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    Von dem indogermanischen Verbalsystem, in dem das Verburn nicht allein 
 an Kbnstruktionen, sondern auch an Flexionsformen sehr reichhaltig war, haben 
 sich nur kargliche Reste im Germanischen erhalten. Sclion zu Beginn der Uber--
liefer'ung war das gerainanische Verbalsystem sehr stark vereinfacht worden. 

 Hier-'im=Germ' anischen finden-wir nicht nur die Erneuerung der Form. Es gab 
 auch die Bedeutungsveranderungen; die indogermanischen Zeitworter driicken 
 eigentlich nicht die Tempora aus, sondern sie bringen 'die Art and Weise'zum 

 Ausdruck; - wie die Tatigkeit vor sich geht, d. h. die Aktionsart. Aber das 
 Germanische hat ' auf -den Zeitbegriff, 'den die Verbalstamme bezeichnen, die 
 grol3te• Bedeutung' gelegt, also die Verbalstamme dahin umgewandelt, den Zeit-
 begriff hervorzuheben, um ihm die groZte Bedeutung zu verleihen. Das ist 
 also' ein'-wichtiges Kennzeichen, das das Germanische gegenuber den andern 
 indogermanischen VSprachen iiberhaupt stark hervortreten lai3t. 

   -In der' Verteilung der Verben in zwei Klassen, einmal die starken Verben 

 snit Erbe aus dem Indogermanischen, zum anderri die (abgeleiteten) schwachen 
 Verben•'mit -Praeteritum auf eine Dentalis an dem Stamm, haben wir es wesent-' 
 lich m'it- einer Neuerung~ des Germanischen zu tun. Beispielsweise soil hier 
 das alts starke Verbum erwahnt- werden. Hierbei-1st die'merkwurdige Regelun'g 
 des Ablauts and' dessen Verwendung ' als •bedeutungtragendes Element eine 
 Besonderheif des Germanischen. In diesem Zusammenhang ist es notig, der 
 Her' kunf t 'des, germanische'n Praeteritums Rechnurig zu tragen; an -der Bildung 
 des germanischen Praeteritums ist bekanntlich nicht' allein das indogermanische 
 Perfektum -beteiligt, sondern. -auch - der sogenannte starker Aorist:-. Aus diesem 
 Grund 'drtickt das- von Natur aus die perfektive Bedeutung aus, weshalb das 
 zugleich zur Bezeiclinung der Vergangenheit' 'werden` kannte2 . ̀  Daraus ergibt 
 sich, dal3 sich ein' wesentlicher-Bedeutungsubergang vollzogen. hat. Es ist noch 
 zii~ bemerken, dai3_ im Indogermanischen das ' Verbum stets eine vollig gramma-
 tische -Form ' fur sich war, gleichzeitig aus eineni ' Stamm- and einer Flexions-
 endung zusammengeschlossen, das hei1t, da[3 jede 'Flexionsforni ` eines Verbums 
 die! grammatische' Person; den , Numerus nnd, das ' Genus -Verbi ' usw. ' zugleich
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einschlie島end　be2eichnete．　In　dieser　Weise　befriedigte　im　Indogermanischen

ein　Verbu1n　als　gramm皐tische　Ei血heit，　wen亘皿icht　gan．z　zur　Ge血廿ge，　doch

seine　grammatis畔hen　Bed茸rfnisse．工m　Gegensat乞dazu．2eigt　das　Germanische
voR　Ha紅s　aus　die　gan名starhe，　Neigu且g，　ein，von　jeδer　gr弓mmatisρhe琢Form　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

u且abh琶ngiges　begriffliches　Wort註bstrah圭ert　heraus侶uarbeitenドA血dies合r　Nei・

gung，　ein　Wort　in　die　beiden　Bestandteile雄，　namlich　in　den　im　wese皿tliche皿

dell　Bedeut岨gsinhalt　tragenden　Tei王und　in　den　die　grammatische　Kategorie
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃
狽窒≠№?撃撃р?氏@ein露utei玉en，　ist　ein　Sγ皿ptom　f廿r　die　geschichtliche　Verwandlung

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一F魔盾氏@synthetischer　乞u　analytischer　Sprache露u　beobachten，　und　das　vera皿1a昼te

das　Germanische，　sich　vom　Indogerman三schen　weiter乞u　entfernen．　Man　ka皿

einell　An昌at耳zuエn　periphr母stisc卸ell　Ausdruck　Oara耳．erkennen，－da島口ie　Sprache

ein．Wort　in．sβ箆ie　Bestandtei1βzerlegいnd　jedem　Teil　seinen　eige皿e丑．Auftrag

anweist3）．　　　　．　　1こ　　11　1　　　　，　　　　　　　　、　．　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌦

　　　Unter　diesen　UmSt巨nden　leistete　1〕βi　der　Sρh6pfu且g　der　Veτgβnge耳heit芦・rゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

form・des　sogen融inten　derivative且schwachen．Verbums　so王che　berei㌻ste箕ende

》6g草chkeit，　der串prache　eine　periphrastisclle　Bildung　2u　verschafτen，　was　el皿e皿

磁nsicht　ist　es　ledoch　wich‡ユg，　da島es　sich皿icht　umβi叫e　Alternat玉ve，　A其tions・　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

art　oder．，Tempuξ，．han．口elt，　so頭ern，　da島　sich　hier　in　historischer．Zeit　ei籍

An串atzβazu恥det，Φ島aus　der　Be猛eichnung　einer　A巽tio旦sart、eine　Tempus・

、Es　schei11t，　da岱、die　Dlfferenzierung　der　Zeits㌻ufe旦sich・erst　all耳1ahlic耳’e購「：

wickelt　hat　unter　Verd蜘gung　od亭r　Um⇒ildung　apdβrer琿atβgorienら、：Wle芦ψ叫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」．

bemerkt　woτden，15tジist、es　ein．sehr　aりffallen4eτ客ug　des　Germφschen，．da阜唱ich
d皇rUnterschied　der卒孕tio耳sarten　in．dieβ晦e毎ung　auf　eine．　bes㌻immt壁：．Zeitr　　　　　　　　　　　　　、．●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引　■
唐狽浮??@umgeΨandelt　h母t，　und．zwar　scho且bei　Begiロ戸der　IU亘erlleferuロg．　Wie

allgemein．bekannt，　bed廿：fep　viele．Verben　wohl　ei箕er　n誠heren，　adverbiellen耳βr

stim叫ung　oder　ver1〕aler　U煎schrei加pg，　damit　2um　Ausdr箪ck　kommt，　wig　di曼

verbale，H準ndlupg　voτsiφg母ht3．．es　kann的er　die、Art　de串Vorga叫gs　aロgh　durq島

Pr琶丘gierung　od、e町durch　sta卑mbildendβ．Formatio耳b彰βich苅et　werde叫・Wodurch

dle　Vorg盗nge二in．K垣58en　e垣gβteilt　werσe皿．　In　Oezμg、　auf昼e阜1e‡堪e鴇n．；寧a11

bezeichne叫die：verschigd臼鳳en：Klassen　der　scねwachen　Verむen　in・Germallisc耳en　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

einerseitsβi耳e皿el箪ig弓rma島e皿、、erken面aren、－Bβdeut摯11gsηn．士erschi母d　der　T芦tig・

keit4）毫．an4ererseits匙a且n．hinsichtlich　des　erste箪．Falls，1da島die．Aktig耳sa二t　4u∫9耳

p項fix　be箔eichnet　w三rd，．　die　Partikelヒ8α一（we㌻tgerm．．8召7，8・ゴニ）・h註u罰ig　g鳥brq皿ψち

Ψerd臼叫一nat廿rlich，mit・．dem　Veゆaヌstarnm．IVe：b岬den，．01m、el　sei血en　Be⑫撫

tuロgsinhalt　zu・anσern，・註hnlich－wie・．口ieミu丘ixe・（gd．　E耳du耳gen｝，，dlg　f・Te胆pus，．

MOdu串，・’Personμnd　Nu典gru串．be2eicllne且・1．Dan皿konnte　d三e　Parti輩e1－als　Ls“耳1興皿・

tisOhe昌，　Mittel　impeτゴektlvβ卑Si坦Plex　perfektive　Be4e翼tung　verle坂e且，・・inde典

φe．Zu琴alnmensetzηng｛Eo憩positu期）、im　pntウτschied　2um　Simplex癖cht　auf　eing
」
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durative，　unbegrenzte　Handlu皿g，　sondern　auf　e量nen」bestimmtell　Zeitpunkt　hin・

　　●翌?@1S毛．・　　　・

Aber　dadurchゴda島　die　PartikeL　spater　i鵬Laufe　der　Entwicklung　noch

andere　Bedeutunge皿．gewonn、e且hat，　tritt　ihre　urspOngl童che　perfektive　Bedeu・

tung　allmまhlich　inL　den　Hintergrund；s三e　hat　infolgedessen　mit　der．　Zeit　an

ihrer　Leistullgsfahigkeit　zur　Bezeichnungl　der　Aktionsar七Ψerlore路．

、．・ hNuh　ist．hier　jed6ch　zu　ber髄cksichtgen，．da｛5　s三ch　zwar　einerseits　das　Bed｛iff－・

1is　nach．weitefeh　Tempora　6meut　geltend　m．acht，　andererse圭tS　ledoch’轟ur

2wei　Zeitforlne且，．Praesens．und　Praeteritum，　weiter　bestehen．

：　Bei　a玉1edem　ist　die　Emp丘ndullg　f廿r　die　altert置mlichen　Aktionsarten　den　ger・

manisch母n・8plrechern　noch　langere　Zeit　im　Bewu島tsein　lebe皿dig　gebliebeロ，

und．es　ist　h三er：ih　Betracht　zu　ziehe且，　da昼gewisserma島en　aus　der　Bezeichn血n9

der　Aktionsart　eine　Te血pusbezeichr医ung　erw益¢hst　u血d　daraus　die　B6z量ehung　zu

einer　bestimmten　Zeits加fe　erst　sekund註r　entsteht．
Die　Aktionsart　des　Verbums　wurde　im　Germa轟三schen　aucll　du『ch，．die　Par・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卑

tikei　bestimmtf　insofern　sie　oft且uf　den　Pu豆kt　hinw三es，飢welcbem　die　Tatig・　　　　　　　　　　　　　“　　，

ke玉t　de且AnfanLg　oder　den　Abschlu島fa血d，　wor廿ber　spater　unten　et熔as　Genaueres

ausgesagt　werden　so1L　We猛di6　materielle　Bedeutung』der　Partikel　allmahlich

verblal｝t，　wahrepLd　das　feine　Gef廿h玉　f廿r　die　Aktionsarもenunterscheidung

丘och　nicht．ヤerloreh　gega虹gen　is皇，　dan且　besteht　das　Bed茸rfnls　danach，　den

Unterschied　formal　deutlich　aus乞udr茸cken．　A冠f　d玉ese　Weise．，verfolgUede　ger・

mallischb　Sprache　die’EntWicklung，　daB　synthetische　Ahsdr昼ck　stufellwei8e
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　L
魔盾秩@dem　analytischen　Ausdruck　2urOckweicht．　Den　oもea　erwahnte丘Lauf　der
　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

dhtwicklung　des　Ge士mahis亡hen　in　Betracht　ziehend｝6011　in　dieser　Abhandluロg
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

р奄?撃高唐Uhreibende　V6rbi訟d廿血g，，”8ア4θガ‘・π1it　eine㎞Pa士tizipium　Pね6teriti　von

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げ≠汲伯¥ver　Bedeutung　eingehend　behande1七werden，；dabei　9611・die”Tatsache　ins　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㍉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曜

?浮〟Eg巨鰍画軌召・島t・・t・d鎚Zu・董・kt蜘d豊・’Bezゆ亟d旦・Ak毛i・ns・

℃den　hin、ter　de皿　Bedarf　豆a6h　der　Te血pusbezeichp」ullg　d6f七vo訟．alters　her

geerbte乞註he　Dr艮ng．nach　Aktiolleロuntersche三dung　beste1事en．b1号ibt，　ohne　v611igl

・ein・G廿ltigk・it‘ Eu ｹ璽・1蜘㌔u如・gl・h6　hi忌t。噸卿聯・瞬n、事pu・en・ind
??浮狽?獅盾モ?@hier　und　dort玉n　den　altgermanischen　Sprache証諾u丘nぐlen．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噸

、Es圭st　allgemein　bekannt，　da島die，indogermenlsch号n－Tempora　urspr茸ng1ich
　　　　吐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魑
魔b窒求@de知、　Aktionsartbe猛eich且unge雄herkamen’und　des鳥alb　sユc耳v至e1Inehr　stark　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

gegen廿ber．das　Germanische　nur　noch昆we三Tempora　besitzt，　inqem－、　es　n芭mlich

aus　dem　Indogermanischen　das　pr孕esen・s－alslallge卑eine等・Tempμs（b弓spadeτs　f廿r

die　Gegenwart）und　das　Praeteri七u蹴bedeutu且gsm註昼ig・al三e　anderen　Vergange皿・

heitsfunktio皿en　mit　Uber皿ahm5）．　Infolgedesseロwird　z．　B．　die　zuk怪且ftige　Ha血d・

1ung　i且dβr・Regel　formal　niOぬt　2um　Ausdruck　gebracht・Wenn　sich　man

zuweilen　ge豆弓t圭gt　sieht，　die　2uk甑f廿ge　Hand五ung‘ausu乞dr6cke11，　mu島man　sich
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deゴ．u孤schreib白皿den　AusdfucksWεise　bedienen．　Die　Verbindun、g　Oef∬niten’For三．

me且von”扉gf湖θ％“（got．”4π8’π”θ”“，　agsu，o，；8”湖畝“）mit　dem工n五nitiv　di6nt』

oft　dazu，’den　ingressiven　und　gleich　darauf’noch　dauernden　Charakter　eines

Verbalvqrgapgs　dar呂ustβ11eぬ，　und，dadurOh　k6p、hen　imperfektive　Verben．：illgrεs・’

s圭Ve　Bedeutung，erhalten6）．、．　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　

Nun　wollen　wir翠ns　der－u血sere　A血f坦erksa血keit　beschaf士igenden　Au島drucks，：

form　zuwenden，　deren　Beurteilung　scho且bish」er　oft　Schwier三gk¢iteil　befeitεt．　hat．

Das　ist　die’V旦rbi皿dung．vo皿，，ω¢ア4επ“－mit．　dem・aktiven．・Parti2ipiu㎞Praeterlti7）．’・

Die　Eigent廿mlichkeit　der　ill　dieser　Verbinduhg『am　h註ufigsξen　T　vorkdmfm6hden

Verben　ist，　daB　siσ．．i皿二be2ug　auf．，ln丘nitiv　und　Partizipium　Praeteriti　36’

wie　gleicbf6rmig’sind，　Von　dem　gbg6n、w琶rtigen　Gesichtspulikt・aus：g6sehen，1

sind．die：i皿dieser正（onstruktion亘uftretenden　Paftiπipi！Praeteriti　ha血pts菖chlich

deロ．　eIndeutig・intransitiv訣perfektiven　Verbe血・211geh6rig．’ @　一隔1　一ゴ．【・・1，

一　　　got．　Lk砿　6ゴ6　　　・　　　　　　’F　’”　　　　　　　　一　「

．　　　　jah．war並・曇an　in　a硬aramma　daga　sabbato’galei2an　imma　an．swhago隻；

．　　I　　gein8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』　　　．　　　　　　　　　　：

・，

thO　war5　eft、　thes　wlbes　hugi　aftar　them章rundie　aL　gihwofbe且an

貞・一

，∫… @　　（da　w撃τdρoft・耳e菖We董bes　Sinn　ganzI　ergeben．羅ach“er　Bgt5¢haft　inlGρtt舜6照U¢ゆ・、；．

．・t阜6・warbξoll　l　R血mub腿rg　r；ke5τロannβsρP皐τalla・thβsa　irmi皿thiod，・Oc冠

¶、一㌔、　，tauianas．ba1：閃dユbodskepl．gbar　thea；s　bradoユ．　glwalq　cμman・‡on　thβm

㌧．．k邑su・e　c典i・9。9抑illcu耳，・・　：一　　　‘　1　－一・昌、
．　　．（“・Ψ・ワ哩。吻・τ91dβs「ρi噸耳rτ「s⑱・前ber　aU　di・・E・d・nΨ。lk・，　qkt・v三旦…’・耳棚　　「　　　　　　　　　　　　　早　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝C．＿u・d1肩゜騨ft壁be「rρinb「e韮tesRゆ・噸me叫Y9皿de典i5e「2u　d・n　K喚甲r・・，弓1｝磐！、　　　　　　　　558f．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・”

　　　　　　’　L．　　　’　　　　　　b　　　　　　　　　　　　　　　：ピ　　　　　“　　　　　　　　　　▼　　．：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　‡　　　　　　　　－　　　　－圃

@　　　　thδやa飾、thero‘erlo．hugi，　an’＃hemu　berge　uppeヰもit廿a　gi‡hah貸Iu・曳｛・石，面t，gang。n・’　　・・一　’　　・・∵・1｝∴・・．・冒”1

1．

D　ζ“ヒ’w。，d6　a6，臨S面d。，主。d6hざ。fと，血跳，脚b，n，－ihゼ』δ、6rG。d。孟k6，’。ピ蔽hモめ

‘　　　　　　　　5764fl’”　　　‘・　r　　　’　　、　　　　　七　　　　　　　　　　　　　　　一　　・．　　．F．∫一．　　　；　，．．　．．．．㌔　　7．覧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㍉?@1　・　　1轡ar哲・thie・helago・da9．Iudeono　fa士gang…m　　　　　　・’∵”一・　’1’　　I　　　I：

・　　　　，．て6s　war　der．henige　fag　dgrJud百n　v6rgangen）一　．一．と．　一’．　一　．、、　．・．1，－曳　li’丁

Bedw．’823f．・』’　・一一・・　㌦’　”　　ご　∫1　，．　　㌧　・，．∴．：．・・’　；一｛

’一 E’ E　de丘u．魚eaUum’wear石．aθftef｝am，　wおe1∠r羨…ぎe　willa　ge1廿血pen…1・「1　．．∵ご二

’… @　　　（註11．den，D謹hen』暫ar．Gnado　2uteil　gewordeh）　　　　’　t，　　’：．：∴1．』、．．　く　　・　　　　呈
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　　　，P233ff．

一　　　wyrd　ne　cO委on，・ge6scea蛋t　gr三mme，　swa　h量t　agangen　wearざeoria　ma・

negum　sy適an，金畜en　cw6m

（sie　ka寵nten’ni¢ht　das　Schick5a…，　das　gri鵬mi暫o　Verhまngnis，　wi6　es　man¢hem　Ma皿

ergehen　sollt¢，　wem　der．Abend　kaim）

Byrht．　Th．’、137，46　V．202．f．　　　　　　　　　　　　　　　　　』

wear5　afeallen＿．．．．，AE要elr記des　eorl　　　　　　　　　　　　　I

，　　　（Ethelreds　Edeling華β1（i麗【ler　S¢h！a¢ht））

，Is・32，β3，11L，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　」　’

@　　　　hweo　auh　fqna　A1〕rahames　samin　wサaτdh、quhoman　druh」tin；esus　Chris・

・　・　　　　．tUS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I、．、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　一、．　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　晶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℃　　　　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
idaB　Iesus　Christμs　aughΨon　de皿」へbr｛竃ham呂Naohkomm¢n　abkam）

（ma氏Kam拓量emii¢h　5P蕊t　zum　M¢忌sega磁）　　　　　　　　　　　　　　　　」

Br．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
凸　’　　　　　　「・　　　　　　f㌃　　　　　　　L｛　　　　　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　I

”b
P“ C，9・1ゆ脚2：Sigu・石r　sunp・n　Ri兵典・　　　．　　　　　　　（s前diiご五vbm　Rheihe　war　Sigurd　gefanen）　7　　　　　　　』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か

　　　　　　　　　「rv．Baetkes’ v6rt6rbuch別r　altnofdischen　Prosaliteratu｝unter　dem

Stichwort”〃5α　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一?秩@2e三m　var5　siぢaptr　farit，　bau石ho皿honum　opt　2ar帽at’vera昌』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

’　　（a158ie’sp蓋t（加「Heimkehr）誼b：直。he証，　b。t・i・．ihm　dft・n，　d。rt　zu’bleiben）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j

she　Anglo－Saxon　Version㌧of　the　Story　of・・Appollonius　of：Tyr6
　　　　　　囑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌

vise島byni・ges¢we醐・a・石：bf‘lif・、β・wi竜・n’ P　’「’ゼ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iidie　Gattin　dieses　K6nlgs　s¢hied　au3　dem　Leben）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：`l匙s．　Ge皿．313f．”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　．

@　　宙arぢthgr．fan　radu｝a’白6’五1u　lfiUf6s　gifa11．in　”　　　　　　　　　　　　　　」

・　　・（Ψ6m「臼圭面e！血e1急es　Fε唖er註bb　vlεD　∴㍉　一　’1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

fG石r．　工，　9　　　　　　　　　　　　　　　　・㌧　・　　　　’b　　　’　　　　　　1　　パ　　　　　　　ー　　一”　・　・

　　　　　　　　　　｛　　　・「　　　　　　「　・；’・・∵　一　’　　　・　・　1　・　・∴　’　　　　　・1i　　　・・　　一「　1

謔Uvar5　ec　h如ta－。6　hb漁hm註sa血s血isseris　si瓠an　ver石a．

Is．　11，　17　　　　　　　　1”　　　　　　　　　　　　　　　』”
　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凸　　聖　　　　　　　　　　　　　　　　・

P’
@dhu。　i，3ih　selb、n。，id、1id議endi　6。直1、hesヤ。，直幅i蜘㈲。士d。n　w。，dh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ@　　chihoric　untaπs　zi．dodelo）　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　．　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一1　　昌　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　－　1

@　　　（・1・e・・i・h・・lb・一’・d・1蜘d噸K・騨事・幽・lt『ah幽岬タピ・・g・h・・sam　　　　bis　2um　Todの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　　　　　　　　　　　　　　一　ξCd．178　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一’　　　”　　‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b　　．　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　此

翌?≠窒??E。n　5・m．6gesah『ac。1’ ﾓ。・dgn幽・’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
hs．　24，　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　・　　　　　　一ハ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聡　　　　　　　」

р?ﾃfin　dhbru・－sさlbuh’ 崧�??ｯぬrd’曽ofdan’・a11efo¶odhmu6digbstol’

・｝－ P，　（def　in　dleger　St記t　derl・d¢m量tig‘teヤo血豆110ゴtletibfden　iiξt）．一　、　　』　・
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Wie　aus　den　eben　herangezoge皿en　Belegen　2u　schlie娩n　ist，．ko卑mt　es　hier

nUr　auf　die．　perfektiveβedeutung　a耳，4e丘n　aucll　die　urnschreibende　Ausdrucks一

form　bezeichnet　zlmachst　nicht　die　Zeitstufe，　sondern　die　p¢rfektive　Aktions・

ar．t．’・Dar廿ber・hinaus　lst　hervor2uheben，　da島’die　in　diesen　Beispielen　vorkom・

menden　Partizipia　ausschlie島1ich　2u　den　in、transitiv・perfektiven　Verben　gebil・

det　sind．　Die　periphrastisch　2usammengehδrige　Gruppe魯teht　als　Ganzβs　der

Bedeutung　nach　einem　finiten　Ve士bum　de3　ent㊥rechend臼n　B6griffs　nahe．　Aber

in　der　per玉phrastischen、　Um5cllrei1〕廿hg　lwifd　der　P6rfektivbeg士iff　n6ヒh　anschau・
．　一　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1icher　hervorgehoben　als　bei　einem五且iten　Verbum．　Aus　d玉esem　GruRd¢dient
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

?奄獅?@zusamniεhg6setzte∀brbalforlh』aller　Wahrscheilli6hkeiモ’hach”dazu，　de且

AbschluB　einer　Handlu且g皿achdr廿cklich　zu　betonen，　dort，　woエnah丘berhau．pt
・ine　bes。ndere　A面er　Perf・ktlvb・dピht面g　d6htiiヒher五・f・亡・h・b・n　wilL　D・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

steht　nat前rlich　mit　der　semantischen　FunLktion　von、，，ω8ア4召π‘‘iih　Ztisa魚ihεnhang，
浮獅п@es　gilt　v。r　al王。mサ。n　d，n　B，1，g6nポ・di。自巨、　P，a，teritum・幅，鋤伽・・。nt．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，?°ﾊten．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　τ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「幽
hm　Gege漁sat2　da2u　neigt　die　Verbindung　mit　dem　Praesels　von∴，ゆ8ア4碑‘‘

stark　dazu，　eine　futurische　ingressiv・：inchoative　Aktibnsart　aus加dr茸ck6nlD．　Aber

die　elgentliche　Funktion．　der　Verbindung，ρb　mit　Praesensform　yon，，鮒θノ吻把，“　　　　　　　　　　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ

oder　mit　Praeteritumsform，　ist　von　gleicher　Art．

He1．1821ff．　　　　’　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　　　　　　　　　　1　　　　ρ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

帥ﾀ1nag　im．．sa且6、en4工greot．gewre石ien　Wi5－themu．winde，　ac　wir葛id
㌻弓worp母nr　than，　tefallen、　an　themu封6del2）　、　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

（ihn　mag　nicht　Sa皿d　noψ1くie5昌oh丘tπen　vor．　dom自turme，　sondern　2erst5rt　wird　er
」　　1　　　　　　　－　　　　．　　　　　　　一　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　．

da皿n印wenn　er　in　der　FI皿t　20r黛11t）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

R467ff．

dribit　im　mislic‡hing　ger耳q．　an　is　iugU5i，－habit　im　gelpquidi　le5a
」　　「　　L　　　　　　　　　　　　　　」

gilinot　endi　l6sword　manag－，　antthat　is、kindiski　farcumall　wir話it

（mancher1巳i　Din臼e　treibt　er　in　s已iner　Jugend，－er　hat　die　tro惚lge，　f¢illdliche　Red巳ロ11d

m・ゆf「eche8　Wg「t　g・f昌無・地1・…“rr　Ki・dL・it・・g・k・mm・・i葺t）

5523f．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　ザ　　　　ー　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　：　　　　　　　　　　　ゴ　．、

獅盾?@wir石i哲thiu　tid　cuman13），　that　thia　muoder　thes　menderdia　si且d

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

（da5　Volk　wendet　8ich　wieder加血Re董6he　Go亡te5）　　　　　　　隔

Exo且．　Th．321，20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨

@　　q麟2er　a　geongan　leo2u　g亀10den　weor診a2　　　　－．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【

（bis　d董e　jung¢n　Glieder　gewaoh5已皿s¢韮en）　　　　　　　・　　　　一　　　　　　”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　．E　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．I

`lt．　Ge且．2194ff．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

@　　n・1傘要血垂in　f・・h哲㎏．Wes母耳・。・gu典a掌1・d・一．gi・耳・．妻a．sunu，冊…暮・石

bearn　of　br壷de．2urh　geUyrd　cumeロ、，－s6，・石6・2efter．bi5　yrfβs　hyrde
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（laB皿i¢h団eine　Seele　durcb　Sorgeu　g¢bunden　seln．　Wieder’wird　dir　ein　Sohn，　ein　Kind

von　deil1Br　Frau、　duroh　Geburt　ko鵬mon，　der呂p温ter直er】H輯ter　de3　Erben　sei且wird）15）

Is．36．14

fona　hweliihhemu　2edh董le　christ　chiboran　werdan　scoldi，　fo且a　dauides

frachumfti　after且eisches　mezsse　quhoman　werdha皿dhuah　he翠egun

gheist

（von、welchem　Adol5言eschleeht　Christu8　geboreロwerdon　sol1，　vo且Dav皇ds　Geschle¢h真

naoh　Ma臼gbe　der　leiblichen　Abstammung　er　kommeロwird　dロrch　d叩heillgen－Geist）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

R．Cleasby／G．　Vユgfusson：An　Icelandic・English　1）ictio皿aτy．　unter，，〃8ア∂幽4‘‘

eg　ver5　farinn　um妻a516）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

（ich　werde　dan血we客50in）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一PDie　VerbindungΨon，ゴω配ξ㌘α，～“mit　einem　intransitivεn　aktiven　Partizipiuln

’Praete士iti　findet　sich　nicht　i士n　Gotischen，　w6shalb　man　jedoch皿icht　voreilig

annehmeh　sollte，　da島im　Gotis6hen　keinおedhrfユis　nach：de且Aktionsarten．
unterscheidhng　mehr　2u　f茸hlell　w芸re，．　noch　da島ma且dort　da2u　ge多宙ungen　w議re，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’р奄?@Bezeichnung　des　Begillns　einer　Tatig1くeit　und　de3’Geratens　in　eineh　Zustand

auszudr廿cken，・denn　die　Verbin．dung　von”ωα玩pαガ‘nicht　mlt　einem　in廿a皿sitiv．

perfektiven　Parti2ipium，　solldern・mit　ei加加In漏11iモiv　so1ごhen　Verbums　ist　im

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ifotischen　vertreten，　und　im　AItnordischen　ist　die　Verbindung　2ie．mligll　gglau丘g．

80t．　Lk．16，22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I翌≠瀦ﾀ｝an　gaswiltan勇amma　unledi皿1の　　　　　　　丁

（es　ges¢hah，　daB　der　Arm已5tarb）

Mc．　2，　23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

j・hwar鍾・i・hg・g9・且imma　sabb・t。“aga曇・1・h・ti・k　一

（e3　geschah，　daB　er　a皿einem　Sabbat　duroh　G6treid已feld¢r　gi血g）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」@　　A亡ch　im　Alt皿ordiscllen　erscheint　das　Ver1〕bm”％ア施“mit　dem　In丘皿itiv　ver．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F・bunden，　danb　wi垂d　die　F丘gung　gewdhnlich　i豆de血Sihn　von，，〃εゆ4f‘配ε∫3¢‘π醜

gebraucht．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミg．　壬lv．　5，　3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一浮樗iom　sl葛an　S完morn　va5a　　一
　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　．

i・p蕊ter　muBte皿wir　die’S肥m。m・（・1・eh　F凪日）d・・chwaten）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
g．H．　II，　9ゴ　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一Pva蕗fyr　H61ga　Hundigr　konuぬgr　hniga　at’vell1、　　　　　　　　．

（Kうnig且unding　mu日te亨。r　Helge　aufs　Feエd　fa！夏6n）

Das　ist　mit　den　Belegen　aus　Iwein，　einem　mittelhochdeutschen　Wark　von　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」gartmann　von’Aue　zu　vergleichen．　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

@　　　　Iw．’328鉦．　r　　　　　　　　I　　’　　．　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亨
奄モ?@un…鶏1igeゴman，　daz・si　min、：ouge　ie宮esach，　d6　uhs　ze　scheidenn¢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一馳@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽一撃№?唐モ?≠盾?@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　由　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

・』 @　　てwi・w・r　i。hngl輯ckli¢いie　je　g㈹h・n・u　b・も白h，　al・曾1・’Ab5・h置・d・・hmen血・Btピ・）

Der‘Silm　des　Verp丘ichtetseins：kommt　ldarahs　he｝：’ _IDa3；．was　bldbt　noch



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」U8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

getan』zu　werden，　wird　ein琶m　ih　der　gleich　kommenden　Zeit　ges6hehen酋‘．　Daraus

ergibt　sich，　da島es隔sich　bei　dies6r　Kohstru1∈tion　um’ р?氏@futu士ischen　Vorgang

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　噛?≠獅р?撃煤D　Aus　dem　voraufgehenden　Uberblick　geht　hervor，　da島i且der蟄ltesten

Periode　des　Ger血anischen　d三e’Verbinduぬg　von”膨ア∂召π‘ごmit　dem　intransヱtive且

aktiven　Parti2ipium．Praeteritiサorhanden　war．　Der　F廿guロgstyp　blieb　in　den

westgermanische皿Sprachen　1互nger　und　besser　erhalte草，　aber　in　andere血、　ger・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　●
高≠獅奄唐モ??氏@S貢aβhen　tqu¢ht　die　I（onstrllktion　nur　se1ten　als　Uberest　auf．　So
丘nd・皇・1・耳in　d・n・ltger呂・・m・nischとn　Sp・a・h・n廿bgr蜘pt　di・V・・bi頭ng　v・n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　”

h”8ガ2π“sowohl　mit　dem　In加itiv　wie　auch　mit　den｝Parti2ipiu皿Praeteriti　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

der　intransitiven　Ver1〕en，　jedoch　ist　die　mit　de！n、JIlfinitiv　die　h五μ｛igサre　ulld　hat

de血Ansρhein　von　Norlna玉itat，．w鋤rend　die　Verb三ndlmg　m．it　dem　h㌻ra豆sitiven
　　　　　　　　　　　　　　　　←oartizipiu甲，　sporadisch．belegもi5t．　Nebenbei；りemerkt　scheint　I　di琴．　yサrbindu耳g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　壱

reicht　bis　in　d阜s　13．　Jahrhun」der㌻hinauf，　wie露um　Beispiel：1ε）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L－．

　　　　一

diu　mere　wart　d6　wander典　　　　　　　　　　　　　　　，
（daロn　kam　die　Naohr1cht　in　Verbreitung）　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

Anno．36，1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

s6　diz　Iiut　nahtis　ward　siafin　　　　　　　．　　・　　　　　　　　　　　　　　　　．

（a工5die　Leute．nachts．211　isd匡1a∫eII　begannen）19），　　　ゴ　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ

．，

C．八恥r－、im　Hgchdeut自chゆ噸竃｛斗sie　d3nn．allm議hlich．auf　die　Prasepsform　von

，．脚躍6ガ1ゆ開chτan1【t．　Aufl　jed鼻n．：Fa11．Ischeint　es　mir　wichtig　darauf．hinzu，

weisen，　da島，　was　die　Zeitw6rter　betrifft，　das　Germanische　urspr廿nglich　auf　d耳s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐

temporale　Verhaltnis　eines　Vorgangs　Gewicht　gelegt　hat　und　i血Laufe口er　Ent・
wicklung　seine　Vorliebe　daf茸r　immer　mehr　veτstarkt　hat，　I　indem　sich　die　I（ate・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

gorie　der　Aktionsa丘un¢r　de且Drμc琴，der且eu嬢ufkomm母皿den耳ategorie　der
Zeitbe2iehung　verwiscllt　hat，　wodurch　der　Zeitbegrif匠und　dessen　B6ziehung　in　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

den　Vordergrund　ger茸c琴t　worden　sipld・be50nLders　dadurch，　daβsich　das　schwa・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　ぜ　　　1」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七．

che　Verbeロbetreffs　der　Verga且genb」eitsfgrm－Iin．．zWel・B母standteile　2erlegen

starke　Prae七eritum　und　das　schwache　Dent母lpraetβr三tum．z口Allo卑orphen，．．．　wo，

raus　die　semantische　Gleichwertigkeit　beider　Formen　en、tstand．つ章mit　wurden
諏e．Verb弓皿、im．allg息me恥gn　in．daS．Terqpμ恥yStem　gillpe年Ogen20）．．．　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

Ip臣曲rigen　soll　noch　kur露auf　die　Frage　der　FtigungsmOglichkeit　von，，”εアー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

4召π“mit．dem　partizlpium　bzw・．mit．4em　In且nitiv　eingega且gen．werden．　Parti一

3ipium’ηnd　In加itiΨ5箕算αfreiliqh　nicht　gleichbedeutend；lener『bedeutet：die　Han、d・
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五岨gals　abgeschlosseロ（perfektiv），　dieses　als　u血vollendet（impeどfektiv），　aber

beide　kdnnen　zuw．eilen　bedeutungsma島i宮　als　gleichwertig　aUfgefa跳　werden．

Dementsprechelld　werden　oft　beide　gestattet．　Das　istサor～viegend　bei　den　intran・

sitiven　Verben　der　Fal1，　besonders　beiln　Partizip三um，　wahrschein、lich　wei1

dieses　bei　den工ntransitiven・bekanntlich　aktive　Bedeutung　hat，　wie　es　auch且och

im］Mittelhochdeutschen　belegt　wird皇1）．　　　　1　　凸

Reinmar　von　Zweters　Fraun・Ehren・Ton：96
oben茸ber　und　und6n　dufch　gevarn　da2玉st　ze　hoch　unt　ze　nidere　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔

（ob6n　dar邑b¢r　und　unten　durohfahron，　daε葦st猛ロ　hoch　und　呂u　ni¢d点g）　’

MF．218，17
ez　ist　gemi血且et，　der　sich　d血r6h　die　minne　ellenden　muoz
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凸L1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぞ　．

iLieben　ist，　wen算ei　n’er　um　der　Liebe　wil：en’in　die　Freihde　geheh　muB）

Und豆och　jet露t圭st　diese　Verwendung　des　Part量zipium　im　Neuhochdeutschen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げ唐浮?奄獅р?撃P：　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　．　　　　　　　，　　　　　　　　　．　，　「　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

|

das　ware　ebeΩso　gut　unterblieben．　　　　　　　　　　　　　　．

das　nenne　ich　gearbeitet。　’　　　　　　　　．　　　『　、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲@　　　　　，　　　　．　　　　　　　　　　冒　，　’

e廿rdi6　BilduIIg　solche士Ve士bindungen　kommt　da2u丘n　Betracht，　daB　sich
層■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

das　Parti2ipium　wiederum参1s　Uberrest　der　einstigen、Perfektiv三erung　durch

die　Partikel　8纏・（96－；8f・｝mit　diesem　8配・als　pra飲versieht，　mit　Ausロahme

einiger　weniger　Falle，　die　ursprtinglich　die　perfektive　Aktionsart　enthalten，

weswegen　dlβse，Verben　nie，　auch　皿icht　das　Parti濱ipium，　mit　dem　Pr試fix

ゆu蜘wurd・n　u血d　b・i　ihn6n　dざ・P・晦a幽1ig，茸b・rn廿・・igW・L・N。・h量m

M三ttelhGchdeutschen　fehlt　das　Pr菖丘x　auch　bei　ihrem　Partizipium．『Da2u　gehdren

die　m．eisten　Verben，　die　i且den　oben　angef曲rte且Belegen　vorkonimen．・

Was　der　uns　hier　besch韻igende血Fr巨ge加grundeユiegt，　d費rfte　wohI　darauf

zur廿ckgef粒hrt　werden，　da島ein　Ilfinitiv廿nd　ein　Pafti猛ipi血m　beim’iatransitiven

Verbum　zuweilen：fast．ohne　Unterscllied　i血’．der．Bedeu加ng　austa虹schbaぎsind，

daztゴ廿agt　auch’・der　Zusta11d　t｝ei，　da∫5　bei　Ihtransitiven’das　Parti2ipiufn　e圭ge血t・

1ich　aktive　Bedeutung　hat．　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　．一・

’　Nun　Iasse血wir’aber：hier　zun盗chs亡die　Ause三ロandbr3et2ung　mit．der’betr6f・
fenden’Verbi血duhg．　beiseit6，　um　auf　einピan、dere　unS　auffa11ellde　Frage　lu皿seゴ6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L

AUfmerksamke三t　zu・宙enden．　Es」handelt’sich凹lum　eille’iぬGerinanisch6nΨon

alters　her’茸berliefCrte　sy皿taktische　AO合dru6k自fohh，　uhd　es　ist　ihr　eigent茸m一

liじh，　dal5’sie　ebe且falls　da2u　dient，　den　U11terschied．der　Aktlonsart　aus猛ud士茸ck6n．1

In．　diesem　FaU　aber加ird　die　F廿guhg　als　l，，82”ぎ’僻｛‘’ 高奄煤@einem．　In五nitiv　der　sihnご

　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

魔?窒翌≠獅р狽?香fintransitiven’Verbilm　der　Bewegung　gestaltetよ　　　　　　　　・．

Hel．　873　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　，　　　　　　　　’　　　　　　　　　一　，　　、

・風一　・宮iw6t　iロ1’t116・galざgan，・aI　sδJ6rdah　Hδt”　　・　　　　’

”　二’　　　　　．（er　wandも｝te　ii血mer　1議ni星s　dem．・Jddrdan）　　　．　　　　　　　，　　　　　，　　　　　　　　　一　　　　　一
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12167f．　　　　　　　　　　　　　　　　　・

th6’gew6t　imu　the　helggo　Crist　for　wardes　faren
（da　begann｛玉er　heilige　Chr量stus　weiter2uwandem）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

2973f，．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

th6　giw6t　imu．　waldand　Crist　si50n、・fan　themu　s色e

（da　ver工iel3　der　walt¢nd已Chrl5tus　den　Seの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　“

Beow．123f．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

壽anon　eft　gewat　lla石e　hr壱migも6・ham　faran　　　　　－　．、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

（sodann　brach　er　auf，　sich　des　Ra曲es　r面hmend，皿ach　seiner　Heimat　zu　elIen）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

234　f．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．1、

gewat　him並a・tうwa・g5e　wicge　ridan・2egn　Hr65gares　・

（auf　dem．Ros5e　r玉tt　der　Kricger　Hrqdgars．zum串trand）．　　　　　、

Fins1〕．　43　　　　　　．　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　囲ぜ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘一　　　　　　　哲agewat　him曽und　hI迫le石on　wεeg　gangan　　　　　　　　　．　，．

（da　ging　ein　verwundeter　Krieger　h…nweg）

Alts．　Gen．247f．　　　　　’

giwet　im　eft　thanan　gangan　te　is　gestseli

（dann　wandte　er　sich　von　da皿11en、　wieder　z皿5einem　Gast3aal　2ur竜ck加geh已n）
■　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

`lt．　Gen　IO49f．

　　　　　　　　：

（da　ging　Cain　tfaurlgen　Sinhes　aUs　Gotte5　Anblick　fort）
●　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

`lt．　Gen　1779f．
1・、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　1　　　　　1
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1him　p葛f色ran　g6wat．f記d6r記lmiht；ges　larel　gemyndig　iahd　sc6awian

一　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凸　　　　貞

b（da　wとndte　sich　der　Vater，　auf　d三e　L已hr¢de3’Allm50htlgen　beda己ht，　da5工and　2u　er一

・bliokep）　　　　　　一　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・，　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　’

■　．

`五t．Geロ’2161　　　　　　　　　　　　　－1　　　　　　　　　凸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一’

gewat　him　2a　s6　healdend　ham　si5ian　　　　　　－　　　　　　一〒

，（da　begann　der　Boh已rr旦cher・　nach　Haロ80’πu　gehen）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一

W云ean　diesen　Beispielen　anschaulich，、lbehalt　2um　Unterschied　von”側¢ノ吻％“

”gθωf’伽｛‘hieτnoch　mehr　oder、weniger　sein、e・urspr直1191iche　Bedeutung・”論左¢げ

dε％恥8甥雌o伽．“Wenn　es　also　mit　einem　In五nitiv’verbunden・wird，∴dann

dr廿ckt’es　nebe血der　auf　die　Bewegung　be20gene　Ha亘dlun．g　aubh　den　Zweck　der

Beweguロ9．　aus．’Und』aus　dem　Vergleich　von　beide且Fallen　ergibt：sich，　da島，　was

ihren．　G¢brauch　betr三fft，．ψsich　ein6　auffallende　Entsprecllung　zwische血beiden

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■u11det．　Sie　besteht　darinレda島’．1〕eide・Verl〕ei皿eistens　zugleich・mit　pers6n．

1玉chem　Dativ　auft晃eten・Neben」1〕ei’soll　auch・darauf’hiロgew三esen　werde皿，　da島die

beiden　syntaktischen　Erscheinungen　ha叩tsachli¢h　f廿r　die－westgermanisbhe血

Spracheロkennzeichnend　5ind　und　besondersrim　Altenglischen　uロd　Altsachsische且

am　h註u丘gsten　wahr2岨ehmen　sind．
Vom　syntaktischen　Gesicht5punkt　aus　gesehen，　handelt　es．sich」um　den　Da・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A

tiv，　der　der　auf　den　erste且Blick　als　Nebe且erschei皿ung・mit　beiden　Verben
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verbunden　aufzutreten　scheint．　Das　bietet　uns宙dhl　eine且Anhalt・f且r　unsere

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一eragε，且ber　die　3p議ter　etwas　a亡sgesagt　wefden　solL－Es’s6heint　mir　aber縦ohtig

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Iр≠窒≠浮?@hinzueisen，　da島es　sich　gew6hnl三ch　fast　so　verllalt　wie　mit　den　anderen

Verben，　die　eb6nfalIs　da別diellen，　dem　Unterschied　der　AktioΩsaft　Ausdrllck

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜Iuverleihen，　und　bei　ihnen　findet　die　Verb互ndu皿g　ausschlieBlich皿it　dem　Infi一

niti†’b乞w．　dem　GerU且dium）sta仕．’Hier猛u　zahlen　die・Verbe血”卸3ご1渤εガ‘un．d

，，う68ず””6π‘‘（ae．　，，oπ8ゴππαπ，‘‘as．　und・ahd．　，，占ゴg『π庭σ，ゴ‘‘L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『

@　　　　　　　　　　　　　　　國・　　　　　He1．2395f．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「b奄№≠氏@imu　a實er　thiu壷abseh’㌔vanllco’endiNwurteo　f直hah　　　　－　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　τ

ies（d血5　K。m）わegahn　dana¢hl　w。nhig　2u　wachsen　und　Wur2eln　2u　5ch！a蜘）‘‘F

’　3325f．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　・

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
@　　　　　bigan　imu　thδaftar　thiu’allaro　barぬo　be猛t色nF　bili｛5i　seggian　・　　昌”

（darauf　begann　aller　Geborenen　Be3ter，　ein　Gleichni3冨u　elz且hlen）

・－

P　℃d．膠259fざ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・『　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

・　　　’ongan’11im　winn　up　ahebban　w拓曇one　hehstan　heofnes．　walde皿d』

・’
P・

G（erlbegan雄，　mit　dem皐60hsten　Herm　im　Himmel　eiロen　St踊t窟erheben）　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．

Nib骨　1205．　　　　　　　　　・　　　　　　　　・　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

．　　　　　　s6　ist　iu・aller壱rste　lvon　sc＃ulde皿sorgen　geschehen　　　　　　　　　　、

（5。warεt　lhr　d帥停rstel　dサr　dieses　Leklagcn　mU日te）　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　㎡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「G］Par2．　256，　16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

血ach　4er，露e　riten　im、　ges6hach　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　「@　　　（es　f竜gte　5ich，　da臼er　in　die　g監eichg　Richtung　ritt），　　　　　　　　　　　　凸　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F

drec．9796f．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌔　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　卜　　　　　　　　　　　　　　r　　　’

，　　hε就eer　die　n6t　ersehen，．im，脚記re　ze　win、印ne　g6sψ6hen
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝、I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

一　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♂．

@　　　　　　　（wenn　er　die　Not　an8es信hen　hattel　hatte　er皿at睦rlio五gewe1rit）　　　．、　、
・　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨．　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　゜「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　i

Die”uerbind面g　vφ∴，西8g伽～8ガ‘mlt　dem’主n且hitiy（bew．．de血℃efundium）
隔」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　．　¶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

k・nn　d6m　V⑳・lv噌・ng・ln・n玉hg・e6Siv・ii噸tivβn　B・d6utu畔h鱒k㌻・τge－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

戸・n・．．w・δurchβiヰy⑳u皿v。n．　i卑perf・kt粒er．耳ρ亘・utung　in寧・6・・iマ・B・d・ゆ9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n　　●

bbkormne皿　kann22）．　Es　f耳Ilt　uns　hiet　besond6rs皐廿fボ、　d註B　bei、，’うε8吻諸昭π‘ビein

2u，　T伽pu、f。，mも6、t，ht．　In　di，・e㎞Zu，amm。h丘、bg慮島t’圃Ch：V・｝916iごhbare・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ずb?堰C，ω¢ア48ガ‘beobachten：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　．
゜　　　　　　　　　1　　　　　‘　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．，　‘　　　　　　　　　ρ　　　　．　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　マ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

0ボIV；’11，28　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　’　　↓’

@　　　i露’・南rdit　etheswanne　thohF　iu乞i’w三zanne　　　　　　　　　’‘　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　．　　「

iddch　wird　auch　dieses　einmal　in　der　Zukunft　zur’ je皿tnis　komm¢n）　噛　　　　　　　　　　・　　「

　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔

mot］ker．’1，　71，　22　　　　　げ　　　　　　　’　　　　　　　　一　　　　　’　　　　　、　　　　　　　　　一一　　　．

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－@　　　h6士wi士t　te血o．・oratori　2e　ged嘘genne’dia　Ih6isterskごft　sin、es　kec耳06es

一くvielm6hr’wird　6・dem　R色dberヤ。加6tε・l　s・i・e’R・d6kuhs伽bew6iseめ”　r

隣ず @　　　　I　　　　I，　28，　18　　　　　　　　　　　　も’「　　　一　　一　　　　　　　↓：’　；

』　一　、unde　demo　6huninge　da乞ze’wi露2enne　wart24）・　　　　　　1
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．，

iund　das　wurde　d¢m　K5“ige　b巳kannt）1　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

’・
A　Zum：恥sser舞Verst蓉ndnis・stelle　ich　noch　einen．Beleg　aus　dem耳elia且d　hierheτ：

Hel．5159f．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L

thφ9三w6t三照μef霊thanan－Iuda寧ganga且te　themu　godes　wihe

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　●戟@Alls・der、，gegebe丘en・・Ubersicht廿ber　de葺．　Gebrauch　des　Dativs（！｛irfte即an

schlie島en，　da島er　urspr茸nglic紅zpm　V信rb岨1．i雌nitum　gehδτt．hab皇，・jedoch－eing

Verschiebung　des　Abh装且gigkeitsverh瓠tn・三sses　nach　dem　Verbum五耳itu典βrfolgt
量st；dementspreche紅d　k孤n　Iman　sicher　sage登，　da島d皐笈Dativ　hier．　von　dem　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

Verbum　finitumβb填ngig　iβt鵠）．　Aやer．das　ka皿mヨn　freillch　niche　gleich　so

behaup亀e且．　Jedoch　besteht　Grund　zu　der　Amahme，　da島der　Gebrauch　des

Dat三vs　bei・dieseヰ1｝eiden　Ausd瓢cksformen　Wahrscheinli6h：au5，demselben　Anla伍

e皿tsta豆den．　ist．　　　　　　　　　　　、．・　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　・，，　　　　　　・

Aus　den　bisherigen．、Betrachtungen　d廿rfte　man　entnehlne丘，　dal5：wir　die　uns

　　　　　　　　　一?奄?秩@besch装ft三gende紅Konsとru1【tionen　auf　eineh　gemeinsameh「Nenner　brillgen

　　　　　　　　　　一‘泣ﾂn且te血．　U血d　es　bestatigt　si6h　w6h1，r宙磁丘nian　ih　Betracht　2ieht，’da島map、cher・

1ei　Zeug痘呈sse　darauf　deutel1，　da島　d圭e　Ko皿struktion　mit　Dativ　eigentlich

gemeingermanisch　gewesen癖ar．　So魚it　laB七5ieh　diese　Ausdrucksform　aus　der
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一浮獅垂?窒唐U血1ichen　Ko血struktion　mit　dem’Dativ　der　Beteiliguh君herleiten26）．　Als

Beweis　f嚢r　diese　Behauptung　kann　ich　fe撒er　a血fOhre血，　da昼．d串Paτ‘izipium

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」o・・et・・iti　in・i正ig・n　F菖II・n瞬t・ゆ部・ηtivl・g耳・r’F畔ti・n　ruft・rt・血．脚n・d・h・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　，a玉sSatzsubjekt　oder　Objekt，脚6bei　a亡Be士dem　das　e皿tsp短chende　Pa託iziplum　oft　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1虚UrCh　einen　Infinitiv　erS就zt、Werde露kalm．　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　二　　　　　・　　’∫．．’」・二、口　、ド”　　　　　　L　　・　　　，　・　　　　　　　　’幽　　　　　　　　・’

P丘di・・e・V・・bInゆg－≒典興・in　P母綱piμ皿。der．．・in　In五ゆ・pか・・itiv　al・

1・91rφ停・§ubi§≒t、“≒・：丘nit磐Verも・一禦・fr年㌻Ψ・・d・耳・w・i1・ゆ・、－Ann・hm・

f噸b醐t・㈱鱈μ讐騨耳母es　g・bマau・h・d・≒P・曳iv6　W唄n『 of：．μ聖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■唐戟Eh・・一綱的r・P・・㌻i・ipium響⑳・恥．4i¢・琴m、H身・・脚gsp・。年・昼・ugロP・t・耳4・s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：h丘nitivs　aufgegebe皿．　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　，　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山

1．　　　　　　　　　　二　　　　　　　　　．r　I　1　　　　　　　　　　　　　’

In　der　VerbinLdung　wird，，”召ア4召泥“（od．，，8・召1痂4鬼“）verwendet　1n．　de孤Sip血．von
’，．「耳．　．・L　　　　』

・9…み・伽“・d・se圭nen　B・gin叫der　T翫igk・it．ゆ．d脅・Gρ・3t・丘・・4耳・信i皐・n　Zust・且d’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　．　　　　　　　　　　　　十

bezeichnet・賦nd　zwar　2ur耳ezeich阜ung・seiner．βlgen母n　4ktえqns町t，　da　ist　das

ingressiv．aoristische　Bedeutungsmome臓t　Ro¢h　deutlich　f曲真b孕r留）．　IJnd　Idas　gilt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b一

1mehr且och．als　f廿r　die　so臓stlg母11　Verben　ftir・dユe昌oggnam典n、　pβrfektiven

Verbe豆，　die且ie蹴it　dem　Pr蓉敢8』α一・（88－，8‘一｝verbunde取wεrden，、．wo恥量t　bei　ihΩen

der　In丘ni亡iv　und　d急s　Partizipium　formal　identisch　si皿d．’．　Au島erdem　ist　noch．

組als　als　un」en．tbehrl1ch箔u・ber直cks圭chtigen，　daB　diese　Verben　von　Haus　aus
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die　Verbalhandlung　im　Hinblick　auf　den　Molnent三hrer　Vollendung　au3d沌cken．

D6血Gebrauch　im　Gotischen，　der　f廿r　solche　Verbe且．kennzeichnend　und

ihnen　eigen　ist，　erklart　W．　Streitberg28）．　Seipe　Erklaruロg　geht　kurz　zusammen・

fassen．d、dah．in：Bei　den　Verben　des　Fa量1ens，　S菖ens，　Setzens，工egens，　Kommens

u．乱herrscht　im　Gotischen　vielfach　das　Verh瓢ltnis・der　Ruhe，　nicht　wie　im

・Neuhochdeutschen　das　der　Richtung，　und．zwar　ist　dies・immer　dann　der　Fali，

wenn、　es　im　Zusa血mon、hang　led三glich　auf・den．　A江geIlblickder　Vollendung　an一

kom臨Wo　aber，nebe且dleSen　auch　die　Bewegung　in　Betracht　kommt，　wo　sie

i皿das昼1ickfeld・de呂Sprechenden，　tritt，　mu阜auch．inl　Gotischen　die　Richtupg

皐usgOdr茸ckt　werde轟・Bei　der　R口he卑o轟struktion　in　der　Vergangenheit・riφtet

sich．der　Bl呈gk　daher　vor　allem　auf　den・Augβnblick　der　Vollendung．　Aus　dem
．Aりfschlu島嚢ber　d三e　Eigenschaft　des　Gotischen　folgt，　da島dle　Vorstellmg　ei轟er　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　判

Bewegung・i：n　Germanischen　2iemlich　andersartig　ist　als三m　Neuhochdeutschen．

Das　schelnt　uns　viel　Licht　auf　unsere　Frage　zu　werfep．　Wenn　sich　die　Aufmerkr

samkeit　auf　den　Augenblick　richtet，　in　dem　eine　Perso且oder　ein　Gegen・

stand　unerwartet　von　dem　Zustand　def　R曲e　in　die　Bewegung　gesetzt　wird，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　■
р≠獅氏@tauollt　e孟n　pl6t鑑licher　Ubergang　von　einem　Zustand　2um　andern（ingressiv・

aor三stisch）・．oder　eine　Anfangsphase　eines　Vorga血gs　in　der　Vorstellung　des　Spre・

chOhden　auf．　Mah藍ann　solchen　in、neren　Anla岱al5‘Grund猛ロder　Entstehung

h且serer　I（o血s廿uktionもetrachten．　Im日inblich・auf　das　Gesagte　scheint・sie　sich

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
≠浮r　der　sprachlichen　Tatsache　entwickelt　zh　habeロ，　daB　die　B色zeichnung　des
　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

層9ermanische，zur茸ck加箇hren　ist．　U且d　sch正ie島lich　ist　die　I（on」struktion　sp註ter

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

ge琢den・2wei　T母t葺ach孚n：eiロm母11iegt　sie　i血der血orphologisohen，　Tatsache，．dと島　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

die．　elnfachen　perfektiven　V夢rben　ISimplizia貰ast　ausnahm5ios　in　der　Zusammen・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L

set呂ung　mit　dern　perfektivierenden　Pr註且x　nicht　vorkommeロゴselbst．nicht　im

Partizipium　Praeteriti」wobei　sich’der　In五nitiv．und．　das　Parti猛ipium　in　bezug

auf’die　For’m　sehr　stark’ann装hem，　sehr　oft　zusamm加fallen．　I　Eiロe　weitere．Ur一

sa亡he　ist，・da島　diε’Verschiebu虹9・des　Verbalsyste血s・von　der　Beziehu壼gl　der
A、ktidfisa士t　auf　die　Beziehung　der　zeitbeze三chnung　deオEhtstehung　uns6ゴef－peri・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魎

ρhrastischeh　umsch士eibenden’Konstruktion　zugrunde　liegt．　Wie　s6hbn　am　Ein・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肖　　　　　　　　　　　　r　　　　　帽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●‘　　　　　帽

№℃ｨg　erw琶hnt　wrirde，　tr圭tt　in　Germanischen　zu　Beglnn　de士，　Ub母rlief6rung　das　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明　　　．

　　　　　　　　Lue士bum　in　stark　v6relnfachter　Ge5talt　aufデda　das　reiぐh’entfaltete’i轟dogeτrna・　1　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

垂撃唐モ??@verbale　Formsystenl　von　Grund　aUs　vereinlfaeht　worden　ist，．　n翫phch　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「．

．auf　eip，Praesens　zur　Be鴉ichロung　der　Gegenwart　und．　ein　Praeteritum　zumI・　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

．Aμsdruck　der　Veτ9皐nge皿11eit，　womiち」母des　von　beiden　Te耳lpora　einen　gr51Lere且　　　　　　　　　　　1

B母dβutungsumfang　besit呂t，　w註hrend　d準s　per圭Oktivieren、de　Pra五x　z箪einem　rein

・formalea　Mitte二呂um　Ausdruck　der　Aktioロsart　geworden　ist．　Also　dient　das
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@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

Pr甑x　bei、den・meisten　Verben　da名u，　wenn　auch　un2u伽glich，　f廿r　den』Mangel

Ersat2・zu　Ieiste1．　Das　ist　aber　bei　den　perfektiven　Veゆen　nicht　der’FalL　Wie

oben　dargelegt，　dient・als　Ersat猛・daf輯r　die　bish6r　hier　behandelte　Konst士uktion∫

wo　ein　ak廿ves’perfektives　Parti2ipium　ohne．Pr翫五xl　g8－mit，，”酵4召πイ‘verbunden

量st．　Dar廿ber　hi且aus　enthalt　die．　Konstruk七ion　von　Natur　aus　desweg6n、　den

futUrischeh　Nebensinn，　weil　sie　sich　aus　dem　Drang　nach　der　Unterscheidung

der　Aktionsarten　entwickelt　hat，　vor　a玉lem　aus．dem　semantischen　Wert’von

，，zσ8アdl82呂4～dessen　Prasehsverbindung　stark　da2ロロ．eigt，　eille丘’futurischen、　Verbal」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
烽?№窒奄??D ≠浮唐嘯浮р窒nckeh30），　Hier　ist　auch　dara亡f　R趙ごksicht　zu　nehmen，　da凪

das　ingressiv・童nchoative　Praesens　im，　aI！gemeinen　f雌ttirische血・Charakt6r　hat31）．

Zum　S亡hlu島sind且och’einige　Worte　hinzuf崩geh．　Be三Entstehung　u血seref’Kon一

struktion五ndet・s1dl　eih　Ansatz　dazu，　daB　eille↑em加もb岳zeichn廿ng　aus　d6m
Ausdruck　einer　Aktiollsart　erw菖chst，　inde士h』das　Gef茸hl　f廿r　Ak廿onsuロterschei」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　幽dung　wiede加m　verbla島t　is毛．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　「@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Anmerkungen

1）’In　betre鉦der　Aktionsart　im　Germanischen・behauptete　W．　Streitberg　als　erster　in

seiner　Pi5sertatlon，，，，Perfektive岨d　imperfe1くtiv亭Aktionsar、t　im　Germanischen『fP別ヨ．

15・S・70、lf・2uerst　e巧chienen　ILeipzig工888）ぞda島dasΨerbale　Pr誠丘x－im　Germanischen

vor　allem　eln単ittel　der　Perfektivierung．sei，　d．　h、　a工so・箔ul1且chst　ein　Mitte1，　die　Aktions・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一

art母es　Veやs　zu　ver芭ndern　oder　auch　ihrem　Uptersc耳ied　Ausdruck　zuΨerleihβロ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
ciese　Fu旦ktion　war　seiner、　Auffa58ung　nach　eine　g冥amm耳tische，　und　sie．war　u㎎昌o

пEutli・h…u・・k・聯，・1・d・・Ψe・b・1・P・a取sei。e　u，6蜘gli。h。　B。d，。t。鎗，i。．

bd6te；Das　Pra丘x　8σ一，　desse血kollkrete　Bedeutung　meistens　ganzサerbla島t‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽u　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

tung　ist暫ied6rholt　und　man血igfach　begtritten　worden‘vgL雌ber’die　Geschichte　dieきe｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一@　　　　℃`u5eina血der8e伽ng　bis・1920　bei　H．　W．　Pollak：”Studium加m　germanischen　Veゴbum　I．
・，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

tber　ARtionsarten“．　PBB．44）．　Es　ist　auch　heute　noeh　u血mδglich，・das　Probleml　der　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

Aktio旦sart　im　Germanischen　zu　behandeln，　ohn¢di色Dissertation　von　W．　St亡eitbefg

露uber雌ck3ichtigeロ．　Aber　alle』呂usammeロgenommen，　geht　man，　weエ1n　8ich　ni社n　mit’der

A章tionsart　im　Gβrmanische具a罫s号ina且derset猛t∫meisten5　von　zwei　v壁schiedenen　Anhalts，

、　punkten　aus，　en仁weder’von　dem　Vqrbalen　Pr舐x　8α一als　einem．Mittel　der　Perfek・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

tivierung，．ode芋von　der、　F賦琴ung，μ召ノゴ『ガ書・甲it　dem　Parti年ipi貝m　Praesenti5　qd．　Infinitiv．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

o・d・・ndiese卑G亀5i・ht・p・・kt・μ・geseh・・i・t　di・．Fngung　mitd・m　I・丘・iti・・直mぎ・t。，um　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1X・w°「den・Abe「Tatsac与e　i＄t・d幽・ゴdi・V舜・bi・d・ng・。・。”・吻・‘‘mit　d・m　P・噸pi脚

Pゴaeteriti・die　uns　hier　besch自ftigt，　k・・m　e・t・pre6h畔nde　Aufm・・ksemk・it　geri・h缶et　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　　　　　　　　」

w。・d・ni・t・エ・D・1・t・11t　di・Verbihdh・g　i・F・ag・・Vph“i・・er　V・・bi・dung・・gも・i・・

in　den　altg已rmanischen　Dialektin五nden　sich　Vεrbindu且gan　von，，面ε勿α㍑‘‘so加ohl・mi七

d・m’ P・鰍i・wi・血i・d・愉’p・・ti・ipi・血’pra6t・・iti・。・i・t・an・iti。。叫1，d。、h。i。d　di。

Verbindungen　mit　dem　In直nitiv’ р奄?@h巨u五ger』n　un6　diejenigen，　die　den・An菖6heinl　von

N。・m・litat　h・b・叫w且hre・d・V・rbl・d廿hg・・mit　i虹t・・n・itiΨem　P。醐pi。m．Pf。eteriセi
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spまrlich　belegt　und　meisten5　nicht　eiロdeutig　2u　interpretieren　sind．「Und　s五e』at　auch

das　PrdUεm　unge1⇔st　bleiben　lassen，　ohne　eine　verst薮ndl圭che　Erkl註rung　abzugeben

ll．　Da1：Untersuchungen　zur　genhaniscben　und’deutschεn　Sやraohgeschicht6，　darin　im

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　5japitel，，μ即胡勧”σκund　Ahnliches　im　Heliand　und　in　der　alts五chsischen　Genes圭sつ

・2）Vg玉・A・Meillet：Le　slave　commun（26　AuHage　1934）schreibt　noch：｛§318）川le　got1que，

o心raoriste　m倉1色au　parfait　n，exprime　plus　que　leμ6t6rit，　a．　ainsi　deΨ壱ritab！es　per・

fectifs　en　86！一‘ご

3）Vg1．　A．　Meillet：Cロ惣‘’伽38動6掴’‘エ4εs’側814εε8ε朋直π’g紹3，　darin　schreibt　er

folgenderweise：

Le　mOt三ndo－eUrOP色en就ait　tOuiOurs　en　meme　tel卸S血ne　fOrme　grammatiCa！e，

　　　　●盾庶Mstltu唱…e　par　runion　d’un　th6me　et　d，une　dをsinence．　11　r6alise，　pour　anisi　dire，　塞a

notion　exprim壱e　en且a　muni5菖ant　d’indications　de　nombre　et　de　genre　et　de　cas　ou　de

personne・de　voix，　etc、，・qui¢n　font　un　tout　se　su伍s5ant急lui・m壱me．　En　germanique，

au　contraire，　il　tend含seα6er　un　mot玉nd壱pendant　de圃 狽盾浮狽?@forme　grammaticale．
．．＿．＿＿．1王yala　une　r6volutioh　ausゴi　profbnde，　moins　a仰arent6　seulemeロt　au　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　“垂窒?高奄?秩@cりup　d’oeil，　que　celle　qu’on　aマues　dans　Ia　phon6tique．｛S．118f．）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【S）’Vg1．　W．　Henze旦l　beutsch6　Wortbildung．§140．’Halle／Saale　1947

5）Vgl．　A．　Meillet：Caractさre5，　a．　a．0．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
U）Vgl．　Paul／Moser／Schr5bler：Mittelhochdeutsche　Grammatik．§307：3T曲ingen　1975

7）　Sieh！Anmerkung　1）besonders　dort　Dals　Ansicht　Onber　die　Verbindung．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．W）　王｛ier，　iロder　zitierten　Stelle　aus　der　goti3che且Bibel，　ist　das　Vεrb，，8露’6∫」戸側‘「ein

In且nitiv，　aber　diese　Belegsteユle　weist　uns，　wie　es’ 唐モ?Uint，　deutlich　darauf　hin，　da島

das　mit　dem　In五nitiv　verbundene　Verbu血五nitum卸躍σ「ゆ躍ガ‘der　Bedeut岨g　nach　ing・

τes5iv－i且choatiΨverwendt　wird．　　　　　　　　　　　　　　　　　・　’　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．‘’
X）　Im　Alt疑ordischea　hat　die　F髄gung，，り8㎡ね轄血it　In且nitiv　die　Bedeutu皿g　von，，伽’ε5εガ‘．

Hier，　in　der　zit三erten　Ste11e　aus　den　Eddaliedern，’steht　die　F量gung　f髄r，，う85’勧謝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．Tε’，」，　od　882趾耀，凄9θπ38’，置，ゴ28ε加θLα98984887切∫επ‘’．　　　　　　　　　　　　　・

10）　VgL　Is．24，16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　・

bidhiu　hwanda　got　ward　man　ohiwordan
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rD　　　　　（w¢il　Gott　Mensoh　geworden　war）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

Hier　kann　das　Partizipium開‘み∫脚σγ諏π‘‘・zu　dem　In費n…tiヤ，，c舶喫ア面，墨｛‘gebildet加erden1．

11）0．Behaghel：Die　Syntax　des’Helland．’§301．．III．”wer石an“．．Wiesbaden’1966　Neudruok

der　Ausgabe　1897　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　’㌔

12）　Hier，　in　der　zitierten　Stelle　aus　dem　Heliand，　ist’脚o」r加πda5　Parti写ipium　des　tran・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’唐奄狽宴ｵen　Verbums，，’81σεゆ朗“und，，’｛痂’18π　・ist．das　Partizipium’d6ミi畦ransitiΨen　Verbums

，，’げなJJ4π‘‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’1　　　　’’”

¶13）　Sieh！1．　DaL’Uht6rsuchungen．　S6・222f．　　　　　　　”
　　　　　　　　　　　　　　「P4）　Vgl．1．　DaL　a．　a．0．　S．224

Dort　f価hrt　s1e　einen　Beleg　aus　der．Gehesis　an　und　erklaft言Gen．148　．

．　　　folc　wir蓉it　eft　gihwOroban　te　god已r：聡eaゴ．　　1　　　　　　　　　　　，

wo．6ffenbar・Ipas5ive忘ed6Ut口ng　vorliegtら，das　Volk　wird’wleder　2u’Gotte8　Reich

hingewandt（bekehrt）“．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

Jedoch．ist，，加o〃加”電「in　allぱn　altgermanischen　Sprach6n血ur量ntraf【sitiv，　so　sagt
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sle　selbst’oben，．　Ihre　Erkl琶rロロgen　sobeinen　mlteina皿der　i血．Widerspruchπu　stehen．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

Vielmehr・sollte　man　m．　E．・di巳s　f廿r　eiロe・Verst5rkungsform　de旦Verbalbegriffs

・d・軍・hd・串P・a丘x　a・・eh・・，　d・・u・sp蜘91i・h・・f　Ver母i・ig・ng　und　G・m・i…mk・it’hi・一

w母iβt，oh鳳e　bei　den　intraロsitiven　Verben　den　Bβd6utungsinhalt別・ver註ndern，－von

舜inigen・weniロge血AusnahIneロabgesehel1，　wo　sich　eine　gewisse　Bedeutuhgsschattierung

・．
嘯翌奄唐モ??氏E・dem　Verb・mit　dem．l　Pr義丘x　und　dem　ohne、das　Pra且x、fiindet・つas’isガ．an’．den

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1?盾撃№?獅р?PS㌻ellen　aus，，lsidor‘‘anschaulich．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；　’暫，　’r　　”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒E　　』・ls．22，19　　　　　・　　　　　　、…’．・・二．　・，．：：．げ二「・一　　』’・・

dha：s　ir　man　wardh　wordan　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　，’．r、．・’

．　・．（d・B．・rMサ晒¢hg・w。rd…wa・）、．　　　　　∵．一，・・1∵ゴ・1　・．　　　　　　　　　　　　　　　　　　七

侍bd．　21L　16．　　．，　　　　　　　．　、．　，　　　　．　　　　　　　　　．　　　　　：，．．、　　　　’・・　　．・：　、　　　．

，　・，．，．・hweo．・got　ward　mρn．chiwgrdan　・　，　　　1　　．「　　　　　．，．・，｝．．・．・

　　　．　　　［quねdeus　hqmo．factus．．　est］　　　　　　　．　　　　　　・・，㌃　、三」…　、．．伽　　　　　　　　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

C　　，（（or　erk1温rte，）’wi・G。ttM・・5ρh　g・w。・母・・wr・）一・・　　1：＿＿、』一．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

F・me・best・ht・i曲gdβ・¢・aer　G・g・n・atz　zwi・ch・p　Simpl・手咽Kq甲岬隻撃脆di・　　　　　　　　　　　　　　　「．．L

　　　　　　　　　幽．．L
獅浮秩@aus皿ehmend，　auf．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　一　．．、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「．．

D　　Vg1．1　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　・．　　・　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ

　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　・
≠№刀D・ga凪　　　　．　・gega且　　　　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　、一．・　・　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　・

．．　　　　、　　　　　　　　　　　　　　fβallan　　　　・　　：　ge－fea1耳an二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　・　　　　　…　　　　　　　　　　　　　㍉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　・

’　　．，　weor御　　：：gerwe。r伽　　　・．　　1・　1．7．，　・・：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

C　　　　－hweorfan　：ge歩we。rfaP　I　・．．　　・・一・1－・1…　　　㌔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．1■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」≠刀D　　gaロgan　　　　：9卜ga皿gaロ　　　　　　　　　　・　　　　・．．．，．、　　・』　一・　．　，’　　．．

、　　　　　　　』wer5qn　　．：・gi－wer廼a皿　　　　　　　．．，　　　　　　．・　　　　『1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　．　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬　　　　　　　　　　　」

，．　　．　　　　．hwerbap　．．；gihwerba耳・、　　　　，．．．　　　．：　　　　　　．　　1　．．・，

ahd・werdan　　　：girヲer醸馳　　、　・、．　　　　　一　．1∵覧・，風．．　、・　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

fallan　　　　　：gi－fallan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・　．　　－　　1　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　●№≠氏@　　　　　：9卜gan　　　　　，，．　．　．　　　一　　　　　　、　　　．　・・．i

werban　　　：ke－hweraban　　　　　　　　　　　　　　　、　　・・，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¶

15）．Obersetzung・von　I．　Da1．　Untersuchμngeu．・．　S．・227．　　　、　　　．　　　．　’，・．

ユ6）’．．Dasl　ist血euis1蓑皿di詰oh．　Nooh　d茸zu’verg五eiche　m義血’den1．．folgen口en’Be王egLaus　dem　Loka・

senna　aus　den　Eddal圭edern．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　．　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．

一．・

@　　　　　．］Lolka自eh血a　57　　　　　．．・　　　　　　’・・　：・　　　　‘　．　　　　　　…　　　．　．　’　，・　1　　－・　　　　　　・　　　．”　　　・，｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

・…
A　　　』　…』dC　I　verpr・』曇ム’2In（ゴ’fjorvi’．uml　farit　　　’　一～　　’　・　　　　　．　　　・　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．

（d賦wir5t　dann・auch　ums　L・b巳n　k。m皿en）　　　　　　　　　　　’．’．．．

17）Vgl・W・Str6i七berg：Gotisches．EIe卑entar恥qh・§榔，　l　Und．　aμc聴．耳．．P孕1：Un嫉・
5uohungβ皿，　S．225．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・．　…　　　　．・．菖　・　…　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　二

18）　Vg1．　H．　Pau呈；Deutsche・Gr毎mmatik∴Bd，．．IV．ご§350．・．’．‘・：f．，　　　，・「1，　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

19）．Paul／Mo3er／Schr6bIer：a・a・0・§307，　Anmerkun宮3．・・Dort、’stebt．das．Folgende：die

・・Bεdeutuhg’der　Ulnschreibung’ist　inc｝10ativ．oder・・blp臨el・’Bezeichnung・ei血es・Zusta皿des

der　Verglangenheit．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，ゴ・、．　」．・，、　　一・

20）　J・Kury工owic乞1－．　Zur　VOrgeschichte』des．・germanisじheu、　Verba工sy5斡mS．．｛Beit浦ge諾ur



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

Sprachwis5enschaft，　Volkskunde　und　Literaturforschung．　Wolfgang　Steint22u皿60．

Geburtgtag註m’28．’・Febr魁arユ965・dargabracht」A1面demiε・Verlag’Berlin　1965｝，　DerΨer一

I　　fεss6r　macht　dafauf　auf血息rksam：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

Wenn　dem　so　ist，　muBte　das　De漁1prateritumΨon　Haus　aus’bei　a11εm’ C5bwohl
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
b?堰@den　schwachen　al3　auch　bei　den　starken　Verbe血heimisch　gewesen　sein．　Eiロe

Spur　des　a玉ten　Zustands　ersieht　man　noch　aUs　d6m　Neben6inaロdeゴ・des　Pr試sens

1　（starke6　Prae士efitU血）’der’Praeヒertipraesentium’und．des　6nt3prechenden，　auf　der

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．|　Sch蜘nd‘tufe　deゴWufzel　aufgeba廿t色h　D6血talpraete主…tu㎞6．

　　　　　　　　　　冒「．．f　　¶’　got．　’雨ait　　　∫　・・：・「吋i5sa　　　　　　　　　　’　　　　　　F

　　　　　　　　　r　　　　　　卜　1　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

@　　　　　　　°　　　　　　　　　　　　　　　　°　τ

h　　　　11ζa血血”：kUnPa　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

femer　aus　de且bindevokal王osen　Prateriten　wie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、．

got。　ba血hta　　　〈’bugjan　　　　　・　　　　　”　　　　　・　　　’‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

翌°urhta　　＜　wairkjan　　　　　　　’　　…　　　　　　　　．”

brahta　　　　〈　　briggan　　　　　　　　　　　　r

Q1）　Paul／Moser！Schrδbler：a；a；0；§3お．　Anmerkung　1．　Dort　Steht　Folgendes：Eine　An・

’　三・∫。温h。臨歯層d6，∫R6d6亡幡幽5’P・・繭i・血9・n　di・蜘g6己es　V・・b・1・b・t・aktum・und　d・mit

一㌧
ﾈ、夕。t註kt話・V・踊血dt・ch・f亡・aie5e・K。・・缶嵐kt圭・・en　mit　l・五hit1・・K。・・缶・kti。…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●奄唐煤@offeロsichtlibh．　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　”　・

’　　　22）　G．Riggert：Der　5yntaktische　Gebrauch　des　In丘nitivs　in　der’altenglischeh　Poεsie：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F

S．46．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

Seine　Ansicht　geht　dahin：3ehr　bft　dienf’dieses　Verb（gemeint忌ind　von　dem
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　．　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　覧

erlangt　perfektivisピhe　B6deutung．　　　　　．　　．　、．　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
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