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Evidentiality 
‐ドイツ語の場合‐ 

 
       瀬川 真由美 
 
1.「命題」と「モダリティ」 

 
1.1 日本語の記述文法における「命題」と「モダリティ」1 
 

1.1.1「文」は「命題」と「モダリティ」から成り立っている。 

 

命題(Proposition): その「文」が伝える「事柄」的な内容を担う。 

モダリティ(Modality ): その「文」の内容に対する話しての判断、発話状況やほかの文との関係、 

     聞き手にたいする伝え方といった文の述べ方を担う。 

 

1.1.2「モダリティ」の下位区分 

 

 表現類型のモダリティ：叙述、疑問、意志、勧誘、行為要求、感嘆 

 評価のモダリティ：必要、許可・許容、不必要、不許可・非許容 

 認識のモダリティ：断定と推量、蓋然性、証拠性、そのほか 

 説明のモダリティ：「のだ」、「わけだ」、「ものだ」と「ことだ」 

 伝達のモダリティ：丁寧さ、伝達態度 

  

1.1.3 認識のモダリティ 

 

 認識のモダリティ(epistemic modality)とは、情報伝達文の構成にあたって、その文によって示される事

柄や情報に対する話し手のさまざまな認識的態度を表しわけるものである。 

 

1.2 Mood / Mode 
 

 Chung, Sandra and Timberlake, Alan(1985)の記述をまとめる。2 
 
                                                  
1 1.1.1～1.1.3 は以下の文献をまとめた。 
日本語記述文法会 編（2003）現代日本語文法 4 第 8 部 モダリティ 
2 1.2.1～1.2.7 は以下の文献をまとめた。Chung, Sandra and Timberlake, Alan (1985) 
“Tens, aspect and mood.” In:Shopen, T.(ed) Language Typology and Syntactic 
Description, Vol.1 Cambrige University Press, Cambridge. 
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1.2.1 actual と non-actual 

 

 「事柄」(event)に関して actual と non-actual が想定される。 

 Actual:形態的に realis mood : indicative 

 Non-actual:形態的に irrealis mood : subjunctive, conditional, hypothetical 

 Mode は統語的に matrix clauses にも subordinate clauses にもある。 

 

1.2.2 source と target 

 mode は以下の一方あるいは双方を具現化する。 

 

 Source : mode は当該の人の視点から捉えて「事柄」が actual あるいは non-actual であるの 

かを特徴つける source を含む。 

  Matrix clause においては source は典型的には話者。 

  Subordinate clause においては source は典型的には matrix clause の主語。 

 Target : mode は「事柄」の事実性について責任を担う関与者を含むことがある。 

  Matrix clause においては target は典型的には主語。 

  命令文においては target は受信者であり、clause 内では主語。 

  Subordinate clause においてはたいてい matrix clause の項と subordinate  

  Clause の主語。 

  意志性を支配する動詞においては target は matrix clause の主語と subordinate 

  clause の主語。 

  Transferred modality を持つ動詞(ask, order, deny)では target は直接目的語 

  あるいは間接目的語と subordinate clause の主語。 

 

1.2.3 epistemic mode と deontic mode 

 

 epistemic mode : 現実世界と存在し得る非現実世界に関して「事柄」(event)を叙述する。 

   もし「事柄」が現実世界に属するのであれば、それは現実であり、「事柄」 

   が存在し得る非現実世界に属せば、存在可能な「事柄」になる。 

 

 deontic mode : 「事柄」(event)を非現実として想定された状況に課せられた美徳・義務によっ 

   て叙述する。現実世界を仮定すると、そこには現実世界から発展していく 

連続的な多くの想定世界を、いくつかの世界に属するように「事柄」(event) 

を叙述する。 
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1.2.4 epistemic mode 

 epistemic mode は「事柄」の現実性との関わり方で 2 種類に分けられる。 

 

 Necessity : 「事柄」は現実世界にも非現実世界にも属する。 

 Possibility : 「事柄」は少なくとも一つの（非）現実世界に属する。 

 

(1) John must be in Phoenix by now.  (necessity) 

全ての（非）現実世界で、この時点で John is in Phoenix.と考えられる。 

(2) John can / may be in Phoenix now.  (possibility) 

少なくともある一つの（非）現実世界で John is in Phoenix.と考えられる。 

 

1.2.5 epistemological mode 

 epistemological mode は epistemic mode よりもはっきりと source を含意し、「事柄」の現実性について

叙述する。下位分類をあげる。 

 

(i) experiential : 「事柄」が source によって経験されたことを表す。 

(ii) inferential or evidential : 「事柄」が証拠から推論されたことを表す。 

(iii) quotative : 「事柄」が他の source から報告されたことを表す。 

(iv) 「事柄」が source の「思考・信念・空想」として表される。 

 

1.2.6 deontic mode 

 deontic mode は「事柄」をある状況において美徳と捉えることによって非現実のものとして表す。 

2 種類に下位分類される。 

 

 Obligation : 「事柄」は全ての連続的世界において適用される。 

 Permission : 「事柄」はある連続的世界において適用されても良い。 

 

(3) John must go to Phoenix.  (obligation) 

想定された世界から連なっていく全ての世界で John goes to Phoenix.と考えられる。 

(4) John may go to Phoenix.  (permission) 

想定された世界から連続しているある世界で John goes to Phoenix.と考えられる。 

 

 

1.2.7 source と epistemic mode / deontic mode 

 

 epistemic mode : 「事柄」を可能なものとして捉えている source を含意することがある。 
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 deontic mode : obligation と permission の source（たとえば話者）を含意する。 

  しかし、「事柄」は source を明らかにせずに叙述され得る。 

 

(5) John must finish his dissertation. 

( = It is necessary for John to finish his dissertation.) 

 

1.2.8 epistemic mode と deontic mode の通時的変遷 

 Langacker (1991)3によれば以下のような通時的変遷をたどると記述されている。 

 

 Main Verb → root modals  → epistemic modals 

        ( deontic ) 

 
 
2. 文法化 
 

2.1 parameter 
 

 Lehmann(1985)4による文法化の parameter 設定 

 

 paradigmatisch syntagmatisch 

       Gewicht 

      (=weight) 

        Integrität          Skopus 

       Kohäsion 

      (=cohesion) 

      Paradigmatizität        Fügungsenge 

      Variabilität 

      (=variability) 

      paradigmatische 

       Variabilität 

       syntagmatische 

         Variabilität 

 

表の（ ）内の対応させてある英語は筆者による。 

 Integrität : 記号の意味的音韻的な大きさ。 

大きくなるほど文法化は弱まる。 

 Skopus : 記号の射程範囲。 

本動詞が文全体を射程範囲とするなら、助動詞や語形変化は語彙要 

                                                  
3 Langacker, Ronald W(1991) Foundations of Cognitive Grammar, Vol.II Stanford 
Universitu Press, Stanford, California. 
4 Lehmann, Christian (1985) Grammatikalization:Synchronic variation and diachronic 
change. In:Lingua e Stile 20. 
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  素を限定するに過ぎない。 

Skopus が小さくなるほど文法化は強まる。 

 Paradigmatizität : ある記号があるパラディグマに組み込まれているその程度。 

高まるほどその記号の文法化は強まる。 

 Fügungsenge : 融合の程度。 

増すほど文法化は強まる。自由形態素から束縛形態素への移行。 

 Paradigmatische Variabilität : 記号の自由な使用可能の程度。 

文法化が強まれば Paradigmatische Variabilität は少なくなり、義務制が増大する。 

 Syntagmatische Variabilität : 記号の位置移動の可能性の程度。 

  文法化が進めば位置移動の可能性の程度は低くなる。 

 

2.2 操作テスト 

 ある記号が文肢あるいは文肢成分であるかなどを判定する操作テストには、以下のようなものが一般的

に使用されている。 

 

 (a)疑問の対象になり得るか。 

 (b)否定の対象になり得るか。 

 (c)決定疑問文の答えになり得るか。 

 (d)補足疑問文の答えになり得るか。 

 (e)どのような文に書き換えられ得るか。（Matrix clause に出現できるか。） 

 (f)疑問文中に出現可能か。 

 (g)命令文中に出現可能か。 

 (h)非現実願望文に出現可能か。 

 (i)代用表現が存在するか。 

 (j)並列が可能か。 

 

 

3. ドイツ語の Modalität 
 
  ドイツ語には Modalität を担う可能性として Modalverben（話法の助動詞）、Modalwort（話法詞）、 

Konjunktiv（接続法）の 3 種類が認められる。 

3.1 Modalverben 
 

 ドイツ語には 6 つの Modalverben がある。以下に例文とともに挙げる。 

Modalverben : dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen 
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 (6) Sie darf ins Kino gehen.  彼女は映画を観に行ってもいい。 

 (7) Sie kann Auto fahren.  彼女は車が運転できる。  

 (8) Sie mag nicht tanzen.  彼女は踊りが好きではない。 

 (9) Sie muss zuhause bleiben.  彼女は家にいなければならない。 

 (10) Sie soll den Abwasch machen. 彼女は食器を洗わなければならない。 

 (11) Sie will surfenlernen.  彼女はサーフィンを習いたい。 

 

 (12) Sie dürfte inzwischen fertig sein. 彼女はその間に済ませているかもしれない。 

 (13) Sie kann mit dem Auto gefahren sein. 彼女は車で行ったのかもしれない。 

 (14) Sie mag recht haben.  彼女の言っていることは正しいかもしれない。 

 (15) Sie muss in der Stadt gewesen sein.  彼女は街にいたに違いない。 

 (16) Sie soll Sängerin gewesen sein. 彼女は歌手だったそうだ。 

 (17) Sie will geschlafen haben. 彼女は眠っていたと言っている。 

 

 例文（6）～（11）の Modalverben は文の主語の状態を表しており、deontisch と解釈される。 

 例文（12）～（15）の Modalverben は話者が「事柄」に多かれ少なかれ「確からしさ」を認めている

ことを表している。あるいは例文（１6）（１７）の Modalverben は話者が他者の主張を再現していること

を表している。例文（12）～（17）の Modalverben は epistemisch と解釈される。 

 これらの Modalverben について Lehmann の parameter を基準に、文法化の程度を比較する。 

 

3.1.1 Skopus 

Deontisch な用法の Madalverben は、（代）名詞、不定詞構文、dass 文とも結びつき、述語になり得る。 

Skopus が大きければ文法化は弱まる。 

 

 (18) Er will Schokolade. 彼はチョコレートが欲しい。 

(19) Er will das.  彼はそれが欲しい。 

(20) Er will schwimmen. 彼は泳ぎたい。 

(21) Er will das Zimmer streichen. 彼は部屋に塗装したい。 

(22) Er will, dass du ihm hilfst. 彼は、君に手助けをしてもらいたい。 

 Epistemisch な読みは排除される。 

 

3.1.2  Integrität 

  deontsich な用法の Modalverben はそれぞれが特徴ある意味を担っているので、文意を変化させること

なく交換することは不可能である。 

 Integrität が大きく、自律性が強い。そのため、文法化は弱まっている。 
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(23) Sie kann Klavier spielen.  彼女はピアノが弾ける。 

(24) Sie muss Klavier spielen.  彼女はピアノを弾かなければならない。 

 

  Epitemisch な用法の Modalverben の意味的な特性は弱まり、交換が可能である。 

 Integrität が小さく、自律性が弱く、文法化が強い。 

 

(25) Sie kann Klavier gespielt haben. 彼女はピアノを弾いたかもしれない。 

(26) Sie muss Klavier gespielt haben. 彼女はピアノを弾いたに違いない。 

 

 話者の Sie hat Klavier gespielt.「彼女がピアノを弾いた。」という「事柄」に関する「確からしさ」の

程度は異なっている。しかし例文（23）（24）の違いよりもずっと違いの度合いが低い。 

 ただし、sollen と wollen はこの限りではない。 

 

(27) Sie soll Sängerin gewesen sein. 彼女は歌手だったそうだ。 

(28) Sie will Sängerin gewesen sein. 彼女は歌手だったと言っている。 

 

 （27）の「事柄」の主張は話者から発せられたものでも、文の主語から発せられたものでもなく、他者

からもたらされたものである。話者は「事柄」を事実として叙述することはできないことを示唆している。 

（28）の「事柄」を主張しているのは文の主語である。しかし、話者が事実として認めようとしていない

ことを表している。これを「引用」ということもできる。 

 

3.1.3 Paradigmatizität 

 例文（29）（30）に見られるように deontisch な用法は、Paradigmatizität が少なく、文法化が弱い。 

a-文の書き換えが b-文。 

 

(29)a. Sie kann Auto fahren. 彼女は車の運転ができる。 

(29)b. Sie ist inderLage / hat gelernt, Auto zu fahren. 彼女は車の運転のできる状態にある/を学んだ。 

(29)c. Ihr ist es möglich, Auto zu fahren. 彼女にとっては（周囲の環境が）車の運転ができる。 

 

(30)a. Sie will surfen lernen. 彼女はサーフィンを習いたい。 

(30)b. Sie hat den Wunsch / die Absicht, surfen zu lernen. 彼女はサーフィンを習うという希望/意図を 

      持っている。 

(30)c. Sie beabsichtigt / wünscht / hat vor, surfen zu lernen. 彼女はサーフィンを習うと意図/希望/計画 

      している。 

 

Epistemisch な用法は Paradigmatizität が強く、文法化が強く、分析的話法の機能を担っている。 
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 Epistemisch な用法で用いられる Modalverben は例文(31)~(35)に見られるように、Modusparadigma

に組み込まれており、他の動詞の話法と対立をなす。 

 

(31) Sie dürfte inzwischen fertig sein. 彼女はその間に済ませているかもしれない。 

(32) Sie ist inzwischen fertig  彼女はその間に済ませている。. 

(33) Sie sagt, sie sei inzwischen fertig 彼女は、その間に済ませていると言っている。 

(34) Sie wäre inzwischen fertig, wenn du sie nicht gestört hättest. 彼女は、君が邪魔をしなかったら、 

      その間に済ませているだろうに。 

(35) Sie ist nicht fertig. 彼女は済ませていない。 

 

3.1.4  paradigmatische Variabilität 

  deontisch な用法の Modalverben は paradigmatische Variabilität が大きい。文法化が弱い。 

 

(36) Er muss / müsse / musste / müsste das Buch bis Dienstag lessen. 彼は火曜日までにその本を 

       読まなければならない。 

(37) Er hat das Buch bis Dienstag lessen müssen. 彼は火曜日までにその本を読まなければならな 

かった。 

 

  Epistemisch な用法の Modalverben は選択の可能性が低い。文法化が強い。 

 

(38) Er muss / müsste inzwischen zuhause sein. 彼はその間、家にいるに違いない/かもしれない。 

 

 また、epistemisch な用法の Modalverben は現在形と過去形を持つことがあるが、その際、過去形は「体

験話法」の読みになる。 

 

(39) Sie suchte schon zehn Minuten nach ihrem Schirm.彼女はもう 10 分も傘を捜していた。 

Er war nicht da. なかった。 

    Sie musste ihn in der U-Bahn vergessen haben.彼女は傘を地下鉄に忘れてきたに違いなかった。 

(40) Sie mag / mochte / ?möge / *möchte darüber sehr verärgert sein. 

 彼女はそのことにひどく腹を立てているらしい/かった。 

(41) Sie dürfte / *darf / *dürfe /*durfte nicht mehr ganz nüchtern sein. 

 彼女はもう冷静ではなくなっているらしい。 

(42) Sie will /?wollte im Büro gewesen sein. 

 彼女は事務所にいたと言っている/？言っていた。 

(43) Sie soll / ?sollte im Büro gewesen sein. 

 彼女は事務所にいたそうだ/？そうだった。 
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3.1.5  syntagmatische Kohäsion / syntagmatsiche Variabilität について 

 

 syntagmatische Kohäsion については Modalverben は自由形態素として現われ、接辞にはならない。ま

た、syntagmatsiche Variabilität については epistemisch な用法にも、deontisch な用法にも違いはない。

ドイツ語では定形の位置が決まっているため、この 2 つの parameter は文法化に関しては重要ではない。 

 

3.1.5 4 つの parameter でのまとめ 

 以上に見たように、4 つの parameter すべてで、epistemisch な用法の Modalverben の方が、deontisch

な用法の Modalverben よりも文法化が強かった。 

 

3.2 Modalwort 
 

 ドイツ語には話法性を持つ副詞が存在する。これらの語群は「話法詞」と呼ばれ、文頭に立ち、文全体

と結びつくことができる。他の副詞と異なり、文肢としても文肢成分としても解釈されることはない。

Modalwörter によって「事柄」に関する話者の「納得の程度」や「確信」「事実性」が表される。井口（2000）
5は「話法詞」を「話し手の判断に関わる話法詞」と「話し手の心情・評価に関わる話法詞」に大別してい

る。 

操作テストにより、「話法詞」は以下に見るように明確に他の副詞と区別される。 

  

3.2.1 上位の母型文への書き換えテスト 

 Modalwort は上位の母型文への書き換えが可能である。 

 

(44) Er kommt vermutlich. 彼はおそらく来るだろう。 

← Ich vermute(es wird vermutet / es ist vermutlich so), dass er kommt. 

(45) Er kommt wahrscheinlich. 彼はきっと来るだろう。 

← Es ist wahrscheinlich, dass er kommt. 

(46) Er kommt pünktlich.  彼は時間どおりに来るだろう。 

← *Es ist pünktlich, dass er kommt. 

 

3.2.2 パラフレーズ 

 パラフレーズした場合、「事柄」は Modalwort では下位の dass-文に、Adverb は wie-文になる。 

 

(47) Es ist vermutlich(wahrscheinlich /  leider) so, dass er kommt. 

                                                  
5 井口靖（2000）「副詞」 大学書林 



麗澤大学言語研究センター(LinC) セミナー 2004/6/30 10

(48) Es ist schnell (pünktlich / regelmäßig), wie er kommt. 

 

(49) Das Flugzeug ist sicher gelandet. 

←(50) Es ist sicher, dass das Flugzeug gelandet ist. 飛行機はおそらく着陸した。 

        (= wahrscheinlich)おそらく 

←(51) Es ist sicher, wie das Flugzeug gelandet ist.  飛行機は安全に着陸した。 

        (= ohne Risiko )安全に 

 

3.2.3 挿入句への書き換え 

 Modalwörter は挿入句への書き換えが可能。Adverbien はできない。 

 

(52) Er hat den Zug vermutlich nicht erreicht. 彼はおそらく列車に間に合わなかっただろう。 

← (53) Er hat den Zug – wie ich vermute ( so vermute ich ) – nicht erreicht. 

 

3.2.4 決定疑問文への返答の可能性 

 Modalwörter は単独で答えになり得るが Adverbien はなり得ない。 

 

(54) Er kommt vermutlich. 彼はおそらく来る。 

← Kommt er ? – Vermutlich. 彼は来る？ － おそらく。 

(55) Er kommt pünktlich. 彼は時間通りに来る。 

← Kommt er ? － *Pünktlich . 彼は来る？ － *時間通りに。 

 

3.2.5 補足疑問文への返答の可能性 

 Adverbien は単独で答えになり得るが Adverbien Modalwörter はなり得ない。 

  

(56) Wie kommt er ? – Schnell. / Pünktlich. / *Vermutlich. / *Leider. 

どうやって彼は来るの？ － 急いで。時間通りに。*おそらく。*残念ながら。  

 

3.2.6 疑問文への出現可能性 

 Adverbien は出現可能であるが、Modalwörter は原則として出現しない。 

 

(57) Kommt er schnell / pünktlich ? 彼は急いで／時間通りに来るの？ 

(58) *Kommt er vermutlich / leider ? *彼はおそらく／残念ながら来るの？ 

 

3.2.7 命令文への出現可能性 

 Adverbien は出現可能であるが、Modalwörter は原則として出現しない。 
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(59) Kommt schnell / pünktlich !  急いで／時間通りに来なさい。 

(60) *Kommt vermutlich / leider ! おそらく／残念ながら来なさい。 

 

3.2.8 非現実願望文への出現可能性 

 Adverbien は出現可能であるが、Modalwörter は原則として出現しない。 

 

(61) Käme er doch schnell / pünktlich !  彼が急いで／間通りに来てくれればなぁ。 

(62) *Käme er doch vermutlich / leider !  *彼がおそらく／残念ながら来てくれればなぁ。 

 

3.2.9 否定詞の位置 

 否定詞は Adverbien では、その前に置かれ、Modalwörter では後ろに置かれる。 

 

(63) Er kommt nicht schnell / pünktlich. 

(64) *Er kommt nicht vermutlich / leider. 

 

(65)*Er kommt schnell / pünktlich nicht. 

(66) Er kommt vermutlich / leider nicht. 

 

3.2.10 代用表現の可能性 

 Adverbien は可能であるが、Modalwörter はできない。 

 

(67) Er kommt schnell. – Er kommt so.  彼は急いで来る。 

(68) Er kommt vermutlich. － *Er kommt so. 彼はおそらく来る。 

 

3.2.11 比較変化の可能性 

 Adverbien は可能であるが、Modalwörter はできない。 

 

(69)Er kommt pünktlicher / schneller.  彼はより急いで／間通りに来る。 

(70) *Er kommt vermutlicher / sicherer.  *彼はよりおそらく／確実に来る。 

 

3.2.12 並列の可能性 

 Adverbien は可能であるが、Modalwörter はできない。 

 

(71) Er kommt pünktlich und schnell.   彼は間通りに急いで来る。 

(72) *Er kommt vermutlich und leider.   *彼はおそらく残念ながら来る。 
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3.2.13 明確な遂行文への出現可能性 

 Adverbien は出現可能であるが、Modalwörter は出現しない。 

 

(73) Ich frage dich (hiermit) eindeutig/ nachdrücklich, wann du kommst. 

 私は（こうやって）、君がいつ来るのか、はっきりと／厳しく尋ねているのだ。 

(74) *Ich frage dich (hiermit) vermutlich/ leider, wann du kommst. 

 私は（こうやって）、君がいつ来るのか、おそらく／残念ながら尋ねているのだ。 

 

3.2.14 Modalwörter に関する操作テストのまとめ 

 Modalwörter は、外部の遂行文には共起できず、否定の対象にならず、比較変化できず、並列されるこ

ともない。話者の「事柄」に関する「態度表明」であるためと考えられる。また、疑問の対象にならない

のは、文の命題内容と異なるレベルにあるからと推測できる。加えて、疑問文、命令文、願望文に出現で

きない。これは Modalwörter が他の操作子の領域内にある文の構成へは参加できないからである。 

 

3.2.14 Modalwörter の Merkmal 

 次の 4 種類の Merkmal を設定できる。 

［+ /－ factiv］［+ / －Sprecherbezug］［+ / － Subjektsbezug］［+ / －emotional］ 

 

［+ factiv］: 命題が事実として存在することを前提とする。 

［－factiv］: 命題が事実として存在することを前提としない。 

［Sprecherbezug］: 話者に関連する。 

［Subjektsbezug］: 文の主語に関連する。 

ただし［Sprecherbezug］と［Subjektsbezug］は絶対的対立ではない。 

 

 これらの Merkmal の組み合わせで Moda;lwörter は下位分類され得る。 

 

3.3 Konjunktiv 
  

 ドイツ語には動詞を形態的に変化させ、話法を担わせる接続法がある。接続法第 1 式と接続法第 2 式が

あり、それぞれに現在と過去がある。 

 

3.3.1 発話の再現 

 ドイツ語には、ある発話を再現する方法として一般的には 3 種類が認められている。 

 Direkte Rede（直接話法）：例文(75) 

 Indirekte Red（間接話法）：例文(76) 
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 Berichtete Rede（報告話法）：例文(77) 

 

(75) Der Mann sagte ; “Ich habe schon genug Geld. Meine Söhne sind auch zufrieden.” 

その男の人は言った。「私にはもう十分にお金がある。私の息子たちも満足している。」 

(76) Der Mann sagte, (a) dass er schon genug Geld habe / (b)er habe schon genug Geld. 

その男の人は、彼にはもう十分にお金があると言った。 

(77)Seine Söhne seien auch zufrieden. 

彼の息子たちも満足しているそうだ。 

 

3.3.2 indirekete Rede（間接話法） 

  indirekte Rede の形式上の特徴 

(a) 接続法 

(b) 引用を示す動詞 

(c) 副文形式 

 必須の条件はないが、このうち一つには当てはまらなければならない。 

 

3.3.3 berichtete Rede（報告話法） 

 berichtete Rede（報告話法）は多くの indirekte Rede（間接話法）の連鎖である。引用を示す動詞がな

く、副文に引用された文としての形式を持たない。定形は第 2 位となり、接続法であることが義務的にな

る。 

 

 

4. Evidentiality 
 

4.1 「証拠性」 
 
 「証拠性」を問題にするとき、現在のところ epistemic の下位分類として扱われる場合と、deontic から

も epistemic からも独立したカテゴリーとして扱われる場合とがある。本稿ではこの判断を先送りにし、

ドイツ語の現象を Modalwörter, Modalverben, Konjunktiv の平行性から考察する。 

 

4.2 ドイツ語における「証拠性」 
 
4.2.1 Modalwörter の「証拠性」 

 Modalwörter には「証拠性」」に関わる下位部類が 3 種類存在する。 

 

(a)［－ factiv］［+ Sprecherbezug］［－ Subjektsbezug］［－emotional］ 
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anscheinend 見たところ～らしい、scheinbar 見かけは～らしい、vermutlich おそらく など。 

話者が「事柄」について、推測あるいは疑念を表明する。「事柄」の事実性についての話者の態 

度を表す。 

(b)［+ factiv］［+ Sprecherbezug］［－ Subjektsbezug］［－emotional］ 

augenscheinlich 見たところ、evidentermaßen 明白に、offensichtlich 明らかに など。 

話者は「事柄」が事実であることを視野に入れている。「事柄」の事実性についての話者の態 

度を表す。 

(c)［－ factiv］［+ /－ Sprecherbezug］［+ Subjektsbezug］［ －emotimnal］ 

angeblich 本人（ある人）の話によれば、vorgeblich 本人（ある人）の話によれば など。 

文の主語の行為を表し、「事柄」について話者が疑念を抱いていることを表明する。話者は文の 

主語の主張から距離を置いている。 

 

 以上の 3 種類が「証拠性」と関連が認められる Modalwörter である。 

 

4.2.2 Modalverben と Modalwörter 

 

                 Objective Modalität                     

 

           Subjekt       Infinitiv     Modalverb / Modalwort 

               

 

Deontisch 

                 Subjektsbezug 

 

subjective Modalität 

 

      Subjekt       Infinitiv    Modalverb / Modalwort 

 

                                            

             Epistemisch 

                         Sprecherbezug 

 

4.2.3 indirekte Rede と等価の他の文形式 

 引用を示す動詞を含む主文の代わりに Modalverben, Modalwörter が用いられ、Rede は主文形式で現れ

る。 
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(78) Er sagt, er habe mich mehrmals angerufen. 彼は、私に何度も電話をしたと言っている。 

(79) Er will mich mehrmals angerufen haben. 

(80) Er hat mich angeblich mehrmals angerufen. 

 

4.3 考察と今後の課題 

 

 ドイツ語には epistemisch に用いられる Modalverben と Modalwort が存在することが確認された。ま

た、Konjunktiv との書き換えも大きな意味内容の変化もなく可能である。 

 

(81) Vermutlich ist er krank. 

(82) Er kann krank sein. 

(83) Er ist zweifellos krank. 

(84) Er muss krank sein. 

(85) Er ist angeblich krank gewesen. 

(86) Er soll krank gewesen sein. 

(87) Er sei krank gewesen. 

 

Epistemisch な用法と deontisch な用法では epistemisch な用法のほうが文法化が進んでいると考えら

れる。 

「証拠性」に関しては Modalverben 特に wollen, sollen と Modalwörter が深く関与している。Wollen の

場合は source はその文の主語に限定される。しかし sollen および Modalwörter の場合には source は明ら

かにされず、「伝聞」として表現される。また Konjunktiv の「伝聞」は引用なのか報告なのかの研究は進

められていない。 

 Deontisch と epistemisch の弁別には「命題」あるいは「事柄」の意味内容（その文の主語の意味特性

など）や時制なども関与していることが予想される。今後はその調査も必要であると考える。 
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