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く特集「モダリテイ」〉

中国語l

三宅登之

中国語にはモダリティの範時を表す統語的操作は存在しない．様々なモダリティは，副

詞（禁止を表す“則 bie＂，確信を表す“一定 yiding”，推量を表す“也i午yexu”など），

助動詞（許可・可能を表す“可以凶yi”，可能性を表す“会 hui＂，義務や意志を表す“要

yむo”，希望を表す“想 xiang”など），語気助詞（勧誘を表す“n~ ba”など），動員司（伝聞

を表す“所説 Ungshuo”など）に代表されるような，個別の語藁を用いて表される．中国

語においてはモダリティの表出は，文法範時というよりも語最範時によって担われている

と言うことができよう．

以下，アンケー卜への回答を通じて，中国語におけるモダリティの表し方の実例を紹介

する．

(1) （その仕事が終わったら）もう帰ってもいいですよ．

（工作倣完了，）休（就）可以回去了．

Gδngzuo zuow6n le, ni jiu k品yihuiqu l巴．

仕事 し終わる le' あなた jiu＇してよい Mって行く k

(2) （腐っているから，あなたは）それを食べてはいけない．／それを食べるな．

（不新鮮了，）不要吃．

Bu xinxian le, bu yc10 chi. 

i.定 新鮮だ le ～するな f｛べる

(3) （遅くなったので）私たちはもう帰らなければならない．

（吋向不早了，）我仰得回去了．

Shijian bむzaole, women d品ihuiqu le. 

時間 内定早し、 le 私たち～ねばならない~，h て行く le

l 中国語のネイティブ、チェックは李鞍倫氏（本学大学院博士後期課程）にご協力いただ、い

た．

2 le （“了”）は情況の変化や新事態の発生を表す語気助詞．

3 jiu （“就”）は，「～ならば～だJと，複文等において前半の内容を後半につなげて結論を

示す副詞．
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中国語

(4) （雨が降るそうだから）傘を持って出かけたほうがいいよ．

（肝悦 要下雨，）体出「］最好 帯上－$：.

Ti:ngshuδyao xia yu, ni chumen zuihao daishang son. 

～だそコだ A、米 降る 叶i あなたでかける～したほ〉がよい携借する 傘

(5）歳を取ったら，子供の言うことを聞くべきだ／ものだ．

上了年記就 所 該 子 的 昭 ．

Shangle ni6nji jiむ Ungh6izi de ba. 

とる le 1f'. JIU /JI]く f{!tの（，fコことI／；，＇.梨

(6) （お腹が空いたので，私は）何か食べたい．

（我械了，）想 吃 点JL 什仏．

W6 色 le, x i泊ngchi diむnrshenme. 

私 1空腹である k～したい食べる少し 何か

(7）私が持ちましょう．

我来掌．

W6 16i n6. 

弘的倒的に～する Hソ

(8）じゃあ，一緒に昼ごはんを食べましょう．

那一起吃午坂昭．
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(9）一緒に昼ごはんを食べませんか？

一起吃午坂， 宏、仏祥？

Yi qi chi wufon, z邑nmeyang?

絡に食べる IH{ どうだ

(10）明日，良い天気になるといいなあ．／明日は良い天気になってほしいなあ．

但慮、 明天 天『好． 希望 明 天 是小好天．

Danyuan mingtiiin tiiinqi h凸o. I Xiwang mingtiiin shi ge hむotiiin.

そうあノて欲しい rv111 天気 良い 吊一守lする HJHJ ～だ ll}J数ioJ 良い天気
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(11) （私はここで待っているから）すぐにそれを持って来なさい．

（我在培JL等体，）休快去把那小掌来．

W6 zai zh色rd品ngni, ni kuai qu ba n色igen6lai. 

私～で ここ 待つあなたあなた早く 行く～をそれ 持って来る

(12）そのペンをちょっと貸していただけませんか？

能用ー下那支宅 時？

Neng yong yixia n色izhi: bi ma? 

～できる使う ちょっと その助数詞ベン疑問

(13）あの人は中国語が読めます．／あの人は中国語を読むことができます．

那小 人法得憧 双活．

N色igeren dudedむngHanyu. 

あの 人 読んで理解できる中［JJ語

(14）明かりが暗くて，ここに何て書いてあるのか，読めない．

光銭 太暗，看不清写着什1,..

Guangxi白ntむian, kanbuqi:ng xi邑zhesh邑nme.

光線 ～すぎる時い 見てもl;tコきりしない；＇ i＇＇てある何

(15) （朝早く出発したから）彼らはもう着いているはずだ．／もう着いたに違いない．

（一大早就出友了，）他｛口座i亥到了．／他的肯定 己径到了．

Yidaz首ojiu chO.fO le, tom巴nyi:nggai dao le. I Tamen k品ndingyiji:ng dao le. 

早朝 JIU 出発する le 彼ら ～のはずだ 花〈 le ／彼ら きJと もう

(16) （あの人は）今日はたぶん来ないだろう．

（那小人）今天 可能 不会来日巴．

N色igeren ji:ntian k邑nengbu hui 16 i ba. 

あの 人 今日 たぶん 内定可能性；.！＜る推測

(17）彼らがまだ来ないなんて，きっと途中で車が壊れたんじゃないか．

他的迩没到，肯定是卒杯了．

Tomen h6i m邑idao, k色ndingshi che huai le. 

彼ら まだ否定 府く きコと ～だ <[[ 壊れる le・ 
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中国語

(18）さあ，（昼間だからあの人は家に）いるかもしれないし，いないかもしれない．

（白天，他）可能在家，也可能不在家．現不好．

Bai ti on, ta keneng zai jia, y色 k色nengbu zai jia. Shuδbuh凸o.

局間 彼かもしれないいる 家 もかもしれない任定いる 家 うまくええない

(19) （額に触ってみて）どうもあなたは熱があるようだ．

（摸了摸額失，）休好像 有点JL 友焼．

Mδle mδetou, ni haoxiang yδudianr fashao. 

触る Jc 触るおでこあなた～ょうだ 少し ？.－！＼がある

(20) （天気予報によれば）明日は雨が降るそうだ．

（所天汽預扱 i見，） 明天有雨．／明天 百Tムじ ムelj目じ -z:;: 下雨．

Ting tianqi yむbooshuo, mingtian yるuyu. I Mingtian k邑nenghui xia yu. 

聞く 天気 予報 ifう lifJll ある I羽 明ll

(21）もしお金があったら，あの車を買うんだけれどなあ．

要是有銭我就芙那柄卒．

Yaoshi you qi6n wo jiu mai n色iliang ch吾．

もし あるお金 私 jiu in あの助数詞 '" 

かもしれない l可能性ふる rH 

(22）もしあなたが教えてくれていなかったら，私はそこにたどり着けなかったでしょう．

要不是弥告訴 我 ， 我 肯 定 技 不 到那JL.

Yむobushini gaosu wo, wo k色nding zh6obudao nor. 

もし～でなければあなた， j・コ 私 私 きりと 探しても比ソからないそこ

(23) （あの人は）街へ行きたがっている．

（那小人） 想上推j.

N色ige ren x i首ngshang j i e. 

あの 人～したい 行く 桂j

(24）僕にもそれを少し飲ませろ．

拾我也喝一点JL.

G邑iwo ye he yidianr. 

与える私も飲む少し
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(25）これはあの人に持って行かせろ／持って行かせよう．

返小 i上他掌去 H巴．

Zh色igerang ta naqu ba. 

これ 伎役 彼 j.J-,て行く促案

(26）そのテーブルの上のお菓子は後で食べなさい．

那臭子上的点心一会JL 再吃．

Na zhuozi shang de di己nxinyihuir zai chi. 

そのテープル I: ～の iifi' しばらく～してまた食べる

(27）もっと早く来ればよかった．

早点JL 来就好了．

Zoo dianr lai j iむhaole. 

•11い 少し 来る jiu 良い le

(28）あなたも一緒に行ったら（どうですか）？

休世一起去 n~.
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(29）オレがそんなこと知るか．

i住知道明！／我宏、仏知道？

Sh邑izhidao ya! I Wる z邑nmezhidao? 

雄 知Jている語気 私 なんで 知コている

(30）これを作った（料理した）のは，お母さんだよね？ いいえ，私が作ったのよ．

返是体娼娼倣的 n~ ？ 不是，培是我倣的．

Zh色 shini mama zuo de ba? Bu shi, zh色 shiwるzuode. 

これ～だあなたほ i1＇る～の推測所定～だ こ れ ～ だ私作る～もの

また，中国語においては，極めて膨大な先行研究を持つアスペクト研究などに比べると，

中国語におけるモダリティ全体を概観するような研究は少ない．むしろこの分野での先行

研究に依拠する場合としては，最初に述べたような，副詞，助動調，語気助詞などの個別

の語糞の語法としての研究の蓄積によるところが大きい．全体を概観する文献としては以

下の参考文献などを参照されたい．
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