格性は次のような例で確認できる.

(i) D工e Kuster lautet die Glocken. 

(ii) Ein Fehler unterlaufen ist ihm noch nie. 

( i) と (2-44)の対比からは「他動詞用法の目的語=自動詞用法の主語Jという関係が読み取れ，

(iけからは (2-25)の主語が統語論的には目的語に近い(動詞と一緒に Vorfeldbesetzungができ

るのは一般に目的語で， transitive/intransitiveの主語はふつう排除される)ことがわかる.次の

例も参照.

(i工i) a. E工nen Pudel gerettet hat der Kanzler gestern. 

b.*Der Kanzler gerettet hat gestern einen Pudel. 

(v工 a. Diesen schwarzen Hut vergessen hat wohl eine Frau. 

b.大 Eine Frau vergessen hat wohl diesen schwarzen Hut. 

(Grewendorf 1989: 23) 

2. この議論は以下のような複合動詞にもあてはまると思われる(iと iiの区別は正書法上のちが

いにもとづく).

(i) achtgeben， danksagen， eislaufen， gewahrleisten， haltmachen， 

haushalten， heimgehen， hofhalten， mashalten， rechthaben， 

irrefuhren， kopfrechnen， kopfstehen， kundgeben， preisgeben， 

ワ
u

q
J
 



radfahren， standhalten， stattgeben， stattfinden， teilhaben， 

teilnehmen usw. 

(ii) Abschied nehmen， Abstand nehmen， Auto fahren， 8ahn brechen， Fus 

fassen， Fusball spielen， Mas nehmen， Obdacht geben， Platz 

nehmen， Schritt halten， Wort halten usw. 

3. Kayne (994)や Zwart(1994)の研究はこの方向に向かっている.
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