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１．本稿の目的
ドイツ語動詞 umsetzen には、この動詞が「実施に移す、実行する」を表す場合に、本来直接的に

「実施・実行」を意味する前置詞句 in die Praxis/Tat を伴う場合と（以下、付随用法と呼ぶ）、伴わな
い場合、すなわち動詞単独だけでも同じ意味を表す場合（以下、非付随用法）とがある。たとえば、
次例はいずれも「計画を実施に移す」を表しているが、前者は前置詞句 in die Tat を伴う付随用法、
後者は伴わない非付随用法である。

Dieser Plan ist in die Tat umgesetzt worden. （DWDS-Kernkorpus 0886�1953/11/18 Zeitung）

Nur mit Fingerspitzengefühl läßt sich deshalb der Plan des Air-France-Chefs Jean-Cyril Spinetta umsetzen, 

den Staatsanteil auf künftig 53 Prozent zu senken. （DWDS-Kernkorpus 1636�1998/2/26 Zeitung）�1

恒川（2022）では、大規模現代ドイツ語コーパスであるベルリン・ブランデンブルク科学アカデ
ミーの DWDS コーパスのうち、中核コーパス（DWDS-Kernkorpus 1900–1999）を用いて umsetzen

の事例を抽出・分析し、20世紀100年のドイツ語の展開の中でこの付随用法と非付随用法が、どの
ように推移してきたかを明らかにしようと試みた。

本稿では、恒川（2022）で明らかになった umsetzen の付随用法のバリエーション―すなわち in 

die Praxis/in Praxis/in politische Praxis umsetzen、in die Tat/in Tat/in politische Tat/in Taten/in konkrete 

Taten umsetzen など―を、付随用法の中核名詞―すなわち Tat、Praxis など―の側から再検索
し、形式面からその使用の実態を明らかにする試みを行った。付随用法の中核をなす名詞とは、具
体的には Tat、Praxis を含め、以下の13種である：

Aktion        Praxis        Tun

Aktivität       Realität       Vornahme

Anwendung      Tat         Wirklichkeit

Handeln       Tätigkeit

Handlung      Tatsache

動詞句 etwas in die Tat umsetzenとそのバリエーション
―�DWDS の ZEIT コーパスに基づく調査�―

恒　川　元　行
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２．利用したコーパスと事例の抽出方法
2．1　ZEITコーパス

今回の再検索に用いたコーパスは、DWDS コーパスを構成する新聞コーパスのひとつ、ZEIT コー
パス（ZEIT-Korpus 1946–2018）である。この ZEIT コーパスを検索場所に選んだ理由は、主に次の
２つである。まず、これもまた恒川（2022）で確認されたことであるが、「実施に移す」の意味で
の umsetzen は多分に定型的な書きことば的表現であり、そのためもあり DWDS 中核コーパスにお
いて区分されている４つのテクスト種（Belletristik「文学」、Gebrauchsliteratur「実用文」、Wissenschaft

「科学」、Zeitung「新聞」）の中では「新聞」に最も多くの事例が見られたことが第１の理由である。
また、DWDS の新聞コーパスを構成する５紙の中では、ZEIT コーパスが最も長い発行期間（1946–
2018）をカバーしており、token 数も最も多い（563�279�363）�2こと、すなわち検索時により多くの
ヒットを期待できると考えられたことが第２の理由である。

2．2　事例抽出のための検索式
事例を抽出するための検索式は次のとおりである：

umsetzen || “setzen #15 um with $p=PTKVZ” && Tat

まず、この検索式冒頭の umsetzen は、この動詞の非分離状態での各変化形を検索・抽出するた
めのものである。これにより抽出される umsetzen の事例には、u が大文字書きされる場合（文頭の
場合や中性名詞化）も含まれる。

これに対し、記号「||」の右側部分は、分離状態で用いられている事例を検索するための検索式
である。DWDS では各語形に文法タグが付されており、分離動詞前綴りの um だけを指定して抽出
することができる（「with $p=PTKVZ」）。これにより、前置詞などの um は除外される。また、「#15」
は、um の出現位置が基礎動詞 setzen（の各変化形）に後続する「15語以内」の範囲であることを指
定している。

以上は恒川（2022）と同じであるが、今回の検索式にはさらに「&& Tat」が加えてある。これは、
同一文中における umsetzen と Tat との共起を抽出し、in die Tat umsetzen などの付随用法を取り出す
ことを目的としている。なお、上掲の検索式の「&& Tat」は例であり、Tat 以外の12名詞について
は「&& Aktion」～「&& Wirklichkeit」のように中核名詞を換えて検索を実施した。�3

2．3　除外例と分類
2．3．1　非該当事例（x）の除外

上記検索式により抽出された事例はすべてが該当例ではなく、中に当該名詞が前置詞句の中核名
詞となっていない事例も含まれている。たとえば、次例 x/1106に含まれる Tat は、「実際に」の意味
の独立した副詞句 in der Tat の中で用いられている。この事例の umsetzen はたまたま「実施に移す」
の意味を表しているが、本稿が分析対象とする、Tat を中核名詞として含む付随用法の一例ではな
い（非付随用法）。また、x/044は Aktionen が umsetzen の目的語であり、前置詞句の構成要素とは
なっていない。このような例は本稿での対象事例ではないため、確認作業の過程で事例冒頭に分類
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記号「x」を付して除外例に分類した。

x/1106�1994/12/23 Manche einfache Maßnahmen, die wenig Aufwand erfordern, werden inzwischen in 

der Tat umgesetzt. （Tat の除外例）�4

x/044�1984/11/9 Was die M-19 von den übrigen Organisationen unterscheidet, ist ihre große Fähigkeit, 

militärische Aktionen in politische Erfolge umzusetzen. （Aktion の除外例）

2．3．2　重複事例の除外
コーパスデータでは、2000年前後から重複が目立つようになっている。ZEIT コーパスの場合、こ

の傾向は2010年以降、特に online 版のデータにおいて顕著である。�5�重複は一般に１～２回が多い
が、たとえば次の Tat の事例のように、同一の文が aa/1654～ aa/1670の間に11回も出現しているよ
うな例も見られる。重複例は、「最初の出現事例のヒット番号＿重複事例のヒット番号」を付して記
録した。本稿では重複例は集計対象から除外し、最初の出現事例のみを集計・分析の対象とした。

aa/1654_1670�2011/11/3 Das Hilfsprogramm müsse so schnell wie möglich in die Tat umgesetzt werden, 

fordert Venizelos. （Tat の除外例）

2．3．3　集計の際の分類
事例は、前置詞句の中核名詞の形式的特徴、すなわち単数複数、定冠詞の有無、形容詞や２格修

飾語の有無によって分類を行った。以下、分類記号のそれぞれを具体例とともに示す。

分類記号の最初の a は単数形、b は複数形を示す。単数形、複数形いずれの場合も２番目の a は
「＋定冠詞」、b は「無冠詞」、c は他の名詞との「並列」、d は「＋修飾要素（形容詞、２格等）」の
事例であることを示す。たとえば、aa/ は「単数＋定冠詞」を、ab/ は「単数＋無冠詞」を表す。

なお、ad/「単数＋修飾要素」と bd/「複数＋修飾要素」に分類される事例には、一般的に冠詞を
伴わず「形容詞＋中核名詞」の形が多いが、冠詞を伴っている場合もある。分類記号としては ad/、
bd/ までとし、冠詞の有無には以下、〈観察メモ〉の中で触れる。また、Tat にのみ、前置詞句の前
置詞が in ではなく zu である事例が３例含まれ、これらは az/ として分類した。

■単数形
aa/　　� ＋定冠詞　　　　�in die Tat umsetzen, in die Aktion umsetzen

ab/　　� 無冠詞　　　　� in Tat umsetzen, in Aktion umsetzen

ac/　　� 名詞の並列　　� in Aktion und Tat umsetzen, in Politik und Aktion umsetzen

ad/　　� ＋修飾要素（形容詞、２格 /von�＋３格、＋不定冠詞�6）
　　　　　　　　　　　� �in politische Aktion umsetzen, in eine Aktion umsetzen; in die Wirklichkeit der 

Erzeugung und der Erfassung umsetzen, in die Wirklichkeit von Schule 

umsetzen

az/　　� 前置詞が zu　　� zur Tat umsetzen�7
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■複数形
ba/　　� ＋定冠詞　　　　�事例なし
bb/　　� 無冠詞　　　　� in Taten umsetzen, in Aktionen umsetzen

bc/　　� 名詞の並列　　� in Worte und Taten umsetzen

bd/　　� ＋修飾要素（形容詞、２格）� �
　　　　　　　　　　　� �in konkrete Taten umsetzen, in politische Aktionen umsetzen

３．検索結果
3．1　集計結果（全体）

以上の除外と分類に基づいて、umsetzen と動詞句を構成し「実施に移す」を表す前置詞句の分布
状況をまとめたものが次表である。

aa ab ac ad az ba bb bc bd 合計
Aktion � � � 1 17 � 3 15 � 0 � 0 � 6 � 0 � 5 47
Aktivität � � � 0 � 1 � 1 � 2 � 0 � 0 � 0 � 0 � 1 5
Anwendung � � � 0 � 0 � 0 � 2 � 0 � 0 � 0 � 0 � 2 4
Handeln � � � 0 � 9 � 0 29 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 38
Handlung � � � 0 � 4 � 0 � 2 � 0 � 0 � 4 � 0 � 6 16
Praxis � 466 10 � 4 61 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 541
Realität � � 72 � 9 � 1 16 � 0 � 0 � 1 � 0 � 4 103
Tat 1823 � 2 � 1 22 � 3 � 0 72 � 2 � 9 1934
Tätigkeit � � � 0 � 1 � 0 � 2 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 3
Tatsache � � � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 0
Tun � � � 0 � 1 � 0 � 3 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 4
Vornahme � � � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 0
Wirklichkeit � 128 17 � 1 30 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 176

事例は Tat が圧倒的に多く、次いで Praxis、Wirklichkeit、Realität、Aktion、Handeln の順で続いて
いる。Aktivität、Anwendung、Handlung、Tätigkeit、Tun は極めて限定的であり、Tatsache、Vornahme

には事例が見当たらなかった。

単複では単数形（aa/～ad/）の方が多い。Handeln、Praxis、Tätigkeit、Tun、Wirklichkeit の５名詞
は単数形のみで用いられている。複数形での事例が見られる場合でもその頻度は限定的である。「単
数形＋定冠詞」aa/in die Tat umsetzen が高頻度であるのに対し、対応する「複数形＋定冠詞」ba/*in 

die Taten umsetzen のような ba/ の組合せはどの中核名詞についても見られない。複数形は、in Taten 

umsetzen など「無冠詞」の bb/、in politische Taten umsetzen など「＋修飾要素」の bd/ が大部分で
ある。

3．2　個々の検索結果
以下、中核名詞ごとに上表にまとめた各形式の事例数を再掲し、分析対象数に占めるそれぞれの

割合を（ ）内に示す。また、〈観察メモ〉を付す。
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3．2．1　Aktion
上記検索式（2．2節）による検索でのヒットは75である。このうち非該当事例（x）が28あり、残

る47例が分析対象である。

aa/　　　　　� � 1（2.1％）
ab/　　　　　� 17（36.2％）
ac/　　　　　� � 3（6.4％）
ad/　　　　　� 15（31.9％）
ba/　　　　　� � 0
bb/　　　　　� � 6（12.8％）
bc/　　　　　� � 0
bd/　　　　　� � 5（10.6％）

〈観察メモ〉
＊��「単数形＋定冠詞」の aa/in die Aktion umsetzen は１例のみである。この形式が基本となっている

Praxis、 Realität、Tat、Wirklichkeit に比較して極めて少ない。
＊�事例数から見る限り、無冠詞の ab/in Aktion umsetzen および bb/in Aktionen umsetzen が Aktion の

標準的な形式である。
＊��ad/in konkrete politische Aktion umsetzen など ad/「単数形＋修飾要素」の14例（ここに分類した不

定冠詞を伴う１例 ad/in eine Aktion umsetzen を除く）、bd/in politische Aktionen など「複数形＋修
飾要素」の５例はいずれも無冠詞である。

＊�限られた事例数の中で他の名詞との並列共起 ac/in Politik und Aktion umsetzen、ac/in Aktion und Tat 

umsetzen、ac/in politische Aktion und technische Realisation の３例が見られることも一つの特徴を
なしている。これらも無冠詞である。

＊�以上のように、Aktion の事例は無冠詞が基本的形式となっている。

3．2．2　Aktivität
上記検索式による検索でのヒットは17である。このうち非該当事例（x）が12あり、残る５例が

分析対象である。

aa/　　　　　� 0
ab/　　　　　� 1（20.0％）
ac/　　　　　� 1（20.0％）
ad/　　　　　� 2（40.0％）
ba/～bc/　　　�0
bd/　　　　　� 1（20.0％）

〈観察メモ〉
＊�事例数が５例ときわめて限定的である。
＊�この５例中、ab/005 in Aktivität umsetzen （1976/9/10）、ad/002 in revolutionäre Aktivität umsetzen 

（1969/4/4）、ad/003 in politische Aktivität umsetzen （1973/3/23）、ac/010 in Aktivität und Kreativität 

umsetzen （1997/4/18）の４例が単数形、bd/004 in gemeinsame Aktivitäten （1973/7/6）１例が複数
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形である。
＊�５例とも無冠詞で用いられている。
＊�数少ない事例の中に ac/010 in Aktivität und Kreativität umsetzen （1997/4/18）の１例が含まれてお

り、ひとつの特徴と言えるかもしれない。
＊�この ac/010（1997）を除き、早い時期（1969～1976）の例が目立つ。

3．2．3　Anwendung
上記検索式による検索でのヒットは17である。このうち非該当事例（x）が13あり、残る４例が

分析対象である。

aa/～ac/　　　�0
ad/　　　　　� 2（50.0％）
ba/～bc/　　　�0
bd/　　　　　� 2（50.0％）

〈観察メモ〉
＊�事例数が４例ときわめて限定的である。
＊�４例中単数形が ad/003 in die praktische Anwendung umsetzen （1967/6/9）、ad/004 in die industrielle 

Anwendung umsetzen （1986/3/7）の２例、複数形が bd/007 in Anwendungen des aktuellen Bedarfs 

umsetzen （2001/ ３/15）、bd/011 in praktische Anwendungen umsetzen （2002/7/18）の２例である。
単数形の前者は共に「＋定冠詞」、複数形の後者は共に「無冠詞」である。

＊�Aktivität との相違は、時間的に比較的広く分布（1967～2002）していること、また単数形の２例
が定冠詞を伴っていることである。

3．2．4　Handeln
上記検索式による検索でのヒットは63である。このうち非該当事例（x）が18、重複が７あり、残

る38例が分析対象である。

aa/　　　　　� � 0
ab/　　　　　� � 9（23.7％）
ac/　　　　　� � 0
ad/　　　　　� 29（76.3％）
ba/～bd/　　　�� 0

〈観察メモ〉
＊�Handeln は単数形のみで用いられており、複数形の例はない
＊�ab/in Handeln umsetzen の９例はもちろん、ad/「単数形＋修飾要素」の29例はすべて無冠詞である。
＊�ad/in gemeinsames Handeln umsetzen、ad/in konkretes politisches Handeln umsetzen など、修飾要素

を伴う事例が最も多く（29例）、これは Aktion、Aktivität、Anwendung に比較してより明確な特徴
となっている。
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3．2．5　Handlung
上記検索式による検索でのヒットは49である。このうち非該当事例（x）が32�８、重複が１、残る

16例が分析対象である。

aa/　　　　　� 0
ab/　　　　　� 4（25.0％）
ac/　　　　　� 0
ad/　　　　　� 2（12.5％）
ba/　　　　　� 0
bb/　　　　　� 4（25.0％）
bc/　　　　　� 0
bd/　　　　　� 6（37.5％）

〈観察メモ〉
＊�事例数は16例とやはり限定的である。ただし、Aktivität（５例）、Anwendung（４例）、Tätigkeit

（３例）、Tun（４例）よりは多い。
＊�16の事例はすべて無冠詞で用いられている。
＊�Handlung の事例は「単数形＋無冠詞」の ab/in Handlung umsetzen が４例、「単数形＋修飾要素」

が ad/in politische Handlung umsetzen、in praktische Handlung umsetzen の２例、「複数形＋無冠詞」
の bb/in Handlungen umsetzen が４例、「複数形＋修飾要素」が bd/in konkrete Handlungen umsetzen

など６例である。

3．2．6　Praxis
上記検索式による検索でのヒットは694である。この中には該当例として Praxis がそれぞれ２つ

ずつ含まれている事例（文）が２例あるため、それぞれを別々に分析対象とする�9と、ヒットの総数は
＋２の696となる。このうち非該当事例（x）が140�10、重複が15あり、残る541例が分析対象である。

aa/　　　　　� 466（86.1％）
ab/　　　　　� � 10（1.8％）
ac/　　　　　� � � 4（0.7％）
ad/　　　　　� � 61（11.3％）
ba/～bd/　　　�� � 0

〈観察メモ〉
＊�事例数は Tat に次ぎ２番目に多い。
＊�Praxis には複数形の事例 ba/～bd/ は見られない。
＊��「単数形＋定冠詞」の aa/in die Praxis umsetzen が大部分（86.1％）を占めている。Tat （94.3％）ほ

どではないが、Wirklichkeit （72.7％）、Realität （69.9％）の aa/ より多く、この統語形式が Praxis

の場合の標準であると考えられる。
＊��「単数形＋無冠詞」の ab/in Praxis umsetzen は少なく10例（1.8％）である。
＊��「並列」ac/の４事例（in Diskussion und Praxis/in Praxis und Alltag x 2/in politische Praxis oder andere 

konkrete soziale Wertschöpfung umsetzen）では、Praxis は無冠詞で用いられている。
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＊��「＋修飾要素」の ad/では、ad/in die sportliche Praxis umsetzen など「＋定冠詞」の事例が38（62.3％）、
in eine gesundheitsfördernde Praxis umsetzen など「＋不定冠詞」が４（6.6％）、in politische Praxis な
ど「冠詞なし」が19（31.1％）である。「＋定冠詞」の事例が多く、特徴的である。

3．2．7　Realität
上記検索式による検索でのヒットは152である。このうち非該当事例（x）が42、重複が７あり、

残る103例が分析対象である。

aa/　　　　　� 72（69.9％）
ab/　　　　　� � 9（8.7％）
ac/　　　　　� � 1（1.0％）
ad/　　　　　� 16（15.5％）
ba/　　　　　� � 0
bb/　　　　　� � 1（1.0％）
bc/　　　　　� � 0
bd/　　　　　� � 4（3.9％）

〈観察メモ〉
＊�Realität の場合も、Praxis の項で触れたように、「単数形＋定冠詞」aa/in die Realität umsetzen が標

準的な統語形式である（72例＝69.9％）。
＊��「単数形＋無冠詞」の ab/in Realität umsetzen は９例と、一見 Praxis（10例＝1.8%）に並んでいる

ように見えるが、割合で見れば５倍ほど高くなっている。
＊��「並列」ac/ の１事例は Wirklichkeit との並列 ac/in Realität, in Wirklichkeit umsetzen である。
＊��「＋修飾要素」の ad/ では、ad/in die gesellschaftliche Realität umsetzen など「＋定冠詞」が６（所有

冠詞１例を含む；37.5％）、in eine künstlerische Realität umsetzenなど「＋不定冠詞」が２（12.5％）、
in politische Realität umsetzen など「無冠詞」が８（50％）である。「＋冠詞」「無冠詞」が８例ず
つとなっている。

＊�複数形の事例は５例（bb/in Realitäten umsetzen １例、bd/in politische Realitäten umzusetzen など４
例）と少ない。これらはいずれも無冠詞である。

3．2．8　Tat	
上記検索式による検索でのヒットは2180である。このうち非該当事例（x）が32、重複が214あり、

残る1934例が分析対象である。

aa/　　　　　� 1823（94.3％）
ab/　　　　　� � � � 2（0.1％）
ac/　　　　　� � � � 1（0.05％）
ad/　　　　　� � � 22（1.1％）
az/�11　　　　　�� � � 3（0.2％）
ba/　　　　　� � � � 0
bb/　　　　　� � � 72（3.7％）
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bc/　　　　　� � � � 2（0.1％）
bd/　　　　　� � � � 9（0.5％）

〈観察メモ〉
＊�事例数は Tat が最も多く、今回の分析対象事例全体に占める割合は67.4％（1934/2871例）である。
＊�Tat の事例の中では、「単数形＋定冠詞」の aa/in die Tat umsetzen が大部分を占めている（94.3％）。

Praxis （86.1％）、Wirklichkeit （72.7％）、Realität （69.9％）の aa/ より多く、これが Tat の場合の標
準的な統語形式と考えられる。

＊��「単数形＋無冠詞」の ab/in Tat umsetzen は少なく２例（0.1％）である。これに対し、「複数形＋
無冠詞」の bb/in Taten umsetzen は Tat を中核とする統語形式の中では２番目に数が多く（72＝
3.7％）、ひとつの特徴をなしている。

＊��「並列」ac/ の１事例は Aktion と並列した ac/in Aktion und Tat umsetzen である。また、複数形を
含む bc/ は２例とも bc/in Worte und Taten umsetzen である。

＊��「単数形＋修飾要素」の ad/ では、ad/in die politische Tat umsetzen など「＋定冠詞」が16（72.7％）、
in eine verlegerische Tat umsetzen など「＋不定冠詞」が３（in eine Tat １例を含む；13.6％）、
in sinnvolle politische Tat umsetzen など「無冠詞」が３（13.6％）である。Praxis の対応例と同様、

「＋定冠詞」が多い。
＊��「複数形＋修飾要素」の bd/ では、bd/in die so dringend benötigten Taten umsetzen が唯一の「＋定冠

詞」で、残りの８例は in konkrete Taten umsetzen など「無冠詞」である。

3．2．9　Tätigkeit
上記検索式による検索でのヒットは14である。このうち非該当事例（x）が11あり、残る３例が

分析対象である。

aa/　　　　　� 0
ab/　　　　　� 1（33.0%）
ac/　　　　　� 0
ad/　　　　　� 2（66.7%）
ba/～bd/　　　�0

〈観察メモ〉
＊�Tätigkeit の事例は３と極めて限定的である。複数形 ba/～bd/ は見られない。
＊�３例中１例は、「単数形＋無冠詞」の ab/in Tätigkeit umsetzen である。
＊�残る２例は「単数形＋修飾要素＋無冠詞」の ad/in sinnvolle Tätigkeit umsetzen、および「単数形＋

修飾要素＋不定冠詞」の ad/in eine nicht weniger bizarre Tätigkeit umsetzen である。

3．2．10　Tatsache
上記検索式による検索でのヒットは０である。�12

3．2．11　Tun
上記検索式による検索でのヒットは９である。このうち非該当事例（x）が５あり、残る４例が分
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析対象である。

aa/　　　　　� 0
ab/　　　　　� 1（25.0%）
ac/　　　　　� 0
ad/　　　　　� 3（75.0%）
ba/～bd/　　　�0

〈観察メモ〉
＊�Tun の事例も４例と極めて限定的である。複数形 ba/～bd/ は見られない。
＊�４例中１例が「単数形＋無冠詞」の ab/in Tun umsetzen である。
＊�残る ad/３例のうちの１例が「単数形＋修飾要素＋不定冠詞」の ad/in ein berufliches Tun umsetzen、

２例が「単数形＋修飾要素＋無冠詞」の ad/in aktives Tun umsetzen および in praktisches Tun 

umsetzen である。

3．2．12　Vornahme
上記検索式による検索でのヒットは０である。�13

3．2．13　Wirklichkeit
上記検索式による検索でのヒットは221である。このうち非該当事例（x）が40、重複が５あり、

残る176例が分析対象である。
aa/　　　　　� 128（72.7％）
ab/　　　　　� � 17（9.7％）�14

ac/　　　　　� � � 1（0.6％）
ad/　　　　　� � 30（17.0％）
ba/～bd/　　　�� � 0

＊�事例数は Tat、Praxis に次ぎ３番目に多い。
＊�Wirklichkeit には複数形での事例 ba/～bd/ は見られない。
＊��「単数形＋定冠詞」の aa/in die Wirklichkeit umsetzen が大部分を占めている（128例＝72.7％）。こ

の割合は Tat （94.3％）、Praxis （86.1％）に次ぎ、この統語形式が Wirklichkeit でも標準と考えられる。
＊��「単数形＋無冠詞」の ab/in Wirklichkeit umsetzen は17例（9.7％）であり、Realität より若干多い。

Wirklichkeit は単数形に限定されている点で Realität と異なるが、それぞれの事例数に占める割合
から見れば、両者の単数形 aa/～ad/ での数値は類似している。

＊��「並列」ac/ の１事例は、Realität と共通の ac/in Realität, in Wirklichkeit umsetzen である。
＊��「＋修飾要素」の ad/ では、ad/in die soziale Wirklichkeit umsetzen など「＋定冠詞」の事例が12
（40.0％）、in eine furchtbare Wirklichkeit umsetzen など「＋不定冠詞」が３ （10.0％）、in politische 

Wirklichkeit などの「無冠詞」が15（50.0％）である。「＋冠詞」「無冠詞」が半数（15例）ずつで
ある。�15
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４．まとめと展望
本稿では、「実施に移す、実行する」を表すドイツ語動詞 umsetzen の付随用法において、直接的

に「実施、実行」を意味する前置詞句、およびその統語的バリエーションを、ZEIT コーパスを利用
して抽出し、もっぱら形式面（単数形・複数形、冠詞の有無、修飾要素の有無など）から分類・集
計した。

前置詞句の中核をなす名詞には13種があり、Tat、Praxis、Wirklichkeit、Realität の順で頻度が高
い。また、これらの場合、aa/「単数形＋定冠詞」の形式が最も高頻度で用いられている。この合計
事例数は2490で、事例の全体数2871の86.7％を占めている（3．1節）。したがって、この「単数形＋
定冠詞」の形が、「実施に移す、実行する」を表す最もオーソドックスな定型的統語形式�16として利
用されていると考えられる。このような均一的な定型表現は、時間的制約が課せられ、文学的な表
現より、事実の即物的な表現の求められるジャーナリズムの世界では重宝されるものと思われる。

他方、残る約13％の事例は、中核名詞のバリエーションでもあり、また統語形式のバリエーショ
ンでもある。すなわち、さまざまな理由から、Tat、Praxis だけ、「単数形＋定冠詞」だけではない
表現も必要とされる余地があるのではないかと思われる。また、本稿で取り上げた in politische Praxis

の他に、本稿では対象外とした politisch umsetzen、in ［konkrete/praktische］ Politik umsetzen のような、
意味的に類似した表現が並行して用いられていることも、「定型・均一性 ⇔ 異なり・多様性」の２
つの相反する方向性の存在を示唆しているのではないかと思われる。

本稿では、「何を（実施に移す、実行する）」を示す共起目的語や、その他の共起関係の特徴には
触れることができなかった。たとえば、Praxis の共起目的語リストでは Theorie が第１位（541例中
の57例；Tat の場合は1933例中の９例と少ない）であり、また文脈に Theorie、theoretisch が頻繁に
現れていること、共起目的語 Plan は Praxis の場合には541例中の12例と少ないが Tat の場合には第
１位（1933例中の173例）であること、対して共起目的語 Idee は Praxis、Tat のいずれでも第２位

（541例中の34例および1933例中の154例）を占めていることなど、相違や共通性に触れることがで
きなかった。このような問題は、稿を改めて取りあげたいと考えている。

注

1 � DWDS コーパスから抽出される事例の番号については、恒川（2022）注１を参照。なお、引用
中のイタリック、下線は筆者による。

2 � 中核コーパス（DWDS-Kernkorpus）、新聞コーパス（Zeitungskorpora）、個別の ZEIT コーパス
など、DWDS の各種コーパスについては https://www.dwds.de/r を参照。

3 � 検索式一般については、https://www.dwds.de/d/korpussuche および「ドイツ語コーパスハンド
ブック2009」85ff. 参照。また、恒川（2022）の注３、注６も参照。

4 � 事例冒頭の分類記号（x/、aa/ など）については、2．3．3節を参照。なお、後続の数字は、抽出
時に自動的に割り振られる事例番号および記事の日付である。

5 � 恒川（2018:42）の2．2．2節「コーパスデータの「重複」」、および田野村（2010：4）を参照。
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6 � 不定冠詞を伴う Aktion、Tat の事例 in eine Aktion/Tat umsetzen（各１）はここに含めて扱う。
7 � umsetzen のより一般的な「変換する」の意味の事例に目を向ければ、次例のように zu を前置詞

とする事例も散見される。
� ・�・�Es ist ratsam, sie nur von solchen Kindergruppen zu verlangen, die im Beschreiben von Bildern 

bereits geübt sind, da die wenig detaillierte Handlung den Kindern das Umsetzen von räumlichem 

Nebeneinander zu zeitlichem Nacheinander besonders schwer macht. （DWDS-Kernkorpus 

1081�1966/12/31 Gebrauchsliteratur）
8 � Handlung の事例には「行動」の意味の事例（たとえば下の bd/018）と、「筋、ストーリー」の

意味の事例（たとえば下の x/011）が混在している。統語環境（in ... umsetzen）が同一である
ため文脈（x/011では Verfasser/Thema/Szene/blendend erzählt など）から意味的に区別するほかな
いが、難しい。筆者の見立てでは後者が13例あり、それらは非該当例（x）32例の中に含めた。

� ・�・�bd/018�1980/6/6 Aber entscheidende Schritte nach vorn blieben aus. Kommissionen verfaßten 

Berichte; die Regierung setzte deren Empfehlungen in sehr dürftige Handlungen um.

� ・�・�x/011�1973/11/30 Der Verfasser hat sein Thema: den Widerspruch zwischen Abenteuer und 

Realität, die Verschleierungstechnik der Massenmedien, die Produktion verkäuflicher Ware ohne 

gesellschaftlichen Wert in eine mitreißende Handlung umgesetzt. Vor allem die Aufnahmeszenen 

sind blendend erzählt und sammeln wie in einem Brennpunkt die „Lehre“ des Buches.

9 � 具体的には、Praxis の事例0188および0531を、それぞれ0188a/b、0531a/b の２文に分けた。以
下のように、0188a は「単数＋定冠詞」の用法であるため aa/0188a として、0188b は２格修飾
を伴っているため ad/0188b として分類した。また、0531a/b は共に副詞句 in der Praxis の例で
あるため、非該当例（x）として分類した。

� ・�・�aa/0188a 1978/12/22 Man hat es als schiere Unmöglichkeit bezeichnet, sie in die Praxis 

umzusetzen, vor allem in die Praxis konkreter Politik.

� ・�・�ad/0188b 1978/12/22 Man hat es als schiere Unmöglichkeit bezeichnet, sie in die Praxis 

umzusetzen, vor allem in die Praxis konkreter Politik.

� ・�・�x/0531a/b 2010/8/12 Aber sie muss in der Praxis umgesetzt werden, und in der Praxis, beim 

Training, verläuft vieles in einer Grauzone.

10� このうちの大部分（111例）は、次例のような副詞句 in der Praxis としての事例である。この
x/0496のように in der Praxis が umsetzen の直前に置かれている場合、両者が（in die Praxis 

umsetzen と同様に）一つの動詞句を構成しているような錯覚が生じるが、多くの場合、位置関
係によって「非該当」の判断は容易である。関連して、注14も参照。

� ・�・�x/0496�2008/5/29 »Der General«, so bringt das sein Biograf Jean Lacouture auf eine knappe 

Formel, »brauchte zwei Monate, um die Rede zu redigieren, siebenundzwanzig Minuten, um sie zu 

halten, zwölf Jahre, um sie wiederzukäuen, und zehn Jahre, um sie in der Praxis umzusetzen.«

11� az/zur Tat umsetzen の事例は３ （0.2％）と少なく、また下例の分詞構文など、典型的用法から
外れていることから、除外例として分類してよいかもしれない。注７も参照。

� ・�・�az//0283�1968/12/13 Die Szene wurde zu einem Schlüssel der Karl-Tragödie: einer, der erleben 

muß, wie sich seine Gedanken, zur Tat umgesetzt, in eine mordjohlende Soldateska, in ein renom-

mierendes Landsknechtstum umgesetzt haben –
12� Tatsache の事例は DWDS 中核コーパスでは次の２例が確認されている。このいずれもテクスト
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種「新聞 Zeitung」からの事例であるため ZEIT コーパスにも予想されたが、結果は０であった。
� ・�・�Nikolaus II. hegte die beste Absicht, den Völkern eine friedliche Zukunft zu sichern; aber seine 

Staatsmänner haben nicht verstanden, seine Wünsche in Tatsachen umzusetzen. （DWDS-

Kernkorpus 0071�1904/3/4 Zeitung Vossische Zeitung （Morgen-Ausgabe））
� ・�・�Was das Volk, wenn es der Gefahr ausgesetzt ist, ... am meisten braucht, ist die Stärkung seines 

Selbstvertrauens und des Glaubens an seine Sache, um mit voller Überzeugung entschlossen zu 

sein und dies in spürbare Tatsachen umzusetzen, die keinen Platz lassen für Schwäche oder 

zögerndes Verhalten.” （DWDS-Kernkorpus 1392�1985/2/10 Zeitung Archiv der Gegenwart, Bd. 55）
13� DWDS 中核コーパスで確認された Vornahme の１例は、テクスト種「科学 Wissenschaft」からの

次の事例である。
� ・�・�Heilpädagogische Einflüsse dürfen für das Individuum nicht nur eine Vorgabe von außen bleiben, 

sondern müssen sich allmählich möglichst zwanglos in das System seiner Perspektiven und 

Beziehungen einfügen, seinen persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechen und sich zu 

irgendeinem Zeitpunkt in echte Vornahmen umsetzen. （DWDS-Kernkorpus1092�1967/12/31 

Wissenschaft Werner, Reiner: Das verhaltensgestörte Kind, Berlin: Dt. Verl. d. Wiss. 1973 ［1967］, 

S. 15）
14�「単数形＋無冠詞」の ab/in Wirklichkeit umsetzen の in Wirklichkeit は、「実際は、実のところは」

の意の副詞句 in Wirklichkeit と紛らわしいことがある。次の事例 x/214と ab/162は副詞 schwer

の位置により、後者のみが該当例と判断される。また、x/098は文脈（in Wirklichkeit の文頭位
置、共起目的語（130 Rubel）等）により非該当例（x）と判断される。

� ・�・�x/214�2013/7/13 Kopf hoch, an die eigenen Stärken glauben und die spielerische Klasse umsetzen 

- so lautet das Motto der deutschen Fußballerinnen vor dem zweiten EM-Spiel gegen Island. Was 

so einfach klingt, ist in Wirklichkeit schwer umzusetzen.

� ・�・�ab/162�1990/4/13 Aber es zeigt sich überall, daß die Vorstellung nur schwer in Wirklichkeit 

umzusetzen ist.

� ・�・�x/098�1976/12/17 In Wirklichkeit hatte diese Verkaufsstelle nur 130 Rubel umgesetzt.

15� 下表は Aktion ～ Wirklichkeit の ad/、bd/ の冠詞の有無を整理したものである。数の多い Praxis、
Tat の場合は「＋定冠詞」が優勢、Realität、Wirklichkeit では「＋冠詞」と「無冠詞」が均衡し
ている。他では「無冠詞」が一般的であり、特に複数形においてそうである。

ad/ 定 不定 無 bd/ 定 無
Aktion 15 � 0 � 1 14 5 0 5
Aktivität 2 � 0 � 0 � 2 1 0 1
Anwendung 2 � 2 � 0 � 0 2 0 2
Handeln 29 � 0 � 0 29 0 0 0
Handlung 2 � 0 � 0 � 2 6 0 6
Praxis 61 38 � 4 19 0 0 0
Realität 16 � 6 � 2 � 8 4 0 4
Tat 22 16 � 3 � 3 9 1 8
Tätigkeit 2 � 0 � 1 � 1 0 0 0
Tatsache 0 � 0 � 0 � 0 0 0 0
Tun 3 � 0 � 1 � 2 0 0 0
Vornahmen 0 � 0 � 0 � 0 0 0 0
Wirklichkeit 30 12 � 3 15 0 0 0
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16� 注11では２種類の in Wirklichkeit の区別に際して副詞 schwer との位置関係に触れた。動詞
umsetzen と緊密な関係を構成し「実施・実現」を意味する in Wirklichkeit は間に schwer の挿入
を許さない。この事実からもまた、無冠詞の場合にも一定の「定型化」を推測することができ
るのではないかと思われる。
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