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北大文綾部紀姿 47-4 (I鈴き}

西フリジア語の文法構造 動語 (3)

清水 誠

Struktuer fan it Westeτlam夜討skFrysk 

一一tiid九九Turd(3) 

(The Anmω1 Rψort on Cultural Science 47-4 (No.97). The Faculty of 

Letters. Hokkaido UniγSapporo. J apan 1999. ISSN 0437-6668) 

SHIlVIIZU Makoto (mshimizu@ Iit.let.hokudai.ac.jp) 

S 76 織法の場動詞 (itmodale helptiidwurd) :概譲

(1) 語務変北

{心不定調の糖類

話法の助動詞には第 l不定調そ伴うものらつと

をイ半うもの 2つの 7つがあり，

ばれる{京，olleとhoegeな絵く〉。

2不定詰または第 l

(s 70 (5)) と呼

i )第 1不定調を伴うもの:kinne， meie， moatte， sille， wolle 

ii) te-第 2不定謁または第 1不定詞を{学うもの:doare， hoe伊 (hoeve)

『オランダ諮， ドイツ諮，英務との詩形的な対応は次のようになるが，意味

的2こ し'0
ブ. kinne/オ.kunnen/ド. konnen/司ヱ.can (以ア， このI1贋)

meie/ mogen/ロo.og告n/may，moatt記/moet日n/muss怒れ/mロst，sille/ 

zullen/sollen/ shal1 (should)，守volle/will巴n/wollen/will，doare/ 

durven/なし(中高ド.turren) / dar日， hoege (hoev記)/hoeven/な

し/なし
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北大文学部紀要

英語だけが不定形の語形がなく，人称変化しない。

(b) 人称変化

① 現在形3人称単数

他の動詞と違って現在形 3人称単数の語尾 -tを欠く。ただし， doare 

では一定せず， hoege (hoeve) は-tを伴う。

hy {kin/mei/moat/sil/wol/doar(t)/hoecht (hoeft)} 

官 kenn巴「知っているJ (hy ken)とwitteI同左J (hy wit) については~70

(5)(b)参照。

f オランダ語やドイツ語では人称変化の単数と複数で異なる母音交替(ド.

Ablaut)を示すが，西フリジア語では解消された。例:フ.ik kin， wy 
kinne;オ.ik kan， wij kunnen ;ド.ich kann， wir konnen 

② 過去分詞

過去分調が弱変化動調の dと強変化動調の -enの両方で終わるものが

多い。

hy hat... {kinnen/kind; meien/mocht; moatten; sillen/sild; wollen/ 

wold; doaren/ doarst/ doard; hoegd (hoefd)} (ただし， hoegen 

(Hoekstra 1997 : 4)) 

(2) 語順

(a) 不定形

不定形では動詞または動調群を文末(右枠)に置く(ただし，第 3不定詞

(命令形不定詞)を除く)。動調群では動詞の数に関係なく，支配する動詞を

支配される動調の後に一貫して置き， ドイツ語やオラン夕、語のような「代替

不定調J (ド.Ersa tzinfini ti v )は用いない。

Frysk prate kinne Iフリジア語を話せる(こと)J

Frysk prate {kinnen/kind} hawwe Iフリジア語を話せた(こと)J

(b) 従属文

従属文では従属接続詞などの補文導入要素を先頭(左枠)に置き，文末

(右枠)の動詞群の末尾の動調を定形にして枠構造をつくる。
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商フリジア懇の文法機造一動詞 (3)…

Ik wit dat er Fryskρrate kin. '私は識がフワジ

し〉る」

ることを矢司って

Ik wit dat er Frysk prate {kinnen/kind} hat. '窓、は綾がブリジア語を話せ

たことを矢gっているJ

(c) 

主文では定詰詞を第 2位(左枠) 私文末(右枠)に戴いた不定調と

とも くる。

Hy kin Frsykρrate. r設はブリジア語を話せるJ

Hy hat Frysk prate {kinnen/kind}事「彼はブリジア語を話せたj

2不定説を符う doare，hoege (hoev叫の 語}I際についてはS77 (2)で

述べる。

"".;;tランダ語・ドイツ穏との程遠に注意。綴近，オランダ殺からの干渉を受

る傾向にあるが，好ましくないとされる。

オ.Ik weet dat hij Fries kαn sprek税事

Ik we紋 dathij Fries he約ぬnnenspreken. 'f可JニJ

Hij kan Friesゆreken.

Hij heeft Fries l~unnen spreken. r向上」

ド.Ich weis， dasぽわiesischspreclzen ka燃 r向上J

Ich weis，ぬβerFriesisch hat 拶rechen初・捌en.

Er kann Friesisch sprechen. rft.]上j

Er hat Friesischゆrecheおお'nnen.

(3) 不定鍔を伴わない場合

(a) 

話法の助動認の客観的用法 ((4)(b)②)では開らかの形で鯵後可能の場合に

不定詞(第 1不定謂， te第2不定認}を省略することがある。

れる不定制には次の翠類がある。

e 
方向や随伴などを表わす文成分を伴う し玉。

Moarn sille wy der hinne. 私たちはそこに行きますJ (Bosma司
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北大文学部紀要

Banning 19812 
: 43) 

Ikω01 ek mei. ，.私もいっしょに行きたい」

It famke doarst foar gjin noch safolle nei it buthus. ，.その女の子は絶

対に牛小屋に行こうとしなかったJ (ULI'S， B 20 : 20) 

五mmehoege hjoed net nei skoalle， jimme ha hjoed frij. ，.君たちは今

日，学校に行く必要はありません。今日は休みですJ (Visser 1985 : 

639変更)

② 運動動詞の省略:‘話法の助動詞+te第 2不定詞'

Ik sil nei hus te iten. ，.私は家に食事に行こうと思いますJ (ULI'S， B 

14 : 10) 

Ik wol te fiskjen. ，.私は魚釣りに行きたいJ (Bosma-Banning 19812 : 

55) 

Men kin te aaisykjen， te fiskjen en te silen. ，.卵探しゃ魚釣りやヨット

をやりに行くことができる J (ULI'S， A 19 : 19) 

この構文が運動動詞の不定詞の省略であることは次の用例を参照。

Gabe giet te aaisykjen. ，.ガーベは卵探しに行く J (ULI'S， A 19 : 19変

更)

Do giest moarn net te sileη ，.あなたは明日，ヨットをやりにf子くん

じゃありませんよJ (ULI'S， B 20 : 12) 

③ 一般的な行為・存在を表わす動詞の省略

Witst wol hoest mei dat apparaat moatste? ，.君はその器械をどのよう

に扱うべきかわかりますかJ (hoest←hoe'tst) (Zantema 1984 : 1198) 

Syn learen wol net bot. ，.彼の勉強ははかどらないJ (Bosma-Banning 

19812 
: 56) 

Ik fernim， jo kinne net. ，.君には無理だと私は感じるJ (Boersma/Van 

der Woude 19802 
: 89) 

Hoe kin dat? ，.どうしてそれが可能なのかJ (ULI'S， A 20 : 7) 

次の用法では meie，hoege (hoeve) (+否定)をそれぞれ「好きだJ，

「必要としない」という意味の他動詞として用いているとも言える。
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西フリジア語の文法構造ー動詞 (3)

Bern meie graach swietekau. ，-子供は甘いものが好きだJ (Bosma-

Banning 19812 
: 144) 

Do hoechst dyn sean aai ek net tink? ，-あなたはゆで卵もいらないわけ

ねJ (Bangma 19932 
: 128) 

④ 一般的な行為・存在を表わす動調を含む分離動詞で，前綴りに相当する

ものが残る場合

De moade moat men nei al sil 't himd ek boppe de broek. ，-シャツが

ズボンの外に出ることになっても，流行には従わざるを得ない」

(Bosma-Banning 19812 : 43) 

Dy't der mear fan witte wol moat syn lesjouwer mar oan. ，-それにつ

いてもっと知りたい人は担当教師にたずねる必要がありますJ (ULI'S， 

B 18: 9変更)

Sille wy in slach om? ，-散歩に行こうかJ (Bosma-Banning 19812 : 21) 

Dy broek hoechst ek al net mear oan. ，-あなたはもうそのズボンははか

なくてもいいわよ J (ULI'S， C 4: 17) 

oandoare ，-敢行する，請け合う」のように分離動詞を形成するように

なった{列もある。

Meiinoar doare famkes en jonges de striid oan. ，-たがいに女の子たち

と男の子たちは競争をやろうとするJ (ULI'S， B 14 : 16変更)

In hushalding ut de sted hat it oandoarst en keapje it spultsje. ，-都会

の一家がその小さな農場を思いきって購入したJ (ULI'S， B 14 : 13) 

⑤ 完了の助動詞ha(wwe)/wezeと受動の助動詞 wur・deの省略

受動の助動調 wurdeは広く省略可能である。

Hy kin it ek net helpe， dat moat sein. ，-彼でもそれは無理だ，残念だが

(=それは言われなければならない)J (sein [wurdeJ←sizze ，-言う J)

Dat moat hjoed noch regele. ，-それは今日中にかたづける必要がある」

(regele [wurdeJ← regelje ，-片付けるJ)

Dat lan sil 戸地αvele.，-その土地は分割される予定だJ (ferkavele 

[wurdeJ←ferkavelje ，-分割するJ) (Zantema 1984 : 862) 
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完了む立ち勤務 ha(wwe)/wezeの省略は制限が強い。次例の‘kin...dieIず

は慣用句的な表現だが，‘kin‘..naaid'は静替の用備にあるものの，静

ましくないとする話者もいる。‘kin...l伯郡'はかなり認容震が{g;い。

D拭 kinik hjoed noch dien. Iそれは私は今日中にやってしまうことが

で診るJ (dien [hawweJ←ふi¥TaanrするJ) (Viちser1985 : 151 

日)Dat長in'k勾oednoch naaid. rぞれは私は今日中に縫ってしまうこと

ができるJ Cnaaid [hawwe]← naaie r縫う J) (Visser 1985 : 375) 

象Ik{moat/ wot} dat boek foar snein lezen. I私はその本を臼羅臼まで

に読んで{しまいたい/しまう があるわ〈治zen[hawwe]← i告知

間ヨオランダ懇では受動の助動翻wordenは省略可能だが，完了の助動語

hebbenμijnは省略できないo zullenには定観的用法しかないのぞ，どち

らの場合にも省略できない ((4)(b))0 

kan het ook niet helpen， dat moet {gezegd/ gezegd worde刃/
worden gezegd}. r同上J (ANS 1984: 558 

Dat moet vandaag nog {geregeld/geregeld word，ε匁/wordenge. 

regeld}. 

Dat land zalいver如何ld/防法aveldworden/ worde絡がerkaveld}.

。議tkan ik vandaag nog {事gedaan/gedaan hebben/ hebben ge，ぬan}

Dat おn 'k vandaag nog {な仰aaid/genaaid hebben/ hebben 

genaaid}. 

lk {moet / wil} dat boek voor zond註g{* gelezen/ gelezen hebben/ 

hebb仰 gelezeが r詩上 i

(b) その他の場合

を伴わない表現にはこのほかに以下の場合がある 0

'dat-従罵文'をや1"う場合

おもに wolleとともに用いる (S77 (1)(e)①)。次鰐では主文と従属文の

主語が向…であること

Hy woe， dat er dat skilderij kocht hie. I彼はその給公費っておけばよ
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西フリジア語の文法構造動詞 (3)

かったと思ったJ (ULI'S， B 19 : 15) 

② 前置詞句を伴う場合

‘oer+名調句十 (net){kinne/(wol) meie}' r…が好きだ(嫌いだ)， 

に耐えられる(耐えられない)Jの用例が多い。

Ik kin net oer spekfet. r私はベーコンは苦手だJ (Zantema 1984 : 

679) 

De sinne der mei 'k wol oer. r太陽の光，それは気持ちがいいと思う」

(Zan-tema 1984 : 679) 

Ik mei der net oer dat famkes smoke. r女の子がタバコを吸うのは感

心しないJ CBosma-Banning 198F : 143) 

『話法の助動調とともに用いる不定調の省略は英語を除くゲルマン語に共通

する現象である(逆に，一般に不定詞句の省略は英語だけが可能である)。

フ.Ik moat nei skoall巴 {φ/gean}， r私は学校に行かなければならない」

オ. Ik moet naar school {φ/gaan}， r向上」

ド.Ich muβin die Schule {φ/ gehen}， r向上」

ス.Jag maste {φ/ ga} til skolan. r向上」
エ.1 must いφ/go} to school. r同上」

西ブリジア語では他のゲルマン語とちがって，話法の助動詞以外でも不定

調の省略が可能で、ある (Hoekstra1997 : 127 ff. )。詳細は不定調の章で

述べる。

Ik bin fan doel om nei skoalle {φ/ te gean}， r私は学校へ行くつもりで

す」

(4) 意味と用法

(a) 主観的用法と客観的用法

話法の助動詞には次の 2つの用法がある。

i )主観的用法(ド. subjektiver Gebrauch，話法的用法 フ.epistemysk/ 

wier -modaaD 

ii)客観的用法(ド. objektiver Gebrauch，擬似話法的用法 フ.deontysk/ 

sabeare同modaaD

主観的用法は蓋然性を表わし，蓋然性の程度によって話法の助動詞全体が

体系づけられる(例:moatte r…にちがいない」は蓋然性が高く， kinne 
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「…かもしれなしりは蓋然性が低い)。客観的用法は能力・可能，許可，義

務・必要，意志，願望など個別的な意味に分かれる。話者の心的態度の表現

としての話法の意味を明確に示すのは主観的用法であり，客観的用法は疑似

的な話法の意味を示すにとどまる。

doareとhoegeはもっぱら客観的用法で用いる。 silleにはオラン夕、語の

zullen (あるいはドイツ語の werden(wird;不定詞を欠くので，現在形 3

人称単数を付記する。以下同様)とは異なって，客観的用法と主観的用法の

両方がある (07(d))。

主観的用法は状態を表わす不定詞や完了不定調と用いる傾向がある。

J antsje koe har hier wolルrveha. ，.ヨンチェは髪を染めたのかもしれない」

(fervje ，.染めるJ) (Hoekstra 1997 : 61変更)

Dat moat wol in nuveren田ien ωeze. ，.それは変なやつにちがいない」

(Zantema 1984 : 626) 

しかし，これには客観的用法の用例もあり，解釈に注意を要する。

Ik {moat/ wot} dat boek foar snein lezen hawwe. ，.私はその本を日曜日ま

でに読んで{しまわなければならない/しまいたい}J Oeze ，.読むJ)

五mmekinne noch moai foar tolven thusωeze. ，.あなたがたは 12時までに

まだじゅうぶん家に戻れますJ (Hoekstra 1997 : 129変更)

(b) 統語現象への反映

両者の相違は以下の統語的な現象にも反映する。

① 不定形と完了形の形成

話法の助動詞は客観的用法では不定形(不定詞，分調)として現われる

ことができる。

De tiid sil 't leare moatte. ，.時がそれを教える必要があるだろう J (De 

Boer 1986: 112 (四)) 

Lit it net by sillen bliuwe. ，.それをやろうということで終わらせないよ

うにしなさいJ (Tamminga 1987) 

Do hast hjir neat te wollen. ，.君がここでほしいものは何もない」

(Visser 1985 : 878) 
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商アリジア言警の文法構造一勤続 (3)-

したがって，次のように完了形にできる。

It hat sa weze moatten. rぞれは避けられないことだった(しかたが

ない)J (Zantema 1984 : 626) 

It hat net sa weze {meien/ mocht}. iぞれはそうあるべきではなかっ

たJ (Visser 1985 : 439) 

…方，主観的用法ではふつう不定形にならず，発了形は縮法の助議会認を

支臨する完了の場童会開が非現実の復交さという

などに援られる。

It wer b出 kikberkommen fan syn boek hie in feestlike eare foar 

Klaes Dykstra w会zemoatten mar de werklikheid wie dus al oars. 

「自著の再震の完成はクラース・ディクストラにとっては慶賓の名誉に

なるはずだ、った しかし， このよう たものになってしまっ

(Ut de Smidte: 31e jiergong nu. 2， m削除 1997， side 1) 

e不定詞の省略 ((3Xa))

第 1不定謁の省略は客観的用法では可能だが，主穣的用法では不倍強な

場合が多い。

i )客観的馬法

Pyt {kin/mei/moat/sil/wot} nei Japan ta {gean/φ}. iピトはE本に

くことができる/行ってもいい/行かなくてはいけない/行くつもり

だ/行きたいのだら

ii)主観的用法

Pyt koe wol nei ]apan ta {gean/増上「ピトは日本に行くかもしれな

いJ (Hoekstra 1997 : 132 

Mocht Pyt nei ]apan ta {gean/*φ}， dan gean ik ek meI. iピトが

に好くことがあれば，私ちいっしょに行く J (ib. 132変更)

Moast Pyt noris nei Japan ta {gean/*φ}. iピトが日本に行くはずだな

んてじ Ob. 132 

Pyt sil wol nei ]apan ta {gean/*φト「ピトはたぶんお本に行くだろう J

(ib. 132 
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北大文学部紀嬰

pyt wol noch wolris nei J apan ta {geaη戸φ}.，ピトはいつか吾本に行

くぞと替い張っているJ Gb. 132変吏)

ただし，次のような si1leの't繋摺匂的な表現では例外的に可能であるo

Dat sil ('t) wol. 'それはそうかもしれないJ (Zantema 1984 : 862) 

{オ.Dat zal wel. ，[奇よJ (jb. 862)) 

Soe it? 'ぞれは本当かJ Cib. 862) 

It falt wol wat ta， soe 't net? rそれはまんぎらでもないかもしれないよ

ねJ (ib. 862) 

③ 不定詞匂の代名部化

考察額約用法では主範的用法とちがって，不定詞却は指示代名語 dat

きかえられる。

“Wymo拭teFrysk leare."“J a， dat moatte wy." ，私たちはブリジア語

学ばなくてはいけないJ 'そうだ，そうしなくてはならない」

しかし，主観的煎法マは不可能マあるα

“日ymoat siik wむe."“*J a， dat moat er." ない」

うだ，そうにちがいないJ

④疑義{分裂文

客親的用法では主罷約用法とちがって，疑{立分裂文が可能である。

協をztω'Yrnoatte is Frysk leare. r夜、たちがやらなくてはいけないのはブ

リジア語を学ぶこと

傘w.宝ter rnoat is siik weze. '被がそうにちがいないのは病気であるこ

とだj

(5) 非現実の業主家

ブリジア語にはドイツ語やアイスランド語のような接続法がなく，

形を非現実の表現に憎いる (374(2)(c))。

(a) 現在(非i最去〉における

過去形または 'soe宥..未完了第工不定詞'

退去形，または話法の勤動詩 si1leの過去形soeと未完了第 l
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西フリジア語の文法構造動詞 (3)

表現する。両者の組み合わせも可能である。

i )過去形

At se it my {moarn/*juster} j均ge，dan die ik it. ，.もし彼女が{明日/

昨日}私にそれを頼めば，私はそれをするだろうにJ (freegje ，.頼むJ，

dwaan ，.するJ) (Hoekstra 1997 : 64変更)

ii) soe...未完了第 1不定調

At se it my {moarn/*justed freegje soe， dan soe ik it dwaan. ，.同上」

Ob. 65変更)

両者の組み合わせも可能である。

iii)過去形と‘soe...未完了第 l不定詞'

At se it my {moarn/*juster} j均ge，dan soe ik it dwaan. ，.同上J Ob. 

64変更)

At se it my {moarn/*juster}斤eegjesoe， dan die ik it. ，.向上J Ob. 64 

変更)

これは silleを推量(主観的用法)の意味で広く用いることによるが，

その過去形 soeは非現実の表現手段として確立していると言える。

② 2種類の soe

soeは「意志・計画・予定J (客観的用法)の意味の silleの過去形とし

ても用いるので，注意を要する。

Hja soe it my moarn freegje. ，.彼女は明日私にそれを頼むかもしれな

いJ (推量) Ob. 65変更)

Hja soe it my juster j均egje.，.彼女は昨日私にそれを頼むつもりだった」

(意志・計画・予定) Ob. 65変更)

他の話法の助動調とともに用いると，意味的な共起制限のために現在

(非過去)における非現実の表現にほぼ限定される。

Hja soe it my moarn j均egjekinne. ，.彼女は明日私にそれを頼むことが

できるかもしれないJ (推量)

キHjasoe it my juster jヤeegjekinne. ，.彼女は昨日私にそれを頼むことが

できるつもりだ、ったJ (意志・計画・予定)
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(b) 過去における非現実

退去完了，または話法の助動詞 silleの過去形 soeと完了第 l不定詞で表

る。両者お組み合わせも可能である。ここでも諮oeは非現実の表現手段

として確立している。

At se it my {*moarn/juster} frege hie， dan hie ik it dien. rもし彼女

が{明日/昨日}荘、にそれそ頼んでいたら，私はそれをしていただろう

tこJ Cib. 64 

ii) soe...完了第 1不定語

At se it my {*moarn/juster} jシ-egeha soe， dan soe ik it dien h/弘

上J (ib.脳変更}

iii)過去静と 'soe...完了第 1

At se it my {*moarn/iuster} frege hie， dan soe ik it dien ha.下向上」

At se it my {勺noarn/juster}

その他の屠鎖。

ha soe， dan hie ik it dien. 

As de auto stadiger riden hie， soe al1es noch best goed gien weze 

ki1事例 rもし車がもっとスピードを落としていたら，万事支障なくすん

でいたのにJ (ULI'S， C 12 : 21) 

As ik dat dwaan mochten hawwe soe， wie al1es noch goedの今後ηrも

し私にそのことなすることが許されていたら，すべては良い結果

わっていただろうにJ (ULI'S， C 12 : 13) 

(c) 非現実の soe以外の話訟の助動詞による選去における

非現実の soeは過去における非現実む表現としては民格であり r意志・

・予定」の意味の si11eの過去静としての soeおよびその他の助動詞に

よる過去におげる非現実の表環には，これとは魁の次の 2種類がある。それ

ぞれ i) r過去完了構文J. ii) r完了不定欝構文」と時ぶことにする。

者は用法に制限があり.JtI例の数も前者に詑ベて少なく，退去の非現実の表

としては有離であると言える。

i) r過去完了構文J 完了の勢動部の過去形…第1不定認÷話法の助動詫の
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Pyt hie snein einliks de tun omJu.弱emoatten， mar hy hie der neat gjin 

sin oan h議n.rピトはみ;準は詰欝呂に庭の手入れをしなければならない

はずだったが，まったくその裁がなかったJ CHoekstra 1997 : 

ii) r持了不定詞構文J 話法の助動翻の過去務…完了第 1不定詰

Pyt moast snein einliks de tun 0統的結eha， mar hy hie der neat gjin 

sin oan han. r滝上J (ib. 54変更}

語者には次のような違いがある。

過去におけ

「過去完了繕文J は過去完了貯と岡野であり，過去における

としても患いるが r完了不定詰構文j はこの意味では用いない。

i) r過去完了講文J.過去にお砂る事実一可

Pyt hたsneinfoar straf de tun omhakje moatten en der hie er de hiele 

dei mei b出版ldwest. rピト として毘曜日に庭の手入れをしなげれ

ばならず，それに一日中かかりぎりだったJ Cib. 54 

ii) r完了不定詰構文J おけ

中 ytmoαst snein foar straf de tun om郎総eha en der hie er de hiele 

dei mei besteld west. r向上J (ib. 54 

その他の湾横I(r過去完了構文J)。

Wa hie ea tinke {kinnenlめまd}dat it nochris safier komme soe. rそ

こまでになるとはだれに想像できただろう J (むLI'S，B 20 : 18) 

Ik hie better wi.故 moatten.r私は本惑はもっとよく

だったJ (Baねgma19932 
: 20) 

ているべき

Wy hiene us wurk graach of初{wollenl wold}. r私たちは仕事にけり

をつけたかったのだ、がJ (ULI'S， B 18: 21) 

D就 hiestnet dwaan {hoegdl ho同Mト「君はそれをする必要はなかった

のにJ (Visser 1985 : 283 f.変更)

第 1不定詩を伴わない用似1(r退去完了構文J)。

Ik jou ta， soks hie al eard校 moatten.rなるほど，そのようなことは
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もっと尽くやっておく必擦があったのですねJ (Bangma 19932 :お}

It hie net {hoegd / hoefd}. rぞれは必要なかったのにJ (Visser 1985 : 

284) 

φ 従議文

fi義宏完了構文」は従属文で用いることができるが r完了不定詰構文J

は潤いることができ

i) r過去完了構文J .従属文で瀬去における

Hja wit dat ik har in brief skriuwe wollen hie. r毅女は私が本主誌は彼女

に手紙を書きたかったことを知っているJ (Hoekstra 1997 : 52 

ii) r完了不定詞構文J.毅属文で過去に立さげる非現実一不可

本日jawit dat ik har in brief skreaun }ωωoe. r誌上J (ib. 52変更)

(d) 非現実の soeを用いた過去における非現実との対比

φ 主文と従属文での「完了不定調構文」に相当する構文

f患の話法の助動錦と違って，非現実の soeでは「完了不定語講文」に相

る構文が議露文でも許されることは(b)で示したとおりである。

Pyt soe foar de wyn soarge ha. rピトはワインを議達するはずだったの

』こJ (主文) Cib. 60変更}

狂jaseit dat Pyt foar・dewyn soarge ha soe. r彼女はピトがワインを調

るはずだ、ったのにと言っているJ (詫高文) (ib. 60変更)

② 「過去完了構文」

soeは(a)で述べたよう

の意味ではi愚去分認sillenが現われる

が現われる「完了不定詞構文」を主文・

がって，めで述べたその{也お劫動認による

とは逆の分布が見られる。

i) r過去完了構文J

しており，こ

いず， soe 

に関係なく諮いる O した

ける非現実の表現の

* Hie se wollokkich mei Jan weze sillen? r~皮女ははたして:3ンといっ

しょで幸せだ、ったのだろうかJ (ib. 80) 
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ii) r完了不定調構文」

Soe se wol lokkich mei J an west ha? r同上J (主文) Ob. 80) 

Wa wit oft se wol lokkich mei J an west ha soe. r彼女がはたしてヨン

といっしょで幸せだったのかだれが知ろう J (従属文) Ob. 80) 

その他の用例。

Soe hja dat wolωitten ha? r彼女ははたしてそれを知っていたのだろう

かJ (ULI'S， B 14 : 11) 

ただし r意志・計画・予定」の意味の silleの過去形としての soeで

は，他の助動詞の場合と同様に「完了不定詞構文」を用いることができ

る。

Hy hie hjir ek weze sillen， mar hy waard behindere. r彼はここに来る

つもりだ、ったが，邪魔がはいったJ (Zantema 1984 : 862) 

Dat hied er faaks wol dwaan sillen. rそれを彼はもしかするとやるつ

もりだったのかもしれないJ (hied←hie) (ULI'S， C 20 : 14) 

五mmehiene dat dwaan sillen. rあなたがたはそれをしようとすればよ

かったのにJ (ULI'S， C 20 : 12) 

『オランダ語では過去における非現実の表現としてもっぱら「過去完了構

文」を用い r完了不定調構文」は zullenの過去形の zouに限られる(用

i列は Hoekstra(1997: 47))。

i) r過去完了構文J 可

オ.Hij had z'n koffer daar neer kunnen zetten. r彼はトランクをおろす

ことができただろうに」

J e had eerder moeten komen. r君はもっと早く来なければならな

かったのに」

Jan had voor de wijn zullen zorgen. rヤンはワインを調達するはず

だったのに」

ii) r完了不定詞構文J: zouを除いて不可

オ. *Hij kon z'n koffer daar neer gezet hebben. r向上」

* J e moest eerder gekomen zij・ηr向上」

Jan zou voor de wijn gezorgd hebben. r向上」

このように， zouはオランダ語でも西フリジア語と同様に非現実の表現と

して確立していると言える。ドイツ語の wurdeにも同様の事実が指摘で
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ざる。オランダ鎮の zullen(Kirsner詩的}やドイツ諮の werden

(wird)の基本的な:意味は，他の話法の助動詞と違って， 8パーセントの

現実度マはない任意の現災皮を示すことにすきfず，様々な話法的なニュア

ンスは議用織的な要因にtiおされるのであり，非現実の表現として独立さ

せようとする傾向に合致するにヨさったと考えられる。西ブリジア諮の

silleも同様の繍拘を示すが， zullenやwerdεn(wird) と違つjて客観的期

法がある点で一歩手前の発達段階にあると言える。じじっ， Hoekstra 

(1997 : 80)によれば， 19世紀の西ブリジア語では過去分認sillenを用い

た「退去完了構文」の府側が従属文で見られる。

Hwa wit ef hy wollokkich mei Jankeωeze scillen hie. r彼がはたしてヨ

ンケといっしょで幸せだったのかだれが知ろう J (正察法は 1893
のまま) (Hoekstra 1997 : 80) 
「過去完了構文J と「完了不定調機文J を比較すると，オランダ語では

zouそ除いてもっぱら前者を用いる。ドイツ語も同様である (Er{hatte 

es tun k，δ符neπ/*ko・'nntees gε的符 haben}島「彼はそれをやることができた

だろうにJ)。これにたいして，西ブリジア諮では上述のように後者も可能

だが，従潟7たで後者が許されないことや沼斜の頻度から前者が緩勢であ

る。一方， 5実務て?は後者しか許dれず{狂ξ couldhave done it.)，中高ド

イツ語でも

はブォルケノレを

198合23: 296))。こ

くに過去分詞を欠いている之とによる。ドイツ語はその後，諮訟の効動詞

告と発達させたため r完了不定調構文J から

に移行し， dらに非現実の wurおそ用いた構コたそ発達させつつある。オ

ラン夕、諮も鶏様の移行を経たが，西フリジア諮は「完了不定調構文」から

「過去完了構文」への移行の途いとにあると考えられる。間様の変化は北グ

ルマン語にも観祭怒れる。

871 話法の助動観の護類と用例

(1 ) 第 1不定讃を伴うもの

(a) kinne [kIn;:J] 

現在形 議去形

ik kin [klnJ ik koe [ku;:JJ 

(do) kinst [klnst， (ke:nst) ] (do) koest [ku;:Jst] 

hy kin [kln] hy koe [ku;:J] 
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hja kinne [kÍn~J hja koene(n) [kú<')n~(時〕

kinnen [kIn<')n]， kind [klnt] 

能力・可能.r…できるj

i )第 1不定詞を伴う毘鍔

じた可能性

Ik kin jo net ferstean. r私はあなたの諮っていること

(Bosm長 Banning19812 
: 13) 

こえないJ

Do koest it net fine. r君はそれそ見つけられなかったJ (ULI'S， B 14 : 

21) 

Wy kinne Fryslan yn san lanskippen ferdiele. r私たちはフリースラン

トを?つの地形に分けることができるJ (ULI'S， C 9 : 10) 

ii)第 1 を t'j~わない鍔タu

Faaks kiηit noch krekt. rもしかしたらそれはまだ可能かもしれないJ

(ULI'S， B 19: 14) 

Korreksje fan eigen wurk ki:ηnet.r自分の作品の修正は無理だJ(ULI'S，

A 16: 8) 

Wat tinkt jo dokteτ， ut en troch in siggarke kin dochs gjin kwea? rど

う思いますか，先生，たまにタパコをやるくらいは悪くないでしょう J

(Bangma 19932 
: 61) 

De krante kinne jo net sunder， gjin dei. r新需は…日もなしではいられ

ないJ <ULI'S， C 15 : 10) 

Ut Ljouwert wei kin men nei Harns， nei Grins， nei Swolle en nei 

Starum. rリャウエト(オ.Leeuwardenレーヅルデン)からはハーンス

(オ.五arlingenハルリングン)，フローニンゲン(オ.Groningen)，ズ

ヴォレ(オ.Zwolle)，そして，スターノレム{オ. Stavorenスタヴォ

レン)に行くことがで怒る J (ULI'S， C 20 : 9) 

医蛮= + (net) kinn告， r…が好きだ(嫌いだ)，…に謝えられる{船

J についてはS76 (3)(bX号参照。
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②依頼(疑問文 2人称主語): r…してくれませんかj，申し出(疑問文 1人

称主語): r…しましょうか」

①と関連するが，能力そのものをたずねるのではなく，状況に応じた可

能性を問うものである。

Kinst my wol efkes helpe? rちょっと手を貸してくれないかj (依頼)

(ULI'S， A 16 : 8) 

Moarn mefrou， kin ik jo ek helpe? rおはようございます，奥様。何に

いたしましょうか(庖などで)j(申し出) (ULI'S， B 3 : 7) 

<>" (e)②wolleも依頼の意味に用い， (d;① silleも申し出の意味に用いる。

過去形 koeを使えば，さらに腕曲な表現になる。

Koest dy net better stilhalde? r黙ったほうがいいんじゃないのj (依頼・

腕曲) (Bosma-Banning 19812 : 54) 

③ 推量 r…かもしれなしり

It kin tige spannendωeze. rそれはとてもスリルがあるかもしれない」

(ULI'S， A 11 : 5) 

De sinne kin mar skine. r日が照ることもあろう j (ULI'S， A 9 : 7) 

(b) meie [mai;:)， mEi;:)] 

現在形 過去形

ik ロlel [mai， mEi] ik mocht [moxt] 

(do) meist [maist， mEist] (do) mochtst [moxst， mokst] 

hy 立lel [mai， mEi] hy mocht [moxt] 

hja meie [mai;:)， mEi;:)] hja mochten [moxt;:)n] 

過去分調 mocht [moxt]， meien [mai;:)n， mEI;:)n] 

① 許可 r…してもいい」

i )第 1不定詞を伴う用例

As jo der net ut komme， meie jo in ensyklopedy bruke. r解決できな

い場合には百科事典を使ってもかまいませんj (ULI'S， C 17: 9変更)

106 



西フリジア語の文法構造動詞 (3)

Dy bern hiene allegear ruzje om wa't yn dat boatsje farre mocht. 'そ

の子供たちはだれがそのボートに乗ってもいいかをめぐって皆でけんか

をしたJ (ULI'S， A 14 : 15) 

Mei ik hjir wol sitten gean? 'ここにすわってもいいですかJ (ULI'S， B 

18 : 21) 

ii)第 1不定詞を伴わない用例

Skriuw no yn likernoch 10 sinnen de wichtichste punten ut it fer-

haaltsje op. It mei yn it Hollansk. 'その話の中から 10ほどの文で

もっとも重要な点を書き出しなさい。オランダ語でもかまいません」

② 禁止(否定文): '…してはいけない」

Wy meie de enerzjy net fergrieme. '私たちはエネルギーを浪費しては

ならないJ (ULI'S， C 20 : 14) 

Hy mei net let thuskomme.'彼は遅く帰宅していはいけないJ (Bosma-

Banning 19812 
: 143) 

官否定文の moatteも同様の意味で用いる ((c)②)。

③ 好み(肯定文): 'ーするのが好きだ」

副詞 graach[gra:x] ，好んでJ，wol [voI] ，同左」を伴うことが多い。

i )第 1不定詞を伴う用例

Hy mei der graach mei nifelje. '彼はその細かい仕事をするのが好き

だJ (ULI'S， A 19 : 7) 

Reedride mochtst ek sa graach dwaan. 'スケートも君は大好きだった

ねJ (ULI'S， A 19 : 7) 

Earrebarren en froulju meie graach heech nestelje. 'コウノトリと女は

高い所に巣を作りたがる(=目立ちたがる。ことわざ)J (Beintema 

1990 : 32) 

ii)‘名詞句+lije [Iti8] meie' ，…を好む」

Ik mei dat wol lije. '私はそれが好きだJ (Zantema 1984 : 604) 

巴"， Eイツ語の mogenはこの意味で不定詞とともに用いる場合は， (gerne/ 

gut) leiden mδgen'…を好む」を除いてほとんど否定文に限られることに
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注意。

iii)第 l不定詞を伴わない用例

Ik mei ek graach wat swiet yn tee en kofje. I私はコーヒーと紅茶には

甘いものを入れるのが好きだJ (ULI'S， C 3 : 7変更)

Ik mei sels wol graach in whisky. I私自身はウイスキーも好きなの」

CBangma 19932 
: 9) 

Ik mei ek graach mei in oar fuort. I私はほかの人とでかけるのも好き

だJ CBosma.Banning 19912 : 45) 

『‘oer+名調句+(wol) (net) meie' I…が好きだ(嫌いだ)，…に耐えられる

(耐えられない)JについてはS76 (3)(b)②参照。

④ 好み(否定文): Iーするのが好きではない」

i )第 1不定調を伴う用例

Ik mocht dy fint foar myn eagen net sjen. I私はそいつの顔が見たくな

かったJ CBosma-Banning 19812 : 143) 

In protte minsken meie hjir net wenje. Iここには住みたくないと思っ

ている人が多いJ CBangma 19932 
: 80) 

ii)‘名詞句+netlije meie' I…を好まない」

Ik mei dy trui net lije. I私はそのセーターは好みではないJ (ULI'S， C 

4 : 5) 

iii)第 1不定詞を伴わない用例

Ik mei gj仇 muzen.I私はネズミは嫌いだJ (ULI'S， A 17 : 25) 

⑤ 可能 Iーすることができる」

Hy hope dat er noch in skoftsje libjen bliuwe mocht. I彼はもう少しの

間生きていられることを望んだJ (ULI'S， B 20 : 10) 

⑥ 必然・必要 Iーするべきだ，ーするのがふさわしい」

Do meist wol avesearje. I君は急がなくてはいけないJ (Bosma田

Banning 19812 : 143変更)

Do meist dy wat skamje. I君は少し恥を知るべきだJ(Zantema 1984 : 

604， Visser 1985 : 439) 
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⑦推量 I…だろう」

As wy alles dwaan moasten， wat wy dwaan soene， dan mocht us 

libben wol trijeris sa lang duorje. Iもし私たちがしようと思うことを

すべてしなければならないとしたら，私たちの人生は 3倍も長くなるだ

ろう J (Beintema 1990 : 30) 

⑧ 祈願 I…であれ」

Mei de Heare jo seinigje! I主が汝を祝福し給わんことをJ (Visser 

1985 : 439) 

Och， mocht ik Janke in tut jaan. Iああ，ヨンケにキスができたらな

あJ CHoekstra 1997 : 61) 

次の用例では‘ikwinskje [ve:nskj;:JJ...' I私は望む」のような表現が言

外に意図されていると考えられる。

Dat Heechwert noch lang libje mei! Iへーヘヴェト(村の名)が長く

栄えますようにJ (ULI'S， A 15 : 8変更)

(c) moatte [m(w)五t;:JJ

現在形 過去形

ik moat [m(w)atJ ik moast [m(w)astJ 

(do) moatst [m(w)astJ (do) moast [m(w)astJ 

hy moat [m(w)atJ hy moast [m(w)astJ 

hja moatte [m(w)五t;:JJ hja moasten [m(w)おt;:JnJ

過去分詞 moatten [m(w)at;:JnJ 

① 義務・強制・必要・必然 I…しなければならない，ーするべきだ」

i )第 1不定調とともに

Neffens guon soe it iepenbier ferfier fergees weze moatte. I一部の

人々によれば公共交通は無料であるべきだという J CULI'S， C 18 : 17) 

Wy moasten tige laitsje， doe't er him hieltyd fersinde. I彼が間違いを

してばかりいるのを見て，私たちは大笑いせずにはいられなかった」
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(ULI'S， B 13 : 18) 

Hy moast it ris weagje doare! '彼はそれをちょっとやってみようとし

ないといけないのにJ (Zantema 1984 : 182) 

ii)第 l不定調を伴わずに

Oh， blikje， ik moat noadich nei skoalle. 'あ，大変だ，もう学校に行か

なくちゃJ (ULI'S， C 3 : 8) 

Healwei achten moatte de lytse bern op bed. '小さな子供たちは 7時

半に寝なくてはいけないJ (Bosma-Banning 19812 
: 81) 

② 禁止(否定文): '…してはいけない」

意味的に moatteを否定していない(第 l不定詞だけを否定している): 

，[…シナイ] (= […スル] [ノデハナイ])必要ガアル」

It petear moat net langer as fiif minuten duorje. '話は 5分以上続いて

はいけませんJ (ULI'S， C 12 : 12) 

Jim moatte net sa bargje hear， oars wurdt it hiele kleed smoarch. 

「ねえ，あなたたちそんなに騒いではいけませんよ。そうでないと服がみ

んな汚れてしまいますからねJ (ULI'S， B 11 : 18) 

『否定文の(b;② m巴leも同様の意味で用いる。

③ 不必要(否定文): 'ーする必要はない」

意味的に moatteを否定している: ，[[…スル]必要ガアル]トイウコト

ハナイ」

Men moat net alles sizze， wat men wit， mar wol alles witte， wat men 

seit.'知っていることはすべて言う必要はないが，言うことはすべて知っ

ていなくてはならない(ことわざ)J (Beintema 1990 : 10) 

F 否定文の(2)(c)hoege (hoeve)も同様の意味で用いる。

④ 強い推定，…にちがいない」

It moast der sa smoarch yn 'e hus weze， ornearren de minsken. '家の

中はさぞ不潔だろうと人々は決めつけたJ (Bosma-Banning 19812 : 89 

変更)

Der rinne twa famkes mei in tas yn 'e han. Dy moatte grif in 
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boadskip dwaan.i女の子がふたり手さげをもって歩いている。きっと買

い物をするにちがいないJ (ULI'S， A 11 : 8) 

(d) sille [sIl<'J] 

現在形 過去形

ik sil [sIl] ik soe [sU<'J] 

(do) silst [s1st] (do) soest [SU<'Jst] 

hy sil [sIl] hy soe [SU<'J] 

hja sille [sIl<'J] hja soene(n) [SU<'Jlld(n)] 

過去分詞 sillen [sIl<'Jn]， sild [sI1t] 

silleには意志・計画・予定の意味(客観的用法)と推量の意味(主観的用

法)がある。未来の意味は二次的であり，未来の助動詞とはみなさない。

① 意志・計画・予定 i…するつもりだ，ーする予定だ」

勧誘・申し出(i )や命令・要求(ii )の意味を表わすこともある。こ

れは主語の人称や状況に応じた言語使用上の要因による。

i) 1人称主語

'k Sil him efkes ut 'e bus helje. i私は彼をパスの中から連れてきましょ

うJ (ULI'S， B 15 : 7変更)

1k sil moarn in hus keapje. i明日，私は家を買うつもりだJ (ULI'S， B 

14 : 21) 

次例では silleが時を表わす条件節で現れていることに注意。

Dat fanke sil altyd fuort as wy ite sille. iあの子ったら，私たちが食事

をしようというときになると，いつもいなくなるんだからJ (Bosma-

Banning 19812 : 53) 

1人称複数主語でおもに疑問文において勧誘「…しましょうか」の意味

を表わすことがある。

Si刀ewy dan no mar oan tafel gean? iそれではまあ，食卓につきま

しょうかJ (ULI'S， A 3 : 10) 
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Sille wy sitten gean? rすわりましょうかバBosma司Banning19812 
: 56) 

1人称主鰭でおもに疑問文において申し出「…しましょうかJ の意味を

表わすことがある。

Sil 'k noch gau wat oars bestelle? rさっそく{可かまたほかのもの

しましょうかJ (Bangma 19932 
: 12) 

Sil ik om kertier oer twaerr komme? r 2時 15

(Bangma 19932 
: 22) 

ましょうか」

市 (e)@wolleも勧誘の意味を淡わし， (a)②kinnε も申し出の意味合淡わず。

ii) 2人称主語

Sille jimme wier nije wike al ferhuzje? rあなたがたは本当に来週もう

引っ議してしまうのですかJ (ULI'S， B 13 : 19) 

命令・要求「…しなさい，…ずるのですよj の意味を表わずにことがあ

る。

Silst hjir komme. rこっちにいらっしゃいよJ (Zantema 1984 : 862) 

匂F ふの場合を絵いて silleや過去形soe自体が命令・婆求そ表わすことはな

しこの意味では (c)moatt告を用いる。ドイツ語の sol1en，sollteや英語の

shouldとの相違に注意。

iii) 3人称主語

Us Jan sil nije wike trouwe. rうちの'3ンは来週，

C 7: 30) 

ますJ (ULI'S， 

God segene N oach en sei “noait mear sil in sundfloed alles fer-

woestje".r神はノアを祝摘して言われた。 と洪水がすべてのものを

滅ぼすことはないであろう ~J (De Arke fan Noach) 

次併では silleが時を表わす条件離で現れていること

Takωtο)m汎1wike kor釘m工ntder m工れ問1淀earni司jsο erに， a総sde s坑tich加ti加ngI批tF日rγy持skeBoek 王

ha訂rpμ，la加nne

発表すれば，それについてもっと新しい知らせが出るJ (ULIS， B 16 : 

11変更〉
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② ①の意味で第 1不定詞を伴わない用例

Do silst nije wike nei it Amelan. r君は来週，アーメローン島(オ.

Amelandアーメラント島)に行く予定だJ (ULI'S， B 14 : 10) 

Wat silst? r君は何をするつもりなのかJ (Zantema 1984 : 862) 

Hy sil te fiskjen. r彼は魚釣りに行くつもりだJ (ULI'S， B 15 : 22) 

Dat haw ik no al jierren si刀en.rそれを私はもう何年もやろうと思って

いたJ (Hoekstra 1997 : 61) 

③ 推量 r…だろう」

Hy sil syn wurk dochs dwaan moatte. r彼はやはり仕事をせざるを得

ないだろう J (ULI'S， B 18 : 19) 

Wy sille net lang bliuwe kinne. r私たちは長く滞在することはできな

いでしょう J (ULI'S， B 18 : 19) 

Sa'n gedicht sil nei alle gedachten net yn in ferdividaasjebled opnom四

men wurde. rそんな詩はどう考えても娯楽雑誌に掲載されることはない

だろう J (ULI'S， B 20 : 20変更)

Wat sil it betsjutte? rそれはどういう意味なのだろう J (Bosma. 

Banning 19812 
: 5) 

④ 完了第 1不定詞を伴った推量

未来の出来事と過去の出来事をともに示す。したがって r未来完了形」

という名称は適切ではない。

i )未来の出来事にたいする推量

As de bern op skoalle komme sille de koeken folwoeksenωeze. r子供

たちが学校へ来るときには，ケーキの木 (koekebeam)の実は十分大き

くなっているだろう J (Bosma司Banning19822 
: 133) 

ii)過去の出来事にたいする推量

Hoe let sil dat west hawwe? rそれはいつのことだったろう J (ULI'S， 

A 20: 7) 

Yn dit ferhaaltsje sille jo ek in tal nije wurden tsjinkommen weze， rこ

の物語の中であなたは一連の新語に出会ったことでしょう J (ULI'S， C 
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4: 10 

It sil jo wolris bliken dien ha dat wurden yn 't Frysk net yn ien kear 

oersetten wurde kinne y守1it Hollansk. rブリジア語の単語がそのまま

すぐにオランダ簡に訳せるわけではないということが明らかになったで

しょう J (ULI'S， B 12 : 11変吏)

- silleには客翠的活訟と主観的用法があるが，オランダ言語の之江口舶はふつう

zullenにアクセントそ驚く「…しなければならない j という

もっぱら主観的用法で用いる。たとえば，不定議の省略は silleでは意志・

計画・予定の意味で可能だが， zulIenでは不可能である (r…しなければな

らなしりという窓味では可能) (以上 Hoekstra1997 : 60 ff.入

ブ.Pyt sil nei Griぉsta. rピトはブローニンゲンに行くつもりだJ (日oek.

stra 19き7:132 

オ.キPi告tzal naar Groningen.rピトはブローニンゲンにf子くだろう J (jb. 

132) 

Piet ZAL naar Groningen. rピトはブロ…ニニンゲンにいかなければな

らないJ (ZALはアクゼント告をもっ) (jb. 132) 

Tamminga (1987)はオランダ諮の zulleniこ比べて国フリジア語の sil1eは

用法が広いと述べている。これはよ認の用法の差によると考えられる。?と

とえば，オランダ舘マは近接未来の淡現に zulleむのかわりに‘抑制÷不定

されるが，間ブリジア語では 4第 2不定詰+gean'とは替わず，

silleを(天候動語では wolleも)用いる。近接未来は漠然と

なし実現性の高い出来事~淡わすので，オランダ語の zullen はこれに適

さず，間ブリジア諮の silleはこれに適するためと考えられる。

ブ. Hy {sil trouwe/*giet trouwe匁}.r彼は(もうすぐ〕結婚する」

It {{sil/woZ}γeine/*giet r溺が降りそうだJ

完全. 紅白 gaattrou筑 波弘子向上j

Het gaat regenen. 

S 76 (4)(b)で述べた客観的用法でのみ可能なぞの他の現象がオランダ語の

zulIenでは不可能であるととも参照。

ドイツ惑の werden(wird)も米米の助動詞ではなし話法の助動献とみな

せるが，やはり三史観的用法しかない。

⑤ soeの用法

sílle の瑚去形の患語的ほかに別の馬法がある。詳細は~ 76初参類。
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における -践釣・予定((じの違去形)

日jawist net wat hja keapje soe. r彼女は何を翼おうかわからなかっ

たJ (Bosma-Banning 19812 : 14) 

Hja wachte op it stuit dat har Heit sizzε soe:“ls us Machteld der 

net?'¥「技女は父親が ZマハテノレドのやつはいないのかJと言う

Wosma-Banning 19812 : 53 

ii)推灘・

Sunder hobbys soe it libben earm weze. 

いものだろう J (ULI'S， A 19 : 19) 

しでは人生はあじけな

Sels yn de medyske iNrald， dをす'tmen soks dochs 忘れ01it alderleste 

ferwachtsje soe， komt it foar. rまきかそのようなことが起こると

えない農学の世界でも，それは起こる J (ULI'S， C 11 : 7) 

Soe it noch lang snije? rまだ、ずっと

A 9: 7) 

り続くのだろうかJ おLI'S，

Soe er noch komme? r彼はいったい来るのだろうかJ (ULI'S， C 18 : 

24) 

Soe it gryp weze? のかなJ (ULI'S， A 11 : 6) 

iii)鶏曲・丁寧・違憲

'soe. . . wolle'の務式で用いることが多い(仰の)。

Soest foar my twa bolen meinimme wolle? rお霊祭いだから白パンを 2

つもっていってくれないかしら?J (ULI'S， B 18 : 19) 

Ik soe gjin feste relaasje mear ha wolle leau 'k司「ぽくはどうも身を閉

める気はもうしないなJ (Bangma 1993ペ10)

(e) wolIe [volaJ 

現在形

ik wol [vol] ik woe [vua] 

(do) wolst [vost] (do) 京ioest [ vuast] 

hy wol [vol] hy woe [vua] 
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hja wol1e [vold] hja woene(n) [VUdnd(n)] 

過去分詞 wol1en [voldn]， wold [volt] 

① 願望・欲求 r…したい」

i )第 1不定詞を伴う用例

Ik wol graach in bewiis hawwe. r証明書をいただきたいのですが」

(Bosma-Banning 19812 : 13) 

Dat wol ik ut noch yn net lije. rそれは絶対にいやですJ (ULI'S， B 

19 : 14) 

次の表現に注意:ha wol1e r…を要求・忠告する，どうやら…らしい」

Ik wol hawwe， do silst derhinne gean. r君にはぜひそこへ行ってもら

いたいJ (Zantema 1984 : 1204) 

De lju wolle ha dat er net earlik is. r彼は誠実で、はないといううわさ

だJ (Bosma-Banning 19812 : 140) 

ii)第 1不定詞を伴わない用例

Wa't wol， dy kin. rやる気がある者はできるJ (Zantema 1984 : 1204) 

W色rwolst hinne? rどこへ行きたいのJ (Bosma-Banning 19812 : 21) 

Wolst in slokje Frida? r一杯ゃるかい，フリーダJ (ULI'S， A 16 : 8) 

iii) dat一従属文を伴う用例(~ 76 (3)(b)①) 

主文と従属文の主語が同ーの場合があることに注意。

Ik woe wol dat ik it mar han hie. rそれをもっていればよかったのにな

あJ (Zantema 1984 : 408) 

It ferhaal wol (hawwe)， dat hjir ien fermoarde is. rここで殺人があっ

たという話だJ (( i) ha wol1e参照) (Zantema 1984 : 1204) 

② 依頼(疑問文 2人称主語): rーしてくれませんか」

①と関連するが，願望・欲求そのものをたずねるのではなく，状況に応

じた意志を問うものである。

i )依頼

Wol ien fan jim eefkes de buter en de tsiis ut 'e koelkast helje? rあ



西フリジア語の文法構造動詞 (3)

なたがたのなかでだれかバターとチーズを冷蔵庫から取ってきてくれな

いJ (ULI'S， A 3 : 10) 

Wolle jo dit foar my fertale? 'これを私のために訳してくれませんか」

(Bosma田Banning19812 : 13) 

次の表現に注意。

ast wolste 'どうぞ，どうか，よろしければJ，as jo wolle '同左」

ii)勧誘(1人称主語): '…しましょう」

Wolle wy de hannen gear dwaan? '手を合わせて{祈り/感謝し}ましょ

うかJ (Zantema 1984 : 1204) 

GT" (a)② kinneも依頼の意味に用い， (ct)① silleも勧誘の意味に用いる。

③ 強い傾向，要求・必然

Boppedat wolle de trapers net sa best draaie. 'おまけにペダルがどう

してもうまく回らないんですJ (ULI'S， A 18 : 10) 

It fjoerωoe de kneppel net barne. '棒には火がつきそうになかった」

(ULI'S， B 7 : 16) 

De moade wol it sa hawwe.'流行でどうしてもそうなるのですJ(Visser 

1985 : 878) 

Dizze kursus wol jo ek leare hoe't jo it Frysk skriuwe moatte. 'この

コースはどのようにフリジア語を綴らなければいけないかを教えようと

するものでもありますJ (ULI'S， C 3 : 15) 

As 't wol， komme wy hjoed noch klear. '必要ならば，私たちは今日，

間に合わせますJ (Visser 1985 : 878) 

Hy strykt oer it wang en oer it kin， dat wol sizze， oer it burd. '彼は

頬とあご，すなわち，ひげを撫でるJ(dat wol sizze'すなわちJ) (ULI'S， 

A 16: 8) 

④ 天候などの開始

De 10ft is berun. Miskien wol it wol reine. '空が曇っている。もしか

したらもうすぐ雨が降るかもしれないJ (ULI'S， A 9 : 7) 

As it frieze wol， leit der iis yn 'e fearten. As it snije wol， boartsje de 
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bern yn 'e snie. r寒くなれば水路に氷が張り，雪が降れば子挟たちが雪

遊びをする(むLI'S，A 9 : 18) 

耐 (e)silleも関様の意味で、用いるc

It {sil!wot} frieze， leau 'k. r慾くなるだろうと患う J (ULI'S， B 15 : 21) 

Hy wol noch wolris dronken w在ze.

称しているJ (Hoekstra 1997:現)

ゆ woeの患法

ちょっと酔っていただけだと

過去形woe は額望・欲求・依頼などの慈味に腕曲・7寧・

の窓味が加わるつ

Eins woe 'k wol wat feestlikers drinke 

みたいんだけどJ (Bangl11a 19932
: 7) 

はもっと ものを欽

Ik woe freegj除 oftjo ferstan fan hynders hawwe. r馬についてど存じ

かお聞きしたいの?すがJ CULI'S， B 11 : 20) 

Ja， dat wit ik wol， l11ar ik woe in dei te winkeljen降下ええ，それはわ

かってるけど，いつか…日，買い物に行~たいのよ J (ULI'S， A 4 : 8) 

Woene jo al bestelle? ご注文はもうお決まりですかJ (Bangl11a 

19932 
: 7) 

次例では主文と詫議文の主語が問ーであること

Ik woe dat ik net altyd salang oer de dingen neitocht. rいつもあんま

り物事を考え過ぎないほうがいいのになと窓、うよJ (Bangma 19932 
: 8) 

(j) soe. . . wolleの用法

@に類似し，頻繁に居いる ((d)窃}。

50仰 enjo de doar ticht dwaan wolle? r-すみまそんが，窓を閉めていた

だけませんかJ (Tiersma 1985 : 109) 

Ik soe wol mei wolle， mar ja， ik ha krekt in oare ofspraak makke司「ご

一緒したいのですが，あいにしちょうどほかの約束がはいりまして」

(Boersma!Van der W oude 19802 
: 88) 

ザエ.would like to刷..，ド.mochten...にあたる。

118-



商ブリジア綴の文法構造一動翻 (3)…

soeが誰測・

多い。

Werom soe se dy net 

ることもある{制舎)。

wolle dan? rじゃ

3人称の場合に

どうし あなた

と援を合わせたくないのかしらJ (Bangma 19932 
: 11) 

(2) 柏町第 2不定認または第 1不定調各務うちの

(a) te第 2不定詞と第]不定認の震い分け

doareとhoe炉 (hoeve)がこれにあたり，

G) te-第 2不定調だけを伴う

doare/hoege. (hoeve)が文米

ただし，少数の説者は doare 1 

になし

は次のようになる。

に隣接し

いる。

Hja doar dat net {te d:μlaa匁/(藤) dwaan}. r設女はそれ安あえてする

ことはないJ (Hoekstra 1997 : 4変更)

Jimme hoege us net {te folgjen/明 19je}. 

る必要はありませんJ (ib. 4 

ちは私たらについて米

doarξ は17世紀には第 1 ていたが， 1800年以後， te-第2不

と競合するようになり， Boelens/Van der Woude (1955)の方言調査

では半数以上の話殺がtゃ第 2不定諮を用いるに至った。これぞオランダ

とする見方もあるが(DeRooy 1970)，オランダ議でも durvenは

teを伴うか奇かに揺れがあり，西フリジア認内部の類推の可様性も否定で

きない (T設mminga1984九舎から@までの判窓は Hoekstra(1997: 4) 

によるが， Tamminga (1き84)のdoareにかんす4 る判定は流動的であり，

による揺れ令認めてし〉る。

争 te-第 2不定語と第 I不定調をともに伴う

文末(在枠}で不定詞の doare/hoege(hoeve)ど不定請が隣接する場合。

Dat sil se wol net {dwaan doare/ doare te d:ωωηト「それは彼女"はたぶ

んあえてすることはないだろう J (Hoekstra 1997 : 4 

Dat sil er wol net {sizze hoege / hoege te sizzen}. rそれは復はた

う必要がないだろう J Ob. 4変更〉

Dat liket se woI net {dwaaη te doaren/ te dwaaまzte doaren/勺edoaren 
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dωα:an/* te doaren te dωaan}. ，-それは彼女はたぶんあえてすることは

ないように思われる J (dwaan te doarenがふつう)

Dat liket er wol net {sizze te hoegen/ te sizzen te hoegen/勺ehoegen 

slzzeη/*te hoegen te sizzen}. ，-それは彼はたぶ、ん言う必要はないように

思われる J (sizze te hoegenがふつう)

③ 第 1不定詞だけを伴う場合

文末(右枠)で過去分調の doare/hoege(hoeve)が不定詞に隣接する場

ぷ午
仁~O

Dat hat se net {dωaan doarst/* doarst te d:ωααη}. ，-それは彼女はあえ

てすることはなかったJ CHoekstra 1997 : 4変更)

Jimme hiene us net {fo勧iehoegd/切oegdte folgjen}. ，-君たちは私た

ちについて来る必要はなかったのにJ Cib. 4変更)

(b) doare [dodrd， dwardJ (doarre [dwardJ) ，-あえてーする，ーする勇気

がある，ーする責任を負う」

現在形 過去形

ik doar [dodr， dwarJ ik doarst [dOdst， dwastJ 

doarde [dOddd' dwaddJ 

(do) doarst [dOdst， dwastJ (do) doarst [dOdst， dwastJ 

doardest [dOdddst， dwaddstJ 

hy doart [dOdt， dwatJ hy doarst [dOdst， dwastJ 

doar [dodr， dwarJ doarde [dOddd' dwaddJ 

hja doare [dodrd， dwardJ hja doarsten [dodstdn， dwastdnJ 

doarre [dwardJ doarden [dodddn， dwaddnJ 

過去分調 doarst [dOdst， dwastJ， doaren [dodrdn， dwardnJ， doard 

[dOdt， dwatJ 

① te第 2不定詞を伴う用例

Ik doar it net te dwaan. ，-私はそれをあえてする気はないJ (Tamminga 

1984 : 29) 
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De bern doarsten earst net te boadskipjen. ，-子供たちは最初，買い物を

しようという気になれなかったJ (ULI'S， B 14 : 16変更)

② 第 1不定詞を伴う用例

Ik doar it net dωaan. ，-私はそれをあえてする気はないJ (Tamminga 

1984 : 29) 

Lid wurde kin elk， as er foar tuzen gune steaη doar. ，-千ギルダー出す

のに抵抗がない人ならだれでも会員になれるJ(ULI'S， B 16 : 11変更)

Men moat sprekke doαre as it tiid is. ，-しかるべき時が来たら，はっき

りものを言う勇気が必要だJ (Bosma-Banning 19812 : 143) 

Nimmen hie it weagje doard. ，-だれもそれを敢行する勇気がなかった」

(ULI'S， C 12 : 21変更)

③ 不定詞を伴わない用例

“Do bist in flinke jongeぺseitmem，“mar doarst wol allinne yn 'e 

bus?" ，-おまえは頭の良い子だ」と母親は言った「でも，ひとりでパスに

乗る勇気はあるのかいJ (ULI'S， B 18 : 11) 

(c) hoege [hu Yd] (hoeve [hUVd]) ，-( +否定)ーする必要がない」

現在形 過去形

ik hoech [hux] 

(hoef [huf] ) 

(do) hoechst [huxst， hukst] 

(hoefst [hufst] ) 

hy hoecht [huxt] 

(hoeft [huft] ) 

ik hoegde [huγdd] 

(hoefde [huvdd]) 

(do) hoegdest [huyddst] 

(hoefdest [huvddst]) 

hy hoegde [huγdd] 

(hoefde [huvdd] ) 

hja hoegden [huγddn] 

(hoefden [huvddn] ) 

hja hoege [huγd] 

(hoeve [hUVd]) 

過去分調 hoegd [huxt] 

1997 : 4)) 

(hoefd [huft]) (ただし， hoegen (Hoekstra 
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① te第 2不定詞を支配する用例

Dan hoecht men jin der net oer te fernuveηien. 'それならそれは驚くに

はあたらないJ (ULI'S， C 11 : 3) 

J 0 hoege net perfoarst in saakkundige oan te luken foar it meitsjen 

fan jo plannen. 'あなたは計画の立案のために専門家の知恵を借りる必

要はまったくありませんJ (ULI'S， C 14 : 16) 

“Ik kin it allinne wol fine"， seit Klaas，“mem hoecht oer my net yηte 

sitten." ，きっとひとりで探せるよ」とクラースは言った。「お母さんはぼ

くのことを心配しなくていいよ J (ULI'S， B 18 : 11) 

②第1不定詞を支配する用例

In goeie ferslachjouwer wit krekt， hokker punten oft er al neame 

moat en hokker oft er net neame hoecht. '良いレポーターはどの点を

挙げるべきか，どの点は挙げなくてもいいかをよく心得ているJ(ULI'S， 

C 20: 5変更)

③不定詞を伴わない用例

自動詞としても用いることに注意。

Hy hoegde gjin jild. '彼には金をもたせないほうがいいJ (Zantema 

1984 : 409) 

Trekhunen binne der net mear， om't itηet mear hoecht. '荷物引きの

犬はもういなくなってしまった。もう必要ないからだJ(ULI'S， C 7 : 8) 

Reizgje， dat hoecht fan my net.'旅行か，そいつはたくさんだ、J (ULI'S， 

A 19: 7) 

そMoaiweze' hoegde net sa bot mear. ，w美しくあること』はもうそれほ

ど必要なくなったJ (ULI'S， C 4 : 10) 

<lr (l)(c)③moatte (否定文)も同様の意味で用いる。
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「西フリジア語の文法構造一前置詞と後置詞 (2)一J (北海道大学文学部紀要

46-2.第 92号. 1997. 41-64) 
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「西フリジア語の文法構造動詞 (2)-J(北海道大学文学部紀要 47-3.第 96号.
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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。
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