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褚　福海：疑問文文末の「 ne」と疑い文文中の「（の）だろうか」

１．はじめに

　従来の研究は「吧ba」と「だろう」の対照研究は
よく知られているが、「 ne」と「（の）だろうか」
の対照研究はほとんど見られない。しかし、「だろう

か」は「吧ba」にも「 ne」にも対訳される。次の
例を見てもらいたい。

⑴　入学して、４日ほど経っただろうか。今日も、ボ

クの目の前、リョウの席に運動部の上級生が群がっ

ている。（五体不満足）

大概是入学后的第四天吧、那一天、体育类俱 部的

高年 同学又 在了阿良的座位旁。

⑵　十数センチしか手のない人間がまわりと遜色のな

い字を書けるなんて、誰が想像するだろうか。（五

体不満足）

可 能想像得到一个 膊只有十几公分 的残疾儿能

写出一手好字 ?
　上の例文から分かるように、「（の）だろうか」は常

に「 ne」と対訳されるわけではなく、時には「吧
ba」にも対訳できる。しかしながら、例（2）が示す
ように、疑い文１の中の「（の）だろうか」はよく中

国語の「 ｎｅ」に訳される。次の例を見てみよう。

⑶　今朝山の雪を写した鏡のなかに駒子を見た時も、

無論島村は夕暮の汽車の窓ガラスに写っていた娘を

思い出したのだったのに、なぜそれを駒子に話さな

かったのだろうか。（雪国（原文））

今晨看 映着山上 雪的 中的 子 、 村自然想

起映在暮 中的火 玻璃窗上的姑娘、但他 什么没把

件事告 子 ？（雪国⑴ (訳文 )）
　例⑶の「（の）だろうか」は中国語に訳すと「 ｎ

ｅ」に対訳された。例⑶のような疑い文文中の「（の）
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だろうか」が中国語の「 ｎｅ」に訳す確率はかなり

高いといえるだろう。

２．先行研究

　呂1982は「「 ne」には二つの用法があり、それぞ
れ直陳語気と疑問語気を表す」と主張している。

陸1984は「「Np+ ？」類疑問文の中で「 ne」は
実に疑問情報を表している」と述べている。

斉2002はこれまでの研究を踏まえて、「 ne」の基
本的意味と基本的用法をまとめた。斉2002によると、

「 ne」の基本的用法は六種で、即ち疑問語気、反語
語気、感嘆語気、肯定的陳述語気、疑惑語気、休止表

現である。そして、「 ne」の基本的意味は “疑問語気”

を表すのであると斉2002は強く主張している。

木村・森山1997は非YES-NO疑問文に付加される
「 ne」の本質は、不確定な内容についての話し手自
身の〈思い惑い〉もしくは〈疑念〉の表明にほかなら

ないのであると指摘している。

これに対して、胡1981が異なる観点を唱えている。

氏は「 ne」が「表意語気詞」であり、その「語気
詞の意味」は「話し手が聞き手に自分の話しの内容の

ある一点にとりわけ注目するよう促す」と定義してい

る。また、胡1981が特に強調しているのは、「疑問文

に用いられる「 ne」はやはり〈きみにとりわけこ
の点に留意しながら答えてほしい〉ということを表

し」、「〈疑問〉の意味はイントネーションによって表

出されるものであり、「 ne」が関わっていない」と
いうことである。

　邵1989は、「「 ne」は疑問点に聞き手の注意をひ
きつける機能を持つもの」と定義し、疑問文に用いら
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れる「 ne」は、聞き手喚起機能（疑問要素焦点化
機能）と深く究明する機能の二つを備えていると主張

している。

　益岡1991は「だろう」が推量の用法から確認要求の

用法に至る道筋について、「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」と表明している。

　仁田1991は「疑いの文を形成する文末形式には、「か

しら」「かな」「だろうか」などがある。言表事態その

ものが成り立つか成り立たないかが不明なため、判断

成立に判定を下すことができないといったものと、言

表事態を構成する要素に不明な部分があって、判断成

立の判定が下せないといったものがある」というふう

に述べた。

宮崎2002「〈疑い〉は〈質問〉３の２つの条件のう

ちの不確定性条件のみが文として独立したものであ

り、このため〈判断不明〉を中心とする独話的用法が

基本となる。」

３．構文的な特徴と意味機能

　「〈疑い文〉は聞き手に対する伝達性を含まず、聞き

手が存在しない状況や心内発話のような独話的な環境

で使われるのが一般的であると考えられる」（宮崎和

人など2002）。ここで独話的な例文を考えてみたい。

以下は『五体不満足』から抽出した例文である。

⑷　「何でもやろうとする意欲はすばらしいが、彼に

はどうしてもできないこともある。そんな時には、

どのようにして彼を傷つけないよう見学を促したら

いいのだろうか」（五体不満足）

有 情当然是好的、他不能 我 冷水、但每

体育活 都有我做不了的 作、要在 候不至

于 我的自尊心受到 害、 采取一些什么措施 ?
⑸　１月に入り、なわとびの授業が始まった。それ

と同時に、高木先生の苦悩も始まる。どうのように

して参加をさせたらよいのだろうか。（五体不満足）

入一月份、就 上跳 了。与此同 、高木老

也陷入深深的苦 之中：乙武 怎么跳 ?
　ここで挙げられた例文はほとんど「どのようにして

……だろうか」「どうして……だろうか」「どうなるの

だろうか」「どうのような（問題がある）……だろう

か」「一体、どんな……だろうか」などの文型で現れる。

こういう文型から、話し手が全く見当が付かない状態

であるということが伺える。また、判断の未成立とい

う疑いの基本的意味がもっとも直接的に反映されると

言ってもいいだろう。これらの「（の）だろうか」は

全部中国語の「 ne」と対訳できる。具体的に言えば、
「什么…… 」「怎么…… 」「 什么…… 」「怎么

…… 」「有 些…… 」などに対訳できる。ここの「

ne」は「不確定な内容について話し手自身の思い惑い
もしくは疑念の表明にほかならないのである」（木村・

森山1997）。

次の例文を見たい。

⑹　では、障害者に対する理解・配慮はどこから生ま

れてくるのだろうか。ボクは、「慣れ」という部分

に注目している。（五体不満足）

那么、 于残疾人和老年人的 心、理解是从 里来

的 ?我想从我 的 “ ” 去。

⑺　日本は、どうだろうか。欧米とは違い、日本人は

ほぼ単一民族として生きてきた。（五体不満足）

日本的情况如何 ?日本与欧美国家有一个最大的不
同、那就是日本是一个 民族国家。

例⑹と例⑺は「だろうか」が単に「判断不明」を表

しているわけではない。例⑹は「障害者に対する理解・

配慮はどこから生まれてくる」という問題に対して、

「ボクは、「慣れ」という部分に注目している」。そこ

から話者は主体的に疑問を解決するために思考を展開

させるように見える。例⑺も同じく「日本はどうだろ

うか？」に対して、「欧米とは違い、日本人はほぼ単

一民族として生きてきた」というふうに解答の発見に

向けて話者は考えた。ここで「（の）だろうか」は思

考過程を表しているように見える。例⑹と例⑺では

日本語の「（の）だろうか」は中国語の「 ne」に対
訳された。中国語の訳文から見れば、ここの「 ne」
の意味は不確定な内容について話し手自身の思い惑い

もしくは疑念の表明だけでは不十分であると思う。例

⑹と例⑺の中国語訳文は二つとも「設問」で、後ろに

来る文は前の疑問に対して何らかの解答である。その

ため、「 ne」付きの文は意味的には判断の未成立を
表すものの、機能的にはどのように判断を形成してよ

いのかが話し手にわからないということを表すにとど

まらず、もっと主体的に疑問を解決するために思考を

展開させて、解答の発見に向けてありうる可能性を検

討していることを表すものであろう。

　つまり、「 ne」の意味機能は単なる話し手自身の
思い惑いもしくは疑念の表明であるのだけではなく、

話し手の思考過程も表している。

次は「（の）だろうか」の〈疑念〉用法と「 ne」の〈疑
念〉用法を考察したい。まず、「（の）だろうか」の疑

念用法を考えてみたい。次の例を見てもらいたい。

⑻　黄疸が激しいという理由だけで、自分の子どもに

１ヵ月間も会えないなどという話があるだろうか。
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（五体不満足）

想、只以 “黄疸 重” 借口、就可以 易阻止一

位母 与自己的 骨肉 面 ?
⑼　この短い腕でキーボードを操作することができる

のだろうか。（五体不満足）

用我的 么短的残臂、能 操作笔 本 ?
⑽　うまくやっていけるだろうか……。（五体不満足）

我的初中学 生活能 利 ?……
　例⑻から例⑽までは「疑念」を表す「（の）だろう

か」である。上の例文からも分かるように、いずれも

その命題の成立を否定的に捉える気持ちが先行してい

る。例⑻「黄疸が激しいという理由だけで、自分の子

どもに１ヵ月間も会えないなどという話があるだろう

か」というのは「そんな話はありえない」あるいは「そ

れは話にならない」など話者の否定的な気持ちが強く

感じられる。。構文的な特徴は以下の通り：「……だけ

で……という話があるだろうか」「……で……できる

のだろうか」「……いけるだろうか」「本当に……だろ

うか」「……で……大丈夫だろうか」などがある。

しかし、疑念用法の「（の）だろうか」は中国語に

訳すと、ほとんど「 ne」とは対訳されず、「 ma」
に対訳される。その原因は何だろうか。ここで、「

ne」の疑念用法を見てみようと思う。
⑾　清平湾的人凭什么要 得我 ？（插 的故事）

清平湾の人々が私たちのことを覚えていなければな

らない理由があるだろうか。

例⑾は反語疑問文で、「 ne」は「凭什么」と共起
している。つまり、疑問表現に用いられ、疑念を表す

とき、「 ne」は疑問詞と共起するのは普通である。「
ne」は疑問詞を取り立てるように見える。しかしなが
ら、疑念用法の「（の）だろうか」は例⑻から例⑽まで、

いずれも疑問詞と共起しない。そのため、中国語に訳

すと、「 ne」に訳さず、「 ma」に訳された。また、
意味的な面から見れば、「（の）だろうか」の〈疑念〉

用法はそのことが信じられない気持ち、否定的な気

持ちが前面に出ているように感じられる。〈判断不明〉

に比べて、その命題に対する話し手の態度が色濃く出

ているのがこの〈疑念〉であると考えられる。しかし、

「 ne」の疑問用法は反語用法でなければ、別に話し
手の信じられない気持ち、否定的な気持ちが前面に出

ているように感じられない。

４．まとめ

　本稿では、日本語疑い文文中の「（の）だろうか」

と中国語疑問文文末の「 ne」を比較してきた。次
のようにまとめたいと思う。

⑴　日本語疑い文文中の「（の）だろうか」と中国語

疑問文文末の「 ne」は対訳できるところもあれば、
対訳できないところもある。

⑵　日本語疑い文文中の「（の）だろうか」は独話的

用法において、「判断不明」「思考過程」「疑念」三

つの用法がある。その中では、「判断不明」と「思

考過程」を表すとき、よく中国語疑問文文末の「

ne」に対訳される。「疑念」を表すとき、ほとんど
中国語疑問文文末の「 ne」には対訳されていない。
⑶　「（の）だろうか」が表す「疑念」は「 ne」が
表す「疑念」とはかなり相違がある。構文の面から

も、意味の面からも見える。

⑷　構文の面では、「（の）だろうか」は「疑念」を表

すとき、必ずしも疑問詞と共起するのを要求してい

ないが、それに対して、「 ne」は疑問表現に用い
られ、必ず疑問詞と共起するという共起制限があ

る。

⑸　意味の面では、「（の）だろうか」は「疑念」を表

すとき、その命題が信じられない気持ち、否定的な

気持ちが前面に出ているように感じられる。しか

し、「 ne」は「疑念」を表すとき、べつに話し手
の否定的な気持ちが前面に出ているように読み取れ

ない。

⑹　「 ne」の意味機能は従来述べてきたように単な
る話し手自身の思い惑いもしくは疑念の表明である

のだけではなく、話し手の思考過程も表している。

５．今後の課題

３節でも述べたように、「（の）だろうか」の疑念用

法と「 ne」の疑念用法は明らかに相違がある。「（の）
だろうか」は判断不明と思考過程を表すとき、ほとん

ど「 ne」と対訳できるが、疑念を表すとき、中国
語の「 ne」に訳すと、極めて不自然になる。中国
語では疑問を表す「 ma」と「 ne」が対立してい
るとよく言われるが、何らかの接点がないわけはない

と思う。これは今後の課題として、検討したいと思う。

注

１．仁田1991では、「〈疑いの文〉とは、基本的に聞き手へ
の問いかけを意図することなく話し手の判断成立への疑

念を述べたものである。疑いの文は、判断を形成しよう

としながら、判断成立に対しての判定を下すだけの根拠

を有していないことによって、判断成立への判定を放棄

した文である」と主張している。

２．〈疑い〉の文は独話的な用法を基本とするが、この種

の文は独話や心内発話といった独話的な環境だけで使わ
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れるわけではない。基本的な特徴を生かすことで聞き手

に対する対話的な機能を獲得する。

３．〈質問〉は判断の未成立という意味的性質を規定する

不確定性条件と、聞き手に対する働きかけという機能的

性質を規定する問いかけ性条件の２つによって把握する

ことができる。
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