
25. 形容詞の格変化 
 

1. 形容詞の３種類の変化 
 どのような冠詞類が形容詞と名詞のまえにあるかによってつぎの３通りの変化をします。 
 a. 弱変化 定冠詞（類）＋形容詞＋名詞  
 m. f. n. pl.  形容詞＋名詞という組み合わせの前に、 
      格語尾が比較的はっきりしている定冠詞 
１格 -e -e -e -en  (der)か、あるいは定冠詞型冠詞類 
２格 -en -en -en -en  (dieser, jener 等)があると形容詞は 
３格 -en -en -en -en  -e か -en の簡単な弱語尾をつけます。 
４格 -en -e -e -en 
 
 b. 混合変化 不定冠詞（類）＋形容詞＋名詞 
 m. f. n. pl.  不定冠詞(ein)か、あるいは不定冠詞型 
      冠詞類(mein, dein 等)は男性１格、 
１格 -er -e -es -en  中性１、４格には格語尾がないため、相補 
２格 -en -en -en -en  の法則により形容詞がその３箇所で定冠 
３格 -en -en -en -en  詞と同様のはっきりした語尾(-er, -es,  
４格 -en -e -es -en  -es)をつけます。 
      なお、不定冠詞には複数形がありえない 
      ため、複数形の変化は不必要のように思 
      われますが、不定冠詞型冠詞類(mein,  
      dein 等)には複数形がありうるので、必 
      要です。 
 
 c. 強変化 形容詞＋名詞 
 m. f. n. pl.  冠詞類が形容詞＋名詞という組み合わせ 
      の前にない場合は、形容詞が冠詞類の代 
１格 -er -e -es -e  わりに性数格を明示しやすい定冠詞と同 
２格 -en -er -en -er  様の語尾（強変化語尾）をつけます。しかし 
３格 -em -er -em -en  男性２格と中性２格は、名詞の方に２格を 
４格 -en -e -es -e  示すはっきりとした語尾  (-s か -es)  
      があるため、相補の法則により形容詞は 
      簡単な弱語尾 (-en) をつけます。 
 
2. 相補の法則 
 形容詞と名詞のどちらか一方がはっきりと格がわかる語尾を持っていれば、もう一方は簡単な –en と
いう語尾をつけるだけで十分で、むしろ同じ –s を繰り返すとくどくなります。つまり一方でわかればもう
一方は簡単な語尾でいいわけで、これを相補の法則といいます。 
［男性名詞２格 強変化］   guten Weins 
［男性弱変化名詞２格 強変化］  gutes Menschen 
 実際には、男性弱変化名詞は人間の身分や職業あるいは動物の名前をあらわす名詞が多いため、弱

変化や混合変化ではもちいますが、無冠詞の強変化でもちいられることはほとんどありません。 



3. 形容詞の付加語用法のいろいろ 
 a. 定冠詞＋形容詞＋名詞      b. 定冠詞類＋形容詞＋名詞 
そのよい男 ( gut, Mann, m.)   この大きい車 ( groß, Wagen, m.) 
1. der gute Mann     1. dieser große Wagen  
2. des guten Manns    2. dieses großen Wagens 
3. dem guten Mann     3. diesem großen Wagen 
4. den guten Mann     4. diesen großen Wagen 
 
 c. a.の例を複数形にした場合    d. 形容詞が２つ以上ある場合 
それらのよい男たち ( Männer )   その小さな白い犬 ( klein, weiß, Hund, m.) 
1. die guten Männer    1. der kleine und weiße Hund 
2. der guten Männer    2. des kleinen und weißen Hunds 
3. den guten Männern    3. dem kleinen und weißen Hund 
4. die guten Männer    4. den kleinen und weißen Hund 
 
 e. 不定冠詞＋形容詞＋名詞    f. 不定冠詞類＋形容詞＋名詞 
ひとりの美しい女 ( schön, Frau, f.) 私の赤い自動車 ( rot, Auto, n.) 
1. eine schöne Frau    1. mein rotes Auto 
2. einer schönen Frau    2. meines roten Autos 
3. einer schönen Frau    3. meinem roten Auto 
4. eine schöne Frau    4. mein rotes Auto 
 
 g. e.の例を複数形にした場合は強変化  h. 同じ形容詞が性の異なる名詞を修飾する場合 
美しい女たち ( Frauen )    その年老いた父 ( alt, Vater ) と母 ( Mutter ) 
1. schöne Frauen     1. der alte Vater und die alte Mutter 
2. schöner Frauen     2. des alten Vaters und der alten Mutter 
3. schönen Frauen     3. dem alten Vater und der alten Mutter 
4. schöne Frauen     4. den alten Vater und die alte Mutter 
 
 i. –el,-en,-er で終わる形容詞の e  j. hoch「高い」の c の脱落 
黒ビール ( dunkel, Bier, n.)  その高い山 ( Berg, m.) 
1. dunkles Bier     1. der hohe Berg 
2. dunklen Biers     2. des hohen Bergs 
3. dunklem Bier     3. dem hohen Berg 
4. dunkles Bier     4. den hohen Berg 
 
 k. 形容詞＋固有名詞には定冠詞 をつける  l. 固有名詞の形容詞形は小文字となる 
美しい日本 ( Japan, n.)    日本の大学生 ( japanisch, Student, m.) 
1. das schöne Japan    1. der japanische Student 
2. des schönen Japans    2. des japanischen Studenten 
3. dem schönen Japan    3. dem japanischen Studenten 
4. das schöne Japan     4. den japanischen Studenten 


