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1
⚑．名詞の性─⽛第一の男⽜と⽛第三の性⽜

1-1．性の保持と消失の要因

すう

ゲルマン諸語の名詞の代表的な文法範疇には，性・数・格がある。性につ
2
いては，ドイツ語はゲルマン祖語の男性（masculine）
・女性（feminine）
・中

1

本研究は科研費の助成によるものである（研究課題名：ゲルマン語類型論から見たドイ
ツ語の新しい構造記述，基盤研究（C）（一般），課題番号：19K00540）。

2

カッコ内の用語は原則として英語名による。用例などで使用する言語名の略語は，次の
とおりである。ア：アイスランド語，印欧：印欧祖語，英：英語，オ：オランダ語，ギ：
古典ギリシャ語，ゲ：ゲルマン祖語，ゴ：ゴート語，古英：古英語，古高ド：古高ドイ
ツ語，古ノ：古ノルド語，ス：スウェーデン語，ﾁｭ：スイスドイツ語チューリヒ方言，
中高ド：中高ドイツ語，ド：ドイツ語，ﾆｭ：ノルウェー語ニューノシュク，ﾉﾙ：ノルド
祖語，ﾌﾗ：フランス語，ラ：ラテン語
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性（neuter）を受け継いだ。その区別は，現代人の目から見ると，大部分が恣
意的である。同じく⚓性を保つアイスランド語と比較しても，次例のように
その感は強まるばかりである。
(1) 男性↔女性 ド der Stern ↔ ア stjartnan(←-in3） 星
男性↔中性

der Name ↔

nafnið 名前

女性↔中性

die Beere ↔

berið イチゴ

女性↔男性

die Schule ↔

skólinn(←-inn） 学校

中性↔男性

das Eis

↔

ísinn 氷

中性↔女性

das Buch ↔

bókin 本

現代ゲルマン諸語では，デンマーク語，スウェーデン語，西フリジア語は
男性と女性を融合させて，
⽛両性（common/ス utrum)↔中性（neuter/ス
neutrum）
⽜の⚒性組織に縮小した。これは，大多数のロマンス語が男性と中
性を男性に融合させて，
⽛男性↔女性⽜としたのとは対照的である。しかし，
完全に性の区別を欠くに至った印欧語は，他言語とのきわめて濃密な接触を
経た英語，アフリカーンス語，アルメニア語，ペルシャ語くらいしかない。
性を失った印欧語は，ごく少数の例外なのである。

すう

これほど性が生き長らえている理由のひとつは，その表示が数・格から分
かちがたい屈折語尾（inflectional ending）でなされることにある。ドイツ語
の性は，冠詞・代名詞などの限定詞（determiner）や形容詞などに示される
が，たとえば定冠詞 der の語尾 -er は，男性単数主格，女性単数与・属格，
複数属格に共通している。ひとつの形態素に複数の文法的機能が対応する言
語のことを，伝統的な用語では屈折語（inflectional language）と呼んでいる。
古くは，高度に発達した言語に特有と誤解されてもいたが，こうした形態的
な不透明さは，言語構造上，かならずしも望ましいとは言えない。印欧諸語
の名詞類（nominal）の形態は，この⽛機能的欠陥の解消を目指して⽜
（松本
3

アイスランド語の -inn/-in/-ið は後置定冠詞の男・女・中性単数主格形を示す。
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2006：51）発達してきたと言える。たとえば英語は，数を名詞の語尾，格を
前置詞や語順で分析的（analytic）に表示して，性の消失に支障のない条件を
整えた。
しかし，この要因が性の消失に直結するわけではない。代名詞以外で格変
化を失った大陸北ゲルマン語の⚔言語，オランダ語，フリジア語群，低地ド
イツ語は，どれも限定詞の語形に性の区別を残している。次に挙げるのは，
⚓性を区別する大陸北ゲルマン語のニューノシュクを(1)に加えた例である。
(2) 男性↔女性 ド der Stern ↔ ア stjartnan(←-in） ﾆｭ stjerna(←stjerne＋
-a4） 星
男性↔中性

der Name ↔

nafnið

namnet 名前

女性↔中性

die Beere ↔

berið

bæret イチゴ

女性↔男性

die Schule ↔

skólinn(←-inn）

skulen(←-en） 学校

中性↔男性

das Eis

↔

ísinn

isen 氷

中性↔女性

das Buch ↔

bókin

boka 本

印欧語の性の消失は，
⽛言語類型の変化が最も徹底的かつ急速に生じた⽜
（Meillet 1965a: 207）言語だけに起こったのである5。英語では，ヴァイキン
グの侵攻による北ゲルマン語，およびノルマンフランス語との密接な接触か
ら，冠詞を始めとする語尾が弱化して形態的区別があいまいになり，初期中
英語期（1150-1300）に性が消失した。アフリカーンス語では，1652 年以降の
南アフリカ入植以降，オランダ語話者の子孫が現地の種々の言語の話者と緊
密に接触して，1740 年頃までになくなった（Raidt 1983: 149）
。性の消失は，
言語接触が言語変化を加速させ，
最後の後押しを与える好例と言えるだろう。
性がなくなりにくい別の理由は，言語構造に果たす役割にある。つとにフ
4

ノルウェー語ニューノシュクの -en/-a/-et は後置定冠詞の男・女・中性単数形を示す。

5

“On doit ajouter que ces langues sont de celles où le changement du type linguistique
sʼest produit, en général, de la manière la plus radicale et la plus rapide.” (Meillet 1965a:
207)
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ランスのメイエ（Antoine Meillet 1866-1936）は，文中のまとまりを示す一致
（agreement）と代名詞との照応（anaphora）を挙げている（Meillet 1965a:
206）
。der 36 Lichtjahre entfernte, orange leuchtende Stern⽛36 光年離れて
オレンジ色に輝く星⽜は，屈折語尾 -er/-e の助けで長い冠飾句を伴う名詞
句のまとまりと解釈され，人称代名詞男性 er⽛それ⽜はそれを受けることを
明示する（清水 1985）
。ここで言う性は文法性（文法的性 gender, grammatical gender）のことで，英語の gender はフランス語の genre⽛ジャンル，種
類⽜と同源である。つまり，名詞の種類という意味で，
⽛猫⚑匹⽜
，
⽛車⚒台⽜
など日本語の多数の助数詞とも似ている。ただ，印欧語の性は⚒～⚓種類に
すぎなくても，体系的に表示され，言語構造に深く根ざしているのである。
1-2．自然性と文法性の間
名詞の文法性は，
⽛男/オス↔女/メス↔物事⽜または⽛人間・動物（有生）
↔物事（無生）
⽜という自然性（sex, natural gender）と関係がある。しかし，
完全には対応しない。男の人を指す男性名詞は der Mann⽛男，夫⽜
，女の人
を指す女性名詞は die Frau⽛女，妻⽜のように簡単に挙げられるが，物事を指
す中性名詞の例では答えに窮する。中性の das Ding⽛物⽜に対して die Sache
⽛事⽜は女性であり，das Kind/Mädchen⽛子供/女の子⽜も矛盾する。
その代わり，自然性は文法性の影響範囲の外では，意味的範疇として反映
される。たとえば，照応とは縁遠い不定代名詞では，etwas⽛何か⽜
，alles⽛す
べて⽜
，nichts⽛何も（～ない）
⽜など，物事を表す独立用法の中性単数形が発
達している。ドイツ語には，変則的な中性単数形 beides⽛両方とも⽜
（ド
Beides ist richtig. 両方とも正しい）もある（オランダ語には複数形 beide し
かない（オ Beide zijn correct.）
）
。ここでは，自然性は意味的対立に基づいて，
中性単数 alles⽛すべての物事⽜
/beides⽛両方の物事⽜
↔複数 alle⽛すべての
人々，全員⽜
/beide⽛⚒人とも⽜のように，数とともに⽛無生（inanimate）
・
中性単数⽜
↔
⽛有生（animate）
・複数⽜という対立を発達させている。
疑問代名詞には，文法性を排して⽛有生↔無生⽜という自然性の対立に転
換し，独立の語に語彙化（lexicalization）した例がある。英 who/ド wer⽛だ
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れ⽜と what/was⽛何⽜がそれであり，前者は男・女性，後者は中性に由来し，
かつては同一語の変化形だった。アイスランド語では，古ゲルマン諸語と同
じく，hver⽛だれ⼧/hvað⽛何⽜の両者はいまだに hver という⚑語の変化形で
ある。次のアイスランド語の例では，主格補語としてはたらく叙述用法の形
容詞と同じく，hver⽛だれ，何⽜は主語と一致して変化している。
(3) ア

男性単数/複数

女性単数/複数

中性単数/複数

主格 hver/hverjir

hver/hverjar

hvað/hver

対格 hvern/hverja

hverja/hverjar

hvað/hver

与格 hverjum/hverjum

hverri/hverjum hverju/hverjum

属格 hvers/hverra

hverrar/hverra

hvers/hverra

(4) ア Hverjir eru þessir menn? この男の人たちは（þessir menn）だれ
（hverjir 男性複数主格）ですか（eru）
（Kress 1982: 108）
Hverjar eru þessar konur? この女の人たちは（þessar konur）だ
れ（hverjar 女性複数主格）ですか（eru）
（同上 108）
Hverri er hann giftur? 彼は（hann）だれと（hverri 女性単数与
格）結婚しているのですか（er giftur 形容詞男性単数主格）
（同上
108）
Hverjum er hún gift? 彼女は（hún）だれと（hverjum 男性単数与
格）結婚しているのですか（er gift 形容詞女性単数主格）
（同上 108）
文法性と自然性の区別は，
⽛形容詞の名詞用法（名詞的用法）
⽜と⽛形容詞
の名詞化⽜の相違を理解する上でも重要である。ドイツ語で Paul hat sein
Fahrrad verloren. Seine Eltern haben ihm ein neues gekauft. ⽛パウルは自
転車をなくした。彼の両親は彼に新しいものを買い与えた⽜の ein neues⽛新
しいもの⽜は，ein neues Fahrrad⽛新しい自転車⽜の代用であり，性数が一致
した形容詞の名詞用法である。英語では a new one となる。一方，文脈から
独立した der Alte⽛その高齢の男性⽜
，eine Alte⽛ある高齢の女性⽜は形容詞
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の名詞化であり，入門書などの便宜的な説明とは違って，der alte Mann （英
the old man）
, eine alte Frau （英 an old woman）の代用ではない。なぜなら，
文脈から独立した das Alte⽛その古いもの⽜には代用できる名詞がなく，仮
に das alte Ding だとしても，複数形 die Alten は⽛高齢者たち⽜を意味し，
die alten Dinge⽛古いもの⽜の意味にはならないからである。英語では，the
old⽛高齢者たち（複数）
⽜と the old one/ones⽛その古いもの（単数/複数）
⽜
は明確に異なる。das Alte⽛古いもの⽜と der Alte⽛その高齢の男性⽜/eine
Alte⽛ある高齢の女性⽜は，上述の⽛物事（無生）
・中性単数⽜
↔
⽛人間・動物
（有生）
・男/女単数⽜という自然性による対立の例であり，男・女・中の文法
性とは無縁である。形容詞には固有の文法性が内在せず，名詞として完全に
語彙化された der Kranke⽛その男性の病人⽜
，eine Beamte⽛ある女性公務員⽜
の性も，人間（有生）を表す自然性に基づいている。したがって，ともに物
事（無生）を意味する中性形はない。
なお，
⽛不定代名詞＋形容詞-es⽜については，etwas Neues⽛何か新しいも
の⽜が von etwas Neuem と与格になるように，今では形容詞 neu⽛新しい⽜
の中性単数形として再分析（reanalysis）されている。しかし，本来は中性単
数として名詞化した Neues⽛新しいもの⽜の属格であり，
⽛新しいものの何
か⽜の意味だった。Neues を etwas に後置するのも，通常の属格修飾語の語
順を反映している。オランダ語では，古い属格語尾 -s による iets neiuws が
対応し，ここから het nieuws⽛ニュース⽜のように中性名詞として語彙化し
6
ている（De Vries 1971: 471）
。これは次の音韻変化から裏付けられる。ドイ

ツ 語 の⽛母 音 ＋s/ss/ß（← 中 高 ド -z［s] ～ [ɵ］
）
⽜は，ド das/was↔オ
dat/wat（英 that/what）のように，グリムの法則（Grimmʼs law，第二次子音
推移（second consonant shift）
）に従って，オランダ語や英語の⽛母音＋ t⽜
に対応する。したがって，Neues の -s は中性単数 -t ではなく，属格 -s（←
中高ド -s［s]～[ʃ］
）にさかのぼるのである。

6

英 news は，ﾌﾗ nouvelles⽛消息（女性名詞複数形）⽜との類推による複数形に由来する
（Klein 1971: 495）。
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1-3．性の起源と発達
ラテン語，古典ギリシャ語，サンスクリット語にも共通する男・女・中の
文法性は，印欧祖語からの派生段階の結果と考えられている（松本 2006：
51-53，Szemerényi 1996: 155-156）
。印欧祖語では，自然性を反映した⽛有
生↔無生⽜が原初の姿で，これは後代の⽛男性↔中性⽜に対応するものだっ
た。印欧語の最古層に属するヒッタイト語は，この⚒性組織である。本来，
文法性としての女性は自然性とは無縁であり，その指標は，属性を表す抽象
名詞を派生する接尾辞 -ā（←印欧 ＊-eH2/＊-H2）だった。それが有生名詞に
加わると，
⽛有生↔無生⽜の対立を刷新し，男性名詞，中性名詞と並ぶ女性名
詞が誕生したのである。一方，無生の中性名詞に加わると，集合名詞を形成
し，中性名詞複数に再分析された。オスは個体にとどまるが，メスの母体か
らは複数の子や果実が誕生することが連想されるだろう。たとえて言えば，
個体を表す男性は⽝第三の男⽞
（映画名，英 The Third Man）ではなく，無標
（unmarked）
，つまり一般的な⽛第一の男⽜であり，属性を表す女性は⽝第二
の性⽞
（ボーヴォワール，ﾌﾗ Simone de Beauvoir: Le deuxième sexe）ならぬ⽛第
三の性⽜なのである。この学説の萌芽は，デンマークのラスク（Rasmus
Rask 1787-1832）による 1818 年の著作に見られ，1838 年に別の学者によっ
て唱えられて（Schwink 2004: 12）
，Meillet（1965b）を始めとして広く支持を
得ている。
具体例を挙げると，ラテン語の名詞範疇には，比較的新しい発達とされる
多数派の母音語幹名詞というグループがある。その男性名詞 dominus⽛主
人⽜
（o-語幹，ラ -us/ギ -os ←-u/-o＋主格語尾 -s）には，domina⽛女主
人⽜
（ā-語幹，ラ -a/ギ -ā）という対語があり，これが派生接尾辞 -a（←
-ā）によって加わった女性名詞である。一方，男性名詞でも agricola⽛農夫⽜
，
nauta⽛船乗り⽜
，scrība⽛書記⽜などは，女性名詞と同じ -a で終わる。この
語形は男女の人間を問わず用いられ，個人ではなく，属性を表す（Prokosch
1939: 229）
。ドイツ語に置き換えれば，dominus に対する domina は，Herr
⽛主人⽜に対する女性形接尾辞 -in を伴った Herrin⽛女主人⽜にあたると言え
るだろう。agricola/nauta/scrība は，Hans ist {Bauer/Schiffer/Sekretär}．
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⽛ハンスは｛農夫/船乗り/書記｝です⽜のように，身分・職業としての属性を
述べる場合には，補語の名詞が不定冠詞 ein を伴わないことに似ている。一
方，中性名詞では，verbum⽛言葉⽜
（o-語幹，ラ -um/ギ -on ←-u/-o＋対
格語尾からの転用による主格語尾 -m/-n）の複数は verba（ラ -a/ギ -ā）
となり，女性単数主格語尾 -a と一致する。個々の⽛単語⽜の集合が⽛言語⽜
という抽象概念に通じることは，容易に理解されるだろう。ドイツ語の女性
名詞に抽象名詞が多い事実も，これと関係がある。印欧祖語では，その発達
段階で女性名詞の登場によって⽛有生↔無生⽜という意味的対立が乱され，
原初の自然性と文法性の混在が生じたのである。
次に，別の例として，母音語幹名詞よりも起源的に古いとされる少数派の
子音語幹名詞から，親族名称を取り上げよう（風間 1984）
。ここでは，ド
der Vater/英 the father/ア faðirinn ↔ die Mutter/the mother/móðirin
のように，男・女性とも -(t)ter/-ther/-ðir を共有している（ア ð ＝英 th
［ð］
）
。
⽛ter-語幹⽜
（r-語幹）と呼ばれるこのグループは，ラテン語（-ter：
pater, māter）や古典ギリシャ語（-tēr：οʽ πατήρ, ηʽ μήτηρ）とも共通である。
しかも，母音語幹名詞と違って，変化形は男性と女性でまったく同じである。
古形を保つアイスランド語の例を見てみよう。母音語幹名詞の男性 dagur
7
⽛日⽜
（ゲ a-語幹←印欧 o-語幹）と女性 nál⽛針⽜
（ゲ ō-語幹←印欧 ā-語幹）

を併記すると，次のようになる。
(5) ア

7

父(ド Vater）母(ド Mutter）
複数

日(ド Tag）針(ド Nadel）

単数

複数

単数

↔ 単数 複数

単数 複数

主格

faðir

feður

móðir mæður

dagur dagar nál

nálar

対格

föður feður

móður mæður

dag

daga nál

nálar

与格

föður feðrum móður mæðrum

degi dögum nál

nálum

ゲルマン祖語の a/ō は印欧祖語の o/ā に対応する。ア dagur 日（-ur ←古ノ -r ←ﾉ
ﾙ ＊-aR ←ゲ ＊-az ←印欧 ＊-os）～ラ dominus 主人（-us ←印欧 ＊-os）
；ア nál 針（-ゼロ
←古ノ -ゼロ ←ﾉﾙ ＊-u ←ゲ ＊-ō←印欧 ＊-ā）～ラ domina 女主人（-a ←印欧 ＊ā）
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属格

föður feðra

móður mæðra

dags daga nálar nála

ウムラウトによる交替（a～ö～e，ó～æ）を除けば，faðir⽛父⽜と móðir
⽛母⽜の語形変化に違いはない。ドイツ語の単数属格に残る⽛Vaters 男・中
性 -(e)s ↔ Mutter 女性 -ゼロ⽜という語尾 -s の有無による区別もない。ア
イスランド語の親族名称は，女性の登場で男性と女性に分かれる以前の状態
を保っているのである。ドイツ語でも，Herrin⽛女主人⽜は女性形接尾辞 -in
による Herr⽛主人⽜の派生名詞だが，Mutter⽛母⽜と Vater⽛父⽜は形態的
に対等な語形である。ter-語幹の親族名称には，両言語ともに文法性として
の女性は入り込まなかった。faðir/Vater⽛父⽜と móðir/Mutter⽛母⽜は，原
初の自然性の対立を継承した語形なのである。
形容詞から別の例を挙げると，ラテン語では，母音語幹名詞に対応して，
男性 bonus↔女性 bona↔中性 bonum⽛良い⽜
（単数主格）の⚓通りに分かれ
る第⚑・⚒変化形容詞のグループがある。一方，第⚓変化形容詞のグループ
では，男・女性 levis/fortis↔中性 leve/forte⽛軽い/強い⽜
（単数主格）の⚒
通りにとどまる。これも原初の⚒性組織の反映とみなされている（Schwink
2006: 12）
。
さらに古典ギリシャ語では，よく知られているように，主語が中性名詞複
数でも，それと一致するはずの定動詞は単数形のままであり，複数形になら
ない。次例の主語は中性複数 πάντα⽛万物⽜
（-a）と中性単数 οὐδὲν⽛何物も
（～ない）
⽜
（-n）だが，定動詞はともに⚓人称単数 χωρεῖ⽛流れる⽜/μένει⽛と
どまる⽜
（-ei）である。
(6) ギ πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει（＝pánta chōreı̃ kaì oudèn ménei）
万物は（πάντα）流転し（χωρεῖ）そして（καὶ）何物も（οὐδὲν）とど
まる（μένει）ことがない（ヘラクレイトス Hērákleitos）
このことは，分岐以後の印欧語初期の姿を伝えるサンスクリット語やヒッ
タイト語でも同じである。つまり，中性複数に転用された女性が数の範疇に
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組み込まる以前の状態をとどめているのである。この事実からわかるのは，
女性という範疇がまだこの時点では，数の範疇から独立していたということ
である。ひとつの形態素に複数の文法的機能が対応する屈折語でも，歴史言
語学的にひもとけば，⚑対⚑の対応が姿を現してくる。
⽛有生↔無生⽜の対立に基づく⚒性組織は，女性の出現で意味的根拠を失っ
た。上述のように，女性の浸透は一部の語幹には及ばず，不完全だったが，
代名詞・形容詞などの名詞類（nominal）は語幹の種類に応じて性と一致する
ようになり，男・女・中の新しい⚓性組織は言語構造に根を下ろしていった。
その後，語末音の音韻変化と摩滅で語幹の種類が不明瞭になり，一部の語が
他の語幹へ移行するなどして，
性の区別は不透明さをさらに強めていき，
個々
の言語ごとに種々の変化を経て，現在に至っている。
1-4．性と屈折語尾の意味するもの
最後に，指示代名詞を例に取って，これまでの説明を確認しよう。一般に
ゲルマン諸語では，性・格の表示手段が名詞から限定詞へ移行する発達傾向
が認められる。したがって，とくに現代語では，名詞よりも限定詞に性・格
の語尾が明確に現れる。名詞と代名詞の屈折形式は同一ではないが，現代ド
イツ語の定冠詞に対して，それに相当する古高ドイツ語の指示代名詞は，代
表的な語形を示すと，次のように変化する（古高ド -z [s]～[ɵ] ←ゲ
古高ド -s [s]～[ʃ] ←ゲ

＊

-s）
。

(7) ド 単数：男性 女性 中性

複数：男性 女性 中性

主格 der

die

das

die

die

die

対格 den

die

das

die

die

die

与格 dem

der

dem

den

den

den

属格 des

der

des

der

der

der
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(8) 古高ド 単数：男性

女性 中性

複数：男性

女性

中性

主格 der

diu

daz

die

dio

diu

対格 den

dia

daz

die

dio

diu

与格 demu, -o

deru demu, -o

dēm, -n dēm, -n

dēm, -n

属格 des

dera des

dero

dero

dero

具格 diu

なし diu

なし

なし

なし

古高ドイツ語では，現代ドイツ語と違って，複数でも性の区別があり，女
性単数の主格 diu と対格 dia の語形が異なる。それでも，上記の説明とは矛
盾しない。まず，中性は主格と対格が同形の daz/diu であり，複数は女性単
数 diu と同形であることがわかる。また，現代ドイツ語と同じく，男性と中
性は単数与格（古高ド demu, -o/ド dem）と属格（des/des）が同形であ
る。男性と中性は，女性（与格：古高ド deru/ド der，属格：dera/der）
に比べて共通点が多い事実も確認できよう。
一方，古形をとどめるアイスランド語の指示代名詞は，次のようになる（ア
þ＝英 th［ɵ］
）
。
(9) ア 単数：男性 女性

中性

複数：男性

女性

中性

主格 sá

sú

það

þeir

þær

þau

対格 þann þá

það

þá

þær

þau

与格 þeim þeirri

því

þeim

þeim

þeim

属格 þess

þess

þeirra þeirra

þeirrar

þeirra

やはり中性では，ドイツ語と同じく，主格と対格が単数 das/það と複数
die/þau ともに同形である。しかも，これは古今の印欧諸語に例外なく当て
はまる規則である。ただし，中性複数主・対格については，上述の説明のと
おり，ドイツ語では女性単数主格と同形の die だが，アイスランド語では⽛中
性複数 þau↔女性単数 sú⽜となって一致せず，そもそも別の語幹（þ-↔s-）
を用いている。これは古高ドイツ語と古ザクセン語を除く古ゲルマン諸語に
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共通しており，ゴ þō↔sō，古英 þā↔sēo，古ノ þau↔sú となる。この事実は
何を意味しているのだろうか。ちなみに，上述のラテン語の母音語幹名詞で
は，中性単数主・対格はともに verbum⽛言葉⽜であり，中性複数主・対格は
女性単数主格と同形の verba である。
(10) ラ

男性
単数 主格 dominus 主人
対格 dominum
複数 主格 dominī
対格 dominōs

女性

中性

domina 女主人

verbum 言葉

dominam

verbum

dominae

verba

dominās

verba

種を明かすと，元来，中性名詞（-u-←＊-o-）の語形変化は男性名詞（-u←＊-o-）と同じであり，唯一の相違は中性名詞に主格（＊-s）の語形が欠如し
ていた点にあると考えられている。そこで，中性名詞の主格は，後の時代に
対格（＊-m）で補ったのである。一方，古形を保つアイスランド語の指示代
名詞単数形は，男・女性主格 sá/sú が指示性の強い s-（←ゲ
り，指示性が比較的弱い þ-（←ゲ

＊

＊

so-）で始ま

to-）で始まる語形とは異なっている。

これは，古くは動詞の語尾が主語の性・数・人称を表示したので，強調する
場合を除いて，主語代名詞が不要だったことを物語っている（Prokosch 1939:
267）
。つまり，古くは，定動詞が主語に一致（agreement）したのではなく，
定動詞の人称語尾に対応する付加成分（adjunct）として，主語名詞句を定動
詞に付け足したのである。それに対して，中性では主・対格が þ- で始まっ
ており，欠けていた主格に対格を転用したことがわかる。中性対格が主格と
同形なのは，当然の帰結なのである。ヒッタイト語が示唆するように，最初
期 の 印 欧 祖 語 で は，無 生 名 詞 は 主 語 に な ら な か っ た と 推 定 さ れ て い る
（Prokosch 1939: 229）
。
⽛何が（主格）彼女を（対格）そうさせた⽜のような表
現は，ドイツ人の遠い祖先にも奇異に映ったのだろう。
ここから，原初の印欧祖語は，他動詞主語と自動詞主語を主格，他動詞目
的語を対格で表す対格言語（accusative language）ではなく，他動詞目的語
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と 自 動 詞 主 語 を と も に 絶 対 格（absolutive,

＊

-m）
，他 動 詞 主 語 を 能 格

（ergative, -s）で表示する能格言語（ergative language）だった可能性が指
＊

摘された。つまり，動作主（agent）としての主格が被動者（patient）として
の対格に影響を及ぼす能動態の他動詞を基本とする対格言語ではなく，被動
者としての絶対格が動作主としての能格から影響を受ける
⽛彼女によって
（能
格）それは（絶対格）した（＝なされた）
⽜のような，受動態に似た構文を基
本とする能格言語だったとみなす考え方である。
オランダのユーレンベク（Ch. C. Uhlenbeck 1866-1955）が 1901 年に提唱
したこの見解に対して，類型論的観点から母音語幹名詞の主格語尾 ＊-s と能
格の対応を疑問視して，別の格に起源を求める反論が唱えられることになっ
た。この点について補説すると，対格言語では動作主が統語的に優位で，主
格・対格を代表的な構造格（structural Case）とするが，能格言語では被動者
が統語的に優位で，能格・絶対格を構造格とする。対格言語では，能動態を
基本として，受動化によって主格を斜格（oblique case）に降格（demotion）
させるか，表現されなくする。一方，能格言語では，逆受動（anti-passive）
によって能動態に似た構文を派生し，絶対格が降格して斜格で現れるか実現
されなくなる。したがって，統語的には対格言語の主格は能格言語の絶対格
に相当するのが自然であり，印欧祖語の主格（＊-s）の起源を能格に求める考
え方には類型論的に無理がある。このことから，印欧祖語の ＊-s による主格
は二次的発達で，子音語幹名詞の無語尾による主格が原初の姿であり，これ
が絶対格に相当するとして，能格の起源を属格および奪格に求める説が提唱
されるに至った。
その後，アメリカのサピア（Edward Sapir 1884-1939）
，旧ソ連のクリーモ
フ（Georgy A. Klimov 1928-97）などによって，類型論的な観点も交えなが
ら，能格に代わって，意味的に透明な有生名詞の意図的動作を表す動格（活
格 active）を想定する学説につながった。これに伴って，動詞についても⽛自
動詞↔他動詞⽜ではなく，
⽛動態動詞↔静態動詞⽜を基本とする説が提案され
ている（松本 2006：77-100，285-290）
。名詞の性は，文構造の起源に迫る重
要な問題を内包しているのである。
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⚒．格の階層と文法関係─ Singe, wem Sang gegeben!⽛歌え
る者は歌うがいい⽜
2-1．名詞句優位性の階層と関係文
ドイツ語には，主格（nominative）
，属格（genitive）
，与格（dative）
，対格
（accusative）という屈折語尾による⚔つの格がある。一般言語学の用語だ
が，
⽛がのにを⽜との対応を大まかな目安にした⚑格，⚒格，⚓格，⚔格とい
う俗称もある。副詞用法（対格・定 nächsten Monat⽛来月に⽜
，属格・不定
montags⽛月曜に⽜
）は，ここでは別扱いとする。ラテン語の辞書では，名詞
の変化の種類を主格と属格の語形で表示することもあって，
⽛主格（⚑格)＞
属格（⚒格)＞与格（⚓格)＞対格（⚔格）
⽜という伝統的な順番がたしかに便
利ではある。しかし，どれだけ統語的役割を担うかという点では，
⽛⚑格（主
格)＞⚔格（対格)＞⚓格（与格)＞⚒格（属格）
⽜の配列のほうが合理的と言
える（Shimizu 1988，清水 1987）
。文中で最も主要な名詞句である主語の格
で，定動詞と一致する主格を最初に置くことには問題なさそうだが，残りの
格についてはどうだろうか。
言語類型論（linguistic/language typology）では，統語現象への優位性（接
近可能性 accessibility）
，つまり統語規則の適用しやすさという観点から，次
の階層が提案されている。
(1) 名 詞 句 優 位 性 の 階 層（noun phrase accessibility hierarchy, Keenan/
Comrie 1977）
主語（SU，subject）＞直接目的語（DO，direct object）＞間接目的語
（IO，indirect object）＞斜格目的語（OBL，oblique case object 8)＞属格
名詞句（GEN，genitive or possessor）＞比較目的語（～よりも（OCOMP，

8

Keenan/Comrie（1977：66）で は，‘major oblique case NP’（... NPs that express
arguments of the main predicate...）となっている。
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object of comparison）
）
ドイツ語では，直接目的語は対格，間接目的語は与格，斜格目的語は前置
詞句目的語がそれぞれ担う統語的役割である。この階層は言語的普遍性
（language universals）に通じるとされている。こうした統語的な文法関係
（grammatical relation）を文法記述の基本単位とする考え方に，1970 年代半
ばに提唱された関係文法（relational grammar）がある。
名詞句優位性の階層の好例が関係節化（relativization）である。世界の諸
言語では，この階層で上位の名詞句ほど関係文（関係節）にしやすくなるこ
とが知られている。ドイツ語では，属格名詞句まで可能だが，古風な表現で
用いる副詞 so⽛そのような⽜と同形の補文標識（complementizer）としての
so による⽛so-関係文⽜と⽛wie＋人称代名詞⽜
（～のような）による擬似関係
文では，主格主語と対格目的語に限られる。
(2) ド Bittet für die so euch beleidigen. あなたがたを侮辱する者たち
（die so＝diejenigen, die）のために祈りなさい（so 主格主語相当，
Curme 19522: 203）
wie Einer, so gegen den Strom sich wehrt 流れに逆らう人のよう
に（so 主格主語相当，Paul 19595: 239）
は

das Haupt, so er ihm abgehauen 彼が刎ねた
（abgehauen［hat/hatte］
）
男（＝別の彼）の首（so 対格目的語相当，Curme 19522: 203）
das Größte, so der Mensch empfindet 人間が感じる最も偉大なも
の（so 対格目的語相当，Paul 19595: 239）
(3) ド wunderbare Figuren, wie sie uns in alten Geschichten begegnen
古い物語に出てくるような不思議な人物（wie sie 主格主語相当，
橋本 2006（1956）
：532f. 変更）
das Lächeln, wie man es auf dem Gesichte eines jeden Japaners
sieht どんな日本人の顔にも見られるような微笑（wie es 対格目
的語相当，同上 533 変更）
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上例の wie sie，wie es の sie，es は，先行詞 wunderbare Figuren⽛不思議
な人物⽜
，das Lächeln⽛微笑⽜を受ける再述代名詞（resumptive pronoun）で
ある。
一方，スイスドイツ語チューリヒ方言には関係代名詞がなく，疑問副詞
wo⽛どこ⽜と同形の補文標識 wo で関係文を導く。その際，主格主語と対格
目的語(4)を除いて，与格目的語と前置詞句目的語(5)では，上記の⽛wie＋人
称代名詞⽜に見られる再述代名詞が必要である（熊坂 2011: 155-181）
。なお，
チューリヒ方言では属格は消滅している。再述代名詞は文の構造を明確にす
るので，関係文にするのが困難な場合に援用する補助手段と言える9。
(4) ﾁｭ de frau, wo lismet 編み物をしている（lismet, wo 主格主語相当，
再述代名詞なし）女性（de frau）
（Schobinger 20012: 60）
de frau, wo d känsch 君が（d）知っている（känsch, wo 対格目的
語相当，再述代名詞なし）女性（de frau）
（同上 60）
(5) ﾁｭ d mueter, won ere d chind hälffed 子供たちが（d chind）
（ソノ人
ニ ere 再述代名詞・与格）手助けしている（与格＋hälffed，won←
wo＋母音）母親（d mueter）
（同上 61）
d tante, wo mer mit ere furtfaared 私たちが（mer）
（ソノ人ト
お

ば

mit ere 再述代名詞・前置詞句）外出する（furtfaared）叔母（d tante）
（同上 61）
さらに，現在分詞・過去分詞を含む長い形容詞修飾句を名詞に前置する冠
飾句（ド erweitertes Attibut）を含めれば，標準ドイツ語で可能なのは主格
主語だけになる。ただし，次例の現在分詞 vorhabend⽛計画している⼧←vo9

日本語で⽛ソノ人/ソレ⽜を補う可否も，これとよく似た傾向を示す：＊
［ソノ人ガ明日，
出張で東京へ行くことになっている］銀行員（主格主語）/＊［猟師がソレヲやっとの思い
でつり上げた］魚（対格目的語）↔?
［世界の科学者がソノコトニ長い間関心を寄せてい
た］問題（与格目的語）/?
［花子がソコニ婚約指輪を大切にしまっておいた］宝石箱（斜
格目的語）/［ベートーベンがソノ完成に⚖年の歳月を費やした］交響曲（清水 1987：48）
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rhaben⽛計画する⽜による表現は，稀な例外である。
(6) ド die {den/＊der} Mann schlagende Frau｛夫を/夫が｝
なぐっている妻
↔die {vorgehabte/vorhabende（例外）
} Reise 計画している旅行
名詞句優位性の階層は話題化（topicalization）のしやすさの反映であると
して，機能文法（functional grammar）の立場から語用論的根拠を与える意
見が早くから出されていた。Kuno（1975）はその初期の一例である10。たし
かに関係節化は，話題化したい名詞句と関係がある。その際，最も話題にし
やすいのが主語，その次が直接目的語，等々という順番になるとも解釈でき
る。これは言語類型論から見ても，対格言語と能格言語の相違とは無関係に
適用可能で，言語使用上の自然な基準であると言える。
2-2．格の階層と自由関係文の⽛格の不一致⽜
ドイツ語では，自由関係詞（不定関係詞 free relative）の wer/was⽛～する
人/物事⽜が導く関係文に興味深い事実が認められる。次の(10)(11)は(7)～
(9)に対して，なぜ不自然なのだろうか。
(7) ド Sie lädt ein, wen sie schätzt. 彼女は自分が評価している人を（wen
対格）招待する（対格＋einladen）
（Pittner 2013: 446）
(8) ド Sie lädt ein, wem sie zu Dank verpflichtet ist. 彼女は自分が（wem
ソノ人ニ，与格）恩義を感じている人を招待する（同上 446）
(9) ド Sie macht, wozu sie Lust hat. 彼女は（wozu ソレニ，前置詞句）自
分が意欲を持っていることを行う（対格＋machen）
（同上 446）
Jeder muss tun, wofür er bestimmt ist. だれでも（wofür ソレニ，
前 置 詞 句）定 め ら れ た こ と を す る 必 要 が あ る（対 格 ＋tun）

10

Kuno（1975）では⽛話題⽜
（topic）ではなく，
⽛主題⽜
（theme）という用語を用いてい
る。
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（Bausewein 1991: 154）
(10) ド

Sie lädt ein, wer ihr genehm ist. 彼女は自分に好都合の人を

??

（wer 主格）招待する（Pittner 2013: 446）
??

Er weist von sich, wer ihm zu nahe tritt. 彼は自分に過度に近づ

く人を（wer 主格）拒絶する（対格＋weisen）
（Pittner 2009: 739）
(11) ド

＊

Er vertraut, wen er kennt. 彼は自分が知っている人を（wen 対

格）信用する（与格＋vertrauen）
（Pittner 1991: 342）
統語的役割による⑴の名詞句優位性の階層をドイツ語の形態に焼き直す
と，次の格の階層が得られる（比較目的語は除く）
。
(12) 格の階層（case hierarchy）
主格＞対格＞与格＞前置詞句（前置詞格 prepositional case)＞属格
(7)～(9)の自由関係詞は対格 wen/与格 wem/前置詞句 wofür なので，格
の階層に従えば，母型文（matrix sentence）の動詞 einladen⽛
〈対格〉
を招待
する⽜
/machen⽛
〈対格〉
を行う⽜が支配する対格よりも上位にはない。一方，
(10)(11)では，主格 wer/対格 wen で現れた自由関係詞は，genehm sein⽛
〈与
格〉
に好都合である/vertrauen⽛
〈与格〉
を信用する⽜が支配する与格を越えて
上位にある。自由関係文では，不特定の意味の先行詞が音形として実現され
ない。一方，自由関係詞の格は関係文中の統語的役割で決まるので，
⽛格の不
一致⽜
（ド Kasuskonflikt）
，つまり，母型文の動詞が支配する格と一致しな
い場合が生じる。このとき，前者の格（＝自由関係詞の格）は後者の格（＝
母型文の動詞が支配する格）よりも格の階層で上位にあってはならないので
ある。Singe, wem Sang gegeben!⽛歌える（
〈ソノ人ニ wem 与格〉歌が与え
られている gegeben［ist］
）者は（主格）歌うがいい⽜
（Uhland）が許される
のも，自由関係詞 wem が与格なので，母型文の動詞 singen⽛
〈主格〉が歌う⽜
が要求する主格よりも下位にあるためである。つまり，この条件に合う場合
には，格の不一致を起こした自由関係文では，母型文の動詞が支配する名詞
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句の格が実現されなくてもかまわないと言える。
この規則は，表層での格の語形に依存している。たとえば，Er macht, was
ihm gefällt. ⽛彼は自分に気に入る（gefallen〈主格〉
が〈与格〉
に気に入る）こ
とをする⽜
（Pittner 2009: 738）は，was が主格で，machen⽛
〈対格〉
をする⽜
の支配する対格よりも上位にあるが，was⽛～する物事⽜は主格と対格が同
形なので許容される。一方，＊Er liebt, wer ihm gefällt.⽛彼は自分に気に入る
人を愛する⽜
（Pittner/Berman 20156: 105）は，主格 wer と対格 wen の語形
が異なるので許されない11。この問題については⚒-⚗で再述する。
2-3．数量詞遊離
ドイツ語を始めとするゲルマン諸語では，格の形態に対応した文法関係に
よる名詞句優位性の階層は，数量詞遊離（quantifier floating/float）や再帰化
（reflexivization, Grewendorf 1984）でも有効であると考えられる12。まず，前
者の数量詞遊離について，ドイツ語で⽛⚓匹の子豚が↔子豚が～⚓匹⽜のよ
うに，数量詞⽛⚓匹⽜が名詞句の右側に離れて現れる場合（forward/left-toright fronting）を 検 討 し よ う。左 側 へ の 遊 離（backward/right-to-left
fronting）は，代名詞に限られるので割愛する（ド Alle habe ich {sie/＊ die
Gäste} begrüßt. すべて私は｛彼らを/来客を｝歓迎した，Vater 1980: 245）
。
数量詞の種類や語形，名詞句の位置（文中（中域）ではやや困難，など）も
関係するが（Vater 1980）
，一般にドイツ語では，与格目的語まで遊離可能で
ある(13)～(15a)。前置詞句目的語（16）と一部の与格目的語(15b)では，直
後に隣接できるが，遊離は無理である。属格目的語(17)ではともに不可能に

11

ただし，格の不一致を起こした自由関係文は，(7)～(9)のように右枠の外に⽛枠越え⽜

（ド Ausklammerung，右方転移 right dislocation）した例が多い。また，個々の用例に
ついて話者の判定に揺れが観察されることは，統計的に実証されている（Pittner 2003,
1995: 196-198, Bausewein 1991: 154f.）。2-7 参 照。な お，Pittner（2003: 194），（2009:
738），
（20156: 105）などでは，格の階層を⽛主格＜対格＜与格＜前置詞格⽜にとどめ，属
格は頻度が少ないために考慮外に置いている。
12

日本語の数量詞遊離についても，同様の傾向が以前から指摘されている（Harada 1976）。
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なる。alle⽛すべて⽜
（複数形）を用いた例で確認しよう。
(13) ド Seine Freunde haben ihn alle verraten. 彼の友人たちはすべて
彼を裏切った（↔alle seine Freunde 主格主語，Link 1974: 105）
Diese Umstände trugen alle zu dem Unglück bei. これらの事情
がすべてその事故につながった（↔alle diese Umstände 主格主
語，同上 105）
(14) ド Die Schüler hat der Lehrer gestern alle gelobt. 生徒たちを教師
は昨日，すべてほめた（↔alle Schüler 対格目的語，Vater 1980:
238）
Seine Schachgegner wird er alle besiegen. 彼のチェスの対戦相
手を彼はすべて打ち負かすだろう（Link 1974: 107 変更）
(15a) ド Den Schülern gab der Lehrer gestern allen eine Fünf. 生徒た
ちに教師は昨日，すべて⽛⚕⽜
（最低点）の成績を与えた（↔allen
seinen Schülern 与格目的語，同上 107）
(15b) ド

＊

Diesen Leuten sollten wir unsere Hilfe allen zukommen

lassen. この人々すべてに私たちは私たちの援助を届けるべきだ
Wir sollten unsere Hilfe [diesen Leuten allen] zukommen
lassen.
私たちは私たちの援助をこの人々すべてに届けるべきだ（↔ allen diesen Leuten 与格目的語，同上 119）
(16) ド

＊

Von den Soldaten wurde Cäsar allen gehasst. 兵士たちすべて

にカエサルは憎まれていた（↔von allen Soldaten 前置詞句，同上
107）
Cäsar wurde [von den Soldaten allen] gehasst. カエサルは兵士
たちすべてに憎まれていた13

13

von den Soldaten⽛兵士たちに（よって）⽜を前置詞句目的語と表現するのは適切ではな
いが，ここでは動詞の項に関係する要素として便宜的にこの名称を用いる。
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(17) ド

＊

Der Verstorbenen gedachte man schweigend aller. 故人たち

を人々は黙祷した（↔aller Verstorbenen 属格名詞句，Vater 1980:
239）
＊

Nachdem die Versammlung [der Verstorbenen aller] schwei-

gend gedacht hatte, begann die Sitzung. 集会の参加者が故人た
ち全員に黙祷を捧げた後で，会議が始まった（Link 1974: 105 変更）
2-4．再帰化
次に，再帰化について見てみよう。一般に再帰代名詞（再帰形）は，原則
として単文内において，上記の名詞句優位性の階層で再帰代名詞よりも上位
の⚓人称名詞句を先行詞とするのが典型的である。しかも，より上位にあれ
ばあるほど先行詞になりやすい。ドイツ語では，再帰代名詞は最上位の主語
を先行詞とする主語同一指示（subject-coreference）が典型的だが(18)，対
格目的語(19)や与格目的語(20a)を先行詞とする目的語同一指示（objectcoreference）の⽛前置詞＋再帰代名詞⽜の例も報告されている。ただし，こ
れは前置詞句が動詞の下位範疇化された補足成分（ド Ergänzung，補語
complement）となる目的語（ド präpositionales Objekt）の場合であり，
（20b）
のように，副詞成分の場合には許されない。
(18) ド Peteri hat über {sichi/＊ihni} gesprochen. ペーターは自分につい
て話した（先行詞：主格主語─再帰代名詞：前置詞句目的語）
（Grewendorf 1984: 21）
↔ Hansi sah eine Schlange neben {sichi/＊ihmi}. ハンスは自分の
そばに蛇がいるのを見た（先行詞：主格主語─再帰代名詞：前置
詞句副詞成分）
（同上 21）
(19) ド Der Vorfall brachte siej außer {sichj/＊sie}. その出来事は彼女を
動揺させた（自分の外に持っていった，慣用句）
（先行詞：対格目
的語─再帰代名詞：前置詞句目的語）
（Duden 20076: 755 変更）
↔Peter erwartet Mariaj bei {＊sichj/ihrj}. ペーターはマリアを
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自宅で心待ちにしている（先行詞：対格目的語─再帰代名詞：
前置詞句副詞成分）
（Grewendorf 1984: 24）
(20a) ド Die Mutter erzählt dem Sohnj von {sichj/??ihmj}. 母は息子に自
分のことについて語り聞かせる（先行詞：与格目的語─再帰代名
詞：前置詞句目的語）
（Grewendorf 1984: 23）
(20b) ド Hans hilft dem Freundj bei {＊sichj/ihmj}. ハンスは友人に自宅
で手助けする（先行詞：与格目的語─再帰代名詞：前置詞句副詞
14
成分）
（同上 24）

一方，先行詞が前置詞句目的語の場合は，ドイツ語では再帰代名詞の先行
詞になることはできない。このときには，
再帰代名詞も前置詞句内に現れて，
優位性の階層で同等の位置を占めることになる。再帰代名詞を含む前置詞句
が目的語（21a）ではなく，副詞成分（21b）の場合にも同様に許されない。
(21a) ド Peter spricht mit Mariaj über {＊sichj/siej}. ペーターはマリア
と自分のことについて話している（先行詞：前置詞句目的語─再
帰代名詞：前置詞句目的語）
（同上 24）
(21b) ド Peter wartet auf Mariaj bei {＊sichj/ihrj}. ペーターはマリアを
自宅で待っている（先行詞：前置詞句目的語─再帰代名詞：前置
詞句副詞成分）
（同上 24）
(21a)の用例は，英語との対照で援用されることがある。ドイツ語では，
sich は主格主語 Peter の先行詞にしかならない。一方，英語では，(22)のよ
うに，前置詞句目的語も再帰代名詞の先行詞として許容される傾向がある。
⽝オーレックス英和辞典⽞
（20132：1379）の調査によれば，(22)で Bob を
14

次の例は，自由与格（free dative）に分類される身体部位名詞句への所有の与格（ド
Pertinenzdativ）によるものである：ド Ich öffnete ihrj die Augen über {sichj/＊siej}.⽛私
は彼女に目（＝彼女の目）を開かせた⽜
（先行詞：与格目的語─再帰代名詞：前置詞句目
的語）（Blatz 1896: 265)
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himself の先行詞と判断する話者は 79％，Jeff もまた先行詞として許容する
話者は 19％であるという。そもそも英語の再帰代名詞の語形は，人称代名詞
と -self/-selves との複合による二次的な語形だが，上記の事実は，英語の再
帰代名詞の解釈には，文法関係よりも機能文法的な要因が優先されることを
示唆している。
(22) 英 Bobi talked with Jeffj about himselfi(/j). ボブはジェフと自分の
ことについて話した（himself＝Bob 主格主語/（＝ Jeff 前置詞句
目的語）
）
問題なのは，再帰代名詞が前置詞句ではなく，名詞句の場合である。
Grewendorf（1984：22）は，(23)(24)のような与格目的語としての sich の使
用を可能としている。ドイツ語の規範的な使用を解説した Duden（20076:
755）
でも，
対格と与格を先行詞とする目的語同一指示の例が少数あるとして，
(23)に示すように，selbet⽛～自身⽜を伴った同様の例を挙げている。
(23) ド Hans überlässt die Schwesterj {sichj/＊ihrj}. ハンスは妹（姉）を
自由にしている（放任している，慣用句）
（先行詞：対格目的語─
再帰代名詞：与格目的語）
（Grewendorf 1984：22 変更）
Sie überließen die beidenj sichj selbst. 彼らは二人を自分たちだ
けにした（放任した）
（Duden 20076: 755）
(24) ド Der Arzt zeigte den Patientenj {sichj/＊ihmj} im Spiegel. 医者は
患者の姿を鏡に映して彼（＝患者）自身に見せた（先行詞：対格
目的語─再帰代名詞：与格目的語）
（Grewendorf 1984: 23）
これに対して，Lindauer（1995：114）は，Grewendorf（1984）による(23)
(24) の ⚒ 例 を⽛ま っ た く 非 文 法 的 で は な い に し て も，き わ め て 有 標⽜
（„äußerst markiert, wenn nich gar ungrammatisch“）として，
⽛??⽜と判定
している。とくに，対格＋sich＋überlassen⽛放任する，自分自身に委ねる⽜
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による最初の用例は，慣用句の性格が強く，Duden（2007⚖: 755）の例に見ら
れる selbst⽛～自身⽜を欠くと，容認度が非常に下がるという。なお，(24)に
対して，Der Arzt zeigte dem Patientenj {ihnj/＊sichj} im Spiegel. ⽛医者は
患者に彼（＝患者）の姿を鏡に映して見せた⽜
（Grewendorf 1984: 23）では，
対格目的語 sich よりも与格目的語 dem Patienten⽛患者に⽜が下位になるた
めに，人称代名詞 ihn しか許容されない。
（23）
（24）では，先行詞と再帰代名
詞がともに句構造では同列にあるので，再帰代名詞 sich が先行詞の名詞句を
c-統御（構成素統御，c-command）することになり，GB 理論の束縛原理（C）
⽛指示表現（R-expression）は自由である⽜に反してしまう。再帰代名詞の解
釈には，文法関係以外にも，句構造を中心とする統語的要因を考慮に入れる
必要がある。
2-5．構造格と内在格─ドイツ語の werden-受動
名詞句の意味役割（semantic roll）に注目すると，よく知られているよう
に，主格と対格の選択は構文に左右される。たとえば，ドイツ語の能動態
Sie hat ihn umarmt. ⽛彼女は彼を抱きしめた⽜と受動態 Er wurde von ihr
umarmt. ⽛彼は彼女に抱きしめられた⽜では，umarmen⽛抱きしめる⽜に不
可欠な要素，つまり項（argument）である被動者（patient）の意味役割は，
能動態では対格 ihn，受動態では主格 er に交替して現れる。知覚動詞構文の
ような⽛対格＋不定詞⽜型の AcI-構文（AcI-construction，AcI＝ラ accusativus cum infinitivo）でも，動作主（agent）を表す主格（Er arbeitet. 彼は働
いている）が対格（Sie sieht ihn arbeiten. 彼女は彼が働いているのを見る）
に替わる。一方，対格以外の格は(25)～(28)のように，他の格と交替せず，
werden-受動では主語を欠く非人称受動になる。
(25) ド {Ihm/＊Er} wurde ein Album geschenkt. 彼にはアルバムが贈ら
れた
←Man schenkte ihm ein Album.（schenken〈与格〉
に〈対格〉を贈
る）
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(26) ド {Ihm/＊Er} wurde geholfen. 彼は手助けされた
←Man half ihm.（helfen〈与格〉
に手助けする）
{Ihm/＊Er} wurde gekündigt. 彼は解雇された
←Man kündigte ihm.（kündigen〈与格〉
を解雇する・に解雇通知
をする）
(27) ド {Auf ihn/＊Er} wurde geschimpft. 彼は罵倒された
←Man schimpfte auf ihn.（schimpfen〈auf ＋対格〉
を・に向かっ
て罵倒する）
(28) ド {Der Verstorbenen wurde/＊Die Verstorbenen wurden} schweigend gedacht. 死者たちは黙祷を捧げられた
←Man gedachte schweigend der Verstorbenen.（gedenken〈属
格〉を思い出す）
そこで，主格と対格は文の構造，つまり統語的条件によって付与される構
造格（structural Case）
，その他は個々の動詞が付与し，語彙的に固有の格で
ある内在格（inherent Case，語彙格 lexical Case）として，抽象的な格（抽象
格 abstract Case）を認めることがある。独和辞典などでも，対格目的語を伴
う他動詞を与格・前置詞句・属格目的語を伴う自動詞から区別している。
2-6．構造格と内在格─動詞の結合価と下位範疇化との関連
構造格と内在格の区別に関して，⚒点を挙げて補足しておこう。第 1 点と
して，ドイツ語の主格と対格を構造的とみなす考え方には，動詞の結合価（ド
Valenz）に果たす役割も関係している。まず，主格主語を欠いた非人称動詞
が特殊な範疇であることは，言うまでもない。次に，ドイツ語には，目的語
を⚒つ含む⚓価以上の動詞の下位範疇化（subcategorization）
，つまり文型と
して，次の⚔種類の主要なパターンがある（Brockhaus-Wahrig 1980: 25-27）
。
(29) ① 主格＋与格＋対格＋動詞（geben〈与格〉
に
〈対格〉
を与える）
② 主格＋対格＋前置詞句＋動詞（bitten〈対格〉
に
〈前置詞格〉
を頼む）
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③ 主格＋対格＋対格＋動詞（lehren〈対格〉
に
〈対格〉
を教える）
④ 主格＋対格＋属格＋動詞（verdächtigen〈対格〉
に
〈属格〉
の疑いを
かける）
ここではすべて，主格と対格が必須の補足成分として含まれている。ただ
し，構造格であるはずの対格が重複する③と，属格を含む④の例は乏しく，
特定の動詞に固有である。
これに加えて，対格目的語を欠いた次の⚒種類も認められる。ただし，⑤
は⽛前置詞句＋動詞⽜の組み合わせが固定した慣用句にほとんど限られる。
⑥は古風で少数にとどまり，属格の代わりに対格も用いる。したがって，両
者は周辺的なパターンと言える。
(30) ⑤ 主格＋与格＋前置詞格＋動詞
Der Hut steht ihr zu Gesicht. その帽子は彼女に似合っている（zu
Gesicht stehen〈与格〉
に似合う，慣用句）
（Brockhaus-Wahrig 1985:
26）
⑥ 主格＋与格＋属格＋動詞
Ich erhole mir eines Rates. 私は相談する・助言を求める（sich（＝
与格）erholen〈属格（対格も可）
〉
を取得する，古風）
（同上 27）
⚒価の動詞でも，
⽛主語＋属格＋動詞⽜はかなり少ない。属格支配の動詞は現
在では約 40 語しか残っておらず（Kolvenbach 1973: 123）
，話し言葉ではほと
んど用いない。属格は動詞の結合化の点でも，格の階層の最下位に位置する
と言える。
2-7．構造格と内在核─自由関係文の⽛格の不一致⽜の例外
もう⚑点は，2-2 で述べた自由関係文の例外に関するものである。注 11 で
述べたように，これは話者の判定に揺れが認められる微妙な問題である。ド
イツ語で，格の不一致を伴う自由関係文の可否が（12）の格の階層に従わな
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い場合として，Leirbrukt（1995）と Bausewein（1991）はたとえば次のよう
な用例を挙げている。
(31) ド [...] meine Eltern waren gastliche Pfarrsleute [...] und ließen
mitessen, wer mitessen wollte [...] 私の両親は客をもてなすのが
好きな牧師一家で，食事を共にしたい人に食事を共にさせていた
（lassen〈対格〉
に～させる）
（Leirbukt 1995: 155）
Er läuft durch den Saal und küsst ab, wer gerade in seinem
Tanzschritt sitzt. 彼は広間をめぐりながら，ちょうど彼のダン
スステップの途中に居合わせた人にキスをしている（abküssen
〈対格〉
に（何度も・強く）キスする）
（Bausewein 1991: 196 正書法
変更）
(32) ド Er fiel um den Hals, wer ihm in den Weg trat. 彼は彼の行く手を
ふさいだ人の首に抱きついた（um den Hals fallen〈与格〉
の首に
抱きつく）
（Leirbukt 1995: 155）
Trotz sei geboten, wer von hier mich trennt. ここから私を隔て
る者には，抵抗がなされよう（Trotz bieten〈与格〉
に抵抗する）
（同上 155，出典：Blatz 1896: 867）
(31)は主格と対格，(32)は主格と与格の不一致を起こした例である。とも
に自由関係詞の格（主格）が母型文の動詞の支配する格（対格・与格）より
も上位にあり，格の階層による制約に反しているが，信頼できる典拠を持つ
15
用例である。Pittner（1995：196）
はそれを承知の上で，現在ではこの種の

例を非文と判定する話者が非常に多いと反論している。とくに(32)の例は，
(31)の例よりもかなり少ないという。Pittner（1995：196）はまた，主格と対
格では，主格と与格，および主格と属格よりも認知度の低下が少ないと述べ
ている。さらに，Pittner（1991：343）では，格の不一致を起こした自由関係
15

Karin Bausewein と Karin Pittner は同一の女性研究者である。
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文で，母型文の動詞が支配する名詞句の格が実現される必要がないのは，関
係詞の語形変化で弁別的な隔たりがそれほど大きくない主格と対格であると
している16。
一方，
（33）では，自由関係文の格が母型文の動詞の支配する格よりも下位
にあるにもかかわらず，容認度が著しく低い。Bausewein（1995：154）はこ
の⚒例を „sehr schlecht“⽛非常に悪い⽜と判定しているので，ここでは便宜
的に⽛??⽜で表記しておく。
(33) ド

??

Er begegnete, mit wem er rechnete. 彼は当てにしていた人に出

会った（begegnen〈与格〉に出会う）
（Bausewein 1991: 154 変更）
??

Er begegnete, auf wen er gewartet hatte. 彼は自分が待ってい

なかった人に出会った（同上 154 変更）
したがって，与格と前置詞句の間の階層上の上下関係は，かならずしも一定
していないと言える。実際，Pittner（2003：194）
，
（2009：738）
，
（20156：105）
では，頻度が稀な属格を除いて，格の階層を⽛主格＞対格＞与格＞前置詞格⽜
と示しているが，Bausewein（1991：153）
，Pittner（1991：342）
，Pittner（1995：
196）では⽛主格＞対格＞与格/前置詞格⽜として，与格と前置詞格を同列に
扱っている。

16

„„Wenn die Kasushierarchie eine Hierarchie morphologischer Markiertheit ist und sich
die Markiertheit eines Kasus an der Zahl vom Nominativ distinktiver Formen messen
läßt, dann ist klar, daß der Unterschied zwischen NOM und AKK minimal ist, ... . Die
Diskrepanz NOM/AKK sollte also weniger gravierend sein als die Diskrepanz von z.B.
NOM/DAT oder NOM/GEN, und dies scheint auch tatsächlich der Fall zu sein. Bei
Leirbukt finden sich nur zwei Beispiele für NOM statt DAT, doch eine ganze Reihe für
NOM statt AKK.“ (Pittner 1995: 196)
In freien Relativsätzen können diejenigen vom Matrixverb geforderten Kasus
unrealisiert bleiben, für die die Nominalflexion nur wenige distinktive Formen
bereitstellt. Wie die obigen Belege zeigen, sind es der Nominativ und der Akkusativ, die
unrealisiert bleiben können.“ (Pittner 1991: 343)
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以上のことから，
格の不一致を起こした自由関係文の振る舞いに関しては，
表層的な格の語形に基づいた格の階層よりも，抽象的な構造格としての主格
と対格に対して，内在格としてのその他の格という区別のほうが本質的であ
るとも言える。Vogel（2001）も，この場合の主格と対格の揺れ，および与格
と前置詞句の差の不明瞭さは，構造格と内在格（語彙格）の相違に起因する
として，両者の相違を表層的な格の階層よりも重視している17。
2-8．与格と構造格─ドイツ語の受益者受動
さて，ここで受動態における格の交替の問題に戻って，主格と対格を構造
格，
それ以外を内在格とする区別を批判的に検討してみよう。ドイツ語では，
werden-受動のほかに，
⽛過去分詞＋bekommen/kriegen/(erhalten)⽜による
受益者受動（ド Rezipientenpassiv, bekommen-Passiv）もあり，ここでは与
格も主格と交替する18。これは，
⽛得る⽜という語彙的意味から転じた 3 つの
助動詞による迀言形式である。受益者受動は利益・不利益を受ける有生
（animate）の主格主語を必要とするので（erhalten は不利益の意味では用い
ない）
，werden-受動と違って，主語を欠く非人称受動にはならない。目的語
を⚒つ伴う二重他動詞（ditransitive）では，(34)のように，与格目的語が主
格主語に昇格するので，与格受動（ド Dativ-Passiv, Eroms 2000: 414-421）
とも言う19。
(34) ド Sie {bekam/kriegte} ein Album geschenkt. 彼女はアルバムを贈

17

関連する議論の詳細は Holler（2013：285-294）参照。

⽛受益者受動⽜は bekommen-受動を意味役割に基づいて呼び直した名称である。これ

18

に対応して，werden-受動を⽛被動者受動⽜
（ド

Patienspassiv）と呼ぶことがある（Vogel

2009: 283, 2010: 225）。
19

ただし，
⽛〈対格〉を〈過去分詞〉された状態で得る⽜などの結果を含意する同形の能動
態は，bekommen/kriegen/(erhalten）の語彙的意味を保つ別の構文である。たとえば，
Wir kriegen die Gläser gewaschen. は，受益者受動⽛私たちはグラスを洗ってもらう⽜
のほかに，能動態⽛私たちはグラスを洗われた状態で受け取る/洗われた状態にもって
いく⽜の意味を表すことがある（Reis 1985: 140ff.）。

─ 65 ─

北大文学研究院紀要

られた（schenken〈与格〉
に
〈対格〉
を贈る，利益）
Er {bekam/kriegte} den Führerschein entzogen. 彼は免許証を剥
奪された（entziehen〈与格〉
から
〈対格〉
を剥奪する，不利益）
また，話し言葉では，(35)のように，与格目的語を伴う自動詞，それに(36)
のように，目的語以外の自由与格（free dative）の一部，つまり，利害の与格
20
（dative of interest）と所有の与格（possessive dative）
も対象になる。以上

の事実によれば，与格の一部にも構造格の性格があると言えることになる
（Wegener 1991）
。
(35) ド Sie {bekam/kriegte} von uns geholfen. 彼女は私たちに手助けし
てもらった（helfen〈与格〉
に手助けする，利益）
（Reis 1976: 71 変
更）
Er {bekam/kriegte} gekündigt. 彼は解雇された（kündigen〈与格〉
を解雇する・に解雇通知をする，不利益）
（同上 71 変更）
(36) ド Spätestens um 6 Uhr bekommen Sie den Puls gefühlt. 遅くとも
⚖時にあなたは脈を測られます
←Spätestens um 6 Uhr fühlt man Ihnen den Puls.（所有の与格，
Leirbukt 1997: 91 変更）
さらに，受益者受動は erhalten を除いて，(37)のように，前置詞句目的語
にも用いる。ただし，
これが可能なのは話し言葉で少数の動詞に限られ，
(38)
のように，解釈を容易にする再述代名詞 an mich を伴うことがある（関係文
(3)(5)参照）
。一方，属格目的語では，(39)のように，受益者受動は不可能で
ある。

20

とくに身体部位など不可譲渡名詞（inalienable noun）を対象とする所有の与格（ド
Pertinenzdativ）を指す。
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(37) ド Er {bekam/kriegte} geschimpft. 彼 は 罵 倒 さ れ た（schimpfen
〈auf＋対格〉
を・に向かって罵倒する）
（Reis 1976: 71）
(38) ド Ich {bekomme/kriege} manchmal Bitten an mich herangetragen,
die sind einfach unverschämt. 私はときどき頼みを持ち込まれる
ことがある。あの人たちは本当にずうずうしい（herantragen〈対
格〉
を
〈an＋対格〉
に持ち込む）
（同上 71）
(39) ド

＊

Die Verstorbenen {bekamen/kriegten} schweigend gedacht.

死者たちは黙祷を捧げられた（gedenken〈属格〉
を思い出す）
受益者受動は，1590 年頃の話し言葉のテキストで kriegen を初例（Eroms
1978: 365）として，18 世紀末ないし 19 世紀初頭以降，bekommen を中心に
用いられるようになった。erhalten の使用は 20 世紀になってから始まった
（Eroms 1978: 367-368）
。受益者受動は werden-受動と棲み分けながら格の
階層に沿って用法を広げ，意味役割にも配慮しつつ，文法化を進行させてい
る（Askedal 2009: 380-383）
。
2-9．オランダ語の worden-受動とノルウェー語の få-受動
これに対して，よく知られているように，英語では，⚒つの名詞句目的語
1
が［V＋NP1＋NP2］
VP のように動詞に隣接すると，動詞の直後の名詞句 NP

は間接目的語⽛～に⽜と解釈されて，受動態の主語に昇格する（He was given
an album.←They gave him an album.）
。格変化に乏しい英語の構造格は主語
への昇格を語順に頼り，格変化をとどめるドイツ語は別の種類の受動態を援
用しているように見える。
しかし，格変化の衰退が語順への依存や非人称受動の有無に直結するとは
言えない。たとえば，オランダ語では、代名詞を除いて格変化が衰退してい
るが，
間接目的語は受動態で普通は主語にならない。少なくとも規範的には，
そ れ が 正 式 と さ れ る。ド イ ツ 語 の werden- 受 動 に あ た る オ ラ ン ダ 語 の
worden-受動を用いた次の例では，複数形 kinderen⽛子供たち⽜は定動詞⚓
人称単数形 wordt⽛～される⽜と一致しておらず，目的語のままである。
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(40) オ Kinderen wordt al vroeg geleerd om een eigen mening te
hebben. 子供たちは（子供たちには kinderen 複数形）早くから
（al vroeg）自分の意見を（een eigen mening）持つことを（om～te
hebben）教えられる（wordt ⚓人称単数形～geleerd←leren ～に
～を教える）
（Van der Toorn-Schutte 20143: 90）
ただし，話し言葉では，間接目的語が主語になる例も観察される。次例で
は，reizigers⽛旅行者（複数形）
⽜が主語に昇格して，定動詞⚓人称複数形
worden⽛～される⽜と一致している。
(41) オ Dames en heren, wij naderen het station Amersfoort. Reizigers
voor de richting Amsterdam worden verzocht hier over te
stappen. 皆様，まもなくアーメルスフォールト駅です（私たちは
（wij）アーメルスフォールト駅に（het station Amersfoort）接近
しています（naderen）
）
。アムステルダム方面にお越しの（voor
de richting Amsterdam）お客様は（旅行者は reizigers 複数形）
ここで（hier）お乗り換えくだるようお願いします（乗り換える
ことを（over te stappen）お願いされます（worden ⚓人称複数形
～verzocht←verzoeken ～に～をお願いする，頼む）
（Van Berkel
/Sauer et al. 1994: 65）
オランダ語は基本語順で目的語（O）が動詞（V）に先行する OV 型であ
り，VO 型 の 英 語 と は 異 な る（オ kinderen al vroeg Engels leren↔英
teach children English early on 子供たちに早くから英語を教える）
。しかも，
中域（ド Mittelfeld）では⽛間接目的語＋副詞句＋直接目的語＋動詞⽜のよ
うに，目的語の間に副詞句（al vroeg 早くから）が入る。したがって，基本語
順のレベルでは，右枠（ド rechte Klammer）に位置する動詞と，それに先
行する⚒つの目的語との間で，隣接条件は成り立たない。
（40）
（41）では，
能動態の間接目的語にあたる名詞句目的語⽛～に⽜に対して，直接目的語は
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（om）～te-不定詞句⽛～することを⽜で現れ，しかも，右枠（過去分詞 geleerd/verzocht）の外に⽛枠越え⽜
（右方転移）している。したがって，名詞
句目的語を⚒つ伴う典型的な二重他動詞のパターンから逸脱している。その
場合には，表層のレベルで直接目的語と間接目的語という文法関係が中和さ
れることがあり，
（41）のように，間接目的語名詞句が主語に昇格する例が見
られると考えられる。オランダ語では，
⽛間接目的語＞主語⽜という昇格の傾
向は，英語に比べてそれほど強くない。
一方，
同じく代名詞以外の格変化が衰退した 4 つの大陸北ゲルマン語にも，
⽛得る⽜が原義の助動詞 få（ド fangen）による få-受動⽛få ＋過去分詞⽜
（ﾆｭ
få-passiv）がある。次はノルウェー語ニューノシュクの例である（過去分詞
と目的語の語順は任意）
。
(42) ﾆｭ Eg fekk bilen reparert av naboen. 私は（eg）隣人に（av naboen）
車を（bilen）修理してもらった（fekk～reparert 過去形← reparera 修理する，以下同様）
（利益）
（Faarlund/Lie/Vannebo 20023:
848）
Ho fekk undersøkt auga. 彼女は（ho）目を（auga）診察された
（fekk～undersøkt ← undersøkja 診察する)
←Legen undersøkta auga {hennar/på henne}. 医者は彼女の目を
診察した（hennar 所有代名詞，på henne 前置詞句）
（同上 849）
た だ し，こ の 構 文 は，注 19 で 述 べ た ド イ ツ 語 の⽛過 去 分 詞 ＋bekommen/kriegen/(erhalten）
⽜と同じく，結果の意味を含意する能動態⽛
〈対格〉
を〈過去分詞〉された状態で得る⽜としても用いる。それに加えて，次のよ
うに使役構文⽛～に～させる⽜も兼ねている。
(43) ﾆｭ Eg fekk brevet oversendt. 私は（eg）手紙を（brevet）送っても
らった（受益者受動・利益)/送らせた（使役）
（fekk～oversendt
← oversenda 送る，発送する）
（同上 849）
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Han fekk huset øydelagt. 彼は（han）家を（huset）壊された（受
益者受動・不利益）/壊させた（使役）
（fekk～øydelagt ← øydeleggja 壊す）
（同上 849）
ノルウェー語の få はドイツ語の bekommen/kriegen/(erhalten)よりも，助
動詞の用法を広範に発達させている。間接目的語を主語に昇格させる få-受
動の発達は，この一環として位置づけられるもので，格変化の衰退とは別の
現象であると考えられる。
2-10．連用格と連体格
格の階層は，名詞句間の関係を表す連体格（adnominal case）と述語との文
法関係を表す連用格（adverbal case）の用法の可否も代弁する。ドイツ語で
は，上位の⚓者，すなわち主格・対格・与格の用法は，連体格に限られる。
一方，前置詞句は連用格と連体格で用い，属格名詞句は主として連体格で用
いる。そして，連体格の表示は，もっぱら下位の⚒者，すなわち前置詞格と
属格によってなされる。
(44) ド Kolumbusʼ Entdeckung Amerikas コロンブスのアメリカ発見
（Lindauer 1995: 56）
↔Kolumbus entdeckte Amerika. コロンブスはアメリカを発見
した（同上 56）
Amerikas Entdeckung｛durch Kolumbus/＊Kolumbusʼ｝ コロン
ブスによるアメリカの発見（同上 73，130）
die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus 同上（同上 73）
↔Amerika wurde {von/durch} Kolumbus entdeckt. アメリカは
コロンブスによって発見された（同上 73）
(45) ド die Liebe der Eltern zu den Kindern 子に対する（前置詞格）
親の（属格）愛情
↔De Eltern lieben die Kinder. 親は（主格）子を（対格）慈しむ
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（＝子を愛している）
der Dank der Kinder an die Eltern 親に対する（前置詞格）子
の（属格）感謝
↔Die Kinder danken den Eltern. 子は（主格）親に（与格）感
謝する
連体格としての前置詞格と属格の使い分けは，とくに動作主名詞句を表わ
す場合に，被修飾名詞の種類と意味的要因によって影響を受ける。ここでは
詳細には立ち入らない。属格と関連構文については別稿で論じる。
(46) ド das

Hämmern

{＊von

den

Handwerkern/＊durch

die

Handwerker/der Handwerker} 職人たちのハンマー打ち
↔Es wird von den Handwerkern gehämmert. 職人たちによっ
てハンマー打ちがなされる（Lindauer 1995: 129）
die Hilfe {＊durch den Leher/des Lehrers} für den Freund 友人
への教師の手助け
↔Es wird dem Freund vom Lehrer geholfen. 友人は教師に手助
けされる（同上 129）
2-11. 具格とその残存

もっ

最後に，道具・手段⽛～を使って・を以て⽜を表す具格（instrumental）に
ついて一言しておく。印欧祖語には，上述の⚔種類に具格，奪格（ablative 出
所）
，位格（locative 場所）
，呼格（vocative 呼びかけ）を加えた⚘つの格が
あった。ゲルマン祖語では，呼格は主格，具格と位格は与格，形態的に属格
に似ていた奪格は属格と与格にそれぞれ大幅に融合した（Lockwood 1968: 15,
31-35，松本 2006：54）
。ドイツ語の与格の幅広い用法の淵源は，この点に求
められる。
ただし，一部の古ゲルマン語では，名詞・形容詞と指示・疑問代名詞の男・
中性単数に具格と呼格が残った。ドイツ語の heute⽛今日⽜/heuer⽛今年⽜
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（古高ド＊hiu tagu/＊hiu jāru←hiu この＋｛tagu 日/jāru 年｝を以て）と英語の
why⽛なぜ⽜
（←古英 hwī/hwȳ 何を以て）は，時間・理由の意味に転じた具格
の痕跡である。スウェーデン語の ty⽛なぜなら⽜とアイスランド語の því⽛そ
れゆえ⽜も，指示代名詞 það（英 that）の具格に由来する与格形である。
英語の⽛the＋比較級⽜
（The sooner, the better. 早ければそれだけ良い）
の the も，古ノルド語から借用した古英語の指示代名詞中性単数 þæt（英
that）の具格 þȳ⽛それによって⽜にさかのぼる。ドイツ語とオランダ語の⽛
｛ド
desto（←中高ド deste)/オ des te｝
＋比較級⽜は，かつての das/dat の具格（古
高ド diu/中期オ de）を前半の属格 des⽛それゆえ⽜で補強した語形である
（Paul 19595: 394, EWN 2009：353）
。
アイスランド語では，具格に由来する上記の与格形 því に比較級を添えて，
これを次のように表す。
(47) ア Því meira sem norðanvindurinn blés, því þéttara vafði
ferðamaðurinn kápunni að sér. 北風が（norðanvindurinn）それ
だけより多く（því meira，英 the more）吹くほど（sem 補文標
識 ～blés）
，旅 人 は（ferðamaðurinn）そ れ だ け よ り 厚 く（því
þéttara，英 the tighter）コ ー ト を（kápunni）身 に ま と っ た
（vafði～að sér）
（Pétursson 20105: 52 変更）
ド Je mehr der Nordwind blies, desto fester hüllte sich der Wanderer
in seinen Mantel ein.（同上 53 変更）
この例の vafði～kápunni að sér⽛コートを身にまとった⽜もまた，kápan
（←kápa＋後置定冠詞 -an，英 the coat）の与格形による表現⽛コートを使っ
て身にまとう動作をした⽜である。アイスランド語は，手段の意味を対格や
前置詞句に転じたドイツ語と違って，次のような具格に由来する与格支配の
動詞を多く残している。
(48) ア loka dyrunum ドアを閉める↔ド die Tür schließen
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skila bókinni 本を返す

das Buch zurückgeben

↔

rugga {vöggu/barni} ゆりかごを揺らす/子供を揺すってあやす
↔{das Kind/die Wiege} schaukeln
(49) ア dingla {skottinu/rófunni} 尻尾を振る↔ド mit dem Schwanz wedeln
kasta steinum 石を投げる

↔

{Steine/mit Steinen} werfen

þekja hús {hálmi/með hálmi} 家（の屋根）を藁で覆う
↔ ein Haus mit Stroh decken (Kress 1982：225)
(48)では，本来，
⽛
〈ドア（dyrnar）
（その）本（bókin）/ゆりかご（vagga）
/（その）子供（barnið）の与格〉を使って動作を行う⽜が原義である。動詞
loka⽛閉める⽜
/rugga⽛揺する，揺らす⽜
/skila⽛返す⽜は与格支配の自動詞で
あり，アイスランド語の⽛動詞＋与格⽜には，ドイツ語の⽛対格＋動詞⽜と
いう他動詞句が対応している。一方，(49)のように，ドイツ語には⽛
［mit＋
名詞句］＋動詞⽜という自動詞句が対応する例もあり，アイスランド語でも
⽛
［með ＋名詞句］＋動詞⽜による表現との併存が見られる。ここでは，かつ
もっ

ての具格を道具・手段の意味の前置詞 mit/með⽛～を使って・を以て⽜を用
いて，分析的に表している。
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