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北大文学部紀要 48-1 (1999) 

西フリジア語の文法構造一一動詞 (4)一一

清水 誠

Struktuer fan it Westerlauwersk Frysk 

tiidwurd (4)一一

(The Annual Reρort on Cultural Science 48-1 (N o. 98) . The Faculty of 

Letters. Hokkaido University. Sapporo. Japan 1999. ISSN 0437-6668) 

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

S78 受動態(itpassyf， de Ondergeande foarm) 

(1) まとめ

受動態は過去分調とそれを支配する受動の助動調 wurdeで表わす。動詞群

は「過去分詞+受動の助動詞」の語順を基本とし，従属文ではこれを文末(右

枠)に置く。主文では定形の受動の助動調を第 2位(左枠)に置き，文末(右

枠)に置かれた過去分詞とともに枠構造を形成する。動作主(，…によってJ)

は'troch+名調句， (文語的には‘fan+名調句，)で表現する。統語的には主語

があるか否かによって「人称受動J Cit persoanlik passyf， (2)) と「非人称受

動J Cit unpersoanlik passyf， (3))に分かれる。ドイツ語では動作を表わす「動

作受動J (ド.過去分詞十werden)と状態を表わす「状態受動J (ド.過去分

調+sein)は形態的に分かれるが，西フリジア語ではオランダ語と同様に，受

動態の完了形で受動の助動詞 wurdeの過去分調 wurdenを表現しないので，

両者は同形になる。ただし，状態受動は統語的には受動態とは言いがたし

たんなる状態表現とみなすほうがいい((2))。受動態の可否は動作主が想定で
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きるか否かという意味的な条件に関係する。また，使役構文の受動化はでき

るが，知覚動調構文の受動化はできないなどという制約がある ((4))0 このほ

かに，‘過去分調+krije'による間接目的語の受動化や， :te+第 2不定詞+

weze'による可能・義務の話法的意味を伴う受動態の表現， wurde/ weze以外

のコプラと過去分調による受動態の表現などがある。 g過去分詞+weze'は能

動態完了形などの場合もあるので，解釈に注意を要する ((5))。

(2) 人称受動

(a) 語形と用法

受動態は動作主の明示を避ける出来事中心の表現に多用される。動作主は

特定しがたい場合や明示する必要がない場合には示さない。西フリジア語で

は不定代名調の men は話者を含むので(~ 42 (2))， menではなく，不定代名

調 ien/immenrだ、れか」や人称代名詞 3人称複数形se/hjaによる能動態の表

現が受動態と並んで好まれる。完了形は助動詞 wurdeの過去分詞 wurdenを

省き，‘過去分調+weze'となる。

官過去分調wurdenは東部の方言で用いることがある (Tiersma1985 : 77)。

Der binne trije skiep skeard (wurden). r羊が3頭，毛をメリられた」

(Tiersma 1985 : 111) 

Der is sein (，ωurden).r発言があった(非人称受動)J (Zantema 1984 : 1210) 

第 1不定調未完了:stutsen wurde r刺されるJ (stekke r刺すJ)

完了:stutsen weze r刺された」

現在形/過去形:wurdeの{現在形/過去形}…過去分詞

現在形 過去形

ik wurd. . . stutsen 

(do) wurdst ... stutsen 

hy wurdt. . . stutsen 

ik waard. . . stutsen 

(do) waardst... stutsen 

hy waard . . . stutsen 

hja wurde... stutsen hja waarden... stutsen 

現在完了形/過去完了形:wezeの{現在形/過去形}…過去分調
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現在形 It famke wurdt troch in mich stutsen. '女の子は鮫に刺されるj

i最去形 It famke waard troch in mich stutsen. '女の子は蚊に刺2されたJ

It famke is troch in mich stutsen. '向上J CULI'S， B6 : 20) 

It famke wie troch in mich stutsen. '女の子は紋に輔されて

いた」

話法の艶鞍鍔とともに用いる議会は次の語!般になる。

It famke wol net troch in mich stutsen wurde. 'その女の子は蚊に剰さ

れたくないの

(b) そのイ也の用OUo

① 動作を{半う用例

De meanmasine waard troch twa hynders lutsen. r草刈り機は 2頭

の馬に引かれたJ (luke '引く J) (ULI'S， C 20 : 2変更〉

It boek wurdt skreaun troch de skriuwer¥「その本はその著者によっ

J (skriuwe'書く J，動作主が枠外艇援(外箇)されている}

CULI'S， A 16 : 5) 

It boek wurdt fan him lez仰，その本は彼によっ まれるJ (leze 

「読むJ，fおれは文語的) (Boersma/Van der Woude 198P : 40) 

動作主を倖わない用例

Fryske boeken wur.ゐ meisubsydzje utjun. 'ブリジア語の本は爵成

けて出版されるJ (utjaan '出践する J) CULI'S， A 16 : 13) 

By begraffenissen wurde soms klokken let. '葬儀にはときには鐘が

鳴らされるJ Oiede '鳴らすβCULI'S，B 12 : 17) 

Ik wol net yn dy ruzje behelle wurde. '私はそお議嘩に巻き込まれた
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くないJ (behelje r巻き込むJ) (Zantema 1984 : 66) 

Mar jきず才教lewurde se. rしかし，後らはたぶらかされるのだJ

rifelje rたぶ、らかすJ，過去分詞が単独の文成分として欝域を占めてい

る) (ULI'S， Cll :必

@ 完了形む用例

(c) 

Wannear is it hfts boud?rそむ家は られたのですかJ (bouwe 

るJ) (Bosma-Banning 198P : 84) 

Skriuw yn it koart op， wat der bepraat is， r話し合われたこと

き出しなさいJ (beprate r話し合う J) (ULI'S， C 4 : 10) 

Sftnt 1970 is der hiel wat dien om it treinferfier rendabeler te 

meitsjen. Der is in automatysk befeilingssysteem ynfierd. In 

protte stasjons binne命令ruおenen ferj加zgentroch lytse写vachthok蜘

ke沈下1970年以来，鉄道交通の利潤率合高めるためにさまざまなこと

がなされた。 れた。多くの霊誌が露止され， /ふさ

な待ち合い小塵に替えられたJ (dwaanr行なう J.ynfierer導入するJ.

dfbrekke rとりこわすJ.ferfange 交替するJ) (ULI'S， C 19 : 9変

更〉

ヨ説法分詞+weze'は動作・行為を表わす受動態の完了静だが，動作・

の結果として生じた状態‘が顕著に認められる場合には，結果としての状態に

意味的な重点が盤かれた表現になることがあり，これを「状態受験j という。

状態受動はふつう動作主を停うことができ ことからわかるように，対え;

する能動態を欠くのであり，統語的には受動態というより，むしろ， we加を

コプう?とし，過去分認を;構語(itstelde) とする状態表現ととらえられるo

e状態受動だが，場合によっては動作受動の完了形とも解釈で怒るもの

up dizze platen binne de tiden fan it jier tekene. rこ は一年の

季節が識かれている J (tekenje r描く J) (ULI'S， A 9 : 7) 

Dy stoel is foar jo ornearre. rその靖子はあなたのために用意されて

いますJ (ornearje r指定するJ) (Zantema 1984 : 734) 
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間フリジア語の文法機造w …動認 (4)一

J 0 binne fan herten utnoege om der by te wezen. 'ど臨宗主ください

ますよう，心からご招待申し上げます(ぉあなたは招脅されています)J

(utnoegje '招待するJ)

It berop byldzjend 1王eunstneris net beskerme網 F彫刻家という

れていないJCbeskermje '保護するJ) CULI'S， C 19 : 22) 

舎 もっぱら状憲受動として解釈されるもの

J釦おお itswimbad sletten. r夜にはプールは閉まっている(閉めら

れているβ(slute'諦めるJ) (ULI'S， B仁 17変更)

むslan is ferdield yn provinsjes en dy wer yn伊 meenten.'私たちの

は州に区分され，それはさらに市町村に区分されていますJ(ferdiele 

るJ) (ULI'S， C 8 : 7) 

(3) 非人税t受動

{註) 器静と用法

統詩的に受動態は人称受動と非人称受動に分かれる。人総受動は主語そも

ち，名鰐句13的語を伴う他動諮Citoerbringend tiidwurd)からつくる。非

人称受重きはネ:離そもたず，名鵠匂目的語を伴わない自動詞(it lykhゑldend

tiidwurd)からつくる。非人称受動は動作主が狸定、できる動作・有為について

る。

Der wurdt net wer oer dy saak 1うraat.'そのことについて二度と話される

ことはないJ(prate '話すβ(Bosma-Banning198F : 143) 

Der wurdt thus op us wαchte. '家で払たちを待っている，人がいるJ

(wachtsje r待つβ (Bos田 a-Banning 198F : 98) 

Der wurdt fan alles hinne toge. いろいろなものがそこへ運ばれてくるJ

(t匂jer運ぶJ) (Bosma-Banning 198F : 123) 

Der wurdt {dunse/ songeが.'{揺りがある/歎が歌われる}J(dun告je'踊るJ，

sjonge '歌うJ(Zantema 1984 : 1210) 

(b) ，虚辞のおわ (s58) 

「撤辞の derJは前域で用いるが，域での使用 しない。
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By 't foarjierωurdt der tige tsierd. Mantsjes sykje wyfkes ut. r春に

なると，とてもけたたましい鳴き声が聞こえてくるo雄が雌を求めるのだ」

(tsiere rさえずるJ) (Bosma-Banning 1981" : 123) 

By it stjerbed waard o de hiele nacht wekke. r臨終の床のもとでは一晩

中，人が起きていたJ (weitsje r起きているJ) (ULI'S， B 15 : 12) 

(4) 受動態の可否

(a) 意味的な条件

意図的に動作・行為を行なう動作主が意味的に想定しにくい表現で受動態

が不可能なのは，オランダ語やドイツ語，英語などと同様である(例.kostsje 

「…の値段がするJ，smeitsje r…の味がするJ，lykje r似ているJ)。

自動詞のなかには，様態を示す形容詞などを伴うことのある同族目的語を

支配して他動詞として用いるものがある。この場合の受動態の可否も主語が

動作主を表わすか否かによる。

Wy songen twa alde sangen. r私たちは古い歌をふたつ歌ったJ (sjonge 

「歌うJ)

→ Twa alde sangen waarden (troch us) songen. r古い歌がふたつ(私た

ちによって)歌われたJ (動作主受動態可)

Hja stoar in rare dea. r彼女は奇妙な死を遂げたJ (stjerre r死ぬJ)

(Boersma/Van der W oude 19802 
: 40変更)

→*In rare dea waard (troch har) dreamd. (非動作主:受動態不可)

Hy dreamde in bange dream. r彼は不安な夢を見たJ (dreame r夢を見

るJ) (ib. 40変更)

→*In bange dream waard (troch him) dreamd. (非動作主:受動態不可)

(b) 統語的な条件

一例として，使役構文の受動化 (r…させられるJ) は可能だが，知覚動詞

構文の受動化は不可能である。

① 使役構文の受動化:可

De bern wurde mar rinne litten. r子供たちはただ歩かされるJ (rinne 
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flSブリジア言警の文法構造一動認 (4)

「歩く j) (Zantema 1984 : 578) (← Wy litte de bern mar rinne. i私た

ちは子供たちをただ歩かせるβ

φ 知覚動諮購文の受動化:

場Debernwurde rinnen sjoen. 

sjogge de bern rinne. i私たち

るj) (Dyk!詰oekstra1987 : 14) 

(5) そo他o構文

ちは歩くのを見られる j (← Wy 

ちが歩くのそ見るJ) 匂en

これまでに説明した以外の受動態とその関連表現を扱う o

(a) 噛去分詞+krije'など

文法化の鹿合いは完全とはいえないが，

構文が挙げられる。

した受動態の表現として次の

リ とは異なって，間接自的認は受動態で主語になれず，

非人税t受動にとどまる。しかし過去分譲十krije'による構文では，ドイ

のいわゆるもekommen受動」と間接仏能動態で陪接詩的懇(与格)

われる名鱈勾が主語になる人称受重きが可能である。これは受主産省を主語とし

た受動態の表現である。

De boekjes mei de programs foar de nije kursussen kinst fergees 

ωstjoerd krije. i君は新しいコースのプログラがついた罷予をただで

てもらうことができる j (tastjoere i (人に物事的送る j) (じLI'S，

B 19: 26) 

In groepke fan fjouwer of fiif minsken kri.註etin tal foarwerpen 

taskikt. i 4人または 5入のグループが一定の数の課題をあてがわれる」

(taskikke守人に物事を)あてがうj) (ULI'S， B 19 : 26) 

次の‘過去分話+finがは動作主を主踏としながら， r可待に;意味的に受章詩意義

を含んだ表現と言える。

日jirbyyηslette匁 finejimme wer dejierlikse akseptgirokoart foar de 

stipe. i儲塁手どおり年会費振込用紙をここに同射してあるのがど臨いただ

けると存じますj (ynslute i向封ずるj)
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Yn de hjir folgjende list.tYnt de brtlker ta syn geriif de measte sterke 

en tlnregelmjittige Fryske tiidwurden by inoar brocht. r以下に続くり

ストにおいて利患者は必饗とする限りほとんどのブリジア諮の強変化お

よび不域別変北動詞が収銀されているのがわかるJ (bringerもたらすβ

(Stienstra 1975 : 1) 

(b) te-第 2

受動の可能・ 他動認について用いる。

Dy't net t，信 riedenis， is net te helPen. r忠告を欝かない者は助げられな

い(ニ思告され欝ない者は助けられ得ないJ (Zantema 1984 : 814) 

De gefolgen fan dy nije foarskriften binne dudlik te sj，仰 rその新しい

規定の結果ははっきり観察され得るJ (ULI'S， C 14 : 13) 

De ant忘れlrdenbinne te fineηop it antwurdbled.τ答は解答のページに

出ている(=見いだされ得る)J (ULI'S， B 19 : 5) 

(c) weze/wurde以外のコプラによる受動態の表現

weze/wUI・deは受動の助動語であると関詩に，主語と播器を連結するコ

プラの代表である。wezeは状態， wurdeは変化を示す純粋のコプラと

えるが，勤務包有の意味をあわせもちながら，コプラと寓等の機能を巣

たすタuとして次のようなものがある(状態のコプラの例)。

Syn miening stiet fest. r彼の意箆はしっかりしているJ (stean r…であ

る，立っているJ) (Zantema 1984 : 969) 

It seal sit te heech， Jan kin net by de trapers. rサドゾレが高すぎる。ヨ

ンはペタツレに足が謡かないJ (sitter…である，すわっているβ 〈むLI'S，

A 18 : 17) 

Dat leit him nei oan it hert. rそのことは後にはとても気になっている」

(lizze r…である，横たわっているJ) (Zantema 1984 : 579) 

De ko bliuwt s合n.r畿牛はあい変わらず元気だJ (bliuwe rとどまるJ)

(ULI'S， C 19 : 28) 

It hUs liket主ld.rその家は古そう

いるJ (ULI'S， C 19 : 28) 
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西フリジア語の文法構造動詞 (4)

こうしたコプラは過去分詞を補語として， wezeを助動詞とする状態受動

の意味を表わすことがある。

Yn Feanwa1den stiet de 'Skierstins'， de iennichste stins dy't ut 'e 

Midsieuwen beωarre bleaun is.'フェアンヴォーデン(オ.Veenwouden 

ヴドエーンヴァウデン)には中世から残っている貴族の館である『スキエ

ルスティーンス』があるJ Cbewarje '保つJ) (ULI'S， B 17 : 21変更)

Eartiids leine， foara1 by 't hjerst en by 't winter， de doarpen isolearre. 

「以前はとくに秋と冬の聞は村々は隔絶されていたJCiso1earje'隔てるJ)

(ULI'S， C 1 : 7) 

It muzykkorps stiet a1 k1ear en de fersierde weinen steane ek opsteld. 

「音楽隊はもう待機しており，飾りをつけた車もとまっているJCopstelle 

「駐車する，配置するJ) (ULI'S， A 17 : 7) 

Cd) weze+過去分調

この形式は受動態とまぎらわしい場合がある。

① weze支配の自動調の能動態完了形

J 0 wachten oant de boargemaster ut.ψruおenωie.'あなたは市長が話

し終わるまで待っていたJ Cutsprekke '話し終わる Cweze支配の自動

調)J) (ULI'S， C 8 : 5) 

。Inrede is troch de boargemaster u坤 rutsen.'演説が市長によって

なされた(受動態完了形)J Cutsprekke' C物事を)表明・発音する(他

動調)J) 

De 10ft is berun. Miskien wo1 it wo1 reine. '空が曇っている。もしか

したら雨が降るかもしれない(能動態完了形)J Cberinne'曇る Cweze支

配の自動詞)J) 

持 Dested is yn ien oere berun. 'その町は 1時間で走破された(受動

態完了形)J Cberinne 'C物事を)走破する(他動詞)J) 

It ta1 by1dzjende keunstners yn Frys1an is sunt 1970 ferdubele. 'フ

リースラントの彫刻家の数は 1970年以来，倍になった(能動態完了形)J

Cferdube1je '倍になる Cweze支配の自動詞)J (ULI'S， C 19 : 22) 
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持「フリースラントの彫刻家の数は 1970年以来，倍にされた(受動態完

了形)J (ferdubelje ，-(物事を)倍にする(他動詞)J) 

F オランダ語でも「倍になる」の意味では zijn支配の自動調verdubbelenを

用いるが，ドイツ語では再帰動詞sichverdoppelnを用いることに注意。

フ.feroarje'-変わる (weze支配の自動詞)Jーオ.veranderen'-同左 (zijn

支配の自動調)Jード.sich (ver一)andernr同左(再帰動調)J も同様。

② 状 態 再 帰 (980 (3)(d)) 

再帰動調も状態の表現としてこの語形を用いる。

Jo binne wat waarmer klaaid. rあなたは少し暖かめの服装をしている」

(jin klaaie r服装をするJ) (Bangma 19932 
: 136) 

③ 形容詞化した過去分調

i )意味的に対応する動詞がないもの

Wat is der eins j討keardoan? rそれについて，いったい何が間違って

いるのかJ (ferkeard'-間違っている(形容詞)J特 ferkeare，-変わる，

付き合う J) CULI'S， C 3 : 7) 

Hy stie bekend as in nuver man. r彼は変大として通っているJ (bekend 

「周知の，有名な(形容詞)J 伶 bekenne，-認める，告白するJ (Bosma 

Banning 19812 
: 101) 

ii)意味的に対応する動詞があるが，形容調として定着しているもの

It tal dfnimmers fan it wurk fan de measte keunstners is tige beheind. 

「大多数の芸術家の作品の買い手はひじように限られているJ (beheind 

「制限された(形容調)J <=? beheine ，-制限する J) CULI'S， C 19 : 22) 

Juster wiest al ferkalden. r昨日，あなたはもう風邪をひいていたのよ」

(ferkalden r風邪をひいた(形容調)J特 ferkaldzje，-風邪をひく (w色ze

支配の自動調)J) CULI'S， A 6: 8変更)

次の用例では形容詞と動調の意味的な相違が現われている。

Sy is net sa lang troud. ，-彼女は結婚してからそれほどたっていない」

(troud ，-既婚の(形容詞)J (ULI'S， A 12 : 8) 

LeUer hie er foar it ferstan krige dat hja har libben lang net troud 
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ωest hiene. r後に彼は彼女が生涯未婚だったことを知ったJ (troud r既

婚の(形容詞)J (Bosma-Banning 198F : 89) 

。Trijejier lyn binne wy troud. r 3年前に私たちは結婚した(能動態

完了形)J (trouwe r結婚する (weze支配の自動調)J) (ULI'S， A 20 : 

4) 

次の用例では形容調と受動態の動調が同じ意味を表わしている。

Simke Kloosterman is yn 1876 te Twizel berne. rシムケ・クローステ

ルモンは 1876年にトヴイーゼル(オ. Twijzel トヴェイゼ、ル)で生ま

れたJ (berne r生まれた(形容詞)J) (Stienstra 1982 : 96変更)

。EeltsjeHalbertsmaωaard ek te Grou berne. rエールチェ・ホルベ

ツマもグラウ(オ.Grouw フラウ)に生まれたJ (bernjer生むJ) Cib. 

56変更)

dien r用意ができた，すんだ，終わった」は dwaanrする」の過去分調

と同形だが，形容詞として定着しており，様々な用法がある。

dien meitsje r完成するJ，dien (wurk) {jaan/krije} r解雇{する/され

る}J

It wurk is dien. r仕事はすんだJ (Zantema 1984 : 176) 

It is mei us dien. r私たちの友情は破綻したJ Cib. 176) 

Hast it al heard tink， 'k ha dien krige by de baas. It wurk is op. rも

う聞いたかもしれないけどさ，上司に首にされちまったよ。仕事は無し

だ、J (ULI'S， C 13 : 13) 

N ei dien wurk is 't noflik r色sten.r人事を尽くして天命を待つ(=なさ

れた仕事の後は気持ちよく休むことだ。ことわざ)J (Beintema 1990: 

27) 

~ 79 使役動詞 (itkausatyf tiidwurd) 

(1) litte 

代表的な使役動詞は litteであり，第 1不定詞を伴って枠構造をつくる。

litteは意味的に「許容・放任」と「強制」に大きく分かれる。
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(a) 許容・放任 i…させてやる，・・・させておく」

Lit my dat mar dwaan. iいいから私にそれをさせてください」

(Zantema 1984 : 578) 

De boeren lieten de ierappelsωaakse. i農民はじゃがいもを育てた」

(=生育させた)J CULI'S， B 10 : 17) 

Ik ha 't op 'e gong stean litten. i私はそれを廊下に置いたままにした」

(ULI'S， A 1 : 8) 

Lit dyn goede dagen dy net untkomme! i君の良き日々をのがさないよ

うにしなさいJ CBeintema 1990 : 25) 

使役の助動調以外の用法では litteはこの意味，または「断念，放棄，遺棄」

の意味で用いる。

Lit dat! iそれはやめておきなさいJ (Zantema 1984 : 578) 

Hjir lit men wat en der fynt men wat. iここで何かを捨てる者もいれ

ば，あちらで何かを見つける者もいる(ことわざ)J CBeintema 1990 : 30) 

As dwaan net doocht， is litten better. rしでもむだなときには，しない

ほうがいい(ことわざ)J CBeintema 1990 : 30) 

(b) 強制・要請 i…させる(=ーするように命じる・頼む)J

Dat lit my tinke oan earder. iそれは私に昔のことを思い出させる」

(Zantema 1984 : 578) 

被使役者が受動態の動作主を示す‘troch+名詞句'として表わされること

もある。

Lit it ferhaaltsje leze troch de kursuslieder. iその話を講師の先生に読

んでもらいなさいJ CULI'S， B 19 : 18変更)

Lit it ferhaal beoardielje troch in oare kursist. iその話を別の受講者に

判定してもらいなさいJ CULI'S， B 19 : 18) 

被使役者が示されないこともある。次の用例は特定の被使役主を明示する

ものではなく， sjen litteが「示す，見せるJ (←見させる)という意味のひと

つの他動詞を形成しているとも言える。 wittelitte i知らせるJ，hearre 1itte 

「教えるJ (←聞かせる)もこれに属する。
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It plaatsje fan 'e hjerst lit in bosk sjen. 'その秋の図は森を示していま

すJ (ULI'S， A 9 : 7) 

このような場合には，動作主を示す trochのかわりに受益者を示す oan

を用いることがある。

Lit jo advertinsje sjen oan ien dy't Frysk skriuwe kin. 'あなたが{乍っ

た広告をフリジア語が書ける人に見せなさいJ (ULI'S， A 14 : 8) 

(c) 勧誘の litus ...: '…しましょう」

Lit us bidde. '祈りましょう J (Zantema 1984 : 578) 

Lit us der earst mar ris in nacht oer sliepe， seit mem. Moarn prate wy 

fierder'そのことはまず，一晩寝てからにしましようと母は言う。明日，

また話すことにしましょう J (ULI'S， A 2 : 14) 

『英語の‘let's...'， ドイツ語の‘{las/last/lassenSie} uns ...'が乙れにあた

る。オラン夕、語では‘latenwe...'を用いる。西フリジア語では‘littewy...' 
はオランダ、語の影響として好ましくないとされる。

(2) その他の表現

(a) dwaan 

‘第2不定調+dwaan'はオランダ語の‘doen+不定調'と異なって，使役の

助動詞として用いることはあまりない。次の用例は慣用句的な表現として固

定している。

Dat die my tinken oan jo. 'それは私にあなたのことを思い出させる」

Cib. 44) 

次の‘te一第 2不定調+dwaan'の用例も同様である。

Ik doch jo teωitten. '私はあなたに知らせる J CBoersma/Van der 

W oude 19802 
: 44) 

‘it docht bliken dat +従属文'も「…が明らかになる」という意味の慣用句

的な表現である (blike'…のように見えるJ)。

Doe't Piter grutter waard die it bliken dat er oars wie as oare bern. 

「ピテルは大きくなると，自分がほかの子供たちとは違っていることがわ
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かったJ (Bosma-Banning 198F : 39) 

'it dwaan+dat従属文'も使役の意味を表わすことがある。

Dat docht it dat hja net doar. rそのために彼女はやる勇気がない(=

それが彼女がやる勇気をなくさせる)J (Visser 1985 : 416) 

(b) meitsje 

meitsjeも'dat-従属文'を伴って使役の意味を表わすことがある。

Dat ma姑etdat hja net doar. r向上J (ib. 416) 

F オランダ語でも同様の意味で‘maken+dat-従属文'を用いることがある。

しかし，これは使役の意味だけに用いるわけではない。

Ik meitsje dat ik yn myn skultinte kom. r私は隠れ小屋に来るようにす

るJ (Bosma-Banning 198F : 150) 

次の用例を比較。

In stien liet him stroffelje. r彼は石につまずいて転んだ(=石が彼をつ

まずいて転ばせた)J (Visser 1985 : 151) 

吃F オ.Een steen deed hem struikelen. r向上J (jb. 151) 

In stien makke dat er stroffele. r向上J (ib. 151) 

In stien die it， dat er stroffele. r向上J (ib. 151) 

S 80 再帰動詞 (itweromwurkjend tiidwurd) 

再帰動詞・再帰構文の分類，人称代名詞の再帰的用法， selsの付加について

はすでに r~ 39人称代名調の再帰的用法」で述べた。以下では用例の追加と

補足的説明にとどめる。

(1) 本来的な再帰動調

(a) もっぱら再帰動詞として用いるもの

感情・感覚・思考など，人の心理状態を意味するものが多い。

Ik skamje my sa， ik ha beppe har presintsje fergetten. r本当に恥ずか

しい。おばあさんにあげるプレゼントを忘れてきてしまったJ(jin skam-

je r耳らじるJ) (ULI'S， B 18 : 11) 

Hawwe jo jo fersind? [""あなたは思い違いをしたのですかJ (jin fersinne 
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「まちがえるJ) (Bosma-Banning 198F : 13) 

De minske sil him wer j計wundeげekinne moatte oer alles wat der om 

him hinne bart. r人聞は再び自分の周りで起こることに驚きを覚えるこ

とができなければならないだろう J(jin ferwunde寸er感嘆するJ)(ULI'S， 

C 9 : 15変更)

Himfelプieledie er nea. r退屈するなどということは彼はけっしてなかっ

たJ (jin ferfiele r退屈するJ) (Bosma-Banning 198F : 39) 

このほかに jinbesauwe rひどく驚く J，jin beriede r熟考する」などがあ

る。

この種の再帰動調は他の目的語を支配しないことから， selsの付加による

意味的な対比の強調ができないことは~ 39 (4)で述べた。

Ik skamje {my/*mysぬ}sa. r私はとても恥ずかしい」

ただし，次のような固定した表現を除く。

Dat s.初 mmet{* him/ himsels} . rそれはひどすぎるJ (datは物事を指す)

(Zantema 1984 : 879変更)

(b) 他動詞としても用いるが，意味的に対応しないもの

De bern ferma劫 enhar as mosken yn it san. r子供たちはスズメのよう

にはしゃいで砂遊び、をしたJ (jin fermeitsje r楽しむ」特 eatfermeitsje 

「作り直す，遺贈するJ) (Bosma-Banning 198F : 124) 

It lanskip liende him goed ta in fytstocht. rその景観はサイクリングす

る価値が十分にあったJ (jin liene r…の価値があるJ T eat liene r借り

るJ) (ULI'S， B 20 : 22) 

Binne jo ien， dy't him net om soksoarte uterlikheden bekroadet? rあ

なたはその種の外見を気にしない人々のひとりですかJ (jin bekroadzje 

「気にかけるJT eat bekroadzje rお膳立てするJ) (ULI'S， C 4 : 9変更)

(2) 他動詞の再帰的用法

対応する自動詞を欠く場合，本来は他動詞であるものを再帰的に用いて，

自動詞化の役割をはたすことがある。
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Foar it hi1lige moat men jin hoedzje. r聖なるものには気をつけなけれ

ばならないJ (jin hoedzje r (人が)用心するJ ~ immen hoedzj e r (人

を)保護するJ) (Bosma-Banning 1981" : l37変更)

Hy stekt him oan in stikel. r彼はアザ、ミの針に刺されるJ (jin stekke 

「刺される(=自分を刺す)J ~ immen stekke r (人を)刺すJ) (ULI'S， 

C 9 : 15) 

Dy broek haldt him goed. rそのズボンは長持ちする J (jin halde r持

ちこたえるJ~ eat halde r (物事を)維持する J) (Zantema 1984 : 368) 

Jo sitte op in frije dei leaver thus? Dan kinne jo jo untψanne yn 'e 

tun.r休日は家にいるほうがいいですか。それなら庭で息抜きすればいい

でトすねJ (jin untspanne r休養するJ~ immen untspanne r (人の)緊張

を解く J) (ULI'S， C 5 : 15) 

(3) その他

(a) 利害・所有を表わす名詞句を再帰的に用いるもの(~ 31 (5)) 

本来，動調の目的語ではない利害・所有を表わす名詞句を再帰的に用いる

もので，目的語が 2つ重なる。

Hy skuorde him de busen ut. r彼は財布をはたいた(=ポケットを引

き裂いた)J (jin de busen utskuorre r (自分の)財布をはたく J ~ eat 

utskuorre r (物を)引き裂く J) (ULI'S， C 4 : 5) 

(b) 結果・状態を表わす文成分を伴うもの

① 結果を表わす文成分を伴うもの (939 (2)(b)) 

Hy die him sear oan in skerp stientsje. r彼は尖った石で、けがをした」

(jin sear dwaan rけがをするJ) (Bosma-Banning 1981" : 61) 

自動詞もこの用法では再帰的に用いた人称代名詞を伴って r小節J(エ.

small c1ause)をつくることがある。

De minsken laken har sloρ， doe't de fierljepper yn de feart foel. r人々

はフィエリエペン(=棒にまたがって水路を飛び越し，距離を競うフリー

スラントの伝統的なスポーツ)の選手が水路に落ちると大笑いしたJ (jin 
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slop laitsje' (体がだるくなるまで)大笑いする」← laitsje'笑う J)

(ULI'S， B 15 : 12) 

② 状態を表わす文成分を伴うもの

J 0 fiele jo thus by Albert. 'あなたはオルベトのもとでくつろげます」

(jin . . . fiele '自分が…と感じるJ) (ULI'S， C 3 : 17) 

Hy wit him Fries. '彼はフリジア人であることを自覚しているJ (jin... 

witte '自分が…であると心得ているJ (Zantema 1984 : 1198) 

Se tochten har der feilich.'彼らはそこにいれば安全だと思ったJ (jin... 

tinke '自分が…だと思うJ) (ULI'S， C 9 : 9) 

(c) 代名詞を欠く再帰動詞の用法

名調的に用いた第 2不定調では再帰動調が代名詞を欠く場合がある。

Fersinnen is mooglik， sei de man tsjin 't wiif， doe hie er de faam 

patte.'間違いはあるものさ，と男は妻に言ったが，そのときすでに女の

子にキスしていたJ (jin fersinne 'まちがえるJ) (Zantema 1984 : 261) 

(d) 状態再帰

結果としての状態が意味的に顕著に認められる再帰動詞では，‘過去分詞+

weze'の形式で状態再帰が可能である。

de namme， der't ik under ynskreaun bin '私が(その名前で)登録し

た名前J (jin ynskriuwe '登録するJ) (ULI'S， B 19 : 25) 

Binne jo wol neffens de nijste moade klaaid? 'あなたは最新の流行の

服を着ていますか(=流行に従った身なりをしていますか)J (jin klaaie 

「服装をするJ) (ULI'S， C 4 : 9) 

(e) 再帰動調の使役化

再帰動詞は使役動詞に支配されることがある(使役動調の再帰化は不可)。

不利益を表わす場合には日本語の「迷惑の受け身」と似た意味になる。

W y litte us net bekeゆife!'我々は一杯食わされないぞJ (bekeapje '償

う，支払う J) (Bangma 19932 
: 69) 

De iene sil him gauwer as de oare ferliede litte om in nagelnije 

utmeunstering oan te skaffen， as us dat foarskreaun wurdt. 'フアツ
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ションで決められた真新しいサンプルを手に入れようと，人々は我先に

そそのかされることになるJ (fer liede '誘惑するJ) (ULI'S， C 4: 9) 

Foar de oant no ta leste Alvestedetocht hienen har mear as tsien-

tuzen dielnimmers ynskriuwe litten! 'これまでのオルヴェステーデトホ

ト(=フリースラントの 11の都市をめぐる伝統的なスケート競技)には

1万人以上の参加者が登録しているJ (ynskriuwe'登録するJ) (ULI'S， 

B 5 : 7) 

“De grutte krudeniers litte hαr mar by de foarnamme neame_"“Al-

legear polityk fansels_ Foar de sfeac" ，大きな屈は自分の庄をファー

スト・ネームで呼ばせるのよJ 'もちろん，まったくの企業戦略さ。アッ

トホームな感じがするからねJ (neame'名づけるJ) (ULI'S， C 3 : 17) 

him tinke litte '考えられる，明らかだ」という表現に注意。

It lit him tinke. 'それは自明だJ (Zantema 1984 : 1053) 

~ 81 非人材、動詞(itOnpersoanlik tiidwurd) 

非人称動調についてはすでに '537(5) 非人称構文」で述べた。以下では

天候動詞を中心に用例の追加と補足的説明にとどめる。

(1) 天候動調

(a) 種類

it reint. '雨が降るJ (reine) 

it spielt '土砂降りだJ (spiele) 

it {miggel(e)t/sto(f)reint} ，霧雨が降る J (miggelje/ sto(f)reine) 

it waait '風が吹く J (waaie) 

it {rust/ruzet} ，風がそよぐ，ざわめく J (ruze/ruzje) 

it twirret 'つむじ風が吹く J (twirje) 

it stoarmet '嵐だJ (stoarmje) 

it tonger(e)t '雷が鳴るJ (tongerje) 

it bliksem(e)t '稲光がするJ (bliksemje) 

it snijt '雪が降るJ (snije) 
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it kroket ，-小雪が舞う J (krokje) 

it wisket ，-吹雪く J (wiskje) 

it friest ，-霜が降りる，凍てつく J (frieze) 

it winter(e)t ，-冬になるJ (winterje) 

it simmer(e)t ，-夏になるJ (simmerje) 

(b) 用法

① 人を表わす名詞匂・代名詞を伴った心理・生理の表現

Heit soe in slach om 'e buorren dwaan， mar it frear him tefolle. ，-父

は近所に散歩にでかけようとしたが，寒くてたまらなかったJ(ULI'S， B 

8 : 10) 

② 近接未来の表現での wolleの用法 (silleも可。 977(l)(e)④) 

It wol ek wolris reine. ，-ひと雨来そうだJ (ULI'S， A 9 : 9) 

③ 様態や程度を表わす副調的に用いた名詞句を伴う表現

It frear fannacht tsien graden. I昨夜は零下 10度まで下がった」

CBosma-Banning 1981' : 127) 

It friest bakstiennen.'-しばれる寒さだ(ニ煉瓦が凍るほど寒い)J

(Zantema 1984 : 47， 312) 

It reint balstiennen.'-大雨だ(=砂利が降るほど雨が降っている)J

(Zantema 1984 : 48， 806) 

It reint op 't hedenρromoasjes binnen de Fryske Akademy， en de 

taalkundige sektor spilet deryn net swak by. ，-目下のところ，フリス

ケ・アカメデミーの内部では博士号取得が相次いでおり，言語学部門が

そのさいに少なからぬ役割を果たしているJ (Ut de Smidte， 31e jier目

gong nu. 4， desimber 1997 : 7) 

④ ③と同様の意味で副詞的に用いた dat-従属文を伴う表現

It friest dat it ongel(e)t. ，-しばれる寒さだ(=つららができるほど寒い)J

(Zantema 1984 : 312， 714) 

-39-



北大文学部紀要

(2) ‘it is ...'による天候の表現

(a) 種類

it is {kald/wetterkald} ，-{寒い/雨模様で寒い}J

it is {hjit/hyt} ，-暑い」

it is koel ，-涼しい」

it is waarm ，-暖かい」

it is {soel/near} ，-蒸し暑い」

it is ruzich ，-風が強い」

it is blakstil ，-風がない」

it is myld ，-穏やかな天気だ」

i t is {mistich/ dizich} ，-霧が出ている」

it is buiich ，-変わりやすい(にわか雨の)天気だ」

it is wiet ，-雨がちの天気だ」

it is dampich ，-じめじめした天気だ」

it is skier ，-曇天だ，灰色の空だ」

it is droech. ，-雨が降っていない」

it is sinneskynwaar ，-快晴だ」

it is teiwaar ，-雪解けの天気だ」

it is {moai/knap} waar ，-良い天気だ」

it is {min/striemin} waar ，-{悪い/最悪の}天気だ」

it is near waar. ，-蒸し暑い天気だ」

(b) 用例

It wie in heldere nacht want de moanne skynde ut in himel sundet 

wolken. ，-明るい夜だった。月が雲のない空から照っていたからである」

(ULI'S， B 20 : 15) 

It wurdt wer maitiid. ，-また春になるJ (ULI'S， B 2 : 23) 

Ik fyn it hjir kald. ，-私はここは寒いと思う J CULI'S， B 7 : 21) 
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(3) その他の表現

(a) 状況など

Hoe is it mei dyn broer?'お兄さん(弟さん)の調子はどうだ、いJ (ULI'S， 

B 15: 21) 

It sii注dedfgryslik troch it finster. '窓からひどく雨漏りがするJ (sige 

「雨漏りがするJ) (ULI'S， B 2 : 23) 

“Wer wolst hinne?"“N et nei de buorren. Der is it my te drok." ，君

はどこへ行きたいんだJ'村の中心はだめだ。あそこはあまりにせわしな

い気がするJ (Bosma-Banning 198F : 21) 

(b) 心理・生理

Mar djip yn syn hert begrutte it him wol om it bist. 'しかし，心の底

では彼にはその動物が哀れに思えたJ (begrutsje '哀れに思えるJ)

(Bosma-Banning 198F : 27) 

It muoit my， mar se kinne net komme. '残念ですが，彼らは来られま

せんJ (muoie '残念に思えるJ) (Bosma-Banning 198F : 113) 

~ 82 態にかんする語嚢的表現

(1) まとめ

態にかんする一連の注意すべき語桑的な表現がある。西フリジア語では他

動詞の再帰的用法によって他動調を自動調化することがあるが(380 (2))，そ

のほかに，自動詞と他動調が同じ語で表現されることがある。このとき，自

動詞の主語は他動調の目的語に相当するものになり，動作主以外の意味をも

つことが多い。この種の自動詞は主語の性質を示す状態表現か，個々の出来

事を示す移行表現かに大きく分かれるが，前者を「中間態動調J，後者を「能

格動詞」と呼んで区別する。中間態動詞では状態に関与する不特定の表現さ

れない動作主が想定される場合が多く，受動態の意味がより明確に表現され

る。一方，能格動調は自然に起こる現象を指すことが多く，動作主は想定し

にくい。以下の説明では代表的な用例を挙げるにとどめる。
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(2) 中間態動詞(エ.middle verb) 

動作主を主語とする同形の動詞が存在し，意味的に動作主の影響を顕著に

受ける文成分が主語として現われる状態、表現の自動詞などを指す。西フリジ

ア語には他動詞の目的語以外の名詞句が主語になるものもあり，非人称の中

間態動調も存在する。ふつう様態を示す副詞的な文成分を伴って主語の性質

を述べ，個々の具体的な出来事は示さない。形態的には能動態だが，受動態

の意味を表わし，特定の動作主は表現されない。

(a) 対応する他動調の目的語が主語になるもの

N 0， dat heart nochal earnstich. 'あら，それはお聞きしたところ，か

なり深刻ねJ (hearre' (物事が)…のように聞こえる(中間態動詞)J特

，(人が物事を)聞く(他動詞)J) (Bangma 19932 
: 67変更)

Alles fielde wiet. '触ると何もかも濡れていたJ (fiele ，(物事が)…と

いう感触だ(中間態動詞)J特，(人が物事に)触る(他動詞)J) CUU'S， 

A 6 : 8) 

De romte mjit likernoch 2，40 x 3，00 meter. 'その空間はおよそ 2.40X

3.00メートルの広さがあるJ (mjitte ，(物事が)測ると…の数値がある

(中間態動調)J特，(人が物事を)測る(他動詞)J) CULI'S， B 2 : 15) 

De tee skinkt {brun/swart/goed}. ，そのお茶は{注ぐと{茶色/黒}に

なる/注ぎやすい}J (skinke ，(物事が)注ぐと…である(中間態動詞)J

特(人が物事を)注ぐ(他動詞)J) (Zantema 1984 : 892) 

It fleis snijt maklik. 'その肉は簡単に切れるJ (snije ，(物事が)切れ

る(中間能動調)J特，(人が物事を)切る(他動詞)J) 

(b) 対応する他動詞目的語以外の文成分が主語になるもの

Dy fyts sit goed. 'その自転車は乗り心地がいいJ (sitte ，(物事が)

というすわり心地がする(中間態動詞)J特，(人が物事の場所に)すわ

る(自動詞)J) (Zantema 1984 : 870) 

De bern wolle elk in sliepkeamer. Dat sliept lekker， sizze se. '子供

たちは各自寝室をほしがる。そのほうがよく眠れると言う J (sliepe' (物

事が)…という寝心地がする(中間態動詞)J 8 ，(人が物事の場所で)
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眠る(自動詞)J CULI'S， A 2 : 9変更)

( c) 非人称中間態動詞

自動詞から非人称動詞に転用して中間動調として用いるものがある(~ 37 

(5))。場所などを示す副調的な文成分について一般的な性質や評価を述べる。

It sit hjir nof1ik. iここはすわり心土也がいいj (sitte i…というすわり心

地がする(非人称中間態動詞)J~ i(人が場所に)すわる(自動調)J) 

(Visser 1985 : 904) 

Itωennet hjir goed. iここはイ主みJ心土也カfいいJ (wenje i…というイ主み心

地がする(非人称中間態動詞)J伶 i(人が場所に)住む(自動詞)J) 

(Zantema 1984 : 1172) 

Wy moatte mar wer oerein， it sit hjir wol， mar itωennet hjir net. 

「じっとしている場合ではない。まだやることがたくさん残っている(=

私たちは再び立ち上がらなくてはならない。ここは一時的にすわるとこ

ろではあるが，定住するところではない)J (向上)(Zantema 1984 : 870) 

第 2不定調として次のような構文で用いることもある。

In protte minsken meie hjir net wenje: N 0， it is hjir goed wenjen fine 

wy.iここには住みたがらない人が多いが，それでも，ここは住みやすい

とわしらは思うよ J (同上) (Bangma 19932 
: 80) 

次の構文を比較。

Hy sit yn in leunstoel. i彼は安楽いすにすわっている」

Dy leunstoel sit noflik. iその安楽いすはすわり心地がいい」

Y n dy leunstoel sit it noflik. i向上」

Y n dy leunstoel is it noflik sitten. i同上」

(3) 能格動詞(エ.ergative verb) 

(a) 用法

意味的に他動詞の目的語にあたる被動作主が主語として現われている自動

詞で，個々の具体的な出来事を表わすものを指す。運動や状態の変化を示す

移行表現の場合が多く，完了形はふつう w色ze支配である。この場合，他動調
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の受動態完了形と同形になるので，あいまいさが生じることがある(次の用

例では能格動詞の完了形と解釈する)。

Dat gles is brutsen. rそのガラスは割れたJ Cbrekke r割れる，こわれ

る(能格動詞)J) CVisser 1985 : 116) 

特 Hjabrekt de faas. r彼女は花瓶を割るJ Cbrekke r割る，こわす(他

動調)J) (Boersma/Van der Woude 198F : 40変更)

De planke isゅifaltfan droegens. r板は乾燥したために割れたJ Cspjalte 

「割れる(能格動調)J) CZantema 1984 : 954) 

持 Hyhat de planke spjalt. r彼は板を割ったJ Cspjalte r割る(他動調)J) 

It iten is bedoarn. r食べ物が腐ったJCbedjerre r腐る(能格動詞)J)

CULI'S， B 11 : 25) 

。Ustakomst is bedoarn. r私たちの将来は損なわれたJ Cbedjerre r損

なう(他動調)J CZantema 1984 : 59) 

De broek is skroeid. rズボンに焦げた跡があるJ Cskroeie r焦げ目がつ

く(能格動詞)J) CULI'S， C 4 : 5) 

持 Hyhat it guod by de kachel skroeid. r彼はその品物を暖炉のそばで

焦がしたJCskroeier焦げ目をつける(他動詞)J) CZantema 1984 : 908) 

次の用例は人と物事が主語になる能格動詞の例である。

Nei in pear dagen wiene hja al aardichωend yn it nije hus. r二，三

日のうちに彼らは新しい家にもうすっかり'慣れたJ Cwenner C人が)慣れ

る(能格動詞)J) CZantema 1984: 1173) 

Wenst deroan. r君はそれに慣れるよ J C向上) CVisser 1985 : 870) 

Ik hoopje dat it gau went. r私はそれが早く軌道に乗ることを願ってい

るJ CwennerC物事が)慣れる，軌道に乗る(能格動調)J) CULI'S， A 13 : 

8) 

Allesωent.rすべては慣れていくものだJC向上)CZantema 1984 : 1173) 

∞Hy koe de kat net wenne. r彼はその猫を慣らすことができなかっ

たJ Cwenne r C人が物事を)慣らす(他動詞)J) 

(b) 中間態動調と能格動調をあわせもつもの
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同ーの動調でも，表現されない不特定の動作主が想定される性質の表現か，

動作主が想定されない自然に起こる個々の移行現象の表現かによって，それ

ぞれ中間能動調と能格動調の機能をあわせもつことがある。

i) skowe r動かすと…だ(中間態動調)Jr動く(能格動調)Jr動かす(他動

調)J

Dy fyts skoot swier. rその自転車は重くて走りにくいJ (中間態動詞)

(Zantema 1984 : 903) 

Yn ilnofhink1ike sinnen skoot yn alle Germanske talen (utsein it 

Ingelsk) it tiidwurd nei de twadde posysje yn 'e sin. r主文ではすべて

のゲルマン語で(英語を除いて)動調が文の 2番目の位置に移動する」

(能格動詞) <Hoekstra 1997 : 75) 

Hy hat de karre oan 'e kant skood. r彼は台車をわきに動かしたJ (他

動調)

ii) rekke rのばすと…だ(中間態動調)Jrのびる(能格動調h (ut-) rekke 

「のばす(他動調)J

Dat lear hat altiten mak1ik rutsen. rその革はいつも簡単にのび、たJ (中

間態動調)

It i1astyk is ilnder dat gewicht aardich ruおen.rゴムは重みでひどくの

びたJ (能格動調) (Zantema 1984 : 808) 

Hy hat dat lear {utrutsen/キrutsen}.r彼は革をのばしたJ (他動調)

(4) その他の場合

主語名詞句が人を表わすものと物事を表わすものに交替することによっ

て，動詞の意味が態に関連した変化を示すものがある。少数の例を示すにと

どめる。

(a) 自動詞が他動詞と同形でありながら，中間態動詞とも能格動調とも異な

るもの

① lizze 

i) r横たわっている， (物事が人にとって)…である(自動調)J
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De Ljouwerter Krante leit op 'e tafel. 'リャウエテル・クロンテ(=フ

リースラントの代表的な新聞。オランダ語名 LeeuwarderCoerant)が

テーブルの上にあるJ (ULI'S， A 2 : 9) 

Dat wurk leit him net. 'その仕事は彼には向かないJ (Zantema 1984 : 

579) 

ii) ，横たえる(他動調)J

Men moat net alle aaien under ien hin lizze. 'すべての卵を 1羽のめん

どりの下に置いてはいけない(=すべての命運をたったひとつの機会に

賭けてはいけない。ことわざ)J (Beintema 1990 : 9) 

官歴史的には古フ.lidza (自動調)， ledza (他動詞)のように異形だったが，

その後の音韻変化によって同形になった。

② liede 

i) ，(鐘が)鳴る(自動詞)J

Foarhinne letten de klokken trije kear deis. '以前，鐘は一日に 3回

鳴っていたJ (自動詞) (ULI'S， B 20 : 7) 

ii) ，(鐘を)鳴らす(他動詞)J

Juster hat de koster de klokken let. '昨日，教会の番人が鐘を鳴らし

たJ (他動詞) (ULI'S， B 20 : 7) 

，(鐘を)鳴らす」という他動詞の用法は，(鐘が)鳴る」という自動調か

らの派生と考えられる。自動詞の完了形は weze支配でなく， hawwe支

配であり，能格動調ではない。 klokliede'鐘を鳴らす」という名調抱合

による 1語の非分離の動詞があることに注意 (hykloklet '彼は鐘を鳴ら

すJ)。

(b) 意味的に類似した動詞で人あるいは物事が主語になるもの

主語以外では，人を示す名詞句は利害・関心を表わす名詞句，物事を示す

名詞句は前置詞句として一般に現われる。

① slagje 

完了形はつねに weze支配である。

i) ，(人が物事において)うまくいく」

46-



西フリジア語の文法構造動詞 (4)

Is er foar it eksamen slagge? '彼は試験はうまくいったので、すか」

(Zantema 1984 : 916) 

ii) ，(物事が人にとって)うまくいく」

It is him net slagge.'それは彼にとってうまくいかなかったJ (Zantema 

1984 : 915) 

f オランダ語では人が主語の場合には slagenを用い，物事が主語の場合には

(ge.)lukkenを用いる(ともに完了形は zijn支配)。

② tinke 

人が主語の場合には動作主としての意味を担って思考動調になり，物事が

主語の場合には人を表わす目的語名詞句が経験者としての意味を担って心理

動詞になる傾向が強い。

i) ，(人が物事・人について)…と思う，熟慮する，思い出す」

Tink oan my! '私のことを思い出してねJ (Zantema 184 : 1053) 

Tink der goed om!'そのことをよく考えなさいJ(Zantema 1984 : 1053) 

Hy tinkt， dat er no wer de gryp hat. '彼はまた風邪をひいたのだと

J思っているJ CULI'S， A 11 : 6) 

Ik sil der nochris oer tinke oft ik sa'n elektrysk ding wol keapje. 'そ

のような電気製品を買おうかもう一度考えてみることにするJ CULI'S， 

A 12 : 8) 

以下の用例では目的語代名詞が前置詞を伴っていないことに注意。

Wa soe dat tocht ha! 'そんなばかな(=だれがそんなことを考えただ

ろう)J (Zantema 1984 : 1053) 

ii) ，(物事・人が)人にとって)…と思われる」

Wat tinkt dy derfan? 'それについて君にはどう思えますかJ (Zantema 

1984 : 1053) 

Wat tinkt jo? 'あなたにはどう思えますかJ (Bangma 19932
: 27) 

J a， dat tinkt my ek.'ええ，私にもそう思えますJ(Zantema 1984 : 1053) 

③ misse 

i) ，人が物事・人を欠く，なくて困る」
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Ik mis noch ien ding. i私はまだひとつ足りないものがあるJ (ULI'S， 

A 12 : 8) 

ii) i物事・人が(人にとって)欠けている・不備で、ある・なくて困る」

Hy mist nea yn 'e tsjerke. i彼はけっして教会で姿が見えないことはな

いJ (Zantema 1984 : 620) 

Dat kin net misse. iそれは疑いなくそうだJ (Zantema 1984 : 620) 

Dat mist dy. iそれは君の思い違いだJ (Zantema 1984 : 620) 

En wy ek， as it my net mist. iもし私の間違いでなかったらJ (ULI'S， 

A 4: 8) 

(5) 再帰・使役・非人称構文における用法の可否

代表的な動詞についてオランダ語とドイツ語との比較を交えながら具体例

を示す。

① leze i読める，読む」

Dit artikel lest slim. iこの論文は読みにくい」

ネDitartikel lest {him/ himsels} slim. i向上」

Dit artikel lit {him/ himsels} slim leze. i向上」

F オ Ditartikel leest moeilijk. ["向上」

*Dit artikel leest zich moeilijk. ["向上」

Dit artikel laat zich moeilijk lezen. ["同上」

ド. *Dieser Artikel liest schwer. ["向上」

Dies巴rArtikel liest sich schwer. ["向上」

Dieser Artikel last sich schwer lesen. I向上」

② ferkeapje i売れる，売る」

Dit boek jをrkeapetgoed. iこの本はよく売れる」

*Dit boek jをrkeapet{him / himsels} goed. i向上」

Dit boek lit {him/ himsels} goed ferkeapje. i向上」

『オ Ditboek verkoopt goed. I向上」

*Dit boek verkoopt zich goed. ["向上」

Dit boek laat zich goed verkゆen.["向上」
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ド*Di巴sesBuch verkauft gut. I向上」

Dieses Buch verkauft sich gut. I向上」

Dieses Buch last sich gut verkaufen. I向上」

③ spjalte I割れる，割る」

Dit houtψialt maklik. Iこの材木は割りやすい」

キDithoutゅialt{him/ hiηlsels} maklik. I向上」

Dit hout lit him maklik spjalte. I同上」

『オDithoutゆlijtgemakkelijk. I同上」

*Dit hout splijt zich gemakkelijk. I向上」

Dit hout laat zich gemakkelijk splijten. I向上」

ド. *Dieses Holz sρaltet leicht. I向上」

Dieses Holz spaltet sich leicht. I向上」

Dieses Holz last sich leicht spalten. I向上」

④ skriuwe I書ける，書く」

Dy pinne skriuwt it best. rそのペンはもっとも書きやすい」

勺 ypinne skriuwt {him/ himsels} it best. I向上」

キDypinne lit {him/himsels} it best skriuwe. r同上」

Mei dy pinne s.わ均ωtit it best. r同上」

*Mei dy pinne skriuwt it {him/ himsels} it best. r同上」

*Mei dy pinne lit it {him/ himsels} it best skriuwe. r向上」

*Mei dy pinne is it it best skriuwen. r向上」

『オ Diepen schriJft het beste. r向上」

*Die pen schrijjt zich het beste. r同上」

*Die pen laat zich het beste schrijven. r同上」

Met die pen schrijjt het het beste. r同上」

*Met die pen schrijjt het zich het beste. r向上」

*Met die pen laat het zich het beste schrijven. r向上」

*Met die pen is het het beste schrijven. r向上」

ド DieFeder schreibt am besten. r同上」

Die Feder schreibt sich am besten. r同上」

Die Feder last sich am besten schreiben. I向上」

*Mit der Feder schreibt es am besten. r同上」

Mit der Feder schreibt es sich am besten. r向上」
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Mit der Feder 1.国tes sich am besten schreiben. ，.向上」

*Mit der Feder ist es am besten schreiben. ，.向上」

⑤ bakke ，. (ノfン・ケーキなどが)焼ける， (同左を)焼く」

叩1ynune bakt net mear regelmjittich. ，.私のオーブンはもうちゃんと

焼けない」

*Myn une bakt {him/ himseゐ}net mear regelmjittich. ，.向上」

*Myn une lit {him/ himsels} net mear regelmjittich ba姑e.，.向上」

*Mei myn une bakt it net mear regelmjittich. ，.向上」

*Mei myn une bakt it {him/ himsels} net mear regelmjittich. ，.向上」

*Mei myn une万tit {him/himsels} net mear regelmjittich ba肱e.，.向

上」

叩Aeimyn une is it net mear regelmjittich bakken. ，.向上」

『オ.キMijnoven bakt niet meer regelmatig. ，.向上」

地'Mijnoven bakt zich niet m巴erregelmatig. ，.向上」

*Mijn oven laat zich niet meer regelmatig bakken. ，.向上」

*Met mijn oven bakt het niet meer regelmatig. r向上」

*Met mijn oven bakt het zich niet meer regelmatig. r向上」

*Met mijn oven laat het zich niet meer regelmatig bakken. r向上」

*Met mijn oven is het ni巴tmeer regelmatig bakken. r同上」

ド MeinOfen backt nicht mehr regelmasig. r向上」

叩rIeinOfen backt sich nicht mehr regelmasig. r同上」

*Mein Ofen ltLβt sich nicht mehr regelmasig backen. r向上」

地'Mitmeinem Ofen backt es nicht mehr regelmasig. r同上」

地'Mitmeinem Ofen backt es sich nicht mehr regelmasig. r同上」

Mit meinem Ofen la.βt es sich nicht mehr regelmasig backen. r同

上」

叩mmeinem Ofen ist es nicht mehr regelmasig backen. r向上」

⑥ wenje ，.住む(自動調)J

本Dithus wennet goed. ，.この家は住みやすい」

*Dit hus wennet {him/ himseゐ}goed. ，.同上」

本Dithus政 {him/ himsels} goedωenje. ，.向上」

Yn dit hus wennet it goed. r同上」
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* Y n dit hus wennet it {him / himsels} goed. ，-向上」

*Yn dit hus lit it {him/ himsels} goedωenje. ，-向上」

Y n dit hus is it goed wenjen. ，-向上J

E オ.キDithuis woont goed. ，-同上」

*Dit huis woont zich goed. ，-向上」

*Dit huis laat zich goed wonen. ，-向上」

In dit huis woont het goed. r同上」

*In dit huis woont het zich goed. r向上」

キIndit huis laat het zich goedωonen. r同上」

In dit huis is het goed woηen. r向上」

ド.ホDiesesHaus wohnt gut. r同上」

*Dieses Hausωohnt sich gut. r向上」

*Dieses Haus la，βt sich gut wohnen. r向上」

*In diesem Haus wohnt es gut. r同上」

In diesem Hausωohnt es sich gut. r向上」

In diesem Haus last es sich gut ωohnen. r向上」

*In diesem Haus ist es gut wohnen. r向上」

⑦ bewenje ，-…に住む(他動詞)J

本Dithus bewennet goed. ，-この家は住みやすい」

*Dit hus bewennet {him/ himsels} goed. ，-向上」

Dit hus lit {him/himsels} goed beωenje. ，-向上」

*Yn dit hus bewennet it goed. ，-向上」

*Yn dit hus bewennet it {him/himseゐ}goed. ，-向上」

*Yn dit hus lit it {him/himsels} goed beωenje. ，-向上」

キYndit hus is it goed beωenjen. ，-向上」

『オ. *Dit huis bewoont goed. r向上」

*Dit huis bewoont zich goed. r向上」

Dit huis laat zich goed bωonen. r同上」

*In dit huis bewoont het goed. r向上」

*In dit huis bewoont het zich goed. r向上」

*In dit huis laat het zich goed bewonen. r向上」

*In dit huis is het goed bewonen. r向上」

ド. *Dieses Haus bewohnt gut. r向上」

Dieses Haus bewohnt sich gut. r同上」
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Dieses Haus last sich gut bewohnen. r同上」

*In diesem Haus bewohnt es gut. r向上」

*In diesem Haus bewohnt es sich gut. r向上」

*In diesem Haus laβt es sich gut bewohnen. r向上」

*In diesem Haus ist es gut bewohnen. r向上」

⑧ sitte rすわっている」

Dizze sofa sit noflik. rこのソファはすわりやすい」

*Dizze sofa sit {him / himsels} noflik. r向上」

*Dizze sofa lit {him / himseゐ}noflik sitte. r同上」

Op dizze sofa sit it noflik. r同上」

*Op dizze sofa sit it {him/ himsels} noflik. r向上」

*Op dizze sofa lit it {him/ himsels} noflik sitte. r向上」

Op dizze sofa is it noflik sitten. r向上」

F オ Dezesofa zit prettig. r向上」

*Deze sofa zit zich prettig. r同上」

*Deze sofa laat zich prettig zitten. r向上」

Op deze sofa zit het prettig. r同上」

本Opdeze sofa zit het zichρrett忽「向上」

*Op deze sofa laat het zich prettig zitten. r向上」

Op deze sofa is het prettig zitten. r向上」

ド. *Dieses Sofa sitzt angenehm. r向上」

Dieses Sofa sitzt sich angenehm. r同上」

*Dieses Sofa 必βtsich angenehm sitzen. r同上」

*Auf dies巴mSofa sitzt es angenehm. r同上」

Auf diesem Sofa sitzt es sich angenehm. r向上」

Auf diesem Sofa laβt es sich angenehm sitzen. r向上」

* Auf diesem Sofa ist es angenehm sitzen. r向上」

⑨ iepengean r聞く J/iepenjer関心聞ける」

Dizze doar giet automatysk i，ゆen.rこのドアは自動的に聞く」

伸Dizzedoar iepenet automatysk. r向上」

*Dizze doar i，ψenet {him/ himsels} automatysk. r同上」

*Dizze doar lit {him/ himsels} automatysk iepenje. r同上」

F オ Dezedeur gaat automatisch open. r同上」
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約Dezedeur 0ρent automatisch. I向上」

*Deze deur opent zich automatisch. I向上」

*Deze deur laat zich automatisch openen. I向上」

ド D ieTur geht automatisch auf. I同上」

。~Die Tur佼汚2etautomatisch. I同上」

Die Tur ofjnet sich automatisch. I向上」

Die Tur laβt sich automatisch o.，初2en.I向上」

⑩ 向上

Troch de hurde wyn is de doar iepengien. I強い風でドアが聞いた」

*Troch de hurde wyn {is/ hat} de doar i.ゆene.I同上」

*Troch de hurde wyn hat {him/ himsels} de doar iゆene.i向上」

『オ Doorde harde wind is de deur opengegaan. I同上」

水Doorde harde wind {is/ heeft} de deur geo，ρend. I向上」

*Door de harde wind heeft zich de deur geopend. I向上」

ド Durchden heftigen Wind ist die Tur叫危egangen.I同上」

キ'Durchden heftigen Wind {ist/ hat} die Tur ge々が2et.I向上」

Durch den heftigen Wind hat sich die Tur geofjnet. I向上」

⑪ tichtgean I閉まるJ/slute i閉まる，閉める」

Dizze doar giet automatysk ticht. Iこのドアは自動的に閉まった」

伸Dizzedoar slut automatysk. i同上J

*Dizze doar slut {him/ himsels} automatysk. i向上」

*Dizze doar lit {him/ himsels} automatysk slute. I向上」

『オ Dezedeur gaat automatisch dicht. I向上」

約Dezedeur sluit automatisch. I同上」

*Dez巴 deursluit zich automatisch. I向上」

*Deze deur laat zich automatisch sluiten. I向上」

ド D ieseTur geht automatisch zu. I向上」

紛DieseTur schlie.βt automatisch. I向上」

Diese Tur schliest sich automatisch. I向上」

Diese Tur last sich automatisch schliesen. I向上」

⑫ 同上

Troch de hurde wyn is de doar tichtgien. i強い風でドアが閉まった」

*Troch de hurde wyn {is/ hat} de doar sletten. i向上」
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*Troch de hurde wyn hat {him/ himsels} de doar sletten. r同上」

『オ Doorde harde wind is de deur dich留-egaan.I向上」

*Door de harde wind {is/ heeft} de deur gesloten. I向上」

*Door de harde wind he折 zichde deur gesloten. I向上」

ド Durchden heftigen Wind ist die Tur zugegangen. I向上」

句 urchden heftigen Wi.nd {ist/ hat} die Tur geschlossen. I向上」

Durch den heftigen Wind hat sich die Tur geschlossen. I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。

「商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 冠詞，名詞，形容詞 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代名調一J(北海道大学文学部紀要45-2.第 89号.

1997. 79-176) 

「西フリジア語の文法構造 数調，副調， der一J (北海道大学文学部紀要 45-3. 

第 90号. 1997. 171-246) 

「西フリジア語の文法構造一前置調と後置調 (1)-J (北海道大学文学部紀要 46

1.第 91号. 1997. 23-62) 

「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.第四号. 1997. 41-64) 

「西フリジア語の文法構造接続調 J (北海道大学文学部紀要 46-3.第 93号.

1998. 65 -121) 

「西フリジア語の文法構造一動調 (1)一J (北海道大学文学部紀要 47-2. 第 95

号. 1998. 21-97) 

「西フリジア語の文法構造一動調 (2)一J (北海道大学文学部紀要 47-3. 第 96

号. 1998. 53-72) 

「西フリジア語の文法構造動調 (3)一J (北海道大学文学部紀要 47-4.第 97

号. 1999. 89-124) 

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 11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 Iドイツ語・オランダ語・フリジア語の対照文法記述一西ゲルマン語

類型論に向けてJ.基盤研究(C)(2).課題番号 10610491(研究代表者北海道大学文

学部助教授清水誠)
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