
外国語の学習における縦と横の関係

柳　谷　　保

本論の目的は、現在、鳥取大学で検討を進めている年度計画に、いくらかなりと寄与しようとす

るものである。筆者は、大学教育総合センターの専任教員であり、「外国語教育研究部」に籍をおい

ている。年度計画の課題は、「教材の有効利用及び教科毎の指導法の研究開発の推進」というもので

ある。筆者はこの課題に対して、まず教科を「外国語」一般としたうえで、次に教材と指導法につ

いては、その具体化である「教材作成」ではなく、その前段階としての「学習内容」の座標軸上の

「位置付け」にとどめる。「縦・横」のイメージ規定であるが、この場合、「縦」とは「経度」すな

わち「プログレス」をいい、「横」とは「緯度」すなわち「インクリース」をいう。英語に例をと

れば、

縦・プログレス：ｈｅｉｓ　●　ｈｅ ｗａｓ　●　ｈｅ ｈａｓ ｂｅｅｎ　．　ｈｅ ｈａｓ ｂｅｅｎ ｂｅｉｎｇ ｅｔｃ．

横・インクリース：ｗｈａｔ；ｗｈｏ；ｗｈｏｓｅ；ｗｈｏｍ；ｗｈｅｒｅ；ｈｏｗ ｅｔｃ．

となる。また、「横」の関係は、外国語間にも適用され、「教授内容」の相互関係を考慮し比較対照

を行ううえでの参考となる。成庸評価の調整にも役に立つかもしれない。

英語：1）Ｇｏｏｄ ａｆｔｅｒｎｏｏｎ！Ｈｏｗ ａｒｅ ｙｏｕ？2）ｗｉｔｈ ｗｈｏｍ？3）Ｗｈａｔｉｓ ｔｈａｔ？

4）Ｉ ａｍ ａＪａｐａｎｅｓｅ．

独語：1）Ｇｕｔｅｎ Ｔａｇ！Ｗｉｅ ｇｅｈｔ ｅｓＩｈｎｅｎ？2）Ｍｉｔ ｗｅｍ？　3）Ｗａｓｉｓｔ ｄａｓ？

4）Ｉｃｈ ｂｉｎＪａｐａｎｅｒ（ｉｎ）．

仏語：1）Ｂｏｎｊｏｕｒ！Ｃｏｍｍｅｎｔ ａｌｌｅｚ－ＶＯｕＳ？　2）Ａｖｅｃ ｑｕｉ？3）Ｑｕ’ｅｓｔ－Ｃｅ ｑｕｅ Ｃ’ｅｓｔ？

4）Ｊｅ ｓｕｉｓＪａｐｏｎａｉｓ（ｅ）．

スペイン語：1）！Ｂｕｅｎｏｓ ｄ土ａｓ！？Ｃ6ｍｏ ｅｓｔ畠Ｖｄ．？2）？Ｃｏｎ ｑｕｉｅｎ？3）？Ｑｕｅ ｅｓ ｅｓｔｏ？

4）Ｙｏ ｓｏｙ ｊａｐｏｎ色ｓ（ｊａｐｏｎｅｓａ）．

ハングッゴ：1）アンニヨン・ハシムニッカ？2）ヌグワ・カチ？3）クゴスン・ムオ

シムニッカ？4）　チョヌン・イルポンサラミエヨ．

（現在、本学に開設されている外国語は、本学の表記で、英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、

スペイン語、中国語、ハングルであるが、専任の教員がついているのは、英語、ドイツ語、フラン

ス語、中国語である。筆者はドイツ語の教員であり、これまでいくつかの外国語を、基本的には独

学で学んだが、中国語だけは勉強したことがない。また、ロシア語とイタリア語は、歯が立たなか

った。筆者には、ラテン語とギリシャ語の知識が多少なりとあり、ラテン語と上記ロマンス語三言

語の変貌との比較は、解れば解るほど楽しいものがあるが、所詮趣味の域を越えない。また、筆者

のパソコンでは、スペイン語の頭の倒立疑問・感嘆符がでないので、？，！で代用した。ハングルもで
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ないので、カタカナで表記した。学習の際に使用した辞書は、原則として、英独・独英、仏独・独

仏、西独・独酉、韓独・独韓、韓英・英韓のそれである。ハングッゴはまだ未熟である。）

はじめに、大学生が簡単に読めるであろう英文（英訳）の一節を紹介し、「縦横」の関係を論じた後、

原文の仏文とその独訳を検討したうえで、初修外国語の文法事項を整理して、授業時間の制約と学

習内容の限度について考察する。さらに前期30時間、後期30時間で学習可能な「縦横」の大枠を

限定して、キー・ポイント（キー・センテンス、原型と類型）を抽出する。このキー・ポイントにし

たがって、スペイン語とハングッゴの学習内容（項目）の相対化を、筆者なりの視点で試みてみたい。

§1．‘‘Ｌｅ Ｐｅｔｉｔ Ｐｒｉｎｃｅ’’の英訳“Ｔｈｅ Ｌｉｔｔｌｅ Ｐｒｉｎｃｅ’’の最終ページから。

Ｔｈｉｓｉｓ，ｔＯＩＤｅ，ｔｈｅｌｏｖｅｌｉｅｓｔ ａｎｄ ｓａｄｄｅｓｔｌａｎｄｓｃａｐｅ

ｉｎ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ．Ｉｔｉｓ ｔｈｅ ｓａｍｅ ａｓ ｔｈａｔ ｏｎ ｔｈｅ ｐｒｅｃｅｄｉｎｇ

ｐａｇｅ，ｂｕｔＩ ｈａｖｅ ｄｒａｗｎ ｉｔ ａｇａｉｎ ｔｏｉｍｐｒｅｓｓｉｔ ｏｎ ｙｏｕｒ

ｍｅｍｏｒｙ．Ｉｔｉｓ ｈｅｒｅ ｔｈａｔ ｔｈｅｌｉｔｔｌｅ ｐｒｉｎｃｅ ａｐｐｅａｒｅｄ ｏｎ

Ｅａｒｔｈ，ａｎｄ ｄｉｓａｐｐｅａｒｅｄ．

Ｌｏｏｋ ａｔｉｔ ｃａｒｅｆｕ11ｙ ｓｏ ｔｈａｔ ｙｏｕ ｗｉｌｌ ｂｅ ｓｕｒｅ ｔｏ

ｒｅｃｏｇｎｉｚｅｉｔｉｎ ｃａｓｅ ｙｏｕ ｔｒａｖｅｌ ｓｏｍｅ ｄａｙ ｔｏ ｔｈｅ

Ａｆｒｉｃａｎ ｄｅｓｅｒｔ．Ａｎｄ，ｉｆ ｙｏｕ ｓｈｏｕｌｄ ｃｏｍｅ ｕｐｏｎ ｔｈｉｓ

ＳｐＯｔ，ＰＩＱａＳｅ ｄｏ ｎｏｔ ｈｕｒｒｙ ｏｎ．Ｗａｉｔ ｆｏｒ ａ ｔｉｍｅ，ｅＸａＣｔｌｙ

ｕｎｄｅｒ ｔｈｅ ｓｔａｒ．Ｔｈｅｎ，ｉｆ ａｌｉｔｔｌｅ ｍａｎ ａｐｐｅａｒｓ ｗｈｏ

ｌａｕｇｈｓ，Ｗｈｏ ｈａｓ ｇｏｌｄｅｎ ｈａｉｒ ａｎｄ ｗｈｏ ｒｅｆｕｓｅｓ ｔｏ ａｎ－

ＳＷｅｒ ｑｕｅＳｔｉｏｎｓ，ｙＯｕ Ｗｉｌｌ ｋｎｏｗ ｗｈｏ ｈｅｉｓ．Ｉｆ ｔｈｉｓ ｓｈｏｕｌｄ

ｈａｐｐｅｎ，Ｐｌｅａｓｅ ｃｏｍｆｏｒｔ ｍｅ．Ｓｅｎｄ ｍｅ ｗｏｒｄ ｔｈａｔ ｈｅ ｈａｓ

ｃｏｍｅ ｂａｃｋ．

この小文を理解したとしても、ＴＯＥＩＣで果して何点のレベルなのかはわからないが、相当低いレ

ベルであるだろうと思う。むしろ「ランスケイプ」という発音が問題となろう。文法体系の「縦横」

でいえば、

「縦」：ｔｈｉｓｉｓ●　ｔｈｅｌｉｔｔｌｅ ｐｒｉｎｃｅ ａｐｐｅａｒｅｄ－ｌｏｏｋ ａｔｉｔ●ｙｏｕ ｗｉｌｌ ｂｅ ｓｕｒｅ ｔｏ

●ｉｆ ｙｏｕ ｓｈｏｕｌｄ ｃｏｍｅ ｕｐｏｎ－ｐｌｅａｓｅ ｄｏ ｎｏｔ ｈｕｒｒｙ ｏｎ．ａｌｉｔｔｌｅ ｎｌａｎ（・・・）

ｗｈｏｌａｕｇｈｓ●ｙｏｕ ｗｉｌｌ ｋｎｏｗ ｗｈｏ ｈｅｉｓ　●ｉｔｉｓ ｔｈｅ ｓａｍｅ（1ａｎｄｓｃａｐｅ）

ａｓ ｔｈａｔ ｏｎ ｔｈｅ ｐｒｅｃｅｄｉｎｇ ｐａｇｅ ｅｔｃ．

「横」：1）ｔｏ ｍｅ；ｉｎ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ；ｏｎ ｔｈｅ ｐｒｅｃｅｄ ｎｇ ｐａｇｅ；ｔｏｉｍｐｒｅｓｓ ｏｎ ｙｏｕｒ

ｍｅＪｎＯｒｙ；ａｐｐｅａｒｅｄ ｏｎ Ｅａｒｔｈ；ｌｏｏｋ ａｔ；ｉｎ ｃａｓｅ（・・・）；ｆｏｒ ａ ｔｉｍｅ；

ｅｘａｃｔｌｙ ｕｎｄｅｒ ｔｈｅ ｓｔａｒｅｔＣ．【前置詞】

2）ｔｈｉｓ；ｔｈｅ ｓａｍｅ ａｓ ｔｈａｔ；ｉｔｉｓ ｈｅｒｅ ｔｈａｔ；ｓｏ ｔｈａｔ；ｔｈｅ ｗｏｒｄ ｔｈａｔ ｅｔｃ．（指示詞】

3）ｔｈｅｌｏｖｅｌｉｅｓｔ ａｎｄ ｓａｄｄｅｓｔｌａｎｄｓｃａｐｅ；ｙｏｕｒｍｅｍＯｒｙ；ｔｈｉｓ ｓｐｏｔ ｅｔｃ．【修飾語】
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「横」の「項」で人称代名詞は省いた。「縦」としては、現在人称変化、過去人称変化、助動詞ｙｏｕ

ｗｉｌｌｂｅ、ｉｆ（ｙｏｕ／ｔｈｉｓ）ｓｈｏｕｌｄ構文、肯定命令、否定命令、関係文、ｔｈａｔ強調構文を確認した。

以上の内容についていけない学生は、皆無であると思うが（発音のひどいのは、日本人だから眼をつ

むるとして）、これが初修外国語になるとそうはいかない。まず、原文のフランス語を、次にドイツ

語訳を参照して、いかに困難であるかを、「縦横」の内容と、学習時間を考慮しながら考察する。

§2．以下に、前章の英訳文のもとになったフランス語の原文を紹介する。

Ｃａ ｃ’ｅｓｔ，ｐＯｕｒ ｎ）Ｏｉ，1ｅ ｐｌｕｓ ｂｅａｕ ｅｔｌｅ ｐｌｕｓ

ｔｒｉｓｔｅ ｐａｙｓａｇｅ ｄｕ ｍｏｎｄｅ．Ｃ’ｅｓｔｌｅ ｍｅｍｅ ｐａｙｓａｇｅ

ｑｕｅ ｃｅｌｕｉ ｄｅｌａ ｐａｇｅ ｐｒ6ｃ色ｄｅｎｔｅ，ｍａｉｓ ｊｅｌ’ａｉ

ｄｅｓｓｉｎ色ｕｎｅ ｆｏｉｓ ｅｎｃｏｒｅ ｐｏｕｒ ｂｉｅｎ ｖｏｕｓｌｅ ｍｏｎ－

ｔｒｅｒ．ｃ，ｅｓｔｉｃｉ ｑｕｅｌｅ ｐｅｔｉｔ ｐｒｉｎｃｅ ａ ａｐｐａｒｕ

Ｓｕｒ ｔｅｒｒｅ，ｐｕｉｓ ｄｉｓｐａｒｕ．

Ｒｅｇａｒｄｅｚ ａｔｔｅｎｔｉｖｅｍｅｎｔ ｃｅ ｐａｙｓａｇｅ ａｆｉｎ ｄ’ｅｔｒｅ

ＳｎｒＳ ｄｅｌｅ ｒｅｃｏｎｎａ王ｔｒｅ，Ｓｉ ｖｏｕｓ ｖｏｙａｇｅｚ ｕｎ ｊｏｕｒ

ｅｎ Ａｆｒｉｑｕｅ，ｄａｎｓｌｅ ｄｅｓｅｒｔ．Ｅｔ，Ｓ’ｉｌ ｖｏｕｓ ａｒｒｉｖｅ ｄｅ

ｐａｓｓｅｒ ｐａｒｌａ，ｊｅ ｖｏｕｓ ｅｎ ｓｕｐｐｌｉｅ，ｎｅ ＶＯｕＳ ｐｒｅＳＳｅＺ

ｐａｓ，ａｔｔｅｎｄｅｚ ｕｎ ｐｅｕ ｊｕｓｔｅ ｓｏｕｓｌ’6ｔｏｉｌｅ！ｓｉ

ａｌｏｒｓ ｕｎ ｅｎｆａｎｔ ｖｉｅｎｔ畠ＶＯｕＳ，Ｓ’ｉｌ ｒｉｔ，Ｓ’ｉｌ ａ ｄｅｓ

ｃｈｅｖｅｕｘ ｄ’ｏｒ，Ｓ’ｉｌ ｎｅ ｒ色ｐｏｎｄ ｐａｓ ｑｕａｎｄ ｏｎｌ’ｉｎ－

ｔｅｒｒｏｇｅ，ＶＯｕＳ ｄｅｖｉｎｅｒｅｚ ｂｉｅｎ ｑｕｉｉｌ ｅｓｔ．Ａｌｏｒｓ

ｓｏｙｅｚ ｇｅｎｔｉｌｓ！Ｎｅ ｎ）ｅｌａｉｓｓｅｚ ｐａｓ ｔｅｌｌｅｍｅｎｔ ｔｒｉｓｔｅ：

6ｃｒｉｖｅｚ－ｍＯｉ ｖｉｔｅ ｑｕ，ｉｌ ｅｓｔ ｒｅｖｅｎｕ‥．

さて、前章の英文と比較して、仏文の特徴を述べると、既修・初修の問潜もあるが、それ以前の

こととして、仏文の方が圧倒的に語形変化に富んでいる。初修外国語の最大の難関は発音だが、つ

まり、発音に始まり、それが永遠に続くのであるが（ｈｅａｒｉｎｇ ａｎｄ ｓｐｅａｋｉｎｇ）、ここでは発音には一

切ふれないことにする。発音以外の問題として、フランス語の場合、先にふれた「縦・横」でいう

と、「横」が複雑なのである。英語のもっとも複雑な不規則動詞ｔｏｂｅにしても、ｂｅ，ｂｅｉｎｇ，ｂｅｅｎ，

ａｍ，ｉｓ，ａｒｅ，ＶａＳ，Ｗｅｒｅ以外の語形をもたないわけだが、フランス語の場合、主語を「私」に限定

しても、ｊｅ ｓｕｉｓ（Ｉ ａｍ），ｊ’ｅｔａｉｓ（Ｉｗａｓ），ｊｅ ｓｅｒａｉ（Ⅰ’11ｂｅ），ｊｅ ｓｅｒａｉｓ（Ｉｗｅｒｅ／Ⅰ’ｄ ｂｅ），

ｑｕｅｊｅｓｏｉｓ（ｔｈａｔＩｂｅ）ｅｔｃ，と複雑であり、これが原則として、主語の人称・数が変わるとまた変化

するのである。万事がこの調子で、英語のｃｏｍｅ－Ｃａｍｅ－ＣＯｍｅ／ｂｒｉｎｇ－ｂｒｏｕｇｈｔ－ｂｒｏｕｇｈｔなどは単調その

ものである。「星の王子さまＪの最終ページに絞って、フランス語の文法体系の一端を紹介してみよ

う。順を追って、解祝していく。

1）Ｃａ ｃ’ｅｓｔ：Ｇａは「それ・これ」であり、仏語原文では右隣の（英訳では左隣の）砂漠の情景を

描いた絵をさしている。中空にかなり大きな星が浮かんでいる。前ページの風景の絵との違い

は、今まさに昇天しようとしてフワッと地上をはなれようとしている「／Ｊ、さい王子さま」の姿
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が消えてしまっている点である。Ｃａはｃｅｌａの省略形で、Ｃｅ自体は指示代名詞（ｔｈｉｓ／ｔｈａｔ）であ

る。

ｃｅ ｐａｙｓａｇｅ　この風景　　ｃｅｔｔｅ ｐａｇｅこのページ　　ｃｅｓ ｐａｇｅｓ　これらのページ

このｃｅが主語となってｅｓｔないしｓｏｎｔと結びついたのがｃ’ｅｓｔ／ｃｅ ｓｏｎｔである。ここで「縦・

横」の問題として以下の内容が学習課題となる。【指定詞：これは‥・だ（だった）】

Ｊｅ Ｓｕｉｓ ｎｏｕｓ ｓｏｔｎｍｅｓ ｊ’ｔａｉｓ ｎｏｕｓ色ｔｉｏｎｓ

ｔｕ ｅｓ ｖｏｕｓ ｅｔｅｓ ｔｕ台ｔａｉｓ ｖｏｕｓ　台ｔｉｅｚ

ｃ’ｅｓｔ ｃｅｓｏｎｔ ｃ’ｅｔａｉｔ ｃ’ｅｔａｉｅｎｔ

2）ｐｏｕｒｍｏｉ：ｐｏｕｒｔｏｉ；ｐｏｕｒｌｕｉ；ｐｏｕｒｅｌｌｅｅｔｃ．【前置詞と人称代名詞】

3）ｌｅｐｌｕｓｂｅａｕｐａｙｓａｇｅ：ｌｅｐｒｉｎｃｅ（ｔｈｅｐｒｉｎｃｅ）；1ａｐｒｉｎｃｅｓｓｅ（ｔｈｅｐｒｉｎｃｅｓｓ）【定冠詞】

ｌｅｐｌｕｓｂｅａｕ（ｔｈｅｍｏｓｔｂｅａｕｔｉｆｕｌ）【形容詞最上級】

4）ｄｕｍｏｎｄｅ：ｄｕｍｏｎｄ（ｄｅｌｅｍｏｎｄの組み合わせ）；ｄｅｌａｃｌａｓｓｅ　【前置詞と定冠詞の融合】

5）ｌｅｍｅｍｅｐａｙｓａｇｅｑｕｅ：ｔｈｅｓａｍｅｌａｎｄｓｃａｐｅａｓ　【比較表現】

6）ｃｅｌｕｉｄｅ／ｃｅｌｌｅｄｅ（ｔｈａｔｏＯ；；ｅｕｘｄｅ／ｃｅｌｌｅｓｄｅ（ｔｈｏ＄ｅＯＯ　【指示代名詞】

7）ｌａｐａｇｅｐｒ畠Ｃ6ｄｅｎｔｅ：1ｅｔｒａｉｎｐｒ色ｃ畠ｄｅｎｔ（ｃｆ．ｕｎ色ｔｕｄｉａｎｔ／ｕｎｅ ｅｔｕｄｉａｎｔｅ）【性別】

8）ｍａｉｓ ｊｅｌ’ａｉ ｄｅｓｓｉｎ色ｕｎｅ ｆｏｉｓ ｅｎｃｏｒｅ：【複合過去・否定・目的格代名詞の位置】

ｊ’ａｉ　　　ｎｏｕ＄ａＶＯｎＳ　　　　デａｉｄｅ＄＄ｉｎ色Ｉｅｐａｙ＄ａｇｅ

ｔｕａｓ ｖｏｕｓａｖｅｚ ｊｅｎ’ａｉｐａｓｄｅｓｓｉｎｅｃｅｐａｙｓａｇｅ

己ａ ｉｌｓｏｎｔ ｊｅｌ’ａｉｄｅｓｓｉｎ畠（ｌ’＝1ｅ＝伐ｐａｙＳａｇｅ）

9）ｐｏｕｒｂｉｅｎｖｏｕｓｌｅｍｏｎｔｒｅｒ：ｍｏｎｔｒｅｒｂｉｅｎｑｕｅｌｑｕｅｃｈｏｓｅａｑｕｅｌｑｕ’ｕｎ　【不定詞句】

10）ｌｅｐｅｔｉｔｐｒｉｎｃｅａａｐｐａｒｕＳｕｒｔｅｒｒｅ，Ｐｕｉｓｄｉｓｐａｒｕ：ａｐｐａｒａ王ｔｒｅ（ａｐｐｅａｄ

ｄｉｓｐａｒａｉｔｒｅ（ｄｉｓａｐｐｅａｒ）

Ｊｅ Ｐａｒａｉｓ ｎｏｕｓ ｐａｒａｉｓｓｏｎｓ　【（ａｐ／ｄｉｓ）ｐａｒａ王ｔｒｅ】

ｔｕ ｐａｒａｉｓ ｖｏｕｓ ｐａｒａｉｓｓｅｚ

ｉｌｐａｒａ王ｔ ｉｌｓ ｐａｒａｉｓｓｅｎｔ

ｌｌ）代ｇａｒｄｅｚ：【肯定命令】

12）ａｔｔｅｎｔｉｖｅｍｅｎｔ：ａｔｔｅｎｔｉｕａｔｔｅｎｔｉｖｅ；ラテン語ｍｅｎｓ（心・風情）の5格　【副詞的表現】

13）ａ負ｎｄｅｉｎ£：【目的】

14）ｅｔｒｅｓＱｒ（ｅ）（ｓ）ｄｅ：ｊｅｓｕｉｓｓＱｒ（ｅ）ｄｅ；ｖｏｕｓｅｔｅｓ＄Ｏｒ（ｅ）（ｓ）ｄｅ【形容詞の語尾】

15）ｓｉ ｖｏｕｓ ｖｏｙａｇｅｚ ｕｎ ｊｏｕｒ ｅｎＡｆｒｉｑｕｅ：【仮定】【国名】

ＳｉｖｏｕｓｖｏｙａｇｅｚａｕＪａｐｏｎ；ｓｉｖｏｕｓｖｏｙａｇｅｚｅｎＦｒａｎｃｅ；

ＳｉｖｏｕｓｖｏｙａｇｅｚａｕｘＥｔａｔｓ・Ｕｎｉｓ

16）ｉｌｖｏｕｓａｒｒｉｖｅｄｅｐａｓｓｅｒｐａｒｌａ：ｙｏｕｈａｐｐｅｎｔｏｐａｓｓｔｈｅｒｅｔｈｒｏｕｇｈｌ形式主語：ｉｌ．．．ｄｅｉｎ£】
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17）ｊｅｖｏｕｓｅｎ＄ｕｐｐｌｉｅ：ｅｎ（ｏｆｉｔ／ｔｈｅｍ；ａｂｏｕｔｉｔ／ｔｈｅｍ）そのことについて【中性代名詞】

18）ｎｅｖｏｕｓｐｒｅｓｓｅｚｐａｓ：ｓｅｐｒｅｓｓｅｒ（代名動詞）自分をプレスする＝急ぐ【代名動詞の否定命令】

19）ｕｎｅｎ払ｎｔｖｉｅｎｔ：ｖｅｎｉｒ；ｔｅｎｉｒ；ｒｅｖｅｎｉｒ；ｓｅｓｏｕｖｅｍｉｒ（ｖｅｎｉｒの人称変化】

現在　　　　　　　　　　　　　半過去　　　　　　　　　　単純未来

）ｅＶｉｅｎｓ ｎｏｕｓｖｅｎｏｎｓ ＪｅＶｅｎａｉｓ ｎｏｕｓｖｅｍｉｏｎｓ ｊｅｖｉｅｎｄｒａｉ ｎｏｕｓｖｉｅｎｄｒｏｎｓ

ｔｕｖｉｅｎｓ ｖｏｕｓｖｅｎｅｚ ｔｕｖｅｎａｉ＄　ＶＯｕＳＶｅｎｉｅｚ ｔｕｖｉｅｎｄｒａｓ ｖｏｕｓｖｉｅｎｄｒｅｚ

ｉｌｖｉｅｎｔ ｉｌｓｖｉｅｎｎｅｎｔ ｉｌｖｅｎａｉｔ ｉｌｓｖｅｎａｉｅｎｔ ｉｌｖｉｅｎｄｒａ ｉｌｓ ｖｉｅｎｄｒｏｎｔ

20）ｉｌｒｉｔ；ｉｌｒｅｐｏｎｄ：ｒｉｒｅ，ｒ畠ｐｏｎｄｒｅ第4変化ｖｅｈｄｒｅ系動詞【第4変化の人称変化】

21）ｑｕａｎｄｏｎ：【不定代名詞】

22）ｖｏｕｓｄｅｖｉｎｅｒｅｚｂｉｅｎｑｕｉｉｌｅｓｔ：【単純未来】【疑問詞・だれ】【間接疑問文】

ＶＯｕ＄　　ｄｅｖｉｎｅｒ・ｅＺ ｑｕｉｉｌ ｅｓｔ

ＶＯｕＳ ｅｒｅＺ ｄｅｖｉｎ ｔＳｅ．、
山

・
ｌ
ｕｑ

ｙｏｕ ｗｉｌｌ ｄ加ｉｎｅ（＝ｋｎｏｗ）　ｗｈｏ ｈｅｉ＄

23）＄ＯｙｅＺｇｅｎｔｉｌ（1ｅ）（ｓ）；ｎｅｍｅｌａｉｓｓｅｚｐａｓｔｅ11ｅｍｅｎｔｔｒｉｓｔｅ；色Ｃｒｉｖｅｚ・ｍＯｉ：【肯定・否定命令】

24）ｉｌｅｓｔｒｅｖｅｎｕ．．．：ｖｅｍｉｒ；ｒｅｖｅｎｉｒ；ｓｅｓｏｕｖｅｎｉｒ【ｅｔｒｅをとる複合過去】

8ｔｒＱ Ｖｅｎｕ（ｅ）（ｓ）　色ｔｒｅ ｒｅｖｅｎｕ（ｅ）（ｓ）　　ｓ’ｅｔｒｅ ｓｏｕｖｅｎｕ（ｅ）（ｓ）ｄｅ

以上見てきたように、語彙の点では英訳とほぼ変わらないにしても、英文がｗｉｌｌないしｓｈｏｕｌｄ

を使用して、「迂言的」に表現しているのに対して、仏文では、一部、単純未来という「総合的」な

表現法を残していることが対照的であり、不変化形のｓｈｏｕｌｄに対しても、（ｓｉ…）現在形で表現して

いるが、これが人称変化「語尾」を伴うため、客観的にみて、フランス語の方が複雑にみえる。文

法体系を、名詞系と動詞系に大別して、学習過程の「縦」の課題を、

人称代名詞一合ｔｒｅ，ａＶＯｉｒの現在人称変化●冠詞類・指示代名詞●名詞と動詞（基礎語彙）●前置詞●

疑問詞と疑問文●数詞●形容詞の語形と位置●人称代名詞（所有格・直接・間接補語）一否定文一肯

定・否定命令●代名動詞・複合過去■半過去・単純未来一条件法・接続法●受動態・分詞

としたい。大体、名詞系、動詞系半々だが、これだけでも15項目になる。週1回の授業で、通年で

30回の授業が可能だとしても、前期・後期に各2回、計4回の試験を実施し、かつ各期の1回目

が挨拶、総論、復習にとられるとしたら、残りは実質24回しかない。今、「縦」の過程として、15

項目をあげたが、実際は、これに発音と「横」（類型構文、使用語彙、人称変化の変形は無数にある）

の問題が加わり、かつ受講者のヤル気の間潜もあるので、状況はかなり厳しい。「縦」の1項目に3

回の授業をあてるとすれば、24÷3＝8である。実際の話、「縦」を1年かけて8項目扱っても、い

ったいどれだけのものが、平均的な受講者の「血肉」「教養」として残るのだろうか。外国語の学習

は「反復」あっての「進歩」である。筆者はドイツ語の教員だが、ドイツ語も所詮フランス語と事

情は一緒である。それは、自分で、自分の担当科目以外の外国語を学習してみて、はじめて解るこ
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となのである。

§3．以下に、“ＬｅＰｅｔｉｔＰｒｉｎｃ♂のドイツ語訳“ＤｅｒｋｌｅｉｎｅＰｒｉｎｚ’’の最終ページを引用する。引用

に際して、新正書法により、ｂｉｓｓｃｈｅｎ．ｌａｓｓｔとした。

Ｄａｓｉｓｔｆｕｒｍｉｃｈｄｉｅｓｃｈ6ｎｓｔｅｕｎｄｔｒａｕｒｉｇｓｔｅＬａｎｄｓｃｈａｆｔｄｅｒＷｅｌｔ．

ＥｓｉｓｔｄｉｅｇｌｅｉｃｈｅＩ，ａｎｄｓｃｈａｆｔｗｉｅｄｉｅａｕｆｄｅｒｖｏｒｌｔｚｔｅｎＳｅｉｔｅ，ａｂｅｒ

ｉｃｈｈａｂｅ＄ｉｅｎｏｃｈｍａｌ＄ｈｅｒｇｅｚｅｉｃｈｎｅもｕｍ＄ｉｅｅｕｃｈｇａｎｚｄｅｕｔｌｉｃｈ

ｚｕｍａｃｈｅｎ．ＨｉｅｒｉｓｔｄｅｒｋｌｅｉｎｅＰｒｉｎｚａｕｆｄｅｒＥｒｄｅｅｒｓｃｈｉｅｎｅｎｕｎｄ

Ｗｉｅｄｅｒｖｅｒｓｃｈｗ11ｎｄｅｎ．ＳｃｈａｕｔｄｉｅｓｅＬａｎｄｓｃｈａ氏ｇｅｎａｕａｎ，ｄａｍｉｔ

ｉｈｒｓｉｅｓｉｃｈｅｒｗｉｅｄｅｒｅｒｋｅｎｎもＷｅｎｎｉｈｒｅｉｎｅｓＴｈｇｅｓｄｕｒｃｈｄｉｅａｆｒｉ・

ｋａｎｉｓｃｈｅＷｔｌ＄ｔｅｒｅｉｓｔ．Ｕｎｄｗｅｎｎｉｈｒｚｕ払11ｉｇｄａｖｏｄ）ｅｉｋｏｍｍもｅｉｌｔ

ｎｉｃｈｔｗｅｉｔｅちｉｃｈｆｌｅｈｅｅｕｃｈａｎ－Ｗａｒｔｅｔｅｉｎｂｉｓｓｃｈｅｎｇｅｒａｄｅｕｎｔｅｒ

ｄｅｍＳｔｅｒｎ！ＷｅｎｎｄａｎｎｅｉｎＫｉｎｄａｕｆｅｕｃｈｚｕｋｏｍｍもＷｅｎｎｅＳ

ｌａｃｈもＷｅｎｎｅＳｇＯｌｄｅｎｅｓＨａａｒｈａもＷｅｎｎｅＳｎｉｃｈｔａｎｔｗｏｒｔｅもＳＯ

ｍａｎｅｓｆｒａｇもｄａｎｎｗｅｒｄｅｔｉｈｒｗｏｈｌｅｒｒａｔｅｎ，ＷｅｒｅＳｉｓｔ．Ｄａｎｎｓｅｉｄ

ＳＯｇｕｔｕｎｄｌａｓｓｔｍｉｃｈｍｉｃｈｔｗｅｉｔｅｒ＄Ｏｔｒａｕｒｉｇｓｅｉｎ：ｓｃｈｒｅｉｂｔｍｉｒ

ＳＣｈｎｅｌもＷｅｎｎｅｒＷｉｅｄｅｒｄａｉｓｔ．．．

英語、フランス語に比べて、ドイツ語の文法体系になにか複雑な印象を与えるものがあるとすれ

ば、それは、名詞系で、冠詞類、指示代名詞、形容詞の付加語的用法において、「格変化語尾」があ

ることと、動詞系で、位置の問題として、「後置」の現象があることである。単一動詞の語形変化に

おいては、たしかに「語尾」が存在することで、英語よりも幾分複雑なイメージを与えるが、しか

しそれは、フランス語、イタリア語、スペイン語に比べれば、ほとんど「無変化」に等しい。しかし、

この「ほとんど無」が「初修」の学生には、「グリーン・モンスター」（障壁）となる。加えて、上述

の「格変化語尾」と「後置現象」があるのである。前章で述べた、実質通年で24回の授業で、「縦」

の過程で、精々のところ、10項目の学習が限度であろう。もちろん、綴りと発音の問題には、「寛

容」の精神で対処するという条件つきである。さもないと先に進まないからである。さて、10項目

の「標準例」を解介すると、筆者のタイプとしては、

人称代名詞と基礎的な動詞（ｋｏｍｍｅｎ，1ｅｒｎｅｎ，ＷＯｈｎｅｎ，ｈｅｉＢｅｎ，ＳＰｉｅｌｅｄ）の現在人称変化●疑問詞と疑

問文1．Ｓｅｉｎ，ｈａｂｅｎの現在人称変化および疑問文●冠詞類と格変化語尾一人称代名詞の格変化と「～

に～を～する」動詞の構文→前置詞と副文一ｆｈｈｒｅｎ，ＳＰｒｅＣｈｅｎ，ｇｅｂｅｎ，ｎｅｈｍｅｎ，Ｗｅｒｄｅｎ，ｗｉｓｓｅｎと命

令形一再帰動詞●助動詞ｋ8ｎｎｅｎ，ＷＯ11ｅｎ，ｉｃｈｍｂｃｈｔｅ等●過去形一完了形（正確には11項目）

としたい。この場合、「分離・非分離動詞」「受動態」「形容詞の比較変化」「形容詞の語尾変化」「関

係代名詞・指示代名詞」「接続法」「数詞」「時刻と日付」「不定詞句・分詞」は除外される。もちろ

んこれらは「縦」の過程であり、各過程にはそれぞれに無限の「横」の領域が広がる（各種辞書、文

学作品、哲学書、各種ジャーナル、会話文等）。

さて、上記の「縦」の11＋9＝20項目に基づいて、前章、前々章にならって、「星の王子さま」の
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独訳文最終ページを分析する。その際、上記11項目以外の場合、「対象外」と表記する。

1）ｄａｓｉ＄ｔ蝕ｒｍｉｃｈｄｉｅ（‥．）ｈｎｄｓｃｈａｆｔｄｅｒＷｅｌｔ．ｔ指定詞ｄａｓｉｓｔ～の基礎文型】

2）ｄｉｅｓｃｈ6ｎ＄ｔｅｕｎｄｔｒａｕｒｉｇｓｔｅＬａｎｄｓｃｈａ氏【形容詞の格変化語尾・比較】（対象外）

3）ｅｓｉｓｔｄｉｅｇｌｅｉｃｈｅＬａｎｄｓｃｈａ氏ｗｉｅｄｉｅａｕｆｄｅｒｖｏｒｌｅｔｚｔｅｎＳｅｉｔｅ【同上】（対象外）

4）ａｂｅｒｉｃｈｈａｂｅｓｉｅｎｏｃｈｍａｌｓｈｅｒｇｅｚｅｉｃｈｎｅｔ【現在完了形】

5）ｕｍｓｉｅｅｕｃｈｇａｎｚｄｅｕｔｌｉｃｈｚｕｍａｃｈｅｎ【ｕｍ…Ｚｕ不定詩句】’対象外）

6）ｄｅｒｋｌｅｉｎｅＰｒｉｎｚ：（形容詞の格変化語尾】（対象外）

7）ｈｉｅｒｉｓｔｄｅｒ（ｋｌｅｉｎｅ）ＰｒｉｎｚａｕｆｄｅｒＥｒｄｅｅｒ8Ｃｈｉｅｎｅｎｕｎｄｗｉｅｄｅｒｖｅｒｓｃｈｗｕｎｄｅｎ

ｈｉｅｒｉｓｔ ｄｅｒＰｒｉｎｚ ａｕｆｄｅｒＥｒｄｅ ｅｒｓｃｈｉｅｎｅｎ　（現在完了形：ｓｅｉｎ支配】

【定動詞倒置】　　　　　　ｌ過去分詞後置】

8）ｓｃｈａｕｔｄｉｅｓｅＬａｎｄｓｃｈａ氏ｇｅｎａｕａｎ：（ｓｃｈａｕｔ…ａｎ）【分離動詞】（対象外）

【命令形】

9）ｄａｍｉｔｉｈｒｓｉｅｓｉｃｈｅｒｗｉｅｄｅｒｅｒｋｅｎｎｔ：（．．．ｗｉｅｄｅｒｅｒｋｅｎｎｔ）【分離動詞】（対象外）

【従属接続詞：副文】

10）ｗｅｎｎｉｈｒｅｉｎｅｓＴｈｇｅｓｄｕｒｃｈｄｉｅａｆｒｉｋａｎｉｓｃｈｅＷｉｌｓｔｅｒｅｉｓｔ：【ｗｅｎｎ副文】

【形容詞格変化語尾】（対象外）

11）ｗｅｎｎｉｈｒｚｕｆａ11ｉｇｄａｖｏｔｂｅｉｋｏｍｍｔ：毎ｏｔｂｅｉｋｏｍｍＯ【分離動詞】（対象外）

12）ｅｉｌｔｎｉｃｈｔｗｅｉｔｅｒ：【否定命令】

13）ｉｃｈｆｌｅｈｅｅｕｃｈａｎ：（ｉｃｈｆｌｅｈｅ．．．ａｎ）【分離動詞】（対象外）

14）ｗａｒｔｅｔｅｉｎｂｉ＄ＳＣｈｅｎ，ｇｅｒａｄｅｕｎｔｅｒｄｅｍＳｔｅｒｎ！：【肯定命令】

15）ｗｅｎｎｄａｎｎｅｉｎＫｉｎｄａｕｆｅｕｃｈｚｕｋｏｍｍｔ：（ａｕｆｅｕｃｈｚｕｋｏｍｍｔ）【分離動詞】（対象外）

16）ｗｅｎｎｅｓｌａｃｈｔ；ｗｅｎｌｌｅＳｇＯｌｄｅｎｅｓＨａａｒｈａｔ；ｗｅｎｎｅｓｎｉｃｈｔａｎｔｗｏｒｔｅｔ：【ｗｅｎｎ副文】

【形容詞格変化語尾】（対象外）

17）ｓｏｍａｎｅｓｆｒａｇｔ：ｓｏ＝Ｗｅｎｎ（ｗｅｎｎ副文の中にもうひとつ下位区分のｗｅｎｎがくるのを

避けるため、＄0を使用）

18）ｄａｎｎｗｅｒｄｅｔｉｈｒｗｏｈｌｅｒｒａｔｅｎ：（未来の助動詞（本動詞が後置される）】

【非分離動詞】（対象外）

19）ｗｅｒｅｓｉｓｔ：（疑問詞ｗｅｒ】【疑問文の副文化】

20）ｄａｎｎｓｅｉｄｓｏｇｕｔｕｎｄｌａｓｓｔｍｉｃｈｎｉｃｈｔｗｅｉｔｅｒｓｏｔｒａｕｒｉｇｓｅｉｎ：【肯定・否定命令】

【使役の助動詞（本動詞が後置される）】

119
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21）ｓｃｈｒｅｉｂｔｍｉｒ乱心ｎｅ11，ＷｅｎｎｅｒＷｉｅｄｅｒｄａｉｓｔ…：【命令形とｗｅｎｎ副文】

英訳“鮎ｍｄｍｅｗｎｒｄｔｂａｔｈｅｈ錮Ｃｎｍｅｂａｃｋ．”およびフランス語原文

“ｅｃｒｉｖｅ㌢ｍＯｉｖｉｔｅｑｕ’ｉｌｅｓｔｒｅｖｅｎｕ…”ともに、ｔｈａｔ，ｑｕｅ　を使用してい

るので、独訳も“ｄａ＄Ｓ”ｅｒｗｉｅｄｅｒｄａｉ＄ｔとすべきと思うのだが。

§4．上記の独訳文に関する限り、「分離・非分離動詞」の理解は不可欠である。ただ、「形容詞

の語尾変化」は、厳密さを問わない限り、特にその前に定冠詞があれば、少なくとも和訳ないし文

意の理解にそう支障はなさそうである。次に、先に筆者が提示した、「縦」の文法事項11項目の「キ

ー・ポイント」（キー・センテンス、原型と類型）の例を紹介する。

1）人称代名詞と基礎的な動詞の現在人称変化

独　　　　　　英　　　　　　　仏

ｉｃｈ ｋｏｍｍｅ Ｉ ｃｏｍｅ Ｊｅ Ｖｉｅｎｓ

ｄｕ ｋｏｍｍｓｔ ｙｏｕ ｃｏｍｅ ｔｕ ｖｉｅｎｓ

Ｓｉｅ ｋｏｍｍｅｎ ｙｏｕ ｃｏｍｅ ｖｏｕｓ ｖｅｎｅｚ

Ｓ

岬．棚．相

聞

　

Ⅴ

　

Ⅴ

西
む
。
仙
価

2）藤間詞と疑問文

ドイツ語　Ｗｅｒ ｋｏｍｍｔ？　　ＷｈｓｌｅｒｎｅｎＳｉｅ？

英語　Ｗｈｏｃｏｍｅｓ？　　　　Ｗｈａｔｄｏｙｏｕｌｅａｒｎ？

フランス語　Ｑｕｉｖｉｅｎｓ？　　　　Ｑｕ’ａｐｐｒｅｎｅｚ・ＶＯｕ＄？

スペイン語？Ｑｕｉ色ｎ ｖｉｅｎｅ？　　　　？Ｑｕ6ａｐｒｅｎｄｅ Ｖｄ．？

ハングッゴ　ヌダガ・オムニッカ　　ムオル・コンプへヨ？

韓

チョヌン・オムニダ

ＷｏｗｏｈｎｅｎＳｉｅ？

Ｗｈｅｒｅｄｏｙｏｕｌｉｖｅ？

Ｏ。上ｌａｂｉｔｅ∠－ＶＯｕＳ？

？Ｄ6ｎｄｅ ｈａｂｉｔａ Ｖｄ．？

オディェ・サムニッカ

3）ｓｅｉｎ，ｈａｂｅｎの現在人称変化および疑問文

ｓｅｉｎについては、ｒ存存」（ｈｉｅｒｉｓｔ＝ｈｅｒｅｉｓ）と「指定」（指示）（ｄａｓｉｓｔ＝ｔｈａｔｉｓ）のふた

つを表しうるが、スペイン語とハングッゴでは、両者は区別される。

（スペイン語「指定動詞」ｓｅｒ）　？Ｑｕｉ6ｎ ｅｓ Ｖｄ．？（どなたですか）

（　同　　「存在動詞」ｅｓｔａｒ）　？Ｄ6ｎｄｅ ｅｓｔ畠Ｖｄ．ａｈｏｒａ？（今、どこにおられますか）

（ハングッゴ「指定詞」イダ）　イルミ・ムオ・シムニッカ？（お名前は何でしよう）

（　同　　「存在詞」イッタ）テハックン・オディェ・イッソヨ？（大学はどこにありますか）

また、フランス語とスペイン語は、ａＶＯｉｒ，ｈａｂｅｒ　をもってｒ存在」を表す。

（フランス語）　ｉｌ ｙ ａｖａｉｔ ｕｎｅ ｆｏｉｓ ｕｎ ｒｏｉ…（むかし王様がいました・・・）

（スペイン語）　　　ｂａｂｉａｕｎａｖｅｚｕｎｒｅｙ…（　　同　　　　　）
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ドイツ語、英語では　ｅｓｗａｒ／ｔｂｅｒｅｗａｓだが、フランス語もｉｌｅｔａｉｔともいう。

ｅｓｗａｒｅｉｎ皿ａｌｅｉｎＫ6ｍｉｇ…／0皿ＯｅｕｐＯｎａｔｉｍｅｔｈｅｒｅｗａｓａｋｉｎｇ…／ｉｌｅｔａｉｔｕｎｅｆｏｉｓｕｎｒｏｉ…

独　ｓｅｉｌｌ／ｈａｂｅｌｌ／ｅｓｇｉｂｔ．．．；英　ｔｏｂｅ／ｔｏｈａｖｅ／ｔｈｅｒｅｉｓ…；仏　8ｔｒｅ／ａｖｏｉｒ／ｉｌｙａ…；西　ｓｅｒｙ

ｅｓｔａ血ａｂｅｒｙ紬ｎｅｒ他ａｙ…；の人称変化等の詳細については省略する。

「今、何時ですか」 独

典

仏

西

韓

Ｗｉｅ　印鋸

Ｗｈａｔｔｉｍｅ

9
・

ｔ
　
ウ
・

画
ｍ
Ｗ

一
口
■や

　
止

血
ｉ
Ｓ

ＱｌＩｅ11ｅｈ飢Ⅰ柁　ｅＳｔ・ｉｌ（皿ａｉ鵬ｅｎａｎｄ？

？Ｑｕ．畠山ｒａ ｅｓ（ａｈｏｒａ）？

チグム・ミョッシー・イムニッカ？
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4）冠詞類と格変化語尾

これはドイツ語の核心の部分である。定冠詞と不定冠詞を基礎にすえる。その際、学生の負担

も考慮して以下の部分に特化して　ｒ指導」する。

鳳　　　　£　　　　　ｎ、　　　れ　　　　　ｍ．　　　　£　　　　　　ｎ．

ｄｅｒＭａｎｎ ｄｉｅＦｒａｕ ｄａｓＫｉｎｄ ｄｉｅＫｉｎｄｅｒ ｅｉｎ Ｍａｎｎ ｅｉｎｅＦｒａ11　ｅｉｎ Ｋｉｎｄ

ｄｅｓＭａｎｎｅｓ ｅｉｎｅｓＭａｎｎｅｓ

ｄ（きｍＭａｎｎ ｅｉｎｅｍＭａｎｎ

ｄｅｎＭａｎｎ ｅｉｌｌｅｎＭａｎｎ

そして、女性と中性と複数は1段目と4段目が「同形」ですと指導する。そして、「段」に「格」

という名称を与え、1～4格を文を構築する4つのケースと教える。

次に、ｄｉｃ＄Ｃｎａｌ1ｃｎｗｃＩｃｈｃｒ；ｊｃｄｃｒを、その次に、基本的にはｍｃｉｎとｋｃｉｎだけ教える。定冠詞

の残りの部分（2・3格）は特徴を指摘するだｉナとし、さらにはその他の冠詞類は意味だけを扱う。

ｄｅｒＭａｎｎ ｔｈｅｍａｎ ｌ’ｈｏｍｍｅ ｅｌｈｏｍｂｒｅ　　　　ク・サラム

5）人称代名詞の格変化と「～に～を～する」動詞の構文

独　Ｉｃｈｇｅｂｅｅｓｉｈｍ．（ＩｃｈｇｅｂｅｍｅｉｎｅｍＦｒｅｕｎｄｄａｓＡｕｔｏ．）

英　Ｊｇｉｖｅｊｔｔｏ鮎乱

仏　Ｊｅｌ（）1ｕｉｄｏｎ皿ｅ．

酉　　ＹｏｌｅｄｏｙＬｅｌａｕＬｏ．

韓　クエゲ・クゴスル・チュムニダ．

6）前置詞と副文

ドイツ語には、前置詞の格支配と副文における定動詞後置がある。前置詞の格支配は、古典語

とロシア語には存在するが、英語、フランス語、イタリア語、スペイン語には存在しない。ハング
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ッゴは、日本語と同様に「助詞」の領域に属するが、接続語の母音・子音の内容により、形態が変

わることもある。たとえば、ヌグ「ワ」（だれ「と」）に対して、ク・サラム「クワ」（そのひと

「と」）。これは、ドイツ語のａｍ／ｉｍ、フランス語のｄｕ／皿ｅｓ／ａｕ（Ⅹ）、イタリア語のｎｅｌ／

ｎｅ11ａ／ｄｅｌ／ｄａ11ａ、スペイン語のａｌ／ｄｅｌと類似の現象であろう。ドイツ語には格変化があり、

前置詞も斜格（2／3／4格）と結びつく。

ＳｔａｔｔｄｅｓⅦｔｅｒｓ ｓｔａｔｔｍｅｉｎｅｒ ｗｅｇｅｎｄｅｒＫｒａｎｋｈｅｉｔ

ｍｉｔ．ｄｅｍＶａｔｅｒ ｍｉｔｍｉｒ ｖｏｎｄｅｒＫｒａｎｋｈｅｉｔ

蝕ｒｄｅｎⅥｌｔｅｒ　　　　蝕ｒｍｉｃｈ　　　　蝕ｂｅｒｄｉｅＫｒａｎｋｈｅｉｔ

ａｕｆｄｅｍＴｉｓｃｈ

ａｕｆｄｅｎＴｉｓｃｈ

ドイツ語では、「それで」と「なにで」等の融合形がある。英語のｔｈｅｒｅｗｉｔｈ／ｔｈｅｒｅｆｏｒｅそして

Ｗｈ8ｒｅＷｉｔｈ／ｗｈｅｒｅａｓ　と同構造である。

ＤａｉｓｔｅｉｎＫｕｇｅｌｓｃｈｒｅｉｂｅｒ．ＳｃｈｒｅｉｂｅｎＳｉｅｄａｍｉｔ？（ボールペンがあります。使いますか。）

Ｗｏｍｉｔ払ｈｒｅｎＳｉｅ？ＭｉｔｄｅｍＺｕｇ？（なんで行きますか。列車ですか。）

ドイツ語だけに「副文」＝「定動詞後置」という現象がある。

ｉｈｒｒｅｉｓｔｅｉｎｅ＄Ｔｈｇｅ＄ｄｕｒｃｈｄｉｅａｆｒｉｋａｎｉｓｃｈｅＷ也Ｓｔｅという文をｗｅｎｎ　副文にすると

ＷｅｎｎｉｈｒｅｉｎｅｓＴｈｇｅｓｄｕｒｃｈｄｉｅａｆｒｉｋａｍｉｓｃｈｅＷｉ18ｔｅｒｅｉｓｔ（いつか旅行したときに）

「ここに署名があればいいです」

ドイツ語　　Ｅｓｉｓｔｇｅｎ也ｇｅｎｄ，ＷｅｎｎＳｉｅｈｉｅｒｕｎｔｅｒｓｃｈｒｅｉｂｅｎ．

英語　Ｉｔ’ｓｊｕｓｔｅｎｏｌ鳩ｂｉｆｙｏｕｏｎｌｙ軸ｎｂｅｒｅ．

フランス語　ＩＩｓｕｆｆｉｔｓｉｖｏｕｓｓｏｕｓｃｒｉｖｅｚｉｃｉ．

スペイン語　　Ｅ＄ｂａｓｔａｎｔｅｃｕａｎｄｏｎｒｍｅａｑｕｉ．

ハングッゴ　　ヨギ・ソミョン・イ・イッス「ミョン」・トウニヨ．

7）蝕ｈｒｅｎ／ｓｐｒｅｃｈｅｎｕｓｗ．と命令形

ドイツ語の動詞の中には、単数形で、特に2人称単数と3人称単数形で、一定の母音変化等を生

じるものがある。これらは、かえって、変化すると英語に近くなる。

（ｈｈｒｅｎ）＝（ｔｏ払ｒｅ）　（ｓｃｈｌａｆｅｒＤ＝（ｔｏｓｌｅｅｐ）　（ｓｐｒｅｃｈｅｎ）＝（ｔｏｓｐ［ｒ］ｅａｋ）

ｊｃｂ飴ｈｒｅ ｉｃｂｓｃｂｌａ飴　　　　　ｉｃｌｌＳｐｒｅＣｂｅ

ｄｕｆａｈｒｓｔ　　飴．ｒｅｗｅｌｌ！ｄｕｓｃｈｌａ飴ｔ ｓｌｅｅｐ！　ｄｕ＄ｐｒｉｃｈｓｔ ｓｐ【ｒ］ｅａｋ！

ｅｒ飴ｈｒｔ ｅｒｓｃｈｌ紙　　　　　　ｅｒｓｐｒｉｃｈｔ　　　【ｄの脱落

（ｋ8ｎｎｅｎ）＝（ｃａｎ）　　　　（ｗｏ11ｅｎ）＝（ｗｉｌｌ）

ｉｃｈｋａｒｍ Ｉｃａｎ ｉｃｈｗｉｌｌ Ｉｗｉｌｌ

ｄｕｋａｎｎｓｔ ｄｕｗｉｌｌｓｔ

ｅｒｋａｎｎ ｅｒｗｉｌｌ
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これは、フランス語やスペイン語の以下の変化に近いともいえる。

フランス語　（＄ａＶＯｉｒ）

ＪｅＳａｉｓ ｎｏｕｓｓａｖｏｎｓ

ｔｕｓａｉｓ ｖｏｕｓｓａｖｅｚ

ｉｌｓａｉｔ ｉｌｓｓａｖｅｎｔ，

スペイン語　（紺ｂｅｄ

Ｓｅ Ｓａｂｅｍｏ＄

Ｓａｂｅｓ ｓａｂｅｉｓ

ｓａｂｅ ｓａｂｅｎ

ｂｏｕｖｏｉｒ）

ＪｅｐｅｕＸ ｍｕＳｐＯｕＶＯｎＳ

ｔｕｐｅⅥⅩ　　　　ＶＯｕＳｐＯｕＶｅＺ

ｉｌｐｅｕｔ ｉｌｓｐｅｕｖｅｎｔ

（ｐり（ｌｐｄ

ｐｕｅｄｏ ｐｏｄｅｍｏｓ

ｐｕｅｄｅｓ ｐｏｄｅｉｓ

Ｐｕｅｄｅ ｐｕｅｄｅｎ

123

次に「命令形」に移ると、不定詞形で命令形を作る英語とは遮って、いわゆる「人称変化」が豊か

というか複雑な言語は、各種命令形は、基本的には、人称変化形に依存し、命令の人称によっては、

「接続法」を使用する。ドイツ語もそうである。

ドイツ語　　Ｓｅｉ！　　　　　Ｋｏｍｍ！　　　　スペイン語　　ｓ昌　　　ｖｅｎ　（！・・・！は省略）

Ｓ8ｉｄ！　　　　　　Ｋｏｍｍｔ！　　　　　　　　　　　　　　Ｓｅｄ ｖｅｎｉｄ

（以下は、ドイツ語・スペイン語ともに接続法）

Ｓｅｉｅｎｗｉｒ！　　　Ｋｏｍｍｅｎｗｉｒ！

ＳｅｉｅｎＳｉｅ！　　ＫｏｍｍｅｎＳｉｅ！

「どうぞすわってください」

ドイツ語

英語

フランス語

スペイン語

ハングッゴ

Ｂｉｔｔｅ，ＳｅｔＺｅｎＳｉｅｓｉｃｈ！

Ｐｌｅａｓｅｓｉｔｄｏｗｎ！

Ａｓｓｅｙｅｚ・ＶＯｕ＄Ｓ’ｉｌｖｏｕｓｐｌａｉｔ！

！ＳｉｒｖａＳｅｔＯｍａｒａＳｉｅｎｔｏ，ＰＯｒ払ｖｏｒ！

チョム・アンジャ・ジュセヨ．

Ｓｅａｍｏｓ ｖｅｎｇａｍｏｓ

Ｓｅａ（山　ｖｅｎｇａ（山

8）再帰動詞は　7）で触れたので省略する。

9）助動詞ｋ6ｎｎｅｎ　等も、7）で若干触れたたので、詳細は省略する。

「日本語が打てるコンピューター」

ドイツ語　ｅｉｎＣｏｍｐｕｔｅｎｗｏｍｉｔｍａｎａｕｆＪａｐａｍｉｓｃｈｔｉｐｐｅｎｋａｎｎ

英語　ａｃｏｍｐｕｔｅｒｗｉｔｈｗｈｉｃｈｏｎｅｃａｎｗｒｉｔｅＪａｐａｎｅｓｅｗｏｒｄｓ

フランス語　ｕｎｃｏｍｐｕｔｅｒａｖｅｃｌｅｑｕｅｌｏｎｐｅｕｔ岳ｃｒｉｒｅｌｅ ｊａｐｏｎａｉｓ

スペイン語　ｕｎ ｃｏｍｐｕｔｅｒ ｃｏｎ ｑｕｅ ｓｅ ｐｕｅｄｅ ｅｓｃｒｉｂｉｒ ｅｌ ｊａｐｏｎｅｓ

ハングッゴ　イルポノ・ス「ルスー・イン」ヌン・コンビュート

（日本語　　書「くことができ」る　　コンピューター）

（ｅｉｎ ａｕｆＪａｐａｎｉｓｃｈ ｂｅｎｕｔｚ－ｂａｒ－ｅｒ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）
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10）過去形と11）完了形

英語とドイツ語は、「過去形」は一種類で、語形上、強変化動詞と弱変化動詞に分かれる。

英語

Ｉ ｃａｍｅ Ｉｌｏｖｅｄ

ｈｅ ｃａｍｅ ｈｅｌｏｖｅｄ

ｙｏｕ ｃａｒｎｅ ｙｏｕｌｏｖｅｄ

ドイツ語

ｉｃｈ ｋａｎ）　ｉｃｈｌｉｅｂｔｅ

ｅｒ ｋａｍ ｅｒｌｉｅｂｔｅ

Ｓｉｅ ｋａｍｅｎ Ｓｉｅｌｉｅｂｔｅｎ

ところが、フランス語とスペイン語には、半過去（線過去）と単純過去（点過去）とがあり、しかし、

英語・ドイツ語のような「強弱」の区別はない。強いていえば、スペイン語・線過去のｂａ／ｂａｓ

／ｂａのタイプを「弱」変化、工ａ／ｉａｓ／工ａのタイプをｒ強」変化といえないこともない。ラテ

ン語のいわゆる「半過去」の語尾変化は、ｂａｍ／ｂａｓ／ｂａｔだった。

一方、フランス語の「複合過去」を「完了形」として考えれば、完了の助動詞として、英語で

いうとｈａｖｅ　とｂｅを使い分けるのが、ドイツ語とフランス語であり、英語とスペイン語はｈａｖｅ／

ｈａｂｅｒのみを用いる。

「彼は帰宅しました。」

英語

スペイン語

ドイツ語

フランス語

ハングッゴ

Ｈｅ ｈａｓ ａｌｒｅａｄｙ ｃｏｍｅ ｈｏｍｅ．

Ｈａ ｙａ ｖｕｅｌｔｏ ａ ｃａｓａ．

Ｅｒｉｓｔ ｓｃｈｏｎ ｎａｃｈ Ｈａｕｓ ｇｅｋｏｍｍｅｎ．

Ｉｌ ｅｓｔ ｄｅｊ畠ｒｅｎｔｒ合金1ａ ｍａｉｓｏｎ．

クサラミ・イミ・チプロ・ワッソヨ．

「未来形」については、ｒ近接未来」と　ｒまさにするところだ（ｉｍＢｅｇｒｉｆｆｓｅｉｎ，ｅｔＷａＳＺｕｔｕｎ

／8ｔｒｅ ｓｕｒｌｅ ｐｏｉｎｔ ｄｅ ｆａｉｒｅ ｑｕｅｌｑｕｅ ｃｈｏｓｅ／ｂｅ ｏｎ ｔｈｅ ｐｏｉｎｔ ｏｆ ｄｏｉｎｇ ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ／ｂｅ

ａｂｏｕｔ ｔｏ ｄｏ）」の表現を除けば、フランス語とスペイン語は、「不定形」＋ａｉ／ａｓ／ａ／ｏｎｓ

／ｅｚ／ｏｎｔ　と　ｅ／畠ｓ／畠／ｅｍｏｓ／色ｉｓ／ａｎ　の「単一形」で表現し、英語とドイツ語は　ｒ未来

の助動詞」を使用する。「単一形」であろうと「助動詞」表現であろうと、「本動詞」に、必要な

「意味追加」がなされるわけで、そうなると、「韓国語」「日本語」のような「断定」（時枝文法に

おける「辞」）後にいくらでも「願望・謙遜・詠嘆・疑問」の助動詞・助詞を連ねることができる

言語の方が、「趣き」があるようである。

「なるようになるさ」

スペイン語

フランス語

ドイツ語

英語

Ｑｕｅ ｓｅｒ畠　ｓｅｒ畠．

Ｃｅ ｑｕｉ ｓｅｒａ ｓｅｒａ，

Ｗａｓ ｓｅｉｎ ｗｉｒｄ，Ｖｉｒｄ ｓｅｉｎ．

Ｗｈａｔ ｗｉｌｌ ｂｅ ｗｉｌｌ ｂｅ．
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ハングッゴ ネーイルン・ネーイルウイ・パラミ・プムニダ．
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西洋語は助動詞が前に、韓国語・日本語は後ろにくる。

Ｗａｓ ｎｅｈｍｅｎ Ｓｉｅ？

Ｗａｓ ｗｏｌｌｅｎ Ｓｉｅ ｎｅｈｍｅｎ？

Ｗａｓ ｍ6ｃｈｔｅｎ Ｓｉｅ（ｎｅｈｍｅｎ）？

Ｑｕ’ｅｓｔ－Ｃｅ ｑｕｅ ＶＯｕＳ ＶＯｕｌｅｚ（ｐｒｅｎｄｒｅ／ｄｉｒｅ・・・）？

Ｑｕ色ｑｕｉｅｒｅ ｕｓｔｅｄ（ｔｏｍａｒ／ｄｅｃｉｒ…）？

ＭａｙＩ ｈｅｌｐ ｙｏｕ？

なんに・いたし・ましょう。

なんに・いたしまし・たら・よろしゆう・こざい・ます・か・と。

Ｉ ｗｏｎｄｅｒｉｆ ｙｏｕ’ｄ ｌｉｋｅ ｏｆ ｃｏｕｒｓｅ ａｈ…

ムオル・トウ・シ・ケッ・スムニ・ツカ．

使用したテキスト・参考書・辞書

Ｓａｉｎｔ－Ｅｘｕｐ畠ｒｙ：ＬｅＰｅｔｉｔ Ｐｒｉｎｃｅ．任ｕｖｒｅｓ ｃｏｍｐｌｅｔｅｓ ｄｅ Ｓａｉｎｔ－Ｅｘｕｐｅｒｙ4．Ｇａｌｌｉｍａｒｄ ｅｔ Ｃｌｕｂ ｄｅ

ｌ’Ｈｏｎｎ色ｔｅ Ｈｏｍｍｅ，Ｐａｒｉｓ，1985．Ｄｅｕｘｉｅｍｅ6ｄｉｔｉｏｎ．

Ａ．ｄ．Ｓａｉｎｔ－Ｅｘｕｐ6ｒｙ：Ｔｈｅ Ｌｉｔｔｌｅ Ｐｒｉｎｃｅ．

Ｔｒａｎｓｌａｔｅｄ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｆｒｅｎｃｈ ｂｙ Ｋａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄｓ．

Ａ Ｈａｒｖｅｓｔ／ＨＢＪ Ｂｏｏｋ1971．

Ａ．ｄ．Ｓａｉｎｔ－Ｅｘｕｐ色ｒｙ：Ｄｅｒ ｋｌｅｉｎｅ Ｐｒｉｎｚ．

Ｉｎｓ Ｄｅｕｔｓｃｈｅ8ｂｅｒｔｒａｇｅｎ ｖｏｎ Ｃｈｒｉｓｔｉａｎｅ Ｆｉｌｉｕｓ．Ｊｅｌｍｅ．

Ｋａｒｌ Ｒａｕｃｈ Ｖｅｒｌａｇ Ｄｔｉｓｓｅｌｄｏｒｆ Ｈｅｒｂｓｔ1998．

寿里順平：スペイン語の基礎．東洋書店．1989．

長友英子・荻野優子：文法をしっかり学ぶ韓国語．池田書店，2005．

（韓国語については、2005年4～6月の間、その間鳥取大学国際交流課に、交換派遣職員として勤務

された、春川大学のキム・ヒソン先生に、ゼロから指導していただいた。その際、筆者の視点は、

「外国語の学習におけるプロセス」というものだった。つまり、筆者自身が週4回ドイツ語の初

歩の授要をしながら、一方で、毎週2回、火曜と木曜に、夕方6時から8時まで、数人の受講生

の一人として、初歩を教授される立場に立たされ、学生の側からの授業体験を同時にしていたこ

とになる。約20回の講義を、筆者は1回も休まなかった。ドイツ語以外に授業（主題科目）をふた

つもち、ほかに会議もあったので、復習がきつかった。教材として配付されたプリントは、今で

も貴重な財産である。帰韓直前に、日曜日に偶然電車が一諸だったキム先生に、町の本屋で勧め

ていただいたのが、上記の参考書である。先生の講義には、筆者は辞書なしで臨んだが、それは、

初歩の初歩の段階では、いただいたプリントが、辞書がわりになると判断したためである。しか

し、そうもいってはおれないので、京都の洋書専門店に、韓・独、独・韓と韓・英、英・韓の辞

書を注文していたのが、つい最近届いた。韓・英の韓は発音をアルファベットでひくもので、こ

れはこれでおもしろいが、一方、独・韓の独にはドイツ語の「語源」およびそれに対応する「英
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語」まで載っていて、それぞれに利用価値がある。本論を書くにあたって、いくらか参照した。）

辞書は、基本的に、ＬａｎｇｅｎｓｃｈｅｉｄｔのＴｈｓｃｈｅｎｗ6ｒｔｅｄ）ｕＣｈを使用した。独・酉、酉・独および独・

英、英・独のものは、40年前のものと、数年前のものを併用したところ、ＩＴ以前と以後で、収録

語彙（特に英語の文語）と編集方針がガラリと変わっているのには面食らった。以下には、韓国語関

係の辞書（いずれも1巻もの）を2点紹介する。

ＭＩＮＪＵＮＧ’Ｓ ＤＥＵＴＳＣＨ＝ＫＯＲＥＡＮＩＳＣＨＥＳ ＫＯＲＥＡＮＩＳＣＨ＝ＤＥＵＴＳＣＨＥＳ

ＷＯⅣｒＥＲＢＵＣＨ．ⅤＶＢ ＬＡＵＦＥＲＳＷＥＩＬＥＲＷＥＴＴＥＮＢＥＲＧ
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