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始動相とは・・・

人やものの動作が開始されることを表す相。

英語：start, begin, などなど・・・

It begins to rain.「雨が降り始めた」



今回(主に)扱う構文について

• オランダ語における、「Aux + aan het INF」構文。

(1)Ze gaan aan het discussier-en

they go-AUX at     the   discuss-INF

彼らはディスカッションを始める。
Haeseryn et al.(1997:1052)

この迂言形においては、助動詞で使われているもの自体は始動相
の意味を表しにくいが、この迂言形でもって、始動の意味を表す。



この構文で用いられる助動詞

gaan(英:go), raken(英：get), slaan(英:hit)

(2)Ze gaan aan het discussieren (=1)

they go-AUX at     the   discuss-INF

彼らはディスカッションを始める。

(3)De twee partijen raakten aan het vechten.

the  two      parties        got              at      the    fight-INF

2つの団体が争い始めた。

(4)De matrozen sloegen aan het muiten.

the  sailors            hit                at       the   mutiny

水兵が暴動を起こし始めた。
Haeseryn et al.(1997:1052)



問題点

1.一見どれも全く同じ用法に見えるけど、用法の違いは？

→例えば、Ze gaan aan het discussierenではなく、 Ze slaan aan het 
discussierenではok?

2.アフリカーンス語だと、オランダ語でいうaan hetの部分が省略できる
ものがあるが、オランダ語では？

3.オランダ語にはbeginnen(英：begin)もあるけど、これと比べてこの構
文って使われてるもの？



そもそも使い分けなんてあるの？

(5)De twee partijen raakten aan het vechten. (=3)

the  two      parties        got              at      the    fight-INF

2つの団体が争い始めた。

(6)De jonge haantjes gaan aan het vechten, ....

the young cockerels go  at   the   fight-INF

若い雄鶏が争い始める。
http://www.pluizer.be/kinderboeken-jeugdboeken/ren-voor-je-kippenleven

(7)..., en spelers en staf sloegen aan het vechten. 

and players   and staff hit           at      the   fight-INF

そして演者とスタッフが争い始めた。
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1671834/2007/07/16/Honkbalbond-schorst-elf-vechtersbazen-in-



不定詞がvechtenのみで言えば・・・

「raaken +aan het vechten」以外にも、「gaan + aan het vechten」、「slaan 
+ aan het vechten」の3種すべてが可能。

→始動相を表すが、この３つの構文内にはなにかしらの細かい使い分
けがあるのでは？



この構文について
• この構文自体助動詞によっては進行相を表すことが可能。

例えば、助動詞にzijn(英：be)を使えば進行相を表現することができる。

(8)Hij is aan het lezen.

He is at the read

彼は読書をしている

→他のゲルマン語においても同様の傾向あり。

(9)Er ist am Lesen.  (ドイツ語)

he is at-the read

彼は読書をしている。



先行研究

・ANS(Algemene Nederlandse Spraakkunst)

・Geert(2008) Constructional idioms as products of linguistic change: 
the aan het + INFINITIVE construction in dutch 

• Van Pottelberge(2004) Der am-Progressive



ANS(Algemene Nederlandse Spraakkunst)（以
下ANS）

オランダ語の文法が包括的に書かれている文法書。今回扱う残り２つ
の先行研究においても、基本的にはこの文法書から例文を引っ張っ
ている。



Geert(2008)

• 始動相に関しては、ANSの例文を用いている。基本的に始動相だけ
ではなく、進行相も扱っている。今回扱う構文の前置詞句であ
る”aan het”の分析を行っている。



Van Pottelberge(2004)

• 基本的にインターネット上の用例を用いて、分析を行っている。こち
らもGeert(2008)と同様に、基本的には進行相について述べており、
一部始動相について扱っている。助動詞であるgaan/raken/slaanの
使い分けに関して論じている。



前置詞句 aan het に関して

基本的には、aan het がなければ非文になる。

(10)De twee partijen raaken *vechten / aan het vechten.
the   two    partys       get            fight        at    the fight

2つの団体が争い始める。

Geert(2008:88)

(11)De matrozen sloegen *muiten / aan het muiten.
the  sailors           hit      mutiny          at       the   mutiny
水兵達が暴動を起こし始めた。

Geert(2008:88) 
→進行相を表す構文も同様に、 aan hetがなければ迂言形として成り
立つことができない。



gaan(英：go)の場合には、aan het がなくても可能。

(12)Zij gaan discussieren/ aan het discussieren.
they go    discuss          at   the  discuss
彼らはディスカッションを始める。

Geert(2008:88)

使い分け：
1.aan het がないとき：後にイベントが始まることだけ。
2.aan het があるとき：イベントが始まり、尚且つある程度継続するさ
ま。



前置詞句aan het について（番外編）

オランダ語だと、gaan の場合のみaan het が省略することが可能だっ
たが、オランダ語から派生した言語であるアフリカーンス語では、
rakenがhetに相当するdieのみを省略することが可能。

(13)Sy raak aan die huil.
she gets at   the cry-INF

彼女は泣き始める。
Ponelis(1979:224)

(14)Sy raak aan huil.
she gets at  cry-INF

同上
Ponelis(1979:224)



オランダ語のgaanについて

gaanは近接未来や始動の意味を表すことができる。

(15)Ik ga dit boek meteen lezen.
I  go this book  immediately  read-INF

「ぼくはこの本をすぐに読むつもりだ」
清水(2004:145)

(16)Ank ging het boek lezen.
Ank   went   the   book   read-INF

「アンクはその本を読み始めた。」
清水(2004:145)



助動詞を選ぶ基準

有生物か無生物かによって、選ばれる助動詞が異なる・・？
→gaan, raken, slaanに関しては、有生物・無生物どちらでも可能。

Van Pottelberge(2004：38)



(17)De kabel raakte aan het zwaaien.
the cable got     at   the   swing-INF

ケーブルが揺れ始める。

Van Pottelberge(2004:39)

(18)De meloen is aan het gisten geslagen!
the melon is  at    the  ferment hit

メロンが発酵し始めた。
Van Pottelberge(2004:39)



助動詞の使い分け

gaan:始動の表現。

slaan:始動を表現し、それに加えて動的な意味が強い。

→水兵が”暴動を起こす”は動的意味合いが強い。

→メロンが”発酵する”は急激に発酵しているさまを描写？

raken:意図せずに始動するさま。

→ケーブルが”意図せず”に揺れ始める？



用例数①

・ハリーポッターと賢者の石
aan het + Aux 構文：4例
→そのうち始動相を表す aan het + Aux構文：0例

・ハリーポッターと秘密の部屋
aan het + Aux 構文：6例
→そのうち始動相を表す aan het + Aux構文：0例



用例数②(beginnenとの比較)

他の始動相を表す構文
例：Het begon te regenen.

it       began      to  rain-INF

→ハリーポッターと賢者の石ではbeginnenを使った構文を32例採取。

→オランダ語に関してのみいえば、始動相の表現としてはbeginnenを伴う構文に
地位を奪われている形となる。



まとめ

 オランダ語におけるAUX+aan het INF構文は、基本的にはほと
んどミられない構文であるが、助動詞の使い方によって細かい
使い分けがみられる。

 前置詞であるaan het は継続の意味を持っている（gaan INFと
gaan aan het INFの対立から）
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