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問題提起

水

ある﹁状態動詞﹂とσ晶ヲ目彗が共起する理由として︑

とりあげた︒さらに︑それ自体としてすでに未完了相で

動詞が中高ドイツ語では箒oq−昌彗と共起している例を

つもの︶や﹁瞬間的性質をもつ完了相﹂をもつとされる

清

中高ドイツ語構文︑︑げ品ぎ自昌士芹．． のいくつかの局面

0
︵1︶

筆者は以前﹃一橋論叢﹄において︑中高ドイツ語の
．．σ品巨目彗十巨︹︑構文についての考察を行なウた︒その

入れない純粋な﹁状態﹂を表現するのに対し︑σ品一亨

﹁状態動詞﹂のみによる構文は︑始点・終点とも考慮に

﹁恒常性をもたない未完了相﹂あるいは﹁瞬問的でない

の差異があるためではないかと考えた︒前者と後者の差

目竃を含む構文は︑ある時点の行為・状態変化の結果と

のに対し︑中高ドイツ語構文．．﹃品一⁝g士鼻．．は﹁完

異は例えぱ現代語の︑o鶉冒；試﹃ξ實o申彗︒．．と．．U窒

完了相﹂のアスペクトをもつ動詞を﹁壬し始める﹂と日

了相﹂のアスペクトをもつ動詞を﹁未完了相﹂に転換す

幕富↓雪冬彗OqΦ0・寓篶一・．︑の間に見られる差異とパラレル

しての﹁状態﹂を表す︑つまりは︑二つの構文に意味上

るという︵現代語とは異なる︶役割をもっているのでは

本稿では︑前稿でU豊；σ9昌o目①；＆と＝彗片昌彗目

なものと考えられる︒

本語に訳すことが可能な﹁始動相﹂に転ずる機能をもつ

結果︑現代ドイツ語の類似構文．．σ晶一昌彗十昌・−ネ．．が

朗

ないかと考え︑この仮説の傍証として現代語では茅oq宇

■彗と共起しにくい知覚動詞︵特に﹁自発﹂の意味をも
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ったコーパスをooε宇庁庄＜oコ望；雪UE﹃①目の↓ユω冨目

く昌＞亮の諸作晶︵以下﹁ハルトマン﹂と略記︶に限

⊆目o尿oδとミo罵s昌＜o箏向8＝Φ目σ碧すの勺胃吐く邑に

＋五例︑PZ

﹁発話﹂に関するもの一NL

四十五例︑TR

二十一例

三十五例︑ハルトマン

三十一例︑

﹁発話﹂以外の﹁能動的行為﹂のうち﹁場所の移動﹂

ルトマン

五

一例︑ハルトマン

一例︑ハルトマン

二十一例︑PZ 二十一

二十二例

二例

＋二例︑PZ 一例

百一例︑ハルトマ

五例︑TR三例︑PZ
NL

百九十一例︑

百五十六例︑

例︑ PZ 六十八例
TR

百二十八例︶

ニ百二十例︑

百四十例︑ TR

一例

ン

トマン

大まかな目安にすぎない︒事実︑これらのグループに含

1︷6の分類基準は︑現代ドイツ語でσ品一昌昌とし
︵4︶
ばしぱ共起する動詞の意味特徴を基に定められたもので︑

︵総例数 NL

八十二

﹁自然現象﹂に関するもの一NL 四例︑ハルトマン

ニ例︑TR

﹁状態変化﹂に関するもの一NL

例︑TR 四例︑PZ

﹁思考﹂に関するもの一NL

五十二例︑TR

二十七例︑PZ

TR

に関するもの一NL ＋九例︑ハルトマン

まで広げ︑より多くの文例を参照した上で︑知覚動詞や

﹁感情︵の表出︶﹂に関するもの一NL 四十一例︑ハ

︵2︶

﹁発話﹂の動詞などいくつかの意味グループの動詞群と

計

例

σ品一；gが共起している例をより詳しく考察すること
によって右の仮説の補強を行い︑さらに中高ドイツ語で

のげ晶−昌彗がもっていたと思われるアスペクト的な機

能と＝旨やωヨが助動詞として用いられ︑いわゆる
副文﹂関係に

﹁完了形﹂を作るとされる際の機能との比較を試みる︒

その際︑前稿では扱えなかった﹁主文

コーパス中の︑冨oq一昌雪士葦 用例の概観

おけるσ品一⁝雪の機能などについての考察も行いたい
ー

U塞；げ9昌oq昌一一＆とハルトマンの諸作晶中でσ①・

○目−昌gがどのような動詞とどのような頻度で共起して
︵3︶
いるかは前稿で示したが︑ここでは同じ基準に従い︑

⇒亥竃昌o−85と霊ま奏一を含めた上での結果をま
ず示しておく︒

Pハ
Zル
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まれないものとして︑﹁見る﹂︵窒ぎ戸窒ブ昌峯彗など︶

くつかの例を挙げよう︒

も1これほど頻繁に起こるとは考えにくい︒まずはい

︵oq警雪︶

ことを中心とした﹁知覚﹂あるいは﹁認識﹂に関わる動

詞群が存在する︵NLで六例︑ハルトマンで十三例︑T
︵−︶

皇①まoq⁝o彗昌言竺①二﹃斤轟津＼鷺胴雪亨

﹇：・﹈一＼9σ晶昌α彗o彗oq娑彗一＼峯彗α9色

昌oま昌くδ9霊8＼o目岬ゴ彗雪σ品昌．︵z−

動詞①q撃彗は殆どの場合︑方向規定︵下線部︶を伴ウ

8ε1ω1卜︶

︵蜆︶

畠旨−富冨︶

oq①∋①ω警彗＼＆ミ巨目自一争goq①一︺胃彗．︵−考

︵杜︶

ま昌彗①目警雪．︵o﹃曽gl曽呂︶

︵ω︶

昌享ω争竺ρ︵〜竃9農−曽︶

︵M︶ 9σ晶⁝o彗毒g①oqψす彗＼旨まHげ昌o

貝腎3撃竃oq冨ω1︵〜ミ9曽−曽︶

色σ轟E目忌ミ名；目o目①ωoq叫ぎミく◎づま昌

Rで二十四例︑PZで十例︶︒裏を返せぱ︑これらは現
代ドイツ語ではあまり見られない用例だということでも

ある︒また︑前稿でも指摘したことだが︑例えぱ﹁発
話﹂に関する動詞群の中でもく詩Oq昌や巨↓彗といづた

﹁要求﹂の意味をもつ動詞の例数が多いなど︑右の表に
現れていない現代語との相違にも留意すべきである︒

このため本稿では︑1壬6のグループに属すか属さな
いかに関わらず︑現代語との対比上興味深いと思われる

例をとり上げ︑それらを前稿よりも詳しく吟味すること
から始めることにする︒

に関する動詞群

ている︒oq等昌のみによってはどのような行為が行わ

2 ﹁場所の移動﹂

﹁場所の移動﹂に関する動詞は例数もかなり多い︵総

れたかは示されず︑それは方向規定あるいは他の副詞句

﹁早急に︵竃巨①⁝釘邑﹂行われたという︑むしろ意味

現されるにすぎない︒そしてoq彗彗はこれらの行為が

︵例︵1︶に一おける一；召⁝oq鶉︶によって間接的に表

計九十九例︶が︑とりわけ注目に値するのは①q彗g
︵急ぐ二一十三例︶とコ彗昌︵近づく一十二例︶の二動
詞の出現回数の多さである︒現代語ではこれらの動詞が

σ品一昌竃と共起することがーもし可能であるとして
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らの表現はσ轟一；彗を伴うことにより︑ある目的地点

︵5︶
的には副詞に近い役割をもうているとすら言える︒これ
畠睾︶

︷彗ω饒；昌Φ邑彗σ鼻＼o曽﹇−﹈︵↓﹃富漫−

示されていると考えられるのである︒さらに8︵壬し

9g一ξ凹昌．︵↓﹃墨曽−塞さ︶

ξoq①弐ぎω召彗9＼色畠ωoぎ竃①プ彗詩睾く旨

σ晶＝目註劃ぎp≧彗oq；o斗①α宰〆目署潟

峯彗ω奉彗ω旨昌oq雪島ブ雪一＼8胃ま冒

︵⑦︶ αo睾ぎσ晶仁目急oq警①目島一＼3斥︸ヨ宰

oq仁o詩■＼昌︷首9．豊ωユg昌旨目；一彗．︵〜

目警彗は﹁︷に近づく﹂という意義からして︑近づく

5oo．藺1oo︶

︵↓︶ Uoaog①q豊一①易撃oコ一＼まσ轟昌o窃

く①胃①＼﹇・：﹈︵尋

対象が必然的に表現されねぱならず︑実際殆どの例に方

oq①；oo

oq彗彗一＼昌目さ昌奏①⁝まo雪訂昌p＼彗・
︸昌

向を指示する与格名詞︵下線部︶が現れ︑さもなけれぱ

oq品竃

窪さ︶

例︵6︶︵7︶ではσ晶−昌彗を伴うo目彗昌が他の︵完

了相の動詞で表される︶行為が行われた時に背景として

E箏o竺ωo豊8巨︷σ品自目ま＼三嘗宗巴8

あった状況︵状態︶を表していると考えるのが自然だと
思われる︒
︵目警竃︶

︵oo︶

oq竃芋雪一≧震9旨二彗片峯g窒ぎp＼箏昇彗

ではω肩彗o︑例︵10︶では①q⁝o斗①−寸事︶をもつ

合と同様完了相の定動詞︵例︵8︶ではず算︑例︵9︶

副文中に箏豊彗σ品一昌雪が現れ︑やはり困警彗の場

三一①といった時間的並行性を表す接続詞に率いられる

れる︒注目すべきは︑多くの場合に巴9自pωp2①

ウた様態は間題とならず︑二者間の位置関係のみが示さ

目帥すΦ自においても﹁どのように﹂︑﹁いかにして﹂とい

それは文脈より明かとなっている︒oq掌彗と同様に

震；1

8訂訂p︵胃冨oI−竃︶

冨；①寓芹眈鼠＼くo■o⑦目−∋8サoα①毫鶉oq①−

︵昌︶

た時に︶を伴い︑他の行為との同時性を表現している場

コ巨吐昌①庁轟一旨O雪目印ブ彗一︸0＝尿O巨ざ幕胃

合もある︒

︵㊤︶

（70）

に向かい﹁急いで5している﹂という過程が未完了相で
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主文の﹁背景﹂をなしていると考えられることである︒

このようにoq筆彗ら豊8の二動詞に共通している点

プのいずれにも属さないもので︑現代ドイツ語でσ品ぎ・

コ昌との共起はーあったにせよ1非常に稀だと思わ

ある︒分析的というより一般的で希薄な意義特徴のため

関係︑あるいはそれに伴う速さに焦点をあてている点で

を表す場合と︑﹁見える﹂という︑日本語文法でいう

ω豊雪に見られるように︑﹁見る﹂という能動的な行為

ただし﹁知覚﹂といっても︑ここでは現代ドイツ語の

れるものである︒

に︑σ品一⁝雪と共起することによウてこれらの動詞が

中でω︸竃がσ晶一⁝彗と共起している全九例のうち︑

は︑両者とも動作の様相を表すことなく︑二者間の位置

未完了相となり︑﹁背景﹂としての﹁状態﹂を表現する
︵6︶
場合が多くなっているのではないだろうか︒こう考える

﹁自発﹂の意味に解釈できるものが七例を占めている︒

目仁↓H華彗匝g巨罵oω争gσ品︸p＼胃

σ品⁝まヨ≦〇一〇q①毒＝雪＼く◎﹃ρ雪昌ま∋

︵冨︶

ここにその一部を示す︒

﹁自発﹂を表す場合がある︒実際︑本稿用のコーパスの

と︑他にも二者問の位置関係に焦点をあてるく〇一〇q雪
︵二例︶︑︵昌↓︶至g8︵七例︶︑悪﹃雪︵四例︶や副詞

の劃争︵∫の後に︶を伴う動詞表現︵島g一〇巨雪一

島g曇昌︶が比較的多く見出される理由もわかるので

竺−竃一︵↓﹃Sき1竃亀︶

︵冨︶ o印ブ昌昌gσ①oq巨自ま竃す雪＼o葦＜彗sω峯亭

ある︒

︵二︶Uoぎσ品昌ま昌暮旨ゴ彗＼く昌ゴ昌g①

ヨ彗①q9コ箒﹃g呉＼2①①﹃夢巨oミ彗α彗σ算＼

︵霊昌．ωoI亀．ω︶

どれも現代ドイツ語では思阻昌竃が使われないと思わ

l蜆窒o︶

ω雪①劃≧冨gω一σ品冒α①ω︸彗竃．︵胃畠↓oo

︵巨︶ コDξ鶉2斥o∋彗〇二﹃ω一史仁コα葦①ヲ＜＝

○雪斤冒雪雪ω后①δω雪昌印目

箒﹃島ド≧g雪⑭α帥3斥①＼く昌箒ヨ色品o
︵7︶

に関する動詞群

oq8ド＼雪ま；①一﹇⁝﹈︵z﹁N實oo﹂1蜆︶

3 ﹁知覚﹂・﹁認識﹂

次にω︸窒や毒﹃彗に代表される﹁知覚﹂や﹁認識﹂
に関する動詞群を考察する︒これは前述のー壬6グルー
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（72）

れる例だが︑ここでもしぱしぱ⁝やまなどの時間的

る必要性がなくなってしまう︒つまり︑このことからも

なってしまい︑わざわざ︑三ωo巨胃①ミ彗↓．．をつけ加え

︵8︶

並行関係を表す語によってω︸昌σ①oq一⁝昌がもう一つ

副文中のω昌雪σ①oq一昌彗は未完了相で︑それを完了相

︵9︶

の﹁状態﹂と対比されたり︵例︵12︶︶︑もう一つの﹁行

へと転じるために主文で冬①a竃が用いられているの

目N0コ団コ

マ⁝︺o

︵轟︶

o帥ミ帥目幕oq⊆目ままωgo巨奏⑭p≧α胃

≡⁝2三ま二目N雪くHo仁ミ竃oq宥≧目oω巨

o①冨Eo斥o∋oq雪岸彗．︵巾Ng蜆−Nlω︶

︵ミ︶

いられることが多い︒

は伽︸彗と異なり︑意図的に﹁見る﹂という意味で用

との比較的多い吻呈昌姜コの例を見てみる︒ω︸昌ξ雪

次にω︸雪と同様︑σ晶一昌彗とともに用いられるこ

だと考えることができるのである︒

為﹂︵例︵13︶では事↓︑例︵14︶ではξ富ぎ∋∋彗

く目8巨睾①ミ彗F00N↓ユω冨自＼す仁目ま巨目α①

竃ブ①コ＼＝コo

く二ω〇三①冨妾彗戸α與N9σ品凹目＼ま目①∋⑦g
σ①己⑦コ

σ晶仁コ︷昌ω争gξ雪一＼コ＝σ轟＝目o彗ゴ2①

ま

名①すg＼ま目ぎ＝竈①自ω昌Φ﹃N彗＼オヨ目g霧仁目ま

彗O⊂ξ彗＼α弓争マO目＆彗訂−富雪O目凹P︵↓﹃

巴ω8目監巨3﹃掌o＝ミ①目≧豊昌胃oσ⑭oq⊆目−

旨oo畠1；ooお︶

︵屋︶

ま二9昌ミ彗．︵〜轟9曽−曽︶

ξ帥自o①−己葦旦§雪く目目ρ①＼討昌與目α胃弐目①一

O竃ブ身雪窒ブ〇一﹂ξ①目σ①Oq一≡O①＼＝自O①苧

変化﹂の表現である︒﹁状態変化﹂は完了相をもつもの

︵向﹃畠o−〜竃︶

︵MO︶

なので︑蟹N以下の表現も完了相であるとしたら重複と

﹇起こった﹈︶．．という峯Φa雪を用いた典型的な﹁状態

も︑茎ωo巨害①考胃↓︵すぐに壬ということが成った

に率いられた副文中にあると見なせるが︑主文はいずれ

例︵15︶︑︵16︶の双方においてω︸竃σ品一；彗は註N

亭ゴ①冨①p︵↓﹃冒富ooI冨os︶

凹目

︵；︶

甘oq①冨ω9雪一U①oq団三︵↓﹃畠彗−畠ωoo︶

︵旨︶

ぺきである︒

さらに次の二例は本稿の主旨からいっても特に注目す

る︒

−葦①︶の﹁背景﹂となっていると考えることができ

平成9年（1997年）9月号

第118巻第3号
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例︵17︶1︵20︶も﹁見始める﹂のでなく︑しばしぱ9
︵例︵17︶︶︑昌︵目︶︵例︵18︶︶や現在分詞による分詞構

﹁見ていた﹂・﹁眺めていた﹂といった状態︵背景︶を表

文︵例︵19︶︶で表される他の行為と時間的に並行した︑

現していると考えられる︒

ど時問的並行性を示唆する語が頻繁に現れ︑goq一⁝彗

を伴う表現がやはり﹁背景﹂を表していると考えること

︵10︶

ができる︒また︑例︵22︶では先行する副文と後続の主

文の両方がgo目ぎ5彗士詳を伴っており︑ここでは二

つの﹁背景﹂が並列されているといえるだろう︒

このグループに属する動詞の意味特徴から言っても︑

﹁見える・見ている﹂といった﹁状態﹂が︑前項で述べ

ω︸昌とω争昌ミ雪以外の﹁知覚﹂・﹁認識﹂に関す
る動詞も︑ある時は﹁意図的﹂に︑ある時は﹁自発的﹂

たようにσ品一；昌を伴うことにより︑その﹁開始﹂を

念頭においた上での﹁状態﹂の表現となり︑﹁見えてい

に解釈されうる︒
︵曽︶ 目 色Nαoくo＝oげ屋葦①p＼ωoα畠↓ユω訂目

る﹂・﹁知覚されている﹂モノが他の行為の﹁背景﹂とな

に関する動詞群

︷竃名目oq①ξ與p＼E目α宰ω一〇す＝ヨ悪窒ぎ目

﹁発話﹂

るのは自然な傾向であると思われるのである︒
4

σ晶印貝＼ρ◎竃oゴ雲奉oFξ−sξ鶉oq①く印；．︵↓H

■巨2①ま目彗彗一︺①oq⊆目o①之ζ壷算一旨邑雪①

M曽o︒−曽曽︶ ︵ 意 図 的 ︶
︵曽︶

竃Oq彗をはじめとする﹁発話﹂に関する動詞がσ品一宇

十例︶や−要彗︵十一例︶と並び︑﹁要求﹂の含意をも

①芽①ココop＼マNgoプ①目すo①冨目目①コ目Φp＼色σ①−

雪

目雪と共起するケースは計百十六例ときわめて多いが︑

阻g①コ＼︵一〇窒自

oq目目α昌亭昌昌幸岸①貝＼冨印目皇①ミ言①ユ一①箏．

ξ竃N呂

その中でも﹁言う﹂ことそのものを意味するω鍔彗︵二
す9后

︵⇒雷o︒卜−雷o．o︒︶︵自発的︶

實

つく島oq昌︵三十二例︶と巨一彗︵九例︶の例数の多さ

︵曽︶

σ晶印■︶＼；9篶昌ωoブ◎⑦自Φ目一︺；ココ彗一︵zピ

が目をひく︒これは何によるものだろうか︒まずこの点
を考えてみたい︒

旨ωω．ω1o︶︵意図的︶

﹁意図的﹂にせよ﹁自発的﹂にせよ︑ここでも⁝一9な
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のいくつかの局面
begimen＋Int
中高ドイツ語構文
（73）

（74）

第3号 平成9年（1997年）9月号
第118巻
一橋論叢

︵11︶

ま﹃妻オ一一U品一自︸まω冨﹃ぎσ岸g＼︵α竃

幸鶉﹃竺8①目目gくg昌箒目︶≧竃胃o岬；o考彗

︵曽︶

︵寒︶ 忌﹃悪写色ミ諸雪悪oq彗≧冒σ①羊眈ま

峯o5①一︵−冬g竃1g竃︶

︵胃暗彗︶

＝巨⊆昌一二﹃O詩O弓9＼︑註二H8き胃①く昌ま昌

︵覇︶ U睾三ユぎ彗竃gσq昌＼σ①o目＝■3ヨ

曽︶

は随意的補足成分︑9↓雪では義務的補足成分と考えら

される︒結合価の観点からすると対格名詞が≦猪竃で

格の名詞で表され︑質問や依頼の内容が属格名詞で表現

く島oq彗と雪一雪の場合︑質問や依頼を向ける相手が対

艘︸§〜鎧g＼．篶く9自o争毒目一争畠ヨo−

れるが︑く轟oqgの場合でも対格名詞はかなりの頻度で

ミ品o＼ω旨↓ヲ2弓①三一往①﹇⁝﹈︵〜ト撃曽−

目竃＼ミ彗目彗2﹃畠NO易9斤Oヨ竃1．︵〜90﹂

現れている︒しかし︑こうした純粋に統語的な側面を離

︵13︶

︵12︶

−仁︶

れると︑巨↓彗はもとよりミ鍔彗も﹁質問を向ける相

o彗σo箒σ晶昌箒＜忍oq彗︵︽ξ竃季巨①

︵畠︶

手﹂が意味的に前提されており︑たとえそれが対格名詞

つまりこれら二動詞は﹁発話﹂そのものよりも︑むしろ
︵M︶
発話内容の﹁伝達﹂の側面に焦点をあてるものである︒

で表現されてなくとも文脈から特定されうるのである︒

oqg雪〜︾︵zピ竃亀．一IN︶

︵§胃8箒二⁝︒・㊦引彗＼ω一ゴミo；竃⁝渚彗
go目彗＼oσ①s①﹃毒；ω〇一〇①1︵胃冨i8︶
︵巨一竃︶

さらにξ鎧竃は何らかの﹁コト﹂を相手から聞き出す

色σ品E目庄雪まま印＝①巨巨≧竃20q⑦−

︵NOO︶

ために行ない︑げ津雪は何らかの﹁モノ﹂︵あるいは

︵脆︶
﹁行為﹂︶を相手から得るために行なう︑すなわち双方と

一〇巨①彗コα胃＼箒目くo目q雲訂＜9；目急﹃＼ωヨ﹃H−

苛；争oq霧⑦二呉9け︵︑Nω富．墨−墨︶

巨罵①目ヲ畠

も相手の反応をも視野に入れた行為であるという点で共
；−oζ悪ω＼皇①

︵墨︶

通している︒つまり二動詞とも﹈一者間の︵相互︶関

σ品 o 邑 彗

σ津彗一＼ξ彗9三ま﹃ミo−α雪＼H津彗彗α彗雪p

係﹂なしにありえないという意味で︑本稿第2項でふれ

色

︵zピ冨竃．ω1①︶
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一部と類似性をもつものなのだといえる︒

って︑様々な山山来事が﹁前景﹂で起こる舞台の﹁背景﹂

いう意味上の性格より︑σ晶ぎ目彗と結ぴつくことによ

および竃Oq彗二︸彗は﹁二者間の関係﹂を含意すると

﹁二者間の関係﹂という観点からいえば︑典型的な

としての﹁状態﹂を示すことが多いのだと考えることが

たOq彗昌ら豊彗等の﹁場所の移動﹂に関する動詞群の

﹁発話﹂関係の動詞と考えられる墨oq彗および−︸竃が

できるだろう︒そしてこの事態は︑動きを表す動詞群の

景﹂をなしていたこととパラレルに把えることができる

中でoq娑彗﹄警gといった動詞がやはり同様に﹁背

現れる文においてもしばしば与格名詞で﹁発話の向けら
れる相手﹂が表される︒
竃ωσ晶冒旦一ヨ9目汗畠り潟竃oq彗一≧霧

のである︒このことはまた︑﹁場所の移動﹂や﹁知覚﹂・

︵讐︶

○冨N彗警彗峯蕩匝貢o訂一︸oq彗．︵〜8p旨−

﹁認識﹂に関する動詞群と同様︑ま等の接続詞を用いて

︵竈︶

げ品o邑昌

穴ユ①昌⁝ミマ

昌留⑦

ooま﹃斥饒巨o望o目①冒E目↓＼冬o巨ωヨo目Φ−

あることからも窺えよう︒次の二例を参照されたい︒

二つの﹁状態﹂の時間的並行性が示されたりする場合も

；︶

︵竃︶3goq；忌ぎ箒﹃至﹃↓一gg＼至竃仁昌σo
婁①冨皆ミ鶉oqgぎ一＼竺ω一g巨oqΦ竃o目g麸貝＼

一U①己①目ヨσ①2①︸g巨篶≧目oogブo霧名弩−

ま8一＼象

σ津彗一≧竃ω二g守昌∈o↓宰＼8巨①島σ①gぎ．

峯篶篶ωωヨけ︵宰畠−1ξσ︶

墨o目gと−争彗も前述のようにσ①oq一昌彗と共起する回

︵z﹁昌ミ﹂−①︶

8昌彗σ品⁝まミ鎧①目＼昌①邑昌①g・

数が多い動詞であるが︑ここにおける﹁二者間の関係﹂

︵窪︶

呈昌昌①員＼◎σ色αg冨o穴昌ミo巨p＼Φ巨童一

が﹁話し手←聞き手﹂という一方向的︵←︶であるのに

対し︑⁝島彗一巨竃の場合は相手の反応をも視野に入

幸豊富匡戸≧葦o豊蒜oo争s畠∋雪①≧g

峯篶；g雪ヨ昌．︵z−5oo仁﹂−①︶

れているという点で︑︵少なくとも潜在的には︶双方向
的︵ れ ︶ で あ る ︑ と い う 違 い が あ る ︒
一方向的・双方向的のいずれにせよ︑く誌o目彗・巨一彗
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begimen＋lnf．
中高ドイッ語構文
（75）

5 ﹁感情﹂

に関する動詞群

前項で指摘したように︑現代ドイツ語ではσ晶一昌彗

これらは︑感情の表出を表す動詞中で最も訂oq一昌竃と

共起する回数の多いこ鍔呂︵十九例︶よりも個々の動

詞数としては少ないものの︑全体としてはかなりの数に

出﹂される意味をもつ動詞と共起するものの︑中高ドイ

す動詞はアスペクトとして未完了相をもつ︒前稿ではこ

これら内面的感情︑つまりは様々な心の﹁状態﹂を表

上ることがわかる︒

ツ語ではそれに加えて怒りや悲しみ︑不安・恐れ︑欲

れらがσ晶一⁝彗を伴うと﹁ある﹁行為﹂あるいは﹁状

は一竃ま戸ξ①ま竃のように感情が外に向かウて﹁表

望・愛など︑内面的感情を表す動詞とも共起する場合が

態変化﹂の結果としての﹁状態﹂﹂という含意をもつ

ず実例に即して考えてみたい︒

れほど頻繁に見られるのは何故だろうか︒このことをま

えた︒ただし︑そうだとしても悪oqぎ箏旨との共起がこ

︵脆︶

︵やはり未完了相のアスペクトをもつ︶表現になると考

多いのは注目に値する︒改めて本稿のコーパスの中から
内面的感情を表す動詞群を意味別に分け︑訂oq一⁝彗と
の共起回数を示そう︒
十四例
九例

箒目昌彗＼sくooq9①oま﹃s巨雪①．︵宰ヨoo仁−

怒り・憎しみ︵き∋彗一一〇σ彗一訂§竃等︶

四例

蜆冨①︶

自目o8色忌ωoq①；一︺①困彗一＼a昌竃ぎ冨色

悲しみ︵言旨彗二；oσ彗等︶

九例

昌−o巨σ鶉σ①oq目目o昌ω一8①目①昌≧冨g色ω

色σ品一昌ま弐ミ彗＼⊆昌弓忌σ竃5葦一≧竃

8．ω1Φ︶

く昌葦①9毒；鶉彗＼＜o箏o目目；雪鶉昌彗．︵2﹁

︵彗︶

昌＝畠試①q①峯①； ︵宰塞亀1ω寒ω︶

︵窒︶

︵曽︶

不安・恐れ︵ωoおg一艘﹃巨雪︶

三例
二例

輿・不興︵o目ω毒＝彗一巨窒①≦＝雪︶

苦痛︵巨昌g二soq昌しo己彗︶

一例

四十二例

恥辱︵ω一︸ω争o昌彗︶

欲望・愛︵鷺；一巨⁝彗等︶

計

（76）
平成9年（1997年）9月号
第3号
第118巻
一橋論叢
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竃ブO①自①9ωヨー貝＼宰昌0＝巨①ミO−雪幸O巨①コ＼くニ

︵ωoo︶ ooミざ巨巳①雪℃まoqo監﹃N饒⁝o＼＝目oω三①

が怒っていた時にはいつも︶．．や例︵35︶の．．8ω三窃

に例︵38︶における．．ωξ①≡．彗σ晶o邑①昌；彗︵彼

係﹂が前提とされていることに︑まず注目したい︒さら

中高ドイツ語の．．go目一⁝彗士ミ．．構文はアスペクト

前項支での考察のまとめ

い︒ただし一般に﹁感情﹂に関する動詞はその﹁感情﹂

の点で完了相の表現を未完了相に変える機能があるので

6

はないかと考えられるのである︒

︵17︶

て︑他の事象の﹁背景﹂として機能する場合が多いので

を表しており︑それがσ鍔一⁝彗と共起することによっ

き﹂や﹁発話﹂に関する動詞群と同様﹈一者間の関係﹂

つまり︑やはりこのグループの動詞も一般的に﹁動

となっている場合も多い︒

ように︑副文中にσ品一昌雪と共に現れ何かの﹁条件﹂

oq①；σ晶彗︵彼女がそのことを欲していたならぱ︶．．の

ミ窒；oす①目ミ号一＼ω峯彗目︐胃訂σqo目まN饒；o自1

コ＝↓﹃季彗O彗斥旨篶Oω等雪σ晶彗一＼宵

︵z■昌蜆﹂−蜆︶

︵窒︶

σ品⁝まぎ奏〇一①q①§＝雪＼くo﹃μ彗竃忌；

αoσ⑦oq巨■忌色g昌彗oま﹃N①ω彗彗＼目彗す

與＝①三︵↓﹃曽ε−竃亀︶
︵杜o︶
↓ユω冨目o鶉く⊆ooqρ︵↓﹃彗冒−彗冨︶

︵昌︶ 箒﹃oq鶉↓σ晶巨自39oブまω8ま昌p＼
509サ斥一﹄9雪窒oコo彗∋＝旦．︵〜ミ①．oo1㊤︶

このグループには様々な動詞が含まれ︑また構文上の位

︵喜び︑怒り等︶の対象を含意しており︑それは例︵35︶

はないかという前稿の仮説に基づいて︑﹁場所の移動﹂・

置も主文あるいは副文に含まれるなど︑一様には語れな

の．．箒ω．．や例︵37︶の．．二冒マ忌σ9巨葦．．︑例︵40︶

﹁知覚一認識﹂・﹁発話﹂・﹁感情﹂に関する動詞群が募・

することが不自然と感じられるにもかかわらず︑コーパ

これらのグループは現代ドイツ語ではgo目巨目雪と共起

oq一⁝彗と共起する例をより詳しく考察・吟味してきた︒

の．．冨g↓ユω訂巨窃⁝oo弓①．．のように明示的に示され

る場合もあれば︑コンテクストによって間接的に示され
る場合もある︒いずれにせよ︑ここにおいても一般的に

は﹁感惰﹂の持ち主とその﹁対象﹂という﹁二者問の関
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のいくつかの局面
begi皿n㎝十1nt
（77）中高ドイツ語構文

一橋論叢第118巻第3号辛成9年（1997年）9月号（78）
意味の上ではグループ︐ことにかなりの違いが見られる

も︑本来の﹁∫をもづた状態である﹂︑﹁∫をした状態で

遡った場合︑夢σ竃や置目が完了の助動詞というより

現代ドイツ語では例︵42︶の動詞部は﹁現在完了形﹂と

498

︵m︶

ものの︑﹁移動﹂・﹁発話﹂・﹁感情﹂のグループでは︺一

ある﹂という色合いがまだかなり強く残っていると考え

一致した見解がないといえよう︒さらに中高ドイツ語に

者間の関係﹂が前提となっており︑そのため﹃晶−昌彗

られる︒

ス中では出現回数の多いものであった︒

と共起することによって何らかの他の出来事の﹁背景﹂

︵§︶

認識﹂のグルーブも︑9や⁝などの時問的並行関係

普通呼ぱれるが︑本来これは．．−g麸σ①まω︸巨g巴ω

−9す凹一︺OO豊︸仁Oゴ胴①−鶉①P

となることが多いのではないかと考えた︒また﹁知覚・

を表す語をしばしば伴うことから︑やはりσ品ぎ自8と

向ユgoqo5睾旨

共起し︑﹁背景﹂としての機能を果たしていると思わ

︵お︶

○色窃雪①眈・︵私はその本を読まれたものとしてもってい
︵20︶
る︶︑という﹁状態﹂を表す表現に発している︒同様に︑

︵蝸︶

れる︒

σ①o目一；竃とぎσs＼ω①ぎ

る︶．．というやはり﹁状態﹂の表現が原義であり︑これ

っ﹈た人である︑走う﹇てしまう﹈たという状態にあ

は．．宰雲9亮﹃し2①q9彗︷o自庁け︵彼は走っ﹇てしま

ところで︑σ晶一；雪が﹁完了相←未完了相﹂という

らは古高ドイツ語の段階でははづきりとしているが︑中

−結語にかえてー

アスペクト変更の機能をもつとみた場合︑そこには

名誉が大切ならぱ︑あなたは黙っているべきだう

2HΦ冨＝昌．︵z■ooお．ω−卜︶

︵宣︶

出会う︒

高ドイツ語にもその起源がかいま見られる例にしばしば

了時制﹂との親縁性が認められる︒

﹁完了時制﹂とはいうものの︑現代ドイツ語において
もそれが﹁過去時制﹂と同様の純粋な時制を表すのかど
うかには異論もあり︑﹁完了時制﹂のもつ機能にはなお

ρ仁昌0＝葦霧冬O−困⑦O︸Oq9す岬戸≧昌O峯器篶

﹁すき彗＼需ぎ十過去分詞﹂の形式をとる︑いわゆる﹁完

7

たのです︒
例︵44︶では︑﹁それ︵霧︶﹂について﹁黙ったままでい

る︵Oq＆品9麸目︶﹂という﹁状態﹂が﹁望ましい
︵21︶

︵ヨ0＝；①︶﹂と表現されているが︑これは現代ドイツ語に

は直訳不可能である︒このように︑特に話法の助動詞を
伴う用例にぎσ窒＼8ぎ︵憲目＼ωヨ︶に関する現代語と
の違いがはっきりと読みとれる︒

そうだとすると︑︵現代ドイツ語はさておき︶中高ド
イツ語に関する限り︑すき雪＼器まと過去分詞からなる

構文は一霧雪し昌︷gといった完了相の動詞を未完了相
に転じるという意味で︑σ晶一⁝彗と共通の性格をもつ

ことになる︒勿論ぎげ彗＼邑目は﹁行為あるいは状態変
化の結果﹂としての﹁状態﹂を表すのに対し︑σ轟一目−
︵塊︶

自彗は﹁行為あるいは状態変化の継続﹂としての﹁状
態﹂を表す︑という違いはあるのだが︑ともに﹁アスペ

クトの変更に関わる助動詞﹂としての性格をもつという
点で同一線上で語ることが可能だと考えられるのである︒

−考o貝

引用したテクストは以下の略号で示してある一Z﹇1−U麸
；9巨目oq彗＝＆一宰11宰8一〇﹃11Ω轟o目oユ妄一〜

拙稿﹁中高ドイツ語構文．．冨oq−昌竃士葦︑について﹂

↓﹃H↓ユω3目冒目o−ωo員勺目H﹃胃N〜巴

︵1︶

︵一橋大学一橋学会編集﹃一橋論叢﹄第一一五巻 第三号︑

本稿のためのコーパスの例文は次の版から集めた一

一九九六年︑六一−七五頁︶︒以下﹁前稿﹂とよぶ︒

︵2︶

くo目雪鶉−

a9﹄冨Oq．く昌まO巨目；①寄O﹃一峯一鶉σ邑彗昌冨お一＝胃寸

U鶴；茅巨目的彗＝＆一目団o7宗H＞畠oq印gくo目宍彗一団與﹃−

ヨ彗目くo目＞篶一U雪彗昌o＝〇一昌ざ戸〜品

昌o自目勺望﹄−σ鶉昌曾くo目−一巨三困奉〇一芦≧巨Φ巨窒＝①

＞＝po﹃晶g巨μζ品．く昌＝雪≡曽目勺彗Fσ鶉o轟けくo目

↓巽亭亭目o亭県z■ω一↓饒σぎoqs＝−彗ド匡彗↓昌岱目目くo目

↓旨巨目胴雪冨−畠庁＝弩一昌o⁝く昌＞篶一胃g一〜品1くo目

宙昌oqす胃吋ミき巨目o目①■≧叶ま阜害ま↓巽ε旨＝o葦oマz﹃．ド

≧まユ■9s昌彗pHo昌的艮亭ユき目−巨三〇qミo毫一σo−

閉OH胴↓くo目O︸ユ900すOoH冒①印⊆E目α宍OユO甘﹃↓目o﹃一↓旨σ︷目−

雰；o訂＼声5昌目彗pz昌σs﹃σ彗gく昌−巨三〇日

的昌3竃F＝胃一目凹昌く昌＞亮Lミ⑭貝〜品ーく昌O1︸1

ミ〇一貝︸μ1一思﹃＝目■8o︒一〇〇ミユ＆くo自2s由σ⁝o目一↓﹃−−

之湯o︒一事o亭印≡く昌穿争oま竃戸勺彗N〜鼻〜ω甲くoコ

眈冨目目昌α尻o員〜品ーくo目専−＆ユ争カ団目斥ρ︸宰＝目

Ωo暮ま＆ミg睾↓異戸2彗す睾墨；旨oq一奉◎ユ彗斥扇﹃E亨

拙稿﹁中高ドイツ語構文．．庁品一⁝昌士許．．について﹂

的彗一U胃ヨgぎ二〇竃．

︵3︶

同右六三七頁参照︒

六三九頁以下参照︒
︵4︶
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この構文は例︵22︶が唯一の例ではない︒他に⇒

ここでは主文にも冨oq一昌彗が使われていることに注

意︒

︵9︶

︵10︶

現代語訳ではその都度ω置oq昌昌︸壬一署ユ長昌く昌

−彗︷−など行動の様式を示す動詞を用いている場合が多

︵5︶

い︒

れ前文と後文でσ晶一昌昌と共起している例などがあげら

れる︒この構文の性格はもう少し深く考察すぺきかもしれ

富ミー葛sで奏嘗コ何目o自とくω轟目蛯すoコがやはりそれぞ

﹁背景﹂としての未完了相とは︑例えぱフランス語の

ない︒

︵6︶
純過去︵冒窒心色冒旦o︶に対してもつ関係にも見られる︒

半過去︵ぎo彗♂5が複合過去︵雷ω急8昌oo象︶や単
．．o自頸目匹﹈．g巴ωog員﹈．巴くo︵あるいはオ三蜆︶一昌胴昌ω

s−−茉と共起している例が一例あったが︑その不定詞部

︵11︶因みに︑本稿のためのコーパス中にσ品ヲ8彗が

この例のように比楡的な用法の場合も︑︵1︶やはり

○昌ω■︵僕が小さかったとき︑大きな熊を見た︶．．

︵7︶

．．sく註o日彗雪σ品目巳p＼oσ彗ξo巨oσ彗呉昌鼻彗一

はく﹃岬胴血目である︒

︵〜MOl81筆−︶．．

心理的距離が聞題となウており︑︵2︶接近あるいは遠ざ

︵〃︶

かる対象︵ここでは．．ヲ︑︶が明示される︑という点で以

上の議論を適用できると考えられる︒

ドイツ文学研究室

いは対格と共起する場合に関して−﹂︵東京大学文学部

拙稿﹁竃巨・動詞結合価と属格補足成分−与格ある

︵8︶事実︑現代ドイツ語訳者達は例︵12︶を．．≧閉⇒一−

一九八六年︑一四壬一三頁︶︑二三頁以下参照︒

話﹂そのものの方に重点をおいているのと対照をなしてい

︵14︶ これは例えぱω召o呈彗二＆昌といった動詞が﹁発

コーパスにおける全三十一例中十三例︒

﹃詩・言語﹄第28号︑

箒﹃彗1．．︑例︵13︶を．．≧餉鶉窒戸o畠ま⁝ooす＝一葦雪

閉訂目箒目肉α邑oq竃戸oqgo−雪旨昌悪鶴彗竺吻o昌o螂目−

︵13︶

詩二言語同人会

くo﹃昌oζ彗二−﹈．．と冨oq−昌彗を用いずに訳している︒

害巨彗oo日彗箒目︸印す目彗＝o①︸Φ昌彗oq品彗2①ω冨ρ片

︵現代語訳は以下のものを用いた一Ωo葦﹃一＆く昌ω言畠−

る︒

σξoq一↓ユω冨貝■p−．z與o＝ま昌↓異↓くo目︸ユ＆ユg

︵15︶拙稿﹁竃巨．動詞結合価と属格補足成分﹂二八頁参照︒

ω8＝①目汀o昌旨o目↓與﹃自目匝9目o目z凹oゴミoユくo目

①ヨo昌

六四七頁以下参照︒

︵16︶拙稿﹁中高ドイツ語構文︑9哩⁝雪士葦．︑について﹂

刃彗ぎ一コ彗すo冨島oq①鷺σ彗一﹂畠之＝p皇u雪窒s一一ヨ葦

刃目g吋宵穴8ブp望鼻冨軸﹃一；o〇ニミo胃轟ヨくo自向竃す①目−

語は︑実際には構文的に様々な位置に現れるので必ずしも

︵17︶

このグループの動詞がσ轟一冒彗と結ぴついた複合述
くo目丙彗−﹁碧す目匝目貝cσ胃霊旨巨自呵一昌o2彗す奏oユくo目

σ彗戸勺票N〜巴一因p一ζすo−↓o簑目害すα雲＞房o日画冨

考o胃帽彗胴ω亘oξoぎω；；o膏凹﹃二竃−︶
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﹁背景﹂を表していると考えられるケースのみではない︒

ここではあくまでも他の動詞群との関連から推測できるこ
とを述ぺるにとどめ る ︒

①︶﹇⁝﹈一さ冨三箒三而O・婁芋彗彗一＼旨二9く昌

3く昌胴窃ΦF︵⇒き冨1ξ5︶

ユ︸9箒＼ωoo目目go二巨oq窪彗①一＼；彗oゴ塞訂σ竃

︵18︶因みに︑現代ドイツ語で9oq−昌彗同様昌−−葦と結

用いられたり︵例の︶︑また助動詞讐ヨが未来を指示す

三〇が副文を導いたり︵例む︑ω︶︑直接に疑闇詞として

る場合︵例o︑の︶など︑統語環境は様々であるが︑いず

ぴつき︑﹁壬し始める﹂訳されることの多い彗歓轟彗
︵髪ま．彗﹇o﹈く彗雪︶の同時代での用例を見ると︑次の

い︒さらに︑意味的には嘗oく警彗の原意に近い彗零①一−

れにせよ﹁着手される﹂事柄の様態はいまだ語られていな

大抵の場合対格や前置詞格の名詞旬と結びつき︑動

片s二⁝の色合いが強く残り︑殆どの例は巨目による置
き換えが可能であるように見える︒例dはコーパス中で

二点に気づく︒

詞の不定詞と結ぴつくケースはコーパスの中ではN

．．三〇︵いかに︶．．に先行された疑問文や副文中に現れ

い︶︒

彗⑭く娑彗が不定詞︵ここではg彗彗︶と共起する唯一

Lに一例あるのみであった︵その際．．轟．．は伴わな

1

皿

て︶可能かも知れない︒また三〇以下の文や︑彗巨を伴

った文を未完了相と解釈するのは難しいという事実にも気

の例だが︑ここでも巨目による置き換えが︵強調形とし

づかされるのである︒

る場合が多い︒つまり︑事柄がまだ遂行される前か︑

あるいは遂行されたにせよ︑文脈上ではまだどのよ

このため竃巨︒︑彗︵o︶く彗彗︑．は機能上・意味上ともに

うに遂行されたかが分からない場合が多い︒
これらの点につき︑次に示すいくつかの例を参考に考えて
みる︒

るだろう︒

クトの観点から言えぱむしろ完了相に関連するのだと言え

ζブρ■．．σ①oqぎ目彗︑．と同列に論じる訳にはいかず︑アスベ

︵19︶

與︶ 旦雪oo彗N旨o昌寿︸g0Hoq一彗o︵昌ぎ睾g至竃
09oo目三〇目ρ︵勺Nω①PN01ωo︶

OO昌ユ9＞名8戸O団昌〜己鷺−竃9P3︶︒ここで述べよ

了相︵肩ユ8巨毒︶﹂と混同してはならない︵O−零﹃冨a

る﹁完了︵潟ユ09︶﹂形を︑アスベクトの区分である﹁完

立ち入らない︒また︵形式的には︶時制の一種と見なされ

雰一9雪訂︸以降︑様々な論議があるが︑ここでは深く

﹁過去﹂や﹁現在完了﹂などの時制については＝彗ω

σ︶oog﹃撃邑﹃彗≡雪至σ①＼三二争s彗oく撃①＼

註二昌昌一g邑巨毒轟娑ρ︵睾畠ご−雷富︶
o︶8餉巨三﹃曽o急目＼皇①自彗眈go彗彗三σ竃＼艘﹃

忌目寝−易三F︵z−墨o﹂1①︶
o︶ Uo名轟争昌彗勾幕忌o目⑭﹁＼︽三①竃二〇ざ彗o

くぎ〜︵z−曽畠﹂−M︶
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うとしているのもぎσ彗＼器ぎのもづアスペクト上での役
割であって︑時制上のそれではない︒

当然︑現代ドイツ語では．．旨麦慧ω；鶉需品鶉9ミ毒．

oq昌︑というた接続法第二式を用いる必要がある︵轟F

︵21︶

U窒；g；目胴彗＝o只ω．−亀一＞目冒．︶︒

︵22︶ この点ではむしろ英語の﹁進行形︵肩oo目冨邑き︶﹂に

＜o目F＝9昌宛E0PN目ヨま巨蜆︹す雪く雪σ竺毫9①ヨ

︵−﹃z彗oま一〇一〇〇q−竃ぎζ−↓蚕言目o目彗3；雷一zo目鷺−

︵20︶

近いところがある︒

︵一橋大学助教授︶

等εζ一三ω肩彗思o雪o何胴彗冬彗一一；雪一巳oI匡oo−
−竃︶一ω﹂2
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