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「疑い」の文における「～だろうか」と「～かな」の比較  
A Comparison between Darouka and Kana in the Utagai Sentence  

 
山田 裕子  

YAMADA,Yuko 
 

摘要  

 

In this paper, we make a comparison between Darouka and Kana which express the Utagai sentence. 

The Utagai sentence basically expresses that a speaker does not make his/her judgement about an issue , 

while it expresses a speaker’s attempt to make his/her judgement on an issue. Moreover, the Utagai 

sentence is related to affirmation and negation. From this, we compare Darouka and Kana with a focus 

on their co-occurrence with adverbs. As a result, Darouka has a strong connection with negation; on the 

other hand, Kana has a strong connection with affirmation. 

 

キーワード：「疑い」の文 だろうか かな 肯定 否定  

Keywords: Utagai sentence   Darouka   Kana   affirmation  negation   

 

１．はじめに  

 

 「～だろうか」と「～かな」は「疑い」の文を共有する。(1)「疑い」の文とは、話し手の判断

が成立していないことを表すものである。また、他者への問いかけ性を持たないことから、心

内発話や独り言などの独話での使用が基本とされている（日本語記述文法研究会 2003:35）。  

 

   (1) あの人、Ａさんだろうか/かな。（作例） (2)  

 

(1) は、「～だろうか」と「～かな」が表す「疑い」の文である。ある人物が「Ａさんである」

という話し手の判断が成立していないことを表し、両者の置き換えが可能である。一方、次の

ように副詞「多分」との共起では、両者の置き換えができない。 

 

   (2) あの人、多分Ａさんかな/×だろうか。（作例） (3)  

 

以上のように、「～だろうか」と「～かな」には、共通点と相違点が見られる。本稿では、「～
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だろうか」と「～かな」の「疑い」の文における相違点を示す。なお、本稿では独話で使用さ

れる「疑い」の文を考察対象とし、対話で使用される「疑い」の文は考察対象としない。 (4)  

 
２．先行研究と本稿での課題  

 

まず、先行研究を概観する。三宅（2000）は、「～かな」「～かしら」が「～だろうか」と「疑

い」の文を共有する点に注目し、三者が「疑念表明」を共通して表すとしている。三宅（2000:18）

は「疑念表明」を「命題が不確定であることを表明するのみで、聞き手への質問行為を前提と

しない表現効果」とし、「～だろうか」「～かな」「～かしら」は基本的に問いかけ性を持たない

ことを指摘している。 (5)  

安達（2002:184-187）は「～だろうか」と「～かな」が表す「疑い」の文の機能と用法につい

て考察し、おおよそ「判断不明」「思考過程」「疑念」の３つの意味を表すとしている。 (6)  

 また、安達（2002:183）は、従来の「疑い」の文の研究（森山 1989 他）が「～だろうか」が中

心であることから、「～かな」などと「～だろうか」が「疑い」の文を共有する点にも注目した

考察が必要であると述べている。 (7)   

以上のように、先行研究では、「～だろうか」と「～かな」が「疑い」の文を共有する点に注

目した考察はされているが、両者の比較に基づく「疑い」の文の考察は管見の限り見当たらな

い。(8)  また、先行研究では「～だろうか」と「～かな」の共起する統語的要素や文体が異なる

点が指摘されているが（三宅 2000:15,20、宮崎 2001:16）、(2) が示すように、両者には共起する

統語的要素や文体以外の違いがある。 (9)  以上のことから、「疑い」の文をより精緻に考察する

ためには、「～だろうか」と「～かな」を比較し、両者の共通点と相違点を示す必要があると考

える。本稿では「～だろうか」と「～かな」の比較にあたり、次の点に着目する。(10) 「疑い」

の文は、話し手の判断が成立していないことだけではなく、話し手が判断を成立させようと試

みる態度も表す。  

 

(3) あの人、もしかしたらＡさんだろうか/かな。（作例） 

(4) あの人、本当にＡさんだろうか/かな。（作例）  

 

(3) の「～だろうか」と「～かな」は副詞「もしかしたら」と共起し、ある人物が「Ａさん」で

ある可能性があることを表している。一方、(4) の「～だろうか」と「～かな」は副詞「本当に」

と共起し、ある人物が「Ａさん」である可能性を疑っていることを表している。つまり、(3) と 

(4) の「～だろうか」と「～かな」は共起する副詞の違いから、提示された可能性の捉え方が異

なることを表している。(3) は、話し手がある人物が「Ａさん」である可能性を肯定的に捉えて

いることを表し、(4) は、話し手がある人物が「Ａさん」である可能性を否定的に捉えているこ
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だろうか」と「～かな」の「疑い」の文における相違点を示す。なお、本稿では独話で使用さ
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とを表している。本稿ではこのような副詞と「～だろうか」「～かな」との共起関係に着目し、

考察を進める。 

まず、確信のレベルを表す副詞との共起から、「～だろうか」と「～かな」の共通点と相違点

を示す。続いて、「～だろうか」と「～かな」の「否定」とのかかわりについて、副詞との共起

から考察する。また、「～だろうか」は、次のように話し手の否定の主張である「反語」を表す

ことがある。 

 

(5) ある時払いの催促なし。こんな好条件がどこにあるだろうか。（作例） 

 

本稿では、「～だろうか」が表す「反語」と「疑い」の文との関連についても考察する。 

 

３．考察  

 

3．1．「～だろうか」と「～かな」の確信のレベル   

本節では、「～だろうか」と「～かな」が表す確信のレベルの共通点と相違点を、副詞「もし

かしたら」「多分」「きっと」との共起関係から示す。 (11)   

 

3．1．1.「もしかしたら」との共起  

「～だろうか」と「～かな」は、共通して「もしかしたら」と共起する。 

  

(6) たとえ着替えを持っていなくても、服を着たまま水浴びをして一時間ほども放って 

おけばすぐに乾くはずなのに、どうして洗濯をしないのか私は不思議に思っていた。 

もしかしたら川や共同の井戸の水を使えないカーストの人達がいるのだろうか？ 

インドだったら有り得る気がするのだ。    （のもと由利子『インド』BCCWJ） 

(7)  出産予定日より一週間ほど早い。バスケットボールのように真ん丸いお腹は硬く 

パンパンに張っていた。（中略）「あ、もしかしたらこれ、陣痛かな」微かな痛みは十

五秒ほど続いて消えた。        （青木裕子『二度目の結婚物語』BCCWJ） 

 

(6) の「～だろうか」は「もしかしたら」と共起し、衣服を洗濯しない一部のインド人について、

「カースト」制度によって川や共同の井戸を利用できない人々であることを、可能性の一つとし

て提示している。(7) の「～かな」は「もしかしたら」と共起し、妊婦である自身の腹痛につい

て、「陣痛」を可能性の一つとして提示している。以上のように、「～だろうか」と「～かな」

は「もしかしたら」と共起し、ある事柄を可能性の一つとして提示する。また、可能性の一つ

を提示することから、他に複数の可能性が存在すると想定できる。  

「疑い」の文における「～だろうか」と「～かな」の比較 51



4 山田裕子 

 

(8) ３５８本の銅剣は、こうして並べられると一目瞭然なように、すべて同じ大きさと

形式で、同じ鋳型から作られたものも４３組１１３本あるという。もしかしたら銅

剣の生産工場が出雲にあったのだろうか？あるいは出雲の勢力圏内にあった工場で

大量生産されたものが、ここに運ばれて集積されたのだろうか？ 

     (https://cinefil.tokyo/₋ct/17332679/p3） 

(9) 市役所に行った時から、何故かやけにイライラしていました。(中略)そのあと、医大 

に行ってからは、体のあちこちの痛みが二段階くらいアップして薬局にいる時は、  

 「もしかしたら、PMS かな？それとも、更年期障害かな？命の母がいるかなー？」 

と、考えたりしていました。   （https://ameblo.jp/pegaleo/theme-10108346444.html） 

 

(8) は、出雲に同じ鋳型から作られた銅剣が大量にあることについて、まず、「出雲に銅剣の生 

産工場があった」という可能性を提示し、続いて「出雲圏内の工場で大量生産された銅剣が運 

ばれて集積された」という別の可能性を提示している。 (9) は、自身の不調の原因について、 

まず、「PMS」である可能性を提示し、続いて「更年期障害」という別の可能性を提示している。 

つまり、(8) と  (9) が複数の可能性を同時に提示するのは、話し手が可能性を特定できていな 

いからである。 

以上のように、「～だろうか」と「～かな」は確信のレベルが低い「もしかしたら」と共起し、 

可能性を特定することなく提示することができる。 

 

3．1．2.「多分」との共起  

続いて、「もしかしたら」よりも確信のレベルが高い「多分」との共起について確認する。  

 

(10)高原沼に向かって左側の岩盤斜面。途中から大学沼を見下ろす。帰路方面だけど、 

どこが高原温泉の方向だろうか？多分その森の下かな/×だろうか？ 

（著者不詳『北海道の山をカメラと歩く・大雪高原温泉・紅葉』NLT）  

 

(10) の「～かな」は「多分」と共起し、高原温泉に向かう方向について、「その森の下」という

ほぼ特定した可能性を提示している。一方、「～だろうか」は「多分」とは共起できない。 

また、「多分」が「もしかしたら」よりも確信のレベルが高いことは、「多分」が複数の可能

性を同時に提示できないことから確認できる。 

  

(11)×これは、多分マグロかな。それとも、カツオかな。（作例）  
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(8) ３５８本の銅剣は、こうして並べられると一目瞭然なように、すべて同じ大きさと

形式で、同じ鋳型から作られたものも４３組１１３本あるという。もしかしたら銅

剣の生産工場が出雲にあったのだろうか？あるいは出雲の勢力圏内にあった工場で

大量生産されたものが、ここに運ばれて集積されたのだろうか？ 

     (https://cinefil.tokyo/₋ct/17332679/p3） 

(9) 市役所に行った時から、何故かやけにイライラしていました。(中略)そのあと、医大 

に行ってからは、体のあちこちの痛みが二段階くらいアップして薬局にいる時は、  

 「もしかしたら、PMS かな？それとも、更年期障害かな？命の母がいるかなー？」 

と、考えたりしていました。   （https://ameblo.jp/pegaleo/theme-10108346444.html） 

 

(8) は、出雲に同じ鋳型から作られた銅剣が大量にあることについて、まず、「出雲に銅剣の生 

産工場があった」という可能性を提示し、続いて「出雲圏内の工場で大量生産された銅剣が運 

ばれて集積された」という別の可能性を提示している。 (9) は、自身の不調の原因について、 

まず、「PMS」である可能性を提示し、続いて「更年期障害」という別の可能性を提示している。 

つまり、(8) と  (9) が複数の可能性を同時に提示するのは、話し手が可能性を特定できていな 

いからである。 

以上のように、「～だろうか」と「～かな」は確信のレベルが低い「もしかしたら」と共起し、 

可能性を特定することなく提示することができる。 

 

3．1．2.「多分」との共起  

続いて、「もしかしたら」よりも確信のレベルが高い「多分」との共起について確認する。  

 

(10)高原沼に向かって左側の岩盤斜面。途中から大学沼を見下ろす。帰路方面だけど、 

どこが高原温泉の方向だろうか？多分その森の下かな/×だろうか？ 

（著者不詳『北海道の山をカメラと歩く・大雪高原温泉・紅葉』NLT）  

 

(10) の「～かな」は「多分」と共起し、高原温泉に向かう方向について、「その森の下」という

ほぼ特定した可能性を提示している。一方、「～だろうか」は「多分」とは共起できない。 

また、「多分」が「もしかしたら」よりも確信のレベルが高いことは、「多分」が複数の可能

性を同時に提示できないことから確認できる。 

  

(11)×これは、多分マグロかな。それとも、カツオかな。（作例）  
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このように、「多分」との共起から、「～かな」と「～だろうか」には可能性に対する確信の

レベルに高低差があるとみることができる。 

 

3．1．3.「きっと」との共起  

続いて、さらに確信のレベルが高い「きっと」との共起について確認する。  

 

(12)チェルトナム駅着。ここから町の中心部へはバスで（スーツケースもあるし、歩ける

距離ではなさそうだった）移動。ここで日本からの熟年カップル２組と一緒になる。

言葉は標準語だったから、きっと関東の方なのかな/×だろうか？ 

（www.eonet.ne.jp/~ashitano-watashi/ashitano_watashi6P-2/ashitano_watashi6P-2.html）  

 

(12) の「～かな」は「きっと」と共起し、バス移動中に一緒になった日本人熟年カップルが標

準語を話していたことから、彼らが関東出身という特定した可能性を提示している。一方、「～

だろうか」は「きっと」と共起することができない。      

また、「きっと」が「多分」以上に確信のレベルが高い副詞であることは、「きっと」が「断

定」と共起できることからも確認できる。  

 

(13)あの人、きっとＡさんだ。（作例） 

 

(13) は、ある人物が「Ａさんである」と完全に「断定」はしていないが、話し手の判断が「断

定」に非常に近いことを表している。このように、「～かな」は確信のレベルが極めて高い「き

っと」と共起し、話し手が特定した可能性を提示することができる。 

 

3．1．4．本節のまとめ  

本節では、「～だろうか」「～かな」と確信のレベルを表す副詞との共起関係から、両者の

共通点と相違点を示した。「もしかしたら」との共起から、両者は可能性を特定することなく提

示することを示した。確信のレベルが高い「多分」「きっと」については、「～だろうか」は共

起できないが、「～かな」は「多分」と共起し、ほぼ特定した可能性を提示し、さらに確信のレ

ベルが高い「きっと」と共起し、特定した可能性を提示できることを示した。 

以上のように、「～だろうか」と「～かな」には確信のレベルに高低差があり、「～だろうか」

は話し手の確信のレベルが低い可能性のみを提示し、一方、「～かな」は話し手の確信のレベル

がより高い可能性を提示することができる。このことから、「～かな」は「～だろうか」よりも

話し手が可能性を肯定的に捉え、「肯定」とのかかわりが強いといえる。 
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3．2．「～だろうか」と「～かな」の「否定」とのかかわり   

本節では、「～だろうか」と「～かな」の「否定」とのかかわりについて考察する。まず、副

詞「まさか」「本当に」との共起から、「～だろうか」と「～かな」の「否定」とのかかわりを

示す。続いて、「～だろうか」が表す「反語」について考察する。 

 

3．2．1．「まさか」との共起  

「まさか」は通常「～ない」などの否定表現を伴った形式と共起するとされている（日本語記

述文法研究会 2007:262-266）。次の (14) は、「まさか～思わなかった」の形式で、ある事柄が話

し手にとって想定外であったことを表す。  

 

   (14)まさかＡさんと会えるとは思わなかった。（作例）  

 

一方、「～だろうか」と「～かな」は「～ない」などの否定表現を伴わずに「まさか」と共起す

ることができる。このことから、両者は「否定」との何らかのかかわりがあると考えられる。  

 

(15)今日は朝から雨が降っていた。今週はずっと雨が続くと天気予報は言っていたが、 

その通りになりそうだ。着工式での予定は今日から基礎工事に入ると言っていた。ま

さか、この雨の中やったのだろうか。（著者不詳『acehome₋canto の日記ページ』NLT） 

(16)強引に締めているものだから、普通でも出ているお腹はより一層ぽっこり。上から 

見ると、ありえない光景。ハ…ハム！？まさか、また太ったのかな…。恐る恐る 

体重計に乗ってみる。          （園山真希絵『食べてキレイ。』BCCWJ） 

 

(15) の「～だろうか」は「まさか」と共起し、雨の日に基礎工事をした可能性について、話し

手がまずあり得ない事柄として捉えていることを表している。 (16) の「～かな」は「まさか」

と共起し、また太った可能性について、話し手が好ましくない事柄として捉えていることを表

している。以上のように、「～だろうか」と「～かな」は「まさか」と共起し、提示された可能

性が成立することを望ましくないと感じている否定的な心情を表す。  

 

3．2．2．「本当に」との共起  

続いて、「本当に」との共起を確認する。  

 

(17)その後の幽霊画のパターンの基本形となったという、円山応挙の描いた有名な絵

も展示してあったのだけれど、落款もない上に掛け軸もなんだかおざなり。本当

に本物なんだろうか。        （psychodoc.eek.jp/abare/diary0208b.html）  
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3．2．「～だろうか」と「～かな」の「否定」とのかかわり   

本節では、「～だろうか」と「～かな」の「否定」とのかかわりについて考察する。まず、副

詞「まさか」「本当に」との共起から、「～だろうか」と「～かな」の「否定」とのかかわりを

示す。続いて、「～だろうか」が表す「反語」について考察する。 

 

3．2．1．「まさか」との共起  

「まさか」は通常「～ない」などの否定表現を伴った形式と共起するとされている（日本語記

述文法研究会 2007:262-266）。次の (14) は、「まさか～思わなかった」の形式で、ある事柄が話

し手にとって想定外であったことを表す。  

 

   (14)まさかＡさんと会えるとは思わなかった。（作例）  

 

一方、「～だろうか」と「～かな」は「～ない」などの否定表現を伴わずに「まさか」と共起す

ることができる。このことから、両者は「否定」との何らかのかかわりがあると考えられる。  

 

(15)今日は朝から雨が降っていた。今週はずっと雨が続くと天気予報は言っていたが、 

その通りになりそうだ。着工式での予定は今日から基礎工事に入ると言っていた。ま

さか、この雨の中やったのだろうか。（著者不詳『acehome₋canto の日記ページ』NLT） 

(16)強引に締めているものだから、普通でも出ているお腹はより一層ぽっこり。上から 

見ると、ありえない光景。ハ…ハム！？まさか、また太ったのかな…。恐る恐る 

体重計に乗ってみる。          （園山真希絵『食べてキレイ。』BCCWJ） 

 

(15) の「～だろうか」は「まさか」と共起し、雨の日に基礎工事をした可能性について、話し

手がまずあり得ない事柄として捉えていることを表している。 (16) の「～かな」は「まさか」

と共起し、また太った可能性について、話し手が好ましくない事柄として捉えていることを表

している。以上のように、「～だろうか」と「～かな」は「まさか」と共起し、提示された可能

性が成立することを望ましくないと感じている否定的な心情を表す。  

 

3．2．2．「本当に」との共起  

続いて、「本当に」との共起を確認する。  

 

(17)その後の幽霊画のパターンの基本形となったという、円山応挙の描いた有名な絵

も展示してあったのだけれど、落款もない上に掛け軸もなんだかおざなり。本当

に本物なんだろうか。        （psychodoc.eek.jp/abare/diary0208b.html）  
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(18)何度も「ドン」と名前を呼ぶが一向に反応しない。実は、朝ドッグランからドンを  

引き取ってから一度もドンという言葉に反応しないのである。「本当にドンとい    

う名前なのかな？」聞き間違えたのだろうか？  

  （著者不詳『ドンの新しい家族』NLT）  

 

 (17) の「～だろうか」は「本当に」と共起し、展示された円山応挙の絵に落款がなく扱いもぞ

んざいであることから、絵が本物である可能性をいぶかしむ話し手の心情を表している。 (18) 

の「～かな」は「本当に」と共起し、犬が「ドン」という名前を呼ばれても反応しないことか

ら、犬の名前が「ドン」である可能性を話し手が疑っていることを表している。以上のように、

「～だろうか」と「～かな」は「本当に」と共起し、提示された可能性が成立することを否定的

に捉えていることを表す。 

 

3．2．3．「～だろうか」が表す「反語」について 

 「～だろうか」は次のように、「反語」を表すことがある。  

 

(19)結局、日本経済は公害を克服することで、一層の成長を遂げた。たしかに、そのた  

 めに多額の費用がかかったが、それ以外に選択肢があっただろうか。  

 （『朝日新聞』朝刊 2014.8.24）  

 

(19) の「～だろうか」は、日本経済の成長のために多額の費用をかけて公害を克服する以外

の選択肢があった可能性を話し手が否定していることを表している。一方で、「～だろうか」

が表す「疑い」の文の中には、「反語」と接近するものがある。 (12)  

 

 (20)主役の紹介に単行本二冊分を必要とする小説なぞだれが読もうとするだろうか。  

 （井上ひさし『吉里吉里人』BCCWJ）  

 

(20) の「～だろうか」は、主役の紹介が単行本二冊分ある小説を読もうとする者がいる可能性

を、話し手が否定的に捉えていると解釈できる一方で、そのような小説を読もうとする者がい

る可能性を話し手が否定しているとも解釈できる。このように、「～だろうか」が表す「疑い」

の文と「反語」の両方の意味を含む中間例が存在することから、両者は中間例を介して連続的

であると考えられる。次の実例から、三者の連続性を確認する。 (13)  

  

   (21)ここからは笹ケ峰とちち山がバッチリ見えた。笹ケ峰は名の通りササに覆われた山

のようだ。あそこまでかなり遠く感じるが、本当に１時間半で着くのだろうか。  
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（www5d.biglobe.ne.jp/~isom/sasagamine1.html）  

(22) さらに問題なのは、リアルタイム・トラフィックを要求するインターネット放送や

インターネット電話といったサービスだ。（中略）放送の伝送速度が途中のネットワ

ークの影響で速くなったり遅くなったりしては、その放送は到底見るに耐えない。

あるいは、音声が２〜３分突然途切れたり、断線してしまう電話を誰が使うだろう

か。（栗林克明『TCP/IP がわかる本』BCCWJ）  

(23)ドア、ドアの前のステップ、ドアのまわりの壁、そういったものをしっかりと観察  

   する。要点は「清潔かどうか」である。店の入り口を清潔にできなくて、どうして店

内が清潔にできるだろうか。 （栗栖十三『週末バーテンダーのすすめ』BCCWJ） 

 

(21) は、「～だろうか」が表す「疑い」の文である。自分がいる場所から笹ケ峰までかなり遠い  

と感じていることから、笹ケ峰まで１時間半で到着する可能性が成立することを話し手が否定  

的に捉えていることを表している。(22) は、「～だろうか」が表す「疑い」の文と「反語」の中  

間例である。音声が数分で途切れたり断線するという問題を抱えるインターネット電話の需要  

があるという可能性を話し手は否定的に捉えていると解釈できる一方で、そのような電話の需  

要があるという可能性を話し手が否定しているとも解釈できる。(23) は、「～だろうか」が表す  

「反語」である。店の入口を清潔にできない店が、店内を清潔にできる可能性を話し手が否定  

していることを表している。このように、「～だろうか」が表す「疑い」の文と「反語」が中間  

例を介して連続的であり、「疑い」の文から「反語」に向かうほど「否定」への傾きが大きくな  

ることを示している。以上、「～だろうか」が表す「反語」は「疑い」の文と連続的であること  

を示した。  

 

3．2．4．本節のまとめ 

 本節では、まず、「～だろうか」「～かな」と副詞との共起から、両者の「否定」とのかかわ

りを示した。「～だろうか」と「～かな」は副詞「まさか」と共起し、提示された可能性の成立

を話し手が望ましくないと感じている否定的な心情を表し、「本当に」と共起し、提示された可

能性の成立を話し手が否定的に捉えていることを表す。このように、両者は提示された可能性

を話し手が「否定」に傾いた捉え方をしていることが確認できる。続いて、「～だろうか」が表

す「反語」について考察した。「～だろうか」が表す「反語」と「疑い」の文には、両者の意味

を含む中間例がある。このことから、両者が中間例を介して連続的であり、両者の「否定」へ

の傾きについても連続的であることを示した。  

ここで、「～かな」と「反語」について触れておく。「～かな」が「反語」を表す実例は、管

見の限り見当たらなかった。また、次のように、「～だろうか」が表す「反語」において、「～

だろうか」と「～かな」の置き換えはできない。  
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（www5d.biglobe.ne.jp/~isom/sasagamine1.html）  

(22) さらに問題なのは、リアルタイム・トラフィックを要求するインターネット放送や

インターネット電話といったサービスだ。（中略）放送の伝送速度が途中のネットワ

ークの影響で速くなったり遅くなったりしては、その放送は到底見るに耐えない。

あるいは、音声が２〜３分突然途切れたり、断線してしまう電話を誰が使うだろう

か。（栗林克明『TCP/IP がわかる本』BCCWJ）  

(23)ドア、ドアの前のステップ、ドアのまわりの壁、そういったものをしっかりと観察  

   する。要点は「清潔かどうか」である。店の入り口を清潔にできなくて、どうして店

内が清潔にできるだろうか。 （栗栖十三『週末バーテンダーのすすめ』BCCWJ） 

 

(21) は、「～だろうか」が表す「疑い」の文である。自分がいる場所から笹ケ峰までかなり遠い  

と感じていることから、笹ケ峰まで１時間半で到着する可能性が成立することを話し手が否定  

的に捉えていることを表している。(22) は、「～だろうか」が表す「疑い」の文と「反語」の中  

間例である。音声が数分で途切れたり断線するという問題を抱えるインターネット電話の需要  

があるという可能性を話し手は否定的に捉えていると解釈できる一方で、そのような電話の需  

要があるという可能性を話し手が否定しているとも解釈できる。(23) は、「～だろうか」が表す  

「反語」である。店の入口を清潔にできない店が、店内を清潔にできる可能性を話し手が否定  

していることを表している。このように、「～だろうか」が表す「疑い」の文と「反語」が中間  

例を介して連続的であり、「疑い」の文から「反語」に向かうほど「否定」への傾きが大きくな  

ることを示している。以上、「～だろうか」が表す「反語」は「疑い」の文と連続的であること  

を示した。  

 

3．2．4．本節のまとめ 

 本節では、まず、「～だろうか」「～かな」と副詞との共起から、両者の「否定」とのかかわ

りを示した。「～だろうか」と「～かな」は副詞「まさか」と共起し、提示された可能性の成立

を話し手が望ましくないと感じている否定的な心情を表し、「本当に」と共起し、提示された可

能性の成立を話し手が否定的に捉えていることを表す。このように、両者は提示された可能性

を話し手が「否定」に傾いた捉え方をしていることが確認できる。続いて、「～だろうか」が表

す「反語」について考察した。「～だろうか」が表す「反語」と「疑い」の文には、両者の意味

を含む中間例がある。このことから、両者が中間例を介して連続的であり、両者の「否定」へ

の傾きについても連続的であることを示した。  

ここで、「～かな」と「反語」について触れておく。「～かな」が「反語」を表す実例は、管

見の限り見当たらなかった。また、次のように、「～だろうか」が表す「反語」において、「～

だろうか」と「～かな」の置き換えはできない。  
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(24)店の入口を清潔にできなくて、どうして店内が清潔にできるだろうか/×かな。  

（(23)の一部を抜粋し再掲）  

 

このことから、本稿では「～かな」は「反語」を表すことができないと考える。  

 以上のように、「～だろうか」は話し手の「否定」の主張である「反語」を表すことから、 

「～かな」よりも「否定」とのかかわりが強いといえる。 

 

４．本稿のまとめ  

 

本稿では、「疑い」の文を表す「～だろうか」と「～かな」を比較し、両者の共通点と相違点

を示した。まず、確信のレベルを表す副詞との共起から、両者には確信のレベルに高低差があ

ることを示した。「～だろうか」が確信のレベルが低い可能性のみを提示する一方で、「～かな」

は確信のレベルが高い可能性を提示することができる。このことから、「～かな」は「～だろう

か」よりも提示された可能性を話し手が肯定的に捉えており、「～だろうか」よりも「肯定」と

のかかわりが強いといえる。続いて、「～だろうか」と「～かな」の「否定」とのかかわりにつ

いて考察した。副詞との共起から、両者は話し手が提示された可能性を「否定」に傾いた捉え

方をしていることを示した。また、「～だろうか」が表す「反語」が、「疑い」の文と「反語」

の両方の意味を含む中間例を介して、「疑い」の文と連続的であることを示した。一方、「～か

な」は「反語」を表すことができないことから、「～だろうか」は「～かな」よりも「否定」と

のかかわりが強いといえる。  

 以上、「～だろうか」と「～かな」は「疑い」の文において、「肯定」と「否定」とのかかわ

りに相違があることを両者の比較に基づいて示した。  

 

注  

 
⑴  「疑い」の文は「～かしら」などでも表される。本稿では「～かしら」は考察対象としない。  
⑵  本稿では考察対象とする表現には実線を施し、注目すべき表現には点線を施す。  
⑶  例文中で置き換えられた「～だろうか」と「～かな」の前に添えられた「×」は置き換えが

できないことを示す。  
⑷  本稿では、「～ないだろうか」「～のではないだろうか」「～ないかな」「～のではないかな」  

は考察対象としない。  
⑸  三宅（2000）は対話での使用を中心に「～だろうか」「～かな」「～かしら」を考察しており、

「疑念表明」は「弱い質問」「丁寧さの加わった質問」の用法に拡張すると述べている。  
⑹  「判断不明」は本稿の作例 (1)に相当し「疑念」は本稿の作例 (4)に相当する。「思考過程」は

本稿では考察対象としなかったが、安達（2002:185）は「思考過程」について「判断を形成
することができないという点では（「判断不明」と）共通するものの、判断形成への努力が
感じられる」と述べており、この点は本稿の「疑い」の文の捉え方と共通している。  

⑺  森山（1989）、三宅（1993）などの先行研究では、「～だろうか」を「～だろう」との関連か
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ら考察している。  
⑻  宮崎（2001）は「疑い」の文「～だろうか」と「～のではないか」とを比較し、認識のモダ

リティにおける「疑い」の文の位置づけを試みている。本稿の考察は宮崎（2001）に負うと
ころが多い。  

⑼  三宅（2000:15）は「どうしようかな /*どうしようだろうか」というように、意志形の接続に
おいて両者に違いがあることを指摘している。  

⑽  宮崎（2001:19-20）は「～だろうか」を、話し手が可能性をどのように評価しているかとい
う観点から、①特定の可能性を優先させない中立的な立場をとる「中立型」（本稿の作例(1)）
②提示された可能性を選択する方向に傾いている「肯定型」（本稿の作例(3)）③提示された
可能性を選択しない方向に傾いている「否定型」（本稿の作例(4)）の３タイプに分類してい
る。本稿ではこの分類を参考としている。  

⑾  本稿では、森本（1994:63）と工藤（2000:203-205）の考察に基づき、「もしかしたら」が最
も確信度が低く、「多分」「きっと」の順で確信のレベルが高くなると定めた。また、「もし
かしたら」についてはモダリティの副詞として扱われ、「～のではないか」「～かもしれない」
などの認識のモダリティとの共起が可能である（宮崎 :2005 他）。  

⑿  安達（2002:187）は「～だろうか」が表す「疑い」の文には「反語」との区別がつきにくい
ものがあることを指摘している。また、安達（2005:44-45）は「～だろうか」が表す「反語」
は、問いかけ性を持たないという「疑い」の文の性質を受け継いでいるとしている。  

⒀  山田（2019:295）は、「～だろうか」が表す「疑い」の文と「反語」の連続性を、国広（1986：
12）で提示された「くさび型」の構造図で示している。  
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リティにおける「疑い」の文の位置づけを試みている。本稿の考察は宮崎（2001）に負うと
ころが多い。  

⑼  三宅（2000:15）は「どうしようかな /*どうしようだろうか」というように、意志形の接続に
おいて両者に違いがあることを指摘している。  

⑽  宮崎（2001:19-20）は「～だろうか」を、話し手が可能性をどのように評価しているかとい
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