
 

Instructions for use

Title イテリメン語の否定の構造

Author(s) 小野, 智香子

Citation 北方言語研究, 5, 39-53

Issue Date 2015-03-20

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/58327

Type bulletin (article)

File Information 05Ono_tokushu.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


北方言語研究 5: 39-53（北方言語ネットワーク編，北海道大学大学院文学研究科，2015） 

39 

[特集 否定構造] 

イテリメン語の否定の構造 1 
 

小 野 智 香 子 
（千葉大学） 

 

1. 概要 
 イテリメン語 2の否定の構造は，(A)否定詞＋動詞語幹-接尾辞（＋補助動詞），(B)否定詞

＋定動詞形の 2 種類に分類できる。否定詞はqaʔm, zaq, wijaq, χeʔncの 4 種類があり，(A)
の構造では否定詞 qaʔm, zaq, wijaqが，(B)の構造では否定詞χeʔnc が用いられる（Volodin 
1976, Georg & Volodin 1999, 小野 1998）。(A)タイプの否定文では基本的に語彙的意味を担

う動詞（lexical verb, 以下LVと呼ぶ）に否定接尾辞がつき，補助動詞が定動詞形となって，

法，人称・数，テンス，アスペクトといった文法範疇を標示する。補助動詞の付加は義務

的ではなく，省略可能である。他方 (B)タイプの否定文ではLVに否定接尾辞が付かず，そ

れ自身が定動詞形（希求法ないし仮定法）となる。(A)タイプの否定を「接尾辞型」，(B)
タイプの否定を「定動詞型」と呼ぶことにする。 
 
(A) 接尾辞型：否定詞＋動詞語幹-接尾辞（＋補助動詞） 
  acinck  kma   qaʔm piki-kaq  t-ɬ-Ø-kicen    zenk.   
  昨日   1SG.ABS  NEG  行く-NEG  IND.1SG-AUX-PST-1   森へ 

 「昨日私は森へ行かなかった。」 
(B) 定動詞型：否定詞＋定動詞形 
  miti  kma   χeʔnc m-piki-k    zenk. 
  明日  1SG.ABS  NEG  OPT.1SG-行く-1   森へ 

 「明日私は森へ行かない。」 
 

 イテリメン語の否定について，Volodin (1976: 271) および Georg & Volodin (1999: 199) は
「他のチュクチ・カムチャツカ諸語と同様，分析的に形成される。3 ないし 2 つの構成要

素からなる分析的構造が区別される。」とし，それぞれ 3 成分構文（trekhkomponentnaja 
konstrukcija / die zweiteilige Konstruktion，本稿における「接尾辞型」に相当），2 成分構文

（dvukhkomponentnaja konstrukcija / die dreiteilige Konstruktion，本稿における「定動詞型」

に相当）と呼び，それぞれが使用する否定詞と動詞の形態について記述している。 
 本稿では従来の記述研究に近年の通言語的な議論を取り入れ，主に否定構造の対称性・

非対称性について類型論的な研究を行った Miestamo (2005a, 2005b, 2007) による否定の分

類をイテリメン語にも適用できるか検証し，イテリメン語における否定の類型的特徴およ

                                                        
1 本稿は科学研究費補助金「北東ユーラシア少数言語の電子アーカイブ環境構築とドキュメンテーション

研究」（平成 23-26 年度，基盤研究 B，研究代表者：長崎郁，#23401025）による研究成果の一部である。 
2 イテリメン語はチュクチ・カムチャツカ諸語のひとつであり，ロシア連邦カムチャツカ地方チギリ地区

（カムチャツカ半島北西部）で話されている。本稿はイテリメン語西部語北部方言のデータに基づく。 



40 

び通言語的な位置づけを明らかにする。また Elliott (2000), de Haan (2012)らの非現実

（irrealis）についての議論を参照しながら，イテリメン語における否定と法の範疇との密

接な関連，すなわち法と否定が分ち難く結びついて，否定詞および否定文の構造が決定さ

れることを指摘する。 
 本稿の構成は次の通りである。まず第 2 節で接尾辞型，第 3 節で定動詞型の否定につい

て述べる。第 4 節では疑問詞と否定，第 5 節で否定詞の単独使用，第 6 節で否定詞を伴わ

ない場合について扱い，第 7 節で考察とまとめを行う。 
 

2. 接尾辞型 
2.1. qaʔm：非未来の否定 
 否定詞 qaʔm は過去・現在，すなわち非未来の否定文に用いられ，Payne (1985), Miestamo 

(2005a, 2007) におけるstandard negation（動詞を述語とする平叙文の主節の否定）におおむね該

当する（未来の否定は，否定詞χeʔncを用いた定動詞型となる：第 3 節を参照）。qaʔmによる否

定文では，LVの語幹に接尾辞 -kaq3
（自動詞）/-(a)q（他動詞：語幹が子音で終わる場合は -aq, 

母音で終わる場合は -q） がつき，補助動詞 ɬ4
（自動詞）, iɬ（他動詞）は定動詞直説法過去・

現在または形動詞形となる。また，動詞語幹に接尾辞 -ki(ʔ)n/-kəŋki(ʔ)n がつく場合は状態の

否定を表し，述語として機能したり，名詞を修飾することができる（表 1）。 

 
表 1 qaʔm 否定文の構造 

否定詞 LV 補助動詞 

qaʔm 

自動詞語幹-kaq 定動詞直説法過去（-Ø）・現在（-s/-z）， 

形動詞 他動詞語幹-(a)q 

動詞語幹-ki(ʔ)n/-kəŋki(ʔ)n なし 

 

 以下 2.1.1 節では接尾辞 -kaq/-(a)q を用いるタイプ，2.1.2 節では接尾辞 -ki(ʔ)n/-kəŋki(ʔ)n 
を用いるタイプの否定について具体的に見ていく。 
 

2.1.1. qaʔm＋動詞語幹-kaq/-(a)q（＋補助動詞） 
 イテリメン語における非未来の否定は qaʔm＋動詞語幹-kaq/-(a)q（＋補助動詞）とい

う構造で表される。補助動詞が現れる場合は定動詞直説法過去・現在ないし形動詞形とな

る 5。(1)に自動詞語幹-kaq+定動詞直説法， (2)に他動詞語幹-(a)q+定動詞直説法， (3)に自

動詞語幹-kaq+形動詞の例を示す（aは肯定文，bは否定文の例である）。肯定文(1a)では自

動詞lu「燃える」が定動詞（直説法 3 人称単数現在）として機能しているが，否定文(1b)
では lu-kaqとなり，補助動詞 ɬ が定動詞として機能する。 

                                                        
3 他動詞には I 類と II 類があり，接尾辞 -kaq は II 類の他動詞にも付加されるがその数は限られているた

め，本稿では明記しない。 
4 ɬ は元来「〜がある；〜である」という意味の存在動詞・コピュラ動詞である。 
5 形動詞形は，人から聞いた話や昔話などで述語として使用されることが多い（Volodin 1976, 小野 1996）
ことから，証拠性との関連が考えられる。 
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(1) a. enu     Ø-lu-z-in.                   
      それ.SG.ABS  IND-燃える-PRES-3SG            

  「それは燃えている。」          
   b. enu     qaʔm lu-kaq   Ø-s-in6. 
      それ.SG.ABS  NEG  燃える-NEG  IND-(AUX)PRES-3SG   

   「それは燃えていない。」 
 
 他動詞の否定文では(2b)のように補助動詞iɬ7 が定動詞として機能し，主語と目的語の人

称を標示する。 
 
(2) a. kza   aχɬ-Ø-en    məsχt. 
     2SG.ABS  取る-PST-2SG>3SG  ギョウジャニンニク.SG.ABS 

  「おまえはギョウジャニンニクを取った。」 
   b. ɬawaɬ qaʔm aχɬ-aq   Ø-iɬ-Ø-en     məsχt?           
       なぜ  NEG  取る-NEG  IND-AUX-PST-2SG>3SG  ギョウジャニンニク.SG.ABS 

   「どうしておまえはギョウジャニンニクを取らなかったのか。」 
 
 また(3b)のように，補助動詞が形動詞形で現れることもある。とりわけ民話テキストで

は地の文の述語動詞が形動詞形になるため，否定文においても同様に述語である補助動詞

が形動詞形をとる。 
 
(3) a. na    k-piki-aɬ-qzu-knen.       
      3SG.ABS   AP-行く-DES-DUR-AP.SG             

   「彼は行きたかった。」           
   b. na    qaʔm piki-aɬ-kaq   k-ɬ-qzu-knen. 
      3SG.ABS   NEG  行く-DES-NEG   AP-AUX-DUR-AP.SG 

   「彼は行きたくなかった。」 
 
2.1.2. qaʔm＋動詞語幹-ki(ʔ)n/-kəŋki(ʔ)n 
 qaʔm を使用する否定文では，LV が自動詞・他動詞に関わらず-ki(ʔ)n/-kəŋki(ʔ)n（ʔは複

数のマーカー）という接尾辞を伴うことがあるが，「〜していない」という状態の否定を表

す。話者の認識では，-ki(ʔ)n と-kəŋki(ʔ)n で意味・機能に違いはないという。 
 
 

                                                        
6 動詞 ɬ「〜である」の直説法 3 人称単数現在形。語幹 ɬ は現在時制のマーカー -s の前の位置で脱落す

る。 
7 補助動詞 iɬ は他動詞の否定文で現れるほか，他の語彙的成分とともに現れて他動詞として機能する。

例えば χaq iɬ「〜を知っている」，ɬəŋ iɬ「〜をあざ笑う」，ɬmaɬu iɬ「〜に注意を向ける」など。 
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(4) itχ    qaʔm əŋqa   ɬəm-kin  txin8. 
    3PL.ABS  NEG  何.SG.ABS 殺す-NEG  3PL 

 「彼らは何も殺していない（殺さなかった）。」 
(5) kʼ-inχt-qzu-in,   kʼ-inχt-qzu-in,   qaʔm cki-kəŋkin. 
    AP-探す-DUR-AP.SG  AP-探す-DUR-AP.SG  NEG  見つける-NEG 

 「探しに探したが，見つけていない（見つけられなかった）。」 
 
 Volodinは南部方言の記述において，北部方言の-kəŋki(ʔ)n に対応する-kinkin/-kenkan形を，

LVが述語として機能する「第 3 不定詞 9の否定形」と呼んでいる（Volodin 1976: 300-301，
Georg & Volodin 1999: 177-178，なお短い形の -ki(ʔ)n についての言及はない）が，筆者が

記録したデータによれば，-ki(ʔ)n/-kəŋki(ʔ)nは必ずしも述語としてのみ機能するわけではな

く，(6), (7)のようにコピュラ動詞の述語を伴い，形容詞的な補語として働くことができる。 
 
(6) lera    qaʔm wetat-kin   k-ɬ-qzu-knen. 
   レーラ.ABS  NEG  働く-NEG   AP-である-DUR-AP.SG 

 「レーラは働いていなかった（働いている状態ではなかった）。」 
(7) kma   togda  qaʔm nesaq  qəmzante-kəŋkin t-ɬ-qu-kicen. 
  1SG.ABS  その時  NEG  まだ   結婚する-NEG   IND.1SG-である-DUR-1 

 「私はその時まだ結婚していなかった（結婚している状態ではなかった）。」 
 
さらに(8), (9)のように名詞を修飾する例が確認されている。 
 
(8) qaʔm ilʍs-kəŋkiʔn   pʼe-ʔn. 
   NEG  聞く-NEG.PL   子供-PL.ABS 

 「言うことを聞かない子供たち」 
(9) kʼ-es-knen   plaχan  qaʔm ejp-kin   mesta-nk,  k-ɬawol-knen  uraturi-kes. 
    AP-出る-AP.SG  大きい  NEG  閉じる-NEG  場所-LOC  AP-座る-AP.SG  休む-INF 

 「彼は大きな閉ざされてない場所に出た，休むために座った。」 
 
 コピュラ動詞の補語(6, 7)，また名詞を修飾するという機能(8, 9)は，イテリメン語の形動

詞の機能と一致していることから，-ki(ʔ)n/-kəŋki(ʔ)n は否定形動詞の形式であると考えら

れる 10。次節で扱う形容詞・名詞の否定とよく似た構造を持つことからも，これが形容詞

的な機能を持った否定形式であることがわかる。 
 

 

                                                        
8 txin は 3 人称複数主語を表す人称接語と考えられ，多くの場合動詞に後続して現れる。 
9 Volodin (1976)および Georg & Volodin (1999) の言う「第 3 不定詞」とは形動詞的な働きをする動詞接周

辞 k-..-knen（自動詞・他動詞 II 類）/-ʔin（他動詞 I 類）による形式を指す。 
10 イテリメン語の形動詞については小野（2013）に詳述。 
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2.1.3. 形容詞・名詞の否定 
 イテリメン語の形容詞の否定は qaʔm＋形容詞語幹-ki(ʔ)n，名詞の否定は qaʔm+名詞語

幹-ki(ʔ)n, -(a)q という形式で表される（ʔは複数のマーカー）。(10)は形容詞否定文，(11)は
名詞否定文の例である。 
 
(10) dʲadʲa  miʃa   qaʔm pəl-kin   Ø-ɬ-qu-Ø-in. 
   叔父  ミーシャ  NEG  大きい-NEG  IND-である-DUR-PST-3SG 

  「ミーシャ叔父さんは大きくなかった。」 
(11) qʼ-la-kinensx     ənank,  qaʔm kma   ənan     isx-kin. 
     OPT.2-話す-2PL>3SG.OBL  3SG.DAT  NEG  1SG.ABS  3SG.POSS.SG  父-NEG    

  「彼に言いなさい，私は彼の父親ではないと。」 
 
qaʔm＋名詞-ki(ʔ)n は(11)のように命題の否定を表す場合と，(12)のように存在の否定を表

す場合がある。 
 
(12) enu    ze   qlelx    qaʔm nʲenʲekec-kin  Ø-ɬ-qzu-Ø-in. 
  その.SG.ABS  EMPH  恋人.SG.ABS  NEG  子供-NEG    IND-である-DUR-PST-3SG 

  「その恋人には子供がいなかった。」 
 
 名詞が接尾辞 -(a)q を伴う場合，副詞的（述部および文修飾的）に機能するようである

(13b)。なお，Volodin (1976), Georg & Volodin (1999)では qaʔm ..-aq を名詞の格のひとつ（欠

格）とみなしているが，-ki(ʔ)n についての言及はない。 
 
(13) а. tiʔnu    mesta   qaʔm tχəs-kin.  
    この.SG.ABS  場所.SG.ABS  NEG   道-NEG 

    「この場所は道がない。」    
    b. muzaʔn  xoqen qaʔm tχəz-aq  nt-piki-qu-Ø-k. 
      1PL.ABS  そこ  NEG   道-NEG  IND.1PL-行く-DUR-PST-1 

    「私たちはそこを道なしで行った。」 
 

2.2. zaq：否定命令 
 2 人称に対する否定命令は，zaq＋動詞語幹-kaq/-(a)q（＋補助動詞）という構造によっ

て表される（表 2）。否定命令の構造は 2.1 節で見た非未来の否定文の構造と似ているが，

補助動詞が定動詞希求法 2 人称になる点において異なる。 

表 2 zaq 否定命令文の構造 

否定詞 LV 補助動詞 

zaq 
自動詞語幹-kaq 

定動詞希求法 2 人称 
他動詞語幹-(a)q 
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 (14a) 直説法による肯定文，(14b) qaʔm による否定文，(14c) 希求法による命令文，(14d) 否
定命令文の例を比較されたい。(14b) では qaʔm＋動詞語幹-kaq＋定動詞直説法，(14d) が
zaq＋動詞語幹-kaq＋定動詞希求法 2 人称単数となっており，形態統語上の対応関係が明確

に示される。 
 
(14) a. Ø-kenezi-s-c.       b. qaʔm kenezi-kaq  Ø-s-ic. 
       IND-考える-PRES-2SG        NEG  考える-NEG   IND-(AUX)PRES-2SG 

    「おまえは考えている。」  「おまえは考えていない。」 
    c. q-kenezi-s-xc!       d. zaq  kenezi-kaq  q-s-ixc. 
       OPT.2-考える-PRES-OPT.2SG    NEG  考える-NEG   OPT.2-(AUX)PRES-OPT.2SG 

    「考えろ。」         「考えるな。」 
 
2.3. wijaq：反事実・禁止 

 否定詞wijaqが使用される文は，否定的内容の反事実 11ないし禁止を表す。wijaqを用い

た「禁止」は第 2.2 節で述べた 2 人称に対する「否定命令」と区別され，人称に関わらず

一般に「〜してはいけない」という意味で使われる。補助動詞は定動詞仮定法または希求

法となり，LVは接尾辞-kaq/-(a)qをとるほか，不定詞形 -kes/-(e)s，副動詞形 -ki/-ɬ，語幹の

みの形でも現れる 12（表 3）。 
 

表 3 wijaq 否定文の構造 

否定詞 LV 補助動詞 

wijaq 

語幹-kaq/-(a)q: (15) 

定動詞仮定法 : (15)(17) 

希求法 : (19) 

語幹-kes/-(e)s（不定詞）: (16) 

語幹-ki/-ɬ（副動詞）: (16)(17)(19) 

語幹のみ : (18) 

 

(15) kʼ-la-knan  nin, wijaq əŋqa   kəman  ipɬχ   sk-aq   kʼ-iɬ-qzu-nen. 
     AP-話す-AP.SG 3SG  NEG  何.SG.ABS 1SG.POSS  友.SG.ABS する-NEG   SUBJ-AUX-DUR-3>3SG 

  「彼は言った，私の友達は何もしてはいけないと。」   
(16) wijaq  tχəl-es  /  tχəl-eɬ. 
    NEG   食べる-INF  食べる-CONV 

  「食べてはいけない。」                      
(17) lucʃe  bi   wijaq əŋqa   la-ki    kʼ-iɬ-qzu-Ø-kicen  knank. 
     よりよい SUBJ  NEG  何.SG.ABS  話す-CONV  SUBJ-AUX-DUR-PST-1  2SG.DAT 

  「おまえに何も話さなければよかった。」          
 
                                                        
11「〜しなければよかった」という場合，χeʔnc＋仮定法（次節で扱う）ではなく wijaq 否定文が使われる。 
12 接尾辞の使い分けの基準はまだ明らかではないが，不定詞と副動詞に関しては，その機能の違いに関

係があると推測される。 
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(18) χamɬχ   enu,  wijaq  əŋqa   kokazo,  wonkəŋ  k-tχəl-Ø-cen. 
     脂.SG.ABS  その  NEG  何.SG.ABS  煮る   そのまま  SUBJ-食べる-PST-1>3SG 

  「その脂は煮ないで，そのまま食べたのに。」              
(19) na    wijaq  xteank  zunɬ-ki   xan-s-in. 
     3SG.ABS   NEG  ここに  住む-CONV   OPT.3-(AUX)PRES-3SG 

  「彼はここに住んではいけない。」    
 
3. 定動詞型 - χeʔnc：非現実の否定 
 第 2 節で非未来の否定は「qaʔm＋動詞語幹-kaq/-(a)q（＋補助動詞・直説法過去/現在また

は形動詞）」，否定命令は「zaq＋動詞語幹-kaq/-(a)q（＋補助動詞・希求法 2 人称）」，反事実・

禁止は「wijaq＋動詞語幹-接尾辞（＋補助動詞・仮定法/希求法）」のように，「接尾辞型」

の構造をとることを述べた。 
 ところが否定詞 χeʔnc を使用する非現実の否定は，これらとは異なる形式，すなわち

「χeʔnc＋定動詞希求法/仮定法」のように「定動詞型」の構造をとる。大きく異なるのは，

接尾辞型では LV が-kaq/-(a)q などの接尾辞をとりテンス・アスペクト・人称などの文法情

報が補助動詞の定動詞形で標示されるのに対し，定動詞型では否定接尾辞や補助動詞が用

いられず，LV 自体が定動詞形で現れる，という点である。定動詞が希求法となる場合は，

未来の否定（未実現）を，仮定法の場合は否定的内容が事実に反していることを表す。 
 (20), (21)に未来の否定の例文を挙げる（表 4）。(20a)は直説法，(20b)は希求法であるが，

未来の否定では直説法をとることはできず，定動詞の希求法に否定詞 χeʔnc を加える。す

なわち未来の事態を表す際，(20a, 20b)および(21a, 21b)の肯定文に存在する直説法と希求法

の対立が，χeʔnc を用いた否定では失われる。qaʔm＋動詞-kaq/-(a)q＋直説法未来時制を使

用した作例  *qaʔm piki-kaq t-ɬ-aɬ-k や，χeʔnc と直説法未来時制の組み合わせ  *χeʔnc 
t-piki-aɬ-k は非文となる。 
 

表 4 直説法未来，希求法，χeʔnc 否定文の比較 

 直説法未来時制 希求法 χeʔnc 否定文 

(20) a. t-piki-aɬ-k. 
 IND.1SG-行く-FUT-1    

 「私は行く。」 

b. m-piki-k.     

 OPT.1SG-行く-1   

「私は行こう。」  

c. χeʔnc  m-piki-k. 
  NEG    OPT.1SG-行く-1   

 「私は行かない。」  

(21) a. Ø-kʼoɬ-aɬ-c?  
  IND-来る-FUT-2SG  

「おまえは来る？」      

b. q-kʼoɬ-xc.  
  OPT.2-来る-OPT.2SG  

 「来い。」  

c. ɬawaɬ  χeʔnc  q-kʼoɬ-xc? 
 なぜ   NEG    OPT.2-来る-OPT.2SG 

 「どうしておまえは来ないの？」 

       

 一方，χeʔnc に続く定動詞が仮定法である場合は否定的反事実を表す。(22a) qaʔm＋動詞

語幹-kaq＋直説法，(22b) 仮定法肯定文，(22c) χeʔnc＋仮定法，(22d) χeʔnc＋希求法を比較

されたい。 
 
 



46 

(22) a. acinck  əzank  ecʼkʼaq  Ø-ɬ-qzu-in,    kma   qaʔm piki-kaq   
    昨日   外   悪い   IND-AUX-DUR-3SG  1SG.ABS  NEG  行く-NEG    

  t-ɬ-Ø-kicen    zenk. 
  IND.1SG-AUX-PST-1  森へ 

    「昨日天気が悪かった，私は森へ行かなかった。」 （現実：qaʔm＋動詞語幹-kaq＋直説法） 

    b. acinck  əzank  cʼinəŋq  k-ɬ-qzu-in,    kma    k-piki-kicen  zenk. 
     昨日   外   よい   SUBJ-AUX-DUR-3SG  1SG.ABS   SUBJ-行く- 1  森へ 

  「昨日天気が良かったら，私は森へ行ったのに。」   （非現実-反事実：仮定法肯定文） 
    c. acinck  əzank ecʼkʼaq  k-ɬ-qzu-in,     kma    χeʔnc k-piki-kicen zenk. 
    昨日    外   悪い   SUBJ-AUX-DUR-3SG 1SG.ABS  NEG  SUBJ-行く-1  森へ 

   「昨日天気が悪かったら，私は森へ行かなかっただろう。」（非現実-反事実：χeʔnc＋仮定法） 
    d. miti  əzank  ecʼkʼaq  Ø-ɬ-qza-aɬ-in,     kma     χeʔnc  m-piki-kicen  zenk.  
    明日  外   悪い   IND-AUX-DUR-FUT-3SG 1SG.ABS  NEG   OPT.1SG-行く-1   森へ 

  「明日天気が悪いだろう，私は森へ行かない。」    （非現実-未実現：χeʔnc＋希求法） 
 
4. 疑問詞と否定 
 否定詞の後に əŋqa「何」，itʼe「いつ」，ma（mank）「どこ（どこに）」，kʼe「誰」などの

疑問詞を加えると，「何も〜ない」「いつでも（決して）〜ない」，「どこにも〜ない」「誰も

〜ない」のように全部否定を表す。(23)〜(27)に例文を挙げる。 
 
(23) na     qaʔm  əŋqa    ɬo-q     Ø-i-s-nen. 
  3SG.ABS  NEG   何.SG.ABS 話す-NEG IND-AUX-PRES-3>3SG 

 「彼は何も話さなかった。」 
(24) zaq  əŋqa   kʼenezi-kaq. 
     NEG  何.SG.ABS  考える-NEG 

 「何も考えるな。」 
(25) χeʔnc  itʼe   itχ      kza     xan-ənqsi-in. 
    NEG  いつ   3PL.ABS  2SG.ABS  OPT.3-放す-3SG>2SG 

  「彼らは決しておまえを解放しないだろう。」 
(26) qenu   lʲitka-nk    n-ɬen-ŋili-cen,     ʃtob    wijaq  mank  piki-ki. 
    おそらく  リートカ-LOC  PASS-CAUS-飲む-3SG  ように  NEG     どこに  行く-CONV 

 「おそらく彼はリートカに飲まされたんだ，どこにも行けないように。」 
(27) qaʔm  kʼe     kʼoɬ-it-kaq   Ø-ɬ-qzu-in. 
     NEG   誰.SG.ABS 来る-ITER-NEG  IND-AUX-DUR-3SG 

 「誰も来なかった。」 
 
 テキスト中に現れた疑問詞と否定の組み合わせのうち最も多かったのは qaʔm əŋqa（73
例），次いで qaʔm kʼe（58 例），qaʔm itʼe（38 例），qaʔm ma (mank)（13 例）である。qaʔm
以外では χeʔnc itʼe（8 例），χeʔnc ma (mank)（6 例），χeʔnc əŋqa（4 例），χeʔnc kʼe（3 例），
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zaq əŋqa（10 例），zaq ma (mank)（5 例），wijaq əŋqa（6 例），wijaq ma (mank)（3 例），wijaq 
kʼe（3 例）となっており，zaq itʼe と wijaq itʼe の例は見られなかった。qaʔm と疑問詞と

の組み合わせが現れる頻度が最も高く，また əŋqa「何」と kʼe「誰」が否定詞と共起しや

すいことが見てとれる。 
 
5. 否定詞の単独使用 
 それぞれの否定詞は，動詞なしでの単独使用も可能である。(28)〜(31)は４つの否定詞が

それぞれ単独で用いられている例である。 
 
(28) qenu   əzank  Ø-cʍ-əz-in?       ―    qaʔm.（現実・非未来） 
  おそらく  外   IND-雨が降る-PRES-3SG           NEG 

 「おそらく，外は雨が降っている？」「いいえ」 
(29) itʼe  tʼ-isχ-aɬ-kicen,   miɬ Ø-caca-qza-aɬ-iʔn.   kza      zaq.（否定命令） 
    時   IND.1SG-死ぬ-FUT-1   皆  IND-泣く-DUR-FUT-3PL 2SG.ABS   NEG 

 「私が死ぬ時，皆泣くだろう。おまえは（泣いては）だめだ。」 
(30) kʼ-ən-ɬəm-aɬ-qzu-iʔn,      enu  i       n-ɬəm-qzu-neʔn.  ―  oj  wijaq.（禁止） 
    AP-CAUS-殺す-DES-DUR-AP.PL  それ そして  IND-殺す-DUR-3>3PL      ああ NEG  

 「殺させたい人を彼らは殺していた。」「ああ（そんなことをしては）いけない。」 
(31) qlelx      xtaank   Ø-zunɬ-qza-aɬ-in?      ―  χeʔnc.（未実現） 
    恋人.SG.ABS  ここに  IND-住む-DUR-FUT-3SG         NEG 

 「恋人はここに住むつもりなの？」「いいえ。」 
 
 (28) qaʔm は現実・非未来，(29) zaqは否定命令，(30) wijaqは禁止，(31) χeʔncは未実現の

否定の際に動詞なしに単独で用いられている 13。すなわち否定詞自体がそれぞれ異なるモ

ーダルな機能を有していると言える。 
 

6. 否定詞を伴わない場合 
 これまで４種類の否定詞を使用する否定文について見てきたが，最後に否定詞を使用し

ないケースについて簡単に述べる。 
 χaqという語彙的成分 14は必ず補助動詞と共に用いられ，χaq iɬ「知る」という意味を表

す。これを否定する際はqaʔmを使わずにχaqに -aqを付加する 15(32)。 
 

                                                        
13 筆者がイテリメン語でネイティブスピーカーと会話をした際，「おまえは（明日）行くか？」と聞かれ

て「いいえ」の意味で "qaʔm" と返答したところ，「そういう場合は "χeʔnc" と答える」との指摘を受け

た。 
14 χaq は格・数を標示せず，名詞とは区別される。 
15 なお，ɬmaɬu iɬ「注意を向ける」の否定は qaʔm ɬmaɬu iɬ-aq のように否定詞を使用し，否定接尾辞-aq は

補助動詞の方に現れる。語彙的成分の方に -aq を後接するケースは，現在のところ χaq の例しか得られ

ていない。 



48 

(32) a. kma   miɬ   əŋqa  χaq    tʼ-i-s-cen. 
    1SG.ABS  全て  もの  知って  IND.1SG-AUX-PRES-1>3SG 

  「私は全て知っている。」 
    b. əŋqa      k-ɬo-qzu-an,     kməlum   χaq-aq    tʼ-i-s-cen. 
    何.SG.ABS   AP-話す-DUR-AP.SG  私自身   知って-NEG   IND.1SG-AUX-PRES-1>3SG 

   「何が話されていたのか，私は知らない。」 
 
 また，否定的な意味をもつ動詞 utu「〜できない」がある(33)。この動詞自体を否定する

と「できる」という意味になる(34)16。 
 
(33) mama     Ø-utu-qu-Ø-in         ɬale-aɬ-ki. 
  ママ.SG.ABS  IND-できない-DUR-PST-3SG  歩く-DES-CONV 

  「ママは歩くことができなかった。」 
(34) a. na      qaʔm  utu-kaq     Ø-ɬ-qzu-z-in. 
     3SG.ABS   NEG   できない-NEG IND-AUX-DUR-PRES-3SG 

  「彼は（何でも）できる。」 
    b. na     lʲi     qaʔm utu-kəŋkin. 
     3SG.ABS  とても  NEG    できない-NEG 

   「彼はとても有能だ。」 
 
7．まとめと考察 
7.1. 否定の構造と対称性・非対称性 
 イテリメン語における否定構造について動詞を中心にまとめると，表 5 のようである。 
 

表 5 イテリメン語の否定の種類とその構造 

タイプ 否定詞 LV 補助動詞 否定の種類 現実性 

接尾辞型 

qaʔm 動詞語幹-kaq/-(a)q 
定動詞直説法過去・ 

現在，形動詞 
非未来の否定 現実 

zaq 動詞語幹-kaq/-(a)q 定動詞希求法 2 人称 否定命令 

非現実 
wijaq 

動詞語幹-kaq/-(a)q, 副

動詞，不定詞，語幹の

み 

定動詞仮定法・ 

希求法 
反事実・禁止 

定動詞型 χeʔnc 
定動詞希求法 

なし 
未実現 

定動詞仮定法 反事実 

 
 複数の否定小詞を持つ言語では，法，テンス，アスペクト，述語の品詞の種類などによ

                                                        
16 utu「〜できない」の否定では，具体的に何かができるという意味では用いられず，一般に「できる，

有能だ」という意味になる。 
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って否定小詞を使い分けるケースがあることが知られているが（Payne 1985: 223-224），イ

テリメン語の場合は，否定されることがらが事実であると話者が判断できるか（＝現実・

非未来の否定），否定命令か，反事実・禁止か，未実現か，というモーダルな要因によって

４種類の否定詞（qaʔm, zaq, wijaq, χeʔnc）を使い分ける。qaʔm, zaq, wijaq については LV
が定動詞形をとることができないのに対して，非現実における否定を表す χeʔnc の場合，

LV が定動詞形になるというのが構造的に大きく異なる点である。 
 Miestamo (2005b, 2007) は肯定文と否定文の構造的な違いが否定のマーカーの有無のみ

にあるものを対称（symmetry），肯定文と否定文にそれ以上の構造的差異が認められるもの

を非対称（asymmetry）と呼び，否定構造における対称性に基づいた類型的分類を試みてい

る（Miestamo 2005b: 458-459, 2007: 556）。さらに，非対称的な否定の下位分類として，(35)
の 6 タイプを挙げている。 
 
(35) 非対称的否定の下位分類（Miestamo 2007: 558-560） 
 (35-1) A/Fin：否定される動詞の finiteness が失われて新たな finite 要素が付加される 
   a. A/Fin/Neg-LV：否定が LV に標示される 
  b. A/Fin/Neg-FE：否定が finite 要素に標示される 
  c. A/Fin/NegVerb：finite 要素が否定動詞である 
 (35-2) A/NonReal：否定が非現実の範疇として標示される 
 (35-3) A/Emph：否定に強調マーカーが現れる 
  (35-4) A/Cat：文法範疇の標示が肯定文と否定文で異なる 
 
 Miestamoの分類は必ずしも 1つの言語における否定構造の全てを決定づけるものではな

く，言語によっては複数のタイプが混在しうる。この否定構造の類型的分類を適用すると，

イテリメン語の否定は次の(36), (37)のような非対称性を示す。 
 
(36) qaʔm, zaq, wijaq：否定される動詞の finiteness が失われて新たな finite 要素が加わり，

否定マーカーが LV につく（35-1a. A/Fin/Neg-LV） 
(37) χeʔnc＋希求法：肯定文における現実/非現実の対立が否定文で失われ，否定文では非

現実のみで現れる（35-2. A/NonReal）；文法範疇の標示が肯定文と否定文で異なる（未

来の事態について，肯定文では直説法で現れるのに対し，否定文では常に希求法となる，

27-4. A/Cat） 
 
 イテリメン語や，本特集で論じられているアリュートル語のように複数の否定構造を持

つ言語として，Miestamo (2005b: 462-463) は Copainalá Zoque (Mexico, A/Fin and A/NonReal), 
Warndarang (Australia, A/NonReal and A/Cat), ニヴフ語（Russia, A/Fin, A/NonReal and A/Cat）
等を挙げている。 
 対称性と非対称性について別の観点から見ると，イテリメン語で未来の否定を表すχeʔnc
＋希求法(22c)は，直説法未来時制の肯定文(22a)とは文法範疇におけるパラダイム上の非対

称を示すが，希求法の肯定文(22b)とは構造上対称的である（肯定文と否定文の違いは否定
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詞χeʔncの有無のみ）17。 
 イテリメン語で非現実を表す形式は仮定法と希求法の 2 種類がある。χeʔnc とともに現

れる動詞が仮定法の場合は直説法との対立が存在し，未来の否定においては直説法と希求

法の対立が失われることから，単純な現実/非現実の二項対立ではないことがわかる（表 6）。 
 

表 6 肯否と法の対立 

 肯定文 否定文 

非未来 直説法と仮定法の対立あり (22b, c) 直説法と仮定法の対立あり (22a, c) 

未来 直説法と希求法の対立あり(20a, b) 

(21a,b) 

直説法と希求法の対立なし(20a, c) (21a, c) 

 

7.2. 否定と非現実 
 否定と非現実との相関関係については Palmer (2001:173)，Mithun (1995), Elliot (2000), de 
Haan (2012)等における議論がある。de Haan (2012)は否定と現実/非現実について Mithun 
(1995: 381-382) の考えを整理し，(38)の構造があると分析している。 
 
(38) de Haan (2012: 110) 
  a. [NEG [±Reality Status [Proposition]]] 
  b. [Reality Status (Irrealis) [NEG [Proposition]]] 
 
 de Haan (2012)によれば，(38a)は否定が現実性の状態（±現実）を表す形態素の選択の外

側にあり，(38b)は否定の存在が非現実の存在を必然的に伴うことを表す。同様に Elliott 
(2000:78)は，前者は否定のスコープが節全体にかかる言語であり，「事態が起こらないこと」

が現実とみなされるが，後者は否定のスコープが述語にのみかかる言語であり，述語の否

定によって導かれるのは当該の事態が実現しなかったこと，または「現実世界」で起こら

なかったことであると説明している。 
 これらの分析をふまえると，イテリメン語における否定と現実/非現実の関係については 
(39)のようにまとめられる。 
 
(39) a. [ある事態が[生じない]]＝現実  ： qaʔm＋動詞-否定接尾辞（＋補助動詞・直説法） 
  b. [ある事態]が生じない＝非現実 ： χeʔnc＋仮定法・希求法 
 
すなわち，qaʔm 否定文では「ある事態が（現在まで事実として）生じていない」こと全体

を「現実世界」のものととらえ，χeʔnc 否定文では「ある事態が」生じない/生じなかった

ことについて，当該事態の成立が「現実でない」ととらえているのだと考えられる。 

                                                        
17 Miestamo (2005ab, 2007) はあくまで standard negation（動詞を述語とする平叙文の主節の否定）におけ

る構造上の対称性を主軸に論じているが，Maung 語の例を挙げ，構造上は対称的だがパラダイム上は

A/NonReal の非対称性を持つことを述べている。またこのタイプはオーストラリアに多いという

（Miestamo 2007: 558）。 



小野智香子／イテリメン語の否定の構造 

51 

 Miestamo は否定が非現実でマークされる言語を紹介しているが，そのうち Copainalá 
Zoque では非過去の否定が A/Fin, 過去の否定が非現実の形式をとる（Miestamo 2005b: 463, 
Harrison et al. 1981）。また Warndarang では過去と現在の否定が非現実でマークされる

（Miestamo 2005b: 463, Heath 1980）。イテリメン語はこれらの言語とは逆に，過去と現在の

否定は現実（直説法），未来の否定は非現実（希求法）でマークされる言語である。否定と

の関係において，何を現実とし，何を非現実とみなすかは，言語によって違いがあると言

えよう。 
 
7.3. まとめ 
 本稿ではイテリメン語の否定の構造について網羅的に記述した上で，否定詞と動詞の形

態・統語上の組み合わせが多様であることを論じ，次のことを明らかにした。 
 
(40) イテリメン語の否定：まとめ 
 a. qaʔm, zaq, wijaq, χeʔnc の４種類の否定詞がある 
 b. qaʔm , zaq, wijaq を使用する否定文は接尾辞型の構造をとり，LV は基本的に否定接尾

辞を伴って，否定詞と否定接尾辞により二重に標示される 
 c. χeʔnc 否定文は定動詞型の構造をとり，LV は定動詞形となる 
 d. qaʔm は現実・非未来，zaq は否定命令，wijaq は反事実・禁止，χeʔnc は未実現・反事

実の否定を表す 
 e. 否定文における定動詞形は，qaʔm は直説法過去・現在，zaq は希求法 2 人称，wijaq と 

χeʔnc は仮定法および希求法という制限がある 
 f. 否定文の類型について，構造上の対称と非対称，文法範疇上のパラダイムにおける非

対称が混在する 
 g. 肯否と法の対立について，非未来では直説法と仮定法の対立があるが，未来では肯定

文に存在する直説法と希求法の対立が否定文で失われ，常に希求法となる 
 h. 否定と現実性の関係について，非未来の否定的事実は現実（直説法），反事実および

未来の否定（未実現）は非現実（仮定法・希求法）でマークされる言語である 
 
 以上本稿では，イテリメン語が複数の否定詞と形態統語的構造を有すること，またムー

ドと否定が分ち難く結びついて，使用する否定詞と否定文の構造が決定されることを指摘

した。 
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略号 
1：1 人称   2：2 人称   3：3 人称   ABS：絶対格  AP：形動詞  CONV：副動詞 

DAT：与格   DES：願望   DUR：継続  EL：出格   EMPH：強調  FUT：未来   

IND：直説法  INF：不定詞  ITER：反復  LOC：場所格  NEG：否定  OBL：斜格  

OPT：希求法  PL：複数   POSS：所有  PRES：現在  PST：過去   SG：単数  

SUBJ：仮定法 
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Negative Structures in Itelmen 
 

Chikako ONO 
(Chiba University) 

 
Itelmen negative structures are classified as follows: (A) suffix-type negation and (B) 
finite-type negation. 
  (A) suffix-type negation:  
  negative particle (qaʔm, zaq, wijaq) + LV(lexical verb)-negative suffix (+ 

AUXiliary verb) 
  (B) finite-type negation: 
     negative particle (χeʔnc) + finite verb (optative or subjunctive mood) 
 
    Negation in suffix-type (A) is double-marked with a negative particle and the 
negative suffix, while negation in finite-type (B) is marked only by the negative 
particle. Each negative particle has a different negative function and co-occurs with a 
different finite form:  
  qaʔm + LV-kaq/-(a)q (+ AUX in indicative past and present tense) － negation in 
the non-future 
  zaq + LV-kaq/-(a)q (+ AUX in second person optative) － negative imperative 
  wijaq + LV-kaq/-(a)q (or other suffixes) (+ AUX in subjunctive or optative) － 

non-factive or prohibitive 
  χeʔnc + LV in optative or subjunctive finite form － negation in the future or 
non-factive 
 
    The distinction between the indicative and optative that exists in the affirmative is 
lost in the future negative. In Itelmen, negation in the non-future is marked as realis 
(indicative past/present tense), while negation in the future and non-factive is marked 
as irrealis (optative or subjunctive). In conclusion, negation in Itelmen has a strong 
connection with the mood category, and especially with the reality status (realis/irrealis 
distinction).  
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