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北大文学部紀努 47-3 (1998) 

西フリジア語の文法構造一一動諮問

清 水 誠

Struktuer fan it Westerlauwersk Frysk 

-…tiidwurd (2)一一
(The Annual Rゆort0η Cultural Science 47…3 (No.96). The Faculty of 

Letters. Hokkaido University. Sapporo. Japan 1998. ISSN 0437-6668) 

SHIMIZU Makoto (mshimizu @lit.let.hokudai.ac.jp) 

S 74 時鎖と法

時様は と「過去」の 2種類を語形変先で区別する。 としての

「未来」は確立していないG 時間としてお未来の表現については謡法の鵠動詞

る。迭には直説法と命令法{命令形)がある。接続法はほぼ消失

した。

出 現 在 形

現在形は発話時に起こっている出来事に隈らず，話者の主欝的な現実世界

にかかわることがらそ広く表現する燕諜む形式であり，用法が多岐にわたる O

(a) 規期・法期・

De moanne draait om 'e ierde. r丹は地諌のまわり

(Zantema 1984 : 702) 

ているJ

II1 heal dozyn is seis. r半ダースは 61留であるJ (Bal1gma 19932 
: 16) 

Trettjin is it ungeloksgetal.は縁起の惑い数字であるJ (Bangma 
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19932 
: 16) 

(b) 現行の習慣・傾向

Taal brukst alle dagen. ，.言葉は毎日使う J CULI'S， B 20 : 16) 

Mem kδket juns waarm iten. I母は晩に暖かい食事をつくるJ CULI'S， 

B 13 : 12) 

Bern waakse tsjintwurdich hurd nei folwoeksenheid. ，.子供はこのごろ

では大人になるのがはやいJ CULI'S， B 10 : 19) 

( c) 現在進行中の出来事

'oan it+第 2 不定調+wêze' については~ 75 (5)で述べる。

Hja sitte yn 'e wenkeamer. ，.彼らは居間にすわっている J CULI'S， A 

11 : 2) 

Hj oed skynt de sinne. ，.今日は日が照っているJ CULI'S， A 1 : 10) 

(d) 過去からの継続

Do sitst al twa oeren efter it stjoer. Sille wy net earne in kopke 

kofje drinke? ，.あなたはもう 2時間もハンドノレ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 al trije jier. ，.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 al tolve jier widdo. I祖母はもう 12年も未亡人だJ (ULI'S， 

B 1: 9) 

F ドイツ語やオランダ語も同様。英語では現在完了形(または現在完了進行

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‘sil(話法の助動

調 silleの現在形)…第 1不定調'などを用いるが，ふつうは現在形でかまわな

しユ。

Wy kieze moarn in nije gemeenterie. ，.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. ，.祖母のヨンチェは明日， 80 
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西フリジア語の文法構造動詞 (2)

歳になるJ CULI'S， B 11 : 6) 

Moarnρrate 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」

(Bosma-Banning 19812 : 58) 

z ドイツ語やオランダ語も同様。

(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， 1915年噴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~ 75 (3)(f)で示す。

(2) 過去形

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 twa manlju 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) 

Dat (=Dokkum) is ien fan 'e aldste steden fan Fryslan. Yn 'e tiid fan 

'e Evangeeljeprekers waard de namme al neamd. Yn 'e omkriten 

waard doe Bonifatius fermoade. Eartiidsωie dy sted in seested. rそ
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れ(ロドクム)はフリ…スラントでもっとも富い胃であるの楢音伝道の

時代に?でにその名前が挙げられている。その周沼で当時，ボニファティ

ウスが暗殺された。背，との町は海に溜した町だったJ (むLI'S，B 17 : 

22) 

(b) 腕曲・丁寧・

“Hawwe jo dizze trui ek yn in oare kleur?"“Hokker kleur hiene jo 

yn 'e holle?" rこのセーターは別の色はありますかJ rどの色をお考えで

いらっしゃいますかJ (Bangma 19932 : 40) 

“J 0 wiene der ut， begryp ik?"“J a， wy nimme beide in Dockumer 

kofje." r (ど主主文は)お決まりですかJ rええ，

にしますJ (Bangma 19932 
: 10) 

話法の助動詞を伴うこともある。

ともドクム・コーヒー

Goeie moarn， mefrou， menear. Woene jo al bestelle? rおはよう

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…キをも

らってもよかったのよねJ (Dykstra 1996 : 73) 

(c) 

話法の鎗動請をffう ついては話法の助動謂の主義で述べる。

Al hiest wjukken， dan wiest noch te swier. 

はまだ重すぎるねJ CULI'S， C 3 :り

ったとしても，

Ik woe dat ik in fugeI wie.r私が鳥だ、ったらいいのにJ (BosmルBanning

19812 
: 54) 

K九zamer mar! r彼が来ればいいのになあJ CEisma 1989 : 8) 

このように，過去形はたんに過去の出来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・回想・歴史的叙述は現実世界から離れ

た話者の惣像投界を措くものであり，たんなる過去ではない。~ 75 (訟で述

べるように，日常生活にかかわる現実世界の過去の出来事には時制として

は「現在」の現在完了形な用いるととが多いのだから，過去形は時制の範

隣というより，むしろ話法の範蟻とみなすほうが適当であるとも言える。

潟者の使い分けは絶対的ではないので，明確な結論は出しがたいが，
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すれば，西フリジア語では時制の対立が希薄であり，時制という文法範鴎

を設定する根拠が弱いことになる。同様の事実はオランダ語やドイツ語に

も当てはまる。

(3) 命令法(命令形)

(a) 語形

命令法(以下，命令形」と言う)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! 'いただきます(=おいしく召し上がれ)J (yt ← ite'食べるJ)

② je動詞:'je-語幹」と同じ

Wachtsje net langer! 'これ以上，待つなJ(wachtsje← wachtsje'待つJ)

(ULI'S， B 10 : 7) 

③ n一動詞:現在形 1人称単数と同じ

Doch it no! '今，それをやれJ(doch← dwaan'するJ)(ULI'S， B 10 : 7) 

(b) 話法の副調 (s53) の付加

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! '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いJ(Dykstra 1996 : 75) 

Gans diersoarten binne hast of hielendal utstoarn， tiηk mar oan de 

walfisk. '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。

たとえば骨哀のことを考えてみなさいJ (ULI'S， C 7 : 8) 

Kom der doch e尾治esyn! '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(s38 

(2)(b)④， (3)(b)④)。

① 2人称代名詞

N 0， hald do dy mar stil. 'いいかげんにちょっとお黙りJ(ULI'S， C 3 : 7) 
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Skink do us ris yn. ，-注いでちょうだいよJ (Bangma 19932 
: 127) 

② 3人称代名調

Kom sy mar by mem. ，-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/Van der W oude 19802 
: 68) 

Sis hy it mar. ，-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 W oude 19802 
: 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

“Wiene jo der al ut?"“N ee， noch eefkes. Kin 't noch wol eefkes?" 

“Fansels， jo jouwe mar in wink." ，-(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 ，-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不定調

Trochrinne! ，-歩きとおしなさいJ (Eisma 1989 : 11) 

Ophalde! ，-やめなさいJ (Eisma 1989 : 11) 

2人称の主語代名調を伴うこともある。

“Hoe hast sin oan dat fleisguod moarns betiid. Soks soe my fierste 

dreech w色ze. Wat swiets giet dan noch wol."“Do hoechst dyn sean 

aai ek net tink?"“Ho， ho.， o)匂liuwedo. Der moat ik my noch op 

beriede oft ik dy nim of net." ，-朝っぱらからよくそんな肉を欲しがる

もんだね。ぽ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」

「あなたはゆで卵もいらないわけねJ ，-えー，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) 

~ 75 完了形と進行形

(1 ) まとめ

完了形は‘過去分調+完了の助動詞 hawwe/weze'(完了形第 1不定詞)で

あり， hawwe/wezeが現在時制と結びつけば現在完了形 (de folsleine 
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notiid) ，過去時制と結びつけば過去完了形 (deiolsleine 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，完了の助動調定形と

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。話法の助動調の完了形は話法の助動詞の章で説明

する。

完了形第 1不定調:過去分調+完了の助動詞hawwe/weze

songen hawwe (← sjonge'歌う j) kommen weze (← komme'来るj)

現在完了形:完了の助動調現在形…過去分詞

ik ha(w) .songen 

(do) hast ..songen 

jo ha(wwe) . ..songen 

hy hat ...songen 

ik bin 

(do) bist 

jo binne 

hv is 

..kommen 

..kommen 

..kommen 

...kommen 

hja ha(wwe) . . . songen hja binne . . . kommen 

過去完了形:完了の助動詞過去形…過去分詞

ik hie .. .songen ik wie ..kommen 

(do) hiest ..songen (do) wiest ..kommen 

hy hie ...songen hy wie ..kommen 

hja hiene(n) . .songen hj a wiene(n)... kommen 

完了形は不定形の範曙であり，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」という時制があるわけではない(，複合時制」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。現在時制は未来の出来

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 ((2)(3)(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))。
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(2) 完了の助動詞 hawwe/weze 

(a) hawweとwezeの選択

完了の助動調hawweとwezeの選択は次のようになる。

‘過去分詞+hawwe':他動詞および wezeに支配されるもの以外の自動詞

‘過去分詞+weze':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 )電他動詞の過去分詞+hawwe' (hawwe支配)

Yn koarte tiid hat dat it oansjen fan us provinsje gans feroare. '短い

聞にそれは私たちの地方の外観をまったく変えたJ (feroarje'変える(他

動詞)J (ULI'S， B 9 : 13) 

ii) ，状態の変化を表わす自動詞の過去分詞+weze' (weze支配)

De leste jierren b仇nede doarpen wol gans Jをroare.'最近何年かの聞

に村々はたしかにとても変わったJ (feroarje'変わる(自動詞)J) (ULI' 

S， C 11 : 2) 

その他の用例。

① 過去分調+hawwe

Hat er watj計teld? -Hy hat neat sein. '彼は何か言っていましたか」

「何も言っていませんでしたJ (fertelle '伝えるJ，sizze '言う J)

(Bosma-Banning 19812 : 24) 

Wy ha(wwe) in moai boek lezen. '私たちはすてきな本を読んだJ (leze 

「読むJ) (ULI'S， B 6 : 20) 

Mem hat de amer leech getten. '母はバケツの水を空けたJ (jitte '注

ぐJ) (uLI'S， B 9: 17) 

Sy haωωe lekker sliゆt.'彼らはよく眠ったJ (sliepe '眠るJ) (ULI'S， 

A 7: 13) 

② 過去分詞+w色ze

Ik bin oer in stien fallen. '私は石につまずいてころんだJ (falle 'ころ

ぶJ) (ULI'S， B 10 : 17) 

By dat treinungelok binne hiel wat minsken stoarn. 'その列車事故で
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大勢の人々が亡くなったJ (stjerre '死ぬJ) (ULI'S， B 8 : 15) 

Trije jier lyn binne wy troud. '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? '彼は試験はうまくいったのかJ (slagje 

「うまくいく J) (Zantema 1984 : 916) 

It is him net slagge. '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

① west hawwe (← weze'…である，…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。

Hat er siik west? '彼は病気だ、ったのかJ (Bosma.Banning 19812 : 19) 

“Ik haw nei Ljouwertωest."“Wa hat meiωest?"“Ik haw der 

allinnich hinneωest. '私はリャウエト(オ.Leeuwardenレーワルデン)

に行ってきたJ'だれと行ったのJ'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[drjywe， drjo:we] ，漂う J，

farre [far8] ，(船で/が)行く J，fleane [flI8lld] ，飛ぶ、J，ride [ri (:) d8] 

，(車・電車・馬で/が)行く J，rinne [rIn8] ，歩く J，stappe '歩むJ，

swimme [swIm8] ，泳ぐ」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 

'1632年に初めてアムステル夕、ムとハーレム(オ. Haarlem)の聞に(馬

による)ヨ|き船が走ったJ (ULI'S， B 18 : 7) 

Sunt 1880 en oan 1948 ta ha hjir ek trams riden. '1880年以降， 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) 
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ii)過去分調+weze

De grutte minsken binne ek ut it wurk stOoρt. ，-大人たちも仕事をやめ

たやってきたj (ULI'S， B 5 : 10変更)

It oantinkenωie samar yn him nei boppen dreaun. ，-思い出が彼の脳裏

にすぐによみがえってきたj CBosma-Banning 198F : 87) 

『ドイツ語の fahren，-(車・電車で/が)行く」はつねに sein支配であること

に注意。

ただし， komme ，-来る j，gean r行く」はつねに weze支配である。

Bist allinne mei de bus kommen? ，-君は一人でパスに乗って来たのか

いj (ULI'S， B 18 : ll) 

Ik bin der tsjin 't sin hinne gien. ，-私は気が乗らないままそこへ行った」

CBosma-Banning 198F: 134) 

場所を示す名調句を伴う場合も同様である。

Tuzenen binne deμden gien， fan 't libben， jierren en dagen. ，-何千も

の人々がその道をたどった。人生と歳月と日々の(道を)j (S. Klooster-

man:“Tuzenen...) 

③ アスペクト動詞

begjinne [b8gjin8] ，-…しはじめる j，einigje [ain8γj8， ti . .] / ein(di)gje 

[aind8γj8， (ailJj8)，εi . .) ] / einje [ainj8， Ei..J ，-…しおわる」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 al begun postsegels te sammeljen. ，-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 London is eindige. ，-ロンドンの会議は終わった」

(WFT 4 1987 : 343現行の正書法に変更)

F 上記のアスペクト動詞は自動詞としても用いる。

W y begjinne mei de earste les. ，-最初の課からはじめましょう J (Bosma-

Banning 19812 
: 119) 

日本語では「…しはじめる/しだす/しかける」のように他動詞で表現する

ことに注意。ただし，-…しおえる/しおわる」は用法に応じて使い分げる。
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商フリジア語の文法構造一童書詞 (2)

④ fergetten [faget;:m] {hawwe/wをze}(←ferjitte [fajIta] r忘れるJ)

意味の相主義による hawweとwezeの使い分けに注意。

i) fergetten hawwe 

Ik ha 江戸rgetten.I払はそれをするのを忘れていた(=思い出レベJJ

(Stienstra et al. 1982 : 60) 

Us mem hat de boadskippen fergetten. I母は買い物をするのを忘れた

(ニのがす，しそこなう)J (ULI'S， B 9 : 20) 

Pake hat syn stok felぎetten.I祖父は杖を;忘れたJ (ULI'S， B 9: 17) 

1t is my yn 'e wei dat ik jo jierdeifergetten haw. rあなたが蓄基金告であ

ることを忘れていて申し訳ないJ CBosma-Banning 19812 : 90) 

ii) fergetten wさze

It is my fergetteηr私はそのことを忘れてしまった{ロ想い出せない)J

(Stienstra et aL 1982 : 60) 

Wat de sprekke玄関inhat is my no al wer fergetten‘「私は話をした人

ったことをまた忘れてしまったJ 氾osma-Banning19812 : 128) 

Ik bi主宰 'thast al fergetten. r私はそのことをほとんどもう蕊れかけてい

たJ (Zantema 1984 : 250) 

金 bleaun[bl偽記 weze ← bliuwe[bljyw<:l， bljo:w<:l] IとどまるJ)

場所の移動や杖慈の変化を示さないにもかかわらず，例外的に weze

配である。

Wer soe er bleaun 授はどこ

1984: 116) 

していたのだろう J (Zantema 

Dat is der by bleaun. rぞれはそのままになってしまっ (Bangma 

19932 
: 83 

(c) 非現実の表現における錦外

非現実の表現では weze支配の動詞が例外鵠に hawwe支配になることが

あるc ただし， weze支寵の例もあり，これを好eむ傾向も認められる。

Jo hiene 1錦町rthus bleaun. Iあなたは家にいたほうがよかったのにJ

(Bangma 19932
: 136) 

-63 



北大;文学部紀要

As ik net moatten hie， hie 'k hjir net komd費九必要がなかったら，毛主は

ここには来なかっただろう J {Hoekstra 1997: 56 

As ik har mem wurden wie， hie it n総 bard，wat no bard is. I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

うにJ (現行ぬ正審法に変更;bard isとの桔議に注意) (ib.持)

助動詞に支配された場合も問機?ある。

玄laasTaks moast mar meikomd ha; dat hie 'k wol aardich fun. Iク

ラース・タクスもいっしょに来るべさき7さつたのに。ぞうすれば払はとて

もよかったのにと思うのだがJ (現行の亘書法に変更) (Hoek器土ra

1997: 55) 

Sa moαst it bleaun h側 we.IぞれはそうあるべきだったのにJ (現行の

(ib. 55) 

献オランダ語にも問機の現象があり， hebben(ブ.haww日)支配は，可能だっ

たかもしれない出来事が何らかの擦問で起こらなかったことを示すのにた

いして， zijn (ス weze)支艇は，もともと不可能だった出来事が起こらな

かったことを示すという相違があるとされる。

オ.{Had/~始:s} ik er maar bij gewe説会「私がその場にいればよかった

のにJ (Honsela紋 1987: 65) 

had...geweestは都合が慈かったことを旨暗示し， was…gew日estは遠い替の

歴史的出来事を述べるなどという椴途があるとされる。

オ.{Had/ Was} ik er ma丘rbij gebleven. r私はその場に残っていればよ

かったのにJ Cib. 65) 

had…geblevenは残らない決心をした行為を悔やみ.was...g告blev古ねは当

持，他のことをしていたことを悔やむなどという相違があるとされる(以

Honselaar (1987 : 65 f))。しかし，上記の判断に

ある o 西フリジア諮でも明確な判断は閤難である。

よって差が

時P オランダ語でf;!;'zijn支配の動認十話法の助動詞'の完了形でも hebben支

配と zijn支配の議方が見られる。

オ.Dat zoiets {heejt/is}初仰engebeuren. rそんなことが起こりうるな

んでJ (Honselaar 1987: 65) 

{heejt/ is} niet langer dan een uur durve匁 blijve丸「彼は敢えて

1善寺摺以上待とうとはしなかった(ib.65) 

しかし，西フリジア額では haww恋文拐のみが可能である。

ス Datsoks bar詑 kinnen{hat/*is} r罰上」
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Hy { hat / * is} net langer as in oere bliuwe doarst. r向上」

(3) 現在完了形

(a) 日常生活での過去の出来事

現在完了形はドイツ語やオラン夕、語と同様に日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 fakansje han? -Ik haw trije wike frij han. rあなたは

もう休暇をとりましたかJ r 3週間休みをもらいましたJ CBosma回

Banning 19812 
: 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

過去の時間を示す文成分があってもかまわない。

Wy binne justeηiun thuskommen. r私たちは昨夜，戻りましたJ(Bosma-

Banning 16変更)

Alde J abik hat j計linewike syn frouferlern. rヤービクのじいさんは先

週，奥さんを亡くしたJ (B 8 : 10) 

De polysje hat fannacht twa ynbrekkers attratearre. r警察は今夜，一

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合意しない。現在

まで継続していることを明示するには現在形を用いる (974(l)(d))。

Wy haωωe fiif jier yn Ljouwert wenne. It wiene goede jierren. r私

たちは 5年間リャウエト(オ. Leeuwardenレーワルデン)に住みまし

た。良い年月でしたJ CBosma-Banning 198F : 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 CBosma-Banning 198F : 98) 
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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) 

(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をも表わすので(s74(1)(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。

As er it dien hat sil er it sizze. 'それをやってしまったら，彼はそう言

うでしょう J (Bosma-Banning 198F : 59) 

Hjirby fersykje wy jo freonlik de stipe foar 1998 binnen可irtjindagen 

nei't jimme dit brief krigen hawwe oan US oer te meitsjen. '1998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. '1998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}. 'フリエンチェル(オ.

Franekerアラーネケル)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. 'シムケ・クローステルマン(西フリジア文学

の代表的な女流作家)は 1876年にトヴィーゼ、ル(オ.Twijzelトヴ、エイ

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

04(2)で述べたように，過去形は物語・回想・歴史的叙述など，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，
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過去の表現としては特殊で、ある (974(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，両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調の

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， weze r…であ

る，ーがある・いる」では過去形を好む傾向がある。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がある。

Wy liezen yn 'e krante dat jo ferhuze binne. r私たちはあなたがたが

ヨ!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 0，ρkaam is de N. T. M. der 

stadichoan ta oergien de tramtsjinsten troch bustsjinsten te ferfangen. 

r30年代にパスが走るようになると， N. T. M. (北部フリースラント地

方鉄道会社)はしだ、いにパス路線に取って代わられるようになったJ (N. 

T. M.: De Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij 1899年設

立) (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 j旬 開 tuskenArrlsterdam en 

Haarlim. Sa'n trekskip wie (過)in lange， smel1e skute mei in lange 

kajut. It waard (過) troch in hynder lutsen， dat op de trekwei 
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njonken de trekfeart r.伽{過). Dy wize fan reizgjen wie (遇 m

kolos悶 leferbettering. It trekskip J告が(過)op tiid enお 仰z(過)， 

net dfhinklik fan de wyn， op in feste tiid oan. . 

Op 29 maart 1649 fart (現)yn Fryslan it earste treksip tusken Harns 

en Ljou寺'lert. Al gau komme (現)der mear， lykas yn 1647 Dokkum-

Ljouwert， 1652 Boalsert-Ljouwert en 1662 Snits-Ljouwert. De trek-

skippen hawwe (現完)it sa'n 200 jier uthalde kinnen， oant it spoar 

harren taak oenほam(遇).r1632年に最初の引き船がアムステルダム

とハーレム(オ.Haarlem)の関を走ったO その種の引き船は軒長い斡

を繕え，体主義が長く，掘の狭い小船だった。ぞれは水路に沿っ

走る馬に引かれた。この旅の方法は大変な進歩だった。引き号館は時間ど

おり り，鼠と麗孫なく，決めら どおり
。

たし

1649年3月29日にはアリースラントで最初の{馬による)引き船がハー

ンス{オ.Harlingenハルリングン)とリャウエト{オ.Leeuwardenレ…

ワルデン)の爵そ走る。まもなくf患の路韓も登場する，たとえば 1647年

にドクム…リァウエト鰐，そして， 1団66む2差年ドにスニツ(オ.Srηle悦ek王スネ一

ク)一…一}一…………一)一一一一}一……)一一}一)

約 200ま年手関長らえることができたJ (ωULI'S， B 1認8:7η ) 

ii)現在完了形一過去彫現在形過去静一…現在形

Ien fan de grutste striders foar 't Frysk hat (現克)Harmen Sytstra 

west. Hy的am(過)yn 1817 yn Mullum op 'e wrald， w似 rd(過)

letter bakkersfeint yn Arum， Winaam en Seisbierrum， mar hy hie 

(瑚)och sa'n nocht oan learen，・ Op't lest giet (現)er by it bakkers駒

fak wei en wurdt (現)skoalmast校. Dat wie (過)doedestiids foar in 

earme jonge mei in klear ferstan sawat d合 iennichstemooglikheid. 

N eidat er in pear oare plakken han hat (滋完)， komt (現)er yn 

Burgum都 知dermaster. Hy s!ut (現)der freonskip mei Tsjibbe 

Gearts van der Meulen. Ut dy tiid is (現)ek syn ferneamde‘Wald-

sang三「フリジア器機護のもっとも偉大な功労者の一人はハルメン・シス
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トラ(1817-1862)だった。彼は 1817年にムルム(オ. Midlumミドル

ム)で生まれ，後にアールム(オ.Arum) ，ヴィナーム(オ.Wijnaldum 

ヴェイナルドゥム)，サイスビエルム(オ.Sexbierumセクスビールム)

で戸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

少年にとってほぽ唯一の可能性だ、った。いくつか他の土地で勤めた後，

彼はブ持ルフム(オ. Bergumベルフム)に教頭として赴任した。そこで

彼はチベ・ゲアツ・ファン・デノレ・メーレンと親交を結んだ。この時代

のものとして彼の有名な『森の歌』がある J (Stienstra 1982 : 63) 

(4) 過去完了形

(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

Wy liezen yn de krante dat it iis brutsenωie. ，.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 al heard hie. ，.私は彼がそのニュースをもう聞い

たかとたず、ねたJ (Bosma.噂Banning19812 
: 102) 

Tige wiidweidich hat er us ferteld wat er der belibbe hie. ，.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彼は 1976年の秋に完成していたJ (Ut de Smidte， 

31e jiergong nu. 2， maaie 1997 : 1) 

De boatωie sonken en lei under wetter. ，.ボートは沈没して水底に沈ん

でいたJ (ULI'S， A 18 : 12) 

Hy hie it yn jierren net dien. ，.彼はそれを何年もやっていなかった」

(Bosma-Banning 19812 : 61) 

69 
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①意外さなど
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意外さなどの話法の表現に用いることがある。

Ik hie krekt j討wachtedat us utstellen oannommen wurde soene. i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) 

1九九r1ster Charlie Parker-ien ferwikse1et foar side twa， wurdt der op 

'e doar k1oppe. Hy docht de doar iepen en sjocht ferheard. “Do 

Frida， en ik hie noch sa sein!" i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。彼

はドアを聞け，驚いて見た。「フりーダじゃないか，ちょうどそう言おう

と思っていたんだJ CULI'S， A 16 : 8) 

②過去の非現実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。詳細は話法の助動詞の章

で述べる。

J 0 hiene better op bed bliuwe kinnen. i君は寝ていたほうがよかった

のにJ (Bangma 19932 
: 47) 

Dat hie ik graach sjenωollen. iそれは私は見たかったなあJ CULI'S， 

B 18: 19) 

Ik hie dat net 斤'eegjemoatten. i私はそのことをたずねるべきではな

かったJ CULI'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‘oanit+第 2不定

詞+weze'という構文を用いることがある。

Wy binne oan it iten. i私たちは食事中で、すJ CULI'S， C 3 : 8) 

“W色rbinne de bern?"“Dy binne oan it hanwaskjen." i子供たちはどこ
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だ、J I手を洗っている最中よ J (ULI'S， A 3 : 27) 

Ik bin oan it ρraten. I私は話をしているところだJ (Van der Veen/ 

Oldenhof 1990 : 47) 

Gr 3 60 (2)(8)参照。

この場合，第2不定詞は動調を名詞的に用いており，次のように名詞を用

いた用例もある。

“1九Teris Auke?"“Dy is yn de tun oan itωurk." Iアウケはどこなの」

「庭で仕事をしているよJCBosma-Banning 19812 : 16) 
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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 10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。
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