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ドイツ方言学の現在

河崎 靖

どの言語でも標準語に比べて方言は平明な表現に富み語棄が豊かで細かな

ニュアンスを表わすのに優れていると言われるl。もっとも、方言と日常語

(U mgangssprache)の聞には移行段階があり、具体的な 1方言と l方言の

聞に一義的に境界線を引くこと自体、容易な作業ではない20 現在のドイ ツ

語の諸方言の名前の中には、中世初期のいわゆるゲルマン系民族の部族名が

今なお見て取れ、この命名自体は歴史的な流れと して不自然なものではない

が、ただ今日の方言域の区分名称として必ずしも適切であるとは限らない場

合も生じてきている。通例、西ゲルマン系の部族の名として挙げられる以下

の系統のうち、現在のドイツ語は、 バイエルン・アレマン ・テューリ ンゲ

ン・ラ ンゴーバルト・フラ ンク ・サクソンなどの方言群の総体から構成され、

また、 英語はアングロ方言 ーサクソン方言から、オランダ語はフラン ク方

言・サクソン方言から成り立っているとみなされる。

〈エルベ河畔ゲルマン人〉

バイエルン・アレマン ・テューリンゲン ・ランゴバルトなど

〈ヴ、エーゼル川・ライン河ゲルマン人〉

フラ ンクなど

〈北海ゲルマン人〉

サクソン アングロ・ フリジアなど
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ドイツ方言学の現在

こうしたことばの実態からも推察されるように、およそ 1500年の時を経て、

かつての部族を基本単位とする方言群の境界区分と、現在の主要言語が地理

的に区分される領域とがぴったりと重なるということは実際にはない。

もともと印欧語族(紀元前 3000年くらい)から派生したゲルマン語派は、

今から約 4000年くらい前の紀元前 2000年前後に他の語派から分離し独自の

歴史を始めたと言われている3。ゲルマン系のあらゆる諸言語が分岐したと

推定されるゲルマン語(紀元前 2000年頃)の姿を復元するのは確かに困難

な作業ではあるが、ことばの史的変化の本質的部分を普遍文法的な観点から

捉えようとする姿勢はやはり重要である。基本的に、ことばの特性・パター

ンは古い言語状態の再建のための土台となるというふうに想定することは可

能である。このような枠組みで、ゲルマン語・ドイツ語のテキストに保持さ

れている本来的なパターン等を探ることによって、史的変化のメカニズムを

明らかにできる可能性があろう。そこにはたらくのは、言語の変化に一種の

方向性・発展傾向を付与するいわば「駆流 (drift)Jとも言うべきものであ

る。現代ドイツ語のありょうを観察し、何が個別言語的な現象であるかを踏

まえ、ゲルマン祖語 (Urgermanisch)から今日のドイツ語にかけての歴史

的発達およびそのメカニズムを解明し、言語類型論的に総合的な立場から把

握しようとする姿勢は、現代の言語研究の lつの動向であるように思われる。

併せて、他言語との接触 (Sprachkontakt) といった外的要因も考慮に入れ

る必要が考えられる。前ゲルマン語 (Pragermanisch:青銅器時代)や共通

ゲルマン語 (Gemeingermanisch:鉄器時代後期〈およそ紀元前 700-100 

年))にも、さまざまなレベルで言語接触が関与していたことであろう。

言語と方言の区別は確かに必ずしも明確ではないが、広い意味での方言学

(Dialektologie) は、語族・語派レベルまでのことばの揺らぎを方言と捉え、

史学・民俗学などの隣接領域との関連も踏まえ、ことばの変種のあり方・分

布を考察の対象とする。ヴァリエーションの豊かさの背景とも言える通時的
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ドイツ方言学の現在

な変化の要因等にも焦点を合わせ、変容のしかたを体系的に説明しようと試

みるのである。諸言語を比較対照する場合の基本原理である比較言語学の手

法が誕生する土台は印欧語にあった。ユーラ シア大陸を東西にまたがる諸言

語のデータが豊かであるためである。このように方言学・言語地理学という

学問分野を広義にとると、このように印欧語レベルでの視座が必要になって

くる。この大きな統一体のもと、ここでは、印欧語というマクロな視点から

少し ミク ロな観点へ移行し、ゲルマン語派内部における方言の扱い方に関す

る問題に絞ってみたい。言語と方言の区別を試みようとする場合、一般に人

びとが相互に理解し合えるかどうかが lつの重要な要素とある。例えば、ス

イスのドイツ語(アレマン方言)は、標準ドイツ語の話し手にはとうてい理

解できないことばであるにもかかわらず、スイスの言語というわけではな く

ドイ ツ語の方言とみなされる。その理由は、スイ スのドイツ語は、スイス と

いう国の中で、書きことばとして使われている標準ドイ ツ語と並存している

からであり、また、地方方言から標準語に至る言語変種が連続しているため、

その境界線がはっきりしないからである。あるいは、例えばオラ ンダEFを

母語とする話し手は低地ドイツ語を理解でき(例:i作るJ英語k: make、

蘭語k:maken、低地独語k: maken、高地独語ch: machen) 5、低地ドイツ

語の話者はドイツ中央部の方言が理解できる。しかしながら、オランダ語と

バイエルン方言のように方言連続体の両極にある言語変種では、相互の理解

は難しい。このような状況では、実際のところ、言語と方言を言語学的に厳

密に区別する際に、政治的・社会的な要素を組み込まざるを得なくなる。

オ yクスフォード辞典は「方言Jを次の通りに定義している:i発音・語

嚢 ・語法の地域的特性によ って生ずる、言語の変種。通常は特に現代語に関

して、標準語もしくは文語とは異なる話しことばの変種のこと」。方言に関

わる問題は、ベルギーなどでは一般の人びとの聞でもかなりの関心を集める

分野である九大きな論点にもなり得ることであるが、ベルギー北部のフラ
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ンドル語等がオランダのオランダ語とどういう関係にあるのかを考える場合、

ドイツのドイツ語とオーストリアのドイツ語の例にあるように、やはり同一

言語の 2つの変種と見るべきであろう。また、例えば、オランダとドイツの

国境に沿って話されていることばは、その方言の話者が自身の標準的な書き

ことばとみなしているものがオランダ語かそれともドイツ語かによって、オ

ランダ語の方言ともドイツ語の方言とも分類される(すなわち、書きことば

がオランダ語ならオランダ語の方言、 ドイツ語ならドイツ語の方言とみなさ

れる)。どこの国境でも、その両側に住んでいる住民は実質的には同じ方言

を話しているが、本を読んだり手紙を書いたりする時には、自らが判断する

側の標準語で読み書きすることになろう(オランダの住民はオランダ語の標

準語に基づき読み書きするだろうし、ドイツの住民はドイツ語の標準語で読

み書きするだろう)10

さて、「ゲルマン語圏Jと「ラテン語圏Jの成り立ちについて概観するな

らば、今日の言語境界線(ゲルマン語系:ロマンス語系)は、フラ ンク族の

ラテ ン世界 (Romania)への定住開始の時からカロリング時代初期に至るま

で続いた両民族の言語的・文化的な措抗・融合そして西から東に向かう再

ローマ化の過程の終結点として成立した均衡状態であるとみなすことができ

ょう。フランク族が初めて歴史資料に登場するのは紀元後 256年、ローマの

国境城壁を越えて北ガリア(現在のベルギー)に入った時のことである。国

境城壁とは、おおざっぱに言ってドナウ川沿いを西から東に、またライン川

沿いにオランダのカトヴェイク (Katwijk)近くの河口まで南から北に伸び

ている線にほぼ一致するローマ帝国の国境線である。これより北側の地域、

すなわち現在オランダ語圏になっているベルギー北部およびライン川南部の

オランダからは、事実上ローマは撤退しガリアの内側に引っ込むことになる。

今、述べた境界線は、今日でも残っているゲルマン語とガリアの俗ラテン語

(Vulgata、現在はフランス語)聞の本来の境界に非常に近接している80
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もっとも、歴史学上、フランク族の起源は(たいていの他の民族の場合と同

じように)はっきりしているわけではない。ただ、ローマ領のガリア地方に

勢力を拡大する以前のフランク族の故地は、おそらくケルンとクサンテン聞

のライ ン川の中・下流あたりであったと推測される。 この時代フランク族は

文字の文化をもっていなかったため、数世紀の問、事実上はゲルマン人が西

暦 500年頃から徐々にキリスト教に改宗するまで、フランク族に関する情報

を得ることができるのは専らローマ側の史料による。フランク族の日常語、

すなわちフランク語で書かれたテキス卜は存在しなかった。実際、文献と言

えるゲルマン語で書かれたテキストが書かれたのは、カロリング朝時代にお

いてだけであったと考えられる(いわゆるカロリング朝ルネサンス)。いず

れにせよ、フランク族は、高度な文明をもっローマおよびカリア民族のすぐ

近くに何世紀にもわたって住み続け、その聞に双方の世界を統合したような

文化を発展させた。すなわち、フランク族はローマ文化の影響を大きく受け

ながら、ガリアの地にフランク文化と呼んでいい独特の文化を発展させて

いったのである。

ところで、歴史的なコンテキストに限らず、 書きことばと話しことば(通

常のコミュニケー ションの場で自然に話されるケースにおいて)の聞に差異

が見出されるのは当然である(とりわけ統語論や語棄など)。書きことばは

出版業界や行政などの分野で文書化され、記録が保存されることがある一方、

話しことばに関しては、 一部にコーパス化などの動きはあるものの通常、記

録が残されることはまずない。ただし、翻って考えてみれば話しことばこそ

言語の原形 (Urform) であり、言語学の分野でもソ シュール (F.

Saussure)・アメリカ構造主義の時代に至ってようやく本格的な分析の対象

となり始めた。

一般に話しことばは状況に応じであるいは地域によってさま ざまなヴァリ

円
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ドイ ツ方盲干り現仕

エーションが生じやすいと言える九ここでは統語上のいくつかの例証をサ

ンプルにしてことばの揺れの問題に取り組んでみたい。これまで方言学にお

ける統語論 (Syntax)の諸問題に関しては極めてわずかの先行研究しかな

く、方言研究の領域において最も立ち後れた領域であった。ここでは、 l例

としてドイツ方言圏の低地(北部)と高地(南部)で対照的な様相を示す諸

事象から始めたい。実例を挙げれば、例えばsitzen1座っている」の完了形

について、必ずしも学校文法 (Schulgrammatik)のような形態だけでなく、

通常、非文法的とされるような形式が特に話しことばで現われる傾向がある

(マイン)11の南側で〈へッセン南部とプファルツを除いて))。この現象に関

して、従来は、身体の姿勢を表わす動調で主語が行為者でない場合に限られ

るという指摘がなされてきたにすぎない。

Wir sind zusammen auf d巴rBank gesessen. 

「私たちはいっしょにベンチに座っていたj

Der Hut ist ihm schief auf dem Kopf gesessen. 

「帽子が彼の頭の上で斜めになっていた」

sitzen， stehen， liegenの現在完了形に、 ドイツの北部・中部では habenが使

われるのに対し、ドイツ南部では seinが用いられる10。さらにまた方言聞の

統語上の揺れに関し別の例証を「ヴェンカ一文例J(Wenker-Satze)の文例

に則して見出すとすれば、第 24番目(ヴェンカ一文例)の文構造は次の言

語地図に見られる通り、およそ学校文法から程遠いと言っていいくらいの形

態の揺れを示しているlio

Als wir gestern Abend zuruck kamen， da lagen die Andern schon zu 

Bett und waren fest am schlafen. (1ヴェンカ一文例J第24番)
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「私たちが昨晩戻ったとき(家族の)他の者はもう床につきぐっすり寝

入っていたJ

一--Pratentalgr・nze

，，-

灰色で塗りつぶされた地域 Wie wir gestern abend heimkommen sind， 

白色O印の地域 :Wie mer gestern abend heim sin komme， 

白色口印の地織:Wie mer senn gestern abend heim kommen， 

黒色O印の地域・ Wiemer gestern abend sinn heimkommen， 

(ここで、 sin(n)，sennはsindr-である」に、 merは wirr私たちが」に相当
する。)

このように、統語現象は諸方言ごとにあまりにも大きく相違するため、

音 ・形態レベルと同じようには、直接インフォーマントに尋ねるとか質問用

紙に記入を依頼するとかいう方法がとりにくいのが実情である。実際、統語

レベルでの地域性を示した言語地図は少なく、そのうちの lつが上に示す

ヴェンカー文例(第 24香) のものである。 この地図は、マウラ ー

(Friedrich Maurer) の『ドイツ言語地図』のデータを活用したもので、副
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文における動詞の位置がテーマとなっている 12。併せて、この言語地図が示

しているのは、上部ドイツ語圏では過去形という時制(テンス)が実質上、

消失し(書きことばで 15世紀以降)、その代わりに現在完了形が用いられる

ようになったということである。上部ドイツ語圏でこのように時制の体系が

崩れた要因としては、語末音消失 (Apokope)が想定される。つまり、弱変

化動詞の語末 -te(例:sagte r言った」、 lebter生きた」など)の語尾音-e

が落ちると、 3人称単数で現在形と区別がつかなくなるということがある

(例:sagt r (彼は)言う」、 lebtr (彼は)生きる」など)。そのために、

ヴエンカ一文例の中の過去形は、前頁の地図の中、上部を東西に走る

「一一一線」で示される「過去形境界線J(Prateritalgrenze) よりも南側に

当たる地域では現在完了形によって代用されることになっており、実際、過

去の事柄を表わすのに南部では現在完了形が優勢である。すなわち、境界よ

りも南では(過去形の war，wollteなどを除き)過去形はあまり使われず、

北に進むにしたがって過去形の用法が次第に増していくのである 13。ただし、

この境界というのは必ずしも明確なものでなく、むしろこれは線というより

は地理的に幅のある移行境界地帯という方が現状に合っている。

概して、統語上の諸現象に関して、方言の特色が色濃く出ているのは、南

部の高地ドイツ語圏においてである。先の IIchhabe auf der Bank ge-

sessenJ型(北部)と rlchbin auf der Bank gesessenJ型(南部)の相対

的は配置はもとより(基本的に学校では北部的な形式が教えられる)、標準

語の書きことばで例えば接続詞が屈折をするというのは考え難いことではあ

るが、南部の高地ドイツ語圏(北バイエルン方言・東フランク方言)では以

下に見るような用法が実際に使われている 140

Weilst du das getan hast.目..• 

Weiln mir das getan haben， . 

ハ
U

F
h
u
 



ツ方言学の現在

Dassts ihr das getan habt. • • 

また、次の言語地図に示されるように、ドイツ語圏の南西部では、存在文の

f es gibt...Jが fes hat...Jとなる現象がある (ただし書きことばでは見ら

れない)。

さらに、この地図中には、心態詞 (Modalpartikel:通常アクセントがおか

れず文中に挿入され話し手の主観的な心情を表わす)の分布図が示されてい

る。文脈としては fDerZug fahrt erst in einer Stunde. da muss ich [...] so 

lange warten.列車は一時間後に出るので、その間待っていなければならな

い」という想定で、文中の[...]の中に入れる心態詞に関してである。ここで

心態詞が表現すべきニュアンスは 「そうであれば仕方ない、他に方法もな

しづという状況で、この与えられた事態に対してどう(ことばで)反応する

p
hu
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かということである。こうした場合、ドイツ南部・スイス・オーストリアで

は、 iDakann man halt nichts machen.これは本当にどうしようもないlと

言うであろうし、北部なら iDasist eben soそれは要するにそうなのだ

(どうしようもない)Jと表現するということが地図中に表わされている150

ある l言語圏の l事象について観察するにも、それに先立つデータの集積

が前提とされることは言うまでもない。上例の「過去形:現在完了形」の対

立を示すのに、該当のチューリンゲン (Thuringen)地方における調査では、

地理的に 5-lOkm単位の詳細な現地調査が行われている(次の地図を参照

のこと)。

このようなミクロな観点からの考察と並んで大切だと思われる立場は、 l言

語圏を超え(さらには語派のレベルも超え)マクロな視点から言語事象を見

る目と言えよう。次の言語地図からすれば、ドイツ語圏には類型的に異なる

円ノ“
F
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ドイツ方言学の現在

タイプの表現型が北部と南部に分布する形態で、またその全体がヨーロッパ

諸語の分布形態の中に取り込まれる形で=拡がっていることが確認できょう。

動

民亡:!il 陸濁川町nthetioie

c..2竺包」

これまでに挙げた事例の他にも、統語論と形態論の中聞に当たる領域で、方

言ならではの用法が数多く見出される。 例えば、述語的形容詞は標準語では

語尾変化しないが、

上部アレマン語 :Der Schnee ischt chalte 

(Der Schnee ist kalt.) 

. t' Stuben ischt suberi 

(Die Stube ist sauber.) 
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ドイツ方言学の現在

s Chind ischt chlis. 

(Das Kind ist klein.) 

t' Chriesi sind riffi. 

(Die Kirschen sind reif.) 

のように、方言によっては強変化する場合がある(上記の括弧内は標準語の

用法)16
0 あるいは、現在分詞の特殊な用例も見られる(ハイエルン方言)。

Es wird regnend. I雨が降り始めるj

また、アレマン方言・フラン夕方言(一部)では、名調の l格と 4格とに区

別がなく、標準語で4格を用いるべき箇所に l格が現われることがある(括

弧内は標準語の用法)。

Ich hab der Vatter net gesehe. 

(Ich habe den Vater nicht gesehen.) 

そもそも話しことばではドイツ語圏全般にわたって不定冠詞も次のような縮

約した形態をとるi70

男性 女性 中性

l格 n ne n 

2格 nes ner nes 

3格 ne町1 ner nem 

4格 nen ne n 
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さらに方言では、複数形の作り方に関し、標準語では見られないような、ウ

ムラウトを付ける用例がしばしば見出される。

アレマン方言:語尾の -eが脱落し単数形・複数形の区別がなくなった

場合、

Tag i日J，Arm i腕J， Hund i犬J，Punkt i点」

また、複数形に付く べきウムラウトが単数形にも見られる方言もある。

バイエルン方言 :Opfel iりんごj

アレマン方言 (スイス): Frosch iカエルJ

上部へッセン方言:Fresch iカエルJ

あるいは、 -lein、-chen等の縮小辞 (Diminutiv)で終わる語は標準語では単

複同形であるが、方言によっては下記のような差異が見られる。

アレマン方言:Blumli i花」

アルザス方言 Blumle i花」

テューリンゲン方言 :Blumchen. Blumerchen i花」

ノ〈イエルン地方やオース トリアでは、 女性単数4格で-eが予想されるとこ

ろで-enという形容詞語尾が現われる場合がある。

die ganzen Erde i地球全体をJ.seine linken Hand i彼の左手をJ

55-



ドイツ方言学の現在

同方言 (J、ィエルン地方やオーストリア)では、両数 (Dualis、二つのベア

なるものを示す)が残存している 18。

l格 :(d)es. (d)os、2格 enker、3格:enk、4格:enk 

また、代名詞について(例 ich i私がJ)、ア クセントを有する場合 (強形)

とそ うでない場合(弱形)で形態を違える方言が少な くない19。

強形

低地ドイツ語 ikke. ekke 

中部ドイツ語(東部) iche. eche 

代名詞で、 3格と 4格が融合する現象は広く見られる加。

低地ドイ ツ語 :mi(1人称).di (2人称)

弱形

k 

ch 

中部ドイツ語では、北東部で mir.dirとなり、北西部で mich(mik). 

dich (dik)となる。

さらに関係代名詞の用法で、

ケルンテン方言(オーストリア南部)・ラインフランク方言(一部)で

der Mann (die Frau). was ich gesehen habe 

とwasが使われたり、
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アレマン方言で

der Mann (die Frau)， wo ich gesehen habe 

とwoが使われたり、

方言問で揺らぎがあるのが見出される。

動詞について言えば、しばしば方言の区分にも取り上げられる特徴として直

説法現在複数形の語尾がある。例えば、北ドイツでは、エルベJlIより東側で

-en (wi lapen r私たちは歩く J)、西側でー(e)t(wi levt un starvt r私たちは

生きそして死ぬJ)のようになる。中部・南部ドイツでは、マインツ以西で

弓

i
ph
d
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-en、ただしシユヴァーべ ン方言・スイス東部で -et、そしてバイエルン方

言・東フラ ンク 方言等では -en(1 . 3人称)、 -et(2人称)など、多様であ

る(前頁の地図を参照のこと)。

また、過去分詞21にgeーを付けない方言もある(エルベ左岸の低地ザクセ ン

方言)。

he(i) het laupm. I彼は歩いた(=er ist gelaufen.) Jのように、

lesen (< gelesen). seten (< gesessen). slon (< geschlagen)など。

動詞の前綴りも、方言問で揺れのある現象である。例えば、標準語の (z)erー

の代わりに、上部ドイツ語(西部)で verーが、上部ドイツ語(東部)で

der-が多く用いられるn。

そもそも言語事実レベルで観察すると、言語と方言の問、すなわち個別の

方言からいわゆる標準語に至るまで、ことばの変種(ヴァリエーショ ン)は

いく層にも階層をなしていることがわかる。 ドット・マップに仕立て上げら

一回一
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れた言語地図の上で方言の連続体の実相を具に分析しようとする場合、今日、

かつての言語地理学の創始者であるヴェンカー (GeorgWenker、前頁写

真)により作成された言語地図がウエブ上で公開されており (http://www.

diwa.info)、誰でもその研究成果をパソコンからアクセスして閲覧すること

が可能である。言語地図の上に膨大なデータが示され、それをウェブで参照

できる。そこには、段階的な揺らぎを見せながらも方言圏全体を見渡すと l

つの統一体としての言語体系が見て取れるお。ことばのありのままの姿を視

覚的に捉え、その最新成果を私たちに提供してくれる画期的なプロシ、エクト

である。次の地図は調査の成果を言語地図にまとめたものである240

1 川 崎 、h

比.'1 tI ... 
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ドイツ方ロアり明1"-

、王

1. St巴djee1994・185).V gl. Stedje. Astrid e1994) : Deutsche S.ρrache gestern und 

heute. 2. Aufi. Munchen. 1994 

2. Stedje e1994: 189) 

3 ゲルマン語が他の語派と大きな違いが見せるのは、とりわけ音韻(子音体

系)の領域においてである。

4 オランダ語が独立した言語とみなされるのに印刷術が果たした役割は大きい。

すなわち、印刷術が書きことばの標準化に果たした役割は重要で、あった。国の

中の離れた地域で同じ書物が読まれるということになれば、スペルはもちろん

のこと言語の標準化の試みは実際に必要なものである。ブラーパント地方とり

わけアントヴ、エルペンが 1500年以後次第に低地諸国における印刷業の中心地

となるにつれ、フラーハント方言の語形が印刷物の標準となり(それは今日も

未だ残っており)、いわゆる「文章語J(schrijftaal) とみなされている。徐キ

に北部に印刷業の中心が移り北ネーデルラント語(アムステルダムなど)の要

ぷを取り入れつつ、オランダ語は、ヨーロッパのさまざまな言語の発展の中、

l文化言語としての地位を築いていくことになった。

5. オランダ語とドイツ語のようにかなりの類似性を示す場合は、時にそれら 2

言語を方言の連続体とみなそうとする考え方がなされることがある。

6. ベルギーの方言状況はオランダよりもはるかに込み入っている。大まかに

言って、ベルギーには西フランドル方言・東フランドル方言・ブラーパント方

言・リンブルフ方言という 4つの大きな方言が存在し、それは州の区分に大体

一致している。これらの方言のそれぞれの聞に線を引くのも難しいし、また、

これらの方言をひとまとめにして国境のオランダ倶IJで話される方言との聞に線

を引くのもやはり難しい。フランドル語というのもベルギーで話されているオ

ランダ語を表わす総称的な名称ということになる。

7 標準語と方言あるいは 2つの方言の聞に明確な線を引くことは極めて困難な

作業ではあるが、方言を認定するのに、発音や語棄など言語のいろいろな面で

標準語との関係がどのようなものであるかを明らかにすることは大切な点であ

る。なお、オランダおよびイギリスにおける標準語と、高地ドイツ語の標準語

の地位について比較対照を行った先行研究があり、オランダ語における標準語
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の地位は英語におけるよりは弱いがドイツ語よりは強いという報告がある。

8 ただし、アーヘン (Aachen)近くのドイツの境界からベルギーを通ってダ

インケルケ (Duinkerke)近くのフランスの海岸地方まで貫いている言語的境

界について言えばゲルマン語圏はラテン語圏に対してやや譲歩していることに

なる。

9. Stedje e1994: 182) 

10 もっとも、標準語的な用法でないが、北部で sein，gehen， laufen， begegnen 

の現在完了形に habenが用いられることがある (Erhat gewesen， gegangen， 

gelaufen. begegnet)。語史的には sem型の方が古いものである (Konig152005: 

243) 0 V gl. Konig， Werner eS2005) : dtv-Atlas zur deutschen Sprache. Tafeln 

und Texte司 mit138 farbigen Abbildungsseiten. 15. Aufi. Munchen， 2005 

11 定動詞以外にさらに別の構成要素(不定詞・分詞・分離動詞の前綴など)を

もつ述語である場合、この述語部分はいつも文末に来る。したがって、述語は

文の残りの部分を「挟み込んjだり「枠に入れ」たりすることになる。こうし‘

うわけで、この構造を動詞の枠構造あるいは文の枠と呼ぶ文法家が多い。この

述語部分の語順はドイツ語に特徴的であり、インド ヨーロッパ語族の中でも

特別な語順である。

12.副文は上位文の一文成分であり、その l文成分としての機能に基づいて次の

ように分類される '主語文 (Dassdu morgen Geburtstag hast， freut mich. 

「君が明日、誕生日を迎えるのは、私にと ってう れしいことであるJ)・目的語

文 (Ichweiβ， dass Rudern anstrengend ist. r私はボートを漕ぐことが大変な

ことを知っているJ)・述語文 (Daserste， was sie taten， war naturlich， dass 

sie sich einen F arbfernseher kauften. r彼らが最初にしたことは， 当然カラー

テレビを購入することであったJ)・状況語丈 (Alssie sich einen Tee machen 

wollten，・ 「彼らがお茶を入れよ うと した時， .... ..J)・付加語文 (Der

Mann， den ich gestern gesehen habe， .・・ ー「 私 が昨日会っ た 男の人

は， .. .J)。副文の分類のしかたにはその他に(文成分としての機能という

基準以外に)、次のようなものがある :導入詞の有無によ って・どのように文

成分が並べられているかによ って(配語法上の観点)・必須の成分であるのか

そうでないのかによ って ・主文にどの程度依存しているかによって・文中の動

詞が定動詞であるのか不定詞であるのかによって。

Fh
v
 



ドイツ方言学の現在

13. もっとも、話しことばレベルの日常語では中部・低地ドイツ語圏でも、過去

形の代わりに現在完了形を用いるのが通例である。

14. Konig C52005・163)

15. この言語地図には、もう一つ、 1-(の代価)で売る(買う): eine Ware 

um einen bestimmten BetragJという際の前置詞について、南北の差異が表

わされている。「ある商品をこれこれの金額で」と言うとき、 ドイツ南東部で

はfurが umに代わって優勢となりつつあり、 furdieses Geldという使われ方

をする。

16. 田中 (1956:24&28)。田中泰三 『ドイツ方言j郁文堂 (1956年)

17. 田中 (1956:20) 

18 田中 (1956:24) 

19. 上部ドイツ語ではアクセントがないと通常 lとなる。

20. 男性単数 l格の代名詞 (er)は低地ドイツ語圏では he(hei)となる。

21. seinの過去分詞は、高地アレマン方言・アルザス方言 シュヴァーベン方

言で gesin，gsiとなる。

22 田中 (1956:26-27) 

23. 言語地図とは、通例、ことばのある項目に関して何種類ものヴアリエーショ

ンが地図上に示されるものである。うまくデザインされれば複合的な要素を同

時に表示することも可能で、あろう。

24 日本では 1905-1906年に最初の言語地図(音・形態論)が発刊された。本

格的な 『日本言語地図j(Linguistic Atlas of Japan)が発行されたのは 1966-

1974年のことである。
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