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北大文学部紀基lF45-3 はききわ

西フリジア語の文法構造一一数詞，副詞， der一一

清 水 誠

Struktuer fan it Westerlau寺verskFrysk 

telwurd， bywurd， 'der'-

(The Annual Report on Cult;ω~al Science 4ら…3(N 0.90). The Faculty of 

Letters. Hokkaido University. Sapporo. Japan. 1996. ISSN 0437-6668) 

SHIMIZU Makoto 

V 数詞 (ittelwurd) 

S 47 基数詞 (ithaadtelwurd)と序数謁 (itrangtelwurd) 

出額形

は単独で需性名詞(伊ll.伝説 trijer3J) として罵いるほかに，

詞を修章第ずる形容調の限定患法でも吊いる。序数読はもっぱら形容誌として

用いる。

基数調と序数翻は次のとおり

o nul [nOlJ 
1 ien [i;:)nJ 

るC 話強舟のような異形がある。

1 e earste [l;:)st;:)， jEsta] 

foarste [fwast;:)， fo;:)針。](摂関)
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2 twa [twa:] 2e twadde [tw立ddJ

(twade [tw話:d8]， oarde [6ddaJ) 

3 trije [trei8 ] 3e tredde [tred8] (trede [tre:da J) 

4 fjouwer [郡山rJ 4e 奇irde[fjIdd] 

5 fiif [fi:f] 5e fyfte [fifta] (fiifde [fi:vdaJ， 

(→ fiven [fi:van] (2)(d)φ) fyfde [fivddJ) 

6 seis [sais， sιis] 6e sechste [sekstdJ (sechte [SeXtd] 

seIzen [saizan， $日chsde[s8gzd8]， sξchde [S8γdaJ 

seizdn] (2)(d)む seisde [saizda， seIzda]) 

san [s::>:nJ 7e sande [s5:ndaJ 

8 acht [axt] 8e achtste [aXStd， akstaJ 

9 njoggen [njδγanJ ge njoggende [njδγ訪れddJ

10 tsien [tsi;:m] 10 e tsiende [tsidndaJ 

11 alve [51va] 11 e alfde [51vda] 

(alve [5釘aJ，alf [Jlf] (alfte [51fta]， alfste [51fsta] 

alf [っ:lf]，elf [c:lf]) elfde [8lvdaJ) 

12 tolve [t6Iva] 12 e tolfde [t6lvdaJ 

(tolf [tolf]) (tolfte [t61ftaJ) 

13 trettjin [tretj部〕 13 e trettjinde [tretjanda] 

(trettsjin [tret¥an]) (tretおdinde [tretl::mda]) 

14 fjirtjin [fjItjan] 14 e fjirtjinde [fjItjand8] 

(fjirtsjin [fjIt¥an]) (fjirtsjinde [fjIt¥，md8]) 

15 fyftjin [fiftj詔] 15 e fyftjinde [fiftj;:mda] 

(fyftsjin [flft¥dn] (fyftsjinde [fift¥anda]) 

16 sechstjin [sekstjan] 16 e sechはjinde[stkstj;:mda] 

(sechstsjin [sekst¥an] (sechstsjinde [stkst¥anda] 

sechtjin [stxtjan] sechtjinde [sextjanda] 

sechtsjin [sextlan]) 話echtsjinde[sext¥anda]) 

17 santjin [s5ntjan] 17 e santjinde [s5ntj;:mdd] 
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遜フリジア諮の文法機滋…一数詞，副詞， d校

(santsjin [s5nt~8n]) (santsjiぉde[S5nt¥8nd8J) 

18 achttjin 18 e achttjinde [axtj8nd8] 

tj;m] 

(achttsjin [axt¥8n]) (achttsjinde [axt¥8ぉd;:;])

19 njoggεntjin [njoY;:Jぉtj;:Jn] 19 e njoggentjinde [njoγ;:mtjemd;:;] 

(njoggentsjin [njoγ8nt)an]) (njoggentsjinde [njoγ8ntl;:md8J) 

20 tweintich 記ntax， 20 e tweintichste [tw五int8xst8，

tw6n..] twEI孔])

21 ienentweintich 21 e ienentweintichste 

[jIn;:Jntwaint;:Jx， ..twein..; [jIn;mtwaInt;:Jxst;:J， ..tweIn..: 

I;:Jn;:Jn..] I;:Jn;:Jn..] 

22 twaentweintich [twa:;:m..] 22 e twaentweintichste [twa:;:;n..] 

30 tritich [trIt8x] 

40 fjirtich [fjItax] 

50 fyftich [fift8X] 

60 sechstich [stkst8X] 

(sechtich [SEXt8X]) 

70 santich [s5nt;:;x] 

80 tachtich [taxt;:;x] 

90 njoggentich [njoγ;:;nt;:;x] 

100 hundert [h設nd8(I悦]

30 e tritichste [trit;:Jxst;:;] 

40 e fjirtichste [fjIt8xst;:;] 

50 e fyftichste [fift8xst8] 

60 e sechstichste [Stkst8xst8] 

70 e 

80 e 

90 e 

100 e 

(sechtichste [SExt8xst8]) 

santichste [s5nt8xst8] 

tachtichste [ta又t8xst;:;]

njoggentichste [njoγ;:;nt;:;xst;:;] 

hO.ndertste [hund8(r)st8] 

101 hundert(en)ien 101 e hundert(en)earste， ..foarste 

詮意:enはふつう省く。以下向様。

120 h念ndert(en)れ，veintich 120 e hO.ndert(en)tweintichste 

121 hundert(郡日開閉制reintich 121 e hO.ndert(en)ienentweintichste 

200 twahundert 200.e twahundertste 

1. 000 tuzen [tu:z8n] 1.000 e tuze郎 総 [tU:z;:;Dsta]

1. 001 t合記念n(en)ien 1.001 e tuzen(en)earste， ..foarste 

1.100 alvehundert， 1.100 e alvehundertste， 
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注意:?tuzenhundert， ?tuzenhundertsteとはふつう言わない。以下同様。

1.345 trett(s)jinhundert- 1.345 e trett(s)jinhundert-

(en)fiifenfjirtich (en)fiifenfjirtichste 

7.600 seisensantichhundert 7.600 e seisensantichhundertste 

7.689 seisensantichhundert- 7.689 e seisensantichhundert-

(en)njoggenentachtich (en)njoggenentachtichste 

10.000 tsientuzen 10.000 e tsientuzenste 

100.000 hunderttuzen 100.000 e hunderttuzenste 

1.000.000 (ien) miljoen 

[mIlju;m] 

2.000.000 twa miljoen 

(2) 解説

1.000.000 e miljoenste [mIlju8nst8] 

2.000.000 e twamiljoenste 

(a) 基数調北jin(-tsjin)， -tich;序数詞 -de/ー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。序数調は 1e (earste， foarste) と2e (oarde)を除いて，対応

する基数調に 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。ともに例外的な語形があり，とくに 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。なお，千の桁のしるしはピリオド ({de/it}punt)であり，小数点の

しるしはコンマ (dekomma)であることに注意。

(b) earsteとfoarste; twaddeとoarde

① earste [I8st8， jEst8] とfoarste[fWast8， fO8st8] 

序数詞 1e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 W oude 19802 
: 

27)。区別が微妙で両方使える場合もある。

de earste persoan i 1人称J de earste priis i 1当賞」

it earste bern i第 1子」

de earste kear i 1回目J (Visser 1985 : 328) 
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商ブリジア誌の文法構巡一数詞，言U~母， d記r一一

管事務に defoarstξkear r向上」ともぎう。 WPT6 (1989:幻惑)には用例が

ある。

it foarste 吋ilr前輪」

yn 't {earste/foarste} plak r 1番目にj (Visser 1985 : 180) 

@ twadde [twad;:)J とoarde[o8d8] 

twaddeはー殻に rz番目のj の意味で広く用いる o oardeは文語的で

ある o

de twadde persoan r 2入総J in twadde wente rセカンドハウスJ

om de oarde dei r 1ヨおきにJ

de twadde kear r 2回目 j

合 oardekear r向上」ともぎう。

yn 't {twadde/ oarde} plak r Z番目にj

@理由や根拠合列挙す

論理的な 出や根拠そ るには， を拝わずに foarst

1にj，oard/twad r第 2Vこj，tred r第 3に」のように用いる。

Sunt 1800 is hjir en der oer de oansprekfoarmen skreaun. Foarst is 

yn 'e spraaklearen ien en oar te finen， iwad 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，

らかの言及が見られ，次に，学習問の教材があり，さらに，さまざまな

れている j (De Boer 1986 :8) 

それほr論理的に言う必要がない場合子まず，…ぞれからλ には

earst rまずj そ思いる。

Earst mar ris in slokje en de plaat omdraaie. rでもまあ，ま

やって，レコードでも毘すとするかj (ULI'S， A 16 : 8) 

(c) 序数詞の語尾 -e

e 限定用法

序数認は中性名詞単数不定形にたいしても際定患法で

(s 34 (2X紛争)。 -eをつ しである。
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in {twadde/*twad} bern rニ人目の子供J

ただし，次のような名閉そ持わない慣用句的な表現で -eをつけ

ないo

foar it earst r初めてJ yn 't earst r拐めのうちJ

②独立屠法

叙述吊法では語尾町eの使用はふつう次のようになるc

J elle is {twad / de初!adde}.rイェレは 2

(r何番自にJ) では語尾 -eのない形を用いる ((b)金参累}。

{ Tred/* Tredde} wol ik dit sizze. r 3番目に私はこのことを言いたいJ

Sytske kaam {Jjird/*万irde}oan. rシツケは品番Eiに着いたJ

(d) 基数詞の議議々n

(D'前置詞

争

は特定の表現で殻霊堂詞とともに名認を修筒せずに単強で淘いる

と，語尾 -enを伴うことがある。そのさい， fiif r5J とseisr 6 J の

無声語末音f出， s [s]は「議未替の無声化J (3 14) によるものであ

り， ること (9 40 (4)， S 48 (aXf))。

fiif →fiven [fi:v;m] 

seis [sais， sEis]→ 開izen[saizan， seizan] 

mei har seizen rt授ら 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」

鵠萱詞とともに沼いた数謂がすべて語尾-en

詮窓 (348(g))。

Seis dield troch twαis trije. r 6警jる2は 3J

多数

不棒定または多数の意味では概数形の語尾 -en

(5Xb))。

inkelde hunderten hynders r数百頭の賜J

miljoenen blommen r倒百万本あお干し

うわけではないことに

う表現がある (330

Sokken binne der spitigerndch 仇 tuzenen.rそういう人たち
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ながら何千人もいるわけではない.J (Stienstra 1982 : 

Tuzenen reizgen sa fier. r何千人もの人がはるか遠くへ殺をしたJ(S. 

Kloosterman) 

De fuge]s fleane by hunderten. r鳥が何百>]>]も飛んでいる」

It rOn yn 'e hunderlen. rそれは何務ギルダーにもなっ

次の表現に注意。

tsientallen guozzen ものガチ g

h企nderttallenskiep r伺資譲もの羊」

協 zentallenflinters r持千羽もの蝶J

的 2桁・ 3桁数字の読みかたの)1蹟序

ーの{立が Oの場合を除いて，日以上の 2桁の数の読みかたは 4ーのf立十

(en)十十の住'という )1恒序になる。おから 19主でははっきり 1簡として国

しており， en受入れず，語形としても不境部である (OIJ.trett(s)jin/ 

*trijetsien '13J) 0 21以上は enを入れ，窺期的な語形を用いる。 100以、k

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。

ach投与)jinr18J (8+ 10) 

hundert( en)achtenfyftich (100+8+50) 

‘ーのイ立十 (en)十十の{位'というn繋浮はオランダ簡やドイツ諾，ぞれに北グ

ルマン語のデンマーク語でも開機である。そうなっていないように見える

も方言詩雪ではこの語j願蹟が多〈七， 1日3から 1臼2までiはま fお01.:町1汀rt旬巴e印n(ω4→÷叩lお0)

のように

としで悶定している犬た:めに，ふつう慈殺さきれることは少ない。

官 21から 99までの数もある緯度まとまりとして意識されている。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。ドイツ諮とオラン夕、

語も胃様。

tel. 272756 san日ntweintichsanentweintich sξisぞnfvftich(27 + 27十56)

約一 4桁数宇の読みかた

4桁の数字には次の 2とおりの読みかたがある。

φ 苔巣泣以上の桁十十以下の桁'
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舎千単f立:千の結十帯以下の桁'

ふつう百単設の舎の読みかたをする。とくに1.100から 1.900まではほと

んど舎である。ただし，年号はCDに限られるく~ 48 (b)) 0 2.000 以上でも〈む

が一般的だが，たとえば， 2.345のようにすべての桁が 0以外のときには，

@の読みかたもある。 右本語と

1.400 fjirt(s)jinhundert: (4十10)x 100 

(?tuzenfjouwerhundert : 1.000十4X100) 

1.567 fyft(s)jinhundert(e討議nensechstich: (5 + 10) x 100十 (7十60)

(?tuzenfiifhundert(en)sanensechstich : 1.000十5X100十(7十

60) ) 

3 . 600 seisentritic担lundert:(6+30) x100) 

(?trijetuzenseishundert : 3 x 1. 000十6x 100) 

3.654 seisentritichhOndert(en)fjouwerenfyftich: (6十30)x 100十 (4+

50) 

trijetuzenseishOndert(en)fjouwerenfyftich : 3 x 1. 000 + 6 x 100 + 

(4+50) 

(g) その他の表議

in dozyn [dazin] :-1ダースJ in pear r 1立す;二，主(の)など

くh) r約…」

不定冠詞 in，不定代名詞sa'nは数制を停う表現で「約…」の;意味に用い

る (s27 (2Xb)， S 41 (2)(b)φ)。

In tritich jier lyn wenne by US op it doarp in smid. r30年ほど蕗，私

たちの特には鍛治騒が住んでいたJ CULI'S， B 12 : 7変更)

dronk in stik 01 fiij fleskes bier achterelkoar leech. rt震は 5本ほ

どビールを次々に飲みほしたJ CULI'S， B 12 : 7変更)

S48 数識による表現

併 時 刻

次のような特定の前置詞の後では， -enを伴う (S47 (2)(b))。
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oer r…すぎJ foar r…前J tusken…en.. r…とい

by r…近く J tsjin r…(少し)蔀j

It is fiif minuten foar万ouweren.r 4時S

世*Itis fiif minuteれ foarfjo~仰er oer.記事「向上j とは替わない。

地の措置詞の後では両方が可能である。

Hja wurken oant {tolven/ tolve oere}. r被女らは 12持訟で簡いたJ

healwei [hhlvai， ..vEI， jtlvi] r…半j の後でも語罵 .enをつけた形だけ

そ用いる。

It is healωei fjouweren. r 3 

*It is healwei fjouwer oere. 可上J とは言わない。

同...hea!詰I<:l!]下半分」と hiel[hi<:ll] r全部」の発音の摺途に注意。

その他の用f列。

ien oere [uara] r 1時J wa 0とrer 2持」

{ien (minut [manすt])/in minut} foar trijen r 3時 1分欝j

fjouwer (minuten [manytan]) oer fiven r 5時 4分すぎJ

kertier {foar / oer}間izenr 6持 15分{官官/すぎじ

healwei sanen r 6 

acht (minuten) {foar/oer} njoggenen l' 9持8分{前/す

tusken tsienen en alven rlO時と 11時の間」

tolve oere middeis r患の 12

吋埼玉?;enoere moarns r轄の 9E1寺」

trije oere middeis 1暢畿の 3時」

『次の檎途に注意。

tolve oere nachts r夜の 12

njo儲 enoere juns r夜の 9持」

icn oer母勺時 1時間J 仲 in0邑rer 1 

twa oere r 2時」紳士wa0合renr 2時間」

関伊 'h邑alw己i+....en'r…雲寺半」は時計の文字盤に従い， 12以上の数には用い

ない。

15 : 30 {*healwei s記chst(s)jin/h記在!weifjouweren middeis} 

命 「…時ですJ とそ

日oelet is it? r拘時ですかj
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It is ien oere. r 1時ですJ

It is omtrint trije oere. r 3時近く

It is {by/oan} fjouweren. r 4時近く

It is {koart foar/tsjin} fiven. r 5 

@ r…持にJ とその関連表現

Hoe let komt er? r彼は何時に来ますかJ

2
3
d
 

すZ

)

 

旬

4

則

船

し
し

し蔀ですJ

Hy komt om seis oere‘「彼は 6時に来*

De foarstelling {begjint/is} om san oere. r畏覧会は 7持{に始まり

ます/からで、す}J

Do kaamst om acht oere hinne. r君は 8時ころ

Wy kamen {koart foar/tsjin} njoggenen. r私たちは 9持少し前に来

た」

五mmekamen foar alven. r君たちは 11持まで、に来たJ

(b) 日付・年号など

CD 
官以上の桁十 (hundert(en))十以下の貯のように読む。 hundert(en)は

省くほうがふつうである。

1958年 njoggent(s)jin(hundert(en)) achtenfyftich: 19 (xlOO)十

(8+50) 

文中で用いる は前置詞をつける。

Ik {bin/waard} {yn/ * O} nj oggent(s)jIn (hundert(en)) achtenfyftich 

berne.下払は 1958年に生まれた」

om 1958 hinne， by 1958 om r1958 

命日付

を用いる O したカまって， く はピリオドし〉をつけ

ない。

1958年 5月3日 trijemaaie njoggent(s)jin(hundert(en)) achtenfyftich 

3 maaie 1958 

いる は欝置詞をつける。
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西フリジア語の文法構造一一数詞，副詞， der-

Ik {bin/vvaard} {op/*の}trije maaie njoggent(s)jin(hundert(en))-

achtenfyftich berne. '私は 1958年5月3日に生まれた」

③ 世 紀

序数調で表わす。

de ienentvveintichste ieu '21世紀」

yn {de/'e} njoggent(s)jinde ieu '19世紀に」

(c) 年齢

Anneke is {tritich/ tritich jier / tritich jier ald}. 'アネケは 30歳だ」

Pake is ferstoarn yn 'e aldens fan {tachtich/ tachtich jier /* t，αchtich 

jier ald}. '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 ‘基数詞+kear'または‘基数詞十-ris'(やや文語的)

ien kear， ienris '1回J tvva kear， tvvaris '2回」

trije kear， trijeris '3回J fjouvver kear， fjouvverris ' 4回」

② 「…回目J ‘de+序数詞+kear'

de earste kear '1回目」

de tvvadde kear '2回目J (347 (2)(b)①) 

de tredde kear '第 3回目J de巧irdekear '第 4回目」

ただし， ris [r;:Js] ，かつて(過去)，いつか(未来);ちょっと」

f 回数の単位を示す語kear(デ.kOre r車で行く J)，ris ド.Reise r旅

行J) は「行く(こと)J という語から転じたものである(~ 53 (2)(b)⑦)。

北ゲルマン語やゴート語も同様:ス.gang，デ./ノ.gang<ga r行

くJ.ア sinnr回J ~ゴ. sints r行程，進行，道，回」。ただし，ドイ

ツ語の malは「特定の時間」の意(ド.Mahlzeit r食事(の時間)J，エ.

meal r食事J)。

(e) 倍数

dubel(d) [dub;:Jl(t)] '2 i音J trijedubel(d) r 3倍」

fjouvverdubel(d) ， 4 f音」

(f) ，全部で…人」

‘mei十所有代名詞限定形+基数詞 -en'(340 (4)， 347 (2)(d)) 
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mei us twaen ち2人でJ mei jim seizen 

{的加減乗除

1 +2=3 Ien {en/plus}れλrais trije. 

9-5=4 Njoggen min fiif i告 fjouwer.

6X7エ 42 Seis kear san is twaenfjirtich. 

80710 =8 Tachtich dield troch tsien is acht. 

(h) 小数

ち6人で」

小数点はコンマ(， )で表わし，基数と序数のこ二とおりの言いかたがある。

0， 1 nul komma ien; ientsiende 

米 tsienht1ndertsteとは言わない。

0，12 nul kom即 atolve; tolveh1lndertste 

0，34 nul komma fjouwerentritich; fjouwerentritichh1lndertste 

0，567 nul komma fiifhundert(en)sanensechstich; fiifhundert(en)ー

s主nensechstichtuzenste

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

以下の数学会ひとつずつ擁読みする。

1，23456789 ien komma twa trije fjomえrerfiif seis san acht njoggen 

(i)分数

1/2 in heal [hI;:JI] (de helte [helt;:JJ I半分λ

1/3 in tredde， (in treddepartも可警以下省略)

1/4 in fjirde， in feam [fI;:Jn] 1/5 in fyfte 

2/3 twatredde 3/4 trijefjirde， trijefeam 

56/78 seisenfyftichachtensantichste 

1 1/2 oardel [ddddl， o;:Jrdl]， oardeheal [oaddhIal， odra..] 

2 1/2 treddel [treddI]， treddeheal [tredahIaI]， twaeninheal 

3 1/2 fjirdel [fjIdal]， fjirddeheal [fjldahIaI]， trijeeninheal 

4 5/6 fjou玖rerfiifsechste 

12 34/56 tolve日ouwerentritichseisenfyftichste
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(j) オランダ通貨と金額

窃金額

@ 

単位:gune [gu(:)n8， go:m] rギルダー(f; ;オ.gulden) J 

sint [sInt] rセント (100分の Iギルダー仁 cent)J 

f 1 : ien gune f 2 : twa gune f 3，45 : trije gune fiifenfjirtich 

それぞれの硬貨と紙幣にはオランダ諾と向様に毘有の名称がある。

i )硬貨

in stoer [stu8rJ r 5セント礎賀(オ.een stuiver) J 

(twa stuorren [stwor8n] r 5セント顎黛 2枚J)

in dubeltsje [dub81t¥8] rlOセント磁紫(オ.een dubbeltje) J 

in kw紅総je[kwat¥8] セント硬貨(オ.een kwartje) J 

in gune r 1 "ドJレダー覆黛(オ.een gulden) J 

in ryksdaalder [riksda:ld8rJ r2. 5ギルダー硬貨(れ eenrijksdaal-

der)J 

in fiifgOnestik [..stIk] r 5 

ii)紙幣

(オ.vijf gulden) J 

in tientsje [U8nt¥8]， in tsientsje [tsf;:mt¥8] r10ギル夕、一紙幣(オ.

een tientje) J 

in briefke [brjIfk8， brifk8] fan fiifentweintich 

in briefke fan fyftich f50ギルダー紙幣j

in briefke fan hundert r100ギルダー紙幣j

ギルダー紙幣J

in briefke fan twahundert(en)fyftich r250 レダー紙幣j

in briefke fan tuzen rl， 000 ギルダー紙幣」

③ 総意 (s30 (5)) 

fiif gune r 5ギルダー{金額)J仲良ifgunen r 5ギルダ」紙幣5枚J

Hoe djoer is dit? rこれはいくらですかJ

It is {ieη/的}gune. r 1ギルダーですJ

It is trije {gune/本gu匁g匁}.r 3ギノレダ
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VI 副詞 (itbywurd) 

H9 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。形容詞の副調的

用法 (933) 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 (950)，時間 (951)，程度，様態(どのよう

に)，前後の文の論理関係 (952)のほかに，文の内容にたいする話者の心

的態度 (953) を表わすものがある。統語的には心態詞としての用法 (953

(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，意味に従った分類を示す。

derには代名調としての用法を含む多様な用法があるので，次章以下 (9

54から958)で扱う。

~ 50 場所の副詞 (itbywurd fan plak) 

(1) 一般的な場所を表わすもの

(a) 静止した場所

① hjir [jlr] (強調形 hjirre [jIra]) ，-ここに」

der [dE(:)r] (強調形 dere [dE:ra]) ，-あそこに，そこに」

wer [vE::r] (強調形 were [vE:ra]) ，-どこに」

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! ，-ここではなくてあそこだJ (Stienstra et a1.1982 : 

48) 

王寺iirre，twa pak makaroany foar de priis fan ien! ，-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? ，-ここでは空きビンはどこに捨

てればいいんですかJ (Bangma 19932 
: 97) 

哩r -eを伴った一連の強調形に注意。
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ikkeいik)r私(主格)j， ditt母(← dit)rこれj，datte (← dat) rそ

れ，あれJ

強鷲の窓味の爵詞￡形容詞十 .e' との類似性に抗意(~認 (2)(h)) 。

② der [darJ rそこにj(~56 r場所の derj)

にあるものな直接話示するほeiktysk)おではなく，先行の文

脈に出たものを受ける。アク1!ントをもたず，前域{主文む定動制の重

喜むには機けない ((b)窃}。

hjir en {der /水der}rそこかしこにJ

③ jinsen [je:nsan， jIn削除J，derjinsen [de{:)r..] rあそこに(文語的)J

舎前鰹詞ととちに

hjirbinnen [..bInan] rこの内{長引とj

hjirboppe rこの上{離接〉にJ hjirefter rこの後ろ(奥〉に」

hjirfo紅「この前にJ

hjirop rこの上(近接)にJ

さき その他

hjiryn rこの中にj

hjiroer rこのよ -被覆)

earne [Iana] rどこかにJ nearne [nIanaJ rどこにも…ないj

oeral [uar:>l， uar51] ， rUnom [ru(:)nom] rいたるところ

hjirearne [jlrI;:ma] rここのどこかに」など

Hy sei yn himsels，冶ynbril moat hjir doch earne lizze.' r鍍はつぶや

いた。 fメガネがたしかここにあったはずなんだけどな~J

(Dykstra 1996 : 72) 

(b) 方向

(~63) hinn合 [hIna]r…へJ，wei [vai， 

もに沼いる。

hjirhinne [jIrhIna， jIrhlna] rここへ」

derhinne rそこへ，あそこへj werhinne rどこへJ

hjirwei [jlrv五i，..vei， jIrvai， ..vεi] rここから」
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derwei ，-そこから，あそこからJ werwei'-どこから」

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 [ddrhInd] ，-そこへJ，derwei [ddrvai， ..vEi] ，-そこから」

先行の文脈に出たものを受ける (954)。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

しユ。

Wer giest hinne? ，-君はどこへ行くのですか」

Wer komst wei? ，-君はどこの出身ですか」

der [ddr] ，-そこへ」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/本Der}gean ik hinne. ，-そこへ私は行きます」

Ik gean {der / der } hinne.'-私はそこへ行きます」

{Der/*Der} kom ik wei. ，-私はそこの出身です」

Ik kom {der / der } wei. ，-同上」

単独で文に相当するものとして用いる場合には 1語でつづる。

防匂'rhinne?，-どこへですかJ-Derhinne! ，-そこへですよ」

防 rωei?，-どこの出身ですってJ -Derwei! ，-そこのですよ」

④ ‘nei+名詞句…ta'と‘{derなど/名調句}・・・hinne'

i) Ik gean nei Fη1St，伽 ta.，-私はらフリースラントへ行きます」

ii) *Ik gean {der / der} nei ta. ，-私はそこへ行きます」

Ik gean {der / der} hinne. ，-同上」

iii) * Wernei giest ta? ，-君はどこへ行くので、すか」

Wer giest hinne? ，-同上」

iv) Nei ho姑erlan giest ta? ，-君はどの国へ行くのですか」

Hokker lan giest {hinne /* nei ta} ? ，-同上J (この表現に注意)



商フリジア語の文法構造 数詞，副詞， der 

⑤ 'ut十名詞句…wei'と‘{derなど/名詞句}...wei' 

i) Ik kom ut J~μnωei. ，.私は日本の出身です」

ii) *Ik kom {der / der} utωei. ，.私はそこの出身です」

Ik kom {der / der} wei. ，.向上」

iii) * Werut komst wei? ，.君はどこの出身ですか」

Wer komstωei? ，.同上」

iv) Ut ho姑erlan komstωei? ，.君はどの固の出身ですか」

Hokker lan komst {wei/*ut wei} ? ，.向上J (この表現に注意)

このように， 'nei...ta' ，.…へJ/百t(…)wei'，.ーから」は名詞句をはさむ場

合にしか使えないのにたいして，二hinne'，.へJ/二wei'，.から」は der

(など)と名詞句の両方で用いることができる。

Gr Hoekstra (1994:107)は '1前域以外の名調句J+ {hinne/ wei}' 1…{へ/から }J

という構文 (1かきまぜムエ.scrambling) も，若干の抵抗を感じる話者が多

いものの，十分に容認可能で、あると述べている。

dat men so帥elannen better net hinne gean kin mei fakansje 1そんな固には

バカンスに行けたものではないということ J (ib. 107) 

( c) 他の副詞との語順

場所の副詞 hjir ，.ここJ，der ，.あそこ，そこ」は下記の用例のような他

の副調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 {hjir ris /* ris hjir}! ，.ちょっとここに来なさいよ J (Stienstra et 

al. 1982 : 26変更)

Kom {hjir mar /* mar hjir}! ，.まあここに来なさいよ J (Breuker et 

al. 19922 
: 78変更)

Sjoch {der ris/*ris der}! ，.ちょっとあそこを見てみなさいよJ (Stien. 

stra et al. 1982 : 48) 

Hast it programma {hjir ek/* ek hjir}? ，.君はここではその番組もあ

りますかJ (Hoekstra 1994 : 105) 

Wennet dyn suster {der d仰/* dan der}? ，.君のお姉さんはそれではそ
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こに住んでいるので、すかJ Ob. 105) 

Har auto stiet {der noch/* noch der}. ，-彼女の車はまだそこにある」

Ob. 106) 

Frits kaam {hjirωer/ネωerhjir}. ，-フリツは再びここに来たJ Ob. 

106) 

疋F オランダ語では両方の語順が可能である。

オ.Kom {hier eens / eens hier}! ，-向上」

Kom {hier maar / maar hier}! ，-向上」

Kij k {daar eens / eens daar}! ，-向上」

Heb je het programma {hier ook/ook hier}? ，-向上J (Ho巴kstra

1994 : 105) 

Woont je zus {daar dan/dan daar}? ，-同上J (jb. 105) 

Haar auto staat {daar nog / nog daar}. ，-向上J (jb. 106) 

Frits kaam {hier weer / weer hier}. ，-向上J (jb. 106) 

その{也の用f列。

Is dyn frou hjir ek? ，-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 [bop;:J] ，-上に」

fan boppen (δf) ，-上から」

nei boppen (ta) ，-上ヘュ

under [ und;:Jr J ，-下に」

fan underen (op) ，-下から」

nei underen (ta) ，-下へ」

fan boppen nei underen ，-上から下へ」

fan underen nei boppen ，-下から上へ」

omheech [omhe:xJ ，-上へ」

omleech [omle:x]， del [de:l] ， omdel [omdm ，-下へ」

(b) 中と外

binnen [bIn;:JnJ ，-中に」

binnenyn [bIm曲 1J，-中tこ」 l
」
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butendoar (ren) [..dOdr (..dwardn)] I屋外に」

fan binnen (δf) I中から」

deryn [ddrfn] I中へ」

fan buten (of) I外から」

derut I外へ」

Kom deryn! I (話者がいる{部屋/ボート}などの中へ)お入りなさい」

Kom der eefkes yn! Iどうぞお入りなさいよJ(Dykstra 1996 : 76) 

F オ. Komt u { binnen/ erin}! I向上」

Gean derut! I出ていきなさい(出ていけ)J

or オ.Gaat u {naar buiten/ eruit}! I同上」

(c) 前後

① 語形

foar [fodr] I前に」

efter [Eftdr] (achter [axtdr]) I {後ろ/奥}に」

foaroan [fwarodn， fdrodn， fOdrodn] I前に」

efteroan [dtdrodn] I後ろに」

foarut [fwaryt， fdryt， fOdryt] I前へ」

efterut [dtdryt] I後ろへ」

② foaren [fodrdn] (foarren [fwardn]) I前」とefteren[Eftdrdn] I後ろ」

前置詞とともに用いる。

fan foaren (δf) I前から」

nei foaren (ta) I前へ」

fan efteren (δf) I {後ろ/奥}から」

nei efteren (ta) I {後ろ/奥}へ」

fan foaren nei efteren I前から後ろへ」

fan efteren nei foaren I後ろから前へ」

werom [vdrom] I戻って」 tebek [tdbEk] I後ろへ，戻って」

『次の用法に注意。

{巴fter/achter}it hus I家の後ろにJ(名詞句を支配する前置詞)

{efter/achter} yn 'e hus I家の奥にJ(前置詞句を支配する前置詞)

(d) 左右

rjochtsof [rjoxs5:， rjoxsJ:， ..ks..] I右へJ(~17 (3)) 

loftsof [lofts5:， loftsJ:] I左へ」

189-



北大文学部紀要

rjochtsom [rjoxsom， rjoxsom， ..ks..] ，.右回りにJ (~17 (3)) 

loftsom [loftsom， loftsom] ，.左回りに」

『形容詞として次の語がある。

rjochts [rjoxsJ (rjuchts [rj似s，..ks]) I右のJ (317(3)) 

lofts [Jofts] (links [lI1Jks]) I左の」

de rjochtse partij I右翼政党」

rjochts weze I右利きであるJ rjochts halde I右翼である」

it ferkear fan rjochts I右側通行」

rjochter [rjoxt8r J (rjuchter [rjOxt8r J以下省略) I右の」

lofter [Joft8r] (linker [JI1Jbr]) I左の」

de rjochter han (de rjochterhan) I右手」

次の語の意味に注意。

rjochtut [rjoxtyt， rjoxtyt] Iまっすぐ」

( e) 遠近

fierof [fidr5:， fid口:] I遠くで」

F 形容詞 ticht(e)by [tIxt(8)bo， ..bi] I近くで，近くの」に注意。

ticht(e)bye luden I近くの物音J (Zantema 1984 : 1046) 

Ik wenje hjir ticht(e)by. I私はこの近くに住んでいますJ (ib. 1046変更)

(f) thus [tys] ，.家で，自宅で」など

thus {weze/bliuwe} ，.自宅にいる」

thus komme ，.帰宅するJ (日eihus (ta) komme ，.同左」は不可)

F オランダ語も同様。ドイツ語との相違に注意。

オ. {thuis/*naar huis} komen I帰宅する」

ド. {*zu Haus(e)/nach Haus(e)} kommen I向上」

utfanhus [ytbnhu:s] I外泊して」

日tfanhus{gean/komme} ，.外泊しに{行く/来る }J

Gr utfanhuzje [ytbnhu:38] I外泊する(させる)J

次の表現に注意。

nei hus (ta) ，.家へ」

nei hus (ta) gean ，.家路につく J (*thus gean I同左」は不可)

『オランダ語やドイツ語も同様。

オ. {*thuis/naar huis} gaan ，.家路につく」

ド. {キzuHaus(e)/nach Haus(e)} gehen I向上J

f 方角く補足〉
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形容詞や前置調句による表現であるが，説明の都合上，次に示す。

east口8st]I東へ， (風について)東から，東に;東の」

yn it {east/ easten [I8st8n]} I東に」

west [vεst] I西へ， (風について)西から，西に;西の」

yn it {w巴st/westen[VEst8n]} I西に」

noard [no8t， nwat] I北へ， (風について)北から，北に;北の」

yn it {noard/noarden [no8d8n， nwad8n]} I北に」

sud [syt] I南へ， (風について)南から，南に;南の」

yn it {sud/suden [syd8n]} I南に」

用例。

De sinn巴komtyn it east(en) op en giet yn it ωest(en) und巴r. I太陽は東

から昇って西に沈むJ (Zantema 1984: 217変更)

Hy foer east. I彼は東へ行ったJ (ib.217変更)

De wyn is east./De wyn komt ut it easten. I東風だ」

De tsierke leit east {fan/0} d巴 sted.I教会は町の東にある J (ib.217変

更)

~ 51 時間の副調 (itbywurd fan tiid) 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。副詞に限らず，前置詞句などによる副詞的表現も交えて示す。

(1) 指示的 (deiktysk)な時間表現

(a) hjoed [jUdt] I今日」など

fan 'e moarn [modn] I今朝，今日の午前」

fan 'e middei [mIdjd， mIdiJ I今日の昼(午後)J

jun [ju(:)n] ([jun]がふつう)， fan'e jun I今晩」

fannacht [f::maxt] I今夜J snein [snain， sm;in] I今度の日曜日」

fan {' e/'t} wike [vikd] I今週」

dit wykein [vikain， ..eIn] I今度の週末」

dizze moanne [mwan<l] I今月J desimber I今年の 12月」

fan {冗/'e}maitiid [maiti:t] I今年の春」

fan 't jier [G)idr] I今年J (yn) dizze ieu [i:u] I今世紀」

『‘fan{'e/三}+名調'の表現を示しているものについては‘{dizze/ di t}十名
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調'による表現も可能だが，一般的なのは‘fan{'巴/'t}十名詞'であるo

'{dizze/dit}+名詞'の表現を示しているものについては‘fan{'e/'t}十名

詞'の表現はできない (s26 (2)(ct:①)。

{fan 't/ dit} jier'-今年J {*fan 'e/dizze} moann巴「今月」

(b) juster [jostar] ，-昨日」など

earjuster [k(r)jOstar] ，-おとといJ (Zantema 1984:214) 

justermoarn [jostarmoan] ，-昨日の朝(午前)J

justermiddei [..mIdja， ..mIdi] ，-昨日の昼(午後)J

justerjun [..ju(:)n] ，-昨晩J justernacht [..naxt] ，-昨夜」

ferline [falIm] snein [snain， sm:in] ，-先週の日曜日」

ferline wike ，-先週J ferline wykein ，-先週の週末」

δfrune [5:ru(:)四]moanne ，-先月」 δfrune desimber ，-去年の 12月」

。frunemaitiid ，-去年の春」 ferline jier ，-去年」

foarige [foa問問 ieu，-前世紀」

(c) moarn [moan] ，-明日」など

oaremoarn [oara..] ，-あさって」

moarnier [maniar] ，-明日の朝(午前)J

moarn(te)middei [moan(ta)mIdja， ..mIdi] ，-明日の昼(午後)J

moarn(te)jun [..ju(:)n] ，-明日の晩」

moarntenacht [..naxt] ，-明日の夜」

oare [oara] snein ，-来週の日曜日」

{nije [nEia]/oare} wike ，-来週」

takom(me) [takam(a)J wykein ，-来週の週末」

oare moanne ，-来月J takom(me) desimber ，-来年の 12月」

takom(me) maitiid ，-来年の春J takom(me) jier ，-来年」

takom(me) ieu ，-来世紀」

『ここに挙げた形容詞と名調の組み合わせは固定しており，自由な変更がき

くとはかぎらない。日本語の例も同様。

{ferline/句 frune}jier ，-昨年/去年/*先年(1年前の意味)J

いferline/δfrune}moanne ，-先月/*昨月/*去月」
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(d) no [no:uJ '今」など

doe [duJ '当時，そのとき(過去)J

dan [d::mJ 'それから，その次に」

『次の語は名詞であるo

de notiid '現在J de doetiid '過去J de dantiid I未来」

notiids [no:uti:ts] Iこんにち，現代」

eartiids [jEti:ts]， foarhinne [fwarhIna] ，以前，昔」

oan no ta '今までJ fan no oan I今から」

tsjin(t)wurdich [t¥In(t)vOdax] I現在」

hjoed de dei (hjoeddedei) [juadadai， ..dc:i] ， hjoeddeis [juョdais，..dc:is] 

「こんにちJ koartlyn [kwatlin] ，最近」

meikoarten [mail王watan，mc:し]，近いうちに，いず、れ」

a-op 't stuit [stayt] I目下，今のところ」

(2) ‘名調イと‘定冠調+名調イ

(a) まとめ

(1)に対応して，指示的でない時間表現として，名調が属格に由来する語

尾 -s を伴った表現がある(~ 31 (2)(a)⑥)。‘名詞イは不特定の時間(，…にJ)

または配分的(distributyf)な意味(，…ごとにJ) を表わす。‘定冠詞+名

詞イは過去または未来の特定の時間を示す (Hoekstra1989 : 2)。

moarn [mo;:mJ '朝，午前中」

middei [mIdj8， mIdiJ 

「昼，午後」

jQn '晩J [ju(:)nJ 

nacht '夜」

dei '昼間 1日，

ウィークデー」

snein '日曜日」

‘名詞 -s'

「…(ごと)に」

moarns [mwa:nsJ 

middeis [mIdj8s， 

mIdisJ 

juns [ju:nsJ 

nachts [naxs， naksJ 

deis 

snems 
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‘定冠詞+名調 -s'

「その…に」

de moarns 

de middeis 

de juns 

de nachts 

de deis 

de sneins 
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wike [vika] ，週」 wyks [viks] de wyks 

wykein '週末」 wykeins it wykeins 

moanne '月」 なし なし

desimber '12月」 なし なし

maitiid '春」 maitiids de maitiids 

(ただし hj erst [j Est] ，秋」 hjerstmis [jEstmas] de hjerstmis) 

jier '年」 ]lerS lt ]iers 

ieu '世紀」 leus de ieus 

oere '時間」 oers なし

(b) ‘名調-s':不特定の時間「…に(はいつも)J

Winters is it juns betiid tsjuster. '冬は夕方，暗くなるのが早いJ (De 

J ong 1977 : 45) 

Freeds hannelje ik de rinnende saken wat of. '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) 

f 語尾-sがつかない次の用例との意味の相違に注意 ((l)(a))。

Wy wol1e juηnet mei. '私たちは今晩いっしょに行きたくありません」

(Bosma-Banning 198F : 86変更)

Wat wiest fan doel om oan te luken斤eed?'今度の金曜日に君は何を着

ていくつもりだ、ったのかいJ (Bangma 19932 
: 25変更)

Moarns is us heit der it earste of. '朝は父が一番早く起きるJ (ULI'S， 

B 13 : 19) 

Ik sykje graach de natoer op. Winters is 't my te kald. Mar yn 'e 

maitiid aaisykje hin， en simmers te fiskjen， en by 't hjerst wat jeie. 

「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)

F ‘{by 't/yn 'e} +名調'については~ 26 (2)(d)②参照。

‘alle+名詞複数形'とすれば「すべての…」という意味がはっきりする。
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Lang net alleωinters kin de tocht ferriden wurde. 'どの冬にもそのス

ケート競技が行われるというわけでは到底ないJ (ULI'S， B 5 : 7) 

(c) ‘定冠詞+名調 -s':特定の時間，(その)…に」

① 用法

過去に限らず，特定の時間を示す。

i )過去

De moarns waard er dweiltrochwiet wekker. 'その日の朝，彼はび、っ

しょりt干をかいて目がさめたJ (ULI'S， A 6 : 8) 

De juns tsjin njoggenen is er siik thuskommen. 'その晩9時ころ彼は

気分が悪くなって帰宅したJ (Bosma-Banning 198F: 86変更)

ii)過去以外

De sneons soe de feesttinte opset wurde. En de foarsitter soe de 

sneins de feesttinte yn 'e gaten halde， sa waard ofpraat. '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)

Op de fjirde woam;dei fan septimber is 't by us feest. De juns is der 

in gondelfeart. '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。その日の晩にはゴンドラが走りますJ (ULI'S， A 17: 16変

更)

Se skille 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

‘定冠調+名調 -s'には類似した形式がある o 定冠調 de，itのかわりに指

示代名調 dizze，dit， dy， datでもよく，名調には序数調， oare '別

のJ，selde '同じ，まさにその」などがつくことがある。

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。次の日にはもっとおい

しくなることもあるんだからJ (Bangma 19932 
: 85) 
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As aardige dfwikseling fan al dy drege grammatika nimt elkenien de 

oare kears in foarwerp mei nei de kursus. ，.やっかいな文法からの格好

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， 

B 19 : 17) 

Hy wol de selde deis ek nei Starum. ，.彼は同じ日にスタールム(オ.

Stavorenスタヴォーレン)へも千子きたがっているJ (Hoekstra 1989 : 

24変更)

語尾 -sを欠く名調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 砂 earstemoαrns/ dy earste moarn} teskutsjesilen. 

「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)

名調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."この 10分間，彼はまだ再びボールを受けていない」

(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。

dalik(s) [da:lak(s)] ，.すぐにJ tagelyk(s) [taγalik(s)] ，.同時に」

winterdei(s) ，.冬にJ fakentiid(s) [fa:kanti:t(s)] ，.しばしば」

(d) ‘(h)okker-名調ーゲ，百sten-名詞田s'，.この前の…」

‘(h)okker-[(h)okarJ'， 'lesten-[le:stan]'は‘名詞ーゲとともに l語でつづ

り，比較的最近の過去の時聞を示す。アクセントは後続する名詞に置かれ

る。

‘(h)okker-'よりも‘lesten-'のほうが現在に近いニュアンスがあり，たとえ

ば(h)okkerjiers，.先年」は可能だが， ?lestenjiers ，.先年」は不自然である

(Hoekstra 1989 : 16 f.)。

(h)okkermoarns， lestenmoarns ，.先日の朝(午前中)J

(h)okkermiddeis， lestenmiddeis ，.先日の昼(午後)J

(h)okkerjuns， lestenjuns ，.先日の晩」

(h)okkernachts， lestennachts ，.先日の夜」

196-
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(h)okkersneins， lestensneins ，.この蔀の日欝日」

(h)okkersneintejuns， lestensneintejuns ，.この前の日韓5の瞬J

(h)okkerwyks， lestenwyks iこの前の週」

(h)okkerjiers 

(h)okkerl邑sten，lesten ，.最近」

用例。

Wy ha lesten noch op reis west. Nei it Amelan. ，.私たちはこのまえ

旅行に行ってさたばかりです。アーメローン議{オ.Ameland アー

メラント島)にJ (ULI'S， A 19 : 7) 

Fryslan is in hiel ge玖loanlan mei hiel gewoane minsken en hiel 

gewoane dingen， sei okkerdeis in skriuwer. ，.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 (ちωma-Banning19812 
: 154) 

(e) 喝詞ぷ:配分的 (distributyf)な意味人ーごとにJ

Op guon plakken rydt de bus mar 治 kearmannichdeis. ，.一日

しかパスが遅らないところもあるJ (ULI'S， C 20 : 9 

“Tydskrift foar Fryske Taalkunde" ferskynt tri.ケierisjiers“ nフリジ

ア語学研究』は年3題発行されるJ (Hoekstra 1989 : 9変更〉

閉 その他の形式による配分的な意味の表現

富己分的な窓味は‘名詞ぶ ((2Xe))以外の形式によっても表わすことができ

る ((4)，~ 48 (d))。

(a) '{ op/yn}十溜諜÷名諮，.…ごとにj

使い分けは次のようになる (Hoekstra1989 :問題鍔変更)。

① 'op~ト不定冠詞寸 1 日以下位ei ，. 1日」を含む〉の長さの名

を除く)， 

{ien kear /ienris} op in jun r 1晩に i

{twa kear/twaris} op in snein r自曜司ごとに 2信J

{trije kear /trijeris} op in dei ，. 1日につき 3



北大文学部紀要

② ‘yn+{不定冠詞/の}+1日以上 (dei'1日」を除く)の長さの名調で

「非連続的な時間」を表わすもの'

{fjouwer kear/fjouwerris} yn in wykein '週末ごとに 4回」

{seis kear/seisris} yn in maitiid '春ごとに 6回」

月の名前では無冠詞。

{fiif kear /fiifris} yn desimber '12月のたびに 5回」

③ ‘yn+{不定冠詞/定冠調}+1日以上 (dei'1日」を除く)の長さの名

詞で「連続的な時間」を表わすもの，および oere'…時間J

{san kear/sanris} yn {in/'e} {wike/moanne/ieu} ，{週/月/1世紀}

ごとに 7回」

{acht kear / achtris} yn {in/冗 jier'年に 8回」

{njoggen kear/njoggenris} yn {in/'e} oere '1時間ごとに 9回」

De bussen ride tωα kear川 'e oere. 'パスは 1時間に 2回通る」

(Bangma 19932 
: 184変更)

『前置調 opとynの使い分けは配分的な意味以外の場合も同様。

op snein '日曜日に」 yn 'e moanne april I 4月に」

(b) '{ien kear/ienris}+yn+定冠調+名詞複数形，…に 1回」

名調の種類には制限がない。定冠調 deはなくても誤りとはいえないが，

あったほうがいい。

{ien kear /ienris} yn de trije dagen '3日に 1度」

{ien kear/ienris} yn de twa jier '2年に 1度J (930 (5)) 

{ien kear /ienris} yn de trije oeren '3時間に 1度」

( c) ‘om+定冠詞十基数詞+名詞複数形'と‘om+定冠詞+序数詞+名詞単

数形， ，…ごとに」

De trein giet om de tritich minuten. '列車は 30分に l度発車する」

Hy komt om de oarde dei. '彼は 1日おきに来る」

この場合， ien kear， ienris '1回」を添えることはできない。

“Philologia Frisica" ferskynt {の/*ieη kear/*ieηris} om de trije 

jier. ，wフリジア語学文学研究』は 3年に 1度刊行される」
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(d) ‘de man' ，-ひとりにつきJ，‘itstik' ，-ひとつにつき」

Se kochten trije kearsen de man. ，-彼らは各自 3つずつろうそくを

買ったJ(Hoekstra 1989 : 9変更)

""' manは「男の人」の意味ではなく，チームや軍隊などの人員を数えると

きに用いる単位であり，複数形は無変化である。オランダ語の manやド

イツ語の Mannも同様。

De kearsen kosten in gune it stik. ，-ろうそくはひとつ 1ギルダーした」

Cib.9変更)

(4) その他の時間の副詞

(a) 頻度 ((3)，9 48 (d)) 

almeast [コ1mbstJ，-たいてい」

altemets [コltdmEts，51..J ，-ときどき」

""" altemets には「もしかすると」という意味もある(~ 53 (l)(a)②)。

altyd [51titJ， altiten [51titdnJ ，-いつも」

amper [ampdrJ ，-ほとんど…ない」

bytiden [bdti:ddn， bi..， bd..J ，-ときどき」

fakentiden [fa:bnti:ddnJ， fakentiid(s) [..ti叫s)J，-しばしば」

gauris [gaurdsJ ，-しばしば」

gewoanlik(s) [gdvodnldk(s)J， gewoanwei [..vai， ..VEi] ，-ふつうJ

hieltyd [hidltitJ， hieltiten [..titdnJ ，-いつも;そのつど」

justjes [jO¥dSJ ，-ほとんど…ない，わず、かにJ(917(2)(b)③) 

meastal [mIdstJIJ ，-たいてい」

nea [nldJ， noait [no:itJ ，-けっして…ない」

no en dan ，-ときどきJ ornaris [dna:rIsJ ，-ふつう」

soms [somsJ， somtemets [somtdmEtsJ， somtiden [..ti:d叩]，

somtiids [..ti:tsJ， somwilen [..vi1dnJ ，-ときどき」

steefest [ste:fE:StJ ，-いつも，きまって」

tydliks [tidldksJ， tydlings(wei) [..lIus(vai)， ..(vd) J ，-ときおり」
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wer [VEr] ，-ふたたびj weroan [vEroan] ，-何度も」

wolris [volras] ，-ときどき」

申次の語は形容詞である。

faak [fa:k] ，-しばしば(の)J : it fake gebruk ，-多用J (Viss巴r1985 : 

766) 

seldsum [sEltsam] ，-稀な，稀に」

(b) 前後関係

foarof [fwar5:， fwar:J:] ，-先に，あらかじめ」

efternei [dta(r)nai， ..nEI] ，-後で」

foar [foar] ，-先に，進んで」

efter [Mtar]， achter [axtar] ，-後で，遅れて」

De klok rint foar. ，-時計が進んでいる」

De klok rint {併er/ achter }. ，-時計が遅れている」

... De klok rint lyk. ，-時計は正確だJ (Iyk [lik]は形容詞)

lyn [lin] ，-…前にj : twa jier lyn ，-2年前にj，lang lyn ，-ず、っと以前

bこ」

(c) その{也

aanst [a:nst]， aanstons [a九tons]， aanstuns [..stuns] ，-すぐに，今

から」

al bl] ，-すでに，もう」

Ik haw no al mear as in oere op 'e dokter wachte. ，-私はもう 1時間

以上も医者を待ったj (ULI'S， B 6 : 8) 

Gr  alには「たしかにーではあるが」という譲歩の意味もある (352(3)(c))。

dalik(s) [da:lak(s)]， daalk(s) [da:lk(s)] ，-すぐに」

fuortdalik(s) [fwot..]， fuortdaalk(s) [fwoし]， fuortendaalik(s) 

[fwotanda:lak(s)]， fuortendalk(s) [..dalk(s)] ，-すぐに」

ynienen [inianan] ，-突然j jit(te) [jIt(a)] ，-まだ」

jitris [jItras] ，-ふたたびJ just [jost] ，-ちょうど」

niis [ni:s]， niissa [ni:sa]， niissajust [..jost]， niissakrekt [.. 
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kn:kt] ，今しがた，さっき」

njonke1ytsen [njolJk;:Jlits;m] ，だんだん，そろそろ」

noch [mx] ，まだ」

sadwaande [sadwa:nd;:J] ，そうしているうちに」

sa1ang [sa1alJ] ，そのあいだ」

strak [strak] (稀 straks)， strakjes [strakj;:Js] ，すぐに;さっき」

tage1yk(s) [tag;:Jlik(s)] ，同時に」

wilens [vil;:Jns]， wiles [vil;:JS] ， wy ls [vi1s] ，そうしているうちに」

(5) <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。

moandei [mandj;:J， ..di] ，月曜日」

tiisdei [ti:zdjみ ..di]，火曜日」

woansdei [va:nzdj;:J， vE:nz..， ..di] ，水曜日」

tongersdei [tolJ;:Jzdj;:J， tO;:Jnz..，ιi] ，木曜日」

freed [fre:t] ，金曜日」

sneon [sn向n]，saterdei [sa:t;:Jrdi， sa:t;:Jrj;:J] ，土曜日」

snein [snain， sm:in] ，日曜日」

②月

すべて両性名詞である。

jannewaris [jJn;:Jva:r;:Js]， jannewaarje [..rj;:J] '1月」

febrewaris [fIbr;:Jva:r;:Js]， febrewaarje [..rj;:J] '2月」

maart [ma:t] '3月J apri1 [aprI1] '4月」

maaie [ma:j;:J] '5月J juny [jyni] '6月」

ju1y [jy1i] '7月J augustus [JugOst;:Js] '8月」

septimber [sE:ptImb;:Jr] '9月J oktober [Jkto:b;:Jr] '10月」
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novimber [novImb;:Jr J '11月J desimber [dIsImb;:Jr] '12月」

旧称として次の語がある。

foarmoanne [fwarmwam] ，睦月J sellemoanne [sEl;:J..] ，知月」

foarjiersmoanne [fwari;:Js叶 fwaji;:Js..]，弥生」

gersmoanne [gE:s..] ，卯月J blommemoanne [blom;:J..] ，皐月」

simmermoanne [sIm;:Jr..] ，水無月J heamoanne [hb..] ，文月」

rispmoanne [rIsp・.J'葉月」

wynmoanne [vin..J '神無月」

wintermoanne [vInt;:Jr..J '師走」

③ 四季

hjerstmoanne [jEst..J '長月」

slachtmoanne [slaxt..J '霜月」

foarjier '春J，efterjier '夏」以外は両性名詞である。

maitiid [maiti:t]， maityd [..titJ， foarjier [fwari;:Jr， fwaji;:Jr] ，春」

simmer [sIm;:JrJ '夏」

hjerst [jc:stJ， neijier [naiU)i;:Jr， nEi..] ，秋」

winter [vInt;:Jr J '冬」

(b) 挨拶

Dei! Goeie [gu;:Jj;:J]! Goeie dei! 'こんにちは」

Moarn! Goeie! Goeie moarn! 'おはようございますJ (午前中)

Middei! Goeie! Goeie middei! 'こんにちはJ (午後)

]un! Goeie! Goeie jun! 'こんばんは」

N acht! Goeie! Goeie nacht! 'おやすみなさい」

Oant sjen [o;:Jnt¥EnJ! 'さようなら」

Oant strak! Oant daalk! 'また後で」

Asjebleaft b¥;:Jblbft， ..blift， 5¥;:J..J 'どうぞ」

Tankje wol [taukj;:J volJ! (Tankjewol!) Tanke [taUb] wol! 

(Tankewol!) Betanke [b;:JtaUb]! 'ありがとうございます」

N eat te tankjen! 'どういたしまして」

Nim my net kwea (of)! '申し訳ありません」
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(c) 応答

Ja. 1"はいJ Nee. 1"いいえ」

(J a) dochs [d;)xs， d::>:xs] wol. (否定疑問にたいしてその内容を強く

打ち消す。~ 52 (3)(b)①) 

“Komsto moarn net mei?"一一“{fadochsj Dochs} wol." 1"君は明日

いっしょに11"かないのかJ 1"いや，千子くよ」

官オランダ語も同様。

オ.“Komje morgen niet mee?" “{fa toch/Toch} we1." 1"向上」

ドイツ語では“Doch."だけであり，日Jadoch."とは言えない。

ド.“Kommstdu morgen nicht mit?"一一“{*Jadoch/Doch}." I同上」

~ 52 様態，程度・比較，論理関係の副詞

(1 ) 様態の副調 (itbywurd fan wize) 

(a) ‘縮小形 -s' (~32 ， H7(2)(b)③) ，‘前置詞+名詞イ(~ 51 (2)) 

① ‘形容詞十縮小形接尾辞-s'

表現の強さを弱めるニュアンスを与える。

seftsjes [SE:ft¥dS]， seftkes [sE:fkds] 1"静かに，穏やかにJ (← seft 

「静かな，穏やかなJ)

suntsjes [synt¥ds]， sunichjes [syndxjds] 1"静かに，ゆっくり J (← 

sunich 1"ゆっくりとした，漸次的なJ)

stadichjes [sta:ddXjdS] (stadichoan [sta:ddγOdn]， stadichwei [.. 

vai， ..VEi] ) 1"ゆっくり，だんだんJ (← stadich 1"ゆっくりとした，漸

次的なJ)

② ‘副詞+縮小形接尾辞イ

表現の強さを弱めるニュアンスを与える。

nyskes [niskds] 1"たった今J (← niis 1"同左J)

justjes 日 ~\dS] Iまったしまさに，ちょうど，たった今J (← just 

[jφst] 1"同左J)

③ ‘前置詞+名詞ぷ
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bytiids [boti:ts， bi..] ，-まにあって」

(b) その他

stiltsjesoan [stIlt¥;:>so;m]， stil (tsjes) wei [..vai， ..vo] ，-静かに，ゆっ

くり，そっと」

telane [t;:>15:n;:>] ，-適切に，しかるべく」

ludop [lu:top] ，-声高に」

(c) tegearre [t;:>gjE(:)r;:>] ，-( 2人で)いっしょに」と meiinoar[mai;:>nwar， 

mEi..] ，-(3人以上で)いっしょにJ (Van der W oude 1981 : 96， Stienstra 

et al. 1982 : 20) 

Pyt en Klaas gongen tegearre nei de sted ta. ，-ピトとクラースはいっ

しょに町へ行った」

Pyt， Klaas en J an gongen meii・noarnei de sted ta. ，-ピトとクラースと

ヨンはいっしょに町へ行った」

次の表現に注意。

tegearre w色ze，(夫婦が)子供に恵まれない」

wer tegearre weze ，-(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」

(2) 程度・比較の副調 (itbywurd fan graad)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，

雑多な種類の語が含まれる。

(a) as [::>s] とof[コf]

① as [コs]

i) ，-あたかも…のように」

It is krekt as wurdt it kalder. ，-寒くなりそうだJ (ULI'S， B 19 : 19) 

It liket wol as hasto koarts. ，-君はどうも熱があるようだJ (ib.) 

Do dochst dus krekt as witst fan neat as jim dan delkomme. ，-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」

(Bangma 19932 
: 11変更)
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It kin net better， as wie 't foar us makke. ，.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 mule. ，.彼は口の中が痛いような日つき

をしたJ (ULI'S， B 1 : 24) 

ii) ，.…にもかかわらず」

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. ，.私はそのことをはっきりと

覚えている。もう遠い昔のことではあるがJ (Zantema 1984 : 40) 

Gr asは並列接続詞 (s65 (2))や従属接続詞 (s67 (2)) としても用いる。

② of bfJ ，.あたかも…のように」

It liket wol 01 wit er noch net krekt hokker spesjalist er it earst 

rieplechtsje sil. ，.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ったJ (ULI'S， B 6 : 8) 

Hy sit wat rungear en sjocht der ut 01 hie er as hobby it sammeljen 

fan sykten， kwalen en krupsjes. ，.彼はやや身をかがめてすわっており，

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 Cib.) 

""" ofはasと同様に従属接続詞 (s67 (2)) としても用いる。

(b) mar [marJ ，.ーだけ」

De lantearnepeallen steane mar oan ien kant fan us strjitte. ，.街灯は

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! ，.彼は一日

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) 

""" marはオラン夕、語の maarと同様に，.しかし」という意味の逆援の並列

接続詞としても用いる。語源的にはドイツ語の nurにあたり，‘否定詞十

seinの接続法過去3人称単数形， (古高ド.niwari)に由来する。
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(c) sa [sa] ，それほど，そのように」

It is net sa maklik te sizzen. 'それはそんなに簡単には言えない」

Mei frij wat minsken sil it sa weze dat it begjin en de ein fan har 

libben him dfspilet yn it sikehus. '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 (ULI'S， B 6 : 8変更)

Sa waard dfpraat. '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! 'そしてすべてが新しくまたはじまる

のだ!J (ULI'S， B 1 : 8) 

(d) 0 sa [o:sa]， och sa [Jxsa， ::>k..] ，とても」

Der wie ris in boer dy't in 0 sa best en trou hynder hie.'昔， とても良

い忠実な馬をもっている農夫がいたJ (Bosma-Banning 198F : 27) 

Ik bruk dat ding och sa graach. '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 [samar] ，あっきり，さっさと」

Do wiest earder altyd samar ut 'e rie. '君は昔はいつもすぐに困って

しまったじゃないかJ (Bangma 19932 
: 8) 

吋 Teromhast dat dien?"一一“Oh，samar." ，君はどうしてそんなことを

したんだJ 'いや，別にJ (Zantema 1984:842) 

Tsjin in alderenien sis ik net samar 'do'. '年上の人にたいしては私は

どうも doとは言いかねますJ (De Boer 1986 : 112) 

(f) te [td] ，あまりに」

Myn hus is te lyts en ek te kald. '私の家はあまりに小さしまた寒す

ぎるJ (ULI'S， A 2 : 9) 

Ik bin te ald om te silen. '私はヨットをやるには年をとりすぎた」

(ULI'S， A 19 : 19) 

(g) その他

alhiel [コlhidl]，alhielendal [コlhidldndコ1]，まったく」

allegear(re) [Jld(g)jtr(d)， Sld..] ，まったく;みんな」
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allyksa bliksaJ '…も(また)J

benammen(tlik) [b;:mam叩 (tlelk)J 'とくに」

efkes [tfbsJ， eefkes [邑:fkelSJ，even(tsjes)民:veln(t¥els)J '少しJ

ek [EkJ '…も(また)J fierwei [fielrvai， ..vEIJ 'はるかに」

foaral [fwarSI， frコIJ，fral [frJIJ 'とくに」

folop [folopJ 'まったく J frijwol [fdivol] ，ほとんど」

hast [hastJ 'ほとんどJhealwei [hIellvai， ..vEI， jElviJ 'なかば」

hielendal [hiellelndコ1]，まったく J just [j向tJ'まさに」

like [libJ '同様にJ likerndch [likel(r)凶:xJ'約」

Iyksa [IiksaJ '…もまた」

net [ndJ '…ない(否定調)J omtrint [omtrInt， omtrIntJ '約」

sels [sdsJ '…さえJ(，…自身J~ 39 (4)(0) 

suver [sy:velr J 'ほとんど(…だ)J

trochgeans [troγgIelnsJ， trochstreeks [..stre:ksJ， trochstrings [.. 

strI1]sJ 'まったく」

官次の語は形容調としでも用いる。

gans [gJ:nsJ 'まったく J(~34 (2)(e)②) 

hiel [hi81]， heel [he:l] rまったしとても;大きな，全部の」

(Zantema 1984 : 392) 

in hiel hus r大きな家J de hiele wrald r全世界」

hiel(e) Fryslan rフリースラント全体J(~26 (4)(a)) 

tige [ti:γ8] 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 ["信頼できる男」

leaf [lIelf]/jern(e) [jEn(8)] r好んで」 比較級 leaver[ljEv百九

lj5:w8r] ["むしろ」 最上級 leafst [ljdst， ljコ:ust]rいちばん」

earder [j Ed8r] rむしろ」

folle [foI8] rまったく J(~42 (3)(d))一一比較級 mear [mI8r]一一最上

級 meast[mldst] 

(h) 強意の意味の‘形容詞+-e'

‘形容詞十-e'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
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して用いることがある。

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)

(Hoekema 1992 : 5) 

't Is barre kald. rすごく寒いJ (WFT 1 1984: 214) 

It wie ferskriklike kald. rすごく寒かったJ (← ferskriklik r恐ろし

い:とてもJ) (Hoekstra/Tiersma 199 : 518) 

Hy hie it sa {fleaneηde/αlderbenaudste} 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目

(強意の接頭辞)+benaud r狭い，窮屈な，不安な;とても」十台t(最上

級語尾)) (Hoekema 1992 : 5) 

<y  .eを伴った一連の代名詞や場所の副調との類似性に注意 (337 (2)， 3 50 (1) 

(a)①)。

(3) 論理関係の副詞 (itbywurd fan kausaliteit) 

論理関係とはふたつ以上のことがらの聞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 [dE:rom] rそれゆえ，したがって」

dertroch [d.s:trox] rそのため，それゆえ」

<Y derを用いた次の語とは意味の差が生じることがあることに注意。

derorn [ddrorn] rその回りに」

dertroch [dョtrox]rそれを通って」

derorn， dertrochにも derorn，dertrochの強調形として，それぞれ「そ

の回りにJ，rそれを通って」という意味がある。

② dus [dOs] rそれゆえ，だから」

Pake is twa jier lyn ferstoarn. Beppe is no dus widdo. r祖父は 2年
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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)

ow dusは並列接続詞としても用いる (s65)。

(b) 反論

① doch(s) [d;)x(s)]， dδch(s) [dコ:x(s)]rしかし，それでも」

Juns lei er op bed te bidden， want hy leaude yn God en hope al yn 

'e himel te kommen. Dochs fielde er 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 munet net ut yn it Waad， mar dochs komt der troch de 

tijstreamen in bulte Rynwetter it Waad op. rライン}I'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川の水がヴアート地帯に入ってくるJ (ULI'S， B 

9 : 7) 

N 0， 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) 

医;r mar dochs ["しかしながらJ，en dochs ["それでいて」という表現に注意。

否定疑問への回答 (S51 (5)(c))や心態調としての用法 (S53 (2)(b)①)に

注意。

Mem praat oer it nije hus， mar heit fynt 200，000 gune in slompe jild. 

“Wy kinne dochs ek hiere?" seit de dochter.“Ja dochs!" seit de soan. 

「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』と娘は言う。『もちろんさ』

と息子が答えるJ (ULI'S， A 2 : 14変更)

② その他

allikewol [Jlik;wol] ， allykwol [Jlikvol] rそれでも，しかし」

jit(te) [jIt(;;l)] rそれで、もなお」

Iykwol(s) [likvol(s)， ..vol(s)] rそれでも，しかし:どうであれ」
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(c) 譲歩

al [コ1]，-たしかに…ではあるが」

Wunseradiel hat mar 12.000 ynwenners， allizze yn dy gemeente dan 

ek 27 doarpen. ，-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 plak yn de natuer， al stelt er him der faak 

boppe. ，-人聞にも自然の中で自らの占める位置がある。たしかに人聞は

自分をその上に置くことが多いけれども J (ULI'S， B 9 : 8変更)

AI kaam er let， hy kaam dochs. ，-なるほど彼は遅く来たけれども，来

ることは来たのだJ (Zantema 1984 : 27) 

官「すでに」という意味もある (s51 (4)(c))。

(d) その他

bygelyks [bdg8liks， bi..] ，-たとえば」

boppedat [bOp8出t]，-さらにJ (S55(1)(b)⑤) 

fandat [bnd5t] ，-それにかんしてJ (ib.) 

derfoar [dt:rfo8r] ，-そのために，そのかわりに」

『次の語とは意味の差が生じることがあることに注意。

derfoar [d8rfo8r] ，-その前で，それに賛成して」

d色rfoarにも derfoarの強調形として「その前で，それに賛成して」とい

う意味がある。

ensafuorthinne [wsafwothIn8] (略記:ensfh.) ，-ーなど」

koartsein [kwatsain， ..sdn]， koartwei [kwatvai， ..vd] ，-つまり，

ょうするに」

nammers [nam8s] ，-ところで」

nammerste [nam8st8]， namste [namst8] ，-それだけますます」

respektivelik [n:spEkti:V818k] ，-あるいは，ないしは」

Gr r巴spektivelikは「それぞれの」という意味の形容調としても用いる。

dy respektivelike artikels ，-それぞ?れの記事J (Zantema 1984 : 810) 

sa net ，-ところでJ，trouwens [tr5u8ns] ，-同左」
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~ 53 話法の副調 (itbywurd fan modaliteit) 

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。形容詞として用いる

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 [tIlJkJ rきっと，たぶ、ん」

tinkは元来， ik tink r私は考える J (← tinke r考えるJ) の ikr私は」

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」

(Bangma 19932 
: 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は他の副調とちがって前域(主文の定動調の直前)には置けない。

Hy wennet op 'e romte， tink. r彼はたぶん人里離れたところに住んで

いるのだろう」

Hy wennet tink op 'e romte. r同上」

{* T1仇k/Wierskynlik} wennet er op 'e romte. r向上」

② その他

altemets [コlt8mEts，51..J rもしかすると」

官「ときどき」という意味もある(!i51 (4)(a))。

faak(s) [fa:k(s)J rもしかすると」

lichtwol [lIxtvol] rもしかすると」

miskien [mIski8n， ..kjIn， m8s..J rもしかすると」

perfoars(t) [p8fwas(t) J rきっと，たぶん」

wol [vol] rきっと，たぶん」

wol~mar... rたしかに~だ(ろう)が…だ」

形容調としても用いられる語には次の語がある。
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fest [fE::st] rきっと，たぶんJ grif [gr If] rきっと，たぶん」

wierskynlik [vjI(r)skinl;:Jk， vi;:J(r)..] rきっと，たぶんJ (Zantema 1984 : 1183) 

wis [vIs] rきっと，たぶ、ん」

次の前置詞句に注意。

sQnder [sund;:Jr] mis [mIs] rきっと，たぶ、んJ

nei (alle) gedachten [g;:Jdaxt;:Jn] rきっと，たぶん」

(b) 評価・判断

① ..ernoch [..;:J(r)m:x] 

lokkigernδch [15k;:Jγ;:J(r)m:x] r運よしありがたいことに」

spitigernδch [spit;:J拘(r)m:x]r残念ながら」

② その他

eins [ains， E:ins] ， einliks [..l;:Jks]， einlik(en) [..l;:Jk(;:Jn)]， eigentli-

ken [aiY;:Jnt・.， Ei..] r本来，ょうするに，本当は」

fansels [bnsEls] rもちろん」

yndie(d) [indi;:J(t)] rじつに，まったく，いかにも」

ommers [om;:Js] rところが:なぜなら」

winliks [vInl;:Jks]， winlik(en) [..l;:Jk(叩)]， wezenlik(en) [ve:z;:Jn..]， 

wezentlik(en) [ve:z;:Jntl;:Jk(;:Jn)]， wezent1ik [vE:Z;:Jntl;:Jk] rじつは，本

当は」

(2) 心態調としての用法

(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。ドイツ語学で「心態詞J (ド.Modalpartikel 

または AbtδnungspartikeI)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
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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;)x(s)]， ddch(s) [dコ:x(s)J

話者の認識や期待と聞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) 

“1s dyn frou hjir ek?"“J a wis， sy hat hjir dochs al by jo sitten." rお

まえの嫁もここにいるのかJ r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 (ULI'S， A 1 : 10) 

Sels yn de medyske wrald， der't men soks dochs wol it alderleste 

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 wol foar 

de helte fan 'e priis ha wolst."“Mem! Soks docht mem dochs net!" 

「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 liezen dochs in tydskrift? r君らは雑誌を読んだんじゃないの

かJ (ULI'S， B 6 : 20) 
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② eefkes [e:fkas]， efkes [Efkas]， even [e:van]， effen [Efan] ， even-

tsjes [..tias] 

話者の命令・要請・意向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。

Wolsto my de tsiis eefkes jaan， Nynke? ，-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 wol daalk wol eefkes werom komme. ，-またすぐにちょっと寄りま

すからJ (Bangma 19932 
: 8) 

(Ris)同舟essjen. ，-ちょっとf寺って，ええと」

③ eins [ains， dns]， eink [aiUk， dUk]， einliken [áinlak~m， Ein ..]， 

einliks [..laks] 

話者の強い疑念やとまどいを表ゐす場合に用いる。

Wat betsjut dat eins? ，-それはいったいどういう意味だろう」

Werom nimme minsken einliks in hun? ，-人々はいったいどうして犬を

飼いたがるのだろう J (ULI'S， C 11 : 15変更)

④ mar [mar] 

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

する場合に用いる。

o ja， kinst hjir fan alles wol krije. Mar gebak moat ik mar net ha. 

Ik moat om 'e lijn tinke. ，-ええ，ここは何でもあるのよ(=あなたはこ

こで何でも入手できる)。でも私はケーキはちょっとやめておかないと。

太るといけないから(=体の線を考えなければならない)J (文頭の

Mar ，-しかし」は並列接続調， ~ 65 (2)) (Bangma 1993 : 7変更)

Dat woe 'k mar even sizze. ，-ちょうどそれを言おうと思ったんだよ」

N 0， wat dogge wy， sis do it mar. ，-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. ，-そうだな，まあ，やめておこう J (Bangma 19932 
: 8) 

Sa is 't mar krekt. ，-まさにそういうことだ、なJ (ULI'S， A 19 : 8) 
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⑤ no [no刈

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. '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 [omds]， nammers [namds] 

話者が得た認識や論拠を聞き手に同意を求めながら提示する場合に用い

る。

Do bist ommers sa slank as wat， yn al dy jierren neat feroare. '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) 

Troch bettere ekonomyske omstannichheden koene minsken in 

wenplak sykje fier fan har wurkδf. De auto brocht ommers wol te 

plak. '経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 

geweldich goed. '故障するのではないかですって。いいえ，だいじよ

うぶ、です。私たちの産業のおかげで何でもちゃんと直りますから」

(ULI'S， A 12 : 18) 

『オラン夕、語の immersにあたる。ドイツ語の jaに相当すると考えられる。

西フリジア語やオランダ語の jaは心態詞には用いない。

⑦ ris [rds] 

話者の主張や判断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。

Moatte wy de stofsuger net ris in kear stean litte? Moatte wy 

tuchblikje en feger wer yn eare herstelle? '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 (，一度」という意味は nsではなし ienkearが
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表わしている。~ 48 (d)) (ULI'S， A 12 : 7) 

Fertel mar ris， wat mankearret der oan? ，-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 gefo1ch dat ik mar ris nei in spes-

ja!ist ta moast. ，-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 (ULI'S， B 6 : 8変更)

Gean de kast marris troch. Sjoch wer't wy ferlet fan ha. ，-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 (Bang-

ma 19932 
: 83) 

ow risはオランダ語の eens，ドイツ語の maIにあたる。 risは語源的にドイ

ツ語の Reise["旅行」と関係がある (348(d))。

四 der

954 まとめ

der [d8rJには次の 4つの用法がある。

①代名詞の der(it pronominale‘der') 

Se binne der grutsk op. ，-彼らはそれを誇りにしている」

②場所の der(it lokativピder')

Hy wennet der net mear. ["彼はもうそこには住んでいない」

③存在の der(it eksistinsjele‘der') 

Earizers besteane der suver net mear. ["イエリーゼ、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(it ekspletive‘der') 

Der falt snie ut 'e 10ft. ["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。
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指示機能 前域での derなど 用法の特徴

使用 との交替

代名詞の der あり 不可 可 後置調化した本来の前

場所の der あり 不可

存在の der なし 可

虚辞の der なし 可

可

不可

不可

置調とともに用いる

「それ」と訳せる

特定の場所を示す

「そこに」と訳せる

存在文で用いる

訳せない

主語の位置を占め，自

然な形で主語を導入す

る

非人称受動でも用いる

訳せない

Gl" '代名調の derJは副詞ではなく，代名調 (r-代名調，エ.r-pronoun) と

して分類するほうが適当であるが (VanRiemsdijk 1978 : 36-45)，便宜

上，以下でまとめて扱う。

『オランダ語の er[;:lrJ との相違について。

西フリジア語の derはオランダ語の erと共通点が多い。上記の 4つの用

法はオランダ語の erにも認められる (Sjδlin1989 : 55 fL)。

ただし，オランダ語の「数量の erJ(オ.het kwantitatieve‘巴r')の用法

は西フリジア語にはない。それを用いた表現はオランダ語の影響として好

ましくないとされる (Tamminga1973 : 212 ff.)。

フ.Ik ha {* der / O} trije. '私は(それを) 3つもっているJ(Hoekema 

1983 : 85変更)

オ.Ik heb {er/*の}drie. '同上J(jb. 85変更)

フ. Fan de hundert ynwenners ken ikいder/の}mar tritich. '100人の

住民のうちで私は(その)30人しか知らないJ (jb. 85変更)

オ.Van de honderd inwoners ken ik {er /*の}maar dertig. '同上」

(jb. 85変更)

オランダ語の「数量の erJは元来， 3人称代名詞複数属格iroに由来し

(，部分の属格J)，語源的にも他の用法の erとは異なる (Bech 1952: 

26)。この erは名詞とともには用いない。
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オ.“Ikheb alleen dertig gulden."“Ik heb {er honderd/*er honderd 
gulden}". ["私は 30ギルダーしかもっていないJ["私は 100ギルダー

もっているJ([honderd guldenJ→[巴r[honderdのJJ)(Hoekema 

1983 : 85変更)

~ 55 代名詞の der(it pronominale 'der') 

(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，その代名調を受けて‘d血er札(...)

置調'として用いる場合の derを「代名詞の deむという。日本語で「それ」

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

支配する前置調は後置詞になっているといえるが (959)，以下では説明の

都合上，‘der(…)前置詞'と示す。

Se binne {grutsk 0ρhar doaゆ/0ρhardoarp grutsk}. ，.彼らは自分た

ちの村を誇りにしている」

→Se binne {*op it grutsk/*grutsk o.ρit}. ，.彼らはそれを誇りにして

いる」

Se binne der grutsk 0ρ["向上J(der! grutsk [一一!opJ) 

その他の用例。

Hy wie der in bytsje ferlegen mei. ，.彼はそれに少し当惑したJ(ULI'S， 

B 3: 17変更)

Mannichien is der neat 0ρtsjin in hun as husfreon te nimmen. ，.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」

(ULI'S， C 11 : 15変更)

Ik sjoch al wat der oan skeelt. ，.何が足りないか私にはもうわかった」

(Bangma 19932 
: 28) 

derは動詞や形容詞といった述語との結びつきが強い「補足成分J(it 

komplemint)の場合には，前置詞から分離するのが好ましい。逆に，述語

との結びつきが弱い「イ寸加成分J(de adjunkt)の場合には分離しない(前

置詞の残留， 9 61 (5))。
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f ‘der(...)前置調'とならない前置詞も少数ある (361(4))0 

F オランダ語も同様。

オ.Ze zijn {trots 0ρhun dorp/o"ρhun dorp trots}. '向上」

→ Ze zijn {*trots 0ρit/* 0"ρit trots}. '向上」

Ze zijn der trots 0"ρ ，向上」

ドイツ語の標準語では da(r)と前置詞は分離できない。

ド.Sie sind {stolz auf ihr Dorf / auf ihr Doゲ stolz}.'向上」

→Sie sind {*stolz aufω/*αuf es stolz}. '同上」

Sie sind {stolz darauf / darauf stolz/*ぬ(r)stolz auf}. '向上」

(b) 他の語形 (r-代名詞)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・

用法によって hjir，wer， earne， nearne， oeralとも交替する。まとめて

'r-代名詞」と呼ぶ。

①前域の der

前域ではアクセントをもっ der[dε:rJ を用いる。 *der[d;:JrJ はアクセ

ントをもたないので用いない。

{Der / * Der} binne se grutsk 0.ρ ，それを彼らは誇りにしている」

~ datとitの使い分けも同様 (341 (2)(a)⑤)。

Gr 次の表現は誤りである。

*印 datbinne se grutsk. '向上」

その他の用例。

Der moatst faaks eefkes ta wenne. ，-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. ，-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，強調するときには derを用いる。

Se binne der grutsk op. ，-彼らはそれ(こそ)を誇りにしている」

その他の用例。

Hy hat der syn eigen ideeen oer. ，-彼はその点については自分の考えが

ある J (ULI'S， B 4 : 7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は賛成ですか」

(ULI'S， B 13 : 12) 

③ hjir [jlr] rこれ」

Hjir binne se grutsk 0ρ 「これを彼らは誇りにしている」

Se binne hjir grutsk 0ρ 「彼らはこれを誇りにしている」

『次の表現は誤りである。

{ * Op dit binne se/キSebinne op dit} grutsk. r向上」

その他の用例。

Ut it Noardgermaansk binne untstien: It Noarsk， Sweedsk en 

Yslansk.巧irkaam ek it Eastgermaansk ut fuort， der't it Goatysk 

in belangrike taal fan is. r北ゲルマン語から次の言語が生まれた:ノ

ルウェ一語，スウェーデン語，そして，アイスランド語。これからまた

東ゲノレマン語が生じたが，ゴート語はその中で重要な言語である」

(Boersma/Van der W oude 19812 
: 8変更)

Hjirnjonken stiet ien side ut in folder fan in willekeurich sikehus 

δfprinte. 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) 

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彼らは何を誇りにしているのだろう」

it doarp der't se grutsk 0.ρbinne r彼らが誇りにしている村」

<JF次の表現は誤りである。

'0ρωαt binne se grutsk? r彼らは何を誇りにしているのだろう」

*it doarp 0ρdat se grutsk binne r彼らが誇りにしている村」

その他の用例。

Wer docht dat ut bliken? rそれは何からわかりますかJ (ULI'S，C 11 : 

5) 

⑤ 不 定 の earne[IcJild] ，否定の nearne[nI8ild]，および oeral[u8r51] 

「すべて」

一定の文成分を指示しない不定(加bepaald)の意味では earneを用い
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る。否定の意味では nearneを用い，-すべて」の意味では oeralを用い

る。

earne grutsk 0ρweze ，-何かを誇りにしている(こと)J

Se binne nearne grutsk qρ ，-彼らは何も誇りにしていない」

Se binne oeral grutsk 0ρ ，-彼らはすべてを誇りにしている」

次の表現も可能である。

。ρ {eat / wat} grutsk weze ，-何かを誇りにしている(こと)J

Se binne grutsk 0ρneat. ，-彼らは何も誇りにしていない」

Se binne grutsk 0ραlles. ，-彼らはすべてを誇りにしている」

その他の用例。

Juster pratesto nearne oer.'-昨日，君は何も言っていなかった」

(ULI'S， C 8 : 5変更)

Pake die as wist er fan neat. ，-祖父は何も知らないふりをした」

(ULI'S， C 19 : 27) 

Der wurdt net foar neat sein. ，-何もないことについては何も言われな

い(二言われるだけのことはある)~ (ULI'S， A17:10) 

Hy koe wol earne om ferlegen weze. ，-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 Woude 19802 
: 36) 

Hy bemuoit him oeral mei. ，-彼は何事にも努力する J (ib. 36) 

『オランダ語でも erはhier，waar， ergens， nergens， overalとも交替す

る。ただし，ドイツ語では da(r)はhier，wo(r)とは交替するが，

irgendwo(r)， nirgendwo(r)， uberalとは交替しない。つまり，ドイツ語

では西フリジア語やオランダ語とちがって，不定や否定の意味をもっ場合

には交替できない。

オ. {ergens trots 0ρ/ゅ zeおtrots}zijn ，-向上」

Ze zijn {nergens trots 0，ρ/trots 0ρniets}. ，-同上」

Ze zijn {overal trots 0ρ/trots op alles}. ，-向上」

ド.いirgendworaufstolz/ auf etwas stolz} sein ，-向上」

Sie sind {* nirgendωorauf stolz/stolz auf nichts}. ，-同上」

Sie sind {* uberalauf stolz/ stolz auf alles}. ，-向上」

また， ドイツ語では da(r)は*dortとは交替しない。
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ド. Sie sind {DARAUF/*dortauj} stolz. ，-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)

『例外的に‘前置調+dat'の語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 (352(3)(d))。

boppedat ，-さらにJ(り derboppe，-その上にJ)

fandat ，-それにかんしてJ(く今 derfan，-それの，それについてJ)

(c) 慣用句の der

derut sjen ，-…のように見える」のように慣用句として固定しているもの

がある。 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 ferljochting sjocht it der hiel moai ut. ，-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 mines. ，-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)

『オランダ語でも eruitzien，-…のように見える」のように慣用句として固

定している erがある。ドイツ語ではたんに aussehen，-同上」という。

(2) 相関詞の der

(a) 用法

「代名詞の derJを伴う前置詞のは述語や名詞の補足成分である場合，従

属文や不定調句を直接支配できず， derを用いて後続する従属文や不定詞句

をあらかじめ示す必要がある。

De natuerbeskermers binne der fansels J切r[dat it Waad safolle 

mooglik syn funksje as machtich moai natuergebiet haldtJ. ，-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 reklame makket de minsken nijsgjirrich en soarget der foar [dat 

der kocht wurdtJ. ，-広告は人々の興味をそそり，買われるようにしむ

げるJ (ULI'S， B 10 : 8) 
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Hja hawwe der belang by [dat fan har produkten ferkocht wurdt， 

wat mear， wat leaverJ. ，.彼らは自分たちの製品が売れることに関心が

ある 多く売れればそれだけ結構一J(ULI'S， C 11 : 7) 

It liket der 0ρ[dat de tsjintwurdige gemeentlike yndieling syn lang回

ste tiid han hatJ. ，.現在の自治体の区分はもはや時代遅れの感がある」

(ULI'S， C 8 : 7) 

ただし，付加成分としてはたらく副調節では，前置調が従属文や不定調句

を直接支配することができる(~ 61 (3))。

Do antwurdest [sunder [nei te tinkenJ J. ，.君はよく考えず、に答えた」

(ULI'S， C 8 : 22) 

Do antwurdest [sunder [datst neitochtstJ]' ，.同上」

(b) ，.相関調の derJと前置詞を欠く例

相関詞の derと前置詞を欠く例がある。これは述語の意味などによって差

があり，とくに感情，感覚を表わす動調や形容調に多い。

Se binneの1bliid O2 dat se twa dagen faninoar df binne. ，.彼らは 2

日続けて休むのがうれしそうだJ(の1ニ deむの2= mei， oer) (ULI'S， 

B 20: 8) 

Ik silのI の2soargje dat ik thus bin. ，.私は家にいるように心がけます」

(のl=deむの2ニ foar) (Bangma 19932 
: 22) 

(c) ，.相関詞の derJだけを欠いているように見える例

次の例では derを介在させずに前置詞が直接，従属文を支配しているよう

に見える。しかし， watは先行調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 gelyk [oan [watsto seist]]. ，.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 stietJ]. ，.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」

(ULI'S， A 16 : 7変更)

Besite is foar in pasjint tige wichtich. Dertroch bliuwt er op 'e hichte 
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[mei [wat der yn 'e wrald buten it sikehus bartJ]. ，-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

ているできごとを矢口るJ (ULI'S， B 11 : 12) 

Kinst der oer diskusearje， [oer [wat al of net in sport is]]? ，-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)

吃F ‘wat-関係文'が従属文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. ，-君は君の言う点で正し

かった」

ii) Do hast gelykの， han [oan [ωaおtoseistJ J i・「向上」

iii) *Do hast gelyk [oanの，Jhan [ωatsto seistJ卜「同上」

上記の i)と ii)はともにiii)から「外置J (de ekstraposysje)を施し

た例である。一般に「外置」は従属文については義務的であり，前置詞勾

については任意であり，名調句については不可能で、ある。 i) とii)が可

能なのは [oan[watsto seistJ Jが前置詞匂であることを示しており，

iii)が不可能なのは [watstoseistJが従属文ではなく，名詞句であるこ

とを示している。

(3) derの語順

(a) derと前置詞の語順

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 (S61 (5)) 0 derは文の「中域J (ド. Mittelfeld) 

の前方に置かれ，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 S 38 (1))の直後に「連接形J (it 

klitik)のように添えて用いる傾向が強い。一方，前置調は文の後方に置か

れ，文末に置かれた分離動詞の前つづりや過去分詞，不定詞，定動詞など

(まとめて「後域(ド. Nachfeld)成分J) の直前に現われる。

Sy hat fan 'e moarn {har man mei de fust/mei de fust har man} 

slein. ，-彼女は今朝，夫をげんこつでなぐった」

→ Sy hat der fan'e moarn har man mei slein. ，-彼女は今朝，夫をそれ
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でなぐった」

→*Sy hat der fan 'e moarn mei har man slein. r同上」

→*Sy hat fan 'e moarn der har man mei slein. r向上」

次の文では前置詞句 meide kwast rはけで」を形容詞 gielr黄色に」の

後に置くと，ふつう不自然になるが r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

ようにしなければならない。

Hy hat juster it stek {mei de kwast giel/?giel mei de kwast} ferve. 

「彼はきのう柵をはけで黄色に塗った」

→Hy hat der juster it stek giel mei ferve. r彼は昨日，柵をそれで緑

色に塗った」

→*Hy hat der juster it stek mei giel ferve. r向上」

→*Hy hat juster der it stek giel mei ferve. r同上」

(b) その他の語順

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。

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) 

Neffens my hat dy frou der gjin klap ferstanjan. 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) 

Yn 't earste oankommen binne it och sokke simpele ferskes oer it 

boerebedriuw fan foar 1900， mar by faker lezen fynt men iderkear 

der wer dingen y肌 dy'tearder 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) 

『オランダ語の erについても同様の例が見られる(Donaldson19873 
: 222)。
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(c) derと人称代名調の語順

人称代名詞と men[mcmJ (目的格jin[jcmJ) r (話者を含めて一般に)

人」は derと同様に文の中域の前方に置かれる傾向がある。 derと人称代名

詞が並んで現われる場合には，‘der+人称代名詞'または‘人称代名詞+der'

の語順が可能である。

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 (ULI'S， A 12 : 7変更)

Dan hoecht men {der jin/jin der} net oer te fernuverjen. Iそれなら

ばそのことに驚くにはおよばないJ (ULI'S， C 11 : 3変更)

ただし，次の①，②，③の場合を除く。

① ‘主語人称代名調+der'

人称代名調が主語の場合には，‘主語人称代名調+der'の語順だけが許

される。

Binne {se der / * der se} grutsk op? I彼らはそれを誇りにしているの

だろうか」

{Bisto der / * Bist der do} grutsk 0.ρ? I君はそれを誇りにしているの

か」

Is {hy der/er der/*der hy/*der er} grutsk 0.ρ? I彼はそれを誇りにし

ているのだろうか」

Hoe't {se der us/se us der/*der se us/*der us se} fan besykje te 

oertsjugjen， it is om '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」

②‘it+der' 

人称代名調が itの場合には， itが主語か否かにかかわらず，‘it+der'

の語}[贋だけが許される。

Soms liket {it der/*der it} 0ρI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)

Ik bin {it der/*der it} mei iens. I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
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にも置くことができない。

Hy tinkt dat {wy it der /*wy der it/キderwy it!* der it wy} mei iens 

binne. ，.彼は私たちがそれに賛成だと思っている」

なお，主語以外の itは主語人称代名調の前に置くことができない。

Hy tinkt dat {wy it/*it wy} der mei iens binne . 

.".. derと人称代名詞が主文の定動詞や補文導入要素(従属接続詞，関係代名

詞，間接疑問文の疑問詞， S 38 (1)) の直後に置かれる傾向が強いのは，両

者に連接形 (itklitik) としての性質が強いことを示している。

S 56 場所の der(it lokative‘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調としての 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

(主文の定動詞の直前)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 d討を用い，用法によって hjir，wer， earne， nearne， oeralと交替す

る。

Dit is it hus fan 'e dichter， mar dy wennet der net mear. ，.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」

(derニ ynit 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 d討を用いる。アクセントをもたない derは

不可。

Dit is it hus fan 'e dichter， mar {der /* der} wennet er 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，強調するときには derを用いる。

Dit is it hus fan 'e dichter， mar dy wennet der net mear. ，.これがその
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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」

③ hjir rここ」

Dit is it hus fan 'e dichter， mar dy wennet hjir 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」

④ 関係文の der，疑問文の wer

Dit is it hus der't de dichter earder wenne hat. rこれがその詩人が以

前，住んでいた家でトす」

Wer wennet de dichter no? rその詩人は今はどこに住んでいますか」

⑤ 不定の earne，否定の nearne，および oeralrどこでも」

earne wenje rどこかに住む(こと)J

It is nearne goed te wenjen. rどこにもf主むのにいいところはない」

It 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 west en ik ha der noait in stikje iten krigen. r女中として私

はデ・レメル(オ. Lemmerレメノレ)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 wenjen 

set. Want der wie wurk， der wie fertier. r長年の聞に人々がおおぜ

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? 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トすかJ(‘Der is...'のderは「存在の derJ(957)) 

(Bosma-Banning 198F : 11) 
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~ 57 存在の der(it eksistinsjele‘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 「存在動調」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 soms gans ferskil yn it werjaan fan de feiten. ，.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 altyd sokke minsken te wezen. ，.そういう人たちはいつでも

いるらしいJ(ULI'S， C 20 : 6変更)

Doe wie der noch gjin sprake fan ferkearsljochten en foarrangs-

diken. ，.当時はまだ信号機や優先道路は問題にならなかったJ(ULI'S， 

A 18: 8変更)

Belangstelling foar sa'n undernimmen is der mear as genoch. ，.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. ，.調査がで

きる可能性は山ほどあるJ(De Boer 1985 : 264) 

Spoeken besteane der net. ，.幽霊というものはいないJ(Hoekstra 

1991 : 77) 

場所を示す文成分が文中にあるときにも用いる。

Der wiene mar in pear minsken doe op 'e Lemmer dy't in lytsfaam 

halden. ，.当時，デ・レメル(オ. Lemmer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(ULI'S， B 2 : 17) 

主語は定・特定のものや既知のものでもいい。

It Frysk Orkest moat der bliuwe. ，.フリジア・オーケストラは存続す

るべきだJ(Hoekstra 1991 : 77) 

Ik kopiearre de siden dy't der misten. ，.私は欠けていたページをコ

ピーしたJ (ib.77) 
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(b) ，-存在の derJを省く場合

特定の場所を示す副詞句が先行する場合には，-存在の derJを省くこと

が多い。

i) Ut dy samling binne der fjouwer skilderijen yn dat museum. ，-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 museum binneのfjouwerskilderijen ut dy samling. ，-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)

ii) In jiermannich lyn wie der by uzes in jonkje utfanhus. ，-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のinjiermannich lyn in jonkje utfanhus. ，-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) 

その他の用例。

op hielωαt doarpen isのhjoeddedeiin toanielferiening， dy't alle 

jierren mei eigen kr色ftenin toanielstik opfiert. ，-かなり多くの村に今

日では，毎年，自力で劇を上演する劇団があるJ (ULI'S， C 20 : 9) 

Yn usρrovinsje binneのfjouwertreinferbiningen. ，-私たちの州には鉄

道路線が四つあるJ (ib.C 20 : 9) 

Yn 'eρrovinsje FηJslan binneの44gemeenten. ，-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 o soms gjin plak. ，-私たち自身のところの通

りにも場所がないことがあるJ (ULI'S， A8 : 11) 

(2) ，-存在の derJと「虚辞の derJ (~58) 

「存在の derJ とS58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い。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。
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一方，存在動調とともに用いられた「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，同時に「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 wolle， hy docht it net sa 

best."“Jawis wo1. Sjoch， der sit in skuor yn 'e efterban." i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j i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)

次の用例で derの使用が任意であることも「虚辞の derj としての性格を

示している (S58 (3)(a))。

Sit {der/の}yn dat hus ek elektrysk ljocht? iあの家には電気の照明

もありますかj(Hoekema 1983 : 87) 

F オランダ語の文法書には「存在の derjと「虚辞の derjを区別していな

いものがある(たとえばDonaldson19873 
: 221-224)。しかし，西フリジ

ア語には存在文で次の用例のように明らかに「虚辞の derjとは機能的に

異なる derがあるので，両者の区別を認めるのが望ましい。対応するオラ

ンダ語には erは現われない。

フ.Spoeken besteane der net. i幽霊というものはいないj(Hoekstra 

1991 : 77) 

オ.Spoken bestaan o niet. i向上j(ib.77) 

フ.It Frysk Orkest moat der bliuwe. i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のblijven.i向上J (ib.77) 

~ 58 虚辞の der(it ekspletive‘der') 

(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，語嚢的な意味をもたない derがあ

る。「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調の受動態でも用
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いる。

「虚辞の derJは前域以外でも用いる。主語は不定・不特定のものに限ら

れるが，述語の種類にかんする制限は弱い。ただし，恒常的な性質や一般的

な特徴を示す場合は，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・特定の場合

* Der kaam Piter by de trep op. 'ピテルが階段をのぼってきた」

くt) Piter kaam by de trep op..'向上」

② 恒常的な性質を示す場合

* Der smakket tsiis lekker. 'チーズがおいしいJ(Sjδlin 1989 : 111) 

くi=> Tsiis smakket lekker. '向上」

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. '男の子が背が高い」

くi=> Der is in jonge siik. '男の子が病気だ」

『オランダ語でも不可。

オ.① * Er kwam Piet巴rde trap op. ，.同上J(Postma 19823 
: 152変更)

件 Pieterkwam de trap op. ，.向上J(ib. 152変更)

② ネErsmaakt kaas lekker. ，.向上」

件 Kaassmaakt lekker. ，.同上」

③ ? Er is een jongen lang. ，.向上」

特 Eris een jongen ziek. ，.向上」

ただし，①はドイツ語では許される(以下はドイツ語の用例)。

ド.① Es kam Peter die Treppe herauf. '向上J(Postma 19823 
: 152 

変更)

Peter kam die Treppe herauf. ，.同上」

類例は数多く見られる。

ド.Es irrt der Mensch， solang er strebt. '人聞は努力するかぎり迷うも

のだJ(Goethe) 

Es hatte der Kδnig eine Tochter. '王には娘がいたJ(Van Dam 

1972 : 7) 

Es lebe der Konig. ，.王様，万歳J(Van Dam 19583 
: 227) 

(Es) holt' ihn der Teufel! 'あいつなんかくたばっちまえJ(ib. 228) 
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一般に主語は定 (bepaald)で既知の情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。「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。このように，西フリジア語の「虚辞の derJには語用論的な機能が

顕著にあり，文脈やその場の状況，話者の意図などが微妙に影響する。

<yオランダ語の erについて論じた Bech(1952: 16)は， erの導入によっ

て自動詞文や受動文の文法上の主語は他動詞の直接目的語の位置に置かれ

ることになり，文法上の主語は「トピックとしての目的語J(ド topi-

sches Objekt)になると述べている。たとえば，

Een man stond in de tuin. I庭に男の人が立っていた」

というオランダ語の文を巴r(ド. repletives‘er')を用いて

Er stond巴enman in de tuin. I向上」

というと，この文は語順にかんして

Ik zag een man in de tuin. I私は庭に男の人がいるのを見た」

と同じ構造になるという。この説明は西フリジア語にもあてはまる。

(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 strukjes ut te rinnen. I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. I思いがけないできご

とがいろいろ起こる可能性がある」

De leste tiden is der noch al ris in busline ferdwun. I最近またノf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 st色denuntstien. I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. I天気が
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良ければ， 30人くらい男の人たちがケアツェン(フリースラントの伝

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. r場

所があくまで，伺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私たちのとこ

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) 

(b) 他動調の受動態の場合

この場合，行為者は想定できるが，不定であり，ふつう示されない

(Sjδlin 1989 : 57)。

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) 

Om de ellinde te ferjitten， wurdt der in soad sterke drank brukt. r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 fjoerwurk dfstutsen. 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 deftich 

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，主語の名詞句はなく，行為者は不定・不特定で表現されないことが多

し〉。

自動詞の受動態でも「虚辞の derJを用いることがある。 derはドイツ語

234 



西フリジア語の文法構造 数詞，副詞， der 

の esとちが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

しユ。

Der waard ta de nacht ut dunse. ，.夜を徹して踊りが続いたJ(Hoek-

stra 1991 : 62) 

Dan waard {der /の}ta de nacht ut dunse. ，.それから夜を徹して踊り

が続いた」

Hy seit dat {der /の}ta de nacht ut dunse waard. ，.彼は夜を徹して踊

りが続いたと言っている」

ロT オランダ語の erも同様。

オ.Er werd tot diep in de nacht gedanst. ，.同上J(Hoekstra 1991 : 62) 

Dan werd {er / O} tot diep in de nacht gedanst. ，.向上」

Hij zegt dat {er /の}tot diep in de nacht werd gedanst. ，.向上」

ドイツ語の巴sは前域以外には現われない。

ド.Es wurde bis tief in die N acht getanzt. ，.同上」

Dann wurde {匂s/O} bis tief in die Nacht getanzt. ，.向上」

Er sagt， das {* es/の}bis tief in die N acht getanzt wurde. ，.向上」

① 「虚辞の derJを用いた用例

Wylst er de plaat omdraaide， waard der op 'e doar kloppe. ，.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. ，.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) 

Dagen， ja， wiken foar't it safier wie， waard der al praat oer dat 

feestje. ，.そのときに至るまで何日も，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 「虚辞の derJを用いていない用例

Yn it doarp Heechwert wurdtのdeleste tiid in soad praat oer de nije 

dyk. ，.へーヘ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
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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 

のofpraat.，-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， A 17 : 12) 

(3) 言語使用上の要因

(1)で述べたように，-虚辞の derJの用法には言語使用土のさまざまな要

因が関係している。その使用の有無について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調句がある場合

特定の場所を示す副詞句がある場合には， derの使用は自由なことが多

しユ。

Wurdt {der / O} oan dy skoalle ek Frysk jun? ，-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例だが，主語が不定・不特定であっても，目的語が

定・特定の場合には 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していないので，自然な文の流れに沿

わないためである。

Der lest ien in boek. ，-だれか本を読んでいる人がいるJ(Hoekstra 

1991 : 64) 

Der lest ien {? dat boek/* it}. ，-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} lezeη[lE:zan]. ，-だれかその本を読んだ人

カまいる」

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. ，-向上」
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(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， 

wiken foar't it safier wie， waard der al praat oer dat feestje. Fan 

al1es soe der barre， ferskes sjonge， pakje七lippeen noch mear spults 

jes soene der dien wurde. En op 'e ein fan it feest fansels in pudsje 

patat. Ja， wat wie it in feest. Soene jo dat feest noch wol in kear 

sa fiere wol1e? Soene wy noch sa'n wi11e hawwe? Wa wit! Der 

wurdt net foar neat sein:官 oealder， hoe gekker'. 

「子供のころ誕生日のお祝いをするときは，何というお祭りだったこと

でしょう。何日も，いや，何週間もその日になる前から，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

を聞いたりと，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ブライ

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)0 w年をとるだけ調子に乗る』ってj (ULI'S， A 

17 : 10) 

(4) 疑問調の種類による制限

(a) まとめ

疑問調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，主語である疑問調の種類によって derの用法に差が認め

られる。 derはwarだ、れがj，hokker rどの」といった特定の人や個別的

な対象をたずねる疑問詞とは用いにくい。一方， wat r何がj，hoe'n rどん

なj，hoefol1e rどれほど多くの」といった物事の種類や量をたずねる疑問

調とは用いやすい (943(l)(a)②， (b)②)。
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① 特定の人や個別的な対象をたずねる疑問詞:derは用いない

協lagiet o mei? iだ、れがいっしょに行くのですかJ (Hoekema 1983 : 

89) 

waが「どんな人」の意味の場合(②)には derを用いても自然である

(Hoekstra 1991 : 78)。

Wa geaneのmei?一一Jarich， Wim， Siebren， Anne en Henk. iだれが

千子くのですかJ iヤーラノ¥，ヴィム，シエブレン，オーネ，それにへン

クです」

くi=>防匂 geaneder mei?一一Jonkjes.iどんな人たちが行くのですか」

「男の子たちです」

Hokker bern geaneのmei?iどの子供たちがいっしょに行くのですかJ (Hoekstra 

1991 : 63変更)

巴F 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変更)

② 物事や人の種類や量をたずねる疑問詞:derを用いる

日匂tbart der? iどうしたんですか(=何が起こっているのですか)J

(Hoekstra 1991 : 71) 

Hoe'n auto stiet der foarhus? i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? i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 elkoar om te bepraten wat der 

allegearre noch dien wurde moast om it feest goed ferrinen te litten. 

「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) 

Dertroch bliuwt er op 'e hichte mei wat der yn 'e wrald buten it 
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sikehus bart. 'それ(，見舞い」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) 

『オランダ語の erはどちらの場合にも用いる。

オ.Wie gaat er mee? 'だれがいっしょに行くのですかJ (Hoekema 

1983 : 89) 

Welke kinderen gaan er mee? Iどの子供たちがいっしょに行くので

すかJ (Hoekstra 1991 : 63) 

Welke nameηworden er genoemd? Iどの名前が呼ばれるのですか」

(ib.63) 

Wat gebeurt 'er? I何が起こっているのですかJ (ib.71) 

Wat voor een auto staat er voor het huis? 'どんな車が家の前にと

まっているのですかJ (ib.71) 

Hoeveel mensen hebben er meegedaan? Iどのくらい多くの人が参加

したのですかJ (ib.71) 

(b) 関連する構文

上記の事実は間接疑問文や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 特定の人や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(al1egearre)meigeane. '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のjun komt?'君は今晩だれが来ると思いますか」

(Hoekstra 1991 : 63変更)

『オランダ語の erは上記の場合にも用いる。

オ.Ik weet niet wie er (allemaal) me巴gaan.'私はだれがいっしょに行

くのか知りませんJ (Hoekema 1983 : 89変更)

Wie denk je dat er vanavond komt? I君は今晩だれが来ると思いま

すかJ (Hoekstra 1991 : 63) 

オラン夕、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， 20)。

② 物事や人の種類や量をたずねる疑問詞:derを用いる

Wat miendest dat der bard wie? '君は何が起こったと思いましたか」

(Hoekstra 1991 : 71) 

Hoe'n auto miendest dat der foarhus stie? I君はどんな車が家の前に
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とまっていると J思いましたかJ (ib. 71) 

吃u- Hoekstra (1991)は従属文中の再取代名詞(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 famke} miendest dat {の/se}dy skille hie? i君は

{だれ/どの女の子}が君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? i向上 ((b)②)J (jb.70) 

Hoe'n auto miendest dat {der /* er} foarhus stie? i同上 ((b)②)J

(ib.70) 

(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調は，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 (bepaald) の対象を指すときに用いるので，こ

の場合に「虚辞の derJを用いないのは当然である。

de praterめJ'tのjunkomt r今晩来る客J(Hoekstra 1991 : 63変更)

『オラン夕、語も同様。

オ.de gast dieのvanavondkomt i向上J(ib.63変更)

ただし，先行調や関係文中に量を表わす不定代名詞が含まれて不定

(unbepaald) の対象としての性格を示す場合には r虚辞の derJを用いる。

de stikmannich boeken dy't der op it rim stiene r棚にのっていた数冊

の本J (ib. 77) 

de boeken砂'tder in stikmannich op it rim stiene r棚に数冊のってい

た本J (ib. 77) 

官オランダ語も同様。

オ.de enkele boeken die er op de plank stonden i向上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 Ristma ferlieze soe. rリツマ(ニフリ

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」

240 



西フリジア語の文法構造 数詞，副詞， d巴r

ii) {* Der /!t} waard betreure dat Ritsma fer1ern hie. ，-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。

iii) Der waard beweard dat Ritsma ferlieze soe. ，-向上」

← Se bewearden {* it /の}dat Ritsma ferlieze soe. ，-人々 はリツマは

負けるだろうと主張した」

iv) !t waard betreure dat Ritsma ferlern hie. ，-同上」

← Se betreuren {it /の}dat Ritsma fer1ern hie. ，-人々 はリツマが負け

たことを悔やんだ」

能動文の場合， beweare ，-主張する」では itを介在させることができな

いが， betreurje ，-悔やむ，残念に思う」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

文で目的語として itを介在させることができず， ii)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。

意味的な特徴としては i)の従属文が主張される内容であって，既成の

事実ではないこと， ii)の従属文が悔やまれる内容であって，既成の事実で

ある点が挙げられる。まとめると次のようになる。

能動文の特徴

derを用いる受動文:動詞+{*it/の}+従属文

itを用いる受動文:動詞+{it/の}+従属文

(b) その他の用例

従属文の特徴

非事実

事実

Der wurdt wol oannommen， dat fan alds it suden fan Fryslan mear as 

it noarden iepen lei foar ynterferinsjes mei it Hollansk. ，-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 Ned町田

lansk)から言語干渉を受けやすかったと見なされることはある」

(Breuker et al. 19922 
: 17) 

Der waard ofpraat dat twa leden fan de kommisje woansdeis nei de 

bosk gean soene om it grien foar de earepoarten te heljen. ，-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
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話し合いで決まったJ (ULI'S， A 17 : 12) 

It waard ferfelend fun dat Ritsma ferlern hie. ，-リツマが負けたことは

興ざめに思われた」

<lrオランダ語の erとhetにも同様の使い分けがある。ドイツ語ではいずれの

場合にも esを用いる。

(6)‘watfoar (in) +名調'の分離と「虚辞の derJ

‘watfoar (in) +名詞'は次の場合，‘wat...foar(in) +名詞'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(~ 43 (l)(c))。

① 目的語

防匂tfoar 仇 jlaterhat er makke? ，-彼はどんな間違いをしたのだろう」

砂Tathat er foar in jlater makke? ，-同上」

② w色ze，-…である」などの補語

Wat foar in jlater is dat? ，-それはどんな間違いなのだろう」

防切 isda t foar inβ'ater? ，-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。

防匂tfoar famkes sille jun sjonge? ，-どんな女の子たちが今晩，歌うのだ

ろう」

* Wat sille jun foar famkes sjonge? ，-向上」

④主語:derあり

③の場合，主語の位置に derを置いて‘foar(in) +名詞'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)。

限切 silleder jun foar famkes sjonge? ，-同上」

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。

F オランダ語も同様。

① 目的語
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オ.Wat voor een fout heeft hij gemaakt? I彼はどんな間違いをした

のだろう」

Wat heeft hij voor een fout gemaakt? I向上」

② zijn I…である」などの補語

オ.Wat voor een fout is dat? Iそれはどんな間違いなのだろう」

Wat is dat voor een fout? I向上」

③ 主語

オ.Wat voor meisjes zullen vanavond zingen? Iどんな女の子が今

晩，歌うのだろう」

* Wat zullen vanavond voor meisjes zingen? I同上」

④主語:erあり

オ.防Tatzullen er vanavond voor meisjes zingen? I向上」

(7) I虚辞の derJと「代名調の derJ

「虚辞の derJ と「代名調の derJはひとつの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(~ 55 (1)(b)①) ，機能的には

「代名調の derJを兼ねているといえる。

Derl wurdt op rekkene dat deηin ferslach komt， dat deηmoat wat 

skreaun wurde. I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(の[←derJop rekkenje I…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(の[← derJby Iそれに加えてJ) (Tamminga 1973 : 213変更)

As de printkladden op 'e setting klear binne， sjogge de redakteuren 

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いか点検するJ (の[←
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derJ yn rその中にJ) (ULI'S， A 15 : 8) 

『オランダ語の erにも同様の現象がある。

オ.Er keken veel mensen naar het programma. rたくさんの人がその

番組を見たJ(Donaldson 19873
: 223) 

→Er keken veel mensen naar. rたくさんの人がそれを見たJ(の

[← erJ naar kijken r…を見るJ) (ib.223) 

次の用例では西フリジア語にはない「数量の erJも含まれている。

オ.Er keken drie mensen naar het programma. r 3人の人がその番組

を見たJ(ib.224) 

→Er keken er drie naar. r 3人それを見たJ(の[← erJnaar k日ー

ken r…を見るJ，の[← erjJ[drieのJr 3人J) (ib.224) 

西フリジア語では次のようになる (r数量の erJに対応する derはない)。

フ.Der seagen trij巴 nei.r同上」
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*本稿は筆者の以下の論文に続く西フリジア語の文法構造の記述である。

「西フリジア語の音韻と正書法(l)J (北海道大学文学部紀要44-1.第 85号.

1995. 37-81) 

「西フリジア語の音韻と正書法 (2)J(北海道大学文学部紀要44-2.第 86号.

1995. 43-111) 

「西フリジア語の文法構造一一冠調，名詞，形容調一一J (北海道大学文学部紀要

45-1.第 88号. 1996. 21-81) 

「西フリジア語の文法構造一一代名詞一一J (北海道大学文学部紀要45-2.第 89

号. 1996. 79-176) 

記述上の問題点については筆者の次の論文を参照。

「西フリジア語文法記述の問題点J (北海道大学文学部紀要44-3.第 87号.

1996. 41-107) 

*本稿は平成 8年度文部省科学研究費補助金による研究成果の一部である。

研究課題 r連続性概念による言語モデルの再構築一一ドイツ語学の立場から

一一J. 基盤研究(B)(2).課題番号 08451101(研究代表者北海道大学言語文化

部助教授佐藤俊一)

【訂正]

「西フリジア語の文法構造一一冠詞，名詞，代名詞一一」
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* 77ページ 5-6行目

次のように訂正:次の用例ではおの直後に補文標識 dat が置かれている(~

41 (2)(a)④)。

*同8行目

削除:dat=grut 

*同 11行目

削除:dat=jong 

「西フリジア語の文法構造一一代名調 」

* 133ページ 1行自

追加:次の用例の dat は指示代名調ではなく，補文標識である(~ 35 (2)(b) 

③)。

*同 2-31子目
削除 (datは副詞的に用いた不定代名詞 mearの原級を指す)

* 152ページ下から 2-3行目

次のように訂正:‘wa...前置詞'は種類をたずねる意味 (rどんな人J)では不可

だが，特定の人をたずねる意味 (rだれJ)では許される (Hoekstra 1995: 

102;~ 58(4))。
Wa hat er juster mei dunse? r彼は昨日{*どんな人/だれ}と踊ったのだろ

っ」
(上記以外の三樹笹・訂正・追加については別の機会に譲る)
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