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1）日本大学文理学部

．問題提起

学校や大学で語学を教授する場合，一般的には

おおかた定着している文法項目を─学校文法と

言ってもよかろう─年間計画でどのように配分し

て授業を進めていくかが重要になる。高等学校ま

での外国語のように学習指導要領および解説で決

められている場合もあるが，大学の初修外国語の

ように 1年間（2セメスター）で一応の完結を想

定しなければならないときは，文法項目の選択を

迫られることもある。

しかし残念なことに，こうした文法項目の選択

行為はあっても，学校文法そのものが本当に当該

言語の実態に適切な概念なのか，というプリミ

ティヴな疑いを抱いて授業を改善する行為はほと

んど顧みられていないのではないか。

本稿はドイツ語教育を中心に，ドイツ語学習の

成立史を辿りつつ，学校文法と実際のドイツ語の

姿のギャップについて指摘し，今後の語学教育に

は何が必要かを考察したいと思う。

．はじめにルターありき

そもそもドイツ語が学校で教授されるように

なったのは16世紀からのことで，これにはル

ターの宗教改革が絡んでいる。神と人との信仰に

よる結びつきは聖書を読むことで成立すると考え

たルターは，1522年新約聖書のドイツ語訳を刊

行した。それまでは僧侶ですらまともに聖書を読

んでおらず，ローマ教皇の教えを神の教えとし

て，しかもラテン語で民衆に発してきた。それを

ルターは民衆が理解できる母語ドイツ語で，聖書

に書かれていることを知ることができるようにし

た。

同時に彼は支持を得ている諸侯に宛てて男女の

差別無く義務教育をするべきだという手紙を送っ

た。これが1524年の „An die Ratsherrn aller Städte 

der deutschen Landes, dass sie christliche Schulen 

aufrichten und halten sollen“（ドイツ全市の市参事

会宛：キリスト教精神の学校設立・運営）とい

う文書である。これを受けてプロテスタント諸

侯の国々では義務教育が始まり，その学校で初

めて母語であるドイツ語が教授されることと

なった。当然教科書が必要となるわけで，1537

年にはRotenburgの校長Valentin Ickelsamerによ

る „Teutsche Grammatica“（『ドイツ語文法』）を

始めとしたドイツ語の文法書が刊行された。

当時の文法書はドイツ語を教授するとともに，

もうひとつの役割も担っていた。1618年刊行の

Johannes Kromayer „Deutsche Grammatica“（ヨハ

ネス・クロマイヤー『ドイツ語文法』）の序文に

はこうある。

Dieses Büchlin einer deutschen Grammatik/ mit 

fleiß zusammen bracht vnd auffgesetzet worden/ in 

sonderlicher Gleichförmigkeit mit der Lateinischen/ 

Griechischen/ vnd Hebräischen Grammatiken/ 

welche wir auch vnter henden haben/

このドイツ文法の小著が特に意図していること

は，我々がよく知っているラテン語，ギリシア

語，ヘブライ語文法と類似した文法形態である。

この時代，大学ではラテン語で講義が行われて

ドイツ語はどのように教えられてきたか

─ことばの実態と学校文法の乖離─

宮澤　義臣1）
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この 6つの格はすなわち Nominativ（主格），Genitiv

（属格），Dativ（与格），Akkusativ（対格），Vokativ

（呼格），Ablativ（奪格）であり，ラテン語の格変化

の枠組みそのままである。ドイツ語には呼格と奪

格は存在しないが，それを無理矢理  „O du 

thier“（おお，汝動物よ）， „von dem thier“（動物

から）という訳語を作って当てはめている注3）。

動詞の変化についても同じ事が言える。まず態

をActivum（能動態），Passivum（受動態），Neu-

trum（中動態）の 3つに分けている。ギリシア語

には確かに中動態はあるが，ドイツ語には存在し

ない。クロマイヤーはギリシア語に存在する3つ

の態のパラダイムに，他動詞の能動態，受動態，自

動詞を当てはめた。能動態に関して他動詞と自動

詞を区別する理由など全くない筈だが，彼は既に

ある 3つの「文法的枠」を埋めるべく知恵を絞っ

たのであろう。さらに時制に関しては Präsens

（現在形），Präteritum imperfectum（未完了過去

形 ），Präteritum perfectum（ 完 了 過 去 形 ），

Präteritum plusquamperfectum（過去完了過去

形），Futurum（未来形）の 5つを設定してい

る。未来完了形を付加すればラテン語の動詞時制

と同じである。注目すべきは Imperfectum とい

う文法用語である。ラテン語の所謂「過去形」は

imperfectum といって，現在で言えば「～してい

た」という過去進行形の意味なのである。ラテン

語では通常「～した」は完了形を用いる。現行の

学校文法では Imperfekt とは言わずに Präteritum

（過去形）と表記している部分を，クロマイヤー

はラテン文法の述語のままで記載している。

こうしたルター派による義務教育で用いるドイ

ツ語教科書の文法は，17世紀になってより学術

的な規範文法へと発達する。当時ドイツ語圏を席

巻したフランス語大流行による外来語の大量流入

が，母語を愛する人々に Sprachgesellschaft（国

語協会）という母語を保護する団体の設立を決断

させることになった。この国語協会はドイツ語圏

各地にでき，そこでは外来語の代わりとなる新語

の提案や，規範的なドイツ語文法の構築が議論さ

れた。現在使われている合成語 Wörterbuch（単

語の本→辞書）や Aufzug（引き揚げ→幕），

Rechtschreibung（正しく書くこと→正書法）と

おり，ルターが義務教育を訴える前の学校教育と

は，大学進学のための教会付属のラテン語学校の

ことを指していた。ゆえに母語としてドイツ語を

教えるにあたっても，ラテン語文法の枠組みを用

いて後にラテン語を学ぶ際に有益になるようにア

レンジされていた。ヨーロッパで伝統的に学ばれ

てきたラテン語文法は，その起源を辿ればローマ

時代の学者 Marcus Terentius Varro （116 B.C.-27 

B.C.）の『ラテン語論』やAelius Donatus（ca.310-

ca.380）の『文法学』などの伝統を継承したもの

であり，さらにこうしたローマ人の文法はDiony-

sios Thrax（紀元前 2世紀頃）らを中心としたア

レキサンドリア学派のギリシア語文法をラテン語

に焼き直したものであった。

1．クロマイヤーの文法から見た伝統

前述のクロマイヤーの『ドイツ語文法』を眺め

ると，古典語の枠組みがいかに反映されているか

が手に取るようにわかる。

例えば彼は品詞を Nomen（名詞），Pronomen

（代名詞），Verbum（動詞），Participium（分詞），

Interjectionen（間投詞），Conjunctionen（接続

詞），Praepositionen（前置詞），Adverbien（副詞）

の 8つに分類した。この 8品詞というのはVarro

やDonatusがラテン文法で記した品詞と全く同じ

であり，さらにこのローマの文法家たちはこの分

類をアレキサンドリア学派の 8品詞のarthron

（冠詞）を interjectio（間投詞）に変えて受け継い

だに過ぎない。ラテン語には冠詞がなかったから

である。ちなみに現代の学校文法でもこの8品詞

は健在で，伝統的な英文法では分詞を形容詞に変

えて 8品詞としている注1） 。

名詞の格変化に関して，ドイツ語では 4つの格しか

存在しないのにクロマイヤーは 6つの格を示す注2）。

     der Singular          der Plural

    N.  das Thier /        N.  die Thiere /

    G.  des  thiers /       G.  derer thiere /

    D.  dem thier /        D.  denen thieren /

    A.  das thier /         A.  die thiere /

    V.   O du thier /        V.   O ihr thiere /

    A.  von dem thier /      A.  von denen thieren /
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2． 現在のドイツ語文法の基礎をつくったBauer-

Duden文法

ドイツ語教授の文法的枠組みはドイツ統一の機

運が高まった19世紀になっても旧態依然であっ

た。Jacob Grimmの『ドイツ語文法』（1819年）

を端とする比較文法がヨーロッパの言語学で大流

行し，ライプツィヒ大学の卒業生を中心とした

Junggrammatiker（青年文法学派）が活躍してい

た19世紀後半，1871年にはドイツ帝国が誕生，

そして1901年に初めて正書法がドイツ語圏の

国々で承認されたこの時期に，標準的な学校教授

用ドイツ語文法が成立する。Friedrich Bauer  

„Grundzüge der neuhochdeutschen Grammatik für 

höhere Bildungsarten“（フリードリヒ・バウアー

『高等教育施設のための新高地ドイツ語文法梗概』

1850年）である。この文法書はバウアーが勤め

る農業・実用専門学校の学生のために書かれ，後

にドイツ語正書法を確固たるものにしたギムナジ

ウム校長のKonrad Duden（1829-1911）が改訂を

重ねてドイツ語圏のギムナジウム，高等専門学校

で採用され，現在最も信頼されている『ドゥーデ

ン文法』に引き継がれていく。

では手元にあるBauer-Duden „Grundzüge der 

neuhochdeutschen Grammatik für höhrere Bildungs- 

arten“（第25版1905年）を見てみよう。

品詞の数はSubstantivum（名詞），Adjektivum

（形容詞），Pronomen（代名詞），Numerale（数

詞），Verbum（動詞），Adverbium（副詞），Präpo-

sition（前置詞），Konjunktion（接続詞），Interjek-

tion（間投詞）の 9つになっている。数詞を品詞

として新たに加えている一方で，冠詞は品詞とし

ては認めていない。その理由が書かれている注5）。

Der Artikel bildet keine besondere Wortart. Der 

bestimmte – der, die, das – ist das abgeschwächte 

unbetonte Pronomen demonstrativum, der un-

bestimmte – ein, eine, ein – ist das abgeschwächte 

Zahlwort.

冠詞は特に品詞を構成するものではない。der, 

die, das のような定冠詞は弱められた強勢のない

指示代名詞であり，ein, eine, ein のような不定冠

詞は弱められた数詞である。

いったドイツ語はこの時代の産物である。それぞ

れ外来語 Lexikon, Akt, Orthographie を避けるため

に考案されたものである。国語協会で主導的な地

位を保っていた Die Furchtbringende Gesellschaft

（実を結ぶ会，1617年ヴァイマールにて設立）の

会員で規範文法をまとめた人物として Justus 

Georg Schottelius（ユストゥス・ゲオルク・

ショッテリウス1612-1676）が著名である。彼の

主著 „Ausführliche Arbeit von der Teutschen Haubt 

Sprache“（『ドイツ語に関する詳細な研究』，1663

年）はこの時代の模範的な文法と目されてきた。

1500ページにも届くその文法を見ても，名詞の

格は 6つであり，時制は 5つでクロマイヤーと違

いはない。態についてはクロマイヤーで記載され

ていたNeutrum（中動態）はなく，本来ドイツ語

にある能動態と受動態の 2つに留まっている。国

語協会会員であるショッテリウスは従来ラテン語

で記していた文法用語の多くをドイツ語に訳して

置き換えた注4）。

（名詞の格）

Nominativus→Nennendung（ 名 乗 る 語 尾 ），

Genitivus→Geschlechtendung（属性の語尾），

Dativus→Gebendung（ 授 与 の 語 尾 ），

Accusatuvus→Klagendung（ 訴 訟 の 語 尾 ），

Vocativus→Rufendung（呼びかけの語尾），

Ablativus→Nehmendung（剥奪の語尾）

（動詞の時制）

Präsens→die Gengenwertige（現在の時間），Im-

perfectum→ die Fastvergangene （ほとんど過ぎ

去った時間），Perfectum→die Vergangene （過ぎ

去った時間），Plusquamperfectum→ die Gantz-

vergangene（ 完 全 に 過 ぎ 去 っ た 時 間 ），

Futurum→die Künftige （来たるべき時間）

（動詞の態）

Activum→Zeitwort wirkender Art（動作している

様の動詞），Passivum→Zeitwort leidender Art

（受け身になっている様の動詞）
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 a） Futurum（未来形）

 b） Futurum exaktum（未来完了形）

未来完了形が時制に加えられたのは中世の文法と

は異なっている。このBauer-Dudenの文法は 

Konrad Duden の死後編集を引き継いだ Otto 

Basler による1935年版ドゥーデン文法でも完全

に踏襲されている。この記述がより現代の学校文

法に近づくのは第二次世界大戦後の1959年に 

Paul Grebe により全面改訂された版からである。

つまりドイツにおける支配的な規範文法は

16-17世紀に上梓されたラテン語の枠組みに無理

矢理ドイツ語を押し込んだものが20世紀の前半

に至るまで有効だった。このことは世界中でドイ

ツ語が学ばれる際に用いられる文法に影響を与え

ている。日本人がドイツ語を学び始めたのは江戸

時代の末期，プロイセン王国が江戸湾に使節を派

遣した1860年以降のことである。その後1871年

明治政府が西洋医学受容のため招聘した二人のド

イツ人軍医が着任したので，西洋医学を学ぶ者は

彼らから学ぶためドイツ語を習得していなければ

ならなかった。ちょうどBauerの文法が出版さ

れ，ドイツ語圏で定着した時期に日本ではドイツ

語が学ばれ始めた。当然その当時の教科書はドイ

ツ本国で用いられているものから影響を受けてい

る。即ち，明治期の日本のドイツ語教授用文法も

あの16-17世紀に考案されたラテン文法の枠組み

に無理矢理押し込んだドイツ語文法の域を出てい

ない。

ここからは日本のドイツ語教科書を例に出しな

がら，日本の学校文法がいかにこの時代の文法か

ら不変であるかを実際に確認してみたいと思う。

．1格̶2格－3格̶4格という順番は

    なぜなのか

日本や中国では格変化は番号をつけて 1格，2

格，3格，4格と呼んでいる。言語学の標準的名

称は主格，属格，与格，対格であるのに対して，

日本のドイツ語教育でこの名称が使われることは

まずない。（中国のドイツ語文法書ではこの名称

を併記しているものもある。）ところが本国ドイ

ツでは番号をつけた 1. Fall という表現は現在で

今までの文法では分類やパラダイムの様相を示

すだけだったのに対し，この文法は枠組みについ

て理由を述べている。さらに格変化についても中

世以来の 6格から現在の 4つになっている。

Werfall (Nominativ), Wesfall (Genitiv), Wemfall 

(Dativ), Wenfall (Akkusativ）

そしてVokativとAblativについてコメントをつ

けている。

Während das Lateinische für die Anrede eine be-

sondere Form entwickelt hat, den Vokativ, dient im 

Deutschen der Nominativ auch zur Anrede, und ein 

großer Teil dessen, was im Lateinischen durch den 

Ablativ bezeichnet wird, wird im Deutschen durch 

den Dativ mit Präpositionen bezeichnet. 注6）

ラテン語は呼びかけのために特別な形，呼格を発

達させたが，ドイツ語では呼びかけには主格が用

いられる。さらにラテン語では奪格によって示さ

れるものの大部分がドイツ語では前置詞と与格に

よって示される。

動詞についてはクロマイヤーの文法とほとんど

変わりない。まず態だが，クロマイヤー文法の3

態が踏襲されている。つまりMeduim（中動態）

がある。ただしこの Medium は現在の文法では

再帰動詞のことを指している。もともとギリシア

語の中動態とは再帰的な表現が動詞の変化のみで

表されるものであるから，この対応は間違っては

いない。

時制については現在・過去・未来の 3時制に分

けて，そこに様々な動詞の変化形を結びつけてい

る。

Gegenwart（現在）：Präsens（現在形）

Vergangenheit（過去）：

 a） Präteritum oder Imperfektum（過去形又は未

完了形）

 b） Perfektum（完了形）

 c） Plusquamperfektum（過去完了形）

Zukunft（未来）：
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ろを「一格」と訳している。この差異は平塚の訳

本だけではなく，同じ本を訳した馬島珪插による

1886年出版の『挿訳注釈シェーフェル氏独逸文

典一名実用独案内』でも

 a.   den  Wer＝Fall （Nominativ）注9）

　　　　一　  格       主格（羅）

と訳している。その後日本人が執筆したドイツ語

教科書，例えば俗に「三太郎文法」と呼ばれた大

村仁太郎，山口小太郎，谷口秀太郎による『独逸

文法教科書』（1897年）でも，また東大出身者で

初めて（ドイツ文学ではなく）ドイツ語学を専門

にした青木昌吉の『邦語独逸文典』（1901年）で

も当たり前のように 1格，2格，3格，4格と表

記されている。

日本人が格変化と出会ったのは実はドイツ語が

初めてではない。鎖国時代も貿易を続けたオラン

ダの言語オランダ語も文語では格変化を形式的で

はあるが維持していた。よって江戸時代の蘭学者

たちも格変化の情報を知っていた筈である。彼ら

の文法用語はどうなっているかといえば，蘭語学

で最も功績のある中野柳圃『三種諸格』（1781

年）における格の表記は以下の通りである。

＜六格所用ノ詞　六格ノ蘭語ハ zes naam vallen 

トアリ＞

 正1　nominativus, noemer voorzetzel

　　　 「アリ」「ニアリ」「ハ」「モ」「ヤ」「ナ

リ」「ノ如シ」「徒」（徒ハテニヲハノツ

ナムヲ云フ）

 生2　 genetivus teeler 是ニハ van ヲ用ユ又 

der, des ナドヲ使フ

　　　 「ノ」　是ハ何某ノ書ナド云フ時ノ「ノ」

ナリ

 与3　 dativus geever　是ニハ aan, in, tet, voor 

ナドヲ用ユ

　　　「ニ」「ト」

 所4　 accusativus aanklaager　是ハ voorzetzel, 

ナシ発声等ノ変アルノミ

　　　 「ヲ」ik heb eenen zoon ナレバ「アリ」

ト訳スベケレドモ，俗ニ子ヲ持リト云ノ

は小学校低学年を除けばまずしないし，外国人向

けのドイツ語教材でもこの表記はしない。ただし

変化表を載せるときの格の順番は学校文法の伝統

的に従うと Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ で

ある。この章ではまず数字を用いた格表記のルー

ツは何かを考察し，さらにNominativ, Genitiv, Da-

tiv, Akkusativの順番に何の意味があるのか調査し

たい。

1． 主格ではなく1格と数字がついている経緯は

何か

明治10年代くらいまでのドイツ語学習の黎明

期はまだ日本語によるドイツ語教科書がほとんど

存在しなかったので，洋書で教授された。当時最

も用いられたのが Edmund Schäfer „Leitfaden 

beim Unterrichte in der deutschen Sprache für die 

unrteren Klassen höherer Lehranstalten“（『高等

教育機関低学年のドイツ語授業用入門書』）だっ

たが，このドイツ語書籍を直訳した，今で言う

「教科書ガイド」や「虎の巻」，「あんちょこ」の

ようなものが出版されている。原書とこの直訳本

（平塚定二郎『シェーフェル氏独逸文法独学』 

1885年）を参照すると，格の名称には明らかな

違いがある。

3）Man unterscheidet  in der Einzahl und Mehr- 

zahl vier verschiedene  Biegungsfälle (Casus) ; 

nämlich :

 a.  den Wer-Fall (Nominativ, Wer- oder Was-Fall), 

welcher  auf die Frage: Wer? steht und an 

welchem noch keine Beziehung auf einen 

anderen Begriff ausgedrückt ist. – Das Subjekt 

e ines Satzes steht immer im Wer-Fal le 

(Nominativ) ; 注7）

第三）人ガ単数及ヒ複数ニ於テ四ツノ種々ナル曲

ケノ格（格）ヲ区別ス即チ

 a.  一格（主格），夫レハ「誰レガ」ナル問ヒノ

上ニ立チ而シテ夫レニ於テハ尚他ノ意義ノ上

ニ一ノ関係カ云ヒ出サレテアラヌ所ノ（一格）

文章ノ主カ常ニ一格（主格）ニ於テ立ツ注8）

原書では Werfall/Nominativ と書かれているとこ
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den Akkusativ， 4.  Fall oder Wenfall (Frage : Wen 

oder was?) 

ただしなぜ番号で呼んでいる表現もあるのかにつ

いては何も説明はない。番号のついた格表記につ

いてギムナジウムの教師向けに書かれた Sütterlin

（1901）に解説がある。

Von Fällen finden sich in der heutigen Sprache noch 

vier vor. Man bezeichnet sie nach der Art, wie sie 

erfragt werden können, der Reihe nach als Wer-, 

Wessen-, Wem- und Wenfall oder benennt sie nach 

der Stelle, die sie herkömmlich in ihrer Reihenfolge 

einnehmen, als ersten bis vierten Fall. Aus der 

lateinischen Sprachlehre stammen die Namen 

Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ, die selbst  

wieder – teilweise ungenaue ― Übersetzungen 

älterer griechischer Ausdrücke sind. 注12）

格は今日のドイツ語には 4つある。それぞれに対

して問いかけの形式に従ってWerの格，Wessen

の格，Wemの格，Wenの格と表記するか，慣習的

に載せられている順番通りに1格から4格で呼ぶ

かしている。Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ 

というのはラテン語学習に端を発したものだが，

これ自身が（一部不正確ではあるが）古典ギリシ

ア語の文法表記の翻訳である。

Sütterlin（1910）から明らかになったことは番

号つきの格の呼称というものは学校の授業で変化

表の順番を呼んだためということである。つまり

正式にはWerfall または古典語由来の Nominativ を

使うべきだが，授業などで変化表の通り簡略化し

て呼ぶときに用いられたものらしいということで

ある。明治期のドイツ語学習はドイツ人によるド

イツ語を用いての直接教授法がほとんどだったた

め，Schäfer のような教科書に Werfall, Nominativ 

と書いてあっても，教員が 1. Fall と呼んでいた

のかも知れない。そうなれば前述の「教科書ガイ

ド」的な直訳本も 「主格」とは訳さず「1格」と

訳してもおかしくはない。日本のドイツ語文法を

席巻している 1格という名称は文法書からではな

く授業中の教員の言葉から発しているのかも知れ

格ナル故此格ナリ

 呼5　 vocativus rooper　 是 ニ ハ ô man, o 

vrouw, o kind, o mannen, ナドニハ発声

モナシ oナキモアリ　

　　　「ヨ」

 取6　 ablativs nemer　是ハ van, úit, ter, ten, 

op met, door, ナドヲ用ユ 

　　　「ヨリ」「ヲ以テ」

中野はこの本の種本として Wilhelm Sewel „Ne-

derduytsche Spraakkonst“ というオランダ語の文

法書を使っているが，この原書には番号をつけた

格表記はない。中野は主や生といった格の名称の

横に番号を記している。ただし文法説明にこの番

号を用いて 1格というような表現はしていない。

そもそもなぜ日本のドイツ語文法では 1格とい

う番号で格を表記するのか，ラテン語やギリシア

語，ロシア語など格変化を持つ言語を学ぶとき

は，主格，属格，与格，対格という名称で学び，

1格などとは絶対に言わないのである。しかも明

治の初年から日本では番号つきで呼んでいる。こ

のドイツ語学習特有の呼び名について，関口存男

は次のように説明している。

1，2，3，4の順序は，ドイツ語のみに用いられる

順序であって，他の語，すなわちラテン語，ロシ

ア語等と並行して論ずるときには，Nominativ

（名格），Genitiv（属格），Dativ（与格），Akkusativ

（目的格）等の名称を用いるべきである注10）。

ドイツ本国において格を番号づけで呼んでいる

文法書を探してみると1956年の刊行以来東ドイ

ツの規範文法的な役割を演じてきた „Die 

deutsche Sprache“ に記述がある注11）。

Wir unterschieden im Deutschen vier Fälle (Kasus):

den Nominativ， 1.  Fall oder Werfall (Frage : Wer 

oder was?),

den Genitiv，   2.  Fall oder Wesfall (Frage : Wes-

sen?),

den Dativ，    3.  Fal l oder Wemfal l (Frage : 

Wem?),
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2．N-G-D-Aの順番にはどんな意味があるのか

番号つきの表現をせずとも，Nominativ-Genitiv-

Dativ-Akkusativ という順番はまさに1格－2格－

3格－ 4格の順番だが，この順番にはどんな意味

があるのだろうか。前述のSütterlin（1901）にあ

るようにこの順番のルーツは古典語の学習に端を

発する。

中世までのヨーロッパではラテン語が大学での

教授言語であった。学生になるにはラテン語の習

得が不可欠で子弟はそのために教会に隣接してい

る学校に通ったのである。今日grammar school 

とかGymnasium, lycée といわれる大学進学のた

めの学校は中世のラテン語教授学校に遡ることが

できる。当然この学校での「文法」とはラテン語

の文法のことである。こうしたラテン語学校で教

科書として使われてきたのが Aelius Donatus の

Ars minor （『小文法』）である。文法を非常に完

結に書いたこの本の格の部分について紹介してみ

よう注14）。

casus nominum quot sunt?（名詞の格はどうなっ

ているのか？）

sex. （6つ）

qui?（何があるのか？）

nominativus genetivus dativus accusativus vocati-

vus ablativus.（主格，属格，与格，対格，呼格，

奪格）

そしてこの主－属－与－対－呼－奪格の順番は

ローマの文法家が範としたギリシアの文法家の著

作からの継承である。ギリシア語文法を確立した

Dionysios Thrax の文法において格はこのような

順番で書いてあった。

 注15）

オノマ（名詞）の格は 5つである。即ち主格，属

格，与格，対格，呼格である。

古典語の伝統的な順番とはここから来ているの

である。Ⅱ．の1．で確認したように，ルターの

宗教改革の副産物としてできた義務教育，国語の

ない。

Sütterlin は1924年にAdolf Matthias 編集のギム

ナジウムのためのドイツ語教授用ハンドブックシ

リーズの 1冊として文法の本を書いている。 

„Neuhochdeutsche Grammatik“（1924）という名

で出版されたものだが，残念なことに刊行された

のは第 1巻（導入，音韻論，形態論）のみで第 2

巻（語構成，統語論，総索引）は未刊に終わっ

た。この第 1巻で，Sütterlin は番号つきの格の呼

称について前著より一歩踏み込んで付け加えてい

る。

Die heutige Sprachlehre schreibt dem Nhd. vier 

Fallformen zu, deren griech.-lat. Namen Nomina-

tiv, Genitiv, Dativ, Akkusativ man deutsch am 

besten mit Wer-, Wes(sen)-, Wem-, Wenfall wie-

dergibt, und die man in Kürze nach dieser über-

liefenden Reihenfolge bei der Einzahl durch die 

fortlaufenden Ziffern 1-4 bezeichnet (bei der Mehr- 

zahl mit 5-8).  注13）

今日のドイツ語の授業では新高地ドイツ語（＝標

準ドイツ語）に 4つの格変化形を書き添える。こ

の変化形のギリシア・ラテン語の名称Nominativ, 

Genitiv, Dativ, Akkusativ はドイツ語でWerfall, 

Wes(sen)fall, Wemfall, Wenfallと翻訳されたり，ま

た短く縮められて，伝統的な単数形の順番に従い

1から 4の番号をつけて表されたりする。（複数

形は 5から 8で表される）

Sütterlin（1924）によれば 1格から 4格という

番号は単数形を表していて，複数形の主格は 5，

属格は 6，与格は 7，対格は 8という番号が付与

されるということになる。これが教室で格変化を

教えるときの実態だとしたら，主格が 1格という

認識は間違いで，1格は単数主格ということにな

る。明治期には定着していたと思われる 1格，2

格という番号つき表記は，教室から生まれた授業

用の略号が本来の文法用語を駆逐して，さらに

（本来ならば 5格－ 8格で示される）複数の形に

まで波及し，日本のドイツ語教育では現在にまで

至るということになる。



42 教師教育と実践知　第 5巻，35～52.

ドイツ語文法の範となっているDuden 文法も

2005年の第 7版全面改訂版から16の格変化のマ

スを同じ変化語尾になっているもの同士を隣接さ

せて簡単にする表に変えた。Dudenband4（2005）

によれば伝統的な男性名詞－女性名詞－中性名詞

－複数形の縦軸に 1格から 4格の横軸を引く16

マスの変化表から男性名詞－中性名詞－女性名詞

－複数形の縦軸に 1格と 4格を隣接させた横軸を

引く変化表にする議論は既に1979年のHeinz 

Vaterの論文にも取り上げられているという注17）。

日本のドイツ語教科書ではこの新しい変化表は

ほとんど採用されていないが，筆者は千石とシュ

タインベルグ（1976）の文法読本において課を進

めながら第 1課名詞の性，第 2課名詞の数，第 3

課 4格，第4課 3格，第 5課 2格と学習するドイ

ツでの教授方法と同じ内容の教科書が存在してい

たことを確認している。日本にも1970年代にド

イツ本国と同じ合理的な格の教授方法を採用して

いた教科書が僅かながら存在していたということ

である。

欧米のドイツ語学習が暗記の負担を軽減させる

方向へ傾いているのに対し，日本のそれは旧態依

然のままといえる。文学者でドイツ語教授でも

あった内田百閒が著した文法書『独逸語征伐』で

は格変化の暗記についてこう述べている注18）。

独逸語の初歩の学習に必要にして有効な方法は暗

記です。意味も理解も後廻しで沢山です。ただ棒

を呑み込むやうに覚えてしまえばいいのです。そ

れが何よりの秘訣です。よく解らないと思ふこと

でも，どうせ初歩の文法にそんな六づかしい事の

ある筈はないのですから，解らないなりに覚えて

しまへば，解らないと思った事も，いつの間にか

解ってしまひます。よく解らない事は覚えられな

いなどと云ふ様な贅沢な心掛けでは，外国語の学

習はとても物になりますまい。定冠詞の変化もた

だ無暗にデル，デス，デム，デンと覚えてしまふ

に限ります。よく云ふ事ですが，独逸語の定冠詞

の変化は，丸で夫婦喧嘩のせりふの様です。出る

だの，出すだ，或いは出んだのと穏やかでない云

ひ争ひをしてゐる様に聞こえます。そんな気がし

たら，さう思って，その連想で覚えても結構で

教授は将来大学進学する者がラテン語を容易に習

得できるようにラテン語文法の枠組みを使ってド

イツ語を教授した。当然格変化の順番もラテン語

の通りになる。それがN－G－D－A，換言すれ

ば 1格－ 2格－ 3格－ 4格の順番が生まれた真実

である。

そうなるとドイツ語学習においてこの順番に意

味が見い出せるのであろうか。そもそも現在のド

イツ語は名詞の語尾が格変化するのは男性と中性

の 2格，複数の 3格のみで，他の格は冠詞部分が

語尾変化する。例えば定冠詞の変化表をみると男

性名詞を除けば 1格と 4格は同じ形になる。3つ

の性と複数形，それが 4つの格に変化するのだか

ら4×4＝16で16の変化になるが，実際には -er, 

-ie, -as, -es, -em, -en の 6つの変化語尾を16のマス

に分配しているに過ぎない。語学教育の見地から

すれば，この伝統的な順番は非常に覚えにくい。

男性名詞 女性名詞 中性名詞 複数形

1格 der Vater die Mutter das Kind die Kinder

2格 des Vaters der Mutter des Kindes der Kinder

3格 dem Vater der Mutter dem Kind den Kindern

4格 den Vater die Mutter das Kind die Kinder

ドイツ本国ではこの順番に対して随分前から改

善がなされている。Sütterlin（1910）では格の紹

介では伝統的な 1－2－3－4で表記しながらも，

定冠詞（指示代名詞）の変化表では1－4－2－3

の順番で書いてある。また外国人向けのドイツ語

教科書の多くは Nominativ-Akkusativ-Dativ-Genitiv 

の順番で変化表が書かれている。なお英語で書か

れたドイツ語文法書はN-A-G-Dの順番が主流の

ようである注16）。日本の大学のように格変化を一

気に教えることは稀で，名詞の性，数（つまりこ

こでの形は 1格）を教えてから，4格（男性名詞

以外は 1格と変わらないので暗記の負担が少な

い）を取り上げ，つぎに 3格，最後に所有関係を

表す 2格を学ぶ教授方法が中心である。

男性名詞 中性名詞 女性名詞 複数形

1格 der Vater
das Kind die Mutter, Kinder

4格 den Vater

3格 dem Vater, Kind
der Mutter

den Kindern

2格 des Vaters, Kindes der Kinder
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てしまう誤答が必ずある。「が・の・に・を」は

初歩の初歩では理解しやすい教え方かも知れない

が，ドイツ語の統語構造の本質とは全く関係がな

い。格変化を一気に登場させる多くの日本の教科

書では，語形変化の暗記が主流になってしまい，

格の用法を学ぶ余裕がない。従って1格が主語に

なったり主語とのイコールの関係を表す同格の語

（英語でいうSVCのC，補語にあたる）の役割を

もつなどという説明がなされないために，Ich bin 

Student. のStudentが 1格であることなど理解し

ていない学生がでてしまう。また 4格を「を」だ

と思い込んでしまうと，英語のevery dayに当た

る jeden Tagがなぜ jeder Tag（1格）ではなく4

格を使うのかわからない。名詞を副詞として使う

とき，ドイツ語は 4格（または古い表現では 2

格）を選択するという説明がされないからだ。つ

まり用法を教えずに変化形の暗記一辺倒の教授が

伝統的に最優先されてきた。「が・の・に・を」

はその伝統的教授法では学生に格を一瞬で理解さ

せるための都合の良い方法だったのである。

格の用法についてページを割く教科書が現れた

のはごく最近のことで，大学テキスト用の教科書

はまだ旧態依然のまま「が・の・に・を」一辺倒

のものが多い。

．言語史からみた語尾変化の ‒ e - 

次に日本の文法書や独和辞典に何の説明もなく

書かれる語尾がある。辞書で Buch を引いたと

き，伝統的な独和辞典 は 中 ～[e] s / Bücher と

表記する。これを読んで 2格の形をつくるときに 

des Buchs，des Buchesのどちらがより適切なの

か学生は首をかしげる。同じように，kaufenの命

令形をつくろうとして辞書をみるとkauf[e]! とあ

る。「買え！」はkauf!なのかkaufe!なのか？さら

に lesenの直説法現在人称変化を調べると du 

lies[es]t と書いてある辞書がある。そうするとdu 

liest なのかdu liesestどちらでもいいのか判断で

きずに気分で好きな方を書いてしまう学生がい

る。上記の例はすべて -e- が問題になっている。

学生の心理としては，沢山書いた方が無難なので

は？と思って kaufe! と書くものもいれば，生真面

目に des Buch[e]s と辞書のまま書くものもいる。

す。横にデル，ディー，ダス，ディーと覚えると

不便です。上から下へデル，デス，デム，デンと

いう風に暗記する方が便利です。

このデア（現在ではデルとは発音しない），デ

ス，デム，デンは今でも学生が声を出して暗記し

たり思い出したりする場面をよく見かける。つま

り格変化について不変の教え方がなされている証

拠である。もはやドイツ語を学習した後でラテン

語を学ぶわけではないのだから，N-G-D-Aの順番

には意味があるのだろうか。日本では昔のままの

番号が合理的な格変化理解の邪魔をしているとし

か言いようがない。

3． が・の・に・を  に固執するとドイツ語がわ

からなくなる

それと同じくらい頻繁に学生が呪文のように唱

えるのが「が・の・に・を」という「格変化形の

訳語」である。この「が・の・に・を」の歴史も

調べてみると古い。三太郎文法（1894年初版）

にもあるし，前述の平塚定二郎訳の『シェーフェ

ル氏独逸文法独学』（1885年）でも「ガ・ノ・

ニ・ヲ」の訳がつけられている。

「が・の・に・を」は，漢文を読むような要領

で外国語を学習し始めた日本人にとっては非常に

解りやすくとっつきやすいものだが，しかしなが

ら 1格がすべて「が」ではないし，helfen（助け

る）の目的語は「～を（助ける）」でも 3格を取

る。また fragen（質問する）の目的語は「～に

（質問する）」だが 4格支配である。さらに 3格と

4格の両方を支配する rauben（奪う）は「3格か

ら 4格を（奪う）」という訳になる。だから何で

もかんでも「が・の・に・を」と 1つの格が 1つ

の訳語に対応することなどない。にも関わらずこ

れに固執するがゆえに，「私は映画館にいきま

す。」（正解は Ich gehe ins Kino.）を*Ich gehe 

dem Kino.と「映画館に」だからとdas Kino（映

画館）を3格にしてしまったり，「この鞄は私の

父のものです。」（正解はDie Tasche gehört mei-

nem Vater.）を*Die Tasche gehört meines Vaters.

とgehörenは 3格支配の動詞なのに「のもの」と

いう日本語に固執してmeines Vaters と 2格にし
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こうした [   ] のついた表記は説明がなければどう

してよいのか判断つかないのは当然だと思う。

最近の辞書は大変親切になってきたので Buch 

を引いても 中 （単2）　–es（まれに -s）/（複）

Bücher（3格のみ Büchern）と書かれている初級

用辞典があり，これを見れば Buchs よりも Bu-

ches のほうが無難であることはわかると思いた

い。また lesenに関してもスイスドイツ語でしか

使われない liesest は記載しない初級用辞書が多

くなったのでこれも戸惑う材料が少なくなったと

思いたい。問題は辞書の巻末にある動詞の変化表

で命令形を探したときである。結論から言えば，

この -e- はつけるものとつけないものがある。ネ

イティヴのドイツ人にとってもこの疑問は大いに

あるようで，Duden出版社から出ている Stolper-

steine der Grammatik（『文法のつまづき石』）に

は説明がある。

Abgesehen von der gehobenen Sprache wird heute 

bei den meisten Verben die Form ohne Endungs-e 

bevorzugt.

荘重なことばを除外すれば今日ほとんどの動詞に

おいて -eの語尾のない形が好まれる。

この説明によれば基本は kauf! のように -e はつ

けないのである。しかしその後の説明で，-ern, 

-elnで終わる動詞，-t, -d で終わる動詞，子音と

m, nで終わる動詞には –e をつけると書いてあ

る。handeln : handle!, achten : achte!, atmen : 

atme! のような動詞である。これらの動詞は現在

人称変化で –e- を削ったり添える動詞である。

handeln : ich handle（handelの -eが消失し変化

語尾の -eが保持される）

achten : du achtest, atmen : du atmest（語幹と

語尾 -stの間に -e-が挿入される）

語尾変化の -e について現代ドイツ語の様相だ

けで考えれば以上の説明で終わってしまうのだ

が，言語史から見るとこれら変化語尾の -e- は歴

史的変遷の証拠であることが理解できる。

1．語尾変化の母音は古いドイツ語ほど豊かだった

ドイツ語学では文献上残存しているドイツ語を

今日 4つの時代区分に分けている。Althoch-

deutsch（古代高地ドイツ語），Mittelhochdeutsch

（中世高地ドイツ語），Frühneuhochdeutsch（初期

新高地ドイツ語），Neuhochdeutsch（新高地ドイ

ツ語）である。この 4つの時代区分の名詞や動詞

の語尾変化を表にしてみると，変化語尾について

いる母音の種類が時代を経るに従って減少してい

くことが明らかになる。

Tag (昼) の格変化

古代高地ドイツ語 中世高地ドイツ語 初期新高地ドイツ語 新高地ドイツ語

単数1格 der tag der tac der Tag der Tag

　　2格 des tages des tages des Tages des Tages

　　3格 demo tage dem (e) tage dem Tage dem Tag (e) 

　　4格 den tag den tac den Tag den Tag

複数1格 dê taga die tage die Tage die Tage

　　2格 dero tago der (e) tage derer Tage der Tage

　　3格 dêm tagum den tagen denen Tagen den Tagen

　　4格 dê taga die tage die Tage die Tage

lesen（読む）の直説法現在人称変化

古代高地ドイツ語 中世高地ドイツ語 初期新高地ドイツ語 新高地ドイツ語

ich lisu lise lese lese

du lisis lisest list / liesest liest

er / sie / es lisit liset list / liset liest

wir lesemes lesen lesen lesen

ihr leset leset leset lest

sie lesent lesent lesen lesen
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る。初級の授業でここまで説明する時間はないか

も知れず辞書にはただ -[e]s と記述されているだ

けなので des Hauptmanns と des Hauptmannes は

どちらがよりポピュラーなのかがわからないこと

になる。

さて，命令形の -e であるが，古代高地ドイツ

語，中世高地ドイツ語においては所謂強変化動詞

（不規則な変化をする動詞）は子音で終わるが，

弱変化動詞（規則的な変化をする動詞）は母音が

付されている。しかしショッテリウスの文法を見

ると初期新高地ドイツ語においては弱変化動詞も 

-e を付さずに変化させている一方，クロマイ

ヤーの文法では弱変化動詞だけではなく多くの強

変化動詞にも -e を付している。

ここでも変化語尾の母音はなくなっている傾向

にあると考えられる。よって初歩の学習者には 

arbeiten や finden のような直説法現在形 2人称単

数形に -e- が挿入されているもののみ命令形でも 

arbeite! , finde! のようになる情報を与えれば十分

である。これもしかし 2人称単数の命令形は，

「原則として変化形から変化語尾 -stを除く」と

いう情報があれば arbeitest → arbeite，findest → 

finde は予想がつくと思われる。

残念ながら現行の大学教授用ドイツ語教科書の

中には以下の様な記述をもって学習者を惑わす説

明書きがある注20）。

duに対する命令形：動詞語幹＋ [e] ! （語幹その

もの，または語幹＋e）

duに対する命令は［語幹］＋eの形にします。

しかしこの語尾 -e はふつう省略されます。ただ

し，直説法で  du arbeitest  のように口調上  -e が

入るものは -e を省略しません。

教科書が全てを網羅するという趣旨で書かれて

古代高地ドイツ語では -e- と並んで変化語尾の

母音には -a-, -i-, -u-, -o- と多様な母音が用いられ

ていたことがわかるが，それが中世高地ドイツ語

になると -e- に統一され，さらに新高地ドイツ語

になるとその -e- の数が減っていく。つまり現在

のドイツ語はできるだけ変化語尾に母音をつけな

い傾向にあり，どうしてもつけないと語尾変化が

表示できないもの，例えば動詞ならば 1人称単数

の -e, 複数形 1人称と 3人称の -en を除けば基本

は子音だけで語尾変化できる。lesen の場合は変

化語尾 -st が動詞語幹の lies と縮約された形で 

liest となっている。こうした現在の傾向をふま

えても，発音の関係上どうしても変化語尾に -e- 

を入れないと発音できないものに限り -e- が挿入

される。

　finden → du findest, er findet, ihr findet 

　arbeiten → du arbeitest, er arbeitet, ihr arbeitet

　werden →  ihr werdet （du と er は不規則変化で 

-e- の挿入はない； du wirst, er wird）

男性・中性名詞の 2格語尾 -es に関しては 1音

節の単語に -es が付されることがほとんどであ

り，2音節以上の単語には通常 -s のみがつく。

これも発音上の都合であると考えられる。

　der Mann（男）→  des Mannes

 しかし 2音節のder  Vater（父）→ des Vaters

　das Blut（血）→  des Blutes

 しかし 2音節のdas Leben（生命）→ des Lebens

ただしドイツ語の厄介なのはこの規則が合成語

になっても変わらないので，1音節のMann が 2

音節の合成語 Hauptmann になっても，Blut が 2

音節の合成語 Geblüt になっても 2格は des 

Hauptmannes, des Geblütes となるところであ

強変化動詞（nehmen）と弱変化動詞（hören）の命令形（2人称単数）の比較

古代高地ドイツ語 中世高地ドイツ語 初期新高地ドイツ語 新高地ドイツ語

nim nim nimm nimm
hori hœre hör hör

※初期新高地ドイツ語はショッテリウスに書かれている例を挙げた。クロマイヤーの文法にはnehmen, hören の変化例は
書かれていないが，凡例に従って変化させるとそれぞれ nehme または nimm du, höre du となる。
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ない。そして以下の説明が記されている注25）。

Der Imperativ wird von der 2. Person Singular 

Präsens abgleitet. Die Endung  -st fällt weg.

命令形は現在形 2人称単数からつくられる。語尾

の -st が脱落する注26）。

Früher hatte der Imperativ der 2. Person Singular 

die Endung -e: (中略 ) Diese Formen werden heute 

in der gesprochenen Sprache nicht mehr gebraucht 

und auch in der geschriebenen Sprache nur noch 

selten benutzt. 

以前は2人称単数の命令形には語尾 -eがあっ

た。（中略）この形は今日話し言葉ではもはや使

用されず，書き言葉でもごく稀に用いられるだけ

である。

ここまで書かれてしまっていると会話中心のテ

キストが多くなった日本の教科書も命令形の記述

を考え直さなければなるまい。かつての第二外国

語のように，1年次に文法習得を速成し，いきな

りゲーテやシラーといったドイツ文学の名作を読

むような授業はほとんどないはずである。現在出

版されている大学教授用ドイツ語教科書には会話

テキスト中心の，コミュニケーション重視のもの

が増えている。そうなれば命令形に -eをつけた

形はテキストにも出てこないのではないか。

．時制の名称と使い方の乖離 

この章では動詞の時制（伝統的には時称とドイ

ツ語文法では訳されてきた。）の名称と用法の

ギャップについて考えたい。

Ⅱ．で示したとおりヨーロッパの近代語文法は

古典ギリシア語・ラテン語文法の語形変化表（パ

ラダイム）に当該言語を無理矢理押し込んだもの

であった。よって動詞の時制に関しても名称，変

化表は古典古代のものを踏襲していた。すなわち 

Präsens, Imperfekt（のちにPräteritum）, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futur である。古典ギリシア

語，ラテン語はこの5つの時制は語尾変化のみで

表現できるのでパラダイム化されたわけである。

ところがドイツ語や英語では完了形，過去完了

いるならば -e の記述が避けられないのかも知れ

ないが実際の言語運用ではほぼ用いられないので

あるから余計な説明は避けた方がよいと思われ

る。明治・大正・昭和初期時代のドイツ文法では

どうなっていたかというと，

命令法ハ動詞の詞幹ニ単数ニ於テ e ヲ附シ

… 注21）

弱変化ノ動詞ノ命令法ノ形ヲ作ルニハ動詞ノ幹

ニ単数ニ於テハ e 複数ニ於テハ t ヲ加フ注22）。

　

規則動詞例へば loben 賞める，（中略），のdu

（汝）に対する命令法は，動詞の語幹に -e を附

け，ihr（汝等）に対する命令法は，語幹に -tを附

けるのです。従って Lobe! Lobt! となります注23）。

この記述をみても分かるとおり，戦前のドイツ

語教科書では命令形は基本的に -eがつくものと

教えられている。ところが Bauer-Duden（1905）

にはすでに trag（e）! のように省略が可能であ

るように表記されている。

この状況からすると，日本の学校文法での命令

形のつくりかたは19世紀のドイツ文法を踏襲し

ていることになる。ちなみに最新版のドゥーデン

文法ではこのように記述されている。

Bei den meisten Verben sind Imperativformen mit 

und ohne  -e möglich: (中略 ) Die Formen ohne  -e 

sind unter anderem in der gesprochenen All-

tagssprache verbreitet. Die Formen mit  -e sind 

eher in der Schriftsprache und im gehobenen 

mündlichen Stil üblich. 注24） 

ほとんどの動詞は命令形で -e をつけてもつけな

くてもよい。（中略）-e のない形は特に日常の口

語で広く普及している。 -e のついた形はどちら

かと言えば文語や荘重な言い方で使われている。

さらにDeutsch als Fremdsprache「外国語とし

てのドイツ語」（DaFと省略して呼ばれる）の分

野では著名なDreyer and Schmitt（2009）では命

令形の章にはもはや -e のついた形が示されてい
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また過去を表す表現だが，「私は映画に行った」

は文脈によって以下の 2つの表現が可能である。

6）Gestern hatte ich keine Vorlesung, darum bin 

ich ins Kino gegangen.（昨日は講義がなかった

から映画に行ったんだ）

7）Damals wohnte ich neben dem Kino und ging 

täglich ins Kino.（あの頃映画館の隣に住んでい

たから毎日映画に行ったよ）

現代のドイツ語では会話で「～した」と言うと

きは現在完了形を用いる。一方で過去のことを思

い出すような陳述ならば過去形を用いる。6）の

現在完了形 bin ... gegangenは英語ならば過去形 

went を使う場面である。

このようにドイツ語の時制の名称はその名称通

りの時制では用いられないことがある。最近の

ドゥーデン文法ではこの時制の名称と用法の乖離

に触れている。

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die 

Systematisierung der Verbformen, （ 中 略 ) , auf 

morphologischen Unterschiedungsmerkmalen 

basiert und dass die traditionellen Tempora – 

Präsens, Präteritum, Perfekt, usw. – nach dem 

Vo r b i l d  d e r  l a t e i n i s c h e n  G r a m m a t i k 

zusammenges te l l t  s ind .  Man so l l t e d iese 

Bezeichnungen als reine Namen verstehen, die nur 

wenig über die Funktionen der entsprechen 

Verbformen aussagen. 注27） 

明確にしなければならないのは，動詞のシステム

は語形・語尾変化の違いがベースになっており，

伝統的な時制，現在形，過去形，完了形などとい

うものはラテン語文法を手本にして構成されてい

形，未来形は語尾変化では表せない。助動詞が必

要となる。しかしどちらの言語でも学校文法では

時制としてこの 3つは考えられている。

動詞が「時」の概念を包括する品詞であること

は古くはアリストテレスが言葉をオノマとレーマ

に分析した際にすでに触れている。以来古典語文

法のverbum という言葉はドイツ語独自の表現で

は Zeitwort（時の言葉）と訳されてきた。しかし

ドイツ語の現在形や過去形が「時」の一部分を表

しているかといえば，用法的にはもっと広範囲な

使い方をする。

1）Der Mensch ist sterblich. 

   （人間は死すべきものである）

2）Der Zug kommt.（電車がきます）

3）Heute kaufe ich ein Buch.

   （今日本を買うんだ）

4）Morgen kaufe ich das Buch.

   （明日その本を買うよ）

5）Jetzt esse ich einen Hamburger.

   （今ハンバーガーを食べているところだよ）

例文 1）から 5）の動詞は全て現在形である

が，この中で話者が話しているその時間軸にまさ

に行為されていることを表現しているのは 5）の

みである。2）から 4）は話している直後以降に

起こることであるし，1）に関しては時間軸には

関係ない陳述内容である。4）には morgen（明

日）という副詞が入っているので未来形を使うこ

ともできるが，未来形を使うとニュアンスが変わ

り，不確実性が表現される。つまり明日必ずその

本を買うならば現在形が，必ず買うとは確約でき

ない陳述ならば未来形が用いられる。

古典ギリシア語 ラテン語 ドイツ語 英語

Präsens（現在形） do ich gebe I give

Präteritum（過去形） dabam ich gab I gave

Perfekt（完了形） dedi ich habe gegeben I have given

Plusquamp.（過去完了形） dederam ich hatte gegeben I had given

Futur（未来形） dabo ich werde geben I will give

「私は与える」の変化
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【重要】未来の事柄は未来を表す副詞と現在形で

言われることが多い。Morgen haben wir einen 

Test.  明日私たちはテストがある。

一方明治の文法教科書において，現代のそれよ

りも動詞時制の説明として評価できるところが1

つある。それはPräteritum を Imperfekt と記して

「過去形」とした点である。ドイツ語の過去形は

英語の過去進行形の意味をも含んでおり，古典ギ

リシア語，ラテン語の文法では「未完了」と称し

ているものと一致している。当時のドイツ本国の

文 法 書， 例 え ば Bauer-Duden（1905） に は 

Präteritum（Imperfektum）と記しており，明治

のドイツ語の教科書は図らずもこの表記を踏襲し

たため過去形は「～していた」を意味する形で，

「～した」は現在完了形（三太郎文法では「現在

過去」という名称を用いている）が担当している

ことが記されている注31）。

2． 現在過去トハ説話ノ際動作ノ結了シタルヲ云

フ

例　 Ich habe das Buch gelesen  我ハ書ヲ読ミタリ

（今読ミ了リタルノ意）

3． 過去トハ過去ニ於テ動作ノ持続セシヲ云フ

例　 Ich las  das Buch,（als mein Freund gestern 

mich besuchte）

    我友人ガ昨日我ヲ訪問セシ際我ハ書ヲ読ミキ

（其当時読ミテ居リシ意）

 過去ハ此説明ノ如ク用ヒラルヽノ外尚ホ単ニ過去

ノ事蹟ヲ物語ルトキニ用ヒラルヽモノニシテ之ヲ

物語ノ過去（Historisches Imperfekt）トイフ．

残念ながら，現行の大学用ドイツ語教科書の多

くは字数の制限なのか，またはドイツ語では現在

完了形の方が日常会話では重要という認識から

か，過去形についてはその作り方が説明されてい

るだけで，用法については書いてあっても「書き

言葉で用いられる」程度の説明ばかりである。

るということである。〇〇形という表記は該当す

る動詞形態の機能についてほんの一部分しか表し

ていないのだと理解すべきである。

こうなると語尾変化だけで形成できるPräsens

（現在形），Präteritum（過去形）という名称はそ

れを包括する法である Indikativ（直説法）の二つ

の形態変化と捉えたほうが紛らわしくない。あた

かもKonjunktiv（接続法）の二つの形態変化を

Konjuntktiv I（接続法Ⅰ），Konjunktiv II（接続法

Ⅱ）と呼ぶように Indikativ I（直説法Ⅰ）, Indi-

kativ II（直説法Ⅱ）と名づけたほうが良いので

は？と考えたくなる。最近のドゥーデン文法では

事実これに触れており，Indikativ Tempusgruppe I

（直説法時制グループⅠ）, Indikativ Tempusgrup-

pe II（直説法時制グループⅡ）と呼んでいる注28）。

日本の教科書ではここまで踏み込んだ名称はさ

すがに使われていないが，進歩的な教科書の中に

は過去形と現在完了形の使い方の違い，未来を表

すときの現在形使用，未来形使用の違いを記述す

るものも出てきたことは安心材料である。しかし

それはまだほんの一部の教科書でしかないことも

事実である。

ドイツ語の現在完了形は英語と同様に，話し手が

語る時点での動作の完了・結果を表します。しか

し日常の話しことばでは，単なる過去の事柄を表

す場合にも過去形ではなくて，現在完了形を用い

ることがよくあります。（英語とは違って，例え

ば「きのう」ということばが入っていても現在完

了形で表現していっこうに差し支えないのです。）

そのためドイツ語では，過去形よりも現在完了の

ほうがずっと重要だと言えます注29）。

未来形によって表されるのは，未来の事柄よりも

話者の意志や推量であることが多い注30）。

1人称（意志）：Ich werde morgen nichts machen. 

私は明日は何もしないつもりだ。

2人称（推量）：Du wirst sicher müde sein. 君は

きっと疲れていることでしょう。

3人称（推量）：Peter wird zu mir kommen. ペー

ターは私のところへ来るでしょう。
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表現として sein ＋ am/im/beim 動名詞 が用いら

れる。

Ich bin am Überlegen.（今考え中です。）

Ich bin beim Aufräumen. 注34）（今片付けの最中で

す。）

 

上例の出典元であるドゥーデン文法の解説にも

あるとおり，この表現はまだ文法化されていない

し，用いる前置詞が an, in, bei のどれを用いるか

も一定ではなく，さらに不定詞を大文字化した動

名詞のみが接続でき目的語や補足語を付け加える

ことができない。（ケルン方言では可能だそうだ

が。）しかし新聞，雑誌などの文章語にも広がっ

ている表現であり，学習者が生のドイツ語と向き

合うときには恐らく直面する表現であろう。この

表現はドゥーデン文法を遡ると1959年の戦後最

初の版から取り上げられている注35）。そこには er 

ist am Schreiben（statt : er schreibt）と書かれてお

り，1966年の第2版では（landsch）「方言的」と

いう文言が加えられ，さらに脚注で am, beim, im 

と用いられることなど詳しく付加されている注36）。

この表現は決してこの十数年間でできた類の

ものではない。なぜならば Sütterlin（1924）に

もすでに記述があり，以下の例文が載せられて

いる注37）。

Der Rhein ist im Steigen.（ライン川が増水してい

る。）

Wir sind am Essen，an der Arbeit.（私たちは今食

事中だ，仕事中だ）

Ich war beim Briefschreiben.（私は手紙を書いて

いたところだ）

このような場合，外国語を教授する立場とし

て，触れないということはいかがだろうか。それ

どころか今でも「ドイツ語には進行形はありませ

ん。」と教科書だけではなく，インターネットで

の「ドイツ語講座」的なウェブサイトにも堂々と

書かれていることが多い。学習者に単純な文法を

提示するためにこうした表現をしているのかもし

れないが，多用されている言語運用の実際を無視

．ことばの変遷をとめることはできない 

Ⅱ．からⅤ．までで日本のドイツ語教科書がい

かに明治期の輸入文法書の邦訳的存在から逸脱し

ていないかということを確認してきた。一方ドイ

ツ本国の（学習者向けの）文法書では中世からの

文法的枠組みを可能な限り吟味し直して，より現

代のドイツ語の姿を反映したかたちに改訂してい

るのを紹介した。

外国語を教授する際に常に念頭に置かねばなら

ないのが，教科書が扱う外国語は当該外国語の話

されている姿と同一ではない可能性があること，

つまり標準〇〇語を教授しているのであり，日常

話されている〇〇語（言語学的には方言と言って

も差し支えないだろう）を教えているのではない

ということである。しかし学習者はその言語を学

ぶことで現地の人々とコミュニケーションをとる

ことを期待しているわけで，このギャップは看過

できない。標準語（あるいは共通語）を学んでい

るのだから通じないわけはないのだが，しかし，

日常語としては普通に用いられる文法的表現が学

習単元にない場合もある。例えば比較的説明の詳

しい大学教授用ドイツ語教科書にはこのような記

述がある。

なお，ドイツ語では，現在進行形も現在形で表し

ます。

Ich trinke（今，お酒を楽しんでいるところだ）

（現在進行中）注32）

確かにドイツ語の直説法現在形は単なる陳述以

外に未完了のアスペクトももっているので，特に

継続状態を表現する副詞とともに「現在進行形」

を表すことができる。

Ich schreibe gerade einen Brief.（ちょうど今手紙

を書いているところです。）

Zur Zeit beträgt der von Russland gefordete 

Gaspreis 485 Dollar. 注33）

（現時点でロシアから要求されているガス料金は

485ドルに達している。）

同時に現在のドイツ語では進行形を強調する口語
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い発達は，けっしてこれによって停止されるもの

ではない。この発達は，あらゆる言語活動より切

り離すことができないからである注39）。

かつての言語教育はゆるぎない規範を重要視し

てきた。それはドイツ語でも同じである。クロマ

イヤー や ショッテリウスが記そうとした文法は

まさに規範文法である。前述したヘルマン・パウ

ルの指摘にもかかわらず，この規範文法を基準に

したドイツ語教育が長年ドイツでも実施されてき

た。しかし1992年欧州評議会によって主導され

た「ヨーロッパ地方言語・少数言語憲章」がヨー

ロッパ各国で批准されたことを境に，先程のよう

な日常語では頻繁に用いる文法的表現が，標準語

の中でも躊躇せずに文章語として書かれるように

なったし，また文法書でも無視されることがなく

なったように思う。規範文法から記述文法に変

わった証しとも言えよう。

．結　語

ここまでで明らかにしてきたように，日本にお

いてドイツ語を教授する際には，その学習到達目

標が一体何であるかを再考せずに，明治以来の伝

統的な学校文法そのままを教え続けていれば良し

としてきた観がある。その一方で本国ドイツでは

時代の要求に合わせてどんな文法を教えるべきか

改変しようとする流れがあった。

日本の語学教育においても，学校文法がこのよ

うな時代の流れを受けて，学習者が学習する言語

を，運用できることを念頭において記述するべき

ならば，学習効果に疑問のある伝統的なパラダイ

ムから脱却する必要がある。残念なことに，現行

の大学教育ではドイツ語を学習する機会が減少し

ている傾向にあり，教科書の需要も発行部数もか

つてに比較すれば少なくなっていることは否めな

い。しかしながらそれを理由に文法記述が不変で

良いわけはない。明治時代に輸入したままの旧態

依然のドイツ文法ではますます現在のドイツ語の

姿とのギャップが広がってしまう。

グローバル社会に突入し，語学学習が従来の教

養主義からプラグマティズム指向に傾いているの

は自明の理である。その社会的ニーズに応える語

することが学習者の益に繋がるのか疑問に思う。

これとは別に sein と不定詞を用いた次のよう

な表現も日常会話ではよく使われる。

Hans ist （in der Stadt）essen. 注34）（ハンスは（街

に）食事に行っている。→ここにはいない。）

これは俗に Absentiv（不在構文）と呼ばれる

表現である。

ドイツではドゥーデン文法に記載されているこ

とが，正しいことばと容認するので，この 2つの

構文，進行形と不在構文は今後もドイツ語運用で

は頻繁に用いられることが予測される。一方日本

ではその表現が正しいかどうかを判断する機関が

ないにもかかわらず，所謂「ら抜きことば」のよ

うに実際には多くの運用が見られるのに，自分自

身が使う，使わないを基準にして，「正しくない」

と断ずる人がいる。

ことばは広く運用されれば容易に変遷してい

くものである。辺境で文化交流に乏しく厳しい

気候環境でさらに『エッダ』ということばの模

範を示す書物が存在したという特殊な状況下で

話されてきたアイスランド語や，2000年前の死

語を復活させた現代ヘブライ語などの僅かな例

を除けば，500年も1000年も前のことばをその

まま日常語として運用している言語話者はいな

い。ことばが変遷する以上は，外国語を学習す

る教材も時代に合わせて変遷した当該言語の姿

を示す必要があるだろう。青年文法学派の代表

的存在である Hermann Paul は主著『言語史原

理』（1909年）ですでにことばの変遷は食い止め

ることができないことに触れている。

Mit welcher Bewusstheit und Absichtlichkeit aber 

auch eine schriftsprachliche Norm geschaffen 

w e r d e n  m a g ,  n i e m a l s  k a n n  d a d u r c h  d i e 

unbeabsichtige Entwickelung, die wir in den 

vorhergehenden Kapiteln besprochen haben, zum 

St i l l s tand gebraucht werden; denn s ie i s t 

unzertrennlich von aller Sprechtätigkeit. 注38）

文語の規準がどんな意識と意図とをもって創造さ

れても，これまでの章で論述したような意図のな
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