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まえがき

I .概要

本論文はオランダのフリースラント州 (ProvinsjeFryslan)で用いられる

西フリジア語(胃esterlauwerskFrysk，約40万人〉の標準語にかんする音韻と

文法(以下、「文法J)の体系的記述である。フリジア語一般の歴史と現状に

ついて外面的な解説を補足する意味で、巻末に「フリジア語群の三つの生態と

多言語使用jの章を添えた。

西フリジア語は北ドイツの北フリジア語 (Nordfriisk，約9，OOO~ 1 0， 000人)

と東フリジア語 (See1 tersk，約1， 500~2 ， 000人)とともに、歴史的に北海ゲ

ルマン語 (Noardseegermaansk)の唯一の後喬であるフリジア語を構成する。

しかし、フリジア語としての統一的な標準語は現在も過去にも存在せず、相互

理解はほとんど不可能である。この意味でフ 1)ジア語は単一の言語ではなく、

厳密には「フリジア語群Jと称するのがふさわしい。

f西・北・東フリジア諾Jという名称は地理的分布に基づく俗称で、官est

Frisian/胃estfriesisch，North Frisian/Nordfriesisch， East Frisian/Ost-

friesischに対応する訳語である。とくに「西フリジア語J(胃estFrisian/ 

Westfriesisch)と「東フリジア語J(East Frisian/Ostfriesisch)は、言語

学的には厳密な意味で適切な名称とは言えない。オランダ語名恥stfriesは

エイセル湖 (IJsse lmeer)対岸の非フリジア語地域である「西フリースラントJ

(Westfriesland)のオラン夕、語方言、すなわち「オランダ語西フリースラント

方言jを指す。 f西フリジア語」の正式名称は上述のように胃esterlauwersk

Frysk (オ.官esterlauwersFries)であり、「ラウエルス湖 (Lauwers)以西の

フリジア諾 (Frysk/Fries)Jを意味する。同様に、ドイツ語名 Ostfriesisch

は非フリジア語地域である f東フリースラントJ(Ostfriesland)のドイツ語

方言、すなわち下低地ドイツ諾東フリースラント方言Jを指す。「東フリジア

語」の正式名称は上述のように Seelterskであり、これは北ドイツ・ニーダ

ーザクセン升[(Niedersachsen)で東フリースラントの外に位置するクロペン

ブルク郡 (LandkreisCloppenburg)のセールターロウンド (Seelterlound， 

ド¥Saterlandrザーターラント J)の三つの村で用いられる。ド、イツ語では

誤解を防ぐために、官estfriesischのかわりに WesterlauwerschesFriesisch 

という用語を用い、 Ostfriesischのかわりに Saterfriesisぬという用語を

用いることがある。後者は Ostfriesischとの混同を避けて用いられる。

本論文では「商フリジア語J(同様に「北フリジア語Jr東フリジア語J)と



いう用語をあえて用いるが、筆者は従来、地理的・行政的名称として「フリー

スラント」、言語的・文化的名称として「フリジアJという用語を区別して用

いており、誤解の余地はない。「ラウエルス湖以西のフリジア語Jという用語

は煩雑で、実用的ではないため、これが妥当な措置と考えられる(詳細は巻末

の「フリジア語群の三つの生態と言語使用Jを参照〉。

フリジア語群の中で、西フリジア語ではオランダの地域的公用語として機能

するために十分な標準語としての言語規範が確立している。しかし、近年の西

フリジア諾はオランダ語から強く影響を受け、オランダ語からの言語干渉が若

い世代を中心に顕著に見られる。このことを意識して、標準西フリジア諾の言

語規範はオランダ語からできるだけ距離を置こうとし、この言語擁護の姿勢は

社会的に広く認められている。ときには人工的な面を見せることがあるものの、

今日の西フリジア語は近年のオランダ語の影響を極力排除しでも、不自然でな

い十分な独立性を保持し得る段階にとどまっている。こうした現状に鑑みて、

本論文では地域差や措層差への言及は最小限の在記にとどめ、文章語として確

立された標準語の記述に焦点を当てることを原則とした。それは同時に、本来

の西フリジア諾に特有の現象を積極的に採り上げることを意味し、言語学的に

興味深い話題を数多く提供することにつながった。

11 .内容と構成

本論文の f31 ~ f3 88の骨子と巻末の「フリジア語群の三つの生態と多言語

使用Jは、すでに以下の雑誌論文(初出)として発表した。 f389~ f3 100は未

発表である。

f3 1 ~ f3 10 

f西フリジア語の音韻と正書法(1 )J (Ludlear en stavering fan i t 

官esterlauwerskFrysk (1)) 

f北海道大学文学部紀要 44-1.第85号. 1995. 37-8U 

f3 11 ~ f3 25 

「西フリジア語の音韻と正書法(2)J (Ludlear en stavering fan i t 

Westerlauwersk Frysk (2)) 

「北海道大学文学部紀要 44-2.第86号. 1995. 43-11U 

f3 26""" f3 35 

「西フリジア語の文法構造一冠詞、名詞、形容詞-J (Struktuer fan i t 

Westerlauwersk Frysk -1idwurd， haadwurd， eigenskipswurd -) 

「北海道大学文学部紀要 45-1.第88号. 1996. 21-8U 

ヮ'u



8 36---846 

「西フリジア語の文法構造一代名詞-J (Struktuer fan i t習ester-

lauwersk Frysk -foarnamwurd -) 

「北海道大学文学部紀要 45-2.第89号. 1997. 79-176Jl 

847---858 

「西フリジア語の文法構造一数詞、副詞、 der-J (Struktuer fan it 

官esterlauwerskFrysk -tel wurd， bywurd，‘der'一)

f北海道大学文学部紀要 45-3.第90号. 1997. 171-246Jl 

8 59---861 

「西フリジア語の文法構造一前置詞と後置詞(1 ) -J (Struktuer fan 

it胃esterlauwerskFrysk -ferhaldingswurd (I)一〉

~~七権道大学文学部紀要 46-1.第91号. 1997. 23-62Jl 

8 62---8 63 

「西フリジア語の文法構造一前置詞と後置詞(2) -J (Struktuer fan 

i t Wester lauwersk Frysk -ferhaldingswurd (2)一)

『北海道大学文学部紀要 46-2.第92号. 1998. 41-64Jl 

8 64---8 67 

f茜フリジア語の文法構造一接続詞一J(Struktuer fan it胃ester-

lauwersk Frysk -bynwurd -) 

f北海道大学文学部紀要 46-3.第93号. 1998. 65-12U 

8 68---8 73 

「西フリジア語の文法構造一動詞(1 ) -J (Struktuer fan i t胃ester-

lauwersk Frysk -ti idwurd (1)ー〉

~~t海道大学文学部紀要 47-2. 第95号. 1998. 21-97 Jl 

874---8 75 

「西フリジア語の文法構造一動詞(2 ) -J (Struktuer fan i t胃ester-

lauwersk Frysk -tiidwurd (2)一)

『北海道大学文学部紀要 47-3.第96号. 1998. 53-72Jl 

8 76---8 77 

「西フリジア語の文法構造一動詞(3 ) -J (Struktuer fan i t官ester-

lauwersk Frysk -ti idwurd (3)一〉

f北海道大学文学部紀要 47-4.第97号. 1999. 89-124Jl 

S 78---8 82 

「西フリジア語の文法構造一動詞 (4)一J(Struktuer fan it Wester-

lau官erskFrysk -tiidwurd (4)ー)
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「北海道大学文学部紀要 48-1.第98号. 1999. 21-55J 

8 83~ 8 85 

「西フ 1)ジア語の文法構造一動詞(5 ) -J (Struktuer fan i t官ester-

lauwersk Frysk -t i id百urd(5)一)

?北海道大学文学研究科紀要 101. 2000. 93-129J 

8 86~ 8 88 

「西フリジア語の文法構造一動詞(6) -J (Struktuer fan i t官ester

lauwersk Frysk -tiidwurd (6)一)

「北海道大学文学研究科紀要 108. 2002. 23-100J 

「フリジア語群の三つの生態と多言語使用j

「向上J(Das heutige Friesisch -Dreierlei Existenzformen und 

Mehrsprachigkei t -) 

『ドイツ文学(日本独文学会編)108. 2002. 45-58j 

この一覧表からわかるように、本論文は1995年以降に発表した十数篇の論文

を基礎にしている。それから 8年余りが経過しており、当然のことながら、各

論文は発表時期をさかのぼるほど、その後の研究成果を反映する度合いが少な

くなる。西フリジア語の研究者の数は他のいわゆる大言語に比べて、けっして

多くない。しかし、少数言語ゆえに従来の研究成果の蓄積は相対的に乏しく、

近年の研究者の増加と研究内容の進展は、かえって大言語の場合よりも顕著で

あるとも言える。それゆえ、本論文をまとめるにあたっては、各論文に発表後

の研究成果を可能な眼り追加し、大幅な変更を施すことも厭わなかった。

全体の構成としては、音韻と正書法に続いて、形態と統語を区別せず、品詞

別にまとめて扱う伝統的な方法を採用した。したがって、文の構造はそれぞれ

関連の深い個別の品詞の項目で論じられている。たとえば、枠構造は従属接続

詞の章、中域の目的語の語JI聞は代名詞の章、右枠の動詞群の語JI頂は動詞の最終

章でそれぞれ解説しである。品詞別の構成ではあるが、統語的扱いが不十分で

あるということはけっしでなく、むしろその逆であって、個々の品認の枠内で

用法上の発展的な解説が槌所に織り込まれている。これによって、西フリジア

語の構造がかえってより鮮明かっ容易に把握し得ると確信している。

本論文で挙げた用例は、とくに西フリジア語教育委員会 (A間五 Algemiene

Fryske Underrjocht Kommisje)が刊行する一連のオランダ語話者向きの学習

教材から広く採集した。そのほかに、各種のテキスト、辞書、論文、文法書か

ら援用した用例もかなりある。ただし、文法記述に必要とされる特殊な用例、

とくに「誤った用例Jは既存の文献資料からは求めがたい。これについては、
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後述の西フ 1)ジア語話者の方々に直接のインフォーマントとしてご協力いただ

いた。一般の話者の西フリジア語はオランダ語の影響をさまざまな形で受けて

いることが多く、高年齢者は当該地域の方言や、各都市に特有の都市フリジア

語 (Stedfrysk)と呼ばれるオランダ語との混成言語を母語とし、標準語を必

ずしも厳格に意識しないことが多い。本論文のインフォーマントは西フ 1)ジア

語研究者あるいは西フリジア諾の擁護に携わっている専門家であり、信頼でき

る標準語のデータを提供していただくことができた。文献からの用例の引用は

たんなる孫引きに終始せず、筆者の調査と判断によって必要に応じて変更を加

えたものが多い。文献からの用例には出典を示し、種々の理由によって筆者の

判断あるいはインフォーマント調査によって変更したものには「変更jと記し

た。出典の記載がないものは原則として筆者が作成し、インフォーマント調査

によって確認したものである。説明上、とくに示唆的あるいは独鯖的と判断さ

れた箇所についても逐次、出典を示し、筆者の私的な解釈とはできるだけ区別

するように工夫した。用例、解説ともに誤記、誤解の責任はすべて筆者にある。

用例に添えた和訳は酉フリジア語原文の解釈を容易にする目的で添えた逐詩的

な歪訳であり、かならずしも自然な日本語にはなっていないことをお断りして

おく。

111.意義

本論文の意義は、まず、記述の量に求められる。 19世紀後半以来、西フリジ

ア語の代表的な文法書には次のものがある(年代]1聞に挙げ、ページ数を bls.

として付記する)。

Sytstra， H. S. 1856/1862. 1nleiding tot de Friesche spraakkunst. 

-Klank-en schriftleer der Friesche taal. /胃oordenleerder 

Friesche taa1. Leeuwarden. Kuipers. (156 bls. ) 

Colmjon， G. 1863. Beknopte Friesche spraakkunst voor den tegen-

官oordigentijd. Leeuwarden. Kuipers. (156 bls.，文法部分 97bls. ) 

Van Blom， Ph. 1889. Beknopte Friesche spraakkunst. Joure. R. P. 

Zi jlstra (179 bls. ) 

Postma， G./P. de Clerq. 1904. Lytse Fryske spraekleare， it Wester-

lauwersk Frysk om 1900 hinne oangeande. Ljouwert. Van der Velde. 

(128 bls. ) 

Sipma， P. 1913. Phonology and grammar of modern West Frisian. 

London et al. Oxford University Press. (175 bls.，文法部分 92

bls. ) 
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Sytstra， O. H./J. J. Hof. 1925. Nieuwe Friesche spraakkunst. 

Leeuwarden. Van der Velde. (274 bls.，文法部分 177bls. ) 

Sipma， P. 1948-1949. Ta i t Frysk. I. Ynl ieding， k1a叫dear，

stavering， II. Wurd1ear， ill. Bugingslear， sinlear. Ljouwert. Van 

der Ve1de. (75 bls. + 79 b1s. + 91 bls. = 245 bls.) 

Anglade， J. 1966. Petit manuel de frison moderne de l'ouest. 

Groningen. 胃olters. (152 b1s.，文法部分 70bls. ) 

Fokkema， K. 1967 2
• Beknopte Friese spraakkunst. Groningen.官01ters. 

(151 b1s.，文法部分 89b1s. ) 

Boersma， J./G van der Woude. 1981 2 /1980 2
• Spraak1ear I，II. 

Ljouwert. Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje. (106 bls. + 111 

b1s. = 217 b1s. ) 

Zhluktenko， Jurij A1ekseevich/A1eksandr V1adimirovich Dvukhzhilov. 

1984. Frizski j jazyk. Kiev. Naukova Dumka. (200 bls.，文法部分

173 bls.，現代西フリジア語文法部分 88bls. ) 

児玉仁士. 1992. rフリジア語文法J 東京.大学書林. (292 bls.，文法

部分 245bls. ) 

自oekema，Teake. 1996. Beknopte Friese spraakkunst. Ljouwert. Afuk. 

(83 bls.; 1968デンマーク語原典 33bls.， 1992 ドイツ語訳 53b1s. ) 

Tiersma， Pieter Meijes. 1999 2
• Frisian reference grammar. Ljouwert. 

Fryske Akademy. (147 bls.，文法部分 131bls.) 

(このほかに、筆者の知る限り、現時点で計画中または執筆途中のものとし

て、 Popkema，J. Koarte Fryske taa1kundeと DeHaan， Germen J. A short 

introduction to the grammar of Frisian. カfある)

上記の一覧表から単純にページ数を比較しでもわかるように、本論文は現存

する量的に最大の包括的な西フリジア語の文法記述である。

さらに、フリジア語一般に範囲を拡大すると、筆者の知る限り、単一言語

(あるいは方言〉の文法記述としては、北フリジア語モーリング方言とセルリ

ング方言にかんする次の 2点がこれまでで最大である。

Bendsen， Bende. 1860. Die nordfriesische Sprache nach der Moringer 

3Iundart zur Vergleichung mit den ver官andtenSprachen und Mund-

arten. Leiden. Brill. (479 bls.，文法部分 404bls. ) 

Lasswell， Steven Theophilos. 1998. An ecological reference grammar 

of Solring North Frisian. Dissertation. University of California. 

Santa Barbara. (390 bls. ) 
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単純にページ数を比較しでもわかるように、本論文はこの 3点を量的にはる

かに上回っている。

以上のことから、本論文は量的な面で、現存する最大のフリジア諾の文法記

述であると言える。

なお、歴史的視点からのフリジア語全体あるいは北フリジア語全体の文法記

述、それにフリジア語全体の概観としては、次の 4点が最大である。ただし、

これは本論文とは性格が異なり、比較の対象とはなりがたい。

Siebs， Theodor. 1899. Geschichte der friesischen Sprache. In: Paul， 

Hermann (Hrsg.). Grundris der germanischen Philologie. Strasburg. 

Trubner. 1152-1464. (313 bls. ) 

Lδfstedt， Ernst. 1968/1971. Beitrage zu einer nordfriesischen 

Grammatik 1. Das Substantiv und das Adjektiv， das Zahlwort und 

der bestimmte Arti註el.III. Das Pronomen， das Adverb， Praposi 

tionen， Konjunktionen und das Verbum. Uppsala. Acta Universita-

tis Upsaliensis. Studia Germanistica Upsa1iensis. 087 bls. + 120 

bls. =307 bls. ) 

Markey， T. L. 1981. Frisian. (Trends in Linguistics-S. A. R. 13) 

The Hague/Paris/New York. 珪outon. (335 bls. 内容に問題点が多いと

される〉

Munske， Horst Haider (Hrsg.). 2001. Handbuch des Friesischen/Hand-

book of Frisian studies. Tubingen. Niemeyer. (845 bls. ) 

次に、本書の意義は質的な面に求められる。上記の一連の完結した西フリジ

ア語文法書の中で内容的に今日の言語学的水準に達しているのは、私見では

Tiers宣la(9992
) のみである。同書は1985年の初版 (Dordrecht/Cinnaminson.

Foris刊行〉にドイツ、キール (Kiel)大学のフクストラ教授 (Prof.Dr. 

Jarich Hoekstra)が手を加えた改訂版だが、初版の本文をそのまま継承し、

注の部分で散発的に内容の充実を図っているにすぎない。したがって、その後

の研究成果は十分に取り入れられているとは言えず、理論的にも若干の問題点

が散見される。現代言語学の視点からもっともすぐれた記述と思われるのは、

(上記の未完の DeHaan， G. J. A short introduction to the grammar of 

Frisian. を除けば〉次の 2点の論文であると思われるが、量的に十分と言う

には程遠い。

Hoekstra， Jarich/Peter盟eijesTiersma. 1994. “Frisian". In: Konig， 

Ekkehard/Johan van der Auwera (eds.). The Germanic languages. 

London/New York. Routledge. 505-531. 
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Hoekstra， Jarich. 2001. “Standard West Frisian". In: Munske， Horst 

百aider(Hrsg.). Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian 

詰盟主主・ Tubingen. Niemeyer. 83-98. 

フリジア語学の業績はけっして少なくないが、一個人がそのすべてに自を通

すことがまったく不可能というわけではない。フリジア語学、とくに西フリジ

ア語学の業績については、フローニンゲン大学フリジア語学科が毎年、更新し

ながら作成している次の包括的なリストがある。

Literatuerlisten studzje Frysk. Frysk Ynstitut RUG. (Oude Kijk in 

't Jatstraat 26. Harmoniecomplex， keamer 359. 9712 EK Grins) 

本論文の執筆では、このリストを参考にしつつ、そこから漏れている文献も

独自の調査によって明らかにし〈たとえば、 Sytstra，H. S. (1856/1862)は

上記のリストには含まれていない)、後述の手段を通じて現地の図書館等で広

く収集しながら、西フリジア語学研究の全体像を網羅的に把握することを旨と

した。そして、フリジア語学関係の大部分の重要文献を比較検討し、現時点ま

での研究成果をできるだけ多く吸収することによって、可能な限り正確かっ広

汎に記述に反映させるように努めた。西フリジア語が用いられるオランダは、

生成文法をはじめとしてヨーロッパ現代理論言語学の最高時に位置し、フリジ

ア語研究者も大部分が最新の理論言語学に通暁している。本論文では、後述す

るように、代表的なフリジア語研究者と密接な個人的交流を保ちながら、議論

と調査を数多く重ねつつ、理論的説明を言語記述にとって有益なレベルに還元

した上で、内容的充実を図ることを心掛けた。

本論文ではまた、日本人のゲルマン語研究者としての問題意識を生かすよう

に努めた。従来の西フリジア語の文法記述はオランダ語との言語干渉に注意を

促すことはあっても、他のゲルマン語との比較への言及は稀である。筆者はド

イツ語、英語、オランダ語、北フリジア語などのいわゆる西ゲルマン語に加え

て、北欧スカンジナヴィアの北ゲルマン諸語を古語を含めて広く研究対象とし

ており、筆者の研究テーマであるゲルマン語類型論の視点から西フリジア語の

言語事実をとらえ直すことを念頭に置きつつ、文法記述の範囲内でそれを有効

に反映させることに尽力した。

本論文では日本語話者として、ゲルマン語研究者が看過しがちな言語事実に

も配慮、したO 従来の伝統的な西フ 1)ジア語文法のみならず、一般向けの成人用

講習教材や学校教育用の学習教材は、オランダ国内での普及を念頭に置いてお

り、オランダ諾話者向けの片寄った説明が目立つ。したがって、オランダ語以

外の言語使用者にとっては理解が国難な場合が多い。筆者がもっとも苦労した

のはこの点である。オランダのフリスケ・アカデミー (FryskeAkademy)が
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1984年から毎年 l巻のペースで刊行している西フリジア語大辞典(型旦回生

fan de Fryske taal/胃oordenboekder Friese taa1)はオランダ語との対訳辞

書であり、未完である。使用に耐える完結した辞書は下記のオランダ諾との対

訳辞書であり、下記の英語との対訳辞書は2000年になって刊行された。

Di jkstra，官aling. 1990-11. Friesch woordenboek (Lexicon frisiculn). 

0971後刻版). Amsterdam/Leeuwarden. S. Emmering/De Tille. 

Zantema， J. 官. 1984. Frysk wurdboek. Frysk-Nederlank. 1. Drachten/ 

Ljou官ert. Osinga/Fryske Akademy. (1220 bls.) 

Visser， W. 1985. Frysk wurdboek. Nederlansk-Frysk.2. Drachten/ 

Ljouwert. Osinga/Fryske Akademy. (921 bls.) 

Dykstra， Anne. 2000. Frysk-Ingelsk wurdboek/Frisian-English 

dictionary. Afuk/Fryske Akademy. (1153 bls. ; English-Frisian 

word list， 319 bls. を含む〉

最近の西フ lJジア語研究は理論言語学の浸透や研究者の意識の変化の結果、

広い視野から行なわれるようになりつつあるが、本論文はこうした傾向と軌を

ーにするものであり、フリジア語学の国際化、あるいは西フリジア語の言語擁

護にもささやかな貢献をすることがあればと願っている。

日本人の業績としては、上記のリストに記載した、克玉仁士著「フリジア語

文法jJ0992大学書林〉がある。問書はヨーロッパ以外で刊行された最初の西

フリジア語文法書として大きなパイオニア的意義があり、現地でも評価された。

しかし、私見では同書は数多くの誤記、誤解を含んでおり、西フリジア諾の正

しい姿を伝えているとは言いがたい。この点については次の論文で指摘した。

Makoto， Shimizu. 1993. “Naar aanleiding van Hitoshi Kodama， Frys主主

grammatika".むsWurk 42. 103-114. 

清水誠. 1996. r西フリジア語文法記述の問題点J If北海道大学文学部

紀要jJ 44-3. 41-107 

本論文は同蓄の不十分さを補い、日本における信頼できる西フリジア語の文

法記述を提供する役割を果たす役割を担うものである o

IV.経過と謝辞

これまで日本には上記の克玉氏の文法書を除いて、フリジア語学研究の蓄積

にはほとんど見るべきものがなかった。日本にはフリジア語学を専攻できる大

学は存在せず、オランダ語学を主専攻とすることが可能な高等研究教育機関さ

え、根絶されて以来、 1世紀以上が経過している O このような現状から、本論

文の執筆は筆者の独力によってーから手探りで始めなければならなかった。そ
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のためには、日本では入手不可能なほとんどすべてのフリジア語学文献の収集

に加えて、代表的なフリジア語研究者との交流とドイツとオランダの代表的な

研究・教育・行政機関との密接な連絡が不可欠だった。それが可能になったの

は、ドイツ学術交流会 (DAAD)の援助によるキール大学北フリジア語辞書

編集所 (Nordfriesische恥rterbuchstelle，Universitat Kiel， 1989年9月~

1990年9月)とオランダ政府奨学金 (NUFF1C)の援助によるフローニン

ゲン大学フ')ジア語学科 (FryskYnstitut/Fries 1nstituut， Rijksuniver-

siteit Groningen， 1993年9月---1994年9月)での研究滞在、それにオランダの

フリスケ・アカデミー (FryskeAkademy， Ljouwert/Leeuwarden)の正会員へ

の任命(1994年10月〉による恩恵が多大であった。オランダの在外フリジア人

協会 (ltFrysk Boun om Utens， Bovensmilde/Assen)の名誉会員への推挙

(2003年5月)とドイツの北フリジア語文化研究所 (NordfriiskInstituut， 

Braist/Bredstedt)の運営母体である北フリジア語文化研究学術協会 (Der

Verein Nordfriesisches Institut)の会員認定 (2003年6月〉も励みになった。

このほかに、オランダ、ドイツの各種の新聞・雑誌記事への投稿、インタヴュ

ーやテレビ出演の要請にもありがたく応じた。本研究にたいするオランダ、ド

イツでの好意的な反応は、フリジア語とその文化に寄せられる社会的関心、そ

して、今Bのヨーロッパにおけるいわゆる少数言語の存在意義を改めて筆者に

認識させた。

フリジア語学にかんする以下の文部科学省・学術交流会の科学研究費補助金

の交付もまた、筆者のフリジア語学研究の進展にとって不可欠だった。

「大陸部北海沿岸の商ゲルマン諾相互の接触と類型論的特徴の変化J(奨励

研究 (A). 平成 7年度.研究代表者.課題番号 07710346

「連続性概念による言語モデルの再構築ードイツ語学の諸相からJ(基盤研

究 (B)(2). 平成 8---9年度.研究分担者.課題番号 08451101

「ドイツ語・オランダ語・フリジア語の対照文法記述一酉ゲ、ルマン語類型論

に向けてJ(基盤研究 (C)(2). 平成10---13年度.研究代表者.課題番

号 10610491

「西フリジア語文法記述のための最終的研究ーゲルマン語類型論の構築に向

けてJ(基盤研究 (C)(2). 平成14---16年度〈予定).研究代表者.課

題番号 14510599

最後に、本論文の執筆にさいして様々な面でとりわけ協力を惜しまれなかっ

た下記のドイツとオランダの恩師、知人の皆さんに心からお礼申し上げる。こ

n
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れ以外にも、 TAALSTUDZJE@NIC.SURFNET.NLによるネット上での度重なる質問

にお答えいただいた多くの方々に感謝申し上げたい。

ゲルメン・デ・ハーン教授 (prof. dr. Germen J. Haan):オランダ、フ

ローニンゲン大学フリジア語学科主任教授

ピテル・ブレーケル博士 (dr. Pieter Breuker) :同大学同学科教宮

ウベレ・フリエス博士 (dr. Oebele Vries) :同大学同学科教官

チエート・デ・グラーフ博士 (dr. Tseard de Graaf) : I司大学言語学科元

教官、フリスケ・アカデミー研究員

サーキエ・ファン・デレンさん (mevr. Saakje van De11en) :同大学言語

学科職員

ラメト・ヨーンスマ博士 (dr. Lammert Jansma) :オランダ、フリスケ・

アカデミー所長

ヴィレム・フィセル博士 Cdr. 胃illemVisser) :同アカデミー研究員

シエブレン・ディク博士 (dr. Siebren Dyk) : I司アカデミー研究員

オーネ・ディクストラ氏 (drs. Anne Dykstra) :向アカデミー研究員

へンク・ヴォルフ氏 (drs. Henk胃010:向アカデミー研究員

トニ・ファイツマ教授 (prof. dr. Tony FeitsI胞にアムステルダム大学

フリジア語学科名誉教授

クーン・ゾンダハ氏 (drs. Koen Zondag) :オランダ、フリースラント州

教育委員会 (M.S. U.)フリジア語教育掛元主任

ヤーラハ・フクストラ教授 (Prof.Dr. Jarich Hoekstra) :ドイツ、キー

ル大学北海ゲルマン語学講産主任教授

ブー・シエリーン教授 (Prof. Dr. Bo Sjolin) :ドイツ、キール大学北フ

リジア語辞書編集所名誉教授

オモ・ヴィルツ博士 (Dr. Ommo胃i1 ts) :同大学問編集所元教官

アラスタイル・ウォーカー博士 (Dr. A1astair G. H. Walker):同大学問

編集所教宮

インゲリーネ・ハーマンさん (FrauIngel ine Hamann) :同大学向編集所

職員・講師

トーマス・シュテーンゼン教授 (Prof.Dr. Thomas Steensen) :北フリジ

ア語文化研究所所長、フレンスブルク教育大学客員教授

ニルス・オールハンマル教授 (Prof. Dr. Nils Arhammar) :同研究所副所

長、フレンスブルク大学名誉教授

アデリーネ・ベーターゼン氏 (Drs. Adeline Petersen) :同研究所研究員、

キール大学北フリジア語辞書編集所元研究員
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音韻 (Iudlear) と正書法 (stavering)

9 1 はじめに

標準語としての商フリジア語はオランダ諾からできるだけ距離を保とうとす

る一方、規範性が弱く、地域差や社会層による相違の許容度が高い。これはと

くに音韻について著しい。辞書に異形がしるされ、文法書の記述に差があるの

もこのためである。以下の記述ではもっとも標準的な発音を示すにとどめる。

正書法は1945年と 1976年(1980年実施〉の 2度にわたって改正された。しか

し、その改正には不敏底な面があり、音韻体系が複雑なこともあって、習得に

は困難が伴う。西フリジア語の話者自身、正しい正書法を身につけているのは

10%ほどにすぎず、学校教育でも正書法の習得に重点が置かれている。

9 2 アルファベット (alfabet)

アルファベットは次のとおりである。

A a， a [a: J M m [ emJ 

B b [be:] N n [mJ 

(C， C [se:]) O 0， O [o:u] 

D d [de:] P p [pe: ] 

E e， e [e: J (Q q [ky]) 

F f [d] R r [er] 

G g [ge:J S S [esJ 

H h [ha: ] T t [te:] 

i， y y [i] U U， U， U [y] 

J [je: ] V V [fe: ] 

K k [ka: ] W 官V [ve: ] 

L [d] (X X [Iks]) 

Z Z [zet] 

① Q/qと X/Xはふつう用いない。外来語などを転写する場合には、 quは

kまたは kwとつづり、 xは ksとつづる。

kosjint [kofInt] r(引き算の)商J kwitansje [kwitj:nfa] r領収書」

eksamen [eks丞:mm]r試験J

② C/cは単独では用いず、 Ch/chとしてのみ現われる。

③ V/vとz/zは語末と語頭では用いない。これは摩諜音 [v]， [z]が語中
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にしか現われないためである。したがって、辞書の見出し語には V/Vと

z/zの項目がない。

④ Y/yは子音字ではなく、関音節でI1i[I]にたいして[i]の音を示す母

音字である o I1iと区別して Fryskey (または Grykskey， y-grek)と

呼ばれることがある。辞書ではI1iと同じ箇所に配列される。

⑤その他の母音字として小文字に補助記号(- : breedteken， I : skerpー

teken)を添えた a，e， o， u， uがある。これは補助記号を除いたもとの

母音字と発音上は同じでありながら違う環境に現われる場合や、もとの母

音字と音質や長さの異なる音を表わす場合に用いる。ただし、大文字では

ふつうそれぞれ A(←幻， E (←e)， 0 (←δ)， U (←U)， U (←u) とつづ

る(補助記号をつけた表記も見かけるが、正式には不要である〉。辞書で

はもとの母音字と同じ箇所に配列される。

⑥他の補助記号としては、母音字の上に添える分音符(r .. J 、trema)が

あり、音節の切れ目を表わす。

beamte [b~ámt~J r公務員、役人J∞beamte[bjemto] r木々 j

see [se:J r海j∞seeen[se:mJ r海(複数)J

idee [ide: ] r理念、アイデアJ∞ideeel[idle:l] r理念的な」

⑦以前はおもにアクセントのある語末母音で 6の文字を用いたが、今日で

は伐とつづるく‘!日→新'の煩〉。

resume→ resumee [rIsyme:J r要約J

se→see [se:] r海J seen→seeen [se:m] r海(援数)J

6 の文字は、アクセントをもっ e の文字が関音節であいまい母音 [~J と

発音されるのを防ぐために、十数値の語について用いられるにとどまる。

grouwelich [grJuvé:l~xJ rひどいJ

oer臼 is[uare: mIsJ r我を忘れたJ

q
d
 

噌
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母音 (Iud)

S 3 はじめに

(1)母音の種類と特徴

西フリジア諾は母音が豊かである。短母音が10種類、長母音が 9種類、二重

母音〈くだり二重母音)が11種類あり、二重母音の一部は「割れJ(s 10)に

よって語形変化や語形成でいわゆる「のぼり二重母音J(本書ではわたり音と

短母音の連続とみなし、二重母音に含めない)と交替することがある。

wite [vitJ] (←wyt [vit]) r白い〈変化形)J

witte [vItJ] r知っているj

wiidte [vi:tJ] r広さj

wiete [viJtJ] (←wiet) rぬれた〈変化形)J

wiette [vjItJ] r湿気J

このほかに「短母音化J(s 9 )、 f鼻音化J(s 8)がある。本書では半長母

音 (heallangienlOd)は設定せず、短母音で表記する。三重母音 (trijelOd) 

は認めない(S 7 )。有アクセントの語頭母音の前で声門閉鎖音が出ることが

あるが (Sipma1913 : 15， Fokkema 19672 
: 31)、ドイツ語ほど強くない。これ

はオランダ語でも同様である O

(2)開音節 (slettenwurdlid)と関音節 (iepenwurdlid) 

以下の表ではカッコ内〈く >)につづり字を添える。「閉Jは閉音節(子音

字で終わる音節)、「開」は関音節(母音字で終わる音節〉の略である。これは

発音上の区別ではなく、アクセントをもっ音節についての正書法上の区別を指

し、発音上の区別とはかならずしも一致しない。正書法では関音節でひとつの

母音字が長母音、間音節でひとつの母音字が短母音、関音節でふたつ重ねた母

音字が長母音を表わすものとして区別することがあるく S24(1))。たとえば、

次の 2語では aが発音上は関音節にあるが、正書法上はそうではない。

pakke [p砧 J]rっかむJ: a閉音節句紘一ke)→短母音 [aJ

pake [pa:kJJ r祖父J: a関音節 (pa-ke)→長母音 [a:] 

さらに、 wiidte[vi:tJ] r広さ」の [i:Jは、発音上は [vi:J一[tJ]のよう

に関音節にあるが、正書法上は wiid-teのように関音節にあるので iiとつ

づるっこれは正書法で冶iid r広いJ十一ter抽象名詞の接尾辞J'という語

形成を明示しているためである。ただし、最近の外来語には例外がある。
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S 4 短母音 (koartienlud) 

(1)矩母音の種類

短母音には次の10種類がある。このほかに鼻音化(S 8 )の現象がある。

r 本書では母音の分類に問。度による技、半扶、半広、広の用語を用いる。

これは舌の位亘のあ低によるあ舌、中高舌、中低舌、低舌に対応する用語

である。個々の解説では舌の位互のあ低による説明をすることがある。

前舌 中舌 後舌

非円唇 円唇 円唇

狭 iくy閉/i関> y くG関/u関〉 U くU/oe> 

半狭 1 < i閉〉 g くU閉〉 o <0簡〉

半広 εくe閉〉 8 < eなど> 3 くO閉/a間十歯音〉

広 aくa閉>

(2)解説と用例

[i] :口の開きは最も小さく、唇を横に張って緊張させる。[I]との区別に注

二金二

忠、。

① y:閉音節。

fyn [fin] r細い、楕畿なJ wyt [vit] r白いJ myn [minJ r私のj

② i 語末を除く開音節。 i[i: ]と同様に i[I]とつづる。

fine [finil] r見つけるJ wite [Vitil] r白い(変化形)J

③ y:語末。

dy [di] rそれ」 party [pati] rいくつかのj juny [jyni] r六月J

④ -dei [dja， diJ (←dei [dai， dei] r日J)による合成語で本来のフリジ

ア語の語葉。

jierdei [jIdjil，…di] r誕生日 J t i i sde i [t i : zd j il，…di] r火曜日 j

φnijjersdei [nEi(j)iilZdai，…deiJ r元日J

feestdei [fe:zdai，…dd] r祝日J

-deis [dais， dEis]， -deisk [dais(k)， deis(k)]による合成語は別。

hjoeddeisk [juodais仕入…dds(k)]rこんにちのj

hjoeddeis [juadais，…dds] rこんにち」

⑤ -heidによる派生語の発音は一般に[…hitJである。[..・hait，…hdt]

はつづり字に引きずられた発音であり、一般的ではない。

swierrichheid [swjIrilxhit] (ト・hait，…hEit])r困難」

[I] :口の開きは[iJより広めで、唇の緊張はゆるい。 [iJとの区別に注意。

戸
町
U'tよ



機能的には [e:]の短音にあたる(~ 9参照〉。

① i 閉音節のみ。

fin [fInJ rうろこ J-finnen [fImn] rうろこ(複数形)J

ik wit [vltJ r私は知っているJ-witte[vItaJ r知っている J

rnin [rnlnJ r悪しリ Ingelan [IijalJ:n] rイギリス」

Drinte [drinta] rドレンテ(オ. Drentheオランダ北部の州)J

②外来語でアクセントのある [e]は i[1]で表わすことが多い。

septirnber [septIrnbar] r九月J

[e] :日本語のエとほぼ同じ。

e:アクセントのある閉音節。

eksirnpel [eksImpalJ r例」

beppe [bep.] r祖母」 官et[vtt] r法律J

[aJ :日本語のアよりも奥寄り。前寄りの長母音 [a:Jとの音質の差に注意。

① a:関音節のみ。

acht [axtJ r八J planke [pl釘kaJr板J

② a:少数の語の語末。

ta [taJ r…へ、…について」 sa [saJ rそのようなJ

ik ha [haJ (←hawwe [hava]) r私はもっている」

③ oa:少数の語。

rnoandei [rnandj a，…diJ r月曜日 J

rnoatte [mata， rnwataJ r…なければならないj

〈ア母音 [aJ をオランダ誇のように発音記号[けで示す方法もあるが

(Sipma 1913) 、岳フリジア誇の母音はオランダ誇とちがって f張り/弛

み」よりも「長/短j の対立が重要なので (Cohenet a1. 19782
: 113) 、

本書では長母音 [a:]にたいして短母音 [aJの表記を用いる。ただし、

音質の明らかな違いから長母音 [e:]にたいしては短母音[1]と表記す

る。

[J J :響をまるめて日本語のオよりも口の開きをかなり大きくする。 [oJとの

区別に注意。

① O 

bod [bJtJ r申し出J sok [sJk] r靴下j klok [kl Jk] r柱時計」

hollich [h51axJ r穴のあいた、空腹のJ(←hol [hJ1J r穴J)

② a:閤音節で盈(茎)音 s/1/d/t/nの直前(‘soldaten' と覚えると便利、

z [ z J ， ng [ij J， nk [ij k ]は除く)。

jas [j JS ] rジャケット J bal [bJl] rボールJ wat [VJt] r何J

mad [rnJt] (med [me:t]) r耕地J p1an [plJn] r計画j
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同じ発音で O とつづる別の諾があることに注意。

kast [k:lstJ i戸棚、たんすJ-kost [k:lst] 1食料、食事j

past [P:lst J (←passe [pjS8 J) iぴったり合う〔過去分詞)J-post 

[pJstj 1-郵便j

とア aというつつりはかつての発音 [aJのなこつである (Boersma/Vander 

百oude19812 
: 93)。

岳 a: j-rの脱落J(s 15)による黙字の rの直前と短母音化(8 9)や「割

れJ(810)によって生じた aは[けでなく、 [aJと発音する。

part Lpat] i部分J(黙字のり hoanne [wan8J 1にわとり J(割れ)

hastich [hasT3X] (←haast [ha: st] 1'/生急さJ) 1性急なJ(短母音化)

④ a:例外、最近の外来語など。

{hy hat [hatJ/do hast ChastJ} (←hawwe) I{彼/君}はもっているj

watten [vat;mJ r綿J antropology [antropologi] 1人類学J(外来語〉

開音節で長母音を示す aは②の歯茎音の直前でも [a:]と発音する。

talen [ta:l;mJ (←taa 1 [ta: 1]) 1言語(複数形)J

[oJ :唇をまるめてほぼ臼本語のオを発音する。[けとの区別に注意。

0:閉音節のみ。

bot [bot] 1にぷいJ sok [sok] 1そのようなJ

klok [klok] I{卵を抱く/ひよこを連れた}めんどり」

hollich [ho18x] 1がんこなJ(←hol1e [ho18 J 1頭J) 

[u] :日本語のウよりも口の開きを小さくして唇をまるめる。

① u:nの直前および外来語 (Dijkstra19922 
: 33)。

grun [grunJ i地面J(nの直前)

guverneur [guverno8r] 1総督J(外来語)

② u:対応するオランダ語が ui， euの場合 (Dijkstra 19922 
: 33) 0 関音

節と開音節。

krupe [krupJ] 1はう J(オ. kruipen) buk [bukJ 1腹J(オ. buik) 

③ oe :対応するオランダ語が oe，0。の場合、とくに k，ch， gの直前

(Di jkstra 19922 
: 3lf. )。弱音節と関音節。 oe[UJ Jとの区別に注意。

droech [drux] 1乾いたJ(オ. droog) 

boek [bukJ 1本J(オ. boek) 

oefening [uf8nIQ] 1練習J(オ. oefening) 

ごア oeというつづりはかつての発音 [0:]の公ごりである (Boersma/Vander 

Woude 19812 
: 93)。

[yJ: [iJを発音する口のかまえで審をまるめる。

門

t
a

d-よ



① u:間音節。 u[y:]と同様に u[yJとつづる。

nut [nyt] rクルミ J

② u:開音節。

[y]は有アクセントの [y]、以下同様。

nuten [nyt;m] iクルミ(複数形)J tuten [tyt~n] rキス〈複数形)J

は凶tten，本tuttenとはしなしけ thus [tys] r家でj

tut [tytJ rキス」

[oJ : [けを発音する口のかまえで唇をまるめる。

U :閉音節。

wurd [vot] r語J-wurden [vod;m] r諾(複数形)J

nut [not] r利益J-nutte [not什(←nutsje[notfa]) r利益になる(過

去分詞)J

tusken [toskan] r…の間に」

てアドイツ誇の konnen[kandn] rーできる j のり[叫よりもロの開きがやや

扶い (Sjοlin1969 : 50)。

[dJ :あいまい母音 (schwa)。アクセントをもたない。

① eなど:アクセントのない音節 CS 21(2)参照)。

se [Sd] r彼女(ら)J men [mdnJ rc話者を含めてー殻に)人はj

belibje [bdlIbjd] r経験するJ in [;m] r不定冠詞」

語末の e[a]は特定の名詞で脱落することがある。

ebbe [eba]/eb [ep] i干潮J doaze [doazd]/doas [doas] r袋j

krabbe [kraba]/krab [krap] rカニJ

② -dei […dj d，…diJ C←dei [dai， dEiJ r日J)による合成語で本来のフ

リジア語の語襲。

jierdei [Hdj a，…di] r誕生日J moandei [mandj d，…diJ r月曜日J

n
k
u
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9 5 長母音 (Iangienlud) 

(1)長母音の種類

長母音には次の 9種類がある。西フ 1)ジア語の母音には長短の対立があり、

長母音はオランダ語よりも明確に長く発音する。[1]∞[e:J(および [aJ([日])

∞[a: ])を除いて、短母音との音質の差はとくにない。

前舌 中舌 後舌

非円唇 円害 円害

狭 i:くii閉/i関> y:く合間/u開〉 u:くU/oe> 

半狭 e:くee関/e関〉 o:くeu> 0: く00閉/0関〉

半広 e :くe/ ( e )> J:くo/a>

広 a:くaa閉/a関〉

(2)解説と用例

[i:J:[iJの長音

① i i 筒音節

tiid [ti:tJ r時間J wiid [vi:tJ r広い」 iis[i:sJ r氷」

②関音節。 i[i ]と詞操に i[i: Jとつづる。

tiden [ti:ddnJ r時間(複数形)J w i de [v i : d d J r広い〈変化形)J

[e:]:唇を緊張させ、口の開きは [e: Jよりも小さく、日本語のイとエの中間。

ドイツ語やオランダ語の [e:]と同様。 i[IJの長音にあたる(8 9 )。

① ee :閉音節

wees [ve:sJ rみなしごj

② e:関音節

wezen [Ve:ZdnJ rみなしご(複数形)J rede [同:ddJ r理性」

③ ee :語末およびその変化形と合成語の成分

reed [re:tJ rドライブJ

see [se:] r海」
seeman [se:mJn] r船乗り」

ウ 短音の [eJはな L、。 Zantema(1984) では外求諮でアクセントをもたず、

seeen [se:mJ r海(複数形)J

あいまい母音でない e を半長母音 [e.]と記している(ib.218)。

e'dysje [e.disjdJ r稿集J edu'kaasje [e.duka:sjd] r教育j

本書では半長母音を認めず、短母音 [IJ を用いて次のように表記する。

edysje [Idi f dJ r縞義J edukaasje [Idyka:fd] r教育J

[e:J:[e]の長音。日本語のエーとほぼ同じ。 [e:]との区別に注意。

① e:間音節と関音節

nuu 

1
i
 



red [re :tJ r車輪J-rede [re:daJ r救う J

wes [ve: sJ (←weze) rーであれ(命令形)J-wezen [ve :zmJ r本質」

② e:少数の例外

bern [be:nJ r子供J gers [ge :sJ r草J

it hat ferzen [fe:z8nJ r氷がはった(現在完了形)J

[a: ] :日本語のアーよりも前寄り。後寄りの短母音 [aJとの差に注意。

① aa :筒音節

baan [ba:nJ rコースJ aard [a:tJ r性質J

saad [sa:tJ r井戸J

② a :関音節

naad [na:tJ r縫い目」

banen [ba:n叩 Jrコース〈複数形)J saden [sa:danJ r井戸(複数形)J

[J:J: [JJの長音。 [0:Jとの区別に注意。

① a : ld， 1 t， nの産前

a1d [J:tJ r古いJ sa1t [SJ:t] r塩j 1an [lJ :nJ r国、土地j

② δ:それ以外

ndt [m:t] r穀粒J stδk [stJ :k] r杖」 bole [M:1aJ rパンj

③ a : 1の前で対応するオランダ語の語形に aがある場合 (Dijkstra19922 

: 43) 

sta1 [stJ:1J r家畜小屋J(オ. sta1) 

ただし、 sta1e[st5:1aJ r芯J(オ. stee1) 

④ δ: 1の前で対応するオランダ諾の語形に O がある場合 (Dijkstra19922 

: 43) 

rdlje [r5:1jaJ r転がるJ(オ. rollen) 

ごア 8というつづりはかつての発音[a:Jのなごりである (Boersma/Vander 

Woude 19812 
: 93)。

[o:J : [oJの長音。 [J: Jとの区別に注意。

① 00 :閉音節

hoopje [ho:pjaJ r希望するJ

ik stook [sto:kJ (←stoke) r私は火をたく j

② 0:関音節

hy hat hope [ho:pa] (←hoopje) r彼は望んだ(現在完了形)J

stoke [StO:k8J r火をたく」 no't [no:tJ r…なのだからJ

[u:]: [uJの長音

① u:nの直前および外来語 (Dijkstra19922 
: 33) 

duns [du:"sJ rダンスJ(nの直前)
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kompjuter [kompjU:tdr] rコンピュータ-J (外来語)

② u:対応するオランダ語が ui，euの場合 (Dijkstra19922 
: 33) 

hu8 [hU:8J r家J(オ. huis) 

bugel [bu:1dlJ rアイロンJ(オ. beugel) 

③ oe:対応するオランダ諾が oe， 00の場合、とくに k，ch， gの直前

(Di jkstra 19922 
: 3lf. ) 

skoech [sku:xJ r靴J(オ. schoen) 

it roek [ru:k] (←ruke [r位~]) rにおいがしたJ(オ. rook) 

hy kroep [kru:p] (←krQpd [krupd]) r彼は這ったJ(オ. kroop) 

boek [bu:k] rブナの木」

ウ oeというつづりはかつての発音 [0:]のなごりである (Boersma/Vander 

胃oude1981 z : 93)。

[y: ] : [yJの長音

[y]は有アクセントの [y]、以下同様。

① u:簡音節。 u[y]と同様に u[y: Jとつづ、る。

ik snuf [sny:f] (←snuve) r私は鼻患を立てるJ

druf [dry: f] rぶどう」

② U :開音節。 u[yJと同様に U[y: ]とつづる。

snuve [sny:v;)] r鼻息を立てるJ

druven [dry:vdnJ rぶどう(複数形)J nuver [ny:vdr] r異常なj

[o: ] : [o]の長音

eu:関音節と関音節

deun [do:nJ r歌J-deunen [do :nmJ r歌(複数形)J

sneu [sno:] r残念な」

合 DeHaan (1999) は音素配列論(エ. phonotactics)の視点から、次の分

類を提案しているC/a/は [a:J， /0/は [a:]に対応する)。

1¥. bipositional monophthongs 

/i/， /i:/， /y/， /y:/， /u/， /u:/， /e/， /o/， !e:/， /0:/， /J:/， 

/a/， h/ 

B. monopositional monophthongs 

/1/， /Y/， /e/， /0/， /J/， /a/ 

これは音声学的な「長さ j とは別に、ヰド縁状音音量論(エ. non-linear 

phonology)の枠組みでの音議論的な f韻脚j を考定、し f二分析であり、理

論的に興味涼い O ただし、あいまい母音 [a] を /i:/などの長母音と向

類とみなすなど、抽象皮のあし、分類になっている。

T
l
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S 6 二重母音 (twalud)

(1)二重母音の種類、

二重母音には次の11種類があり、後半部があいまい母音 e[a]の6種類と

後半部が高舌母音[iJ/[y ]/[u]の5種類とに分かれる。いずれも前半部がア

クセントをもってやや長く(本書では表記しない〉、音節主音になり、後半部

が軽く添えられることから「くだり二重母音J(delgeand twalud)と呼ばれる。

このほかにそれぞれの母音に鼻音化(e 8)の現象がある。

前舌 中舌 後舌

円害非円唇 円唇

狭 iaくie> yaくue>

半狭I:Jくea> 引くeo/(eau)/(eu)>

半広 eiくij/(ei)/(y)> ayくui>

uaくoe>

oiくoi> oaぐoa>

3Uくou/au>

広 aiくai!ei>

(2) 解説と用例

(a)後半部があいまい母音 e[けのもの。 6種類

[ia] : ieとつづる。[Ia]との区別に在意。

ier [iH] r血管J hiel [hial] r全体のj

口a]: eaとつづる。 [iaJとの区別に注意。

ear [IH] r耳J heal [hlal] r半分の」

hier [hiH] r髪J

hear [hIH] r紳士」
[oaJ : oa 

boat [boatJ rボートJ noas [noas] r鼻J

[ua] : oeとつづる。 oe[u]/[u:]との区別に注意。

doe 1 [du a 1] r目的J foet [fuat] r足」
[yaJ : ue 

[y]は有アクセントの [yJ、以下同様。

nuet [nyatJ r飼いならされたJ

sluere [slyaraJ r滑る」

次のようなロマンス語からの外来語にも用いる O

kultuer [koltyar] r文化J natuer [natyarJ r自然J

[oaJ : 

kuere [kyara] r見張るJ

① eo:たいていの場合

freon [fromJ r友だちj

② eu: rの前

gleon [gloanJ r白熱したJ

η
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fleur [flou] r活気j

③ eau: '不定認語幹 -iuwの強変化動詞の過去形 ([jo:u]もある)と過去分

詞など

hy skreau [skroa， skrjo:u] r彼は書いた〈過去形)J

hy hat skreaun [skroan] r彼は書いた(過去分詞)J

(←skriuwe [skrjywa， skrjo:wa]) 孟leaune[kloana] r糸玉J

他の場合の eau[jo:u]との区尉に注意。

skreau [skrjo:u] r~ヰびJ skreauwe [skrjo:wa] r叫ぶ」

(b)後半部が高舌母音の [i]，[yJ， [u]のもの。 5種類。

[3U] :前半部の[けはかなり低舌で、オランダ語の ou/au[3U]と同様にオ

ウよりもむしろアウと聞こえる。本書ではカナ表記でアウとする。

① ou， au:つづり分けはオランダ諾と同様に塵史的な理由による。

hout [hmt] r木材J(オ. hout) 

rou [nu] r粗いJ(オ. ruw) 

blau [bl m] r青いJ(オ. blau百)

rau [nu] r生のJ(オ. rauw) 

grou [gnu] r太ったJ(オ. grof) grau [gr3U] r灰色のJ(オ. grauw) 

② e [けが続くときはつづり字上官を伴って ouwe/auwe[3Ua]となる。

rouwens [r5uans] r粗いことJ blauwens [b15別、]r青〈いこと )J

rouje [r:iuj8] r喪に服する(一jeは動詞派生接尾辞)J

〈オ. rouwen) -hy rouwe [r:im] r彼は喪に服したJ(オ. rouwde) 

dauje [d:iuja] r露がおりる (-jeは動詞派生接尾辞)J

(オ. dauwen)ー itdauwet [d:iuat] r露がおりるJ(オ. het dauwt) 

cr Tiersma (1985: 14) の発音表記は ou/au[au]。

[ay] : uiとつづる。オランダ語の uiと同様に前半部の [a]はかなり低舌で

ある。本書ではカナ表記でアイとする。

fluit(e) [flayt(a)] rフルート J bui [bay] rにわか雨J

jui [j町]r陶酔J

び Tiersma(1985: 14) の発音表記は ui [øy] だが、前半幸~ iま [o] よりも

低舌である。 Cohenet al. (19782
: XIV)は ui[AU] としている。

[ei] : 

① i j 

bij [bei] rミツバチ」

② y:次の人称代名詞と前置詞

hy [hd] r彼(主格)J

wy [veiJ r私たち(主格)J

dy [dd] r君(目的格)J

praterij [pra:tareiJ rおしゃべり J

sy [sdJ r彼女(ら);後ら(主格)J

my [md] r私(目的格)J

by [bdJ r…のところにj
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ウヴォーデン方言 (Waldfrysk)の発音は y[i] (Hof 1933 : 178)。

hy [hi] sy [si] wy [vi] my [mi] dy [di] by [bi] 

ゥつづっ字 yはかつての発音[i]のなごりであり (Fokkema19672 
: 25)、

ヴォーデン方言は古形を保っている。ヴォーテ・ン方言は eiでもかつての

発音 [ei] を保っている (Hof1933 : 101， Fokkema 19672 
: 25)。

③ ei 上記のヴォーデン方言の発音および最近の外来語

aktualiteit [aktyaliteit] r現状J

universiteit [ynifersiteit] r大学J

[aiJ : ai， eiとつづり、一定しない。 [a:i]Ui7(2))の説明を参照。

① ai 比較的少ない

maits [maits] rウジJ baitsje [baitfa] r男性用上着・下着J

② ei ヴォーデン方言(胃aldfrysk)で [ti]と発音するもの(上記の [ti] 

の説明を参照〉

rein [rain， rein] r雨J ne i 1 [ na i 1， m il] rくぎ、爪J

meitsje [mait!a， mei...] r作るj

σeiはクラーイ方言 (Klaaifrysk) で [3:iJ/[3 i] と発音することがある

が (Breuker2003 : 59f.， Dykstra 2000 : XXll， Dijkstra 19922 
: 59)、一

般的ではないので、本害では割愛する。ヴォーデン方言の [e:] の発音に

ついては Vries(1993)参照。

にア次のような少数の誇の [aiJは音節の切れ目に現われ、縮小形接尾辞 -ke

の前で [a:]の短母音イもを伴っている。

aike民ika] (←aai [a:i]) r卵(縮小形)J

kaike [kaika] (←kaai [ka:i]) r鍵(縮小形)J 

この場合の [aiJは音韻論的にはニ重母音ではな〈、長母音 /a:/が短母

音北(S 9) を起こした /a/と半母音 /j/の遠鏡 /aj/と解釈される

(Cohen et al. 19782
: 120) 0 じっさいの発音は [aiJと同じなので、

本書では発音上の便宜から [aiJと表記する(S 7参照)。

[oiJ : oiとつづる。少数の語のみ。 oai[0: iJとの区別に注意。

muoike [mwoika] rおばJ muoie [mwoia] r残念に思われるj

ruoikje [rwoikja] r静かに漕ぐJ

a oi [oi] を oai と向ーの発音として扱ったり、いわゆる三重母音 uoiの

一部とする意見があるが、本書ではこれを独立のニ重母音とみなす

(Cohen et al. 19782
: 120， Booij 1988: 10， Booij 1989 : 321) 0 oai 

は「長母音 [o:J+[iJ(=半母音 /j/)J、uoiLi r [u] (=半母音 /w/)

十二重母音 [oiJJと解釈する (s7参照)。
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9 7 その他の母音の発音

(1)組み合わせの種類

二重母音とはみなされないが、注意するべき音の組み合わせがある。

① [i:u] (/i:官/)くieu>(く 〉はつづり字を示す。以下同様〉

② [jyu， jo:u] (/jyw， jo:wj)くi四〉

③ [jo:u] (/jo:官/)くeau>

④ [o:u] (/0:官j)く0>

⑤ [u(:)i] (!u(:)j/)くoei>

⑤ [a:i] (/a:jj)くaai>

⑦ [o:i， o~i] C/o:j， Oilj!)くoai>

⑧ [wa(:)i] (/wa:j/)くoai>

音韻論的には「長母音/短母音+半母音 /j/，/w/Jと解釈される O 半母音の

部分は、後続母音が付加されると二重母音の場合とちがって後続部の音節初頭

音になり、摩擦を伴って子音としてはたらく(再分節化)(Cohenet al. 19782 

: 120)。それ以外は母音[i]， [uJと同様の発音になる。次の用例を参照。

① ieu [i :u] (/i:官/)r世紀J-ieuwen [i:wan] ([i:]一[w an ] ， / i : wan!) 

f世紀〈複数形)J

⑤ ik paai [pa:i] (/pa:j/) r私はなだめるJ-paaie [pa:jilJ ([pa:]一[jJ]) 

(jpa: j~!) rなだめるJ

まとめると次のようになる。

①[i:WilJ (ji:別!)くieuwe>

② [jyw~ ， jo:w~J (/jywa， jo:waj)くiuwe>

③ [jO:Wil] (/jo:wa/)くeauwe>

④ [O:Wil] (jo:w~ j)くowe>

⑤ [u(:)j~] (/U(:)jil/)くoeie>

⑥ [a:ja] (ja:ja!)くaaie>

⑦ [o:ja， 08j8] (jO:jd， 08jilj) <oaie> 

⑧ [wa(:)ja] (/wa(:)jil/)くoaie>

(2)解説と用例

[i:u] (/i:官j):少数の語のみ。求[i8U] とは発音しないことに注意。

① ieu : 

ieu [i:u] r世紀J Sieusk [si:usk] rゼーラント (Seelan/オ.

Zeeland;オランダ南西部の州)の;ゼーラント方言(オ. Zeeuws)(の)J

② ieuwe [i:W8] (/i:別j): e [けが続く場合。
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ieuwen [i :wm] r世紀(複数形)J

ieuwena1d [i:wanJ:t] r何世紀も昔の」

③一部の語では iuw[jyu]/ieu [i:u]の語形が併存する O この場合は iuw

[jyu]が一般的 (Dijkstra 19922 
: 70) 0 

kiuw [kjyu]/kieu [ki:u] rえらJ miuw [mjyuJ/mieu [mi:uJ rカモメ J

ず [jyuJはほぼフリースラント南部と岳部、 [jo:uJ は北部と泉寺~での発音

である (Hof1933: 58ff.)。

[jyu， jo:uJ (/jyw， jo:w/): 

① iuw: 

triuw [trjyu， trjo:uJ r突き、押しJ

ik skriuw [skrjyu， skrjo:uJ r私は書く J

② iuwe [jywa， jo:waJ: e [けが続く場合。

triuwe [trjywa， trjo:wa] r突く、押す」

skriuwe [skrjywa， skrjo:waJ r書く j

σiu…[juJの表記もある (Zantema1984:15， Dykstra 2000 : 624，735)。

[jo:uJ (/jo:w/) : 

① eau: 

ik skreau [skrjo:u] r私は叫ぶ」

② eauwe [jo:百8](jjO:W8/):e [けが続く場合。

skreau胃e[skrjo:wa] rロヰぷJ

eau [例， jO:uJ (/ø~ ， jO:官/)(…iuweで終わる動詞)との区別に注意。

hy skreau [skroa， skrjo:u] (←skriuwe) r彼は書いたJ

[o:uJ (/0:胃/):

① 0: 

do [do:u] r鳩J jo [jO:U] rあなた(の)J

ik sko [sko:u] r私はずらすJ sko [sko:uJ r引き戸J

② owe [o:wa J (/0:別/): e [けが続く場合。

dowen [必:wm]r鳩(複数形)J jowes [jo:wasJ rあなたのものj

skowe [SkO:W3] rずらすJ sko官en[sko:wm]円!き戸(複数形)J

[u(:)iJ (jU(:)j/): *[mi]とは発音しないことに注意。

① oei 

boei [bu(:)i] rブイJ b10ei [b1u(:)i] r(花)盛り J

② oeie [U(:)jけ (/u(:)ja/):e [けが続く場合。

boeien [bu(:)jan] rブイ J b10eie [b1ú(:)j~J r(花が)咲く j

[a:iJ C/a:j/): [a:Jの部分はかなり長く、前寄りである。
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① aai 

kaai [ka: i] r鍵J waaide [va:idJ] r(風が)吹いたJ

② aa i e [a: j d] (j a : j J /) : e [けが続く場合。

kaaien [ka:jJn] r鍵(複数形)J waaie [va:ja] r(風が)吹く」

σ 若い世代の多くの話者では [a:i] と [ai]は同一音素である。 [a:iJは

同音節 (wei [va:iJ r道、堤防J)、 [aiJは間音諦 (wein[vain] r車J) 

で現れる(本書の表記は [vain，veinJ/[vai， veiJ)o kleie [kla:iJJ r嘆

くJ/(ik) klei [kla:i] r(私は)嘆(J と klaaie[kl丞:i 8] r着せる J/ 

(ik) klaai [kla:i] r(私は)着せる Jで [a:iJと [aiJの区別はない

(本書の表記は [kl呑id，kHia]/[klai， kleiJL (hy) klaait r(伎は)肴

せる j では語尾 -tがついても長母音 [a:Jは低たれるが、 (hy) {leit/ 

seit} r(彼は){横たわっている/言う }J では[lait] / [sai t]のように短

母音になる。これは第 1不定詞 lizzer横たわっている J/sizze r言う j

とは語幹が異なり、 f語幹十誇尾j という誇構成が不透明であるためと考

えられる (Tiersma 1985: 17)0 ei (~6(2) (b))の説明を参照。

[0: i， 08 i J (/0: j， 08 j/) : 

① oai 

skoai [sko:i， skoai] r物乞い」 moai [mo:i， mOdi] r美しいj

koai [ko:i， koai] r(船室の)寝台J

② oa i e [0: j a， 0 a j 8] (j 0: j 8， 0 a j a j) : e [けが続く場合。

skoaie [sko:ja， skoaj8] r物乞いするj

moaie [mo:jJ， moaja] r美し~¥ (変化形)J

koaien [ko:jan] r(船室の)寝室〈複数形)J

[wa(:)iJ (/官a(:)jj):

① oai 

koai [kwa: iJ rにせ卵(盗んだ卵のかわりに島の巣に置いておく )J

boai [bwai] ([bo:i]がふつう)r男の子J

② oaie [wa(:)j8] (/wa(:)ja/) : e [けが続く場合。

koaien [kwa:janJ rにせ卵(複数形)J

boaiem [bwa(:)j2m] r底、地面J
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S 8 鼻音化 Cnasalearring) と長母音化 (rekking)

(1)鼻音化

「母音+nJは摩擦音 f[fJ/w [vJ/s [sJ/z [z]/j [jJ/官 [w]と流音 r[r]. 

1 [1]の夜前で鼻母音になり、これを鼻音化という。本書では「母音+[ロJJ

で示す。鼻音化は最近の外来語を除いて規則的に起こるくRiemersma1979)。

ynfal [infJl] r思いつき、侵入J tsjinwar [tsjInvar] r防衛」

aldens [j:dJosJ r年齢J ynsekt [insekt] r昆虫J

ienzer [iJozJr] (←i ens [i J n s]) r一致した、仲の良い(比較級)J

rnoanje [m同 njJ]r警告するJ freonlik [frねnlJk]r親切なJ

oanrinne [oJnrInJ] r走り寄るJ

σng [u]. nk [uk]の請では鼻音北が起こらないことに注意。

hingje [hIujJ] r掛かっている j tankje [t釘kjJ] r感謝する」

(a)単語聞での鼻音化

口語では文中でも隣接する単語聞で鼻音化が起こることがある。

san jier [SJ: n jiHJ r 7年間J(Sipma 1913 : 99) 

myn lan [mio lJ:nJ r私の国J

yn syn siel [in sin siJl] r被の心の中でJ(Tiersma 1985 : 144) 

(b)鼻音化と音節

鼻音化は「母音+nJが同一音節にあることを条件とするくVisser1985a: 

39 f. )。

enoarm [In同 rm](←[I]-[nwarm]) rとてつもないj

inoar [mwar] (←[J]一[nwarJ)r互いにJ

dyn hoaskes [dio尚 skJs]r君のストッキング(縮小形・複数形)J

∞dy noaskes [di nwaskJs] rその鼻〈複数形・縮小形)J

(c)鼻音化と語形変化

鼻音化の有無によって語形変化のさいに発音に注意を要する動詞がある。

wenje [veOjJ] r住むj

現在形 ik百enje [venjJ] 

do官ennest[vemstJ 

hy wennet [vEnJt] 

(d)最近の外来語

wy wen]e 

過去形 ik wenne 

[vtnjJJ 

[vemJ 

過去分調 ikhaw wenne [vtn~] 

最近の外来語には鼻音化が起こらないものがある (Visser1985a : 44)。

monstrum [monstrJm] r怪物j

sjans [fans] r(異性に近づく)チャンスj

(e)鼻音化が起こらないあいまい母音 [J]
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無アクセントのあいまい母音 [8Jでは鼻音化が起こらず、後続する nが脱

落する語がある (Visser1985b : 80。いずれも隣接する音節に主アクセント

がある単一語である。辞書の記述では揺れが認められることがある。

harsens [hasd(n)SJ r脳J(Zanterna (1984 : 376)は[…(ロ〉…J. Dykstra 

(2000 : 230)は[…ロ…]なし〉

neffens [nHdくつsJr…に従ってJ pensjoen [Pd(つJumJr年金」

〈ともに Dykstra(2000 : 430. 513)は〔…(n)…J，Zantema 0984 : 645， 

744)は〔… a…]なし)

φpensjoen [pEnJudnJ/pinsjoen [plnJUdnJ r同上J(Dykstra 2000 : 513 

変更)

mansjester [mdjestdrJ/mansester [rndsestdr] rコールテンJ

次の語では鼻音化と nの脱落に応じて、正書法でも nの有無を記載する。

ave(n)saasje [avd(つsa:J d J r前進J

ゥ歴史的に北海ゲルマン語の特徴(オ. ingweonisrnen) として、英語やフリ

ジア誇では摩擦音の昼前の n が消失した o

エ.goose/other，フ. goes/oar (<古フ. othar) 

仲オ. gans/ander，ド. Gans/ander 

オランダ誇でも f，chの直前では nの消失が見られる。

エ.soft/five，フ. seft/fiif，オ. zacht/vijf件ド. sanft/funf 

鼻音イιはnの消失の一歩手前であるといえる。じじっ、西フリジア誇には

goes [gUdS] rガチョウ j に方言的な語形として gans[gJ:us]があり、

これに非鼻音北([J :つ→[J: J)が起これば、 n は完全に消失することに

なる (Boersma/Vander Woude 19812 
: 70f.)。上記(1)(e)の例を参照。

(2)長母音化

s [sJと z[zJの蓋前では鼻音化に長母音化が加わる。 [1nJの長母音は、

[IJの長母音が [e:Jであるように、 [e:つになる。

町rnsk[vi:nskJ r斜めのJ finster [fe:nstdr] r窓J

bernsk [bE:nsk] r子供っぽいJ rnoarns [mwa:nsJ r朝にj

gans [g:l:nsJ r多くの、まったく J gOnzje [gU:n3dJ rブンブン鳴るj

tongersdei [tO:nZdjd. tOij8Z....…di] r木曜日」

hunsk [hy:nskJ r冷笑的なJ keunst [ko:nstJ r芸術」

(a)鼻母音の種類

on [0つでは長音化が起こらない (DeHaan 1988 : 54)。

pronsel [pronsdlJ r洋服のしわj slons [slonsJ rだらしない女」
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(b)長母音化とアクセント・音節

長母音化は原則としてアクセントをもっ音節で起こる。したがって、アクセ

ントをもっ音節が直後に続く語では起こらない。ただし、本来、アクセントを

もっ音節が派生語においてあいまい母音 [a]を含む音節をはさんで、その後

の音節にアクセントが移る場合には、アクセントをもたない音節でも起こる O

ynsekt [insekt] r見虫j prinsipe [prlnsipa] r原則」

finansjes [fin6:nf8s] r財政J~finansjeel [fin~nIé:l] r財政的なj

prins [pre:ns] r王子J~prinses [prlnsEs] r王女」

duns [du:ns] r踊り J~dünser [dú:ns~r] r踊り手J~dOnseres 

[ du: n s a r e s] r踊り子(女性形)J

kansel [k6:nsal] r説教壇J~kãnselarij [k~:nsalaréiJ r官庁J

cr Zantema (1984) のiえの長音表記は一般的ではなく、短母音で表記する。

provin'sjaal [pro.ve:nsja:l] r地方の J(ib. 787)→本書 [prov1 n 1 a: 1] 

prin'ses(se) [pre:nses(~)J r王女J(ib. 782)→本書 [prPsts(a) J 

(c)単語間と語形成での長母音化

長母音化は複数の単語や合成語成分の間では起こらない (DeHaan 1988:51)。

tsjinstan [tfÍnst~:n] r抵抗J(←tsjin [tjIn] r…に対抗してj十 stan

f状態J)

moarnsiik [mwansi:kJ r朝に弱いJ(←moarn [moan] r朝j十siik r病気

のJ; r割れJUi 10)参照)

in tin stikje [an tIn stIkja] r薄い一切れ」

次の合成語では「接合の sJを含む前半部で長音化が起こっている。

moarnsiten [mwa:nzitan] r朝食J(←moarn [moan] r朝J+iten r食事J)

派生語でも比較的最近の語は長音化を示さない傾向がある。

moarnsk [mwa:nsk] r朝のJ(←moarn [moan] r朝J) 

∞Finsk [flns(k)] rフィンランド(人・語〉のJ(←Fin [fIn] rフィン

ランド人J) 

(d)長母音化と語形変化

動詞 2人称単数現在形 (-st)では他の現在形との類推から長母音化がなく

なりつつある。対応する派生名詞はそうではない。例 winne[vIm] r得るJ

現在形単数2人称 (do)winst (新)[vlnst]<(旧)[ve:nstJ 

~単数 1・3人称 ikwin [vlnJ/hy wint [vlnt] 稜数百ywinlle [vIm ] 

∞派生名詞百inst[ve:nstJ r利益j
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S 9 短母音化(ferkoarting)

(1)まとめ

複数形、縮小形、派生語、合成語のように、語形変化や語形成によって別の

音節ゃある種の子音が加わって、語が長くなったり音節後半部の構造が複雑に

なると、これを嫌ってアクセントを持つ母音が逆に短くなることがある。長母

音が短くなるときには対応する短母音になり、これを短母音化という。一方、

二重母音について類似した現象を示すのが~ 10で述べる「割れJである。短母

音化は西フリジア語使用地域全体に広く見られる O 短母音化の有無は語棄によっ

て決まっており、規則性がない。

(a)長母音の種類から見た短母音化

[i: ]→ [iJ liif [li:f] r体」→lyfke[lifkけ「体(縮小形)J

[e: ]→ [IJ leech [le:xJ r低いj→lichte[lIxtaJ r低さJ

[e : J→ [e] brege [bre:1aJ r橋」→brechje[brexja] r橋(縮小形)J

[a: J→ [aJ aai [a: i J r卵」→aike詰ika]r卵(縮小形)J

[J : ]→ [J] han [hJ:n] r手J→handich[h5ndaxJ r手軽なj

(*[o:J→ [oJ 用例なし〉

[u: J→ [uJ mus [mu:s] rネズミ J→muske [muskaJ rネズミ(縮小形)J

[yJ hus [hu:s] r家j→凶slik[hysldk] r家の」

[y: ]→ [y] skuf [sky:fJ rすべり戸j→skufke[sky(:)fka] rすべり戸

〈縮小形)J

〈本[o:]→ [o] 用伊jなし〉

(b)機能的に見た短母音化

①複数形

lan [b :n] r圏、土地j→ lannen[15nm] 

faam [fa:m] r女の子、女中」→fammen[fammJ 

②縮小形

gles [gle:sJ rグラスJ→gleske[gHska J 

lape [la:pa] r布切れj→ lapke[lapka] 

③派生語 (Tiersma1979a : 79ff. ) 

i)名認

-heid:百iis[vi:s] r賢いJ→wysheid[vishit， (・・・hait，…heit)]1 

百iisheid[vi:s…] 

-ling : hus [hu:s] r家」→husling[hysllu] r(鉄製の)刃物入れJ

-nis: begrave [bagra:v:J] r埋葬するJ→begraffenis[bJgrafJnIs] r壊
葬J



-skip : bli id [bl i: t] rうれしいj→blydskip[blitsklpJ r喜びJ

-te: siik [si :k] r病気のJ→ sykte[sikta] r病気J

。形容詞

-ich : haast [ha:st] r急ぎ」→hastich[hおれx]r性急なj

一1ik: geri if [gHi: f] r快適さ」→geryflik[gariflak] r快適なJ

-tich : san [sJ :n] r 7 J→santich [s5ntax] r70J 

-tjin : san [SJ :n] r 7 J →santjin [s5ntjan] r17J 

iii)動詞

一je: baarch [ba:rx] r豚J→bargje[barrja] r大騒ぎする」

-kje: gers [ge :sJ i草j→gerskje[gtskjaJ rc家畜が〉草を食べる」

④合成語

han [hJ :nJ r手j→hantekening[h5nte:kanluJ r署名j

sted [ste :t] r都市J→stedman[stttIDJn] r都会人J

piip [pi:p] rパイプ」→pypskoft[pipskoft] r一服、短い休息J

(c)子音が後続する場合の短母音化

以上は別の音節が後続する場合の用例である。このほかに、子音だけが後続

する場合が少数ある。

派生語:形容詞

-sk: sted [ste:t] r都会j→ stedsk[stetsk] r都会的な」

σbliede [bliada] r五立を流すJ は次のような変北をする。

i足在形学数 1人材、 ikblied [blia] 

2人材、 (do) {bletst [blest]/bliedst [bliast]} 

3人称 hy{blet [blet]/bliedt [bliat]} 

設数 wy bliede [bliada] 

退去形 hyblette [bltta] 退去分詞 hyhat blet [blet] 

blet-[blet]の e[けは歴史的にかつての長母音 e(古フ. bleda， .fえ

にニ重母音北して bliede)が短母音北を起こしたものである(~ 70 (3) 

(b) ) Q 英語にも bleed-bled-bledなどの変イとがあることに注意。

類例:briede r (鳥などが)卵を混める j liede r (鐘が)鳴る j

riede r助言する j riere rかきまぜる j sliepe r自民る j

(2) 個々の特徴

(a)長母音の種類と後続音の制約

① ee/e [e:]の短母音化は少数の派生語に限られる。対応する短母音が i

[I]であることに注意。
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heech [he:x] r高い」→hichte[hIXtd] r高さj

1eech [le:x] r低いJ→1ichte [lIxtdJ r低さJ

reek [re:kJ r煙J→rikje[rIkj J J r煙を出すJ

② 9種類の長母音のなかで oojo[o:J， eu [o:Jの短母音化は見られない。

③ U [u:Jは歯茎音の前で uju[yJになる語がある。

hus [hu:sJ r家J

縮小形 huske[hyskJ] r小さな家、トイレJ/huske [huskd] r小さな家」

派生語 husk[hysk] r家庭的なJ， huskje [hyskjdJ r住みつく J， hus-

1ik [hys1;Jk] r家の」

合成語 husfrou[hysfrJu] r主婦J， huskepapier口lysk;JpapiH J rトイ

レットペーパーj

④ δ， a， eの短母音化は頻繁に見られるが、 δ と aの短母音化は iの前で

は起こらないくBangma19932 
: 78)。

(b)正書法での区別

短母音化の有無は正書法からは判断できない場合がある。とくに i[i Jj日:] 

〈関苦節)、 u(閉音節)[yJj[y:Jと u(関音節)[yJj[y:J、oe[uJj[u(:)J、

U [u]j[u:Jといった高舌母音は、長母音と短母音を正書法で区別しない(8 

24(1 )(a)②参照)。

(c)短母音化の起こりかた

短母音化は「害jれJ(810)と同様に、アクセントをもっ母音に別の音節ゃ

ある種の子音が後続した場合を対象とするが、規別性がない。まったく起こら

ない語、語形変化や語形成の一部だけに起こる語などが多く、個々の語葉につ

いて習得する必要がある。

①まったく起こらない語:paad [pa: t J r小道J

複数形 paden[pa:dmJ 縮小形 paadsje[pa:tfaJ 

派生語 paadzje[pa:d3;JJ r小道を作る」

合成語 paadwizer[pa:tvi:zarJ r道しるべj

②一部だけに起こる語:tiid [ti:tJ r時間J

複数形 tiden[ti :dmJ 縮小形 tydsje[titfa] 

派生諾 tidich[ti:daxJ r時間どおりの」∞tyd1ik[tid1akJr一時的な」

合成語 tiidwurd[ti:tvotJ r動詞JC?tydskrift [titskrlftJ r雑誌J

③短母音化の有無が揺れている語

短母音化を起こした変化形との類推で、もとの語形の長母音が短母音に変

わりつつある場合がある (Tiersma1979a : 79)。次の語は今日ではそれぞ

れ boek[bukJ， rok [rJk]がふつうである。ただし、辞書には長母音と
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短母音の両方の語形がしるされている。

(新)boek [buk] r本J<([日)boek [bu:k] 

∞複数形 boeken[bukm] 縮小形 boekje[bukja] 

(新)rok [r:lk] rスカート Jく([日)rδk [r:l :k] 

。複数形 rokken[dkm] 縮小形 rokje[dkja] 

逆に短母音化を起こした語が衰退しつつある場合もあるくTiersma1979a 

: 81)。

(新)breedte [bre:ta] r広さJ< (旧)bridte [brIta] 

~breed [bre:t] r広いJ

(d)複数形と縮小形での相違

短母音化は後続する音節が母音で始まる場合よりも子音で始まる場合のほう

が起こりやすい。したがって、複数形よりも縮小形のほうが頻繁に見られる。

tsiis [tsi:sJ rチーズJ→複数形 tsizen[tsi:zan]/縮小形 tsyske

[tsiska] (以下関様のJI霞)

tafel [ta:fal] rテーフソレJ→tafels[ta:falsJ/taffeltsje [tafaltja] 

bed [be :tJ rベッドj→beden [be:danJ/bedsje [bttjaJ 

複数形での短母音化は単数形が「後舌母音 [a:J/[1: J/([u: J)+子音 [m]/[n]

/[s]Jの連続を含む場合に多い(Tiersma1979a : 90， 94)。

daam [da:m] r堤防j→複数形 dammen[d担 m]/縮小形 damke[白山け

(以下同様のJI贋)

lan [lJ:n] r国、土地」→lannen[16nanJ/lantsje [16ntja] 

mus [mu:s] rネズミ j→ muzen [muzan]/muske [凶skaJ (凶ske[myskd]) 

σ 「割れJ(S 10) ではこの傾向はそれほど強くない。

ヒアオランダ誇の -enによる説教形において(発音上の)閥音節で長母音北

が起こるのとは対照的である(r単数形→複数形j の)1顎)0 

フ. dak [dakJ r屋根J→dakken[dakan] 

オ. dak [dakJ r屋根j →daken[da.kd(n)J 

フ. oarloch [oJ(r)lJx] r戦争j →oarloggen[oa(r)lJ'lanJ 

オ. oorlog [o:rlJx] r戦争」→oorlogen[o:rlo・'la (n) ] 

ただし、:少数の誇で次のような場合がある。

フ.hoas [hoasJ rストッキングJ→hoazzen[wa:zdn] 

これは [z]の前で [aJ→[a:J となる&フリジア語内部の後代の変北によ

る。

次の誇はオランダ誇からの借用である。

ブ. bad [bJt， batJ r入洛、;谷室j 一也
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σ 歴史的には短母音ィιを起こした語形の母音のほうが逆に古〈、長母音は本

永の短母音の長母音イιに由永する場合がある (Fokkema19672 
: 29)。たと

えば、次の例では縮小形の短母音 [EJ のほうが古い。

bed [bE :tJ rベッド j →縮小形 bedsje[betj J] 

基本形の長母音 [E: Jは(かつての)有戸子音(とくに閉鎖音)の前で

[E]の長母音北によって生じたものである(古フ. bedd) 。この長母音北

は [E: Jが口けにニ重母音仏していないことから、 f割れJ (~10) が起

こったと推定される 17世紀後半以降の琉象といえる (Vander Meer 1977 

: 17， 23)。

同誌に、次の例でも説教形と縮小形の短母音 [aJ のほうが古い。

daam [da:mJ r堤防J→説教形 dammen [dám~n]/縮小形 damke [d加kaJ

基本形の長母音 [a:J は血の前で [aJ の長母音北によって生じたもので

ある(古フ. damm) (Boersma!Van der Woude 19812 
: 51， 57) 

合古い時代にさかのぼる短母音北もある。たとえば、(1)(c)の blieder血

を流すj の説明を参照。
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9 10 r割れJ(brekking) 

(1)まとめ

長母音の短母音化(S 9 )に対応して二重母音について起こる変化が「割れ」

である。 f寄jれJはアクセントを持ち、あいまい母音 [8Jで終わるくだり二重

母音 (delgeandtwalud)がいわゆる「のぼり二重母音J(opgeand twalud)に

交替する現象を指す。

ie [i;j ]→ ie [j I] 

oa [08J→ oa [waJ 

ea [l8 ]→ ea [j e] 

(ue [Y8J→ ue [jo]) 

oe [ua ]→ uo [woJ 

また、いわゆる「のぼり二重母音」を含む語形だけがあって、対応するくだ

り二重母音をもっ語形を欠いた語についても「割れJを起こしているという。

gjin [gjlnJ r否定冠詞J stoarm [stwarmJ r嵐」
「割れjによる上記の交替は次のようにとらえられる。まず、前半部の長め

の母音が短母音化を起こし、関口度が狭まって半母音のわたり音 (glide; [jJ 

:前舌母音の前， [w J : :後舌母音の前〉になる。わたり音は音節核(音節主音

nucleus)にはなり得ないので、自動的にアクセントが後半部に移動し、あい

まい母音が消えて、もとの前半部の母音よりも関口度が 1段広い短母音に入れ

替わる ([oaJ→ [waJでは[官:lJよりもさらに 1段広い短母音になる〉。このよ

うに、「割れJは短母音化に伴うアクセントの移動を指す現象である。じっさ

いの発音ではくだり二重母音の前半部を長めに、いわゆる「のぼり二重母音J

の後半部を短く発音することに注意が必要である。

ゥ歴史的には「割れjはや期フリジア誇 (Midfrysk1550-1800)のやあ舌・

中イ氏舌母音 [e:J，[e:]， [o:J， [:l :J が前半幸~のあ舌イι を伴うニ重母音ィι

を起こした[iI]， [IeJ， [UO] ， [0けから生じたとされる (Vander Meer 

1985，さらに Booij1989， Visser 1990)。このニ重母音は、長めの前半

部がアクセントを保ったままであれば、後半部が弱fとして [i8J，[IaJ， 

[ua]， [oけになった。一方、 $Ijの音節が後続して誇が長くなったり、あ

る謹の子音が後続して音節後半却の構造が設雑になると、それを嫌って短

母音北が起こった。そのさい、前半部より後三宇都のほうがきこえ(ド.

Sonori tat) が大きいために必然的に後半部にアクセントが移動して前半

部はわたり音 [jJj[wJ に交わり、[ji]， [jEJ， [woJ， [wjJ (>[waJ) に

なった。このことから、いわゆる「のぼり二重母音j の後半却がくだりニ

重母音の前半吾~よりも関口皮が 1 段広い理由が説明される。

‘oa [08J→oa [waJ' の交替は閥ロ皮が 2段広〈なる点、で例外的である
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( [oJ→む]→[aJ)o [08J が [w:>J にとどまらずに [waJ になったのは、

「割れJが起こった時代(推定で17世紀後半)に吾フリジア誇には *[w:>J

という姐み令わせが許されないという制約があったためと考えられている

(Hoekstra 1988)。今日では swan[sw:>nJ r白鳥j のように[19'けの組み

合わせも見られるが、*‘[08J→[wJ]， という新しい交替は生まれていない。

これは後で述べるように、「割れJが歴史的な現象であり、今日では生産

位を失っていることを示している。

「害iJれJの発達追程についてはいくつかの意見があるが、現在では Van

der Meer (197i) をtえめた Vander Meer (1985) が音声学的な解f尺とし

て有力である。 Booij (1988， 1989) ， Visser (1990) はそれに音韻詩的

な解釈を施したものである。上記の説明もこの 3者に基づいている。音頭

詩的な解釈として、 Booij (1988， 1989) はいわゆるのぼりニ重母音の前

半部は音諦の初頭音(エ. onset) にあるとし、 Visser(1990) は根(エ.

nuc1eus) にあるとしている。

「割れ」は「くだり二重母音からのぼり二重母音への交替j といわれること

がある。しかし、「割れJを起こしたいわゆる「のぼり二葉母音Jは前半部が

半母音であり、厳密には半母音と短母音の組み合わせである (Cohenet al. 

19782 
: 133， Booi j 1988 : 19ff.， Booi j 1989 : 320ft. )。

合一般にニ重母音は前半告~と後半部の姐み令わせに制拡があり、器類がF艮ら

れている。ところが、いわゆる「のぼり二重母音Jでは[ji] が稀で

*[wuJ がないことを除けば組み令わせは自由である (Booij1989: 322f.)。

また、 [woJ/[waJ の [wJ は特定の子音の産後で唇歯摩擦音に近づき、 [voJ

/[vaJ として発音されることがある(~ 12 (3) (b) 参照)。反論は Visser

(1990) 参照。

「割れjは短母音化と同様に、別の音節ゃある種の子音が後続したときに特

定の語棄を対象として起こる。形態的には複数形や縮小形という語形変化と派

生語や合成語という語形成のほかに、形容詞と副詞の比較や動詞の変化にも反

映することがあり、短母音化の場合よりもやや範囲が広い。また、短母音イヒと

ちがって「割れjには方言差があり、南(西)部方言 (Sud(west)hoeksk)や島

の方言では借用語を除いて「害jれ」は見られない (Vander Meer 1985 : 8)。

(a)二重母音の種類から見た「割れJ

ie [i8J ~ ie [jI] 

stien [sti m] r石J→ stiennen[stjInan] r石(複数形)J

ea [1;) ]→ ea [j e] 

beam [bhm] r木J→ beamke[bjemkaJ r木(縮小形)J

司

i
q
t
u
 



oe [ua]→ uo [wo] (この交替にかぎって正書法で規則的に区別する)

stoel [stual] rいす」→stuollen[stwolan] rいす(複数形)J

oa [oaJ→ oa [waJ 

doar [dOHJ r j-:'ア」→doarke[dwarkaJ rドア(縮小形)J

(ue [ya J→ ue [jo]) 

(flues [flyasJ r膜j→fluezzen[fljozan]/fluezen [flyazanJ r膜〈複

数形)J) 

(b)機能的に見た「害jれJ(Tiersma 1979a : 34ff.， Tiersma 1979b: 1M. ， 

Van der Meer 1985 : 3ff. ) 

①複 数形

trien [tri mJ r涙」→triennen[trjInanJ 

keal [klalJ r子牛J→keallen[kjelanJ 

foet [fuatJ r足J→ fuotten[fwotan] 

soan [som]仁恵、子J→soannen[swananJ 

②縮 小形

trien [tri m] r涙j→trientsje[trjIntfa] 

keal [kIa 1 J r子牛j→kealtsje[kjeltfa] 

foet [fuatJ r足」→fuotsje[fwotfaJ 

soan [soanJ r患子J→soantsje[swantfa] 

③形容認と副詞の比較

形容詞と副詞の麓類はほぼ次のものに限られる。

原級 比較級 最上級

fier [fi HJ r遠いj

swier [swiarJ r重いj

fierder [fjIdarJ 

swierder [swIdarJ 

( < [sw jIdar]) 

ウ半母音の連続 [wj] を避けて[j]が脱注する。

djoer [djuH J r高価なJ

moai [mo: i， r美しいj

rnoaiJ 

graach r好んで」

djoerder [djodar 

djuadH] 

moaier [mwaj ar， 

mo: j ar] 

leaver rむしろJ

[ljevH， lj5:官arJ

④動詞の変化:過去形 (-te/-test/-ten)

動調の種類はほぼ次のものに限られる ((c)①)。

sliepe [sliapaJ r眠る(不定詞)J
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fierst [f jlstJ 

swierst [s官IstJ

(< [swjIst]) 

djoerst [djost， 

djuastJ 

moaist [mwaist， 

mo: istJ 

leafst r何よりもj

[ljest， ljJ :ustJ 



過去形単数 1人称 ik{sliepte [sljIpta]/slepte [sltpta]} 

2人称 (do){slieptest [sljIptast]/sleptest [sltptast]} 

3人称 hy{sliepte [sljIpta]/slepte [slepta]} 

複数 wy {sliepten [sljIptan]/slepten [sltptan]} 

∞現在形複数 wysliepe [slIapa] 

〈ア slepte-[sHpU]の e[けはかつての長母音 eの短母音北による((1) 

(c)参黒人

ワ doare[doara] (doarre [dwara]) fあえてーする Jの変化形にも[…wa...]

/[…oa ... ]の両方がある。

⑤派生語

i)名詞

-ens : moai [mo: i] r美しいJ→moaiens[mwajans，同:jans]r美しさJ

-heid: wier [ViH] r本当のj→wierheid[vjIrhit， (・・・hait，…heit); 

VIH…] r真実J

-ing: keat [kI8t] r鎖の個々の輪J→keatting[kjttIQ] r(個々の輪が

つながった)鎖J

-ling: foet [fuat] r足」→fuotling[何otlID] r (ストッキングなど

の)足の部分J

-sel : riede [ri ;Jda] r推測する」→riedsel[rjItsal， rIatsal] r謎J

-skip : boade [boa心]r使者J→boadskip[bwatsklp] r買い物、使いJ

-te: fier [fiH] r遠い」→fierte[fjIt8] r遠さJ

wiet [Vi8t] r濡れた」→wiette[vjIt8] r水たまり J

ii)形容詞

-eftich: keal [kI8l] r子牛」→kealeftich[kjtlaft8x] r子牛のよう

なj

-en : spoen [spum] r削りくずj→ spuonnen[spwonan] r削りくずででき

たj

-ich: beam [blam] r木J→beammich[bjemax] r木が多いj

一(e)rich: bloed [bluat] r血J→bluodderich[blwód8r~x] r血まみれのJ

-drich : moade [moada] r流行J→moadrich[mwadrax] r流行のJ

-lik: goed [gmtJ r良いj→guodlik[gwodlak] r善良なJ

-sum: ien [im] r 1 J → iensum [jI:百四， I8usam] r孤独なJ

iii)名詞および形容詞(地名)

-mer : Sleat [s1I at] rスレアト J(オ. Slotenスローテン)→Sleat(te日〉

mer [sljtt(a)mar] rスレアトの(人)J

nwJw 
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-ster : (Alde-)Boarn [( J : da )boan] 1-(オーデ)ポアンJ(オ_ (Olde-) 

Boorn (オルデ)ボールン〉→Boarnster[bwa:ロstar]r(オーデ)

ボアンの(人)J

甘〉動詞

-je:trien [trianJ r涙J→ trienje[trjInja] r涙を流すJ

一kje: boer [buar J r農夫j→buorkje[bworkja] r農業を営むJ

-tsje:tean [tIan] r足の指、つま先」→teantsje[tjentJa] rつま先で

歩く」

⑥合成語

trien [trianJ r涙j→trieneach[trjInlaxJ r涙を浮かべた目J

keal [kI a 1] r子牛」→keallefleis[kjelaflais，…fleisJ r子牛の肉J

foet [fuatJ r足J→ fuotgonger[f官otgoQar J r歩行者J

moarn [moan] r朝J→moarnsiten[mwa:nzit8n] r朝食J

(c)子音が後続した場合の「割れ」

以上は別の音節が後続する場合の用例である。このほかに子音だけが後続す

る場合が少数ある。

①動詞の変化:現在形単数 2・3人称 (-t/-st)、過去分詞(ーの

動詞の種類はほぼ次のものに限られる ((b)④〉。

sliepe [sliapa] r眠るく不定詞)J(Fokkema 19672 
: 64， Tiersma 1985 : 

22) : 

現在形単数2人称 (do) {sliepst [sljlpst]/slepst [siepst]} 

3人称 hy {sliept [sljlpt]/slept [slept]} 

過去分詞 hy hat {sliept [sljlptJ/slept [slept]} 

∞現在形単数 1人称 iksliep [sli 叩〕

合 slep-[sl ep] の e[e] はかつての長母音 eの短母音北による((1) (c) 

参照)。

gean [gIanJ r行くく不定詞)J(Zanterna 1984 : 324) 

現在形単数2人称 (do) giest [gjIst， giast] 

3人称 hy giet [gjlt， giat] 

。現在形単数 1人称 ikgean [gI anJ 

過去形単数 {ik/hy} gie [gia] (do) giest [giast] 

過去分詞 hy is gien [gianJ 

σdoare [doard] (doarre [dwむ aJ)rあえてーする j の変北形にも[…wa---J

/[…oa…]の両方がある。

②派生諾
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i)形容詞

-sk : priemsk [pri amJ r編針」→priemsk[prjlmsk] r鋭くとがったj

moarn [momJ r朝J-→moarsnk [mwa:oskJ r朝の」

日〉副詞

-8 : moarn [moan] r朝」→moarns[mwa:ns] r朝にJ

σ 英語の only[ounli]/lonely [lounli]/alone [aloun] と one[w!nJI 

once [WAnsJの相違は岳フリジア語の f割れj に類似している。

(2)個々の特徴

(a)後続音の制約と二重母音の種類による頻度

「割れ」は母音や軟口蓋子音 g [1]， ch [xJの直前では起こらない。唇歯

摩捺音 f[f]， v [v]の直前でも稀である。

後半部にあいまい母音を伴う 6種類のくだり二重母音のなかで、「割れJを

起こすのは eo/eau/eu[oa]を除く 5種類である(この音は前半部の [o]よ

り関口度が大きい円唇の短母音がない。墜史的には(1)の説明を参照〉。残り

の5種類のなかでは‘oe[ua]→ uo [wo]' の交替が最も多く (Tiersma1979a 

: 50)、正書法でも規則的に底別して示す。

反対に‘ue[ya]→ue [jo]' の例はひじように少なく、 f割れJに含めない

扱いをすることもある。たとえば¥次の語のペアは正書法で「割れ」の有無が

区別されているというより、むしろ別々の語として扱われる。

sluere [slyara] r滑るJ~sljurkje [sljorkja] r静かに滑るJ

次の用例もこれに準じる (Sipma1913 : 22)。

fjoer [fjuar] (fuer [fyarJ) r火J

複数形 fjurren[fjoran] 縮小形 fjurke [f jorkけ

派生語 fjurje[fjorjJ] r発砲するJ fjurrich [fjorJx] r熱烈な」

(b)正書法での区別

「寄jれ」の有無は正書法から判断できない場合が多い。正書法で区別する方

法としては母音字の変更と子音字の重複がある(824(1)参照、)。

①母音字の変更

‘oe [oaJ→uo [wo]' の交替は規則的に母音字を変更して表記する。

boerd [buatJ r台j→複数形 buorden[bwodanJ 

縮小形 buordsje[bwotfa] 

対応するくだり二重母音をもっ語形を欠くものは、 oa[walを除いて規則

的に ji [j I]， j e [j e]， uo [wo]と表記する。

dj ip [djipJ r深いJ stjerre [stjerJ] r死ぬj guod [伊otJr物」
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∞boarst [bwast] r絢J

②子音字の重複

子音が 1つだけ後続するときは規則的に子音字を重複する。

koart [kwat] r短い」

bien [bi8n] r骨」→複数形 biennen[bjInanJ 

子音が 2つ以上後続するときには子音字を重複せず、あいまいである。

bien [bi mJ r骨j→縮小形 bientsje[bjIntf8J 

f eart [fI 8 t] r運用、航行J→複数形 fearten[fjet8n] 

縮小形 feartsje[f HtJけ

board [b08t] r甲板」∞board[bwatJ i(皿をのせる)盆」

「害jれjを十分に表記しない中途半端な正書法は f寄jれJの消失に拍車をか

けている。「寄jれ」の衰退は西フリジア語の衰退を示す一例であり、「割れjの

不十分な表記は西フリジア語の正書法の最大の欠陥といえる。

ウフリジア語学の T.ファイツマ氏 (TonyFeitsma) と作家で言語学者でも

ある T.リエメスマ氏 (TrinusRiemersma)は、「割れJの有無をはっきり

示す独自の正書法を用いて著作を発表している。

(c)対応するくだり二重母音をもっ語形がないもの

対応するくだり二重母音を含む語形を欠き、語形変化や語形成による交替と

は関係なく「割れj を起こしたいわゆる「のぼり二重母音Jを示す孤立した語

がある。とくに rおよびそれに後続する子音との組み合わせが多い。 [rmJ/

[rpJ/[rkJ/[rxJが後続する場合には例外なく「割れjが起こる (Vander 

Meer 1985 : 21)。

ウかつての変北形からの類推によるものも令まれる o たとえば、次の形容認

は支仏語尾 -eがついた語形からの類推を受けて定着したものと考えられ

る (Tiersma1979a : 23， Van der Meer 1986 : 47)。

skjin [skjln] r清漂なJ toar [twar] r不毛な j

ゥ下記の誇のなかにはもともとニ重母音を令まず、短母音から発達したもの

があり、本章で扱ってきた f割れj と13:$1)の性格をもっ可能性がある

(Liberman 1987 : 129) 0 

① [j I] 

hjir [jIr] rここJ

fjild [fjIlt] r野原J

② [j e] 

earnst [je:nstJ rまじめさJ

t j ems [t j e ms J rフィルターJ

③[官oJ

hjit [jItJ r暑い」

strjitte [strjIt3J r通り J
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回 on[gwonJ rいくつかのj

fuort [fwotJ r離れてJ

④ [waJ 

koark [kwarkJ rコルク栓j

foarm [fwarmJ r形j

doarp [dwarpJ r村」
boarne [bw釦 a]r泉J

muorre [四ora]r壁j

muonts [mwontsJ r修道僧J

smoarch [smwarxJ rきたないJ

woarst [(v)wastJ rソーセージJ

board [bwat] r(血をのせる)盆J

skoalle [sk陀 la]r学校」

σ [jの]の例には lju[ljo] r人 々 J bjuster [bjostar] r変なJなどがあ

る。 (1) で述べたように、[j]/[w] と後続する母音の姐み令わせには[jiJ

(稀)/*[wu] (不可)を除いて制限がない。

ゥ r U]/[w]十母音j の連続には「割れj 以外にiえの 3種類がある (Visser

1990 : 266) c 

i)古フリジア誇の「割れJ(Aldfryske brekking) (Heuser 1903 : 12， 

Steller 1928 : 11， Hol thausen/Hofmann 19852
) 

-chtの昼前で e/i> iu : 

設フ. rjocht r正しいJ(古フ. riucht/riocht < *rihti) 

-ng(w)/一(n)k(w) の直前で i>iu (伝統的には w-Umlautという): 

岳フ sjonger歌う J(古フ. siunga/sionga<*singwan) 

岳フ. tsjok(-te) r厚い(さ)J (古フ. thiukke<*thi(c)kwi) 

ii) -i uwe/ -eauwe (< i-) で終わるいくつかの動詞

skriuwe [skrjywa， skrjo:wa] r書<J (古フ. skriva) 

skreauwe [skrjδ: wa] r 叫ぶJ(古フ. skria) 

in) ew [e:w] > jou [j:Ju]の変ィιによるもの

Ljouwert [lj5uat] rリャウエト J(オ. Leeuwarden レーヴァルデン)

(< Lewert) 

(d) r割れJの起こりかた

「割れ」は短母音化と同様に特定の語葉に限られ、規則性がない。まったく

起こらない語、一部だけに起こる語などがあり、個々の語義について習得する

必要がある。

①まったく起こらない語 (ch[xJ， g [rJの直前など〉

each [IaxJ r目J→複数形 eagen[i d pnJ 縮小形 eachje[i axj. J 

派生語 eagje[Ia1ja] r見つめるJeachlik [I.xl.k] r自の保養になるJ

合成語 eachdokter[I.rd:Jkt.r] r眼科涯J

hier [hi H] r貸借、家賃j→複数形 hieren[hi HanJ 

派生語 hiere[hi.nJ r借りるj hierder [hi.dar] r大家j
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合成語 hierjierren[hiarjlran] r貸借期間」

hierkontrakt [hí~rkontrakt] r貸借契約」

②一部だけに起こる語

doaze [dó~za] (doas [do~s] r箱J)

→複数形 doazen[dó~zm] 

keap [kI~p] r購入J

縮小形 doaske[d同 ska]

→派生語 keapje [kÍapj~] r買う」 keaper [kÍ~par] r買い手」

合成語 keappriis[kIapri:s] r売値j

keappenskip [kjép~nsklpJ r商業J

bloed [blu~tJ r血j

→派生語 bloedich[blú~dax] r血のついたJ

bluodderich [blwodarax] r血まみれのj

hier [hiH] r毛」
→複数形 hierren[j Inn] 縮小形 hierke[jIrka， hiHka] 

派生語 hierje[jIrja] r毛が生え変わる j

hierren [jIran] r毛製のj

合成語 hierkaam [hí~rka:m] r櫛j

hierknippe [hí~rknlpa] r散髪するJ

hierkjimme [hí~rkjlmaJ r髪をとかすj

③ 「割れJの有無が揺れている語

earm [j e rm， 1 ~ rm] r腕J ears [j e s， 1 a s] r尻J

noard [nwat， noat] r北j

ienentweintich [jInantwaintax，…twe intax， i m...] r21J 

ierappel [jIrapal， jHapal， íHap~l ， iHapal] rジャガイモ」

(←ierde [í~daJ r土、地面J+appel rリンゴJ) 

-earje [jerja]: studearje [stydHrj~，…dÍ~rja] r大学で学ぶJ

④ 「割れ」の有無による意味・品詞・用法の差がある語

i) leaf [lIaf] rいとしい、好きな」一比較級 leaver[IIavH]一最上級

leafst [l Iafst] 

graach r好んでJ-比較級 leaver[ljevar， lj5:war] rむしろJ-最上

級 leafst[ljest， ljJ:ust] r何よりもJ

u) foar [fwar， far， fHJ: 

前置詞+名詞 foarde doar rドアの前に」 foar dy r君のためにj

合成語 foarby[fwabti， fa...， fa.・.Jr…を通り過ぎてj

foardoar [f同 dOH，fa... ] r正面玄関j
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foar [fOHJ : 

下代名詞の derJ+前置詞:

官ybinne der net foar. r私たちはそれに賛成ではないJ(Bosma-Banning 

19812 
: 44) 

σVan der Meer (1985 : 138-256) には「割れJ を起こすすべての誇(当時

の調査で(14351香))が記載されている。個々のくわしい統計については

Van der Meer (1986: 49ff.) を参照 o

(e) r割れJの性格

「割れ」は西フリジア語の重要な特徴であり、使用頻度の高い語を多く含ん

でいる。しかし、今日ではすでに生産性を失っており、「割れjを起こす語は

語葉的に画定している。しかも、語形変化や語形成での類推による単純化やオ

ランダ語の影響、中途半端な正書法などから現在では衰退しつつある。比較的

「割れjが保たれやすいのは次のような場合である。

①合成語の意味が「不透明なJ場合

一般に合成語では「割れjが起こりにくく、とくに新しい合成語では起こ

りにくい。古くから見られ、全体として意味が固定した「不透明なj合成

語は「割れjを保つことが多く、各成分に意味が分析できる「透明なJ合

成語では若い世代で「割れJを起こさない傾向が強い (Tiersma1979a : 

61， Van der Meer 1985 : 87ff. )。

earizer [jeri:z8rJ rイエリーゼル〈金銀をあしらった伝統的な婦人用の

頭巾)J

持 earlapke[Iarlapka] r(防寒用の〉耳覆いJ(←ear [18r J r耳j 十

lapke r布切れJ) 

ierdbei [jIdbai，…bEi] rいちご」

∞ierdryk [i8trik] r世界J(←ierde [i8d8] r地球、大地J+rykr国J)

skoarstien [skwalanJ r煙突J

。skoarbalke[skoHbalka， skwar...] r支梁、支柱J(←skoar [sko H ] 

「支えJ+ balke r角材J) 

②複数形と縮小形の頻度が高い場合と類推

頻度が高い語は複数形や縮小形で「割れjを保つことが多い(Tiersma

1979a : 60 f.， Tiersma 1986 : 3ff. )。たとえば、次の語はじっさいに複数

形で用いることが多いく‘単数形→複数形'の順〉。

trien [tri m] r涙J→triennen[trjInan] 

fear [fIHJ r羽j→fearren[fjEr8n] 

hoas出oas]rストッキングj→hoazzen[同:zan]
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tean [tI :m] r足の指」→teannen[tjenan] 

skoech [sku:x] r靴j→skuon[skwon] 

次の語は縮小形で用いるほうが多く、縮小形だけに「割れJが晃られる o

doaze [doaza] (doas [doas]) r箱」

→複数形 doazen[doazan] 縮小形 doaske[dwaska] 

次の語では複数形からの類推で基本形に「割れJが及んでいると考えられ

る (Tiersma1986 : 5)。

earm [j e rm， 1 Hm J r腕J←複数形 earmen[jtrrum] 

goes [即時]/guos[gwos] rアヒルj ←棲数形 ~lozzen [gwozan] 

一般に複数形で「割れ」を起こさなければ、縮小形や派生語、合成語でも

「割れJは起きない傾向がある。

ヴ (c) で述べた次の語(変北形からの類推を受けた形容詞)を参照。

skjin [skjln] r清潔な j

③国有名詞

toar [twar] r不毛な J

間有名詞として宿定した語では「割れjが保たれやすい。たとえば、 east

[Iast] r東」とその普通名詞の派生語や合成語では「割れ」が起きないの

にたいして、 Easter-[jestar]ではじまるフリースラントの伝統的な地

名(後半部にアクセントがあることに注意〉はすべて「割れJを起こす

(Van der Meer 1986 : 45)。

Eastersee [jrstarse:J rイエステノレセーJ(オ. Oosterzeeオーステルゼ

ゼ一〉

Easter官ierruru[jEstarvjiramJ rイエステルヴィイルムJ(オ. Ooster-

wierumオーステルヴィールム〉

Easter官alde[jEstarv5:da] rイエステルヴォーデj(オ. Oosterwolde 

オーステルヴォルデ)

ただし、 East-[Iast]ではじまる地名はこれ以外の比較的最近の語葉に

用いる傾向があり、 「事jれJを起こさない。

Eastenrvk [iastanrik] rオーストリア」

Eastfries [IastfriasJ r東フリースラントの人J

(3) r割れ」と短母音化

「寄jれj と短母音化は共通点が多い。ともに特定の語葉を対象として、別の

音節や子音が後続したときに、名詞の複数形と縮小形、派生語、合成語などで

起こり、形態論的に果たす役割が大きい。この点で両者は機能的にドイツ語の

ウムラウト (Umlaut)に似ている。「割れJを起こした二重母音は、音声学的
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に見て全体として同時に短母音化を起こしている (Tiersma/DeGraaf 1980， 

De Graaf 1985)。

また、両者ともアクセントを置かずに早口で発音したときに起こりやすい。

たとえば、前置詞 foarr…の前にJは [fwar]([far， fH])のようにふつう

「割れjを起こすが、強調して発音すると「割れJは起こりにくく、 [fOH]

となりやすい(Tiersma1979a : 40)。一方、数字の twar 2 Jは単独で用い

てはっきり発音すると、 [twa:]のように長母音だが、他の名詞とともに用い

ると、 twa[twa] beammen I 2本の木Jのように短母音を含んだ発音になりや

すい(Tiersma1979a : 84f.， Tiersma 1985 : 20)。

さらに、 「割れjを欠く方言では他の方言で「害jれ」を起こす場合に短母音

化が認められることがある (Vander Meer 1985 : 8t. )。たとえば、「割れj

を示さない南(西〉部方言 (Sud(west)hoeksk)では、次のような標準語の「割

れj による交替のかわりに

beam [blom] r木J→複数形 beammen[bjtmon]1縮小形 beamke[bjtmb] 

次のような短母音化による交替が見られる (Miedema1958 : 150ft. )。

beem [be :mJ r木j→複数形 bemmen[btmm] 

縮小形 bemke[btmko] 

標準語でも sliepe[sliopo] r眠るJ(古フ. slepa)の変化形には sliep-

[sljIp-]と slep-[slEp-]の両方の形がある((l)(b)④， (l)(c)①参照)。

後者の slep-[slEp-]は古フリジア語 slepaにさかのぼる長母音 e [e:]が

短母音化を起こした語形である。そのほかにも、次の語のように両方の語形が

辞書に記載されている場合がある。

brief [briJf， bri:f] r手紙J→縮小形 briefke[brjIfko， brifkoJ 

(Zantema 1985 : 139，胃FT3/1986 : 204) 

bloeie [blu(:)joJ r咲く J(古フ. bloia)→派生語 blossem[b15somJI 

bluossem [blwosom] r花、開花J(Zantema 1985 : 117f. ，官FT311986 : 2 

変更〉

短母音化は西フリジア語使用地域全体に広がっており、歴史的にかなり早い

時期にさかのぼるものから、比較的後代に由来するものまでさまざまな現象を

含んでいる。一方、「割れJはおそらく 17世紀後半に大陸の一部の方言を起源

とするとされる (Vander Meer 1985 : 39ff. )。両者の歴史的な関係には不明

な点が多いが、歴史的に「割れJは短母音化の一部の特殊な場合と考えられる

可能性もある (Tiersma1979a : 95， Boersma/Van der Woude 19812 
: 50)ο 

ごア従求、「割れJは18世紀に起こったといわれてきた。しかし、最近の研究

によれば「割れJは17世紀後半を起源、とするとされる (Vander Meer 
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1985 : 39ff. L 17世妃前半に活躍したギスベト・ヤーピクス (Gysbert

Japicx 1603-1666) の作品には「割れJ は十分に表記されておらず、「割

れj の引き金になったと忠われるくだりニ重母音の短母音イとだけが認めら

れるにすぎなし、。

〈ア音韻変北としての「割れj の位格についてはふたつの意見が対立している。

まず、 Tiersma(1979a， 1986) によれば、「割れJはかつては現在よりも

ずっと広い範囲を対象として挽則的な音韻変札として起こったものの、程

々の制約によって十分に実現せずに弱まり、 fえの時代に誇素的・形態的に

罰定したものと述べている。それにたいして、 Vander Meer (1985) は資

料的にその証拠はなく、「割れj は特定の誇素だけを対象とする散発的な

現象として始まり、最終的に現則イとされるに豆らないで終わったものとみ

なしている。 Tiersma(1979a， 1986) の意見は理論的に説持カがあり、

Van der Meer (1985) の意見は笠宮な資料に裏付けされている o
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11 子音 (bylud)

s j 1 はじめに

子音については以下の点に注意を要する。

閉鎖音 (p1offer.p1osyf)と摩擦音 (ruzer. frikatyf)を合わせて障害音

(obstruint)と呼ぶが、障害音の配列には制約がある(音素配列論的制約

fonotaktyske restriksje)。まず、有声摩擦音は語頭音としては現われず、語

末音では閉鎖音と同様に無声化するので、語中音に限られる。そのさい、特殊

な例外を拾いて、先行する母音は長母音か二重母音かのどちらかである。無声

摩擦音には位置による制限はないが、語中音として現われるときには、先行す

る母音はほとんど短母音である。このように、摩擦音の有声・無声の現われか

たには、かなりはっきりした区別がある。古くは、両者の現われる位置は相補

分布的に決まっており、異音の関係にあった。閉鎖音には、語頭と語中で現わ

れる場合、有声か無声かの制限はない。また、障害音の連続は有声か無声かの

どちらかに統一されている必要がある。以上の制約は同化(S 19)とそれに類

似した現象を扱うさいに有効である。

sj CIJ. zj [3Jは音韻論的にはそれぞれ /s/ート/jん /z/十 /j/の連続であ

り、 [sjJ. [zj Jとしたほうが音韻規則の説明に都合のいいこともあるが、じっ

さいの発音は[J]， [3Jである。この発音は「個人的な変種として稀に認めら

れるにすぎないJ(Cohen et al. 19782 
: 134)というものではなく、今日では

きわめて一般的になっている。本書では教育的な効果も考慮、して CIJ. [3Jの

表記を採用する (Sjo1in1988 : 110)。破擦音 [ts](日本語のツの音)は音

韻論的には /t/十/s/の連続である (Cohenet a1.19782 
: 134)0 [tsJ. [tfJ 

は今日では単独の子音(音素)とは認めがたい。しかし、じっさいの発音では、

次の諾の語頭子音は注意して区別する必要がある。

tienen [ti8n8n] (←tien [ti8fi]) r小枝(複数形)J

tiennen [tjIn8nJ r小枝の」

tsienen [tsi8n8n] (←tsien [tsi8n]) r10 (変化形)J

tsjinnen [tJlndn] (←tsjinje [tJinjdJ) r仕えた(過去形援数)J

半母音 /j/. /官/は厳密には子音に分類できないが、説明の都合上、ここで

扱う O 本書ではじっさいの発音を考慮に入れて、これを母音 [i]. [uJと摩擦

音[jJ. [官]に分けて表記する。

個々の子音にはさまざまな現象がある O まず、有声の障害音(閉鎖音と摩擦

音)はドイツ語やオランダ語のように語末音で無声化するが(S 14)、これは

西フリジア語では20世記になってからの現象で、おそらくオランダ語の影響に

nuυ 
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よると考えられる。苦先のふるえ音 r[rJはオランダ語の口語などと違って母

音化しないのが正式な発音とされ、歯茎音の前では、たとえばスウェーデン語

や一部、ノルウェー語でそり舌音になるのにたいして、西フ IJジア語では脱落

する (@ 15)。また、部分的にオランダ語と共通する子音の同化現象〈逆行同

化)が見られる(@ 19)。ただし、西フリジア語にj慣行同化を認めることには

問題がある。あいまい母音[:lJとそれに後続する鳴音 (sonorant，鼻音・流

音)が同一音節にあると、鼻音ないし;流音が音節核(音節主音、エ. nucleus) 

になってあいまい母音が脱落する音節化 (syllabisearring)の現象が起こる

ことがある(@ 20)。
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S 12 子音の種類

(1)まとめ

子音には次の17種類があり、半母音には /j/，/w/がある。 g[gJ， sj [J]， 

z j [3]， ts [ts Jは単独の子音(音素〉とはみなされない(S 13)。表ではカッ

コ内(く >)につづり字を添えて示すが、同化とそれに類似した現象(S 19) 

が生じる場合は除いである o r語頭、語中、語末」は音節、ないし合成語や派

生語をつくる以前の単一語を対象とする。

両唇音 馨歯音 歯茎音 硬口蓋音 軟口蓋音

閉鎖音無声 p <p/b諒〉 t くt/d語末〉 kくk>

有声 bくb> dくd> (gくg>)

摩擦音無声 fくf> S くs> (f <sj>) x <ch> 

有声 V くw/v> z <z> (3くzj>) r <g> 

(破擦音無声) (tsくts>)

鼻音 mくrn> nくn> n <ng> 

U之友fEi日r. 側音 1 <1> 

ふるえ音 rくr>

半母音: 百くwなど> くjなど>

声門音

hくh>

① g [gJは g[rJの一種(異音)とみなされることが多い(S 13)。

② sj [I1は /s/十/j人 zj[3Jは /z/+/jjの連続と解釈される(S 11)。

③ ts [tsJは /tl+ Islの連続と解釈されるく S11)。

④ [jJと [wJは f割れJ(s 9)によるいわゆる「のぼり二重母音J([jIJ， 

[ j r:]; [wo J， [ wa ] ; [j o])の前半部でも出る。

⑤ [wJは唇軟口蓋音とみなされて、上の表で軟口蓋音と声門音の間に置かれ

ることもある (Tiersma1985 : 24)。この音は二重謂音により、両方の性

格があるが、本書では替歯音 [vJ との関連(伊1]. doarren [d wan n J '"" 

[dvannJ rドア(複数形)J)を重視して両唇音の位置に置く。

(2)解説と用伊j

[pJ :ふつう気音 (aspiraasje)を伴わず、無気音に近い(これはオランダ語

と同じであり、ドイツ語とは異なる。 [tJとは]についても同様〉。

① p: 

piip [pi:pJ rノfイプ」

② b :語末。

boppe [bopoJ r(…の)上にJ
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krab [krap] rカニ」
[bJ :語末では出ない。

b: 

bern [be:nJ r子供J libben [lIb叩]r生命;生きているJ

[tJ :ふつう気音を伴わず、無気音に近い。

① t: 

官etter[VHH] r水J ljocht [ljJxt] r光J

② d:語末。

tiid [ti:t] r時間j

[d] :語末では出ない。

d: 

dyk [dikJ r堤防、道」 middel [mIdal] r手段」
ワー幸~の誇では母音問の [dJ が[rJに変わる発音が認められることがあり、

これを rd-ロータシズム J(it /d/-rotasisme) と呼ぶ (Veenstra1989)。

ただし、本書の以下の記述では考庭、しない。

middel [mIdal]'"'--[mIral] r手段J， hal de [h j : d a ] --.... [h j : ra J r低つJ， 

wurde [vodaJ--....[vonJ r…になる J， siede [siadaJ'"'--[siaraJ r煮る j

[k] :ふつう気音を伴わず、無気音に近いo

k: 

koken [ko:kanJ r台所J

lok [1ok] r幸運J

[f] :語中では無声子音に隣接していないかぎり、長母音と二重母音の直後で

lokkich [lokax] r幸運な」

は出ない。

① f : 

Fries [fri as] rフリジア人j

liif [li:f] ri本」

② v:最近のオランダ語からの外来語。

universiteit [ynifersiteit] r大学J

③次の諾の fは発音しない。

。f[J:J r離れてJ oft [JtJ r…かどうかj∞of[Jf] rあるいはj

[v J :語末、および諾中で短母音の直後では出ない(③を除く〉。

koffer [kofarJ rトランク J

① w:語頭。

waar [va:r] r天気」
② v:語中。

fervje [fervja] r染める」

百rald[vn:tJ r世界j

love [16:va] rほめる」

円
〆
U
M

m
h
d
 



③次の語では例外的に語中、語末で w とつづる。

ik ha(官)[ha(f). ha(v)J r私は持っているJ

hawwe [havd] r持っている(不定詞)J

④ w [w]の直前では脱落することがあるくCohenet al. 19782 
: 127)。

woarst [(v)wast] rソーセージJ

[s] :語中では無声子音に隣接していないかぎり、長母音と二重母音の直後で

は出ない。

s : 

suster [sostdr] r姉妹J

tsiis [tsi:s] rチーズj

[zJ :語頭と語末では出ない。語中の短母音の直後では稀。

① z: 

flesse [flEsd] rびんJ

biezem [bidzdm] rほうきJ leze [lt:zd] r読むj

②次の諾は例外的に語中の短母音の直後で z[z]を含んでいる。

sizze [SIZd] r言う J dlzze [dIZd] rこの、これj

lizze [l Íz~] r横たわっている、横たえる」

この 3語には sizze[sé:z~]. dizze [de:z<l. dISd]. lizze [1e:z<l]と

いう発音もある (Boersma/Vander胃oude19812 
: 60)。

③ s 最近の外来語。

nasal [naza:l] r鼻音のJ fisioen [fiziu<ln] r幻想j

[xJ : [k]を発音する喉の位置で出す無声摩擦音。ドイツ語の ach[axJ rああ」

の音に対応する。語頭とアクセントを持つ語中の音節初頭では出ない。 h

[hJとの区別に注意。 [g]との関係については 813参照。

① ch : 

berchje [bErxj<l] (←berch [berx]) r山(縮小形)J

haachje [ha:xjJ] (←hage [h丞:p])r生け垣(縮小形)J

lichem [1 IXdm] r体J rache [rむけ「わめく」

②‘[xJ+[s]' は摩擦音の連続を避けてドイツ語のように [ksJとなること

がある(異化、 8180))。ただし、義務的ではない。

leechst [le:xst. le:kst] rもっとも低いJ(←leech [le:xJ r低いJ) 

ウド イツ誇の ich[Ic] r私 j のような無声現ロ蓋摩擦音にはならない。

[r] : ch [x]の有声音。語頭とアクセントを持つ語中の音節初頭、それに語末

では出ない。 [g] との関係については S13参照。

g: 

tige [ti:pJ rとてもj bergje [bErrjd] r救助するj
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haagje [ha:rj8] r…の気に入る;…で垣根をめぐらすj

σ 以上 6種類の摩擦音では、本末、有声と無声の区別は位亘によって相補分

i.ji的にZえのように決まっており、有声摩擦音と去さ声摩擦音は異音の関係に

あった (Tiersma1979: 154)。

集戸摩擦音:語頭、語末、短母音の i宣後、無声子音の i亘前・直後

有戸摩擦音:長母音とニ重母音の直後、有戸子音の直前・ l童扶。

今日ではと〈に誇中でこの区別は完全ではな〈なっているが、音の配列に

かんする制約としては有効である場令が多い。

[h] :ほっとしたときなどに深くため患をつくときに出る音。 ch[xJよりも喉

の奥で発音し、この音とははっきり豆別する。とくに hiーは [cJや日本

語のとなどにならないように注意。語頭のみ。

① h: 

hichte [hixtd] r高さ」

② [j]， [w]の直前では脱落する。

hier [hiH] r毛J-hierren [jirm] r毛(複数形)J

hoed [hUdt] r申書子J-huodsje [wotj8] r帽子〈縮小形)J

hiem [hi8m] r屋敷、農場J

hoarn [ho:m] r角J-hoarnen [wanm] r角(複数形)J

hearre [Hn] r聞く J hoanne [wandJ r雄鶏j

③ jの直前の hの文字は発音しない。

hjerring [jtrluJ rニシンJ

hjir [jIr] rここJ

[m] : 

① m 

mem [mem] r母J namme [nam8 J r名前J

②董前のあいまい母音 [8Jと同一音節にある場合には、音宣告化(s 20)を

引き起こすことがある。

hjoed [jmtJ r今日j

[nJ : 

① n: 

nij [nEI] r新しいJ allinne [JIIn8] rひとりで」

soan [somJ r息子J

②寵前の母音が鼻音化(S 10)を起こすときには消える O

wenje [vtnj8] r住むJ meunster [mo:nst8r] r大聖堂J

③誼前のあいまい母音 [8] と向ー音節にある場合には、音節化(s 20)を

引き起こすことがある。

[D] :語頭では出ない。
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① ng: 

jong [jOijJ r若いJ jonge [joijJ] r男の子j

② nk [Uk] : jonkje [j6作jJ](←jonge) r坊や(縮小形)J

③直前のあいまい母音[けと同一音節にある場合には、音節化(~ 20)を

引き起こすことがある。

[1] :オランダ語と同様に、語頭と前舌母音の直前ではいわゆる「明るいlJ

に近いが、そのほかはいわゆる「暗い1Jである。

① 1 : 

leppel [UpJl] rスプーンj

bal [b:ll] r球」
kelder [keldJr] r地下室」

② ald， altの lは発音しないことが多い。

ald [~:t] r古いJ kald [kJ :t] r寒い、冷たいj

ka 1 t [kJ: t ] r歓談J

ただし、 spalt[spJ:lt] r割れ目J

③次の語の lはふつう発音しない(i317(I)(c))。

do silst [slst] (←sille [sIIJ]) r君は…だろう j

do wolst [vostJ (←wolle [vol J]) r君は…したいJ

④アクセントのある音節では、 lの直後に歯茎音以外の子音が続く場合、中

間にあいまい母音 [J]が挿入されることがある。

film [fIl(J)m] rフィルム、映画J (本書では UIlm]と表記する)

⑤直前のあいまい母音 [a] と同一音節にある場合には、音節化(i3 20)を

引き起こすことがある。

[rJ :舌先をふるわせる。オランダ語の口語の影響で口蓋垂のふるえ音や摩擦

音などの発音も毘かれることがあるが、正式な発音とはいえない (Boers-

ma/Van der曹oude19812 
: 62， Cohen et a1. 19782 

: 124)。オランダ語の

口語などとちがって母音化しない。

① r: 

rider [ridJr] r碕手、運転手J

②歯茎音 [s]/[z]/[l]/d]/[t]/[n]の直前では脱落することが多い(S 15参

照)。

③アクセントのある音節では、 rの直後に霞茎音以外の子音が続く場合、中

間にあいまい母音 [aJが挿入されることがある。

earm [I3r(3)m， jEr(3)m] r腕J(本書では [13rID， j Erm]と表記する)

④直前のあいまい母音[:J]と同一音節にある場合には、音節イヒ(i3 20)を

引き起こすことがある。
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(3)半母音 (hea11 ud) 

(a)まとめ

半母音 /j/，/w/は後続する音の種類や現われる位置によって発音が変わり、

一定しない。 [i]，[u]のように母音に相当する音色を帯びることもあるが、

鳴音 [m]/[n]/[uJ/[l]/[r]とちがって音節核にはなれず、わたり音にとどま

る。

/j/と/胃/は音節の前半部(音節核である母音の前)でとくに口の開きが

小さく、摩擦を伴い、それぞれ硬口護摩擦音 [jJ、両唇摩諜音 [w]の子音と

して機能する。[冒]は先行する子音の種類によって唇歯摩擦音 [vJに近づく

ことがある。一方、音節の後半部(音節核である母音の後)では口の開きが大

きくなり、それぞれ母音 [i] と [u]に相当する音色を帯びる。

ただし、本[wu]という組み合わせはない。 [vuJという組み合わせはあるが、

この場合の [v]は語頭音(単一語の初頭音)に限られ、完全な子音である

((c)⑥参照〉。

百oedzje[vuad3a] r荒れ狂うJ 刊 nder[vundar] r不思議J

また、 [ji]も稀である。たとえば、 jier[(j)iar] r年」では [j]が脱落す

る傾向が強く、次の語では tsji-[tJi] (/tsji/) よりも tsi-[tsi]が一

般的である (Booij1988: 16f. )。

tsiis [tsi:s] rチーズJ~tsjiis [tJi:s] (/tsji:s/) r同左j

tsier [tsi ar] rすき間J~tsjier [tJiar] (/tsjiar/) i同左J

本書ではじっさいの発音の便宜を考慮して、 /j/を [j] と[i]、/官/を同]

と [uJにそれぞれ書きわけで示す。

(b) /j/ 

[jJ :音節の前半部。[i]よりも口の開きを小さくしていき、摩擦を伴うよう

になるとこの音になる。

① j : 

jeie [j丞ia，jtia] r追いたてるJ hjoed [juat] rきょう J

njonken [njoijkan] r…の横にJ strjitte [strjít~J r通り j

②いわゆる「のぼり二重母音Jの [jI]， [je]の前半部。

stiennen [stjImn] (←stien [stian]) r石(複数形)J

teannen [tjEnan] (←tean [tlm]) r足の指〈複数形)J

③ iuw [jyu， jo:u]， eau [jo:u] : 

li uw [1 j yu， 1 j 0 : u] rライオンJ

ik leau [ljo:uJ (←leauwe [ljo:wa]) r私は信じる」
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③ oe i e [ u ( : ) j a ]， aa i e [a: j a]， oa i e [ 0: j a， 0 a j け， oaie [wa:ja]， oaie 

[百aj~J

roeie [ru(:)ja] r漕ぐJ ( j i n) baa i e [凶:ja]r泳ぐj

goaie [凶:j a， g6 a j a ] r投げるJ boaien [b凶 jmJ r男の子〈複数形)J

koaien [kwa:janJ rにせ卵(複数形)J

⑤[i]の霊前では脱落することがある。

jier [(j)idr] r年J∞jierren[jIran] r年〈複数形)J

[i] :音節の後半部。

oe i [u ( : ) i J (/ u (; ) j /) ， aa i [a: i J (j a : j /) ， oa i [0: i， 0 a iJ (j 0: j， 

oaj/) ， oai [wa:iJ (jwa:j/)， oai [官aiJ (/waj/) : 

ik roei [ru(:)i] (←roeie [ru(:)jJJ) r私は漕ぐJ

ik baaide [ba:ida] my (←jin baaie [凶:ja])r私は泳いだj

goai [go:i， gOJi] r投げJ koai [kwa:i] rにせ卵J

boai [bwai J r男の子」

(c) /w/ 

[wJ :音節の前半部。 [uJよりも両唇の開きを小さくしていき、摩擦を伴うよ

うになるとこの音になる。

子音 [tJ，[dJ， [sJ， [kJの直後では唇歯摩擦音 v[vJとして発音する

ことがある。本書では[官]とだけ表記する。

twa [twa:]-[tva:] r 2J dwaan [dwa:n}--.[dva:nJ rするj

S官iet[swiat]-[sviatJ r甘いJ kwea [kwlaJ-[kvla] r悪」
tuorren [tworm}--[tvonn] (←toer [tUdr]) r塔(捜数形)J

doarp [dwarp]-[dvarp] r村J

soannen [swananJ-[svanan] (←soan [som])仁恵子(複数形)J

koarste [kwast a }----[kvast a J r-かさぷたj

凶 artr四分音符Jと koartr短い」はともに [kwat]-[kvat]と発音す

る。

cr Zantema (1984) では twa[tva:] r2J (ib. 1098)， dwaan [dwa:n] rす

るJ(ib. 208)のように発音表記が一定しておらず、一貫性会欠いている

(ib. 16の説明を参照)。

①官:語中の ieuwe[i:別]， eauwe [jo:wa]， iuwe [jy別， jo:waJ。

ieuwen [i: wm] (←ieu [i:u]) r世紀〈擾数形)J

priuwe [prjywa， prjo:wa] r味わう、…の味がするJ

leauwe [ljo:wa] r信じる」

語中の[官]は [v]とは異なる。

門
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leauwe [ljo:waJ r信じるJ∞love [lo:vaJ rほめるJ

oa [waJの前半部。uo [百oJ，「のぼり二重母音jの②いわゆる

fuotsje [fwotfdJ (←foet [fuat]) r足(縮小形)J

boartsje [b凶 tf d J r遊ぶj

[wJが脱落する語がある。の直後で③ m [mJ 

mendjdJ r月曜日jmandi， IDoandei [mandj d， 

mwatdJ r…なければならないJIDoatte [matd， 

件 moanne[mwand] r月」
(Cohen et al. 19782. : 127)。w [vJは脱落する領向があるの直前の④ [w] 

百oarst[(v)wastJ rソーセージ」woartel [(v)watal]円艮」

では官の文字は正書法上の便宜であり、 [w]ouwe [:)Ua J し
ι" ⑤ auwe [JUdJ 

の発音に対応していない(13 24(3)参照〉。

これはしぜんが認められるが、[wJ への移行において弱いー，Ja
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と(に表記する必要はない oなわたり音であり、

(不定詞)J

(現在形)J

(過去形)J

f風が弱まる

「風が弱まった

flauje [f15ujd] r静まる、弱まる

De wyn flauwet [f15udt]. 

De町 nflauwe [f15ud]. 

touje [UUjd] r寝言を言う 〈不定詞)J

(現在形)J「彼は寝言を言う工
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〈過去形)J「彼は寝言を言った

とは発であり、 [wJ[vJ w の文字は唇歯摩諜音の

と[wJ これは半母音ではなく、完全な子音である。語頭では音しない。

の対立がある。[v] 

hoart [wat] r(しばらくの)時間JC?wart [vat] rイボ」

oarre [wan] r祖父、祖母JC?(jin) warre [vard] r身を守るJ

だったが、早い時期に唇歯摩捧音はかつては雨唇摩擦音 [wJw t 言吾頭の

[wJ によって itイえに生じた( S 10) 「割れjw -'¥ヲに支イもした。他の[vJ 

19782 
: 125)。(Cohen et al. の音はこの変北会受けていない

[u] :音節の後半部。

iuw [jyuJ (/jyw/) /[jo:uJ eau [jo:uJ c/jo:w/) ， ieu [i :uJ C/i :w/) ， 

(jjo:w/) : 

ieu [i:uJ r世紀j

「私は信じるJ

prjo:waJ) r私は味わう jprjo:uJ (←priuwe [prjxwd， 

ik leau [ljo:u] (←leauwe [l jo:別J)
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~ 13 その他の子音の発音

他の子音の一種(異音〉または複数の子音の組み合わせと解釈されるつ

[g] :宮本語のグの音。語頭とアクセントを持つ語中の音節初頭で現われる。

g : 

goes [guas] rガチョウJ(オ. gans [r Q ns ]) 

augustus [:mgost dS] r 8月J(オ. augustus [JugYstYs]) 

sigar [s:lga:r， sig丞:r]r葉巻J(オ sigaar[si. ra:r]) 

[gJは独立の音素ではなく、 [r]の異音とみなされることが多い(エ.

g-strengthening， Hoekstra (2001 : 86))。ただし、無声音 [x]は語頭と

アクセントをもっ語中の音節初頭では現われないので、オランダ語の外来

語の [x]が西フリジア語では [gJに対応することがある。

gemy [ge(:)mi] r化学J(オ. chemie [xe. mi. J) 

gemysk [ge:misk] r化学のJ(オ. chemisch [xe.mi.s]) 

syngroan [singro:ln] I四共時的なJ(オ. synchroon [s I ijxro. n] ) 

[ts] :破擦音。 /t/と /s/の連続と解釈される。

ts : 

tsiis [tsi:sJ rチーズJ lyts [lits] r小さいJ

grutsk [grotsk] r誇り高いj

[J]:/s/と /j/の連続と解釈される。

sjまたは searje[f erj~ ， sI;)rjJ]: 

sjitte [fIt:lJ r撃つJ sjonge [Joij:lJ r歌う j

fakansje [f:lk5:njJ] r休暇J organisearje [JrranijerjJ， 

…SIHj;)] r組織する j∞searje[sI:lrj:l] rシリーズ」

[3J : /z/と /j/の連続と解釈される。語頭では出ない。

zjまたは zearj e [3 er j ;)， z I :l r j J J 

rOzje [1・U:3:l] r(風などが)カサカサ音をたてるJ

horloazje [h:llo:l3d， ha...] r腕時計J

sintrifuzearje [sIntrifY3Erjし…ZIHjd]r遠心機で分離する」

[tfJ: /t/と /s/と /j/の連続と解釈される。本lts-jJとは発音しない。

tsj : 

tsjerke [tjerkdJ r教会J tsjok [tjok] r淳いj

reitsje [raitjd， rU…J r達する、(…の状態に)なるj

[d3 J : /d/と /z/と /j/の連続と解釈される。語頭では出ない。

dzj : 

siedzje [)Id3d] r種をまく j antwurdzje [jntvod3d] r答える」
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~ 14 語末音の無声化 (einludferskerping，einluduntstimming) 

(1)まとめ

(a)規則的な無声化

ひとつの語を他の語から区切って単独に発音した場合に、有声の障害音

(obstruint，閉鎖音と摩捧音〉は音節末(いわゆる「語末音J、ド. Auslaut) 

で対応する無声音になる。摩擦音は正書法で区別するが (v[vJ C? f [fJ; z 

[z]φs [s])、閉鎖音は区加しない。とくに語形変化や語形成では注意する

必要がある。

① b [b] - b [p] 

stobbe [stoba] r切り株J-stobke [stopka J r切り株(縮小形)J

② d [d] -d [t] 

side [sidaJ r脇J-sydpaad [sitpa:t] r脇道J

③ v [vJ - f [f] 

leave [lIava] r好きな(変化形)J-leaf [1Iaf] r好きなJ

④ z [z] - s [s] 

noazich [noazax] r鼻音のJ-noas [noas] r鼻j

⑤ g [7] - ch [xJ 

lige [1 i : 1d J rうそをつく(不定詞)J -ik li i ch [l i : xJ r私はうそを

つく J

(b) -ng [ijJ とは]の挿入

-ng [ij]で終わる名詞は縮小形(~ 32)で -nkjeとつづり、形容詞派生接

尾辞 -likがついた場合にも -nklikとなる CC2)(a)参照〉。また、合成語で

も -nkとなるものがある O

r i ng [ r 1 ij ] -r i nk j e [ r Iij k j a ] r指輪」

kening [ke:nluJ r王J-keniIL1tj e [ke:凶作jaJr王〈縮小形)J-

kenink1ik [ke:nIQklak] r王のJ-keninkryk [ke:凶作rik]r王宮J

この場合、つづりの上では gから kへの無声化が起こっているように見え

るO しかし、発音上はもとの語形と-je， -1 ik， -rykのあいだに [kJが挿入

されている G これは語末音の無声化ではなく、 [k]の挿入である。そもそも

[ij]は障害音ではない。

合言吾末音の無声イとはドイツ誇やオランダ誇でも古くから見られるが、efIフリ

ジア誇では20世紀になってからおそらくオランダ誇の彰響によって広まっ

たと考えられる新しい現象である。たとえば Sipma(1913 : 26) では、誇

本音の祭戸北は短母音といわゆる「のぼりニ重母音Jの後でまだ認められ

ていない。
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(c)障害音の連続と無声化

西フリジア諾では障害音の連続は有声か無声かに統ーされていなければなら

ず、語末音での障害音の連続は全体で無声音になる。前半部が有声摩擦音であ

る場合には、無声化は (a)と伺様に正書法で表記するが、例外的に -gd[xtJ 

は本一chdとはつづらないO

love [1o:va] rほめる(不定詞)J→ doloofst [lo:fst] r君はほめるJ

gnize [gni:別]r昭笑する(不定詞)J→ {do/hy}gniist [gni:stJ r{君

/彼}は確認笑するJ

doge [必:7d] r役に立つ〈不定詞)J→ hydoocht [do:xt] r彼は役に立

つ」

次の語の正書法に注意。

doogd [do:xt] (←doge) r役に立った(過去分詞)J

jeugd [jo:xt] r若さ」

(2)個々の例外

(a)有声閉鎖音ではじまる接尾辞

西フリジア語では障害音の連続はともに有声音か無声音のどちらかでなけれ

ばならないため、 -de[da] (名詞派生)，-ber [bar J (形容詞派生)のように

有声閉鎖音で始まる接尾辞が後続する場合には、障害音は無声化を起こした音

としては現われない。

leafde [lIavda] r愛J(←leaf [lIaf]~leave [lIava] r好きなJ) 

draachber [dra:1bar] r携帯可能なJ(←drage [dra:1a] r運ぶJ) 

(b)形容詞派生接尾辞-1ik[hk] 

①無声化が起こる場合

無声化が起こるのが規則的である。

beweechlik [bave:x18k] r動かしやすいJ(←bewege [bave:1aJ r動か

すJ) 

behaachl ik [baha: xIakJ r快適なJ(←behaagje [baha:1ja] r…の気に入

るJ) 

freeslik [fre:sIdk] r恐ろしいJ(←freezje [fre:3aJ r恐れる J) 

leaflik [lIaflakJ r愛らしいJ(←leaf [lIafJ~leave [lIava] r好き

な J) 

②無声化が起こらない場合 (Vander M.eer/De Graaf 1986 : 314， Tiersma 

1985 : 30) 

もとの語形が /d/で終わる場合には、無声化が起こらないことが多い。
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dudlik [dyd18k] r明らかなj

gaadlik [ga:d18k] r適当なJ

tydlik [tfd13k] r一時的なJ

nuodlik [nwod18k] r危険な、心配なJ

その他の音で終わる場合にも無声化が起こらない語がある。

rnooglik [rno:r18k] r可能なJ(オランダ語 mogelijk[rno:r818k]の影響

とも考えられる)

deeglik [必:r18k](degelik [出:nl:Jk])r堅実なj

σ これは祭戸摩擦音が同北(~ 19) によって有戸北したものではない o

σ オランダ語では dと -lijkのあいだに e[けを挿入する。

オ. duidelijk [dayd818k] r明らかなj

tijdelijk [teid818k] r一時的な j

③(1)で述べたように、形容詞派生語尾 -lik[ldk]の直前で -ng[叫が

-nk [Uk]となるのは無声化ではなく、 [k]の挿入である。

。fhinklik[J:hIuklak] r依存したj←δfhingje[3:hluj8] r依存するJ

oarspronklik [o8(r)sp凶作1akJ rもとのj←oarsprong[o8(r)sprouJ 

「起源」

ゥ -n[n] と -likのあいだに t[t]が挿入される誇もある。ドイツ誇も向

議。オランダ語どの相違に注意。

フ. eigentlik詰iy8nt18k， EI…] r本当のJ

オ. eigenlijk [eiy8(n)18k] ド. eigentlich [aIg8ntllc] 

官ezen(t)lik[ve:z8n(t)18k]/wezen(t)lik [ve:…] r琉実のj

オ. wezenlijk [ve.z8n18kJ ド. wesentlich [ve:z:Jntllc] 

オランダ誇でも古くは t が挿入された語形が見られたが、現在では

-lijkの直前の音節にアクセントのあるわずかな誇に e[けを伴った形

でF主っているにす Fない (VanLoey 19708 
: 198f.)。

フ. ordintlik [JrdInt18k] r正式の j

オ. ordentelijk [Jrdent818k] ド. ordentlich [3ud8ntllc] 

鼻音 -m[阻]と -likのあいだにわたり音としての子音([p] など)が挿

入された語形を表記している例はない (Visser1988b : 15)。

(c)名詞派生接尾辞一(n)er

名詞派生接尾辞 -erは語幹が d[d]で終わる場合には -nerとなることが

あるが、語幹の d[d]は無声化しない。

wi也ler[vIむlU]r男やもめJ(←widdo [vIdo] r未亡人J)

bylむler[bilむl:Jr]r(貨幣の〉肖像のある面J(←byld [bilt]， /bild/ 

「像J) 

reeむler[re:むlU]r演説者J(←rede [re:d8] r演説J) 

η
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阻O紅白er[mwaむlUJr殺人者J(←moardzje [包括d3aJr人殺しをする J)

σ オランダ誇では dと -nerのあいだに e[けを挿入する。

オ. beeldenaar [be.lddna:rJ r(皆帯の)古像のある岳j

moordenaar [mo:rdana:rJ r殺人者j

redenaar [re.dana:rJ r演説者J

ドイツ誇でもこの場令には各戸イとが起こらない。

ド.Bildner [bîldn~J r彫刻家j

Redner [re:dnE] r演説者j

(3)縮小形接尾辞 -je[jd]と動詞派生接尾辞ーje[jd]での相違

語末音の無声化は縮小形接尾辞ーje[jaJの直前では起こるが、動詞派生接

尾辞一je[jaJの直前では起こらない。

seachje [siaxj8] (←seage [SI818J) rのこぎり(縮小形)J

C?seagje [SIarjd] rのこぎりをひく」

paadsje [pa:tfdJ (←paad [pa:t]， /pa:d/) r小道(縮小形)J

∞paadzje [pa:d38J r小道を作るj

縮小形接尾辞 -jeの直前で無声化が起こるのは例外的であり、注意を要す

る。

縮小形では短母音化(S 9)を伴うことがあるが、派生動調では短母音化は

起こらない。これは、西フリジア語では有声の摩擦音が語中の短母音の直後で

現われることが稀であるためである。

bledsje [bletfa] (←bled [bl e :tJ) r葉(縮小形)J

C?bledzje [ble:d3d] rページをめくる、葉をつけるJ

rychje [rixja] (←rige [ri: p]) r列(縮小形)J

。riigje[ri:rjd] r並ぶJ

〈ア両者のあいだではっきりした相違があることについては説明を要する。

Tiersma (1979 : 156) は縮小形と派生動詞のあいだで誇の構成に差がある

のが原由であると述べている。すなわち、縮小形では -jeが詩境界(エ.

word boundary) を形成し、一jeの前の要意の独立性が強いために無声イと

が起こるのにたいして、派生動詞では -jeが形態宗境界(エ. morpheme 

boundary) を形氏し、 -jeの直前の要素が誇としての独主性が弱〈、派生

動詞全体で 11吾と意識されているために集戸北が起こらないという。しか

し、この区別は恐意的であるように忠われる。本書では、?'9フリジア誇の

誇本音の各戸北は語境界や形態意境界とは無関係であり、音のレベルでの

殺到であるとみなす立場をとる (Visser1989a参照)。
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派生動詞 seagje[SI3yj3]， paadzje [pa:d3a] (訳語省略)では音節の境

界が [(SI8)(yj8)]， [(同:)(d38)J となるので、当然、無戸北が起こらな

い。それにたいして、縮小形 seachje[SI8Xj8J， paadsje [pa:tI8J (訳

語省略)で祭芦北が起こるのは、縮小形接尾詩 -je[jけが本永、 「子音

十一jeJ の変種であり、その直前に音節の切れ目があるためと考えられる。

すなわち、岳フリジア誇の縮小形には -ke[k8J，ーtsje[tI8J (←[tsj8J， 

/tj8/) ， -je [j8Jの 3種類があり(S 32)、先行する子音の謹類によっ

てf史い分けられる。 -je[jけは款ロ蓋音 [kJ，[xJ， [ y J， [ Q Jの産後で

用いられるが、これはーtsje/tj8/ (→[tsj8J→[t I 8 J破擦音仏 S18(5))

の /t/が脱悲したものとみなすことができる。つまり、教ロ蓋音 h/に

後続する形として縮小形接尾辞 /tj8/が遺ばれ、音節の区分(分節ィι

syllabifikaasje) とそれに伴う誇末音の無戸北のあとで /t/が脱悲して

[j 8J と実現されると考えれば、例外的な縮小形での無声イとが説明できる。

具体的には次のようになる。

[sIaytjaJ→ [(sIay) (tja) J→ [(sIax) (tja)J→[sIaxjaJ seachje 

[pa: dtj 8J→ [(pιd) (tj 8) J→[ (pa: t) (tj 8) ]→[pa: tj 8J→[p丞:tsj8]→

[p三:tI8Jpaadsje 

ちなみに、 Vander Meer (1990) は、 VanLoey (19708 
: 229)がオランダ

誇の koninkje[ko:凶作j8] (←koning [ko:nluJ) r王(縮小形)Jのよう

な語形を -ngがかつて [Uk]の音だったことから、 -k-tjeのように

[tj 8Jの付加と後の時代での tの消去から導〈説明をしているのに従って、

これを岳フリジア語についても造用できるとしているが、 [tjけから[jけ

が導かれるのを歴史的な現象ととらえている。また、誇末音の集戸北を純

粋とど音韻規則であるともみなしていない。

てアドイツ誇の誇本音の集戸北(ド. Auslautverhartung) には形態音意論(ド.

Morphophonemik)的な性格がある。たとえば、次の誇では音諦境界(ド.

Silbengrenze) と形態素境界(ド. Morphemgrenze) が一致した場令にの

み主義芦北が起こっている (Ten Cate/Jordens 1990 : 63f.)。

Regler [re:glRJ r調節器J (←regel-n [re:g81nJ r調整する J+-er) 

特 reglos[re:klo:sJ r不動のJ(←reg-en [re:g8nJ r動かすj 十一los)

ubrig [y:brlc] r余りのJ(←uber [y:buJ r余って j 十一ig)

件 ublich[y:pllcJ r通例のJ(←ub可
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!3 15 rの脱落

(a)語中での rの脱落

子音 r[rJは単一語において歯(茎〉音 [sJ/[zJ/[lJ/[dJI日J/[n]の葺前で

脱落する。

てア‘soldaten' の子音と党えると便利。

kers [kesJ rろうそく J

ferzen [fé:z~n] (←frieze [frí~z~J) r凍る(過去分詞)J

kerl [kE 1 J r桜J gerdyn [g~dín] rカーテンj

kikkert [kÍk~t] rカエルJ bern [be:nJ r子供J

最近の外来語にはつづりどおりに発音して rが脱落しないものがある。

persoan [p~rsó~nJ r人、人称J

perzik [pérz~kJ r挑」
sport [sp:JrtJ rスポーッ」

modern [modernJ r現代的な」

persint [p~rsÍntJ rパーセントJ

ordintlik [:JrdIntl北Jr正式のJ

dessert [desert， d~. ・. J rデザートJ

合 iえの誇では誇中音の〔はだけでなく、 [tJの前で r もつづりの上で脱悲

している。

siktaris [sIktá:r~sJ (sekretaris [sIkr~tá:rasJ) r(地方自治体の)書

記官J

siktarij [sIkt~réiJ (sekretary [sIkr~taríJ) r(地方自治体の)書記

局j

(b)語形変化での rの脱落

①名詞複数形・属格

bakker [bakar] rパン屋j→bakkers[bák~sJ (Tiersma 1979 : 140) 

②形容詞の比較

fier [fiH] r遠い」ー比較級 fierder[fjIdH]ー最上級 fierst

[fjIst] 

③動詞人称変化

farre [fanJ r船で行く」

現在形 ik far [farJ 

(do) farst [fastJ 

hy fart [fatJ 

hja farre [fár~J 

過去分詞 fearn[f 1 an] 

(c)派生語と合成語での rの脱落

過去形 ik foer [fu~rJ 

(do) foerst [fuastJ 

hy foer [fuarJ 

hja foeren [fuardnJ 

派生語と合成語では微妙な場合がある。
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①接 頭辞 fer-/foar-/oar-/oer-/wer-

[h]を除くすべての子音の直前で、一般に rは脱落する傾向がある。こ

こでは[…(v)]と記す。

fer-: fer1ieze [f d(r)lí~z~] r失う J

ferkeapje [fa(r)klapja] r売るJ

foar-: foarnaam [f a (r )na: m] r身分の高い」

foarby [fwa(r)bti， fa(r)…] r…を通り過ぎてj

oar-: oarloch [oJ(r)bx] r戦争J oardiel [oJ(r)diJl] r判断J

oer一:oersmite [ua(r)smita] r向こうへ投げるJ

oerbetterje [ua(r)bttarj~] r直し過ぎるJ

官er-: werjaan [vE(r)ja:n] r返すJ werkomme [vt(r)koma] r戻るJ

母音と子音 [h]の蓋龍では rは脱落しない。

ferienje [farianja] r統一する J ferhaal [f~rhá:l] r物語J

foara1 [fwarH， far5l， fn 1] rまず第ーにj

foarhinne [fwarhIna， far...， f a r...] r以前J

oerien [uarian] r一致したJ oerhastich [uarhおt~x] rせっかちなj

werom [VH佃]r戻ってJ werhelje [v~rhEljJ] r取り戻すJ

CFrが母音の昼前で脱落しないのは、母音の遠鏡 (hiaat) を避けるためと

考えられる。 rが [h] の基前で脱悲しないのも、 [h] の音が弱いために

r を介して母音の連続を避けようとするためと忠われる。

②その他の派生語と合成語

その他の派生語では個々の語葉によって差があり、微妙である。合成語の

第 1成分では起こらないことも多い(Tiersma1979 : 142)。

earlik [lalak] r誠実なJ(Sipma 1913 : 141. Tiersma 1979 : 141) 

skoarstien [skwáf~nJ r煙突」

件 1百odderdyk[modardik] r舗装していない道J(Fokkema 19672 
: 32) 

Nederlan [né:d~rlJ:nJ rオランダJ

Easternijtsjerk [jestarnUtferk] rイエステルネイチェルク J(オ.

Oosternijkerkオーステルネイケルク )(Zantema1984 : 1216) 

③その他の傾向

一般に rはアクセントのない音節 (Fokkema19672 
: 32)やくだり二重母

音と長母音の直前で脱落しやすく、いわゆる「のぼり二重母音Jと短母音

の直後で脱落しにくい傾向がある (Boelens1952 : 59f. )。話しかたによ

って差が生じることがあり、方言差もある (ib. 60， 63)。

(d)単語簡での rの脱落
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次の語ではとくに早口で発音した場合、 h[h]を除くすべての子音の直前で

rが脱落することがある。

前置詞 foar[fwar， farJ r…の前にJ oer [uarJ r…の上方にj

副詞 der [de(:)r] rそこにJ hjir [jIrJ rここにj

wer [ve:r J rどこにJ wer [verJ rふたたびJ

allegear [51a(g)jer， Jla(g)j~rJ r全部、皆」

接続詞・副詞 mar[marJ rしかし;ちょっと、まあJ

foar jo [f官ajo:u， fa"・](Sipma 1913 : 23) rあなたのためにJ

oer seizen [ua saizJn，…seizm] (ib. 23) r 7時すぎにJ

Hjir mar delsette! [ji ma d~lseta] (ib. 23変更)rちょっとここで下

ろして!J 

官erwerom [ve var佃]rまた戻ってJ(Tiersma 1985 : 33) 
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S 16 二重子音の縮約 (degeminaasje)

(a)同一子音の連続の縮約 (Ci十 Ci→ Ci) 

酉フリジア語にはオランダ語と同様に同ーの子音 (C:子音〉の連続がな

く、ネッシン(熱心〉、キッテ(切手)のような日本語の促音にあたる発音が

ない。次のような動詞・形容認の語形変化や語形成では、二重子音は単子音に

縮約して発音される。語形変化では同一子音字の場合、正書法でも縮約して単

子音として表記する。

①語形変化

hy yt-t→ hy yt [it] r彼は食べるJ(←ite [itJ] r食べるJ) 

hy bid-t →hy bidt [bIt] r彼は折るJ(←bidde [bIdJ] r折るJ) 

(do) ferlies-st→ (do) ferliest [fJliJst] r君は失う J(←fer1ieze 

[f;l1iJZJ] r失う J) 

kreas-st→kreast [krIJst] rもっともすてきなJ(←kreas [kr lJ s J rす

てきなJ) 

②語形成

op-passe→oppasse [opJSJ] r在意する J(Fokkema 19672 
: 143) 

ut-teare→utteare [ytIJrJ] r(たたんだものを)広げるJ(ib. 149) 

molk(e)-karre→molkkarre [m51karJ] r牛乳運搬車J(ib. 141) 

soks-sa-wat→sokssawat [soksavJt] rそのようなことJ

al-lang→ al1ang [Haij] rずっと長い間J(ib. 143) 

fln-noazel→ Qnnoazel [加OJZJl]rJ愚かなJ(ib. 149， Zantema 1984 : 

1117) 

ut-drage→ utdrage [ytdra:rJ]→ [yddra:rJ]→ [ydra: pJ r運び出すJ

(Boersma/Van der胃oude198F : 65変更〉

(b)同一子音群の連続の縮約 (CiCj十 CiCj→ Ci C j )  

同一子音の連続だけでなく、同一子音群の連続もひとつの子音群に縮約され

る (Hoekstra1986 : 51)。

do rest-st→ do restst [re:st] r君は休むJ(←reste [rt:stJ] r休

むJ) 

rest-stee→reststee [rt:ste:] r休憩所」

post-stimpel→poststimpel [p5stlmpJl] r消印J

fisk-skjirre→ fiskskjirre [fIskjlrJJ r干物の魚を切るはさみj

fyts-tsjil→fytstsjil [fitsjIl]→[fitf 11J r自転車の車輪J

。λu
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S 17 tの脱落

他の歯茎音と連続する tはさまざまな条件のもとで脱落することがある。以

下におもな場合を分類して示す。

(1) [tJ (語幹末) +[stJ (語尾・接尾辞)→[stJ 

語形変化や派生語において、語幹末の [t]に [st]で始まる語尾や接尾辞

が後続すると、語幹末の [t]が脱落する (Hoekstra1986)。

(a)個々の用例

①動詞人称変化:ーは

(do) yt-st→(do) ytst [ist] i君は食べるJ(←ite [itd] i食べるJ) 

(do) tocht-st→(do) tochtst [tJxst，わkst](←ti出 e[tiijkd] i考え

るJ) 

(do) bid-st→(do) bidst [bIst] i君は祈るJ(←bidde [bidd] i祈るJ) 

(do) skeld-st→(do) skeld-st [skElst] i君は叱るJ(←skelde 

[skOdd] i叱るJ) 

②形容詞最上級:-st 

bot-st→botst [bost] iもっとも鈍いJ(←bot [botJ i鈍いJ) 

licht-st→lichtst [lIxst， lIkst] iもっとも軽いJ(←licht [lIxt] 

f軽いJ) 

geleard-st→geleardst [galIast] iもっとも学識のあるJ(←geleard 

[galiatJ i学識のあるJ) 

frjemd-st→frjemdst [frjEmst] iもっともなじみのないJ(←frjemd 

[frjemt] iなじみのないJ) 

次の例に注意。

leaf-st→leafst [ljEst， ljJ:ust]れ、ちばん…〈したい)J (←graach 

[gra:x]仁好んでJ) 

∞leaf-st→leafst [lIafst] iもっとも好きなJ(←1 eaf [1I a f] i好き

なJ) 

③序数詞 -ste

hllnderd-ste→ hunderd-ste [hundasta] i百番目のJ(←hOnderd白血dat]

「百J) 

acht-ste→achtste [axsta，訟はは 18番目のJ(←acht i 8 J ) 

④女性名詞派生接尾辞:-ster 

fjocht-ster→fjochtster [fjoxstdr， fjokstar] 1女性のフェンシング

の選手J(←fjochter [fjoxtar] 1フェンシングの選手J) 

arbeid-ster→arbeidster [arbaistar，…bEi …] i女性労働者J(← 

n
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arbeiderはrbaidar，…bd..・Jr労働者J) 

⑤地名の形容認化・住民を表わす名詞化の派生接尾辞:-ster 

Dracht-ster→Drachtster [draxstar， drakstarJ rドラハテンの(人)J

(←Drachten [draxt叩]rドラハテンj ) 

Earnewa1d-ster→Earnewa1dster [jenav5:star] rイェネヴォーデの

(人)J(←Earnewa1de [jenav5:da] rイェネヴォーデJ(オ. Eernewoude 

エールネヴァウデ〉

(b) tの脱落が起こらないもの

tの脱落は上述の条件のもとでの語形変化や派生語に限られる。

①語幹が [tsJを含む場合

もともと語幹に子音連続 [tsJがある場合には、 tは脱落しない。

hy fyts-t →hy fytst [fitstJ r彼は自転車に乗るJ(←fytse [fitsa J 

「自転車に乗るJ) 

(do) fyts-st→(do) fytst [fitst] r君は自転車に乗るJ

ただし、次の語は例外。

1yts-st→1 ytst [l ist (稀 litst)]rもっとも小さいJ (←lyts [litsJ 

「小さいJ) 

②合成語

合成語の成分どうしの境界では tの脱落は起こらない CHoekstra1986 : 

49)。

bried-stoel→briedstoel [brjItstml， briat...J rひじ掛けいす」

③ -straで終わる名字

名字〈家族名、姓)に用いられる -straでは tの脱落は起こらない。元

来、 -straは属格複数形語尾に由来するが、今日ではそのような意識はな

く、 straを含む名字全体で 1つの単一語になっている (Hoekstra1986 

: 53)。

Koatstra [koatstra] rコアツトラJ

Bandstra [b5ntstraJ rポンツトラ」

(c)類似した現象

sille [sIla] r…だろう」と wolle[voh]子ーしたいjでは 2人称単数形

の語尾 -stの前で語幹末の [lJが脱落する。他の動詞・助動詞では脱落しな

t ¥。

(do) si1-st→ (do) si1st [s1stJ r君は…だろう J

(do) woトst→ (do)wo1st [vostJ r君はーしたいようだJ

∞(do) til-st→ Cdo) ti1st [t11stJ (*[t1stJは不可)r君は持ちあげ

n
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るJ) (←tille [tIld] I持ちあげるJ) 

口語では次のような例も見られる。

(do) doch-st→ (do) dochst [dost] ([doxst， dokst]) I君はする J(← 

dwaan [dwa:n] Iする J) 

(2) [s tsJ→[s s]→[s] 

(a)動詞派生接尾辞一je: /stj 8/→[stsja]→[ssja]→[sja]→[Ja] 

[stJに動詞派生接尾辞 -je[ja]が後続すると、〔…tja]という子音の連

続を嫌って破擦音化(!3 18(5))を起こし([…tsj;)])、全体で [stsJという

連続が生じるので、これを避けて [t]が脱落する (Visser1993 : 123ff. )。

feest-je→ feestje [fe:fa] I祝う J(←feest [fe:st] I祝祭J) <=? ik 

feeste [fe:sta] I私は祝った(過去形)J

([fe:stja]→[fe:stsja]→[fe:ssja]→[fe:sja]→[fe:fa]) 

hoast寸eーペlOastje[waJa] IせきをするJ(←hoast [wast] Iせき J)∞ 

ik hoaste [wasta] I私はせきをした(過去形)J

([wastja]→[wastsj a J→[wassja]→[同sja]→[wafa]) 

①例 外 :kの挿入を伴うもの

次の語では stと -jeのあいだに kが挿入されている。 tの脱落は後続

する -jeに伴う破擦音化によって生じる [sts]によるものではなく、変

化形のすべてに通じて tの脱落が見られる。

fust-k-je→ fustkje [fuskj;)] I握手するJ(←fust [fust] I握りこぶ

しJ) ~ ik fustke [fuska] r私は握手をした(過去形)J

② tの脱落にあてはまらない条件の場合

語幹末が Is以外の子音+tJの場合には、破擦音化だけが起こり、 tの

脱落は起こらない。つづりの上でも語幹に -sjeが付加される。

百acht-je→ wachtsje [vaxtf;)] I待つj

([vaxtj;)]→ [vaxtsja]→ [vaxtf:J] ) 

krant-je→krantsje [kr6ntfa] I新聞を読むJ(←krant [knnt] I新

聞J) 

([kr5ntj a ]→[kr5ntsja]→[kr5ntf d]) 

語幹末が「子音十tJ以外で終わる場合には、破擦音化も tの脱落も起こ

らない。つづりの上でも語幹に jeだけが付加される。

(jin) skam-je→skamje [sk知 ja]I恥じるJ

(b)縮小形一(ts)je(←/tj G/) : /sttj a/→[sttsja]→[stsja]→[ssja]→ 

[sja]ー;.[J<J]
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[tJで終わる名詞では縮小形接尾辞として -tsje[tsjaJ (→[tJJ])が選ば

れる (8 32参照〉。これは本来、 [tjJJ という子音の連続を嫌って破擦音化を

起こしたものだが、この結果、 [stJで終わる名詞では [stsJ という子音の連

続が生じ、 [tJが脱落する (Visser1993 : 125f. )。つづりの上では語幹に

-jeが付加されたように見える。

feest-tsje→ feestje [fe:Ja] (←feest [fe:stJ r祝祭J) 

([fé:sttjJ]→[fé:sttsjaJ→ [fé:stsj~J→ rfé:ssjaJ→[fé:sjJ]→ 

[fe:JJ]) 

①例外:-keを選択するもの

一(ts)jeのほかに 民を伴う形をもっ語が多い。 -keを選択する場合に

は、縮小形接尾辞の語形が決定する前に(以下の用例では抽象的な形とし

て「縮小j と示す)tが脱落し、その後で Sに後続する語形として -ke

が選ばれるく 832参照〉。

fOst-tsje→fOstje [fufa] (←fust [fustJ r握りこぶしJ) 

([fusttj J ]→[fustts j J J→ [fustsjJJ→[fussjJ]→[fusjJ J→[fuja]) 

φfust-ke→fOstke [fuska] (同上)

( [fust縮小]→[fus-縮小〕→[fuskJ]) 

σ この場令の tの脱落はここでの条件以外で起こっている。 (a)CD fustkje 

[fuskjJ] r握手する Jを参照。

次のま吾l.i sのかわりに f を令んでいるが、同様の琉象が見られる。

skoft-ke→skoftke [skofkaJ (←skoft [skoftJ r休憩J) 

一方、 iえの場合には語幹本の tに stで始まる語尾や接尾辞が後続しな

いのでは)に該当せず、 tL:1:脱悲しない。縮小形接尾辞は -tsje[tl J] 

(/tjJ/) が遺ばれる o

skoft-tsje→skoftsje [skoftjJ] (←skoft [skoft] r休憩J) 

([skofttjJ]→[skofttsjJ]→ [skoftsjaJ→[skoft!J]) 

次の誇L:1:-(ts)jeを欠き、 -keだけしかない。

winst-ke→winstke [ve:nskJ] (←winst [ve:nstJ r利息J) 

([vInst-縮小]→[ve:nst-縮小〕→[ve:ns-縮小]→[ve:t1sbJ) 

ず上記の場合と類似した用例として次の誇を挙げておく。

lamp-ke→lampke口組幻] (←lampe口組pa]rランプ、電灯J) 

(Zantema 1984 : 553) 

件 lamke[lamk J] (←1aam [la: mJ r-1、羊J) 

② tの脱落にあてはまらない条件の場合

語幹末が rs(またはf)以外の音十tJの場合には、ふつう破擦音化だけ
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が起こり、 tの脱落は起こらな t¥oつづりの上でも語幹に -sje(←-tsje) 

が付加される。

praat-tsje→praatsje [pra:tfaJ (←praat [pra:tJ rおしゃべり J) 

([pra: ttj a]→ [pra:ttsja]→ [pra:tsja]→ [pra: tj a]) 

tint(e)-tsje→ tintsje [tIntja] (←tinte [tIntaJ rテント J) 

([tInt(a)-tja]→[tInttsja]→[tintsja]→ [tIntja]) 

③副詞拡張接尾辞一(ts)jes

副詞拡張接尾辞一(ts)jesも「縮小形接尾辞+sJとしてとらえられる。

just [jost] rまさに;ちょうど、たった今J→ justjes[jojas] r同左J

φeven [é:v~nJ/effen [éf~nJ rちょうど、まさに、ちょっと」→even-

tsjes [e:vantfas]/eefkes民:fkas]/efkes[efkas] r同左J

ぴ形容詞派生接尾辞 -lik

類似した例として、形容詞派生長尾辞 -likでは [st]十[1]で tの脱悲

が見られることがある。

kristlik [krIs(t)lak] rキリスト教(人)のJ(WFT 11/1994 : 341) 

kostlik [k5s(t)lak] rおいしし¥すばらし L、J(WFT 11/1994: 264) 

(c) -estjeで終わる外来語

語形変化や派生語以外の場合として、 -estj e [ef a ]で終わるオランダ語

(オ. -estie [tsti. J)からの借用語がある。西フリジア語では無アクセント

の/i/は [jけとなるので (Visser1992)(口語では [iJ も可。例. middei 

[mIdj a，…di] r昼、午後J)、 [esti-]は破擦音化を経て Ustsjけとなって

[stsJの連続が生じ、 tの脱落が起こる (Visser1993 : 126f. )。

回estje[kweja] r用件、 トラブルJ(オ. kwestie [kwEsti. ]) 

([kwEstjけ→[kwestsjaJ→ [kwessjaJ→[kwesjaJ→ [kweja])

suggestje [sogeja] r示唆J(オ. suggestie [sY1Esti. J) 

([sogestja]→ [sogestsja]→[sogessjJ]→[sogesjJ]→[sogef J]) 

ウ -estjeで持わるタト永吉吾ではないが、ま吾形支イとや派生語以外の場合として、

次の誇では tの脱悲が見られる。

postsegel [p5se:'lJ1J r切手J(Visser 1993 : 129) 

([p5stse: 'fJl]→[p5sse: yJl]→[p 5 se >1 d 1]) 

この誇は‘post r郵便物J+segel rGflJ 'という令成誇としての意識が

薄れ、「切手J という意味の単一誇ととらえられていると考えられる(今

日では「切手JU: r印j ではな L、L

(d) tの脱落が起こらない場合

語形変化や派生語では上記の(a)(b)の場合を除いて、 t の脱落が起こらな
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~\o 

①不定代名詞+形容詞 s (Visser 1993 : 128) 

wat robust-s → wat robusts [robystsJ r何かじようぶなものJ(← 

robust [robystJ rじようぶなJ) 

wat fest-s →wat fests [fE:StSJ r何か堅固なものJ(←fest [fe:st] 

「堅田なJ) 

②名詞派生接尾辞 -se1(Hoekstra 1986 : 48) 

opbest-se1→ opbestsel[obasts81] r縫い上げ、タック J(←opbeste 

[ob8sta]/opbestje [obaja] r縫い上げるJ) 

(3) t (語幹末) +副詞派生接尾辞 -s→ ωS

接尾辞 -sによって派生した少数の副詞では tの脱落が見られる。接尾辞

-sは今日では生産性を失っており、派生によって生じたという意識が薄く、

-chts-を含む語葉的に画定した少数の語にとどまる。

unferwachts [unfa(r)vaxs …vaksJ r不意にJ(Onferwachte 

[unf8(r)vaxta] r同左J) 

nachts [naxs， naksJ r夜にJ(←nacht [naxt] r夜J) 

rjochts [rjoxs， rjoks] r右に〈副詞);右手11きの(形容詞)J

-tを欠く語もある。

sachs [saxs， saks] r静かに、文句を言わずに、少なくとも、いずれに

せよJ(sacht [saxt] r静かなJ) 

(a) tの脱落が起こらない場合 (Hoekstra1986 : 48) 

語形変化や副詞派生接尾辞 -s以外の派生諾では、上記の場合を除いて tの

脱落が起こらない。

①不定代名詞十形容詞 -s

(官at)1icht-s → (wat) lichts [lIxtsJ r何か軽いものJ(←licht 

[lIxt] r軽いJ) 

(wat) frjemd-s→ (wat) frjemds [frjemts] r何かなじみのないものJ

(←frjemd [frjemt] rなじみのないJ) 

②名詞派生接尾辞 -sel

oerprint-sel→oerprintsel [山(r)prInts a 1] r抜き刷り」

(←oerprintsje [ua(r)prlntfa] r抜き刷りを印刷するJ) 

③形容詞派生接尾辞 sum 

betocht-sum → betochtsum [b8t5xts8m]仁思慮、深いJ(←betocht[b8t5xt] 

「気にかけているJ) 
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arbeid-sum →arbeidsum [arbaitsam，…H…] r勤勉なJ(←arbeidzje 

[arbaiむし…ei…]r働く J) 

④形容詞(名語〉派生接尾辞 -sk[s(k)J (s 18(2)参照)

protestant-sk [proれはおlts(k)J rプロテスタントのJ(←protestant 

[protestant] rプロテンタント J) 

sted-sk→ stedsk [stets(k)J r都会的なJ(←sted [ste :tJ r都市J) 

Bi1t-sk→Bilt-sk [bIlts(k)] rエド・ピルトの、エド・ビルト方言

〈の)J(←1t Bild [ad bIlt] rエド・ピルト J(オ. Het Bildtエド・ピ

ルト〉

S官eed-sk→Sweedsk[swe:ts(k)] rスウェーデンの、スウェーデン語

(の)J(←Sweden [swe:danJ rスウェーデンJ) 

ずその他の子音の脱落として、 -ch[xJ で終わる次の語 l.i話し言葉で散発的

に、後続する子音で始まる誇どの遠鏡で脱落することがある (Tiersma

1985 : 32)。

genoch [ganj:xJ r十分な J graach [gra:xJ r好んでJ

noch [n)x] rまだ troch[trox] f(…を)通って j

doch [dox] (dwaan rする jの命令形、王見在形 1人称、単数形)

sjoch [f ox] (sjen r見る jの命令形、王足在形 1人称、;手数形)

genoch tiid [ganJ: ti:tJ r十分な時間 J (ib. 32) 

sjoch net [fo netJ r見るなJ(ib. 32) 
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S 18 その他の子音の脱溶と変化

(1)異化 (dissimilaasje) 

ch [x]に s[s]が続くと、摩擦音の連続を避けて、ドイツ語のように chs

[ks]という発音になることがある。

heechst [he:xst， he:kst] Iもっとも高いJ(←heech [he:xJ I高いJ) 

(do) liichst [li:xst， li:kst] I君はうそをついているJ(←1 ige 

[li:p] Iうそをつく J) 

achtste [axst a，丞ksta]r第 8のJ(←acht [axt] 18J ) 

この現象はオランダ語の影響もあって少なくなりつつある。 chs[xs]は

chs [ks]となり得るが、義務的に chs[ksJである必要はない。

(2)形容詞派生接尾辞"はの発音

(a) -sk [sk]と発音するもの

形容詞を派生する接尾辞 -skは、アクセントをもっ音節で終わるたいてい

1音節の形容詞(約30個)ではつづりどおりには [sk]と発音する (Vander 

Meer 1988a : 125)。

aldsk [J:tskJ I老けたJ grutsk [grotskJ r誇った、高慢なj

bernsk [br::、kJI子供っぽいJ praatsk [pra:tskJ I話し好きなJ

(b)かならずしもーは [sk]と発音しないもの

その他の形容詞 (r…語jの意味の名詞)では [sJの発音が一般的である。

Dutsk [dyts(k)] rドイツの;ドイツ語(のけ

Ingelsk [Iijals(k)] rイギリスの;英語(の)J

typysk [tipis(k)] I典型的なJ

変化語尾 -e[けがついても同様である O

Dutske [dyts(k)a] (←Dutsk) Ingelske [Iijals(k)a] (←Ingelsk) 

typyske [tipis(k)a] (←typysk) 

Frysk [friskJ rフリースラントの、フリジア語(の)Jは例外的に [k]を

発音する傾向があるが、 Frysk[frisJという発音も広く行なわれている。

(a)を除いて、ー殻に -skというつづりは現状にそぐわず、撰古的である

といえる (Vander Meer 1988a : 129f. )。ただし、最近の若い世代では -sk

[sk]というつづりに影響された発音が増えてきている O

(c)合成語

合成語では Fryskも含めて上記 (b)の語では一律に kを落とす。

Dutslan [dytsl:J:n] IドイツJ Ingelsman [IijalsillJn] Iイギリス人」

Fryslan [frisl:J:nj IフリースラントJ
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(3) dの脱落

r {ea [l:J] /i e [i ~ ]} + dJで終わる 1音節の語および合成語の成分では、

語末の dが脱落することがある。語末以外では dは保たれる。

dea [dlaJ r死んだ;死J deabed [dIabe :t] r死の床」

φdeade [dIada] r死んだ(変化形);死者J

kwea [kw Ia J r惑い;悪JC?kweade [kwiadaJ r悪い(変化形);悪魔j

underskie(d) [undd(r)skia(t)] r区別、相違J

件。nderskiede[undJ(r)skidda] r区別するJ

trie(d) [tria(t)] r糸j∞triedden[trjIdan] r糸(複数形)J

a hie r持っていたJ. wie r…t::ったj については (4)(b) 参照。

goed [gUJt] r良いjではやや古風な，合成語や日常的な挨拶の表現で dが脱

落した goe-[gua] という語形が見られる。アクセント(r-J )は goe-の

後ろの成分にある。 goeie[凶jJ]rこんにちは、さようならJはオランダ語の

goede [1 u. j d] r良い(変化形)Jの影響と考えられる(Tiersma1985 : 35)。

goerreon r親友J goe-fries r生粋のフ 1)ジア人」

goe-kunde r顔なじみJ goe-rie r良い助言J

以下の表現はすべて「さようならJの意味でも用いる。

goe(n)-dei rこんにちはJ([gm...]. Dykstra (2000 : 214)) 

goe -jun rこんばんはJ

goe"moarn rおはよう」

(4) dの挿入

goe"middei rこんにちは」

goe"nacht rおやすみなさいJ

(a)語形変化と派生諾での dの挿入

語幹が r[r]で終わる語では、接尾辞 -er[H] (形容調比較級、名詞派生)

の直前で d[d]を挿入する。

tsjuster [tfostar] r暗いJ→tsjusterder[tfostadar] rより暗いJ

hiere [hi Ha] r貸すj→ hierder[hiddar] r貸借入J

語幹が 1[1 J. n [n]で終わる語では次のようになる。

① dの挿入が任意である語

spylje [spilj8] r(競技、演奏などを)するj

→spiler [spilar]/spylder [spildar] r競技者、演奏者などJ

② dの挿入の有無が決まっている語(~ 35) 

min [mIn] r悪いJ→minder [mIndar] rより悪いJ(*minnerは不可)

tsjoene [tfuana] r魔法をかける」→tsjoender[tfuandJr] r魔法使いJ
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(本tsjoenerは不可〉

ynwenje [inveOjo] r居住する」→yn附 nner[iovenar] r居住者J(*yn-

wenderは不可)

(b)単語間での発音上の dの挿入

次の動詞の二重母音で終わる 1音節の過去形では、 3人称代名詞連接形 er

[n] r彼〈主格)Jが後続すると、 [d]が過去形の末尾に挿入されることが多

いくStienstra1982 : 59f. )。正書法で -dを伴う語形でつづることもある。

hie [hia] +er [or]→ hie er [hiadar] (←hawwe [hava]) r彼はもっ

ていた」

wie [via] +er [n]→ wie er [viodorJ (←吋ze[v e : z a]) r彼は…だっ

たJ

die [diaJ +er [ar]→ die er [diodar] (←dwaan [dwa:n]) r彼はし

た」

stie [stLI] +er [n]→ stie er [stiadar] (←steane [stlana]) r被
は立っていた」

koe [ku o] + er [n]→ koe er [kuodar] (←kinne [klna]) r彼は…で

きたj

woe [vu~] + er [n]→ woe er [vuadar] (←wolle [vola]) r彼は…し

たかったのだ」

soe [sua] +er [n]→ soe er [suodor] (←si11e [sIla]) r彼は…か

もしれないJ

sei [sai， sd] +er [H]→ sei er [saidn， seidn] (←sizze 

[SlZo]) r彼は言ったj

lei [lai， lei] +er [n]→ lei er [laidar， leidar] (←lizze [llza， 

le:幻])r彼は横たわっていた、横たえたJ

F これは (3) の rdの脱落J を起こした動詞の退去形がこの場合にだけ、

かつての dを保っているためであり、歴史的には dの挿入どは異公る

(Tiersma 1985 : 35)。

(5)破擦音化 (affrikatisearring)

(a)まとめ

語幹が t/dで終わる語は、接尾辞 je [j;J]を伴うと、 t/dと -jeの簡に

s/zが挿入され、破擦音 -tsje[tJa] (/tsja/)、-dzje[d3a] (/dzja/)にな

る。とくに弱変化動詞(I )の活用では注意が必要である。

bled [ble:t] r葉j→ bledsje[bletsja] r葉(縮小形)J/bledzje 
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[blt.:d38] rページをめくる、葉をつける」

不定詞 bledzje[ble:d3d] 

hja bledzje [ble:d3dJ 現在形 ik bledzje [ble:d3d] 

(do) bledest [ble:ddst] 

hy bledet [ble:ddt] 

過去形 ik blede [ble:da] 

過去分詞 blede[blt:dけ

groet(e) [grudt(a)] r挨拶」→groetsje[grむtf:J] r挨拶するj

不定詞 groetsje [gruatjd] hja groetsje [gruatJd] 

現在形 ik groetsje [grudtja] 過去形 ik groete [grudta] 

(do) groetest [gruatast] 過去分詞 groete[gruatd] 

hy groetet [gruatat] 

(b)破擦音化が起こらない場合

①接尾辞 je以外による [tj]/[djJの連続

接尾辞 -jeを伴う場合以外は、 [tj]/[djJの連続があっても破擦音化は

起こらない。

stiennen [stjInan] r石でできた」作[stlinm] とはならない〉

studearje [stydjerja， stydIarja] r大学で学ぶ、研究するJ(*[styd3e-

rjaJとはならない〉∞studzje[styd3a] r大学での勉学、研究j

②数詞 -t(s)jin

13'-""19の数調は -tsjin[tfanJを伴うが、 -tjin[tj mJでもいい。

trettjin [trétjan]~trettsjin [tretfan] r13J 

fjirtjin [fjÍtjanJ~fjirtsjin [fjItfan] r14J 

③ -dei [dja， di] 

de i [da i， d d] r B Jがアクセントをもたずに合成語の後半の成分として

用いられると、 -dei[dj a， di] となり、 *[d3a] とはならない。

jierdei [jIdja，…di] r誕生日 j

middei [mIdj a，…diJ r昼、午後j

tiisdei [ti:zdja，…diJ r火曜日j

woansdei [va: nzdj a， ve: nzdj a，…di] r水曜日j

(6) その他の変化

① h [hJ+ {[wJ/[j]}→{  [官J/[j]}

f3 12(2)の子音 [h]の解説を参照。

② {m [mJ/w [vJ} +[wJ→ {[mJ/[官]} 

f312(3)(c)の解説を参照。
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S 19 同化 (assimilaasje) とそれに類似した現象

(1)まとめ

ある音が隣接する音の影響を受けて、発音の方法や位置をその音に近づける

か、または同じ音になる現象を指す。先行する音が後続する音に影響を与える

ものを rJ願行同化J({progressive/foarutwurkjende} assimilaasje)、後続す

る音が先行する音に影響を与えるものを「逆行間化J({regressive/werom-

wurkjende} assimilaasje)という。

西フリジア語には逆行間化として、発音方法にかんする有声化の現象が見ら

れる。一方、)j由行同化らしく見える現象は、特定の少数の語棄のみを対象とす

るものや、音の配列(音素配列論、 fonotaktyk)にかんする制約によるもので

あり、逆行同化の場合とは性搭を異にする。本書では、西フリジア語において

厳密な意味での同化である逆行同化を狭義の同化として扱う。一方、西フリジ

ア語のいわゆる額行同化は、広義の同化として記述はするものの、厳密には同

化に類似した現象として区別するべきものである。

同化による音の変化は語末音の無声化の場合と違って、摩擦音でも正書法で

は表記されない。前章の個々の子音の説明では同化による音の変化の多くは扱っ

ていない。たとえば、 [gJの音は同化によって語頭と語中でアクセントをもっ

音節のはじめ以外の位置でも現われることがあるが、これは扱っていない(例.

brOkber [brugbar] r使用可能なJ，ik bin [Ig bln] r私は…ですJ)。

CF'?Eフリジア誇にJI夜行同北を認めることには問題がある (Visser1988b)。

一般に、同北には学誇内で起こる場令と学諮問で起こる場令があるとされ

るが、議容にはいずれも音の配列(音意配列論)にかんする制約以外に該

当するものを指すと理解される。たとえば、 10ve[lo:va] rほめる(不定

詞)Jの〔けが (do) 100fst [lo:fst] r君はほめる j で[f]と無声音に

なるのは、音諦内で障害音(摩擦音および閉鎖音)の遠鏡が有声か無声か

に紘一されなければならないという制約が岳フリジア誇にあるためであり

(VisseI・ 1988b: 2)、この集戸北は扶義の同北には令まれない。また、こ

うした音の配列にかんする制灼は、逆行かJI夜行かという方向性どは無関係

である o 一方、次のように 2tるにまたがる場令 (Visser1988b : 3)、

① Ik mis him. [mIs] + [am]→[mIs-am] r私は扶がいなくて寂しい j

② Ik mis ien. [mIs]+[ian]→ [mlz i an] r私はある人がいなくて寂しい」

②では、定動詞 mis[mIs] rいなくて寂しいj の無声摩擦音 [s]が母音

で始まる ien[i 8n] rある人j の直前で逆行局イもによる有戸イとを示してい

るのにたいして、①ではそうなっていない。ニれは①の him[am] ([hlm] 

の弱形) r技(目的格)J が独立性を弱め、連接形(接語 k1itik) として、
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先行する定動詞 IDisに前接し、形態詩的には 2i吾ながら、音韻詩的には

局者で 12吾(音韻的誇 fonologyskwurd) を形成しているためと考えられ

る (Visser 1988a) (このような連接形を「音韻詩的連接形J(fonologysk 

kli tik) と呼ぶ)。つまり、①はちょうど misse[mis けれ、な〈て寂しい

(不定詞)Jの [sJのように、単語の内部にあるために逆行同北による有

戸北がは/三らかず、短母音の!章改では摩擦音(の遠鏡)はほぼ無声音であ

るという岳フリジア誇の音の配列にかんする制約に従っているためと考え

られる。したがって、これも議容な意沫では同北とは異なる。

このように、扶義の同札は音韻論のレベルでの単語どうしの境界で起こる

方向性をもった音音量殺射に限定して理解することができる。その意味で、

香フリジア誇に }I反行同イとを認めることには問題があると言える。

(2) 同化(=逆行間化)

(a)摩擦音の有声化

①有声閉鎖音の直前

無声摩擦音[f]/[s]/[x]は有声閉鎖音 [b]/[d]/[g]の直前で有声化 ([b]

/[d]/[g])する。複数の無声摩擦音についても起こる。

fytsban [fits-bJ:n]→[fidzbJ :nJ r自転車のタイヤJ (Boersma/Van der 

胃oude198F : 64) 

broeksbokse [bruks-bóks~]→[brugzbóksa] rズボンの脚の部分J(ib. 64) 

休止が置かれない場合、摩擦音の有声化は単語間で起こることがある。

Is der ien? [Is]+[d;)r]→[IZdH] IだれかいますかJ(Fokkema 19672 
: 

34，釘19lade1966: 17) 

②有声閉鎖音以外の直前

単語間では、閉鎖音以外の有声子音や母音の前でも有声化が起こる。

Us Wurk [ys] + [vork]→ [yzvorkJ IUユズ・ヴュルク ，fl (=私たちの仕事); 

フローニンゲン大学フリジア語学科発行のフリジア語学文学の雑誌名」

Wiis my dat五三oan. [vi: s]十 [md]→[v i : zm ei ] ， [ n s ]十 [om]→

[raZoan]「ちょっとそれを私に見せてくださいJ(Boersma/Van der Woude 

19812 
: 66) 

Draaf net sa hurd. [dra: f net]→[dra: vmt J rそんなに早く馬を走らせ

ないでくれJ(ib. 66) 

Ik hoech letter net wer te kommen. [hux letarJ→ [hU1 UtH ] r私はあ

とでもう一度来る必要はないJ(ib. 66) 

Ik seach wol dat er net mear koe. [sI ax volJ→ [sI;JfvolJ r私は彼に

。凸



はこれ以上無理なことがわかったJ(ib. 66変更)

Helje my in reaf jerr1. [rlaf jm]→[rIJvjm] r毛糸玉を 1束とってちょ

うだ~\J (ib. 66) 

(b)閉鎖音の有声化:有声閉鎖音の亘前

無声閉鎖音 [p]/[t]/[k]は有声閉鎖音 [b]/[d]/[g]の産前で有声化 ([b]

/[d]/[g])する。

opbelje [óp-belja]~[óbbEljaJ→[óbdja] 1電話するJ

utgean [yt-glan]→ [ydglan] r外に出る」

rnerkber [merk-ber]→ [mergbH] r呂立った」

複数の無声閉鎖音についても起こることがある。

restbed [re:st-be:t]→[rE:zdbe:t] 1休患用のベッドJ(Boersma/Van 

der Woude 19812 
: 65) 

waskguod [v5sk-gwotJ→ [vjzggwot]→ [v5zgwot] r洗濯物J(ib. 65) 

休止が置かれない場合には、単語間にまたがって起こることがある。

Ik doch net mei. [Ik doxJ→[IgdoxJ r私はいっしょにやらないJ(ib.95) 

Dat g盟主盟tg笠昼.[d3t goq]→ [d:ldgoq]， [net guat]→ [nedguat] rそ
れはうまくいかなかったJ(ib. 67変更〉

(3)開化に類似した現象

以下に示す現象は従来、 1I1直行局化j として扱われることが多かったもので

ある。本書ではこれを狭義の同化とは区別して記す。

(a) d-[d]で始まる代名詞・冠詞・副詞の無声化

d-[d]で始まる代名詞・冠詞・副詞とは次の諾を指す。

dat [dJt] rあれ、それ〈中性単数)J dit [dlt] 1これ〈中性単数)J

dy [di] rあれ、それ〈中性単数以外)J dizze [dIza， de:za， dIsa] 

「これ(中性単数以外)J de [da] r定冠詞(中性単数以外)J do 

[do:u] r君(主格)J

「君のJ

doe [du] rそのときj

「そこ、あそこJ

dy [dei， di] r君(目的格)J dyn [din] 

dan [dm] rそれからJ der(e) [de(:)r(a)] 

der [dar] rそこJ dus [dos] rしたがってj

dochs [dJxs， dJks] rしかしJ

①無声化する場合

上記の語の d-[d]は無声閉鎖音で終わる語の直後で無声化する。

Wat komt dat te kostjen? [komt d:lt]→[komt-tJt]→[komt3t] rそれは

いくらかかることになるだろう J(Visser 1988b : 5変更〉
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Der kornt dyn trein al oan. [kornt din]→[kornt-tin]→[korntin] rあそ

こに君の列車が来たよJ(ib. 5変更)

It kornt dan net klear. [kornt dJn]→[k伽 t-tm]→[korntm] rそれはそ

れなら片づかないJ(ib. 5変更〉

びこれは一部の誇だけを対象とした琉象であり、先行するま吾に造装形として

前接し、音韻詩的に 1誘となっている場令に令まれる (Visser1988b : 

7)。

②無声化しないことがある場合

上記の語の dーは]は [p]1日]/[k]で終わる語の直後にあって、しかも

アクセントを置かれた場合には無声化しない。逆に、先行する語の語末音

が(逆行)同化によって有声化する。

Hy hold dy de han boppe de holle. [h5:t dei]→[h5: t-tei]→[h5:td]: 

[hJ:t dU]→ [h~ :d-dU]→[hJ:dU] r彼は君の手をつかんで頭の上にあげ

たJ(Visser 1988b : 5変更〉

Hast dy snoek der wol sjoen? [snuk de:r]→[sn位 -te:r]:[snuk de:r] 

→[snug-de : rJ r君はあの鱒をそこで見ただろうかJ(ib. 5変更〉

Ik rop doe de plysje derby. [r5:p du]→[r5:ptu]: [rJ:p du]→ 

[n :bdu] r私はそこで警官を呼んだJ(ib. 5変更〉

Pak do ek ris rnei oan. [p丞kdo:u]→[p砧 to:u]: [pak do:u]→[pagdo:u] 

「君もひとつ身を入れてやってみたまえJ(ib. 5変更〉

σ これは上記の誇が連接形ではなく、単独の誇としてはたらいているためで

ある。

次の用例では de[da] r定冠詞J、der[dar] rそこJがアクセントをも

つことができないので、かならず無声化が起こる。

Doe ha'k de jas krige. [ha-k da]→[h位 ta]/*[hagda]rそのとき私はジャ

ケットをもらったJ(ib. 5変更)

Dat er al sa faak der百esthat. [fa:k dar]→ [fa:ktar]/*[fa:gdar] 

「彼がもう頻繁に(そこに)いたとはJ(ib. 5変更〉

ウこれは de[dd] r定患詞J、der[dar] rそこ j がつねに連接形どして機

能するためである。

σ 同誌に、 f前亙詞 +de(定是認)Jが「前章詞十 e 定完封司弱形)Jとなる

堤象も扶義の同イとには令まれない(~ 26 (2)参照)。

(b) 3人称代名詞 se[sa]の有声化

3人称代名詞 se[sa] r彼女、彼(女)たちjは母音と有声子音〈閉鎖音や

「短母音+摩擦音」を除く)の直後では、有声化した se[za]として現われ

n
λ
u
 



る。

Wie se der? [via-za] r彼女はそこにいたのだろうかJ(Fokkema 19672 
: 

34， Anglade 1966 : 17)) 

Gean se efternei? [gIan-za] r彼らは後から行くのだろうかJ(Fokkema 

19672 
: 34) 

この場合、代名詞の se以外の語では有声化した音は現われない。

Hy die soms sa raar. [di a soms]/末[dia-zoms]r彼はときどき変なこと

をしたJ(Visser 1988a : 194) 

〈ア代名詞 se t立造接形として前接すると、 [sけとは ~lJ に、はじめから [za]

という音型をもっていると言える (Visser1988a : 193 ff.)。

母音以外の音、あるいは閉鎖音を除く有声子音以外の音が直前にある次のよ

うな場合にも、 se[za]が現われる。

Ik graaf se. [gra:v-za] (←grave [gra:va] r葬るJ) r私は彼女を葬

るJ(Van der Meer/De Graaf 1986 : 305変更〉

Hy 1ies se. [1 i az-za]→[1iJZa] (←leze [lt: za] r読むJ) r彼はそれ

らを読んだJ(ib. 305変更)

有声子音が語末で無声化したものではない本来の無声子音の直後でも、次の

ように se[Zd]が現われる。

Sa kin gjin mins se hast sjen. [me:ns-zd]→ [me: nz一別]→[me:n幻]

「それならだれでも彼女に会うのはまず無理だJ(Visser 1988a : 195) 

Sa kin Rins se hast net sjen. [re:ns-zd]→[re: nZ-Zd J→[re:nzd] rそ

れならリーンス(人名)は彼女に会うのはまず無理だJ(ib. 195) 

びこれは minsse， Rins seがそれぞれ音韻詩的に 13吾になっており、その

さい、長母音に後続する摩擦音(の連続)は有声音であるという西フリジ

ア誇の音の配列にかんする制約に従っているためである。

ゥ閉鎖音や「短母音十摩擦音j の直後では se[Sd] として現われる。

skop se [SkOP-Sd] (←skoppe [SkOpd] r蹴る J) 

hold se [hO:t-Sd] (←halde [hj:dd] r保つj

dat se [da-Sd] (dat [dJt] r祷丈標識J) 

straf se [straf-sa] (←straffe [strafd] r罰する J) 

mis se [mIs-sa]→ [mIsd] (←misse [mIsa] r…がいな〈て寂し(思う J)

これは、音韻詩的な単語の内部では閉鎖音の連続は集戸音でなければなら

ならず (Visser1988b : 7)、また、短母音の基{えでは摩擦音(の連続)は

ほぼ無声音であるという岳フリジア誇の音の配列にかんする制約に従って、

[zけが集戸北を起こしているためである (Visser1988a: 195)。
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(c)弱変化の fe-動詞J(369，70)の過去形接尾辞

弱変化の fe-動詞jの過去形接尾辞 (doetiidssuffiks)は有声子音の直後

で -de[d@]、無声子音の直後で -te[tけとなり、正書法でも区別する O

σ この選択は直前の子音の影響によるが、弱支イもの e-動詞だけを対象とし

ている。また、歴史的な立場をとるのでなければ、そもそも退去形接尾辞

の基底形は琉代&フリジア誇の構造として -de[d@J か -te[tけか決定

できない。これは後続する無声音の有戸北でも有声音の熱戸北でもな〈、

fえ続音の有声・祭声を指定するものであるから、扶義の河北とは異なる

(Visser 1988b: 8ff.)。

passe [pjs@] fぴったり合う(不定詞)J→paste[pjst@] (過去形〉

smoke [smo:kJ] fタバコを吸う(不定詞)J→ smookte[smo:kt@](過去形〉

miene [mimけに思う〈不定詞)J→miende[mi@nd@] (過去形)

tille [tIh] f持ちあげる(不定認)J→ ti 1 de [t I 1 d@] (過去形〉

fiede [fi@d@] r…に食料を与える(不定詞)J→ fied-de [f i @dd@]→ 

fiede [fiada] (過去形〉

語幹が g [けを除く有声摩擦音で終わるものでは正書法が交替するが (z

.......s， v'""f)、これは正書法上の便宜にすぎない(3 140 )(a)参照)。

bewege [bave:ra] r動かす(不定詞)J→beweegde[bave:rda] (過去形〉

∞raze [ra:za] f荒れる(不定詞)J→raasde[ra:zda] (過去形〉

love [ló:v~] rほめる(不定詞)J→loofde[lo:vda] (過去形)

f 上記の場合に属する動詞はすべて誇幹が長母音を令んでいるので、有声の

摩擦音(の連続)が後続しても、?J1フリジア誇の音の配列にかんする制約

には抵触しない (Visser1988b: 11)。

(d)鼻音 [n]の変化

鼻音 [n]は後続音の種類によって変化を受けるが、先行音の種類によって

も変化を受ける。

①後続する音との連続

n [n]は後続する子音の種類によって発音の位置が前後に移動し、 [m]また

は [ijJに変化する。

i) [n]→ [mJ 

n [n]は唇音 [p]/[b]/[m]の藍前で [m]になる。

fan unpas [加-P:Js]→[ump:Js]r都合の悪い」

unbe官end[un-b@vmt]→ [umbavmt] r不慣れなJ(Fokkema 19672 
: 98) 

unmoog1ik [un-mo:r13k]→[um-mo:r1@k]→[ umo: r 1 @ k ] r不可能なJ

(Tiersma 1979 : 173) 
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u) [n]→ [u] 

n [n]は軟口蓋閉鎖音 [k]/[g]の直前で n[u]になる。

ungerest [un-gare:st]ーベuQgarE:st] r不安なJ(Fokkema 19672 
: 98) 

unklear [血-kIIar]→ [uukI1ar] rこわれた、航行不可能な、不明確なj

iii)単語間で起こる場合

口語では休止が置かれない場合に、単語間で [n]の変化が起こることが

ある。

in minske [an me:oskd]→[ a m me: n sk3 J→[dme:nskaJ rひとりの人間J

(Fokkema 19672 
: 102変更〉

in grutte iperenbeam [an grota]→ [aij gr6ta] r大きな拾の木J(ib.92> 

り鼻音化

[n] は「母音+継続性子音 ([h]を除く )Jの車前で消失し、先行する母

音の鼻音化(S 8 )を引き起こす。用例は S8参照。

②先行する音との連続

-en [an]は音節化(S 20、[]で示す)に続いて、上記の変化を起こす

ことがある。

iepen [i dpan]→[i apn]→[i apm] r開いたJ(Fokkema 19672 
: 96) 

liken [1 ikan]→[likn]→[1 ikU] r似ているJ(lykの変化形)

t このように、 [nJ の変北は [m] および閉鎖音に隣接する場令、後続音と

の連続のみならず、先行音との遠鏡でも起こる。一方、 [t]，[d] との連

続では [n] は支北を受けない(つまり、 /n/が [nJ として現われる)。

これは [n] が後続・先行を問わず、隣接する [mJ および閉鎖音との連続

において、方向ど関係なくつねに彰響を受けることを示しており、音の配

列にかんする制約といえるので、狭義の同イととは異なる。

p
n
u
 

oo 



S 20 音節化 (syllabisearring)

(1)まとめ

英語の bottle[bHIJ r瓶Jやドイツ語の官issen[vIsnJのように、脱落

した母音にかわって、子音が独立した音節の核になることができる場合がある

([ ]で示すん西フリジア語では無アクセントのあいまい母音 [;)Jの直後に

続く鳴音 (sonorant，鼻音 m[mJ/n [n]/ng [Q]と流音 1[lJ/r [r])がそれ

にあたる。

「ある子音に後続する?あいまい母音[;)]+鳴音Jが同一音節にあるJとい

う条件が満たされる場合には、あいまい母音[:l]の脱落に続いて音節化が起

こる (Dyk1987 : 129)0 -en [Ju]では鼻音 [n]の変化(~ 19(3)(d))を伴う

ことがある。

biezem [bi JZJm]→ [bi Jzm] rほうきJ(Tiersma 1985 : 29) 

libben [lIbm]→[lIbn]→[1I凶]r生命、生きているJ(Sipma 1913 : 36， 

Fokkema 19672 
: 140) 

hynder [hindH]→ [hindr]仁号J(Sipma 1913 : 28) 

woartel [(v)watJl]→[(v)拍 tl]r根J(Tiersma 1979 : 167変更)

ただし、二重子音の縮約(~ 16)は起こらない。

sangen [sau Jn]→[s向nJ→[s釘uJr歌(複数形)J(←sang [sauJ r歌(単

数形)J)(Sipma 1913 : 27) 

鳴音の直後には、同一音節に属する子音として [s]/[t]/[st]が後続するこ

とがある。

biezems [biJzJms]→ [biJzms] rほうき(援数形)J(Dyk 1987 : 128) 

sjongend [foUJnt]→[f ount]→[fouut] r歌いながらJ(sjonge [fOUd] 

「歌う」の現在分詞)J(ib. 128) 

音節化は口語的な現象であり、個人的・方言的差異もあって微妙である。注

意深く発音するときには起こらない傾向がある。詩の朗読や歌唱でも音節化は

起こりにくい。本書の単語の発音表記では音節化を示さず、じっさいの発音で

の注意を喚起するにとどめる。

(2)個々の場合の特徴

(a)音節化が2回〈以上〉起こる場合

次の例では音節化が2回起こっているつ

se hannelen [h6n:llJn]→ rh6nlnJ r被らは膏売をしたJ(←hannelje 

[h5mlj;)] r商売をするJ)(Tiersma 1979 : 167， Tiersma 1985 : 29) 

se har日meren[hamHJn]→[hamrnJ r彼らはハンマーでたたいたJ(← 
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hammerje [hamdrjd] rノ、ンマーでたたく J)(ib. 167， ib. 29) 

ここでは次に示すように、上記(1)の条件がそろった右側の鳴音から音節

化が起こっている。音節化を起こした鳴音は独立した音節となり、先行する音

節には属さなくなる O 音節化を起こした鳴音の直前の子音は先行する音節に新

たに属すことになって音節の切れ目が変わり(再分節化 resyllabifikaasje)、

こうして再び音節化の条件が整うことになる。

se hannelen [h5m 1 mJ→[(h5 )(m )(1 m)]→[(hj)(m)(ln)]→ 

[(hj)(ml)(n)]→[(h5 )(nl)(n)]→[(hm)(1)(n) ]→[h5nln] r向上j

se hammeren [h加 Hm]→[(ha)(md)(r叩)]→[(ha)(md)(rn)]→ 

[(凶)(mH)(n)]→[(ha)(mr)(n)]→[(h加 )(r)(n)]→[h加 rn]r向上J

(b)音節化が起こらない場合

① 「あいまい母音+鳴音jが同一音節にない場合

「あいまい母音+鳴音」が同一音節にない場合には、音節化は起こらない。

たとえば、次の伊jでは音節化による変化は見られない (Tiersma1979 : 

167， Dyk 1987 : 119)。

se ha hannele [h5ndld] (←[(h5)(nd)(ld)]) r彼らは商売をした(現在

完了形)J

se ha hammere [h加 Hd](←[(ha)(md)(rd)] r彼らはハンマーで強くたた

いた〈現在完了形)J

hy hannelet [h5ndldt] (←[(h5)(nd)(ldt)]) r彼は商売をする(現在

形)J

hy hammeret [h加 dnt](←[(ha)(md)(rdt)] r彼はハンマーで強くたたく

(現在形)J

ごア次の場合に t.;t1四だけ音節北が起こるの

hannelje [h5ndljd]→[ (h j) (n d 1) (j d) ]→[(h 5) (nl) (j J) ]→[(h5n) (1) (jd)] 

→[h5nljd]) r商売をする(不定詞)J 

hammerje [h加 arj d]→[(ha) (mar) (jd)]→[(h針 (mr)(j d)]→[ (h加)(r) (j d)] 

→[h加 rj d] rハンマーで強くたたく (不定詞)J 

hy hannelt [h5ndlt]→[(h5) (ndlt)]→[(h5) (nl t)]→[(h5n) (1t)]→ 

[h5nlt] r伎は商売をする (毛足立形 hannel(e)t)J

hy hammert [hamdrt]→[ (ha) (mart) ]→[(h心(mrt)]→[(ham) (rt)]→ 

[h知 rtJr彼はハンマーで強〈たたく (現在形 hammer(e)t)J

σhy hammertでは音節{ιが起こる前に、 rr の脱~i. j (~15) によって次の

発音になることもある (Dyk1987 : 131)。

hy hammert [hamdrt]→[hamat] r同上J
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② 「あいまい母音十鳴音Jの草前に子音がない場合

「あいまい母音+鳴音Jの麗前に子音がない場合には、音節化は起こらな

い。たとえば、次の語では半母音または母音が直前にあるので、音節化に

よる変化は見られない (Dyk1987 : 128)。

boaiem [b同 (:)jdm]r底、地面J f j ouwer [f j j m r] r 4 J 

守音節イLと鼻音北(S 8)、それに、同北に類似した琉象(S 19) について

は夜絡会:相互関係がある。たとえば、 rekkenje[rtkdnjd] r計算する Jの

次の変北形では鼻音仏も音節北も起こり得る。

(do) rekkenst [rtkanst]→[dkdnst] (鼻音北)

一→[dknst] (音節仏)

一方、抽象名詞を派生する接尾持 -ens (エ. -ness) は音節イとよりも鼻音

仏を起こすことが多い (Tiersma1985 : 29)。

redens [d: d d ns]→[d:ddQS] (鼻音北) r敏捷さ j

([d: dns] (音節北)よりも一般的)

詳知は Riermersma(1979)， Visser (1997: 302-379) 参照 o

n
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111 アクセント (k!am，aksint) 

S 21 アクセント

(1)まとめ

西フリジア語では語のアクセントは強弱による。アクセントをもっ音節は強

いと同時に高く、もたない音節は弱いと同時に低いのがふつうである。現われ

かたはオランダ諾と類似点が多い。

語のアクセントが文の中でさまざまな変化を受けることは言うまでもない。

文のイントネーション (yntonaasje)は英語などと同じく、ふつう平叙文や

補足疑問文(疑問詞疑問文)では低く終わり、選択疑問文や広く疑問表現一般

では高く終わる。

以下では語のアクセントについて述べる。なお、本書では副アクセントは表

記しない。以下でいうアクセントは語の主アクセントを指す。

(2) あいまい母音 (sjwa)

あいまい母音 [tl]はアクセントをもたず、 eの文字で表記されることが多

い。しかし、 eの文字以外でもアクセントをもたない母音は、たとえば次のよ

うにあいまい母音として発音されることがある。

①機能語 (funksjewurd)

in [m] r不定冠詞」 it [(8)t] rそれJ

ris [nsJ rかつて、ちょっと JQris [rIsJ r備えj

②外来語

fabryk [ftlbrik] r工場」
sjauffeur [sj8fotlr] r運転手J

③接尾辞

sigaar [Sd国:rJ r葉巻j

rnuseurn [m8se:tlrn] r博物館J

-ich [8X] : nuttich [nlIttlxJ r有益な」

-lik [l8kJ : dudlik [dydl tlk] r明らかなJ([yJは有アクセントの [yJ、

以下同様)

-surn [stlrn] : iensum [jI: nstlrn， i 8 nstlrnJ r孤独な」

④合成語

-dei [dj 8， diJ: rniddei [rnIdj 8， rnIdiJ r昼、午後J

(3)単一語のアクセント

2音節以上の単一語では、一部の外来諾を除いて一般にアクセントは第 1音

節にある O 本来の西フ 1)ジア語の単一語の多くは 1音節か 2音節から成り、一
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般に 2音節語ではアクセントは第 1音節にあって、第 2音節はあいまい母音を

もつことが多い。したがって、一般に最後から 2番目の音節にアクセントがあ

るとも言える。

外来語はそうでないことがあり、ロマンス語などからの外来語では最終音節

にアクセントがある場合が多い。

stasjon [stafon] r駅J

gemy [gImiJ r化学J

elemint [IlamIntJ r要素J

grammatika [grama:tikaJ r文法J

(4)派生語のアクセント

(a)接尾辞

①アクセントをもたない接尾辞

本来の西フリジア語の接尾辞(女性形 -inne[-InaJを除く)。

-je (縮小形): boekje [bukj a J r本J(←boek [bukJ) 

dom (名詞): fri jdom [frUdomJ r自由J

lik (形容詞)/-1 iks (副詞): tydlik [tidlJk] r一時的なj

tyd1iks [tid1aksJ rときおり」など

②アクセントをもっ接罷辞

外来語 (-inne[Inけを除く〉。

-inne (女性形): freondinne [fromdimJ r女友だち、恋人」

-i j (名詞): fiskerij [fIsk:JrUJ r漁業j

-earje (動詞): studearje [stydjerjo，…dIarjけ「大学で勉強するJ

-aa1 (形容詞): ynternasjonaal [intarnafona: 1J r国際的なjなど

(b)接頭辞

接頭辞のアクセントはやや複雑である。

①アクセントをもたない接頭辞

外来語および以下の接頭辞。動詞につくと非分離動詞になる。

be-: begripe [bagripa J r理解する」

fer一:ferjitte [fajIta] r忘れるj

ge-: genδch [gm5 :xJ r十分な」

te-: tegearre [t agjtra J rし、っしょにj

Ont-: Ontjouwing [untj 5uI D J r発達」

②アクセントをもっ接頭辞

以下の接頭辞(④の場合に注意)。

ant-: ferantwurding [far5ntvodluJ r責任j

oar-: oardielje [oa(r)dia1jaJ r判断するj

1
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③アクセントの有無が一定しない接頭辞

un-[un] : unaardich [una:dax] r感じの悪いJ<=?ungelyk包括a1 ik] r同
じでなし不当J

分離動詞をつくるときにはアクセントをもっ。

mis-[rnIs] : rnisbrOke [rnlzbrukd] r乱用する(非分離動詞)Jφmisgean

[rnIzgIan] rうまくいかない(分離動詞)J

oer-[ua(r)] : oerdriuwe [ua(r)drjywa，…drjo:wd] r誇張する(非分離

動詞)J∞oerdriuwe[ua(r)drjywa，…drjo:Wd] r通り過ぎるく分離動詞)J

④品詞によってアクセントの交替が見られる場合

形容詞接尾辞 -ich[ax]， -lik [lak]， -surn [sarn]が多音節語に付加さ

れると、オランダ語と同様にアクセントが後半部に移動し、あいまい母音

を除く母音を含む音節に置かれる。

岡山ope[v5nho:pa] r失望」→wanhopich[v3nho:pax] r失望した」

rnienskip [mianskIp] r共同体j→mienskiplik[rniJnskIplak] r共同体

のJ

arbeidzje [丞rbaid3a，…bd…] r働く J→arbeidsurn [arbaitsarn，…bei 

…] r勤勉なJ

②の ant-，oar もこれに従う O

ferantwurding [far5ntvodIij] r責任J→ferantwurdlik[fJr3ntvodlak] 

「責任感のあるj

oarsprong [oasproij] r起源J→ oarspronklik[oasproijklJk] r元来の」

(5)合成語のアクセント

合成語のアクセントはふつう第 1成分にあるが、次のような合成語は第2成

分以下にアクセントがある。

① 「形容詞+名詞Jの合成語

大小、新!日、色彩などの形容詞がついたもの。日常生活になじみがあり、

愛着などの感情がこめられていることがある。名詞句ではなく、合成語で

あり、 1語でつづる O

aldfeint [J:tfaint，…U int] r年配の独身者J

jongkeardel [jJijkIJdal] r若者j

Aldfrysk [J:tfrisk] r古フリジア語j

②一部の地名

nijjier [nei(j)iar] r新年j

readkryt [rlatkrit] r赤土J

Easterwalde [jest3rvJ:da] rイエステルヴォーデJ(オ. Oosterwolde 

オーステルヴォルデ〉
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It Hearrenfean [at jeranfIon，…jenfImJ rエト・イェレンフェアンj

(オ. Heerenveenへーレンヴェーン〉

Skiermuntseach [skidrmuntSIax， skiamuntsIaxJ rスキエルムンツエアハ

島J(オ. Schiermonnikoogスヒールモニクオーホ島)

③特定の語柔を第 1成分とするもの

juster-r昨日J justerjun [jostarj加(稀…ju:n)Jr昨晩J

justeroerdei [jostaruadai] r昨日の午後J

boere-(←boer r農民J) : boeretaa1 [buanta: 1J r，農民の言葉j

boere1an [buara1j:nJ r田舎、農業国」

④その他

sted(s)hus [stet(s)凶 :sJr市役所J

boargemaster [bwar1amastarJ r市長J

nijjiersdei [nei(j)iazdai，…dU] r元旦J

⑤オランダ語の影響で第2音節から第 1音節へアクセントが移動しつつある

もの

seedyk [se:dikJ (本来のアクセント)/[se:dikJ (最近の傾向)r海岸の

堤防」
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IV 正書法 (stavering)

S 22 母音字

以下の記述は e[8Jと dei [dj 8， di]を除いて、アクセントをもっ音節

に限る。鼻音化は除く。外来語で e以外の母音字をあいまい母音として発音

する場合は、 eの文字に変えて表記しでもいい (Zantema1984 : 18)。

famylje/femylje [f8milj8J r家族J

sjauffeur/sjefeur C!8fo8r] r運転手」

本書では e以外の文字を用いる場合だけを記す。

a [a] 間音節

pakke [pak8] rっかむ」

[a: ] 関音節

pake [pa:k8] r祖父J

ただし、語末では ta[ta] r…へ、…についてJ、sarそのよ

うに、そうしてj など

ド] 閉音節で歯(茎)音 s/l/d/t/nの前

passe [p5s8J rぴったり合う」

ただし、脱落した rの直後・短母音化・いわゆる「のぼり二重

母音Jの [wa]では [a]

swart [swat] r黒いJ(rの脱落)

twadde [tw丞d8]r第 2のJ(←twa [twa:] r 2 J、短母音化)

rnoanne [rnwan8] r月J(いわゆる「のぼり二重母音J) 

例外:rnaster [mast H] r親方、長Jなど、最近の外来語

関音節と開音節。 ld/lt/nの直前 (6参照)8 
寸
l
J

•• 
ペ
B
d
w

riし

ban [bJ:n] rリボンJ

iの霊前では対応するオランダ語の語形に aがある場合

nale [n5:18J rへそJ(オ. navel [na:v81]) 

関音節

baan [ba:n] r軌道、滑走路J

aai [a:i] kaai [ka:iJ r鍵」

aa [a: J 

ai [aiJ 

e [8 Jが続くときは aaie[a:j8] 

kaaien [ka:j8n] r鍵(複数形)J

比較的少数の語

lai tsje [lai tJけ「笑うJ
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aai [a:iJ (/a:j/)の短母音化

aike [aik2J (/ajk3/) C←aai [a:i]， /a:j/) r卵(縮小形)J

σ[a:iJ と [aiJの区別については~ 7 (2)の説明を参照。

au [Ju] rau [rJu] r生の」

e [けが続くときは auwe[Ju~] 

rauwe [rju~] r生の(変化形)J

間音節

rek [rek] rたなJ

開音節

regel [re:Y31] r規則J

間音節と開音箆;少数の語

gers [ge:sJ r草、草地J

アクセントのない音節

men [m~nJ rc話者も含めて一般に)人はj

1 eze [H: Z 8] r読むJ

関音節

reek [re:kJ r煙」

ただし、語末で see[se: J r海」など

くだり二重母音

e [e] 

[e: ] 

[e : ] 

[3J 

e [e : ] 

ee [e:] 

ea [13J 

peal [pld 1] r杭」
[j eJ いわゆる「のぼり二重母音J

peallen [pje13n] r杭〈複数形)J

eau [jo:u] skreau [skrjo:u] r叫びj

e [けが続くときは eauwe[jO:W3] 

skreauwe [skrjo:w3] r叫ぶJ

[o:l J 語幹が -iuw[jyu， jo:u]で終わる強変化動詞の過去形・過去

分詞など(過去形は[jo:u，別])

ik skreau [skrjo:u， skro3] r私は書いた(過去形)J

ik haw skreaun [skro8nJ r私は書いた(過去分詞)J

(←skriuwe [skrjyw3， skrjo:w3]) 

heit [hait] r父jei [ai] 

[ei] ヴォーデン方書 CWaldfrysk)

heit [hdtJ r父」
ウクラーイ方言 (Klaaifrysk) の[~:iJ /[J iJの発音やヴォーデ

ン方言の [e:J の発音については、 ~ 6 (2) (b)の説明を参照。

向
内

d
nuυ 



ただし、最近の外来語ではヴォーデン方言でも [ei]のみ

kapasiteit [kapasittit] r能力J

-dei [djJ， di] 

dei [dai， de i ] r日」との合成語で本来の西フリジア語の語桑

jierdei [jIdjd，…diJ r誕生日JC?feestdei [fe:zdai，… 

ddJ r祝日J

-heid [hit， (hait， hEit)J 

[hait， heit]はつづり字に引きずられた発音で好ましくない

minskheid [me:nskhit， (・・・hait，hEit)] r人間性J

eo [oJ] sneon [snom] r土曜日」

eu [o: ] rの直前以外

fleugel [f16:1;)lJ r翼j

[oJ] rの直前

geur [gOH] r香り」

[I] 閉音節

sik [sIk] rヤキj

関音節

sike [sikJ] r呼吸」

[i : ] 関音節

sike [si:kd] r病人J

y [i] 間音節

sykje [sikjd] r探す;呼吸するJ

[dJ 次の人称代名詞と前置詞

hy [hd] r彼(主格)J 官y[vd] r私たち〈主格)J

sy [sdJ r彼女;彼(女)ら;それら(主格)J

囚y[md] r私〈目的格)J dy [dd] r君(目的格)J

by [bd] r…のところにJ

ヴォーデン方言(曹aldfrysk)ではそれぞれ hy[hi]， sy [si]， 

百y[vi]， my [mi]， dy [di]; by [bi] 

11 [i: ] 関音節

si ik [si :kJ r病気の」

1J [ei ] ni j [m i J r新しいj

le [i J] くだり二重母音

stien [sti m] r石」
[j I] いわゆる「のぼり二重母音J
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stiennen [stjInan] r石〈複数形)J

ieu [i :u] 少数の語

Sieu [si:uJ rゼーラント (See1an/オ. Zeeland)の人j

e [けが続くときは ieuwe[i: wa] 

Sieuwen [si:wanJ rゼーラントの人々(複数形)J

iuwともつづる語があり、その場合は iuwが一般的 (Dijkstra 

19922 
: 70) 

mieu [mi:uJ/miuw [mjyuJ rカモメ j

iuw [jyu， jo:uJ 

[ jyu]は南部と西部の発音

ik skriuw [skrjyu， skrjo:u] rc私は)書く j

e [けが続くときは iuwe[jywa， jo:wa] 

skriuwe [skrjywa， skrjo:wa] r書く(不定詞)J

簡音節[oJ O 

O 
司

1
i
d--

内
P
M
W

「
l」

ゥ iu…[ju'"]という表記もある (Zantema 1984: 15， Dykstra 

2000 : 624) 

hok [hokJ rどんなJ

[:J] 閉音節

hok [h:Jk] r物置」

[0: ] 開音節

hope [ho:paJ r希望J

[o:uJ 1音節の語末

ko [ko:uJ r雌牛j

e [a]が続くときは o町 [o:waJ

kowesta1 [ko:wast:J:l] r牛舎j

関音節と関音節。 ld/lt/nの直前以外 (a参照〉

hof [h:J: f] r果樹園、庭、墓地J

00 [0: J 

!の前では対応するオランダ語の語形に O がある場合

rδlje [r5:1jaJ r転がるJ(オ. rollen [r51 a (n)]) 

関音節

hoopje [ho:pja] r希望するj

くだり二重母音

doar [dOH] rドアJ

[官a] いわゆる「のぼり二重母音J

oa [oa] 

moardzje [m拍 d3aJr殺害する」
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[s]/[t]/[d]/[k]の亙後では [va] と発音することがある

doarke [dwárk8J~[dvárk3J rドア(縮小形)J

[a] 少数の語

moatte [mat8， mw丞td]r…しなければならないJ

oai [0: i， 08 i] 

koai [ko:i， ko.i] r(船室の)寝台」

e [.]が続くときは oai e [0: j a， 0 J j J ] 

koaien [凶:jm，kOJjm] r同上(複数形)J

[wa(:)i] 少数の語

[s]/[t]/[d]/比]の直後では [va:i]と発音することがある

koai [kwa:i]~[kva:iJ r(鳥の巣を荒らしたときに盗んだ卵の

かわりに置いておく〉にせ卵J

boai [bwai J r男の子J

e [けが続くときは oaie[wa(:)j8] 

koaien [kwá:j8n]~[kvá:j8n] r同上(複数形)J

boaiem [bwa(:)j8m] r底、地面J

oe [UJ] boer [bUdT J r農夫J

[U] 閉音節と関音節対志するオランダ語が oe/ooの場合、とくに

k/ch/gの直前

droech [druxJ r乾いたJ(オ. droog [dro. x]) 

droege [dru18] r同左〈変化形)J(オ. droge [dro.7.J) 

boek [buk] r本J(オ. boek [bu. k]) 

[u: ] 閉音節と関音節;oe [U] と同様の場合

boech [bu:x] r船首J(オ. boeg [bu. x]) 

boegen [凶:pn]r船首〈複数形)J(オ. boegen [bU.1.(n)J) 

boek [bu:k] rフ'ナの木J(オ. beuk [bo.k]， euに注意〉

oei [u(:)i] groei [gru(:)i] r成長」

ou [m] 

U [の〕

e [8]が続くときは oeie[u(:)jけ

groeie [gru:jJ] r成長する」

grou [nu] r粗雑な」

e [けが続くときは ouwe[JUJ] 

grouwens [gr6mnsJ r粗雑」

間音節

nut [not] r利益」

[y] 関音節
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nuten [nytm] (←凶t[nytJ) rクルミ〈複数形)J

[y: ] 開音節

tugen [ty: pn] (←tuch [ty: x]) r馬具、(船の)索具(複数

形)J

a 間音節と開音節。 n の直前、外来語、対応するオランダ語が

ui/euの場合、および対応するオランダ語がない場合

(ge-)bruk [(gJー)bruk]r使用J(オ. gebruik [1Jbrayk]) 

brOke [brukJ] r使う J(オ. gebruiken [1JbraykJ(n)]) 

[u: ] 閉音節と関音節;u [u] と同様の場合

bOch [bu:x] rしなやかさ J bOge [bu:1J] r曲げる」

句

1
1
1
du

 

r--、

G [y] 間音節

tuch [tyx] rくず、雑草J

[y: ] 関音節

tuch [ty:x]仁需具、 (船の)索具」

ue [YJ] くだり二重母音

f1ues [flYJs] r膜」
[ jo] いわゆる「のぼり二重母音J 少数の語

fluezzen [fljozan]/fluezen [flYJzJn] (←flues [f1YJs]) 

「膜(複数形)J

いわゆる「のぼり二重母音J

muorre [mworJ] r壁、城壁j

[s]/[t]/[d]1比〕の直後では [voJ と発音することがある

tuorren [twórJn]~[tvórJnJ (←toer [tUH]) r塔(援数形)J

ui [ayJ stuit [stayt] r瞬間J

y iの項を参照

uo [woJ 
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S 23 子音字

同化、結約、脱落、音節化などの現象の多くは除く。子音字の重援 (bb/ss

など〉は次の章で扱う。

b 
「
l

J
'hu 

r--ぃ

「

!
JP

 

伊

is--』

ch [xJ 

語末音以外

ribbe [rIba J r肋骨j

語末音

ribke [rIpka J (←ribbe [rIba]) r肋骨〈縮小形)J

eachje [IaxjaJ r自(縮小形)Jeach [Iax] r日J

kachel [kaxal] r暖炉J

chs [xs，ksJ achtste [おsta，紘staJr第 8のJ

d [dJ 

[tJ 

語末音以外。

reden [re:むnJ(←red [re: t J) r車輪〈複数形)J

語末音

red [n :tJ r車輪」

/d/ + /z/ + / j/の連続と解釈される

wiidzje [vi:d3aJ r広げるj

f [f] fiif [fi:f] r五J

dzj [d3] 

[ゼロ] δf [:J:] r(…から)離れてJ

oft [:Jt] r…かどうかJ∞of[:Jf] rあるいは」

g [g] 語頭

gast [g:Jst] r客J

語中でアクセントをもっ音節のはじめ

regear [ragIar] r政府J

[7J それ以外

eag j e [Id 1 j ;J ] r眺めるJ

eagen [I a pnJ (←each [Idx]) r目(複数形)J

wy dogge [do1a] (←dwaan [dwa:nJ) r私たちはするJ

h [h] himel [himal] r空J

[ゼロ]の前

hjerst [jestJ r秋J

いわゆる「のぼり二重母音Jの直前

明

L
e
j
J

¥，ノ

ーi
叫
・
1
J

-
τ
t
d

，〆
t
町、

目

te--」

p
i
i
L

hearre [jtn J r聞く J hoanne [同naJr雄鶏」

jeie [j丞i;j， jeiaJ r狩る、追い立てる」

[i]の前

jier [(j)iH] r年j
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k [k] koken [ko:kanJ r台所」

[lJ 1eppe1 [lepalJ rスプーン」

[ゼロ J a1d， altの場合

同 ld[kJ:tJ r寒い、冷たい」 sa1t [SJ: tJ r塩j

例外:spa 1 t [sp J : 1 t J r割れ目 Jなど

次の動詞の変化形

(do) silst [slst] (←sil1e [sIla]) r君は…だろう」

(do) wo1st [vostJ (←wolle [vol:J]) r君は…したいJ

m [mJ mem [mem] r母J

n [nJ namme [n細心「名前J

[ゼロ] 鼻音化(~ 8 )を起こして消える

gans [gJ: nsJ rまったく、多くのj

ng [ijJ wang [vaij] r頬」

nk [ijk] wankje [v丞ijkja](←wang [vaij]) r頬(縮小形)J

p [pJ pomp [pomp] rポンプj

r [r] rjochter包括xtuJr裁判官」

[ゼロ〕 歯(茎〉音 [s]/[z]/[l]/[d]/[t]/[n]の直前

S [sJ 

[zJ 

sj [fJ 

moarn [mom] r朝j

例外:最近の外来語

sport [spnt] rスポーツJ

seis [sais， seis] r 6 J 

doaske [dwaska] (←doaze [doaza]) r袋(縮小形)J

最近の外来語

fysio1ogy [fizioiogiJ r生理学j

/s/+/j/の連続と解釈される

sjen [JmJ r見るJ

-sk [s(k)] 大多数の派生形容詞

t [tJ 

ts [ts] 

Nederlansk [né:d~rlJ:ns(k)J rオランダ語」

ただし、少数の 1音節の派生形容詞は [sk]

grutsk [grotsk] r誇り高いj

他の品詞ではつねに [sk]

fisk [fIsk] r魚、J(名詞)

ticht [tlxt] r密な、濃い」

破擦音 ;/t/+/s/と解釈される

tsien [tsianJ rlOJ 
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tsj [tlJ /t/ + /s/十/j/と解釈される

tsjettel [tIÉt~lJ rやかんJ

V 

官

[vJ 

[fJ 

[vJ 

brieven [brí8v~nJ (←brief [bri8fJ) r手紙(複数形)J

最近の外来語

advokaat [atf8ka:t] r弁護士J

語頭

wyn [vinJ r風;ワインj

[uJ 語末 (-iuwのみ〉

ik kliuw [kljyu， kljo:uJ (←kliuwe [kljyw8， kljó:w~J) r私
は登るj

[w] 語中

leauwe [l jδ:w~J rf言じる」

[s]/[t]/[d]/[k]の産後では [v]と発音することがある

伽erch[dwErX]~[dvErX] r小人」
[vJ 例外:ha附 e[h呑v~J rもっている(不定詞)J

ik ha(官)[ha(f)， ha(v)J r私はもっている」

z [z] tsizen [tsi:zJnJ (←tsiis [tS1:SJ) rチーズ(複数形)J

/z/ + / j/の連続と解釈される。zj [3J 

freezje [fre:38J r恐れるJ
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S 24 正書法上の注意点、

(1)子音字の重複

(a)母音の長短の区別

①子音字の霊複をする場合

アクセントをもっ直前の母音が短母音であることを示すために、他の子音

字が後続しない場合に、正書法上、子音字を重ねて閉音節(子音字で終わ

る音節〉にする(~ 3 (2)参照)。

ただし、母音字 a/e/i[日/0[o]/uのみ。

dak [dak] r屋根J-dakken [dakm] r同左〈複数形)J

tel [td] r数J-te 11 en [t n m] r同左(複数形)J

hin [hln] rめんどり J-hinnen [hInm] r伺左(複数形)J

bok [bokJ r雄ヤギJ-bokken [bokm] r同左(複数形)J

hut [hot] r小屋J-hutten [hotm] r同左〈複数形)J

②子音字の重援をしない場合:狭舌母音

亙前の母音字が猿舌母音 i[iJ/[i:]，設 [y]/[y:J. u [y]/[y: J. u [uJ/ 

[ u: J， oe [ u ] / [ u : ]である場合には、短母音であっても子音字を重複しな

い。したがって、正書法上、母音の長短があいまいである。

i) [iJ∞i Ci:J (関音節)

sike [sika] r呼吸J∞sike[si:kaJ r病人J

ii) U [y]∞u [y:] (間音節)

tuch [tyx] rくず、雑草」∞tuch[ty:x] [""道具J

jjj) u [yJ∞U [y:] (開音節)

nuten [nytm] (←nut [nyt]) rクルミ(複数形)J

件 tugen[ty:ran] (←tuch [ty:x]) r道具(複数形)J

り u [u]∞U [u:] (閉音節)

bruk [brukJ r使用 J~bûch [bu:xJ rしなやかさJ

v) t1 [u]∞t1 [u:J (関音節)

brt1ke [bruka] r使う J~bûge [凶:7d] r曲げる」

心 oe[uJφoe [u:J (関音節〉

boek [bukJ r本J∞boek[bu:k] [""ブナの木」

broek [bruk (稀 bru:k)Jrズボンj∞boech[bu:xJ r船首j

心 oe[u]∞oe [u:J (開音節)

boeken [bukan] [""本(援数形)Jφboek[bu:kan] [""ブナの木(複数形)J

broeken [brukan] rズボン(複数形)Jφboegen[凶:ranJ r船首(複数形)J

一般に長母音や二重母音に無声摩擦音〈語末で無声化している場合を徐く)

-103ー



が後続することはないので、この点で区別がつくことがある。ただし、短

母音に有声摩接音が後続することはある (Visser1988b : 11)。

③子音字の重複をしない場合:無アクセント母音

母音がアクセントをもたない場合には、子音字の重複はしない。

Amsterdammer [amstardamar] rアムステルダム(Amsterdam)の人J

∞Dokkumer [d1kamar] iドクム (Dokkum)の人」

(b)二重母音の区別

①子音字の重複の有無で区別する場合

直前の母音が「害jれJによるいわゆる「のぼり二重母音Jであることを示

すために、子音字が 1つだけ続く場合には、正書法上、子音字を重ねる。

直前の母音がくだり二重母音である場合には、子音字の重複はしない。 oe

[ua]と uo以叫の交替は正書法でも示される。

j) ie [ia]∞ie [jI] 

hieren [hiaran] (←hier [hi ar]) i家賃(複数形)J

∞hierren [jIran] (←hier [hi ar]) i毛(複数形)J

u) ea [ld]∞ea [je] 

fearen [fIaran] (←fear [bI ar]) rフェリー(複数形)J

∞fearren [fjtran] (←f ear [f h r]) i羽根〈複数形)J

iii) oe [uaJ∞uo [w叫

toeren [tuaran] (←toer [tuar]) r函転、ドライブ(複数形)J

φtuorren [tworanJ (←toer [tuar]) r塔(複数形)J

り oa[oaJ C? oa [waJ 

soalen [soalan] (←soal [so;l1]) r水路(複数形)J

∞soallen [swalan] (←soa 1 [ 80 a 1 J) r足の裏〈複数形)J

v) (稀:ue [ya J仲間 [jの]

fluezen [flyazan] (←flues [flya8]) r膜(複数形)J

C?fluezzen [fljozan] r向上(稀)J) 

②子音字の重複をしない場合

子音字が2つ以上後続する場合には、子音字の重複はしない。したがっ

て、 oe[ua]/uo [wo]を除いて「割れJの有無があいまいであるc

j) ie [iaJ∞ie [j I] 

hierder [hiJdJrJ (←hier [hianJ r借りるJ) r借家人J

∞hierke [jIrka (稀 hiarka)J(←hier [hi ar]) r毛〈縮小形)J

u) ea [ld ]∞ ea [j e] 

f eart [f 1 a t J I運河、航行」∞fearten[fjttan] r向左(複数形)J
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ili) oe [U8] C? uo [woJ 

toerke [tむrk8J (←toer [tUJr]) r回転、ドライブ(縮小形)J

φtuorke [tworkdJ (←toer [tUH]) r塔〈縮小形)J

り oa[08 J∞oa [waJ 

soaltsje [So81tfJJ (←soal [S08 1]) r水路(縮小形)J

∞soaltsje [s同 ltfJ(稀 so;;lt f J) J (←soal [SOJ 1]) r足の裏(縮小形)J

(2)母音字の表記

(a) 0 [oJと o[けの区別

罰音節で o[oJと o[けの区別があいまいである。

hok [hokJ rどんなj∞hok[hJkJ r物置j

(b) U [U]/[U:]と oeLU]/[U:]の区別

とくに k，ch， g の直前で aと oeの区別があいまいであるのオランダ諾

の ui/euと oe/ooの区別に依存することがある。

① u [uJ∞oe [uJ (罰音節〉

(ge-)bruk [(gJ)bruk] r使用J(オ. gebruik) 

∞broek [bruk] rズボンJ(オ. broek) 

②t1 [uJ∞oe [uJ (関音節〉

brOken [brukJn] (←bruke [brukJ]) r使う(第 2不定詞)J(オ.

gebruiken) 

件 broeken[brukJn] rズボン(複数形)J(オ. broeken) 

③ U [u:Jφoe [u:J (鴎音節〉

buch [bu:x] rしなやかさJ(オ. buigzaamheid) 

∞boech [bu:x]仁船首J(オ. boeg) 

④ u [u:]∞oe [u:] (関音節〉

bugen [bu: pnJ (←buge [bu: p]) r曲げる(第 2不定詞)J(オ. buigen) 

φboegen [bu:18nJ r船首(複数形)J(オ. boegen) 

(c) a [J:]と δ[J: ]の区別

a [J:]と δ[J: Jの区別があいまいな場合がある。オランダ語の aと O

の区別に依存することがある。

stal [stJ:l] r家畜小屋J(オ. stal) 

C?rδlje [r5:1j8] r転がるJ(オ. rollen) 

(d)その他

語形変化での正書法上の一致を考慮したために、じっさいの発音とのずれが

生じている場合がある O たとえば、次の諾では正書法上の一致を考慮して a，
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δ とはつづらない。

manlju [m6:nljo] (←man [m Jn]) r男の人(複数形)J

froulju [frj:ljoJ (←frou [fnuJ) r女の人(複数形)J

(3) wの表記

[uJで終わる二重母音および「母音十半母音 /w/Jでは、 wの表記に注意が

必要である。

①二重母音:au [:m]， ou [:m] 

e [8Jが後続する場合には wを加えて表記する。発音上は auwe[3U8 J. 

ouwe [:lUけのように[けだけが加わる。

rau [nuJ I生のJ-rauwe [r6m J I生の(変化形)J

rou [nuJ I粗い、荒々しいJ-rouwe [r5m J r喪J

② 「母音+半母音 /w/J : eau [jO:uJ (/ jO:W/). ieu [i :uJ (/i :wj) • 

o [o:uJ (jo:wj) 

e [けが後続する場合には wを加える。発音上は eauwe[jO:W8J. ieuwe 

[i:W8J. owe [0:W8]のように [uJが [wJに変わって[けが加わる。

skreau [skrjo:uJ I叫びJ-skreauwe [skrjO:Wd J I叫ぷj

Sieu [si :uJ Iゼーラント (Seelan オ. Zeeland)の人J-Sieuwen 

[sl :wmJ rゼーラントの人(複数形)J

ko [ko:u] I雌牛J-kowestal [ko:w8st:l:lJ I牛舎」

③ 「母音+半母音 /w/J : iuw [jyu. jo:ロ]. iuw [jyuJ (=ieu [i:u]) 

e [けが後続しなくても官を加える。 e[けが後続すると、発音上は

iuwe [jywa. jo:waJのように [uJが [wJに変わって[けが加わる。

ik skriuw [skrjyu. skrjo:uJ r(私は)書く J-skriuwe [skrjYW8. 

skrjo:別 JI書く(不定詞)J

miuw [mjyuJ (mieu [mi:uJ) rカモメ J-miuwen [mjywmJ (mieuwen 

[mi :wm] Iカモメ(複数形)J

(4)大文字書き

固有名詞とその形容詞形は語頭を大文字で書く。曜日、月は小文字書きする。

Fryslan [frisl:l:n] Iフリースラント J Fries [fri8s] rフリジア人j

Frysk [frisk] rフリースラントの;フリジア語(の )J

∞sneon [snomJ r土曜日」

maaie [凶:j 8] r五月」
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S 25 I日正書法との対応

現行の西フリジア語の正書法は1976年の改正に従って、 1980年 1月1日に導

入された。旧正書法との対応は次のとおり。 Zantema(1984 : 17f. )に基づい

て以下に記す(r旧正書法>現行の正書法」の)1員〉。

①閉音節の aeは aaとつづる。

faer日>faam[fa:m] r娘J

②語末の 6は eeとつづる。

fる>fee [fe:] r家畜;妖精j

③ 00 のように発音する ouは関音節で 0，閉音節で 00 とつづる。

kou> ko [ko:u] r雌牛J skouwe>skowe [sko:wa] r押すJ

skoust> skoost [sko: st] r (君は)押すJ

④ toと接頭辞の to-jfor-の O は eとつづる。

to> te [ta] r…へ」
forhael>ferhaal [fdTha:l] r物語J

⑤接頭辞 bi-の iは eとつづる。

bisjen> besjen [bd f tn] rよく見る」

⑥わたり音の jはつづらない。

bloeije>bloeie [blu(:)jJ] r咲く」

tobek> tebek [tゅは]r後ろへj

⑦長母音の直後の子音は重複してつづらない。

ranne> rane [1"5:m] r縁」
⑧官の直前の黙字の hはつづらない。

hwa> wa [va:] rだれJ

⑨ nの直前の ouは aとつづる。

joun>jun [ju(:)n] r晩」
⑮ rの直前の aは oeとつづる。

fjur>fjoer [fjUdT] r火j

⑫次の 3語の U は euとつづる。

gunst> geunst [go: nst] r好意J kunst>keunst [ko:nst] r芸術」

munster> meunster [mfI: n st dT ] r大聖堂」

⑫接尾辞 -heitは -heidとつづる。

百ysheit>町Tsheid[vishit (υ・hait，…hEit)]r知恵j

⑬次の 4語の tは d とつづる。

gebet> geb刊誌abttJr祈り J gebot>gebod [gabot] r命令」

helt>held [hdt] r英雄J gewelt>geweld [gavtlt] r暴力J

⑬ -dの直後の縮小辞 -tsjeは sjeとつづる。
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wurdtsje>官urdsje[votsja] (←wurd [votJ) r語(縮小形)J

@ greatの eaは U とつづる。

great > grut [gro(: )t] r大きい」

⑩ jaan [ja:n] r与える」の現在形と派生語の owは ouとつづる。

ik jow>ik jou [j:lU] r私は与えるj

町 jowe>wy jouwe [j 5ua] r私たちは与える j

utjower>批 jouwer[ytj3uar] r出版社J

⑫ jaanの過去分詞の owは aとつづる。

ik haw jown> ik haw jOn [ju(: )n] r私は与えた」

⑬次の 3語の awは aとつづる。

ik ha hawn> ik ha han [h3 :nJ r私は持っていたj

sawn> san [S3 :nJ r 7 J nawle> nale [n5: 1;1] rへそ」
⑮ lizと sizの Z は Sとつづる。

ik liz> ik lis [lIs， le:sJ r私は横たわる、横たえる」

iksiz>iksis [sls， se:sJ r私は言うJ

⑫長母音を含む語幹をもっ動詞の過去形の dd，tt は d，tとつづる O

ik praatte> ik prate [pra:t8] (←prate [pra:ta]) r私は話したJ

ik restte>ik reste [rt:st8] (←reste [rt:st8]) r私は休んだJ

上記の①から⑫までの規則は合成語や派生語にも適用される。
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形態(foarmlear) と統語 (sinlear)

| 器詞 (Iidl'lurd)

S 26 定冠詞 (bepaaI d I i dwu rd) 

(1)基本形

定冠詞には基本形と弱形がある。まず、基本形を扱う。

基本形には de[dd Jと it[:ltJがあり、名詞の前に置く。単数では文法性

の区加に応じて deを両性名詞、 itを中性名詞に用いる。複数では性の区別

なく deを用いる。搭による区別はなく、無変化である。

基本形は一部の慣用句 ((2)(d))を除いて広く用いる。

単数 複数

両性:人 de soan 仁恵子J de soannen 

de dochter 「埠J de dochters 

物事 de dyk 「道」 de diken 

中性:人 it famke 「女の子J de famkes 

物事 it aai 「卵J de aaien 

(2)弱形

(a)まとめ

定冠詞には弱形 'e[a J (←de)と 't[t] (←iのがあり、おもに前置詞の

産後で用いる。弱形は口語的であり、あらたまった書き言葉では基本形が好ま

れることが多く、文章でどちらを用いてつづるかは個人的に揺れがある。ただ

し、噴用句では弱形だけが用いられることがある。 't[tJと 'e[d Jは使用

条件が異なる。

単数 複数

両性:人 e soan 仁恵子J e soannen 
， 
e dochter 「娘」

， 
e dochters 

物事
， 
e dyk 「道J

， 
e diken 

中性:人 't famke 「女の子」
， 
e famkes 

物事 't aai fJJsJ 
， 
e aalen 

CF ~1 形はドイツ誇の zu+dem→zum. zu+ der→zur， an十das→ans などの定
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怠詞と前亘詞の融合形を想、起させる。/竺だし、 ドイツ語では融令形を用い

るか苓かは指示住の強さにより、融合形を用いないのは定患詞の指示性が

強い場令に限られ、このとき定主主詞は指示代名詞としてはたらいている。

しかし、西フリジア誇では定冠詞 (de:中位単数以外 it:中性学教)と

指示代名詞 (dy:中位i手数以外， dat:中性学教)の語形が異なるので、

定冠詞の基本形と弱形の使用条件は指示住の強さとは関係が薄い。

(b)弱形 't

弱形 'tは前置詞の種類に関係なく広く用いる。

op {it/'t} fabryk r工場でJ

oan {it/' t} iten r食事中に」

yn {it/'t} boek r本の中にJ

fan {it/'t} bed df rベッドからJ

nei {it/' t}叩 rkr仕事へJ foar {it/'t} finster r窓む前にj

oer {it/' t} lan r土地の上空にJ

ただし、計 {it/'t} doarp r村からJのように -tで終わる前置詞の直後

では、 'tとつづっても [8tJと発音する。

ワ弱子替は l宣前の前亘詞に[連接形J(接語、 klitik) として付随しており、

連主義形と呼ぶこともできる (Visser 1988a参照)

合代名詞 itの弱形 'tL:J:前亘詞の直後以外で広〈用いる。

't 1s skande. rそれは恥ずかしいことだJ(ULI' S， C 4 : 11 ) 

Ik mei 't wol lije. rキムはそれは堆いではないJ(Bangma 19932 
: 27支

史)

(c)弱形 'e[8 J 

弱形 eには次のような使用制限がある。

① m/n，閉鎖音で終わる 1音節の前置詞

弱形 eはおもに mと nを含む閉鎖音で終わる 1音節の前置詞とともに

用いる (Zantema1984 : 156， Visser 1988a : 191)。

yn {de/'e} krante r新聞にJ fan {de/'e} slachter r肉星のJ

oan {de/' e} 10ft r空にJ op {de/'e} fyts r自転車に乗って」

ut {de/'e} sted r町の外にJ neist {de/'e} skoa11e r学校の横にJ

orn {de/'e} tafel rテープソレの回りにJ

それ以外の前置詞ではあまり用いない (Tiersma1985 : 48， Visser 1988a 

: 191)。

oer {de!('e)} holle r頭の上をj

foar {de/('e)} doar rドアの前でj

troch {de!(' e)} hage r生け垣を通ってj

under {de/('e)} brege r橋の下にj

n
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②前置詞の直後以外の発音

①の前置詞の直後以外でも、口語では閉鎖、音で終わる 1音節の語の直後で

は弱形の発音 [8]/[t]が見られる。ただし、つづりとしては de. itと

く (Vander盟eer/DeGraaf 1986 : 314f.， Visser 1988a : 190f. )。つ

まり、弱形 ，eJ' tは特定の前置詞の直後だけに見られる正書法上の語形

であり、 [8]/[tJという弱形の発音じたいはそれ以外でも見られる。

it dak fan it hos en de [8J skuorre f家と納屋の屋根J(Visser 1988a 

: 190変更〉

Jel1e en de [8J frou rイェレとその妻J(ib. 190変更)

Ik rin de [8J hiele dei. f私は 1日中歩いたJ(ib. 191変更)

(d)弱形だけを用いる表現

次のような慣用句には弱形.eJ' tだけを用いる。

① r f an {' eJ' t} +名詞J

時間を表わす名詞とともに用いて、もっとも近い時を指す。

fan 'e moarn f今朝J

fan 't foarjier f今年の春J

守本fande moarn r今朝 J， *fan it jier r今年Jのように基本形を用いた

場合には、上記の意味の表札にはならない。

fan 't jier f今年」

むこの表札はま毒素的に固定している。たとえば *fan'e moanne r今月 J ど

は言わず、 dizzemoanne r今月 j と言う。

呂季の名称 maitiidI春J， simmer r夏J， hjerst r秋J，官interr冬J，

それに wiker遇Jは両性名詞だが、 rtan{' eJ' t}…jのように荷性と中

性の弱形がともに可能である(~ 29(1))。

fan {'e/' t} wike f今週J(←de wike fj墨J) 

百yhat fan {' e/'t} simmer nei Ljouwert ta west. f彼は今年の夏にリャ

ウエト(オ. Leeuwardenレーヴァルデン〉に行ったJ

Ik sil fan {'e/'t} hjerst nei Fryslan ta. f私は今年の秋にフリース

ラントへ行く」

② Iby 't+名詞J、Iyn'e+名詞J

不特定の年の季節名などで「…(のあいだ)にJという意味で用いる。荷

性の季節名については、 f*by'e+名詞」、 f*yn't+名詞Jの組み合わせ

はなく、文法性による区別にかならずしも対応せずに閤定している(~ 29 

(1 ))。

{by 't/yn 'e} moarntiid f朝にj

by 't simmerdei f夏の日にJ

{by 't/yn 'e} simmer r夏に」
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Fierders hat er by 't simmer wo1ris in pear fo1en te weidzjen. Dy 

ferkeapet er by 't hjerst wer，百antder官01er winterdeis net mei 

pie1e. Yn e maitiid set er altyd in stik of san kuorren ut. Der 

kinne de einen dan moai yn briede. rそのほかに彼は夏に子罵を 2、 3

頭飼育することがある。それは秋にはまた売りに出す。冬に世話するのが

いやだからだ。春には七つほど寵を出しておく。そうすればアヒルたちが

その中でうまく卵を産めるというわけだJ(ULI'S， B 11: 13変更)

中性の季節名 foarjierr春J/neijier r秋」はつねに中性形を用いる。

{fan 't/*fan 'e} foarjier r今年の春j

{fan 't/*fan 'e} neijier r今年の秋J

{by 't/yn 't/*by 'e/*yn 'e} foarjier r春に」

{by 't/yn 't/*by 'e/本yn'e} neijier r秋に」

ウこのほかに、 rbyde+季節名 j のように基本形を用いた表琉がある o

by de hjerst r杖にJ by de maitiid r春に」

r te十季節名Jという表現もある。

te {maitiid/simmer/hjerst/winter} r {春/夏/秋/冬}にj

(3)古形のなごり

かつての格変化のなごりとして、特定の表現にその他の定冠詞の語形が見ら

れる (Boersma/Vander曹oude19802 
: 27)。

① en :かつての男性単数対格

op 'en doer r最後には、結局J op en nij r新たにJ

op 'en besten rいちばんうまくいった場合でも、せいぜい」

② der:かつての女性単数与格

byderhant rりこうなJ

byderhansk r(馬が)いちばん右側を走っている、右側にあるJ

yndertiid r当時J meidertiid r時とともにJ

③ e かつての中性単数与格

中性名詞hOsr家Jは「前置詞+'e hOsJという表現で「自分の家…jを

意味する。

yn e hOs weze r自宅にいる;未婚である」

ut 'e hus weze r自宅の外にいる;嫁いでいるJ

∞yn 't hOs rその家の中に」

ut 't hOs rその家からj

〈ア次の表現の dehus utは「自分の家をll:て J を意味する。これは ut e 
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hus r自分の家から」の荷量詞むを後亘詞とし、学数与格の弱形 eを

そのまま基本形 deで継承して再解釈した結果と考えられる(~ 29 (1) )。

官ykoene best wat lytser wenje， no't de bern de hus ut binne. rも

う子供たちも家を離れたのですから、キムたちももっと小さな家に往んでも

いいんじゃないかしら J(Bangma 19932 
: 64) 

(4)地名と冠詞

(a)無冠詞の地名

一般に町や国の名前には定冠詞をつけないが、形容詞や前置詞匂などの修飾

語を伴うときにはつける。

o Fryslan is moai. rフリースラントは美しいJ

Dit is in boek oer it alde Fryslan. rこれは昔のフリースラントにつ

いての本ですJ(ULI' S， A 1 : 13変更〉

ただし、 hielr全…Jを伴うときには定冠詞をつけず、 hielに語尾 -eを

つけて用いることもある(~52(2)(g))。

hiel(e) Fryslan r全フリースラント J(Visser 1985 : 273) 

∞de hiele胃raldr全世界J

1t gong hiele Fryslan oer. rそれはフリースラント全土に伝わったj

(Zantema 1984 : 679) 

1t rnateriaal kornt net ut hiel Fryslan胃ei.r資料はフ l}ースラント全

体から来ているわけではないJ(De Boer 1986 : 57変更〉

次の表現の差に注意。

it Fryslan fan 'e 17de ieu r17世紀のフリースラントJ

Fryslan yn 'e 17de ieu r17世紀におけるフリースラントj

(b)定冠認を伴う地名

例外的にかならず定冠詞を伴う地名がある(~ 29(2)(b))。

De Lernrner rデ・レメルJ(オ. Lernrnerレメル〉

De Jouwer rデ・ヤウエノレJ(オ. Joureヤウレ〉

It Arnelan rエト・アーメローン島J(オ. Amelandアーメラント島〉

1t Bilt [8dbIlt] rエド・ビルトJ(オ. Het Bi ldtエド・ピルト〉
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S 27 不定冠詞 (unbepaald lidwurd) 

(1)まとめ

不定冠詞は in[mJであり、単数で文法性の区民なく名詞の前に置く。格

による毘別もなく、無変化である。複数形はない。

単数 複数

両性:人 in soan r患子j soannen 

in dochter r娘j

物事 in dyk r道J

中性:人 in farnke r女の子j

物事 in aai r卵j

dochters 

diken 

famkes 

aalen 

(2) 用法

(a)不定冠詞の有無

職業・身分・国籍を示す名詞が動詞時間「…であるJ， wurde rーになるJ， 

b1iuwe r…のままであるJなどの補語になる場合は、一般に不定冠詞をつけ

ない。

Ik bin o studint. r私は学生ですj

De klant is o註豆沼・「お客様は王様ですJ

Durk is o Fries. rデュルクはフリジア人だj

しかし、形容詞句や前置詞伺などの修飾語を伴うときにはつけることが多い。

Durk is in berne Fries. rデュルクは生粋のフリジア人だJ

次の例では agraryskundernimmer r農業企業家」が全体で 1語の複合語の

ようになっているので(S 34 (2)(c)⑤〉、形容詞 agraryskr農業のJがあっ

ても冠詞がつかない。

Hjoeddedei giet alles masinaa1. De boer is o agrarysk undernimmer 

wurden. r今日ではすべて機械がやる。農民は農業企業家になってしまっ

たJ(乱γS，C 20 : 2) 

(b)不定冠詞 inrおよそ、約J

不定冠詞 inは fおよそ、約jの意味で複数形でも用いる。

in tritich rnanlju r約30人の男の人J

in j ier twa-tri je r 2、3年ほどの間J(Tarnrninga 1973 : 212) 

in rnan fan in jier of fyftich f50歳くらいの男の人J(ULI' S， B 6 : 8) 

Obe Postma wie a1n tritich jier ald doe' t syn earste gedicht yn 

'Ferjit-rny-net' opnornrnen waarden. rオーべ・ポストマは彼の最初の詩
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が「忘れな草Jに収められたとき、すでにほぼ30才だったJ(Stienstra 

1982 : 127変更)

σ オランダ誇も同禄。

ワ不定冠詞 in[Jn]は音iZF北(S 20) によって音節棋を担う子音 [n]/[m]1

[D] として現われることがしばしばある (Tiersma19992 
: 41)。

Ik sjoch {in nulle [n nolJ]/in ballon [m balon]/in knyn [D knin]}. 

「私には{針/風船/ウサギ}が見える j

(3)数詞 ien

f{ひとつの/ひとりの}…Jと数えるときには数詞 ienCimJ (~47) を用

いる。

単数

再!生:人 ien soan r，恵子J

ien dochter r娘J

物事 ien dyk r道」
中性:人 ien famke r女の子」

物事 ien aai r fJs J 

単独で独立用法でも用いる。

Ien fan us beiden sil kOIDme. r私たち二人のうちどちらかが伺います」
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S 28 否定冠詞 (untkennend I idwurd) 

(1)まとめ

否定冠詞は gjin [gj InJであり、単数・複数で文法性の区別なく名詞の前

に置く。搭による区別はなく、つねに無変化である。

単数 複数

荷性:人 gjin soan 仁恵子j
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gjin dochter r娘J

物事 gjin dyk r道J

中性:人 gjin farnke r女の子」

物事 gj in aai r卵」

(2)用法

否定冠詞は不定冠詞のついた名詞伺や無冠認の名詞句を否定するときに広く

用いる o

Wy hawwe gjin bern. r私たちは子供がいませんJ

De tiid haldt gjin skoft. r歳月人を待たず(ココ時は休みをとらない。

ことわざ)J

Anne Wadrnan is副主 Friezinne. rnar Fries. rオーネ・ヴァトモン〈作

家)は女性のフリジア人ではなく、男性のフリジア人だ」

否定詞 netと二重否定については fHOO参照。

σ 英語 (nota十名詞)のように否定詞 net を用いて rnetien十名詞J の

ようにするのは、強い苔定(rひとつも…な L、J)の場令、あるいは対比

( r Aではなくて BJ )の意味を表わす場令にとどまる。

ごア gjin1119世紀に従永の nin 古フ.nen) にかわってオランダ誇の geen

[同.nJ を借用したものである。
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11 名詞 (haadwurd)

S 29 文法性 (wurdslachte， genus) 

(1)まとめ

名詞には「両性J(utrum)と「中性J(neutrum)のふたつの文法性がある。

文法性は自然性 (sekse)とは別であり、個々の名詞について決まっている。

どちらの文法性に属するかは判断できないことが多いが、一部については意味

や接辞が決め手になることがある。文法性の~別は形容詞や代名詞にも反映す

るが、典型的には定冠詞の単数形に示され、両性名詞では de，中性名詞では

itとなる。俗に rde-名詞J(de-wurd)， rit-名詞J(it-wurd)と呼ぶことも

ある。

正ア戸在住はかつての「男性j と「女性Jの区別が失われてひとつになったもの

である。標準オランダ誇のような男性名詞と女性名詞の数妙な区別はない。

ただし、古めかしいえ章では抽象名詞などを 3人材、代名詞女性形で受ける

例がえられる(¥337 (4) (b))。かつての男性、女怯、中位の 3位の区$IJは

スキエルムンツエアハ島 (Skiermuntseach;オ. Schiermonnikoogスヒー

ルモニクオーホ島)の方言だけにF気っている。

合 utrumの訳語として「通住j 、「共住j などが用いられることがある。発

音上、「通住j は「中性j とまぎらわし〈、「共性j は「強勢j とま Fらわ

しいので、本書では f丙怯j を用いる。

之ア岳フリジア誇ではオランダ誇の中位名詞が両性名詞である場令が見られる

が、これは定患詞中位単数形 itがi手数形与格で eとなるために、 it>

(' e>) de という再解釈がなされたためと考えられる (¥326(3))0

フ. {de/i t} bosk r森、林j 仲オ. het bos r同左J

i乏に、オランダ誇の両性名認が西フリジア誇で中位名詞である場令も見ら

れるが、これは西フリジア言語で連声(エ. san品i) による de>(d>t>)

it とL・う変ィιと再解釈がなされたためと考えられる。

フ. it skouder r肩J件 オ. de schouder r同左J

次の表現も河誌である(¥326(2) (d)) 0 

by 't simmer r夏にJ/fan 't simmer r今年の夏にJ(de simmer r夏J) 

いずれの場令にもオランダ誇が本永の文法性を保っている (Hoekstra/

Visser 1996)。

(2)文法性の区別

文法性の区別は判断できないことが多いが、次の基準は有効である。
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(a)両性名詞

①人を示す名詞

de frou r女の人、妻J

de slachter r肉屋」

de minske r人間J

例外。

de man r男の人J

de kok rコックJ

it bern r子供j it jong r(動物の)子j

it famke r女の子J

蔑称の意味があるものに注意。

it wiif r女(蔑称)、妻」 it fanke r小娘(蔑称)J

it minske r女〈蔑称)、人間〈蔑称)J

“Dat minske leit my net. "“Unsin. Dy frou is best genδch." rあの女

ったら気にくわないわJrそんなばかな。あの女性はとてもいい人だよJ

(Bangma 19932 
: 27) 

σit fanke r'l、故(蔑称、)Jには技数形がない。

②四季、月、躍E

de maitiid r春J (de) jannewaris r一月J

(de) snein r日曜日J

③数字、文字、音符

de tri je r 3 J de x r x J 

de do rド(音符)J

④接尾辞 -de/-dom/-ens/-heid/一(er)ij/-ing/-nis/-aasje/-aazjeによる

抽象名詞

de leafde r愛J

de twataligens r二言語使用J

de fiskerij r漁業」

de frijdom r自由J

de wierheid r真実J

de skieding r分離j

de skiednis r歴史J de {sitewaasje/situaasje} r状況J

接尾辞 teと -t(m)eに注意。両性名詞は形容詞から派生したものであ

る。

de wiidte r広さ(抽象名詞)J (←wiid r広いJ) 

。itfugelt(e)仁島肉〈集合名詞)J (←fugel r鳥J) 

de skient(m)e [skjint(m)a] ri青潔さJ(←skjin [skjln] r清潔なJ) 

de stilt(m)e r静けさJ(←stil r静かなJ) 

φit brukme r使用」

(b)中性名詞

it brekme i欠乏J

。。
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①国、州、町などの地名

S官itserlanrスイスj Frankryk rフランスJ

Frjentsjer rフリエンチェルJ(オ. Franekerフラーネケル〉

Skylge rスキルへ島J(オ. Terschell ingテルスヘリング島〉

定冠詞Itを伴うものがある。

It Amelan rエト・アーメローン島J(オ. Amelandアーメラント島)

It Hearrenfean rエト・イェレンフェアンJ(オ. Heerenveenへーレンヴェ

一ン)

It Bildt [ad bIlt] rエド・ピルト J(オ. Het Bi ldtエド・ピルト〉

It Waad rヴアート地帯(口オランダ北部沿岸の干潟地帯)J

定冠詞 Deを伴うものもある(!326(4)(b))。

De Walden rデ・ヴォーデン(口フリースラント州東部の森林地帯)J(オ.

De胃oudenデ・ヴァウデン)

De Fochtel rデ・フォホテルJ(オ. Fochtelooフォホテロー)

De Lemmer rデ・レメルJ(オ. Lemmerレメル〉

De Jou官errデ・ヤウエルJ(オ. Joureヤウレ〉

町の名前の場合には定冠詞 Deを伴っていても中性の扱いを受ける。

it om syn klokmakkerij ferneamde De Jouwer r柱時計の製造で有名なデ・

ヤウエルJ(Hoekeroa 1992 : 23) 

つまり、上記の語のItと Deは限定詞ではなく、地名の一部であるとい

える。

Itは修飾語を伴っても繰り返さない。

it ta ien gemeente fusearre Hearrenfear1 r一つの自治体に統合された

エト・イェレンフェアン(It Hearrenfean，オ. Heerenveen rへーレンヴェ

一ンJ)J 

複数形の地名につく deは定冠認であり、中性単数には相当しない。

Moai sunder wjiergea binne de官aldell.r比類なくデ・ヴォーデン(=フ

リースラント州当部の森林地帯、オ. De習oudenデ・ヴァウデン)は美し

しリ

②言語名

it Frysk rフリジア語J

yn it Frysk rフリジア語で」

。Fryskleare rフ1)ジア語を学ぶj

Frysk prate rフリジア語を話すj

ゥ fフ 1)ジア認を話すJ という意味で坊主ysksprekkeとは吉わない。

it Nederlansk rオランダ語J

nuυ 
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sprekkeは「公の場で話す、表明する Jの意味である。才ランダ誇では

Fries spreken rフリジア言吾を話す j と言うっ

③縮小形(S 30) 

it kopke (←de kop) rコップ」

it kealtsje (←de keal) r子牛J

it tsjerkje (←de tsjerke) r教会」

④不定詞の名詞化(第 2不定詞 (en-不定詞〉、 S96 (1)(2)) 

(i t) drinken (←drinke r飲むJ) r飲むことJ

(i t) sliepen (←s1iepe r眠るJ) r眠ることJ

⑤接尾辞 -sel(動詞から派生)， -ismeによる派生名詞

it bakse1 (←bakke r(オーブンなどで〉焼く J) r(オーブンで焼いた)

菓子類、クッキー、ビスケットなどj

it nasjonalisme r民族主義J

接尾辞 -te(名詞から派生、集合名詞)に注意。

it beamte [bjemt3] r木立(集合名詞)J(←beam [bI3m] r木(名詞)J) 

∞de romte r空間(抽象名詞)J(←rom r広い(形容詞)J) 

⑥接頭辞 be-/fer-/ge-/Ont-による派生名詞

it besit r所有J i t fer1ies r損失J

it gefaar r危険J it Onthald r記憶」

ただし、両性名詞を派生する接尾辞がつかない場合にかぎる ((3)(a))。

de begelieding r同伴J(一ing)

de gefa11igens r好意J(-ens) 

(c)文法性の区別が揺れている名詞

① {de九t}apteek r薬局J

{de/it} ezel rロノリ

次の語については (d) も参照。

{de/it} ein r終わり、部分」

{de/it} seal r広間」

②接尾辞 -skipによる派生名詞

de ferpleechster r看護婦J(-ster) 

de Ontjouwing r発展J(-ing) 

{de/it} betingst r条件J

{de/it} tun r窟J

{de/it} stof r素材、布地J

{it/de} hier r髪J

両性名詞と中性名詞の両方を含み、語によって文法性が決まっている。

de blydskip r喜び」 de freonskip r友情J

de mienskip r共同体j

it lanskip r風景J it selskip r社会、協会」

it liederskip r主導権」

(d)語形が同じで文法性の霞別によって意味が異なる名詞
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de bier r担架、ひつぎJ∞itbier rピールJ

de moed r勇気;あざ、跡J<:.?it moed r精神、気分j

de sin r文、意味J∞itsin r気持ち、意図J

de Skrift r聖書j∞itskrift r筆跡、文字、書き物J

de stek r刺すこと;刺すような痛み」∞itstek r柵j

de waar r品物」∞itwaar r天気J

de ein rアヒルJ~{de/it} ein r終わり、部分J

it stof r塵、ゴミ J∞{de/i t} stof r物質、素材j

i t seal r (自転車の〉サドル」∞{de/it} seal r広間j

de hier r家賃」∞{it/de}hier r髪」
ヮ S26 (3)注を参照。

(3)派生諾と接合語の文法性

(a)派生語が接尾辞と接頭辞を伴う場合

次の伊jのように文法性は接尾辞に従う ((2)(b)⑥〉。

de behoefte r必要、欲求J(←it behoef r必要j 十七e)

de bestjoerder r管理者J(←it bestjoer r管理、運営j 十 er)

(b)接合語の文法性

最終成分の名詞の文法性に従う。

it seefolk r海洋民族、漁民J(←de see r海J+it folk r民族、人々J) 

de bernewein r乳母車J(←it bern r子供J+de wein r車J)

it autowaskplak r洗車場J(←de auto r自動車J+de wask r洗浄J+ it 

plak r場所J) 
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S 30 数 (tal)

(1)まとめ

数には単数(iental)と複数 (meartal)がある。複数形2種類の語尾 en/ 

-s (一.s)でつくるが、使い分けは音韻論的に決まっており、名詞の語形から

ほぼ判断できる。 -s(一's)は比較的少数に限られる。そのほかに特殊な形を

もっ語がいくつかある ((2))。語尾 -enによる複数形では短母音化(89)や

「割れJ(810)を伴うことがあり ((3))、正書法上の交替を起こすものもあ

る ((4))。数量の単位を示す名詞には 2以上でも単数形を用いるものがある

くく5))。数の一致には特殊な場合があり、在意を要する ((6))。

(2)複数形の種類

(a)語尾 -enによるもの

語尾 -s(一.s)をとる少数の場合を除いて広く用いられる。

①アクセント(副アクセントを含む、以下両様)をもっ音節で終わる名詞の

大部分。ただし、 (b)②の外来語を除く。

i)主アクセント

blom r花j→ blommen

see r海j→ seeen

teory [tIori] r理論」→teoryen

kanaal [kana:l] r運河J→ kanalen

idee r理念、アイデアj→ideeen 

ii)副アクセント(次の例に担って「、」で示す)

rykdom [rikdom] r富J→ rykdommen

selskip [selskIp] r社会、協会J→ selskippen

swierrichheid [swjIr凶 lIt]r困難J→ swierrichheden((d)①〉

②縮小形(8 30)や外来語を除く無アクセントの e [けで終わる名詞

lampe r電灯」→lampen

libbene r生者J→libbenen

(b)語尾 -s(一.s)によるもの

比較的少数の名詞。

tsjerke r教会j→ tsjerken

type [tipJ] r型J→ typen[tipm] 

①アクセントをもたない関音節で終わる次の名詞

語尾 -enによるあいまい母音 [J]の連続を避けるためと考えられる。

i) -el [JIJ/-em [JmJ/-en [Jn]/-er [JrJ/接尾辞 -ert[JtJで終わる名詞

fQgel r鳥J→fOgels lichem r体J→lichems

libben r生命j→libbens ljedder r階段」→ljedders

sloffert rだらしない人J(slof rだらしないJ)→slofferts 

φandert r答えj→anderten
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例外:kristen rキリスト教徒」→kristenen

heiden r異教徒」→heidenen/heidens

i〉縮小形 -ke/-tsje/-je(s 30) 

kopke (←kop) rコップj→kopkes

leppeltsje (←leppel) rスプーンJ→ leppeltsjes

tuchblikje (←tuchblik) rちりとり」→tochblikjes

iii)縮小形に由来する e [けで終わる次の親族名称

ornke r伯父J→ornkes rnuoike r伯母J→muoikes

例外:pake r:祖父」→pakes/paken beppe r祖母J→beppes/beppen

②最近の外来語の一部

-sと一 sの語尾の使い分けに注意。

i) -s 

子音で終わる名詞、および次のり以外の母音で終わる名詞

rornan r長編小説J→ rornans horloazje r腕時計j→horloazjes

diktee [dIkte:] r口述筆記J→ diktees[dlkte:s] 

hobby [hobi] r趣味j→hobbys[hobis] 

[)一 s

母音で終わる名詞のなかで、 -sをつけると語末母音が正しく発音されな

いおそれがあるもの。たとえば、次の語は autos/nivosとつづると、

[jutos， o:tos]/[nivos]などと発音されてしまうおそれがある。

auto [juto:， o:to:] r車J→auto's [juto:s， o:to:s] 

Hivo [nivo:J r水準J→nivo's[nivo:s] 

ウ sebra[se:bra] rシマウマjの設数形は、 Zantema(1984: 846) によれば

sebra's [se:bras] とつづる。しかし、これは sebras[se:bras] として

もさしっかえないはずである。

少数の名詞は例外的に以下のような複数形になる。

(c)無変化のもの〈少数の中性名詞〉

これは古くは中性名詞(強変化)の複数形が無語尾だったことに由来する G

bern [be:n， benJ r子供J→bern skiep r羊J→ skiep

(d)特殊な語尾や語幹の変化を伴うもの

① -heid [hit (hait， heit)]→ -heden [he:dan] (抽象名詞の接尾辞〉

ienheid r単位j→ienheden

② -ens (←-en-s重複複数)

rnall ichheid r愚行j→mallichheden

lears r長靴j→learzens gefoel r感情」→gefoelens

reed rスケート」→redens(ただし、 reedrのぼり道」→reden)
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wolk/(wolke(n)複数形からの再分析)r雲」→wolken/wolkens

trep/(treppen複数形からの再分析)r階段」→treppen/treppens

③一man→ -lju

buorman I吟隣人」→buorlju

man r男の人;人」 と frour女の人Jは複数形によって意味が異なる。

man [mmJ→manlju [m5:nljo] (個別的)/mannen(集合的)/man(男女の区

別なく人員数〉

trije manlju r 3人の男の人J trije man r 3名J

de kening en syn mannen r王とその家来たち」

de mannen fan it tsjerkebestjoer r教会運営関係者J(Bosma-Banning 

19812 
: 105) 

frou [fnu]→froulju [fr5:1jo] (個別的)/frouwen(集合的〉

④その他

ko r乳牛J→kij skoech r華fl;J→skuon dei r日J→dagen 

官eir道」→wegen alder r親J→alders/alden

lid r手足、成員j→leden/lea(ただし、 lidr蓋、まぶたJ→lidden) 

(e)語尾が一定しないもの

①接尾辞 -ing[Iu]で終わる名詞:-s/-en 

oersetting r翻訳」→oersettings/oersettingen

betrekking r関係J→betrekkings/betrekkingen

t 誇尾 -enはオランダ誇の影響による。

ただし、 -ling[1 IuJで終わる名詞は -enのみ (ULI'S， C 14 : 10; Van 

der Woude 1981 : 126)。

lear1ing r見習いJ→learlingen

② -ier [ia]で終わる名詞

wezeling rイタチ」→wezelingen

-s， -en， -en/-sのいずれか語によって決まっている。

pionier r開拓者」→pioniers kertier r 4分の lJ→kertieren

gernier r菜園農夫J→ gernieren/gerniers

③ -um [Jm]で終わるラテン語からの借用語:-s/-a 

gymnasium rギムナジウムj→ gymnasiums/gymnasia 

datum r日付」→datums/data

④ -us [<ls]で終わるラテン語からの常用語の一部:-sen/-y 

katalogus rカタログJ→katalogussen/katalogy

ただし、 histoarikusr歴史学者J→histoarisy[hIstωri(t)si] 

⑤ 「一部の二重母音十流音 n/l[+障害音]Jで終わる語
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「流音 n/l+障害音J/ r二重母音+流音 n/lJの間にあいまい母音 [a]

が挿入されて、 enと並んですを伴うことがある (Tiersma1985:57)。

earm [jérm]~[jéram] r腕」→earmen/earms

stoarm [stwarm]~[stwárdm] r嵐」→stoarmen/stoarms

neil [nail， neilJ~[n丞i;ll ， neial] r爪J→neilen/neils

d百eil[dwail， dwdl]~[d凶íal ， dwei21] r雑巾」→dweilen/dweils

⑤その他

broer r兄弟j→ bruorren/broers

bean(e) [bIan(a)] r大豆j→beanne(n)[bjena(n)]/beane(n) [bIana(n)] 

eart(e) [jeta， Idta] rエンドウ豆」→earte(n)[jeta(n)， Iata(n)] 

(3)短母音化(s 9)、f割れJ(s 10) を伴うもの

語尾 -enによる複数形は音節数が増えることになるので、短母音化や「害j

れJを伴うことがある。これは語棄によって決まっており、特定できない。

(a)短母音化

baarch [ba:rx] r豚J→ bargen[barr an] 

lan [1J :n] r国、土地J→lannen[l5nan] 

rδt [n:t]→ rotten [r5tan] rネズミ (musより大型)J

(b) r割れJ

trien [tri anJ r涙」→triennen[trjInan] 

sleat [slIat] r堀、水路J→ sleatten[sljetan] 

boerd [buat] r板、黒板j→buorden [bwodan] 

moarn [moan] r朝J→moarnen[mwanan] 

f1ues [f lyas] r膜J→〈稀 fluezzen[fljozan])/fluezen [flyazan] 

hoas [hoJs] rストッキングj→hoazzen[同:zan](例外的に長音化)

(4)正書法上の注意

(a)子音字の重複(8 24 (1)) 

語尾 -enによる捜数形では、正書法の規則に従って、間音節と関音節の区

別や「割れ」の有無に応じて子音や母音を重複させる。

dak [dak] r屋根」→dakken[d紘 an]

∞kraan [kra:n] r蛇口」→kranen[kra:nJn] 

tean [tI anJ r足の指」→teannen[tHmn] 

∞lean [lIm] r賃金」→leanen[1 I manJ 

(b)語末音の無声化(8 14) 
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①閉鎖、音

閉鎖音 b[p]/[b]， d [t]/[d]は正書法で区別しない。

wurd [vot] r語」→wurden[vodmJ 

slob [slop] rハシピロカモJ→slobben [sloban] 

②摩擦音

摩擦音は f[ fJ / v [v J， s [ s ] / z [z] ， ch [x ] / g [r] と書き分ける。

skroef [skru:fJ rネジJ→ skroeven [skru:van] 

gles [gle:s] rグラスj→glezen[gle:zdn] 

berch [berxJ r山J→ bergen[berr m] 

③もともと無声音の語

f， s， chのままである。語葉によって決まっており、特定できないo

filosoof [filaso:f] r哲学者J→filosofen[filaso:fan] 

kers [kes] rろうそく J→kersen [kesm] 

roch [nx] rエイ(魚川→rochen[r3Xan]/roggen [r31an] 

(5)数量の単位を表わす表現

(a)数量の単位を表わす名詞

2以上でも単数形を用いるものがある。

① 時間

削除 [vika]r週J moanne [mwana] r月J jier [(j)idrJ r年J

Trjie jier lyn binne wy troud. r 3年前に私たちは結婚しましたJ

(乱l'S， A 12 : 8) 

twa wike r 2週間J(Tiersma 1985 : 58f. ) 

De bern geane aanst earst fjouwer wike op fakansje. r子供たちはも

うすぐ 4週間はバカンスに行ってしまうわJ(Bangma 19932 
: 67) 

ただし、複数形の伊jも見られる。

Ik ha de fyts noch mar trije wiken. rぼくはその自転車を手に入れて

からまだ 3週間しかたっていませんJ(ULI' S， A 18 : 10変更)

Trije胃iker1lyn ha ik him fan de jiskepo1e helle en doe fytste er 

noch knap. rぼくは 3週間前にそれをゴミ捨て場から拾ったんですが、そ

のときにはまだちゃんと動いていましたJ(ib. 10) 

Famy1je en freonen si11e utnoege wurde om ien of twa wiken fan 

harren fakansje mei te helpen. r家族や知人が休暇のうち 1、2週間の

あいだ手助けするために呼ばれることになっているJ(ULI' S， B 14 : 13) 

②重さ、
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liter [lit8rJ/mingel(en) [mIijal(an)J rlJットル」

pun [pu(:)n] rポンド (0.5kg)J uns [u(:)ns] rオンス (0.1kg)J 

③距離

foet [fuat] rフィート〈約30cm)J meter [me:tar] rメートル」

mili-[mili …J/sinti-[sInti…]/kilometer [kilome:torJ rミリ/セン

チ/キロ 1 メートルj

④貨幣

euro 臼:ro:] rユーロJ/gune [訴(:)no] rギルダー〈オ. gulden)J 

⑤種類、 f回数

kop [k:lpJ r…頭J sek [sekJ r…袋J snies [snios] r20{閤」

dozyn [dninJ rダースj

国 a{dρzyn/*dozinen} ierappels rりんご 2ダース」

⑥ 回数

kear [klu] r…田J(‘基数詞十一ris' r…田j については 848(d)参照〉

σ オランダ誇やドイツ誇との相違に注意。

f摂氏10皮J:フ. tsien graden Celsius (技数)ーオ. tien graden 

Celsius (技数)ード. zehn Grad Celsius (単数)

「北緯53皮J フ. trijeenfyftich graden noarderbreedte (夜数)ーオ.

drieenvijftig graden noorderbreedte (説教)ード. dreiundfunfzig 

Grad nardlicher Breite (学設)

r 6個フ seisstik (単数)ーオ. zes stuks (設数)ード. sechs 

St泊ck(ふつう単数)

(b)特定の数量と不特定の数量

上記の語(とくに時間の単位を表わすもの)を単数形で用いることがあるの

は、数量が特定の場合である。不特定の場合にはふつう援数形を用いる。 jier

「年jを例として以下に示す。

①特定

san j ier r 7年間J

ただし、 sanlange j ierren r 7年もの長いあいだ」

Hy is seisentritich jier (ald) wurden. r彼は36才になった」

②不特定

inkelde jierren r数年J yn syn jonge jierren r彼が若かったときJ

yn e rin fan . e jierren r何年もたつあいだに」

de註ommendejierren r今後何年かのあいだJ(ULI' S， B 14 : 13) 

yn e jierren njoggentich r90年代に」
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Wy hawwe fiif jier yn Ljouwert百enne. It百ienegoede j ierrer1. r私

たちは 5年間、リャウエト(オ. Leeuwardenレーヴァルデン〉に住みま

した。それは良き歳月でしたJ(Bosma-Banning 19812 
: 51) 

σyn e njoggentiger jierren r90年代にJ という表現はドイツ誇的な表現

(germanisme) である (s31(3)③)。

It is hjir de leste j ierrer1 wol feroare. rここは最近の何年かで本当

に変わったJ(ULI'S， B 8: 15変更〉

Ik haw him yn gjin jierrer1 mear sjoen. r私はもう何年も彼に会ってい

ない」

De winsten waakse alle j ierren op e nij. r利益は毎年新たに増えて

いるJ(ULI'S， B 10: 17) 

(c)個々の事物を指す名詞

個々の事物を指す名詞として使われた場合には複数形を用いる。

tsien gilne rIOギルダ-J∞tsi en gilnen r 1ギルダー硬貨10枚J

(d)その他

nul [nol] rゼロ」の後の名詞は複数形になり、 oardel[oadal， oaral] 

r1.5J， -eninheal [ananhlal] r…半Jの後の名詞は単数形になる。

De temperatuer is rm1 {本graad/graderl}. r気温は零度ですJ

Ik wachtsje hjir a1 0ardel {oere/本oeren}. r私はここでもう 1時間半

待っているJ

It is trijeeninhea1e {minut/*minuterl} oer to1 ven. r時刻は12時 3分

30秒前ですJ(Bangma 19932 
: 111変更〉

に?オランダ語、ドイツ語、英語との相違に注意。

r 1時間半フ.oardel oere (単数)ーオ. anderhalf uur (単数)ード.

anderthalb Stunden (設設)ーエ. one and a half hours (説教)

r3.5分J フ. trijeeninheale minut (単数)ーオ. drieenhalf minuut 

(単数)ード. dreieinhalb Minuten (技数)ーエ. three and a half 

minutes (技数)

(6)数の一致 (kongruinsje)

数の表示が主語名認匂と定動詞や名詞句と名詞句で一致しない場合がある。

①全体でひとつの概念を表わす場合

複数の名詞が内容的に全体でひとつの概念を表わす場合には、定動詞など

の数の表示で単数として扱われる。

Hen en drinkerI控且!sie1 en 1ichem byinoar. r欽食(=食べること
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と飲むこと〉は心と体をたがいに健康に保つJ(単数形 haldt←halder保

つJ)(Beintema 1990 : (8) 

syn halden en dragen fernuvere us. r彼の態度に私たちは驚いたJ(単

数形 fernuvere←fernuverjer驚かせるJ) 

It bestjoer en de direksje sil yn oerlis mei de fakbunen besykje 

in oplossing te finen foar de wurknimmers. r執行部と理事会は労働組

合と栢談して労働者のために解決策を見つけようと試みるだろうJ(単数

形 sil←sille r…だろう J)(ULI' S， C 13 : 7変更〉

Ald en ni wie it der mei iens. r老いも若きもそのことについて意見

が一致したJ(単数形 wie←同zer…であるJ)(Boersma/Van der胃oude

19802 
: 72) 

②成句的な表現

成句的な表現で数の表示が国定しているものがある。

De skoalbern binne sa bliid as in protter. r生徒たちは大喜びしてい

る(口ムクドリ〔単数形]のように喜んでいる )J(ULI' S， B 5 : 10) 

De bern binne op it lest sa wurch as in maits en wurde sluch. r子

供たちはしまいには疲れきってしまい(=ウジ[複数形]のように疲

れ〉、眠くなるJ(ULI' S， B 5 : 11) 

③集合名詞

集合名詞は内容的に複数でも文法的には単数として扱われることが多い。

In groepke fan fjouwer of fiif minsker1 kriget in tal foarwerpen 

taskikke. r 4人か 5人のグループが特定の数のテーマを与えられるJ(単

数形 kriget←krijer得るJ)(ULI' S， B 19 : 18) 

とくに rin+単位の種類を示す集合名詞十fan十名詞複数形jの fanを欠

く表現では単数と複数両方に扱われることがあり、一定しない。

Der {kaam/karnen} in keppel jongfeinten de buorren del. r若者の一回

が村の通りをやってきたJ(単数形 kaam/複数形 kamen←kommer来るJ) 

(Boersma/Van der胃oude19802 
: 71) 

その他の用例。

Krekt boppe it胃etterfljocht in swerm migger1. r水面の上すれすれの

ところを虫の群れが飛んでいる J(単数形 fljocht← fleane r飛ぶ〈単数

形)J) (ULI' S， B 7 : 7) 

In grut tal jonge skriuwers kaam mei har wurk yn“Frisia" nei 

foaren. r多くの若い作家たちが r フリジア~ (雑誌名)に作品を掲載して

世に出たJ(単数形 kaam←kommer来るJ) (Stienstra 1982 : 120) 
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Oan 'e iene kant ferd百inein hiele rige官urder1ut 'e taal， mar oan 

e oare kant komme der nije wurden by. r一方では一連の多くの語が言

語から失われるが、他方では新しい語が加わってくるJ(穫数形 ferdwine

←ferdwine r消えるJ)(Boersma/Van der官oude19802 
: 93変更〉

④意味的な数の一致

形態的に単数形でも、内審的に複数形の場合には定動詞が複数形になるこ

とがある。たとえば、次例では形態的には主語は複数形 losrinnende

hOnen r放し飼いの犬jだが、意味的に「犬の放し飼いj(it losrinnen 

fan de hOnen)という現象自体に定動調が一致しているために、単数形

is r…であるJが用いられていると考えられる。つまり、統語的な主要部

よりも意味的な主要部が優先されて一致が起こっている。

Losrinnende hOnen is in kwea. r放し飼いの犬(=犬の放し飼い)は

悪だJ(ULI' S， C 7 : 29) 

このことをより明確に表現すると、次のようになる。

Losrinnende hOnen is in grut kwea en derom moat it ferbean wurde. 

「放し飼いの犬(口犬の放し飼い)は大きな害惑であり、それゆえ禁止さ

れる必要があるJ

単数形 isのかわりに複数形 binneを用いると、援数の個別の犬が問題

になっているというニュアンスが表現される。

Losrinnende hOner1 binne in kwea. r同上J

このことをより明確に表現すると、次のようになる。

Losrinnende hOner1 binne in grut kwea en derom mei ik dy kringen 

net lije. r放し飼いの犬は大きな害悪であり、それゆえ私はそういうけ

ものたちが我援できないJ

次の用例でも、主語 bernr子供たち」は複数形だが、定動詞 haldtr保
つjは単数形である。この場合も同様に、「子供を持つことJという現象

自体に意味的な一致が起こっていると考えられる。

Bern haldt dy jong. r子供を持っと若くいられる(=君を若く保つ )J

‘in pear+複数名詞'は「いくつかの…」という意味の不定代名詞として

つねに複数扱いされる(S 42(2)(p)参照〉。

⑤並列接続での単数形・複数形の揺れ

noch A noch B r AもBも…なしリが主語の場合には、単数形と複数形で

揺れが見られる。

Noch syn frou noch syn dochter {wist/wisten} wer't er wie. r彼の妻

も彼の娘も彼がどこにいるかわからなかったJ(Dykstra 2000 : 440) 
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9 31 格 (namfal)

(1)まとめ

古フリジア語には f主格J(nominatyf)， r対格J(akkusatyf)， r与格」

(datyf)， r属格J(genityf)の 4つの格があった。今日では震格を除いて語形

変化による格の区別は失われており、国定した表現にかつての格変化のなごり

が見られるにとどまる。属格には「強変化の震格J((2)(a))と「弱変化の属

格J((2)(b))の2種類がある。なお、以下では、利害・関心や所有を表わす

ドイツ語の f自由な与格J(ド freierDativ)にあたる名詞句の用法 ((5))、

それに直接目的語と間接目的語の語}!霞 ((6))についても扱う。

(2)属格

震格には「強変化の属格 s (一， s/-es)Jと「弱変化の属格 -eJがある。

(a)強変化の属格 (sterkegenityf) 

強変化の属格はかつての強変化語尾に由来し、 -s(一 S : -e [J ]以外の短母

音で終わる語〉または -es(heites←heit r父J， memmes←mem r母」のみ

(Boersma/Van der胃oude19802 
: 20)で示す。

0' Hoekema (1992 : 25) には、名詞が -sで終わる場会にはアポストロフだ

けをカロえて -s とつづると言己されている。

notaris' hun r公 証 人 の 犬J(ib. 25) 

子音で終わる 1音節の人名には強変化の属格はあまり用いない。

①親族名称・人名・地名

親族名称・人名・地名などについて所有を表わす場合。名詞の前に置く。

heites hoed r父の鱈子J pakes jierdei r祖父の誕生日 J

Tsjitskes man rチツケの夫J Fryslans ferline rフリースラントの昔j

dominy's tun r牧師の庭J(Hoekema 1992 : 25変更)

②単独で名詞的に

「…のものJという意味で名詞的に用いる場合 (Hoekema1992 : 25)0 

us memmes r(私の)母のものJ Jentsjes rイエンチエのものj

③{親族名/人名}(一)en(一){dy's/har(re)s} r…とその{配偶者/身内}の

くもの)J(s 41 (2)(a)⑦〉

omke-en-dy's hus r伯父と{伯母/伯父の家族}の家J(←omke-en-dy r伯
父と{伯母/伯父の家族}J )(Hoekema 1992 : 12変更〉

Jan-en-hars-hus rヨンと{奥さん/ヨンの家族}の家J(ib. 19) 

Dat hus is Jan-en-hars. rあの家はヨンと{奥さん/ヨンの家族}のもの

ですJ(ib. 19) 
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Is dat hOs pake-en-harres? rあの家はおじいさんと{おばあさん/おじ

いさんの家族}のものですかJ(ib. 20) 

④父称

父(または母〉の名前を子供の名前の一部につける場合に用いて、名前の

後に置く。

Joast Hiddes Halbertsma rヨアスト・ヒデス・ホルベツマCl789-1869)J

(Hiddeの息子 Joastの意味)

Piter Jel1es Troelstra rピテル・イエレス・トゥルルストラ 0860-

1930)J (Jelleの息子 Piterの意味〉

ζア次の誇の -sU::強変北の属格に由求するが、合成語をつくるときに用いる

「長令の sj (ド.Fugen-s) として機能している。

rikeljusiten r金持ちの(ぜいたくな)令事j

rikeljusbern r良家の子女J keapmanseach r商人の自 J

⑤前置詞+属格

前置詞を伴って家や家族にあたる名詞を省略する場合。

by de Dykstra's rディクストラ一家のもとで」

Wer stie it hos fan de Boersma's? rブースマさん一家のお宅はどこに

あったのですかJ(Bosma-Banning 1981 Z : 69) 

σde Dykstra's， de Boersma'sは f…家の(人々)Jの省、略表現であり、

一 sは属格に tb永するのであって、議設形のー sではない。

it farnke by de bakkers rパン屋の娘j

官ygeane nei pake-en-dy's. r-私たちは祖父たちの家に行きますJ(Zan-

tema 1984 : 174) 

⑥時間を表わす名詞

時間を表わす名詞を時間の副詞として用いる場合 (@51(2))。今日では

-sは副詞派生接尾辞として機能しており、属格という意識は薄い。

jOns r晩にj simmers r夏lこJ sneins r日曜日にJ

moarns betiid r朝早く J {de/dy} sneins rその日曜日に」

okkerwyks r何遇聞か前J ien kear wyks r週に 1回J

⑦代名詞に後続する形容詞を名詞的に用いる場合

代名詞の後に置く(@34(4))。ただし、今日では属格という意識は薄い。

wat nijs r何か新しいものJ wat foar rnoais rどんなすてきなもの」

ずドイツ誇の etwasNeues 何か新しいものJ，オランダ誇の watnieuws 

f何か新しいものJという表現も同様に属格の誇尾に也永する。ただし、

今日ではドイツ誇で vonetwas Neuemと言うニとからわかるように、形
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容詞の名詞的用法と意識されている。

(b)弱変化の属格 (swakkegenityf) 

弱変化の属格はかつての弱変化語尾に由来し、 -e[けで示す。ただし、 e 

[aJで終わる語は無語尾である O

合 Hoekema(1992 : 25)には、名詞が -eで終わる場合には -e とつづると

言乙されている。

us beppe' kralen r私(たち)の祖母の真珠の首飾り J(ib. 25) 

強変化の属格ほど広く用いられず、文語的で古風な表現に多い (Dykstra

1985 : 91)。

①親族名称、子音で終わる 1音節の人名、 enで終わるかつての弱変化名詞

複数形

親族名称としては heitr父J， roem r母J， pake r祖父J， beppe r祖
母J， omke r，伯父J， muoike r伯母jに用いる。おもに所有関係を表わ

し、名詞の前に置く。

heite hoed r父の鱈子」 pake jierdei r祖父の誕生日j

Janne sylboat rヨン (Jan)のヨット」

Friezene frijheid rフリジア人の自由J(Friezen rフ1)ジア人(複数

形)J←Fries)(Hoekema 1992 : 25) 

minskene halden en dragen r人々の張る舞いJ(複数形 minsken←minske

「人間J)(Dyk 1996 : 59) 

fammene pronken r娘たちのおしゃれJ(複数形 fammen← faamr娘J)(ib. 

59) 

親族名称については、 (a)①のように強変化の属格 S を用いて表現する

こともできる。

②男性名から派生した配偶者名

子音で終わる 1音節の男性名に -eをつけて配偶者を示す。配偶者名の前

に置く。

Klaze Gryt rクラース (Klaas)の妻グリト J

Durke Klaske rデュルク (Durk)の妻クラスケ」

σ 次の誇の -eは弱変北のノ島格に白永するが、合成語をつくる手段として用

いられている。

heitelan吋旦国 J memmetaal r母語j

(c)麗搭以外による所有の表現

親族名称や人名で属格のかわりに用いる表現がある。語形に関係なく用いる

ことができ、属格による表現よりも一般的である。

-133-



①名詞+[所有代名詞÷名詞]

heit syn hoed r父の帽子」 pake syn jierdei r祖父の誕生日 j

Piter Jelles syn tydskrift "For Hus en Hiem~ rピテル・イェレスの雑

誌『家庭のためにjJ

It keapmanseach sjocht fierder as de klant syn noas. r商人の自は客

の轟より遠くを見る j(Zantema 1984 : 482) 

弱変化の属格と組み合わせて用いることもある。

It is hjoed岳smem har heite jierdei、「今日は私たちの母の父親の誕

生日ですJ(ULI' S， A 1 : 8変更)

次の表現に注意(s40(2)(b))。

heit {sines/sinen(t)} rお父さんのものj

台以上のような表現はオランダ誇のロ誇やドイツ誇の方言にも見られる。ま

た、この事実は「所有代名詞+名詞j や所有代名詞独立形のような名詞句

よりもさらに大きな丈成分の単位があることを示している。

②名詞十[前置詞 fan+名詞匂]

所有の意味以外でもさまざまな場合に広く用いる。

de hoed fan heit r父の晴子J de jierdei fan pake r祖父の誕生日J

it foarwurd fan de bondel poeZy fan de jonge Fryske skriuwers“It 

Jonge Fryslan" r若いフリジア人作家の詩集『若いフリースラント Jの序

文J(Piebenga 1957 : 168) 

(d)属格と冠詞

名詞の前に置かれた属格は冠詞の現われる位置を占めるので、この場合には

冠詞がつかない。

{本inj:i:it/ O} hei tes hus r父の家J(強変化の属格)

{本in/本it/臼}heite hus r父の家J(弱変化の属格)

次の表現でも冠詞はつかない。

{本in/*it/白}heit syn hus r父の家J

(3)地名と数詞の語尾司er

名詞を修飾する強変化の属搭 (-s/一.s/-es)以外に、地名と数詞は語尾 -er

(-ter， -ster， -mer)を伴って無変化の形容認として用いることができる。

これは格変化ではなく、形容詞であるから、属格とちがって冠詞がつく。

①地名:形容詞

de Hylper meubels rヒルペン(オ. Hindeloopenヒンデローペン)の家

具J(←Hylpen rヒルペンJ) 
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De Ljouwerτer Krante rリャウエト新聞(=フリースラントの代表的地方

紙J(オ. De Leeuwarder Courant rレーヴァルテ、ン新聞J)(←Ljouwert 

「リャウエトJ) 

②地名:名詞「…(出身)の人J(援数形 -s)

in Frjentsjerter rフリエンチェルの人J(←Frjentsjer rフリエンチェ

ルJ/オ. Franekerフラーネケル〉

in Grouster rグラウの人J(←Grou rグラウJ/オ. Grouwフラウ)

in Drachtster rドラハテンの人J(←Drachten rドラハテンJ/オ.

Drachten ドラハテン〉

in Hegemer rへーへの人J(←Heech rへーへJ/オ Heegへーへ〉

③数詞:名詞「…十代(…十才くらい)の人J

in tritiger r30.代の人、 30才くらいの人J(←tritich) 

にア次の表堤も見られるが、 ドイツ語的な表現 (germanisme) である(S 30 

(5) (6)②)。

yn e tachtiger jierren rso年代にJ(←tachtich) 

岳フリジア語的にはZえのように表札する。

yn e jierren tachtich rso年代にj

(4)与格のなごり

前置詞 teを伴った表現に与格のなごり (-e)が見られる (826(3))。

te'n goede fan r…のためにJ te neate meitsje r水泡に帰する」

te {goed(e)/guodde}{halde/hawwe} r…を見込む」

telane r適切に、しかるべく J(←te lane) 

terjocht(e) r正しく、正しい位置にJ(←te rjocht(e)) 

(5) r利害・関心」、 f所有j を表わす名詞句

動詞や形容詞の自的語ではなくても、主語以外に文中で用いられて利害・関

心や身体部位、衣類など所有者と関係の深い物事の所有の意味を表わす名詞句

がある。ドイツ語で「自由な与格J(ド. freier Dativ)として表現されるも

のにあたる。

(a)利害・関心

Da士官iemy in feest. rそれは私にとってはお祭りでしたJ(ULI' S， A 14 

: 15) 

“Sil ik om kertier oer trijen komme?" “Nee， eins is my dat te 

let." r 3時15分すぎに来ましょうかJ r~ ¥や、じつはそれでは私には遅
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すぎるんですJ(Bangma 19932 
: 22変更〉

Winters is 't rny te kald. r冬は私には寒すぎるJ(ULI'S， B 11: 9) 

Dy' t angelet， dy is de grutste fisk der altyd offallen. r釣りをす

る者こそ、いちばん大きな魚にいつも逃げられている(=釣りをする人、

その人にとってこそ、いちばん大きな魚がつねに逃げた。ことわざ)J

(Beinterna 1990 : 11) 

(b)所有(身体部位、衣類など)

Hylke woeks heit boppe de holle. rヒルケは父親の背(=頭)よりも大

きくなっ fこJ(ULI' S， C 20 : 4) 

It toanielspyljen sit de Friezeg troch alle tiden hinne yn it 

bloed. r演劇はどの時代にもずっとフリジア人の血に宿っているJ(ULI' S， 

C 20 : 9) 

Sy fielde him de pols. r彼女は彼の脈をはかったJ(ULI' S， A 6 : 8変

更〉

Wat hinget rny boppe de holle? r何が私の頭上に掛かっているのだろ

うJ(Bangma 19932 
: 76変更〉

De kjeld gyng出rntroch de le豆， mar 弘主弘le 官ie 註~ gleon. r寒気

が彼の体に走ったが、彼の頭はほてっていたJ(ULI' S， A 6 : 8) 

Eannich bern geane主主盟型 pasiepen as de alden se ticht dogge. 

「多くの子供は親が呂を閉じるときになってやっと呂を開く(口多くの子

供たちの目が開く)(=孝行したいときに親はなし。ことわざ)J(Beintema 

1990 : 16) 

(6) 目的語の語)1展

(a)まとめ

定動詞が要求する目的語が一つの場合には、その目的語は直接目的語と解釈

される。

定動詞が要求する目的語が二つの場合には、先行する名詞匂が間接目的語と

解釈され、「間接目的語+直接目的語」という語)1展になるのが原則である。定

動詞、間接目的語、直接白的語はたがいに隣接している必要(隣接条件)はな

く、副認など他の要素が介在しでもいい。

間接自的語は直接目的語が後続することを前提とするので、「直接目的語+

間接呂的語j という名詞句の語績はかなり不自然である。ただし、直接白的語

か間接目的語かの判断は、たとえば「人に(=間接目的語)物事を(=直接自

的語〉与えるJのように意味によってもある珪度可能なので、まったく許され
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ないというわけではないが、それでもかなり無理な表現になることが多い。そ

のような場合には、間接目的語の部分を oanr…にjなどの前置詞を伴う前置

詞句にすれば、名詞匂の数が一つになり、その名詞匂は一義的に直接呂的語と

解釈されるので問題がなくなる。間接白的語に棺当する前置認句と直接目的語

の名詞句の語)1霞は自由である。

ゥ 「間接呂的誇十 i宣接目的誇j という誇}I額は英語と同じだが、西フリジア語

にはi韓接条件がない点が異なる。「直接目的語+間接目的語j という名詞

句の誇}I頂が不自然であるのは、与格と対格を形態的に区別するドイツ誇と

は異なるが、隣接条件がないことは共通している。以上の 2つの点、で西フ

リジア言吾はオランダ吉吾ともっともよ(1以ている。

目的語が代名詞の場合には、その代名詞を主文の第 2位を占める定動詞や、

補文導入要素〈従属接続詞、関係詞、間接疑問文の疑問詞〉の藍後に連接形

(klitik)のように付随させようとする傾向がある。したがって、代名詞が呂

的語の名詞匂を飛び越えてその位置に置かれる場合には、「亙接目的語(代名

詞)J+ r間接目的語〈名詞句)Jという語順も見られることになる。

両方の目的語が代名詞の場合には、直接目的語が itrそれを」のように無

アクセントの代名詞ならば、 itを間接目的語の代名詞を飛び越えて、定動詞

の直後に連接形のように付随させることが好まれるので、「直接目的語(it)+

間接目的語(代名詞)Jの語j頓がもっともふつうになる。「間接目的語〈代名詞)

+直接日的語(it)Jという語)1展も可能だが、それほど一般的ではない。

(b)用例と解説

動詞 jaanr与えるJを例に典型的なノミターンを示す。ただし、もっとも自

然な語頒の判定には文脈や話者の発話意図を考慮する必要がある。

①直接目的語と間接目的語がともに名詞句の場合

「間接目的語+直接目的語」という語)1嬰になる。

Ik joech 1nyn freor1 juster dat boek. r私は昨日私の友人にその本をあ

げたJ(以下、訳文省略)

上記の文がもっともふつうだが、以下の文も問題がない。一般に、文末に

近い文成分は情報量が多く、新しく伝えるべきものである場合が多い。

Ik joech myn freon juster dat boek. 

Ik joech myn freor1 dat boek juster. 

「亙接呂的語ート間接目的語Jという語績はかなり不自然である。

?Ik joech juster dat boek myn freon 

?Ik joech dat boekj juster myn freon. 

?Ik joech dat boekj 1nyn freor1 i juster. 
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ただし、間接目的語の部分が前置詩句ならば、上記の語j績は自由である O

Ik joech juster 0an myn freon dat boek. 

Ik joech 0an myn freor1 juster dat boek. 

Ik joech 0an myn freor1 dat boek juster. 

Ik joech juster dat boek 0an myn freor1. 

Ik joech dat boek juster 0an myn freor1. 

Ik joech dat boek 0an myn freor1 juster. 

どちらかの目的語が前域(主文の定動詞の直前〉に置かれた場合、宣接目

的語が前域に置かれたときには、後続する名語句を欠く間接目的語は不自

然である。

?Dat boek joech ik juster myn freor1. 

貰ynfreon joech ik juster dat boek. 

このような場合には間接目的語の部分が前置詞匂であることが望ましい。

Dat boek joech ik juster 0an myn freor1. 

Gan myn freor1 joech ik juster dat boek. 

②間接呂的語が人称代名詞の場合

「間接目的語+直接目的語Jという語順になり、間接目的語の代名詞は定

動詞の直後に添えられる。

Ik joech him juster dat boek. r私は彼に昨日その本をあげたJ(以下、

訳文省略〉

Ik joech him dat boe註 juster.

ただし、間接目的語の代名詞がアクセントを伴って独立性が高くなる場合

には、定動詞の直後に添えなくてもかまわない。

Ik joech juster HIM dat boek. (HI祖:大文字表記はアクセントを伴うこ

とを示す。以下同様)

「直接目的語+間接目的語Jという語)1震は間接目的語にアクセントを置い

ても不自然である。

Ik joech juster dat boek {?him/?HI直}.

Ik joech dat boek juster {?him/?HIM}. 

Ik joech dat boek {?him/?HIM} juster. 

このような場合には、間接目的語の部分が前置詞匂として現われているこ

とが望ましく、そうすれば前置詞句と名詞匂の語j績は自由である。

Ik joech juster dat boek oan him. 

Ik joech dat boek juster oan him. 

Ik joech dat boek oan him juster. 
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Ik joech juster oan him dat boek. 

Ik joech oan him juster dat boek. 

Ik joech oan him dat boek juster. 

③直接目的語が人称代名詞の場合

寵接目的語が itのようにアクセントをもつことができない場合には、 it

が定動詞の直後に添えられる。そうでない文は不自然である。

*Ik joech juster 1nyn freor1 it. r私は昨日私の友人にそれをあげた」

(以下、訳文省略)

本Ikjoech myn freon juster 与.

本Ikjoech myn freor1 i t juster. 

本Ikjoech juster it myn freor1. 

σitがえ本に亘かれていない後半の 2つの丈は itがえ末に亙かれている

前半の 2つの丈よりも認容位が高いという判断もある。

直接目的語の itが定動詞の直後に連接形のように添えられると、「間接

目的語+直接目的語」という語)1震にはならないが、車接目的語が代名詞な

ので、この語)1買が許される。

Ik joech it juster myn freon. 

Ik joech it myn freorli juster. 

もちろん、間接目的語の部分が前置詞句ならば問題がない。

Ik joech it juster 0an myn freor1. 

Ik joech it 0an myn freon juster. 

ただし、直接目的語の itが定動詞の直後に添えられるという条件が満た

されなければ、間接目的語の部分が前置詞句でも自然な文にはならない。

本Ikjoech juster 0an myn freor1 i t. 

本Ikjoech 0an myn freor1 juster i t. 

本Ikjoech 0an myn freOI1 i t juster. 

本Ikjoech juster it 0an myn freon. 

C 最後の丈は他の 3つのえに比べて認容性があいという判断もある。

直接目的語の代名詞がアクセントを伴って独立性が高くなる場合には、両

方の目的語が名詞句である①②と同様に、「間接目的語+直接目的語Jと

いう語j積もある程度許される。 itはアクセントをもつことがないので、

指示代名詞 datで代用する O 間接目的語にあたるものが前置詞句であれ

ば問題がないのは、①②と同様である。

Ik joech {Inyn freor1/0an myn freorl} DAT juster. 

Ik joech juster DAT {?myn freor1/0an myn freon}. 
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Ik joech {?myn freor1/0an myn freorl} juster DAT. 

Ik joech juster {?myn freor1/0an myn freorl} DAT. 

合名詞句 mynfreon r私の友人にj を用 L、た場令、 DATrそれを j がえ末に

亘かれた後の 2つの丈は、前半の 2つのえようも容認性が低い o

datがとくに強いアクセントをもたない場合には、 itを用いた場合と同

様の語順も許される。

Ik joech dat juster {rnyn freon/oan myn freorl}. 

lk joech dat {myn freor1/0an myn freon} juster. 

④直接目的語と間接目的語がともに代名詞の場合

直接目的語の代名詞がアクセントをもち得ない it以外の場合には、①②

と同様に「間接目的語+藍接目的語」という語j慣がふつうである。

Ik joech him dat juster. 

?Ik joech dat him juster. 

しかし、蓋接目的語がアクセントをもち得ない itの場合には、間接目的

語の代名詞を飛び越えて itを定動詞の直後に添えることが貯まれる。し

たがって、例外的に「直接目的語(it)+間接目的語jのほうが「関接目

的語+直接目的語(it)Jよりもふつうになる。

Ik joech it him juster. r私は昨日彼にそれをあげたJ(以下、訳文省略〉

類例. Ik haw it him ferbeaa r私は彼にたいしてそれを禁止した」

(Zantema 1984 : 574変更〉

次の「間接呂的語+直接自的諾Cit)Jという語JI自の文も可能だが、上の

文ほど一般的ではない。

Ik joech him it juster. 

それ以外の文は不自然である。

本Ikjoech juster him it. 

*Ik joech juster it him. 

本Ikjoech him juster it. 

本Ikjoech it juster him. 

アクセントを置いて文成分としての独立性を高めれば、ある程度、定動詞

の直後に置く必要はなくなるc

Ik joech him juster DAT. 

?Ik joech dat juster HIM. 

?Ik joech juster HIM DAT. 

?Ik joech juster DAT HIM. 
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S 32 縮小形 (ferlytsingswurd，diminutyf) 

(1)まとめ

縮小形(指小形)は名詞の語末音に応じて 3種類の接尾辞(指小辞)のどれ

かを付加してつくる ((2))。複数形と同様に短母音イヒ(13 9)や「割れJ(e 10) 

を伴うことがあり、短母音化は複数形よりも起こりやすい ((3))。文法性は中

i生だが、男性名の縮小形を転用した女性名は中性の扱いを受けない((4))。

縮小形は名詞自体の意味は変えずに小さいものを示すのが基本だが、愛着な

どの感情を伴うことが多い。一方、意味が異なるものや r1人分、一切れjの

ように物質名詞の具体的な部分を示す語もある。

kaart r地図、カードJ<=;>kaartsje r切符、券j

koeke rケーキJc;，koekje rクッキーJ

taart rタルト J<::>taartsje rタルト 1切れJ

bier rビールJc;，bierke rビール 1杯J

muzyk r音楽」∞muzykjer曲J

名詞以外に縮小形接尾辞を付加して縮小形名詞をつくる誇も一部には認めら

れる (Tiersma19992 
: 54)。

形容詞 sleaur怠情な、愚かな」→sleauker怠惰な女、愚かな女」

動詞 ferteller語る j→ferteltsjer物語」

副詞/前置詞伺 foaritenr食事の前にJ→foaritentsjerアペリティフj

f形容詞+縮小形接尾辞jで様態の副詞を派生したり (e52(l))、 f動詞 +

縮小形接尾辞Jで反復・短縮の意味の動詞を派生することもある (1390(2))。

(2)縮小形の種類

(a)接尾辞 -ke/-tsje/-je

この 3種類の接尾辞の用法は名詞の語末音で決まっている。くだり二重母昔

を除いて、母音 -e[8]で終わる語は -e[8]を落としてから決める。

①接 尾辞 -ke[kaJ 

あいまい母音 -e[けを除く母音(くだり二重母音は加入唇音 p[pJ/b 

[b]/m [mJ、歯茎摩擦音 f[fJ/v [vJ/s [s]、ふるえ音 r[r]の後。

bui [bai] rにわか雨J→buike

bedriuw [b8drjyu， b8drjou] r企業、経営」→bedriuwke

strie [stridJ r藁J→strieke kop rカップj→kopke

tobbe [tぬけ「桶J→ tobke[topk8] blom r花J→ blomke

gref [gre: f] r墓J→grefke

stove [stO:V8] r足温器、あんか」→stoofke[sto:fk8] 
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pleats [plIatsJ r農場J→pleatske kers rろうそく」→kerske

stjer r星」→stjerke

②接尾辞 -tsje[tJaJ 

歯茎閉鎖、音 t[tJ (t-tsje→tsje)， d [d] (d-tsje→dsje)，側音 1[1 J， 

鼻音 n[nJの後 (-stの後については(b)①参照)。

presint rプレゼント J--presintsje 

kleed r穀物J→kleedsje[kle:tJaJ 

leppel rスプーン」→leppeltsje 

③接尾辞 -je[jaJ 

trein r列車」→treintsje

軟口蓋音 k[kJ/ch [xJ/g [1J (ge-je→chje)の後。

b1ik r缶」→blikje each r目J→eachje

bigge [bI 18 ] r子豚J→bichje[bIxj;)J 

-ng(e) [q(;))Jで終わる諾は -nk-je[Ukjけとなる。つまり、正書法上

は g(e)が kに変わって接尾辞 -jeが選ばれ、発音上は [qJと [j;)J

のあいだに [kJが挿入されている(S 14(1)(b)、Visser1989a : 193， 

Hoekstra 1986 : 147)。

jonge [joq;) ] r男の子J→jonkje[jonkj;)J 

wang [vanJ r類、j→wankje[v釘kjaJ

ゥ -jeを -tsje([tj;)]→[tsja]→[tJ;)]) の変種と見れば、装尾辞の器類は

2桂類になる((b)①， ¥314(3))。

(b)例外

① -stで終わる語には tの脱落(S 17(2)(b))の)1蹟序によって揺れがあり、

-stke [skaJ/-stje [[aJの両方の語形が併存する場合が多い。

nest [ne:st] r巣J→ nestke[ntskaJ/nestje [ntJaJ 

fOst [fustJ r握りこぶし」→fOstke[fuskaJ/fOstje [f削aJ 

bist [bIstJ r動物J→ bistke[bIskaJ/bistje [bIJaJ 

-stke [skaJによる語形は、 [tJが脱落した後で(a)①に従って [sJに続

く接尾辞 -keが選は、れることによる ([st-縮小]→[s-縮小〕→[skaJ)。

-stje [Jけによる語形は、 [tJが脱落する以前に(a)②に従って -tsje

が選ばれ、その後で [tJが脱落することによる (Visser1993 : 125f. )。

ただし、つづりでは(a)③の jeが選ばれているように見える。

[st-tjaJ→[st-tsjaJ→[stsjeJ→[ssje]→[sjaJ→[J;)J 

②最近の外来語などでは、オランダ語の影響であいまい母音 -e[aJ以外の

母音の直後に -keだけでなく、 -tsje[tJ8J も見られる。

buro r事務所j→ buroke/burootsje foto r写真j→ fotoke/fotootsje
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in {twake/twatsje} rタゲリ(鳥名〉の巣の中にある 2個の卵J

σ 最近ではそのほかの誇についてもオランダ誇の彰響で -tsjeが見られる

ことがある (Breuker1982. Breuker et a1. 19922
: 15)。

finger r指j →fingerke/(fingertsje) (オ. vingertje) 

(3)短母音化(s 9) と「割れJ(S 10) 

複数形の場合と同援に、語葉によって決まっており、特定できない。

(a)短母音化

短母音化は縮小形のほうが複数形よりも起こりやすい。たとえば次の語は複

数形では短母音化を起こさない。

priis [pri :s] r，値段J→縮小形 pryske[priskd]/複数形 prizen[pri:-

zm] (以下向様の)1慎〉

gles [gle:s] rグラス、コップJ→gleske[gltskけ/glezen[glé:z~n] 

lape [la:pd] r布切れj→ lapke[lapk;) ]i1apen [la: pm] 

bran [bn: n] r火、火災」→brantsje[br5ntfd]/branen [br5:ndn] 

hof [hJ: f] r果樹圏、屋敷J→ hofke[h~fkð]/hôven [h5:vdn] 

koeke [凶:kd]rクッキ-J→koekje[kukjd]/koeken [ku:kdn] 

skuf [sky:f] r引き戸J→skufke[sky(:)fkd]/skuven [sky:vdn] 

(b) r割れ」

短母音化とちがって複数形との頻度の差はとくにない。

priem [pridm] r編み捧j→縮小形 priemke[prjImkd]/複数形 priemmen

[pr j imkd] (以下同様のJI震〉

feart [fldt] r運河、航行j→ feartsje[fjttfd]/fearten [fjttdn] 

spoen [spudn] r(材木などの〉切れ端」→spuontsje[sp官ontfa]/spuon-

nen [spwomn] 

次の例も参照。

fjoer [fjmr] i火j→ fjurke[fjorkd]/fjurren [fjordn] 

(4)縮小形による女性名

男性名の縮小形から女性名を派生することがある。これは縮小形であるが、

中性名詞の扱いは受けない。

Jan rヨン(男性名)J→Jantsjerヨンチェ(女性名 )J(以下同様のJI国〉

Piter rピテルJ→Piterkerピテルケ」

Sytse rシツェ j→Sytske rシツケJ

Klaas rクラース」→Klaskerクラスケ」
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111 形容詞 (eigenskipswurd)

S 33 品詞の区別と用法の区別

i) it moaie famke r美しい少女J

u) Sytske is moai. rシツケは美しいj

Sytske wurdt moai. rシツケは美しくなるJ

Sytske b 1 i uwt moa i. rシツケは美しいままでいるJ

Sytske liket moai. rシツケは美しいように思えるJ

ili) Sytske sjongt moai. rシツケは美しく歌う j

上記の用例は形容詞 moair美しいJの3種類の用法を示している。 i)を

「限定用法J(attributyf gebruk)、註〉を「叙述用法J(predikatyf gebruk)、

議〉を「副詞用法J(adverbiaal gebruk)と呼ぶ。註〉と温)をまとめて

f独立用法J(selsstannich gebruk)と呼ぶ。

西フリジア語の moaiはドイツ語やオランダ語と同様に、叙述用法と副詞用

法で語形としての区別がな~'， 0 形容詞から副詞を派生して語形を区別する英語

とは異なっている(例. beautiful→beauti full y)。

上記 3例の moaiは形態的に品詞 (wurdsoarte)としてはすべて形容詞であ

り、異なるのは統語的な用法 (gebruk)である。英語では副詞用法を摂定用法

と叙述用法から品詞としても語形的に区別している。

なお、 itmoaie rその美しいもの」のように名詞に相当する用法として形容

詞の「名詞用法J(substantivysk gebruk)を加えることができるが、これは

「形容詞の名詞化J((4)) として扱う。

これにたいして、 hjirrここJは品詞としては副詞 (bywurd)である o

rr) Sytske is hjir. rシツケはここにいるJ

v) Sytske sjongt hjir moai. rシツケはここで美しく歌っているJ

ri) Kom hjir ris. rちょっとここにおいでよj

副詞は語形変化しない。たとえば hjirを名詞にたいして限定的に用いる場

合には、無変化のまま名詞の後に置く。

it kliruaat hjir rここの気候J

西フリジア語の形容詞はドイツ語やオランダ語と同様に、限定用法では名詞

に前置され、語尾を伴うことがあるが、独立用法〈叙述用法と副語用法〉では

無変化である。このように、西フリジア語の形容詞は語形変化にかんして限定

用法と独立用法の区別が重要である。形容詞の多くは限定用法と独立用法の両

方で用いられるが、どちらかの用法でしか使えないものもある。限定用法は独

立用法よりも使用可能な形容認の数が多い。
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934 形容詞の語形変化と用法

(1)まとめ

形容認には限定用法で -e/-en/-sの語尾がある。独立用法では語尾はつか

ない。語尾 -e/-enを伴った形容詞は名詞的にも用いるくく3)(a)，(4))。

形容詞は名詞にたいして限定的に用いる場合には、名詞の前に置き、語尾

-e， -enを伴うことがある。もっとも一般的な語尾は eであり、後続する名

詞の性・数や限定詞の種類によって現われかたが決まっている ((2))。限定用

法で用いられる語尾 -enはとくに「強調の語尾」と呼ばれ、形容詞の意味的

な内容を強める(rきわめて…なJ)はたらきをするくく3)(b))。

語尾 -sを伴って不定代名詞と用いる場合には、形容詞は不定代名詞の後に

置く ((5))0 learaar Frysk rフリジア語教師jの語)1頂には要注意 ((6))。

名詞句を伴って形容詞匂を形成する場合には、「名詞句+形容詞」の諾j頓が

ふつうである。前置詞匂を伴う場合には、「前置詞匂+形容詞」のほかに「形

容調+前置詞句」の語!慣が可能である ((7))。

文章語では、限定用法で限定詞と名詞のあいだに長い形容詞匂〈分詞勾を含

む)をはさみこんだ、いわゆる「冠飾句Jが見られる ((8))。

(2)語尾 -e/く無語尾〉

(a)無語尾

く無語尾〉は中性名詞単数形について、次の場合だけに限られる。その他の

場合はすべて語尾 -eを伴う。

①腹定詞(冠詞・代名詞・属格など〉がない場合

ald bier r古いピーノレJ

②不定冠詞 in、否定冠詞 gjinの後

in ald hos r古い家」

③ 数詞 ienの後

iell ald hOs r一軒の古い家j

④所有代名詞 (mynr私の」など)の後

gjin ald hos r古い家(…)でないj

us ald hOs r私たちの古い家」

⑤属格名詞の後

heites ald hos r父の古い家」

ウ標準オランダ誇では形容詞は中性名詞の場合でも所有代名詞と属格の後で

語尾 -e を伴う。

オ. {ons/vaders} oude huis r{私たちの/父の}古い家J(←oud r古いJ) 

この場合、誇尾 -eを伴うのはかつての弱変仏、伴わないのはかつての強
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変化に由永する。形容詞の弱支北はゲルマン誇特有の発達であり、元求、

「個別北・限定j を意味した。限定用法の形容詞が定忍詞や指示詞の後で

弱変仏し、不定患詔の{えで強変イもするのはそのためである。ただし、所有

代名詞と属格の fえで弱変1とするか強変fとするかは言語によって差があり、

それが上記の逢 L、に現われているといえる。

⑥次の代名詞(眼定用法〉の後

elk/elts!ider rどの…もJ， mannich r多くのJ， hoe' n (+可算名詞)/

hok (+不可算名詞)/hokker/hokfoar(in)/watfoar (in) rどんなJ， 

sa'n (十可算名詞)/sok(+不可算名詞)rそんな」

elk ald has rどの古い家も」 mannich ald hos i多くの家J

{hoe'n/hok in/hokker/hokfoar (in)/watfoar (in)} aid hos rどんな古

い家」

sa'n ald has rそんなに古い家J

(F sa'n ald hOs rそんなに古い家Jの saは aldを修飾している。 *insa 

ald has r向上j は不可((3) (b) )。

オランダ語も同様。

オ. {zo een oud huis/*een zo oud huis} rそんない古い家J

(b)まとめ

両性

く単数〉

盟国~ wyn r良いワインJ(←goed) 

in也監 toerr高い塔J(←heech) 

elk hege toer rどの高い塔も」

myn leave soan r私の愛する息子」

(←leaf) 

Pyts leave soan rピトの愛する息子」

{de/dizze/dy} grize rok r{その/この

/あの}灰色のスカートJ(←gri is) 

く複数〉
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中性

く単数〉

goed bier r良いビール」

in heech gebou r高い建物j

elk heech gebou rどの高い建物もJ

myn leaf bern r私の愛する子J

Pyts leaf bern rピトの愛する子J

{it/dit/dat} grize hier r{その/

この/あの}灰色の髪」

く複数〉

hege gebouwen 

myn leave bern 

Pyts leave bern 

{de/dizze/dy} grize hierren 



(c)例外:く無語尾〉

次の場合には形容詞はつねに無変化である。

① -erをつけて形容詞化した地名と数詞 (831(3))、rjochterr右のJ， 

lofter r左のJ

it Makkumer ierdewurk rマッカムの陶芸J(←Makkum rマッカムJ) 

twa {rjochter hannen/rjochterhannen} hawwe rとても器用である(立二

つの右手をもっている )J

②母音で終わる外来語の形容詞および語末音があいまい母音[;)]の形容詞

in prima oplossing r見事な解決J(←prima r見事なJ) 

in berne Fries r生粋のフi)ジア人J(←berne r生粋の、生まれたJ) 

本来のフリジア語の形容詞は語末音が母音でも語尾 -eを伴う。

it reee antwurd r用意した返事J(←ree r用意のできたJ) 

③不定冠詞 inを前置し、おもに男の人の性格・職業の質を強調する場合

in nuver man r変わった男J

in grut skriuwer r偉大な作家jφingrutte skriuwer r脊が高い作家J

σ オランダ誇も同議。

オ. een groot schrijver r偉大な作家J仲 eengrote schrijver r背があ

い作家J

Foar us wie de smid in wichtich man. r私たちにとってその鍛冶屋さん

は大切な人でしたJ(ULI' S， B 12 : 7) 

In江主 manis in ryk man. r借金のない者は裕福な者だJ(Bosma-Banning

198P : 29) 

④話者や栢手がよく知っている特定の人や動物・事物などを親近感を交えて

話題にする場合

形容認の種類は aldr老いたJ，jong r若いJ， grut r大きいJ，lyts 

「小さいJなど少数に限られる。名詞と 1諾の合成語(複合語〉のように

意識され、アクセントは後続する名詞に置かれる (ienheldsaksint)。

dat grut hynder rあの大罵J dy jong feint rあの若造J

Pyt， de ald man rあのピトのじいさんj

dat lyts hus rあの小家(農家の離れ)j

myn ald skammels r私のガタがきた足J(Fokkema 19672 
: 45) 

1語の名詞として間定した例もある(8 21 (5)①〉。

jongfeint [joufaint，…U int] r若造j

aldman [J:tm5n] rじいさんJ lytshus [litshu:s] r小家J
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⑤職務、公的な名称、専門用語など、名詞とともに 1語の合成語のように意

識されているもの

it heger underwiis ，高等教育」 it iepenbier ferfler ，公共輸送」

it finansjeel ferslach ，会計報告」

de {wittenskiplik/saaklik} direkteur ，{研究/事務}主任j

it rinnend nijsbled rかわら版」 it deistich wurk ，日々の仕事J

it Frysk Ynstitut oan de Ryksuniversiteit te Grins ，フローニンゲン

(オ. Groningen)大学フリジア語学科j

ごアオランダ誇も同誌である。

オ. het Fries Instituut aan de Rijksuniversiteit te Groningen rフ

ローニンゲン大学フリジア語学科J

⑥比較級限定用法で名詞匂に眼定詞(冠詞、代名詞、属格)がつかない場合

( 835(2)(b)①〉。

It t1ntstean fan de steden is fan letter tiid as dy fan de doarpen. 

「都市の成立は村の成立よりも後の時代のことである J(ULI' S， C 11 : 2) 

⑦ in oar rほかの{人/物事}J(842(3)(n)) 

Wat sil in oar derfan sizze? rほかの人はそのことについて何と言うだ

ろう J(Zantema 1984 : 675) 

ただし、名詞が後続する場合には語尾 eをつける(くり①)。

in oare IDan rほかの男の人J in oare kleur rほかの色J

定冠詞がつくときには語尾 -eをつけてもっけなくてもいい。

fan it ien(e) yn it oar(e) rあることからほかのことへJ(Zantema 

1984 : 675) 

As de oar ek 'do' seit， docht IDen sels ek earder. r棺手が doと言

えば、自分も早々に doと雷う J(De Boer 1986 : 111) 

Hat it brt1ken fan ‘do' in demokratisearjende funksje? De iene sei 

wol， de oare net. rdoの使用は民主化の機能があるのだろうか。ある人

はあると言い、別の人はないと言ったJ(ib. 111) 

(d)例外:語尾 -e

①限定用法の最上級

最上級は限定用法の場合、中性単数でもつねに語尾 -eを伴う(835(2) 

(c)②)。

myn {leafste/*leafst} ferhaal r私のいちばん好きな話J

②限定用法の序数詞

序数詞は限定用法の場合、中性単数でもつねに語尾 -eを伴う。
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in {tredde/本tred}bern r 3番目の子供j

比較〈叙述用法): Sjouke is {tred/tredde}. rシャウケは 3番目だJ

(e)例外:く無語尾>/語尾 -e

① -enで終わる材質を示す形容詞および過去分詞

-enで終わる材質を示す形容詞および過去分詞では、語尾 -eの有無は任

意である (Hoekema1992 : 3)。

in {houten/houtene} leppel r木製のスプーン(単数形)J

(de) {houten/houtene} leppels r木製のスプーン〈複数形)J

in {brutsen/brutsene} panne rこわれたフライパン(単数形)J

(de) {brutsen/brutsene} pannen rこわれたフランパン(複数形)J

F オランダ誇ではこの場合、語尾 -eはつかない o

-enで終わる形容詞でも材質を示さない場合には語尾 -eを伴う。

in 科 ibben/libbene}taal r現在使われている言語(単数形)

(de) {*libben/libbene} talen r現在使われている雷諾(複数形)J

特定の名詞が明らかに省略された場合には、語尾 -eが必要である。

de {iepen/iepene} doar r開いたドアJ(Dyk 1996 : 56) 

de {封印en/iepene}o r開いたもの(=ド、ア)J(ib. 60変更)

ぴ linnenr並森j にたいする河形の形容詞 linnenr丞麻のj には linnens

f向左j という異形があり、無変北である。

また、 izerenr鉄の j は誇尾 -eを伴うと iz(e)reneのように誇中母音

-eが消失することがある CHoekema1992 : 1)。

類例. duffels rダッブルのj ←duffel rダッフルj

flannels rフランネルのJ←flannel rフランネルj

これは名詞読数形語尾 -en/-sの遺択の場合と同誌に、あいまい母音 [J]

の連続を道けるためと考えられる(~ 30 (2) (b)①)。

②語 尾 -eの有無と意味・用法の差

語尾 -eの有無によって意味・用法に差が見られる場合がある (842(3) 

(d). 852 (2)(g))。

例. gans r多くの(無語尾)∞全体の、長い、大きい(語尾 -e)J

gans in winkel r大きな庖J(Zantema 1984 : 322) 

gans in bytsje rかなり多く J(ib. 322) 

yn gans gefallen r多くの場合」

∞de ganse dei r一日中j

ganse ferhalen r長大な物語(援数形)J
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(3)語尾 -en

このほかに形容語尾 -enには次の 2種類があり、用法がそれぞれ異なる。

-enで終わる材質を表わす形容-enの語尾が出る。ただし、詞の名詞化でも

-enで終わる形それ以外の詞には語尾 -enはつかない (Hoekema1992 : 4)。

容詞(過去分詞を含む〉にはつく。

(a) {in/gjin/sa' n/ien}+形容詞-en

数詞 ienの後では、形容不定代名詞 sa'n， 否定冠詞 gjin， 不定冠詞 in，

詞が語尾 -enを伴って名詞匂のかわりになる。かわりになる名詞句は両性で

も中性でもいい。語尾 -enはなくてはならない。

「私の自転車はこわれIk wol in ni jen ha. Myn fyts is stikken gien. 

た。新しいのがほしいJ(←nij r新し l)J ) 

fこIk ha gj in betteren. Dit is it iennichste wurdboek dat ik ha. 

これより良いのはもっていません」れが私がもっている唯一の辞書です。

(←goed r良いJ) 

「私はそんなに高価なのはもっていないJ(← ha ik net. 

djoer r高価なJ) 

Ik ha hjir ien lytsen. r私はここに小さいのをひとつもっているJ(← 

「だれにとって

lyts r小さいJ) 

is in minner1 foar himsels. 

も良い人は自分にとっては悪い人だ(ことわざけ (Beintema1990 : 17) 

Dy't by elk in besteris， 

ienを伴うことがあり、「形容詞-en+ienJを一語この場合、形容詞の後に

ただし、数詞 ienの後であまり好まれない (Vander でつづることもある。

官oude1981 : 177)。

「私は新しいのがほしいj

「私はもっと良いものを

Ik wol {in ni jen ier1/in nijenien} ha. 

Ik ha {gjin betteren ien/gjin betterenien}. 

もっていない」

「そんな大きなものは{Sa'n grutten ien/Sa'n gruttenien} ha ik net. 

私はもっていないj

「年上の人にたいしては私‘do' . Tsjin in alderenien sis ik net samar 

とは言し、かねますJ(De Boer 1986 : 112)。は do

in/gjin/sa'n/ien以外の後では語尾 -enはつかず、語尾 -eを用いて名詞

((4)参照)。句のかわりにする

{ in readeI1/ in readen ier1/in readenien} en 

“Jou my 

“Ik ha hjir t官ablom岳en，

u.立五詮担g/ingielen ien/込五iel盟諸g}.

{dy reade/*dy readen} mar. ~ r私はここに赤い花と黄色い花をもってい

自okkerwolsto haワ"
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る。どれがほしし1かねJr赤いのをちょうだいJ(←read r赤いJ， giel 

「黄色いJ)(Van deτ 官oude1981 : 176変更〉

ごア英語の anew one， a better oneに似ているが、 fE1フリジア誇では in/

gjin/sa'n/ien以外の限定詞とは使えない点が異なる。

不定代名詞に直接、語尾 enがついた次の表現もある(13 42(3)(g)④)。

sa'nen(t)/sa'nen-ien rそのような{人/物事}J

gjinnen(t)/gjinien r何(だれ〉も…ないJ (匂jinnen(-)ienは不可〉

hoe'nenCt)/hoe'nCen)-ien rどんな{人/物事}J

Ik wol {sa'nen(t)/sa'nen-ien} ha. r手ムはそんなものがほしいj

Is der no {gjinnen(t)/本gjinnen(一)ien}dy't dat dwaan kin? [それが

できる人はだれもいないのだろうかj

(b)強調の語尾 -en

不定冠詞 in，否定冠詞 gjin，不定代名詞 sa'nの後では、形容詞の意味的

な内容を強調する場合に語尾 -eのかわりに語尾 -enを用いることがある。

形容詞には名詞が後続する。

in dregen baas rとても厳しい上司J(←dreech r厳しいJ) 

sa'u swieten dream rそんな甘い夢J(←swiet r甘いJ) 

Ik haw sa'n ofgrysliker1 pine yn 'e holle. r私は頭がすごく痛いJ(← 

δfgryslik rすごいJ) (Sytstra/Hof 1925 : 97変更〉

中性名詞単数形では強調の語尾 -enは現われない。

Sa'n {fluch/ネfluggen}hynder hawwe wy noait sjoen. rそんなに速い馬

は私たちは見たことがないJ(it hynder仁号J) 

指示代名詞や名詞複数形でも強調の語尾 -enは現われない。

Dy {主盟主/*主笠en}baas mei ik net lije. rあの厳しい上司には私は耐

えられないJ(←dreech r厳しいJ) 

Se binne gjin {弘主主/本単主主Q}patriotten. r彼らは大変熱烈な愛国

主義者というわけではないJ(←hjitr熱烈なJ， patriot r愛国主義者J)

σ 強調の語尾一enは不定主主詞 inに由永する。たとえば、 sa'nswieten 

dream rそんな甘い夢j という表現は次のようにして生じた。まず、 saV

( = sa in) dream rそんな喜多Jという名詞句で形容認 swietr甘いj が sa

の直後に挿入されて saswiet in dreamとなった。この場合、不定冠詞

inが例外的に形容詞 swietの後に位宣することから、当時の男位単数子会

支イとの語尾 -enとの類推で形容詞の支イと語尾と再解釈され (swietin> 

swiet-in> swieten)、その結果、新たに swietの孟前に不定冠詞 in を

挿入した。ょのことから強調の語尾 -enが中位名詞単数形、指示代名詞、
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名詞設数形では出ない理由が説明される。かつてはオランダ誇にも同誌の

語尾があったことが矢口られている (Vander Meer 1987)。

次の英語の例を参黒。

エ.so sweet a dream rそんなぜい夢j

zえのようには言わない。

ブ. {*sa swiet in dream/キinsa swiete dream} r同上j

(4)形容詞の名詞化

(a)語形変化

形容詞が名詞を伴わずに名詞句のかわりになることを形容詞の名詞化という。

以下にまとめて示す(例. goed r良いJ)。

人:

単数

物事:

単数

{in/gjin/sa'n/ien} goede {in/gjin/sa'n/ien} goede 

{myn/Pyts} goede {myn/Pyts} goede 

{de/dizze} goede {it/dit} goede 

複数 複数

G goeden G goede(n) 

{gjin/sok孟e} goeden {gjin/sokke} goede(n) 

{myn/Pyts} goeden {myn/Pyts} goede(n) 

{de/dizze} goeden {de/dizze} goede(n) 

語尾は限定用法の場合に似ているが、一部で異なり、複数で人を示すときに

は enを用い、物事を示すときにはでまたは -enを用いる。

①複数の人 -en

Oaren tinke sa't jo ek tinke. rあなたが考えているように他の人たち

も考えているJ(←oar r他のJ)(ULI' S， A 16 : 7変更)

Sport is foar de measten in foarm fan ferdivedaasje. rスポーツは大

部分の人々にとって娯楽のひとつの形式であるJ(←meast r大部分のJ) 

(Bangma 19932 
: 154変更)

②複数の物事:-e(n) 

Fan myn boeken binne dit de aldste(n). r私の本の中ではこれらがいち

ばん古いものですJ(←ald r古いJ)(Hoekema 1992 :心

(b)語尾 -enとの使い分け

n，b
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形容詞の名詞化のほかに単数形の一部では語尾 -en((3)(a)参照)による

表現も可能である。この場合、人を示すときには語尾 -enのほうが好まれる

(Hoekema 1992 : 4)。

①単数の人:語尾 -en

Dy man moast' mei oppasse : dat is in minnen. rあの人には気をつけな

さいよ。惑い人だからJ(←min r悪いJ)(Hoekema 1992 : 4) 

②単数の物事:-e(n) 

Sjochst dy tafel? Wat in grutte(n)! rあのテーブル見える?なんて大

きいんでしょう J(←grut r大きいJ)(ib. 4) 

(5)語尾 -s

不定代名詞に続く形容詞で用いる。

wat bysunders r何か特別なものJ(←bysundeτ 「特別なJ) 

folle goeds rたくさんの良いものJ(←goed r良いJ) 

neat betters r何ももっと良いもの…でないJ(←better rもっと良いJ)

官atfoar moais rどんなすてきなものJ(←沼oairすてきなJ) 

合ドイツ誇の etwasNeues r何か新しいものJ，オランタ'誇の ietsnieuws 

「同左Jなどと同議に属格の語尾に由永する(~ 31 (2) (a)⑦)。

(6) learaar Frysk rフリジア語教師Jなど

(a) r形容詞十名詞Jと「名詞+名詞J

形容詞は名詞の前に置くのが原則である。次の②の伊jのように名詣の後に置

く場合は名詞と考えられる。

①形容詞+名詞

in Fryske learaar rフリジア人の(=フリースラント生まれの)教師j

in Fryske kursus rフリースラントにかんする講習J

in Frysk wurdboek rフリースラントにかんする辞書、フリジア語辞書J

②名調+名詞

in learaar Frysk rフリジア語教師J

in kursus Frysk rフリジア語講習」

in wurdboek Frysk rフリジア語辞書j

②は表現全体の意味が固定している。この場合の Fryskは直前の名詞とと

もに全体で 1語の複合語のようになっていると考えられる。

①と②を組み合わせた次のような表現に注意。

in Japanske learaar Frysk r日本人のフ 1)ジア語教師」

円
叫
U

-「

υ

喝

t
i



ウオランダ誇にも同誌の区別がある。

オ. een Japanse leraar Fries r日本人のフリジア語教師j

ドイツ誇では2えのように言う。①では Friesisch(=Frysk) を無変イとの

まま名詞の前に亘いて、 1語の読令誇としてつづる。

ド einFriesischlehrer rフリジア語教師J

ein friesischer Lehrer rフリジア人の教師J

ein japanischer Friesischlehrer r日本人のフリジア誇款師J

周矢口のように、英誇では次のようにアクセントで区別する(アクセントを

r ' Jで示す)。

エ. a Frisian teacher rアリジア語教師J

a Frisian t匂 cherrフリジア人の教師J

a Japanese Frisian teacher r日本人のフリジア語教師J

(b)名詞+[0十名詞匂]

上記の表現は前置詞 fanにあたる語を省略したものとみなすこともできる。

単位や場所の表現でも同様の表現が見られる。

in bakje kofje rコーヒ一一杯J(Zantema 1984 : 45) 

1t hus fan de Boersma' s stiet 0an dizze kant it doarp. rブースマさ

ん一家の家は村のこちら側にありますJ(sosma-Banning 19812 
: (8) 

ず英語では前呈詞 ofを用いて表現する o

a cup of coffee r河上j

The house of the Boersmas is situated 0n this side of the village. 

「向上J((Bosma-Banning 1981 z : 68) 

〈ア 'genoch+名詞 'j‘名詞十genoch' r十分な… j の語)1瑛については~ 42 (3) (e) 

参照。

(7)形容詞句の目的語と語j頓

(a)名詞句を目的語とする形容調

名詞勾を目的語として伴った形若手詞〈エ. transitive adjective)では、

「名詞勾+形容詞Jという語順になる。

Dat is peτfoarst de muoite wurdich. rそれはきっと努力に値するj

(Bangma 19932 
: 185変更)

Wy binne us buorlju tankbeT. r私たちはお隣りの人たちに感謝していま

すJ(Fridsma 1979 : 27) 

De hun is har tige trou. rその犬は彼女にとても忠実だJ(ib. 27) 

Ik bin myn fy玉三回yt.r私は自転車をなくしたJ(Bosma-Banning 19812 
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: 28) 

次は名詞句が形容詞とは離れた位置に現われている例である O

1s it dat wol wurdich? rそれははたしてそのことに値するのだろうか」

(ULI' S， A 2 : 14) 

1t F立法 isdit foarnamwurd net ei星空n.rフリジア語にはこの代名詞は

国有ではないJ(Tamminga 1973 : 214) 

「形容詞+名詞匂Jという語)1畏はふつう許されない。

Sa'n helper is yn sokke tiden {goud官urdidl/*Wurdichgoucl}. rそう

いう助っ人はそんな時には金の値打ちがあるJ(ULI' S， A 13 : 8変更〉

(b)前置詞句を自的語とする形容詞

前置詞句を伴った形容詞匂では、「前置詞句+形容詞Jのほかに「形容詞十

前置詞句」の諾績も許される。

Sy is {op har soan grutsk/grutsk op har soarl}. r彼女は息子が自慢

だJ

(8)躍蔀句

限定用法では限定詞と名詞のあいだに長く複雑な形答詞匂(分詞勾、不定詞

句を含む〉をはさみこむ、いわゆる「冠飾勾」が見られる。とくに文章語で多

0
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1
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①形容詞によるもの

de 0ant no ta leste Alvestedetocht r今までに最後のオルヴェステーデ

トホト〈フリースラントの伝統的な長距離スケート競技)J (ULr s， B 5 : 

7変更〉

②分詞によるもの

faei de han skreaune ferhalen r手で書きとめられた物語J(skreaun← 

skriuwe r書く J) (ULI' S， A 15 : 8変更〉

Di t jout der in 1aoai en mei sin wat oerdrealln foarbyld fan. rこれ

はそれについての巧妙かつ意図的に少々誇張された併であるJ(oerdreaun 

←oerdriuwe r誇張するJ) (Breuker et al. 19922
: 17変更)

De nestor fan de Fryske skriuwers wie sOnder mis de 0er de njog-

gentich jier ald wurder1 Obe Postma. rフリジア人作家の長老は疑いな

く、 90才を越えた才一べ・ポストマだったJ(百urden←wurder…になるJ) 

CStienstra 1982 : 127) 

③ fte+第 2不定詞 (en不定詞/動名詞)Jによるもの

fte+第 2不定詞 (en-不定詞/動名詞)Jによる不定詞句も「…され得る、
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ーされるべき」という受動の可能・必然の意味を表わす冠飾匂をつくる。

dy ni oan te lizzen rykswei r新たに建設されることになっているあの

国道J(ULI' S， B 5 : 7変更)

de under de bern te ferdielen reade flachjes r子供たちに配られるこ

とになっている赤い小旗J(Boersma/Van der胃oude19802 
: 79) 
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S 35 比較 (graadbuging/treppenfan ferliking) 

(1)語形変化

比較による変化には原級 (gruntrep)、比較級 (fergrutsjendetrep)、最上

級 (oertreffendetrep)の区別がある。比較級は原級に erをつけ、最上級

は原級に stをつける。語末音の無声化などによる子音の発音と正書法に在

意。

hurd [hotJ r速いJ-hurder [hiJdu J -hurdst [host J 

fiis [fi :sJ rいやなJ-fizer [fi:zar]-fiist Ui:st] 

1 eech [l e : x J r低いJ-leger [le:pr]-leechst [le:kst， le:xst] 

1 ea f [11:; f J rいとしいJ-leaver [l I aVH]ーleafst[lIafst] 

(a) {mear/meast}+原綾

少数の形容詞の比較扱は rmear [rnIa r J十原級j、最上級は rmeast[m13stJ 

十原級」となる。

①形容詞化していない過去分詞、とくに f で終わるもの

比較扱 rmear+原級Jー最上級 I-meast+原級J(Hoekema 1992 : 2) 

utrupele [ytrupala] rおろそかにされたJ-mear utrupele-meast 

utrupele (←utrupelje rおろそかにするJ〉

形容詞化した過去分詞には比較級 -er、最上級 -stを用いる。

ferlegen [fale:1an] r当惑したJ-ferlegener-ferlegenst 

② -sk/-stで終わる形容詞:最上級 rmeast+原級J(ib. 2) 

Deensk [de:nsk] rデンマーク的なJ-Deensker -meast Deensk 

fest [fe:stJ rじようぶなJ-f ester -meast fest 

(b)不規則なもの

goed [guat] r良いJ-better [bttar]-best [be:st] 

ただし、次の意味の場合には規則的に変化することもある。

goed [guat] r人の良い、善良なJ-goeder [guadar]-goedst [guast] 

(Sipma 1913 : 63， Fridsma 1979 : 51， Boersma/Van der胃oude19802 
: 

26) 

立yis folle goeder as syn heit. r彼は父親よりもずっといい人だj

(Fridsma 1979 : 51) 

folle [fola] rたくさんのJ-mear [mldrJ-meast [mIastJ 

ier [i:J rJ r早いJ-earder [jtdu] -earst [13st] 

graach r食欲な;貯んでJ-leaver [ljtv:Jr， 1j5:官H]rむしろJ

leafst [ljest， ljJ:ust] rいちば、ん..したいJ

let [l et] r遅いJ-letter [Utu]-lest [lE:st] 
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(C) I割れJ(~10) や Id の挿入J Uil8(4))を伴うもの

① 「寄jれ」を伴うもの

moai [mo:iJ I美しいJ-moaier [mo:jH， mwajor]ーmoaist[mo: ist， 

mwaist] 

② dの挿入を伴うもの

子音 rで終わる形容詞と minI悪いJでは規則的に dを挿入する。

tear [tIar] r弱い、敏感なJ-tearder [tIador]-tearst [t18stJ 

tsjuster [tfostar] I暗いJ-tsjusterder [tJ ostadH] -tsjusterst 

[tfostast] 

lesber [le:sbar] I読める、読みやすいJ-lesberder [lt: sbador J-

lesberst [le:sbast] 

min [m1n] r惑いJ-minder [mIndorJ-minst [mlnstJ 

子音 n/lで終わる形容詞 (minr悪いJを除く)では任意である。

tin [t1n] r薄いJ-tinder [tIndor]/tinner [tInar]-tinst [tInst] 

mal [m:J:l] r奇妙な、愚かなJ-malder [m5:1darJ/maler [mj:lor]-

malst [m:J: 1st J 

simpel [sImpalJ r簡素なJ-simpe1der [sImpaldH]/simpeler [sImpa-

18r]ーsimpelst[sImpalst] 

③ 「割れ」と dの挿入を伴うもの

fier [fiorJ r違いJ-fierder [fjIdar]-fierst [fjIst] 

swier [swi or J r重い、難しいJ-swierder [SWIdH]-swierst [swIst] 

djoer [djuH J r高価なJ-djoerder [djuadar， djOdor J -djoerst 

[djuast， djost] 

(2) 用法

(a)原級

向等比較は‘{sa[saJ/1ike [lika]} A as [:Js] B' rBほどAだ」で表わ

す。

① {sa!1ike}+原級+as+名詞勾など

Do bist {sa/like} grut {as hy/as him/粕 ser}. r君は彼と閉じくらい

の背の高さだJ(as himは口語的)

σ*as er b"許されないことについては S38 (2) (b)参照。

その他の用例。

Sa egaal plat en sa grien as in biljertlekken is allinne Fryslan 

mar. Iビリヤードの板のようにこれほど一帯に平らで、これほど緑なのは
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フリースラントだけだJ(Bosma-Banning 19812 
: 154変更)

② {sal1 ike} +原級十as+従属文

asに後続する文は従属文になる。

Do bist {sa/like} grut {as hy is/as er oait wurde sil}. r君は{彼

がそうである/彼がいつかそうなる}のと同じくらいの背の高さだJ

その他の用例。

De minsken wurde sa loai as it mar kin. r人聞はどうしようもないほ

ど(=可能なかぎり〉無精になるJ(ULI' S， A 18 : 8) 

次の例では比較の対象を示す要素が指示代名詞 datで表わされている

( S 41 (l)(a)④)。この datはなくてもいい。

Dy wiidte mei de pleatsen en de kij is foar de butenlanners like 

unyk as de bergen en wetterfallen dat foar us binne. r外国人にとっ

て農場や乳牛の姿がある平野は、ちょうど私たちにとって山や滝(がそう

は計三=unykJであるように〉珍しいJ(Bosma-Banning 19812 
: 155変更)

③‘sa+原級十回oglik'rできるだけ…」

胃yhalde de priis sa leech mooglik. r私たちは価格をできるだけ低く

おさえますJ

(b)比較綾

比較の対象は原級の場合と同様に asr..よりも」を用いて表わす。

①限定用法の語尾

比較綾では限定詞(冠詞・代名詞・属格など)がない場合には、両性名詞

でも単数形は無語尾である (Tiersma1985 : 53; S 34(2)(c)⑤〉。省略さ

れた名詞が特定できるときには、無変化の形容認で名詞を代用できる。

{In kreazere frmI/Kreazer frOlI/Kreazer/*Kreazere frml/*Krezere} 

wie der net. rそれ以上の美人はいなかったJ(kreas r美しいJ) 

(Hoekstra/Tiersma 1994 : 512変更)

②比較級+as+名詞匂 (s66(3)) 

Do bist豆盟主er{as hy/主主 him/弓~ er}. r君は彼よりも背が高いJ(as 

himは口語的〉

にア *aser !):許されないことについては~ 38 (2) (b)参照。

その他の用例。

官yfiele us neat better of minder as de oare ynwenners fan it 

keninkryk. r私たちは自分たちのことを王国(=オランダ)の他の住民よ

り良くも悪くも思っていないJ(Bosma-Banning 19812 
: 155変更)

It liket faak， dat de frouljusmoade hurder feroaret as de manljus-
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moade. r女性のファッションは男性のファッションよりも早く変わること

が多いようだJ(ULI' S， C 11 : 5) 

③比較級十郎十従属文 (sss(3)(a)) 

asに後続する文は原級による向等比較と詞様に従属文になる。

Do bist grutter {as hy is/as er oait wurde sil}. r君は{彼がそうで

あるよりも/彼がいつかそうなるよりも}背が高いJ

次例では asの直後に補文標識 datが置かれている(S 42(l)(a)④〉。

Fryslan hat doe grif gans grutter west as坐!it hjoeddedei is. 

「フリースラントは当時、今日そうであるよりもたしかにずっと大きかっ

たJ(ULI' S， C 20 : 8) 

Ik hoech my net jonger foar te 出aanas dat ik bin. r私は自分がそ

うであるより若く見せるのは好きではないJ(Bangma 19932 
: 29) 

④ {wat/hoe}+比較級十従属文， {wat/hoe} +比較級+従属文「…であればあ

るほど…だJ(s 66(3)(a)， S 67(1)(c)④〉

これはふたつの従属文を並列した構文(r…であること、それすなわち…

であることJ)である。この場合、比較級の後に補文標識 't(←dat)， 

asや補文導入要素 oft(←of十dat)が現われることがある。ただし、現

われない場合もある。

ゥ 't/as/oftの使い分けとその有無は DeRooy (1965) にあるようにきわめ

て夜雑であり、明確に特定することは容易ではないので、本稿では詳述で

きない。

Hoe mear't men de duvel jout， hoe mear't er ha wol. r悪魔はものを

やればやるほどもっと欲しがる(ことわざり (Beintema1990 : 30) 

Wat mear as de sinne op e kjitte skynt， wat mear as it stjonkt. 

「汚物は日が射せば射すほどそれだけ臭う(=焼け石に水。ことわざ)J

(Beintema 1990 : 76) 

胃atmear oft de sinne op e kjitte skynt， wat mear oft se stjonkt. 

f同上J(Zantema 1984 : 495) 

官atearder o de moade feroaret， wat mear o der ferkocht wurdt. 

「流行が早く変われば変わるほどそれだけ多く売れるJ(ULI' S， C 11 : 

12) 

Hoe alder as men sels is， hoe grutterなansdat in oar jonger is， 

en makliker mei ‘do' oansprutsen wurde kin. r自分が年上であればあ

るほど、相手が若い場合が多く、そうすればそれだけ容易に doで話しか

けることができるJ(De Boer 1986 : 72) 
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てア

⑤ 

Hoe jonger 0 de generaasje， hoe mear't de troude lju elkoar 

dookje en hoe minder 0 men elkoar mei JO 

B it tal oanspraken yn 'e 3e persoan wurdt. 

oansprekt en hoe leger 

f世代が若ければ若いほ

ど、既婚者はそれだけ多く互いに doで呼び合い、 joで呼び合うのが少

なくなり、 3人称での呼びかけの数が低下する J(De Boer 1986 : 72) 

Hoe alder en brekfall iger 0 sa' n toer 1 iket， hoe moaier 日 it is. 

fそんな塔は、古くて崩れ落ちそうに見えれば見えるほど美しいJ(ULI' S， 

B 20 : 9変更〉

ふたつの名詞句 (関係丈) の並列による類似した次の構丈を参照。

Dy't skriuwt， dy't bliuwt 「書〈者は長らえる (=書〈者、 それすなわ

ち長らえる者。 ことわざ)J (Beintema 1990 : 123変史)

‘mear+ {形容詞原級/名詞}+as' 「…よりむしろ…だJ

Hy is mear loai as dom. 「彼はJ愚iかというより怠惰だ」

Hy is mear wittenskipper as learaar. f彼は教師というより学者だj

(c)最上級

①独立用法

Ut+最上扱(-e)Jとなる。主語が荷性でもつねに itを用い、語尾 -e

も任意である O つまり、 この itはもはや定冠詞ではなく、最上級に付随

する不変化詞にすぎないと言える (Tiersma 19992 
: 47)。

ゥ英語の fthe+比較級， the+比較扱j 構文((2) (b)④) σ〉 the と比較。

エ.The more， the better. 「多ければ多いほどよいj

{Dizze toer/Dit hOs} is it heechst(e). 「この {塔/家}が最も高いj

Elk is himsels it neist. 「だれでも自分がいちばんかわいい(=近い。

ことわざJ(Beintema 1990 : 33) 

Eigen bier smakket it best. r自分で作ったビールがいちばんうまい

(ことわざ)J(ib. 18) 

官ysjittet hurdste op as jo de jurk oanlOke. 「ドレスをお召しにな

りましたらすぐにまいりますJ(Bangma 19932 
: 28変更〉

日oarnsis os mem der altyd it earsteδf. r朝は母がいつもいちばん早

く起きるJ(瓜l'S， B 13 : 18変更)

最上級は述語的用法では形容詞の名詞化によっても表現できる。 この場合

の de/itは定冠詞であり、主語に一致し、義務的である。

Dizze toer is de heechste. rこの壌が最も高いJ(deheechste [toerJ) 

Dit hus is it heechste. 「この家が最も高いJ(it heechste [hus]) 

Elk is himsels de neiste. 「だれでも自分がいちばんかわいい(=近い。
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ことわざJ(Beintema 1990 : 33) 

itを欠く無語尾の最上級による表現は古風である (Dykstra1985 : 90。

Se is aldst. r彼女がいちばん年長だJ(Tiersma 1985 : 53) 

②限定用法

最上級は根定用法でつねに語尾 -eを伴う。

Dokkum is ien fan de aldste steden yn Fryslan. rドクムはフリースラ

ントでいちばん古い町のひとつだJ(ULI'S， B 17: 22) 

De wiiste moat tajaan. rもっとも賢い者は譲らなければならないj

(Zantema : 1984 : 1028) 

中i生単数でも語尾 -eを伴うことに注意(S 34(2)(d)①〉。

Dit is Paulus Akkerman syn moaiste ferhaal. rこれはパウルス・アケ

ルマンのいちばんすばらしい話(=短編〉だJ(i t ferhaal r話J) 

Yn 'e 18de ieu berikte de Fryske pleats syn heechste punt. r18世紀

にフリースラントの農家の建物はいちばん高さが高くなった(=もっとも

高い点に達したり(itpunt r点J)(ULI'S， B 11: 7変更〉

次の例は形容詞の名詞化であり、 rit+最上扱 (-e)Jを用いることはでき

ない。

De measte plaknammen yn Fryslan geane ut op '-um'. Dat binne ek 

mei fan {de aldste/*it aldst(e)}. rフリースラントの大多数の地名は

-umで終わる。それはまたもっとも古い地名に属するJ(ULI'S， B 17:17 

変更〉

Yn dit doarp wenje in soad alde minsken. Jappe is ien fan {de ald-

sten/*it aldst(e)}. rこの村には高齢者がたくさん住んでいる。ヤペは

もっとも高齢の人のひとりだJ

③ 2者のあいだの比較

対象の数がふたつに限定されている表現では、 2者のあいだの比較でも最

上級を用いることができる。

De {主盟ste/収監区立}fan syn twa dochters is seis jier (ald). r彼

のふたりの娘のうちで小さいほうは 6歳ですj

ウオランダ誇でも向誌に最上級を用いることができる。

オ. De {jongste/jongere} van zijn twee dochters is zes jaar 

(oud) . 

④ best rとても良いJ

best (←goed)は「とても良いjの意味でも用いる O

De boer hat in best hynder. rその農夫はとてもすばらしい馬をもって
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いるJ(Bosma-Banning 19812 
: 28) 

As it sa b1iuwt， is 't net best. 盟arik hoopje op bettere tiden. 

「このままであっては良くない。しかし、私はより良い時が訪れるのを願

っているJ(ULI' S， A 13 : 8) 

"Hoe giet it mei jo?" “Net sa best. " r調子はどうですかJ rあまり良

くないんですJ

It slagget net sa best. rそれはあまりうまくいかないJ(ULI'S， B 6: 8) 

ずその他の形容詞はドイツ認のように「きわめて…J という意味で最上級

(絶対最上級)を用いることはない o オランダ誇も同謀。

ド. Sie singt aufs schonste. r彼女はきわめて美しく歌う j

フ. Sy sjongt {*it moaist(e) Itige moai}. r同上j

オ. Ze zingt {*het mooist(e) Iheel mooi}. r向上j
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N 代名謂 (foarnamwurd)

S 36 人称代名詞 (persoanlik foarnamwurd)概観

(1)まとめ

人称代名詞には主格と百的格の区別があり、それぞれに発音上の区別に基づ

く「基本形」と「弱形J(音韻論的接語、エ. phonological clitic)がある。

2人称には単数で「親称j と「敬称Jの区別があるが、ドイツ語やオランダ語

とちがって複数では区別しない(837)。

主格には 2人称親称単数 (-o/-e(←-do/-de))と3人称単数男性/両性 (er)

で特別な f連接形J(統語論的接語、エ. phonological clitic)があり、主文

の定動詞や補文導入要素(補文標識 dat/-tを伴った従属接続詞、関係認、間

接疑問文の疑問詞 866)の直後に限られる。連接形は北フリジア語や東フリ

ジア語 (Seeltersk)にも見られ、フリジア語群に共通している。 2人称親称

単数の連接形 -o/-e(←-do/-de)は、上記の補文導入要素の語末に添えられ

た -stとともに -sto/ーはeとして現われる。この -sto/-steはそれぞれ

-st-do/-st-deが縮まった形であり、人称代名認の部分は -o/-e(←-do/-de) 

である。したがって、 -stは人称代名詞ではなく、定動詞 (dokom-st r君は

来るJ)の変化語尾ーはと同様に、補文標識 dat/-tに添えられた変化語尾

であるといえる。つまり、西フリジア語では主語が 2人材、親称単数の場合に補

文標識が定動詞と同様に「活用Jする。また、 -sto/-steの部分は人称代名詞

連接形 o/-e(←-do/-de)を欠いた はでもさしっかえな1，'0つまり、西フ

リジア語では 2人称親称単数代名詞の主語を欠く文が可能である(838)。

商フリジア語には歴史的に北海ゲ、ルマン語の特徴として再帰代名詞として特

別な語形がない。ただし、 3人称代名詞には再帰用法と非再帰用法で語形が異

なるものがあり、弱形 it/seは再帰的には用いず、 h-系列の代名詞 him/har

を再帰用法に転用している。同じく h一系列の har/har(ren)の使用は seに

たいして人に限られる(8 39)。

「私のJなどの意味の語形は rs 40所有代名謁Jで扱う。疑問代名詞は使

宜上、疑問副詞を含めて rs 43疑問詞Jと rs 44疑問文Jで扱い、関係代名

詞は便宜上、関係副詞を含めて r8 45関係諸」と r8 46関係文」で扱う。

(2)語形

(a)主格

く単数>

1人称

基本形

ik [Ik]/言語n!ikke [Ik:J] 

弱形

'k [k] 

連接形

d
斗
A

ρ
h
U
 

1
i
 



2人称親称 do [do:u] (du [du]) (de [daJ) o [o:uJ/-e [a] (-u [uJ) 

〈←do/-de(du)) 

2人称敬称 jo [jo:u] je [ja] 

3人称男性/両性 hy [hd， hiJ er [ar] 

女性 sy [sd， si J se [sa] 

hja [ja] (hju [ja])く文語的〉 ([Zd] s19(3)(b)) 

中性 it [at]/'t [t] 

く援数〉

1人称 wy [vEi， vi] 町T [vi] 

we [va] 

jim [jam] 

se [sa] 

2人称

3人称

jim(me) [jIm(a)] 

sy [sd， si J 

hja [ja] (hju [ja])く文諭> ([幻] S 19(3)(b)) 

(b)目的格

く単数〉 基本形 弱形

1人称 my [md， mi] my [miJ 

2人称親称 dy [dd， di] dy [di] 

2人称敬称 jo [jo:uJ je [jaJ 

3人称男性/両性 him [hlm] him Cm) [am] 

女性 har [har] se [SJ] ([za] S 19(3)(b)) 

く人/定再帰的/非再滞的> く人/物事、定/不定非再矯的>

中性 it [at]/'t [t]く非再帰的〉

him [hlm] <再帰的〉 him ('m) [am]く再帰的〉

く援数〉

1人称

2人称

3人称

us [ys] 

jim(me) [jIm(a)] 

har(ren) [har(Jn)]く人、

定・再帰的〉

jim [jdm] 

se [saJ ([za] S 19(3)(b)) 

く人・物事、定・不定、非再帰的〉

(3)解説

(a) -yで終わる基本形の発音

-yで終わる基本形の発音はクラーイ方言 (Klaaifrysk)で hy[hd]， sy 

山「
u

n
h
u
 

y
tよ



[seiJ. wy [vdJ. my [mdJ. dy [ddJ (hij. sij. 官ij， mij. dij というつ

づりはオランダ諾と同一なので回避する)であり、ヴォーデン方言(胃aldfrys

k)で hy[hiJ. sy [siJ. wy [viJ， my [miJ. dy [diJである(S 22)。

てア母音[i]を示すヴォーデン方言のほうが歴史的に古い (~6(2) (b))。

(b) 2人称代名詞

2人称親称単数主格基本形の do[duJはヴォーデン方言〈聡ldfηsk)の語

形である。また、連接形 -deは単独では現われず、 -stの直後に添えて ste 

としてのみ現われる。

CF Visser (1988a: 178) は de[dけが単独で琉われると指摘している o

CF' Hoekema (1992 : 17) は2人材、親称、単数主格連接形 -Q も認めている。

σTiersma (1985: 65) は 2人材、説教弱形として jimを認めている。

(c) 3人称代名詞

3人称代名詞の男性と女性の区別は、自然性の芭別(男の人、女の人〉のほ

かに文法性の区別も表わす(S 37(4)(a)(b))。単数女性主格の基本形 hju [j ~J 

はヴォーデン方言 (Waldfrysk)の語形である。

合 3人材、単数女怯目的格の弱形としてTiersma(1985: 65) は har[n] を

認めている。しかし、 Visser(1988a: 178) はこれを否定している。

Hoekema (1992: 18)， Boersma/Van der胃oude(19802 
: 29) にもこの har

[a]は記載がない。

合 3人称単数男性・中性(再帰的用法)目的格の弱形として Hoekema(1992 

: 18) は m というつづりをま忍めている。

it [~tJ はあいまい母音 [~J を含み、アクセントを置いて強調する場合に

は使えない。その場合には指示代名詞 datを用いる(S 41(2)(a)⑤〉。その他

の基本形はアクセントをもつことができる。

(d)人称代名詞の再帰用法(s 39) 
3人称複数日的格の seは再帰用法では用いず、しかも、典型的な他動詞の

直接日的語と能動態の間接目的諾に限られる。 3人称単数女性目的格の seに

も同様の制限を認める話者が多い。ただし、意味的には両者は人と物事をとも

に示すことができる。これにたいして、基本形の har(ren)(複数形目的格)

と har(単数形目的格)は再帰的にも用いることができ、心理動詞の呂的語ゃ

いわゆる「自由な与格j としても用いられるが、意味的には定 (bepaald)の

人を示すことしかできない(837(6))。

3人称中性単数目的格 itは再帰用法では用いず、再帰用法では物事に hirn

を用いる。人には自然性に応じて him(男の人、例. it jonkje r男の子J)、

har (女の人、例. it famke r女の子J)を用いる (839(3))。
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S 37人称代名詞の基本形と弱形

(1)まとめ

人称代名詞の基本形と弱形は発音上の区別に基づき、つづりでは部分的にし

か区別しない。基本形はアクセントを持ち、はっきり発音する必要がある場合

に用い、文中以外に単独でも用いることができる。弱形はとくに強調する必要

がない場合に用い、単独では用いない。弱形は直前〈前接的 enklitysk)か直

後(後接的 proklitysk)に他の諾があることを必要とし、その語と続けて発

音する点で「接語J(klitik)としての性格がある(!3 380))。連接形は統語

的条件に基づいて用いるので「統語的接語J(ヱ. syntactic clitic)、弱形は

発音上の要因に基づいて用いるので「音韻的接語J(エ. phonological clitic) 

と言える。基本的はまた、視覚的にフォーマルな印象を与え、公的な文章で多

様する。基本形のつづりでも、弱形の発音をすることもある。とくに itはつ

ねに無アクセントであり、つづりでは基本形に分類されても、発音上は弱形で

ある。アクセントを置く必要があるときには指示代名詞 aatを用いる。

1人称単数主搭には基本形に ik[Ik]とさらに強調の度合いが強い ikke

[ika]のふたつがある。弱形 'k[k]では母音[1]を除く発音になる。

(2) 1人称 (earstepersoan) 

強調形 ikke[Ik;l]は単独で用いることが多い。

“Wy binne oan 't iten." “Ikke net mear!" r-私たちは今、食事の最中

だJr私はもうすんだぞJ(ULI' S， C 3 : 8) 

Net ikke， mar do diest it. r私じゃなくて、君がそれをしたんだ」

(ULI' S， B 19 : 18) 

σ-eを伴ったーi主の強調形に注意(ただし、 jimme と jimは別である)。

di tte (←di t) rこれJ， datte (←dat) fそれ、あれJ， watte (←wat) 

「何J， hjirre (←hjir) rここにJ， dere (←der) rそこに、あそこ

にJ， were ←wer) rどこにJ

強意の意味の副詞「形容詞+-eJとの類似性に注意(852 (2)(h))。

ik [Ik]の弱形 'k[k]は会話的な文章で 'kというつづりが見られる。

As bern bin 'k al begun postsegels te sammeljen. r私はもう子供のこ

ろから切手を集めはじめたJ(' kは先行する binに連接する c 前接的)

(ULI' S， A 19 : 7) 

次伊jでは文頭の， kが小文字で、胃itから大文字書きしていることに注意。

'k W i t i t net. r私はそれは知らないJ(' kは後続する Witに連接する。

後接的)

門，E
ρ
h
U
 

4
1
1
-



'k Sil it dwaan. r私がそれをやりましょう J(' k は後続する Si1 に連

接する。後接的〉

σ この場合、英語では助動詞が直前の人材、代名詞に連接することに注意。

エ. l' 11 do it. (←1 will) f向上j

ゥ 't (←it) の場令も同議((4) (d) )。

(3) 2人称 (twaddepersoan) 

(a)親称と敬称

2人称単数には親称主格 do[do:uJ，目的格 dy[dei， di]と敬称主格・呂

的格 jo[jo:uJ/je [jaJの区別がある。敬称は公式の手紙や古風な文章では

大文字 (JoJJe)で書くことがある O

西フリジア語では敬称は話者の内輪の領域からはずれた人のみならず、一般

に年上の人に敬意や距離感を表わすときに用いる。したがって、親は子供にた

いして親称を用いるが、ふつう子供は親にたいして親称は用いない ((b))。神

にたいしでも親称は用いない。つまり、内と外の区別だけではなく、上下の区

別も表わすといえる。親称は友人、恋人、夫婦問(ただし、③)、話者と同等

ないし年下の人にたいして用いる。親称は蔑称として用いることもある。

今日ではもっぱら単数の意味で用いる敬称 jo/jeは複数形に由来し、主語

の場合、定動詞は複数形になる。

{jo/jim(me)} komme r{あなたは/あなたがたは}来るJ

c;，do komst r君は来る」

とア岳フリジア誇の 2人称親称代名詞 do(dO) はドイツ誇の duやオランダ

語の jij/jeよりも使用範囲が扶 ¥¥0 De Boer (1985/1986) には統計資料

を交えた詳畑な記述がある。

0"説数形としては説称、と敬称、の区$IJ1j: < j imme を用いる。オランダ誇には

議数形としても託称、 jullieと敬称、江(単数形と同形。 3入者、王手数形に由

求。むwEde1heid>Uwe>Uwe>u)) の区別がある。敬称、の対象となるべき

相手に jimmeを用いることに抵抗を患じる話者のなかには joをあえて

用いるニとがあり、その結果、オランダ語に近づくことになる (DeBoer 

1986 : 25)。今日では説称の使用範囲も徐々に拡大する傾向にある。

ヴ jo/jeはオランダ誇の jij/je(今日では抵称、エ. you/ド. ihr)にあた

る(j)i/giの与格・対格に由永する。 jimmeはオランダ誇の jullie(← 

gij rあなたJ+ lieden f人々J)と同様に(j)i/girあなたj 十manr人j

(古フ. jemma(n)，すべての格)から派生したものである CSytstra/Hof

1925 : 107f.. Boutkan 2001 : 623)。
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①会話での敬称と親称の使い分け

初対面の人に親称で話しかけることは稀である。年齢や社会的地位の上下

によっても、会話の相手どうしは親称と敬称を使い分ける。

A : Fytsmakker， soene jo myn fyts goed neisjen wo11e? Hy docht it 

net sa best. It stjoer sit wat 10s en it sea1 kin ek wo1 wat 

fester 

B : Ja百iswol. (…) Sjoch， der sit ek in skuor yn 'e efterban. Do 

kinst better in nije fyts keapje. 

A: r自転車屋さん、ぼくの自転車をよく見てもらえませんか?どうも

調子が良くないんです。ハンドルはぐらぐらするし、サドルももう少

しすわりが良いはずなんですけどJ (子供のせりふ)

B : rいいとも。〈…〉ごらん、後ろの車輪も破れているよ。新しい自転

車を買ったほうがいいんじゃないかねJ(ULI' S， A 18 : 10変更)

②神にたいして

神 (God)にたいしては敬称を用いる(S 40(2)(c))。

Us Heit yn 'e himel， lit jo namme hillige wurde， lit jo keninkryk 

komme， lit jo wil dien wurde op ierde likegoed as yn 'e himel. 

(…) [want jowes is it keninkryk en de kreft en de hearlikheid 

oant yn ivichheid. Amen. ] r天にましますわれらが父よ、御名を崇めさ

せたまえ。御園を来らせたまえ。御心の天になるごとく、地にも来らせた

まえ。(…) [国と力と栄えとは永遠に汝のものなればなり。アーメン]

(Bibel 19892 (978)， Matteus 6 : 9-13) 

ウ以前は神にたいして doを用いることがあった (WFT10/1993 : 76)。

③夫婦問

以前は夫婦のあいだで敬称を用いることがあった (Fokkema19672 
: 48; 

青FT4/1987 : 48)。ただし、今日ではほとんど親称を用いるようになって

いる (DeBoer 1986 : 112)。

〈ア夫婚のあいだで敬称を用いるのは1850i子頃から見られ、 1910年以降、減少、

し、 1945年以降は急速に衰退した (DeBoer 1986 : 9)。以前はフリースラ

ントの北部よりも南部で敬称、の使用が多かったという方言差が指摘されて

いる。夫が妻よりもとくに年齢が高い場合には、夫が妻にたいして義者、を

用L、、妻が夫にたいして敬称、を用 L、ることがあったという(ib. 45)。

(b)親族名称による 2人称の表現

子供が両親や年上の親族(兄、姉を除く)にたいして親称を用いることはほ

とんどなく、敬称の使用も多くない (Vander官oude1981 : 27)。この場合に

ハ同
υ

ρ
h
u
 --



は親族名称、の使用がもっともふつうである。親族名称による 2人称の表現は本

来、年上(または目上)の親族への敬意を示すが、同時に親しみの感情も示す。

たとえば義理の父や母にたいしてのように、距離感が大きくなると敬称を用い

ることが多くなるくDeBoer 1986 : 73)。年下か同等の親族には親称を用いる O

口この点は日本語に似ている。

Oh， blikje， ik moat noadich nei skoalle. Hat mem myn iten klear? 

「いけない、もう学校に行かなくちゃ。お母さん、お弁当はできた ?J

(ULI'S， C 3: 8) 

Dat kin mem sels wol sjen. rそれはお母さんが自分で見ればいいじゃな

いJ(札l'S， C 3 : 9) 

次の会話を参照。ただし、最後の草em1母」のせりふは夫に親族名称 Heit

「お父さんJを用いている。

Soan : Hei t is hjoed 80 j ier wurden. 

Hei t : Ja， jonge， ik bin ald. Us hei t is 60 j ier wurden en us mem 

noch net 55. 

Mem : I t is hjoed in feestdei， i t is dyn j ierdei. 

Soan : Mem hat gelyk， hjoed skynt de sinne. 

宜eit : Is dyn frou hj ir ek? 

Soan: Ja，百is， sy hat hjir dochs a1 by jo sitten. 

Mem : Heit fer ji t官olris百at，der binne ek sa'n soad minsken; de 

famylje groeit. 

息子:1お父さんは今日で80歳ですねJ

父 :1ああ、もう年だ。わしの父親は60で亡くなったし、母親は55にもな

らなかったJ

母 :1今日はお祝いなんですから。あなたのお誕生日ですよJ

息子::お母さんの言うとおりですよ、いいお天気ですしj

父:rお前の嫁もここにいるのかJ

息子:rええ、いますよ。さっきとなりにすわっていたでしょう」

母:1お父さんはときどき物忘れをしますからね、いろいろ人が来てるし。

家族も増えるものですからJ(むLI'S， A 1 : 10変更)

ごア上記の会話で息子のせりふとして "Ja，wis， sy hat hjir dochs a1 by 

jo sitten." rええ、いますよ。さっきとなりにすわっていたでしょう j

とあるが、この joは heitのほうが自然だという判定が多¥，¥ 0 

0' broer r兄弟j 、susterr持味j をそれぞれ「九j 、「姉」の意味で 2人材、

の表札とすることはない。つまり、馬等の説族という扱いを受けている。
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この点は a本語と異なる G

牢Komt{broer/suster}εk mei? r {おえさん/:お坊さん}もいっしょに永る

の ?J

合長近は両親に親称、 doを用いる傾向も増えている (WFT10/1993 : 76)。

(c)身分、職業などによる 2人称の表現

相手が年上である場合には、相手の職業・身分の名称を蓋接用いて話しかけ

ることがある。職業や身分の名称を用いると敬称の人称代名詞よりも敬意が強

まる。この場合、相手の名前を用いると、親しみの感情がこめられる傾向があ

る (Tiersma1985 : 63)。

ウこの点は日本誇と似ている。

Hoefo11e sipe1s wo1 rnefrou ha， mefrou? rタマネギはどのくらいにい

たしましょうか、奥さんJ(ULI'S， B 3: 7) 

Dy gielige bedoelt mefrou? Dat binne wichters， 1ytse prumkes eins. 

Jo kinne der hearlike jarn fan meitsje. rあの黄色いっぽいやつですか。

あれはヴィフテルといいまして、プラムの小さなやつのことです。良いジャ

ムができますよJ(ib.) 

官01dokter rny even he1pe? r先生(=底者)は手伝っていただけます

かJ(Boersma/Van der胃oude19802 
: 30) 

Wo1 Aaltsje my even he1pe? rアールチェは手伝ってくれるかねj

子供にたいして、またはからかいや軽蔑の気持ちを込めて大人にたいして、

3人称代名詞で次のように言うことがある。

Hy moat stil weze. r静かにしてねJ(男の子に向かつて)(Hoekstra/ 

Tiersma 1994 : 515) 

Kom sy mar by rnem. rママのところにいらっしゃいJ(女の子に向かつて。

命令形)(Boersrna/Vander胃oude19802 
: 58) 

ゥ年上の相手に相手の職業・身分の名称、を i宣接用いる表琉は、少なくなって

きており、敬称、 joを用いる話者が多い (DeBoer 1986 : 112)。

(d) 2人称親称主格単数形の省略(S 38(4)) 

2人称親称主格単数形の基本形 doと連接形 -o/-e(←-do/-de)は、とく

に明示する必要がある場合以外は自由に省略できる。

“Do bist siik，" sei de frou. “Do hast de gryp. Juster wiest-0 ek 

al ferkalden， en no出註ニ笠 koarts. 日 Silstwol gjin iten ha 

官olle，tink". rあなたは病気なのよ」と彼の妻は言った。 rあなたは風

邪をひいているのよ。昨日からもうひいていて、今、熱が出てきたのよ。

食事をとる気はないでしょうねJ(ULI' S， A 6 : 8変更)

1
i
 

門，t
T
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(4) 3人称 (treddepersoan) 

3人称代名詞は単数で自然性(男の人/女の人/物事)だけでなく、文法性

(両性・中性〉の区別も表わす。文や匂など文法性のないものを受けるときに

は、中性単数形を用いる。

非人称の itはく5)、har(ren)と seの相違は (6)で扱う。

合と〈に物事を示す名詞句の場令、指示代名詞 dy(中性学数以外)jdat(中

怯単数)を用いて名詞句を明確に指し示すこと b{ある(S 41 (2) (a)③)。

(a)男性形/両性形

hy [hei， hiJ/er [dr] r彼、それJは男性の人だけでなく、両性名詞単数形

も受ける。自的格 him [hlm]の弱形は [hJの音が弱いために脱落し、 [dm]

という発音になる。

Dy trui is prachtich. Mar hy makket wat dik. rそのセーターはすてき

ね。でも、少し太って見えるJ(Bangma 19932 
: 30変更)

Dêr't 並立三担旦~ altyd skynt， skynt er nea helder. r太陽はいつも照る

ところでは、より明るくは照らない(ことわざ)J(Beintema 1990 : 120) 

投」盟坐 silhim grif oanpasse oan bepaalde maatskiplike fer 

oaringen. r流行は特定の社会的変化にも適応するだろう J(ULI' S， C 11 

: 5) 

(b)女性形

① hja [jaJ (hju [jd]) と sy[sd， si] 

正書法で hーで始まる女性形の単数・複数主格 hja(hju)は文語的であ

り、日常会話ではオランダ語 zijの借用語である syを用いることが多

い。弱形には syに対応する se[sけしかないっ百的格 har[har]の弱

形には se[sd]しかなく、しかもこの se[sd]は再帰的用法では用いな

い(~ 39(3)(b)②〉。

②抽象名詞を受ける女性形

女性形はふつう女性の人を受ける場合に限られる。書き言葉や古めかしい

文章では、オランダ語の影響で抽象名詞などを女性形で受けることがある

が (8290))、これは‘har-sykte' ( rharの病気J)と呼ばれ、西フリ

ジア語の標準語としては好ましくないとされる (DeHaan 1995 : 54f. )。

Yn dizze jierren begjint syn wraldskoging har stadichoan te 

foarmjen. rこの何年かのあいだに彼の世界観が徐々に形成されはじめる」

(Spenter 1970 : 185変更)

所有代名詞(S 40)でも同様である。

De 19de iel~ komt no ek geastlik oan har ein. f19世紀は今やその精神
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においてもその終駕を迎えるJ(ib. 185変更〉

③弱形 se[saJ r彼女、彼(女〉らjの発音

~ 19(3)(b)で述べたように、弱形 se[saJ r彼女、彼(女〉らJは母音、

有声子音、 r{長母音/二重母音}+無声摩擦音Jの直後では se[za] と発

音する。用例は同箇所を参照。なお、 seは syと違って古フリジア語か

ら存在する。

σ 次の用例のように、 ze とつづる丈章も散見されるが、岳フリジア誇では

zーは語頭に永ないので、正書法としては好ましくない o

De 1ytse bern binne nijsgjirrich nei dat moaie boek. Hja hawwe 

1ekkere ko1a fan beppe krigen. As de glezen 1eech binne， meie主主

it boek besjen. r'J、さな子供たちはそのきれいな本を見た〈てたまりま

せん。子供たちはおじいさんからおいしいコーラをもらいました。コップ

が空になったら、その本を見てもいいのですJ(ULI' S， A 11 : 2) 

(c)人を示す中性名詞

it jo出 jer男の子J，it famke r女の子Jlit fanke r小娘〈蔑称)J， it 

wiif r女(蔑称)、妻」などは中性名詞だが、人間を指すので、代名詞で受け

る場合には中性形ではなく、男性形か女性形を用いるのがふつうである。

Syn wiif moast har op krukken rede. r彼の妻は杖にすがらなければな

らなかったJ(Spenter 1970 : 183変更〉

所有代名詞(~ 40)でも同様である。

It famke skriuwt yn har deiboek. rその女の子は日記をつけるJ(ULI' S， 

B 10 : 17) 

(d)中性形

it [atJの弱形 't[tJのつづりは会話的な文章で見られる。

Up de fjirde dei fan septimber is 't by us feest. r9月4日は私た

ちのところではお祭りですJ(' tは先行する isに連接する。前接的)

(ULI' S， A 17 : 16) 

文頭、の 'tは小文字のままで、 Isから大文字書きをすることに注意。

't 1s hiel romantysk. rそれはとてもロマンティックだJ(' tは後続す

る 1sに連接する。後接的)(Bangma19932 
: 69) 

ごア英語では助動詞やbeー動詞が直前の人称代名詞に連接することに注意。

エ. It's very romantic. (←It is) r同上j

上記の岳フリジア語的なま吾形は詩などで見られる ('tis←it is)。

ゥ 'k(←ik) の場合も同議((2) )。

itはさまざまな名詞や要素を受ける。ただし、アクセントを置いて強調す
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ることはできず、 datで代用する(841 (2)(a)⑤〉。

①中性名詞勾単数形

Us pake krijt in tut en in presintsje. It is in moai boek oer it 

alde Fryslan. r祖父はキスを受け、プレゼントをもらいます。それは昔

のフリースラントについての美しい本ですJCUL l' S， A 1 : 13変更〉

②援数形名詞句

Dy百enter1wurde net iens permanint bewenne. It binne allegear 

twadde町 nten.rあの家々はずっと人が住むものではない。すべてセカン

ドノ¥ウスだJ(ULI' S， B 11 : 15変更〉

No sille wy de oanwizende en freegjende foarnamwurden noch be-

sprekke. It binne wurdsjes dy't in soad opinoar lykje en maklik 

trochinoar helle wurde. rさて今度は指示代名詞と疑問代名詞を論じて

みましょう。互いにとてもよく似ていて混同しやすい語ですJ(ULI' S， A 

14 : 15) 

σ オランダ誇とドイツ誇も同様。

オ. Het zijn moeilijke woorden. rそれはむずかしい語(技数形)ですj

ド. Es sind schwere Worter. r向上j

③句や文などさまざまな要素

Ja， dat wit ik wol， mar ik woe in dei te winkeljen. De bern moatte 

I10adich wat nije klean ha. En wy ek， as it my net mist. rええ、そ

れはわかっているけれど、でも、いつか買い物に行く日にしたいの。子供

たちは新しい服が必要だし。それに、思い違いでなかったら、私たちもそ

うでしょう J(ULI' S， A 4 : 8) 

σ 次の表現に注意 o

Dat mist dy. rそれは主主の忠い違いだJ(Zantema 1984 : 620) 

“Der is ien by de doar. Wa is derT“Ik bin it， de post." r玄関の

ところにだれかいるわ。そこにいるのはどなたですかJ r(それは〉私で

すc 郵便配達の者ですがJ(Bosma-Banning 19812 
: 11) 

合 itが主語になる英語との相違に注意。

フ. Ik bin it. r(それは)私ですJ

オ. Ik ben het. r同上j

仲エ. It' s me. r同上J

ド. Ich bin es. r同上j

④不定詞句や文を受けてあらかじめ示しておく場合(S 67(3)(a)) 

It is tige slim (0m) in parkearplak te finer1. r.駐車場を見つけるの

はとてもむずかしいJ(omは不定詞匂を導く補文標識で省略可能、 S97 
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(9) )(ULI' S， A 8 : 11変更〉

It muoit my dat ik it sizze moat. r私はそのことを言わなければなら

ないのが残念だJ(ULI'S， B 2: 13変更〉

itは文中では現われなくてもいい。

Tige slim is {it/0} (0m) in parkearplak te finer1. r同上J

My muoi t {i t/ 0} dat ik it sizze moat. r向上J

Se tinke dat {it/0} tige slim is (0m) in parkearplak te finer1. 

f彼らは駐車場を見つけるのはとてもむずかしいと思っているJ

Se tinke dat {it/日}my muoit dat ik it sizze moat. r彼らは私がそ

のことを言わなければならないのは残念なのだろうと思っているJ

不定詞匂や文の後では itは現われることができない。

(0m) in parkearplak te finen is {牢it/0}tiges1im.r駐車場を見つ

けるのはとてもむずかしい」

Dat ik it sizze moat， muoit {*it/臼}my. rそのことを言わなければな

らないのは残念だJ

(5)非人称代名詞 (unpersoanlik foarnamwurd) と非人称構文

受けたり指示したりするものがなく、天候、日時、季節、行事、状況、慣用

句、心理・生理現象などの表現で用いる討を非人称の itという。非人称の

itを用いた構文を非人称構文という。もっぱら非人称構文で用いる動詞を非

人称動詞という。非人称の itは文中でもなければならない。

ウドイツ誇などの「産辞の esJ には der (~58) が対応する(オ. er)。

(a)非人称構文の種類

①天候、日時、季節

Soe it noch lang {snije/reine}? rまだずっと{雪/雨}が続くのだろ

うかJ(況l'S， A 9 : 7変更〉

No is it al healwei fiven. rもう 4時半だJ

Hjoed is it sneon. r今日は土曜日だj

It is winter. r冬ですJ

②行事、状況 ((b)の用例も参照、)

Juster官ieit us mem har jierdei. i昨日は母の誕生日だったJ

Hoe giet it mei jo? rお元気ですかj

Op 'e merk is it gesellich. r市場は楽いリ (ULI'S， A 4 : 11変更)

Op i t skoalplein is i t sti 1. r;校庭はひっそりしているJ(ULI' S， B 5 

: 10変更)
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③心理・生理現象

It gong har kald troch de lea. r彼女の心は種撃を受けた(=彼女の手

足に寒気が走った)J (Zantema 1984 : 1076) 

It dt1zelt町 yn'e holle. r私は頭がくらくらするJ(Visser 1985 : 173) 

現yduzelt {it/*臼}yn ' e holle. r向上j

t ドイツ語の es とちがって、え中でも岳フリジア誇の itやオランダ誇の

hetはなくてはならないことにj主意。

オ. Mij duizelt {het/*白}in het hoofd. r同上J

ド. {Mir/Mich} schwindelt {*es/ O} im Kopf. r同上j

次の表琉に注意 o

フ MydOzelt de holle. r向上J(Visser 1985・173変史)

吋lynholle duzelt. r河上J

オ. Mij duizelt het hoofd. r向上J

吋4ijnhoofd duizelt. r向上j

ド. Mir schwindelt der Kopf. r同上j

Mein Kopf schwindelt. r向上J

次の表現は心理・生理現象ではなく、天候の表現である。

Winters is {it/*0} my te kald. r冬は私には寒すぎるJ(ULI' S， A 19 

: 7変更)

心理・生理現象の表現として「寒いj と言う場合には、非人称構文ではな

く、 defuotsjes r足J、itjonkje rその男の子jを主語として表わす。

De fuotsjes binne him kald， mar hy ha1dt f01. r彼は足が寒いが、我

捜しているJ(ULI'S， B 5: 9) 

1t jonkje (=Hy) is 付与/豆}kald. De triennen rinne him by de 

百angendel. Hy hat iiskalde fuotsjes， mar hy jout net belies. rそ

の男の子〈 z 披〉は寒いのだ。涙が頬を伝って落ちる。足はかじかんでい

るが、我慢しているJ(ULI' S， B 11 : 11変更〉

ウオラング誇やドイツ誇どの差に注意。

エ He is cold. ft点は寒Lミのだj

オ Hij {heeft het koud/is koud}. 向上j

ド. {Ihm ist kal t/Es ist ihm kal t}. r同上j

オラング誇とちがって、吋Iyhat i t kald. 向上j とは言わない。

③ f費用匂

De boer en de boerinne hawwe it drok mei 't melken. r農夫とその妻

は乳しぼりに忙しいJ(it drok hawwe r忙しいJ)(ULI' S， A 7 : 8変更〉
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Binne jo it der mei iens? rあなたはその点にかんして賛成ですかj〈it

B 13 : 12) iens吋 zer賛成であるJ)(ULI' S， 

(b)性質や評偲を表わす非人称構文

非人称動詞以外の動詞も、性質や評価を表わす文成分を伴って非人称構文を

甲

、-この場合、人を示す文成分を明示しない表現になる。形成することがある ο

れは本来の自動詞からの転用である。

「ここはすわり心地がいいJ(←sitte rすわっていIt sit hjir noflik. 

of net soms? rそうやって

るJ) (Visser 1985 : 904) 

It leit fest lekker sa under de tekkens， 

毛布にくるまっているのはさぞ気持ちがいいだろう、 ちがうかねJ(← 

A 6 : 8) 1izze r横たわっているJ) (ULI' S， 

「ここは住みやすいJ(←wenje r住むJ) (Zantema Hjir wennet it goed. 

1984 : 1172) 

1172) 

(896(7))。

「向上J(ib. 
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次のような表現も可能である

~ t.....J 

「向上J

Hier is het goed wonen. r向上j

ドイツ語では非人称再婚構丈を用 L、る。

オ. Hier woont het goed. 

f同上jド. Hier wohnt es sich gut. 

「同上j*Hier ist es gut wohnen. 

を用いて次のように言うこli tte) laten/フ.(オ.lassen ドイツ言香では

オランダ誇や?9フリジア語では不可。とみfできる。

「詞上Jド. Hier 1ast es sich gut官ohnen.

「同上j

f向上J

*Hier 1aat het zich goed wonen. 
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に相当するものとして、middle construction) .--、=
O-.J 

オランダ誇も同議。

「自分の寝室は寝心地がいいJ

:えのような表現も可能である o

フ. Jins eigen keamer sliept lekker. 

(←sliepe r自民る J) 

(←slapen r向上J) 「同上jオ. Je eigen slaapkamer slaapt lekker. 

『

E
E
E
J内“νpa 

r
t
i
h
 

se と[ha rJ (6) har(ren) [har(gn)]/har 

se、単数女性

(a)まとめ

3人称代名詞目的格の基本形と弱形は複数形で har(ren)と
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形で harと seのように、発音上の異形ではなく、形態的に明確に異なる。

複数形の基本形 harrenと harに用法の区別はとくにない。ただし、単数女

性形の基本形 harとの混同を避ける場合には複数形に harrenを用いる。

両者には基本形と弱形の区別に応じてアクセントの有無の違いがある。

i)複数形 har(ren)/単数女性形 har

アクセントをもち得る (基本形〉。

。複数形・単数女性形 se

アクセントをもち得ない(弱形〉。

両者にはこのほかに次のような用法の違いがある。 har(ren)/harは意味的

な制約が強いが、統語的な制約はゆるい。逆に、 seは意味的な制約はゆるい

が、統語的な制約が強い。

(b)意味的な相違

i)複数形 har(ren)j単数女性形 har

定 (bepaald)の人を示す。

u)複数形・単数女性形 se

定・不定 (unbepaald)の人・物事を示す。

Hy hat syn freonen skille en {har(ren)/se} utnoege foar it feest. 

「彼は友人たちに電話をして彼(女)らをノfーティーに招待したj(定・人)

(Hoekstra 1994 : 49変更〉

Hy hat de tidskriften lezen en {幼ar(ren)!se}doe官erop it rim 

set. i彼は雑誌を読んでからそれを再び本棚に置いたj(定・物事)(ib.

49変更〉

耳目1hat {柏町(ren)!se}dy't altyd grine. iかならず文句を う人はい

るものだJ(不定・人)(ib. 53) 

(c)統語的な相違

アクセントをもたず、定の人を指す場合には、次のような統語的な用法の違

いカfある。

i)複数形 har(ren)/単数女性形 har

さまざまな統語的機能を担う O

u)複数形・単数女性形 se

典型的な他動詞の直接目的語と能動態の間接巨的語にほぼ限られる。

「典型的な他動詞の直接目的語Jとは心理動詞や再帰動詞などを含まず、目

的語に藍接、動作・行為の影響を及ぼす意味を表わす地動詞の目的語を指す。

seにたいする制約は単数女性形ではそれほどはっきりしておらず、話者に

よって差がある (Hoekstra 1994 : 59f. )。以下の伊jは複数形の場合を示す。
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①典型的な直接呂的語

Hy sloech {har(ren)ise}. r彼は彼(女〉らをなぐったJ

Ik seach {har(ren)/se} de poes slaan. r私は彼(女)らが子猫をなぐる

のを見たJ(Hoekstra 1994 : 50変更〉

Hy liet {har(ren)/se} de hun slaan. r彼は彼(女)らにその犬をなぐら

せたJ(ib. 50変更〉

Ik achtsje {har(ren)/se} foar gjirrich.r私は彼(女)らはがめついと思

うJ

②能動態の間接目的語

Ik joech {har(ren)/se} it boek net. r私は彼(女)らにその本をあげな

かったJ

Ik joech it {har(ren)/se} net. r私はそれを彼〈女〉らにあげなかったJ

{It boek/lt} waard {har(ren)/*se} net jun. r{その本/それ}は彼(女)

らに与えられなかった」

③前置詞の目的語

Hy seach wat bewegen efter {har(ren)/本se}r彼は彼(女)らの背後で何

かが動くのを見たJ(付加成分)(Hoekstra1994 : 51変更)

前置詞句が動詞の補足成分としてはたらいているときには、容認度がやや

高くなる O

Hy wachtet op {har(ren)/??se}. r彼は彼(女〉らを待っているJ(補足成

分 opimmen wachtsje r人を待つJ)(lb. 51変更〉

④形容詞の目的語

{Har(ren)/本Se}tige tagedien， die elk a11es foar harren. r彼〈女〉ら

にとても好意をもっていたので、だれもが彼〈女〉らのために何でもしたj

(付加成分)(ib.51変更)

形容詞匂が動詞の補足成分としてはたらいているときには、容認度がやや

高くなる。

Elk is {har(ren)/?se} tige tagedien. rだれもが彼〈女)らにとても好意

をもっているJ(補足成分)(ib.51変更)

⑤心理動詞の呂的語

Myn halden en dragen fernuvere {har(ren)/本se}.r私の態度を見て彼

(女)らは驚いた(=私の態度が彼〈女〉らを驚かせた)J(ib. 52変更)

⑥再帰動詞のE的語(S 39(3)(b)②〉

Sy; fersinden {har(ren);/本se;}mei de namme. r彼(女〉らは名前をまち

がえたJ(ULI' S， B 18 : 18変更)
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Sy i joegen {har(ren)se1si/*sese1si} gjin kans. r彼〈女)らは自分たち

にチャンスを与えなかったJ(ULI' S， C 18 : 23変更)

⑦ 「利害・関心jの意味の名詞句

動詞や形容詞の目的語以外で利害・関心などの意味を表わす場合。ドイツ

語の「自由な与格J(ド. freier Dativ)に対応する用法(~ 31(5))。

Ik ferve {har(ren)/*se} it stek. r私は彼〈女)らのために柵にペンキを

塗ってやったJ(百oekstra1994 : 52変更)

Do praatst (har(ren)/*se} te lud. r君は声が高すぎて彼(女〉らに迷惑

だJCib. 52変更)

ウ次の用{9IJの seは「利害j の解釈では許されないが、後続する名詞ととも

に詞ーのえ成分となって典型的な!宣接目的諮を構成する「所有」の解釈で

は許される (Hoekstra1994 : 56)。

Ik slachte [{har(ren)/*se}][dy hinJ. rキムは伎(女)らのためにそのにわ

とりを屠殺したJ(利害)(ib.56変史)

Ik slachte [{har(ren)!se} dy hin]. rキムl主役(女)らのにわとりを屠殺し

たJ(所有)(ib.56交史)

次の用{9uの seは「利害Jの解釈だけが可能なために許されない。

Ik slachte [{har(ren)/*se}][de buorlju dy hin]. r手ムは伎(女) らの

ためにお隣のにわとりを屠殺したJ(利害)(ib. 56変晃)

目的格の seは har(ren)/harとちがって主格の se(弱形〉と語形的に区

別がない。そのために、目的格の seは統語的に明らかに目的語と規定される

場合に使用が限られ、形態的に目的格として明確な har(ren)/harはその他の

場合にも用いることができると考えられる。前置詞の自的語〈③〉と形容詞の

自的語(④)の場合に、補足成分では付加成分よりも容認度がやや高いのは、

「動詞十前置詞J、「動詞+形容詞j という結びつきが一種の他動詞として再解

釈(エ. reana1ysis)される傾向があるためと考えられる。

cr Hoekstra (1994) は生成丈法の主場から「抽象格J(エ. abstract Case) 

として seは「構造格J(エ. structural Case) をもつのにたいして、

har(ren)/harは「内在格J(エ. inherent Case) をもっと述べている。

さらに、オランダ誇の 3人材、代名詞議数形目的格 ze と hunの用法の区

別はアクセントの有無というたんなる音頭的な相達にすでに還元されてし

まっているが (zeはアクセントをもたず、 hunはアクセントをもっ場合

に用いる)、それが西フリジア誇話者の若 L、世代にも広まりつつあること

をオランダ誇からの干渉の例として指摘している。
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~ 38 人称代名詞の連接形、主語の省略、補文標識の「活用J(fleksje) 

(1)まとめ

人称代名詞には 2人称親称単数主格と 3人称単数男性・両性主格でそれぞれ

前接的な連接形〈統語的接語)-o/-e (←-do/-de)と erがある。

人称代名詞の弱形は直前(前接的 enklitysk)または直後(後接的 prokli

tysk)に他の語があることを前提とすることから、同様に連接形とも言えるが

(Visser 1988)、基本形の発音上の異形であり、使用範囲も広い。一方、ここ

で言う連接形(以下ではたんに「連接形Jとする)は統語的に用法が限定され、

主文の定動詞または「補文導入要素J(補文標識 dat/-tを伴った従属接続詞、

関係詞、間接疑問文の疑問詞〉に付随してその直後だけにもっぱら前接的に用

いられる。連接形はまた、 3人材、単数男性/荷性主格で erであり、基本形 hy

とは形態的に明確に異なる ((2))0 2人称親称単数主格の連接形 -0(←-do) 

はアクセントをもつことがある点で、連接形としては特殊である ((3))。

ゥ弱形は「音韻的連接形j 、一o/-eと erは「統詩的連接形j と呼ぶことが

できる。

2人称窺称単数主格の代名詞は連接形に限らず省略できるく(4))。また、従

属文を導入する補文標識は主語が 2人称親称単数の場合、定動認の場合と同様

に人称語尾 -stを伴って「活用jする ((5))。

にア語形的には、基本形 hy1;1:英語の heやオランダ誇の hij、i主接形 erは

ドイツ誇の erにそれぞれ対応する。歴史的に英語の heはドイツ誇に見

られる erの誇本の -rが消失し(ド mir仲エ‘ me-0)、語頭に指示的

合:要素 hーが付加された語形である。西フリジア誇に限らず、フリジア誇

群には広くこの 2系列の誇形が併存している。

台西フリジア誇の 3人称代名詞には単数男性/丙怯主格 hyと erのほかに

も、女性学数と夜数の主格 hja(hju) と se (~37(4) (6))、捜数目的格

har (ren) と se(S 37 (b) )、単数女性目的格 har と se (~37 (6))、中性

i手数目的格 himと it (~39 (3) )のように、上記の hーをもっ語形が位

の語形と併存している。 hーをもっ語形は、前域や丈中でアクセントをも

っ場合に用 L、る hy、アクセントをもつか、他の語に従易して用いる必要

のない hja(hju) ( ~ 39 (3) )、アクセントをもつか、典型的な他動詞以外

の目的誇の場令に用いる har(ren) と har、中性形再;冴用法で用いる him

のように、蒸標(エ. unmarked) の場令以外の用法も可能な語形であると

言える o このように、歴史的に指示的な要素 h をもっ語形は、今日では

有様(エ.marked) の場合の用 j去を担うようになっている。
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(2) 3人称単数男性/両性主格連接形 er[arJ 

(a) erを用いる場合

erはアクセントをもたず、独立の 1語としてつづるが、 2人称親称単数形

-o/-e (←-do/-de)と同様に直前の要素に続く連接形である o erは基本形 hy

と違って前域〈主文の定動詞の直前〉で用いることができないばかりか、現

われる位置は --o/-e(←-do/-de)と同様に、定動詞と「補文導入要素J(補文

標識 dat/-tを伴った従震接続語、関係諸、間接疑問文の疑問詞)の直後に限

られる。

Ik wit dat er juster siik wie. r私は彼が昨日、病気だったことを知っ

ているJ(従属接続詞の直後〉

De rnoarns waard er trochwiet wekker. Ferheard seach er op 'e 

官ekker.rその日の朝、彼はびっしょり汗をかいて自が覚めた。驚いて彼

は目覚まし時計を見たJ(定動詞の直後)(ULI'S， A 6 : 8) 

Kornt er rnoarn ek? r彼は明日も来るのかJ(定動詞の直後)

um' t er ut en troch graach in aike mei， hat er fiif hinnen. rとき

どき卵がほしくなるので、彼は雌鳥を 5羽飼っているJ(従属接続認の直

後)(ULI'S， B 11 : 14) 

Ik ken it famke dy't er earjuster sjoen hat. r私は彼がおととい会っ

た女の子を知っているJ(関係詞の直後〉

Poes sit yn 'e doar en betinkt hoe' t er in rnus pakke sil. r~苗がド

アの内側にすわって、どうやってネズミをつかまえようか考えている」

(間接疑問文の疑問詞の直後)(ULI'S， A 7 : 8) 

ただし、 erが現われる位震であっても、アクセントを置いて強調したい場

合には、かわりに hyを用いることができる。したがって、次の用例ではアク

セントを置きたい場合に、 erのかわりに hyを用いてさしっかえない。たと

えば、次例の hyは erでもかまわないが、 hyを使うと、アクセントを置い

た強調表現になる。

Kin ik der op rekkenje， dat hy it hjoed docht? r彼が今日それをする

と見積もってもいいですかJ(Zanterna 1984 : 662) 

(b) erを用いない場合

次の場合には erを用いることができない。

①前域

{Hy/牢Er}komt宣loarnek. r彼は明日も来るJ

②並列接続詞の直後

Mar {hy/*er} kornt rnoarn ek. rしかし、彼は明日も来る j
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③並列接続詞としての datの直後

接続詞 datについては注意が必要である。西フリジア語では接続詞 dat

に続く文は、次の用例のような肯定文の場合、従属文の語JI慎(定動認は文

末)でも主文の語JI頂(定動詞は datを除いて 2番目)でもいい。つまり、

datは従属接続詞としても並列接続詞としてもはたらく(8 67(3))。この

とき、主文の語l績をとる文が後続する並列接続詞としての datの直後に

erを置くことは許されない (DeHaan 1983)。

i)並列接続詞としての dat(定動詞は 2番百〉

Ik tink dat {hy/粍 r}komt moarn ek. r私は彼が明日も来ると思う J

u)従属接続詞としての dat(定動詞は文末〉

Ik tink dat {hy/er} moarn ek komt. r向上」

④命令形の直後

命令形は定動詞ではないので、 erはその直後には置けない。

Kom {hy/*er} hjir mar! rそこの男の人、こっちへ来なさいJ

ウただし、命令形としては討を入れないのが一般的である (~74(3) (c))。

Kom hjir mar! rこっちへ永なさ L、j

⑤文以外の比較の対象を示す asの直後

Ik bin riker as {hy/粍 r}.r私は彼よりも金持ちだ」

比較の対象が文の場合には、その文が従属文になるので可能である O

Ik bin riker as {hy is/er oait wurde sil}. r私は{後がそうであるよ

りも/彼がいつかそうなるよりも}金持ちだJ

σ2えの例の asI.i従属接続詞なので erが許されると予想されるが、じっさ

いは不自然、な丈になる。

?Ik bin riker as er is. rキムは伎よりも金持ちだJ

この丈では「だれより金持ちなのかj という情報を与える必要がある。し

かし、 erはアクセントをもたないので情報価佳が少、なく、不i在当なため

に不自煮な丈になる。じじっ、次の例では tinktr考える j が必要な清殺

を提供するのに十分なので、 erを用 L、てさしっかえない。

Ik bin riker as er tinkt. rキムは彼が考えているよりも金持ちだj

(3) 2人材、親称単数主格連接形 -0[0: uJ/-e [aJ (←叩do/-de)

(a) -o/-e (←-do/-de)を用いる場合

連接形一o/-e(←-do/-de)は人材、語尾 -8t((5))の後に付加されて -sto

[sto:uJ/-ste [staJとして現われる〉。人称語尾ーはがなければ -o/-e(← 

-do/-de)は現われない。 -0(←-do)はアクセントをもつことがあるが (-8to
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ト.sto:u，…sto:uJ)、 -e(← de)はアクセントをもたない (-ste[st;)])。

両者はそれぞれ st-do/-st-deの連続が語中子音の無声化(S 19(3)(a)①〉

と二重子音の縮約(S 16)を経た形である。人称語尾 -stは直前の歯茎音の

縮約や脱落を起こすことがある(例. datsto [dJt-sto:u]→ [dJsto:u])。現わ

れる位置は erと同様に、定動詞と「補文導入要素J(補文標識 dat/-tを伴っ

た従属接続詞、関係詞、間接疑問文の疑問詞)の直後に限られる。

er (くわ(a))と異なって一o(←-do)はアクセントをもつことができるので、

かわりに基本形 do(dO)を用いる必要はなく、じっさい -o/-e(← do/-de) 

の現われる位置で基本形 do(dO)を用いることはできない。たとえば、次の

用例では -o/-e(←-do/-de)のかわりに do，dnを用いることはできない。

この点が erとの重要な違いである。

Ik tink {datsto [dJsto:u， dJsto:uJ/datste [dJst;)J/*datst do [dJz-

do:u， dJzdo:u]} juster siik wiest. r私は君が昨日、病気だったと思う j

(発音については[319(3)(a)参照。以下同様)

Witsto官atstodochst Jan? rヨン、おまえは自分が何をしているかわか

るかいJ(witsto [vIsto:u， vIsto:uJ←wit-st-o←wit-st-do定動認の直

後;watsto [vJsto:u. vJsto:u]←wat-st-o←百at-st-do間接疑問文の疑

問詞の直後)(旺TS， A 18 : 10) 

Asto echt offalle wolst， dan soesto yn elk gefal de suker stean 

li tte moatte. r本当にダイエットしたいなら、とにかく君は砂糖を控え

なければだめだろう J(asto←as(-t)-st-o←←as(-dat)-st-do従属接続

詞の藍後;soesto←soe-st-o←soe-st-do定動詞の直後)(ULI'S， C 3:7) 

Sytske frege oftsto it wol oan koest， allinnich dit grutte hos op 

oarder halde. rおまえがひとりでこの大きな家を守っていけるだろうか

とシツケが開いていたよJ(oftsto [Jsto:u， Jsto:u]←of-t-st-o←of-

dat-st-do従属接続認の査後)(Ban伊 a19932 
: 67変更〉

Dit is dy frou dy'tste juster sjoen hast. rこれが君が咋B会った女

性だJ(dy'tste [dist;)]←dy-t-st-e←dy-dat-st-de関係詞の産後)

(b) -o/-e (←-do/-de)を用いない場合

er ((2)(b))と同様に、次の場合には -o/-e(←-de/-do)を用いることが

できない。

①前 域

{Do/*Sto/本Ste}komst moarn ek. r君は明日も来るんだ」

②並列接続詞の直後

{Mar do/刈arsto/*Marste}komst moarn ek. rしかし、君は明日も来るん
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だj

③並列接続詞としての datの直後

接続詞 datについて注意が必要であるのは er((2)(b))と同様である

( S 67(3))。

i)並列接続詞(定動詞は 2番目〉

Ik tink {dat do/*datsto/本datste}komst moarn ek. r私は君が明日も来

ると思う」

u)従属接続詞(定動詞は文末〉

Ik tink {対抗 do/datsto/datste}moarn ek komst. r私は君が明日も来

ると思う」

④命令形の査後

命令形は定動詞ではないので、 -o/-eはその直後には置けない。

{Sis do [sTzdo:u， sIzdo:uJ/本Sisto[sIsto:u，sIsto:uJ/本Siste[sIst:;J} 

it mar! r君、言ってくれよJ(Bangma 19932 
: 7変更)

σ ただし、命令形としては doを入れないのが一般的である (s74 (3) (c))。

Sis it mar! r言ってくれよ J

⑤文以外の比較の対象を示す asの直後

Ik bin riker {as do [ndo:u， ndo:uJ/*asto [:Jsto:u， :Jsto:uJ/*aste 

[Jst:; Jト「私は君よりも金持ちだJ(De Haan 1994 : 80変更〉

比較の対象が文の場合:

Ik bin riker {本asdo/asto/aste} oait wurde silst}. r私は{君がそう

であるよりも/君がいつかそうなるよりも}金持ちだ」

ウーe(←-de) はアクセントをもたないので、 aste[Jst けを用いた次の用

例の可否は (2)(b)⑤と同じ理由による。

?Ik bin riker aste bist. rキムは君(がそうである)よりも金持ちだj

Ik bin riker aste tinkst. rキムは君が考えているよりも金持ち万J

ワ ik[:JkJ (基本形 ik[Ik] ，弱形 'k[kJ とは別)を連接形とみなす意見

もある (DeHaan 1994: 86)。この意見によれば、次の例のように ik

[:;kJ (j 1主接形 er と同誌に用いられる。

Miskien {moat ik [IkJ/moat 'k [k]/moat ik [:;k]/moat er} dy helpe. 

「もしかしたら(私は/伎は}君に手助けしなければならな L、かもしれな

い J(ib. 86変史)

{Ik [Ik] moat/'k [k] Moat/*Ik [:;k] moat/*Er moat} dy miskien helpe. 

r {私は/彼は}もしかしたら君に手助けしなければならないかもしれないj

(ib. 86変史)
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Ik tink {dat ik [IkJ/dat 'k [k]/dat ik [dkJ/dat er} dy helpe moat. 

r {私が/役が}君に手助けしなければならな L、かもしれないと私は思う J

(ib. 86変史)

(4)主語の省略

(a)主語を省略した文の種類

西フリジア語の主語を省略した文には一般に次の 2種類がある。

①前域〈主文の定動詞の直前)以外で主語を欠くもの

②前域で主語を欠くもの

①のタイプは 2人称親称単数の代名詞に限られる(エ. pro-drop)。②のタイ

プは、場面・文脈から話題になっていることが明らかであれば、主語に限らず、

任意の文成分について起こる(エ. topic drop)。

①前域以外で主語を欠くもの

2人称親称単数主格の代名詞に限られる(エ. pro-drop)。

日iskien{moatsto/moatste/moatst-白}moarn ek komme. rもしかすると

君は明日も来なければならなし、かもしれない」

Ik ti出 {datsto/datste/datst-O}moarn ek komme moatst. rもしかす

ると君は明日も来なければならないかもしれないと私は思う J

盟iskien{moat hy/moat er/*moat O} IDoarn ek komme. rもしかすると彼

は明日も来なければならないかもしれないJ

Ik tink {dat hy/dat er/*dat O} moarn ek kornrne moat. rもしかすると

彼は明日も来なければならないかもしれないと私は思う J

Miskien {rDoatte jo/*moatte O} moarn ek kornme. rもしかするとあなた

は明日も来なければならないかもしれない」

Ik tink {dat jo/*dat O} moarn ek komme rnoatte. rもしかするとあな

たは明日も来なければならないかもしれないと私は思う」

Miskien {rnoatte j im(me)/*moatte O} rnoarn ek komme. rもしかすると

君たちは明日も来なければならなし1かもしれないj

Ik tink {dat j im(me)/本datO} moarn ek komme moatte. rもしかすると

君たちは明日も来なければならないかもしれないと私は思う J

他の人称代名詞の用例は割愛する。

②前域で主語を欠くもの

場面・文脈から話題になっていることが明らかな任意の文成分〈エ.

topic drop)について可能である。

{Do/臼}moatst rnoarn ek komrne. r君は明日も来なければならないJ
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{日y/臼}moat moarn ek komme. r彼は明日も来なければならないJ(主語

が hyr彼Jであることが場面・文脈から明らかな場合)

{Jo/0} moatte moarn ek komme. rあなたは明日も来なければならない」

〈主語が jorあなたjであることが場面・文脈から明らかな場合)

{J im(me)/ 0} moatte moarn ek komme. r君たちは明百も来なければなら

ないJ(主語が jim(me)r君たちjであることが場面・文脈から明らかな

場合)

地の人称代名詞の用例は割愛する。

次の会話のように、省略される話題はB的語のこともある。

A: Is der al ien yn by de dokter? 

B: Ja， dy jonge fan Kuipers. 臼 Runop krukken， hy hie wat oan it 

ankel. 

A: Nee， ik leau de knibbe1. 0 Hat er oprun mei it fuotbaijen. " 

A: r もうだれか~g:てもらっているのかしら J

B: rああ、カイペルさんの坊やがね。松葉杖をついていたな。足首を痛

めたらしいよJ(臼 =dyjonge fan Kuipers rカイペ lレさんの坊やJ、

主語〉

A: rいや、藤じゃなし1かと思うわ。サッカーでいためたのよJ(0 =de 

knibbel r膝」、目的語)(以上 Bangma19932 
: 45変更)

次の会話で省略されているのは danrそれならJといった副詞であるとも

考えられる。

Mem: Wannear woest deryn? 

Heit: Sa gau mooglik， fan 't simmer noch. 

Mem: De bern geane aanst earst fjouwer百ikeop fakansje. 

Heit: 0 Kinne wy yn dy tiid moai ferhuzje. o Sitte wy der yn as 

se werom komme. Foar har in moaie ferrassing. 0 Noegje wy har 

nei de fakansje ut op it nije adres. (…) 0 Kinne wy oantoane 

dat ‘dy alde lju' noch wat oandoarre. 

母:rいつ移りたいっていうのJ

父:rできるだけ早く、今年の菱にもだJ

母:r子供たちはもうすぐ 4週間はバカンスに行ってしまうわJ

父:r(それなら)そのあいだに引っ越せばいいだろう。(それなら)あの

子たちが戻ってきたときには、もうそこにいるわけだ。びっくりする

ぞ。(それなら)バカンスがすんだら、新しい住所に呼んでやることに

しよう o (…)(それなら)~年寄り J もまだ何かやらかすんだってこと
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を見せてやれるじゃないかJ(ib. 67) 

前域は場面や文脈から明らかで省略しでも誤解が生じない話題〈トピック)

が置かれやすい位置である。②のように、この位置で主語に限らず、任意の文

成分の省略が可能なのは、このような言語の運用上の理由による。一方、①の

省略は話題とは関係がない。この場合の主語の省略は統語的な現象であり、そ

の理由は 2人称親称単数に特有な語尾 stによって形態的に主語がはっきり

決まることに求められる O 以下で扱う主語の省略は①の場合である。

(b) 2人称親称単数の代名認を省略した文

上述のように、 -sto/-steは連接形一o/-e(←-do/-de)を伴わずに -stだ

けで現われることができる。これは主語の人称代名詞を省略した文である。

-stの可否は -sto/-steの可否と同様である。

Ik bin ri民r{as do [Jzdo:uJ/本asto[Jsto:uJ/本aste[Jstd]/*ast-0}. 

f私は君よりも金持ちだJ

Ik tink {対抗 do/datsto/datste/datst-0}moarn ek komst. r私は君が

明日も来ると思う J(従属接続詞としての dat、定動詞は文末〉

Ik tink {dat do/*datsto/*datste/*datst-0} komst moarn ek. r私は君

が明日も来ると思う J(並列接続詞としての dat、定動詞は 2番目〉

{Sis do [sIzdo:uJ/牢Sisto[sIsto:uJ/*Siste [sIstdJ/*Slst一回}it 

mar! r君、言ってくださいよJ

Ik bin riker {as do [Jzdo:uJ/*asto [Jsto:uJ/*aste [JstdJ/ね st-0}. 

「私は君よりも金持ちだ」

Ik bin riker {ねsdo/asto/aste/ast-0} oait wurde silst. r私は君が

いつかそうなるよりも金持ちだj

Ik bin riker {ねsdo/asto/aste/ast-0} tinkst. r私は君が考えている

よりも金持ちだ」

ごア次の用例の可否は (3)(b)⑤と同じ理由による。

?Ik bin riker ast-0 bist. r幸ムは君がそうであるより金持ち t:."J 

Ik bin riker ast-0 tinkst. r幸ムは君が考えているより金持らだj

(c)連接形 o/-e (←-do/-de)の省略と基本形 do(dO)の省略

西フリジア語では主語の 2人称親祢単数の人称代名詞の省略は、連接形でも

基本形でもいい。つまり、文中でも主文の文頭でもかまわない。

①文中連接形 -o/-e(←-do/-de)の省略

-stの直後であればどんな場合でも省略が可能である。次の例で省略され

ているのは連接形である。

Hoe bedoelst-0? rどういうつもりなのJ(Bangma 19932 
: 30) 
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Och， Gabe， jonge， do百itstnet百atst-0 seist. rおや、ガーベ、おま

えは自分が何を言っているかわかっていないなJ(ULI'S， A 19: 7変更〉

Ast-0 no earder thus komst fan 'e middei， dan ha wy noch in goed 

oere om wat te keapjen. r君が今日の午後、もっと阜く帰宅すれば、私

たちは買い物をするのにまだたっぷり 1持関も時間がある J(Bangma19932 

: 25) 

Drinte is ek sa' n provinsje der' tst-0 prachtich fytse kinst. rド

レンテ(オ. Drenthe)はすばらしくサイクリングができる州でもある」

(ib. 19932
: 175変更〉

②平叙文の主文の文頭:基本形 do(dl1)の省略

次の例で省略されているのは基本形である(e 37(3)(d))。

Ja， ja， 0 hast gelyk. rそうそう、君の言うとおりだJ(ULI' S， A 16 : 

8変更)

o Kinst hjir fan alles wol krije. rここでは君は何でももらえるJ

(Bangma 19932 
: 7変更〉

Ja， 0 komst troch streken derst mei de auto noait komst. rそうさ、

君は車では絶対行けないようなところを回るんだからJ(ib. 175) 

σ 歴史的には定動詞の 2人材、親称学教の語尾 -stは、 ドイツ誇の -stなど

と同誌に、本永の人材、語尾 -sに2人材、準設代名詞主格形の doが逢接し

て、後代に発達したものである。

定動詞-sdo→定動詞-s-do→定動詞-s-{to/-te}ー→定動詞-s-t

したがって、歴史的には&フリジア誇で‘oKomst.' r主主l立永る j と言え

Lf、すでにそれだけで 2人材、親称、学教代名詞をつけていることになり、

百okomst.' r向上」は本永、余剰的である。 '0Komst.' r向上Jのよう

な主誇を欠(丈が許されるのは、 -stという誇尾が形態的にはっきりと 2

人材、親称単数の標識としてはたら〈ようになったことと並んで、このよう

な歴史的な理古による o

(5)人称語尾 -stと補文標識の「活用J

sto/-steは補文標識の人称語尾 -stと2人称親称代名詞単数主格連接形

-o/-eの連続である。

stは主語が2人称親称単数の場合、定動詞と補文導入要素(補文標識 dat

/-tを伴った従属接続詞、関係詞、間接疑問文の疑問詞)の藍後で現われる。

-stはこの場合になくてはならず、これ以外の場合にあってはならない。

一方、連接形 -o/-e(←-do/-de)が現われるのは -stの直後に限られるが、
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現われるかどうかは自由である。連接形が現われなくてもいいのは、 (4)(a)で

述べたように、ーはによって主語が 2人称親称単数の代名認であることが明ら

かであることと関係がある。

定動詞の位置は補文標識の有無に依存している。補文標識がない平叙文の主

文では、定動詞は 2番目の文成分の位置に現われることができるが、補文標識

がある従属文では、その位置が補文標識によってふさがっているので、定動詞

は文末にとどまっていなければならない。補文標識の位置と平叙文の主文の定

動詞の位置は同じ位置であり、両者のどれかひとつだけに占められている必要

がある。

定動詞 (dokor日-str君は来るJ)と補文標識の -stは同じ機能をもち、し

かも本来的に文中の間じ位置に現われている。つまり、定動詞の -stと補文

標識の -stは間ーであり、ともに 2人称親称単数の変化語尾であるといえる。

このように、西フリジア語では定動詞と同様に補文標識も主語と「一致Jし、

主語が 2 人称親称単数の場合には「活用J するく~ 66(4); Visser 1988a， 

Hoekstra/Maracz 1989a， 1989b， De Haan 1994， De Haan 1997)。

ごアーsto/-steを r{補丈標主主/定動詞}の支仏語尾 (-st)+ 2人材、親称、学教代

名詞(一o/-e)J とみなす上述の立場にたいして、 -sto/-ste全体を 2人材、

親称、単数代名詞連接形とみなそうという意見がある(Tiersma1985 : 62， 

Van der Meer 1991a). しかし、この考え方では次の事実の説明に矛清が

生じる。

①抜き耳元~

百Yi tink ik [{dat *erjdat Oi} ruoarn komme sil]. r伎は、明日未

ると私は思う J(De Haan 1994 : 83変史)

DOi tink ik [{datst/吋 ato i} moarn komme silstJ. r君は、明日未

るとキムは思う J(ib. 83交史)

②等位益読での省略

Ik wi t net {hoe' t er /hoe ' t-O} en wannear' t er hj ir komt. r {，えが

どのように、そしていっここに永るか私は矢口らないJ(ib. 83交史)

Ik wit net {hoe'tst/柏oe't-O} en wannear' tst hj ir komst. r君が

どのように、そしていっここに永るか私は矢口らな L、J(ib. 83交史)

-stを代名詞連接形(の一部)どみなすと、同じく代名詞追善形である

erの有無とえ法性の判定が異なることが説明できな Lυ しかし、これを

人材、語尾とみなせば、①では -stoの代名詞の部分である -0 (←do) だ

けが取り出され、人材、誇尾 -stが取り出せない理由が説明できる。同議

に、②では人材、誇尾 -stが省略できない理由が説明できる。したがって、
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-sto/-ste全体を 2人材、説教、単数代名詞の連接形とみなそうとする意見は

誤行である (DeHaan 1994 : 82f.)。

σ 補え標識が活用するという考えかたは古〈、すでに VanHaeringen 

(1939)や VanGinneken (1939) に見られる(研究史は Goeman1997参

照)。同様の琉象は 2人称親称、学教に眠らず、オランダ言語やドイツ誇の方

言にも広 t存在する (Goeman1980お よ び Hoekstra/Smits(red.) 1997 

所収の一連の論文参黒)。

(6) dy'tst 

関係代名詞単数主格 dy't[dit]に人称語尾 -stがついたの'tst[dist] 

は、連接形の用法について例外的な現象を示す (Hoekema1989 : 143)。

① dy'tstには連接形 o/-e (←-do/-de)がつかないこと

Do， {dyt' st/*dy'tsto/本dy'tste}gjin siler bist， hoechst grif gjin 

boat. rヨット遊びをやらない君にボートは必要ないだろう J(ib. 143変

更〉

②先行詞は主格基本形 doに限られること

先行詞が連接形 -o/-e(←-do/-de)や目的格の場合には、人称語尾 -st

のない dy'tを用いる。

Moasto， {dy't/本dy'tst}gjin siler bist， in boat hawwe? rヨット遊び

をやらない君にボートが必要なのかJ(ib. 144変更)

Foar dy， {dy't/*dy' tst} gjin siler bist， is in boat oerstallich. 

「ヨット遊びをやらない君にボートはよけいだJ(ib. 144変更〉

ただし、この構文の文法性については判定が揺れている。とくに関係代名詞

に dy'tが選ばれた場合には、上の例文で定動請が2人称親称単数形 bistで

はなく、 3人称単数形 isになるという判定もある。

Moasto， dy't gjin siler is， in boat hawwe? rヨット遊びをやらない君

にボートが必要なのか」

Foar dy， dy't gjin siler is， is in boat oerstallich. rヨット遊びを

やらない君にボートはよけいだj

ウドイツ誇の標準語では関係丈の中の du(再述代名詞、エ. resumptive 

pronoun) の有無と定動詞の人称、語尾との関係が規範的に決まっている。

ド. du， {der du kein Segler bist/der kein Segler ist} rヨット遊び

をやらない君」
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S 39 人称代名詞の再帰用法

(1)再帰代名詞 (weromwurkjendfoarnamwurd)の欠如

代名詞にはその代名詞が含まれる文や、他の文の中のさまざまな名詞匂を受

ける用法がある。その中でとくに代名詞が含まれる単文(または単文に準じる

最小単位)の主語名詞句を受ける用法を「再帰用法J(weromwurkjend gebruk) 

という。この用法には単文の主語である名詞匂をそれ以外の名詞句から区別す

る役目があるので、 3人称で重要である(話者と相手は主語か否かとは無関係

に決まっているので、区別する必要がない。この点で英語は特殊である〉。ド

イツ語 (sich)やオランダ語 (zicめには 3人称代名詞(および 3人称から転

じた 2人称代名詞)の目的格に歯茎摩擦音 s-/zーで始まる特別な再帰代名詞

があり、北ゲルマン語にはさらに所有代名詞の再帰形 sin/sinr自分のjがあ

る。しかし、西フリジア諾には北海ゲルマン語の特徴のなごりとして再帰代名

詞がなく、再帰用法にも人称代名詞(所有代名詞〉を用いる。

したがって、次の文は him，synが主語を指す場合と、主語以外の対象を指

す場合とがある。

Hy wasket him. 

i) r彼は自分の体を洗う J(him=hy) 

u) r彼は(自分以外の〉男性の体を洗う J(him*hy) 

Hy tute syn frou. 

i) r彼は自分の妻にキスしたJ(syn=hy) 

日) r被は(自分以外の)男性の妻にキスしたJ(syn*hy) 

ご?再帰代名詞がないのは北フリジア誇でも同誌である。たとえばフェリング

方言(北フ. fering) では次のように言う (Braren/Wi1ts/Sjo1in19882 

: 39)。

~I:.フ. Hi twait ham. 

i) 彼は自分の体を洗う J(ham=hi) 

ii) r彼は(自分以外の)男性の体を洗う J(ha虫学hi)

ただし、泉フリジア語(泉フ.See1tersk) は低地ドイツ誇から再帰代名

詞 sikを借用した (Fort1980 : 197)。

来フ.Hiei waaskt siki. rイえは自分の体を洗う J(sik=hie) 

Hiei waaskt himj・「彼は(自分以外の)男性の体を洗う (him手

hie) 

オランダ誇の再帰代名詞 ZIchはあ比ドイツ誇からの借用である(De

Vries 1987: 863)。

オ.Hiji wast zichi. r{，点は自分の体を洗う (zich=hij)
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ド. Eri wascht sichi・ 「向上j (sich=er) 

オ.Hiji wast hemj・ r{えは (自分以外の)男性の体を洗う j (hem手hij)

ド. Eri wascht ihnj・ 「同上j (ihn学 er)

(2)再帰表現について

(a)本来の再帰動詞 (weromwurkjendtiidwurd)と他動詞の再帰用法

西フリジア語には再帰代名調はないが、再帰動詞は存在する。「動詞十人称

代名詞目的格」による再帰表現には、 もっぱら再帰的に用いる本来の再帰動詞

〈例. j in fersinne rまちがえる J)と、他動詞を再帰的に用いる 「他動詞の

再:帯用法j(伊L immen waskje rだれかの体を洗う」→jin阻止jer自分の体

を洗う J)があるの一般に辞書などでは便宜的に再帰表現を不定代名詞 jin， 

j ins (men r (話者を含めて一般的に)人はJの目的格と所有格〉、非再帰表現

を不定代名詞 immen，synで示している。

〈ア ニオ113: Jln， jins h" men の再帰代名詞であるという意味ではない ( S 42 

(2) (b) )。

①本来の再帰動詞

心理的な意味の動詞が多い。

j in bemuoie rかかわる、干渉するJ， jin feでsinnerまちカ〈える J， ]lfi 

skamje r耳らじる」など

HYi主2担坐{担旦i/求型x)mei de wei. 「彼は道をまちがえたJ( r私にま

ちがえさせたjという意味にはならない〉

skamje dy! r恥を知れJ

②他動詞の再帰用法

HYi hat {himi/my} skeard. f彼は{自分の/私の}ひげをそったJ(skeare

「ひげをそるJ) 

De sjururchi bOcht himi oer it lichem fan de kocheljende pasjint. 

「外科医はあえいでいる患者の体の上に身をかがめる J(bOge (bOgje) 

「曲げるJ)(ULI' S， BIO:17) 

(b)他動詞や自動詞から転用した再帰構文

①他動詞からの転用:状態や結果を示す文成分を伴うもの

本来、他動認でありながら、用法によってはもっぱら再帰的に用いるもの

がある。 たとえば、他動詞 fieler感じる」は再帰的に用いた人称代名詞

目的格と状態を示す文成分を伴って小節(エ. small clause)をなすと、

もっぱら再滞的に「自分を…と感じるJという意味で用いる O

HYi fielde {himi/*my} slop en sIik. 「彼は(自分が) ぐったりして病
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気のように感じたJ( r彼は私がぐったりして病気であるように感じた」

という意味にはならない)(ULI'S， A 6 : 8変更)

Dochs f ielde eri himi der noait wis fan. 「しかし、彼はそのことに確

信がなかったJCULI' S， B 20 : 10) 

同様に、 jin s剖 ite1"満腹になるまで食べるJ(←ite 1"食べるJ)は再

帰的に用いた人称代名詞目的格と結果を示す文成分を伴って小節をなして

いる O これは「自分を満腹になるまで食べるJという意味ではない。

De rikeljt1 i koene harren i sed ite oan it oerfloed fan spizen. 「金

持ちはあり余るほどの食べ物を腹一杯食べることができたj(ULI' S， B 3 

: 11) 

②他動詞からの転用:非分離の前綴りを伴って再帰動詞を形成するもの

〆崎吉宮

込-..J

zア

状態や結果を示す文成分を伴うかわりに、非分離の前綴りを伴って新たに

再滞動詞を形成するものがある。

Wy hawwe US oeriten. 

←ite 1"食べるJ) 

「私たちは食べすぎたJ(jin oerite 1"食べすぎる」

この動詞は再帰構文以外に用いることができない。

Wy oerite US oan allerhande unnut iten. r私たちはやたらにいらない

ものを食べて食べすぎになる j(同上)(ULI'S， C 3 : 9変更〉

官yoerite {本oanallerhande Onnut iten/粕 sallerhande Onnut iten/ 

本allerhandeOnnut iten}. 「同上」

オランダ誇も同様。

オ. wij overeten ons aan allerhande onnodig eten. 「向上j

胃ijovereten {キaanallerhande onnodig eten/*ons allerhande 

onnodig eten/*allerhande onnodig eten}. f向上J

ただし、 jinoerite r食べす Fるj については、 比宮守的公表現として 1n 

kwaal oerite r滋養に富むものを令べて病を克服する J(Zantema 1984: 

683) とL、う他動詞的合:表現がある。

③自動詞からの転用:結果を表わす文成分を伴うもの

本来、 自的語をとらないいわゆる自動認でありながら、再帰的に用いた人

称代名詞白的格と「結果Jを示す文成分を伴って小節をなす再帰構文を形

成するものがある。

Hjai arbeiden har(ren)i stikken. f彼らは働きすぎてくたくたになった」

(jin stikken arbeidzje rくたくたになるまで働く」←arbeidzje1"働

くJ) 

Hjai switte 主主ri0an wetter. 「彼女は汗びっしょりになったJ(jin oan 
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wetter switte r汗びっしょりになるj←switte r汗をかく J) 

であり、 himde lea himはいわゆる「所有の与格J(e31(S)) 次例の

の体を」という意味である。は「自分(=彼自身)

「その男の人は儲きすぎて体をこDe mani arbeide himi de lea stikken. 

C 6 : 28) わしたJ(ULI' S， 

その他④ 

自動認のどれにも用い、意味的対応がはっきりせず、再帰動詞、他動詞、

rinne r(人が〉歩く、走るj

Ik haw my dearun om de trein noch te heljen. 

ように私は必死で走ったJ(再帰動詞 jin dearinne)(Zantema 1984 : 160) 

「列車に何とか間に合う

転用関係がわかりにくいものがある。例.

「あの男の子はじいさんを引きずり回してDy jonge rint de aldman dea. 

160) 

「その運河は村の中で行き止まりになっ

160) 

いるJ(他動詞 immendearinne r…を引きずり回すJ)(ib. 

De feart rint yn 't doarp dea. 

ているJ(自動詞〈能格動詞)dearinne r行き止まりであるJ)(ib. 

(3)再帰用法と非再帰用法の 3人称代名詞

(a)語形の種類

S 36 (2)の表に掲げた 3人称代名詞の目的格はすべて再帰的に用いられる

わけではなく、再帰用法と非再帰用法とで語形的に完全には一致しない。

再帰用法非再帰用法

him m
 

J
i
 

h
 

男性/両性単数

har se har， 女性

har (女の人)him (物事、男の人)，

har(ren) 

ゐ

L

har(ren)， 

i t， 性出
z

複数 se 

北フリジア誇でも中性学数7ちが再帰用法とヰド再帰用法とで誇形的に一致し〈ア

の用i9uを示す。mooring) (北フ.モーリング万吉なL、。

dat !.;l: (et 「それは回っている j{hami/*eti/*dati}. オヒフ.Dati draait 

の弱形; (清水 1992: 100変史)ド. Das dreht sich.) 

Das い「
，re
、、

「それは自明だj{hami/*eti/*dati}. 

100変史)

Dati ferstoont 

(ib. versteht sich.) 

f彼女はその子供の体をen tjucht etj onj Ju twoit dat bjarrlj 

着物を着せる J (ド. Sie wascht das Kind und zieht es 洗って、

an.) (WalkerlSjolin 1986: L 7.1) 
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件 Datbjarrli touf hami uler. rその子供はけっして自分の体を

洗わなかったJ(ド. Das Kind wusch sich nie.) (ib. L 7.4) 

(b)個々の用例

① itのかわりの him，har 

1)物事を表わす場合

物事を示す中性名詩、中性代名詞および従属文のように itで受けるもの

には、再帰用法で himを用いる。 itは用いない。

It waari ho1d {himi/本itdgoed. r天気はもちこたえたJ(jin ha1de 

fもちこたえる J)(Visser 1985 : 63変更〉

その他の用伊u(i tは不可〉。

Yn earder tiden hat it Frysk yn in fo11e grutter gebiet as no de 

taal west der' t it fo1ki himi yn utere. r以前はフリジア語が今より

ずっと広い地域で人々が自らを表現する言語だったJ(jin uterje r自己

表現するJ)(Stienstra 1982 : 31) 

1ti 1it himi tinke. rそれはもっともだJ

[Dat dat net sOnder gefolgen bliuwtJ， 1it himi tinke! rそれが後を

ひかずには終わらない〈口結果なしではとどまらない〉ことは明らかだJ

(jin tinke 1itte r自明である J)(ULI'S， B 9: 7) 

sels ((4))を用いた場合も同様である。本itse1sは不可。

In wur昼 kin0p himse1Si Frysk同 zeen neffens de foarm ek Frysk 

b1iuwe， mar doch ferho1lanskje. r語がそれ自身としてはフリジア語で

あり、語形からもフリジア諾であり続けながら、オランダ語化してしまう

ことがある J(Breuker 19922 
: 16) 

Iti seit担堅弘三 datyn e1ts doarp tToch a1 dy jierren hinne in 

hechte mienskip Ontstien is. rどの村にもそうした長年のあいだに緊密

な共同体ができあがったのは当然のことである J(jinse1s sizze r当然で

あるJ)(ULI'S， C 11: 2変更〉

il)人を表わす場合

人を示す中性名詞〈例. it bern r子供J， it jonkje r男の子J， i t 

famke r女の子J)の場合には、自然性を優先させるという理由かられで

はなく、 him，harを用いる。

1t berni ferfeelt {himi/hari}. r子供は退屈しているJ(jin ferfe1e 

f退屈する J， himと harの使い分けは子供の性別による〉

It f主主主主 skammet国Eifoar har stikkene jas. rその女子は自分のい

たんだコートのことを恥ずかしく思っている J(jin skamje r恥じる J) 
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(ULI' S. B 18 : 21変更)

② se のかわりの har(ren)/har 

再帰用法には 3人称複数形で har(ren)、3人称単数女性形で harを用い

る。 seは用いない(837 (6)(c)⑥)。

Hjai fersinden {har(ren) ;i*se i} mei dat te lefoannummer. 「被ら (彼

女ら〉は電話番号をまちがえたJ(Bosma-Banning 19812 
: 69変更)

その他の用例。末seは不可。

Hjai ferried {haril*sei}. r彼女は運転していて道に迷ったJ(←jin 

ferride i運転していて道に迷う J) 

sels ((4))を用いた表現も同様である。本seselsは不可。

De minsken harken net nei wat God fertelde. Sei tochten allinne 

oan {harselsilharren selsil*seselsi }. f人間たちは神様の言ったこと

に耳を傾けようとしなかった。彼らは自分たちのことばかり考えたJ(恥

Arke fan Noach変更〉

③ men [manJ i(話者を含んで一般的に)人は」には j inを用いる ( S 42 (2) 

(b))。

It is better jin te fersinner1 as j in te fertaasten. 「へまをする

(jin fersinne)のはまちがって人の金に手を出す (jinfertaaste)よ

りましだJ(Beintema 1990 : 38) 

CF よれは Jln， jins 1;" men の再'J争代名詞であるという意味ではない ( ~ 42 

(2) (b) )。

(4) sels 

(a) sels の意味

sels [sEls]を名詞句や代名詞の後に置くと、 i(その名詞句や代名詞〉自身j

という意味になる。 selsはまた、名詞匂や代名詞とは分離した位置に現われ

て、 i(その名詞匂や代名詞)自身j という意味になることがある。

ただし、 selsは英語の -self/-selves と違って、 目的語の代名詞の直後だ

けではなく、主語の名詞匂や代名認を指すものとしても用いる。 したがって、

再:1苦用法とは無関係であり、主語や自的語自身による行為を強調する ((b))。

Hy wasket sels. 「彼は自分で洗濯をするj

Hy wasket Jan sels. 何度は{自分でヨンの体を洗う/ヨン自身の体を洗

う}J

したがって、次の文はやはりあいまいである。

Hy wasket him sels. 
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(自分以外の)男性の体を洗う J(him乎 hy)「彼は自分で

のあいだに休止をはさみ、 himに強調のアクセントを置sels L 
、ー・・him 

: [him 8E1S] く

「彼は自分で自分の体を洗う J(him=hy) ti) 

のあいだに休止をはさまず、 himに強調のアクセントをsels とhirn 

置かずに発音する:[hlrnst lsJ 

の再帰的意selsをまとめて 1語で書くと、と正書法で次のように hirn

味であることが示唆される。

「彼は自分の体を洗う J(hirn=hy) S

一
e-

S

一
-m一
の

h
一
語

抗

英

占

ま
5

l

 

a
 

w

s

 

v
d
e
 

町民

sr
 

zelfやドイツ言香のよりもオランダ言吾の-seH/-sel ves 

参照。(2) (c) ) ( ~ 41 (一)selde(n)にイ以ている。selbst 

の用法(b)主語を指す sels

selsは主語の直後に付加したり、主語とは離れた位置で用いて r(主語が)

自分でJという意味になることがある。

Yn in boek wurdt ferteld oer saken dy't josels soms meimakke haw 

「書物の中にはときにはあなた自身が体験した事柄が語られているこ百e.

A 16 : 7) とがあるJ(ULI' S， 

「それはあなた自身では確かめられなDy kinne je sels net neisjen. 

A 16 : 8) いJ(況l'S， 

C 3:8) 

「彼女自身は半日働いていたJ(ULI' S， 

Do bist sels ferkeard! r君は自分がまちがってるんだJ(ULI'S， 

Sels wurke se foar heale dagen. 

「その言語自体につ

A 6 : 8) 

Fan dy taal sels is lykwols neat bewarre bleaun. 

いては何も残されていないJ(Boersrna/Van der官oude19812 
: 7) 

なと.と*heself *IseH， などと古い、I---myself， he-"himself 英語ではr、戸
〕

は言わないことに注意。

を使っても使わなくてもいい場合(c) sels 

の使用は任意であることが多く、対比や強調の他動詞の再帰用法では sels

意味で selsを使う場合が多い。

官yskeare {us/ussels}. 

Sei har {har(ren)iiharselsi} al hielendal oan it nije libben oan-

「彼らはもうすっかり新しい生活に潰れたJ(ULI' S， 

「私、たちは自分のひげをそるJ

B 20 : 8変更)past. 

「私はけっこう暮らしていけるJ(← Ik kin {my/rnysels} rnoai bedrippe. 

B 11 : 13変更〉jin (sels) bedrippe kinne r生計を立てるJ)(ULI' S， 
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再帰的用法でしか使えない再帰動詞では、 目的語の 3人称代名詞を他の代名

詞から区別する必要がないので、 selsを付加する意味がなく、 じっさいに付

加できない。

cr 

HYi skamrnet {himi/*himselsi}. 「彼は恥ずかしく思っている J(←jin 

skamje I恥じるJ) 

HYi fersint {himi/:ぬimse i S i} h i e 1 tyd. 

〈←jinfersinne rまちがえる J)(ULI'S， 

「彼は勘違いしてばかりいるJ

C 20 : 12変更〉

Wy i oeri te {us i /*ussels d oan allerhande Gnnut i ten. 「私たちはやた

らにいらないものを食べて食べすぎになる J(←j in oerite r食べすき、

るJ)(ULI' S， C 3 : 9) 

オランダ誇も同議。 ただし、再:時代名詞として zich を用いる Q

オ Hijschaamt {zich/*zichzelf}. 「向上j (←zich schamen r恥じる J) 

Hij vergist {zich/*zichzelf} altijd. 「同上J(←zich vergissen) 

胃ijovereten {onsl*onszelf} aan allerhande onnodig eten f向上j

(←zich overeten r令ぺすざる J) 

(e) selsを使わなければならない場合

特別に、あるいは通常の状態、に反して例外的に「自分自身Jという意味を強

調する場合には、 selsを付加しなければならないことがある。 とくに前置詞

の呂的語である場合に多い。

foar jinsels weze r手Ij己的であるJ foar jinsels stean r自活するJ

ta jinsels komme r正気に返る j fan jinsels falle r気を失う J

op jinsels weze r独り立ちしているJ

jinsels {bl iuwe/時間}r動じないJ

Nosto aanst op {本dy/dysels}silst， moatte wy der dochs eefkes oer 

gear. 「あなたはもうじきひとりでやっていくのだから、私たちもそろそ

ろ何か準備しておかなければいけないわねJ(Bangma 19932 
: 83変更〉

[Dy't by elk in besten iSJi' is in minnen foar {油imi/himselsi}.

「だれにとっても良い人は自分にとっては悪い人だ(ことわざ)J(Bein-

tema 1990 : 17変更)

Elki is {*himi/himselsi} de neiste. 「だれでも自分がいちばんかわい

し、 (=もっとも近い。 ことわざ)J(ib. 33変更)

Sei hatet {*hari/harselsi}. 「彼女は自己嫌悪に陥っているJ

HYi ken {本himi/himselsi}hielendal net. 「彼は自分のことが全然わかっ

ていないJ

〈ア オランタ語も同様。 ただし、 再帰代名詞として zichzelf を用 L、る。
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オ. Zij haat {*zich/zichzelf}. f同上j

Hij kent {*zich/zichzelf}. f河上j

フ ta {*斗旦/斗出els}komme r正気に返る j

オ. tot {*zich/zichzelf} komen r向上j

sels の付加は傭々の表現の意味的な性質に依存しており、 一定ではない。

It famkei seach harselsi yn 'e spegel. 「その女の子は鏡に移る自分の

姿を見たJ(廷oekstra/Tiersma1994 : 516変更〉

HYi sei rn himselSi， “myn bril moat hjir doch earne lizze." r彼は

つぶやいた。 Fメガネがたしかここにあったはずなんだけどな心 (Dykstra

1996 : 72) 

HYi hat letter dy taak op himi nOI日menen ta in utdragen saak 

brocht. 「彼は後にその任務を引き受け、 そして決着をつけたJ(Ut de 

Smidte 1997 : 31/2-1) 

(f) sels r…さえJ

selsをある文成分の直前に置くと、 「…でさえj という意味になる。 この

場合の selsは「自身」という意味の場合よりもアクセントが弱いO

Sels de heechste bergen rekken Onder it wetter. 「一番高い山でさえ

水の下に沈んでしまったJ(De Arke fan Noach) 

up it stuit is it sels sa， dat wy net mear dea gean fan de honger， 

mar fan tefolle iten. 「こんにち、私たちは飢えでではなく、食べ過き

で死ぬようにさえなっている」何日，S， B 3 : 12) 

(5)相互代名詞 (wjersidichfoarnamwurd) 

人称代名詞複数形は selsを伴っても「たがいにjという棺互の意味を表わ

すことはない。相互の意味には相互代名詞 inoar[mwar]， elkoar [;Jlkw丞r，

81kodr]; malkoar [mJlko;Jr， mJ lkwar] (文語的)， mekoar [m;Jkw丞r，m;Jkoar] 

(口語的)を用いる。 inoarren [mw丞nn]， elkoarren L81k胃ar叩]， mekoarren 

[m;;kwannJという語形もある。 前置詞とともに 1語でつづることもある。西

フリジア語の相互代名詞はオランダ語、 ドイツ語、英語と同様に主語として用

いることはできない。

①再 帰

事y官askje{us/ussels}. 「私たちは自分の体を洗うJ

②相互

Wy百askje{inoar/elkoar/mekoar}. 「私たちはたがいに体を洗う j

その他の用例。
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In fearnsieu lyn binne se oan elkoar fersein. r四半世紀前に二人は

婚約したJ(ULI'S， B 1 : 8) 

De bewenners wiene alhiel op mekoar oanwiisd. r住民はたがいに完全

に頼りあっていたJ(ULI' S， C 11 : 2変更)

Sport makket dat de minsken har bruorren en susters faninoar fiele. 

「スポーツは人々に自分たちがたがいに兄弟や姉妹であるように感じさせ

てくれるJ(Bangma 19932 
: 155) 

Sted en doarp komme op dizze wize hieltyd tichter by並立主主 te stean. 

「都市と村はこうしてたがいにますます近づきつつあるJ(ULI' S， C 11 : 

3) 

σ ドイツ誇では再婚代名詞 sichを相互の意味でも用いることに注意。

オ. Wij wassen {ons (再帰)/elkaar(相互)/mekaar(相互)}.

エ胃ewash {ourselves (再帰)/each other (相互)/0neanother (相

互)}ー

ス. Vi tvattar {oss (再帰)/varandra (相互)}. (他の北ゲルマン誇も同

様)

件ド. Wir waschen {uns (再帰・相互)/ einander (相互)}.

合言香形的に inoar ← in十 oar) はドイツ誇の einanderや英語の one

another (正確には one+other) に対応し、 elkoar(←elk十oar) は英語

の eachotherに対応する。 malkoar/mekoarはオランダ誇の malkaar/

mekaarが‘manlijc(=オ. ieder/ド. jeder) anderen' に由求するのと

同誌である (DeVries/De Tollenaere 1987: 156)。スウェーデン誇の

varandra (←var十 andra) なども同様。
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S 40 所有代名詞 (besiilikfoarnamwurd) 

(1)限定形と独立形

所有代名詞には名詞を修飾する「限定形J( r…のJ)と単独で叙述的に用

いる「独立形J( r…のものJ)があり、両者とも無変化である。独立形にい

くつか語形がある場合、用法にはとくに違いがない。所有代名詞の独立形は形

容詞の叙述用法とちがって、主語や呂的語として名詞句のかわりになる。

限定形 独立形

く単数〉

1人称 rnyn [rnin] rnines [rninasJ 

rninen(t) [rninan(t)] 

2人称親称 dyn [din] dines [dinasJ 

dinen(t) [dinan(t)] 

2人称敬称 JO [jO:u] jowes [jo:was] 

je [jaJ (弱形)

〈文語 jins 〈文語 jin(ne)s 

[jans， jPs]) [janas， jInas， j~ns ， jlns]) 

3人称男性/両性 syn [sinJ sines [sinas] 

sinen(t) [sinan(t)] 

女性 har [harJ harres [h丞ns]

中性 syn [sinJ sines [sinas] 

sinen(t) [sinan(t)] 

く援数〉

1人称 us [ysJ uzes [yzas] 

2人称 jirn(me) [jIm(a)] jirnmes [jIrnas] 

3人称 har(ren) [har(an)] harres [han s] 

ヴ jins， j innesの発音表記は、 WFT10 (1993: 67) には jins[jps， 

jonsJ， 'jinnes [jln8s， jonas] とあるのにたいして、 Zantema(I984: 

460) には jins[jans]， 'jinnes [janasJ とあり、一定しない(~ 42 

(2) )。

ワ Hoekema (1992: 20) は限定形 jinsの独主形として jins と jowes を挙

げており、 jinnesは挙げていない。一方、 Vander Woude (1981: 49) 

u:限定形 jinsには誇形的に対応する独主形がな〈、 jowes を用いると述

べている。
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(2)個々の用法

(a)加の発音

us [ysJ r私たちのJは有声音が後続すると [yZ]と発音する。それ以外は

[ys]と発音する。独立形は Zを用いて uzes[YZJs]とつづる(!3 14 r語末

音の無声化J)。

us auto [yzjuto:] r私たちの車J

Us胃urk[yzvork] rユズ・ヴュルク(=フローニンゲン大学フリジア語学

科発行のフリジア語学文学の学術雑誌)J

むsauto sjocht der krekt sa ut as jirnrnes. r私たちの車はあなたがた

のと同じように見えるJ(ULI'S， A 18: 13変更)

Der stiet jim fyts en der stiet uzes ek. rそこに君たちの自転車があ

るし、手ょたちのもそこにあるJ(ULI' S， A 18 : 13) 

。むの -sの基底形は/z/であり、 [s] は言吾本音の去を戸北を受けた音であ

る。

オランダ誇の ons[3ns] r私たちのJと onze[Jnza] r向左(変北形)J、

ドイツ誇の uns[Uns] r私たち(対格・与格)Jと unser[古田g]r私たち

のj の発音を参照。

(b)その他の用例

Dat is 主主主 bromrner en net弘主主・「それは彼女のオートパイであり、彼

のものではありませんJ(ULI' S， A 18 : 13) 

Dat is syn fyts en dat is harres. rそれが彼の自転車で、あれが彼女

のですJ(ULI' S， A 18 : 13) 

Dizze hoed is heit sinen(t). rその娼子は父のものですJ(ULI' S， B 18 

: 13) 

As elts豆盟主 kriget，hat de duvel neat. r各人が自分のもの(=分け

前)をもらえば、悪魔は何ももらえない(口争いは起こらない。ことわ

ざ)j(Beinterna 1990 : 30) 

Cc) jo， (jins) rあなたのJ jowes rあなたのもの」

2人称敬称は大文字(Jo，Jowes)で書くことがある。眠定形には jins 

〈あるいは大文字で Jins)もあるが、聖書などで見られる古風な表現であり、

今日ではふつう用いない。 jins(Jins)は今自では消失した jy(Jy)の属格

である。 1933年の聖書訳 (G.A.Wurnkes訳)では Jinsを用いているが、 1978

年 09892)の新訳では Joに変わっている(e 37 (3)(a)②〉。

Us lleit， dy't yn de hirnelen binne， Jins narnrne wirde hillige; Jins 
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keninkryk komme; Jins wollen barre allyk yn 'e himel， sa ek op 

ierde; (…) hwent Jo官邸 is it keninkryk en de kreft en de hear-

likheit oant yn ivichheit. i天にましますわれらが父よ、御名を崇めさ

せたまえ。御国を来らせたまえ。御心の天になるごとく、地にも来らせた

まえ。〈…〉菌と力と栄えとは永遠に汝のものなればなり J(It Nije 

Testamint 1933， Mattheus 6 : 9-13旧正書法)

(d) fan + {名詞/代名詞}

所有代名詞の独立形は rtan+{名詞句/代名詞}Jによっても表現できる。

Dy boat is fan e buorlju. Dy boat is de buorlju harres. rあの

ボートは近所の人のものですJ(ULI' S B 18 : 20) 

Hokker jas is fan dy? Hokker jas is {dines/dinen(t)}? rどのコ

ートが君のですかJ(ULI' S， B 18 : 18) 

(e)その他の表現

ien fan {us/uzes} r私たちのひとり j

{te/by} uzes r私たちの{家/もと}でj

By u笠~ wie in jiermannich ly~ in jonkje utfanhOs. rわが家に数年前、

男の子が泊まったことがあったJ(Tamrninga 1973 : 214) 

Sokken binne der by uzes tOzenen. rそういう人たちは私たちのところ

には何千人もいるJ(Sitenstra 1982 : 134) 

(f)身体部位と所有代名詞

身体部位を表わす名詞句には、所有者が同一文中の佑の文成分から明らかに

特定できる場合、所有代名詞でなく、定冠詞をつけることがある。とくに所有

者がドイツ語のいわゆる「自由な与格J(ド. freier Dativ)のような所有を

表わす名詞勾で示されている場合(t3 31(5)②)や生理現象の意味ではそうで

ある。

Ik ha pine yn 'e mOle. r私は歯が痛い(出口の中が痛い)J(ULI' S， B 6 

: 10) 

ウ pinemuler歯痛j という認もある。同禄に pineholler頭痛J(←pine 

yn 'e holle r頚の痛みJ)など。

Ik ha de foet stiL~en. i私は足を折ったJ(i b. ) 

Do bliedst ut 'e noas. r君は鼻から血が出ているJ(ULI' S， C 20 : 7) 

It swit stiet him op 'e holle. r彼は頭に汗をかいているJ(ULI' S， A 

6 : 8) 

De finger blette my juster sa. i私は昨日、指から血がたくさん出た」

(ULl'S， C 20: 7) 
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所有代名詞を用いると、「他人の<身体部位>ではなく、自分自身の<身体

部位>に」という対比の意味を表わす傾向がある。しかし、対比の意味を表わ

さずに所有代名認を用いることもあり、それほど強い傾向とは言えない。

Der komt heit de keamer yn. Hy hat in brief yn 'e han. rそこへ父が

部屋に入って来ます。手には手紙をもっていますJ(ULI' S. A 3 : 10) 

。Sekomt it simrnerhuske yn en rint nei it bed. Se nimt de fersen 

yn har hanner1 en lest. r彼女は避暑地の別荘の中に入り、ベッドのほ

うへ行く。彼女は詩を手に取って読むJ(ULI' S. A 16 : 8) 

t この場合、英誇では所有代名詞が好まれる。

エ He has a letter in his hand. r向上j

(3)所有代名詞隈定形十親族名称

(a)所有代名詞限定形の複数形を用いる場合

相手が年下の親族である場合には親族名称だけを用いて 2人称代名詞のかわ

りにすることく例. hei t rおとうさんJ)はすでに述べた(837(3)(b))。一

方、年下の親族を 3人称として扱う場合には、オランダ語などと違って所有代

名詞につねに複数形を用いるのがふつうである。たとえば、一人息子でも父親

のことを話題にするときには、*四ynheit r(私の)父」ではなく、 usheit r 

(私の)父Jと言う。

E主主主~ wie der grutsk op. dat ik sa'n goeie tsjinst hie. r母は私が

とても立派に勤めたことを誇りにしていましたJ(UU' s. B 2 : 18) 

“Do hast it fan ji主主主主主， dat aventoerlike. " “Dat soarchlike hasto 

fan j im beppe." r君は冒険好きなところはおじいさんから受け継いだん

だねJrあなたの心配症はおばあさんゆずりねJ(Bangma 19932 
: 66) 

E三友盟peJantsje wurdt moarn tachtich. r祖母のヨンチェは明日で八十

になります」

Ik bin in soan fan us heit en mem. r私は父と母の息子ですJ(ULJ' S， 

A 1 : 8) 

ただし、 3人称ではふつう所有代名詞単数形を用いる。

ik en us heit r私と(私の〉父親J/do en jim heit r君と(君の)父親」

φhy en syn heit r彼と(彼の)父親」

1t is hjoed us heit syn heite j ierdei. r今日は(私の)父の父親の誕

生日ですJ(ULI' S， A 1 : 8) 

Dan krijt dat bern in kaart fan syn oerbeppe. rそれからその子供は

曾祖母からカードをもらいますJ(ULI' S， B 11 : 6) 
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〈アオランダ誇、 ドイツ誇、英誇では r(私の)父Jは所有代名詞によ手数形を

用いて次のように言う。

オ mijnvader. ド meinVater. エ.my father 

年下の親族にたいしでも、親しみの気持ちをこめて所有代名詞の複数形を用

いることが多い。

us jonge i(私の〉息子J us famke I(私の)娘j

us Trynke r(私の){姉/妹/娘}のトリンケJ(以上 Vander胃oude1981 : 

91， Stienstra 1982 : 55， ULI' S， B 1 : 7変更)

正inusSytske dan noch wol mei de bern oerkomme? rそれではシツケが

子供たちを連れてきてもだいじようぷでしょうかJ(Bangma 19932 
: 65) 

(b)所有代名詞限定形の単数形を用いる場合

ただし、とくに親しみの気持ちをこめるのでなければ、年下や傍系の親族に

ついて所有代名詞の単数形を用いる例が見られる。最近では、オランダ語の影

響から年上の親族についても単数形と援数形の区別がはっきりしない場合も増

えている。

Eyn beppesizzers komme wol gauris utfanhus. r孫たちがよく泊まりに

来たりするJ(Bangma 19932 
: 80) 

Eyn dochter seit pake en beppe tsjin myn alden. r私の娘は私の両親

にたいしておじいさん、おばあさんと言う J(alden r両親Jは親族名称と

はいえなしづくULI'S， A 1 : 8) 

Us mem hat trije bruorren en trije susters. Dat binne myn omkes en 

図uoikes. I(私の〉母は男の兄弟が 3人と女の兄弟が 3人います。それは

私のおじとおばですJ(ULI' S， B 11 : 6) 

(c)所有代名詞限定形を用いない場合

とくに家族や親しい知人どうしの会話では、所有代名詞限定形をつけず、ま

た、定冠詞もつけずに、親族名称をそのまま用いるだけで十分である。子供の

会話ではそれ以外の人にもこのように表現することが多l'o これは 837(3)(b)

で述べたように、親族名称を 2人称の表現とするのと同様に 3人称としても使っ

ていると言える。

Heit en mem binne by pake en beppe op besite. Omke en muoike binne 

der ek. (…) Pake官urdthjoed 75 jier. (…) Pake kriget presintsjes. 

(…) Sa is de dei samar om. Dan moatte heit en mem en de bern百er

nei hus ta. rお父さんとお母さんがおじいさんとおばあさんのところに

やって来ました。おじさんとおばさんもいっしょです。(…〉おじいさん

は今日、 75歳の誕生日です。(…)おじいさんはプレゼ、ントをもらいます。
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(…)こうして一日が終わります。それからお父さんとお母さんは家に帰

らなくてはなりませんJ(ULI' S， A 11 : 2) 

(d) ‘所有代名詞+bern' r…の子供たち」

bern r子供Jは単数形と複数形が同形の名詞だが、「所有代名詞+bernJは

自分のすべての子供を指す表現として複数形で用いる。単数形で一人息子や一

人娘を指したり、何人かいる自分の子供のひとりを指す表現には、「所有代名

詞 +{jonkje/famke} Jを用いる。

Myn占区gsitte by in neef en in nicht， dat binne bern fan myn 

broer en skoansuster. r私の子供たちは男のいとこと女のいとこのそば

にすわっています。それは私の兄〈弟)と義理の姉(妹)の子供たちですj

CULI' S， A 1 : 8) 

Myn bern antwurdzje myn frou. r私の子供たちは私の妻に答えます」

(ib. ) 

上記の用例で '?Mynbern {sit/antwurdet}…， r私の子供(単数)は…{す

わっています/答えます}Jのように単数形を用いるのは不自然である。

(e) de frou r家内J， de man i主人」

配偶者を指すときには所有代名詞のほかに定冠詞 deを用いることがある。

{Myn/De} frou hat my de hiele middei yn 'e tun holpen. r家内が 1日

中庭仕事の手伝いをしてくれましたJ(Stienstraet al. 1982: 68変更)

Ik sil it tsjin {myn/de} man sizze， sei frou Mulder. ir主人に伝え

ますJとムルデル夫人は言ったJ(ib. 68変更)

σ*us frou r家内J， *US man r主人j とは言わない。

(4) rmei+所有代名詞限定形十基数詞 -enJなど

くa)mei +所有代名詞限定形+基数詞 -en

「全部で…人Jという表現に用いる。オランダ語と違って、関係する名詞句

の人称・性・数に一致させる(S 47 (2)(d)， 48 (f))。

胃ybinne thus mei us achten. r私たちは 8人家族だJ(Breuker et al. 

19922 
: 79変更)

Hei har f i ver1 sliepe se deryn. r彼らは 5人でその中で寝るJ(ULI' S， 

B 2 : 15) 

σ オランダ誇ではつねに rmetz'n 一一enJ となる。

オ.胃ezijn thuis met z' n achter1. r向上j

Met z'n vijven slapen ze daarin. r向上j

σ ただし、 Hoekema(1992 : 12) には次の例えがある。
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Se binne rnei {har/syn} beiden. r後らは 2人造れだJ

Dat dogge wy mei {os/syn} beider1. rそれは私たち 2人でしますJ

Breuker et al. (19922
: 79f.) によれば、上記の用例の meisyn beiden 

はオランダ誇の彰響として好まし〈な¥，¥ 0 

(b) op syn minst I少なくともJ， op syn meast I多くとも」

op syn rninst r向上J， op syn meast I同上jでは、オランダ語の opzi jn 

minst， op zijn meestと同様につねに syn(オ. zi jn)を用いる。

Wy freegje jo dat der middeis 0p syn meast twa en jQns net mear as 

ien besiker by in pasjint komme. Iお見舞いの方が患者さんのところに

来られるのは、昼間は多くても 2人、夕方は 1人になるようにお願いしま

すJ(UL1' S， B 11 : 13変更)

Dy jonges steane 0p syn minst fiif kear foar 't finster. rあの男の

子たちはもう最低 5回は窓の前に立っているJ(ULI' S， A 15 : 14変更〉
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S 41指示代名詞 (oanwizendfoarnamwurd) 

(1)まとめ

指示代名詞は場面内あるいは文脈中の要素を直示的(エ. deictic)に指し

示す場合に用いる。指示代名詞はアクセントをもち、ドイツ語などと違って定

冠詞とは語形が異なる。 datは中性名詞単数形以外にも種々の要素を指すこと

ができ、無アクセントの 3人称代名詞 itのかわりにも用いる。以下では sok

/sa'n rそんな(人・物事)J、(-)selder向じ、まさにその(人・物事)J、

〈一)jingerあの〈人・物事)Jも扱う。 sok/sa'nrそんな(人・物事)Jは場面・

文脈内の特定の要素に共通する性質を備えた対象を指し示すという意味で、不

定代名詞ではなく、不定の意味をもっ指示代名認とみなす。

ゥ北フリジア誇モーリング方言(北フ.mooring) では、定冠詞中性学教形

と物事を受ける人称代名詞中性学数形の基本形は、指示代名詞中性j手数形

の基本形と同形の dat(sフ. dat) である。

(2)個々の語形と用例

(a) dizze [dI幻， dIsa， de:za]， dit (強調形 ditte[dît~]) rこれj

dy [di]， dat [dJt] (強調形 datte[d:ita]) rそれ、あれ」

強調形 ditte，datteは文中ではなく、単独で用いることが多い。

単数

複数

両性

dizze 

dizze 

中性

dit (ditte) 

dizze 

ワ -e を伴った一連の強調形に注意。

両性

dy 

dy 

中性

dat (datte) 

dy 

ikke (←ik) r私(主格)J ， watte (←wat) r何J， hjirre (←hj ir) rこ

こにJ， dere (←der) rそこに、あそこにJ， were ←wer) rどこにJ

i乏に、話し言葉では次の表現などで dizzeの -e[けの音が杭悲するこ

とがある (Tiersma 19852 
: 50)。

dizze [dIs] {kear/kant/tiid} r{今回/この才角/このとき }J

①眼定詞として

Ik wol (iizze tofIels graach ha， dy oare mei 'k net lije. r手ムはこの

スリッパがほしい。ほかのはいやだJ(ULI' S， A 14 : 15変更)

②名詞勾の一部の指示〈⑥〈益))

lt gebruk is fierders gelyk oan [dat yn it FryskJ. rさらにその用法

はフリジア語の用法と同じであるJ(ULI' S， A 14 : 16) 
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Dy foarmeri komme dus aardich oerien mei [dy fan it NederlanskJ. 

fしたがって、その形はオランダ語の形とかなり一致するJ(ULI' S， A 14 

: 15) 

③名詞匂全体の指示

とくに物事を示す名詞句の場合、人称代名詞 hy(hja/sy)または itで

これを受けるかわりに、 dyまたは datを用いて名認匂を明確に指し示す

ことがある。人を示す名詩句の場合は口語的であり、あまりていねいな表

現にはならない。

Wolst my de sukerpot even jaan? Dy stiet op it oanrjocht. r砂糖の

入れ物をちょっと取ってくれな ~'o 流し台の上にあるから J (むLI'S，A 14 

: 15変更〉

Sok sittend wurk yn ' e hos hin， dat is neat foar my! r家にこもりっ

きりでやるような仕事なんて、私にはとても向かないJ(UL1' S， A 19 : 7 

変更)

④その他の要素の指示:dat 

datは中性名詞単数形以外にさまざまな要素を指すことができる。

i)複数の名詞、名詞複数形

Myn bern sitte by in neef en in nicht， dat binne bern fan myn 

broer en skoansuster. r私の子供たちは男のいとこと女のいとこのそば

にすわっています。それは私の兄(弟〉と兄(弟〉の子供たちですj

〈札l'S， A 1 : 8) 

〈アオランダ語とドイツ誇も同様。

オ. Dat zijn mijn kinderen. rそれは幸ムの子供たちです」

ド. Das sind meine Kinder. r同上J

。名詞匂以外の文成分

Utfanhuzje， nee， dat liket my neat! r外泊か、いや、それは好きじゃ

ないj(datは不定詞 utfanhuzjer外泊する jを指す)(むLl' S， A 19 : 7) 

Dy官iidtemei de pleatsen en de kij is foar de butenlanners like 

unyk as de bergen en wetterfallen {dat/θ} foar us binne. r外国人

にとって農場や乳牛の姿がある平野は、私たちにとって山や滝がそうであ

るように珍しいj(datは形容詞 unykを指す)(Bosma-Bann ing 19812 
: 

155変更)

ずこの datはなくてもいいが、れでは代用できな b、。

次例の datは指示代名詞ではなく、補文標識である(S 35 (2)(b)③)。

Wy jouwe mear ut as dat wy fertsjinje en liene dan jild. r私たちは
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稼いだものより多く支出し、そうしてお金を借りるJ(ULI' S， C 20 : 3) 

関係代名詞 wat(13 45 (2)(d)③)を用いた次の用例に注意。

官yjouwe mear ut as wat wy fertsjinje en 1iene dan jild. r向上j

a)文全体:

時ocha1titen gongen der mear minsken mei de honger yn 'e ha1s op 

bed as mei it 1iif fo1. Dat feroare pas yn de 20ste ieu. r満腹でよ

りも援をすかせて床に就く人のほうがまだつねに多かった。ょうやく 20世

紀にそれが変わったJ(ULI' S， B 3 : 12) 

⑤ itの datによる代用

it [;)tJはアクセントをもたないので、 アクセントを置くときには dat

で代用する(13 37 (4)(d))。

Us pake krijt in tut en in presintsje. {It/Dat} is in moai boek 

oer it a1de Frys1an r祖父はキスとプレゼントをもらいます。それは昔

のフリースラントについての美しい本ですJ(ULI' S， A 1 : 13変更〉

Dy wenten wurde net iens permanint bewenne. {It/Dat} binne a11e-

gear twadde wenten. rあの家々はずっと人が住むものではないO すべて

セカンドハウスt.:J (ULI' S， B 11 : 15変更〉

とくに、主語以外の itは前域〈主文の定動詞の直前)には現われず、指

示代名詞 datで代用しなければならない(S 36(3)(c))。

i)他動詞の呂的諾の it

Ik si1 {it/dat} dwaan. r私がそれをやりますJ

件付It/Dat}si1 ik dwaan. rそれは私がやりますJ

C オランダ誇とドイツ語も同議。

オ. 1k zal {het/dat} doen. r向上j

仲 {*Het/Dat}zal ik doen. r向上j

ド. 1ch werde {es/aas} tun. r同上j

仲 {*Es/Das}werde ich tun. r向上j

その他の用例。

Dat dogge se der in protte. rそれはそこでは大いにやるJ(Bangma 

19932 
: 175) 

Fan de universiteit nei it stasjon is mar in lyts eintsje. Dat kin 

men wol yn in kertierke befytse. r大学から駅まではほんのわずかだ。

15分もあれば自転車で行けるJ(ULI'S， A 14:15変更)

u)同 zer…であるJなどの補語の it

“Der is ien by de doar. 胃ais der?" “Ik bin {it/dat}， de post. " 
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r(それは〉私です。郵便局の者ですがjCBosma-Banning19812 
: 11変更〉

→“{叫t/Dat}bin ik， de post." r向上j

σ オランダ誇とドイツ誇も同誌。

オ. Ik ben {het/dat}. rそれは私です」

→{*Het/Dat} ben ik. r向上」

ド. Ich bin {es/das}. r同上」

→ {*Es/Das} bin ich. r向上J

⑤ datと itの相違

datと itにはアクセントをもつか否かのほかに次のような相違があり、

互いに置き換えることができない場合がある O

i)非人称の itや慣用句の形式的な it

非人称の itや慣用匂の形式的な itは指示するものがないので datで

代用できない(f3 37(5))。

{It/本Dat}is simmer. r夏ですJ

Hjir wennet {it/*dat} goed. rここは住みやすい」

{It/*Dat} duzelt my yn 'e holle. r私は頭が痛いJ

Ik ha {it/対抗}sa drok. r私はとても忙しいj(it drok hawwe r忙し

し、j ) 

→{本It/幼at}ha ik sa drok. r同上J

CF it iens weze i守点である j の it 立本末、慣用句の形式的な itのはず

1どが、 datで亙き挨えた用例も見られる。

Binne jo it der mei iens? rあなたはその点、にかんして替成ですかj

(UU'S， B 13 : 12) 

Der bin ik it mei dy oer iens. iそれにかんして私は君に替成だJ

仲 Nee，dat bin 'k mei dy iens. f， 、ゃ、キムは主主に守点だJ(Bangma 

19932 
: 175) 

オランダ誇 (heteens zijn r同上J) も同議。

オ. Bent u het daarmee eens? r向上j

Daar ben ik het met u over eens. r同上J

仲 Nee.dat ben 'k met met jou eens. r向上J

u)不定詞匂や文をあらかじめ示すれ

不定詞句や文をあらかじめ示す itは、先行する文脈に現われていない未

知の要素を示すので、指示代名詞 datで代用するのは不自然である場合

が多い Cf3 37(4)(d)④〉。

{It/*Dat} is tige slim (om) in parkearplak te finen. r駐車場を見つ
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けるのはとてもむずかしいj(ULI' S， A 8 : 11変更〉

{It/本Dat}muoit my dat ik it sizze moat. I私はそのことを言わなけれ

ばならないのが残念だj(ULI' S， B 2 : 13変更)

iii)名詞匂の一部を代用する場合

独立用法において datは名詞句の一部を指すことができるが、 itは名詞

句全体を受けることしかできない(②〉。この点が人称代名詞と指示代名

詞の統語論上の重要な相違である。

It gebrtlk is fierders gelyk oan [{*it/dat} yn it FryskJ. Iさらにそ

の用法はフリジア諾の用法と同じであるj(ULI'S， A 14 : 16変更〉

これは他の 3人称代名詞でも同様である。

Dy foarmer1 komme dus aardich oerien mei [{本harren/dy}fan it 

NederlanskJ. rしたがって、その形はオランダ語の形とかなり一致するJ

(ULI' S， A 14 : 15変更〉

σ f代名詞の derJ (~55) も名詞句の一部を代用することはできない G

It gebrtlk is fierders gelyk [{*deroan/*deroan} yn it FryskJ. i同

よJ

Dy foarmer1 komme dus aardich oerien [{吋ermei/*dermei}fan it 

NederlanskJ. r向上j

⑦{親族名/人名}(一)en(一)dyr…とその{配偶者/身内}(!3 31 (2)(a)③〉

Mem fynt it goed en bellet Piter en dy op， om te sizzen mei hokker 

bus Klaas komt. I母親はクラースがどのパスで来るかと言うために、ピ

テルと{奥さん/その家族}に電話をするのが良いと考えるj(ULI' S， B 

18 : 10 

(b) sok [sokJ， sa'n [san] Iそんな(人・物事)jなど

①限定用法(!3 34(2 )(a)⑥〉

可算名詞 sa'n[san] (十単数形) sokke [sók~J (十複数形〉

不可算名詞:sok [sok] (+中性名詞) sokke [soka J (+両性名詞)

Sa'n helper is yn sokke tiden goud wurdich. rそういう助っ人はそん

なときには金ほどの値打ちがある」何日's，A 13 : 8) 

Sok dreech iten kin ik net oer. rそんなくどい食事は私はかなわないj

(むL1'S， C 20 : 12) 

Sokke wyn mei ik net lije. rそんなワインは手ムはきらいだJ

Sokke fersen moatte in goeie ban hawwe. rそういう詩は立派な装丁に

しなければならないj(ULI' S， A 16 : 8) 

抽象名詞は可算名詞ではないが、具体的な事例を指す場合には sa'nを用
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いることカ〈ある。

抽象名謁:sa' n (+単数形〉

sokke (十両性名詞単数形)/sok(十中性名詞単数形〉

Ik ha1d net fan {sokke/sa'n} gQche1erij. r私はそんないんちきは好き

ではないJ(Hoekema 1992 : 13) 

不定冠詞 inを伴った不定代名詞 in{soad/protte/bu1te} r多く(の)J

( S 42 (3)(k))は sa'n{soad/protte/bulte} rそんなに多く(のけとな

る。

Sa'n soad ferskaat soe eins a1hiel net nedich weze. rそれほど大き

な格差は本来まったく不要なはずだJ(←in soad r多くのJ)(ULI' S， C 

11 : 7) 

sok/sokkeは sa'n(③)と違って数詞には後続することに注意。

{hundert sokke minsken/本sokkeh白ldertminsken} r百人のそのような人

々/そのような百人の人々」

ただし、定 (bepaa1d)の意味を表わすくa)の dizze/ditrこれJ， dy/ 

dat rそれ、あれ」は数詞に先行する。

{本hundertdizze minsken/dizze hundert minsken} r百人のこの人々/こ

の百人の人々j

②独立用法

「そんな人J:sok ien [sok imJ (単数)

「そんな物事J: soks [soks] (単数)

sokken [sokan] (複数〉

sokken [sokan] (複数)

「そんな何かJ: sokssawat [soksavJt] (単数〉

Soks giet hurd oer de buorren. rそういうことはすぐに村中に知れわた

るJ(ULI' S， B 1 : 7) 

Jo kinne sok ien net fertrouwe. rそんな人は信用できない」

Ferkeapje wol1e， der tinke sokken allinne mar OID. rものを売りつけ

ようとする、ああいう人たちはそれしか考えないJ(Bangma 19932 
: 29) 

Sokken binne der by uzes tuzenen. rそういう人たちは私たちのところ

には何千人もいるJ(Stienstra 1982 : 134) 

Ut en troch stroffelet er oer in stientsje of sokssawat. rときおり

彼は小石か何かにつまづく J(ULI' S， B 11 : 11) 

③ sa'nの他の用法

rsa' n+数詞」は「約…j という意味の表現になる。この用法の sa'nは

数量を表わしく数量詞、エ. quantifier)、むしろ不定代名詞(S 42)と

言える。
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Yn Fryslan lizze sa'n 400 grutte en lytse doarpen. rフリースラント

には約400の大小の村々があるJ(ULI'S. C 1: 7) 

No skriuwe de dokters yn us 1an官01sa'n 350o soarten medislnen 

foar oan harren pasjinten. r今、私たちの国の医者はおよそ3500種類も

の薬を患者に処方しているJ(ULI'S， C 11: 7) 

感情的な意味をこめる場合にも用い、 rsa'n+ {不可算名詞/複数名詞}Jで

もヵ、まわない。

Sa'n waar hie gjin mins op rekkene. rこんな天気なんてだれも予想し

ていなかったJ(waar r天気(不可算名詞)J)(Hoekema 1992 : 14) 

A1derraarst sa'n postsegels at er hie rあの人ががこんなに(たくさ

ん〉切手をもっていたなんてJ(postsege1s r切手(複数形)J)(Hoekema 

1992 : 14) 

σBoersma/Van der Woude (19802 
: 32)には可等名詞単数形にも sokin 

を用いた表現が挙がっているが、一般的ではない。

sok in {man/hus} rそんな{男の人/家}J (ib. 32) 

オランダ誇でも fzu1keen十可算名詞単数形Jは丈語的である。

sa'nは fsa十in(=不定怠詞)Jにtb永し、話形的に疑問詞 hoe'n(← 

hoe十in)fどんな j に対応する。 sa'n !i不定完封司を伴うことからわかる

ように、本永、可算名詞とともに用 L、る表琉だが、上記のように用法が拡

大している o wat inにも同誌の頬向がある(~ 44 (6))。

ウ sok，まオランダ誇の zu1k ドイツ語の solch 英語の suchに対応する。

sa'nはオランタ'語の zoeen ドイツ誇の soeinに対応する。

(c) (-)se1de(n) […stlda(n)J r同じ(人・物事〉、まさにその(人・物事)J

① (-)selde […sElda] r同じ(人・物事〉、まさにその(人・物事)J

定冠詞や指示代名詞につける。

「定冠詞十一seldeJ : deselde， i tselde 

「指示代名詞+(一)seldeJ : ditselde， dyselde， datselde 

dizze selde， (前置詞+)'e se1de 

Fan generaasje op generaasje wennen hja yn itselde doarp. r何世代

にもわたって彼らは同じ村に住んでいたJ(ULI' S， C 11 : 2) 

Oare fabriken kinne datselde middel net samar neimeitsje. r他の工

場は同じ薬をまねして作るわけにはいかないJ(ULI'S， C 11 : 7変更〉

Ik leau， us ynteresses binne net alhiel deselde. r思うに私たちの興

味はまったく同じだというわけではないようだJ(Bangma 19832 
: 139) 

Wy neame a11e fjouwer itse1de. r私たちは 4人とも同じものにしま
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すJ(Bangma 19932 
: 132) 

②(一)selden[…seldm] r問じ人たち、まさにその人たち」

独立用法で複数の人を意味する。

1t binne altyd deselden dy't kleie. r文句を言うのはいつも同じ連中

だJ(Hoekema 1992 : 14) 

③不定冠詞+selde

in selde r同じ種類の〈人・物事〉、それに相当する(人・物事)J

(d) jinge [jIija] rあのJ， -jinge(n) r…の人・物事」

① j inge rあれJ(文語)

dizze en jinge rいろいろ〈な人あれこれ(の)Jという表現に限られ、

この意味ではむしろ不定代名詞に属する。

②-j inge(n) 

dejinge/dyjinge (単数)， dejingen/dyjingen (複数)r…の人J; itjinge， 

datjinge r…の物事J

関係文を伴い、関係認の先行詞になる。ただし、文語的であり、ふつうは

dyselde， datseldeなどを用いる。

Dat is {dyjinge (文語的)/dyselde}dy't it my ferteld hat. rこの方

が私にそれを知らせてくれた人ですJ(Boersma/Van der官oude19802 
: 32 

変更〉

次の用例では deseldendy'tと dyj ingen dy' tが間じ文の中でともに用

いられている。

Deselden dy't eigen dosinten dookje en jookje， joegen oan dat dy 

(jongere) dosinten dy't har mei de foarnamme foarstelden， of dy-

j ingen dy't se privee goed koenen， doke waarden; de oaren官aarden

joke. r自分たちの先生を doで呼んだり joで呼んだりするという人た

ちは、ファーストネームで自己紹介する(若い)先生や、個人的によく知

っている先生を doで呼ぶのであり、他の先生は joで呼ぶと記したj

(De Boer 1986 : 112) 
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S 42 不定代名詞 (unbeskatefoarna罰則 rd)

(1)まとめ

不特定の人や物事を示す代名詞を不定代名詞という。独立用法と限定用法で

用い、名詞匂から遊離した位置に現われることもある。不定代名詞は不定の数

量を示す数量詞(エ. quantifier)としての性格を備えた雑多な代名詞の集合

と言える。ただし、 oarrほか(のけ ((3)(n))はやや性格が異なり、 beide

f両方(の)J((3)(b))は定 (bepaald，エ. definite)の性格が強い。不定

代名詞には隈定詞と共起できるものく例. al rすべて(の)J((3)(a))， beide 

f両方〈の)J((3)(b))とできないもの(例. alle rすべて(の )J(くおくa))，

elk/elts/ider rおのおの(の)J((3)(c))がある。以下ではおもなものを記

す。

(2) men [manJ r (話者を含めて一般的に)人j

(a)語形と意味

主格は men[m;m]，目的格は jin[jm， jln]，所有代名詞限定形・独立形

は jins[jans， jlns]である。単数の扱いを受ける。

ゥ jin，jinsの発音表記は WFT(10/1993 : 67) には jin[jln， jon] ， jins 

[jPs， jons] とあり、 Zantema(1985: 46) には jin[jan]， jins [jans] 

とあり、一定しない(~ 40 (1) L 

西フリジア語の menはオランダ語の menやドイツ語の manと違って、意

味的に話者を含む。話者を含まない表現には使えない。

Ik kin mysels moai bedrippe en wer sil 'k dan sa'n drokte om 

meitsje. Men moat op 't 1est gjin slaaf fan jins eigen官urkwurde， 

no? rけっこう暮らしていけるし、そんなにせかせかして何になるんだい。

自分の仕事の奴隷になったらおしまいだよJ何LI'S， B 11 : 13) 

したがって、次の文は正式なフ 1)ジア語とは認められない。正しい文にする

ためには、‘Derwurdt sein dat...' (受動態)， ‘Se sizze dat...' (3人称複

数不定の se)などと言いかえる必要がある)

*Men seit dat er al fuortgien is， mar ik bin der net wis fan. r彼

はもう行ってしまったそうだが、私はよく知らない」

本Oant1ikernoch 1100 iet men yn Fryslan wakker ientoanich. r1100年

頃までフリースラントでは人々の食事はかなり単調だったj

この点で menは意味的には 3人材、的というより、 1人称的と言える。次の

用例では沼田が 1人称代名詞と交互に用いられている。

Ien fan de belangrykste dingen dy't wy foar it Frysk dwaan kiIl11e 
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is om sa fo11e moog1ik us brieven yn it Frysk te skriuwen. Dat men 

mei jins famy1je of froenen yn 't Frysk briefket sprekt hast wo1 

fanse1s. Mar ek yn saak1ike brieven moatte wy us net skamje om us 

eigen taa1 te bruken. Sis dan net sa gau， dat men mei it Frysk net 

sa fier komt! Dat falt ornaris gans ta. iフリジア諾のために私たち

ができるもっとも大切なことのひとつは、フリジア諾で手紙を書くことで

す。家族や友人とフリジア語で手紙のやりとりをするのはほとんど当然で

すが、実用的な手紙でも私たち自身の言葉を使うのを恥じらってはなりま

せん。ですから、ブリジア語ではやっていけないなどと、早々と言っては

いけません。ふつうは思っているよりも、ずっとうまくいくものです」

(Stienstra 1982 : 45) 

ゥ次の表札でオランダ誇との対応表現に注意(ULI'S，B 18 : 14)。

ブ. Soks docht men net. iそういうことはするものではないj

オ. Zoiets doe je niet. i同上j

フ. Der wurdt sein dat er fuortgiet. r{，えは1tってしまうそうだj

オ Men三盟主 (=Ikweet niet) dat hij weggaat. r同上J

VEフリジア誇でも 2人材、代名詞 do，joや 3人称代名詞戎数形を r(一般

的lこ)人はj の意味で用 L、ることがある (Hoekstra/Tiersma1994 : 515)。

歴史的に岳フリジア誇の menが話者を令む意沫になったのは18世紀以降

のことであっ、それ以前にはま毒者を令む意味の用例も令まない意味の用例

もえられる(Krol1985: 18ff.)。

σ 歴史的に men[man]はオランダ誇の men[manJ と同誌に、 man[mJn] 

「男(単数形)Jの発音上の弱形から発達した代名詞である(Krol1985: 

3ff. )。したがって、あいまい母音 [a] を令み、 *[mm] とは発音しない

ニとに注意。 en[en] rそして j の発音と比較。

(b)目的格 ji n [j m， jl n ] ，所有格 jins[jans， jlns]の用法

menを受ける百的格、所有格にはそれぞれ jin， j insを用いる。

Men moat jin foar jins flaters skarnje. r自分の誤りは恥じるべきだ」

(Stienstra 1987 : 60) 

Men rnoat jinse1s hie1tiden wer offreegje wat de rek1arne fan de 

1ezer wol. r広告が読者から何を望んでいるかつねに再度自問してみる必

要があるJ(ULI'S， B 10: 7) 

一方、 i凶rn庇nm百混n悶i

は由e印n以夕外Lの要素を受ける。

irnrnen jins dochter ta frou jaan rだれかに自分の娘を援にやるJ(Zan-
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tema 1984 : 1023) 

合ドイツ誇との相違に注意 υ

フ. Meni moat {jinsi/*sYDi} wurd halde. r自分でした灼求は守らなけ

ればならないJ

ド. Maoi mus seini Wort halten. r向上j

ウあたかも jin，jins は menの手主婦代名詞にあたり、 4ドJヰ帰的に用¥，'.る

immen/ien， synと区別があるように見える。じっさい、辞書には再帰動

詞は jinskamje r恥じる J， jins wurd halde r約求を守る j と示される。

しかし、次の用例の menと jinは同ーの学丈に属していない。

Wat men net wit， dat deart jin net. r自分の矢口らないことは自分を傷

っけない(=矢口らぬが仏。ことわざ)J (Beintema 1990 : 26) 

immen/ien， synと jin，jinsの相違は menにたいする再帰代名詞か答

かという統語的な違いではなく、 「だれかj と r(話者を令めて一般的に)

人 J という意味土の遣いに基づくといえる。

(3) その他の語形と用法

(a) a1 [31 J. alle [jl a ] rすべて(の)J， alles [51 asJ rすべて(のり

限定用法では形容詞の変化に従わないことに法意。

① a1十{摂定詞+名詞/wa't関係文}

Beppe breidet a1tyd a1 us sokken. r祖母はいつも私たちの靴下を全部

編みますJ(Bangma 19932 
: 59) 

a1 syn (libbens-)dagen r彼の全生涯にわたってj〈百円 1/1984: 44) 

A1 wa't komt， is wo1kom. rいらっしゃる方は皆、歓迎ですJ(Boersma/ 

Van der曹oude19802 
: 34) 

σ ②の用例と比較。

② alle+(形容詞)+名詞

名詞の性・数には無関係に al1eを用いる。 alleは限定認と共起できな

い。一方、①の a1は限定詞が後続しなければ使えない。

{alle/*al}町rnrすべてのワインJ(de wyn rワインJ) 

{a11e/本a1}bier rすべてのビールJ(it bier rビールJ) 

{a11e/ね 1}talen rすべての言語(複数形)J(de taa1 r言語J) 

{alle dei/al den dei} r終日;毎日 J(WFT 1/1094 : 44) 

{alle bern/al dy bern} r子供たち全部J

Alle berrl官ollein sliepkeamer. r子供たちはみな(自分専用または共

同の)寝室をほしがっているj
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名詞句から遊離した位置に現われることもある。

De bern wolle alle in sliepkeamer. r同上J

〈ア 2えの用例と比較。

2主主主旦 wolle{*al/allegear(re)} in sliepkeamer. r向上j

ゥ {Elkbern-"/De bern"'elk"'} ((C)) との意味の主に注意。

Mei弘leoaren hat er net folle gedoente. 1-彼はその他の人たちとは

皆つき合いが多くなしリ (ULI'S， C 1 : 14) 

ιle begjin is swier. r初めはみなむずかしいJ(i t begjin r初めJ) 

(Beintema 1990 : 77) 

ιle nijs is lang gjin nijsgjirrich nijs fansels. rすべてのニュー

スがみな興味をそそるニュースだというわけではもちろんないJ(it nijs 

fニュースJ)(Bangma 19932 
: 123) 

ιle dy't komme， binne wolkom. rいらっしゃる方はみな歓迎です」

σ 次の用例および①の用例と比較(~ 45 (2) (c)①)。

{*Alle wa't/allegear (re) dy't} komme， binne wolkom. r同上」

③ alles rすべての物事J

Alles stiet ree. rすべてが用意されているJ(ULI'S， A 3: 10) 

Yn 'e simmer bloeit alles. r夏にはすべてが花を咲かせるJ(ULI' S， A 

11 : 8) 

Alles fielde wiet. r何もかも濡れていたJ(ULI' S， A 6 : 8) 

Alles wat liket is noch net wier. rそれらしく見えるものはすべて、

まだ真実とは言えないJ(Zantema 1984 : 32) 

④前置詞(+人称代名詞)+al1en

Dizze auto is fan us allen. rこの車は私たち全員のものですJ

yn allen r全般的に、全体として見ればJ

ケオランダ誇との相違に注意。

フ. wy {allegear(re)/*allen} r私たち全員 j

仲オ.胃ijallen r向よ」

(b) beide r両方(の)J， beiden r両方j

① beide 

②以外の場合に用いる。「限定詞+beide+名詞jのように限定認に後続さ

せて用いることもある。

De区民主 kearen dat in rivier myn paad kruste halde ik dan ek mid-

den op 'e brege. r ]fIが道と交差したその 2回とも私は橋の上で立ち止ま

ったJ(UL l' S， B 20 : 15変更〉

-220-



Ik drink meast wi te wyn of reade... Ik mei beide wol. r私はたいてい

赤ワインか白ワインを欽むけど…両方とも好きなのJ(Bangma 19932:8) 

胃ynimme beide in kofje. r私たちは 2人ともコーヒーにしますJ(ib. 

10変更)

σ f 限定詞 +beide十名詞j のように beideを限定詞に後続させる用法は、

オランタ'語とドイツ誇の beideでも共通している。ただし、英語の both

u: rboth十限定詞+名詞Jのように限定詞に先行させて用 L、る。

②前置詞+所有代名詞+beiden 

Se komme 1nei har beiden. r披らは 2人そろって来るJ

Ien fan us beider1 S il komme. r私たち 2人のうちどちらかが伺います」

合 beideは定 (bepaald，エ.defini te) としての性格が強いが、ヰ・鼻、

紙の裏表.道路の両側、夫場、局親などのように、全体が必ずニ者である

ものに用 b、る場合には不定代名詞としての位格がある。

ピアi19フリジア誌にはオランダ誇と同誌に、 *beides という語形は存在しない。

beides r両方の物事j を用いるドイツ誇との遣いに注意 o

ゥ rAもBもj という意味はふつう次のように表札する。ただし、三つ以上

の場令にも用 L、る。対応するオランダ誇とドイツ誇の表現も同議。

フ.A likegoed B r同上j

オ. {zowel A als (ook) B/A zowel als B} r向上J

ド. sowohl A {alsl胃ie} (auch) B r向上j

英語の bothA and B r同上j と比較。

(c) elk(e) [tlk(a)]/elts(e) [tlts(a)]， ider [idar] rおのおの(の)J

限定用法では形容認の変化に従う。限定詰とは共起しない。

Elk bern wol in sliepkeamer. rどの子供も(自分専用の)寝室をほしがっ

ているJ(bernは単数形〉

名詞匂から遊離した位置に現われることもある。次の用例の名詞匂 debern 

「子供たち」が複数形であることに注意。

De bern wolle elk in s1iepkeamer. r子供たちは各自〈自分専用の)寝

室をほしがっているJ(ULI' S， A 2 : g) 

ゥ {Allebern'../De bern-'.alle...} ((a)②)との意味の差に注意。

Elk is himsels de neiste. rだれでも自分がいちばんかわいい(=近い)J

(Beintema 1990 : 33) 

De farmaseutyske yndustry is kommersjeel fan opset， krektlyk as 

eltse oare yndustry. r製薬会社は商業的に他のいずれの企業とも全く同

じ目標をもっているJ(ULI' S， C 11 : 7) 
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名詞匂から遊離した位置に現われた elk，iderはそれぞれ接尾辞一辺is，-s 

を伴うことがある。

De famkes krigen {elk(mis) [dk(mds)]/ider(s) [idH， (iddS)]} twa 

blommen. r女の子たちはひとりひとり風船をふたつもらったJ(Hoekstra 

1989 : 9変更〉

ゥ kがロ葦北を受けていない elkは本永、オランダ語的なま吾形(オ. elk) 

である。語形的には英語の eachに対応する。

(d) folle [fold] r多く〈の)j， gans [gJ:nsJ r同左J

folleは次の①から③の用法に限られる。肯定文で「多く(のりの意味で

用いることができないことに注意。その場合には insoad， in protte， in 

bulteを用いる((j))。

①否定文

Der is net folle romte mear. rもうそんなに空きがなしづくULI'S， B 11 

: 15) 

Ik wit der ek net folle fan. r私もそれについてはあまり知らないJ

(Stienstra 1982 : 46変更〉

Folle minsken wiene der net. rあまり人は多くなかったJ(ib. 46) 

合オランダきるやドイツ誇では f多( (の)J にオ. veel/ド. vielを用い、

fわずか(の)Jにオ.weinig/ド wenigを用いる o 一方、岳フリジア

誇では「多の)Jに insoad/in protte/in bulteを用 L¥「わずか

(の)J に netfolleを用いる O 岳プリジアき吾にはオ. weinig/ド wenig

に語形的に対応する認がないことに注意。

② folle+比較級

Us hiele maatskippijstruktuer is folle demokratysker官urden.r手ムた
ちの社会構造全体がずっと民主的になったJ(ULI' S， C 11 : 5) 

De toer is folle heger as it hus. r塔は家よりもずっと高い.J(ULI' S， 

C 1 : 15) 

③ tefolle rあまりに多く(の )J， safolle rそれほど多く(の)j， hoe-

fo11e rどれほど多く(の)J

Tefolle suker wurket ungeunstich foar it bloed. r砂糖のとりすぎは

血液に悪く作用するJ(ULI' S， C 11 : 15) 

Hy hat syn fantasije tefolle brukt. r彼は懇像力を使いすぎた」

(旺，1'S， C 20 : 5) 

Dit boek kostet my te folle. rこの本は私にはあまりに高価だ」

(Stienstra 1982 : 46変更)
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Der binne net saIolle skoallen yn dat doarp. rその村にそれほどたく

さん学校はなしリ (ULI'S， C 1 : 15) 

Soe it wier safolle skele? r本当にそれほど違うものでしょうかJ

(Bangma 19932 
: 83) 

Tink der rnarris orn hoefolle froulju in broek oan ha. rどれだけ多く

の女性がズボンをはいているか考えてもみなさいよJ(Bangma 19932 
: 26 

変更)

百oefollefertsj innesto der? r君はそこでどのくらい稼いでいるんだ」

(Stienstra 1982 : 46) 

④ gãns の用伊~ (8 34(2)(e)②， 852(2)(g)注〉

Der stiet gans wyn. r風が強い(=多くの風が立っている )J(Visser 

1985 : 879) 

Der is sorns gans ferskil yn it werjaan fan de feiten. r事実の播き

かたにはときには大きな差がある J(UL l' S， C 20 : 5変更)

Sad官aandewurdt gans jild stutsen y~ it sykjen fan nije rnedisinen. 

「そのようにして新薬の探求に大金が投入されるJ(ULI' S， C 11 : 7) 

Gans diersoarten binne hast of hielendal utstoarn. r数多くの種類の

動物がほとんどまたはまったく死誠してしまったJ(ULI' S， C 7 : 8変更〉

次の用法もある(その他の用法は 834(2)(e)②， 852 (2)(g)注)。

gans in sted r大きな都市J(Hoekstra/Tiersma 1994 : 520) 

(e) genoch [gan5:x] r十分(な)J

限定用法では名詞句の直前または直後に置く。

genδch jild/jild gendch r十分なお金J(Hoekstra/Tiersrna 1994 : 520) 

Boer Dykstra hat lan genoch. r農夫のディクストラには土地が十分あるJ

(ULI' S， B 11 : 13) 

Ik tocht dat wy noch genoch sokken en broeken hlenen. rまだ靴下や

ズボンは十分あると思ったがJ(ULI'S， A 4: 8) 

Kin ik jo ek noch ien ynskinke? -Nee tankewol， ik ha genoch han. 

「もう一杯お注ぎしましょうかJrいえ結構です、もう十分いただきまし

たJ(Bangrna 19932 
: 20) 

0" genochはオ. genoeg/ド. genug/エ. enoughに対応する。

(f) guon [gwonJ r何ノ人か〈の〉、いくつか〈の)J

guodden(s) [g尚 d叩， ("Jns)J， guods [gwotsJなどの語形もある。

up guon plakken rydt de bus mar ln 1王earrnannichdeis. rなかには一日

にパスが数回しか走らないところもあるJ(むLI'S， C 20 : 9変更〉

内
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Guon trouwe ek nochris yn 'e tsjerke. I教会で結婚式を挙げる人たち

はまだ何人かいるJ(ULI' S， B 1 : 7) 

Binne der ek noch豆盟gdy' t wat freegje wol1e? I何か罰きたい人はま

だ何人かいますかJ(ULI' S， B 18 : 20) 

(g) ien [i;mJ. immen [im;mJ (文語的)Iだれか」

ともに独立用法で用いる。

①用例

Lit jo brief sjen oan ien dy't Frysk skriuwe kin. Iあなたの手紙を

だれかフリジア語が書ける人に見せなさいJ(ULI'S， A 14: 8変更〉

Der is ien by de doar.1ドアのところにだれかいるJ(ULI' S， B 18 : 14) 

1t is de jierdei fan ien. I今Eはだれかの誕生日ですJ(ULI' S， A 8 : 

ll) 

1s der noch immen dy't wat drinke wol? Iまだ何か飲みたい人はいます

かJ(ULI' S， B 18 : 18変更〉

② ien/immenを受ける代名詞 hyなど

ien/immenを受ける代名詞には hy/er，him， synを用いる。 rnen((1)) 

とちがって jin， j insは用いない。

As irnmen in nij hus bouwe wo1， moat er earst spikers telle. I新し

い家を建てようと思う者はまず釘の数をかぞえなければならない(=無理

な望みは禁物。ことわざ)J(Beintema 1990 : 65) 

③否定形 netien， nirnmen [nÍm~nJ(←immen)(文諾的) Iだれも…ないJ

Net ien kin altyd a1hiel syn sin krije. Iいつも完全に自分の意見が

通る人はだれもいないJ(ULI' S， B 11 : 17) 

1k ha net ien sjoen. I私はだれにも会わなかったJ(ULI' S， B 18 : 14) 

主盟担 isgrut dy' t grut is yn eigen eagen. I自分で(=自分の自で

見て)偉大だと思っている者はけっして偉大ではない(ことわざ)J

(Zantema 1984 : 653) 

Al1ernans freon， nimmens freon. r-すべての人の友はだれの友でもない

(ことわざ)J(Beinterua 1990 : 44) 

び *netimmen rだれも…>J:¥，、j は不可 o

④‘(in+ )不定代名詞 (-en-)ien' (独立用法、単数)I…の人・物事J(s 

34(3)(a)) 

De Gouden Ieu wie net foar elkenien in gouden tiid. IU黄金の世紀J

(=オランダ17世紀〉はどんな人にとっても黄金時代というわけではなか

ったJ(←elk Iおのおのの(人・物事)J)(ULI' S， B 3 : 11) 
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fほとんどすべての人が居合わせている」Hast eltsenien is oanwezich. 

(←elts rおのおのの A 17 : 7) (人・物事)J)(田xs，

官ennetop in dy' t syn of har wurk yn 'e sted hat， Eannichien， 

「都市で仕事に就いている人の多くdoarp yn e omkriten fan dy sted. 

(の)J)(ULI' S， はその都市の周辺の村に住んでいるJ(←mannich r多く
C 11 : 2変更〉

de Om in inkeldenien te nearnen， Neidielen binne der fansels ek. 

そのいくつか「もちろん欠点もある Ohuzen steane meastenti ids leech. 

まず、家々がほとんどいつも空であることだJ(←inkeld を挙げれば、

C 11 : 3) r¥'¥くつかくの)J)(ULI' S， 

Hiel faak is dat de Op feesten wurdt ornaris de flagge utstutsen. 

「祝mar ek gauris sjocht men in oarenien. 

それはたいていオランダ三色旗が多いが、

Nederlanske trijekleur， 

日にはふつう旗が掲揚される。

C 20 : 7) ほかのものが見られることもあるJ(←oar r他のJ)(ULI' S， 

jemand 1こiemand/ド.immenはオ.に対応し、one einer/エ.はド.くア ien 

対応する。

「彼はそれにいささか当惑したj

(h) in bytsje [8n bitf8J r少し(の)J

耳ywie der in bytsje ferlegen mei 

B 3 : 17) (ULI' S， 

「平らPlatte lannen binne der mar in hiel lyts bytsje op 'e wrald. 

な冨は世界中にほんの少ししかないJ(Bosma-Banning 19812 
: 154) 

a bitに対応する。ein bisschen/エ.はオ. een beetje/ド.ゥ inbytsje 

少し〈のけ

「私にはまだいくつか趣味があるJ

(i) in pear [8n pI8r] r二三(の)，

Ik ha noch al in pear hobbys. 

A 19 : 7変更〉(ULI' S， 

No keapje ik wol As bern bin 'k al begQn postsegels te sammeljen. 

今でも数枚「もう子供のころから私は切手を集めはじめた。ns 1旦旦包r.

A 19 : 7変更〉買うことがあるJ(ULI' S， 

ein paarに対応する。een paar/ド掴.ゥ inpearはオ.

(j) in soad [8n sOdtJ/in protte [8n prot8J/in bulte [8n bolt汁「多く

(の )Jなど

①用例

3者の用法上の差はとくになく、可算名詞にも不可算名詞にも用いる。 ー一二工

「その都

アンスの差にとどまる。

Der wenje {in soad/in protte/in bulte} IDinsken yn de sted. 

r
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市にはたくさんの人が住んでいるJ(ULI'S， C 1: 15) 

In protte wurk sil dien wurde moatte. rたくさん仕事がなされなけれ

ばならないだろう J(ULI' S， B 14 : 13変更〉

Om' t it wetter doe ek a1 aardich fersmoarge wie， waard der in soad 

bier dronken. r当時はまた水がかなり汚れていたので、ビールがたくさ

ん飲まれたJ(ULI' S， B 3 : 11) 

Foaral lytse doarpen hat Fryslan in soad. rとくに小さな村がフリー

スラントには多くあるJ(ULI' S， C 11 : 2変更〉

Dy't in占弘主 begrypt，kin i旦主主lteferjaan. r多くを理解する者は多

くを許せる〈ことわざ)J(Beintema 1990 : 14) 

②その他の表現

上記の 3者以外にも「多く(の)Jを意味する口語的な表現がある。

De stedman hat in knoarre j ild. rあの都会の人はたんまりお金をもっ

ているJ(むLI'S， C 1 : 15) 

Mar heit fynt 100.000 gQne in slompe jild. rしかし、父親は10万ギル

ダーは大金だと思う J(日L1'S， A 2 : 14) 

Der官iein smite folk op it iis. r(張りつめた)氷の上にはたくさん

の人たちがいたJ(ULI' S， C 1 : 15) 

(k) ir~el(de) [lijk<ll(d<l)]/inkel(e) [iijk<ll(<l)] r~' くつか(の)、何人か

くの)J

Ik tir~ dat wy fan sneon op snein wat wetter krije en dermei 

inkelde buien. r土曜日から日曜日にかけて雨が降り、そのさい少しにわ

か雨があると思われますJ(Bangma 19932 
: 113) 

Der binne minsken， dy't gjin inkelde wichtige wedstriid oerslaan 

kinne. r重要な試合はひとつも逃せないという人たちがいるJCULI' S， A 

11 : 5変更〉

(1) mannich [m5n<lx， mán~x] (十名詞単数形)r多く(の )J(無変化〉

①用例

Mannich klaaidoarp is Ontstien yn 'e tiid， doe't der noch gjin 

seediken wiene. rクラーイ地方(フリースラント西部の粘土質地域)の

村の多くはまだ堤防がなかった時代に成立したJ(ULJ'S， C 11: 2変更)

② in stikmannich [叩 stÍkm~mx， .• man<lxJれ、くつか(の)J

官yha in stikmannich wichtige oarsaken nea.md fan de hjoeddeiske 

wurkieazens. r私たちは今日の失業の重要な原因のいくつかを挙げてみま

したJ(ULI' S， C 20 : 3変更〉
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110頭の雌Neist syn tsien kij hat er ek noch in stikmannich skiep. 

牛のほかに彼は羊も数頭もっているJ(ULI' S， B 11 : 13) 

「いくつかの…」

「私はいくつか例をあげますJ(Hoekstra 

‘in (…)mannich' 

Ik jou in mannich foarbylden. 

③ 

1989 : 131) 

Foar in jiermannich soe de ferbining fan Snits nei Starum opdoekt 

(オ.Sneekスネーク)からスタールム(オ.「何年か先にはスニツwurde. 

スタヴォーレン)に至る交通網(=鉄道〉は廃止されるかもしStavoren 

C 20 : 9変更)れないJ(ULI' S， 

「すでにこ三週間、冬の天気が続いたJIt hat al in wykmannich wintere. 

B 5 : 11) (むLI'S， 

「パスは一日に数匝しか走っていDe bus rydt rnar in kearmannich deis. 

C 20 : 9変更〉ないJ(ULI' S， 

manyに対応する。manch/エ.menig/ド.ウ mannichはオ.

(思)oar [oar]/oare [oara]/oaren [ó~r~n] rほか(の)J

隈定用法の語尾 -eの有無は S34(2)(c)⑦参照。限定詞とともに用いる。

Soms fytste ik juns nei iten troch it fjild om nei in oar syn wurk 

「ときどき私は夜、食事の後でほかの人の仕事の様子を見に野原te sjen. 

B 20 : 6) 

「主導権は相手から来ることも

を通って自転車で行くことがあったJ(ULI' S， 

It inisjatyf kin ek fan de oar komme. 

あるJ(De Boer 1986 : 111変更〉

「ある人はそうだと言い、別の人は否とDe iene sei wol， de oare net 

言ったJ(ib. 111) 

「私はある庖でyn it oare dat. Ik keapje yn it iene winkeltsje dit， 

A 10 : 8) これを買い、他の庖であれを買うという具合だJ(ULI' S， 

「ある人たoaren fine it noflik. Foar guon minsken is dat lestich， 

すてきだと思う人たちもほかにいるjちにとってそれはいやなことだが、

B 4 : 7) (ULI' S， 

der ferhQzje ek Net allinne binne de minsken sels mobiler wurden， 

doarp nei in 

「人々の移動が多くなっただけでなく、ある地域、町、村から

sted， 

oarenlen. 

別の地域、町、村へとひっきりなしに転居するようになっているJ(De 

hieltiten mear minsken fan de iene streek， 

Boer 1986 : 57) 

そうでなけれ 11J 

r ，)、さぃ居ではそれは違う J

r，まかに、

By de lytse winkeltsjes is dat oars. 

7
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異なって、[OJs] CF ~'I 吋!a'J吾CJ oars 



(ULI' S， A 10 : 8) 

Om 1878 hinne gie dat gans oars as hjoeddedei. r1878年項は今日とは

まったく遣っていたJ(ULI'S， C 20: 2) 

Oars nimme wy in lekkere cocktail. rそうでなかったら、私たらはおい

しいカクテルをいただきますJ(Bangma 19932 
: 7) 

(n) wat [VJt] (口語的)， eat [bt] (文語的)r何か・いくつか・少し(の )J

Hast wat sjoen? r君は何か見たのかJ(ULI' S， B 18 : 14) 

Op it taffeltsje lizze wat tydskriften en wat folders. rテーブルの

上に雑誌が数冊とパンフレットがいくつか置いであるJ(ULI'S， B 6: 8) 

As de moade mei wat nijs foar 't ljocht komt，百urdtder earst wat 

om 1ake. r流行が何か新しいものをたずさえて登場すると、最初はいささ

か物笑いの種になるJ(ULI' S， C 11 : 7変更〉

It sil dan faaks官01wat fine dat der wat op liket. rそうそればそ

れに少し似ている何かが見つかるかもしれない](ULI'S， C 11: 7) 

官yal1egearre， de iene盟主 mearen de oare盟!minder， dogge mei 

oan de moade. r人によって多少の差はあるにしろ、私たちは皆流行とか

かわりがあるJ(ULI' S， C 11 : 4) 

‘Dizze' wurdt brukt foar eat dat tichtby is en 'dy' foar eat dat 

fierof is. rdizzeは近くのものに用いられ、 dyは遠くのものに用いら

れるJ(ULr S， A 14 : 15) 

ケ eatはオランダ誇の iets， ドイツ誇の et(-was) に対応する。

(0) hiel wat [hi~l VJt] rとても多く(の)J， frij wat [fni...]/nochal 

wat [nJyJl…] rかなり多く(の)J

up足立L王位 doarpenis hjoeddedei in toanielferiening. r多くの村に

今日では劇団があるJ(ULI' S， C 20 : 9変更)

De doarpen nimme足立L主主主 oerIan de sted. r村は都市から非常に多く

のものを譲り受けているJ(ULI' S， C 11 : 2) 

Mei frij wat minsken sil it sa weze dat it begjin en de ein fan 

har libben him δfspilet yn it sikehus. rかなり多くの人々にとって、

人生の始まりと終わりは病院で起こるものだろう J(ULI' S， B 6 : 8変更)

Der wurde nochal wat nije wenten boud foar minsken dy't foarhinne 

yn e sted wennen， mar no by us op it doarp kommen binne. r以前は

都市に住んでいたが、今は私たちの村に来た人々のために、かなりたくさ

ん家が建てられているJ(ULI'S， B 8: 15) 
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S 43 疑問詞 (fraachwurd)

疑問詞には疑問代名詞と疑問副詞があり、両者を扱う。用例は 344で示す。

(1)器開代名詞 (freegjendfoarnamwurd) 

(a) wa [va:J rだれJなど

①語 形

wa [va:J rだれ(主格・呂的格)J

官a's[va:sJ， waans [va:nsJ/wannes [vanasJ(+名詞)rだれのj

wa syn (十名詞)rだれのJ/wa har (+名詞)r(とくに女性)だれのJ

wa sines rだれのものJ/wa harres r(とくに女性)だれのものj

町長近では、才ランタ'誇の彰響で warだれj のかわりに wieが用 L、られる

こと h{ある。

②前置詞十wa

wa rだれJが前置詞を伴う場合は、 f前置詞+waJで表わす。

Mei wa hat er juster dunse? r彼は咋日だれと踊ったのだろう」

Ik wit net mei wa't er juster dunse hat. r私は彼が昨日だれと踊った

か知らないJ

rwer...前置詞」は人を表わす代名詞の場合には好ましくないとされる。

ただし、 werを用いた表現も用いられる傾向にある。とくに従属文ではそ

の傾向が強い。

Njonken wa sille wy sitte? iだれの横にすわりましょうかJ(Tiersroa 

1985 : 117) 

特有ersille wy njonken sitte? r向上J(ib. 118) 

σ 関係詞 der't も同議(~ 45 (3) (b)①)。

rwa...前置詞」は種類をたずねる意味「どんな人」では不可だが、特定の

人をたずねる意味「だれ」では可能 (Hoekstra1995 : 102; 358(4))。

Wa hat er juster mei dunse? r被は昨日{本どんな人/だれ}と踊ったの

だろう j

ただし、胞にとくに強いアクセントを置いて、相手の言った文をそのま

ま関き返す「問い返し疑問文J(echo-fraachsin， 3 44(4)(b))では、まっ

たく問題がない。

“In aktrise hat er juster mei dunse. "“官a[va:J hat er juster mei 

dunse?" r彼は昨日、ある女優と踊ったんだぞJrだれと踊ったんだってj

③‘wa+名詞， rどんな〈人)J

胞は人を表わす名諒を伴って、「どんな(人)Jという意味にもなる (wat

「どんなJ(c)参照)。
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Wa minske kin soks dwaan? rどんな人にそんなことができるのだろう J

(Zantema 1984 : 1151) 

(b)官at[V3tJ (強調形 watte[v5t:J]) r何(主格.!3的格)J

①用例

官atbetsjut dit wurd? rこの単語はどういう意味ですかJ

Wat soe hy bedoele? r彼の言っていることはどういう意味なのだろう j

②強調形 watte[v5ta ] r何(主格・目的格)J

単独で用いることが多い。

"Watte?" sei se en skuorde de mule wiid iepen. rr何ですって』と彼

女は言って、口を真横に大きく開いたJ(ULI' S， B 1 : 12) 

'c? -e を伴った一連の桧調子手に注意。

ikke (←ik) r私(主格)J ， di tte (←di t) rこれJ， datte (←dat) rそ

れ、あれJ， hjirre (←hjir) rここにJ， dere (←der) rそこに、あそ

こにJ， were ←wee) fどこにj

(C) wer [ve:rJ r何J(…〉前置詞 ((2)(b)②〉

wat rf可Jが前置詞を伴う場合には、ふつう官位と前置詞が分離する。前

置詞は文末、あるいは右枠の動詞や分離成分の直前に置く。

恥rhast dyn brief mei skreaun? r君は何を使って手紙を書いたのかJ

ただし、 werと前置詞が分離しないこともオランダ語の影響で多くなって

きている。とくに論理関係や付帯状況のように述語との結びつきが弱い付

加成分 (adjunkt)の場合には、時rと前置詞は分離しない (e6IC5))。

官ertrochbinne de prizen omheech gien? r何の原因で物価が上がったの

だろう J(ULI' S， C 11 : 3変更)

wer(…)fan [ve:r(…)f 5n， vt: r…J r何から」

wer(…)njo凶:en[ve :r(…)njoijkm， vt: r…J r何のそばにJ

“官ergiet dat toanielstik oer?" “1t is in blijspui， mar ik wit net 

krekt同 r'tit oer giet." rその車lはどんな内容ですかJ r喜劇ですが、

正確な内容は知りませんJ(Bangma 19932 
: 130変更〉

合間{手詞 rder't…前亘詞j も同議(S 45 (3) (b))。

牢「前置詞+watJは不可、?rwat...前置詞」は不自然である (Hoekstra

1995 : 101; e 58 (4))。

本立eiwat hast dyn brief skreaun? r君は何を使って手紙を書いたのかJ

?胃athast dyn brief mei skreaun? r向上J

ただし、 watにとくに強いアクセントを置いて、相手の言ったことをその

まま聞き返す「問い返し疑問文J(e 44(4)(b))では可能である O
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“自eidyn pinne ha ik myn brief skreaun. "“現eiwat [v5tJ hast dyn 

brief skreaun?" r君のぺンで手紙を書いたよJr何で手紙を書いたんだっ

て」

(d) {watfoar [v5tfwar]/wat [VJt]}(+[in]+名詞)rどんなJ

後続する名詞の種類にとくに制隈はない。可算名詞単数形が後続する場合に

は不定冠詞 inを伴うことがある(844(6). 842(3)(0)(p))。

Wat (foar) {man/guod} is dat? rそれはどんな{男の人/品物}ですかJ

(Zantema 1984 : 1163) 

watだけでも名認を伴って「どんな…Jという意味になる ((a)③)。

Wat sykte soe er ha? r彼はどんな病気なのだろう J(ULI' S， A 1 : 6) 

r watfoar (in) +名詞」は rwat"'foar(in)十名詞」のように watだけを

文頭に置いて、 foar以下と分離することができることが多い (858(6))。

htfoar (in) tydskrift is dat? rそれはどんな雑誌ですかJ

Wat is dat foar (in) tydskrift? r同上」

htfoar tydskriften hasto kocht? r君はどんな雑誌を買ったのですかJ

胃athasto foar tydskriften kocht? r向上」

ただし、主語が動作主である場合を除く。

htfoar studinter1 wolle dit boek hawwe? rどんな学生たちがこの本を

ほしがっているのですかj

時atwolle foar studinten dit boek hawwe? r詞上J

σ 不定代名詞としての watに注意(~ 42 (3) (0) )。

くり hok[hok] rどんな、どのJなど

①語形

hok [hok]， hokke [hokd]， hokker [hokdr] (←hok+ foar) (+名認)rど

の、どんなJ

hoe'n [hun] (←hoe+ in) (+名詞)， hokfoar [hokfwarJ (in) (+名詞〉

「どんな」

②後続する名詞の種類

hok. hokke， hoe'nに後続する名詞の種類は sok. sokke， sa'n (841(2) 

(b))の場合と同様に次のとおりである。

可算名詞 hoe'n (+単数形〉 hokke (+複数形〉

不可算名詞:hok (+中性名詞単数形) hokke (+両性名詞単数形〉

hoe'n rどんなjはやや口語的であり、 「どのjの意味はない(Tiersma

1985 : 96)。

hokfoar rどんなjは後続する名詞が可算名詞単数形の場合に hokfoarin 



のように inを伴うことがある。

hokker rどの、どんなjは hokfoarと悶様に、後続する名詞の種類に制

限がないが、不定冠詞 inを伴うことはない。

Mei hokfoar {in/ O} trein komme j imme? r君たちはどの列車で来ますかj

Mei hokk訂作in/臼}trein komme jimme? r同上J

rhokfoar (in)十名詞」は rwatfoar(in)+名詞J((c))とちがって、

本 r-hok...foar (in)十名詞」のように切り離して用いることはできない。

σhokkerは元末、設数属格形であり(古ブ. huckera， WFT 9/1992 : 71)、

上記のように hokfoar とは用法が異なる。議数形でも形容詞の語尾 -e

がつかない。

mei {hokker/*hokkere} treinen rどの列車でj

(2)疑問副詞(freegj end抑制rd)

(a)種類

hoe [hu] (十形容詞/副詞)rどのように、どれほどJ

(yn) hoefier [(in) hufiar] rどの程度J

hoefo11e [hufo1a]， hoemalliiich [hum5nax， hurn丞mx]rどれほど多く(の)J

hoenear [hunIar， hunlar] rいつ、どんな場合にJ

hoeno [huno:u]， hoesa [husa] rどうしてJ

hoe'nen(t) [hunan(t)]， hoe'n(en)-ien [hun(an)ian] rどんな人・物

事」

四 nnear[vJnIar， v5nlar] rいつJ werom [ve:rom， vt:rom] rなぜj

wer [VE: r] (強調形 were[v e : n]) rどこ」

(b) rwer(…)前置詞」

疑問副詞の werrどこJとは別に、疑問代名詞の werr何」の場合があるこ

とに注意((l)(c))owerと前置詞は分離するほうがふつうであり、前置詞は

文末、あるいは文末の動詞や分離動詞の前綴りの藍前に置く。

疑問副詞の werrどこjの例

wer(…)wei [ve:r(…)vai，…vei， vE:r・..]rどこからJ

wer(…)hinne [ve:r(…)him， vE:r…J rどこへ」など、。

胃erkomst百ei?r君はどこから来たのですかJ(ULI' S， A 6 : 15) 

Witsto wo1 wersto aanst hinne moatst? r君はこれからどこへ行くべき

かわかっていますかJ(ULI' S， C 18 : 23変更)



344 疑問文(fraachs i n) 

(1)まとめ

疑問文は平叙文とは異なる文の構成という点から直接疑問文と間接疑問文、

疑問詞の有無という点から疑問詞疑問文と選択疑問文に分かれる ((2)(3))。

ただし、疑問の意味は平叙文の語順でも表わすことができる ((4))。また、西

フリジア語には「あなたはわたしがだれに会ったと思いますか」などのように、

従属文の要素を問う疑問文に 3つの種類がある ((5))。感嘆文についても触れ

る ((6))。

(2)薗接疑問文 (di rekte f raachs i n) 

他の文に従麗しない疑問文を直接疑問文と呼ぶ。選択疑問文 (desinfraach) 

と疑問詞疑問文 (wurdfraach)に分かれる。

(a)選択疑問文 (sinfraach)

動詞の種類や語形にかからわず定動詞を文頭に置き、ふつう文末のイントネ

ーションを上げて表わすc

Is 't slim mei jim heit? Iお父さんの具合は良くないのですかJ何日， S， 

A 6 : 15) 

Leardesto ek Frysk op skoalle? I君は学校ではフリジア諾も習いました

かJ(札l'S， A 12 : 18変更〉

Kinne wy it hus besjen? I家を見てもいいですかJ(ULI' S， A 2 : 13) 

Hat it iten dy hjoed wol goed smakke? I今日は食事はおいしかったで

すかJ(UL1' S， B 15 : 19) 

等位接続詞は定動詞の前に置くことができる。

Of geane jo leaver nei de lytse winkeltsjes? Iそれとも小さい屈に行

くほうがいいですかJ(UL1' S， A 10 : 8) 

(b)疑問詞疑問文 (wurdfraach)

定動詞の前に疑問詞あるいは疑問詞を含む文成分を置いて文を始める。

Wa {hat/hawwe} der stien? Iだれ(単数/複数)がそこにいたのですか」

CULI' S， C 17 : 19変更)

{Wa syn/wa' s/waans/wannes} auto is dit? Iこれはだれの車ですかj

Wa sines is dit? Iこれはだれのものですか」

Mei wa sil er jun dunsje? I彼は今晩だれと踊るのだろう J

官attinkt jo fan dizze wize fan advertearjen? Iあなたはこの種の広

告のしかたをどう思いますかJ(UL1' S， B 11 : 18変更〉

Wat sykte soe er ha? I彼はどんな病気なのだろう J(UL1' S， A 11 : 6) 
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Watfoar ferskil soe dat meitsje? rそれはどんな違いになるのだろう」

(匹l'S， B 11 : 18変更〉

胃athat dat no foar sin? rそれはいったいどういう意味があるのかJ

(Bangma 19932 
: 66変吏〉

Mei {hokker trein/hokfoar (in) trein} komme jimme? r君たちはどの

(どんな〉列車で来ますかJ(ULI' S， C 18 : 23変更〉

世控ergemeenten binne achterut gien? rどの市町村が衰退したのだろ

うj(UL1'S， C 10: 17) 

Hoe ferklearje jo dat? rあなたはそれをどのように説明しますかJ

(UL1' S， C 10: 17変更)

Hoe let sil dat west haw町?rそれはいつのことだったのだろうj(ULI'S， 

A 20 : 7) 

Hoefolle winkels biD~e der? rそこには庖がいくつありますかJ(ULI' S， 

C 1 : 15) 

Hoe'n strik hast kocht? r君はどんなネクタイを買ったんだJ(Boersma/ 

Van der胃oude19802 
: 33変更〉

胃annearbinne se begun mei it oanlizzen fan seediken? r~ ，つ人々は

堤防の建設を始めたのだろう j(ULI' S， C 11 : 3変更)

習eromha jo us dat net earder ferteld? rどうしてそれをもっと早く私

たちに知らせてくれなかったのですかJ(ULI' S， C 8 : 5) 

官erhat us mem it presintsje kocht? rお母さんはどこでそのプレゼン

トを買ったのだろう J(ULI' S， A 1 : 14) 

恥rdocht dat ut bliken? rそれは何からわかるのだろう J(UL1' S， C 11 

:5変更)

恥rtrochuntstie foarhinne faak in hechter ban tusken de bewenners 

as hjoeddedei? r何を通じて以前は住民の聞で今日よりも強いきずなが

生まれることが多かったのだろう J(UL r s， C 11 : 3) 

(3)筒接疑問文 (yndirektefraachsin) 

従属文として他の文に組み込まれた疑問文を間接疑問文という。間接疑問文

では定動詞を文末に置き、従麗文であることを示す補文標識一't(←dat)な

どを間接疑問文の種類に応じて下記のように疑問詞の語末に添えるか、疑問詞

を含む文成分の直後に置くく S66)。

(a)選択疑問文

oft [3tJ (←of ['Jf]+dat) r…かどうか」を文頭に置く。 oftのかわりに、
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口語的な文章では発音どおりにつづった at[Jt]を用いる。

Sy seach {oft/at} it goed wurke. r披女はそれがうまくいっているか調

べたJ(ULI' S， B 1 : 18変更)

Ik woe freegje {oIt/at} jo my helpe koene. r手を貸していただけるか

お聞きしたいのですがJ(ULI' S， B 1 : 24変更)

(b)疑問詞疑問文

疑問詞が独立用法か限定用法かによって次の 2種類に分かれる。

①疑問詞が独立用法の場合

疑問詞の語末に補文標識一't(←dat)を添え、全体で 1語でつづる。た

だし、 watのように語末音が tで終わる語はそのままくwat←wat-t←wat

dat)。

Beppe wit krekt wannear't it in bern syn jierdei is. r祖母は子供の

誕生日がいつかちゃんと知っているJ(wannear' t←wannear dat) 

次の用例のように「疑問認+oft/atJを用いて表わすこともできる。ただ

し、「疑問詞+'tJほど一般的ではない。

Ik wit net wannear oft er komt. r私はいつ彼が来るか知らなl.，¥J(Van 

der日eer1991b : 44) 

その他の用例。

Ik wit net mei wa't er juster dunse hat. r私は彼が昨日だれと踊った

か知らないJ(wa't←wa dat) 

Hast eltsenien wit wat dat wurd betsjut. rその語がどういう意味かは

ほとんどだれでも知っているJ(wat←wat dat) 

Hoe't soks komt， is net maklik te sizzen. rどうしてそんなことにな

るのかは簡単には言えないJ(hoe't←hoe dat) (ULI' S， C 20 : 3) 

官erom'tik der sa lang oan wurkje moatten ha， wit ik sels ek net. 

(werom't←werom dat) rなぜ私がその仕事にそんなに長い時間をかけなけ

ればならなかったか私自身わからないJ(ULI' S， B 19 : 25変更〉

Wer'tst no wennest， is my net bekend. r君がどこに住んでいるか私は

知らないJ(wer'tst←wer dat-st) (Boersma/Van der胃oude19802 
: 30) 

Oant yn de lytste underdieltsjes wurdt foarskreaun wer't in wente 

oan foldwaan moat. rときにはごく細部に至るまで住居がどの点を備える

べきか指示されている J(wer' t←wer dat) (ULI' S， C 20 : 4変更〉

②疑問詞が眼定用法の場合(~ 66(l)(b)③〉

限定用法の疑問詞を含む文成分の直後に oft/at(または as)を置くのが

一般的である。ただし、かならず置かなくてはならないということではな
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い。「限定用法の疑問詞を含む文成分十ーtJは書き言葉で用いることもあ

るが、あまり好まれない (Vander Meer 1991b : 44)。

1k wit net {hoe lang oft/tloe lang't/hoe lang O} it duorje si1. 

「私はそれがどのくらい続くか知らないJ(Van der Meer 1991b : 44変更〉

本来、疑問詞とその他の成分との合成語である hokkerrどの、どんなJ

(←hok+ foar)は独立用法「どれ、どんなものJでも hokker{oft/at} 

とし、対lokker'tとはしない。同様に、 hoe'nrどんなJ(←hoe+ in)の

独立用法である hoe'nenrどんなものJも hoe'nen{oft/at} とし、

本hoe'nen'tとはしない。ともに無アクセント音節に -tがつかないこと

に注意。

その他の用例。

Hy wit krekt， hokker punten oft er al neame moat en hokker oft er 

net neame hoecht. r彼はどの点を挙げるべきか、またどの点は挙げる必

要がないかをよく知っているJ(ULI' S， C 20 : 5) 

Do witst net heel， fanke， Iloefolle jild ast besparje kinst ast it 

boadskipjen wat planmjittich oanpakst. rおや、おまえはちゃんと計画

的に買い物をすれば、どれだけお金を節約できるか、まったくわかってい

ないねえJ(ast←atーは)(Bangma19932 
: 83変更)

Ik trede it lan ut en berekkene hoefolle lansomgongen as ik 

meitsje moast. r私は土地の広さを歩いて測り、耕作するのに何回往復が

必要か計算したJ(ULI' S， B 20 : 6) 

It liket of wit er noch net krekt hokker spesjalist o er it earst 

rieplachtsje sil. rどうも彼はどの専門医にまずかかるべきか、まだわ

かっていないようだJ(ULI' S， B 6 : 8) 

1t komt der net op oan hoe ald o men is， mar hoe' t men ald is. 

「どれだけ年をとっているかではなく、どのように年をとっているかが肝

心だJCBeintema 1990 : 10) 

σ オランダ誇では「疑問詞+従属丈Jがふつうだが、ロ誇では「疑問詞十

{dat/of/of dat} +従属文J という表現も見られる。

オ. Kun je me zeggen盟主」主主 hijwoont? r扶がどこに住んでいるか教

えてくれますかJ(Donaldson 19873 
: 191) 

Ik weet niet waar of ze de bruiloft willen houden. rキムは{皮らが

どこで結婚式を挙げたいと思っているのか矢口らないJ(ib. 191) 

Ik weet niet wat of ze kan doen. r~ムはあのメ、たちにや'f/}，できる占ミ

矢口らないJ(ib. 186) 

Fnu 

ηtuw 

n''h 



Ik weet niet wie of dat er zal komen. r私はだれが永るのか矢口ら

なL、J(ib. 186) 

(4)その他の疑問文

疑問の意味は以上のほかにもさまざまに表現できる O

(a)平叙文疑問文

相手の意図や事実の真偽などを確認するには、平叙文の語i領で文末のイント

ネーションを上げて表現する。

Do fytstest allinnich fan Snits nei Sleat? r君はひとりでスニツ

(オ. Sneekスネーク)からスレアト(オ. Slotenスローテン〉まで自

転車で行ったというのかj(ULI' S. C 5 : 8変更)

It leit fest lekker sa Onder de tekkens. of net soms? rそうやって

毛布にくるまっているのはさぞ気持ちがいいだろう、ちがうかねj(ULI' S. 

A 20 : 7) 

Hy sil dochs waarm miel iten ha moatte? rだって彼は暖かい食事をと

らなければならなかったのでしょう j(ULI' S， B 20 : 22変更)

(b)問い返し疑問文 (echo-fraachsin)

相手の言ったことをそのまま繰り返して聞き返すいわゆる「問い返し疑問文」

では、疑問詞は文頭に置かれずに文中にとどまったままである。

“Juster wie ik yn Harns. "“Do wiest wer?" r昨日ハーンス〈オ. Har-

lingenハルリンゲン)に行ってきたよJrどこに行ってきたって ?J

(5)従属文に含まれる要素を問う疑問文

商フリジア語には従属文に含まれる要素を問う疑問文に次の 3種類がある。

このうちどれをもっとも好んで用いるかは話者によって異なる。

①直接問うべき従属文の要素を疑問詞として主文の文頭に置き、従震文の先

頭に補文標識 datを置くもの

Wa tinke jo dat ik sjoen haw? rあなたは私がだれに会ったと思います

かJ(Hiemstra 1986 : 99. 以下①②③の用例も同捺〉

Wa tinke jo dat my sjoen hat? rあなたはだれが私に会ったと思います

か」

官ertinke jo dat Jan wennet? rあなたはヨンがどこに住んでいると思い

ますかj

②直接問うべき従属文の要素を疑問調として主文の文頭に置くとともに、従

属文の先頭にもそれと同じ疑問詞を寵くもの
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Wa tinke jo wa't ik sjoen haw? I向上j

Wa tinke jo wa't rny sjoen hat? I同上j

Wer tinke jo wer't Jan wennet? I向上J

③主文の文頭に watを置き、蓋接問うべき従属文の要素を疑問詞として従

属文の文頭に置くもの

Wat ti.nke jo wa' t ik sjoen haw? r向上J

Wat tinke jo wa't my sjoen hat? r同上J

Wat tinke jo wer't Jan wennet? r向上J

上記のような疑問文が可能なのは、 tinkeI…と思うjなどのように、従属

文の内容がはっきり事実と確認できない述語の場合である。 witterーという

ことを知っている」などのように、従属文の内容がはっきり事実と確認できる

述語の場合には不可能である。

合①はオランダ語、 ドイツ語、英語の標準語でも見られる構丈である。 J生だ

し、従属丈の主主基を問う疑問えは一般にあまり好まれない。

オ. ?Wie denkt u dat IDij heeft gezien? rあなたは私がだれに会ったと

足、いますかJ

ド.?Wer glauben Sie das IDich gesehen hat? r向上j

エ Who do you think {?that/o} has seen me? r向上J

③ l立日本語でたとえば「あなたは私がだれに会ったかということについて

どう思いますかj と訳すことで理解できる。②は英語、 ドイツ語、オラン

ダ語の標準語には見られない構丈である G

(6)感嘆文 (utroppendesin) 

疑問詔疑問文はそのままの形でイントネーションを変えれば、感嘆文として

用いることができる。

Heitelan， hoe moai bisto! I祖国よ、なんとおまえは美しいことかj

(P. J. Troelstra) 

wat は hoeのように形容詞とともに蔀j詞的に用いて「なんと(…だりとい

う意味を表わす。

Wat spitich dat hy net komme kin! Iあの人が来られないとはなんと残

念:なJ(ULI' S， A 17 : 13) 

σ 疑問えとしては rhoe十形容詞j のかわりに rwat十形容詞j を用 L、ること

はでーさなし、。

{Hoe/*Wat} let sil dat west hawwe? rそれはいつのことだったろう J

Iwat-ト形容詞jは Iwat...形容詞」のように分離することがある。
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Wy ha lesten noch op reis west. Nei It A~elân. Wat is 't der盟主よ!

「この前みんなで旅行に行ってきたよ。エト・アーメローン島(Ameland

アーメラント島)にね。あそこはなんとすてきなところだろう J(ULI' S， 

A 19 : 7) 

官atはまた、不定冠詞 inを伴って、名詞とともに摂定的に「なんという

(…だ)Jという意味を表わす。不可算名詞や名詞複数形とともに用いること

もできる (843(l)(b))c 

Minsken， minsken wat in jild! rやれやれ、なんという大金だJ(旧.I'S， 

A 2 : 14) 

Wat in snie! rなんという雪だJ(Zantema 1984 : 1163) 

Wat in auto' s! rなんという車(複数形)だろう J(ib. 1163) 

watは rin十名詞jから分離することもある。

胃atwie it in feest as men as bern de jierdei fiere sce. r子供のこ

ろ、誕生日のお祝いをすることは、何というお祭りだったことでしょう」

(ULI'S， A 17: 10) 

wat はさらに動詞とともに副詞的に用いて「なんと(…か)Jという意味を

表わす。

Wat moast ik laitsje! rなんと笑ってしまったことかJ(ib. 1163) 

このように watは感嘆文であることを示す指標として広く用いる。
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S 45 関係詞 (betreklikfoarnam-en bywurd) 

(1)はじめに

関係、認には関係代名詞と関係副詞があり、主語、目的語、副詞成分などの文

法関係は関係文における役割で決まる。関係代名詞の性と数は先行詞に一致し、

主格と B的格の区別はない。関係詞は間接疑問文の疑問詞と同様に補文標識

-t (←dat)を伴う(ただし、 dat/watのように語末音が tで終わるものはそ

のまま。 866)。以下では便宜上、関係代名調と関係副詞を扱う O

関係文には先行詰 (antesedint)を伴うものと伴わないものがある。先行詞

を伴わない関係文は対象を限定せず、一般的な意味で用いる。

関係詞は関係文の先頭に置く。関係文は関係詞に続く従属文であり、定動詞

は文末に置かれる。関係文はふつう先行詞の査後に置かれるが、伝達上の理由

などで先行詞から離れた後ろの位置に外置されることがある。

日enmoat net alles sizze， wat men wit， mar wo1 alles witte， wat 

men seit. r知づていることはすべて言う必要はないが、言うことはすべ

て知っていなくてはならない(ことわざ)J(Beintema 1990 : 10) 

関係文の終わりには正書法でコンマ(，)を添えることが多い。関係文のは

じめにはいわゆる「制限用法J(beheinend gebrOk)ではコンマを添えず、い

わゆる「継続用法J(utwreidzjend gebruk)では添えることが多い。ただし、

コンマの使用は文の構造を明確にする手段であり、つねに厳格に守られるわけ

ではない。

英語と違って西フリジア語では関係詞は省略できない (Sjolin 1988 : 109)。

Dit is de kwestje {虫斗/*笠}wy hjoed beprate wol1e. rこれが私たち

が今日論じたいと思っている問題です」

Dit is de kwestje {der't/本日}wy hjoed oer prate wolle. (←der' t… 

oer) r向上J

「前置詞+関係代名詞」や関係詞が限定用法として用いられて他の文成分が

後続する場合には、補文標識 -tのかわりに oft(←of dat)を伴うことがあ

る。とくに後者の場合には oftが一般的である C

Dit is de frou {dy't/本dyoft} ik juster sjoen ha. rこれが私が昨日

会った女性ですJ

Dit is de frou {mei wa't/r日eiwa oft} ik juster praat ha. rこれが私

が昨日言葉を交わした女性ですJ

Dit is de frou {*dy har broer't/ciy har broer oft} dearekke wie. 

「これが兄弟を殺された女性です」

n
H
V
 

バ品n
t
 



(2)関係代名詞 (betreklik foarnamwurd) 

個々の語形と用伊jを示す。

(a) dy' t [dit] (←dy dat) 

前置詞とともには用いない。

①先行詞の名詞句が複数形および両性単数形の場合

Yn in boek官urdtferteld oer saken dy't josels soms meimakke hawwe. 

f書物の中にはときにはあなた自身が体験した事柄が語られていることが

あるJCULr s， A 16 : 7) 

Hja geat in tsjettel siedend wetter yn in tobbe dy't yn 't portaal 

klear stie. r披女は玄関に用意しておいた捕の中に煮え立ったやかんの

お湯を注いだJ(ULr S， B 2 : 13変更〉

②先行詞を伴わない関係文で rcおよそ〉ーする人Jを意味する場合:不定

関係代名詞

(c)③の wa'tと同様の用法。単数形としても複数形としても用いる。

i)単数形

Dy't in bulte begrypt， kin in bulte ferjaan. r多くを理解する者は多

くを許せる(ことわざ)J(Beintema 1990 : 14) 

Dy' t skriuwt， dy' t bliuwt. r書く者は長らえる(=書く人、それすなわ

ちとどまる人。ことわざ)J (Beintema 1990 : 123変更)

不定代名詞 ienを先行詞として付加して表現することもある。

Ien dy't earlik is， leit foar syn wurd net om. r誠実な人は自分の

葉を裏切らないJ(Zantema 1984 : 708) 

日)複数形

Dy't gjin kaart krigen hawwe， meie frij folgje， as se dat wol1e. 

f券をもらわなかった人たちも、その気があれば、自由に参列してかまわ

ないJ(ULI' S， B 1 : 9変更〉

(b) dat [dJt] (←dat dat) 

前置詞とともには用いない。

①先行詞の名詞句が中性単数形の場合

Ynflaasje is in wurd dat hjoeddedei gauris brukt wurdt‘「インフレ

ーションはこんにち頻繁に用いられる用語ですJ(乱l'S， C 20 : 3変更)

In jiermannich lyn wie der by uzes in jonkje utfanhOs， dat in jier 

twa-trije yn Den Haach wenne hie. r数年前、私たちの家に 2、3年ほ

どデン・ハーハ〈オ. Den Haag)で暮らした男の子が泊まったことがあっ

たJ(Tamminga 1973 : 212) 
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②先行詞が watなどの不定代名詞の場合

Hy sil faaks wol wat fine dat der wat op liket. r彼はそれに少し似

ている何かを見つけるかもしれないJ(ULI' S， C 11 : 7変更〉

(c) wa' t [va:tJ (←wa dat) 

①先行詞が al[J 1 J rすべての人Jの場合

Al wa't dat wol， rnei der oan rneidwaan. rそれをしたい人はいっしょに

やってもいい」

ウ次 の表現に注意(~ 42 (3) (a)②)。

{牢A11ewat/A11e dy't/Allegear(re) dy't} dat wolle， meie der oan 

meidwaan. r向上J

②先行詞を伴う関係文で人を意味する名詞句として前置詞とともに用いる場

合:r前置詞十wa'tJ

De frou mei wa' t er juster dfinse hat， is myn dochter. r彼が昨日いっ

しょに踊った女性は私の娘だ」

③先行詞を伴わない関係文で r(およそ)ーする人Jを意味する場合:不定

関係代名詞

(a)②の dy'tと同様の用法。単数形としても複数形としても用いる。

i)単数形

BOter， brea en griene tsiis， wa't dat net sizze kin， is gjin op-

rjochte Fries. ibOter (ノ〈ター〉、 brea(ライ麦パン〉、 grienetsiis 

(青かびチーズ〉、これを雷えない者は本当のフリジア人ではない〈早口言

葉)J

。複数形

官a't al te hastich trouwe， kin 't al te gau berouwe. i早まって結婚

する者は後憶するのも早い(ことわざ)J(kinは kinneの -eがリズム

の関係で脱落したもの)(Beintema1990 : 57) 

(d) wat [v:Jt] (←wat dat) 

①先行認が alles[51 dSJ rすべてJ，itselde [OtS21dd] r同じものjの場

之主、
o 

Alles wat op ierde libbe， ferdronk. r地上で生きていたすべてのもの

が溺れ死んだJ(De Arke fan Noach) 

Alles wat libbet / Docht der no sines by. r生きているものはすべて、

今、それに加わる(=それに付随して自らのことを行なう )J(Waling 

Dykstra:‘Simmermoarn' ) 

Ik nim Itselde watsto nimst. r私は君がもらうものと同じものをもらい
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ますJ(Bangma 19932 
: lB2) 

ぴオランダ誇との相違に注意。

フ. Ik nim itselde {watsto/*datsto} nimst. r向上j

オ. Ik neem hetzelfde {*虫tjij/生tjij} neemt. r向上j

②先行詞が文全体の場合

De rninsken harken net nei God en tochten a11inne oan harsels， wat 

God tige fertriette. r人間たちは神の語ることに耳を傾けず、自分たち

のことばかり考えたO そのことで神はいたく心を痛められたJ(De Arke 

fan Noach変更〉

③先行詞を伴わない関係文で r(およそ)…である物事Jを意味する場合:不

定関係代名詞

Wat rnen dronken docht， rnoat rnen nochteren bete1je. r酔っ払ってする

ことはしらふで支払わなければならない(ことわざ)J(Beinterna 1990 : 

29) 

De rninsken harken net nei wat God fertelde. r人間たちは神が語った

ことに耳を傾けなかったJ(De Arke fan Noach変更)

Wat rnen net wit， dat deart jin net. r自分の知らないことは自分を傷

っけない(口知らぬが仏。ことわざ )J(Beinterna 1990 : 26) 

(e) der't [de(:)t] (←der dat) :前置詞とともに用いる関係代名詞

句先行詞の種類と語JI展

先行詞は物事を意味するものが一般的である。

語JI債はふつう前置詞を der'tから分離し、文末あるいは右枠の動詞や分

離動詞の分離成分の寝前に置く。ただし、論理関係や付帯状況のように動

詞との結びつきが弱い要素は分離しにくい (e61(5))。

Dit is it rn竺，主ζよikde griente盟isnien ha. rこれが私が野菜を

切った包了ですJ(←der' t…rnei) (ULI' S， B 19 : 25変更)

名詞勾が人を意味する場合には「前置詞十四'tJ((2)(c)②〉が一般的だ

が、口語では rder't…前置詞Jも用いる傾向がある(e43(l)(a)②〉。

並立旦担 foarwa't ik it ornearre hie r私がそれをあげようと決めてい

た男の人J(Hoekerna 1992 : 22) 

∞de rnan der't ik it foar ornearre hie r向上J(ib. 22) 

de frou， der't hy juster rnei praat hat r彼が昨日(その人と)話をし

た女性J(←der't…rnei) (ULI' S， B 19 : 25) 

De frou der'! er rnei troud is， is tsien jier jonger. r彼が結婚した

女性は10才年下だJ(←der't…rnei) (Van der Woude 1981 : 177) 
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ワオランダ誇 (waar) との相達に注意。

ブ. it wurk der't se hielendal net fan haldt r彼女がまったく好きで

ない仕事J(ULI' S， B 19 : 19) 

オ. het werk waarvan ze helemaal niet houdt r同上J(ib. 19変更)

②先行詞を伴う関係文で用いる場合

It wenjen yn sa'n earmoedige behuzing， der' t hast gjin frisse 

lucht yn komme koe， makke， dat in protte sykte en stjerte it ge-

fo1ch wie. r新鮮な空気がほとんど入れないようなみすぼらしい住居での

暮らしは、多くの病気と死をもたらす結果になったJ(←der't…yn) 

(ULI' S， C 20 : 4変更〉

Eltsenien kin oan 'e官eetkomme fan a11e dinger1， der' t men graach 

wat mear fan witte wol. rだれでももっと知りたいと思うことはすべて

知ることができるJ(←der't…fan)(ULI' S， C 20 : 6変更)

③先行詞を伴わない関係文で r(およそ〉…である物事Jを意味する場合

Der't men foar utgiet， moat men jin ek foar klaaie. r出向く用事に

は身支度をしなければならない(=引き受けたことは責任をもって果たさ

なければならない。ことわざ)J(←der't…foar)(Beintema 1990 : 137変

更)

Der't neat fan oan is， komt ek gjin praat fan. r何もないことに噂は

立たな ~'o ことわざJ (←der't…fan)(Beitema 1990 : 112) 

(f) r wer前置詞-'tJ 前置詞とともに用いる関係代名詞

例外的に分離しないで用いる。論理関係や付帯状況を表わす副詞(以下の用

例では dertrochrそれを通じて、そのためにJ， derby rそのさいにJ)の関

係詞化に相当し、オランダ語の影響と考えられる(~46(2)(b))。

①先行詞が名詞句の場合

Neam inkelde punten wertroch't de doarpen en steden hjoeddedei nei 

mekoar ta groeie. rこんにち、 (ソレヲ通ジテ)村と町がたがいに接近

してきている点をいくつか挙げなさいJ(←官位-trochdat)(ULI'S， C 11 

: 3) 

Meitsje ek in ferdie1ing fan beroppen yn groeper1，盟企ζ三jout-

geane fan it p1ak der't jo meastal arbeidzje. 日ソノサイニ)主とし

て働く場所を基準にした職業のグループ分けもやってみなさいJ(←wer-

by dat)(ULI' S， A 13 : 10) 

②先行詞が文全体の場合

Derby komt dan noch dat dy 1ucht frij restich is， wertroch't de 
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untwikkeling fan it delslachproses net fo11e beynf10ede wurde kin 

en stadich trochgean kin. iそのさい、さらに大気の流れがかなり遅く、

このため降雨の経過はそれほど影響を受けることなく、徐々に雨が降るよ

うになるでしょう J(wer-troch dat)(Bangma 19932 
: 112) 

(3) 関係副詞 (betreklik bywurd) 

関係副詞は場所や時の副詞匂を表わす。

(a) der't [de(:)t] (←der dat) : :場所を表わす関係部詞

①先行詞を伴う関係文で用いる場合

Op de souder， der't se ornaris sliepte， wie 't om distiid fierste 

ka1d. r彼女がふだん寝ていた屋根裏部屋はこの時期とても寒かったj

(ULI' S， B 2 : 14変更)

②先行詞を伴わない関係文で i(およそ)ーするところJを意味する場合

Der't hout kappe wurdt， falle spuonnen. r木が切られるところではお

がくずが落ちる(=決定は犠牲を伴う。ことわざ)J(Beintema 1990 : 127 

変更〉

Der't bijen binne， is ek huning. r蜂がいるところには蜜もある(口働

けば幸長いがある。ことわざ)J(Beintema 1990 : 24) 

(b) wer' t [ve(:)t] (←wer dat) :場所を表わす関係副詞

先行詞を伴わない関係文で i(およそ)…するところJを意味する。

Wer't it geweld begjint， haldt it rjocht op. i暴力が始まるところで

は正義が途絶える(口無理が通って道理ひっこむ。ことわざ)J(Beintema 

1990 : 51) 

(c) doe' t [dut] (←doe dat)， wannear't [vanidt] (←wannear dat) 

荷者は従属接続詞(~ 67(2)(c)， (1)) として用いることが多いが、時間を表

わす関係副詞としても用いる。

① doe't 

過去の特定のできごとに用いる。

Mannich klaaidoarp is untstien yn 'e tiid， doe' t der noch gjin 

seediken wiene. rクラーイ地方(フリースラント西部の粘土質地域)の

村の多くはまだ堤防がなかった時代にできたJ(ULI' S， C 11 : 2変更〉

② wannear' t 

①以外の場合に用いる。

Soe de tiid noch komme， wannear't it Frysk de wraldtaal wurdt? iフ

リジア諾が国際語になる時代は来るだろうかJ

r
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③その他の表現

橋文標識(=従属接続詞)datだけで表現することもある(同格節、 S66 

(l)(a)， (b)， S 67(3)(a))。上記の①と②の用例の doe'tと wannear't

はすべて datで置き換えることができ、次の用例では tidenr時代(複

数形)Jの内容を説明する従属文を導入している。

Der ha tiden west， dat boufergunnings en -foarskriften folslein 

unbekend wiene. r建築許可および基準がまったく知られていなかった時

代があったJ(ULI' S， C 20 : 3) 

Der ha tiden west， dat it stedfolk delseach op it doarp. r都会の人

々が村を見下していた時代があったJ(ULI' S， C 1 : 14) 

De beide kearen dat in rivier myn paad kruste， halde ik dan ek 

midden op 'e brege. r JIIが道と交差したその 2回とも、私は橋の真上で

立ち止まったJ(ULI' S， B 20 : 15変更)

(4) sa't [satJ (…)指示代名詞

指示代名詞が先行する名詞を指す場合、‘sa't(…)十指示代名詞， r…のよ

うな…J(sa't←sa dat)という表現は関係代名詞に近い役割を果たすことが

ある。

Sun iten sa't wy dat no kenne， wie der net by. r私たちが今知ってい

るような健康な食事はなかったJ(也l'S， B 11 : 9) 

Net dat us flagge， sa't wy dy kenne， fan dy tiid is. r私たちが知っ

ているような旗がその時代のものというわけではないJ(ULI'S， C 20 : 8) 
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S 46 関係文 (betreklikebysin) 

(1)分類

関係文の分類を行ない、対応する関係誌を示すと次のようになる。

(a)関係代名詞

先行詞あり:中性名詞単数形以外

中性名詞単数形

dy't 

dat 

al 

文全体， alles， itselde 

前置詞とともに人を示す場合

wa' t 

百at

前置詞+wa't 

(der' t(…〉前置詞〉

前置認とともに物事を示す場合 der't(…〉前置詞

先行詞なし:人

物事

官er前置詞一， t 

dy't/wa't 

百at

(b)関係副詞

先行詞あり:場所

時間

先行詞なし:場所

der't 

doe' t/wannear't/(dat) 

der't/wer't 

(2) dy'tと wa't; der'tと wer' t 

(a)共通点

dy'tと wa'tおよび der'tと wer'tはそれぞれともに用いることができ

る場合があり、区別が微妙である。

i) Dy't oan boat is， moat meifarre. r船に乗っている者はいっしょに航海

しなければならない(=乗りかかった船。ことわざ)J(Beintema 1990 : 

20変更)

Wa't farre wol， moat stoarmen noedzje. r海に出ょうと思う者は嵐にあ

うことを覚倍しなければならないJ(Beintema 1990 : 35) 

Wa wit it antwurd? Wa't it wit， mei de finger opstekke. rだれが答

えがわかりますか。答えがわかる人は手をあげてくださいJ(Stienstra 

1982 : 46) 

u) Der't ljocht is， der moat ek skaad weze. r光があるところには陰もな

ければならない(=何事にも長所と短所がある。ことわざ)J(Beintema 

1990 : 121) 
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官er'tgjin ear is， is gjin sear. r耳がないところでは痛みがない(=

知らぬが仏。ことわざ)J (Beintema 1990 : 32) 

上記の用伊lの dy'tと wa'tそれに der'tと wer'tはたがいに置き換える

ことができる O

本来の西フ 1)ジア語的な語形は d-系の dy't/der'tであり、 w一系の wa't/ 

wer'tはオランダ語の影響による。両者をともに用いることができる場合、一

般に dy't/der'tのほうが使用頻度が高い。したがって、使用できる可能性が

両方ある場合には dy't，der'tを用いればいい。

にア Bフリジア誇のことわざを集めた Beintema(1990) では、 dy't/der'tに

比べて wa't/wer'tを用いた用例が著しく少ない。

(b) der'tと官er'tの相違点

der'tと wer'tは次の点で相違するという指摘がある。すなわち、 Bosma-

Banning (I 9812 
: 117)は der'tは場所が特定の場合、 wer'tは場所が不特定

の場合に用いると述べている。

Wer sil1e hja wenje? r彼らはどこに住むだろうかJ

-Der' t er berne is. r生まれたところさJ(特定)

一官er't mar plak is. r住む場所があるところさJ(不特定)(ib. 117) 

たしかにこの傾向はあるが、かならずしも明確に区別されているわけではな

し、。

一方、f345(3)(d)で挙げた次の用例のように、前置詞とともに分離せずに

用いる場合には w一系だけが可能である。これはオランダ諾(オ. waardoor/ 

陀 arbij)の影響と考えられる。

Neam inkelde punten {wertroch't/本dertroch't}de doarpen en steden 

hjoeddedei nei mekoar ta groeie. rこんにち、(ソレヲ通ジテ)村と町

がたがいに接近してきている点をいくつか挙げなさいJ(ULI' S， C 11 : 3 

変更〉

Meitsje ek in ferdieling fan beroppen yn groepen， {百erby't/*der-

by' t} jo utgeane fan it plak der't jo meastal arbeidzje. r(ソノサ

イニ)主として働く場所を基準にした職業のグループ分けもやってみなさ

いJ(ULI' S， A 13 : 10) 

す最近の学生は der'tのかわりに wer't を多用する傾向があり、これもオ

ランダ誇の彰響と考えられる。
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V 数詞 (telwurd)

S 47 基数詞 (haadtelwurd)と序数詞 (rangtelwurd)

(1)語形

基数詞は単独で両性名詞(例. de tri je r 3 J )として用いるほかに、名詞

を修飾する限定用法でも用いる。序数詞はもっぱら形容詞として用いる。

基数認と序数認は次のとおりである。括弧内のような異形がある。

基数詞

o nul [nol J 

1 ien [imJ 

2 twa [twa:J 

3 trije [trti~J 

4 fjouwer [fjju~rJ 

5 fiif [fi: f] 

(→fiven [fí:v~nJ (2)(d)①) 

6 seis [sais， seisJ 

(→seizen [sáiz~n， stiz~nJ 

(2)(d)①〉

7 san [s:J :nJ 

8 acht [axtJ 

9 njoggen [njór~nJ 

10 tsien [tsi~nJ 

11 a 1 ve [51 v ~ J 

(alve [j :lv~ J， alf [:Jlf] 

alf [:J:lfJ， elf [df]) 

12 tolve [tólv~J 

(tolf [tolf]) 

13 trettjin [trttj~nJ 

(trettsjin [trttf~nJ) 

14 fjirtjin [fjItjanJ 

(fjirtsjin [fjItfan]) 

15 fyftjin [fiftjanJ 

序数詞

1e earste [I ~sta ， Hst~ J (時間〉

foarste [fwasta， fó~st~J (空間)

2e twadde [twád~] 

(twade [twa:da]， oarde [ó~d~J) 

3e tredde [trtda] (trede [trt:d~J) 

4e fjirde [fjÍd~] 

5e fyfte [fifta] (fiifde [fí:vd~] ， 

fyfde [fívd~]) 

6e sechste [stkstaJ (sechte [stxt~] 

sechsde [stgzd~J ， sechde [strd~] 

seisde [sáizd~ ， stizda]) 

7e sande [sj:nda] 

8e achtste [áxst~ ， aksta] 

ge njoggende [njo1anda] 

10e tsiende [tsíand~] 

11e alfde [jlvda] 

(alfte [5lftaJ， alfste [51fstaJ 

elfde [tlvda]) 

12e tolfde [tolvdaJ 

(tolfte [tolfta]) 

13e trettjinde [trttjanda] 

(trettsjinde [trttf~nd~]) 

14e fjirtjinde [fjItjanda] 

(fjirtsjinde [fjit!anda]) 

15e fyftjinde [fiftjandaJ 
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(fyftsjin [fiftfan] (fyftsjinde [fiftfanda]) 

16 sechstjin [sekstjan] 16e sechstjinde [sekstjanda] 

(sechstsjin [sekstfan] (sechstsjinde [sekstJanda] 

sechtjin [sExtjan] sechtjinde [sextjanda] 

sechtsjin [sExtfan]) sechtsjinde [sextfanda]) 

17 santjin [s5ntjan] 17e santjinde [s5ntjanda] 

(santsjin [s5ntfan]) (santsjinde [s5ntfanda]) 

18 achttjin [axtjan] 18e achttjinde [axtjanda] 

(achttsjin [axtJan]) (achttsjinde [axtJanda]) 

19 njoggentjin [njo1antjan] 1ge njoggentjinde [njorantjanda] 

(njoggentsjin [njo1antfan]) (njoggentsjinde [njo1antJanda]) 

20 tweintich [tw丞intax， 20e tweintichste [twaintaxsta， 

tWE in'" ] twdn'" ]) 

21 ienentweintich 21e ienentweintichste 

[j InJnt官aintax，…twdn"，; [jInantwaintaxsta，…twdn."; 

iJnJn...J i JnJn…] 

22 twaentweintich [twa: Jn"'] 22e twaentweintichste [twa: Jn"'] 

30 tritich [tritax] 30e tritichste [tritaxsta] 

40 fjirtich [fjItax] 40e fjirtichste [fjItaxsta] 

50 fyftich [fiftax] 50e fyftichste [fiftaxsta] 

60 sechstich [sekstax] 60e sechstichste [sekstaxsta] 

(sechtich [sextax]) (sechtichste [sExtaxsta]) 

70 santich [s5ntax] 70e santichste [s5ntaxsta] 

80 tachtich [taxtax] 80e tachtichste [t丞xtasta]

90 njoggentich [njo1antax] 90e njoggentichste [njo1antaxsta] 

100 hOndert [hunda(r)t] 100e hOndertste [hunda(r)sta] 

101 hOndert(en)ien 101e hOndert(en)earste，…foarste 

注意 enはふつう省く。以下同様。

120 hOndert(en)tweintich 120e hundert(en)tweintichste 

121 hOndert(en)ienentweintich 121e hOndert(en)ienentweintichste 

200 twahOndert 200e twahOndertste 

1. 000 tOzen [tu:zJn] 1. OOOe tOzenste [tu:zaOsta] 

1. 001 tOzen(en)ien 1. 001e tuzen (en)earste，…foarste 

1. 100 alvehOndert 1. 100e alvehOndertste 

住意:tuzenhundert， tuzenhundertsteとはふつう言わない。以下向棟。
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1.345 trett(s)jinhundert- 1. 345e trett(s)jinhundert 

(en)fiifenfjirtich (en)fiifenfjirtichste 

7. 600 seisensantichhundert 7. 600e seisensantichhundertste 

7. 689 seisensantichhundert 7. 68ge seisensantichhundert 

(en)njoggenentachtich (en)njoggenentachtichste 

10.000 tsientuzen 10. OOOe tsientuzenste 

100.000 hunderttuzen 100. OOOe hunderttuzenste 

1. 000. 000 (ien) mil joen 1. 000. OOOe mi1joenste [ml1judnstd] 

[mIl ju:m] 

2. 000. 000 twa mil joen 2. 000. OOOe twami1joenste 

(2)解説

(a)基数詞 -tjin(-tsjin)， -tich;序数詞 -de/-te

基数詞は12から19までは tjin (-tsjin)をつけ、 20，30，…90では -tich

をつける O 序数詞は 1e(earste， foarste)と 2e(oarde)を除いて、対応す

る基数詞に 3から19までは -de(有声子音の後)/-te(無声子音の後)をつけ、

20以上は steをつける。例外的な語形もあり、 80は基数詞、序数詞ともに歴

史的な理由からオランダ語と同様に語頭に tを付加する。干の桁の区切りは

ピリオド (punt)、小数点の区切りはコンマ (komma)であることに注意。

(b) earsteと foarste;twaddeと oarde

① earste [I dstd， HstdJと foarste[fwastd， fOdstdJ 

序数詞 leには 2種類あり、 earsteは時間的な意味、 foarsteは空間的

な意味で使い分けるのが原則である (Boersma/Vander胃oude19802 
: 27)。

区別が微妙で両方使える場合もある。

de earste persoan r 1人称j

it earste bern r第 1子J

de earste kear r 1回ElJ (Visser 1985 : 328) 

de earste pri is r 1当賞」

工ア稀に defoarste kear r同上j ども古う。 WFT(6/1989: 216)には用例が

ある。

it foarste tsji1 r前輪j

yn ' t {earste/foarste} p1ak r 1番BにJ(Visser 1985 : 180) 

②切adde[t同dd]と oarde[oddd] 

twaddeは一般に r2番目のj の意味で広く用いる。 oardeは文語的であ

る。

de twadde persoan r 2人称」 in twadde wente rセカンドハウス」

1
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de twadde kear r 2回目J

稀に deoarde kear r同上」とも言う。

om de oarde dei r 1日おきに」

yn 't {twadde/oarde} plak r 2番目にj

③理由や根拠を列挙する場合

論理的な表現で理由や根拠を列挙するには、語尾を伴わずに foarstr第

1にJ， oard/twad r第 2にJ， tred r第 3にJのように用いる。

Sunt 1800 is hjir en der oer de oansprekfoarmen skreaun. Foarst is 

yn e spraak1earen ien en oar te finen， twad binne der learmiddels 

en fierders leit der yn ferskate tydskriften ynformaasje. r1800年

以降、呼称についてはいろいろなところで記述がなされた。まず、文法書

に何らかの言及が見られ、次に、学習用の教材があり、さらに、さまざま

な雑誌に情報が掲載されているJ(De Boer 1986 : 8) 

それほど論理的に言う必要がない場合(rまず、…それからJ)には

earst rまずjを用いる。

Earst mar ris in slokje en de plaat omdraaie. rでもまあ、まずは一

杯やって、レコードでも回すとするかJ(ULI' S， A 16 : 8) 

(c)序数詞の語尾 -eの有無

①限定用法

序数詞は中性名調単数不定形にたいしても限定用法では語尾 -eを伴う

( S 34(2)(d)②〉。上記の表では語尾 eをつけて示しである。

in {twadde/*twad} bern r二人目の子供」

ただし、次のような名詞を伴わない慣用伺的な表現では語尾 -eをつけな

t¥o 

foar it earst r初めて」

②独立用法

叙述用法では語尾 -eの使用はふつう次のようになる。

yn 't earst r初めのうち」

Je11e is {twad/de twadde}. rイェレは 2番だ」

副詞用法 cr何番目にJ)では語尾 -eのない形を用いる CCb)③参照)。

{Tred/牢Tredde}wol ik di t sizze. r 3番目に私はこのことを言いたいJ

Sytske kaam {fjird/材 jirde}oan. rシツケは 4番目に着いたj

(d)基数詞の語尾 en 

①前置詞+基数詞

基数詞は特定の噴用的な表現で前置詞とともに名認を修飾せずに単独で用

いると、語尾 -enを伴うことがある。そのさい、 fiifr5Jと seisr 6 J 
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の無声語末音 f[f]/s [s]は「語末音の無声化J(s 14)によるものであ

り、有声音に戻ることに注意(s 40(4)， s 48(a)， (f))。

fiif [fi:f]→ fiven [fi :Vdll] 

seis [sais， stis]→ seizen [saizdn， seizdn] 

mei har seizen r彼ら 6人でJ yn twaen diele r 2つに割る j

tsien (minuten) oer fiven r 5時10分すぎj

その他の表現では、前置詞とともに用いた数詞は語尾 -enを伴わない

(s 48(g))。

Seis dield troch twa is tri je. i 6害lる2は 3J

②不特定、多数

不特定または多数の意味では複数形の語尾 -enを伴う表現がある(s 30 
(5)(b))。

inkelde hunderten hynders r数百頭の馬j

miljoenen blommen i何百万本もの花J

Sokken binne der spitigernoch gj in tuzener1. iそういう人たちは残念

ながら何千人もいるわけではないJ(Stienstra 1982 : 135) 

Tazenen reizgen sa fier. i何千人もの人がはるか遠くへ旅をしたJ(S. 

Kloosterman) 

De fugels fleane by hunderten. i鳥が何百羽も飛んでいるj

It run yn e hunderten. iそれは何百ギルダーにもなったJ

次の表現に注意。

tsientallen guozzen i何十頭ものガチョウJ

handerttallen skiep r何百頭もの羊」

tazental1en flinters r何千羽もの蝶J

(e) 2桁・ 3桁数字の読みかたの瀬序

ーの位がOの場合を除いて、 13以上の 2桁の数の読みかたは‘ーの位+(en) 

+十の位'という績序になる。 13から19までははっきり 1語として固定してお

り、 enを入れず、語形的にも部分的に不規則である(例. trett(s) jin/杭 rij

etsien i13J )0 21以上は enを入れ、規則的な語形を用いる。 100以上でも 2

桁数字の読みかたは同様。百の位の後に入れる enはふつう省くことが多い。

achtt(s)jin i18J (8+ 10) 

handert(en)achtenfyftich rI58J (100 + 8 + 50) 

ゥー 「ーの位十 (en)+十の位」という順序はオランダ誇やドイツ誇、それに北

ゲルマン誇のデンマーク語でも向操である。そうなっていないように見え

る英語でも、 13から 19までは fourteen(4+ 10)のように「ーの位十十の
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{立j という )1原序になっている。ただし、これは 1J;吾として固定しているた

めに、ふつう意識されることは;少ない。

21から99までの数もそれぞれ独立の 1語と意識されている。たとえば、電話

番号は 2桁ず、つに区切って読むことが多い。ドイツ語とオランダ語も同様。

tel. 272756 sanentweintich sanentweintich seisenfyftich (27十27十

56) 

(0 4桁数字の読みかた

4桁の数字には次の 2とおりの読みかたがある。

①百単位:r百以上の桁+十以下の桁J

②千単位:r干の桁+百以下の桁j

ふつう百単位の①の読みかたをする。とくに1.100から1.900まではほとんど

①である O ただし、年号は①に限られる(8 48(b))0 2. 000以上でも①が一般

的だが、たとえば、 2.345のようにすべての桁が O以タトのときには、②の読み

かたもある。日本語との相違に注意。

1.400 fjirt(s)jinhOndert: (4+10)X100 

(tOzenfjouwerhOndert: 1.000十4x100)

1. 567 fyft(s)jinhOndert(en)sanensechstich: (5+10)x100+(7+60) 

(tOzenf i i fhOndert(en)sanensechstich: 1. 000 + 5 x 100 + (7 + 60)) 

3.600 seisentritichhl1ndert: (6+30)x 100) 

(tri jetOzenseishOndert : 3 x 1. 000 + 6 x 100) 

3.654 seisentritichhOndert(en)f jouwerenfyftich : (6+30) x 100+ (4+ 

50) 

tri jetOzenseishundert(en)f jouwerenfyftich : 3 x 1. 000+ 6 x 100+ 

(4+ 50) 

(g)その他の表現

in dozyn [d~zínJ r 1ダースJ

(h) r約…J

不定冠詞 in，不定代名詞 sa'nは数詞を伴う表現で「約…」の意味に用い

る(827(2)(b)， 841(2)(b)③， 865(2)(d)④)。

in pear r 1対;二、三(の)Jなど

In tritich jier lyn wenne by US op it doarp in smid. r30年ほど前、

私たちの村には鍛冶屋が住んでいたJ(ULI' S， B 12 : 7変更)

Hy dronkn stik of fii f fleskes bier achterelkoar leech. r彼は 5

本ほどビールを次々に飲みほしたJ(ULI' S， B 12 : 7変更〉

d
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S 48 数詞による表現

(a)時期j

次のような特定の前置詞の後では、数詞は語尾 -enを伴う(e 47(2)(d))。

oer r…すぎJ

by r…近く」

foar r…前J tusken...en'" r…と…の間j

ts j in r…(少し)前J

It is fiif rninuten foar fjouwerer1. r 4時5分前ですJ

(F *lt is fiif minuten foar fjouwer oere. r向上j とは言わない。

他の前置詞の後では両方が可能である。

Hja wurken oant {tolven/tolve oe向上「彼女らは12時まで働いたJ

healwei [hialvai，…vri， Hlvi] r…半jの後でも語尾 -enをつけた形だ

けを用いる。

It is heal wei f jouwerer1. r 3時半ですJ

(F *lt is healwei fjouwer oere. r同上j とは言わない。

‘heal wei + A-en' は時計の文字盤に従って時針の位置を示すので、 rcA-lJ

時半」であり、 12以上の数には用いない(r 3 時半J では時針は O~l 時の空

間から数えて 4番Bの空間にある〉。

15 : 30 {heal wei f jouweren rniddeis/求healweisechst(s)jin} 

(F heal [h1al] r半分j と hiel[hial] r全部j の発音の相違に注意。

その他の用例。

ien oere [uan] r 1時J twa oere r 2時J

{ien (rninut [rnanyt])/in rninut} foar trijen r3時 1分前J

f jouwer (minuten [manytan]) oer fiven r 5時4分すぎj

kertier {toar/oer} seizen r 6時15分{前/すぎ}J

heal wei sanen r 6時半J

acht (rninuten) {foar/oer} njoggenen r 9時8分{前/すぎ}J

tusken tsienen en alven r10時と 11時の間」

tolve oere rniddeis r昼の12時J

njoggen oere moarns r朝の 9時J

trije oere middeis r昼の 3時j

t 次の相違に注意。

ien oere r 1時 1時間j 特 inoere r 1時間j

tolve oere nachts r夜の12時J

njoggen oere juns r夜の 9時」

twa oere r 2時J仲 twaoeren r 2時間j

① 「…時ですJとその関連表現

Hoe let is it? r何時ですかJ

It is ien oere. r 1時ですJ
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It is omtrint tri je oere. r 3時近く(=少し前〉ですJ

1t is {by/oan} f jouweren. r 4時近く(=少し前)ですJ

1t is {koart foar/tsjin} fiven. r 5時少し前ですj

② f…時にj とその関連表現

Hoe 1et komt er? r彼は何時に来ますかJ

Hy komt om seis oere. r彼は 6時に来ます」

De foarstelling {begjint/is} om san oere. r展覧会は 7時{に始まり

ます/からです}J

Do kaamst om acht oere hinne. r君は 8時ころ来た」

官ykamen {koart foar/tsjin} njoggenen. r私たちは 9時少し前に来たJ

Jimme kamen foar alven. r君たちは11時までに来たJ

(b) 日付・年号など

① 年号

f百以上の桁+(hOndert(en))十以下の桁Jのように読む。 hOndert(en)

は省くほうがふつうである。

1958年 njoggent(s)jin(hOndert(en))achtenfyftich:19 (x 100)十 (8十

50) 

文中で用いる場合には前置認をつける。

Ik {bin/waard} {yn/*必}njoggent(s)jin(hOndert(en))achtenfyftich 

berne. r私は1958年に生まれたJ

om 1958 hinne， by 1958 om r1958年頃J

②日付

基数詞を用いる。したがって、数字で書く場合はピリオド(.)をつけな

~\。

1958年5月3日 trijemaaie njoggent(s)jin(hOndert(en))achtenfyftich 

3 maaie 1958 

文中で用いる場合には前置詞をつける。

1k {bin/waard} {op/*日}trije maaie njoggent(s)jin(h白ldert(en))-

achtenfyftich berne. r私は1958年5月3日に生まれたJ

③世 紀

序数詞で表わす。

de ienentweintichste ieu r21世紀J

yn {de/' e} njoggent(s)jinde ieu r19世紀にj

(c)年齢

Anneke is {tritich/tri tich jier/tritich jier ald}. rアネケは30議
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だj

Pake is ferstoarn yn 'e aldens fan {tachtich/tachtich jier/*tach-

tich jier ald}. r祖父は80歳で亡くなったJ(ULI' S， B 1 : 9変更〉

(d)回数 (351(3)(4))

①「…回J: r基数詞+kearJまたは f基数詞+-risJ (やや文語的)

ien kear， ienris r 1回J

trije kear， trijeris r3田j

twa kear， twaris r 2回j

fjou官erkear， f jouwerris r 4回J

②「…回目J rde+序数詞十kearJ(3 47(2)(b)) 

de earste kear r 1回目J(稀 defoarste kear) 

de t胃addekear 12回目J(稀 deoarde kear) 

de tredde kear r第 3回目 J de fjirde kear 1第4回目j

ただし、 ris[ns] rかつて(過去〉、いつか(未来);ちょっと J

てア回数の単位を示す誇 kear(デ. kore r車で行<J )， ris ド. Reise r旅

行J)は「行く (こと)J という誇から転じたものである(B 53 (2) (b) 

⑦)。北ゲルマン誇やブート誇も同様:ス gang，デ./ノ. gang< ga r行

( J ア sinn 田 J"-' ゴ sinpsr行程、逆行、道、回j 。た/竺し、 ド

イツ誇の malは「特定の時間j の意(ド.Mahlzeit r食事(の時間)J ， 

エ.meal r食事J)。

(e)倍数

dubel(d) [dub;ll(t)] 12倍J

f jouwerdObel (d) r 4倍」

(f) r全部で…人J

rmei +所有代名詞限定形+基数詞-enJ(340(4)， 3 47(2)(d)) 

trijedubel(d) r 3倍J

mei us twaen r私たち 2人で」

(g)加減乗除

1+2=3 Ien {en/plus} twa is trije. 

9-5=4 Njoggen min fiif is f jouwer. 

mei jim seizen r君たち 6人でJ

6x7=42 Seis kear san is twaenfjirtich. 

80+ 10=8 Tachtich dield troch tsien is acht. 

(h)小数

小数点はコンマ(，)で表わし、基数と序数のことおりの言いかたがある。

0，1 nul komma ien; ientsiende 

ウ *tsienhundertsteとは言わない。

0，12 nul komma tolve; tolvehundertste 

。， 34 nul komma fjouwerentritich; fjouwerentritichhOndertste 
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0，567 nul komma fiifhundert(en)sanensechstich; fiifhundert(en)一

sanensechstichtuzenste 

7，89 san komma njoggenentachtich; san njoggenentachtichste 

ただし、数字を確かめる場合や小数点以下が非常に長い場合には、小数点以

下の数字をひとつずつ棒読みする O

1，23456789 ien komma twa trije fjouwer fiif seis san acht njoggen 

(i)分数

1/2 in heal [hlal] Cde helte [htltdJ 1半分J) 

1/3 in tredde， (in treddepartも可、以下省略〉

1/4 in f jirde， in fearn [fI mJ 1/5 in fyfte 

2/3 t官atredde 3/4 trijefjirde， trijefearn 

56/78 seisenfyftichachtensantichste 

1 1/2 oardel [oadal， odrdl]， oardeheal [oadahIal， oara…] 

2 1/2 treddel [tredal]， treddeheal [tredahIal]， twaeninheal 

3 1/2 fjirdel [fjIdalJ， fjirddehea1 [fjldahIal]， trijeeninheal 

4 5/6 fjouwer fiifsechste 

12 34/56 tolve fjou官erentritichseisenfyftichste

(j) I日オランダ通貨と金額

ユーロ (euro)とセント (sent)以前のオランダ通貨は以下のとおり o

①金 額

単位:gune [凶(:)m，go:m] 1ギルダー (f;オ. gulden)J 

sint [sInt] 1セント 000分の 1ギルダー;オ. cent)J 

f 1: ien gune f 2: twa gune f 3，45: trije gune fiifenfjirtich 

② 通貨

それぞれの硬貨と紙幣にはオランダ語と同様に国有の名称がある。

i)硬貨

in stoer [stuar] 15セント硬貨(オ. een stuiver)J 

(twa stuorren [stwonn] r 5セント硬貨2枚J) 

in dubeltsje [d的 d1tfdJ110セント硬貨(オ. een dubbeltje)J 

in kwartsje [kwatfa] r25セント硬貨(オ. een kwartje)J 

in gune r 1ギルダー硬貨(オ. een gulden)J 

in ryksdaalder [riksda:ldar] 12.5ギルダー硬貨(オ. een ri jksdaal 

der)J 

in fiifgunestik […stIk] r 5ギルダー硬貨(オ. vi jf gulden)J 

ii)紙幣
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in tientsje [tidntf け， in tsientsje [tsIdntfoJ rl0ギルダー紙幣(オ.

een tientje)J 

in briefke [brjIfkd， brifkdJ fan fiifentweintich r25ギルダー紙幣J

in briefke fan fyftich r50ギルダー紙幣J

in briefke fan hundert rl00ギルダー紙幣J

in briefke fan twahundert(en)fyftich r250ギルダー紙幣J

in briefke fan tuzen rl，OOOギルダー紙幣J

③注意 (830(5))

fi if gune r 5ギルダー(金額)J∞fi i f gunen r 5ギルダー紙幣5枚J

Hoe djoer is dit? rこれはいくらですか」

-It is {ien/in} gune. r 1ギルダーです」

-It is tri je {gune/*gunen}. r 3ギルダーです」
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Vl 副詞 (bywurd)

S 49 はじめに

副詞は一般に語形変化せず、主語や目的語にはならない。形容詞の副認的用

法(S 33)とは区別する必要がある。副詞は本来、雑多な種類の語を含む品詞

である。意味的には場所(S 50)、時間(851>、程度、様態(どのように〉、

前後の文の論理関係(S 52)のほかに、文の内容にたいする話者の心的態度

( S 53)を表わすものがある。統語的には心態認としての用法(853(2))を

除いて、単独の文成分として用いるほか、動詞、名詞、形容詞、副詞などさま

ざまな品詞を修飾する。話者の判断や態度の表現として、意味的に作用する内

容が文全体に及ぶこともある。副詞の分類には問題点が多いが、以下では説明

の都合上、意味にしたがった分類を示す。

derには代名詞としての用法を含む多様な用法があるので、次章以下(S 54 

から S58)で扱う。

S 50 場所の副詞 (bywurdfan plak) 

(1)一般的な場所を表わすもの

(a)位置(静止した場所〉

① hjir [jIr] (強調形 hjirre[jIra]) rここにJ

der [dE: r] (強調形 dere[de:n]) rあそこに、そこにJ

wer [VE: r] (強調形時間 [ve:n])rどこにJ

強調形は文中ではなく、単独で用いることが多い。

Hjir net， mar dere! rここではなくてあそこだJ(Stienstra et aL 

1982 : 48) 

Hjirre， twa pak makaroany foar de priis fan ien! rほらここ、マカロ

ニ2パックが 1パックの値段ですってJ(Bangma 19932 
: 88) 

Wer kin ik hjirre de lege flessen kwyt? rここでは空きピンはどこに

捨てればいいんですかJ(Bangma 19932 
: 97) 

ウーeを伴った一連の強調形に注意。

ikke (←ik) r私(主格)J ， ditte (←di t) rこれJ， datte (←dat) rそ

れ、あれ」

強意の意味の副詞「形容詞 +-eJ との類似性に注意(~ 52 (2) (h) )。

② der [dar] rそこにJ(s 56 r場所の derJ) 

場面内にあるものを車接指示する (deiktysk)のではなく、先行の文脈に

出たものを受ける。アクセントをもたず、前域(主文の定動詞の藍前)に
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は置けない。

hjir en {der/*der} rそこかしこに」

③ jinsen [je:nsan， jInsan]， derjinsen [de(:)r…] rあそこに(文語的)J

④前置詞とともに(例. hjir-) 

hjirbinnen […bInan] rこの内側にj

hjirboppe rこの上(離接)にJ hjirefter rこの後ろ(奥)に」

hjirfoar rこの前にJ

hjirop rこの上〈近接)に」

⑤その他

earne [I:JmJ rどこかにJ nearne [nIJna] rどこにも…ないj

oeral [uarJl， uar51]/runom [ru(:)nomJ rいたるところにJ

次の表現に注意。

hj iryn rこの中にJ

hjiroer rこの上〈移動・被覆〉をJ

hjirearne [jlrIana] rここのどこかにJなど

Hy sei yn himsels， "Myn bri 1 moat hj ir doch earne 1 izze. " r彼はつ

ぶやいた。 wメガネがたしかここにあったはずなんだけどなjJ(Dykstra 

1996 : 72) 

(b)方向

後置詞 (863(2)(b))hinne [hIm] r…へJ， wei [vai， vei] r…からJと

ともに用いる。

① hjirhinne [jIrhIm， jIrhlm] rここへJ

derhinne rそこへ、あそこへ」 werhinne rどこへj

hjir官ei[jIrvai，…vEI， j Irvai，…vei] rここからJ

der官eirそこから、あそこからJ werwei rどこカ¥ら」

場面内のものや先行する文脈に出たものを直接指示する (deiktysk)。

② derhinne [darhInι 「そこへJ， derwei [のrv丞i，…vU]rそこからJ

先行の文脈に出たものを受ける(8 54)。アクセントをもたない。

③用 法

文中では hjir/der/der/werと hinne/weiは離れているのが望ましい。

Wer giest hinne? r君はどこへ行くのですか」

Wer komst wei? r君はどこの出身ですかj

der [du] rそこへjはアクセントをもたないので前域には置けず、 der

[de:r， der]で代用する。

{Der/*Der} gean ik hinne. rそこへ私は行きますj

Ik gean {der/der} hinne. r私はそこへ行きますJ

{Der/*Der} kom ik wei. r私はそこの出身です」
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Ik kom {der/der} wei. r向上」

単独で文に相当するものとして用いる場合には 1諾でつづる。

官erhinne?rどこへですかJ-Derhinne! rそこへですよj

Werwei? rどこの出身ですってJ-Derwei! rそこのですよJ

④ rnei +名詞匂…taJと r{derなど/名詞句}ー・hinneJ

i) Ik gean rwi Fryslan ta. r私はフリースラントへ行きますj

u)討kgean笠i{坐r/主主}ta・「私はそこへ行きます」

Ik gean {der/der} hinne. r向上J

iii)刈erneigiest ta? r君はどこへ行くのですかj

官ergiest no hinne? r同上」

首) ~~ei hokker lan giest ta? r君はどの思へ行くのですかJ(この表現に注

意)

Hokker lan giest {hinne/本neita}? r向上」

⑤ 「計十名詞匂…weijと r{derなど/名詞句}…weij

i) Ik kom ut Japan wei. r私は日本の出身ですJ

u) *Ik kom ut {der/der} wei. r私はそこの出身ですJ

Ik kom {der/der} wei. r同上J

iii)時 erutkomst wei? r君はどこの出身ですか」

胃erkomst wei? r同上J

り Uthokker lan komst eins (wei)? r君はどの自の出身ですかJくこの表現

に注意〉

Hokker lan komst wei? r向上J

このように、 nei…tar…へJ/ut・"weirーからj名詞句をはさむ場合にし

か使えないのにたいして、・・・hinner…へJ/…wei rーからJは der(など)

と名詞句の両方で用いることができる。

。"Hoekstra (1994: 107) は‘「前或以外の名詞句j 十 {hinne/wei}'r…{へ

/から }J と い う 構 文 ( rかきまぜJ，エ. scramb1 ing) も、若子の抵抗を

惑じる話者が多いものの、容認可能であると述べている。

dat men sokke lanner1 better net hinne gean kin mei fakansje rそん

な国にはノ〈カンスに行けない(ということ)J (ib. 107) 

(c)他の副詞との語)1畏

場所の副詞 hjir rここ J， der 1"あそこ、そこ」は下記の用例のような地の

副詞との語順にかんして注意を要する。 hjirや derはそのような副詞の後に

置くことはできない。

Kom {hj i r工主/*己と主斗.!:}!1"ちょっとここに来なさいよJ(Stienstra et 
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a1. 1982: 26変更〉

Kom {hj江旦主主/本型rhj江}!rまあここに来なさいよJ(Breuker et al. 

19922 
: 78変更〉

Sjoch {der ris/*ris der}! rちょっとあそこを見てみなさいよJ(Stien-

stra et al. 1982: 48) 

耳astit programma {hjir ek/*ek hjir}? r君はここではその番組もあり

ますかJ(Hoekstra 1994 : 105) 

WeQnet dyn suster {der dan/*dan der}? r君のお姉さんはそれではそこ

に住んでいるのですかJ(ib. 105) 

Har auto stiet {der noch/本nochder}. r彼女の車はまだそこにある」

Cib. 106) 

Frits kaam {hjir wer/拘 erhjir}.rフリツは再びここに来たJ(ib. 106) 

σ オランダ誇では局方の誇JI顎が可能である。

オ.Kom {hier eens/eens hier}! r向上j

Kom {llier maar/maar hier}! r同上j

Kijk {daar eens/eens daar}! r同上j

Heb je het programma {hier ook/ook hier}? r向上J(Hoekstra 

1994 : 105) 

Woont je zus {daar dan/dan daar}? r向上JCib. 105) 

Haar auto staat {坐呈rno豆/盟主i担王}. r向上J(ib. 106) 

Fri ts kaam {l1Ier weer/weer hier}. r同上JCib. 106) 

その他の用例。

1s dyn frou hjir ek? rおまえの嫁もここにいるのかJ(ULI' S， A 1 : 10) 

(2) 特定の場所を表わすもの

(a)上下

boppe [bopaJ r上にJ

fan boppen (of) r上からJ

nei boppen (ta) r上へJ

。nder[undar ] r下にj

fan underen (op) r下からJ

nei Onderen (ta) r下へ」

fan boppen nei underen r上から下へj

fan underen nei boppen r下から上へJ

O滋heech[omhe:xJ r上へJ

omleech [omle:xJ/del [delJ/omdel [omdelJ r下へ」

(b)中とタi

binnen [bInan] r中に」 boten [butan] r外にj
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butenut [butanyt] r外にjbinnenyn [blnanin] r中にj

binnendoar(ren) […doar (…dwar叩)]r屋内にJ

butendoar(ren) […doar (…dwaran)J r屋外にj

fan buten (δor外から」fan binnen (δor中からJ

derut r外へJ[darin] r中へjderyn 

{部屋/ボート}などの中へ〉お入りなさいJKom deryn! r(話者がいる

Kom der doch eefkes yn! rどうぞお入りなさいよJ(Dykstra 1996 : 76) 

Gean derut! r出ていきなさい(出ていけ)J

「河上jオ. Komt u デ『コヱ

~ 

「向上jGaat u 

(c)前後

①語形

foar [foar] [""前にj

efter [eftar] (achter [丞xtar])["" {後ろ/奥}にj

foaroan] r前に」f aroan， foaroan [fwaroan， 

efteroan [eftaroan] [""後ろにJ

efteren [eftaran] r後

foaryt] [""前へ」

efterut [eftaryt] [""後ろへJ

② foaren [foaran] (foarren [fwaran]) r前Jと

faryt， foarut [fwaryt， 

ろJ

前置詞とともに用いる。

fan efteren (df) [""{後ろ/奥}から jfan foaren (δf) r前からJ

へJnei efteren (ta) [""{後ろ/奥}nei foaren (ta) r前へ」

fan foaren nei efteren i前から後ろへJ

fan efτeren nei foaren [""後ろから前へ」

tebek [tabek] r後ろへ、戻って」間 rom[varom] r戻ってj

ワ次の用法に注意 o

(名詞句を支配する前亙詞)

(前亙詞勾を支配する前亙詞)

it hus r家の後ろにJ

'e hOs r家の具にj

{efter / achter} 

{efter/achter} yn 

(d)左右

…ks…] r右へJ(817(3)) r jOXSJ:， rjochtsdf [rjoxs5:， 

1oftsJ:] r左へJloftsdf [10fts5:， 

…ks…] [""右回りにJ(817(3)) rjoxsom， rjochtsom [rjoxsom， 

loftsom] r左罰りに」

d
斗品

ρ
h
u
 

ワム

守形容詞として次の誇がある。

10ftsom [loftsom， 



rjochts [rjoxs] (rjuchts [rjoxs，…ks]) r右のJ (~17(3)) 

lofts [lofts] Oinks [lIijks]) r左のJ

de rjochtse partij r方翼政党j

rjochts weze r右利きである j rjochts halde f右翼である J

it ferkear fan rjochts r右側通行J

rjochter [rj紅白r] (rjuchter [rjoxtar]以下省略) r右の j

lofter [16ftar] (linker [liijkar]) r左のJ

de rjochter han (de rjochterhan) r方手J

iえの誇の意味に注意 o

rjochtut [rjoxtyt， rj6xtyt] rまっすぐ j

(e)遠近

fierδf [fiH5:， fiar:J:] r遠くで」

σ 形容詞 ticht(e)by[tixt(a)bei，…biJ r近〈で、近〈の j に注意。

ticht(e)bye luden r近くの物音J(Zantema 1984 : 1046交史)

Ik wenje hjir ticht(e)by. r私はこの近〈に往んでいますJCib. 1046) 

(f) thus [tys] r家で、自宅でJなど

thus {百eze/bliuwe}r自宅にいるj

thus komme r帰宅するJ(知eihus (ta) komme r同左Jは不可〉

ウオランダ誇も問禄。ドイツ誇との相違に注意。

オ. {thuis/*naar huis} komen r帰宅する j

ド. {*zu Haus(e)/nach Haus(e)} kommen f向上j

utfanhus [ytfJnhu:s] r外泊してJ

utfanhus {gean/komme} r外泊しに{行く/来る}J

C? utfanhuzje [ytfJ叶lU:3 a] r外泊する(させる)J 

次の表現に注意。

nei hus (ta) r家へj

nei hus (ta) gean r家路につく J(本thusgean r同左」は不可)

ウオランダ誇やドイツ誇も同様。

オ. {*thuis/naar huis} gaan r 家E~ につ( J 

ド. {*zu司aus(e)/nachHaus(e)} gehen r向上j

t 方角の表琉<補足>

形容詞や前亙詞句による表琉であるが、説明の都合上、:えに示す。

east [I a st] r泉へ、(風について) .まから、来に;ゑのJ

yn it {east/easten口ast a n]} r泉にj

west [vest] r岳へ、(風について)岳から、 f9に;岳の」

問
!
円
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yn it {west/westen [vgstJnJ} r~ に J

noard [noJt， nwatJ r北へ、(風について) ~とから、北に;北の J

yn it {noard/noarden [noJdJn， nw丞dJnJ}r北 lこj

sud [Syt] r南へ、(風について)南から、南に告のJ

yn it {sud/suden [sydJn]} r南にj

用例。

De sinne komt yn it east(en) op en giet yn it west(en) Onder. r太

陽 ti去から昇って岳に沈むJ(Zantema 1984: 217変史)

Hy foer east. r彼 ti来へ行ったJ(ib. 217支史)

De wyn is east./De wyn komt uti t easter1. rゑ風だj

De tsjerke leit east {fan/臼}de sted. r教会t.i可の求にある J(ib. 

217変史)
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S 51 時間の副詞 (bywurd fan t i i d) と時間表現

時間の表現にはさまざまな種類があり、ここではおもなものを示すにとどめ

るO 副認に限らず、前置詞句などによる副詞的表現も交えて示す。

(1)直示的 (deiktysk)な時間表現

(a) hjoed [juat] r今日」など

fan 'e moarn [moan] r今朝、今日の午前J

fan 'e middei [mIdja， mIdi] r今日の昼(午後)J

jun [ju(:)n] ([jun]がふつう )/fan' e jun r今晩J

fannacht [fJnaxt] r今夜J snein [snain， snein] r今度の日曜日J

fan {'e/' t} wike [vikaJ r今週」

dit wykein [vikain，…e in] r今度の週末」

dizze moanne [mwan3] r今月J desimber r今年の12月J

fan {'t/'e} maitiid [maiti:t] r今年の春J

fan 't jier [(j)i3r] r今年」 (yn) dizze ieu [i:u] r今世紀j

σ rfan {'e/'t}+名詞j の表1見を示しているものについては r{dizze/dit}

十名詞j による表現も可能だが、一般的なのは rfan{'e/'t}十名詞j で

ある。 r{dizze/dit} +名詞J の表現を示しているものについては rfan

{'e/'t} 十名詞 j の表1見はできない (~26(2) (d)①)。

{fan 't/dit} jier r今年」

(b) juster [jostar] r昨日」など

earjuster [je(r)jostar] rおとといJ(Zantema 1984 : 214) 

{*fan 'e/dizze} moanne r今月 j

justermoarn [jostarmoan] r昨日の朝〈午前)J

justermiddei […mIdj a，…mIdi] r昨日の昼〈午後)J

justerjun […ju(:)n] r昨晩J justernacht […凶xt]r昨夜j

ferline [falina] snein [snain， snein] r先週の日曜日j

ferline wike r先週J ferl ine wyke in r先週の週末J

ofru即日 :ru(:)na]moanne r先月j δfrune desimber r去年の12月J

ofrune maitiid r去年の春J ferline jier r去年」

foarige [fo8ra7a] ieu r前世紀J

(c) moarn [moan] r明日」など

oaremoarn [o a r a .・.]rあさってJ

moarnier [maniar] r明日の朝〈午前)J

moarn(te)middei [moan(ta)mIdja，…mIdi] r明日の昼(午後)J

moarn(te)jun […ju(:)n] r明日の晩j

moarntenacht […naxt] r明日の夜」

明，tn
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oare [ó~r~J snein r来週の E曜日 J {nije [nÉi~J/oare} wike r来週J

takom(me) [ták~m(~)J wykein i来週の週末」

oare moanne r来月 J takom(me) desimber r来年の12月J

takom(me) maitiid r来年の春J takom(me) jier r来年J

takom(me) ieu r来世紀」

すここに挙げた形容詞と名詞の組み令わせは固定しており、自由な変史がき

(とはかぎらな L、。日本語の例も同様。

{ferline/時 fr1lne}jier 昨年/去年/*先年(1年誌の意味)J 

{*ferline/δfrune} moanne r先月/*昨月/*去月 j

(d) no [no:uJ r今jなど

doe [duJ r当時、そのとき〈過去)J dan [dm] rそれから、その次にj

守次の語は名詞である。

de notiid r琉在J de doetiid r退去j de dantiid f永永j

notiids [no:uti:ts] rこんにち、現代J

eartiids [Hti :tsJ， foarhinne [fwarhInけ「以前、昔」

oan no ta r今までJ fan no oan r今からJ

tsjin(t)wurdich [tfln(t)vød~xJ r現在J

hjoed de dei (hjoeddedei) [jú~d~dai，…dei] ， hjoeddeis [jú~dais， 

…ddsJ rこんにちJ koartlyn [kwatlin] r最近J

meikoarten [maikwát~n， mei…J r近いうちに、いずれj

σop 't stuit [stayt] r目下、今のところ j

(2) r名詞 -SJと「定冠詞+名詞づJ

(a)まとめ

(1)に対応して、覆示的でない時間表現として名詞が属格に由来する諾尾一S

を伴った表現がある(S 31(2)(a)⑥)0 r名詞 -sJは不特定の時間(r…にJ) 

または配分的 (distributyf)な意味(r…ごとにJ)を表わす。 f定冠詞+名

詞 -sJは過去または未来の特定の時間を示す (Hoekstra1989a : 2)。

moarn [moimJ r朝、午前中」

middei [mÍdj~ ， mIdiJ 

「昼、午後j

jun r晩J[ju(:)nJ 

名詞 -s

f…に、…ごとにJ

moarns [酬a:nsJ 

middeis [mIdj ~s ， 

mIdisJ 

juns [ju:nsJ 
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定冠詞+名詞 -s

fその…に」

de moarns 

de middeis 

de juns 



nachts [naxs， naksJ 

deis 

nacht r夜J

dei r昼間、 18、

ウィークデーJ

snein r日曜日 J sneins 

wike [vikaJ r週J wyks [viksJ 

wykein r週末J wykeins 

moanne r月J なし

desimber fl2月」 なし

maitiid r春J mai ti ids 

(ただし hjerst[jEstJ r秋J hjerstmis [jtstmasJ 

j ier r年J j iers 

ieu r世紀J ieus 

oere r時間J oers 

de nachts 

de deis 

de sneins 

s
 

n
 

・
守
自
国
企

C
U

出し
w

k

k

 

y
v
e
 

w

w

 

A
」

十

L

d

・-
なし

なし

de maitiids 

de hjerstmis) 

it jiers 

de ieus 

なし

(b) r名詞-sJ 不特定の時間「…に(はいつも)J

胃intersis it juns betiid tsjuster. r冬は夕方、暗くなるのが早いJ

(De Jong 1977 : 45) 

Freeds hannelje ik de rinnende saken wat of. r金曜日には私はたまっ

ている用事を少し片付けるJ(Bangma 19932
: 17) 

ウ語尾 -sがつかない次の用例との意味の相違に注意((1)(a))。

Wy wolle jun net mei. r私たちは今晩いっしょに行きたくありませんJ

(Bosma-Banning 19812 
: 86変更)

Wat wiest fan doel om oan te luken freed? r今度の金曜日に主主は何を

肴てい〈つもりだっかのかいJ(Bangma 19932 
: 25変史)

Moarns is us heit der it earsteδf. r朝は父が一番早く起きるJ

(ULI' S， B 13 : 19) 

Ik sykje graach de natoer op.官intersis 't my te kald.自aryn e 

maitiid aaisykje hin， en simmers te fiskjen， en by 't hjerst wat 

jeie. f私は自然に親しむのが好きだ。冬は寒すぎるが、春になれば(鳥

の巣の)卵を探しにでかけるし、夏には魚釣りに行く。秋には少し狩りも

するJ(ULI'S， A 19: 7変更〉

ゥ r {by 't/yn 'e}十名詞j については¥326(2) (d)②参照。

falle+名詞複数形Jとすれば「すべての…jという意味がはっきりする。

Lang net alle winters kin de tocht ferriden wurde. fどの冬にもその

スケート競技が行なわれるというわけでは到底ないJ(ULI' S， B 5 : 7) 
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(c) r名詞-sJ 配分的な意味「…ごとにj

up guon p1akken rydt de bus mar in kearmannich deis. r一日に数回し

かパスが通らないところもあるJ(ULI' S， C 20 : 9変更〉

“Tydskrift foar Fryske Taa1kunde" ferskynt trijeris jiers. rrフリ

ジア語学研究Jは年3回発行されるJ(Hoekstra 1989a : 9変更〉

(d) r定冠詞+名詞-sJ 特定の時間 r(その)…にJ

① 用法

過去に躍らず、特定の時間を示す。

j)過去

De moarns waard er dwei1trochwiet町 kker.rその日の朝、彼はびっしょ

り汗をかいて目がさめたJ(ULI' S， A 6 : 8) 

De jQns tsjin njoggenen is er siik thuskommen. rその晩 9時ころ彼は

気分が悪くなって帰宅したJ(Bosma-Banning 19812 
: 86変更)

u)過去以外

De sneons soe de feesttinte opset wurde. En de foarsitter soe de 

sneins de feesttinte yn ' e gaten halde， sa waardδfpraat. rその週

の土曜日に祭りのテントを張り、委員長が日曜日にその祭りのテントを見

張るということで話し合いがついたJ(ULI' S， A 17 : 12変更〉

up de fjirde woansdei fan septimber is 't by us feest. De jQns is 

der in gondelfeart. r 9月の第4水曜日には私たちのところではお祭り

があります。その日の娩にはゴンドラが走りますJ(ULI' S， A 17 : 16変

更)

Se skil1e de dokter en frege him de middeis even del te kommen. 

「彼女は医者に電話をかけ、その日の昼に来てもらうように頼んだJ

(ULI' S， A 6 : 8) 

②類似した形式

「定冠詞+名詞 -sJには類似した形式がある。定冠詞 de/itのかわりに

指示代名詞 dizze，dit， dy， datでもよく、名詞には序数詞、 oarer別

の」、 selder同じ、まさにそのjなどがつくことがある O

Smyt noait iten fuort， de oare deis smakket it soms noch lekkerder. 

「食べ物はけっして捨てるんじゃありませんよ。次の臼にはもっとおいし

くなることもあるんだからJ(Bangma 1993 Z : 85) 

As aardige ofwikseling fan a1 dy drege grammatika nimt elkenien de 

oare kears in foarwerp mei nei de kursus. rやっかいな文法からの絡

好の気分転換として、各人が次回、講習に何かものを持参するJ(ULI' S， 

nu 
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B 19 : 17) 

Hy wol de selde deis ek nei Starum. r彼は同じ日にスタールム(オ.

Stavoren rスターヴォレンJ)へも行きたがっているJ(Hoekstra 1989a 

: 24変更〉

語尾 -sを欠く名詞が可能な場合もある。これはふつうの名詞句による副

詞的表現になる。

Fimme gie {dy earste moarns/dy earste mo⑮rrl} te skutsjesilen. rフィ

メは最初の日の朝にヨットをやりに行ったJ(ib. 24変更)

名詞が複数形の場合には語尾 S は用いない。

{De leste tsien minuten/*De leste tsien minutens} hat er noch net 

wer in bal krige. rこの10分間、被はまだ再びボールを受けていないJ

(Bangma 19932 
: 143変更)

語尾 -sの有無が任意な副詞の例は他にも多く見られる O

dalik(s) [da:ldk(s)] rすぐに」 tagelyk(s) [ta1alik(s)] r同時にj

百interdei(s)r冬にJ fakentiid(s) [fa:kanti:t(s)] rしばしば」

(e) (h)okker-名詞 -s/lesten-名詞 s rこの前の…J

(h)okker-[(h)okarJ/lesten-[le:stdn]は「名詞 -sJとともに 1語でつ

づり、比較的最近の過去の時間を示す。アクセントは後続する名詞に置く。

(h)okkerーよりも lestenーのほうが現在に近いニュアンスがあり、たとえ

ば (h)o也 erjiersr先年Jは可能だが、 ?lestenjiersr先年Jは不自然である

(Hoekstra 1989a : 16f. )。

(h)okkermoarns/lestenmoarns r先日の朝(午前中川

(h)okkermiddeis/lestenmiddeis r先日の昼(午後)J

(h)okkerjuns/lestenjuns r先Bの娩J

(h)okkernachts/lestennachts r先日の夜」

(h)okkersneins/lestensneins rこの前の日曜日J

(h)okkersneintejuns/lestensneintejuns rこの前の日曜日の晩J

(h)okkerwyks/lestenwyks rこの前の週J

(h)okker jiers r先年j

(h)okkerlesten/lesten r最近J

いくつか用例を示す。

胃yha lesten noch op reis west. Nei it Amelan. r私たちはこのまえ旅

行に行ってきました。アーメローン島(オ. Ameland rアーメラント島J) 

にJ(ULI' S， A 19 : 7) 

Fryslan is in hiel gewoan lan mei hiel gewoane minsken en hiel ge-
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woane dingen， sei 0kkerdeis in skriuwer. 1フリースラントはまったく

平凡な人とまったく平凡なものだらけのまったく平凡なところだと、最近

ある作家が言ったJ(Bosma-Banning 19812 
: 154) 

(3)その他の形式による配分的な意味の表現

配分的な意味は、「名詞-sJ((2)(e))以外の形式によっても表わすことがで

きるく(4λS48(d))。

(a) ‘{op/yn} +冠認+名詞， 1…ごとにJ

使い分けは次のようになる (Hoekstra1989a : 19用例変更〉。

① op+不定冠詞+1日以下 (dei11日Jを含む)の長さの名詞 (oere1… 

時間Jを除く〉

{ien kearlienris} op in jun 11晩に 1illJJ 

{twa kear/twaris} op in snein 1日曜日ごとに 2回J

{trije kear/trijeris} op in dei 11日につき 3回j

② yn十{不定冠詞/0}+1日以上 (dei11日Jを除く〉の長さの名詞で「非

連続的な時間Jを表わすもの

{fjouwer kear/fjouwerris} yn in wykein 1週末ごとに 4恩」

{seis kear/seisris} yn in maitiid 1春ごとに 6回J

月の名前では無冠詞。

{fiif kear/fiifris} yn desimber r12月のたびに 5回J

③ yn十{不定冠詞/定冠詞}+1日以上 (deir 1日Jを除く〉の長さの名詞で

「連続的な時間Jを表わすもの、および oerer・・・時間」

{san kear/sanris} yn {in/'e} {wike/moanne/ieu} r{週/月/1世紀}ご

とに 7回J

{acht kear/achtris} yn {in/'t} jier r年に 8回」

{njoggen kear/njoggenris} yn {in/'e} oere r 1時間ごとに 9田J

De bussen ride twa kear yn 'e oere. わくスは 1時間に 2国通るJ

(Bangma 19932 
: 184変更〉

台前翠詞 op と ynの伎い分けは配分的な意味以外の場合も同議。

op snein r日曜日にJ yn e moanne april r 4月にj

(b) ‘{ien kear/ienris}十yn十定冠詞+名詞複数形， r…に 1田J

名詞の種類には制限がない。定冠詞 deはなくても誤りとはいえないが、あっ

fこほうがし1し'0

{ien kearlienris} yn de trije dagen r 3日に 1度J

{ien kearlienris} yn de twa jier r2年に 1度J

マー



{ien kear/ienris} yn de trije oeren r 3時間に 1度j

rom+定冠詞十基数詞+名詞複数形Jと rom+定冠詞+序数詞+名詞単数(c) 

形J(…ごとに〉

「列車は30分に 1度発車するJ

「彼は 1日おきに来るJ(Zantema 1984 : 676 

De trein giet 0m de tritich minuter1. 

Hy komt om de oarde dei. 

変更〉

ienris r 1回Jを添えることはできない。この場合、 ienkear， 

"Philologia Frisica" ferskynt {O/*主旦主盟主/*主主主主}0m de trije 

庁フリジア語学文学研究』は 3年に 1度刊行されるJJ ler. 

it stik rひとつにつきj(d) de man rひとりにつきJ， 

「彼らは各自三つずつろうそくを買っSe kochten trije kearsen de man. 

たJ(Hoekstra 1989a : 9変更〉

チームや軍隊などの人員を数えるときの意味ではな〈、「男のメ、jr::r manは

に用 L、る単位であっ、議設形は無変北である。 manやドイオランタ1吾の

も向議。Mann ツ言香の

「ろうそくはひとつ 1ギルダーした」De kearsen kosten in gune it stik. 

9変更)y
h
u
 

・噌，‘
，r
t
、

(4)その他の時間の副詞

8 48(d)) (a)頻度((3)， 

almeast [JlmIJstJ rたいていj

51…] rときどきJaltemets [JltJmtts， 

( S 53 (1) (a)②)。という意味もある「もしかすると Jには〈ア altemets

altyd [jltitJ/altiten [jltitJnJ r~\ つも j

amper [ampu J rほとんど…ないJ

bJ'・.J rときどき」-τi 
'
D
 

bytiden [btiti:dJn， 

fakentiden [fa:kJnti:dJnJ/fakentiid(s) […ti:t(s)J rしばしばj

gauris [gaurJsJ rしばしばj

…veiJ rふつう」ge百oanlik(s)[gJvoJnlJk(s)]/gewoanwei […vai， 

hieltyd [hiJltitJ/hieltiten […titmJ rいつも;そのつどJ

justjes [jofJsJ rほとんど…ない、わずかにJ(817 (2)(b)③) 

meastal [mIJstJIJ rたいていJ

nea [nIJJ/noait [no:it] rけっして…ない」

ornaris [Jna:rIsJ rふつうJ

soms [somsJ/somtemets [somtJmttsJ/somtiden […ti:dJnJ/somtiids 

『

f
s

n〆』

no en dan rときどきJ



[…ti:tsJ/somwilen […vi1:mJ rときどき」

steefest [ste:fe:st] rいつも、きまってj

tydliks [tidlJks]/tydlings(胃ei)[…lIos(vai)，…(vd)] rときおり J

官er[VEr J rふたたびJ weroan [vEroJnJ r何度も」

wolris [v61rJs] rときどきj

σ 次の誇は形容詞である。

faak [fa:k] rしばしば(の)J : it fake gebruk r多用 J(Visser 1985 : 

766) 

seldsum [seltsJm] r持な、特にJ

(b)前後関係

foarof [fwar5:， fwan: ] r先に、あらかじめJ

efternei [eftJ(r)nai，…nei] r後でj

foar [foJr] r先に、進んでJ

efter [tftar]/achter [axtar] r後で、遅れてj

De klok rint foar. r時計が進んでいるJ

De klok rint {efter/achter}. r時計が遅れている」

ワ Deklok rint lyk. r時計は正確だJ(lyk [lik]は形容詞)

lyn [linJ r…前にJ:切ajier lyn r 2年前にJ， lang lyn rずっと以前

にJ

(c)その他

aanst [a:nstJ/anstonsは:nstonsJ/aanstuns[…stunsJ rすぐに、今か

らJ

al [J 1] rすでに、もうJ

Ik haw no al mear as in oere op e dokter wachte. r私はもう 1時間

以上も医者を待ったJ(ULI'S， B 6: 8) 

(? alには「たしかに…ではあるがJという譲歩の意味もある(B 52 (3) 

(c) )。

dalik(s) [da:lak(s)]/daalk(s) [da:lk(s)] rすぐに」

fuortdalik(s) [fwot…J/ fuortdaalk(s) [f官ot...J/ fuortendaal ik(s) 

[fwotJnda:lJk(s)]/fuortendalk(s) […dalk(s)] rすぐにj

ynienen [inianJn] r突然J jit(te) [jIt(a)] rまだj

jitris [jIt口s]rふたたびJ just [jost] rちょうどj

niis [ni:s]/niissa [ni:saJ/niissajust […jost]/niissakrekt [… 

krekt] r今しがた、さっきJ

njonkelytsen [njoijkJlitsJn] rだんだん、そろそろj
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noch [mxJ rまだJ sadwaande [sad官丞:nd:JJrそうしているうちにj

salang [sal自oJrそのあいだj

strak [strakJ (稀 straks)/strakjes[strakj:JsJ rすぐに;さっき」

tagelyk(s) [tag:Jlik(s)J r同時にj

官ilens[vil:J
nsJ/wiles [vil:JsJ/wyls [vilsJ rそうしているうちにJ

(5) その他の表現く補足>

以下の語は副詞ではないが、時間表現についての説明の都合上、次に示す。

(a)曜日、月、四季の名称

①曜日

すべて両性名詞である。

rnoandei [rnandj:J，…diJ r月曜日 J

tiisdei [ti:zdjし…di]r火曜日J

woansdei [va:nzdj:J， ve:nz---，…diJ r水曜日 j

tongersdei [toij:Jzdj:J， tO:Jnz-・…di]r木曜日 J

freed [fre:tJ r金曜日 j

sneon [sno:Jn]/saterdei [sa:t:Jrdi， sa:t:Jr(d)j:JJ r土曜日」

snein [snain， snEinJ r臼曜日J

② 月

すべて両性名詞である。

jannewaris [jJn:Jv丞:r:Js]/jannewaarje[…rj:JJ r 1月J

febrewaris [flbr:Jva:r:JsJ/febrewaarje […rj:J] r2月」

maart [rna:tJ r 3月J apri 1 [aprI 1] r 4月J

rnaaie [ma: j:J J r 5月J juny [jyniJ r6月J

july [jyliJ r7月」

septimber [sEptImbHJ r9月j

novimber [novIrnb:JrJ rl1月J

旧称として次の語がある。

foarmoanne [fwarmwanaJ r睦月」

augustus [Jugost:JsJ r 8月J

oktober [Jkto:barJ rl0月J

desirnber [dIsImb:Jr] r12月J

sellernoanne [sela…] r如月j

foar j iersmoanne [fwari :JS---， f尚 ji:Js---Jr弥生」

gersmoanne [ge:s… J r:!in月J blommemoanne [blom:J… J r皐月j

simmermoanne [sImH---J r水無月J heamoanne [hI:J ---] r文月」

rispmoanne [rIsp・--J r葉月J hjerstmoanne [jest・--]r長月J

町mmoanne[vin---J r神無月」

wintermoanne [vInt:Jr-・-J r師走」

slachtmoanne [slaxt・--J r霜月J

「「一
w

?
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③四季

foarjier r春J， efter jier r夏」以外は両性名詞である。

maitiid [凶iti:tJ/maityd[…titJ/foarjier [f同 ri:lr， fwaji:lrJ r春」
simmer [sImarJ r夏」
hjerst [jestJ/neijier [nai(j)i汀， nei…J r秋J

winter LvIntarJ r冬」
(b)挨拶

次の表現は出会いの挨拶とともに、別れの挨拶「さようならJの意味でも用

いる。 goe-との合成語の表現については 1317(3)参照。

Dei! Goeie [gujaJ! Goeie dei! rこんにちはJ

Moarn! Goeie! Goeie moarn! rおはようございますJ(午前中)

盟iddei! Goeie! 

Jun! Goeie! 

Nacht! Goeie! 

Goeie middei! rこんにちはJ(午後〉

Goeie jun! rこんばんはj

Goeie nacht! rおやすみなさい」

Oant sjen [oantJen]! rさようならJ

Oant strak! Oant daalk! rまた後でJ

Asjebleaft [JJablIaft，…blift， jJa…J rどうぞj

Tankje wol! [taijkja vol] (Tankjewol!) Tanke [t向kaJ wol! 

(Tankewol!) Betanke [bataDkaJ! rありがとうございますj

Neat te tankjen! rどういたしましてj

Nim my net kwea (δf)! r申し訳ありませんj

(c)応答

ja rはいJ nee rいいえJ

(ja) dochs [dJxs，む :xsJwol (否定疑問にたいしてその内容を強く打ち

消す。 1352(3)(b)①) 

"Komsto moarn net mei?"一“Jadochs wo1." r君は明日いっしょに行かな

いのかJ rいや、行くよj

ヴオランダ語も同議。

オ.“Komje morgen niet mee?"一つatoch we1." r河上J

ド千ツ語では Doch. t:けで十分である。

ド. UKommst du morgen nicht mit?"一“Doch."r向上J

Ja. の意味を強めるときには Ja，doch. とも言う。

ド.“Kommstdu morgen mit?"一つadoch." r君は明日いっしょに行くか

いJrうん、行くともJ
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S 52 様態、程度・比較、論理関係の副詞 (bywurd fan w i ze， graad en 

kausaliteit) 

(1)様態の副詞

(a) r縮小形接尾辞 -sJ

832， 817(2)(b)③， r前置詞+名詞-sJ(851(2))参照。

①形容詞+縮小形接尾辞 -s

表現の強さを弱めるニュアンスを与える O

seftsjes [sE:ftfdS]/seftkes [se:fkdSJ r静かに、穏やかにJ(←seft 

「静かな、穏やかなJ) 

suntsjes [syntfdsJ/sunichjes [syndxjds] r静かに、ゆっくり J(← 

sunich r静かな、ゆっくりとしたJ) 

stadichjes [sta:ddXjdS] (stadichoan [sta:dd1odnJ/stadichwei […vai， 

…vd]) rゆっくり、だんだんJ(←stadich rゆっくりとした、漸次的

なJ) 

②副詞+縮小形接尾辞 -s

表現の強さを弱めるニュアンスを与える。

nyskes [niskdsJ rたった今J(←niis r同左J) 

justjes [jOfdSJ rまったく、まさに、ちょうど、たった今J(←just 

[jostJ r同左J) 

③前置詞+名詞-s

bytiids [beiti:ts， bi…] rまにあってJ

(b)その他

stiltsjesoan [stIltfdsodnJ/stil(tsjes)wei […vai，…vd] r静かに、

ゆっくり、そっとj

telane [td15:nd] r適切に、しかるべく J

ludop [lu:top] r声高に」

(c) tegearre [tdgje(:)n] r( 2人で〉いっしょに」と meiinoar[国idnwar， 

mti…] r( 3人以上で)いっしょにJ(Van der胃oude1981 : 96， Stien-

stra et al. 1982: 20) 

Pyt en Klaas gongen主盟主主 neide sted ta. rピトとクラースはいっ

しょに町へ行った」

Pyt， Klaas en Jan gongen meiinoar nei de sted ta. rピトとクラース

ヨンはいっしょに町へ行った」

次の表現に注意。

tegearre weze r(夫婦が)子供に恵まれないj

マ
'e
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百ertegearre weze r(子供が成人して家を出て夫婦が)ふたたび 2人だけ

になるJ

(2)種度・比較の副詞など

これには接続詞のように機能するもの、他の文成分を修飾するものなど、雑

多な種類の諾が含まれる。

(a) as [:Js]と of[:Jf] 

① as [:Js] 

i) rあたかも…のようにj

It is krekt as wurdt it kalder. r寒くなりそうだJ(ULI'S， B 19: 19) 

It liket wol as hasto koarts. r君はどうも熱があるようだJ(ib. ) 

Do dochst dus krekt as witst fan neat as jirn dan delkornrne. rだから、

おまえたちがここに寄るときには何も知らないふりをしてくれJ(Bangma 

19932 
: 11変更〉

It kin net better， as wie ' t foar us rnakke. rそれはそれ以上ないく

らいすてきだ。まるで私たちのために作つであるかのようだJ(ULI' S， A 

2 : 9) 

Hy seach， as hie er pine yn e rnOle. r彼は脅が痛いような自つきをし

fこJ(ULI' S， B 1 : 24) 

υ 「…にもかかわらずj

この意味の asは論理関係の副詞 ((3))として分類することもできる。

Ik wit it noch skoan， as is it al lang lyn. r手ムはそのことをはっき

りと覚えている。もう速い昔のことではあるがJ(Zanterna 1984 : 40) 

cr as 立並列接続詞(~ 65 (2) (a) )や従属装続詞(~ 67 (2) (a) )としても用

L 、る。

② of [:Jf] rあたかも…のようにj

1t liket wol of wit er noch net krekt hokker spesjalist er it 

earst rieplechtsje sil. r彼はまずどの専門家にみてもらったらいいか、

まだよくわかっていないようだJ(ULI'S， B 6: 8) 

Hy sit百atrOngear en sjocht der ut of hie er as hobby it sarnrnel 

jen fan sykten， kwalen en krupsjes. r彼はやや身をかがめですわって

おり、まるで病気や疾患や持病を集めるのが趣味のように見えるJ(ib.) 

cr ofは補え標識を伴った oft という語形でおと同誌に従属接続詞(~ 67 

(2) (r) )としても用いる。

(b) rnar [rnar] r…だけJ
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De lantearnepeal1en steane盟主 oan ien kant fan旬以rj i tte. r1!j灯

は私たちのところの通りには片側にしかないJ(ULI' S， A 8 : 7変更)

Hy leit de hiele dei mar wat op bed. Soks kin doch net! r彼は 1日

中寝ころがったりしてばかりいる。あんなことではだめだJ(Dykstra 

1996 : 72) 

ウ marはオランダ誇の maarと同議に、 fしかし j という意味の近接の並列

接続詞 (~65(2) (c)) としても用 L、る。誇涼的にはドイツ誇の nurにあ

たり、「苓定詩十seinの謡続法退去 3人称単数形J(古あド. niwari) に

也永ずる。

(c) sa [saJ rそれほど、そのようにj

It is net sa maklik te sizzen. rそれはそんなに簡単には言えないj

Mei frij wat minsken sil it sa weze dat it begjin en de ein fan 

har libben him dfspilet yn it sikehus. rかなり多くの人々について、

人生の始まりと終わりは病院で起こるものだろう J(UU' S， B 6 : 8変

更〉

Sa waardδfpraat. rそのように話し合いがついたJ(ULI' S， A 17 : 12変

更〉

En sa begjint alles wer op 'e nij! rそのようにしてすべてが新しくま

たはじまるのTごJ(ULI' S， B 1 : 8) 

(d) 0 sa [o:saJ/och sa [Jxsa， Jk…] rとても」

Der官ieris in boer dy't in 0 sa best en trou hynder hie. r昔、と

ても良い忠実な馬をもっている農夫がいたJ(Bosma-Banning 19812 
: 27) 

Ik bruk dat ding och sa graach. r私はその器具をたいへん愛用してい

ますJ(ULI' S， A 12 : 8) 

(e) samar [samarJ rあっさり、さっさとJ

"Werom hast dat dien?"一“Oh，samar." r君はどうしてそんなことをした

んだJrいや、別にJ(Zantema 1984 : 842) 

Tsjin in alderenien sis ik net samar ‘do'. r年上の人にたいしては私

はどうも doとは言t，かねますJ(De Boer 1986 : 112) 

Do wiest earder altyd sam紅白 erie. r君は昔はいつもすぐに闘って

しまったじゃないかJ(Bangma 19932 
: 8) 

(f) te [taJ rあまりにj

Myn hOs is te lyts en ek te kald. r私の家はあまりに小さく、また寒

すぎるJ(ULI' S， A 2 : 9) 

Ik bin te ald om te silen. r私はヨットをやるには年をとりすぎたj

n
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(ULI' S， A 19 : 19) 

(g)その他

alhiel [Jlhi81]/alhie1endal [J1hi818ndJl] rまったく J

allegear(re) [Jla(g)jer(a)， j18…] rまったく;みんなj

allyksa [Jliksa] r…も(また)J

benammen(t1ik) [b8naman(t1Jk)] rとくにJ

ek [ek] r…も〈また)J fierwei [fi8rvai，…vei] rはるかにJ

foaral [fwarH， fn 1 ]/fral [fn 1] rとくにJ

folop [folop] rまったく J frijwol [freivol] rほとんどj

hast [hast] rほとんど」

healwei [hIalvai，…vd， jdvi] rなかば」

hielenda1 [hi818ndJl] rまったく J just [jostJ rまさにJ

like [likJ] r同様にJ likernach [lik8(r)n5:x] r約J

1yksa [l iksa] r…もま fこ」

net [netJト・ない(否定詞)J omtrint [omtrInt，伽Itrlnt]r約」
sels [se1s] r…さえJ( r…自身J[339(4)(0) 

suver [sy:v8r] rほとんど」

trochgeans [trorgIJnsJ/trochstreeks […stre:ksJ/trochstrings [… 

strlusJ rまったく J

三ア次の3吾lま形容詞としても用いる o

gans [gJ: ns] rまった (J (S 34 (2) (e)②， S 42 (3) (d)) 

hiel [hi81]/heel [he:l] rまったしとても，大きな、全部の 1(Zante-

ma 1984: 392) 

in hiel hus r大きな家J de hiele wra1d r全世界J

hiel(e) Fryslan rフリースラント全体J (S 26 (4) (a) ) 

tige [ti:y8] rとても;すばらしい、しっかりしたJ(Zantema 1984 : 

1048) 

Dat is tige. rそれはすばらしいJ in tige man r信頼できる男 j

leaf [118f]/jerne [jen(J)] r好んでj一比較級 leaver[ljeva， 

ljj :wa] rとしろjー最上級 leafst[ljefst， ljJ:ust]ハ、ちばんJ

earder [jed8r] rむしろ j

fo11e [fo18] rまったく J(S 42 (3) (d)) 一比較級 mear[mla]一最上級

meast [mI8st] 

(h)強意の意味の「形容詞+-eJ

「形容詞十 eJは後続する形容詞を修飾して、強意の意味を表わす副詞とし
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て用いることがある。形容詞として用いた分詞も同様。

barre nijsgjirrich rすごくおもしろいJ(←bar r不毛な、荒涼とした;

とてもJ(Dyk 1996 : 60変更)

seldsume ferfelend r非常に退屈なJ(←seldsum r稀な;とてもJ(ib. 

60) 

in hiele moaie reis r超すばらしい旅J(←hiel rまったくの;とてもJ) 

CHoekema 1992 : 5) 

't 1s barre kald. rすごく寒いJ(胃FT111984 : 214)) 

1t wie ferskrikl ike kald. rすごく寒かったJ(←ferskrikl ik r恐ろし

い;とてもJ) (Hoekstra/Tiersma 1994 : 518) 

Hy hie i t sa {f leanende/alderbenaudste} drok. r彼はものすごく忙し

かったJ(←fleanend r飛ぶ(ような);とてもJ， alderbenaudst← 

alder-(強意)+ benaud r狭い、窮屈な、不安な;とてもJ+ -st (最上

扱語尾))(Hoekema1992 : 5) 

。-e を伴った一連の代名詞や場所の副詞との類似性に注意(~ 37 (2)， ~ 50 

(1) (a)①)。

(3)論理関係の部調

論理関係とはふたつ以上のことがらの間に生じる因果関係である。時間や場

所の副詞もふたつ以上のことがらにかかわるものであれば、論理関係の副詞と

してはたらくことが多い。以下では既出の副詞との重複をできるだけ避けて、

おもなものを記す。

(a)帰結

① derom [dt:rom] rそれゆえ、したがってj

dertroch [dt:trox] rそのため、それゆえJ

.，...."， derを用いた次の誇とは意味の差が生じることがあることに注意。

derom [darom] rその回りにJ

dertroch [d~tróx] rそれを通って j

derom， dertrochにも derom，dertrochの強調子手として、それぞれ「そ

の回りにJ、「それを通って j という意味がある。

② dus [dosJ rそれゆえ、だからj

Pake is twa jier lyn ferstoarn. Beppe is no dus widdo. r祖父は 2年

前に亡くなりました。ですから祖母は今、未亡人ですJ(ULI' S， B 11 : 6 

変更)

にア dusは並列接続詞どしても用いる (~65(2) (c))っ
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(b)反論

① doch(s) [dJx(s)]/doch(s) [dJ:x(s)] rしかし、それでもJ

JOns lei er op bed te bidden， want hy leaude yn God en hope a1 yn 

e hime1 te kommen.恒生豆 fie1deer him der noait wis fan. r夜にな

ると彼はベッドに横になってお祈りをしました。というのは彼は神様を信

じ、天国に行けるようにと願っていたからです。しかし、本当にそうなる

のかはまったくわかりませんでしたJ(ULI' S， B 20 : 10) 

De Ryn mOnet net ut yn it胃aad，mar dochs komt der troch de tij-

streamen in bu1te Rynwetter it Waad op. rライン川はヴアート地帯

(オランダ北部沿岸の干潟地帯〉に注いでいないけれども、潮の流れによっ

て大量のライン)11の水がヴアート地帯に入ってくるJ(ULI' S， B 9 : 7) 

No， it moat kreas en dochs modern. rそうだな、見栄えがよくて、それ

でいてモダンでなければねJ(Bangma 19932 
: 27) 

仕上例の mardochs rしかしながら J. en dochs rそれでいて」と L、う表琉

にj主意。

否定疑問への回答 (s51(5)(c))や心態詞としての用法(s 53(2)(b)①) 

に注意。

Mem praat oer it nije hOs， mar heit fynt 200，000 gOne in slompe 

j i ld. “Wy kinne dochs ek hiere?~ seit de dochter. “Ja dochs!~ seit 

de soan. r母は新しい家について話をするが、父には20万ギルダーは大金

と思える。~借りることだってできるんでしょう J と娘は言う。 w もちろ

んさJと息子が答えるJ(ULI' S， A 2 : 14変更〉

②その他

allikewol [Jlikavol]/allykwol [Jlikvol] rそれでも、しかしJ

jit(te) [jIt(a)] rそれでもなおJ

lykwol(s) [likvol(s)，…vol(s)] rそれでも、しかし;どうであれJ

(c)応答

ja rはいJ nee rいいえ」

(ja) dochs [むxs，dJ :xsJ wol (否定疑問にたいしてその内容を強く打ち

消す。 1352(3)(b)①) 

“Komsto moarn net mei?"一“Jadochs wo1. " r君は明日いっしょに行かな

いのかJrいや、行くよJ

t オランター誇も同様。

オ “Kom je morgen niet mee?"一“Jatoch we1." r向上J

ドイツ認では Doch.だけで十分である o

m
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ド.“Kommstdu morgen nicht mit?"一“Doch."r同上j

Ja. の意味を強めるときには Ja，doch. とも言う。

ド.“Kommstdu morgen mit?"一“Jadoch." r君は明日いっしょに行くか

いJrうん、行くとも」

(d)譲歩

a1 [:Jl] rたしかに…ではあるが」

WOnseradie1 hat mar 12.000 ynwenners， a1 1izze yn dy gemeente dan 

ek 27 doarpen. rヴーンセラディエルには12，000人しか住民がいない。こ

の自治体には27もの村があるのだがJ(ULI' S， C 8 : 7変更〉

De minske hat ek syn p1ak yn de natuer， a1 ste1t er him der faak 

boppe. r人間にも自然の中で自らの占める位置がある。たしかに人間は自

分をその上に壁くことが多いけれどもJ(ULI' S， B 9 : 8変更)

A1 kaam er 1et， hy kaam dochs. rなるほど披は遅く来たけれども、来る

ことは来たのだJ(Zantema 1984 : 27) 

ゥ 「すでにJという意味もある (s51 (4) (C)L 

(e)その他

byge1yks [beiga1iks， bi…] rたとえばj

boppedat [bopad5t] rさらにJ(e 550 )(b)⑤) 

fandat [fJnd5t] rそれにかんしてJ(i b. ) 

derfoar [dE:rfoar] rそのために、そのかわりにj

t 次の誇とは意味の差が生じることがあることに注意。

derfoar [darfoar] rその前で、それに守成して J

derfoarにも derfoarの強調形として fその誌で、それに守成して j と

いう意味がある。

derom [de:romJ rそれゆえに」

ensafuorthinne [ensafwothIna] (略記:ensfh. ) rーなどj

koartsein [kwatsain，…sein]/koartwei [kwatvai，…vei] rつまり、ょ

うするにj

nammers [n丞masJrところでJ

nammerste [n丞mastaJ/namste[namsta] rそれだけますますj

sa net rところでJ， trouwens [tr5uans] r間左J

respektivelik [respekti:valak] rあるいは、ないしはJ

CF respektivelikは「それぞれのJ という意味の形容詞としても用いる。

dy respektive1ike artikels rそれぞれの記事J(Zantema 1984: 810) 

。凸η
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S 53 話法の副詞 (bywurdfan moda I i te i t) 

話者が自分の発言内容について主観的に評価し、心的な態度を表現する副詞

を指す。対象とする領域は文全体に及ぶことが多い。形容認として用いるもの

も多いが、以下ではその場合の意味は示していない。

(1)蓋然性と評価・判断

(a)蓋然性

① tink [tlukJ rきっと、たぶんJ

tinkは元来、 iktink r私は考えるJ(←tinke r考えるJ)の ikr私はj

を省略した語形である。

Jo sille ' t wol drok ha， tink. rあなたはさぞお忙しいことでしょう」

(Ban伊 a19932 
: 83変更)

Silst wol gjin iten ha wolle， tink. r君はたぶん食事をする気にはな

らないだろうねJ(ULI' S， A 6 : 8) 

tinkは他の副詞とちがって前域(主文の定動詞の直前)には置けない。

Hy wennet op ， e romte， ti出. r彼はたぶん人里離れたところに住んでい

るのだろう J

百ywennet tink op 'e romte. r同上j

{辛口nk/Wierskynlik}wennet er op 'e romte. r向上」

②その他

altemets [J1tdmets， jl…] rもしかすると」

ず altemetsには「ときどき j という意味もある (S51(4) (a))。

faak(s) [fa:k(s)] rもしかするとJ

lichtwol [lIxtvol] rもしかするとJ

miskien [mIskidn，…kj In， mds...] rもしかするとj

perfoars(t) [pdfwas(t)] rきっと、たぶんj

wol [vol] rきっと、たぶんJ

wol~mar... rたしかに~だ(ろう)が…だJ

形容詞としても用いられる語には次の語がある。

fest [fe:st] rきっと、たぶんj grif [grIf] rきっと、たぶんJ

wierskynlik [vjI(r)skinldk， vid(r)…] rきっと、たぶんJ(Zantema 

1984 : 1183) 

wis [vIs] rきっと、たぶんJ

次の前置詞匂に注意。

sOnder [sunddr] mis [mIs] rきっと、たぶんJ
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nei (alle) gedachten [gadaxtan] rきっと、たぶんj

(b)評価・判断

① '..ernoch [a(r)n:J :xJ 

lokkigernoch [15kara(r)n:J:x] r運よく、ありがたいことにj

spitigernoch [spitara(r)n:J:xJ r残念ながらj

②その他

eins [ains， EinsJ/einliks […laksJ/einlik(en) […lak(an)]/eigent-

1 iken [ai pnt...， ei …J r本来、ょうするに、本当は」

fansels [f:JnselsJ rもちろんj

yndie(d) [india(t)J rじつに、まったく、いかにもJ

ommers [omas] rところが;なぜならj

官inliks[vInlaksJ/winlik(en) […lak(an)J/wezenlik(en) [ve:zan…J/ 

官ezentlik(en)[ve:zantlak(an)]/wezentlik [ve:zantlak] rじつは、本

当はj

(2)心態詞としての用法

(a)用法

話者のさまざまな感情を聞き手にも配慮しつつ、微妙に表現する用法で、ア

クセントをもたず、前域に現われることがなく、単独で文に相当するものとし

て用いられることもない。ドイツ諾学で「心態語J(ド. Modalpartikelまた

は Abtonungspartikel)と呼ばれるものに相当する。これまで挙げた副詞のな

かには、場所、時間、程度・比較、様態、論理関係といった本来的な意味以外

に、この用法でも用いるものがある。(1)の副詞にもこの用法が認められるこ

とがある。心態、詞としての用法で表現されるニュアンスは訳語で表わしても不

十分であるため、以下では訳語のかわりに大まかなニュアンスの説明を示す。

(b)種類と用例

① doch(s) [d:Jx(s)]/doch(s) [d:J:x(s)] 

話者の認識や期待と開き手の態度との食い違いに気づかせようとする場合

に用いる。

Heit， ik mocht doch noch in koekje hawwe? rパパ、ケーキをもうひと

つもらっていいはずだったでしょう J(Dykstra 1996 : 73) 

Pleagje dyn broer doch net altyd sa! r弟をそんなにいつもいじめてば

かりいてはいけないよJ(ib. 75) 

Dunsje doch mei har， sy wol wol. r~ ，いから彼女と踊ってやれよ。踊っ

てもらいたいんだからさJ(ib. 76) 
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“Is dyn frou hjir ek?““Ja wis， sy hat hjir dochs a1 by jo sit-

ten." rおまえの嫁もここにいるのかJrええ、もちろんいますよ。さっ

きそちらの横にすわっていたでしょう J(UL1' S， A 1 : 10) 

Se1s yn de medyske wra1d， der't men soks dochs wo1 it a1der1este 

ferwachtsje soe， komt it foar. rそのようなことはめったにないと考え

られるような医学の世界でさえ、それは起こるJ(ULI' S， C 11 : 7) 

“Tink om 'e datum. Faak stiet der guod tusken dat krekt oer tiid 

is. Nim it restich mei en sis tsjin e juffer fan 'e kassa datst 

it wo1 foar de he1te fan 'e priis ha wo1st." “Mem! Soks docht mem 

坐生!?net!" r日付に気をつけなさい。よく賞味期限が切れた品物がまじっ

て並んでいることがあるからね。気にしないでレジの女の人のところに持っ

ていって、半額にしてもらうように言うのよJ rお母さん!そんなことす

るもんじゃないわよ!J (Bangma 19932 
: 87変更〉

Jimme 1iezen dochs in tyds註rift?r君らは雑誌を読んだんじゃないのかj

(ULI' S， B 6 : 20) 

② eefkes [e:fkasJ/efkes [efkdsJ/even民:vdnJ/effen[efdnJ/eventsjes 

[…t f dS J 

話者の命令・要請・意向の口調を和らげる印象を開き手に与えようとする

場合に用いる。

Wo1sto my de tsiis eefkes jaan， Nynke? rニンケ、チーズをちょっと取っ

てくれないかJ(Bangma 19932 
: 127変更)

Ik wo1 daalk wo1 eefkes werom komme. rまたすぐにちょっと寄りますか

らJ(Bangma 19932 
: 8) 

(Ris) efkes sjen. rちょっと待って、ええと」

③ eins [aPs， EI nsJ/eink [aiQk， EIQkJ/einliken [丞Pldkm，ei n…J/ 

ein1iks […iはsJ

話者の強い疑惑やとまどいを表わす場合に用いる。

Wat betsjut dat eins? rそれはいったいどういう意味だろう j

Werom nimme minsken einliks in hOn? r人々はいったいどうして犬を飼

いたがるのだろう j印L1'S， C 11 : 15変更〉

③ mar [marJ 

説明や議論に区切りをつけて、判断の確定を示したり聞き手に促したりす

場合に用いる。

o ja， kinst hjir fan a11es wo1 krije. ltIar gebak moat ik mar net ha. 

Ik moat om 'e 1ijn tinke. rええ、ここは何でもあるのよ。でも私はケ
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ーキはちょっとやめておかないと。太るといけないから(口体の線を考え

なければならない)J(文頭の Marr しかし j は並列接続詞、 ~65(2))

(Bangma 1993 : 7変更〉

Dat woe 'k mar even sizze. rちょうどそれを言おうと思ったんだよ」

耳0，wat dogge wy， sis do it mar. rそうだな、どうしよう、君から言っ

てくれよJ(Bangma 19932 
: 7) 

No ja， lit mar. rそうだな、まあ、やめておこう J(Bangma 19932 
: 8) 

Sa is 't mar krekt. rまさにそういうことだなJ(ULI'S， A 19: 8) 

⑤ no [no:uJ 

現状に至る経緯を整理した上で新たな展開を確認する場合に用いる。

Ik kin no freeds ek nochris nei de feemerk. rそれに金曜には家畜の

市にも行くことがあるしなJ(ULI' S， B 11 : 13) 

⑥ ommers [6masJ/nammers [namasJ 

話者が得た認識や論拠を聞き手に間意を求めながら提示する場合に用い

る。

Do bist ommers sa slank as官at，yn al dy jierren neat feroare. rだっ

て、君はスリムそのもの、もう何年もちっとも変わっていないじゃないかj

(Bangma 19932 
: 7) 

Net ien wol ommers graach foar aldmoadrich oansjoen wurde! rだって、

だれも時代遅れだとは思われたくありませんからねJ

Troch bettere ekonomyske omstannichheden koene minsken in wenplak 

sykje fier fan har wurkδf. De auto brocht ommers wol te plak. r*差

済状態の好転によって、人々は職場から遠く離れたところに住まいを求め

られるようになった。車がちゃんと運んでくれたからである J(ULI' S， B 

8:7変更〉

Oft it stikken giet? Wolnee. Us industry makket alles ommers ge-

weldich goed. r故障するのではないかですって。いいえ、だいじようぷ

です。私たちの産業技術のおかげで伺でもちゃんと直りますからJ(ULI' S， 

A 12 : 18) 

ウ オランダ誇の immersにあたる。ドイツ誇の jaに相当すると考えられる。

岳フリジア誇やオランダ誇の jaは心建詞には用いな L、。

⑦ ris [nsJ 

話者の主張や断定の口調を和らげる印象を聞き手に与えようとする場合に

用いる。④の marとともに用いることも多く、 marrisと1語でつづるこ

ともある。

『，g



日oatte官yde stofsuger net ris in kear stean litte? 日oattewy 

tuchblikje en feger wer yn eare herstelle? r私たちは掃除機を一度止

めてみるべきではないでしょうか。ちりとりとほうきを再び尊重するべき

ではないでしょうかJ( r一度にj という意味は risではなく、 ienkear 

が表わしている。 ~48(d)) (ULI'S， A 12:7) 

Fertel mar ris， wat mankearret der oan? rまあ、ちょっと教えてくだ

さいよ、何が足りないんでしょう J(ULI'S， A 18: 10) 

Oerlis mei myn husdokter hie as gefolch dat ik mar ris nei in 

spesjalist ta moast. r家庭医に相談したところ、とにかく一度、専門医

のところに行く必要があるということになったJ(ULγS， B 6 : 8変更〉

Gean de kast marris troch. Sjoch wer't wy ferlet fan ha. rちょっと

戸棚を確認してみなさい。何が不足しているか見てみるのよJ(Bangma 

19932 
: 83) 

ず risはオランダ認の eens、 ドイツ誇の malにあたる o risは語源的にド

イツ誇の Reiser旅行j ど 関係がある(~ 48 (d) L 
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VII der 

954 まとめ

der [dH]には次の 4つの用法がある。

①代名詞の der(pronominaal ‘der' ) 

Se binne der grutsk op. r彼らはそれを誇りにしている」

②場所の der(lokatyf ‘der' ) 

Hy wennet der net mear. r彼はもうそこには住んでいない」

③存在の der(eksistinsjeel ‘der' ) 

Earizers besteane der suver net mear. rイェ ljーゼル(金銀をあしらっ

た伝統的な婦人用の頭巾)はもうほとんどなくなったJ(Tamminga 1973 : 

213) 

④虚辞の der(ekspletyf ‘der' ) 

Der fa1t snie ut 'e 10ft. r空から雪が降っているJ(ULI' S， A 9 : 7変

更〉

それぞれの用法には次のような特徴がある。

指示機能前域での derなど

使用 との交替

代名詞の der あり 不可 可

場所の der あり 不可 可

存在の der なし 可 不可

虚辞の der なし 可 不可

用法の特徴

後置詞化した本来の前置

詞とともに用いる

「それjと訳せる

特定の場所を示す

「そこにj と訳せる

存在文で用いる

訳せない

主語の位置を占め、自然

に主語を導入する

非人称受動でも用いる

訳せない

てア 「代名詞の derJ !l副詞ではなく、代名詞 (r一代名詞、エ. R-pronoun) 

として分類するほうが連当であるが (VanRiemsdijk 1978 : 36-45)、俊宜

上、以下でまとめて扱う。

〈デオランダ誇の er[a] との相違について o

西フリジア誇の derはオランダ誇の er と共通点が多 L、。上記の 4つの
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用法はオランダ言吾の erにもま毛められる (Sjolin 1989: 55ff.)。

ただし、オランダ誇の「数量の erJ (オ. kwantitatief 'er') の用法は

i1!ilフリジア誇にはない。それを用いた表乳はオランダ誇の影響として好ま

しくないとされる (Tamminga1973 : 212ff.)。

フ. Ik ha {*der/ O} tri j e . rキムは(それを) 3つもっている J(Hoekema 

1983 : 85変更)

オ. Ik heb {er/*白}drie. r向上J(ib. 85支史)

フ. Fan de hundert ynwenners ken ik {*der/臼}mar tritich. r100メ、

の住民のうらで私は(その) 30人しか矢口らないJ(ib.85支史)

オ. Van de honderd inwoners ken ik {er/*臼}maar dertig. r同上j

(ib. 85変史)

オランダ誇の「数量の erJ は元永、 3人称代名詞夜数属格 iroに由永し

( r喜11分の属格J)、語源的にも他の用法の erどは異なる (Bech1952 : 

26)。この erは名詞とともには用 L、な L、。

オ.“Ikheb alleen dertig gulden."“Ik heb {er honderd/*er honderd 

gulden}". rキムは30ギルダーしかもってい公い r私!.;l:100ギルダーもっ

ている J([honderd guldenJ→[er [honderd oJJ) (Hoekema 1983 : 85 

支史)
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355 代名詞の der (pronominaal ‘d e r' ) 

(1)まとめ

(a)基本的な用法

「前置詞+物事を示す代名詞」のかわりに、その代名詞を受けて rder(…〉

前置詞」として用いる場合の derを「代名詞の derJという。日本語で「そ

れJなどと訳すことができる。この場合、位置から見ると、「代名詞の derJ

を支配する前置認は後置詞になっていると言えるが(859)、以下では説明の

都合上、 rder(…〉前置詞Jと示す。

Se binne {grutsk 0p har doarp/op har doarp grutsk}. r彼らは自分た

ちの村を誇りにしている」

→Se binne {*op it grutsk/本grutskop it}. r彼らはそれを誇りにして

いるj

Se binne坐!grutsk op・「向上J(deri grutsk opJ) 

その佑の用例。

百ywie der in bytsje ferlegen mei. r彼はそれに少し当惑したJ(ULI' S， 

B 3 : 17変更〉

Mannichien is der neat op tsjin in hOn as husfreon te nimmen. r犬

を家族ぐるみの友人とすることに何も抵抗を感じない人たちが多いJ

(ULI' S， C 11 : 15変更〉

Ik sjoch al wat der oan skeelt. r何が足りないか私にはもうわかったJ

(Bangma 19932 
: 28) 

derは動詞や形容詞との結びつきが強い「補足成分J(komplemint)の場合

には、前置詞から分離するのが好まし ~\o 逆に、述語との結びつきが弱い「付

加成分J(adjunkt)の場合には分離しない〈前置詞の残留、 861(5))0

:Q" r der(..寸前亘詞 j とならない前亘詞も少、数ある (~61(4)) 。

ウオランダ誇も向議。

オ. Ze zijn {trots 0p hun dorp/op hun dorp trots}. r同上J

→Ze zijn {*trots op it/句ιit trots}. r向上J

Ze zijn虫Etrots op. r同上J

ドイツ誇の標準語では da(r)と前亙詞は分離できない。

ド. Sie sind {stolz auf ihr Dorf/auf ihr Dorf stolz}. r向上」

→Sie sind {*stolz auf es/匂 ufes stolz}. r同上j

Sie sind {stolz darauf/darauf stolz/吋a(r)stolz auf}. r向上j

(b)他の語形との交替

前域に置く場合や強調する場合にはアクセントをもっ derを用い、意味・

1
1
ム
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用法によって hjir/wer/earne/nearne/oeralとも交替する。

①前域の der

前域ではアクセントをもっ der[de:討を用いる。本der[dH]はアクセ

ントをもたないので用いない。

{笠!:I*主主}binne se grutsk op・「それを彼らは誇りにしているj

σdat と itの使い分けも同様(~ 41 (2) (a)⑤)。

c?えの表1えは誤りである。

*Op dat binne se grutsk. r向上j

その他の用例。

Der moatst faaks eefkes ta wenne. rそれには君はちょっと慣れる必要

があるかもしれないねJ(Bangma 19932 
: 26) 

Der hast gelyk oan. rその点で君は正しいJ(ULI' S， A 19 : 8) 

②文中の der

文中でも derのほかに、強識するときには derを用いる。

Se binne der grutsk op. r彼らはそれ(こそ)を誇りにしているj

その他の用例。

宜yhat der syn eigen ideeen oer. r彼はその点については自分の考えが

あるJ(ULI' S， B4: 7変更〉

Binne jo it der mei iens? rあなたはその点にかんしては賛成ですかJ

(ULI' S， B 13 : 12) 

③ hjir [jlrJ rこれJ

記irbinne se grutsk op. rこれを彼らは誇りにしているJ

Se binne hjir grutsk op. r彼らはこれを誇りにしているJ

ワ次の表現は誤りである。

{*up dit binne se/*Se binne op dit} grutsk. r向上J

その他の用例。

Ut it Noardgermaansk binne untstien:lt Noarsk， Sweedsk en Yslansk. 

Hjir kaam ek it Eastgermaansk ut fuort， der't it Goatysk in be-

langrike taal fan is. riヒゲルマン語から次の言語が生まれた:ノルウェ

ー語、スウェーデン語、そして、アイスランド語。これからまた東ゲルマ

ン語が生じたが、ゴート語はその中で重要な言語であるJ(Boersma/Van 

der胃oude19812 
: 8変更〉

Ejirnjonken stiet ien side ut in folder fan in willekeurich sike-

hus ofprinte. rこの横にはある不特定の病院の案内から取った 1ページ

が印刷されていますJ(ULI'S， B 6: 8) 
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④疑問文の wer，関係文の der

疑問文では wer，関係、文では derとなる。

Wer binne se grutsk op? r被らは何を誇りにしているのだろう J

it doarp der' t se grutsk op binne r彼らが誇りにしている村J

CF えの表札は誤りである。

牢Opwat binne se grutsk? r後らは千ぎを誇うにしているのだろう J

牢itdoarp op dat se grutsk binne r彼らが誇りにしている村j

⑤不定の earne[I 3m]，否定の nearne[nI m:l]，および oeral[Udr51 ] 

「すべてj

一定の文成分を指示しない不定住nbepaald)の意味では earneを用いる。

否定の意味では nearneを用い、「すべてjの意味では oeralを用いる。

earne grutsk op weze r何かを誇りにしている(こと )J

Se binne nearne grutsk op. r披らは何も誇りにしていないJ

Se binne虫ralgrutsk op・「彼らはすべてを誇りにしているJ

次の表現も可能である。

op {eat/wat} grutsk weze r何かを誇りにしている(こと )J

Se binne grutsk op n盟主・「彼らは何も誇りにしていない」

Se binne grutsk op a斗主主・「彼らはすべてを誇りにしているJ

その他の用例。

Juster pratesto 1learne oer. r昨日、君は何も言っていなかったJ(ULI'S， 

C 8 : 5変更〉

Pake die as wist er fan neat. r祖父は何も知らないふりをしたJ

(ULI' S， C 19 : 27) 

Der wurdt net foar neat sein. r何もないことについては何も言われな

い(=言われるだけのことはある )J(ULI' S， A 17 : 10) 

Hy koe wol earne om ferlegen weze. r彼は何かがどうしても必要だった

のかもしれないJ(Boersma/Van der官oude19802 
: 36) 

Hy bemuoit him 0eral mei. r彼は何事も気にかけるJ(ib. 36) 

ウオランダ語でも erは hier/waar/ergens/nergens/overal とも文春する o

ただし、 ドイツ誇では da(r) は hier/wo(r) とは文春するが、 irgend-

wo (r)/nirgendwo (r)/uberal とは交替しない。つまり、 ドイツ誇では岳フ

リジア誇やオランダ語とちがって、不定や否定の意味をもっ場令には交替

できない。

オ. {主主盟主 trotsoP/Qιi主主主 trots}zijn 向上J

Ze zijn {nergens trots op/trots op niets}. r向上j
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Ze zijn 包主主ltrots op/trots Q旦4斗主主}. r向上j

ド. {*irgendworauf stolz/auf etwas stolz} sein r向上j

Sie sind {*rlIrgendworauf stolz/stolz auf nichts}. r同上j

Sie sind {*iiberalauf stolz/stolz auf alles}. r河上j

また、 ドイツ3吾では da(r) は dortとは文春しな L、。

ド. Sie sind {DARA目、/*dortauf}stolz. r彼らはそれ(こそ)を誇りに

している J(DARAUFは強調のアクセントがあることを示す)

ワ例外的に「前亙詞 +datJ の誇形で論理関係を表わす副詞として定着して

い る も の が あ る (~ 52 (3) (d) )。

boppedat rさらにJ(特 derbopperその上にj

fandat rそれにかんして J(特 derfanrそれの、それについて J) 

(c)慣用句の der

derut sjen r…のように見える」のように慣用句として国定しているものが

ある o der は derなど他の語形と交替せず、何も指さない。この derは「代

名詞の derJとは言えないが、便宜上、ここに記しておく。

Troch de Ierljochting sjocht it der hiel rnoai ut. r照明でそれはと

ても美しく見えるJ(ULI' S， A 17 : 16変更〉

Dyn auto sjocht der krekt sa ut as rnines. r君の車は私のとまったく

同じように見えるJ(ULI' S， A 18 : 13変更〉

ケオランダ認でも eruitzienrーのように見える j のように捜用句として囲

定している erがある。ドイツ誇ではたんに aussehenr向上j という。

(2)相関詞の der

(a)用法

下代名詞の derJを伴う前置詞は述語や名詞の補足成分である場合、従属文

や不定詞匂を直接支配できず、 derを用いて後続する従属文や不定詞匂をあら

かじめ示す必要がある。これを「相関詞(ド. Korrelat)の derJと呼ぶ。

De natuerbeskerrners bip~e der fansels foar [dat it Waad safolle 

rnooglik syn funksje as machtich moai natuergebiet ha1dtJ. r自然保

護家はもちろんヴアート地帯(オランダ北部の干潟地帯)がそのすばらし

く美しい自然地域としての機能を守ることに賛成であるJ(ULI' S， B 11 : 

17変更〉

De reklarne rnakket de rninsken nijsgjirrich en soarget der foar [dat 

der kocht wurdtJ. r広告は人々の興味をそそり、買われるようにしむけ

るJ(ULI' S， B 10 : 8) 
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Hja hawwe der belang by [dat fan har produkten ferkocht wurdt，百at

mear， wat leaverJ. r彼らは自分たちの製品が売れることに関心がある一

多く売れればそれだけ結構一J(UL1'S， C 11: 7) 

It liket坐!op [dat de tsjintwurdige gemeentlike yndie1ing syn 

langste tiid han hatJ. r現在の自治体の区分はもはや時代遅れの感があ

るJ(UL1' S， C 8 : 7) 

ただし、付加成分としてはたらく副詞節では、前置詞が従属文や不定詞伺を

直接支配することができる (~61( 3))。

Do antwurdest [sunder [nei te tinken日.r君はよく考えずに答えた」

(UL1' S， C 8 : 22) 

Do antwurdest [sOnder [datst neitochtstJJ. r関上J

(b) 仁相関詞の derJと前置詞を欠く例

相関詞の derと前置認を欠く併がある。これは述語の意味などによって差

が応り、とくに感培、感覚を表わす動詞や形容詞に多い。

Se bin...'1e o 1 bl i id O2 dat se twa dagen faninoar of binne. r彼らは

2日続けて休むのがうれしそうだJ(01=der， O2=mei， oer)(ULI'S， B 

20 : 8) 

Ik sil 01 O2 soargje dat ik thus bin. r私は家にいるように心がけ

ますJ(01=der， O2=foar)(Bangma 19932
: 22) 

(c) r相関詞の derJだけを欠いているように見える例

次の伊jでは derを介在させずに前置詞が亘接、従属文を支配しているよう

に見える。しかし、 watは先行詞を欠く関係代名詞であり、 watに導かれた関

係文全体は名詞句として機能している。

Do hast gely註[思g[盟主主 seist]J. r君は君の言う点で正しい」

その他の用例。

Soms binne jo it wol hielendal iens [mei [wat yn in boek stietJJ. 

「ときには本に出ていることとまったく同感だということもあるでしょう j

(也1'S雪 A16 : 7変更〉

Besite is foar in pasjint tige wichtich. Dertroch bliuwt er op 'e 

hichte [mei [wat der yn 'e wra1d bOten it sikehOs bartJJ. r見舞い

は病人にとってとても大切である。それを通じて病人は病院以外の世界で

起こっているできごとを知るJ(UL1' S， B 11 : 12) 

Kinst der oer diskusearje， [oer [wat a1 of net in sport isJJ? r君
は何がスポーツで、何がそうでないかということについて論じることがで

きますかJ(Bangma 19932 
: 154変更〉
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σ rwat一関係丈Jが従属えではなく名詞句であるのは、次の事実からも明ら

かである。

i) Do hast gelyk [oan [watsto seistJJ han. r主主!.i君の言う点で正しかっ

たJ

ii) Do hast gelyk 0i han [oan [watsto seistJJi. r向上J

iii) *Do hast gelyk [oan 0 iJ han [watsto seistJ i・「向上J

上記の ii) と五)はともにけからタト亘 (ekstraposysje) を施した例で

ある。一般にタト毘は従属丈についてはゑ務的であり、前亘詞句については

任意であり、名詞句については不可能である。 i) とn)が可能なのは

[oan [watsto seistJJが前亙詞匂であることを示しており、 iii) が不可能

なのは [watstoseistJが従属文ではな〈、名詞句であることを示してい

る。

(3) de rの語)1関

(a) derと前置詞の語)1国

derと前置詞は述語と結びつきの強い補語成分であるときには、分離して現

われるのがふつうである (~61(5))o derは文の f中域J(ド.日ittelfeld)

の前方に置かれ、「左枠J(ド. linke Satzklammer)に置かれた主文の定動詞

や従属接続詞・関係代名詞・間接疑問文の疑問詞 (3者をまとめて「補文導入

要素J、 8380))の直後に f連接形J(接語、 k1itik)のように添えて用いる

傾向が強い。一方、前置詞は中域の末尾に置かれ、枠構造では f右枠J(ド.

rechte Satzklammer)に置かれた分離動詞の分離成分や過去分詞・不定詞・定

動誌などの動詞成分の直前に現われる。つまり、前置詞は後続する動詞と隣接

しなければならないという「隣接条件Jに従う。

Sy hat fan 'e moarn {har man mei de fOst/mei de fOst har man} 

slein. r彼女は今朝、夫をげんこつでなぐったj

→Sy hat der fan 'e moarn har man mei slein. r彼女は今朝、夫をそれ

でなぐった」

→本Syhat fan 'e moarn der har man mei slein. r同上」
→*Sy hat der fan 'e moarn mei har man slein. r同上J

次の文では前置詩句 meide kwast rはけで」を形容詞 gielr黄色にjの後

に置くと、ふつう不自然になるが、「代名詞の derJを用いると、反対に mei

を gielの後に置いて過去分詞 ferve(←fervje r塗るJ)の直前に来るよう

にし、これと隣接しなければならない。

Hy hat juster it stek {mei de kwast giel/?giel mei de kwast} ferve. 
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「彼はきのう櫛をはけで黄色に塗ったj

→Hy hat der juster it stek giel mei ferve. r彼は昨日捕をそれで緑

色に塗った」

→*Hy hat juster der it stek giel mei ferve. r向上」

→*Hy hat der juster it stek mei giel ferve. r同上」

中域に主語があるときには、 derは主語の後に置く。

Binne se der grutsk op? r彼らはそのことを誇りにしているのだろうかj

Neffens my hat dy frou der gjin klap ferstan fan. r私の意見ではあ

の女の人はそのことについて何ひとつわかっていないJ(Bangma 19932 
: 

28) 

(b)その他の語)1畏

以上が原則だが、次のように主文の定動詞に続く名詞句などの後に derを

置く例も散見される O

Luk dy trui der dan noch ris by oan. rそれならそのセーターをちょっ

とそれに合わせて着てごらんJ(Bangma 19932 
: 29) 

Yn 't earste oankommen binne it och sokke simpele ferskes oer it 

boerebedriuw fan foar 1900， mar by faker lezen fynt men iderkear 

der官erdingen yn， dy't earder oer de holle sjoen waarden. r一見す

ると、それは1900年以前の農村社会にまつわるいとも素朴な詩句だが、繰

り返し読むと、その中に以前は気づかなかった事柄をそのたびごとに発見

するJ(Stienstra 1982 : 127) 

σ オランダ誇の erでも同議の例がえられる (Donaldson19873 
: 222) 0 

(c) derと人称代名詞の語順

人称代名詞と men[m;mJ (目的格 jin [j叩])f<話者を含めて一般に)人j

は derと同様に文の中域の前方に置かれる額向がある。 derと人称代名詞が

並んで現われる場合には、 rder+人称代名詞」または「人称代名詞+derJの

語j騒が可能である。

Sy besykje {der us/us der} fan te oertsjugjen. r彼らは私たちにその

ことを納得させようとするJ(UL1' S， A 12 : 7変更〉

Dan hoecht men {der jin/jin der} net oer te fernuverjen. fそれなら

ばそのことに驚くにはおよばないJ(UL1' S， C 11 : 3変更〉

ただし、次の①，②，③の場合を除く。

①主語人称代名謁十der

人称代名詞が主語の場合には、「主語人称代名詞+derJの語)1震だけが許さ

れる。
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{Bisto der/油 istder do} grutsk op? r君はそれを誇りにしているの

かJ

1s {hy der/er der/*der hy/*der er} grutsk op? r彼はそれを誇りにし

ているのだろうか」

Hoe't {se 生rus/se us 生T/本生!se us/*der us se} fan besykje te 

oerts j Ilg j en， it is orn e nocht. rどんなに彼らが私たちを納得させよ

うとしても、 それはむだだJ

② it-トder

人称代名詞が itの場合には、 itが主語か否かにかかわらず、 ‘it+der' 

の語JI震だけが許される。

Sorns liket {it der!ネderi t} op. 「ときにはそのように見えることもあ

るJ(ULI' S， C 11 : 6変更)

I註 bin{it der/*der it} rnei iens. 「私はそれに賛成だ」

③主語人称代名詞と主語以外の itがある場合には、 derをそのどちらの前

にも置くことができない。

Hy tinkt dat {wy it主主/却y坐!it/*坐!wy it/せ主 itwy}史 iiens 

binne. f彼は私たちがそれに賛成だと思っているj

なお、主語以外の itは主語人称代名詞の前に置くことができない。

Hy tinkt dat {wy it/*it wy} der mei iens binne. 

ピア der と人材、代名詞が主えの定動詞や補え導入要意 (従属接続詞・関係代名

詞・間接疑問丈の疑問詞、 ~ 38(1)) の産後に豆かれる傾向が強いのは、

局者にi主接形 (接語 klitik) としての性質が強いことを示している。
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S 56 場所の der(Iokatyf 'der') 

(a)まとめ

「場所の derJは特定の場所を示す文成分を受ける場所の副詞としての der

(~ 50(l)(a)②)を指す。日本語で「そこに」などと訳すことができる。前域

やそのほかの位置で強調する場合には、アクセントをもっ derを用いる。意

味的には場所を示す他の Ir一高IJ詞J、hjir iここJIwer IどこJlearne iどこ

かJInearne rどこにも…ないJloeral rどこでもJと同類である。

Dit is it hus Ian e dichter， mar dy官ennetder net mear. rこれが

その詩人の家です。けれども、その詩人はもうそこには住んでいませんj

(der=yn it hus)(Sjolin 1989 : 56変更)

(b)他の語形との交替

①前域の der

前域ではアクセントをもっ derを用いる。アクセントをもたない derは

不可。

Dit is it hus fan 'e dichter， mar {der/*der}百enneter net mear. 

「これがその詩人の家です。けれども、そこにはその詩人はもう住んでい

ません」

②文中の der

文中でも derのほかに、強調する場合には derを用いる。

Dit is it hus fan 'e dichter， mar dy wennet der net mear. iこれが

その詩人の家です。けれども、その詩人はそこにはもう住んでいませんJ

③ hjir rここj

Dit is it hus fan ' e dichter， mar dy官ennethjir net mear. rこれが

その詩人の家です。けれども、その詩人はここにはもう住んでいませんJ

④関係文の der，疑問文の wer

Dit i.s it hus der't de dichter earder wenne hat. rこれがその詩人が

以前、住んでいた家ですJ

Wer wennet de dichter no? rその詩人は今はどこに住んでいますかJ

⑤不定の earne，否定の nearneおよび oeralrどこでもJ

earne百enjerどこかに住む(こと )J

1t is nearne goed te wenjen. rどこにも住むのにいいところはないJ

1t is oeral goed te wenjen. rどこでも住むのにはいいところだ」

(c)その他の用例

As lytsfaam arbeide ik by in rike famylje op 'e Lemmer. Ik ha der 

trije jier町 sten ik ha der noait in stikje iten krigen. I女中と
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して私はデ・レメル(オ. Lemmerレメル)の裕福な家で働きました。そ

こには 3年いましたが、ただの一口も食事をもらったためしがありません

でしたJ(ULI' S， B 2 : 17， 18変更)

Yn 'e rin fan 'e jierren ha in protte minsken har yn 'e sted nei 

官enjenset. Want der wie wurk， der wie fertier. r長年の間に人々が

おおぜい都市に居住するようになった。なぜならそこには職があり、そこ

には娯楽があったからであるJ(ULI' S， C 11 : 2) 

Der is ien by de doar. Wa is der? i玄関のところにだれかいるわ。そ

こにいるのはどなたですかJ(文頭の derは「存在の derJUi 57)) 

(Bosma-Banning 19812
: 11) 
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S 57 存在の der(eksistinsjeel 'der') 

(1)用法

(a)まとめ

「存在の derJは存在(あるいは不在〉を表わす動詞一「存在勤詞Jと呼ぶ

ーとともに用いられ、特定の場所を指すことはない。 derなどとは交替せず、

前域に置くことができ、アクセントをもつことはない。前域以外でも用いる。

Der is sorns gans ferski1 yn it werjaan fan de feiten. r事実の描き

かたにはときには大きな差があるJ(ULI' S， C 20 : 5変更〉

Der skine a1tyd sokke minsken te wezen. rそういう人たちはいつでも

いるらしいJ(也l'S， C 20 : 6変更〉

Doe wie der noch gjin sprake fan ferkears1jochten en foarrangs-

diken. r当時はまだ信号機や優先道路は問題にならなかったJ(UL1' S， A 

18 : 8変更〉

Be1angstel1ing foar sa'n undernimmen is der rnear as genδch. rその

ような企画にたいする興味は十二分にあるJ(ULI' S， B 5 : 7) 

Muglikheden om te undersykjen binne der oer en te folle. r調査がで

きる可能性は山ほどあるJ(De Boer 1985 : 264) 

Spoeken besteane der net. r幽霊というものはいないJ(Hoekstra 1991a 

: 77) 

場所を示す副詞匂が文中にあるときにも用いる C

Der wiene rnar in pear rninsken doe op 'e Lemmer dy't in lytsfaam 

ha1den. i当時、デ・レメル〈オ. Lemrnerレメル)には女中を置いていた

人はほんのわずかしかいませんでしたJ(ULγS， B 2 : 17) 

主語は定・既知のものでもいい。

It Frysk Orkest moat der bliuwe. rフリジア・オーケストラは存続する

べきだJ(Hoekstra 1991a : 77) 

Ik kopiearre de siden dy't der misten. r私は欠けていたページをコピ

ーしたJ(ib. 77) 

(b) r存在の derJを省く場合

特定の場所を示す副詞勾が前域にあったり、中域で「存在の derJと隣接す

るときには、「存在の derJを省くことがある。

i) Ut dy samling binne der fjouwer skilderijen円1dat rnuseum. rそのコ

レクションからは 4つの絵があの美術館にあるJ(Hoekema 1983 : 88) 

Yn dat rnuseum binne o f jouwer skilderi jen ut dy saml ing. rあの美

術館にはそのコレクションから 4つの絵があるJ(ib. 88変更〉
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u) In jiermannich lyn wie der by uzes in jonkje utfanhOs. r数年前、わ

が家にある男の子が泊まったことがあったJ(Tamminga 1973 : 214) 

By uzes wie 0 in j iermannich lyn in jonkje utfa出Os.rわが家に数

年前、ある男の子が泊まったことがあったJ(ib. 214) 

in) Sit {der/0} yn dat hOs ek elektrysk ljocht? rあの家には電気の照明

もありますかJ(耳oekema1983 : 87) 

「存在の derJを欠くその他の用例。

Op hiel wat doarpen is 0 hjoeddedei in toanielferiening， dy' t 

alle jierren mei eigen kreften in toanielstik opfiert. rかなり多く

の村に今日では毎年、自力で患jを上演する劇団があるJ(ULI'S， C 20 : 9) 

Yn us provinsje binne o f jouwer treinferbiningen. r手ムたちの州には

鉄道路線が四つあるJ(ULI' S， C 20 : g) 

Yn e provinsje Fryslan binne 0 44 gemeenten. rフリースラント州に

は44の自治体があるJ(ULI' S， C 8 : 7) 

Ek yn us eigen strjitte is 0 soms gj in parkerplak. r私たち自身の

ところの通りにも駐車場がないことがあるJ(ULI' S， A 8 : 11変更)

(2) r存在の derJと「虚辞の derJ(958) 

「存在の derJと858で扱う「虚辞の derJはともに特定の場所を指示せず、

区別がつきにくい場合がある。「存在の derJは存在動詞とともに用いられる

が、「虚辞の derJにはそのような制限はな 1，¥ 0 したがって、存在動詞以外の

述語とともに用いられた derは、特定の場所を指さなければ「虚辞の derJ

であるといえる。

一方、存在勤詞とともに用いた「存在の derJを含む文の主語が新しい情報

を伝える場合には、「虚辞の derJとしての性格も認められる場合がある。

“Fytsmakker， soene jo myn fyts goed neisjen wol1e， hy docht it net 

sa best. "“Jawis wol. Sjoch， der sit in skuor yn 'e efterban. " r自
転車屋さん、ぼくの自転車をよく晃てもらえませんか。どうも調子が良く

ないんですJrああ、いいよ。ほらごらん、後ろの車輪に裂け目があるよ」

(ULI' S， A 18 : 10変更)

合オランダ誇の文法書には[存立の derJ と「虚辞の derJ を区別してい告:

いものがある(たとえば Donaldson19873 
: 221-224)。しかし、西フリジ

ア誇には主語が定・既知の場令に琉われる derがある。これは存主丈で

次の用例のように明らかに f虚詩の derJ とは成能的に異なる derがあ

るので、両者の区別を認めるのが笠ましい。対応するオランダ認には er
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は現われない o

フ. Spoeken besteane der net. r必霊というものはいないJ(Hoekstra 

1991a : 77) 

オ. Spoken bestaan o niet. r向上J(ib. 77) 

フ. It Frysk Orkest moat der bliuwe. rフリジア・オーケストラは存続

するべきだJ(ib. 77) 

オ. Het Frysk Orkest moet o blijven. r向上J(ib. 77) 
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S 58 虚辞の der (ekspietyf ‘d e r' ) 

(1)まとめ

「存在の derJ以外にも、特定の場所を指さず、 derなどと交替せずに前域

に置くことができ、アクセントを担わず、語葉的な意味をもたない derがあ

るo r虚辞の derJは主語の現われるべき位置をふさぐ場合に用いられ、新し

い情報を伝える主語がほかの位置に現われることを先取りして、それを自然な

形で導入する役割を果たす。主語を欠くいわゆる自動詞の受動態でも用いる O

「虚辞の derJは荷域以外でも用いる。主語は不定・未知のものに限られる

が、述語の種類にかんする制眼は弱い。ただし、恒常的な性質や一般的な特散

を示す場合は、一般に主語が新しい情報を提供するのに不自然であるために用

いられないことが多い。以下にその用例を示す。

①主語が定・既知の場合

本Derkaam Piter by de trep op. rピテルが階段をのぼってきたJ

φPiter kaam by de trep op. r向上」

②恒常的な性質を示す場合

*Der smakket tsiis lekker. rチーズがおいしいJ(Sjolin 1989 : 111) 

φTsiis smakket lekker. r向上J

③一般的な特徴を示す場合

特殊な状況でないかぎり、次のような相違が認められる。

?Der is in jonge lang. r男の子が背が高い」

φDer is in jonge siik. r男の子が病気だ」

すオランダ誇でも不可。

オ.① *Erkwam Pieter de trap op. r向上J(Postma 19823 
: 152変更)

件 Pieterkwam de trap op. r向上J(ib. 152交史)

② *Er smaakt kaas lekker. r同上j

件 Kaassmaakt lekker. r向上j

③ ?Er is een jongen lang. r同上j

仲 Eris een jongen ziek. r同上j

ただし、①はドイツ誇では許される。

ド.① Eskam Peter die Treppe herauf. r向上J(Postma 19823 
: 152 

交史)

Peter kam die Treppe herauf. r詞上」

類例は数多く見られる。

ド. Es irrt der Mensch， solang er strebt. r人間は努力するか Fり速

うものだJ(Goethe) 
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Es hatte der瓦onigeine Tochter. r玉には浪がし、たJ(Van Dam 

1972 : 7) 

Es lebe der Konig. r玉禄、万歳J(Van Dam 19583 
: 227) 

(Es) ho1t' ihn der Teufel! rあいつなんかくたばっちまえ J(ib. 

228) 

一般に主語は定・既知の清報を担うことが多い。そうでない場合には、自然

な情報伝達の流れに沿うように、主語の位置に「虚辞の derJを置くことによっ

て、新しい情報である主語をその位置からはずすのが望ましい。 r虚辞の derJ

を用いなければ、主語はすでに知られていると解釈されることになって唐突な

印象を与え、言語使用上、好ましくないことが多いο このように、西フリジア

語の「虚辞の derJには文脈やその場の状況、話者の意図などが徴妙に影響す

る。

σ オランダ誇の erを論じた Bech(1952 : 16) は、 erの導入によって自動

詞丈や受動えの丈法上の主主吾は他動詞の直義目的語の位宣に呈かれること

になり、え法上の主語は「トピックとしての目的語J(ド. topisches 

Objekt)になると述べている。たとえば、

オ. Een man stond in de tuin. r庭に男の人が立っていたj

というオランダ誇の丈を er(ド.repletives ‘er' )を用 L、て

オ. Er stond een man in de tuin. r向上J

というと、このえは誇}I摂にかんして

オ. Ik zag een man in de tuin. rキムは定に男の人がいるのを見たj

と同じ構造になるという。この説明は西フリジア誇にもあてはまる。

(2)個々の用法と用例

以下では能動態と受動態の場合に分けて「虚辞の derJの用法を解説する。

(a)能動態の場合

Der begjinne ek al in pear str依 jesut te rinnen. rそれにもう木立

も芽を出しはじめているものがあるJ(ULI' S， A 9 : 7) 

Der kinne allegearre unferwachte dingen barre. r思いがけないできご

とがいろいろ起こる可能性があるJ

De leste tiden is der noch al ris in busline ferdwun. r最近またパ

ス路線がひとつ姿を消してしまったJ(ULI'S， C 20: 9) 

Sa binne der yn Fryslan yn dy tiid alve steden untstien. rこうして

フリースラントではこの時代に11の都市が成立したJ(ULI' S， C 11 : 2) 

As it moai waar is， komme der in tritich manlju te keatsen. r天気
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が良ければ、 30人くらい男の人たちがケアツェン(フリ-スラントの伝統

的な球技)をしにやってくるJ(ULI' S， A 5 : 9変更〉

Wy ride in pear kear in blokje om， oant der in plakje frij komt. 

「場所があくまで、何回かそこらを車で回ることにしよう J(ULI' S， A 8 

: 11変更〉

Der giet noch mar in bytsje ferkear troch us strjitte. r手ムfこちのと

ころの通りにはほんの少し車が通るだけですJ(ULI' S， A 8 : 7) 

Der hat fan 'e moarn ien skille. r今朝、だれかが電話をかけてきたJ

(Hoekstra未明IJ: s) 

(b)他動詞の受動態の場合

行為者は想定できるが、不定であり、ふつう示さない (Sjolin1989: 57)。

Der wurde nochal官atnije wenten boud foar minsken dy't foarhinne 

yn e sted wennen， mar no by US op it doarp kommen binne. r以前は

都市に住んでいたが、今は私たちの村に来た人々のために、かなりたくさ

ん家が建てられているJ(ULI' S， B 8 : 15) 

Om de ellinde te ferjitten， wurdt der in soad sterke drank brukt. 

f貧困を忘れるために、強い酒が大量に用いられるJ(ULI'S， B 2: 15) 

Oan 'e ein fan de feestdei wurdt der in fjoerwurkδfstutsen. r祭り

の日の最後に花火が打ち上げられるJ(ULI' S， A 17 : 16) 

It wie hiel gewoan dat der by in besite by de boer， dochs in def-

tich barren， eartiids mar twa gleskes brukt waarden， ien foar de 

manlju en ien foar de froulju. r改まった大切な行事でも、以前は農家

を訪れたときには、ふたつしかグラスが出されないことがごくふつうだっ

た。ひとつは男性用、ひとつは女性用であるJ(ULI' S， B 3 : 17変更〉

(c)自動詞の受動態の場合

西フリジア語では、英語を除くゲルマン語で一般にそうであるように、行為

者が想定される動作である場合に自動詞文からも受動態ができる。この場合、

主語の名詞勾はなく、行為者は不定・不特定で表現されないことが多い。

自動詞の受動態でも「虚辞の derJを用いることがある o der はドイツ語の

esと違って、前域以外の位置でも現われることができる。他の場合と同様に、

derの使用の有無は(1)で述べた理由からはっきりとは定式化しにくい。

Der waard ta de nacht ut dunse. r夜を徹して踊りが続いたJ(Hoekstra 

1991a: 62) 

Dan waard {der Io} ta de nacht ut dOnse. rそれから夜を徹して踊りが

続いたj
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Hy seit dat {der/臼}ta de nacht ut dunse waard. r彼は夜を徹して踊

りが続いたと言っているJ

σ オランダ誇の erも同議 η

オ. Er werd tot diep in de nacht gedanst. r向上J(Hoekstra 1991a : 

62) 

Dan werd {er/ O} tot diep in de nacht gedanst. r向上J

Hij zegt dat {er / O} tot diep in de nacht werd gedanst. r同上j

ドイツ誇の es11前域以外には現‘われない。

ド‘ Eswurde bis tief in die Nacht getanzt. r向上J

Dann wurde {*es/臼}bis tief in die Nacht getanzt. r向上J

Er sagt， das {*es!臼}bis tief in die Nacht getanzt wurde. r向

上j

① f虚辞の derJを用いた用例

官ylster de plaat omdraaide， waard der op 'e doar kloppe. r彼がレ

コードを裏面にしていると、ドアをノックする音がしたJ(ULI' S， A 16 : 

8変更〉

De reklame makket de minsken nijsgjirrich en soarget der foar dat 

der kocht wurdt. r広告は人々の興味をそそり、買われるようにしむける」

(ULI' S， B 10 : 8) 

Dagen， ja， wiken foar't it safier wie， waard der al praat oer dat 

feestje. rそのときに至るまで伺日も、いや何週間もその祭りのことが話

題になったj(ULI' S， A 17 : 10) 

② 「藍辞の derJを用いていない用例

Yn i t doarp Heechwert wurdt o de leste ti id in soad praat oer de 

nije dyk. rへーへヴェトの村では最近、新しくできる道のことがさかん

に話題になっているj(ULI' S， A 15 : 8) 

De foarsitter soe de sneins de feesttinte yn e gaten halde， sa 

waard o ofpraat. r委員長もその週の日曜日に祭りのテントを見張ると

いうことで話し合いがついたj(ULI'S，A17:12) 

(3)雷語使用上の要因

「虚辞の derjの用法には言語使用上の種々の要因が関係しており、包括的

な基準を与えることはむずかしいが、たとえば次の点を挙げることができる。

(a)特定の場所を示す副詞句がある場合

特定の場所を示す副詞匂がある場合には、 derの使用は自由なことが多い。
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Wurdt {der/0} oan dy skoalle ek Frysk jOn? rあの学校ではフリジア

語も教えられていますかJ(Hoekema 1983 : 87) 

(b)新情報と!日情報

次の用例は他動詞文の伊jだが、主語が不定・未知でも、自的語が定・既知の

場合には derを用いると不自然になる。これは文末に置かれた目的語が予想

に反して新しい情報を提供せず、自然な文の流れに沿わないためである。

Der lest ien in boek. rだれか本を読んでいる人がいるJ(Hoekstra 

1991a : 64) 

Der lest ien {?dat boek/*it}. rだれか{その本を/それを}読んでいる

人がいるJ(ib. 65変更〉

一方、この文を完了形にし、文末に置かれた過去分詞 lezenがアクセント

を伴って、新しい情報を担う場合には、ある程度自然な文になる。

Der hat ien {dat boek/it} lezen [le:zanJ. rだれかその本を読んだ人

がいるJ

もっとも自然な文としては次のように表現する。

Ien hat {dat boek/it} lezen. r向上j

(c)まとまったテキストでの「虚辞の derJの使用例

「虚辞の derJの用法は単独の文を観察するだけでは十分にとらえられない

場合が多い。以下にまとまったテキストにおける自然な使用例を示す。

Wat wie it in feest as men as bern de jierdei fiere soe. Dagen， ja， 

百ikenfoar't it safier wie， waard der al praat oer dat feestje. 

Fan alles soe der barre， ferskes sjonge， pakje-knippe en noch mear 

spultsjes soene der dien百urde. En op 'e ein fan it feest fansels 

in pudsje patat. Ja， wat wie it in feest. Soene jo dat feest noch 

官01in keaτsa fiere wolle? Soene wy noch sa'n wille haw官e?官a

wit! Der wurdt net foar neat sein: 'Hoe alder， hoe gekker' . 

「子供のころ誕生自のお祝いをするときは、何という祝いだったことでしょ

う。何日も、いや、何週間もその自になる前から、もうそのお祭りのこと

が話題になっていたことでしょう。歌を歌ったり、プレゼントを開いたり

と、いろいろなことがあって、ほかにもたくさんすることになっていたこ

とでしょう。そして、お祭りのおしまいはもちろんフライド・ポテトです。

そう、どんなお祝いだったことでしょう。今でもそんなお祝いをしたいと

思いますか。そんなことをする気があるでしょうか。わかりませんよ。よ

く言うじゃないですか(=何もないことについては何も言われない)。

『年をとるだけ調子に乗るJってJ(ULI'S， A 17: 10) 
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(4)疑問謂による制限

(a)まとめ

疑問詞疑問文では疑問詞が文頭に置かれるので、 derはその後に出ることに

なる。この場合、主語である疑問請の種類によって derの使用に差が認めら

れる。 derは warだれがJ， hoy..ker rどの、どんな」といった、個別的な対

象をたずねる疑問詞とは用いにくい。一方、 watr何J， hoe'n rどんなJ， 

hoefolle rどれほど多く〈の)Jといった種類や量をたずねる疑問詞とは用い

やすい。

①個別的な対象をたずねる疑問詞:derは用いない

Wa giet o mei? rだれがいっしょに行くのですかJ(Hoekema 1983 : 89) 

m が「どんな人Jの意味の場合には、 derを用いても自然である

(Hoekstra 1991a : 78)。

Wa geane o mei? - Jarich，官im，Siebren， Anne en Henk. rだれが行

くのですかJ-rヤーラノ¥ヴィム、シエブレン、オーネ、それにへンク

ですJ

∞Wa geane der mei? - Jonkjes. rどんな人たちが行くのですかJ-

「男の子たちですJ

Zokker bern geane o mei? rどの子供たちがいっしょに行くのですかJ

(Hoekstra 1991a : 63変更〉

σ 受動態でも同様。

Hokker nammen wurde o neamd? rどの名前が呼ばれるのですかJ(ib. 

63変史)

②撞類や量をたずねる疑問詞:derを用いる

Wat bart der? rどうしたんですか(=何が起こっているのですか)J

(Hoekstra 1991a : 71) 

Hoe'n auto stiet der foarhus? rどんな車が家の前にとまっているので

すかJ(ib. 71) 

Hoefolle lju ha der meidien? rどのくらい多くの人が参加したのです

かJ(ib. 71) 

その他の用例。

Tiisdei kaam de feestkommisje by eJkoar om te bepraten wat der 

al1egearre noch dien官urdemoast om it feest goed ferrinen te lit 

ten. r火曜日に祭りの委員会の人たちが祭りを成功させるためにおよそ何

がなされなければならないかを話し合うために集まったJ(ULI'S， A 17: 

12) 
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Dertroch bliuwt er op 'e hichte mei百atder }~ 'e wrald bOten it 

sikehOs bart. rそれ(r見舞いJを指す)を通じて病人は病院以外の世

界で起こっているできごとを知るJ(ULI' S， B 11 : 12) 

ワオランダ誇の「虚辞の erJはどららの場合にも用いる。

オ. Wie gaat er mee? f{だれ/どんなメ、たらが}がいっしょに行くのです

かJ(Hoekema 1983 : 89) 

Welke kinderer1 gaan er mee? rどの子供たちがいっしょに行〈ので

すかJ(Hoekstra 1991a : 63) 

Welke namer1 worden er genoemd? rどの名前が呼ばれるのですかJ

(ib. 63) 

胃atgebeurt er? r何が起こっているのですかJ(ib. 71) 

Wat voor een auto staat er voor het huis? rどんな車が家の請に

とまっているのですかJ(ib. 71) 

Hoeveel mensen hebben er meegedaan? rどの〈らい多〈の人が参加

したのですかJ(ib. 71) 

(b)関連する構文

上記の事実は従属文からの取り出しを含んだ疑問文にもあてはまる(~ 44 

(5) )。

①個別的な対象をたずねる疑問詞:derは用いない

Ik wit net wa' tの (allegearre)meigeane. r私はだれが〈みんな)いっ

しょに行くのか知りませんJ(Hoekema 1983 : 89) 

Wa tinkst dat 0 jOn komt? r君は今晩だれが来ると思いますかJ(Hoek-

stra 1991 : 63変更)

ごアオランダ誇の erは上記の場令にも用 L、る。

オ. Ik weet niet wie er (allemaal) meegaan. r手ムはだれがいっしょに

行くのか知りまぜんJ (Hoekema 1983 : 89交史)

Wie denk je dat er vanavond komt? r君は今琉だれが求ると思いま

すかJ(Hoekstra 1991a : 63) 

オランダ語でも地域によって erの使用に差があり、判定が揺れることが

ある (Gerritsen1991 : Kaart 19、 20L

②種類や震をたずねる疑問詞:derを用いる

Wat miendest dat der bard wie? r君は何が起こったと思いましたかJ

(Hoekstra 1991a : 71) 

Hoe'n auto miendest dat der foarhOs stie? r君はどんな車が家の前に

とまっていると思いましたかj(ib. 71) 
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cr Hoekstra (1991a) は従属文中の再述代名詞(エ. resumptive pronoun) 

の使用にも上記の①と②のあいだで差があると述べている。

① {Wa/Hokker fa肱e}miendest dat {臼/se}dy skille hie? r君主は {だ

れ/どの女の子}が主主に電話をかけてきたと思いましたかJ(ib. 70) 

② Wat miendest dat {der/*it} bard wie? r向上 ((b)②) J 

註oe'nauto miendset dat {der/*it} foarhOs stie? r河上((b)②) J 

(c)制限用法の関係代名詞の場合

いわゆる制限用法の関係代名詞は、疑問詞とちがって、すでに知られた特定

の個別的対象、つまり定・既知の対象を指すときに用いるので、「虚辞の derJ

は用いない。

de prater dy' t o jOn komt r今晩来る客J(Hoekstra 1991a : 63変更〉

合オランダ誇も同議。

オ. de gast die o vanavond komt i向上J(ib. 63支史)

ただし、先行認や関係文中に量を表わす不定代名詞が含まれ、不定 (un-

bepaald)の性格を示す場合には f藍辞の derJを用いる O

de stikmannich boeken dy't der op it stiene r概にのっていた数冊の

本J(ib. 77) 

de boeken dy't der in stikmannich op it rim stiene r棚に数冊のって

いた本J(ib. 77) 

σ オランダ誇も同議。

オ. de enkele boeken die er op de plank stonden r同上J(ib. 77) 

(5)受動文での derと itの使い分け

(a)使い分けの基準

次の文では主語が従属文だが、 derと itをたがいに置きかえることはでき

ない。

i) {Der/*It} waard beweard dat Ritsma ferlieze soe. rリツマ(=フ lJジ

ア人の世界的なスケートの選手)は負けるだろうと主張されたJ

ii) {牢DerlIt}waard betreure dat Ritsma ferlern hie. rリツマが負けたこ

とが悔やまれた」

両者はそれぞれ次のような能動文に対応する受動文である。

ffi) Der waard beweard dat Ritsma ferlieze soe. r向上J

←Se bewearden {本it/ O} dat Ri tsma ferlieze soe. r人々は 1)ツマは負

けるだろうと主張したj

り Itwaard betreure dat Ritsma ferlern hie. r向上」
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←Se betreuren {it/日}dat Ritsrna ferlern hie. r人々はリツマが負け

たことを・悔やんだJ

能動文の場合、 bewearer主張する jでは itを介在させることができない

が、 betreurjer博やむ、残念に思う Jではそれができる。

構文的な特徴として、 i)の文で derだけが許されるのは、対応する能動文

で呂的語として itを介在させることができず、りの文で itだけが許され

るのは、それができることと関係がある。

意味的には、 bewearer主張するJの従属文は主張される内容であり、未知

の事実だが、 betreurjer悔やむJの従属文は悔やまれる内容であり、既知の

事実である。 beweareのタイプの動認では、「虚辞の derJが話題の位置であ

る前域を占め、自然な形で既知の事実ではない主語の従属文を導入するが、

betreurjeのタイプの動詞では、言語使用上の理由で後域に枠越えした従属文

と同一指示関係を結ぶ人称代名詞 itが話題の位置を占めることで、従属文が

既知の事実と解釈され、それぞれ意味的に適切な解釈がなされる。

能動文の特徴

derを用いる受動文:動詞+{*i t/白}+従属文

討を用いる受動文: 動詞十{it/白}+従属文

(b)その他の用例

従属文の特徴

未知の事実

既知の事実

Der wurdt wol oannornmen， dat fan alds it suden fan Fryslan rnear as 

it noarden iepen lei foar ynterferinsjes rnei it Holl釦 sk.r昔から

フリースラントの南部のほうが北部よりもオランダ語(ふつうは Neder-

lansk)から言語干渉を受けやすかったと見なされることがあるJ(Breuker

et a1. 19922
: 17) 

Der官aardofpraat dat twa leden fan de kommisje woansdeis nei de 

bosk gean soene om it grien foar de earepoarten te heljen. r委員会

の2人のメンバーが水曜日に凱旋門につける樹木を取りに森に行くことが

話し合いで決まったJ(ULI' S， A 17 : 12) 

It waard ferfelend fun dat Ritsma ferlern hie. rリツマが負けたこと

は興ざめに忠われたJ

〈アオランダ誇の er と hetにも同議の使い分けがある。ドイツ誇ではいず

れの場合にも es を用いる。

(6) rwatfoar (in)+名詞Jの分離と「虚辞の derJ
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I watfoar (in) +名詞Jは次の場合、 rwat... foar (in) +名詞jのように、

watだけを文頭に置いて切り離して用いることができる(S 43(l)(c))。

①自的語

Hat foar in flater hat er rnakke? r彼はどんな間違いをしたのだろうj

Wat hat er foar in flater rnakke? I同上J

② weze r…であるj などの補語

Wat foar in flater is dat? rそれはどんな間違いなのだろう j

Wat is dat foぽ inf1ater? I向上」

③ 主語

しかし、名詞が主語である場合には切り離すことはできないことがある。

とくに主語が動作主である場合に多い。

Wat foar farnkes si11e jun sjonge? rどんな女の子たちが今晩、歌うの

だろう j

岬 at s i 11 e j un foar farnkes sjonge? r同上J

④主 語:derあり

③の場合、主語の位置に derを置いてIfoar(in)+名詞Jを主語の位置

からはずせば、自然な文になることがある ((4)(a)②， (b)②〉。

Wat sille der jun foar farnkes sjonge? r向上j

ただし、つねに自然な文になるとは限らず、個人差もあり、きわめて微妙

である。

σ オランダ誇も同禄。

①目的語

オ.Wat voor een fout heeft hij gernaakt? r伎はどんな間違いをし

たのだろう J

Wat heeft hij voor een fout gemaakt? r同上」

② zijn rーである j などの補語

オ. Wat voor een fout is dat?rそれはどんな伺達 L、なのだろう J

Wat is dat voor een fout? r向上J

③主誇

オ. Wat voor meisjes zullen vanavond zingen? rどんな女の子が今

晩、歌うのだろう」

*Wat zullen vanavond voor meisjes zingen? r向上J

④主誇 erあり

オ.胃atzullen er vanavond voor meisjes zingen? r向上j
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(7) r虚辞の derJと「代名詞の derJ

「虚辞の derJと「代名詞の derJは同ーの単文に同時に現われることはで

きず、ふつう「代名詞の derJが省かれる。たとえば、次の文では derが 3

回使われているが、すべて「虚辞の derJである。最初の derlは前域に置か

れているので「代名詞の derJではないが(S 55(1)(b)①〉、機能的には「代

名詞の derJを兼ねているといえる。

Derl wurdt op rekkene dat der2 in ferslach komt， dat der3 moat wat 

skreaun wurde. r報告書が出ることが見込まれており、したがって何かが

書かれなくてはいけないJ(臼〔←derJop rekkenje r…を見込む、計算

に入れる J)(ULI' S， C 20 : 5変更)

その他の用例。

Der moat fuort by sein dat dit wurd dan altyd in oare funksje hat. 

「それに加えて、その場合にこの語がほかの機能を担っていることをすぐ

に言い添える(=担っていることがすぐに言い添えられる)必要があるJ

(臼〔←derJby rそれに加えてJ)(Tamminga 1973 : 213変更〉

As de printkladden op e setting klear binne， sjogge de red紘一

teuren oft der gjin flater yn glupt binne. i印刷所で校正刷りができ

あがると、編集者たちはその中に誤りがまぎれこんでいなし1か点検する」

(0 [←derJ yn rその中にJ) (ULI' S， A 15 : 8) 

ずオランダ誇の erでも向議の琉急が見られるの

オ. Er keken veel mensen naar het programma. fたくさんの人がその春

員且を見たj (Donaldson 19873 : 223) 

→Er keken veel mensen naar. rた(さんの人がそれを見たJ(臼

[←erJ naar kijken f.ーを見る J) (ib. 223) 

次の用例では岳フリジア誇にはない f数量の erJ も令まれている。

~. Er keken drie mensen naar het programma. r 3人の人がその番組を

~た J (ib. 224) 

→Er keken er drie naar. f3人それを見たJ(臼[←erJnaar 

kijken r…をえる J.日[←eriJ[drieoJ f3人J)(ib. 224) 

岳フリジア誇では次のようになる(f数量の erJに対応する derは用 L、

な L、)。

フ‘ Derseagen trije nei. f向上j
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VlII 前霞詞と後置詞 (ferhaldingswurd)

S 59 はじめに

西フリジア語では前置詞(~ 60， 61)のほかに後置詞(~ 62， 63)が発達し

ている。また、「前置詞+名詞句十後置詔Jの表現がオランダ語よりも多い

(例 neiFryslan ta rフリースラントへJ)。この場合、[[前置詞+名詞匂]

+後置詞]のように後置詞が前置詞句を支配している。つまり、後置詞には名

詞匂を支配するもののほかに、前置詞句を支配するものがある。前置詞にも名

詞句を支配するもののほかに、[前置詞+[前置詞十名詞句JJのように前置詞

句を支配するものがある (861(2))。

ゥ 「名言j句+f走塁詞十後墨詞j の組み合わせはない。伝統的には後亘詞を認

めず、副詞として扱うことがある。本書では役軍詞を認める主場をとる 3

前置詞と同形の後置詞は、前置認に比べて動作の方向や達成を表わす完了ア

スペクトを表現することが多い(~ 62(1))。

四 rderJで述べたように、「前置詞+(おもに物事を示す〉代名詞Jは少数

の例外(~ 61(4))を除いて rder(…)前置詞Jとなる。このとき、前置詞は

「代名詞の derJの後に置かれており、「後置詞Jとしてはたらいている。つ

まり、語源から見ると、前置詞は名詞勾を伴うときには「前置詞」であり、代

名詞を伴うときには「後置詞Jである O その代名詞は der以外に、 der/hjir/

werのように rを含み、 rr一代名詞J(エ. r-pronoun)と総称されることは s

54で述べた。前置詞が語!眠から見て「後置詞Jとしてはたらいている場合には、

「代名詞の derJは分離することができる(r前置詞の残留J)o ~55(4) で

も述べたように、一般に derと前置詞は動詞(または形容詞〉の補足成分

(エ. cornplernent)である場合には分離するのが望ましく、付加成分(エ，

adjunct) の場合には分離しない (~61( 5))。本書ではこのように「後置詞」

として用いられた場合の前置詞も前置詞と称し、以下に述べる本来の後置詞と

区別する。

一方、本来の後置認では「代名詞+後置詞Jとなるが、このときの代名詞は

rr一代名詞」ではなく、指示代名詞 dit/datと疑問代名詞 watであり、後置

認が残留するために上記のような条件はない (~62(3))。このように、前置詞

と結びっく文成分が分離できるのは、語JI霊的に「後置詞j としてはたらく場合

に限られる。一方、本来の後置詞は語JI畏から見てつねに「後置詞」であり、名

詞句と代名詞の両方について分離が可能である。つまり、西フリジア語では

rX+PJ(x:名詩句、代名詞 P 前置詞、後置詞〉という語)1債の場合に

のみXは分離できる。これはオランダ語や低地ドイツ語などでも同様である。
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前置詞 r前置詞+名詞匂J 分離不可能

「代名詞 (r一代名詞)J+前置詞 (=r後置詞J)J :分離可能

後置詞 r名詞句+後置認J 分離可能

「代名詞 (dit/dat/wat) +後置詞J 分離可能

13 55(3)で述べたように、残留する前置詞(または後置詞)は文末の動詞成

分、すなわち、「右枠J(ド. rechte Satzklammer)の直前に置かれる。西フリ

ジア語はドイツ語やオランダ語と両様に右枠を動詞成分が占めて枠構造を形成

し、基底語鰻で動詞が文末に位置する言語である。したがって、残留する前置

詞は基本語頒としてつねに動詞の直前に置かれ、これと隣接する必要がある

( r隣接条件J)。

ところが、西フリジア語ではオランダ語の標準語と違って、名詞句を「代名

詞の derJを介在させずに離れた位置に置く「名詞句…前置詞」という構文が

可能である O つまり、名詞匂についても「前置詞の残留Jが見られる(13 61 

(6) )0 

Nije dingen ha se niget oan. r新しいものに彼らは興味があるJ(ULI' S， 

A 12 : 7) (←Se ha niget 0an ni je dingen) 

前置詞は名詞勾のほかに、 fanhjoed r今日のJのように副詞を支配するこ

とがある。述語や名詞の補足成分となる従属文や不定詞匂を前置認が直接支配

することはできず、 「代名詞の derJを介在させることはすでに 1355(2)(a) 

で述べた。一方、付加成分としてはたらく副詞節では、一部の前置詞 (sunder

r…なしにJ， troch r…を通じてJ， nei rーした後で」など〉が従属文や不

定詞句(…te+第 2不定詞〉を導くことができる (1361(3))。本来の後置詞に

はこのような用法は見られない。なお、フリースラントの地名によっては、異

なる前置詞を必要とするものがある(S 61(1))。
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S 60 前置詞 (preposysje)

(1)はじめに

前置認には語形的に本来、前置詞であるもの (ynr…の中にJ， op r…の上

にJなど)と、後の時代に他の品詞に農する語やその組み合わせから二次的に

派生したもの (behalve(n)r…を除いてJ， fanwege(n) r…の理由でjなど)

とがある。本来の前置詞は意味・用法が多岐にわたり、二次的な前置詞は意味・

用法が特定化していることが多い。また、 ynsteefan r…のかわりにJのよう

に、複数の語で「複合前置詞jを形成することもある。

動詞・形容詞・名詞のなかには特定の前置詞(とくに本来の前置詞〉を要求

するものが多数ある。この場合、前置認には語葉的な意味が認めにくいことが

多い。例:

fan"'halde r…を好むJ oan.・.wenner…に慣れるj

nei…harkje r…に耳を傾けるJ op"'wachtsje r…を待つ」

{oan/om}...tinke r.ーを考えるJ {oan/yn}…leauwe r…を信じるJ

oan... sku 1 di ch weze r…に借り・責任があるj

op"'grutsk weze r…を誇りにしている」

by"'belang hawwe r…に興味がある」

fan"'misbruk mei tsje r…を乱用するJ

op"'acht slaan i…に注意するj

以下では代表的なものに限って、語葉的な意味がとらえやすい用例を中心に

個々の荷量詞の意味と用法を示す。複合前置詞は ynsteefan r…のかわりにJ

だけにとどめ、慣用句の用例はできるだけ省略する。

(2)種類と用例

(a) behalve(n) [bdh51vd(n)J r.ーを除いて」

In wurdgroep bestiet ut in oantai wurden dy' t net te skieden binne 

en in feste iolchoarder hawwe， behalve tiidwurdgroepen. r句は動詞

句を除いて、分離することができず、固定した諾)1買をもっ複数の語から成

るJ(soersma/Van der官oude19802 
: 62変更)

(b) by [bei， biJ r…のもとで、…のそばで、…のときに、…に従ってj

Wy betelje us boadskippen by de kassa. r私たちはレジで買い物のお金

を払いますJ(ULI' S， A 10 : 12) 

Sy官ennetnoch by har alden. r彼女はまだ両親のもとで暮らしている」

(ULI' S， A 2 : 18) 

It gebiet dat wy it胃aadneame， begjint by Den Helder en haldt op 

門，
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by Esb.ierg yn Denemarken. r私たちがヴアート地帯(北海沿岸の干潟地

帯)と呼んでいる地域はデン・へルデルから始まって、デンマークのエス

ビャウで終わりますJ(ULI' S， B 9 : 7変更〉

Se binne fan doel om by us te kommen. r彼らは私たちのところに来る

つもりです」 ωLI'S， A 3 : 10変更)

Ik soe myn freon in brief skriuwe， mar it is der by bleaun. r手ムは

友人に手紙を書こうとしたが、そのままになってしまったJ(ULI' S， C 4 

: 24変更〉

1t is by tolven. r12時近く(=少し前)ですJ

By heech wetter is it Waad in echte see. r満潮のときにはヴアート地

帯は本当の海になるJ(ULI' S， B 9 : 7) 

Ik drink kofje by it iten. r私は食事のときにコーヒーを欽むJ(ULl' S. 

A 3 : 27) 

By it jier tuzen binne us foarfaars begun mei it opsmiten fan see 

diken. rr 000年頃、私たちの祖先は海岸に堤防を築きはじめたJ(ULI' S， 

C 11 : 2変更〉

Hy is oan 't wurk by de oere. r彼は時給で働いているJ(ULI' S， C 20 

: 14) 

Hy is strafber， want dat is by de wet regele. r彼は有罪だ。なぜな

ら法律で(=法律において)そう決まっているからだJ(ULI'S， C 7 : 29) 

ウ byは行為者を示すのではな¥" 0 英語の byとは異なる点に注意 o 岳フリ

ジア誇では受動態の行為者 11 trochで表わす。 fan(1え語的。

(c) binnen [bIn8n] r…の内側に、…以内にJ

Der steane folle rnear huzen侃 asbinnen de alde stedsgreften. rr日

市街を取り囲む運河(=古い町の運河)の内側よりも外側(=運河の外側

のまわり〉にずっと多く家がたっているJ(ULI' S， C 11 : 2変更)

ごア句のアクセント記号(、)は binnenとの対照を強調するための補助記号

である。

豆jirbyfersykje wy jo freonlik de stipe foar 1997 binnen fjirtjin 

dagen oan US oer te rneitsjen. r1997年分の会費を 2週間以内に当方に

お振り込み下さいますよう、ここにお願い申し上げますJ

(d) boppe [bOp8] r…の真上で(接触・広がり・移動を伴わない)、…のほか

にも、…より北に、…の上流でJ

ヶ (U) oerと比較。エ. above，オ. boven参照。

Krekt boppe it wetter fljocht in s官ermmiggen. r水の上すれすれのと
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ころで蚊の群れが飛び交ヮているJ(ULI' S， B 7 : 7) 

Ien fan de bisten bleau恒盟主 himhingjen en sakke stadich nei 

underen. rその動物のうちの 1羽が彼の頭上にとどまり、少しずつ下にお

りてきたJ(ULI'S， A 6: 8) 

Wat hinget my boppe de hol1e? r(私の〉頭の上に何が掛かっているのだ

ろう J(Bangma 19932 
: 76変更〉

ウこの用例では oerを用 L、ることはできない。比令的な意味を表わす次の

用例との差にj主:意 o

Der hinget him noch wat oer de holle. r{えの身にはまだ何かが起こる j

(Zantema 1984 : 413， Visser 1985 : 287) 

Hylke woeks heit boppe de holle. rヒルケは父親(ヱコ父親の頭)よりも

背が高くなったJ(ULI' S， C 20 : 4) 

Dat giet bop医師 ferstan.rそれは私たちの理解を越えているJ(Zan-

tema 1985 : 130変更)

(e) buten [butJn] r…の外側に、…以外に、…のほかに」

Us strjitte leit in eintsje buten de sted. r私たちのところの通りは

町から少しはずれたところにありますJ(ULI' S， A 8 : 7) 

Men kin hobby's yn 'e hos hawwe， mar ek derbOten. r趣味は家の中で

ももてるが、外でももてるJ(ULI' S， A 19 : 19) 

BOten syn literair wurk hat Obe Postma ek fertsjinsten fan it 

boerelibben ut earder tiden. r文学作品以外にもオーベ・ポストマには

苦の農民の生活についての業績があるJ(Stienstra 1982 : 127変更)

(f) efter [Ht汀 J/achter[おtH]r…の後ろに(おもに場所)J

De poes sit achter it gerdyn. r子猫はカーテンを後ろにすわっているj

Efter de lytse winkels stiet in grutte supermerk. r小さな庄の後ろ

に大きなスーパーがあるJ(ULI' S， A 10 : 8) 

σ 時間の表現にはおもに (0)neiを用いる。英語の afterとの相違に注意。

{*efter/nei} it iten r食ー事のあとでj

{*efter/nei} de oarloch r戦後J

{*efter/nei} ien oere r 1時よりあとで j

接続詞として用いた場令も向禄。

{*efter't/nei't} se thus komt r彼女が永たあとで」

ただし、次の表況に注意。

Jier efter jier kamen der mear leden. r年々、多くの会員が集まるよ

うになったJ(Zantema 1984: 218) 
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(g) fan [f mJ 

① fan r…の(さまざまな意味で〉、…のところ・ときから、…について、…

によってj

It eigene fan it doarp kin ferlern gean. r村の独自のものが失われる

可能性があるJ(ULI' S， C 11 : 12) 

Hokker jas is fan dy? rどのコートが君のものですかJ(ULI'S， B 18: 

18) 

Dit is myn suster fan trettjin. rこれが私の13歳の妹ですJ(ULI' S， A 

2 : 17変更)

De untfolking fan it plattelan wurdt tsjingien. r田舎の過諌化はく

いとめら uるJ(ULI' S， C 11 : 12) 

百ykri jt in tut fan syn skoansuster. r彼は義理の妹からキスを受ける」

(ULI・S，A 1 : 15変更)

De man dreamt fan grutte fugels. rその男は大きな烏の夢を見る」

(ULI' S， A 6 : 16) 

Hy is wiet fan swit. r彼は汗びっしょりだ(=汗で濡れている )J

(ULI' S， A 8 : 23) 

胃ymurken net fo11e fan de hurde wyn. r私たちは強い風をそれほど感

じなかったJ(ULI' S， C 12 : 5) 

Wy hawwe der amper genoch fan. r私たちはそれをほとんど十分にはもっ

ていないJ(UL1' S， C 19 : 32変更〉

Fan in buorren is yn Beets neat te finen. r村の中心部というものは

ベーツでは何も見られないJ(ULI' S. B 2 : 15) 

Hja hiet fan Tryntsje. r彼女はトリンチェという名前だったJ([fanJ 

…hjitte r…という名前である(fanはなくてもいい)J)(ULI' S， B 17 : 

16変更)

Hiel wat rninsken binne fan betinken dat de moade mar foar in 1yts 

part fan it fo1k fan betsjutting is. r流行は少数の人々だけにとって

重要だという考えの人々が多いJ(ULI' S， C 11 : 4) 

fanは名詞句以外の文成分を伴うことがある。

i t neder1an fan nei de oarloch r戦後のフリースラントJ(UL1' S， B 16 

: 27変更)

de oanbiedings fan hjoed r今日のお買い得J(Bangma 1993 Z : 87変更〉

Fryslan stiet fan alds bekend as boerelan. rフリースラントは古くか

ら農業地域として知られているJ(UI，I' S， B 9 : 13) 
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fan (s 100(2)(c)) ゼロ属格としての② 

これはfanには部分の属格に由来する不定の数量を表わす用法がある。

guon/wat (または wat)r… のwat)] fan十名詞匂''[guon/wat (または

の何か」の省略と考えれば理解しやすく、 fanは一種の不定代名詞のよう

fこれは彼

に機能している。

Dit binne mei fan 'e moaiste fersen dy't er skreaun hat. 

が書いた最も美しい詩句に属するJ(Hoekstra/Tiersma 1994 : 521) 

(の何「隣の人のひよこDer rOnen fan buorman syn hinnen yn us tun. 

羽か)が私たちの庭に入ってきたJ(ib. 521> 

fanに続く名詞勾が複数形で主語である場合、定動詞は単数形になること

もある。

百atHja ha官官eder be1ang by dat fan har produkten ferkocht wurdt， 

「彼らは自分たちの製品が売れることに関心がある一多

も可)(ULI'S， く売れればそれだけ結構-J (wurdt単数形;援数形百urde

mear wat leaver. 

C 11 : 7) 

fan alles全体で「さまざ

al1erhand)とみなすこa11erlei， 

と同様に次の用例はオランダ諾の vanal1es 

まの」という意味の不定代名詞(ド.

ここではいろいろなもiええ、

とができる。

kinst hjir fan alies百01kri je. 

のがもらえるのよJ(Bangma 19932:7) 

o ja， 

pakje-knippe en noch mear ferskes sjonge， Fan alles soe der barre， 

プレゼントを開いた「歌を歌ったり、spultsjes soene der dien官urde.

いろいろなことがあって、ほかにもたくさんすることになっていたりと、

A17:10) ことでしょう J(soe単数形)(ULI'S， 

f私たちは休暇の間にいろん胃yhawwe yn 'e fakansje fan a11es sjoen. 

なものを見たJ

という表現もある。rfan十定患詞+形容詞最上紘一eJミア

「このネクタイはもうそDizze strik is net mear fan it aldernijste. 

れほど新しくないJ

cf' fanに続く名詞句は定冠詞や所有代名詞のような限定詞を伴うことが多い。

des de 1aや不定患詞被数形(←de+ le) ， du フランス誇の部分冠詞

との類似性に注意。de十 les)

(h) fanwege(n) [fJnve:1d(n)] r…の理由で、…の発案・命令・由来で」

Fan百egende drokte koe er net komme. r多忙のために彼は来られなかっ

tsih 
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思盟盟主 itbestjoer waard in gearkomste belein. r執行部の命令で会

議が招集されたJ(Visser 1985 : 770) 

(j) foar [fwar] r…の前に(場所・時間)、…のために、…にとって、…に代

わって、…にたいしてj

Myn alden sitte foar de televyzje. r私の両親はテレビの前にすわって

いるJ(ULI' S， A 2 : 17) 

Foar de wyn is elts in hurdrider. r風を受ければだれでも早く走れる

(=運が良いだけでは手柄とは言えない。ことわざ)J(ULI' S， A 18 : 12) 

CF yn e wyn op r風に逆らって J

De alde doarpskearn is主主fit jier tOzen a1 op in terp boud. r古

い村の中心はすでに千年も前にテルプ(=盛り土)の上に作られた」

(むLI'S， C 11 : 12変更)

It is fiif minuten foar achten. r 8時 5分前ですJ

Sy breidet in pear hoazzen foar harse1s. r彼女は自分用に靴下を二、

三足編んでいるJ(ULI' S， A 4 : 17) 

Us mem bret it fleis foar moarn. r母は明日に備えて肉を焼いているJ

(ULI' S， C 16 : 29) 

Tefolle suker wurket Ongeunstich foar it bloed. r砂糖のとりすぎは

血液に悪く作用するJ(ULI' S， C 11 : 15) 

日yndochter wurket foar heale dagen yn it sikehus. r私の娘は半日、

病院で働いているJ(ULI' S， C 6 : 28変更〉

官ykomme te let foar de trein. r私たちは電車に遅れてしまう J(ULI' S， 

C 18 : 11変更)

(j) yn Cin] r…の中で〈場所)、…の中へ(方向);…のときに;…において」

〈エ. in/into) 

Do kinst a1 yn it Frysk telle. r君はもうフリジア誇で数が数えられ

る」

Set de tekst oer yn it Frysk. rテキストをフリジア語に訳しなさい」

(ULI' S， B 12 : 7変更)

De bern rinne yn e bosk. r子供たちは{森の中を歩いている/森の中へ

歩いていく}J(場所/方向、 S62(2)(c)) 

Wy geane yn it gers lizzen. r私たちは芝生に横になるJ(場所)(ULI' S， 

B 15 : 21変更)

ケこのえは ynit gers lizzen r芝生の中で横になっている j に状態の変北

を示す geanがついた構造になっており、 yni立方向ではなく、場所を意
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味する。日本語との相違に注意。

Bou in arke en gean der mei dyn gesin yn. r方舟を作り、その中に家

族とともに入りなさいJ(方向)(De Arke fan Noach) 

Hy is juster yn dy hege beam k1ommen. r彼は昨日、あの高い木に登っ

たJ(方向)(むLI'S，B 7: 21) 

Gabe wie wiet， doe't er yn 'e sleat foe1. rガーベは水路に落ちたと

き、ずぶ濡れになった(=ずぷ議れだった)J(ULI' S， A 19 : 18) 

De ein kaam yn 't sicht. r終わりが見えてきたJ(ULI' S， A 13 : 8) 

Ik ha pine yn 'e holle. (= Ik ha pineholle. ) r私は頭痛がするJ

てア 「頭蒲jという名詞は西フリジア誇では pineholleであり、 pineyn e 

holle [pin8 in8 ho18]) から[imJの重音脱落(二乙.haplology) によっ

て生じた。オランダき香では hoofdpijnであることにj主意。

オ. Ik heb hoofdpijn. rキムは頚蒲がする j

De earste bussen yn Frys1an begunen te riden yn 1921. rフリースラ

ントで最初のパスは1921年に運転が開始されたJ(ULI'S， C 18: 7変更〉

Yn 'e simmer kin men yn 'e bosk moai kuierje. r夏には林の中をすば

らしい散歩ができるJ(ULI' S， A 19 : 15) 

ゥ by't simmer r夏にJ ども言える。前亙詞と定怠詞の組み合わせの相違に

注意(~ 26 (2) (d)②)。

De man arbeidet op it fabryk yn de nachttsjinst. rその男の人は工場

で夜勤で働いているJ(ULI' S， C 6 : 5) 

(k) ynstee fan [inste: fJn] r…のかわりに」

Yn 'e胃a1denbinne op de skieding fan stikken 1an beamwa1en te 

finen ynstee fan sleatten. rヴォーデン地方〈フリースラント東部の森

林地帯)では水路のかわりに土地の境界に木立の壁による仕切りが見られ

るJ(UU' S， B 9 : 13変更〉

(1) mank [ma司kJr…の聞に，…の真ん中に」

ウエ.among参照。

it plak fan it Frysk mank de oare ta1en r他の諸言語の中でのフリジ

ア語の位置J(Boersma/Van der Woude 19812 
: 7) 

日a叫ctOzen frjemd1ingen neam ik him辺eisyn eigen namme : freon. 

f千人の見知らぬ人のなかで私は彼のことを彼独自の名前で友と呼ぶ」

(Fedde Schurer :“De freon" :r友j) 

Der 1eit it doarp. 't Stiet mei de toer tsjin 't Westen， der read 

de sinne ma出 dewo1ken sinkt. rそこに村はある。村は太陽が雲の間に
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赤く沈む西に向かつて立つ塔とともにあるj(Piter Jelles Troelstra : 

“Ofskie" U別れj) 

σder't…sinktとせずに der'"sinktをとしているのは、いわゆる「詩的

自由 j としての破格的な表足。

(m) mei [mai， mEiJ r…とともに、…を使って、…にかんして、…の状態でj

Ik wol ris mei jo prate. r私はちょっとあなたと話がしたしリ (ULI'S， 

A 2 : 13変更〉

Dykstra melkt de kij noch mei de han. rディクストラはまだ手で牛の

乳をしぼっているJ(ULI' S， B 11 : 24) 

Hy wade mei wiete fuotten troch de wiette. r後は足を濡らして(出濡

れた足で)水たまりを護ったJ(ULI' S， C 20 : 7) 

De dokter harke mei oandacht nei de klachten fan syn pasjint. r医
者は注意深く患者の症状に耳を傾けたJ(ULI' S， C 11 : 15変更〉

Us muoike hat fakentiden muoite mei lezen. r伯母はよくものを読むの

に苦労するJ(ULI' S， C 11 : 9) 

Hoe is it mei dyn broer? rお兄さんの具合はどうですかJ(ULI' S， B 15 

: 21) 

Sy steane al mei har fjouweren klear. r彼らはもう 4人とも準備がで

きているJ(s 40(4)(a))(ULI' S， A 4 : 11変更)

合 meiは「ともにj という意味の副詞(あるいは分離動認の分離成分である

小辞(不変北詞))としても用いる。

1t bern praat mei syn mem. r子供は母託と話をしている J(mei:前毘詞)

Komst ek mei? 君もいっしょに求るかいJ(mei:副詞あるいは分離動詞

meikommeの分離成分である小辞(不変北詞)) 

オランダ誇では「…とともにJ という意味の前亘詞には metを用 L、、「と

もに j という副詞(あるいはあるいは分離動詞の分離成分である小辞(不

支イと詞) には meeを用いる c

オ.狂etkind praat met zijn moeder. r同上j

Kom je ook mee? r同上j

Jえの表現にも注意 c

フ. hjirmei rこれをもって、これでもって j 仲オ.hiermee/hiermede 

「同左J

meiwurker r-仕事仲間J特 medewerkerr向左j

(n) neffens [nEfJ(n)s] r…に従って、…に合わせて」

Sun iten wie der neffens註sbegrip net by. r健康な食事というものは
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私たちの理解からいうと存在しなかったJ(ULI'S， B 3: 11) 

Binne jo wol neffens de nijste moade klaaid? rあなたは最新の流行の

服を着ていますかJ(ULI' S， C 4 : 9) 

ウこの用例では neii-用し、てもい L、。

Binne jo wol nei de nijste moade klaaid? r向上J(Zantema 1984 : 645 

変史)

(0) nei [nai， ne i ] r…のほうへ、…のあとで(時間・順序)、…に従ってj

Giest jun nei it toanielstik? r君は今晩その劇を見にいきますか」

(ULI' S， C 17 : 16) 

De dyk fan Ljouwert nei It Hearrenfean is in foarrangsdyk. rリァウ

エト〈オ. Leeuwardenレーヴァルデン)からエト・イェレンフェアン

(オ. Heerenveenへーレンヴェーン)までの道は優先道路ですJ(ULI' S， 

A 18 : 15) 

Ik ried op 'e fyts nei skoalle. r私は自転車に乗って学校へ行ったJ

CULI' S， B 6 : 20変更)

ゥ rnei...taJ (s43(6)) を用いた次の表琉も可能である。

Sy geane nei skoalle ta. r~皮らは学校へ行 (J (ULI'S， B 19: 18) 

De doar giet iepen en poes komt nei buten. rドアがあいて一子猫が外へ

出ていく JCULI' S， A 7 : 24) 

σ この用例も同誌に rnei ...taJ を用いて neibuten ta rjトヘj と言える。

一般に rnei十名詩句 j と rnei+名詞句 +taJの伺に意味の差はとくに認

められないが、 rnei十名詞句 +taJ を好んで用いる。一方、オランダ誇で

は rnaar十名詞句 +toeJ よりも rnaar+名詞句 j を好んで用 L、る。ただ

し、 der(VII) を用 L、た表現としては、?9フリジア語では der(・ー)hinne

と言わなければならず、オランダ誇では daar(・・・)naartoeあるいは daar

(…) heenと言わなければならない (s63(2) (b))。

De 10ft stiet nei reinen. r雨が降りそうな空模様だJ(Zantema 1984 : 

645) 

ウ reinen ←reine 渇が降る J)は動名詞。 jinnei sliepen jaan r就寝す

るJ(←sliepe r自民る J) (ib. 645) も詞議。

Nei de rnaitiid kornt de simmer. r春の後には夏が来るJ(ULγS，A 9 :約

百ei1500 kaam it Frysk gans yn ferfal as skriuwtaal. r1500年以降、

フリジア語は書き言葉としてはまったく衰退したJCStienstra 1982 : 39) 

官ygeane nei it iten te boadskipjen. r私たちは食事のあとで買い物に

行きますJ(Bangma 19932 
: 83) 
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1t is my 0 sa nei 't sin. r私はそれでじゅうぶん満足ですJ(ULI' S， C 

19 : 32) 

nei myn betinken r私の考えでは」

ウこの用例では neffens を用 L、てもいい。

neffens myn betinken r向上j

ウオランダ誇では「ーのほうへいーに従って j という意味には naar を用い、

「…のあとで(時間)Jの意味には na を用いる。

(p) neist [naist， neistJ/nest [ne:st] r…の横・となりに;…のほかにもJ

1k siet neist har yn 'e trein. r私は電車の中で彼女の横にすわってい

たJ(Bangma 19932 
: 76変更〉

σ この用例では njonkenを用 L、ても L、し、。

Ik siet njonken har yn 'e trein. r向上j

Neist ekonomyske spyl je oare ynfloeden ek mei. r経済的な影響のほか

に他の影響も作用しているJ(ULI' S， C 11 : 5変更〉

合この用例では njonkenを用いることはできない。

*弘主些enekonOl耳yskespylje oare ynfloeden ek mei. r向上j

(Q) nettsjinsteande [net!InstlmdeJ r...にもかかわらず」

Fietts j insteande alle tsjinstuiten is se der net foar omlizzen 

gongen. rt、かなる逆境にもかかわらず、彼女はひるまなかったJ(Zantema

1984 : 650変更〉

(r) njonken [njóuk~nJ ド・の横・となりに;…にたいして、…に比べて」

Njonken my sit in man fan in jier of fyftich. r私のとなりに50歳く

らいの男の人がすわっているJ(ULI' S， B6: 8) 

ずこ の 用 例 で は neist を用いてもい L、。

Neist my sit in man fan in jier of fyftich. 同上j

By alds waard it hea bewarre yn in heaberch njonken de pleats. r古
くは干し草は農場の母屋のとなりの干し草置き場に貯蔵されたJ(ULI' S， 

B 11 : 7) 

ヴょ の 用 例 で は neist を用いてもいい。

By alds waard it hea bewarre yn in heaberch neist de pleats. r向

上J

Alders hawwe plichten njonken har bern. r両親は子供にたいして義務

があるJ(Zantema 1984 : 654) 

CF この用例では neist を用いることはできな L、。

*Alders hawwe plichten neist har bern. r向上J
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(s) oan [om] 

① f…の表面・側面に〈接して〉、…宛に、ーから見て、…にかんしてJ

De sjauffeur hie de har~en oan it stjoer. r運転手は両手をハンドル

に当てていたJ(ULI' S， C 18 : 11変更)

Oan 'e kant fan 'e feart stiet in ielreager. i71く路与の端にアオサギが

いるJ(札l'S， B 7 : 7) 

Sil1e wy dan no mar oan tafel gean? rさて、それではまあ食卓につき

ましょうかJ(ULI'S， A 3: 10) 

Dat is te sjen oan de wurden. rそれは言葉でわかる J(ULI'S，B 11:24) 

Ik haw it perfoarst net oan tiid. r私はきっと時間がないと思う J

(ULI' S， C 19: 32) 

②間接目的語をとる動詞について前置詞伺を用いた表現

De reizger joech it kaartsje oan de kondukteur. r乗客は車掌に乗車

券を渡したJ(ULI' S， C 18 : 23) 

Lit dyn huswurk sjen oan e learaar. r宿題を先生に見せなさいJ

F 名詞句を用いた表琉も可能である。

De reizger joech de kondukteur it kaartsje. r向上J (~3 1(6)) 

Lit de learaar dyn huswurk sjen. 向上」

③進行形‘oan't十第2不定詞十時ze'r…しているところだJ(396 (8)) 

Hy is in brief nei Fryslan oan 't skriuwen. r彼はフリースラントへ

手紙を書いているところだJ

ただし、動詞定形だけでも進行形の意味は表現できる。

σ 次の表札に注意。

Hy is in brief oan 't skriuwen nei Fryslan. r同上j

対Iyis oan 't skriuwen fan in brief nei Fryslan. r向上j

オランダ誇も同議。

オ. Hlj is een brief naar Friesland aan het schrijven. r同上j

Hij is een brief aan het schrijven naar Fτiesland. r向上j

*Hij is aan het schrijven van een brief naar Friesland. r同

上J

(t) oant [oJnt] r…のところ・ときまでj

Fan De Lemmer 0主nten mei de Burgumermar leit in lege krite mei 

marren， puollen en sompen. rデ・レメル(オ. Lemmerレメル)からブ

ルフム湖(オ. Bergulller Meerベルフム溺)を含むところまでは、湖や油

や沼のある低地が広がっているJ(ULI' S， C 9 : 12変更〉
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Kofje en tee wienen oant likernoch 1850 rikeljusdrinken. rコーヒー

とお茶は1850年ころまで金持ちの飲み物だったJ(ULI' S， B 3 : 12変更〉

De lytsfaam arbeide fan moarns ier oant juns let. r女中は朝早くか

ら夜遅くまで働いたJ(庇l'S， B 12 : 10変更〉

fan de widze oant it gref rゆりかごから墓場までJ

Oant sjen! rさようなら(=また会うまで)J

(U) oer [uar J r…の上を(広がり・移動を伴う)、…を越えて、…を経由して、

…についてj

合 (d)boppeと比較。エ./オ. over， ド. uber参照。

De beammen hingje oer de sleatten. r木々は水路の上に掛かるようにし

て立っているJ(ULγS， B 11 : 23) 

De sjirurch bucht him oer it lichem fan de kocheljende pasjint. 

「外科医はあえいでいる患者の体の上に身をかがめるJ(ULI'S， C 10:11) 

Ik bin oer in stien fallen. r私は石につまずいて転んだJ(ULI' S， B 

10 : 17) 

日inderstrange winters meitsje sokke tochten oer iis hjoeddedei 

hast unmooglik. r冬があまり厳しくないために、氷の上を滑るこうした

レースは今日ではほとんど無理であるJ(U日，S， B 5 : 7変更)

ゥ (w) opの下記の用例を参照、 o

De bern ha op it iis riden. r子供たちは永の上でスケートをしたJ(場

所)

Do reizgest better oer Ljouwert. r君はりャウエト(オ. Leeuwarden 

レーヴァルデン)を経由して行ったほうがい~，J 

Dit wurk kin oer in jier duorje. rこの仕事は 1年以上かかるかもしれ

ない」

Hy klaget oer de drokte. r彼は忙しいと苦情を言う j(ULI' S， C 14 : 15) 

(v) om [om] r…のまわりに、…時に(時刻)、…ころに(時期〉、…ごとに、

・・を求めて、…にかんしてj

De moanne draait om de ierde. r月は地球のまわりを回っている」

(Bangma 1993~ : 76) 

Sy hat in ring om e finger. r-被女は指に指輪をしているJ(ULI' S， A 

20 : 9変更)

Hy kaam om tsien oere. r彼は10時(きっかり)に来たJ

σ 時刻の表札については~48 (a) 参照。

Yn Fryslan is it om distiid fierste kald. rフリースラントではこの
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時期ひじように寒いJ(ULI' S， B 2 : 14変更〉

Om 'e {twa/oarde/oare} wike gean ik nei Grins. r2週間ごとに私はフ

ローニンゲン(オ. Groningen)に行く J(e 5I(3)(c))(Zantema 1984 : 

676， 702変更〉

1t bern socht om syn mem. r子供は母親を(口母親を求めて)探したj

(ULI' S， A 20 : 9変更)

Jan rop om syn mem. rヨンは母親を(=母親を求めて)呼んだJ(むL1'S， 

C 1 : 11変更〉

Guon minsken nimme in kat om 'e gesellichheid. r楽しみで猫を飼う人

がいる J(ULI' S， C 7 : 29変更)

De minsken moasten om it toanielstik laitsje. r人々はその劇のこと

を笑わざるを得なかったJ(ULγS， A 17 : i6) 

Om my geane wy nei Frankryk. r私はといえば、みんなでフランスに行き

たいと思いますJ(Bangma 19932 
: 173) 

(官)op [opJ r…の上(表面・側面)に、…のときに、…をめざしてJ

Jo moatte op bed bliuwe. rあなたは寝ていなければなりませんJ(場所〉

Us bern geane jOns om acht oere op bed. rうちの子供たちは夜8時に

寝ますJ(方向)(ULI' S， B 15 : 12) 

Ik stapte op de trein. r私は電車に乗ったJ(ULI' S， C 18 : 12変更)

De seefOgel hat syn nest op it stran. rカモメは海岸に巣があるJ

(ULI' S， B 9: 11) 

Jimme rieden op 'e fyts nei hOs. r君たちは自転車で家に帰ったj

De bern ha op it iis riden. r子供たちは氷の上でスケートをした」

(ULI' S， C 9 : 15) 

ゥ (U) oerの用例 sokketochten oer iis r永の上を滑るこうしたレースJ

糸 m
y ，--、。

Hy百ennetyn Balk， en sy wennet op e Jouwer. r彼はボルク〈オ.

Balkバルク〉に住んでおり、彼女はデ・ヤウエル(オ. Joureヤウレ)

に住んでいるJ

ワ opと ynの使L、分けについては~ 61 (1)参照。

Op snein bliuw ik thus. r私は日曜は家にいるJ

Ferheard seagen wy baas smid op in rnoarn yn in wite jas omspringen. 

「私たちは鍛冶屋の主人がある朝、白い上着を着て立ち回っているのを見

て驚いたJ(ULI'S， B 12: 10) 

Koffers en tassen nimme wy op reis rnei. rトランクとカノfンを私ーたち

口同
υ
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は旅行にもっていきますJ(ULI' S， C 18 : 9) 

Fan generaasje op generaasje wennen de minsken yn harren doarp. r何
世代にも(=世代から世代に)わたって人々は自分の村に住みつづけたJ

de boat fan Harns op Skylge 1ハーンス〈オ. Harlingenハjレリンゲン〉

からスキルへ島〈オ. Tersche 11 ingテルスヘリング島〉へ向かう船J

(Zanterna 1984 : 715) 

in bustsjinst op Snits 1スニツ(オ. Sneekスネーク〉行きのパス路線J

Cib. 715) 

(x) sOnder [sund8rJ/sonder [sond8rJ r…なしで，…を欠いてJ

De rnoanne skynde ut in hirne1 sOnder wolken. r月が雲のない空から輝

いていたJ

官ykinne sOnder dit gerna並netlibje. r私たちはこの便利さがなければ

生きていけないJ(ULJ' S， A 12 : 7変更〉

Jimme hawwe ek in auto oanskaft ha 'k heard. Koene jirnrne it der 

net rnear sOnder rede? 1おまえたちも車を買ったって聞いたよ。それな

しではもうやっていけないのかねJ(瓜l'S， C 18 : 12) 

De situaasje is sOnder rnis gans feroare. r状況は疑いもなくまったく

変わったJ(sOnder rnis 1疑いもなく J) (ULI' S， C 11 : 2変更〉

Wy kinne dat sOnder mear feststelle. r私たちはそのことを容易に確認

できるJ(sOnder rnear 1難なく、ただちにJ)(ULI' S， C 11 : 2変更〉

(y) sOnt [sunt] r…以来、ーからずっとJ

SOnt 1963 wie der gjin Alvestedetocht rnear halden. 11963年以降、オ

ルヴェステーデトホト(フリースラントナト!の12の都市をめぐるスケート競

技)は関かれていなかったJ(DLI' S， B 5 : 7変更〉

Gysbert Japicx百iewinliken de earste dy't sOnt lange tiid it 

Frysk as skriuwtaal wer brOkte. 1ギスベト・ヤーピクス 0603-1666)

は長い時代の後にフリジア語を再び文章語として用いたまさに最初の人だっ

たJ(Stienstra 1982 : 39変更〉

It boerelibben hat foaral sOnt de leste oarloch in grutte Ontjou 

wing trochrnakke. r農村の生活はとくに先の大戦以来、大きな展開をとげ

fこJ(ULI' S， B 9 : 13) 

2 定動詞が1え在完了形で退去の~永事を表わして L ‘ることに注意。

SOnt de Twadde Wraldoarloch libje de rninsken frijer. r第 2次大戦以

降、人々はより自由に生きるようになったJ

cm定動詞がi足在1f}で乳在に至る出求事を表わしていることに注意 o
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(z) ta [taJ r…の方向・状態・関係へ、…に加えて、…についてJ

Dan komt men wol ta dizze konkluzje. rそれならなるほどこの結論に至

るだろう J(ULI' S， C 20 : 5変更)

Hy waard keazen ta foarsitter. r彼は会長に選出されたJ(Boersma/Van 

der Woude 19802 
: 82) 

De untfolking fan it plattelan is ta stilstan kommen. r田舎の過疎

化は止まったJ(ULI' S， B 8 : 7変更)

De redakteuren kedize oer ynkoartsjen ta IDinder alinea's. r編集者

たちは改行を少なくするように指示するJ(ULI' S， A 15 : 8変更〉

Eeltsje Halbertsma learde ta dokter， earst yn Leien en letter yn 

Heidelberg. rエールチェ・ホルベツマ(ホルベツマ 3兄弟の次男， 1797 

-1858)はまずレイデン〈オ. Leiden)、次にハイデルベルクで医学を修め

た(口医者になる勉強をした)J(Stienstra 1982 : 56変更)

官yhawwe al1egearre in goed hus ta us foldwaan. r私たちはみな満足

のいく家を手に入れているJ(ULI' S， C 20 : 4変更〉

ta it Frysk rフリジア語についてJ

ta de Fryske syntaksis rフリジア語の統語論についてJ

(a) te [t8J r…のほうへ、…のところで、…のために、…の様子で、…のと

きにJ(無冠詞の名詞などとともに信用句で)(文語的〉

De auto brocht har te p1ak. r車は彼らを目的地に運んだJ(ULI' S， B 8 

:7変更〉

胃atin fo1k komt der oan te pas! r何という大勢の人々が集まってくる

ことかJ(ULI' S. A 13 : 8) 

Simke Kloosterman is yn 1876 te Twizel berne en hat der ek har 

jonge jierren trochbrocht. rシムケ・クローステルマン(西フリジア文

学の代表的女流作家 1876-1938)は1876年にトヴイーゼル(オ. Twi jzel 

トヴェイゼル〉に生まれ、そこでまた若い時代を過ごしたJ(Stienstra 

1982 : 96) 

ピデロ誇では teのかわりに ynまたは opを使う (S61(l))。

(s) troch [troxJ r…を通って、ーのあいだずっと、…を使って、…の原因で、

…によって〈受動文・使役文などの動作主・手段)J

官yfytse立ochde buorren. r私たちは自転車で村の中心を通り抜けるj

(Bangma 19932 
: 76) 

De dieI is立ochit finster yn e hOs kommen. r泥棒は窓を通って家

の中に入ったj(ULI' S， A 18 : 12変更〉

1
i
 

円
4
d

nイリ



「彼は試験に通ったJ(Zantema 1984 : 1076 Hy kaam troch 1t eksamen. 

A 「ホーンスは自転車から落ちたJ(UL1' S， 

変更〉

Hans sakke troch syn fyts. 

「彼は苦労して冬を越したJ(Zan-

18 : 15) 

Hy kaam mei lijen troch de winter. 

tema 1984 : 1076変更)

「女の子は蚊に京せされたJ(ULl'S， 1t famke is troch in mich stutsen. 

B 6 : 20) 

Lit it ferhaaltsje leze troch ien dy't it Frysk yn e macht hat. 

「だれかフリジア語のできる人にその話を読んでもらいなさい(ロ読ませ

B 19 : 18変更〉なさし')J(ULJ'S， 

を用いるつfan 受動丈・伎役えの動作主には文言吾ではc? 

1t doarpslibben kin troch frjemde ynkommelingen in fernijing 

「村の暮らしはよそから来る人々によって変わる可能性がある」

C 11 : Funktionsverbgefuge)(UL1'S， ド.(受動の意味の機能動詞構文、

undergean. 

12) 

「干し草は先週、雨1t hea bedoar ferline wike troch it reinwetter. 

でだめになったJ(bedjerre rだめになる」は能格動詞〈エ ergative 

C 20 : 2) verb) )え低l'S， 

(時(7) tsjin [t11nJ I…に向かつて、…にたいして、…に逆らって、…ころ

A 18 : 16 「車は木に衝突したJ(ULI' S， 

間〉、…と引きかえに」

De auto botste tsjin in beam. 

変更)

1/くDe busundernimmingen moatte koraurrearje tsjin de eigen auto. 

C 20 : 9変更)ス会社は自家用車と競争しなければならない」何LI'S， 

「おなかがすいたと男の子はr
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Ik haw honger， 

「フリースラン

彼女に言う J(ULI' S， 

1t untwerp fan de Fryske flagge is tsjin 1900 makke. 

トの旗の原案は1900年ころに作られたJ(ULI' S， C 20 : 8変更)

という意味の副詞である ο「反対 LてJtsjin はてア次の

Op gearkomsten treffe jo minsken dy't der op tsjin binne dat jo 

「会議ではフリジア誇を話すことに反対の人々に出会う JFrysk prate. 

B 8 : 15) (ULI' S， 

(o) tusken [tosk8n] r…の間にj

Yn de midsieuwen leine de san Fτyske seelannen tusken it S百inen 
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de Weser. r中世にはフリースラント沿岸 7)十!はズヴィンJII(オ. het Zwin) 

とヴェーザ-}Ilの間にまたがっていたJ(ULI' S， C 20 : 8変更〉

1t ferskil tusken doarpen en steden is lytser wurden. r村と都市の

間の差は小さくなったJ(ULI' S， C 11 : 2変更)

De flagge stiet op it tuorke tusken de keale beammen. r旗は葉を落

とした木々の間の塔の上に立っているJ(ULI'S， B 5: 10) 

(e) under [白山rJ/onder[ondarJ r…の下に(場所・数量・年齢・地位・支

配・所震・所有・被覆など〉、…のもとで、…の簡で」

1t skip wie sonken en lei under wetter. r船は沈没して水底に沈んで

いたJ(ULI' S， A 18 : 12変更〉

De eigners fan de hunen hearre harren bisten under tafersjoch te 

halden. r犬の所有者は自分たちの動物(=犬)を管理しなければならな

いJ(ULI' S， C 11 : 15) 

Sy lije under it regear. r彼らは政権のもとで苦しんでいるJ(ULI' S， 

C 16 : 30変更〉

1t gefolch wie in protte sykte en stjerte， foaral under de bern. 

「それはとりわけ子供たちの間で多くの病気と死をもたらす結果になったJ

(ULI' S， C 20 : 4変更〉

(0 ut [ytJ r…の外に、ーから、…の理由・きっかけでJ

1t jonkje blet ut 'e noas. r男の子は鼻から血が出ているJ(ULI' S， B 

12 : 8変更〉

De aldste fan de bruorren Halbertsma ut Grou wie Joast. rグラウ

(オ. Grouwフラウ)出身のホルベツマ兄弟のいちばん年上はヨアストだっ

たJ(Stienstra 1982 : 47) 

De natuer komt ut 'e wintersliep. r自然は冬の眠りから自を覚ます」

(ULI' S， A 9 : 9) 

De kleur fan myn freon syn strik is ut 'e moade. r私の友人のネクタ

イの色は流行遅れだJ(ULI' S， C 4 : 5変更)

Piter prate har dat ut 'e holle. rピテルは彼女にそれを断念させたJ

(ULI' S， C 11 : 8変更〉

Ut namme fan de feriening skreau er dat. r会を代表して〈立会の名前

で)彼はそれを書いたJ(ULI' S， C 20 : 14) 

(~) utsein [ytsain，…sdnJ r…を除いてJ

官yhawwe it bannich utsein sneons. r私たちは土曜を除いて多忙です」

(Zantema 1984 : 1142変更)
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!i 61 前置詞のその他の用法、前置詞の残留

(1)地名とともに用いる前量詞

場所を表わす場合、地名とともに用いる前置詞には op/yn/teの3種類があ

り、次のように使い分ける (Oosterhout1960 : 52ft. )。

① yn :大部分の無冠詞の地名

yn Grins rフローニンゲン(オ. Groningen)でJ

yn Ljouwert rリャウエト(オ. Leeuwardenレーヴァルデン〉でj

yn Drachten rドラハテン(オ. Drachtenドラハテン〉でJ

② op :少数の無冠詞の地名〈小さな村)、定冠詞のついた地名、島の名前

op Aldebiltsyl rオーデビ¥lレトシル(オ. Oude Bildtzijlアウデ・ビ、ル

トセイル)で」

op Snakkerbuorren rスナケルブオレン(オ. Snakkerburenスナケルビュ

ーレン)でj

op e Lemmer rデ・レメル (DeLemmer;オ. Lemmerレメル)でj

op e Jouwer rデ・ヤウエル (DeJouwer;オ. Joureヤウレ〉でj

op 't Hearrenfean rエト・イェレンフェアン (ltHearrenfean;オ.

宜eerenveenへーレンヴェーン〉でj

op 't Bilt rエド・ビ、ルト OtBi1t;オ. Het Bi ldtエド・ピルト)でJ

op 't Amelan rエト・アーメローン島(ItAmelan;オ. Amelandアーメ

ラント島〉でJ

op Skiermuntseach rスキエルムンツエアハ島〈オ. Schiermonnikoogス

ヒールモニクオーホ島〉で」

op Skylge rスキルへ島(オ. Tersche 11 ingテルスへリング島〉でj

③ te :文語的な表現

Joast Hiddes Halbertsma waard yn 1789 te Grou berne. rヨアスト・ヒ

デ、ス・ホルベツマは1789年にグラウ(オ. Grouwフラウ)で生まれた」

Joast learde ta dumny en百aardyn 1814 beroppen te Boalsert. rヨア

ストは司祭になる勉学を修め、 1814年にボノレゼト〈オ. Bolswardボルズ

ヴアルト)に招聴されたJ(Stienstra 1982 : 47変更)

Der binne guon Aldfryske hanskriften yn 'e universiteitsbibleteek 

te Grins. rフローニンゲン(オ. Groningen)の大学図書館には古フリジ

ア語の写本がいくつかあるJ(Boersma/Van der百oude19812 
: 11変更〉

(2)前置詞句を支配する前置詞

(a)用例

8
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前置詞には名詞句を伴うもののほかに前置詞句を伴うものがある O ここでは

いくつか例を示すにとどめる。

It Aldfrysk [fan [nei 1200JJ is us ut underskate hanskriften be-

kend. rl200年以降の古フリジア語はさまざまな写本から私たちに知られ

ているJ(Boersma/Van der官oude19812 
: 11> 

Soms [oant [yn de lytse underdieltsjesJJ wurdt foarskreaun， wer't 

in wente oan foldwaan moat. rときには小さな下位部分に至るまで、住

居が何を満たす必要があるかが規定されているJ(ULI' S， C 20 : 4) 

It foarheaksel ‘fer-' ferliest de utspraak fan de ‘r' foar alle 

byluden [utsein [foar de 'h' JJ. r接頭辞 ferーは hを除いてすべての

子音の前で rの発音を失う J(Bangma 19932 
: 116) 

(b)前置詞の意味を細かく指定する副詞

次例の achterr裏にJ， buten r表に、外にJ， midden r真ん中にJ， lyk 

「まさにJ， krekt rまさにjは産後に後続する前置詞勾を修飾する副詞であ

り、前置詞の意味を細かく指定している。この achter/butenは前置詞匂を支

配する前置詞ではない。

Achter [op alle foto'sJ hat beppe de bertedata fan har oerbeppe-

sizzers skreaun. rすべての写真の裏に祖母はひ孫たちの誕生日の日付を

いたJ(ULI' S， B 11 : 6変更)

Buten [op it briefJ stiet it folgjende. r封笥の(=手紙の)表には

次のことが書いであるJ(Zantema 1984 : 150) 

ウ上記の 2例では *opach ter... r…の裏にJ， *op buten-.. r…の表にJ と

はならない EI本語との相違に注意。

De beide kearen dat in rivier myn paad kruste， halde ik dan ek 

限idden[op 'e bregeJ. r)flが道と交差したその 2固とも、私は橋の真上

で立ち止まったJ(ULI' S， B 20 : 15変更〉

1t wetter stie lyk [mei de dykJ. r水面が道のすれすれのところまで上

がってきていたJ(Zantema 1984 : 573変更)

宝生主[回盟主 it wetterJ fljocht in swerm miggen. r水面すれすれのと

ころを虫の一群が飛んでいるJ(ULI'S， B 7: 7) 

ウ上例の achter，buten， midden， lyk， krektは統語的に前豆詞句の「指

定都J(エ. specifier)の位亙にあると言える。

(3)不定詞句を支配する前霞詞

付加成分としてはたらく副詞句では、前置詞が不定詞句 (te+第 2不定詞)
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を伴うことがある(i355(2)(a))。

Do antwurdest [sunder [nei te tinkenJ]. r君はよく考えずに答えた

(答える )J(ULI' S， C 8 : 22) 

Ferbuch de folgjende tiidwurden， [立笠Q[se goed yn 'e sin!三三主主二

tenJJ. r次の動詞を正しく文の中に置くことによって変化させなさい」

(BangIDa 19932 
: 59変更〉

It undersyk waard dien [troch [in enkete te stjoerer1 nei alle 

(leden fan) kriten en studinteferieningsJJ. rその調査はすべての自

治体と学生組合(の会員)にアンケートを送ることによって行なわれたj

(Ut de Smidte 1997 : 31. 1) 

[Nei [yn Frjentsjer by de utjouwer Telenga yn 't wurk west te haw-

官enJJ，ferfart Waling Dykstra yn 1861 nei Holwert. rフリエンチェル

(オ. Franekerフラーネケル)で出版社テーレンガに勤めた後、ヴァー

リング・ディクストラ(著名なフリジア語辞書の著者、作家 1821-1914)

は1861年にホルヴェト(オ. Holwerdホルヴェルト〉に移り住むJ(Stien-

stra 1982 : 71変更〉

ごアドイツ誇では rohne...zu十不定詞JU.:可能だが、 f*{durch/nach}…zu十不

定詞}J は不可。オランダ誇ではすべて可能 r{zonder/door/na}…te十

不定詞j

(4) r代名詞の derJが使えない前置詞

付加成分としてはたらく副詞句では、 「代名詞の derJ(s 55)が使えない

前置詞が少数ある。これは datならば可能なものと、どちらも不可能なもの

に分かれる。

(a) datならば可能な前置詞

論理関係を意味する前置詞では名詞が両性でも datを用いるものがある。

① behalve(n) r…を除いてJ

Sy hat in soad fan har mem behalve har mule. r彼女は口元を除いて母

親から多くを受け継いでいるJ(de rnule r口J)(Visser 1985 : 63変更)

→Sy hat in soad fan har mem {behalve dat/幼 ehalvedy/幼 ehalvehim 

/*derbehalve/*derbehalve}. r彼女はそれを除いて母親から多くを受け

継いでいる」

ヴオランダ誇も同誌。

Ze heeft veel weg van haar moeder behalve haar mond. r向上j

→Ze heeft veel weg van haar moeder {behalve dat/*bahalve die/ 
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*behalve hem/*erbehalve/吋 aarbehalve}. r同上j

② utsein r…を除いてJ

iJtsein syn noas hat er in soad fan syn heit. r鼻を除いて彼は父親か

ら多くを受け継いでいる J(de noas r鼻J)(Visser 1985 : 63変更〉

→{tJtsein dat/本lJtseindy/*Utsein hirn/本Derutseir1/本Derutseirl}hat er 

in soad fan syn heit. rそれを除いて披は父親から多くを受け継いで

いるJ

③ fanwege(n) r…のためにj

Fanwege syn sykte koe er net komrne. r病気のために彼は来られなかっ

たJ(de sykte r病気J) 

→{Fanwege dat/ネFanwegedy/本FanwegehiIn/本Derfanwege/*Derfanwege}

koe er net komme. rそのために披は来られなかったJ

ウオランダ誇も同議。

Van胃egezijn ziekte kon hij niet komen. r同上j

→ {Vanwege dat/*Vanwege die/*Vanwege hem/*Ervanwege/*Daarvanwege} 

kon hij niet komen. r同上J

合 sunder(sonder) r…なしでJ、neffensr ...に従って j は「代名詞の derJ

を伴うことができる。

Sette wy ‘bak' en ‘pak' njonkeninoar， dan is it plak fan 

artikulaasje gelyk， mar it ferskil is no， dat de ‘b' mei trilling 

fan de stimbannen utsprutsen wurdt， de ‘p der sunder; derneffens 

kinne wy underskiede yn ‘stimhawwend' en ‘stimleas'. rbak と pak

を並べてみると、調音位毘は同じだが、 bが声帯の振動を伴ぃ、 p がそれ

を伴わないで発音されるという遣いがある。このことから f有声 j と「熱

声j が区別できる J(Boersma/Van der Woude 19812 
: 58) 

オランダ言吾の zonderr・・・なしでj は *erzonder とは言えない (Riems一

dijk 1978 : 78)。

(b) r代名詞の derJも datも不可能な前置詞

① sunt r…以来、ーからずっと」

Sunt tri tich jier wenje は ynSnits. r30年以来、私はスニツ(オ.

Sneekスネーク)に住んでいるj

→{Sunt doe/Sunt dan/Sunt dy tiid/本Suntdat/本Suntdy/*Sunt harren/ 

*Dersunt/本Dersunt}wenje ik yn Snits. r私はそのとき以来、スニツ

に住んでいる」

t オランダ誇でも同誌。

司，t
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オ. Sinds dertig jaar woon ik in Sneek. r向上j

→ {Sinds toen/Sinds darI/SindsdierI/Sinds die tijd/*Sinds dat/ 

*Sinds die/*Sinds her1/*Ersinds/*Daarsinds} woon ik in Sneek. 

「向上」

② oant r…のところ・ときまでJ

Hy sliept 0ant acht oere. r彼は 8時まで寝ているJ

→ Hy sliept {oant dan/*oant dat/本oantdy/*oant him/*deroant/本der

oant}. r彼はそれまで寝ている」

ゥオランダ誇も同議。

オ. Hij slaapt tot acht uur. r向上」

→Hij slaapt {tot dan/*tot dat/*tot die/町 othem/*ertoe/*daar-

toe}. r向上J

σsOnt はそれ自身で「それ以求j という意味の副詞としても用いる。

It ta1 leden is sOnt net fol1e grutter wurden. r会員の数はそれ以永、

あまり多〈色:らなかったJ(ULI'S， B 16: 11変史)

(c) r代名詞の derJと datで意味が異なるもの

derboppe/derboppe rその真上でj∞boppedatrそのほかに、さらにj

σ オランダ誇とドイツ誇ではそれぞれ次の誇形を用 L、る o

オ. erboven， daarboven rその真上でj 特 bovendien，daarenboven rその

ほかに、さらにJ

r'. daruber r同上J仲 daruberhinaus， auserdem r向上J

(d) te f…のほうへ、…のところで、などJ(e 60(1)(a)) 

teは特定の文語的表現にしか用いず、どの代名詞でも副詞でも置きかえら

れない。

Hy gong dan te wurk. r彼はそれから仕事に行った」

→Hy gong dan {*te dat/*derte/本derte}.

(5) r代名詞の derJによる前置詞の残留

(a)まとめ

「代名詞の derJ(一般に fr-代名詞J)が語)1良から見ると「後置詞」とし

てはたらいている前置詞から分離する場合、前置詞は文末、すなわち右枠の直

前に隣接して残り(隣接条件〉、これを「前量詞の残留J(エ. preposition 

stranding)という。ただし、これは動詞(または形容詞〉の目的語や方向・

道具など動詞との結びつきが強い補足成分(エ. complement)である。一方、

目的・結果・理由・比較などの論理関係や場所・時間にかかわる付帯状況のよ
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adjunct)である場合には分離せず、 r{derうに結びつきが弱い付加成分(エ.

とくに論理関係を表わす場合には、 derby/derト前置詞Jとして現われる。

werom derom rそのためにJ， dertroch rそれを通じてJ， fそのさいにJ， 

1語の副詞として語葉的に固定しているものが多い。補足「なぜjのように、

成分と付加成分という区別とならんで、語葉的な固定度という要素も「代名詞

((b)(c))。名詞匂内の要素であの derJの分離には関係していると思われる

((d))。るように見えながら、分離する場合もある

(b)用伊i

①分離する場合:補足成分

f彼らは自分たSe binne {grutsk op har doarp/Qp har doarp grutsk}. 

ちの村を誇りにしているJ(op...grutsk weze r…を誇りにしているJ) 

→Se binne {der/der} grutsk op. 

Se binne {対erop/(稀)derop} grutsk. 

Se binne grutsk {*坐rop/(稀〉坐rop}.

「それを彼らは誇りにしている」

「彼らはそれを誇りにしているj

「向上j

f向上J

「同上J

{*主主/Der}binne se grutsk op・

{本主語Q/(稀)詮虫Q}binne se grutsk. 

②分離しない場合:付加成分

f披は食事の後で床Hy gong {rlei it iter1 Op bed/op bed nei it iterl} 

「彼はその後で床に就いたj

「向上j

に就いたj

→Hy gong {*der/*der} Op bed nei. 

Hy gong {dernei/dernei} Op bed. 

証ygong Op bed {(稀)dernei […nai， 「同上J

{*Der/本Der}gong er Op bed nei. 

{(稀)Dernei […n乏し …ntiJ/Dernei} gong er Op bed. r向上」

このように、②の derneiは①の deropと異なり、…nei[…nai， 

…nti J/(稀)dernei}. 

fその後で彼は床に就いたJ

寸
aj'」

.J噌
li晶

，
拘
併

n
 

の部分にアクセントを置けば、前域(主文の定動詞の直前)にも現われる

これは derneirその後でjがたとえば derfoarrその前にJことがある。

との対比で強調されてアクセントをもつことがある場合である。一方、

opが grutskの要求する特derop grutsk rそれを誇りにしているjでは

有の前置詞であり、他に選択の余地がないために対比のアクセントをもて

ないのでそれが許されない。

(c)分離しない場合のその他の用例

Derefter is in 

f私たちのところの通り

Oan 'e oare kant fan Us strjitte steane beammen. 

smel1e berm en in feart dy't nochal wiid is. 

その後ろには細長い路肩とかなり広のもう片側には木々が立っています。

n
3
 

q
t
u
 



い掘がありますJ(ULI'S， A 8: 7) 

It is dermei dud1ik wer't de oast sit. rどこに問題点があるかはそれ

によって明らかであるJ(Hoekema 1983 : 85) 

Hy helle in f1esse bearenboarch en in romer， dernei sette er in 

plaat fan Mozart op. r彼はブランデーとブランデーグラスをもってきて、

その後でモーツアルトのレコードをかけたJ(ULI'S， A 16: 8変更)

Derneist meie wy oannimme dat de jongeren mear under ynfloed fan 

it Ho11ansk steane as de a1deren. rそれとあわせて、高年層に比べて

若年層がオランダ語の影響をより多く被っていると考えていいJ(Breuker 

et al. 19922
: 17変更〉

Besite is foar in pasjint tige百ichtich.Dertroch bliuwt er op 'e 

hichte mei wat der yn 'e wrald bOten it sikehus bart. r見舞いは病

人にとってとても大切である。それを通じて病人は病院の外の世界で起こっ

ているできごとを知るJ(ULI' S， B 11 : 12) 

(d)名詞勾内の要素のように見える der

主語名詞勾の内部にある derはふつう分離しない。

[In gefolch坐丘盟]is wer dat de biste-en fugelstan ek achterut 

giet. rその結果はまたしても動物や植物の生育もまた衰えるということ

であるJ(ULI' S， B 9 : 14) 

weze r…である」の補語名詩句の内部にある derは分離できる。

Dat is [in part derfanJ. -Dat is der in part fan. rそれはその一部

分だJ(Hoekema 1983 : 90) 

つまり、 inpart derfan rその一部分Jは全体で意味的なまとまりを形成し

ているが、統語的には inpartと derfanというこつの文成分に分かれ得る

と言える (DeHaan 1978/79)。

その他の用例。

In hushaldbeurs is der in foarbyld fan. r家庭用品の展示はそのひと

つの例ですJ(むU'S， A 12 : 7) 

Der haw ik no gjin eksimp1aren mear fan yn 'e hus. rその在庫は私は

家にはもうひとつもありませんJ(Hoekema 1983 : 90) 

(6) r代名詞の derJを欠く前置詞の残留

(a)前置詞句の残留の種類

(4)で扱った前置詞を除いて、「前置詞+物事を示す代名詞Jが rder(…) 

前置詞Jとなり、動詞(または形容詞)の補足成分である場合に前置詞はふつ
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う derから離れて文の後方に残留することは (5)で述べた(r代名詞の derJ

による前置詞の残留〉。

De minsken harkje nei de regionale berjochten better. r人々はロー

カルな報道のほうをよく聞く J(nei…harkje r…を罰く J) 

→De minsken harkje {der/der} better nei. r人々はそのほうをよく罰

くJ

{*Der/Der} harkje de minsken better nei. r同上J

De IDinsken harkje {対ernei/(稀)dernei} better. r向上J

{本Dernei!(稀)Dernei} harkje de IDinsken better. r需上」
一方、西フリジア語には「代名詞の derJを介在させなくても、前置詞を文

の後方に残したまま名詞句を「話題(トピック )Jとして前域に置く構文があ

る〈話題化、オ. topical izatie)。

①話題化

De regionale berjochten harkje de IDinsken better nei. r人々はロー

カルな報道のほうをよく聞く J(Bangma 19932 
: 123変更〉

寸前亘詞を残留させずに前亘詞全体を前威に毘〈こともできる。

Nei de regionale berjochten harkje de minsken better. r同上j

②受動文での話題化

受動文でも名詞句による前置詞の残留が見られる。

De regiona1e berjochten {wurdt/*wurde} better nei harke. rローカ jレ

な報道のほうがよく聞かれるJ

合前亘詞を戎留さぜずに前亙詞句全体を前成に亘くこともできる。この丈の

derは「代名詞の derJ ではなく、「虚詩の derJ である。

Nei de regionale berjochten wurdt {0 I der} better harke. r向上j

←Der wurdt rlei de regionale berjochten better harke. r向上J

σ オランダ誇の標準誇では名詞句による前亘詞の残留は不可能であり、 「代

名詞の erJ を介在させなければならない o

De mensen luisteren rlaar de regionale berichter1 beter. r向上」

話題，[と:

De regionale berichterli {*臼Idaari}luisteren de mensen beter naar. 

f同上J

受動丈:

De regionale berichterli {*0/daarJ wordt beter naar geluisterd. 

「向上j

②の受動文の場合、 deregionale berjochten rローカルな報道」は主語で
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はなく、たんなる話題にとどまっており、定動詞には 3人称単数形 wurdtが

用いられている。この文は自動詞の受動態であり、主語を欠く「非人称受動」

(unpersoanlik passyf)である。このように、西フリジア語では名詞句による

前置詞の残留でも名詞勾は前置詞に支配されたままである。

次の用伊jも同様である。

Fiif minsker1 wurdt op rekkene. (=Der wurdt 0p fiif minsker1 rekke 

ne. ) r 5人の人が見込まれている J(wurdt : 3人称単数形)(Boersma/Van 

der Woude 19802 
: 77変更)

←Wy rekkenje 0p fiif minsken. r私たちは 5人の人を見込んでいるJ

∞Fiif minsken wurde ferwachte. r 5人の人が期待されている J(叩rde:

3人称複数形)(ib.77変更〉

←Wy ferwachtsje fiif minsken. r私たちは 5人の人を期待しているJ

ヶ英語ではこの場令、名詞句は前亘詞から主主語的に独立している。たとえば、

次の用例で能動丈の themは受動丈で theyとして主語になり、前豆詞

atの丈配を受けていない。つまり、 belaughed at r笑われる j というな

新たな述語が形成されていると言える u再分析J、エ. reanalysis)。

エ John 1aughed at them. rジョンは故らのことを笑ったj

→They were 1aughed at by John. 内定らはジョンに笑われたj

一方、名詞勾が中域に置かれた場合には前置調の残留はやはり可能だが、

下代名詞の derJによる前置詞の残留と違ってそれほど頻繁には用いない。

Better net te witten is yn e utropliteratuer sa'n konstru詠sje

oars kwealik omtinken oan jun. r筆者の知り得る限り、感嘆文を扱った

文献ではこのほかにそのような構文にはほとんど注意が向けられていないj

(Dyk 1988 : 34) 

Hoe kin it dat dyn huswurk no ynien gjin flaters mear yn sitte， 

Tabe? rおまえの宿題にいっぺんにもう何も間違いがなくなったのはどう

したわけなの、ターベJ(Bernekrante 17-5-1990 : 8) 

r つまり、名詞句による前亘詞の戎留は話題仏(前威への移動)のみならず、

「かきまぜJ(エ. scrambling; 中域内での移動)の場令にも可能である

とすえる。 rかきまぜ」によるえの判定を非丈とする意見もあるが、

Hoekstra (1995 : l06f.) は~フリジア誇ではオランダ誇よりずっと容認

住があいと述べており、上述のような実例が見られる。次の用例を参照。

フ. dat er {der/dy gearkomste} juster net oan tocht hie r伎が{そ

れ/その会議}が咋臼あるとは思っていなかったこと J(ib. 106f.) 

オ. dat ie {daar/*die vergadering} gisteren niet aan gedacht had 
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「詞上J(ib. 106) 

前置詞の目的語が代名詞の場合には、「代名詞の derJと並んで、それ以外

の代名詞による官官費詞の残留の可能性も考えられる。しかし、物事を示す代名

詞など、前者が可能なときには一般に前者を用い、後者はあまり好まれない。

{?Dy/Der} ha ik in protte boeken oer lezen. rそれについて私は多く

の本を読んだJ(Hoekstra 1995 : 101変更〉

it ark {?dat/der't} er om socht hat r彼が探していた道具J(ib. 101 

変更〉

この事実は、上述した名詞勾が中域に置かれた場合とあわせて、「代名詞の

derJによる前置詞の残留に比べて、「代名詞の derJを欠く前置詞の残留が有

標であることを示している。

(b) r代名詞の derJを欠く前置詞の残留の性格

「名詞句(…)前置詞jは一見、次例のように「代名詞の derJを介在させ

た分離であって、その上で derを省略した構文であるように見える。

De sinne der mei 'k wol oer. r日差し、それは私は嫌いではないj

(Zantema 1984 : 679) 

Nee， Timmen， dy tiid ha ik han. De sport is foarby. Net mear swim-

me， net mear sile， der bin ik te ald foar. rいや、ティメン、おれも

そういう時代は終わったよ。スポーツはもうやめだ。泳ぎも、ヨットも、

それにはもう年だJ(ULI' S， A 19 : 7) 

しかし、名詞句は人を示すこともある。 r代名詞の derJは物事を示す名詞

匂のかわりに用い、人を示す名詞句のかわりに用いるのはふつう好ましくない。

ところが、次のような用例はまったく問題がない。

Dy man moatst' mei oppasse: dat is in minnen. rあの男の人には気を

つけないとね。悪い人だからJ(Hoekema 1992 : 4) 

Him kin men alles fan ferwachtsje. rあの人には何でも期待できるj

(ib. 19) 

また、次の用例のように物事を示す代名詞の場合もある。

Hokker {o /*der /*wer} hast' i t meast fan? r君はどれをいちばんたく

さんもっているのかJ(ib. 14変更)

この場合、 hokkerは derや werで受けることはできない。したがって、

上記の構文は derの省略ではない。

しかも、 S59で述べたように、この構文の基底語j[障は「前置詞+名詞匂+動

詞Jであり、前置詞が動詞に隣接していないので、前置詞と動詞が「再分析」

を起こして名詞匂が分離しているとも言えない。この構文では名詞句が前置詞

内
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から分離した位置に最初から置かれており、話題化による焦点化を受けるなど

して否定詞 net(8100(1))の場合と同様、前置詞の作用域(エ. scope)と

解釈され、その支配を受けた目的語としてはたらいていると考えられる。この

点で西フリジア語は英語ともオランダ語の標準語とも異なり、 da(r)ーが分離

できない標準ドイツ語とも異なる O

合 Hoekstra(1995) は、上述の構えは名詞勾が分離した位量にはじめからあ

り、前亘詞の目的誇である f空の再述代名詞J(エ. empty resumptive 

pronoun， proi) を求主導しているとみなしている o つまり、次のような構

造になっていると考えている o

[De regionale berjochterlJi harkje de minsken better [nei proiJ. 

f同上j

ニの「空の再述代名詞JI立名詞句と同じ丈にある場合には、音形をもっ語

形としては琉われず、埋め込まれた丈で解釈が困難になる場令に万け音形

をもっ語形として琉われる。

*Hokker famkei hie er mei hari praat? r伎はどの女の子と話をしてい

たのだろう J(ib. 116支史)

fIokker famkei miendest dat er sei dat er mei hari praat hie? rどの

女の子と(彼ガ)話をしたと伎が言っていると君は思ったのかJ(ib. 116 

支史)

なお、~ 44 (5)で扱った次の構文も参照。オランダ誇との相違に注意。

フ. Wa tinke jo dat my sjoen hat? rあなたはだれが私に会ったと思い

ますかj

オ. ?Wie denkt u dat mij heeft gezien? r向上j

ドイツ誇の jm. zuhoren r…にヰを傾ける J. jm. vorschweben r…の念

頭に浮かぶj などの表現1.;1:、 Hoekstra (1995) の言う「空の再述代名詞J

による上記の構文が歴史的に f持分析j によって新たな述語を形成した結

呆であると考えられる。

〈アオランダ認の標準語では現範として「代名詞の erJ を伴って名詞匂を受

け、前亙詞につなげる構えしか認められない (DeHaan et al. 19795
: 

131ff.. Hoekstra 1995 : 105ff.)。しかし、ロ誇では「代名詞の erJ を

イギわない名詞句による前亙詞の戎留も広〈観察される。ロ誇をもとにした

オランダ誇統語論の詳知な記述である Paardekooper(1958: 21ff.) では

そのような用例が数多く収録されている。

Dat zeuren houd ik niet van. rそういう愚痴は私は好きではないJ(ib. 

21) 
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Kinderen zegt ze dat ze niet van houdt. r子供というものは好きでは

ないと彼女は言っている J(ib. 23) 

Die slechte weg kun je toch niet op gaan fietsen. rその患い道は君

は自転車で行〈のは無理だよ J(ib. 31) 

Die muur lag ik tegen te slapen. rその壁に私はもたれて吸っていたj

(ib. 31) 

西フリジア語とオランダ誇の相違は丙言語の標準誇としての言誇親乾の強

さにあるともいえる。

(c)その他の用例

Syn earlikens twivelje wy oan. r彼の誠実さを私たちは疑っています」

(Boersrna/Van der官oude19802 
: 57変更〉

Sok striemin waar hie gjin mins op rekkene. rそんなひどい天気はだ

れも計算に入れていなかったJ(Hoekema 1992 : 14変更〉

ln koelkast en in waskmasine kin men hast net mear sOnder. r冷蔵庫

と洗濯機はほとんどもうなしではいられないJ(ULI' S， A 20 : 12) 

De krante kinne jo net sOnder， gjin dei. r新関はなくてはいられない、

-8たりともJCULI' S， C 15: 10) 

Alde， brekfallige huskes百urdekreaze huzen fan makke. i古くていた

んだ小さな家にかわって立派な家が作られる」

Sok dreech iten kin ik net oer. rそんなくどい食事には私は耐えられ

ないJ(ULI' S， C 13 : 19) 

It miljeu hat elkenien eins belang by. r環境にはそもそもだれでも関

心があるJ(ULI'S， B 11: 17変更)

De alderdom binne gjin krOden foar woeksen. r老いに効く薬草は(育っ

てい)ない(=人はみな年をとる。ことわざけ (Beintema1990 : 10) 

Ferkearsregels ha se gjin weet fan. r交通規則について彼らは何の知

識も持っていないJ(ULI' S， B 13 : 7) 

Dy sykte hat er wat fan oerholden. rその病気の後遺症が少し彼には残っ

てしまったJ(Zantema 1984 : 682) 

(d)名詞匂 1…[om十前置詞一一 i十te第 2不定詞〕

不定詞句に含まれる名詞匂についても類似した現象が見られる。

Bedoarne kofjemolke is hielendal [om fan te grizen. ] r腐ったコーヒ

ー用のミルクは本当に嫌気がするJ(grize r嫌悪感を抱く (fan…に)J

(ULI' S， B 10 : 7変更〉

この文は f代名詞の derJを介在させると非文になるのであり、やはり f代

r
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名詞の derJを介在させたものではない。

本Bedoarnekofjemolke， der is hielendal om fan te grizen. 

ただし、 (b)(c)の用例とちがって、 bedoarnekofjemolke r腐ったコーヒー

用のミルク Jは主語であり、定動詞に一致している。

Bedoaτne kofjemolke en bedoarn fleis {binne/本is}hielendal om fan 

te grizen. r腐ったコーヒー用のミルクと腐った肉は本当に嫌気がするJ

上例の名詞匂 bedoarnekofjemolke r腐ったコーヒー用のミルク Jと be-

doarne kofjemolke en bedoarn fleis r腐ったコーヒー用のミルクと腐った肉J

は前置詞 fanから統語的に完全に独立しており、たんなる「話題」ではない。

この構文は名詞勾が意味的には前置詞の目的語と解釈されていながら、統語的

には前置詞に支配されずに独立している点で、「代名詞の derJを欠く前置詞

の残留とは本質的に異なる。

ウこの名詞句は「島J(eilan) である不定詞句から銃誇的に取り出されたも

のではなく、語形としては現われていない fanの目的語であるいわば

「ええない(音形をもたない)代名詞j と同ーであると解釈されている。

上記の Hoekstra(1995) の解釈を参照。

[Bedoarne kofjemolkeJi is hielendal [om [fan proiJ te grizen.J r向

上」

その他の用例。

Hy socht om in hOs om yn te wenjen. r彼は(ソノ中ニ〉住むための家

を探したJ(釘lllieM. G. Schmidt:“Pluk fan de Petteflet" 7変更)

(7)場所の前置詞を欠く表現

西フリジア語では場所を示す前置詞句を要求する動詞を用いた表現について、

前域では前置認を伴わなくても名詞匂だけで十分な場合がある。ただし、前域

以外ではかならず前置詞を伴う。

i) {日/By}de bakkerij komme官yaanst fansels， earst it oare mar. rパ

ン崖にはもちろんすぐ寄るけど、最初はほかのにしましょう J(Bangma 

19932 
: 84変更)

。胃ykomme aanst fansels何回/by}de bakkeri j， earst i t oare mar. 

「もちろんパン屋にはすぐ寄るけど、最初はほかのにしましょう J

u) {臼/Yn}dy bosk wennet in tsjoender. rあの森には魔法使いが住んでい

るJ(Hoekstra 1995 : 106変更〉

∞In tsjoender wennet休日乍g}dy bosk. r魔法使いがあの森には住ん

でいる」
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iii) {O /Yn} hoefolle lannen hat Pyt west? rピトはどのくらいたくさんの

国にいったことがあるのだろう J(Hoekstra 1995 : 109変更〉

∞Pyt hat {*o /yn} safolle lannen west. iヨンはそんなにたくさんの

国にいったことがあるJ

ウオランダ誇では前成か杏かにかかわらず前亙詞が必要である。

i) {*臼/Bij}de bakkerij komen we zo dadelijk natuurlijk， eerst 

het andere maar. r同上j

仲 Wekomen {*臼/bij}de bakkerij zo dadelijk natuurlijk， eerst 

het andere maar. r向上j

n) {*白/In}dat bos woont een tovenaar. r向上J (Hoekstra 1995 : 106 

交史)

件 Eentovenaar woont {*0/in} dat bos. r河上J

iii) 何回/In}hoeveel landen is Jan geweest? r向上J(Hoekstra 1995 : 

ib. 変更)

件 Janis {*0/in} zoveel landen geweest. r向上j

ウ Hoekstra(1995: 106) は岳フリジア誇にはこの場合、「空の場所の r一委!

詞J(エ. empty locative R-adverb， ib. 106) があり、それが前戒の名

詞句に求縛されているために上記の構丈が可能であると述べている。 (6)

どの類似怯に注意。次の比較携えの用例を参照。

フ. Jan hat mear jild fertsjinne as dat syn frou op rekkene hie. 

「ピトは扶の妻が見込んでいたよりも多くの金をかせいだJ(←op 

"rekkenje rーを見込むJ， dat は補丈様識)(ib. 108) 

オ. *Jan heeft meer geld verdiend dan zijn vrouw op gerekend had. 

f向上J ←op"'rekenenr…を見込むJ) (ib. 108) 

フ. Hy hat yn mear lannen west as dat Jan west hat. r彼はヨンが行っ

たよりも多くの国に行ったことがある J(dat補え標識)(ib. 108) 

オ. *Hij is in meer landen geweest dan Jan geweest is. r向上J

司
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S 62 後置詞 (postposysj e) I ー名詞句を支配するもの

(1)はじめに

後置詞は豊富にあり、前置詞と語形が共通のものが多い。後置認は名詞匂を

支配するものと前置詞句を支配するもの(3 63)に分かれる。この章では名詞

句を支配する後置詞を扱う。

伝統的には後置調を認めず、副認として扱っていることがある。たとえば次

の用例の ynr…の中へ(方向)Jがそうである。

De trein rydt de tunnel yn. r列車はトンネルの中へ入るJ

しかし、 detunne 1 yn rトンネルの中へ」は前域〈主文の定動詞の直前〉を占

めるひとつの文成分としてもはたらくのであり、本書では detunnel yn rト

ンネルの中へJを後置謁 ynに支配された後置詞句と認める立場をとる。

De tunnel yn rydt de trein. rトンネルの中へ列車は入っていく」

後置詞は分離動詞の分離成分とまぎらわしい場合がある。たとえば、上記の

用例では名詞句を前域に置いて後置詞を文末に残留させることができる ο

De tunne1 rydt de trein yn. r向上J

この例は「代名詞の derJによる前置詞の残留 (361(5))の場合と同様に、

後置詞 ynと動詞 rydtが rydt…ynr…の中に入るJという意味の新しい動

詞を形成し、 ynは分離動詞 ynrider同左Jの分離成分のようにはたらいてい

るとも言える。辞書にも ynrider…の中に乗り物で入るJ(伊1]. de garaaz j e 

ynride 1-(車が/車で〉ガレージの中に入るJという分離動詞が記載されている

CZantema 1984 : 444)。

ゥ&フリジア誇はドイツ誇やオランダ誇と同誌に、基本誇j頓は動詞がえ末の

言語である。一般に「名詞句 +X+動詞j において、 Xは前fえに隣接する

名詞句ども動詞とも結びっく可能性があるの歴史的に Xは副詞だったと言

えるが、「名詞句十 XJ の結びつきが強ければXは後亘詞になり、 rx十動

詞j の結びつきが強ければXは分離章者詞の分離成分になったと考えられる 0

6フリジア誇やオランタ'誇では「名詞句 +XJ の結びつきが強〈、後亙詞

が発達した。ドイツ誇では rx十動詞j の結びつきが強まったためにXは

分離動詞の分離成分と解釈され、後亙詞があまり発達していない。ただし、

今日では岳フリジア誇やオランダ誇でも rX十動詞j の強い結びつきが見

られ、新たな動詞を形成するようにして後亙詞の戎留が超こる。

一方、 rx+名詞句十動詞j では Xは隣接する名詞としか結びつかず、つ

ねに前章詞として機能する。しかし、「代名詞の der(オ. er/ド. da (r) ) J 

( rr一代名詞 J) による前星詞の戎留 (~61(5)) では、 r {フ. der/オ. er/ 

ド. da (y) }十 X十動詞」という語}I原になり、 Xは前の「フ. der/オ. er/ 
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ド. da (r) Jとも後の動詞ども結びっく可能位がある。岳フリジア誇やオ

ランダ語、それに他地ドイツ誇などのドイツ誇方言では rx+動詞j の結

びつきが強まることがあり、前亘詞の戎留が可能なのにたいして、(標準)

ドイツ誇では本永の rda (r)十 XJ の結びつきが強〈、持分析が起こらず、

前毘詞の戎留は不可能で Jうる。つまり、西フリジア語とオランダ誇が(標

準)ド、イツ誇と相遣する点は、歴史的に形成された本永の構造を守るか、

別の構造を帯点するかにある。

(2)前置詞との意味の栂違

(a)まとめ

名詞匂を支配する後置詞は一般に動作の「方向」を表わす。状態の継続を表

わす場合には、その状態がある時点まで継続して完結することを含意するく例.

de winter ut r冬の間ずっと、冬の終わりまでJ)。

一方、対応する前置詞では後置詞と比較して次のような意味の差が認められ

る。後置詞による表現は動作を全体的にとらえ、その達成を表わす。つまり

f完了(エ. perfective)アスペクトJを表現する。一方、語形的に対応する

前置詞による表現は動作を部分的にとらえ、その経過を表わす。つまり「未完

了(エ. imperfective)アスペクトJを表現する。このように、両者の意味の

違いはアスペクト〈エ. aspect)の区別に基づく。

前置詞はまた、動作が行なわれる一定の位置(静止した場所〉や状態の継続

も表わす。このときの状態の継続は後置認の場合とちがって、ある時点までの

完結を含意しない〈例. yn 'e winter r冬に、冬の間J)。これも上記のアス

ペクトの区別に対応している。

前置詞句と後置詞匂はともに方向の意味の場合には動詞の補足成分としては

たらくが、前置詞が位置や時間を意味する場合には、 wenjer住むJ， duorje 

「続く Jのような伊iを除いて付加成分としてはたらくことが多い。

くb)前置詞:動作の経過件後置認:動作の達成

両者の意味の相違は次の用例から明らかである。

①前置詞:動作の経過

De trein sil gau troch de tunne1 ride. r列車はもうすぐトンネルを通

過するだろうJ

De trein ried troch de tunne1 en kaam der noch net ut. r列車はトン

ネルを通っており、まだ出てきていなかったJ

②後置詞:動作の達成

De trein sil gau de tunnel troch ride. r列車はもうすぐトンネルを通
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り抜けるだろう」

?De trein ried de tunnel troch en kaam der noch net ut. r列車はト

ンネルを通っており、まだ出てきていなかった」

以下の用例についても同様である。

③前置詞 Se geane yn 'e tun. r彼らは庭の中へ入っていく J

後置詞 Se geane de tun yn. r彼らは庭の中に入るJ

〈ア前亘詞 ynには方向(…の中へ)と位毘(…の中で)の両方の意味がある

が(~ 60 (2) (j) )、上記の用例は r*彼らは庭の中を歩<J (位毘)という

意味にはならない o これは geanr行(Jという動詞の意味的合:怯質によ

る ((c)の rinne 歩(Jによる表現を参照)。次の用例を参照。

By in pealtsje komt er by de wal op en giet yn e hUs. r柱のところ

で彼l立場をのぼって自分の家の中に入る J(ULI'S， B 5: 9) 

④前置詞 Se geane ut 'e tur1. r彼らは庭の外へ出ていく J

後置詞 Se geane de tUn ut. r彼らは庭の外に出る」

⑤前置認 Se rinne 0m e tun. r彼らは庭のまわりを歩く J

後置詞 Se rinne de tUn 0ID. r彼らは庭のまわりを歩いて一周するJ

⑥前置詞 Se rinne troch de tUr1. r彼らは庭の中を通って歩いていく J

後置詞 Se rinne de tun troch. r彼らは庭を歩いて通りぬけるJ

⑦前置詞 Se rinne Ut 'e tur1. r彼らは庭の外へ歩いていく J

後置詞 Se rinne de tUn ut. r彼らは庭の外に歩いて出るJ

合前亙詞 ynと逢って、前亙詞 Utには方向(…のタトヘ)の意味しかなく、

上記の丈は r*庭の外を歩<J (位霊)と L、ぅ意味にはならない。位亘(…

の外で)の意味には前亘詞 buten (~60 (2) (e) )を用いる((d) )。

Se rinne buten de tUn. r彼らは庭のタトを歩(J 

bUtenをもっぱら方向を意味する geanに用いると不自然になる。

?Se geane buten de tu11. r扶らは庭のタトを行く j

(c)前置詞:位置、方向/経過件後置詞:方向/達成

以下はひとつの前置詞が動作の起こる場所と方向をともに表わす例である。

①前置詞:位置、方向/経過

Se rjnne yn e tur1. r彼らは{庭の中を歩く/庭の中へ歩いていく }J

〈ア前墨詞 ynには f方向J(…の中ヘ)と「位亘J(…の中で)の意味がみり、

上例 U: r位亙」の解釈がふつうだが、どちらの意味にもなりうる。これは

rinne r歩(J という動詞の意味的な性質による。 (b)③のように gean

「行<Jと用いた前亙詞 ynは「方向j の意味にしかならない。

ワもっぱら「位亘J(…の中で)を意味する前亘詞には binnen (~60 (2) (c) ) 
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がある。しかし、位亙の意味ではむ「…の外へ(方向)Jと競合しない

bUten r ...のタトで(位亘)Jとちがって、 ynr…の中で(位亘)、…の中へ

(方向)Jと説令する binnenは公的な領域や外界を遮断するものの内側

という意味に眠られている。したがって、 ?binnende tun r庭の中でj は

不自然である。次の表J~ なら許される。

Se rinne binnen it stek. r{えらは垣根の内側を歩(J 

②後置詞:方向/達成

Se rinne de tun yn. r彼らは庭の中へ歩いて入るJ

De tun yn rinne se. r庭の中へ彼らは歩いて入るj

σ 上記の事実はオランダ誇も再議。

オ. Ze gaan in de tuin. r彼らは庭の中へ入ってい (J (前亘詞:方向/

経追)

Ze gaan de tuin in. r後らは庭の中に入る J(後亘詞方向/達成)

Ze lopen in de tuin. r彼らは{庭のやを歩(/庭の中へ歩いてい(} J 

(前亘詞:位豆、方向/経過)

Ze lopen de tuin in. r {Jtらは庭の'fに歩いてヘる J(後亘詞:方向/

達成)

Ze lopen 1Iit de tuin. r後らは庭のタトヘ歩いて出ていく J (前亘詞:

方向/経追)

Ze lopen de tuin uit. r彼らは庭のタトに歩いて出る J(役亘詞:方向

/達成)

Ze lopen buiten de tuin. r彼らは庭のタトを歩く J(前亘詞:位亘)

?Ze gaan buiten de tuin. 同点らは庭のタトを行 (J (前亘詞:位亘)

Ze lopen binnen het hek. r彼らは垣根の内側を歩 (J (前亙詞:位

亘)

(d)前置詞:位置。後置認:*位置

後置詞はもっぱら方向を表わすので、位置の意味に用いることはできない。

Se steane {yn e tur1/ねietun yr1}. r被らは庭の中に立っているJ

Se steane {om 'e turt/*de tun 01n}. r被ら庭のまわりに立っているJ(om 

de tun hinneのほうが自然〉

Se steane {troch de tun/*de tun troch}. r彼らは庭の中のそこらじゅ

うに散らばって立っているJ( r 1列に並んで端から端まで立っているj

という意味ではない)

前置詞および後置詞の utにはともに「方向J(…の外へ)の意味しかなく、

次の文は誤りである O
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「彼らは庭の外に立っているjSe steane {本台t'e tur11Me tun ut}. 

(…のタトに)の意味には前置詞 ( S 60 (2) (e) ) 「士号戸1TJ を用いるbOten とア

( (b)⑦)。

「イえらは庭のタトに主っている JSe steane bOten de tun. 

「河上j

オランダ誇も同様。
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Ze staan 

Ze staan Duiten de tuin. 

(3)前置詞との語形の相違

(a)場所を示す前置詞

場所を示すすべての前置調について、語形的に対応する方向を示す後置詞が

あるわけではない。

「彼らは庭の前を歩く J

本Serinne de tun foar. 

(方向)の意味には次の表1見を用いる。

f彼らは庭の前へ歩く J

Se rinne foar de tun. 

f…の前へj
戸内=

"-.! 

f{皮らは庭の前(=正面)(ta) . e tun Se rinne nei de foarkant fan 

へ歩 L、てい<J 

(b)時間を示す前置詞

時間を示す前置詞には語形的に対応する後置詞がない場合が多い。

「彼らは1945年に生まれた」

「彼らは 8時に来るJ

Se binne {yn 1盟/本盟主主yn}berne. 

Se komme {om acht oere/*acht oere om}. 

(4) 前置詞との用法の相違

wat dat， derJ q 後置詞:di t， (a)前置詞 :r代名詞の

前置詞では物で述べたように、代名詞による残留にかんして、S 61(6)(a) 

derJとそれ以外の代名詞の両方が文法上可事を示す代名詞など、「代名詞の

しか一方、後置詞ではもっぱら後者を用い、前者が一般的である。能な場合、

このと疑問代名詞 watにほぼ限られる。dat も指示代名詞中性単数形 dit，

dat r{あの/その}方向・場合の代名詞の意味は ditrこの方向・方角へJ， 

wat rどの方向・方角へ」であり、特定の名詩句を受ける機能はな方角へJ， 

it boskを受けるという解釈にはならない。

「私たちは森の中に歩いて入った」
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「私たちはその方角に歩いて中に入った」

Da t runen wy yn. 

辞書にも dat{op/ut} rその方角・方向に」という固定した表現が記載され

「その方角に私たちは歩いて中に入ったJ

百yrunen dat yn. 

このように、後置詞が代名詞を伴う場合には制(Zantema 1984 : 156)。ている

一般に「代名詞〈…){前置詞/後置語}Jという語順では、「代名詞限が強い。

rr一代名詞」以外の代名詞を用いることは少ないと言える。derJなどのの

「それについては私たちは心配して

①前 置 詞 (861(6)(a)) 

{Der/?Dat} ha官官ewy gjin noed fan. 

いませんJ(Hoekstra 1995 : 101変更〉

{Wer/?Wat}官achtsjejo op? rあなたは何を待っているのですかJ(ib. 

101変更)

{歩いて外に出た/下っ「彼女はその方角に

②後置詞

Hja run dat {ut/del/1ans/om}. 

て歩いた/沿って歩いた/歩いて司った}J (ib. 115変更〉

115 Wat run se ut? r彼女はどの方角に歩いて出ていったのだろう J(ib. 

変更〉

「話題化Jと「かきまぜj(b) 

「話題化Jも可能であり、後置詞句では名詞句だけを取りだして前域に置く

「かきまぜ」も同様に可能である。名詞句による前中域の前寄りの位置に置く

置詞の残留との相違に注意(s 61(6)(a))。
「トンネルを列車はもうすぐ通De tunnel troch sil de trein gau ride. 

り抜けるだろうJ

「向上」--De tunne1 sil de trein gau troch ride. 

f列車はトンネルをもうすぐDe trein sil de tunne1 gau troch ride. 

通り抜けるだろう j

「車はもう山の上にのぼったjDe auto is al de berch 0p riden. 

f山の上に車はもうのぼったj→De berch is de auto al op riden. 

「車はもう山の上にのぼった」De auto is de berch al op riden. 

その他の用例。

豆yried der de hiele sted 

mei troch en socht om in hus om yn te官enjen.

クレーン車をもっていました。彼はそれに乗って町中を走り、住む家を探

「プルクは小さな赤い

Pluk hie in lyts read takelautootsje. 

Schmidt:“Pluk fan de Petteflet" 7) しましたJ(Annie M. G. 

「それは私が生きている間は変わらな

(口続くだろう )J(Zantema 1984 : 1128) 
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(c)前置詩句からの分離と後置詞句からの分離

(b)の事実から、前域に名詞匂のある次の文は、前置詞句からの分離か後

置詞句からの分離かあいまいであることになる。この場合、アクセントを置く

語(大文字で示す)を変えることであいまいさが解消される。

①前置詞

Dizze tun RINNE se yn. r{この庭の中を彼らは歩く/この庭の中へ彼らは

歩いていく }J(rinneにアクセントを置く。次伊jも同様)

Hokker tun RINNE se yn? f{彼らはどの庭の中を歩くのだろう/彼らはど

の庭の中へ歩いていくのだろう }J

②後置詞

Dizze tun rinne se YN. rこの庭の中に彼らは歩いて入るJ(ynにアクセ

ントを置く。次例も同様〉

Hokker tun rinne se YN? r彼らはどの庭の中に歩いて入るのだろう」

(5)種類と用例

名詞句を支配する後置詞のおもな語形とその用伊jを記す。

(a) del [dd] r…に沿って，…を下ってj

Hy run de dyk de1. r彼は道に沿って歩いていったJ(ULI' S， A 18 : 12) 

De frou komt de finne de1. rその女性は牧草地に沿ってこちらに来る」

(Zantema 1984 : 165変更〉

(b) yn [in] r…の中へ」

Heit kaam de keamer yn. r父が部屋の中に入ってきたJ(ULI'S， A 3: 27 

変更〉

(c) lans [lJ:ns] r…に沿って、…を通じてJ

Hy gong de wei lans.r彼は道に沿って行ったJ(Visser 1985 : 385変更)

syn hiele libben lans r彼の一生を通じてJ(ib. 157) 

it hiele jier lans r一年中J(ib. 157> 

σ(g) trochを用いて synhie1e 1ibben troch r向上J. it hie1e jier 

troch r向上j とも言える(ib.157)。

(d) oer [uJr] r…の上を、…の向こうにJ

1 t n i j s gong hiele Fryslan oer. rそのニュースはフリースラント中に

伝わったJ(Zantema 1984 : 679変更)

(e) om [om] r…のまわりをめぐって」

百yrun {de/i t} bosk 0ID. r彼は森のまわりを歩いて一周したJ(Hoekstra 

1995 : 115変更)
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(f) op [opJ r…の上のほうへ、…に沿って(ある一定の水平の方向へ)J

Der komt troch de tijstream in bu1te Rynwetter it Waad 0p. r潮の流

れによって大量のライン}flの水がヴアート地帯(=オランダ北部海岸沿い

の干潟地帯〉に入ってくるJ(むL1'S， B 9 : 7変更)

耳jagong de keamer op en de1. r彼女は部屋の中を行ったり来たりしたj

(Zantema 1984 : 165) 

dat op rその方角へJ(Zantema 1984 : 715) 

dat op nei Snits rスニツ(オ. Sneekスネーク)の方角へJ(ib. 715) 

(g) troch [troxJ r…を通り抜けてJ

De bus rydt de tunne1 troch. rパスはトンネルを通り抜けるJ(ULI' S， 

A 18 : 12変更〉

Biele Fryslan troch wie it sterk iis. rフリースラント全土にわたっ

て厚い氷が張ったJ(Zanetma 1984 : 1076) 

de hiele jun troch r一晩中J(Visser 1985 : 157) 

ウ (h)utを用いて dehiele jun ut r河上j とも言う(ib.157)。

it hiele jier troch r一年中J(ib. 157) 

syn hiele libben troch r彼の人生を通じてJ(ib. 157) 

σ (c) lansを用 L、て ithiele jier lans r向上J， syn hiele libben 

lans r同上j とも言える (ib.157)。

(h) ut [ytJ r…の外へ、…の終わりまでJ

Ut Ljouwert wei kin men mei de trein fjouwer kanten ut komme. rリャ

ウエト(オ. Leeuwardeレーヴァルデン)からは列車で四方に行くことが

できるJ(ULI' S， C 18 : 7) 

dat ut rその方角へJ(Zantema 1984 : 715) 

官ykoene best百atlytser wenje， no't de bern de hus ut binne. rも

う子供たちも家を出たのですから、私たちももっと小さな家に住んでもい

いんじゃなし1かしらJ(Bangma 19932 
: 64) 

ワ ithus r家J，立中性名詞だが、 dehus ut r自分の家のタトにJのように定

完封司として今日では丙怯彩を用いていることについては~26 (3)参照。詳

知は Hoekstra/Visser(1996)。

Ik bliuw yn Grins de winter ut. r私はフローニンゲン〈オ. Groningen) 

で冬を越します(ヱコ冬の終わりまでいます)J(Zantema 1984 : 1128変更)

de hiele jun ut r一晩中J(Visser 1985 : 157) 

ワ (g)trochを用いて dehiele jun troch r同上j とも言う(ib.157)。
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~ 63 後置詞 I1 -前置詞旬を支配するもの

(1)はじめに

前置詞句を支配する後置詞としては、たとえば次の ynが挙げられる。

①後置詞:[[ tusken ... ] ynJ r…の間へj

It famke kuiere tusken heit en mem yn. rその女の子は父親と母親の間

に入りこんだJ(UU' S， A 18 : 15変更)

→Tusken heit en mem yr1 kuiere it famke. r父親と母親の間にその女の

子は入りこんだj

このとき、 tusken"'ynr…の聞の中に」は名詞句を前後から包み込むという

意味で包置詞(エ. circumposition)と呼ぶことがある。これは記述的には問

題ないが、後述するように、構造的には判tusken+名詞句+ynJではなく、

[[tusken+名詞勾]ynJとなっているので、 ynが [tusken+名詞匂]という

前置詞匂を支配する後置詞とみなすほうが適当である O ただし、 tuskenと yn

のように、前置詞と後置詞の組み合わせには意味的な制限がある。

前置詞匂を支配する後置詞は分離動詞の分離成分とまぎらわしい場合がある。

たとえば、上記の用例では前置詞句とそれを支配する後輩詞を話題化して荊域

に置くことができるので、 ynは後置詞である。

これにたいして、次の用例では同様の話題化によって官官域には置けないので、

foarは分離動詞の分離成分である。

②分離動詞の前譲り:foar-(foarkomme r現われるJ) 

De barchjeblom komt gauris tusken de reiden foar. r黄色いアイリス

の花がもうすぐ葦の間から顔を出すJ(ULI' S， C 11 : 9) 

→ *Tusken de reiden foar komt de barchjeblom gauris. r葦の間からは

黄色いアイリスの花がもうすぐ顔を出すj

σ たとえば「…の後ろから j 、「…の下から j は前亘詞句を支配する後亙詞

を用 L、て Z大のように表1えする。

{efter/achter} de beam wei r木の後ろからJ

under de sofa wei rソファの下から」

オランダ誇や英語では、前亘詞句を支配する前亙詞を用いて Zえのように言

?。

オ. van achter de boom r同上j

van onder de sofa r同上J

エ from behind the tree r同上J

from under the sofa r同上j

ドイツ言吾ではさ奇フリジア誇と似た形式を用 L、るが、 iえの用例の hervorは
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副詞として扶われていることが多い o

r. hinter dem Baum hervor r向上J

unter dem Sofa hervor r同上j

(2)名詞句を支配する後置詞との語形的な関係

(a)前置詞句のほかに名詞句も支配する後置詞

前置詞匂を支配する後置詞のほとんどは名詞句を支配する後置詞としてもは

たらく。

①[[ ta...] ut] r…の終わりまでJ∞[…ut]r同左」

ta de lette jun ut r夜遅くまでJ(Zantema 1984 : 1128) 

∞de 1ette jun ut r同上J(ib. 1128) 

② [[by...J delJ r…に沿って、…の下へJq […delJ r同左」

De wein rekke by de dyk de1. r車は道から水路に落ちたJ(Zantema 

1984 : 165) 

Ik kom jun wol eefkes by dy de1. r私は今晩、ちょっと君のところに寄

りますJ(Bangma 19932 
: 22変更〉

∞Hja run de dyk de1. r彼女は道に沿って歩いていったJ(ULI'S， A 18: 

12変更〉

③ [[op'" ] ynJ r…の中へjφ 〔…ynJr同左J

It giet 0p e sted yr1. rこれから町の中に入っていきますJ(Zantema 

1984 : 435) 

∞Ik rGn {de/i t} bosk yn. r私は森の中へ歩いて入った」

(b) hillIle [hInaJ r…へJと wei[vai， vd] rーからJ(~50 (l )(b)) 

hillIle r…へJと weir…からJは nei…tar…へ」と ut・"weirーからJ

と向じ意味である。 nei…taと ut・..weiは中間に何もはさまずに隣接して*

…nei ta，本…utweiのように用いることはできない。この場合には・・・hinne

と…weiで代用する。

① [[nei…J taJ r…へ」∞ト・hillIleJr同左J

Ik ha nei de utsta11ing ta west. r私はその展覧会に行ったJ(Hoek-

stra 1995 : 97変更〉

→ Ik ha der {本neita/hinne} west. r私はそこに行ったJ(ib. 96変更〉

Dy utstall ing ha ik {粕eita/hillIle}百est.rその展覧会に私は行っ

たJ(ib. 97変更〉

②日出…]weiJ r…からJ∞[…weiJ r同左j

Dizze f1echtlingen komme ut Afghanistan wei. rこの亡命者たちはアフ

明
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98変更〉ガニスタンから来ているJCib. 

「この亡命者たちはそ→Dizze flechtlingen komme der {粕twei/wei}. 

98変更〉こから来ているJ(ib. 

Hokker lar1 komme dizze flechtlingen {将twei/wei}? rこの亡命者た

98変更〉ちはどの留から来ているのだろう J(ib. 

dorthin rそこへjdahin， と十無冠詞の地名''llach r...へ」ドイツ言吾の，...、京ロ
弘、ー'

のイ史し、分けにも類似点、がある。

f明日、伎は札I毘へ飛び立つj

f{;点は明日そこへ{*danach/dahin/dorthin}. 

ド. Morgen fliegt er nach Sapporo. 

→Morgen fliegt er 

飛び主つ j

{daar/ {daar /waar} (…)naartoe r{そこへ/どこへ}J オランダ言善では

のように用 L、ることができる。*{daar / waar} (…) waar} (.一)heenr同左j

- Der fljocht er {*nei ta/hinne/*nei}? 

「イえは明日どこへ飛ぴたつのですかJ

は不可。naar r向上j

フ

「あそ

Daar vliegt 

こへ飛び立つのです j

Waar vliegt hij morgen {naartoe/heen/*naar}? 

hij {naartoe/heen/*naar}. 「向上J

オ.

(3)意味

前置詞句を支配する後置詞は前置詞句の意味を補足・補強する。

①方向規定

[foar"・]delJ r…の前を通り過ぎて」∞[foar...] r…の前にj

Se gong hastich foar de ruten del. r彼女は足早に窓の前を通り過さ了こj

(Zantema 1984 : 165変更)

この用例では、 foarde ruten r窓の前Jという場所を示す前置詞句に後

置詞 delr…に沿ってJが動作の具体的な方向を規定している。

② [[nei…] taJ r…へj∞[nei...Jr…へJ

Drachten (オ.「彼は明日ドラハテンHy rydt moarn nei Drachten ta. 

ドラハテン〉に行く」

この用例では neiDrachten rドラハテンへ」という前置詞匂が示す方向

この場合、の意味を後置詞 tar…へ」が補強している。

「向上JHy rydt moarn nei Drachten (ta). 

のように意味的に重複する後置詞 taはなくてもいいが、西フ I)ジア諾で

nei…taのようにはさみこむ表現が好まれる。
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〈デオランダ誇では naar-..toeよりも naar'" が好まれることについては、

S 60 (2) (0) 参照。

③[[foar-.. ] oerJ r…にたいしてJg[foar...] r…の前に」

Wy steane posityf foar it utste1 oer. r私たちはその提案にたいして

賛成の立場です」

この用伊jでは foarit utstel rその提案の前でj という前置詞勾が示す

場所の意味を後置詞 oerr…の向こうにjが特定化し、全体として比聡的

な意味になっている。

〈アオランダ誇の tegenoverr…にたいして J， ドイツ誇の gegenuberr同左j

l1 1 -t呑の前亘詞または後亘詞である。

④ [[fan'" ]δf]ト・からJφ [fan... ] r・ーからJ

Fan seis oere of is it resepsje. r 6時から歓迎会がありますJ(Breu 

ker 19922 
: 83変更〉

この用例では fanseis oere r 6時から」という前置詞句が示す時間の意

味を後置詞 δfr…からjが補強している。 fanにはさまざまな意味があ

り、 ofは fanの意味を明確にするはたらきをしているので、① [[nei…]

taJの場合とちがって、なくてはならない。

合オランダ誇では vanafzes uur r 6時から j のように 1~.るの前亙詞を用い

る。ドイツ誇では absechs Uhr. von sechs Uhr ab r向上J のように表

札する。

(4)語順

(a) r前置詞句+後置詞J(=ェ前域)

「前置詞句+後置詩J は全体でひとつの文成分であり、話題化して前域に

置くことができる。

Foar de ruten de1 gong se hastich. r窓の前を彼女は足早に通り過ぎ

たJ

Foar it utstel oer steane wy posityf. rその提案にたいして私たちは

賛成の立場ですJ

Nei Drachten ta rydt er moarn. rド、ラハテンに彼は明日行く j

(b)前置詞匂…後置詞

「話題化Jや「かきまぜ」によって前置詞匂を後置詞から分離して前域や中

域に置き、後置詞を残留させることができる。

Foar de glezen gong se hastich del. r向上J

Se gong foar de ruter1 hasti ch de 1. r同上」
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Foar it utste1 steane wy posityf oer. r同上」

胃ysteane foar it utste1 posityf oer. r同上」

合名詞句を支配する後亘詞の場合も河議(~ 62 (4) (b) )。

一方、 [[nei…JtaJ i…へJを用いた次の用伊jではあまり好まれないο 前置

詞匂に強いアクセントを置けば、まったく不可能ではないが、それでも不自然

に聞こえることが多い。

?NE1 DRACHTEN rydt er rnoarn ta. il司上J(大文字は強いアクセントがあ

ることを示す〉

?百yrydt NEI DRACHTEN rnoarn ta. 1彼はドラハテンに明日行く」

これは tai…へjがそれ自体として方向の意味を表わす力が弱く、離れた位

置にあって、 neir…へjの意味をとくに補強するには不十分なためと考えら

れる。 (3)(b)①で述べたように、 neiDrachten (ta)のように taを落とすこ

とができるのもこのことと関係がある。

(c)名詞匂…〔前置詞+後置詩]

前置詞句に含まれる名詞句を分離した位置に置き、前置詞と後置詞が隣接す

ることには、可否に差がある。たとえば、 neiと taが隣接する場合にはつね

に hinneを用いることは (2)(b)で述べた。

Drachten rydt er rnoarn {如eita/hinne}. r同上j

foar...de1 r…の前を通り過ぎてjについてもこの場合は不可能である。

*Dy ruten gong se hastich foar de1. rその窓の前を彼女は足早に通り

過ぎたj

ところが、 [[foar...JoerJr…にたいして」については可能である(荷域に

置かれた名詞匂には、強調のために定冠詞よりも指示代名詞をつけるほうが好

ましい)。これはオランダ語の tegenoverr向上」やドイツ語の gegenuber

「向上」のように、 [foaroerJ r同上J全体で名詞匂を支配する 1語の後置詞

のようにはたらいているためと考えられる。

Dat utste1 steane wy posityf foar oer. r向上J

ウつまり、 [foaroerJがトーにたいして j という名詞句を丈配する後亙詞

として「再分析J されているためと考えられる o

同様に、[[fan...JδfJrーからJについても、次例のように文字通り物理的

な意味では不可能だが、

Dy beam falle in protte bleden {*fan of/of}. rその木からはたくさん

葉が落ちるJ(←Der falle in protte bleden fan dy beam δf. r向上J)

(Hoekstra 1995 : 100) 

fan...δfsjen r…を見捨てる、あきらめるJのように訂sjenr見捨てる、あき
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らめる」という分離動詞を形成する場合には、 「名詞句による前置詞の残留J

(s 61(6))によって可能である。

Dy sike ko rnoatte wy fan δfsjen. rその病気の雌牛は私たちは見捨てざ

るを得ーないJ(Zantema 1984 : 697) 

ウオ ラ ン ダ 誇 の vaniets afzien r向上」、ドイツ認の vonetwas absehen 

「向上j を参照 o

このことは上述の [[foar...J delJ r…の前を通り過ぎてjに似た表現とし

て、 [[by...J1ansJ r…に沿ってJについても同様である。

3y de dyk 1ans wie in fuot抑制. r道に沿って歩道があったJ(Visser 

1985 : 385) 

この語は bylansr向上」として名詞匂を伴う後置詞としても用いる。辞書に

も by1ansr向上」として記載されている (Zanterna1984 : 102)。

De Alvestedetocht is in tocht fan sa'n 200 krn oer iis de a1ve 

Fryske steden by1ans. rオルヴェステーデトホトとはフリースラントの

12の町に沿って氷の上を約200キロメートル走る競技のことですJ(ULI' S， 

B 5 : 7変更〉

このように、「名詞句…〔前置詞+後輩詞JJという語順の可否は、[前置詞+

後置詞]という名詞句を支配する後置詞や〔後置詞+動詞]という分離動認の

形成が意味的に無理なく可能であるか否かによる。

(d) der... [前置詞+後置調]

前置詞句に含まれる名詞句に相当する部分が derの場合には、 derを前域

や中域に分離して前置詞と後置詞をともに残留させることができる。

Der gong se hastich foar del. rその前を彼女は足早に通り過ぎたj

Se gong der hastich foar del. r彼女は足早にその前を通り過ぎたJ

笠~ steane wy posityf色豆roer・「それにたいして私たちは賛成の立場

ですJ

胃ysteane 坐~ posityf主豆roer・「私たちはそれにたいして賛成の立場

ですJ

nei ...ta r…へJはこの場合にも隣接することができない ((2)(b))。

Der rydt er rnoarn {相eita/hinne}. rそこへ彼は明日行く J

Hy rydt der rnoarn {粕eita/hinne}. r彼は明日そこへ行く j

(5)種類と用例

前置詞匂と後置詞の組み合わせには多くの種類が可能である。以下ではその

いくつかを示すにとどめる。
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(a) [[by-" J delJ r…のそばを通り過ぎて、…に沿って、…の下へJ

Triennen rinne him by de wangen de1. r涙は彼の頬を伝って落ちる」

(瓜l'S， B 5 : 9変更)

Mei graasje kaam sy by de trep de1. rしとやかに彼女は階段を降りて

きたJ(ULI' S， B 19 : 18変更)

Ik kom jun om healwei achten wol eefkes by dy de1. r私は今晩 7時半

に君のところにちょっと寄りますJ(Bangma 19932 
: 22) 

胃ater dien hat， is der fier by del. r彼がやったことは見苦しい過失

だ(=そこから遠く落ちる)J (Zantema 1984 : 165) 

(b) [foar... J del J r…の前を通り過ぎてJ

Sy gong foar de ruten de1. r彼女は窓の前を通り過ぎたJ(Zantema 

1984 : 165変更)

(c) [[oer...J hinneJ r…の上へ、…を越えてj

By Dronryp hawwe se it fiadukt al sawat klear， dat dan sil der ek 

in dyk oerhinne. rドロンリプ〈オ. Dronri jp ドロンレイプ〉では高架

がほぼ完成した。したがって、その上に道が通ることにもなるだろう」

(ULI' S， B 11 : 14) 

(d) [[om... J hinneJ r…のまわりをめぐって、およそ…の頃にJ

Ik sjoch ris 0m my hinne. r私は自分のまわりを見渡してみるJ(ULI' S， 

B 6 : 8変更〉

Up 'e klaai註inmen soms noch sjen dat de alde doarpskearn heger 

leit as it lan der omhinne. rクラーイ地方(=フリースラント州西部

の粘土質地域)では古くからの村の中心地がまわりの土地よりも高い位置

にあるのがまだ見られることがあるJ(ULI' S， C 11 : 2変更)

om Krysttyd hinne begjint de kursus. rクリスマス頃に講習は始まる」

(ULI' S， B 19 : 18変更〉

Om 1878 hinne gie dat gans oars as hjoeddedei. r1878年頃、それは今

日とはまったく違っていたJ(ULI' S， C 20 : 2) 

It kostet 0m tweintich gOne hinne. rそれはだいたい20ギルダーの値段

だJ(Zantema 1984 : 399変更)

(e) [[troch'" J hinneJ r…を通り抜けて」

In flau sintsje kipet troch de wolken hinne. rおぼろな太陽が雲の間

から笑顔をのぞかせているJ(Bangma 19932 
: 146変更〉

Yn elts doarp is troch al dy jierren hinne in hechte mienskip unt 

stien. rどの村にもそうした長年の間に緊密な共同体が成立したJ(ULI' S， 
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C 11 : 2変更〉

日jahalden it mei-inoar， (dwers) troch alles hinne. r彼らは一致し

て何事にも負けずにそれを守りとおしたJ(Zantema 1984 : 1076) 

(f) [[by"・JynJ r…の中へJ

It wie oft rny in amrnerfol kald wetter by de nekke yr1 smi ten waard. 

fバケツ一杯の水が私の首元にかけられたようだった」

(g) [[op"・JynJ r…の中へJ

It giet 0p 'e sted yr1. rこれから町の中に入っていきますJ(itは非人

称代名詞)(Zantema 1984 : 435) 

(h) [[ tusken ... J ynJ r…の間の中へj

Tsjipke kuiere tusken heit en rnern yr1. rチィプケは父親と母親のあい

だに入りこんだJ(ULI' S， A 18 : 15) 

(i) [[by..・JlansJ r・・・に沿ってJ

De beammen steane by de walen lans. r木々は塀に沿って立っているj

(ULI'S， C 11: 10) 

Hy rint by de skilderijen lans. r彼は絵画に沿って歩いていく J(ULI'S， 

B 19 : 18) 

In skot fan him giet rnar krekt by de peal lans. r彼のシュートはゴ

ールの柱のほんのすぐ脇にそれるJ(Bangma 19932 
: 143) 

Hy giet坐rstil包当旦s.r彼は黙っている(=黙ってそのそばを通り過

ぎる )J(ib. 102) 

(j) [[op...J neiJ r…を除いてj

Op e noas nehat er in soad fan syn rnem. r鼻を除いて彼は父親から

多くを受け継いでいるJ(Visser 1985 : 63変更〉

(k) [[{efter/achter}…J oanJ r…の後ろに続いてj

In hynder rint efter in ko oan. r，需が雌牛の後を歩いているJ(ULI' S， 

A 7 : 15) 

Der ride trije bussen achter inoar oan. rあそこに 3台ノ〈スが続いて

(=たがいの後ろに続いて)走っているJ(ULI' S， C 18 : 11変更)

(1) [[op'" J oanJ r…のところへJ

Hy rydt 0p e tsjerke oan. r彼は教会のところへ車で行く J(Bangma 

19932 
: 180変更)

(rn) [[tsjin'" ] oanJ r…に触れて、…に向かつて、…にたいしてJ

In laam 1eit tsjin in skiep oan. r小平が(大人の〉羊に寄りかかって

いるJ(ULI' S， A 7 : 19) 
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Hy tikket tsjin it byldsje oan. r披は絵をコツコツたたく J(ULI' S， B 

19 : 18変更〉

Syn lan leit tsjin mines oar1. r彼の土地は私の〈土地〉と接しているj

(Zantema 1874 : 1088) 

De frachtauto ried tsjin us auto oan. rそのトラックは私たちの車に

衝突したJ(ULI' S， A 18 : 18変更〉

Syn heit snufde der earst raar tsjin oan. r彼の父親ははじめはそれ

にたいしで決く思っていなかったJ(ULI' S， C 11 : 8) 

De hiele middei hong er der tsjinoan en hie de moed net om it te 

sizzen. r昼の間ずっと彼は露錯し、それを言い出す勇気がなかったJ

(WFT 8 1991 : 371) 

(.n) [[foar...J oerJ r…の向かいに，…にたいしてj

Hy siet altyd foar my oer. r彼はいつも私の向かいにすわっていたJ

(ULI' S， B 19 : 18) 

Wy steane der wol posityf foar oer， wylst sy har twifels ha. r手ょた
ちはそれに賛成の立場だが、彼らは疑念を抱いているJ(Bangma 19932 

: 

163変更〉

(0) [[fan... Jδf] r…から」

Mei gans muoite kaam muoike fan 't bed of. rとても大儀そうに伯母は

ベッドからおりたJ(ULI'S， B 8: 15) 

Se geane fan skoalle of. r彼らは学校から帰るJ(ULI'S， B 19:18変

更〉

合 (r)nei skoalle ta r学校へJ

Fan hjir of kinst it noch better sjen. rここからなら君はそれがもっ

とよく見えますJ(Breuker et a1. 19922
: 83変更)

Fan acht oere of is i t resepsje. r 8時から歓迎会がありますJ(ib. 

83変更)

(p) [[by...J opJ r…の上へ」

By in pealtsje klimt er by de wal 0p en giet yn 'e hus. r杭のとこ

ろで彼は塀をのぼって自分の家の中へ入るJ(ULI' S， B 5 : 9) 

(q) [[yn…J opJ r (風など)に逆らって・向かつてj

De bern fytsten yn e wyn 0p. r子供たちは風に向かつて自転車をこい

だJ(ULI' S， B 19 : 18変更〉

e ? *tsjin e wyn r風に向かつて Jとは言わな L、。送の意味では foarde 

wyn r風を受けて j と言う。
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(r) [[nei... J taJ r…へ(方向)J

Se geane nei skoalle ta. r彼らは学校へ行く J(ULI'S， B 19 : 18変更〉

ウ (0)fan skoal1e of r学校から J

Om seis oere gean ik rlei hus ta. r 6時に私は家路につく」

σ*thus gean r家路につく j は不可。一方、 {thus/*neihus ta} komme r滞

宅する j となることに注意。オランダ認と同様。ドイツ認との相違に注意。

オ. {naar huis/*thuis} gaan r家路につく j

{*naar huis/thuis} komen r帰宅する j

ド. {nach Haus(e)/*zu Haus(e)} gehen r向上j

{nach Haus(e)/*zu Haus(e)} kommen r同上j

用法の詳拘については (2)(b)， (3) (b)①， ~ 50 (1) (b)， ~ 60 (2) (0) 参

E苦，、‘、。

(s) [[ oan ... J ta J r…のところのきわまで(おもに場所)J

場所の表現に用いることが多いが、そうでない場合もある。

Ik tel 0an seis ta. r私は 6まで数えるJ(Bosma-Banning 19812 
: 7) 

De kij sonken hast 0an de knibbels ta yn e modder. r牛たちはほと

んどひざまで泥の中に埋まってしまったJ(ULI' S， C 10 : 15変更)

耳yreizge mei 0an Sleat ta. r彼はスレアト(オ. Slotenスローテン)

までいっしょに旅をしたJ(Visser 1985 : 739変更〉

次の用例は時間を表わしている。

Ik bliuw hjir 0an moandei ta. r私はここに月曜日までいますJ(Visser 

1985 : 739) 

Der is er 0an syn dea ta bleaun te wenjen. rそこで彼は亡くなるまで

暮らしたJ(Stienstra 1982 : 47) 

(t) [[oant... J taJ r…のときまで(おもに時間)J

時間の表現に用いることが多いが、そうでない場合もある。

Juns moast ik wer komme en 0ant hea1wei achten ta arbeidzje. r夕方

になると私は戻ってきて 7時半まで働かなくてはならなかったJ(ULI' S， 

B 2 : 17変更)

fan 1939 oant 1945 ta r1939年から1945年までJ

oant no ta r今までJ

次の用例は場所を表わしている。

It famke sit 0ant har earen ta under it gips. rその女の子は耳まで

ギプスをしているJ(ULI' S， B 19 : 18変更〉

ワこの用例については oan-..taを用 L、るべきだという判定もある。
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元求、 oant...ta!l oan-..taと oantの混清から生じた語形である。 (s)

の用例では oansyn dea ta r(i皮が)亡(なるまでJのほかに oantsyn 

dea r同左， oant syn dea ta r同左J も可能であり、用法に混同が見ら

れる。

(u) [[tusken"・]troch] r…の間に」

It 1iket rny neat om der tusken troch wat te reizgjen. rその問に少

し旅行をするのは私は好まないJ(ULI' S， A 19 : 7変更〉

(v) [[under'" ] trochJ r…の下を通ってJ

It farnke koe net under de hage trocl1 krupe. r女の子は生け垣の下を

道って通ることができなかったJ(Bangma 19932 
: 108) 

(w) [[ta... J ut] r…の終わりまでJ

Der waard ta de nacht ut dunse. r夜を徹して踊りが続いたJ(Hoekstra 

1991 : 62) 

(x) [[{efter/achter}"'] wei] r…の後ろからJ

Dy poes sprong efter de gerdinen wei. rその子猫はカーテンの後ろか

ら飛びだしたj

(y) [[under'" ]官eiJr…の下からj

Der kroep in kat ander de tafe1 wei. r猫が机の下から這い出してき

たJ

(z) [[ut...] wei] r…からJ

Ut de kearner wei kinst it krekt sjen. r部屋の中から君にはそれがよ

く見えるJ(Breuker et al. 19922
: 83変更〉

Ut Ljouwert百eikin men rnei de trein fjouwer kanten ut komrne. rリャ

ウエト〈オ. Leeuwardenレーヴァルデン〉からは列車で四方に行くこと

ができるJ(ULI' S， C 18 : 7) 

合用法の詳拘については S50 (1) (b)， S 60 (2) (0) 参照。

〈ア前章詞句を丈配する後亘詞はオランダ誇にもあるが、~フリジア誇のほう

がt富である。上記の用例に対応するオランダ誇の用例を参照。

j )フ. Mei graasje kaam sy by de trep de1. rしとやかに彼女は階段を

i寄りてきたJ(ULI ' S， B 19 : 18支史)

オ. Gracieus kwam zij de trap af. r向上J (ib. 18交史)

ii) フ. 0m Krysttyd hinne begjint de kursus. rクリスマス頃に講習は

始まる J(ib. 18) 

オ. 0mstreeks Kerstmis begint de kursus. r同上J(ib. 18変史)

iii) フ. Hy siet altyd foar my oer. r {tえはいつも私の向かいにすわって
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いたJ(ib. 18変史)

オ. Hij zat a1tijd tegenover mij. r向上J(ib. 18変史)

iI)フ. Hy giet fan skoalleδf. r扶は学校から帰る J(ib. 18支史)

オ.Hij gaatvan school r同上J(ib. 変史)

v) フ. Hy giet Ilei siwalle ta 技は学校へ行 (J (ib. 18変晃)

オ.Hij gaat rlaar school r同上J(ib. 18交史)

"j)フ. It famke sit oant har earen ta under it gips. rその女の子は

ヰまでギプスをしている J(ib. 18変史)

オ. Het meisje zit tot haar oren onder het gips. 向上J (ib. 18 

交史)
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IX 接続詞 (bynwurd)

S 64 はじめに

接続詞は並列接続詞(lykskikkendbynwurd， S 65)と従属接続詞 (under-

skikkend bynwurd， S 67)に分かれる O 並列接続詞は統語的に同等の文や文成

分を結びつけ、従麗接続詞は統語的に向等でない文や文成分を結びつける。

並列接続詞は文成分としての価値をもたず、主文の文頭に置かれた場合、後

続する文の諾)i震には影響を与えない。

Juster is er net thuskommen. r昨日彼は帰宅しなかった」

→ En juster is er net thuskommen. rそして、昨日彼は帰宅しなかったj

(en rそしてJ 従属接続詞〉

Dan is er juster net thuskommen. rそれから彼は昨日帰宅しなかっ

たJ(dan rそれからJ 副詞〉

一方、従属接続詞は主文の文成分となる従属文を倖い、語j慣は定動詞が文末

に置かれ、従属接続詞とともにいわゆる「枠構造J(867(1))をつくる。従属

文は「補文」とも言う。「補文j という用語は不定詞句を含めて用いることが

ある。

Sy wit net dat er juster net thuskommen is. r彼女は彼が昨日帰宅し

なかったのを知らないJ

Sy wit net oft er juster thuskommen is. r彼女は彼が昨日帰宅したか

どうか知らないJ

従属接続詞は従属文を導く点で関係詞や間接疑問文の疑問詞と共通しており、

本書では 3者をまとめて「補文導入要素J(836(1)， 838(1))と呼ぶ。西フ

リジア語の従属文では補文導入要素がその中核となる「補文標識J(komplemin 

tearder)を原則としてかならず伴っており、これが従属文を導くはたらきを

する。定形の動詞を含む従属文(=(定形)補文)を導く播文標識には dat

[dJt]とその縮約形で接語 (klitik)としてはたらく 't[tJがある(不定形

の動詞を含む不定詞句(=(不定形)補文)を導く補文標識には omがある)。

補文標識がなければ、上記の補文導入要素はそれぞれたんなる副詞、前置詞、

指示詞、疑問詞になり、従属文を導くことはないく 866)。

{本Werom't/Werom}is er juster net thuskommen? rどうして彼は昨日帰

宅しなかったのだろう J(疑問詞)

Sis mar {werom't/将位om}er juster net th泊skommenbist. rなぜ彼が

昨日帰宅しなかったか言ってみなさいJ(補文導入要素:間接疑問文の疑

問詞〉
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補文標識は主文の定動詞と同じ位置を占めるために、補文標識がその位置を

占めている場合には、定動詞は文末にとどまって「枠構造jをつくる。また、

e 38(5)で述べたように、従属文の主語が 2人称親称単数の代名詞の場合には、

補文標識は定動詞と同様に f活用Jし、変化語尾 -stを伴う(366(4))。

Sis rnar werom'tsto juster net thuskornmen bist. rなぜ君が昨日帰宅し

なかったか言ってみなさいJ(werom'tsto←weror百十， t+st十o[←doJ) 

補文標識には datとその縮約形， tがあるが、この両者と oft[Jt] (口語

at [Jt]) (←of十， t)、as[Js]の使い分けには在意が必要である。 oftは間

接疑問文で用いるほかに、補文標識の実現を助ける形式的な手段として用いる

ことがある (3660)，(2)， (3))。補文標識に縮約形が存在し、補文導入要素

がかならず補文標識を伴い、補文標識が活用する点は、同じく動詞定形第 2位

の文構造をもっオランダ語やドイツ語の規範的な標準語にはない西フリジア語

の特徴である。

とくに従属接続詞 datはふつう従属文を伴うが、用法によっては主文を伴

うことがあり、注意を要する (s67(3))。
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965 並列接続詞 (Iykskikkendbynwurd) 

(1)用法

統語的に同等の文や文成分を結びつける接続詞を並列接続詞という。並列接

続詞は主文が後続する場合には前域のさらに前に置かれ、後続する主文の語j[債

に影響を与えない。

1t is sorns tige waarrn. rときどきとても暑いことがあるJ

→Yn ' e sirnrner bloeit alles， de beamrnen sitte fo1 bleden en it is 

sorns tige waarrn. r夏にはすべてが花を咲かせ、木々は葉をたくさんつ

け、そして、ときどきとても暑いことがあるJ(ULI'S， A 11: 9) 

並列接続詞に後続する主文は先行する文から統語的に独立しており、先行す

る文とは別の文として現われることがある。

“Dat bestiet net. "“En dochs is it wier." rそんなことはないよJ

fでも本当なんだJ(ULI' S， A 18 : 10変更)

表わす意味は列挙、選択、反対、帰結、根拠などの論理・因果関係がおもな

ものである。

二つの主文に共通する要素は省略することがあり、これを「空所化J(エ.

gapping)という。ただし、 wantrというのは、なぜならjでは空所化は起こ

らない。

God skoep de see en de Fries o i t lan. r神は海をつくった。そして、

フリジア人は陸を(つくった)(=神は海を、そしてフリジア人は陸をつ

くった)j (Zantema 1985 : 885) 

並列接続詞がなくても「空所化jは起こる。

De mi tselder fan in muorre helpe wy oan stiennen. De ferver o oan 

in ljedder en in kwast. r壁を作る左官屋さんに私たちは石を運ぶ手伝

いをします。塗装屋さんにははしごとはけを(運ぶ手伝いをします)J

(ULI' S， A 14 : 8) 

並列接続詞としてはたらく諾には、別の意味で副詞や従属接続詞としてはた

らくものがある(例. (2)(a) as， (c) rnar， (d) 00。また、同じ意味を表わ

す向ーの語が並列接続詞としても副詞としてもはたらく場合がある ((3))。主

文を伴う datも並列接続詞と認められる点があるが、詳細は S67(3)(c)で扱

o
 

，っ

(2)種類と用例

(a) as [Js] r…でなければJ

Hy wol net dokterje， as hy moat twongen wurde. r彼は無理やり強制さ
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れるのでなければ、医者には行きたがらないJ(Zantema 1984 : 40) 

σasは$1]の意味で従属接続詞(~ 67 (2) (a) )としても副詞(~ 52 (2) (a) ) 

としても用 L、る。

(b) en [mJ rそして、また、…と;一方;それで、そのためにJ

① 2つの文や文成分をつなげる場合

Der ha1de de dream op en hy skeat oerein. rそこで夢は終わり、彼は

飛び起きたJ(ULγS， A 6 : 8変更〉

Se sitte by de tafel en drinke kola， r後らは食卓についてコーラを飲

んでいるJ(ULI' S， A 1 : 13) 

De bern swaaie en laitsje nei in boer op 'e paralleldyk. r子供たち

は向こうの道にいる農夫に向かつて手を撮り、笑いかけるJ(ULI' S， A 4 

: 11) 

Pake krijt in tut en in presintsje. r祖父はキスとプレゼントを受け

るJ(ULI' S， A 1 : 13変更)

In keatsbal is lyts en tige hurd. rケアツェン(フリースラントの伝

統的な球技)のボールは小さくてとても硬Lリ (ULI'S，A 5: 9) 

② 3つ以上の文成分を列挙する場合

3つ以上の文成分を列挙するときには、ふつう最後の文成分の前に enを

置く。

De tiden fan it jier binne de maitiid， de simmer， de hjerst en de 

winter. r一年の季節には春、夏、秋、そして冬がありますJ(ULI' S， A 

11 : 8) 

Heit giet yn in stoel sitten， skuort de sluf iepen en begjint te 

lezen. r父はいすにすわり、封筒を開けて読みはじめるJ(ULI' S， A 3 : 

10) 

③ en+命令形不定謁

「第 3不定詞(命令形不定詞)Jの 章(S 98)で述べる。

(c) mar [marJ rしかし、…が;ただし、もっともJ

Hja hie der gans lest fan.日arhja klage net. r彼女はそのことでひ

どく迷惑していたっしかし、彼女は不平を言わなかったJ(ULI' S， B 2 : 

13変更)

Wy hawwe hiel us libben yn胃estergeastwenne， mar it is hjir de 

leste jierren wol feroare. r私たちは生まれてからずっとヴェステルゲ

アスト(オ.官estergeestヴェステルヘースト)で暮らしてきましたが、

最近の何年かでここはたしかに変わりましたJ(ULI' S， B 8 : 15変更〉
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① net --.. mar... r--..ではなくて…だ」

It praat fan 'e bern is net mear Frysk， mar Ho11ansk. r子供たちの

話す言葉はもはやフリジア語ではなく、オランダ語です (Ho11anskは

Neder1anskに比べてフリジア語との対比を意識した表現)だJ(ULI' S， B 

8 : 15変更〉

② net al1inne--..mar(…)ek… r，.....，だけでなく…だ」
De bewenners koene mekoar net a11inne fan gesicht， mar hja wisten 

fierder ek alles fan mekoar. r住民はたがいに顔見知りだっただけでな

く、さらにおたがいのことをすべて知り合っていたJ(ULI' S， C 11 : 2) 

Ik hear dan net all inne de nacht1ike stilte， mar ynien ek de luden 

fan de nacht. rすると、私には夜の静けさだけでなく、不意に夜の音も

聞こえてくるJ(ULI' S， B 20 : 15) 

③ wo1 --.. mar... rたしかに~だが、(それでも〉…だj

Ferline wike hawwe wy noch wo1 in daverjende ruzje han， mar dy 

duorre net 1anger as tsien minuten. r先週、私たちはすごいけんかを

したけど、ものの10分と続かなかったわよJ(Bangma 19932 
: 10変更)

④ marの位置

marは「しかしj など「反対」を意味する場合にはもっぱら文頭で用いる。

文中ではかわりに 1ykwolsなどを用いる。

De fuotsjes binne him kald. Mar hy haldt fo1. r彼は足が冷たいのだ。

しかし、がまんしているJ(ULI' S， B 5 : 9) 

∞De fuotsjes binne him ka1d. Hy ha1dt仲間r/1ykwo1s}fo1. r同上J

Hy soe de skonken ut it bed draaie. Mar it slagge net. r彼は足を動

かしてベッドから出そうとした。しかし、うまくいかなかったJ(ULI' S， 

A 6 : 8変更〉

∞Hy soe de skonken ut it bed draaie. It slagge {本mar/lykwols}net. 

「向上j

C? mar は「…だけ j という別の意味の副詞(B 52 (2) (b)) および心態詞(~ 

53 (2) (b)) としても用いる。

Der steane mar in pear胃entenmear. rそこにはもはや数幸子しか家がたっ

ていないJ (mar rー だ けJ副詞) (ULI' S， B 11 : 15変史)

“Der binne ek sa'n soad minsken."“Ja. i t is mar drok." rた〈さん

メ、もいることですし J ええ、ほんとにせわしないこと J(marペょ態詞)

(ULI ' S， A 1 : 10変史)

(d) of [:Jf] rまたは、…か、…ないしは、…というよりむしろ」など
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1s dat alles of hast noch mear? rそれで全部かい、それともまだある

のかなJ(ULI' S， A 18 : 10変更)

1t deistich miel bestie ut brij fan nδtprodukten， mei sa no en dan 

wat fisk， fleis of aaien. r日々の食事は穀物のおかゆにときどき少し

魚、肉または卵が入ったものから成り立っていたJ(ULI' S， B 3 : 11) 

次の用法に注意。

① of"'of... r…か…か」

Do kinst of dit of dat krije. r君はこれかあれのどちらかをもらえる」

Leze docht elkenien， dy' t lezen leard hat，むfyn in boek of yn in 

krante， of op 'e televyzje. r読むことは、本または新聞またはテレビ

で読むことを習った人はだれでもするJ(ULI' S， B 16 : 9変更〉

Yn 'e gramrnatika' s en yn Onderskate artikels wurdt it wol te praat 

brocht， rnarむfder wurdt koart mei ofbreide of it leit buten it 

bestek fan wat behannele wurdt. r文法書や種々の論文でそれが話題に

のぼることはあるが、短絡に終わるか、あるいは扱われる範囲外に置かれ

ているかのどちらかであるJ(Visser 1988b : 175) 

〈上記 of，ofのアクセント記号は強調して発音することを示す補助記

号〉

② ofte [5ft;J ] 

特定の表現で用いる。

myn ofte mear r多かれ少なかれJ nea ofte nimmer rけっして…ないj

ウ mynof mear r向上j 、neaof nimmer 向上j とも言う。

③ of net (soms) r付加疑問J(エ. tag question) 

文の最後に添えて相手の反論を予想し、それを先取りして示す。

1t leit fest lekker sa under de tekkens， 0f net soms? rそうやって

毛布にくるまっているのはさぞ気持ちがいいんじゃないのかいJ(ULI' S， 

A 6 : 8) 

σsoms !;1: rときどき J ど L汁意味ではない。

す of の「あたかもーのように j という別の意味の副詞としての用法は~ 52 

(2) (a) (号、同じ意味の従属接続誇 oft (ロ誇 at) の用法は S67 (2) (r)参

E菩

④ 「約…J(s 47くわくh)) 

Pake is in jier of wat lyn ferstoarn. r祖父は 1年ほど前に亡くなっ

たJ(ULI' S， B 11 : 6変更)

⑤否定文の後で
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i) r…するや否や~J

As de sinne Qndergiet， duorret it net lang of de minsken sette of. 

「太陽が沈むとまもなく人々は出発する(=人々が出発するには長くかか

らない)J(ULI' S， B 5 : 11) 

u) r…しないような~J 、「…しないほど~J

意味的に関係文の「関係詞+否定jや比較構文の ras+否定Jに棺当す

る。

Der is gji旦kosa swart of der sit wol in wyt hier oan. rどんなに

黒くても白い毛が交じっていない牛はいない(=完壁な人はいない。こと

わざ)J (Beintema 1990 : 77) 

Der is gjin wet of de duvel fynt der wol in gat yn. r悪露が〈その

中に)穴を見っけないような法律はない(ことわざ)J(ib. 139) 

In fQgel fljocht noait sa heech of hy siket syn iten op 'e grQn. 

「鳥は地上の食べ物が見えなくなるほどけっして高く飛ぶことはない(=

どんなにうぬぼれでも一度は現実にかえる必要がある。ことわざ)J(ib. 

47) 

Yn in tiid fan tanimmend ferkear en kontakt mei oare streken en 

lannen kin it hast net oars of der belanje hjirre ek planten ut 

oare kontreien wei. r異郷や異国との通行や接触が増す時代にあっては、

ここでもよその土地から植物が漂着することは避けられないJ(Bosma-

Banning 19812 
: 115変更)

次例は ikwit net better of r私の知り得る限りでは」という慣用句的

な表現である。 betteras ik (net) witあるいは betternet te witten 

とも言う。

Ik wist net better 0f it hearde sa. r私はてっきりそれで良いとばか

り思っていました(=すみません)J(←私の知り得る限りではそれはふさ

わしかったのです)(Boersma/Vander官oude19802 
: 88変更)

(e) want [vJnt] rというのは、なぜならJ(話者の判断の根拠を示す〉

De beppesizzers binne tige machtich， want us mem hat fjouwer 

bruorren en trije susters.r孫はたいへん数が多いのです。というのは、

母には男の兄弟が4人と女の兄弟が3人いるからですJ(ULI' S， B 11 : 6 

変更)

Skuorbot kaam algemien foar， want griente waard hast net iten. r壊

血病はよく起きる痛気だった。なぜなら野菜がほとんど食用にされなかっ

たからであるJ(ULI' S， B 11 : 9) 
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次の点に注意。

①空所化

wantに後続する主文では、地の並列接続詞の場合とは違って空所化は起

こらない (Tiersma1985 : 121)。

「私は歩かなくてはなwant {ik/*O} ha in lekke ban. Ik moat rinne， 

A 19 : 18変更〉

との相違omdat r…なのでJ(~67(2)(s)) 

らない。パンク Lt:こからだJ(ULI' S， 

②従属接続詞 om't. 

i)語)1贋

と違って従属接続詞 om't/omdatは枠構造をつくる。並列接続詞 want

「彼は来ない。病気だからだjHy komt net， 

「彼は病気なので来ないJHy komt net， 

閥抗で結ぼれた 2つの主文は統語的に独立している。一方、 om't/omdat

したがって、 rwant+主文Jはつねが伴う従属文は主文の文成分になる。

と違って前域に置かれることはなに先行する主文に後続し、 om't/omdat 

い。人称代名詞連接形 er の可否にも注意 (~38(2))。

というの「彼は来られない。want {hy/*er} is siik. Hy kin net komme， 

「病気なので彼は来られなkin er net komme. 

は彼は病気だからだj

is siik， →*監旦!{主Z乍~}

「彼は病気なので来{om't/omdat} {hy/er} siik is. 

L リ

Hy kin net komme， 

「病気なので彼はkin er net komme. 

られない」

→ {Om't/Omdat} {hy/er} siik is， 

来られない」

omdat) u)話者の判断の根拠 (want)と因果関係 (om't， 

一方、 om't/ wantは先行する文にたいする話者の判断の根拠を表わす。

たとえば、次の 4例omdatは主文と従属文のあいだの因果関係を表わす。

で最後の文は自然現象の説明として不自然である。

日「木が影をおとしている。want de sinne skynt. De beam jout skaad， 

が照っているからだJ

f臼が照っている。木が影をwant de beam jout skaad. De sinne skynt， 

おとしているからだ」

「日が照っているの{om' t/omdat} de sinne skynt. De beam jout skaad， 

で、木が影をおとしている」

「木が影をおとし{om't/omdat} de beam skaad jout. 

広
d
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日が照っているj

本Desinne skynt， 

ているので、



次の用例では wantのかわりに om't/omdatを用いると不自然になる。

Bou in arke en gean der mei dyn gesyn押し胃antik sil de hiele 

ierde under wetter rinne litte. r方舟を作り、家族とともにその中へ

入れ。なぜなら(=なぜ私がこう言うかというと〉私は地上にあるものを

すべて水底に沈めてしまうからであるJ(De Arke fan Noach) 

Harkje goed wat der barde mei dy twa， want dit is in wier fertel-

tsje. rこの二人に何が起こったかよくお聞きなさい。というのは、これ

は本当のお話なのですからJ(Bosma-Banning 19812 : 15) 

iii)否定の作用域(エ. scope) 

rwant+主文Jは r{om' t/omdat} +従属文Jと違って、否定の作用域には

入らない。話者の判断の根拠を話者自身が否定するのは不自然だからであ

る。

Hy bleau thus， net om't syn frou siik wie. r彼は奥さんが病気だった

ので家にいたというわけではない」

本Hybleau thus， net want syn frou wie siik. r同上」

次の用例では‘{om't/omdat} +従属文'を‘want十主文'で置きかえると、

同じ意味を保つことができない。

Dy hege hearen litte har plan no [net mear [bedjerre， om' t wy it 

net ljie wolleJJ. rお偉方は私たちがいやだからといって、計画をつぶ

したりすることはもはやないJ(ULI' S， B 11 : 15) 

〈アオランダ誇の want と omdat、 ドイツ語の denn と weilにも同誌の相違

がある。英語の for と becauseの相違も類似している。西フリジア誇と

オランダ言吾の wantは中高ドイツ誇の wande.wantや古あドイツ誇の

wantaに語形的に対応するが、現代の標準ドイツ誇には成っていない。

(3) 向じ意味で並列接続詞としても副詞としてもはたらくもの

(a) dus [dosJ rしたがって、それで」

①並列接続詞

Sy wie it der mei iens， dus wy rekkenje op har meiwurking. r彼女は

それに賛成しました。だから、私たちは彼女の協力を見込んでいますj

(Boersma/Van der胃oude19802 
: 88変更)

② 副詞

Dus rekkenje wy op har meiwurking. r向上J

Wy rekkenje dus op har meiwurking. r向上J

Wy rekkenje op har meiwurking， dus. r向上」
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En dus {rekkenje wy/判 yrekkenje} op har meiwurking. r向上J

(b) 1ykwo1(s) [1ikvol(s)， 1ikvo1(s)] rけれども、しかしながら」

①並列接続詞

(2)(c) marも罰様の意味でより頻繁に用いるが、 1ykwo1sのほうが逆接

の意味が強い。

In grut 1ezer wie se net， 1ykwo1s dat tydskrift sloech se nea oer. 

「彼女は大の読書家ではなかったが、その雑誌を読むのは欠かさなかったJ

(Boersma/Van der Woude 19802 
: 88変更)

註出弘sde 1este jierren， no't de enerzjy sa krap en djoer wurdt， 

krije de gasboarders ek hie1tyd mear de kans om gatten yn it胃aad

te boarjen. rしかしながら、最近の何年かのように、エネルギーが不足

して高価になると、天然ガスの開発業者がヴアート地帯(オランダ北部沿

岸の干潟地帯〉に穴を掘る機会がますます多くなるJ(ULI' S， B 11 : 17) 

②副詞

Ik haw it him ferbean， 1ykwo1s hat er it dochs dien. r私は彼がそれ

をすることを禁止しました。しかしながら、彼はそれをやってしまったの

ですJ(Zantema 1984 : 574) 

Fabryk B wo1 1ykwols ek graach sa'n soarte midde1 op 'e merk 

bringe om mei konkurrearje te kinnen. rしかし、製造所Bとしても競

合できるようにそのような薬を市場に持ちこもうと考えるJ(ULI' S， C 6 

: 10) 

As bern mochten町Toeral mei boartsje， mei brea of bole lykwo1s 

net. r子供の頃、私たちは何を棺手に遊んでもよかった。けれども、ライ

麦パンやふつうのパンが相手ではいけなかったJ(Bosma-Banning 19812 
: 

137) 

(c) alteast [J1tI3st] r少なくとも」

①並列接続詞

Sy is net opdaagjen kommen， alteast ik ha官 harnoch net sjoen. r彼
女はまだ姿を見せていません。少なくとも、私は彼女にまだ会っていませ

んJ(Boersma/Van der曹oude19802 
: 88変更〉

Hy is der net， alteast ik ha官 himnet sjoen. r彼はいません。少なく

とも、私は姿を見かけませんでしたJ(Zantema 1984 : 33) 

②副詞

Ik haw har alteast noch net sjoen. r私は少なくとも彼女にまだ会って

いませんJ(Boersma/Van der胃oude19802 
: 88変更)
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(d) teminsten [tame:ns(t)an] r少なくとも」

①並列接続詞

Hy hie der wakker sin oan， teminsten sa liet er him ut. r彼はそれ

にたいしてやる気があった、少なくとも彼はそう言っていたJ(Boersma/ 

Van der胃oude19802 
: 88) 

②副 詞

Hy liet him teminsten sa ut. r少なくとも彼はそう言っていたJ(同上〉
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966 補文導入要素と補文標識 (kompleminiearder)

従属接続詞は従属文を導く点で関係詞や間接疑問文の疑問詞と共通しており、

3 者をまとめて「補文導入要素」と呼ぶことにする (~360)、~380))0 ~ 

67で従属接続詞を扱うまえに、補文導入要素と補文標識について説明する。

(1)補文標識の用法と補文導入要素

(a)補文標識の用法

補文導入要素は一般に次の語形からなる。

指定部(副詞・前置詞/指示詩/疑問詞〉十補文標識はat[dJt]j' t [tJ) 

σ 銃誇的に補丈標識 datj'tは「主要都J (エ ohead) に相当し、直前の要

素は「指定吾~J (エ ospecifier)に相当する o

補文導入要素は原則として「補文標識J(komplemintearder)を義務的に伴

い、これが従属文を導くはたらきをする ο この点で補文標識は統語的に従属文

の中核をなす。指定部は従属文の種類を示す。

ウ岳フリジア誇ではオランダ誇と同様に、従属丈とともに補丈と呼ばれる不

定詞句も補丈標識 omを伴う (omooote十第 2不定詞)。従属丈の補丈標識

datj'tを「定形補丈標識J(エ ofinite complementizer)、不定詞句 (te

十第 2不定詞)の補え標識 omを i不定形補丈標識J(エ oinfini te 

complementizer)と呼ぶ o

官補え導入要素が補丈標識 dat，tを主務的に伴うようになったのは 19世紀

後半のことである (Vander Woude 1960)。

補文標識には datと 'tがある。 'tは datが形態的に縮約されたもので

(縮約形)、直前に(ふつうの形容詞や名詞のような機能語以外の要素を除く)

指定部がある場合にその末尾に添えられる接語 (klitik)であり、全体で 1語

としてつづる。 datは従属文が主文の主語や目的語である場合や、平叙文の意

味の同格節(エ. apposition clause;例oit feit dat従属文「…という事

実J)のように、指定部を欠くときに用いる(疑問文の意味の間格節には oft

(口語 at)を用いる。例ode fraach oft-従属文「…かどうかという疑問J)。

「前置詞十補文標識jのときには datと 'tの両方が可能である。

従属文が平叙文の場合には補文標識 datだけで補文導入要素を形成し、選

択疑問文である場合には補文導入要素として oft[JtJ (口語 at [Jt]) r… 

かどうかjを用いる。 oftは口語で atとつづり、 rof[Jf]+' tJ (of rまた

はJ)と分析される。

(b)補文導入要素の種類

補文標識 datj'tを中核とする従属文には以下の種類がある。

nwdw 
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①従属接続詞(副詞十補文標識， t) 

付加成分(エ. adjunct)としてはたらく。

{本Doedat/Doe't/幼 oeO} er thuskaam，百iesyn frou al op bed. r彼

が帰宅したとき、奥さんはすでに寝ていたj

∞副詞

Doe kaam er thus. rそのとき彼は帰宅したJ

②従属接続詞(前置詞+補文標識 dat/'t) 

付加成分としてはたらく。

Syn frou is lilk op him， {omdat/om' t/*om O} er juster net thus-

kommen is. r奥さんは彼が昨日帰宅しなかったので怒っている」

∞副詞(rr一代名詞J+前置詞)

Derom is er juster net thusko皿 en.rその理由で彼は昨日滞宅しなかっ

たJ

③従属接続詞(臼+補文標識 dat)

i)主語または目的語

補足成分(エ. complement)としてはたらく。

{Dat/*'t/本臼}er juster net thuskommen is， lit him wol tinke. r彼

が昨日帰宅しなかったことは十分あり得るJ

Sy tinkt net {dat/*'t/*臼}er juster thuskommen is. r彼女は彼が昨

日帰宅したとは思っていない」

Sy is der wis fan， {dat/吋/*笠}er juster net thuskommen is. r被女

は彼が昨B帰宅しなかったことを確信しているJ(蔚置認の目的語〉

u)向格節

修飾成分(エ. modifier)としてはたらく。

It feit {dat/*'t/米日}er juster net thuskommen is， falt net te 

t1ntkennen. r彼が昨日帰宅しなかったという事実は否定できないj

仲平叙文

Hy is juster net thuskommen. r彼は昨日帰宅しなかったj

④関係代名詞(指示代名詞+補文標識， t) 

修飾成分としてはたらく。

Dit is de man {本dydat/dy' tI*dy O} juster net thuskommen is. rこ

れが昨日帰宅しなかった男の人ですJ

∞指示諒

Dy is juster net thuskommen. rその人が昨日婦宅しなかったJ

⑤間接疑問文の疑問詞({疑問詞/of}+補文標識， t) 
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i)主語・呂的語

補足成分としてはたらく。

Sy wit net {*werom dat/werom' t/*werom 0} er juster net thuskommen 

is. r彼女はなぜ彼が昨日帰宅しなかったか知らない」

∞疑問認

官eromis er juster net thuskommen? rなぜ披は昨日帰宅しなかったの

だろう j

Sy wit net {*of dat/oft/*of 0} er juster thuskommen is. r彼女は彼

が昨日帰宅したかどうか知らない」

特選択疑問文

1s er juster thuskommen? r彼は昨B帰宅したのだろうか」

Sy is der net wis fan， {*werom dat/werom' t/*werom 0} er juster 

net thuskommen is. r彼女はなぜ彼が昨日帰宅しなかったのか定かでないJ

(前置詞の目的語)

∞疑問調

Werom is er juster net thuskommen? rなぜ彼は昨日帰宅しなかったの

だろうJ

u)同搭節

惨錨成分としてはたらく。

De fraach {*of dat/oft/*of 0} er jun官01thuskomme soe， hat syn 

frou slim pleage. r彼が今夜帰宅するだろうかという疑問が奥さんをひ

どく苦しめたJ(同格節)

∞選択疑問文

Soe er jun wol thuskomme? r彼は今夜帰宅するだろうか」

σdatは従属文が之丈の主主呑・目的誇としてはたらいたり、 rr一代名詞Jを

介して前亘詞の目的語になっているように、補え導入要幸が指定者~を欠〈

場合に用いる。平叙丈の意味の同格節(例. it feit dat-従展丈「ーとい

う事実J)も指定都を欠いている。これにたいして、端的形 't は補丈導

入要素が指定喜~を伴う場令に用いる。

一方、補え導入要素が「荷量詞ート補丈標識j の場合には datと 'tの両

方が可能だが、これは補丈導入要素がそれぞれ$lJの構造をしていると考え

られる。すなわち、「前亘詞十補丈標識 datJ (例. omdat rーだから J) 

では、前亘詞は rdat一従属丈Jに属しておらず、 rdatー従島丈j 全体を外

から支配していると考えられる o つまり、前章詞は補え導入要素の指定幸~

にはなく、補丈導入要索のタトにあることになる。これは主丈の主語・目的
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話としてはたら( r dat一従属丈Jが従属丈に属していない定動詞(あるい

は定動詞の時制・法要素)に従展丈のタトから丈配されているのと同禄であ

る。したがって、「前亘詞十補え標識 datJ による従属文では補え導入要

素が指定都を欠いており、全体として銃詩的に前童詩句を形点しているこ

とになる o 一方、「前亘詞十補文様左翼 'tJ (例 om'tr…だから J)では、

前毘詞は後続する従属文全体を直接支配しているのではなく、補丈導入要

素の指定部にあり、そのために datが 'tに端的されていると言える o

つまり、この場合は全体として銃誇的に従属えを形成している。「副詞十

補丈標識Jによる従属文では datは許されないが(例、 *doedat，doe't 

fーしたときにJ)、それは前亘詞とちがって副詞は後続する丈成分を直

接支配できず、補丈導入要意のタトに現われることができないためである。

関係 丈 ('t) や間接疑問文 の 疑 問 詞 (， t) についても同誌である。

j)指定部がない場合

前亙詞+[[0 +datJ一従ノ昌文J(副詞節、付加成分;例. omdat r…だか

らJ) 

[[臼十datJ一従属え]十定動詞(主誇・目的語、補足成分)

名詞十日臼十datJ一従属丈J(同格節、修告争点分)

ii)指定吾~がある場合

[[前亙詞+'tJ一従属丈J(番IJ詞節、付加成分;例 .om'tr…だから J)

[[副詞十，tJ一従属丈J(副詞節、付加点分)

先行詞十日指示代名詞+'tJ一従属丈J(関係犬、 fす偽成分)

[{疑問詞/of}十 'tJ一従属文JJ+定動詞(間接疑問丈、補足成分)

名詞十[{疑問詞/of}十， tJ一従属文JJ 同格節、修飾成分)

にアオランダ語の補え標識には datはあるが、 'tにあたる縮灼形はない(同

様にオランダ誇には岳フリジア誇の 3人材、学教両住之格形 erや 2人称親

称、J手数主格一o/-eに相当する人材、代名詞の連接形も存主しない)。したがっ

て、母フリジア誇で dat を用いる場令にはオランダ誇では dat を用 L、る

が、西フリジア誇で t を用いる場合にはオランダ誇では補丈標識を欠く。

両者の相違は (2)(c) で述べるように、 datが接語(出逢接形)になり得

るか(岳フリジア誇)、なり待ないか(オランダ誇)による。

フ. dat r…ということ j 仲オ. dat r同左j

om't/omdat r.・・だから J特 omdatr同左J

doe't r・・・したとき j 仲 toenr同左j

dy't r関係代名詞i手数両性・夜数形 j 仲 dier同左j

werom't rなぜ…かということ J仲間aromr同左j

n
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ただし、オランダ誇の方言にはこれ以外の場令にも補丈標識を用いるもの

があり、標準誇でもど〈にロ誇では、 S44 (3) (b)で用例とともに述べたよ

うに、上記の場合以外に dat，ofを用いることがある。

一方、 ドイツ誇は岳フリジア誇の補え標識 datにあたる dassはあるが、

t にあたる端的形がない点、でオランダ語と共通している。したがって、

ドイツ誇の補丈導入要素は「前亘詞十補丈標識j という語形によるものを

除いて補丈標識を欠いている。しかも、「前亙詞+補文標識j という語形

の従属接続詞でさえも補え標識 dass を示すものは少、な〈、 ohnedass 

r ...することなしにJ， (an) statt dass rーするかわりにJ， auser dass 

「・ーすることのほかにJ， auf dass rー・するために(文語的)J などに限

られる。そのほかには nachdemrーしたfえでJ， indem r ...しながら、

することによって J， sei t (dem) r…して以永j のように指示代名詞を遭

接支配するものがあり、さらに、 damitr…するために j のように rr一代

名詞J(da-< dar-) を支配するものがある。

ドイツ誇でも方言や方言の影響を受けたロ誇では、上述の事実とは異なっ

て、標準誇の規範では許されない場令に補え標識を用いることがある。次

の用例は南部のロ誇の例である。

南ド. Das ist das Buch， das wo mir der Buchhandler empfohlen hat. 

「これが本屋さんがほ〈に勧めてくれた本ですJ(標準語では wo

の使用は不可) (Duden-Grammatik 19955 
: 788) 

Ich frage mich， welches Buch dass ich wah1en soll. rどの本を

送ぼうか、ぼくは迷ってしまう J (標準誇では dassの使用は不可)

(ib. 1357変史)

北ゲルマン誇でも類似した現象が見られる。スウェーデン誇の用例を示す。

ス. Jag kan inte se vem {som/*0} kommer. rキムはだれが永るのかわか

らないJ(vem rだれ(主語)J 、som:補丈標識)

件 Hanundrade vem {*som/ 0} han hade hort det ifran. r伎はだれ

からそのことを聞いたのだろうと考えたJ(vem rだれ(目的言吾)J 

som:補丈標識)

アイスランド誇でも場所を示す関係副詞は parsemという。これは岳フ

リジア誇の der'tに対応する (par=der;補丈様識 sem=' t)。

このほかに英誇の方言にも類例が見られる。古い時代の丈献にも同様の現

象が観察される o

(c)その他の場合

①指定部が子音 [tJで終わる場合 't→g

円
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[tJの連続を避けるために 'tは発音上、吸収されて現われない。

it boek dat ik noch net 1ezen ha r私がまだ読んだことがない本J(関

係代名詞 dat←dat+'t ) 

∞Dat ha ik noch net 1ezen. rそれは私はまだ読んだことがないJ(指示

代名詞 dat)

De bern boarten op 't stran {oant dat/旦思}it tsjuster wie. r子供

たちは培くなるまで海岸で遊んだJ(従属接続詞 oant←oa計十， t) 

②最終音節にアクセントがない前置詞 r前置詞十{dat/*'t}J

発音上の理由で， tを用いることができず、 datだけを用いる。

De minsken wurde ferrife1e， {sOnder dat/*sOnder't} se der wat oan 

dwaan kinne. r人々はそれについて伺もできずにだまされてしまう」

(sunderdatともつづる)(ULI' S， C 11 : 6変更〉

③機能語以外の直後:対抗/*'t

指定部がふつうの名詞や形容詞など、機能語以外の要素を伴う場合には

dat/' tはともに用いない(ただし、 (2)(c)①で示すように oftを用いる

ことはできる。 oftをかならず用いるという話者もいる〉。

de jonge {本dysy fyts dat/本dysyn fyts't/dy syn fytsO} stellen 

wie r(自分の)自転車を盗まれた少年J(Hoekstra/Tiersma 1994 : 525変

更〉

Ik frege op {*hokker krante dat/:ぬokkerkrante't/hokker kranteO} 

se abonnearre wie. r私は彼女がどんな新聞を購読しているのかたずね

た」

Ik frege {*hoe'n ding dat/*tloe' n ding't/hoe'n ding O} it is. r手ム
はそれはどんなものかたずねた」

Wy witte net， {*tlOe slim dat/*hoe s1im 't/1loe sim O} it is. r私た

ちはどんなに深刻な状態なのか知らないJ(Hoekstra未刊:2変更)

その他の用例。

Men moat witte ut hokker hoeke de wyn waait. rどの方角から風が吹い

ているかは知っていなければならない(=用心するに越したことはない。

ことわざ)J(Beintema 1990 : 61) 

Men sjocht oan de fearren wo1 wat fuge1 it is. r翼でどんな鳥かはちゃ

んとわかるJ(Bosma-Banning 19812 
: 139) 

Net ien wist krekt hoe slim dat wie. rだれもそれがどれほどひどし、か

知らなかったJ(ib. 89) 

Fregesto niis krekt， hoe 1et ik moarn yn it sikehOs weze moast? 
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「明日いつごろ病院に行かなくちゃいけないか、さっき聞いてくれた ?J

(ULI' S， C 6 : 28) 

一方、次の用例では， tを用いている。これは hoemear rどれだけより

多く」、 hoefierrどの程度J全体で 1語として意識されているためと考

えられる。逆に、 'tを欠く語形は用いることができない。

Hoe mear't men de duve1 jout， hoe mear't er ha wol. r悪魔はものを

やればやるほど多くほしがる(ことわざ)J (Beintema 1990 : 30) 

Ik wit net yn {hoefier't/ぬoefier}dat kin. r私にはそれがどの程度

可能なのかわからないJ(Zantema 1985 : 408変更〉

④独立用法の hokkerrどんなもの、どれJ， hoe'nen r同左」の産後:

本dat/:ピt

この 2語は最終音節にアクセントがなく(②〉、また、単独で 1つの文成

分として用いる場合、③に準じて空の被修飾名詞が後続するとみなされて

'tを用いることができない(ただし、 (2)(c)②で示すように oftを用い

ることはできる。 oftをかならず用いるという話者もいる〉。

Ik frege op {本hokkerdat/*出控笠三/hokkerO}se abonnearre wie. 

「私は彼女がどんなものを購読しているのかたずねた」

Ik frege {油oe'nendat/*tloe' nen't/hoe'nenO} i t is. r私はそれはど

んなものかたずねたJ

ゥ~44 (3) (b)②の説明と用例を参照。

⑤不完全な形式の従属文

次の用例のように、従属文として不完全な形式をとる表現には補文標識を

っけないo

Werom sa soe men freegje kinne. rどうしてそうなのかと問いたくなる

ところだJ(Bosma-Banning 19812 
: 137) 

Men soe freegje kinne werom. rどうしてかと問いたくなるところだj

(ib. 138) 

⑥語葉的な例外

以上の規則に従わない語葉がいくつかある o s 67(2)の用例を参照。

(2) of t [:Jt] (口語 at[Jt]) 

(a) oft (口語 at)を用いる場合:間接疑問文

従属文が選択疑問文である間接疑問文の場合((I)(b)⑤)のほかに、従属文

が疑問詞疑問文である間接疑問文では、補文標識 'tのほかに oft (口語 at)

を用いることができる。
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Ik wist net， {wa' t/wa oft} komme soe. r私はだれが来るのか知らなかっ

たJ(Hoekstra/Tiersma 1994 : 525) 

Wy witte net mear， {hoe't/hoe oft} it mei him giet. r私たちは彼が

どうしているかもう知らないJ

Ik wist net， mei {wa't/wa oft} er juster dunse hat. r私は彼が昨日

だれと踊ったか知らないj

ウ oftはオランダ誇の of， ドイツ語の ob，英誇の ifに対応する。

(b) oft (口語 at)を用いない場合:間接疑問文以外

百ーや hーで始まる疑問詞と同じ語形であっても、錠問詞としてはたらいて

いない場合には oft(口語 at)を用いると非文法的ないし不自然になる。

de jonge {dy't/*dy oft} it dwaan wol rそれをしたいと患っている少

年J

{胃a't/柑 aoft} it dwaan wol， moat it betelje. rそれをしたいと思う

者は支払わなければならないJ(Hoekstra未刊:13変更〉

Sy narre har bruorke， {wat/本watoft} net sa moai fan har wie. r彼

女は弟をいじめたが、それは披女としてあまり良い行ないではなかった」

(ib. 13変更〉

{Wannear't/*Wannear oft} ik in hjerring yt， wurd ik siik. rニシン

の塩漬を食べると、私はいつも気分が悪くなるJ(ib. 14変更〉

de frou， op {型半/?waoft} er stimd hie r彼が投票した女性J(関係文)

(ib. 13変更〉

。Syfrege， op {盟斗/w主oft}er stimd hie. r彼女は彼がだれに投票し

たかたずねたJ(間接疑問文)(ib. 12変更)

(c)従属文の種類にかからわず oftを用いる場合

間接疑問文であるか否かにかかわらず、指定部がふつうの名詞や形容詞など

の機能語以外の要素を伴う場合や、独立用法の hokkerrどんなもの、どれJ， 

hoe'nen r同左jでは補文標識 datと 'tはともに用いることができない((1) 

(c)③，④)この場合には oftが唯一可能な補文標識の表示手段になる。 oft

を用いない場合には補文標識は一般に削除され、例外的に現われない(ただし、

oftをかならず用いるという話者もいる〉。つまり、 oftは補文標識の実現の

ためにまったく形式的な手段として用いられている。

①機能語以外の直後

de jonge {本dysy fyts dat/草花iysyn fyts' t/dy syn fyts oft/dy syn 

主主三乏}stellen wie r(自分の)自転車を盗まれた少年J(Hoekstra/ 

Tiersma 1994 : 525変更〉
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Ik frege op {宇hokkerkrante dat/*llokker krante't/hokker krante oft 

/ho協 erkrante 0} se abonnearre wie. r私は彼女がどんな新聞を購読

しているのかたずねた」

Ik frege {本hoe'nding dat/:ぬoe'n ding't/lloe' n ding oft/rlOe' n ding 

0} i t is. r私はそれはどんなものかたずねたj

官ywitte net， {*hoe slim dat/対loeslim 't/hoe slim oft/lloe sim0} 

i t is. I私たちはどんなに深刻な状態なのか知らないj

その他の用例。

Sjoch ris， hoe'n moaie b10m oft dat is. Iごらん、あれはなんできれ

いな花でしょう J(Zantema 1984 : 700) 

Sjoch ris hoe moai oft dy blom is. rごらん、あの花はなんできれいな

んでしょう J(ib. 700) 

②独立用法の hokkerIどんなもの、どれJ， hoe'nen I同左Jの直後

Ik frege op {幼okkerdat/*出控立辻/hokkeroft/hokker 0} se abon-

nearre wie. r私は彼女がどんなものを購読しているのかたずねたJ

Ik frege {本hoe'nendat/*hoe' nen't/llOe' nen oft/hoe'nen0} it is. 

「私はそれはどんなものかたずねた」

このように、補文標識 dat/'tは補文導入要素の指定部がある場合にこれに

義務的に連接し、連接しなければ音形をもつものとして存在できない。①と②

はそのような連接を阻む要素が介在している場合であり、 oft(←of+' t← of 

十dat)の介入は補文標識の実現を助ける形式的な手段である。

σHoekstra (永刊:7) は次例の dat も指示代名詞ではな〈、アクセントを

持つ補え様主主 (demonstrativecomplementizer) とみなしている(この

datはなくても L、ぃ)。この場合の dat も連接形だが、アクセントをもつ

ので 't に端的されなし、。ただし、 fアクセントを持つ補え標識Jという

考えかたは特殊である。

“Hja sil trouwe."“Mei wa dat?" r彼女、結婚するのよ J rだれと J

(Zantema 1984 : 156) 

(1) (b) の注で述べたオランダ誇の補え様識との相違は、岳フリジア誇で

は datが連接形になり得るが、オランダ誇ではなり得ないと考えること

によって説明できる (Hoekstra永刊:17)。

したがって、 oftを欠く場合には人称代名詞連接形は用いない(S 38(2)， 

(3))。

Ik frege op {hokker krante 0 hy/本hokkerkrante 0 er} abonnearre 

wie. I私は彼がどの新聞を購読しているのか尋ねたJ
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Ik frege op {hokker krante o d0/本hokkerkrante-o -sto} abonnearre 

wiest. r私は君がどの新聞を購読しているのか尋ねたj

σ ¥3 44(3) (b)②の説明と用例を参照。

ウ Hoekstra(永刊:4) は E. Hoekstra (1993) に従って、次のような補丈

導入要素の構造を廷定している。

[WhPXP [wh，of [ToPYP [To，dat [一-

(WhP : Wh-Prase， ToP: Topic Phrase) 

WhPの指定都 XP には疑問詞が入って間接疑問丈をつくり、 ToPの指定幸~Y

Pには指示詞、昌IJ詞・前亘詞が入ってそれぞれ関係文、従属接続詞に導か

れた従属えをつくる。 ofはWhPの指定者j)XPがある場令には任意に削除さ

れ、 datは先行する指定書j)に義務的に連接する。アクセントをもたない

dat !l 'tに端的される。

なお、 Hoekstra/Tiersma(1994: 524f.)， Hoekstra/Mar丞cz(1989b) では

oftを rof+'tJ に分析しないまま oft自体を補丈標識として認める古

い分析がとられている。

(3) as [:ls] 

rsa+副詞+'tjという語形の従属接続詞では、 'tのかわりに as(オ/ド.

als，エ.as)を用いる例が見られる(S 67(2)(g) foarsafier' t， safier as 

など「…である隈り J、(u)sadree't， sadree as rーするとすぐにJ、(v)

sagau' t， sagau as r同左」、 (w)salang't， salang as r…する問、ーするか

ぎり j)。このように、 asは dat!'tとならんで補文標識としての機能を部分

的に担っていると考えられる。しかし、用法は一定していない。比較構文や条

件節の asには補文標識 'tが連接することがあり、 De宜ooy0965 : 111)に

よれば、 ras十， tjの発音は [Jt]となり、 oft(口語 at)と混同されること

がある。 r(あたかも)…であるように」という意味の用法でも oftと混同さ

れることがある。「…であればあるほど~だ」という比較構文では as自体の

使用が任意である。 asdatという語形も見られる。従震文を伴う場合には一

般に asを用いず、 atを用いるという意見もある。以下では、 asのニつの用

法について用例を示す。

ゥ Hoekema(1990 : 74) は教育的な主場から oftの使用は fas十 'tJ どの混

向からまぎらわしく不要であり、 atだけを用いるように提案している。

ヴ上記の琉象の歴史的な説明にはいくつかの説が対立している。 as，oft， 

dat/'tの伎ぃ分けは一定せず、はっきりした用法の措定は困難である。

地域差も大きい。詳細は VanCoetsem (1960)， Van der Woude (1960)， 
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Hoekema (1961)， De Rooy (1965:と く に110-116，166-168)， Popkema 

(1979)， Hoekema (1990)， Van der Meer (1991b)参照。

σas の用法一般は~67 (2) (a)参照。

(a)比較構文(835(2)(b)) 

Wat fierder as i t wetter komt， wat minder sterk o de stream is. 

r7l<が遠くに来れば来るほど流れは弱くなるJ(ULI' S， B 9 : 7) 

耳oehurdero it reint， hoe hurder o it eint. r雨は激しく降れば降

るほど早く止む(=失望は一度に重なれば落胆は長続きしなくてすむ。こ

とわざ)J(Beintema 1990 : 114) 

ht mear {as/oft} de sinne op 'e kjitte skynt， wat mear {as/oft} 

se stjonkt. r汚物は Bが射せば射すほどそれだけ臭う(=焼け石に水。

ことわざ)J(Beintema 1990 : 76変更、 Zantema1984 : 495) 

百yjouwe mear ut as dat wy fertsjinje en liene dan jild. r手ょたちは

稼ぐよりも多く支出し、そうしてお金を借りるJ(ULI'S， C 20: 8) 

't Is better dat de wein giet as dat er stiet. r車は止まっているよ

り動いたほうがいい(=物事は停滞しているよりもどのようにであれ進行

しているほうがいい。ことわざ)J (Beintema 1990 : 139) 

as atという語形も見られる。

Do bist grutter as at ik tocht. r君は私が思ったよりも背が高いJ

(Tiersma 1985 : 98) 

(b) rもし…ならば、ーするときに」

As't pake fiifensantich wurdt， komt de hie1e famylje. r祖父が75歳

になると家族が全員やってくるJ(ULI' S， C 19 : 27) 

At ik thus west hie， wie dit noait bard. r私が家にいたら、このこと

はけっして起こらなかっただろうにJ(Tiersma 1985 : 99) 

As it dyn heit en mem goed is， trouwe wy. rもしお父さんとお母さん

がよければ、私たちは結婚しますJ(ULI' S， B 1 : 18) 

As men oer de duve1 praat， is er ornaris tichteby. r悪魔について話

をすると、きまって悪魔はすぐそこにいる(=噂をすれば影。ことわざ)J

(Beintema 1990 : 30) 

(4)補文標識の「活用J (fleksje) 

8 38(5)で述べたように、補文標識は従属文の主語が 2人称、親称単数の代名

詞の場合に、義務的に -stの人称変化語尾を伴う。これは定動詞が 2人称親

称単数の変化語尾 -stを伴うのと同様であり(例. do kom-st r君は来るJ， 
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do kaam-st I君は来たJ)、補文標識が活用するためである。 2人称親称単数

の主語代名詞は連接形 -o/-e(←-do/-de)として -stの直後に付加されるが、

変化語尾 -stによって主語が2人称親称単数であることが明らかなために省

路できる(S 38(4))。

したがって、この場合、西フリジア語の補文導入要素は次のような付加要素

を含む複雑な構造を示すことになる。

指定部+補文標識 dat/'t+変化語尾 -st(+人称代名詞連接形 -o/-e)

(a)従麗接続詞

Untklaai dy net主主主主主 op bed giest. I寝床に入るまえに着物を税ぐな

(=死ぬとわかるまでは財産を手放すな。ことわざ)J(earst←ear-' t-st 

-0 )(Beintema 1990 : 137) 

Ik hie net tocht， datsto skilderje koest. I私は君に絵がかけるとは

思ってもみなかったJ(datsto←dat-st-o)(ULI' S， B 19 : 26変更〉

(b)間接疑問文の疑問詞

官itstwol hoest mei dat apparaat moatste? Iその器械はどうやったら

いいか知っていますかJ(hoest←hoe-' t-st-0 )(Zantema 1984 : 1198) 

Net te witten ofst him ea wer sjochste. I君が彼にまた会えるかは定

かでないJ(ofst←of-' t-st-0 )(Zantema 1984 : 1198) 

(c)関係詞

耳jiris de list fan de boeken 史江詰~ fergees tastjoerd krije 

kinst. rここに君が無料で郵送してもらえる本のリストがありますJ

(dy'tste←dy-' tーはり

Krup net yn in gat derst net wer ut komme kinst. r(そこから)再び

タLへ出てこられないような穴へはもぐるな(=自分の能力以上の企てはや

めておけ。ことわざ)J(derst←der-' t-st-0 )(Beintema 1990 : 49) 
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!i 67 従属接続詞 (underskikkendbynwurd) 

(1)用法と枠構造

(a)用法

統語的に同等でない文や文成分を結びつけ、主文や従農文の文成分となる従

震文を導く接続調を従属接続詞という。従属接続語に導かれた従属文の語Jl簡は

主文とは異なって定動詞が文末に置かれ、従属接続詞とともにいわゆる「枠構

造J(ド. Satzklammer)をつくる。

従属接続詞が定動詞とともに枠構造をつくるのは、補文標識が定動詞の現わ

れるべき位置(定形第2位〉を占めているために、定動詞がその位置を奪われ

ているためである。主文では補文標識がないので、定動詞は主文の 2番目の位

置(定形第2位〉に現われることができ、受動態 (wurdt…過去分詞)、完了形

( {hat/is}…過去分詞〉、話法の助動詞 (kinr…できる」…不定詞〉、分離動

詞 (komt...oanr到着するJ)などの場合にも同様に枠構造が形成される。こ

のように、従属文を導く補文標識と主文の定動詞が現われる位置は同じ位置で

あると言える。荷者は相補分布をなし、次の点で共通した特徴を示す。

i)人称代名詞連接形 (3人称単数男性主格 er，2人称親称単数主格 -o/-e

(←-do/-de))がその直後にかぎって付加される。

り 2人称親称単数主格の変化語尾 -stを義務的に伴う。

自)der cYJII)や人称代名詞などのアクセントをもたない短い機能語が連接形

のようにその直後に置かれる傾向がある。

従属接続詞に導かれた従属文はひとつの文成分であるから、前域を占めると

その直後に定動詞が続く。

Doe wie de arke klear. rすると箱舟ができあがった」

[Doe' t de arke klear wie]， sei God:“Gean yn 'e arke! r方舟ができ

あがると神は言われた『方舟の中に入りなさいjJ

En doe die God de doar fan 'e arke ticht. rそして、それから神は方

舟の扉をお簡めになったJ(以上 DeArke fan Noach変更〉

σ したがって、西フリジア誇では英語とちがって、乎叙丈の主丈で主誇が定

動詞につねに先行するということはな¥，， 0 この点は英語を除くすべてのゲ

ルマン誇に共通しており、英語だけが特異である。

次の 3つの従属接続詞は古風で文語的な表現で例外的に並列接続詞としても

用いる (Dyk/Hoekstra1987 : 12)0 (al)hoewol' t r…であるにもかかわらずJ， 

mits/mitsdat r…という条件ならばJ， om't/omdat r…だから」。また、 (3)

で述べる従属文を伴う datと主文を伴う datの用法には注意を要する O

(b)枠構造
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従属接続詞の位置または主文の定動詞の占める「定形第2位J(ド. Verb-

Zweitstellung)の位置を「左枠J(ド. linke Satzklammer)、文末の動詞成分

や分離動詞の分離成分のように動詞と密接に関連する要素の占める位置を「右

枠J(ド. rechte Satzklammer)という O 左枠を占める主文の定動詞の直前の

位置を「前域J(ド. Vorfeld)という。命令文や直接選択疑問文は前域を欠く

ので、定動詞は「定形第 1位J(ド. Verb-Erststellung)となる。並列接続詞

は前域よりも前に置かれる。左枠と右枠の中間の位置を「中域J(ド.盟ittel-

feld)とし寸。右枠よりも後ろの位置を「後域J(ド. Nachfeld)といい、外

置によって「枠越えJ(枠外配置、ド. Ausklammerung)された補文〈従属文や

不定詞匂〉や前置詞匂・副詞句などが枠外に取り出されたときの位置を指す。

σ 枠構造はドイツ語とオランダ誇にもあり、英語を除くいわゆる西ゲルマン

誇に共通の特徴である。ただし、右枠の動詞群(ド. Verbalgruppe)内部

の語)1演は 3言語のあいだでかなり異なっており、方言でも大きな多禄怯が

見られる。歴史的な変イとも視察される。~ 98， 99参照。

く前域>

Doe 

く左枠> <中域〉

[Doe't de arke 

klear wie， ] 

sel God: 

く右枠〉 〈後域〉

wle， 

[“Gean yn 

'e arke!" ] 

selll : [“Gean yn 
， 
e arke!"]) 

wie de arke klear. 

Doe't de arke klear 

(hat God 

“Gean yn 'e arke!" 

En doe die [God de doar 

fan 'e arkeJ 

ticht. 

(c)枠構造と語)1畏

①従属接続詞を欠く従属文

従属文には条件文、譲歩文、発言の引用文のように従属接続詞を欠くもの

がある(ド. uneinge1eiteter Nebensatz)。この場合、従属接続詞と相補

分布をなす定動認は左枠の位置に置かれ、選択疑問文と同じ語)1蹟をとる o

恒生st1日inskengoed， dan krigest drek，也生主主 bargengoed，白n

krigest spek. r人に良くしてやればごみをもらうだけだが、豚に良くし

てやれば脂身が手に入る(ことわざ)J(Beintema 1990 : 52) 

Elk moat gapje， si1 er bite. r噛みたければ、だれでも口を大きく開け

nJ'駒
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なければならない〈何かを手に入れるためには努力が必要だ。ことわざ)J

(Beintema 1990 : 48) 

②副詞・代名詞の介入

前域を占める従属文は、それを受けて照応的な役割を果たす副詞や代名詞

を介して主文につなげられることがある。定動詞はその後に続く。

As de grutten mei jin dien ha四 e，dan kenne se jin net mear. rお偉

方は用がすめば人のことをすぐに忘れる(ことわざ)J (Beintema 1990 : 

55) 

Der't de dyk it leechst is， der rint it wetter it gaust oer. r道が

もっとも低いところでは水がもっとも早くあふれる(口災害は貧民にもっ

とも大きな被害をもたらす。ことわざ)J(Beintema 1990 : 31> 

Altyd mei 't ryk op 'e dyk dat hald net 1yk. rいつも富をひけらかし

ていると、いつかそれは破綻する(ことわざ)J(Beintema 1990 : 31> 

③譲歩文

譲歩文は条件節に「疑問詞…ekJ， a1， noch saなどを伴うことが多い。

条件節に相当する従属文の直後に主文の定動認が後続しないことがあり、

この場合、条件節に相当する従属文は前域を占めていないことになる。

Hoe't er it ek besocht， it wie om 'e nocht. r彼がどう試みても、そ

れはむだだったJ(Visser 1985 : 723) 

官atit regear ek docht， it is altyd wurkleazens， dat der ut fuort-

komt. r政府が何をしても、その結果として生じるのはいつも失業だJ

(瓜l'S， C 20 : 3変更〉

Hoe't us mem it ek besocht， sy koe de tekening mar net 1ykje litte. 

「どうやってみても、母は絵をそっくりに描くことができなかった」

(UL1' S， B 19 : 26) 

一般に譲歩文では主文と従属文の独立性が意味的にも統語的にも強い。条

件節が主文の場合もある。

A1 hiest胃jukker1，dan wiest noch te swier. r翼があったとしても、君

はまだ霊すぎるねJ(UL1' S， C 3 : 8) 

主文と主文が並列接続詞や②の照応的な役割を果たす副詞や代名認を介さ

ずに並列されて、譲歩文を形成することもある。

A1 kaam er let， hy kaam dochs. rなるほど被は遅く来たけれども、来る

ことは来たのだJ(Visser 1985 : 38) 

Ien kin in frjemde taal noch sa goed leare， syn aksint ferriedt 

him eins altiten. r外国語はいくら上達しでも、なまりが出て母語使用
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者ではないとわかってしまう J(Breuker et al. 19922
: 17) 

④ 「従属文+従属文J(~35(2)(b)④〉

r{wat/hoe}十比較級+従属文、 {wat/hoe}+比較扱十従属文jの形式で

「…であればあるほど…だ」という意味を表わす。これはふたつの文成分

の並列であり、全体でひとつの文を形成しているのではない。

Wat men 控室主主 f1jocht， wat men leger saait. r人は高く飛べば飛ぷほ

ど低く落ちる〈ことわざり(副詞匂の並列)(Beintema1990 : 41) 

不定関係詞を含む関係文が並列する場合も同様である。

位二三 heechkl i uwt，虫~ 1eech fa1t. r高くのぼる者は低く落ちる(立

高くのぼる者、それすなわち低く落ちる者。ことわざ)J(名詞匂の並列〉

(Beintema 1990 : 58) 

⑤発言の引用文

発言の引用文もひとつの文成分となり、前域を占めると直後に定動詞が続

く。

“Do bist siik，" sei syn frou. rrあなたは病気なのよJと彼の妻は言っ

たJ(ULI' S， A 6 : 8) 

Yy moatte dat hus earst mar ris sjer1， sei hei t. rrまずは一度その

家を見てみなくちゃならんJと父は言ったJ(ULγS， A 2 : 14) 

⑥話者のコメントを表わす語句

後続する文の内容にたいする話者のコメントを補足的に表現することわり

きの語句は、前域よりもさらに前に置かれることがある。

Eoartsein， der komt by sa'n wichtige saak nocha1胃attinkwurk oan 

te pas. r要するに、そのような重大な事柄にさいしては、よく考えたほ

うがいいということだJ(ULI' S， A 13 : 12) 

Fanse1s it hus hie styl en it kin jin begrutsje om de a1de geve1. 

「もちろん、その家は趣のある謙式で建てられており、(取り壊すことに

なったら)古い切妻屋根が惜しまれよう J(Bosma-Banning 19812 
: 74) 

Ommers it hil1ige smyt men net yn it moeras en men wadet der net 

straffeleas oerhinne. rというのは当然のことながら、聖なるものを沼

に放り投げて、罰を受けずに渡りきることはないからであるJ(Bosma-

Banning 19812 
: 138) 

⑦枠越え(枠外配置〉

補文以外の枠外配置の用伊jをいくつか以下に示す。従属文の用例は (3)

(a)、不定詞句の用例は~ 37(4)(d)④と不定詞の章を参照。目的語として

用いた従属文では枠外配置が義務的であることについてはは)(a)②を参
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照。

i)前置詞勾

No skriuwe de dokters yn us lan sa'n 3500 medisinen foar oan har-

ren pasjinten. r今では私たちの冒の医者は患者に約3500の医薬品を処方

しているJ(ULI' S， C 11 : 1) 

Yn in protte gemeenten dy't neffens de plannen ferdwine moatte， 

wurdt aksje fierd foar behald. rそれらの計画によって消誠を余儀なく

される自治体の多くでは保存のための運動が繰り広げられているJ(ULI' S， 

C 8 : 7) 

Dy't mei de dochter trouwe wol， rnoat frije [nei de rnem. i娘を嫁にも

らおうとする者は、母親とねんごろにならなければならない(ことわざ)J

(Beinterna 1990 : 46) 

u)副詞句

Ik hoopje dat it gau went. 官antik ha wat δfdreamd de leste wiken. 

「早く軌道に乗ってほしいと私は願っている。というのは、最近の数週間、

何かと夢にうなされたからだJ(ULI' S， A 13 : 8) 

iii)長い主語・目的語・補語名詞句

主語・目的語・補語名詞句はふつう枠越えできないが、言語使用上の理由

からできることもある。

Der wurdt tsjintwurdich oannommen dat ut dat珂oardseegermaansk

untstien is it Frysk， lngelsk en miskien ek it Aldsaksysk. r現在で

は、その北海ゲルマン語からフリジア語、英語、そして、もしかすると古

ザクセン語が成立したと考えられているJ(Boeisrna/Van der Woude 19802 

: 8) 

(2)種類と用例

f前置詞+datJの語形をもっ従属接続詞のアクセントは、前置詞と datの

両方にあるが、 datがとくに強く発音されることが多いために、辞書などでは

datだけにアクセントを示している場合が多い。しかし、じっさいには前置詞

または datのいずれか、または両方にアクセントを置くことが可能である。

本書では datにアクセントを示す。龍置詞と datは 1語としてつづるが、 2

音節以上の前置詞では 2語としてつづる用例も見られる。

合アクセントとその表記についてはオランダ誇も同掠である。 Paardekooper

(9872
) の発音辞典は前亙詞と datの両方にアクセントを示している。

ウ alhoewol'tU (h) (al-)hoewol'tで扱う。
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(a) as [:JsJ (オ. als/エ. as) 

従属文だけでなく、その他の文成分を伴うことがある。 as'tならびに口語

では atも用いる。用例は e66(3)参照。

ごア岳フリジア誇の asはドイツ誇の als.wie. wennを令む広い範囲で用 L¥ 

用法が多岐にわたっている。

① 「もし…ならば、…するときにJ(∞doe't) 

主主 it tij ferrint， streamt it wetter werom. r干潮になると水が引く」

(ULI' S， B 9 : 7変更〉

百四， as ik deagean， wer kom ik dan? rおかあさん、死んでしまったら

ぼくはどこへ行くのJ(ULI' S， B 20 : 10) 

De bern moatte noadich wat nije klean ha， as it my net mist. r私の

思い違いでなければ、子供たちは何か新しい服が必要よJ(ULI' S， A 4 : 8 

変更)

Ik wit net mear hoe' t it moat. Ast dat mar witste! rぼくはもうどう

しからいいかわからなし1。もし君にわかればなあJ(astは補文標識の活

用による語形。 838(5)、 e66(4)) (Zantema 1984: 1198) 

合('l) wannear' tも類似した意味を表わす。(c) doe' tとの相違に注意 o

② 「…のようにj

従属文以外の文成分を伴うことがある。形容詞の同等比較の表現としても

用いる。④と違って、不定の意味の名詞には不定冠詞をつけることが多いo

krekt rまさに」などの程度を強める副詞が先行することもある。

Do sliepst der as in roas， seit se tsjin har dochter. rおまえはそ

こで審議のように眠っているね、と彼女は娘に雷ったJ(ULI' S， A 2 : 14) 

Pake woe it noch krekt as eartiids ha. r祖父はまったく昔どおりにし

たがったJ(ULI'S， B 1: 9) 

形容認の同等比較(8 35(2)(a))の表現で用いることも多い。

up feestjes wurdt meastal bier dronken， troch froulju krekt sa 

goed as manlju. r祝いの席ではたいていビールを飲むのさ。男とまった

く同じように女もね(原文は受動態)J(Bangma 19932 
: 9) 

sa'n moaien(ien)， ast(o) noch nea sjoen hast r君が一度も見たことが

ないようなすばらしいものJ(ULI' S， B 19 : 24) 

σ (j) lykasも同誌の意味を表わす。

③ 「…であるかのように」

krekt rまさに」などの程度を強める国j詞が先行することもある。

1t wie krekt as er net doarst. r彼にはまったくその勇気がないかのよ
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うだったJ(Zantema 1984 : 40) 

atを用いることもある。

It liket at it reine soe. r雨が降りそうだJ

ウこの場合の atは‘as十 't' と考えられる (DeRooy 1965 : 111)。

asに atが後続することもあるが、この場令の atは oftと考えられる。

1t wie krekt as at se oerein gean soe. r役女はまさに起き上がろうと

しているようだったJ(Tiersma 1985 : 98) 

ワ asを副詞として前域に亘き、定動詞が後続する用法もある(~ 52 (2) (a) 

①)。

Se docht krekt as sjocht se my net. r彼女は私を見ていないふうをし

ている J(Bangma 19932 
: 11支史)

1t wiecrekt as soe se oerein gean. r{皮女はまさに起き上がろうとし

てL、るようだったJ(Tiersma 1985 : 98) 

1t liket as soe it reine. r雨がi浮りそうだJ(ULI' S， B 1 : 18) 

ウ of/oftにも同誌の用法がある(~ 52 (2) (a) ②、~ 67 (2) (r)②)。

ウドイツ誇の‘als+主丈， rあたかもーのようにj と‘alsob十従属文'

「同左j 、オランダ誇の‘als十主文， r r司左J と ‘{a1sof/of} +従属丈'

「同左j を参照。

なお、次の&フリジア誇とオランダ詳の用例に注意。

フ. Hy is sa dom of hy docht sabeare. r{良はよほど急かであるか、わ

ざとそうしているかのどららかだJ(ULI' S， B 1 : 18) 

オ. Hij is zo dom of hij doet alsof. r再上J(ULI' S， B 1 : 18) 

④ 「ーとしてJ

従属文以外の文成分を伴う。②と違って、修飾成分を伴わない不定の名詞

には不定冠詞をつけないことが多い。

As jonge koest ek wol aardich tekenje en skilderje. r子供のときか

ら君はもうけっこううまく絵がかけたじゃないかJ(ULI' S， A 19 : 8) 

As bern mochten wy oeral mei boartsje. r子供の頃、私たちは何を相手

に遊んでもよかったJ(Bosma-Banning 19812 
: 137変更)

Fryslan stiet fan alds bekend as boerelan. rフリースラントは昔から

農民の地として知られているJ(ULI' S， B 9 : 13) 

⑤ 「…よりもJ

形容詞の比較扱(!3 35(2)(b))による表現で用いる。

Ik haw no al mear as in oere op e dokter wachte. r私はもう 1時間

以上も医者を待たされた(=待った)J(ULI' S， B 6 : 8) 
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De alden fan Doetsje Sjoukje waarden net alder as 35 en 36. rドゥ

チェ=シャウキェの両親はそれぞれ35歳、 36歳を過ぎないまま亡くなった」

(ULI' S， B 1 : 9) 

Noch altiten gongen der mear minsken mei de honger yn 'e hals op 

bed as mei it liif fol. rまだもっぱら人々は満腹でよりも空腹のまま

床に就くことのほうが多かったJ(ULI' S， B 3 : 12) 

1t praat fan 'e bern is mear Hollansk as Frysk. r子供たちの話す言

葉はフ 1)ジア語よりもオランダ諾のことが多い (Hollanskは Nederlansk

に比べてフリジア語との対比を意識した表現)J何日'S，B 8 : 15変更)

⑤ 「…すればするほど~だJ

用例は s66(3)(a)、S35(2)(b)③参照。

(b) behalve(n) [b~h51v~(n)J dat r…であることを除いて、ーであることの

ほかにJ(オ. behal ve dat) 

Behalven dat de wurdgroepen in syntaktyske ienheid blike te wezen， 

hawwe se ek as eigenskip， dat se sinswearde ha四 e.rそれらの諾群は

このように統語論的な単位であるらしいことのほかに、文としての価値を

もっという性質を備えているJ(Boersma/Van der官oude19802 
: 62) 

cr *behalve(n) 'tという語形はないことに注意。

ウ (s) utsein datも同様の意味で用いる。

(c) doe' t [dutJ rーしたときにJ(∞as)(オ. toen) 

過去の 1回限りのできごとについて用いる。

Doe'三itkrysttiid wie， seach it berntsje mei grutte eagen nei de 

krystbearn. rクリスマスになると、その子は目を丸くしてクリスマスツリ

ーを見つめたJ(ULI' S， A 20 : 13) 

Gabe wie wiet， doe't er yn 'e sleat foel. rガーベは講に落ちたとき

にずぶ濡れになったJ(ULI'S， A 19: 18) 

Doe't de ierapels runorn ge百oanekost waarden， kamen ek de foarken 

yn gebruk. rじゃがいもが広くー殻的な食べ物になると、フォークが使わ

れはじめたJ(ULI'S， B 3: 17) 

σdoe'tは時間を表わす関係副詞として用いる(S 45 (3) (e))。

ゥ doe't (j:オランタ誇の toen、 ドイツ誇の alsに対応する。 (a)① asrも

し…ならば、ーするときにJ または(け胃annear'trもし…ならば、…す

るときにJ に対応するのは、オランダ語では alsまたは wanneer、 ドイ

ツ言吾では wennである。

(d) ear't [jetJ/eardat [jed5tJ rーする前に;…でなし、かぎり(+否定)J
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(オ. eer， eerdat/ド. ehe) 

Meastentiids ferrint der in protte tiid， ear't soks bliken docht. 

「そのようなことが判明する前に、たいてい長い時間がたってしまう」

(UL l' S， B 9 : 7) 

Dan kinne wy de oarsaken opsykje en官einimmeear't it te let is. 

「そうすれば私たちは手遅れになるまえに原因をっきとめ、除去すること

ができるJ(ULγS， B 9 : 8) 

1t moat earst op 't slimst ear't it betteret. r良くなる前には、ま

ず最悪にならなければならない(口弊害は最悪な状況にならないと除去さ

れない。ことわざ)J(Beintema 1990 : 125) 

Ear't ik har net fyn， kom ik net werom. r彼女を見つけるまでは(口

被女を見っけないかぎり)私は戻らないJ(Zantema 1984 : 216変更〉

ウ eardatという datを用いた例外的な語形に注意 (earは本永、副詞)。

これは (f)foar't， foardat rーする前にj との類推によると考えられる

(foarは「…の前にJという意味の前置詞)。 オランダ誇にも eerdat

「向上j という語形はあるが、持にしか用いず、ふつうは eerr同左j を

f支う。

ゥ (f)foar't/foardatも向掠の意味を表わす。

{Foar't/Ear't} er mei batikken begQn， joech er him op foar in pear 

lessen. rパチック染め(ジャワのろう染め)を始めるまえに、伎は何回

か講習を受けたいと申し出たJ(ULI'S， B 19: 26) 

{Ear't/Foar't} ik har net fyn， kom ik net werom. r彼女を見つけるま

では私は皮らないJ

(e) fan't [fJntJ/fandat [fJnd5tJ r…のときからJ

{Fan't/Fandat} se deryn kaam， hat se gjin wurd sein. r中に入ってき

たときから彼女は一言も口をきかなかったJ(Hoekstra未刊:15変更〉

(f) foar' t [fwatJ/foardat [fwadれ]ト・する前に;…でないかぎり(十否

定)J(オ. voor， voordat/ド.bevorlエ. before) 

Foar't er op hea1wei wie， waard er fertrape. r半分も行かないうちに

彼は培みつけられたJ(UL1' S， B 20 : 6変更〉

Les dat formu1ier foar't jo begjinne te skriuwen. r書きはじめる前

にその書式に目を通しなさいJ(UL1' S， C 10 : 11> 

Trije jonges hongen wat om by de nije skoa11e in hea10erke foardat 

it gebou iepene wurde soe. r男の子が 3人、新しい学校のところで門が

開く 30分前からたむろしていたJ(Bosma-Banning 19812 
: 129変更)
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ワオランタ'誇でも voor/voordatrーする前にjのように datを欠く語形が

ある。 (d)ear't/eardatとの類似に注意。

(g) foarsafier't [fwasafiJtJ/foarsafier as; ynsafier't [in...J/ynsafier 

as/safier't/safier as rーするかぎり J(オ. {voor/in} zover (dat)/ド.

insofern (a1s)/エ. {as/so} far as) 

1t aldste Fryske boek-yn-druk is foarsafier't wy百itte:'Thet 

Freeske Landriucht'. r私たちの知る限りもっとも古いフリジア語の印刷

本は『フリースラント法典JですJ(Boersma/Van der胃oude19812 
: 13) 

foarsafier as ik wit r私の知る限り J(Zantema 1984 : 301) 

Ynsafier't er der tiid foar fine kin， sil er dy he1pe. r時間が見つ

かるかぎり、彼は君に手助けするだろう J(ib. 444変更〉

Safier't wy witte， is it noch net bete11e. r私たちが知るかぎり、そ

れはまだ支払われていないJ(ib. 840変更)

(h) (a1-)hoewol't [(jl)huvoltJ r…であるにもかかわらずJ(オ. hoewel) 

1t famke by de bakker ferstiet him net， hoewol' t se like Frysk is 

as hy. rパン屋の売り子は彼と同じようにフリジア人であるにもかかわら

ず、彼の言うことがわからないJ(ULI' S， C 3 : 17変更〉

Up skoalle is Nier foarsitter fan de floriaferiening， hoewo1't er 

gjin geranium fan in begonia Onderskiede kin. rニエルはジェラニウ

ムをベコaニアと区別できないにもかかわらず、学校では閣芸クラブの部長

ですJ(ULI' S， B 20 : 8変更)

Hoewo1't it Frysk en it Ho11ansk oaninoar besibbe binne， leveret 

in oersetting fakernoch de nedige swierrichheden op. rフ1)ジア語と

オランダ語はたがいに親縁関係にあるにもかかわらず、翻訳のさいには必

然的な困難を呈することがかなり多いJ(ULI' S， B 16 : 18) 

alhoewol' tでは対比の意味がさらに強まる。

1t moast der sa smoarch yn 'e hOs weze， ornearren de minsken， a1-

hoewo1't net ien krekt官isthoe slirn dat官ie.rどんなにひどいのか

だれもよく知らなかったというのに、人々は家の中はさぞ不潔にちがいな

いと勘ぐっていたJ(Bosma-Banning 19812 
: 89) 

並列接続詞として用いることがあるが、古風で文語的である((1)(a))。

Wy geane der mar hinne， hoewol't wy der gjin nocht oan ha. r私たち

は乗り気がしないが、そこへ行くことにするJ(Fokkema 19672 
: 76変更)

胃ygeane der mar hinne，出竺弘与 wyha der gjin nocht oan. r向上」

(古風・文語的)(ib.76変更)
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(i) ynpleats [implIatsJ dat/ynstee [instる:] dat r…するかわりにJ(オ.

in plaats dat/ド. (an)statt dass) 

Ynpleats dat er my efkes freget r彼は私にたずねるかわりにJ(Bosma-

Banning 19812 
: 77) 

Ynstee dat er tenei earder komt r彼は以後、早く来るかわりにJ(Zan-

tema 1984 : 447変更〉

ウ *ynpleats't/*ynstee't という語形はないことに注意。オランダ誇でも

in plaats datのように datを用いる。 ynsafier't/ynsafierasは (g)

foarsafier't/foarsafier as (など)で扱う o

(j) 1ykas [likJsJ r…であるのと同様にJ(オ. evena1s， zoa1s， ge1ijk/エ.

as， like) 

It bart 1ykas ik sein ha. r私が替ったようになる J(ULI'S， B 19 : 19) 

従属文以外の文成分を伴うこともある。

Ik wo1 net lykas jimme. rぼくは君たちと同じように気が乗らないJ

(Zantema 1984 : 573変更)

反対の意味の表現には oars[oasJ as r…と違って」を用いる。

Om 1878 hinne gie dat gans oars as hjoeddedei. r1878年頃は今日とは

まったく違っていたJ(ULI' S， C 20 : 2) 

1ykasはrIyk十asJに由来し、従属文以外の文成分を伴う場合には (a)as 

②「…のように」と同様の意味になるが、従属文を伴う場合には (a)as③ 

r(あたかも)…であるようにj とは意味が異なる。

ウドイツ誇では (a)as③ r (あたかも)…であるようにj には a1s(ob) 

が対応し、 lykasないし sa't(従属丈のみ) r…(であるの)と同禄にJ

には wieが対応する。オランダ認で!.i als ofと zoa1s、英語では as

ifとおないし likeがそれぞれ対応し、西フリジア誇と同禄にドイツ

誇の wieに相当する語形を欠いている o

ウ (x) sa' t も問誌の意味を表わす。

It bart {lykas/sa't} ik sein ha. r手ムが言ったようになる J(ULI' S， 

B 19 : 19) 

しかし、 sa'tは従属丈以外の丈成分を伴わない。

Ik wo1 net {江包豆/*笠与 jimme. rぼくは君たちと同じように気が乗ら

なL、j

(k) mei't [mait， meitJ/meidat [maid5t， mei…] r…だから;…と同時にj

目ei'te1kenien belang hat by it官aad，wurdt it in tige gefoe1ich 

underwerp as der oer praat wurde moat. rだれもがヴアート地帯(オラ
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ンダ北部沿岸の干潟地帯)に関心をもっているので、そのことが話題にな

らざるを得ないとなるとたいへんデリケートなテーマになるJ(ULI' S， B 

11 : 17変更〉

生誕atik thus kaam， begOn it te reinen. r私が帰宅するや否や雨が降

りだしたJ(Hoekstra未刊:15変更〉

(1) mits [mltsJ/mitsdat [mldzd5tJ r…という条件ならばJ(オ. mits) 

Ik wo1 wo1， mits hy ek meidocht. r彼がいっしょにやるということなら

私はやってもしパリ (Fokkema19672 
: 76) 

並列接続詞として用いることがあるが、古風で文語的である((1)(a))。

Ik wol wol， mits hy docht ek mei. r向上JCZantema 1985 : 621) 

(m) navenant [na(: )vdn5ntJ dat r…に応じて、…につれて」

De oerienkomst tusken it Frysk en it Ingelsk wurdt grutter， nave-

nant dat de skreaune teksten a1der binne. rフリジア語と英語の共通

点は書かれた文献が古くなるにつれて多くなるJ(Boersma/Van der官oude

198F : 8変更〉

C? navenant はオランダ誇の navenantと向禄に f…に応じて Jという意味

の副詞であり、従属接続詞としては datを伴う点に注意。

(n) nei' t [nait， neitJ/neidat [naid:it， mi... J rーした後で;…に従って」

〈オ. nadat， naar(ge1ang)/ド. nachdem， je nachdem) 

Neidat er koarte tiid as dokter yn Purmerein stien hie， sette er 

him nei wenjen yn syn berteplak. rピュルメラインで医者として短い期

間務めた後、彼は生まれ故郷に居を定めたJ(Stienstra 1982 : 56) 

Nei't de man is， is syn kreft. r人の力量はその人に応じて決まってい

る(ことわざけ (Beintema1990 : 80) 

Jo moatte tarre， nei't jo barre. r支出は収入に応じてなすべし(こと

わざけ (Beintema1990 : 131) 

才オランダ誇では「ーした後でJという意味には nadatC前亘詞 na) を用

い、トーに従って j とL、う意味には naar，naargelang Choe/dat) C前亙詞

naar) を用いるこどに注意。

(0) nettsjinsteande [netflnstI8nd8J (dat) r…であるにもかかわらずJ(オ.

niettegenstaande (dat)/エ.notwithstanding that) 

Netts j insteande {臼/dat}er net leard hie， wist er der in soad fan. 

「習っていなかったにもかかわらず、彼はそれについてたくさん知ってい

たJ(Zantema 1984 : 650) 

ウ *nettsjinsteande'tという語形はないことに注意。
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(p) no't [no:tJ r…である今、…なのだからJ

Hy wol net langer， no't it reint. r雨が降っているので、彼はこれ以

上やる気がないJ(ULI' S， B 19 : 19) 

Hoe is ' t Timmen jonge， ferfeelst' dy ek巴与tA. O.胃.-er bist? rど
うだい調子は、ティメンや。年金生活者になって今、退屈しないかj

(no'st←no-' t-st)(ULI' S， A 19 : 7) 

Ik bin altyd by 't ferstan rekke， sei de boer， doe't ik jong wie， 

siet it yn ' e alderdom en no't ik ald bin， sit it by de jeugd. 

rlrおれには分別というものがあったためしがないJと農夫は言った。

『若いころは〈分別は)年寄りにあったし、年をとってからは若い者にあ

るJ]J(Beintema 1990 : 38) 

(q) oant [odntJ/oantdat [odnd5tJ r…するまでJ

De bern boarten op 't stran oant it tsjuster wie. r子供たちは暗く

なるまで海岸で遊んだj

Jo wachten oant de boargemaster utsprutsen wie. rあなたは市長さん

が話し終わるまで待っていたJ(ULI'S， C 8: 5) 

Wachtsje {oant/oantdat} ik klear bin. r私が準備ができるまで待って

いなさいJ

σoant←oant十 't (~66 (1) (c)) 

(r) oft [:1tJ (口語 at[:1t])(オ. of/ド. ob/エ. if) 

① 「…かどうかJ

Hy frege har oft it wier wie. r彼は彼女にそれが本当かどうかたずね

fこJ(ULI' S， B 1 : 18) 

Oft it holp， wist er net. rそれが役に立っか、彼にはわからなかったj

(ULI' S， B 1 : 18) 

It kin him net skele， oft it begjint te reinen. r雨が降りだすかど

うかは彼はかまわないJ(ULI' S， B 1 : 25) 

Wy dogge dochs oan de moade mei，ば!wy wolle of net. r私たちは望

もうが望むまいが、流行にかかわっているのだJ(ULI' S， C 4 : 9) 

De twifel oft ik myn wurk goed die， hat my slim pleage. r仕事がう

まくできたかという疑念に私はひどくさいなまれたJ(ULI' S， B 20 : 6) 

Oft it stikken giet? -Wolnee. rもしかして故障するのではないだろう

か一いや、そんなことはないJ(ULI' S， A 12 : 8) 

Ik freegje my δf at soks wol goed giet. r私はそんなことがうまく行

くのかと自問したJ(Tiersma 1985 : 99) 
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② 「…であるかのようにJ

It liket oft der neat bard is. r何事も起こらなかったかのようだ」

(ULI' S， B 10 : 13変更〉

Doe't ik dy han yn mines fielde， wie 't oft my in ammerfol kald 

官etterby de nekke yn smiten waard. rその手を自分の手に取って触れ

れてみると、私はまるで冷たい水をバケツ一杯、首筋に注がれるような気

がしたJ(ULI' S， B 1 : 12変更〉

合 r (あたかも)…であるようにJという意味は副詞 ofを前戒に亙いて表

わすこともできる(~ 52 (2) (a)②)。

It liket wol of wit er dat noch net krekt. r伎はそのことをまだよく

矢口らないようだJ (副詞) (ULI' S， B 6 : 8変史)

件 Itliket wol oft er dat noch net krekt wit. r同上j

このことは oftが副詞 ofと補丈標識 't(←dat) から点ることを示し

てL、る。

ヴ (a)as③にも同様の用法がある。

(s) om't [omtJ/omdat [omd6tJト・だからJ(オ. omdat) 

Hjir kinne wy ek fier it lan oer sjen， om't it sa flak is. r土地が

平らなので、私たちはここではずっと遠くまで見わたせるJ(ULI' S， C 9 

: 12) 

Om't wy yn in twatalige provinsje wenje， sprekt it fansels dat 

beide talen ynfloed op elkoar ha. r私たちは 2言語使用地域に住んで

いるので、両方の言語がたがいに影響し合うのは当然のことですJ(むLI'S， 

B 13 : 12) 

Ik ha honger， omdat ik hurd wurkje r私はたくさん仕事をするので、お

なかがすきますJ(ULI' S， A 19 : 18) 

並列接続詞として用いることもあるが、古風で文語的な用法である((l)(a)， 

Boersma/Van der胃oude19802 
: 87)。

Ik doch net langer， om't ik ha skjin myn nocht. r私はもうこれ以上

はやらない。すっかり飽きてしまったからだJ(ib. 87) 

(t) sadat [s副社J/(sa)dat rその結果…、…するためにJ(オ. zodat/ド¥

so dass/エ. so that) 

① sadat rその結果…J

Guon skoallen bringe it tempo omheech， sadat de oanslutting slim一

mer wurdt. rなかには進度を速める学校があるので接続がむずかしくなるJ

(ULI' S， B 13 : 8変更)
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As fabryk A in nij middel fynt， freget it der patint op oan， sadat 

oare fabriken dat middel samar net neimeitsje kinne. r製造所Aが新

薬を開発すると、他の製造所がそのまま真似できないように特許を申請す

るJ(ULI' S， C 6 : 9) 

Elk wurd hat wol syn funksje yn de sin， mar de measten hawwe in 

nauwere， eigen relaasje mei ien of mear oare wurden yn de sin， 

sadat in sin ornaris yn groepen te ferdielen falt. rどの誇にも文中

での役割があるが、大多数の語は文中のひとつないし複数の他の語とのあ

いだにより緊密な国有の関係をもっているので、その結果としてふつう文

はいくつかの部分に分けられるJ(Boersma/Van der官oude19802 
: 62) 

② (sa) dat rーするために」

Meitsje sinnen mei understeande wurden (sa) dat de betsjutting 

goed utkomt. r意味がうまくとおるように、下記の語を用いて文を作りな

さいJ(ULI'S， C 16: 32変更〉

Meitsje notysjes， (sa) dat jo de haadsaken festha1de. r大事な点を

把握するためにメモをとりなさいJ(ULI'S， C 7: 21変更)

(u) sadree't [sadre:tJ/sadree as r…するとすぐにJ(オ. zodra) 

Sadree't it begjint te winterjen，官urdtder praat oer dizze Fryske 

iismaraton. r冬に入るとフリースラントのこの長距離スケート競技のこ

とが話題になるJ(ULI' S， B 5 : 7変更)

Hy hearde it a1， sadree as hy de klompen utklapte. r彼は木靴を脱い

だとたんにそれが聞こえたJ(Bosma-Banning 19812 
: 109変更〉

σ(v) sagau't/sagau as も同誌の意味を表わす。

ウ safier't/safieras 11 (g) foarsafier't， foarsafier as (など)で扶

7 0 

(v) sagau't [sag5utJ/sagau as rーするとすぐにJ

Sagau' t it klear is， stjoer ik it jo fanse1s. r完成したら、すぐに

もちろん私はそれをあなたに送りますj

σ(u) sadree't/sadree as も同様の意味を表わす。

(w) salang't [salaotJ/salang as rーする聞はずっとJ(オ. zolang/ド¥

solang(e)/エ. {as/so} long as) 

Salang't町Tyn e wrald ferkeare， kinne wy a11e dagen leare. rこの

世に生きるかぎり、私たちは百々学ぶことができるJ(Beintema 1990 : 

144) 

(x) sa't [satJ r…であるのと同様に;ーするとすぐにJ(オ. zoa1s) 
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It kaam krekt sa't ik tocht hie. rまさに私が考えていたとおりになっ

たJ(ULI' S， B 1 : 21変更〉

De minsken bouden mar， sa' t harren goed tocht. r人々はただ自分たち

が良いと思ったとおりに建てたJ(ULI' S， C 20 : 3) 

Sa' t it no liket， wurdt it noait wat. rどうもそれはいくらやっても

何にもならないような気がするJくむLI'S，B 1: 24) 

Sa' t ik der oankaam， gong de doar op. r私がそこに着いたとたんにド

アが開いたJ(Zantema 1984 : 844変更〉

ゥ(j) lykasも「ーであるのと同様にj とL寸意味を表わすが、 sa'tと達っ

て従属文以外の丈成分も伴う点、に注意。

(y) sunderdat [sunda(r)d5t] rーすることなしにJ(オ. zonder dat) 

Fia bibleteek kin men fan alle dingen oan 'e weet komme， sunderdat 

men derfoar slim djoere boeken keapje moat. r図書館を利用すれば、

(そのために〉ひどく高価な本を買う必要なく、すべてのことを知ること

ができるJ(ULI' S， C 20 : 6変更〉

De IDinsken wurde ferrifele， Sunder dat se der wat oan dwaan kinne. 

f人々はそれについて何もできずにだまされてしまう J(ULI' S， C 11 : 6 

変更)

合 *sunder'tという語形はない点に注意 o

(z) sunt [sunt]/suntdat [sund5t] r…して以来J(オ. sinds， sedert/ド¥

seitdem/エ. since) 

Sunt se hjir is， is it hieltyd rOzje. r彼女がここに来て以来、いつ

も喧嘩だJ(Zantema 1984 : 1011変更〉

{SOnt/Suntdat} er ferfearn is， ha百 iknet wer mei him praat. r彼が

行ってしまってから、私は彼と再び話をしていないJ

ウ sunt 立 f…以永j という前童詩と fそれ以永j という副詞としても用い

る。 sunt←sunt十 't (~66(1) (c)) 

(a) troch' t [troxt]/trochdat [tro(r)d5t] rーであることによってJ(オ.

doordat/ド. dadurch dass) 

Trochdat it sa lang oanien reinde， fersutere de hiele tun. rとても

長く雨が降り続いたために庭が全部台なしになったJ(Boersma/Van der 

胃oude19802 
: 59) 

(s) utsein dat [ytsaind5t，…sdn... ] r…であることを除いて、…であるこ

とのほかにj

It waar hold him goed， utsein dat it justjes reind hat. r少し雨が
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ぱらついたことを除けば、天気は持ちこたえたJ(Visser 1985 : 63) 

てア *utsein't という誇形はないことに注意。

ウ (b)behalve(n) dat も同誌の意味を表わす。

(1) wannear't [vJnIatJ rもし…ならば，…するときにJ(オ. wanneer/ド¥

官enn/エ. wenn) 

Hannear't hy dy bedragen hat， moat er dy it jild werom jaan. rもし

彼が君をだましたのならば、被は君にお金を返さなければならないJ

(Boersma/Van der Woude 19802 
: 58) 

合同nnear'tは時間を表わす関係副詞としても用いる(S 45 (3) (e))。

(a) as①も類似した意味を表わす。 (c)doe't との相違に注意 o

(o)百ylst[vilstJ/百yl't[viltJ/{wyls [vilsJ/wiles [vilasJ/wilens 

[vilansJ} dat/tewylst [tavilstJ/tewyl't [taviltJ r…しているあいだ

に;…であるのにたいしてJ(オ.世間ijl/エ.whi le) 

Gean mar efkes sitten， wylst ik it neisjoch. r私がそれを調べている

あいだに、腰をかけていてくださしづくULI'S， B 1 : 21) 

Ik les in boek， wylst sy in jumper breidet. r彼女がセーターを編む

あいだに、私は本を読むJ(ULI' S， B 1 : 24) 

胃ilensdat hy fierder arbeide， beseach ik it spul ris. r彼が引き続

き働いているあいだに、私はそれを見直したJ(Zanema 1984 : 1188) 

Wyl't de boer knippere， makke it folk wille. r農夫が昼寝をしている

あいだに、使用人たちは好き勝手なことをしたJ(Zantema 1984 : 1189) 

Om mar fuoτt te farren， sei de jonge， sil ik de brij mar opite， 

tewyl't mem bidt. fu出かける前に』と少年は言った『お母さんがお祈り

しているあいだに、おかゆをたいらげて腹ごしらえしておこう，](本来、

食前の祈りがすむまでは食べてはいけない)J(Beintema 1990 : 24) 

Do ytst al， wylst wy noch net ree binne. r私たちがまだ用意ができて

いないのに、君ははもう食べているJ(ULI' S， B 1 : 22変更〉

CF wylst/wilens は副詞としても用 L、る。

Gean mar troch; wy1st meitsje ik my klear. rどうぞ長fえまでやって〈

ださ L、。そのあいだに私は準備をしますから J(Zantema 1984 : 1189) 

Wilens gong ik fierder. rそのあいだに私はさらに進んだJ(Zantema 

1984 : 1188) 

したがって、 {wyls/wiles/wilens}dat という誇形に注意 o

(3) da t 
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datは後続する文の定動詞の語JI自に従って、従属文を伴う場合と主文を伴う

場合がある。

(a)従属文を伴う dat

これは従属接続詞としての datであり、他の箆所でも一部言及した。

①主語としてはたらく場合と枠外配置

[Dat hy noch nea kornrnen wie te sjenJ. fernuvere rny. r彼がまだ一度

も見にきていなかったことが私にとって驚きだったJ(ULI' S. B 19 : 25) 

[~主主 der neist ekonornyske ek noch oare ynfloeden yn it moadebyld 

rneispyljeJ， is wol wis. rファッションに経接的な影響とならんで他の

影響も作用しているのは確かであるJ(ULI' S， C 4 : 10) 

仮主語の itを置いて dat-従属文を外置し、枠外配置する例も言語使用

や文体的な理由で頻繁に見られる(~ 37(4)(d)④〉。

It is goed坐!in rninske hobby's hat. r趣味をもつのは良いことだJ

(ULI' S， A 19 : 19) 

1t is net fan de leste tiid主主 talfan minsken yn 'e gaten ha dat 

us natoer nei gychem giet. r人々の多くが自然が瀕死の状態にあること

を認識したのは最近のことではないJCULI' S， C 9 : 16) 

1t is no al oer it jier dat wy wat fan him heard hawwe. r私たちが

彼の噂を耳にしたのはもう去年のことになるJ(Zantema 1984 : 679) 

主 ishast altyd wurkleazens，生tder ut fuortkornt. rその結果とし

て生じるのはいつも失業だJ(ULI' S， C 20 : 3変更〉

前域以外ではこの itはない場合がある。

Dan sprekt it hast wol fansels dat der ferskil is. rそれなら差があ

るのはほとんど当然と言えるJ(ULI'S， C 20: 5) 

Spi tich wie o eins all inne虫!it in lanskip sOnder sleatsje wie. 

「ただ、実のところ水路のない風景であることが興ざめだったJ(ULI' S， 

B 20 : 15) 

ず分 裂丈は rit+wezeの定形+関係丈j となる。

It binne altyd deselden dy't kleie. r丈句を古うのはいつも同じやつ

らだJ(Hoekema 1992 : 14) 

lykje r…のようだ」、 skinerーのように見えるJ、blike r…であると

わかるJなど、もっぱら真偽や蓋然性の度合いを意味する動詞では、外置

による枠外配置が義務的である (Tiersrna1985 : 124)。

本[Dater siik is]，斗主et.r彼は病気のようだJ

It liket dat er siik is. r同上J
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不定詞句を用いて次のようにも言える。

Hy liket siik te wezen. 

発言・思考・感情などの内容のように既成の事実を表わすのではない従属

「向上j

〈ア

( S 58 derJを置くitではなく、「虚辞の文の場合には、受動態では

「新しい校長先生が

(5))。

Der wurdt sein dat der in nije skoalmaster komt. 

来るという噂だJ(Bosma-Banning 19812 
: 140) 

Der wurdt sein dat der yn earder tiden in grytman yn wenne hat. 

「そこには以前、地区の長が住んでいたと言われているJ(Bosma-Banning 

19812 
: 69) 

「報告が出ることが克Der wurdt op rekkene dat der in ferslach komt. 

A 17 : 12変更〉込まれているJ(ULI' S， 

②と同様に、 datを伴わないで意味的に主語にあたる主文が用いられるこ

とがある。発言・思考・感情などを表わす動詞を用い、話法の助動詞を含

最後の用例のまない肯定文に続く場合が多い。次の 3例を参照。ただし、

tinkt my r思う IZ:... Jは先行する主文への付け足しにすぎない。

「私は今日はもうこれで十分だといit kin hjoed sa wol ta. 

う気がするJ(Bosma-Banning 19812 
: 135) 

My tinkt， 

「我々はこれを放任でdat wy dit net gewurde litte出盟主・

きないと手ムは思う J(ib. 

日ytinkt， 

111) 

守

A
Vあふも

vu
一
と

m
一
こ

は
一
の

-m
一
逆

+
し
一
斗
」
。ムロ場のJ

Y
 

ズス

「思うmar ek oarsom by mosken， Mantsjes sykje wyfkes ut， 

に、オスはメスを捜しあてるものだが、

123) らしいJ(ib. 

( s 37(4)(d)@)と枠外配置②目的語としてはたらく場合

これは統語的な制約であり、①とこの場合には枠外配置は義務的である。

違って言語使用や文体的な理由によるものではない。

fうちにはまIk tocht [dat wy noch genoch sokken en broeken hieneJ. 

A 4 : 8) 

*Ik ha百 [datwy noch genoch sokken en broeken hieneJ tocht. r向上J

①と同様に、 datを伴わないで目的語にあたる主文が用いられることがあ

だ靴下とズボンは十分あったと思ったんだがJ(ULI' S， 

る。発言・思考・感情などを表わす動詞を用い、話法の助動詞を含まない

肯定文に続く場合が多い。

「しかし、彼女はi t koe net oars. want se wist， Mar hja klage net， 

しかたないということがわかっていた
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不平を言わなかった。
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Ik fernim， jo kinne net. r私はあなたには無理だと思う J(Boersma/ 

Van der曹oude19802 
: 89) 

この構文は間接話法の表現としても用いる。

Hy sei， hy koe der gjin tiid foar fine. rそれには時間がありそうも

ないと彼は言ったJ(Bosma-Banning 19812 
: 135) 

用法によってははat-主文Jも可能である ((b)①〉。

③ sa"'dat-従属文

saの内容を表わす rdat従属文」が枠外配置されている。

Mei fri j官atminsken sil it sa weze dat it begjin en de ein fan 

har libben him ofspilet yn it sikehus. rかなり多くの人々にとって人

生の始まりと終わりは病院で起こるものだろうJ(ULI'S， B 6: 8) 

④結 果 sa十形容詞…dat-従属文「あまりに…なので"'J

datは先行する主文の rsa+形容認jの内容に呼応して結果を表わす。

rdat一主文」も可能である ((b)②〉。

Juster百aaideit sa ful， dat der hunderten beammen sneuvelen. r昨

日は風が非常に強かったので、何百本もの木が倒れたJ(Boersma/Van der 

Woude 19802 
: 59変更)

It is hjoeddedei sa fier， dat mannichien， dy' t syn of har wurk no 

ier~ear yn 'e sted hat， op in doarp wennet yn ' e omkriten fan dy 

sted. r今日では、都市に職場がある人でもその多くがその都市の周辺の

村に住むというまでになっているJ(ULI'S， C 11 : 2) 

ウ (2)(t) sadat参照。

⑤目的:r…するように」

Wy binne der betiid of gongen， dat wy (mar) mear tiid hawwe soene. 

fもっと時間があるように私たちは朝早く起きたJ(Visser 1985 : 515) 

胃ysizze dit dat jimme der ris oer neitinke sil1e. r私たちは君たち

がそのことを一度じっくり考えてみるようにというつもりでこのことを言っ

てるんだJ(Popkema 1987 : 47) 

ケオランダ誇では opdat を用いるが、~フリジア誇には *op't/*opdat と

いう誇はない。 (2)(t) sa dat参照。

CF dat-従属えからの文成分の取り出しついては~44 (5)参照 o

⑥同格節(S 45(3)(e)③， S 660)(b)③〉

Hiel wat minsken binne fan betinker1 dat de moade foar in lyts part 

fan it folk fan betsjutting is. r人々の多くはファッションがごく一

部の人にしか意味がないという考えだJ(ULI'S， C 11 : 4) 
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日ardat wiene net de iennichste kearen dat ik stilstie. rしかし、

私はそのときの何度かだけ立ち止まったわけではなかった(口それは私が

立ち止まった唯一の何度かではなかった)J(ULI' S， B 20 : 15) 

⑦感嘆文での用法

次のような表現で用いる (Tiersma1985 : 99)0 

Kald dat it wie! r寒かったといったらないよj

Swimme dat er koe! r彼女の泳ぎが何とまあ、うまかったことJ

(b)主文を伴う dat

主文を伴う datには以下の 3つの用法がある O 従震文を伴う datにも①と

②の用法があるが、①では (c)で述べるように主文を伴う datにたいして顕

著な相違が認められる。

①目的語としてはたらく場合

発言・思考・感情などを表わす動詞を用い、話法の助動詞を含まない肯定

文に続く場合に現われる O

Ik leau dat do wolst it graach witte. r私は君がそれを知りたがって

いると思う」

Ik leau dat hy wol it graach witte. r私は彼がそれを知りたがってい

ると思う J

②結果:‘sa+形容詞…dat主文， rあまりに…なので"'J

Hy krige it sa drok Q誌は主oeder net fierder op ynfreegje. r彼は

とても忙しくなったので、私はそれ以上教えてもらえなかったJ(Bosma-

Banning 19812 
: 102) 

up it lest waard er sa lilk， dat hy fleach oerein en wiisde us de 

doar. rしまいに彼は至極立腹し、席を立って私たちに出ていくようにド

アを指さしたJ(ib. 102) 

ウ (2)(t) sadat を参照。

③ 「したがって…」

'Fanke' hat gjin meartal， dat dan bruke wy: ‘famkes' of 'fammes'. 

rfanke (小娘、蔑称)には複数形がないので、 famkesまたは fammesを

用いるJ(ULI' S， B 1 : 7変更〉

②と類似した用法だが、 rdat-従属文Jにはこの用法はない。

Ik ha har yn lang net sjoen， dat sy sil wol net goed weze. r私は彼

女に長いこと会っていないので、彼女はたぶん調子が悪いのだろう J(dat 

-主文)(De Haan 1987 : 64変更〉

件求Ikha har yn lang net sjoen， dat sy wol net goed weze sil. r伺

1
1
 

1
i
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上J(dat-従属文)(ib. 65変更)

単独の主文として現われることもある。 rdat-従屠文」では不可。

百ynwinke1tsje rint net min. It saldo is alle j ierren wat heger. 

Dat it kin wol lije dat it in supermerk wurdt. r私の底は景気が悪く

ない。売り上げは年々少しずつ高くなっている。だから、スーパーになっ

てもいいと思う J(ULI' S， A 13 : 8変更〉

Dat盟主 op jim iepenst en brOk oeral der't moog1ik is us eigen 

taa1. rですから、可能な場合にはどこでも我々自身の言葉を使うように

留意しなさいJ(Stienstra 1982 : 32) 

It hynder百iesa a1d wurden dat it koe gjin wein mear 10ke. Doe 

woe syn baas him net 1anger te iten jaan. Mar djip yn syn hert 

begrutte it him wol om it bist. Dat hy sei tsjin it hynder:“Ik kin 

dy wo1 net rnear brOke， mar ik wo1 it goed mei dy meitsje. "仁罵は年

をとりすぎて、もはや車を引くことができなくなった。そこで飼い主はも

う馬に食べ物をやるまいと思った。しかし、心の底では馬のことがかわい

そうに思えた。そこで、飼い主は馬に言った。「もうおまえは使いものに

ならん。だが、悪くはしないでやろう J(Bosma-Banning 19812 
: 27変更)

Dat sadwaande gie ik op Ondersyk ut. rそのようなわけで、私は偵察に

でかけたJ(dat sadwaande rしたがって…;それが理由だJ)(ib. 34) 

CF datが従属えのほかに主文も伴う現象は舌フリジア誇使用地域の来倒に降

接するオランダ誇フローニンゲン方言(オ.Gronings) にもあり、すでに

Overdiep (1938/39 (1947: 147f.)) が指摘している。

(c)目的語としてはたらく rdat-主文」と rdat従属文J

目的語としてはたらく凡at-主文」は語)1畏から見ると並列接続詞だが、 rdat

-従属文」と同様に定動詞の要求する文成分である。再者にはこのほかに以下

の共通点と相違点がある。空所化を除いて相違点が多い。

①共通点:空所化

目的語としての rdat主文」は rdat-従属文j と同様に空所化を起こさな

~\o 

Pyt sei dat hy wat tsjin my sei. rピトは彼が私に何かを言ったと肖っ

た」

→*Pyt sei dat hy wat tsj in my o. r同上j

Pyt sei dat hy sei wat tsjin my. r同上J(De Haan 1987 : 65変更)

→却ytsei坐!hy o wat tsjin my. r向上J(ib. 65変更)

これは結果や「したがって…」を意味する rdat-主文Jでその他の並列接

ワムy
i
 

d
a
4
 



(Hoekstra 1985)。続詞と同様に空所化が起こることと対照的である

Ik ha har yn lang net sjoen {dat/dus} sy hat my yn lang net sjoen. 

「私は彼女に長いこと会っていない。だから、彼女も私に長いこと会って

いないことになる j

「向上」0. net G → Ik ha har yn lang net sjoen {坐t/生三}sy 0 my 

(De Haan 1987 : 65変更〉

「活用J②相違点:人称代名詞主格連接形と補文標識の

fdat一主文Jでは fdat-従属文」と違って人称代名詞主格連接形を用いる

S 66 (3))、datは「活用Jしない(S 38(5)， ことができず(S 38(2)， 

(4))。

「私は君がそれを知i) Ik leau {*dat do/datsto} it graach witte wolst. 

「向上J

りたがっていると思う J

Ik leau {dat do/牢datsto}wolst it graach witte. 

u) Ik leau {dat hy/dat er} 「私は彼がそれを知りたit graach witte wol. 

「同上J

がっていると思う J

Ik leau {dat hy/本dater}百01it graach witte. 

③相違点:否定、話法の助動詞

rdat一主文Jは fdat一従属文」と違って否定文や話目的語としてはたらく

法の助動詞を含む文に続く場合には用いない。

「私はピトが自分で身を守れるi) Ik 1eau net dat Pyt him wol rede kin. 

とは思わないJ(De Haan 1983 : 45変更〉

45変更〉「同上J(ib. 本Ikleau net dat Pyt kin him wol rede. 

し、fこかっ「ピトは私を見かけたとu) Pyt百oesizze dat hy my sjoen hie. 

62変更)「向上J(ib. 

たのだJ(De Haan 1987 : 62変更〉

本Pytwoe sizze dat hy hie my sjoen. 

④相違点:左方転移、間投詞

fdat主文」では fdat-従属文」と違って左方転移目的語としてはたらく

「彼はピトのやつは来たがらないと

が起こり、間投詞を含む文も許される。

dat Pyt dy net komme woe. 

63変更〉

i)本Hysei， 

っfこJ(ib. 

63変更)「向上J(ib. dat Pyt dy woe net komme. Hy sei， 

「ピトは、何hy hie syn buorman sitten sjoen. 思坐恒三，日)Pyt sei dat， 

と近所の人が列席しているのを見たと言ったJ(De Haan 1990:210変更)

「同上J(ib. hy syn buorman sitten sjoen hie. 

円
ペ

U
TI--

必
斗
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巴虫恒三，*Pyt sei dat， 

210変更)



⑤相違点:取り出しによる話題化

rdat-主文」では rdat-従属文Jと違って文成分を目的語としてはたらく

「近所の人が列

前域に置くことができない。

Syn buormani sei Pyt dat hy ____i sitten sjoen hat. 

席しているのを見たとピトは言ったJ

取り出して話題化し、

「向上J本Synbuormar1; sei Pyt生thy民主ー 1 S i tten s joen. 

(d)目的語としてはたらく rdat-主文Jと r0-主文j

両者は (c)で述べた点にかんして共通した特徴を示し、類似性が高い。

①空所化

「ピトは彼が私に何かを言ったPyt sei {dat/0} hy sei wat tsj in my. 

65変更)「向上J(ib. 

ったJ(De Haan 1987 : 65変更〉

wat tsjin my. 

と

本Pytsei {dat/0} hy 0 

②人称代名詞主格連接形と補文標識の 「活用」

「私は君がそれを知りIk leau {dat do/0 do} wolst it graach witte. 

「向上」

「私は被がそれを知りた

たがっていると思う」

本Ikleau {datsto/0-sto} wolst it graach witte. 

Ik leau {dat hy/0 hy} wol it graach witte. 

がっていると思う J

「同上Jer} wol it graach witte. g

j
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「私はピトが自分で身を本Ikleau net {dat/臼}Pyt kin him wol rede. 

45変更〉守れるとは思わないJ(ib. 

「ピトは私を見かけたと言い*Pyt woe sizze {dat/臼}hy hie my sjoen. 

たかったのだJ(De Haan 1987 : 62変更)

「彼はピトのやつは来たがらな

④左方転移、間投詞

{坐!I白}立tdy woe net komme. 

ったJ(ib. 63変更〉

Hy sei， 

いと

「ピトhy hie syn buorman sitten sjoen. godsなes，{dat/臼}，Pyt sei 

何と近所の人が列席しているのを見たと言ったJ(De Haan 1990 : 210 は、

変更〉

⑤取り出し

「近所のsei Pyt {dat/臼}hy hie ____i sitten sjoen. 本Synbuormar1 i 

人が列席しているのを見たとピトは言ったJ

-414-



X 動詞 (tiidwurd) 

S 68 動詞の語形変化と文法範臨:概観

(1)定形(finitefoarm， persoansfoarm) と不定形 (ynfinitefoarm， 

nominale foarm) 

個々の動詞には語形変化(活用 buging)として「定形Jと「不定形j の区

別があり、それぞれ後述の文法範曙を示す。定形は出来事を発話状況に関係づ

ける場合の語形であり、「時制J(tiid)、「法J(foarstelwize， modus)、主語

の人称と数に一致した「人称変化」を示す。不定形は出来事を発話状況に関係

なく特徴づける場合の語形であり、時制と法を示さず、一致による人称変化を

示す主語を欠き、用法の上で動認を他の品詞に転用する場合にも用いる。動詞

定形(または定形動詞)を「定動詞Jと呼ぶことがある(ただし、動詞不定形

(または不定形動詞)は r*不定動詞Jとは呼ばない〉。

867(1)で述べたように、動詞定形(定動詞)は補文標識の有無に応じて従

属文の文末(右枠)あるいは主文の第 2位〈左枠)を占める。西フリジア語で

はこれは動詞不定形でも同様であり、 3種類の不定認のなかで第 1不定詞 (e-

不定詰)と第 2不定詞 (en-不定詞、動名詞)は右枠、第 3不定詞(命令形不

定詞)は左枠の位置を占める O 詳細は動詞群の諾JI賓とともに後述する。

(2)定形

動詞定形で明示される時制と法は発話状況それ自体にかんするものであり、

人称・数は発話状況の関与者にかんするものである。

(a)時制 (tiid)

時制には「現在J(notiid)と「過去J(doetiid)がある。時制としての現

在形は過去形以外の広い意味を表わす。過去形はドイツ語やオランダ語と同様

に、物語・回想、・歴史的叙述のように日常生活に直接関係しないと話者が判断

する出来事に用いる。日常生活に直接関係すると話者が判断する過去の出来事

は完了形と時制を組み合わせて現在完了形として表現し、時制としては「現在」

である。時制としての f未来J(dantiid)はドイツ語やオランダ語と同様に確

立していない。時間としての未来の意味は現在形で表現するか、 rsille(話法

の助動詞 silleの現在形〉…第 1不定詞jなどを用いて補足的に表現するにと

どまる。

時制による語形は後述のように動詞の種類に応じて異なる。

(b)法 (foarstelwize，modus) 

法はほとんど「蓋説法J(feitlike foarstelwize， yndikatyf) しか認めら

戸ー「

u

噌
』
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れない。「命令法J(hjittende foarstelwize， ymperatyf)を認めることには

問題があるので、たんに命令形作ji ttende foarm)と呼ぶが、これは原則と

して 2人称を対象とし、親称・敬称や数による語形的な区別を示さず、むしろ

不定詞に近い。藍説法は人称変化を示す。ドイツ語のような接続法({伽feit-

like/net-feitlike} foarstelwize， konjunktyf)は今日ではほぼ存在せず、

人称変化を示すのは直説法だけである。仮定や条件などの意味は、 rsoe(話法

の助動詞 silleの過去形〉…第 1不定詞」などで補足的に表現する。

命令法は後述のように動詞の種類によって異なる。

す接続法の語形は聖書のようなえ誇的な丈体に限られ、今aではほとんど廃

れている。接続法を用いている 1933年刊行の聖書 (G. A. Wumkes訳)と

それを用 L、ていない 1978~子刊行の聖書の次の笛所を比較(正書法は原文の

まま)。

Us Heit， dy't yn de himelen binne， Jins namme wirde hillige; Jins 

keninkryk kornme; Jins wollen barre allyk yn 'e himel， sa ek op 

ierde; r天にましますわれらが父よ。御名を崇めさせたまえ。御国を永ら

ぜたまえ。御心の天になるごとく、地にも永らせたまえJ(It Nije 

Testarnint 1933 : 17， Mattheus 6 : 9-10) 

Us Heit yn 'e himel，斗tjo namme hillige wurde， lit jo keninkryk 

出盟主，斗.!jo wil ~lien wurde op ierde likegoed as yn 'e himel. r同

上J(Bibel 19892 (1978) : 1379， Matteus 6 : 9-10) 

iえの表主主に注意 (-sijは元求、 wezerーである j の接続法現在形 3人材、

単数)。

itsij [HsE] A， itsij B r Aであれ、 Bであれj

itsij dat-従属文「ーであれj

(c)人称・数と人称語尾

人称と数による変化には 1人称、 2人称親称・敬称、 3人称、および単数・

複数の区別がある。

人称と数による語尾、すなわち「人称語尾」には時制の区別に応じて次の 2

種類があり、それぞれの時制の語幹の後につける。人称語尾は動詞のクラスに

かかわらず、下記の 1種類である(現在形 3人称単数が無語尾 (-0)なのは

過去現在勤詞に限られる。過去形複数と 2人称敬称のーくりn/-ne(n)の使い分

けについては~ 70(4)(b)，過去形 2人称単数の ste (稀〉については~ 71 (1) 

参照)。複数形では現在・過去の荷時制ともに人称語尾の区別がない。 2人称

敬称単数形の語尾と語幹は現在・過去の雨時制ともに複数形とつねに同じであ

り、語形的に一致する。
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現在 過去

単数 複数 単数 援数

l人称 日 -e -0 一(e)n/-ne(n)

2人称親称 -st/(稀 -ste) -e st 一(e)n/-ne(n)

敬称 -e -e 一(e)n/-ne(n) 一(e)n!-ne(n)

3人称 -t/( -0) -e -0 一(e)n/-ne(n)

ゥ議数形の人材、語尾が 1桂類なのは、歴史的に北海ゲルマン謡央通の特徴で

ある。

(3)不定形

不定形には 3種類の不定詞 (nammefoarrn，ynfinityf)と2種類の分詞

(rnulwurd. partisipiurn)がある。不定詞は名詞的に、分認は形容詞的・副詞

的に用いことがある。

(a)不定詞 (nammefoarrn，ynfinityf) 

不定詞の語形は動詞の種類によって異なる。第 1不定詞 (e不定詞)の末尾

音には 3種類あり、これによって西フリジア語の動詞は大きく 3つのクラスに

分かれる。

e-動詞:第 1不定詞が -e[8Jで終わる。例. sile [sihJ r帆走する」

je-動詞:第 1不定認が-je [jバで終わる。例. tankje [t釘kjaJr感謝

するJ

n-動詞:第 1不定詞が -n[nJで終わる。例 jaan[ja:nJ r与える」

3種類の不定詞はたがいに用法が異なる。辞書の見出し語としては第 1不定

詞で示す(誤解が生じないかぎり、第 1不定詞のことをたんに「不定詞」と呼

Jくことカ〈ある〉。

①第 1不定詞 (e-不定詞、「不定詞J) 

不定詞語幹十 {-e/一je/-n}: sile/tankje/ jaan 

話法・使役の助動詞などとともに用いる。

②第2不定詞 (en-不定詞、動名詞〉

不定詞語幹+{-en/一jen/-n}:silen/tankjen/jaan 

te (ド. zu/オ. te/エ. to)などとともに用いる。また、動詞の名詞化や

知覚動詞構文などでも用いる。

③第 3不定詞(命令形不定詞〉

不定詞語幹+{-0/-je/不規則}: sy1!tankje/ jou [j :lUJ 
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命令形と同じ語形を示す。用法は後述のように多岐にわたる。

守北フリジア語にも 3種類の不定詞がある。

(b)現在分詞 (fuortsettendmulwurd) 

現在分認は形容詞的・副詞的に用いる。英語の進行形のように助動詞ととも

に特別な構文を形成することはない。

現在分詞は第 1不定詞に -d[tJをつけてつくる。副詞的に用いる場合には

-de [d:J ]をつけることが多 ~\o 現在分詞の形成はつねに規則的なので、以下

の変化表では省略する。

e-動詞:si lend/ s i lende (←si le r帆走する J) 

(参考:wezend/wezende (←weze r…である、…がある・いるJ) 

je-動詞:tankjend/tankjende (←tankje r感謝するJ) 

n-動詞:j aand/ j aande (←jaan r与えるJ) 

(c)過去分認 (ofs1uttendmulwurd) 

過去分詞は形容詞的・副詞的に用いることがあるほか、一部の助動詞ととも

に以下のような構文を形成する。

過去分詞の諾形は後述のように動詞の種類によって異なる。

①完了形 (folsleinetiid) 

完了形は出来事それ自体にかんするものであり、出来事が佑の出来事より

も時間的に先行することを示す。完了形は本来、不定形の範轄であり、定

形の範噂である過去時制と違って、発話時点との時間的前後関係は表示し

ない。過去時制と競合するのは、完了形が現在時制と結びついた場合であ

る。

完了形の語形は「過去分詞+完了の助動詞 ha胃we/wezeJであり、ドイツ

語やオランダ語のような助動詞の区別がある。

②受動態 (passyf)

受動態は出来事それ自体と出来事の関与者との関係を示すものであり、

「人称受動」と「非人称受動J、ならびに「動作受動」と「状態受動Jの

区別がある。人称受動は他動詞からっくり、非人称受動は自動詞からつく

るO 動作受動と状態受動では受動の助動詩が異なる。状態受動はオランダ

語と同様に、動作受動の完了形と語形的に一致する。

動作受動 r過去分詞+受動の助動詞 wurdeJ

状態受動 r過去分詞+受動の助動詞 wezeJ(=動作受動の完了形〉
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S 69 語形変化による動詞の分類:概観

(1)三つのクラスと下位分類

(a)三つのクラス

868(3)(a)で述べたように、西フリジア語の動詞は第 1不定詞 (e-不定詞)

の語末音の種類によって形態的に大きく三つのクラスに分かれる。代表的な例

を付記して示す。

① e-動詞:第 1不定詞 (e-不定詞)= r不定詞語幹十一eJ

sile [sil J i帆走する J(←不定詞語幹 syl-)

② je-動詞:第 1不定詞 (e不定詞)= i不定詞語幹十一jeJ

ta出 je[t向kjけ「感謝するJ(←不定詞語幹 tank-)

③ n-動詞:第 1不定詞 (e-不定詞)= i不定詞語幹(不規則)+-nJ

j aan [j a : n] r与える J(←不定詞語幹(不規則)jaa-) 

rn-動詞jは7個に限られるが、 re-動詞」と ije-動詞jは数多い。 ije動

詞Jは最近ではオランダ語の干渉を受けた話者にはあまり用いられない傾向が

あるものの、接尾辞や品詞転換によって動認、他の品認、それに外来語から動

詞を派生するときには生産的な役割をはたす(S 89，例 -earje[…Hrjけ

(オ.-eren/ド¥-ieren;例. studearje [stydjerjJ] r大学で学ぶJ)。

ie-動詞j と rje-動詞Jの両方の語形をもつものもある。

darnje [darnjJ] ~ darnrne [d丞rnJ]r(ダムで〉せき止めるJ

driigje [drI:rjJ] ~ drige [drI:1J] r脅すJ

kapje [kapjaJ ~ kappe [kapJ] rたたき切るj

haatsje [ha:tla] ~ hate [ha:ta] r増むJ

partsje [p丞tJJ] ~ parte [p丞tJ]r分配する」

(b)下位分類

それぞれのクラスの動詞は「弱変化動詞J(swak tiidwurd)、「強変化動詞」

(sterk tiidwurd)、「過去現在勤詞J(tiidwurd mei opskode doetiid， pre 

terito presens)に分かれる。

弱変化動詞はさらに「規則動詞J(regelmjittich tiidwurd)と「不規則動

詞J(Onregelmjittich tiid四 rd)に分かれる。強変化動詞と過去現在勤請は

すべて不規制動詞である。規則動詞と不規則動詞の区分は、不定詞語幹から現

在形・過去形・過去分詞を導く場合に、音韻や正書法の規則から予測できない

変化を起こすか否かによる。

①弱変化動詞:母音交替(ド. Ablaut)による母音の変化を起こさない

→境則動詞/不規則動詞

②強変化動詞:母音交替(ド. Ablaut)による母音の変化を起こす
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→不規則動詞

③過去現在勤詞:本来の過去形を現在形に転用している

→不規則動詞

(c)まとめ

以上の点を代表的な例を交えてまとめると次のようになる。

① e動詞:第 1不定詞 (e不定詞)= r不定詞語幹十-eJ

i)弱変化動詞:規則動詞

si1e [síl~] r帆走するJ， srnoke [srno:kd] r喫煙するJ love [lo:vd] 

fほめるJ， hearre [jerd] r開く J，(sette [SHd] r置く J) 

u)弱変化動詞:不規則動詞

tinke [tIUkd] r考えるJ，riede [ridddJ r助言するJ， kleie [klai d， 

kH i d] r嘆く J

iii)強変化動詞:不規則動詞

helpe [htlpd] r助けるJ jitte [jItd] r控ぐJ， weze [Ve:Zd] r…で

ある、…カtあるJ

り過去現在動詞:不規則動詞

kinne [kIm] r…できるJ

② je-動詞:第 1不定詞 (e-不定詞) = r不定詞語幹十一jeJ

i)弱変化動詞:規則動詞

tankje [taukjd] r感謝するJ wenje [vt 勺~] r住むJ， boartsje 

[bwatfd] r遊ぶJ， antwurdzje [jntvod3dJ r答えるJ

u)弱変化動詞:不規則動詞

rneitsje [maitl d， mtI…] r作るj

E〉強変化動詞:不規則動詞

waskje [vjskj~J r洗う J

③ n-動詞:第 1不定詞 (e-不定詞)= r不定詞語幹(不規則)+-nJ

強変化動詞:不規則動詞

jaan [ja:nJ r与えるJ

合従求の岳フリジア誇の丈法書には Fokkema(19672 
: 55ff.) ， Boersma/ 

Van der Woude (19802 
: 44ff.)のように、強変ィι動詞、弱変ィι動詞、そ

れ以外の不投射動詞という 3分類を基本とし、それぞれの下位区分として

fe-動詞J/ fje-動詞J/ fn-動詞J を区別しているものが多い o しかし、

この分類では「それ以外の不現射動詞jは不規則な弱変北動詞 (b1iede

「出血する」など)、 fnー動詞J、退去現在勤詞を令み、雑多な範鳴を形成

しており、分類として明らかに矛墳している。一方、Tiersma(1985: 73) 
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は弱変北動詞だけについてClass1を fe-動詞j 、ClassIIを rje一動詞J

と分け、残りを強変北動詞としている。しかし、強変北動詞にも nimme

「取る j と hingjer掛かっている、掛ける Jのように fe-動詞J と fje-

動詞j の区別があり、分類として不十分である。この点は問書の73べージ

に示唆されているが、採用するには至っていない。

Hoekstra/Tiersma (1994: 516f.) の記述も十分に明噺とは言えない。本

書では動詞の分類として、まず第 1不定詞 (e-不定謁)の末尾音の種類に

よって fe一動詞J/ f je-動詞J/ fn-動詞j の 3つのクラスを設け、それ

ぞれのクラスについて弱変北動詞(規則動詞と不現則動詞を令む)、強変

北動詞、退去琉在勤詞の区分を行なう。強変北動詞と弱変北動詞、および

退去現在勤詞の区別は他のゲルマン誇との関連から行なわれる伝統的な分

類であり、西フリジア誇では今日でもある程度有効ではあるものの、弱者

の区別があいまいな場合もある。まず、語幹母音の変イもが母音交替による

ものか不明確な場会が認められる(例. riede [ridddJ r助言する J-

rette [rt t d ] -ret [re t]， skiede f分ける J-skate-skaat :ともに歴

史的に「短母音仏J (~9) による母音変北を起こした不規則合:弱変北動

詞)。また、 fje一動詞j の弱変北動詞は退去形と退去分詞で歯(茎)音の接

尾辞 -te/-t，-de/-dを用いない。したがって、 meitsje[maitJd， mei...J 

f作る J-makke [makdJ -makke [makdJ は弱変北動詞であるにもかかわ

らず、不規制な母音の変イもによって退去形と退去分詞を形成する(上述の

丈法書では、上記の 3つの不現射な弱交北動詞を f弱変北動詞j から区別

して「不規則動詞j に令めるという矛盾した分類を行なっている)。さら

に、~ 70 (2) (c) で示すように、 melder訴える J(退去分詞 meld(en)

[melt， (mtlddn)J)， sette [SEtd] r亘 (J (退去分詞 set(ten) [set(dn)]) 

のように弱変仏動詞でありながら、退去分詞に強変北動詞と詞誌に -en

を付加するものもある。つまり、母音文幸子、お(茎)音の接尾辞 -te/-t，

-de/-d、退去分詞の -en という基準がいずれも決定的な役t'lを果たすと

は言えず、弱変1t動詞と子会変イも動詞の区4'Jはかならずしも明快ではない o

したがって、と(に教育的な主場からは、持者の区別よりも規則動詞(続

完1J的な弱変仏動詞)と不戎射動詞(不現則な弱変北動詞、強変イと動詞、退

去現在動詞)の[2i;.4'Jのほうが明快でゐる。この扱いは英語の言喜子号変北によ

る動詞の分類に近い。

(2)語幹 (st am) と人称語尾 (utgong) 

動詞は形態的に「語幹Jと「人称語尾Jからなる。語幹はさらに「語根」と

せ
e
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f語幹形成要素」から成る。 rje動詞jの語幹は語根と -je/-eの2種類の語

幹形成要素から構成される。本書では rje動詞jの語幹形成要素一jeによる

語幹を rje一語幹」と呼び、語幹形成要素 -eによる語幹を re-語幹」と呼ぶ

ことにする。 re一語幹」は現在形 2人称親称・ 3人称単数と過去形、過去分詞

に用い、 rje-語幹Jはそれ以外に用いる。

てア従永の丈法書は rje-動詞j に rje-;t吾幹J と re一語幹j の区別を設けず、

言吾根を言吾幹とし、言吾幹形成要素を人称語尾としているものが多い。

ik {tankje/tanke} r私は患謝{する/した }J

i)従永の丈法書の扱い

tank (語幹 -je 人称語尾)

tank (語幹)-e (人称語尾)

n) 本書の扱い

[tank (誇根)ーje 語幹形成要素)J(= fje一語幹J) -0 (人称語尾)

[tank (語根) -e (語幹形成要幸)] (= f e-誇斡J) -0 (人材、語尾)

従求の丈法書の扱いでは 1種類の語幹を設定するだけですむかわりに、時

制の区別に応じて 2謹類の人材、語尾を設定しなければ会:らず、 fe-動詞j

を令めれば、人材、語尾の数はさらに増えることになる。時制と人称、の関係

も不明確である。本書の扱いによれば、 fje-動詞j の語幹を 2穫類設定す

ることによって fe-動詞j を令めても 1珪類の人材、語尾を設定するだけで

すむことになり、時制の形成と人材、語尾の区別も明確になる。 Tiersma

(1985 : 71) にも同議の示唆があるが、採用するには至っていない。

語幹には定形・不定形で複数の種類があり、動語の 3つのクラスによっても

異なる。各々の語幹の形成は re-動詞」では不定詞語幹が基本となるが、 rje-

動詞Jでは re一語幹J/ rje語幹」が基本になる。

定形の人称語尾は現在形と過去形で異なるが、動詞の 3つのクラスにはほぼ

共通している。

以下では re-動詞Jと rje動詞Jについて規則的な弱変化動詞の語形変化

の一覧を示す(発音記号は省略)0-(e)は発音上、あいまい母音 e[けの連

続を嫌って -eが現われない場合である。
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幹

>

語

形

詞

定

詞

定

不

定

不

<

不

第 1不定詞:

(e-不定詞〉

第2不定詞:

(en-不定詞〉

第 3不定詞:

fe動詞J(弱変化動詞) f j e--動詞J(弱変化動詞)

sile [silJJ f帆走するJ tankje [t向kjJ]f感謝するj

語根と同じ

(語根 syl-十一白)

syl-(←[syl-0 ]) 

不定詞語幹+-e

sile (←syl-e) 

不定詞語幹+-en

silen (←syl-en) 

不定詞語幹と同じ

(命令形不定詩) syl 

現在分詞 第 2不定詞+{-d/-de} 

silend/silende 

(←silen-d/silen-de) 

不定詞語幹+

-t (無声音の産後〉

-d (有声音の直後〉

過去分詞

<定形>

命令形

現在形

現在形語幹:

syld (←syl-d) 

不定詞語幹と同じ

syl 

不定詞語幹と同じ

syl-

単数

l人称 現在形語幹+一日

ik syl (←syl-0 ) 

2人称親称 現在形語幹十一st

(do) sylst (←syl-st) 

敬称 現在形語幹+-e

jo sile (←syl-e) 

3人称 現荘形語幹+-t

hy sylt (←syl-t) 

円
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fje語幹j

(語根 tank一一トーje)

tankje-(←[tank-jeJ) 

rje語幹J+一(e)

tankje (←[tank-jeJ一(e))

rje語幹」十一(e)n

tankjen (←[tank-jeJ一(e)n)

fje一語幹J と同じ

tankje (←[tank--je J) 

第 2不定詞+{-d/-de} 

tankjend/tankjende 

(←tankjen-d/tankjen-de) 

fe語幹」十 G

tanke (←[tank-eJ-0 ) 

fje-語幹Jと同じ

tankje (←[tank-jeJ) 

rje語幹J/ re一語幹Jと同じ

[tank-je]一/[tank-e]一

fje語幹J+-0 

tankje (←[ tank-j e J -0 ) 

fe一語幹J+ -st 

tankest (←[tank-eJ-st) 

fje一語幹」十一(e)

tankje (←[tank-jeJ-(e)) 

fe一語幹J+-t 

tanket (←[tank-e]-t) 



複数

1人称 現在形語幹+-e rje一語幹J十一(e)

wy si1e (←sy1-e) tankje (←[tank-jeJ一(e))

2人称 現在形語幹十一e rje-語幹J-トー(e)

j imme si 1e (←sy1-e) taILlrje (←[tank-jeJ一(e))

3人称 現在形語幹+-e rje一語幹J十一(e)

hja sile (←syl-e) tankje (←[tank-jeJ一(e))

過去形

過去形語幹: 不定詞語幹+ re一語幹」と同じ

-te (無声音の藍後〉

-de (有声音の直後)

[syl-deJ- [ta凶c-eJ一0-

単数

1人称 過去形語幹+-0 re一語幹J十一日

ik sylde (←[syl-de]一必〉 tanke (←[tank-eJ-0 ) 

2人称親称 過去形語幹+-st re-語幹」十一st

(do) sy1dest (←[syl-deJ-st) tan肘 st(←[ta出 -eJ-st)

敬称 過去形語幹十一(e)n re一語幹J+一(e)n

JO sylden (←[syl-deJ-(e)n) tanken (←[ta凶c-eJ-(e)n)

3人称 過去形語幹+-0 re-語幹J十一白

hv sylde (←[syl-deJ-0 ) tanke (←[tank-eJ 0) 

複数

1人称 過去形語幹+一(e)n rje-語幹J十一(e)n

wy sylden (←sylde-(e)n) tanken (←[ta凶c-eJ一(e)n)

2人称 過去形語幹十一(e)n rje一語幹J十一(e)n

jimme sylden (←sylde-(e)n) tanken (←[tank-eJ一(e)n)

3人称 過去形語幹十一(e)n rje一語幹J十一(e)n

hja sylden (←sylde-付加) tanken (←[tank-eJ一(e)n)

合本書で示す動詞の言吾形変ィιはf草野!として Eisma(1989) に基づく c 同書は

岳フリジア誇の代表的な教育機関である蛇目【(口AlgemieneFryske 

Underrjocht Kommisje)が1985年に定めた言語規範を動詞の語形変北にお

いて初めて具体的に示した刊行物である。用機関主催の岳フリジア誇の講

習では動詞の語形交北の教育は詩書に基づいて行なわれており、問機関の

刊行する数多くの書籍でも問書の語形が広〈採用されている。この意味で
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同書の記述はこの分野での，標準的なものと言える。しかし、言語戎範の弱

い訪フリジア語では方言差や丈体差に基づ〈異形が数多く認められ、他の

文法書や辞書との相違点が少なくない。なかでも Breuker(1989， 1990) 

は50の強変北動詞について、 Eisma(1989)の記述を 1863年から 1985年ま

でに刊行された 8つの文法書と 2つの辞書と詳細に比較し、設しく批判し

ている。 Breuker(1989， 1990) の批判は実証的な主場から Eisma(1989) 

の問題点を指摘した功靖はあるが、考慮したえ法書と詩書の相互にも相違

点が目立つのであり、 Eisma(1989) にかわる規範を十分明確に提鳴する

には至っていな L、。扱った動詞も 50の強支北動詞に眠られており、 Eisma

(1989) に記載された200の動詞の 4分の 1にす Fない o このような理由か

ら、本書では Eisma(1989) を基本としながらも、 Breuker(1989， 1990) 

の批判を念頭に翠きつつ、最近の刊行物のなかから Eisma(1989) 自身が

記述のよりどころとした Zantema(1984) の辞書、 Fokl印刷(19672
)， 

Stienstra (19752
)， Boersma/Van der Woude (19802

)， Tiersma (1985) 

の4つの著作との比較を注で支えて解説していくことにする。このなかで

Boersma/Van der Woude (19802
) の記述は網羅的なものではないので、必

要に応じて示すにとどめる o
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S 70 e-動詞 (e-tiidwurd) 

(1)弱変化動詞 (swakt i i dwu rd) 規則動詞 (regelmjittichtiidwurd) 1 

規則的な音の変化さえも伴わないものがこれに属する。過去形語幹と過去分

認には不定詞語幹の末尾音に応じて以下の接尾辞を付加する(s 19(3)(c))。

過去形語幹 過去分詞

不定詞語幹末尾音 無声音:不定詞語幹十一te[taJ 不定詞語幹十一t[tJ 

有声音:不定詞語幹十一de[daJ 不定詞語幹十一d[tJ 

(a)不定詞語幹末尾音が無声音:語幹+{-te[taJ/-t [tJ} 

smoke [smo:kaJ r喫煙するJ(現在形語幹 smook-，過去形語幹 smookte-)

現在形 過去形

単数 1人称 ik smook [smo:kJ ik smookte [smo:ktaJ 

2人称親称 (do) smookst [sroo:kstJ (do) smooktest [smo:ktastJ 

敬称 jo smoke [smo:kaJ ]0 sIDookten [smo:ktm] 

3人称 hy smookt [smo:kt] hy smookte [smo:ktaJ 

hja smookt [smo:ktJ hja smookte [smo:ktaJ 

it smookt [smo:ktJ it smookte [smo:kta] 

複数 1人称 wy smoke [smo:kaJ wy smookten [smo:ktmJ 

2人称 jimme smoke [smo:ka] jimme smookten [smo:ktmJ 

3人称 hja smoke [smo:kaJ hja smookten [smo:ktmJ 

過去分詞 smookt [smo:ktJ 

現在分詞 smokend(e) [smo:kant， (…da) ] 

(以下、「現在形語幹J、「過去形語幹」、「現在j、「過去」の表示と現在

分詞は省略。 3人称単数は旬、複数形は 3人称の hjaで代表させる。 2

人称敬称単数(jo)は複数 (wy/jimme/hja)とつねに同形なので省略〉

(b)不定詞語幹末尾音が有声音:語幹+{-de[daJ/-d [tJ} 

① telle [Hb] r数えるJ(tel-， telde一〉

ik tel [td] ik telde [H lda] 

(do) telst [tolstJ (do) teldest [teldastJ 

hy telt [tdt] hy telde [tHdaJ 

hja teile [Hla] hja telden [teldmJ 

過去分詞 teld [tdtJ 
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②殴ije[mEIa] r避けるJ(mij-， mijde-) 

ik ml] [mdJ ik mijde [mdda J 

(do) mijst [meistJ Cdo) mijdest [meidast] 

hy mijt [mdtJ hy mi jde [mdda J 

hja ml ]e [mEIa] hja mijden [mddanJ 

過去分詞 mijd [mtitJ 

(2)弱変化動詞:規則動詞 11

規則的な弱変化動詞のなかで規則的な音の変化を伴うものがこれに属する。

(a) r語末音の無声化J(s 14) 
語幹末尾が閉鎖音の場合には d[dJ/[tJ， b [bJ/[pJのように有声・無声を

正書法で区別しないが、摩擦音の場合には f[f]/v [v]， s [sJ/z [zJ， ch [xJ 

/g [1Jのように正書法で区別する O ただし、無声化した摩擦音[f]/[s]/[x]

は有声閉鎖音の直前で「同化J(s 19(2)(a))によってさらに有声イとするが、

正書法では gde [rda]を除いて無声 f，s. chの表記をする。

-ve [vaJ→ fde [vda]; -fd [ft]， -ft [ftJ/-fst [fst] 

-ze [za J→ -sde [zda]; -sd [st]， -st [st]/-st注目〈← s-st)

∞-ge [ra]→ -gde [rda]; -gd [xtJ. -cht [xtJ/一chstLxst， kst] 

① love [lo:vaJ rほめるJ(loof-， loofde一)

ik loof [10: fJ ik loofde [1o:vdaJ 

(do) loofst [lo:fst] (do) loofdest [lo:vdastJ 

hy 100ft [10: ft] hy loofde [1o:vda J 

hja love [lo:va] hja loofden [lo: vdanJ 

過去分詞 100fd [lo:ft] 

② wize [vi:zaJ r示すJ(wiis-， wiisde-) 

2人称親称単数では「二重子音の縮約J(s 16 ss→s)に注意。

ik WllS [vi:s] ik wiisde [vi:zdaJ 

(do) wiist [vi:stJ (do) wiisdest [vi:zdastJ 

(←wiis-st) 

hy wiist [vi:stJ hy wi isden [vi:zda] 

hja wlze [vi:zaJ hja wi isden [vi: zdan] 

過去分詞 wIisd [vi:st] 

③ doge [do: p J r役に立つ(おもに否定で)J(語幹 dooch-，doogde-) 

ik dooch [do:xJ ik doogde [do:rda] 

(do) doochst [do:xst，…kst] (do) doogdest [do:rdast] 

7
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hy doocht [do:xt] hja doogden [do:rd8n] 

hja doge [do: ra J 

過去分詞 doogd [do:xtJ 

(b) rrの脱落J(815) 

rは歯(茎)音 [s]/[z]/[l]/[d]/[t]/[n]の直前で脱落する。

hearre [Hn] r関く J(hear-， hearde-) 

ik hear [jer] ik hearde [HdJ] 

(do) hearst [jestJ (do) heardest [jedJst] 

hy heart [jetJ hy hearde [jtdJ] 

hja hearre [j e n ] hja hearden [Hdan] 

過去分認 heard [jet] 

(c) rtの脱落J(817)と「二重子音の縮約J(816)および過去分詞の -en

語幹が d/tで終わる動詞では、 S が直後に続く場合にその d/tが発音上、

脱落する。語幹が dで終わる場合には①の「語末音の無声化J(814)も起こ

る。 r二重子音の緒約J(816 dd→d， tt→りは発音、正書法ともに起こるこ

とに注意。過去分詞に -en[an]がつくものがある。

①過去分詞に -enがつかないもの

過去分詞に -enがつかない動詞はまったく規則的である。

taaste [ta:stJJ r手で触れるJ(taast-， taaste-) 

ik taast [ta:stJ 

(do) taastst [ta:st] 

hy taast [ta:stJ 

(←taast-t) 

hja taaste [ta:stJ] 

ik taaste [ta:stJ] (←taast-te) 

(do) taastest [ta:stJstJ (←taast-test) 

hy taaste [ta:stJ] (←taast-te) 

hja taasten [ta:stJnJ (←taast-ten) 

過去分詞 taast [ta:st] (←taast-t) 

類例 :stelle[stelJ] r立てる、調整するJ(steld [steltJ) 

lije [UiJ] r苦しむ、被るJ(lit [IIt]， lijd [ldt]， (3)(b)⑤〉

②過去分詞に -enがつくことがあるもの

例外的に過去分詞に -en[anJがつくものがかなりある。

melde [mi:ldo] r伝えるJ(meld-， melde-) 

ik meld [mdtJ ik melde [mi:ldJ] (←meld-de) 

(do) meldst Cmelst] (do) meldest [mi:ldJst] (←meld-dest) 

hy meldt [mdt] hy melde [mi: ldJ] (←meld-de) 

hja melde [meldJ] hja melden [mi:ldan] (←meld-den) 

過去分詞 meld [melt]/melden [mi:ldJn] (←meld-d) 

nnv 
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類例:prate [pra:ta] r話すJ(praat [pra:t]/praten包括:tm])

sette [sét~J r重量く J(set [SEt]/Setten [sttan]) 

spjalte [spjj1tけれ薪などを)割る、分割する;割れるJ(spjalt 

[spjJlt]/spjalten [spjjltan]) 

spalte [spj:lta] r同上J(spalt [spJ:lt]/spalten [spj:ltan]) 

fiede [fiada] r養う、食物を与えるJ(fied [fiat]/fieden [fíad~n]) 

守 -enI立元永、強変北動詞の退去分詞につき、弱変ィι動詞にはつかなかった。

-enが語幹が d/tで終わる弱変北動詞にもつくようになったのは、この

種の動詞が歴史的に ge-の消失と「ニ重子音の端的J (~16 ， dd→d， tt 

→t) によって過去分詞としての形態的な指標を完全に欠くに至った結果、

それを sljの手段で明示しようとしたためと考えられる。したがって、 -en

は退去分詞としての形態的な役割を広〈呆たしていると言える。オランダ

誇とドイツ誇の語形を参照。

フ. meld/melden (←melde r伝える J

件オ. gemeld (←melden r向上J)， ド. gemeldet (←melden r同左J) 

フ. set/setten←sette r星 (J 

件オ. gezet (←zetten r同上J)， ド. gesetzt (←setzen r同左J) 

逆に、誇幹が nで終わる強変イι動詞は母音交替(ド. Ablaut) はあるも

のの、退去分詞の末尾音 -enを欠く。この種の動詩ではと〈に南部の方

言で退去分詞に本求、弱変北動詞につく -dをつけて退去分詞の形態を明

示することがある (Tiersma1985 : 73) 0 

フ bOn，南部. bOnd (←bine r巻 (J ) 

件オ. gebonden (←binden r向上J)， ド. gebunden (←binden r同左J) 

フ sjoen，南部. sjoend (←sjen r見る j

件オ gezien ←zienr向上J)， ド. gesehen (←sehen r同左J) 

フ. dien，南部. diend (←dwaan rする J) 

件オ. gedaan (←doen r同上J)， ド. getan (←tun r同左J) 

(3)弱変化動詞:不規則動詞 (unregelmjittichtiidwurd) 

母音交替(ド. Ablaut)以外の不規則な母音の変化と子音の変化を示すもの

がこれに属し、 (a) と (b)の二つに分かれる。 (a)は過去形と過去分詞の語

形だけが不規則であり、ごく少数の動詞に限られるのにたいして、 (b)は現在

形も不規則であり、ある程度の数の動詞を含み、さらに下位区分される。

(a)不規則動詞 I

{ inke/inge}一ocht-ocht(第 1不定詞/現在形一過去形一過去分詞〉
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過去形と過去分詞が不規則な動詞がこれに属する。過去形に -tの語形があ

ることに注意。次の 2つの動認のみ。

bringe [brIua] r持ってくる・いく J(bring-， brocht-) 

ik bring [brluJ ik brocht [brJxt] 

(do) bringst [brlustJ (do) brochtst [br5xst，…kst] 

hy bringt [brIut] hy brocht [bnxt] 

hja bringe [brIua] hja brochten [br5xtanJ 

過去分詞 brocht [bnxt] 

類例:tinke [tIDka J r思う、考えるJ(過去形 tocht(e)一 [t5xt(J)]) 

rje-動詞Jに属する sykje[sikjJJ r探す、求める J， keapje [kIJpjJJ 

「買う Jも類似した変化を示す(871(4)(b))。

ず歴史的には nの消失(とそれに伴う母音の「代償延長J(fergoedings-

rekking) 一役に短母音北した)の結果として生じた閉鎖音の遠鏡 kt を

謙って、 kが摩擦音北した (kt>cht)。

(b)不規則動詞E

現在形 2人称親称・ 3人称単数、過去形、過去分詞で不規前な動詞がこれに

属し、 i欠の 2つのグループに分かれる。

まず、①から⑤までの夕、ループは原則として語幹が d/tで終わり、母音の

変化とともに語幹末尾音も tになる。交替する語幹母音の種類から見れば次

のようになり、以下の注で述べるように、歴史的に「短母音化J(89)を被っ

たものである。⑥ reder救う、世話をする」では現在形 2人称親称・ 3人称

単数での語幹母音の交替が認めにくく、歴史的な由来も異なる。

e [E] : ① bliede r出血するJ

② moete r会う」

a(a) [a:] :③ skiede r分ける、離婚させる J

④ stj i tte r突く J， deie r殺す」

⑤ lije r苦しむ、被る J•• 「
l
i」
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一方、⑦から⑨までのグループは語幹が i[i ]を含む二重母音と g[1Jの

交替を示し、 rjeー動詞J(s 71)の弱変化動詞と同様に、過去形および過去分

詞で接尾辞 de/-te， -d/-tを欠き、 2人称親称単数で現在形と過去形が同形

になる (-eの付加については 871(1)参照〉。

ともに規則的な変化形が併存することが多く、現在形でその傾向が強い。

び① riere[ri JrJ] rかき回すJ， sliepe [sliJpJ] r~氏る j は誇幹が d ， t 

以外で点字わる。⑤ lije[HiJ] r苦しむ、被る J は古くはま委幹が dで柊

わっていた(古フ. litha)。
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合歴史的には①~⑤の動詞の母音変仏は、変ィι形を形成する接尾辞ないし人

称、語尾の付加に伴う「短母音北J (~9) によって生じ、そのさい調音位

昆1;'1段下がった (Hoekstra1989b: 130. Spenter 1968 : 16)。

i) 古フ. e [e:] (西フ ie[ia]) >e [e] 

① b1iede [b1iada] r出血する J(b1ied-/b1et-; 古フ. b1eda) 

② moete [muata]/moetsje [muatja] r会う J (moet-/met-; 古フ.

meta) 

n) 古フ. e [a:] (岳フ ie[ia]) >[a]>[a:] (後続するニ重子音の学

子音北に伴う「代償延長J) 

③ skiede r分ける、離婚させる J(skied-/skaat一;古フ. skeda) 

④ stjitte r突く J(stjit-/staat-; 古フ. steta) 

iii) 古フ[i:] (舌フ ij[ei]) >i [幻

⑤ lije [Hia] r苦しむ、被る J(1ij-l1it-; 古フ .1itha) 

⑥の rede[r e : d a] r救う、世話をする J(red-/ret-) では古フ. hredda 

が示すように、有戸子音 d の前で e が長母音北を起こした (~9(2) (d))。

また、⑦ feie[白ia. Hia] r掃 (J (fei-/fage-).③ koaie [ko:ja] 

「官むJ (koai-/kδge一).⑨ krije [kdi;J] rもらう J (krij-/kriigeー/

kriich-/krych-)は歴史的に gのロ葦北によるえき与を示す。

合上記の短母音仏による不規則動詞①~⑤と⑥は、現在形では徐々に不定詞

語幹に紘一される傾向が認められる。一方、言吾幹母音が[i:]を示す強変

北動詞で歴史的におもに第 I柔列に属するものは(例. smite [smita] 

「投げつける J(古フ. smita)、今日では短母音北がえta形のすべてに及

んでいるが、かつては 2人材、(親称)と 3人材、単数にrRられていた。短母

音北による誇幹の交替は次の動詞にも認められるが、今日では短母音語幹

が一般的である(Tiersma1985 : 20)。

farre [fara] (~fare [括:n]) i船で/が行〈・運ぶJ

ride [rida] (~[rí: 出]) r (皐・自転車・馬で/が)行<J 

sykje [sikja] (~siikje [si :kja]) r探すj

stjerre [stjen] (--....[stje:n]) rえぬJ

なお、 Hoekstra(I989b) によれば、上記の誇幹の形態の不均一位はギス

ベト・ヤーピクス (GysbertJapicx 1603-1666) の作品にも見られる。

てア乳a形 2人材、親称、単数・ 3人材、単数での語幹のえ替は、表面的にはドイツ

誇のウムラウト(ド. Um1aut) ゃいわゆる「割れJ(ド. Brechung) によ

る交替に似ている(古くは以下の helfenr助ける J (語幹母音 e) では琉

在形学数のすべての人称、に交替が及んでいた)。
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helfen r助ける j (du hilfst， er hilft) 

schlagen r打つJ(du schlagst， er schlagt) 

stosen r突く J(du st凶t，er stost) 

laufen r歩〈、走る J(du laufst， er lauft) 

① ie [iJJ-e [e]-e [eJ-e [tJ 

bliede [bliddJ] r出嵐する J(blied-/blet-， blette-) 

ik blied [bli JtJ iな b1ette [bHtJJ 

(do) b1etst [blest] (do) blettest [b1etJst] 

b1iedst [b1iJst] bletst [blest] 

hy b1et [blet] hy blette [bHtJ] 

bliedt [bliJt] 

hja bl iede [bliadaJ hja bletten [blttm] 

過去分詞 blet [blet] 

類伊[1 : briede [bri JdJ J r (食べ物を)焼く;卵を抱く J(過去形 (do)

bret(te)st [bre(tJ)st]) 

liede [1iJdJ] r(鐘が)鳴るJ(過去形 (do)lettest [lttJst]のみ〉

riede [ri;)dJ] r助言するJ(現在形 (do)retst [rest]， hy ret [ret] 

のみ;過去形 (do)rettest [retJst]のみ〉

riere [ri Jn] rかき回すJ(規則変化も併存、不定詞語幹が rで終わる)

(? Tiersma (1985: 80ff.)は rieder助言する j の堤在形にも現則的な ie

の言吾形を併記している。 Fokkema(19672 
: 63f.) は上記の動詞すべてにつ

いて退去形と退去分詞にも規則的な ieの語形を併記している。退去分詞

には blieden，briedenのように -en((2) (c) )を伴った語形を挙げてい

るが、 Stienstra(19752 
: 5， 10) は blied，briedど記して L、る。

Zantema (1984: 114， 138) は blieder出血する J と brieder(令べ物を)

境卵を抱(Jの退去形に (do)bletste， bretsteのように -eのつ

いた語形だけを挙げている(~ 71 (1)) 0 Hoekema (1992: 31)は (do)

bletst， hy blet; (do) bletstのみ ο 他の誇も同議。

次の動認は「書jれJ(s 10)による変化を起こすこともある。

sliepe [sliJpJ] r眠るJ(sliep一[iJ ].I[j IJ/slep-， slepte一!sliepte-

[j I]) 

ik s1iep [sli Jp] ik slepte [sHptJ] 

sliepte [sljIptJ] 

(do) slepst [slepst] (do) s1eptest [s1 tptast] 

s1iepst [sljlpst] slieptest [s1jIptJst] 
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hy slept [slept] 

sliept [sljlpt] 

hja sliepe [sliapa] 

hy slepte [sHpt:; ] 

sliepte [sljlpta] 

hja slepten [sltptan] 

sliepten [sljlptan] 

過去分詞 slept [sl t:pt]， sl iept [sl jIptJ， sliepen [sli :;pm] 

② oe [u a J -e [e] -e [eJ -e [eJ 

①に準じるもので、類例はない。 rje動詞Jの語形が併存する O

moete [muata]/moetsje [muatfa] r会う J

ik moet [muat] ik mette [mHa] 

moetsje [muatfa] moete [muata] 

(do) metst [mt:st] (do) mettest [metast] 

moetest [muatast] moetest [muatast] 

hy met [mt:t] hy mette [mHa] 

moetet [muatat] moete [mú~ta] 

hja moete [muata] hja metten [mHm] 

moetsje [muat!8] moeten [muatm] 

過去分詞 met [mt:t]， moete [múat~] 

ウ Stienstra(19752 
: 10) も第 1不定詞に moete と moetsjeの 2つの語形

を言己して L、る。 Fokkema(19672 
: 64) と Zantema (1984) は moete，

moetsje， metteの 3つの語形を挙げている。 Tiersma(1985・82) は

moetsjeだけを示している。 Fokkema(19672 
: 64) と Stienstra(19752

: 

10) は退去分詞に moet(e) [muat(a)] を併記している。 Hoekema(1992: 

38) は (do)metst， hy met; (do) metst， hy metteのみ。

ウ歴史的には①と同誌である。

古フ. e [e:] (西フ ie[iaJ) >e [e] 

① bliede [bliadaJ r出血する J(blied-[iaJ/b1et-[eJ;古フ. bleda) 

② moete [皿uataJ/moetsje[muat!a] r会う J(moet一 [uJJ/met-[t:J; 古

ブ. meta) 

③ i e [i a J -e i [a i， d] -aa [a: ] -a [a:] -aa [a: ] 

skiede [skiadaJ r分ける、離婚させる j(skied-/skaat一， skate-/skiede-)

ik skied [ski8t] ik skate [ska:t8J 

skiede [ski8d8] 

(do) skiedst [ski8st] (do) skatest [ska:tast] 

skaatst [ska:st] skiedest [skiad8st] 

hy skiedt [skiat] hy skate [ska: t:l ] 
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skaat [ska:t] 

[skiada] 

skiede [skiada] 

hja skaten [sk丞:tm]

skieden [skiadan] 

過去分詞 skaat[ska:t]， skieden [ski8danJ (-en (2)(c)) 

hja skiede 

類例:deie [dai a， dti a] r殺すJ(過去形 (do)daatst [da:st]， 

deidest [d丞idast，dt i…])， 1iede [li ada] r導く J， spriede [spriadaJ 

「広げるJ

ワ Tiersma(1985: 85ff.)は上記の誇すべての現在形に a(a) の誇形を示さ

ず、 lieder導く j と sprieder広げる J には退去形と退去分詞でも規則

的な ieの誇形を示している(退去分詞は lieden，spriedenのように

-en ((2) (c))を伴う)0 Fokkema (19672
: 63) は deier殺すj を除くす

べての誇に ie と a(a) の両方の語形を記した上で、 a(a) の語形は現品

形ではあまり用いず、退去形でよく用いると述べている。 Boersma/Van

der Woude (19802 
: 50) は skieder分ける、離婚させる J と spriede

「広げる Jでは現則的な ieの誇形がよく現われると述べている。 Zantema

(1984) は skieder分ける、主主培させる j の琉在形を示しておらず、退去

形と退去分詞に ieと a(a) の局方の語形を記し、他の 31香では現在形、

退去形、退去分詞に ieと a(a) の両方の誇形を記している。なお、

Tiersma (1985: 85) には deiei設すJ の記載がなく、 Fokkema(19672
: 

63) もニの語に a(a) による語形を認めていな L、。 Stienstra(19752
) は

skiede r分ける、離婚させる j の 琉 在 形 に は お と a(a) の両方、退去形

と退去分詞には a(a) の語形だけを示しながら、 deier殺すJ ではすべて

の変北でおと a(a) の両方のま吾形を示し、さらに、1ieder導(Jでは

現在形と退去形におと a(a) の両方、退去分詞に a(a) の語形だけを示

している。 spriedef広げる j の記載はな L、o Hoekema (1992: 41)は (do)

skaatst， hy skaat; (do) skaatst， hy skateのみ。他の誇も司禄。

deie r殺す j には deadzje[dIad3a] r同左j という異形があり、元永、

形容詞 dea[dla] rえんだj から派生した伎役動詞である。古フリジア誇

の誇子ちは dedar殺すj であり、 skieder分ける、離婚させる J(古.

skeda) と同じ語幹母音 t:::った。

④ j i [jI] -aa [a: J -a [a:] -aa [a: ] 

③に準じるもので、語幹が「割れJ(~lO) を起こしている(ie [i a J > j i 

[jI])。類例はない。

stjitte [stjItaJ r突く J(stjit-/staat-， state-/stjitte-) 

ik stjit [stjlt] ik state [st乏:t;)J
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st j i tte [stjÍt~] 

(do) stjittst [stjIst] (do) statest [stá:t~st] 

staatst [sta:st] stjittest [stjÍt~st] 

hy stjit [stjlt] hy state [stá:t~] 

staat [sta:t] stj i tte [stjIt8] 

hia stj i tte [stjÍt~] hja staten [sta:tm] 

stjitten [stj Itm] 

過去分詞 staat [sta:t]， stjitten [stjÍt~n] (-en (2)(c)) 

ゥ Stienstra(19752 
: 12) は上記と同誌だが、 Boersma/Vander Woude 

(19802 
: 50) は stjitter突<Jではほとんどつねに戎則的な jiの語形

を用 L、ると述べている。一方、 Tiersma (1985: 88) と Zantema(1984: 

985) は退去形と退去分詞に a(a) と jiの語形を併記しているが、前者

は1見.(l形に a(a) の誇形を記しておらず、役者にも現在形の記載がない。

Fokkema (19672
: 63) は a(a) の誇形 ti.J;見邑形ではあまり用いず、退去形

でよく用いると述べている。 Hoekema(1992: 44) は (do)staatst， hy 

staat; (do) staatst， hy stateのみつ

⑤ ij [d]-i [I]-i [I]-i [I] 

次の動詞のみ。

lije [Hi~] r苦しむ、被るJ(1 i j一l1it一， 1 i tte一/lijde-)

ik lij [1 ei] 

(do) litst [11st] 

li jst [1 eist] 

hy lit [ lIt] 

lijt [1 dt] 

ik 1itte [lÍt~] 

1 i j de [ H i d ~ ] 

(do) littest [lÍt~st] 

1ijdest [ltid~st] 

hy 1itte [lÍt~] 

li jde [H id;J] 

hja 1itten [lÍt~n] 

1 i jden [U idmJ 

過去分詞 1it [IIt]， lijd [ldt] 

hja lije [H i d] 

u' Stienstra (19752 
: 9)， Boersma/Van der官oude (19802

: 51)， Zantema 

(1984 : 572)， Tiersma (1985: 83) のいずれも上記の語形を記載している o

Fokkema (19672 
: 65) も琉在形 2人称親称、単数に lijstだけを示してい

る以外は同様である。 Hoekema(1992: 37) は (do) li tst， hy li t; (do) 

litst， hy litteのみ。

⑤ e [i:]-e [i:]-e [tJ-e [tJ 

次の動詞のみ。
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rede [r E : d J] r救う、世話をするJ(red-， rette-/rede-) 

ik red [re : t] ik rette [rEtJ] 

rede [rE:dJ] 

(do) retst [rest] (do) rettest [rEtJst] 

redst [re:st] redest [d:dJst] 

hy ret [retJ hy rette [rEt8] 

redt [re:t] rede [d:dJ] 

hja rede [d:dil] hja retten [dtm] 

reden [rE:dm] 

過去分詞 ret [ret]， reden [rE:dJn] (-en (2)(c)) 

σStienstra (19752 
: 10) と Zantema(1984: 801)は上記ど同誌だが、

Tiersma (1985: 83) と Fokkema(19672 
: 65) は琉在形に e[けによる

語形 ((do)retst [rest]， hy ret [ret]) を併記している。 Hoekema

(1992・39) U: eによる語形のみ。

⑦ ei [ai， ei]-age [a:p]-age [a:p]-age [a:pJ 

以下の⑨までの動詞は不定詞と現在形 1人称単数と複数で語幹にi/jを

含む二重母音が現われ、その他の語形では語幹に gr1]が現われる。現

在形には規則的な変化もある。

feie [fai8， Ui8] r掃く J(fei-/fage-， fage-) 

ik fei [fai， feiJ ik fage [fa: p] 

(do) fagest [fa:1Jst] (do) fagest [fa:18st] 

feist [faist， f dst] 

hy faget [fa:pt] hy fage [fa: p] 

feit [fait， feit] 

hja feie [faiJ， UiJ] hja fagen [fa: pn] 

過去分詞 fage [fa:p] 

す退去形 2人材、親称単数が fageste(Eisma 1989 : 13)のように -eを伴う

ことがあることについては~ 71 (1)参照。

類例:jeie [jai8， jei8J r狩りをする、追いたてるJ， kleie [klai 8， 

kUiけ「嘆く、不平を言う J

σStienstra (19752 
: 6， 8) と Tiersma(1985: 80f.) は上記の語形を記載

している。 Fokkema(19672 
: 65) は退去形と退去分詞で規則的な eiの誇

形を併記している (feide-，feid)o Zantema (1984: 236， 456) は feie

「掃(Jと jeier狩りをする、追いたてる j の現在形に eiと ageの語

形を記しているが、 kleier嘆く、不平を言う j の現在形は記載がない。
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Hoekema (1992: 33) は (do) fagest， hy faget; (do) fagest， hy fage 

のみ。他のま吾も同議。

⑧ oa i [0: i J (/ j /) -oge [J: p ]一δge[J: p J一δge[J: p] 

rje-動詞」の語形が併存する。

koaie [ko:j:J]/kokje [k5:kj:J] r噛むJ(koai-/koge-， koge-) 

ik koai [ko:iJ 

kdkj e [k5: kj:J J 

(do) kdgest [k5:rJst] 

hy kdget [k5:pt] 

hja koaie [ko:j:J] 

kδkje [k5:kjd] 

過去分詞 kδge [kj: n] 

合計ienstra(19752 
: 8) は退去形と退去分詞で δgeの語形のみを記してい

る。 Fokkema(19672 
: 66) は提則的な oaiの語形をまったく併記してい

なL¥逆に、 Zantema(1984: 514) は koaieの項目には規則的な oaiの

語形だけを示し、 ogeの言吾形は kδgjeの項目だけで示している。 Tiersma

(1985 : 87) と Hoekema(1992: 36) にはこの誇の記載がない。

⑨ ij [Ei]-ige [i(:)n]-ige [i(:)p]-ige [i(:)n] 

過去形には異形がある。次の動詞のみ。

kri je [krEI:J] r得る J(krij一/krige-，krige-/kriich-/krych-) 

ik koge [k5:n] 

(do) kogest [k5: nst] 

hy koge [k5: n J 

hja kδgen [k5:rm] 

ik krij [kre iJ ik krige [kri (:)n] 

kriich/krych [kri(:)x] 

(do) krigest [kri(:)1dst] (do) krigest [kri(:)pst] 

krijst [kreist] kriichst/krychst [kri(:)xst， 

"'kst] 

hy kriget [kri(:)pt] hy krige [kri (:) p] 

krijt [kre i tJ kriich/krych [kri(:)x] 

hja krije [kd id] hja krigen [kri(: )pn] 

過去分詞 krige [kri(:)1J]， krigen [kri(:)ran] 

ゥ退去形 2人材、親称、単数が krigeste/kriichste(Zantema 1984: 537) のよ

うに -e を伴うことがあることについては S71 (1)参照。

σ 退去形J手数l立、 krigeのほかに Zantema(1984: 537) が ii による誇形

を記し、 Tiersma(1985: 81) と Fokkema(19672 
: 65) が yによる語形

を言乙している。 Stienstra(19752 
: 8) は krigeのみ。 Hoekema(1992: 

36) は (do)krigest， hy kriget; (do) krigest， hy krigeのみ。

4
f
t
 

S
4
 



(4)強変化動詞 (sterktiidwurd) 

強変化動詞はすべて不規則動詞である。大多数の強変化動詞が re-動詔」に

属する。 (2)で扱った規則的な変化による交替を起こすものも多く含まれるが、

以下の分類ではとくに考慮、しない。以下では過去分詞の末尾音の種類 ((a))、

過去複数形の末尾音 ne(n) [na(n)] ((b))、その他 ((c)(d)(e))について記

す。

(a)過去分詞の末尾音の種類

①過去分詞 -en[anJ 

直前に母音や r，nが来ない場合。大多数の強変化動詞がこれに属する。

helpe [helpa] r助けるJ(help-， holp-) 

ik help [hrlp] ik holp [holp] 

(do) helpst [hrlpst] (do) holpst [holpst] 

hy helpt [hrlpt] hy holp [holp] 

hja helpe [helpa] hja holpen [holpan] 

過去分詞 holpen [holpan] 

②過去分詞 -n

直前に母音や rが来る場合。過去形複数では -enの語尾がつく。 -iuwe

[jywa， jo:wa]で終わる強変化動詞の過去形には規則的な弱変化もある。

i)過去分詞母音+-n

-iuwe [jywa， jo:wa]で終わるもの。

bliuwe [bljy百九 bljo:wa]rとどまるJ(bliuw-， bleau-/bliuwde-) 

ik bliuw [bl jyu， ik bleau [bl jo:u， blo:l ] 

bljo:u] bliu百de [bljyud:l， bljo:ud:l] 

(do) bliuwst [bljyust， (do) bleaust [bljo:ust， blo:lst] 

bljo:ust] bliuwdest [bljyud:lst， bljo:ud:lst] 

hy bliuwt [bl jyust， hy bleau [bljo:u， blo:l] 

bljo:ust] bliuwde [bljyud:l， bljo:ud:l] 

hja b1iuwe [bl jywa， hja bleauwen [bljo:wan] 

bl jó:w~l] bleaune(n)[bloJn:l(n)] 

bl iu収ien [bljyud:ln， bljo:ud:ln] 

過去分詞 bleaun [bloanJ 

ず弱変ィιの退去形は後代の類推による (Boersma/Vander Woude 19802 
: 

46) 0 Fokkema (19672 
: 70) と Hoekema (1992: 31) は退去形に~~変北を

記していな L、o Hoekema (1992: 31)は退去技数形 -wenのみ。他の言吾も

同様。
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類例:driuwe [drjywa， drjo:wa] r駆りたてる、漂う J， kliuwe [kl jywa， 

kljo:wa] r登るJ， piuwe [pjfwa， pjo:wa] rいやいや食べるJ， priuwe 

[prjywa， prjo:wa] r(…の)味がする、味わう J， riu官e[rjYWd， rjo:wa] 

「連ねる、〈真珠などを〉ひもに通すJ， skriuwe [skrjywa， skrjo:wa] 

「書く J， triuwe [trjywa， trjo:wa] r押すJ， wiuwe [wjywa， wjo:wa] 

r(合図のために手やハンカチなどを)振るJ， wriuwe [wrjywa， wrjo:wa] 

「こする、磨く j

その他。

bidde [bIda] r祈るJ，fleane [fIIana] r飛ぶJ， lizze [lIza] r横た

わっている、横たえるJ，siede [siadaJ r沸騰する・させるJ， sizze 

[sIza， se:za] r言う J(本来、弱変化)， sni je [snti a] r切るJ， spije 

[speia] r唾を吐く、吐く J， swije [sweia] r黙っているJ

u)過去分詞 r+-n 

stjerre [stjerJ] r死ぬJ(stjer-， stoar-) 

lK stjer [stjf:r] ik stoar [stoar ] 

(do) stjerst [stjf:st] (do) stoarst [stoast] 

hy stjert [stjf:t] hy stoar [stoar ] 

hja stjerre [stjtra] hja stoaren [stoaran] 

過去分詞 stoarn [stom] 

類例:bedjerre [badjera]/ferdjerre [fadjera] r腐る、損傷するJ， 

farre [fan] r船で行く・運ぶJ， ferlieze [fJliaza] r失う J

③過去分詞 -0(無語尾〉

直前に nが来る場合。過去形複数では -enの語尾がつく。

fine [fina] r見つけるJ(fyn一， fOn-) 

ik fyn [fin] ik fOn [fu(:)n] 

(do) fynst [fPst， (fi: nst) J (do) fOnst [fu:nst， (fu:nst)] 

hy fynt [f int ] hy fOn [fu(: )n] 

hja fine [fina] hja funen [fu(: )nm] 

過去分詞 fOn [fu(:)n] 

類例:begjinne [bagjIna] r始まる、始めるJ， bine [bina] r結ぶJ， 

ferdwine [fadwina] r消えるJ， kwine [kwinけ「衰弱するJ， rinne 

[rIm] r歩く J， spinne [spIna] r(糸を)紡ぐJ， swine [swinaJ r消え

るJ， Ontginne [untgIna] r開墾する、干拓するJ，百enne[vem ] r慣ら

す、慣れるJ， wine [vina] r巻く J， winne [vIna] r勝つ、獲得するj

④過去分詞 -t/-d
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弱変化との混合であり、過去形だけが強変化し、弱変化が併存する。諾幹

は「短母音+{k/p} Jで終わる。

dt1ke [duka] r潜る J(dt1k-， doek-/dt1k-) 

ik dt1k [duk] ik doek [du:k] 

dt1kte [dukta] 

(do) dt1kst [dukstJ (do) doekst [du:kst] 

dt1ktest [duktast] 

hy dt1kt [dukt] hy doek [du:k] 

dt1kte [dukta] 

hja dt1ke [duka] hja doeken [du:km] 

dukten [duktm] 

過去分詞 dt1kt [dukt] 

類例:beswike [baswika] r屈服するJ. f i nge [f I D a] r発火するJ， 

knipe [l<..nipaJ rつねるJ， ruke [r註kaJr(…の〉においがする、嘆ぐJ， 

skoppe [skopa] r蹴る J， stappe [st却 aJr踏む、歩むJ， strupe 

[strupa] rむ〈、〈…の皮を)はぐJ， wike [vikaJ i退く j

(b)過去形複数 -ne(n)[na(n)] 

強変化動詞のなかには過去形複数の末尾音として -neと nenが併存する

ものがある。それは以下のもっとも頻繁に用いる基本的な動詞(ないし助動詞)

であり、過去形単数が二重母音で終わる。どちらも用いるが、 -eのほうがよ

り正式とされる (Eisma1989 : 16)。

hawwe [havaJ rもっている、完了の助動詞J(hie [hiaJ， hiene(n) 

[hima(n) ]) 

kinne [kIna] r…できる、…かもしれないJ(koe [kuaJ， koene(n) 

[kuma (n)]) 

1izze [1 Iza， le: za ] r横たわっている、横たえる J(lei [lai， ld]， 

leine(n) [laina (n)， H i…]) 

sille [sIla] r…だろう(など)J(soe [sua]， soene(n) [sua目白)])

sizze [sIza， se:zaJ r言う J(sei [sai， se i J. seine(n) [saina(n)， 

sti...]) 

同 ze[vE:za] rーである、ーがある、完了の助動詞J(wie [viけ，

wiene(n) [viana(n)]) 

wolle [vola] r.ーしたいJ(woe [vuaJ， woene(n) [vuana(n)]) 

一部の rn-動詞Jもこれに麗する(872)。

dwaan [dwa:n] rするJ(die [di a]， diene(n) [di ana (n)]) 
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gean [gI mJ r行く J(gie [giJ]， giene(n) [gIJm(n)J) 

stean [st1m] r立っているJ(stie [sia]， stiene(n) [stiJm(n)]) 

t 歴史的には -n を欠くのが本永の語形だったが、退去形設数で -n をつけ

る大多数の他の動詞との類推から -nenが広がった。 Eisma(1989: 16) 

は両方のま吾形を挙げているが、 -nのつかない -neの誇形を侵位に葺いて

いる(以下、 「退去形 3人材、単数/説教Jの11関)。

次の動詞は過去形複数の末震音 -neが一般的とされる (Eisma1989 : 50)。

snije [snda] I切る J(snie [sni~] ， sniene [sniJnJ]) 

ワただし、 snije[sneiJ] r雪が降る(非人称動詞)J は戎剥的な弱変北動

詞。

spi je [spEI J] r唾を吐く、吐く J(spei [spai， spei]， speine [spáin~ ， 

speim J) 

ゥ -ne(n) とする意見もある。

(c)子音の変化による交替を起こすもの

① [jJ (不定詞・現在形) - g [g] (過去形・過去分詞〉

jitte [jItけ「注ぐJ(jit-， geat-) 

ik jit [ jIt] ik geat [gIJt] 

(do) jitst [jIst] (do) geatst [gI~st] 

hy jit [jItJ (←jit-t) hy geat [g1~t] 

hja jitte [jÍ t~] hja geaten [gI ~tmJ 

過去分詞 getten [gttm] 

σ Tiersma (1985: 86) とおkkema(19672
: 71) は退去分詞に getten

[gEt;Jn] と jitten[jItdn] を併記している。 Zantema(1984: 461) と

Hoekema (1992: 35) は gettenのみ。

類例:ferjitte [fJjItJ]仁忘れるJ(過去分詞 fergetten[f;Jgtt;Jn]， 

ferjitten [f;JjIt;Jn])， jilde [jÍld~] r有効である、…の値段である j

〈規則的な弱変化も併存〉

② sj [JJ (不定詰・現在形) - sk [sk] (過去形・過去分詞〉

r tの脱落Jと「二重子音の縮約J((2)(c))を起こすことに注意。

s ji tte [f I t ;J] r撃つJ(sjit-， skeat一〉

ik sj i t [J 1t] ik skeat [skIat] 

(do) sjitst [f1stJ (do) skeatst [skI~st] 

hy sjit [JIt] (←sjit-t) hv skeat [skIJt] 

hja sj itte [fIt;J] hja skeaten [skÍ~tJn] 

過去分詞 sketten [sket;Jn] 
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③ 「子音十 jJ(不定詞・現在形)一「子音+0J (過去形・過去分詞〉

sj [1] - s [sJ 

sjonge [Joud r歌う」

ik s]onge [f ouJ ik song [sou] 

(do) sjongst [foust] (do) songst [soust] 

hy sjongt [J out] hy song LsouJ 

hja s]onge [J OD a J hja songen [soum] 

過去分詞 songen [soum] 

その他。

dj [dj] - d [d] : bedjerre [badjen]， ferdjerre [fadjen] r腐る、

損傷するJ

gj [gjJ - g [g]: begjinne [b:JgjInaJ r始める、始まる」

hj [j] - h [叫:hjitte [jItaJ r…という名前であるJ

mj [mjJ - m [m] : mjitte [mjIta] r測定するJ

stj [stj]ー st[stJ : stjerre [stj tn ] r死ぬJ， stjonke [stjouka] 

「悪臭がする」

④ k(k) (不定詞・現在形)- k/ts (過去形)- ts (過去分詞〉

sprekke [sprtka] r公言するJ(sprek-， spriek-/spruts) 

ik sprek [sprek] 

(do) sprekst [sprekst] 

ik spriek [spriak] 

spruts [sprots] 

(do) spriekst [spriakst] 

sprutst [sprotst] (←spruts-st) 

hy spriek [spriak] 

spruts [sprots] 

hja sprieken [sprIJkanJ 

sprutsen [sprotsan] 

hy sprekt [spnkt] 

hja sprekke [spreka] 

過去分詞 sprutsen [sprotsan] 

類例:brekke [brtk. J r割る、割れるJ， dekke [dtka] r覆う J(規則的

な弱変化も併存)， 10ke [luka] r引く J， rekke [rtka] r伸びる、伸ば

すJ， stekke [sttk.] r突き刺す、痛む、差し込むJ， strike [strika] 

「なでる、アイロンをかけるJ， trekke [trtka] rヲ!っぱる、(烏などが)

渡るJ

次の動詞は過去形 kの語形のみ。

berekke [bartka] r(火を〉灰で覆う J，strekke [strtka] rのばす、十

分であるJ， wreke [vre:kaJ/wrekke [vrekdJ r復讐するJ(規則的な弱変
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化も併存o rje-動詞Jの百reekje[vre:kj8]/wrekje [vrekj8] もある〉

⑤ z - rの交替を起こすもの

i) z (不定詞・現在形) - r (過去形・過去分詞〉

ferlieze [f81i8Z8] r失う J(ferlies-， ferlear-) 

ik ferlies [f81ias] ik ferlear [f81I8r] 

(do) ferliest [f81i8st] (←ferlies-st) (do) ferlearst [f81Iast] 

hy ferliest [f81iast] 

hja ferlieze [f81i8za] 

過去分詞 ferlern [f 8 Un] 

日)z (不定詞・現在形) - r (過去形)- z (過去分詞〉

hy ferlear [f81I8r] 

hja ferlearen [f81I8r8n1 

過去分詞で f音位転換J(ド.日etathese)を起こす点でも不規則である。

frieze [fri8Z8] r氷が張る(非人称動詞)J(fries-， frear-) 

it friest [friast] i t frear [frI H] 

過去分詞 ferzen [f tzmJ 

ゥ歴史的に「ヴェルナーの法制J(ド. Vernersches Gesetz) による「子音

字文春J(ド. grammatischer Wechsel) に起因する。

⑥ d (不定詞・現在形) - o (過去形・過去分詞)

biede訪れの]r提供するJ(bied--， bea-) 

ik bied [bi8t] ik bea [bI8] 

(do) biedst [biast] (do) beast [bI8st] 

hy biedt [bi8t] hy bea [b18 ] 

hja biede [bi 8d8 J hja beaen [bI8m] 

過去分詞 bean [blm] 

類例:bidde [bId8] r祈るJ(規則的な弱変化も併存)， siede [si 8出〕

「沸騰する・させるJ

(d) rn-動詞」と類似した変化をするもの

slaan r打つ」の変化参照 (s72(2)(c))。

fleane [flI8n8] r飛ぶJ(flean一/fljoch-，fleach-) 

ik f 1 joch [fljox] ik fleach [flbxJ 

flean [flI m] 

(do) fljochst [fljoxst，…kst] (do) fleachst [fllaxst，…kst] 

hy f 1 jocht [fljoxt] hy fleach [fl I8x] 

hja fljogge [fljop] hja fleagen [flI8pn] 

fleane [flIma] 

過去分詞 flein [flain， flein] 
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(e)補充形(ド. Suppleti vforrn)やその他の不規則な語形を示すもの

①補充形

同 ze[Ve:Z8] r…である、ーがある;完了の助動詞」

ik bin [bln] ik Wle [Vi8] 

(do) bist [bIst] (do) wiest [Vi8st] 

hy lS [Is] hy wle [Vi8] 

hja binne [bIm] hja wiene(n) [vi8n8(n)] 

過去分詞 west [vest] 

②その他の不規則な語形

hawwe [hav8] r持っている;完了の助動詞J

ik ha(w) [ha(f)， ha(v)] 

(do) hast 

hy hat 

[hast] 

[hat] 

ik hie 

(do) hiest 

hy hie 

[hi8] 

[hi8st] 

[hi8] 

hja ha(wwe) [h丞(Vd)] 

過去分詞 han [hJ :n] 

守 ha(w) [ha(f). ha(v)Jの正書法と発音については Tiersma(1985: 25. 

hja hiene(n) [hiJnJ(n)] 

44)参照。

このほかに ha(bbe)[h丞(b8)]，he(bbe) [hi(bd)]， he(wwe) [he(Vd)]と

いう語形があり、現在形が以下のように異なる(官FT8 0985 : 173))。

ik {ha(b) [ha(p)]/he(b) [he(p)]/he(w) [he(f)]} 

(do) {hast [hast]/hest [hest]} 

hy {hat [hat]/het [het]} 

hja {ha(bbe) [ha(bJ)]/he(bbe) [he(b8)]/he(wwe) [he(va)]} 

(5)過去現在勤詞 (tiidwurdmei opskode doetiid， preterito presens) 

過去現在勤詞はすべて不規則動詞である。

(a)話法の助動詞

kinne [kInd] r…できる、…かもしれないJ(kin-， koe(n)一〉

ik kin [kln] 

(do) kinst [kPst， (ke: nst)] 

hy kin [kln] (←kin-o ) 

hja kinne [kIn8] 

ik koe 

(do) koest 

hy koe 

[kUdJ 

[kUJst] 

[kUdJ 

hja koene(n) [kUJn8(n)] 

過去分詞 kinnen [kIn8n]， kind [klnt] 

類例:語形変化については「話法の助動詞jの項目で後述。

rneie [凶iJ，IllEi:J] rーするのが好きだ、…しでもいい」
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rnoatte [m(w)atJ] r…しなければならない、…にちがいないJ

sille [sIla] r…だろう(など)J

百ol1e[vola ] rーしたいJ(歴史的には本来、過去現在動詞ではない)

(b)話法の助動詞以外

kenne [kena] r知っている J(ken-， koe一)

ik ken [kEn] ik koe [kuaJ 

(do) kenst [kEn(:)st] (do) koest [kuast] 

hy ken [ken] (←ken-O) hy koe [kua] 

hja kenn.e [kena] hja koene(n) [kuana(n)] 

過去分詞 kennen [kenan]， kend [kEnt] 

類例:官itte[vItal r知っているJ(ただし、過去現在動詞と見なさない

ことも可能である。現在形 hywit (←wit-0 (過去現在動詞)または

官it-t(強変化動詞))。

ik wit [vItJ 

(do) witst [vIst] 

hy wit [vlt] 

ik wist 

(do) wist 

hy 官ist

[vIst] 

[vIst] (←wist-st) 

[vIst] 

hja witte [vIta] hja 百isten[vIstan] 

過去分詞百itten[vItan] 

ウ wite[vita] r向上J もある。
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S 71 j e-動詞 (je-tiidwurd) 

(1)まとめと過去形 2人称親称単数-s t (e) 

(a)まとめ

ije-動詞jにも弱変化動詞と強変化動詞がある。弱変化の ije-動詞」は過

去形と過去分詞で歯〈茎)音の接毘辞 -te/-de， -t/-dを欠き、 2人称親称単

数が現在形と過去形で同形になる (sykje[sikj8] i探すJ， keapje [kE8pj8] 

「買うJ)を除く。 Meijering1980)。強変化の ije-動詞Jは ie-動詞Jと間

接に母音交替(ド. Ablaut)を起こす。

ごア退去形と退去分詞でお(茎)音の接尾辞を欠(~g 変イと動詞 U: 、ノルウェ一語

ニューノシュクやフェーロー誇にも見られる (Werner1993)。また、低地

ドイツ語の北ニーダーザクセン方言 CNordniedersachisch) では近年のタト

永誇を伶 L、て、弱変1t.動詞が退去形と過去分詞でかつての歯(茎)音の接尾

辞 -de/-teを完全に欠いている。退去形語幹は現在形語幹と詞ーであり、

両者は人称語尾で部分的に区別されるにすぎない(Lindowet al. 1998: 

65f. )。

1見在形 ik haal - du haalst - he haalt - {wi/ji/se} haalt 

退去形 ik haal - du haalst - he haal - {wi/ ji/se} halen 

~ 70 (2) (c)注で述べたように、岳フリジア誇ではま香幹が -d/-tで終わる

弱変北動詞が退去分詞で本求、強変イι動詞に見られる -en を伴って、退

去分詞としての形態的な指擦を明示することがみる(例. sette f亙(J 

一退去分詞 sett(-en))。同禄l二、言吾幹が -nで柊わる強変北動詞は退去

分詞の -enを欠〈ので、南部の方言では弱変北動詞の歯(茎)音の接尾辞

-dを伴って退去分詞としての形態的指棋を明示する(例. bine f巻(J 

-退去分詞 bOn/南部 bOnd)。このように、ゲルマン誇に特徴的な弱支北

動詞退去形・退去分詞の歯(茎)音の接尾辞は夜数の現代詩で消失すること

があり、形態的区別の必要怯から一部で弱変化動詞と強変北動詞の混合が

見られる o 近年、吾フリジア誇の fje-動詞j にはオランダ誇からの影響

で fe-動詞J との混合が見られることがあるが、その要四のひとつにはこ

のような形態的あいまいさを解消する役割があるとも考えられる。

(b)過去形 2人称親称単数 -st(e)

過去形 2人称親称単数は規則的な -stのほかに steで終わる場合がある。

この -eの付加はそれほど一般的でないので、本書では Eisma0989 : 12f. ) 

に従ってでを付加しない語形だけを示す。

① rje-動詞Jの st(e) 

ije-動詞jでは 2人称親称単数が現在形と過去形で同形だが、これを嫌っ
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て過去形の語末に -eを加え、形態的に区別することがある。

現在形 (do)harkest一過 去形 (do)harkest(e) (←harkje [凶rkj~J

「注意して聞く J)

② fe-動詞Jの -st(e)

feie [f丞id， Ui~] f掃く J(e 70(3)(b)⑦)， kri j e [kr t i a] f得るJ(e 

70(3)(b)⑨)のように、過去形で接尾辞 -te/-deを欠く fe-動詞Jも①

と同様である O

現在形 (do){fagest/krigest}一過去形 (do){fagest(e)/krigest(e)} 

不規則な弱変化の fe-動詞Jである b1iede [b1i ~む] r出血するJでも、

現在形と過去形が同形になる場合に限って -eがつくことがある (Eisma

1989 : 12f. )。

現在形 (do)b1etst一過去形 (do){blettest/bletst(e)} 

u"退去形として Stienstra(19752 
: 3) は bletst(e)， Zantema (1984: 114) 

は blettest，bletste、Eisma(1989: 29) は blettest，bletst， 

Hoekema (1992: 31) は bletst と言己して L、る o

Si tenstra (1975: 1ff.) は次のような今日ではふつう用 L、ない -st(e) 

の誇形を記している(現行の正書法に支史)。

(do) stapst (e) (ふつう staptest)(←stappe [stapa] r踏台、歩むJ)

(do) buchst (e) (ふつう bugdest)(←bOge [凶:nJ r曲げる J) 

(do) runst (e) (ふつう抽出t)(←rinne [rInJJ r歩〈、流れる」

ウ歴史的には現在形と退去形を形態的に区別する re-動詞J でも、かつては

2人材、親称、学数が現在形と退去形で同形になることがあった (Eisma1992 

: 12f.， Hoekema 1992 : 28)。

現在形 (do)mienst (e) 一退去形 (do)mienst(e)/miendest (←miene 

[mianaJ r思う J) 

J~在形 (do) bakst (e) 一退去形 (do)bakst(e)/baktest (←bakke [baka] 

r (パンなどを)境<J 

-eの付加はかつての異形態の機能分北の結果であると言える。

Stienstra (1975: 1ff.) では動詞の種類に関係なく、退去形 2人材、親称

単数を -st(e) としている。その他の用例:

DO kaamste， du kaamste sa stadich deroan. rあなたはやって永た、あな

たはやって永た。とてもゆっ〈りと J(S.Kloosterman:“Tuzenen-" ") 

(2) 弱変化動詞:規則動詞 i

(a)典型的な例
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規則的な音の変化さえも伴わないものがこれに属する。

winskje [ve:、kja]r願う J(百inskje-/winske-，winske-) 

ik 百inskje [ve:nskjd] winske [ve:nska] 

(do) winskest [ve:nskast] (do)百inskest[ve:nskast] 

hy winsket [ve:nskatJ hy winske [ve: nsb J 

hja winskje [ve: nskj;J] hja 百insken [ve:nskan] 

過去分詞 winske [ve:nska] 

(b) -earje [jerja]で終わるもの

-earje [jtrja]は動詞を派生する生産的な接尾辞であり、派生語や外来語

にも好んで用いる。語幹母音の「割れJ(810)を明示するために r-e語幹J

で子音 rを重ねてつづる。

studearje [stydjerja] r大学で学ぶJ(studearje-/studearre-， 

studearre-) 

ik studearje [stydHrj;J] ik studearre [stydHn] 

(do) studearrest [stydjer;Jst] (do) studearrest [stydjer;Jst] 

hy studearret [stydj tnt] hy studearre [stydj En] 

hja studearje [stydHr j;J] hja studearren [stydj eran] 

過去分詞 studearre [stydjera] 

類例 :avensearje[ava(つHrjd]r前進するJ， kontrolearje [kontraljt-

rja] r管理する、検査するJ. notearje [notjtrja] rメモするJ， 

organisearje [Jrraniferja] r企画運営する、組織するJ，百urdearje

[v剖 HrjaJr評価する、たたえる」

(3)弱変化動詞:規則動詞 11

規則的な音の変化による交替を起こすものがこれに属する O

(a)鼻音化(8 8) 

「母音+nJは摩擦音と流音の直前で鼻母音になる。 rje-動詞」では[j]の

ほかには [s]/[z]にほぼ限られる。

百eI1je[vt勺8Jr住むJ(wenje-/wenne-，百enne-)

ik 官en]e [vtnjaJ ik wenne [vem] 

(do)百ennest[vtmst] (do)百ennest[vtmst] 

hy 官ennet [vtnat] hy wenne [vem] 

hja wen]e [vtnja] hja 官ennen [ vEnan] 

過去分詞 官enne[vena] 

類例:bOnzje [bu:ロ3;J] r強くノックする、ドキドキするJ， dOnsje [du:ロf;J ] 
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「ダンスをするJ， skjinje [skinj8] r掃除するJ， tsjinje [tfInj8] 

「仕える、役に立つ」

あいまい母音 [8]の脱落を伴うものについては (c)②参照。

(b) r破擦音化J(818(5)) 

‘ts j e [t I 8] - te [t 8 ]¥ ‘dzje [d38 ] - de [d8]' の交替を起こすもの

がある。

① ts j e [t I 8 ] - te [t 8 ] 

boartsje [b同士I;JJr遊ぶJ(boartsje-jboarte-. boarte-) 

ik boartsje [bw丞tI 8 J ik boarte [bw丞tJ]

(do) boartest [bw丞t8st] (do) boartest [bwat8st] 

hy boartet [bwat8t] hy boarte [bw三t8]

hja boartsje [bwatI8J hja boarten [bwatdllJ 

過去分詞 boarte [bw丞t8 J 

類例:fetsje [f Hh ] rっかむ、理解するJ， groetsje [gru8tIJ] r挨拶

するJ， rotsje [rHI 8 J r腐るJ， saltsje [Sj:tI8J r塩をかける、塩漬

けにするJ， tutsje [tytI8J rキスをする」

次の動詞は stje [I8Jで終わり、 rtの脱落J(817)によって‘stje

[I;J] - ste [st8]' の交替を起こす。

hoastje [同I8Jrせきをする」

ik hoastje [waI8] 

(do) hoastest [WaSt8st] 

hy hoastet [wおt8tJ

hja hoastje [同I8]

過去分詞 hoaste [Wast8J 

ik hoaste [Wast8J 

(do) hoastest [Wast8St] 

hy hoaste [wast;JJ 

hja hoasten [wast8nJ 

類例:haastje [ha:I8J r急がせるJ，feestje [飴:I8]r祝う J， festje 

[ft:I8J/festje [ftf8] r断食するJ， gestje [ge:I8J/gestje [geI8] 

「発酵するJ， kistje [kII8] r措に収める」

② dz j e [ d 3 8] - de [ dけ

antwurdzje [jntvod38J r答えるJ(antwurdzje-/antwurde-， antwurde-) 

ik antwurdzje [jntvod38] 

(do) antwurdest [jntvod8stJ 

hy antwurdet [5ntvod8t] 

hja antwurdzje [jntvød3~] 

過去分詞 antwurde [jntvod8J 

ik ant官urde [jntvod8] 

(do) antwurdest [jntvod8stJ 

hy antwurde [jntvod8J 

hja ant官urden [jntvod8n] 

類例:arbeidzje [arbaiむし…bei…J r働く J， breidzje [br丞id38，
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brti...] r編むJ， hoedzje [hú~d3~] r保護する J， wadzje [v5:d3~] 

r(水の中を)歩いて渡る J，官reidzje [vráid3~ ， vrEi …] r繁茂する、広

がるj

(c) あいまい母音 [~J の脱落

3音節以上の rje-動詞」では、あいまい母音 [aJが連続すると、これを嫌っ

て語末の et [at]/-est [~st] の e [けが脱落することがあり、正書法でも

表記する O

hannelje [h5n~lj~J r商売する、行動するj
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ik hannele [hjm 1 ~] 

(do) hannel(e)st [hjn~l(~)stJ 

hy hannele [hjn~l~] 

hja hannelje [hjn81j~] hja hannelen [hjndldn] 

過去分詞 hannele [hjndld] 

ケこれ以外にも発音上、あいまい母音 [d] の脱走U:r [d]十鳴音Jが同一音

節にある場合 (hjahannelen) でも起こり、「音節北J(S20) を伴う。

類例:duze 1 j e [du: z d 1 j d] rめまいがする(非人称動詞)J， knibbelje 

[knIbdljd] rひざまづく、鐘切るJ， hongerje [hoDarjd] r空腹である J， 

simmerje [sImdrjd] r夏になる、夏らしい(非人称動詞)J， timmerje 

[tIrnHj8] I(建物を〉木材で建てるj

① [d]などを含む動詞

語幹が e[けではなく、 i[けなどを含む場合にも同様の脱落が見られ

る (Hoekerna1992 : 29)。

例. billikje [bi18kjd] I承認する J((do) billik(e)st [bIldk(d)st]， 

hy billik(e)t [bIlak(o)tJ) 

hilligje [hIldrja] I神聖にする、あがめる J((do) {hilligest 

[hIld1dstJ/hillichst [hIlaxst，…kst]}， hy {hilliget [hIldpt]1 

hillicht [hÍl~xt)}) 

② 「鼻音化J(8 8)による交替を起こすもの

あいまい母音 [8]の脱落とともに「鼻音化J(8 8)による交替を起こす

ものがある ((a))。

oefenje [úf~ ロ jd] I練習するJ((do) oefen(e)st [uf dildst， (uf ~ nst)]， 

hy oefen(e)t [uf8n(d)t]) 

rekkenje [rEkdnjd] r計算する、考慮するJ((do)rekken(e)st [rÉk~n~st， 

(rÉk~nst)J ， hy rekken(e)t [rek8n(a)t]) 

tekenje [te:k8nj8] r(絵などを)描く、署名する J((do) teken(e)st 
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[te:kanast， (te:kanst)J， hy rekken(e)t [te:kan(a)t]) 

合あ い ま い 母 音 [aJ が脱込した語形1.:1: r e-動詞Jの語形と河ーになり、

r jeー動詞j の特徴を失うことになる。今日、 rje-動詞J はオランダ誇の

彩響で衰退し、 re一動詞j に移行しつつある ο オランダ誇どの距離を保と

うとする品フリジア誇の戎範として Eisma(1989: 13) はあいまい母音

[aJ の脱悲しない語形を優位に葺いているの

(d) {ouje [Juja]/auje [Juja]} 一 {ouwe[Jua]/auwe [Jua]} 

~ 12(3)(c)参照。

touje [t5uj a] r寝言を言う J

lk touje [t5uja] ik touwe [t5uaJ 

(do) touwest [t5uast] (do) touwest [t5uast] 

hy touwet [tjUdt] hy touwe [t5ua] 

hja touje [t5uja] hja touwen [ t5um] 

過去分詞 touwe [t5ua J 

類例

i) ouje [mjけ--ouwe [Jua ] 

rouje [r5uja] r喪に服する、悼むJ， skouje [sk5uja] rしりごみする、

はばかるJ， souje [s5uj d] r躍す、ふるいにかけるj

u) auje [Juja] --auwe [Jua] 

dauje [d5uja] r露が降りる(非人称動詞)J，flauje [fl 5uj ~] r静まる、

弱まるJ， gauje [g5uja] rねだる、せがむJ，回uje[k5ujd] rかむ」

(4)弱変化動詞:不規則動語

(a)子音変化と母音変化

① eitsje [aitfd， EI…] - akke [akaJ 

rneitsje [rnaitfa， rnEI…J rイ乍るJ(meitsje-/rnakke-， rna~~e-) 

ik rneitsje [maitfd， mei…] ik makke [makaJ 

(do) makkest [makastJ (do) rnakkest [rnakastJ 

hy makket [makatJ hy makke [maka J 

hja mei tsje [1日記tf:J， mei…] hja rnakken [mak;mJ 

過去分詞 makke [makeJ 

類例:sme i ts j e [sma i t f a， sm e i …] r…の味がするj

② eitsje [aitf8， d…J - ekke [e k d ] 

reitsje [raitfa， rei…J r当たる、至るJ(reitsje-/rekke-， rekke-) 

ik rei tsje [rt i tf:J， rei…] ik rekke [rtka] 
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(do) rekkest [rekdst] 

hy rekket [rekdt] 

hja reitsje [raitjd， rU…〕

過去分詞 rekke [rekd] 

類例:百eitsje[vゑitJJ， vU…] (wekje [vtkj3]， weitse [vaitSd， 

(do) rekkest [rekdst] 

hy rekke [rekd] 

hja rekken [rekdn] 

vU…])1目をさましている、見張るJ(百ekjeは規則動詞として「目をさ

まさせる」という意味の他動詞としても用いる〉

③ aitsje [aitjd] - ake [a:kd] 

laitsje [l丞itjd]1笑う J(laitsje-/lake-， lake-) 

ik laitsje [laitJJ] ik lake [la:kJ] 

(do) lakest [l丞:kJst] (do) lakest [la:kdst] 

hy laket [l丞:kJt] hy lake [1a:kJ] 

hja laitsje [1aitJJ] hja la注en [la:kJn] 

過去分詞 lake [1a: ke] 

(laaitsje [la:itfJ] 1向上Jもある〉

④ oaitsje Co:itJJJ/δkje [J:kjJ] - dke [J:kJJ 
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hy loket [lj :kJtJ 

[l:i:kjJ] 1見るJ(loaitsje-/ldke-， 1δke-) 

ikδke [lj :kJ] 
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hja loaitsje [lo:itf3] 

lδkje [1J:kjJ] 

過去分詞 iδke [15 :k3 ] 

類例:koaitsje [ko: itf J J/kokje [k6:kjリ「沸騰する・させるJ-koke 

[k:i :k~ J -koke [k5 :kJ J 

ploaitsje [plo:itfJ]/plδkje [pl:i:kjJ] 1摘むJ-ploke [plo:kd]-

ploke [plo:kd] 

⑤ 「破擦音化J(s 18(5))と母音の変化

‘ts j e [t f d] - te [t d ]'の交替 ((3)(b)①〉と母音の変化を起こす。弱

変化も併存する。 pliigje[pli:1jJ] r向上Jもある。

plichtsje [plIxtf3] 1ーする習慣があるJ

ik plichtsje [plIxtfJ] 

(do) plichtest [plIxtdst] 

ik plichte 

plachte 

[plIxtd] 

[plaxtd] 

(do) plichtest [plIxtJst] 
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plachtest [pl丞xtast]

plichte [pl Ixta] 

plachte [plaxta] 

plichten [plIxtan] 

plachten [plaxtan] 

hy plichtet [plIxtat] hy 

hja plichtsje [plIxtja] hja 

過去分請なし

σTiersma (1985: 87) は第 1不定詞 pliigje，退去形 plichteのみを記し

ている。 Zantema(1984: 761) では退去形を plichte，placht(e) として

いる。

(b) {kje [kja]/pje [pja]} - ocht [nt] 

sykje [sikja] r探す、求めるJ(sykje-/sike-， socht-) 

ik sykje [sikja] 

(do) sikest [sikast] 

hy siket [sikatJ 

hja sykje [sikja] 

過去分詞 socht [snt] 

(siikje [si:kjaJ r向上j もある)
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類例:keapje [kIapja] r翼う J

re-動詞」に属する tinke[tiuka J r思う、考える」と bringe[brI D a J 

「持ってくる・いく Jも類似した変化を示す(S 70(3)(a))。

(5)強変化動詞

強変化動詞はすべて不規則動詞である。

waskje [vJskja] r洗う」

ik waskje [v5skja] 

(do)百askest[vJskast] 

hy wasket [vJskat] 

hja waskje [v5skjaJ 

過去分詞百osken[voskan] 

類例:bergje [beryja] rかくまう、しまう J，fjochtsje [fjoxtj8] 

(fjucht(sj)e [fjoxt(j)a]) r戦う」

規則的な弱変化が併存するもの。

ik wosk [vosk] 

(do) woskst [voskstJ 

hy wosk [vosk8n] 

hja wosken [voskan] 

befelje [bafelja] r命令するJ，fergje [ftry jaJ r要求するJ， 

flechtsje [flextJa] r編むJ(ただし、 flechtsje[flextja] r逃げる」

は弱変化の規則動詞)， genietsje [ganiatJa] r楽しむ、享受する J， 
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hingje [hIqja] r掛ける、掛かっているJ，lykje [1 ikj a] r似ている、

…のようだJ， terskje [teskja] r脱穀するJ，tingje [tIijja]下値切

る」

σZantema (1984) も上記の誇を挙げている(ただし、 geniet(sj)er楽しむ、

享受する J)0 Fokkema (19672
: 53ff.) と Tiersma(1985: 79ff.) はと

もに hingjer掛ける、掛かっている j を強支北のみとし、 tingjer佳切

るj については前者が弱変北、後宕が強変北と弱変イもとしている。それ以

外の誇は記議しておらず、もっぱら弱変北とみなしている。 Hoekema

(1992 : 30ff.) はこの 2誇と terskje[terskja] I脱穀する j だけを強変

イととして L、る。
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S 72 n-動詞 (n-iiidwurd) 

(1)まとめ

rn-動詞jはすべて不規射な強変化動詞であり、以下の 7つの動詞に眼られ

る。語幹の形成がきわめて不規則であり、現在形の人称変化も不規則である。

第 1不定詞と現在形 1人称単数が異形のものと同形のものに分かれ、前者では

第3不定詞(命令形不定詞)が現在形 1人称単数と同形であり、後者では 3つ

の不定詞すべてが同形である。ただし、 slaanr打つJは両方の性格を示す。

第 1不定諒 (e-不定詞〉と第2不定詞 (en-不定詞〉はつねに同形である。

ワ第 1不定詞と1見在形 1人称単数が同形の gean[gIan] r行(Jと stean

[stI~n] r立っている j はかつての誇根動詞(ド. Wurzelverb) に由永す

る。 slaanr打つJ は歴史的に端的動詞(ド. kontrahiertes Verb) に属

する。

(2)種類と語形

(a)第 1不定詞と現在形 1人称単数が異形

① dwaan [dwa:n] rする」

ik doch [dox] 

(do) dochst [doxst，…kst] 

hy docht [doxt] 

ik die 

(do) diest 

hy die 

[di~] 

[di;Jst] 

[di;J] 

hja dogge [dó1~J hja diene(n) [dí~n~(n)] 

不定詞 dwaan [dwa:nJ - dwaan [dwa:n] - doch [dox] 

過去分詞 dien [dim] 

現在分詞 dwaand(e) [dwa:nt， (…d~)] 

命令形 doch [dox] 

ゥ退去形説教 -ne(n) については~ 70 (4) (b) 参照。

② jaan [ja:n] r与えるJ

ik jou [jm] 

(do) joust [jJust] 

hy jout [jJut] 

ik joech [ju:x] 

(do) joechst [ju:xst，…kst] 

hy joech [ju:x] 

hja jouwe [j5u;J] hja joegen [ju:1;Jn] 

不定詞 jaan [ja:n] - jaan [ja:n] - jou [j ~u] 

過去分詞 jun [ju(:)n] 

現在分謁 jaand(e) [ja:nt， (…む)]

命令形 jou [jm] 

③ sjen [J tn] r見るj
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ik sjoch [ Jox] ik seach [sIax] 

(do) sjochst [Joxst，…kst] (do) seachst [sIdxst，…kstJ 

hy sjocht [J oxt] hy seach [sIax] 

hja s]ogge [Jop] hja seagen [sId7m] 

不定詞 sjen [Im] sjen [Jm] - sjoch [Iox] 

過去分詞 s joen [fum] 

現在分詞 sjend(e) [j mt， (…dd) J 

命令形 sjoch [Jox] 

④ tsjen [tIm] r引く(文語的)J(trekke [trはけが一般的)
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不定詞 tsjen [tIm] 

ik teach [tldxJ 

(do) teachst [tldxst，…kstJ 

hy teach [tldx] 

hja teagen [tId7dn] 

tsjen [tJm] -tsjoch [tIox] 

過去分詞 tein [tain， teinJ 

現在分詞 tsjend(e) [tIent， (…dd)] 

命令形 tsjoch [tIoxJ 

(b)第 1不定認と現在形 1人称単数が同形

① gean [gIdnJ r行く」

ik gean [gIdn] 

(do) giest [gjIst， gidSt] 

hy giet [gjlt， gidt] 

hja geane [gIdnd] 

ik gyng [giU] 

gong [gou] 

gle [gidJ 

(do) gyngst [giQstJ 

gongst [goijst] 

giest [gidst] 

hy gyng [giuJ 

gong [goU J 

gle [gidJ 

hja gyngen [gIijm] 

gongen [goum] 

不定詔

giene(n) [gIdnd(n)] 

gean [gI mJ - gean [gI mJ - gean [gI m] 

過去分詞 gien [gidnJ， gongen [goUdn] 

現在分詞 geand(e) [gI8nt， (…dd)J 

命令形 gean [gI mJ 
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ゥ退去形設数 -ne(n) については S70 (4) (b) 参照。

② stean [stlan] r立っているJ

ik stean [stI~n] 

(do) stiest [sti~st] 

hy stiet [sti~tJ 

hja steane [stIand] 

ik stie 

(do) stiest 

hy stie 

[sti~] 

[stidst] 

[sti~] 

不定詞 stean [stlan] 

hja stiene(n) [stidnd(n)] 

stean [stI an] - stean [stI anJ 

過去分詞 stien [stianJ 

現在分詞 steand(e) [stlant， (…d~)] 

命令形 stean [stlan] 

とア追去形説教 -ne(n) については S70 (4) (b) 参照。

(c)第 1不定詞と現在形 1人称単数が同形あるいは異形

re-動詞jの fleaner飛ぶJの変化もこれに類似している (1370(4)(d))。

slaan [sla:n] r}TつJ

ik slach [slax] 

slaan [sla:n] 

(do) slachst [slaxst，…kst] 

hy slacht [slaxt] 

hja slagge [slara J 

slane [sla:mJ 

ik sloech [slu(:)xJ 

(do) sloechst [slu(:)xst，…kst] 

hy sloech [slu(:)x] 

hja sloegen [Slu(:)1an] 

(slaan [sla:n]) 

不定詞 slaan [sla: n] - slaan [sla: n] - slaan [s 1a: n] 

過去分詞 slein [sla.in， sl e in] 

現在分詞 slaand(e) [sla:nt， (…da)J 

命令形 slach [slax]， slaan [sla:n] 

〈ア現主形説教について、 Zantema(1984: 912) は上記と同議だが、 Fokkema

(19672 
: 62) と Tiersma(1985 : 83) は slane、Boersma/Vander Woude 

(19802 
: 53) U: slane と slagge、Hoekema(1992: 42) は slane と

slaanだけをそれぞれ言己している。
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S 73不規則動詞変化表

以下の変化表は S69(2)で述べたように、 Eisma(1989)を基本としつつも、

他の文法書や辞書との異向を考慮してまとめたものである。したがって、一部で

同書にない動詞も採録しである。原則として Fokkema(19672
)， Stienstra 

(19752
)， Zantema (1984)， Tiersma (1985)， Hoekema (1992)を参照した〈それ

ぞれ E，F， S， Z， T， Hと略。 Fokkema(9672
) と Stienstra(19752

) の語形

は現行の正書法に変更〉。ただし、記載がない場合(r欠Jと記す)、その語形を

認めないのか、たんに考慮、しなかったのか、厳密には不明である。

人称代名詞の記載がない場合は、 f第 1不定詞」ー「現在形 3人称単数J

「過去形3人称単数J-r過去分詞JのJl展。カッコに入れた第 1不定詞(異形)

の語形変化は示していない O

現在形 過去形 過去分詞

bedjerre [badjera] r騎る、損傷するJ

bedjert [b8djtt] bedoar [badoar] 

bedrage [badra:r8J rあざむく J(S欠)

bedraacht [badra:xtJ hy bedreach [badrIax] bedragen [badra:ran] 

bedroech [badru(:)x](H欠) bedreagen [bddrld1anJ(TH欠〉

bedoarn [badoan] 

hja bedreagen [badrId1dn] (bedroegen [badru(:)1dn] Z) 

bedroegen [bddru(: )pn](H欠)

befelje [bdftljd] r命令するJ(befelle [bdfela])(SH欠)

befellet [bdfelat] befoel [bdfudl](FT欠〉 befellen [bdfeldn](FT欠〉

befel1e [bdfela] befel1e [bdfela] 

befinge [bafIijd] r(感情・感覚が〉襲う J(S欠〉

befingt [bdfIijt] befong [bdfoij] 

beIIngde [bdfIijdd](FTH欠〉

begjinne [bdgjInd] r始める、始まるJ(FT欠〉

begjint [bdgjInt] begun [bdgu(:)n] begun [bdgu(:)n] 

belide [bdlidd] r(罪・誤りを)認める、信仰告白するJ(FT欧〉

befongen [bdfoijdn] 

befingd [bdfIijt](FTH欠)

beliidt [b81i:t] belied [b81idt] 

berekke [bartka] r(火を)灰で覆う J(TS欠〉

berekt [b2rekt] beriek [bdridk] 

bergje [berrjd] r保護する、収納する」

beliden [baliddn] 

berutsen [bdrutsdn] 

berget [berpt] 
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beswike [b~swík~] r屈服するJ(FTH欠〉

beswykt [b~swíkt] beswiek [b~swí~k] 

beswykte [b~s胃íkt~] ¥ノpo 
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bidde [bÍd~] r祈るJ

bidt [bIt] hy bea [bld J 

bidde [bÍd~](F欠〉

hja beaen [bÍ~~n] 

bidden [bId3n](F欠〉

bean [blm](F欠)

bidden [bidm] 

biede [bi ~d~] r提供するJ

biedt [bi~t] 

bine [bim] r巻く」

bynt [bint] 

bea [bI~J bean [bI m] 

bOn [bu(:)n] bOn [bu(:)n] 

bi te [bít~] rかむJ

byt [bit] biet [biat] 

blaze [blá:z~] r吹く J(FT欠)

bi ten [bitm] 

blaast [bla:st] hy blies [bli~s] blazen [blá:z~n] 

blaasde [b1丞:zda](H欠) blaasd [bla:stJ(敢〉

hja bliezen [blí~zan] 

blaasden [bla:zd叩 J(H欠〉

bliede [bliadけ「出血するJ

ik blied [bli~tJ 

(do) bletst [blest] 

bliedst [bli~st](H欠〉

hy blet [blet] 

b1iedt [b1iat](H欠)

hja bliede [blí~d~] hja bletten [blttan] 

(blette一/bli ede-FS) 

bl ike [b1 ika] r…のようである、明らかになるJ

blykt [blikt] bliek [bliak] 

blykte [blíkt~](FTH欠)

blinke [blîDk~] r輝く、ぴかぴか光るj

ik blette [blttaJ blet [blEt] 

(do) blettest [blét~st](H欠) (blieden [blí~dan] F) 

bletst [bltst] (blied [bliat] S) 

hy blette [bltt~] 

bleken [blé:k~n](FT欠)

blykt [blikt](H欠〉

b1inkt [blIijkt] b10nk [b1oUk] blonken [b1oukan] 

bliuwe [bljywe， b1jo:胃a]rとどまる」

bl iuwt [bl jyut， 

bljo:ut] 

hy bleau [bljo:u， blø~] bleaun [bloanJ 

bl iuwde [b1 jyuda， 
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bljo:ud:J](FSH矢〉

hja bleauwen [bljo:w:Jn] 

bleaune(n) [bloan:J(n)](H矢)

bliuwden [bljyud:Jn， 

bl jo: udm] (FSH欠)

brekke [breka] r割る、割れる」

brekt [brekt] briek [bri:Jk] 

bruts [brots](H欠〉

briede [briad:J] r(食物を)焼く、卵を抱く J

ik bried [briat] ik brette [brtta] 

brutsen [brotsan] 

bret [bretJ 

(do) bretst [brest] (do) brettest [bretast](Hわ

(brieden [briadan] F) 

(bried [briat] S) 

briedst [briast](H欠) bretst [brtst] 

hy bret [bret] hy brette [brtta] 

briedt [briat](百欠〉

hja briede [briadd] hja bretten [brttdn] 

(brette-jbriede-FS) 

bringe [brIua] r持ってくる・いく J

bringt [brlut] brocht [br:Jxt] 

deie [dai a， dei a] r殺すJ(T欠)

ik dei [dai， dei] 

(do) daatst [da:st] 

deist [daist， 

ddst](H欠)

hy daat [da:t] 

dei t [dai t， 

deit](H欠)

hja deie [dai d， dt i a ] 

dekke [deka] r覆う」

dekt [dekt] 

ik date [da:ta] 

deide [d丞ida，

dtidd](日欠〉

(do) daatst [da:stJ 

deidest [daidast， 

dti…](H欠〉

hy date [da:ta] 

deide [daidd， 

deida](Hわ

hja daten [da:tan] 

deiden [daidm， 

dti…J(H欠)

diek [diak] 

duts [dotsJ(SH欠〉
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brocht [br:J xt] 

daat [da:t] 

deid [dait， deit](Hわ

dutsen [d6tsm] 

dekt [dekt](FSTH欠〉



dekte [dtkt8](FSTH欠〉

doare [dO8r8， dwar8] rあえてーするJ(doarre [d同 n]FTH欠)

doar [dOH， d官ar] doarst [d08st， dwast] doarst [d08st， dwast] 

doart [d08t， dwat](H欠) doarde [dO8d8， d拍 d8](H欠) doaren [dO8r8n， d凶 nn]

(TH欠)

doard [d08t， dwat](FTH欠〉

([08，百a]Z; [waJ FT) ([08， waJ Z; 

doarst [wa] FT) 

drage [dra:78] r運ぶ、(衣服を)着る」

draacht [dra:xt] 
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droegen [drU(:)rdn] 

drinke [drIuk8] r飲む」

drinkt [drIUkt] dronk [drouk] dronken [drouk2n] 

driu附 [drjywe，drjO:W8] r駆りたてる、漂うJ

driuwt [drjyut， 

drjo:ut] 

hy dreau [drjo:u， droa] dreaun [droan] 

driuwde [drjyuda， 

drjo:uda](FSH欠〉

hja dreauwen [drjo:wan] 

dreaune(n) [droana(n)](H欠j

driuwden [drjIudan， 

dr jO: ud;m] (FSH欠)

dOke [duka] r潜るJ

dOkt [dukt] doek [du:k] 

dOkte [duktJ](H欠)

dOkt [dukt] 

dwaan [伽a:nJrするj

ik doch [doxJ 

(do) dochst [doxst， 

oookst] 

hy docht [doxt] 

hy die [diJ] dien [dian] 

diich [di:x](FSTH欠)

dyng [diU](FSTH欠〉

hja dogge [dora] hja diene(n) [diana(n)] 

erve [Erva J r相続する、遺伝的に受け継ぐJ(S欠)

erft [erft] hy urf [orf] 

erfde [ervda ](H欠)

hja urven [orvan] 

erfden [trvdan](H欠)

urven [orvan] 

erfd [erft](H欠)
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fa11e [f51JJ r落ちる、倒れるJ

fa1t [fJ1tJ 

fange [f向JJr捕らえるJ

fangt [fagt] 

foe1 [fuJ1J fal1en [f51m] 

fong [foQ] 
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farre [f丞n]r船で/が行く・運ぶJ(fare [f丞:n]T) 

fart [fatJ foer [fua] 

fear [fIa](H欠)

feam [fI m] 

feie [faiJ， UiJ] r掃く j

ik fei [fai， fd] 

(do) fagest [fa:1Jst] 

fage [fa: 7dJ fage [fa: 1d J 

(feide [faidJ， U idJ] F) (feid [fai t， f d t J F) 

feist [faist， fEistJ(耳欠)

hy faget [fa:1JJ 

feit [fait， feitJ(H欠〉

hja feie [f丞id，UiJJ 

ferdjerre [fJdjerJJ r腐る、損傷するJ(S欠)

ferdjert [fJdjertJ ferdoar [fJdoJr] 

ferdwine [fJdwinJJ r消えるJ

ferdwynt [fJdwintJ ferdwun [fJdwu(:)n] 

fergje [ftrrjJJ r要求するJ(FSTH欠〉

ferdoarn [fJdoJnJ 

ferdwQn [fJdwu(:)n] 

ferget [Urnt] hy furch [forx] 

ferge [HrpJ 

hja furgen [for1Jn] 

fergen [f err mJ 
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ferjitte [fJjItJ] r忘れるJ

ferjit [fJjIt] fergeat [fJgIJt] 
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ferlieze [fJ1iJZJ] r失う」

ferliest [fJliJstJ ferlear [fJIIJrJ 

f i ne [f i n J J r見つけるJ

fynt [fintJ fUn [fu(:)n] 

finge [fIij J J r発火するJ(Z) 

fingt [f1utJ fong [fouJ 

fingde [fIijdJ] 

fjochtsje [fjoxtfJ] r戦う J(fjucht(sj)e [fjoxt(!)J] FSTH欠〉

ferlem [f J ltnJ 

fUn [fu(:)nJ 

f i ngd [ fI Q t J 
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fjochtet [foxt8t] 

fleane [flI8n8] r飛ぶj

ik fljoch [fljox] 

flean [fIIm](F欠〉

(do) fljochst [fljoxst， 

"'kst] 

hy fljocht [fljoxtJ 

hja fleane [flI8n8J(F欠)

f1 jogge [f 1 jop] 

flechtsje [flextf8] r編むJ(FTHわ

flechtet [flext8t] 

focht [foxt] 

hy fleach [fl18xJ 

hja fleagen [flIa7an] 

f10cht [floxt] 

f1echte [fUxta] 

frette [行付け r(動物が)食べる;がつがつ食べるj

fret [frst] friet [friat] 

frieze [friaza] r氷が張る(非人称動詞)J

it friest [friastJ it frear [frlar] 

gean [gIanaJ r行く J

ik gean [gIan] hy gyng [giij] 

(do) giest [gjIst， giast] gong [gOij] 

hy giet [gjlt， giat] gie [gia](H欠)

hja geane [gIana] 

(gean(e) [gIan(a)J H) 

fochten [fδxtm] 

flein [flain， flein] 

flochten [floxtan] 

flechte [flexta] 

fretten [frttanJ 

ferzen [UzanJ 

gien [gi mJ 

gongen [goij mJ 

hja gongen [goijanJ 

gyngen [giijm] 

giene(n) [gIana(n)](H欠〉

(gienen [gianan] T) 

geneze [gane:za] r(病気などから)回復するJ(geneze [ga凶 :Z8JT) 

hy genies [ganias] genezen [g8nt:z8nJ 

genesde [gane:zda](FTH欠) genezen [gane:zan](S欧〉

geneesde [g8ne:zdd](FSTH欠〉

hja geniezen [ganiazan] 

genesden [ganz:zda](FTH矢〉

geneesden [gane:zdaJ(FSTH欠)

genietsje [gdnidtfa] r楽しむ、享受するJくおもに弱変化、FT畝)(geniete[ganiata] SZ) 

genest [gmE :stJ 

genietet [ganiat8t] 

glide [gli(:)da] r滑るJ
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glied [glUt] ik glyd [glit] 

gliid [gli:t](H欠〉

(do) glydst [glist] 

gliidst [gli:st](H欠)

hy glydt [glit] 

gliidt [gli:t](欧〉

glimme [glIma] rかすかに燃える・光る」

glimt [glImt] glom [glom] 

glimde [glImda](Tわ

glQpe [glupa] rそっと歩く j

glQpt [gluptJ gloep [glu:p] 

glQpte [glupta](欧)

grave [gra:va] r埋めるJ

graaft [gra:ft] 
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griep [griap] 

grypte [gripta](H欠)

halde [h5:心]r保つJ

haldt [hJ:t] hold [ho:t](TH欠〉

halde [hj :d~ ](H矢)

(hood [ho:t] FSTH) 

hawwe [havJ] r持っている;完了の助動詞」

ik ha(百)[ha(f)， ha(v)] hy hie [hiJ] 

(haw H) 

合 [ha(f)J(WFT 8 1991 : 173)， [ha(f)， ha(y)J (T:25) 

(do) hast [hast] hja hiene(n) [hiana(n)] 

(hiene耳)

gliden [glidanJ 

glommen [gloman] 

glimd [glImt](T欠)

glupen [glupan](TH欠)

glupt [glupt] 

groeven [gru:van] 

grepen [gre:pan] 

grypt [gript](百欠)

holden [ho:danJ(TH欠〉

halden [hj:dan](H欠)

(hoden [ho:dan] STH) 

han [hJ :n] 

hy hat [hatJ 

hja ha(wwe) [ha(va)] 

その他:ha(bbe) [h丞(ba)]，he(bbe) [ht(ba)]， he(wwe) [ht(va)](胃FT8 1991 : 173) 

ik {ha(b) [ha(p)]/heb [hep]/hew [hEf]} 

(do) {hast [hast]/hest [hest]} 

hy hat [hat] 

hja {ha(bbe) [凶(ba)]/he(bbe)[he(ba)]/he(wwe) [ht(va)]} 
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helpe [hdp:J] r助ける」

helpt [helpt] holp [holp] 

hingje [hlijj:l] r掛かっている、掛けるJ

hinget [hlD:Jt] hong [hoij] 

hinge [hIij:J](T欠〉

h ji tte [jI t:J] r…という名前であるJ(hite [hit;J]) 

hjit [jIt] hiet [hi:lt](F欠)

ite [it:J] r食べる」

yt [it] 

jaan [ja:n] r与えるJ

ik jou [jJU] 

(do) joust [jJust] 

hy jout [jJUt] 

hjitte [jIt:l] 

iet [i:lt] 
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holpen [holp:Jn] 

hongen [hoij m] 

hinge [hlij:J](T欠〉

hi ten [hitm](F欠〉

hjitten [jItm] 

iten [itm] 

jun [ju(:)n] 

hja jouwe [j5u:J] ([ju(:)x] T) 

jeie [jai:J， HiaJ r狩りをする、駆りたてるJ

ik jei [jai， jei] jage [ja:ra] jage [j丞:p]

(do) jagest [ja:pst] (jeide [jaida， Hida] F) 

(jeist [jaist， 

j dst] TF) 

hy jaget [ja:1:Jt] 

(jeit [jait， jdt] TF) 

hja jeie [jaia， jeia] 

jilde [jIld:J] i有効である、…の値段がする」

jildt [jIlt] 

jitte [jItd] r注ぐ」

jit [jlt] 
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gou [gJu] 

jilde [jIldJ](FH欠)

geat [gIat] 

kocht [bxt]CH欠〉

koft [kJft] 

(keape [klapJ] S) 
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kocht [kJxt](H欠〉

koft [bft] 

(keape [kIap:J] S) 



kenne [k~na] r知っているJ(FT欠)

ken [km] hy koe [kua] kennen [kenm](H欠)

hja koene(n) [kuana(n)] kend [kentJ 

(koene [kuana] SH) 

kerve [kerva] r刻む、切るJ(S欠) (kervje [kervjけ SFTH欠〉

kerft [kerft] hy kurf [korf] kurven [korvan] 

(kerfde [kervda] FT) (kerfd [kerft] FT) 

hja kurven [korV8n] 

(kerfden [kervd8n] FT) 

kieze [kiaza] r選ぶ」

kiest [kiast] hy keas [klds] 

hja keazen [kIazan] 

kinne [kIna] r…できる、…かもしれない」

keazen [kI dZmJ 

kiesd [kiast](FST究)

「

l
Jn

 

T
t
A
 

K
 

F
j
L
 n

 

-
市
AK

 

L
M比.，，a

 

ik koe [kU8] kinnen [kInan] 

kind [klnt] (do) kinst [klnst， (ke:nst)] (do) koest [kuast] 

hy kin [kln] hy koe [kua] 

hja koene(n) [kuana(n)] 

(koene [kuana] SH) 

kleie [klaia， kleia] r嘆く、不平を言う」

hja kinne [kIna] 

ik klei [klai， kleiJ 

(do) klagest [kla:1ast] 

(kleist [klaist， 

kl eist] FT) 

hy klaget [kl丞:18tJ

(klei t [klai t， 

kldt] FT) 

hja kleie [klai a， kU i a] 

klimme [klIma] r登る」

klimt [kllmt] klom [klom] 

klinke [klIuka] r鳴る、響く j

klage [klá:1~J klage [kl丞:18] 

(kleide [klaida， kl E ida] F) 

klommen [kloman] 

klinkt [kllijkt] klonk [kloijk] 

kliuwe [kljywa， kljo:w8] r登る」

註lonken[kloijkan] 

kliuwt [kl jyut， 

kljo:uJ 

hy kleau [kljo:u， kloaJ kleaun [kloan] 

kl iuwde [kl jyuda， 

kljo:uda](FSH欠)
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hja kleauwen [kljo:wan] 

kleaune(n) [klo9na(n)](H欠〉

kliu百den[kl jyudan， 

kl jo: udan] (FSH欠)

knipe [kni(:)pa] rつねる、つまむJ

knypt [knipt] kniep [kniap] kIlypt [knipt] 

knipte [knipta](H欠) (knepen [kne:panJ F) 

koaie [ko:ja]/kdgje [k5:rja] r噛むJ(TH欠)， kauje [k5uja] ST欧〉

ik koai [ko:i] ik kδge [k5: p ](Z欠) kdge [k5:ra](Z欠)

kdgje [k5:rja] 

(do) kdgest [k5:rast](Z欠) (do) kdgest [k5:rast](Z欠)

hy kdget [k5:rast](Z欠) hy kδget [k5: pst](Z欠〉

hja koaie [ko:ja] hja kδgen [k5: pnJ(Z欠)

kdgje [k5:rjd] 

koaitsje [凶:itfa]/kdkje[k5:kja](S欧)r沸践する・させるJ

ik koaitsje [ko:itfa] 

kokje [k5:kja] 

(do) kdkest [k5:kast] 

hy kδket [k5 :kat] 

hja koaitsje [ko:itfa] 

kdkje [k5:kja] 

komme [koma] r来るJ

komt [komt] 

krije [krtia] r得るj

ik kri j [krEi] 

(do) krigest [kri(:)rast] 

krijst [kreist](H欠)

hy kriget[kri(:)rat] 

krijt [krEit](H欠)

hja krije [krtia] 

krimpe [krImpa] r縮む」

kδke [k5 :ka] 

kaam [ka:m] 

hy krige [kri(:)ra] 

kriich [kri:x](FSTH欠〉

krych [krix](SZH欠)

hja krigen [kri(:)ran] 

krimpt [krlmpt] kromp [kromp] 

kringe [krInaJ r突き進む、押しのけるj
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kδke [k5:ka] 

kommen [koman] 

komd [komt](H欠〉

kaam [ka:m](FSTH欠)

krige [kri(:)ra] 

krigen [kri(:)ran](H欠)

krompen [krompan] 



kringt [krlut] krong [krou] 

kriru日比rIijka]i(人の)気持ちを傷つける」

kronk [kroijk] krinkt [krIukt] 

krite [kritaJ i嘆き悲しむ」

kryt [krit] kriet [kriat] 

krupe [krupa] rはう J(FT欠)

krongen [kroijan] 

kronken [kroijkan] 

kriten [kritan] 

krupt [krupt] kroep [kru:p] krupen [krupan](H欠〉

krupte [krupta](H欠) krupt [krupt] 

kwine [kwim] rやつれる、しおれる」くおもに弱変化、 FSTH欠〉

kwynt [kwintJ kwynde [kwindJ] 

kwun [kwun] 

1aitsje [1丞itJa]r笑う J(1 aa i ts j e [1乏:itJa]FSTH欠)

ik laitsje [laitJa] lake [la:kJ] 

(do) lakest [1丞:kast]

hy laket [la:kat] 

hja laitsje [lait!J] 

1 eze [U: Z J] r読むJ

lest [lr:st] 
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hja liede [liJda] 

1 iede [1 i adバr(教会の鐘などが)鳴るJ

kwynd [kwint] 

kwun [kwun] 

1 ake [1 a : k a ] 

lezen [18: zm] 

laat [la:tJ 

(lieden [liJdJn] FT) 

(do) hy lettest [lEtastJ(耳欠) let [lEt] 

(letst [lest] H) (lieden [liJdJn] F) 

hy lette [l EtJ ] 

ik 1ied [1iJt] 

(do) letst [lest] 

liedst [liJst](猷〉

hy let [1 Et] 

1iedt [1iJt](H矢〉

hja liede [liadaJ 

1 ige [1 i : TilJ r嘘をつく J(おもに弱変化、 TH欠)

liicht [li:xt] hy liigde [li:rdJ] 
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1i igd [1i: xt ] 



leach [1I8x] 

hja liigde [li:1d8] 
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lije [Ui8] r苦しむ、被るJ

ik 1ij [lei] (do) 1ittest [lIt8st](H欠)

(do) 1itst [lIst](F欠) (litst [lIst] H) 

lijst [1eist](H矢〉

hy 1i t [lIt] 

1 i j t [1 ei t ] (H欠〉

1it [IIt] 

lijd [leit](H欠〉

lijdest [ltid8st](H欠〉

hy 1 i tte [1 it 8 ] 

lijde [Uid8](H欠)

hja lije [Uid] 

lykje [likj 8] r似ている、…のようだJ(FTH欠) Clikenje [lik8Uj8] FSTH欠)

liket [lik8t] like [1 ik8] like [lik8 ] 

1iek [li8k] 

1i tte [1 it 8] r…させる、放置するj
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ム 1iet [1i8t] 1 i tten [lItm] 

1i zze [1I z 8， 1 e: z d] r横たわっている、横たえるJ

ik lis [1Is， 1e:s] hy 1ei [lai， 1ei] lein [lain， 1ein] 

(do) leist [laist， 1eist] hja 1eine(n) [1aim(n)， 1ei [1ai， 1ei](FTH欠)

hy leit [lait， ldt] Hi…] leid [lait， leit](FTH欠)

hja lizze [liz8， le:z8] (leine [1丞in8，U i…] SH) 

loaitsje [lo:itf8] r見る J(FST欠〉

ik 10aitsje [lo:itf8] 

(do) 1δkest [l:j :kdst] 

hy loket [15:k8t] 

hja 10aitsje [lo:itf8] 

1uke [luk8] r引く」

lukt [1ukt] 

iδke [15 :k3] iδke [l:j: kd] 

10ek [lu:k] 

1uts [1ots](H欠〉

meie [mai8， mEiJJ rーするのが好きだ、…しでもいいj

mei [mai， md] 

lutsen [1 otsm] 

mocht [moxt] mocht [moxtJ 

meien [m丞idn，湿ti…]

meitsje [maitf8， mEI…J r作るj

ik meitsje [踊itf8， mU…] makke [mak8] 

(do) makkest [makdstJ 

hy makket [mak8t] 

makke [mak8J 
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hja meitsje [maitJ d， mEI…] 

melke [mtlka] r乳を搾るJ(meltse [meltsa] ST欧〉

melkt [mdkt] molk [molkJ molken [rnolkm] 

rnerke [rnerk1] r印をつける、気づく」

rnerkt [rnerkt] rnurk [rnork] rnurken [rnorkm] 

minge [mIija] r混ぜるJ

mingt [m1Qt] mong [rnoijJ rnongen [rnoijm] 

rnjitte [mjIta] r測る」

mjit [mjlt] rneat [mlat] rnetten [rnetan] 

rnoatte [図作活ta]r…しなければならない、…にちがいない」

rnoat [rn(w)atJ moast [m(w)astJ moatten [m(w)計四]

rnoete [muata](T欠)/moetsje[muatJa](H欠)r会う J(mette [mtta] FZ) 

ik rnoet [muat] 

rnoetsje [rnuatJa] 

(do) metst [mest] 

moetest [muatast](H欠)

hy met [metJ 

moetet [muatat](H欠〉

hja rnoete [muata] 

moetsje [muatJ:l] 

nimme [nIma] r取る」

nirnt [nlmtJ 

ik rnette [mtto] 

moete [muata] 

(do) mettest [metast](H欠〉

met [met] 

moete [mu:Jta](H欠〉

moetest [muatast](SH欠)(moet(e) [muat(:l)] F) 

(metst [mtst] H) 

hy mette [mtta] 

moete [muata](H欠)

naam [na:rn] 

(norn [m :m] F) 

nommen [nomm] 

naam [na:m](FTH欠)

nomd [nomt](H欠〉

piuwe [pjywe， pjo:wa] rし1やいや食べるJ(FST欠〉

piuwt [pjyut， pjo:ut] hy peau [pjo:u， poaJ peaun [po:ln] 

piuwde [pjyuda， pjo:uda](H欠〉

hja peauwen [pjo:百m]

peaune(n) [poJna(n)](H大〉

piuwden [pjyudan， pjo:udan](H欠)

pliigje [pli:yjaJ/plichtsje [plIxtJa] rーする習慣があるJ(FST欧)

pliget [pli:T:lt] 

plichtet [plIxtatJ 

plichte [plIxtaJ 

plachte [plaxta](placht(e) Z) なし

ploaitsje [p16:itJaJ/plokje [plj:kja] r摘むJ(ploaitse [plo:its8] Z) 
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p16ke [p15 :kd ] p16ke [p15:kdJ ik ploaitsje [plo:itjd] 

plδkje [p15:kjaJ 

(do) p16kest [p15:kast] 

hy p16ket [plj:kdt] 

hja ploaitsje [plo:itja] 

plδkje [p15:kja] 

priuwe [prjywe， prjo:wa] f(…の)味がする、味わうJ(S欠〉

priu官t[prjyut， 

prjo:ut] 

hy preau [prjo:u， proa] preaun [prom] 
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rede [rt :da] r救う、世話をするj

ik red [n :tJ 

(do) retst [rest](FT) 

redst [n: st] 

hy ret [ret](FT) 

redt [n:t] 

hja rede [rt:daJ 

reitsje [ráitj~ ， rd …] r…に当たる、至るj

rette [rHa ](H欠) ret [nt](買わ

reden [re:dan](FSTZH) rede [rt:da](FSTZH) 

ik reitsje [raitf a， rei …] rekke [dka] 

(do) rekkest [rtkast] 

hy rekket [rtkatJ 

hja reitsje [raitja， rei…] 

rekke [rtkaJ r伸びる、 f申は、す」

rekke [rtkaJ 

rutsen [rotsm] riek [ri :J!r] 

ruts [rotsJ(H欠)

ride [ri(:)daJ r(車'自転車・馬で/が)行く J(S欠〉

rekt [nkt] 

rydt [rit] 

riede [riaむ]r助言するJ

ik ried [riat] 

(do) retst [rest] 

(riedst [riast] FST) 

ried [riat] riden [ri(:)dan] 

(do) rettest [rttast](H欠) ret [nt] 

(retst [rest] H) (rieden [riadanJ F) 

(riedest [riadast] F) 
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hy ret [n:t] 

(riedt [ri8t] FST) 

hja riede [ri8dd] 

riere [ridrd] r(身体部分などを)動かす、(液体の中を)かきまぜるJ(S欠〉
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ik rier [ridrJ (do) rettest [rttdst](H欠〉

(do) retst [rest](FTZ欠) (retst [rest] H) 

ret [n:t] 

rierden [ri8ddnJ(宣矢)

rierst [ridst](H欠) rierdest [ridddst](H欠) rierd [ridt](H欠)

hy riert [riet](H欠) rierdest [ridddst](H欠)

ret [n:t](FTZ欠) hy rette [rttd] 

hja riere [ri8rd] rierde [ri8ddJ(H欠〉

rinne [rImJ r歩く、動く、流れるJ

rint [rlnt] run [ru(:)n] run [ru(:)n] 

rite [rit8] r裂し裂けるJ(FT欠〉

ryt [rit] riet [ri 8t] ri ten [ritm] 

riuwe [rjywe， rjO:Wd] r連ねる、(真珠などを)ひもなどに通すj

riuwt [rjyut， rjo:ut] hy reau [rjo:u， roo] reaun [rom] 

riuwde [r jyud8， 

rjo:udd](FS宜欠〉

hja reauwen [rjO:Wdn] 

reaune(n) [rodna(n)](H欠)

riuwden [rjyuddn， 

r jO: udm] (FSH欠)

roppe [rOpd] r叫ぶ、呼ぶJ

ropt [ropt] rop [rJ:p] 

ruke [rUkd] r(…の)においがする、嘆ぐj

roppen [rOpdn] 

roek [ru:k] 

rukte [rukt8](H欠)

siede [Siddd] r沸騰する・させる」

rukt [rukt] rukt [rukt] 

hy sea [sIa ] 

(sear [sldr J T) 

hja seaen [SI88n] 

sykje [sikjd] r探すJ(siikje [si:kjd] ST欧)

siedt [Sidt] sean [s 1 m] 

siket [sikdt] socht [sJxt] 

(sike [sikd J S) 

sille [sIld] r…だろう(など)J
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ik sil [s11J ik soe [suaJ 

(do) si1st [s1st](si(l)st F) (do) soest [suast] 

hy si 1 [sI1] hy soe [sua] 
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hja sille [sI1a] hja soene(n) [suana(n)] 

(soene [suanaJ SH) 

sinke [sInka] r沈むJ

sinkt [s1ijkt] sonk [souk] 

si tte [sIta] rすわっている」

si t [sIt] 

sizze [sI別， se:za] r言う」

ik sis [sls， se:s] 

(do) seist [saist，seist] 

hy seit [sait， seitJ 

hja sizze [sIza， se: za] 

sjen [f mJ r見るJ

ik sjoch [JoxJ hy seach [slaxJ 

(do) sjochst [Joxst，…kst] hja seagen [sIa1an] 

hy sjocht [foxt] 

sonken [soijkm] 

siet [siat] sitten [sItan] 

hy sei [sai， sei] 

hja seine(n) [s丞ina(n)， 

sein [sain， sein] 

sei [sai， sei](FTH欠)

seid [sait，seit](FTHわsEI…] 

(seine [saina， sti…] SH) 

sjoen [fuan] 

hja sjogge Cfo1a] 

s j i tte [J It a] r撃つj

sjit [JIt] 

sjonge [joDa] r歌う J

sjongt [JOijt] song [SOij] songen [soijan] 

skelde [skElda] rののしるJ(S矢) Cskelle [sktla] H欠)

skeldt [skel t] 

skeat [sk1at] sketten [sketan] 

skold [skolt] 

skelde [skelda] 

skolden [skoldan] 

skeld [ske1 tJ 

skeppe [skepa] r創造する」

skept [Skept] skoep [sku:pJ 

skiede [skiadaJ r分ける、離婚させるj

ik skied [skiat] (do) skatest [ska:tastJ(H矢) skaat [ska:tJ 

(do) skiedst [skiastJ skaatst [ska:st](SH欠) skieden [skiadanJ 

skaatst [ska:st](TZ欠) skiedest [skiadast](SH欠) (SH欠〉

hy skiedt [skiatJ 

skaat [ska:t](TZ究)

hja skiede [skiddJ] 

skepen [ske:pan] 

hy skate [sk丞:t d] 

skiede [skiada](SH矢)
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skinke [skIijka] r注ぐ、贈るJ

skinkt [sklijkt] skonk [skoijk] 

skite [skita] i糞をする」

skyt [skit] skiet [skiat] 

skoppe [skopa] r蹴るJ(FT矢〉

skopt [skopt] skop [skJ:p] 

skopte [skopta](H欠〉

skowe [sko:wa] r押して動かすJ(FTH) 

ik sko [sko:u] 

(do) skoost [sko:stJ 

hy skoot [sko:tJ 

ik skode [sko:da](H矢)

skau [skJu] 

hja skoden [sko:dJn](H欠)

hja skowe [sko:wa] skauwen [sk5uan] 

skrikke [skrIka] r驚く、こわがるj

skrikt [skrIkt] skrok [skrokJ 

(skri註te[skrIktaJ FSH) 

skonken [skoijkan] 

skiten [skitan] 

skopt [skoptJ 

skood [sko:t] 

skrokken [skrokan] 

(skrikt [skrlkt] FSH) 

skriuwe [skrjywe， skrjo:wa] r書く J

skriuwt [skrjyut， hy skreau [skrjo:u， skroa] skreaun [skroanJ 

skjo:ut] skriuwde [skrjyuda， 

skrjo:udd](FSH欠〉

hja skreauwen [skrjO:Wdn] 

skreaune(n) [SkrOdna(n)](H欠)

skriuwden [skrjyudan， 

skrjo:udm](FSH欠〉

slaan [sla:n] rt了つj

ik slach [slax](H欠)

slaan [sla:nJ(F欠)
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(do) slachst [slaxst，…kstJ 

hy slacht [slaxt] 

hja slagge [sla7il](FTH欠〉

slane [sla:na] 

(slaan [sla:n](FST欠))

sliepe [sliapa] r眠る」

ik sliep [slidp] slepte [sleptaJ 

(do) slepst [slepst] sliepte [sljipta](欧〉

sliepst [sljlpst](H欠)
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slein [slain， sl ein] 

slept [sleptJ 

sliept [sljlpt](H欠)

sliepen [sliapan](TH欠〉



hy slept [slEpt] 

sliept [sljlpt](H欠〉

hja sliepe [sliapa] 

slinke [slIijka] I(腫れなどが)ひく、(痛みなどが)おさまるJ(Sわ

slonk [sloijk] slinkt [sl Iukt] 

s li te [s li t a ] Iすり切れる j

slyt [slit] sliet [sliat] 

slupe [sl句a]Iそっと歩〈、するりと抜け落ちるJ

slupt [slupt] sloep [slu:p] 

slupte [slupta](H欠〉

slute [slyta] r閉める、終える;閉まる、終わるJ

slonken [sloijkan] 

sliten [slitanJ 

slupen [slupan](H欠)

slupt [slupt] 

sleat [slIatJ 

sluet [slyat](H欠〉

(slute [slyta] S) 

smeitsje [smaitfa， smh …] r (…の)味がする、(人生などを)楽しむJ(smeitse 

slut [slytJ sletten [sletanJ 

sluten [slytan](耳欠)

[smai tsa， smU…] Z) 

ik smeitsje [smaitfa， 

smEI…] 

(do) smakkest [smakast] 

hy smakket [smakast] 

hja smeitsje [smaitfa， 

smti…] 

sme1te [smelta] r溶ける、溶かすJ(smeltsje [smeltJa])(S欠)

smakke [smaka] 

smelt [smE1t] smolt [smolt] 

smite [smitけ「投げつけるj

smyt [smit] smiet [smiat] 

sni je [snti a] I切る」

sni jt [snd t] hy snie [snia] 

snijde [sneida](欧〉

(snei [snai， snEi] FS) 

hja sniene [sniana] 

snijden [snEidan](H欠)

(sneine [snaina， snEi…] F) 

smakke [smaka] 

smolten [smo1tan] 

smi ten [smitanJ 

snien [sni an] 

sni jd [snEI t](H欠)

(snein [snain， snein] FS) 

snut [snyt] snuet [snyat] 

snute [snyta] I鼻をかむ、(ろうそくの)燃えた芯を切り取る」

snuten [snytan] 
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snute [snytd] 

spi je [spU:J] r唾を吐く、吐く J(spuie [SpaYd]おもに弱変化、 FST欧)

spijt [speit] hy spei [spai， spei] 

spijde [spgidd](H欠)

spein [spain， speinJ 

spi jd [spd t] (H欠〉

hja speine [spaind， sptindJ 

spijden [sptiddn](H欠〉

spinne [SpIndJ i(糸を〉紡ぐJ(S欠〉

spun [spu(:)nJ 

spinde [SpIndd](FT欠)

spite [Spitd] i(…に〉残念に思えるJ

spint [splnt] spun [spu(:)nJ 

spind [splntJ(FT欠)

spit [spitJ spiet [spiJt] spiten [Spitdn] 

splite [splitdJ r(薪などを〉割る、分割する;割れるJ

splyt [split] spliet [spliat] spliten [splitan] 

sprekke [sprekdJ r公言するJ

sprekt [spnktJ spriek [SpridkJ sprutsen [Sprotsdn] 

spruts [sprotsJ 

spriede [Spriddd] r広げるJ(S矢〉

ik spried [Spridt] 

(do) spraatst [spra:st] 

spriedst [spriast] 
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hy sprate [spr乏:taJ spraat [spra:t] 

(spriede [Spridda] FT) (sprieden [spriad叩]T) 

hja spraten [Spra:tdn] 

(sprieden [Spridddn] FT) 

hja spriede [Spriddd] 

springe [sprIDJ] r跳ぶ、はねる、破裂するJ

springt [sprlut] sprong [sprouJ 

sprute [spryta] r発芽するJ(SZH) 

sprut [spryt] sprute [sprxta] 

stappe [Stape] r踏む、歩む」くおもに弱変化〉

stapt [stapt] 

stean [st1m] r立っているJ

ik stean [stIJn] 

(do) stiest [stiast] 

sprongen [sproDan] 

spruten [sprytan] 

stapte [stapta](H欠)

stoep [stu:p] 

stapt [stapt] 

hy stie [stia] stien [stianJ 

hja stiene(n) [stianJ(n)J 
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hy stiet [stiJtJ (stiene [stiJnJJ SH) 

hja steane [stIJnJJ 

(stean(e) [stIan(J)J H) 

stekke [stekJ] r突き車Ijす、痛む、差し込む」

stekt [stektJ stiek [sti JkJ 

stuts [stotsJ(H欠〉

stelle [stelJJ r盗むj

stel t [std tJ 

stjerre [stjerョ]r死ぬ」
stjert [stjEt] stoar [stoar] 

stjitte [stjItJ] r突く、ぶつけるJ(おもに弱変化)

stiel [sti J 1] 
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state [st丞:tJJ

stjitte [stjItaJ(H欠)

stutsen [stdtsanJ 

stellen [stelanJ 

stoarn [stom] 
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staatst [sta:stJ(F稀;TZ欠)

hy stjit [stjlt](H欠)

staat [sta:tJ(F稀;1Z欠)

hja stjitte [stjItJ] 

stjonke [stjouka] r悪臭がするJ

stjo出 t[stjoijktJ stonk [stoijkJ stonken [stoQkan] 

stowe [sto:waJ r突進する、(ほこりなどが)飛び散るJ(S欠)

ik sto [sto:uJ 

(do) stoost [sto:stJ 

hy stau [stmJ 

stode [sto:daJ(H欠)

hy stoot [sto:tJ hja stauwen [st6uanJ 

hja stowe [sto:wa] stoden [sto:danJ(茸欠〉

strekke [strekaJ rのばす、十分であるJ(T欠)

striek [stri akJ 

strekte [strektaJ(FH欠)

(struts [strotsJ S) 

stride [stri:da] r争う、口論するj

strekt [strekt J 

striid [stri:tJ stried [striatJ 

strike [strika] rなでる、アイロンをかける」

strykt [striktJ striek [strIak] 

struts [strots](H欠)

strQpe [str匂 d]rむく、〈…の〉皮をはぐJ(S欠〉

strupt [strupt] stroep [stru:pJ 
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stowen [sto:wJnJ(H欠)

stood [sto:tJ 

strutsen [strotsdn] 

strekt [strEktJ(SH欠)

striden Cstri:danJ 

strutsen [strotsdnJ 

strupt [struptJ 



strupte [strupta](豆欠)

supe [supa] rがぶ飲みする、大j酉を飲むJ(FTH) 

soep [su:p](FT) 

supte [supta](FT) 

soop [so:p](H) 

swerve [swErva] rさまよる、放浪するJ(Sわ

supt [suptJ 

swerft [swerft] 
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swije [swha] r黙っているj

swijt [swdt] 

(swiget [s官i(:)pt]F) 

swei [swai， swd] 

S官ijde [sweida ](H欠〉

(swige [swi(:)ya] F) 

swimme [swIma] r泳ぐJ(S矢) (swemme [swEma] ST欧〉

supt [supt](FT) 

sopen [so:pan](H) 

swurven [sworvan] 

swein [swain， swein] 

swijd [s百dt](H欠)

(swige [swi(:)ya] F) 

S官ommen[swomm] swimt [swlmt] swom [swom] 

swine [swIm] r消えるJ(FST欠)

swynt [swint] swun [swu(:)n] swun [swu(:)n] 

剖 inge[s官Iija]r振る、揺らす;揺れるJ(swingje [swIuja] FSTHわ

swingt [swlijt] swong [SWOij] 

swinke [swIuka] r向きを変えるJ(FT欠)

swinkt [swlukt] S官onk[swouk] 

swinkte [swIuka] 

terskje [ttskja] r脱穀するJ(FT欠)

swongen [swoijan] 

swonken [swoukan] 

swinkt [swlukt] 

(do) turskest [toskJst] tursken [toskan] 

(terskest [tzskJst] S) (terske [tEskJ] S) 

hy tursk [tosk] 

(terske [tEska] S) 

tersket [tEskat] 

tingje [tlujaJ r.笹切るJ(S欠〉

tong [toijJ 

tinge [tIijJ](T欧〉

tinke [tI 砕け仁習、う、考えるJ(T欠〉

tinget [tIuJtJ 

tocht [t:Jxt] 

tochte [t5xta](FSH欠〉

toaie [to:ja]/togje [t5:rja] r運ぶJ(FSH欠〉

tinkt [tIijkt] 

ik toai [to:i] 

togje [t6:7jJ] 

ik tδge [tj: p] 
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(do) togest [t5:rast] (do) togest [t5:rJst] 

hy toget [t5:pt] hy toge [U:p] 

hja toaie [to:jJ] hja togen [t5:pn] 

togje [t5:rjJ] 

treffe [trefJ] r会う、当たる、該当するJ

treft [trdt] trof [trof] troffen [trofJn] 

trekke [trekJ] rヲlく、(鳥などが〉渡るj

triek [triJk] 

truts [trots](FH欠)

triuwe [trjywJ， trjo:wJ] r押す」

trekt [trekt] trutsen [trotsJn] 

triuwt [trjyut， trjo:ut] hy treau [trjo:u， troJ] 

triuwde [trjyudJ， 

trjo:udJ](FSH欠)

hja treauwen [trjo:wJn] 

treaune(n) [troJnJ(n)](H欠)

treaun [tromJ 

triu官den[tr jyudm， 

trjo:udm](FSH欠〉

tsjen [tf m] r引く(文語的)J(trekke [trはけが一般的)

ik tsjoch [tfox] hy teach [tIJx] tein [tain， tein] 

(do) tsjochst [tJoxst，…kst] hja teagen [tIJrJn] 

hy tsjocht [tJoxt] 

hja tsjogge [tjorJ] 

twinge [twIijJ] r強制する」

twingt [twlijt] t百ong[twOijJ twongen [twoijJn] 

untginne [untgInJ] r開墾する、干拓するJ(ST欠)

untgint [untgInt] untgQn [untgu(:)n] untgQn [untgu(:)n] 

antginde [untgIndJ](FH欠) antgind [untgInt](FH欠〉

waakse [va:ksJ] r成長する、増大するJ(waaksje [va:kJJ] SH欠， waachs(j)e [va:kJJ， 

(…kSJ)] FSTH欠〉

waakst [va:kst] woeks [vu(:)ks] 官oeksen[vu(:)ksJn] 

waskje [v5skja] r洗う J(S欠)

官asket[v5skdt J 官osk[vosk] wosken [voskJn] 

weage [VIJ7J] r(…の)重さ・重要性を量る(がある )J(S欠) (wage [v丞:p] FSTH欠，

weagje [vIJrjJ] FSTH欠〉

weaget [v I J P t] hy 官oech[vu:x] 百oegen[vu: pn] 
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hja woegen [vÚ:7~nJ 

官eitsje[v丞itia，vU…] r目を覚ましている、見張る J(wekje [vekjd] SH欠，間itse

[vaitsa， vd…] SFTH欠)

百inke [vÍDk~J r(身振りや道具などで…に)合留する」

winkt [vlukt] wo出 [voOk]

百inne[vIm] rj勝つ、獲得するJ

官int[vlnt] 官un[vu(:)n] 

wite [vít~J r(…を…の)せいにする J

wyt [vit] wiet [viat] 

百itte [vît~J r知っている J(官ite [vít~J FSH欠〉

wit [vltJ (do) wist [vIstJ 

hy wist [vIst] 

百iuwe[w jyW:l，百jO:W:l]r(合図のために手やハンカチなどを)振る J(weauwe [vjδ:W:lJ 

FSTH欠〉

ik weitsje [v丞itfd， VEI…] wekke [veb J 

(do) wekkest [vék~st] 

hy wekket [vtk:lt] 

hja weitsje [vaitIa， vU…] 

wenne [vemJ r慣らす、慣れるjくおもに弱変化)(FST欧〉

官ent[vmt] 胃ende [vénd~] 

wun [vun] 

官erpe[verp:l] r投げる J(S欠〉

werpt [verpt] wurp [vorpJ 

官eze[v e : Z:l] r…である、ーがある・いるJ

ik bin [bln] 

(do) bist [bIstJ 

hy is [1sJ 

ik wie [via] 

(do) wiest [vi:lstJ 

hy wie [vi:l] 

hja binne [bIn:l] hja wiene(n) [vi:ln:l(n)] 

(百iene[Vi:lnd] SH) 

官ike[vik:l] r退く J(FTH欠) (wykje [vikj:l] FS可欠〉

wykt [vikt] wiek [vi:lk] 

wykte [vikt:l] 

官ine[vin:lJ r巻く J

百ynt[vint] wun [vunJ 

wiu官t[vjyut， vjo:ut] hy weau [vjo:u， voa] 
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wekke [veka] 

wend [vmt] 

wun [vun] 

wurpen [vorpan] 

west [Vest] 
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wun [vunJ 

官onken[voukm] 

官un[vu(:)n] 

witen [vit:Jn] 

wi tten [vItmJ 

weaun [vomJ (FT欠〉



wiuwde [vjYUd8，百iuwd[vjyut， vjo:ut](H欠)

vjO:Ud8](FH欠〉

hja weauwen [vjO:W8n] 

官eaune(n)[Vo8n8(n)](H欠)

wiuwden [vjyud8n， 

vjo:ud8n](FH欠)

wolle [vold] r…したい」

ik wol [vol] 

(do) wolst [vostJ 

(wo(l )st F) 

hy wol [vol] 

hja wolle [vo18] 

wreke [vre:k8J r復讐するJ(FST欠) (wreekje [vre:kj8]/wrekje [vrekj8]1官rekke

[Vrtk8] FSTH欠〉

hy woe [vua] 百ollen[volm] 

hja woene(n) [VU8n8(n)] wold [volt] 

〈百oene[v白 mJSH) 

官reekt[vre:ktJ wriek [vri8k] 

wreekte [vre:kt8](欧〉

wringe [VrIU8] rねじる、(洗濯物などを)しぼる」

wringt [vrlijt] wrong [vroij] 

write [vrit8] r引き裂く、すり傷を負う J(FST欠)

wryt [vrit] wriet [vri8t] 

wriuwe [WrjYW8， wrjO:W8] rこする、麓く J

官riuwt[vrjyut， vrjo:ut] hy wreau [vrjo:u， Vro8] 

wrutsen [Vrots8n] 

官reekt[vre:kt](H欠)

wrongen [VrOij8n] 

writen [vritm] 

官reaun[vrom] 

官riuwde[vrjyud8， 

vjO:Ud8](FSH欠)

hja百reauwen[VrjO:W8n] 

官reaune(n)[VrO8n8(n)](H欠〉

wriuwden [vrjyud8n， 

vrjo:udm](FSH欠〉

wurde [VOd8J r…になる、受動の助動詞J
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waard [va:t] 

(wurde [VOd8] F) 

wurden [vodm] 

woarn [(v)wan](FSTH欠)
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S 74 時制 (ti i d)と法(foarstelwize)

時制は「現在」と f過去jの2種類を語形変化で区別する。時制としての

「未来jは確立していない。時間としての未来の表現については話法の助動詞

の章で述べる。法にはほぼ直説法しかなく、接続法はほぼ消失した。命令形は

語形変化せず、むしろ不定詞に近いとも言える(~ 98)。

(1)現在形 (notiid)

現在形は発話時に起こっている出来事に限らず、話者の主観的な現実世界に

かかわることがらを広く表現する無標の形式であり、用法が多岐にわたる。

(a)規則・法則・真理

De moa~De draait om 'e ierde. 1月は地球のまわりを回っているJ(Zan-

tema 1984 : 702) 

In hea1 dozyn is seis. 1半ダースは 6個である J(Bangma 19932 : 16) 

1rettjin is it ungeloksgetal. 113は縁起の悪い数字であるJ(Bangma 

19932 
: 16) 

(b)現行の習慣・傾向

1aa1 brukst a11e dagen. r言葉は毎日使う J(ULI' S， B 20 : 16) 

Mem切ketjuns waarm iten. r母は晩に暖かい食事をつくるJ(ULI' S， B 

13 : 12) 

Bern waakse tsjintwurdich hurd nei folwoeksenheid. r子供はこのごろ

では大人になるのがはやいJ(ULI' S， B 10 : 19) 

(c)現在進行中の出来事

‘oan 't+ 第 2 不定詞+同ze' については~ 75 (5)で述べる。

Hja 足早~ yn e wenkeamer. 1彼らは居間にすわっているJ(ULI' S， A 11 

: 2) 

Hjoed skynt de sinne. r今日は日が照っているJ(ULI' S， A 1 : 10) 

(d)過去からの継続

Do sitst a1 twa oeren efter it stjoer. Si11e wy net earne in kopke 

kofje drinke? rあなたはもう 2時間もハンドルを握ったままでしょう。

どこかでコーヒーでも飲みませんかJ(Bosma-Banning 19812 
: 98) 

Dy huzen stean hjir a1 trije jier. 1その家々はここに建てられてから

もう 3年になるJ(Bosma-Banning 19812 
: 98) 

Beppe is a1 to1ve jier widdo. r祖母はもう 12年も未亡人だJ(ULI' S， B 

1 : 9) 

ケドイツ誇やオランダ誇も同様。英語ではJx.-i1完了形(または現五完了逆行
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形)を用いることに注意。

(e)未来の出来事

意志・要求・推量などの話法的な意味を明示する場合には rsi1(話法の助

動詞 silleの現在形〉…第 1不定詞Jなどを用いるが、ふつうは現在形でかま

わないo

Wy kieze moarn in nije gemeenterie. r私たちは明日、新しい町議会議

員の選挙をするJ(ULI' S， B 11 : 25) 

Us beppe Jantsje wurdt moarn tachtich. r祖母のヨンチェは明日、 80歳

になるJ(ULI' S， B 11 : 6) 

自oarnprate wy fierder. r明日、続きを話そう J(ULI' S， A 11 : 2) 

As er komt， moatst my roppe. r彼が来たら、君は私を呼ぶんですよJ

(Bosma-Banning 19812 
: 58) 

ウドイツ誇やオランダ誇も同議。

(f)歴史的現在

一連のことがらを伝える場合、過去の事実を客観的に列挙するときに用いる。

Tsjin de folksskriuwerij fan it lest fan de 19de ieu en it begjin 

fan de tweintichste komt in espeltsje jonge skriuwsters en 

skriuwers sa om 1915 hinne yn 't ferset. r19世紀後半と20世紀初頭の

民衆文学に対抗して、 19日年頃から若い作家たちのグループが台頭するj

(Stienstra 1982 : 120) 

一般に歴史的現在はまとまった文章(テキスト〉で現われることが多い。出

来事にたいするコメントやテキストのまとめの部分では、過去形や現在完了形

との交替がよく見られる。用例は S75(3)(0で示す。

(2)過去形 (doetiid)

過去形は現在完了形とならんで過去の出来事に用いるが、おもに物語・回想、・

歴史的叙述など、日常生活にかかわる現実世界から離れた一連の出来事を表わ

すことが多い。腕曲・丁寧・遠慮、非現実といった話法的な表現にも用いる。

現在完了形との相違は~ 75(3)で述べる。

(a)物語・回想、・歴史的叙述

Der wiene ris t官amanlju op in doarp， dy't beide deselde nammen 

hiene. r昔、ある村に同じ名前の 2人の男がいたJ(Bosma-Banning 19812 

: 15) 

Dokkum is ien fan 'e aldste steden fan Fryslan. Yn 'e tiid fan ' e 

Evangeeljeprekers官aardde namme al neamd. Yn ' e omkriten waard 
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doe Bonifatius fermoade. Eartiids wie dy sted in seested. rドクム

(オ. Dokkum)はフリースラントでもっとも古い町のひとつである O 福音

伝道の時代にすでにその名前が挙げられている。その周辺で当時、ボニファ

ティウスが暗殺された。昔、この町は海に面した町だったJ(ULI'S， B 17 

: 22変更)

(b)腕曲・了寧・遠慮

“Hawwe jo dizze trui ek yn in oare kleur?" “Hokker k1eur hiene jo 

yn 'e ho11eT rこのセーターは別の色はありますかJrどの色をお考えで

いらっしゃいますかJ(Bangma 19932 
: 40) 

“Jo wiene der ut， begryp ik?" “Ja， wy nimme beide in Dockumer 

kofje. " r(ご注文は)お決まりですかJrええ、二人ともドクム・コーヒ

ーにしますj(Bangma 19932 
: 10) 

話法の助動詞を伴うこともある。

Goeie moarn， mefrou， menear.胃oenejo a1 beste11e? rおはようござい

ます。ご注文はもうお決まりですかj(Bangma 19932 
: 7) 

Ik mocht doch noch in koekje hawwe? r私はもうひとつケーキをもらっ

てもよかったのよねJ(Dykstra 1998 : 73) 

(c)非現実(s 99(4)(a)②) 

話法の助動詞を伴う表現については話法の助動詞の章で述べる (878(5))。

Al hiest wjukken， dan wiest noch te swier. r翼があったとしても、君

はまだ重すぎるねJ(ULI'S， C 3: 8) 

Ik woe dat ik in fOgel wie. r私は鳥だったらいいのにj(Bosma-Banning

19812 
: 54) 

Kaam er rnar! r彼が来ればいいのになあJ(Eisrna 1989 : 8) 

びこのように、退去形はたんに退去の出求事を表わすのではなく、何らかの

話法的な意味を伴っている。物語・回悲・歴史的叙述は現実世界から離れ

た話者の;雪、像世界を描くものであり、たんなる退去ではな L、o S 75 (3) 

で述べるように、臼常生活にかかわる琉実世界の退去の出永事には時制と

しては「琉車j の現在完了形を用いることが多いのだから、退去形は時制

の乾鳴というより、むしろ話法の範鳴とみなすほうが造当であるとも言え

るG 両者の伎L、分けは絶対的ではないので、明確な結論は出しがたいが、

極論すれば、品フリジア誇では時制の対立が希薄であり、時制というえ法

乾鳴を設定する根拠が5~ ¥， 、ことになる。同禄の事実はオランダ語やドイツ

言香にも当てはまる。
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(3)命令形 (hji ttende foarm， ymperatyf) 

(a)語形

命令形は数の区別なく 1種類であり、動詞のクラスによって語形が異なる。

① e-動詞:不定詞語幹と同じ

Yt lekker! rいただきます(=おいしく召し上がれ)J(yt←ite r食べ

るJ) 

② je動詞 rje一語幹j と同じ

Wachtsje net langer! rこれ以上、待つなJ(wachtsje←wachtsje r待つJ)

(瓜I'S， B 10 : 7) 

③ n-動詞:現在形 1人称単数と同じ

Doch it no! r今、それをやれJ(doch← dwaan rするJ)(ULI' S， B 10 : 7) 

(b)話法の部詞の付加(S 53) 

命令文にさまざまな話法的なニュアンスを加えるために用いる。

o God， lit my doch net langer libje! rああ、神様、私をこれ以上生き

長らえることのないようにしてくださしリ (Dykstra1996 : 75) 

Gans diersoarten binne hast of hielendal utstoarn. tink mar oan de 

walfisk. r動物の多くの種類がほとんどまたはまったく滅びてしまった。

たとえば鯨のことを考えてみなさいJ(ULI'S， C 7: 8) 

Kom der doch eefkes yn! rまあちょっとお入りなさいよJ(Dykstra 1996 

: 76) 

(c)主語人称代名詞独立形の付加

子供をなだめたり、大人をからかったりする場合に用いることが多い(S 38 

(2)(b)④， (3)(b)④)。

① 2人称代名詞

No， hald do dy mar stil. 円、いかげんにちょっとお黙り J(ULI' S， C 3 

: 7) 

Skink do us ris yn. r注いでちょうだいよJ(Bangma 19932 
: 127) 

② 3人称代名認

Kom sy mar by mem. rお母さんのところに行きなさいねJ(女の子に向かつ

て)(Boersma/Vander胃oude19802 
: 68) 

Sis hy it mar. r言ってごらんなさいよJ(男の子供や大人に向かつて)

(Boersma/Van der背oude19802 
: 68) 

(d)命令形以外の命令の表現

命令形のほかにも命令の意味は表現できる。

① 2人称主語の現在形
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“Wiene jo der al ut?" “現ee，noch eefkes. Kin 't noch wol eefkes?n 

"Fansels， jo jou問 marin wink. n r(ご注文は)もうお決まりですか」

「いえ、もうちょっと。もうしばらくいいですかJ rもちろんですとも。

合図をなさってくださいねJ(Bangma 19932 
: 9) 

②第 1不定詞

Trochrinne! r歩きとおしなさいJ(Eisma 1989 : 11) 

Ophalde! rやめなさいJ(Eisma 1989 : 11) 

2人称の主語代名詞を伴うこともある。

“Hoe hast sin oan dat fleisguod moarns betiid. Soks soe my fierste 

dreech weze. 胃atswiets giet dan noch wol. n“Do hoechst dyn sean 

aai ek net tink?" “Ho， ho，δfbliuwe do. Der moat ik my noch op be-

riede oft ik dy nim of net. n r朝っぱらからよくそんな肉を欲しがるも

んだね。ぼくにはくどくてたまらないよ。何か甘いものならいいけどJ

「あなたはゆで卵もいらないわけねJrえ一、ちょっと待ってよ。それは

よく考えてからにしないとJ(Bangma 19932 
: 128) 

③過去分詞:不可

過去分詞は原則として命令の意味を表現できない。以下の用例 (H. 官olf

氏の指摘による〉を容認可能とする判定はオランダ語の影響とされる。

本Oppast!r気をつけろ(過去分詞)J(命令形 Pasop! r同左j←oppasse

f気をつけるJ) 

本Opdondere!r地獄へ行け(過去分詞)J(命令形 Donderjeop! r同左J←

opdonderje r地獄へ行く J) 

本Opduvele!r消えて失せろ(過去分詞)J(命令形 Duveleop! r同左」←

opduvelje r消えて失せるJ) 

その他の用例。

本Deromnet treure， wy besykje it gewoan nochris. rだから悲しまない

でO 私たちはそれをもう一度ゃるからJ(treur(j)e r悲しむJ) 

本Gjinfytsen tsjin de glezen set， asjeblyft. r自転車を窓ガラスに立

て掛けないでくださいJ(sette r置く、据えるJ) 

2 ドイツ誇やオランタ・2吾では退去分詞で令令の意味が表札できるニとがある

(ただし、これ以外にも広範囲で可能というわけではない)。

フ. *Oppast! r気をつけろ J(Pas op! r同左j ←oppasser気をつける J)

ド. Aufgepasst! r向上J(Pass auf! r向上j ←aufpassenr同上J

オ.Opgelet! r向上J(Let op! r同上」←oplettenr向上J) 
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S 75 完了形(folsleinetiid) と進行形 (progressivefoarm) 

(1)まとめ

完了形は「過去分詞+完了の助動詞 hawwe/weze(完了形第 1不定詞)Jであ

り、 ha四 e/wezeが現在時制と結びつけば「現在完了形J(fols1eine notiid)、

過去時制と結びつけば「過去完了形J(fols1eine doetiid)になる。この場合、

主文では過去分詞は文末(右枠〉に置かれ、完了の助動詞定形とともに枠構造

をつくる。ここでは能動態の完了形について述べ、受動態の完了形は受動態の

章に譲る。話法の助動詞の完了形は話法の助動詞の章で説明する。

完了形第 1不定詞:過去分詞+完了の助動詞 hawwe/weze

songen hawwe (←sjonge r歌う J) kornrnen weze (←kornrne r来る J) 

現在完了形:完了の助動詞現在形…過去分詞

ik ha(官〉 "'songen ik bin .. kornrnen 

(do) hast "'songen (do) bist .. kornrnen 

hy hat "'songen hy lS .. kornrnen 

hja ha(wwe)…songen hja binne…kornn肥 n

過去完了形:完了の助動詞過去形…過去分詞

ik hie -・・songen ik 百1e "'kommen 

(do) hiest "'songen (do)胃iest .. kornmen 

hy hie "'songen hy 官le .. kornrnen 

hja hiene(n)…songen hja wiene(n)…komrnen 

完了形は不定形の範障であり、発話時とは無関係に出来事の時間的前後関係

を示し、ある時点において出来事がすでに終わっていることを表現する。時制

としては現在完了形は現在時制、過去完了形は過去時制であり、「現在完了時

制j、「過去完了時制Jという時制があるわけではない (r複合時制Jというの

は便宜的な名称にすぎない〉。現在完了形は過去形とならんで過去の出来事を

表わし、両者の使い分けには注意が必要である。現在時告Jjは未来の出来事も表

わすので、現在完了形も未来の出来事を表わすことがある(くのは)(4))。

進行形は補助的な構文はあるものの、十分には発達していない ((5))。

(2)完了の助動詞 hawwe/weze

(a) hawweと wezeの選択

完了の助動詞 hawweと wezeの選択は次のようになる。

f過去分詞十hawweJ 他動詞および wezeに支配されるもの以外の自動詞
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「過去分認+wezej 場所の移動や状態の変化を表わす自動詞

同じ動詞でもこの区別に従って使い分ける。

i) r他動詞の過去分詞+hawwej (hawwe-支配)

Yn koarte tiid hat dat it oansjen fan us provinsje gans主巴主主・

「短い簡にそれは私たちの地方の外観をまったく変えたJ(feroarje r変

える〈他動詞)J(ULI' S， B 9 : 13) 

u) r状態の変化を表わす自動詞の過去分調+weze J (weze-支配〉

De leste jierren弘旦ede doarpen wol gans feroare. r最近何年かの

聞に村々はたしかにとても変わったj(feroarje r変わるく自動詞)j) 

(ULI' S， C 11 : 2) 

その他の用例。

①過去分詞十hawwe

Hat er wat ferteld? -Hy hat neat sein. r彼は何か言っていましたかJ

「何も言っていませんでしたJ(fertelle r伝えるJ， sizze r言う J) 

(Bosma-Banning 19812 
: 24) 

官yha(wwe) in moai boek lezen. r私たちはすてきな本を読んだj(1eze 

f読むJ)(ULI' S， B 6 : 20) 

1fem hat de amer leech getten. r母はバケツの水を空けたJ(jitte r注
ぐJ)(ULI' S， B 9 : 17) 

Sy hawwe lekker sliept. r彼らはよく眠ったj(sliepe r眠るJ)(ULI' S， 

A 7 : 13) 

②過去分詞+weze

Ik bin der tsjin 't sin hinne gien. r私は気が乗らないままそこへ行っ

たJ(Bosma-Banning 19812 
: 134) 

Ik bin oer in stien fallen. r私は石につまずいてころんだJ(falle 

「転ぶJ)(ULI'S， B 10: 17) 

By dat treinOngelok弘盟主 hielwat IDinsken昆虫rn・「その列車事故で

大勢の人々が亡くなったJ(stjerre r死ぬJ)(ULI' S， B 8 : 15) 

Tri je j ier lyn binne wy troud. r 3年前に私たちは結婚したJ(trouwe 

「結婚するJ)(ULI' S， A 20 : 4) 

Is er foar it eksamen slagge? r彼は試験はうまくいったのかJ(slagje 

「うまくし、く J)(Zantema 1984 : 916) 

It is him net註詩型・「彼はそれがうまくいかなかったJ(Zantema 1984 

: 915) 

(b)注意すべき点
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①官esthawwe (←百ezer…である、ーがある・いる J) 

オランダ語 (zijn)やドイツ語 (sein)とは異なり、 wezeは hawwe-支配

である O

Hat er siik west? r彼は病気だったのかJ(Bosma-Banning 19812 
: 19) 

“1k haw nei Ljouwert west. "“官ahat rnei west?" “1k haw der allin-

nich hinne west. r私はリャウエト(オ. Leeuwardenレーヴァルデン〉

に行ってきたJrだれと行ったのJr一人で行ったのさJ(Bosma-Banning 

19812 
: 12) 

②運動動詞

運動を表わす動詞もどこからどこへという具体的な場所の移動を明示しな

い場合には hawwe-支配である。 driuwe[drjy問， drjo:町]r漂う」、

farre [f釘 ilJr(船で/が)行く j、fleane[flIilnil] r飛ぶ」、 ride

[ri(:)dil] r(車・電車・罵で/が)行く」、 rinne[rImJ r歩く」、 stappe

f歩むJ、swimme[swImil] r泳ぐJなどがこれに属する。

i)過去分詞+hawwe

Yn 1632 hat it earste trekskip fearn tusken Amsterdam en Haarlim. 

r1632年に初めてアムステルダムとハーレム(オ. llaarlem)の間に(罵

による)引き船が走ったJ(ULI' S， B 18 : 7) 

Sunt 1880 en oan 1948 ta ha hjir ek trams riden. rI880年以棒、 1948

年まではここにも路面電車が走っていたJ(ULI' S， C 18 : 8) 

u)過去分詞十時ze

De grutte minsken binne ek ut it wurk stapt. r大人たちも仕事をやめ

てやってきたJ(ULγS， B 5 : 10変更〉

1t oantinken wie saruar yn him nei boppen dreaun. r思い出が彼の脳裏

にすぐによみがえってきたJ(Bosma-Banning 19812 : 87) 

!CFドイツ誇の fahrenr (ネ・電車で/が)行(J はつねに sein-支配である

ことに注意 o

ただし、 kommer来るJ、geanr行く Jはつねに weze-支配である。

Bist allinne mei de bus kommen? r君は一人でパスに乗って来たのかい」

(ULI' S， B 18 : 11) 

場所を示す名詞句を伴う場合も同様である。

Tuzenen binne de paden gien， fan 't libben， jierren en dagen. r何

千もの人々がその道をたどった。人生と歳月と呂々の(道を)J(S. Kloos 

terman :“TOzenen... ) 

③アスペクト動詞
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begjinne [bJgjInJJ r…しはじめるJ、einigje[ain;l1 j J， U …J/ 

ein(di)gje [áind~ 1 j J， (丞iijjJ)，ti…)]/einje [丞injJ，ei…J r…しお

わるj のように状態の変化を示すアスペクト動詞は weze-支配である。

As bern bin 'k a1 begQn postsege1s te samme1jen. r私はもう子供のこ

ろから切手を集めはじめたJ(ULI' S， A 19 : 7) 

De konferinsje te Londons eindige. rロンドンの会議は終わったJ

(胃FT4/1987 : 343現行の正書法に変更〉

ごア上記のアスべクト動詞は自動詞としても用いる。

Wy begjinne mei de earste les. r最初の課からはじめましょう J(Bosma-

Banning 19812 
: 119) 

日本語でu: r…しはじめる/しだす/しかける J のように他動詞で表現する

ことに注意 o r…しおえる/しおわる j は用法に応じて使い分ける。

④ fergetten [fJgttJn] {hawwe/weze} (←ferjitte [f8jItJ] r忘れるJ) 

意味の相違による hawweと wezeの使い分けに注意。

i) Iergetten hawwe r寵き忘れた、いそこなったJ

1k ha it fergetter1. r私はそれをするのを忘れていたく z 思い出した)J

(Stienstra et a1. 1982: 60) 

Us mem hat de boadskippen fergetter1. r母は買い物をするのを忘れた

(=のがす、しそこなう )J(ULI' S， B 9 : 20) 

Pake hat syn stok fergetter1. r祖父は杖を忘れたJ(ULI' S， B 9 : 17) 

li) fergetten時 zer記憶にない、思い出せないJ

1t is my fergetter1. r私はそのことを忘れてしまった(=思い出せない)J

(Stienstra et a1. 1982: 60) 

胃atde sprekker sein hat is my no a1 wer fergetter1. r私は話をした

人の言ったことをまた忘れてしまったJ(Bosma-Banning 19812 
: 128) 

1k bin 't hast a1 fergetten. r私はそのことをほとんどもう忘れかけて

いたJ(Zantema 1984 : 250) 

⑤ b1eaun [b1o;m]時間(←b1iuwe[b1jywJ， b1jo:w8] rとどまるJ) 

場所の移動や状態の変化を示さないにもかかわらず、例外的に崎町一支配

である。

胃ersoe er b1eaun weze? r彼はどこに滞在していたのだろう J(Zantema 

1984 : 116) 

Dat is der by b1eaun. rそれはそのままになってしまったJ(Bangma 

19932 
: 83変更〉

(c)非現実の表現における例外
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非現実の表現では weze-支配の動詞が例外的に hawwe-支配になることがあ

る。ただし、 weze-支配の伊jもあり、これを好む傾向も認められる。

Jo hiene leaver thus bleaun. rあなたは家にいたほうがよかったのにj

(Bangma 19932 
: 136) 

As ik net moatten hie， hie 'k hjir net komd. r必要がなかったら、私

はここには来なかっただろう J(Hoekstra 1997 : 56変更)

As ik har mem wurd印刷e，hie it nea bard， wat no bard is. r私が彼

女の母になっていれば、今起こったことはけっしておこらなかっただろう

I~J (現行の正書法に変更;bard isとの相違に注意)(ib. 56) 

助動詞に支配された場合も同様である。

Klaas Taks moast mar meikomd ha; dat hie 'k wol aardich fOn. rクラ

ース・タクスもいっしょに来るべきだったのに。そうすれば私はとてもよ

かったのにと思うのだがJ(現行の正書法に変更)(Hoekstra1997 : 55) 

Sa moast it bleaun hawwe. rそれはそうあるべきだったのにJ(現行の正

書法に変更)(ib. 55) 

σ オランダ語にも同様の琉象があり、 hebben(フ.hawwe)ー支配は、可能だっ

たかもしれない出求事が何らかの要因で起こらなかったことを示すのにた

いして、 zijn フ.weze)一丈配は、もともと不可能だった出永事が起こら

なかったことを示すという相違があるとされる o

オ. {Had/Was} ik er maar bij geweest. rキムがその場にいればよかった

のにJ(Honselaar 1987: 65) 

had'" geweest は者s令が悪かったことを暗示し、 was'"geweest は遠い昔の

歴史的出永事を述べるなどという相違があるとされる。

オ {Had/Was}ik er maar bij控民主主n.r私はその場に戎っていればよ

かったのにJ(ib. 65) 

had'" geblevenは残らない決心をした行為を悔やみ、 was"'geblevenは当

持、他のことをしていたことを海やむなどという相違があるとされる(以

上、 Honselaar(1987: 65f.))。しかし、よ託の判断には話宕によって差

がある。?Eフリジア語でも明確な判断は困難である。

ウオランダ誇では rzijn一丈配の動詞+話法の助動詞j の完了形でも hebben

一丈配と zijn一丈配の両方が見られる。

オ. Dat zoiets {heeft/is} kunnen gebeurer1. rそんなことが起こりうる

んて J(Honselaar 1987 : 65) 

Hij {heeft/is} niet langer dan een uur durven blijver1. r伎は敢

えて 1時間以上待とうとはしなかったJ(ib. 65) 
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しかし、西フリジア誇では hawwe-支配のみが可能である。

フ.Dat soks barre kinner1 {hat/*is}. r向上j

Hy {hat/*is} net langer as in oere bliuwe doarst. r向上j

(3)現在完了形(folsleinenoiiid) 

(a) 日常生活での過去の出来事

現在完了形はドイツ諾やオランダ語と同様に B常生活での過去の出来事につ

いてもっとも一般的に広く用いる。

Hawwe jo al fakans je han? - 1k haw tri je wike fri j han. rあなたは

もう休暇をとりましたかJr 3週間休みをもらいましたJ(Bosma-Banning 

198F : 23) 

Hat it iten dy hjoed wol goed smakke? r今日の食事はおいしかったで

すかJ(ULI' S， B 15 : 19) 

(b)過去の時間を示す文成分とともに

過去の時閣を示す文成分があってもかまわない。

胃ybinneusterjun thuskommen. r私たちは昨夜、戻りましたJ(Bosma-

Banning 19812 
: 16変更〉

Alde Jabik hat ferline wike syn frou ferlern. rヤーピクのじいさん

は先週、奥さんを亡くしたJ(ULI'S， B 8: 10) 

De polysje hat fannacht t官aynbrekkers attrapearre. r警察は今夜、

二人の強盗を逮捕したJ(ULI' S， B 11 : 9) 

(c)過去における継続

時間の継続を示す文成分とともに用いる場合、現在完了形は過去における継

続を示し、英語と違って現在までの継続をかならずしも含意しない。現在まで

継続していることを明示するには現荘形を用いる(S 740 )(d))。

Wy hawwe fiif jier yn Ljouwert wenne. 1t wiene goede jierren. r私
たちは 5年間リャウエト(オ. Leeuwardenレーヴァルデン)に住みまし

た。良い年月でしたJ(Bosma-Banning 19812 
: 51) 

Ik haw al twa oeren efter it stjoer sitten. r私はもう 2時間もハン

ドルを握ったJ(Bosma-Banning 19812 
: 98) 

Ik haw no al mear as in oere op e dokter wachte. r私はもう 1時間

以上も医者を待ったJ(ULI' S， B 6 : 8) 

(d)未来のある時点までに完了している出来事

現在形は未来の出来事も表わすので(S 740)(e))、現在完了形も未来のある

時点を基準としてそのときまでに終わっている出来事を表わすことがある c

n吋
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As er it dien hat sil er it sizze. rそれをやってしまったら、彼はそ

う言うでしょう J(Bosma-Banning 19812 
: 59) 

Hjirby fersykje wy jo freonlik de stipe foar 1998 binnen fjirtjin 

dagen nei't jimme dit brief krigen haw胃eoan US oer te meitsjen. 

rI998年分の会費をこの手紙を受け取られてから 2週間以内に当方にお振

り込みくださいますようお願い申し上げます」

Wy rekkenje derop dat alle stipe foar ein july 1998 op US rekken 

byskreaun is. rI998年 7月末までにすべての会費が当方の口座に納入さ

れていることを見越しておりますJ(受動態の現在完了形〉

(e)遠い過去の出来事

遠い過去の出来事であっても、話者が主観的に日常生活にかかわる出来事と

みなせば現在完了形を用いる。

Frjentsjer hat yn 1585 in universiteit krige(n). rフリエンチェル

(オ. Franekerフラーネケル)には1585年に大学ができたJ(ULI' S， B 

13 : 12) 

Simke Kloosterman is yn 1876 te Twizel berne en hat der ek har 

jonge jierren trochbrocht. rシムケ・クローステルモン(西フリジア文

学の代表的な女流作家〉は1876年にトヴイーゼル(オ. Twijzel トヴェイ

ゼル)に生まれ、そこでまた若い時期を過ごしたJ(Stienstra 1982 : 96 

変更)

(f)現在完了形と過去形の使い分けと混在

~ 74 (2)で述べたように、過去形は物語・回想・震史的叙述など、日常生

活とは別の話者の想像世界での一連のまとまった出来事に用いることが多く、

過去の表現としては特殊である(~ 74 (2)の用例参照〉。現在完了形は日常生

活にかかわる現実世界での過去の出来事に使う点で、一般的な過去の表現と言

える。

しかし、荷者の相違は話者の主観的な選択に基づくものであり、絶対的な判

定は困難な場合がある。とくに受動態・話法の助動詞など形態的に動詞の部分

が複雑になるのを嫌って過去形を好む傾向がある。また、 wezerーである、…

がある・いるjでは過去形を好む傾向がある O さらに、以下の点に注意。

①現在完了形と過去形の文中での混在

過去形と現在完了形がひとつの文で混在する場合もある。

官yliezen yn 'e krante dat jo ferhuze binne. r私たちはあなたが引っ

越したという記事を新聞で読みましたJ(Bosma-Banning 19812 
: 119) 

Doe't yn 'e tritiger jierren it busferfier opkaam is de N. T. M. 

nwJW 
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der stadichoan ta 笠盟主~ de tramtsjinsten troch bustsjinsten te 

ferfangen. r30年代にパスが走るようになると、 N.T. M. (オランダ路面電

車会社)はしだいに路面電車をパス路線で代行させるようになったJ

(ULI' S， C 18 : 8) 

②現在完了形、過去形、現在形(歴史的現在)のテキストでの使い分け

3者は文体上の効果を高めるために巧みに使い分けられることがある。た

とえば、まとまった文章〈テキスト)で話者が過去の出来事を述べる場合、

現在完了形(現完〉で導入し、次に過去形(過〉に移行して一連の出来事

を叙述し、現在形(歴史的現在、(現))を交えながら展開していく。最後

にテキストの締めくくりとして現在完了形に戻ることもある。

i)現在完了形一過去形一現在形一現在完了形/過去形

…Yn 1632 hat (現完)it earste trekskip fearn tusken Amsterdam en 

Haarlim. Sa'n trekskip wie (過)in lange， smelle skute mei in 

lange kajut. It waard (過)troch in hynder lutsen， dat op de trek-

胃einjonken de trekfeart ヨ~ (過). Dy wize fan reizgjen豆豆(過)

in kolossale ferbettering. It trekskip fear (過)op tiid en kaam 

(過)， net ofhinklik fan de wyn， op in feste tiid oan‘ 

up 29 maart 1649 fart (現)yn Fryslan it earste treksip tusken 

Harns en Ljouwert. Al gau komme (現)der mear， lykas yn 1647 

Dokkum -L j ou百ert，1652 Boalsert-Ljouwert en 1662 Snits-Ljouwert. 

De trekskippen hawwe (現完)it sa'n 200 jier uthalde kinnen， oant 

it spoar harren taak oer盟主!!!(過>. 11632年に最初の引き船がアムステ

ルダムとハーレム〈オ. Haarlem)の間を走った。その種の引き船は細長

い船室を備え、体長が長く、憾の狭い小船だった。それは水路に沿った道

を走る馬に引かれた。この旅の方法は大変な進歩だった。引き船は時間ど

おりに走り、風と関係なく、決められた時間どおりに到着した。-

1649年 3月29日にはフリースラントで最初の(馬による)引き船がハーン

ス(オ. Harlingenノリレリンゲン)とリャウエト(オ. Leeuwardenレー

ヴァルデン)の間を走る。まもなく他の路線も登場する、たとえば1647年

にドクムーリャウエト問、そして、 1662年にスニツ(オ. Sneekスネーク)

ーリャウエト簡のように。引き訟は鉄道がその役目を継承するまで、約

200年間長らえることができたJ(ULI' S， B 18 : 7) 

ii)現在完了形一過去形ー現在形一過去形一現在形

Ien fan de grutste striders foar 't Frysk hat (現完)Harmen 

Sytstra官est. Hy kaam (過)yn 1817 yn Mullum op 'e wrald， waard 
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〈過)letter bakkersfeint yn Arum，曹inaamen Seisbierrum， mar hy 

包豆〈過)och sa'n nocht oan 1earen. up 't lest足立主〈現)er by it 

bakkersfak wei en wurdt (現)skoalmaste~ Dat wie (過)doedestiids 

foar in earme jonge mei in k1ear ferstan sawat de iennichste moog-

likheid. Neidat er in pear oare plakken han hat (現完)， komt (現)

er yn Burgum as undermaster. Hy slut (現)der freonskip mei 

Tsjibbe Gearts van der Meulen. Ut dy tiid is (現)ek syn ferneamde 

'Wa1dsang'. rフリジア語擁護のもっとも偉大な功労者の一人はハルメン・

シツトラ 0817-1862)だった。彼は1817年にムルム(オ. Mid1um ミド

ルム)で生まれ、後にアールム(オ. Arum)、ヴィナーム(オ.官ijnald.um

ヴェイナルドゥム〉、サイスピエルム〈オ. Sexbierumセクスピールム〉

でパン屋の見習いになったが、勉学がひじように好きだった。結局、彼は

パン屋の職を捨てて教師になった。それは当時としては利口で貧しい少年

にとってほぼ唯一の可能性だった。いくつか他の土地で勤めた後、彼はブ

ルフム(オ. Bergumベルフム〉に教員として赴任した。そこで彼はチベ・

ゲアツ・ファン・デル・メーレンと親交を結んだ。この時代のものとして

被の有名な『森の歌JがあるJ(Stienstra 1982 : 63) 

(4)過去完了形(folsleinedoetiid) 

(a)過去の時点までに完了した出来事

過去のある時点を基準として、それまでにすでに終わった出来事を表わす。

①複文の場合

百yliezen yn de krante dat it iis brutsen wie. r私たちは新聞で氷が

割れたという記事を読んだJ(ULI'S， C 9: 15) 

Ik frege oft er it nijs a1 heard hie. r私は彼がそのニュースをもう

開いたかとたずねたJ(Bosma-Banning 19812 
: 102) 

Tige wiidweidich hat er us ferte1d wat er der belibbe hie. rとても

詳細に彼はそこで何を体験したかを私たちに語ったJ(ULI' S， B 13 : 18) 

②単文の場合

It leste stik fan dat boek hie er yn 'e hjerst fan 1976 dien makke. 

「その本の最後の部分を披は1976年の秋に完成していたJ(Ut de Smidte， 

31e jiergong ns. 2， maaie 1997 : 1) 

De boat wie sonken en lei under wetter. rポートは沈没して水底に沈

んでいたJ(むLl' S， A 18 : 12) 

Hy hie it yn jierren net dien. r彼はそれを何年もやっていなかったj
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(Bosma-Banning 198F : 61) 

(b)話法の表現

①意外さなど

意外さなどの話法の表現に用いることがある。

Ik hie krekt ferwachte dat us utste11en oannommen wurde soene. r私

は私たちの提案が受け入れられるものとてっきり期待していたのですがj

(Bangma 19932 
: 158) 

Wylst er Charlie Parker-ien ferwikselet foar side twa， wurdt der 

op e doar kloppe. Hy docht de doar iepen en sjocht ferheard. “Do 

Frida， en ik hie noch sa sein!~ r彼がチャーリー・パーカーのレコー

ドの表面を裏面に変えようとしていると、ドアをノックする音がしたO 彼

はドアを開け、驚いて見た。「フリーダじゃないか、ちょうどそう言おう

と思っていたんだJ(ULI' S， A 16 : 8) 

②過去の非現実一話法の助動詞とともに

話法の助動詞とともに過去の非現実を表わす(s 99(4)(a)②)。
Jo hiene better op bed bliuwe kinnen. r君は寝ていたほうがよかった

んじゃないのかJ(Bangma 19932 
: 47) 

Dat hie ik graach sjen wollen. rそれは私は見たかったなあJ(ULI' S， 

B18:19) 

Ik hie dat net freegje moatten. r私はそのことをたずねるべきではな

かったJ(ULI' S， B 18 : 18) 

(5)進行形

西フリジア語には英語やアイスランド語のような進行形は発達しておらず、

現在形や過去形それ自体で進行中の出来事を表わすことができる。ただし、と

くに進行中の出来事であることを明示する場合には、 roan't+第 2不定詞+

wezeJという構文を用いることがある (1360(2)(s)， 96(8))。

Wy binne oan it iten. r弘たちは食事中ですJ(ULI' S， C 3 : 8) 

"Wer binne de bern?~ “Dy binne oan it hanwaskjen." r子供たちはどこ

だJr手を洗っている最中よJ(ULI'S， A 3: 27) 

Ik bin oan 1t praten. r私は話をしているところだJ(Van der Veen/ 

Oldenhof 1990 : 47) 
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S 76 話法の助動詞 (modaal helptiidwurd) 探観

(1)語形変化

〈心不定詞の種類

話法の助動詞には第 1不定詞を伴うもの五っと te-第 2不定調または第 1不

定詞を伴うもの二つの合計七つがあり、歴史的に過去現在勤詞(~ 70(5))と

呼ばれる (wolleと hoegeを除く)。

j)第 1不定詞を伴うもの:kinne， meie， moatte， sille， wolle 

u) te-第 2不定詞または第 1不定認を伴うもの:doare， hoege (hoeve) 

ウオランダ3吾、ドイツ語、英語との語形的な対応は次のようになる。意味的

な相違点は多い。英語は不定形の語形がなく、人材、変北しないの

フ. kinne/オ. kunnen/ド. konnen/エ. can (以下、この }I頂)

meie/mogen/mogen/may， moatte/moeten/mussen/must， sille/zullen/ 

sollen/shall (should)， wolle/willen/wollen/will， doare/durven/ 

なし(中高ド. turren)/dare， hoege (hoeve)/hoeven/なし/なし

(b)人称変化

①現在形 3人称単数

他の動詞と違って現在形 3人称単数の語尾 -tを欠く。ただし、 doareで

は一定せず、 hoege(hoeve)は -tを伴う。

hy {kin/mei/moat/sil/wol!doar(t)/hoecht (hoeft)} 

ウ kenner矢口っている J(hy ken) と witte r同左J(hy wi t) については s
70 (5) (b)参照。

ゥオラング誇やドイツ誇では人称変北の学教と夜数で異なる母音交替(ド.

Ablaut) を示すが、さらブリジア誇では解消された。例.フ. ik kin=wy 

kinne; オ. ik kan特 wijkunnen; ド. ich kann仲 wirkonnen 

②過去分詞

過去分認が弱変化動認の -dと強変化動詞の -enの両方で終わるものが

多い。

hy hat"'{kinnen/kind; meien/mocht; moatten; sillen/sild; 

官ollen/胃old;doaren/doarst/doard; hoegd (hoefd)} 

σ 退去分詞 hoegen(Hoekstra 1997 : 4) とL寸語形も見られる o

(2)語}I憤

(a)不定形

不定形では動詞または動詞群を文末(右枠〉に置く(ただし、第 3不定詞

(命令形不定詞)を除く)。動詞群では動詞の数に関係なく、支配する動詞を

句，gnu-ν 
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支配される動詞の後に一貫して置き、ドイツ諾やオランダ語のような「代替不

定詞J(ド. Ersatzinfinitiv)は用いない。

Frysk prate kinne rフリジア語を話せる(こと )J

Frysk prate {kinnen/kind} hawwe rフリジア語を話せた(こと )J

(b)従属文

従属文では従属接続詞などの補文導入要素を先頭(左枠)に置き、文末(右

枠)の動詞群の末尾の動詞を定形にして枠構造をつくる。

Ik wit dat er Frysk prate kin. r私は彼がフ 1)ジア語を話せることを知

っている」

Ik wit dat er Frysk prate {kinnen/kind} hat. r私は彼がフリジア語を

話せたことを知っている」

(c)主文

主文では定動詞を第 2位(左枠)に置き、文末〈右枠〉に置いた不定認とと

もに枠構造をつくる。

Hy kin Frsyk prate. r彼はフリジア語を話せるJ

Hy hat Frysk prate {kinnen/kind}. r彼はフリジア諾を話せた」

te-第 2不定詞を伴う doare，hoege (hoeve)の語順はt377(2)で述べる。

ごアオランタ'誇・ドイツ語との相違に注意。最近、オランダ語からの干渉を受

けた誇}I慣が増える傾向にあるが、好まし(ないとされるの

オ. 1k weet dat hij Fries 1can spreken. r向上J

Ik weet dat hij Fries heeft kunnen spreken. r向上J

Hij kan Fries spreken. r向上j

Hij heeft Fries kunnen spreker1. r同上J

ド. 1ch weis. dass er Friesisch sprechen kanr1. r向上j

1ch weis. dass er Friesisch hat sprechen konner1. r向上j

Er kann Friesisch sprechen. r向上j

Er hat Friesisch sprechen konner1. i向上J

(3)不定詞を伴わない場合

(a)不定詞の省略(t3 97(10)) 

話法の助動詞の客観的用法 ((4)(b)②)では何らかの形で修復可能の場合に

不定詞(第 1不定詞， te-第 2不定詞)を省略することがある。

省略される不定詞には次の種類がある。

①運動動詞の省略

方向や随伴などを表わす文成分を伴う場合に多い。
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Moarn sille wy der hinne. 「明日、私たちはそこに行きますJ(Bosma-

Banning 19812 
: 43) 

Ik wo1 ek mei. 「私もいっしょに行きたい」

It famke doarst foar gjin noch safol1e nei it bOthus. fその女の子

は絶対に牛小星に行こうとしなかったJ(ULI' S， B 20 : 20) 

Jimme hoege hjoed net rlei skoa11e， j imme ha hjoed fri j. 「君たちは

今日、学校に行く必要はありません。 今日は休みですJ(Visser 1985 : 

639変更〉

②運動動詞の省略: 「話法の助動詞+te-第 2不定詞J(~97(1 0)) 

Ik si1 nei hOs te iten. 「私は家に食事に行こうと思いますJ(ULI' S， B 

14 : 10) 

Ik百01te fiskjen. 「私は魚釣りに行きたいj(Bosma-Banning19812:55) 

Men kin te aaisykjen， te fiskjen en te si1en. 「卵探しゃ魚釣りやヨ

ットをやりに行くことができる j(ULI' S， A 19 : 19) 

この構文が運動動詞の不定詞の省略であることは次の用例を参照。

Gabe giet te aaisykjen. 「ガーベは卵探しに行く J(ULI' S， A 19 : 19変

更〉

Do giest moarn net te silen. 「あなたは明日、 ヨットをやりに行くんじ

ゃありませんよJ(ULI' S， B 20 : 12) 

③一般的な行為・存在を表わす動詞の省略

Witst wol hoest rnei dat apparaat rnoatste? r君はその器械をどのよう

に扱うべきかわかりますかj(hoest←hoe' tst)(Zantema 1984 : 1198) 

Syn 1earen wo1 net bot. 「彼の勉強ははかどらないJ(Bosrna-Banning 

19812 
: 56) 

Ik fernirn， jo kinne net. 「君には無理だと私は感じるj(Boersrna/Van 

der官oude19802 
: 89) 

Hoe kin dat? rどうしてそれが可能なのかJ(ULI' S， A 20 : 7) 

次の用法では rneie，hoege (hoeve) (+否定)をそれぞれ「好きだJ、

「必要としないJという意味の他動詞として用いているとも言える。

Bern rneie graach swietekau. 「子供は甘いものが好きだJ(Bosrna-Banning

19812 
: 144) 

Do hoechst dyn sean aai ek net tink? rあなたはゆで卵もいらないわけ

ねJ(Bangrna 19932 
: 128) 

④ー殻的な行為・存在を表わす動詞を含む分離動詞で、分離成分に相当する

ものが残る場合
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De moade rnoat men nei al sil 't himd ek boppe de broek. rシャツカ〈

ズボンの外に出ることになっても、流行には従わざるを得ないJ(Bosma 

Banning 1981 Z : 43) 

Dy' t der mear fan witte wol moat syn lesjouwer mar oan. rそれにつ

いてもっと知りたい人は担当教師にたずねる必要がありますJ(ULI' S， B 

18 : 9変更〉

Sille wy in slach om? r散歩に行こうかJ(Bosma-Banning 19812 
: 21) 

Dy broek hoechst ek al net mear oan. rあなたはもうそのズボ、ンははか

なくてもいいわよJ(ULI'S， C 4: 17) 

oandoare r敢行する、請け合う Jのように分離動詞を形成するようになっ

た例もある。

Meiinoar doare famkes en jonges de striid oan. rたがいに女の子たち

と男の子たちは競争をやろうとするJ(ULI'S， B 14: 16変更〉

In hushalding ut de sted hat it 0andoarst en keapje it spultsje. 

「都会の一家がその小さな農場を思いきって購入したJ(ULI'S， B 14 : 13) 

⑤完了の助動詞 ha(wwe)/wezeと受動の助動詞 wurdeの省略

受動の助動詞 wurdeは広く省略可能である。

耳ykin it ek net helpe， dat moat sein. r彼でもそれは無理だ、残念だ

が(=それは言われなければならない)J(sein [wurdeJ←sizze r言う J) 

Dat moat hjoed noch regele. rそれは今日中にかたづける必要があるJ

(regele [wurdeJ←regelje r片付けるJ) 

Dat lan sil ierkavele. rその土地は分割される予定だJ(ferkavele 

[wurde]← ferkavelje r分割するJ)(Zantema 1984 : 862) 

完了の助動詞 ha(wwe)/wezeの省略は制限が強い。次例の 'kin"'dien'

は{費用句的な表現だが、‘kin...naaid' は辞書の用伊jにあるものの、好ま

しくないとする話者もいる。‘kin...lezen' はかなり認容度が低い。

Dat kin ik hjoed noch dien. rそれは私は今日中にやってしまうことが

できるJ(dien [hawweJ←dwaan rするJ)(Visser 1985 : 151変更〉

(?)Dat kin 'k hjoed noch naaid. rそれは私は今日中に縫ってしまうこ

とができるJ(naaid [ha阿 eJ←naaier縫う J)(Visser 1985 : 375) 

*Ik {moat/官ol}dat boek foar snein lezen. r私はその本を日程Eまでに

読んで{しまう必要がある/しまいたい}J(lezen [hawwe]← leze r読むJ) 

σ オランダ誇では受動の助動詞 wordenは省略可能だが、完了の助動詞

hebben/zijnは省略できな L、G zullenには主規的用法しかないので、ど

ちらの場合にも省略できない ((4)(b))。
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dat moet {gezegd/gezegd worden 

(ANS 1984 : 558変更)

オ. Hij kan het ook niet helpen， 

「向上J/worden gezegd). 

Dat盟註 vandaagnog {盟主主主主ld/.e:eregeldwordeg/wo県竺

「向上J

Dat land zal {verkaveld/verkaveld胃orderl/Wordenverkaveld}. 

geregeld}. 

f向上J

Dat担旦 ikvandaag nog 伊豆坐型/gedaanhebberl/hebben gedaan}. 

「向上」

'k vandaag nog {*genaaid/genaaid hebben/hebben 

gedaan}. r同上j

Ik {moet/wil} dat boek voor zondag {*gelezen/gelezen hebben 

Dat kan 

「向上J/hebben gelezen}. 

(b)その他の場合

不定詞を伴わない表現にはこのほかに以下の場合がある。

877(1)(e)①〉(おもに wolle，rdat-従属文」を伴う場合① 

次例では主文と従属文の主語が同一であることに注意。

「彼はその絵を買っておけばdat er dat skilderij kocht hie. 

よかったと思ったJ(ULI' S， 

Hy官oe，

B 19 : 15) 

②前置詞句を伴う場合

「…が好きだ(嫌いだ〉、…に‘oer+名詞匂+(net) {kinne/(wol) meie}' 

〈耐えられない )Jの用例が多い。耐えられる

Ik kin net oer spekfet. r私はベーコンは苦手だJ(Zantema 1984 : 679) 

それは気持ちがいいと思う」「太陽の光、De sinne der mei ' k wol oer. 

(Zantema 1984 : 679) 

Ik rnei der net oer dat farnkes smoke. r私は女の子がタバコを吸うのは

感心しないJ(Bosma-Barming 19812 
: 143) 

(初期近代英誇 EarlyModern ワ話法の助動詞と用いる不定詞の省略は英語

不(逆に、を除くゲルマン誇に共通である以降)English (11500-1700) 

「キムは学校に行かとにければな

定詞句のJ省略は英語だけが可能である)。

{臼/gean}. (ta) Ik moat nei skoalle 

らな L、j

ブ.

「向上」{白/思担}.Ik moet naar school オ.

「向上j{臼/gehen}. ド. Ich muss in die Schule 

「向上J

「向上j

-5Q1ー

{臼/ga}til skolan 

{*0/go} to school 

ス. Jag maste 

1 must エ



i19フリジア誇では話法の助動詞以外でも不定詞の省略が起こる(~ 97 (10))。

フー Ikbin fan doel om nei skoalle (ta) {臼/tegean}. r字ムは学校へ行

〈つもりですJ

(4)意味と用法

(a)主観的用法と客観的用法

話法の助動詞には doareと hoege(hoeve)を除いて次の二つの用法がある。

i)主観的用法 (iご. subjektiver Gebrauch，話法的用法フ. epistemysk/ 

官ier-rnodaal)

u)客観的用法〈ド¥objektiverGebrauch，疑1JJ話法的用法フ. deontysk/ 

sabeare-modaal) 

主観的用法は蓋然性を表わし、葦然性の程度によって話法の助動詞全体が体

系づけられる(伊11.moatte r…にちがいないJは蓋然性が高く、 kinner…か

もしれない」は蓋然性が低い〉。客観的用法は能力。可能、許可、義務・必要、

意志、願望などの個別的な意味に分かれる。話者の心的態度の表現としての話

法の意味を明確に示すのは主観的用法であり、客観的用法は疑似的な話法の意

味を示すにとどまる。

doareと hoege(hoeve)はもっぱら客観的用法で用いる。 silleにはオラ

ンダ語の zu日en(あるいはドイツ語の werden(wird;不定詞を欠くので、現

在形 3人称単数を付記する。以下同様)とは異なって、客観的用法と主観的用

法の両方がある(s77(d))。

主観的用法は状態を表わす不定詞や完了不定詞と用いる傾向がある。

Jantsje koe har hier wol ferve ha. rヨンチェは髪を染めたのかもしれ

ないJ(fervje r染めるJ)(Hoekstra 1997 : 61変更〉

Dat rnoat官01in nuveren-ien weze. rそれは変なやつにちがいないJ

(Zanterna 1984 : 626) 

しかし、これには客観的用法の用例もあり、解釈に注意を要する。

Ik {rnoat/wol} dat boek foar snein 1ezen hawwe. r私はその本を日曜日

までに読んで{しまわなければならない/しまいたい}J (leze r読むJ) 

Jirnme kinne noch moai foar tolven thus weze. rあなたがたは12時まで

にまだじゅうぶん家に戻れますJ(日oekstra1997 : 129変更)

(b)統語現象への反映

両者の相違は以下の統語的な現象にも反映する。

①不定形と完了形の形成

話法の助動詞は客観的用法では不定形〈不定詞、分詞〉として現われるこ
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とができる。

De tiid sil 't leare moatte. r時がそれを教える必要があるだろう」

(De Boer 1986 : 112 (四))

Lit it net by sillen bliuwe. rそれをやろうということで終わらせない

ようにしなさいJ(Tamminga 1987) 

Do hast hjir neat te wollen. r君がここでほしいものは何もない」

(Visser 1985 : 878) 

したがって、次のように完了形にできる。

It hat sa weze moatten. rそれは避けられないことだった(=そうでな

ければならなかった)j (Zantema 1984 : 626) 

It hat net sa官eze{meien/mocht}. rそれはそうあるべきではなかった」

(V isser 1985 : 439) 

一方、主観的用法ではふつう不定形にならず、完了形は話法の助動詞を支

配する完了の助動詞が非現実の仮定という話法的な意味を表わす場合など

に限られる。

It wer beskikber komn陀 nfan syn boek hie in feestlike eare foar 

Klaes Dykstra百ezemoa tten -mar de百erklikheidwie dus al oars. 

「自著の再度の完成はクラース・ディクストラにとっては慶賀の名誉にな

るはずだったーしかし、現実はこのように違ったものになってしまったJ

(Ut de Smidte : 31e jiergong nu. 2， maaie 1997， side 1) 

②不定詞の省略 ((3)(a))

第 1不定認の省略は客観的用法では可能だが、主観的用法では不自然な場

合が多い。

j)客観的用法

Pyt {kin/mei/盟主主/sil/wol}nei Japan ta {監型/0}.rピトは日本に

{行くことができる/行ってもいい/行かなくてはいけない/行くつもりだ/

行きたいのだ}J

u)主観的用法

Pyt koe wol nei Japan ta {gean/本0}.rピトは日本に行くかもしれないJ

(Hoekstra 1997 : 132変更〉

Mocht Pyt nei Japan ta {gean/*0}， dan gean ik ek mei. rピトが日本

に行くことがあれば、私もいっしょに行く J(ib. 132変更)

Moast Pyt noris nei Japan ta {gean/牢の}. rピトが日本に行くはずだな

んて!J (ib. 132変更)

Pyt sil wol nei Japan ta {gean/*0ト「ピトはたぶん日本に行くだろう」

n
u
 

r
h
d
 



(ib. 132変更〉

Pyt wol noch wolris nei Japan ta {gean/本o}. rピトはいつか日本に行

くぞと言い張っているJ(ib. 132変更〉

次のような慣用匂的な表現では例外的に可能なことがある。

Dat sil (' t) wol. rそれはそうだろう J(Zantema 1984 : 862) 

Soe it? rそれは本当なんだろうかJ(ib. 862) 

1t falt wol wat ta， soe 't net? rそれはまんざらでもないかもしれな

いよねJ(ib. 862) 

Dat kin wo1. rそれはそうかもしれないJ(TiersIDa 19992 
: 105) 

③不定詞句の代名詞化

客観的用法では主観的用法とちがって、不定語句は指示代名詞 datで置

きかえられる。

“青yIDoatte Frysk leare. "“Ja， dat moatte wy. " r私たちはフリジア語

を学ばなくてはいけないJrそうだ、そうしなくてはならないJ

しかし、主観的用法では不可能である。

~Hy IDoat siik weze. "“本Ja，dat IDoat er." r彼は病気に違いないJ rそ

うだ、そうにちがいないJ

④疑似分裂文

客観的用法では主観的用法とちがって、疑似分裂文が可能である。

ht wy moatte is Frysk leare. r私たちがやらなくてはいけないのはブ

リジア語を学ぶことだJ

ネ官ater IDoat is siik weze. r彼がそうにちがいないのは病気であること

だj

(5)非現実の表現

西フリジア語にはドイツ語やアイスランド語のような接続法がなく、過去形

を非現実の表現に用いる(!3 74(2)(c)， f3 75(4)(b)， !3 99(4)(a)②〉。

(a)現在(非過去)における非現実

①過去形または rsoe."未完了第 1不定詞」

現在(非過去)における非現実は過去形、または話法の助動詞 silleの

過去形 soeと未完了第 1不定詞で表現する。両者の組み合わせも可能で

ある。

i)過去形

At se it my {moarn/*juster} frege， dan die ik it. rもし彼女が{明

日/昨日}私にそれを頼めば、私はそれをするだろうにJ(freegjer頼む」、
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dwaan 1するJ)(Hoekstra 1997 : 64変更〉

ii) soe...未完了第 1不定詞

At se it my {rnoarn/*juster} freegje soe， dan soe ik it dwaan. 1向

上J(ib. 65変更)

両者の組み合わせも可能である。

iii)過去形と Isoe...未完了第 1不定詞J

At se it rny {moarn/*juster}立盟主， dan soe ik it dwaan. r向上J(ib. 

64変更〉

At se it rny {moarn/*juster} freegje soe， dan die ik it. 1向上J(ib. 

64変更〉

これは silieが推量(主観的用法)の意味で広く用いられることによる

が、その過去形 soeは非現実の表現手段として確立していると言える G

② 2種類の soe

soeは「意志・計画・予定J(客観的用法)の意味の silleの過去形とし

ても用いるので、注意を要する。

Hja soe it rny moarn freegje. r彼女は明日私にそれを頼むかもしれない」

(推量:主観的用法)(ib. 65変更)

Hja 笠~ it my justerな竺副主.1彼女は昨日私にそれを頼むつもりだったJ

(意志・計画・予定:客観的用法)(ib. 65変更〉

抱の話法の助動詞とともに用いると、意味的な共起制限のために推量〈主

観的用法)の意味の現在(非過去)における非現実の表現にほぼ限定され

る。

Hja soe it my moarn freegje kinne. r彼女は明日私にそれを頼むことが

できるかもしれないJ(推量:主観的用法)

本Hjasoe it rny juster freegje kinne. r彼女は昨日私にそれを頼むこと

ができるつもりだったJ(意志・計画・予定:客観的用法)

(b)過去における非現実

過去における非現実は過去完了形、または話法の助動詞 si1ieの過去形

soeと完了第 1不定認で表現する。両者の組み合わせも可能である。ここでも

soeは非現実の表現手段として確立している。

i)過去完了形

At se it rny {本rnoarn/juster}frege hie， dan hie ik it di飢「もし彼

女が{明日/昨日}私にそれを頼んでいたら、私はそれをしていただろう

にJ(ib. 64変更)

li) soe...完了第 1不定詞
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dan soe ik it dien ha. At se it my {*moarn/juster} frege ha soe， 

64変更)「同上J(ib. 

「向dan soe ik it dien ha. 

iii)過去完了形と rsoe..・完了第 1不定詞」

A t se i t rny {*nωarn/juster} frege hie， 

上」

dan hie ik it dien. r同At se it my {*moarn/juster} frege ha soe， 

上J

その，他の用例。

As de auto stadiger riden hi e， soe alles noch best goed gien weze 

kinne. rもし車がもっとスピードを落としていたら、万事支障なくすんで

C 12 : 21) いたのにJ(ULI' S， 

「もAs ik dat dwaan mochten ha官官e80e， wie alles noch goed ofrun. 

し私にそのことをすることが許されていたら、すべては良い結果に終わっ

C 12 : 13) ていただろうにJ(ULI' S， 

soe以外の話法の助動詞による過去における非現実(c)非現実の

soeは過去における非現実の表現としては別格であり、「意志・計非現実の

soeおよびその他の助動詞によsil1eの過去形としての画・予定」の意味の

それぞれこれとは別の次の 2種類がある Oる過去における非現実の表現には、

と呼ぶことにする。後者は用法

に制限があり、用例の数も前者に比べて少なく、過去の非現実の表現としては

日)r完了不定詰構文Jj)r過去完了構文J、

:完了の助動詞の過去形…第 1不定詞十話法の助動詞の

有標である。

「過去完了構文J

過去分詞

mar hy hie der neat Pyt hie snein einliks de t命10mhakje moatter1， 

「ピトは本当は日曜日に庭の手入れをしなければならgjin sin oan han. 

まったくその気がなかったJ(Hoekstra 1997:53変更〉ないはずだったが、

:話法の助動詞の過去形…完了第 1不定詞「完了不定詞構文」

mar hy hie der neat Pyt rnoast snein einliks de tun 0rnhakke ha， 

54変更)「同上J(ib. gj in sin oan han. 

そ
「

1
1

その他の過去完了構文の用例。

Wa hie ea tirLK:e {kinnen/kind} dat it nochris safier komme soe. 

こまでになるとはだれに想像できただろう J(ULI' S， B 20 : 18) 

「私は本当はもっとよく知っているべきだっIk hie beHer witte moatten. 

「私たちは仕事にけりを

たJ(Bangma 19932 
: 20) 

Wy 出旦~ us wurk graachδf ha {wollen/官old}.
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つけたかったのだがJ(ULI' S. B 18 : 21) 

Dat hiest net dwaan {hoegd/hoefd}. r君はそれをする必要はなかったの

にJ(Visser 1985 : 283f.変更〉

第 1不定詞を伴わない過去完了構文の用例。

Ik jou ta， soks hie a1 earder moatten. rなるほど、そのようなことは

もっと早くやっておく必要があったのですねJ(Bangma 19932 
: 83) 

It hie net {hoegd/hoefd}. rそれは必要なかったのにJ(Visser 1985 : 

284) 

荷者には次のような違いがある。

①過去における事実

「過去完了構文jは過去完了形と同形であり、過去における事実の表現と

しても用いるが、「完了不定詞構文Jはこの意味では用いない。

i) r過去完了構文J 過去における事実一可

Pyt hie snein foar straf de tun 0mhakje moatter] en der hie er de 

hiele dei mei besteld west. rピトは罰として日曜日に庭の手入れをし

なければならず、それに一日中かかりきりだったJ(ib. 54変更〉

u) r完了不定詞構文J 過去における事実一不可

本Pytmoast snein foar straf de tun 0mhakke ha en der hie er de 

hie1e dei mei besteld west. r向上J(ib. 54変更〉

②従属文

「過去完了構文Jは従属文で用いることができるが、「完了不定認構文」

は用いることができない。

i) r過去完了構文J 従属文で過去における非現実-可

Hja wit dat ik har in brief skriuwe wollen hiee「彼女は私が本当は

彼女に手紙を書きたかったことを知っているJ(Hoekstra1997 : 52変更)

υ 「完了不定詞構文J 従属文で過去における非現実一不可

*Hja wit dat ik har in brief skreaun ha woe. r向上J(ib. 52変更〉

(d)非現実の soeを用いた過去における非現実との対比

①主文と従属文での「完了不定詞構文Jに相当する構文

他の話法の助動詞と違って、非現実の soeでは「完了不定詞構文Jに相

当する構文が従薦文でも許されることは (b)で示したとおりである。

Pyt soe foaτde wyn soarge ha. rピトはワインを調達するはずだったの

にJ(主文)(ib. 60変更)

珪jaseit dat Pyt foar de wyn soarge ha soe. r彼女はピトがワインを

調達するはずだったのにと言っているJ(従属文)(ib.60変更〉
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② 「過去完了構文jの可否

非現実の soeは (a)で述べたように非現実の表現として確立しており、

この意味では過去分詞 sillenが現われる「過去完了構文」は用いず、

soeが現われる「完了不定詞構文Jを主文・従属文に関係なく用いる。し

たがって、 (c)で述べたその他の助動詞による過去における非現実の表現

の場合とは逆の分布が見られる。

i) r過去完了構文J

本Hiese wol lokkich mei Jan weze si 11er1? r彼女ははたしてヨンといっ

しょで幸せだったのだろうかJ(ib. 80) 

日) r完了不定詞構文j

Soe se wol 10kkich mei Jan west ha? r向上J(主文)(ib.80) 

Wa wit oft se官0110kkich rnei Jan west ha soe. r彼女がはたしてヨン

といっしょで幸せだったのかだれが知ろう J(従属文)(ib.80) 

その他の用例。

Soe hja dat wo1 witten ha? r彼女ははたしてそれを知っていたのだろう

かJ(ULI' S， B 14 : 11> 

ただし、「意志・計画・予定jの意味の silleの過去形としての soeで

は、他の助動詞の場合と!司様に「過去主了構文Jを用いることができる。

百yhie hjir ek時間 siller1， rnar hy waard behindere. r彼はここに来

るつもりだったが、邪魔がはいったJ(Zanterna 1984 : 862) 

Dat hied er faaks wol dwaan sillen. rそれを彼はもしかするとやるつ

もりだったのかもしれないJ(hied←hie)(ULl' S. C 20 : 14) 

Jimme hiene dat dwaan sillen. rあなたがたはそれをしようとすればよ

かったのにJ(ULI' S， C 20 : 12) 

ヴオランダ語では退去における非現実の表札としてもっぱら「退去完了構文j

を用い、「完了不定詞構丈」 は zullenの退去形の zouにl宝られる(用例

は Hoekstra(1997: 47))。

i) r退去完了構文J 可

オ.Hij had z'n koffer daar neer kunnen zetten. r伎はトランクを

おろすことができただろうにj

Je haa eerder moeten komer1. r君はもっと手く求なければならな

かったのにJ

Jan had voor de wijn zullen zorger1. rヤンはワインを調達する

はずだったのに」

ii) r完了不定詞構丈 zouを除いて不可
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オ. *Hij kon z'n koffer daar neer gezet hebber1. r同上j

*Je moest eerder gekomen zijr1. r向上J

Jan zou voor de wijn gezorgd hebben. r同上J

このように、 zout.;tオランダ誇でも母フリジア誇と同誌に非琉実の表札と

して確立していると言える。ドイツ語の胃urdeにも同様の事実が指摘で

きる O オランダ誇の zullen(Kirsner 1969) やドイツ誇の werden(wird) 

の基本的な意味は、他の話法の助動詞と造って、百ノ〈一セントの現実皮で

はない任意の現実皮を示すことにす Fず、議々な話法的なニュアンスは誇

用詩的な要国に左宕されるのであり、非現実の表現として独立させようと

する傾向に合致するに至ったと考えられる。~フリジア誇の sille も同

誌の頬向を示すが、 zullenや werden(wird) と違って客観的用法がある

点で一歩手前の発達段階にあると言える。じじっ、 Hoekstra(1997: 80) 

によれば、 19-1:仕事己の岳フリジア誇では過去分詞 sillenを用 L、た「退去完

了構丈j の用例が従忌えで見られる。

フ. Hwa wit ef hy wol lokkich mei Janke weze scillen hie. r{えがは

たしてヨンケといっしょで幸せだったのかだれが知ろう J(正書法は

1893年の原文のまま)(Hoekstra 1997 : 80) 

「退去完了構丈j と「完了不定詞構丈j を比較すると、オランダ誇では

zouをi沿いてもっぱら読者を用いる。ドイツ誇も河様である。

ド Er{hatte es tun konnen/*konnte es getan haberd. r伎はそれをや

ることができただろうにj

これにたいして、岳フリジア誇では上述のように後者も可能だが、従属丈

で{走者が許されないことや用例の頻度から前者が怪勢である。一方、英誇

では役者しか許されない。中高ドイツ誇でも同禄だったの

エ.He could have done i t. 

中高ド siwolden Volkeren ze tode erslagen har1. r扶らはフォルケル

を殺してやりたいところ rったJ(Paul/Wiel/Grosse 198923 
: 

296) 

これは英語や中高ドイツ誇では話法の助動詞が不定形と〈に退去分詞を欠

(ことによる。ドイツ誇はその後、話法の助動詞が退去分詞を発達させた

ために、「完了不定詞構えj から「退去完了構丈Jに移行し、非現実の

胃urde を用いた構丈を発達さそ士つつある。オラング誇も同誌の移行を経た

が、~フリジア誇は「完了不定詞構丈j から「退去完了;博文j への移行の

途上にあると考えられる。同様の変北は北ゲルマン誇にも観察される。
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例用失」類

の

種

も
の

う

詞

伴

動

を

〕

助

詞

引

の

定

一

M

法

不

[

話

炉

問

符，E

噌
作
且

司

I
z

、，J
s
u
a
 現在形 過去形

ik kin [klnJ 

(do) kinst [kPst， (ke: nst)J 

hy kin [klnJ 

hja kinne [kIna] 

ik koe 

(do) koest 

hy koe 

[kU3 J 

[kU3st] 

[ku:J ] 

hja koene(n) [kÚên~(n)] 

過去分詞 kinnen [kInm]， kind [klnt] 

①能力・可能性 r…できるJ

i)第 1不定詞を伴う用例

主語の能力や客観的な可能性を表わす。

Ik kin jo net ferstean. r私はあなたの言っていることが関こえないj

(Bosma-Banning 19812 
: 13) 

Do koest it net fine. r君はそれを見つけられなかったj何L!'S， B 14 

: 21) 

Wy kinne Fryslan yn san lanskippen ferdiele. r私たちはフリースラン

トを 7つの地形に分けることができるJ(ULI' S， C 9 : 10) 

υ第 1不定詞を伴わない用例

Faaks kin it noch krekt. rもしかしたらそれはまだ可能かもしれない」

(ULI' S， B 19 : 14) 

Korreksje fan eigen wurk kin net. r自分の作品の修正は無理だJ(ULI'S， 

A 16 : 8) 

胃attinkt jo dokter， ut en troch in sigaarke kin dochs gjin kwea? 

「どう患いますか、先生、たまにタバコをやるくらいは悪くないでしょうJ

(Bangma 19932 
: 61) 

De krante kinne jo net sOnder， gjin dei. r新聞は一日もなしではいら

れないJ(ULI' S， C 15 : 10) 

Ut Ljouwert wei kin men rlei Harns， nei Grins， nei Swolle en nei 

StarUID. rリャウエト(オ. Leeuwarden rレーヴァルデンJ)からはハー

ンス(オ.百arlingenrノ、ル')ンゲンJ)、フローニンゲン(オ.

Groningen)、ズヴォレ〈オ. Zwolle)、そして、スタールム(オ. Stavoren 

「スターヴォレンJ)に行くことができるJ(ULI' S， C 20 : 9) 

ヴ ‘oer十名詞句+(net) kinne' ーが好きだ(去最いだ)、…に耐えられる
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(耐えられな L、)J については~ 76 (3) (b)②参照。

②依頼(疑問文2人称主語): r…してくれませんかJ、申し出〈疑問文 1

人称主語): r…しましょうかj、許可(疑問文 1人称主語): r…しでも

かまわないJ

①と関連するが、能力そのものをたずねるのではなく、状況に応じた可能

性などを表わす。

Kinst my wol efkes helpe? rちょっと手を貸してくれないかJ(依頼〉

(ULI' S， A 16 : 8) 

Moarn mefrou， kin ik jo ek helpe? rおはようございます、奥様。何に

いたしましょうか〈庖などで)J(申し出)(ULI'S， B 3 : 7) 

ウ (e)② wolleも依頼の意味、 (d)① silleも申し出の意味に用いる。

過去形 koeを使えば、さらに腕曲な表現になる。

Koest dy net better stilhalde? r君は黙ったほうがいいんじゃないのJ

(依頼・擁曲)(Bosma-Banning19812 
: 54) 

@推量 r…かもしれないj

It kin tige spalliiend weze. rそれはとてもスリルがあるかもしれないj

(ULI' S， A 11 : 5) 

De sinne kin mar skine. r日が照ることもあろう J(ULI'S， A 9: 7) 

(b) meie [mai d， meI d ] 

現在形 過去形

ik mel [mai， mEI ] 111: rnocht [moxtJ 

(do) meist [maist. meist] (do) rnochtst [moxst， mokstJ 

hy mel [mai， mdJ hy mocht [moxtJ 

hja mele [m丞i3，mti:J] hja mochten [moxt8n] 

過去分詞 mocht [moxtJ， meien [maim， mtimJ 

①許可 r…しでもいいJ

i〉第 1不定詞を伴う用例

As jo der net ut komme，配iejo in ensyklopedy bruke. r解決できな

い場合には百科事典を使ってもかまいませんJ(UL l' S， C 17 : 9変更〉

Dy bern hiene al1egear ruzje om wa't yn dat boatsje farre mocht. 

「その子供たちはだれがそのボートに乗ってもいいかをめぐって皆でけん

かをしたJ(ULI' S， A 14 : 15) 

Mei ik hjir wol sitten gean? rここにすわってもいいですかJ(ULI' S， 
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B 18 : 21> 

u)第 1不定詞を伴わない用例

Skriuw no yn likernach 10 sinnen de wichtichste punten ut it fer-

「その話の中から10ほどの文でもっIt mei vn it Hollansk. haa1tsje op. 

とも重要な点を書き出しなさい。オランダ語でもかまいません」

「…してはいけないj②禁止(否定文): 

「私たちはエネルギーを浪費してはWy meie de enerzjy net fergrieme. 

C 20 : 14) ならないJ(ULI' S， 

「彼は遅く帰宅してはいけないJ(Bosma-Ry mei net let thuskomme. 

Banning 19812 
: 143) 

( (c)②)。も用禄の意味で用 L‘るmoatte 答定丈のくア

③好み〈肯定文) : r…するのが好きだJ

副詞 graach/wolr好んでjを伴うことが多い。

i)第 1不定詞を伴う用例

Hy mei der graach mei nifelje. r彼はその細かい仕事をするのが貯きだj

「スケートも君は大好きだったねJ

A 19 : 7) 

Reedride mochtst ek sa graach d百aan.

A 19 : 7) 

(ULI' S， 

(ULI' S， 

「コウノトリと女Earrebarren en froulju rneie graach heech nestelje. 

(=目立ちたがる。 ことわざ)J(Beintema は高い所に巣を作りたがる

1990 : 32) 

「…を好むJ

「私はそれが好きだJ(Zantema 1984 : 604) 

‘名詞匂+lije[l h~J meie' 

例用

e
一
'u
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一
な

τ
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ニ
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コ
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盟

問

比

信

用
、、ノコ出

「私はコーヒーと紅茶にIk mei ek graach wat swiet yn tee en kofje. 

は甘いものを入れるのが好きだJ(ULI' S， C 3 : 7変更)

「私自身はウイスキーも好きなのjIk mei sels w01 graach in whisky. 

(Bangma 19932 
: 9) 

「私はほかの人とでかけるのも好きIk mei ek graach mei in oar fuort. 

だJ(Bosma-Banning 19912 :45) 

…に耐えられ(嫌いだ)、「…が好きだ(net) meie' ‘oer十名詞句+(wol) ず九四、、J

衣服
7 '、.、。( S 76 (3) (b)②) (吋えられない)J ? 

-:;:， 

④好み(否定文) : r…するのが好きではないJ

「私はそいつの顔が見たく

i)第 1不定詞を伴う用例

Ik mocht dy fint foar myn eagen net sjen. 
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なかったJ(Bosma-Banning 19812 
: 143) 

「ここには住みたくないと思っIn protte minsken meie hjir net wenje. 

ている人が多いj(Bangma 19932 
: 80) 

f…を好まな ~'J‘名詞匂+net1ije meie' 江〉

「私はそのセーターは好みではないJ(ULI' S， Ik盟!.dy trui主Lよ斗E・

C 4 : 5) 

A 17 : 25) 

iii)第 1不定詞を伴わない用例

「私はネズミは嫌いだJ(ULI' S， 

1
1
J
 

るきで‘、
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と
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こ

凶

る
n
一
す

ob一
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己
じ
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開
口

比

可
⑤
 

「彼はもう少しHy hope dat er noch in skoftsje libjen bliuwe堅生t.

B 20 : 10) の間生きていられることを望んだJ(ULI' S， 

「ーするべきだ、ーするのがふさわしいJ⑤必然・必要:

「君は急がなくてはいけないJ(Bosma-Banning Do meist wo1 avesearje. 

19812 
: 143変更)

「君は少し恥を知るべきだJ(Zantema 1984 : Do meist dy wat skamje. 

Visser 1985 : 439) 604， 

dan mocht us libben 

「もし私たちがしようと思うことをすべて

wat wy dwaan soene， 

「…だろう J

As wy alles dwaan moasten， 

⑦推量:

官。1trijeris S3 lang duorje. 

しなければならないとしたら、私たちの人生は 3倍も長くなるだろう J

(Beintema 1990 : 30) 

「…であれJ

Mei de Heare jo seinigje! r主が汝を祝福し給わんことをJ(Visser1985 

⑧ 祈願:

: 439) 

ヨンケにキスができたらなあJ「ああ、mocht ik Janke in tut jaan. Och， 

(Hoekstra 1997 : 61) 

「私は望むJのような表現が言外に意図さ‘ik winskje"" 次の用例では

れていると考えられる。

Dat Heechwert noch 1ang libje mei! rへーへヴェト〈村の名)が長く栄

A 15 : 8変更〉えますようにJ(ULI' S， 

(c) moatte [m(w)丞t;JJ

過去形現在形

[m(百)astJ

[m(百)astJ

moast 

moast 

L
h且・τ

i

(do) 
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[m(官)atJ

moatst [m(百)astJ

rnoat ik 

(do) 



ny moat [m(w)atJ hy 国oast [m(w)ast] 

hja moatte [m(w)ata] hja moasten [m(w)ást~nJ 

過去分詞 moatten [m(w)丞tiln]

①義務・強制・必要・必然: 「…しなければならない、…するべきだj

i)第 1不定詞とともに

Neffens guon soe it iepenbier ferfier fergees weze moatte. 「一部の

人々によれば公共交通は無料であるべきだという J(ULI' S， C 18 : 17) 

百ymoasten tige laitsje， doe' t er him hieltyd fersinde. 「彼が関連

いをしてばかりいるのを見て、私たちは大笑いせずにはいられなかった」

(ULI' S， B 13 : 18) 

Hy moast it ris weagje doare! r彼はそれをちょっとやってみようとし

ないといけないのにJ(Zantema 1984 : 182) 

u)第 1不定詞を伴わずに

Oh. blikje， ik moat noadich nei skoalle. 「あ、大変だ、 もう学校に行

かなくちゃJ(ULI' S， C 3 : 8) 

Heal官eiachten moatte de lytse bern op bed. 「小さな子供たちは 7時

半に寝なくてはいけないJ(Bosma-Ban.TJ.ing 19812 
: 81> 

②禁止(否定文): 「…してはいけないJ

意味的に moatteを否定していない(第 1不定詞だけを否定している): 

i[…シナイ](= […スルJ[ノデ、ハナイ J)必要ガアル」

It petear moat net langer as fiif minuten duorje. 「話は 5分以上続

いてはいけませんJ(ULI' S， C 12 : 12) 

Jim moatte net sa bargje hear， oars官urdtit hiele kleed smoarch. 

「ねえ、あなたたちそんなに騒いではいけませんよ。 そうでないと服がみ

んな汚れてしまいますからねJ(ULI' S， B 11 : 18) 

てア 否定えの (b)② meie も同誌の意味で用いる。

③不必要(否定文): 「…する必要はない」

意味的に moatteを否定している: i[[…スル]必要ガアル] トイウコト

ハナイ」

bfen moat net alles sizze， wat rnen胃it， mar wol alles witte， wat 

men sei t. 「知っていることはすべて言う必要はないが、言うことはすべ

て知っていなくてはならない(ことわざりくBeintema1990 : 10) 

C7 吾定えの (2)(c) hoege (hoeve) も河誌の意味で用いるの

④強い推定: 「…にちがいない」
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It moast der sa smoarch yn 'e hus weze， ornearren de minsken. i家

の中はさぞ不潔だろうと人々は思ったJ(Bosma-Banning 19812:89変更)

Der rinne twa famkes mei in tas yn 'e han. Dy moatte grif in boad-

skip d官aan.r女の子がふたり手さげをもって歩いている。きっと買い物

をするにちがいな ~\J (ULI' S， A 11 : 8) 

(d) sille [sIla] 

現在形 過去形

ik sil [sI1 ] ik soe [SUd ] 

(do) silst [slst](← [sI1st]) (do) soest [sUJst] 

hy si1 [sI1 ] hy soe LSUd J 

hja sil1e [SIld] hja soene(n) [sudnd(n)] 

過去分詞 si llen [sI 1 m]， si1d [sIl t] 

silleには意志・計画・予定の意味〈客観的用法〉と推量の意味(主観的用

法)がある O 未来の意味は二次的であり、未来の助動詞とはみなされない。

①意志・言十欝・予定 rーするつもりだ、ーする予定だj

勧誘，申し出 (i)や命令。要求(u)の意味を表わすこともあり、主語の

人称や状況に応じた言語使用上の要因による。

i) 1人称主諾

'k Sil him efkes ut 'e bus helje. r私は彼をノくスの中から連れてきま

しょう J(ULI' S， B 15 : 7変更〉

Ik sil moarn in hus keapje. r明日、私は家を翼うつもりだJ(低下 S， B 

14 : 21> 

次例では silleが時を表わす条件節で現われていることに注意。

Dat fanke sil altyd fuort as wy ite sille. rあの子ったら、私たちが

食事をしようというときになると、いつもいなくなるんだから J(Bosma-

Banning 19812 : 53) 

1人称複数主語でおもに疑問文において勧誘「…しましょうかJの意味を

表わすことがある。

Sille wy dan no mar oan tafel gean? iそれではまあ、食卓につきましょ

うかJ(ULI'S， A 3: 10) 

Sille wy sitten gean? rすわりましょうかJ(Bosma-Banning 19812 : 56) 

1人称主語でおもに疑問文において申し出「…しましょうかJの意味を表

わすことがある。
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r時~
崎、，

Sil 'k noch gau wat oars bestelle? rさっそく何かまたほかのものを注

文しましょうかJ(Bangma 19932 
: 12) 

Sil ik om kertier oer twa猷1komme? r 2時日分に伺いましょうかj

(Bangma 19932 
: 22) 

(e)② wolle も勧誘、 (a)② kinne も0/し出の意味を表わす。

u) 2人称主語

，--、~

'-.! 

=¥  
凪ノ

Sil1e jimme wier nije wike a1 ferhuzje? rあなたがたは本当に来週も

うヲ!っ越してしまうのですかJ(ULI'S， B 13 : 19) 

命令・要求「…しなさい、ーするのですよ」の意味を表わすことがある。

Silst hjir komme. 「こっちにいらっしゃいよJ(Zantema 1984 : 862) 

これ以外に sille や退去形 soe 自体が令令・要求を表わすことはなく、

moatte を用いる。 ド. sollen/soll te， 1二 should との相違に注意。

3人称主語

Us Jan sil nije wike trouwe. 「うちのヨンは来週、結婚しますJ(ULI' S， 

C 7 : 30) 

God segene Noach en sei “noait mear sil in sundfloed al1es fer-

woestje". r神はノアを祝福して言われた。『二度と洪水がすべてのものを

滅ぼすことはないであろう jJ(De Arke fan Noach) 

次例では silleが時を表わす条件節に現われていることに注意。

Takom wike komt der rnear ni js oer， as de stichting 1t Fryske Boek 

har plannen bekend meitsje sil. 「来週、 フリジア語書籍協会が計画を

発表すれば、 それについてもっと新しい知らせが出るJ(uLIS， B 16 : 11 

変更)

②①の意味で第 1不定詞を伴わない用例

Do silst nije官ikenei it Amelan. i-君は来週、 アーメローン島(オ.

Amelandアーメラント島)に行く予定だJ(ULI' S， B 14 : 10) 

Wat si 1st? r君は何をするつもりなのかJ(Zantema 1984 : 862) 

Hy sil te fiskjen. r彼は魚釣りに行くつもりだJ(ULI' S， B 15 : 22) 

Dat haw ik no a1 jierren sillen. 「それを私はもう何年もやろうと思っ

ていたJ(Hoekstra 1997 : 61) 

③推量: 「…だろう j

Hy sil syn官urkdochs dwaan moatte. 「彼はやはり仕事をせざるを得な

いだろう J(ULI' S， B 18 : 19) 

胃}'sil1e net lang bliuwe kinne. 「私たちは長く滞在することはできな

いでしょうJ(ULI' S， B18:19) 
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Sa'n gedicht sil nei alle gedachten net yn in ferdividaasjebled 

opnommen wurde. rそんな詩はどう考えても娯楽雑誌に掲載されることは

ないだろう j(況l'S， B 20 : 20変更)

Wat sil it betsjutte? rそれはどういう意味なのだろう j(Bosma-Banning

19812:5) 

④完了第 1不定詰を伴った推量

未来と過去の出来事を示す。「未来完了形」という名称は適切ではない。

i〉未来の出来事にたいする推量

As de bern op skoalle komme， sille de koeken folwoeksen同 ze.r子
供たちが学校へ来るときには、ケーキの木 (koekebeam)の実は十分大き

くなっているだろう j(Bosma-Banning 19822 
: 133変更)

ii)過去の出来事にたいする推量

Hoe let sil dat west hawwe? rそれはいつのことだったろう J(ULl' S， A 

20 : 7) 

Yn dit ferhaaltsje sille jo ek in ta1 nije wurden ts j inkommen weze， 

fこの物語の中であなたは一連の新語に出会ったことでしょう j(ULI' S， 

C 4 : 10変更〉

1t sil jo官olrisbliken dien ha dat wurden yn 't Frysk net yn ien 

kear oersetten wurde kinne yn it Hollansk. rフリジア諾の単語がその

まますぐにオランダ語に訳せるわけではないということが明らかになった

でしょう j(ULI' S， B 12 : 11変更)

ウ silleには客観的用法と主観的用法があるが、オランダ誇の zullenはふ

つう zullenにアクセントを毘 i…しなければならな Lリという意味を

除いて、もっぱら主観的用法で用 L、る。不定詞の省略は silleでは意志・

計品・予定の意味で可能だが、 zullenでは不可能である(r…しなけれ

ばならな Lリという意味では可能。 Hoekstra1997 : 60 ff.)。

フ.Pyt sil nei Grins ta. rピトはブローニンゲンに11"くつもりだj

(Hoekstra 1997 : 132変更)

オ. *Piet zal naar Groningen. rピトはフローニンゲンに11"くだろう J

(ib. 132) 

Piet ZAL naar Groningen. rピトはフローニンゲンにいかなければな

らない j (ZAL はアクセントをもっ)(ib. 132) 

Tamminga (1987) はオランダ誇の zullenに比べて silleは用法が広い

と述べている。これはよ記の用法の差によると考えられる。たとえば、オ

ランダ話では近接永永の表琉に zullenのかわりに rgaan+不定詞J が多
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sille とは言わず、「第 2不定詞十geanJ西フリジア誇では用されるが、

も)用 L、る。近接永永は漠然とした推量ではなwolle (叉侯動詞では
L
F
V
W
 

はこれに違zullen オランダ言吾の突堤怯のあいl:l::永事を表わすので、

sille はこれに遣するためと考えられる。d";フリジア言香の-'<.寸ぷ、，、

(もうすぐ)結婚する Jr 1tえは{sil trouwe/*giet trouwen} 百yフ

「雨が降りそうだj{{sil/wol} reine/*giet reinen} It 

「向上Jオ. Hij gaat trouwen. 

「向上jHet gaat regenen. 

~ 76 (4) (b)で述べた客観的用法でのみ可能なその他の現象がオランダ誇の

も永永(wird) werden ドイツ t~ のでは不可能であることも参照。zullen 

主観的用法しかない。話法の助動詩とみなぜるが、の助動詩ではなく、

( ~ 76 の過去形としての用法のほかに、別の用法がある

⑤ soeの用法

soe iこは sil1e 

(5))。

j)過去における意志・目的・予定(①の過去形)

「彼女は何を買おうかわからなかった」Hja wist net wat hja keapje soe. 

(Bosma-Banning 19812 
: 14) 

Hja wachte op it stuit dat har Heit sizze soe :“1s us Machteld der 

う時を待つ「彼女は父親が『マハテルドのやつはいないのかJとnet?" . 

たJ(Bosma-Barming 19812 
: 53変更〉

。推測・疑念・非現実の仮定

「趣味なしでは人生はあじけなSunder hobbys soe it libben earm官eze.

A 19 : 19) いものだろう J(UL1' S， 

der' t men soks dochs wol it alderleste Se 1 s yn de medyske wra 1 d， 

「まさかそのようなことが起こるとは思komt it foar. 

ふもでヨ
ト

間
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間
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C 11 : 7) 

恒三 itnoch lang snije? rまだずっと雪が降り続くのだろうかJ(UL1' S， 

それは起こるJ(UL1' S， 

A ¥1 : 7) 

C 18 : 24) Soe eτnoch komme? i彼はいったい来るのだろうかJ(UL1' S， 

A 11 : 6) Soe it gryp百eze?r風邪なのかなJ(UL1' S， 

自〉腕曲・丁寧・遠慮

の形式で用いることが多い ((e)⑦〉。

S笠註 foarmy twa bolen meinimme wo且主?iお願いだから白パンを 2つ

持っていってくれないかしら?J (ULI' S， 

‘soe...wolle' 

「ぼくはどうも身

B 18 : 19) 

1k soe gjin feste relaasje mear ha wolle leau 'k. 
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を固める気はもうしないなJ(Bangma 1993z : 10) 

(e)官olle[vold] 

現在形 過去形

ik wo1 [vol] lK woe [VU8 ] 

(do) 百olst[vostJ(←[ volst]) (do) 百oest [VU;Jst] 

hy 百01 [vo1 ] hy 官oe [VU8 ] 

hja wolle [vol ~ J hja woene(n) [vú~n~(n)J 

過去分詞 wol1en [v61an]， wo1d [voltJ 

①願望・欲求 rーしたいj

i)第 1不定詞を伴う用例

Ik w01 graach in bewiis hawwe. i証明書をいただきたいのですがJ

CBosma-Banning 19812 
: 13) 

Dat wo1 ik ut noch yn net lije. rそれは絶対にいやですJ(ULI' S， B 

19 : 14) 

次の表現に注意:ha wol1e r…を要求・忠告する、どうやら…らしいJ

1k w01 hawwe， do silst derhinne gean. r君にはぜひそこへ行ってもら

いたいJ(Zantema 1984 : 120，1) 

De 1ju wolle ha dat er net earlik is. r彼は誠実ではないといううわ

さだJ(Bosma-Banning 19812 
: 140) 

u)第 1不定詞を伴わない用伊i

官a'two1， dy kin. rやる気がある者はできるJ(Zantema 1984 : 1204) 

官erwolst hinne? rどこへ行きたいのJ(Bosma-Banning 19812:21) 

官olstin slokje， Frida? r一杯ゃるかい、フリーダJ(UL l' S， A 16 : 8 

変更〉

iii) dat-従属文を伴う用例(@ 76(3)(b)①) 

主文と従属文の主語が詞ーの場合があることに注意。

Ik woe官。1dat ik it mar han hle. rそれを持っていればよかったのに

なあJ(Zantema 1984 : 408) 

次の表現に注意((i)ha wolle参照)。

1t ferhaal wol (hawwe)， dat hjir ien fermoarde is. rここで殺人があっ

たという話だJ(Zantema 1984 : 1204) 

②依頼〈疑問文 2人称主語): r…してくれませんかj

①と関連するが、顧望・欲求自体ではなく、状況に応じた意志を問う。
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i)依頼

百01ien fan jim eefkes de buter en de tsiis ut 'e koelkast helje? 

「あなたがたのなかでだれかバターとチーズを冷蔵庫から取ってきてくれ

ないJ(ULI'S， A 3: 10) 

Wolle jo dit foar my fertale? rこれを私のために訳してくれませんかj

(Bosma-Banning 19812 
: 13) 

次の表現に注意。

ast wolste rどうぞ、どうか、よろしければJ， as jo wolle r同左j

ii)劫誘(1人称主語): r…しましょう J

恥 llewy de hanJien gear dwaan? r手を合わせて{祈り/感謝し}ましょ

うかJ(Zantema 1984 : 1204) 

ゥ (a)② kinneも依頼の意味に用い、 (d)① sille も勧誘の意味に用いる。

③強い傾向、要求。必然

Boppedat wol1e de trapers net sa best draaie. rおまけにペダルがど

うしてもうまく回らないんですJ(ULI' S， A 18 : 10) 

1t fjoer百oede kneppel net barne. r棒には火がつきそうになかった」

(ULI' S， B 7 : 16) 

De moade wol it sa hawwe. r流行でどうしでもそうなるのですJ(Visser 

1985 : 878) 

Dizze kursus wol jo ek leare hoe't jo it Frysk skriuwe moatte. rこ
のコースはどのようにフリジア語を怒らなければいけないかも教えようと

するものですJ(況γS，C 3 : 15) 

As 't wol. komme wy hjoed noch k1ear. r必要ならば、私たちは今日、

簡に合わせますJ(Visser 1985 : 878) 

Hy strykt oer it wang en oer it kin， dat wo1 sizze， oer i t burd. 

「彼は頬とあご、すなわち、ひげを操でる J(dat woi sizze rすなわちJ) 

(ULI' S、 A16 : 8) 

④天候などの開始

De 10ft is berun. Miskien wo1 it wol reine. r空が曇っている。もし

かしたらもうすぐ雨が降るかもしれないJ(ULI' S， A 9 : 7) 

As i t frieze wol， lei t der i is yn e fearten. As i t sni je wol， 

boartsje de bern yn 'e snie. r寒くなれば水路に氷が張り、雪が降れば

子供たちが雪遊びをするJ(ULI' S， A 9 : 18) 

ケ (d)silleも同誌の意味で用いる。

It {sil/wol} frieze， leau 'k. r寒くなるだろうと思う J(lJU'S. B 15 

nHHV 

9ι 
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: 21) 

⑤主張

Hy wol noch wolris dronken weze. r彼はちょっと酔っているだけだと言

い張っているJ(Hoekstra 1997 : 61) 

⑥百oeの用法

過去形 woeを使えば、願望・欲求・依頼などの意味に椀曲・丁寧。遠藤

の意味が加わる。

Eins woe 'k wol wat feest1ikers drinke. r本当はもっとしゃれたもの

を飲みたいんだけどj(Bangma 19932 
: 7) 

Ik woe freegje oft jo ferstan fan hynders hawwe. r馬についてご存じ

かお開きしたいのですがJ(ULI' S， B 11 : 20) 

Ja， dat wit ik百01，mar ik woe in dei te winkeljen. rええ、それは

わかってるけど、いつか一目、買い物に行きたいのよJ(むL1'S， A 4 : 8) 

官oenejo a1 beste11e? rご注文はもうお決まりですか(=あなたはすで

に注文したいのでしょうかけ (Bangma19932 
: 7) 

次例では主文と従属文の主語が同一であることに注意。

Ik官oedat ik net altyd salang oer de dingen neitocht. rわたしは自

分がいつもあまり物事を考え過ぎないほうがいいのにと思うよJ(Bangma 

19932 
: 8) 

⑦ soe...wol1eの用法

⑥に類似し、頻繁に用いる ((d)⑤)。

Soenen jo de doar ticht dwaan wolle? rすみませんが、窓を閉めていた

だけませんかJ(Ti.ersma 1985 : 109) 

Ik soe wol mei wol1e， mar ja， ik ha krekt in oare dfspraak makke. 

「ご一緒したいのですが、あいにく、ちょうどほかの約束がはいりましてj

(Boersma/Van der胃oude19802 
: 88) 

ウ エ. would like to..' ド. mochten-"にあたる。

soeが推測・疑念の意味の場合もある ((d)⑤〉。主語は 3人称が多い。

Werom soe se dy net sjen百olledan? rじゃあ、どうして彼女はあなた

と顔を合わせたくないのかしらJ(Bangma 19932 
: 11) 

(2) te-第 2不定詞または第 1不定詞を梓うもの

(a) te-第 2不定詞と第 1不定詞の使い分け

doareと hoege(hoeve)がこれにあたり、使い分けは次のようになる。

① te-第 2不定詞だけを伴う場合
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doare/hoege (hoeve)が文末(右枠)になく、不定認に隣接しない場合。

ただし、少数の話者は doareを第 1不定詞とともに用いる。

Hja doar dat net {te dwaan/(稀〉由aan}.r彼女はそれをあえてするこ

とはないJ(Roekstra 1997 : 4変更)

Jimme ho主主主 us net {te fo1gjen/*色話je}.r君たちは私たちについて来

る必要はありませんJCib. 4変更〉

σdoare は17世紀には第 1不定詞を伴っていたが、 1800年以後は te-第 2不

定詰と投合し、 Boelens/Vander Woude (1955) の方言調査では半数以上

のま言者が te-第 2不定詞を用いるに至った。これをオランダ誇の影響とす

る見方もあるが (DeRooy 1970)、オランダ誇の durven も teの有無に

揺れがあり、西フリジア誇内部の類推という可能位もある (Tamminga

1984)。①から③までの判定は百oekstra(1997: 4) によるが、 Tamminga

(1984) の doareの判定は流動的であり、揺れを認めている。

② te-第 2不定詞と第 l不定詞をともに伴う場合

文末(右枠)で不定詞の doare/hoege(hoeve)と不定詞が隣接する場合。

Dat sil se wo1 net {dwaan doare/doare te dwaan}. rそれは彼女はたぶ

んあえてすることはないだろう J(Roekstra 1997 : 4変更)

Dat sil er官01net {sizze hoege/hoege te s i zzerl}. rそれは彼はたぶ

ん言う必要がないだろう J(i b. 4変更〉

Dat 1iket se胃01net {dwaan te doarerl/te d官aante doarerl/*te 

doaren dwaar1/*te doaren te dwaan}. rそれは彼女はたぶんあえてするこ

とはないように思われるJ(dwaan te do紅白がふつう)

Dat liket er wol net {sizze te hoeger1/te sizzen te hoegen/*te 

hoegen sizzen/*te hoegen te sizzerl}. rそれは彼はたぶん言う必要はな

いように思われるJ(sizzen te hoegenがふつう〉

③第 1不定詞だけを伴う場合

文末(右:枠〉で過去分詞の doare/hoege(hoeve)が不定詞に隣接する場

ぷ』
ロ o

Dat hat se net {ciwaan doarst/牢doarstte dwaan}. rそれは彼女はあえ

てすることはなかったJ(Hoekstra 1997 : 4変更)

Jimme hiene us net {folgje hoegdl油 oegdte folgjerl}. r君たちは私た

ちについて来る必要はなかったのにJ(ib. 4変更〉

(b) doare [doJrJ， dw丞rJ](doarre [dwarJ]) rあえてーする、…する勇気が

ある、・ーする責任を負う j

nノ
e
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現在形 過去形

ik doar [dOH， dwar] ik doarst [do:Jst， dwast] 

doarde [do:Jd:J， dw丞da]

(do) doarst [do:Jst， d百astJ (do) doarst [dOdst， dwastJ 

doardest [dOdd:Jst， dw丞d:Jst]

hy doart [doat， dwat] hy doarst [dOJst， dwast] 

doar [dOH， dwarJ doarde [dOddJ， dw丞d:JJ

hja doare [dOH:J， dwan] hja doarsten [doast:Jn， dwast:Jn] 

doarre [dwanJ doarden [dOdd:Jn， dwaddnJ 

過去分認 doarst[doast， dwast]， doaren [do:Jr:Jn， dwar:Jn]， doard 

Cdo:Jt， dwatJ 

① te-第 2不定詞を伴う用伊j

Ik doar it net te dwaan. I私はそれをあえてする気はないJ(Tamminga 

1984 : 29) 

De bern doarsten earst net te boadskipjer1. I子供たちは最初、買い物

をしようという気になれなかったJ(ULI' S. B 14 : 16変更)

②第 1不定詞を伴う用例

Ik doar it net dwaan. I私はそれをあえてする気はないJ(Tamminga 

1984 : 29) 

Lid wurde kin elk， as er foar tszen gune stean doar. I千ギルダー出

すのに抵抗がない人ならだれでも会員になれるJ(ULI'S， B 16: 11変更)

Men moat sprekke doare as it tiid iS.1しかるべき時が来たら、はっき

りものを言う勇気が必要だJ(Bosma-Banning 19812 
: 143) 

Nimmen hie it陀 agjedoard. Iだれもそれを敢行する勇気がなかったJ

(ULI' S， C 12 : 21変更)

③不定詞を伴わない用例

“Do bist in flinke jonge"， seit mem，百ar虫笠stwol allinne yn 'e 

bus?" Iおまえは頭の良い子だJと母親は言った。 fでも、ひとりでパスに

乗る勇気はあるのかしリ (ULI'S， B 18 : 11) 

(c) hoege [hU7:J] (hoeve [huv:J]) I(十否定)ーする必要がない」

現在形

ik hoech [hux] 

(hoef [huf]) 

過去形

ik hoegde [hurd:J] 

(hoefde [huvd8]) 
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(do) hoechst [huxst， hukst] (do) hoegdest [hurd3st] 

(hoefst [hufst]) (hoefdest [huvdast]) 

ny hoecht [huxtJ hv hoegde [hurda] 

(hoeft [huft]) (hoefde [huvda] ) 

hja hoege [hu ra ] hja hoegden [hu7dan] 

(hoeve [huva ]) Choefden [huvdanJ) 

過去分詞 hoegd [huxt] (hoefd [huftJ)(hoegen (Hoekstra 1997 : 4)) 

① te-第 2不定詞を支配する用伊j

Dan恒巴htmen jin der net oer !e fernuverjer1. rそれならそれは驚く

にはあたらないj(ULI'S， C 11 : 3) 

Jo hoege net perfoarst in saakkundige 0an te lilker1 foar i t mei ts-

jen fan jo plannen. rあなたは計画の立案のために専門家の知恵を借り

る必要はかならずしもありませんJ(ULγS， C 14 : 16) 

“Ik kin it allinne wol fine"， seit Klaas，“mem hoecht oer my net 

yn te si tter1. " rきっとひとりで探せるよjとクラースは言った。「お母

さんはぼくのことを心配しなくていいよj(ULI' S， B 18 : 11) 

②第 1不定詞を支配する用例

In goeie ferslachjou百erwit krekt， hokker punten oft er al neame 

moat en hokker oft er net neame hoecht. r良いレポーターはどの点を

挙げるべきか、どの点は挙げなくてもいいかをよく心得ているJ(ULI' S， 

C 20 : 5変更)

③不定詞を伴わない用伊l

Hy hoegde gjin jild. r披には金を持たせないほうがいいJ(Zantema1984 

: 409) 

TrekhOnen binne der net mear， om't it net mear hoecht. r荷物引きの

犬はもういなくなってしまった。もう必要ないからだj(ULI' S， C 7 : 8) 

Reizgje， dat hoecht fan my net. r旅行か、そいつはたくさんだj(ULI'S， 

A 19 : 7) 

百oaiweze' hoegde net sa bot mear. rli美しくあることJはもうそれほ

ど必要なくなったJ(ULI' S， C 4 : 10) 

合(1)(c)③ moatte (吾定丈)も同誌の意味で用いる。
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S 78 受動態 (passyf， undergeande foarm) 

(1)まとめ

受動態は過去分詞とそれを支配する受動の助動詞 wurdeで表わす。動詞群

は「過去分詞+受動の助動詞Jの語JI買を基本とし、従属文ではこれを文末(右

枠)に賓く。主文では定形の受動の助動詞を第 2泣(左枠)に置き、文末(右

枠)に置かれた過去分詞とともに枠構造を形成する。動作主 (i…によってJ)

は itroch十名詞匂J(文語的には ifan+名詞匂J)で表現する。統語的には

主語があるか否かによって「人称受動J(persoanlik passyf， (2))と「非人

称受動J(unpersoanlik passyf， (3))に分かれる。ドイツ語では動作を表わ

す「動作受動J(ド.過去分詞十werden)と状態を表わす「状態受動J(ド.過

去分詞十sein)は形態的に分かれるが、西フリジア語ではオランダ語と同様に、

受動態の完了形で受動の助動認 wurdeの過去分詞 wurdenを表現しないので、

両者は同形になる。ただし、状態受動は統語的には受動態とは言いがたく、た

んなる状態表現とみなすほうがいい ((2))。受動態の可否は動作主が想定でき

るか否かという意味的な条件に関係する。また、使役構文の受動化はできるが、

知覚動詞構文の受動化はできないなどという制約がある ((4))。このほかに、

「過去分詔+kri jejによる間接目的語の受動化や、 ite+第2不定詞+wezej

による可能・義務の話法的意味を伴う受動態の表現、百urde/weze以外のコプ

ラと過去分詞による受動態の表現などがある。「過去分詞十時zejは能動態完

了形などの場合もあるので、解釈に注意を要する ((5))。

(2)人称受動 (persoanlikpassyf) 

(a)語形と用法

受動態は動作主の明示を避ける出来事中心の表現に多用する。動作主は特定

しがたい場合や明示する必要がない場合には示さない。西フリジア語では不定

代名詞の menは話者を含むので (342(2))、menではなく、不定代名詞 ien/

immen rだれかjや人称代名詞 3人称複数形 se/hjaによる能動態の表現が受

動態と並んで好まれる O 完了形は助動詞 wurdeの過去分詞百urdenを省き、

「過去分詞十時間」となる。

ウ退去分詞 wurdenは泉北部で用し、る (Hoekema1963/64)η 

Hy is 0erriden (wurder1). r後は皐にひかれたJ(ib. 73) 

Der binne trije skiep skeard (wurden). r手が 3頭、毛をメ.]られたj

(Tiersma 1985 : 111) 

Der is sein (wurden). r発言があったJ <Zantema 1984: 1210) 

-525-



第 1不定詞未完了:stutsen wurde I刺されるJ(stekke I刺すJ) 

完了 : stutsen weze I刺されたJ

現在形/過去形:wurdeの{現在形/過去形}…過去分詞

現在形 過去形

ik wurd ...stutsen ik 官aard ...stutsen 

(do) 官urdst・・.stutsen (do) waardst・・・stlltsen

hy wurdt ...stutsen hy 百aard ...stutsen 

hja wurde…stutsen hja 百aarden...stutsen 

現在完了形/過去完了形:村氏の{現在形/過去形}一-過去分詞

現在完了形 過去完了形

ik bin ...stutsen ik 官1e ...stutsen 

(do) bist…stutsen (do) 百iest ...stutsen 

hy lS -・'stutsen ny W1e ..'stutsen 

hja binne'..stutsen hja 官iene(n)・"stutsen

現在形 It famke型並主 trochin mich st旦笠nJ女の子は蚊に刺される」

過去形 1t famke waard troch in mich stutsen. r女の子は蚊に刺されたJ

現在完了形 1t famke is troch in mich stutsen. r向上J(ULI' S， B 6 : 

20) 

過去完了形 1t famke wie troch in mich stutsen. r女の子は蚊に刺され

ていたj

話法の助動詞とともに用いる場合は次の語)1聞になる。

It famke wol net troch in mich stutsen wurde. rその女の子は蚊に刺

されたくないのですj

(b)その他の用例。

①動作主を伴う用例

De meanmasine盟主昼 trochtwa hyndem与さ旦・「草刈り機は 2頭の馬

に引かれたJ(luke r引く J)(ULI' S， C 20 : 2変更〉

1t boek wurdt skreaun troch de skriuwer. rその本はその著者によって

警かれる J(skriuwe 

(ULI' S， A 16 : 5) 

IIan+名詞匂Jは文語的である。

くJ;動作主が枠外配置(外壁)されている〉

It boek wurdt fan hirn lezen. rその本は彼によって読まれるJOeze 

「読むJ)(Boersma/Van der曹oude19812 
: 40) 

②動作主を伴わない沼伊j
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Fryske boeken 担豆~ mei subsydzje位主主・「フ 1)ジア語の本は助成金を

受けて出版されるJ(utjaan r出版する J)(ULI' S， A 16 : 13) 

By begraffenissen wu話esoms klokken詮!.r葬儀にはときには鐘が鳴

らされるJ(1 iede r鳴らすJ)(ULI' S， B 12 : 17) 

Ik wol net yn dy ruzje behelle wurde. r私はその喧嘩に巻き込まれた

くないJ(behelje r巻き込むJ)(Zantema 1984 : 66) 

Mar ferrifele胃urdese. rしかし、彼らはたぶらかされるのだJ(fer-

rifel je rたぷらかすJ 過去分詞が単独の文成分として前域を占めてい

る)(ULI'S， C 11 : 6) 

③完了形の用伊j

Wannear is it hus boud? rその家はいつ建てられたのですかJ(bouwe 

「建てるJ)(Bosma-Banning 19812 
: 84) 

Skriuw yn it koart op， wat der bepraat is. r話し合われたことを手短

に書き出しなさいJ(beprate r話し合う J)(ULI' S， C 4 : 10) 

Sunt 1970 is der hiel百atdien om it treinferfier rendabeler te 

meitsjen. Deτ 与 inautomatysk befeilingssysteem盟主主主止 In 

protte stasjons binneδfbrutser1 en ferfonger1 troch lytse wacht-

hokken. 11970年以来、鉄道交通の利潤率を高めるためにさまざまなこと

がなされた。自動安全装置が導入された。多くの駅が廃止され、小さな待

ち合い小屋に替えられたJ(dwaan r行なう j， ynfiere r導入するJ， of 

brekke rとりこわすJ， ferfange r交替する j)(ULI' S， C 19 : 9変更〉

(c)状態受動

「過去分詞+wezeJは動作・行為を表わす受動態の完了形だが、動作・行為

の結果として生じた状態が顕著に認められる場合には、結果としての状態に意

味的な重点が置かれた表現になることがあり、これを「状態受動Jという。状

態受動はふつう動作主を伴うことができないことからわかるように、対応する

能動態を欠くのであり、統語的には受動態というより、むしろ、 wezeをコプ

ラとし、過去分認を補語 Otstelde)とする状態表現ととらえられる。

①状態受動だが、場合によっては動作受動の完了形とも解釈できるもの

Op dizze platen binne de tiden fan it jier tekene. rこの図には一年

の季節が描かれているJ(tekenje r描く J)(ULI' S， A 9 : 7) 

Dy stoel is foar jo ornearre. rその椅子はあなたのために用意されて

いますJ(ornearje r指定する J)(Zantema 1984 : 734) 

Jo binne fan herten utnoege om der by te時 zen.rご臨席くださいま

すよう、心からご招待申し上げます(=あなたは招待されています)J

司
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「彫刻家という職業は

げitnoegjer招待するJ) 

1t berop byldzjend keunstner is net beskerme. 

保護されていないJ(beskermje r保護するj)(ULI' S， C 19 : 22) 

(=閉めら

②もっぱら状態受動として解釈されるもの

「夜にはプールは閉まっているJuns is it swimbad sletten. 

れている j)(slute r閉めるJ)(ULI' S， 

「私たちの

B 9 : 17変更)

Us lan is ferdie1d yn provinsjes en dy wer yn gemeenten. 

国は州に区分され、 それはさらに市町村に区分されてv.ますJ(ferdiele 

C 8 : 7) 「区分するJ) (ULI' S， 

(3)非人称受動 (unpersoan1 i k passyf) 

(a)語形と用法

統語的に受動態は人称受動と非人称受動に分かれる。人称受動は主語をもち、

名詞匂目的語を伴う他動詞 (oerbringendtiidwurd)からつくる。非人称受動

は主語をもたず、名詞句目的語を伴わない自動詞 (lykhaldendtiidwurd)か

らつくる。非人称受動は動作主が想定できる動作・行為について可能である。

「そのことについて二度と話されDer百urdtnet wer oer dy saak praat. 

ることはない (prater話す)J(Bosma-Banning 19812 : 143) 

「家で私たちを待っている人がいるJDer wurdt thus op加盟生te・

〈百achtsjer待つJ)(Bosma-Banning 19812 
: 98) 

fいろいろなものがそこへ運ばれてくDer wurdt fan alles hinne toge. 

るJ(togje r運ぶJ)(Bosma-BaTLTling 19812 
: 123) 

r{踊りがある/歌が歌われる }J(dunsje r踊Der wurdt {dunse/songen}. 

sjonge r歌う J)(Zantema 1984 : 1210) るJ， 

の有無derJ (~58) 「虚辞の(b) 

derJは前域で用いるが、中域での使用は一定しない。

By 't foarjier wurdt der tige tsierd. 

とてもけたたましい鳴き声が聞こえてくる。雄が雌を求め

Mantsjes sykje wyfkes己t.

「最辞の

「春になると、

るのだJ(tsiere rさえずるJ)(Bosma-Banning 19812 
: 123) 

「臨終の床のもとでは

B 15 : 12) 

By i t st j erbed waard o 

一晩中、人が起きていたJ(weitsje r起きている J)(ULI' S， 

de hiele nacht胃ekke.

(4) 受動態の可否

(a)意味的な条件

意図的に動作・行為を行なう動作主が意味的に想定しにくい表現で受動態が

。パU
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不可能なのは、オランダ語やドイツ語、英語などと同様である(例. kostsje 

「…の値段がするJ， smeitsje r…の味がするJ，lykje r似ているJ)。

自動詞のなかには、様態を示す形容詞などを伴うことのある同族自的語を支

配して地動詞として用いるものがある。この場合の受動態の可否も主語が動作

主を表わすか否かによる。

官ysongen twa alde sangen. r私たちは古い歌をふたつ歌ったJ(sjonge 

「歌う J) 

→Twa alde sangen wa笠坐n(troch us)笠堕笠・ f古い歌がふたつ(私た

ちによって)歌われたJ(動作主一受動態可〉

Hja stoar in rare dea. r彼女は奇妙な死を遂げたJ(stjerre I死ぬJ) 

(Boersma/Van der官oude19802 
: 40変更)

→*In rare dea waard (troch har) stoarn. (非動作主:受動態不可〉

Hy dreamde in bange dream. r彼は不安な夢を見たJ(dreame r夢を見るj〉

(ib. 40変更)

→求Inbange dream waard (troch him) dreamd. (非動作主:受動態不可〉

(b)統語的な条件

一例として、使役構文の受動化(r…させられるJ)は可能だが、知覚動詞

構文の受動化は不可能である。

①使役構文の受動化:可

De bern wurde mar rinne litten. r子供たちはただ歩かされるJ(rinne 

「歩く J)(Zantema 1984 : 578)(←Se litte de bern mar rinne. r私たち

は子供たちをただ歩かせるJ) 

②知覚動詞構文の受動化:不可

本Debern Wtlrde rinnen sjoen. r子供たちは歩くのを見られるJ(←Se 

sjogge de bern rirille. r私たちは子供たちが歩くのを見るJ)(sjen r見

るJ)(Dyk/Hoekstra 1987 : 14変更〉

(5) その他の構文

これまでに説明した以外の受動態とその関連表現を扱う。

(a) r過去分詞+kri jeJなど

文法化の度合いは完全とはいえないが、関連した受動態の表現として次の構

文が挙げられる。

西ブリジア語では英語とは異なって、間接目的語は受動態で主語になれず、

非人称受動にとどまる C しかし、「過去分詞十krijeJによる構文では、ド‘イツ

語のいわゆる rbekommen受動」と同様に、能動態で間接呂的語(与格)で現
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これは受益者を主語としたわれる名詞匂が主語になる人称受動が可能である。

受動態の表現である。

De boekjes mei de programs foar de nije kursussen kinst fergees 

「君は新しいコースのプログラムがついた冊子をただで

送ってもらうことができるJ(tastjoere代人に物事を〉送るJ)(1'L1' S， 

tastjoerd krije. 

B 19 : 26) 

In groepke fan fjouwer of fiif mInsken足当主主 inta1 foarwerpen 

taskikt. r 4人または 5人のグループが一定の数の課題をあてがわれるJ

(taskikke r(人に物事を) B 19 : 26) あてがう J)(ULI' S， 

次の「過去分詞+fineJは動作主を主語としながら、同時に意味的に受動態

を含んだ表現と言える。

Hj irby ynsletter1 fine jimme wer de jierlikse akseptgirokaart foar 

「例年どおり(=再び〉年会費振込用紙をここに同封しであるde stipe. 

のがご覧いただけると存じますJ(yns1ute r開封するJ) 

Yn de hjir folgjende list fynt de bruker ta syn geriif de r肥 aste

sterke en unrege1mjittige Fryske tiidwurden by inoar brocht. r以下

に続くリストにおいて、利用者は必要とする限りほとんどのフリジア語の

強変化および不規則変化動詞が収録されているのがわかる J(bringe iも

たらすJ)(Stienstra 1975 : 1) 

(b) te-第 2不定詞 (en-不定詞)+weze(s 97(5)) 

受動の可能・義務を表わす。他動調について用いる。

仁忠告を聞かない者は助けらis net te helper1. 

れない(=忠告され得ない者は助けられ得ないJ(Zantema 1984 : 814) 

Dy' t net te rieden is， 

「その新De gefolgen fan dy nije foarskriften binne dudlik te sjen. 

C 14 : 13) しい規定の結果ははっきり観察され得るJ(ULI' S， 

「答は解答のページにDe antwurden biIlile te finen op it antwurdb1ed. 

B 19 : 5) (=見いだされ得る )J(ULI' S， 出ている

(c) weze/wurde以外のコプラによる受動態の表現

weze/wurdeは受動の助動詞であると同時に、主語と補語を連結するコプラ

の代表である。時間は状態、 wurdeは変化を示す純粋のコプラと言えるが、

コプラと同等の機能を果たす伊!として次動詞儲有の意味をあわせもちながら、

(状態のコプラの例)。のようなものカてある

「彼の意見はしっかりしているJ(stean i…でSyn rniening stiet fest. 

「サドルが高すぎる。

ある、立っているJ)(Zantema 1984 : 969) 

Jan kin net by de trapers. 
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ヨンはペダルに足が届かないJ(sitte r…である、 すわっているJ) 

(ULI' S， A18:17) 

Dat leit him nei oan it hert. fそのことは彼にはとても気になってい

るJ(1 izze r…である、横たわっているJ)(Zantema 1984: 579) 

De ko bliuwt sun. 「雌牛はあい変わらず元気だJ(b1iuwe rとどまるJ) 

(ULi' S， C 19 : 28) 

It hus liket ald. rその家は古そうだJ(lykje r…のように見える、似

ているJ(ULI' S， C 19 : 28) 

こうしたコプラは過去分詞を補語として、百ezeを助動詞とする状態受動の

意味を表わすことがある。

Yn Feanwalden stiet de ‘Skierstins' ， de iennichste stins dy' t ut 

e Midsieu百enbewarre bleaun 1S. 「フェアンヴォーデン (オ. Veenwou-

denヴェーンヴァウデン〉には中世から残っている貴族の館である rスキ

エルスティーンスJがある J(b四 arjer保つJ)(ULI' S， B 17 : 21変更〉

Earti ids 1eine， foara1 by 't hjerst en by 't winter， de doarpen 

i solearre. 「以前はとくに秋と冬の聞は村々は隔絶されていたj

(iso1ear je r陪てるJ)(ULI' S， C 1 : 7) 

It muzykkorps stiet a1 klear en de fersierde weinen steane ek 

opsteld. 「音楽隊はもう待機しており、飾りをつけた車もとまっているj

(opstelle r駐車する、配置するJ)(ULI'S， A 17 : 7) 

(d) weze+過去分詞

この形式は受動態とまぎらわしい場合がある。

①同ze支配の自動詞の能動態完了形

Jo wachten oant de boargemaster utsprutsen wie. 「あなたは市長が話

し終わるまで待っていたJ(utsprekker話し終わる (weze支配の自動認)J)

(ULI' S， C 8 : 5) 

∞In rede is troch de boargemaster utsprutseil. 「演説が市長によって

なされた(受動態完了形)J (utsprelr.ke i (物事を)表明・発音する 〈他

動詞)J) 

De 10ft is berun. Miskien wo1 it百01reine. 「空が曇っている。 もし

かしたら雨が降るかもしれない(能動態完了形)J(berinne i曇る (百eze

支配の自動詞)J) 

~De sted is yn ien oere berull. rその町は 1時間で走破された (受動

態完了形)J(berinne i(物事を〉走破する (他動詞)J) 

It ta1 byldzjende keunstners yn Frys1an is sunt 1970 ferdObe1e. 
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fフリースラントの彫刻家の数は1970年以来、倍になった(能動態完了

形)J(ferdObeije r倍になる (weze支配の自動詞)J(ULI' S， C 19 : 22) 

∞「フリースラントの彫刻家の数は1970年以来、倍にされた(受動態完了

形)J(ferdubelje r(物事を〉倍にする(他動詞〉」〉

ヴオランダ誇でも「倍になる j の意味では zijn丈配の自動詞 verdubbelen

を用 L、るが、 ドイツ話では再帰動詞 sichverdoppelnを用いることに注

意。 iえの誇も同誌。

フ. feroarje I変わる (weze丈記の自動詞)J 

オ.veranderen r向上 (zijn支配の自動詞)J 

F. sich (ver一)andernr向上(再帰動詞)J 

②状態、再帰 (880(3)(d))

再帰動詞も状態の表現としてこの語形を用いる。

Jo bir~qe wat waarmer klaaid. rあなたは少し暖かめの服装をしているJ

(jin k1aaie r服装をするJ)(Bangma 19932 
: 136) 

③形容詞化した過去分詞

j)意味的に対応する動詞がないもの

胃atis der eiIls ferkeard oan? rそれについて、いったい何が間違って

いるのかJCferkeard r間違っている〈形容詞)j∞ferkearer変わる、付

き合う .J)(ULI' S， C 3 : 7) 

Hy stie bekend as in nuver man. r彼は変人として通っているJ(bekend 

「周知の、有名な(形蓉詞)J∞bekenner認める、告白するJ(Bosma-

Banning 19812 
: 101) 

ii)意味的に対応する動詞があるが、形容詞として定着しているもの

1t ta1δfnimmers fan it wurk fan de measte keunstners is tige be-

heind. r大多数の芸術家の作品の買い手はひじように限られている」

(beheind r制限されたく形容詞)J∞beheiner制限するJ)(ULI' S， C 19 

: 22) 

Juster wiest a1 ferka1der1. r昨日、あなたはもう風邪をひいていたのよJ

Cterkalden r風邪をひいた(形容詞)J∞ferkaldzjer風邪をひく (weze

支配の自動詞)J)(ULI' S， A 6 : 8変更)

次の用例では形容詞と動詞の意味的な相違が現われている。

Sy is net S8 1ang troud. r被女は結婚してからそれほどたっていないj

(troud r既婚の〈形容認)J(ULI' S. A 12 : 8) 

Letter hie er foar it ferstan krige dat hja har libben 1ang net 

troud百esthiene.r後に彼は彼女が生涯未婚だったことを知ったJ(troud 
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「既婚の(形容詞)J(Bosma-Banning 19812 
: 89) 

∞Tri je j ier lyn binne wy troud. i 3年前に私たちは結婚した(能動

態完了形)J(trouwe i結婚する (weze支配の自動詞)J)(ULI'S， A 20 : 

4) 

次の用例では形容詞と受動態の動詞が同じ意味を表わしている C

Simke Kloosterman is yn 1876 te T百ize1berne. iシムケ@クローステ

ルモンは1876年にトヴイーゼル〈オ. Twijze1 トヴェイゼル)で生まれ

たJ(berne r生まれた(形容詞)J)(Stienstra 1982 : 96変更〉

。EeltsjeHalbertsma waard ek te Grou berne. rエールチェ・ホルベツ

マもグラウ〈オ. Grouwフラウ〉に生まれたJ(bernje r生むJ)(ib. 

56変更〉

dien r用意ができた、すんだ、終わったJは dwaanrするjの過去分詞と

間形だが、形容詞として定着しており、操々な用法があるo

dien meitsje r完成するJ， dien (wurk) {jaan/krije} r解雇{する/さ

れる }J

1t wurk is dien. r仕事はすんだJ(Zantema 1984: 176) 

1t is mei us dien. r私たちの友婿は破綻したJCib. 176) 

Hast it a1 heard tinkヲ， k ha dien krige by de baas. It wurk is op. 

fもう聞いたかもしれないけどさ、上司に首にされちまったよ。仕事は無

しだJ(ULI' S， C 13 : 13) 

Nei dien wurk is 't nof1ik resten. r仕事をした後(ロなされた仕事の

あ後)は心地良く休める(ことわざ)J(Beintema 1990 : 27) 
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(kausatyf tiidwurd) 使役動詞S 79 

I i t t e 、‘，
dai 

，，，、、

li tteであり、第 1不定詞を伴って枠構造をつくる。代表的な使役動詞は

1 i tteは意味的に「許容・放任Jと「強制」に大きく分かれる。

「…させてやる、…させておく J

弘主 mydat mar dw主主E・「いいから私にそれをさせてくださいJ(Zantema 

(a)許容・放任:

1984 : 578) 

「農民はじゃがいもを育てたJDe boeren lieten de ierappels waakse. 

B 10 : 17) (=生育させた )j(ULI' S， 

「私はそれを廊下に置いたままにしIk ha 't op 'e gong stean 1 i tten. 

A 1 : 8) fこj(ULI' S， 

Lit dyn goede dagen dy net tlntkomme! r君の良き日々をのがさないよう

にしなさいJ(Beintema 1990 : 25) 

litteはこの意味、または「断念、放棄、遺使役の助動詞以外の用法では

棄Jの意味で用いる。

Lit dat! rそれはやめておきなさいJ(Zantema 1984 : 578) 

「ここで何かを捨てる者もし、れHjir lit men百aten der fynt men官at.

あちらで何かを見つける者もいる (ことわざ)J(Beintema1990 : 30) ば、

しなfしでもむだなときには、is 1i tten better. As dwaan net doocht， 

いほうがいい(ことわざ)J(Beintema 1990 : 30) 

…するように命じる・頼むJ「…させる、(b)強制・要請:

「それは私に昔のことを思い出させるJDa t li t my t inke oan earder. 

(Zantema 1984 : 578) 

として表示されること‘troch+名詞匂'

(c)被使役者の表示

被使役者が受動態で動作主を示す

「その話を講師の先生

ふ 吋 レヴ

むの{;)"

Lit it ferhaaltsje leze troch de kursuslieder. 

に読んでもらいなさいJ(ULI' S， 

「その話を別の受

B 19 : 18変更〉

Lit it ferhaal beoardielje troch in oare kurslst. 

講者に判定してもらいなさいJ(ULI' S， B 19 : 18) 

被使役者が示されないこともある。次の用例は特定の被使役主を明示するも

のではなく、 sjenlitteが「示す、見せるJ(←見させる jという意味のひと

官ittelitte r知らせるj、hearreつの他動詞を形成しているとも言える。

「その秋の函は森を示し

もこれに属する。

It plaatsje fan 'e hjerst lit in bosk sjen. 

d
n『
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1 i tte r教えるJ(←間かせる)



A 9 : 7) ていますJ(ULI' S， 

このような場合には、動作主を示す trochのかわりに受益者を示す oan

「あなたが

aan/ド.an)を用いることがある。

Lit jo advertinsje sjen oan ien dy't Frysk skriuwe kin. 

作った広告をフリジア語が書ける人に見せなさしリ (ULI'S， 

(オ.

A 14 : 8) 

1 i t us... r…しましょう J(d)勧誘の

「祈りましょう J(Zantema 1984 : 578) Lit us bidde. 

Moarn sei t mem. Lit us der earst mar ris in nacht oer sliepe， 

と母はprate wy fierder rそのことはまず、一晩寝てからにしましょう、

A 2 : l4) また話すことにしましょう J(ULI' S， 言う O 明日、

。‘こ‘{lass/lasst/lassen Sie} uns…' ドイツ 3吾の'let' s...'、ζア英語の

~フリジア言善では

はオランタ.3吾の影響として好ましくないとされる。

を用いる e‘laten we... オランダ言香ではれにゐたる。

‘litte wy--. 

(2) その他の表現

(a) dwaan 

rdoen+不定認Jと異なって、使役

の助動詞として用いることはあまりない。次の用伊jは慣用勾的な表現として間

「第 2不定詞+dwaanJはオランダ語の

「それは私にあなたのことを思い出させるJ

定しているの

Dat die my tinken oan jo. 

44) (ib. 

の用伊jも同様である。

Ik doch jo te官itten. r私はあなたに知らせるJ(Boersma/Vander官oude

‘te-第 2不定詞+dwaan'次の

19802 
: 44) 

という意味の嶺「…が明らかになる」もrit docht bliken dat+従属文j

(b1 ike rーのように見えるJ)。用匂的な表現である

die it bliken dat er oars官ieas oare Doe' t Piter grutter waard， 

自分がほかの子供たちとは違っているこ「ピテルは大きくなると、bern. 

とがわかったJ(Bosrna-Banning 19812 
: 39変更〉

fit dwaan十dat-従属文」も使役の意味を表わすことがある。

「そのために彼女はやる勇気がない(=Dat docht it dat hja net doar. 

それが彼女がやる勇気をなくさせる )J(Visser 1985 : 416) 

(b)配 itsje

rdat-従属文」を伴って箆役の意味を表わすことがある。

416) 「同上J(ib. 

EJV 

内
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Dat nlakket dat hja net doar. 

もrneitsje 



これは使役の意味だけに用いるわけではない。

「私は隠れ小屋に来るように

しかし、

Ik 1neitsje dat ik yn myn skultinte kom. 

するJ(Bosma-Banning 19812 
: 150) 

「彼は石につまずいて転んだく=石が彼

次の用例を比較。

In stien liet him stroffel je. 

をつまずいて転ばせた)J(Visser 1985 : 151) 

151) 

151) 

を用」、ることがあ

f向上J(ib. 

fmaken十dat-従属丈j

「向上J(ib. 

In stien die it， dat er stroffele. 

オランダ誇でも同議の意味で

In stien [nakke dat er stroffe1e. 

151) (ib. 「同上j

るの

オ. Een steen deed hem struikeler1. 

pnuw 
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S 80 再帰動詞 (wer 0 mw u r k j e n d t i i d w u r d) 

再帰動詞・再帰構文の分類、人称代名誌の再帰用法、 selsの付加について

はすでに i~ 39人称代名詞の再帰用法jで述べた。以下では用例の追加と補

足的説明にとどめる O

(1)本来的な再帰動詞

(a) もっぱら再帰動詞として用いるもの

感情・感覚。思考など、人の心理状態を意味するものが多い。

1k skamje my sa， ik ha beppe har presintsje fergetten. i本当に恥ず

かしし1。おばあさんにあげるプレゼントを忘れてきてしまったJ(jin 

skamje i恥じるJ)(ULI' S， B 18 : 11> 

Ha四 ejoo fersind? iあなたは思い違いをしたのですかJ(jinfersinne 

「まちがえるJ)(Bosma-Banning 19812 
: 13) 

このほかに以下の伊!などがある。

jin besauwe rひどく驚く j

jin beriede i熟考するJ

この種の再帰動詞は他の目的語を支配しないことから、 selsの付加による

意味的な対比の強調ができないことは!339(4)で述べた。

1k skamje {my/本mysels}sa. i私はとても恥ずかしい」

ただし、次のような留定した表現を除く。

Dat skammet himsels. iそれはひどすぎるJ(datは物事を指す)(Zantema 

1984 : 879) 

(b)他動詞としても用いるが、意味的に対応しないもの

j in fermei tsje i楽しむJC?eat ferrneitsje i作り直す、遺贈するj

De bern fermakken har as mosken yn it san. i子供たちはスズメのよう

にはしゃいで砂遊びをしたJ(Bosma-Banning1981 z : 124) 

jin liene i…の価値があるj仲間tliene i借りるJ

1t lanskip 1 iende him goed ta in fytstocht. iその景観はサイクリン

グする価値が十分にあったJ(ULI' S， B 20 : 22) 

jin bekroadzje i気にかけるj仲 eatbekroadzje iお膳立てするj

Binne jo ien， dy't him net om soksoarte uterlik~eden bekroadet? 

「あなたはそのたぐいの外見を気にしない人々のひとりですかJ(ULI' S， 

C 4 : 9変更〉

(2)他動詞の再帰的用法

対応する自動詞を欠く場合、本来は他動詞であるものを再帰的に用いて、自

n
J
U
 

r』司
J
V



動詞化の役割をはたすことがある。

jin hoedzje r(人が)用心するJ∞immenhoedzje r(人を)保護する」

Foar it hi 11 ige moat men in hoedzje. r聖なるものには気をつけなけ

ればならないj(Bosma-Banning 19812 
: 137変更)

j in stekke r刺される(=自分を刺すり∞imrnenstekke r(人を)刺すj

Hy stekt him oan in stikel. r被はアザミの針に刺される-'(ULI' S， C 9 

: 15) 

jin ha1de r持ちこたえる jC?eat ha1de r(物事を)維持する」

Dy broek ha1dt him goed. rそのズボンは長持ちするJ(Zantema 1984 : 

368) 

jin untspanne r休養するJ∞immen untspanne r(人の)緊張を解く i

Jo sitte op in frije dei leaver thus? Dan kinne joo untspanne yn 

'e tun. r休日は家にいるほうがいいですか。それなら庭で息抜きすれば

いいですねJ(ULI' S， C 5 : 15) 

(3)その他

(a)利害ー所有を表わす名詞句を再帰的に用いるもの (831(5))

本来、動詞の呂的諾ではない利害・所有を表わす名詞句を再帰的に用いるも

ので、目的語が2つ重なる。

j in de busen utskuorre i-(自分の〉財布をはたく J∞eatutskuorre 

r(物を)引き裂く J) 

Hy skuorde hiID de busen ut. r彼は財布をはたいた(=ポケットを引き

裂いた)J (ULI' S， C 4 : 5) 

(b)結果・状態を表わす文成分を伴うもの(S 39(2)(b)) 

①結果を表わす文成分を伴うもの

Hy die him sear oan in skerp stientsje. r彼は尖った石でけがをしたj

(jin sear dwaan rけがをするJ)(Bosma-Banning 19812 : 61) 

自動詞もこの用法では再帰的に用いた人称代名誌を伴って、 「小節J(エ.

smal1 clause)をつくることがある。

De minsken 1aken har slop， doe' t de fierljepper yn de feart foe1. 

「人々はフィエi)エペン(=捧にまたがって水路を飛び越し、距離を競う

フリースラントの伝統的なスポーツ)の選手が水路に落ちると大笑いしたJ

(jin slop 1aitsje r(体がだるくなるまで)大笑いする」←laitsjer笑
うJ) (ULI' S， B 15 : 12) 

②状態、を表わす文成分を伴うもの

n
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50 fiele jo thus by Albert. rあなたはオルベトのもとではくつろげま

C 3 : 17) すJ(jin"'fiele i自分が…と感じるJ)(ULI' S， 

「彼はフリジア人で、あることを自覚しているJ(jin... Hy百it him Fries. 

官itter自分がーであると心得ているJ(Zantema 1984 : 1198) 

「彼らはそこにいれば安全だと思った」Se tochten har der feilich. 

(j in...tinke i自分が…だと思う J)(ULI' S， C 9 : 9) 

(c)代名詞を欠く再帰動詞の用法

名詞的に用いた第 2不定詞では再帰動詞が代名認を欠く場合がある。

doe hie er de faam sei de man tsjin 't胃iif，Fersinnen is rnoogl ik， 

i間違いはあるものさ、 そのとき彼はすでに女の

子にキスをしていたJ(jin fersinne i間違えるJ)(Zantema 1984 : 261> 

と男は妻に言い、patte. 

(d)状態再帰

結果としての状態が意味的に顕著に認められる再帰動詞では、「過去分詞+

百ezeJの形式で状態再帰が可能である。

Binne jo wol neffens de nijste moade klaaid? rあなたは最新の流行の

服を着ていますか(=流行に従った身なりをしていますか)J(jin klaaie 

C 4 : 9) 「服装をするJ)(ULI' S， 

der't ik under ynskreaun bin i私が(その名前で)登録したae namme， 

B 19 : 25) 名前J(j in ynskri uwe r登録するJ)(ULI' S， 

(e)再帰動詞の使役化

(使役動誌の再帰化は不可〉。再帰動詞は使役動詞に支配されることがある

「迷惑の受け身J と Wì~こ意味になる。

百ylitte us net bekeapje! i我々は一杯食わされないぞJ(bekeapje r'償
う、支払う J)(Bangma 19932 

: 69) 

不利益を表わす場合には日本語の

De iene sil him gauwer as de oare ferliede litte om in nagelnije 

「フアツas us dat foarskreaun wurdt. utmeunstering oan te skaffen， 

ションで決められた真新しいサンプルを手に入れようと、人々は我先にそ

C 4 : 9) そのかされることになるJ(ferl iede i誘惑するJ)(むLI'S. 

Foar de oant no ta leste A1vestedetocht hienen har mear as tsien-

tQzen dielnimmers ynskriuwe litten! iこれまでのオルヴェステーデト

(=フリースラントの11の都市をめぐる伝統的なスケート競技)には

1万人以上の参加者が登録していたJ(ynskriuwe i登録する J) (ULI' S， 

ホ

B5 : 7) 

“Alle-

Foar de sfear." r大きな庄は自分の庖をファー

n
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“De grutte krudeniers 1 itte har mar by de foarnamme neame. 

gear polityk fansels. 



スト・ネームで呼ばせるのよJ rもちろん、まったくの企業戦略さ。アッ

トホームな感じがするからねJ(neame r名づけるJ)(ULI' S， C 3: 17) 

him tinke litte r考えられる、明らかだJという表現に注意。

It lit him tinke. rそれは自明だJ(Zantema 1984 : 1053) 
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S 81 非人称動詞 (unpersoanliktiidwurd) 

非人称動詞についてはすでに rl3 37(5)非人称構文jで述べた。以下では天

候動認を中心に用伊!の追加と補足的説明にとどめる。

(1)天候動詞

(a)撞類

it reint r雨が降るJ(reine) 

it spielt r大雨だJ(spiele) 

it {miggelet/sto(f)reint} r霧雨が降るJ(rniggelje/sto(f)reine) 

it waalt r風が吹く J(waaie) 

it {rust/rfizet} r風がそよぐ、ざわめく J(ruze/ru.zje) 

it twirret rつむじ風が吹く J令官irje)

it stoarmet r嵐だJ(stoarmje) 

it tonger(e)t r雷が鳴るJ(tongerje) 

i t bl ikser日(e)tr稲光がする J(bliksemje) 

it snijt r雪が降るJ(snije) 

it kroket r小雪が舞う J(krdkje) 

it wisket r吹雪く J(wiskje) 

it friest r霧が降りる、凍てつく J(frieze) 

it winter(e)t r冬になるJ(winterje) 

it simmer(e)t r夏になるJ(simmerje) 

(b)用法

①人を表わす名詞句。代名認を伴った心理・生理表現

Heit soe in slach orn ‘e buorren d百aan. mar it frear him tefolle. 

「父は近所に散歩にでかけようとしたが、寒くてたまらなかったJ(乱l'S， 

B 8 : 10) 

②近接未来の表現での wolleの用法 (silleも可。 s77(l)(e)④〉
It wol ek wolris reine. rひと雨来そうだJ(ULI' S， A 9 : 9) 

③様態や程度を表わす副詩的に用いた名詞匂を伴う表現

It frear fan~acht tsien graden. r昨夜は零下10度まで下がった」

(Bosma-Banning 19811 
: 127) 

It friest bakstiennen. rしばれる寒さだ(=壕瓦が凍るほど寒い)J

(Zantema 1984 : 47， 312) 

It reint balstiennen. r土砂降りだ(=砂利が降るほど雨が降っている )J

(Zantema 1984 : 48， 806) 

It reint op 't heden promoasjes binnen de Fryske Akademy， en de 

-54i-



フリ「呂下のところ、taalkundige sektor spilet deτyn net swak by. 

言語学部門がそスケ・アカデミーの内部では博士号取得が相次いでおり、

31e jiergong のさいに少なからぬ役割を果たしているj(Ut de Smidte， 

desimbeτ1997 : 7) 4， n11. 

④③と同様の意味で副詞的に用いた dat-従属文を伴う表現

「しばれる寒さだ(=つららができるほど

714) 

It friest dat it ongel(e)t. 

寒い)J(Zantema 1984 : 312， 

15…j による天候の表現rit 、t
J

勾
J
」
F

，S
1

、
(a)種類

it is {kald/wetterkald} r{寒い/雨模様で寒い}J

it is koel r涼しいJit is {hjit/hyt} r暑い」

it is {soelinear} r蒸し暑いJit is waarm r暖かいj

it is blakstil r嵐がない」it is ruzich r風が強い」

it is myld r穏やかな天気だ」

it is {mistieh/dizich} r霧が出ているJ

it is buiich r変わりやすい(にわか雨の)天気だJ

it is wiet r雨がちの天気だJ

it is dampich rじめじめした天気だJ

it is skier r曇天だ、灰色の空だJ

it is droech r雨が降っていない」

it is sinneskynwaar r快晴だ」

it is teiwaar r雪解けの天気だJ

it is {moai/knap} waar r良い天気だ」

it is {min/striemin} waar r{悪~¥ /最悪の}天気だj

it is near waar r蒸し暑い天気だ」

(b)用例

It wie in heldere nacht want de moanne skynde ut in himel sunder 

「明るい夜だった。月が雲のない空から照っていたからであるJ官olken.

B 2 : 23) 

B 7 : 21) 

B 20 : 15) 

It wurdt wer maitiid. 

「私はここは寒いと思う J(UL1' S， 

「また春になるJ(UL1' S， 

(UL1' S， 

Ik fyn i t hj ir kald. 

-542ー

その他の表現

(a)状況など
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Hoe is it mei dyn broer? rお兄さん〈弟さん)の調子はどうだい」

(ULI' S， B 15 : 21) 

It s i igde ofgryslik troch it finster. r窓からひどく雨漏りがしたJ

(sige r雨漏りがするJ)(ULI' S， B 2 : 23) 

"Wer wo1st hinne?" "Net nei de buorren. Der is it my te drok." r君
はどこへ行きたいんだJr村の中心はだめだ。あそこはあまりにせわしな

い気がするJ(Bosma-Banning 19812 
: 21> 

(b)心理・生理

Mar djip yn syn hert begrutte it him wol om it bist. rしかし、心の

底では彼にはその動物が哀れに思えたJ(begrutsje r哀れに思えるJ) 

(Bosma-Banning 19812
: 27) 

lt muoit my， mar se kinne net komme. r残念ですが、被らは来られませ

んJ(muoie r残念に思えるJ)(Bosma-Banning 19812 
: 113) 

内
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S 82 態にかんする語量的表現

(1)まとめ

態にかんする一連の注意すべき語葉的な表現がある。西フ I}ジア諾では他動

詞の再帰用法によって他動詞を自動詞化することがあるが (e80(2))、そのほ

かに、自動詞と他動詞が同じ語で表現されることがある。このとき、自動詞の

主語は他動詞の目的語に相当するものになり、動作主以外の意味をもつことが

多い。この種の自動詞は主語の性質を示す状態表現か、個々の出来事を示す移

行表現かに大きく分かれるが、前者を「中間態動詞J(エ. middle verb)、後

者を「能格動詞J(エ. ergative verb; unaccusative verb f非対格動詞J)と

呼んで、区別する。中間態動詞では状態、に関与する不特定の表現されない動作主

が想定される場合が多く、受動態の意味がより明確に表現される。一方、能格

動詞は自然に起こる現象を指すことが多く、動作主は想定しにくい。以下の説

明では代表的な用例を挙げるにとどめる。

(2)中間態動詞

動作主を主語とする同形の動詞が存在し、意味的に動作主の影響を顕著に受

ける文成分が主語として現われる状態表現の自動詞などを指す。西フリジア語

には他動認のB的語以外の名詞匂が主語になるものもあり、非人称の中間態動

詞も存在する O ふつう様態を示す副詞的な文成分を伴って主語の性質を述べ、

個々の具体的な出来事は示さない。形態的には能動態だが、受動態の意味を表

わし、特定の動作主は表現されない。

(a)対応する他動詞の目的語が主語になるもの

No， dat heart nochal earnstich. fあら、それはお聞きしたところ、か

なり深刻ねJ(hearre f(物事が)…のように関こえる(中間態動詞)J∞

f(人が物事を)聞く(他動詞)J)(Bangma 19932 
: 67変更〉

Alles fielde wiet. f触ると何もかも濡れていたJ(fiele f(物事が)…と

いう感触だく中間態動詞)J∞ f(人が物事に)触る(他動詞)J)(ULI' S， 

A 6 : 8) 

De romte mji t 1 ikerndch 2，40 x 3，00 meter. rその空間はおよそ2.40x 

3.00メートルの広さがあるJ(mjitte r(物事が〉測ると…の数値がある

(中間態動詞)Jφf(人が物事を)測る〈他動詞)J)(ULI' S， B 2 : 15) 

De tee skinkt {br白1/swart/ goed}. fそのお茶は{注ぐと{茶色/黒}に

なる/注ぎやすい}J (skinke r<物事が)在ぐとーである(中間態動詞)J

∞(人が物事を)注ぐ〈他動詞)J)(Zantema 1984 : 892) 

It fleis盟斗tmaklik. rその肉は簡単に切れる J(snije f(物事が〉切

-544-



れる(中間態動詞)Jq r(人が物事を〉切る(他動詞)J

(b)対応する他動詞目的語以外の文成分が主語になるもの

Dy fyts sit goed. rその自転車は乗り心地がいいJ(sitte r(物事が)…

というすわり心地がする(中間態動詞)J∞rc人が物事の場所に〉すわる

(自動詞)J)(Zantema 1984 : 870) 

De bern wo11e e1k in sliepkeamer. Dat sliept 1ekker， sizze se. r子
供たちは各自寝室をほしがる。そのほうがよく眼れると言う J(sliepe 

r(物事が〉…という寝心地がする(中間態動詞)J∞r(人が物事の場所で)

眠る(自動詞)J(ULI'S， A 2: 9変更〉

(c)非人称中間態動詞

自動詞から非人称動詞に転用して中間態動詞として用いるものがあり(S 37 

(5))、場所などを示す副詞句にかんして一般的な性質や評価を述べる。

It sit hjir nof1ik. rここはすわり心地がいいJ(sitte r…というすわ

り心地がする(非人称中間態、動詞)J∞r(人が場所に)すわる(自動詞)J)

(Visser 1985 : 904) 

It町 nnethjir goed. rここは住み心地がいいJ(wenje r…という住み心

地がする(非人称中間態動詞)J仲代人が場所に〉住む〈自動詞)J) 

(Zantema 1984 : 1172) 

官ymoatte mar wer oerein， it sit hjir胃01，mar it wennet hjir net. 

「じっとしている場合ではない。まだやることがたくさん残っている(=

私たちは再び立ち上がらなくてはならない。ここは一時的にすわるところ

ではあるが、定住するところではない)J(同上)(Zantema1984 : 870) 

第 2不定認として次のような構文で用いることもある。

In protte minsken meie hjir net wenje. No， it is hjir goed wenjen 

fine wy. rここには住みたがらない人が多いが、それでも、ここは住みや

すいとわしらは思うよJ(向上)(Bangma19932 
: 80) 

次の構文を比較。

Hy sit yn in leunstoel. r彼は安楽いすにすわっている」

Dy leunstoel sit noflik. rその安楽いすはすわり心地がいいJ

Yn dy 1eunstoe1 sit it noflik. r向上J

Yn dy 1 eunstoe 1 is it nof1ik sitten. r向上j

(3)能格動詞

(a)用法

意味的に他動詞の目的語にあたる被動作主が主諾として現われている自動詞

「
句
Jv

a斗E
J
 



で、個々の具体的な出来事を表わすものを指す。運動や状態の変化を示す移行

表現が多く、完了形は原則として時間支配である。この場合、他動詞の受動

態完了形と同形になるので、あいまいさが生じることがある〈次の用例では能

格動詞の完了形と解釈する〉。

Dat gles is brutser1. rそのガラスは割れたJ(brekke r割れる、こわれ

る(能格動詞)J)(Visser 1985 : 116) 

∞Hja brekt de faas. r彼女は花瓶を割るJ(brekke r割る、こわす(他

動詞)J)(Boersma/Van der曹oude19812 
: 40変更)

De plankes spjalt fan droegens. r板は乾燥したために割れた」

(spjalte r割れる(能格動詞)J)(Zantema 1984 : 954) 

∞Hy国主 deplanke盟主lt.r彼は板を割ったJ(spja1te r割る〈他動

詞)J) 

It iten is bedoarn. r食べ物が腐ったJ(bedjerre r腐る〈能格動詞)J) 

(ULI' S， B 11 : 25) 

∞Us takomst is bedoarr1. r私たちの将来は損なわれたJ(bedjerre r損
なう〈他動詞)J(Zantema 1984 : 59) 

De broeks skroeid. rズボンに焦げた跡があるJ(skroeie r焦げ目がつ

くく能格動詞)J)(ULI' S， C 4 : 5) 

件 Hy担!it guod by de kachel些旦弘d.r彼はその品物を暖炉のそばで

焦がしたJ(skroeier焦げ目をつける(他動詞)J)(Zantema1984 : 908) 

次の用例は人と物事が主語になる能格動認の伊jである。

Nei in pear dagen wiene hja al aardich町 ndyn it nije hus. r二、
三日のうちに彼らは新しい家にもうすっかり壊れたJ(wenne r(人が〉慣

れる(能格動詞)J)(Zantema 1984 : 1173) 

Wenst deroan. r君はそれに慣れるよJ(同上)(Visser1985 : 870) 

Ik hoopje dat it gau went. r私はそれが早く軌道に乗ることを願ってい

るJ(wenne r(物事が)慣れる、軌道に乗る(能格動詞)J)(ULI'S， A 13 

: 8) 

Al1es went. rすべては慣れていくものだJ(向上)(Zantema 1984 : 1173) 

φHy koe de kat net wenne. r彼はその猫を慣らすことができなかったJ

(wenne r(人が物事を〉慣らす(他動詞)J) 

(b)中間態動詞と能格動詞をあわせもつもの

同ーの動詞でも、表現されない不特定の動作主が想定される性質の表現か、

動作主が想定されない自然に起こる個々の移行現象の表現かによって、それぞ

れ中間態動詞と能格動詞の機能をあわせもつことがある。
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i) skowe r動かすと…である(中間態動詞)Jr動く(能搭動詞)Jr動かす

(他動詞)J

Dy fyts skoot swier. rその自転車は重くて走りにくいJ(中間態動詞〉

(Zantema 1984 : 903) 

Yn unδfhink1ike sinnen skoot yn alle Germanske talen (utsein it 

1ngelsk) it tiidwurd nei de twadde posysje yn 'e sin. r主文ではす

べてのゲ、ルマン語で(英語を除いて)動詞が文の 2番目の位置に移動するJ

(能格動詞)(Hoekstra1997 : 75) 

Hy hat de karre oan 'e kant skood. r彼は台車をわきに動かしたJ(地

動詞)

日)rekke rのばすとーである(中間態動謁)J rのびる(能格動詞)Jrのばす

(他動詞)J

Dat lear hat altiten mak1ik rutsen. rその革はいつも簡単にのびた」

(中間態動詞)

1t ilastyk is under dat gewicht aardich rutsen. rゴムは重みでひど

くのびたJ(能格動詞)(Zantema1984 : 808) 

Hy hat dat lear {utrutsen/*rutsen}. r被は革をのばしたJ(他動詞〉

(4)その他の場合

主語名詞勾が人を表わすものと物事を表わすものに交替することによって、

動詞の意味が態に関連した変化を示すものがある。以下に少数の例を示す。

(a)自動詞が他動詞と同形だが、中間態動詞とも能格動詞とも異なるもの

① lizze 

i) r横たわっている、(物事が人にとって〉…である(自動詞)J

De Ljouwerter Krante leit op 'e tafel. rリャウエテル・クロンテ(=

フリースラントの代表的な新聞。オランダ語名 LeeuwarderCoerant)が

テーブルの上にあるJ(ULI' S， A 2 : 9) 

Dat wurk leit him net. rその仕事は後には向かないJ(Zantema 1984 : 

579) 

u) r横たえる(他動詞)J

日enmoat net alle aaien under ien hin lizze. rすべての卵を 1羽のめ

んどりの下に置いてはいけない(=すべての命運をたったひとつの機会に

賭けてはいけない。ことわざ)J(Beintema 1990 : 9) 

ゥ歴史的には古フ. lidza (自動詞)， ledza (他動詞)のように異形の誇だっ

たが、その後の音韻支比によって同形になった。
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② 1 iede 

i) i(鐘が〉鳴る(自動詞)J

Foarhinne letten de klokken trije kear deis. i以前、鐘は一日に 3回

鳴っていたJ(自動詞)(ULI'S， B 20 : 7) 

u) i(鐘を)鳴らす(他動詞)J

Juster hat de koster de klokken let. r昨日、教会の番人が鐘を鳴らし

たj(他動詞)(ULI'S， B 20 : 7) 

i(鐘を〉鳴らすJという他動詞の用法は i(鐘が)鳴る」という自動詞か

らの派生と考えられる。自動詞の完了形は hawwe支配であり、能格動詞

であるかは疑問である。 kloklieder鐘を鳴らすjという名詞抱合による

1語の非分離の動詞があることに注意 (hykloklet i彼は鐘を鳴らすJ)。

(b)意味的に類似した動詞で人あるいは物事が主語になるもの

主語以外では、人を示す名詞匂は利害・関心を表わす名調句、物事を示す名

詞匂は前置詞匂として一般に現われる。

① slagje 

完了形はつねに時間支配である。

i) i(人が物事において〉うまくいく J

1s er foar it eksamen slagge? r彼は試験はうまくいったのですかj

(Zantema 1984 : 916) 

u) i(物事が人にとって〉うまくいく」

1t is him net slagge. iそれは彼にとってうまくし1かなかったj(Zantema

1984 : 915) 

ごアオランダ誇では人が主主吾の場合には slagenを用い、物事が主語の場令に

は (ge一)lukkenを用いる(ともに完了形は zijn丈配)。

② tinke 

人が主語の場合には動作主の意味を担って思考動詞になり、物事が主語の

場合には人を表わす目的語名詞句が経験者としての意味を担って心理動詞

になる傾向が強い。

j) iC人が物事・人について)…と思う、熟慮する、思い出すJ

Tink oan my! r私のことを思い出してねJ(Zantema 184:1053) 

Tink der goed om! iそのことをよく考えなさいJ(Zantema 1984 : 1053) 

Hy tinkt， dat er no wer de gryp hat. r彼はまた風邪をひいたのだと思

っている j(ULI' S， A 11 : 6) 

1k sil der nochris oer 且生~ oft ik sa'n elektrysk ding wol keapje. 

「私はそのような電気製品を買おうか、もう一度考えてみることにする j
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〈札l'S， A 12 : 8) 

以下の用例では目的語代名詞が前置詩句を伴っていないことに注意。

Wa soe dat tocht ha! rそんなばかなく z だれがそんなことを考えただろ

う)J(Zantema 1984 : 1053) 

r(物事・人が)人にとって)…と思われるJ

Wat tinkt dy derfan? rそれについて君にはどう思えますかJ(Zantema 

1984 : 1053) 

Wat tinkt jo? rあなたにはどう思えますかJ(Bangma 19932 
: 27) 

Ja， dat tinkt my ek.rええ、私にもそう思えますJ(Zantema1984:1053) 

③ misse 

i〉 f人が物事・人を欠く、 なくて困るJ

Ik mis noch ien ding. 「私はまだひとつ足りないJ(ULI' S， A 12 : 8) 

「物事・人が(人にとって〉欠けている・不備である・なくて菌るJ

Hy mist nea yn ' e tsjerke. 「彼はけっして教会で見かけないことはない」

(Zantema 1984 : 620) 

Dat kin net misse 「それは疑いなくそうだJ(Zantema 1984 : 620) 

Dat mist dy. 「それは君の思い違いだJ(Zantema 1984 : 620) 

En町Tek， as it my net mist. 「そして、私たちもそうだ、 もし私の間違

いでなかったらJCUL1' S， A 4 : 8 ) 

(5)再帰・使役・非人称構文における用法の可否

代表的な動詞についてオランダ諾とドイツ語との比較を交えて例示する O

① leze r読める、読むJ

Dit artikel lest slim. 「この論文は読みにくいJ

本Ditartikel lest him slim. r同上j

Dit artikel lit him slim leze. 「向上J

にア オ. Dit artikel leest moeilijk. f向上j

*Dit artikel 1eest zich moellijk. f同上J

Dit artikel 1aat zich moei1ijk lezen 「同上J

ド. *Dieser Artikel liest schwer. 「同上j

Dieser Artikel 1iest sich schwer. f向上j

Dieser Artikel 1asst sich schwer lesen. 「向上j

② ferkeapje r売れる、売るj

Dit boek ferkeapet goed. 「この本はよく売れるj

*Dit boek ferkeapet him goed. 「向上」
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Dit boek lit him goed ferkeapje. i同上J

σ オ.Dit boek verkoopt goed. r同上j

牢Ditboek verkoopt zich goed. r向上j

Dit boek 1aat zic11 goed verkopen. r同上j

ド. *Dieses Buch verkauft gut. r河上j

Dieses Buch verkauft sich gut. r詩上j

Dieses Buch 1asst sich gut verkaufer1. r向上j

③ spjalte r割れる、割るJ

Dit hout盟主註 maklik. rこの材木は割りやすい」

幼 ithout spjalt him maklik. i向上j

Dit hout lit him maklik spjalte. r向上J

ウオ.Dit hout sp斗ぷ gemakkelijk. r向上j

*Dit hout splijt ZIch gemakkelijk. r向上j

Dit hout laat zicg gemakkelijk sp斗主主主・ 「同上j

ド. *Dieses Holz翠ι主主 leicht. r向上」

Diesess Holz spaltet sich leicht. r同上j

Dieses Holz 1asst sich leicht spalten. r同上J

④ skriuwe r書ける、書く j

Dy pillIle skriuwt it best. rそのぺンはもっとも書きやすい」

本Dypinne skriuwt hirn it best. r同上j

*Dy pillIle lit him it best skriuwe. r同上J

Mei dy pillIle skriuwt it it best. r同上J

柑 eidy pillIle skriuwt it him it best. r向上J

柑 eidy pinne 1 it it him it best skriuwe. r同上」

柑 eidy pillIle is it it best skriu官en.r向上J

E オ. Die pen schrijft het best. r向上j

*Die pen schrijft zich het best. r向上j

*Die pen 1aat zich het best schrijven. r同上J

Met die pen schrijft het het best. r向上j

*Met die pen schrijft het zic11 het best. r向上j

柑 etdie pen 1aat het zic11 het best schrijver). r向上j

*Met die pen is het het best schrijver1. r同上j

ド. Die Feder schreibt am besten. r向上j

Die Feder schreibt sich am besten. r向上J

Die Feder 1asst sich am besten schreiben. r同上j
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*Mit der Feder schreibt es am besten. r同上j

Mit der Feder schreibt es sich am besten. r向上j

Mit der Feder 1asst es sich am besten schreiben. r向上j

哨 itder Feder ist es am besten schreiber1. r向上j

⑤ bakke i(パン・ケーキなどが〉焼ける、(同左を)焼く J

Myn une bakt net mear regelmjittich. i私のオーブンはもうちゃんと焼

けないJ

本国ynune bakt him net mear regelmjittich. i向上J

*Myn une lit him net mear regelmjittich bakke. i同上j

刈eimyn une bakt it net mear regelmjittich. i向上」

柑eimyn une bakt it him net mear regelmjittich. i向上」

本自eimyn une 1 it it him net mear regelmjittich bakke. i同上J

柑eimyn une is it net mear regelmjittich bakken. r同上」

σ オ. Mijn oven bakt niet meer regelmatig. r同上J

*Mijn oven bakt zich niet meer regelmatig. r向上j

*Mijn oven 1aat zich niet meer regelmatig bakken. r同上j

吋4etmijn oven bakt het niet meer regelmatig. r同上j

柑 etmijn oven bakt het zich niet meer regelmatig. r同上j

*Met mijn oven 1aat het zich niet meer regelmatig bakken. r同

上j

吋fetmijn oven is het niet meer regelmatig bakken. r同ーとj

ド. Mein Ofen backt nicht mehr regelmasig. r向上j

*Mein Ofen backt sich nicht mehr regelmasig. r向上J

*Mein Ofen 1asst sich nicht mehr regelm討 igbacken. r向上j

吋fitmeinem Ofen backt es nicht mehr regelmaSig. r同上j

柑 itmeinem Ofen backt es sich nicht mehr regelmasig. r向上J

Mit meinem Ofen 1asst es sich nicht mehr regelmasig backen. 

f同よJ

*Mit meinem Ofen ist es nicht mehr regelmasig backen. r同上j

⑤官enjei住む(自動詞)J

Dit hus wennet goed. rこの家は住みやすいJ

幼 ithus wennet him goed. r同上」

*Dit hus lit him goed配 nje.r向上J

Yn dit hus wennet it goed. r同上」

本Yndit hus wennet it him goed. [""同上」
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本Yndit hOs 1 it it him goed盟国主・「同上J

Yn dit hOs is it goed盟njen・「同上」

ウオ. Dit huis woont goed. r向上j

牢Dithuis woont zich goed. r同上j

*Dit huis 1aat zich goed wonen. r向上J

In dit huis woont het goed. r向上j

*In dit huis woont het zic!1 goed. r向上j

*In dit huis 1aat het zicl1 goed wonen. r向上j

In dit huis is het goed wonen. r向上j

ド. *Dieses Haus wohnt gut. r向上j

*Dieses Haus wohnt sich gut. r同上J

牢DiesesHaus 1asst sicl1 gut wohnen、「同上j

*In diesem Haus wohnt es gut. r同上j

In diesem Haus wohnt es sich gut. r向上J

In diesem Haus 1asst es sich gut wohnen. r河上j

*In diesem Haus ist es gut wohnen. r向上j

⑦ bewenje r…に住む(他動詞)J

*Dit hOs bewennet goed. rこの家は住みやすい」

*Dit hOs bewennet him goed. r同上J

Dit hus lit him goed bewenje. r向上j

*Yn dit hus bewennet it goed. r同上J

本Yndit hus bewennet it him goed. r向上」

*Yn dit hus 1 it it him goed bewenje. r同上j

本Yndit hus is it goed bewenjen. r同上j

t オ. *Dit huis bewoont goed. r向上j

キDithuis bewoont zich goed. r向上J

Dit huis 1aat zich goed主笠盟主2・ f向上」

*In dit huis bewoont het goed. r向上」

キIndit huis bewoont het zich goed. r同上j

*In dit huis 1aat het zich goed be胃onen. r同上j

*In dit huis is het goed bewonen. rl司上j

ド. *Dieses Haus bewohnt gut. r同上J

Dieses Haus bewohnt sich gut. r向上j

Dieses Haus 1asst sich gut bewohnen. r向上J

*In diesem Haus bewohnt es gut. r向上j
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キIndiesem Haus bewohnt es sich gut. r向上j

牢Indiesem Haus 1asst es sich gut bewo民自・「向上j

宇Indiesem Haus ist es gut bewohnen. r同上j

⑧ sitte rすわっている」

Dizze sofa sit noflik. rこのソファはすわりやすいJ

ゆ izzesofa sit hirn noflik. r向上J

ゆ izzesofa lit hirn noflik sitte. r向上J

Op dizze sofa三itiエnoflik.r向上j

本updizze sofa sit it hirn nof1 ik. r向上」
本Opdizze sofa 1 it it hirn noflik sitte. r向上j

up dizze sofa is iエnoflik足早虫・「向上j

σ オ. Deze sofa zit prettig. r向上j

牢Dezesofa zit zich prettig. r向上j

*Deze sofa 1aat zich prettig zitten. r向上j

up deze sofa zit het prettig. r詞上」

*up deze sofa zi t het zic11 prettig. r同よJ

*Op deze sofa 1aat het zich prettig zitten. r同上j

Op deze sofa is het prettig zitten. r向上j

ド. *Dieses Sofa sitzt angenehm. r向上j

Dieses Sofa sitzt sich angenehm. r向上J

*Dieses Sofa 1asst sich angenehm sitzen. r同上j

*Auf diesem Sofa sitzt es angenehm. r向上J

Auf diesem Sofa sitzt es sich angenehm. r向上j

Auf diesem Sofa 1asst es sich angenehm sitzen. r同上j

*Auf diesem Sofa ist es angenehm sitzen. r向上j

⑨ iepengean r開く J!iepenje r開く、開けるj

Dizze doar giet autornatysk iepen. rこのドアは自動的に開く J

(本)Dizzedoar iepenet autornatysk. r同上j

幼 izzedoar iepenet hirn autornatysk. r向上J

幼 izzedoar斗主主irnautornatysk主控nje・「向上J

t オ. Deze deur盟主 automatisch盟主主・ f向上j

(*)Deze deur opent automatisch. r向上j

*Deze deur 0pent zic11 automatisch. r同上j

*Deze deur 1aat zic11 automatisch openen. r同上j

ド. Die Tur geht automatisch auf. r同上J
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(*)Die Tur offnet automatisch. r向上j

Die Tur offnet sich automatisch. r同上J

Die Tur 1asst sich automatisch offnen. r向上j

Troch de hurde wyn is de doar iepengier1. r強い風でドアが開いたJ

本Trochde hurde wyn {is/hat} de doar iepene. r馬上J

*Troch de hurde wyn hat him de doar iepene. r向上J

σ オ. Door de harde wind is de deur 0pengegaan. r向上j

*Door de harde wind {is/heeft} de deur geopend. r向上j

牢Doorde harde wind heeft zich de deur geopend. r向上J

ド. Durch den heftigen Wind ist die Tur aufgeganger1. r向上j

*Durch den heftigen Wind {ist/hat} die Tur geoffnet. r向上J

Durch den heftigen Wind主主主三年hdie Tur巴笠主主主 r向上j

⑮ tichtgean r閉まるJ/slute r閉まる、閉めるj

Dizze doar giet autornatysk ticht. rこのドアは自動的に閉まったJ

〈本)Dizzedoar slut automatysk. r向上J

幼 izzedoar slut him automatysk. r向上J

*Dizze doar lit him autornatysk slute. r向上J

2 才. Deze deur gaat automatisch dicht. r向上J

(*)Deze deur sluit automatisch. r向上j

*Deze deur sluit zich automatisch. r向上j

*Deze deur laat zich automatisch sluiten. r同上J

ド. Diese Tur geht automatisch zu. r向上J

(*)Diese Tur schliest automatisch. r河上J

Diese Tur schliest sich automatisch. r向上j

Diese Tur lasst sich automatisch schliesen. r向上j

Troch de hurde wyn is de doar tichtgier1. r強い風でドアが閉まった」

本Trochde hurde wyn {is/hat} de doar sletten. r同上J

*Troch de hurde wyn hat hirn de doar sletten. r向上J

f オ.Door de harde wind is de deur dichtgegaar1. r向上j

*Door de harde wind {is/heeft} de deur gesloten. r同上j

*Door de harde wind heeft zic11 de deur gesloten. i同上J

ド. Durch den heftigen Wind ist die Tur zugeganger1. r向上j

*Durch den heftigen Wind {ist/hat} die Tur geschlossen. r向上j

Durch den heftigen Wind hat sich die Tur geschlosser1. r同上J
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!i 83 名詞抱合 (nomenynkorporaasje，haadwurdynkorporaasje) 概観

(1)はじめに

名詞が動詞の一部として取り込まれ、 1語の合成動詞(または「接合動詞J) 

を形成する現象を名詞抱合(または「名詞編入J)という (N十 V→[NVJv)。

オランダ語やドイツ語には名詞部分が動詞から分離している分離動詞があり、

これは西フリジア語でも同様である。しかし、オランダ語やドイツ語、それに

英語では、名詞部分が動詞から分離していない非分離の合成動詞はきわめて限

られている。一方、西フリジア語ではこのような非分離の合成動詞が数多く見

られる。これはゲルマン語として特異であり、同言語特有の特徴である。さら

に、これは一般にフリジア語群に共通し、西フリジア語の東側に隣接するオラ

ンダ語フローニンゲン方言(オ. Gronings)にも見られる。以下では名詞抱合

という用語を非分離の合成動詞形成に限定して用い、その特徴を解説する O

次の 2つの用例を比較されたい。

i) Heit lest de krante. r父は新聞を読んでいるJ

u) Heit krantelest. r向上J(ULI' S， A 19 : 13) 

u)が名詞抱合の例である。 kranteleze[kr3ntale:zaJ r新聞を読むJ

(krantlezeも可〉は、名詞(=r被抱合名詞J) krante r新聞Jが動詞 leze

「読むJに抱合された動調(口「抱合動詞J)である O それにたいして、 i)

は分析型の「名詞句+動詞」による表現(=r動詞句表現J)である。なお、

この例には特別に krantsje/kranterjer新聞を読むJという品詞転換(S 91) 

による派生動詞がある。

抱合動詞に対応する動詞句表現には「前置詞勾+動詞Jというタイプもある。

ill) Mem spilet op 'e piano. r母はピアノをひく J(前置詞匂+動詞 op e 

piano spylje) 

主)Mem pianospilet. r向上J(抱合動詞 pianospylje)

(2)特徴:まとめ

西フリジア語の名詞抱合には次のような特徴がある。

①生産性が高く、かなり自由に新しい語をつくることができる。抱合動詞の

数は辞書に記載しきれないほど多い。

②名詞抱合とならんで、 r{名詩句/前置詞匂}+動詞」による表現、すなわち

動詞句表現がほとんどの場合に併存する。

③抱合動詞は 1語であり、しかも分離動詞と違って分離していない。

④被抱合名詞の語形は単数形とも複数形とも異なることがあり、合成語の成

分としてはたらく場合の語形と共通することがある。
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⑤抱合動詞はもとの動詞の語形変化を継承する。すなわち、名詞抱合を起こ

した強変化動詞は強変化のままであり、オランダ語やドイツ語などと違っ

て、弱変化になることはない。

⑤被抱合名詞は総称的な意味を表わし、特定の個別的な指示物を示さず、単

数。複数の区別も含意しない。

⑦抱合動詞は継続アスペクトを表わす「行為動詞J(エ. activity verb)で

あり、完結・完了を含意する表現にはなりにくい。また、動詞匂表現に比

べて、個々の 1回限りの動作よりも継続・反復や習慣・性質・能力などを

示す典型的な動作表現に多用される O 制度的・儀礼的・社会的行為や比磁

のように、動詞句表現に比べて意味的な拡大を起こすこともある。

⑧被抱合名詞は動作主が表わす意図的な動作によって直接的な影響を被り、

動詞の意味役割を充足するものに限られる。

⑨被抱合名詞は動語句表現における直接目的語や道具・目標・場所などを示

す前置詞勾に対応する。主語は、非人称動詞としての天候動詞の一部や、

非人称受動のように「内項J(エ. internal argument)としてはたらく場

合を除いて、抱合されない。

⑩直接目的語を抱合した抱合動詞は、被抱合名詞と同族の藍接目的語を伴う

ことはなく、この意味では自動詞である。ただし、動詞との結び、っきの弱

い「付加成分J(エ. adjunct)は、名詞抱合によって直接呂的諾に統語的

に昇格することがある。逆に、亙接目的語以外に動詞と結び、っきの強い

「捕足成分J(エ. complement)を伴う他動詞句は、名詩抱合によって非

文になる。このように、名詞抱合は動詞の「項構造J(エ. argument 

structure)を変化させる。

⑬名詞抱合には構文上の制約があり、語葉的な国定の度合いに応じて個々の

動詞によって差がある。すべての抱合動認が問題なく現われることができ

るのは、不定詞の名詞用法、 te+第2不定詞 (en-不定詞)の前置詞用法

と文用法(副詞用法、~97)、進行中の出来事を表わす foanit十第2不

定詞構文jである。語葉的に閤定した抱合動詞は、その他の場合にも現わ

れることができる。

⑫西フリジア語(フリジア語群一般)で名詞抱合による抱合動詞が広範囲で

見られるのは、動詞的性質の強い第 1不定詞 (e-不定詞)のほかに、動詞

的性質と名詞的性質をあわせもつ第 2不定詞 (en-不定詞)があり、基本

語)1債がOV型であることと関係がある。すなわち、西フリジア語の名詞抱

合は第2不定詞からの「逆成J(エ. back-formation)に由来し、このた

めに他のゲルマン諾と違って、生産的であると考えられる。
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S 84 名詞抱合:個々の特徴

(1)生産性など

(a)生産性

名詞抱合は西フリジア語では生産性が高く、かなり自由に新しい語をつくる

ことができる。辞書にはすべての抱合動詞を記載できないほど豊富である。

i) bierdrinke rどールを飲むJ， kofjedrinke rコーヒーを飲むJ， tee-

drinke rお茶を飲むJ， wyndrinke rワインを飲むJ(以上 Zantema1984)， 

mo1kedrinke r牛乳を飲むJ(胃FT13/1996 : 370)， wetterdrinke r水を飲

むJ(i b. 16) 

u) ierappe1bouwe rジャガイモを栽培するJ， ierappe1do11e rジャガイモを

掘るJ，ierappe1dreagje rジャガイモのゆで汁を捨てるJ，ierappe1-

jaskje/-ski1e rジャガイモの皮をむく J， ierappe1pjukke/-pripkje/ 

-sykje r堀り出したジャガイモを集めるJ， ierappe1sette rジャガイモ

の苗を植えるJ，ierappe1skrobje rジャガイモを洗ってよごれを落とすJ，

ierappe1sproeie r畑のジャガイモに水をまく J， ierappe1suverje r畑の

ジャガイモを他の雑草から選別するJ，ierappe1waskje r皮をむいたジャ

ガイモを洗う J(以上 Zantema1984)， ierappe1sutelje rジャガイモの行

商をするJ(Di jk 1997 : 137> 

ili) pianospylje rピアノをひく J， fioel(e)spy1je rヴァイオリンをひく J， 

f1 u i tspy 1 j e rフルートを演奏するJ(以上 Zantema1984)， gitaarspylje 

「ギターをひく J(Hoekstra 1998 : 61>， hoarnb1aze rホルンを吹く J， 

trompetblaze rトランペットを吹く J，troms1aan r太鼓をたたく J(以上

Zantema 1984) 

め artikelkopyearjer論文をコピーするJ(←artikel r論文J十kopyearje

「コピーするJ)(Di jk 1997 : 14) 

cd-keapje r C Dを買う J(←cd r C D J + keap j e r買う J)(Hoekstra 

1998 : 57) 

既存の動詞と競合すると、名詞抱合が起こりにくいことがある。たとえば¥

autoride r車を運転するJ， hynsteride r乗馬をするJ， reedride rスケート

をするjにたいして、 ?fytsrider自転車に乗るJはほとんど使わない。これ

は fytser両左jが定着しているためと考えられる (Dijk 1997 : 15)。

てアオランタ'誇やドイツ語では名詞抱合は非生産的である。上記の用例に対応

するものとして、オランダ言香では pianospelenrピアノをひく J， 

vioolspelen rヴァイオリンをひく J， paardrijden r乗馬をする j にほぼ

眠られる。対応するドイツ誇の抱令動詞はほとんど存阜せず、合成名詞か
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らの「送成j による技術的な専門用まるが多い ((4)注参照)。

(b)被抱合名詞の数

名詞抱合は 1回のみ可能であり、被抱合名詞の数はひとつに制躍される。

De boer lade {de配 in/hea}.r農夫は{車に(荷物を)/干し草を}積ん

でいたJ(Dijk 1997: 153変更〉

→De boer {weinlade/healade}. r向上J(ib. 153変更〉

→*De boer {weinhea1ade/heaweinlade}. r農夫は車に干し翠を積んでい

たJ(ib. 155変更〉

(c)分離動詞・非分離動詞の名詞抱合

分離動詞や非分離動詞も名詞抱合ができる。ただし、動詞によってはできな

いこともある。これは分離成分の不変化詞(小辞、エ. particle)が他動詞化

の役目を果たし、名詞抱合の自動詞化の性質と相容れないことや、動作の完結・

完了を意味する「達成動詣J(エ. achievement verb)や「完成動詞J(エ.

accomp1ishment verb)を形成することと関係がある。たんに方向を示したり、

動詞の語義的な意味を補足するにとどまる場合には、名詞抱合は可能である O

①名詞抱合:不可

apelsutelje rリンゴの行商をするJ(apel rリンゴJ十suteljer行商を

する(自動詞 mei…のけ (Dijk1997: 137) 

φ*apelutsutelje r向上J(apel rリンゴJ+utsutelje r(…の)行商を

する〈他動詞・分離動詞)JCib. 137) 

apelite rリンゴを食べるJ(apel rリンゴJ+ ite r食べるJ) 

件 *apelopiterリンゴを全部食べるJ(opite r食べ尽くす(分離動詞)J) 

(ib. 105) 

glesskilderje rガラスに絵を描く J(gles rガラスj 十skilderjer絵を

描く J)(ib. 122) 

特有lesbeskilderjerガラスに絵を描きつくすJ(gles rガ、ラスJ+be-

skilderje r絵を描きつくす(非分離動詞)J)(ib. 122) 

②名詞抱合:可

teeynj i tte rお茶をつぐJ(tee rお茶J+ynjitte r注ぎ入れる(分離動

詞)J(Di jk 1997 : 121> 

molkopnimme r牛乳のサンプルを採取するJ(molke r牛乳J+opnimme r採
取する(分離動詞)J (Zantema 1984 : 630) 

bedopmeitsje r寝床を整えるJ(bed rベッドJ+opmeitsje r整える(分

離動詞)J)(Hoekstra 1998 : 57) 

tafelklearmeitsje r食事の用意を整えるJ(tafelr食卓J-トklearmeitsje

。
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「用意する(分離動詞)J(ib. 57) 

(2)形態的特徴:抱合動詞の 1語としての性質

抱合動詞は 1語であり、次のような語の結束性〈ド. Kohasion)を示す。被

抱合名詞は単独の語として機能しない。

(a)アクセントとイントネーション

抱合動詞は被抱合名詞の部分に主アクセントがある。動詞句表現では動詞の

部分に、より強いアクセントがある。

kofjesette [k5fjasetJ]∞*[kJfjasEtJ] rコーヒーをいれる」

右側の動詞部分に主アクセントを置くことはできない。イントネーションも

右側の動詞部分だけでなく、抱合動詞全体にかかる (Dijk1997:20)。

(b)限定詞・修飾成分、代名詞化

被抱合名詞は名詞匂を形成しない。どのような眼定詞や修飾成分も伴うこと

がなく、代名詞で受けることもできない (Dijk1997 : 13ff. )。

①不定冠詞、定冠詞

Ik wit dat er {{in/de} ko/{白/de}kij} slachtet. r私は彼が{{ある/

その}牛(単数)/{{ある/その}牛(複数)}を屠殺していることを知って

いるJ

本Ikwit dat er {{in/de} koslachtetパo/de} koslachtet}. r私は彼が

れある/その}牛を屠殺しているく単数〉パある/その}牛を屠殺している

(複数)}ことを知っているj

②否定冠詞

被抱合名詞に否定冠詞 gjinはつかず、否定文は否定詞 netによる。

Ik wol gjin bier drinke. r私はピールを飲みたくない」

Ik wol {句jin/net}bierdrinke. r向上J

③所有代名詞、指示代名詞、形容詞、関係節

i) Hy hat al syn tosken poetst. r彼はもう(自分の)歯を磨いたJ

Hy hat 凶作syn/O} toskpoetst. r同上J

u) Sy moat noch dat skiep melke. r彼女はまだあの羊の乳をしぼらなけれ

ばならないj

Sy moat noch {本dat/臼}skiepmelke. r彼女はまだ{あの/白}羊の乳を

しぼらなければならないJ(skiepmelke r羊の乳をしぼるJ， Dijk 1997 : 

41) 

自〉本Pakeis nei de polder te grouwe bi tew judzjer1. r祖父は干拓地に灰色

のピートを掘りに行ったJ(Dyk 1992a : 51変更〉
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ただし、「形容詞+名詞jで語葉的に 1語として固定している場合には許

される。

Pake is nei de polder te reade bitewjudzjer1. r祖父は干拓地に赤カブ

を掘りに行ったJ(reade byt r赤カブJ)(ib. 51変更)

iv) Hy wol de町 ndrinke， dy't er juster kocht hat. r披は昨日買ったワ

インを欽みたがっているj

Hy wol wyndrinke， {*dy' t er juster kocht hat/臼}. r彼は{昨日買っ

た/0}ワインを欽みたがっている」

③代名詞化

Heit begun {de karre/him} te triuwen. r父は{荷車/それ}を押しはじ

めた」

Heit begun te {karretriuwer1/油 imtriuwerl}. r向上J(karretriuwe r荷

車を押すJ， Di jk 1997 : 133) 

(c)その他の統語的な制約

被抱合名詞には独立の名詞匂では可能な統語現象が許されないことがある。

たとえば、定動詞の主文第 2位への移動や rte+第 2不定詞 (en-不定詞)Jで

の分離ができず、空所化も起こらない。

①主文第 2位への移動、 te+不定詞匂での分離

Ik slypje de rnessen. r私はナイフをとぐJ(Dijk 1997: 4変更)

Ik {roesseslypje/*slypje messe}. r向上J(ib. 4変更)

Ik holp har de messen te slypjen. r私は彼女にナイフをとぐのを手伝っ

た」

Ik holp har {te messes 1 yp j er1/本messete slypjen}. r同上j

②空所化 (Dijk1997 : 22) 

Anneke wol apels ite en Jantsje parren __i. rアネケはリンコ、を食べ

たがり、ヨンチェは梨を食べたがるJ

件*Annekewol担弘主主 enJantsje胆立主ーi・「向上J

③等位接続での前方削除

これは可能である(合成語でも同様)。逆に、動詞句表現では許されない

(Di jk 1997 : 22)。

*Anneke wol apels i en Jantsje parren itei. r向上」

∞Anneke wol盟主i一一ien Jantsje盟主旦te・「同上J

(d)語形成

抱合動詞は接頭辞 fer-などを伴って、非分離動詞を形成することがある。

一般に、語形成の対象となる要素は 1語となった語に限られるので、このこと
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も抱合動認が 1語である証拠になる。

fersOpedrinke r脱脂粉乳の飲みすぎで胃を痛めるJ(fer一十super脱脂粉

乳J+drinke r飲むJ)(Di jk 1997 : 91) 

ferkaartspy1je rトランプ遊びで損をするJ(fer-+ kaart rトランプJ+ 

spy1 je r遊ぶJ)(ib. 91) 

(3)形態的特徴:被抱合名詞の語形

被抱合名詞の語形は単数形語幹と異なることがある。

(a) r接合の eJ(ド. Fugen-e，フ. e -augumint)を伴う誇

単数形語幹に「接合の eJを付加する語がある (Dijk1997 : 33ff. )。

parreite r梨を食べるJ(par r梨J+ ite r食べるJ) 

brieveskriuwe r手紙を書く J(brief r手紙j十skriuwer書く J) 

stekkefervje r楠にペンキを塗るJ(stekr栂J+fervje r塗装するJ)

hynsteride r乗馬をする J(hynst r馬J+ride r(車・馬に〉乗るJ) 

「接合の eJを欠く語が併存することもあり、その有無には個人差もある o

parlte r向上J/briefskriuwe r同上J/stekfervje r同上J

単数形語幹が -eで終わるものでは、「接合の eJの有無は不明である。

bonkepluzje r骨をかじるJ(bonke r骨」十p1udzjer少しずつ食べるJ) 

tOkeseagje r技切りをするJ(tOke r枝J+seagje rのこぎりで切るJ) 

「接合の eJには次のような特徴がある。

① 「接合の eJの条件

複数形が -enの名詞だけに付加される ο

parreite r梨を食べるJ(par r梨J→複数形 parren)

brieveskriuwe r手紙を書く J(brief r手紙j→複数形 brieven)

stekkefervje r柵にペンキを塗るJ(stek r柵j→複数形 stekken)

複数形が -sなどの -en以外の名詞にはつかない。また、 S は名詞抱合

の接合要素にはならない(合成語の接合要素にはなる)。

ape1ite/粕 pe1eite/ね pelsiterリンゴを食べるJ(apel rリンゴJ→複数

形 apels)

finsterfervje/本finsterefervje/本finstersfervjer窓枠にペンキを塗るj

(finster r窓J→複数形 finsters)

autowaskje/*autoewaskje/*auto'swaskje r洗車するJ(auto r車J→複数

形 auto's十waskjer洗う J) 

② 「接合の eJの有無による意味の差

有無に揺れが認められる語では、「接合の eJは複数形の意味を誘発する。
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したがって、物貿名詞では出ない。

i) Wy sille moarn stekfervje. r私たちは明日、柵にペンキを塗るつもりで

すJ(Dijk 1997 : 35変更)

ft)官ysi lle moarn stekkefervje. r向上J(ib. 35変更〉

i) stekfervjeは rl枚あるいは 2枚以上塗装する」、 u)stekkefervje 

は r2枚以上塗装する」の意味に解釈されやすい。

その他の諾では、単複両方の意味に解釈できる。

tukeseag j e r ( 1本あるいは 2本以上)枝切りをするJ(tuke r技j、単数

形語幹 -e)

autowaskje r( 1台あるいは 2台以上)洗車する J(auto r車j→複数形

auto's) 

「接合の eJが:複数形の -enと何らかの関係があることは否定できない

が、被抱合名詞が複数形として現われることはない。

parreite/本parreniter梨を食べるJ

brieveskriuwe/幼 rievenskriuwer手紙を書く J

stekkefervje/*stekkenfervje r柵にペンキを塗るJ

tukeseagje/本tukenseagjer枝切りをするj

(b) r接合の eJを伴わない語

①単数形語幹をそのまま使う語

balsmite rボール投げをする J(bal rポールJ+smi te r投げる J) 

ruthimmelje rガラス拭きをする J(rutrガラスJ+himmel je r掃除するJ)

apelite rリンゴを食べる J(apel rリンゴJ+ ite r食べる J) 

② 「害jれ」を起こす語

fuotfeie [fwotfaid，…fEIdJ r靴みがきをする J(foet [fUdt] r足J+ 

feie r掃く、掃除するJ) 

hoasstopje [hwastJpjd] rストッキングをかがる J(hoas [hOdS] rストッ

キングJ十stopjerつくろう J) 

③短母音化を起こす語

hushalde [hyshJ:dd] r家計・家政をつかさどる J(hus [hu:s] r家J+ 

halde r保つJ) 

hanwaskje [h5nvJskjd] r手洗いをするJ(han [hJ :nJ r手j 十四skjer洗
うJ hanwaskjeも可〉

aisykje [aisikjd] r(野鳥の)卵探しをする J(aai [a:i] r卵J+sykje 

「探すJ aaisykjeも可〉

④語末の -eを欠く語形が併存する語

ηノ目
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kranteleze/krantleze r新聞を読むJ(krante r新聞J+ leze r読むJ) 

fioelespylje/fioelspylje rヴァイオリンをひく J(fioele rヴァイオリ

ンJ+ spyl je r演奏するJ) 

molkedrinke r牛乳を飲むJ(molke r牛乳J+drinke r飲むJ)(胃FT13/ 

1996 : 373) 

凸 molkfarrer牛乳を船で運ぶJ(molke r牛乳J+ farre r船で運ぶ I)(ib. 

370) 

⑤縮小形を用いる語

小さな事物を意味する場合。

beantsjetriedzje rインゲンの筋をとる J(beantsje←bean rインゲンj

+ triezdje r (立などの)さやをとるJ) 

blomkenaaie r花の刺繍をする J(blomke←blom r花J+naaie r縫う J) 

子供の遊びゃ親しみなどの感情がこもった表現。

fjurkestoke r火遊びをする J(fjurke← fjoer r火J+stoke r(火を)起

こすJ) 

tomkesobje r親指しゃぶりをするJ(tomke←tomme r親指j 十sobjerしゃ
ぶる J) 

roltsjeride rローラースケートをする J(rδltsje← role rローラーJ+ 

ride r(車などで)行く J) 

boatsjefarre r船遊びをする、ポートをこぐJ(boatsje←boat rボート」

+ farre r(船で)行く J) 

縮小形接尾辞は「接合の eJと同様に、接合の要素としてはたらいている

ともいえる (Dijk 1997 : 36， Hoekstra 1998 : 56)。これは合成語でも縮

小形接尾辞がつくものがあることと関係がある。

goudsjeblom rマリーゴールド(植物)J(goudsje←goudr金J+blom r花J)

skipkelju r居住用の船に住む人々 J(skipke←skipr飴J+ 1 ju r人々 J) 

(c)被抱合名詞と合成語成分の語形

単数形と異なる被抱合名調の語形は、合成語の成分に用いることがある。

抱合動詞 fuotfeie[f同tfaia，…fdaJ r靴みがきをする」

~合成語 fuotbal[fwotbJl] rサッカ-J (foet r足J→ fuot-，r害jれJ)

hushalde [hyshJ:da] r家計・家政をつかさどるJ

~húsfrou [hysfrJu] r主婦J(hus r家」→hus-，短母音イヒ〉

parreite r梨を食べる J~parrebeam [p丞nbIdm] r梨の木J(par r梨J→

parre-， -eの付加)

合オランダ語でも -enどならんで eを令成語の成分に用いることがあっ
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たが、標準語の発音では -en と区別がな〈、 1995年の正書法政卒以末、

一enに統一された。

フ. parrebeam r梨の木j 仲オ. perenboom r向上J(←古 pereboom)

フ. messelizzer rナイフ亘き J仲オ. messenlegger r向上J (←古

messelegger) 

フ. messemakker/mesmakker r刃物師j 特オ. messenmaker r向上J(=古

messenmaker) 

(4)形態的特徴:抱合動詞の語形変化

抱合動詞はもとの動詞の語形変化を継承する。強変化動詞は名詞抱合によっ

て抱合動詞になっても、強変化のままである。

i)強変化 drinke r飲む」一過去形 dronk一過去分詞 dronken

強変化 teedrinke rお茶を飲むJ一過去形 teedronk一過去分認 tee

dronken 

u)強変化 skriuwe r書く J一過去形 skreau一過去分詞 skreaun

強変化 brieveskriuwe r手紙を書く J一過去形 brieveskreau-過去分詞

brieveskreaun 

〈アオランダ誇やドイツ誇では、強変イι動詞をもとにした抱令動詞は弱変北動

詞になることが多い。

オ.強変北 zuigen r吸う j 一退去形 zoog-退去分詞 gezogen

弱支ィιstofzuigen r電気掃除機で掃除する J一退去形 stofzuigde

一退去分詞 gestofzuigd

強変ィιhouwen r彫る、削る J一退去形 hieuw一退去分詞 gehouwen

弱支仏 beeldhouwen r部刻する j 一退去形 beeldhouwde一退去分

詞 gebeeldhouwd

ド.強変北 saugen r吸う J一退去形 sog/saugte一過去分詞 gesogen/

gesaugt) ( r電気掃除機で持除する j という意味では弱変1も)

弱変北 staubsaugen r電気掃除機で掃除する Jー(退去形

staubsaugte) 一退去分詞 staubgesaugt

子会変fι preisen rほめる J-i是去形 pries-退去分詞 gepriesen

弱変化 lobpreisen r替美する(丈語的)J一退去形 lobpreiste/

lobpries一退去分詞 gelobpreist/lobgepriesen(Duden 

Bd. 5/1994: 2142)， lobgepriesen/lobgepreist (Brockhaus 

-Wahrig 4. Bd./1982: 506) 
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(5)意味的特徴

(a)被抱合名詞の意味的特徴

(2)(b)と(3)(a)で述べたように、被抱合名詞は総称的・典型的な意味を表わ

し、単数・複数の区別を含意せず、具体的・個別的な指示物は示さない。ただ

し、感情的な強調表現に限って例外的に見られることがある。

No moatte jim ophalde te Fri tsnar jer1. rもうフリッツいじめはやめな

さいよJ(Dijk 1997 : 67) 

ヴオランダ誇フローニンゲン方言(オ.Gronings) では固有名詞もふつうに

抱令できる。

Nou mot je ophollen te Piter Moatje pesten. rもうピテ lレ・モアチエ

をいじめるのはやめなさいよ J(Schuurman 1987 : 186) 

くb)抱合動詞の意味的特徴:アスペクトと意味的拡張

①継続・反復

抱合動詞は動作の継続の意味を表わす傾向が強く、瞬間的な動作や完結・

完了を含意する表現には適さない。つまり、 f行為動詞J(エ. activi ty 

verb)である。

i) Gurbe stekferve {本ynin oere/oerenlang}. rクふルベは柵を{1時間で塗

装し終えた/何時間も塗装していた}J(stekfervje r柵を塗装するJ• 

Dijk 1997 : 35)(ib. 47変更)

Gurbe ferve it stek yn in oere. rグルベは摘を 1時間で塗装し終えたj

(ib. 47変更)

ただし、反復的な動作の場合には全体として継続性が表現されるので、抱

合動詞が許される O

。Boukjeknyndeadet oerenlang.わくウキエは何時間もウサギを屠殺してい

る(=何匹も立て続けに屠殺している )J(ib. 102変更〉

Boukje deadet oerenlang kninen. r同上J(ib. 102変更〉

②習i貫・性質・能力

抱合動詞は動詞句表現と対比すると、個々の 1回限りの動作よりも習慣的

動作を表わしやすく、動作の遂行よりも主語の性質や能力を表わしやすい

(ただし、義務的にそうである必要はない〉。

i) Us mem bolebakt {al jierren/?臼}mei nocht. r母は{もう何年も/0}

好きでパンを焼いている(習慣)J(bolebakke)(Di jk 1997 : 29変更)

Us mem bakt mei nocht in bole. r母はパンを焼くのが好きだJ(ib. 29 

変更〉

u) Tsjitske gitaarspilet. rチツケはギターがひける〈能力)J(gitaar-
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spyl je)(Hoekstra 1998 : 61変更)

61変更)「チツケはギターをひいているJ(ib.Tsjitske spilet gitaar. 

③制度的・儀礼的・社会的行為、上七磁

語葉的に固定した抱合動詞の中には、動詞勾表現に比べて、全体でまとまっ

た概念を形成し、制度的・犠礼的・社会的行為や比E散を表わしやすいもの

「私たちは 3時にコーヒープレイクの時

がある。

i)官ykofjedrinke om tri je oere. 

間を取る(=お茶にする;コーヒーを飲み、菓子などを食べ、歓談し、

つろぐ )J(Dijk 1997:51変更)

Wy drinke om trije oere kofje. r私たちは 3時にコーヒーを飲む(=た

51変更)だコーヒーを欽むだけ)J(ib. 

(コロフリースラントu) skutsjesile rヨット遊び(スクチエシレン)をする

の伝統的なスポーツ )J

mei in skutsje sile rヨットに乗る(立ただ乗るだけ)J

百)komelke r(小さな)牧畜業を営む、牛の乳をしぼる」

の手しをしぼるJ

「クラースは自転車修理・製造を職業にしている j

{in ko/kij} melke r牛{単数/複数}

If) Klaas fytsmakket. 

(fytsmeitsje)(Dyk 1992a : 57) 

(素人として〉修理・製造「クラースは自転車をKlaas makket in fyts. 

十kaujer噛
57) 

v) kieskauje rいやいや〈まずそうに)食べるJ(kies r砂利J

しているJ(ib. 

むJ) 

(c)抱合動詞の意味的特徴:主題関係

名詞抱合は、動作主主語による意図的な動作が意味役割を充足する抱合動詞

の被抱合名詞に直接的な影響を及ぼす場合に限られる。

①名詞抱合:可

「子供はプレートに色を塗っているJ(plaat It bern plaatsjekleuret. 

+brekke 

十kleurjer彩色するJ)(Di jk 1997 :変更)

It bern faasbrekt. r子供が花競を割っているJ(faas r花瓶j

「割るJ)(ib. 79変更〉

「プレートJ

「ミネはラジオを聞いているJ(radio rラジオJ+ Minne radioharket. 

harkje r(在意して)聞く 101変更)

「ポネがボールを投げた。

(nei…を)J)(ib. 

Bonne balsmiet. uege balsloech mei in stok. 

ウーへが棒でポールを打ったJ(bal rポールj+smite r投げるJ/slaan 
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②名詞抱合:不可

宇DeOndergeande sinne hOskleuret. r沈む太陽の光が家々を照らしてい

るJ(hOs i家J+kleurje i彩色する J)(Dijk 1997 : 97) 

本Debal faasbrekt.rポールが当たって花瓶が割れるJ(ib. 79変更〉

札oltsjeautoheart. rロルチエには車の音が耳に入ってくるJ(auto r車」

+hearre r聞こえるJ)(ib. 100変更)

本Beartkadootsjekrige de hiele dei. rベアトは一日中、プレゼントを

もらっていたJ(kadootsjerプレゼント J+ kri je r得るJ)(ib. 97変更〉

(6)統語的特徴被抱合名詞

(a)直接目的語の抱合

他動詞の直接目的語は抱合されやすい。ただし、動作主が示す意図的な動作

によって、直接的な影響を被る被動作主の場合に限る。 (5)(c)など、すでに

挙げた多数の用例を参照。

(b)前置詞目的語の抱合

道具.EI標・場所などを示す前置詞匂内に現われる名詞も、動作主が示す意

図的な動作によって車接的な影響を被り、動認の意味役割を充足する場合には

抱合できることが多い (Dijk 1997 : 137 ff)。

①道具

fisksutelje r魚、の行商をするJ(mei fisken r魚、で」十suteljer行商を

するJ) 

masinemolke r機械で乳しぼりをするJ(mei in masine r機械で」十molke

「乳しぼりをするJ) 

tou(tsje)dOnsje/-springe r縄跳びをするJ(tou(tsje) r縄J+dunsje 

「踊るJ/springe rはねるJ) 

② 目標

einsjitte rカモをねらい撃ちするJ(op in ein rカモに向かつてJ+ 

sj i tte r射撃するJ) 

ikelsykje rどんぐり拾いをするJ(nei in ikel rどんぐりを求めてJ+ 

sykje r探すJ) 

③場所

bedmige rおねしょをするJ(op in bed rベッドの上でJ+mige r小便を

するJ) 

pianospylje rピアノをひく J(op ， e piano rピアノ(の鍵盤)の上で」

+spylje r演奏するJ) 
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sleatsjespringe I側溝を飛び越すJ(oer in sleatsje I側溝の上をJ+ 

springe I飛び越すJ) 

autoride I車を運転するJ(yn in auto r車の中でJ+ride r運転するJ)

④ 時間

稀に見られるにとどまる。

+prate r話すJ/pizelje junprate/-pizelje I晩に訪問するJ(jOn r晩」
「楽しく共にいるJ) 

j1lnfrije r現に恋人を訪ねるJ(frije r求愛するJ) 

nachtbrake r徹夜で仕事をする、飲み明かす、夜遊びするJ(nacht I夜J

(古語)J) 十braker夜に活動する

bedmige rおねしょをするJとは言えても、 *bedlezer寝床で本を読むj と

言えないのは、 miger小便をするJと違って、 lezer読書するJでは bedrベッ

ドJに直接的な影響が及ぶとは考えにくいためである。両様に、 autorider車
タクシーの乗を運転するJは運転手が直接、自動車の運転する場合に限られ、

このときには、 ynin auto 客のように同乗するだけの場合には使えない。

142)。つまり、たんに動作を類別する場合• '
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ride r車に乗るJと表現する

には、名詞抱合は起こらない。

(c)主語の抱合

他動詞、および能格動詞・非能格動詞の区別なく自動詞一般の主語は抱合さ

これは非人称動詞である oれない。次の天候動詞の一部では可能だが、

sniewiskje/sniejeie r吹雪く J(snie r雪J+ {wiskje I吹きまくるJ/ 

jeie I疾駆するJ} 

De snie hat {wiske/jage}. r吹雪いたJ(Di jk 1997 : 163) 

76) 

It sniejaget. 

主語を抱合すると、無主語構文が生じることになるが、西フリジア語には能

→It begj int te sniewiskjer1. 

「吹雪いているJ(Zantema 1984 : 936) 

「吹雪になるJ(ib. 

したがって、主語の抱合は統語論的に不可能である。動態で無主語構文がない。

ただし、虚辞としての非人称代名詞 itを有する非人称動詞ではそれが許され

この場合、官iskjer吹きまくるJ/jeie r疾駆するJは能格動詞であり、る。

internal argument)である。ただし、他の天snie r雪jはその「内項J(エ.

候動詞はほとんど抱合動詞ではない。

抱合動詞は主語を欠く非人称受動でも、受動の助動詞に支配された過去分詞

として現われる。

「リンゴが食べられているJ(人i) Der {wurdt in apel/wurde apels} iten. 

n
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称受動)(Dijk 1997 : 114) 



u) Der wurdt apeliten. r同上J(非人称受動)(ib. 114) 

i)の inapel!apels rリンゴ(単数/複数)Jは内項としての主語であり、 u)

のように抱合動詞を使うことができる。これは能動態で apelite rリンゴを

食べるJという抱合動詞が使えるのと同じである O このように、主語の抱合は

内項としては可能な余地があるが、統語的な制限が強く、稀である。

なお、 noasblieder鼻血が出る Jは「鼻が (noas)出血するくbliede)Jで

はなく、 「彼は鼻から出車している J(Hy blet ut 'e noas.)という場所の表

現に由来し、主語の抱合ではない。

ウ日本誇には「泡主つJ(←泡が立つ)のように、能格動詞(非対格動詞)

の主語が抱合される例がある。日本誇でLirタトエ買J(エ. external argu-

ment) としての非能格動詞の主語は抱合できないが、内項ならば主語も抱

令できる(影山 1993: 197. 1997: 44)。一方、西フリジア誇では skom/

skum r泡j とし、う名詞から接尾辞 -je によって、 skomje/skumjer泡立

つ」という動詞を JZ詞転換 (S 91)によって派生する o

(d)接頭辞 be との比較

直接的な影響を被る目的語を対象とするという点では、動作の影響が目的語

全体に及ぶことを示す接頭辞 be-(オ./ド. be-)も類似している (Veenstra

1988 : 149ff. )。ただし、名詞抱合からは前置詞匂としての補足成分を伴わな

い自動詞が生まれ ((b)参照)、接頭辞 be-からはそのような補足成分を伴う

ことのできる他動詞が生まれる。

op 'e piano spylje rピアノをひく J

→pianospylje/piano bespylje rr司左j

buter op in stikje bole smarre rパンにバターをぬるJ

→in stikje bole mei buter besmarre rパンを/，{ターでぬりつくす」

{本meibuter/白}bolesmarre rノfンに(バターなどを〉ぬるJ

De boer belade de weir1 mei hea. r農夫は干し草を積んで車を一杯にし

たj

De boer weinlade {相eihea/臼}.r農夫は車に{干し草を/(荷物を)}積

んでいたJ(Dijk 1997: 153) 

また、すべての動詞句表現が名詞抱合と接頭辞 be-の両方に対応するわけ

ではない。

oer in sleatsje springe r側溝を飛び越す」→sleatsjespringe/*in

sleatsje bespringe r同左J(ib. 144) 

op in ein skine r(おびき寄せるために)カモに照明を当てる」→粍in-

skine/in ein beskine r同左J(ib. 144) 
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(7)統語的特徴:抱合動詞の項構造

名詞抱合は動詞の支配関係、すなわち、「項構造J(エ. argument structure) 

を変化させる。

(a)直接目的語

「直接目的語+動詞Jの名詞抱合は他動詞の自動詞化に相当する。抱合動詞

は被抱合名詞と同族の直接目的語を支配できない。

Buorman autohimmelet alle sneinen作笠江主盟/0}.r隣人は日曜日には

いつも {B闘を/0}車掃除をするJ(auto r車J+ himmel je r掃除するJ) 

(Di jk 1997 : 40変更)

(b)その他の「補足成分J(エ. complement) 

直接自的語以外に動詞との結びつきが強い補足成分を含む構文では、名詞抱

合を行なうと、統語的に名詞抱合が不可能になる。

①間接呂的語

De listlaker jout de besikers plakplaatsjes. r筆頭候補者は訪問客に

ポスターを配っているJ(Di jk 1997 : 77変更〉

→*De listlaker plakplaatsjejout de besikers. r同上J(ib.78変更)

②道具・方向など

Heit set de boeken op it rim. r父は書棚に本を並べているJ(Dijk1997 

: 146変更)

→Heit boekset {*op it rim/白}. r父は{書棚に/θ}本を並べているJ

(ib. 146変更)

De boer lade de wein mei hea. r農夫は車に干し草を積んでいたJ(ib. 

78変更)

→De boer weinlade {紬eihea/*hea/臼}.r農夫は車に{干し草を/干し

草を/(荷物を)}撞んでいたJ(ib. 78， 153変更〉

De boer lade hea op 'e wein. r農夫は干し草を車に積んでいたJ(ib. 

153変更)

→ De boer healade {本op e町 in/本dewein/日}. r農夫は干し草を{車に

/車に/0}積んでいたJ(ib. 152f.変更)

③ 「小節J(エ. small clause) 

Mem bakt de bole brun. r母はパンを小麦色に焼いているJ(Dijk 1997 : 

149変更〉

→Mem bolebakt {*brun/0}. r母はパンを{小麦色に/臼}焼いているJ

(ib. 149変更)
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Kees tekenet fugels sturtleas. rケースは鳥たちを尻尾なしに描いてい

るJ(ib. 115変更〉

→Kees fugeltekenet {*sturtleas/0}. rケースは鳥たちを{尻尾なしに

/0}描いているJ(ib. 115変更〉

③再帰代名詞

jin baaie r水浴びする、入浴するJ→{本jin/ O} sinnebaaie r B光話会す

るJ(sinne r太陽J) 

⑤直接目的語以外の補足成分が複数ある場合

この場合も同様に名詞抱合ができない。

Ik keapje altiten bole fan 'e bakker foar fiif gune. r私はいつもノミ

ン屋から 5ギルダーで白パンを買う J(ib. 154変更)

→ Ik bδlekeapje altiten {本fan'e bakker/*foar fiif gQne/本fan'e 

bakker foar fiif gune/臼}.r私はいつも{パン屋から/5ギルダーで/

パン屋から 5ギルダーで/臼}白パンを買う J(ib. 154変更〉

(c) r付加成分J(エ. adjunct) 

所有の与格のような「自由な与格jや場所を示す前置詞匂のように、動詞と

の結びつきが弱い付加成分を伴う他動詞構文では、名詞抱合は可能である。

たとえば次の用例では、 op e ruchskerneは方向の意味「堆肥の山の上に

向かつてJでは補足成分だが、位置〈静止した場所〉の意味「堆肥の山の上に

立って」では付加成分であり、あいまいである。しかし、名詞抱合を伴うとき

には後者の意味に限られる。

Jelle lege de jiskepanne op 'e ruchskerne. rイエレは{堆肥の山の上

に向かつて/堆肥の出の上に立って}灰皿を空にしていたJ(ib. 160) 

→Jelle j iskepannelege op e ruchskerne. rイエレは{牢堆肥の山の上

に向かつて/堆肥の山の立って}灰皿を空にしていたJ(ib. 160) 

所有の与格のような「自由な与格jや位置を示す前置詞匂は、名語抱合によっ

て直接自的語に統語的に昇格することがある。

①所有の与格

i) Sy wol him it hier knippe. r彼女は彼の髪を切ろうと思っているJ(所

有の与格 himr彼J)(Di jk 1997 : 41， 157変更)

→Sy wol him hierknippe. r彼女は彼を散髪しようと思っているJ(直接

目的語 himr彼J)(ib. 41， 156変更)

。Himmoat it hier knipt wurde. r彼は髪を切ってもらう必要があるJ(受

動態、主語 ithier r髪J)(ib. 41， 157変更)

→Hy IDoat 1lierknipt wurde. r彼は散髪してもらう必要があるJ(受動態、
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主語 hyr後J)(ib. 41， 157変更)

② 位置

i) Ik moat yn 'e keamer noch behang plakke. r私は部屋の中にまだ壁紙を

貼らなければいけないJ(Dijk 1977 : 158変更〉

→Ik moat de keamer noch behangp1akke. r向上J(直接目的語 dekeamer 

「部屋J)(ib. 158変更)

→De keamer moat noch behangplakt wurde. rその部震はまだ壁紙を姑ら

れなくてはいけないJ(受動態、主語 dekeamer r部室J)(ib. 42変更〉

υWy si11e yn 'e grutte seal noch de flier feie. r私たちは大広間の床

をまだ掃除するつもりですJ(ib. 158変更)

→曹ysille noch de grutte sea1 f1 ierfeie. r同上J(直接呂的語 de

grutte seal r大広間J)(ib. 42， 158変更)

→De grutte seal sil noch flierfage wurde. r大広間はまだ掃除される

予定ですJ(受動態、主語 degrutte seal r大広間J)(ib. 158変更)

次の例が示すように、所有の与格以外の「自由な与格jは抱合できない。

Sy wol him de blikke meane. r彼女は彼のために芝生を刈ってやりたい

と患っているJ(him利害の与格)(ib.159変更〉

→ *Sy wol him b1ikkemeane. r同上J(ib. 159変更〉

位置を示す前置詞匂でも、意図的な動作によって直接的な影響を被るもので

なければ直接目的語に昇格できない。次の用例は、 detun r庭Jが krantleze

「新聞を読む」という動作によって直接的な影響を被るとは考えにくいために、

非文になる。

Sake lest de krante yn 'e tun. rサーケは庭で新閣を読んでいるJ(ib. 

160変更)

→Sake krantlest {末detun/臼}. rサーケは{庭で/0}新聞を読んでい

るJ(ib. 160変更)

工アオランダ誇やドイツ誇の抱令動詞も直接目的語を伴って他動詞として機能

することみZある。

オ. ~iarijke stofzuigde de kamer. rマレイケは部屋を電気持除践で掃除

したJ(Dijk 1997 : 167変史)

ド. Marie hat {den Fu8boden/den Teppich} staubgesaugt. rマリーは

{床を/じゅうたんを}電気掃除機で掃除したJ(Brockhaus'引ahrig5. 

Bd. (1983: 904) は staubsaugenが対格目的語を伴うのは稀として

L 、る)
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(8)統語的制約

(a)統語的制約

名詞抱合には統語的な制約がある (Dijk1997 : 24ff.， Hoekstra 1998 : 57 

f. )。語葉的に国定していない抱合動詞が問題なく現われることができるのは、

次の 4つの不定詩構文である(例. waskmasinekeapje r洗濯機を買う J)。

①不定詞の名詞用法

(It) waskmasinekeapjer1 is rnoedsurn wurk. r洗濯機を買うのは骨の折れ

る仕事だJ

By it waskmasinekeapjen hat er yn 'e winkel syn freondinne rnet. 

「洗濯機を買っているときに、彼は庖の中で恋人に会った」

② roan 't十第 2不定詞十時zeJ(前置詞匂進行形)

Hy is 0an 't waskmasinekeapjer1. r彼は洗濯機を買っているところだj

③ te+第2不定詞の前置詞匂用法

Hy giet nei de winkel te waskrnasinekeapjer1. r彼は屈に洗濯機を買い

に行く」

④ te+第2不定詞の文用法(副詞用法〉

Syn freondinne helpt hirn te waskmasinekeapjer1. r彼の恋人は彼に洗濯

機を買う手伝いをする」

これ以外の構文では名詞抱合ができないことがあり、動語句表現を用いる。

⑤その他の不定詞の用法

本Hywol hjoed net waskmasinekeapje. r彼は今日、洗濯機を買いたくな

いと思っている」

本Hyfreget syn freondinne orn foar hirn te waskmasinekeapjer1. r彼は

恋人に自分のために洗濯機を買ってくれと頼むJ

*Hy sjocht har art i ke 1 kopyear j er1. r彼は彼女が論文のコピーを取るの

を見ているJ

⑤過去分詞

*Hy hat hjoed net waskmasinekocht. r彼は今日、洗濯機を買わなかったj

*Der waard net waskmasinekocht. r洗濯機が買われなかった」

⑦現:tE形・過去形

本Hy{waskmasinekeapet/waskmasinekocht} noait YIl dizze winkel. r彼

はけっしてこの庖で洗濯機を{買わない/買わなかった }J

(b)個々の動詞による相違

語葉的に固定した抱合動詞は、上記の統語的制約から白出なことがある。制

約の強さは、語葉的な固定の度合いに応じて、個々の動詞によって異なる。
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①その他の不定詞の用法

Ik ha nea witten dat sy sa alderheislikste rnoai kantklosse koe.r私

は彼女がそんなにすばらしくボピンレース識りが上手だとはまったく知ら

なかったJ(kant rボビンレースJ+klosse rレース編みをするJ)(ULI' S， 

B 19 : 14) 

Loltsje seach Gurbe apelplokjer1. rロルチエはグルベがリンゴを摘むの

を見たJ(apel rリンゴJ+plokje r摘むJ)(Di jk 1997 : 200変更〉

De buorlju ha us frege， orn jun by harren te huswarjer1. r隣人は私た

ちに今夜、留守番をしてほしいと頼んだJ(hus r家J+warje r守るJ) 

(Hoekstra 1998 : 58変更)

②過去分詞

Heit hat hiel wat δf geitrnolken. r父はたくさんヤギの乳しぼりをした」

(geit rヤギJ十rnolker乳をしぼる J)(Di jk 1997 : 115変更〉

Der wurdt笠弘主主n.rだれかがリンゴを食べている(非人称受動)J(apel

「リンゴJ+ i te r食べるJ)(ib. 114) 

③現在形・過去形

Tirnen aaisiket. rティメンは(野鳥の)卵探しをしているJ(aai r卵」

十sykjer探すJ)(ULI' S， A: 19 : 13) 

Sjerp rlOassnute wakker. rシェルプは大きく鼻をかんだJ(noas r鼻J+ 

snute r(鼻を)かむJ)(Dijk 1997 : 30) 

Hja bi bell iezer1 en psalrnsonger1 rnei elkoar. r彼らはたがいに聖書を読

み、賛美歌を歌いあったJ(bibel r聖書J+ leze r読むJ， psalrn r賛美

歌J+sjonge r歌う J)(胃FT211986 : 248正書法変更)

ワオランダ誇やドイツ誇でも抱合動詞は定形では一般に制限がある。ドイツ

誇の staubsaugenr電気掃除成で持除する j について、 Klappenbach/

Steini tz (1978: 3557)は乳在形 staubsaugtと過去形 staubsaugteは

ー殻に用 L、ない(‘ungebrauchlich') と託している。オランダ誇でも、

Van Dale (199212 
: 2275) L;l: pianospelen rピアノをひく j は不定形での

み用いる(‘alleenop onbep. wijs'， ib. 2275) と記している。

(c)統語的制約の存在理由

上記の統語的制約は、抱合動詞が動詞匂表現と競合することと関係がある。

たとえば、語葉的に固定した抱合動詞のなかには、対応する動詞句表現を例外

的に欠くものが少数あるが、そのような抱合動詞ではとくにこの制約が弱い。

sykhelje r呼吸するJφ*(de)syk helje r同左J

Hja sykhellet restich. r彼女は静かに患をしているJ(Di jk 1997 : 31 
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変更)

∞*Hja hel1et restich (de) sike. I向上J(ib. 31変更)

immen net sykheljen hearre meie Iある人がいやでたまらない(=ある

人の息づかいを開くに耐えない)J (Zantema 1984 : 860) 

∞*immen net (de) sike heljen hearre meie I同上j

一方、対応する動詞句表現が存在し、語葉的に固定していない抱合動詞は、

上記の (a)の①から④までの構文に限られる。

そのような構文 ((a)①~④〉では、名詞匂が動詞の左側に隣接する動詞句

表現は不可能である。

①不定詞の名詞用法

{辛口t)in waskmasine keapjen/(It) waskmasinekeapjen} is moedsum 

wurk. I洗濯機を買うのは骨の折れる仕事だJ

By {*it in官askmasinekeapjen/it waskmasinekeapjerl} hat er yn 'e 

官inkelsyn freondinne met. I洗濯機を買っているときに、彼は唐の中で

恋人に会ったJ

② loan 't+第 2不定詞十官ezeJ(前置詞進行形)

Hy is 本oan't in百askmasinekeapjen/oan 't waskmasinekeapjerl}o 

「彼は洗濯機を買っているところだ」

③第2不定詞の前置詞句用法

Hy giet nei de官inkelta {*te in waskmasine keapjen/te waskmasine一

区盟主g}. I彼は庖に洗濯機を買いに行く J

④第2不定詞の文用法

Syn freondinne helpt him {牢tein waskmasine keapjen/te waskmasine 

註盟主計.r彼の恋人は彼に洗濯機を買う手伝いをする」

①で名詞匂 inwaskmasine r洗濯機Jを用いるには、前置詞句にしなければ

ならない。

It keapjen fan in waskmasine is moedsum wurk. I向上」

By it keapjen fan in waskmasine hat er yn e winkel syn freondinne 

met. I同上j

②では oanitの左側に名詞匂を置く動詞句表現ならできる。

Hy is in waskmasine oan it keapjen. I向上j

③と④では teの左側に名詞句を置くことはできない。これはオランダ語や

ドイツ語にはない不定詞の用法である (Hoekstra1997 : 84ft. )。

本Hygiet nei de winkel ta in waskmasine te keapjen. I同上j

本Syhelpt him in waskmasine te keapjen. r同上j
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したがって、①から④までの構文で名詞匂を動詞の左側に隣接させる場合に

は、名詞抱合によって名詞句を動詞に取りこまなくてはならない。一方、他の

構文ではそのような必要はなく、逆に名詞抱合は制約を受ける。例.知覚動詞

構文

Hy sjocht har {in waskmasine keapjen/判 askmasinekeapjerl}.r彼は彼

女が洗濯機を買うのを見ているJ

ゥ③と④では、冒頭に omをつけて不定詞句を導入すれば、動詩句表現が可

能である。しかし、これは不定詞の別の用法による構丈であり (om...te-

第 2不定詞「ーするためにJ)、逆に、詑令動詞は許されなくなる。

Hy giet nei de winkel ta {om in waskmasine te keapjen/*盟」三

waskmasinekeapjer1l. r向上J

Syn freondinne helpt him {om in artikel te kopyearjen/*om te 

'art ike lkopyear j er1l. r向上j

t 知党動詞構文の第 2不定詞 (en-不定詞)は合くは琉在分詞だった(~ 94)。

意味的にも名詞的な性質は強くない。

(9) 名詞抱合の存在理由

それでは、他のゲルマン語とは異なって、西フリジア語(あるいはフリジア

語群一般)ではなぜこのような名詞抱合が可能なのだろうか。歴史的・類型論

的視点を交えて説明してみたい。

西フリジア語の名詞抱合はオランダ語やド.イツ諾と同様に、複合名詞的表現

からの「逆成J(フ. de tebekfoarming/エ. back-formation)によると考えら

れる。

オ. stogzuiger r電気措除機」→stofzuigenr電気揖除機で掃除するJ

ド. Staubsauger r河上j→staubsaugenr河上J

しかし、西フリジア語の「逆成」は純粋な複合名詞から行なわれるのではな

い。なぜなら、西フリジア語には、ドイツ語やオランダ語には見られない、名

詞的な性費と動詞的な性質をあわせもつ第 2不定詞 (en-不定詞)が存在する

からである。

(8)(a)の①から④の構文は、いずれも第 2不定詞によるく①では部分的に

第 1不定詞 (e-不定詞)も可)。とくに、不定詞の前置詞用法(③)と文用法

〈副詞用法、④)はドイツ語やオランダ語には見られなし'0不定詞の章で述べ

るように、第 2不定詞は第 1不定詞よりも名詞的な性質が強く、動詞的な性質

が弱いので、この用法では目的語名詞句を宣接支配できない。したがって、動

詞句表現は不可能であり、その名詞的性質によって「逆成jがなされると考え
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られる。たとえば kofjedrinkerコーヒーを飲むJという抱合動詞は、‘kofje

「コーヒーをj 十drinkenr飲む(こと )J'の -enが drink だけでなく、

kofjedrink-全体に及ぶように再解釈された結果と考えられる。西フリジア語

の第 2不定詞の語尾 -enは名詞的性質が強いので、 kofjedrinkenの kofje

は drinkenに支配された目的語名詞句とは理解されず、 kofjeと drinkenと

いうふたつの名詞的表現がひとつになって、 kofjedrinken全体で複合名詞的

な表現を形成することになる O 一方、 -enは動詞的性質も兼ね備えているので、

kof jedrinkenから enを除けば、残りの部分は動詞語幹としても理解されや

すい。これに第 1不定認の語尾 -eが付加されて、 kofjedrinkeという抱合動

詞が形成される。

{[kof jeh +く[drink-Jv[enh)N)N 

→ <<[kofje]N[drink-]v)v十 [en]Nh

→-c<[kof jeh[drink-]v)v+ [eJvh 

ドイツ語やオランダ語と違って、西フリジア語の語形変化の種類が名詞抱合に

よっても変わらない(すなわち、強変化動詞は強変化のままであること)のは、

ドイツ語やオランダ語では名詞抱合が純粋な合成名詞からの「逆成」に由来す

るために、抱合以前の動詞的特徴が抱合動詞に浸透しないのにたいして、西フ

リジア語では不定詞(=第 2不定認)に由来するために、そのような浸透が容

易になされるからである (Dijk1997:165ff.， Hoekstra 1998 : 58)。

こうした名詞抱合は語葉的に固定すると、上記の不定詞構文以外にも広く用

いられ、定形でも許されるようになる。名詞抱合の生産性が高く、新しい抱合

動認が容易に生まれるのは、不定調からの「逆成Jが現代の西フリジア語の語

形成に存在するためであり、統語的・意味的な条件にかなった場合に多用され

るのだと考えられる。

このように、西フリジア語の名詞抱合は、第2不定認の -enという形態的

な根拠に支えられた一部の構文で現われやすく、統語的に条件づけられている。

また、抱合動詞は他動詞を自動詞化するなど、動詞の項構造を変化させる統語

的な役割を担う。しかし、抱合動詞には kofjedrinkerコーヒーを欽む」のよ

うな「名詞+動詞J型の動詞的表現に対応するもののほかに、「前置詞匂+動

詞」型の動詞表現に対応するものも数多くある(例. pianospylje rピアノを

ひく J←[op ， e piano]pp[spylje]v)。加えて、名詞抱合の可否は意味的な条

件に強く依存し、抱合動詞にはしばしば意味的な拡大が認められる。さらに、

被抱合名詞の語形は単数形や複数形とも異なり、部分的に複合語の成分と共通

している。そして、抱合動詞は 1語である。以上のことは、西フリジア語の名

詞抱合が形態的な根拠に基づく統語的な操作によるものではなく、意味的な制
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約を伴った生産的な語形成規則であることを示している O

ウ Dijk(1997: 185f.) は第 2不定詞からの「逆点j は、西フリジア誇では

統語的現象として起こったのであり、通時的 (diachronic) なレベルに属

し、その影響が現代誇にも戎っているものの、今日では誇素的(lexical)

で、 しかも生産的な (productive) な琉象に支イもしていると考えている o

この説明では歴史的な立場を混入することによって、 2足代岳フリジア誇の

名詞抱令の性格づけがあいまいになってしまっている。

ちなみに、歴史的には、名詞抱令の例は古フリジア誇にはなく、中期フリ

ジア誇から見られるようになる(最古の例は 1599年。 ib. 172)。

類型詩的に見ると、ゲルマン誇のなかでは、同じく第 2不定詞を有する北

フリジア語や泉フリジア誇(泉フ. Seel tersk) に、西フリジア誇にほぼ

比高できるような広範囲にわたる名詞抱合が存主する (Dyk1992b)。また、

地理的に岳フリジア語の泉倒に隣接するオランダ誇フローニンゲン方言

(オ. Gronings) にも存在するが、これはフリジア語の基層に白永すると

いう 2兎がある (Dijk 1997 : 192) 0 ただし、 jとフリジア言吾フェリング方言

(北フ. fering) とオランダ誇フローニンゲン方言の名詞抱令は不定形に

限られており、頻皮も生産性もそれほどあ(ない(ib. 195f.)。

&フリジア誇では上述のように、名詞抱令が義務的な構文がみるが、北フ

リジア誇や泉フリジア語、それにオランダ誇フローニンゲン方言では、す

べての構えにおいて名詞句表札が競合し、名詞抱令が衰退する傾向が認め

られる。すでに述べたように、名詞抱合はアスべクトや限定・修飾の点、で

剥灼があり、動詞句表琉に比べて使用範囲が狭いことも、この傾向に拍車

をかけて L、る (ib. 197ff.)。

英語は不定詞(例. to eat) にたいして動名詞(例. eating) を区別する

点で、岳フリジア誇と共通している。令成動詞にも -erのほかに、 -ing

を伴う議会名詞からの道成によるものが見られる (typewriting→to

typewrite. sightseeing→to sight-see)。ただし、直接目的諮よりも前

亙詞句として札われる副詞的なえ成分を令むものが圧倒的に多く、前者の

型の議会動詞 11定形で現われにくく、完全な動詞になりきっていない(例.

they go sight-seeing仲 *theysight-saw) (彰山 1997:5lf.)。これは

英語の誇)1演がvo型であることと関係がある。名詞怯の強い動名詞 -ing

という明確な形態的手段があっても、 rl宣接目的語+動詞j という誇)1演を

義務的に形成する構丈は、英語にはとくに認められない。したがって、動

名詞による夜令名詞的合:表札が援合章者詞的な表琉に再解釈される統語的条

件が整わず、抱令動詞が形成されに〈いと考えられる (ib. 193ff.)。

畳
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ウそれでは、長設に、名詞抱合にたいして、「不変ィι詞抱令J(前章詞と問形

のことが多い不変北詞(小持、エ. particle) が抱合されて抱令動詞を形

成する現象)がなぜ岳フリジア誇に見られないのかということについて考

えてみよう。この種の夜令動詞は、オランダ誇やドイツ誇と再禄に、抱合

動詞ではなく、いわゆる分離章者詞を形成することが多い。例.

フ. oankomme r到着する J(hy komt... oan r伎は到着する」

オ. aankomen r向上J(hij komt ... aan r向上J) 

ド. ankommen r向上J(er kommt…an r同上J) 

しかし、上で述べたような第 2不定詞による構丈では、名詞抱令の場合と

同議に、不支イι詞部分と動詞喜~分が義務的に隣接して J~われるので、送成

による抱合が起こってもおかしくな L、。

Hja giet {te opreden/*op te reden}. r1~女は片付けに行 (J (oprede 

f片付ける(分離動詞)J (Hoekstra 1997 : 86) 

百ygiet {te hierknipperl/*(it) hier te knippen}. r彼は散髪しに行(J 

(hiernippe r散髪する(捻令動詞)J )(ib. 86変史)

このことは次のように説明される。名詞抱令の特徴は、抱令以前の名詞句

にたいして被抱令名詞が個別的な特定の指示物を示さず、これと意味的に

呼応するように、抱令以前の動詞句表況にたいして抱令動詞が完結・完了

を令意しない継続アスべクトを示す「行為動詞J(エ activityverb) に

なり、また、他動詞を自動詞イとするように動詞の項構造を変イとさせる点に

求められる o これにたいして、不変北詞抱合はこの特徴をひとつも満たさ

ず、逆に、これと対主する怯質を示す。すなわち、不変北詞は個別的・特

定的指示物とは無縁であり、完結・完了のアスべクトを示す「達成動詞J

(エ. achievement verb) や「完成動詞J(エ. accomp1ishment verb) を

形成しやすく、名詞抱令とは逆に自動詞を他動詞イもすることがある。

岳フリジア誇では抱令による非分離の合成動詞形成は名詞抱令に典型的に

見られるとすれば、このように、不変北詞抱令は名詞抱令と共通点がほと

んどな(、反対にこれと相容れない点があるために起こらず、 ov型の舌

ゲルマン認に共通のいわゆる分離動詞にとどまると考えられる。ちなみに、

次に述べる形容詞抱合は継続アスべクトを示し、自動詞の他動詞北も起こ

さず、)、なくとも名詞抱合と相容れない点を有するわけではないために、

数が少、な〈、生産性があくはないものの、動詞の意味役割を充えする手段

としての類推から、許容されないわけではないと考えられる。
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9 85 名詞抱合に類する現象

(1)形容詞抱合

副詞的に用いられた様態を表わす形容詞も、次のように動詞に抱合されるこ

とがある。これを「形容詞抱合」と呼ぶ。

[形容詞+動詞J:A+V→[A VJv 

名詞抱合と同様に、アクセントは前半部分にあり、分離しない。しかし、名詞

抱合に比べると数が少なく、生産性も高くない。

hurdrinne r疾駆するJ(hurd r速い、速く J+rinne r歩く、走るJ) 

fierljeppe rフィエルリエペンをする(=水路に立てた棒にとひ。っき、対

岸に届いた距離を競うフリースラントの伝統競技)J(fier r遠い、遠く J

+ ljeppe r(棒を使って)とぷJ) 

moaiprate rお世辞を苦う J(moai r美しい、美しく J+prate r話すJ) 

(Hoekstra 1998 : 58) 

kaldgniskjej-gnize rにやりと笑う、苦笑する、あざ笑う J(kald r冷た

い、冷たく J+ gniskjejgnize rにやりと笑う、苦笑する、あざ笑う J)

raardwaan r妙なことをするJ(raar日少な、妙にj十dwaanrするJ)( ib. 

58) 

dornprate rばか話をするJ(dorn仁愚かな、愚かにJ+prate r話すJ)(ib. 

58) 

tsjokite r満腹になるまで食べる、食事に呼ばれるJ(tsjok r太ったJ+ 

ite r食べるJ) 

名詞抱合と同様に、ほとんどの場合に対応する動詞句表現があり、意味の異

同も類似している。

hurdrinne r疾駆するJφhurd rinne r速く走る」

moaiprate rお世辞を言う Jφrnoai prate r上手に話す」

fierljeppe rフィエルリエペンをするJ~fier ljeppe r遠くまでとぷj

構文上の制約も共通しており、語葉的に固定した語だけが不定詞構文一般や

定形でも用いることができるつ

Hy kOIDt faak te tsjokiter1. r彼はよくごちそうになりにやって来るj

(Di jk 1997 : 7変更)

Hy hold op te raardwaar1. r彼は妙なことをするのをやめた」

Hy fierljept rnoarn yn KolluID. r彼は明日、コルムでフィエノレリエペン

をするJ(語葉的に国定した語)(Hoekstra1998 : 59) 

Pyt siet wer de hiele jun te dompraten. rピトはまた一晩中、(すわっ

て)ばか話をしていたJ(語葉的に国定した語)(ib.58変更〉
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件求Pytdomprate wer ris de hiele jOn. rピトはまた一晩中、ばか話を

していたJ(ib. 58変更〉

σ オラン夕刊誇の mooipratenrお世辞を言う(不定形のみ)Jは抱令動詞だが、

hardlopen r疾認する(不定形・定形)J は分離動詞である。

(2)類別的名詞抱合

名詞抱合とは逆の諾)1援による次のような非分離の複合動詞をここでは「類別

的名詞抱合Jと呼ぶことにする。

[動詞+名詞]:[VNJv

生産性は低く、少なくとも30語程度にとどまる。名詞は身体部位であり、道

具としての役割をはたすっ主語や車接目的語に相当するものも少数ある O 主語

の制御内にある反射的・本能的・感情的動作を意味し、前半部分の動謁の下位

分類としての動作を示す。たとえば、 stampfuotsjer足踏みする」は foet

「足」による stamper踏みつけるJの動作である O これは上述したような動

詞の意味役割を充足するタイプにたいして、動作を類別するタイプの名詞抱合

と言える。ただし、諾)1慎と意味は大きく異なる。

stampfuotsje r足踏みする J(stampe r踏みつけるJ+ foet r足J) 

stoareagje r自を丸くして見つめるJ(stoarjer見つめる J+eage r目J)

skokskouderje r肩をすくめる(当惑・無関心なと、から )J(skokke r大き

く振るJ+skouder r肩J) 

plokhierje rつかみあいのけんかをする J(plokje/ploaits(j)e r摘む、

むしる、引っぱる J+ hier r髪J) 

sOzebolje r頭がくらくらする、めまいがする J(sozelje rザワザワ音が

する、耳鳴りがするJ+ bol r頭J) 

skom-/skOmbekje r口角泡を飛ばすJ(skomje/skOmje r泡立つJ+bek 

r(動物の〉口J

「名詞+動詞J型の抱合動詞が併存する語も少数ある。

knars(el)toskje~toskeknarse r歯ぎしりする J(knarse rギシギシ音を

立てる、きしむJ+tosk r歯J)(op 'e tosken knarse r同左J) 

giselsturtsje~sturt(sje)giselje rしっぽを振る J(giselje rすばやく

動かす、むち打つJ+sturt rしっぽJ) 

σ オランタ'誇では stampvoeten，starogen， schokschouderen， plukharen， 

suizebollenという。オランダ誇でも同議に少なくとも 30%吾が確認できる

(Weggelaar 1986， De Haas/Trommelen 1993 : 448f.)。 ドイツ援と英語に

はほとんど例がない。なお、 Dijk(1997: 7f.) はこれを名詞抱合とは認
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めていない。

(3)その他

名詞抱合や形容詞抱合とは本質的に異なるものの、一見、類似している現象

がある G アクセントは前半部分にある。

(a)品詞転換 (konverzje， S 91) 

複合名詞を動詞に転換した名詞派生の動詞 ([[NNJNJv)である。たとえば、

sniebaljeは‘snier雪J+ balje rボール遊ひ、をするJ'ではなく、 sniebal

f雪玉jの動詞化である。

sniebalje r雪合戦をする、雪玉を投げるJ(←sniebal r雪玉J) 

skimerjunje r夕涼みをする、夕暮れ時にすわって歓談するJ(←skimer-

jun r夕暮れJ) 

toskedokterje r歯医者に通う J(←toskedokter r脅医者J) 

ごアオランダ誇には sneeuwballenr雪合戦をする、雪玉を投げる J(←sneeuw-

bal r雪五J)、 ドイツ誇には schneeballenr同左j (モーSchneeballr問

b:. J )などの例がある。

次の語も抱合動詞ではなく、合成名詞の品詞転換である。

hantwurkje r手芸をするJ(←hantwurk r手芸品J) 

waarljochtsje r稲妻が光るJ(←waarljocht r稲妻J) 

(2)の類別的名詞抱合のなかにも、これに類すると解釈できる語がある。

trie即時jer自に涙をためるJ(trienje r涙が出るj 十eachr日Jまたは

trieneach r涙をためた目J) 

ウオラ ン ダ 誇 に は handwerkenr向上、以下省略J(handwerk)、weerlichten

(weerlicht)， traanogen (traan十 oog，traanoog) という誇がある。ドイ

ツ語には対応する動詞がない。

(b)並列動詞

少数の語に限られ、次のようになる O

[動詞+動詞J:V+V→ [V VJv 

これは 2つの動詞の並列に由来するが、今日ではもはやそのようには意識さ

れておらず (Sipma1949 : 60， Hoekstra 1998 : 32)、語葉的な国定度が高い。

fime1tiizje rくだらないことで混乱するJ(←fimelje rたわごとを言う j

+tiizje r混乱するJ) 

achtenearje r敬う、尊重するJ(←achtsje/achte r向左J+en+earje 

「同左J) 

ワ jinhalde en drage rふるまう、・・・という状況である j などの t慣用句は分
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から書きをし、 haldeと drageはともに語形支イとする。

(c)分離動詞(S 86) 

次のように名詞と動詞が分離し、名詞抱合とは明確に異なる。

[NVJv→[V …N Jv 

dielnimme r参加する J(hy nimt---diel r彼は参加するJ) 

stanhalde rもちこたえるJ(hy haldt…stan r披は負けないJ) 

ケオランダ誇では deelnemenr参加する J(hij neemt…deel r伎は参加す

るJ)、 ドイツ誇では teilnehmenr同左J(er nimmt…teil r同左J)な

どの重富な例がある。
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S 86 分離動詞 (skiedbertiidwu吋)

(1)語形と意味

英語の匂動詞(エ. phrasal verb，例 giveup， take off)のように、不

変化詞(小辞、エ. partic1e)などの「分離成分J(いわゆる「分離前緩り J) 

を伴う動詞を分離動詞(またはとくに「不変化詞動詞(ド. Partikelverb)J ) 

という。西フリジア語にはオランダ語やドイツ語と同様に、多数の分離動詞

がある。アクセントは分離成分と残りの動詞部分〈以下、「動詞J)の両方に

あるが、分離成分に卓立(エ. prominence)があって目立つので、発音記号で

は便宜的に分離成分にアクセントを置いて示す(以下、分離成分と動詞の切れ

目を rlJで示す。文例では示さない)。

分離動詞 oerlsette[ua(r)seta] (←[白r]+[sEta])r翻訳する、(向こ

う岸へ)渡す」

←分離成分 oerr向こうへJ(ド.註ber)十動詞 setter置く J(ド.

setzen) 

oerlsetteは「翻訳するjの意味では全体で独自の意味をもっ点で、意味的

に独立の 1語の複合動詞(=合成動詞)と言える O 一方、 r(向こう岸へ)渡す」

という意味では「分離成分+動詞Jの組み合わせで理解できるので、独立の 1

語の合成動詞とは言いがたい点がある。じじっ、 (4)(b)で述べるように、分

離動詞は雑多な語を含み、認定に問題がないわけではな ~'o ただし、派生名詞

oersetterには「翻訳者Jr渡し守Jの二つの意味がある。つまり、 oerlsette

は「翻訳するJと r(向こう岸へ)渡すJの意味でともに語形成のインプット

となる点では、それぞれ独立の 1語の複合動詞とみなすことができる。次の例

も同様である。

byldrage r貢献するJ(by rそばにJ+drage r運ぶJ)→bydrage r貢献J

meilwurkje r協力するJ(mei rともにJ+wurkje r働く J)→meiwurking 

f協力J

ヴドイツ誇の ubersetzenは r(向こう岸へ)渡す」という意味では分離動

詞('出erlsetzen) だが、 f翻訳する j という意味では非分離動詞 (uberー

， setzen) であることにj主意。

(2)語}I買

(a)分離動詞と枠構造

不定形〈不定詞・分詞)と従属文の定形(現在形・過去形〉では、西フリジ

ア諾の語JI震規則に従って、動詞は分離成分の直後に隣接する。枠構造の上では、

文末の右枠にある分離成分の直後に動調を置くことになる。正書法では分離成
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ただし、 rte-第 2不定詞 (en-不定詞)Jでは分かち分と動詞を続け書きする。

oer te setten)。一方、主文定形(現在形・過去形〉と命令形(例.きする

では、同じく西フリジア語の語)1度規則に従って、動詞だけを文頭から 2番目の

左枠に置き、分離成分は文末の右枠に残る。

ただし、不定誌の中で第 3不定詞(命令形不定詞〉では、定形ではないにも

かかわらず、動詞は左枠に置かれ、分離成分の直後に隣接しない。

①不定形:第 1不定詞 (e不定詞)・過去分詞

]右枠

官01 [it gedicht yn it Frysk ] oersette. 

「彼はその詩をフリジア語に翻訳したがっているJ(不定詞〉

[中域左枠前域

Hy 

hat [it gedicht yn it Frysk J oerset(ten). 

f彼はその詩をフリジア語に翻訳したJ(過去分詞(現在完了形))

Hy 

J 0erset(ten). 

フリジア語に翻訳されたJ(過去分詞(受動態

It gedicht waard [(troch him) yn it Frysk 

「その詩は〈彼によって)

過去形))

②従属文定形〈現在形・過去形)

]右枠]左枠[中域

J oersetJ. 

「私は彼がその詩をフリジア語に翻訳すると思う J(現在形)

[er it gedicht yn it Frysk Ik tink [dat 

J oersetteJ 

「私は彼がその詩をフリジア語に翻訳したと思う J(過去形)

[er it gedicht yn it Frysk Ik tink [dat 

J oerset(ten) hatJ. [er it gedicht yn it Frysk Ik tink [dat 

「向上J(過去分詞〈現在完了形))

J oersette wo 1 J. [er it gedicht yn it Frysk Ik tink [dat 

「私は披がその詩をフリジア語に翻訳したいのだと思う J(不定詞)

[it gedicht (troch him) yn it Frysk] oerset(ten) waardJ. Ik tink [dat 

フリジア語に翻訳されたのだと思う J「私はその詩は(彼によって)

(過去分詞(受動態過去形))

③不定形:te-第 2不定詞 (en-不定詞)(分かち書きに注意)

]右枠[左枠[中域

Hy is fan doel [(om) [it gedicht yn it FryskJ oer te settenJ. 

「彼はその詩をフリジア語に翻訳するつもりだ」

④主文定形(現在形・過去形)，命令形

]右枠

[it gedicht yn it Frysk] oer____・

rhJW 
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[中域前域左枠

set1 Hy 



「彼はその詩をフリジア語に翻訳するJ(現在形)

Hy settel [it gedicht yn it FryskJ Oer____l・

「彼はその詩をフリジア語に翻訳したJ(過去形)

主主 [itgedicht yn it FryskJ笠E----・

「その詩をフリジア語に翻訳しなさいJ(命令形)

⑤第 3不定詞(命令形不定詞)

左枠[中域 ]右枠

Hy is fan doel [en set [it gedicht yn it FryskJ盟主].

f彼はその詩をフリジア語に翻訳するつもりだJ

以上の語順は枠構造による西フリジア語の語I1畏規則に基づく。つまり、動詞

は右枠か左枠かに置かれることによって分離成分との位置を変えるのであり、

分離成分と分離しているかどうかとは無関係である。 rte-第 2不定詞 (en-不

定詞)Jを分かち書きすることからわかるように (oerte setten)、分離成分

と動詞は隣接することがあるものの、じつはつねに分離していると言える。分

離の有無は正書法と諾)1霞という統語規則によるのであり、語としての形態的性

格とは無関係である。分離動詞は fつねに分離している動詞」であって、「主

文定形に限って分離する動詞jではない。本質は英語の句動詞と向じである。

ただし、第 3不定詞(命令形不定詞、 S98)の語]1展は特筆すべき例外であり、

枠構造における動認定形・不定形の語I1聞から逸脱した現象を示す。同様の現象

は主文を導く接続詞 dat(s 67(3))にも見られる。

(b)枠越え

中域の前置詞勾や副詞(句)が後域に枠越えすることがあるのは、分離動詞

でも同様である(名詞匂主語・目的語・補語は不可)。

前域左枠[中域 ]右枠[後域 ] 

Set [de tekst skrift1ik J oer [yn it FryskJ. 

(前置詞匂:可)(ULI'S， B 12 : 7変更〉

本Set [skrift1ik yn it Frysk 

(名詞匂目的語:不可〉

「テキストを文字に書いてフリジア語に訳しなさいj

J oer [de tekstJ. 

Les [it ferhaal nochris ] foar [0an jo kursus1iederJ. 

(前置詞句:可)(ULI'S， B 13 : 15変更)

本Les [nochris oan jo kursus1ieder] foar [it ferhaa1]. 

(名詞匂目的語:不可)

「その物語をもう一度、講師の先生に向かつて朗読しなさい」

次例の名詞 freedは「今度の金曜日にJという意味で副詞的に用いている

nnuw 

nλuw 

p
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ので、分離動詞を含む te-第 2不定詞 (en-不定詞)句の右側に枠越えするこ

とができる。

官atwiest fan doel [om oan te lukenJ [freedJ? rあなたは今度の金曜

日に何を着ていくつもりだったのJ(Bangma 19932 
: 25) 

(3)分離成分の種類と意味

(a)前置詞と同形の不変化詞を用いる諾

前置詞と同形の不変化詞が分離成分になる分離動詞が多数ある。

bylstean r援助するJ(by r…のそばにJ+stean r立っている、…の状態

である J) 

efterlbliuwe r残留する、遅れるJ(efter r…の後ろにJ+bliuwe rとど

まるJ) 

foar Ileze r朗読する J(foar r…の前にJ+ leze r読むJ) 

ynlgean r入る、調査する J(yn r…の中にj十geanr行く J) 

nei/sjen r見送る、点検する J(nei r…のあとで」十sjenr見る J) 

oanlstekke r点火する J(oan r…の表面・側面に(接して)J+stekke 

「刺す、突く J) 

oerljaan/opljaan rあきらめるJ(oer r…の上を、…を越えてJ/op r… 

の上(表面・側面〉にJ+ jaan r与えるJ) 

orn/rinne r歩きまわる J(orn r…のまわりに」十rinner歩く J) 

op I i te r食べ尽くすJ(op r…の上(表面・側面〉にJ+ ite r食べる J) 

talni田町「増える J(ta r…の方向・状態・関係へ、…に加えてJ-トnirnme

「取るJ) 

trochlkornme r通り抜ける、やり遂げるJ(troch r…を通ってJ+ kornrne 

「来るJ) 

tsjinlstean r抵抗するJ(tsjin r…に向かつて、…にたいしてJ+stean 

「立っている、…の状態であるJ) 

ander/dOke r(水中に)潜る、讃伏する J(Onder r…の下にJ+dOke r潜
るJ) 

ut/noadigje r招待する J(ut r…の外に、ーから J+noadigje r招待する、

引きつけるJ) 

Les rige 1-10 lOdop foar. r 1行自から10行自まで声を出して朗読しな

さいJ(foar /leze)(ULI' S， A 16 : 7変更)

We主盟主 de hoop net oer. r私たちは希望を捨てませんJ(oer I jaan) 

(瓜l'S， B 4 : 15変更〉

司，znxυ 
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Hja ha it fjoer 0anstutsen. r彼らは火をつけたJ(oanlstekke)(庇XS，

C 9 : 21変更〉

Ik sil besykje ek myn alde freonen ut te rlOadigjer1. r私は旧友たち

も招待するつもりですJ(ut!noadigje) 

ζア歴史的には、ょの前車詞 !i副詞としてもはたらいた。

以下の前置詞と同形の不変化詞の用法には注意が必要である。

(b) om r無秩序の動作」

omには特定の方向や目標なしにあてもなく活動するという、無秩序の動作

を表わす用法がある(rそこらじゅうーする、あてもなくーするJ)。前置詞

句を伴うことが多く、自動詞である。運動動詞に用いることが多いが、それ以

外の動詞の例もあり、数が多い (Dyk1991)。

Se dangelen oeren yn 'e sted om. r彼らは何時間も町中をぶらぶらして

いたJ(om!dangelje←dangelje rうろつく J)(ib. 69変更)

Der run in mich op ， e tafel om. rハエがテーブルの上をあちこち歩き

回っていたJ(om¥rinne←rinne r歩く J)(ib. 76変更〉

De undernimmingsrie prate oeren op it utstel om. r労使協議会はその

提案について何時間もあれこれ話し合ったJ(om!prate←prate r話すJ) 

(ib. 69) 

In dichter guchelt wat mei wurdsjes om. r詩人というものは言葉を巧

みにいろいろ操るものだJ(om!guchelje←guchelje r手品を使う、巧みに

操作するJ)(ib. 69) 

守オランダ誇では分離成分 omの使用は今日では Jタなく、 rondも連動動詞

の一幸~に限られる。ドイツ誇では herum/umher が対応するが、母フリジ

ア語に比べると数が;少ない (ib.91ff.)。

(c) oan/ta r強意J

方向・到達を示す oan/taは運動動謁・作業動詞 (arbeidzjer働く J， 

feije r掃く J， breidzje r編むJなど)・天候動詞などにつけて、強意 (yn-

tensyf)の表現に多用する(rちゃんと…する、しっかり…するJ)。運動動

詞や作業動詞では、 moatter…する必要があるJ， kinIl.e r…ることができる」

などの話法の助動詞とともに用いる例が目立つ。 oan/taを伴った分離動詞は

辞書にはかならずしも記載されておらず、かなり自由に用いることができる

(Tamminga 1963 : 275 -277)。

i) Jonge， do 1noatst oanite， want der kin tahaaid wurde fan ' e middei. 

「おまえ(=男の子に向かつて入ちゃんと食べるんだぞ。今日の昼には

たっぷり干し草作りがあるかもしれないからなJ(oan!ite/ta!haaie←ite 
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「食べるJ/haaie I干し草を作るJ)(ib. 275正書法変更〉

官ymeie wol wat 0antredzje， oars komme wy te let. I私たちはちょっ

としっかり大股で歩かなければならないぞ。そうしないと、遅れてしまう」

(oanltredzje←tredzje I大股で歩く J)(ib. 276正書法変更〉

len， dy't goed fertsjinnet， moat ek 0anarbeidzje， tinkt my. I稼ぎ

が良い者はちゃんと仕事もしなければならないと、私には思える j

(oanlarbeidzje← arbeidzje I働く J)(ib. 277正書法変更〉

1t {friest/wintert} oan op 't heden. Iこのごろ{とても冷える/めっ

きり冬らしくなってきた}J (oan I frieze←frieze I冷える、霜が降りるJ

/oanl官interje←winterjeI冬めく J)(ib. 276正書法変更〉

It {reint/tsjustert} oan. I{だいぶ雨が降っている/すっかり暗くなっ

てきた}J(oanlreine← reine I雨が降るJ/oanltsjusterje← tsjusterje 

f日が暮れるJ)(ib. 276正書法変更〉

li) De boeren kiaDe mei dit waar mar taungetiidzje. Iお百姓さんはこの

お天気ならちゃんと干し草作りができるJ(talOngetiidzje←ungetiidzje 

「干し草を作るJ(ib. 277正書法変更)

It hat fannacht {taferzen/tawaaid}. r昨夜は{霜が降りた/嵐が強かっ

た}J(talfrieze←frieze r冷える、霜が蜂りるJ/talwaaie←waaie I嵐

が吹く J)(ib. 276正書法変更〉

守オランダ誇の aan!toe(←tot) やドイツ誇の anー/zuーにはこのような用

法は明曜には認めがた(、動詞の数もきわめて少ない。

(d)副詞と同形の不変化詞を用いる語

副詞と同形の不変化詞を分離成分とする分離動詞も少なくない。

achterut!gean/efterutlgean r後退する、低下するJ(achterut/efterut 

「後ろにJ+gean r行く J) 

dell komme I下る、立ち寄るJ(del I下にj十kommeI来るJ) 

fuoτtlsmite I投げ捨てるJ(fuort r離れてJ+smite I投げるJ) 

gearlfetsje r要約するJ(gear rいっしょに、集まってj 十 fetsjeIっか

む、とらえるJ) 

tebeklgean I後退する、さかのぼるJ(tebek I後ろへ、戻ってJ+gean 

f行く J) 

thuslbringe I家に送るJ(thus r家でJ+ bringe Iもって来るJ) 

It tal seehunen giet hieltyd achterut. Iアサ、ラシの数はどんどん減っ

ているJ(achterutlgean)(むLI'S， B 9 : 7) 

Ik kom jun om acht oere wol eefkes by dy del. r今晩、 8時に君のと
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ころにちょっと寄るからねJ(dellkomme)(Bangma 19932 
: 22変更〉

Hy waard justerjfin siik thusI brocht. r彼は昨晩、病気になって家に運

ばれたJ(thuslbringe)(Dykstra 2000 : 715変更)

以下の副詞と同形の不変化詞の用法には注意が必要である。

(e)官eromr逆転J/wer r反復J/tebek r後退J

官eromと werの区別に注意。 werは逆転「逆に…する、…し返す」、 werom

は反復「再び…するjの意味で用いる。ただし、 werom-動詞と百er-動詞が同

じ意味を表わすことがある。

そのひとつは、「反復」の意味の werが「逆転Jの意味に転じる場合である O

これは「反復」の意味の wer-動詞が完結する単一の動作(エ. accompl ish-

ment)を表わす場合に、動作の反復が方向性を問わずに逆方向の動作にも転用

されるためである。次の werI jaan r返すJがその例である。つまり、「再び与

えるJ(反復)は受け取り手が「第 3者に渡す」のではなく、相手に同じ動作

を繰り返すという場合には「返す.J(逆転)という意味になる (Hoekstra1993 

b: 88変更)。

werom I jaan r返すJ(werom r戻ってJ十jaanr与えるJ) 

φwer I jaan r複製する、再現する;返すJ(wer r再びJ+ jaan r与えるJ)

Hy joech har it jild {werom/wer}. r被は彼女にお金を返したJ(ib. 88 

変更〉

weromlkrije r取り戻すJ(werom r戻ってJ+krije r得る J) 

φwerlkrije r再び得る;取り戻すJ(wer r再びJ+krije r得るJ) 

Tink rnar net datst dat boek {werornkrigest/werkrigest}. rあの本が戻っ

て来るとは忠わないほうがいいよ(=思うなり(ib. 88変更)

「逆転jの意味の weromが「反復Jの意味になることもある。 weromlsjen

「再会する」がその伊jだが、これは「相手が視界の中に戻って来るj という解

釈によって生じると考えられる。

官eromisjenr振り返る;再び見る、再会するJ(werom r戻ってJ+sjen 

「見る、会う J) 

Twerisjen r再び見る、再会するJ(wer r再びJ+sjen r見る、会うJ) 

Dy sil ik hjir net {weromsjerl/wersjen}. rその人に私はここで再会す

ることはないだろう J(Dykstra 2000 : 806変更， 807変更〉

「逆転」の意味の weromと「後退Jの意味の tebekの区別に注意。 werom

と tebekは反対方向に動作が及ぶ点で、共通の意味を表わすことがある。と

くに時間的にさかのぼるよと轍的な意味で認められる (Tamminga1973: 1-3)。

官erorn/sjenr振り返る;再び見る、再会するJ(werom r戻って」十sjen

n
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「見る、会う J) 

∞tebeklsjen r振り返るJ(tebek r後ろへ、戻ってJ+sjen r見るJ) 

Hy seach op syn 1ibben {盟旦!!!/並区主}.r彼は人生を振り返ったJ

(Dykstra 2000 : 708変更， 806変更〉

ただし、百eromは前後に向きを変えて戻る動作、 tebekは前後に向きを変え

ないで戻る動作を示す点で、明確に異なる O

De auto ried in eintsje werom. i車は少しの距離をユーターンして戻っ

て来たJ(weromlride rユーターンして戻るJ)(Tamminga 1973 : 2正書法

変更〉

De auto ried in eintsje tebek. r車は少しの距離をバックして戻って来

たJ(tebeklride rバックして戻るJ)(ib. 2正書法変更)

ウドイツ誇では「逆転j の意味の weromは zuruck、「反夜Jの意味の wer

は wiederに対応し、 iEフリジア誇とともに分離動詞を形成する。しかし、

「返すj という意味には zurucklgeben(フ. werom I jaan) を用い、

胃iederlgeben(フ. wer I jaan) は用いない。間接に、「再会する Jという

意味には wiederlsehen(フ. werlsjen) を用い、 zuruckI sehen (フ.

weromlsjen) は用いな L、。つまり、岳フリジア誇と違って、「反復j と

「逆転j の意味的関連は認めがたい o 語形的にも、 ドイツ誇の wiederと

zuruckは西フリジア誇の werと weromと違って関連がなく、 zuruckは

フ. tebekに対応する。

オランダ誇では、「逆転j の意味はドイツ誇と河禄に terug(フ. tebek) 

で表わすが、「反復Jの意味の we(d)erーの使用は稀である。この意味で

は herを用いることが多いが、これは不変北詞ではなく、無アクセント

の接頭辞であり、ヰド分離動詞を形成する。たとえば、 her'zienは「政訂

する、修正する j という独自の意味を獲得した非分離動詞である。

英誇でも、逆転の意味は不変北詞 back(フ. tebek)、反復の意味!.;iロマ

ンス語起源、の接頭辞 re-で表現する。

このように、母フリジア誇は上記の 3言誇に比べて、同r/werom/tebekの

用法を意味的に明確に区別する。

(f) fuort r離脱、出発J/δf r離脱、終結J/配 r離脱、除去j

fuort (オ. voort/ド. fort)，δf (オ. af/ド¥ab)，wei (オ./ド. weg)の

使い分けに注意。とくに fuortと weiの相違は微妙である(なお、 weiは

der"'wei r…から」のように rr一代名詞Jとともに用いることができるが、

fuortと ofはできない。ただし、これは分離成分ではない)。

fuortlb1iuwe r留守にするJ(fuort r離れて、出発してJ+bliu官erとど
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まるJ) 

Hoe lang bliuwe jimme fuort? r-どのくらい長い閥、君たちは留守にする

のJ(Bangma 19932 
: 22変更〉

δflrekkenje r支払う、清算するJ(of r離れて、すませてJ+rekkenje 

f計算するJ) 

Moat ik daalkδfrekkenje? r私は今すぐお勘定をすませる必要がありま

すかJ(ib. 12変更〉

weilgean r離れるJ(wei r離れて、いなくなってJ+gean r行く J) 

Gean wei! iあっちへ行ってよJ(Dykstra 2000 : 801) 

(g)形容詞・名詞

不変化詞以外に形容詞や名詞を分離成分とする分離動詞がある。抱合動詞

( S 83----85)との相違に注意(S 85 (2)， (3)(c))。

①形容詞十動詞

dwersllizze rへそを曲げるJ(dwers r横切ったJ+ lizze r横になってい

るJ) 

goedlkarre r承認するJ(goed r良いJ+karre r検査するJ) 

skjinlmeitsje r掃除するJ(skj in i清潔なJ十meitsjerするJ) 

f1au I falle i失神するJ(flau r力のないJ+ falle r倒れるJ) 

It jo此 je1eit dwers. r男の子はへそを曲げているJ(dwersllizze) 

(Eisma 1989 : 24変更)

Deputearre Steaten担盟主 usutstel盟主生笠昼.r州委主会は我々の提案を

承認したJ(goedlkarre)(習TF7/1990 : 308変更)

Hjoed moatst dyn keamer skjinmeitsje. r今日、おまえは部屋を掃除し

なければいけないよJ(skjinlmeitsje) 

②名詞十動詞

broeklsette r奮闘するJ(broek rズボンJ+sette i据えるJ) 

dielJnimme r参加する (oan…に)J(diel r部分J+nimme r取るJ) 

les! jaan r教える、教師であるJ(les r授業J+ jaan r与えるJ) 

stanlhalde rもちこたえるJ(stan r姿勢、構え」十halder保つJ) 

De boeren namen oan de besprekkings diel. r農民たちは話し合いに参

加したJ(diellnimme)(百円 4/1987: 11変更〉

De muorre hold stan yn e stoarm. r外壁は嵐の中でもちこたえたj

(stan I halde)(Dykstra 2000 : 659) 

(4)分離動詞のその他の用法
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(a) r第 2不定詞 (en-不定詞)+kommeJと分離動詞

運動の様態を表わす‘第 2不定詞+komme'r…しながら来るjの構文では、

第 2不定詞で現われる運動動調が分離成分を伴うことが多い (Tiersma19992 

: 116)。

宜jakaam oanriden. r彼女は車でやって来たJ(oanlride r(車で)乗りつ

けるJ)(ib. 116変更)

ウオランダ誇でもふつう分離成分を伴う連動動詞を用いるが、不定詞(おも

に北部、つまりオランタ")のほかに、退去分詞(おもに南部、つまりベル

ギー)になることがある(凶S19972 
: 964f.)。ドイツ誇では分離点分を

伴う必要はなく、退去分詞を用いる。

オ. Zij kwam {aanrijderl/aangerederd. r同上J(aan I rijden) 

ド. Sie kam gefahrer1. r向上J(fahren) (Curme 197711 
: 266変史)

北ゲルマン語では現車分詞を用 L、ることがある。

(b)分離動詞の認定の問題

分離動詞は雑多なものを含み、拡大解釈される傾向がある。 fuortlsmite

「投げ捨てる J(fuort r離れてJ+smite r投げるJ，(3)(0)を例に取ると、

次例では名詞句目的語 dyboel rあんなものJが枠越えしており、 fuortは右

枠にある分離成分とは言えないことになる ((2)(b)参照)。

Smyt fuort dy boe1 en keapje der wat nijs foar yn 't plak. rあんな

ものは投げ捨てて、その代わりに新しいものを貰いなさいJ(ULI' S， C 11 

: 5) 

また、 stanlhalderもちこたえる J(stan r姿勢、構え」十halder保つJ) 

は、次例では stanに否定冠詞 gjinがついている。 gjinstanは名詞匂を形

成し、 [[gjinstanJNP haldeJvp rもちこたえられないJは動詞勾と解釈され

るので、 stanは分離成分ではあり得ないことになる。つまり、意味的にはひ

とつのまとまりをなしでも、分離動詞という 1語の動詞と認めることにまった

く問題がないわけではない O

Dat argumint haldt gjin stan. rその論拠は疑わしい(=もちこたえら

れない )J(Dykstra 2000 : 659) 

Zアオランダ誇では続け書きしても、語形的に対応する岳フリジア誇では分か

ち書きする語がある。オランダ誇と比較すると、西フリジア誇では正書法

で分離動詞の種類を争~F艮しようとする傾向が比較的強いと言える o

フ. televyzje sjen仲オ. televizielkijken rテレどを見る j

derut sjen仲eruitlzienrーのように見える J(ド. auslsehen) 

swart ride (Visser 1985 : 914)件 zwartlrijdeni無銭乗車する J
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swart I ride， Dykstra 2000 : 692) フ(ただし、

(Visser 1985 : 914)仲 zwartlkijkenr受信料を払わずにswart sJen 

フ. swartlsjen， Dykstra 2000: 692) (ただし、テレビを足る j

(derut sjen) 「伎はうれしそうに見える Jフ. Hy sjocht der bliid ut 

(eruitlzien) 「向上jオ. Hij ziet er blij uit 

(derut sjen) フ. Hoe sjocht it derut? rそれはどんなぐあいですかj

(erui t I zien) 上向

j
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は&フ 1)ジア誇では分離点分としては用、、オランダ言香の

十 ynf中へJ) (der rそのjderyn rその中へJ岳ブリジア言香ではな L、。

分離成分とはみなさない。正書法では分かち書きし、を用 L、るが、

deryn komme r入って永る J/deryn gean r入って行<J ブ.

オ. binnen/komen r向上J/binnenlgaan r同上j

分離動詞の認定の問題点はドイツ語でも指摘できる。新正書法では!日正書0" 

法で続け書きしていた不支北詞以外の分量生成分を分かち書きをすることで、

な分離動詞の韓類を制限しようとしているが、新たな混乱も招いている。

ドイツ誇に分自主動詞というカテゴリー自体を設定することを疑問視す

に見られる o(1996 : 120lff.) 
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S 87 非分離動詞 (unskiedbertiidwurd) 1 : beーによる接頭辞動詞

(1)接頭辞(foarheakse 1)の種類

非分離動詞としては、すでに述べた抱合動詞(S 83--85)のほかに、「接頭

辞動詞J(ド. Prafixverb)がある。接頭辞動詞は接頭辞による非分離動詞で

あり、次の 2種類に分かれる。アクセントは原則として接頭辞にはなく、後続

の動詞部分にある。

A. be-[b8]， fer-[h(r)]， Ont-[untJ， te-[t8J， mis-[rnIs]， wjer-

[vjer] 

B. 前置詞と同形の接頭辞 efter-，foar-， oan-， oer-， orn-， troch-， 

Onder-

Aグループの beーと ferーは生産的だが、残りの接頭辞と Bグループの接

頭辞はすべて非生産的である。とくに Bク、、ループによる非分離の接頭辞動詞は、

ほとんどオランダ語からの借用による ((6))。

σ 歴史的には、 Aグループの最初の 3接頭詩は、 Bグループと同様に、無ア

クセントの位亙で弱北したかつての前亘詞と関係がある。 beーと ferーに

は対応する前亙詞が今日でも戎っている。 fer-は今日では失われたもの

も含めて、技数の前亘詞の混合によって生じた o

フ. be----by， fer---....foarなど (3種類の前亙詞の混合)

オ. be-~bij ， ver----voorなど(向上)

ド.be-~bei ， ver-~vor/für など(向上)

上記の前置詞は分離動詞の分離成分としても用いる。

Ont-(ド. ent-/ernp-，オ. ont-)は接頭辞 ant-(ド./オ. ant一〉と歴史

的に関係があるが、 ant-は前置詞としては残っておらず、分離動詞の分

離成分としても用いない(ド.ノオ. antーも同様〉。ちなみに、ゴート語の

and、古ザクセン諾の antは前置詞として用いる。

にアオランダ誇とドイツ語との語形的な対応は次のようになる o

フ. be-/fer-/Ont-/te一 mis-/wjer-

オ. be-/ver-/ont-/なし mis-/weer-

ド. be一/ver-/ent-~emp-/zer-; miss-/胃ider-

西フリジア誇にはオランダ誇やドイツ誇に語形的に対応する次の接頭辞が

ない。

フ.なし

オ. geー/her----er-(ドイツ誇からの借用)
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ド. ge-/er-

次にいくつか例を示す。

フ. bruke rイ支う J/lykje r似ている J/leauwe r{言じる、，怠う J

オ. gebruiken r同上J/gelijken r同上J/geloven r同上j

ド. gebrauchen r向上J/gleichen r向上 /glaubenr向上j

西フリジア語の werom/wer を伴う分離動詞がオランダ誇の her-/erーや

ドイツ誇の erーに対応することがある。

フ. weromlkenne/werlkenne r識別する、認識する J (分離動詞)

オ. herkennen r向上J (非分離動詞)

ド. (wiederl)erkennen r向上J (erkennenは非分離動詞)

西フリジア誇の beーがオランダ認やドイツ誇の ge-に対応することがあ

る((2)参照)。

フ. bewenne r潰れる J/befalle r (・ーに)気に入る J/behear(r) e r...に

属する J

オ. gewennen r同上 /bevallenr同上J/behoren r向上j

ド¥sichgewohnen r同上J/ gefallen i同上J/gehoren r向上j

f9フリジア言香には、オ. herinneren/ド erinnernr思い出さぜる j に誇

形的に対応ずる誇は非分離動詞・分離動詞ともに存在せず、他の表現で代

用する。

i) フ. 1t stiet me noch by. または 1tmei my noch tinke. r幸ムはまだ

そのことを党えている J(Visser 1985 : 279) 

1t heucht my noch. または 1tmei my heuge. r同上J(Zantema 

1984 : 391) 

1k wit it noch. r向上j

オ. 1k herinner het me nog. r向上j

ド. 1ch erinnere mich noch daran. r向上J

n) フ. 1t is my troch it sin gongen. または 1tis my trochgongen. 

「幸ムはそのことをもう思い出せないJ(Visser 1985 : 279) 

It heucht my net. または 1tmei my net heuge. r向上J

(Dykstra 2000 : 240) 

1k wit it net mear. r向上j

オ. 1k kan het me niet meer herinneren. r向上j

ド. 1ch kann mich daran nicht mehr erinnern. r向上j

舌フリジア誇で接頭辞 geーのついた動詞は、オランダ誇からの借用であ

る (Sipma1949 : 68)。
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フ. gebiede r命令する J/geniet(sj)e r楽しむ、享受する J/geneze 

r (高気が)治る」

オ. gebieden r同上J/genieten r向上J/genezen r向上j

ド. gebieten r向上J/geniesen r向上J/genesen r同上j

(2)接頭辞 be-

Aクソレープの接頭辞でとりわけ多様な用法があるのは beーである。 be-は

生産的な接頭辞であり、西フリジア語ではドイツ語やオランダ語に比べてより

広い範囲で用いる (Dijkstra1900-11 : 106， Sytstra/Hof 1925 : 127-129， 

Tamminga 1963 : 201-205， Hoekstra 1998: 144-147)0 beーのついた動詞(以

下、 rbe動詞J)の数は西フリジア諾では多く、オランダ語とドイツ語に比較

しでも、より多いと言える。

be-動詞は beーのない動詞と語形的・意味的な対応を欠いて、語葉的に国定

しているものと、 beーのない動詞と何らかの規則的な意味的関連が認められる

ものに大別される。後者にかんして、 beーの基本的な意味は「対象への直接的

影響と動作の達成Jとほぼ総括でき、具体的な現われかたにはさまざまな場合

が含まれる。 beーの用法はオランダ語とド、イツ語に比べて、はるかに多岐にわ

たっている。

σbe-は語源的に訪亘詞および分離動詞の分離成分の by(オ. bij/ド. bei) 

に相当する。ただし、古くは「…のまわりにj の意味であり、 om(オ. om 

/ド舟.um) と関係があった(ラテン誇 ambi と同じ語源であり、 amーの部

分が om、-biの部分が byに相当する)。

(a) be-のない動詞と語形的・意味的な対応を欠くもの

① be-のない動詞と語形的な対応を欠くもの

bedigenje r整えるJ(対igenjeは存在しない。以下同様)， bedjerre r甘

やかす、腐るJ， befelje/befelle r命令するJ， begjinne r始める、始

まるJ， beledigje r侮辱するJ， belide r自白する、〈信仰を〉告白す

るJ， bepale r規定するJ，jin besauwe r仰天するJ， beseffe r実感す

る、意識するJ， beslisse r決定するJ， bestede/besteegje r費やすJ， 

jin bestuere r騒ぎたてるJ， bestuiverje r支払う J， beswike r屈す

る i

② beーのない動詞と意味的な対応を欠くもの

語形的に対応する beーのない動詞はあるが、意味的に規則的に関連づけ

ることが困難なものがある。次の語は、 be-の基本的意味である「対象

への護接的影響と動作の達成Jを部分的に表現しているとも解釈できるよ

明，en
E
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うに思われるものを含んでいるが、やはり別の語葉的意味ととらえたほう

が適当である。

begripe r理解する、手元に引き寄せるJ(gripe rっかまえるJ) 

begroetsje r歓迎するJ(groetsje rあいさつするJ) 

beheine r制限するJ(heine r捕らえるJ) 

belibje r経験するJ(1ibje r生きるJ) 

belove/beloovje r約束するJ(love/loovje rほめるJ) 

besykje r訪問する、試みるJ(sykje r探すJ) 

besitte r所有するJ(sitte rすわっているJ) 

beslute r決心する、含むJ(slute r閉じるJ) 

besprekke r議論する、論評するJ(sprekke r発言するJ) 

bestudearje r研究する、探求するJ(studearje r大学で学ぶ、大学生で

あるJ) 

bestean r存在・存続するJ(stean r立っている、(…の状態)であるJ) 

bestel1e r注文する、予約するJ(stelle r立てる、据えるJ) 

bestirnrne r定めるJ(stimme r投票する、調整・調律するJ) 

betsjutte r意味するJ(tsjutte r暗示する、説明するJ) 

betelje r支払う J(telje r数えるJ) 

bewize r証明するJ(wize r示すJ) 

以下の用法は、 beーのない動詞と何らかの意味的関連が認められるものであ

り、次の (b)からは〉の種類に分類できる。

(b)他動詞化

beーは自動詞の前置詞句目的語を名詞勾直接目的語に変えて、 f也動詞を形成

する O つまり、自標や原因などを表わす前置認を伴わずに、動作の影響が直接

的に対象に及ぶことを表現する。

beantwurdzje/beanderje r(…に〉答えるJ(antwurdzje/anderje r答える

(op …に)J) 

bedoele r(…を)ねらう、意図するJ(doele rねらう、意図する (op…

を)J) 

beharkje r(…を)聞く J(harkje r聞く (nei…を)J) 

bejubelje rc…に〉歓声を上げるJ(jubelje r歓声を上げる (om…に)J)

bekleie r (…を)嘆く J(kleie r嘆く (oer…をけ)

beskrieme rc…を)嘆き悲しむJ(skrieme r嘆き悲しむ (om…を)J) 

betreur(j)e r(…を〉悲しむJCtreur(j)e r悲しむ (om…を)J) 

betwifelje r(…を)疑う J(twifel je r疑う (op…を)J) 
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i) Harkje nei de tekst op 'e ban. r本文をテープで聞きなさいJ(nei… 

harkje)(ULI' S， B 9 : 7変更)

Beharkje de teks t op 'e ban. r向上J(beharkje)(ULI'S， B 3:11変更〉

li) Der hoechst dochs net om te skriemen? rそのことは君は嘆く必要はな

いじゃないかJ(om"'skrieme)(Dykstra 2000 : 623) 

Letter silst dyn unfoech dwaan beskrieme. r後になって、君は自分の

不適切な行動を嘆くだろう J(beskrieme)(Tamminga 1963 : 204正書法変

更〉

自〉胃er【ioeldeer op mei dat sizzen? r彼はあんなことを言って、何のつも

りだったんだろう J(op"'doele)(Zantema 1984 : 185) 

Wat soe hja bedoe1e? r彼女はどういうつもりなのだろう J(bedoele) 

(ib. 59変更〉

この be は動詞の明示的な意味を変更するものではないが、 be-動詞には

beーのない動詞に比べて、動作の達成や目的語への影響を強調するニュアンス

が認められる(rしっかり・十分に…するJなど〉。

Hy skeat op 'e lluw. r彼はライオンをねらって撃ったJ(自動詞 sjitte

「ねらって撃つ (op…を)J ) (Hoekstra 1998 : 144変更〉

Hy beskea t de li uw. r彼はライオンにかなりの銃撃を加えたJ(他動詞

besjitte r(…を)かなり銃撃するJ)(ib.変更〉

動詞と意味的な結びつきが弱い前置詞匂を他動詞化する be-動詞もある。

bedrinke r(…を祝って〉乾杯するJ(drinke r乾杯する (op…を祝っ

て)J) 

(c)代換表現(エ. hypallage) 

他動詞の呂的語が beーの付加によって以下のような交替を起こすことがあ

り、これを「代換表現Jと呼ぶ。

be-のない動詞 r名詞句 1+ [場所の前置詞+名詞句 2J+動詞」

∞be-動詞 r名詞勾 2+[mei+名詞勾 1J+be動詞」

[場所の前置詞+名詞句 2Jの前置詞は動詞によって異なるが、 be-動詞によ

る代換表現では、 [mei+名詞匂 1]のように、手段を表わす meir...でJ(オ.

met/ド. mit)に限られる。 [mei+名詞句 1]は表現しないこともある。

i)盟emsmart buter op it stikje bo1e. r母はパンにバターをぬる」

(smarre r(…を)ぬる (op…の上に)J)(Veenstra 1988 : 149変更)

輩embesmart it stikje bo1e mei buter. r向上J(besmarre r(…に)ぬ

る (mei…を)J)(ib. 149変更)

li) Heit sproeide wetter oer de tun. r父は庭に水をまいたJ(sproeie 
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r(…を)まく (oer…の上に)J)(ib. 149変更)

Heit besproeide de tun mei wetter. r向上J(besproeie r(…に〉まく

(mei…を)J)(ib. 149変更〉

ili) It jonkje hat it tou om de redens bun. 「男の子はスケートにひもを結

びつけたJ(bine i(…を)結ぶ (om…のまわりに)J)(ib. 149変更〉

It jonkje hat de redens mei tou bebuil. 

(mei…を)J)(ib. 149変更〉

「同上J(bebine r(…に)結ぶ

be-動請による代換表現は、動作の影響が目的語全体に及ぶことを含意する

傾向がある。 ただし、義務的に含意する必要はない (Veenstra1988 : 152)。

De sjauffeur lade koffers op de auto. 「運転手は車にトランクを積ん

だJ(lade r(…を〉積む (op…の上に)J)(ib. 152変更〉

De sjauffeur belade de auto mei koffers. 「運転手はトランクを積んで

車を一杯にしたJ(be1ade r(…に)積む (mei…を)J)(ib. 152変更〉

①受動化

beーのない動詞による 「名詞句 lJと、 be-動詞による代換表現の「名認

句 2Jはともに直接目的語であり、受動態で主語になる。

i) De boer叫盟主主 detulpen yn de t血. 「農夫は庭にチューリップを植え

たJ(p1antsje r(…を)植える (yn…の中に)J(ib. 152変更〉

De tulpen 盟主坐~ troch de boer yn de tun叫盟主.「チューリップは

農夫によって庭に植えられたJ(ib. 152変更〉

u) De boer bep1ante de tun mei de tu1pen. 「同上J(beplantsje r(…に〉

植える (mei…を)J)(ib. 152変更〉

De tun waard troch de boer mei de tulpen beplante. 「向上J(ib. 152 

変更〉

②被動目的語と達成目的語

be-のない動詞は動作の結果として生じる直接目的語、すなわち「達成自

的語J(エ. effectum object)を伴うことがある。 しかし、対応する be-

動詞は、 目的語が動作による直接的影響を受けることを表わすので、達成

目的語を伴うことはない。 be動詞の目的語は、動作に先立つて存在して

いる r~変動目的語J (エ. affectum object)である点で区別される

(Veenstra 1988 : 158f. )。

i) Heit skildere in gles. 「父はグラスの絵をかいたJ(skilderje r(…の)

絵を描く J) 

IIeit beski1dere in gles. 「父はグラスに絵をかいたJ(beski1der je 

r(…に)絵を描く J) 
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日)Muoike naait in jurkje. r伯母はドレスを編んでいるJ(naaie r(…を)

編んで作り出すJ)(ib. 158変更〉

Muoike benaait in jurkje. r伯母はドレスに舗み物を施す(ココドレスに

何かを編みつける )J(benaaie r(…に)舗みつけをするJ)(ib. 158変

更)

ffi) Omke hat in nij hok timmere. r伯父は新しい納屋を作ったJ(timmerje 

r(…を)木材で作るJ)(ib. 158変更)

Omke hat in nij hok betimmere. r伯父は新しい納屋に手を入れた」

(betimmerje r(…に〉木材で工作を施すJ)(ib. 158変更)

③名詞を含む be-動詞(装備動詞)

be動詞が語幹に名詞を取り込んでいる他動詞のなかには、「…にく名詞

を>備えるj という意味の「装備動詞(仮称)J(ornatyf)がある。この

場合、<名詞を>の部分は代換表現の rmei+前置詞Jに相当するので、

rmei +前置詞Jを加える必要はない。たとえば、 betegeljer(…〉にタ

イルを張る」は名調印gelrタイル」を含んでいるので、「タイルを」の

部分を‘meitegels' として付け加える必要はない。

Ik haw de flier betegele. r私は床にタイルを張ったJ(betegelje r(…) 

にタイル (tegel)を張るJ) 

Ik bedongje dat lan fan 't jier net. r私は今年はあの土地に肥料はや

らないJ(bedongje r(…に〉肥料 (dong)を与えるJ)(Tamminga 1963 : 

203変更〉

Dizze alde stoel kin noch wol ris beklaaid wurde. rこの古いいすは

一度、ちょっとクロスを張ってもいい(受動態)J(beklaaie f(…〉にク

ロス・布 (klaaid)を張るJ)(ib. 204変更〉

De direksje bekompjOtert it hiele ynstitut. r管理部は研究所全体を

コンピューター化する(=研究所全体にコンビューターを備えつけるは

(bekompjOterje r(…に〉コンビューター (kompjOter)を備えつけるJ) 

(Veenstra 1988 : 168) 

(d) r中へ入れこむJという意味の他動詞

be-動詞は beーのない動詞が表わす動作の結果、目的語を何かの中へ(ryn 

など+名詞匂J)完全に入れこむという意味をもつことがある。

Jo moatte noch aaien yn it besleek beklopje. rあなたはそれからまだ

卵をねり粉に泡立てて混ぜなければなりませんJ(beklopje rたたくこと

によって泡立てて混ぜる (yn…の中へ)J∞klopjefたたく J)(Hoekstra 

1998 : 146変更〉
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Hja hat blommen yn 't hier befrissele. r彼女は花を髪に編みこんだj

(befrissel je ，-編みこむ (yn…の中へ)Jqfrisselje r編むJ)(ib. 63 

変更〉

De soker is deryn bebakt. r砂糖がその中に入れて焼いでありますJ

(bebakke r混ぜて焼く (yn…の中へ)J∞bakker焼く J)(Dykstra 2000 

: 27) 

Wy wolle net yn dizze ruzje behelle wurde. r私たちはこの喧嘩に巻き

込まれたくありませんJ(behelje r呼び込む (yn…へ)Jqhelje r呼ん

でくるJ)(Zantema 1984 : 66変更〉

(e)効果・充足、到達・遂行

beーは be のない動詞に比べて、動作の達成による何らかの効果や、動作

の及ぶ対象への到達を表わす他動詞を形成することがある。

①効果・充足

この意味では、 be-動詞は beーのない動詞と明示的意味がはっきり異なる

わけではないが、動作の達成による充足を強調するニュアンスが認められ

る。

i) De timmerman skaafde de ruge planke. r大工はごつごつした板にかんな

をかけたJ(skave rかんなをかけるJ)(Veenstra 1988 : 159変更〉

De timmerman beskaafde de ruge planke. r大工はごつごつした板にかん

なをかけて平らにしたJ(beskave rかんなをかけて平らにするJ)(ib. 

160変更〉

u) Beppe meant it gers. r祖母は草をメuるJ(meane rXIjるJ)(ib. 159変更〉

Beppe bemeant it gers. r祖母は草を刈ってきれいにするJ(bemeane r刈っ

てきれいにするJ)(i b. 160変更〉

m) Pake hat it izer bucht. r祖父は鉄を曲げた・のばしたJ(buge r曲げる、

のばすJ)(ib. 159変更)

Pake hat it izer bebOcht. r祖父は鉄を曲げて・のばして整えた(=目

的にかなうようにした)J(bebuge r曲げて・のばして整えるJ)(ib. 160 

変更)

次の例は一種の強調表現とも言える。

り Iktankje jo hertlik foar jo brief. r(私は〉お手誠に心から感謝しま

すJ(tankje r感謝する、謝絶する、…のおかげであるJ) 

Ik betankje jo hertlik foar jo brief. r(私は)お手紙に心から深謝し

ますJ(beta凶作「深謝する、丁重に謝絶するJ) 

②到達・遂行
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この意味の be-動詞は、 beーのない動認に比べて、動作が十分に遂行され、

目的語に到達することを明示する。話法の助動詞 kinner…できるJを伴っ

たり、可能の受動の意味(r…され得るJ)を表わす rte-第2不定詞

(en-不定詞)十官ezeJ構文などで使い、否定詞や程度の副詞を伴うことが

多い。つまり、話法的ニュアンスを伴う表現で用いる傾向がある。

De hOn koe de hazze 1ang net berinne. r犬はウサギに到底、追いっけ

なかったJ(berinne r(…に〉走って追いつく J∞rinner走るJ) 

(Tamminga 1963 : 203変更〉

De swimmer kin it hjir net bedjipje. r泳ぎ手はここでは深くて足が届

かないJ(bedjipje r(…の)底に足が届く、(…の〉深さを測るj∞ 

djipje r(…の)深さを測るJ、djipr深いJ)(Dykstra 2000 : 27変更〉

Yn in pear tellen wie it fleantuch net mear te beeagjer1. rし1くつか

数を数えている聞に、飛行機はもう呂で後を追うことができなくなったJ

(beeagje r目で追うJφeagje r見るJ、eachr目J)(Tamminga 1963 : 

203変更〉

次例の be-動詞は自動詞の他動詞化 ((b))と類似している。

Dy fOgel is te fier fuort， ik kin him net besjitte. rあの烏は遠く

に離れすぎている O 私はそれを撃って命中させることができないJ

(besjitte r(…を)撃って命中させるJ∞sjitter(…を〉撃つ、仕留め

る〈他動詞)Jrねらって撃つ (op…を)(自動詞)J(胃FT2/1986 : 137正

書法変更〉

Soe dit paad te befytsen weze? rこの道は自転車で行けるんだろうかj

(befytse r(…を〉自転車で走破するJ<=?fytse r自転車で行く J)(ib. 

202変更)

Fan 'e boat koene wy de wal sawat krekt bestappe. rボートから私た

ちは埠頭になんとかやっと足が届いたJ(bestappe r(…に)乗り移るJ∞ 

stappe r乗るJ)(ib. 203変更)

次例の be-動詞は代換表現 ((c)) とも類似している。

De guozzen wiene sa tichtby， dat hy koe se国主主 meiin stien 

besmite. rガチョウたちはすぐそばにいたので、彼はほとんど石を投げて

ぶつけることができそうだったJ(besmite r(…に〉投げて当てる (mei

・・を)J∞smiter(…を〉投げるJ)(Tamminga 1963 : 203変更)

ウオランダ誇とドイツ誇では、「効呆・充えj と「到達・遂行j の意味は

beーの用法として認められるものの、部分的あるいは;少数の慣用句にとど

まる。
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フ. betankje r涼謝する j /:オ. bedanken r向上j /ド. sich bedanken 

「同上j

ブ. besmite r(…を)撃って令中させる J/ F. beschmeisen/b伺 erfen

「向上」

フ. Der is gjin lan mei him te besilen. r~えはまったく乎に負えない

(=伎とともに航海してたどり着ける国はない。揮用句)J (besile 

r (…に)航海してたどり肴 (J ) 

オ. Er is geen land met hem te bezeilen. r同上J(bezeilen r向上J)

(f)収益・獲得

beーは動詞の本来の目的語以外に、動作の達成によって間接的にもたらされ

る収益や獲得物を新たに目的語として、他動詞を形成することがある。

Us pake単.!genoch jild民担主主主 dater stil libje kin. r伯父は余

生を静かに過ごすのに十分な金を農業を営んでたくわえたJ(bebuorkje 

「農業を営んで(…を〉得るJ<;::>buorkje r農業を営むJ)(Tamminga 1963 

: 203変更〉

Pyt坦.!mei syn wiif in grut boerepleats並立盟ι「ピトは奥さんと

結婚して大きな農場を手に入れたJ(betrouwe r結婚して(…を〉手に入

れる句ei…と )Jφtrouwer結婚する (mei…と )J)(ib. 203変更〉

Hy 民主些~ op e Noardsee in sober stikje brea. r彼は北海で漁をし

てわずかなパンを得ていたJ(befiskje r漁をして(…を)かせぐj∞ 

fiskje r漁をするJ)(ib. 203変更〉

Se ha四 ede frede befochte. r彼らは戦いによって平和を勝ち取ったJ

(befjochtsje r戦ってく…を〉得る」∞fjochtsjer戦う J) 

Sunder in kloek wyfke hie Jan dat kaptaaltsje noait bewrotte 

kinnen. r利口な奥さんなしには、ヨンはいくら懸命に働いでもあの財産

はけっして手に入らなかっただろう J(bewrotte r懸命に働いて(…を〉

得るj∞wrotte r懸命に働く J)(ib. 203変更)

合この beーの用法はオランダ誇とドイツ語では稀にしか認められない。ド

イツ誇ではふつう接頭辞 erーを用いる。面フリジア誇には erーに相当す

る接頭辞がないので、 beーがその役割を呆たしているとも考えられる。

i) フ. de {frijdom/frijheid} befjochtsje r戦って自由を勝ち取る j

オ. de vrijheid bevechten r向上j

ドー dieFreiheit {erkampfen/erringen} r向上j

li)フ. betrouwe r結婚して(一・を)手に入れるJ(trouwe r結婚するJ) 

ド. erheiraten r同上J(heiraten r向上J) 
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(g)不足・不快感の発生

beーは動作の達成によって動作主である主語に発生する身体的不足や不快感

を新たに目的語として、他動詞を形成することがある。

We hawwe honger beskrept. r私たちは重労働をしておなかがすいたj

(beskreppe rあくせく働いて(…という状態に〉なるJ∞skreppe rあく
せく働く J) (Hoekstra 1998 : 145変更)

Hy担!pine yn 'e holle区旦詰星空・「彼は旅行をしてから頭痛がした」

(bereizgje r旅行した後で〈…という状態〉になるJ仲間izgjer旅行す

るJ)Ob. 145変更)

Drink mar ris op， jim sille wol toarst berOn hawwe. rさあ、飲み干

しなさいよ。おまえたちは歩いて〈走って)喉が渇いただろうからJ

(berinne r歩いて(走って)(…という状態に〉なる」∞rinner走る、歩

くJ(胃FT2/1986 : 103) 

ウこの be-の用法はオランダ誇とドイツ誇には見られない。

(h)自動詞(能格動詞(=非対格動詞))の be-動詞

beーは他動詞ではなく、自動詞を形成することがある。この be-動認は主語

が動作によって変化を被り、他動詞の目的語に相当する能格動詞(エ. erga-

tive verb，または非対格動詞、エ. unaccusative verb)の自動認であり、完

了の助動詞は時zeである。つまり、動作の達成による変化で何らかの結果を

生じる対象が be-動詞の主語として現われている。

① beーのない動詞が他動詞の場合

be-動詞は性質や自然現象などを表わす。

De beage bebrOkt al gau wat. 仁需の引き具は使っているうちにすぐに少

しなじんでくるものだJ(bebruke r(…が〉使つてなじむようになる」∞

bruke r(…を〉使う J)(Veenstra 1988 : 161) 

De glezen beblomje fan 'e froast. r窓ガラスは凍って霜の花が咲く j

(beblomje r(…が)花模様をつけるJqblomje r(…を〉花模様で飾るJ) 

(Tamminga 1963 : 203正書法変更)

It brea is bebakt. rライ麦パンは焼くと縮んだJ(bebakke r(パンなど

が)焼くと縮むJq bakke r (パンなどを)焼く J)(Zantema 1984 : 57) 

Spinaazje besiedt oe sa. rホウレン草は煮るとすごく縮むJ(besiede 

r(…が〉煮ると縮む」∞sieder(…を〉煮るJ)(ib. 146) 

次の語は具体的な動作が比磁的な意味に転じた例である。

De gearkomste is goed {beslein/beteard}. r会議は成功したJ(beslaan 

/beteare r(…が良しけ結果になるJ∞slaan rc…を)打つJ/teare rた
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たむ、包むJ) 

副詞‘(earst/noch)wat' i(まず/まだ〉少しj と話法の助動詞 moatte

「ーする必要があるJが共起することも多く、この beーは話法的ニュア

ンスを伴うと言える。 watは不定代名詞 watr何か」と同形だが(オ.

wat， ド. etwas)、この場合はむしろ副詞としてはたらいている。

Sa'n nij stik ark moat earst wat bebrOke. rそういう新しい道具はま

ず、ちょっと使い慣れる必要があるJCbebruke i(…が〉使ってなじむよ

うになる」∞brOkeiC…を)使う J)CZantema 1984 : 57) 

Nije klean moatte earst百atbedrage. r新しい服はまず、少し着てみて

なじませる必要があるJCbedrage iC…が)着用してなじむようになるj

∞drage i(…を)着用するJ)(Sytstra/Hof 1925 : 128正書法変更〉

Dizze tsiis moat noch wat belegerje. rこのチーズはまだ少しねかせる

必要があるJ(belegerje rc…が〉貯蔵して熟成するJ∞legerje i(…を)

貯蔵するJ)(Hoekstra 1998 : 146変更〉

Dy nijmelke ko moat earst wat bemelke. iあの子牛を生んだばかりの乳

牛は、まずちょっと、乳がよく出るように乳しぼりをしてやる必要がある」

(bemelke r(…が)乳搾りをして乳がよく出るようになるJ∞E削除 i(…

の)乳をしぼるJ)(Zantema 1984 : 75) 

② beーのない動詞が能格動詞の自動詞の場合

beーを伴わない動詞自体が能格動詞の自動詞の場合もある。 beーの付加に

よって動作の達成とその変化の結果を強調するニュアンスが加わり(rしっ
かり・十分に・よく…になる、…しつくすJ)、一種の強調表現になると

も言える o

Mei ien waarm reintsje sil it lan wol gau begroeie. r一度、暖かい

雨でも降れば、その土地はたぶんすぐに草が一面に茂るようになるだろう j

(begroeie rー富に茂る、十分に成長する」 φgroeier茂る、成長するj

(WFT 1/1984 : 323正書法変更)

{Sneinswurk/Dy beam} bedijt net. r{日曜仕事は大成しない/あの木はちゃ

んと茂らない}jCbedije rよく繁栄 e繁茂するJ∞dijer繁栄・繁茂する J)

(Zantema 1984 : 58) 

1t semint wie bestjurre. rセメントはよく固まっていたJ(bestjurje 

「しっかり盟まるJ∞stjurje r毘まるJ)(Dykstra 2000 : 50) 

Yn it restige官etterfan it胃aadbesinkt in protteδfeart ut dat 

Rynwetter. rヴアート地帯(=北海沿岸の干持地帯)の静かな水の中には、

ラインJIIからのたくさんの廃棄物が沈殿するJ(besinke r沈践するJc;，
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sinke I沈むJ)(ULI' S. B 9 : 7) 

この用法では副詞 watI少し」が共起することがあり、動作の達成によっ

て強められた変化の意味を主観的に規定している。つまり、 beーはやはり

話法的ニュアンスを伴うと言える O

Dat doek sil wol wat bekrimpe by it waskjen. Iあの布はたぶん洗うと

少し縮むだろう J(bekrimpe Iずっと縮むJqkrimpe r縮むJ)(Zantema 

1984 : 71変更)

官yfiele us hjir noch net sa thus. mar it sil wo1 wat bewenne. I私

たちはここではまだそれほど落ち着ちませんが、たぶんいくぶん慣れてく

ると思いますJ(b印 enneIよく慣れるJ仲間nner慣れるJ)(Hoekstra 

1998 : 146変更〉

次は比轍的な意味を表わす例である。

Dy leafde is aardich besakke. Iあのロマンスはだいぶ熱がさめたj

(besakje I落ち着く、下がるJ∞sakjeI下がるJ)(ib. 82) 

③ beーのない動詞が非人称動詞の場合

Pas op. de boeken単主語2・「気をつけて、本が雨で濡れるよj(bereine 

「雨で濡れるj∞reine r雨が降る〈非人称動詞 itreint)j )(Zantema 

1984 : 79) 

Dong moat wat bereine. r肥料は少し雨に当てて湿らせる必要がある」

(向上)(WFT2/1986 : 94正書法変更〉

Ik bin bereind. r私は雨に降られた(=雨で濡れた)j(向上)

Har fingers wiene beferzen. r被女の指はしもやけになったj(befrieze 

f凍傷・しもやげになる、凍るjqfrieze r氷が張る〈非人称動詞 it

friest)j (Dykstra 2000 : 31変更〉

It lan besnijt. rその土地は雪が積もるj(besnjie I雪で覆われるJ<=>

snije I雪が降る〈非人称動詞 itsnijt)J )(Veenstra 1988 : 161) 

Sokke nije ferkearsregels llIoatte earst wat besimmerje en 

bewinterje. Iそういう新しい交通規則はまず、ある程度、夏冬を越して

なじませなければならないj(besimmerje I夏を越してなじむようになる」

/bewinterje I冬を越してなじむようになるJ∞simmerjeI夏になる(非

人称動詞 itsimmert)J/winterje r冬になる(非人称動詞 itwintert)J ) 

(Tamminga 1963 : 205正書法変更〉

σ この beーの用法はオランタ・2呑では持にしか見られなし、。ドイツ誇の be-

にこの用法はほとんど存率しない。

フ. besinke r沈殿する JCsinke r沈むJ
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befrieze r;哀傷・しもやけになる、まる J(frieze r氷が張る(非人

材、動詞 itfriest)J ) 

オ. bezinken r向上J(zinken r同上J) 

bevriezen r同上J(vriezen r向上(向上 hetvriest) J 

ドイツ誇でfEフリジア誇の befriezeに対応するのは、接室貢詩 er-を伴っ

た erfrierenである。ただし、 frierenは非人材、動詞以外にも用いる。

また、オランダ語では geーが対応することがある。

フ. bewenne r慣れる J(wenne r同左j

オ. gewennen r向上J(wennen r向上J) 

ドイツ誇では gewohnen 立他動詞であり、 *wohnenという語はない。

~フリジア誇の bereine に対応するオランダ誇の beregenen とドイツ語

の beregnenは、ともに r(…に)散水する、雨に当てて清らすJという

他動詞である o ?3フリジア誇の bereineはこの意味の他動詞としても用

いるが、同時に「弱で濡れる j という意味の能格動詞の自動詞として用い

る点で異なる。

'CF' be-動詞が能格動詞の自動詞である代表的な例に、 begjinneがある。

begjinneは r(…を)始める j という意味の他動詞でも用 L、、自動詞でも

r (…が)始まる Jr始める (mei…を)J という意味で用いる。これはオ

ランダ語とドイツ語の beginnenでも同誌である。ただし、母フリジア誇

の begjinne とオランダ誇の beginnenには、ともに完了の助動詞はすべ

ての用法でつねにそれぞれ weze/zijn丈配である。一方、 ドイツ誇の

beginnenはつねに haben丈配である。なお、 3言語ともに beーを欠く

誇形は1見イ-¥-3吾には戎って L、な L、。

④過去分詞で使う自動語(能格動詞)の be-動詞

年中行事や社会的な慣習としての動作を経た結果、主語の状態の変化を示

す表現について、能格動詞の自動詞としての be-動詞を過去分詞で使う用

法がある。様態、を示す形容詞を伴うことが多いっ

Hoe is 't， binne jo goed bereizge? rどうです、旅行は良かったですか」

(bereizgje r(…を)旅行するjの過去分詞)(Tamminga1963 : 204正書法

変更〉

Ik fiel my mar min bebrullofte. r私は良い結婚生活を送っていないよ

うな気がするJ(bebrulloftsje r結婚式を挙げる、結婚生活に入る」の過

去分詞)(ib. 204変更)

耳jaliket aardich bewive te wezen. r彼女はちゃんと嫁らしくなったよ

うだJ(bewii v je r妻・主婦らしくなる、所帯じみる」の過去分詞)(ib.
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204正書法変更〉

Hoe binne jimme befeeste? r君たちはお祭りが終わってどんな気分だいJ

(befeestje r祭りの後でく…という)気分になるjの過去分詞)(Zantema 

1984 : 61) 

1fem is goed behushimmele. r母は立派に家の大掃除ができたJ

(behushimmelje r家を大掃除する」の過去分詞)(Hoekstra1998 : 146変

更)

σ この beーの用法は、オランダ誇では bereisd(フ. bereizge)、 ドイツ誇

では bereist (詞左)， bewandert (本永、 vielgewandertの意味)など

にとどまる。

(i)再帰動詞化

be-動詞が再婿動詞に転じる語が少数ある。これは他動詞の自動詞化に準じ

て理解することができ、意味的にも主語が変化を被る点で能格動詞(非対格動

詞〉に類似している。

j in bedrinke r酔っぱらう J(drinke r飲むJ) 

jin besupe r酔っぱらう J(supe r(…を〉がぶ欽みする、〈動物が…を)

飲むJ) 

jin bejaan r赴く、関係する、屈するJ(jaan r与えるJ) 

Men hoecht jin net nei Amerika te bejaan om in loai libben te 

hawwen. r怠惰な生活を送るためにアメリカに行く必要はないJ(jin 

bejaan)(胃FT2/1986 : 11正書法変更)

再嬬動認のほかに、自動詞〈能格動詞)としても用いる be-動詞がある。

beda(a)rje/jin beda(a)rje r落ち着く、(症状が)おさまるJ(対a(a)rje

は存在しない〉

Bedarje (dy) wat. r少しは我慢しなさいJ(曹FT1/1984 : 268変更〉

{De pinelIt hoastjen/De koarts} is aardich bedarre. r{痛み/せき/熱}

がだいぶおさまったJ(WFT 1/1984 : 268変更)

be-動詞が他動詞・再帰動詞・自動詞(能格動詞〉の 3通りに用いる語もあ

る。

bewege r動かす(他動詞〉、動く(自動詞(能格動詞))J/jin bewege r動
く〈再帰動詞)J((稀町ger動く J) 

(j) wat+ be-動詞〈十enbed百aan)

be-動詞は watr何を、何とJを含む文、とくに疑問文や感嘆文で嫌悪・驚

嘆・好奇心の意味を表わす。この用法は他の用法と異なって、ほとんどの動詞

について可能である (Dijkstra1900-11 : 106)0 watは「何をj という意味の
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甚接目的語よりも、むしろ f何で(また…なのか)、何と(まあ…なんだろう )J

という意味で副詩的にはたらいており、 be-動詞は他動詞よりも、むしろ動作

主を主語とする非能格動詞〈エ. unergative verb)としての自動詞に近い。

この be の用法は動認の語葉的な意味を変更するのではなく、話法的ニュア

ンスを伴うと言える。

さらに、この beーの用法には音韻論的な効果もあると考えられる。つまり、

無アクセントの接頭辞 beーを動詞につけることによって、それとの対比から

動詞語幹のアクセントが強調され、話者の感情がそれだけ表現しやすくなると

言える o

Wat si1 men bereedride mei sok striemin iis? r何でまた、こんなひど

いタkのときにスケートをしようっていうんだJ(reedride rスケートをす

るJ)(Tamminga 1963 : ib. 204正書法変更)

Wat silst no al区立型we，jonge， do bist noch fierste jong! r何で

今もう結婚しようなんでいう気になるの、お前(=男の子に向かつて〉、

まだ若すぎるじゃないかJ(trouwe r結婚する J)(ib. 204正書法変更)

Men soe sizze， wat behushimmelet sa'n minske de hiele dei! rあの人っ

たら、何とまあ一日中、家の大揖除をしてるんだろうねえ(=必要ないの

に)J(hushimmelje r家の掃除をするJ)(ib. 204正書法変更〉

① wat+ be-動詞+en bedwaan (疑問文・感嘆文〉

ren bedwaanJ (en rそしてJ， dwaan rするJ)を上記の用法の be-動詞

に並列させて、継続・強意のアスペクト (duratyf/yntensyfaspekt， 

Tamminga (1963 : 204))を示すことがある。

Wat bemOskopje en bedogge jimme dochs? rおまえたちはいったい何をひ

そひそ話してるんだJ(mOs初pjerひそひそ話をするJ)(Zantema 1984 : 

60) 

Ik koe net ferstean wat dat ald minske beeamele en bedie. r手ムはあ

のばあさんが何をあんなにこぼしていたのか、わからなかったJ(eamelje 

「小言・愚痴を言う J)(Tamminga 1963 : 36正書法変更〉

②官計十be-動詞+en dwaan (疑問文・感嘆文)

bedwaanが beーを欠くこともある。

Wat soe er der allegear Qestuiterje en dwaan? r彼はあそこで何をあ

んなにつまずいたりしてるんだろう J(stuiterje rつまづく J)(ib. 204 

変更〉

③ wat+ be-動詞 enbedwaan (譲歩文)

譲歩文 (alwat rどんなに…しでもJ)で用いることもある O
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Al wat de man ek berop en bedie， it bist gong net fuort. rその男が

何を叫んでみても、けものは立ち去らなかったJ(roppe r叫ぶJ)(WFT 1/ 

1984 : 287正書法変更〉

④ be-動詞+enbedwaan 

次の文は watを含まず、平叙文で fbe-動 詞+en bedwaanJを用いている

伊jである。 hielwatfたくさん」、 hielendalr完全にj という程度を強め

る語が共起しており、 ren + bedwaanJは、先行する be-動詞の表わす動作

に継続・強意アスペクトの意味を加える手段として用いている〈胃FT1/19 

84 : 287)。

Der is hielwat bepraat en bedien. f山ほどたくさん議論がしつくされ

たJ(prate r話し合う、議論するJ、受動態)(Zantema1984 : 60変更〉

Syn han wie hielendal beblet en bedien. r彼の手はまったく血だらけ

になっていたJ(bliede r血で汚すJ、受動態)(Tamminga1963 : 36正書

法変更〉

⑤ beーのない動詞+endwaan 

fbeーのない動詞十endwaanJでも動作の継続・強意は表現できる。ただ

し、本 fbe のない動詞+bedwaanJは許されず、 bedwaanはつねに be動

詞とともに用いる(ib.36)。

Jimme moatte net altyd sa tsiere en dwaar1. fおまえたちはそんなにい

つもけんかばかりしていてはいけないよJ(tsiere rけんかするJ)(ib. 

36正書法変更〉

Hja wrotte en die fan moarns ier oant juns let. r彼女は朝早くから

夜遅くまであくせく働きまくっていたJ(wrotte rあくせく働く J)(ib. 

36変更〉

Hat se net jierrenlang har sike alden 0ppast en dien? r彼女は何年

も病気の両親をいろいろ世話していたのではなかったのかJ(oppasse r世
話する、注意するJ)(ib. 36変更〉

以上で述べたことをまとめると、 beーの付加は嫌悪・驚嘆・好奇心などの話

者の強い感情という話法的ニュアンスを伴い、継続・強意のアスペクトを示す

r en + dwaanJにも加 を付加して ren + bedwaanJとすることがあると言え

る。

ウこの be-の用法はオランダ誇とドイツ誇には見られない。

(k) allesなど+be-動詞

be-動詞は少数の動詞について allesrすべてjなどを目的語として、軽蔑

などの否定的な評価の意味を込めて用いることがある。 Dijkstra0900-11 : 
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106)はこの be の用法は西フリジア語に特徴的(‘kenmerkendFriesch'， ib. 

106)であると述べている。 allesは、(j)の watと同様に、「やたらに、何

でもかんでも」のような感情的ニュアンスを伴った副詞的なはたらきをしてお

り、(j)と同様に、 beーは動詞の語葉的な意味を変更するのではなく、話法的

なニュアンスを表現すると言える。

Dat fanke belypt alles. Iあの娘ったら、何でもかんでもめそめそする

んだからJ(1 ipe Iめそめそ泣く J)(Dijkstra 1900-11 : 106正書法変更〉

Do moatst alles net sa be~lize. Iおまえは何でもそんなふうにせせら

笑ったりしてはいけませんJ(gnize Iせせら笑うJ)(ib. 106正書法変更〉

Dy keardel beflokt al1es en elkenien. Iあいつはなんでもかんでも、

どんなやつにも悪口を言う J(f lokke i悪口を言う J) (Hoekstra 1998 : 

204正書法変更〉

ウこの beーの用法はオランダ誇とドイツ誇には見られない。

(1)複数の用法をもっ be動詞

以上のような beーの多様な用法を一つの動詞が表現する例も少なくない。

① be-+ fytse r自転車に乗るJ

Wy kinne dat lange ein net befytse. r私たちはあの長い距離を自転車

では行けないJ(到達・遂行)(Tamminga1963 : 202変更)

Hja koe dy man net恒fytse.r被女はその男の人に自転車で追いつくこ

とができなかったJ(到達・遂行)(ib.202変更〉

Ik koe de waarmte wol befytse. I私は自転車に乗ったら暑くなるかもし

れないと思う J(不足・不快感の発生)(Hoekstra1998 : 145変更〉

Wat silst 恒主主~， nim dochs in auto! r君は何をまた自転車で行こう

なんて思ってるんだね。車を使いなさいよJ(wat+ be-動詞(疑問文・感

嘆文))(Tamminga 1963 : 202正書法変更〉

② be一十rinner歩く、走るJ

Terherne is yn in healoere te berinnen. rテルヘネ(オ. Ternorneテ

ルホルネ〉は30分で歩いて着けるJ(到達・遂行)(Dykstra2002:42変更〉

町出盟主 toarst beτun・「私たちは歩いてのどが渇いたJ(不足・不快感

の発生)(Hoekstra1998 : 145変更〉

Ik begryp net盟主 ertsjintwurdich担己思!r私は彼が何を今、走りま

わっているのかわからない(=彼はどうしたんだろう )J(w計十be-動詞

〈疑問文・感嘆文))(Dijkstra1900-1911 : 106変更〉

③ be-+ s 1 i epe r寝る」

It主主昼 wienet詮己主主t.rそのベッドは人が寝たことがなかった(=寝
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られたことがなかった、新品だった;受動態)J(他動詞化)(胃FT211986 : 

156) 

Hy hat in frommes besiiept. r彼は女と寝たJ(他動詞化)(Zantema1984 

: 86変更〉

Besliep jo der fannacht earst ris oer. r今晩、寝てそのことを少し考

えてみなさいJ(再帰動詞化)(WFT211986 : 156正書法変更)

Ik ha pine yn e holle besl iept. r私は寝たら頭が痛くなったJ(不足・

不快感の発生)(WFT2/1986 : 156) 

Us utfanhOzers seine， dat se goed besliept wiene. rうちに泊まった

客さんたちはよく寝られたと言っていたJ(過去分認で使う自動詞〈能格

動詞)の be-動詞)(Tamminga1963 : 204正書法変更)

(m)まとめ

接頭辞 beーの用法は次のようにまとめられる。

be-動詞には語形的・意味的に対応する beーのない動詞を欠くものがあり、

そのような be-動詞は諾葉的に独立の 1語として固定している。しかし、この

ほかに、 beーには動詞に付与する一定の役割がある。

be-の基本的な役割は、対象への「置接的影響J(エ. af fectedness r被作

用性J)と動作の「達成J(エ. achievement)という意味的な修飾を動詞に施

すことにある ο その典型的な用法は、前置詞匂目的語を名詞匂直接呂的語に変

えて、自動詞を「他動詞化jすることである。それは「代換表現Jによって、

目的語の交替を引き起こすことにつながる。「中へ入れこむJという意味の

be-動詞もこれに準じて理解できる。動作の「効果・充足」ならびに「到達・

遂行jを表わす be-動詞も両様に理解できる O この beーの用法は、意味的に

は動作の影響が対象に車接的・全体的に及び、動作の達成を明確に表現すると

言える。

ただし、この beーの用法は「項構造J(エ. argument structure)を保持し

ながら、統語的に「結合価J(エ. valency)を変更するものであり、動詞の

「明示的意味J(エ. denotation r外延J)を変更するものではない。ドイツ

語やオランダ語の beーはほぼこの範留に収まる。それでも、 f中へ入れこむJ

という意味の be-動謁は荷言語にはとくに認められず、「効果・充足Jr到達・

遂行Jの意味も部分的にしか見られない。

ところが、西フリジア語の beーには動詞の明示的意味を変える用法がある。

その一つは、動作の達成による対象の変化で間接的にもたらされる結果を「収

益・獲得」、 f不足・不快感の発生jという意味として、新たに be動詞の直

接目的語として取り込む用法である o trouwe r結婚するJと fytser自転車で
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行く」を例に取れば、 betrouweは「人と結婚することで<財産を>得るJ、

befytseは「自転車で行くことでくのどの渇き>を覚える/<体のほてりを>

覚える」のように、結婚の本来的意義とは無援で付随的にもたらされるにすぎ

ない取得物や、主語である動作主自体の生理的な変化を新たに直接目的語とす

る地動詞を派生することになる。両者の目的語は trouwer結婚するJ、fytse

k自転車で〉行く Jと直接的な関係は何もない。この beーの用法は、オラン

ダ諾とドイツ語ではほとんど見られない。

対象への直接的影響と動作の達成という beーの意味的役割は、西フリジア

語では他動詞の派生という統語的な枠を越えて、対象の変化とその結果を表現

することがある。それが「自動詞(能格動詞)の beー動詞jである。ここでは

動作主はもはや表現されず、本来、他動詞の目的語に相当し、動作によって変

化を被る対象自体が be-動詞の主語となって現われる。この主語の変化は顕著

な結果を残すので、過去分詞は形容詞的に述語として定着しやすい(r過去分

詞で使う自動詞(能格動詞〉の be一言語詞J)。

さらに、西フリジア語の be-に特有の用法として、動詞の結合価も明示的

意味もともに変更しない用法がある。それが動作主を主語とする rwat十回一動

詞(+ en bedwaan) Jと rallesなど+be-動詞Jである。これは動詞の種類に

関係なく広く用いることができ、疑問文・感嘆文で嫌悪・驚嘆・好奇心、ある

いは軽蔑などの意味を伴うことが多いように、強い感情的表現を形成する。こ

こでは beーの本来の役割が希薄になり、もっぱら話法的ニュアンスの表現手

段になっている。つまり、具体的な動作の達成と対象の変化による何らかの結

果が、現実世界ではなく、話し手の気持ちの中で主観的に期待され、実現され

ることによって、たんなる強調表現になり、動詞の語葉的意味とは無関係に多

用されるに至ったと考えられる。ちなみに、「他動詞化Jr到達・遂行Jr自動

詞(能格動詞)の be-動詞Jでも、すでに述べたように、話法的ニュアンスを

部分的に伴う場合がある。

このように、 f対象への直接的影響と動作の達成Jという意味的修飾を動請

に施す beーの本来的な役割は、西フリジア語では動詞の結合価の変更という

統語的役割にとどまらず、対象の変化とその結果の表現手段として動誌の明示

的意味を変え、目的語が変化を被る「他動詞化jだけでなく、他動詞の目的語

に相当する主語自体が変化を被る「自動詞〈能格動詞)の be-動詞Jにまで及

んでいる。そして、さらに、個々の動詞に特有の語葉的な意味を越えて、強い

感情表現として話法的ニュアンスを広範囲にわたって表現する rwat十be-動詞

(十回 bedwaan)Jと rallesなど+be-動詞Jの用法をもっに至ったと考えら

れる。
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σ 上記の be-の意味的達関は、他の言語でも類似した現象を想起さぜる。

身近な例として氏本誇を例に耳えれば、「…してしまう j は、「しまう (=片

付ける)J とL、う誇素的意味から完了アスべクトの表況に発達し、それが

「ガラスを割ってしまった(=割ってしまって因った)Jのように、「ガラ

スを割ったj にたいして、意図せずに不本意に起こった出永事への無念・

後悔のえ持ちを表堤する話法的ニュアンスを伴うことが多い。

ゲルマン誇ではどうだろうか。北ゲルマン誇では、本永、接頭辞を伴った

動詞 Il存在しなかった o 札代言香の be-動詞をはじめとする接頭辞動詞は、

中世のハンザ同盟時代に中低ドイツ誇から借用したものであり、高さアク

セントや声門閉鎖でも北ゲルマン誇古永の誇とはかjのパターンを示す。西

ゲルマン誇では、古永の接頭辞による接頭辞動詞がかなり衰退した英誇を

徐けば、ドイツ語、オランダ誇、西フリジア誇では、個々の接頭辞の種類

や用法に差はあるものの、長室責辞動詞という範鳴は同程度に発達している

と言える。そのやで、岳フリジア誇の be-がこれほどその用法を発達さ

せた理由は、 geーと er-の衰退と関係があると筆者は考える。

中高ドイツまる(ド. Mittelhochdeutsch) の ge-の用法は西フリジア誇の

beーの用法に類似している o geーは本求、個々の動詞の意味に応じて動作

の完了の意味を付与する接頭辞だったが、それが完了アスべクトの表堤と

して広〈文法化されるに至った o 退去分詞に規則的に付加されるようになっ

たのは、その結呆である。語素的に独主の ge-動詞として固定したものを

除けば、中高ドイツ誇では完了アスべクト以外に、話法的ニュアンスを伴っ

たさまざまな携えで、不定詞・ 1見阜形・退去形について、たんに動作の実

1見を話者の主観的な主場から強調する手段として、丈体的な効呆の上から

も多用されていた(清水 1984)。また、 fwat十be-動詞(十enbedwaan)J 

の箇所で述べたように、主義アクセントの be-が動詞語幹のアクセントを

対比的に強調する役目を呆たすと考えられるのと同採に、無アクセントの

geーは類、丈において抑音喜~ (弱音部、ド. Senkung) を作り出し、それと

の対比で動詞誇幹のアクセントを揚音部(強音寺~、 ド. Hebung) としてき

わ万たせるという韻律上の役目を果たしていたとすえる。

一般に、発話には感情を伴う強調表琉がつきものである。それに好都合な

形態的手段があれば、本永の用法を拡大して多用する傾向があり、特定の

形式が個別言語の歴史の中で顕著に現われた時代があると考えられる。大

陸品ゲルマン誇に属するドイツ誇では、 geーが音韻変化で消失することな

く戎ったので、中世のある時期に代表的な表現手段として多用されるよう

になり、 be-はこの点、で二次的な地位にせんじたと考えられる。一方、北

m
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;毎ゲルマン誇に忌する舌フリジア誌では、 ge-の誇主要子音 gがロ葦北

(エ. palatalization) によって音音量的に弱まり、消失してしまった。そ

こで、動作の達成eと対象への直接的影響を表札ずる役割を担っていた be-

l之、意味的にも完了アスべクトと類似しており、 geーのかわりに多用され

るに豆ったと考えられる。西フリジア語にはドイツ語の erーに対応する

接頭詩が存在しないことも、これに拍車をかける一因になったと推定され

る。

以下に述べる接頭辞 fer- も、動作による対象の変北を表わす点で be-

と類似点がある。しかし、 fer-は否定的な評価やマイナスのニュアンス

を伴うことが多(、用法が限定されたと考えられる。

beave(n)searje r成し遂げる、実現ずる J仲 ferave(n)searjerめちゃく

ちゃにする、散らす、浪費する J(ave(n)searje r前進する、従事する J) 

bekomme r静まる、四復する、(…の)体に合う、，得る J仲 ferkommer陥る、

喧落する、 7]<..5包に婚する、長続きしな L、J(komme r永る J) 

beleare r調教する、矢口らせる j 特 ferlearef(習ったことを)忘れる J

(leare r習う、教える J) 

beoardielje r判断する j 仲 feroardieljer非難する、有罪判決をする J

(oardielje r判断する (oer…について)J 

betinke r熟考する J特 fertinker(人に)疑いをかける J (tinke r考え

るJ) 

jin bedrinke r酔っぱらう J仲 jinferdrinke r飲みす Fて体をこわすJ

(drinke f飲むJ) 
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S 88 非分離動詩日:その他の接頭辞動詞

(1)接頭辞 fer-

(a) ferーの意味が不明確な場合

ferーが表現する意味は多様であり、明快に総括することは困難である。

まず、 fer-のない動詞との意味的な対応が不明確なものがある。

ferstean r理解するJ9stean r立っている、(…の状態〉であるj

ferjitte r忘れる」∞jitter注ぐJ

次伊jのように、 fer-のない動詞が存在しない語もある。

ferdwine r消えるJ(本dwineは存在しない〉

ferlieze r失う J(*liezeは存在しない)

ferniele r誠ぼすJ(本niele存在しない〉

Se hat har alden al ier ferlern. r彼女は両親をすでに早くから亡くし

たJ(ferlieze r失う J)(ULI' S， B1: 9) 

さらに、 fer-動詞が形容詞化した過去分詞としてのみ存在する語がある。こ

の場合、語形的に対応する形容詞化していない fer-動詞はあっても、意味的

な対応は明確には認めがたい。

ferkalden 仁風邪をひいたJ， ferlegen r当惑したJ

ferheard r驚いた」∞ferhear(r)er聞き入れる;簡き違いをする (jin

ferhear(r)e)J 

ferkeard r間違った」∞ferkearer変更する、交際するJ

ferneamd r有名な」∞ferneamer(…にちなんで〉名づけるJ

Hy wie der in bytsje ferlegen mei. r彼はそれに少し当惑したJ(ULI' S， 

B 3 : 17変更〉

Sokke fersen moatte in goeie ban hawwe， en ek in ferneamde 

utjouwer en boekbinder. rそういう詩には良い装丁が必要よ、それに、

有名な出版社と製本業者もJ(ULI' S， A 16 : 8) 

σferkaldzje r風邪をひく」の退去分詞は ferkaldeであり、形容詩 fer-

kalden r風邪をひいたj とは異なる。 ferkaldzjeにはほぼ f風邪(をひ

(こと)J という名詞的な用法しかなく、 f風邪をひく Jは ferkalden

wurde r風邪をひく j 、「風邪をひいている J は ferkaldenwezeのように

形客詞 ferkaldenで表乳する。 f風邪j という名詞は deferkaldens! 

ferkaldheidである。オランダ誇には ferkaldzjeにあたる fer-動詞が

なく、 ferkaldenにあ f二る形容詞などで表現する。ドイツ誇は再帰動詞の

er-動詞と語形的にその退去分詞にあたるま吾で表現する。

フ. ferkalden wurde r風邪をひく J~ferkâlden weze r風邪をひいてい
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7 ， 
';;l J 

オ. verkouden worden/kou vatten r向上J~verkouden zijn r向上j

ド. sich erkalten i向上J"-ド. erkaltet sein r向上J

fer-のない動詞との明示的意味の相違がはっきりしない諾もある。この場

合、 fer-は以下に述べるように、本来、動作による対象の変化を表わすが、

もとの動詞がそもそも変化の意味を表わすので、変化の完了・完結を強調する

にとどまり、明示的意味の違いには至らないとも考えられる。

ferrotsje r腐る、朽ちるJ(rotsje r同左J) 

ferskroeie r焦がす、焦げるJ(skroeie r同左J) 

ferslite r擦り減らす、消耗する、(時間を〉過ごすJ(slite r同左J) 

ferstjerre r死ぬJ(stjerre rl可左J) 

fersulverje r銀メッキを施す、銀色にするJ(sulverje r同左J) 

Pake百indrikis in jier of wat lyn ferstoarr1， yn ' e aldens fan 77 

j ier. rヒンドリクおじいさんは 1年ほど前に77歳で亡くなりましたJ

(ferstjerre)(ULI' S， B 11 : 6) 

ヴ歴史的には、 ferーの意味が特定しにくいのは、かつての前亙詞と同形の

3 誇が混合して生じた接頭辞であることとも関係がある(~ 87(11))。

(b) ferーの意味

それでも、おおまかに言って、 fer-の意味には以下の点が認められる。つ

まり、 ferーは be と類似して、対象が何らかの「変化Jを被ることを表わす

が、望ましくない「否定的な評価Jや「マイナスのイメージJを伴うことが多

い。 fer-動詞は拍動詞または自動詞(能格動詞)である。以下、否定的な評価

やマイナスのイメージの少ない順に列挙する。

①移行・変化:装備動詞

語幹に含まれる名詞・数詞、形容詞・不定代名詞のもつ意味への移行・変

化を表わす fer-動詞がある o ferーのない動認が存在しないことが多いo

be-(13 87(2)(c)③)の場合と同様に、 f装備動詞(仮称)J(ornativen) 

と呼ぶ。この意味では、 fer-はとくに否定的な評価やマイナスのイメー

ジを伴うとは言えない。 fer-はこの意味ではとくに生産性が高い。

i)語幹に名詞・数請を含む ferー動詞

ferfryskje rフリジア語になる・する・訳すJ(*fryskjeは存在しない。

Frysk rフljジア語J) 

ferienje r統合するJ(本 ienje は存在しな ~\o ien rひとつJ) 

ferstienje r石になる・するJ(おtienjeは存在しない。 stienr石J) 

fersukerje r砂糖の結品になるJ(*sukerjeは存在しない。 sukerr砂糖J)
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G. A. 胃umkeshat yn 1933 it Nije Testamint ferfryske. rG. A. ヴム

ケスは1933年に新約聖書をフリジア語に翻訳したJ(ferfryskje) 

u)語幹に形容詞・不定代名詞を含む fer-動詞

ferbliidzje r喜ばせるJ(*bliidzjeは存在しない。 bliidrうれしいJ)

fergrutsje r大きくするJ(*grutsjeは存在しない。 grutr大きいJ) 

ferienfaldigje r簡素化・単純化するJ(*ienfaldigjeは存在しない。

ienfaldich r簡単な、単純なJ) 

feroarje r変わる、変えるJ(本oarjeは存在しない。 oarr~uの J ) 

ferwylderje r野生化する、荒れるJ(求wylderjeは存在しない。 wyldr野
生の、荒れたJ) 

Dat feroare pas yn de 20ste ieu. rそれは20世紀になってはじめて変わっ

たJ(feroarje)(ULI' S， B 3 : 12) 

Om de opbringst fan it lan te fergrutsjer1 wurdt in protte 

keunstdong brOkt. r土地の収穫量を増大させるために、大量の人口杷料

が使われるJ(feτgrutsje)(ULI' S， B 9 : 14) 

次の語には fer のない動詞が存在する O この場合、 fer-動詞はもとの動

詞と比べて、抽象的・専門的な意味になる傾向がある。

ferbetterje r(基準を満たすように)訂正・修正するJ(betterje r(健康・

天候などが)回復する、改良する、改心させる j、betterrより良いJ) 

ferdjipje r深くする、(精神的・質的に)深化させるJ(djipje r(…の)

深さを測るJ、djipr深いJ) 

ferklearje r説明する、解明するJ(klearje r準備する、掃除するJ、

klear r澄んだ、明確な、準備ができたJ) 

ferwaarmje r暖房するJ(waarmje r暖める」、 waarmr暖かいJ) 

Der binne gans minsken， dy't alles ferbetterje wolle， utsein 

harsels. r自分自身を除いて、何でも蓋したがる人々はたくさんいる〈こ

とわざ)J(ferbetterje)(Beintema 1990 : 36) 

②更新・修正

この意味では、 fer-はとくに否定的な評価やマイナスのイメージを伴う

とは言えないc

ferbouwe r建て替えるJ(bouwe r建てるJ) 

ferfange r(…に)取って代わるJ(fange r取る、っかまえるJ) 

ferfluorje r(床を)躍り替える、〈道を)舗装し直すJ(f 1 uor j e r (床を)

張る、(道を〉舗菱するJ) 

ferheakje r別の留め金・ホックに掛け替えるJ(heakje r留め金・ホック
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に掛けるJ) 

ferh白 je円!っ越しするJ(huzje r住むJ) 

ferklaaie r着替えさせるJ(klaaie r着せるJ) 

ferkleurje r変色するJ(kleurje r色づく、彩色するJ) 

fermeitsje r改造する、〈服のサイズなどを〉産すJ(meitsje r作るJ) 

(比較 jinfermeitsje r楽しむJ) 

ferplantsje r植え替えるJ(plantsje r植えるJ) 

ferrinne r別の方向へ進むJ(rinne r歩く、走る J) 

fersoalje r(靴の)底革を張り替えるJ(soalje r(靴の〉底革を張る・張

り替えるJ) 

Ik fyn de boksen eins wat te lang. 一胃ykinne dy foar jo wol 

fermeitsje. rズボンの丈が少し長すぎるような気がするんですがJrそれ

はお客捧のためにお直しいたしますJ(fermei tsje)(Bangma 19932 
: 40) 

Ik hoopje op bettere tiden yn myn ferboud bedriuw. r私は自分の改築

した(=された)庄の営業により良い未来を希望している J(ferbouwe) 

(瓜l'S， A 13 : 8変更〉

③目標・成果

この意味では、 fer-はとくに否定的な評価やマイナスのイメージを伴う

とは言えない。

ferlibje r生き延びるJ(libje r生きるJ) 

fernachtsje r夜を明かすJ(nachtsjer夜になる(非人称動詞 itnachtet)J 

ferprate r話をつける、話し合って許すJ(prate rしゃべるJ) 

ferride r(賞品・黄金を求めて)スケートや自転車競技をするJ(ride 

r(車・自転車などで)行く、スケートをするJ) 

fersile r(賞品・賞金を求めて)ヨットレースをするJ(sile rヨットに

乗るJ) 

ferwinne r打ち勝つ、征服するJ(winne r勝つJ) 

Dat is wol in misferstan， mar wy百olleit wol mei har ferprate. 

「それはたぶん誤解でしょうが、私たちは彼女と話して折り合いをつけた

いと思いますJ(ferprate)(Zantema 1984 : 258変更〉

④除去・移動、放出

変化を受ける対象が離れて移動することを示す。この ferーはそれほど強

く否定的な評価やマイナスのイメージを伴うとは言えない。

i)除去・移動

ferbergje r揺すJ(bergje rしまう J) 
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ferbringe r向こうへ持っていく J(bringe r持っていく J) 

ferdriuwe r向こうへ追い払う J(driuwe r追いたてるJ) 

ferfiere r運搬する、輸送するJ(fiere r導く、運ぶJ) 

ferpleatse r移すJ(p1eatse r据えるJ) 

fersmite r退ける、捨てるJ(smite r投げるJ) 

ferswije r都密にする、公表しないJ(swije r黙る、黙っているJ) 

fertarre r消化する・されるJ(tarre r(…を糧として〉生きるJ) 

Yn myn tiid waard de hOnekarre brOkt， om fracht te ferfierer1 yn 

stee fan sa'n frachtauto. r私の時代には、荷物を運撮するのに、そん

なトラックのようなもののかわりに、犬にひかせる荷車が使われた」

(ferfiere)(ULI' S， A 18 : 8変更)

Jo moatte it foar him ferswije. rあなたはそれを被には租密にしなけ

ればいけませんJ(ferswije) 

li)放出

fer-のない動詞と逆方向に対象が移動することを示す。

ferboelguodzje r競売にかけて売るJ(boelguodzje r競売をする、競売で

買う J) 

ferhiere r賃貸しするJ(hiere r賃借りするJ) 

ferkeapje r売るJ(keapje r買う J) 

Faust hat syn siele oan 'e duvel ferkocht. rファウストは自分の魂を

悪魔に売ったJ(ferkeapje)(官FT5/1988 : 184) 

⑤消失・喪失、消費・浪費、損害・破滅 ((2)接頭辞 te-と比較)

変化を受ける対象が離れて移動することを示すが、同時に否定的な評価や

マイナスのイメージが加わる O それが強まる績に以下にまとめる O

i)消失・喪失

fergean r消滅するJ(gean r行く、去るJ) 

ferkleurje r色あせるJ(kleurje r色づく、彩色するJ) 

ferleare r(習ったことを)忘れるJ(leare r習う、教えるJ) 

ferreine r雨で台無しになるJ(reine ii掃が降る(非人称動詞 it

reint)J ) 

ferwaskje r洗って色があせるJ(waskje r洗う J) 

日eikleurd waskguod moat men altyd oppasse; it wol gauris 

ferwaskje en it oare ~uod ferkleurje litte. r色のついた洗濯物には

つねに注意が必要です。洗うと色が落ちて、ほかのものを変色させたりす

ることがありますJ(ferwaskje)(ferkleurje r変色するjは②「更新・修
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正」に含まれる)(胃FT5/1988 : 337) 

De wedstriid is ferreind. r競技は雨で流れたJ(ferreine)(Dykstra 

2000 : 152) 

u)消費・浪費

ferbruke r消費する、使い果たすJ(bruke r使う J) 

ferdobbelje r賭け事で損をするJ(dobbelje r賭け事をするJ) 

ferdokterje r(多額の金を〉医療に費やすJ(dokterje r医者にかかるJ)

ferdrinke r(金を〉飲んで使い果たすJ(drinke r飲むJ) 

fersile代金・時間を)ヨット乗りして使い果たす・過ごすJ(sile rヨッ
トに乗るJ) 

ferspylje r(賭け事で〉失う、(時間を〉遊んで使い果たす・過ごすJ

(spylje r遊ぶJ) 

Ik ha wol fjouwertuzen gOne ferdoktere rnei dy seare earm. r荘、はそ
の腕の痛みで医療費に優に四千ギルダーはかかったJ(ferdokterje)(胃FT

5/1988 : 126変更〉

n)損害・破諒

ferbaarne r焼失・焼却する、日焼け・やけどする、焦がす・焦げる」

(baarne r燃やす、燃えるJ) 

ferdrinke r溺死するJ(drinke r飲むJ) 

ferdwale r道に迷うJ(dwale rさまよう J) 

ferhongerje r餓死するJ(hongerje r空腹であるJ) 

ferkomrne r路る、墜落する、長続きしないJ(ko臼mer来るJ) 

fertoarst(g)je r喉が渇いて死ぬJ(toarst(g)je r喉が渇く J) 

Dy brij is alhiel ferbaarnd! rあのおかゆはまったく焦げてしまったぞj

(ferbaarne)(曹FT5/1988 : 99) 

Sy is ferkornd yn undogensheid. r彼女はきわめて行儀が悪い(=行儀の

悪さに陥った)J(ferkomme)(Zanterna 1984 : 252変更〉

Dat ferkornt wol. rそれは長続きしないだろうよ(=人のつきあいなど)J

(ferkomrne)(Sytstra/Hof 1925 : 129正書法変更〉

⑤過重・過失再帰動詞

この fer動詞は否定的な評価やマイナスのイメージを明確に伴い、再帰

動詞である。 fer-のない動詞との意味的な関連は一般に明確である。

i)過重

jin ferarbeidzje r過労で体をこわすJ(arbeidzje r働く J) 

jin ferdrinke r飲みすぎて体をこわすJ(drinke r飲むJ) 
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jin ferha(a)stigje r急ぎすぎる、あわてるJ(jin ha(a)stigje r急ぐJ)

jin ferite r食べすぎて体をこわすJ(ite r食べるJ) 

jin ferskreppe r過労で体をこわすJ(skreppe rあくせく働く J) 

jin ferskuorre r過労で体をこわすJ(ferskuorre r引き裂く J、skuorre

f(引き)裂く J) 

Myn man hat him alhiel ferskrept en ferskuord. r私の夫はすっかり過

労で健康をそこねてしまいましたJ(jin ferskreppe/jin ferskuorre) 

(SipmZi 1949 : 68変更)

「過重Jの意味は非分離の接頭辞 oer-でも表わすことがある O

jin ferite~jin oerite r食べすぎて体をこわすJ

jin ferarbeidzje~ j in oerarbeidzje r過労で体をこわすj

jin ferskreppe~jin oerskreppe r過労で体をこわすJ

jin ferha(a)stigje~jin oerha(a)stigje r急ぎすぎる、あわてるJ

ちなみに、「過重」の意味の再帰動諒以外に、次の動詞も ferーと oer

を同じ意味で用いる。ただし、 fer-動詞のほうが古風であり、 oer一動詞が

ー殻的である (Hoekstra1998 : 147)。

ferbringe~oerbringe r向こうへ持っていく J

ferlibje~oerlibje r生き延びるj

fernachtsje--oernachtsje r夜を明かすJ

ferwinne~oerwinne r打ち勝つ、証服するJ

ずこれは古フリジア誇で forー(フ. fer-) が ur-(フ. oer-) と同じ意味

を表わすことがあったことと関係がある (Sytstra/Hof1925 : 129)。

ゥ ri是重j の意味はオランダ誇では rzich+over-動詞J、 ドイツ誇では

rsich十uber-動詞Jで表現する。ともに非分離の接頭辞動詞である。

フ jinferi te"-jin oerite r令ベすぎる J/jin ferarbeidzje~jin 

oerarbeidzje r追労で体をこわすJ

オ zichovereten r向上J/zich overwerken r向上J

~. sich uberessen r向上JIsich uberarbeiten r向上J

:火のき吾でも、舌フ 1)ジア言吾の fer-/oerーにはオランダ言吾の over-とドイ

ツ語の uberーが対応する。

ブ. ferlibje"-oerlibje r生き延びる J/fernachtsje"-oernachtsje r夜

を明かすJ/ferwinne"-oerwinne r打ち，勢つ、征服する j

オ. overleven r同上J/overnachten 向上J/overwinnen r同上j

ド. uberleben r向上J/ubernachten r向上J/(uberwinden r同上J

u)過失
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jin ferhear(r)e r聞き違いをするJ(hear(r)e r聞く J) 

jin ferrekkenje r計算違いをするJ(rekkenje r計算するJ) 

jin fersile rヨットに乗って方向を見失う J(si1e rヨットに乗るJ) 

jin fersinne r間違える、思い違いをするJ(sinne r思案するJ) 

jin fersjen r見誤る、見落とすJ(sjen r見るJ) 

jin fersjonge r間違って歌う J(sjonge r歌う J) 

jin ferskri uwe r書き誤るJ(skriuwe r書く J) 

jin fertaaste rつかみ損なう、間違ってつかむ、不正に手を出す」

(taaste r手探りするJ) 

It is better in te fersinner1 as in te fertaasten. r悪いことに手

を染めるよりも、間違うほうが良い(ことわざ)J(jin fersinne/jin 

fertaaste)(Beintema 1990 : 38) 

ごアオランダ語とドイツ誇に比べて、岳フリジア誇には fer-による追失の意

ぢ主の再1帝動詞が多い。

i)フ jinferrekkenje r計算違いをする J!jinferskriuwe r書き誤る j

オ. zich verrekenen r向上J/zich verschrijven r同上j

~. sich verrechnen r同上J/sicb verschreiben r向上j

n)フ jinfersile rヨットに粂って方向を見失う J/jin fersjonge r問

違って歌う j

オ. verzeilen r同上J/なしまド.なし/なし

⑦敵意・悪意・否定

否定的な評価やマイナスのイメージを明確に伴う。

ferachtsje r軽蔑する、軽視するJ(achtsje r尊敬する、留意するJ) 

ferbiede r禁止するJ(biede r提供するJ) 

fergunne rねたむ、認めない、分け与えないJ(gunne rねたまない、認め

る、分け与えるJ) 

ferliede r間違った方向に導く、誘惑するJOiede r導く J) 

feroardielje r非難する、有罪判決を下すJ(oardielje r判断する (oer

..について)J) 

ferriede r裏切るJCriede r忠告するJ) 

fertinke r(人に)疑いをかけるJ(tinke r考えるJ) 

ferwinskje r呪う J(winskje r願う J) 

Earst ferachtet men it， dan besjocht men it， dan laket men der om， 

dan docht men it sels. r人間というものは初めは軽蔑して、それから見

て、それからそれを笑って、それから自分でやるものだ(ことわざ)J

d
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(ferachtsje)(Beintema 1990 : 36) 

Ferbiede en dochs gewurde 1itte jout dofhudige bern. r禁止して、そ

れでもやらせておくと、言うことを間かない子供ができる(ことわざ)J

(ferbiede)(Beintema 1990 : 36) 

ゥ接頭詩 mis-をつけて類似した意味を表わすき吾もある((4)参照)。

fergunne rねたむ、認めようとしな L¥分け与えない ----misgunne 同上j

ferliede r間違った方向に導〈、誘惑する J----misliede r間違った方向に

導く、だますj

ferriede r良い忠告を与えそこねる、裏切る、密告する J----mis I riede 

「良い忠告を与えそこねる、言い当てそこねる j

(c)複数の意味をもっ語

be-(!3 87)の場合と同様に、ひとつの勤認が fer-の複数の意味を表わす

ことが珍しくない。

i) ferdrinke r(金を〉飲んで使い果たすく消費・浪費〉、溺死する(損害・

破滅)Jjjin ferdrinke r飲みすぎて体をこわす〈過重・過失:再帰動詞)J

∞drinke r欽むJ

り ferrideI運転して移動させる(除去・移動入(賞金・賞品を求めて)ス

ケート・自転車競技をする(目標・成果〉、(金を)旅行で使い果たす〈泊

費・浪費〉、車の通行で道がいたむ〈損害・破滅)Jjjin ferride I運転し

て道に迷う、スケートをして疲れる(過重・過失:再帰動詞)J

∞ride I(車・自転車などを)運転する、スケートをするJ

jjj) ferrinne r別の方向へ進む(更新・修正〉、〈時間を〉歩いて使い果たす・

過ごす〈消費・浪費)、(時間・出来事が)過ぎ去る〈消失・喪失〉、徐々

に衰える・落ちぶれる(損害・破滅)Jjjin ferrinne r歩いて道に迷う

(過重・過失:再帰動詞)J

∞rinne r歩く、走るJ

ii) fers1iepe I(時間を)眠って使い果たす・過ごす(消費・浪費〉、〈病気・

害悪・酪直圧が)限っておさまる(消失・喪失)Jjjin fersliepe r寝過ご

す(過重・過失:再帰動詞)J

∞sl iepe r眠るJ

Dat fersliept wol. rそれは寝れば直る・忘れるJ(Zantema 1984 : 263) 

v) ferprate rしゃべって(時間を〉使い果たす・過ごす(消費・浪費)、

(…のことを〉話し合う・話をつける、話し合って許す(目標・成果)Jj 

jin ferprate rしゃべって秘密を漏らす(過重・過失:再帰動詞)J

∞prate Iしゃべる、話す」
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(2)接頭辞 te-

(a) te-動詞の意味

接頭辞 teーは一般にすでに「分解・破壊Jの意味を含む動詞について、そ

の意味をさらに強調する。 te-動詞は文語的であり、 teーは生産的な動詞接頭

辞とは言えない。高年齢層の話者は若年齢層の話者よりも te-動請を比較的多

く用いる傾向がある (Tamminga1973 : 90)。

tebarste rはじけて飛び散る、ひびが入って割れるJ(barste rはじける、

ひびが入るJ) 

teboarje r(土壌を〉掘る e ボーリングしていためる J( boar j e 1-(土壌を)

掘る・ボーリングするJ) 

tedolle r(土壌を)掘って・掘り出していためるJ(dol1e r(土壌を〉掘

る・掘り出すJ) 

tegnauwe rかみちぎるJ(gnauwe r(前歯で)かむJ) 

teraffelje rひどくほつれる、ひどくほつれさせるJ(raffel je rほつれ

る、ほつれさせる J) 

teslope r取り壊しつくす、〈健康などを〉ひどくむしばむJ(slope r取り

壊す、(健康などを)むしばむJ(jin tes1ope/jin slope r(自分の〉体を

こわす」のように再帰的にも用いる))

tespjalte r分裂させる、深い裂け目を入れる j(spjalte r割る、裂く J)

tewaaie r風で散る・だめになるJ(官邸ier風が吹く J) 

De beammen nimme e1koars han， teknobbe en tewaaid. r木々は各々の手

を取り合う、枝を折られ、風に飛ばされてJ(teknobje rすっかり短くす

るJ、tewaaie)(Tamminga1973 : 93正書法変更〉

Do moatst dy der net teslope by dy bakker， jonge! rねえ(=男の子

に向かつて)、おまえはあそこ、あのパン屋のところで、働きすぎて体を

こわしてはいけないよJ(jin teslope)(ib. 92正書法変更)

(b) te-動詞と fer-動詞

te-動詞は意味的に fer動詞と共通点が多いが、 te-動詞のほうがいかめし

い印象を与え、分解・破壊の意味を強調する (Hoekstra1998 : 148， Tamminga 

1973 : 91)。つまり、 te-動指は fer-動調に取って代わられつつあると言える

はtinoarを分離成分とする分離動詞が類似の意味を表わすこともある)。以

下は fer-動詞が通常よく使う語として併存する te-動詞の例である。

tebite~ferbite rかみ砕く J(bite rかむJ) 

tebrekke~ferbrekke r砕く J(brekke r割る、割れるJ(ferbrekkeには

他の意味もある))
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tegroeie~fergroeie r曲がって・奇形に成長するJ(groeie r成長するJ) 

tekankerje~ferkankerje r(樹木などが〉壊痘(えのにかかる、朽ち果て

るJ(kankerje r朽ちる、むしばまれるJ) 

terotsje~ferrotsje r腐り果てるJ(rotsje r騎るJ) 

tesinge~fersinge r焦がして・焼いてだめにする、焦げて・焼けてだめ

になるJ(singe r少し焦がす・焼く、少し焦げる・焼けるJ) 

teskuorre~ferskuorre rずたずたに切り裂く J(skuorre r切り裂く J) 

Dy ald beam is hielendal tekankere. rあの老木はすっかり朽ち果てて

しまったJ(tekankerje)(Tamminga 1973 : 91正書法変更〉

(c)その他

te-のない動詞が存在しないか、稀にしか用いないことがある。

tebrizelje/ferbrizelje r粉砕するJ(brizelje r砕く J、Hoekstra

0998 : 148)によれば、ネbrizeljeは存在しない。 Zantema(1984)なし。

ただし、 WFT3/1986 : 223あり)

teーの付加で統語的な変更が生じることもある。この場合、 teーの付加によっ

て直接目的語を伴う他動詞になる。

tehaffelje r(…を〉持続的にかじっていためるJ(haffelje r持続的にか

じる (op…を)J) 

De knyn haffele op 'e woarte1. rウサギはニンジンをかじった」

(haffelje)(百oekstra1998 : 148) 

De knyn tehaffe1e de woarte1. rウサギはニンジンをかじってだめにし

たJ(tehaffel je)(ib. 148) 

次の語は teーの付加で統語的な変更が生じるが、 teーのない動詞が分解・

破壊の意味をとくに含まず、 fer-動認が併存する語である。

tefalle/ferfalle r(…を)転んでけがするJ(falle r転ぶJ、jin

tefalle r転んでけがをするJのように再帰的にも用いる)

tereine/ferreine r(…が〉雨で台無しになるJ(reine r雨が降る(非人

称動詞 itreint)J ) 

tesitte/fersitte rすわることで(…に)しわをつける・いためるJ

(sitte rすわっている (op…の上に)J) 

Hy hat him danich tefa11en. r彼は転んでひどくけがをしたJ(jin 

tefalle再帰動詞)(Tamminga1973 : 93正書法変更〉

De tulpen官ienetereind. rチューリップは雨でだめになってしまった」

(tereine自動詞)(Hoekstra1998 : 148変更〉

Hja hat har nije jurk alhiel tesitten. r彼女はすわったせいで、新し
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いドレスにすっかりしわをつけてしまったJ(tesitte他動詞)(Zantema

1984 : 1044変更)

:(F' te一章者詞は現在では丈語的だが、かつては数がかなり多〈、 Dijkstra

(1900-1911) の辞書には灼80誇が記載されている。また、 20世紀半ばに刊

行された Sipma(1949: 68) の文法書には、控室翼辞 te-(J臼正書法 to-)

11 be-/fer-/Ont- (1日正書法 bi-/for-/ont-~ûnt-) と並んで生産的

(‘produktyf'， ib. 68) であると述べられている。

合同ーはゴート語の twis-/dis-(ラテン誇でも disー)に対応し、語源的に

数詞のフ. twa r 2 J と関係があり、 r2つに分かれて J を意味した。

オランダ誇では、歴史的に中期オランダ語 (Middelnederlands) の待代に

は teー動詞がかなり多かったが(灼70語)、 17世紀には大部分消失し、今

日では一幸~の方言を除いてほとんど残っていない (Tamminga 1973 : 91， 

Van Loey 19708 
: 246))。そのかわり、 ver-動詞または stukrこわれた、

ぱらぱらになったj を分離成分とする分離動詞が対応することが多い。

フ. tereine~ferreine r翁で台無しになる j

仲オ. verregenen r向上j

フ. tegroeie~fergroeie r曲がって・奇形に成長する j

件オ vergroeienr同上j

フ. terotsje~ferrotsje r腐り呆てる J

件オ. verrotten r向上j

フ. tebrekke r砕く j

件オ. stuklbreken r向上j

フ. tebite~ferbite rかみ砕<J 

仲オ. stuklbijten r向上j

フ. teskuorre~ferskuorre r切り裂く J

仲オ. stuklscheuren r同上J

ただし、どちらにも対応しない誇がある。

フ. tebarste rはじけて飛び散る、ひびが入って割れる J

仲オ.なし

フ. tesítte~fersitte rすわることで(・・・に) しわをつける・いためる j

仲オ.なし

ドイツ語では、中高ドイツ誇 (Mittelhochdeutsch) 以降、とくに新期ド

イツ誇 (Neuhochdeutsch) の時代から zer一動詞の数が増大した。 zer-は

今日でも頻繁に用いる接頭詩である(なお、 zer-は接頭詩 za一/Ziーと

ir-(>er-) の混令に古未するという意見がある。 Pfeifer19932 
: 1602， 
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Kluge 199523 
: 908)。

(3)接頭辞 unt-

接頭辞o.nt-の意味はほぼ次のようにまとめられる。

(a)離脱・欠如

接頭辞 unt-は第一に、「ーから離れて・なくなってJという「離脱・欠如j

(エ. privative)の意味を表わす。そのさい、以下の統語的な変更を伴う。

① runtー十能格動詞(非対格動詞〉の自動詞J→他動詞(非典型的〉

能格動詞(非対格動詞)の自動詞に unt-をつけると、名詞句「ーからJ

を目的語とする他動詞になる。ただし、主語は動作主ではなく、変化を被

る対象であり、自的語名詞匂「…からJが離脱の意味の前置詞句に相当す

る点で、典型的な他動詞とは言えない。完了の助動詞も ha(阿 e)一支配で

なく、時間一支配である。むしろ、疑似的な名詞句目的語を伴う能格動詞

〈非対格動詞)と言える可能性がある。

untfa11e r(ーから〉脱落する・言葉が漏れるJ(fa11e r落ちるJ) 

o.ntg1upe r(ーから)失われる・すべり落ちるJ(glupe rそっと歩く、忍

び込むJ) 

o.ntkomme r(ーから〉のがれる、(物事が人から〉離れるJ(komme r来るJ) 

o.ntreine r(…が)雨でやーから〉失われるJ(reine r南が降る〈非人称

動詞 itreint)j ) 

untrinne r(ーから〉のがれる・避ける・異なる、(物事が人から)離れる」

(rinne r歩く、走るJ) 

untsnappe r(ーから)逃亡する・免れるj(snappe rっかまえるj) 

fintstjerre r(…を置き去りにして)死ぬJ(stjerre r死ぬJ) 

伽 twaaier(…が〉風で(ーから)失われるj(waaie r(風が)吹く、風が

吹く(非人称動詞 itwaait)J ) 

It wurd untfoe1 my. r私は口をすべらせてしまった(=思わず私の口か

ら言葉が漏れてしまった)J(加tfalle)(Dykstra2000 : 769) 

Och hearken， dat is rny 0.ntkornmen. rあら、それは忘れていたわ(=そ

れは私の念頭から離れた)J(untkornme)(Bangma 19932 
: 86) 

De 1ieder is us untstoarr1. r指導者は私たちを残して(=私たちから離

れて〉他界してしまったJ(untstjerre)(Dykstra 2000 : 773変更)

It kin rny o.ntreine noch untwaaie. r雨が降ろうが風が吹こうが、私は

それは平気だ(=私からそれ(=定収入〉はなくならない)J(untreine， 

untwaaie)(Zanterna 1984 : 1123) 
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目的語「…からJが表現されないこともある。この点でも、この unt-動

詞は典型的な他動詞ではない。

De Dutsers hiene him krige， mar hy wist te untkommen. rドイツ人た

ちは彼を見つけたが、彼はうまくのがれることができたJ(untkomme) 

(Zanema 1984 : 1121) 

② runt十他動詞J→他動詞〈非典型的)

他動詞に unt-をつけて、①と同様に非典型的な他動詞になることもある o

untleare r忘れられる、記憶から離れるJ(leare r学ぷ、教えるJ) 

untmerke r(物事が人の)自にとまらないJ(merke r気づく J) 

1t untleart jin hurd. rそれはすぐに忘れ去られる(=人の記憶から離

れる )J(untleare)CSytstra/Hof 1925: 130) 

Dat alde hanskrift wie de lju untmurker1. rその古い写本は人々の自に

とまらなかったJCuntmerke)(Zantema 1984 : 1122) 

③ runt-+他動詞」→二重目的語動詞(典型的な他動詞〉

他動詞に untーをつけると、直接目的語名詞句が一つ増えて、二つの目的

語を伴う他動詞、すなわち、二重目的語動詞(エ. ditransitive)になる

ことがある。つまり、もとの動詞が伴う前置詞句「…からJが直接目的語

名詞句になる。これは動作主を主語とする典型的な他動詞である。

untkrije rcーから…を〉取り返すJ(krije r(…を〉得るJ) 

untnaderje rcーから…を〉取り上げる・横領するJ(naderje rc…を〉

取り上げる・横領するJ) 

untnimme r(…から…を)取り除く JCnimme r(…を〉取るJ) 

untstelle r Cーから…を〉盗むJ(stelle rc…を〉盗むJ) 

unttroaie rcーから…を)おだててだまし取るJ(troaie r(…を〉なだめ

る、おだてるJ) 

Untkrij dat bern it mes! rあの赤ん坊からナイフを取り上げてちょうだ

いJ(untkri je)(Zantema 1984 : 1122) 

Jan untstiel it my. rヨンはそれを私から盗んだJ(untstel1e)(Tamminga

1973 : 126変更)

次の語は文語的だが、①②と③の両方の意味で用いる。

unttsjen r①②(…の制御範囲から)離れる、③(ーから…を〉取り去る

(文語的)Jφtsjenr赴く、引く(文語的)J

De kreft is my unttein. r私は力が(=力が私から)抜けたJ(①②) 

(Zantema 1984 : 1125) 

De sinne hat us dauwe en mist unttein. r太陽が私たちから露と霧を取
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り去ったJ(③)(ib. 1125) 

④ rOnt-+非能格動詞の自動詞」→二重目的語動詞(典型的な他動詞)

二重呂的語動詞は、非能格動詞の自動詞に Ont-をつけることによっても

得られる。やはり動作主を主語とする典型的な他動詞である O

Ontkreauwe r(ーから…を〉異議を唱えて・争って取るJ(kreauwe r口論

する、けんかするJ) 

Ontprate r(ーから…を〉言葉巧みにだまし取るJ(prate rしゃべるJ) 

Ontstride r(…にたいして…を〉否認・反論するJ(stride r争う、論争

する (oer/om…について)J) 

Ontwraksel je r (ーから…を〉強引に奪い取るJ(wrakselje r格関する、

レスリングをするJ) 

Hja 0ntstried my myn gelyk. r彼女は私の正しさを否認した(=私に私

の正しさを認めなかったけ (untstride)(Dykstra2000 : 773変更)

Lit us der net langer {笠￥盟}stride. rもうそれについて言い争うの

はやめようJ(stride)(Dykstra 2000 : 680) 

目的語が表現されないこともある。

Men kin net untstride. dat de ierde om 'e sinne draait. r地球が太

陽のまわりを回っていることに反論することはできないJ(untstride) 

(Zantema 1984 : 1124) 

⑤ 「語幹に名詞を含む Ont一動詞J→他動詞(典型的〉

語幹に名詞を含む Ont-動詞は、「名詞の物事をーから離す・奪う」という

意味になる。「名詞の物事をjの部分は動詞に取り込まれているので、こ

れはわいからJだけを目的語とする他動詞である(r装備動詞」としての

be-/fer-動詞を参照。 e87(2)(c)③， e 880)(b)①〉。

Ontboskje r(山林を)切り開く、〈…から〉森林 (bosk)を伐採するJ

Ontfryskje r非フリジア語化する、(ーから〉フリジア諾 (Frysk)を奪う J

onthalzje/Onthaadzje r打ち首にする、〈…から)首 (halsr~侯、首J / 

haad r頭、首J)をはねるJ

ontkreftigje/ontkreftsje r無力化する、(…から〉力 (kreft)を奪うJ

Ontmoedigje r落胆させる、(ーから)勇気・士気付oed)を奪うJ

Ontwapenje r武装解除する、(ーから)武器 (wapen)を取り上げるJ

Dat 0ntkrefte him. rそれで彼は力が抜けた(=それは彼から力を奪っ

た)J(Ontkreftsje)(Sytstra/Hof 1925 : 130) 

Wy litte us net troch tsjinslaggen 0ntmoedigje. r我々は逆境でも士

気を失わない(=逆境によって勇気を奪わせない)J(恒tmoedigje)
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(Dykstra 2000:771) 

ワフ .Ont-(ド. ent-/empー，オ. ont-) は接頭詩 ant-(ド./才. ant-， 

例.フ. antwurd/ド.Antwort/オ. antwoord r答え J)と関係があり、

「・ーから離れて J(または、ラテン誇の anter…の前にj に対応する「…

に沿って、…へJ)の意味だったが、前豆詞としては戎っていな¥，¥ 0 ブー

ト誇の and、古ザクセン誇の antは前亘詞として用いる。

ウフリースラント汁!京部では Ont-を ontーと言うが、それ以外に omtーと

いう異形が見られる。古くは omt-動詞が比較的多く存在した。これは n

と tの遠鏡を謙って異イとが起こった結果と考えられる (Hoekstra1998 : 

148)。ただし、 Sytstra/Hof(1925: 131) と Tamminga(1973: 126-128) 

は omtーを om と Ont-の議令に由永するとみなしている。

(b)反転・起動・否定

Ont-動詞のもうひとつの意味には、反対の動作やもとに戻す動作を示す「反

転J(エ. reversative)と、動作の開始を示す「起動J(エ. inchoative)が

ある。両者は本来、酉フリジア諾に固有ではなく、オランダ語の影響による O

①反転

。ntbinef(結んだものを)ほどく J(bine f結ぶJ) 

Ontdekke r発見する、(…から)覆いを取り除く J(dekke r覆う、かぶせ

るJ) 

Ontkenne r否定するJ(kenne r知っているJ) 

Ontklaaie r服を脱がせるJ(klaaie町長を着せる J，j in Ontklaaie r服
を税ぐjのように再帰的にも用いる)

Ontsmette r消毒・殺菌するJ(smette r汚す、しみをつけるJ) 

llntspanne rゆるめる、リラックスさせる J(spanne r張る、緊張させるJ) 

Ontwine r(巻いたものを〉ほどく J(wine r巻く、巻きつけるJ) 

lJntklaai dy net earst op bed giest. rベッドに入る前に服は脱ぐな

(=死ぬ前に財産は分け与えるな。ことわざ)J(jin untk1aaie; earst← 

ear' tst)(Beintema 1990 : 137) 

次の語では前置諒 oan(オ. aan/ド. an)に住意。

Ontliene r(単語などを〉借用する (oan…から )J(liene r貸す、借りるJ) 

In soad wurden binne Ont1iend oan 'e bibe1. r多数の語が聖書から取

り入れられたJ(Ontliene受動態現在完了形)(Dykstra2000 : 771) 

ケフ inwurd oan it Fransk Ontliene r単語をフランス誇から借用する j

オ. een woord aan het Frans ontlenen r向上j

ド einWort [ausJ dem Franzosischen entlehnen r向上j
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次の語は「反転jの意味に準じて理解できるが、「離脱・欠如Jの意味に

解釈することも可能である。

untdwaan r(ーから)取り去る・はぎ取る (fan…を)J(dwaan r入れるJ)

De suster untdie him fan 'e klean. r看護婦は彼の服をぬがせた」

(Dykstra 2000 : 769) 

② 起動

untbaarne r発火するJ(baarne r燃えるJ) 

untflamje r (火・感情が〉燃え上がるJ(flamje r炎を上げて燃えるJ) 

untstean r発生する、現われるJ(stean r立っている、…の状態であるJ)

起動の意味を強めるほかに、統語的な変更が生じる語もある。

untteie r(氷・雪が)とける、(冷凍食品が〉解凍する;(冷凍食品を〉解

凍する、(冷蔵庫を)霜取りするJ(teie r氷・雪がとける〈非人称動詞)J) 

σ 歴史的には、起動の意味の unt-(オ. ont-/ド. ent-) は起動の意味の$IJ

の接頭辞 in一(ブート誇 (Gotischゴ)、古あドイツ誇 (Althochdeustch))

を駆逐した (VanLoey 19708 
: 246， De Vries/Tollenaere 1971 : 486)。

フ. untbaarne r発火する J/untstean r発生する、現われる J(unt-) 

オ.ontbranden r同上J/ontstaan r向上J(ont-) 

ド. entbrennen r向上J/entstehen r向上J(ent一)

ゴ. inbrannjan r向上J/instandan r用上J(in-) 

③否定

「否定jの意味の接頭辞加 に名詞・形容認を添えた動詞に由来するか、

unーとの混交によって生じたと考えられる unt-動詞がある (Hoekstra

1993a : 12f. )。

untreinigje r汚す、けがすJ(unrein r不潔なJ<rein r清潔なJ) 

untrestigje r不安にする、動揺させるJ(unrest r不安、動揺J< rest 

「平安、休息J) 

unthi 11 igje r神聖さをけがす、冒とくするJ(unhill ich r神聖でない」

< hi llich r神聖なJ) 

untskuldigje/feruntskuldigje r許すJ(unskuld r無実jくskuldr罪、
責任J) 

亡アオランダ誇では、上記のように苓定の意味の onーと関係する ont-動詞は、

さらに ver-を伴って、 ver-ontー動詞となる (VanLoey 19708 
: 246)。 ド

イツ言吾では be-un一、 ver-un-となる。

フ. untreinigje r汚す、けがすJ(unrein r不漂なJ<rein r清潔な j

untrestigje r不安にさせる、動揺させる J(unrest r不安、動揺J< 
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rest r平安、休息J) 

オ. verontreinigen r向上J(onrein r河上J< rein r向上j

verontrusten r同上J(onrust r同上J<rust r向上J) 

ド verunreinigenr同上J(unrein r向上J<rein r向上j

beunruhigen f河上J (Unruhe r同上j くRuher同上J) 

iえの誇はドイツ誇では ent-動詞が対応する。オランダ誇でも ver-の付

加が任意の誇があり、~フリジア誇でも fer-On-動詞となるものがある。

フ. Onthilligje r神聖さをけがす、冒とくする J (Onhillich r神聖でな

L 、J<hillich r神聖な J) 

Ontskuldigje/ferOntskuldigje r許すJ(Onskuld r祭実J< skuld 

「罪、責任J) 

オ. verontheiligen/ontheiligen r同上J(onheilig r向上J<heilig 

「向上J) 

verontschuldigen r同上J(onschuld r向上J< schuld r向上J) 

ド. entheiligen r向上J(heilig r神聖なJ) 

entschuldigen r向上J (schuld (ig) r罪・責任がある J

2えの fer一動詞は岳フ. On-名詞/オ. onー名詞/ド. un-名詞を令んでいる。

フ. ferOngelokje r事故・災難にあう J (Ongelok f事故、災難J) 

オ. verongelukken r向上J(ongeluk r同上J) 

ド. verunglucken r同上J (Ungluck r向上J) 

(c)その他

Ont-のない動詞との意味的な対応が比較的不明確な語がある。

untbrekke r不足しているJ(bre肱 er割る、割れるJ) 

untfange r受け取る、迎えるJ(fange rっかまえる、とらえるJ) 

jin untjaan r発達・発展する、〈…の氷・雪が)とけて柔らかくなる」

(jaan r与えるJ) 

untlitte r(…の氷・雪が)とけて柔らかくなるJ(li tte rやめる、放っ

ておく、…させるJ) 

untstekke r，点火する、(感情を)燃え立たせる;火がつく、(感情が)燃

え立つJ(stekke r刺す、突く J) 

It Ontbrekt US oan neat. r私たちには何も不足はないJ(Ontbrekke) 

(Dykstra 2000 : 768) 

Der untbrekt jild. r金が足りなしリ (untbrekke)(ib.768) 

守 untbrekkeは歴史的に「割れて離れる J→「その場からなくなる」→「不

えする j という意味的な発達を経た。
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(4)接頭辞 m!s-

「不正・不適切・否定」の意味を表わす mis-は非生産的な接頭辞である。

(a)分離動詞の分離成分 misと非分離動詞の接頭辞 mis-

mis-は非分離動詞の接頭辞のほかに、そのままの語形で分離動詞の分離成

分としても用いる(以下、両者を区別するために、語例ではアクセントの位置

を r'Jで示す〉。

i)分離動詞の分離成分 mis:r失敗・誤り J

'mislrekkenje r計算違いをするJ→hy rekkent (…) mis r彼は計算違い

をするJ

'mislslaan r打ち損じるJ→hy slacht (…) mis r彼は打ち損じるj

u)非分離動認の接頭辞 mis-:r不正・不適切」

mis'brOke r乱用する、悪用する」→hymisbrOkt r彼は乱用・悪用するJ

mis' liede r間違った方向に導く、だますj→hy{mislaat/misliedt} r彼
は間違った方向に導く・だますJ

両者の使い分けは微妙だが、おおまかに言って、次の傾向がある。分離動認

の分離成分 misは、目標に到達できずに不完全に終わる「失敗・誤り Jの意

味を表わすのにたいして、非分離動詞の接頭辞 mis-は、「不正・不適切j に

行なわれる動作を表わす。たとえば、分離動請の分離成分 misの例として、

'mislrekkenje r計算違いをするJj' mis I slaan r打ち損じる」は、「うまく計

算 (rekkenje)できないJ/ rうまく打て (slaan)ない」という意味である。

一方、非分離動詞の接頭辞の mis-の例として、 mis'brtlker乱用する、悪用

するJ/mis'liede r間違った方向に導く、だますjは、「不正・不当に使う

(brOke)J / r不正・不適切に導く(liede)Jという意味であり、「うまく使え

ないJ/ rうまく導けないJという意味ではない。

換言すれば、前者は分離成分 misと結びつく動詞が表わす動作とは独立に、

その動作の「結果Jを示すのにたいして(r…するが(動詞)Jrそうはならな

い (mis)J)、後者は「接頭辞 mis-動詞J全体としての「様態Jを示す(r < 

否定的な (mis-)動作(動詞〉を>するJ)。これは、 mis(ー)の意味が動詞と

の形態的な結びつきのレベルに応じて、意味的な結び、つきの相違として現われ

ているためと考えられる。前者は動詞との結びつきが弱く、後者は強い。

①分離動詞の分離成分 mis-: r失敗・誤り」

'mislfetsje r誤解するJ(fetsje r理解する、っかむJ) 

ιislgean/'mislrinne r道を間違える、失敗するJ(gean r行く J/rinne 

f歩く J) 

'mislrekkenje r計算違いをするJ(rekken j e r計算するJ) 
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'mislslaan r打ち損じるJ(slaan r打つJ) 

'mislstappe r踏みはずす、つまづく J(stappe r歩む、足を踏み出すJ) 

'misltaaste rつかみそこなう、間違ったものをつかむJ(taaste r手探り

で探す、さわって確かめるJ) 

Aste sa oanhaldste， dan足旦 itmis mei dy. rあくまでそうしようと

するなら、おまえにとってはまずいことになるよJC mis I gean)(胃FT13/ 

1996 : 289正書法変更)

Hy slacht de bal mis. r彼はボールを打ちそこねる(=不適切な態度を

取る )Jぐmislslaan)(胃FT13/1996 : 297変更〉

②非分離動詞の接頭辞 mis-: r不正・不適切」

mis'bruke r乱用する、悪用するJ(brtlke r使う J) 

jin mis'halde/jin mis'drage r無礼な態度を取るJ(jin halde en drage 

「態度を取るJ) 

mis'driuwe/mis'dwaan r罪を犯す、悪いことをするJ(driuwe r推し進め

る/dwaanrするJ) 

mis' foarmje rゆがめる、変形するJ(foarmje r形作る、形成するJ) 

mis'gunne rねたむ、認めようとしない、分け与えないJ(gunne rねたま

ない、認める、分け与えるJ) 

mis'liede r間違った方向に導く、だますJ(liede r導く J) 

mis'priizgje r非難する、反対する、責めるJ(priizgje rほめるJ) 

mis'sizze r失言する、侮辱するJ(sizze r言う J) 

Ik missis der dochs neat mei? r私はそれで何も失礼なことを言ってい

ないでしょう J(mis'sizze)(育問 13/1996: 296正書法変更〉

耳jamishaldt har net. r彼女は無礼な態度は取っていないJ(mis'halde) 

(ib. 290変更)

ただし、動詞の意味に動作主が想定できない場合には、非分離動詞の接頭辞

mis は「失敗・誤り」という分離動詞の分離成分 misの意味に近づく。これ

は「悪くーするj という mis-の f不正・不適切」の意味が、動作主が想定で

きないために、動詞の意味とは反対の「…しないJという「否定Jの意味に転

じるためと考えられる(ちなみに、臼本語でも「よくわかるJの否定は「悪く

わかる」ではなく、「わからないjである)。たとえば、非分離動詞の接頭辞の

mis-は、 mis'haagjeでは1(…に〉悪く気に入るJから r(…に)気に入らな

いJという意味に転じ、 haagjer(…に)気に入るj とは反対の「否定Jの意

味を表わすことになる。

③非分離動認の接頭辞 mis-: r否定J
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mis'haagje r(…に〉気に入らないJ(haagje r(…に〉気に入るJ) 

mis 'lokke r失敗するJ(lokke r成功するJ) 

mis'stean r似合わないJ(stean r似合っているJ) 

Dy alde hoed misstiet by har knappe klean. rあの古帽子は彼女のきれ

いな服には似合わないJ(mis'stean)(Zantema 1984: 620変更〉

Syn wurden mishagen har. r彼の言葉は彼女には気に入らなかったJ

(mis 'haagje)(Hoekstra 1998 : 150変更)

次の諾の主語は認識の主体として動作主の意味が弱いと考えられる O

mis'kenne r見誤る、見そこなう J(kenne r知っているJ) 

(b)向ーの語に両方の mis(一)が付加される場合

同ーの動詞に分離動詞の分離成分 I日isと非分離動詞の接頭辞 mis-が付加

されることがある。意味の違いは上記の説明に準じて理解できる ο

'mislgean r失敗する、それるJ(失敗・誤り)

∞jin mis'gean r無礼な態度を取るJ(不正・不適切)(geanr行く、進

むJ) 

'mislgripe r失敗する、つかみそこなうJ(失敗・誤り〉

。jinmis'gripe r不正に手を出す、あやまちを犯すJ(不正・不適切〉

(gripe rっかむJ) 

Hy woe him oan de tafel beetha1de， mar griep mis en foe1. r被はテ

ーブルにつかまろうとしたが、っかみそこねて転倒したJC mis I gripe) 

〈官FT13/1996 : 289正書法変更〉

Hy hat him oan dy faam misgrypt. r彼はその女の子に手を出した」

(jin mis'gripe)(胃FT13/1996 : 289正書法変更)

次の語は一方が接頭辞 beーを除いて mis-をつけた例である ((c)③〉。

ιis I falle r失敗する、期待に背く J(失敗・誤り )(faller落ちる、〈…

の)状態になる」

。misIalle r (…に〉気に入らないJ(否定)(befaller (…に)気に入

るJ) 

CF WFT 13/1996には次の誇も記載されている。局者の区別は上記の説明に準

じて理解できる(ただし、 Zantema1984と Dykstra2000には分離動詞

の分離点分 misとしてのみ言己載されている)。

'mislgean r失敗する、それる J(失敗・誤り)

件 mis'geanr逃れる J(否定)(gean r行〈、進むJ) (ib. 289) 

'mislhearre r間違って悶〈・閣いて理解する J(失敗・誤り)

件 mis'hearrer悶L、た感じが悪 L¥ 靖子はずれに闇こえる J(不正・不通

時，tqa 
nnu 



切)(hearre r聞く、間こえる J) Cib. 290) 

'mis/riede r良い忠告を与えることに失敗する J(失敗・誤り)

件 mis'rieder間違った忠告を与える J(riede r忠告する J) Cib. 294) 

σ 接頭辞 fer-をつけて、接頭辞 misーに少な〈ども部分的に類似した意味

を表わすま吾もある ((1)(b)⑦)。

mis'gunne rねたむ、認めない、分け与えないJ"'--'fer'gunne r同左J

mis'liede r間違った方向に導〈、だますJ"'--'fer'liede r間違った方向に

導〈、誘惑する j

mis'riede r良い忠告を与えることに失敗する、言い当てそこねる J"'--' 

fer'riede r良い忠告を与えるニとに失敗する、裏切る、密告する J

0;えの誇は接頭辞 mis-と並んで、オランダ誇と同誌に、アクセントをもっ

非分離動詞の接頭詩 wan-をつけて否定の意味を表わす珍しい例である。

フ. mis'trouwe~'wantrouwe r不信を抱〈、信用しないj

オ. mis'trouwen~'wantrouwen r向上j

(c) rnis(一)と他の接頭辞

西フリジア語では 2種類の無アクセントの接頭辞は共起しない(オランダ語

から借用した接頭辞 geーを除く。例. be • ge ' 1 i ede r同伴する、伴奏するJ) 

すでに接頭辞を伴った動詞に mis(一)をつける場合には、次のようになる。

①接頭辞の保持と分離成分 misの付加 r失敗・誤り J

もとの動詞の接頭辞はそのまま保ちながら、分離成分 misをつけて分離

動詞を形成する。これは「失敗・誤り Jの意味を表わす場合である。

'rnislbeslaan r失敗するJ(be'slaan r(良い)結果になる、かぶせる、覆

いをつけるJ) 

'rnislbeteare r失敗するJ(be'teare r(良い)結果になる、包む、たた

むJ) 

'rnislferstean/'rnislbegripe r誤解するJ(fer'stean/be'gripe r理解す

るJ) 

It {besloech/betearde} mis. rそれは悪い結果になったJ(白islbeslaan

j' mis / beteare) (Dykstra 2000 : 411) 

②接頭辞 mis-との交替 r不正・不適切」

もとの動詞の接頭辞を除いて、接頭辞 rnis-をつける。これは「不正・不

適切」の意味を表わす場合である。

mis'hannelje r患待する、乱暴に扱う J(be'hannelje r扱う J) 

Hja soarge dat nije oankornmelingen net 1nishannele waarden. r彼女は

新参者たちが悪い扱いを受けないように気を配ったJ(mis'hannelje)(WFT 
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13/1996 : 290変更〉

③接頭辞 mis-との交替 r否定」

②と同様に、もとの動認の接頭辞を除いて、接頭辞 mis をつける。これ

は「否定Jの意味を表わす場合である。

misralle rc…に〉気に入らないJCbe talle r C…に)気に入るJ) 

mis'komme rc食べ物が)体に合わない、都合が悪いJCbe'komme rc食べ物

が)体に合う、回復する、静まる、得るJ) 

mis'trouwe r不信を抱く、信用しないJCbe-trouwe/fer-trouwe r信用す

る、委託するJ) 

Der miskomt him neat. r彼の口に合わないものは何もないJ(misιomme) 

(胃FT13/1996 : 291> 

ワオランダ誇とドイツ誇でも、位の接頭辞動詞にはアクセントをもっ分離成

分(オ.mis/ド.miss) を付加することができる(r' J はアクセントの

位亘)。

フ. 'mislferstean r誤解する J(fer' stean r理解する j

オ. 'mislverstaan r同上J(ver' staan r向上J) 

ド. 'miss'verstehen r向上J(ver' stehen r同上j

ただし、 ドイツ誇ではアクセントをもっ missーは、不定形(退去分詞、

不定詞)では ge-や zuを動詞との問にはさむか苓かに揺れがあり、形

態的な位格が不明確である。また、 ドイツ誇では、 miss-動詞のアクセン

トの位亘が一定しないことが多い。意味的区別も不明確である。

フ. mis'brOke r乱用する、悪用する j

mis' hannelje r虐待する、乱暴に扱う j

オ. mis'bruiken r向上J

mis'handelen r同上j

ド. miss'brauchen~'misslbrauchen r同上J

miss'handeln~'misslhandeln r同上j

ゥ?9フリジア誇・オランダ誇とドイツ誇の持で、ヰド分離動詞の接頭辞か分離

動詞の分離成分かが異なる場令がある。次の誇は意味的に等しい。

フ.mis'haagje r(…に)気に入らないj

オ.mis'hagen r向上j

ド. 'misslbehagen r同上J

次の誇t.;I:意味的にも異なう、もとの動詞も異なる。

フ. 'mislriede r古い当てそこねる、良い忠告を与えることに失敗する j

(riede r言い当てる、忠告する j

n
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オ. 'mis I raden r向上J(raden r向上J) 

ド. miss'raten r失敗する、できそこないになる J(ge'raten r(・・・の状建

に)豆る・陥る J) 

岳フリジア誇には ge-がなく、 ge-を mis- とえ替させる必要はない。

フ. mis'lokke r失敗する J(lokke r点功する J) 

オ. mis'lukken r向上J((geー)'lukken r向上J

ド. miss' lingen r向上J(ge' lingen r向上J) 

合上例からもわかるように、ドイツ誇とオランダ誇でも接頭辞 mis一/miss-

は他の長頭詩と共起できない。ただし、接頭辞 ge-は、オランダ誇では

お音 n/lで始まる望者詞で他の接頭辞と共起する o ドイツ誇では ge十n/l

→gn/gl という変北が起きて、接頭辞の境界があいまいになっている。

フ. fer'lykje r比較する J/fer'noege r満足したj

オ. veroge'lijken r向上J/veroge'noegd r向上J

ド. ver' gleichen (< ver 0 g (e) 'leichen) r向上J/ver'gonugd 

( < ver 0 g (e) 'nugd) r向上j

岳フリジア誇でも、オランタ'誇から借用した ge-動詞では同誌に他の接主要

時も失起する。

ブ. be-ge' liede r同伴する、伴奏する J/beoge'nadigje r恩赦を与え

るJ

オ. beoge'leiden r向上J/beoge'nadigen r向上j

ド. be'gleiten (<beog(e)'leiten) r同上J/be' gnadigen 

( < be 0 g (e) 'nadigen) r同上j

σ フ./オ misー/ド miss-名詞では、フ. -ing/オ. -ing/ドー一ungによる

派生誇を除いて、 3言語ども mis-/missーにアクセントが移る。

フ. 'misbrOk r乱用、悪用 j 仲 mis'hanneling r虐待j

オ. 'misbruik r向上」特mis'handelingr向上j

ド. 'Missbrauch r同上j 仲 Miss'handlung........'Misshandlungr同上J

(d)他の接頭辞の代用

少数の語で mis-を接頭辞 be-/ferーの代用に使うことがある。この場合、

be-/fer-動詞は mis-動詞と意味的に等しい。この mis-は意味的に異質であ

り、もともと否定的な意味をもっ be-/fer-動詞に引きずられるようにして用

いたと考えられる例外的な用法である (Hoekstra1993a : 14)。

mis 'ledigje r侮辱する j~be'ledigje r同左J

rnis'tribelje r失敗する、台無しにする j~fer'tribelje r同左j

Hy hat us raar 1nisledige. r彼は私たちをひどく侮辱したj(mis'ledigje)
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〈官FT13/1996 : 292変更〉

次の語は最初の無アクセント音節が接頭辞ではないにもかかわらず、 mis-と

入れ替わった珍しい例である。

mis'kearje~man'kearje r不足するJ

mis'learje~fe'learje r失敗するJ(フランス語 faillir)

Har plantsje rDislearre. r彼女の計画は失敗したJ(mis'learje)(Dykstra

2000 : 412変更)

(e)もっぱら過去分詞として用いる mis-動詞

以下の語はもっぱら過去分詞として用いる(アクセントは mis-にはなLサ。

mis'hipt/mis'makke/mis'woeksen r奇形の、形の悪いJ

mis'noege r不快なJ， mis'pleatst r場違いの」

(5)接頭辞 wjer-

(a)吋er-の意味

wjer-は「対抗、反射・反響Jの意味をもち、動作や自然現象が逆方向には

たらくことを表わす非生産的な接頭辞である(以下、後述の 2種類の wjer-

を区別するために、語例ではアクセントの位置を r'Jで示す〉。

①対抗

wjerrarre r(人の身の上に)起こる・降りかかる J(farre r船で行く、

…という定めになるJ

wjer'halde r引き留めるJ(halde r保つJ) 

官jer'lizze r反論する J(lizze r置く、提示する J) 

官jer'sprekker矛盾する、否認する J(sprekke r発言する J) 

wjer'stean r抵抗するJ(stean r立っている、(…の状態)である J) 

Sokke ferliedingen kin hast nimmen wjerstear1. rそのような誘惑には

ほとんどだれも抵抗できないJ(wjer'stean)(Tamminga 1963 : 93変更)

De advokaat wjerleit de beskuldigingen ien foar ien. r弁護士は起訴

項目にひとつずつ反論するJ何jer'lizze)(ib. 93変更)

Lit jimme dochs net wjerhalde om eigen sin te dwaan. r自分のやりた

いことに横槍を入れさせないようにしなさいJ(wjer'halde) (ib. 93変

更)

②反射・反響

官jer'galmjer反響する J(galmje r叫ぶ、反響するJ) 

官jer'keatser反響する、反射する J(keatse r反響する、反射するJ) 

wjer'klinke r反響する、鳴り響く J(klinke r鳴る J) 
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wjer'spegelje r反射するJ(spegelje r反射する、映すJ) 

Syn lud wjerklonk troch de hoare simmerjun. r彼の声はにぎやかな夏

の夜にこだましたj(wjier'klinke)(Tamminga 1963 : 93変更〉

1t sinneljocht wjerspegele yn it wetter. r太陽の光が水面に反射して

いたJ(wjer'spegelje)(ib. 93変更)

1t feestgerus wjergalmet troch de bosken. r祭りの喧喋は森の中に響

きわたるJ(wjer'galmje)(ib. 93変更〉

De undergeande sinne wjerkeatste yn e kouwefinsters fan 'e pleats. 

「沈み行く太陽は農場の牛小屋の窓に照り映えていたJ(wjer'keatse)(ib. 

93変更〉

〈ア接頭辞 wjerーはドイツ誇の接頭詩 wider-、これと語源的に関係のある分

量生成分胃er-r再びJt.iドイツ誇の分離成分 wiederーに対応する。歴史的

には、 wjerーは werーが「割れJ(brekking) を起こした語形である。

(b)その他

次の 2語はアクセントが wjer の部分にある点で例外的である。しかも、

両者は非分離動詞であり、 wjerーは分離成分ではなく、接頭辞である o

'wjerakselje rあがく、いやがるJ(akselje rあがく、いやがるJ) 

'wjerkδgje r反努(すりするJ(kauwen r噛むJ) 

De kij lizze te wjerkogjer1. I子牛たちは寝そべって草を反認しているJ

(Zantema 1984 : 1199) 

'wjerkδgje I反錯するJの wjerーは「再びJという意味であり、本来、

werlkδgjeという分離動詞の語形が予測される。事実、方言的な語形としてこ

の分離動詞の語形が見られる。これは類推によって wer-が wjぽーとして定

着した変則的な語形と考えられる (Tamminga1963 : 93)。なお、オランダ語で

は her'kauwenである。

一方、 'wjer1jochtsjeI稲妻が光る」は名詞 wjerljocht r稲妻Jから品詞

転換によって派生した動詞である。この 百jerーは waarr天気」の異形であ

り、名詞 'waarljocht、動詞 'waarljochtsjeという語形もある。

びこの点ではオランダ誇とドイツ誇でも同様である。

フ. 'wjerljochtsje r稲妻が兎る J--....'wjerljocht r稲妻J

オ. 'weer 1ichten r同上J..........' weer 1icht r同上j

ド. 'wetterleuchten r向上J~'Wetterleuchten i向上j

(6)接頭辞 efier-/foaト /oan-/oeト /om-/troch-/under吟

前置詞と同形で、分離動詞の分離成分としてもはたらく小辞(不変化詞〉と
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語形的に共通する次の接頭辞をもっ非分離動詞がある。

efter一/foar-/oan一/oer-/om-/troch-/under-

この種の動詞は西フリジア語では非生産的であり、ほとんどがオランダ語か

らの翻訳借用 (1ienoersetting，エ. loan translation)である (Hoekstra

1998 : 150)。以下、オランダ語との比較を交えて説明する(r'Jはアクセン

トの位置)。

(a) efter-/foar-/oan-/troch-動詞

とくに efter-/foar-/oan-/troch動詞は数が少ない。以下の語がおもなも

のである。

① efter-動詞

efter rolg je r (…を)追跡するJ(folgje r追う J，オ. achter' volgen) 

efter'helje r(…に〉追いつく、取り戻すJ(helje r取ってくるJ，オ.

achter'halen) 

It tinkbyld dat er it ferkeard dien hat， efterfolget him. r彼がそ

れを間違ってやったという見方が彼につきまとっているJ(efter'folgje) 

(胃FT4/1987 : 299変更〉

② foar動調

foar'sjen r見越す、予測する、〈…に)供給する (fan…を〉、満たす

(yn…を)J(sjen r見る、わかるJ，オ. voor' zien) 

次の語は foarを分離動認の分離成分としても用いる。

foar'sizze r予言する、予告するJ(sizze r言う J，オ. voor' zeggen) 

Da士官ienet te foarsjen. rそれは予測できなかったJ(foar'sjen) 

(Dykstra 2000 : 180変更)

特 roarlsizzer(答えなどを)小声で先に言って教える、(後で繰り返さ

せるために模範として〉先に雷う J(sizze r同上J，オ. 'voor I zeggen) 

③ oan-動詞

oan'furdigje/oan'furdzje r受け入れる、 J;tじるJ(furdigje/furdzje 

「用意する、派遣するJ，オ. aan' vaarden) 

④ troch-動詞

troch'dolgje r短万で刺し通すJ(dolgje r短万で刺すJ，オ.

door'steken) 

troch'grunje r見抜く、見通すJ(grilnje r(…の〉基礎を築く・深さを測

るJ，オ. door' gronden) 
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Dy frou is net gau te trochgrun j er1. rあの女性はすぐに正体を見抜く

ことができないJ(Zantema 1984 : 1078変更〉

(b) oer-/om-/under動詞

oer一/om-/Ullder動認には比較的多数の語が含まれる。

① oer-動詞

oer' falle r襲う、不意打ちするJ(falle r落ちる、(…の状態に)なるJ， 

オ. over' vallen) 

oer'hearskje r支配・圧倒する、支配的・圧倒的であるJ(hearskje r支
配する、盛んであるJ，オ. over'heersen) 

jin oerlte r食べすぎて体をこわすJ(ite r食べるJ，オ. zich 

over'eten) 

oer'libje r生き残るJ(libje r生きる J，オ. over 'leven) 

oer"skatte r過大評価するJ(skatte r評価するJ，オ. over' schatten) 

oer' treffe r凌駕する、勝るJ(treffe r当てる、感動させるJ，オ.

over'treffen) 

oer'tsjugje r納得させる J(tsjugje r証言する、証明する J，オ.

over'tuigen) 

oer'winterje r冬を越す、冬眠するJ(winterje r冬になる(非人称動詞

it wintert)J ，オ. over' winteren) 

Underweis sjogge se nei de moaie natuer fan e hjerst. De brune 

kleur 0erhearsket. r途中で彼らは美しい秋の自然を眺める。あたりはすっ

かり紅葉しているく=褐色が支配的である )J(oer'hearskje)(ULI'S， A 4 

:11変更)

Sy besykje us derfan te 0ertsjugjer1 dat we sunder dit gemak net 

libje kinne. r彼らは私たちがこの便利さなしには生きていけないという

ことを私たちに納得させるJ(oer'tsjugje)(ULI'S， A 12: 7) 

分離動詞の分離成分としても用いる語がある。

oer'lade r荷物を積みすぎる、負担をかけるJ(lade r荷物を積むJ，オ.

over'laden) 

。'oerllader(乗客・荷物を〉別の船・列車に積みかえる、〈荷物を〉再

び棲むJOade rr司上J，オ. 'over/laden) 

oer'ride r(車が…を)ひく J(ride r(車で〉行く J，オ. over' ri jden) 

φ'oer/ride r(…の上を)車で渡るJ(rider同上J，オ. 'over / ri jden) 

oer'winne r克服する、征服するJ(winne r勝つ、獲得するJ，オ.

over'winnen) 
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∞-oerlwinne r過度に得る、蓄えるJ(winne r勝つ、獲得するJ，オ.

-overJwinnen) 

jin oer-wurkje r過労で体をこわすJ(wurkje r働く J，オ. zich 

over-werken) 

φ-oerlwurkje r残業するJ(wurkje r同上J，オ. -over I werken) 

② om-動詞

om-earmje r抱きしめる、快諾するJ(earm r腕J，オ. om-armen) 

omIetsje r取り囲む、含むJ(fetsje rとらえる、理解するJ，オ.

om-vatten) 

om-fiemje r腕を回す、含むJ(fiemje r腕を伸ばして長さを測るJ，オ.

om-vademen) 

om-klamme r握りしめる、抱きしめるJ(klamme rはさむ、締めつけるJ， 

オ. om-klemmen) 

om-sirkelje r丸で・丸く囲む、(…の〉まわりを回るJ(sirkelje r回転

するJ，オ. om -cirkelen) 

om-skriuwe r定義する、言い換える、特定するJ(skriuwe r書く J，オ.

om-schrijven) 

om-slute r取り囲む、包み込むJ(slute r閉めるJ，オ. om-sluiten) 

Har wurkterrein omfiemet hiele Europa. r彼女の活動領域(=専門領域〉

はヨーロッパ全体に及んでいるJ(om Iiemje)(Dykstra 2000 : 482変更〉

De jonge omk1amme de beam. r子供は木にしがみついたJ(om-k1amme) 

(Eisma 1989 : 25変更〉

分離動詞の分離成分としても用いる語がある。

om-jaan r取り囲むJ(jaan r与えるJ，オ. om-geven) 

件 -om I jaan r配る、周囲に手渡すJ(jaan r向上J，オ. -om I geven) 

③ under-動詞

Onder-brekke r中断する、妨げるJ(brekke r割る、割れるJ，オ.

onder-breken) 

Onder-drukke r抑圧する、鎮圧するJ(drukke r圧迫する、押さえるJ， 

オ. onder -drukken) 

OnderIine r経験する、〈不慮の事態に〉遭遇するJ(fine r見つけるJ， 

オ. onder -vinden) 

Onder-halde r維持する、もてなす、説教するJ(ha1de I保つJ，オ.

onder-houden) 

Onder-sykje r調査・検査・研究するJ(sykjer探すJ，オ. onder -zoeken) 
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under'skatte r過小評価するJ(skatter評価するJ，オ. onder'schatten) 

under'skiede r区別・識別する、(勲章などを〉授与するJ(skiede r分離

させる、分離するJ，オ. onder'scheiden) 

。nder'streekjer下線を引く、強調するJ(streekje r線を引く J，オ.

onder'strepen) 

under'wize r教える、指導するJ(wize r示すJ，オ. onder' wi jzen) 

De foarsitter underbruts him. r議長は彼の発言をさえぎったj

(under'brekke)(Dykstra 2000 : 756変更〉

Dy twi11ingen binne hast net faninoar te underskieder1. rあの双子は

ほとんど区別かとつかないJ(under'skiede)(Zantema 1984: 1109) 

分離動詞の分離成分としても用いる語がある。

under'gean r被る、受ける J(gean r行く、(…という〉状態であるJ， 

オ. onder' gaan) 

φ ， ander I gean r i沈む、滅びるJ(gean r向上J，オ. 'onder I gaan) 

(c)オランダ語との相違

オラン夕、語では分離動詞の分離成分である不変化詞と非分離動詞の接頭辞に

分かれて、別の意味の 2語であるのにたいして、西フ 1)ジア語ではともに分離

動詞の分離成分である不変化詞として 1語になっている場合がある。これは上

述のように、西フリジア語では非分離動詞の接頭辞に強い制限があるためであ

る (Hoekstra1991b : 98-100， Eisma 1989 : 25， Sytstra/Hof 1925 : 132)。

i) フ. Ioar I komme r前に出る、生じる、(…のように〉思われる;予防する、

先手を打つJ

オ. ' voor 1 komen r前に出る、生じる、〈…のように)思われるJ

仲間or'komenr予防する、先手を打つJ

u) フ. 'oer 11 izze r提出する;熟考するJ

オ. ' over 11 eggen r提出するJ∞over'leggenr熟考するJ

iii) フ. 'oer I komme rやって来る、訪問する、あふれる、腐る;(人に)起こ

る・降りかかるj

オ. 'over I komen rやって来る、訪問する、あふれる、腐る」

∞over'komen r(人に)起こる・降りかかるJ

甘)フ. 'trochlbrekke r二つに寄!る・割れる、〈太陽が雲聞から〉現われる;

突破する、〈慣習・法律などを)破る」

オ. 'doorlbreken r二つに害jる・割れる、〈太陽が雲間から〉現われるj

∞door'breken r突破する、(慣宮・法律などを)破る」

v) フ. ' troch I s j en r白を通す、調べる;克抜く、見破るJ
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オ. 'door I zien r目を通す、調べる」

∞door'zien r見抜く、見破るJ

フ. Ik besocht dat foar te kommen. r私はそれを予防しようとしまし

た」ぐfoarlkomme)(Zantema1984 : 299) 

オ. Ik probeerde dat te voorkomen. r向上J(voor'komen) 

フ. Wy lizze it mei-inoar oer. r私たちはそのことを互いに相談しま

すjぐoer11 izze) (Sytstra/Hof 1925 : 132) 

オ.胃e0verlegger1 het met elkaar. r向上J(over'leggen) 

フ. Soks komt jin net alle dagen oer. rそんなことは毎日、身の上に

起こるものではない」ぐoerlkomme)(Hoekstra1998 : 151) 

オ. Zoiets overkomt je niet elke dag. r同上J(over'komen)(ib. 151) 

西フリジア語では分離動詞の分離成分だが、オランダ語では非分離動調の接

頭辞である語が存在する。

i) フ. 'oan I bidde r崇拝する j

オ. aan'bidden r向上J

u) フ. 'oerlfreegje r不当に高い金額を請求するJ

オ over'vragenr同上J

iii) フ. 'troch I sykje r探しまわる、くまなく探す」

オ. door' zoeken r向上」

甘)フ. 'trochlstean r耐えぬく J

オ. door 'staan r向上」

フ. It famke bidt har idoal oan. rその女の子は自分のアイドルを崇拝

している」ぐoanlbidde)(Eisma1989 : 25変更〉

オ. Het meisje aanbidt haar idool. r同上J(aan'bidden) 

フ. Ik socht alles troch.r私はすべてを探しつくしたJ('trochlsykje) 

(ib. 25変更)

オ. Ik doorzocht alles. r向上J(door'zoeken) 

正ア上記の区別はオランダ誇の影響でかならずしも威容に守られておらず、揺

れが認められることがある。たとえば、 Dykstra(2000) には上記の認の

なかで、才ランダ誇と同誌の相違を伴って記載されているものがある

(Zantema (1984) では分離動詞の分書生成分としてのみ記載されている)。

'oerlkomme fやって永る、訪問する、あふれる、宿る j

件 oer'kommef(人 lこ)起こる・降りかかる J(Dykstra 2000 : 467) 

'foarlkomme r前に出る、生じる、(…のように)忠われる J

仲 foar'kommer予防する、先手を打つJ Ob. 179) 

-647-



'trochlbrekke rニつに割る・割れる、(太時が雲間から) J，tわれる j

仲 troch'brekker突破する、(1賓習・法律などを)破る J(ib. 736) 

Hoekstra (1998: 151)は r(車!):...を)ひ(Jを分離動詞 'oerlrideと

しているが、 Zantema(1984: 685) と Dykstra(2000: 468) は非分離動

詞 oer'rideど記載している。

フ. Ik ried juster in kat oer. rキムは咋日、猫をひいてしまったJ

(' oer I ride) (Hoekstra 1998 : 151) 

オ. Ik包主主語 gistereneen kat. r同上J(over' rijden) (ib. 151) 

Zantema (1984: 685) は「概観する、及室する Jを非分離動詞 'oerlsjen

(オ. door'zien) と記載しているが、 Dykstra(2000: 468) と Hoekstra

(1998 : 151) は分諺動詞 'oerlsjenとしている。

次のま吾は Zantema(1984: 1079) と Dykstra(2000: 737) で相遣する。

troch'kruse~'trochlkruse r挫折させる、邪魔をする;横断する、歩き

由る j (オ. door'kruisen) (Zantema 1984: 1079) 

troch'kruse r挫折させる、邪魔をする」

件 'trochlkruser横断する、歩き回る J (Dykstra 2000 : 737) 

WFT (14/1997) には次の誇が 2通りに記載されている。

oan'bidde~'oanlbidde r崇拝する J (ib. 319) 
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S 89 派生動詞:概観

(1)動詞の派生 (oflieding)

動詞を派生するために用いる語形成手段には二つある。それは f接尾辞J

(efterheakse 1)と「品詞転換J(konverzje)である。前者は動詞から動詞を

派生し、後者は動詞以外の品詞から動詞を派生する。品詞転換には名詞や形容

認などをそのまま語幹とする「ゼ、ロ品詞転換J(keale konverzje)と、それに

「加音J(augmint)をつけて語幹とする「加音っき品詞転換」がある O

①接尾辞による動詞の派生

biddelje r物乞いするJ(動詞 bidder祈る、懇願するJ+接尾辞 -el)

farkje r船に乗る、航海する;船遊びをするJ(動詞 farrer船に乗る、

航海するJ+接尾辞 -k)

②品詞転換による動詞の派生

j)ゼロ品詞転換

sniebalje r雪玉を投げる、雪合戦をするJ(名詞 sniebalr雪玉J) 

betterje r(健康・天候などが)囲復する、改良・改心するJ(形容詞

better rより良いJ) 

u)加音っき品詞転換

aktivearje [""活性化するJ(形容詞 aktyfr活動的なJ+加音 -ear)

blomkje r開花する、趣味で園芸をするJ(名詞 blomr花J+加音 -k)

派生動詞は大部分が rje-動詞J(e 69， 71)である。ただし、 -iを含む母

音で終わる語 (-y/-ij/-ei/-ui/-aai/-oai)は re-動詞」である。

juchheie r歓声を上げる、喝采するJ(juc地eir歓声、喝采J) 

σ オランダ誇とドイツ誇で上記の誇に対応ずるのは次の誇である。

フ. biddelje (bidde) 仲オ. bedelen (bidden) 仲ド. betteln (beten) 

farkje (farre) 仲 [spelevaren] (varen) )仲なし (fahrenr車・列

率で行<J ) 

sniebalje (sniebal) 件 sneeuwballen(sneeuwbal)仲なし

(Schneebal1) 

betterje (better) 仲 beteren(beter)仲 bessern(besser) 

aktivearje (aktyf) 件 activeren(actief) 仲 aktivieren(aktiv) 

juchheie (juchhei) 仲 juichen (gejuich) 仲 jauchzen(Gejauchze) 

上記の手段で動詞を派生するときに、「割れJ(e10)や短母音化(e 9)を

起こす語がある。また、語幹が -t/-dで終わる語では rje-動詞Jの jeと

の連続で規則的に破擦音化(e 18(5))が起こり、 -tsje[tfJJ/-dzje [d3JJ 

となる。以下、品詞転換による派生動認の例を示す。
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triedzje [trjId38] r糸・(豆などのさやの)筋を取り除く J(tried 

[triat] r糸、(立などのさやの)筋」、「事jれJ) 

drafkje [drafkja] r小走りに歩く、(罵が)速足で歩く JCdrave [dra:vaJ 

「走る、(馬が〉速足で歩く J、短母音化)

sljochtsje r平らにするJ(sljocht r平らなJ、破擦音化)

krantsje r新聞を読むJ(krante r新聞」、破擦音化〉

bedzje r宿泊所を提供する、泊めるJCbed rベッド」、破擦音イヒ〉

ウオランダ誇とドイツ語で上記の誇に対応するのは次の諮である。

フ. sljochtsje (sljocht)件オ. slechten (slecht)仲ド. schlichten 

(schlicht) 

bedzje (bed)特 な し (bed)仲 bettenr寝かせる J(Bett) 

破擦音化は -jeと連続しないときには起こらず、 -t/-dのままであるο

Ik krantsje. r私は新聞を読むJ∞Hy友rantet.r彼は新障を読む」

Ckrantsje) 

Ik担坐主 har.r私は彼女を泊めるJqHja控坐1:my. r彼女は私を泊め

るJCbedzje) 

(2)接頭辞の役割

派生動詞が非分離動詞の接頭辞 (be-/fer- S 87)を伴うことがある O

bebetterje rc健康・天候などが〉次第に回復する」

ferbetterje i(基準を満たすように〉訂正・修正するJ

∞betterje iC健康・天候などが)回復する、改良・改心するJ(better 

「より良いJ) 

σ オランダ語とドイツ誇で上記の誇に対応するのは次のま吾である。

フ. ferbetterje (better)仲オ. verbeteren (beter)仲ド. verbessern 

(besser) 

この場合、「接頭辞 be-/fer-が形容詞 betterから非分離動詞 bebetterje

/ferbetterjeを派生する」という記述を見かけることがある。

非分離動詞 bebetterje/ferbetterje←[派生]←形容認 better

しかし、これは正しくな ~\o 西フリジア語では品詞を変更するのは語の右側

(語末)につく接尾辞であり、語の左側(語頭)につく接頭辞ではない。複合

語(合成語)でも右側の要素が品詞を決定し、名詞ならば複合名詞(合成名詞〉

全体の性を決定する。接頭辞は同一品詞内でアスペクト (aspekt)、結合価

Cfalinsje， ド. Valenz)、その他の語の意味を変更するにとどまる。接頭辞

による非分離動詞は、接尾辞の付加または品詞転換によって派生した動詞を経
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由して形成されると考えるべきである。

非分離動詞 bebetterje/ferbetterje←[派生]←動詞 betterje

←[派生]←形容詞 better

語によっては、接頭辞がつかない動詞が存在しないことがある。

bemantelje rごまかす、隠ぺいするJ(mantel rマント、コートJ、

本manteljeという動詞は存在しない)

fergrutsje r拡大するJ(grut r大きい」、 *grutsjeという動請は存在し

ない〉

ゥオランダ誇とドイツ誇で上記の誇に対応するのは次の誇である。

フ. bemantelje (mantel)仲オ. bemantelen (mantel)仲ド. bemanteln 

(Mantel) 

fergrutsje (grut)仲 vergroten(groot)仲 vergrosern(gros) 

しかし、だからと言って、接頭辞 be-/fer-が名詞から直接、動詞を派生す

るとみなすのは正しくない。接頭辞がつかない動詞が存在しないのは、個々の

語の性質に由来する単発的な現象にすぎない。以下で述べるように、西フリジ

ア語では品詞転換によって動詞以外の品詞から動詞を派生する生産的な手段が

存在するのだから、接頭辞がつかない動詞が存在しないということは、意味的

な理由に由来する。すべての語について語形成手段による派生語が完壁に存在

する必然性はない。語葉的には実現されていなくても、接頭辞がついた非分離

動詞はあくまで動調から派生したと考えるべきである (Veenstra1988， Hoek-

stra 1993a : llf.， Hoekstra 1998 : 155)。

非分離動詞 bemantelje←[派生]←動詞 *mantelje←[派生]←名詞 mantel

非分離動詞 fergrutsje←[派生]←動詞本grutsje←[派生]←形容詞 grut

(3)接尾辞と品詞転換以外による派生動詞

接尾辞と品調転換以外による派生動詞のペアが少数存在する (Boersma/Van

der胃oude19802 
: 109)。それは歴史的に古くからゲルマン語に共通の語形成

手段によるもので、接尾辞一jによる使役動請はausativen，かつての rjan-

動詞J)と、子音重複(ド. Gemination)による強意動詞 (yntensiven)であ

り、動詞から動詞を派生する。次に代表的な例を示す(ゲ、ルマン祖語(ゲ.))。

①接尾辞一jによる使役動詞(かつての jan一動詞〉

felle r(木を〉切り倒す、打ち倒すJ(<ゲ.本falトeja-)

←falle r倒れる、落ちるJ(<ゲ. *fall-a-) 

②子音重複による強意動詞

(jin) buke r身をかがめるJ(<ゲ.本bukk-ja一〉
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←buge r曲がる、曲げるJ(<ゲ¥幼eug-a一〉

ともにほとんど rje-動詞Jではなく、 re-動詞」である。②では語幹子音が

gから kに交替するが、この kは接尾辞 k(f390(2))とは無関係である。

①は毘史的にウムラウト(ド. Umlaut)を伴うことが多いが、西フリジア語で

はドイツ語と違って、ウムラウトは語形成に果たす役割をほとんど担っていな

い。①②の両者はごく散発的に見られるにすぎず、西フリジア語の構造に関与

しているとは言えないが、便宜的に次にまとめておく。

③接尾辞 -jによる使役動詞(かつての rjan-動詞J) 

felle r(木を)明り倒す、打ち倒すJ(falle r倒れる、落ちるJ) 

sette r置く、据えるJ(sitte rすわっている、置いであるJ) 

次の語では歴史的な理由から意味的な対応が不十分になっている。

fiere r導く、実施するJ(farre r船に乗る、航海する」く「行く J) 

liede r導く、案内する、指導するJ(lije r被る、苦しむJ< r行く、過

ぎるJ) 

次の語では re-動詞」のほかに rje-動詞Jと -gを伴った rje-動詞」

(gje-動詞、f391(4))の語形が併存している。

drinze/drinzje/drinzgje r水を飲ませる、水にひたすJ(drinke r飲むJ) 

ヴオランダ誇とドイツ誇で上記の誇に対応するのは次の誇である。

ブ. felle (falle)仲オ. vellen (vallen)仲ド. fallen (fallen) 

sette (si tte) 仲 zetten(zi tten)仲間tzen(sitzen) 

fiere (farre) 仲 voeren(varen)特 fuhren (fahren r王手・列車に粂っ

て行<J ) 

liede (lije) 特 leiden(lijden)特 leiten (leiden) 

drinze/drinzje/drinzgje (drinke) 仲 drenken (drinken) 仲 tranken

(trinken) 

④子音重複による強意動詞

(jin) buke r身をかがめるJ(buge r曲げるJ) 

nikke rうなずく、首を縦に振るJ(nige/niigje rおじぎをするJ) 

wikke r手に取ってく…の)重さを量る、熟考する、比較検討するJ

(weage r(…の)重さを量る、熟考するJ) 

ごデオランダ誇とドイツ誇で上記の誇に対応するのは次の誇である。

フ. (j in) buke (buge) 仲オ. (zich) bukken (buigen)件ド. (sich) 

bucken (biegen) 

nikke (nige/niigje) 仲 nikken(nij gen)仲 nicken(neigen) 

wikke (weage) 件 wikken(wegen)仲なし (wiegen)
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S 90 接尾辞 (efterheaksel) による派生動詞

動詞を派生する接尾辞には -el/-er，-kがあり、「反復・短縮〈縮小川

(iteratyf/diminutyf，エ. frequentative/diminutive)によって動作が集中

的に強く起こるという強意 (yntensyf)の意味を表わす。生産性はいずれも低

し、。

(1)接尾辞 -el/叩 er

動作の f反復」を表わすが、もとの動詞が示す動作よりは小刻みに起こると

いうニュアンスを伴うことが多い。もとの動詞が -rで終わるときには -e1

がつき、 -1で終わるときには -erがつくが、それ以外に両者の使い分けは明

確ではない。もとの動詞にすでに反復の意味があり、接罵辞 -el/-erはその

反復の意味を強めるにすぎないこともある。

(a)接尾辞 -e1

bidde1je r物乞いをするJ(bidde r祈る、懇顧するJ) 

hinke1je r石蹴り遊びをするJ(hinkje r足を引きずって歩く J) 

soarre1je包括nljd]rグツグツ音をたてて煮えるJ(soarje [swarjd] 

r(グツグツ音をたてて)煮えるJ) 

stoartelje [stw丞tdljd]/stoarre1je[stw丞nljd]rつまづく、よろめく j

(stoarte [stwatd] r落ちる、突入する J) 

百eveljer(前後左右に)何回も揺れるJ(weevje/weve r(前後左右に〉揺

れるJ) 

wig(g)e1je r(前後左右に〉何回も揺れるJ(wiigje r(前後左右に〉揺れ

るJ) 

wippelje r(いすなどが〉ぐらぐらする、ガタガタするJ(wippe rシーソ

ーをこぐ、跳ねまわるJ) 

σ オランダ誇とドイツ誇で上記の誘に対応するのは次の誇である。

フ. biddelje (bidde)仲 オ. bedelen (bidden)仲ド. betteln (beten) 

hinkelje (hinkje) 件 hinkelen(hinken)仲 [hupfeln] (hinken) 

wig(g)elje (wiigje) 仲 wiegelen(wiegen) 特色:し (wiegen)

wippelje (wippe) 仲 wipperen/胃iebelen(wippen) 件なし (wippen)

(b)接尾辞 -er

gukerje rじっと日をこらす、じりじりと熱望するJ(gukje r見るJ) 

k1arnmerje rギューギューはさみつける、(歯を〉ギシギシ食いしばるJ

(klamme/k1arnje rはさむ、(歯を)食いしばるJ) 

k1apperje rカタカタ・ガタガタ音をたてる、(歯が〉ガチガチ鳴るJ

(k1appe rパタンと音をたてる、パタンと開く・閉じるJ) 
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snikkerje rすすり泣き続けるJ(snikke rすすり泣く J) 

tukerje rピリピリ・ズキズキ痛むJ(tukje r(ピリピリ・ズキズキ)痛

むJ) 

bibberje r(寒さや恐掃などで〉ブルッと身震いする、ぞくぞくするJ

(beve r震動する、(寒さや恐怖で〉震えるJ) 

ゥオランダ諮とドイツ誇で上記の誇に対応するのは次の誇である。

フ. klapperje (klappe)仲オ. klapperen (klappen)仲ド. klappern 

(klappen) 

klammerje (klamme/klamje)仲なし (klemmen) 仲 klammern(klammen) 

bibberje (beve) 仲 bibberen(beven)仲 bibbern(beben) 

(c)接尾辞 -el/-er

-elと -erがともにつく語がある。

knukelje/knukerje rしわくちゃになる、しわくちゃにするJ(knuk(j)e 

「しわがつく、しわをつけるJ) 

sipelje/siperje rジワジワにじみ出る、ポトポトしたたるJ(sypje r(ジ

ワジワ)にじみ出る、(ポトポト〉したたるJ) 

stuitelje/stuiterje rつまづく、よろめく J(stuitsje r止める、跳ね返

る、つまづく J) 

ヴオランダ誇とドイツ誇で上記の誇に正確に対応する誇は見当たらな'-'¥ 0 

(2)接尾辞 -k

(a)意味と用法

動作の「反復・短縮(縮小)Jを表わす。

dripkje r軽く満る、霧雨が降るJ(drippe r滴る、霧雨が降るJ) 

farkje r船に乗る、航海する;船遊びをするJ(farre r船に乗る、航海す

るJ) 

f1aikje rちょっとおだてる・お世辞を言う J(f1aaie rおだてる、お世辞

うJ) 

gnyskje r軽く冷笑する・あざ笑う J(gnize r冷笑する、あざ笑う J) 

pulkje/puolkje rしぼり出す、ほじくり出すJ(pulje/puolje rむく、は

がすJ) 

ruoikje/roeikje r小さなストロークで静かに濯ぐ・漕いで漂う J(roeie 

「こぐJ) 

sobkje rちょっとすする・しゃぶるJ(sobje rすする、しゃぶるJ) 

De gong is ut de ever， hy leit IDin of mear te dobberjen en seftkes 
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te ruoikjen. I船は速度を落とし、多少、浮いたような感じになって静か

に漂っていたJ(Bosma-Banning 19812 
: 76) 

次の動詞はもとの動詞から子音の交替によって微妙に意味が異なる別の動詞

が派生する例である O

drifkje r(家畜を静かに)駆りたてて集める、追い払う、(雲が)漂う J

(driuwe r駆りたてる、強いる、漂う J) 

driuwkje r静かに漂う J(driuwe I同上J) 

harkje r開く、耳を傾けるJ(hearre r聞く、聞こえるJ) 

wyfkje rためらう、揺らめく J(weve r(前後左右に〉揺れるJ; weve r織
る」は語源的にも異なる別の語〉

k+-elというこ霊接尾辞がついた例もある。

driuwkelje I静かに漂う J(driuwe r駆りたてる、強いる、漂う J) 

farkelje r船遊びをするJ(farre r船に乗る、航海するJ) 

ruoikelje r小さなストロークで静かに漕ぐ・漕いで漂うJ(roeie rこぐJ，

Boersma/Van der胃oude19802 
: 110) 

ウオランタ'誇とドイツ誇で上記の誇に正確に対応する語は見当たらない。

(b)縮小辞 -keとの関係

歴史的には接尾辞 -kは縮小辞(指小辞)-keと問ーだった。つまり、古く

は動詞にも名詞と同じく縮小形(指小形〉があった。しかし、今日では接尾辞

-kと縮小辞 keは別であるとみなす必要がある。なぜなら、名詞に見られる

縮小辞には ke/-tsje/-jeという異形態があるが、動詞接尾辞は kに限ら

れ、地の異形態はほとんど存在しなし、からである。そもそも異形態 -jeは語

末の jeと重なるので現われることができず、語幹が歯(茎)音 t/d/n!lで終

わる動詞にも -tsjeはつかず、 -keがつく (Hoekstra(1998 : 142)， Van der 

Meer (1988b)(1989)参照。ただし、 Vander Meer (1988b)(1989)は接尾辞

-kと加音 -k((3)参照〉を区別していなし， )。

次の動詞は fの後で -tが現われる語形が併存する珍しい例である。

hifkje~hiftsje r手のひらに乗せて重さを量る、重さを量るために持ち

上げる、評価するJ(heve r持ち上げるJ) 

〈アオランダ誇とドイツ誇で上記の誇に正確に対応ずる誇は見当たらない。
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S 91品詞転換 (konverzje)による派生動詞

(1)品詞転換による動詞派生の種類

西フリジア語では品詞転換によって動詞以外の品詞から動詞を派生する語形

成手段がきわめて生産的であり、特筆に値する。古くから文法家もこの点を指

摘している (Hoekstra1998 : 15lf. )。名詞と形容詞はもちろんだが、そのほ

かの品詞の伊jも見られる。オランダ語やドイツ語と比べると、名詞からの品詞

転換による動詞が多い。

品詞転換による動詞の派生方法には次の 2種類がある。

①ゼロ品詞転換 (dekeale konverzje) 

②加音(itaugmint)っき品詞転換

以下、この)1震に説明する。

(2)ゼロ品詞転換 (kealekonverzje) 

加音を伴わずにもとの諾をそのまま語幹とする動詞を派生するものを指す。

(a)名詞からの品詞転換 (s85(3)) 

名詞の示す物事に何らかの形で関連した動作を行なうという意味を広く表わ

す。具体的には、「名認の表わす物事を施す・与えるj という意味の「装備動

詞J(仮称、 ornativen)や「名詞の表わす物事を取り除く Jという意味の f欠

如動詞J(仮称、 privativen)などが含まれる (Boersma/Vander曹oude19802 

: 1l08f. )。

bargje r散らかす、めちゃくちゃにするJ(baarch r豚J) 

damje rダムでせき止めるJ(dam rダムJ) 

dykje r堤防を築く、堤防でせき止めるJ(dyk r堤防J) 

dopje r(木の実・卵などの)殻を取る、(豆などの)さやを取るJ(dop 

「殻、さやJ) 

eag j e [I d 1 j d ] r見つめる、自に入る、目立つJ(each [IaxJ r白J) 

fervje r塗装する、ペンキを塗るJ(ferve r塗料、ペンキJ) 

juchheie r歓声を上げる、喝采する J(juchhei r歓声、喝采J) 

manje r男性と結婚するJ(盛田「男の人、夫J) 

piipje r笛を吹く J(piip rパイプ、管、笛J) 

skimerjunje r夕涼みをする、夕暮れ時にすわって歓談するJ(skimerjun 

「夕暮れJ) 

sniebalje r雪玉を投げる、雪合戦をするJ(sniebal r雪玉J) 
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toskdokterje r歯医者に通う J(toskdokter r歯援者J) 

tsjerkje r教会に行く・通う J(tsjerke r教会J) 

官iivje r妻帯するJ(wiif r女の人、妻J) 

名詞の示す自然現象が起こるという非人称動詞になることもある。

daagje r夜が明けるJ(dei r昼、日 J) 

junje r夕方になる、暗くなるJ(jun r夕方、娩J) 

nachtsje r夜になるJ(nacht r夜J) 

simmerje r夏になるJ(simmer r夏J) 

winterje r冬になるJ(winter r冬J) 

waar1jochtsje r稲妻が光るJ(waarljocht r稲妻J) 

Wy koene it 1jocht wol utdwaan， ik 1eau it d話主主 alwat. r私たちは

明かりを消しでもいいんじゃないか、もういくらか明るくなってきたと思

うJ(daagje)(胃FT3/1986 : 323正書法変更)

As it net官interet，dan simmeret it ek net. r冬にならなければ、夏

にもならない(=冬来りなば、春遠からじ。ことわざ)J(Zantema 1984 : 

863) 

ウオランダ誇とドイツ誇で上記の誇に対応するのは次の誇である。ある程度

の数は認められるが、西フリジア誇ほどは多〈な ¥'¥0

フ eagje(each)仲オ. ogen (oog)件ド augen(Auge) 

damje (dam) 仲 afdammen(dam) 件 abdammen(Damm) 

dykje (dyk)仲 bedijken(dijk) 特 eindeichen (Deich) 

dopje (dop)仲 doppen(dop)仲 [aushulsen/enthulsen(Hulse)] 

ferv je (ferve) 特 verven(verf) 件 farbenf肴色する、染める j

(Farbe f色J) 

juchheie (juchhei) 仲 juichen(gejuich) 仲 jauchzen(Gejauchze) 

manje (man)仲なし (man)件ス{J.. rnannen (Mann) 

piipje (piip)仲 pijpen (pijp)仲 pfeifen(Pfeife) 

skile (skyl)仲schillen(schil) 仲schalen(Schale) 

sniebalje (sniebal) 件 sneeuwballen(sneewbal)仲なし (Schnee-

ball) 

wiiv je (wiif)仲なし(なし)仲[sich]beweiben (Weib) 

daagje (dei)仲dagen(dag) 仲 tagen(Tag) 

junje (jun)仲持 avonden(avond)仲なし (Abend)

simmerje (simmer) 件 zomeren(zomer)仲 sommern(Sommer) 

winterje (winter) 仲 winteren(winter)件 wintern(Winter) 
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waarljochtsje (waarljocht)仲間erlichten(weerlicht) 仲

胃etterleuchten(Wetterleuchten) 

〈ア岳フリジア誇にはオランダ誇と同議に f春めく Jr秋になる j という動詞

は見当たらない (maitiid r春j 、hjerstr杖J)。ドイツ語と北ゲルマン

誇ではZえのようになる(アイスランド誇(ア)、ブェーロー誇(フェ)、ノ

ルウェ一語ブークモール (bokmal，プ)、河ニューノシュク (nynorsk，

ニュ)、デンマーク誇(デ)、スウェーデン誇(ス))。どれも非人材、動詞。

ド.古 lenzenr春めく J(古 Lenzr春J)， sommern r夏になる J(Sommer 

「夏J)， herbste(l)n r杖になる J(Herbst r杖J)， wintern r冬に

なる J(Winter r冬J) 

ア. vora r春め (J (vor r春J)， vetra r冬になる J(vetur r冬J) 

フェ varar春め (J (var r春J)， sumra r夏になる J(summar r夏J)， 

heysta r秋になる J(heyst r秋J)，vetra r冬になる J(vetur r冬J)

プ varesr春めく J(var r春J)，古 somresr夏になる J(sommer r夏J)， 

hostes r秋になる J(host r秋J)， vintres r冬になる J(vinter 

「冬J) 

ニュ. varast r春めく J(var r春J)， haustast r秋になる J(haust 

「杖J)， vintrast r冬になる J(vinter r冬J) 

ス varas 春め (J (var r春J) 

デ.対応誇なし

(b)形容詞からの品詞転換

形容詞の示す性質・状態、それへの移行、その移行を生じさせる動作の意味

を表わす。この三つの意味のどれを表わすかは語によって異なる。

j) grienje [grianja] r緑色をしている・茂っている、緑色になる・芽を出

す、緑色にするJ(grien [grianJ r緑色のJ) 

日)deadzje [dIad3a] r殺す、壊減させる、(傷口などが〉直るJ(dea [dldJ 

「死んだ(変化形 deade)J) 

iepenje [iapanja] rあく、あける J(iepen [iapan] rあいているJ) 

kuolje r冷える、冷やすJ(koel r冷たいJ) 

readzje [rIad3a] r赤くなる、赤くするJ(rea(d) r赤いJ) 

suorje r酸っぱくなる、酸っばくするJ(soer r酸っぱいJ) 

iii) folje r満たすJ(fol r満ちたJ) 

rypje r熟すJ(ryp r熟したJ) 

slOgje rうとうとする;手間取る J(slOch r眠い、ぽうっとした、鈍いJ)

waarmje r暖める J(waarm r暖かいJ) 
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形容詞の示す性質・状態に関連する動作を行なうという意味を表わす語もあ

る。

gekje r冗談を言う、ふざけるJ(gek r気の狂った、馬鹿げたJ) 

町 ldzjerはしゃぎまわる、粗野に振る舞う J(wyld r野生の、粗野なJ) 

rje-動詞」のほかに閉じ意味の re-動詞Jが併存するものがある。

koartsje [kwátfaJ~koarte [kwataJ r短くなる、短くする J(koart 

[kwatJ r短いJ) 

langje!l ingje∞lange!l inge r長くなる J(lang r長いJ) 

次の語は加音 -igと関係がある ((3)(e))。

fei ligje r保護するJ(fei lich r安全なJ) 

守オランダ語とドイツ誇にはほとんど上記の誇に対応する誇がある (slugje

などのように対応する形容詞を欠〈誇を徐()。ただし、使用頻度や意味

の長で完全に対応するとは眠らな L、。

フ grienje (grien)仲オ. groenen (groen)仲ド grunen(grun) 

deadzje (dea) 仲 doden(dood) 特 toten(tot) 

iepenje (iepen) 仲 openen(open)件。ffnen(offen) 

kuolje (koe1)仲koelen(koe1)仲kuhlen(kuh1) 

readzje (rea(d))仲なし (rood)仲 (er一)roten (rot) 

suor j e (soer) 仲 zuren(zuur) 仲 sauern(sauer) 

folje (fo1)仲vullen (vol)仲fullen(voll) 

rypje (ryp)仲 rijpen(rijp)仲間ifen(reif) 

waarmje (waarm) 仲 warmen(warm) 仲 warmen(warm) 

gekje (gek)仲gekken(gek)仲なし(なし)

koart(sj)e (koart) 仲 korten(kort) 仲 kurzen(kurz) 

lang(j)e/ling(j)e仲 lengen(lang) 仲 langen(lang) 

feiligje (feilich)仲beveiligen (veilig)仲なし(なし)

(c)その他の品詞からの品詞転換

一部の副語、数詞、間投詔から動詞をつくることがある。

utfanhuzje r宿泊する、宿泊させる J(副詞 utfanhusr宿泊している J) 

ienentweintigje rトゥエンティー・ワン〈ブラックジャック〉をする

(=トランプ遊びの一種)J(ienentweintich r21J ) 

fjouwerje r(馬が)ギャロップで走る・疾走するJ(fjou官err 4 J ) 

bimbamje rキンコン・カランコロンという塔の鐘の音がする J(bimbam 

「キンコン、カランコロン(=塔の鐘の雑多な音)J) 

huie rやじる、ブーイングをするJ(hui rブーブー(=やじる声)J) 
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piipje rピーピー鳴く、チューチュー鳴く J(piip rピーピー、チューチュ

ー J) 

ウオランダ誇でよ記の誇に対応するのは次の語である。ドイツ誇では対応す

るま吾は見当たらな L、。

フ. ienentweintigje (ienentweintich)仲オ. eenentwintigen (eenen-

twintig)仲ド.なし

bimbamje (bimbam)仲bimbammen(bimbam)仲ド.なし

piipje (piip)件以epen(piep)仲ド.pfeifen (Pfeife) 

(3)加音 (augmint)っき品詞転換

(a)加音の種類と意味

品詞転換によって動詞になるもとの語には、統語的・意味的な役割を担わな

い形態素である「加音J(au伊 int)がつくことがある。加音には -ear，-k/-t， 

-ig， -el/-erがあり、すべて rje動詞Jを形成するが、生産的なのは -ear

にとどまる。意味はゼロ品詞転換の場合と同様である。

加音には -k，-el/-erのように接尾辞と同形のものがある O 接尾辞が動詞

から別の動詞を派生するときに用いるのにたいして、加音は動詞以外の品詞か

ら動詞を派生するときに用いる点で異なる。また、接尾辞は対応する動詞にた

いして反復・短縮(縮小)アスペクトの意味を付加するが、加音は対応する動

詞を欠き、反複・短縮(縮小)アスペクトの意味をとくに明示しない。

以下の用例は、もとの語が名詞か形容詞かといった品詞の区別なく示す。

(b)加音 -ear[ー・HrJ(ear je-動詞〉

この加音はおもにフランス語からオランダ諾経由で借用された多数の外来語

につくが、生産性が高い。アクセントをもち、「割れjを起こして -earje[. 

Hrjけと発音する。オランダ語では -eerが対応し(-eer + -en > -eren [… 

e:n(n)])、ドイツ語では -ier(ーier+-en[…i :nn])が対応する。

aktivearje r活性化するJ(aktyf r活動的なJ) 

kompletearje r完全にする、補完するJ(kompleet r完全なJ) 

protestearje r抗議するJ(protest r抗議J) 

redenearje r推論する、論議するJ(reden r理由、根拠J) 

studearje r大学で学ぶ、研究するJ(stud.zje r大学での勉学、研究J) 

官urdearje/百eardearjer価値を認める、重んじる、評倍するJ(wearde 

川西値J) 
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ヴオランダ誇とドイツ誇で上記の誇に対応するのは次の誇である o とくにオ

ランダ語ではすべて対応する誇がある。

ブ. aktivearje (aktyf)仲オ. activeren (actief)件ド. aktivieren 

(akti v) 

kompletearje (kompleet)仲 completeren(compleet) 仲 komplet-

tieren (komplett) 

protestearje (protest) 仲 protesteren(protest)仲 protestieren

(Protest) 

redenearje (reden) 仲 redeneren(reden) 件 [redenJ (Rede) 

studearje (studzje) 仲 studeren (studie) 仲 studieren(Studie/ 

Studium) 

wurdearje/weardearje (wearde)仲間arderen(waarde)仲 [wertenJ

(Wert) 

①二重加音 (-is-ear)

もとの語が-l/-n/-r/-tという歯(茎〉音で終わる場合には、別の加音

-isがつくことが多く、 -is-ear+-jeというこ重加音による rje-動詞J

になる。

legalisearje r合法化する J(legaal r.合法的なJ) 

modernisearje r現代化・近代化する J(modern r現代的な、近代的なJ) 

karakterisearje r特徴づけるJ(karakter r特徴、性格J) 

konkretisearje r具体化するJ(konkreet r具体的なJ) 

〈アオランダ誇とドイツ語で上記の誇に対応するのは次の誇である。すべて対

応する誇がある。

フ. legalisearje (legaal)件オ. legaliseren (legaal)件ド.

legalisieren (legal) 

modernisearje (modern) 仲 moderniseren(modern) 仲 modernisieren

(modern) 

karakterisearje (karakter) 仲 karakteriseren(karakter) 仲

charakterisieren (Charakter) 

konkretisearje (konkreet) 仲 concretiseren(concreet) 仲

konkretisieren (konkret) 

②もとの語が -ykで終わる場合

-ykで終わる語では kを S に変えて -ear十-jeをつける。

publisearje r出版する、発表するJ(publyk r公共の;公衆J) 

この場合、 kを S に変えない語が併存することがある。 kを S に変えな
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い語形はゼロ品詞転換による動詞だが、意味が異なる。

fabrisearje r製造するJ'""'fabrykje r趣味で工作するJ(fabryk r工
場J) 

次の語は kを S に変えない例である(ただし、 Hoekstra0998 : 154) 

には muzisearjeという語形も記載されている)。

muzykje r複数の人で音楽を奏でる、演奏するJ(muzyk r音楽J) 

σ オランダ誇とドイツ誇で上記の誇に対応するのは次の誇である o

フ. publisearje (publyk) 仲オ. publiceren (publiek)特ド .publi-

zieren (Publik) 

fabrisearje~fabrykje (fabryk) 仲fabriceren/fabrikeren~

fabrieken (fabriek)件 fabrizieren(Fabrik) 

muzykje/[muzisearje] (muzyk)件 musiceren(muziek) 仲 musizieren

(Musik) 

この加音は比較的新しい時代にオランダ語から借用した語に多く見られ、オ

ランダ語の語形に酷似している。したがって、これは西フリジア語独自の品調

転換ではなく、オランダ語での対応語を商フリジア諾に適合させて借用した結

果にすぎないとも言える可能性がある。つまり、 -ear自体が生産的な加音な

のではなく、オランダ語で対応する -eerをもっ語の数が多いにすぎないとい

う考えかたである。次例のように、品詞転換以前のもとの語が存在しなかった

り、西フリジア語内部の理由とは無関係に語形や意味が異なっていたり、外来

語的な接尾辞を伴うものがあるのはそのためとも言える可能性がある。

probearje r試みる、試すJ(proef r試験、テスト J) 

ave(n)searje r前進する、従事するJ(なし〉

abstrahearje r抽象化するJ(abstrakt r抽象的なJ) 

abonnearje r定期購読させるJ(abonnemint r定期購読J) 

observearje/obstrewearje r観察するJ(observaasje/obstrewaasje r観
察J) 

servearje r(食事などを)出す、給仕するJ(servys r食器J) 

ヴオランダ誇とドイツ誇で上記の誇に対応するのは次の誇である。とくにオ

ランダ誇ではすべて対応する語がある。

フ.probearje (proef)仲オ. proberen (proef)仲ド. probieren 

(Probe) 

ave (n) sear j e (なし)仲avanceren(avance(s))仲avancieren

(Avance (n)) 

abstrahearje (abstrakt)仲 abstraheren(abstract) 仲 absrahieren
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(abstrakt) 

abonnearje (abonnemint) 仲 abonneren(abonnement)件 abonnieren

(Abonnement) 

observearje/obstrewearje (observaasje/obstrewaasje)件

observeren (observatie)件。bservieren(Observation) 

servearje (servys)仲 serveren(servies) 仲 servieren(なし)

しかし、次例のように、オランダ語に存在しない語や、オランダ語では加音

-eer-を伴わない語も見られる。したがって、やはり加音 -ear-は西フリジ

ア語として独自に生産性を獲得していると考えたほうが適切である。

bankerottearje r破産するJ(bank(e)rot r破産;破産したJ) 

∞オ. bankroet gaan r同上J(bankroet r向上J) 

grundearje r設立する、基礎を築く J(grun r基礎、地面J) 

∞オ. gronden r向上J(grond r向上J) 

soberearje r質素に暮らすJ(sober r質素な、控えめなJ) 

∞オ. sober leven r同上J(sober r向上J) 

(c)加音 -k/-t(kje-動詞/tsje-動詞)

加音 -kは直前の子音の種類に応じて -tとして現われることがある。加音

-kは反復・短縮(縮小〉のアスペクトを表わす接尾辞 -k(1390(2))と関係

があるが (Hoekstra 1998 : 153)、とくにそのような意味を表わすわけでは

なし1。接尾辞 -kが歴史的に縮小辞(指小辞)-keと同一だったことは、 1390 

(2)(b)で述べた。接尾辞 kに異形態がほとんど見られないのにたいして、

加音 -kには -tという異形態が残っている。

① 加音 k (kje-動詞〉

もとの諾が nおよび一部で -dj-lで終わる場合以外では、加音 kが

つく。

blornkje r開花する、趣味で園芸をするJ(blorn r花J) 

briefkje [brjIfkjけ「文通するJ(brief [bri8f] r手紙J) 

buorkje r農業を営むJ(boer r農夫J) 

fierkje [fjIrkjo] r遠くを見つめる、切望するJ(fier [fi8r] r速いJ)

fustkje [fuskj8] ([t]は脱落する)r窪手するJ(fust [fust] rこぶ

しJ) 

leafkje [lI8fkj8] r愛撫するJ(leaf [lI8f] rいとしい、好きなJ) 

rnulkje r口に合う、口ごもるJ(rnule r口J) 

noaskje [nwaskj8] r嘆ぎまわる、詮索する;気に入るJ(noas [no8s] 

「鼻J) 
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pypkje rパイプでタノ〈コを吸う J(piip rパイプJ) 

jookje rjoで呼びかけるJ(jo rあなた(敬称)J) 

loaikje [loaikja， lwaikjaJ r怠けている、のんびり暮らすJ(loai 

[loaiJ r怠情な、のんびりしたJ) 

sleaukje rぐずぐずする、もたもたするJ(sleau rのろい、不活発なJ) 

次の諾には加音 -kによる品詞転換のほかに、語末の半母音 [uJ(jw/) 

をゼロ品詞転換によって音節初頭の子音 [wJとして実現させ、向じ意味

の re-動詞Jを形成する語形が併存している。

dookje'"'-'do問 [do:wa]rdoで呼びかけるJ(do [do:u] r君(親称)J) 

stookje'"'-'stowe [sto:wa] r-stoを使って呼びかけるJ(-sto [sto:u] 

(←-st人称変化語尾+-0(←do r君〈親称)J)) 

次の語にはゼロ品詞転換による同じ意味の動詞が併存している。

rustkje [roskja]/roastkje [r尚北ja]~rustje [roJa]/roastje [r同 fa]

くそれぞれ [tJは脱落する)rさびるJ(rust [rostJ/roast [rwast] rさ

びJ) 

工アオランダ誇とドイツ誇で上記の誇に対応するのは次の誇である o 両言語と

もカロ音はつかない。

ブ. buorkje (boer)件オ. boeren (boer)仲ド.古語 bauern(Bauer) 

noaskje (noas)仲間uzen(neus)仲なし (Nase)

loaikje (loai)仲luieren(lui)件なし(なし)

rustkje/roastkje~rustje/roastje (rust/roast)仲 roesten(roest) 

件 rosten(Rost) 

②加音 -t(tsje-動詞)

もとの語が -nおよび一部で -d/-lで終わる場合には、加音 -tがつく。

これは加音 -kの異形態と考えられる(S 32 r縮小形J)。加音 -tは

-jeとの連続で破擦音化によって規則的に -tsje[tfaJとなる。

feantsje [fjtntfa] r泥炭化する、沼沢地・湿地帯になるJ(fean [fI mJ 

「泥炭、沼沢地、湿地J) 

sintsje r日光浴をするJ(sinne r太陽J) 

teantsje [tjEntfa] rつま先で立つ・歩く J(tean [tIan] rつま先J) 

trientsje [trjintfdJ r涙が出る、涙するJ(trien [trian] ri涙J) 

破擦音化は -jeと連続しないときには起こらず、 -tのままである。

Ik teantsje. r私はつま先で歩く J∞Hja teantet. r彼女はつま先で歩く J

(teantsje) 

加音 -kと加音 -tによる語形が併存するものがある。
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túnkje~túntsje i庭仕事をするJ(t加「庭J) 

koalkje [kwálkjd]~koaltsje [kwaltfd] iキャベツを栽培するJ(koal 

[kodl] rキャベツJ) 

ゼロ品詞転換による同じ意味の語形が併存するものがある。

rjeIDkje~rjeIDje i(牛乳から〉乳脂(クリーム〉を取り捺く J(rjemme 

「クリーム、乳脂J) 

skierkje [skjIrkjd， skíHkjd]~skierje [skjIrja， skiHjd] r灰色に

なる、白髪になるJ(skier [skidr] r灰色のJ) 

slyd(s)kje~slydzje iそりに乗る、そりで運ぶJ(slide [slidd] rそ

りJ) 

ウ最後のき吾については、 lまぽ同じ意味で slydjeie という動詞がある。

It giet dat it slydjaget. rそりで滑るように物事が迅速に進行してい

< J (Dykstra 2000 : 631) 

これは sliderそり j の誇末の -eが脱悲した slydーと動詞 jeie 狩り

をする、追い立てる、疾駆する J による捜令動詞であり、本求、名詞抱合

による抱令動詞と言える。語形変ィιも動詞 jeieの変北そのままである o

ただし、後半喜~の jeie という動詞の語素的意味は希薄で、前半部の名詞

slydーに関連した動作が「荒々しく迅速に起こる j ということを表わし、

名詞からの品詞転換による派生動詞 slyd(s)kje~slydzje に「拡大(指

大)J (augmintatyf/エ.augmentati ve) の意味を加えたものと解釈するこ

ともできる o また、前半却が他の名詞の例もい〈っかある点を考慮に入れ

て、 Hoekstra(1998: 143) はこれを接尾辞ーjeiによる派生動詞どみな

して L、る。

ウオランダ誇とドイツ諮で上記の誇に対応するのは次の語である。両言語と

も加音はつかない。

フ. feantsje (fean)件オ. vervenen (veen)仲ド.なし(北独 Fenn/

Fehn) 

sintsje (sinne) 仲 (zich)zonnen (zon)仲 (sich)sonnen (Sonne) 

trientsje (trien) 件 tranen(traan)件 tranen(Trane) 

túnkje~túntsje (tun)仲tuinieren/稀 tuinen (tuin)件なし(な

し) [参考 gartnern(Garten)] 

rjemkje~rjemje (rjemme) 仲 romen(room) 仲 abrahmen/entrahmen

(南独・生臭 Rahm)

slyd(s)kje~slydzje (slide)仲 sleden/s1eeen(slede)仲 schlittern 

(Schli tten) 
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ゥ Vander Meer (1988b: (1) 67/(2) 6) は feantsjerr泥炭採掘業者J/ 

feantsjerij r泥炭主主掘業J， tuntsjer r園芸家、菜園経営者J/ 

tuntsjerij r演芸、菜園経営業j という語形があることから、歴史的には

上記の説明どは逆に、カロ音ぺーは加音 -tsjーに由永するという意見を述

べている。

(d)加音 -el/-er(elje-動詞/erje-動詞〉

加音 -k/-tと同様に f反復J(i teratyfjエ. iterative)のアスペクトを表

わす動詞接尾辞-el/-er(890 (I)(a))に由来するが、とくにそのような意味

を表わすわけではない。

poatelje [pó~t~lj~J r速足で歩く、ちょこちょこ歩く J(poat [poatJ 

「動物・家具の)足J) 

neste1je r巣を作るJ(nest r巣J) 

uterje r表明する、述べるJ(ut r外にJ) 

官ynderjer風を起こす、風に吹かれるJ(wyn r風J，オ. wind) 

ウオランダ誇とドイツ誇で上記の誇に対応するのは次の誇である。

フ. nestelje (nest)件オ. nestelen (nest)仲ド. nesteln (Nest) 

uterje (ut)仲 uiten (ui t) 仲 ausern(aus) 

(e)加音 -ig(igje-動詞)

加音 -igは歯(茎〉音 (s/z，1， d/t， n)で終わる名詞と少数の形容認につ

く。接頭辞を伴う例も多い (887，88)0 -igの iが脱落し(②)、 (4)の -g

による派生動詞 (gje-動詞〉とまぎらわしい語もある。

加音 -igは歴史的に名詞から形容詞を派生する接尾辞 -ich(オ/F. -ig， 

エ. -y)を加音に転用し、 -ichがつかない名詞にも用いるようになったもの

と考えられる。たとえば、 wettigjer合法と認めるjは形容詞 wettichr合法

的なJ(名詞 wetr法律J)の接尾辞 -ichを加音として転用し、 rje-動詞」

を形成した結果と考えられる。たとえば、 handigjer(…の)手になじむ、(…

にとって)扱いやすいjは語形的に名詞 hanr手J(複数形 hannen)よりも、

dを含む形容詞 handichr手ごろな、便利なjに類似している。さらに、加音

-igは ichで終わる形容詞をもたない名詞、たとえば krusr十字架jから

動詞 krusigjer十字架にはりつけにする」を派生するときにも用いるように

なり、品詞転換による動詞形成の手段に発達したと考えられる。

加音 -igが発達した理由のひとつには、歯(茎)音 (s/z，1， d/t， n)と後

続する jの調音位置が接近しているために、動詞の語幹と語尾の境界を明確

にする形態的な必要性があったと考えられる。

加音 -igはオランダ語やドイツ語にも存在し、本来、西ゲ、ルマン語に共通
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しており、中世後期から発達したものである (Hoekstra1993a : 26ff. )。

① 「名詞+加音 -igJ(接尾辞 -ichを伴う形容詞が存在する語〉

上述の handigje，wettigje以外の例を示す。

sinnigje r(…に)気に入る J(sin r感覚、気持ち、意義J， sinnich rえ
り好みするJ) 

stiennigje [stjInarja] r石を投げて殺すJ(stien [stian] r石J， 

stiennich [stjInax] r石だらけのJ) 

sundigje/sondigje r罪を犯す、背く J(sunde/sonde r罪J， sundich/ 

sondich r罪深いJ) 

befredigje r満足させる J(frede r平和J，fredich r平和なJ、歴史的

な理由で意味が異なる〉

次の語にはゼロ品詞転換による同じ意味の動認が併存している。

fredigje~freedzje r柵で囲む、柵を修理するJ

befredigje~befreedzje r境界をつける、区切るJ(befredigjeには「満

足させるJという意味もある〉

üntkrêftigje~üntkrêftsje r無力化するJ(kreft r力J， kreftich r力
のあるJ) 

〈アオランダ誇とドイツ誇で上記の誇に対応するのは次の誇である。

フ. handigje (han， handich)仲オ.handen (hand， handig)件ド.なし

(耳and，handlich) 

官ettigje(胃et，wettich)件閥抗igen(wet， wettig)特なし(なし)

stiennigje (stien， stiennich) 件 stenigen(steen， stenig) 仲

steinigen (Stein， steinig) 

sundigje/sondigje (sunde/sonde， sundich/sondich) 仲 zondigen

(zonde， zondig) 特 sundigen(Sunde， sundig) 

befredigje (frede， fredich) 仲 bevredigen(vrede， vredig) 仲

befriedigen (Fried(e}/Frieden， friedlich) 

üntkrêftigje~üntkrêftsje (kreft， kreftich) 仲 ontkrachten

(kracht， krachtig) 件 entkraftigen-、-entkraften(Kraft， 

kraftig) 

② f名詞+加音 -igJ(接尾辞 -ichを伴う形容詞が存在しない語〉

igの iが脱落した語形やゼ‘ロ品詞転換による語形が併存する語があ

る。

einigje/eindigje~eingje~einje r終わる、終えるJ(ein r終わり J) 

beïerdigje~beïerdzje r埋葬する J(ierde r土、地面J) 
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次の語はゼロ品詞転換による意味の異なる動詞が併存する伊jである。

krusigje r十字架にはりつけにするJ-----kruse r交差させるJ(krus r十字

架J) 

〈アオランダ語とドイツ語でよ記の誇に対応ずるのは次の誇である。

フ. einigje/eindigje~eingjeへ-einje (ein)件オ. eindigen (ei凶作)) 

仲ド. beendigen (Ende) 

krusigje~kruse (krús) 仲kruisigen~kruisen (kruis) 仲 kreuzigen

"-' kreuzen (Kreuz) 

③形容詞+加音 -ig

少数の語に限られる。

jin ferwissigje r確認するJ(wis r確実なJ) 

festigje/festigje i(注意を)向ける、(期待を)かける、設立する、確

立させるJ(fest r堅固な、不動の、安定したJ) 

reinigje r掃除する、洗浄するJ(rein ri清潔な、純粋なJ) 

σ オランタ'誇とドイツ誇で上記の誇に対応するのは次の誇である。

フ jinferwissigje (wis)仲オ. zich vergewissen (gewis)仲ド.

sich vergewissern (gewiss) 

festigje/festigje (fest)特 vestigen(vast)仲 festigen(fest) 

reinigje (rein) 仲 reinigen(rein)仲 reinigen(rein) 

(4)加音ー igとは別の ωgによる rgje-動詞J

品詞転換の加音 -igによる rigje-動詞jとは別に、歯(茎)音 (t/d，zlr) 

で終わる語に -gを加えてから -jeをつける rgje-動詞」がある。今日では

-zで終わる語に -gをつける例が大部分である。この -gの付加による rgje

動詞」は名詞からの品詞転換、動詞からの派生、もとの名詞や形容詞などが

存在しない諾を含んでいて雑多であり、品詞転換に用いる加音とは言えない。

また、加音 -igによる rigje-動詞Jには -igを含まない動詞が併存するこ

とは少なく、語によっては明示的な意味の相違が見られることもあるが、 -g

による rgje-動詞Jにはすを含まない動詞がほとんど併存し、明示的な意味

の相違は見られない。さらに、 -gを含む rgje-動詞jはすべて文体的に書き

言葉的であり、 -gを含まない動詞は話し言葉的であるのにたいして、加音

-igによる rigje-動詞Jにはこのような相違が認められない。最後に、この

-gは西フリジア語に特有であり、オランダ語やドイツ語では対応する語にす

を含む語形は見られない。

bewiizgje-----bewiizje/bewize r証明するJ(bewiis r証明J) 
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drinzgje~drinzje/drinze r水を飲ませる、水にひたすJ(drinke r飲

むJ， 889(3)) 

grânzgje~grânzje r(犬などが)うなる、鼻声で話すJ

grinzgje~grinzje r(…と)隣接している、(…と)紙一重である」

(grins r境界J) 

priizgje~priizje r価格を定める;ほめる、評価するJ(priis r価格;

賞、ほうびJ) 

jin tjirgje~jin tjirje (<他に tsjirgje)r荒れ狂う、暴れまわるJ

なかには、加音 -igによる rigje-動詞Jやゼロ品詞転換による語形が併存

するものがある。これは歴史的にはすの付加によるが (Hoekstra1993a : 49 

f. )、 gの付加による語の大多数が Z で終わる語であることから、 -z以外

で終わる次の語は今日では加音 -igによる品詞転換とも解釈され得る(次例

は rgje-動詞J~ figje-動詞J~ rゼロ品詞転換」のI1震)。

nytgje'"'"'nytigje'"'"'nytsje (<他に nitelje/njidzje)r怒らせる、いらだた

せるJ

seingje~seinigje~seinje r祝福するJ(seine r祝福J) 

tiidgje~tidigje~tiidzje r期待する、当てにするj

次の諾は加音 -igによる figje-動詞Jやゼロ品詞転換による語形が併存せ

ず、書き言葉的でもない。これはおそらく名詞 reizgerr旅行者Jとの類推に

よると考えられる (ib.49f.)。

reizgje r旅行するJ(reis r旅行J) 

〈ア reizgerはオランダ誇の reizigerr旅行者j に対応する。 reiziger 立中

あドイツ誇 (Mittelhochdeutsch) の形容詞 reisic 騎馬武支をして出征

準備の整っ t:.J (乳代ドイツ語 reisig) の強変北男性学数形 reisiger

「誇馬武者J(現代ドイツ誇 Reisige(形容詩変北)からの借用と考えら

れる (DeVries/De Tollenaere 1971 : 570. Van Wijk 1912 (1980) 

542)。

ウオランダ誇とドイツ誇で上記の誇に対応ずるのは次の誇である o 局言語と

もに -g を伴うものはひとつもな¥，¥ 0 

フ. bewiizgje~bewiizje/bewize仲オ. bewijzen (bewijs)仲ド.

beweisen (Beweis) 

drinzgje~drinzje/drinze仲drenken (drinken) 仲 tranken(trinken) 

grinzgje~grinzje (grins) 仲 grenzen(grens) 仲 grenzen(Grenze) 

priizgje~priizje (priis) 特 prijzen(prijs) 仲 preisen(Preis) 

seingje~seinigje~seinje (seine)仲 zegenen(zegen)仲 segnen
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(Segen) 

reizgje (reis)仲間izen(reis) 仲 reisen(Reise) 

加音 -igによる rigje-動詞Jがオランダ語やドイツ諾にも存在し、本来、

西ゲ、ルマン語に共通して中世後期から発達したのにたいして、 -gによる rgje

-動詞Jは西フリジア語に特有であり、起源も比較的新しく、 17世紀西フリジ

ア語文学ルネサンス期の偉大な詩人、ギスベト・ヤーピクス (GysbertJapiks 

1603-1666)の作品に初めて登場する。当時、 rje-動詞jの -jには直前の子

音を口蓋イヒ (depalatalisearring)する強い影響力があり、ギスベト・ヤー

ピクスはこれを唯一、正書法に反映させた同時代の希有な文筆家だったと考え

られる。

しかも、 g の付加は単一の原因によるのではなく、直前の歯〈茎〉音の種類

に応じて次の 3種類の変化が起こった結果と考えられる (Hoekstra1993a : 28 

ff. )。まず、 -t/-dの蓋後で -gを付加したのは、後続する -j による口蓋化

の影響で破擦音化 (affrikatisearring)が起こる過程で、 -t/-dの後で何ら

かの摩擦音が存在する ([tj]/[dj]>[txj]/[む jJ>[tfJ/[d3])ことを示すた

めに、正書法で摩擦音を表わすす(j1 /)を挿入したためと解釈される。次に、

-z/-rの直後で -gを付加したのは、後続する-j への移行を円滑にするわ

たり音を表記したためと解釈される。そして最後に、上記の語とは別に、歯音

以外に -wで終わる語で w>gという変化を起こしたものが含まれる。これは

wjeというこつの半母音百/jの連続が発音しにくく、これを回避するため

に、軟口蓋化 (felarisearring)を起こしたためと考えられる。ただし、この

場合は歯音が先行せず、加音 -igと混同されることはないので、上記の二つの

変化とは性格が異なると言える。次の語が最後の場合の例である。

kδgje---kauje r噛む」

roegje~roaie/roeie r(ジャガイモを)掘り出す、(木を〉引き抜く J

skõgje~skoaie/skouje/skouwe r自撃する、検査する」

ケオランダ誇とドイツ誇で上記の誇に対応するのは次のま吾である。局言語と

もに -g を伴うものはひとつもな L、。

フ.kogje"-'kauje仲オ. kauwen仲ド. kauen 

roegje"-'roaie/roeie仲 rooien仲 roden

skδgje"-'skoaie/skouje/skouwe件 schouwen仲 schauen

ただし、この -gはこれ以後、生産的にはならず、今日残っている rgje-動

詞jの大部分はギスベト・ヤーピクスの作品に登場する語と他の語形との類推

による少数の語に限られる (Hoekstra1993a)0 -gを含む語形が今日でも用い

られる理由のひとつは、古風で荘重な印象を与えるために書き言葉で好まれる
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ためであり、西フリジア語の特徴としてオランダ語との相違をきわだたせる効

果もある。日g を含む語形が書き言葉的であり、含まない語形が話し言葉的で

あるのもそのためである。

にア fgje-動詞j がギスベト・ヤーピクスの作品に多く現われるという指摘は

19世紀前半から研究者によってなされているが、とくに 19世妃末の茜フリ

ジア誇文法書 VanBlom (1889: 121) は fgje-動詞J(-g) と figje-動詞J

(-ig) を正確に区別している。同書はまた、 besteegjer(時間・金を)費

やすJ(オ. besteden) が bestedigjeに由永し、 fgjeー動詞j ではな〈、

figjeー動詞 j であることなど、個々の点、も正し(明示している。 20-J!!:-~己

前半までに出版された丈法書はどれも rgje-動詩J と rigje-動詞j を明

確には区別しておらず、問書はこの点ですぐれている。

σ 岳フリジア誇でも、島の方言、すなわち、スキルへ島方言 (Skylgersk)

とスキエルムンツエアハ島方言 (Skiermuntseagersk)、それにヒルべン

(Hylpen，オ.Hindeloopen rヒンデローべン J)方言 (Hynljippersk) で

は、 fgje-動詞J(-ig) は見られるが、 rgje-動詞J (-g) はほとんど見ら

れない (Hoekstra1993a : 27) 0 
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S 92 現在分詞 (fuortsettendmulwurd) 

(1)まとめ

分詞 (mulwurd，partisipium)には現在分詞と過去分詞がある。

現在分詞の語形は S68(3)(b)で述べた。用法については、形容詞的・副詞

的に用い、英語の進行形のように助動詞とともに特別な構文を形成することは

ないことを同所で指摘した。現在分詞は過去分詞と同様に、名詞を修飾する限

定用法、動詞を修飾する副詞用法、それに名詞に相当する独立用法で用いるこ

とができる。形容詞化した現在分詞も少なからず存在し、名詞化した現在分詞

もある。この場合、アクセントの交替を起こす語がある。以下、用例と補足説

明を加える。

(2)現在分詞の用法

(a)限定用法と「冠飾匂J

現在分詞には形容詞の限定用法と同様に、名詞を修飾する用法がある(名詞

勾を[ Jで示す)。

[In sliepende wolfJ rint gjin skiep yn 'e bek. r眠っている狼は羊を

捕まえる(=走っていって口にくわえる)ことはない(=慎重に物事を行

なわない者は白擦を達成できない。ことわざ)J(sliepe r眠るJ)(Bein-

tema 1990 : 143) 

1!en moat gjin [sliepende h加 enJwekker meitsje. r患っている犬は起

こしてはいけない(ことわざ)J(sliepe r同上J)(Dykstra 2000 : 1151) 

[Kreakjende weinenJ duorje langst. rきしむ音をたてる車が一番長持ち

する(ことわざ)J(kreakje rキーキーいう、きしむJ)(ib. 1152) 

[In fleanende krieJ fangt altyd wat. r飛んでいるカラスはいつも何か

を捕らえる(ことわざり (fleaner飛ぶJ)(ib. 1152) 

[Losrinnende hOnenJ is in kwea. r放し飼いの犬は害悪だJ(losrinne 

「自由に歩き回るJ、単数形 isは「犬の放し飼い」という現象自体の意

味に一致、 S30(6)⑤)(ULI' S， C 7 : 29) 

現在分詞がふつうの形容詞と同様に副詞的な文成分や目的語を伴って、とき

には複雑な修飾成分(冠飾句〉を形成することがある。

Skuorbot wie [in algemien foarkommende sykteJ. r壊血病は普通に起こ

る病気だったJ(foarkomme r起こるJ)(ULI' S， B 3 : 11) 

[De slim tanimmende befolkingsgroeiJ freget te grutte offers fan 

de natoer. r急激に増大する人口増加は自然からあまりにも大きな犠牲を

要求するJ(freegje r増えるJ) (ULI' S， C 9 : 7) 
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Dizze rnap jout wiidweidige ynforrnaasje oer [yn Frys1an wurkjende 

en wenjende keunstnersJ. rこの資料ファイルはフリースラントで仕事を

し、居住している芸術家についてくわしい情報を与えてくれるJ(ULI' S， 

C 19 : 22) 

ただし、この構文は一般に話し言葉ではあまり用いず、書き言葉でもそれほ

ど多くない。とくに目的語を含んだり、修飾語勾が長く複雑なときはそうであ

る (Tiersrna19992 
: 124)。

Kenne jo [de in boek 1ezende studinteJ? rあなたは本を読んでいるそ

の女子学生をご存じですかJ(稀〉

(b)独立用法

現在分詞は形容詞の独立用法と同様に名詞に相当する語としてはたらき、被

修飾名詞を省略して眼定詞とともに名詞句を形成することがある。

In aardige definisje fan rek1arne is de fo1gjende : De rek1arne hat 

as doe1 in geast1ik rnak1iker rneitsjend proses (Huizinga). r広告の

巧みな定義としては次のもの(=次の定義 defo1gjende (definisje)) 

がある:広告とは精神的に容易にする過程である(ホイジンガ)J

(fo1gjend r次のJ(3)(a)← fo1gje r後続する、従う J)(ULI'S， B 10:8) 

Der wurdt dan ek in soad jild stutsen yn it sykjen fan nije 

rnedisinen en yn it ferbetterjen fan a1 besteande. rそれからまた新

薬の開発と現行のもの(立すでに存在している薬品、 a1besteande 

(rnedisinen))の改良に大金が投入されるJ(ULI' S， C 6 : 9) 

次例の itfoargeandeは中性名認の省略ではなく、「上述の(=前の〉ことj

という意味の名詞句相当表現である。

De narnrne is ut it foargeande te ferk1earjen. rその名前は上述のこと

から説明され得るJ(ULI'S， B 17: 21) 

(c)副詞用法

現在分調には動詞を修飾する菌j詞用法がある。

Hy sjocht har 1aitsjend oan. r彼は笑いながら彼女を見つめる」

Oaitsje r笑う J)(ULI' S， A 16 : 8) 

Fluitsjend run er fierder. r口笛を吹きながら彼はさらに走り続けたj

(flui tsje r口笛を吹く J)(Boersrna/Van der習oude19802 
: 81) 

Maria wurdt 11Uverjend wekker. rマリアは身震いして目を覚ますJ

(huverje r震えるJ) (Bosrna-Banning 19812 : 77) 

この用法ではでを伴うことがある (s68(3)(b))。

日eastensite wy steande by it oanrjocht. rたいてい私たちは流し台の
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ところに立って食事をするJ(Bangma 19932 
: 113) 

ただし、この -eは義務的ではない。

Se rOn f1uitsje凶作)de dyk del. r彼女は口笛を吹きながら道を歩いて

(下って)行ったJ(f1uitsje r口笛を吹く J)(Tiersma 19992 
: 123) 

動詞を修飾する副詔用法や、名詞と同格的に用いて関係文に相当する長い句

に現在分詞を用いる、いわゆる分調構文が文章語では見られることがある。

[Op syn teantsjes steand(e)J koe it bern it reedriden krekt sjen. 

fつま先で立ちながら、子供はスケート競技をやっと見ることができたJ

(stean r立つ、立っているJ)(ib. 123) 

(3)形容詞化・名詞化した現在分詞

現在分詞が独立した形容詞になっている語がある。

(a)根定用法

次の現在分詞 folgjendはオ. volgend/ド. folgend/エ. fol1owingと陪様

に、「次のJという意味で形容詞化している。

Beantwurdzje mOnling de folgjende fragen. r次の質問に口頭で答えな

さいJ(folgjend r次のJ←folgje r後続する、従う J)(ULI' S， C 17 : 9 

変更)

次例の現在分詞も同様である。 foarδfgeandr前記のJ(←foardfgean r先行

するJ)もこれに属する。

De neikommende wurden moatte der yn foarkomme. r次の単語はその中に

出て来なければなりませんJ(neikommend r次のJ←neikommer後に来るJ

(ULI' S， C 19 : 30) 

次例の Ondersteandr下記の、次の」は underr下にj十 steanrある、立っ

ているJの複合語だが、 'Ondersteandのようにアクセントが第 1音節にある。

これは無アクセントの接頭辞 Onder-'をもち、意味的にも異なる非分離動詞

under'stean r敢行する、〈質問して意見を〉開き出すj とは別の語である。と

くに 2番目の用例に冠認がなく、一種の限定詞のように機能しているとも言え

る。

Lear de 0ndersteande wurden. r下記の語を学びなさいJ(ULI' S， B 12 : 

13) 

Les 0ndersteande tekst in pear kear goed oer， r下記のテキストを数

罰よく読み直しなさいJ(ULI' S， B 11 : 6) 

(b)複合名詞に相当する「現在分詞+名詞」

「現在分詞+名詞Jで複合名詞に相当する援合語(合成語〉を形成する場合
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がある。

byldzjende keunst r造形芸術J/byldzjende keunstner r造形芸術家J

(byldzje r(絵画・彫刻・写真などで)表現するJ) 

fuortsettend mulwurd r現在分詞J(fuortsette r続けるJ) 

ofsluttend mulwurd r過去分詞J(δfslutte r閉じる、終結するJ) 

It hOs stie oan in [dearinnend strjitsjeJ. rその家は袋小路に面して

建っていたJ(dearinne r行き止まりであるJ)(Bosrna-Banning 19812
: 84) 

この場合、とくに中性名詞の専門用語では形容詞の変化語尾 eを欠くこと

が多い。

it [fuortsettend mulwurdJ r現在分詞J

it [ofsluHend mulwurdJ r過去分詞J

これは現在分詞が「現在分詞+名詞Jという複合名詞の一部のようになって

いるためと考えられる。 f形容詞+名詞」という一種の複合名詞で形容認の部

分が変化語尾 -eを欠くのも、これと同様である。

i t [iepenbier ferfierJ r公共交通J(形容詞 iepenbierr公共のJ) 

it [besitlik foarnamwurdJ r所有代名詞J(形容詞 besitli註「所有のJ)

(c)名詞化した現在分詞

現在分詞が名詞化して定着した語もある。この場合、形容詞の変化語尾 e 

がつく。以下では冠詞をつけた語形で示す。

{in/de} leauwende r信者J(1eauwe r信じるJ) 

{in/de} oerlibjende r生存者、生き残り J(oerlibje) r生きのびるJ

{in/de} foldwaande r合格点J(foldwaa凶作)r十分な」←foldwaanr十

分であるJ) 

{in/de} Onfold官aander不合搭点J(Onfoldwaande r不十分なJ←

foldwaan r十分であるJ) 

(d)叙述用法と副詞用法

西フリジア語の現在分詞は英語の進行形 rbe十現在分詞Jと違って、助動詞

と特別な構文を形成することはない。しかし、形容詞化した現在分詞の中には

(a)の限定用法〈名詞修飾)と並んで、 wezer…であるJ， wurde r...になるJ， 

bliuwe r…のままであるJなどのコプラ〈連結詞〉とともに叙述用法でも用い

るものカfある。

be tredigjend r十分な、満足のいく J/Onbe'fredigjend r不十分な」

(be rredigje r満足させるJ) 

duorjend r継続的な、絶え間ないJ(duorje r継続するJ) 

fer'bazend r驚くべきJ(fer'baze r驚かせるJ) 
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fer'skillend r異なった、いろいろなJ(fer'skille r異なるJ) 

floeiend r流暢なJ(floeie r流れるJ) 

passend r適切であるJ(passe r適する J) 

razend r猛烈な、激しいJ(raze r暴れる、疾駆するJ) 

rinnend r走行中の、運転中の、流通しているJ(rinne r歩く、走る、動

く、進行するJ) 

spannend r興奮させるような、はらはらするようなJ(spanne r張る、緊

張させるJ) 

unwittend r無知の、気づかないJ(witte r知っているJ) 

It adfys fan dy kommisje is net binend. r委員会の助言に拘束力はな

いJ(叙述用法、 binendr拘束力のある、義務的なJ←biner結ぶ、束縛

するJ) (ULI' S， C 14 : 16変更〉

Fanselssprekkend moatte de bepalings binend wurde foar beide 

partijen. rもちろん、その規定は両方の党にとって拘束力のあるものに

なる必要があるJ(叙述用法、向上)(WFT1986/2 : 290変更)

ふつうこれは動詞を修飾する爵j調用法でも用いる。

De measte dokters hawwe it net altiten oan tiid OID harren yngeand 

dwaande te halden mei de swierrichheden fan harren pasjinten. r大
部分の医者は患者の苦しみに親身になって相手をするための十分な時間が

いつもあるとは限らないJ(副詞用法、 yngeandr詳細な、立ち入った」←

yngean r入り込むJ dwaandeはくの参照)(ULI'S， C 6 : 31) 

(e)アクセントの交替

形審詞化・名詔化した現在分詞が明確な複合語の一部である場合には、アク

セント(ごと主アクセント)が後半部にある語が存在する。形容詞化・名詞化し

ていないふつうの現在分詞では、このようなアクセントの交替は起こらない。

①アクセントの交替を起こしている語

I)名詞+動詞

belang'stellend r関心・興味をもったJ(be' lang r興味、関心J+stelle 

「置く、立てるJ) 

god'freezjend r敬度な、神を恐れるJ(god r神J十 freezjer恐れるJ) 

u)形容詞・副詞+動詞

goed' wo 11 end r善意のJ(goed r良いJ+wolle r欲するJ) 

ni)分離動詞

yn'gripend r敏底的な、断固たるJCyn!gripe r介入する、食い込むJ) 

oan'haldend r持続的な、絶え関ない、しつこい」ぐoan!halder持続する、
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持続させる、関執するJ) 

oprallend I目立った、特異なJC op I falle I目立つ、奇異な感じを与え

るJ) 

これはふつうの複合語の形容詞でも同様のアクセントの交替が起こること

があるのと似ている。

mellijich I同情心のある、思いやりのある JCmei.lijen I同情、思い

やり J) 

oar'spronklik I本来のJ('oarosprong I起源J) 

regel'mjittich I規則的なJ(regel I規則J) 

ウオランダ誇とドイツ誇で上記の誇に対応するのは次の誇である。オランダ

誇は岳フリジア誇に類似しているが、ドイツ誇でアクセント(=主アクセ

ント)が後半部にある誇はとくに認められない。

フ， belang'stellend (be'lang十 stelle)仲オ， belang'stellend 

(be' lang+ stellen)件ド.なし

god'freezjend (god十 freezje) 仲 god'vrezend (god + vrezen)件な

し (Gott十furchten) [形容詞 'gottes.furchtig(Gottes.furcht)] 

goed' wollend (goed + wolle) 仲 [wel'willend(wel十willen)]仲

['wohlwollend (wohl十wollen)] 

yn'gripend ('ynlgripe) 仲 in'grijpend('inlgrijpen)仲

'eingreifend ('einlgreifen) 

oan'haldend ('oanlhalde)仲田n'boudena('aanlhouden) 件 ['an-

dauerndJ ('anldauern) ] 

op'fallend ('oplfalle)仲op'vallend('oplvallen)仲，auffallend 

(' auf I fallen) 

形容詞 mei'lijich('mei.lijen)件現在分詞 mede'lijdend('mede-

lijden)仲形容詞 'mitleidig('Mit.leid) 

oar'spronklik ('oar.sprong) 件。or'spronkelijk('oor.sprong)仲

'ursprunglich ('Ur.sprung) 

regel'mjittich (regel) 仲 regel'matig(regel)特 'regelm叫 ig

(Regel) 

②アクセントの交替を起こしていない誇

アクセントが前半部にある語も多い。

i)名詞+動詞

'stimhawwend I有声のJ(stim I声J+ hawwe IもっているJ) 

'tsjinstdwaand I勤務中の、当直のJ(tsjinst I勤務、奉仕J+dwaan 
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「するJ) 

'skoalgeand r就学中の、就学義務のある J([neiJ skoalle r学校[へJJ

+gean r行く J) 

。形容詞・副詞+動詞

'stilsteand r静止した、よどんだJ(stil r静かなJ+stean r(…の状態

で〉ある、立っているJ) 

'stilswijend r無口な、培黙の、言外のJ(stil r静かなJ+swije r沈黙

している、静かになるJ) 

iii)分離動詞の分離成分:不変化詞

yngeand r詳細な、立ち入ったJ(ynlgean r入り込むJ) 

'trochgeand r直通の、通り抜けの、一貫したJ('trochlgean r通り抜け

る、実行されるJ) 

'trochslaand r決定的な、著しいJ('trochlslaan r打ち抜く、突き抜け

るJ) 

ケオランダ誇とドイツ誇で上記の誇に対応するのは次の誇である o

フ. 'stimha開 end(stim十hawwe)仲オ. 'stemhebbend (stem十 hebben)

件ド.なし (Stimme+haben) 

'tsjinstdwaand (tsjinst+dwaan) 仲 'dienstdoend(dienst十 doen)

件['diensthabend (Dienst + haben) J 

'skoalgeand ([neiJ skoalle+gean)仲 'schoolgaand([naarJ school 

十gaan)仲なし ([{in/auf}dieJ Schule十 gehen)

'stilsteand (stH + stean) 件 'stHstaand(stH + staan) 特

'stillstehend (still十stehen)

'stilswijend (stil十四ije) 件 'stilzwijgend(stil十 zwijgen) 仲

'stillschweigend (still十 schweigen)

'yngeand (ynlgean) 仲 ['diepgaand(diep r深いJ十gaanr行〈、進

行する J) ]仲eingehend(einlgehen) 

'trochgeand ('trochlgean) 仲 'doorgaand('doorlgaan) 仲 'durch-

gehend ('durchlgehen) 

'trochslaand ('trochlslaan)特 'doorslaand('doorlslaan) 仲

'durchschlagend ('durchlschlagen) 

③アクセントの位置に揺れが認められる諾

アクセントの位置が前半部か後半部かで揺れが認められる語もある。

i)名詞+動詞

frucht'dragend (Zantema 1984:315， Dykstra 2000:192)/'fruchtdragend 
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(WFT 6/1989 : 387) r実り豊かなJ(←frucht r果実、成果J+drage r運
ぷ、もたらすJ) 

日〉形容認・副詞+動詞

fansels'sprekkend (曹FT5/1988: 232， Dykstra 2000 : 135)/fan'sels 

sprekkend (Zantema 1984 : 232) r自明のJ(fan' sels r自然に、もちろんj

十sprekker話す、表明する J) 

ni)分離動詞の分離成分:小辞(不変化詞)

'utlslutend/ut'slutend rもっぱらの、独占的なJ(ιtlslute r閉め出す、

除外する〉

ウオランダ誇とドイツ語で上記の誇に対応するのは次の誇である。

フ. frucht'dragend/'fruchtdragend (frucht十 drage)仲オ. vrucht-司

'dragend (Heemskerk/Zonneveld 2000: 802)/'vruchtdragend (G剛T

1992 : 3489) (vrucht + dragen)仲ド. 'fruchttragend (Frucht十

tragen) 

fansels'sprekkend/fan'selssprekkend (fan'sels十 sprekke)仲

vanzelf' sprekend (van' zelf+ spreken)仲なし (vonselbst十

sprechen) 

'utlslutend/ut'slutend ('utlslute)特 uit'sluitend('uitlsluiten) 

仲〔形容認 'ausschlieslich/aus'schlies.lichJ ('auslschliesen) 

(f) -eを伴う形容詞化・副詞化・前置調化した現在分詞

① -eを伴う現在分詞

S 68 (3)(b)で述べたように、現在分詞は部詞用法で eを伴うことがあ

る。一方、 -eを伴う語形として定着している諾が少数存在する。

dwaande r従事している、多忙なJ(②参照， dwaan rするJ) 

geande r現行の、運転中の、影響中のJ(gean r行く、進行する J) 

副詞 sa'dwaanderそのようにしてJ(sa rそのようにJ+dwaan rするj

アクセントの交替に注意〉

Sadwaande wurdt gans jild stutsen yn it sykjen fan nije medisinen. 

「そのようにして新薬の開発に大金が投入されるJ(ULI'S， C 11: 7) 

形容詞・前置詞 oan'geandeト・にかんする、…にかんしてJぐoanlgean

「…に関係するJ アクセントの交替に注意)

次の語には副詞用法以外にもでがつくことがある。

foldwaand(e) r十分なJ/unfoldwaa凶作)r不十分なJ(foldwaan r十分で

あるJ) 

。fdwaa凶作)r十分な、決定的なJ(ofdwaan r取り外す、扱う、片付け
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るJ) 

形容詞・前置詞 oanbelangjend(e)r…にかんする、ーにかんしてJ

(oanlbelangje r…に関係するJ) 

② dwaande r従事している (mei…に〉、多忙な (mei…で)J

形容詞化した現在分詞として頻繁に用いる語に①でも触れた dwaandeが

ある(オ. bezig/エ. busy/ド. beschaftigtに相当)0dwaandeは te-第

2不定詞句を伴うなどして、進行形としての役割を担うこともあるく 896

(8)(e))。なお、過去分詞 dien参照(893 (3)(a)④〉。

Mems dwaande mei de tee. r母はお茶を入れているJ(Bosma-Banning 

19812 
: 11) 

百ybinne dwaande rnei de Fryske les. r私たちはフリジア語の勉強をし

ていますJ(ib. 40) 

Junenlang hawwe hja dwaande west om it feest in feestlik oansicht 

te jaan. r幾晩もの問、彼らは祭りに盛大な装いを施すために働いていたj

(ULI' S， A 17: 7) 

Wat is der dwaande? rそこで何が起こっているのですかJ(Zantema 1984 

: 209) 

De measte dokters hawwe it net altiten oan tiid om harren yngeand 

dwaande te halden mei de swierrichheden fan harren pasjinten. r大

部分の医者は患者の苦しみに親身になって相手をするための十分な時間が

いつもあるとは隈らないJ(jin dwaande halde r…に従事する・取り組む

(mei…に)J(ULI' S， C 6 : 31) 

次の文は副詞用法の伊jである。

Al dwaande leart出en.r物事を行ないながら人は学ぶものだ(=経験は

最良の師。ことわざ)J (Dykstra 2000 : 1150) 
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S 93 過去分詞 (ofsluttendmulwurd) 

(1)まとめ

過去分詞の語形は S68から S72にかけて詳述し、助動詞とともに用いる完了

形・受動態での用法は S75とS78で言及した。形容詞化した過去分詞と能動態

完了形・受動態完了形の区別については、 S78(5)(d)で用例とともに説明した。

過去分詞が命令の意味では使えないことは S74(3)(d)で述べた。

過去分詞は現在分詞と同様に、名詞を修飾する限定用法、動詞を修飾する部

詞用法、それに名詞に相当する独立用法で用いることができる。また、形容詞

化した過去分詞には wezer…であるJなどのコプラ(連結詞〉とともに叙述

用法でも用いるものがある。ただし、この場合は上述のように、能動態完了形・

受動態完了形との区別に住意する必要がある。

以上の用法の中でとくに注意が必要な点を選んで補足説明する。

(2)過去分詞の用法:補足

(a)限定用法:自動詞と他動詞の相違

動作の結果を明示する過去分詞は名詞を修飾する限定用法で用いることがで

きる。自動詞では一般に完了の助動詞が時間一支配であり、状態の移行を表わ

す語がこれにあたり、被修飾名詞は能動態の主語に相当する。他動認では結果

を明示するのは能動態における動作主としての主語ではなく、被勤者としての

直接目的語なので、過去分詞は受動態の意味になる。被修飾名詞は能動態の被

勤者としての直接自的諾に相当する。

限定用法の過去分詞は接頭辞や分離動詞の分離成分(不変化詞)を伴う傾向

があるが、これは動作の完了とその結果の意味を明示するためと考えられる。

西フリジア語の過去分詞がオランダ語やドイツ語と違って、接頭辞 geーを欠

くことをその理由として指摘する意見もある (Tiersma19992 
: 124)。

it {werfune/?fune} bern r見つかった〈之江見つけられた子供J(werfine 

「再び見つけるJ)(Tiersma 19992 
: 124) 

de {盟主主旦/?主主g}tsi is r食べられたチーズJ(opite r食べ尽くすJ) 

(Tiersma 1985 : 136変更)

①自動詞の過去分詞

Sy hawwe [in ferdwaalde hun] fun. r彼らは道に迷った犬を見つけた」

(ferdwale r道に迷う J)(札l'S， B 7 : 21) 

Allinne by [in 1nislearre rispinge] waarden fleis en molke brukt. 

「不作の年(=うまくいかなかった収穫のとき)だけに肉と牛乳が用いら

れたJ(rnislearje r失敗するJ)(UL1' S， B 3 : 11) 
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[De offallen bledenJ百aaiefuort op 'e wyn. r落ち葉(=落ちた葉〉

が嵐に吹かれて飛んでいく J(δffalle r落下するJ)(ULI' S， A 9 : 7) 

②他動詞の過去分詞

[In lime boekJ falt samar ut elkoar. rにかわで綴じた本はすぐにばら

ばらになるJ(limje rにかわで綴じる・接着するJ)(U日's，A 16 : 13) 

Op 'e tafel stiet [in snijde bδlel rテープソレの上にスライスした

(=スライスされた〉パンがあるJ(snije rスライスする、切るJ)(田XS，

A 3 : 26) 

(b)眼定用法:冠飾句

現在分詞やふつうの形容詞と同様に、過去分詞が副詞的な文成分や目的語を

伴って複雑な修飾成分(冠飾句)を形成することがある。

[De kursyf printe wurdenJ binne bywurden. r斜体字で印刷されている

語が副詞ですJ(printsje r印刷するJ)(ULI' S， B 19 : 14) 

[Mei de han skreaune ferhalenJ wurde uttypt. r手書きの(=手で書か

れた〉物語はタイプ打ちされるJ(skriuwe r書く J)(ULI' S， A 15 : 8) 

Dit jout der [in moai en mei sin wat 0erdreaur1 foarbyldJ fan. rこ

れはそれについてふさわしく、意図的に多少誇張された例である(=例を

提供する )J(oerdriuwe r誇張するJ)(Breuker et al. 1984: 17変更)

Foar de folsleinens moat hjir ek noch in wurdmennich sein wurde 

oer [de mei ‘der' as earste lid foarme pronominale adverbiaJ. r完

全さを期するために、最初の成分が derを用いて形成された代名詞的副

詞について、ここでなおまた一言しておく必要があるJ(foarmje r形成す

るJ)(Hoekema 1983 : 89) 

Dit wurd ferwiist nei [in sa't liket al earder neamd plakJ. rこの

語はすでに以前に名前を挙げられたと思われる笛所を指し示しているJ

(neame r名指しする、名づけるJ)(ib. 88変更〉

(c)副詞用法:分詞構文

動調を{喜飾する副詞用法や、名詞と同格的に用いて関係文に相当する長い句

に過去分詞を用いる、いわゆる分詞構文が文章語では見られることがある。

De Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij， 0prjochte yn 1899， 

hat yn 1901 it spoar Ljouwert-Stiens-Dokkum-Mitselwier oanlein. 

「北部フリースラント地方鉄道会社は、 1899年に設立されたものだが、

1901年にリャウエト〈オ. Leeuwarden rレーヴァルデンJ)ースティエン

ス(オ. Stiens rスティーンスJ)ードクム(オ. Dokkum rドクムJ)ーミ

ツエルヴィエル(オ. Metslawier rメツラヴィールJ)に鉄道を敷いたj
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(oprjochtsje r設立するJ)(ULI' S， C 18 : 8変更)

次は berner生まれたJを含む用例である。 berneは本来、 bernjer生む」

の過去分詞だが、ほとんど形容詞化しているとも言える。

Berne yn 1821 yn Froubuorren， komt胃alingDykstra yn 1840 as 

bakker yn Spannum te wenjen. rヴァーリンク・ディクストラ 0821-

1914、西フリジア語辞書編集者、作家、民俗学者)は1821年にフラウブオ

レン(オ. Vrouwenparochie rヴラウエンパロヒーJ)に生まれ、 1840年

にパン屋としてスポヌム(オ. Spannum rスパヌムJ)で暮らすようになっ

たJ(Stienstra 1982 : 71) 

(d)名詞句+過去分詞+kri je 

これは能動態で間接目的語に相当する受益者の意味の名詞匂を主語として表

現する構文として、ある程度の生産性がある(ド. bekommen一受動)。たとえば、

tastjoere r送る、送付する」を例に取ると次のようになる。

immen eat tastjoere r人に物事を送るJ

~eat tastjoerd krije r物事を送られる・送ってもらう j

De boekjes mei de programs foar de nije kursussen， dy't alle 

jierren utjun wurde， kinst fergees tastjoerd krije. r舘年、刊行さ

れる新しい講習のプログラムつきの本を君は無料で送ってもらえる」

(ULI' S， B 19 : 26変更〉

(3)形容詞化した過去分詞など

(a)形容詞化した過去分詞

形容認化した過去分詞には多くの語がある。次にいくつか例を示す。

①限定用法

Yn [it omkearde gefal] leit dat gelyk. r逆の場合もそれは詞様です」

(omkeard r逆のj←omkearer逆にする、裏返すJ)(ULI' S， B 12 : 11) 

[Dronkene lju] en lytse bern sizze de wierheid. r酔っぱらい(=酔っ

た人々)と小さな子供は真実を言う〈ことわざ)J(dronken r酔っぱらつ

た」←dri出er欽むJ) (Dykstra 2000 : 1150) 

Freegje jo kursuslieder of [in betuft frysktaligeJ. r講師の先生か

フリジア語の熟達した話し手にたずねなさいJ(betuft r熟達した、能力

のあるJ、本betufeという動詞は存在しない)(ULI'S， B 4 : 15) 

②複合名詞に相当する「過去分詞+名詞J

形容認化した過去分詞に眼らず、「過去分詞+名詞」で複合名誌に相当す

るものを形成する場合、とくに中性名詞のときに形容詞の変化語尾 -eを
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欠くのは、現在分詞や形容詞と同様である(~92(3)(b))。

it {[beskaat lidwurd]/[unbeskaat lidwurd]} r定冠詞/不定冠詞」

(beskaat r特定の、個別化・眼定されたJ/unbeskaat r不特定の、個別化・

程定されていないJ←beskieder限定するJ) 

③副詞用法

Hja seagen him benijd oan. r彼らは彼を興味深そうに見つめた」

(benijd r好奇心に満ちた」←benije r好奇心を起こさせるJ)(Bosma 

Banning 19812 
: 95) 

Hy docht de doar iepen en sjocht ferheard. r彼はドアを開けて、驚い

て目を向けたJ(ferheard [fdrhIdt] r驚いた」∞ferhearre[fdrjErd] 

「尋問する;聞き違える (jinferhearre)J )(ULI' S， A 16 : 8) 

Hy docht it krekt ferkeard. r彼はそれをまさに間違ったやり方でやる」

(ferkeard r間違った」∞ferkearer変わる、交わるJ(ULI'S， C 7: 12) 

De Beetsters wenje ferspraat troch it fjild. rベーツの住民は野原に

散在して居住しているJ(ferspraat r散在した」←fersprieder散らば

るJ)(ULI' S， B 2 : 15変更)

④ dien r過ぎ去った、終わった、けりがついたJ

dienは dwaanrするJの過去分詞だが、上記の意味では形容詞化してお

り、慣用句を含めて頻繁に用いる点で特筆に値する。なお、現在分詞

dwaande 参照(~92(3)(0)。

1t is rnei hirn dien. r彼はもうだめだ/彼は死んだJ(Zantema 1984 : 176) 

1t is rnei us dien. r私たちの友情はおしまいだJ(ib. 176) 

1t leste stik fan dat boek hie er yn 'e hjerst fan 1976 dien rnakke. 

「その本の最後の部分を彼は1976年の秋に完成していたJ(dien meistje 

「完成する、終えるJ)(Ut de Srnidte 1997/2 : 1) 

Hast it al heard tink， 'k ha dien krige by de baas. rもう聞いたと

思うけどさ、おれは上司に(=上司のもとで)クピにされちゃったよJ

(dien krije r免職になる、クピにされるJ)(ULI' S， C 13 : 13) 

Nei [dien wurkJ is 't {noflik/goed} resten. r仕事を終えた後(=終

わった仕事の後)は{心地よく/よく}休める(ことわざ)J(Beinterna 

1990 : 27， Dykstra 2000 : 1153) 

(b)副詞化・数量詞化・前置詞化した過去分詞

①副詞化した過去分詞

koartsein rょうするに」は‘koartr妓く j 十sizzer言う J'の複合語

として副詞的に用いる。
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Eoartseir1 brukst taa1 as kommunikaasjemidde1. rょうするに、言語は

コミュニケーション手段として使うのであるJ(ULI' S， B 20 : 16) 

②数量詞イとした過去分詞

ferskate rいくつかの、さまざまの」は語形的に対応する動詞 ferskiede

「死ぬ」とは意味がかけ離れており、形容詞化しているだけでなく、数量

詞化している。

ferskate sokke minsken r何人かのそのような人々 J(Hoekstra 1994 : 

520) 

de ferskate minsken rその何人かの人々J(ib. 520) 

ferka1den r風邪をヲI~，た j については s 88(1)(a)参照。

③前置詞化した過去分詞

sjoen r…を考慮、して、…を見ればJ， utsein r…を除いてJ

複合前置詞 :δfsjoenfan r…を別にして、…を除いてJ

sjoen (←sjen r見るJ)と utsein(~útsizze r述べる、表明するJ) 

の2語は呂的語を伴う点で、過去分認としては例外的である。意味的にも

論理関係を表わしており、前置詞とみなすことができる。 δfsjoenfan 

(←ofsjen r断念する、放棄する (fan…を)Jも複合前置詞とみなすこと

ができる〈オ. afgezien van r…を別にして、…を除いてJ)。

Der wurdt wo1 oannommen， dat fan a1ds it suden fan Frys1an mear as 

it noarden iepen lei foar ynterferinsjes. Dat soe [叫盟nde 

lizzingJ hiel skoan te begripen weze. rフリースラントの南部は北部

よりも言語干渉を受けやすいと考えられている。そのことは位置を考慮す

れば、きわめて良く理解できょう J(Breuker et a1. 1992: 17) 

[Utsein曹imJslaggen se allegearre foar it eksamen. rヴィムを除い

て彼らは全員、試験に合格したJ(Vledder/De Jager-De Boer 1991 : 338 

変更〉

ウオランダ誇とドイツ誇で上記の語に対応するのは次の誇であるの

フ. koartsein件オ. kort gezegd仲ド. kurz gesagt 

ferskate仲 verscheidene件 verschiedene

sjoen仲 gezien仲なし

。tsein仲 [uitgezonderd]仲 [ausgenommen]

δfsjoen fan件 afgezienvan件 abegesehenvon 
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S 94 不定詞 (ynfinityf，nammefoarrn):概観

868(3)で述べたように、西フリジア語には 3種類の不定詞がある。「第 3

不定詞(命令形不定詞)Jは形態的には命令形と同形であり、歴史的にも関係

があるが、命令の意味はなく、今日では不定詞の一種とみなすのが適当である。

「第 2不定詞 (en-不定詞)Jは「動名詞 (gerundium)Jとも言い、歴史的には

変化語尾を伴った不定詞、すなわち「屈折不定詞jであるが、かつて現在分詞

だったものも一部で加わっている。不定詞に 3種類あることは北フリジア語で

も同様である。第 1不定詞 (e-不定認)と第 2不定詞 (en-不定詞)の区別は

フリジア語群すべてに共通しており、用法上の区分も本質的に再ーである。こ

れは他のゲルマン語と比較して顕著な特徴と

868(3)でも述べたが、以下に操り返す。

(a)第 1不定詞 (e-不定詞〉

①語 形

る。語形とおおまかな用法は

不定詞語幹+{-e/-je/-n} : sile r帆走するJ(e-動詞)/tankjer感謝するJ

(je-動詞)/jaanr与える J(n-動詞)

②用 法

無標の不定詞であり、辞書の見出し語でも動詞はこの語形で示される。文

中の統語的役割を担わずに、単独で用いることがある。

話法の助動詞、使役の助動詞、代動詞山aan(オ. doen/ド. tun/エ. do) 

などと用いる。

名詞用法で用いるが、統語的には動詞としての性格を保っている。

てア 19世紀の岳フ 1)ジア誇の詩書やき毒素集には見出し誇に第 2不定詞 (en-不

定詞)の語形が用いられたことがあった。これは不定詞が -enで持わる

オランダ誇やドイツ語の影響ど考えられる (Hoekstra1997 : 1)。

(b)第2不定詞 (en-不定詞、動名詞〉

①語 形

不定詞語幹+{-en/一jen/-n}: silen/tankjen/ jaan 

ただし、加/hawwer持っているJの第 2不定詞はともに hawwenであり、

*hanではない。

②用 法

名詞用法で用いるが、この用法では第 1不定詞よりも名詞的性質が強い。

知覚動詞構文のほかに、アスペクト動詞 bliuwe/geanなどと複合動詞的

に用いる。

不定詞標識 te(オ. te/ド. zu/エ. to)を伴って種々の用法で用いるが、

te第 2不定詞は teを伴わない第 2不定詞と性格を異にする点が多く、
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別に扱う必要がある。また、 te-第 2不定認は後述するように、すべて同

ーではなく、いくつかのタイプに分かれ、統語的に多様な性格を示す。

〈ア第 2不定詔を itgerundium r動名詞j のほかに、 dedoelfoarm (doel 

「目的j 十 foarmr形式J)と呼ぶことがあるが、「目的j という名称は第

2不定詞の用法の一部分を指すにすぎず、 i亙切とは言いがたい o

また、求書~の方言では標準語の ha/hawwe r持っている J は haだが、第

2不定詞の誇形もつねに ha(te-第 2不定詞も tehaのみ)であり、

jaan r与える J などの rnー動詞j と河様に第 1不定詞と詞形である。

(c)第 3不定詞(命令形不定詞〉

①語形

不定詞語幹+{-0/一je/不規則}: syl!tankje/ jou 

命令形と同じ語形を示す。

② 用法

並列型構文と従属型構文に分かれる。くわしくは後述。

σ 第 2不定詞 (en-不定詞)に相当する動名詞はかつてはドイツ誇やオラン

ダ誇にも存在した。両言語ともに、かつての動名詞 l立与格支配の前墨詞

ド. zu (<ze)/.オ. te (エ. to) に支配された動詞の名詞的な格変北形で

ある。ドイツ誇では、古くは -enで柊わる不定詞(ド. Infinitiv) にた

いして、動名詞(ド. Gerundi um) は -en(n)eで持わり、末尾音の -eが

中住専主数与格語尾だった。その説、さらにあいまい母音の誇本音消失が起

こって -eが消失し、ともに -en となって弱者の形態的区別は失われ、

両者は単一の不定詞に合流した。オランダ誇でも今回、 ドイツ誇と同誌に

不定詞はすべて -enで終わる 1種類しかないが、標準語で l主主義アクセン

ト音節本の -enの -nは発音上、脱落して -en[けとなるので、 -en と

-eの区別は不可能である。し t::.がって、第 1不定詞(=不定詞)と第 2

不定詞(=動名詞)の形態的な相違は存率し待ない。

岳フリジア誇では、古フリジア誇以前の段階で語末音消失の結果、かつて

の不定詞の末尾音 -anの -nが消失し、さらに -a>-e[けという弱北

が起こって、今日の第 1不定詞 (eー不定詞)に至っている o

一方、第 2不定詞 (en一不定詩)はニつの異なる起埠にさかのぼる。まず、

ドイツ誇とオランダ誇と共通に、かつての動名詞は与格支配の前亘詞 te

(ド. zu/オ. te/エ. to) に導かれ、末尾音 -enの -nは前亙詞 teに支

配された名詞の中性学数与格語尾の名戎りである (-ande>-en (e) > -en)。

もうひとつは、古フリジア誇の琉在分詞に白永するもので、 -and>-en(d) 

>-en という変仏の結果、動名詞と令流して現在の第 2不定詞 (en-不定
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詞)になった。名詞用法や teー不定詞は前宕に古永し、知覚動詞構丈やア

スべクト動詞 bliuwe(オ. blijven/ド. bleiben)/gean (オ. gaan/ド.

gehen/エ.go) や hawwe (オ. hebben/ド. haben/エ.have)/fine (オ.

vinden/ド. finden/エ.find) などと用いる用法はf走者に由永する。

このニつの異なる起涼は、今日の第 2不定詞の怯質を考察する上で示唆的

である。かつての動名詞に由永する前者の第 2不定詞は強い名詞的な性格

を有し、名詞用法において動詞的性格の強い第 1不定詞と区別される o

方、現在分詞に由永する後者の第 2不定詞は、名詞的性質とは無縁で、動

詞的な性質を強〈示す。したがって、知覚動詞構丈やアスべクト動詞

bliuwe/gean、それに hawwe/fineなどと用いる第 2不定詞は、名詞用法

の第 2不定詞とは区別して分析する必要がある。また、矢口覚動詞構丈で現

われる第 2不定詞と話法および伎役の助動詞で1見われる第 1不定詞のあい

だには、動詞的性質の相違は本質的に寿在しないと考えられる。問題は

te-第 2不定詞であり、名詞的な起源、を持つが、後述するように、い〈つ

かの筑語的に異なるタイプに分類され、すべてが名詞的也F震を強〈示すと

は限らない。これは teの不定詞標識としての也管とかつての前亙詞とし

ての怯質の戎存に関係している。

なお、?9フリジア誇には英語の動名詞 (-ing) に相当する語形は存在しな

い。ーingは動作名詞を派生ずる接尾辞である (oplieder教育する j → 

oplieding r教育J)。西フリジア誇の第 2不定詞すなわち動名詞は、英語

の動名詞とは用法が完全には一致しない。また、英誇の不定詞が to を伴

わなければ名詞的に用いることがほとんどない点、も、&フリジア言吾の第 1

不定詞とは異色:る。
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S 95 第 1不定詞 (eω不定詞、 e-ynfi n i tyf) 

第 1不定詞 (e-不定詞、以下省略)を話法・使役の助動詞とともに用いる用

法は S76から S79で述べた。以下では残りの用法について説明する。

(1)名詞用法

(a)第 1不定詞単独の場合

第 1不定詞は名詞的に用いて、主語・コプラ動詞(連結詞)の叙述語〈エ.

predicate)としての統語的な役割を担う(第 2不定詞との相違については、

S 96(2)参照)。

Jeie is hunenatuer. r狩りをするのは犬の習性であるJ(ULI' S， C 7 : 29) 

De iennichste manier om der efter te kommen hoe't it sit is harkje 

en freegje. rそれがどうなっているかを探り出す唯一の方法は、聞き取

りと質問をすることであるJ(De Boer 1986 : 44(的変更〉

It is buge of barste. r曲がるか折れるかだ(=折れるより曲がったほ

うが良い;柳に雪折れなし。ことわざ)J(Dykstra 2000 : 1150) 

Better buge as barste. r折れるよりも曲がったほうが良い(口柳に雪折

れなし。ことわざ)J(ib. 1150) 

ずこの点、で岳フリジア誇の第 1不定詞はオランダ誇やドイツ誇の不定詞と似

ている。一方、英語の不定詞はこの用法では toを伴 L¥それ以外では

-ingを付加して動名詞として用いる必要がある。

σVisser (1989b)は第 1不定詞を動詞の呂的諮として用いるのは好ましく

ないと述べている。本稿で収集した用例でも neamerーを…と呼ぶj の

「…と j の部分に相当する目的補語の例しかなく、典型的な他動詞目的語

とは古いがたい。

Rasjonalisearje neamt de baas dat. r合理北と上司はそれを呼んでいる J

(ULI 'S， C 13 : 13支史)

Visser (1989b)はまた、第 1不定詞を前章詞の目的諮として用いること

はまったく不可能であると述べている。本稿で収集した用例にも、この例

はひとつもない。したがって、本稿ではこの用法を通常の用法として認め

ることを控えることにする。

以上の制限が生じる理由として、 DeHaan (1986)や Hoekstra(199i: 9) 

は第 1不定詞が名詞的性質の強い第 2不定詞と競合するためと説明してい

る。局者は Visser(1989b)の意見とは異なって、第 1不定詞は原則とし

てどの名詞的文成分にも用いることができるが、第 2不定詞どの競令によっ

てその実現が制限されると主張している o つまり、動詞や詩草詞の目的語
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として用いる場合、不定詞単独では第 2不定詞が可能なために、第 1不定

詞はきわめて制限されるが、目的語や副詞成分を伴って不定詩句を形成aす

る第 2不定詞はほとんど用いないので、第 1不定詞は制限を受けず、広(

用いることができることになる。

もともと歴史的に第 2不定詞は与格形に也永し、 もっぱら主格以外に用い

ていた。このことから、第 1不定詞を主格やコプラ動詞(連結詞)の叙述

語以外に用いに〈い理由も理解できるように足、われる。

(b)第 1不定詞句を形成する場合

第 1不定詞は目的語や副詞成分などを伴って不定詞句([ ])で示す〉を形

成する場合にも、名詞句相当の文成分として用いる。

①主語・コプラ動詞(連結詞)の叙述語

[Heit百urdeJis in geunst， [heit wezeJ in hiele keunst. r父親にな

ることは天の恵みであり、父親であることは大変な技であるJ(Zantema 

1984 : 387) 

[Nei in dokter ta 主主主主]betsjut meastentiids earst in skoft yn de 

官achtkeamersitte. r医者にかかることは、たいていまずしばらく待合い

室ですわっていることを意味するJ何日，S， C 6 : 28) 

[Nei Mokerheide主丘主主]is in minne saak. rモーケルハイデに船で

行くのは良くないことだJ(Popkema 1987 : 52) 

次の文は表面的には動詞 is(←weze r.・・であるJ)を欠いている。

Better [twa kear freegjeJ as [ien kear bjuster reitsjeJ. r一度道を

間違えるよりも二度たず、ねるほうが良い(ことわざ)J (Beintema 1990 : 

19) 

②動詞の目的語

Nei in dokter ta gean betsjut meastentiids [earst in skoft yn de 

官achtkeamersitteJ. r医者にかかることは、たいていまずしばらく待合

い室ですわっていることを意味するJ(UL1' S， C 6 : 28) 

Ik kin [moarns betiid in kalde dus nimmeJ net ien oanriede. r私は

朝、冷たいシャワーを浴びることは人に勧められないJ(動詞のB的語〉

(Hoekstra 1997 : 9) 

③前置詞の目的語

Ik haw it mier oan [moarns betiid in kalde dus nimmeJ. r私は朝、冷

たいシャワーを浴びることには畔易(へきえりするJ(前置詞の目的語)(ib.

10) 

(c)枠越え
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前置詞句が「枠越えJを起こして第 1不定詞が先頭に置かれることもある。

[Reizgje mei it iepenbier ferfier yn FryslanJ betsjut hjoeddedei 

[reizgje mei trein of busJ. r公共の交通手段でフリースラントを旅行

することは、今日では列車かパスで旅行することを意味するJ(ULI' S， C 

18 : 7) 

(2) その他の用法

(a)単独での用法

第 1不定詞〈句)は文中での統語的な役割を担わずに、単独で発話するとき

にも用いる。

Hy: Ik ha in protte freonen en freondinnen. Ik soe gjin feste 

relaasje mear ha wolle leau 'k. Derfoar ha 'k al te lang 

fri jgesel west. 

Sy: Mar altyd al1inne， allinneι~， allinne己主pe...

Hy: Dat ha 'k net sein... 

彼:rぼくには男の友人も女の友人もたくさんいるからね。身を泊めたい

と思うことはもうないと思うよ。それにはもう独身生活が長すぎたj

彼女:rでも、いつもひとりで、ひとりで食事をして、ひとりで寝て…J

彼:rそう言ったわけじゃないけど…J(Bangma 19932 
: 10) 

Fan in buorren is yn Beets neat te finen. De Beetsters wenje 

ferspraat troch it fjild，同r'tit wurk is: turf meitsje. r村の中

心というものは何もベーツでは見られない。ベーツの住民は仕事ーすなわ

ち、泥炭を掘ることーがある野原一帯に散在して居住しているJ(ULI' S， 

B 2 : 15) 

(b)主文相当の発話文と発話内効力

このほかに、第 1不定詞(句)は主文に相当する発話文として用いることが

ある。この場合、命令・疑問・感嘆などの発話内効力(エ. i llocutionary 

force)をもっ。なお、以下の用例で人称代名詞主格形 (dor君、おまえJ， 

ik r私J)は義務的ではなく、なくてもかまわない。

Thuskomme sa't jim fuortgean! r酔っ払って帰ってくるんじゃないよ

(=おまえたちはでかけるときと同じように帰宅するんだよ。親が若者に

向かつて)J (Zantema 1984 : 1045) 

“Do hoechst dyn sean aai ek net tink?"一“Ho，ho，δfbliuwe do. Der 

moat ik my noch op beriede oft ik dy nim of net." rあなたはゆで卵

もいらないんでしょうねJrえ一、ちょっと待ってよ。もらうかどうかちょ
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っと考えてみないとねJ(Bangma 19932 
: 128) 

Jun! Sjonge do ek yn 'e kroech，五laas?Ja， do hast it no wol oan 

tiid! rゃあ(=今晩は)。おまえも飲み震で歌うのか、クラース。そうだ、

おまえは今、時間があるよなJ(ULI' S， C 13 : 14) 

Do autoride?! rおまえが車の運転をするんだって?!J(Hoekstra 1997 : 3 

変更〉

Werom ik in paraplu meinimme? rなんでおれが傘、持っていかなきゃだ

めなんだJ(ib. 3) 

ゥ rte十 en-第2不定詞j にも同誌の用法があるが、この場合は人称代名詞

主格形を用いることはできない。

{*Do/臼}dat skoandere jild samar wei te griemen! rおまえがあの大

金をスっちまうとはねえJ(ib. 3) 

Werom {*ik/日 inparaplu 1nei te nimmer1? rなんでおれが傘、持ってい

かなきゃだめなんだJ(ib. 3) 

(c)話題化と代動詞 dwaan

話法の助動詞(客観的用法、ド. subjektiver Gebrauch， root modal)に支

配された第 1不定詞は、言語使用上の理由で前域に移動して話題化することが

できる。

型盟主主innese net mear， altyd mar fytse. r歩くことは彼らはもうで

きない、いつでも自転車に乗ることだけだJ(ULI' S， A 18 : 8) 

第 1不定詞は「するJという一般的な動作の意味を表わす代動詞 dwaan(オ.

doen/ド. tun/エ. do)で置き換えることができる。

Reedride mochtst ek sa graach dwaan. rスケートも君はするのがとって

も好きだったよねJ(ULI' S， A 19 : 7) 

代動詞 dwaanを定動詞にして第 1不定詞を前域に置けば、話法の助動詞が

なくても、前域に移動した第 1不定詞の意味を引き継いだ話題化の表現にする

ことができる。

Ite dogge官yalle dagen. r食べることは私たちは毎日しますJ(ULI' S， 

C 3: 14変更)

Hearre docht men mei de earen. Prate docht men mei de mule. r開く

のは耳でする。話すのは口でするJ(Bangma 19932 
: 56) 

Leze docht elkenien dy' t lezen leard hat，むfyn in boeなむfyn in 

krante of op 'e televyzje. r読むのは、本か新聞かテレビかで読むこと

を習った人はだれでもするJ(ULI'S， B 16: 9変更〉

泣主pe 坐皇室~ se yn in soarte fan bakken mei strie. r寝るのは人々は

od 
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藁が入った一種の掃の中でしますJ(ULI' S， B 2 : 15) 

伽aanは第 1不定詞が動作主を前提とする意図的な動作の意味でなくても用

いることができる。したがって、「ーするJだけでなく、 f…になるJと訳され

る場合もある。

Him ferfele die er nea. r退屈するのは彼はなった(=した)ことがな

いJ(Bosma-Banning 19812 
: 39) 

第 1不定詞は dwaanとともに次のような強調表現の構文 (dat-従属文)で

も用いる。

Flokke， dat er die. rあいつは悪口を言ったことったらなんのJ(Zantema

1984 : 209) 

dwaanは「動詞+en+dwaanJのように動詞と並列させて強調表現として用

いることもある(S 87(2)(j))。

It reint en docht de hiele dei. r一日中、雨が降りしきっているj

(Zantema 1984 : 209) 

dwaanは第 1不定詞だけでなく、第 1不定詞句を代用することもできる。

[Nei Amsterdam ta gear1J docht er net alle dagen. rアムステルダムに

行くのは、彼は毎日するわけではない」

この場合、話法の助動詞〈客観的用法)とは違って、 dwaanで代用する第 1

不定詞そのものは省略できない。

[Nei Amsterdam ta o J kin er net alle dagen. rアムステルダムに行く

のは、彼は毎日できるわけではないj

本[NeiAmsterdam ta o J docht er net alle dagen. r向上J

dwaanは前域の第 1不定詞(または第 1不定詞句)を代用するのであって、

第 1不定詞を支配する話法の助動詞とは性格が異なる。

Hy kin net alle dagen [nei Amsterdam ta o工「彼は毎日アムステル夕、

ムに行けるわけではない」

*Hy docht net alle dagen [rlei Amsterdam ta o]. r被は毎日アムステ

ルダムに行くわけではない」

dwaanは第 1不定詞を代用するだけにとどまり、省略された第 1不定詞を修

復するような積極的な意味的役割は持たない。客観的用法の話法の助動詞は義

務・可能・許可・意志などの屈有の意味によって、実現されるべき動作を想定

させる積極的な役割を果たすことができる(S 97(0))。

(d)指示代名詞による第 1不定詞(匂)の指示

第 1不定詞を指示代名詞 dat(s 41(2)(a))などで指して、代動詞 dwaan

の目的語とする用法がある。
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As jonge koest ek wol aardich tekenje en skilderje. Dochst dat ek 

noch wol? r子供の頃、君は上手にデッサンをしたり絵をかいたりできた

だろう。今でもそれをするのかいJ(ULI' S， A 19 : 8) 

En swimme， diest' dat ek? rそれに水泳は、君はそれもやったのか」

(ULI' S， A 19 : 7) 

第 1不定詞を枠構造の左側(=前)に外置 (ekstraposysje/エ. extraposi-

tion)して話題化し、指示代名詞 datでそれを指示することがある。外置し

た第 1不定詞は目的語や副詞成分を伴って不定認匂を形成することもある O

[Sa'n bern mei in skerp mes boartsje litte]， dat docht men doch 

net! rそんな子供に尖ったナイフを持たせて遊ばせるなんて、それはいけ

ませんよJ(Dykstra 1996 : 72) 

代動詞 dwaan以外についても同様の表現が可能である。

Reizgje， dat hoecht fan rny net. r旅行、そいつはおれはごめんだj

CULI' S， A 19 : 7) 

Ite， dat is rnar in oanwenst， sei de boer， rnar doe wie er sed. r食

べること、それはたんなる悪癖さ、と農夫は言ったが、そのとき彼は満腹

だったく成句)J(Beintema 1990 : 67変更〉

外置した第 1不定詞と前域を占める指示代名詞 datは、その間に間投詞な

どが入って分離することがある。

Utfanhuzje， nee， dat liket rny neat. r外泊か、いや、それは私は好き

ではないJ(ULI'S， A 19: 7) 

外置した第 1不定詞をアクセントをもっ「代名詞の derJ(…前置詞)(S 55 

(l)(b))で指示することもある。

Ja， ferkeapje wolle， der tinke sokken allinne rnar orn. rそうだ、売

りたい、そのことだけをそのような人たちは考えているんだJ(Bangrna 

19932 
: 29) 

En [dagen yn e auto sitte]， der wurdst sa lebich fan. rそれに、何

Bも車の中にすわっているのは、それはいやになるよJ(Bangma 19932 
: 

174変更)
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S 96 第 2不定詞 (en-不定詞、 en-ynfinityf，gerundium) 

第2不定詞はオランダ語やドイツ語には見られず、西フリジア諾〈あるいは

フリジア語群)に特徴的であり、用法も広い。以下ではまず、名詞句棺当の文

成分としてはたらく名詞用法について第 1不定詞との共通点と相違点を述べ、

続いて他の用法を解説する。 rte-第2不定詞」は S97で扱う。

(1)第 2不定詞の名詞用法:第 1不定詞との共通点と棺違点

第2不定詞は第 1不定詞と同様に名詞的に用いる。これはとくに名詞匂目的

語や副詞句を伴わない場合にあてはまる。この場合、第 1不定詞と第 2不定詞

は主語・コプラ動詞(連結詞)の叙述語としての統語的役割において、ともに

名詞用法が可能である。

{Fersinne/Fersinnen} is minsk1ik. r間違えるのは人間的だ(ことわざ)J

(第 1不定詰/第 2不定詞)(Dykstra2000 : 1150変更)

Utfa叶lUZje，nee， dat 1iket my neat. r外泊か、いや、それは私は好き

ではないJ(第 1不定詞)(ULI'S，A 19: 7) 

lJtfanhOzjen is neat foar my. r外泊は私には向いていないJ(第 2不定

詞)(ULI'S， A 19 : 19) 

以下にいくつか第 2不定詞の用例を挙げる。

Sprekken is su1ver， swijen is goud. r話すことは銀であり、黙ってい

ることは金である(=沈黙は金なり。ことわざ)J (Dykstra 2000 : 1152) 

Sizzen is neat maar dwaan is in ding. r言うことは価値がない(=何

でもない)が、実行することは価値がある(=ひとつの事柄だ)(ことわ

ざ)JCib. 1152) 

As dwaan net doocht， is 1itten better. rなすすべが無い(=行なうこ

とができない〉ときには、放っておくほうが良い(=人生あきらめが肝心。

ことわざ)J(Beintema 1990 : 30) 

Der is gjin minder wurk as neat dwaar1. r何もしないことよりも悪い仕

事はないJ(ULI' S， C 13 : 13) 

Iten en drinker1 ha1dt 1ichem en siel byinoar. r食べることと飲むこ

とは両方で体と心のバランスを保つ〈出物事は片方だけではうまくいかな

い。ことわざ)J(Beintema 1990 : 68) 

Hawwen is hawwen en krijen is de keunst. r持っていることは持ってい

ることにすぎないが、得ることには技を要する(=技である )J(Dykstra 

2000 : 1151) 

第 1不定説と第 2不定詞には名詞用法で相違点もある。
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(a)動詞の目的語

第 1不定詞ではこの用例はほとんど見られない(~ 95 (1 )(a)， (b)②と注を

参照〉。

Boargjen docht soargjen. r借金は苦労の種/金を貸すのは心配のもと

(ことわざ)J(Beintema 1990 : 20) 

Ik fyn aaisykjer1 moai. r私は野鳥の卵探しはすてきだと思う J(ULI' S， 

B 7 : 21変更〉

(b)前置詞の呂的語

第2不定詞は前置詞の目的語として用いることができる。一方、第 1不定詞

ではこの用例はほとんど見られない(~ 95(1)注)。

Dy wize fan reizgjen wie in kolossale ferbettering. rこの旅行方法

は格段の進歩だったJ(札l'S， B 18 : 7) 

Nei kofjedrinken geane se in eintsje te farren. rコーヒーを飲んだ

後で彼らは少し船に乗りに行く J(UL1' S， B 18 : 11) 

Yn 'e rin fan 'e jierren ha in protte minsken har yn 'e sted nei 

wenjen set. r何年もの間にたくさんの人々が都市に移住した(=都市に

住むように移動した)J(ULI' S， C 11 : 2) 

De 10ft stiet nei reiner1. r雨が降りそうな空模様だ(=空は雨が降り

そうだ)J(Zantema 1984 : 645) 

Ik haw no gjin sin 0an fytsen. r私は今、自転車に乗ろうという気持ち

はなLリ (Vander Veen/Oldenhof 1990 : 46) 

Doe't er by de twadde bocht stie te sjen， krige er ynienen sin oan 

swimmen. r二つ自のカーブした場所を(立って〉見ていると、彼は突然、

泳ぎたい気持ちになったJ(Bosma-Banning 19812 
: 61) 

Yn 'e Gngetiid komme boeren en arbeiders amper 0an slieper1 ta. r干
し草作りの時期には農夫と出稼ぎ労働者はほとんど寝る暇がないJ(Zan-

tema 1984 : 1115) 

次の文は慣用句 fanhearren (en) sizzen r噂でJ(エ. from hearsay)の

例である。

Fan hearren en sizzen 1iicht men it meast. r間き覚えで人はいちばん

嘘をつくものだ(ことわざり (Zantema1984 : 382) 

(c)名詞句との並列

一般に名詞用法では第 2不定詞は第 1不定詞よりも名詞的な性格が強い。 (b)

で示したように、前置詞が名詞句を支配するのもこのことを示している。ま

た、次の文では第 2不定詞と名詞句が並列されており、第2不定詞が名詞句と
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対等であることがわかる。

IJtfanhazjen en sterk iis moatte beide net te lang duorje. rタ幻自と

間い氷は両方とも必然的に長くは続かない(=喜びは長続きしない。こと

わざ)J(Beintema 1990 : 137) 

一方、第 1不定詰は名詞句と対等であるほど名詞的な性格が強くない。たと

えば、上の初めの文で第 2不定詞 utfanhazjenr外泊(すること )Jを第 1不

定詞 utfa吐lazjeで置き換えるのは不自然という判定がある。

(?)Utfanhazje en sterk iis moatte beide net te lang duorje. r向上J

次の文では、動作名詞の派生接尾辞 -ingによる名詞を含む名詩句と第 2不

定詞が対等に並列されている〈第 2不定詞は定冠詞 itを伴っている〉。

Hy is it sjen， de ferw加 deringen it harkjen ferleard. r彼は見るこ

とと、驚くこと、そして間くことを忘れてしまったJ(ULI' S， C 9 : 7) 

(d)目的語名詩句・副詞勾の有無

第2不定詞が第 1不定詞よりも名詞的性質が強いことは、動詞的性質が弱い

ということである O 第 1不定詞は名詞匂目的語や副詞成分などを伴って不定詞

勾を形成するのにたいして、第 2不定詞ではそれがほとんど見られない。

本Segarensmoker1 is ferkeard. r葉巻を吸うのは良くないJ(Hoekstra 

1997 : 10) 

次の形容詞 fakerrより頻繁なJ(fa誌の比較級〉は副詞用法ではなく、限

定用法である。

By faker lezer1 fynt men iderkear der wer dingen yn， dy't earder 

oer de holle sjoen waarden. r何回も読むと(=頻読な読書のさいに)、

そのたびに以前は気づかなかった事柄をその中に発見するJ(Stienstra 

1982 : 127変更〉

このことは次の文で部詞 altydr~'つも」を用いることができないことから

もわかる。

本Altydsmoken is ferkeard. 打、つも喫煙することは良くないJ(Hoekstra

1997 : 10) 

なお、 (2)で述べる「眼定詞+第 2不定詞」では、「名詞勾十第2不定詞J

〈動詞句型)も「名詞抱合を伴う第 2不定詞Jr第 2不定詞+前置詞匂J(名詞

匂型〉もともに可能であることに注意 (datrあの(指示代名詞)Jを定冠詞

itで置き換えても同様 (Hoektra1997 : 101))。

①名詞匂÷第 2不定詞(動詞句型〉

Dat segaren smoker1 is ferkeard. rあの喫煙は良くないJ(ib. 10) 

②名詞抱合を伴う第 2不定詞(名詞句型〉
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Dat segaarsmoker1 is ferkeard. r向上J(ib. 10) 

③第 2不定詞+前置詞匂〈名詞匂型〉

Dat smoken fan segaren is ferkeard. r向上J(ib. 10) 

(2) r限定詞+第 2不定詞j と名詞旬型構文/動詞句型構文

(a)限定詞(定冠詞 itなど)十第 2不定詞

第2不定詞には限定詞(エ. determiner)がつくことがある。限定詞として

もっとも一般的なのは定冠詞中性単数形 itである。第 2不定認に定冠詞 it

がつくと、名詞が既知の物事を示すのと同様に既知の動作を表わすが、名詞の

場合と同様にそのニュアンスは微妙である。第 1不定詞は限定詞を伴うことは

できない。

De bern leare op skoalle {rekkenjerl/it rekkenjer1/本itrekkenje} en 

{lezen/it lezen/*it leze}. r子供たちは学校で計算と読みかたを習う J

(Bosma-Banning 19812 
: 56変更〉

以下、①~③では定冠詞 itを伴った用例を示す。

①主語・コプラ動詞(連結詞)の叙述語

It bakker1 hat syn leafde net. rパンを焼くことは彼の意に添わないj

(Stienstra 1982 : 71変更)

It praten giet har maklik df. r話をするのは彼女には簡単だ(=簡単

に行く )J(Van der Veen/Oldenhof 1990 : 47) 

It reinen haldt mar oan. r雨降りが続いているJ(Stienstra 1982 : 

92) 

②動詞の目的語

De duwel hat it freegjen utfun. r悪魔がたずねることを発明した(=

相手がうんざりするほどしつこく質問する人にたいして冗談交じりに言う

慣用句)J(Beintema 1990 : 30) 

Do moatst it smoker1 oerjaan. r君はタバコ(=喫煙すること)をやめな

ければいけませんJ(Zantema 1984 : 683) 

③前置詞の目的語

By 't aaisykjer1 fun ik in nest mei in stientsje. r野鳥の卵探しをし

ているときに、私は石の入った巣を見つけたJ(ULI' S， B 8 : 13) 

De boer en boerinne hawwe it drok mei 't melken. i農夫は男も女も乳

しぼりに忙しいJ(ULI'S， A 7: 8) 

Ik wol net in wike ferskite troch it reizgjen. r私は旅行で 1週間と

もむだにしたくないJ(Bangma 19932 
: 174) 
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次例では第 2不定詞が形容詞修飾語を伴っている O

官yk1agen 0er it lange wachtsjen. r私たちは長く待つこと(=長いウ

ェイテイング〉に不平を言ったj(lang r長いJ)(ULI' S， C 14 : 15) 

第 2不定詞は定冠詞〈指示代名詞〉以外の限定詞を伴うことがある。以下、

④~⑥では所有代名詞、不定冠詞 in、否定冠詞 gjinを伴った用例を示す。

④所有代名詞

所有代名詞は第2不定詞の主語に相当し、動作主の意味を表わす。

Syn learer1 wol net bot. r彼の勉強ははかどらないJ(Bosma-Banning 

19812 
: 56) 

Hy krige tefo11e oans1ach mei syn fiskjer1， dat ik koe der fierder 

net op ynfreegje. r彼は自分の漁で手一杯になったので、私はそれ以上

そのことについて関い正すことができなかったJ(ib. 101) 

Nei 1rryn trouwen bin ik hjir kommen te wenjen. r結婚してから(=私

の結婚の後)、私はここに移り住んだJ(ULI' S， C 15 : 18) 

1t berjocht fan Arne Spenter syn ferstjerren kaam foar syn freonen 

en ko11ega's under de frisisten en germanisten folslein 

。nferwachts.rアルネ・スペンテルの死の知らせはフリジア語学者とゲル

マニストの間で彼の友人や同僚たちにまったく予期せずして届いたj

(Arhammar /Hoekema 1979 : 9) 

⑤不定冠詞 in

Foar in beskriuwing fan 'e distribusje fan 'e perfektive helptiid-

wurden yn it Hol1ansk ferwiis ik nei Kern (1912) en ANS (1984， 517 

-525) en foar in besykjen ta in ferklearring derfan nei Hoekstra 

(1984)，耳onselaar(1987) en Vikner & Sprouse (1998). r完了の助動詞

の分布の記述については Kern(912)と ANS(1984， 517-525)、その説

明への試みについては Hoekstra(1984)、Honselaar(1987)それに

Vikner & Sprouse (1998)を参照することを私は勧めますJ(Hoekstra 

1997 : 54) 

⑥否定冠詞 gjin

Dat is gjin dwaar1. rそれはするべきではないJ(胃FT4/1987 : 204) 

Der is gj in dwaar1 mei him te ha阿 en.r披とは付き合えない・やってい

けないJ(ib. 205) 

(b)名詞句型構文 r定冠詞 it+第 2不定詞十前置詞匂」

定冠詞 itは第 2不定詞が後続する前置詞句を伴う場合([ ]で示す)に

もつく。これはふつうの名詞の場合と同様であり、「名詩句型構文Jと呼ぶこ
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とにする。前置詞は fan(オ. van/ド. von/エ.00が多く、目的語や主語な

どに相当する。

①主語・コプラ動詞(連結諒)の叙述語

[It fallen fan de snie] is in moai gesicht. r雪が降るのは美しい光

景だj(ULI' S， C 15 : 17) 

[It skreau百er1fan de fugels] klinkt nachts uneinich weemoedich. 

「鳥の鳴き声は夜には限りなく物悲しく聞こえる j(ULI' S， B 20 : 15) 

[It waakser1 fan de beantsjes] giet mar hurd. r豆が大きくなるのはす

こぶる速t¥j(ULI'S，C15:17) 

②動詞・前置詞の百的諾

[It kwytreitsjen fan 'e autoJ is noch net sa maklik. r自動車を駐車

する(=始末する〉のはまだそれほど簡単ではないj(UL1' S， A 4 : 11) 

De untfolking fan it plattelan [troch it weromrinnen fan de wurk 

gelegenheid yn 'e lanbou] wie ta stilstan kommen. r農業における雇

用機会の後退による田舎の人口減少は止まったj(UL l' S， B 8 : 7) 

It deryn slagjen is δfhinkl ik [fan i t oans laar1 fan harren wurk by 

de minskenJ. rそれが成功するかは、彼らの仕事が人々の心をとらえるか

にかかっている j(UL1' S， C 19 : 22) 

[Foar i t ferbouwer1 fan in hus] moat de gemeente tastimming jaan. 

「家の改築には自治体が認可を与えなければならないj(UL l' S， C 8 : 5) 

Der is soms gans ferskil [yn it werjaar1 fan de feitenJ. r事実の再

現にはときには大きな違いがある j(札l'S， C 20 : 5変更〉

Der wurdt dan ek in soad jild stutsen [yn it sykjen fan nije 

medisinenJ en [yn it ferbetterjer1 fan al besteandeJ. rそれからまた

新薬の開発と現行の薬品の改良に大金が投入される j(UL1' S， C 6 : 9) 

Allinne de skuonmakker hat it drok [mei it meitsjen fan haken en 

tean 1 earen J. rただ靴屋だけがかかとと靴ひもの製作に忙しいj(ULI' S， 

B 5 : 10) 

Wilens giet mem fierder [rnei it ree meitsjer1 fan 'e i terstafe 1 J. 

「そうしている関に母は食事のしたくを続ける j(ULI' S， A 3 : 10) 

次の文は前置詞が fan以外の例である。

[It skriuwer1 yn krantenJ is net wurk fan elkenien. r薪聞に書くのは

だれでもできること(=万人の仕事)ではないj(ULI' S， C 15 : 28) 

Plichten brocht [it wenjen op in doa叩]ek mei. r村に住むことは義

務もまたもたらしたJ(UL1' S， C 11 : 2) 
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(c)動詞句型構文 r定冠詞 it+名詞匂+第 2不定詞J

第2不定詞が前置詞勾目的語のかわりに、ふつうの動認の場合と同様に直前

に名詞句目的語や前置詞句目的語を伴うことがある。これを「動詞句型構文J

と呼ぶことにする。

[It deryn slagjen] is ofhinklik fan it oanslaan fan harren wurk by 

de minsken. rそれが成功するかは、彼らの仕事が人々の心をとらえるか

にかかっているJ(ULI' S， C 19 : 22) 

[It under 'e brus aria' s sjongen] is syn wille en tier. rシャワー

を浴びながらアリアを歌うのは彼の熱烈な快感だJ(Hoekstra 1994:526) 

Hoekstra 0997 : 10)は次例のように、「限定詞 (dat)+第2不定詞jでは

動詞勾型構文と名詞匂型構文がともに可能であるとしている。

Dat smoken [fan stoefe segarenJpp is ferkeard. rあの[強い葉巻を吸

うこと]は良くないJ(名詞匂型)(Hoekstra1997 : 10) 

∞Dat [stoefe segaren]NP smoken is ferkeard. rあの[強い葉巻の喫煙]

は良くないJ(動詞匂型)(ib. 10) 

Dat stoefe smoken is ferkeard. rあの[激しい喫煙]は良くないJ(名

詞句型;stoef r激しいJは形容詞の限定用法)(ib. 10) 

φDat stoef smoken is ferkeard. rあの[激しく喫煙すること]は良く

ないJ)(動詩句型;stoef r激しく」は形容詞の副詞用法)(ib.10) 

つまり、名詞用法では動詞的性格を示す第 1不定詞にたいして、第2不定詞

は強い名詞的性格を示すが、「限定詞+第 2不定詞Jは名詞的性格と動認的性

格をともに示すことになる。

σ ただし、本稿で収集した用例には動詩句型はあまり見られない。これは動

詞的性質の強い第 1不定詞との競令から、 f限定詞十第 2不定詞Jが動詩

的性質を示す動詞句型を耳元ることは持であるためと判断される(~95(1) 

(a) i主)。

(d)第 2不定詞と同形の中性名詞

名詞用法の第 2不定詞に名語的性格が強いことは、第 2不定詰と同形の中性

名詞があることからもわかる。この中性名詞の語形は第 2不定詞に限られ、第

1不定詞や第 3不定詞(命令形不定詞)と同形であることはない。たとえば、

iten r食事Jという中性名詞(ititen， ド. das Essen)は iter食べる」の

第 2不定詞 iten (te i ten， ド. zu essen)と同形であり、第 1不定詞 ite

や第 3不定詞(命令形不定詞)ytとは語形的に異なる。以下、定冠詞討を

つけて示す。

it bestean r存在J(bestean r存在するJ) 
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it betinken r意見、考えJ(betinke r考える、熟考するJ) 

it fuortbestean r存続J(fuortbestean r存続するJ) 

it neiiten rデザートJ(neiite rデザートとして食べるJ) 

it oansjen r外観;尊敬、尊重J(oansjen r見つめる、尊敬・尊重するJ) 

it halden en dragen r態度J(jin halde en drage r振る舞う、態度を取

るJ) 

対応する動詞の第 2不定詞を欠く中性名詞もある。

it omtinken r注意、考慮J(*omtinkeは存在しない)

it moarnsiten r朝食J/it middeisiten r昼食J/it jun(s)iten r夕食J

(*moarsite/*middeisite/本jOnstiteという動詞は存在しない〉

Yn 1988 fierde de Fryske Akademy [it fyftichjierrich besteanJ. 

rI988年にフリスケ・アカデミーは創立50周年記念(=50年目の存続)を

祝ったJ(Dykstra 2000 : 49変更〉

It fuortbestean fan de skoalle stiet net mear yn ' e kiif troch de 

ni je bern. r学校の存続は新しく入って来る子供たちのおかげで(=新し

い子供たちによって〉もはや危機的な状況にはないJ(UL1' S， B 8 : 15) 

It iten smakket my net. r私は食事がおいしくないJ(Bosma-Banning 

19812 
: 56) 

Op in fjoer yn 'e midden wurdt troch ien fan harren iten makke. 

「中央にある火の上でその人たちの中のひとりによって食事が作られるJ

(ULI' S， B 2 : 15) 

It iten fan de earme Fries bestie yn dy tiid ut brij en bοle fan 

hjouwer mei wetter. r貧しいフリジア人の食事は当時、カラスムギに水

を混ぜたお粥とパンから成っていたJ(UL1' S， B 3 : 11変更)

Yn koarte tiid hat dat it oansjer1 fan us provinsje gans feroare. 

「短い時間の間にそのことは私たちの州の姿をまったく変えたJ(UL1' S， 

B 9 : 13) 

As neiiten waard der faak sfipenmoallenbrij brOkt. rデザートにはよ

く穀物入りの脱脂粉乳の粥が用いられたJ(ULI' S， B 3 : 1lf.変更)

nei myn betinken r私の考えではJ

Ik bin fan betinken dat..¥「私は…という考えですJ

歴史的には、上記の名詞は第 2不定詞のいくつかが使用頻度や他との語形と

の競合などの要因によって、語葉的に中性名詞として固定したものである。両

者の区別は意味的なものであり、動作の意味が認められるときには第 2不定詞、

物事の意味では中性名詞と解釈できる。
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用例によっては両者の区別が罰難な場合もある。たとえば、次の用例では第

2不定詞か中性名詞かの判定がはっきりしない。中性名認 itenr食事」は食

事の内容、つまり、料理そのものを意味するほかに、食事という行為自体を意

味することがあり、 iter食べる」という動詞の第 2不定詞とも解釈できるか

らである。

Ik drink kofje by it iten. r私は食事のときにコーヒーを飲みますj

(ULI' S， A 3 : 27) 

Nei iten giet Klaas nei de hoeke om te sjen oft heit en mem der al 

oankomme. r食事が終わると、クラースはお父さんとお母さんがもうそこ

へ着いているか確認するために納屋へ行きますJ(ULI' S， B 18 : 11) 

次の用例では牢jOnsiter夕食を食べるJという動詞は存在しないので、中

性名詞 jOn(s)itenr夕食Jと解釈できる。 byit moarnsiten r朝食のときにJ

(Bangma 19932 
: 127)も同様である。

Op woansdeitejOn nei 't jOnsiten komt mem mei in utstel. r水曜日の

晩、夕食の後に母はある提案を持ってやって来るJ(ULI' S， A 4 : 8) 

ずオランダ誇とドイツ誇でも不定詞と同形の中性名詞が存主する。局言語に

は不定詞!.il種類しかないので、言吾形的には区別がない。

フ ititen r食事J(ite r令べる j

オ.het eten r向上J(eten r同上J

ド. das Essen r同上J(essen r向上j

フ.it moarnsiten r朝食J/it middeisiten r昼食J/it junsiten r夕食」

(それぞれ語形的に対応する動詞は存在しない)

オ.会:し (hetontbijt r河上J)/het middageten (de lunch) r同上J/ 

het avondeten I向上J

ド.なし (dasFruhstuck r河上J)/das Mittagessen r同上J/das 

Abendessen r向上j

(e)前置詞の残留

前置詞の章(~ 61(6))で述べたように、西フリジア諾ではオランダ語〈代

名詞の daar)と違って、代名詞の der(~55) を介さずに、前置詞の残留に

よって第2不定詞が前域に分離して現われることがある。これは限定認の有無

とは無関係に起こる。

①定冠詞 itを伴わない用例

Loai ter jer1 kin de skoarstien net fan rikje. r怠けていては(=怠け

ることで)煙突から煙りは出ない(ことわざ)J(Beintema 1990 : 88) 

∞Fan loai ter jer1 kin de skoarstien net rikje. r向上J(Zantema 1984 
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: 582) 

Elokl ieder1 hie er gjin nocht oan. r鐘突きには彼は愛着がなかったJ

(ULI' S， B 12 : 7) 

②定冠詞 itを伴う用例

[1t utjaar1 fan Fryske boeken] is noait immen miljoner fan wurden. 

「フ 1)ジア語書籍の出版で大金持ちになった人はいないJ(ULI' S， B 16 : 

10変更)

③所有代名詞を伴う用例

Syn jaan is nimmen fet fan wurden. r彼の施しで金持ちになった人はい

ない(=彼はケチだ)J(Zantema 1984 : 453) 

この構文では第 2不定詞以外に第 l不定詞が現われることもある (Tiersma

19992 
: 115， De Haan 1986， De Haan 1992， Visser 1989b)。

{Praten/Prate} hald ik net fan. rおしゃべりは私は好きではないj

その他の用例。

[Oer sokke Onderwerpen prate] hald ik net fan. rそんな話題について

話すのは私は好きではなLリ (Popkema1987 : 52) 

(3)知覚動詞構文 (AC1-構文)

第 2不定詞は「…が…するのを{見る/聞く/感じる}Jという意味の知覚動

詞による「知覚動詞構文」で用いる。これは知覚動詞が第 2不定詞とその主語

にあたる名詞句目的語を伴って、「名詞匂目的語十第 2不定詞+知覚動詞Jと

いう rAC1-構文J(ラ accusativuscum infinitivo)を形成することを指す。

知覚動詞構文では英語のように現在分詞 (-ing)を用いることはなく、第 1不

定詞を用いることもない。歴史的にこの第2不定詞が現在分詞に由来すること

は、 S94の注で述べた。

(a)知覚動詞の種類

① sjen r見る、見えるJ

Hy sj盟主主 itskip長rren.r彼には船が航行するのが見えるJ(ULI' S， C 

15 : 17) 

1k sjoch de wolkens driuwen. r私は雲が漂うのを見ているJ(ULI' S， C 

15 : 18変更)

Wy笠空空Ede bus oankommen. r私たちにはパスが到着するのが見えたJ

(ULI' S， C 18 : 23) 

1k seach har swimmen. r私は彼女が泳ぐのを見たJ(Van der Veen/ 

Oldenhof 1990 : 47) 
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② hearre r聞く、間こえるJ

Ik hear de fOgels sjongen. r私は鳥たちが歌うのが聞こえるJ(ULI' S. 

C 15 : 18変更〉

耳yhearde jo roppen. r彼はあなたが呼ぶのを麗いたJ(Bosma-Banning 

19812 
: 56変更〉

百yhearden har by de trep delkommer1. r私たちには彼女が階段を降りて

くる音が関こえたJ(Boersma/Van der官oude19802 
: 75変更〉

③ fiele r感じるJ

官yfielden de flier triljen. r私たちは床が振動するのを感じたJ

(ULI' S. C 15 : 17変更)

百yfielden it hos skodzjen. r私たちは家が揺れるのを感じたJ

Ik fiel de spin krOpen. r私はクモが還っているような感じがするJ

(Sitenstra 1982 : 92) 

Ik fielde de bui 0ankommen. r私はにわか雨になる〈口にわか雨が到着

する〉のを感じたJ(ib. 75) 

Ik fielde de miggen stekken. r私は蚊に刺された(=蚊が刺した〉よう

な気がしたJ(ULI' S. C 15 : 18変更〉

(b)注意すべき用法

知覚動詞が命令形の伊jもある。

Sjoch dy jonge ris draven. rあの男の子が走るのをちょっと見てみなさ

いJ(Bosma-Banning 19812 
: 57) 

不定詞匂内の要素が話題化されて前域に置かれる例もある。

Asto in hynder hast. moatst alle dagen sturtwaskje. en dati sjoch 

ik dy __  i noch net dwaan. rもし馬を飼えば、毎日、尻尾の掃除をし

なければならないが、それはおまえがまだするとは手Lには思えない(=お

まえがする様子は自に浮かばないけ (ULI'S. A 4 : 11) 

Tink om us foardielige oanbiedings. Hjoed in blomkoal foar f 2.75. 

-Ferdeald! DYi ha 'k l net 1izzen sjoer1. do? r当庖のお買い得

商品をお忘れなく。本自はカリフラワーが2.75ギルダーでございます。一

何ですって。それが置いであるとは思わなかったわ、ねえ、おまえ」

(Bangma 19932 
: 85) 

知覚動詞が右枠に置かれて第 2不定誌と動詞群(S 99)をつくると、 f第 2

不定詞十知覚動詞」の語j績になる。

De bern kinne dus net mear foar skoaltiid in baarch slachtsjen 

sjen. r子供たちは、したがって、もう登校前に豚を屠殺するのを見るこ

r句
Jw

n
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とはできないJ(ULI' S， C 10 : 7) 

Ik ha him net fuortgean sjoen. r私は彼が立ち去るのが見えなかった」

(ULI' S， B 18 : 21) 

1 ha har juster noch in stikje spyljen heard. r私は彼女が昨日、も

う一曲演奏するのを聞いたJ(Boersma/Van der胃oude19802 
: 75変更)

(c)従属文を伴う場合との意味の栢違

sjen/hearreは従属文を伴うと、知覚ではなく、「把握する、理解する、わ

かるJという認識の意味になることが多い。

Jimme moatte mar ris sjen hoe't it komt. r君たちはそれがどういうこ

とになるか、ひとまず見てみる(口把握する〉必要があるJ(Dykstra 

2000 : 602変更)

Ik sjoch no wol dat ik mis wie. r私は自分が間違っていたことが今、

よくわかりましたJ(ib‘ 602変更)

Doe't de bern hearden， dat se de oare deis frij hienen， wiene se 

alhiel oeremis. r子供たちはその次の日が休みだということを聞くと

(=聞いて理解すると〉、皆、興奮した様子だったJ(Stienstra 1982:23) 

(d) fernimme r感じ取る、気づく J

ferni即時(オ. vernemen/ド. vernehmen)は知覚動詞構文を形成することが

ある。

Hy fernaam harren by de trep op kommen. r彼は彼らが階段を上がって

来るのに気づいたJ(Hoekstra 1999 : 10変更〉

Hja fernaam ien by de reinpiip op klatterjer1. r彼女はだれかが雨槌

を伝つてのぼって来るような気配がしたJ(Hoekstra 1997 : 33変更〉

ただし、これは fernir即時が第2不定詞句に先行する場合に限られる。 fer-

nimmeは右枠で直前の第2不定詞と隣接する位置に現われることはできない。

*Hy seit dat [er harren by de trep delkommer1J fernaam. r彼は彼らが

階段を降りて来るのに気づいたと古っているJ(ib. 6変更〉

fernimmeは誼前の第 2不定詞と動詞群を形成できず、地の知覚動詞と意味

的に類似しているものの、統語的には完全な知覚動詞とは言いがたい。
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(4)第 2不定詞+アスペクト動詞 (bI i uwe/gean) 

(a)まとめ

アスペクト (aspekt)を表わす bliuwe(継続、エ. durative)と gean(始

発、エ. inchoative)が第 2不定認を伴って、全体で一種の複合動詞を構成す

るものがある。第 2不定詞の種類には制限が強く、身体的な姿勢(ポーズ〉を

表わすほぽ四つの動詞、 steanr立っているJ/sitte rすわっているJ/1 izze 

「横たわっているJ/hingje r掛かっている」に限られる。これを「姿勢動詞j

(エ. postural verb)と呼ぶ。 bliuweでは libjer生きるJ/rinne r歩く J/ 

stykje r行き詰まる、滞るJ/wenje r住むjが加わる。意味的にも、 sitten

bliuweには fすわったままでいるJのほかに「留年する、連れている、〈女性

が)婚期を過ぎているJという比磁的な意味が認められるように、諾葉的な国

定度が高く、生産性は低い。歴史的にこの第2不定詞が現在分認に由来するこ

とは、~94の注で述べた。

(b)第 2不定詞十bliuwerーしたままでいる、…し続けるJ

bliuwe (オ. bl i jven/ド. bleiben rとどまるJ)は第2不定詞のもつ状態

の意味が継続することを表わす。

① {stean/si tten/l izzen/hingjen} + bliuwe 

stean bliuwe r立ちどまったままでいる、立ち続けるJ

sitten bliuwe rすわったままでいる;留年する、遅れている、(女性が〉

婚期を過ぎているj

lizzen bliuwe r横たわったままでいる、残るJ

hingjen bliuwe r掛かったままでいる、長居するJ

Toer en tsjerke rnoatte yn it doarp stean bliuwe. r塔と教会は村に存

続する必要があるJ(ULI' S， A 20 : 12) 

胃ywiene efkes stean bleaur1. r私たちはしばらく立ちどまっていた」

(ULI' S， B 18 : 19) 

Der bliuwt rny wat yn 'e kiel sitten. r私はのどに何かがつかえている」

(Zantema 1984 : 599) 

Myn hier wol net sitten bliuwe. r私の髪はなかなか落ち着こうとしな

いJ(ib. 599) 

Dat spul bliu官tsi tter1. rその件はげりがつかないJ(ib. 871) 

Sa't de beam falt， bliuwt er lizzen. r木は倒れたままで横たわる(=

人間の運命は死とともにもはや呼び戻すことができない。ことわざ)J

(Beintema 1990 : 14) 

Boppe it festelan fan Europa bliuwt wol hege druk lizzen yn it 
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wykein. rヨーロッパ大陸の上空には週末、高気圧がとどまるでしょう」

(Bangma 19932 
: 113) 

Der is in soad wurk 1 i zzen b 1 eaUI1. r仕事がたくさん残ってしまった」

(Dykstra 2000 : 376) 

②他の第2不定詞+bliuwe 

1 i b j en b 1 i uwe r生き続けるJ

rinnen bliuwe r歩き続けるJ

stykjen bliuwe r止まったままでいるJ

wenjen biiuwe r住み続けるJ

Hy hope dat er noch in skoftsje 1 ibjen bliuwe mocht. r彼はもうしば

らく生きていることを許されるようにと願ったJ(ULI' S， B 20 : 10) 

It skip b1 iuwt stykjer1. r船が進まない(=止まっている )J(ULI' S， C 

15 : 17) 

Ik bin yn it ferkear stykjen bleaur1. r私は交通渋滞に巻き込まれたJ

(Dykstra 2000 : 669変更)

Wy bliuwe hjir wenjen. r私たちはここに住み続けますJ(ULI' S， C 15 : 

17) 

官ybinne acht jier yn Frjentsjer wenjen bleaur1. r私たちは 8年フリ

エンチェル(オ. Franeker rフラーネケルJ)に住み続けたJ(UL1' S， B 

11 : 22) 

(c) {stean/sitten/lizzen/hingjen}十gean

gean (オ. gaan/ド. gehen/エ. go r行く J)は第 2不定認のもつ状態の意

味に至る動作および変化を示す。

stean gean r立ち上がるJ

sitten gean rすわる、腰を下ろすj

lizzen gean r横になる、〈風が〉おさまるJ

hingjen gean rぶら下がるj

Ik bin hjir mar stean gier1， dan kin ik de skOtsjes moai sjen. r手ム
はここでちょっと立ち上がってみたので、それでヨットがよく見えますj

(ULI' S， B 11 : 22変更)

Sille官ysitten gean? rすわりましょうかJ(Bosma-Banning 19812:56) 

Heit giet yn in stoel sitten， skuort de sluf iepen en begjint te 

lezen. r父はいすにすわり、封筒を破って読み始めるJ(ULI'S， A 3:10) 

Wy些担包20p'e stoel豆旦主主・「私たちはいすにすわりますJ(況l'S， 

B 15 : 22) 
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官ybinne krekt foar de televyzje sitten gongen. r私たちはちょうど

テレビの前に腰を下ろしたJ(ULI' S， B 11 : 23変更〉

De hun gyng lizzen. r犬は寝そべったJ(Bosma-Banning 19812 
: 56変

更〉

As er oerein giet， draait alles foar him. Hy giet mar gau wer 

1 izzen. r起き上がると、彼は自の前がくらくらする(口すべてが自分の

前で回っている〉。彼はすぐにまた床についてしまう J(ULI'S， A 11: 6) 

De町rngielizzen. r風がおさまったJ(Zantema 1984 : 1190変更)

De jonge足立!hieltyd oan de knop fan de doar担盟主E・f男の子はい

つもドアの取っ手にぶら下がろうとするJ(ULI' S， B 15 : 21) 

ウ岳フリジア誇ではオランダ誇と違って、(第 2)不定詞に上記以外の動詞は

用いない。

オ. Het gaat regener1. r (もうす n雨が!与るだろう/(もうすくー)渇が降

りだすJ(Van der Woude 1971 : 138) 

フ *Itgiet reiner1. r向上J

6フリジア語では「第 1不定詞十話法の助動詞 sille/wolleJ/rbegjinne 

(オ./ド. beginnen/エ.begin)十第 2不定詞j などで表現する。

フ. It {wol/sil} reine. r向上J

It begjint te reiner1. r向上 1(Van der Woude 1971 : 138正書法変

史)

It giet op in reinen. r同上J(Tamminga 1973 : 54) 

次例も同様。

オ Ikga eens een lekker kopje koffie互豆主主en. iキムはちょっとお L、し

いコーヒーでも入れようと思いますj

フ. *Ik gean ris in lekker bakje kofje setten. r向上j

Ik註1ris in lekker bakje kofje笠旦e. r同上j

Ik主主主 risin lekker bakje kofje. r向上J(Van der Veen/ 

Oldenhof 1990 : 80; ULI' S， B 15 : 13， 19， 22) 

オ Ikga dat boek eens詰zen.r手ムはその本をちょっと読んでみようと

思いますJ(Van der Woude 1971 : 138) 

フ. Ik {sil/wol} dat boek ris leze. r同上J(ib. 138) 

?Eフリジア誇では rte-第 2不定詞十geanJが 「…しに行(Jの意味にな

る(~ 97 (7) (a)i主)。

オ. Hij gaat trouwen. 内定はもうすく。結婚する J

フ.Hy {*giet trouwen/sil trouwe}. r向上j
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Hy giet te trouwer1. r伎は結婚届けを出しに行<J (Tamminga 1973 

: 54交史)

オ Ikga visser1. rキム lま釣りに行きますJ(Van der Woude 1971 : 138) 

フ 1kgean te fiskjer1. r向上J (ib. 138) 

この意味には geanr行<J を欠< r te一第 2不定詞十話法の助動詞j が対

応することもある(~ 97 (7) )。

オ. Ga je vandaag niet kaarten? r君は今日、 トランプをやりに行かな

いかJ(ib. 139) 

フ. Silst hjoed net te damjen? r同上J(ib. 138正書法変晃)

オランダ語の blijvenと逢って、西フリジア誇の bliuweは姿勢動詞 τ

ど一部の動詞以外に、第 2不定詞をともに用いることはできない。

オ. Het blijft regener1. r百きが降り続けている J(ib. 1971: 141) 

フ. *lt bliuwt reiner1. r同上j

bliuweに r{oant 't (または it)十第 2不定詩Ite十第 2不定詞}Jをカ甘

えて表現することもできる ((8)(e))。

フ. *Ik bliuw noch in oerke timmerjer1. r宇ムはまだ 1時間大エ仕事をや

り続けるつもりだJ(Van der Veen/Oldenhof 1990 : 81) 

Ik bliuw noch in oerke 0an i t timmer jer1. r向上J(ib. 81) 

Ik bliuw noch in oerke te timmerjen. r向上J(ib. 81) 

(d)第 2不定詞を伴うその他の動詞

アスペクト動詞のほかに、慣用句の「第 2不定詞十動調jの例を挙げる O

bliken dwaan rわかる、明らかになるJ(b1ike r明らかに…であるJ) 

immen kennen leare r…と知り合いになるJ，inoar kennen leare r互い

に知り合いになるJ

Dat hja ryk wie docht wol bliken， want hja hie san pleatsen yn 

eigendom. r彼女が金持ちだったということはよくわかる。七つ農場を所

有していたからだJ(ULI' S， B 17 : 16変更〉

Doe't Piter grutter waard die it bliken dat er oars wie as oare 

bern. rピテルは大きくなったとき、ほかの子供たちとは違うということ

がわかったJ(Bosma-Banning 19812 
: 39) 

(5)第 2不 定 詞 +komme 

(a)第 2不定 詞 +komme r…しながら来る」

S 86(4)で述べたように、運動の様態を表わすこの構文では、第 2不定詞で

現われる運動動詞は分離成分としての不変化詞を伴う分離動詞であることが多
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い。分離成分は oan(オ. aan/ j-:'. an/エ. on)が多い。以下に用例を追加す

る。

Der kaam in fleanmasine 0anfleaner1. r飛行機が飛んで来たJ(oanl-

fleane r飛んで来る j、分離成分の境界を rlJで示す。以下同様)(官FT3 

/1986 : 391) 

Dy komt mei in boekebus oanriden. rその人は移動図書館ともに車でやっ

て来るJ(oanlride r車・自転車などで乗りつけるJ)(UL1' S， C 16 : 26) 

Hy kaam der 0anstowen. r彼は突進して来たJ(oanlstowe r突進して来

るJ)(Van der Veen/Oldenhof 1990 : 47) 

Der kaam in sturtsee 0anroljen. r大波が押し寄せて来たJ(aanlrolje 

r(波が〉うねり寄せるJ)(Anglade 1966 : 63正書法変更)

第2不定詞が分離成分 oanを伴う分離動詞以外の例もある。

Der kaam in tongerbui opsetten. r雷雨が襲来してきたJ(oplsette r現
われる、立ちのぼるJ)(ib. 7) 

Der kaam net ien 0pdaagjer1. rだれも姿を現わさなかったJ(opldaagje 

「現われる、姿を見せるJ)(ib. 7) 

Hja kaam ta de doar ut stoarte1jen. r彼女はドアの外によろめきなが

ら出てきたJ(stoartelje rよろめく J) (Hoekstra 1997 : 7変更〉

(b) [前置詞+第 2不定詞J+アスペクト動調

この表現は前置詞勾に第 2不定認が含まれる点が特徴的である。ほとんどが

固定した韻用匂であり、継続または始発のアスペクトを表わす。ドイツ語の機

能動詞〈ド. Funktionsverb)と類似点がある。以下にいくつか用例を示す。

nei reinen stean r雨模様だj

oan sliepen ta komme r寝るようになる」

jin nei wenjen sette r移住する、転居するJ

jin nei sliepen jaan r就寝する、床に入るJ

De 10ft stiet nei reinen. r雨が降りそうな空模様だ(=空は雨が降り

そうな状態にある)J (Zantema 1984 : 645) 

Yn 'e rin fan 'e jierren ha in protte minsken har yn 'e sted nei 

wenjen set. r何年もの間にたくさんの人々が都市に移住した(=都市に

住むように移動した)J(瓜l'S， C 11 : 2) 

「前置詞+第 2不定詞Jの部分が r(前置詞伺を支配する後置詞による〉後

置詩句Jの例もある。

Yn 'e ungetiid komme boeren en arbeiders amper [[0an s1iepenJ taJ. 

「干し草作りの時期には、農夫と出稼ぎ労働者はほとんど寝る暇がないJ
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(Zantema 1984 : 1115) 

「前置詞匂十(setten)十kommeJは特定の前置詞句を用いて固定した慣用匂

である O 第2不定認 setten(←sette r置く、据えるJ)にはそれほど明確な

意味がなく、なくてもかまわない (Visser1985 : 358)。

{der oan (ta)/der op (ta)} (setten) komme r…に来る・出かけるJ

earne wei (setten) komme rーから来る」

Protten minsken， eins te folle， komme der op ta setten. r多くの人

々、じつはあまりに多くが、そこへやって来るJ(ULI' S， C 9 : 12) 

(6)名詞句+{s tean/s i tten/I i zz en/h i ngj en!r i nnen} + {hawwe/f i ne} 

hawwe r持っているJ/fine r見つけるJは知覚動詞構文と同様に「名詞句+

第2不定詰Jを伴うが、第 2不定詞の種類は以上の五つに限られ、名詞匂目的

語の姿勢(ポーズ)にかんする状態を表わし、「…を{掛かったままで/横たわっ

たままで/置いた・据えたままで/立ったままで/歩いたままで}(あるのを)

{持っている/見つける}Jの意味になる。 hawweを用いた場合は、「…を{掛

けである/横にしである/置いである・据えである/立ててある/歩かせである@

走らせである }Jの意味でも解釈できる。歴史的にこの第 2不定詞が現在分詞

に由来することは、 S94の注で述べた。

(a) hawwe r持っているjを用いた用例

Nee， dat giet hielendal mis， want hy hat de stok te fier stean en 

hy giet skean en ja， rekket yn it wetter. rいや、これはまったく失

敗です。というのは、彼は棒をあまりに遠くに立てすぎているく=立った

ままで持っている〉からで、彼は斜めに傾いて、そして、ああ、水の中に

落ちてしまいますJ(Bangma 19932 
: 144変更)

Tink mar dat ien dy't de radio net oan stean hie， ek graach witte 

wol， wat der sein is. rラジオをつけたままにしないで、何が雷われた

かを知りたがる人がいることを考えてくださいJ(ULI' S， C 7 : 21) 

Ik ha in boat by de mar lizzen. r私はボートを湖のところに置いであ

る(=横たわった状態で持っている )J(Van der Veen/Oldenhof 1990 : 47 

変更〉

Hy hat trije skiep yn 't lan rinnen. r彼は羊を 3頭、牧場に放牧して

いる(=歩いたままで所有している )J(Tiersma 19992 
: 115変更〉

(b) fine r見つける」を用いた用例

Hja fun him op 'e flie sitten. r彼女は被が床にすわっているのを見つ

けたJ(Hoekstra 1997 : 7変更〉
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胃yfunen har by de balke hingjen. r私たちは彼女が梁(Iiり)で首を吊っ

ているのを見つけたJ(ib. 7変更〉

'CF 第 2不定詞のかわりに te-第 2不定詞を用いることもある。この構えは北

京都の方言に特欲的である (Hoekema1963/64， Tiersma 19992 
: 115)。

Fan al har oerbeppesizzers hat se in foto op it kammenet te stean. 

「ひ孫全員の写真を扶女は飾り棚の上に主ててある J(ULI' S， B 11 : 6) 

かつて西フリジア誇では、第 2不定詞(動名詞 -en<-ene) のかわりに琉

在分詞 (-end< -ende) を用いていた(以下、用例を令めて Hoekema1963 

: 64正書法変史)。

Wy hawwe der lan lizzen (<第 2不定詞/動名詩 lizzene). r私たちはそ

こに土地を持っている(=横たわったままで所有している)J 

< Wy hawwe der lan lizzend (<現在分詞 lizzende). r同上」

このほかに、他動詞の場令には rte (< to)十第 2不定詞/動名詞Jを用い

る構丈があった。

Wy hawwe dat lan te bruker1 (< to brOkene). r私たちはその土地を利用

すべ(所有している(利用できる、利用するのが連当である、利用する必

要がある)J 

その後、後者の構丈からの類推として前者の構丈で te(< to) を用いる

ようになり、「名詞句+te {stean/lizzen}十hawweJ構丈が発達し、フリ

ースラント州北求吾~で定着したと考えられる。

なお、デンマーク誇などの北ゲルマン語では琉品分詞を用 L、る構丈が戎っ

ている。

デ. Vi har fem stole staende hjemme. r私たちは家にいすを 5脚、持っ

てL、る j

方言的な表琉で Ikbin geande. r宇ムは歩いている J(現五分詞 geande

「歩いている j)のかわりに、フリースラント州北京都では Ikbin te 

gean. r同上j と言うが、これも上記の説明に準じて考えられる。

なお、&フリジア言吾では rmeiート名古ヰ匂… {hingjen/lizzen/sitten/stean}j

で付帯状況「…をーしたままで持っている j という意味を表わすが、この

第 2不定詞 hingjen/lizzen/sitten/steanが琉在分詩に由求することは

明らかである(第 2不定詞は省略することもある。 Hoekstra1997 : 8) 

Mei in honkbalkneppel Onder it bed lizzen， fielt er him feiliger. 

f野球のパットをベッドの下に横にして亘いておくと、後はより安心なえ

がする j(Hoekstra 1997 : 8) 
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it {is/liket}+形容詞+第 2不定詰、‘.，，司，t，，t
、、

iit {is!1iket}+第 2不定詰j構文はふつう様態の意味の形容詞を伴って、

「…する場合にーであるJという意味で非人称構文で用いる。構文の中心は

{ is/liket}十形容詞「…であるJにあり、第2不定詞「ーする場合にJはその

adjunct)として副詞的にはたらいている。以下の用例は f休添加成分〈エ.

「住む場合に心地よい・心地が悪い」という意味であり、む場合に心地よいJ

または副詞節前置詞句 byit {resten/wenjen} r休むときに/住む場合にJ、

at jo {reste/官enje}r同左Jでほぼ同じ意味に置き換えられる。

「仕事を終えた後は心地よく休めるNei dien wurk is 't noflik resten. 

Dykstra 2000 : 1153) 

No， it is hjir goed wenjen 

「ここには住みたくないという人は多い。でもまあ、ここは住み

(ことわざ)J(Beintema 1990 : 27， 

In protte minsken meie hjir net wenje. 

fine wy. 

心地がいいと私たちは思うよJ(Bangma 19932 
: 80) 

「私はそんなボートは住み心It liket my krap wenjen op sa' n boatsje. 

地が悪いような気がするJ(Bangma 19932 
: 80) 

(前置詞句進行形)oan 't +第 2不定詞+weze、‘，，，
nxυ 

，，.‘、

(a)前置詞匂進行形とアスペクト

人や物事が特定の時間だけ持続する出来事の最中に存在することを示す表現

による進行‘be十 ing'形式を進行形と呼ぶ。西フ lJジア語の動詞には英語の

アスペクトにかんする明確(文法的)形と違って、進行中の動作か否かという

な意味的対立がなし1。たとえば、英語の writeには「書く Jという意味しか

つまり、なく、「書いているJという意味は bewritingで表わす必要がある。

ところが、英語の writeにはアスペクトにかんする示差的特徴が認められる。

skriuweには「書く Jと「書いている」というアスペクトの西フリジア語の

したがって、次のこれはオランダ語やドイツ語でも同様である。対立がない。

現在形・過去形による文は現夜・過去の時点に進行中の動作とも、一般的な習

慣・習性または動作を全体的にとらえた意味のどちらにも解釈できる。

「彼は手紙を{書いているところだ/書く習慣があHy skriuwt in brief. 

く}J

「彼は手紙を{書いているところだった/書く習慣が

る・

Hy skreau in brief. 

いた}Jあった・

roan 't+第2不定詞十官ezeJ(oan it>oan 't [:lmt])構文(S 60(2)(s) 

③)を使えば、「…しているところだ」のように進行中の動作であることが意

味的に明確になる。第 2不定詞が他動詞の場合、直接目的語名詞匂は roan't 
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十第 2不定詞」の左側(前〉に現われ、全体で「名詞句…oan't十第 2不定詞

十時zejという構文になる。 oan'tは oanitとつづることもあるが、発音

は [oant]である。

Hy is in brief 0an 't skriuwen. r彼は手紙を書いているところだJ

Hy wie in brief 0an 't skriuwen. r彼は手紙を書いているところだっ

たJ

ただし、進行中の動作であることを示す必要が高い文脈では、この構文がほ

とんど義務的になる場合がある。たとえば、次の文ではたんに過去形を使うだ

けでは不自然である。

Doe't se deryn kaam， {wie er 0an 't skri uwerl/??skreau er}. r彼女が

入ってきたとき、彼は書いているところだったj(Ebert/Hoekstra 1996 : 

82変更〉

語形的には oan'tは「前置詞 oan(オ. aan/ド. an/エ. on)+定冠詞 itj

であり、 roan't+第 2不定詞Jは前置詞句に相当するので、 roan't+第2不

定詞十時zejは前置詞句構文と言える。この構文による進行形の表現を「前置

詞句進行形j(エ. prepositional progressive)と呼ぶことにする。

なお、進行形の表現にはこれ以外に、ゲルマン語一般で「姿勢動詞構文Jに

よる「姿勢動詞進行形」がある。西フリジア語では r{stean/sitte/lizze/hin

gje/rinne} + te-第2不定詞」がこれにあたる(e 97(4))。

(b)不定詞標識の oan't 

この構文の第 2不定詞は (2)の「限定詞+第 2不定詰Jと違って、名詞化

(nominalisaasje/エ.nominalization)されていない。それは第 2不定詞が

動詞の結合価(ド. Valenz)を受け継いで、名詞句呂的語を伴うことからわか

る。

Hy {is/wie} in brief 0an 't skriu官er1.r彼は手紙を書いているところ

{だ/だった}J

本Hy{is/wie} 0an 't skriuwen fan in brief. r向上」

第2不定詞 skriuwenは定冠詞 it(>'t)を伴っているが、名詞伺の藍接

目的語 inbrief r手紙」を支配しており、 inbrief skriuwe r手紙を書く」

という動詞句の構造が保たれている。つまり、 inbrief r手紙」は oan'tの

左側に置かれているが、第 2不定認 skriuwenr書く」と動詞句を形成してい

る。これは inbrief te skriuwen r手紙を書く」という te第2不定詞句と

同様であり、 oan'tは teに相当すると言える。

つまり、 oan'tは通常の前置詞と定冠詞の結びつきとは性格を異にする。

te-第 2不定認の te(オ. te/ド. zu/エ. to)が前置詞から「不定詰標識」

-715-



〈エ. infinitival marker)に発達したのと同様に、 oan(オ. aan/ド.an/エ.

on)はもはや前置詞ではなく、 teと同様に oan'tという不定詞標識として

はたらいていると考えられる (Ebert/Hoekstra1996 : 89)。

ただし、不定詞標識 oan'tは不定詞標識 teと違って、分離動認では分離

成分の小辞と動詞の間に teが割り込むが (opte iten)、oan'tは割り込ま

ない (*opoan 't iten)。この点で oan' tは前置詞としての性格を残してお

り、完全に不定詞標識になっているとは言いがたい。

Hy is in hjerring {oan 't opiten/*op oan 't iten}. r彼はニシンを一

匹、たいらげているところだJ(分離動詞 opI ite r食べ尽くす、たいらげ

るJ)(Ebert/Hoekstra 1996 : 84変更)

φHy besiket in hjerring {*te盟誌担任;Qte主主g}. r彼はニシンをー

匹、たいらげようとしているj

(c) r前置詞十定冠詞Jとしての oan't 

次の用例では名詞匂が oan' tの左側に置かれておらず、「名詞+第 2不定

詞Jで 1語として続け書きされ、名詞抱合(13 83， 84)が起こっている O この

第 2不定詞は名詞用法で、 oan'tは「前置詞+定冠詞」であると言える。

Hy is oan 't briefskriuwen. r彼は手紙を書いているところだJ(brief-

skriuwe← brief r手紙J+skriuwe r書く J) 

これが名詞抱合による表現であることは、 briefr手紙j に限定詞や形容詞

などの惨飾語をつけたり、代名詞で置き換えることができないことから明らか

である。

本Hyis oan 't {in brief/lange brieven} skriuwen. r彼は{手紙〈単数

形)/長い手紙(複数形)}を書いているところだJ

本証yis oan 't {{him/it}/se} skriuwen. r彼は{それ/それら}を書いて

いるところだJ({de/it} brief r手紙J) 

名詞匂目的語の部分を roan't+第 2不定詞J全体の左側(前〉に出せば、

oan 'tは不定詞標識としてはたらき、動詞匂表現になるので問題がない。

Hy is {in brief/lange brieverl} 0叩， t skri uwen. r彼は{手紙(単数

形)/長い手抵(複数形)}を書いているところだJ

Hy is {{him/it}/se} oan 't skriuwen. r彼はそれ(単数形/複数形)を

書いているところだ」

ただし、語桑的に国定した抱合動詞の語形は brieveskriu町であり、おも

に「文通するJという習慣・反復を伴う特定化した意味を表わす。

次伊jが名詞抱合によることは、 han-が hanr手」と語形的に異なることか

ら明らかである。
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De bern binne oan it hanwaskjer1. r子供たちは手を洗っているJ(名詞

抱合 han(<han r手J)十阻止jer洗う J)(ULI' S， A 3 : 10) 

西フリジア諾の oan' tは歴史的に「前置詞十定冠詞」に由来する。今日で

もなお名詞用法の第 2不定詞を伴い、名詞抱合によって他動詞の目的語を寂り

込みながら前置詞匂を形成するのはそのなごりと言える。これはまた、 wurkje

f働く」という動詞を用いた oan't wurkjen wezeのほかに、 itwurk r仕事j

という中性名詞を用いた oanit wurk wezeもともに「仕事をしているところ

だ」という意味になることからも理解できる。

Auke is yn de tun 0an it wurk. rアウケは庭で仕事をしているJ

百yis oan it wurk mei in boek. r彼は本を書いているJ(Dykstra 2000 

: 828) 

以上で述べたように、 oan' tは不定詞標識としての性格を持つまでに発達

し、第 2不定詞が名詞匂目的語を伴って動詞句型構文を形成することがある。

この意味で酉フリジア語の前置詞句進行形は進行形への発達途上にあり、 roan

't+第 2不定詞十時zeJ構文にはあいまいさが認められると考えられる。た

とえば、第2不定詞が単独の自動詞の場合には、目的語を欠くために動詞句を

形成しているかが不明確であり、 oan'tが不定詞標識か前置詞かあいまいで

ある。

胃ywiene krekt 0an 't iten， doe't er thuskaam. r彼が帰宅したときに、

私たちはちょうど食事をしている最中だったJ(Van der胃oude1971 : 140 

正書法変更)

Ik bin oan it praten. r私は話をしているところですJ(Van der Veen/ 

01de出of1990 : 47) 

Yn it petearke wie de rnern 0an i t striker1. r会話をしながら母は編み

物をしていたJ

〈ア岳フリジア誇では第 2不定詞を伴う oan tだけでなく、 teも不定詞標

識か前亘詞かであいまいである(~ 97) 0 名詞抱令の有無も同誌にこれと

間保している。同じく進行形の表札である f{stean/sitte/lizze/hingje/

rinne} +第 2不定詞J構え(~ 97 (4) )でも同禄である。

(d)意味的制限と他の用例

roan ' t+第 2不定詞J構文は英語の進行形 (be+-ing)と同様に、開始・

終結を前提としない状態・性質の表現には使えない。

Kenne jirn inoar? rあなたがたは知り合いですかJ(Visser 1985 : 330) 

∞幼innejirn inoar 0an't kennen? r向上J

Sy 1iket hie1 bot op har mern. r彼女は母親にとてもよく似ているJ
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(Dykstra 2000 : 370) 

。*Syis hie1 bot op har mem 0an 't 1ykjer1. r向上J

Ik weach 65 kilo. r私は体重が65キロありますJ(ib. 797変更〉

∞*Ik bin 65 kilo 0an 't weagen. r同上J

時閣を示す副詞成分を伴って動作の継続を表わす場合にも、この構文は使え

ない。

本Itbern wie twa oeren 1ang 0an 't boarts j er1. r子供は 2時間の問、

ずっとひとりで遊んでいたJ(Ebert/Hoekstra 1996 : 90変更〉

主語が動作主でない場合にもこの構文は使えない。つまり、意図的で制御可

能な動作である必要がある。

*It jonkje is oan 't sliepen. r男の子は眠っているJ(Ebert/耳oekstra

1996 : 82) 

*It famke is oan 't {laitsjen/guler1}. r女の子は{笑っている/泣いて

いる }J

*Dy studint is him oan 't ferfelen. rその学生は退屈しているJ

*De flagge is op e toer 0an 't waaien. r塔の上で旗がたなびいてい

るj

*It wetter is oan 't sieden. rお湯が沸いているJ(Ebert/Hoekstra 

1996 : 82) 

*It is oan 't reiner1. r雨が降っているJOb. 82) 

古 川stean/sitte/lizze/hingje/rinne} + te一第 2不定詞J構文は動作の継

続や主誇が動作之以外の表1見にも用いることができる (~97(4) 参照)。た

だし、姿勢の意味と矛盾しないことが条件になる。

(e)その他の進行形の表現

前置詞勾構文による類似した進行形の表現としては、 dwaander従事してい

る、多忙な (mei…に・で)J(s 92(3)(0②〉がある。

胃ypkewie krekt dwaande Sytske har fuotsjes der yn te waskjer1. rヴィ

プケはちょうどシツケの足をその中に入れて洗っていたJ(ULI' S， B 2 : 

13変更)

De bern binne dwaande mei hanwaskjen. r子供たちは手を洗っているJ

Ik bin dwaande mei wat wurk. r私はちょっと仕事をしている」

(Tamminga 1963 : 178正書法変更)

にアオランダ語では bezigzijn r従事している (met…に)、多忙な (met…

で)Jがこれに対応する。

オ. De kinderen zijn bezig hun handen te wassen. r向上J (ULI' S， A 
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3 : 29) 

Ik ben bezig met wat werk. 「同上j (Tamminga 1963 : 178) 

ioan 't十第 2不定詞+wezeJ構文で wezeのかわりに bliuwei…し続け

る、 とどまるJを使うと、「…しているところだJという意味の進行形ではな

く、「…し続けるj という意味の継続アスペクトの表現になる。

Wy bliuwe noch in oerke 0an it timmerjer1. 「私たちはまだ 1時間は大

工仕事をやり続けますJ(Van der Veen/Oldenhof 1990 : 81変更)

これは te一第 2不定詞で置き換えても表現できる ( S 97(3))0 (4)で述べた

ように、 ibliuwe+第 2不定詞jは語葉的に思定しており、 teが必要である。

"...... 
'-..1 

官ybliuwe noch in oerke {te/*0} timmerjer1. 「向上J(ib. 81変更)

オランダ言吾では raan het十不定詞十zijnJ構文が西フ 1)ジア誇の roan 

't+第 2不定詞 +wezeJ構丈に対応する。不定詞標識としての aan het 

と動詩句表J.t、 「前亘詞句+定冠詞Jとしての aan het と名詞抱合という

対応も岳フリジア誇と同禄である。

オ. Hij schrijft {een brief/lange brieven}. 「イ点は {一手紙 (単数形)/

長い手紙 (譲数形)} を書〈 -書いているところだJ

Hij schreef {een brief/lange brieven}. 「伎は {手紙 (王手数形)/長

い手紙(技数形)} を書いた・書いているところだったj

Hij is {een brief/lange brieven} aan het schrijver1. 「伎は {手

紙 (学教形)/長い手紙(譲数形)} を書いているところだj

Hij !主主 {een brief/lange brieven} aan het schrijven. r~点は {手

紙 (単数形)/長い手紙 (複数形)} を書いているところだったJ

オランダ誇でも進行中の動作は直接目的語を動詞の直前に亙くことによっ

て表堤できる。

オ. Hij is aan het brieven schrijven. 「伎は手紙を書いているところ

だj (ANS 1997 : 1361) 

この用例では brieven r手紙j は夜数形であり、 正書法でも brieven 

と schrijven r書<J は分かち書きする。 しかし、 briefは限定詞をつけ

たり、代名詞で置き換えることはできない。

オ. *Hij is aan het {een brief/lange brieven} schrijven. 「伎は {手

紙 (単数形)/長い手紙(捜数形)} を書 L、ているところだj

*Hij is aan het {主主主/主主}schrijven 「伎はそれを (単数形/設数形)

書いているところだj (de brief r手紙J) 

目的誇の部分を r aan het+第 2不定詞j 全体の左側(前) に出せば動詞

句表1見になるので問題がないことは、 岳フリジア誇と共通している e
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オ. Hij is {een brief/lange brieven} aan het schrijven 「伎は {手

紙 (学数形)/長い手紙(譲数形)} を書いているところだj

Hij is {hem/ze} aan het schrijven. 「伎はそれを書いているところ

だJ

このことから上記の構丈は名詞抱令としての性格を備えていると言える。

名詞が毛主数形になるのは、 boekenkastr書楓j (boek r本j 十kastr戸棚、

ケース J) のように説教形形態素は議会誇の成分に用いることがあるのと

同議に、名詞抱合においても抱合名詞を形成する形態的役割を担っている

ためとも考えられる。次例も同議である。

オ. Hij is de aardappels aan het schillen. 「イ点はジャガイその皮をむ

いているところだJ(Ebert/Hoekstra 1996 : 86変史)

Hij is aan het aardappelschillen. f同上j (ib. 86変史)

ただし、 オランダ誇ではそらフリジア誇と違って名詞抱令の使用範囲に制限

が強〈、 この謹の不定詞の名詞用法で名詞抱令が観察されるにすぎない。

r aan het+不定詞j 構えの不定詞が名詞イとされておらず、動詞の結合価

を受け継ぐ点も vsフリジア誇と問議である。

オ. キHijis aan het schrijven van een brief. r i;史tl手紙を書L、ている

ところだj

分離動詞では分離成分の不変北詞と動詞の問に te !.;l:割り込むが、 aan 

het は害iJり込まないこともそ§フリジア誇と同議である。

オ.Hij is een haring {aan het opeten/*op aan het eten}. r技はニシ

ンを一匹、 たいらげているところだj (分離動詞 opletenr令べ尽〈

す、 たいらげる J) 

件 Hijprobeert (om) een haring {*te opeten/op te eten}‘ r{J.tは

たL、らげようとして L、る j
一、ーム J 

ニンンセ一位、

〈ア ゲルマン誇には丈法イもの差が認めらるものの、 ほとんどの言語に同種の

f前亘詞句進行形j が認められる。英語の be十-ing も歴史的には前翠詞

句進行形に由永する (古英誇 beon十on十一ing)。英語と並んで文法北の皮

合いが高いアイスランド誇の fvera ad (ヱ. at) +不定詞J も前亘詞句 i是

-it形のひとつである o 前亘詞にはこのほかに北フリジア誇フェリング方言

(Fering) の uun (フ. yn/オ.ド.エ. in)、モーリング方言 CMooring) お

よぴ部分的にフェリング方言の bai、 ドイツ言吾の bei (西フ. by/オ. bij 

/エ. by)、 および意味的にこの bai/bei に相当するデンマーク誘の ved 

(エ. wi th) などがある (Ebert 1989， Ebert/Hoekstra 1996)。文法北の

皮令いは、①進行形とヰド進行形でのアスべクトの対主の有熱、②主主香が動
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作主で意罰的・制御可能な動詞にFlられるか苓か、③名詞句目的語の可吾、

④前亘詞から不定詞標識への発達の有無などから判断される。西フリジア

誇の前豆詩句進行形構丈は①②は満たさないが、③④はほぼ満たすという

意味で進行形としての丈法イとがある程度、進んでいると言える。ドイツ誇

では r(gerade) dabei sein-" zu-不定詞j と ram十不定詩 +seinJがそれ

に相当するが、 Bフリジア誇の構文に追い後者は①②を満たさず、③④も

十分に満たすとは吉 L、がたい O ただし、次の用例のように、自的誇が代名

詞である場合には③が比較的可能である。この点、でこの構丈にも進行形構

丈どしての茅生えが認められる。

ド. Das sind wir noch am Diskutierer1. rそれを私たちはまだ議論して

いるところですJ(Ebert/Hoekstra 1996 : 98) 

??Wir sind das Problem noch am Diskutieren. r私たちはその問題

をまだ議論しているところですJ(ib. 98) 

なお、 r(gerade) dabei sein'" zu-不定詞」では名詞句目的諮を伴う他動

詞であることが必要である。

ド. *Sie ist dabei zu lesen. r~点女は読んでいるところだ J (Ebert/ 

Hoekstra 1996 : 97) 

Sie ist dabei ein Buch zu lesen. r1~女は本を読んでいるところだJ
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S 97 te-第 2不定詞 (te-ynfi n i tyf) 

(1) te-第 2不定詞の分類

第 2不定詞に te(オ. te/ド. zu/エ.to)がついた te-第 2不定詞は、第

2不定認とは用法が大きく異なる。 Hoekstra(1997 : 22， 34f f. )は te-第 2

不定詞を外置 (ekstraposysje/エ. extrapos i t i on)と名詞抱合 (nomenynkor

poraasje/エ. noun incorporation)の有無という基準で4種類に分類してい

るく③④は DeHaan (1987 : 65ff. )では区別されていなかったものである〉。

タト置 名詞抱合

① te-第 2不定詞の動詞用法 有 盤

② te-第 2不定詞の形容詞用法 盤 盤

③ te第 2不定詞の前置詞句用法 鉦 有

④ te第 2不定詞の文用法[=副詞用法、筆者注] 有 有

① te-第 2不定認の動詞用法 (ferbalete-ynfinityf，エ.verbal te-

infinitive) 

Hy seit dat se Frysk besiket [te pratenJ. r彼は彼女がフリジア語を

話そうとしていると言っているJ(besykje rーすることを試みる、…しよ

うとするJ， prate r話すJ)((2)の用例)

② te-第 2不定詞の形容詞用法 (adjektivyskete-ynfinityf/エ.adjecti 

val te-infinitive) 

Hy seit dat se swier [te rissenJ is. r彼は彼女はその気にさせにくい

と言っているJ(rissen r持ち上げる、その気にさせるJ)((5)の用例)

③ te第 2不定詞の前置詞句用法 (preposysjonelete-ynfinityf/エ.pre-

positional te-infinitive) 

Hy seit dat se [te toarnbeisykjenJ giet. r彼は彼女がキイチゴを摘み

に行くと言っているJ(toarnbeisykje rキイチゴ摘みをするJ< toarnbei 

「キイチゴj十sykjer探すJ， gean r行く J)((7)の用例〉

④ te-第 2不定詞の文用法 (sentinsjelete-ynfinityf/エ.sentential 

te-infinitive) [=副詞用法、筆者注]

Hy seit dat er us helpt [te toarnbeisykjenJ. r彼は彼女が私たちにキ

イチゴ摘みの手伝いをしてくれると言っているJ(helpe r助けるJ)((2) 

の用例) (以上①~④、 ib. 14) 

④の rte-第 2不定詞の文用法」はオランダ語やドイツ語には存在せず、酉

フリジアの特徴と言えるが、認定に問題がまったくないわけではない。また、
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「文(=CP)Jという概念もつかみにくい。「文jよりも「副詞成分Jとして理

解するほうが容易なので、以下では rte-第2不定詞の副詞用法J(adferbia1e 

te-yn f i n i tyf/エ. adverbial te-infinitve)と言い換えて、「文用法(副詞

用法)Jという名称で用いることにする(詳細は(7)(e)参照)。この 4分類は判

断が困難な場合もあるが、画期的な分類であり、オラン夕、、語やド、イツ語との共

通点、や棺達点、もとらえやすい。以下の説明でも必要に応じて言及する。ただし、

以下の (2)--(7)はこの 4分類のと、れかと一対ーに対応するとはかぎらないの

で、注意を要する ((2)(h)、(3)(b)(c)、(4)(b)--(e)、(7)(d)(e))。

(2) te-第 2不定詞句を伴う他動詞(制御動詞)

(a)補文としての te-第2不定詞句

te第2不定詞は名詞句目的語や前置詞句などの副詞成分を伴って第 2不定

詞句を形成し、母型文 (matrikssin/エ. matrix sentence)の埋め込み文

(ynbede sin/エ. embedded sentence)として母型文の動詞 (matrikstiid-

wurd/エ. matrix verb)の補文を形成することがある。この用法を rte-第2

不定詞の動詞用法J(ferbale te-ynfinityf/エ. verba1 te-infinitive)と呼

ぶ。 te-第2不定詞匂の主語は語量的には表現されず、母型文の主語・目的語

などと同一で・あると意味的に解釈される(英語と違って、西フ 1)ジア語では

rfor-名詞句十to-不定謁」のように主語を rfor-名詞句」として語葉的に表

現することはない)。母型文の動詞の種類には、 te-第2不定詞句を伴う他動詞

〈制御動詞〉と te-第2不定詩句を伴う話法動詞・アスペクト動詞(繰り上げ

動詞)がある。この te-第2不定詞は(1)で述べた動調用法である。

ここでは前者の te-第2不定詞匂を伴う他動詞(制御動詞〉を扱う c

(b)個々の動詞と用例

te一第 2不定謁伺の主語の解釈は、それを支配する母型文の動詞が母型文の

主語あるいは目的語と同一であることを決定することに依存する。つまり、母

型文の動詞が te-第2不定認匂の主語を制御(エ. contro1)する。このよう

な動詞を「制御動詞J(エ. contro1 verb)と呼ぶ。

①主語と同一

belibje rーすることを経験する j， besykje rーすることを試みる、…し

ようとするJ， ferjitte rーすることを忘れるj， hoopje r…することを

希望するJ， oanbiede rーすることを申し出るJ， sizze rーすると言う j，

finthji tte r…にーすると約束するJ， witte rーすることを心得ているJ

Beppe hie nea tocht， dat se nochris be1ibje soe， [oerbeppe te 

wurden]， mar no is se it a1 trije kear. r祖母はもう一度、曾祖母に

内
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なる経験をするなどとはまったく思ってもみませんでしたが、これでもう

3度百ですJ(belibje)(ULI' S， B 1 : 9) 

Juns lei er op bed te bidden， want hy leaude yn God en hope [al yn 

e himel te kommenJ. r夜になると彼はベッドに横になって祈りました。

というのは、彼は神様を信じていて、ちゃんと天国に行けるようにと願っ

ていたからですJ(hoopje)(ULI' S， B 20 : 10) 

Troch sokke maatregels出盟主 er [wurkgelegenheid foar de oare 

官urknimmersr1alde te kinneru rそのような措置によって、彼は他の労

働者のために仕事の機会を保持できるように願っているJ(hoopje)(ULI'S， 

C 13 : 7変更)

Ik回虫je[noch hiel lang op mysels Qliuwe te kinneru r私はまだずっ

と長い問、自分でやっていけるようにと望んでいますJ(hoopje)(Bangma 

19932 
: 80) 

Ik bea oan [him te helper1]. r私は彼に援助することを申し出ましたj

(oanbiede)(Bosma-Banning 19812 
: 126) 

It persintaazje respondinten dat seit [hielendal neat fan it Frysk 

te ferstear1J is dus 0 sa lyts. rフリジア語を何も理解しないと言って

いる回答者の割合は、したがって、きわめて微小であるJ(sizze)(Gorter 

et al. 1984: 82) 

Sy wit wol [mei minsken 0m te geanJ. r披女は人と付き合う方法をよく

心得ているJ(wi tte)(Zantema 1984 : 1198変更〉

胃ywitte [de bushalte net te finenJ. r私たちは/くス停が見つからない

のですJ(wi tte)(ULI' S， C 18 : 5) 

②目的語と同一

beprate r…に…するように説得するJ，ferbiede r…に…することを禁

止するJ，freegje r…に…するように頼むJ， helpe r...に…することを

手伝う J， hjitte/befelje r…に…することを命令するJ， oanriede r… 

にーするように忠告するJ， oerhelje r...にーすることを納得させる、

に…するように説得するJ， twinge r…にーすることを強制するJ

Se skille de dokter en立盟主 him[de middeis even del te kommenJ. 

f彼女は医者に電話して、昼に来てもらうように頼んだJ(freegje) 

(ULI' S， A 6 : 8変更〉

Hja twongen de piloat [nei Stiens te fleanenJ. r彼らはパイロットに

スティエンス〈オ. Stiens rスティーンスJ)へ飛ぶように強制したj

(twinge)(ULI' S， C 5 : 8) 

dω
・

『

r
t



③主語・目的語と詞ー

同ーの母型文の動詞でも、意味の相違に応じて te-第 2不定詞句の主語が

母型文の主語または目的語と同ーと解釈されることがある。

Hy主盟主 har[om har hier groeie te 1 i tter1]. r彼は彼女に彼女の髪を

伸ばすように(=伸ばしてくださいと)頼んだJ(freegje r…してほしい

と頼む=要請する j、目的語と同一)(Hoekstra1997 : 61変更〉

Hy frege har [om syn hier groeie te li tteru r彼は彼女に彼自身の髪

を伸ばさせてくれと(=伸ばすのを許してほしいと〉頼んだJ(freegje 

「…しでもいいかと頼む z 許可を求めるj、主語と同一)(ib.61変更)

(c) r(om"') te-第 2不定詰J 補文標識 om可

補文としての te第 2不定詞句は動詞不定形の場合に用いる補文標識 omに

導かれることがある。

官ybepraten hirn [om dat net te dwaanJ. r私たちは彼にそれをしないよ

うに説得したJ(beprate) 

Ik koe him net oerhelje [om ek mei te dwaar11 r私は彼にいっしょに

やることを納得させることができなかったJ(oerhelje)(Vledder/De 

Jager-De Boer 1991 : 204変更〉

この場合の omの使用は原則として任意である。西フリジア語ではオランダ

語と比べて omの使用が好まれる傾向がある。 omをつけない表現は堅苦しく、

オランダ語的な印象を与えることがある (Hoekema1958 : 17)。また、 omを痩

用すれば、 te-第2不定詞句の始まる位置がはっきりする。

omを欠く用例。

Besykje [jo stanpunt sa goed mooglik te beredenearjenJ. rあなたの

立場をできるだけ主張するようにしなさいJ(besykje)(ULI' S， C 17 : 11 

変更〉

Besykje dan [de tekst sa kreas mooglik te lezenJ. rそれからテキス

トをできるだけ上手に読んでみなさいJ(b邸内je)(ULI'S， C 9 : 16) 

De man besiket [te glimkjenJ. Is slagget net sa best. rその男性は

ほほ笑もうとする。(しかし)あまりうまくいかないJ(besykje)(ULI'S， 

B 6 : 8) 

同ーの動詞で omの有無が併存する用例。

As oplossing sil besocht wurde moatte [de minske op 'en nij yn e 

kunde te bringen mei de natoer om him hinneJ. r解決策として、人簡

をもう一度、新たに自分のまわりの自然に親しませることが試みられる必

要があるだろう J(b邸内je)(ULI'S， C 9 : 16) 
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∞Yn dizze advertinsje wurdt besocht [om de oandacht te 10kenJ 

troch de kop :‘mear as in hea1 mi1joen kij …， rこの広告では r50

万匹以上の乳牛…Jというタイトルで注意を引こうとしているJ

(besykje)(ULI' S， B 11 : 26) 

By it boadskipjen ha ik fergetter1 [sa1t te keapjen]. r買い物をした

ときに私は塩を買うのを忘れたJ(ferjitte)(V1edder/De Jager-De Boer 

1991 : 85変更)

φJimme fergeater1 juster [om buorfrou mei te nimmenJ. rあなたがた

は昨日、隣のおばさんを連れて行くのを忘れたJ(ferjitte)(ULI'S， C 

13 : 5) 

Ik主盟盟主 [omde doar op slot旦斗盟主主]. r私はドアに鍵をかける

のを忘れたJ(ferjitte)(Bosma-Banning 19812 
: 127) 

Freegje jo kursus1ieder [jo sinnen te kontrolearjen]. r講師の先生

にあなたの文章をチェックしてもらうようにお願いしなさいJ(freegje) 

(ULγS， B 12 : 13) 

。Jowurde frege [om in pear rigels te skriuwer1]. r何行か文をつづっ

てください(=あなたは何行か文をつづることを依頼されます)J

(freegje)(ULI' S， B 20 : 7変更〉

Hja twongen de piloat [nei Stiens te fleaner11 r彼らはパイロットに

スティエンス〈オ. Stiens rスティーンスJ)へ飛ぶように強制したJ

(twinge)(ULI' S， C 5 : 8) 

∞恥romwurde de minsken op it plattelan der yn guon gefallen 

suver ta立担盟g[om in eigen auto Qan te skaffellJ? rなぜ田舎の

人々はある場合には自家用車を調達することを強いられるのだろうか」

(twinge)(ULI' S， C 18 : 17) 

r(om"') te-第 2不定詞匂jが他動詞に先行する場合には、補文標識 omは

現われない (Hoekstra1997 : 134)。

Hy seit dat Anneke him frege [{om/0} mei har nei Utert ta te 

geanJ. r彼はアネケが彼に彼女といっしょにユトレヒトへ行ってくれと頼

んだと言っている」

Hy seit dat Anneke him [{牢om/臼}mei har nei Utert ta te geanJ 

frege. r向上J

(d) r(*om"，) te-第 2不定詞匂J 補文標識 om不可

補文標識 omが使えない動詞もある。発言や感情・認識の意味の動詞がおも

なものである (ANS1997 : 1111， Hoekstra 1997 : 134)。日本語では「…であ
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ると…、ーすると…jのように、 te-第 2不定詞匂が「…と」と訳せるものが

多い。つまり、 te-第 2不定詞句を呂的語として十分に支配しているとは言え

ず、他動詞としての性格が一般的に弱い。

freezje r…と恐れるJ， hoopje r…と希望するJ， meidiele r…と伝え

るJ. miene r…と思う J， sizze r…と言うJなど

Hy miende [{ *om/ O} dat ferwachtsje te kinner11 r彼はそれが期待で

きると思ったJ(miene)(De Haan 1992 : 59変更〉

(e) teー第 2不定詞または第 2不定詞を伴うもの

leare rーすることを教える・習う Jは te-第 2不定調匂を支配するが、目

的語のない不定詞だけの 1語の場合には teを伴わず、第 2不定詞を名詞用法

で用いることがある (Eisma1989 : 24)。

① leare r教える」の用例

Ik learde har de wurden te staverjer1. r私は披女にそれらの諾のつづ

りかたを教えたJ(Eisma 1989 : 24変更)

∞Honger leart de bear dunsjen. r空肢は熊に踊ることを教える(=腹

が減っては戦(いは)はできぬ。ことわざJ(Beintema 1990 : 62) 

② leare r習う J

De minske sil wer leare moatte te sjen， te harkjen en te ferstear1. 

「人間は見ることと聞くことと理解することを再び学ぶ必要があるだろう」

(ULγS， C 9 : 16変更〉

国oattewy 1eare te libjer1 mei in grut tal wurkleazen? r私たちは大

勢の失業者たちと生きることを学ばなければならないのだろうかJ(ULI' S， 

C 13 : 8) 

∞1t is winter en no silst riden leare. rもう冬になったのだから、

お前はスケートを習わなくてはいけないJ(ULI'S， B 11: 11) 

De jonges wolle silen leare. r男の子たちはヨットを習いたいと思っ

ているJ(Bosma-Banning 19812 
: 159) 

第 2不定詞が定冠詞 itなどの限定詞を伴うことがある。

Do hast my it silen leard.胃itstit noch? r君はぼくにヨット乗りを

教えてくれたね。覚えていたかいJ(Bosma-Banning 19812 
: 158) 

doare rあえて…するJと hoege(hoeve) rーする必要がある」は第 1不定

認あるいは te第 2不定詞を伴うことがある (377(2))。

(f)名詞句の取り出しと te-第 2不定詞句の外置

① te-第 2不定詞句内の名詞句はその外に取り出すことができる。次の文は

名詞句が主文の前域に移動した例である。
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Eins wie er bang foar hynders en dati besocht er [____i fuort te 

razenJ. rじつは彼は馬がこわかったが、そのことを彼は念頭から捨て去

ろうとしたJ(besykje)(ULI' S， B 12 : 5変更〉

ただし、補文標識 omに導かれた romte第 2不定詞伺Jからの名詞勾の

取り出しはできない。

Dati haw ik fergetten ____i te基盟主E・fそれを私はやり忘れたJ(Bos-

ma-Banning 19812 
: 127) 

φ*Dati haw ik fergetten om 1 te dwaan. r同上J

② te-第 2不定詞匂の外置

te-第 2不定詞句は全体で右枠の外に枠越えし、外置することができる。

De measte husdokters binne der wol foar， dat de minsken besykje 

[wat oan harren kwaaltsjes te dwaanJ. r大部分の家庭医は人々が自分

の疾患について何かしようと試みることが良いと思っているJ(ULI' S， C 

6 : 34) 

It bestjoer en de direksje sil yn oerlis mei de fakbunen besykje 

[in oplossing te finen foar de wurknimmersJ. r執行部と理事会は労働

組合と相談して、労働者のために解決策を見つけようと試みるだろう j

(ULI'S， C 13: 7変更〉

(g)第 3構文(分裂不定詞匂)

(f)で述べたように、目的語補文の te第 2不定詞句は外置の有無によって

母型文の動調との語版に相違が生じる。この場合、外置を起こした用例のほう

が好ましい印象を与えることが多いく外置を起こさず、母型文の動詞に先行す

る te-第 2不定詞に補文標識 omがつかないことは (c)で述べた)。

①外置:有

Se sizze dat er my ferbean hat [dat boek te keapjenJ. r彼らは彼が

その本を買うことを禁止したと言っているJ(ferbiede)(De Haan 1993 : 

122変更〉

Hja seit dat er mient [dat net ferwachtsje te kinnenJ. r彼女は彼が

それを期待できないと思っていると言っているJ(miene)(ib. 117変更〉

②外置:無〈あまり好まれない〉

Se sizze dat er my [dat boek te keapjer1J ferbean hat. rr可上J

(ferbiede)(De Haan 1993 : 122変更)

Hja seit dat er [dat net ferwachtsje te kinnenJ mient. r同上J

(miene) 

以上の二つに加えて、 te-第 2不定詞伺の目的語と te--第 2不定詞の間に母
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型文の動詞が割り込んでいる語JI農がある。このような「分裂不定詞句構文」

〈エ. sp1it infinitiva1 argument)を「第 3構文J(オ. derde constructie/ 

エ. third construction)と呼ぷ。

③第3構文(分裂不定詞匂構文)

Se sizze dat er my [dat boekJ ferbean hat [te keapjenJ. r向上J

(ferbiede)(De Haan 1993 : 122変更〉

Hja seit dat er [datJ mient [net ferwachtsjen te kinnenJ. r同上j

(miene)(ib. 117変更〉

te-第2不定詞が「第 1不定詞(…)te-第2不定詞Jとなる場合には、分裂

のしかたは行名詞匂目的語+第 1不定認]…te-第2不定詞」でも「名詞匂目

的語…[第 1不定詞+te一第 2不定詞JJでもかまわない。

i) [名詞句目的語+第 1不定詰]…te-第2不定詞

Hja seit dat er [dat boek keapjeJ mient [te moattenJ. r彼女は彼が

その本を買わなければならないと思っていると言っているJ(miene)(ib. 

123変更〉

日〉名詞匂目的語…[第 1不定調+te-第2不定詞]

Hja seit dat er [dat boekJ mient [keapje te moatter1J. r向上J

(miene)(ib. 123変更〉

(h) te-第2不定詞の用法

以上で述べたことと te-第2不定詞の用法((1))の関係には注意を要する。

Hja seit dat er us he1pt [(om) de foto's yn te p1akkenJ. r彼女は彼

が私たちに写真を貼りつけるのを手伝うと言っているJ((orn.'・)te-第2

不定詞句)(Hoekstra 1997 : 92変更)

Hja seit dat er us [de foto's ynJ helpt te plakken. r向上J(第 3構

文(分裂不定詞匂)、動詞用法)(ib. 92変更〉

Hja seit dat er us helpt [te fotoynplakkenJ. r同上J(名詞抱合、文

用法(副詞用法))(ib. 92変更〉

(3) te-第2不定語句を伴う話法動詞・アスペクト動詞(繰り上げ動詞)

(a)まとめと用例

母型文の主語が動作主ではなく、義務・推量などの話法の助動詞 (moatte/

sil1eなど)に準ずるような話法の意味や、始発・継続・習噴・終結などのア

スペクトの意味を表わす動詞がある。前者を f話法動詞」、後者を「アスペク

ト動詞Jと呼ぶ。 te-第2不定詞句は補文標識 omを伴わない。これは母型文

の動詞が動作主主語と teー第 2不定詞句目的語を要求するく2)の他動詞(制御

nulv 
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動詞)とは異なる。母型文の主語は非動作主で、 te-第 2不定詞とひとつの命

題を構成し、そこから非動作主の主語が母型文の主語に繰り上がることで成立

する。このような動詞を「繰り上げ動詞J(エ raisingverb)と呼ぷ。

①話法動詞

blike r明らかに…だJ， doare rあえてーするJ(377(2))， hearre r… 

ーするのがふさわしいJ， hoege (hoeve) r…する必要があるJ(377(2))， 

lykje r…らしいJ， skine r…らしいJ

Up in fyts heart in skille te sitten. r自転車にはベルがあってしか

るべきだJ(hearre)(ULI' S， A 18 : 5) 

De bazen fan de hOnen hearre harren beesten under tafersjoch te 

halden. r犬の飼い主は自分たちの犬(=動物〉を監視するのが当然であ

るJ(hearre)(ULI' S， C 7 : 21) 

Itl ike mis te gean. rそれは失敗しそうだったJ(lykje)(Dykstra 2000 

: 370) 

Der skine altyd noch minsken te wezen， dy't in bytsje skruten 

binne en stap samar yn e bibleteek. r図書館に遠慮なく足を踏み入れ

ることに少し気遅れするような人々がいまだにいるようだJ(skine) 

(ULI' S， C 20 : 6変更〉

②アスペクト動詞

begjinne r…し始めるJ， bliuwe rーしたままでいるJ， komme rーする

ことになるJ((5)(0 r…されるようになるJとの区別に注意)， ophalde 

「…し終わるJ， plichtsje/pliigje rーするのが常であるJ， reitsje 

fーすることになるj

ItbegOn te reiner1. r雨が降りだしたJ(begjinne)(ULI' S， B 1 : 19変

更)

It begj int te waaien. r風が吹き始めますJ(begjinne)(ULI'S， B 4:8) 

Ik kom it wol te witten. r私はそのことがわかるようになると思いますJ

(komme)(Bosma-Banning 19812 
: 55) 

Der komt ek noch mear wyn te stean， benammen by de kust lans en yn 

it waadgebiet. rとくに海岸沿いやヴアート地帯(=北海の海岸沿いの干

潟地帯)では、風がさらに強く吹くようになるでしょう J(komme)(Bangma 

19932 
: 73) 

Der komst moai te sitten. rそこなら君は暮らしやすいことになるよj

(komme)(Visser 1985 : 904) 

Sy plichte hjir gauris te kommen. r彼女はここによく来たものだ」
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(plichtsje/pliigje)(Zantema 1984 : 761変更〉

(b)諾JI民「話法・アスペクト動詞+te-第 2不定詞Jと te-第 2不定詞の用法

この語JI匿の te-第 2不定詞の用法は動詞用法であり、右枠で動詞群を形成す

ると、 te-第 2不定詞は「オーヴェルディープ (Overdiep)の法則J(e99(3)) 

に従って右側(後ろ〉へ外置される。

Dochs binne der ut 'e dyk dolde Friezen dy' t by skriftlik gebruk 

mar gjin erch yn dit hollanisme 1ykje te hawwen. rしかし、生粋のフ

リジア人の中には文章を書くときにこのオランダ語法に気がついていない

ような人々もいる J(lykje)(Talllminga 1973 : 214変更〉

Les dat formu日erfoar' t jo begjinne te skriuwen. r書き始める前に

その用紙にBを通しなさいJ(begjinne)(ULI' S， C 10 : 11) 

Sadree't it begjint te winterjen，百urdtder praat oer dizze Fryske 

iismaraton. r冬になるとすぐに、このフリースラントのマラソンのこと

が話題になるJ(begj inne)(ULI' S， B 5 : 7) 

Der is er oan syn dea ta bleaun te wenjen. rそこで彼は死ぬまで住み

続けたJ(bliuwe)(Stienstra 1982 : 47) 

Dykstra frege oft der noch net ris besjoen wurde koe oft de dyk 

net noch wat fierder fan it doarp of komme koe te lizzen. rディク

ストラはその道がもう少し村から離れたところに位置するようになること

ができるかどうか、まだ検討される余地はないかと質問したJ(kornme) 

(ULI' S， C 8 : 12) 

(c)その他の語順と te-第 2不定詞の用法

上述の語JI直はすべての場合にあてはまるわけではない。次の用例では te-第

2不定詞 tewittenがアスペクト動詞 kommeの左側(前〉に置かれている。

Hy seit dat se dat te witten kaam. r彼は彼女にはそれがわかるように

なったと言っている」

この印刷ttenは te-第 2不定詞の前置詞匂用法の例と言える。つまり、

te wittenなommeは本来、動詞用法の te-第 2不定詞が意味的に「わかるよう

になるJ(エ. realize)という慣用匂として定着し、前置詞勾用法に移行した

例と考えられる ((7)rte-第 2不定詞+{gean/同 ze}J参照)。

cr te witten dwaan r理解させる j も同様である。

De boargemaster die te witten dat dy saak noch net utiten官ie. r市

長はその件がまだ片付いていないことを周知さぜた J (ULI' S， C 8 : 12) 

なお、 DeHaan (1987: 68) は tewitten komme. te witten dwaanの 語

順を孤立したイディオムの場令として考察の対象から除外している。
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他のアスペクト動詞でも同様である o ほomme十te-第 2不定調Jの例。

Hy seit dat se by him kaam te si tten. r彼は彼女が自分のそばにすわっ

たと言っているJ

この用例の第 2不定詞 tesittenは、厳密には動詞用法と文用法(副詞用

法)の 2通りに解釈できる。動詞用法では、 kommeは「…することになる」と

いう意味のアスペクト動詞で非対格動詞(能格動詞、エ. unaccusa t i ve)であ

り、主語は非動作主である。 byhim r彼のそばにjは sitte rすわっているJ

と結びつき、「彼女は偶然、彼のそばにすわる (byhim sitte)ことになった

はaam)Jと解釈される。一方、文用法(副詞用法〉では、 kommeは「来るJと

いう意味の運動動詞 (エ. verb of motion)で非能格動詞(エ. unergative) 

であり、主語は動作主である。 byhim r披のそばにJは kommer来る」と結

びつき、「彼女は意図的に、すわるために (tesitten)、彼のそばに来た (by

him ka細川と解釈される。次例についても同様である。

Nei myn trouwen bin ik hjir kommen te wenjen. r結婚後、私はここに

移り住みましたJ(ULI' S， C 15 : 18) 

i)動詞用法

komme rーすることになる」、アスペクト動詞、非対格動詞(能格動詞)、

非動作主主語、 hjirwenje rここに住むj

「結婚後、私はここに住むようになりましたJ

O文用法(副詞用法〉

komme r来るJ、運動動詞、非能格動詞、動作主主語、 hjirkomme rここ
に来るJ

「結婚後、私は住むためにここに来ましたj

同様に、 bliuweも非対格動詞で主語が非動作主の場合には「ーしたままで

いるJという意味のアスペクト動詞であり、 te第 2不定詞は動詞用法と解釈

される。一方、次例のように非能格動詞として用いて主語が動作主である場合

には、「とどまる、滞在するJという意味のふつうの動請になり、 te-第 2不定

詞は文用法〈副詞用法〉と解釈されることになる。

Bliuwe se ek te iten? rあの人たちも食事をしていくのですかJ

Ik弘主主 hjirjun te iten. r私はここにいて夕食をすませますJ(ULI' S. 

B 15 : 21) 

te-第 2不定詞の動詞用法、前置詞匂用法、文用法(副詞用法〉は本来、互

いに異質だが、微妙な意味と語順の差を伴って同時に見られることがある。
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(4) r{stean/sitte/I izze/hingje/rinne}十 te“第 2不定詞J(姿勢動詞進行形)

(a)まとめ

身体的な姿勢(ポーズ〉を表わす次の五つの動詞、すなわち「姿勢動詞J

〈エ. postural verb)、steanr立っているJ/sitte rすわっているJ!l izze 

「横になっているJ/hingje rぶら下がっているJ/rinne r歩いている」には、

語葉的に継続アスペクト〈エ. durative aspect)の意味が備わっている。こ

の五つの姿勢動詞を te-第 2不定詞とともに用いた「姿勢動詞構文Jは、進行

形の表現になる。これを「姿勢動詞進行形J(エ. postural verb progressive) 

と呼ぷ。これは「前置詞匂進行形J(896(8))とともに西フリジア語の代表

的な進行形表現である。

ただし、姿勢動詞はアスペクトの意味と河時に、姿勢にかんする語葉的意味

を保っている (Vander官oude1971 : 141)。たとえば、 sitterすわっているj

を用いた次例では、「すわっている」ことが条件になる。

Hy sit te skriuwen. r彼は(すわって〉書いているJ(ULγS， C 15:17) 

この点で、上記の五つの姿勢動詞は進行形の助動詞として十分に発達してい

るとは言えない。

以下に個々の用例を示す。

① stean十te-第 2不定詞

Stean der net te laitsjer1. rそこで(立って〉笑っているなJ(ULI' S， 

C 17 : 19) 

Wy steane by de bushalte te wachtsjer1. r私たちはバス停のところで

(立って〉待っていますJ(ULI'S， C 18: 11変更)

官ystiene te wachtsjer1 Op e trein. r私たちは電車を〈立って)待っ

ていたJ(Bangma 19932 
: 96) 

Hy stie faak nei it silen te sjen. r彼はよくヨット競技を(立って)

見ていた)J(Bosma-Banning 19812 
: 113) 

② sitte+te-第 2不定詞

Efkes letter sitte se lekker te iten. rしばらくすると、彼らはおい

しそうに(すわって〉食事をしているJ(ULI' S， A 11 : 3) 

Hja sieten restich te praten. r彼らは静かに(すわって)話をしてい

たJ(ULI' S， B 18 : 7) 

Sitte jo te wachtsjer1? rあなたは(すわって)待っているのですか」

(Bosma-Banning 19812 
: 56) 

③ lizze+teー第 2不定詞

JOns lei er op bed te bidden， want hy leaude yn God en hope al yn 

内
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e hime1 te kommen. r夜になると彼はベッドで(横になって)折ってい

ました。というのは、彼は神様を信じていて、ちゃんと天国に行けるよう

にと願っていたからですJ(ULI' S， B 20 : 10) 

It 1ange gers 1eit yn sweeen efter har op it 1an te droegjen. r長

い草は刈り取った束になって地面に(横たえて)干しであるJ(ULI' S， C 

12 : 7) 

④ hingje十te-第 2不定詞

De druven hongen te ryp j er1 yn e sinne. rブドウは日差しの中でく垂

れ下って)熟していたJ(Ebert/Hoekstra 1996 : 83変更〉

⑤ rinne+te-第 2不定詞

It jongfee rint fredich yn de achte te weidzjen. r幼い家畜が牧場で

のんきに(歩きながら)草を食べているJ(ULI' S， C 10 : 21> 

「前置詞句進行形J(oan 't+ te-第 2不定詞十時ze)とは異なって、 「姿勢

動詞進行形Jでは主語が動作主以外の表現も可能で、ある。

It jonkje 1eit te sliepen. r男の子は(横になって)寝ているJ(Ebert 

/Hoekstra 1996 : 84変更〉

。*Itjo凶:jeis oan 't sliepen. r男の子は寝ているJ(ib. 84変更〉

It wetter stiet te sieden. rお湯が煮立っているJ(ib. 84) 

。*Itwetter is oan 't sieden. r向上J(ib. 84) 

時間を示す副詞成分がついて動作の継続を表わす場合にも、「姿勢動詞進行

形」は使うことができる。

It bern si仕切aoeren lang a11 innich te boartsjer1. r子供は 2時間

の問、ずっとひとりで(すわって〉遊んでいたJ(ib. 90変更)

∞*It bern wie twa oeren lang a11 innich 0an 't boarts j er1. r子供は

2時間の問、ずっとひとりで遊んでいたJ(ib. 90変更〉

σ オランダ誇で対応するのは f{staan/zitten/liggen/hangen/lopen)十te-

第 2不定詞」である。品フリジア語とは異なって、姿勢動詞は「姿勢」の

意味が薄れており、アスペクトの機能を発達させている (Vander Woude 

1971 : 141) 0 

(b)語)!民 rsteanなど+te-第 2不定詞Jと te第 2不定詞の用法

進行形表現としての上記の構文は、右枠では r{stean/sitte/lizze/hingje/

rinne} + te-第 2不定詞jの語Jl慣になる。この場合の姿勢動詞は姿勢にかんす

る語葉的意味が背景に退いており、おもにアスペクトの意味を表わす。つまり、

後述するは〉とは異なって非対格動詞であり、主語は動作主としての性格が

薄い。
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Ik ha in oere by him stien te prater1. r私は彼のところで 1時間立ち

話をしていたJ(ULI' S. C 17: 19) 

Doe't er by de twadde bocht stie te sjer1， krige er ynienen sin oan 

swimmen. r二つ日の入り江に立って見ていると、彼は突然、泳ぎたい気持

ちになったJ(Bosma-Banning 19812 
: 61) 

Minsken dy't suntsjes sitte te praten as der oaren by binne， binne 

net fatsoenlik. rほかの人たちが話の輪の中にいるときにひそひそ話を

する人は、礼犠正しくないJ(ULI' S， C 7 : 12) 

これは (3)の rskine十te-第 2不定詞j などと同様に、「オーヴェルディー

プの法則J(s 99(3))によって te-第2不定詞が外置された構文と考えられる。

つまり、 te-第 2不定詞の動詞用法の例である (Hoekstra1997 : 93ff. )。した

がって、名詞匂呂的語を伴う動詞匂型の構文を示し、名詞抱合も起こらない。

Hja seit dat er op bed de bibel lei te lezen. r彼女は彼がベッドの

上で〈横になって)聖書を読んでいたと言っているj

Hja seit dat er in brief siet te skriuwen. r彼女は彼が手紙を(すわっ

て〉書いていたと言っているJ(Roekstra 1997 : 94変更〉

Hja seit dat er of stie te waskjen. r彼女は彼が(立って)皿洗いを

していたと言っているJ(ib. 94変更〉

上記の最初の用伊jについて言えば、「彼が何をしていたかと言えば、それは

ベッドの上で聖書を読んでいたということである。そのとき、彼は横になって

いた」という解釈になる。つまり、「ベッドの上で聖書を読むJ(op bed de 

bibel te lezen)が中心的な意味であり、「横になっていたJ(lei)は付帯動

作を副詞的に添えているにすぎない。

(c)語j慣行e-第 2不定詞+steanなどJと te-第 2不定詞の用法

これとは逆の語)1展が見られることもある。たとえば、次例では荷方の語)1畏が

可能である。

Hja seit dat de wask {hong te droeg j erl/te droegjen hong}. r彼女は

洗濯物が〈掛けて)干してあったと言っているJ(Hoekstra 1987:38変更〉

Hja seit dat er {lei te sliepen/te sliepen lei}. r彼女は彼が(横に

なって)寝ていたと言っているJ(ib. 38変更〉

Hja seit 白 ter {siet te lezen/te lezen siet}. r彼女は彼が〈すわっ

て)読書をしていたと言っているJ(百oekstra1997 : 93変更〉

rte-第 2不定詞+steanなど」の語績は慣用句に多く見られ、 tedroegjen 

hingje r(洗濯物が〉干しであるJ， te sliepen lizze r寝ているJ， te 

lezen sitte r読書しているjはそれぞれ固定した表現であり、 te第 2不定詞
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に任意の動詞を用いることはできなし1。また、この語頗は名詞匂目的語がない

場合に限られる(つまり、名詞抱合を伴わない動詞匂型構文は不可能である)。

Hja seit dat er fan 'e moarn yn 'e bibleteek in tydskrift {siet te 

lezen/本telezen siet}. f彼女は彼が今朝、図書館で(すわって)雑誌を

読んでいたと言っているJ(Hoekstra 1997 : 94変更〉

rte-第 2不定詞+steanなどjの語JI震の te-第 2不定詞は姿勢動詞と密接

に結びついており、分離動詞の分離成分に似たものになっていると考えられる。

つまり、「…しに行く Jという意味の fte-第 2不定詞十geanJと同様に、 te

第 2不定詞の前置詞匂用法の例である。

(d)語JI慎 fsteanなど+te-第2不定詞J(名詞抱合:有)と te-第2不定詞の

用法

この構文の語JI畏には第 3のタイプがある。これは (b) と同じように見える

が、本質的に異なる。なぜなら、次の併のように、目的語は名詞抱合によって

第 2不定詞に取り込まれ、名詞匂として現われず、動詞匂型構文を形成するこ

とはないからである。

Hja seit dat er op bed 1ei te bibellezen. f被女は彼がベッドの上で

聖書を読みながら横になっていたと言っている」

Hja seit dat er siet te briefskriuwen. f彼女は彼が手紙を書きながら

すわっていたと言っているJ(Hoekstra 1997 : 94変更〉

Hja seit dat er stie teδfwaskjer1. r彼女は被が皿洗いをしながら立っ

ていたと言っているJ(ib. 94変更〉

意味的にも、この場合の姿勢動詞は (c) と異なってアスペクト的意味は表

わすが、それは姿勢動詞に固有の語葉的アスペクトによる。むしろ、それより

も姿勢にかんする語葉的な意味が強く前面に出ている。つまり、非能格動詞で

あり、主語は動作主である。 te第2不定詞は副詞的にはたらいており、付帯

動作を添えるにすぎない。

上記の最初の例について言えば、「彼が何をしていたかと言えば、それはベッ

ドの上で横になっていたということである。そのとき、被は聖書を読んでいたj

という解釈になる。つまり、「ベッドの上で横になっていたJ(op bed lei)こ

とが中心的な意味であり、「聖書を読むJ(te bibellezen)は付帯動作を副詞

的に添えるにすぎない。

したがって、これは fte-第 2不定詞の文用法〈副詞用法)Jの例であると言

えるくHoekstra1997 : 93ft.)0 te-第 2不定詞の teは前置詞的であり、第 2

不定詞は名詞用法であって、場所を示す副語成分 (opbed rベッドの上でJ) 

があるために姿勢動詞(1eir横になっていたJ)と強く結びつくことができ
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ず、副詞的に添えられるにすぎないと考えられる。

このように、第 2不定詞の文用法(副詞用法)は前置詞句用法とは本来、異

さらに動詞用法とも関係が認められる。第震であるが、同時に棺互に関係し、

2不定詞の文用法(副詞用法〉には前置詞匂用法ないし動詞用法からの移行と

してとらえられる場合もあると言える。

など+teー第 2fstean foan 't 十teー第 2不定詞十時zeJ構えと造って、ャ....".
} 

不定詞j 構えでは、動詞句型株丈を示す場会に分離動詞はふつうに分離す

te よりもで述べたように、 oan't ( ~ 96 (8)) これはることができる。

のほうが不定詞標識として発達しているためと考えられる。

f 1EえはニシンをHy wie in hjerring {*op oan 't iten/oan 't opiten}. 

平らげているところだったJ(Ebert/Hoekstra 1996 : 83支史)

「彼女はフライパン{δf te waskjen/*te dfwaskjen} 

(主って)洗っていたJ(ib. 84変史)

Hja stie de panne 

te-第 2不定詞

ら

r{stean bliuwe/sitten geanなど}+te一第2不定詞」と(e) 

の用法

この構文は rte+第 2不定詞Jが steanbliuwe r立ちどまったままでいる、

立ち続けるJ/sitten gean rすわる、腰を下ろすjの付帯動作を表わし、副詞

的にはたらいている。 steanbliuwe/sitten geanは非能格動詞であり、主語

これは teは動作主である O 次例のように、 te-第 2不定詞は外置されており、

る。

De hun bliuwt hjir stean te wachtsjer1. r犬はここで立って待ち続けて

(=待つために立ち続けている)J (ULI' S， 

第2不定詞の文用法〈副詞用法)の例であると

「祖父はいつも

B 15 : 21) 

Us pake giet altyd by de kachel sitten te krantsjer1. 

新開を読むために暖炉のそばに腰を下ろすJ(ULI' S， 

いる

B 15 : 21) 

De skipper wie op 'e dyk stean bleaun te praten. r船乗りは堤防の上

B 20 : 22) で話をしながら立ちどまっていたJ(ULI' S， 

rte-第 2不定詞+wezeJ (受動・可能/必然)-
E
J
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、
(a)まとめと用例

-必然「…されるべきだ」この構文は受動の意味で用い、可能「…され得るJ

be)とsein/エ.zi jn/ド.te-第 2不定認は weze(オ.このの意味を伴う。

-baar/ド‘.ともに述語を形成し、形容詞派生接尾辞 -berr…され得る J(オ.

『

丸信したがって、-able/-ible)で置き換えてもほぼ同じ意味になる。-bar/エ.

(De Haan 1987 : 69ft. )。

動作主は明示されないことが多いが、不可能ではない。

司，z
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te-第 2不定詞は形容詞的用法に分類されるの



Hja seit dat dit verhaa1 troch Pyt net te begripen is. r彼女はこの

話はピトによっては理解され得ないと言っているJ(De Haan 1987 : 69変

更〉

第 2不定詞には知覚・認識の意味の動詞を用いた用例が目立つ。語によって

は sjenr見る、理解するJ-te sjen weze r見える、わかるJ-s j en li tte 

f見せる、理解させる」のように、態、〈エ. voice)にかんする関連表現を形

成することもある。以下にいくつか用例を示す。

Is der fierder noch wol wat te belibjer1? rそこではそのほかにまだ何

か体験できる(=体験され得る)ことはありますかJ(Bangma 19932 
: 176) 

Ek dat is wo1 te ferk1earjen. rそのこともたぶん説明できる(=説明

され得る)だろう J(Breuker et a1. 1992: 17) 

De antwurden binne te finer1 Op it antwurdbled. r解答は答のページに

出ています(=見られ得る )J(ULI' S， B 19 : 5) 

Hja wie net mear te kenner1. r彼女は面影がなかった〈人が変わった口

再び認識され得なかった)J(Zantema 1984 : 486) 

1t is noch he1enda1 net te sizzer1 wa't hjir as beste utkomt. rだれ

が 1位になるかは、まだ全く言えないJ(Bangma 19932 
: 146変更)

Dat is te sjen oan de wurden dy't er brukt. rそれは彼が使っている

言葉からわかるJ(ULI' S， B 11 : 24変更〉

Yn it fer1ine binne noch wo1 spoaren fan sa'n beynf10eding te sjen. 

「過去にはまだそのような影響の痕跡が見られるJ(Breuker et a1. 1992 

: 17) 

Der wie net ien te sjen. rだれも見当たらなかったJ(ULI' S， B 18 : 21 

変更〉

Yn 'e beammen binne ek wat bisten te untdekker1. r木々の間には獣た

ちも何頭か見つけられるJ(ULI'S， B 7: 7) 

知覚・認識の意味以外の動詞を第2不定詞に用いた例もある。以下にその用

伊jを示す。

Kofjemolke is 1ekker yn 'e kofje， mar sa is it net te drinker1. rコ
ーヒー用のミルクはコーヒーに入れればおいしいが、そのままでは欽むに

耐えないJ(ULI' S， B 10 : 7) 

Itis te 伽aar1.rそれは実行可能だJ(Zantema 1984 : 208) 

Der is in protte te dwaan. rたくさんやるべきことがあるJ(Visser 

1985 : 151変更〉

Dat is net te dwaan. rそれはするべきではない(ふさわしくない)J
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(Visser 1985 : 151) 

Der is gjin hus mei jimme te ha1derL rあんたたちはもうどうしようも

ないわね(口あなたたちと保たれるべき家はない。子供に向かつて)J

(Bangma 19932 
: 74) 

A11e boeken dy't mei Frys1an te krijen hawwe， binne hjir te 1ienen. 

「フリースラントと関係があるすべての本がここで借りられるJ(ULI' S， 

C 16 : 22) 

Der is gjin sa1ve oan te striker1. rそれにつける軟膏は無い(=それ

にたいしてはなすべきことがない)J (Zantema 1984 : 842) 

〈アオラングきるでは rte不定詞 +zijnJ、 ドイツ誇では rzu-不定:詞十seinJ

が対応する。英語の rbe+to-不定詞j はおもに能動態の意味になる点で

異なる o

(b)副詞用法の形容詞+te十第 2不定詞+時間

te-第 2不定詞の直前に部j詞的に用いた様態の意味の形容詞をつけて、可能

性の程度を表わすことがある。これは副詞用法の形容詞が後続する形容詞を修

飾するのと同様である。たとえば、次の用例で‘…isdud1ik te sjen' rはっ

きりわかるjの構造は rc明確には剖1i心理解可能 (tesjen)Jである Os)J

であり、「料理解するくため/場合〉にはくtesjen) J明確である(isdudlik)J 

ではない。

De gefo1gen fan dy nije foarskriften binne dud1ik te sjen. rその新

しい規定の結果ははっきりわかるJ(dudlik r明確なj→「明確にJ) 

(ULI' S， C 14 : 13) 

1t is feest yn it doarp. Dat is goed te sjen. r村はお祭りです。そ

の様子はよくわかりますJ(goed r良い」→「良く J)(ULI' S， A 17 : 7) 

Yn oarmans boeken is it tsjuster te lezen. r他人の本は培くて読みに

くい(口他人の評価は慎重に。ことわざけ (tsjusterr暗い、不明確なJ

→「暗く、不明確にJ)(Beintema 1990 : 20) 

(c)叙述用法の形容詞+weze十om...te-第 2不定詞

注意が必要なのは、第2不定詞が補文標識の om((9)， (2)(c))を伴う「形

容詞+weze+om...te-第 2不定詞Jの構文である。この場合、形容詞は副詞用

法ではなく、叙述用法とみなされる。つまり、 rom...te一第 2不定詞jは副詞成

分としてはたらく一種の前置詞句であると考えられ、「ーするのに…である」

という意味である。たとえば、次の用例で‘is"'slim om oan te learen' の

構造は rc習得する(ため/場合〉には (omoan te learen)J困難である(is

sl 旭川であり、 r*[困難に (slim)[習得可能 (omoan te learen)JJである
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0国は省略できない。このCis)Jではない。

is slim [om oan 

どの言語だろうと、習得するのはむずか

1 ikefolle hokker， De utspraak fan in frjemde taal， 

「外国語の発音は、te learer11 

ししリ (Breuker1984 : 17) 

「このヴァ

ソナタをひくのに適しているJ(Hoekstra 1997 : 

[om der sonates op te spyljenJ. Dizze fioele is gaadl ik 

イオリンは(それで)

34) 

に相当する。rtough構丈jニの構丈は英語の~ "-...J 

「腐ったコーヒ

次の構文にも注意(8 6I(6)(d))。

Bedoarne kofjemolke is hielendal [om fan te 主主主gJ.

一用のミルクはほんとうに嫌気がするJ(grize f嫌気がする (fan…に)J

B 10 : 7変更)(ULI' S， 

(d)動詞群の語)1慣 行e-第 2不定詞+wezeJ

右枠では fte-第 2不定詞+wezeJがこの語j績で動詞群(899)を形成する。

これも「形容詞+wezeJの諾)1匿と同じであり、 te-第 2不定詞が形容詞に相当

この語)1震は「オーヴェルディープする形容詞用法とみなせば理解できる。

の法則J(899(3))に反しているが、 fte-第 2不定謁十時zeJが(Overdiep) 

典型的な動詞群を構成しているのではなく、「形容詞十時間Jと同等の形容詞

構文であると理解すれば説明がつく。

「私たちは見られるものはすべてi) Wy sjogge alles wat der te sjen is. 

B 16 : 13) 見ていますJ(ULI' S， 

「忠告できない(=忠告されis net te helpen. Dy't net te rieden is， 

得なし¥)者は助けられない(=助けられ得ない)J(Zantema 1984 : 814) 

u) Yn 'e tekst wurdt praat fan allegear dingen dy't yn Fryslan net 

「テキストではフリースラントでは簡単に

は (maklik)見つからないようなものばかりが話題になっているJ(ULI' S， 

maklik te finen weze sille. 

B 20 : 22) 

「そのことはDat soe sjoen de lizzing hiel skoan te begripen weze. 

(skoan)理解できょう J(Breuker et al. とても良く位置を考慮すれば、

1992:17) 

(e)分離動詞の分離:可

の繰り上げte-第 2不定詞は、右枠では (2)の制御動詞や (3)この構文の

動詞と同様に通常の動詞句を形成し、分離動詞は分離成分と動詞の間に teが

(名詞抱合の有無は名詞句呂的語が主語として現われるので対

nu 
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Wy sille in tal foarbylden jaan mar in feste regel is hast net of 

te lieden. r私たちは数多くの例を挙げようと思いますが、確固たる規則

はほとんど導き出せませんJ(分離動詞 δfllieder派生するJ)(ULI' S， C 

5 : 13変更)

(f)その他の関連表現

wezeを他の動詞に置き換えた関連表現がある。コプラ動詞(連結詞〉とし

てはたらく falle/stean/komme/wurdeがその例である。とくに能動態の意味

の r{komme/stean} + te-第 2不定詞J((3)(4))とは区別することが必要であ

る(語頗にも注意〉。

① te第 2不定詞+falle r…され得る、…されるべきだj

Dat falt net te untkennen. rそれは否定できないJ

Der falt yn dizze lieten gans te priizgjer1. rこれらの歌には称賛す

べきことがたくさんあるJ(胃FT1988/5 : 19正書法変更〉

Elk wurd hat wol syn funksje yn de sin， mar de measten hawwe in 

nauwere， eigen relaasje mei ien of mear oare胃urdenyn de sin， 

sadat in sin ornaris yn groepen te ferdielen falt. rどの語にも文中

では自分の役割があるが、ほとんどの語は文中のひとつあるいはいくつか

の語とより密接な独自の関係があるので、文はふつう複数のグループに分

けられることになるJ(Boersma/Van der官oude19802 
: 62) 

② te-第 2不定詞+steanr…され得る、…されるべきだJ

胃atstiet my te dwaan? r私は何をするべきだろうか(=私には何をする

のがふさわしいのか)J(Visser 1985 : 150 

③ te-第 2不定詞+kommer…されるようになる」

(3)(a)②「ーすることになるj との区別に在意。

Der komt fansels hiel wat by te sjen. rその場合にはもちろんとても

たくさん見るべきものが出てくるだろう J(ULI' S， B 17: 22) 

④ te-第 2不定詞十四rder…されるようになるj

Om 1750 hinne waard de ierappel better te beteljen. 0750年頃、ジャ

ガイモがより良く買える(=支払える)ようになったJ(ULI'S， B 3:11) 

(g) r眼定詞+te-第2不定認+名詞J(冠飾句)

te-第 2不定詞は wezeを欠いて、形容詞の限定用法に準じて名詞を修飾す

ることができる O 語尾 -eの有無は形容詞と違って自由である。

dy net te ferjittenくり deirあの忘れられない日(=忘れられ得ない

日)J(Hoekstra 1994 : 526) 

次の文はどれも語尾 -eを伴わない用例である。
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Dit binne [de te bestudearjen boekenJ. rこれが研究すべき(=研究さ

れるべき〉審物ですJ(Boersma/Van der胃oude19802 
: 79変更〉

Jo sjogge hjir [de under de bern te ferdie1er1 gie1e f1achjesJ. rあ

なたはここに子供たちに配ることになっている(=配られるべき)黄色の

小旗が見えますねJ(ib. 79変更〉

[Dy nij 0an te 1 izzer1 ryks官eimei fjouwer banenJ si1 it doarp yn 

twaen snije. rその新しくできることになっている 4車線の橿道は村を二

つに切り裂くだろうJ(ULI' S， A 15 : 8変更〉

(6) r名詞旬+teω第 2不定詞+hawweJ (可能・適切・必要・義務/必然)

(a)意味と用法

この構文では第 2不定詞として現われる動詞は他動詞であり、名詞匂はその

目的語としてはたらく。「ーするべきことがあるj という能動態の意味で、「可

能・適切・必要/必然Jといった多様なニュアンスを表わす。たとえば、次例

は文脈によってさまざまに解釈できる。

官yhawwe dat 1an te bruken. r私たちはその土地を利用するべく所有し

ている(=利用できる、利用するのが適切である、利用する必要がある、

利用する義務・必然性がある )J

以下にその他の用例を示す。

Do hast net folle te dwaan wo1? r君はすることがそれほどないんだろ

う?J (Bosma-Banning 19812 
: 22) 

Ha jo noch mear te freegjen? rあなたはまだもっと簡くことがあります

かJ(ULI' S， C 15 : 18) 

Ik hie bygelyks it manfolk te meunsterjen. r私はたとえば男の人たち

を検査しなければならなかったJ(曹FT8/1991 : 178正書法変更)

Wa hat noch wat te sizzer1? rだれがまだ何か言うことがありますか」

(Bosma-Banning 198F : 13) 

Ik haw in earnstich wurd mei dy te sprekken. r私は君と真面白な話が

あるJ(ib. 38) 

次の伊jでは「…しなければならない」という義務・必然の意味が明確に現わ

れている。

Hja hiene har te halden oan de tsjinstregeling. r彼らは勤務規定を

守らなくてはならなかったJ(ULI' S， B 18 : 7変更〉

次は tetankjen hawwe r…を負っている (oan…に〉、…のおかげだjとい

う慣用侍の用例である。
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1t Hearrenfean hat syn untstean te tankjer1 oan it fean， dat 

fermakke waard ta turf. rエト・イェレンフェアン〈オ. Heerenveen 

「へーレンヴェーンJ)は泥炭に変質した湿地帯にその成立を負っているJ

(ULI' S， B 17 : 21> 

(b)動詞群の語jl慎 rte-第 2不定詞+hawweJ (名詞抱合:無)と te第 2不定

詞の用法

この構文では右枠の動詞群の語順は rte-第 2不定詞十hawweJとなり、名詞

抱合は起こらない。したがって、これは te一第 2不定詞の形容詞用法であると

言える。

Om tsjin de bruorren en susters medisinemakkers註onkurrearjete 

kinnen， is it needsaaklik， dat in fabryk wat bysunders te bieden 

hat. r同業の製薬会社たちと対抗するために、製作所は何か特別なものを

提供できることが必要だJ(ULI' S， C 11 : 7) 

Heit harke mar amper nei wat Piter allegearre te sizzen hie. r父は

ピテルの言い分(口言うべきこと)にまずほとんど耳を貸さなかった」

(ULI' S， C 11 : 9) 

(c)注意すべき表現

① te krijen hawwe r関係がある (mei…と )J

Alle boeken dy' t mei Fryslan te krijen hawwe， binne hjir te lienen. 

「フリースラントと関係があるすべての本がここで借りられるJ(ULI' S， 

C 16 : 22) 

1t FLMD yn Ljouwert bewarret alles wat te krijen hat mei de Fryske 

skriuwerij. rリャウエト(オ. Leeuwarden rレーヴァルデンJ)のフ 1)

ジア語文学博物館文書館 (FLMD)はフリジア語文献に関するすべてのもの

を所蔵している J(FLMD:Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasje-

sintrum)(ULI' S， B 16 : 20) 

Rekreaasje hat te krijer1 mei frije tiid. rレクリエーションは自由な

時障と関係があるJ(ULI' S， C 5 : 7変更)

Der hawwe wy neat mei te kri jen. rそのこととは私たちは何の関係もな

いJ(Zantema 1984 : 537変更〉

② it te krijen hawwe rわずらう、かかわる、苦しむ (mei…を・とり

Hy hat it der tige mei te kri jen. r彼はそのことで大いに悩んでいるj

(官FT11/1994 : 322正書法変更〉
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〈デオランダ誇やドイツ誇では上記の構丈に次のものが相当する。

フ.名詞句 +te-第 2不定詞十hawwer.ーするべきことがある j

te krijen hawwe r関係がある(皿ei…と)J 

オ.名詞句十te-不定詞+hebben r河上j

te maken hebben (met …と) r河上J

ド.名詞句十zu一不定詰十habenr向上j

zu tun haben (mit…と) r同上j

英語の rhaveτ0-不定詞j 構丈は不定詞として現われる動詞が自動詞でも

よく、話法の助動詞 mustと並んで義務・必然、の意味を明確に表わす点で

上記の 3言語とは異なる。 haveto do r関係がある (with ...と)J はこの

3言語と共通している。

③名詞句+te-第 2不定詞十krijer…すべきことになる」

hawwe r持っているjを krijer得るJにすれば、動作や状態の開始を示

す表現になる。

Jo krije sels it ferhaal fan in oar te beoardie1jen. rあなたは自分

でほかのだれかの話を判定するべきことになりますJ(ULI' S， C 10 : 11) 

Jo kinne puntsgewiis opskriuwe wat jo op e ban te hearren krije. 

「あなたはテープで耳にする(=聞くことを得る)ことを逐次、書き取る

ことができますJ(ULI'S， C 8: 4) 

Jo krije de tekst yn fragminten te hearrer1. rあなたはテキストを蹄

片的に関くことになります(=開くことを得る )J(Bangma 19932 
: 202) 

(7) rte-第 2不定詞+{geaniwezei話法の助動詞}J

(心意味と用例

3種類の動詞(助動詞)によるこの構文では、 te-第2不定詞が目的として

の動作を表わし、その動作を行なうために移動するという方向性を合意する点

で共通している。

① te-第 2不定調+geanr…しに行く j

これは上の意味をもっとも典型的に表わす構文である。

Nei kofjedrinken geane se in eintsje te farren. rコーヒーを飲んだ

後で、私たちはちょっと船遊びに行きますJ(ULI' S， B 18 : 11) 

Do giest moarn net te silen. rおまえは明日、ヨットをやりに行くんじゃ

ありませんよJ(ULI' S， B 20 : 12) 

生虫~ jimme wol gauris !e sinezer1 dan? rそれじゃ、あなたたちは中華

料理を食べに行ったりすることもあるの?J (Bangma 19932 
: 128) 
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② te-第 2不定詞十時間「…しに出かけているj

「…しに出かけて不在であるJという能動態の意味を表わす。「行く Jと

いう意味の動詞の過去分詞 (gongen/gien←geanr行く J)が省略された

ような構文と言える。

De frou wie te fiskjer1. r妻は釣りに出かけていたJ(ULI' S， B 1 : 19 

変更〉

De boer is te melken. r農夫は乳しぼりに出かけているJ

t オランダ誇では rzijn+不定詞j が対応する。

オ. Moeder is vissen. r母は釣りに出かけて留守ですJ(ABN 19972 
: 

1035) 

③ te第 2不定詞+話法の助動認

話法の助動詞の種類に応じて「…しに{行けるはinne)/行くつもりだ・

もうすぐ行く (sille)/行きたい (wolle)}Jなどの意味を表わし、①の

gean r行く」が省略された構文に相当する。

Hy si 1 te fiskjer1. r彼は釣りに行くつもりだ〈もうすぐ釣りに行く )J

(ULI' S， B 15 : 22) 

Men kin te aaisykjen， te fiskjen en te silen. r野鳥の卵捜しに行っ

たり、魚釣りに行ったり、ヨット乗りに行ったりできるJ(ULI'S， A 19: 

19) 

Ik sil nei hOs te iten. r私は食事を敢りに家に帰るつもりです」

(ULI' S， B 14: 10) 

官ysil1e te reedrider1. r私たちはスケートをしに行く予定ですj

(Zantema 1984 : 862) 

Hy wo1 te fiskjer1. r彼は釣りに行きたがっている J(ULI' S， C 15 : 17) 

Ja， dat wit ik官01，mar ik woe in dei te winkeljen. rええ、それは

わかってるけど、一日、買い物に行きたいのよねJ(ULI'S， A 4: 9) 

ウオランダ誇では gaanr行 (J (フ. gean) が琉われる。しかし、 teー不定

詞 !l用いず、不定詞を用いる。

フ. Men kin te aaisykjen， te fiskjen en te siler1. f野鳥の卵捜しに

行ったり、ゑ釣りに行ったり、ヨット乗りに行ったりできる J(ULI' S， 

A 19 : 19) 

オ. Je kunt gaan eierenzoeken， vissen en zeiler1. r同上J(ib. 19) 

オランダ語の gaanは不定詞を伴って近接永永を表わすので、 fgaan十不

定詞j は茜フリジア誇の rte-第 2不定詞+silleJ に意味的に対応する。

この場令にもオランダ語では te一不定詞は用 L、な L、。
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フ. Hy sil te fiskjer1. r後は釣りに行くつもりだ(もうすくー釣りに行

()J (ULI'S， B 15: 22) 

オ.Hij gaat vissen. r向上Jub. 19) 

フ. Wy sille te reedrider1. r私たちはスケートをしに行く予定ですJ

(Zantema 1984: 862) 

オ. Wij gaan schaatsenrijden. f同上J(Bosma-Banning 19812 
: 13変

史)

つまり、この te-不定詞の用法はオランダ誇には存在しない(~ 96 (4) (c) 

j主人

(b)名詞抱合:有、分離動詞の分離:不可

この構文は「名詞匂目的語+第2不定詞Jという動詞句を形成せず、 te-第

2不定詞は名詞匂目的語を名詞抱合によって抱合して、接合動詞になる O また、

分離動詞も分離しない。これはこの構文の te-第 2不定詞に動詞的性格が弱く、

名詞的性格が強いことを示している。

Hja seit dat er te pianospy1jen {giet/is/sil}. r彼女は彼がピアノ演

奏に{行く/行っている/行くつもりだ}と言っているJ(pianospylje rピ

アノをひく J←piano rピアノ J(op 'e piano rピアノでJ)+ spyl je r演

奏するJ)(De Haan 1987 : 71変更)

φ*Hja seit dat er piano te spy1jen {giet/is/si1}. r向上J(ib. 71 

変更〉

Ik tink dat er te opreden {giet/is/si l}. r私は彼は揚除をしに{出か

ける/出かけている/出かけるつもりだ}と思う J(op¥rede r掃除をする

(分離動詞)J)(Hoekstra 1997 : 86変更〉

φ本1ktink dat er 0p te reden {giet/is/8i l}. r向上J(ib. 86変更〉

Yn 'e maitiid geane wy nei 1t Amelan te aaisykjen. r春になると、私

たちはアーメローン島〈オ. Ame1and rアーメラント島J)へ野鳥の卵探

しに行きますJ(aaisykje r(野鳥の〉卵探しをする」←aair卵J+sykje 

「探すJ)(ULI' S， A 19 : 15) 

(c)動詞群の語j膜 rte-第 2不定詞+{geanl官ezel話法の助動詞}J

上例にもあるように、この構文の te-第 2不定詞は (2)の制御動詞ゃく3)

の繰り上げ動詞などとは異なって、右枠では rgean/wezel話法の助動詞」の左

側〈前)に置かれ、外置されることはけっしてない。これもこの構文の te-第

2不定詞に動詞的性格が弱く、名詞的性格が強いことを示している。

Gabe giet te aaisykjen，町118tsyn frou te boadskipjen giet. r妻は

買い物に行く一方で、ガーベは野鳥の卵探しにでかけるJ(ULI'S， A 19: 
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19) 

up plakken wie it wenst， dat as in jong pear te trouwen gyng， de 

freonen soargen dat it hus klear wie as hja werom kamen. r田舎の村

では若いカップルが結婚式を挙げると、二人が戻る頃に友人たちが家を整

えておくのが習漬だったJ(ULI' S， C 14 : 7) 

Hja seit dat er te ofwaskjen is. r披女は彼は洗浄に出かけていると言っ

ているJ(De Haan 1987 : 71変更)

Juster ha wy te swimrnen west. r昨日、私たちは泳ぎに行って来ました」

(ULI' S， C 10 : 19) 

(d) te-第 2不定詞の前置詞匂用法

この構文のte-第 2不定詞は、意味的にも「…という動作を行なう場所へ」

(行く (gean)/出かけている(時間)/行きたい (wolle))という動作の目的と

方向成分を含意している。つまり、 te一第 2不定詰は geanr行く jの語葉的意

味を補充しており、方向を示す前置詞や分離動詞の分離成分である不変化詞に

相当する (Tiersma19992 
: 127)。たとえば、 tehierknippen gean r散髪に行

くjの tehierknippen r散髪にjは、 neiLjouwert ta gean rリャウエト

(オ. Leeuwarden rレーヴァルデンJ)へ行く」の neiLjouwert ta rリャウ

エトへ」や、分離動詞 fuortlgeanr立ち去るJの分離成分である不変化詞

fuort r離れて」に相当する。この 3者は geanの左側(前)に置かれ、外置

されない点で共通している (Hoekstra1997 : 86)。

Ik tink dat er {te hierknippen/nei Ljouwert ta/fuort}{giet/is/si l}. 

「私は彼が{散髪に行く/行っている/行くつもりだ}/{リャウエトへ行く/

行っている/行くつもりだ}/{立ち去る/立ち去っている/立ち去るつもりだ}

と思う J(hierknippe r散髪するj←hier r髪J+ knippe r切るJ) 

本Iktink dat er {giet/is/si l}{te hierknippen/nei Ljouwert ta/ 

fuort}. r詞上J

以上の事実はこの teが不定詞標識ではなく、「…へJという方向の意味の

前置詞〈ド. zu/エ. to)であることを示している。この第 2不定詞は名語用

法であり、前置詞 teに支配され、「前置詞 te+名詞用法の第 2不定詞Jとい

う構造になっていると解釈できる。したがって、この te-第 2不定詞は rte-

第 2不定詞の前置詞句用法Jに分類できる (DeHaan 1987 : 70ft. )。

(e) te-第 2不定詞の前置詞句用法と文用法(副詞用法)

ところが、次の文では右枠でこの動詞群が i{gean/百eze}+ te-第2不定詞J

という逆の語)1債で現われている。

Hy wit dat ik altyd nei Ljouwert ta gean te kleankeapjen. r彼は私

円ソ
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がいつもリャウエト(オ. Leeuwarden rレーヴァルテンJ)へ洋服を買い

に行くことを知っているJ(kleankeapje r洋服を買う j←klean r洋服」

十keapjer買う J)(Hoekstra 1997 : 98変更)

Fan 'e moarn hat Hindriks Tsjits by my west te kofjedrinker1. r今朝、

ヒンドリクス・チイツが私のところにコーヒーを欽みに来ていたJ(kofje-

drinke rコーヒーを飲むJ←kofjerコーヒーJ+drinke r飲むJ)(ULI' S， 

B 15 : 7) 

この構文はともに名詞抱合を起こしている点で te-第 2不定詞の前置詞匂用

法と共通するが、 te-第 2不定詞が外置を起こしている点で異なっている。

荷者の相違は方向・位置(静止した場所〉を示す副詞成分 (neiLjouwert 

ta rリャウエトへJ， by my rわたしのところにJ)の有無に関係している。

それがない場合には te-第 2不定詞は外置されない。

Ik tink dat er te hierknippen {giet/is}. r私は彼が散髪に{行く/行っ

ている}と思う J(Hoekstra 1997 : 86変更〉

この用例では、 te-第 2不定詞は gean/wezeの意味を補足し、 tehier-

knippen {gean/官eze}r散髪に{行く/行っている }J全体で意味的にひとつの

まとまり形成していると考えられる。これはドイツ語の spazierengehen (f日

正書法 spazierenlgehen)r散歩する、散歩に行く jに相当し、!日正書法では

一部の分離動詞の分離成分として扱われた不定詞であるコ

ところが、方向・位置〈場所〉を示す前置詞句などの副詞成分があると、こ

れがすでに gean/wezeの意味を補足し、 neiLjouwert ta gean rリャウエト

へ行く J， by my weze r私のところにいる」のように全体で意味的にひとつの

まとまりを形成してしまう。これは fuortlgeanr去る J(オ. weg I gaaan/ド.

weglgehen)のような分離動詞の分離成分である不変化請に相当すると言える。

したがって、 te-第 2不定詞はもはや gean/wezeと直接的に結びっくことがで

きなくなり、 gean/wezeの左側(前)に置かれず、右側〈後)に外置されると

考えられる。

こうして外置された te-第 2不定詞は「…のためにJという目的の意味を表

わし、副詞成分としての性格が強い。主語は動作主であり、動詞は非能格勤詞

である。耳oekstra0997 : 87ff. ; 1989年の論文の採録)はこの te-第 2不定

詞を前置詞勾用法 (DeHaan 1987 : 70ft. )から区別して fte-第 2不定詞の文

用法J(sentinsjele te-ynfinityf，エ. sentential te-infinitive)と呼ん

でいる。ただし、「文j としての te-第 2不定詞の性格には議論の余地がある

と思われ、前置詞匂用法からの区別もそれほど明確ではない場合もある。そこ

で、(1)で述べたように、便宜的にこれを rte-第 2不定詞の文用法(副詞用
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法)Jと言い換えることにする。

以上のことは gean/wezeを含まない話法の助動詞との組み合わせでも同様

である。たとえば、次伊jの te-第 2不定詞はそれぞれ前置詞匂用法と文用法

(副詞用法)Jと考えられる。

Ik sil te i ten. r私は食事に行くつもりですJ(前置詞句用法〉

Ik sil nei hus te iten. r私は食事を取りに家へ帰るつもりですJ(文用

法〈副詞用法))(ULI'S， B 14 : 10) 

このように、第 2不定認の前置詞匂用法と文用法(副詞用法〉は本来、別の

範曜に属するが、相互関係も認められる。

なお、前置詞匂と te-第 2不定詞が同時に gean/wezeの意味を補足する形

で、その左側(前〉に現われることはできない。

牢Hy官itdat ik altyd rlei Ljouwert ta te kleankeapjen gean. r彼は私

がいつもリャウエトへ洋服を買いに行くことを知っているJ

本Fan'e moarn hat Hindriks Tsjits by my te kofjedrinken west. r今
朝、ヒンドリクス・チイツがうちにコーヒーを飲みに来ていたj

合これは英語で r11]へ夕、釣行に行く Jを gofishing {at/in} the riverま

たは goto the river to fishと吉 L¥*go fishing to the riverとは

言わない事実との比較からも理解できる。つまり、 goto the ri ver r 11] 

へ行<Jと gofishing r魚釣りに行<Jを令わせた場令、「川へJ と「怠

釣りにj の両方を gor 1t < J と直接結びつけることはできず、どちらか

を付加詞(エ. adjunct) として副詞的に表わす必要がある。

ドイツ誇では次のように不定詞と zum-不定詩で区別して表現する。

Gehen wir heute Abend essen. r今晩、令事に行きましょう J(essen 

gehen r令事に行<J ) 

Gehen wir heute Abend in ein gutes Restaurant zum Essen. r今晩、良

いレストランヘ食事に行きましょう J(in ein gutes Restaurant gehen 

「良いレストランヘJ.T< J ) 

Essen gehe ich in Susukino. r食事に私はススキノヘ行きます J(essen 

gehen r令事に行<J ) 

Zum Essen gehe ich nach Susukino. r同上J(nach Susukino gehen rス

スキノヘ-iT< J ) 
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(8) r前置詞…te-第 2不定詞Jと前置詞の om

(a) r前置詞…te-第 2不定詞句J(副詞成分)

sunder rーすることなしにJ， troch r…することによってJ， nei rーした

後にJ， ynstee fan rーするかわりにJといった前置詞とともに te…第2不定

詔勾を用いて、副詞的な補文を形成することがある。

[SOnder 1ud te meitsjer1J gie Saapke nei it achterhOs. r音を立てず

に、サーブケは裏の離れの方に行ったJ(ULI'S， B 2: 23) 

Men kriget oer it generaal it beste ynsjoch yn prob1emen [troch dy 

prob1emen sels 0p te lossenJ. r一般に問題への最良の洞察はその問題

を自分で解くことによって得られるJ(札l'S， C 15 : 13) 

[Ynstee fan nei Amsterdam ta te geanJ bleau er thus. rアムステルダ

ムへ行くかわりに、彼は家にとどまったJ(Hoekstra 1997 : 134変更〉

(b) r om...te-第2不定語句J(副詞成分):前置詞の om

rom...te-第 2不定認句jは「ーするためにJという意味で用いる。この om

は (a)の前置詞と同様に「…のためにJ(13的)という明確な語葉的意味を

持っており、省略できず、義務的である。この omは補文標識ではなく、 (a)

と同様に前置詞とみなすほうが適当と考えられる。

[Om de opbringst fan it lan !e fergrutsjer1J wurdt in protte 

keunstdong brOkt. r土地の収穫を高めるために、人口肥料がたくさん使

用されるJ(ULI' S， B 9 : 14) 

[Oll! skuorbot主主主」旦menJ，soe mear griente iten wurde moatte. 

「壊血痕を予防するために、もっと野菜を食べる(=野菜が食べられる)

必要があるだろう J(ULI' S， B 11 : 21) 

Men moat ite [0m te 1 ibjenJ en net libje [om te itenJ. r人は生きる

ために食べるべきであり、食べるために生きるべきではない(ことわざけ

(Dykstra 2000 : 1151) 

Wy wurkje [0m te libjer1J， en libje net [0m te wurkjer1] wol? r私た

ちは生きるために働くのであって、働くために生きるわけではないでしょ

う?J (Bangma 19932 
: 170) 

Wy geane nei it loket ta [om in kaartsje te keapjenJ. r私たちはチ

ケットを買うためにカウンターへ行きますJ(ULI' S， C 18 : 11) 

De natoer is wichtich foar de minske [om ta rest te kommer1J. r自然

は人間にとって安らぎを得る(=安らぎに至る)ために重要だJ(む11'S， 

C 9 : 16) 

Tiisdei kaam de feestkommisje by elkoar [om te bepraten wat der 
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allegearre noch dien wurde moatJ [om it feest goed ferrinne te 

li ttenJ. I火曜日に祭りの委員会の人たちが祭りを成功させるために、お

よそ何がなされなければならないかを話し合うために、集まったJ(むL1'S， 

A 17 : 12) 

As immen [om in hus te keapjer1J in protte jild liene moat， wurdt 

官olrissein dat er in hus mei in sulveren dek hat. iある人が家を購

入するために大金を借りなければならない場合、その人は銀の屋援のつい

た家を持っていると言われることがあるJ(ULI' S， C 2 : 13変更〉

次の用例は名詞修飾成分 ((9)(g))と解釈することもできる。

De oerheid moat no maatregels nimme [om it wurk rjochtfeardich te 

ferdielenJ. I政蔚は[雇用を公正に分配するためにJ[方策を取る必要が

ある ]J/ r政府は[雇用を公正に分配するための方策]を取る必要があるJ

(ULI' S， C 13 : 14) 

次の 10m・..te-第 2不定詞句Jは断り書きの意味の副詞成分である。

Jo binne [om sa te sizzer1J under de minsken en sitte net allinne. 

fあなたは雷わば人々の中にいて、ひとりぼっちですわっているのではな

いのですJ(ULI' S， C 18 : 12) 

Myn administrateur， [om myn boekhalder ris deftich te beneamer1]， 

prate官atδfom de priis sa 1eech mooglik te halden. I手ムのマネージャ

、おおげさに言えば私の帳簿係は、値段をできるだけ低くおさえるため

に、何か打ち合わせをしましたJ(ULI' S， A 13 : 8) 

(c) ‘te-ト形容詞~om...te-第 2 不定詞句， Iあまりに…なので…できない;

するためにはあまりに…すぎるJ(副詞成分〉

この lom...te-第 2不定詞句Jも副詞的に用いており、 (b)と同様に、 omは

目的の意味を表わす前置詞に準じて理解できる。ただし、 (b)とは異なって、

r om...te-第 2不定詞匂j は ite+形容詞Jと意味的に相関関係がある。

Se binne te beroerd om de skonken te bruker1. I彼らはあまりに怠惰な

ので、足を使うことができないほどだJ(ULI' S， A 18 : 8) 

De bern binne te beroerd om te rinnen. I子供たちは歩くことができな

いほど怠惰だJ(ULI' S， A 18 : 8変更)

Ik bin te ald om te silen， te swimmen en te reedrider1. I私はもう年

だから、ヨットも泳ぎもスケートもできないJ(ULI' S， A 19 : 19) 

Ik bin te wurch om te fytsen. I私はくたくたに疲れたので、自転車に

は乗れないJ(Van der Veen/Oldenhof 1990 : 46) 
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(9)補文標識の om

(a)前置詞の OIllと補文標識の OIll

補文標識の OIllは副詞成分で用いる前置詞としての OIllr…のためにJと違っ

て明確な語葉的意味を持たず、母型文の主語・叙述語・目的語としてはたらい

ており、補文標識とみなすのが適当である O 補文標識の OIllは r(OIll...)te-第

2不定詞匂Jを伴う他動詞〈制御動詞 (2))の場合と向様に省略可能で、義務

的ではない。補文標識の OIllを使えば te-第 2不定詞句の初めがはっきりする。

文頭では OIllを省略することが多いが (TiersIlIa19992 
: 118)、それは文頭で

は te-第 2不定詞匂の初めを表示するとくに必要がないためと考えられる。

ただし、 (2)(c)で述べたように、西フリジア語ではオランダ語に比べて補

文標識 0悶を省略しない傾向がある (Hoekema1958 : 17)。オランダ語では書

き言葉で OIllを省略し、話し言葉で省略しない傾向がある (ANS19972 
: 1111)。

次例では OIllをつけたほうが西フリジア諾的で、っけないとオランダ語的な印

象を与えることがある。

1t is de muoite net mear wurdich [om dat stealtsje 0p te胃armjer1].

「その食べ残しを暖めるのはもはや労力のむだだJ(西フリジア語的〉

(Hoekema 1958 : 17正書法変更)

1t is de muoite net mear wurdich [0 dat stealtsje op te官armjenJ.

「同上J(オランダ語的)(ib. 17正書法変更〉

以下、補文標識の omの用法について個別に説明する。

(b)主語

[OIll it moai te kri jenJ is neat， rnar [orn it moai te halder1J， dat 

seit wat. rうまく手に入れることは何でもないが、うまく保持すること

は価値がある(口何かを語る。ことわざ)J (Zantema 1984 : 537) 

次は補文標識の omを伴っていない用例である。

[Jild te winner1J is in geunst， ['t goed te brukenJ is in keunst. 

「金を得るのは天の恵みだが、それをうまく捜うのはひとつの技であるj

(Bangma 19932 
: 69) 

Heit te wurden kin men ha， [heit te wezenJ falt net ta. r父親にな

ることはたやすいが(=持つことができるが)、父親であることはむずか

しい(=うまくいかない)J(Beintema 1990 : 58) 

r(om... )te-第2不定詞匂Jは主語の場合、 rit-(om...)te-第 2不定詞句」

のように言語使用上の理由で坂主語の itで置き換えて外置することがある o

1t falt net altyd ta [om heit te柁 zenJ.r父親であることはいつもう

まくいくとは限らないJ(Dykstra 2000 : 699) 
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次は補文標識の omを伴う用例である。

1t fa1t net ta [om a1tyd wenromte te finen foar studintenJ. r学生

たちのためにつねに住居を見つけるのは、うまくいくとはかぎらないj

(Bangma 19932 
: 80) 

1t spant wo1ris [om de fuotten under 't 1iif te ha1der1]. r両足を胴

体の下に保つのは緊張を要することがある(=どんな状況でもしっかりし

ていることはむずかしいc ことわざ)J (Beintema 1990 : 47) 

1t is foar jose1s tige wichtich [om wat oan sport te dwa担]. r何か

スポーツをすることがあなた自身にとってとても大切ですJ(UII' S， C 5 

: 15) 

次は補文標識 omを伴っていない用伊jである。

1t is tige wichtich [dy wurden te 1earen]. rそれらの語を学ぶことが

とても重要ですJ(ULI' S， C 5 : 17変更〉

(c)目的語

[Heit te wurder1J kin men ha， heit te wezen fa1t net ta. r父親にな

ることはたやすいが(=持つことができるが)、父親であることはむずか

しい(=うまくいかない)J(Beintema 1990 : 58) 

r(om... )te-第 2不定詞句jが目的語として母型文の中央に埋め込まれると、

理解が困難になる。そこで、 rit(= E!的語)~(om...)te-第 2不定詔勾jのよ

うに、仮目的語の itで置き換えて外置することが多い。

官yhawwe it a1tyd prachtich fun [om mei it iepenbier ferfier te 

立詔足立gJ.r私たちは公共の交通手段で旅行することをいつもすばらしい

と思いましたJ(ULI' S， C 18 : 12) 

(d) コプラ動詞〈連結詞)の叙述語

「名詞句(=主語) is~(om... )te-第 2不定詞句」のように用いて、主語名

詞匂の内容を示す。

De beste stratezjy is [om earst in boadskipslistke te meitsjen1 

「一番良い方策はまず買い物のリストを作ることよJ(Bangma 19932:83) 

1en fan de belangrykste dingen dy't wy foar it Frysk dwaan kinne 

is [om sa fo11e moog1ik us brieven yn it Frysk te skriuwer11 r手ムた

ちがフリジア語のためにすることができるもっとも重要なことのひとつは、

できるだけたくさん手紙をフリジア語で書くことですJ(Stienstra 1982 

: 45) 

(e)形容詞の目的語

「形容詞+(om... )te-第 2不定詞匂Jのように形容詞の目的語としてはたら
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く用法もある。

Binne jo ree [om us te helpenJ? rあなたは私たちに手を貸してくれる

用意はありますかJ(Bosma-Banning 19812 
: 16) 

(f)前置詞呂的語

前置詞は原則として r(om'")te-第2不定詞句」を直接支配できないので、

rder(...)前置詞~(om'" )te-第 2不定詞句jのように、「相関詞の derJ(~55 

(2))で前置詞の目的語であることを示して r(om...)te-第 2不定詞匂Jを外

置する。

Der binne fiersten te folle medisinen， om't de farmaseutyske 

yndustry der op ut is [winst te meitsjenJ. r製薬会社が利益を上げよ

うと躍起になっているために過剰に多くの薬品があるJ(ULI'S， C 6:43) 

持 Allefarmaseutyske fabriken binne der op ut [om winst te 

mei tsjenl rすべての製薬会社は利益を上げようと躍起になっているj

〈むL1'S， C 6 : 9) 

ウ次例では前亘詞 fan(オ. van/ド， von/エ. of) が相関詞の derを伴わ

ずに補丈標識の omを欠< te-第 2不定詞句を直接支配している。

Heit en mem beprate mei de bern it foar en it tsjin fan [in hus te 

keapjen of in hus te hierenJ. r父と母は子供たちと家を買うか家を借

りるかの長所と短所を話し合う J (ULI ' S， A 11 : 2支史)

次の用例の mei オ.met..........mee/ド. mit) も同誌である。

1t leit yn 'e reden dat er net klear is mei [wat nammen te learen 

fan fugeltsjes en blomkesJ. f{，点が鳥や花のいくつかの名前を覚えるの

を主冬えていないのは当然、だJ(ULI' S， C 9 : 16 ) 

(g)名詞修飾成分

「名詞+omte-第 2不定詞句」としてひとつの文成分を形成し、 romte-第

2不定詞句jが名詞を修飾する成分として名詞の内容を示すことがある。

Nei oanlieding fan Stienstra syn wurden nimt it Doarpsbelang it 

beslut [om in brief te skriuwen1 rスティエンストラの言葉を契機と

して、村議会は手紙を書く決断をするJ(ULI' S， B 11 : 15) 

Mar de do fun ek gjin plakje [om te sitter11 rしかし、鳩はとまる場

所を見つけることもできなかったJ(De Arke fan Noach) 

Huglikheder1 [0m te 1lndersykjerlJ binne der oer en te folle. r研究の

可能性は余るほど豊富にあるJ(De Boer 1985 : 264) 

上例の sitterすわっている、とまっている」は opr…の上にJ、1lnder

sykje r研究する」は neir…についてj という前置詞をそれぞれ必要とする
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自動詞である点に在意。

次例では rom...te-第 2不定語句Jが名詞匂から分離して外置されている。

Der binne noch fiif lange twalOden oerbleaun [0m skriuwen te 

learenJ. rつづりかたを習うべき長母音が五つまだ残ってしまったJ

(ULI' S， C 2 : 14) 

rtan doel weze+ (om'" )te不定詞句Jは「ーするつもりだJ(doel r自

的J)という意味で頻繁に用いる。

Hy is fan doel [om syn husgenoaten of freonen der fan te oer 

主主民主旦]dat se sOner ite moatte. r彼は家族の人や友人たちにもっと

健康な食生活を送る(ココ健康的に食べる)べきだと説得するつもりだ」

(ULI' S， C 3 : 21変更〉

Wannear binne jo fan doel [0m te kommerlJ? rあなたはいつ来るつもり

ですかJ(Bangma 19932 
: 21) 

Ik bin fan doe1 [om trije dagen te bliuwenJ. r私は 3日間いるつもり

ですJ(ib. 21) 

(h)不定代名詞+te-第 2不定詞

wat/eat r何かJ， neat r何も…ないJ， gans/in protte/in soad rたくさ

んJ， net folle r少ないJなどの数量を示す不定代名詞に続けて、これを修

飾する te-第 2不定詞の用法がある O

Der stiet net folle te drinker1 yn 'e kuolkast. r冷蔵庫の中にはあま

り飲むものがない」

Wat te fertellen is der net. r何か話をするようなことはないJ

Hja hat in soad te sizzen. r彼女は言うことがたくさんあるJ

Der wie gans te dwaar1. rいっぱいやることがあったJ

Der bleau in protte te winskjer1 oer. r物足りない(=望むべきこと)

がたくさん残った」

Ik haw neat te kleien. r私は文句をつけることは伺もない」

不定代名詞を欠く ro十te-第 2不定詞j もある。これは wat/eatr何か」

を意味的に補って解釈することができる。

Doe woe syn baas him net langer te iten jaan. rそのとき飼い主は馬

に(=彼に)食べるものを与えようとしなかったJ(Bosma-Banning 19812 

: 27) 

「不定代名詞+te-第 2不定詞」構文の te-第2不定詞は目的語や前置詞句

などの副詔成分を伴うことができず、不変化詞を分離成分として伴う分離動詞

にすることもできない。
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本Deris neat {te opdri池田/opte drinken}. r飲み干すものがない」

(Prof. Dr. J. Hoekstraの教示による〉

ただし、 rom...te-第2不定詞Jにすればそれが可能になる。

De belestingen kinne ferhege wurde， sadat der minder oerbliuwt om 

Gt te jaar1 oan oare saken. r税金が引き上げられ、その結果、そのほか

のことに支出する分が少なくなる可能性があるJ(ULI' S， C 13 : 8変更〉

(10) teω第 2不定詞の省略

(a) rom...te一第 2不定詞句Jでの te-第2不定詰の省略

客観的用法(ド. subjektiver Gebrauch/エ. root modal)の話法の助動詞

に支配された第 1不定詞が省略できることは、 S76(3)(4)で述べた。

Ik moat moarn nei Arnsterdam ta o. r私は明日、アムステルダムに行か

なければならないJ(第 1不定詞 geanr行く J) 

これに加えて、西フリジア語では rom...te-第 2不定詞匂」の te-第2不定

詞を省略することがあり、 rte-第2不定詞の省略J(エ. te-V ellipsis)と呼

ぶ (Hoekstra1997 : 127日.)。これは統語的に te-第 2不定詞が省略されたこ

とが明確で、省略された動詞が意味的に復元可能な場合に見られる。運動動詞

gean r行く J/komme r来る」のほかに、 dwaanrするJ， hawwe r持っているJ，

krije r得るJ， nirnme r取るJ，sitte rすわっているJ， stean r立っているJ

などの基本動詞も含まれる。

Se wenje te fier fuort [om alle dagen nei hos o]. r彼らは毎日、家

に帰るにはあまりに遠いところに住んでいるJ(te gean)(ULI'S， B 2: 15) 

Hy ferpofte i t [om nei Amerika ta o J. r彼はアメリカへ行くのを拒絶

したJ(te gean)(Tiersma 19992 
: 105変更〉

Wy sjogge der tsjinoan [om de hiele dei binnendoar oJ. r私たちは

一日中、屋内にいるのは良くないと思いますJ(te sitten)(Hoekstra 

1997 : 129変更)

Wat doel hat it [om altyd sa healwiis oJ? rいつもそんなに馬鹿げた

ことをするのは何のためなの?J (te dwaan)(ib. 129) 

耳打1kondisje wie te min [om sa' n ein o]. r私の体調はそんな距離を

行くには悪すぎたJ(te gean)(ib. 137変更〉

Ik mei der net oer [orn alle dagen spul mei de buorl ju o]. r私は毎

日、近所の人たちと喧嘩するのはいやだJ(te hawwen)(ib. 129変更〉

上例では neihos (gean) r家へ〈帰る )J， binnendoar (sitte) r屋内に

(~ )る )J， healwiis (dwaan)仁罵箆げたことを(する )J， sa'n ein (gean) 
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fそんな距離を(行く )J， spul (hawwe) r喧嘩を(するけのように、省略さ

れた動詞を修復するための副詞成分や名詞句が残っている。次の用例では mei

「ともにjのように分離動請の分離成分となる不変化詞が残っている。

Hy frege [om互leio]. r彼はいっしょに{行って/来て}いいかと頼んだj

(meilgean/meilkomme} r~\ っしょに{行く/来る}J )(Sipma 1949a : 51) 

It is net nedich [om in skOteldoek mei o]. rふきんを持っていくこ

とは必要ないJ(meilnimme r持っていく J)(Hoekstra 1997 : 129変更)

σte-第 2不定詞のJ省略を先駆的に指摘した例には Karsten(1946)がある。

そこでは、この琉象が岳フリジア誇とオランダ言香西フラマン方言(オ.

百estvlaams)で共通して観察されることが指摘され、雨宮誇とも補え標識

omの存底を必要とすることが述べられている o

(b)不定詞一般の省略と意味的条件

te-第2不定詞の省略は不定詞一般に共通の意味的条件に基づくと考えられ

る。それには不定詞標識 teを欠く不定詞の省略の代表伊jとして、話法の助動

詞に支配された第 1不定詞の省略が示唆的である O 上述のように、客観的用法

の話法の助動詞に支配された特定の第 1不定詞は省略されることがある。

Ik moat moarn nei Amsterdam ta {gean/ O}. r私は明日、アムステルダ

ムに行かなければならないJ

ただし、 876(4)で述べたように、話法の助動詞の主観的用法では第 1不定

詞の省略は起こらない。言い換えれば、第 1不定詞が省略された文の話法の助

動詞は客観的用法と解釈される。

Pyt包ewol nei Japan ta {星空笠/本臼}.rピトは臼本に行くかもしれな

いJ

この違いは意味的に次のように説明される。客観的用法では義務・能力・許

可・意志など、倍々の話法の助動詞に特有の意味から動作が実現することが含

意される。したがって、第 1不定詞が省略されても、その存在の必要性が喚起

され、意味的条件が満たされれば、復元して解釈され得ることになる O たとえ

ば、 moatteは客観的用法「…しなければならないJの意味では、 neiAmster 

dam ta rアムステルダムへJという方向を示す副詞成分があれば、運動の意味

の動作が必要とされることは明らかであり、その意味を補って解釈される O と

ころが、主観的用法「…にちがいないJの意味では事実の蓋然性の程度だけが

問題になり、動作の実現の必要性は喚起されがたい。したがって、省略された

第 1不定詞は復元して解釈するべき十分な必要性が乏しく、省略できないこと

になる O 第 1不定詞が省略された moatteでは、主観的用法「…にちがいない」

よりも客観的用法「…なければならないJの解釈が優先され、話法の助動詞の
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主観的用法では te-第2不定詞の省略は起こらない。両者の差は意味的な観点

から見れば、「動作の実現を喚起する必要性Jの強さにあると言える。

ちなみに、 moatteがなくても、次例のように副詞成分だけで発話された文

は、発話内効力(エ. i llocut ionary force)としての勧誘・義務・命令といっ

た話法的意味を伴って、運動という動作を補って解釈される。このことは話法

の助動詞の支配する第 1不定詞の省略にも何らかの関連があると考えられる。

Nei Japan ta! r日本へ行こう、行くのだ、行けJ

上記の意味的条件は知覚動詞 (sjenrーするのを見るJなど〉構文でも同様

である。つまり、知覚動詞が支配する第 2不定詞はすでに実現されている動作

を表わすので、動作の実現の必要性を喚起せず、意味的条件が整わないために、

te-第 2不定詞の省略は起こらない。

Ik笠笠Qhar nei hus ta {些担/*日}. r私は彼女が婦宅するのを見たJ

(知覚動詞 sjenr…するのを見るJ)(Hoekstra 1997 : 143変更)

一方、使役動詞構文(1i tte r…させるJ)では第 1不定詞の省略が起こる

が、これは上述の意味的条件に照らして理解できる。

Ik 1 iet har nei hus ta {gean/o}. r私は彼女を帰宅させた」

(c)補文標識の omとの関係

te-第 2不定詞の省略では、以下に述べるように、 (b) と同様の意味的条件

がはたらくと考えられ、不定詞一般の省略として共通性があると考えられる。

ただし、 te-第2不定詞の省略には意味的条件のほかに統語的条件がある。

それは補文標識の omを必要とする点である。 te-第2不定詞の省略は補文標

識の omを伴わない第2不定詞では起こらない。たとえば、次例のように繰り

上げ動詞 ((2)(cぬでは te-第2不定詞の省略は起こらない。

Hja skynt nei hus ta {te gean/求臼}. r彼女は帰宅するらししリ (skine

「…らしいJ)(ib. 142変更〉

Hja heart nei hus ta {te gean/*の}. r彼女は帰宅する必要がある」

(hearre rーするのがふさわしいJ) 

Hja begun nei hus ta {te gean/*O}. r彼女は帰宅しはじめたJ

(begjinne r…しはじめるJ) 

また、発言・感情・認識の意味の制御]動詞 ((2))は補文標識の omを伴わ

ないが、この場合にも te-第2不定詞の省略は起こらない。

Hy hopet nei hus ta {te gean/*臼}. r彼は帰宅することを望んでいるJ

(hoopje rーすることを望むJ)(ib. 134変更〉

さらに、制御動詞 freegjerーすることを頼む」は r(om"・)te-第2不定詞

匂Jを伴うが ((2)(c))、それに先行する場合は補文標識の omは用いず、 te-
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第 2不定詞の省略の有無もこれに従う。

Hja seit dat er har frege [om mei him nei Amsterdam ta {te gean 

/臼}J.r彼が被女に彼といっしょにアムステルダムへ行ってくれと頼んだ

と彼女は言っているJ(ib. 134変更)

Hja sei t dat er har [mei him nei Amsterdam ta {te gean/* o } ] frege. 

「同上JCib. 134変更〉

さらにまた、 ien+第 3不定詞構文J(s 98)は rom・..te-第2不定詞匂Jと

同様の意味を表わすことがあるが、第 3不定詞の省略は不可能である。

胃ybinne fan doe1 [om nei Amsterdam ta {te geanl日}J. r私たちはア

ムステルダムに行くつもりですJ(ib. 127変更)

官ybinne fan doe1 [en {gean/*O} nei Amsterdam taJ. r向上J(ib. 

131変更)

一方、明確な諾葉的意味を持たない補文標識の omとは別に、副詞成分とし

て「ーするために」という明確な語葉的意味を持つ前置詞の om((8ぬでは、

te第2不定詞の省略は起こりにくい。 sQnderrーすることなしにJなどの副

詞成分を形成する他の前置詞でも、 te一第2不定語の省略は起こらない。

Hy stapte yn 'e trein [om nei Amsterdam ta {te gean/?? o}. r彼はア

ムステルダムへ行くために列車に乗ったJ(ib. 134変更)

Hy kaam werom [盟国ernei Amsterdam ta {エ三五笠旦1*臼}. r彼はアムス

テルダムへ行くことなく、戻って来たJ(ib. 134変更〉

つまり、 te-第 2不定詞の省略が可能な場合の補文標識の omは、母型文の

動詞、つまり、 rom...te-第2不定詞句jの語葉的主要部(エ. 1exica1 head) 

の存在を前提とする。

r om...te-第 2不定詞匂」は母型文の動詞の補文である必要はない。次のよ

うに、名詞修飾語としての romte-第 2不定詞Jでも te-第 2不定詞の省略が

起こるからである。つまり、 romte-第 2不定詞勾Jはそれが補部〈エ. com-

p1ement)となる何らかの語葉的主要部を持つことを条件とする。この場合、

被修飾名詞は動作の実現を喚起する意味的特徴を持っている必要がある。たと

えば、 planr計画J， doel r自的」などがその例である。

Har p1an [om nei Japan ta {te geanl必}Jwaard fersmiten. r日本へ行

こうという彼女の計画は却下されたJ(ib. 133変更〉

Ik bin fan doe1 [om moarn nei Amsterdam ta {te geanl臼}J. r私は明

日アムステルダムへ行くつもりですJ(ib. 135変更)

これは、語葉的主要部の存在が「動作の実現を喚起する必要性Jという第 1

不定詞の省略と同様の意味的条件を同時に必要とすることを示している。
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以上の事実は、補文標識の omと rom...te-第2不定詞句Jの語義的主要部

の存在が teー第 2不定詞の省略の統語的条件になることを示している。この語

桑的主要部の存在は、第 1不定詞の省略における話法の助動詞に比肩できる。

第 1不定詞の省略と te-第2不定詞の省略は、統語的にも意味的にも基本的に

同じ条件によると考えられる。

ちなみに、「補文標識の om...te-第2不定詩句Jは単独の発話としては成立

しない。これは語葉的主要部である母型文の動詞の意味が投影されず、それ自

身としては発話内効力を伴わないためと考えられる。 te-第2不定詞の省略は

もちろん起こらない。

本Omnei Japan ta {te gean/ O}! r日本へ行こう、行くのだ、行けJ

rom...te一第 2不定詞」はまだ実現されていない動作が問題になっているこ

とを示し、語葉的主要部の意味が投影されることによって、その動作を実現す

る必要性が喚起され、意味的条件が満たされる。補文標識の omが必要なのは、

おそらく統語的条件として、第2不定詞が省略された後に残る teの「まだ実

現されていない動作を表わす」という文法的機能を統語的に抽象的なレベルで

吸収または代行するためと考えられる。 teは音韻的な接語(エ. c1itic)で

あり、ホストとしての第2不定認がなければ語形的に存在できないので、脱落

すると考えられるからである。

一方、前置詞の omでは動作の実現の必要性が強く喚起されるので、意味的

条件は満たされるが、母型文の動詞との関係がないために、省略された te第

2不定詞を復元する統語的条件が整わず、 te第2不定詞の省略が起こりにく

いと考えられる。

補文標識の omは前置詞の omrーするためにj とは異なって、明確な語葉

的意味を持たなし'0omは本来、「…を求めてJという目的を表わす前置詞から

発達したのであり、摩滅した目的の意味が文法的機能に転化されたと考えられ

るものの、補文標識の omに目的の意味は認めがたい。ただし、補文標識の

omは、同じく「…へ、…のためにJという方向・目的の意味の前置詞から発

達し、オランダ語などと違って西フリジア語では前置詞としての性格を残す不

定詞標識の teと共起する。 te-第2不定詞は(未完了不定詞では)まだ実現

されていない動作の標識になる。この点で補文標識の omと不定詞標識の te

は類似した文法的な性格を持っていると言える。第 2不定詞が省略された結果、

不定詞標識の teが脱落し、補文標識の omによって胞の文法的機能が統語

的に吸収・代行される仕組みには、 omと teの上述のような共通性が関与し

ているのかもしれない。

σHoekstra (1997: 143) は [+IrrealisJ (エ.unrealized future) という
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Iの素怯が rIのCへの移動J(エ. I-to一Cmovement) によって omへ継

承されるとしている。

(d)例外的な動詞

te-第2不定詞の省略は、話法の助動詞に支配される第 1不定詞の省略に共

通する以上のような意味的・統語的条件によって起こると考えられるが、例外

的な現象を示す母型文の動詞が多く、その条件をさらに限定する必要性が高い。

たとえば、次の動詞は補文標識 omの有無との関係にかんして例外的な事実を

示す (Hoekstra1997 : 142， 145， 148)。

① doare rあえて…するJ， hoege (hoeve) rーする必要があるJ

この二つの動詞は補文標識の omを欠く te-第 2不定詞を伴うが、 te-第

2不定認の省略が起こる。

Hy doarst net [nei Amsterdam ta {te gean/ O} J. r彼はアムステルダム

に行く勇気がなかったJ(doare)(ib. 142変更〉

Hy hoegde net [nei Amsterdam ta {te gean/ O} J. r彼はアムステルダム

に行く必要がなかったJ(hoege (hoeve))(ib. 142変更〉

② bestean rあえてーするJ， beprate rーするように説得するJ， helpe 

「ーすることを手伝う J， slagje rーすることに成功するJ， twinge rー
することを強いるj

beslette rーすることを決心するJ， driigje rーすると脅すJ， fer-

j i tte rーすることを忘れるJ， hj i tte rーすることを命令するJ， 

wegerje r…することを拒むJ

以上の動詞は補文標識の omを伴う te-第 2不定詞句を支配するが、 te-

第2不定詞の省略は起こらない。

本Janholp Jantsje [om nei Amsterdam ta o]. rヨンはヨンチェにアム

ステルダムスへ行くのを手伝ったJ(helpe)(Hoekstra 1997 : 145変更)

本Jant百ongJantsje [om nei Amsterdam ta o J. rヨンはヨンチェにアム

ステルダムへ行くことを強制したJ(twinge)(ib. 145変更)

本Janbesleat [om nei Amsterdam ta o J. rヨンはアムステルダムへ行く

ことを決心したJ(beslette)(i~ 148変更〉

*Jan hiet Jantsje [om nei Amsterdam ta o J. rヨンはヨンチェにアム

ステルダムへ行くように命令したJ(hjitte (hite))(ib. 145変更)

①については、 S77 (2)で述べたように、 doare/hoege(hoeve)は te一第2

不定詞のかわりに第 1不定認を伴うことがあり、話法の助動詞(客観的用法)

に近く、そのために te-第 2不定詞の省略を起こす考えられる。

②についての説明は困難である。 te一第 2不定詞の省略の対象となる動詞は
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話法の助動詞に比べてかなり多く、意味的条件が複雑で、それを満たす程度に

差があることと、補文標識としての omの統語的機能に差があることなどが考

えられるが、本稿では十分な説明をすることができない。

ヴドイツ誇やオランダ誇でも話法の助動詞に支配される向桂の不定詞は省略

可能である。それが許されないのはゲルマン誇では英誇に眠られる(ただ

し、初期近代英語 (EarlyModern English 1500-1700) の時代までは不定

詞の省略が起こっていた)。

フ. 1k moat moarn nei Amsterdam ta o. r手ムは明日、アムステルダムに

行かなければならないJ

オ. 1k moet morgen naar Amsterdam o. r向上j

ド. 1ch muss morgen nach Amsterdam o. r向上j

ス. Jag maste o till A皿sterdami morgon. r向上J

エ. *1 must o to Amsterdam tomorrow. r向上j

ただし、上記の吉誇には不定詞標識を令む不定詞の省略は見られない。

フ. Bisto klear om mei O? r君はもういっしょに(行く/永る}準備が

できているかJ(Bosma-Banning 19812 
: 11) 

オ. *Ben je klaar om mee O? r向上J

ド. *Bist du berei t mi t O? r向上j

ス *Ardu fardig o med? r同上J

エ.*Are you ready o together? r同上J

そらフリジア誇でも話法の助動詞の主観的用法では不定詞は省略されない。

フ. Pyt koe wol nei Japan ta {gean/*臼}. rピトは日本に行くかもしれ

ないJ

英語では話法の劫動詞に不定形がないように、時制(エ. tense) ととも

に話法(エ. mood) という動詞定形の範鳴が統語的に強い影響力を持って

いる。?Eフリジア誇を令む他のゲルマン誇でも主視的用法の話法の助動詞

11不定形になりにくく、この点で英吉吾と共通している o 一方、周知のよう

に英語では動詞句の省略が起こるが、西フリジア誇を令と他のゲlレマン誇

では起こらない。このように、不定詞一般の省略は銃誇的に時制・話法・

一致などの動詞定形の範喝の位格にも依存していると考えられる。

岳フリジア語と同誌に補丈標識 omを有するオランダ誇では、予想、に反し

て te-不定詞のJ色、略は起こらない。これはすでに述べたように、設フリジ

ア誇の不定詞様識 teがオランダ誇の不定詞句標識 te と違って、前亙詞

的性格を示すことがあり、 te-(第 2)不定詞の性格に差があることと関係

があるように忠われる。
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~ 98 第3不定詞(命令形不定詞)と IPト構文

(1) ren+第 3不定詞(命令形不定詞)J構文

西フリジア語には命令形と語形的に向ーの不定詞があり、これを第 3不定詞

(または、命令形不定詞)と呼ぶ。第 3不定詞(命令形不定詞)は並列の接続

詞 en(オ. en/ド. und/エ. and)の直後に続けて用いる。伝統的にはこれを

fen+命令形」構文〈オ. en+ imperatief-constructie)と呼び、円PI-構文J

(ラ. imperativus pro infinitivo)と称することもある。本稿では fen+第

3不定詞(命令形不定詞)J構文と呼ぶことにする。

enは並列の接続詞だが、この場合は第 3不定詞(命令形不定詞)匂を先行

する母型文の補文として取り込む役割を果たしており、統語的には従属接続詞

としてはたらいている。 enに後続する動詞は形態的にはつねに命令形だが、

命令の意味はなく、統語的には先行する母型文の補文を構成する不定詞匂の不

定詞とみなすべきである O しかも、この第 3不定詞(命令形不定詞)は命令形

と同様に enの蓋後に隣接し、主文の語)1震になるので、枠構造から見れば、第

3不定詞(命令形不定詞)は主枠に位置することになる。もしこのいわゆる

f命令形」を「不定詞j とみなせば、動詞不定形が右枠にとどまらずに左枠に

現われることになり、「動詞定形(=定動詞)が左枠に移動し、動詞不定形は

右枠にとどまるJという英語を除くいわゆる西ゲルマン語に共通の枠構造の原

則、つまり「定形非対称性J(オ. finietheidsasymmetrie)にたいする例外に

なる(同様の現象として主文を伴う dat(s 67(3))参照〉。このように、この

構文は形態的な姿と統語的な振舞いの不一致を示す点で問題点が多い。

町この構丈はオランダ語、ドイツ語、英語には存立しない。この構文の第 3

不定詞(命令形不定詞)を誇形的には「命令形J だが、機能的には「不定

詞j とする意見は、すでに Hoekema(1958: 19) に見られる。ただし、 De

Haan/Weerman (1986) はこれをあくまで「命令形j とみなしている。

(2)並列型構文

(a)論理関係と「前置詞の om...te-第2不定詞句J(ーするために〉との対応

fen+第3不定詞(命令形不定詞)J構文は「並列型構文J(オ. neven-

schikkende constructie)と「従属型構文J(オ. onderschikkende construc-

tie)の二つに分けられる (DeWaart 1971)。まず、並列型構文について説明

する。以下にいくつか用例を示す。

Do moatst hinnegean [en meitsje dy saak yn oarderJ. f君は出かけて

行って、その件を片付けなければならないJ(meitsje f…にする、作るJ) 

(Bosma-Banning 19812:135) 
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Soest safier meirinne wolle [en draach myn tasJ? rそこまでいっしょ

に歩いて、私のカバンを運んでいってくれない?J (drage r運ぶJ)(ib. 

135) 

Men soe ek hinnegean単盟主 [en nim oar1 dat der twa皿orfoleksikale

regels binneJ. r別の考え方を取って(=別の方向に進んで)、二つの形

態語葉論的な規則があるとも仮定できょう J(oannimme r仮定するJ) 

(V isser 1989a : 199変更)

Hy足主足立 sneonsnei de sted ta te reizgjen [包三担chder op 'e 

merkJ. r彼は金曜Bには町に行って、そこで市場をのぞく晋慣があったJ

(Hoekstra 1997 : 31変更〉

並列型構文では文字通り enを「そしてJという意味の並列接続詞と解釈し、

先行する動詞句と同じ種類の動詞勾を並列させても、ほぽ同じ意味が得られる。

たとえば、最初の用例は次のように置き換えてもほぼ同じ意味になる。

① ren+第 3不定詞〈命令形不定詞)J構文

Do moatst hinnegean [en meitsje dy saak yn oarderJ. r君は出かけて

行って、その件を片付けなければならないJ(Bosma-Banning 19812:135) 

②第 1不定詞匂の並列

Do 1Doatst [hinnegeanJ en [dy saak yn oarder meitsjeJ. r同上J

(hinnegean r出かけて行く(第 1不定詞)J十四「そしてj十dysaak yn 

oarder meitsje rその件を片付ける〈第 1不定詞)J) 

ただし、聞の前後の動詞句の聞には「動作+動作の目的Jの頗序で論理関

係の存在が必要である O 上例は「ーするためにJという意味の副詞成分として

はたらく fom・..te-第2不定詞匂Jで言い換えても類似した意味になる。

Do 1noatst hinnegear1 [om dy saak yn oarder te meitsjenJ. f君はその

件を片付けるために、出かけて行かなければならないj

したがって、 fen+第3不定詞〈命令形不定詞)匂」が先行する動詞匂の目

的の意味にならない場合には、並列型構文は不可能である。また、「動作の白

的+動作」という反対の語JI展にすることもできない。次の例文はこの点で不自

然であるくあるいは、「出かけていくために、その件を片付けなければならな

いJの意味になる〉。

?Do mo註stdy saak yn oarder meιsje [~n gean hinneJ. 

(b)埋め込み文の並列一統語的・意味的制約

(a)の用例からわかるように、並列型構文の特徴は互いに独立した動詞句の

並列ではなく、共通の話法の助動詞やアスペクト動詞などに埋め込まれた動詞

句が並列されている点である。つまり、埋め込み文の並列である。次例のよう
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に、たんに現在形では ren十第 3不定詞(命令形不定詞)J構文は使えない。

①現在形と ren+第 3不定詞〈命令形不定詞)句Jの並列:不可

本Do[giest hinneJ [en meitsje dy saak yn oarderJ. r君は出かけて行っ

て、その件を片付けるJ(giest hinne r出かけて行く(現在形)J+en 

「そしてJ+meitsje dy saak yn oarder rその件を片付ける〈第 3不定

詞(命令形不定詞))J) 

②現在形の並列

Do [giest hinneJ en [makkest dy saak yn oarderJ. r向上J(makkest 

dy saak yn oarder r同上(現在形)J) 

ただし、これは統語的制約というより、むしろ意味的制約としての性格があ

る。たとえば、次の用例のように話法の副詞 grifrきっとJを使えば、現在

形で並列できるという判定がある (DeWaart 0971 : 4);ただし、 Hoekstra

<1997 : 45)は最後の用例に r?Jをつけている)。

③ ren+第 3不定詞〈命令形不定詞)J構文

De polysje 笠~ by him担mrne[主主主話jehim opJ. r警察が彼のところに

来て、彼を連れて行くかもしれないJ(ophelje r連れて行く J)(De Haan 

1987 : 24) 

④現在形の並列

De polysje [komt by hirnJ en [hellet hirn oPJ. r警察が彼のところに来

て、彼を連れて行く J(De Waart 1971 : 4) 

⑤現在形と ren+第 3不定詞句〈命令形不定詞句)Jの並列:不可

本Depolysje [komt by himJ [en helje him op]. r向上J(ib. 4) 

⑥現在形・話法の副詞 grifrきっとJと ren+第 3不定詞(命令形不定詞)J

構文の並列

De polysje [komt grif by him] [en helje him op]. r警察がきっと彼の

ところに来て、彼を連れて行くだろう J(ib. 4;ただし、耳oekstra1997 

: 45では r?J) 

次伊jは現在完了形に ren十第 3不定詞〈命令形不定詞)J構文を並列させた

ものだが、話法の副詞 grifrきっとJを伴っているので、時様に可能である

という判定がある。

Hy is grif nei hus ta gien [en drink in pantsje teeJ. r彼はきっと

家に帰って、お茶を一杯飲んだのだろう J(drinke r飲むJ)(Van der 

Meer 1975 : 32正書法変更)

このように、話法の意味が enの前後の動詞匂に投影されていれば、 ren十

第 3不定詞(命令形不定詞)J構文はそれほど違和感なく用いることができる。

「

nJV

作

nU
7
1
 



つまり、統語的な埋め込み文の並列でなくても、意味的な埋め込み文の並列で

あれば、かなり容認度が高いということである。

ただし、埋め込み文でも、 ACI-構文を形成する知覚動詞構文と使役動詞構文

では ren+第 3不定詞(命令形不定詞)J構文は使えない。これは補文の並列

以外に両者を関連づけるような意味的な特徴がないためと考えられる。

本Ikseach him in gripe区斗en[~n fuorje de bargenJ. r私は彼が熊手

を手に取って豚たちにえさをやるのを見たJ(fuor je rえさをやるJ) 

(Hoekstra 1997 : 33変更)

本Hjaliet har dochter de tun omhakje [en set der pultsjes ynJ. r彼

女は娘に庭に穴を掘って、その中に豆を入れさせたJ(sette r置く、据え

るJ)(ib. 33変更〉

統語的制約として重要なのは、 enの前後の動詩句の主語が同一でなければ

ならない点である。これはこの構文が並列型であることから理解できる。

De polysje soe de misdiediger opslute [en beskermje har]. r警察は

犯罪者を稿離して彼女を保護するだろう J(beskermje r保護するJ)(De 

Haan 1987 : 29変更)

φ*De misdiediger soe troch de polysje 0psletten wurde [en 

beskermje har]. r犯罪者は警察に隔離されて被女を保護するだろう J

(c) r否定十as十第 3不定詞(命令形不定詞)J構文

これは ren十第 3不定謁(命令形不定詞)J構文に類似した構文であり、「ー

するほかはない」という意味で用いる O

耳ykoe net folle oars dwaan [as bliuw yn it portykJ. r彼はポーチに

とどまることのほかに多くのことはできなかったJ(bliuwe rとどまるJ) 

(Tamminga 1959 : 130) 

Hy koe net oars dwaan [as skriuw dat artikelJ. r彼は論文を書かざる

を得なかったJ(skriuwe r書く J)(Van der Meer 1975 : 28) 

(3)従属型構文

(a)従属型構文(オ. onderschikkende constructie)の種類

従属型構文では ren+第 3不定詞(命令形不定詞)J構文は母型文の補部

(エ. complement)、または一般的に語素的主要部の補部になる。たとえば、母

型文の主語や他動詞目的語、前置詞目的語、形容詞修飾句、名詞修飾匂などで

ある。 ren十第 3不定詞〈命令形不定詞)J構文をあらかじめ示す仮の代名詞

it (オ. het/ r:'. es/エ. it)， der (T. er/ド. da(r))または副詞 sa(オ.

20/ド.エ. so)を用いることもある(以下の用例参照)。並列型構文と違って、

-766-



話法の助動詞などによる埋め込みゃ話法の副詞などは必要としない。また、 en

の前後の動詞匂の主語は同一である必要はない。

①母型文の主語〈仮主語代名詞 it)

It is net dwaan [en 五笠~ der yn dizze uli och sa djip op ynJ. rこ
の教材ではそのことに深く立ち入るのは適当ではないJ(yngean r立ち入

る、追求する J)(ULI'S， B 18:9) 

It is net ferkeard [en wiis der noch eefkes oPJ. rそれを少し指摘し

ておくことは間違いではないJ(wize r指摘するJ)(Hoekstra 1989 : 26) 

It is de baas， [en wachtsje de bui mar even ofJ. rにわか雨が止むの

をしばらく待ったほうがいいJ(δfwachtsje r(…の〉到来・終了を待つJ) 

(Boersma/Van der胃oude19802 
: 85) 

Dan is 't bvtiden net sa maklik [en meitsje dan dochs noch in 

fers1achjeJ， dat de muoite wurdich is. rそうなると、苦労のかいがあ

る報告をわざわざ作成するということは、それほど簡単ではないこともと

きどきあるJ(meitsje r作る J) 

It sil gjin kwea meie [en sis der op dit plak ris in wurd oarde-

hea1 fanJ. rそれについてこの場で二三述べておくことは悪くはあるまい」

(sizze r言う J)(Tamminga 1973 : 213変更)

②母型文の他動詞自的語(仮目的語代名詞 it)

Wy si lle ris besykje [en set wat oarsaken op in rychjeJ. r私たちは

原因をいくつか文章にまとめてみようと思いますJ(b邸内jerーすること

を試みるJ， sette r置く、据えるJ)(ULI' S， C 10 : 7) 

官olstmy h註pe[~よyp dit foar myJ? rこれを私のためにタイプするの

を手伝ってくれない?J (helpe rーすることを助けるJ， type rタイプす

るJ)(Bosma-Banning 19812 
: 135) 

Ik ried jo oan [en drink net sa fo11e bierJ. r私はあなたにそんなに

ビールを飲まないように忠告しますJ(oanrieder…することを忠告するJ， 

drinke r飲むJ) (Hoekstra 1997 : 31変更〉

仮目的語代名詞討を伴う用例。

Hy bestie it en begjin mei wat nijs. r彼はあえて何か新しいことを始

めようとしたJ(bestean rあえて…するJ， begjinne r始めるJ)(Zantema

1984 : 89) 

De man1ju doare it wol oan [en he1je de boe1 de1J. r男たちはその大

きな物を思いきって下に降ろしてみようとするJ(oandoare rあえてーす

るJ， de1he1je r降ろすJ)(ULI' S， B 14 : 16) 
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In hushalding ut de sted hat it oandoarst [en keapje i t spul tsjeJ. 

「都市から来た家族が思いきってその小農場を買ったJ(oandoare rあえ

てーするJ， keapje r買うJ)(ULI' S， B 14 : 13) 

Hy weaget it net [主主五旦!!:der hinne]. r彼はそこへ行く勇気がないj

(百aegjerあえて…するJ， gean r行く J)(Boersma/Van der Woude 19802 

: 85) 

③前置詞の目的語〈仮代名詞 der...前置詞)

Wa't niget hat oan it Aldfrysk en de Fryske taalskieむlIs，docht 

主主 goed 盟主[~よês Philippa har dissertaasje mei oandachtJ. r古
フリジア語とフリジア諾史に興味がある人はフィリパの博士論文を注意深

く読むと良いJ(dwaan rする〈…について)J，leze r読むJ)(Hofstra 

1989 : 37) 

Ik prakkesearje der oe!: [en h足並 derrnei op]. r私はよく考えた結果、

それをやめようと思う J(prakkesearje rよく考える (oer…について)J， 

ophalde rやめるJ)(Boersrna/Van der曹oude19802 
: 85) 

④形容詞修飾(仮副詞 sa)

Der skine altyd noch rninsken te wezen， dy't in bytsje skruten 

binne [en stap samar yn 'e bibleteekJ. r図書館に遠慮なく足を踏み入

れることに気遅れするような人々がいまだにいるようだJ(skruten r臆病

なJ， stappe r入る、歩むJ)(ULI' S， C 20 : 6変更)

Jo binne dernei by steat [en rneitsje sinnen rnei dy tiidwurdenJ. 

「それが経われば、あなたはそれらの動詞を使って文を作ることができる

ようになりますJ(by steat r…できるJ， rneitsje r作るJ)(ULI'S， B 13 

: 4) 

仮副詞 saを伴う用例。

Hy wie sa wiis wol [en bemuoi hirn der net rneiJ. r彼は賢明なことに、

それにはかかわらなかった(=それにかかわらないほど賢明だった)J

(wiis r賢明なJ，jin bernuoie rかかわる、干渉するJ)(Hoekstra 1997 

: 31変更)

⑤名詞修飾

SOnt it sluten fan de universiteit fan Frjentsjer yn 1811 hat yn 

Fryslan de winsk libbe [en stiftsje wer opnij in universiteitJ. 

11811年にフリエンチェ jレ(オ. Franeker rフラーネケルJ)の大学が閉

鎖されて以来、フリースラントでは新たに大学を設立しようという顧望が

引き続き存在していたJ(winsk r願望J， stiftsje r設立するJ)(ULI' S， 
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B 13 : 10) 

It idee [en lis de Lauwerssee droechJ is net alhiel nij. rラウエル

ス湖(オ. Lauwerszee)を干拓しようという考えはそれほど新しいという

わけではないJ(idee r考え、アイデアJ， droechlizze r干諾するJ) 

(Hoekema 1959 : 87， De Waart 1971 : 19， De Haan/胃eerman1986 : 95) 

(b)主語の解釈とれ補文標識の om'")te-第 2不定詞句j との対応

従属型構文の第 3不定詞(命令形不定詞〉の主語は母型文の主語と同一であ

る必要はなく、母型文から制御されて決まる。この構文の ren十第 3不定詞

(命令形不定詞)J構文は、次例のように、補文標識の omによる r(om'")te 

第 2不定詞句」でほぼ同じ意味に置き換えることができる。

① ren+第 3不定詞(命令形不定詞)J構文

It liket my de baas [en gean der sels hinneJ. r私は自分でそこへ行

くのがいちばん良いような気がするJ(gean r行く J)(Boersma/Van der 

官oude19802 
: 72) 

Doe't er it weagje doarst hie [en improvisearje in stikjeJ， fielde 

er him in ein frijer. r一曲あえて即興漬奏をしてみようと思ったら、

彼は気持ちが自由になったJ(improvisearje r即興演奏するJ)(ULI' S， B 

19 : 26変更〉

② r(om'" )te-第 2不定詞匂」

It liket my de baas [om der sels hinne !三五竺gJ. r同上J(ib. 72) 

Doe't er it weagje doarst hie [in stikje te improvisearjenJ， 

fielde er him in ein frijeL r同上 (omなし )J(ULI' S， B 19 : 26変

更〉

上伊jの主語の場合は dat-従属文で置き換えることもできる。

It liket my de baas， [dat ik der sels hinne geanJ. r向上J(Boersma 

/Van der Woude 19802 
: 72) 

ゥ fen十第 3不定詞(令令形不定詩)J構丈に相当する構丈は古フリジア誇

の時代から視察される。ただし、命令形ではな〈、不定詞 (-a)である点

と、並列型に限られる点で異なる o この構えで古フリジア誇の不定詞が晃

代&フリジア誇で命令形に変わった理由としては、次の要鴎が考えられる。

それは、不定詞句で不定詞が先頭に亘かれるのは例外的な誇l領、つまり、

有様の誇)1頂なので、生産的な動詞のグループである fjeー動詞J では不定

詞と命令形が同形であることを利用して、不定詞のかわりに命令形を用い

て自然、な語j額、つまり、無様の語)1演に転換したという解釈である (Van

der Meer 1975 : 28) 0 
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並列型に加えて従属型が発達した理由には、不定詞から命令形に転換した

結果、 enのfえの動詞句が請の動詞句から独主性を護得し、たんなる並列

句から離れて従属句へ変イとしたことが挙げられる (Hoekstra1997:37)。

(4)命令形と第 3不定詞(命令形不定詞)

命令形と第 3不定詞(命令形不定詞)は語形的には同一だが、上述のように

用法は大きく異なる。もうひとつ異なるのは主語の付加である。命令形では主

語の人称代名詞や開き手を表わす富有名詞・親族名称を加えることができる O

Kom {O /do/jo/jimme/hy/Pyt/meln} hjir ris! rちょっと{臼/君/あなた/

君たち・あなたがた/そこの人/ピト/お母さん}、ここに来なさいよJ

しかし、第 3不定詞(命令形不定詞)ではそれができない。

Doare jo it oan [en set {O /*jo} de diskusje op 'e banJ? rあなたは

その議論を思いきってテープに吹き込む気持ちがありますかJ(ULI' S， C 

3 : 17変更〉

ところで、次例ではそれが可能であるように見える。

It beste is [en jou do him in boek] (dan jou ik him segaren). r君
が彼に本をあげ(て、それからぼくが彼に葉巻をあげ)るのがいちばん良

いことだJ(De Haan/胃eerman1986 : 93変更)

胃yriede Pyt oan [en jou hy heit in boekJ (dan jou ik him in CD). 

「私たちはピト(=ピトさん、あなた)にたいして、お父さんに本をあげ

(て、それから私がピトに CDをあげ)るようにしてくださいねと忠告し

ますJ(ib. 110変更〉

ただし、この 2例では jou(< jaan r与えるJ)が命令形であると解釈する

こともできる O つまり、 fいちばん良いのは、君が彼に本をあげてくれ(それ

からぼくが彼に葉巻をあげるから )J、「私たちはピトさん、あなたに忠告しま

す。お父さんに本をあげてください(それから私がピトに CDをあげますか

ら)Jの意味になる。とくに二つ自の用例では、 Pytが呼びかけ「ピトさん、

あなたに」の意味でなければならない (Hoekstra1997 : 42)。さらに付け加え

れば、上記の 2伊jでは doi君J、hyi彼jがなければ、厳密には命令形か第

3不定詞〈命令形不定詞)かであいまいさが生じることになるο

このように、命令形と第 3不定詞(命令形不定詞〉は同ーとみなすことはで

きないが、一方で、 ren十第 3不定詞(命令形不定詞)J構文の歴史的な発達の

なごりを反映して、両者の共通性がわずかに残存しているとも考えられる。

(5) ren+第 3不定詞(命令形不定詞)J構文と「主文を伴うねり
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ren十第3不定詰(命令形不定詞)J構文は、時制や話法といった動詞定形

の範轄を持たない不定形である第 3不定詞(命令形不定詞〉が右枠にとどまら

ずに、左枠に置かれる点で例外的である。同様の例外的現象を示すものに、

f主文を伴う datJ(s 67(3)(b))がある。つまり、動詞不定形では ren+第

3不定詞(命令形不定詞)J構文が枠構造と語JI慣にかんして例外的な現象を示

し、動詞定形(=定動詞〉では「主文を伴う datJがこの点にかんして例外的

な現象を示す。両者は機能的には従属文としての性格を持ちながら、語JI麗的に

は主文としての性格を示す。 ren+第 3不定詞(命令形不定詞)J構文の enと

「主文を伴う datJはともに左枠には位置せず、枠構造の制約に抵触せずに、

動詞が左枠に現われることを許す統語的な性質を共有していると考えられる

(De耳aan1983.耳oekstra1997 : 30-46)。

この点での両者の共通性は取り出し(エ. extraction)の可否にも現われて

いる o r従属文を伴う datJとれom'")te第 2不定詞勾」では取り出しが可能

だが、「主文を伴う datJと ren+第 3不定詞(命令形不定詞)J構文では取り

出しは不可能である。

①従属文を伴う dat:取り出し可

Hokker krantei sizze jo [dat er leze wolJ? rあなたは彼がどの

新聞を読みたがっている言うのですかJ(Hoekstra 1997 : 44変更〉

主文を伴う dat:取り出し不可

本Hokkerkrantei sizze jo [dat er wol lezeJ? r同上J(ib. 44 

変更〉

② (om... )te-第 2不定詞匂:取り出し可

Hokker krantei binne jo fan doel [om te lezenJ? rあなたはど

の新聞を読むつもりですかJ(Hoekstra 1997 : 44変更〉

ren十第 3不定詞(命令形不定詞)J構文:取り出し不可

本Hokkerkrantei binne jo fan doel [en les ____iJ? r向上j

ウ Hoekstra(1997: 30-46) は、香フリジア誇では「動詞第 2位J(V 2，エ.

verb second) の琉象は「定形怯J(オ. finietheid) どは別に扱う必要が

あり、英誇を除〈ゲルマン誇でもその必要性があると指摘している。「定

形J、すなわら王立五形・退去形で現われる定動詞を令む主文は「時制j と

「一致Jを示し、定動詩は「第 2位」の誇月僚を占めるが、これはあくまで

一般的、つまり、集擦の場令である。一方、 rff寺号令~J はなくても「一致j

を示して「第 2位J の誇}I頂を喜める動詞の語形がある。それが岳フリジア

誇(そしてオランダ誇)の「命令形j であり、これは「第 2位Jの誇}I原と

して有様の場令であるのこれに加えて、西フリジア誇の ren+第 3不定詞
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(命令形不定詞)J構丈(IPI-構文)はさらに有擦であり、ここでは動詞

か「時制j も「一致J も示さず、 しかも f動詞第 2位 j の誇}I演を占める

(Hoekstra (1997: 30-46) によれば、空範鳴原理 (ECP)の条件を満たす

ために移動する)。つまり、ゲルマン誇の「動詞第 2位Jは「定形第 2位J

である必要は会〈、「定形非対称、怯J(オ. finietheidsasymmetrie) は点

り立たないことになる。

Hoekstra (1997: 30-46) は岳フリジア誇のデータをゲルマン誇比較銃詩

論の基本概念に反映させたきわめて興味渓い考察である。ただし、西フリ

ジア誇の「命令形Jが「命令j という明確な話法(エ. mood)の意味を持

つ理由についての考察が必要と思われる。 f屈折機能範鳴(1) Jに「時制j

と「一致J を設定するだけでは、今令形の「命令j とL、ぅ話法的な意味は

統語的に認可されない。それにはゲルマン誇における屈折機能乾鳴(1)

の体系的な考察が必要と考えられる。

nt 
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9 99 動詞群 (tiidwurdkloft) の語)1国と相互承接

(1)動詞群の語頗と IPP-効果による代替不定詞

動詞群の内部では文法的意味に芯じて動詞の配列がほぼ決まっている。これ

は西フリジア語、オランダ語、ドイツ語、さらに日本語でもかなり共通した一

般性の高い原則によると考えられる。日本語で例を示せば、「諾葉的意味ー態

ーアスペクト一話法(客観的用法)一完了一話法(主観的用法)Jのような配

列を示す(伊iJ.r待たーされ一続けーなければならなかっーたーだろう J)。た

だし、これは言語によって全体として鏡に映したような逆の語煩を示すことも

ある O 西フリジア語とオランダ語はその好例と言える。

西フリジア語では右枠の動詞群(フ. ti idwurdkloftlオ.官erkwoordreeksl

エ. verbal complex)の語JI頂は厳格に「左枝分かれ型J(エ. left-branchingl 

オ. linksvertakking)である。つまり、支配される下位の要素 (xn+l，オ.

geregeerde)は支配する上位の要素 (xn，オ. regent)の左側、つまり前に

つねに置かれる(… <X2<X1<X)。また、オランダ語やドイツ語と違って、

不定詞を支配する過去分詞が不定詞、つまり、「代番不定詞J(ド. Ersatz-

infinitiv)として現われる rrpp効果J(ラ. infinitivus pro participio) 

を示さない(オランダ語の影響を受けた最近の若い世代の話者では、オランダ

語的な語績と rIPp-効果Jが観察される(胃olf1995， De Haan 1996))。

一方、オランダ語では右枠の動詞群の語順は原則として「右枝分かれ型J

(right-branchinglオ. rechtsvertakking)である。つまり、支配される下位

の要素 (xn+l)は支配する上位の要素 (Xn)の右側、つまり後ろに原則とし

て置かれる (X>X1>X2>…〉。また、ドイツ語と同様に、不定詞を支配す

る過去分詞が不定詞、つまり、「代替不定詞」として現われる rIPp-効果」を

示す(ただし、オランダ語の雷語規範は比較的ゆるやかであり、以上の語j績と

平行して「左枝分かれ型」の語順も許容される傾向がある。とくに、完了形で

は「完了の助動詞一過去分詞J(右枝分かれ型)とならんで「過去分詞ー完了

の助動詞J(左枝分かれ型)の語頗が広く克られる)。

このように、西フリジア語とオランダ語は(標準語の規範としては)動詞群

の語績と IPP-効果の有無において対照的であり、鏡像関係(オ. spiegelbeeld 

/エ mirrorimage)を成す (DeHaan 1987 : 67， De Haan 1992 : 83)。

i)西フリジア語:左枝分かれ型(… <X2<X1<X)

フ. Sy sizze dat it famke him kommen sjen wold hawwe soe. r彼らは

その娘は被が来るのをはommen)本当は見 (sjen)たかっ (wold過

去分詞)た (ha閥的はずなのに (soe)と言っている」

u)オランダ語:右枝分かれ型 (X>X1>X2>…)

内
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オ. Ze zeggen dat het meisje hem zou hebben willen zien komen. i彼

らはその娘は彼が来るのをはomen)本当は見 (zien)たかっくwillen 

代換不定詞)た (hebben)はずなのに (zou)と言っている」

ドイツ語では西フリジア語と同様に、動認群の語)1置は「左枝分かれ型」であ

る。ただし、動詞が三つ以上の動詞群では特定の条件の下で、動詞群の右側に

あるはずの要素が左側に現われることがあり、オランダ語と同様にIPP効果に

よる代換不定詞を示す (Bech1955， De Haan 1987 : 67， De Haan 1993:119)。

ド. Sie sagen dass das誼adchenihn kommen sehen gewol1t haben 

sol1 te. r彼らはその援は彼が来るのをはommen)見 (sehen)たかっ

くgewo11t過去分詞/以下の用例の wollenは代換不定詞〉た (haben)

はずなのに (sol1te)と言っているJ

Sie sagen dass das Madchen ihn sollte [kommen sehen ge百o11t

habenJ. r向上J

Sie sagen dass das盟adchenihn sollte haben [kommen sehen 

wollenJ. i同上J

Sie sagen dass das Madchen ihn sollte haben wollen [kommen 

sehenl r向上J

このドイツ語の用例では、「下位要素<上位要素J(…<X2<X1<X)とい

う語順が守られている範囲ではIPP-効果による代替不定詞は現われない。それ

が現われるのは、それが破られた場合である。

代替不定詞を含む動詞の語形は表層での形態的現象であり、形態表示の一般

的原則を反映していると考えられる。動詞群は形態的にひとつのまとまりを成

すという仮定に立てば(下の注を参照〉、複合語(=合成語〉における形態表

示規則に相当する原則が適用されると考えられる O 西フリジア語・オランダ語・

ドイツ語の 3言語では、品詞を問わず、複合語の構成要素の配列は「下位要素

<上位要素J(…<X2<X1<X)であり、形態表示は右側(後)に位置する

上位の構成要素が左側(前)に位置する下位の構成要素に与える。この配列を

守る西フリジア語や一部のドイツ諾の動詞群では、典型的な構成要素の配列を

成しているので、形態表示も規則的になされると考えられる。ところが、この

配列から逸脱したオランダ語や一部のドイツ語の動詞群では、もはや典型的な

構成要素の配列を成していないので、形態表示も厳密に規則的にはなされない。

IPP-効果による代替不定詞の有無はこのように説明されると考えられる。

ここで注意すべきは、動詞群と接合諾は構成要素の配列の自由度において異

なり、複合語では配列が厳格に守られるのにたいして、動詞群では個々の構成

要素の独立性が強く、配列に自由度が認められるということである。つまり、
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動詞群の形態的なまとまりは比較的ゆるやかであると言える。

〈ア動詞詳の怯質とその派生については意見が分かれている。 Evers(1975) 

では個々の動詞は基底ではそれぞれ丈投射を備えており、動詞繰り上げ

(エ. verb raising) によって動詞をひとつ上位の動詞にチョムスキー付

加 (Chomsky-adjoin) することによって、表居では一種の技会動詞(エ.

comlex verb) である動詞群(エ. verbal complex) として現われるとみ

なされている。これにたいして、 Kroch& Santorini (1991) は動詞群は

表辱でも丈の戎令体であり、動詞をそれを丈配する丈にチョムスキー付加

することによって待られるとしている。この分析では「動詞群j という概

念は意沫を持たない。さらに、すでに Hoeksema(1980) 見られるように、

動詞群はすでに基底生成されているという考えかたもある。この分析では

動詞繰り上げは問題にならない。ちなみに、この第 3の考えかたには謬着

誇的な発想、があり、日本語の話者には理解しやす L、部分がある。なお、 De

Haan (1992) はこの考えかたを支持している。

(2) I PP町効果による代替不定詞と「二重過去分詞j

西フリジア語ではIPP-効果による代替不定詞は見られないが、それに類似し

た現象は観察される。このことを把握するためには、 IPP-効果の意義を動詞不

定形全体で形態論的に考察する必要がある。

すでに述べたように、西フリジア語の不定形には第 1不定詰 (e-不定詞、例.

rinne r歩く Jileze r読むJ)、第 2不定謁 (en-不定詞、 rinnen/lezen)、te-

第 2不定詞 (en-不定詞、 terinnen/te lezen)、第 3不定詞(命令形不定詞，

rin/les)、現荘分詞 (rinnend/lezend)、過去分詞付加/lezen)がある。 S94 

でも述べたように、第 1不定詞 (rinnel1eze)は無標〈エ. unmarked)の語形

であり、他の語形は有標(エ. marked)である(オランダ語とドイツ語では不

定詞が無標の語形である〉。過去分詞が不定詞として現われることは、有標の

語形が無擦の語形に変わることを意味する。つまり、代替不定詰は「有標の語

形を無標の語形で代用するj という一般的な傾向の一例と理解できる。

たとえば、西フリジア語で名詞を修飾する限定用法では、 inlezende frou 

「読書する女性J(現在分詞)， in lezen boek r読まれた本J(過去分認)， in 

te lezen boek r読むべき(=読まれるべき〉本J(te-第 2不定調)のように、

個々の不定形には独自の役割があり、示差的な意味を表わす。この場合、異な

る動詞不定形は同時には現われず、語形的な区別が明確になされ、 f患の語形で

代用されることはない。しかし、動詞が右枠で rX2<x1<XJのように隣接

して同時に現われる場合には、動詞群であることが明らかであり、援合語の形
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態配列の原則に反する語}l霞になっているので、相互の形態的区別が不明確にな

ることがある。西フリジア語でもIPP-効果による代替不定詞とは別に、無標の

語形による動詞不定形の代用が起こることがある。

まず、次例では rc完了の助動詞過去形]…第2不定詞+[知覚動詞第 1不

定詞J+過去分詞」という動詞群の連続で、知覚動詞 hearrer開く Jが第 2不

定認 sjongenr歌う J/sizzen r言う Jのかわりに第 1不定詞 sjonger同左」

/sizze r同左」を伴うことがあるという判定がある。

動詞群 r[完了の助動詞過去形]…{第2不定詞/第 1不定詞}+[知覚動

詞第 1不定詞J+過去分詞j

Ik hie him graach [{sjongen/sjonge} hearre wollenJ. r私は彼が歌う

(sjongen第2不定詞/sjonge第 I不定詞〉のを簡き (hearre第 1不定詞)

たかっ (wollen過去分詞〉たのだが (hie過去形)J(Van der Woude 

1975 : 4) 

Ik hie dat net [{sizzen/sizze} hearre moattenJ. r手ムはそのことを口

に出す (sizzen第2不定詞/sizze第 1不定詞〉のを聞い (hearre第 1

不定詞〉てしまってはいけなかっ (net...moatten過去分詞〉たのだが

(hie過去形)J(ib. 4) 

また、次の用例では「定冠詞 it+第 2不定詞+te一第 2不定詞j という動詞

群の連続で、第2不定詞 besykjenr…しようとする、…することを試みる」

よりも第 1不定詞 besykjeのほうが好まれるという判定がある。

動詞群 r定冠詞 it+{第2不定詞/第 1不定詞}+teー第 2不定詞」

it moaie blommen {*?besykjen/単笠kje}te keapjen rきれいな花を買お

う (tekeapjen te-第2不定詞)とする (besykjen第2不定詞/匡史民豆

第 1不定詞〉ことJ(Visser 1989b : 70) 

it {*?besykjen/besykje} te keapjen fan moaie blommenr向上J(ib.70)

さらに、次の用例では rom... [te-第 2不定詞+[te-第2不定詞JJJという動

詞群の連続で、前 (1L側〉の te-第 2不定詞 tesitten rすわってーする」が

第 1不定詞 sitter同左Jでも可能であるという判定がある。

動詞群 rom'.' [te-{第2不定詞/第 1不定詞}+ [te-第2不定調JJJ

om de hiele jun {te sitten/sitte} te lezen r一晩中、(すわって〉読

書していること(=読みながら (telezen te-第 2不定詞〉すわっている

こと (tesitten te第2不定詞Mitte第 1不定詞)J (Hoekstra 1997 : 

17) 

上記の事実は、動詞は単独で現われる場合と相互に隣接する場合で、形態表

示の厳密さの度合いが異なることを示している。動詞が単独で現われるときに

P
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は、文法的役割を形態的に厳密に明示する必要があるので、無標の語形による

動詞不定形の代用は起こりにくい。一方、動詞が相互に隣接して現われるとき

には、動詞群を形成することが明確なので、動詞間の支配関係を形態的に厳密

に明示する必要性はそれほど強くなく、動詞群内部の形態的支配関係の表示の

制約が弱化する傾向がある。 doarerあえてーするJ/hoege (hoeve) r ( +否定〉

…する必要がないJ(~77(2)) が不定詞と隣接しない場合には te-第 2 不定詞

を伴い、右枠で不定詞と隣接する場合には第 l不定詞を伴うことがあるという

事実も、これと関係があると考えられる。ただし、上述の現象は規則的に認め

られるわけではなく、規則性の高いIPP-効果による代替不定詞とは異なる。

これとは逆に、 f無標の語形を有標の語形で代用する」という正反対の現象

が見られることがある。それは不規前な「二重過去分詞J(unrege1rnjittige 

dube1e rnu1wurd)と呼ばれるもので、 B10ernhoff(1979)が西フリジア語地域

の南側に隣接するオランダ語ステ 1)ングヴェルヴェン方言〈オ. Stelling 

werfs，ス.)で指摘しており、西フリジア語でも見られる (Hoekstra0987 : 

15)。たとえば、次例では完了の助動詞フ. ha(wwe)/ス. hebben (オ. hebben 

/ド. haben/エ. have)に支配された過去分詞フ. dien/ス. daon rするJ(オ.

gedaan/ド. getan/エ.done)に加えて、前域に置かれた話法の助動詞フ.

soe/ス. z01 r…だろう J(オ. zou/ド. sol1 te/エ.shou1d)に支配されて

(第 1)不定詞フ. kinne/ス. kunnen r…できる、…であり得るJ(オ. kunnen 

/ド. konnen)として現われるはずの話法の助動詞が過去分詞フ. kinnen/ス.

kund (オ. gekund/ド. gekonnt)として現われている(とくにオランダ語ス

テリングヴェルヴェン方言では不定詞 kunnenは不可〉。つまり、フ. dien... 

kinnen/ス. daon...kundという例外的なニつの過去分詞が現われている。

フ. Soe hy dat dien ha {kinne/kinnen}? r彼がそれをし (dien過去分

詞)たくha第 1不定詞〉ということがあり得るはinne第 1不定詞/

Mnnen退去分詞〉のだろうか (soe)J(Hoekstra 1987 : 15) 

ス. Z01 hi' j dat daon hebben {地ullIlen/kund}?r彼がそれをし (daon

過去分詞〉た (hebben不定詞)ということがあり得る (kunnen不定

詞/kund過去分詞)のだろうか (zo1) J (B 1oernhoff 1979 : 3D 

ところが、話法の助動詞フ. soe/ス. z01が右枠の動詞群の最後に置かれ

て他の動詞と隣接すると、西フリジア語でもオランダ語ステリングヴェルヴェ

ン方言でも二重過去分詞は許されず、規則的な〈第 1)不定詞が現われる。

フ. Sy rnije Geart， omdat dy it w01 dien ha {kinne/地innen}soe. 

「それをし (dien過去分詞)た (ha第 1不定詞〉ということがあり

得るくkinne第 1不定詞/kinnen過去分詞〉かもしれない (soe)と
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いう理由で、彼らはゲアトを避けているJ(Hoekstra 1987:15変更〉

ス. Ze mieden Geert， omdat die et we1 daon hebben {kunnen/*kund} 

zo1. rそれをし (daon過去分詞〉た (hebben不定認〉ということが

あり得る (kunnen不定詞/kund過去分詞〉かもしれない (zol)とい

う理由で、彼らはへールトを避けているJ(B10emhoff1979:33変更)

二重過去分認が現われる場合には、上位の要素が下位の要素の右側に隣接す

るという形態表示の配列にかんする原町が崩れていると言える。

ゥ Bloemhoff(1979) は「表母構造の再分析J(オ. heranalyse van de 

oppervlaktestructuur) によってこの琉象を説明している。

このように、 IPP一効果による代替不定詞とこれに相反するこ重過去分詞とい

う例外的現象がある理由は、動詞群は形態的にまとまりを成し、右側に位置す

る上位の構成要素が左側に位置する下位の構成要素に形態表示を与えるという

原則と、動詞群内部の構成要素配列の自由度、それに、動詞群内部の形態的支

配関係の表示制約の弱化という要因の援雑な相互作用によると考えられる。

(3) te-第 2不定詞の語)1菌 rオーヴェルディープ (Overdiep)の法則J(wet 

van Overdiep) 

上述のように、西フリジア誇では動詞群の語績は厳格に左枝分かれ型(…

X2<X1<X)を示す。ところが、右枝分かれ型 (X>X1>X2…)を示す動

詞不定形がひとつだけある。それはある種の te-第 2不定詞であり、動詞群の

右側〈後〉に現われる。ここでは rte-第 2不定詞の外置jが起こっている。

これが te-不定詞とそれを支配する上位の動詞の聞での倒置(オ. inverzie/ 

エ inversiorけではないことは、 te-第 2不定詞が他の動詞成分を越えて〈次

の用例では rnoatten)動詞群の最後に置かれることからわかる。

フ. Do hiest noch langer 1 izze moatten te harkjen. r君はもっと長い

問、(横になって lizze)間いて (teharkjen)いなければならなかっ

(moatten)たのに (hie)J(Overdiep 1937 (1947:125正書法変更))

オ. Je had nog langer moeten liggen 1uisterer1. r向上JCib. 125) 

Overdiep (1937 (1947))は te-第2不定認が他の動詞成分よりも後に置か

れる現象をオランダ語とは異なる酉フリジア語の特徴と指摘しており、 De

Haan 0987 : 67)はこれを「オーヴェルディープの法則J(オ. wet van Over-

diep)と命名した。ただし、 898の随所で指摘したように、すべての te-第 2

不定詞がこの語JI買を示すわけではない。これは te-第 2不定詞の多様な性搭を

示しており、この点で「オーヴェルディープの法則Jは動詞群における te-第

2不定詞を下位分類する重要な要因になる。
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(4)動詞群の用例

(a)主文:動詞乙つ

①話法の助動詞定形

j) [話法の助動詞定形〕…〔第 1不定詞J+[話法の助動詞第 1不定詞]

Elkenien moat him uitprate kinne. rだれでも自分の意見を言い尽くすこ

とができないといけないJ(ULI' S， C 12 : 12) 

胃ysille net lang bliuwe kinne.同ょたちは長い間とどまることはでき

ないでしょう J(ULI' S， B 18 : 19) 

Hy sil dochs in waarm iten hawwe moatte? rでも、彼は暖かい食事を取

る必要はあるんでしょう?J (ULI' S， B 20 : 22) 

De tiid sil 't 1eare moatte. r時がそれをかならず教えるだろう J(De 

Boer 1986 : 112 (四))

Hy sil syn wurk dochs dwaan moatte. r彼はちゃんと自分の仕事をしな

ければいけないだろう J(ULI' S， B 18 : 19) 

r soe...第 1不定詞+wolleJは控えめな願望の表現として多用する(オ.

zou...willen十不定詞/ド. mochte...不定詞/エ. would 1 ike to+不定

詞〉。

Soe dat slagje kinne? rそれはいまくいく可能性があるだろうかJ

(Bosma-Banning 19812 
: 159) 

Dit paad soe liede moatte nei de mar. rこの道は湖に通じているはず

だJ(ULI' S， B 12 : 15) 

Ik soe gjin feste relaasje mear ha wolle leau 'k. rぼくはもう所帯

を固める気にはならないだろうと思うなJ(Bangma 19932 
: 10) 

Soest foar my twa bolen meinimme wo11e? r私のために白ノfンを 2切れ

持って行ってくれないかJ(ULI' S， B 18 : 19) 

胃eromsoe se dy net sjen wolle dan? rそれなら彼女はなぜ君の姿を見

たくないのだろうかJ(Bangma 19932 
: 10) 

官ysoene wol efkes noflik yn 'e kombof sitte wolle. r手ムたちはロー

プ(=甲板上の小部屋)にくつろいですわっていたいのですがJ(ULI' S， 

B 20 : 22) 

u) [話法の助動詞定形]…[第 1不定詞J+[使役の助動詞第 1不定詞]

Ik sil jimme ris wat sjen 1 i tte. r私は君たちに何か見せてあげよう J

(ULI' S， B 12 : 7変更〉

ni) [話法の助動詞定形]…[第 2不定詞J+[知覚動詞第 1不定詞]

De bern kinne dus net mear foar skoaltiid in baarch slachtsjen 
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sjen. r子供たちは、したがって、もう登校前に豚を屠殺するのを見るこ

とができないJ(ULI' S， B 18 : 21) 

Wy koene him praten hearre. r私たちは彼が話をするのを聞くことがで

きたJ(Popkema 1987 : 50変更)

り〔話法の助動詞定形]…[過去分詞J+[完了の助動詞第 1不定詩]

Soe hja dat wol witten ha? r彼女はそのことを知っていたのだろうか」

(ULI' S， B 14 : 11) 

Hja mei dat dien hawwe. r彼女は(たしかに〉それをしたかもしれない

(けれども )J(Popkema 1987 : 49変更〉

。[話法の助動詞定形]…[過去分詞]十[受動の助動詞第 l不定詞]

Der moatte hjir huzen boud wurde. rここには家が建てられなければな

らないJ(ULI' S， C 8 : 15) 

Der m盟主主 hielwat skreaun en belle wurde om alles te regel jen. 

「万事手はずを整えるために、山ほど書類を書いて電話する必要があった

(口書かれ、電話されなければならなかった)J(ULI' S， B 14 : 16) 

Der sil de oare kear oer stimd wurde. rそのことについて別の機会に

投票がなされる必要があるだろう J(ULI' S， C 8 : 12) 

心〔話法の助動詞定形]…[sitte第 2不定詞J+[bliuwe第 1不定詞〕

Hja moast der dochs sitten bliuwe. r彼女はそれでもそこにすわったま

までいなければならなかった」げopkema1987 : 49変更〉

の[話法の助動詞定形]…[第 2不定詞]十 [leare第 1不定詞〕

It is winter en no silst riden leare. r冬だから、おまえはスケート

を習うんだぞJ(ULI' S， B 11 : 11) 

De jonges wolle silen leare. r子供たちはヨット乗りを習いたがってい

るJ(Bosma-Banning 19812 
: 159変更〉

量)[話法の助動詞定形]…[leare第 1不定詞]ート[te-第 2不定詞]

Moatte wy 1eare te libjer1 rnei in grut tal wurkleazen? r私たちは大

勢の失業者と暮らすことを学ばなければならないのだろうかJ(ULI' S， C 

13 : 8) 

ix) [話法の助動詞定形]…[te-第2不定詞J+[両氏第 1不定詞]

Dat soe sjoen de lizzing hiel skoan te begripen weze. rそのことは

位置を考慮すれば、きわめて良く理解できょうJ(Breuker et al. 1992: 

17) 

②完了の助動詞定形

I) [完了の助動詞定形]…[第 1不定詞J+C話法の助動詞過去分詞]
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完了の助動詞は現在形と過去形の二つの場合があるが、現在形の例はそれ

ほど多くない。話法の助動詞を用いて過去の事実を表現するときには過去

形を用いることが多く、現在完了形にする傾向は弱い。

Pyt hat dat dwaan rnocht. rピトはそれをしてもよかった(=することが

許された)J(Popkerna 1987 : 49変更)

Sy ha net allinnich gean wollen. r彼らは自分たちだけでは行きたがら

なかったJ(ULI' S， C 12 : 19) 

Sy hat dat sizze官ol1en.r彼女はそれを言いたかったのですJ(ULI' S， 

B 12 : 15変更〉

完了の助動詞が過去形の例はかなり多い。ただし、次の用例のように純粋

に過去完了形としての時間関係を表わすものは少ない。

Klaas sei， dat er 1eze wollen hie. rクラースは自分は読みたかったの

だと言ったJ(ULI' S， C 12 : 19) 

完了の助動詞が過去形の例では、過去の時点で現実とはならなかった仮定

の出来事や推量を表わすことが圧倒的に多い。つまり、話法の助動詞の完

了形は時間表現としての性格が薄く、話法的な表現手段としての性格が強

い。とくに過去形には話法的な性格が顕著であり、時制のカテゴリーから

話法のカテゴリーに大きく移行している (s74(2)， S 75(4)， S 76(5))。

Jo hiene better op bed bliuwe kinnell. rあなたは寝ていたほうが良かっ

たのにJ(Bangarn 19932 
: 47> 

官yhiene yn dy snuorje net lang bliuwe kind. r私たちはその時代には

長生きできなかっただろう J(ULI' S， B 20 : 22変更〉

Hiesto dat net efkes dwaan kinnen? rちょっとそれをしてくれでもよかっ

たんじゃないの?J (ULI' S， B 18 : 18) 

Hy hie rny skoan helpe kinner1. r彼は私に手助けしてくれでも良かった

のにJ(ULI' S， B 18 : 21変更〉

官ahie ea tinke kind dat it nochris safier kornrne soe? rまたそうい

うことになるなんて、だれが考えられただろう J(ULI' S， B 20:18変更〉

次の文でも過去完了形は時間の前後関係と並んで、過去の時点において現

実とはならなかった仮定の出来事を表わしており、話法的な性格を示して

いる O

Dat hiene wy net dwaan rnoatten. rそれは私たちは本当はしてはいけな

かったのだろう J(ULI' S， B 18 : 18) 

Ik hie dat net freegje rnoatten. r私は本当はそのことをたずねてはい

けなかったのだろう J(ULI' S， B 18 : 18) 
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Ik hie dat dwaan sillen. r私はそれをするべきだったのかもしれない」

(ULI' S， B 12 : 15) 

Wy hiene dat wurk dwaan wold. r私たちはその仕事をしたかったのにj

(ULI' S， B 12 : 17変更)

Wy hiene us wurk graachδf ha wollen. r私たちは仕事をすませたかっ

たのにJ(ULI' S， B 18 : 21変更〉

Dat hie ik graach s jen wollen. rそれを私は見たかったのにJ(ULI' S， 

B 18 : 19) 

Dy snikke hie ik graach sjen wold. rその小船を私は見たかったのだがJ

(ULI' S， B 20 : 22変更〉

u) [完了の助動詞定形]…[第 2不定調J+[知覚動詞過去分詞]

Ik ha him net fuortgean sjoer1. r私は彼が立ち去るのが見えなかったj

(ULI' S， B 18 : 21) 

Ik ha sels sizzen heard dat it sa wie. r私自身、それがそういうこと

だと言うのを聞きましたJ(ULI' S， B 18 : 20 

Hawwe jo de bern sjongen heard? rあなたは子供たちが歌うのを開きま

したかJ(Bosma-Banning 19812 
: 57変更〉

Ik ha har juster noch in stikje spyljen heard. rわたしは彼女が昨日、

もうー曲演奏するのを聞いたJ(Boersma/Van der胃oude19802:75変更〉

Wy hiene har net 0ankommen heard. r私たちには彼女が到着したのが間

こえなかったような気がしたのだがJ(Popkema 1987 : 50変更〉

ni) [完了の助動詞定形]…[stean/sitte/stikje/wenje第2不定詞J+

[bliuwe/gean過去分詞]

官ybinne efkes stean bleaur1. r私たちはちょっと立ち止まっていたj

(むLI'S， B 18 : 19) 

Wy binne yn it ferkear stikjen bleaur1. r私は交通渋滞に巻き込まれたJ

(Dykstra 2000 : 669変更〉

Wy binne acht jier yn Frjentsjer冒enjenbleaur1. r私たちは 8年間、

ブ Ijエンチェル(オ. Franeker rフラーネケルJ)に住み続けました」

(ULI' S， B 11 : 22) 

Wy binne krekt foar de televyzje sitten gongen. r私たちはちょうど

テレビの前に腰を下ろしたJ(ULI' S， B 11 : 23) 

Ik bin hjir mar stean gien， dan kin ik de skutsjes moai sjen. r私
はここでちょっと立ち上がったので、それでヨットがよく見えますJ

(ULI' S， B 11 : 22変更〉
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主)[完了の助動詞定影]…[bliuwe/stean/komme過去分詞J+ [te-第 2不定

詞〕

Der is er oan syn dea ta bleaun te wenjen. rそこで彼は死ぬまで住み

続けたJ(Stienstra 1982 : 47) 

Ik ha in oere by him stien te prater1. r私は彼のところで 1時間、立

ち話をしていたJ(ULI'S， C 17:19) 

Nei myn trouwen bin ik hjir kommen te wenjen. r結婚後、私はここに

移り住んだJ(ULI' S， C 15 : 18) 

v) [完了の助動詞定形〕…[過去分詞J+ [te-第 2不定詞]

Dat haw ik fergetten te dwaar1. rそれを私はやり忘れたJ(Bosma-

Banning 19812 
: 127) 

世)[完了の助動詞定形]…[weze過去分詞J+ [te-第 2不定詞]

Fan 'e moarn出!Hindriks Tsjits by my !est te kofjedrinken. r今朝、
ヒンドリクス・チイツがうちにコーとーを飲みに来たJ(ULI' S， B 15 : 7) 

詰)[完了の助動詞定形〕…[te一第 2不定詞J+[weze過去分詞]

Juster ha wy te swimmen west. r昨日、私たちは泳ぎに行って来ました」

(ULI' S， C 10 : 19) 

③使役の助動詞定形

[使役の助動詞定形]…[sitte第 2不定詞J+[gean第 1不定詞]

Wy litte har der sitten gean. r私たちは彼女をそこにすわらせますJ

(Popkema 1987 : 49変更)

④受動の助動詞定形

[受動の助動詞定形]…〔第 1不定詞J+[使役の助動詞過去分詞]

De bern wurde mar rinne litten. r子供たちはただ歩かされるだけだj

Ob. 50) 

Der wurdt troch har in ferske sjonge litten. r彼女によって詩歌が歌

わされるJCib. 50変更〉

⑤ bliuwe/gean定形

[bliuwe/gean定形]…[stean/sitte第 2不定詞J+ [te-第 2不定詞]

De hun bliuwt hjir stean te wachtsjer1. r犬はここで立って待ち続けて

いる〈口待つために立ち続けている )J(ULI' S， B 15 : 20 

Us pake giet altyd by de kachel sitten te krantsjer1. r祖父はいつも

新簡を読むために暖炉のそばに腰を下ろすJ(ULγS， B 15 : 21) 

(b)主文:動詞四つ

①話法の助動詞定形
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i) [話法の助動詞定形]…[第 1不定詞J+[話法の助動詞第 1不定詞J+[話

法の助動認第 1不定詞]

Men soe it smoken 1 itte kinne moatte. rタバコはやめることができな

くてはいけないだろう J(むL1'S， B 12 : 17変更〉

De minske si1 him wer ferwOnderje kinne moatte oer alles百atder 

om him hinne bart. r人間は自分のまわりで起こっていることすべてに再

び驚嘆できるようにならなければならないだろう J(ULI' S， C 9 : 16) 

u) [話法の助動詞定形]…[第 1不定詞]十[使役の助動詞第 1不定詞J+[話

法の助動詞第 1不定詞]

胃ysi11e de fOge1s net oer it net f 1eane litte moatte. r私たちは烏

を網より上に飛ばしてはならないだろう(=好機を逃すな。ことわざ)J

(Bosma-Banning 19812 
: 111) 

iii) [話法の助動詞定形]…[過去分詞]十[完了の助動詞第 1不定詞J+[話法

の助動詞第 1不定詞]

As it ferzen hie， soene de diken gled wurden weze kinne. rもし霜が

降りたら、道はつるつるになっていたかもしれないのにJ(ULI'S， C 12: 

21変更)

As de auto stadiger riden hie， soe al1es noch best goed gien weze 

kinne. rもし自動車がもっとスピードを落として走っていたら、すべてが

うまくいっていたかもしれないのにJ(ULI' S， C 12 : 21) 

甘) [話法の助動詞定形〕…[第 2不定詞J+[知覚の助動詞過去分詞〕十[完了

の助動詞第 1不定詞]

Hy koe har net 0ankommen heard hawwe. r彼は彼女が到着したのが聞こ

えなかったのかもしれないJ(Popkema 1987 : 50変更)

v) [話法の助動詞定形]…[第 1不定詞J+[話法の助動詞過去分詞J+[完了

の助動詞第 1不定詞]

Hy sil dat boek 1eze moatten ha四 e.r彼はその本を読んでおかなけれ

ばならなかったのだろうJ(ib. 49変更〉

札)[話法の助動詞定形]…[過去分詞J+[受動の助動詞第 1不定詞J+[話法

の助動詞第 1不定詞]

As oplossing sil besocht wurde moatte de minske op 'e nij yn e 

kunde te bringen mei de natoer om him hinne. r解決策として、人簡を

もう一度、自分のまわりの自然に親しませることが試みられる必要がある

だろう J(ULI' S， C 9 : 16) 

Der soe wol mear gebruk fan makke wurde kinne. r本当はそれがもっと
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利用されなければならないだろう J(ULI' S， C 20 : 6変更〉

Om skuorbot foar te kommen， soe mear griente iten wurde moatte. 

「壊血病を予防するために、もっと野菜を食べる(=野菜が食べられる)

必要があるだろう J(ULI' S守 B11 : 21) 

言)[話法の助動詞定形]…[stean第 2不定詰]十 [bliuwe第 1不定詩J+[話

法の助動詞第 1不定詞]

De blommen si11e wol stean bliuwe moatte. r花はそのまま咲いていな

ければならないだろう J(ULI' S， B 18 : 18) 

量)[話法の助動詞定形]…[sitte第 2不定詞J+ [bl iuwe完了分詞J+[完了

の助動詞第 1不定詞]

Hja soe der sitten b1eaun weze. [""彼女はそこにすわり続けたかもしれ

なしリ (Popkema1987 : 49変更〉

主)[話法の助動詞定形]…[stean第 2不定詞J+[知覚の助動詞第 1不定詞]

十[te第2不定詞]

Is it hea klear， dan kin men soms wol t百eintichman op in rigele 

yn it lan stean sjen te s町11jer1 om it hea yn wurdzen te krijen. 

「干し草ができあがると、 20人あまりの男性が干し草を束にするために、

列をなして農地に立って熊手でかき集めるのをときどき呂にすることがあ

るJ(むLI'S， C 12 : 7変更〉

x) [話法の助動詞定形〕…[leare第 1不定詰J+[話法の助動詞定形J+ [te-

第2不定詞]

Hy si1 wer 1eare moatte te sjen， te harkejn en te ferstear1. r人間

は見ることと聞くことと理解することを再び学ぶ必要があるだろう J

(ULI' S， C 9 : 16) 

②完了の助動詞定形

i) [完了の助動詞定形]…[第 2不定詞J+[知覚の助動詞第 1不定詞J+[話

法の助動詞過去分詞]

Wy ha him praten hearre kinner1. r私たちは彼が話をするのを聞くこと

ことができたJ(Popkema 1987 : 50変更)

u) [完了の助動詞定形]…[第 1不定詞J+[使役の助動詞第 1不定詞J+ [話

法の助動詞過去分詞]

Do hiest dat boek better 1izze litte kiilI1en. rおまえはその本をもっ

とちゃんとしまっておくことができてもよかったのにJ(ULI' S， B 18 : 9) 

iii) [完了の助動詞定形]…[第 I不定詞J+[使役の助動詞過去分詞J+[受動

の助動詞過去分詞]
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Der is troch har in ferske sjonge litten wurden. r彼女によって詩歌

が歌わされたJ(ib. 50変更〉

り[完了の助動詞定形〕…[過去分詞J+[受動の助動詞第 1不定諒J+[話法

の助動詞通去分詞]

1t wurk hie better dien wurde moatten. rその仕事はもっと良くなされ

なければならなかったのにJ(Eisma 1989 : 21) 

v) [完了の助動詞定形]…[sitte第2不定詞]+ [bl iuwe第 1不定詞J+[話

法の助動詞過去分詞]

Ik hie der lekker sitten bliuwe moatter1. r私はそこに心地よくすわり

つづける必要があったのかもしれないJ(ULI' S， B 18 : 10) 

Hja hie der sitten bliuwe kinner1. r彼女はそこにすわりつづけること

ができたかもしれないJ仔opkema1987 : 49変更)

rt) [完了の助動詞定形]…[sitte第2不定詞]+[bliuwe第1不定詞]十[使

役の助動詞過去分詞]

胃yhawwe har der sitten bliuwe litter1. r私たちは彼女をそこにすわり

続けさせたJ(ib. 49変更)

電)[完了の助動詞定形]…[stean第2不定詞J+[bliuwe過去分詞J+ [te-第

2不定詞〕

De skipper wie op ， e dyk stean bleaun te prater1. r船乗りは堤防の上

で話をしながら立ちどまっていたJ(ULI' S， B 20 : 22) 

(c)主文:動詞五つ

完了の助動詞定形

j) [完了の助動詞定形]…[第 1不定詞]十[使役の助動詞第 1不定詞J+[話

法の助動詞第 1不定詞J+[話法の助動詞過去分詞]

Hja hie in ferske sjonge litte kinne IDoatten. r彼女は詩歌を歌わせ

ることができなければならなかっただろうにJ(Popkema 1987 :日変更)

り[完了の助動詞定形]…〔第 1不定詞J+[使役の助動詞過去分詞J+[受動

の助動詞第 1不定詞J+[話法の助動詞過去分詞]

Der hie wol in ferske sjonge litten wurde kinner1. r詩歌が歌わせら

れることができただろうにJ(ib. 51変更〉

(d)従属文:動詞ニつ

①話法の助動詞定形

[補文標識]…[第 1不定詞J+[話法の助動詞定形〕

Dan官ittejo時 r'tjo om tinke rnoatte. rそうすれば、あなたは何をよ

く考えなければならないかわかるでしょう J(ULI' S， C 10 : 11) 
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「被は講習を受けたdat er wol graach in kursus folgje woe. Hy sei， 

B 19 : 5) いと言っていたJ(ULI' S， 

Lid wurde kin elk dy't mei de Fryske utjouwerij yn brede 

betsjutting te krijen hat as er foar tQzen gQne stean doar. 

のフリジア語書籍出版に関係があり、 1000ギルダー出費できる人はだれで

「広義

B 16 : 11) も会員になれますJ(ULI' S， 

②完了の助動詞定形

[補文標識〕…[過去分詞]十[完了の助動詞定形]

「それをやってしまったら、彼はAs er it dien hat， 

そう言うだろう J(Bosma-Banning 19812 
: 59変更〉

sil er it sizze. 

「私たちにはあなたが転Wy liezen yn 'e krante dat jo ferhuze binne. 

119) 

「私は彼がその知らせをすでに

居したことを新聞で読みましたJ(ib. 

Ik frege oft er it nijs al heard hie. 

聞いたかとたずねたJ(ib. 102) 

「ひじよ

うに詳細に彼は自分がそこで何を体験したかを私たちに諾ったJ(ULI' S， 

Tige wiidweidich hat er us ferteld wat er der belibbe hie. 

B 13 : 18) 

「私たちは氷が割れたWy liezen yn de krante dat it iis brutsen官ie.

C 9 : 15) ことを新聞で読んだJ(ULI' S， 

③使役の助動詞定形

[補文標識]…[第 1不定詩J+[使役の助動詞定形]

Hy seit dat er de bern rinne lit. r彼は子供たちを歩かせると言って

いるJ(Hoekstra 1997 : 14変更〉

④知覚の助動詞定形

[捕文標識〕…[第 2不定詞J+[知覚の助動詞定形]

「彼は子供たちが歩いているのHy seit dat er de bern rinnen sjocht. 

が見えると言っているJ(ib. 14変更)

⑤ weze/falle/hawwe定形

i) [補文標識]…[te-第2不定詰J+ [weze定形]

「私たちは見られるものはすべてWy sjogge alles wat der te sjen is. 

B 16 : 13) 見ていますJ(ULI' S， 

「忠告できない者は助けられis net te helpeQ Dy' t net te rieden is， 

ないJ(Zantema 1984 : 814) 

li) [補文標識]…[te-第2不定詞J+[falie定形]

mar de measten hawwe in Elk官urdhat wol syn funksje yn de sin， 
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nauwere， eigen relaasje mei ien of mear oare wurden yn de sin， 

sadat in sin ornaris yn groepen te ferdielen falt. rどの語にも文中

では自分の役割があるが、ほとんどの語は文中のひとつあるいはいくつか

の語とより密接な独自の関係があるので、文はふつう複数のグループに分

けられることになるJ(Boersma/Van der恥ude19802 
: 62) 

自)[補文標識]…[te-第 2不定詞J+[hawwe定形〕

De saak is，坐!wy hjir !e dwaan ha胃wemei in tastan， dy' t 

algemien is. rつまりは、私たちはここで一般的な状況にかかわっている

のですJ(官FT8/1991 : 178) 

Lid wurde kin elk dy't mei de Fryske utjouwerij yn brede 

betsjutting te krijen hat as er foar tOzen gOne stean doar. r広義

のフリジア語書籍出版に関係があり、 1000ギルダー出費できる人はだれで

も会員になれますJCULI' S， B 16 : 11) 

1t FLMD yn Ljouwert bewarret alles wat te krijen hat mei de Fryske 

skriuwerij. rリャウエト〈オ. Leeuwarden rレーヴァルデンJ)のフリ

ジア語文学博物館文書館 (FLMD)はフリジア語文学に関係するすべてのも

のを所蔵しているJ(ULI' S， B 16 : 20) 

⑥ gean定形

[補文標識〕…[te-第 2不定詞J+[gean定形]

Gabe giet te aaisykjen， wylst syn frou te boadskipjen giet. r妻は

買い物に行く一方で、ガーベは野鳥の卵探しにでかけるJ(ULI' S， A 19 : 

19) 

⑦ begjinne定形

i) [補文標識]…[begjinne定形]+ [te-第 2不定詞]

Les dat foτmulier foar' t jo begjinne te skriuwen. r書き始める前に

その用紙に自を通しなさいJ(ULI' S， C 10 : 11) 

Sadree't it begjint te官interjer1， wurdt der praat oer dizze Fryske 

iismaraton. r冬になるとすぐに、このフリースラントのマラソンのこと

が話題になるJ(ULI'S， B 5: 7) 

(e)従属文:動詞三つ

①話法の助動詞定形

j) [補文標識]…〔第 1不定詞J+[話法の助動詞第 1不定詞]十[話法の助動詞

定形]

1k hie net tocht， dat ik nochris fotografearje kinne soe. r私はも

う一度、写真がとれるなんて思ってもみなかったJ(ULI' S， B 19 : 26) 
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u) [捕文標識]…[過去分詞J+[完了の助動詞第 1不定詞J+[話法の助動詞

定形]

Freegje ris， hoe't dat dan west hawwe soe. rそれではそれがどうだっ

たのだろうかと、ちょっと質問してみなさいJ(ULI' S， C 12 : 20 

n) [補文標識]…[過去分詞]十〔受動の助動詞第 1不定詞]十[話法の助動詞

定形]

Dykstra fre伊豆tder noch net ris besjoen wurde koe oft de dyk 

net noch wat fierder fan it doarpδf komme koe te lizzen. rディク

ストラはその道がもう少し村から離れたところに位置するようになること

ができるかどうか、まだ検討される余地はないかと質問したJ(ULI' S， C 

8 : 12) 

tr) [補文標識]…[libje第 2不定詞J+ [bliuwe第 1不定詞J+[話法の助動詞

定形]

Hy hope dat er noch in skoftsje 1 ibjen b1iuwe mocht. r被はもうしば

らく生きていることを許されるようにと顧ったJ(ULI'S， B 20: 10) 

v) [補文標識]…[te-第 2不定詞J+ [weze第 1不定認J+[話法の助動詞定

形]

Yn 'e tekst wurdt praat fan al1egear dingen虫ミ ynFrys1an net 

rnak1 ik te finen weze si11e. rテキストにはフリースラントでは簡単に

は見つからないようなものばかりが話題になっているJ(札I'S，B 20: 22) 

討)[補文標識]…[kornme第 1不定詞J+[話法の助動詞定形J+ [te-第 2不定

詞]

Dykstra frege oft der noch net ris besjoen wurde koe oft de dyk 

net noch wat fierder fan it doarp of komme koe te 1izzen. rディク

ストラはその道がもう少し村から離れたところに位置するようになること

ができるかどうか、まだ検討される余地はないかと質問したJ(ULI' S， C 

8 : 12) 

②完了の助動詞定形

j) [補文標識〕…[第 1不定詞J+[話法の助動詞過去分詞]十[完了の助動詞

定形]

胃ytochten datsto dat wol [neitsje kinnen hiest. r私たちは君にはそ

れを作ることができただろうにと思ったJ(ULI' S， B 19 : 25変更〉

Ik wist net， dat ik dat a1 foar 1 septirnber dwaan moatten hie. r私
はそれをすでに 9月 1B以前にやっていなければならなかったとは知らな

かったJ(ULI' S， B 19 : 26) 
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De kursus， der't jim oan 1neidwaan wollen hiene， kin spitigernoch 

net trochgean. rあなたがたがいっしょに受講したいと思っていた講習は、

残念ながら行なわれませんJ(ULI' S， B 19: 26) 

Do mienste， dat hy dy helpe wollen hie. r君は彼が本当は君を助けた

かったと思ったんだねJ(ULI' S， C 12 : 21) 

ii) [補文標識]…[第 2不定詞J+[leare過去分詞J+[完了の助動詞定形〕

Leze docht e1kenien dy't 1ezen leard hat，むfyn in boek of yn in 

krante of op 'e te1evyzje. r読むのは、本か新聞かテレピで読むことを

習った人はだれでもするJ(ULI'S， B 16: 9変更〉

iii) [補文標識]…[komme過去分詞J+[完了の助動詞定形J+[te第 2不定

詞]

1t die him nij， dat wy net kommen wiene te sjen. r私たちが見に来な

かったのは、彼にとっては驚きだったJ(ULI' S， C 12 : 21) 

③受動の助動詞定形

[補文標識]…[第 1不定詞J+[使役の助動詞過去分詞J+[受動の助動詞

定形]

Hy seit dat de bern rinne litten wurde. r彼は子供たちは歩かされて

いると言っているJ(Hoekstra 1987 : 14変更)

④ bliuwe定形

〔補文標識]…[sitte第 2不定詞J+ [bl iuwe定形J+[te第2不定詞]

Asto der mar yn in hoekje sitten bliuwst te kniezer1， komst der nea 

tusken. rもし君がただそこの隅でふさぎこんでいたままだったら、仲間

に(=その簡に〉入ることはけっしてないよJ(ULI' S， B 19 : 26変更〉

(0従属文:動詞四つ

①話法の助動認定形

[補文標識]…[第 1不定詞J+[話法の助動詞過去分詞J+[完了の助動詞

第 1不定詞J+[話法の助動詞定形]

As ik dat dwaan mochten hawwe soe， wie al1es noch goedδfrOn. rも
し私がそれをしてもよかったのなら、すべてはうまく過ぎただろうにj

(ULI' S， C 12 : 13) 

②完了の助動詞定形

[補文標識]…[sitte第2不定詞J+ [bl iuwe第 1不定詞J+[話法の助動詔

過去分詞J+[完了の助動詞定形]

胃aseit， dat ik der sitten bliuwe moatten hie. r私は本当はそこです

わったままでいなければならなかったのに、なんてことをだれが言ってる

んだJ(ULI' S， B 19 : 5) 
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(5)オランダ語との比較

西フリジア語の動詞群の語順をオランダ語と比較して例示する。オランダ諾

の用例はもっとも規範的な語顕だけを示す。

(a)主文:動詞三つ

①話法の助動詞定形

[話法の助動詞定形]…[第 1不定詞]十[話法の助動詞第 1不定詞]ブ.

[話法の助動詞定形]…[話法の助動詞不定詞J+[不定詞]

Heit soe wo1 graach in eigen hus hawwe wolle. r父はおそらくマ

イホームを持ちたいと思うだろうJ(ULI' S， 

オ.

フ.

A 11 : 2) 

「河上JVader zou wel graag een eigen huis willen hebben. オ.

「彼らはお金を借りる必要があるかも

A 11 : 11) 
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〈乱l'S， 

ブ.

A 11 : 2) 

Ze zouden ge 1 d 1Doeten lener1. 

[話法の助動詞定形]…[第 1不定詞]十[使役の助動詞第 1不定詞]

A 11 : 11) 「向上J(ULI' S， オ.

フ.

[話法の助動詞定形]…〔使役の助動詞不定詞J+[不定詞]

f私は君たちにちょっと何か見せIk sil jimme ris wat sjen 1i tte. 

てあげよう J(UL1' S， B 12 : 7変更)

オ.

ブ.

B 12 : 16変f向上J(ULI' S， Ik zal jullie eens wat 1aten zier1. 

吏〉

オ.

[話法の助動詞定形]…[過去分詞J+[受動の助動詞第 1不定詞]ブ.

〔話法の助動詞定形]…[受動の助動詞不定詞J+[過去分詞]オ.

r(ライBrea mocht ek net fuortsmiten wurde om't dat sunde wie. 

麦〉パンは捨ててもいけなかったく t 捨てられでもいけなかった〉。

ブ.

それは罪だったからであるJ(Bosma-Banning 19812:137) 

Brood mocht ook niet worden weggegooid omdat dat zonde was. 

「向上J(ib. 

なぜなら、

オ.

137変更)

②完了の助動詞定形

[完了の助動詞定形]…[第 1不定詞J+[話法の助動詞過去分詞]フ.

[完了の助動詞定形]…[話法の助動詞代替不定詞]十[不定詞]

「彼らは自分たちだけで行きたくSy ha net allinnich gean wol1en. 

なかったのだJ(ULI' S， C 12: 19) 

オ.

フ.

C 12 : 5) Zij hebben niet alleen wil1en gaar1. 

「彼女はそれを雷いたかったのです」

「向上J(ULI' S， 

a
 

d
 

+し一
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B 12 : 15変更〉

オ.

フ.



オ. Zi j heeft dat wi 11 en zegger1. r向上J(ULI' S， B 12 : 5) 

フ. Pyt hie wol komme kinnen. rピトは来ることができたはずなのに」

(ULI' S， C 13 : 19) 

オ. Piet had we1 kunnen komen. r同上J(ULI' S， C 13 : 5) 

フ. Ik hie dat dwaan si llen. r私はそれをすべきだったかもしれない」

〈札l'S， B 12 : 15) 

オ. Ik had dat zullen doen. r同上J(ULI' S， B 12 : 5) 

フ. Hy hie dat graach dwaan wollen. r彼は本当はそれをやりたかった

のだJ(ULI' S， C 12 : 13) 

オ. Hij had dat graag wi llen doen. r向上J(ULI' S， C 12 : 13) 

フ. Nimmen hie it weagje doard. rだれもあえてそれをしようとしなかっ

たJ(ULI' S， C 12 : 21変更〉

オ. Niemand had het durven wagen. r同上J(ULI' S， C 12 : 13) 

。ブ.[完了の助動詞定形]…[第 1不定詰J+[使役の助動詞過去分詞]

オ. [完了の助動詞定形]…〔使役の助動詞代替不定詞J+[不定詞]

フ. Us mem ha t i t us sjen litten. r母はそれを私たちに見せたかった

のですJ(UL1' S， C 12 : 19) 

オ. Moeder heeft het ons 1aten zien. r同上J(ULI'S， C 12: 5) 

iii) フ. [完了の助動詞定形]…[第2不定詞J+ [gean過去分詞]

オ. [完了の助動詞定形]…[gaan代替不定詞J+[不定詞]

フ.恥rombisto der stean gien? rなぜ君はそこで立ち上がったのか」

(ULI' S， B 15 : 20 

オ. Waarom ben je daar gaan staan? r同上J(ULI' S， B 15 : 13) 

③ b1iuwe/b1ijven定形

フ. [bliuwe定形]…[stean第2不定詞J+[te-第 2不定謁]

オ. [b1 i jven定形]…[staan不定詞]十〔不定詞]

ブ. De hOn b1iuwt hjir stean te wachtsjer1. r犬はここで立って持ち続

けている(=待つために立ち続けている )J(ULI' S， B 15 : 21) 

オ. De hond弘斗fthier staan wachten. r向上J(ULI' S， B 15 : 13) 

(b)主文:動詞四つ

①話法の助動詞定形

i)フ. [話法の助動詞定形]…[第 1不定詞J+[話法の助動詞第 1不定詞〕十

[話法の助動詞第 1不定詞]

オ. [話法の助動詞定形]…[話法の助動詞不定詞J+[話法の助動詞不定

詞J+[第 1不定詞]
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フ. Men soe it smoken litte kinne moatte. rタノくコはやめることがで

きなくてはならないだろう J(ULI' S， B 12 : 17変更〉

オ. Je zou roken [noeten kunnen laten. rr可上J(ULI' S， B 12 : 14) 

u) フ. [話法の助動詞定形]…〔第 1不定詞J+[使役の助動詞第 1不定詞J+

[話法の助動詞第 1不定詔]

オ. [話法の助動詞定形]…[話法の助動詞不定詞J+[使役の助動詞不定

詞J+[不定詔〕

フ.胃ymoatte him komme litte kinne. r私たちは彼を来させることがで

きなければならないj伊opkema1987 : 50変更)

オ.胃ijmoeten hem kunnen laten komen. r向上J(ib. 50変更〉

フ. Wy sille de fugels net oer it net fleane litte moatte. r手ょたち

は烏を網より上に飛ばしてはならないだろう〈口好機を逃すな。こと

わざ)J (Bosma-Banning 19812 
: 111) 

オ.胃ezullen de vogels niet over het net moeten laten vliegen. 

「向上J(ib. 111) 

自)フ. [話法の助動詞定形]…[第 1不定詞J+[使役の助動詞過去分詞]十

[完了の助動詞第 1不定詞]

オ. [話法の助動詞定形]…[完了の助動詞不定詞J+[使役の助動詞代替

不定詞J+[不定詞]

フ. Hja koe in ferske sjonge 1itten泊四e.r彼女は詩歌を歌わせたか

もしれないJ(Popkema 1987 : 50変更〉

オ. Zij kon een versje hebben laten zinger1. r向上J(ib. 50変更〉

甘)フ. [話法の助動詞定形]…[過去分詞J+[受動の助動詞第 1不定詞J+

[話法の助動調第 1不定詞]

オ. [話法の助動詞定形]…〔話法の助動詞不定詞J+[受動の助動詞不定

認J+[過去分詞]

フ. Dy stoel moat makke wurde kinne. rあのいすは作られることができ

るにちがいない・できなければならないJ(Popkema 1987 : 50) 

オ. Die stoel moet kunnen worden gemaakt. r向上J(ib. 50変更〉

フ. It wurk sil better clien wurde moatte. rその仕事はもっと良くな

される必要があるだろう J(Eisma 1989 : 21) 

オ. Het werk zal beter [noeten worden gedaan. r同上J(ib. 22) 

v)フ. [話法の助動詞定形〕…[sitte第 2不定詞J+[bliuwe第 1不定詞J+

[話法の助動詞第 1不定詞]

オ. [話法の助動詞定形]…[話法の助動詞不定詔J+ [bli jven不定詞J+

n
w
d
 

7
t
 



[zitten不定詞]

フ. Ik sil hjir wol sitten bliuwe moatte. r私はたぶんここですわっ

ていなければならないだろう J(ib. 21) 

オ. Ik za1 hier we1 moeten blijven zitten. r同上J(ib. 22) 

②完了の助動詞定形

i) フ. [完了の助動詞定形]…[第 1不定詞J+[使役の助動詞第 1不定詞J+

[話法の助動詞過去分詞]

オ. [完了の助動詞定形]…[話法の助動詞代替不定詞]十[使役の助動詞

不定詞J+[不定詞]

フ. Hja hat in ferske sjonge 1itte kinnen. r彼女は詩歌を歌わせるこ

とができたJ(Popkema 1987 : 50変更)

オ. Zij heeft een versje kunnen 1aten zingen. r向上J(ib.50変更)

フ. Do hiest dat boek better 1 izze 1itte kinner1. rおまえはその本を

もっとちゃんとしまっておくことができてもよかったのにJ(ULI' S， 

B 18 : 9) 

オ. Je had dat boek beter kunnen laten 1iggen. r同上J(ULI'S， B 18 

: 19) 

ii) フ. [完了の助動詞定形]…[過去分詞J+[受動の助動詞第 1不定詞J+

[話法の助動詞過去分詞]

オ. [完了の助動詞定形]…[話法の助動詞代替不定詞J+[受動の助動詞

不定詞]十[過去分詞]

フ. 1t wurk hie better dien wurde moatten. rその仕事はもっと良くな

される必要があったのにJ(Eisma 1989 : 21) 

オ. Het werk had beter moeten worden gedaan. r同上J(ib. 22) 

ブ. Dy stoel hie makke wurde kinner1. rあのいすは作られることができ

ただろうにJ(Popkema 1987 : 50) 

オ. Die stoel had kunnen worden gemaakt. r向上J(ib. 50変更〉

iii) フ. [完了の助動詞定形]…[sitte第2不定詞]+[b1iu町第 1不定詞J+

[話法の助動詞過去分詞]

オ. [完了の助動詞定形〕…[話法の助動詞代替不定詞J+ [bli jven不定

詞J+ [zitten不定詞]

フ. Hy hie op dat plak sitten bliuwe moatter1. r彼はその場所に腰を

下ろしていなければならなかったJ(ULI' S， C 13 : 19) 

オ. Hij had op die p1aats moeten blijven zitten. r同上J(ULI' S， C 

13 : 5) 
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(c)主文:動詞五つ

完了の助動詞定形

i) フ. [完了の助動詞定形]…[第 1不定詞J+[使役の助動詞第 1不定詞]十

[話法の助動詞第 1不定詞J+[話法の助動詞完了分詞]

オ. [完了の助動詞定形]…[話法の助動詞代替不定詞J+[話法の助動詞

不定詞J+[使役の助動詞不定詩J+[不定詞]

フ.胃yhiene him komme litte kinne moatten. r私たちは彼を来させる

ことができなければならなかったのだがJ(Popkema 1987 : 50変更〉

オ.官ij hadden hem 1noeten kunnen laten komen. r向上J(ib.50変更)

u) フ. [完了の助動詞定形]…〔過去分詞J+[受動の助動詞第 1不定詞J+

[話法の助動詞第 1不定詞J+[話法の助動詞過去分詞]

オ. [完了の助動詞定形]…[話法の助動詞代替不定詞J+[話法の助動詞

不定詞]十[受動の助動詞不定詞J+[過去分詞]

フ. Dy stoe1 hie makke wurde kinne moatten. rあのいすは作られるこ

とができなければならなかったのにJ(ib. 50) 

オ. Die stoe1 had moeten kunnen worden gemaakt. r向上J(ib. 50変

更〉

iii) フ. [完了の助動詞定形]…[sitte第2不定詞J+ [bliuwe第 1不定詞]十

[話法の助動詞第 1不定詞J+[話法の助動詞過去分詞]

オ. [完了の助動詞定形]…[話法の助動詞代替不定詞J+[話法の助動詞

不定詞J+[b1ijven不定詞J+[zitten不定詞]

フ. Hy hie sitten b1iuwe kinne moatten. r彼はすわったままでいるこ

とができなければならなかったのにJ(Popkema 1987 : 50変更〉

オ. Hij had moeten kunnen b1ijven zitten. r向上J(50変更〉

りフ. [完了の助動詞定形]…[sitte第2不定詞J+[bliuwe第 1不定詞J+

[使役の助動認第 1不定詞J+[話法の助動詞完了分詞〕

オ. [完了の助動詞定形]…[話法の助動詩代替不定詞J+[使役の助動詞

不定詞J+[b1jiven不定詞J+ [zitten不定詞]

フ. Ik haw har sitten bliuwe litte kinner1. r私は彼女をすわったまま

でいさせることができたJ(Popekam 1987 : 50変更)

オ. Ik heb har kunnen 1aten b1ijven zitten. r同上J(ib. 50変更〉

(d)従属文:動詞二つ

①話法の助動詞定形

フ. [補文標識]…[第 1不定詞]十[話法の助動詞定形]

オ. [補文標識〕…[話法の助動詞定形J+[不定詞]
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フ. Sy is der net wis fan， oft se dat wol betelje kin. r彼女はそれ

を支払うことができるか確信がないJ(ULI' S， B 19 : 24) 

オ. Zij is er niet zeker van， of ze dat wel kan beta1er1. r向上J

(ULI' S， B 19 : 16) 

フ. Ik hie net tocht datsto ski1derje koest. r私は君が絵をかけるな

んて思わなかったJ(ULI' S， B 19 : 26変更〉

オ. Ik had niet gedacht， dat jij kon schilderen. r向上J(ULI' S， B 

19 : 22) 

フ. Wy dogge wat wy dwaan moatte. r私たちは自分たちがしなければな

らないことをしますJ(ULI' S， B 16 : 13) 

オ. Wi j doen wat官ijmoeten doen. r同上J(ULI' S， B 16 : 13) 

フ. Hy wit net， oft er dat nije， djoere boek keapje si 1. r被はその

新しい高価な本を買うかどうかわからないJ(ULI' S， B 19 : 24) 

オ. Hij weet niet， of hij dat nieuwe， dure boek za1 kopen. r向上J

(ULI' S， B 19 : 16) 

フ. Ik sei， dat ik wo1 graach in kursus fo1gje woe. r私は講習を受

講したいと言いましたJ(ULI'S， B 19: 15) 

オ. Ik zei， dat ik wel graag een kursus wi1de vo1gen. r同上」

(ULI' S， B 19 : 15変更)

②完了の助動詞定形

フ. [補文標識〕…[過去分詞〕十[完了の助動詞定形]

オ. [補文標識]…[完了の助動詞定形J+[過去分詞]

フ.胃aseit， dat se dat om 'e nocht besocht hawwe? rあの人たちがそ

れをしようとしたのはむだだった(=空しく試みた〉などと、だれが

言っているのですかJ(ULI' S， B 19 : 24) 

オ.官iezegt， dat zij dat tevergeefs hebben geprobeerd? r向上J

(ULI' S， B 19 : 16) 

フ. Ik sei dat ik it net heard hie. r私はそれを簡いていなかったと

ったのですJ(ULI' S， C 12 : 13) 

オ. Ik zei dat ik het niet had gehoord. r向上J(むL1'S， C 12 : 13変

更)

フ. Hy woe， dat er dat skilderij kocht hie. r彼はその絵を買いたかっ

たのにと思ったJ(UL1' S， B 19 : 15) 

オ. Hij wou， dat hij dat schilderij had gekocht. r向上J(UL1' S， B 

19 : 15) 
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③ weze/zijn定形

フ. [補文標識]…[te-第 2不定詞]十 [weze定形]

オ. [補文標識]…[te-不定詞J+[zijn定形]

フ. Wy sjogge a11es wat der te sjen is. r私たちは見られるものはす

べて見ていますJ(ULI' S， B 16 : 13) 

オ. Wi j zien al1es wat er te zien is. rr苛上J(ULI'S，B 16:13変更)

(e)従属文:動詞三つ

①話法の助動詞定形

i) フ. [補文標識]…〔第 1不定詞J+[話法の助動詞第 1不定詞J+[話法の助

動詞定形]

オ. [補文標識]…[話法の助動詞定形J+[話法の助動詞不定詞J+[不定

詞]

フ. Ik hie net tocht， dat ik nochris fotografearje kinne soe. r私

はもう一度、写真がとれるなんて思ってもみなかったJ(UL l' S， B 19 

: 26) 

オ. Ik had niet gedacht，坐!ik nog eens ~ou kunnen fotograferer1. 

「同上J(ULI' S， B 19 : 22) 

日〉フ. [補文標識]…[stean/sitte第2不定詞J+[b1iuwe第 1不定詞J+[話

法の助動詞定~J

オ. [補文標識]…[話法の助動詞定形J+ [bli jven不定詞J+ [staan/ 

zi tten不定詞〕

フ. Omdat er der net 1anger stean b1iu官ewoe， gyng er nei hOs. rそ
こにもうそれ以上とどまりたくなかった(=立ったままでいたくなかっ

た〉ので、彼は家に帰ったJ(UL1' S， C 12 : 13) 

オ. Omdat hij daar niet 1anger wi1de b1ijven staar1， ging hi j naar 

huis. r向上J(UL1' S， C 12 : 13) 

フ. Tochtsto， dat ik sa 1ang sti1 sitten b1iuwe koe? rあなたは手ムが

そんなに長い問、じっとすわっていられると思っていたのですかJ

CULI' S， B 19 : 25) 

オ. Dacht jij， dat ik zo lang stil kon blijven zitter1? r向上J

(むL1'S， B 19 : 17) 

②完了の助動認定形

j)フ. [補文標識]…[第 1不定認J+[話法の助動詞過去分詞J+[完了の助動

詞定形]

オ. [補文標識]…〔完了の助動詞定形J+[話法の助動詞代替不定詞J+
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[不定詞]

フ. Wy tochten datsto dat wol 1neitsje kinnen hiest. r私たちは君な

らそれを作ることができただろうにと思いましたJ(ULI' S， B 19 : 25 

変更〉

オ.官ijdachten， dat jij dat wel had kunnen maker1. r向上J(ULI' S， 

B 19 : 25) 

フ. Ik wist net，色!ik dat al foar 1 septimber ~waan moatten hie. 

「私はそれをすでに 9月 1日以前にやっていなければならなかったと

は知らなかったJ(ULI' S， B 19 : 26) 

オ. Ik wist niet， dat ik dat al voor 1 september had moeten doen. 

「同上J(ULI'S， B 19: 22) 

フ. Werom't ik der sa lang oan wurkje moatten ha， wit ik sels ek 

net. rなぜそんなに長い間、その仕事をしなければならなかったか、

私は自分でもわからないJ(ULI' S， B 19 : 25変更〉

オ. Waarom ik daaraan zo lang heb moeten werker1， weet ik zelf ook 

niet. r向上J(ULI'S， B 19:17変更〉

フ. Do miendest， dat hy dy helpe wollen hie. r君は彼が本当は君を助

けたかったと思ったんだねJ(ULI' S， C 12 : 21) 

オ. Jij meende， dat hij je had willen helpen. r向上J(ULI' S， C 12 

: 13) 

フ. Hy sei， dat er dat skilderij百01keapje wo11en hie. r彼はその

絵を買いたかったのにと言ったJ(ULI' S， B 19 : 16) 

オ. Hij zei， dat hij dat schilderij wel had willen kopen. r同上」
(ULI' S， B 19 : 16) 

フ. Klaas sei， dat er 1eze wollen hie. rクラースは自分は読みたかっ

たのにと雷ったJ(ULI' S， C 13 : 19) 

オ. Klaas zei， dat hij had wi l1en lezen. r向上J(ULI' S， C 13 : 5) 

フ. Doe' t er i t weagje doarst hie in stikje te ymprovisearjen， 

fielde er him in stik frijer. r一曲、あえて即興演奏をしてみよ

うと思ったら、彼は少し気持ちが楽になったJ(ULI' S， B 19 : 26変

更)

オ. Toen hij het had durven wager1 een stukje te improviseren， 

voelde hij zich een stuk vrijer. r向上J(ULI' S， B 19 : 22) 

。フ.[補文標識]…〔第 1不定詞J+[使役の助動詞過去分詞J+[完了の助動

詞定形]
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オ. [補文標識]…[完了の助動詞定形J+[使役の助動詞代替不定詞J+

[不定詞]

フ. Wy sjogge， dat se har wurdboek 1 izze 1itten hat. r私たちは彼女

が自分の辞書を置いたままにしたのがわかりますJ(Eisma 1989 : 21 

変更〉

オ.官ijzien， dat ze haar woordenboek heeft 1aten 1iggen. r向上J

(ib. 21変更)

ii) フ. [補文標識]…[過去分詞]十[時間定形J+[te-第 2不定詞]

オ. [補文標識]…[zijn定形J+[代替不定詞J+[不定詞]

フ. It die him nij， dat wy net kommen wiene te sjen. r私たちが見に

来なかったのは、彼にとっては驚きだったJ(ULI' S， C 12 : 21> 

オ. Het verwonderde hem， dat wij niet waren komen kijken. r向上J

(UL1' S， C 12 : 13) 

フ. Dat hy noch nea kommen wie te sjen， fernuvere my. r彼がけっし

て姿を見せに来なかったのは、私には驚きだったJ(UL l' S， B 19 : 

25) 

オ. Dat hij nog nooit was komen ki jker1， verbaasde mij. r向上J

(UL1' S， B 19: 17) 

③ bl iuwe/bli jven定形

フ. [補文標識]…[sitte第 2不定詞J+ [bliuwe定形J+ [te-第 2不定詞]

オ. [補文標識]…印lijven定形J+ [zi tten不定詰J+[不定詞〕

フ. Asto der mar yn in hoekje sitten bliuwt te kniezer1， komst der 

nea tusken. rもし君がただそこの隅でふさぎこんでいたままだった

ら、仲間にく=その簡に〉入ることはけっしてないよJ(UL1' S， B 19 

: 26変更)

オ. Als je daar maar in een hoekje blijft zitten kniezer1， kom je 

er nooit tussen. r向上J(UL1' S， B 19 : 22) 

(f)従属文:動詞四つ

①話法の助動詞定形

i) フ. [補文標識〕…[第 1不定詞J+[話法の助動詞過去分詞J+[完了の助動

詞第 1不定詞J+[話法の助動詞定形〕

オ. [補文標識〕…[話法の助動詞定形J+[完了の助動詞不定詞J+[話法

の助動詞代替不定詞J+[不定調]

フ. As ik dat dwaan mochten hawwe soe， wie al1es noch goedδfrun. 

「もし私がそれをしてもよかったのなら、すべてはうまく過ぎただろ
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うにJ(ULI' S， C 12 : 13) 

オ. A1s ik dat zou hebben mogen doer1， was a11es nog goed afge1open. 

「同上J(ULI' S， C 12 : 13) 

ii)フ. [補文標識]…[過去分詞J+[受動の助動詞第 1不定詞J+[話法の助動

詞第 1不定詞J+[話法の助動詞定形〕

オ. [補文標識]…[話法の助動詞定形J+[話法の助動詞不定詞J+[受動

の助動詞不定詞J+[過去分詞]

フ. Hja seit， dat it wurk better dien wurde moatte si 1. r彼女はそ

の仕事はもっと良くなされる必要があるだろうと言っているJ(Eisma 

1989 : 19変更)

オ. Zij zegt， dat het werk beter za1 moeten worden gedaan. r向上J

(ib. 20変更〉

iii) フ. [補文標識]…[sitte第2不定詞J+[bliuwe第 1不定詞]十[話法の助

動詞第 1不定詞J+[話法の助動詞定形]

オ. [補文標識]…〔話法の助動詞定形J+[話法の助動詞不定詞J+

[blijven不定詞J+ [zi tten不定詞]

フ. Ik ti出， dat er der wol sitten bliuwe moatte si 1. r私は彼はそ

こにすわり続けなければいけないだろうと思いますJ(ib. 19変更)

オ. Ik denk， dat hij daar we1 za1 moeten b1ijven zitten. r向上J

(i b. 20変更〉

②完了の助動詞定形

i)フ. [補文標識]…[過去分詞]十[受動の助動詞第 1不定詞J+[話法の助動

詞過去分詞J+[完了の助動詞定形]

オ. [補文標識]…[完了の助動詞定形J+[話法の助動詞代替不定詞]十

[受動の助動詞不定詞J+[過去分詞]

フ. Hja seit， dat it wurk better dien wurde moatten hie. r彼女はそ

の仕事はもっと良くなされる必要があったのにと言っているJ(ib. 

19変更)

オ. Zij zegt， dat het werk beter had moeten worden gedaan. r向上J

(ib. 20変更)

。フ.[補文標識]…[sitte第2不定詞J+[bliuwe第 1不定詞J+[話法の助

動詞過去分詞J+[完了の助動詞定形〕

オ. [捕文標識]…[完了の助動詞定形]十[話法の助動詞代替不定詞]十

[b1ijven不定詞J+ [zitten不定詞]

フ. Hy miende， dat hy der sitten b1iuwe moatten hie. r彼はそこです
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わったままでいなければならなかったのかと思ったJ(ULI'S， C 12: 

21) 

オ. Hij meende， dat hij daar had moeten blijven zitten. r向上」

(ULI' S， C 12 : 13) 

フ. Ik tocht， datsto der sitten bliuwe wollen hiest. r私は君がそこ

にすわったままでいたかったのかと思ったJ(ULI' S， B 19 : 16) 

オ. Ik dacht， dat jij daar had willen blijven zitter1. r向上J

(ULI' S， B 19 : 16) 
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9 100 否定詞 netと二重否定 (dubeleuntkenning)く補足>

(1)否定詞 netの用法

不定冠詞がついた名詞句や無冠詞の名詞句を含む動詞句を否定するときには

否定冠詞 gjin(オ. geen/ド. kein/エ. no)を前置することは、すでに S28 

で述べた。

定冠詞や指示・所有代名詞がついた名詞を含む動詞匂を否定するときには、

否定詞 net(オ. niet/ド. nicht/エ. not)を用いる。

Ik witt antwurd net. r私はその答えがわかりませんJ

Ik ken har alden net. r私は彼女の両親を知りません」

この場合、 netを名詞句の前に置くと、その名詞勾そのものを否定し、対比

の意味になる。したがって、対比を表わす文成分が続かないと不自然である。

Ik ken net har alder1， mar wol har pake en beppe. r私は彼女の両親は

知りませんが、彼女の祖父母は知っていますJ

このように、否定詰 netは否定の焦点(エ. focus)となる作用域(エ.

negative scope)の直前に置くことができる。それは語でも匂でも文でもかま

わない。たとえば、次の用例では否定詞 netが後続の従属文全体を作用域と

して否定している。

Net [dat us flagge， sa't wy dy kenne， fan dy tiid isJ. r私たちが知っ

ているような私たちの旗がその時代のものというわけではありませんJ

(ULI' S， C 20 : 8) 

次の慣用句に注意。

net dat ik wit r私が知っている範囲ではJ

焦点となる要素を前域に置けば、否定詞 netをその直前に置かなくてもそ

の要素を話題化して否定することになり、他との対比を含意する必要はない。

Har alder1 ken ik net. r彼女の両親は私は知りませんj

否定詞 netの位置による意味的相違の伊!として、 netal1esでは al1es

「すべてのこと」が否定の作用域になるので部分否定の意味になるが、 al1es

netでは allesが否定の作用域の外にあるので、全否定の意味になる。

Men kin net al1es witte. r何でも知っていることはできないJ(部分否

定)(Bosma-Banning1981 z : 139) 

Men kin alles net witte. r何も知ることができないJ(全否定)

次の例では否定詞 netは文末に置かれ、文否定である O

Hy komt moarn net. r披は明B、来ないJ

この場合、否定詞 netを副詞 moami明日」の前に置くと、上述のように

moam r明日 jが否定の作用域になり、対比の意味になる。したがって、対比

-802-



を表わす文成分が続かないと不自然である。

Hy komt net moarr1， mar oaremoarn. r彼は明日ではなく、明後日に来ま

すj

moarn r明日」を前域に置けば話題化がなされ、他との対比を含意する必要

はない。

Moarn komt er net. r明日は、彼は来ませんJ

否定詞 netを文末に置くのは文否定の意味に解釈されるが、じつは動詞匂

の意味を否定しており、それが文全体の意味を否定していることにつながる。

じとっ、動認と意味的に密接に結び、つく文成分がある場合には、ふつうその直

前に netを置く。次例のように、分離動詞の分離成分、助動詞に支配された

過去分詞や不定詞、述語形容詞や動詞と結びつきの強い前置詞句がそれにあた

る。

Hy jout it net op. r彼はそれをあきらめないJ(opjaan rあきらめるJ) 

Hy is noch net oankommen. r彼はまだ到着していないJ(oankomme r到着

するJ) 

In feste regel is hast net df te lieden. r確間たる規則はほとんど導

き出され得ないJ(ULI' S， C 5 : 13) 

Ik bin noch net klear. r私はまだ用意ができていないJ(klear weze 

「用意ができているJ) 

Hy antwurdet net op myn fraach. r彼は私の質問に答えないJ

(antwurdzje r答える (op…に)J)(ULI' S， C 4 : 20) 

As it in pear dagen net op 'e tafe1 stiet， mist gjinien it. rそれ

がこ三日食卓にないと、気がつかない人はいないJ(stean r立っている、

ある (op…の上に)J)(Bangma 19932 
: 87) 

次伊lでは等位接続によって動詞が省略されている。

As bern mochten wy oeral mei boartsje， mei brea of bdle lykwols 

net. r子供のころ、私たちは何ででも遊んでよかったのですが、ライ麦パ

ンと白ノfンでだけは(遊んでは)いけませんでしたJ(Bosma-Banning 

19812 
: 137) 

次例のように、無冠詞の名詞句にもかかわらず否定冠詞 gjinをつけずに否

定詞 netで否定しているのは、 Fryskprate rフリジア語を話すjが「名詞句

+動詞Jのような動詞勾ではなく、ひとつの複合動詞のような性格を持ってい

るためである。

Hy kin net [Frysk prateJ. r被はフリジア語が話せないJ(ib. 143) 
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(2)否定詞 netと関連表現

(a)否定疑問文・付加疑問文

否定詞 netを伴う疑問文は、 netを除く発話内容を強く肯定する否定疑問

文になる。

Wa ken de waadeilannen net? rだれがヴアート諸島(口北海沿岸の遠浅

の干潟地帯に沿って浮かぷ島々〉を知らないだろうか(コだれでも知って

いるはずだ)J(ULI' S， C 9 : 12) 

否定詞 netを文が終わった後にさらに添えて、疑問のイントネーションで

発話すれば、相手の同意を期待する付加疑問文になる。

百atis it hjir feroare， net? rここは何て変わったんだろう、ねえ ?J

(Bosma-Banning 19812 
: 21) 

否定詞 netを含む次のような付加疑問文の表現もある。

Wat wie 't hjoed moai waar， {net/oars net/is 't net sa/is 't sa 

net/net wier}? r今日は何ていい天気なんだろう、ねえJ(Zantema 1984 

: 650) 

(b)否定代名詞 neat/niksr何も…ないj

neat/niksはふつうは「何も…ないJの意味で否定代名詞として用いる。

Utfanhuzjen is neat foar my. r外泊は私向きではない(口私にとって何

事でもない)J(ULI' S， A 19 : 19) 

Dat berjocht wit ik neat fan. rその報告について私は何も知らないJ

(Zantema 1984 : 1198) 

胃iede molke soer? -Wy preauwen neat. rミルクは酸っぱかった ?J

f私たちは何も口にしてないわJ(Bosma-Banning 19812 
: 113) 

As elts sines kriget， hat de duvel neat. r各人が自分のもの(=分け

前)をもらえば、悪魔は何も持たない(=争いが起こらない。ことわざ)J

(Beintema 1990 : 30) 

Der wurdt net foar neat sein: hoe alder， hoe gekker. rよく言ったも

んですね(=何もないことについては言われることがなしづ、年を取れば

取るほどおめでたくなるっていうのはJ(ULI'S， A 17:10) 

neatは代名詞としての文成分の役割を果たさずに、たんに否定詞 netの強

調として用いることがある。

Hy liket盟主主 op syn heit. r彼は父親に全然似ていないJ(Dykstra 

2000 : 427) 

neatはく3)で述べる二重否定でも多用する。

(c)ゼロ属格の fanと否定詞(S 60(2)(g)②) 
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次のような表現で前置認 fan(オ. van/ド. von/エ. 00とともに否定詞

netを用いることがある。

Ik tocht fan net. r私はそうは思わないんだけどJ(Dykstra 2000:434) 

Ik hoopje fan net. r私はそうは希望しませんJ(ib. 434) 

これは不定代名詞 wat/eatr何かJと「代名詞の derJに相当する要素を補

えば、‘({wat/eat}der...) fan r(それについて何かは)J net r(…ない)J' 

という「部分の表現Jになると考えることができる。つまり、「不定代名詞+

官官置認匂Jの中で前置詞だけが残った表現とみなすことができ、本稿ではこの

fanを「ゼロ属格の fanJと呼ぶことにする。 Ik{hoopje/tocht} net. だけ

では、「私は{考えない/望まない}Jという漠然とした思考を表わすか、「私は

{何も考えない/何も望まない}Jという全面的な否定表現になるが、ゼロ属格

の fanによる上記の表現は話題になっている特定の物事に限定して、 fその

物事にかんしては何も…ないJという否定の意味になると考えられる。この表

現についてはさらに考察を必要とする。

(3)二重否定と虚辞の net

(a)二重否定〈多重否定):否定の強調

西フリジア語では否定詞 netあるいは否定冠詞 gjinとともに他の否定詞

(nea/noait rけっして…ないJ， nimmen rだれも…ないJ， neat r何も…な

いJ， nearne rどこにも…ないJ， nearne...前置詞「何も…ないJ)を重ねる

ことがあり、これを「二重否定J(dubele untkenning)と呼ぶ。ただし、西フ

1)ジア語では二重否定は強い肯定の意味にはならず、否定の意味を強調する O

以下にいくつか用例を示す。

①否定詞+net

Ik ha nea net witten， dat sy sa alderheislikste moai kantklosse 

koe. r私は彼女がそんなにものすごく上手にレース編みができるとはまっ

たく知らなかったJ(ULI' S， B 19 : 14) 

60% joech op盟主主主主 oanspraakyn 'e 3de persoan te bruken tsjin 

“frjemden". r60%が fよそ者たちJにたいしてはけっして 3人称での呼

びかけを用いないと回答したJ(De Boer 1986 : 111 (四))

Dat liket my neat net goed ta. rそれは私には全然良く思えないJ

(Dy註stra2000 : 427) 

De duwel en rlImmen net hawwe in bulte kwea dien. r悪魔も、そして、

誰ひとりとして多くの悪事を犯さなかった(=だれでも責任は取ろうとせ

ず、他人に押し付けたがるものだ。ことわざ)J(Beintema 1990 : 30) 
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Ik kin it nearne net fine. r私はそれをどこにも見つけられないJ

(Stienstra 1982 : 78) 

Dat 1 iket rlearne net nei. rそれは何にも似ていないJ(Tamminga 1963 

:7) 

②否定認+gjin

Ik ha der neat gjin sin oan om fuort. r私は立ち去る気にはまったく

なしリ (Sipma1949a : 51) 

It is neat gjin muoite. rそれは何の手間でもないJ(Stienstra 1982 : 

78) 

Us Jelle hat oars rlOai t gjin liger west. rそれにうちのイェレは嘘つ

きだったことは一度だつでありませんJ(Tamminga 1963 : 7) 

次の文は多重否定の用例である。

En gji旦ienhat rloai t gjin taal盟主主 tekenwer fan de man heard. 

「だれもその男の人からけっして二度と何の消息も(=話もしるしも〉聞

くことはなかったJ(ib. 6) 

(noch) A noch B r AもBも…ないJはAとBの両方について否定の意味を

表わす〈オ. (noch) A noch B/ド.百ederA noch B/エ. neither Anor B)。

Noch syn frou noch syn soan wist(en) wer' t er wie. r彼の妻も彼の息

子も彼がどこにいるのか、わからなかったJ(Dykstra 2000 : 440変更)

この nochはさらに他の否定詞とともに用いて、二重否定の表現を形成する

ことがある。

Wy hawwe iten noch neat yn ' e hus. r~ムたちはうちには食べる物も何も

ありませんJ(Tarnminga 1963 : 7) 

Sokke bern ha (neat) gjin noeden noch soargen. rそんな子供たちは何

の心配も(口気遣いも心配も〉しないJ(ib. 7) 

〈アニ重否定(または多重苓定)が否定の意味を強調する用例は、古フリジア

誇の時代から観察される。オランダ誇、 ドイツ語、英語でも古誇ではニ重

苓定(または多重喜定)は強い肯定の意味にはならず、ミ5定の意味を強調

していた。今日でも話し言葉では岳フリジア認と同様の堤泉を示すことが

あア9 。

(b)虚辞の net

主文が否定文の場合に、心理的な理由から従属文が論理的な意味に反して否

定詞 netを伴う否定文の形式をとることがある。この netを「虚辞の netj

といい、西フリジア語にもその伊jが見られる。

Hy docht gjin lichten foar't er syn sin net hat. r彼は思うようにな
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るまで(=思うようにならない (net)前には)自分の考えに酉執する」

(Sytstra/Hof 1925 : 188) 

Hy hie足並 restfoar't hy史!wist hoe' t alles tagien wie. r彼は

すべてがどのように運んだかを知るまでは(=知らない (net)前には〉、

落ち着かなかったJ(ib. 188) 
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フリ ジア語群の三つの生態と多言語使用

1青 水 誠

1. はじめに

ゲルマン諾諾の中でフリジア語群の認知度は極端に低いo Moseley/ Asher (1994)の

日本語訳 (2000)を例に取ろう。 220ページでは最大約 2，000人とされる「東フリジア

語 (EastFrisian) J Cib. 220)の話者数が 11，000人に肥大化されている。地図縞 Map

68では「北フリジア語 (Nor出 Frisian) J Cib. 220)の使用地域が 4島に眼られ，話者

の約半数を占める大控部とハリゲンは蚊帳の外に重かれている。 222ページには「オラ

ンダには，約 700，000人のフリジア語 (Frisian)の話者がおり，ほとんどが北東部のフ

リースラント県に住んで、いる」とあるが r約700，000人J は最大約 400，000人とされる

話者数とは大きく隔たり，フリースラントナ1'1の人口約 600，000人をも上回る数値である。

2. 使用地域と名称

フリジア語群はオランダとドイツの 3地域に分布し，西・北・東にIK分する(地図 1A.
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Versloot作成)。西フリジア諾(西フ WesterlauwerskFrysklオ WesterlauwersFries)は

フリースラント州(ProvinsjeFryslan/Provincie Friesland，約 3，234km2，約 600，000人)

で用いられ rラウエJレスJI!(西フ/オ Lauwe主s)以西のフリジ、ア詩」を意味する。エイ

セル湖(オ IJsselmeer)西岸の北ホラント州(オ ProvincieN oordωHolland)北西部の

West企iesは，かつてフリジア語地域だった問地の名称，西フリースラント(オ ¥Ylestfriesω 

land)に由来し，オランダ、語蕗フリースラント方言を指す。北フリジア諾(ド Nordfrie-

sisch/北フ Nordfrllsk)はデンマークとの国境付近の北ドイツ北海沿岸と島を含む北フ

リ}スラント郡(ドKreisN ordfriesland/北フ Nordfrllslon約2，048km2，約156，000人)の

中心地フーズム (Husum)以北で用いられる(ヘjレゴラント島はピネベルク郡 oむels

Piru記berg)に属する)。同じく北ドイツの東フリジア語(ド Saterfriesisch/東フ Seeltersk

「セールタ}スクJ)の領域は東フ 1)-ースラント(Ostfriesland)の外に位置し，オルデン

ブルク(Oldenburg)とレーア (Leer)の聞のクロペンブルク郡 (Lan占αeisCloppenburg) 

の北西部，ザーターラント (Saterland/Seelterlound rセールタ}ロウンドJ，約 123km2， 

約 11，000人〕の三つの村で，北から南にシュトリュクリンゲン，ラムスロー，シャレル

(ドS凶 ckl血gen! Ramsloh / Scharrel;東フ Strukelje/ Roomelse / Schaddel， P. Kramer 

の正書法， Strukelje/ Romelse/ Skaddel， M. C. Fortの正書法)という。東フリースラ

ントのフリジア語は 1464年に公的言語が低地ドイツ語に移行するなどして衰退し，

Ostfriesischは通例，低地ドイツ諾東フリースラント方蓄を指す(便宜的に東フリジア語

を指す場合があり，注意を要する〉。

西フリジア語はラインJll(即日in)からヴェーザーJl!(Weser)の北海 (MareFrisicum) 

沿岸と島に及んだフリジア語地域 (FrisiaMagna)の残存部である。北フリジア語はス

カンジナヴイアとの通商過程で島方言地域に 700年頃，無人だ、った大陸方言地域に 200

--.;..300年後に移住した結果とされる。島方言は文献に残る古フリジア語(Altfriesisch)以

前の特徴を示し，大陸方言は文献に残るエムスJlI(Ems)周辺の古フリジア語の特徴を継

承しており，北フリジア語は当初から不均質だった(Arhammar2000: 147)。ザーター

ラントは約 1000 年~1400 年 (Fort 2000: 159， Wilts/Fort 1996: 34)に水害を逃れて東

フリースラントとフローニンゲン地方(Groningerland)から移住し，低地ドイツ諾話者

を向化した東フ 1)ジア語話者の定住地で，住民はカトリック教徒である。中世のフリジ

ア語文献はほぼ法律文書と公文書 (Urkunde)で，北フリジア語は低地ドイツ語に役割を

奪われた。古フリジア諾 (1275~1550) の古東フリジア語(Altostfriesisch) と古西フリ

ジア諾(Altwestfriesis ch)への区分は 1450年頃を境色する年代的性格が強く(前者がそ

れ以前，後者がそれ以後)，古典期古フリジア語(弘前sischesAltfriesisch)と公文書を中

心とする後期古フリジア語 (postklassischesAltfriesisch)と呼ぶのが適当である。

上記の事情から，筆者は言語的・文化的名称として「フリジ、アJ (したがって rフリ

ジ、ア語J)，地理的・行政的名称として「フリースラント J (したがって rフリースラン

ト州J r低地ドイツ語東フリースラント方言J)と呼ぴ分けることを再度提唱したい(清水

1993: 288[，)。ただし rフリジアJ の意味は言語と文化に等価ではない。北フリースラ
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ントの場合，住民の約 40%に当たる約 60，000λがフリジア人 (Friesen) と自称し

(¥Valker 1996: 3， 1997: 3)，フリジア語話者 (Sprachfriesen)の 6倍余りに達する。東

フリースラントの{岳地ドイツ諾話者が Ostfriesenと自称することも自然だが，この場

合，東フリジア語の言語能力は意味をもたない。逆に，東フリジア語の話者は Seel也 氏

と自称し， Fraizenは ostfriesischの話者を指す名称として回避する。酉フリースラン

トの住民にブリジア人という意識は一般にない。

西・北・東の匿分は言語学的名称であり，話者の心情にかならずしも一致しない。西

フリジア諾の話者に重要なのはオランダ諾と挟を分かつことであり， Fryskにすぎない。

北フリジア語の話者もドイツ語やデンマーク語と一線を面する意味で， frasch/ freesch/ 

fraisch (大陸方言)， fresk/ frllsk (島方雷)と呼ぶ。東フリジア語の話者は Ostfriesisch

との混同を避けて， Seelterskという。これは 3地域全体を覆う標準語の欠如に対応す

る。フリジア語は単独の言語ではなく rフリジ、ア語群」と呼ぶのがふさわしい。ただ

し，北フリジア語では大陸方言でベ}キングハルデ(ハルデ (Harde) は中世デンマー

クの制度による 13の行政単位)の方言を moo工ing「モーリング方言」と呼ぶことを除い

て一般的な上記の名称も，島方言の話者には人工的な饗きを伴う。自然なのは fering

「フェリング方言J (フェーア島)，∞mrangrエームラング方言J (アムルム島)， Solring 

「セルリング、方言J (ジ、ユルト島)， Halunder rハjレンダー方言J (ヘルゴラント島)とい

う島ごとの方言の呼称である。フリジア語であるのは自明であり，各方言が独自の北フ

リジア語を形成するという意識が反映されている (Nickelsen1982: 41f[.)。

3. 話者数

少数言語であるフリジア語では， 日本語などで、はふつう関われない話者数の正確な特

定が必要である。近年の組織的統計は西フリジア諾に限られる。 1979~82 年のフリス

ケ・アカデミー (FryskeAkademy)のアンケート調査では，フリースラント州全住民約

600，000人の西フリジア語の能力は「聞き取る 94%J，r話す 73%J，r読む 65%J，r書

く10%Jであり，最も話すのが容易と答えたのは 67%だった (Gorteret al. 1984: 81， 

128)。このことから話者は約 400，000人とされる (Go主ter1997: 1154)。ただし， フ

ローニンゲンナ['1の西部(西7 Westerkertier/オ Westerkwartier)にも西フリジア語の一

角があり (Gorterl]elsma/] ansma 1990)，それ以外にも話者はいる (] ansma/] elsma 

1996)。この統計は話者の申告によるために， Feitsma/]appe Alberts/Sjolin (1987: 29)， 

Wilts/Fort (1996: 2)， ] ansma (2000: 170)のように 350，000人とする意見も強い。

北フリジア語には 1840年の 29，000人以降， 11の統計があるが(中世末期は推定で約

50，000人)， 1927年以降は個別地域の集積にとどまる。最新の統計は過去約 20年間の

統計を 1988年に総括したものであり (Koop1991: 150)， 8 ，965 人~9，225 人，思辺部

と話者数の比率が著しく低い都市部を含めると，約 9，000 人~10，000 人が中高年齢層を

中心に高い言語能力を有するとされる O これは北フリースラント州の人口の 6%程度，

北フリジア語使用地域の人口の約 15~16% に相当する(聞いて理解できるのは約 20，000
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人多い)。ただし， Feitsma/]appe Alberts/Sjolin (1987: 37) の 8，000~9，000 人， ¥Vilts/ 

Fort (1996: 2， 15)の 8，000人， Walker (1996: 3， 1997: 3) の 8 ，000~10，000 人などの意

見の相違がある (Arhammar(2000: 149)では北フリースラントで 6，000人，その他で数

千人)。以下に Kぬp(1991: 74百，， 154)に従って，話者数の比率(カッコ内))11&に記す。

③④①③①⑬の六つ(ハリゲンを含む)は大陸方言 (Festlandsnord丘iesisch)，①①(類

似性が高く，フェリング・エ}ムラング方言(ド Fohring叩 Amring/北フ fering鳴りるmrang)

にまとめられる)と②と⑦の三つは島方言 CInselnordfriesisch)に属する(地図

2 Steensen 1990: 5)。北フリースラント郡の人口は大陸部約 78%，島部約 22%だが，

大陸方言と島方言の話者数はほぼ同数であり，島方言の比率が高く，島方言は大陸方言
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よりも話者の母語への誇りが高い。話者数が最大なのは②のベーキングハルデ方言(通

称、，モーリング方言)だが，もっとも基盤が強固なのは話者数の比率の高さから①のフ

ェリング方言である(アメリカへの移民を考慮すれば，話者数も最大といわれる)。衰

退は大陸南部で激しい。アイダーシュテト半島 (Eiderstedt)とノルトシュトラント島

(N ordstrand/N oordstr凸凸n)は17世紀，ベルヴォルム島 (Pellworm/p註lweerm)は18

世紀に低地ドイツ誇に移行した。

① フェーア島 (Fohr/Feer)(ヴィーク・アヴフ・フエ}ア (Wykauf Fぬr/aWik 

を除く)約 1，600人 (39.6%)rフェリング、方言J (Fohringl fering) 

②ヘルゴラント島 (Helgoland/DeatLun) 約 800人 (32%)rハルンデ、方言J

(Helgolandisch/Halunder) 

① ヴィーデイングハルデ (Wiedingharde/Wiringhiird)約 1，300人 (31%)

② ベーキングハルデ (Bokingharde/Boδkinghiird)約 2，500人 (22%，ニーピュル

(NiebullINaibeI)を含む) rモーリング方言J (Mooringl mooring) 

① アムルム島 (Amrum/Oomram)約 600人 (22%)rエームラング方言J (Amringl 

oomrang) 

①ハリゲン (Die.Halligenl e Halie) 約 60~70 人 (20%~23.3%)

⑦ ジユルト島 (Sylt/s凶)(ヴェスタ}ラント (Wester1and/W，巴esterlon) とリスト

(List!List)を除く)約 1 ，500~1 ，700 人 (13.5%~15.3%) rセルリング、方言」

(号yltring/S出 ing)

③北ゴースハルデ (Nordergoesharde/N oordergooshiird)約 400人(7%，③方言

のみは約 270人， 4.6%) 

① カ Jレハルデ (Kàrrharde/Kむ'hiird) 約 130~180 人 (3.5%~4.8%)

⑬ 中部ゴ}スハルデ(Mittelgoesharde/Maddelgooshiird)(ブレ}トシユテト (Bred-

stedt/Braist)を除く)約九人(1.3%)(⑬方言のみは約 20人， 0.4%) 

[⑪南ゴースハルデ (SudergoeshardelSuurgooshiird) 1980年頃死滅]

東フリジア諾には 1800年以降， 3間の統計と 5回の推定があり(最大 3，000人)， 1850 

年頃はザーターラントの住民の 85%以上， 1950年には 50%の母語だった (Fort1997: 

1787)。今日では約 1 ，500~2，000 人(約 14-18%)が中高年齢層を中心に高い言語能力を

有すると考えられる (Fort2000: 164)。ただし， Sjδ1in (1969)の 1，000人(濁く龍力

2，000人)， Feitsmal]appe Alberts/Sjolin (1987: 35)の 1，000-1，500人， Boe1ens et 

al. (1993: 2)， Jansma (2000: 170)の約 1，000人などの意見の相違がある。

4. 言語規範

北フリジア諾は大陸方言と島方言の隔たりが大きく，相互理解は困難である。島方言

問の差も激しいが，大陸方言問の相違は比較的少ない。北フリジア語全体を覆う標準語

は存在したことがない。この地はザーターラントと同様に， 19世紀初頭まで外部からの

運行が困難な沼地であり(厳寒期に氷結した水面上を進むか，ザーターラントでは頻繁な
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洪水時を徐くザータ~ .エムスJrI(ド Sater-Ems/東フ juAinドderFl凶“)が唯一の通

行手段)，地域開の意志疎通にはその他の言語を使い，中心的な方言が育つ政治的・経済

的理由がなかった。 10，000人以上の都市はなく， 4，000人以上の町村は北フリジア語話

者の割合が著しく少ないヴェスターラント，ニーピ、ユル，プレートシュテト，ヴイーク・

アウフ・フエ}アだけである。元来，北フリジア語には高地ドイツ語を基盤とする標準

ドイツ語とは大きな言語的相違があった。 19世紀後半以降の北フリジア語文化擁護運動

(Friesische Bewe思泊g)は， ドイツ寄りの北フ 1)ジア協会 (Nordfriesischer VereIb 1902-) 

とデンマーク寄りのフリジア民族協会 (Foruningfor nationale Fruske 1923-)の対立に

至り (Steensen1986)，北フリジア諾の文章語の規範は両国の措抗するナショナリズム

の狭間にあって，方言単位に整備された(Riecken2000)。たとえば，モーリング方言

はデンマーグ語的な aの文字を用い(ラスク (R.Ch.. Rask)の提案による)，セルリン

グ方言とハルンテ、方言はドイツ詩的な名詞の大文字書きを採用した(近年は小文字書き

が普及しつつある)。

今日孔，太陸方言で

おもにブレ一トシユテトの北フリジア語文化研究所 (No町rd占fruι1S止kIn工ns凶tit出ul凶1託t1964一→)から

多数の書籍や雑誌が刊行されている問研究所刊行の書籍lは土 289点b 教育面は 1970年代

半ばから好転し，今日では北フリジア語地域のほぼすべての小学校(年間約 1，000人前後

受講，教師約 2S 名)で選択科目とじて週 1~2 時限程度，北フリジア語の授業が設けら

れ，中学校3校，ギムナジウム 2校でも開講されている (Wilts/Fort1996: 22， Walker 

1997: 6ff.)。市民大学 (Volkshochschule)の講習もある。!キール大学 (UniversitatKiel 

1972-/講産化 1978-)とフレンスブルク教育大学 (Bildungswissenscha:ftlicheHochschule 

Flensburg 1963-/講座化 1988ー)の両大学では研究と教師育成が行なわれている。た

だL，キール大学の北フリジア語辞書編集所 (Nor'dfriesische . W orterbuchs telle 1950-) 

は，主な方言の辞書や教材を刊行した現時点でまもなく廃止の予定である(講座は 1999

年以来，北海ゲルマン語講座 (Lehrs印 刷 出rNordseegermanistik)と改称)。フレンス

ブJレク教育大学でも主任教授は 1996年以来，補充されでいない。なお，北フリジア語

諸方言の包括的辞書にはニセン (M.M.Nissen 1822-1902)による膨大な未刊の原稿

が眠っているはたcken1994)。聖書の翻訳はマルコ (1954)とマタイ (1955)の福音

書のモーリング方言訳だけが刊行され，セルリング方言による新約聖書の翻訳(19世紀

半ば)は未刊である。

標準ドイツ諾は最後に現われた天敵であり，北フリジア語の構造を急速に変えつつあ

る。モーリング方言の母音組織を例に取ろう。従来の同方言には二重母音を除いて，単

母音に 8鰭の弛み母音 [rJ[y J [υJ [εJ [田J[::，J [aJ [8Jと13個の張り母音 [u][y:] 

[u:] [むらな[の:J[o:J [eJ [ε:J [田:J[コ:J[a:J [D:Jが認定できる(清水 1994:466)。

しかし， λrhammar(1990/91: 26百.)は教授法の立場から，若年世代に浸透している

次の新しい母音組織を採用するべきであるという:短母音 7値目 [yJ [υJ [ε] [a] 

[:)] [a]，長母音9個[i:][y:J [u:J [e:] [o:J [の:][ε:] h:] [a:]。これは [8]を含め
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れば， h;Jを徐いて標準ドイツ諾に等しい。北フリジア語の言語規範は標準ドイツ語と

のしかるべき距離を模索する段階に来ている。

西フリジア諾では，個々の都市部で発達したオランダ諾との混成言語，都市フリジア

語(西フ Stedsk，Stedfrysk)があるものの，比較的均質な方言分布が標準語の確立に好

都合だ、った。しかし，オランダ語との関係はフリースランa トが 14QS年に独立を喪失し，

1579年にユトレヒト同盟(オ Unle van U trecht)に編入され，翌年，文章諾としての

地位をオランダ語に奪われて以来の慢性疾患である (Vries1993: 182f.)。今日，西ブ

リジア語の話者は全員オランダ語とのこ言語使用者だが，古くから隣接する両言語の

距離は北フリジア語と標準ドイツ語以上に近い。学校教育ではフリースラント州のす

べての小学校(1980ー)と中学校 (1993-)で西フリジア詩の授業が義務化され(実施内

容は大きく異なる)，フリジア語教育委員会 (AFUK，Algemiene Fryske Underrjocht 

Kommisje 1928ー)の教材や講習も豊富にある。大規模な研究機関であるリヤウエト(西

フ Ljou京rert/オ Leeuwarden) のフリスケ・アカデミ~ (Frγske Akademy 1938-研究

員 40名)は 800冊以上の出版物を刊行し，全 25巻の予定の西フリジア語辞典， ¥¥7urd-

boek fan de Fryske taal/¥Voordenboek der Friese taal 1984-(既刊 17巻)を編集してい

る。フローニンゲン(RijksunlversiteitGroningen 1930/講座化 1941-)とアムステルダ

ム (Universiteitvan Amsterdam 1934/講座化 1994-)の荷大学でも主専攻が可能であ

る。西フリジア語書籍の出版は年間約 100冊を数え，聖書の翻訳の刊行は新約聖書が

1933年，全訳が 1943年である(1978年新訳)。

以上の状況にある西フリジア諾の言語規範は，北フリジア語よりも強く上層言語との

関係を意識し，オランダ語的な要素を過度に排除しようとする。正書法(1980年改正)に

例を取れば，二重母音〔εiJは 1)で表記する規則がある(西7 nlj [nεiJ∞nei [naiJ 

日ド neu仲間ch")。しかし， [εiJを含む人称代名詞だけは yとつづる Chy/wy/my/sy

n ドerlwir/ mich， mir/ sie日)。閤音節で短い張り母音[iJを表わす文字 yを例外的に用

いる理由は，オランダ語の対応語が〔εiJを含む hij/wij/mij/ zijだからであり， [iJ > 

[εiJ， [εi] > [ai]の音韻変化以前の古形を保つ東部の森林地域(¥¥7むden)のヴォーデ

ン方言 CWaldfrysk)に依拠している。しかし，標準西フリジア語は西部の粘土層地域

(Klaai)のクラーイ方言 (I<laaifrysk)によるのが原則である(地図 3A. Versloot作成)。

同じく使用頻度の高い日ド haben“の標準的語形は ha(~\Ne) [ha(Vd)]である。ところ

が， Hof (1933: 70)によれば，北西部 he"¥V¥ve/南西部 hebbe/北東部 hawwe/南東部

habbeであり，これもオランダ諾の hebbenと距離を保つためである。 ha( "¥，i¥Ve)は ik

ha(w) west"笑 1have been"のように weze"ドsem“を支配する完了の助動詞とさ

れるが，これもオランダ語的な zijn支配Cikben geweest "ド ichbin gewesen“)の回避

であり，話者の多くには ikbin west "ド ichbin gewesen“は違和感がない。オランダ

諾臭い表現こそ，若年世代には身近な場合が少なくない。人工的産物と映りがちな西フ

リジア語の言語規範の課題は，現実との関係をどう保っかにある CBreuker1993)。

東フリジア諾の文章語の規範は未確立で，正書法もフオート (M.C. Fort)とクラー
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メル (P.I(ramer)の荷研究者で異なる (2参照)。上記 3村の小学校でも教えられてい

るが，教材はほとんどない。ラムスロ}の市民大学では講習が行なわれている。オルデ

ンブルク大学 (Universi出 Oldenburg) には低地ドイツ語・東フリジア語研究施設

(Arbeitsstelle Niederdeutsch und Saterfriesisch) があり，雑誌 "Jahrbuch fur das 

Oldenburger Muユnsterland“などにテキストが少数掲載される。 2000年には新約聖書の

全訳がアメリカ出身の黒人で，上記の施設長であるフオート博士の努力で世に出た。

5. 言語としての地位と未来

北フリジア語にはデンマーク諾南ユトランド方言(デ sonderjysk中世以降)，低地ド

イツ語(14世紀以降)，標準ドイツ諾としての高地ドイツ諾(17世紀以降)が重なってき

た。この地はヨーロッパ有数の多言語地域で、あり，ヴィーデイングハルデのローヂネー

ス(ド Rodenasl北フ Rornees)とノイキルヒェン (Neukirchen/N aisj Os beI)の村では

上記の 4言語(標準デンマーク語を含めれば 5言語)が飛び、交っている。デンマーク語南

ユトランド方言が北フリジア語を圧迫した時代はなく，最初の脅威は低地ドイツ語であ

り，標準ドイツ語としての高地ドイツ諾は 1867年のプロイセン編入以降，影響力を増
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し，第二次大戦以降，圧倒的優位に立った。今日，北フリジア諾話者すべてがこれを習

得し，北フリジ、ア語全域を覆っている(地盟 4Walker 1990: 5)。北フリジア語はドイ

ツの公用語ではなく，行政文書や裁判でも認められていない。新聞では月 1回の記事，

ラジオでは週 1回数分間の放送に限られ，テレピ番組はない。 1997年に認可されたドイ

ツ語との 2言語表記の地名標識も少ない。 1975年にコペンハーゲン大学の調査団がロー

デネース(住民約 500人)で、行なったアンケートによると，北フリジア語の習得率は 40歳

代で 49.2%だが， 30歳代 22.9%，20歳代 13.3%，10歳代 3.8%，10歳未満で 0%に

至る (Spenter1977: 175)0 20歳未満では低地ドイツ語，デンマーク諾南ユトランド方

言，標準デンマーク語の習得率は一律に 6%に満たず，同村の多言語使用の継承は困

難といえる。北フリジア諾の高密度の共肉体は第一にフェーア高岳部 (Westerland-

Fohr/Waasterlun Feer) ，それにベーキングハルデのリーズム・リントホルム(Risum-

Lindholm/Risem叩 Loonham)に限られ (Sjolin1997: 1778， Arhammar 2000: 144)，他

の地域では近い将来に存続が危ぶまれる。

東フリジア語は第二次大戦まではザーターラントで支配的な言語であり，低地ドイツ

諾よりもつねに優位に立ってきた。しかし，戦後の移民と交通の整備で標準ドイツ語が

勢力を急増した。今日，話者は中高年齢層を中心とし，ほぽ全員が標準ドイツ諾と低地

ドイツ諾の 3言語使用者である。若年齢層は標準ドイツ諾だけを母語とする傾向が強い。

社会的有効性は地域内の法統的職業で低地ドイツ諾と措抗するだけであり，存続が懸念

される。

一般にフリジア語使用地域では，第二次大戦以前はフリジア諾が最初に家庭で習得す

る言語であり，オランダ語や標準ドイツ諾は最後に学校教育で、学ぶ言語だ、った。今日，

そのような状況は求めがたく，場面に応じた使い分け (Diglossie)も不明確である。

北・東フリジア諾は独立の「言語J としての性格を関われることがある。好例は

Goossens (1977: 490で，方言の認定基準は歴史的親縁関係 (Verwandtschaft)と社

会的優位性 (Uberdachung)にあるが，北・東フリジア諾はどちらも満たさず，フリジ

ア誇全体の標準語もないためにドイツ語の方言とする意見である。たしかに，ヨーロツ

パでは方言にたいする「言語J の認定は社会言語学的基準によることが多いが，かつて

なく急、激な近年の変化では，北・東フリジア諾の衰微は話者の世代的減少であり，同言

語の放棄はドイツ語の方言への転換を意味しない。北・東フリジア語はドイツ語と相互

理解が不可能なほど隔たり， ドイツ語の方言だった時代はなく，話者にドイツ語の方言

という意識もない。別の例として，東フリジア諾としてのかつての Ostfriesischには

20世紀初頭まで東フリースラント諸島東端のヴァンガーオーゲ島 CWangerooge)に最

後の話者がいた。この話者の東フリジア語は社会的役割をもたず，低地ドイツ諾方言

だったことになり，矛盾に陥るo Goossens (1977: 49f.)の意見は筆者にはヨーロッパ

的文脈で理想化された偏見と思われる (Walker1983)。

一方，西フリジア語はオランダの公用語であり，行政文書にも使用可能で，必要に応

じてオランダ語に翻訳することが 1995年に最終的に公認され，裁判でも認められてお
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