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否定の類型論をめざして 

 

杉浦 滋子 

 

1. 「否定」に関するトピック 

1.1 統語的否定と語彙的否定 

 否定の概念が(1a)のように統語的にあらわされる場合と、(1b)のように語彙的にあらわさ

れる場合がある。 

(1a)彼女は幸せではない。 

(1b)彼女は不幸せだ。 

(2a) She  is  not  happy.  

彼女 繋辞 否定 幸せ 

(2b) She  is  unhappy.  

彼女 繋辞 不幸せ 

 意味の上で等価に見えるが、一部の語彙（否定極性要素）との共起などを見ると、一方

は統語的な否定であり、他方は統語的な否定ではないことがわかる1。 

(3a)彼女は決して幸せではない。 

(3b)*彼女は決して不幸せだ。 

(4a) She  is  not  happy at all.  

彼女 繋辞 否定 幸せ    全く 

(4b) *She  is   unhappy at all.  

彼女 繋辞 不幸せ     全く 

 すべての言語が統語的否定の形式と語彙的否定の形式をもっていると思われる。 

 

1.2 文否定と部分否定 

 統語的否定においては、一般に文否定と部分否定の区別がされ、文否定は文全体を否定

するが、部分否定は文の一部のみを否定するとされる。（英語の斜体部分は発音の際強勢を

受けることを示す。） 

 

                                                 
1 英語においては、付加疑問文(tag question)が統語的否定のテストとして用いられるが、
このような疑問文の作り方は広くは見られないので、他の言語への応用が難しい。 

(ia) She is not happy, is she /*isn’t she? 
「彼女は幸せではないのでしょう？」 

(ib) She is unhappy, *is she / isn’t she? 
「彼女は不幸せなのでしょう？」 
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(5a)彼はその本を読まなかった。 

(5b)彼はその本は読まなかった。 

(6a) He didn’t  read that book. 

彼 過去-否定 読む その 本 

(6b) He didn’t   read that book. 

彼 過去-否定 読む その 本 

 この区別も次のような差となってあらわれる。 

(7a)?彼はその本を読まなかったが、この本を読んだ。 

(7b)彼はその本は読まなかったが、この本は読んだ。 

(8a) *He read not that book. 

彼 読んだ 否定 その 本 

(8b) He read  not that  book, but  this one. (ただし*He read not that book.) 

彼 読んだ 否定 その 本   でなく この の 

 ただし、文否定とは言っても、主語が定である場合、主語には否定の作用が及ばないの

で、述語否定ということになる。 

 部分否定の場合、否定形式が否定する要素に密着していればいるほど誤解の可能性が低

いはずである。しかし、(5b)(6b)のように、部分否定であるにも関わらず否定形式が述語に

密着しているような、ずれが見られる。このようなずれがある場合に、否定される箇所を

際立たせることが正しい理解のために重要になり、日本語では特定の助詞、英語では強勢

を用いて際立たせている。 

 

1.3 否定極性要素（Negative Polarity Item, NPI） 

 否定極性要素とは、(9)-(10)のように、否定の環境（そして多くの場合否定に類似した環

境）にのみあらわれる要素のことである。 

(9a)彼女は ちっとも/さっぱり/これっぽっちも *顔を見せる/顔を見せない。 

(9b)彼は SF しか *読む/読まない。 

(10a) She doesn’t   ever come  to     see  us. / *She ever comes to see us. 

彼女 現在-否定 決して 来る のために 会う 私達に 

「彼女は全然私達に会いに来ない。/彼女は全然私達に会いに来る。」 

(10b) She *cares      / doesn ’t   care       at all / in the least / a fig. 

彼女 現在-気にかける/現在-否定 気にかける  全く/ちっとも/いちじくほども 

「彼女は 全く/ちっとも/露ほども 気にかけていない/気にかけている。」 

(10c) He *lives  / doesn’t  live  here any more. 

彼 現在-住む/現在-否定 住む  ここ  これ以上 

「彼は もはやここに 住んでいる/住んでいない。」 

 否定極性要素については以下のことが問題となる。 
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(A)否定の環境ではないにも関わらず否定極性要素があらわれる、「否定に類似した環境」が

ある。 

・肯否疑問文：修辞的疑問（反語） 

(11)こんな事件がそうそうあるだろうか。Cf.*こんな事件がそうそうある。 

・肯否疑問文：通常の、情報を求める疑問 

(12) Does she ever  come  to   see  you? 

現在 彼女 決して 来る ために 会う あなた 

「彼女はあなたに会いに来ますか？」 

・条件節前件 

(13a)こんな事件がそうそうあったら、警察はてんてこまいだ2。 

(13b) If   you  have any questions, don’t    hesitate to ask. 

もし あなた 持つ 何も 質問       現在-否定 ためらう   尋ねる 

「質問があったら、遠慮なく聞いてください。」 

・比較の基準 

(14)I  love      you  more than anything in  the whole world. 

私 愛する-現在 あなた 以上 より  何も      中の 定  全部 世界 

「この世界の何よりもあなたを愛している。」 

・「時間的に前」であることをあらわす節の中3 

(15)It  was      all  over before we  could     do  anything. 

それ 繋辞-過去 すべて 終了 前に  私達 できる-過去 する 何も 

「私達が何かすることができる前にすべて終わっていた。」 

・普遍量化子を修飾する節の中 

(16)Every student who     had   any  questions went   to  the office. 

すべての 学生  関係代名詞 もつ-過去 何も 質問       行く-過去 へ 定冠詞 事務所 

「質問がある学生はすべて事務所へ行った。」 

・否定的な意味をもつ前置詞や動詞の支配下 

(17)She did      it  without any help. 

彼女 する-過去 それ なしに  何も 助け 

「彼女は何の助けもなしにそれをやった。」 

(B1)ある形式が否定極性要素として成立する過程 

・否定を強調するために、否定とともに「少ない量」をあらわす形式が用いられ、用いら

れ続けた結果、否定極性要素となる、など 

                                                 
2 ただし、日本語の場合、後件の性質は否定的でなくてはならないという条件もある。 
 (i)*こんな事件がそうそうあったら、警察もやりがいがあるだろう。 
3 この環境では、フランス語では ne があらわれ、日本語では口語に「雨が降る前に」の意
味で「雨が降らない前に」のような否定の形式が見られる。 
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(18)彼は酒を ちっとも 飲まない。→ 彼は ちっとも 見つからない。 

(19)（フランス語）Je ne  marche pas. → Je ne   sais     pas.  

私 否定 歩く   一歩    私 否定 知っている 否定   

「私は一歩も歩かない。」「私は知らない。」 

(B2)ある否定極性要素が異なるものへと変化する過程 

(i)否定極性要素が、まずもともとの述語否定形式と共に否定をあらわすものと解され、次に

それ自体で否定の概念をあらわすものと解される（述語否定形式があらわれる必要がなく

なる）。 

(20)（口語フランス語） Je  ne   sais    pas. → Je  sais     pas.  

私 否定 知っている 否定    私 知っている 否定 

(ii)否定極性要素が「程度が甚だしいこと」をあらわすものと解されて、肯定の文脈でも使

われるようになる4。 

(21a)とてもできない → （とても無理だ）→ とても大きい 

 (21b)全然知らない  → （全然だめ）  → 全然いい 

 

1.4 否定内包型要素(inherently negative elements)という概念 

 述語否定形式がなくても、ある要素が存在することによって文が否定と解されるとき、

その要素を否定内包的と呼ぶ。Payne は否定内包型量化子と否定内包型副詞を挙げ、述語

否定形式を必要としない英語の nobody, nowhere のようなタイプと同時に、述語否定形式

と必ず共起しなければならないロシア語のタイプ(23)もここに含めている。形態的に透明に

近く、否定を含んでいることが容易に見てとれる場合もあれば（ロシア語では「誰」が kto）、

そうでない場合もある5。 

(22)Nobody  came. 

        誰も…ない 来た 

    「誰も来なかった。」 

(23)Nikto ne  prišel. 

誰も   否定 来た 

「誰も来なかった。」 

 日本語の「だれも」「なにも」のような形式はどうなるだろうか。述語否定形式と義務的

に共起しても否定内包型要素でありうるならば、これらも否定内包型要素でありうること

になる。Haspelmath (1997)によると、Bernini and Ramat (1992)6は、省略して単独で否

                                                 
4 このような否定極性要素ももとは語彙的意味をもつ要素であった(吉井 1993、播磨 1993)。 
5 Haspelmath (1997)は、否定内包型量化子を含む不定要素は、疑問詞、「人」「物」「場所」
などのカテゴリーをあらわす名詞、数詞の「一」などからの派生であるのが普通であると
指摘している。 
6 Bernini, G. and P. Ramat (1992) La frase negativa nelle lingue d’Europa. Bologna:Il 
Mulino. 
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定的な意味をもつ代名詞を否定内包型としている。この基準によると、トルコ語の bir 

sey(24)もポーランド語の nikt(25)も省略されない文では否定形式と義務的に共起するが、

(26)(27)に見るように、省略して単独で否定的に用いられるのは後者だけなので、後者のみ

が否定内包的ということになる。 

(24)Bir sey duy-ma-di-m. (cf. bir sey「何か」) 

何か   聞く-否定-過去-一人称 

「私は何も聞かなかった。」(Haspelmath 1997:415a) 

(25)Nikt nie przyszedl. (cf. kto-s「誰か」) 

誰も 否定 来た 

「誰も来なかった。」(ibid. 415c) 

(26)A: Kto przyszedl?   B:Nikt.  

          誰     来た      誰も 

「誰が来た？」   「誰も。」(ibid.416a) 

(27)A:Ne duy-du-n?     B: *Bir sey.  

何 聞く-過去-二人称      何も 

「あなたは何を聞いた？」 「*何も。」(ibid.417a) 

 この基準を採用すると、日本語の「何も」「誰も」などは、否定内包的ということになる。 

(28a)「何が聞こえた？」 「何も。」 

(28b)「誰が来た？」 「誰も。」 

 しかし、「何も」「誰も」などがそれぞれ否定を含んでいるならば、(29)は、二つの否定を

含んでいる（「誰に対しても何も言わなかったということはない」）と解されるはずである

が、事実はそうではない。 

(29)「誰かに何か言った？」「誰にも何も。」 

また、ロシア語では、(23)から否定形式を除いたタイプの文は現在では非文法的だが、文

法的であった時期もあるとのことである。それに対し、日本語において「誰も」「何も」な

どが肯定的な述部との組合せで否定文を作るという可能性は非常に考えにくい。 

そこで、次のような言語のタイプが存在すると考える。ロシア語は(Ia)から(Ib)への変化

を経験しており、英語は(Ib)から(Ia)への変化を経験している。 

 (30) 

   (Ia)否定量化子は述語否定形式を伴わない：英語など 

(I)否定量化子をもつ      

    (Ib)否定量化子が意味的に剰余的な述語否定形式を伴 

う：ロシア語、ポーランド語など 

 

(II)否定量化子をもたない：日本語など 
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1.5 不完全否定 

 言語はまた、まったくの否定ではなく、「量・数・頻度などが少ない」ということをあら

わす形式をもつ。 

 英語の few, little, scarcely, seldom のような要素もそのようなものだが、形態的には否定

との関係が見られないものの、否定極性要素との共起、付加疑問文の形などから否定文と

され、Payne は否定内包型量化子・副詞と呼んでいる。 

(31a)Few  locals  ever  visit   the place. 

少ない 地元の人 決して 訪ねる その 場所 

「地元の人でその場所を訪ねる人は少ない。」 

(31b)They seldom   raise  any objections.  

彼ら 滅多に…ない 挙げる 何も 異論 

「彼らは滅多に異論を唱えない。」 

 ただし、通常の否定とは異なる点も見られ、英語の few/a few, little/a little などに見るよ

うに、不完全否定をあらわす形式が、「少ない」ことを肯定的にあらわす形式とはっきりし

た形態的な共通点をもつ場合もある。また、ロシア語においては、上に見たように、否定

量化子は通常の否定形式と義務的に共起するが、不完全否定は否定形式でなく疑問標識と

義務的に共起する。 

 「特定の限定された数・量」をあらわす形式も不完全否定と考えてよい。英語では述語

否定形式と共起せず、フランス語では共起する。 

(32a)There were   only three people. 

そこ  繋辞-否定 だけ 三    人間  

「三人しか人がいなかった。」 

(32b)Il   n’y       a    que  trois personnes.. 

それ 否定-そこ もつ だけ 三    人  

「三人しか人がいなかった。」 

そして、日本語では「しか…ない」という否定形式と共起する形と、「だけ」という否定

形式と共起しない形の二通りが存在するのが興味深い。 

(33a)一人しか来なかった。 

(33b)一人だけ来た。 

 (33a)と(33b)のあらわす事態は同じであるが、(34)(35)の対照を見ると、前者は否定文で

あり、後者は肯定文であることがわかる。 

(34a)昨日は誰も来なかったし、今日も一人しか来なかった。 

(34b)*昨日は誰も来なかったし、今日も一人だけ来た。 

(35a)*昨日は三人来たし、今日も一人しか来なかった。 

(35b)昨日は三人来たし、今日も一人だけ来た。 
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2. 「否定」に関して言語をどのように分類するべきか 

 

2.1  Dahl, Ö. (1979)の分類 

 Dahl (1979)は、240 前後の言語の既存の文献をもとに次のように分類をし、その結果、

否定と時制を担う要素の語順が（自由な語順の言語においても）一定である傾向があるこ

と、否定が小辞である場合基本語順に関わらず時制を担う要素の前に位置する傾向がある

こと（否定が助動詞である場合は Greenberg の普遍原則 16 に従う傾向）、否定が時制を担

う要素に近いという傾向があることを指摘している。 

 

       接頭辞 Mp 

形態的否定 M（否定が動詞の活用の一部） 

       接尾辞 Ms 

      小辞（活用しない）S1 

 統語的否定 S（否定が動詞から独立）  助動詞（活用する）S2 

      小辞とダミー助動詞 S3 

 

Mp アルメニア語、チェコ語、ラトヴィア語、リトアニア語、キクユ語、スワヒリ語、ギ

リヤーク語、クルド語、パシュト語、ペルシャ語、タヂク語、ユカギール語など 

Ms アルタイ語、クリミア・タタール語、カザフ語、キルギス語、タタール語、トルコ語、

トルクメン語、ウイグル語、カンナダ語、タミール語、日本語、アリュート語、アムハラ

語、チュクチ語など 

S1 の中で動詞が肯定と同形の言語 アラビア語(also Mc)、スコットランド・ゲール語、ウ

ェールズ語(also S11)、マラガシー語、タガログ語、バスク語、ディルバル語、チュクチ語

(also Mc)など 

S1 の中で動詞が肯定と異形の言語 カンボジア語、ベトナム語、アルバニア語、白ロシア

語、ブルガリア語、デンマーク語、ノルウェー語、スエーデン語、ギリシャ語、イタリア

語、ポーランド語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、インドネシア語、マレー語、

ヨルバ語、中国語、韓国語(also S3)、ウルドゥー語、チベット語、ハンガリー語、グルジア

語 

S3 韓国語(also S11)、英語(also S11) 

 

2.2 Payne の分類 

 Payne では、否定に関して次のような分類と指摘がされている。 
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否定が動詞である場合 (i)否定が補文をとる動詞のように振舞う 

    (ii)否定が補助動詞のように振舞う 

 

否定が小辞である場合 

否定が動詞の形態の一部である場合 

SVO 言語では、否定補助動詞はほとんど必ず本動詞の直前に位置する。SOV 言語では、本

動詞の直前であることもあれば、直後であることもある。否定が小辞である場合、語順と

の関係は、否定動詞と似ており、SVO,VSO,VOS では本動詞に先行する傾向があり、SOV

言語では先行・後続の両方がある。（これに対する主な例外は、フランス語、英語のように

否定が例えば目的語によって補強される場合）また、否定を形態的に示す言語においては

not many, not all のような量化子の否定を許さない傾向があり、小辞による否定をもつ言

語では、許す傾向がある。 

 

2.3 日本語から見た否定 

 1.4 で、日本語を否定量化子をもたない言語とした。さらに、日本語は数・量が多いこと

をあらわす量化子はもつが、数・量が少ないことをあらわす量化子（不完全否定の量化子）

をもたず、不完全否定をあらわすには、述語の中で表現される必要がある。 

(36a)多数のファンが来場した。 

(36b)*少数のファンが来場した。 

(36c)来場したファンは 少なかった/少数だった。 

   Cf.少数のファンしか来場しなかった。 

(37a)彼女は 多くの/たくさんの データを調べた。 

(37b)*彼女は 少ない/少量の データを調べた7。 

(37c)彼女が調べたデータは 少なかった/少しだった。 

   Cf.彼女は 少ない/少量の データしか調べなかった。 

 特に、(38)の対照は、目を引く。肯定と否定では明らかに否定の形式の方が有標であるの

だから、否定の形式が存在するのに肯定の形式が存在しないことは説明を要するが、これ

も、日本語では「ない」「少ない」をあらわす形式は述部にあらわれなければならないと考

えれば、説明できる。 

(38a)少なからぬ人数が落第の憂き目に会った。 

(38b)*少ない人数が落第の憂き目に会った。 

 また、(39)でも差が見られる。「少なくとも」は下限を示すので、「多い」に類する表現で

                                                 
7 問題の「データ」がすでに話題として登場しており、それが「少ない」ということがすで
にわかっているという解釈（「少ないデータ」が定である、つまり「少ない」が量化子でな
いと言う解釈）のもとでは、この文は文法的である。 
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あり、｢多くとも｣は上限を示すので、「少ない」に類する表現である。 

(39a)少なくとも 300 人が来た。 

(39b)*多くとも 100 人が来た。 

   Cf.多くとも 100 人しか来なかった。 

 「ない」「少ない」をあらわす量化子が日本語にはない、つまり「ない」「少ない」は必

ず述部で表現されなければならないということから、日本語における否定極性要素の変化

が印欧語族に見られる方向と正反対の方向に進むことが説明できる。否定・不完全否定が

義務的に述部に表現される言語では、否定極性要素が述部の否定形式を伴わないで用いら

れるようになると、その元否定極性要素は否定的な意味をもたず、肯定の強調をあらわす

ようになる。それに対し、否定・不完全否定が述部で表現される必要のない言語では、否

定は形式自体に担われるため、元否定極性要素も否定を担うようになり、それのみで否定

的な意味をもつようになる。 

 

3. 今後の課題 

・ それぞれの言語における否定極性要素の形式と性質を調べていく必要がある。また、否

定と不完全否定のあり方を調査する必要がある。 

・ ある言語の否定が述語内部で表現されることと、その言語に否定量化子がないことの間

に関係があるか調査する必要がある。 

・ 日本語では、否定と不完全否定の両方が述語内部で表現されなければならず、英語など

ではどちらもその必要がなかったが、否定と不完全否定に関して、言語は概ねこの 2 種

類に分類されるのか、それとも否定と不完全否定に別の方略を用いる言語もあるのか、

検証していく必要がある。 
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