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要 旨 

 

 

1980 年代から 1990 年代にかけて，日本語モダリティの研究が盛んに行われて，多
くの学術的に優れた成果が生まれてきた。その結果，モダリティが日本語の文法カテ

ゴリーの 1つとして定着しており，1990年代後半以降に出版された日本語文法の全体
を扱う著作に，モダリティを，ヴォイス，テンス，アスペクトと同じように，文法カ

テゴリーの 1 つとして論述しているものがかなり多い。従来，助動詞（「う（よう）」，
「ようだ」，「らしい」など）や終助詞（「ね」，「よ」，「な」など），動詞の活用形（命

令形，意志形など）として別々に扱われていたモダリティ表現は今は，モダリティと

いう文法カテゴリーの下に集められて，新しい視点で研究されつつある。これにより，

それらの表現に関する様々な新しい知見が得られた。 
ただし，日本語モダリティの研究には，少なくとも次の 2 つの問題点があると考え
られる。1つ目はヴォイス，テンス，アスペクトなどの文法カテゴリーに比べれば，モ
ダリティの関わる範囲が広すぎ，助動詞，文類型，動詞の活用，敬語，終助詞など，

幅広い研究テーマに及んでいることである。2つ目は幅広い研究テーマを収めてきたモ
ダリティ研究の扱っている表現も助動詞，動詞の活用形，終助詞，とりたて助詞など

を含んでいるというふうに，多種多様になることである。つまり，日本語の文法カテ

ゴリーでは，モダリティが「異質な存在」であると言える。本研究は従来の日本語モ

ダリティの研究を踏まえつつも，ある程度原点に立ち帰って，必要最小限の範囲で，

日本語のモダリティを再考し捉え直してみた。 

本研究の論述は第 1 部「モダリティの分類とそれぞれの特徴」と第 2 部「認識のモ
ダリティの各論」に分かれている。第 1 部では，日本語のモダリティの体系を検討し
た。第 2部では，認識のモダリティについて考察した。具体的には，次の内容である。 
第 1 章では，まず，動作，行為，状態，事態，命題，情報など，本研究で用いられ
る基礎概念を規定した。次に，モダリティに対する先行研究の考え方の多様性を概観

した上で，本研究の基本的立場（「階層的モダリティ論（主観表現論）」，関与に基づい

たモダリティの規定，モダリティ表現の多義性，モダリティ表現の意味分析の多義的

アプローチなど）を述べた。 
第 2 章の前半では，まず，言語類型論的な視点を取り入れた文法化の研究成果によ
って，dynamic modality，deontic modality，epistemic modalityという普遍性のある
モダリティの分類を得た。次に，普遍性のあるモダリティの分類を基礎として，日本

語の個別性を考慮に入れて，日本語のモダリティを dynamic modality，deontic 
modality，epistemic modality，interactional modalityに分類した。第 2章の後半で



iv 
 

は，関与という概念を提出して，その概念によって，そうした日本語のモダリティの

分類を再整理した。まず，各種のモダリティにおける関与の在り方を説明して，関与

を主語関与，事態関与，命題関与，相互関与に分けた。次に，関与の在り方を分類の

基準として，dynamic modality，deontic modality，epistemic modality，interactional 
modality という分類を再整理して，日本語のモダリティを主語関与型モダリティ，事
態関与型モダリティ，命題関与型モダリティ，相互関与型モダリティの 4 種に大別し
た。 
第 3章，第 4章，第 5章は，可能のモダリティ，意志のモダリティ，行為要求のモ

ダリティ，事態評価のモダリティ，認識のモダリティ，丁寧さのモダリティ，情報認

識のモダリティのそれぞれの特徴を論じた。重要な内容は次の通りである。①従来モ

ダリティ表現と捉えられなかった可能表現をモダリティ表現として，モダリティ表現

の表す可能の意味を可能のモダリティとして位置付けた。②可能表現の許可や禁止を

表す用法について分析した。③意志形「しよう」の表す意志，勧誘，婉曲な命令の意

味について分析した。④行為要求のモダリティの下位分類である命令，依頼，禁止に

ついて考察した。⑤事態評価のモダリティの主観性・客観性を論じた。⑥一般言語学・

英語学における認識のモダリティと日本語学における認識のモダリティの違いを分析

した。⑦認識のモダリティの主観性・客観性を論じた。⑧各章では，各種のモダリテ

ィの文法化について考察した。⑨各章では，各種のモダリティを図示化した。 
第 6章，第 7章，第 8章，第 9章は，「だろう」，「かもしれない」，「にちがいない」，

「はずだ」，「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」など，主要な認識のモダリティ表現

を考察した。重要な内容は次の通りである。①認識のモダリティにおけるキーワード

「高次の心的過程」と「信念」を説明した。②認識のモダリティの根底に共通する属

性「推量」を分析した。③「だろう」の第一義的な意味と第二義的な意味を分析した。

④「Aかもしれない，Aないかもしれない」構文，「かもしれない」の記憶の呼び起こ
しと行動予定の用法を分析した。⑤「はずだ」の推論の様式を考察した。⑥日本語の

証拠存在明示的証拠性とソース明示的証拠性を論じた。 
第 10章では，日本語の証拠存在明示的証拠性とソース明示的証拠性と認識のモダリ
ティとの境界線を確定して，認識のモダリティを判定する 3基準（基準 1：高次の心的
過程が存在し，新しい情報が生じること。基準 2：伝えられる情報に対して不確かさの
信念を抱くこと。基準 3：発話の主な目的が情報を供与することにあること）を提出し
た。その上で，認知言語学の考え方を援用して，認識のモダリティの分析モデルを提

案した。 
 
第 1章から第 10章までの論述によって，主に次のような結果を得た。 
1）本研究では，普遍性のあるモダリティの分類を参考にした上で，日本語の個別性
を考慮に入れて，日本語のモダリティを分類した。 
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普遍性のあるモダリティの分類を考察するには，まず，モダリティ表現の，普遍性

のある文法化の経路を見付ける必要がある。世界中の様々な言語におけるモダリティ

表現の文法化の経路をまとめて比較することによって，普遍性のある文法化の経路が

見られることになる。こうしたモダリティ表現の，普遍性のある文法化の経路は普遍

性のある意味の型を示してくれている。これを基にするモダリティの分類は普遍性の

あるモダリティの分類である。こうした普遍性のあるモダリティの分類を基礎として，

日本語の個別性を考慮に入れて，日本語のモダリティを分類することができる。 
結論から言えば，普遍性のある文法化の経路は dynamic 的意味，deontic 的意味，

epistemic的意味という 3種の意味の型を示してくれている。これを基にして，モダリ
ティを dynamic modality，deontic modality，epistemic modalityに分類した。その
上で，個別性を考慮に入れて，日本語のモダリティを dynamic modality，deontic 
modality，epistemic modality，interactional modalityに分類した。 

2）言語の研究にあたっては，言語の使用者（話し手や書き手）のことを考えずに，
言語そのものを考察することによって，いろいろ解明することができる。しかしなが

ら，モダリティには，常に話し手や書き手が関わっていると考えられる。例えば，「お

年寄りに親切にしなさい。」では，話し手や書き手が行為の課し手や規範の持ち主とし

て，事態に関わっている。「10 時には成田に着くだろう。」では，話し手や書き手が伝
えようとする命題に対する把握の仕方を示しながら，命題に関わっている。「なさい」，

「だろう」のようなモダリティ表現はまさしく，話し手や書き手の「関わっている」

ことを表している。したがって，話し手や書き手のことを考えずに，モダリティ表現

を考察することは不可能であろう。 
本研究では，話し手や書き手の「関わっている」ことを「話し手の関与」と呼んで

いる。話し手の関与と別のタイプの関与「主語の関与」を（意味の面からの）モダリ

ティ分類の基準に引き上げて，dynamic modality，deontic modality，epistemic 
modality，interactional modalityという分類を再整理して，日本語のモダリティを主
語関与型モダリティ，事態関与型モダリティ，命題関与型モダリティ，相互関与型モ

ダリティの 4 種に大別した。また，関与という概念で，モダリティの主観性と客観性
を改めて定義してみた。 

3）本研究は認識のモダリティの主な表現，「だろう」，「かもしれない」，「にちがい
ない」，「はずだ」，「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」などを新しい視点で分析した。 
具体的に言えば，次のような結果が得られた。①「だろう」が第一義的な意味と第

二義的な意味を持っていることを確認した。②「Aかもしれない，Aないかもしれない」
構文の成立条件を明らかにした。③「はずだ」が基本的に演繹的推論に使われている

ことを論じた。④「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」の文法的な意味が「証拠存在

明示的証拠性」であるということを説明した。 
4）モダリティに関しては，普遍性のある文法化の経路が多く存在する。本研究では，
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日本語のモダリティ表現の文法化の経路について考察して，普遍性のある文法化の経

路との一致・不一致（反例）を分析した。 
結論としては，日本語には，普遍性のある文法化の経路「ABILITY＞PERMISSIVE」，

「ABILITY＞POSSIBILITY」，「DYNAMIC MODALITY（ABILITY のみ）＞

DEONTIC MODALITY」があるが，普遍性のある文法化の経路「WANT＞FUTURE」，
「WANT＞EPISTEMIC MODALITY」，「DEONTIC MODALITY＞EPISTEMIC 
MODALITY」の反例もある。 

5）本研究では，認識のモダリティをより効果的に分析するために，認知言語学の考
え方を援用して，認知心理的な分析モデルを提案した。 
認知心理的な分析モデルは認知的な分析モデルと心理的な分析モデルからなる。心

理的な分析モデルは話し手がどのように事態を認識するかということを分析し記述す

るモデルであり，認知的な分析モデルは話し手が認識のモダリティと認識のモダリテ

ィ表現を認知の対象として，どのように認識のモダリティを認識するか，どのように

認識のモダリティ表現を用いるかということを分析し記述するモデルである。認知心

理的な分析モデルは心理的な分析モデルと認知的な分析モデルを統合するものである。

いずれも，文字による記述と図示からなる。 
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序論 

 

 

 

1  問題の所在と本研究の目的 

1980 年代から 1990 年代にかけて，日本語モダリティの研究が盛んに行われて，益岡
（1991），仁田（1991）など，学術的に優れた成果が生まれてきた。その結果，モダリティ
が日本語の文法カテゴリーの 1つとして定着しており，1990年代後半以降に出版された日
本語文法の全体を扱う著作に，モダリティを，ヴォイス，テンス，アスペクトと同じよう

に，文法カテゴリーの 1つとして論述しているものがかなり多い。 
従来，助動詞（「う（よう）」，「ようだ」，「らしい」など）や終助詞（「ね」，「よ」，「な」

など），動詞の活用形（命令形，意志形など）として別々に扱われていたモダリティ表現は

今は，モダリティという文法カテゴリーの下に集められ，新しい視点で研究されつつある。

これにより，それらの表現に関する様々な新しい知見が得られた。 
ただし，日本語モダリティの研究には，少なくとも次の 2 つの問題点があると考えられ
る。1つ目はヴォイス，テンス，アスペクトなどの文法カテゴリーに比べれば，モダリティ
の関わる範囲が広すぎることである。例えば，日本語記述文法研究会（2010: 47-50）はモ
ダリティを，「モダリティとは，文の述べ方を表すものであり，命題内容である事態に対す

る把握の仕方，先行文脈への関係づけのあり方，および，それらについての話し手の発話・

伝達的な態度のあり方を表し分ける」と定義して，表 1のように分類している。 

 

表 1 日本語記述文法研究会（2010）におけるモダリティの分類 

事態に対するとらえ方

を表すモダリティ 

認識のモダリティ       （息子はもしかしたら合格するかもしれない。） 

評価のモダリティ （人が話しているときは，静かにしなくてはいけない。） 

  説明のモダリティ                         （間に合いませんでした。道が混んでいたのです。） 

表現類型のモダリティ 

叙述                            （昨日佐藤さんに偶然会いました。） 

意志・勧誘                                  （今年こそ頑張ろう。） 

命令                                       （まあ，そこに座れ！） 

疑問                                （鈴木さんもここに来ますか。） 

伝達のモダリティ 
丁寧さ                 （東京で会議がある／あります／ございます。） 

終助詞で表されるもの                            （雨になるね。） 
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その定義と表 1 が示すように，モダリティは助動詞，文類型，動詞の活用，敬語，終助詞
など，幅広い研究テーマに及んでいる。 

このように，幅広い研究テーマを収めてきたモダリティ研究の扱っている表現も多種多

様になる。これは 2つ目の問題点である。上にも述べたが，モダリティ表現には，「う（よ
う）」，「ようだ」，「らしい」のような助動詞，「ね」，「よ」，「な」のような終助詞，命令形，

意志形のような動詞の活用形などがある。これらはいわゆる「文末形式」に属するが，非

文末形式，例えば，とりたて助詞もモダリティ表現とされることがある（寺村 1981，益岡
1991）。これに対して，ヴォイス，テンス，アスペクトなどの文法カテゴリーの関わる表現
の種類はそれほど多岐ではない。大まかに数えると，日本語記述文法研究会（2003）（『現
代日本語文法 4 第 8部 モダリティ』）の目次に出てくるモダリティに関わる表現は 70余り
あるが，日本語記述文法研究会（2007）（『現代日本語文法 3 第 5部 アスペクト 第 6部 テ
ンス 第 7部 肯否』）の目次に出てくるアスペクトに関わる表現はわずか 20余りである。 

つまるところ，ヴォイス，テンス，アスペクトなどに比べれば，意味の面でも，形式の

面でも，日本語の文法カテゴリーでは，モダリティが「異質な存在」であると言える。本

研究は従来の日本語モダリティの研究を踏まえつつも，ある程度原点に立ち帰って，必要

最小限の範囲で，日本語のモダリティを再考し捉え直してみたい。 
 
 

2  本研究の意義 

本研究の意義を列挙すると，以下のとおりである。 

 

1）本研究では，普遍性のあるモダリティの分類を参考にした上で，日本語の個別性を考
慮に入れて，日本語のモダリティを分類した。 
普遍性のあるモダリティの分類を考察するには，まず，モダリティ表現の，普遍性のあ

る文法化の経路を見付ける必要がある。世界中の様々な言語におけるモダリティ表現の文

法化の経路をまとめて比較することにより，普遍性のある文法化の経路が見られることに

なる。こうしたモダリティ表現の，普遍性のある文法化の経路は普遍性のある意味の型を

示してくれている。これを基にするモダリティの分類は普遍性のあるモダリティの分類で

ある。こうした普遍性のあるモダリティの分類を基礎として，日本語の個別性を考慮に入

れて，日本語のモダリティを分類することができる。 
結論から言えば，普遍性のある文法化の経路は dynamic 的意味，deontic 的意味，

epistemic的意味という 3種の意味の型を示してくれている。これを基にして，モダリティ
を dynamic modality，deontic modality，epistemic modalityに分類した。その上で，個
別性を考慮に入れて，日本語のモダリティを dynamic modality，deontic modality，
epistemic modality，interactional modalityに分類した。 
第 2章を参照されたい。 
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2）言語の研究にあたっては，言語の使用者（話し手や書き手）のことを考えずに，言語
そのものを考察することによって，いろいろなことを解明することができる。しかしなが

ら，モダリティには，常に話し手や書き手が関わっていると考えられる。 
例えば，「お年寄りに親切にしなさい。」では，話し手や書き手が行為の課し手や規範の

持ち主として，事態に関わっている。「10 時には成田に着くだろう。」では，話し手や書き
手が伝えようとする命題に対する把握の仕方を示しながら，命題に関わっている。「なさい」，

「だろう」のようなモダリティ表現はまさしく，話し手や書き手の「関わっている」こと

を表している。したがって，話し手や書き手のことを考えずに，モダリティ表現を考察す

ることは不可能であろう。 
筆者はモダリティ表現の使用者の役割を重視し，それを解明することを目指している。

本研究では，話し手や書き手の「関わっている」ことを「話し手の関与」と呼んでいる。

話し手の関与と別のタイプの関与「主語の関与」を（意味の面からの）モダリティ分類の

基準に引き上げて， dynamic modality， deontic modality， epistemic modality，
interactional modalityという分類を再整理して，日本語のモダリティを主語関与型モダリ
ティ，事態関与型モダリティ，命題関与型モダリティ，相互関与型モダリティの 4 種に大
別した。なお，関与という概念で，モダリティの主観性と客観性を改めて定義してみた。 
第 2章を参照されたい。 
 

3）本研究は認識のモダリティの主な表現，「だろう」，「かもしれない」，「にちがいない」，
「はずだ」，「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」などを新しい視点で分析した。 
具体的に言えば，次のような成果が得られた。①「だろう」が第一義的な意味と第二義

的な意味を持っていることを確認した。②「Aかもしれない，Aないかもしれない」構文の
成立条件を明らかにした。③「はずだ」が基本的に演繹的推論に使われていることを論じ

た。④「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」の文法的な意味が証拠存在明示的証拠性であ

るということを説明した。 
それらの表現の分析に基づいて，認識のモダリティか否かを判定する，「高次の心的過程

が存在し，新しい情報が生じること」，「伝えられる情報に対して不確かさの信念を抱くこ

と」，「発話の主な目的が情報を供与することにあること」という 3つの基準を提案した。 
第 6章～第 10章を参照されたい。 
 
4）モダリティに関しては，普遍性のある文法化の経路が多く存在する。本研究では，日
本語のモダリティ表現の文法化の経路について考察して，普遍性のある文法化の経路との

一致・不一致（反例）を分析した。 
結論としては，日本語には，普遍性のある文法化の経路「ABILITY＞PERMISSIVE」，

「ABILITY＞POSSIBILITY」，「DYNAMIC MODALITY（ABILITYのみ）＞DEONTIC 
MODALITY」があるが，普遍性のある文法化の経路「WANT＞FUTURE」，「WANT＞
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EPISTEMIC MODALITY」，「DEONTIC MODALITY＞EPISTEMIC MODALITY」の反
例もある。 
第 2章～第 5章を参照されたい。 
 
5）本研究では，認識のモダリティをより効果的に分析するために，認知言語学の考え方
を援用して，認知心理的な分析モデルを提案した。 
認知心理的な分析モデルは認知的な分析モデルと心理的な分析モデルからなる。心理的

な分析モデルは話し手がどのように事態を認識するかということを分析し記述するモデル

であり，認知的な分析モデルは話し手が認識のモダリティと認識のモダリティ表現を認知

の対象として，どのように認識のモダリティを認識するか，どのように認識のモダリティ

表現を用いるかということを分析し記述するモデルである。認知心理的な分析モデルは心

理的な分析モデルと認知的な分析モデルを統合するものである。いずれも，文字による記

述と図示からなる。 
第 10章を参照されたい。 
 

 

3  本論文の構成 

図 1の示すように，本論文の論述は第 1部「モダリティの分類とそれぞれの特徴」と第 2
部「認識のモダリティの各論」に分けた。 

第 1 部では，日本語のモダリティの体系を検討する。第 1 章で，本研究で用いられる基
礎概念を規定し，本研究の基本的立場を述べる。第 2 章で，日本語のモダリティを 4 種類
に分類する。第 3章～第 5章で，その 4種類のモダリティの特徴を分析する。 

第 2部では，認識のモダリティについて考察する。第 6章～第 9章で，認識のモダリテ
ィの主な表現，「だろう」，「かもしれない」，「にちがいない」，「はずだ」，「ようだ」，「らし

い」，「（し）そうだ」などを分析する。第 10 章で，認識のモダリティの分析モデルを提案
する。 

 

なお，本論文中の図表で出典明示のない図表は筆者の作成したものであり，英語の引用

文と例文の訳文で訳者明示のない訳文は筆者の訳したものである。 
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     第 1部 モダリティの分類とそれぞれの特徴  

 

 第 1章 基本立場と基本概念    第 2章 モダリティの分類をめぐって  

 

 第 3章 可能のモダリティ   第 4章 行為要求のモダリティ   第 5章 認識のモダリティ 

  と意志のモダリティ      と事態評価のモダリティ      と相互関与型モダリティ 

 

                                第 2部 認識のモダリティの各論  

             第 6章 「だろう」 

                           第 7章 「かもしれない」と「にちがいない」 

             第 8章 「はずだ」 

                           第 9章 「ようだ」「らしい」「（し）そうだ」 

 

             第 10章 認識のモダリティの分析モデル 

 

              結論 

図 1 本論文の構成 
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第 1章 

基礎概念の規定と基本的立場 

 

 

 

1.0  はじめに 

日本語のモダリティ表現は日本語研究が行われて以来，研究されつづけている。モダリ

ティという用語を用いた研究も長い歴史を持っている。山岡（2000: 73-74）の考察によれ
ば，日本語研究で初めて，modalityという用語を導入したのはUyeno (1971)（A Study of 
Japanese modality: A performative analysis of sentence partilces. Ph.D. dissertation, 
University of Michigan.）である1。1971年から，すでに 40年が経過している。その間，
モダリティに関する多様な考え方が出てきた2。本章では，それらの考え方を概観して，本

研究の基本的立場を述べたい。 
 

 
1.1  基礎概念の規定 

本研究の基本的立場を述べる前に，これから使われる基礎概念の定義を規定しておきた

い。まずは動作，行為，状態，事態，命題，情報である。 
 
1.1.1  動作，行為，状態，事態，命題，情報 
動作，行為，状態，事態 

動作は物体のような無情物と，人間のような有情物の動きである。動作の主体は動作主

と呼ばれる。例えば「地球が回る」，「犬が走る」，「花子がご飯を食べる」においては，「回

る」，「走る」，「ご飯を食べる」がそれぞれ動作主「地球」，「犬」，「花子」の動作である。

行為は動作のうち，人間のような有情物の動きを特にさす。行為の主体は行為者と呼ばれ

る。 

動作と行為が動的であることに対して，状態は静的である。状態はある時点における人

                                                   
1 ちなみに，中右（1999: 28）によれば，「英語のmodalityが日本語の「モダリティ」として
市民権を得たのは」，中右（1979）（「モダリティと命題」 林栄一教授還暦記念論文集刊行委員
会 (編) 『英語と日本語と 林栄一教授還暦記念論文集』 くろしお出版）に端を発している。 
2 日本語モダリティの研究史については，山岡（2000: 69-78），田野村（2004: 215-234），黒
滝（2005: 39-73）が詳しい。なお，英語モダリティの研究史については，黒滝（2005: 33-73），
澤田（2006: 57-86）が詳しい。 
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間や物事のありさまである。例えば「太郎が東京にいる」，「彼が英語ができる」，「花子は

コーヒーが好きだ」，「私はあなたにそばにいてほしい」，「この商品は汎用性に優れている」

においては，「東京にいる」，「英語ができる」，「コーヒーが好きだ」，「あなたにそばにいて

ほしい」，「汎用性に優れている」がそれぞれ「太郎」，「彼」，「花子」，「私」，「この商品」

の状態である。状態の主体は状態主体と呼ばれる。 

動作，行為，状態は厳密に言えば，主体の動作，行為，状態そのものをさすが，便宜上，

動作主が動作をすること，行為者が行為をすること，状態主体が状態にあることをさすこ

とがある。後者の意味での動作，行為，状態を合わせて事態と呼んでおく。 

 

命題 

命題はモダリティ研究のキーワードである。本研究では，命題を，肉付けされた，判断

ができる事態と捉えたい。 

「花子が食べ物を食べる」のような事態は，「花子」は誰なのか，「食べ物」は冷やし中

華なのかパスタなのか，何時に食べ物を食べるのか，どこで食べ物を食べるのか，何も分

からないので，真であるか偽であるか，望ましいか望ましくないか，などと判断すること

ができない。事態を現実世界または可能世界の一定の時間と空間に位置付けて，時間や空

間，指示対象などを確定して，つまり事態に肉付けしてはじめて，判断ができるようにな

る。例えば，事態「花子がご飯を食べる」に基づいて肉付けされた事態「2010年 10月 12
日にクラスメートの花子が駅前のレストランでパスタを食べた」であれば，真であるか偽

であるか，判断することができる（図 1）。 

 

              （空間）駅前のレストランで 

                           （時間）2010年 10月 12日に 

                花子が食べ物を食べる 

  （指示対象）クラスメート 

             （指示対象）パスタ 

 

真 ／ 偽 

図 1 事態と命題 

 

2011 年 3 月 18 日という未来の時間に位置付ければ，望ましいか望ましくないか，判断す
ることができるようになる。このような肉付けされた事態は命題と捉える。 

 

情報 

上に述べた動作，行為，状態，事態，命題を合わせて情報と呼んでいい。加えて，動作

主，行為者，状態主体，時間，空間など，文脈上のあらゆる要素も情報である。 

事態 

命題 
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ここで動作，行為，状態，事態，命題，情報の関係を図 2にまとめておく。 

 

 

 

 

 

 

図 2 動作，行為，状態，事態，命題，情報の関係 

 
1.1.2  Dynamic modality，deontic modality，epistemic modality 

Dynamic modality，deontic modality，epistemic modalityは一般言語学（英語学）に
おけるモダリティの一般的な分類（種類）である3。 

Huddleston & Pullum (2002: 178)によれば，dynamic modalityは“are concerned with 
properties and dispositions of persons, etc., referred to in the clause,especially by the 
subject NP.”（Dynamic modalityは節における（特に主語名詞句によって）言及された人
の特質や意向などに関わっている）。Deontic modalityは“concerns the speaker’s attitude 
to the actualisation of future situations”（Deontic modalityは未来の事態の実現に対す
る話し手の態度に関わっている）。Epistemic modalityは“concerns the speaker’s attitude 
to the factuality of past or present time situations”（Epistemic modalityは過去または
現在の事態の事実性に対する話し手の態度に関わっている）。 

簡単に言えば，dynamic modalityは主語の能力や意志を表すものである（例文（1）（2））。
Deontic modalityは命令や依頼，禁止を表すものである（例文（3）（4））。Epistemic modality
は命題の真偽に対する判断を表すものである（例文（5）（6））。 

 
（1）田中さんは納豆が食べられます。 
（2）君にこの本をあげよう。 
（3）こっちへ来い。 
（4）ご自由に召し上がってください。 
（5）もうそろそろ帰るだろう。 
（6）彼はそのことを知らなかったようだ。 

 
本研究では，このような，dynamic modality，deontic modality，epistemic modalityを基
礎概念として使っている。 

 
 

                                                   
3 第 2章 2.1節を参照。 

情報 命題 
事態 動作 行為 

状態 
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1.2  本研究の基本的立場 

1.2.1  モダリティに対する考え方の多様性 

前述したように，モダリティに関する多様な考え方がある。それらの根本的な違いはモ

ダリティ論（モダリティ観）4にある。 
 

1.2.1.1  2つのモダリティ論 

田野村（2004: 217）は次のように，日本語研究におけるモダリティ論について述べてい
る。 

 
モダリティの論は数多いが，モダリティをどのようなものと捉えるかということにつ

いて特徴的な見解を積極的に打ち出しているものとしては，話者の発話時の心的態度

を表すとされるさまざまな文要素――終助詞，助動詞，取り立て助詞等々――を一括

してモダリティの表現として捉え，「文=命題+モダリティ」という図式に則って文法を
考えようとする仁田義雄，益岡隆志らに代表される立場と，考察の対象を“非現実の

領域に位置する事態を語るときに用いられる述定形式”に限定し，それらの形式の表

す意味をモダリティと定義しようとする尾上圭介の立場とが挙げられる。 
                                                              （田野村 2004: 217） 

 
黒滝（2005: 49）も日本語研究における「階層的モダリティ論（主観表現論）」と「非現
実事態陳述モダリティ論」の 2 つの立場の存在を指摘している。この 2 つの立場はそれぞ
れ田野村（2004: 217）の「仁田義雄，益岡隆志らに代表される立場」と「尾上圭介の立場」
に相当する。 
 

現在の日本語研究には，管見の限りでは，モダリティ論をめぐって 2 つの相対する立
場があると思われる。1 つは，「モダリティとは，現実との関わりにおける，発話時の
話し手の立場からした，言表事態に対する把握の仕方，および，それらについての話

し手の発話・伝達的態度のあり方の表し分けに関わる文法的表現である」（仁田 1991: 
18）とする「階層的モダリティ論（主観表現論）」（中略），もう 1つは「モダリティ形
式とは非現実の領域に位置する事態を語るときに用いられる述定形式であり，モダリ

ティとは，モダリティ形式を用いて話者の事態に対する捉え方をその事態に塗り込め

て語るときにその事態の一角に生ずる意味であると見る」（尾上 2001: 442）という「非
現実事態陳述モダリティ論」である。                           （黒滝 2005: 49） 

 
1.2.1.2  様々なモダリティの定義 

モダリティ論によって，モダリティの定義が異なっている。「非現実事態陳述モダリティ

                                                   
4 詳しくは，田野村（2004: 215-234），黒滝（2005: 39-73），宮崎（2002a: 1-7）を参照。 
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論」におけるモダリティの定義は次のようになる。 
 
モダリティ形式とは非現実の領域に位置する事態を語るときに用いられる述定形式で

あり，モダリティとは，モダリティ形式を用いて話者の事態に対する捉え方をその事

態に塗り込めて語るときにその事態の一角に生ずる意味であると見る。 
                                                                （尾上 2001: 442） 

 
「階層的モダリティ論（主観表現論）」の立場に立つ研究者は本質的に同様なモダリティ

の定義を行っている。ただし，研究者によって，その定義の言い方が異なっている5。例え

ば，益岡（1990: 74）と仁田（1991: 18）の定義である。 
 
益岡（1990: 74）：「モダリティ」とは，主観性の言語化されたものである，というのが
規定の基本となる。言い換えれば，客観的に把握される事柄ではなく，そうした事柄

を心に浮かべ，ことばに表す主体の側にかかわる事項の言語化されたものである，と

いうことである。本稿では，広義の「モダリティ」を，「判断し，表現する主体に直接

かかわる事柄を表す形式」と規定しておく。 
仁田（1991: 18）：〈モダリティ〉とは，現実との関わりにおける，発話時の話し手の立
場からした，言表事態に対する把握のし方，および，それらについての話し手の発話・

伝達的態度のあり方の表し分けに関わる文法的表現である。 
 
1.2.1.3  多義性と非多義性 

英語学におけるモダリティ研究はこの 2 つのモダリティ論にも分けられるが，モダリテ
ィの定義や性質に注目するモダリティ論より，研究アプローチ，とりわけ法助動詞の研究

アプローチに関心が強い。英語の法助動詞は 1 つの形式で幾種類ものモダリティを表現す
ることができる。例えば，例文（7）のmustは deontic modalityの意味を表し，例文（8）
のmustは epistemic modalityの意味を表している。例文（9）の canは deontic modality
の意味を表し，例文（10）の canは dynamic modalityの意味を表している。 

 
（7）John must be home by ten; Mother won’t let him stay out any later.（ジョンは

10時までに家に帰らなければならない。お母さんは遅くまで外にいることを許さ
ないから。） 

（8）John must be home already; I see his coat.（ジョンはきっと家にいるに違いな
い。私は彼のコートを見たからだ。） 

(Sweetser 1990: 49) 
（9）He can come in now.（彼は今入ってもよい。） 

                                                   
5 詳しくは，山岡（2000: 69-78），黒滝（2005: 42-49）を参照。 
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（10）He can run a mile in under four minutes.（彼は 1マイルを 4分以内で走るこ
とができる。） 

(Palmer 2001: 89) 
 
こうしたモダリティ表現の多義性は英語に限ったことではない。Sweetser (1990: 49)に

よれば，印欧諸語，セム系諸語，フィリピン諸島の諸言語，ドラビダ諸語，マヤ語諸語，

フィン・ウゴル諸語などの言語には，モダリティ表現の多義性が見られる6。中国語におい

ても，「一定」，「应该」，「得」，「准」，「会」，「能」など，数多くのモダリティ表現が多義性

を持っている。例えば，例文（11）の「会」は dynamic modalityの意味を表し，例文（12）
の「会」は epistemic modalityの意味を表している。例文（13）の「得」は deontic modality
の意味を表し，例文（14）の「得」は epistemic modalityの意味を表している。 
 

（11）他不但会滑雪，也会溜冰。（彼はスキーができるだけでなく，スケートもできる。） 
（12）学习那么用功，一定会考上好大学。（あんなに一生懸命勉強しているのだから，

きっといい大学に受かるだろう。） 

（13）我得去一趟。（私は一度行かなくてはならない。） 

（14）要不快走，我们就得迟到了。（さっさと歩かないと遅刻してしまうよ。） 

                                                             （『中日辞典 第 2版』） 
 
英語や中国語に比べれば，現代日本語の場合，1つのモダリティ表現は単一のモダリティ
的な意味しか表さない傾向がある。例えば，「なさい」，「てくれ」，「といい」，「てもいい」，

「てはいけない」，「なければならない」，などが deontic modality の意味のみを表し，「だ
ろう」，「かもしれない」，「にちがいない」，「はずだ」，「ようだ」，「（し）そうだ」などが

epistemic modalityの意味のみを表している。これによって，黒滝（2005: 95）は，日本語
にはいわゆる deontic的なmodalityと epistemic modalityとで異なる類型があり，両者間
に「意味的拡張」や「多義性」といった関連性は少ないと述べて，日本語のモダリティ表

現の非多義性を主張している7。 
ただし，「う」や「まい」のような，多義性のあるモダリティ表現もある。例えば，「う」

には，「話し手の意志，決意を表わす」意味，「現在，または未来の事柄について，話し手

の推量を表わす」意味，及び「相手に対する勧誘，または命令的な意を表わす」意味があ

る（『日本国語大辞典 第 2版』）。明治以降，話し手の推量を表す「う」（と「よう」）が徐々
に「だろう」に替られている（佐伯 1993）が，「う」は通時的に見れば，dynamic modality，
epistemic modality，deontic modalityの意味を表しているという多義性を持っていると考

                                                   
6 具体例は Palmer (1986: 121-125, 2001: 86-89)を参照。 
7 玉地（2008: 64-65）も，日本語のモダリティにおいては「行為拘束的モダリティ」と「認識
的モダリティ」の間に多義性が存在しないと主張している。 
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えられる。それで，日本語のモダリティ表現は部分的に多義性を持っていると言えよう。 
 

1.2.1.4  単義的アプローチと多義的アプローチ 

上述した言語のモダリティ表現が多義性，または部分的な多義性を持っているという事

実は一般的な語感から，判断することができる。にもかかわらず，1つのモダリティ表現に
1 つの中核的な(core)，或いは基本的な(basic)意味のみがあるという考え方に基づいて，モ
ダリティ表現の意味分析を行っている研究アプローチ，つまり，単義的アプローチもある。

例えば，Groefsema (1995: 62)は下記8のように，can，may，must，shouldの基本的な意
味を記述している（p=法助動詞を除いた部分で表現された命題）。 

 
Can :  p is compatible with the set of all propositions which have a bearing on p.（p
は，pとかかわりのあるあらゆる命題の集合と両立可能である。） 

May :  There is at least some set of propositions such that p is compatible with it.
（pが両立可能な命題の集合が少なくともいくらかはある。） 

Must :  p is entailed by the set of all propositions which have a bearing on p.（pは，
pとかかわりのあるあらゆる命題の集合によって含意される。） 

Should :  There is at least some set of propositions such that p is entailed by it.（p
が含意される命題の集合が少なくともいくらかはある。） 

(Groefsema 1995: 62) 
 
単義的アプローチと異なる研究アプローチは，1つのモダリティ表現に 2つ以上の意味が
あると捉える多義的アプローチである9。規範文法と記述文法の研究では，この研究アプロ

ーチを取るものが圧倒的に多い。モダリティ表現の意味を記述する辞書は主に，多義的ア

プローチを取っている。例えば，前掲の『日本国語大辞典 第 2版』である。 
 

1.2.2  本研究の立場 

前節でモダリティに対する考え方の多様性を概観した。ここでは，本研究の基本的立場

を簡単に説明してみたい。 
 

1.2.2.1  「モダリティ論」 

序章で述べたように，本研究は従来の日本語のモダリティ論から一時的に離れて，ある

程度原点に立ち帰って，一般言語学と英語学の成果を参考にして，日本語のモダリティを

改めて検討しようとしている。それで，本研究なりのモダリティ論はまだ模索中であると

                                                   
8 日本語訳文は澤田（2006）による。 
9 モダリティ表現の多義性と非多義性，単義的アプローチと多義的アプローチの詳細について

は，黒滝（2005: 75-95），岡本（2005: 11-21），澤田（2006: 165-190）を参照。 
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言わざるを得ない。敢えて言うならば，「階層的モダリティ論（主観表現論）」に近いであ

ろう。 
 

1.2.2.2  モダリティの暫定的規定 

言語の研究にあたっては，言語の使用者（話し手や書き手）のことを考えずに，言語そ

のものを考察することによって，いろいろなことを解明することができる。例えば，動詞

の使用者のことを考えずに，動詞の表す事物の動作・状態を考察することによって，動詞

の結合価，動詞自体のアスペクトなどを明らかにすることができる。 
しかしながら，モダリティには，常に話し手や書き手が関わっていると考えられる。例

えば，deontic modalityでは，話し手や書き手が行為の課し手や規範の持ち主として，事態
に関わっており，epistemic modalityでは，話し手や書き手が伝えようとする命題の様々な
側面に対する把握の仕方を示しながら，命題に関わっている。この場合では，モダリティ

表現はまさしく，話し手や書き手の「関わっている」こと（本研究では，話し手や書き手

の「関わっている」ことを「話し手の関与」と呼んでいる）10を表している。それで，動詞

の研究のように，話し手や書き手のことを考えずに，モダリティ表現を考察することはま

ず不可能であろう。 
筆者はこうした考え方に基づいて，日本語のモダリティを次のように規定しておきたい。 
 
モダリティとは，主に，行為の課し手や規範の持ち主としてある事態への話し手の関

わり方や，ある命題の様々な側面に対する把握の仕方への話し手の関わり方を表した

ものである。 
 

ほかに，日本語のモダリティは，聞き手への話し手の関わり方，主語と述語の関わり方11な

ども表している。したがって，簡単に言えば，モダリティの規定は次のようになる。 
 

モダリティとは，話し手が事態や命題，聞き手に関わっている様式，または，主語が

述語に関わっている様式を表すものである。 
 

1.2.2.3  多義性と多義的アプローチ 

モダリティ表現に関しては，筆者は日本語のモダリティ表現が部分的に多義性を持って

いると考えている。共時的に見れば，現代日本語のモダリティ表現は確かに 1 つの表現が
単一のモダリティ的な意味しか表さない傾向がある。しかし，通時的に見れば，「う」や「ま

い」のような，多義性のあるモダリティ表現の存在も確かである。 

                                                   
10 詳しくは，第 2章 2.3.1.1節を参照。 
11 聞き手への話し手の関わり方については，第 2章 2.3.1.1節を参照。主語と述語の関わり方
については，第 2章 2.3.1.2節を参照。 
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多義性のあるモダリティ表現の考察は現代日本語のモダリティの体系の構築に役立つ。

単義であったモダリティ表現は意味変化がおこった結果，2つ以上の意味を持つ多義語とな
るが，時が経つにつれて，それらの意味のいくつかが現代語で使われなくなることがある。

しかし，それらの意味（現代語では，使われなくなった意味と，使われ続けている意味）

は当該のモダリティ表現の意味変化の形跡を示しており，さらに，モダリティのすべての

可能な「意味の型」を示してくれる。例えば，多義性のある「う」の「現在，または未来

の事柄について，話し手の推量を表わす」意味は現代日本語ではあまり使われなくなった

が，使われ続けている「話し手の意志，決意を表わす」意味，「相手に対する勧誘，または

命令的な意を表わす」意味と共に，日本語のモダリティの epistemic意味，dynamic意味，
deontic 意味，3種の「意味の型」を示してくれる。こうした「意味の型」はモダリティの
分類の基礎となっている12。 
また，モダリティ表現の意味分析にあたっては，本研究は多義的アプローチを取ってい

る。 
 
1.2.2.4  モダリティ表現の範囲 

先行研究で考察されてきた日本語のモダリティ表現は範囲がかなり広い。黒滝（2005: 46）
によれば，主に，①文末形式（命令形などの動詞活用，助動詞，終助詞等），②非文末形式

（文中に現れる陳述副詞や副助詞等），③主観性を持った実質語（感情形容詞等），④文機

能＝文類型（聞き手への伝達等）の 4 種類に及んでいる。多くの研究者は 1 種類以上を考
察対象としている。例えば，Uyeno (1971)と中右（1979）は①②を，仁田（1991）は①③
④を，益岡（1991）は①④を考察している。本研究は原点に立ち帰って，日本語のモダリ
ティを改めて検討しようとしているので，（①文末形式の範囲における）必要最小限のモダ

リティ表現を考察対象としたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
12 第 2章 2.2節を参照。 
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第 2章 

モダリティの分類をめぐって 

 

 

 

2.0  はじめに 

本章の目的は日本語のモダリティの分類について論じることである。2.1節では，一般言
語学・英語学と日本語学・日英対照言語学の先行研究におけるモダリティの分類を取り上

げて，モダリティの分類と範囲に関する両者の捉え方の違いを分析する。2.2節では，言語
類型論的な視点を取り入れた文法化の研究によって，普遍性のあるモダリティの分類をも

とめる。その上で，日本語の個別性を考慮に入れて，日本語のモダリティを分類する。2.3
節では，関与という概念によって，2.2 節で得た日本語のモダリティの分類を再整理する。
つまり，まず，各種のモダリティにおける関与の在り方を説明して，関与を分類して定義

する。次に，関与の在り方を分類の基準として，日本語のモダリティを改めて分類する。

2.4節では，関与という概念によって，モダリティの主観性と客観性を定義してみる。 
 
 
2.1  先行研究におけるモダリティの分類 

本節では，一般言語学・英語学と日本語学・日英対照言語学の先行研究におけるモダリ

ティの分類を取り上げて1，モダリティの分類と範囲に関する両者の捉え方の違いを分析す

る。表 1は一般言語学・英語学におけるモダリティの分類であり2，表 2は日本語学・日英
対照言語学におけるモダリティの分類である3。 
一般言語学・英語学のモダリティ論と日本語学のモダリティ論は異なった研究の源を持

っている4。前者の研究源は様相論理学(modal logic)であり，後者の研究源は山田孝雄，時
枝誠記，渡辺実の流れを持つ陳述論である（湯本 2004: 12）。異なった理論の枠組みを発展
させた一般言語学・英語学のモダリティ論と日本語学のモダリティ論は異なったモダリテ

                                                   
1 ここで取り上げるのはモダリティ表現の多義的アプローチを取った先行研究である。単義的

アプローチを取る研究であれば，モダリティの（意味体系の）分類は問題にならない。多義的ア

プローチと単義的アプローチについては，第 1章 1.2.1.4節を参照。 
2 表 1における各用語の対応・非対応関係については，de Haan (2006: 29-32)を参照されたい。 
3 益岡（1991, 2007），仁田（1991, 2000）は日本語学の研究であり，中右（1994），湯本（2004），
澤田（2006）は日英対照言語学や，日本語を視野に入れた一般言語学の研究である。 
4 一般言語学・英語学のモダリティ論と日本語学のモダリティ論との全般的な違いについては，

湯本（2004: 9-19）を参照。 
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ィ観，モダリティの定義，モダリティ表現の研究アプローチ，モダリティの分類，及びモ

ダリティ表現の範囲5を持つことになった。ここでは，モダリティの分類と範囲に関する違

いを見る。細部までは触れないが，3つの著しい違いが挙げられる6。 
 

表 1 一般言語学・英語学におけるモダリティの分類 
Coates (1983), Sweetser (1990) Epistemic modality Root modality 

Lyons (1977) Epistemic modality Deontic 
modality  

Palmer (1987, 1990, 2003), 
Huddleston & Pullum (2002) Epistemic modality Deontic 

modality 
Dynamic 
modality 

Palmer (2001) Propositional modality Event modality 
Epistemic Evidential Deontic Dynamic 

Bybee & Pagliuca (1985) Epistemic modality Agent-oriented modality 
Quirt et al. (1985) Extrinsic modality Intrinsic modality 

Halliday (1994) Modalization Modulation 
Probability Usuality Obligation Inclination 

 
表 2 日本語学・日英対照言語学におけるモダリティの分類 

益岡 
（1991） 

判断系のモダリティ 表現系のモダリティ 
取り立てのモダリティ，みとめ方のモダリ

ティ，テンスのモダリティ，価値判断のモ

ダリティ，真偽判断のモダリティ 

表現類型のモダリティ，ていねいさのモ

ダリティ，伝達態度のモダリティ 

仁田 
（1991） 

言表事態めあてのモダリティ 発話・伝達のモダリティ 副次的

モダリ

ティ 情意系の待ち望み，認識系の判断 
働きかけ，表出，述べ立て，問

いかけ 

中右 
（1994） 

Sモダリティ（命題態度） Dモダリティ（発話態度） 

真偽判断のモダリティ，判断保留のモダリ

ティ，是非判断のモダリティ，価値判断の

モダリティ，拘束判断のモダリティ 

談話（テクスト）形成のモダリティ，発

話様態のモダリティ，情報取り立てのモ

ダリティ，対人関係のモダリティ，感嘆

表出・慣行儀礼のモダリティ 
仁田 
（2000） 

命題めあてのモダリティ 発話・伝達のモダリティ 

 認識のモダリティ，当為評価のモダリティ 
湯本 
（2004） 

命題内容モダリティ 発話態度モダリティ 
命題内容実現，命題内容真偽 命題内容評価判断，対人関係判断 

澤田 

（2006） 
命題的 事象的 

言語行為的，態度的 力動的，存在的，束縛的 

益岡 
（2007） 

判断のモダリティ 発話のモダリティ 特殊なモダリティ 

真偽判断のモダリティ，価値判断のモダリ

ティ 

発話類型のモダリ

ティ，対話のモダリ

ティ 

説明のモダリテ

ィ，評価のモダリ

ティ 
 

                                                   
5 これらについては，第 1章 1.2.1節を参照。 
6 ほかに，湯本（2004: 21）は日本語におけるモダリティ概念に含まれている「factiveな命題
内容についての話し手の評価表現」は「英語におけるモダリティ概念に含まれているものではな

い」という違いを指摘している。 
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1つ目は日本語学のモダリティ論が文機能（文類型）をモダリティとして捉えていること
である。例えば，益岡（1991）の「表現類型のモダリティ」，仁田（1991, 2000）の「発話・
伝達のモダリティ」，日本語記述文法研究会（2003）の「表現類型のモダリティ」，益岡（2007）
の「発話類型のモダリティ」などである。文機能（文類型）のモダリティは「言語活動の

基本的単位である文が，どのようなタイプの発話・伝達的な役割・機能を担っているのか」

（仁田 2000: 82）ということを表すものである。一般言語学・英語学のモダリティ論は文
機能（文類型）のモダリティを認めていない7。ただし，deontic modalityは文機能（文類
型）のモダリティの下位分類，例えば，益岡（1991）の「情意表出型」，「訴え型」などに
相当する。 

2つ目は日本語学のモダリティ論が「話し手と聞き手との interaction」8をモダリティに

取り込んでいることである。例えば，益岡（1991）の「ていねいさのモダリティ」，「伝達
態度のモダリティ」，仁田（1991）の「副次的モダリティ」，日本語記述文法研究会（2003）
の「丁寧さのモダリティ」，「伝達態度のモダリティ」，益岡（2007）の「丁寧さのモダリテ
ィ」，「対話態度のモダリティ」などである。このタイプのモダリティは「話し手と聞き手

との相互関係維持・構築」（湯本 2004: 21）を表すものである。だが，一般言語学・英語学
のモダリティ論はそれを主な分類としていない9。 

3つ目は一般に，日本語学のモダリティ論が dynamic modalityを認めていないことであ
る10。Palmer (1990: 36)によれば，dynamic modalityは次の性質がある。 
 

... dynamic modality is subject-oriented in the sense that it is concerned with the 
ability or volition of the subject of the sentence, rather than the opinions (epistemic) 
or attitudes (deontic) of the speaker (and addressee).（Ｄynamic modalityは主語指
向で，すなわち話し手（と聞き手）の見解(epistemic)や態度(deontic)ではなく，文の
主語の能力や意志に関わっている。）                            (Palmer 1990: 36) 

 
日本語学においては，ability は従来，動詞の可能態として扱われている。Volition につい
ては，文機能（文類型）のモダリティの下位分類として扱っている研究（例えば，仁田 1991，
                                                   
7 中国語学においては，賀（1992）や斉（2002）のような，文機能（文類型）のモダリティに
相当する「機能語気」のモダリティ――「言語コミュニケーションにおいて文が有する言語機能

であり，話し手が文を用いて達成しようとするある種のコミュニケーション目的を表す」（賀 
1992: 60）――を対象とする研究がある。 
8 湯本（2004）の用語である。 
9 一般言語学・英語学のモダリティ論の deontic modalityも話し手と聞き手との関係を含むも
のであるが，湯本（2004: 21）が指摘したように，「この deontic modalityは，遂行の必然性と
可能性をあくまで話し手の視点でのみ捉えており，話し手側からの一方通行の主観性表現のみを

扱う分類である。話し手と聞き手との相互関係維持・構築からの視点を持った分類ではない」。 
10 玉地（2005）は言語類型論の立場から日本語の dynamic modalityを認めて，「～できる，
～える，～られる，～う，～よう，～たい」という動詞の活用形を dynamic modalityの表現と
捉えている。ナロック（2002）も可能を表す「～（ら）れる」をモダリティの形式としている。 
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日本語記述文法研究会 2003，益岡 2007）が多い。 
 
 
2.2  文法化の経路から見るモダリティの分類 

モダリティの分類とはケーキの切り方の違いのようなものである(a matter of different 
ways of slicing the same cake)(Perkins 1983: 10)。2.1節で見たように，異なった理論の枠
組みを発展させた，一般言語学・英語学と日本語学・日英対照言語学におけるモダリティ

の分類や範囲はかなり異なっている。さらに，仁田（1991）と益岡（1991）のような，同
じ立場に立った研究においても，異なった分類が見られる。 
筆者は普遍性のあるモダリティの分類を参考にした上で，日本語の個別性を考慮に入れ

て，日本語のモダリティを分類すべきであると考えている。普遍性のあるモダリティの分

類を考察するには，言語類型論的な視点を取り入れた文法化の研究によって，分析するこ

とが必要である。具体的に言えば，モダリティ表現の，普遍性のある文法化の経路(pathway)
をまとめることが必要である。 

Hopper & Traugott (2003: 231)によれば，文法化は次のように定義されている。 
 

... the change whereby lexical items and constructions come in certain linguistic 
contexts to serve grammatical functions and, once grammaticalized, continue to 
develop new grammatical functions.（語彙項目や語彙的構造がある言語学的文脈にお
いて文法的機能を持つようになるという変化のことであり，一度文法化されると，新

しい文法的機能へと発展しつづけること11）           (Hopper & Traugott 2003: 18) 
 
文法化研究はこうした言語の変化を究明することができる。ただし，文法化研究で目標

とされるのは「単に記述的な文法変化を明らかにすることにとどまらず，さらに言語類型

論的な視点から，世界の言語にどのような文法変化のパターンがあるのかを明らかにする

ことが目指される」（玉地 2008: 61）。このような，言語類型論的な視点を取り入れた文法
化研究は，膨大な言語データに基づいて，多くの言語における文法変化のパターン，つま

り文法化の経路を考察している。文法化の経路には，普遍的なものがあり，また個別的な

ものがある。モダリティ表現に関しては，「DYNAMIC MODALITY＞DEONTIC 
MODALITY」12や「DEONTIC MODALITY＞EPISTEMIC MODALITY」のような経路
があり，しかも普遍的である。この 2 つは一般的なものであるが，「ABILITY＞
PERMISSIVE」，「ABILITY＞POSSIBILITY」，「DEONTIC MODALITY＞FUTURE」，
「FUTURE＞EPISTEMIC MODALITY」，「OBLIGATION＞FUTURE」，「OBLIGATION
                                                   
11 訳文はHopper & Traugott 2003の初版の訳本による（Hopper, P. J. & Traugott, E. C. 1993. 
Grammaticalization. Cambridge University Press. 日野資成 (訳) (2003) 『文法化』 九州大
学出版会）。 
12 ＞記号は左から右への変化を表す。 
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＞PROBABILITY」，「WANT (‘want’, ‘wish’, ‘desire’)＞FUTURE」のような，より具体的
なモダリティの文法化の経路もある(Heine & Kuteva 2002)13。これらはいずれも普遍性の

あるものである。 
モダリティ表現の文法化の経路は意味変化の形跡であり，すべての可能な意味を示して

いる。ある言語におけるモダリティ表現の文法化の経路をまとめることによって，当該言

語のモダリティの全体像が見られることになる。世界中の様々な言語におけるモダリティ

表現の文法化の経路をまとめて比較することによって，普遍性のある文法化の経路と個別

性のある文法化の経路が見られることになる。モダリティ表現の，普遍性のある文法化の

経路は普遍性のある意味の型を示している。これを基にするモダリティの分類は普遍性の

あるモダリティの分類であり，日本語のモダリティの分類の基礎となる。こうした普遍性

のあるモダリティの分類を得るプロセスは図 1に示すことができる。 
 
     ①様々な言語におけ                ③普遍性のあ 
       る文法化の経路                  る意味の型 
                    ②普遍性のある 
                     文法化の経路 
 
 
 
 
                              ④普遍性のあるモ 
                               ダリティの分類 

図 1 普遍性のあるモダリティの分類を得るプロセス 
 
枠①②③④と大きな矢印は当該プロセスを示し，“ａ→ｂ→ｃ”，“ｂ→ｃ”，“ｃ→ｄ”と“ａ

→ｂ”はモダリティ表現の文法化の経路（意味変化の形跡）を示し，“ａ”“ｂ”“ｃ”“ｄ”

は各種の意味を示している。枠④の“Ａ，Ｂ，Ｃ”は普遍性のある意味の型“ａ，ｂ，ｃ”

を基にする普遍性のあるモダリティの分類を示している。 
上に述べた普遍性のある文法化の経路は“ABILITY”（能力），“WANT”（意志）などの

dynamic的意味，“PERMISSIVE”（許可），“OBLIGATION”（義務）などの deontic的意
味と，“POSSIBILITY”（可能性），“PROBABILITY”（見込み）などの epistemic 的意味

                                                   
13 Heine & Kuteva (2002)は約 500種の言語における 400種余りの文法化の経路を紹介してい
る。ここで挙げたのはモダリティに関するものの一部である。ほかには，「ARRIVE (‘arrive at’, 
‘reach’)＞ABILITY」，「DO (‘to do’, ‘to make’)＞OBLIGATION」，「GET (‘to get’, ‘to receive’, ‘to 
obtain’)＞ABILITY」，「GET (‘to get’, ‘to receive’, ‘to obtain’)＞OBLIGATION」，「GET (‘to get’, 
‘to receive’, ‘to obtain’)＞PERMISSIVE」，「GET (‘to get’, ‘to receive’, ‘to obtain’)＞
POSSIBILITY」，「KNOW＞ABILITY」，「LEAVE (‘to leave’, ‘to abandon’, ‘to let’)＞
PERMISSIVE」，「MIRATIVE＞EVIDENTIAL, INFERENTIAL」，「SAY＞EVIDENTIAL」，
「SUITABLE (‘to be sufficient, enough’, ‘to be fitting’, ‘to be suitable’)＞ABILITY」，
「SUITABLE (‘to be sufficient, enough’, ‘to be fitting’, ‘to be suitable’)＞OBLIGATION」など
がある。 

言語 1  ａ→ｂ→ｃ 
            ｂ→ｃ 
                ｃ→ｄ 
言語 2  ａ→ｂ→ｃ 

            ｂ→ｃ 
        ａ→ｂ 
…… 

ａ→ｂ→ｃ 

    ｂ→ｃ 

ａ，ｂ，ｃ 

Ａ，Ｂ，Ｃ 
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という 3 種の意味の型を示している。これを基にして，モダリティを dynamic modality，
deontic modality，epistemic modalityに分類することができる。 
さらに，こうした普遍性のあるモダリティの分類を基礎として，日本語の個別性を考慮

に入れて，日本語のモダリティを分類することができる。日本語の個別性と言えば，2.1節
で述べた「話し手と聞き手との interaction」のモダリティ（本研究では，interactional 
modality と呼ぶことにする）が挙げられる。それで，日本語のモダリティは暫定的に
dynamic modality，deontic modality，epistemic modality，interactional modalityに分
類することができる。もちろん，こうした分類はおおよその仕組みにとどまっており，さ

らに細分化の必要がある（2.3.2節を参照）。 
 
 
2.3  「関与」から見る日本語モダリティの分類 

2.2 節で普遍性のあるモダリティの分類を基礎とする日本語のモダリティの分類を論じ
た。ここでは，関与という概念に基づいて，こうした分類を再整理する。まず，関与とい

う概念を説明する。 
 
2.3.1  関与とは 

2.3.1.1  話し手の関与 

話し手は思考をことばにコード化して，聞き手に伝達して理解してもらうというコミュ

ニケーションの役割を担っている。その上さらに，話し手が発話の場で事態の参与者や命

題の創造者となることがある。Deontic modality においては，話し手が行為の課し手（他
者に行為を実行させる人）や規範の持ち主（行為の実行を要求できる権力や権威を持って

いる人）14として，ある事態に関わっている。例えば，例文（1）の場合，雇用主である話
し手が行為の課し手と規範の持ち主として，下女の「果物籃を持ってその奥さんのところ

に行って，その奥さんに果物籃を上げる」という行為に関わっている。例文（2）の場合，
校長である話し手が行為の課し手と規範の持ち主として，生徒の「言うことを聞いて勉強

する」という行為に関わっている。 
 

（1）「そうか。じゃその奥さんでいいから，これを持って行って上げてくれ。そうし
てね，もしお差支えがなければちょっとお目にかかりたいって」 

「へえ」 

下女はすぐ果物籃を提げて廊下へ出た。                  （夏目漱石『明暗』） 
（2）次の時間の授業の始まる前に，校長は生徒を第一教室に集めた。かれは卓のとこ

ろに立って，新しい教員を生徒に紹介した。 
「今度，林先生とおっしゃる新しい先生がおいでになりまして，皆さんの授業を

                                                   
14 行為の課し手と規範の持ち主については，第 4章 4.1.1節と 4.2.1節を参照。 
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なさることになりました。新しい先生は行田のお方で，中学のほうを勉強してい

らしって，よくおできになる先生でございますから，皆さんもよく言うことを聞

いて勉強するようにしなければなりません」          （田山花袋『田舎教師』） 
 
Epistemic modality においては，上記とは違い，話し手が伝達される命題に関わってい
る。つまり，話し手が根拠に基づいて想像や思考を通して命題を創造した15上で，根拠の存

在や種類，思考や想像の様式，新しい命題の確実性などに対する把握の仕方を示して，命

題に関わるのである。例えば，例文（3）の場合，話し手が「記者の取材が昨日の午後だっ
た」などの根拠に基づいて想像や思考を通して「あの記事が今日の新聞に出た」という命

題を創造して，その命題に対する高い確実性を示して，命題に関わっている。例文（4）の
場合，話し手が「杯の色」などの根拠に基づいて想像や思考を通して「その杯を墓の中か

ら掘り出した」という命題を創造して，「杯の色」という根拠の存在を示して，命題に関わ

っている。 
 
（3）「読売の記者はいつお伺いしたでしょうか？」と尋ねました。 

「昨日の午後でした」 
昨日の午後ならば，あの記事は今日の新聞に出たにちがいない。こう思って電車

停留場へ来ますと向かい側に新聞取次店があったので，転ぶようにその店へ入っ

て，『読売新聞』を買いました。広げて見ると，第三面の下から三段目に，切り

抜きどおりの記事がありました。                （小酒井不木『紅色ダイヤ』） 
（4）第八の娘は黙って，その熔巌の色をした杯を出した。 
（中略） 
「墓の中から掘り出したようだわ」                           （森鴎外『杯』） 

 
Interactional modalityにおいては，話し手と聞き手との上下関係や親疎関係などの人間
関係，話し手と聞き手の間の情報認識の一致・不一致関係などの相互関係をめぐって，話

し手が聞き手に関わっている。例えば，例文（5）（6）の場合，話し手が聞き手との上下関
係や親疎関係などの人間関係に基づいて，聞き手に対する丁寧さを示したり示さなかった

りして，聞き手に関わっている。 
 
（5）「毎日，たいへんですね。」 
「ええ，疲れますわ。」                                  （太宰治『渡り鳥』） 

（6）「お前は飛行出来るかな？」 
或る時秀吉が五右衛門に訊いた。 
「自由自在でございます」                     （国枝史郎『五右衛門と新左』） 

                                                   
15 この心的過程については，第 6章 6.2節を参照。 
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例文（7）（8）の場合，話し手が聞き手との間の情報認識の一致・不一致関係に基づいて，
聞き手の認識と一致しない情報または一致する情報を聞き手に提示して，聞き手に関わっ

ている。 
 
（7）「健ちゃん！ 蛙がいるよ。」 
「蛙？ どら，どこにいる？」 
「ほら，その桶のそばにつくばっているよ。」                （林芙美子『蛙』） 

（8）「どうって，それっきりさ，まだ未解決のままなんだ。」 
「未解決だって，それじゃ困るね。」 
「ああ困るよ。」                                    （豊島与志雄『白日夢』） 

 
こうしたモダリティ表現の示している「話し手が事態や命題，聞き手に関わっている」

ことを「話し手の関与」と呼んでおきたい。Deontic modality，epistemic modality，
interactional modalityにおける話し手の関与をそれぞれ事態関与，命題関与，相互関与と
名付けることにする。 

 
2.3.1.2  主語の関与 

一方，dynamic modalityにおいては，下記の例で示すように，事態関与，命題関与，相
互関与のすべてが見られない。例えば，例文（9）（10）のような，“ABILITY”（能力）を
表す dynamic modalityには，deontic modalityにおける事態関与が見られない。ただ，話
し手自身のことを語る例文（9）のように，話し手自身が動作主として事態に関わっている

例もある。こうした「話し手自身が動作主として事態に関わっている」ことは事態関与と

捉えない。 

 

（9）あなた方，雑炊食堂の雑炊ってご存知？こないだ女中がバケツに一杯買ってきた
の。あれ暖かくするとおいしいものよ。どろどろしていて，つるつるっていくら

でも食べられるわ。                              （北杜夫『楡家の人びと』） 
（10）富士山は雲がかかれば見えないし，ゲイシャに会うことは金がかかりすぎる。

しかし，新幹線は日本に観光に来たどの外人も乗ることができる。 
                                                           （曽野綾子『太郎物語』） 
 

次に，“WANT”（意志）を表す dynamic modalityは言語類型論的に見れば，例文（11）
（12）のような話し手自身の意志を表すことと，例文（13）（14）のような他者の意志を表
すことができる（Bybee et al. 1994: 178, Palmer 2001: 76-79, Heine & Kuteva 2002: 
310-311を参照）。どちらの場合にも，deontic modalityにおける事態関与が見られない。
ただ，話し手自身の意志を表す場合，話し手自身が動作主として事態に関わっている。こ
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うした「話し手自身が動作主として事態に関わっている」ことも事態関与と捉えない。 

 
（11）「じゃ，明日柳生の婆さんに会いに行けばいい。地図を書いてあげよう」 

                                                   （筒井康隆『エディプスの恋人』） 
（12）「もうすこし，自動販売機に近づいて調べてみよう」 

ダスティン船長は二歩三歩，販売機に歩みよった。（井上ひさし『ブンとフン』） 
（13）John will help you to find a job.（ジョンはあなたが仕事を探すのを助けるつも

りだ。）                                               (Palmer 1987: 138) 
（14）他很想出国。（彼は海外に行きたがっている。）               （彭 2005: 73） 

 
また，日本語では，“WANT”（意志）を表す dynamic modalityは基本的に，例文（11）（12）
のように，話し手自身の意志を表している。 
にもかかわらず，dynamic modality には，別のタイプの関与が存在すると考えられる。

Deontic modality，epistemic modality，interactional modalityにおけるモダリティ表現
は話し手が事態，命題，聞き手などに関わっていることを示しているが，dynamic modality
におけるモダリティ表現は主語が述語に関わっていることを示している。例えば，例文（9）
（10）のように，“ABILITY”（能力）を表す dynamic modality におけるモダリティ表現
「られる」，「ことができる」は主語「荒井千恵子」，「外人」が述語「食べる」，「乗る」に

関わっていることを示している。例文（12）（13）（14）のように，“WANT”（意志）を表
す dynamic modalityにおけるモダリティ表現「しよう」，will，「想」は主語「ダスティン
船長」，John，「他」が述語「近づいて調べてみる」，help … to find …，「出」に関わって
いることを示している。こうしたモダリティ表現の示している「主語が述語に関わってい

る」ことを「主語の関与」（以下，主語関与と略称する）と呼んでおきたい。 
主語と述語のある文でさえあれば，主語は述語に関わっている。Dynamic modalityの文

と同じく，deontic modality，epistemic modality，interactional modalityの文においても，
主語が述語に関わっている。違いはモダリティ表現がそれを示しているかどうかというこ

とにある。Dynamic modalityにおけるモダリティ表現は主語が述語に関わっていることを
示しているが，deontic modality，epistemic modality，interactional modalityにおけるモ
ダリティ表現は主語が述語に関わっていることではなく，話し手が事態や命題，聞き手に

関わっていることを示している16。 
以上述べてきた話し手の関与，主語関与という 2 種の関与の定義は以下のようにまとめ

られる。 
 

                                                   
16 なお，dynamic modalityにおいては，主語が述語に関わって，それによって，ある事態が
構成される。Deontic modality，epistemic modalityにおいては，話し手が構成された事態に関
わっている。この意味で，主語関与は「事態内的関与」とも呼べる。 
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話し手の関与：Deontic modality，epistemic modality，interactional modalityのモ
ダリティ表現の示している，話し手が事態や命題，聞き手に関わって

いることである。 
事態関与：Deontic modality のモダリティ表現の示している，話し手が事態に関

わっていることである。具体的に言えば，話し手が行為の課し手（他

者に行為を実行させる人）や規範の持ち主（行為の実行を要求できる

権力や権威を持っている人）として，ある事態に関わっている。 
命題関与：Epistemic modality のモダリティ表現の示している，話し手が命題に

関わっていることである。具体的に言えば，話し手が根拠に基づいて

想像や思考を通して命題を創造した上で，根拠の存在や種類，思考や

想像の様式，命題の確実性などに対する把握の仕方を示して，命題に

関わっている。 
相互関与：Interactional modalityのモダリティ表現の示している，話し手が聞き

手に関わっていることである。具体的に言えば，話し手と聞き手との

上下関係や親疎関係などの人間関係，話し手と聞き手の間の情報認識

の一致・不一致関係などの相互関係をめぐって，話し手が聞き手に関

わっている。 
主語関与：Dynamic modalityのモダリティ表現の示している，主語が述語に関わって

いることである。 
 
ここまで dynamic modality，deontic modality，epistemic modality，interactional 

modality における関与の在り方を説明し，関与を主語関与，事態関与，命題関与，相互関
与に分けた。さらに，それぞれの定義をまとめた。ただし，関与そのものは定義しないま

ま使ってきた。上に述べたことから分かるように，dynamic modality，deontic modality，
epistemic modality，interactional modalityにおける関与は異なった姿を呈しているので，
関与そのものを定義することはかなり困難だと言わざるを得ない。敢えて定義すれば，モ

ダリティ表現の示している，話し手が事態や命題，聞き手に関わっていること，または，

主語が述語に関わっていることであると大まかに定義しておきたい。 
 

2.3.2  「関与」による日本語モダリティの分類の再整理 

ここでは，関与という概念によって，dynamic modality，deontic modality，epistemic 
modality，interactional modalityという分類を再整理する。再整理とはモダリティ表現の，
普遍性のある意味の型（及び日本語の個別性）という分類の基準を関与の在り方という分

類の基準に変えることと，分類の細分化である。 
まず，日本語のモダリティを「主語関与型モダリティ」，「事態関与型モダリティ」，「命

題関与型モダリティ」，「相互関与型モダリティ」の 4種に大別する。 
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主語関与型モダリティは「可能のモダリティ」と「意志のモダリティ」に分けられる。

可能のモダリティとは動作主がある動作を実現することが可能である（ときに，ある状態

の実現が可能である）ということを表すものである（例文（15）（16））。意志のモダリティ
とはある行為の実行に対する行為者（話し手自身）の意志を表すものである（例文（17）（18））。 

 
（15）この夏から秋にかけて，彼は司法試験を受ける予定だった。合格すれば判事検

事にもなれるし，高級官吏にもなれる。大学に残って教授の地位につくことも

できる。                                       （石川達三『青春の蹉跌』） 
（16）「アメリカやイギリスの子供の使っている言葉ぐらい，日本の子供だって，おぼ

えられます」                                       （三浦綾子『塩狩峠』） 
（17）「僕が持っていて上げよう」 

「いいわ……いつもひとりでするんですから」 （堀辰雄『風立ちぬ・美しい村』） 
（18）「いや，行くのは一月です。今度のは，偵察山行です。一応，厳冬期に通る道を，

歩いて来るつもりです」                           （新田次郎『孤高の人』） 
 
事態関与型モダリティは「行為要求のモダリティ」と「事態評価のモダリティ」に分け

られる。行為要求のモダリティとは話し手が聞き手にある行為の実行を命じたり，頼んだ

りすることを表すものである（例文（19）（20））。事態評価のモダリティとはある行為の実
行や，ある状態の実現が望ましいかどうかという評価を表すものである（例文（21）（22））。 

 
（19）「ふん。しぶとい奴だな。とにかくそんな所へ往ってはいかん。こっちへ来い」 
                                                 （森鴎外『山椒大夫・高瀬舟』） 
（20）「ようやく一つだけなりました。どうか召しあがってください」 
                                                     （北杜夫『楡家の人びと』） 
（21）第二に，移籍の先をどうするかである。常識的には金子ジムへ行くのが妥当だ

ろうが，条件が折り合うかどうか具体的に話をつめてみなければならない。第

三に，早く金を揃えなくてはならない。           （沢木耕太郎『一瞬の夏』） 
（22）「窓開けてもいいわよ。わたし寒くないわ。その方が気持いいでしょう，富士山

が見えて」                                     （井上靖『あすなろ物語』） 
 
命題関与型モダリティは特に「認識のモダリティ」のことをさしている。認識のモダリ

ティとは伝達しようとする命題に対する理性的な把握の仕方を表すものである（例文（23）
（24））。 

 
（23）この水嵩では，落ちたりすればたちまち流されてしまうだろう。 
                                               （筒井康隆『エディプスの恋人』） 
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（24）病院から帰って来ると，ベニが私の万年床に寝ころがっていた。帯も足袋もぬ
ぎ散らかしている。ベニははかなげに天井を見ていた。疲れているようだ。 

                                                         （林芙美子『放浪記』） 
 
相互関与型モダリティは「丁寧さのモダリティ」と「情報認識のモダリティ」に分けら

れる。丁寧さのモダリティとは聞き手に対する話し手の丁寧さに関わる気持ちの有無を表

すものである（例文（25）（26））。情報認識のモダリティとは聞き手の情報認識に対する話
し手の配慮を表すものである（例文（27）（28））。 

 
（25）「最初は営業部にまわす。得意先まわりだ。歩く商売だ。自家用車やタクシーは

使えない。電車とバスを使って一日得意先をまわる。おまえにそれが出来るか」 
「やってみます」                                    （立原正秋『冬の旅』） 

（26）「それは無理だよ」 

「どうしてです」                                （沢木耕太郎『一瞬の夏』） 
（27）「長い事，函館の青柳町にもいた事があります。」 

「いい所に居たんだね，俺も北海道だよ。」             （林芙美子『放浪記』） 
（28）「君はいい子だね。」 

「どうして？ どこがいいの。」 

「いい子だよ。」                                       （川端康成『雪国』） 
 

こうした日本語のモダリティの分類は表 3にまとめられる。 
 

表 3 「関与」によって再整理した日本語のモダリティの分類 
日本語のモダリティの分類 表現形式の例 

［1］主語関与型モダリティ 
可能のモダリティ 「れる・られる」「うる・える」 

意志のモダリティ 「しよう」「つもりだ」 

［2］事態関与型モダリティ 
行為要求のモダリティ 「しろ」「てください」 

事態評価のモダリティ 「なければならない」「てもいい」 

［3］命題関与型モダリティ 認識のモダリティ 「だろう」「ようだ」 

［4］相互関与型モダリティ 
丁寧さのモダリティ 「です」「ます」 

情報認識のモダリティ 「よ」「わ」「ね」「な」 

 
関与の在り方を分類の基準として再整理した分類はモダリティ表現の，普遍性のある意

味の型（及び日本語の個別性）を分類の基準とした分類に対応する。つまり主語関与型モ

ダリティ，事態関与型モダリティ，命題関与型モダリティ，相互関与型モダリティはそれ

ぞれ dynamic modality，deontic modality，epistemic modality，interactional modality
に対応する。しかし，関与の在り方を分類の基準とするということはモダリティにおける

話し手の役割を従来の研究より重要視することになる。 



 

第 2章  モダリティの分類をめぐって    31 
 

2.4  主観性・客観性と「関与」 

2.3節で関与という概念に基づいて，日本語のモダリティの分類を論じた。関与という概
念によって，モダリティ研究における極めて重要な概念「主観性・客観性」を考察するこ

ともできる。 
モダリティ研究においては，主観性と客観性がよく議論されているが，明確に定義せず

に使われることが多い。管見の限り，主観性を明確に定義した研究は Lyons (1977, 1995)
が挙げられる。Lyons (1977: 739)は 

 
... the speaker, in making an utterance, simultaneously comments upon that 
utterance and expresses his attitude to what he is saying.（話し手が発話する際
に，同時に，当該発話についてコメントし，彼の話していることに対して彼の態

度を表すこと） 
 
ということを主観性としている。Lyons (1995: 337)は主観性を発話的主観性(locutionary 
subjectivity)と捉えて，次のように定義している。 

 
If we accept uncritically for the moment the post-Cartesian (and post-Kantian) 
distinction of the (internal) subjective ego, or self, and the (external) objective 
non-ego, or non-self, we can say of locutionary subjectivity that it is the locutionary 
agent’s (the speaker’s or writer’s, the utterer’s) expression of himself or herself in 
the act of utterance: locutionary subjectivity is, quite simply, self-expression in the 
use of language.（もしポスト・デカルト（及びポスト・カント）の（内的な）主観的
な自我／自己と，（外的な）客観的な非我／非自己という区別を無批判に受け入れれば，

我々は発話的主観性は発話の行為において発話行為者（話し手や書き手，発言者）に

よる彼自身／彼女自身の表出であると言ってもいいが，要するに発話的主観性は言語

の使用における自己表出である。）           (Lyons 1995: 337)（下線は筆者による） 
 

Lyonsの「主観性」はモダリティ研究のみのためではなく，モダリティのほかに，指示，指
標性，ダイクシス，時制，アスペクトなどにも関わっている(Lyons 1995: 293-342)。 
本研究では，関与という概念に基づいて，モダリティにおける

．．．．．．．．．
主観性と客観性を次のよ

うに定義しておきたい。 
 
モダリティにおいては，主観性とは話し手の関与が含まれていることであり，客観性

とは話し手の関与が含まれていないことである。 
 
主観性と客観性の定義に使われるのみではなく，関与という概念はモダリティの主観性
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と客観性の程度を計る尺度でもある――話し手の関与が深ければ深いほど，モダリティは

より主観的であり，話し手の関与が浅ければ浅いほど，より客観的である。このような定

義は「概念的定義」（例えば，Lyons 1995: 337）に対して，「操作的定義」である。 
関与という概念によって，モダリティの主観性と客観性を定義することについては，

Coates (1983)，岡本（2005），澤田（2006）など，筆者と同じ考え方を持っている先行研
究がある。ただし，これらの先行研究の「関与」は本研究のものより範囲が狭く，事態関

与と命題関与の 2種のみに相当する。 
Coates (1983)は話し手の関与という概念によって，主観性と客観性を明確に定義してい

ないが，関与の有無によって法助動詞の主観性と客観性を区別している。澤田（2006: 43, 
142）も話し手の関与の有無を主観性と客観性の区別の基準としている。しかも，関与の深
さを主観性の程度を計る尺度と捉えている。岡本（2005: 21, 24, 179）は「主観的なモダリ
ティとは，命題内容に対して，話し手の関与が含まれていることを表し，客観的モダリテ

ィとは，その反対を表している」，「「主観性」や「主観的」と称された用語は，主に話し手

の心的態度が関与しているかどうかを表すために使用されてきた」と明確に述べている。 
要するに，関与という概念を取り入れて初めて，モダリティの主観性と客観性を的確に

定義し，その程度を計ることができると考えられる。 
 
 
2.5  まとめ 

最後に，この章で述べたことの要点をまとめておく。 

1）モダリティの分類と範囲に関しては，一般言語学・英語学と日本語学・日英対照言語学
との違いを 3つ挙げた。 

2）言語類型論的な視点を取り入れた文法化の研究によって，dynamic modality，deontic 
modality，epistemic modalityという普遍性のあるモダリティの分類を得た。 

3）普遍性のあるモダリティの分類を基礎として，日本語の個別性を考慮に入れて，日本語
のモダリティを dynamic modality， deontic modality， epistemic modality，
interactional modalityに分類した。 

4）Dynamic modality，deontic modality，epistemic modality，interactional modality
における関与の在り方を説明して，関与を主語関与，事態関与，命題関与，相互関与に

分けた。それぞれの定義もまとめた。 
5）関与の在り方を分類の基準として，dynamic modality，deontic modality，epistemic 

modality，interactional modality という分類を再整理して，日本語のモダリティを 4
種に大別して，さらに 7種に細分化した。 

6）関与という概念によって，モダリティにおける主観性と客観性を定義した。 
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第 3章 

可能のモダリティと意志のモダリティ 

（［1］主語関与型モダリティ） 

 

 

 

3.0  はじめに 

本章は可能のモダリティと意志のモダリティについて考察する。3.1.1節では，可能のモ
ダリティを図示化する。3.1.2節では，モダリティ研究における，可能表現，及び可能表現
の表す「可能」の位置付けを述べる。3.1.3節では，可能表現の許可や禁止を表す用法を論
述する。まず，3.1.3.1節でその用法の成立条件を説明する。次に，3.1.3.2節でその用法の
丁寧度を上げる原因を明らかにする。3.2.1節では，意志のモダリティを図示化する。3.2.2
節では，意味の派生関係に焦点を当てて，意志形「しよう」の表す意志，勧誘と婉曲な命

令の意味について論述する。3.2.3節では，意志のモダリティの文法化を見る。 
 
 
3.1  可能のモダリティ 

可能のモダリティは動作主がある動作を実現することが可能である（ときに，ある状態

の実現が可能である）ということを表すものである。可能のモダリティの表現形式はいわ

ゆる可能表現である。可能表現には，可能動詞，動詞未然形＋助動詞「れる・られる」，「で

きる」（名詞＋「できる」，名詞＋「ができる」，動詞連体形＋「ことができる」），動詞連用

形＋「うる・える」がある。 
可能のモダリティについては，可能のモダリティの図示，可能表現の位置付け，及び可

能表現の許可や禁止を表す用法という 3つの問題を論じる。 
 

3.1.1  可能のモダリティの図示 

可能のモダリティにおいては，可能条件によって，動作主がある動作を実現することが

可能であることが示される。可能条件はある動作の実現が可能である要因で，渋谷（1993: 
27）によれば，ある動作を行うことがなぜ（不）可能である（あった）のかという，その
（不）可能であることの制約条件であると定義される。可能条件には，様々なタイプがあ

る。例えば，渋谷（1993: 27-28）は以下の 5つのタイプに分けている。 
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（ⅰ）動作主体の心情・性格条件：動作実現のための条件が，主体の心情・性格・勇

気などにある場合。 
（ⅱ）動作主体の能力条件：動作実現のための条件が，主体のもつ（体力・技術的な）

能力にある場合。 
（ⅲ）動作主体の内的条件：動作実現のための条件が，主体内部の「一時的な」気分

的・肉体的条件にある場合。 
（ⅳ）動作主体の外的条件：動作主体の能力いかんにかかわらず，動作実現のための

条件が，主体を取り巻く外的世界にある場合。 
（ⅴ）動作主体の外的強制条件：動作実現のための条件が動作主体の外部にある点で

は（ⅳ）の外的条件可能と同じであるが，その外部条件が動作主体の意志の介

入を全く許さないかたちで働く場合。 
                                                              （渋谷 1993: 27-28） 

 
渋谷（1993: 27-28）はそれぞれの可能条件の例を挙げている。 

 
（1）夜のお墓なんか，こわくてとても行けない 
（2）ぼくは一生懸命勉強したから十分英語が話せる 
（3）今は足に怪我をしているからジョギングはできない 
（4）今日の午前中は別の用事があるからその会合には出席できない 
（5）あの山をみるといつも故郷のことが思い出される 

                                                              （渋谷 1993: 27-28） 
 
ここでは，可能条件を大まかに内的可能条件と外的可能条件に分けておく。内的可能条

件は動作主の内部にある条件であり，上の（ⅰ）（ⅱ）（ⅲ）に相当し，外的可能条件は動

作主の外部にある条件であり，（ⅳ）に相当する。（ⅴ）による可能表現は「自発」の意味

を表すので，ここでは可能条件から除外する。 
可能条件，動作主，動作などの要素に基づいて，可能のモダリティは図 1 のように図示
化することができる（例文（6）を例とする）。 

 
（6）二階の私の部屋からは広場をそっくり見おろすことができる。 

                                                   （開高健『パニック・裸の王様』） 
 
 
 

D=動作主（「私」） A=動作（「見おろす」） R=可能条件（外的可能条件） 
図 1 可能のモダリティの図示 

D A R 
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“D→A”は動作主（「私」）Dが動作（「見おろす」）Aを実現することを示し，“R→”は
動作主 Dが動作 Aを実現することが可能である条件（外的可能条件）Rを示している。 

 
3.1.2  可能表現の位置付け 

日本語学のモダリティ論は一般的に，可能表現をモダリティ表現と捉えていない。もち

ろん，可能表現の表す「可能」もモダリティと捉えていない1。従来の研究においては，可

能表現は動詞の相(voice)の 1つである可能態として扱われている（松村（編） 1971: 124・
藤井正執筆・「可能」の項）。 
しかも，可能表現「れる・られる」は「だろう」，「う・よう」，「よ」，「ね」などのモダ

リティ表現とはっきり区別されている。例えば，表 1で挙げた研究においてである2。 
 

表 1 「れる・られる」と「だろう」「う・よう」「よ」「ね」との区別 
 「れる・られる」 「だろう」「う・よう」 「よ」「ね」 
金田一（1953） 客観的表現 主観的表現 
渡辺（1953） 叙述 陳述 
林（1960） 描叙段階 表出段階 伝達段階 
佐治（1991） 詞部分 （辞的）助動詞部分 終助詞部分 
南（1993） 描叙段階 提出段階 表出段階 
澤田（1993） 客観 主観 

 
このような区別は陳述論の研究成果と言える。陳述論を背景に発展してきた3日本語モダリ

ティ論（仁田義雄，益岡隆志らに代表される立場）が可能表現「れる・られる」をモダリ

ティ表現と捉えないのも当然のことであろう。 
しかし，可能表現は行為要求のモダリティ，事態評価のモダリティと認識のモダリティ

の表現と密接な関係がある。Heine & Kuteva (2002: 27-29)の挙げた文法化の経路
「ABILITY＞PERMISSIVE」と「ABILITY＞POSSIBILITY」は普遍性があり，日本語に
も見出すことができる。例えば，渋谷（2005: 41-43）は可能表現から「行為指示形式への
変化」（例文（7）（8）（9））と，可能表現から「認識のモダリティ形式への変化」（例文（10）
（11））を指摘している4。 

 
（7）どなたでもお入りになれます（許可，肯定文） 

（8）悪いけど，私のかわりにあした会議に出られない？（依頼，疑問文） 

                                                   
1 第 2章の注 10を参照。 
2 詳しくは大久保（1982: 257-412），南（1993: 21-62），澤田（1993: 193-195）を参照。 
3 陳述論と日本語モダリティ論との関係，及び日本語モダリティ論の研究史については，山岡

（2000: 69-78），田野村（2004: 215-234），黒滝（2005: 39-73）を参照。 
4 「前者はおもに禁止として，後者はわずかな形式についてごく周辺的な事象として観察され

るだけである」（渋谷 2005: 44）。 
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（9）食べられません（禁止，乾燥剤の注意書きなど，否定文） 

（10）そういうこともありうる/起こりうる 

（11）救助隊はそのような場合，いつでも出動しうる 

                                                              （渋谷 2005: 42-43） 
 
モダリティ研究の系統性や文法化研究の視点から見れば，可能表現をモダリティ表現に位

置付けて，可能表現の表す「可能」をモダリティと認めるのも有意義である。 
 
3.1.3  可能表現の許可や禁止を表す用法 

可能表現から「行為指示形式への変化」と「認識のモダリティ形式への変化」，とりわけ

前者については，渋谷（1993: 49-57, 2005: 41-43）が詳しく分析している。ここでは，可
能表現の許可や禁止を表す用法の成立条件と，その丁寧度を上げる原因のみに触れたい。 

 
3.1.3.1  成立条件 

可能表現が許可や禁止を表すには，多くの成立条件を満たす必要がある。例えば，許可

の場合，満たすべき成立条件は次のようにまとめられる5。 
 
許可の成立条件： 
（a）話し手が聞き手に行為を実行させようと企てる。 

（b）話し手が許可の前提となる規範の持ち主，またはその伝達者である。つまり，話
し手が聞き手を凌ぐ権力や権威のある地位にある。 

（c）その行為が聞き手のこれから先の一連の行為である。 

（d）聞き手がその行為を実行することを欲している。 

（e）話し手がその行為の実行を禁じる力を持っている。 

（f）話し手が聞き手にその行為を実行させたいと願ったり，望んだりしている。 

 
ただし，これらは可能表現の許可や禁止を表す用法の特有の成立条件ではなく，どのモ

ダリティ表現でも許可を表す際に共通な成立条件である。可能表現の許可や禁止を表す用

法の特有の成立条件は次のようになる。 
 
許可や禁止を表す可能表現は字義通りに，可能条件による可能の意味を表す。かつ，

その可能条件が許可や禁止の前提となる規範を構成する。 
 

                                                   
5 ここで挙げた成立条件は言語行為論に基づいたものである。言語行為論に関しては，Austin 
(1962)，Searle (1969, 1979)，山梨（1986），Vanderveken (1990, 1994)，久保（1999）を参照。 
 Vanderveken (1990, 1994)の言語行為論の用語で言えば，（a）は発語内目的で，（b）は達成
の様式で，（c）は命題内容条件で，（d）と（e）は予備条件で，（f）は誠実条件である。 
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以下，例文（12）（13）を例として，この特有の成立条件を簡単に見る。 
例文（12）の「入れる」は字義通りに，可能条件（「会員だ」）による可能の意味を表す。
かつ，その可能条件（「会員だ」）が規範（「会員が入場できる」）を構成する。許可に共通

の成立条件，特に話し手が許可の前提となる規範の持ち主，またはその伝達者であるとい

う成立条件も満たせば，こうした例文（12）は許可を表すこととなる。 
 
（12）君は会員だから，この会場に入れるよ。 

 
禁止も同じである。例文（13）の「泳げない」は字義通りに，可能条件（「忙しい」）に

よる不可能の意味を表す。かつ，その可能条件（「忙しい」）が規範（「宿題で忙しいから，

遊ぶことができない」）を構成する。禁止に共通な成立条件，特に話し手が禁止の前提とな

る規範の持ち主，またはその伝達者であるという成立条件も満たせば，こうした例文（13）
は禁止を表すこととなる。 

 
（13）おまえは今日宿題で忙しいんだから，泳げないよ。 

 
可能表現の表す許可や禁止は図 2 のように図示することができる（例文（12）を例とす

る）。 
 
 
 
 

D=行為者（聞き手） A=行為（「入る」） R=可能条件（「会員だ」） 
R”=規範（「会員が入場できる」） M=規範の持ち主（話し手） 

図 2 可能表現の表す許可や禁止の図示 

 
“D→A”は行為者（聞き手）Dが行為（「入る」）Aを実行することを示し，“M→”は規

範の持ち主（話し手）Mが行為者 Dに行為 Aを実行させることを示している。“R”は可能
条件（「会員だ」）を示し，“R””は規範（「会員が入場できる」）を示している。R”がＲを含
むのは可能条件Ｒが規範 R”を構成することを示し，M が R”を含むのは規範 R”が規範の持
ち主Mのものであることを示している。 
また，許可や禁止を表す可能表現は字義通りに，可能条件による可能の意味を表すが，

その可能条件には，外的可能条件と内的可能条件のどちらもある。例文（12）（13）の場合
は外的可能条件であるが，例文（14）（15）（16）は内的可能条件の例である。 

 
 

D A  M  
 R” 

R 
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（14）おまえは臆病なんだから，夜のお墓なんか行けないよ 
（15）君は生れつき体が弱いんだから，泳げないよ 
（16）君は今日体調が悪いんだから，泳げないよ 

                                                                 （渋谷 1993: 51） 
 
しかし，可能の意味が外的可能条件による場合に比べれば，可能の意味が内的可能条件に

よる場合はその可能表現が許可や禁止を表しにくい。許可や禁止の前提となる規範が規範

の持ち主の側，つまり聞き手の外部にあるので，聞き手の内部にある内的可能条件は規範

を構成しにくいからである。 
 

3.1.3.2  丁寧度を上げる原因 

可能表現が許可や禁止を表すようになる動機については，渋谷（2005: 42）は丁寧さとい
うことにあると指摘している。ここでは，なぜ可能表現の表す許可や禁止が丁寧度を上げ

られるのかを，プロファイルという概念に基づいて分析する6。 
人間は注意という認知能力，及び注意を事態の一側面からほかの側面に移すという認知

能力を持っている。同じく，言語は注意を言語化される事態のある側面に向けさせる性質

を持っている(A very general cognitive ability that human beings have is attention, 
together with the ability to shift attention from one aspect of a scene to another.... 
Similarly, language provides ways directing attention to certain aspects of the scene 
being linguistically encoded. (Evans & Green 2006: 41))。例えば，動作主名詞が注意を事
態にある動作主に向けさせ，動詞が注意を事態にある動作に向けさせる。このような言語

に顕在している能力は「プロファイリング(profiling)」と呼ばれている。つまり，言語にお
いては，（X が Y を）プロファイルするとは言語表現（X）が注意を事態のある側面（Y）
に向けさせることである。このようにプロファイルされる側面は「プロファイル(profile, 
noun)」と呼ばれ，事態のすべての側面は「基盤(base)」と呼ばれている。プロファイルさ
れない側面も基盤の一部分となる。 
また，同じ事態でも，言語表現の違いによって，プロファイルされる事態の側面が異な

っている。例えば，太郎が次郎を殴っているという事態がある。文「太郎が次郎を殴って

いる」における動作主名詞，被動作主名詞，能動態などは太郎，次郎，殴るという行為な

どの側面をプロファイルし，文「次郎が殴られている」における被動作主名詞，受動態な

どは次郎，殴るという行為などの側面をプロファイルする（太郎がプロファイルされない）。 
以下，プロファイルという概念によって，可能表現の表す許可や禁止が丁寧度を上げる

原因を分析してみる。 
可能表現の表す許可や禁止の場合，文に出た可能表現などの言語表現によって，事態の

すべての側面がプロファイルされるわけではない。行為者，行為，規範，規範の持ち主な

                                                   
6 プロファイルについては，第 10章 10.2.2節をも参照。 
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どを基盤とすれば，行為者，行為，規範などはプロファイルされる（そのうち，規範は可

能表現によって，プロファイルされる7）が，規範の持ち主はプロファイルされないと考え

られる。このことを図示すれば，図 3となる（例文（17a）を例とする）。 
 
（17）a 君は会員でないから，この会場に入れないよ。 

 
 
 

D=行為者（聞き手） A=行為（「入る」） 
R”=規範（「会員のみが入場できる」） M=規範の持ち主（話し手） 

図 3 可能表現の表す許可や禁止におけるプロファイル 
 
太線はプロファイルされる要素を示している。また，例文（17a）が禁止なので，“D→A”
に×印を付けておく。 
一方，同じ事態に対しても，「てもいい」，「な」などの表す許可や禁止の文は可能表現の

表す許可や禁止の文とはプロファイルの状況が異なっている。やはり行為者，行為，規範，

規範の持ち主などを基盤とすれば，「てもいい」，「な」などの表す許可や禁止の場合，規範

の持ち主もまた「てもいい」や「な」によって，プロファイルされると考えられる。図示

すれば，図 4となる（例文（17b）を例とする）。 
 
（17）b 君は会員でないから，この会場に入るな！ 

 
 
 

D=行為者（聞き手） A=行為（「入る」） 
R”=規範（「会員のみが入場できる」） M=規範の持ち主（話し手） 
図 4 「てもいい」「な」などの表す許可や禁止におけるプロファイル 

 
両者におけるプロファイルの状況の違いから分かるように，可能表現が許可や禁止を表

す際には，規範は可能表現によって，プロファイルされるが，規範の持ち主はプロファイ

ルされない。言い換えれば，話し手は可能表現によって，聞き手の注意を規範の持ち主か

ら規範に移させて，許可や禁止の原因が規範の持ち主（の好悪や意向）ではなく，規範そ

のものであるように見えるようにする。それで，発話の丁寧度が上げられる。これに対し

て，「てもいい」，「な」などが許可や禁止を表す際には，規範の持ち主もプロファイルされ

るので，発話の丁寧度が上げられなくなる。 
                                                   
7 厳密に言えば，可能表現によって，プロファイルされるのは規範を構成する可能条件である。 

 M D A R” 

 M D A R” 
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3.2  意志のモダリティ 

意志のモダリティとはある行為の実行に対する行為者（話し手自身）の意志を表すもの

である。意志のモダリティを表す表現には，動詞の意志形「しよう」，基本形「する」，「つ

もりだ」，「ことにする」などがある。 
従来の研究においては，意志のモダリティを文機能（文類型）のモダリティの下位分類

として扱っているものが多い。例えば，仁田（1991）の「発話・伝達のモダリティ」の「表
出」，日本語記述文法研究会（2003）の「表現類型のモダリティ」の「意志のモダリティ」，
益岡（2007）の「発話類型のモダリティ」の「情意型」などである。本研究では，意志の
モダリティを可能のモダリティと共に，主語関与型モダリティとして捉えている。 
意志のモダリティについては，意志のモダリティの図示，「しよう」の表す意味，及び意

志のモダリティを表す表現の文法化という 3つの問題を論じる。 
 

3.2.1  意志のモダリティの図示 

意志のモダリティにおいては，話し手が自己の意志によって行為者として行為を実行し

ようとしている。話し手，意志，行為者，行為などの要素に基づいて，意志のモダリティ

は図 5のように図示することができる（例文（18）を例とする）。 
 
（18）「明日は，私，学校へ行くわ」 

「じゃ，僕も行こう」                              （曽野綾子『太郎物語』） 
 
 
 

D=行為者（話し手） A=行為（「行く」） 
Ｗ=話し手の意志 S=話し手 
図 5 意志のモダリティの図示 

 
“D→A”は行為者（話し手）Dが行為（「行く」）Aを実行することを示し，“D/S”は行
為者と話し手が同一者であることを示している。“Ｓ→”は話し手Ｓが自己の意志Ｗによっ

て行為Ａを実行することを示し，ＳがＷを含むのは意志Ｗが話し手Ｓのものであることを

示している。 
 

3.2.2  「しよう」の表す意志，勧誘と婉曲な命令 

意志形「しよう」の主な意味は『日本文法大辞典』によれば，下記の 4種類がある8。 
 
 

                                                   
8 助動詞「う」（現代語）の文の終止部に用いられる場合の意味である。 

D/S A  S W 
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① 話し手の推量・想像を表わす。 
② 疑問詞や終助詞の「か」を伴って，疑い・問い・反語などを表わす。 
③ 動詞について，話し手の決意を表わす。 
④ 勧誘・婉曲な命令を表わす。 

                      （松村（編） 1971: 40-41・田中章夫執筆・「う」（現代語）の項） 
 

ここでは，③④の意味，つまり意志，勧誘，婉曲な命令のみを扱う。 
意志については，仁田（1991: 212-213）は話し手の行為が聞き手に利益を付与している

か否かによって，利益を付与していない「話し手の意志」と，利益を付与している「行為

提供の申し出」の 2種類を認めている。安達（2002a: 20-22）は「話し手の意志」に相当す
るものを，話し手の意志を聞き手に伝える意図の有無によって，伝える意図のない「意志

の表出」と伝える意図のある「決定の表明」に分けている。例文（19）（20）はそれぞれの
例である。 

 
（19）喬は自分が解放されるのを感じた。そして， 

「何時も此処へは登ることに極めよう」と思った。      （梶井基次郎『檸檬』） 
（20）「僕は，衣かつぎを食べよう」                      （曽野綾子『太郎物語』） 
 

日本語記述文法研究会（2003: 54-55）は「行為提供の申し出」に相当するものを，行為者
が話し手に限定される「行為の申し出」と行為者が話し手に限定されるのか聞き手も含ん

でいるのかがはっきりしない「行為の提案」に分けている。例文（21）（22）はそれぞれの
例である。 

 

（21）「いや，じつは，わしは，この刑務所の所長を仰せつかりましてな。もちろん，
警察長官の任を解かれたわけではありません。兼任です。さ，ブンの部屋へご

案内しよう」                                 （井上ひさし『ブンとフン』） 
（22）議論も煮詰まってきたね。そろそろ結論を出そう。 

                                                 （日本語記述文法研究会 2003: 55） 
 
安達（1995: 229-231）9と日本語記述文法研究会（2003: 63）は勧誘を，話し手と聞き手
がグループとして行為を実行する「グループ型」と話し手が実行しようとしている行為に

聞き手を引き込もうとする「引き込み型」に分けている。例文（23）（24）はそれぞれの例
である。 

 

                                                   
9 安達（2002a: 24-31）は従来の勧誘という概念を捉え直し，勧誘に相当するものを「促し」，
「提案」と「引き込む」の 3タイプに分けている。 
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（23）「おい木村，外へ出よう」 

加藤文太郎が木村敏夫を誘った。                   （新田次郎『孤高の人』） 
（24）「僕は帰る。黒谷，帰ろう」 

「僕は……」                                      （曽野綾子『太郎物語』） 
 
婉曲な命令については，仁田（1991: 222-223）は勧誘から派生したタイプと「してもら
おう」の形式を取る意志から派生したタイプを挙げている。例文（25）（26）はそれぞれの
例である。 

 
（25）「静かにしようよ。他に聞えると大変だ。」           （太宰治『断崖の錯覚』） 
（26）「聞かしてもらおう」元のところへ戻って来て坐りながら，栄二が云った，「そ

れはどういうことなんだ」                           （山本周五郎『さぶ』） 
 
「しよう」の表す意志，勧誘と婉曲な命令の意味の細分化に関する論述は上記の研究を

参照されたい。ここでは，意志，勧誘と婉曲な命令10の派生関係に焦点を当てる。 
仁田（1991: 223），姫野（1998: 135），黒滝（2005: 133）などの指摘するように，「しよ

う」の表す勧誘は意志から派生され，婉曲な命令は勧誘から派生された。意志の動作主体

は一人称（話し手）であり，勧誘の動作主体は一・二人称（話し手・聞き手）であり，婉

曲な命令の動作主体は二人称（聞き手）である（仁田 1991: 212-213，樋口 1992: 175）。
語用論的要因11などに動機付けられると，意志を表す「しよう」は二人称（聞き手）を取り

込むことによって，勧誘を派生し，さらに勧誘を表す「しよう」は一人称（話し手）を含

まないことによって，婉曲な命令を派生した。 
「しよう」の表す意志においては，話し手が聞き手の行為に関わらずに，自己の意志に

よって行為者として行為を自ら実行しようとしている。意志から派生された勧誘において

は，話し手が行為者として行為を自ら実行すると同時に，聞き手の行為に関わって，行為

の課し手として聞き手に行為を実行させようとしている。勧誘から派生された婉曲な命令

においては，話し手が行為を自ら実行せずに，聞き手の行為に関わって，行為の課し手と

して聞き手に行為を実行させようとしている。このような意志，勧誘と婉曲な命令の派生

関係は図 6で示すことができる。 
 
 
 

                                                   
10 以下，婉曲な命令を勧誘から派生したタイプに限定する。「してもらおう」の形式を取るタ

イプについては，樋口（1992: 184-186）を参照。 
11 仁田（1991: 213）は「聞き手が存在しているのか，いないのか，また，聞き手を行為の遂
行者に巻き込むのか否か，さらに，話し手の遂行する行為が，聞き手に対してどのような関係に

あるのか」などの語用論的要因を挙げている。 
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  a 意志 
 

D=行為者（話し手） A=行為 Ｗ=話し手の意志 S=話し手 
 
 

 
  b 勧誘 
 
 

D=行為者（話し手） D”=行為者（聞き手） A=行為 
Ｗ=話し手の意志 O=行為の課し手 S=話し手 

 
  c 婉曲な命令 
 

D=行為者（話し手） D”=行為者（聞き手） 
A=行為 O=行為の課し手 S=話し手 

図 6 「しよう」の表す意志，勧誘と婉曲な命令の派生関係 

 
図 6aと bの“D→A”は行為者（話し手）Dが行為 Aを実行することを示し，“D/S”は
行為者と話し手が同一者であることを示している。“Ｓ→(D→A)”は話し手Ｓが自己の意志
Ｗによって行為Ａを実行することを示し，ＳがＷを含むのは意志Ｗが話し手Ｓのものであ

ることを示している。図 6bと cの“D”→A”は行為者（聞き手）D”が行為 Aを実行するこ
とを示している。“Ｓ→(D”→A)”は話し手Ｓが行為者 D”に行為Ａを実行させることを示し，
“Ｓ/O”は話し手と行為の課し手が同一者であることを示している。また，図 6bの“D→
A”と“D”→A”は行為者（話し手）Dと行為者（聞き手）D”が同じ行為を実行することを
示している。 
なお，「しよう」の表す勧誘は上に述べたように，意志と婉曲な命令の特徴を併有するの

で，意志のモダリティ，または行為要求のモダリティに位置付けられる。ただし，勧誘を

表す「しよう」や「しようか」は意志を表す表現から拡張されて成立したので，勧誘は意

志のモダリティの下位分類と位置付けた方がいいと考えられる。 
 

3.2.3  意志のモダリティの文法化 

Heine & Kuteva (2002: 310-311)によれば，「WANT (‘want’, ‘wish’, ‘desire’)＞FUTURE」
という普遍性のある，文法化の経路がある。例えば，英語の will，現代ギリシア語の tha，
中国語の「要」，スワヒリ語(Swahili)の-ta-などの未来標識はいずれもWANT (‘want’, ‘wish’, 

D/S A  S W 

D/S 

S/O W 

D” 

 
A 

D” A S/O 
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‘desire’)を表す表現から変化したものである。 
 

Swahili -taka ‘want’, ‘desire’, verb > -ta-, future marker. 
(a)  a-  taka  ku- ja. 
 ‘She wants to come.’（彼女は来ると思う。） 
(b)  a-  ta-  ku- ja. 
‘She will come.’（彼女は来る。） 

(Heine & Kuteva 2002: 311) 
 
さらに，「FUTURE＞EPISTEMIC MODALITY」という文法化の経路がある（Heine & 
Kuteva 2002: 142-143）。例えば，WANT (‘want’, ‘wish’, ‘desire’)を表す表現から変化した
英語の willとスワヒリ語の-ta-は epistemic modalityを表すことができる。 

 
English (anonymous reader) 
(a) Susie will be at the party (tomorrow).（（明日）スージーはパーティーに出る。） 
(b) That will be Susie. (on hearing the doorbell)（（玄関のベルを聞いて）スージーだ
ろう。） 

(Heine & Kuteva 2002: 142) 
 
つまり，「WANT (‘want’, ‘wish’, ‘desire’)＞EPISTEMIC MODALITY」という文法化の経
路も可能であると考えられる。 
しかし，日本語の意志のモダリティには，この文法化の経路が見られず，逆に，それら

の反例が見られる。 
例文（27）のように，動詞の基本形「する」は意志のモダリティを表すことができる。

これは基本形「する」の，未来のテンスを表す機能から派生された機能であると考えられ

る。鈴木（1972: 310）によれば，意志動詞の基本形が話し手の未来の動作を表す場合，未
来の動作は話し手の意志に関わるから，現在の話し手の「これから動作を行う」という意

志をも表していることになることがある。 
 
（27）事務的なレンラクが済んで，キャンパス案内ということになった時，太郎はひ

そかに逃げ出すことにした。 

「僕帰る」 

太郎は三吉さんと，大西に言った。                 （曽野綾子『太郎物語』） 
 
また，意志形「しよう」については，黒滝（2005: 132-133, 208-210）の考察によれば，

「う・よう」の表す意志は「推量という一用法を源泉として語用論的に意味拡張したもの」
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である。 
未来のテンスを表す基本形「する」が意志のモダリティを表すようになること，及び認

識のモダリティを表す意志形「しよう」が意志のモダリティを表すようになることはそれ

ぞれ普遍性のある「WANT (‘want’, ‘wish’, ‘desire’)＞FUTURE」と「WANT (‘want’, ‘wish’, 
‘desire’)＞EPISTEMIC MODALITY」の反例であると考えられる。 

 
 

3.3  まとめ 

最後に，この章で述べたことの要点をまとめておく。 

1）可能のモダリティにおいては，可能条件によって，動作主がある動作を実現することが
可能であることが示される。可能条件は大まかに内的可能条件と外的可能条件に分けら

れる。 

2）本研究では，従来，可能態と扱われている可能表現をモダリティ表現に位置付けて，可
能表現の表す「可能」をモダリティと認めた。 

3）可能表現は許可や禁止を表すことができるが，そのためには，多くの成立条件を満たす
べきである。そのうち，特有の成立条件が重要である。 

4）可能表現が許可や禁止を表す際に，規範は可能表現によって，プロファイルされるが，
規範の持ち主はプロファイルされないという理由で，発話の丁寧度が上げられる。 

5）意志形「しよう」には，意志，勧誘と婉曲な命令の意味がある。この 3種類の意味は派
生関係にある。 

6）日本語の意志のモダリティにおいては，普遍性のある，文法化の経路「WANT (‘want’, 
‘wish’, ‘desire’)＞ FUTURE」と「WANT (‘want’, ‘wish’, ‘desire’)＞EPISTEMIC 
MODALITY」の反例が見られる。 

7）可能表現の許可や禁止を表す用法，意志形「しよう」の表す意志，勧誘と婉曲な命令の
意味の派生関係などを論じる際に，図により関係を示した。図示によって，論述を直感

的に把握することができるようになった。 
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第 4章 

行為要求のモダリティと事態評価のモダリティ 

（［2］事態関与型モダリティ） 

 

 

 

4.0  はじめに 

本章は行為要求のモダリティと事態評価のモダリティについて考察する。4.1.1節では，
行為要求のモダリティを図式化する。4.1.2節では，行為要求のモダリティの下位分類であ
る命令，依頼と禁止の成立条件を検討する。4.2.1節では，事態評価のモダリティにおける
キーワードとしての「規範」を規定し，事態評価のモダリティを図式化する。4.2.2節では，
事態評価のモダリティの主観性・客観性について論述する。4.2.2.1節で先行研究を述べる。
4.2.2.2 節で主観的な事態評価のモダリティと客観的な事態評価のモダリティの区別を明ら
かにする。4.2.2.3 節で主観的な事態評価のモダリティと客観的な事態評価のモダリティを
別々に図式化する。4.2.2.4 節で主観的な事態評価のモダリティと客観的な事態評価のモダ
リティの表現に触れる。4.3節では，行為要求のモダリティと事態評価のモダリティの文法
化を見る。 
 
 
4.1  行為要求のモダリティ 

行為要求のモダリティとは話し手が聞き手にある行為の実行を命じたり，頼んだりする

ことを表すものである。行為要求のモダリティを表す表現には，「しろ」，「なさい」，「てく

れ」，「てください」，「な」などがある。 
意志のモダリティと同様に，従来の研究においては，行為要求のモダリティを文機能（文

類型）のモダリティの下位分類として扱っているものが多い。例えば，仁田（1991）の「発
話・伝達のモダリティ」の「働きかけ」，日本語記述文法研究会（2003）の「表現類型のモ
ダリティ」の「行為要求のモダリティ」，益岡（2007）の「発話類型のモダリティ」の「要
求型」などである。本研究では，行為要求のモダリティを事態評価のモダリティと共に，

事態関与型モダリティとして捉えている。 
行為要求のモダリティについては，行為要求のモダリティの図示を行い，命令と依頼の

成立条件を論じる。 
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4.1.1  行為要求のモダリティの図示 

行為要求のモダリティにおいては，行為の課し手が他者に行為の実行を命じたり，頼ん

だりしている。行為の課し手は他者に行為を実行させる人である1。その行為を実行する他

者は行為者と呼ばれる。日本語の行為要求のモダリティは一般的に，行為の課し手が話し

手であり，行為者が聞き手である2。 
行為の課し手，行為者，行為などの要素に基づいて，行為要求のモダリティは図 1 のよ
うに図式化することができる（例文（1）を例とする）。 

 
（1）「二人とも応接間に通せ」 

と理一がいうので，女中のつる子が悠一と修一郎を応接間に通した。 

                                                             （立原正秋『冬の旅』） 
 
 
 

D=行為者（聞き手） A=行為（「通す」） 
O=行為の課し手（話し手） S=話し手 H=聞き手 

図 1 行為要求のモダリティの図示 
 
“D→A”は行為者（聞き手）Dが行為（「通す」）Aを実行することを示し，“D/H”は行

為者と聞き手が同一者であることを示している。“O→”は行為の課し手 Oが行為者 Dに行
為 A を実行させることを示し，“O/S”は行為の課し手と話し手が同一者であることを示し
ている。 

 
4.1.2  命令と依頼の成立条件 

4.1.2.1  命令，依頼と禁止の成立条件 

行為要求のモダリティには，命令（例文（2）（3）），依頼（例文（4）（5）），命令と依頼
の否定である禁止（例文（6）（7））などの下位分類がある。 

 
（2）「静かにしろ」と若い工員がいった。                 （倉橋由美子『聖少女』） 
（3）その日のうちに返電があった。一通は新納友明に対する弔電であり，一通は加藤

に対する指示であった。 

「ひとまず会社へもどれ」                           （新田次郎『孤高の人』） 
（4）「すみませんが体温計があったら貸してください」 

行助はのぞき窓の教官を見あげて言った。              （立原正秋『冬の旅』） 

                                                   
1 行為の課し手は意味の面で，典型的な使役態の使役者に相当する。 
2 スペイン語やロシア語の場合，行為者は聞き手以外の人，つまり第 3人称も可能である。 

A O/S D/H
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（5）「お願いだ，助けてくれ」りゅうは倒れたまま，両手で頭を抱えながら叫んだ，「も
う勘弁だ，誰か助けてくれ，死んじまうよう」           （山本周五郎『さぶ』） 

（6）「とまれ，泥棒，逃げるな」と通訳が叫んだ。 （大江健三郎『死者の奢り・飼育』） 
（7）「そうさ。だから，エディさんのことはもう気にするな」（沢木耕太郎『一瞬の夏』） 

 
命令，依頼と禁止の性質は成立条件から概観することができる。命令と依頼の成立条件

は次のようにまとめられる3。 
 
命令と依頼の成立条件4 

（a）話し手が聞き手に行為を実行させようと企てる。 

（b1）命令の場合：話し手が行為の課し手である。しかも，話し手が聞き手を凌ぐ権
力や権威のある地位にある。聞き手に拒否の選択権を与えない。 

（b2）依頼の場合：話し手が行為の課し手である。しかし，話し手が聞き手を凌ぐ権
力や権威のある地位にない。聞き手に拒否の選択権を与える。 

（c）その行為が聞き手のこれから先の一連の行為である。 

（d）聞き手がその行為を実行することができる。 

（e）話し手が聞き手にその行為を実行させたいと願ったり，望んだりする。 

 
上で挙げた成立条件から見た性質を持つ命令と依頼は最も「典型的」5なものである。実

際の発話場面における話し手の性別，話し手の聞き手に対する丁寧さ，話し手と聞き手の

親疎関係，場面のくだけ・あらたまりなどの変数によって，命令と依頼も多種多様になる。 

また，命令と依頼の成立条件は禁止の成立条件と見なすこともできる。命令と依頼の論

理式が「命令（行為）」と「依頼（行為）」になるとすると，禁止の論理式が「命令（￢行

為）」または「依頼（￢行為）」になる（“￢”は否定を表す記号である）。つまり，禁止は

否定の行為に対する命令と依頼である。それで，命令と依頼の成立条件が禁止にも適用で

きると考えられる。 
 

4.1.2.2  命令と依頼の成立条件の再検討 

4.1.2.1節で依頼の成立条件（a）（b2）（c）（d）（e）を挙げた。しかし，実際の発話場面
における依頼は依頼の成立条件（b2）に合わないことがある。佐藤（1992: 154）は基本的
                                                   
3 仁田（1991: 238-240），王（2001: 41-42, 51），安達（2002b: 47）なども命令や依頼の成立
条件を挙げている。これらの研究の挙げた成立条件には，多少違いがある。例えば，安達（2002b: 
47）は「聞き手は話し手からの働きかけがなければ，その行為を実行しない」という成立条件
を挙げている。 
4 ここで挙げた成立条件は言語行為論に基づいたものである。Vanderveken (1990, 1994)の言
語行為論の用語で言えば，（a）は発語内目的で，（b1）と（b2）は達成の様式で，（c）は命題内
容条件で，（d）は予備条件で，（e）は誠実条件である。 
5 本章の注 6を参照。 
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な依頼の表現とされている「てください」の文は目下から目上へ，同等の相手へ，目上か

ら目下へと，制限なく使われると指摘している。例えば，例文（8）（9）は目上から目下へ
の依頼の例である。 
 

（8）何にするつもりなのか，校長は生徒たちからネズミを一匹一円で買い上げている
のだった。（中略）「順に並んでください。ネズミは玄関脇に置いてください。は

い三次郎君，あなたは三円。」 
（9）「そりゃごもっとも……君のいうところはいちいちごもっともだが，わたしのい

う方も少しは察してください。君がぜひ辞職するというなら辞職されてもいいか

ら，代わりのあるまでどうかやってもらいたい。とにかく，うちでもういっぺん

考え直してみてください。」 考え直すって，直しようのない明々白々たる理由だ

が，狸があおくなったり，赤くなったりして，かわいそうになったから，ひとま

ず考え直すこととして，引下がった。 

                                                                （佐藤 1992: 156） 
 

また，同様に基本的な依頼の表現とされている「てくれ」の文は佐藤（1992: 134）によれ
ば，「聞き手の年齢・社会的な立場は目下あるいは同等である」という傾向がある。例えば，

例文（10）である。 

 
（10）「うむ。ほんとうは一日休暇を上げたいのだが，いそがしい時だから我慢してく

れ」 

「いえ，平気です」 

「ところで，さっそくだが，安田辰郎のことだがね」 

主任は仕事の話にはいった。 

「まあ，そこに掛けてくれ」 

「はあ」 

三原は机に向いあった椅子に腰をおろした。           （松本清張『点と線』） 
 

このような「てください」と「てくれ」の表す目上から目下への依頼は話し手が聞き手を

凌ぐ権力や権威のある地位にあると考えられるので，依頼の成立条件（b2）に合わない。 

それで，依頼の成立条件（b2）の適切性が疑問視されるかもしれない。しかし，この問
題は次のように考えられる。成立条件（b2）は依頼の必要条件ではない。成立条件（a）（b2）
（c）（d）（e）のすべてを満たすのはプロトタイプの依頼であるが，ある成立条件，例えば
成立条件（b2）を満たさないのは非プロトタイプの依頼である6。命令にも，プロトタイプ

                                                   
6 プロトタイプの依頼は「典型的」な依頼であるわけではない。実際の発話場面においては，

成立条件（a）（b2）（c）（d）（e）のすべてを満たす依頼，特に成立条件（b2）を満たす依頼は
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の命令と非プロトタイプの命令がある。例えば，例文（11）のような緊急事態に関する命
令は成立条件（b1）などを満たさないと考えられる。 

 
（11）そのとき，発車寸前の電車の左側三メートルぐらいのところに，目もくらむほ

ど強烈な光の球が見えた。同時に，真暗闇になって何も見えなくなった。瞬間

に黒い幕か何かに包み込まれたようであった。「出ろ出ろ」「退け退け」「降りろ」

「痛い」「きゃあ」という叫び声，呶鳴る声，悲鳴。    （井伏鱒二『黒い雨』） 
 
しかし，ある成立条件を満たさない非プロトタイプの命令と依頼を認めるとすると，命

令と依頼の区別があいまいとなる。例えば，成立条件（b2）を満たさない目上から目下へ
の依頼はプロトタイプの命令と区別しがたい。 

筆者は命令と依頼の区別は一般的に，命令の場合，要求された行為が（話し手の想定し

た）聞き手のしなければならない行為であるのに対して，依頼の場合，要求された行為が

（話し手の想定した）聞き手のしなくてもいい行為であるということにもあると考えてい

る。したがって，ここで命令と依頼の成立条件（c）を次のように修正することにする。 

 

（c1）命令の場合：その行為が聞き手のこれから先の一連の行為である。しかも，そ
の行為は（話し手の想定した）聞き手のしなければならない行為である。 

（c2）依頼の場合：その行為が聞き手のこれから先の一連の行為である。しかし，そ
の行為は（話し手の想定した）聞き手のしなくてもいい行為である。 

 

この修正した成立条件（c1）と（c2）によって，命令と依頼を区別できる。まずは，目
上から目下への行為要求を見る。要求された行為が，（話し手の想定した）聞き手のしなけ

ればならない行為であれば，命令となる。要求された行為が，（話し手の想定した）聞き手

のしなくてもいい行為であれば，依頼となる。例えば，社長である話し手が課長である聞

き手に対して，売り上げを報告するという行為を要求することは「今月の売り上げを報告

しなさい。」のように，命令となりやすいが，マンガを買うという行為を要求することは「マ

ンガを 2冊買ってください。大阪まで 3時間かかるからね。」のように，依頼となりやすい。
社長である話し手は，前者の行為は課長である聞き手の責任に関わるから，しなければな

らない行為であると想定したが，後者の行為は聞き手の責任に関わらないから，しなくて

もいい行為であると想定したのである。つまり，プロトタイプの命令と，成立条件（b2）
を満たさない目上から目下への依頼との違いは，要求された行為が（話し手の想定した）

聞き手のしなければならない行為であるかどうかということである。 

次に，目下から目上への行為要求を見る。この場合の要求された行為には，2種類あると
考えられる。1つは聞き手の責任に関わらない行為である。これは聞き手のしなくてもいい
                                                                                                                                                     
ごく稀であろう。 
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行為であると想定されやすい。例えば，例文（12）の要求された行為「絵はがきを買う」
は聞き手「吾一」の責任に関わらないので，しなくてもいい行為であると想定できる。も

う 1 つは聞き手の責任に関わる行為である。これは聞き手の責任であっても，聞き手が目

上の地位にあって，その行為の実行を承諾したり，拒否したりすることができるので，や

はりしなくてもいい行為であると想定できる。例えば，例文（13）の要求された行為「発
言を許可する」は聞き手「裁判長」の責任であっても，聞き手が目上の地位にあって，そ

の行為の実行を拒否できるので，しなくてもいい行為であると想定できる。つまり，目下

から目上への行為要求は要求された行為が聞き手のしなくてもいい行為であると想定され

やすいので，例文（12）（13）のように，依頼となる。要求された行為が聞き手のしなけれ
ばならない行為であると想定されにくいので，「×絵はがき買え！」，「×発言を許可しろ！」

のように，命令とならない。 

 

（12）「絵はがき買ってください。」 

子どもは吾一の前にやってきて，絵はがきを突きつけた。 

「いらないよ。」                                   （山本有三『路傍の石』） 
（13）「発言を許可してください」 

行助がたちあがり裁判長を見あげて申しでた。 

「被告の発言を許可する」                            （立原正秋『冬の旅』） 
 

ただし，目下から目上への行為要求には，命令もある。目下から目上への命令は緊急の場

合やけんかの時などに限られている。つまり，例文（11）のように，要求された行為を，
緊急事態なので，聞き手のしなければならない行為であると話し手が想定した場合である。 

最後に，同等の人への行為要求を見る。目上から目下への行為要求と，目下から目上へ

の行為要求では，話し手は，聞き手の責任や地位などに基づいて，要求された行為が聞き

手のしなければならない行為であるか否かを想定する。同等の人への行為要求では，話し

手は，個人的な好悪や意向に基づいて，要求された行為が聞き手のしなければならない行

為であるか否かを想定する。聞き手のしなければならない行為であると想定すると，命令

となるが，聞き手のしなくてもいい行為であると想定すると，依頼となる。 

要するに，命令と依頼においては，話し手と聞き手の関係は目上対目下，同等対同等，

目下対目上などが見られる。したがって，成立条件（b1）と（b2）では，命令と依頼を区
別できない。これに対して，命令と依頼は成立条件（c1）と（c2）によって，区別できる。
つまり，要求された行為が（話し手の想定した）聞き手のしなければならない行為である

か否かということが命令と依頼の本質的な違いであると考えられる。 

ここにおいて，上述の考え方に基づいて，命令を，話し手が聞き手に（話し手の想定し

た）聞き手のしなければならない行為を実行させること，依頼を，話し手が聞き手に（話

し手の想定した）聞き手のしなくてもいい行為を実行させること，と定義したい。 
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4.2  事態評価のモダリティ 

事態評価のモダリティとはある行為の実行や，ある状態の実現が望ましいかどうかとい

う評価を表すものである。高梨（2002: 82）と日本語記述文法研究会（2003: 91-92）によ
れば，事態評価のモダリティを表す表現は次の 3つのグループに分けられる。 

 
①評価的複合形式7：「といい」「ばいい」「たらいい」，「ほうがいい」，「てもいい」，「な

くてもいい」，「てはいけない」（「てはならない」），「なくてはいけない」（「なくては

ならない」「なければならない」「なければいけない」「ないといけない」） 
②助動詞：「べきだ」，「ものだ」，「ことだ」 
③そのほかの複合形式：「ざるを得ない」，「ないわけにはいかない」，「しかない」，「必

要がある」，「必要がない」，「までもない」，「こともない」etc. 
                                                                 （高梨 2002: 82） 

 
事態評価のモダリティの意味は基本的意味と二次的意味とが区別されると考えられる。

高梨（2002: 82-92, 117）と日本語記述文法研究会（2003: 92-97）によれば，事態評価のモ
ダリティの基本的意味は必要，許可・許容，不必要，不許可・非許容の 4つに分類され，（評
価的複合形式の）二次的意味は下記のように，当該事態の①制御可能性，②実現状態，③

行為者の人称という 3つのファクターのあり方によって，様々に分化される8。 
 

1）当該事態が制御可能な場合，＜当為判断＞を表す。 
2）＜当為判断＞を表す場合，さらにその事態が未実現で，かつ行為者が聞き手であれ
ば，働きかけとなる。 

3）当該事態が非実現または既実現の場合，その事態が制御可能かどうかに関わらず，
＜後悔＞＜不満＞の意味が生じる。 

                                                                （高梨 2002: 117） 
 
なお，事態が制御不可能で，かつ未実現の場合，＜願望＞＜許容＞＜不必要＞＜危惧＞な

どの意味に分化される。 

                                                   
7 評価的複合形式とは，「～と」，「～ば」，「～たら」，「～ては」，「～ても」，「～ほうが」などの，

事態を受ける形式と，「いい」（「よい」），「いけない」，「ならない」などの評価を表す形式が複合

したものである（高梨: 2002: 84, 日本語記述文法研究会 2003: 92）。 
8 高梨（2002: 87-88, 117）によれば，制御可能性とは事態が人の意志によってコントロールで
きるものとして捉えられているかどうかである。実現状態には，事態がまだ実現しておらず，こ

れから実現するかどうか不明の状態（未実現），事態が現在までに実現したことの状態（既実現）

と，事態が実現しなかったことの状態（非実現）がある。＜当為判断＞とは人の行為の必要性・

許容性についての判断である。働きかけとは聞き手に何らかの行為を促したり，やめさせたりし

ようと働きかける機能であり，＜勧め＞＜警告＞＜許可＞＜免除＞＜禁止＞＜強制＞などの下位

分類を持っている。 
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例えば，「ばいい」の基本的意味は「当該事態をある特定のよい結果を得るための必要十

分な手だてとして評価する」（高梨 2002: 91）ことであり，二次的意味は表 1のように，分
化される。 

 
表 1 「ばいい」の二次的意味（高梨 2002: 91） 

 ①当該事態の制御可能性 
 制御可能→○＜当為判断＞ 制御不可能→×＜当為判断＞ 

②
当
該
事
態
の
実
現
状
態 

 

未
実
現 

③行為者の人称 
 聞き手  →○働きかけ性 
      →  ＜勧め＞ 
 聞き手以外→×働きかけ性 

 
 ＜願望＞ 

 

非
実
現 

③行為者の人称 
 話し手  →  ＜後悔＞ 
 
 話し手以外→  ＜不満＞ 

 
 ＜不満＞ 

 
事態評価のモダリティの全般，及び各表現の基本的意味と二次的意味については，高梨

（1995a: 235-243, 1995b: 244-252, 2002: 80-120, 2010），日本語記述文法研究会（2003: 
91-131）などを参考されたい。本節では，事態評価のモダリティの図示，事態評価のモダ
リティの主観性・客観性という 2つの問題を論じる。 

 
4.2.1  事態評価のモダリティの図示 

4.1.2.1 節でプロトタイプの命令の話し手は聞き手を凌ぐ権力や権威のある地位にあり，
プロトタイプの依頼の話し手はそのような地位にないと述べた。命令の場合，話し手が行

為の課し手であると同時に，その行為の実行を要求できる権力や権威を持っている。しか

し，依頼の場合，話し手が行為の課し手であっても，その行為の実行を要求できる権力や

権威を持っていない。その権力や権威を持っているのは聞き手である。このような権力や

権威を持っている人を規範の持ち主と呼ぶことにする。 

本研究では，規範という概念を，社会的な道徳・法・慣習，自然界に関する法則，さら

に個人的な考え・好悪・意向を含んだ，判断や行為の拠るべき基準と広義に捉えている。

規範の持ち主は他者に対してその規範に同調するように働く影響力を持っている人である。 

行為要求のモダリティにおいては，聞き手にある行為の実行を命じたり，頼んだりする

ので，行為の課し手が最も重要な要素である。一方，事態評価のモダリティにおいては，

ある行為の実行や，ある状態の実現が望ましいかどうかと評価するので，評価の基準とし

ての規範（の持ち主）が最も重要な要素である。 

ここでは，規範の持ち主，行為者，行為などの要素に基づいて，事態評価のモダリティ

を図 2 のように図式化することにする（評価の対象が行為の実行である場合。例文（14）
を例とする）。 
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（14）「変り者か，それはいい。内燃機関の技術は今のところ行きづまっている。この

壁を突き破って前に進むには，変ったものの考え方や設計をしなければならな

い。おれは変り者大いに歓迎だな，なんという名前かね，あの男は」 
                                                           （新田次郎『孤高の人』） 

 
 
 

D=行為者（内燃機関の設計者） A=行為（「する」） M=規範の持ち主（話し手） 
図 2 事態評価のモダリティの図示 

 
“D→A”は行為者（内燃機関の設計者）Dが行為（「する」）Aを実行することを示して

いる。“M→”は規範の持ち主Mが，行為者 Dが行為 Aを実行することが望ましいという
評価の基準としての規範を持っていることを示している。 

 
4.2.2  事態評価のモダリティの主観性・客観性 

第 2章 2.3.2節で事態評価のモダリティを事態関与型モダリティの下位分類に位置付けた。
事態関与型モダリティにおいては，話し手が行為の課し手や規範の持ち主として，ある事

態に関与している。また，第 2章 2.4節でモダリティにおける主観性と客観性を規定して，
主観性とは話し手の関与が含まれていることであり，客観性とは話し手の関与が含まれて

いないことであるとした。このような主観性・客観性から見れば，事態関与型モダリティ

としての事態評価のモダリティは主観的である。しかし，事態評価のモダリティには，話

し手が規範の持ち主として行為の実行や状態の実現に関与していない場合がないわけでは

ない。つまり，事態評価のモダリティが客観的である場合もある。 
 

4.2.2.1  先行研究の論述 

多くの先行研究が事態評価のモダリティにおける主観性と客観性の対立を指摘している。

ここでは，益岡（1991）と高梨（2002）を取り上げて議論する。 
益岡（1991: 53）は，「ことだ」と「ものだ」を「恒常的に主観性を表現する」形式とし，

「べきだ」，「なければならない」，「ほうがいい」などを「客観的表現になり得る」形式と

している。しかし，関与に基づいた主観性・客観性とは異なって，益岡（1991: 35）の「主
観性」は「表現者の表現時での判断・表現態度」9であり，「客観性」は表現者の判断を表さ

ないことや，「表現時以外の時点での判断・表現態度」である。益岡（1991: 53）によれば，
「ことだ」と「ものだ」は「～た」の形を取って過去の時点での判断を表すことができな

                                                   
9 「表現者の表現時での判断・表現態度」とは表現者自身の判断・表現態度であり，かつ，表

現時での判断・表現態度である（益岡 1991: 35）。 

A M D 



 

56    第 4章  行為要求のモダリティと事態評価のモダリティ 
 

いので，恒常的に「主観性」表現である。一方，「べきだ」，「なければならない」，「ほうが

いい」などは終止形で表現時での判断を表しているが，例文（15）のように，「～た」の形
を取って過去の時点での判断を表して，「客観性」表現にもなり得る。 

 
（15）出来たてのオムレツをたべるべきだった。                 （益岡 1991: 53） 

 
事態評価のモダリティにおける主観性と客観性の対立に関しては，高梨（2002: 94）は「て

もいい」，「なくてもいい」，「てはいけない」，「なくてはいけない」の「話し手の発話時の

評価という純粋な主観」を表す場合と，「客観的必要性・許容性」を表す場合10を区別して

いる。例えば，例文（16）の「てはいけない」は「僕みたいな平凡な男がこんなことをし
ている」ことに対する話し手自身の発話時の評価を表しているが，例文（17）の「てはい
けない」は「寮の中で酒を飲む」ことが「規則」で禁じられていることを表している（高

梨 2002: 92）。 
 
（16）「僕みたいな平凡な男が，こんなことをしていちゃいけないと思う。（略）」 
（17）「だって，りょ，寮の中で酒飲んじゃいけないのって，き，き，規則だろう」 

                                                                 （高梨 2002: 92） 
 
益岡（1991）の「主観性」――「表現者の表現時での判断・表現態度」――は高梨（2002）
の「主観性」――「話し手の発話時の評価」――とほぼ同様である。益岡（1991）の「客
観性」――「表現時以外の時点での判断・表現態度」――は高梨（2002）の「客観性」―
―「客観的必要性・許容性」――と異なっている。益岡（1991）の「客観性」はモダリテ
ィ表現が発話時以外の時点での評価を表すことを意味し，高梨（2002）の「客観性」はモ
ダリティ表現が客観的な規範を表すことを意味している。言い換えれば，益岡（1991）の
「主観性・客観性」は評価が発話時であるかどうかによる区分であり，高梨（2002）の「主
観性・客観性」は評価の内容が話し手自身の評価であるか客観的な規範であるかという違

いによる区分である。高梨（2002）の「主観性・客観性」は関与に基づいた主観性・客観
性に近い。 

 
4.2.2.2  客観的な事態評価のモダリティとは 

事態評価のモダリティにおいては，話し手が行為の実行や状態の実現が望ましいかどう

かを評価している。これは評価の基準として存在する規範に基づいて行われている。しか

も，多くの場合，話し手はその規範の持ち主（規範を持っている人）として，自らの規範

                                                   
10 「客観的必要性・許容性」を表す場合とは「客観世界の秩序，しくみ，事情などのあり方と

して，ある事態が必要・不必要である，また許容される・許容されないということを描写する」

場合である（高梨: 2002: 94）。 
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に基づいて，行為の実行や状態の実現に対する評価を下している。つまり，多くの場合，

話し手は規範の持ち主として，行為の実行や状態の実現に関与している。例えば，例文（18）
（19）（20）の話し手は規範の持ち主として，自らの規範（個人的な考え）に基づいて，行
為の実行に関与していると考えられる。 

 
（18）新聞記者という者は，一生に一度大きいスクープをすればいい。それだけで大

記者だ。                                       （井上靖『あすなろ物語』） 
（19）『とにかくここで，金を使うことが私の義務なんだ』と考えつづけた。『とにか

くここで授業料を使い果せばいい。そうすれば老師に，尤も至極な放逐の口実

を与えることになるからだ』                       （三島由紀夫『金閣寺』） 
（20）遠くへ行くためには，多くの弱点を克服し，さらに厳しくなるだろう状況に耐

えなくてはならない。内藤にそれができるかどうか，私にはまだ確信が持てな

かった。                                       （沢木耕太郎『一瞬の夏』） 
 

関与に基づいた主観性・客観性から見れば，このような場合の事態評価のモダリティは主

観的である。しかし，話し手が規範の持ち主として行為の実行や状態の実現に関与してい

ない場合もある。つまり，客観的な事態評価のモダリティもある。ここでは，客観的な事

態評価のモダリティを中心に論じる。 
事態評価のモダリティが規範による評価を表すことから，話し手が規範の持ち主として

行為の実行や状態の実現に関与していなくても，事態評価のモダリティにおいては，規範

の持ち主が別に存在し，規範の持ち主でない話し手が他者の規範によって，評価を下すこ

とがあり得る。例えば，例文（17）の話し手が自らの規範ではなく，寮の規則という規範
によって，「寮の中で酒を飲む」ことに対して「飲んではいけない」という評価を下してい

る。 
このような客観的な事態評価のモダリティはさらに，話し手が当該の規範を認めるタイ

プ 1と，話し手が必ずしも当該の規範を認めないタイプ 2に分けられる。例文（17）と（21）
はタイプ 1の例である。例文（17）の話し手は寮の規則を認めていると見なせる。例文（21）
の話し手は自然界に関する法則という規範を認めているとも見なせる。 
 

（21）モルヒネの精製にはアルコールを大量に必要とする。また結晶化の工程では冷
却を加えなければならない。それなのに台湾の気温は高く，アルコールは蒸発

してロスが多く，冷却のための動力はむやみとかさむのだった。 
                                               （星新一『人民は弱し，官吏は強し』） 

 
例文（22）と（23）はタイプ 2の例である。例文（22）と（23）の話し手は必ずしも当該
の規範を認めていないが，認めないまま，他者の規範によって評価を下している，或いは
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他者の規範そのものを伝えている可能性が高い。 
 

（22）A「ここでお酒を飲んでもいいですか？」 
B「規則では，飲んではいけません。でも，今はいいですよ」 （高梨 2002: 93） 

（23）「ブルガリアやルーマニアを旅行するときの話」しかも我々の行動に関しても規
制が多い。国境から 5 キロ以内の風景の写真撮影は禁止。兵隊と警官を写して
はいけない，民衆，とりわけ貧しい身なりの人を写してはいけない等々……。 

                                                                （高梨 2002: 112） 
 
このように，客観的な事態評価のモダリティは話し手が他者の規範を認めた上で，他者

の規範によって評価を下すこと（タイプ 1），または，話し手が他者の規範を認めないまま，
他者の規範によって評価を下すこと（タイプ 2）を表すものである。これに対して，主観的
な事態評価のモダリティは話し手が規範の持ち主として，自らの規範によって，評価を下

すことを表すものである。 
なお，4.2.1節で，規範を，社会的な道徳・法・慣習，自然界に関する法則，さらに個人
的な考え・好悪・意向を含んだ，判断や行為の拠るべき基準と規定した。主観的な事態評

価のモダリティにおける規範は社会的な道徳・法・慣習や自然界に関する法則より，個人

的な考え・好悪・意向である可能性が高い。客観的な事態評価のモダリティにおける規範

は社会的な道徳・法・慣習や自然界に関する法則である可能性が高い。個人的な考え・好

悪・意向は話し手の私的なものであるが，社会的な道徳・法・慣習や自然界に関する法則

は私的なものになりにくい側面があるからである。 
 

表 2 主観的な事態評価のモダリティと客観的な事態評価のモダリティ 

 主観的な事態評 
価のモダリティ 

客観的な事態評価のモダリティ 
タイプ 1 タイプ 2 

規範の持ち主 話し手 話し手以外 話し手以外 
規範を認めるか否か 認める 認める 必ずしも認めない 

規範の傾向性 個人的な考え・好悪・意向 社会的な道徳・法・慣習 

や自然界に関する法則 

 
最後に，上に述べた主観的な事態評価のモダリティと客観的な事態評価のモダリティ11の

特徴を表 2 にまとめる（主観的な事態評価のモダリティの話し手は規範の持ち主なので，
自らの規範を認めているわけである）。 
                                                   
11 客観的な事態評価のモダリティのタイプ 1はタイプ 2より，主観的な事態評価のモダリティ
に接近していると考えられる。タイプ 1の場合，規範の持ち主でない話し手が当該の規範を認
めているのみではなく，規範の実質的な持ち主として振る舞っている，或いは，規範の実質的な

持ち主と思われていることがある。極端な例として，司法権を行使する裁判官や行政権を行使す

る大統領を挙げることができる。 
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4.2.2.3  事態評価のモダリティの図式の修正 

4.2.1節で事態評価のモダリティを図式化したが，その図式は主観的な事態評価のモダリ
ティと客観的な事態評価のモダリティの違いを示していない。ここでは，その図式に基づ

いて，主観的な事態評価のモダリティと客観的な事態評価のモダリティの図式を別々に提

示する。 
図 3は主観的な事態評価のモダリティの図式である。“S→”は話し手 Sが，規範 Nによ

って，行為者 Dが行為 Aを実行することが望ましいかどうかという評価を下していること
を示している。“S/M”は話し手と，評価の基準としての規範の持ち主Mが同一者であるこ
とを示している。 

 
 
 

D=行為者 A=行為 S=話し手 M=規範の持ち主 N=規範 
図 3 主観的な事態評価のモダリティの図示 

 
図 4 は客観的な事態評価のモダリティのタイプ 1 の図式である。“S→M→”は話し手 S
が規範の持ち主 M の規範 N を認めた上で，他者の規範 N によって評価を下していること
を示している。 

 
 
 

D=行為者 A=行為 S=話し手 M=規範の持ち主 N=規範 
図 4 客観的な事態評価のモダリティ（タイプ 1）の図示 

 
図 5 は客観的な事態評価のモダリティのタイプ 2 の図式である。“S M→”は話し手 S
が規範の持ち主 M の規範 N を認めないまま，他者の規範 N によって，評価を下している
ことを示している。 

 
 
 

D=行為者 A=行為 S=話し手 M=規範の持ち主 N=規範 
図 5 客観的な事態評価のモダリティ（タイプ 2）の図示 

 
4.2.2.4  主観的な，または客観的な事態評価のモダリティの表現 

4.2.2.2 節では，日本語の主観的な事態評価のモダリティと客観的な事態評価のモダリテ
ィを分析して，両者の特徴を表 2 にまとめた。ただし，両者は常に明確に区別できるわけ

A D S/M N 

A D  M N S 

A D  M N S 
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ではない。例えば，「てもいい」，「なくてもいい」，「てはいけない」，「なくてはいけない」，

「なければならない」などの表現は両方を表すことができる。しかし，基本的に主観的な

事態評価のモダリティを表す表現もある。高梨（2002: 96, 119）によれば，「といい」，「ば
いい」，「たらいい」，「ほうがいい」，「べきだ」は基本的に主観的な事態評価のモダリティ

を表している。 
英語の場合，日本語の事態評価のモダリティに相当する deontic modality においては，
主観性と客観性の区別が見られる。Huddleston & Pullum (2002: 183)や Collins (2009)な
どによれば，deontic modalityを表す法助動詞must，may，can，have got to，should，
oughtなどは主観的なdeontic modalityと客観的なdeontic modalityを表すことができる12。

例えば，例文（24ⅰ）のmust，may，canの表す deontic modalityは規範の持ち主が話し
手であるので，主観的である。例文（24ⅱ）のmust，may，canの表す deontic modality
は規範の持ち主が話し手以外のものであるので，客観的である。 

 
（24）ⅰ a. You must clean up this mess at once.（今すぐ，散らかりを片付けなさい！） 
         b. You may/can have one more turn.（あなた，もう一回やってもいい。） 
      ⅱ a. We must make an appointment if we want to see the Dean.（学部長に会

いたいのなら，私達は予約しなければならない。） 
         b. We may/can borrow up to six books at a time.（私達は一度に 6冊まで借

りられる。） 
(Huddleston & Pullum 2002: 183) 

 
しかし，have toのような，主に客観的な deontic modalityを表す法助動詞もある(Coates 
1983: 55-57, Huddleston & Pullum 2002: 183, Collins 2009: 60-62, 69)13。 
 

（25）and uhm that’s the tradition which reluctantly I have to follow（いやでも，
あれは従わなければならない伝統だ。）                    (Collins 2009: 62) 

 
中国語でも同じ現象が見られる。例えば，彭（2005: 74-76）によれば，「必须」は主観的
な deontic modalityと客観的な deontic modalityを表すことができるが，「得」は客観的な
deontic modalityを表す傾向がある。要するに，主観的な事態評価のモダリティの表現と客
観的な事態評価のモダリティの表現との区別が存在する事実によって，主観的な事態評価

のモダリティと客観的な事態評価のモダリティを区別することの意義が確認できる。 
 

                                                   
12 各法助動詞の主観的な deontic意味と客観的な deontic意味の詳細は Collins (2009: 35-38, 
45-46, 53-55, 69-70, 95, 100-101)などを参照。 
13 日本語においては，基本的に主観的な意味を表す表現が存在するが，英語においては，主に

客観的な意味を表す表現が存在することが興味深い。 
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4.3  行為要求のモダリティと事態評価のモダリティの文法化 

Deontic modality に関する普遍性のある文法化の経路は「DYNAMIC MODALITY＞
DEONTIC MODALITY」と「DEONTIC MODALITY＞EPISTEMIC MODALITY」，及
び両者の具現である「ABILITY＞PERMISSIVE」と「OBLIGATION＞PROBABILITY」
などが挙げられる。そのうち，特に「DEONTIC MODALITY＞EPISTEMIC MODALITY」
はよく研究されており，多くの言語に見られる(Heine & Kuteva 2002: 116, 218)。例えば， 
本来 deontic modalityを表している英語のmust，ドイツ語のmüssen，中国語の「可」な
どはいずれも epistemic modalityを表すようになった。 

 
English (anonymous reader) 
(a) I must go home.（もう帰らなければならない。） 
(b) That must be the postman. (on hearing the doorbell)（（玄関のベルを聞いて）郵
便配達員だろう。） 

(Heine & Kuteva 2002: 218) 
 
しかし，日本語においては，これらの文法化の経路が見出されにくい。 
行為要求のモダリティを表す動詞の命令形「しろ」，「なさい」，「てくれ」，「てください」，

「な」などは単義的であり，dynamic modalityからの文法化，または epistemic modality
への文法化が見られない。 
事態評価のモダリティを表す表現も dynamic modalityからの文法化，または epistemic 

modalityへの文法化が見られない。その上さらに，「DEONTIC MODALITY＞EPISTEMIC 
MODALITY」の反例が存在すると考えられる。事態評価のモダリティを表す評価的複合形
式，つまり，「～と」，「～ば」，「～たら」，「～ては」，「～ても」，「～ほうが」などの事態を

受ける形式と，「いい」（「よい」），「いけない」，「ならない」などの評価を表す形式が複合

したものは統語構造から言っても，基本的意味（ある行為の実行や，ある状態の実現に対

する評価）から言っても，deontic modalityより epistemic modalityに近付いてきた。黒
滝（2005）によれば，「なければならない」や「てもいい」のような評価的複合形式の deontic
用法は epistemic 用法から派生した14。これを「DEONTIC MODALITY＞EPISTEMIC 
MODALITY」の反例と見なせる。 
もっとも，第 3章 3.1.2節で述べたように，可能のモダリティを表す可能表現は許可，依

頼，禁止といった deontic的意味を表すことができる。つまり，日本語の行為要求のモダリ
ティと事態評価のモダリティにおいては，「DYNAMIC MODALITY＞DEONTIC 
MODALITY」という普遍性のある文法化の経路が見出されないわけではない。 
 

 

                                                   
14 詳細については，黒滝（2005: 198-211）を参照。 
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4.4  まとめ 

最後に，この章で述べたことの要点をまとめておく。 

1）行為要求のモダリティの下位分類である命令と依頼の成立条件（a）（b1）（b2）（c）（d）
（e）を挙げた。 

2）命令と依頼の成立条件（c）を再検討して（c1）と（c2）に修正した。命令と依頼の成
立条件（c1）と（c2）によって，命令と依頼を区別できるようになる。 

3）事態評価のモダリティにおけるキーワードとしての「規範」を規定した。 
4）関与に基づいた主観性・客観性によって，主観的な事態評価のモダリティと客観的な事
態評価のモダリティの特徴を明らかにした。 

5）さらに，客観的な事態評価のモダリティをタイプ 1とタイプ 2に分けた。 
6）図式を利用して，主観的な事態評価のモダリティと客観的な事態評価のモダリティの違
いなどを明らかにした。 

7）日本語の行為要求のモダリティと事態評価のモダリティにおいては，普遍性のある文法
化の経路「DYNAMIC MODALITY＞DEONTIC MODALITY」と「DEONTIC 
MODALITY＞EPISTEMIC MODALITY」，及び両者の具現である「ABILITY＞
PERMISSIVE」と「OBLIGATION＞PROBABILITY」などが見出されにくい。逆に，
「DEONTIC MODALITY＞EPISTEMIC MODALITY」の反例が存在すると考えられ
る。 

8）日本語の行為要求のモダリティと事態評価のモダリティにおいては，「DYNAMIC 
MODALITY＞DEONTIC MODALITY」という普遍性のある文法化の経路が見出され
る。 
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第 5章 

認識のモダリティと相互関与型モダリティ 

（［3］命題関与型モダリティと［4］相互関与型モダリティ） 

 

 

 

5.0  はじめに 

認識のモダリティとは伝達しようとする命題に対する理性的な把握の仕方を表すもので

ある。認識のモダリティを表す表現には，「だろう」，「かもしれない」，「にちがいない」，「は

ずだ」，「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」などがある。 
日本語学においては，認識のモダリティの研究はかなり進んでおり，既に相当な蓄積が

ある。本章では，認識のモダリティの図示，認識のモダリティの主観性・客観性，認識の

モダリティの文法化などを論じることにする。まず，5.1節では，認識のモダリティの定義，
下位分類と表現形式について少し考える。5.2節では，認識のモダリティを図式化してみる。
5.3 節では，認識のモダリティの主観性・客観性を分析する。5.3.1 節で先行研究の論述を
紹介する。5.3.2節で関与及び関与に基づいた主観性・客観性によって，認識のモダリティ
の主観性・客観性を説明する。5.3.3 節で客観的な認識のモダリティを図式化する。5.3.4
節で客観的な認識のモダリティの表現に触れる。5.4節では，認識のモダリティの文法化を
見る。 
 
 
5.1  認識のモダリティの定義，下位分類及び表現形式 

モダリティ観，研究アプローチや個別言語研究の違い，それにモダリティの定義や分類

の違いが存在するので，一般言語学・英語学における認識のモダリティと日本語学におけ

る認識のモダリティの定義，下位分類及び表現形式にも，様々な違いがある。ここでは，

それらの違いについて少し考えてみて，本研究における考え方を提示する。 
 

5.1.1  認識のモダリティの定義と下位分類 

まず，一般言語学・英語学と日本語学における認識のモダリティの定義からいくつかを

取り上げてみる1。 

                                                   
1 本研究の基本的立場が「階層的モダリティ論（主観表現論）」のモダリティ観に立ち，モダリ

ティ表現の多義的アプローチを取るので，この立場における定義のみを取り上げることにする。 
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� Lyons (1977)2: Epistemic modality has to do with the truth of proposition (p. 823). It is 
concerned with ‘matters of knowledge, belief ’ (p. 793), or ‘opinion rather than fact’ (pp. 
681-682).（認識のモダリティは命題の真実性と関係がある。それは事実より，知識と信
念，または見解に関わっている。） 
� Coates (1983): Epistemic modality ‘is concerned with the speaker’s assumptions or 

assessment of possibilities and, in most cases, it indicates the speaker’s confidence (or 
lack of confidence) in the truth of the proposition expressed’ (p. 18).（認識のモダリティ
は可能性に対する話し手の仮定または評価に関わっている。しかも，多くの場合，それ

は命題の真実性に対する話し手の確信（または確信の欠如）を示している。） 
� Bybee & Pagliuca (1985): Epistemic modalities ‘have the whole proposition in their 

scope and express the speaker’s evaluation of the truth or potential truth of the 
proposition contained in the utterance’ (pp. 63-64).（認識のモダリティは命題の全体を
それのスコープに入れて，発話に含まれる命題の真実性または潜在する真実性に対する

話し手の評価を表している。） 
� Palmer (1990): Epistemic modality ‘makes judgments about the probability of the 

truth of the proposition’ (p. 5).（認識のモダリティは命題の真実性の蓋然性に関する判断
を下している。） 
� Palmer (2001): Epistemic modality is concerned with the speaker’s ‘judgments about 

the factual status of the proposition’ (p. 24).（認識のモダリティは命題の事実状態に対
する話し手の判断に関わっている。） 
� Huddleston & Pullum (2002): ‘Prototypically, epistemic modality concerns the 

speaker’s attitude to the factuality of past or present time situations ...’ (p. 178)（認識
のモダリティはプロトタイプ的に，過去または現在の事態の事実性に対する話し手の態

度に関わっている。） 
� Palmer (2003): ‘Epistemic modality is concerned solely with the speaker’s attitude to 

status of the proposition’ (p. 7).（認識のモダリティは専ら命題の状態に対する話し手の
態度に関わっている。） 

 
� 益岡（1991）：「「真偽判断のモダリティ」は，文の真偽性に関する表現者の判断を表す」
（p. 108）。 
� 仁田（1991）：「判断といった言表事態めあてのモダリティとは，言表事態が，話し手に
よって確かなものとして捉えられているのか，不確かさを含むものとして捉えられてい

るのか，どういった徴候の存在の元に推し量られたものであるのかなど，といった言表

事態に対する話し手の認識的な態度のあり方を表すものである」（p. 59）。 
� 中右（1994）：「真偽判断のモダリティ」は「話し手が命題内容の真理値（真偽いずれか
                                                   
2 Li (2004: 12)によって整理した。 
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の値）について，肯定的あるいは否定的に断定・推定するモダリティのこと。いわゆる

断定判断，推定判断のことを指す」（pp. 54-55）。 
� 仁田（2000）：「認識のモダリティとは，文の内容である事態を，話し手がどのような認
識的な態度・あり方で捉えたのか，といったことを表したものである。言い換えれば，

事態成立に対する話し手の認識的な捉え方の表示である」（p. 82）。 
� 日本語記述文法研究会（2003）：「認識のモダリティとは，事態に対する話し手の認識的
なとらえ方を表すものである」（p. 133）。 
� 益岡（2007）：「真偽判断のモダリティ」は「命題に対する真偽判断を表す」（p. 143）。 

 
上に取り上げた一般言語学・英語学における認識のモダリティの定義と日本語学におけ

る認識のモダリティの定義は大きな違いはないように見える。ところが，日本語学におけ

る認識のモダリティの下位分類（表 1）を検討することにより，一般言語学・英語学におけ
る認識のモダリティと日本語学における認識のモダリティの違いとして 3 項目を挙げるこ
とができる。 

 
表 1 日本語学における認識のモダリティの下位分類 

益岡 
（1991） 

仁田 
（1991） 

中右 
（1994） 

仁田 
（2000） 

日本語記述文法 
研究会（2003） 

益岡 
（2007） 

真偽判断の

モダリティ 
判断のモ 
ダリティ 

真偽判断の

モダリティ 
認識のモ 
ダリティ 

認識のモ 
ダリティ 

真偽判断の 
モダリティ 

･既定 
 1断定 
 2断定保留 
 
･未定 

･話し手の把

握・推し量り作

用を表すもの 
 1断定 
 2推量 
 
･推し量りの確

からしさを表

すもの 
 

･徴候の存在の

元での推し量

りを表すもの 
 
･推論の様態に

関わるもの 

･断定判断 
 
･推定判断 

･判定のモダリティ 
 1判定 
  ①確言 
    a確認 
    b確信 
  ②概言 
    a推量 
    b蓋然性判断 
    c徴候性判断 
 2疑い 
 
･伝聞 

･断定 
 1事実の提示 
 2確信的な判断 
 3主観的な評価 
 
･推量 
 1推量 
 2断定回避 
 
･蓋然性 
 1可能性の認識 
 2必然性の認識 
 
･証拠性 
 1観察 
 2推定 
 3伝聞 

･断定 
 
･非断定 
 1定判断 
  ①断定保留 
  ②蓋然性判断 
  ③証拠性判断 
  ④当然性判断 
 2不定判断 

 
第 1 に，日本語学における認識のモダリティは断定判断を含んでいる。例えば，益岡

（1991）の「断定」，仁田（1991）の「断定」，中右（1994）の「断定判断」，仁田（2000）
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の「確言」，日本語記述文法研究会（2003）の「断定」，益岡（2007）の「断定」などであ
る。一方，一般言語学・英語学における認識のモダリティは断定判断を含んでいない。こ

の違いについては，湯本（2004: 12-13）も指摘している。 
 
命題内容についてのモダリティとして，英語研究には，命題内容の真偽に係わる

“epistemic modality”があり，日本語研究にもそれに対応する「真偽判断のモダリテ
ィ」（益岡 1991），「認識系―判断」（仁田 1991）そして「真偽判断」（中右 1994）が
ある。しかし日本語研究の場合，これらのどれもが断定判断を含んでいる。（中略）一

方，英語における“epistemic modality”は，Palmer (1990)の“judgments about the 
probability of the truth of the proposition”，Palmer (1986)の“the degree of 
commitment”が示すように，真偽の断定判断ではなく，あくまでも真偽の可能性判断
である。                          （湯本 2004: 12-13） 

 
第 2 に，一般言語学・英語学における認識のモダリティが想像や思考による認識を表し
ているのに対して，日本語学における認識のモダリティは想像や思考によらない認識を表

すことがある。例えば，仁田（2000）の「確認」である。仁田（2000: 99）によれば，「確
認」とは「想像・思考や推論の作用を経ることなく，直接的に，事態の成立・存在を疑い

のない確かなものとして捉える」ものである。「確認」は例文（1）のような「感覚器官に
よる直接的な捕捉」によるものと，例文（2）のような「既得情報」によるものに分けられ
ており，両方とも想像・思考や推論の作用による介在を必要としていない（仁田 2000: 
97-99）。 

 
（1）あっ，雨が降っている。 
（2）田所「……彼はカンでそう思い，大陸移動説というのを発表したんです。しかし，

それを実証するほど科学技術が進んでいなかったため，彼は世界中の笑い者にな

り，千九百三十年に死にました」 
                                                                 （仁田 2000: 98） 

 
日本語記述文法研究会（2003）の「事実の提示」もこの類である。「事実の提示」とは「話
し手自身が知っていること，経験したこととして，その事柄を直接的に認識していること

を表す」（日本語記述文法研究会 2003: 145）ものであり，仁田（2000）の「確認」に相当
する。例えば，例文（3）（4）である。 
 

（3）昨日は朝から外出していました。 
（4）ハンカチが落ちたよ。 

                                                （日本語記述文法研究会 2003: 145） 
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この 2 つの違いは一般言語学・英語学におけるモダリティの研究がモダリティ表現として
法助動詞や法副詞のような有標形式のみを扱い，日本語学の方が無標形式をも扱っている

からであると考えられる。 
第 3に，証拠性(evidentiality)は仁田（1991）の「徴候の存在の元での推し量りを表すも
の」，仁田（2000）の「徴候性判断」と「伝聞」，日本語記述文法研究会（2003）の「証拠
性」などのように，日本語学においてしばしば認識のモダリティの下位分類として捉えら

れているが，英語学においては，認識のモダリティとして捉えられていない。 
この 3 つの違いから分かるように，日本語学における認識のモダリティは一般言語学・
英語学における認識のモダリティより，範囲がかなり広い。後者は前者のごく一部に相当

する。 
ここでは，認識のモダリティを伝達しようとする命題に対する理性的な把握の仕方を表

すものであると広い意味で定義しておきたい。次の節では，認識のモダリティ表現の範囲

を確定する（第 6章から認識のモダリティ表現の意味分析を行う）。 
 
5.1.2  認識のモダリティ表現の範囲 

認識のモダリティ表現の範囲については，統一した見解がない。例えば，日本語記述文

法研究会（2003: 134）は「φ（断定形），だろう，かもしれない，にちがいない，はずだ，
ようだ，みたいだ，らしい，（し）そうだ，（する）そうだ」のような認識のモダリティ表

現を扱っている。中右（1994）はより多岐にわたる表現を扱っている。 
 

a. にちがいない，かもしれない，はずだ，ようだ，だろう，でしょう，まい 
b. おそらく，たぶん，ひょっとして，きっと，確かに，確か，私見では，私の見ると
ころ，私の知るかぎり，（私の）思うに，察するに 

c. よ，ね，思う，思われる，（ように）みえる，言わざるを得ない，強調したい，思え
ない，思わない，知らない，わからない 

                                                                 （中右 1994: 55） 
 
英語学においても Palmer (1990)のように法助動詞を認識のモダリティ表現とする捉え方
もあり，Perkins (1983)のように“modal auxiliaries”，“quasi-auxiliaries”，“modal 
adverbs”，“modal adjectival and participial expressions”，“modal nominal expressions”，
“modal lexical verbs”の多様な表現を認識のモダリティ表現とする捉え方もある。 
ここでは，諸先行研究の扱っている認識のモダリティ表現から共通部分(intersection)を
抜き出して，その共通部分――「だろう」，「かもしれない」，「にちがいない」，「はずだ」，

「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」など――を本研究で扱おうとしている認識のモダリ

ティ表現としている。 
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5.2  認識のモダリティの図示 

認識のモダリティにおいては，話し手が根拠に基づいて想像や思考を通して命題を創造

した3上で，根拠の存在や種類，思考や想像の様式，新しい命題の確実性などに対する把握

の仕方を示して，命題に関わっている。このような認識のモダリティは図 1aと bのように
図式化することができる。図 1aは「かもしれない」を使った例文（5）を例とし，図 1bは
「らしい」を使った例文（6）を例とする。 

 
（5）スピンクスは，ほとんど全員が敵という会場で，そのアリと闘わなくてはならな

いのだ。それは二十五歳の若者にとって苛酷すぎる状況であったかもしれない。 

                                                         （沢木耕太郎『一瞬の夏』） 
（6）三間に五間くらいの土間に，飯台が二た側，おのおの左右に作り付けの腰掛が据

えられ，蒲で編んだ円座が二尺ほどの間隔をとって置いてある。客が多くてもぎ

っしり詰めず，ゆとりをおいて飲めるように按配してあるらしい。 
                                                             （山本周五郎『さぶ』） 

 
 
  a 
 

 
 

B=根拠（「スピンクスは 25歳の若手ボクサーであるが，アリは 36歳
のベテランボクサーである」など） P=思考や想像 C=命題（「それ
は二十五歳の若者にとって苛酷すぎる状況であった」） S=話し手 

 
  b  
 

 
 

B=根拠（話し手の見た用具の配置など） P=思考や想像 C=命題（「客が多くて
もぎっしり詰めず，ゆとりをおいて飲めるように按配してある」） S=話し手 

図 1 認識のモダリティの図示（例文（5）（6）） 
 
図 1aでは，“B→P→C”は根拠（「スピンクスは 25歳の若手ボクサーであるが，アリは

36 歳のベテランボクサーである」など）B に基づいて想像や思考 P を通して命題（「それ
は二十五歳の若者にとって苛酷すぎる状況であった」）Cを創造したことを示している。“S
                                                   
3 この心的過程の詳細については，第 6章 6.2節を参照。 

S 

C B 

B P 

S 

C 

P 
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→”，及び“S→”の矢印が命題 Cに向くのは話し手 Sが根拠 Bに基づいて想像や思考 Pを
通して命題 Cを創造した上で，新しい命題 Cの確実性に対する把握の仕方を示して命題に
関わっていることを示している。 
図 1b では，“B→P→C”は根拠（話し手の見た用具の配置など）B に基づいて想像や思
考 Pを通して命題（「客が多くてもぎっしり詰めず，ゆとりをおいて飲めるように按配して
ある」）Cを創造したことを示している。“S→”，及び“S→”の矢印が根拠 Bに向くのは話
し手 Sが根拠 Bに基づいて想像や思考 Pを通して命題 Cを創造した上で，根拠の存在に対
する把握の仕方を示して命題に関わっていることを示している。 
個々のモダリティ表現の違いを考えに入れないならば，簡略化された図 2 を認識のモダ
リティの図示とすることができる。 

 
 

 
B=根拠 P=思考や想像 C=命題 S=話し手 

図 2 認識のモダリティの図示 
 
図 2では，“B→P→C”は根拠 Bに基づいて想像や思考 Pを通して命題 Cを創造したこ
とを示し，“S→”は話し手 Sが根拠 Bに基づいて想像や思考 Pを通して命題 Cを創造した
上で，根拠の存在や種類，思考や想像の様式，新しい命題の確実性などに対する把握の仕

方を示して命題に関わっていることを示している。 
 
 

5.3  認識のモダリティの主観性・客観性 

第 2章 2.3.2節で認識のモダリティを命題関与型モダリティの下位分類に位置付けた。命
題関与型モダリティにおいては，話し手が根拠に基づいて想像や思考を通して命題を創造

した上で，根拠の存在や種類，思考や想像の様式，命題の確実性などに対する把握の仕方

を示して，命題に関与している。また，第 2章 2.4節でモダリティにおける主観性と客観性
を，主観性とは話し手の関与が含まれていることであり，客観性とは話し手の関与が含ま

れていないことであると規定した。このような主観性・客観性から見れば，認識のモダリ

ティは主観的である。しかし，基本的に主観的であるが，客観的である場合がないわけで

はない。 
 

5.3.1  先行研究の論述 

認識のモダリティの主観性と客観性については，Lyons (1977)が先駆的な指摘を行った。
Lyons (1977: 797-798)は認識のモダリティに主観的なものと客観的なものがあると主張し
て，下記の例文を挙げて説明した。 

C B P S 
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（7）Alfred may be unmarried.（アルフレッドが未婚である可能性がある。） 
（8）Alfred must be unmarried.（アルフレッドが未婚である必然性がある。） 

                                                                (Lyons 1977: 797) 
 

Lyons (1977: 797-798)によれば，例文（7）には 2つの解釈が可能である。1つの解釈に
おいては，話し手は自身の不確かさに基づいて，「アルフレッドが未婚である」という可能

性を主観的に述べている（主観的な認識のモダリティ）。ところが，次のような状況なら，

その解釈は客観的となる。すなわち，90 人の共同体があって，アルフレッドはその一員で
ある。そのうち 30人は未婚であることは分かっているが，誰が未婚で誰が既婚であるかは
分からない。このような状況においては，論理上，「アルフレッドが未婚である」という可

能性の存在が客観的な事実であり，話し手は例文（7）のようにその事実を述べている（客
観的な認識のモダリティ）。 
例文（8）にも 2つの解釈が可能である。1つの解釈においては，話し手は「アルフレッ
ドが未婚である」という必然性を主観的に述べている（主観的な認識のモダリティ）。とこ

ろが，次のような状況なら，その解釈は客観的となる。すなわち，アルフレッドを含む 30
人の共同体があって，そのうち 1 人は未婚であることは分かっている。今，アルフレッド
以外の 29 人が既婚であると分かれば，論理上，「アルフレッドが未婚である」という必然
性が客観的な事実となり，話し手は例文（8）のようにその事実を述べている（客観的な認
識のモダリティ）。 
筆者は Lyons (1977)の客観的な認識のモダリティが「論理的推論」による認識を表して

いるが，その主観的な認識のモダリティがそうでない認識を表していると理解しておきた

い。ここで言う論理的推論はその結論や前提が特定の人に依存せず，さらに論理演算が可

能な推論である。例えば，例文（7）（8）の解釈が客観的となる状況においては，理性的な
(reasonable)人なら誰でも状況にある前提から特定の人に依存していない結論「アルフレッ
ドが未婚である」を導くことができる。しかも，誰でも同様な結論を導くから，状況にあ

る既得の前提に特定の人がこれ以上，「アルフレッドは実は人間でなく，犬である」や「ア

ルフレッドは既に引越しした」のような新しい前提を加えることはできない。新しい前提

を加えるとするならば，同様な結論は導けなくなるかもしれないのである。このような結

論や前提が特定の人に依存していない（言い換えれば，特定の人から独立している）推論

は論理的推論であり，論理的推論による認識を表している認識のモダリティは客観的であ

る。 
Lyons (1977)と同じ主張をしている研究には，Coates (1983)，Palmer (1986)などがある。
もちろん，Nuyts (2001)のような，異なった観点を提示している研究もある。Nuyts (2001: 
32-34)は Lyons (1977)の観点を批判して，話し手だけが根拠を知って，その根拠から結論
をする(the speaker suggests that (s)he alone knows the evidence and draws a conclusion 
from it)ことを主観的であり，話し手は，根拠が，それに基づいた結論を共有する大きな集
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団の人に知られていることをさす((s)he indicates that the evidence is known to (or 
accessible by) a larger group of people who share the conclusion based on it)ことを客観
的であると主張している。 

 
5.3.2  関与及び関与に基づいた主観性・客観性から言えば 

ここでは，関与及び関与に基づいた主観性・客観性によって，認識のモダリティにおけ

る主観性と客観性の対立について述べる。 
認識のモダリティにおいては，ほとんどの場合，話し手が既得の根拠，或いは話し手の

新たに加える根拠に基づいて想像や思考を通して新しい命題を創造するという心的過程を

経た上で，根拠の存在や種類，思考や想像の様式，新しい命題の確実性などに対する把握

の仕方を示している。 

しかし，場合によって，ある既に存在している命題とその既定の確実性，及びその命題

の基づく根拠が実在として話し手から独立しており，かつ，その命題を創造するための想

像や思考の様式も既に決められている。つまり，その場合，ある既に存在しており，かつ，

既定の確実性を持っている命題に関わる心的過程の全体が実在として話し手から独立して

いる。その場合，話し手がその心的過程を経ることなく，その命題の確実性，その命題の

基づく根拠の存在や種類，その命題を創造するための想像や思考の様式などを事実の通り

に述べている。 
話し手自身が根拠に基づいて想像や思考を通して命題を創造するという心的過程を経る

ことを関与と捉えれば，話し手がその心的過程を経ないことは関与しないこととなる。関

与に基づいた主観性・客観性から言えば，前者の場合は主観的な認識のモダリティであり，

後者の場合は客観的な認識のモダリティである。 
次に，上に述べた観点から，例文（7）（8）のことを説明してみる。次の状況においては，
例文（7）（8）は主観的な認識のモダリティと解釈される。つまり，話し手が既得の根拠，
或いは話し手の新たに加える私的な根拠に基づいて想像や思考を通して新しい命題「アル

フレッドが未婚である」を創造した上で，命題「アルフレッドが未婚である」の確実性に

対する把握（可能性または必然性）を示している。しかし，次のような状況においては，

例文（7）（8）は客観的な認識のモダリティと解釈される。つまり，「アルフレッドが未婚
である」という既に存在している命題とその既定の確実性（可能性または必然性），及びそ

の命題の基づく根拠（何人の共同体があること，何人が未婚であること，何人が既婚であ

ることなどなど）が実在として話し手から独立しており，かつ，その命題を創造するため

の想像や思考の様式も既に決められている。話し手が命題「アルフレッドが未婚である」

の既定の確実性（可能性または必然性）を事実の通りに述べている。 
Lyons (1977)の主観性・客観性，Nuyts (2001)の主観性・客観性と，関与から見た主観性・

客観性は互いに相容れないわけではないであろうと考えられる。実は，論理的推論は話し

手の関与しない，ある既に存在しており，かつ，既定の確実性を持っている命題に関わる
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心的過程に相当する。また，根拠が大きな集団の人に知られていることや，大きな集団の

人が結論を共有することはその心的過程における根拠と結論（創造された命題）の特徴で

もある。その心的過程の全体が話し手から独立しているので，根拠や結論が大きな集団の

人に共有されることができるのである。 
 

5.3.3  認識のモダリティの図式の修正 

5.2 節で主観的な認識のモダリティと客観的な認識のモダリティの違いを考えに入れず
に，認識のモダリティを図示化した。主観的な認識のモダリティをそのまま図 2 のように
図式化すれば，客観的な認識のモダリティの図示は図 3 のように修正する必要がある。つ
まり，“S→”に×印を付けて，話し手が“B→P→C”という心的過程に関与していないこ
とを示す。 

 
 

 
B=根拠 P=思考や想像 C=命題 S=話し手 
図 3 客観的な認識のモダリティの図示 

 
ただ，話し手は“B→P→C”という心的過程に関与しなくても，根拠の存在や種類，思

考や想像の様式，命題の確実性のいずれかをモダリティ表現で示している。例えば，客観

的な認識のモダリティと解釈された例文（7）（8）の話し手が命題の確実性（可能性または
必然性）を mayと mustで示している。このことを図示するには，図 4のような図を用い
ることにする（例文（7）（8）を例とする）。 

 
 
 

 
 

B=根拠（何人の共同体があること，何人が未婚であることなどなど） 
P=思考や想像 C=命題（「アルフレッドが未婚である」） S=話し手 

図 4 客観的な認識のモダリティの図示（例文（7）（8）） 
 
“S→”に付けられた×印は話し手が“B→P→C”という心的過程に関与していないことを
示し，“S→”の矢印が命題 Cに向くのは話し手 Sが命題 Cの既定の確実性（可能性または
必然性）を述べていることを示している。 

 
 

C B P S 

S 

C B P 
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5.3.4  客観的な認識のモダリティの表現 
認識のモダリティを表す表現のほとんどは主観的な意味と客観的な意味を表すことがで

きるが4，自然言語における認識のモダリティは基本的に主観的である。ここでは，モダリ

ティ表現が客観的な認識のモダリティを表す場合に注目する。 
まず，英語の法助動詞に触れる。英語の法助動詞のほとんどは主観的な epistemic 

modalityと客観的な epistemic modalityの両方を表すことができるが，客観的な epistemic 
modalityを表す例がかなり少ない。例えば，大規模なコーパスを利用したCollins (2009: 39, 
46, 92, 99)によれば，epistemic modalityを表すmustの 91％は主観的であり，epistemic 
modalityを表すmay，can，shouldは典型的に主観的で，客観的な epistemic modalityを
表す例がごく稀である。 
それでも，needのような，主に客観的な epistemic modalityを表す法助動詞もある。し
かし，needの epistemic modalityを表す例はそもそも少ない。Collins (2009)のコーパス
を分析した結果によって，epistemic modalityを表すmust，may，can，shouldの百万語
あたりの具体例(tokens per one million words)はそれぞれ 554，2310，112，368である（粗
頻度(raw frequencies)はそれぞれ 431，1799，67，270 である）が，epistemic modality
を表す needの百万語あたりの具体例はわずか 12である（粗頻度は 12である）。 
次に，「にきまっている」という客観的な認識のモダリティを表す傾向のあるモダリティ

表現を取り上げてみる。澤田（2006）には，「にきまっている」の客観性に関する示唆に富
む指摘がある。澤田（2006: 47）は例文（9）における「にきまっている」を，例文（10）
におけるように「に違いない」に変えると，客観的認識から主観的認識に変わると述べて

いる。 
 
（9）主人は少し渋い顔をして苦笑した。 
「ばかだな，今時分，医者の戸を叩くのは急患にきまっている」 

（10）ばかだな，今時分，医者の戸を叩くのは急患に違いない。 
                                                                 （澤田 2006: 47） 

 
主観性と客観性のような用語を用いていないが，宮崎（2002b: 149-150）は「にきまっ

ている」が，根拠に基づいて推論するというより，基本的に，考えるまでもない自明のこ

ととして，その判断が成立することを表すと指摘している。宮崎（2002b: 149-150）によ
れば，例文（11）のように，一定の根拠に基づいて推論するような文脈では，「にちがいな
い」を用いるのが自然であり，「にきまっている」はかなり不自然になる。逆に，例文（12）
（13）のように，特に根拠なく，直感的な判断を述べる場合には，「にちがいない」よりも
                                                   
4 当該表現の表す認識のモダリティが主観的か客観的かを判別するには，様々な統語的・意味

的なテストや制約が議論されている。例えば，条件節に含まれるか否かというテストである。条

件節に含まれないのは主観的であり，含まれるのは客観的である。詳しくは，英語の場合，Lyons 
(1977: 798-809)，澤田（1993: 196-208）を参照，日本語の場合，澤田（1993: 208-213）を参照。 
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「にきまっている」を用いる方が自然である。 
 
（11）彼は相当眠そうだ。昨夜，徹夜した{にちがいない／？にきまっている}。 
（12）宝くじを買ったって，どうせ当たらない{？にちがいない／にきまっている}。 
（13）「健康になればうれしい{にきまっている／？にちがいない}さ」 

                                                           （宮崎 2002b: 149-150） 
 
宮崎（2002b: 149-150）の述べた「考えるまでもない自明のこと」や「直感的な判断」，

例えば「宝くじが当たらない」や「健康になることがうれしい」は根拠に基づいた推論の

結論とも見なせる。ただ，そのような推論は話し手から独立しており，既に存在している

ものである。言い換えれば，話し手の関与しない，客観的なものである。 
要するに澤田（2006: 47）と宮崎（2002b: 149-150）によれば，「にきまっている」は客

観的な認識のモダリティを表す傾向がある。 
 
 

5.4  認識のモダリティの文法化 

第 4章 4.3節で既に述べたように，普遍性のある文法化の経路「DEONTIC MODALITY
＞EPISTEMIC MODALITY」と「OBLIGATION＞PROBABILITY」は日本語においては，
見出されにくい。 
その原因としては，多義的であった中古語のモダリティ体系が現代語に受け継がれてお

らず，deontic modalityと epistemic modalityは現代語においては，異なった表現へ分化
したことが考えられる。詳細については，黒滝（2006: 36）の指摘が参考になる。 

 
（前略）通時的にみると，中古語のモダリティ（ベシ，ム，マシ）には，以下に示す

ように，多義性があり，一文法形式に deonticと epistemicの両義があった。即ち，「ベ
シ」が推量や義務，「ム」が推量や意志というように，deontic modality と epistemic 
modality の両義を併存させていたのである。ところが，現代日本語になると，これら
の中古語モダリティ体系は受け継がれず，かなりが消失していった。結局のところ，

deonticと epistemicのモダリティが異なる形式（スルコトガデキル，シナケレバナラ
ナイ，スルニチガイナイ，スルツモリデアル，ダロウ）へと分化していったのである。 

                                                                 （黒滝 2006: 36） 
 
なお，共時的に見ると，行為要求のモダリティを表す動詞の命令形「しろ」，「なさい」，

「てくれ」，「てください」，「な」，及び事態評価のモダリティを表す評価的複合形式などは

単義的で deontic modalityを表しており，epistemic modalityへの文法化はまだ見られな
い。 
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これらの原因で，日本語においては，deontic modalityから epistemic modalityへの文
法化が見られない。のみならず，黒滝（2005: 198-211）によれば，「なければならない」や
「てもいい」のような評価的複合形式の deontic 用法は epistemic 用法から派生している。
これを「DEONTIC MODALITY＞EPISTEMIC MODALITY」の反例と見なすことができ
る。 

 
ここまで，dynamic modalityに対応する可能のモダリティと意志のモダリティ（第 3章

3.1.2節と 3.2.3節），deontic modalityに対応する行為要求のモダリティと事態評価のモダ
リティ（第 4章 4.3節），及び epistemic modalityに対応する認識のモダリティの文法化に
ついて簡単に考察して，普遍性のある文法化の経路「DYNAMIC MODALITY＞DEONTIC 
MODALITY」や「DEONTIC MODALITY＞EPISTEMIC MODALITY」との一致・不一
致を挙げた。ここでは，考察の結果を表 2 にまとめておく（太字と左向きの“＜”は当該
経路が普遍性のある文法化の経路の反例であることを意味している）。 

 
表 2 日本語のモダリティの文法化 

 
可能のモダリティ 
意志のモダリティ 

行為要求のモダリティ 
事態評価のモダリティ 認識のモダリティ 

DYNAMIC MODALITY DEONTIC MODALITY EPISTEMIC MODALITY 

可能のモ 
ダリティ 

ABILITY               ＞     PERMISSIVE 
DYNAMIC MODALITY  ＞ DEONTIC MODALITY 
  （ABILITYのみ） 
ABILITY                                        ＞       POSSIBILITY 

意志のモ 
ダリティ 

WANT                                    ＜ FUTURE 
WANT                                          ＜  EPISTEMIC MODALITY 

行為要求の 
モダリティ 

ABILITY               ＞     PERMISSIVE 
DYNAMIC MODALITY  ＞ DEONTIC MODALITY 
  （ABILITYのみ） 

事態評価の 
モダリティ 

ABILITY              ＞      PERMISSIVE 
DYNAMIC MODALITY  ＞ DEONTIC MODALITY 
  （ABILITYのみ） 
                          DEONTIC MODALITY ＜  EPISTEMIC MODALITY 

認識のモ 
ダリティ 

ABILITY                                        ＞       POSSIBILITY 
WANT                                          ＜  EPISTEMIC MODALITY 
                          DEONTIC MODALITY ＜  EPISTEMIC MODALITY 

 
表 2の示すように，日本語には，普遍性のある文法化の経路「ABILITY＞PERMISSIVE」，

「ABILITY＞POSSIBILITY」，「DYNAMIC MODALITY（ABILITYのみ）＞DEONTIC 
MODALITY」があるが，普遍性のある文法化の経路「WANT＞FUTURE」，「WANT＞
EPISTEMIC MODALITY」，「DEONTIC MODALITY＞EPISTEMIC MODALITY」の反
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例もある。 
 
 

5.5  相互関与型モダリティ 

第 1 部の最後に，相互関与型モダリティを簡単に説明する。まず，丁寧さのモダリティ
を見る。 

 
5.5.1  丁寧さのモダリティ 

丁寧さのモダリティは聞き手に対する話し手の丁寧さに関わる気持ちの有無を表すもの

である。普通体と丁寧体によって表されている。 
 
（14）「駅長さん，私です，御機嫌よろしゅうございます。」 

「ああ，葉子さんじゃないか。お帰りかい。また寒くなったよ。」 
「弟が今度こちらに勤めさせていただいておりますのですってね。お世話さまで

すわ。」 
「こんなところ，今に寂しくて参るだろうよ。若いのに可哀想だな。」 

                                                               （川端康成『雪国』） 
（15）「今夜は如何です」 

「今夜は好い心持だね」 
「これから毎晩少しずつ召上ると宜ござんすよ」 
「そうは行かない」                                  （夏目漱石『こころ』） 

 
丁寧さのモダリティにおいては，上下関係や親疎関係などの人間関係に基づいて，聞き

手に対する丁寧さをめぐって，話し手と聞き手が相互に関与している。丁寧さのモダリテ

ィは図 5のように図式化することができる（2本の矢印と円は話し手 Sと聞き手 Hの相互
関与を示している）。 

 
 
 

S=話し手 H=聞き手 
図 5 丁寧さのモダリティの図示 

 
5.5.2  情報認識のモダリティ 

情報認識のモダリティは聞き手の情報認識に対する話し手の配慮を表すものである。終

助詞によって表されている。 
 

H S 
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（16）「降りゃしないかね，これで彼方へつくのはどうしたって日暮れだ」 
「大丈夫だよ，俥でおいでね，くたぶれちゃうよ。一里半もあるんだってからさ」 
「お前傘は？」 
「いいよ，平気」                                    （宮本百合子『一隅』） 

（17）「それじゃ冬休みには皆で船まで迎えに行きますよ。日を知らせて下さいましね。
お待ちしておりますよ。宿屋へなんぞいらしちゃいやですよ，船まで迎えに行き

ますよ。」                                       （川端康成『伊豆の踊子』） 
 
情報認識のモダリティにおいては，話し手と聞き手の間の情報認識の一致・不一致関係

をめぐって，話し手と聞き手が相互に関与している。情報認識のモダリティは図 6 のよう
に図式化することができる（“S→I”と“H→I”はそれぞれ情報 Iに対する，話し手 Sの認
識と聞き手Hの認識を示している。2本の矢印と円は話し手 Sと聞き手 Hの相互関与を示
している）。 

 
 
 
 
 

I=文脈にある情報 S=話し手 H=聞き手 
図 6 情報認識のモダリティの図示 

 
 

5.6  まとめ 

最後に，この章で述べたことの要点をまとめておく。 

1）一般言語学・英語学における認識のモダリティと日本語学における認識のモダリティの
違いを 3つ挙げた。 

2）本研究における認識のモダリティの定義と，認識のモダリティ表現の範囲を規定した。 
3）関与及び関与に基づいた主観性・客観性によって，認識のモダリティにおける主観性と
客観性の対立を説明した。 

4）図示を利用して，主観的な認識のモダリティと客観的な認識のモダリティの違いなどを
明らかにした。 

5）日本語の認識のモダリティにおいては，普遍性のある文法化の経路「DEONTIC 
MODALITY＞EPISTEMIC MODALITY」と「OBLIGATION＞PROBABILITY」が見
出されにくい。のみならず，「DEONTIC MODALITY＞EPISTEMIC MODALITY」の
反例が存在すると考えられる。 

6）4）に関する通時的・共時的な原因を述べた。 

S 

I 

H 
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7）第 3章 3.1.2節と 3.2.3節，第 4章 4.3節，及び本章 5.4節で論じた日本語のモダリティ
の文法化の全体をまとめた。 
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認識のモダリティの各論 
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第 6章 

「だろう」 

 

 

 

6.0  はじめに 

「だろう」の主な意味は 2 種類あり，それぞれ例文（1）（2）（3）（4）と例文（5）（6）
（7）（8）（9）（10）によって示される。 

 
（1）お隣りのマツ子は，この小説を読み，もはや私の家へ来ないだろう。私はマツ子

に傷をつけたのだから。                            （太宰治『めくら草紙』） 
（2）次にキャスターが，WBC の世界ヘビー級チャンピオンであるラリー・ホームズ

に，アリとスピンクスのいずれが有利かを訊ね，次のような答を引き出していた。 

「わからない。でも多分アリが勝つだろう」         （沢木耕太郎『一瞬の夏』） 
（3）「おれは知らない。御父さんはまだ何とも云わないから。然し財産って云ったと

ころで金としては高の知れたものだろう」              （夏目漱石『こころ』） 
（4）してみれば，私の小説は，すくなくともスタイルは，戯曲勉強から逆説的に生れ

たものであると言えるだろう。私の小説の話術は，戯曲の科白のやりとりの呼吸

から来ている筈だ。                          （織田作之助『わが文学修業』） 
（5）「じゃ道也先生に違ない。――世の中は随分無慈悲なものだなあ。――君番地を

知ってるだろう」 

「番地は聞かなかった」                                 （夏目漱石『野分』） 
（6）「ここは社長室だろう」 

と大畑は言った。 

「はあ，さようで」                           （赤川次郎『女社長に乾杯！』） 
（7）初秋の日脚は，うそ寒く，遠い国の方へ傾いて，淋しい山里の空気が，心細い夕

暮れを促がすなかに，かあんかあんと鉄を打つ音がする。 

「聞えるだろう」と圭さんが云う。 

「うん」と碌さんは答えたぎり黙然としている。       （夏目漱石『二百十日』） 
（8）「まだ遠いですか？」 

「もうすぐそこだ。それ向こうに丘が見えるだろう。丘の手前に鉄道線路がある

だろう。そこに国旗が立っている，あれが新台子の兵站部だ」 
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                                                             （田山花袋『一兵卒』） 
（9）「御前此所へ帰って来て，宅の事を監理する気はないか」と兄が私を顧みた。私

は何とも答えなかった。 

「御母さん一人じゃ，どうする事も出来ないだろう」と兄が又云った。兄は私を

土の臭を嗅いで朽ちて行っても惜しくないように見ていた。（夏目漱石『こころ』） 

（10）「いい知恵なんかおらいらねえ」と清七は首を振った，「おらあただ，おめえの
気持さえ聞かしてもらえばいいんだ」 

「だから，それは困ると云ってるだろう」              （山本周五郎『さぶ』） 
 
例文（1）（2）（3）（4）における「だろう」はしばしば「推量」（例えば，寺村 1984，仁

田 1991, 2000，三宅 1995a，日本語記述文法研究会 2003），或いは「断定保留」（例えば，
森田 1980，益岡 1991, 2002, 2007）と捉えられている。例文（5）（6）（7）（8）（9）（10）
の「だろう」は「確認要求」と捉えられている1。 
本研究が「だろう」の「推量」，或いは「断定保留」の意味を認識のモダリティと捉え，

「確認要求」の意味を情報認識のモダリティと捉えているので，認識のモダリティを扱う

本章では，前者の意味を考察することにする。まず，6.1節では，先行研究における「推量」
と「断定保留」という 2 つの捉え方を検討する。6.2 節では，「推量」を取り上げて，詳し
く再検討する。6.3節では，「だろう」の認識のモダリティ的な意味を分析する。 
 

 

6.1  「推量」と「断定保留」 

6.0 節で述べたように，「だろう」の表す認識のモダリティ的な意味はしばしば「推量」，
或いは「断定保留」と捉えられている。本節では，「推量」と「断定保留」という 2つの捉
え方を検討してみたい。 

 

6.1.1  「推量」 

「推量」は「話し手の想像の中で命題を真であると認識する」（三宅 1995a: 86）とか，「命
題内容である事態の成立・存在を不確かさを有するものとして，想像・思考や推論の中に

                                                   
1 「だろう」に関わる「確認要求」は蓮沼（1995: 392）の用語で言えば，「推量確認」（例文（5）
（6）），「共通認識の喚起」（例文（7）（8）），「認識形成の要請」（（9）（10））の 3種類に分けら
れる。「推量確認」とは「話し手が直接的には知り得ない事柄で，聞き手が直接知っていると見

込まれる，あるいは，聞き手に最終的判断の決定権があるような事柄について，話し手の推測の

妥当性を聞き手に承認してもらうといった用法」である（p. 395）。「認識形成の要請」とは「「分
かって当然のことなのだから認識せよ」といった気持ちで，話し手が聞き手に認識を要請するも

のである」（p. 394）。「共通認識の喚起」は「認識形成の要請」と大きな違いがない。「その差異
は，文脈状況の相違を反映しているに過ぎない。〈共通認識の喚起〉は，当該の事態にまだ気づ

いていない聞き手に対し，自分と同様の認識状態をその場で形成するように聞き手を誘い込む用

法できるのに対して，〈認識形成の要請〉は，認識できるはずのことが認識できていないといっ

た状況で，聞き手に認識形成を要請する用法である」（p. 400）。 
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捉えるもの」（仁田 2000: 116）とか，「事態を想像や思考によって間接的に認識しているこ
と」（日本語記述文法研究会 2003: 143）とかと定義されている。先行研究における「推量」
には，2つの重要な性質があると考えられる。 

1 つ目は「推量」が感覚・知覚によって生じた情報や，長期記憶2の想起によって再生・

再認された情報を直接的に言語化するのではなく，既得の情報を想像や思考によって，処

理して得た新しい情報を言語化することである3。 
例えば，断定判断の例文（11）は感覚・知覚（具体的に言えば視覚）によって生じた情

報を直接的に言語化して発話したものであり，断定判断の例文（12）と証拠性の例文（13）
は長期記憶の想起によって再生・再認された情報を直接的に言語化して発話したものであ

る。 
 
（11）向こうのクヌギ林の中から，黒いけむりを吐いて，汽車がやってきた。 

「あっ，汽車だ。」                                 （山本有三『路傍の石』） 
（12）「それから私は修一郎の目をのぞきこみ，彼の胸にナイフを突きたてました。そ

して私はナイフを抜くと，つぎのように言ったのです。殺したいところだが助

けてやる，以後俺の前に現われるな，下衆野郎，と。そしてナイフを修一郎の

そばに投げ，茶の間に行きました」                   （立原正秋『冬の旅』） 
（13）「驚いたよ。花子さんと文太郎さんは五年も前から知り合っていたそうだ。そう

いえば，なんかこうふたりとも妙に気張って，話したいのに，わざとがまんし

ているようだった」                               （新田次郎『孤高の人』） 
 

一方，「推量」の例文（14）（15）は様々な既得の情報を想像や思考によって処理して新た
に生じた情報を言語化して発話したものである。 

 
（14）私が汐見に感じた友情の原因には，二人がほぼ同じ時期に，同じ大学に籍を置

いていたことも与って力があっただろう。             （福永武彦『草の花』） 
（15）彼は今年も試験に失敗するかもしれない。失敗したら（都落ち）して田舎の高

校の教師になるだろう。そして生涯それで終るだろう。（石川達三『青春の蹉跌』） 
 
2 つ目は例文（14）（15）のように，「推量」が新たに生じた情報を不確かなものとして

                                                   
2 記憶は「保持時間の長さによって，感覚記憶（視覚刺激の場合は数百ミリ秒以内，聴覚刺激

の場合は数秒以内），短期記憶（15～30秒以内），長期記憶（ほぼ永久）に分けることができる」
（中島 他（編） 1999）。 
3 既得の情報であれ，新しい情報であれ，情報は想像，思考，言語化の際に短期記憶に入力し

て処理される必要がある。短期記憶は「意識的操作が可能な状態で情報を保持することのできる

唯一の記憶で，計算，読書，推理などの認知課題を遂行する際の作業場のような役割を果たす」

（中島 他（編） 1999）のである。つまり，言語化される既得の情報と新しい情報はいずれも
一時的に短期記憶に貯蔵される。 
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捉えることである。 
既得の情報を想像や思考によって処理して新たに生じた情報を不確かなものとして捉え

るか，確かなものとして捉えるかのいずれも可能である。前者は「推量」であり，例文（14）
（15）のような有標の文に具現されている。後者は断定判断であり，例文（14’）（15’）の
ような無標の文に具現されている。 

 
（14’）私が汐見に感じた友情の原因には，二人がほぼ同じ時期に，同じ大学に籍を置

いていたことも与って力があった。 
（15’）失敗したら（都落ち）して田舎の高校の教師になる。そして生涯それで終る。 

 
厳密に言えば，例文（11）（12）の表す断定判断は「確認」（仁田 2000），「事実の確認」

（宮崎 2002b），或いは「事実の提示」（日本語記述文法研究会 2003）と呼ばれている，断
定判断の一種である。例文（11）（12）と異なり，例文（14’）（15’）の表す断定判断は「確
信」（仁田 2000），「確信的な判断」（宮崎 2002b），或いは「確信的な判断」（日本語記述文
法研究会 2003）と呼ばれている，断定判断の一種である。本章では，例文（11）（12）の
表す断定判断を「断定判断 1」と，例文（14’）（15’）の表す断定判断を「断定判断 2」と
呼んでおきたい。結論から言えば，断定判断 1 は情報を直接的に言語化し，かつ，その情
報を確かなものとして捉えているものであるが，断定判断 2 は既得の情報を想像や思考に
よって処理して新しい情報を生じ，かつ，その新しい情報を確かなものとして捉えている

ものである。 
さて，この 2つの性質を考えると，三宅（1995a: 86）や仁田（2000: 116），日本語記述

文法研究会（2003: 143）の「推量」は既得の情報を想像や思考によって処理して新しい情
報を生じることと，その新しい情報を不確かなものとして捉えることとの 2 つの側面を含
んでいるものであることが分かる。筆者はこの 2 つの側面は「だろう」で表現される「推
量」だけではなく，認識のモダリティの根底に共通する属性でもあり，「かもしれない」，「に

ちがいない」，「はずだ」，「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」などの表す認識のモダリテ

ィ的な意味はいずれもこの 2つの側面を含んでいると考えている。つまり，「だろう」の表
す認識のモダリティ的な意味を「推量」とする捉え方は「だろう」の特質を明らかにして

いないのである。 
 

6.1.2  「断定保留」 

次に，「だろう」の表す認識のモダリティ的な意味を「断定保留」とする捉え方を見る。

益岡（2007: 144）によれば，「断定保留」とは「真であるとの確信が持てなかったり聞き手
との関係で断定を差し控えたりといった事情で断定を保留するものである」。 
益岡は「だろう」を「断定保留」の基本形式と見なし，「「だろう」は，当該の真偽判断

が表現者個人の判断であるという限定を付するところに特徴がある。言うならば，「私的な
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判断」であることを明示して，断定的な表現になることを避けるわけである」と述べてい

る（益岡 1991: 112）。「確認要求」を表す「だろう」に関しても，益岡（1991: 112）は「こ
のような「だろう」の用法は，対話文におけるものであり，話し手の判断の妥当性を聞き

手に確認する使い方である。この場合，話し手は当該の事態が成り立つかどうかの判断に

ついて断定を保留し，その判断を下し得ると想定される聞き手に対して考えを求めるわけ

である」と，「断定保留」によって説明している。 
これらの論述から，とりわけ「差し控える」や「避ける」のようなことばから，益岡（1991, 

2002, 2007）の「断定保留」は「だろう」を社会的・語用論的な側面で捉え，発話の現場
における「出力情報→言語化→発話」という段階に焦点を当てるものであると考えること

ができる。一方，「推量」は「だろう」を話し手の心理的・認識論的な側面で捉え，発話の

前の「既得情報→想像や思考→出力情報」という段階に焦点を当てるものである。 
本章は「だろう」の心理的・認識論的な側面に着眼点を置いているので，「だろう」の表

す認識のモダリティ的な意味を「推量」とする立場に立つ。ただ，6.1.1節で述べたように，
先行研究における「推量」は認識のモダリティの根底に共通する属性に関心を払わず，「だ

ろう」の認識のモダリティ的な意味を明らかにしていない。そこで，次の 6.2節でその「推
量」をさらに検討して，6.3節で改めて「だろう」の認識のモダリティ的な意味を分析する
ことにする。 
 
 
6.2  「推量」の再検討 

本節では，6.1.1 節で挙げた「推量」の 2 つの側面をめぐって，「推量」を再検討してみ
る。これにあたっては，心理学の基本概念を使いたい。 
 

6.2.1  高次の心的過程と低次の心的過程 

人間の想像や思考は感覚・知覚や長期記憶の想起より高次の心的過程であると考えられ

る。感覚・知覚は外界及び生体内部の刺激を受容して情報を生じる過程である。それで生

じた情報が感覚記憶に貯蔵される。長期記憶の想起は検索手がかりを利用して貯蔵されて

いる情報を再生・再認する過程である。想像や思考は大まかに言えば，既得の情報に基づ

いて新しい情報を創造する過程である。想像や思考に関わる創造的想像，概念形成，演繹

推理，帰納推理，類推などがいずれも既得の情報に基づいて新しい情報を導き出す過程を

持っている。これと対照的に，感覚・知覚や長期記憶の想起には，情報の能動的で積極的

な創造がない。この意味で想像や思考は感覚・知覚や長期記憶の想起より高次の心的過程

である。 
6.1.1節で断定判断 1と証拠性は感覚・知覚によって生じた情報や，長期記憶の想起によ
って再生・再認された情報を言語化することであり，「推量」と断定判断 2は既得の情報を
想像や思考によって処理して得た新しい情報を言語化することであると述べた。つまり，
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短期記憶 

    
短期記憶 

    

短期記憶 

断定判断 1と証拠性は感覚・知覚や長期記憶の想起という低次の心的過程を持っているが，
「推量」と断定判断 2 は想像や思考という高次の心的過程を持っている。このような断定
判断 1，証拠性，「推量」及び断定判断 2は図 1のように示すことができる。 

 
  a 断定判断 1 
         感覚・知覚                言語化 
 
 
  b 証拠性 
                     想起       言語化 
 
 
  c 「推量」と断定判断 2 
                                       想像・思考      言語化 
 
 

図 1 断定判断 1，証拠性，「推量」及び断定判断 2の図示 
 
図 1aに示すように，断定判断 1においては，感覚記憶に貯蔵された，感覚・知覚によって
生じた情報 Aが短期記憶に入力されてから，言語化される。図 1bに示すように，証拠性に
おいては，長期記憶に貯蔵されている情報 A が短期記憶で想起によって再生・再認されて
から，言語化される。図 1c に示すように，「推量」と断定判断 2 においては，短期記憶で
既得の情報 Aが想像や思考によって処理され，情報 Bが生じる。その上で，情報 Aではな
く，新しい情報 Bが言語化される。 

 
6.2.2  信念の心的態度 

6.2.2.1  信念の段階 

情報に対して，話し手は様々な心的状態を抱いている。その中で認識のモダリティに関

して重要なのは言語化される情報（命題）4に対する信念である。信念はある命題が真であ

ると信じるという心的状態であり，その強さの度合いによって「確かさ」，「不確かさ」，「未

定」の 3段階に分けられる。「不確かさ」はさらに，「高い蓋然性」，「やや高い蓋然性」，「や
や低い蓋然性」，「低い蓋然性」などの段階に分けられる。 
否定の命題を考慮に入れると，信念は「肯定の確かさ」，「肯定の不確かさ」，「未定」，「否

                                                   
4 本研究では，情報は命題の上位概念と規定しておいた（第 1章 1.1.1節を参照）。断定判断 1，
証拠性，「推量」及び断定判断 2における心的過程に関わる情報のすべては必ずしも命題ではな
いが，言語化される情報は命題である。信念はそのような命題に対する話し手の抱いている心的

状態である。したがって，信念を論じる際には，命題ということばを使う。 

    
感覚記憶 

刺激 情報A 発話 

    
長期記憶 

発話 

情報A 

情報A 情報A 

発話 情報A 情報B 
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定の不確かさ」，「否定の確かさ」の 5段階に分けられる5。百分率，自然言語の表現，及び

色の濃淡によって，信念の 5段階を表 1のように示すことができる。 
 

表 1 信念の 5段階 
肯定の確かさ 100％  雨が降っているよ。 

肯定の不確かさ 

99％ … 
雨が降っているにちがいない。 
雨が降っているだろう。 
雨が降っているかもしれない。 
… 

～ 

1％ 
未定 0％ 雨が降っているか，それとも降っていないか？ 

否定の不確かさ 

￢1％ … 
雨が降っていないかもしれない。 
雨が降っていないだろう。 
雨が降っていないにちがいない。 
… 

～ 

￢99％ 
否定の確かさ ￢100％ 雨が降っていないよ。 

 
6.1.1 節で，断定判断 1 と断定判断 2 は命題を確かなものとして捉えるが，「推量」は命

題を不確かなものとして捉えると述べた。つまり，「推量」においては，話し手が命題に対

して肯定の不確かさと否定の不確かさの 2 段階の信念を抱いている。断定判断 1 と断定判
断 2 においては，話し手が命題に対して肯定の確かさと否定の確かさの 2 段階の信念を抱
いている。 
なお，証拠性においては，話し手が命題に対して肯定の確かさ，肯定の不確かさ，未定，

否定の不確かさ，否定の確かさのいずれの段階を抱くことがある。例えば，例文（16）は
話し手が肯定の命題に対して否定の確かさ（否定の命題に対してならば，肯定の確かさで

ある）の段階の信念を抱くことの例である。 
 
（16）なすは秋に一番おいしくなるそうだが，私はそうは思わない。 

                                                （庵・高梨・中西・山田 2000: 134） 
 
また，例文（17）は話し手が命題に対して未定の段階の信念を抱くことの例である。 

 
（17）「爺やさん，峠の途中に気ちがいの女がいるそうだけれど，それあ本当なのか

い？」                                   （堀辰雄『風立ちぬ・美しい村』） 
 
 

                                                   
5 以下，便宜上，命題の肯定・否定を問わず，確かさ，不確かさ，未定の 3段階という分け方
を用いるところが多い。 
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話し手の認識 

命題   実在 

6.2.2.2  「真」とは 

信念はある命題が真であると信じるという心的状態である。「真」は論理学で，客観的な

「命題と実在の一致」をさすことがあるが，本研究では，「真」を「話し手の認識における

命題と実在の一致」と捉えている（図 2）。つまり，話し手がある命題が真であると信じて
いるのはその命題が客観的な実在に一致するからではなく，その命題が実在に一致すると

話し手が認識しているからであると考えられる。 
 
 

 
 

図 2 話し手の認識における命題と実在の一致 
 
ただ，「話し手の認識における実在」は「客観的な実在」と同じであることが望ましいが，

異なっていることもある。人間の認識には，しばしば多くの誤謬が混じっているためであ

る。例えば，幾何学的錯視(geometrical-optical illusion)6による誤謬である。図 3と図 4は
その例である。 

 
 

 
 a     b     c 

図 3 幾何学的錯視（デルブッフ錯視） 
 
中島他（編）（1999）によれば，図 3の「二重同心円 bの外側の円は，客観的には同じ大き
さの単円 aに比べて過小視される。一方，図 bの内側の円は同大の円 cより過大視される」。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 幾何学的錯視（フレーザー錯視）(Seckel 2005: 6) 

                                                   
6 幾何学的錯視とは「平面図形の幾何学的性質（大きさ，長さ，距離，方向，角度，曲率，形

など）が，刺激の客観的性質や関係より，組織的にかつ相当量異なって知覚される現象である」

（中島 他（編） 1999）。 
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図 4は中心に向かって螺旋状に見えるが，実際は同心円状に描かれている。 
このように，認識に誤謬が混じっているため，話し手の認識における実在は客観的な実

在と異なることになる。例えば，図 4の場合，誤謬が混じっている認識における実在は「螺
旋状の図」であるが，客観的な実在は「同心円状の図」である。にもかかわらず，話し手

が自らの認識における命題と実在の一致を真と見なすから，「図 4は螺旋状である」という
命題があれば，客観的な実在「同心円状の図」と異なる「螺旋状の図」という認識におけ

る実在によって，その命題を真であると信じることができる。 
 
6.2.3  認識のモダリティに共通する属性としての推量 

以上，先行研究における「推量」の 2つの側面をめぐって，検討してきた。6.1.1節でも
述べたように，その 2 つの側面を持つ「推量」は「だろう」の表す認識のモダリティ的な
意味だけではなく，「かもしれない」，「にちがいない」，「はずだ」，「ようだ」，「らしい」，「（し）

そうだ」などの表す認識のモダリティ的な意味の根底に共通する属性にもなっている。こ

こでは，上述のことに基づいて，認識のモダリティに共通する属性としての推量7を次のよ

うに整理しておく。 
 
推量とは想像や思考という高次の心的過程によって，新しい情報（命題）を生じさせ，

かつ，その情報（命題）に対して不確かさの信念を抱くことを表すものである。 
 
 

6.3  「だろう」の意味分析 

6.1.1節で「だろう」の表す認識のモダリティ的な意味を「推量」とする捉え方は「だろ
う」の特質を明らかにしていない旨を述べた。なお，6.2節で先行研究における「推量」を
再検討して，認識のモダリティに共通する属性としての推量を整理しておいた。ここでは，

改めて「だろう」の意味を分析してみる。 
 

6.3.1  「だろう」の第一義的な意味 
「だろう」は第一義的に次のような意味を表すと考えられる。 
 
「だろう 1」8は推量における新しい情報（命題）に対する不確かさの存在を示す表現で

ある。蓋然性（不確かさの特定の程度）を示さない。 
 
図示すれば，図 5のようになる。図中の正方形の枠は「だろう 1」が「不確かさの存在を示

                                                   
7 区別するために，先行研究におけるスイリョウはかぎ括弧のある「推量」と表記し，筆者の

修正したスイリョウは推量と表記する。 
8 「だろう」の第一義的な意味を「だろう 1」と表記し，「だろう」の第二義的な意味を「だろ

う 2」と表記する。 
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す」ことを示している。 
 

100％ 
 
「だろう 1」              1％～99％ 

 
0％ 

 
「（¬P）だろう 1」              ￢1％～￢99％ 

 
￢100％ 

図 5 「だろう」の第一義的な意味 
 
「だろう 1」は例文（18）のように，高い蓋然性を表す「きっと」，「かならず」，「まちが
いなく」，「まさか」，「たしかに」，低い蓋然性を表す「おそらく」，「たぶん」，より低い蓋

然性を表す「もしかしたら」，「ひょっとしたら」のような，様々な程度の蓋然性を表す副

詞と共起することができる。これが「だろう 1」の特徴である。 
 

（18）{きっと／たぶん／おそらく}，鈴木氏が次期委員長に選ばれるだろう。 
                                                （日本語記述文法研究会 2003: 149） 
 
例文（18）の「きっと～だろう 1」，「たぶん～だろう 1」，「おそらく～だろう 1」の示す蓋然

性を図示すれば，図 6のようになる（便宜上，不確かさの段階のみを図示する）。 
 

   「きっと～だろう 1」 
     「おそらく～だろう 1」 

    「たぶん～だろう 1」               1％～99％ 
 

図 6 「きっと／たぶん／おそらく～だろう 1」の示す蓋然性 
 
このように，「きっと～だろう 1」，「おそらく～だろう 1」や「たぶん～だろう 1」は異な

る蓋然性をはっきり示している。これは「だろう 1」が単に不確かさの存在を示すだけでな

く，蓋然性（不確かさの特定の程度）を示さないということを裏付けている――「だろう 1」

が高い程度から低い程度に至るまで，様々な程度の蓋然性を表す副詞と共起することを容

認する原因は「だろう 1」自身がどの程度の蓋然性をも示していないからであると考えられ

る。これと対照的に，例文（19）（20）のように，低い蓋然性を明示する「かもしれない」
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が高い蓋然性を示す副詞と共起すること，或いは高い蓋然性を明示する「にちがいない」

が低い蓋然性を示す副詞と共起することは容認しがたい。 
 

（19）＊きっと，鈴木氏が次期委員長に選ばれるかもしれない。 
（20）＊ひょっとしたら，鈴木氏が次期委員長に選ばれるにちがいない。 

 
なお，「だろう」の表す「確認要求」が「推量確認」，「共通認識の喚起」，「認識形成の要

請」の 3種類に分けられることも上述の考え方を傍証している。「確認要求」はイントネー
ションや文脈により様々な段階の信念に関わることができる。しかも，それは話し手のも

のだけではなく，聞き手のものともなる。例えば，例文（21）のような「推量確認」では，
一般的に話し手はやや高い蓋然性を抱いているが，聞き手は確かさの信念を抱いている。

例文（22）（23）のような「共通認識の喚起」と「認識形成の要請」では，一般的に話し手
は確かさの信念を抱いているが，聞き手は未定，否定の不確かさ，或いは否定の確かさの

信念を抱いている。 
 
（21）「うん，その――」清七はもじもじした，「ちょっと相談があるんだが，ぶしゅ

う，じゅあねえ栄さん立話は疲れるだろう」 

「なに，もう慣れてるさ」                            （山本周五郎『さぶ』） 
（22）「ちがう。一酸化炭素なら，被害者の顔は赤くなっても決してこんな蒼い顔にな

りはしない。やはりホスゲンだ。ほら微かにのこっているだろう。林檎のくさ

ったような匂いがするじゃないか」                 （海野十三『街の探偵』） 
（23）「何も御前の為にするんじゃないと御父さんが仰しゃるんじゃないけれども，御

前だって世間への義理位は知っているだろう」 

母はこうなると女だけにしどろもどろな事を云った。   （夏目漱石『こころ』） 
 
このような「確認要求」を表す「だろう確」9は信念の特定の段階を示さないと考えられる。

「だろう 1」の発話において，蓋然性（不確かさの特定の程度）を示す役割が副詞などに任

せられているのと同様に，「だろう確」の発話において，信念の特定の段階を示す役割はイ

ントネーションや文脈に任せられている。要するに，「だろう 1」であれ「だろう確」であれ，

信念の特定の段階に関わらないのである。 
 

6.3.2  「だろう」の第二義的な意味 
「だろう」は第一義的に不確かさの存在を示しているが，蓋然性を示すこともしばしば

指摘されている。例えば，寺村（1984: 235）は（「かもしれない」と）「ダロウとの違いは，
その推量の妥当性についての確信の度合いが低いことであろう」，「ニチガイナイは，ふつ

                                                   
9 「確認要求」の「だろう」を「だろう確」と表記する。 
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う確信の度合いが，ダロウやカモシレナイより強いと説明され，それはまちがいではない

（下略）」などと述べている。つまり，寺村（1984）は必ずしも「だろう」が「確信の度合
い」を示すと捉えていないが，「だろう」が「確信の度合い」を示すことをも否認していな

い。また，益岡（1991: 114）は「断定保留を表すことから派生する第二義的な性格」と捉
えながらも，「「だろう」が蓋然性を表す」ことを認めている。本研究も「だろう」が蓋然

性を示すことを認め，それを「だろう」の第二義的な意味と捉えている。 
「だろう」の第二義的な意味は次のようであると考えられる。 
 
「だろう 2」は推量における新しい情報（命題）に対するやや高い蓋然性という不確か

さの特定の程度を示している。 
 

6.3.3  「だろう 1」と「だろう 2」の意味拡張 
上に述べた「だろう」の第一義的な意味と第二義的な意味は矛盾しているように見える

が，第二義的な意味が第一義的な意味から拡張したと考えられる。ここでは，その意味拡

張を「情報の価値」，「中立的な読み」，「意味の転移」という 3つの要因から説明してみる。 
その前に，「だろう」の第一義的な意味が第二義的な意味に拡張する前提条件を述べる。

つまり，不確かさの存在は不確かさの特定の程度を明示していないが，不確かさの特定の

程度の存在を含意しているということである。例えば，「だろう 1」の発話「雨が降るだろ

う。」においては，「だろう 1」が不確かさの存在しか示していないが，話し手の不確かさは

実質的に特定の程度を持っているはずである。これは「人の集まり」という表現は一定の

人数を明示していないが，53人か 245人かという一定の人数の存在を含意している（一定
の人数を持たない人の集まりが存在しないからである）ことに似ている。或いは「零下」

ということばは一定の温度を明示していないが，零下 10 度か零下 20 度かという一定の温
度の存在を含意している（一定の度数を持たない零下が存在しないからである）ことに似

ている。 
不確かさの存在が不確かさの特定の程度の存在を含意しているという前提条件は「だろ

う」の第一義的な意味「不確かさの存在を示す」と，第二義的な意味「不確かさの特定の

程度（やや高い蓋然性）を示す」の懸け橋（「不確かさの存在が示される→不確かさの特定

の程度の存在が含意される→存在する不確かさの特定の程度が示される」）であり，意味拡

張の内在する原因でもある（情報の価値，中立的な読み，意味の転移は意味拡張の外在す

る原因であると言える）。 
次に，情報の価値，中立的な読み，意味の転移という意味拡張の 3 つの要因を説明して
みる。 
情報の価値とは「～だろう」において，話し手の不確かさの存在より，話し手が抱いて

いる不確かさの程度の方が情報の価値が高いということである。例えば，「明日，雨が降る

か？」という聞き手の疑問に話し手が「降るだろう。」と答えたが，「降るだろう。」におい
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て，「雨ガ降ル」に対する話し手における不確かさの存在より，話し手が高い蓋然性を抱い

ているか低い蓋然性を抱いているかということの方が聞き手にとって関心が高く，情報の

価値が高い。明日の雨が降るかどうか，（気象学者でない）話し手が確かさの信念で断定で

きないのは自明のことだからである。言い換えれば，話し手の心に不確かさが存在するこ

とは自明のことである。結果として，価値の高い情報は不確かさの程度となっている。話

し手の抱いている不確かさの程度を聞き手自身のものと照合して両者の判断の妥当性をチ

ェックしたりするのは聞き手の関心からであろう。要するに，不確かさの程度を明示する

表現を含まない「～だろう」においては，「だろう」の第二義的な意味の読みが第一義的な

意味の読みより，情報の価値が高く，優先的となる（一方，不確かさの程度を明示する表

現を含む「～だろう」においては，第一義的な意味の読みが優先的になるであろう）。 
中立的な読みとは「～だろう」において不確かさの程度を明示する表現がない場合，聞

き手が理解の効率化を図って中立的な読みを取るということである。言い換えれば，高い

蓋然性と低い蓋然性の中間段階における蓋然性と読むのである。例えば，「雨が降っている

だろう。」のような文は不確かさの程度を判定する手がかりがないから，高い蓋然性と読ん

でも，低い蓋然性と読んでもよいが，聞き手は理解の効率化を図って高い蓋然性と低い蓋

然性の中間段階における蓋然性（やや高い蓋然性）と読んでしまう。情報の価値はなぜ第

二義的な意味が派生されたかということを説明しているが，中立的な読みはなぜ第二義的

な意味において「だろう」がやや高い蓋然性を示すかということを説明していると言えよ

う。 
情報の価値と中立的な読みは不確かさの程度を明示する表現を含まない「～だろう」に

おいて，第一義的な意味から第二義的な意味を拡張した要因であると考えられる。不確か

さの程度を明示する表現を伴う「～だろう」の場合，意味拡張の要因を意味の転移から説

明することができよう。意味の転移とは「だろう」が，共起する不確かさの程度を明示す

る副詞から，不確かさの程度を獲得するということである。「だろう」は様々な程度の不確

かさを表す副詞と共起することができると前にも述べた。不確かさの程度を明示する表現

を伴う「～だろう」においては，第一義的な意味の読みが優先的ではあっても，不確かさ

の程度を明示する副詞と共起して，この種の副詞の意味が徐々に「だろう」にも転移する

ことになる。 
結論としては，不確かさの程度を明示する表現を伴わない「～だろう」においては，情

報の価値と中立的な読みという要因から意味拡張が生じたが，不確かさの程度を明示する

表現を伴う「～だろう」においては，意味の転移という要因から意味拡張が生じたという

ことができる。 
 
 

6.4  まとめ 

最後に，この章で述べたことの要点をまとめておく。 
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1）「推量」は既得の情報を想像や思考によって処理して新しい情報を生じることと，その
新しい情報を不確かなものとして捉えることとの 2つの側面を含んでいるものである。 

2）その 2 つの側面は認識のモダリティの根底に共通する属性でもある。したがって，「推
量」は「だろう」の特質を明らかにしていないと考えられる。 

3）情報の能動的で積極的な創造があるか否かによって，心的過程は高次の心的過程と低次
の心的過程に分けられる。「推量」の持っているのは高次の心的過程である。 

4）認識のモダリティにおいては，話し手が信念という心的態度を抱いている。信念はある
命題が真であると信じるという心的状態であり，その強さの度合いによって，「確かさ」，

「不確かさ」，「未定」の 3段階に分けられる。 

5）話し手がある命題が真であると信じているのはその命題が実在に一致すると話し手が認
識しているからであると考えられる。 

6）認識のモダリティに共通する属性としての推量を整理した。 

7）「だろう」の表す認識のモダリティ的な意味を第一義的な意味と第二義的な意味に分け
て，分析した。 

8）「だろう」の第一義的な意味と第二義的な意味の意味拡張を情報の価値，中立的な読み，
意味の転移という 3つの要因から説明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 7章  「かもしれない」と「にちがいない」    95 
 

 

 

 

第 7章 

「かもしれない」と「にちがいない」 

 

 

 

7.0  はじめに 

本章の目的は「かもしれない」と「にちがいない」を考察することである。まず，7.1節
で「かもしれない」を論じ，7.2節で「にちがいない」を論じる。 

 
 

7.1  「かもしれない」 

「かもしれない」の主な意味は 2種類があり，それぞれ例文（1）（2）（3）（4）（5）（6）
と例文（7）（8）（9）によって示される。 

 
（1）今朝四人は粥をすすった。粥腹で厳冬の槍の穂へ出かけたのだから，彼等三人は

ぺこぺこに腹をへらして帰って来るに違いない。あるいは凍傷寸前の状態で帰っ

て来るかもしれない。                              （新田次郎『孤高の人』） 

（2）母親と娘きりの寂しい家庭を，僕がしげしげ訪れるようになったのも，謂わば亡
くなった兄の代りに，この小さな妹を見てやらなければならないという義務感が，

僕の底にあったからかもしれない。                    （福永武彦『草の花』） 

（3）クレーの絵は，画家の絵というよりも詩人の描いた絵である。一つ一つのタブロ
ーに，それぞれ題名が付いていて，その題名に靠れかかっているようにみえる部

分もあり，その点画家としては邪道であると言えるかもしれない。 

                                                   （吉行淳之介『砂の上の植物群』） 

（4）「いえ場所が悪いからだ」と今度は広田先生が言った。「あまり人通りが多すぎる
からいけない。山の上の寂しい所で，ああいう男に会ったら，だれでもやる気に

なるんだよ」 

「その代り一日待っていても，だれも通らないかもしれない」と野々宮はくすく

す笑い出した。                                      （夏目漱石『三四郎』） 

（5）せっかくここまで来たのだ。何とかして昌也の部屋へ入れれば，何か手がかりで
も見付かるかもしれない。                    （赤川次郎『女社長に乾杯！』） 

（6）仕方なく港の方に歩きかけて，私はふと由加子はどうしているだろうかと考えた
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のです。すでに結婚して母親となっているかもしれない。私の足は自然に町外れ

の由加子の家のあった方に向いていました。                （宮本輝『錦繍』） 

（7）「とんでもない園子さん，登山って，少しおそくなると，こういうふうに懐中電
灯をつけて歩くのが当り前のことなんです」 

「あなたがたには当り前かもしれませんが，わたしにはちっとも当り前ではない

わ。だいたい，全然山を知らない私をこんな目に会わせて失礼じゃないの」 

                                                           （新田次郎『孤高の人』） 

（8）「妙なことを言い出すな。たとえばだね，病気になった時に，妻子は親身になっ
て世話をしてくれる」 

「それはそうかもしれないが，ぼくはずっと以前から，病気をしないことにきめ

ているんだ。だから，そのたぐいの恩恵にあずかる必要もないだろう」 

                                               （星新一『人民は弱し，官吏は強し』） 

（9）「なあんだ，じゃ牧師だって，自分の妻を裏切ることはないとはいえないじゃな
いか」 

「そうよ，そうかもしれないけれど，でも，うちの教会の牧師さまはそうではな

いわ。そんな悪い牧師は百人のうち一人もいないと思うの。まあ，そりゃあごく

ごくたまにいるかもしれないけど……」                （三浦綾子『塩狩峠』） 

 

まず，例文（7）（8）（9）を見る。例文（7）（8）（9）における「かもしれない」の意味
は「是認―反論」と呼ぶことにしたい。このような「かもしれない」は主に「～かもしれ

ないが，～」のような構文に使われる。 

「是認―反論」は澤田（2006）の用語である。澤田（2006: 351-382）は「～かもしれな
いが，～」のような構文を「是認―反論」構文の 1つ1と捉えている。「是認―反論」構文と

は相手の主張を「それはそれとして認めつつも，異なった観点から自らの主張をそれにぶ

つけ，（部分的に）反論すること」（p. 352）を表すものである。 

森山・安達（1996: 30）はこのような「かもしれない」に関して，「「～かもしれませんが，
～。」「～かもしれません。しかし，～。」のような文型をとって，相手の言ったことをいっ

たん認めたことにしておいて反論を加える」と，澤田（2006）とほぼ同じ見解を述べてい

                                                   
1 澤田（2006: 352, 354）によれば，日本語の「是認―反論」構文には，「～は確かだが／確か
に～が，（しかし）～」，「～かもしれないが，（しかし）～」などがあり，英語の「是認―反論」

構文には，“may / might ～ but”，“true ～ but”，“certainly ～ but”，“I agree～ but”な
どがある。 

 

  � 喫煙が健康にある程度の悪影響を与えることは認める.マナーが悪い喫煙者がいることも

確かだ. 
    しかし，喫煙を諸悪の根源であるかのようにみなす社会的な風潮は恐ろしい.（p. 354） 
  � ‘He’s a very hard-working.’ ‘True, but I still don’t think he’s the right person for the 

job.’                                                                 （p. 352） 
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る。また，宮崎（2002b: 147）と日本語記述文法研究会（2003: 154）のように，このよう
な「かもしれない」を「譲歩」という用語で説明している研究もある。 
例文（1）（2）（3）（4）（5）（6）における「かもしれない」の意味は一般的に，可能性（低

い蓋然性）を表すと捉えられている。本研究は「かもしれない」の表す「是認―反論」を

認識のモダリティ的な意味と捉えておらず，「かもしれない」の表す可能性を認識のモダリ

ティ的な意味と捉えているので，以下においては，可能性を表す「かもしれない」を中心

として考察を進めていく。7.1.1節で可能性を表す「かもしれない」，7.1.2節で「Aかもし
れない，Aないかもしれない」構文，7.1.3節で記憶の呼び起こしと行動予定を表す「かも
しれない」を論じたい。 

 

7.1.1  可能性の「かもしれない」 

可能性を表す「かもしれない」には，2つの重要な性質があると考えられる。 
1つ目は可能性を表す「かもしれない」が推量に関わることである。第 6章 6.2.3節で推
量は認識のモダリティの根底に共通する属性であると述べた。「だろう」の表す認識のモダ

リティ的な意味と同じく，「かもしれない」の表す可能性や「にちがいない」の表す必然性

も推量に関わっており，既得の情報を想像や思考によって処理して新しい情報を生じるこ

とと，その新しい情報を不確かなものとして捉えることとの 2つの側面を含んでいる。 
2 つ目は「かもしれない」が低い蓋然性を示すことである。「かもしれない」は「にちが
いない」など，ほかの認識のモダリティ表現に比べれば，蓋然性が低いというような考え

方は多くの先行研究にも見られる。例えば，寺村（1984），野田（1984），仁田（1991, 2000），
益岡（1991, 2002, 2007），ジョンソン（1999），森田（2002）などである2。 
ここでは，可能性を表す「かもしれない」の意味を次のように整理しておく。 
 
「かもしれない」は推量における新しい情報（命題）に対する低い蓋然性を示してい

る。 
 
図示すれば，図 1のようになる。図中の破線枠は「かもしれない」が「低い蓋然性を示す」
ことを示している。 
 

 
 

                            1％～99％ 
     「かもしれない」 

図 1 低い蓋然性を表す「かもしれない」 

                                                   
2 しかし，三宅（1992, 1995b）のような，「かもしれない」は可能性があるという認識を表し
ているが，可能性の程度についての認識を表していないという考え方を取る研究もある。 
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7.1.2  「Aかもしれない，Aないかもしれない」構文 

例文（10）（11）のように，可能性を表す「かもしれない」は相矛盾する事柄を並立させ
ることができる（仁田 2000: 130，庵・高梨・中西・山田 2000: 133，宮崎 2002b: 145，
日本語記述文法研究会 2003: 153）3。 

 
（10） 田中さんはうちにいるかもしれないし，いないかもしれない。 

×田中さんはうちにいるだろうし，いないだろう。 
                                                （庵・高梨・中西・山田 2000: 133） 
（11） 終戦宣言という悪質な茶番を思いついたのは局長かもしれないし，知事かも

しれない。 
×終戦宣言という悪質な茶番を思いついたのは局長だろうし，知事だろう。 

                                                               （宮崎 2002b: 145） 
 
「いるかもしれない」においては，「いる」の可能性があることが「いない」の可能性が

あることを含意している。「局長かもしれない」においては，「局長だ」の可能性があるこ

とが「局長でない／知事だ／…」の可能性があることを含意している。つまり，「Aかもし
れない」が「Aないかもしれない（Bかもしれない）」を含意している。それで「Aかもし
れない」と「Aないかもしれない（Bかもしれない）」が並立して，「Aかもしれない，Aな
いかもしれない（Bかもしれない）」の構文が可能となる。 
ここでは，筆者は語構成の視点から，「弱い含意」と「強い含意」という概念を使って，

「Aかもしれない，Aないかもしれない（Bかもしれない）」構文の成立条件を分析してみ
たい。 
「A かもしれない」はある可能性を示しながら，そうでない可能性を含意している。「A
かもしれない」における含意には，弱い含意と強い含意がある。語構成の視点から見れば，

「かもしれない」は副助詞「か」，係助詞「も」，動詞「知れる」の未然形「知れ」，助動詞

「ない」からなる連語である。「か」と「しれない」は低い蓋然性を表す機能を果たし，「か

もしれない」が相矛盾する可能性を含意できるようにさせている。ただし，それは弱い含

意であり，理論上のものである。一方，「かもしれない」における係助詞「も」は「類似し

た事物の中からある事物を取り立てる，逆に言えばある事物を取り立てることで，類似し

た事物の存在を暗示する」（播磨 1998: 203）機能を果たし，「かもしれない」が相矛盾する
可能性を強く含意できるようにさせている。つまり，「も」が「か」と「しれない」で可能

になった弱い含意を強い含意にまで強化している。 
この弱い含意と強い含意の関係は「かもしれない」が連語として定着する前の，「かもし

れない」に類する「かしれぬ」の考察によって分かる。播磨（1998: 195）は例文（12）（13）

                                                   
3 「だろう」だけではなく，「らしい」や「にちがいない」などの認識のモダリティ表現でも，

このようなことは起こらない（仁田 2000: 130，日本語記述文法研究会 2003: 153）。 



 

第 7章  「かもしれない」と「にちがいない」    99 
 

における「かしれぬ」を論じるとき，この「かしれぬ」が「ある判断を提示し，その判断

があっているかどうか「わからない」とする意味を持ち，「かもしれない」に置き換え可能

と思われる。ただし助詞「モ」を欠くため，他の可能性を暗示する含みがないように思わ

れる」と述べている。つまり，「も」を欠く「かしれぬ」は相矛盾する可能性を弱く含意し

ていても，強い含意ではないから，相矛盾する可能性を含意する含みが読み取れにくい。

「も」を伴う「かもしれない」は弱く含意するだけではなく，相矛盾する可能性を強く含

意している。 
 
（12）支度にでもまいりましたかしれません 
（13）事に因と自己が往ても隠れて遇ぬことが有から何でも一目論見あらうか知れぬ

事と察したゆゑ 
                                                                （播磨 1998: 195） 

 
「かしれぬ」と「かもしれない」をそれぞれ「ある可能性がある」と「ある可能性もあ

る」にパラフレーズすれば，より理解しやすいであろう。「ある可能性がある」は「そうで

ない可能性がある」を弱く含意していても，強くは含意できない。結果として，「そうでな

い可能性がある」という含みが読み取りにくい。一方，「ある可能性もある」においては，

「も」が「類似した事物の存在」，つまり「そうでないこと」を含意しているので，「ある

可能性もある」を弱く含意するだけではなく，「そうでない可能性がある」を強く含意して

いる。結果として，「そうでない可能性がある」という含みが読み取れることとなる。 
ここまで述べたことは図 2のようにまとめられる。 
 
 a「かしれぬ」における弱い含意  b「かもしれない」における弱い含意と強い含意 

 

                  Aかしれぬ                 Aか□もしれない 

             弱い含意                    弱い含意 
                                                                 強い含意 
                  Aない（B）                 Aない（B） 

 
図 2 弱い含意と強い含意 

 
要するに，「か」と「しれない」は低い蓋然性を表し，「Aかもしれない」が「Aないかもし
れない（Bかもしれない）」を弱く含意できるようにさせる。日常言語においては，弱い含
意では，その含意が読み取りにくい。一方，「も」は「A ない（B）」の存在を強く含意し，
「Aかもしれない」が「Aないかもしれない（Bかもしれない）」を強く含意できるように
する。より強い含意があって始めて，その含意が読み取れ，「Aかもしれない」と「Aない
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かもしれない（Bかもしれない）」の並立が可能となる。 
 

7.1.3  記憶の呼び起こしと行動予定の「かもしれない」 

7.1.1節で可能性を表す「かもしれない」が推量に関わっていると述べた。つまり，可能
性を表す「かもしれない」は想像や思考という高次の心的過程を持っている。しかし，「か

もしれない」には，話し手自身の記憶の呼び起こし（例文（14））と行動予定（例文（15））
のような用法もある（仁田 2000: 131，宮崎 2002b: 147，日本語記述文法研究会 2003: 154）。
この両用法は想像や思考という高次の心的過程に関係がないものである。 

 
（14）急いでいたので，エアコンを切らずに来た{かもしれない／?だろう}。 
（15）今晩，君に電話する{かもしれない／?だろう}。 

                                                （日本語記述文法研究会 2003: 154） 
 
例文（14）の「だろう」の不適格性について，仁田（2000: 117）は「推量が，記憶を呼

び起こす（したがって定かでない場合があるにしても）ことによってではなく，想像し思

考し推論することで，事態の成立・存在を捉えているからである」と説明している。「かも

しれない」の適格性について，仁田（2000: 132）は，「「カモシレナイ」類が，単に，事態
の成立を想像・思考や推論の中に捉えた，ということを表しているだけ」ではなく，「「カ

モシレナイ」類が，事態の成立を，確からしさの度合いへの言及を焼きつけたあり方で表

している」からであるとしている。 
ここで筆者は意味の一般化(generalization)という概念を使って，記憶の呼び起こしを表

す「かもしれない」4を次のように説明してみたい。 
話し手自身の記憶の呼び起こしは想像や思考という高次の心的過程に関係がなく，長期

記憶の想起によって再生・再認された情報に対する低い蓋然性を表している。この場合，「か

もしれない」が適格になるのは「かもしれない可」の意味が一般化したからである。「かも

しれない可」は本来，想像や思考という高次の心的過程を経て新たに生じた情報に対する低

い蓋然性を表しているが，つまり，低い蓋然性を有する情報が高次の心的過程を経て新た

に生じたものであるという条件を持っているが，一般化して，記憶の呼び起こしのような

その条件の欠ける場合においても使用可能になったのである。 
記憶の呼び起こしと同じく，行動予定も想像や思考という高次の心的過程に関係がない。

行動予定は話し手自身の未来の行動の実行に対する低い蓋然性を表している。「かもしれな

い行」も「かもしれない可」の意味の一般化であると考えられる。要するに，記憶の呼び起

こしと行動予定の「かもしれない」は「かもしれない可」の意味の一般化であり，低い蓋然

                                                   
4 以下，記憶の呼び起こしを表す「かもしれない」を「かもしれない記」と表記し，行動予定を

表す「かもしれない」を「かもしれない行」と表記し，可能性を表す「かもしれない」を「かも

しれない可」と表記する。 
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性を明示することがこれらの用法の共通点である。 
ちなみに，筆者は中国語の場合，記憶（話し手自身の記憶だけではない）の呼び起こし

における低い蓋然性を表す表現は「可能」のような「情态动词」（「助动词」，「情态助动词」，

「能愿动词」などとも呼ばれる。中国語の主なモダリティ表現である）より，「好像」のよ

うな「情态副词」（「语气副词」などとも呼ばれる。中国語のモダリティ表現の一種である）

の方が適格であると語感から判断することができる。 
 
（15）？我可能没关空调就来了。 

○我好像没关空调就来了。 
 エアコンを切らずに来たかもしれない。 

（16）？他的生日可能是 10月 5日。 
○他的生日好像是 10月 5日。 
 彼の誕生日は 10月 5日だったかもしれない。 

（17）？《雪国》的作者可能是川端康成。 
○《雪国》的作者好像是川端康成。 
 『雪国』の作者は川端康成だったかもしれない。 

 
英語の場合，森山（1995: 173-174）は次のように指摘している。 
 
“must”や“may”のような形式は，未知推測タイプの内容について使われるのが普
通であり，直接経験忘却タイプは“I think”を使うのが普通である。例えば，自分が
戸を閉めたかどうか忘れたような場合は， 

I think I locked the door.（ドアを閉めたと思う。） 
と言うのが普通であって， 
＃I must have locked the door.（ドアを閉めたにちがいない。） 

と言うと不自然だという（正気がないなど，別人について言うような意味になる）。 
                                                            （森山 1995: 173-174） 
 
このように，中国語や英語において，記憶の呼び起こしのような高次の心的過程に関わ

らない用法を表す表現は典型的でないモダリティ表現である，或いは，モダリティ表現で

はない。 
 
 

7.2  「にちがいない」 

「にちがいない」の主な意味は例文（18）（19）（20）（21）（22）（23）によって示され
る。 
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（18）おそらく世界でも有数な季感の多い国土として，日本があるであろうが，また
人のこころも世界で有数な敏感な民族であるにちがいない。 

                                                         （中井正一『映画と季感』） 
（19）欧州大戦中の食料難が刺激となったためか，各国とも食品の冷凍保存に関心が

高まりつつあった。新しいもの好きのアメリカでは企業化もなされ，冷蔵庫が

一般に普及しはじめていた。 

食品関係の生産，加工，販売の面で，これによって革命的な変化がもたらされ

るにちがいない。                     （星新一『人民は弱し，官吏は強し』） 

（20）「読売の記者はいつお伺いしたでしょうか？」 
と尋ねました。 
「昨日の午後でした」 
昨日の午後ならば，あの記事は今日の新聞に出たにちがいない。 

                                                       （小酒井不木『紅色ダイヤ』） 
（21）五郎さえいなかったら，私はこのめぐまれた環境のなかで，留学生活を平和に

すべり出せたにちがいない。そして，あるいは，狂者にならずにすんだろう。

五郎がいたために，私の留学生活はさいしょから不安にみちたものとなった。 

                                                             （三浦哲郎『忍ぶ川』） 
（22）電車の中で憂鬱になっているときの私の顔はきっと醜いにちがいありません。

見る人が見ればきっとそれをよしとはしないだろうと私は思いました。 

                                                             （梶井基次郎『檸檬』） 
（23）五山文学に親しんだ人は，康安元年石室善玖が京都万寿寺に入院したときの入

院法語を記憶しているにちがいない。新命住持が任寺に到着し，山門から仏殿，

土地堂，祖師堂，そして最後に方丈へと進む道行に，一々述べた美しい法語が

残っている。                                     （三島由紀夫『金閣寺』） 
 
例文（18）（19）（20）（21）（22）（23）における「にちがいない」の意味は一般的に，

必然性（高い蓋然性）を表すと捉えられている。 

なお，例文（24）が示すように，「にちがいない」には，「譲歩」（「是認―反論」）の用法
もある（宮崎 2002b: 150，日本語記述文法研究会 2003: 158）。 

 
（24）確かに，あの人は優秀な学者にちがいない。だが，誠実な人間であるとは言え

ない。                                （日本語記述文法研究会 2003: 158） 
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7.2.1  必然性の「にちがいない」 

「にちがいない」は必然性（高い蓋然性）を示すという点を除いて，「かもしれない」に

近い性質を持っている。「かもしれない」と同じく，必然性を示す「にちがいない」も推量

に関わっており，既得の情報を想像や思考によって処理して新しい情報を生じることと，

その新しい情報を不確かなものとして捉えることとの 2つの側面を含んでいる。 

ここでは，必然性を表す「にちがいない」の意味を次のように整理しておく。 
 
「にちがいない」は推量における新しい情報（命題）に対する高い蓋然性を示してい

る。 
 
図示すれば，図 3のようになる。図中の破線枠は「にちがいない」が「高い蓋然性を示す」
ことを示している。 
 

     「にちがいない」 
 

                            1％～99％ 
 

図 3 高い蓋然性を表す「にちがいない」 
 

7.2.2  「にちがいない」と「かもしれない」の違い 

最後に，「にちがいない」と「かもしれない」との違いに簡単に触れたい5。「にちがいな

い」と「かもしれない」との間には，主な違いが高い蓋然性を示すか，低い蓋然性を示す

かという点にあるが，次のような違いも挙げられる。つまり，「にちがいない」には，7.1.3
節で述べた「かもしれない」の話し手自身の記憶の呼び起こしと行動予定の用法がない。 
話し手自身の記憶の呼び起こしについては，森山（1995: 173）は「にちがいない」が「未
知のものを推測するという内容しか表せない」が，「直接経験をしていても忘却したために

不確実な主張しかできないという場合」使えないと指摘している。杉村（2000: 82）も「過
去の記憶を想起して述べる想起文において，「カモシレナイ」は使えるが，「ニチガイナイ」

                                                   
5 「かもしれない」と「にちがいない」との違いについては，杉村（2000: 74-134, 2003: 261-274, 
2004: 103-104）が詳しい。ただ，杉村の観点は本研究の観点と異なっている。 
 杉村（2000: 85）は「「カモシレナイ」と「ニチガイナイ」は，蓋然性の高低や可能性の分散
の有無という量的な違いではなく，認識と推量判断という質的な違いによって区別される」，「「カ

モシレナイ」は，当該の事態の成立が不確実で，他の事態の成立する可能性もあると認識したこ

とを表し，「ニチガイナイ」は，当該の事態の成立が確実であると推量したことを表す」として

いる。杉村の「認識」とは「話し手がある事態の成立を見たままに捉えたり，記憶のままに捉え

る」ものであり，「推量判断」とは「事態の認識が不確定でその成立可能性について推論する」

ものである（杉村 2000: 76）。これらの観点は本研究の観点と異なっている。 
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は使えない」と指摘している6。また，行動予定の用法については，森山・安達（1996: 35）
は「にちがいない」が「話し手が意志的に行う未来の動作を述べるときに使うことはふつ

うない」と指摘している。 
 
 

7.3  まとめ 

ここでは，この章で述べたことの要点をまとめておく。 

1）可能性を表す「かもしれない」の意味を整理して，図示した。 
2）語構成の視点から，「弱い含意」と「強い含意」という概念を使って，「Aかもしれない，

Aないかもしれない（Bかもしれない）」構文を分析した。 
3）意味の一般化という概念を使って，「かもしれない」の話し手自身の記憶の呼び起こし
と行動予定の用法を分析した。 

4）必然性を表す「にちがいない」の意味を整理して，図示した。 
5）「にちがいない」と「かもしれない」との違いに簡単に触れた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
6 ただし，仁田（2000: 134）は次の例文を挙げて，「単に記憶を呼び起こせばよい場合にあっ
ても，「ダロウ」が逸脱性を有するにもかかわらず，「ニチガイナイ」は適格である」と述べてい

る。 
 
船がニューヨークの波止場に横着けになったときの不思議な感情を私は二度と忘れないだ

ろう。私たち十四人のイギリスの若者はただ立っていた。なかでも私がいちばん興奮してい

た｛にちがいない／??ダロウ｝。                                            （p. 134） 
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第 8章 

「はずだ」 

 

 

 

8.0  はじめに 

本章では，「はずだ」を考察する。まず，8.1 節で「はずだ」の各意味に関する先行研究
を概観して，それらの意味の間の関連を分析する。次に，8.2節では，認識のモダリティ表
現としての「はずだ」の推論の様式を論述する。8.2.1節でその「はずだ」の推論の様式が
基本的に演繹的推論であるという考え方を説明して，8.2.2節で「はずだ」の当然性を表す
原因を分析する。最後に，「はずだ」の意味を整理して，図示する。 
 
 
8.1  「はずだ」の意味をめぐって 

「はずだ」は本研究で扱う認識のモダリティ表現のうち，文法化の程度が比較的に低い

ものである。「はずだ」を構成する形式名詞「はず」の実質的意味がそれほど希薄とは言え

ないので，「はずだ」には「はず」の実質的意味がかなり残っている。そのためか，「はず

だ」の意味は多種多様である。下記の例文（1）～（10）における「はずだ」の表す意味が
「はずだ」の主要な意味である1。8.1.1節でこれらの意味に関する先行研究の捉え方を見て，
8.1.2節でこれらの意味の間の関係を考察する。 
 

8.1.1  先行研究 

 
（1）昨日，君には，集合時間を言っておいたはずですよ。（遅刻した人に） 

                                                           （森山・安達 1996: 36） 
 
例文（1）の「はずだ」に関しては，森山・安達（1996: 36）が「相手が知っているべき
ことを忘れている場合に，それを思い出させる用法がある。当然覚えているべきだという

ことを強調することになる」，宮崎（2002b: 152）は「聞き手も当然それを知っているにも
かかわらず，それと矛盾した言動をしているというような場合には，「はずだ」は，確認要

求相当の機能をもつ」と述べている。また，日本語記述文法研究会（2003: 161）は「話し
                                                   
1 「はずだ」の体系的な記述については，太田（2005）を参照。 
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手が認識している過去のいきさつに反するような行動をとった聞き手を非難する用法であ

り，確認要求の形式の「ではないか」に置き換えられる」と述べている。 
 
（2）「急いで。先生はもういらっしゃっているよ」「えっ。約束は 1時のはずだけど」 

                                                           （森山・安達 1996: 36） 
 
例文（2）の「はずだ」に関しては，森山・安達（1996: 36）は「自分が確かだと思って

いたことに反する情報が得られたときにしばしば使われる」と述べている。 
 
（3）あの大統領は演技がうまいはずだ。もと俳優だったそうだ。 （寺村 1984: 271） 

 
例文（3）の「はずだ」に関しては，寺村（1984: 271）が「ある事実（Q）について，ど
うしてそうなのかと思っていたら，その疑問に答えるための他の事実（P）――Pならば当
然 Q だと了解される，そういう事実――を知った，という状況で使われるものである」と
述べ，宮崎（2002b: 151）は「すでに確認されている事実の当然性を，その原因の発見に
よって，その場で確認する用法である」と説明している。 

 

（4）「こうなったら都ホテルに行くしかないぜ，博士はバルコニーに現われて，われ
われにきっと手を振って挨拶してくれるはずだ」      （新田次郎『孤高の人』） 

（5）「ないな。なにかのまちがいだろう。あの小樽でのさわぎ以来，阿片関係は念に
は念を入れ，とくに慎重に処理しているのだから」 
「しかし，調べられるからには，なにか原因があるはずだ」 

                                               （星新一『人民は弱し，官吏は強し』） 
（6）このマントルさえ着ていれば，この薔薇を吹いている風のように，王女の部屋へ

もはいれるだろう。――おや，あそこへ歩いて来たのは，噂に聞いた王女じゃな

いか？どこかへ一時身を隠してから，――何，そんな必要はない，わたしはここ

に立っていても，王女の眼には見えないはずだ。    （芥川龍之介『三つの宝』） 
（7）「青森まで行く必要はないでしょう。函館駅にも保存があるはずです」 

三原がわからない顔をしたので，公安官は説明した。 
「乗船客名簿は，甲・乙両方に名前住所を書きます。駅ではこれを切り離して，

甲片は発駅に保存，乙片は船長が受け取って到着駅に引きつぐのです。だから函

館駅にもあるわけです」                              （松本清張『点と線』） 
 

例文（4）（5）（6）（7）の「はずだ」に関しては，寺村（1984: 269）が「「Ｑハズダ」と
いう表現は，ある「Ｑ？」という他からの質問に対して，あるいは自分自身が抱いた疑念

に対して，自分は，あるＰ（Ｐ1,Ｐ2,Ｐ3,……）という確定した事実から推して，その当然の
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結論としてＱと考える，という表現である」と述べている。仁田（1991: 64-65）はこのよ
うな「はずだ」を「推論の様態に関わるもの」の代表的な表現形式としている。「推論の様

態に関わるもの」は「単なる推し量りを表しているのではなく，言表事態として描き出さ

れている事態が，ある推論によって引き出されたものであることを表している」（仁田 

1991: 64）。益岡（1991: 116, 118）は「はずだ」，「ようだ」，「らしい」を「判断に至る様式
を表すもの」で，「これらの形式の特徴は，当該の判断にどのようにして到達したかを明示

的に表す点にある」，さらに「はずだ」は「論理的推論による判断を表す」ものであるとし

ている。森山（1995: 174-175）は「はずだ」の「判断根拠」が「論理的根拠」であると主
張している。益岡（2002: 8）は「はずだ」を「推論によって得られる帰結判断を表す」「当
然性判断」の形式と捉えている。日本語記述文法研究会（2003: 161）は「「はずだ」は，基
本的に，何らかの根拠によって，話し手がその事柄の成立・存在を当然視しているという

ことを表す」とし，例文（4）（5）（6）（7）のような「論理的推論を表す用法が，認識のモ
ダリティとしては基本的である」と述べている。 

 
（8）「家を建てたおじいさんは，わたしが生まれる前に死んだというから，そのころ

はいなかったはずだわ。」                                 （仁田 1991: 64） 
 
宮崎（2002b: 150-151）は例文（4）（5）（6）（7）の「はずだ」の用法が「はずだ」のご
く一部の用法であり，「「はずだ」は，命題内容の真偽値がすでに確定している場合でも，

使用されることがある」と指摘している。仁田（1991: 64-65）も「はずだ」の確かさを認
めている。仁田（1991: 64-65）は例文（8）を挙げて，この「はずだ」を「にちがいない」
に置き換えることの不自然さを指摘して原因を次のように説明している。 

 

この違いは，「～ハズダ」が，言表事態が推論過程から引き出されたことを表してはい

るが，言表事態成立が不確かであるといったことを，必ずしも表しているのではない

のに対して，「～ニチガイナイ」が，言表事態がある確からしさ（したがってある不確

からしさ）をもって推し量られたものであることを，表していることによっている。

したがって，根拠が確かで推論過程に誤りがないことにより，自明であるような言表

事態についても，推論過程を含んでいることによって，「～ハズダ」が使用可能である

のに対して，推し量りによる不確かさを有していないことによって，「～ニチガイナイ」

を使うことはできない。                                       （仁田 1991: 65） 
 

仁田（1991: 64-65）によれば，例文（8）においては，「はずだ」が「言表事態が推論過程
から引き出されたことを表してはいるが」，「根拠が確かで推論過程に誤りがない」ので，

その言表事態が「不確かさを有していない」のである。 

確かに例文（8）は話し手に対してであれ，聞き手に対してであれ，不確かさを含んでい
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ると言い難いのである。例文（7）についても，「乗船客名簿の甲片は発駅に保存，乙片は
船長が受け取って到着駅に引きつぐという規程があって，函館駅が到着駅である」から，「函

館駅にも乗船客名簿の保存がある」というふうに，推論の根拠，過程及び結論には不確か

さを含んでいると言い難いであろう。あえて言えば「函館駅にも乗船客名簿の保存がある」

を目で確認していないから，不確かではある。 

 
（9）なるほど，梯子でもつかわなければ，この砂の崖ではとうてい手に負えまい。ほ

とんど，屋根の高さの三倍はあり，梯子をつかってでも，そう容易とは言えなか

った。昼間の記憶では，もっと傾斜がゆるやかだったはずだが，こうしてみると，

ほとんど垂直にちかい。                              （安部公房『砂の女』） 

（10）「それはふしぎねえ。その女はきっとあたしなんだわ。でもあれは日曜日ではな
くて，たしか金曜日の夕方だったはずよ，かれとＮＥＴへ行って，そのあと銀

座にでた日だから」                               （倉橋由美子『聖少女』） 
 
例文（9）（10）の「はずだ」は記憶の呼び起こしの用法である。このような「はずだ」

に関しては，日本語記述文法研究会（2003: 161）が「記憶の中の事柄を再確認することに
よって，その事柄を当然視する用法である」と述べ，森山（1995: 173）は「直接経験をし
ていても忘却したために不確実な主張しかできないという場合でも使える」と指摘してい

る。 
 

8.1.2  「はずだ」の各意味の関連 

例文（1）～（10）が示したように，「はずだ」の意味は多種多様であるが，互いに関連
がある。 
例文（1）と（2）の文脈には同じく，話し手が当然だと思っていた事態¬ Pに反する事態

P がある。例文（1）の事態 P と Q2は聞き手の遅刻と，話し手が集合時間を知らせたこと

であり，例文（2）の事態 Pと Qは先生が 1時前に来たことと，約束が 1時だったことで
ある。事態 Qと Pは矛盾関係にあり，推論の関係にならない。言い換えれば，事態 Qと¬ P
が前提と結論の関係にある。例えば，事態 Q「話し手が集合時間を知らせた」から，事態¬ 
P「聞き手が遅刻しなかった」という前提と結論の関係である。しかも，話し手が事態 Qを
確かなものとして捉えている。 
例文（3）の事態 Pと Qはもと俳優だったことと，演技がうまいことである。事態 Pと

Qが「もと俳優だった」から，「演技がうまい」という前提と結論の関係にあり，理論上は
推論の関係にありうる。しかし，話し手が事態Ｐを知るより前に事態Ｑを知ったから，実

際上は事態 Pと Qは推論の関係にない。しかも，話し手は事態 Qを確かなものとして捉え
ている。 
                                                   
2 本章では，「はずだ」の接続する部分が表す事態をQとする。 



 

第 8章  「はずだ」    109 
 

例文（4）（5）（6）（7）の事態 P と Q はいずれも前提と結論の関係にある。例えば，例
文（5）は事態 P「調べられる」から，事態 Q「なにか原因がある」という前提と結論の関
係であり，例文（6）は事態 P「マントルを着ている」から，事態 Q「王女の眼には見えな
い」という前提と結論の関係である。話し手が事態Ｐを知ったのちにＱを知るので，事態 P
とQは推論の関係になりうる。しかも，話し手は事態Qを不確かなものとして捉えている。 

例文（8）の事態ＰとＱは話し手が生まれる前に家を建てたおじいさんが死んだことと，
そのころおじいさんがいなかったことであり，前提と結論の関係にある。話し手が事態Ｐ

を知ったのちにＱを知るので，事態 Pと Qは推論の関係になりうる。ただし，話し手は事
態Ｑを確かなものとして捉えている。 
例文（9）（10）には，話し手の呼び起こされた記憶である事態Ｑ「もっと傾斜がゆるや

かだった」と「金曜日の夕方だった」のみがある。話し手が事態 Q を不確かなものとして
捉えている。不確かと言っても，蓋然性がかなり高い。 
こうした例文（1）～（10）における事態ＰとＱの関係などは下表のようにまとめられる。 
 

表 1 例文（1）～（10）における事態ＰとＱの関係 

 事態ＰとＱの関係 事態ＰとＱへ

の認知の順番 
事態Ｑの確か

さ・不確かさ 
推論の関係にな

る・ならない 
例文（1）（2） 矛盾関係 Ｑ→Ｐ 確か ならない 
例文（3） 前提と結論の関係 Ｑ→Ｐ 確か ならない 

例文（4）（5）（6）（7） 前提と結論の関係 Ｐ→Ｑ 不確か なる 
例文（8） 前提と結論の関係 Ｐ→Ｑ 確か なる 

例文（9）（10） ―― ―― 不確か ―― 
 
この分析が示すように，例文（1）～（10）の「はずだ」の各意味の間に共通性が際立っ

ている。この共通性は「当然性」である。宮崎（2002b: 151）が指摘したように，「「はず
だ」の諸用法を統一的に説明するには，その本質的な意味は，その事柄の成立を話し手が

確信しているということではなく，当然視しているということであると考える必要がある」。

例文（1）（2）においては，話し手が文脈にある事態Ｐに反する事態¬ Pを当然視し，或い
は聞き手も事態Ｑを知っていることを当然視している。例文（3）においては，話し手が事
態Ｐを知って事態ＰとＱの前提と結論の関係の当然性を納得している。例文（4）（5）（6）
（7）と例文（8）においては，話し手が推論の結論の妥当性を当然視している。例文（9）
（10）においては，話し手が記憶の正しさを当然視している。要するに，「はずだ」には，
事態ＰとＱの関係や，事態Ｑを当然視するという性質がある。このような性質を持ってい

る「はずだ」は「わけだ」に近づく3。事実上，例文（3）と例文（4）（5）（6）（7）の「は

                                                   
3 寺村（1984）は「はずだ」を「わけだ」と共に「説明のムード」の表現と捉えているが，現
在では，「はずだ」を認識のモダリティ表現と捉えている研究者が多い。 
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ずだ」は「わけだ」との置き換えが場合によって可能である4。 
にもかかわらず，例文（4）（5）（6）（7）の「はずだ」には，認識のモダリティ表現とし
ての特徴が見える。横田（2002: 16-24）の分析によれば，例文（4）（5）（6）（7）のよう
な文脈において「わけだ」と「はずだ」の置き換えがしばしば可能であるが，話し手が事

態Ｑを確かなものとして把握している場合は「はずだ」を「わけだ」に置き換えることが

できない。「はずだ」は「論理的帰結を高い確信をもって推論しているだけで事実としては

捉えていない」からである（p. 13）。 
 
（11）時差が四時間あるから，日本時間のちょうど正午についたわけだ。○はずだ。 

                                                                 （横田 2002: 17） 
 
例えば，例文（11）のように，「「正午についた」人が他人の場合，「正午についた」かどう
かは話し手にとっては未確認の事柄になり，ハズダが使える。ワケダの場合は，「正午につ

いた」人が自分である場合，つまり既知の事実の場合にも使えるし，他人である場合，つ

まり未確認の事柄の場合にも使える」（p. 17）。 
このように，例文（4）（5）（6）（7）では，事態 Pと Q がそれぞれ前提と結論として，

推論の関係となっており，しかも，話し手が事態 Qを不確かなものと捉えている。「はずだ」
のこのような特徴はまさしく「だろう」，「かもしれない」，「にちがいない」などの表す認

識のモダリティ的な意味の根底に共通する属性である。それで，本章は例文（4）（5）（6）
（7）の「はずだ」の表す意味を認識のモダリティと捉える。次の節から，そのような「は
ずだ」を考察する。 

 
 

8.2  「はずだ」における推論 

本節では，認識のモダリティ表現としての「はずだ」が基本的に演繹的推論に使われる

という特有の性質を論述して，「はずだ」の当然性を表す原因を説明してみる。 
 

8.2.1  「はずだ」と演繹的推論 

「はずだ」の推論の様式については，益岡（1991: 118），森山・安達（1996: 36）と日本
語記述文法研究会（2003: 161）は「はずだ」が「論理的推論」を表すと主張している。た
だし，先行研究における「論理的推論」は論理にかなっている推論を意味するか，それと

も演繹的推論そのものを意味するか5，明確ではない。私見では，「根拠に基づき，結論の必

然性のある」推論ではないだろうかと考える。しかし，「だろう」，「かもしれない」，「にち

                                                   
4 「わけだ」と「はずだ」の置き換えについては，横田（2002）の分析が詳細である。また，
「わけだ」の体系的な記述については，劉（1996）を参照。 
5 場合によって，論理的推論(logical reasoning)は演繹的推論そのものに相当する。 
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がいない」などにおける推論も根拠に基づくものであり，「にちがいない」も結論の必然性

を表すのである。本研究は「はずだ」における推論の様式が演繹的推論そのものであって，

「はずだ」は基本的に演繹的推論に使われると主張したい。 
演繹的推論の特徴は前提が正しければ結論も正しくなること，つまり結論が必然的であ

ることである。また，一般的・抽象的な命題（例えば，常識，社会通念，法律，倫理，事

の成り行きなど）から個別的・具体的な命題を導くことである。例文（4）（5）（6）（7）に
おける推論もいずれも，1つか，2つ以上の前提からＱ事態Ｑという必然性のある結論を導き
出す演繹的推論であり，しかも，Ｑ事態Ｑは前提における Q より個別的・具体的な事態であ
る6。例文（4）（5）（6）（7）は次のように演繹的推論の形式に書き直すことができる。 

 
演繹的推論 
前提１： Ｐならば，Ｑ 
前提２： Ｐ事態Ｐ 
結論：      Ｑ事態Ｑ 

 
例文（4’） 話し手の認識における前提と結論 

前提１： 偉大な人物が他国を訪問するならば，宿泊のホテルで地元の

人々に挨拶する。 
前提２： （アインシュタイン）博士は偉大な科学者である。 
前提３： （アインシュタイン）博士が日本を訪問する。 
結論：  博士はわれわれに手を振って挨拶してくれる。 

 
例文（5’） 話し手の認識における前提と結論 

前提１： 検事に家宅捜索をされるならば，なにか原因がある。 
前提２： 今，家宅捜索をされている。 
結論：  なにか原因がある。 

 
例文（6’） 話し手の認識における前提と結論 

前提１： 着れば姿の隠れるマントルならば，着ている人は他人に見え

ない。 
前提２： このマントルを着ている。 
結論：  王女の目に見えない。 

 

                                                   
6 一般的・抽象的な事態と個別的・具体的な事態を区別するために，下付き文字を使う。下付

き文字の付かないＰとＱを一般的・抽象的な事態とし，下付き文字の付く「Ｐ事態Ｐ」と「Ｑ事態Ｑ」

を個別的・具体的な事態とする。 
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例文（7’） 話し手の認識における前提と結論 

前提１： 乗船客名簿の甲片は発駅に保存，乙片は船長が受け取って到

着駅に引きつぐという規程があるならば，発駅と到着駅に乗

船客名簿の保存がある。 
前提２： 函館駅は到着駅である。 
結論：  函館駅にも乗船客名簿の保存がある。 

 
他の例文でも考えてみたい。 

 
（12）太郎からすぐ行くという電話があったから，10 分くらいでこちらに到着するは

ずだ。                                                （益岡 1991: 117） 
  話し手の認識における前提と結論 
前提１： 太郎が自宅からこちらまで来るならば，10分くらいかかる。 
前提２： 太郎はすぐ来ると言った。 
結論：  太郎は 10分くらいでこちらに到着する。 

 

（13）佐藤はタバコは吸わないから，禁煙席にいるはずだ。 
                                                （日本語記述文法研究会 2003: 161） 

  話し手の認識における前提と結論 
前提１： タバコを吸わない人ならば，レストランやコーヒー店で禁煙

席に座る。 
前提２： 佐藤はタバコを吸わない。 
結論：  佐藤は禁煙席にいる。 

 
このように，上に挙げた例文においては，導き出された結論が必然的であり，しかも，

Ｑ事態Ｑが比較的に，前提における Qより個別的・具体的な事態であり，例えば，例文（13）
における「佐藤は禁煙席にいる」ことは前提における「（タバコを吸わない人は）レストラ

ンやコーヒー店で禁煙席に座る」ことより個別的・具体的な事態である。これらの分析か

ら見ると，「はずだ」における推論は帰納的推論ではなく，演繹的推論であると考えられる

7。 
ちなみに，推論における Pと Q，及びＰ事態ＰとＱ事態Ｑは時間的な前後関係，または因果関
係を持っている。「はずだ」に関しては，松木（1993: 30-31）と澤田（2006: 192-220）は
次のように指摘している。 
                                                   
7 演繹的推論は論理学の概念であり，日常言語における推論のメカニズムに合わないことがあ

る。本章は演繹的推論によって，「はずだ」のごく一般的な性質を検討している。日常言語にお

ける推論については，Dan Sperber，Deirdre Wilson，Diane Blakemoreらの関連性理論
（Blakemore 1992，Sperber & Wilson 1996などの文献を参照）を用いた研究が重要である。 
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松木（1993: 30-31）は「“順行”の推論を表す「にちがいない」は「はずだ」に置き換え
られるが，“逆行”の推論を表す「にちがいない」は「はずだ」とは置き換えられない」と

述べている。「“順行”の推論」と「“逆行”の推論」は「Ｐ（前提）→（推論）→Ｑ（結論）」

という話し手の思考過程で共通するが，前者がＰとＱの生起がＰ→Ｑという時間的流れに

沿っているのに対して，後者はＰとＱの生起がＱ→Ｐという時間的流れに沿っている（松

木 1993: 31）8。澤田（2006: 192-220）は「にちがいない」の場合は「原因を証拠として
結果を推論してもいいし，結果を証拠として原因を推論してもいい」が，「はずだ」の場合

は「結果を証拠として原因を推論してはならない」と述べている。事態の時間的な前後関

係と因果関係とは必ずしも一致しないが，松木（1993: 30-31）と澤田（2006: 192-220）の
指摘は本質的に同じであろう。つまり，松木（1993: 30-31）と澤田（2006: 192-220）によ
れば，例文（15）のように，後続の事態を根拠として先行の事態を推論するような場合，
或いは結果を証拠として原因を推論するような場合，「はずだ」は不適格となるという。 

 
（14）昨夜雨が降ったから，地面は濡れているにちがいない／はずだ。 
（15）地面が濡れているから，昨夜雨は降ったにちがいない／？はずだ。 

 
しかし，例文（5）のように，後続の事態を根拠として先行の事態を推論する，或いは結
果を証拠として原因を推論する「はずだ」の実例もあるから，この松木（1993: 30-31）と
澤田（2006: 192-220）の考察はさらに検討する必要がある9。 
 

8.2.2  「はずだ」と当然性 

「はずだ」に関する先行研究には，「当然／当然性／当然視」のようなことばがよく出て

いる。本章も宮崎（2002b: 151）や日本語記述文法研究会（2003: 161）に賛同して「当然
／当然性／当然視」を「はずだ」の極めて重要な性質と捉える。ここでは，「はずだ」の当

然性を表す原因を，当然性と演繹的推論の構造の類似性，及び「はずだ」の語源から説明

してみる。 
まず，当然性と演繹的推論の構造の類似性を考察する。当然性は多くの人の認める道理

や基準との照合を通して，その道理や基準から考えてある事態の成立が必然的であること，

或いは道理や基準そのものの成立が必然的であることを意味する。つまり当然性は道理や

基準を根拠とした必然性である。当然性の構造を図示すれば，図 1のようになる。 
 
 

                                                   
8 松木（1993: 30-31）における「Ｑ」は推論の結論であり，「はずだ」や「にちがいない」の
接続する部分が表す事態である。 
9 Pと Q，及びＰ事態ＰとＱ事態Ｑが時間的な関係にない場合や，時間的な前後関係を判定しにくい
場合があるから，松木（1993: 30-31）の時間的な前後関係に基づいた分析は無効となることが
ある。 
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当然性 
道理や基準： （すべての）冬は寒い。 
          照合 

 

事態： （今年の）冬は寒い。 
図 1 当然性の構造 

 
当然性に「当たり前だよ」という話し手の感情が含まれており，この種の感情は推論の

様式――演繹的推論――に起因していると考えられる。演繹的推論の特徴は一般的・抽象

的な命題から個別的・具体的な命題を導くことである。演繹的推論の過程においては，人

間は常識，社会通念，法律，倫理，事の成り行きなど，一般的・抽象的な前提「Ｐならば，

Ｑ」との照合を通して，前提「Ｐ事態Ｐ」と結論「Ｑ事態Ｑ」の結び付きが「Ｐならば，Ｑ」か

ら考えて必然的であると判断する。簡単に言えば，演繹的推論は一般的・抽象的な命題を

前提とした必然性の推論である。演繹的推論の構造を図示すれば，図 2のようになる。 
 

演繹的推論 
前提 1： Ｐならば，Ｑ 
 
前提 2： Ｐ事態Ｐ  照合 
 
結論：       Ｑ事態Ｑ 

図 2 演繹的推論の構造 
 
図 1と図 2が示すように，演繹的推論の構造が当然性の構造を含んでいるので，「はずだ」
の表す演繹的推論も当然性を表すことができる。 
しかし，例文（14）においては，推論が必然的な結論を導き出す演繹的推論であり，「は
ずだ」と「にちがいない」が共に使えるが，当然性を表すのは「はずだ」のみである。こ

れは「はず」の実質的意味に起因していると考えられる。寺村（1984: 264）が指摘したよ
うに，「ハズ，ワケ，トコロ，コト，モノなどは，その文法的ふるまいの特異性と相関的に，

‘もとの’実質的な意味が稀薄になってはいるけれども，全くもとの素性を失ってしまっ

ているともいえない。これらの「～ダ」の多岐な用法を考えるときには，その実質的な意

味を考えることが参考になる」。 
「はずだ」の当然性を表すことは語源から見れば，「はず」の実質的意味にも関係がある。

「はずだ」を構成する形式名詞「はず」の意味は「はず」の「矢の根もとの，弦にあてが

う部位」という実質的意味に由来し，「矢筈と弓の弦がぴたりと合うところから，うまく適
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合すること。転じて，物事が当然そうなるという道理。さらに転じて，予定，約束，見込

み」（『角川古語大辞典 CD-ROM版』）というように意味の変化を経てきた。当然性におけ
る道理や基準と事態との照合，及び演繹的推論における一般的・抽象的な命題「Ｐならば，

Ｑ」と，前提「Ｐ事態Ｐ」と結論「Ｑ事態Ｑ」の結び付きとの照合はあたかも矢筈と弓の弦との

照合（矢筈と弓の弦が合うこと）のようである。照合という意味的特徴は実質名詞「はず」，

形式名詞「はず」，認識のモダリティ表現「はずだ」に共有される。 
要するに，「はず」の実質的意味，及び当然性と演繹的推論の構造の類似性によって，「は

ずだ」は当然性を表すことになる。一方，「にちがいない」は必然的な結論を導き出す演繹

的推論を表しても，照合という意味的特徴を持っていないから，当然性を表すことができ

ない。 
 
 
8.3  「はずだ」の意味分析 

以上，認識のモダリティ表現としての「はずだ」が基本的に演繹的推論に使われるとい

うことを述べた。ここでは，そのような「はずだ」の意味を次のように整理しておく。 
 

「はずだ」は推量における新しい情報（命題）に対する高い蓋然性を示し，かつ，既

得の情報（前提）と照合して新しい情報（結論）の成立を当然と捉えることを示して

いる。 
 
図示すれば，図 3 のようになる。図中の破線枠は「はずだ」が「高い蓋然性を示す」こ

とを示し，矢印は既得の情報（前提）と新しい情報（結論）との照合を示している。 
 

                              照合 

 
                              1％～99％ 

 

既得の情報（前提）  新しい情報（結論） 

図 3 「はずだ」の図示 
 
 

8.4  まとめ 

ここでは，この章で述べたことの要点をまとめておく。 

1）「はずだ」の意味は多種多様であるが，互いに関連がある。それらの意味の共通点は当
然性であると考えられる。 

2）認識のモダリティ表現として，「はずだ」は基本的に演繹的推論に使われる。つまり，「は
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ずだ」の発話においては，導き出された結論が必然的であり，しかも，結論「Ｑ事態Ｑ」

が前提における Qより個別的・具体的な事態である。 
3）当然性は多くの人の認める道理や基準との照合を通して，ある事態の成立が必然的であ
り，或いは道理や基準そのものの成立が必然的であることである。演繹的推論は一般

的・抽象的な前提「Ｐならば，Ｑ」との照合を通して，前提「Ｐ事態Ｐ」と結論「Ｑ事態Ｑ」

の結び付きが必然的であると判断する推論である。両者の構造は類似性を持っている。 
4）実質名詞「はず」，形式名詞「はず」，認識のモダリティ表現「はずだ」は照合という意
味的特徴を共有している。 

5）「はず」の実質的意味，及び当然性と演繹的推論の構造の類似性によって，「はずだ」は
当然性を表すことになる。 

6）認識のモダリティ表現としての「はずだ」の意味を整理して，図示した。 
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第 9章 

「ようだ」「らしい」「（し）そうだ」 

 

 

 

9.0  はじめに 

本章は「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」を考察する。9.1節では，例文を通して「よ
うだ」，「らしい」，「（し）そうだ」の認識のモダリティ的な意味を見て，それらに共通する

特徴を挙げる。9.2節では，「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」を evidentialityの表現と
する考え方の妥当性を検討する。まず，9.2.1節で evidentialityという概念を簡単に説明す
る。次に，9.2.2節で「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」の文法的な振る舞いを分析して，
「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」が evidentiality の表現ではなく，「証拠存在明示的
証拠性」の表現であるという考え方を説明する。9.3節では，9.2節の考察に基づいて，「よ
うだ」，「らしい」，「（し）そうだ」の意味を整理する。9.4節では，日本語における evidentiality
（本研究で「ソース明示的証拠性」と呼んでおく）を考察する。 
 
 
9.1  「ようだ」「らしい」「（し）そうだ」の主な意味 

本節では，「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」の認識のモダリティ的な意味を検討し

て，それらに共通する特徴を挙げる。まず，例文を通して「ようだ」，「らしい」，「（し）そ

うだ」の主な意味を確認したい1。 
例文（1）（2）の「ようだ」は話し手の体感そのものを表し，例文（3）（4）（5）の「よ

うだ」は話し手の観察したことに基づいて推量したことを表している。 
 
（1）「年のせいかな。どうも疲れるようだ」 

貞行はそういって，家の中でぶらぶらするようになった。 （三浦綾子『塩狩峠』） 
（2）「どうもご丁寧に痛み入りました。でも，そこではひえますから……今晩はたい

そうしみが強いようで……」 

「そうですね，この二，三日，だいぶ寒さがひどいようですね。」 

                                                   
1 「だろう」，「かもしれない」と同じく，「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」には，婉曲の

用法があるが，本研究は婉曲を認識のモダリティと捉えない。認識のモダリティ表現の婉曲の用

法については，仁田（1992）を参照。 
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                                                           （山本有三『路傍の石』） 
（3）「いやなんでもない。どうやら風はおさまったようだ」 

加藤は二階の窓の方を見上げた。雪にまみれた宮村が，窓から入って来るのが見

えた。宮村は雪を払いながら， 

「天気はよくなるぞ，早いところ出発だ」             （新田次郎『孤高の人』） 

（4）「この骨折のほかに大きなけがはないようです」と医者が云った，「うちみはかな
りあるようですが，ほかに骨の折れたところはないでしょう，あとでよく診なけ

れば確かなことはいえませんが」                      （山本周五郎『さぶ』） 

（5）「じゃ，やっぱり，林君が犯人？」 

「残念ですが，どうも疑う余地はないようです」 （赤川次郎『女社長に乾杯！』） 

 

高次の心的過程という概念を用いて言えば，例文（1）（2）の「ようだ」は高次の心的過
程を経ずに話し手の観察したこと（命題としてである）を述べるものであり，例文（3）（4）
（5）の「ようだ」は観察したこと（推量の根拠としてである）に基づいて高次の心的過程
を経て推量したことを述べるものである2。前者における観察されたことには，視覚，聴覚，

味覚，体感などの感覚が多く，後者における観察されたこと（推量の根拠でもある）には，

感覚や，理性的なものがある。 

 

（6）包みの中は，弁当だった。まだぬくもりが残っている，麦のまざった握り飯三つ，
めざし二本，乾いた皺だらけのたくあん，それに苦い味のする野菜の煮つけ……

野菜はどうやら，干した大根の葉らしい。              （安部公房『砂の女』） 

（7）太郎はそこまで読むと，がばと起き上って窓を開けた。サラワクの海ばかりでな
くちょうど東京にも暁の光が現われる頃だった。今日は晴れているらしい。それ

ほど寒くもない。太郎は深呼吸をした。              （曽野綾子『太郎物語』） 

（8）どっと，後ろで，笑い声がおこる。はっきりはしないが，四，五人はいるらしい。 

                                                             （安部公房『砂の女』） 

（9）「影村君は，技師として加藤君を迎えたいといっている。率直にいって君の学歴
からすると早過ぎるけれど，君のディーゼルエンジン改良案の功績と影村君の熱

心さが部長を動かしたらしい」 

らしいというのは，あきらかに，外山三郎の持っている疑問だった。外山は眼で

加藤に話しかけた。                                （新田次郎『孤高の人』） 

（10）「さぶの長屋におせえっていう娘がいるんだ」と栄二が或る夜おすえに云った，
「まだ十六だそうだがね，どうやらさぶに惚れこんでいるらしいよ」 

                                                   
2 宮崎（2002b: 155）の用語で言えば，前者は「観察されたこと（証拠）と命題内容とが分化
していない」場合で，後者は「観察されたこと（証拠）と命題内容とが区別されている」場合で

ある。 
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「じゃあその人ですね，晩めしを作って待っているっていうのは」 

栄二は頷いた，「さぶは相手を子供だと思って，まるっきり気がつかないらしい

が，その娘はもう立派なおとなだ，五歳のときから苦労のしどおしで，いまで

も寝たっきりの父親を養っているんだからな，おめえもいつかいって見ておい

てくれ」                                           （山本周五郎『さぶ』） 

 

例文（6）（7）（8）（9）（10）の「らしい」は「観察されたことを証拠として，未知の事
柄を推定する形式」である（宮崎 2002b: 155，日本語記述文法研究会 2003: 168）。これら
の「らしい」は例文（3）（4）（5）の「ようだ」と同じく，観察したことに基づいて高次の
心的過程を経て推量したことを述べるものである。観察されたこと，つまり推量の根拠に

は，感覚や，理性的なものがある。 

 

（11）兵士たちは，時以礼の話に心を引かれた。そして，その周囲に集った。宿舎は
いつも暗かった。壁は，ボロボロと剥げ落ちて来そうだ。そこは，虐げられ，

苛まれた人間ばかりが集ってくる洞窟のように感じられた。 

                                                       （黒島傳治『武装せる市街』） 

（12）「母はなんと答えました？」 

「しばらくお考えになってから，やはりあなたが独りで行ってください，とおっ

しゃったのです」 

「それは，おふくろの目がまだ確かだということです。これで，どうやら，僕は

ここから出ても生きられそうだ」                     （立原正秋『冬の旅』） 

（13）「原料の輸入については，私たちが共同で当ることにしたらどうでしょう。各社
がそれぞれ，外国市場に別個に問合せたら，不利なことになりそうです。なぜ

なら，相場は敏感ですから，当方で必要としている何倍もの需要があるのでは

ないかと誤解され，相場があがってしまうからです。」 

                                               （星新一『人民は弱し，官吏は強し』） 

（14）「閑間さん，顔をどこかで打たれましたね。皮が剥けて色が変っております。痛
いでしょう，痛そうです」                           （井伏鱒二『黒い雨』） 

（15）「――きれいなもんじゃねえか」 

「このソファも高そうだ」 

「だけど，ちょっと古くなってるぜ」          （赤川次郎『女社長に乾杯！』） 

 
宮崎（2002b: 157-160）によれば，「（し）そうだ」の主な用法には，動詞に接続する場

合，「兆候の存在を表すもの」（例文（11）），「現状観察に基づく予想を表すもの」（例文（12）），
「ある事態が別の事態を引き起こすことを予想するもの」（例文（13））があり，形容詞に
接続する場合，「主体の持つ性質や内情が外観として観察されることを表すもの」（例文（14）
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（15））がある。これらの用法も観察したことに基づいて高次の心的過程を経て推量したこ
とを述べるものである。観察されたこと，つまり推量の根拠には，感覚や，理性的なもの

がある。 
「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」には，それぞれ微妙な意味の違いがあるが，本章

は意味の違いに触れず，それらに共通する特徴を挙げる。上に述べた「ようだ」，「らしい」，

「（し）そうだ」の用法は例文（1）（2）のような，話し手の観察したことを述べる用法を
除いて，いずれも何らかの証拠に基づいて高次の心的過程を経て推量したことを述べる用

法である。これは共通する特徴の 1つである。もう 1つの特徴は「ようだ」，「らしい」，「（し）

そうだ」はしばしば，evidentiality の表現と捉えられていることである。この特徴を 9.2
節で論じることにする。 

 
 

9.2  Evidentialityと証拠存在明示的証拠性 

本節では，「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」を evidentiality の表現とする考え方の
妥当性を検討してみる。まず，evidentialityという概念を簡単に説明する。その上で，「よ
うだ」，「らしい」，「（し）そうだ」の位置付けを分析して，「ようだ」，「らしい」，「（し）そ

うだ」が evidentiality の表現ではなく，証拠存在明示的証拠性の表現であるという考え方
を説明する。 

 

9.2.1  Evidentialityについて 

Evidentialityは簡単に言えば，証拠のソース(the source of evidence)，または情報のソ
ース(the source of information)を扱う文法カテゴリーである（Palmer 2001: 8, de Haan 
2001: 203, Aikhenvald 2004: 1, Nuyts 2006: 10などを参照）。 
先行研究における evidentiality の定義はほぼ同じだと考えられるが，認識のモダリティ
と evidentialityとの関係3に対する捉え方は研究者によって，かなり異なっている。Nuyts 
(2006: 11)によれば，Palmer (1986)のように，evidentialityを認識のモダリティというカ
テゴリーに入れた研究もあり，Palmer (2001)のように，認識のモダリティと evidentiality
を関連付けて両者をある上位カテゴリー（Palmer 2001においては，propositional modality
である）に入れた研究もあり，さらに，Bybee et al. (1994)や de Haan (2001, 2006)のよう
に，evidentiality をモダリティのカテゴリーから除外した研究もある。管見の限りでは，
日本語学においては，evidentialityを認識のモダリティというカテゴリーに入れた研究と，
認識のモダリティと evidentialityをある上位カテゴリーに入れた研究が多い。 
通言語的に見ると，evidentiality 表現の表す証拠のソース，または情報のソースには，

次のような 6種4があると考えられる(Aikhenvald 2004: 63-64)。 

                                                   
3 詳しくは，de Haan (1999, 2001)を参照。 
4 VISUAL，NON-VISUAL SENSORY，INFERENCE，ASSUMPTION，HEARSAY，
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VISUAL: covers information acquired through seeing.（視覚：見ることを通して得た
情報を含んでいる。） 

NON-VISUAL SENSORY: covers information acquired through hearing, and is 
typically extended to smell and taste, and sometimes also to touch.（非視覚的感
覚：聞くことを通して得た情報を含んでいる。一般に，嗅覚と味覚まで広がってお

り，時には触覚まで広がっている。） 
INFERENCE: based on visible or tangible evidence, or result.（推測：可視的または
実体的な証拠や結果に基づく。） 

ASSUMPTION: based on evidence other than visible results: this may include 
logical reasoning, assumption, or simply general knowledge.（想定：可視的な結果
以外の証拠に基づく。論理的推論，仮定，或いは平易な一般知識を包含する。） 

HEARSAY: for reported information with no reference to those it was reported by.
（風聞：伝えられた情報に関わるが，何者かによって伝えられたことに言及しない。） 

QUOTATIVE: for reported information with an overt reference to the quoted source.
（引用：伝えられた情報に関わるが，引用されたソースに明白に言及する。） 

                                                         (Aikhenvald 2004: 63-64) 
 
すべての言語には，VISUAL（視覚），NON-VISUAL SENSORY（非視覚的感覚），

INFERENCE（推測），ASSUMPTION（想定），HEARSAY（風聞），QUOTATIVE（引
用）など，証拠のソース，または情報のソースを表す手段があるが，必ずしも文法カテゴ

リーとしての evidentialityが成立しているというわけではない。例えば，現代中国語には，
「听说」（聞くところでは……だそうだ＝HEARSAY），「看起来」（見たところでは＝
INFERENCE），「我看」（……と思う＝INFERENCE，或いは ASSUMPTION）のような
証拠のソース，または情報のソースを表す表現が多く存在するが，文法カテゴリーとして

の evidentialityはまだ成立していない（徐 2008: 48-49）。一方，東ポモ語(Eastern Pomo)，
ドイツ語，ラダク語(Ladakhi)，ンギヤンバー語(Ngiyambaa)，トゥユカ語(Tuyuca)などの
言語においては，evidentiality は文法カテゴリーとなっている5。例えば，東ポモ語の

evidentiality表現は次のように，VISUAL，NON-VISUAL SENSORY，INFERENCE，
REPORTED（HEARSAY，或いは QUOTATIVEであり，つまり，ソースが特定であるか
どうかを問わず，当の情報が発話前に伝えられたということである。ここで REPORTED
を報告と訳しておく）の 4種を表している。 

 
 

                                                                                                                                                     
QUOTATIVEは Aikhenvald (2004)の用語で言えば，semantic parameters in evidentiality 
systems（evidentiality系統における意味論的なパラメーター）である。 
5 Aikhenvald (2004)など，evidentialityに関するモノグラフを参照。 
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Eastern Pomo 
mí�-p-al    Pha�bé-k-a 
‘He got burned’ (I have direct evidence, e.g. I saw it happen)（「彼はやけどをした」
（私はその事が起こったのを見たというような直接的な証拠を持っている）＝

VISUAL） 
bi�Yá   pha�bé-kh-ink'e 
‘I burned my hand’ (I feel the sensation of burning in my hand)（「私は手にやけ
どをした」（手にやけどをしたという感覚を感じている）＝NON-VISUAL 
SENSORY） 

bé�k-al    pha�bé-k-ine 
‘They must have gotten burned’ (I see circumstantial evidence—signs of a fire, 
bandages, burn cream)（「彼らはやけどをしたに違いない」（私は火事や，包帯，
熱傷クリームのような情況証拠を見た）＝INFERENCE） 

bé�k-al    pha�bé-kh-�le 
‘They got burned, they say’ (I am reporting what I was told)（「彼らはやけどをし
たとのことだ」（私は言われたことを伝えている）＝REPORTED） 

                                                         (Aikhenvald 2004: 52-53) 
 
日本語のモダリティ研究においては，「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」はしばしば，

evidentialityの表現と捉えられている。しかし，筆者は「ようだ」，「らしい」，「（し）そう
だ」が evidentiality の表現であるかどうか，さらに検討する必要があると考える（次の節
を参照）。 

 
9.2.2  証拠存在明示的証拠性 

9.2.2.1  「ようだ」「らしい」「（し）そうだ」の位置付け 

9.1節で述べたように，「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」（例文（3）～（15）の用法）
の発話には，推論の根拠として視覚，聴覚，味覚，体感などの感覚や，理性的なものがあ

る。個別の表現は特定の証拠のソースを明示することができず，様々な不特定の証拠のソ

ースを示している。例えば，「ようだ」の場合，例文（3）と例文（4）（5）の証拠のソース
はそれぞれ視覚と，理性的なものである。「らしい」の場合，例文（6）（7）（8）と例文（9）
（10）の証拠のソースはそれぞれ視覚，聴覚，味覚などの感覚と，理性的なものである。「（し）
そうだ」の場合，例文（11）（14）（15）と例文（12）（13）の証拠のソースはそれぞれ視
覚と，理性的なものである。言い換えれば，「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」は図 1

に示すように，証拠のソースとして，視覚，聴覚，味覚などの感覚と，理性的なもののい

ずれも示すことができる（例文（3）～（15）の場合）。 
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「ようだ」 
「らしい」 

「（し）そうだ」 
 

図 1 「ようだ」「らしい」「（し）そうだ」の証拠のソース（例文（3）～（15））6 
 

こうした特定の証拠のソースを明示しない「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」は証拠

のソースを確定するために，しばしば文脈から判断しなければならない。例えば，例文（3）
の「どうやら風はおさまったようだ」は視覚による判断か，聴覚による判断か，単に「よ

うだ」という表現から確定することができず，文脈から判断しなければならない。ほかの

例文にも同じことが言える。 

なお，「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」はそれぞれ微妙な意味の違いがあるが，類

義の表現でもある。とりわけ「ようだ」と「らしい」は相互に置き換えがしばしばできる。

野林（1999）は「ようだ」，「らしい」，「（する）そうだ」の使用状況を状況範疇Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，
Ⅲ，Ⅳの 5 つに分けて，「ようだ」は状況範疇Ⅰ，ⅡとⅢに使用可能で，「らしい」は状況
範疇Ⅱ，ⅢとⅣに使用可能であると指摘している。 

 
状況範疇Ⅰ：話者が，自らの感覚によって直接捉えた事態の様子・印象を述べるよう

な状況。 
状況範疇Ⅱ：話者が，根拠に基づく推論によって間接的に認識した事態を述べるよう

な状況。 
状況範疇Ⅲ：話者が，他者からの伝え聞きによって間接的に認識した事態を述べるよ

うな状況。 
状況範疇Ⅳ：他者の事態認識（他者の見解やエピソード）を伝え聞いて述べるような

状況。 
状況範疇Ⅴ：単に伝言を伝えるような状況。 

                                                              （野林 1999: 81-82） 
 

野林（1999）によれば，「ようだ」と「らしい」は状況範疇ⅡとⅢで置き換えが可能である。
「ようだ」と「らしい」の間には，意味の相違性がありながらも，意味の類似性も極めて

高い。 

                                                   
6 この図（及び図 2a）で挙げるのは例文（3）～（15）の範囲で，「ようだ」，「らしい」，「（し）
そうだ」の示す証拠のソースの種類である。例文（3）～（15）以外の範囲では，「ようだ」，「ら
しい」，「（し）そうだ」はほかの種類の証拠のソースを示すことがある。 

視覚（例文（3）（7）（11）（14）（15）） 
聴覚（例文（8）） 
味覚（例文（6）） 
理性（例文（4）（5）（9）（10）（12）（13）） 
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VISUAL 
NON-VISUAL SENSORY 
INFERENCE 
HEARSAY 

このように，特定の証拠のソースを明示しないので，類義の表現である「ようだ」，「ら

しい」，「（し）そうだ」は evidentialityという文法カテゴリーの表現と捉えにくいと考えら
れる。本研究は「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」を証拠存在明示的証拠性の表現に位

置付けることにしたい。 
 

9.2.2.2  証拠存在明示的証拠性とソース明示的証拠性 

Evidentiality の表現は証拠のソースの種類に焦点を当てており，視覚，聴覚，味覚，体
感などの感覚や，理性的なものといった特定の証拠のソースを明示している。一方，「よう

だ」，「らしい」，「（し）そうだ」は証拠の存在そのものに焦点を当てており，特定の証拠の

ソースを明示せず，証拠の存在を示している。本研究は evidentiality をソース明示的証拠
性（特定の証拠のソースを明示する証拠性）と呼び，「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」

の文法的な意味を証拠存在明示的証拠性（証拠が存在することを明示する証拠性）と呼ぶ

ことにする。両者の違いを簡単に図 2で示しておく。 
 

  a. 証拠存在明示的証拠性（例文（3）～（15）の「ようだ」「らしい」「（し）そうだ」を例
とする） 

 
「ようだ」 
「らしい」 

「（し）そうだ」 
 

  b. ソース明示的証拠性（東ポモ語を例とする） 
-a 
-ink'e 
-ine 
-�le 

図 2 証拠存在明示的証拠性とソース明示的証拠性の図示 

 

特定の証拠のソースを示すことが証拠の存在を示すことを含意しているので，ソース明示

的証拠性を表す表現のすべては証拠存在明示的証拠性を表すことができる。この意味で，

証拠存在明示的証拠性をソース明示的証拠性より上位に設置することもできる。 
日本語のモダリティ研究においては，証拠存在明示的証拠性，またはソース明示的証拠

性に相当する概念には，三宅（1994: 21）の「実証的判断」，仁田（2000: 139）の「徴候性
判断」，宮崎（2002b: 152）と日本語記述文法研究会（2003: 133）の「証拠性」，益岡（2002: 
8, 2007: 145）の「証拠性判断」などがある。「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」はしば
しば，それらの代表的な表現と捉えられている。 

視覚（例文（3）（7）（11）（14）（15）） 
聴覚（例文（8）） 
味覚（例文（6）） 
理性（例文（4）（5）（9）（10）（12）（13）） 
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そのうち，「証拠性」は evidentiality，つまりソース明示的証拠性にほぼ相当する概念で
ある。「証拠性」とは「観察・推定・伝聞など，その情報が何に基づくかということを表す」

ものである（日本語記述文法研究会 2003: 133）。一方，「実証的判断」と「徴候性判断」は
ソース明示的証拠性に近い概念である。「実証的判断」とは「命題が真であるための証拠が

存在すると認識する」ものであり，「命題が真であるための証拠の存在を有標的に示すとこ

ろにその特性がみられた」（三宅 1994: 21, 26）。「徴候性判断とは，命題内容として描き取
られた事態の成立が，存在している徴候や証拠から引き出され捉えられたものであること

を，表したものである」（仁田 2000: 139）。ただし，これらの研究は証拠存在明示的証拠性
とソース明示的証拠性の違いをはっきり示していない7。また，「証拠性判断」は「ある証拠

に基づいて推定を行うものである」（益岡 2007: 145）と簡単に定義され，証拠存在明示的
証拠性か，ソース明示的証拠性か，判断できない。 

 
 

9.3  「ようだ」「らしい」「（し）そうだ」の意味分析 

9.2節では，「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」が evidentiality，つまりソース明示的
証拠性の表現ではなく，証拠存在明示的証拠性の表現であるという考え方を述べた。ここ

では，「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」の共通する意味を次のように整理しておく。 
 

「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」は推量の証拠とした既得の情報（前提）の存在

を示し，かつ，新しい情報（命題）に対して不確かさの信念を抱くことを示している

8。 
 
図示すれば，図 3のようになる。図中の太線枠は「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」

が「推量の証拠とした既得の情報（前提）の存在を示す」ことを示し，破線枠は「ようだ」，

「らしい」，「（し）そうだ」が「不確かさの信念を抱くことを示す」ことを示している。 
 
 
 

                                                   
7 「実証的判断」はソース明示的証拠性に近い概念であるが，三宅（1994: 21, 26）には，次の
ような記述がある。 

この‘Evidentiality’はどのような手段で情報を入手したかによって形態的に違いがみら
れる言語，特にアメリカのインディアン諸語における文法現象に関して用いられる概念で

ある。（中略）実証的判断が表される形式は，話し手と情報との関係が間接的であることを

有標的に示すマーカーであると考えられる。これはまさに‘Evidentiality’であると言え
る。繰り返しになるが，実証的判断の特性は，命題が真であるための証拠の存在を有標的

に示すということに求められる。                （三宅 1994: 21）（下線は筆者による） 
8 「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」のそれぞれの蓋然性については，ジョンソン（1999）

などを参照。 
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                              1％～99％ 

 

既得の情報（前提）  新しい情報（結論） 

図 3 「ようだ」「らしい」「（し）そうだ」の図示 
 
 

9.4  日本語のソース明示的証拠性 

9.2 節で「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」はソース明示的証拠性ではなく，証拠存
在明示的証拠性の表現であるという考え方を述べた。しかし，日本語では，ソース明示的

証拠性の表現が存在しないというわけではない。例えば，「（する）そうだ」，「という」，「と

のことだ」，「って」などはHEARSAY，或いは QUOTATIVEという証拠のソースを明示し
ていると考えられる。 
本節では，これらの表現とソース明示的証拠性との関係について述べる。 
 

9.4.1  Evidentiality系統のあり方 

通言語的に見ると，evidentiality 表現の明示する証拠のソースには，VISUAL，
NON-VISUAL SENSORY，INFERENCE，ASSUMPTION，HEARSAY，QUOTATIVE，
6種があると考えられる(Aikhenvald 2004: 63-64)。ただし，evidentialityという文法カテ
ゴリーを持つ言語の表現は 6 種の証拠のソースのすべてを明示するというわけではない。
そのうちの 1 種，例えば，ユーチ語(Euchee)のように，NON-VISUAL SENSORY（具体
的に言うと，聞くことである）のみを明示する言語（この場合に，evidentiality 表現が
NON-VISUAL SENSORY のみを明示し，それ以外のソースを示していない）もあり，5
種，例えば，ウィントゥ語(Wintu)のように，VISUAL，NON-VISUAL SENSORY，
INFERENCE，ASSUMPTION，REPORTED（HEARSAY，或いは QUOTATIVEであり，
つまり，ソースが特定であるかどうかを問わず，当の情報が発話前に伝えられたというこ

とである）を明示する言語もある9。 
Aikhenvald (2004: 23-66)は数多くの言語を考察した上で，実在する evidentiality系統の
あり方を次のような 14種にまとめている。 

 
A1. Firsthand and Non-firsthand 
A2. Non-firsthand versus ‘everything else’ 
A3. Reported versus ‘everything else’ 

                                                   
9 Aikhenvald (2004: 37, 66)を参照。 
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A4. Sensory evidence and Reported 
A5. Auditory versus ‘everything else’ 
B1. Direct (or Visual), Inferred, Reported 
B2. Visual, Non-visual sensory, Inferred 
B3. Visual, Non-visual sensory, Reported 
B4. Non-visual sensory, Inferred, Reported 
B5. Reported, Quotative, and ‘everything else’ 
C1. Visual, Non-visual sensory, Inferred, Reported 
C2. Direct (or Visual), Inferred, Assumed, Reported 
C3. Direct, Inferred, Reported, Quotative 
D1. Visual, Non-visual sensory, Inferred, Assumed, and Reported 

 
A1では，FirsthandはVISUAL，NON-VISUAL SENSORYを含んでおり，Non-firsthand

はほかのソースを含んでいる。A2では，Non-firsthandは INFERENCE，ASSUMPTION，
HEARSAY，QUOTATIVEを含んでいる。A3では，Reportedは HEARSAY，QUOTATIVE
を含んでいる。A4では，Sensory evidenceは VISUAL，NON-VISUAL SENSORYを含
んでおり，Reportedは HEARSAY，QUOTATIVEを含んでいる。A5では，Auditoryは聞
くことを通して得たものである。A1，A4では，異なる evidentiality表現は 2項（例えば，
A1での Firsthandと Non-firsthand）を別々に示している。A2，A3，A5では，evidentiality
表現は 1項（A2での Non-firsthand，A3での Reported，A5での Auditory）のみを示し
ており，それ以外のソースを示していない。 

B1 では，Direct は VISUAL，NON-VISUAL SENSORY を含んでおり，Inferred は
INFERENCE，ASSUMPTIONを含んでおり，ReportedはHEARSAY，QUOTATIVEを
含んでいる。B2では，Inferredは INFERENCE，ASSUMPTION，HEARSAY，QUOTATIVE
を含んでいる。B3では，ReportedはHEARSAY，QUOTATIVEを含んでいる。B4では，
Inferred は INFERENCE，ASSUMPTION を含んでおり，Reported は HEARSAY，
QUOTATIVEを含んでいる。B5では，ReportedはHEARSAYに相当する。B1～B4では，
異なる evidentiality表現は 3項（例えば，B2での Visual，Non-visual sensory，Inferred）
を別々に示している。B5では，異なる evidentiality表現は 2項（Reportedと Quotative）
を別々に示しており，それ以外のソースを示していない。 

C1 では，Inferred は INFERENCE，ASSUMPTION を含んでおり，Reported は
HEARSAY，QUOTATIVE を含んでいる。C2 では，Direct は VISUAL，NON-VISUAL 
SENSORYを含んでおり，ReportedはHEARSAY，QUOTATIVEを含んでいる。Inferred
は INFERENCEに，AssumedはASSUMPTIONに相当する。C3では，DirectはVISUAL，
NON-VISUAL SENSORYを含んでおり，Inferredは INFERENCE，ASSUMPTIONを
含んでいる。Reported は HEARSAY に相当する。C1～C3 では，異なる evidentiality 表
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現は 4項（例えば，C3での Direct，Inferred，Reported，Quotative）を別々に示してい
る。 

D1では，ReportedはHEARSAY，QUOTATIVEを含んでいる。Inferredは INFERENCE
に，Assumedは ASSUMPTIONに相当する。異なる evidentiality表現は 5項（Visual，
Non-visual sensory，Inferred，Assumed，Reported）を別々に示している。 

9.2.1節で触れた東ポモ語は evidentiality表現が VISUAL，NON-VISUAL SENSORY，
INFERENCE，REPORTEDの 4種を明示しているので，C1という evidentiality系統を
持っている。本節（9.4.1節）の冒頭で触れたユーチ語は evidentiality表現がNON-VISUAL 
SENSORY（具体的に言うと，聞くことである）のみを明示しているので，A5 という
evidentiality 系統を持っており，ウィントゥ語は evidentiality 表現が VISUAL，
NON-VISUAL SENSORY，INFERENCE，ASSUMPTION，REPORTEDの 5種を明示
しているので，D1という evidentiality 系統を持っている。ほかの evidentiality系統の具
体例については，Aikhenvald (2004: 23-66)を参照されたい。 
 

9.4.2  日本語は A3系統に属する 

例文（16）～（30）の示すように，日本語では，「（する）そうだ」，「という」，「とのこ
とだ」，「って」などはソースが特定であるかどうかを問わず，当の情報が発話前に伝えら

れたということを明示している。 

 
（16）「あの人はうちのお父さんとはちょうどおまえたちのように小さいときからのお

友達だったそうだよ。」                        （宮沢賢治『銀河鉄道の夜』） 
（17）「昔，ギリシャの兵隊の中に，糸のように細い，病身の男がいたそうだ。そんな

よわよわしいやつだが，戦場に出ると，不思議に強くってな，じつによく働く

のだ。（下略）」                                   （山本有三『路傍の石』） 
（18）「おまえは，お母さんを女中とよび，行助を女中の子と呼んだそうだね」 

「誰がそんなことを告げぐちしたんだ！」              （立原正秋『冬の旅』） 
（19）「珍しいじゃあないか加藤君，ここのところさっぱり見えなかったが，噂による

と結婚して子供さんができたそうだね。おめでとう」 （新田次郎『孤高の人』） 
（20）相変らず暗い道を僕は藤木の母親と肩を並べて歩いた。お母さんは修学旅行の

時のことなどを物語った。藤木はそれまで外で泊ったことがなかったから，そ

の晩は心配で夜も眠られなかったそうだ。             （福永武彦『草の花』） 
（21）「いま，医者からきいてきたが，三週間くらいで退院できるそうだ。……なぜ喧

嘩をしたんだね？」                                 （立原正秋『冬の旅』） 
（22）太郎は名古屋から，兼六園の解説書を持って来ていた。初代加賀藩主，前田利

家が，金沢城に入城したのは天正十一年だが，兼六園は，二代藩主利長の時代

から造られたという。                             （曽野綾子『太郎物語』） 
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（23）それは或る資産家の息子の発明美談なのであった。父親の失敗から一家倒産の
運命となったその男は，奇しき逆境から一転して，ついに三万二千の色彩を三

つの原色素によって完全な天然色写真に大成するに至るのである。一西洋画家

はこの写真を一見するや驚嘆し，「肖像画家は亡びるであろう」と叫んだという。 
                                                         （北杜夫『楡家の人びと』） 
（24）「いや，ぼくは泣いているのではない。事実を言っているのだ。――道路の風説

によれば，校長は株に手を出して，失敗したのだという。ぼくは事実の真偽を

明きらかにしないが（下略）」                      （山本有三『路傍の石』） 
（25）「あすから裁判がはじまるわけですが，うわさによると，この公判は傍聴禁止で

おこなわれるとのことです」           （星新一『人民は弱し，官吏は強し』） 
（26）「電文によりますと，どうもトーキーのフィルムをそんなにじゃんじゃん消費せ

られては困るというのです。目下輸入が杜絶していて，あともういくらもスト

ックがないから，フィルムを使うのをやめてくれとのことです」 
                                                             （海野十三『軍用鮫』） 
（27）「上司の命令です。あなたと柳さんを，都内のホテルの一室に保護せよとのこと

です」                                     （赤川次郎『女社長に乾杯！』） 
（28）「うん，頭が少し痛いんだ」 

「あら，おねえさん。おにいさんが頭が痛いんだって」 
ふじ子は，台所の方に向かって嫂を呼んだ。           （三浦綾子『塩狩峠』） 

（29）「そうしたら彼女は何と言った？」 
「反対だって。やってほしくないって。でも，どうしてもやりたかったから，そ

れを押し切ってジムに通いはじめたんだ」         （沢木耕太郎『一瞬の夏』） 
（30）「さっき聞いてなかった？ 彼はさ，高校の間ずっとあの鯛焼食べたいと思いな

がら我慢して，大学へ入ったから，祝いに三匹買ったんだって。ところがよく

聞いたら，彼の家族八人なんだってよ。八人でどうして三匹で済むのかな」 
                                                           （曽野綾子『太郎物語』） 

 
つまり，これらの表現は A3という evidentiality 系統における“Reported”を明示して
おり，日本語は A3 系統を持っていると考えられる。A3 系統では，evidentiality 表現は
Reportedのみを示しており，それ以外のソースを示していない。日本語の場合，「（する）
そうだ」，「という」，「とのことだ」，「って」などの evidentiality 表現は Reported を示し
ており，それ以外のソースを示していない。 
ちなみに，同じく，A3 系統における Reported を示しているが，「（する）そうだ」，「と
いう」，「とのことだ」，「って」は異なっている。これらの表現の違いについては，三宅（1995c: 
201-203），森山・安達（1996: 54-57），宮崎（2002b: 160-164），日本語記述文法研究会（2003: 
174-178）などに，詳しい考察がある。ここでは，簡単に次の 2点を挙げておきたい。第 1
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に，「（する）そうだ」では，話し手が聞いた発話の命題内容を聞き手に伝えようとするが，

「という」，「とのことだ」，「って」では，話し手が聞いた発話を再現しようとすると考え

られる。第 2 に，「（する）そうだ」は命令，依頼，意志，勧誘，疑問，丁寧さなどを表す
表現，及び終助詞に接続することができないが，「という」，「とのことだ」，「って」はそれ

らに接続することができる。 
 

 

9.5  まとめ 

最後に，この章で述べたことの要点をまとめておく。 

1）「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」には，何らかの証拠に基づいて高次の心的過程を
経て推量したことを述べるという共通する特徴がある。 

2）「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」はしばしば，evidentialityの表現と捉えられてい
る。本研究はこの考え方の妥当性を疑問視している。 

3）Evidentialityの表現は証拠のソースの種類に焦点を当てており，視覚，聴覚，味覚，体
感などの感覚や，理性的なものといった特定の証拠のソースを明示している。類義の表

現である「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」は特定の証拠のソースを明示しないの

で，evidentialityの表現と捉えにくいと考えられる。本研究では，evidentialityをソー
ス明示的証拠性と呼んでいる。 

4）「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」は証拠の存在そのものに焦点を当てており，特定
の証拠のソースを明示せず，証拠の存在を示している。本研究では，「ようだ」，「らし

い」，「（し）そうだ」の文法的な意味を証拠存在明示的証拠性と呼んでいる。 
5）従来の日本語のモダリティ研究は証拠存在明示的証拠性とソース明示的証拠性の違いを
はっきり示していないと考えられる。 

6）Aikhenvald (2004: 23-66)によれば，実在する evidentiality系統のあり方には，14種が
ある。日本語は A3: Reported versus ‘everything else’という evidentiality系統を持っ
ていると考えられる。「（する）そうだ」，「という」，「とのことだ」，「って」などの

evidentiality 表現は A3 系統における Reported を示しており，それ以外のソースを示
していない。 
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第 10章 

認識のモダリティの分析モデル 

 

 

 

10.0  はじめに 

本章では，認識のモダリティをより効果的に分析するために，認識のモダリティの分析

モデル――認知心理的な分析モデルを提示する。その前に，日本語の認識のモダリティの

範囲を設定する。まず，10.1.1節で日本語のソース明示的証拠性，証拠存在明示的証拠性，
認識のモダリティの関係を述べる。次に，10.1.2 節で認識のモダリティか否かを判定する
基準を挙げる。それに，10.2節で認知心理的な分析モデルを説明する。10.3節はまとめで
ある。 

 
 

10.1  日本語の認識のモダリティの範囲 

10.1.1  証拠性と認識のモダリティ 

第 9章 9.2.1節で，一般言語学・英語学の先行研究には，evidentialityを認識のモダリテ
ィというカテゴリーに入れたものもあり，認識のモダリティと evidentiality を関連付けて
両者をある上位カテゴリーに入れたものもあり，さらに，evidentiality をモダリティのカ
テゴリーから除外したものもあると述べた。日本語の場合，ソース明示的証拠性

（evidentiality に相当する）と証拠存在明示的証拠性が存在しているので，問題がさらに
複雑になる。 
「（する）そうだ」，「という」，「とのことだ」，「って」などによって表されるソース明示

的証拠性には，「だろう」，「かもしれない」，「にちがいない」，「はずだ」などによって表さ

れる認識のモダリティと異なり，話し手の推量が内在していない。具体的に言えば，ソー

ス明示的証拠性では，既得の情報を高次の心的過程によって処理して，新しい情報を生じ

るという過程が内在せず，話し手が既得の情報（発話前に聞いたこと）を伝えているのみ

である。一方，「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」の表す証拠存在明示的証拠性では，「だ

ろう」，「かもしれない」，「にちがいない」，「はずだ」などによって表される認識のモダリ

ティと同じく，話し手の推量が内在しており，話し手が既得の情報を高次の心的過程によ

って処理して得た新しい情報を伝えている。 
つまるところ，日本語の場合，ソース明示的証拠性は認識のモダリティとは別のカテゴ
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リーに入れ，証拠存在明示的証拠性を認識のモダリティというカテゴリーに入れる方が適

切である。なお，ソース明示的証拠性を表す「（する）そうだ」，「という」，「とのことだ」，

「って」などが「だろう」，「かもしれない」，「にちがいない」，「はずだ」などによく似て

いる文法的な振る舞い（例えば，これらは基本的に不変化の文末形式である）を持ってい

るので，ソース明示的証拠性と認識のモダリティを命題関与型モダリティという上位カテ

ゴリーに入れて扱ってもいいと考える。 

このような，日本語のソース明示的証拠性，証拠存在明示的証拠性，認識のモダリティ

の関係は図 1のようにまとめられる。 

 

                       「だろう」「かもしれない」「にちがいな 

                        い」「はずだ」の表す認識のモダリティ 

             認識のモダリティ 

 命題関与型モダリティ            「ようだ」「らしい」「（し）そうだ」の表 
                        す証拠存在明示的証拠性 

                            

             「（する）そうだ」「という」「とのことだ」「って」の表すソース 

             明示的証拠性 

図 1 日本語のソース明示的証拠性，証拠存在明示的証拠性，認識のモダリティ 

 

10.1.2  認識のモダリティか否かを判定する 3基準 

前節で述べたように，ソース明示的証拠性と認識のモダリティとの違いは話し手の推量

が内在しているかどうかということにある。つまり，話し手の推量が内在しているという

ことは認識のモダリティか否かを判定する基準である。この基準はさらに基準 1 と基準 2
に分けられる。 

 
基準 1：高次の心的過程が存在し，新しい情報が生じること。 
基準 2：伝えられる情報に対して不確かさの信念を抱くこと。 

 
なお，認識のモダリティを表す「だろう」，「かもしれない」，「にちがいない」，「はずだ」

などは非認識のモダリティ的な意味も表すことがある。例えば，「だろう」が情報認識のモ

ダリティと捉えられている確認要求の意味を表すことがある（第 6章 6.0節を参照）。これ
らの表現の表す認識のモダリティ的な意味と非認識のモダリティ的な意味を区分するため

に，次のような基準が用いられる。 

 
基準 3：発話の主な目的が情報を供与することにあること。 
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この基準は認識のモダリティか否かを判定する基準の 1つでもあり，基準 3となる。 
ここで第 6，7，8，9章で触れた「だろう」，「かもしれない」，「にちがいない」，「はずだ」，

「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」，「（する）そうだ」，「という」，「とのことだ」，「っ

て」の様々な意味（表 1 の下はそれぞれの意味の例文である）が，認識のモダリティか否
かを判定する基準 1，基準 2，基準 3を満たすかどうかということを表 1にまとめておく。 
 

表 1 「だろう」などのモダリティ表現の諸意味 

と認識のモダリティか否かを判定する 3基準 

 

基準 1：高次の心的
過程が存在し，新し

い情報が生じる 

基準 2：伝えられる
情報に対して不確

かさの信念を抱く 

基準 3：発話の主な
目的が情報を供与

することにある 

だろう 

「推量」 ○ ○ ○ 

推量確認 ○ ○ × 

共通認識の喚起 × × × 

認識形成の要請 × × ○ 

かもし

れない 

可能性 ○ ○ ○ 

是認―反論 × × ○ 

記憶の呼び起こし × ○ ○ 

行動予定 × ○ ○ 

にちがいない（必然性） ○ ○ ○ 

はずだ 

演繹的推論 ○ ○ ○ 

第 8章例文（1） × × ○ 

第 8章例文（2） × × ○ 

第 8章例文（3） × × ○ 

第 8章例文（8） ○ × ○ 

第8章例文（9）（10） × ○ ○ 

ようだ 第 9章例文（1）（2） × × ○ 

ようだ，らしい，（し）そ

うだ（証拠存在明示的証拠性） 
○ ○ ○ 

（する）そうだ，という，

とのことだ，って（ソース

明示的証拠性） 

× × ○ 

 

� 「だろう（「推量」）」 

（1）お隣りのマツ子は，この小説を読み，もはや私の家へ来ないだろう。私はマツ子
に傷をつけたのだから。                          （第 6章例文（1） 再掲） 

� 「だろう（推量確認）」 

（2）「じゃ道也先生に違ない。――世の中は随分無慈悲なものだなあ。――君番地を
知ってるだろう」 

「番地は聞かなかった」                           （第 6章例文（5） 再掲） 
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� 「だろう（共通認識の喚起）」 

（3）「まだ遠いですか？」 

「もうすぐそこだ。それ向こうに丘が見えるだろう。丘の手前に鉄道線路がある

だろう。そこに国旗が立っている，あれが新台子の兵站部だ」 

                                                         （第 6章例文（8） 再掲） 

� 「だろう（認識形成の要請）」 

（4）「いい知恵なんかおらいらねえ」と清七は首を振った，「おらあただ，おめえの気
持さえ聞かしてもらえばいいんだ」 

「だから，それは困ると云ってるだろう」          （第 6章例文（10） 再掲） 

� 「かもしれない（可能性）」 

（5）仕方なく港の方に歩きかけて，私はふと由加子はどうしているだろうかと考えた
のです。すでに結婚して母親となっているかもしれない。私の足は自然に町外れ

の由加子の家のあった方に向いていました。        （第 7章例文（6） 再掲） 

� 「かもしれない（是認―反論）」 

（6）「とんでもない園子さん，登山って，少しおそくなると，こういうふうに懐中電
灯をつけて歩くのが当り前のことなんです」 

「あなたがたには当り前かもしれませんが，わたしにはちっとも当り前ではない

わ。だいたい，全然山を知らない私をこんな目に会わせて失礼じゃないの」 

                                                         （第 7章例文（7） 再掲） 

� 「かもしれない（記憶の呼び起こし）」 

（7）急いでいたので，エアコンを切らずに来た{かもしれない／?だろう}。 

                                                        （第 7章例文（14） 再掲） 
� 「かもしれない（行動予定）」 

（8）今晩，君に電話する{かもしれない／?だろう}。    （第 7章例文（15） 再掲） 
� 「にちがいない（必然性）」 

（9）おそらく世界でも有数な季感の多い国土として，日本があるであろうが，また人
のこころも世界で有数な敏感な民族であるにちがいない。 

                                                         （第 7章例文（18） 再掲） 
� 「はずだ（演繹的推論）」 

（10）「こうなったら都ホテルに行くしかないぜ，博士はバルコニーに現われて，われ
われにきっと手を振って挨拶してくれるはずだ」   （第 8章例文（4） 再掲） 

� 「はずだ（第 8章例文（1））」 

（11）昨日，君には，集合時間を言っておいたはずですよ。（遅刻した人に） 
                                                         （第 8章例文（1） 再掲） 

� 「はずだ（第 8章例文（2））」 

（12）「急いで。先生はもういらっしゃっているよ」「えっ。約束は 1時のはずだけど」 
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                                                         （第 8章例文（2） 再掲） 

� 「はずだ（第 8章例文（3））」 

（13）あの大統領は演技がうまいはずだ。もと俳優だったそうだ。 
                                                         （第 8章例文（3） 再掲） 
� 「はずだ（第 8章例文（8））」 

（14）「家を建てたおじいさんは，わたしが生まれる前に死んだというから，そのころ
はいなかったはずだわ。」                        （第 8章例文（8） 再掲） 

� 「はずだ（第 8章例文（9）（10））」 

（15）「それはふしぎねえ。その女はきっとあたしなんだわ。でもあれは日曜日ではな
くて，たしか金曜日の夕方だったはずよ，かれとＮＥＴへ行って，そのあと銀

座にでた日だから」                            （第 8章例文（10） 再掲） 
� 「ようだ（第 9章例文（1）（2））」 

（16）「どうもご丁寧に痛み入りました。でも，そこではひえますから……今晩はたい
そうしみが強いようで……」 

「そうですね，この二，三日，だいぶ寒さがひどいようですね。」 

                                                         （第 9章例文（2） 再掲） 
� 「ようだ，らしい，（し）そうだ（証拠存在明示的証拠性）」 

（17）「いやなんでもない。どうやら風はおさまったようだ」 

加藤は二階の窓の方を見上げた。雪にまみれた宮村が，窓から入って来るのが

見えた。宮村は雪を払いながら， 

「天気はよくなるぞ，早いところ出発だ」          （第 9章例文（3） 再掲） 

� 「（する）そうだ，という，とのことだ，って（ソース明示的証拠性）」 

（18）「珍しいじゃあないか加藤君，ここのところさっぱり見えなかったが，噂による
と結婚して子供さんができたそうだね。おめでとう」（第 9章例文（19） 再掲） 

 

表 1から分かるように，基準 1，基準 2，基準 3の 3つを満たす，「だろう」の表す「推
量」，「かもしれない」の表す可能性，「にちがいない」の表す必然性，「はずだ」の表す演

繹的推論，「ようだ，らしい，（し）そうだ」の表す証拠存在明示的証拠性は認識のモダリ

ティと捉えられる。 

 

 
10.2  認識のモダリティの分析モデル――認知心理的な分析モデル 

本節では，認識のモダリティをより効果的に分析するために，認識のモダリティの分析

モデル――認知心理的な分析モデルを提示する。認知心理的な分析モデルは認知的な分析

モデルと心理的な分析モデルからなる。まず，心理的な分析モデルを説明する。 
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  新しい情報 

10.2.1  心理的な分析モデル 

10.1.2 節で，高次の心的過程が存在し，新しい情報が生じることと，伝えられる情報に
対して不確かさの信念を抱くことが認識のモダリティか否かを判定する基準であると述べ

た。つまり，認識のモダリティはその 2 つの特徴を持っている。高次の心的過程とは大ま
かに言えば，想像や思考のような，既得の情報に基づいて，既得の情報と異なる新しい情

報を導き出す創造的な心的過程である。伝えられる情報に対する不確かさの信念とは不確

かさという強さの度合いで，伝えられる情報が真であると信じるという話し手の心的状態

である。 
認識のモダリティの違いによって，高次の心的過程の様式（演繹的推論か，帰納的推論

か），情報に対する不確かさの信念の強さの度合い（高い蓋然性か，やや高い蓋然性か，や

や低い蓋然性か，低い蓋然性か）などが異なっている。心理的な分析モデルは： 
 
このような認識のモダリティにおける高次の心的過程，高次の心的過程の様式，情報

に対する不確かさの信念，不確かさの信念の強さの度合いなど，つまり，話し手がど

のように事態を認識するかということを分析し記述するためのモデルであり，文字に

よる記述と図示からなる。 
 
「にちがいない」の表す認識のモダリティ（必然性）を例として，心理的な分析モデル

を見る。まずは文字による記述である。心理的な分析モデルに基づけば，「にちがいない」

の表す認識のモダリティ（必然性）は次のように記述することができる。 
 
「にちがいない」の表す認識のモダリティ（必然性）では，話し手が高次の心的過程で

導き出された新しい情報に対する高い蓋然性という段階の信念を抱いている。 

 
次は図示である。「にちがいない」の表す認識のモダリティ（必然性）の心理的な分析モデ

ルを図示すれば，図 2 のようになる。図 2 では，矢印と枠が高次の心的過程を示し，右の
枠とその位置（濃い方は高い蓋然性で，薄い方は低い蓋然性である）が不確かさという段

階の信念の強さの度合いを示している。 
 

 
 
       既得の情報             脳による処理                             1％～99％ 

 
 
                  高   次   の   心   的   過   程 
図 2 「にちがいない」の表す認識のモダリティ（必然性）の心理的な分析モデル 
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続いて，認知的な分析モデルを説明する。 
 

10.2.2  認知的な分析モデル 

人間は事態の一側面に注意するという認知能力，及び注意を事態の一側面から他の側面

に移すという認知能力を持っている。言語も注意を言語化される事態のある側面に向けさ

せる性質を持っている。この言語の能力はプロファイリングと呼ばれる (Similarly, 
language provides ways directing attention to certain aspects of the scene being 
linguistically encoded. This general ability, manifest in language, is called profiling. 
(Evans & Green 2006: 41))。例えば，太郎が次郎を殴っているという事態がある。「太郎が
次郎を殴っている。」における動作主名詞，被動作主名詞，能動態などは太郎，次郎，殴る

という行為などの側面をプロファイル(profile)し（図 3a），「次郎が殴られている。」におけ
る被動作主名詞，受動態などは次郎，殴るという行為などの側面をプロファイルする（動

作主がプロファイルされない）（図 3b）。 
 
 
 
 
 
 
 

           a 「太郎が次郎を殴っている」      b 「次郎が殴られている」 
図 3 「太郎が次郎を殴っている」と「次郎が殴られている」 

 
Ronald W. Langacker流の認知言語学では，一般的に，このようにプロファイルされる部
分がプロファイルと呼ばれ，事態全体が基盤(base)と呼ばれ，プロファイルされない部分が
基盤の一部分となる。言語はこのように基盤の異なる部分をプロファイルすることができ

る1。人間は言語を使うから，プロファイリングは話し手がどのように事態に注意するかと

いう事態把握(construal)の仕方を反映している。 
認識のモダリティ表現も同じく，基盤のある部分をプロファイルする言語形式である。

認識のモダリティ表現に関わる基盤は高次の心的過程（及び高次の心的過程の様式），新し

い情報に対する不確かさの信念（及び不確かさの信念の強さの度合い）などからなる。高

次の心的過程は「太郎が次郎を殴っている」のような事態と異なり，脳内の精神活動であ

る。それにも関わらず，人間は自分の精神活動に注意を向け，事態としてある程度まで把

                                                   
1 プロファイルについては，第 3章 3.1.3.2節をも参照。 
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  新しい情報 

握することができる2。そして，言語によって精神活動の一部分をプロファイルすることも

できる。認知的な分析モデルは： 
 
このような認識のモダリティ表現のプロファイルと基盤のあり方，つまり，話し手が

認識のモダリティと認識のモダリティ表現を認知の対象として，どのように認識のモ

ダリティを認識する（言い換えれば，「内観する」）か，どのように認識のモダリティ

表現を用いるかということを分析し記述するためのモデルであり，文字による記述と

図示からなる。 
 
「にちがいない」の表す認識のモダリティ（必然性）を例として，認知的な分析モデル

を見る。まずは文字による記述である。認知的な分析モデルに基づけば，「にちがいない」

の表す認識のモダリティ（必然性）は次のように記述することができる。 
 
「にちがいない」の表す認識のモダリティ（必然性）では，「にちがいない」は高次の

心的過程で導き出された新しい情報に対する高い蓋然性を示し，プロファイルしてい

る。 
 
次は図示である。「にちがいない」の表す認識のモダリティ（必然性）の認知的な分析モデ

ルを図示すれば，図 4 のようになる。図 4 では，基盤全体が大きな枠で囲まれ，プロファ
イルされる新しい情報に対する高い蓋然性が太線枠で示される。 
 
 

 
 
             既得の情報             脳による処理 

 
 
図 4 「にちがいない」の表す認識のモダリティ（必然性）の認知的な分析モデル 

 
心理的な分析モデルと認知的な分析モデルの図示から分かるように，認知的な分析モデ

ルの図示は心理的な分析モデルの図示に基づいており，心理的な分析モデルの諸要素を含

んでいる。両者には，基盤全体を示す大きな枠とプロファイルされる要素を示す太線枠の

有無という違いがある。 
                                                   
2 心理学では，「自分自身の精神活動を意識によって観察し，それをできるだけ詳しく正確に言

語化する」という内観(introspection)と呼ばれる研究方法がある（中島・高野・伊藤 1994: 4）。
研究方法として，内観は様々な欠点を有するが，人間が自分の精神活動を事態としてある程度ま

で把握できることが裏付けられている。 
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10.2.3  認知心理的な分析モデル 

心理的な分析モデルは話し手がどのように事態を認識するかということを分析し記述す

るモデルである。認知的な分析モデルは話し手が認識のモダリティと認識のモダリティ表

現を認知の対象として，どのように認識のモダリティを認識するか，どのように認識のモ

ダリティ表現を用いるかということを分析し記述するモデルである。両者の関係を図 5 に
示しておく。 

 
 

 

 
 

 
図 5 心理的な分析モデルと認知的な分析モデル 

 
このような心理的な分析モデルのみでは，認識のモダリティ，及び認識のモダリティ表

現を分析し記述することはまだ不十分である。ここに認知的な分析モデルを加えれば，そ

れらをより全面的に分析し記述することができる。そこで筆者は，両者を統合する認知心

理的な分析モデルを提示する3。認知心理的な分析モデルは： 
 
話し手がどのように事態を認識するか，話し手が認識のモダリティと認識のモダリテ

ィ表現を認知の対象として，どのように認識のモダリティを認識するか，どのように

認識のモダリティ表現を用いるかを分析し記述するためのモデルであり，文字による

記述と図示からなる。 
 
認知心理的な分析モデルの文字による記述は心理的な分析モデルの記述と認知的な分析

モデルの記述を統合することとなり，図示は心理的な分析モデルの図示の諸要素を含んだ

認知的な分析モデルの図を使うこととなる。「にちがいない」の表す認識のモダリティ（必

然性）を例とした場合，認知心理的な分析モデルでは， 
 
「にちがいない」の表す認識のモダリティ（必然性）では，話し手が高次の心的過程で

導き出された新しい情報に対する高い蓋然性という段階の信念を抱いている。「にちが

いない」はその高い蓋然性を示し，プロファイルしている。 
 

                                                   
3 認識のモダリティのための認知心理的な分析モデルは認知言語学の考え方を多く援用してい

るが，認知言語学におけるモダリティの捉え方と違っている。認知言語学におけるモダリティの

捉え方については，Mortelmans (2007: 869-886)を参照。 

話し手 事態 心理的な分析モデル 
話し手 

認知的な分析モデル 認識のモダリティ表現 
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  新しい情報 

と記述することができる。図示は図 4となる（認知心理的な分析モデルとしての図４では，
矢印と枠が高次の心的過程を示し，右の枠（太線枠）とその位置が話し手の新しい情報に

対する高い蓋然性という段階の信念を示している。基盤全体が大きな枠で囲まれ，プロフ

ァイルされる新しい情報に対する高い蓋然性が太線枠で示される）。 
続いて，ほかの認識のモダリティの認知心理的な分析モデルを見る。 
� 「だろう 1」の表す認識のモダリティ（「推量」/第一義的な意味）： 
「だろう 1」の表す認識のモダリティ（「推量」/第一義的な意味）では，話し手が高次

の心的過程で導き出された新しい情報に対する不確かさという段階の信念を抱いている。

「だろう 1」はその不確かさの存在を示し，プロファイルしている。 
 
 
 
 
             既得の情報             脳による処理 
 

 
図 6 「だろう 1」の表す認識のモダリティ（「推量」 

/第一義的な意味）の認知心理的な分析モデル 

 
図 6 では，矢印と枠が高次の心的過程を示し，右の枠（太線枠）が話し手の新しい情報
に対する不確かさという段階の信念を示している。基盤全体が大きな枠で囲まれ，プロフ

ァイルされる新しい情報に対する不確かさの存在が太線枠で示される。 
 
� 「だろう 2」の表す認識のモダリティ（「推量」/第二義的な意味）： 

「だろう 2」の表す認識のモダリティ（「推量」/第二義的な意味）では，話し手が高次

の心的過程で導き出された新しい情報に対するやや高い蓋然性という段階の信念を抱い

ている。「だろう 2」はそのやや高い蓋然性を示し，プロファイルしている。 
 
 

 
 
             既得の情報             脳による処理 

 
 

図 7 「だろう 2」の表す認識のモダリティ（「推量」 

/第二義的な意味）の認知心理的な分析モデル 
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図 7 では，矢印と枠が高次の心的過程を示し，右の枠（太線枠）とその位置が話し手の
新しい情報に対するやや高い蓋然性という段階の信念を示している。基盤全体が大きな枠

で囲まれ，プロファイルされる新しい情報に対するやや高い蓋然性が太線枠で示される。 
 
� 「かもしれない」の表す認識のモダリティ（可能性）： 
「かもしれない」の表す認識のモダリティ（可能性）では，話し手が高次の心的過程で

導き出された新しい情報に対する低い蓋然性という段階の信念を抱いている。「かもしれ

ない」はその低い蓋然性を示し，プロファイルしている。 
 
 

 
 
             既得の情報             脳による処理 

 
 

図 8 「かもしれない」の表す認識のモダリ 
ティ（可能性）の認知心理的な分析モデル 

 
図 8 では，矢印と枠が高次の心的過程を示し，右の枠（太線枠）とその位置が話し手の
新しい情報に対する低い蓋然性という段階の信念を示している。基盤全体が大きな枠で囲

まれ，プロファイルされる新しい情報に対する低い蓋然性が太線枠で示される。 
 
� 「はずだ」の表す認識のモダリティ（演繹的推論）： 
「はずだ」の表す認識のモダリティ（演繹的推論）では，話し手が高次の心的過程「演

繹的推論」で導き出された新しい情報に対する高い蓋然性という段階の信念を抱いて，か

つ，既得の情報と照合して新しい情報の成立を当然と捉えている。「はずだ」は「演繹的

推論」，高い蓋然性，既得の情報と新しい情報との照合を示し，プロファイルしている。 
 
図 9 では，矢印と枠が高次の心的過程を示し，まん中の太線枠とその位置が演繹的推論
という高次の心的過程の様式を示し，右の太線枠とその位置が話し手の新しい情報に対す

る高い蓋然性という段階の信念を示している。基盤全体が大きな枠で囲まれ，プロファイ

ルされる「演繹的推論」，高い蓋然性，既得の情報と新しい情報との照合がそれぞれ，まん

中の太線枠，右の太線枠，曲線の矢印で示される。 
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演繹的推論 
帰納的推論 
… 

  新しい情報 
 

 
 
  新しい情報 

 
 

 
 
             既得の情報 

 
                                  脳による処理 

図 9 「はずだ」の表す認識のモダリティ 

（演繹的推論）の認知心理的な分析モデル 
 
なお，ここまでの図と異なり，高次の心的過程の様式を示すために，図 9 の「脳による
処理」の部分が「演繹的推論，帰納的推論，…」に分けられた。 
 
� 「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」の表す認識のモダリティ（証拠存在明示的証拠性）： 
「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」の表す認識のモダリティ（証拠存在明示的証拠

性）では，話し手が高次の心的過程で導き出された新しい情報に対する不確かさという段

階の信念を抱いて，かつ，高次の心的過程の証拠とした既得の情報が明らかに存在してい

る。「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」は証拠とした既得の情報の存在と，不確かさの

存在を示し，プロファイルしている。 

 
 
 
 
             既得の情報             脳による処理 
 

 
図 10 「ようだ」「らしい」「（し）そうだ」の表す認識のモダリ 

ティ（証拠存在明示的証拠性）の認知心理的な分析モデル 

 
図 10では，矢印と枠が高次の心的過程を示し，右の枠（太線枠）が話し手の新しい情報
に対する不確かさという段階の信念を示している。基盤全体が大きな枠で囲まれ，プロフ

ァイルされる証拠とした既得の情報の存在と，不確かさの存在が左の太線枠と，右の太線

枠で示される。 
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10.3  まとめ 

最後に，この章で述べたことの要点をまとめておく。 

1）「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」の表す証拠存在明示的証拠性は「だろう」，「かも
しれない」，「にちがいない」，「はずだ」の表す認識のモダリティと共に，認識のモダリ

ティというカテゴリーに入れるとよい。ソース明示的証拠性と認識のモダリティは命題

関与型モダリティという上位カテゴリーに入れるとよい。図 1を参照。 
2）認識のモダリティか否かを判定する基準としては，基準 1，基準 2，基準 3 が挙げられ
る（基準 1：高次の心的過程が存在し，新しい情報が生じること。基準 2：伝えられる
情報に対して不確かさの信念を抱くこと。基準 3：発話の主な目的が情報を供与するこ
とにあること）。 

3）3 つの基準を満たす，「だろう」の表す「推量」，「かもしれない」の表す可能性，「にち
がいない」の表す必然性，「はずだ」の表す演繹的推論，「ようだ，らしい，（し）そう

だ」の表す証拠存在明示的証拠性は認識のモダリティと捉えられる。 

4）認識のモダリティをより効果的に分析するために，認知心理的な分析モデルを用いるこ
とができる。認知心理的な分析モデルは認知的な分析モデルと心理的な分析モデルから

なる。 

5）心理的な分析モデルは話し手がどのように事態を認識するかということを分析し記述す
るモデルであり，認知的な分析モデルは話し手が認識のモダリティと認識のモダリティ

表現を認知の対象として，どのように認識のモダリティを認識するか，どのように認識

のモダリティ表現を用いるかということを分析し記述するモデルである。いずれも，文

字による記述と図示からなる。 
6）認知心理的な分析モデルは心理的な分析モデルと認知的な分析モデルを統合するもので
あり，文字による記述と図示からなる。 
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結論 

 

 

 
本章では，ここまで述べてきたことを簡略にまとめる。さらに詳しいことについては，各

章の「はじめに」と「まとめ」を参照されたい。 
 
本研究は従来の日本語モダリティの研究を踏まえつつ，ある程度原点に立ち帰って，一般

言語学と英語学の成果を参考にして，日本語のモダリティを再考したものである。論述は

日本語のモダリティの体系を検討した第 1 部「モダリティの分類とそれぞれの特徴」と，
認識のモダリティについて考察した第 2部「認識のモダリティの各論」に分けた。 
第 1章では，まず，本研究で用いられた基礎概念を規定した。次に，本研究の基本的立場
を述べた。第 2 章の前半では，まず，文法化の研究成果によって，普遍性のあるモダリテ
ィの分類を得た。次に，普遍性のあるモダリティの分類を基礎として，日本語の個別性を

考慮に入れて，日本語のモダリティを分類した。第 2 章の後半では，各種のモダリティに
おける関与の在り方を説明して，関与を 4 種に分けた。次に，関与の在り方を分類の基準
として，日本語のモダリティを 4種に整理した。 
第 3 章，第 4 章，第 5 章は，可能のモダリティ，意志のモダリティ，行為要求のモダリ
ティ，事態評価のモダリティ，認識のモダリティ，相互関与型モダリティのそれぞれの特

徴を論じた。重要な内容は次の通りである。①従来モダリティ表現と捉えられなかった可

能表現をモダリティ表現として位置付けた。②可能表現の許可や禁止を表す用法について

分析した。③意志形「しよう」の表す意志，勧誘，婉曲な命令の意味について分析した。

④行為要求のモダリティの下位分類である命令，依頼，禁止について考察した。⑤事態評

価のモダリティの主観性・客観性を論じた。⑥一般言語学・英語学における認識のモダリ

ティと日本語学における認識のモダリティの違いを分析した。⑦認識のモダリティの主観

性・客観性を論じた。⑧各章で各種のモダリティの文法化について考察した。⑨各章で各

種のモダリティを図示化した。 
第 6章，第 7章，第 8章，第 9章は，「だろう」，「かもしれない」，「にちがいない」，「は
ずだ」，「ようだ」，「らしい」，「（し）そうだ」など，主要な認識のモダリティ表現を考察し

た。重要な内容は次の通りである。①認識のモダリティにおけるキーワード「高次の心的

過程」と「信念」を説明した。②認識のモダリティの根底に共通する属性「推量」を分析
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した。③「だろう」の第一義的な意味と第二義的な意味を分析した。④「Aかもしれない，
Aないかもしれない」構文，「かもしれない」の記憶の呼び起こしと行動予定の用法を分析
した。⑤「はずだ」の推論の様式を考察した。⑥日本語の証拠存在明示的証拠性とソース

明示的証拠性を論じた。第 10章では，認識のモダリティを判定する 3基準を提出した。そ
の上で，認識のモダリティの分析モデルを提案した。 

 
ちなみに，本研究のいくつかの章は既発表の論文に基づいている。当該する章とその元に

なった論文を以下に記しておく。 
 
第 1 部第 2 章 2010 年 「モダリティ分類の一試案―文法化の研究成果と「関与」の概

念による―」 『言語と交流』(言語と交流研究会) 13 
第 1部第 2章～第 5章（モダリティ表現の文法化に関する部分） 2010年 《日语情态

表达的语法化路径——常见语法化路径的反例》 《日语学习与研究》(《日语学习
与研究》杂志社) 6 

第 2 部第 6 章 2008 年 「認識的モダリティの再定義―「だろう」と「推量」から見る
認識的モダリティ―」 『大学院論文集』(杏林大学大学院国際協力研究科) ５ 

第 2部第 7章 2009年 「「かもしれない」の諸相」 『大学院論文集』(杏林大学大学院
国際協力研究科) 6 

第 2部第 8章 2008年 「ハズダと認識的モダリティのための認知心理的な分析モデル」 
『言語と交流』(言語と交流研究会) 11 

第 2部第 9章 2011年 「日本語の証拠性表現―証拠存在明示とソース明示―」 『大学
院論文集』(杏林大学大学院国際協力研究科) 8 

第 2部第 10章 2008年 《认知心理分析模式与日语认识情态》 《衡水学院学报》(衡水
学院) 5 
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