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[特集 否定構造] 

北東ユーラシア諸言語における否定構造* 

 

長 崎 郁 

（国立国語研究所） 

 

1 はじめに 

 北東ユーラシア諸言語は、膠着的形態法、主要部後位語順、predicative possession を表す

接辞の存在といった類似性を示すと同時に、格組織は主格・対格型か能格・絶対格型か、

複合は生産的か否かなど、様々な相違点も持つ。本特集の目的は、北東ユーラシアで話さ

れるサハ語（チュルク諸語）、ユカギール語（系統不明）1、アリュートル語とイテリメン

語（チュクチ・カムチャッカ語族）を例に、この地域における否定をめぐる言語現象の面

白さについて類型論的観点から論じることである。これら 4 つの言語の分布域については

図 1 を参照されたい。 

 否定構造の類型論としては、否定形態素の位置や、否定形態素のタイプ、つまり形態的

か統語的かといった基準による分類が広く知られている。本特集では、このような観点か

らだけでなく、肯定文と否定文が対称的か否か、さらに非対称的な肯否をもつ言語におい

て、否定形態素の付加によりどのような文法的範疇が影響を受けるかといった、最近の類

型論的研究でより注目されている問題についても取り上げる。 

 

 

 

                                                        
* 本特集は、日本言語学会第 149 回大会ワークショップ「北東ユーラシア諸言語における否定構造」（2014

年 11 月 16 日、於：愛媛大学）での発表内容をもとに、若干の加筆・修正を加えたものである。 
1 ユカギール語はコリマ川上流域のタイガ地帯に分布するコリマ・ユカギール語と、より北方のツンドラ

地帯に分布するツンドラ・ユカギール語に分かれるが、本特集ではコリマ・ユカギール語を取り上げてい

る。 

図 1：4言語の地理的分布 
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2 否定構造の類型論 

2.1 否定形態素の位置とタイプ 

 本特集で取り上げる 4 言語はいずれも基本的に主要部後位語順の言語だが、否定形態素

の位置やタイプは一様ではない。否定は、サハ語では動詞（動詞語幹）に付く接尾辞2、ユ

カギール語では動詞の前に現れる接語により示され、また、アリュートル語とイテリメン

語では基本的に動詞の前に現れる小詞と動詞語幹に付く接周辞ないし接尾辞によって二重

に示される。語順の類型論を扱った Dryer（1992: 98）では、否定形態素の出現位置と主要

部後位語順とは必ずしも相関しないことが指摘されている。また、否定形態素の出現位置

は、むしろ否定形態素のタイプと相関しており、否定形態素が屈折接辞であれば動詞の後

ろに来ることが多く、屈折しない接語や小詞であれば動詞の前に置かれる傾向にあるとい

う。 

 

2.2 否定形態素の種類 

 サハ語、ユカギール語では、ほぼすべての否定構造で同じひとつの否定形態素が用いら

れるのに対して、アリュートル語とイテリメン語は複数の否定小詞と否定接周辞・接尾辞

（およびそれらと組み合わされる動詞屈折接辞）を、現実・非現実やその他のモダリティ

に関わる意味の違いによって使い分けている。詳しくは、永山論文および小野論文を参照

されたい3。 

 

2.3 肯否の対称性・非対称性 

 肯定文と否定文の間で否定形態素の有無をのぞけば違いがない場合、両者は対称的

（symmetric）である。一方、肯定と否定の間に否定形態素の有無以外の違いが認められる

場合、両者は非対称的（asymmetric）である（Payne 1985；Miestamo 2005、2007）。4 つの

言語のうち、サハ語では肯定と否定がほぼ完全な対称性を示すが、ユカギール語、アリュ

ートル語、イテリメン語では非対称性がさまざまな形で現れる。 

 

2.4 肯否の非対称性の現れ方 

 Payne（1985）、Miestamo（2005、2007）は、否定が語順の変更、トーンの変更、補助動

詞の使用、時制やアスペクトに関わる対立の解消、名詞項の格の交替などを伴うことを指

摘している。このように否定は言語の構造や文法範疇におけるさまざまな側面とつながり

を見せる。また、Aikhenvald & Dixon（1998）および Dixon（2010）は、文法範疇間の依存

関係（grammatical dependency）という考えを提唱している。たとえば、肯定で 4 つの時制

を区別するが否定では 2 つしか区別しないとき、「時制は否定に依存する」と言う。この依

存関係は「(I) 節に関連する範疇 ＞ (II) 述語に関連する範疇 ＞ (III) 項に関連する範疇」

                                                        
2 より正確には、動詞文の否定はほぼ一貫して接尾辞が用いられるが、非動詞文では迂言的方法も用いら

れる。 
3 アリュートル語とイテリメン語は、近年系統関係に疑いがもたれているが、否定形態素の種類が多い点、

否定の二重標示をもつ点、否定と現実・非現実の違いの関連、（否定未来における）直説法と希求法の対

立の解消など、否定構造のシステムは非常によく似ている。ただし、個々の否定形態素の形自体は全く異

なる点が興味深い。 
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のような階層をなすが、否定は(I)、つまり階層の最上位に位置し、(II)および(III)に位置す

るさまざまな文法範疇に影響を与えるとされる。否定の文法範疇としての位置づけおよび

他の文法範疇との関連については、江畑論文も参照されたい。 

 肯否の非対称性の現れ方には、大きく 2 つのタイプがあると考えられる。1 つは構造上

の非対称である。アリュートル語とイテリメン語の否定文では、否定形態素の付加と同時

に補助動詞が用いられることが多いが、その場合の否定文の統語構造は肯定文のそれとは

大きく異なる4（アリュートル語に関する永山論文とイテリメン語に関する小野論文では、

このような構造上の非対称を示す否定構造をそれぞれ接周辞型、接尾辞型と呼んでいる）。 

 もう 1 つの現れ方は、文法範疇上の非対称である。アリュートル語とイテリメン語では、

法の範疇が否定に依存し、（未来の）肯定文に存在する直説法と希求法の区別が否定文にお

いて解消され、希求法のみが用いられるようになる。また、ユカギール語では、他動性の

範疇が否定に依存する現象が見られ、肯定文では人称語尾によって自動詞と他動詞が区別

されるのに対し、否定文では常に自動詞の人称語尾が使われるようになる。 
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4 北東ユーラシア地域には、多くのツングース諸語・ウラル諸語のように、否定動詞を用い、否定される

動詞が形動詞または connegative の形となる言語も存在する（風間 2003: 321, Wagner-Nagy 2008）。このよ

うな否定構造も構造上の非対称の一例と言える。 
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Negation in the Languages of Northeast Eurasia 

 

Iku NAGASAKI 

(National Institute for Japanese Language and Linguistics) 

 

This paper gives an overview of the following four papers covering negation in Sakha 

(Turkic), Yukaghir (Isolate), Alutor, and Itelmen (Chukch-Kamchatkan). The papers aim 

to discuss the diversity of negative constructions in these languages of Northeast Eurasia 

from a typological perspective. The following points are discussed: the types of negative 

morphemes (morphological or syntactic, double negative markers, periphrastic negative 

forms, etc.) used in the respective languages, the number of negative morpheme tokens 

and their uses, the types of negative constructions (symmetric or asymmetric), and the 

types of asymmetric negations (constructional or paradigmatic; the categories involved 

in the paradigmatic asymmetry are also considered). 

 

（ながさき・いく inaga@ninjal.ac.jp） 

 


