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XIII 助動詞 1 (Hilfsverben/Modalverben) 
 
○助動詞は，動詞の不定形とセットとなって，「〜したい」「〜できる」など，さまざまな

気持ちやニュアンスを伝えることができます。表現の幅がぐっと広がります。 
 
○基本は，英語の助動詞の文と同じで，＜助動詞 + 不定形＞です。ただし，ドイツ語の特
徴は次の 2点です。 
	 (1) 助動詞が人称変化する 
	 (2) 動詞の不定形が文末に位置する（分離動詞などの場合にも，不定形が文末に） 
 
	 Ⅰ	 	Ⅱ	 	 	文末	

不定句   heute in der Bibliothek Bücher lesen  müssen 
   今日図書館で本を読まないといけない 
平叙文 Ich muss heute in der Bibliothek Bücher lesen  . 
   私は今日図書館で本を読まないといけない。 
疑問文 — Musst du heute in der Bibliothek Bücher lesen  ? 
   君は今日図書館で本を読まないといけないの？ 
W-疑問文 Wo müssen Sie heute Bücher lesen ? 
   あなたは今日どこで本を読まないといけないのですか？ 
 
分離動詞の場合	

	 Ⅰ	 	Ⅱ	 	 	文末	

不定句   am Wochenende spät  aufstehen dürfen 
   週末は遅く起きてよい 
平叙文 Ihr dürft am Wochenende spät aufstehen . 
   君たちは週末には遅く起きていいよ。 
 
○助動詞とその主な意味は次の通りです。人称変化の特徴は，ichと er/sie/esが同じかた
ち（母音が変わる！）で，duはそのかたちに-stをつけること。他の人称は規則変化です。 
dürfen 〜してよい (ich darf, du darfst, er/sie/es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie/Sie dürfen) 
 Dürfen wir heute schwimmen? 今日は泳いでいいのですか？ 
 [否定とともに] 〜してはいけない 
 Nein, heute dürft ihr nicht schwimmen. いや，今日は泳いではいけないよ。 
können 〜できる (ich kann, du kannst, er/sie/es kann, wir können, ihr könnt, sie/Sie können) 
 Können Sie Ski fahren? スキーはできますか？ 
mögen 〜が好きだ，〜かもしれない (ich mag, du magst, er/sie/es mag, wir mögen, ihr mögt, sie/Sie mögen) 
 Es mag wahr sein. それは本当かもしれない。 
möchte 〜したい (ich möchte, du möchtest, er/sie/es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie/Sie möchten) 
 Was möchtet ihr machen? 君たちは何をしたいんだい？ 
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müssen 〜しないといけない (ich muss, du musst, er/sie/es muss, wir müssen, ihr müsst, sie/Sie müssen) 
 Wohin musst du morgen gehen? 君は明日どこへ行かないといけないの？ 
 [否定とともに]	〜しなくてもよい	

 Morgen muss ich nicht arbeiten. 明日は働かなくていいんだ。 
sollen* 〜すべき，〜するように言われている (ich soll, du sollst, er/sie/es soll, wir sollen, ihr sollt, sie/Sie sollen) 
 Er soll nach München fahren. 彼はミュンヘンに行くように言われている。 
 [Soll ich ...? / Sollen wir ...?のかたちで] 〜しましょうか？ 
 Soll ich Ihnen helfen? お手伝いしましょうか？ 
wollen 〜するつもりだ (ich will, du willst, er/sie/es will, wir wollen, ihr wollt, sie/Sie wollen) 
 Sie will unbedingt in Wien studieren. 彼女は絶対にウィーンで学びたい。 
 [Wollen wir ...?のかたちで] 〜しようか？ 
 Wollen wir ins Konzert gehen? コンサートに行こうか？ 
 
* sollenの意味の基本は，「他人の意志」です。なので，Er soll nach München fahren.では，例えば上司が
部下の私にミュンヘンへ行くように指図した，という含みで使います。同じように，下の文章のなかで，Dort 
soll ich Kuchen verkaufen.とあるのは，お店の人の意志で，アルバイトをしている私の仕事はケーキを売る
ことだ，というニュアンスなのです。 

 
練習	 助動詞にチェックしながら，次の文章を読んでみよう。	

Was möchten Sie im Sommer machen? Da möchte ich nach Deutschland fahren und an 
einem Deutschkurs teilnehmen. Ich will nämlich mein Deutsch verbessern. Dafür 
muss ich viel jobben und Geld sparen. Aber ich darf nicht bis spät in die Nacht arbeiten. 
Meine Eltern verbieten mir das. So kann ich nur bis 18 Uhr jobben. Deswegen arbeite 
ich zweimal in der Woche in der Konditorei meiner Tante. Dort soll ich Kuchen 
verkaufen. Dieser Job macht mir Spaß! 
語句	 an ...3 teil･nehmen: 〜に参加する   der Deutschkurs, -e: ドイツ語講座   nämlich: [文中に置いて]というの

も   verbessern [フェァベサーン]: より良くする，改善する   dafür: そのために   viel: たくさん   jobben: アルバイトを
する   Geld sparen: お金を貯める   bis spät in die Nacht: 夜遅くまで   verbieten: 人 3に…4を禁止する   so: そ
れで，そのため   bis: …4まで   deswegen: そのため   zweimal in der Woche: 週に 2回   die Konditorei, -en: 
ケーキ屋   die Tante, -n: おば   der Kuchen, -: ケーキ   verkaufen: 売る   der Job, -s: 仕事，アルバイト   j3 
Spaß machen: 人 3にとって楽しい 

 
訳	 あなたは夏に何をしたいですか？	私はドイツへ行ってドイツ語コ

ースに参加したいのです。というのも，私はドイツ語がもっと上手にな

りたいのです。そのためにはたくさんバイトをしてお金を貯めないとい

けません。しかし，夜遅くまでは働けないのです。両親が禁じているか

らです。それで 18 時までしか働けません。それで，週に 2回，私のお

ばのケーキ屋で働いています。そこではケーキを売るのが仕事です（売

るように言われている）。このアルバイトは楽しいです！ 	


