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ロシア語のモダリティー

小川暁道

1.はじめに

現代ロシア語では他の言語と同様，さまざまな文法的・語量的・イントネーション的手

段によってモダリティーを表す．モダリティー表現は特定の文法カテゴリーに直接結びつ

くものではなく，話者の評価の表現手段は多様である．本稿では論集の趣旨に基づき，あ

らかじめ用意されたモダリティー表現のロシア語における表現手段を通して，モダリティ

ー表現におけるロシア語の特徴を見てゆく．ここではイントネーション的手段には触れず，

文法的・統語的・語量的手段についてのみ扱う．それらの手段について以下に概説する．

アカデミ一文法では，まず客観的モダリティーと主観的モダリティーの 2つのタイプに

分類されている．客観的モダリティーは発話内容の現実に対する態度，すなわち現実性／

非現実性という枠組みで表される．現実性には直説法が用いられ，現在・過去・未来の時

制が存在する．非現実性には仮定法・命令法が用いられ，時制は存在しない．主観的モダ

リティーは話者の現実に対する態度で，客観的モダリティーよりもより広い内容を持ち，

現実か否かの客観的モダリティーに追加的な意味が加わるものである．客観的モダリティ

ーの表現手段としては，動調 MO"lb, XOTeTb, )l(eJiaTb，形容調短語尾形且OJI)l(eH, 06.snaH，述

語副調 MO)l(HO, HeJib3~ ， Ha且o, tty)l(HO, Heo6XO.UHMOなどの語によって可能性，願望，義務，

不可欠，必要などのモダリティーを表す．主観的モダリティーは助調印O且e（非確信）, ~K06bI 

（疑念），間投詞 6au,xnon （突然），挿入語 HaBepttoe,BepOHHO, Ka)l(eTCH （確実性）, Ha 四 acTbe

（肯定的評価） , K CO）！（制eHHIO （否定的評価），語）II員，特別なモダリティー成句，イントネ

ーションによって表される．

ただし，当然のことながら法の概念は客観的モダリティーにのみ現れるわけではなく，

現実性／非現実性に関してのみで，それ以外のモダリティー的要素が加わる場合は主観的

モダリティーにも現れる．
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｜主観的モダリティー｜

事実に対する評価（確信／非確信，同意／不同意，肯定的評価／否定的評価など）

それでは用例を見てゆく．
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2.用例

(1) （その仕事が終わったら）もう帰ってもいいですよ．

a. BaM1 MO)l{HO 日江THI exaTb2 且OMOH.

you:DAT. it is possible to go home 

b. Bb1 MO)l{eTe 11江THI exaTb 且OMOH.

you be able:PRES.2.PL. to go home 

aでは無人称述語， bでは状況可能の動詞で表されている．両者の間にニュアンスの差はな

い．

(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．

a. HeJib3H :no ecTb. 

it is not allowed this to eat 

b. TbI He MO)l{eWb :no ecTb. 

you not be able:PRES.2.SG this to eat 

/He e田 b.

not eat:IMPER.2.SG 

aでは禁止の無人称述語で表される. bのように，（1）で見られた状況可能の動調を否定文

で用いる．また，命令法を用いた表現も可能である．禁止を表す文では不完了体動詞の不

定調を用いる．

(3) （遅くなったので）私たちはもう帰らなければならない．

a. HaM Ha.uo 日江TH 且OMOH.

we:DAT.it is necessary to go home 

b. HaM rropa H且TH 江OMOH.

we:DAT.it is time to go home 

c.Mb1且O江)l{eH3 M江TH .UOMOH. 

We have to:ADJ.M.SG to go home 

l代名調および動詞の 2人称単数形と複数形では，相手が単数であっても敬意を表す必要

がある場合には複数形を用いる. (1）では「～いいですよJという文体から， 2人称複数形

を用いた．対応する形式は a.Te6e～， b. TbI MO)l{e凹 b～である．（「～いいよ」の意．）ま

た，（2）の命令形も同様である．（対応する形式は Hee田町e. 「食べないでください．」）本稿

では日本語の文体に対応すると筆者が判断する形式で表す．

2ロシア語では移動を表す動詞に ex訂 b-11.urn（交通手段利用 交通手段利用を明示しない

表現）との対立があるが，以後特に必要のない限り 11,UTHを用いる．

3形容詞語尾には性・数の対立（男性単数，中性単数，女性単数，男・中・女性複数の 4

種類）がある．特に必要のない限り男性単数形を用いる．
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ロシア語のモダリティー

aは義務の無人称述語， bは時間的義務の無人称述語である.cのように形容詞的述語で表

すことも可能である.aとbは無人称文であるため意味上の主語は与格， cは人称文である

ため主格主語となる．

(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．

a. BaM ny『we B3~Tb 30HT. 

you:DAT. it is better to take umbrella 

b. )l{eJiaTeJibHO B3HTb JOH工

it is desirable to take umbrella 

aは無人称述語 xopo山 0（良い）の比較級で日本語と同様，「（持って行かないよりも）良しリ

の意である. bは願望の無人称述語で表されている．

(5）歳を取ったら，子供の言うことを聞くべきだ／ものだ．

a. B crnpocn1 Ha且0 cnywaTbC~ 且eTe11.

at old age it 1s necessary to obey children 

b. B CTapOCTl1 Bbl 江O脱出I C江ywaTbCH 且eTe11.

at old age you have to:ADJ.PL. to obey children 

(3）と同様，義務の無人称述語および、形容詞的述語で表される．無人称文で一般的な内容を

表す場合は意味上の主語（与格）は省略されるが， bは人称文のため主語が必要である．

(6) （お腹が空いたので，私は）何か食べたい．

兄XO可y eCTb. 

I want:PRES.1.SG to eat 

英語と同様，「欲するJの意の動詞が用いられる．

(7）私が持ちましょう．

BaM 日oHecy.al.且aBaHTe H 

let you:DAT. to caπy 

BaM noMory HeCTH. a2.且aaailTe H 

let you:DAT. to help to caπy:IMPF 

動詞周回Tbの命令形は動調 l人称単数形とともに用いられることによって提案の意を表す．

(8）じゃあ，一緒に昼ごはんを食べましょう．

Hy, L(aBaHTe noo6e江aeM BMeCTe. 

well let’s to have lunch:PRES. l .SG together 
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動調周BaTbの命令形は不完了体動詞不定形や完了体動詞 l人称複数形とともに勧誘の意を

表す

(9）一緒に昼ごはんを食べませんか？

He noo6e江aeTe 耳目 Bbl CO MHO首？

not to have lunch:PRES.2.PL. wh巴ther:PARTL. you with !:INS. 

疑問の助詞を用いた否定疑問文によって椀曲的な表現となる．この場合（8）とは異なり，勧

誘の意を表す動詞皿BaTbの命令形は用いられずもっぱら相手の意向を問うのみである．

(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．

a.兄 XO可y, l』rn6b1 3aBTpa 6b1刀a xopowal! 口oro.ua.

I want that to moπow be:PAST.F.SG good weather 

b. EhIJIO 6b1 xopowo, ec江H 6b1 3asrpa 6bIJia xopowall noro.ua. 

be:PAST.N.SG PARTL. it is good if PARTL. tomoπ・ow be:PAST.F.SG good weather 

aのように動詞で表す場合と bのように仮定法で表す場合とがある．前者は希望の意の接

続調以下の従属節に動詞過去形が現れているが，時制の区別はない．後者でも同様に時制

の区別を持たず，従属節においても主節においても仮定を形成する助調 6b1が動詞過去形

とともに使用される．

(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．

ITpttttectt HeMe.ll)leHHO. 

bring:IMPER.2.SG immediately 

2人称命令形によって表される．

(12）そのペンをちょっと貸していただけませんか？

He .ua江HTe 耳目 MHe :ny pyqey? 

not give：臥~PER.2.PL. whether:PARTL. !:DAT. this pen 

疑問の助詞を用いた否定疑問文で相手の意向をたずね，椀曲的で丁寧な懇願を表す．

(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．

OH 戸4巴巴T可HTaThno・司

he be able to read Chin巴：se

能力可能の動調で表される．
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(14）明かりが暗くて，ここに何て書いてあるのか，読めない．

a. JI He MO可 ::irn rrpo可11TaTb, TaK KaK 3.UeCb TeMHO. 

I not b巴able:PRES.l .SG this to read as here it is dark 

b. HeB03MO)l(HO 3TO rrpo可11TaTb, TaK KaK 3.UeCh TeMHO. 

it is not impossible this to read as here it is dark 

状況可能の動詞で表される. bのように無人称述語で表すこともできる．なお，（2）のよう

に否定文においては禁止・不必要を表す場合動調は不完了体であるが，状況可能の文では

アスペクト的意味に従って動調の体が選択され，ここでは具体的一回の動作が表され，完

了体の個別的意味である具体的事実の意味である．

(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．

0Hl1 y)l(e .UO脱出I .U011Tl1 TY且a.

they already have to:ADJ.M.SG to reach there 

形容詞的述語により予定・確実性を表す．予定・確実性を表す無人称述語はない．

(16) （あの人は）今日はたぶん来ないだろう．

OH, MO)l(eT 6bITh, He rrp11,UeT. 

he p巴rhaps not arrive:PRES.3.SG 

挿入語によって推量を表す．ロシア語では完了体の現在形は未来の意味を持つため，時制

の上では未来時制である．

(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．

a. OH11 eme He rrp11ex町民 HasepHoe, y HHX Ma um Ha CITOMa刀ach.

they yet not arrive:PAST.PL. probably their car break:PAST.F.SG 

b. Ott11 eme He rrp11ex叩日 He cnoM制 acb 江日 y HHX Marn11Ha? 

they y巴t not arrive:PAST.PL. not break:PAST.F.SG whether:PARTL. their car 

日本語の文に対応する接続詞はなく， aの挿入語のような語葉的手段で，または bのよう

に疑問の助詞を用いた疑問文で疑念を表す．

(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．

JI He ysepeH, 江OMa 耳目 OH. 

I not be confident at home whether:PARTL. he 

確信・自信の意の形容詞的述語の否定形を用いる．
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(19) （額に触ってみて）どうもあなたは熱があるようだ．

MHe Ka)!(eTCH, y sac TeMnepazypa. 

!:DAT. it seems you have temperature 

無人称動調または挿入語によって話者の判断を表す．「～のように見える」，「～と思われる」

の意で，視覚／聴覚とそれ以外の感覚による区別はない．

(20) （天気予報によれば）明日は雨が降るそうだ．

fosopHT, '-!TO 3asrpa 6y江eT江0)1(瓦h.

say:PRES.3.PL. that tomoπow will be rain 

英語と同様，動詞の 3人称複数形を用いた主語を持たない不定人称文によって伝聞を表す．

(21）もしお金があったら，あの車を買うんだけれどなあ．

Ecm1 6b1 y Me回 6b1刀日 且eHhnI, H 6b1 eymrn 3TY Maunrny. 

if PARTL. at my place be:PAST.PL. money I PARTL. buy:PAST.M.SG this car 

仮定法によって反実仮想を表す.(10）と同様，従属節にも主節にも動調過去形が用いられ，

時制の区別はない．

(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．

Ecm1 6h1 Bbl MHe He no且CK出回目， H 6bi He CMOr 且OJ.ITJ.I zy11a. 

if PARTL. you !:DAT回目。t suggest:PAST.PL. I PARTL. not be able:PAST.M.SG to reach there 

(21）と同様に仮定法によって反実仮想を表す. (10）では未来の願望を，（21）では現在の反実

仮想，（22）では過去の反実仮想を表しているが，先に述べたように時制の区別はない．

(23) （あの人は）街へ行きたがっている．

OH XO可eT 日oexaThB ropo江．

he want:PRES.3.SG to start to city 

(6）と同様，動調によって希望を表す．日本語の「～たがる」のように，人称による区別は

ない．

(24）僕にもそれを少し飲ませろ．

耳a首 MHe 日ODJ.ITh.

let !:DAT. to dri叫〈

使役の意の動詞の 2人称命令形で表す．接頭辞口0・「ちょっと，しばらく」の意で不完了

体動調を完了体化する方法でもあり，またその分量や時間の具体性といった意味的側面に

より，ここでは完了体動詞が用いられている．

98 



ロシア語のモダリティー

(25）これはあの人に持って行かせろ／持って行かせよう．

IlycTb OH OTHeceT. 

let he caπy away 

3人称命令形で表す．助調とともに，動詞現在形を用いる．

(26）そのテーブルの上のお菓子は後で食べなさい．

CbeWh KOH中eTbl, KOTOpble JJe)!(aT Ha CTOJJe, nOJ)!(e. 

eat：品1PER2.SG sweets which:PL. lie:PRES.3.PL. on table later 

ロシア語では時制が存在するのは直説法のみであり，動調過去形が使用される仮定法と同

様，命令法にも時制はない．

(27）もっと早く来ればよかった．

bh!JIO 6hr xopo山 0, eCJJH 6bI H np11凹en 日opatthwe.

be:PAST.N.SG PARTL. it is good if PARTL. I arrive:PAST.M.SG a little earlier 

(21 )(22）と同様，仮定法が現れる．

(28）あなたも一緒に行ったら（どうですか）？

He noii且eTe JIH Bbl BMeCTe? 

not to start:PRES.2.PL. whether:PARTL. you together 

(9)(12）と同様，相手の意向をたずねる文となる．

(29）オレがそんなこと知るか．

OTKy且a MHe JHaTb? 

合omwhere !:DAT. to know 

疑問調と動調不定形により反語を表す．無人称文であるため，意味上の主語は与格になる．

(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．

3m MaMa np11roTOs11J1a, .na? HeT, :no JI np11roTos11na. 

this mother prepare:PAST.F.SG yes:PARTL No this I prepare:PAST.F.SG 

付加疑問文では文末に肯定の意の助調をつける．

3.おわりに

ロシア語のモダリティー表現では，冒頭で述べた語葉的，統語的表現の他にも，以上に

見てきた例文の中では不完了体 過程・反復・一般的事実，完了体一具体的事実・一回の

ようにアスペクト的対立をなす動詞が，禁止一不完了体，不可能 完了体と使い分けられ

る．他にも，不必要一不完了体やまた否定命令文においては禁止 不完了体，警告一完了
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体など，本来アスペクトを持つ動調の形式がモダリティーの意味を区別する．以上のよう

に許可・可能・必要などのモダリティーにおいて否定の形式をとる場合，特定のアスペク

ト形式が選択されるということがロシア語の特徴である．

略号・記号

PRES.＝現在形， PAST.＝過去形， IMPER.＝命令形， 1,2,3=1,2,3人称， SG.＝単数，

PL.＝複数， M.＝男性形， N.＝中性形， F.＝女性形， PARTL.＝助調， ADJ.＝形容詞

DAT.＝与格， INS.＝造格
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