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「古低フランク語J文法の記述に向けて

河崎 靖

序.

次の引用に見られるように、古サクソン語 CAltsachsisch)の文法と言

えば、実質 『ヘーリアント (Heliand)jに基づく文法のことであり、古低

フランク語 CAltniederfrankisch)の文法とは、すなわち『ヴァハテンドン

ク詩篇 CWachtendonckschePsalmen) jの文法を記述することである。 1)

Die Grammatik des Altniederfrankischen ist die der Wachten-

donckschen Fragmente， die Grammatik des Altsachsischen prak・

tisch die des Heliand. (Penzl 1972:27) 

しかし、ここで留意すべきは、ゲルマニストが当然のように使っている古

低フランク語 CAltniederfrankisch) という術語の問題である。ドイツ語圏

側から見た場合、古低フランク語(Altniederfrankisch) というタームは至

極当たり前の感があるが、これにしても、あくまでドイツ語方言学の立場

からの観点にすぎない。それでは一方、オランダ語圏からの見方ではどう

なるかというと、一般的には、古オランダ語 COudnederlands) という用

語が使われているようである。 2) これとて、それほど適切とは思われない。

なぜなら、このタームを用いながら、先の『ヴァハテンドンク詩篇

CWachtendoncksche Psalmen) Jという言語資料を対象にしようとする姿

勢には、フランク方言と並び、現代オランダ語のもう一つの大きな構成要

素である、東部のサクソン方言をもカバーしようとする視点が組み込まれ
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「古低フランク語」文法の記述に向けて

ていないからである。 3) ドイツ・オランダ国境域のことばを表わす、方言

学上、最もニュートラルな術語は、低ライン方言 CNiederrheinisch)であ

ろうが、 4) この術語も今のところまだ、学術上のタームとして普及して

いるとは考えにくいの現況では、 Reallexikon(J. Hoops編)の記述 CA.Quak

による)通り、「ライン川以西、ベンラータ一線 CBenratherLinie)以北

のゲルマン語圏Jの言語を低フランク語 CNiederfrankisch) とみなすのが

最も妥当な捉え方であろう。

本稿で対象となるのは、いずれにしても、先に触れた『ヴァハテンドン

ク詩篇 CWachtendonckschePsalmen) jの文法であり、当面、いわゆる

古低フランク語 CAltniederfr詰nkisch)の音韻、形態面の記述となる。 5) 

1・1.

『ヴァハテンドンク詩篇 CWachtendonckschePsalmen) Jは、別名 fカ

ロリンガー詩篇 CKaro!ingerPsalmen) Jとも呼ばれ、 9 -10世紀に、お

そらくリンブルク CLimburg)方言で書かれたであろうと推定される、ラ

テン語 (Vulgata)からの行間訳である。現存する写し CAbschrift)は、詩

篇 CPsalmen)のうちの 1-2.18.54-72の22篇である。写し CAbschrift)の

名称、保管場所等をまとめると次の通りである。 6)

• Psalm 1，1 3，6 (Leeuwardener Handschrift) 

Ms 149 

Provinciale en BUMA Bibliotheek (Leeuwarden) 

• Psalm 18 (Abdruck bei Abraham van der Myle， 1612) 

・Psalm53，7 73，9 (Berliner Handschrift) 

Ms Diez Quart. 90 

Deutsche Staatsbibliothek (Berlin， I日DDR)

58 



「古低フランク語」文法の記述に向けて

• Lipsius Glossen (Leidener Handschrift) 

Ms Lips. 53 

Universiteitsbibliotheek Leiden 

• Lipsius' Brief an Schottius(Antwerpen市の法律顧問)

Iusti LiPsii EPistolarum selectarum centuria 111 

ad Belgae (Antwerpen 1602) 

• Glossen von Psalm 55 (F.W.E.Roth 1894， in ZDF 26， 70) 

• Glossen in Iusti LiPsi Poliorceticon sive de machinis， tormentis， 

telis， libri quinque (Antwerp: Moretus， 1596，7) 

1・2.

写本の伝承にはよくあることであるが、 fヴァハテンドンク詩篇

(Wachtendoncksche Psalmen) Jの場合も、オリジナルの写本はすでに失

われ、そこから派生したと考えられるいくつかの写し (Abschrift)が残っ

ている。 16世紀、 Liege (ベルギー)の司教座聖堂参事会員、 Arnold

Wachtendonckが1591年 6月から 1592年 7月までJustusLipsius (オラ

ンダの人文主義者， 1547-1606)に貸し与えた資料こそが、このオリジナ

ル写本を想定させるきっかけになったのであった。その時の感動の模様は、

Lipsiusが知人Janvan der Doesに宛てた手紙(1591年 8月2日)の中

に記されている。

「ある古いラテン語『詩篇jの中に、サクソン語の行間訳、および、我々

の祖先のことばがたくさん書き記されている。」
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「古低フランク語」文法の記述に向けて

2・1.発音

母音

次のような母音体系が想定される。

短母音 長母音

前舌 後舌 前舌 後舌

閉 i [y u] r Q 

e 0 e o 

開 a a 

短母音: 長母音:

i [i] : himel 'hemel(Himmeυ' r [i:]: gelic 'gelη;k匂leich)， 

e[e]: gevan旨even(geben)， e[e:]: keron 'keren(kehren)， 

a [a]: dag 'dag(Tag)' a[a:]: gan 'gaan匂ehen)， 

0[0]: over 'over(uber)， δ[0:] :δga 'oog(Auge)' 

u[u]: uns 'ons(uns)， 。[u:]:nQ 'nu(nun)' 

u[y]: hulpa ‘huIP(Hilfe) ， 

二重母音には次のようなものがある。

lU 

el 10 uo 

二重母音:

ei [ei] : heilig 'heilig(heilig)' 

iu [iu]: beriuwan 'berouwen(bereuen)， 

io [io] : diopi 'dieple(Tiefe)' 

uo [uo]: fuot 'voel(Fus)， 
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「古低フランク語」文法の記述に向けて

子音

次のような子音体系が想定される。

両唇音 歯唇音 歯茎音 軟口蓋音 声門音

無声閉鎖音 p t k 

有声閉鎖音 b d g 

無声摩擦音 b s x h 

有声摩擦音 v a z 

鼻音 ロ】 n 

その他に、流音1，r、半母音j，wがある。

以下に用例を示す。この時期すでに語末音の無声化 (Auslautverhartung)

が見られる。

(例えば、 b[p]:dumpheideゆ>m-heid(くゲルマン語dumb-)'独:Dummheit 

のようである。)

p [pJ putte 'jJut(Grube)'， b (bJ berg 'berg(Berg)， 

t [tJ tunga 'tong(Zunge)'， d [d] dag 'dag(Tag)， 

[dJ geweldig 'geweldig(gewaltig)' 

k [kJ calf 'kalf(Kalb)'， g [gJ singen 'zingen(singen)' 

f [f] lif '1りif(Leib)，

v [v J gevan 'geven(geben)' 

th [tJ werthan 'worden(ωerden)， 

s [s] muos 'moes(Mus)， 

(zJ wesan 'wezen(sein)' 

h [x] noh 'nog(noch)' 

[h] hiera 'hier(hier)， 

τ
，A
 

PO
 



「古低フランク語」文法の記述に向けて

m [m] himel 'hemel(Himmel)' 

n [n] nfi 'nu(nun)' 

1 [1] heilig 'heilig(heilig)' 

r [r] werk 'werk(Werk)， 

j [j] jar 'jaarσahr)複数対格'

w [w] watar 'water(防匂sser)， 

二重子音には次のものがあるが、これらはいくぶん長めの発音となる。

両唇音 歯茎音 軟口蓋音

無声閉鎖音 pp tt kk 

有声閉鎖音 bb dd gg 

無声摩擦音 ff ss xx 

その他、 11，rr， nn， mm. 

2・2.語形変化

(1)名詞

[強変化]

a語幹

男性 dag r日」 中性 wort r語」
Sg. Pl. Sg. Pl. 

N dag daga N wort wort 

G dagis/-es dago G wordis/ーes wordo 

D dage/-i dagon D wordi/-e wordon 

A dag daga A wort wort 

ワ
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「古低フランク語J文法の記述に向けて

且童竪

男性 ruggi r背中j 中性 endir終り j

Sg. Pl. Sg. Pl. 

N ruggi/・e rugga N endi/-e endi/-e 

G ruggis/-es ruggo G endis/-es endo 

D ruggi/-e ruggon D endi/-e endon 

A ruggi/・e rugga A endi/-e endi/-e 

i語幹

男性 disc rテープル」 女性 craft r力」
Sg. Pl. Sg. Pl. 

N disc diski N craft crefte/・i

G diskis disko G crefte/-i crefto 

D diski diskin D crefte/-i creftin/・on

A disc diski A craft crefte/・1

o，on語幹

女性 tunga r舌J

Sg. Pl. 

N tunga tungon/咽 a

G tungon tungono 

D tungon tungon 

A tungon/ーa tungon/・a
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「古低フランク語」文法の記述に向けて

u語幹(在証されるのは単数形のみ)

男性 fritho r平和J

Sg. 

N fritho 

G frithis 

D frithi 

A fritho 

[弱菱化] (本来の n語幹がこれに相当する)

男性 namo i名前」

Sg. P1. 

N namo namon N 

G namm namono G 

D namin/・on namon D 

A namon na町lon A 

中性 herta i心」

Sg. P1. 

herta herta/・on

hertin hertono 

hertin herton 

herta herta/・on

erで終わる親族名称、を表わす語 (vaderr父J. broeder r兄弟」など)、

vrient i友人J. viant r敵」および、mani男」は、独自の曲用をする。

man r男j

Sg. P1. 

N 町lan πlan 

G manms πlanno 

D ロlanm mannon 

A man ロlan
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「古低フランク語J文法の記述に向けて

形容調

形容詞曲用の基本型は次の通りである。

mikil I大きい」

Sg. 

男性 女性 中性

N mikil mikil mikil 

G mikilis mikilero mikilis 

D mikilin mikilero mikilin 

A mikilan/-in mikila mikil 

Pl. 

mikila 

mikilero 

mikilon 

mikila 

比較級には -er、最上級には -stの語尾を添える。ただし、例外として、

goet IよいJ- beter - best 

groot I大きいJ- meere - meest 

clein I小さいJ- minre - minst 

人称代名調

在証されない語形は空禰となっている。なお、再帰代名詞としては、

2人称単数thi、 3人称sigが見出される。

[ 1人称1 [ 2人称]

Sg. Pl. Sg. Pl. 

N lC wi/wir N thu gl 

G ロl1n G thin 

D ロ11 uns/unsig D thi !u 

A ロ11 uns/unsig A thi lU 

E
U
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[ 3人称]

Sg. Pl. 

π1. f. n. 

N he/hie 1t Sla 

G sin/is 1ro Slll 1ro 

D 1π10 1ro 1mo 1m 

A 1π10 sla 1t sla 

所有代名詞

Sg. Pl. 

1 ロl1n unsa 

2 thin 1UUU 

3 Slll Slll 

指示代名詞・関係代名詞

Sg. Pl. 

π1. n. 

N thie that thia 

G thero thates thero 

D themo/then thero themo then 

A thana thia that thia 

thiu 

表中 Iは具格Instrumentalisを表わす。

また、定冠詞としての用法は次の 1例のみ見出される。

the lera 'leer(Lehre)' (Psalm 2.12) 
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「古低フランク語」文法の記述に向けて

疑問代名調 wer誰J， wad r何」
すべての語形が在証されるわけではない。

Sg. 

m. 

N uue 

G

D

A

 

(2)動調

人称変化

く現在.>

lC uuirthon wi uuerthon/-un 

thu uuirthis gl uuerthet/・it

he uuirthit sia uuerthunt/・ont

〈接続法・現在〉

lC geui/-e wi geuan/-in 

thu geues gl geuit/-et 

he geui/-e sia geuan/-in/-int 

n. 

uuad 

uuad 

uUle 

く過去〉

ic gaf wi gauon 

thu gaui/geue gi gauet 

he gaf sia gauon/・un

<接続法・過去>

lC glsagl Wl 

thu --一一一一 gi 

he spreke sia farnamin 

在証されるのはここに挙げたよ

うないくつかの動詞の用例のみ

である。

なお、命令形は、

単数:母音交替 (e/i，ie/ui) をするもの (gebuit< gebiedan r命令

するJ) としないもの (behalt< behaldan r保つJ)がある。
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複数:語尾(-et，・it，-ot)を付ける。例:sing-et (くsinganl歌う J)，cum-

it (<cumanl来るJ)，fornem司 ot(くfar-nemanl聞き取るJ)

強変化動詞の系列

母音交替により、過去形が単数、複数二種の語形をとる。

現在 過去 (Sg) 過去 (Pl) 過去分調

I.i・ei/e-i-i 

stJgon stelg stJgon glstJgon 

n . ie/u -ou/o -U・o

biedon - bot budon - gibodon 

:ur.i-a・u-u

e -a -u・0

bindon - bant bundun gibundon 

helpon - halp hulpun giholpon 

lV. e -a -a -o/u 

beron bar baron giboron 

V.e・a-a -e 

geuon - gaf gauon glgeuon 

VI. a・uo・uo・a

faron - fuor fuoron gifaron 

第四類は幹母音の種類に応じて (hetan，loupon， fallon， slapon， ruopon) 

いくつかのグループに分類される。これらはかつての重複動詞である。
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「古低フランク語」文法の記述に向けて

人称変化(弱変化動詞)

先の強変化動詞に続いて、弱変化動詞の人称変化を挙げる。

<現在> <過去>

lC uuonon Wl uuonon lC cundida Wl 

thu uuonos gl uuonot thu cundidos gi 

he uuonot sia uuonont/-unt he cundida sia cundidon 

または

lC uuirkon wi uuirkon 

thu uuirkis gl uuirket 

he uuirkit sia uuirkunt/・ont

<接続法・現在> <接続法・過去>

ic thiane/-i wi thianin ic tholodi uui--一一一一

thu --一一一一 gi 

he thiane/・i sia thianin(t) qa 

-

-

-

-

g

s

 

・

・

1

唱

Ju

-

-

1

 

・

1

・

l

一

色
一

e

-

L

U

 

u
 

1

e

 

u

h

 在証されるのはここに挙げたような

いくつかの動詞の用例のみである。

なお、命令形は、

単数 i，e，oなどの語尾で終わる。例:thenk-o (<thenken r考えるJ)

複数:-it，-et，-otの語尾が添えられる。例:geuui-et (くgeuuigenr祝
福するJ)

不規則動調

現代ドイツ語の話法の助動詞 (wollenを除く)に相当する動詞のグルー

プ(→ 1)、語根に直接、語尾がつく動詞(→ 2)などがここに入る。

1 )過去現在動詞
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s ul un(sollen) 

ic sal wi sulun 

thu salt gi 

he sal sia sulun 

2)幹母音のない Cathematisch)動詞

sin(sein) 

ic bin 

thu bis 

he ist 

uUJ smt 

gl SlS 

sla smt 

その他、 duon(tun)，gan(gehen)， stan(stehen)などがある。

3 )その他

bringon(bringen)など

lC ---------- UUJ 

thu brahtos gi 

he --一一一一 sla 

nu 

円
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「古低フランク語」文法の記述に向けて

テクスト (Leeuwarden写本より)

写本の出だしのこのあたりの箇所には、所々、高地ドイツ語形が見受けら

れる。例えば、 holz(Ps.1-3)，stuppe(Ps.1・4)，bizzedon(Ps.2・1)などであ

る。こうした語形は Psalmの章が進むにつれて徐々に少なくなっていく。
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「古低フランク語」文法の記述に向けて

<転写>

Psalm 1 

1. Salig man ther niuueht uor in gerade ungenethero inde in 

uuege sundigero ne stunt， inde in stuole sufte ne saz. 

2. Nauo in euun godes uuille sin: inde in euun sinro thenken 

sal dages inde nahtes. 

3. lnde uuesan sal also holz that gesazt uuart bi fluzze uuassere 

that uuahsemon sinan geuan sal in stunden sinro. lnde louf 

sin niuueht nitheruallan sal， inde alla souuelixo duen sal 

gesunt uuerthan sulen. 

4. Niuueht so ungenethe neuueht so: noua also stuppe that 

foruuirpet uuint fan anlucce erthan. 

5. Bethiu ne upstandunt ungenethege in urdeile， ne oh sundege 

in gerade rehtero. 

6. Uuanda uuez got uueh rehtero， in geuerthe ungenethero feruuerthan 

sal. 

Psalm 2 

1. Umbe uuath bizzedon thiede inde luide thahten idele thing ! 

2. Samenstuendon kuninga erthen in fursten samenquamen in en 

uuithar got inde uuithar crist sinan. 

3. Cebrecan uuir gebende iro. in ueruuerfon uuir fan uns ioh 

lro. 

4. Ther buot in himelen bescoffon sal si: in got bespotten sal 

sl. 

5. Than sprecan sal ce hin in abulge sinro: in heizmuode sinro 

qa 
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「古低フランク語」文法の記述に向けて

druouon sal her si. 

6.lk giuuisso gesazt bin kuning uan himo uuer Syon berg 

heilegen sinan sagende gebot sina. 

7. Got quat ce mir sun min bis thu ik hiudo gebar thik. 

8. Bidde fan mir inde geuan sal thir thiede hereue thine inde 

heuode thine gemerke erthon. 

9. Gerihten saltu si in ruodun isernero: also uaz bilitheres 

cebrekan saltu si. 

10.lnde nu kununga fornemot， gelierot uuerthet ir ther duomot 

ertha. 

11. Thienot gode in uorton: in mendilot himo bit beuungon. 

12. Biuet the lera that niuuanne gebulgan uuerthe got: in uer-

uuerthet fan uuege rehta. 

13. Then herbrinnot in kurturo uriste abulge sin， selige alle thie 

getruuunt in himo. 

Psalm 3 

1. Druftin ciu gemanohfeldide sint thie uuizcinunt mih. manoge 

anastandunt uuither mih. 

2. Manoge quethent selon minero， ne ist heil himo in gode 

smemo. 

3. Thu geuuisso druftin infangere min bistu， guolike min ub-

heuonde houuot min. 

4. Bit stimmon minero ce gode riep ik， in gehorda her mih fan 

berge heligemo sinemo. 

5. Ik sclip inde besueuit uuarht in obstuont uuan got intfink mih. 

a斗
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「古低フランク語」文法の記述に向けて

<ラテン語Vulgata>

Psalm 1 

1. Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum et in via 

peccatorum non stetit et in cathedra pestilentiae non sedit 

2. sed in lege Domini voluntas eius et in lege eius meditabitur 

die ac nocte 

3. et erit tamquam lignum quod plantatum est secus decursus 

aquarum quod fructum suum dabit in tempore suo et folium 

eius non def!uet et omnia quaecumque faciet prosperabuntur 

4. non sic impii non sic sed tamquam pulvis quem procit ventus 

a facie terrae 

5. ideo non resurgunt impii in iudicio neque peccatores in consilio 

lUstorum 

6. quoniam novit Dominus viam iustorum et iter impiorum peribit 

Psalm 2 

1. Quaro fremuerunt gentus et populi meditati sunt inania 

2. adstiterunt reges terrae et principes convenerunt in unum 

adversus Dominum et adversus christum eius 

3. disrumpamus vincula eorum et proiciamus a nobis iugum 

lpsorum 

4. qui habitat in caelis inridebit eos et Dominus subsannabit eos 

5. tunc loquetur ad eos in ira sua in furore suo conturbabit eos 

6. ego autem constitutus sum rex ab eo super Sion montem 

sanctum eius praedicans praecepta eius 

7. Dominus dixit ad me filius meus es tu ego hodie genui te 

E-v 
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「古低フランク語」文法の記述に向けて

8. postula a me et dabo tibi gentes hereditatem tuam et pos-

sesslOneπ1 tuam termmos terrae 

9. reges eos in virga ferrea ut vas figuli confringes eos 

10. et nunc reges intellegite erudimini qui iudicatis terram 

11. Domino in timore et exultate ei in tremore 

12. disciplinam nequando irascatur Dominus et pereatis de via 

iusta 

13. exarserit in brevi ira eius beati omnes qui confidunt in eo 

Psalm 3 

1. Domine quid multiplicati sunt qui tribulant me multi insurgunt 

adversus me 

2. multi dicunt animae meae non est salus ipsi in Deo eius 

3. tu autem Domine susceptor meus es tu gloria mea et exaltans 

caput meuπl 

4. voce mea ad Dominum clamavi et exaudivit me de monte 

sancto suo 

5. ego dormivi et soporatus sum et exsurrexi quia Deus suscepit 

me 

<現代オランダ語>

Psalm 1 

1. Gelukkig de mens die niet treedt in de raad van bozen， geen 

voet zet op het pad van zondaars， niet neerzit in de kring 

van schampere spotters， 

2. maar vreugde beleeft aan de wet van Jahwe， ja， dag en nacht 

po 
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「古低フランク語」文法の記述に向けて

daaruit zacht reciteert. 

3. Hij is als een boom， geworteld aan stromend water， die vrucht 

draagt elk seizoen opnieuw; nooit zullen zijn bladeren ver・

dorren: alwat hij doet draagt vrucht. 

4. Maar ongelukkig de boze: hij lijkt veeleer op kaf dat opgewaaid 

wordt door de wind. 

5. Zo blijft er dan geen boze binnen Gods bestel， geen zondaar 

binnen de gemeenschap der vromen. 

6. Met zorg volgt Jahwe het pad van de vromen; het pad van 

de bozen loopt uit op niets. 

Psalm 2 

1. Waarom komen de volken in oproer en zinnen de naties op 

zinloze plannen ? 

2. Waarom brengen koningen troepen in het veld， gaan vorsten 

een krijgsplan beramen tegen Jahwe en tegen zijn gezalfde ? 

3.‘Wij willen hun ketens verbreken en ons van hun kluisters 

ontdoen.' 

4. Die in de hemel troont moet lachen， spotlachen om hen moet 

de Heer， 

5. totdat hij in zijn woede spreekt en zijn grimmigheid hen 

verbijstert: 

6. 'Ikzelf geb mij een koning gezalfd op mijn heilige berg， op 

de Sion.' 

7.Ik verkondig Jahwe's besluit; hij zei tot mij: Gij zijt mijn 

zoon， ik heb u heden verwekt. 
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「古低フランク諾」文法の記述に向けて

8. Vraag， en ik geef u volken in bezit， de uithoeken der aarde 

u in eigendom. 

9. Gij moogt ze verpletteren met ijzeren knots， ze stukslaan als 

waren het aarden potten. 

10. Koningen， kom toch tot inzicht， gij vorsten der aarde， laat u 

vermanen; 

11. onderwerp u aan Jahwe in diep ontzag， kus zijn voeten met 

schrik en beven， 

12.of hij ontsteekt in woede en het is met u gedaan; 

13. ja， snel is zijn woede ontvlamd. Gelukkig wie zijn heil zoekt 

bij hem. 

Psalm 3 

1. Hoe talrijk zijn mijn vijanden， Jahwe， hoe talrijk mijn tegen・

strevers， 

2. hoe talrijk die van mij denken: God zal hem niet redden. 

3. Toch zijt gij levenslang mijn behoeder， Jahwe， heerlijke God， 

gij beurt mijn hoofd omhoog. 

4. Nauwlijks heb ik Jahwe geroepen， of hij antwoordt mij van 

zijn heilige berg. 

5. Hetzij ik lig en slaap， hetzij ik wakker word: mijn steun is 

Jahwe. 

78 



「古低フラ ンク語」文法の記述に向けて

<r詩篇J(新共同訳)>

Psalm 1 

1.悪しき者のはかりごとに歩まず、罪びとの道に立たず、あざける者

の座にすわらぬ人はさいわいである。

2.このような人は主のおきてをよろこび、昼も夜もそのおきてを思う。

3.このような人は流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、

その葉もしぼまないように、そのなすところは皆栄える。

4.悪しき者はそうではない、風の吹き去るもみがらのようだ。

5.それゆえ、悪しき者はさばきに耐えない。罪びとは正しい者のつど

いに立つことができない。

6.主は正しい者の道を知られる。しかし、悪しき者の道は滅びる。

Psalm 2 

1.なにゆえ、もろもろの国びとは騒ぎたち、もろもろの民はむなしい

事をたくらむのか。

2.地のもろもろの王は立ち構え、もろもろのつかきはともに、はかり、

主とその油そそがれた者とに逆らって言う、

3. rわれらは彼らのかせをこわし、彼らのきずなを解き捨てるであろ

う」と。

4.天に座する者は笑い、主は彼らをあざけられるであろう。

5.そして主は憤りをもって彼らに語り、激しい怒りをもって彼らを恐

れ惑わせて言われる、

6. rわたしはわが王を聖なる山シオンに立てたJと。

7.私は主の詔をのべよう。主はわたしに言われた、「おまえはわたし

の子だ。きょう、わたしはおまえを生んだ。

8.わたしに求めよ、わたしはもろもろの国を嗣業としておまえに与え、

Q
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「古低フランク語J文法の記述に向けて

地のはてまでもおまえの所有として与える。

9.おまえは鉄のつえをもって彼らを打ち破り、陶工の作る器物のよう

に彼らを打ち砕くであろう」と。

10.それゆえ、もろもろの王よ、賢くあれ、地のつかさらよ、戒めをう

けよ。

1l.恐れをもって主に仕え、おののきをもって

12.その足に口づけせよ。さもないと主は怒ってあなたがたを道で滅ぼ

されるであろう、

13.その憤りがすみやかに燃えるからである。すべて主に寄り頼む者は

さいわいである。

Psalm 3 

i主

l.主よ、わたしに敵する者のいかに多いことでしょう、わたしに逆

らって立つ者が多く、

2. r彼には神の助けがないjと、わたしについて言う者が多いのです。

3.しかし主よ、あなたはわたしを囲む盾、わが栄え、わたしの頭を、

もたげてくださるかたです。

4.わたしが声をあげて主に呼ばわると、主は聖なる山からわたしに答

えられる。

5.わたしはふして眠り、また目をきます。主がわたしをささえられる

からだ。

1 )本誌 fドイツ文学研究j第38号 (1992)に、石川光庸著「古サクソン語

(古低ドイツ語)簡約文法の試み」という先行研究がある。

2 )その一例として、 deFries et al. (1993) rオランダ語史jの時代区分の

中に見られる名称を挙げておこう。
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「古低フランク語J文法の記述に向けて

De oudste fasen 

1. Oudnederlands 

2. Middelnederlands 

Nieuwnederlands 

1. Opbouw van het Nieuwnederlands in de 16de eeuw 

2. Uitbouw van het Nieuwnederlands in de 17de en 18de eeuw: 

het Noorden 

3. Uitbouw van het Nieuwnederlands in de 17de en 18de eeuw: 

het Zuiden 

Modern Nederlands 

1. Verscheidenheid in eenheid: 1795-1830 

2. Eenheid in verscheidenheid: 1830-heden 

3 )この問題に関しては、 Sanders(1972:161・6)にコンパクトにまとめられて

いる。

4) Mihm(1992). かなり以前には長い問、「オランダ語」を表わすのに

niederdeutschという語が用いられていた。歴史的背景については、 de

Grauwe(1992)に詳しい。

5 )文法記述に際し、主に参考にしたのは、 Bremmer&Quak(1992)，van 

Loey(1970， 81976)， Goossens(1974)， Heyne(1873)である。最後の著書

はかなり古いものであるが、タイトル通り、古サクソン語、古低フランク

語を並行的に(音論の部分に関して)扱ったものである。

6) Kyes(1969， 1983) 

[付表]

中世前半(7世紀-11世紀)の古低フランク語による文献としては次のよう

なものが残っている。

7世紀 人名、地名

8世紀 人名、地名

9世紀 人名、地名、注解語葉集

10世紀 人名、地名、注解語葉集、
'Wachtendoncksche Psalten' 

11世紀 人名、地名、注解語葉集、
‘Leidener Williram' 
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