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アイヌ語十勝方言の否定構造について 

 

高 橋 靖 以 

（北海道大学アイヌ・先住民研究センター） 

 

1. はじめに 

 アイヌ語の standard negation（主節である肯定文の否定）に関しては、類型論的に対称的

（symmetric）であるとの指摘がなされている。一方、従属節に否定表現が現れる場合には、

ある種の非対称的（asymmetric）な構造がみられる。本稿ではアイヌ語十勝方言の否定構造

を類型論的な観点から再考する。さらにその結果を受けて、否定とアスペクトの間で文法

範疇間の依存関係がみられることを述べる1。 

 

2. アイヌ語十勝方言の否定構造 

 アイヌ語では複数の形態統語論的手法によって否定構造が形成される（田村 1988, 1996）。

本節ではアイヌ語十勝方言における否定構造について記述的に概観する2。 

 

2.1 形態的手法 

 否定構造を形成する形態的手法としては、接尾辞-ko の付加があげられる。この-ko は自

動詞に接尾して反語的な意味の副詞を形成する。なお、この-koが付加する自動詞は状態的

な動詞に限定される。 

 

(1) hanke-ko e-oman  tek e-san   ru he? 

     近い-NEG 2SG.SUBJ-行く CONP 2SG.SUBJ-下る NOM  FP 

「あなたは遠いところまで行って下ってきたのか」 

(2) toon reyep sitakkane-ko  en-kasuy  wa 

あの 犬 短い期間である-NEG 1SG.OBJ-手伝う CONP 

iramante a korkay tane anak sini ehanke kotom an. 

狩猟をする VP CONP 今 TOP 休む VP CONP ある 

「あの犬は長い間私を手伝って狩猟をしたが、今は死ぬのが近いようだ」 

 

2.2 統語的手法 

2.2.1 否定副詞の付加 

 否定構造を形成する一般的な統語的手法は否定副詞 somoの付加である。なお、否定副詞

は動詞に前置される。 

                                                   
1 本稿は「日本列島と周辺諸言語の類型論的・比較歴史的研究」アイヌ語班 平成 27 年度 第 1 回研究会

（2015年 6月 14日国立国語研究所）での研究発表に基づくものである。当日貴重なご意見を頂いた方々

及び 2名の査読者に深く感謝申し上げる。 
2 以下で用いるアイヌ語のデータは北海道中川郡本別町に在住された沢井トメノ氏（1906-2006）のご教示

に基づくものである。記して深く感謝申し上げる。 
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(3) pet kopak en apa somo a-kar   pe ne. 

川 方向 CMP 戸口 NEG INDEF.TR.SUBJ-作る NOM である 

「川の方向へ戸口はつくらないものだ」 

 (4) ku-saware  wa somo ku-hopuni. 

     1SG.SUBJ-怠ける CONP NEG 1SG.SUBJ-起き上がる 

  「私は怠けて起き上がらなかった」 

 

 また、禁止表現も副詞 itekkeを動詞に前置することによって形成される。 

 

(5) ninumni itekke cise soy peka tukte yan ani. 

クルミ PRO 家 周囲 CMP 生やす FP FP 

  「クルミの木は家の周囲に生やしてはならない」 

(6) itekke taanen inkar. 

   PRO ここへ 見る 

 「ここを見てはいけない」 

 

2.2.2 助動詞の付加 

 否定構造は助動詞の付加によっても形成される。なお、助動詞は動詞に後置される。 

 

(7) ru wen wa ku-omanan  eaykap ahinne 

道 悪い CONP 1SG.SUBJ-歩き回る VP  CONP 

tanto oar ku-sinki. 

今日 とても 1SG.SUBJ-疲れる 

  「道が悪くて歩き回ることができず、今日私はとても疲れた」 

(8) kuani anakne pu ari an cise ku-nukar eramuskare. 

     1SG.PRON TOP 倉庫 QUOT ある 建築物 1SG.SUBJ-見る VP 

    「私は倉庫（pu）という建築物を見たことがない」 

 

2.3 分析的な否定形式 

否定を表す分析的な構造として、動詞に somo kiという形式が後続するパターンがみられ

る3。この形式は否定副詞の somoと他動詞の ki「～が～をする」から形成されている。 

 

(9) rera  maw patek ne tek rera yupke somo  ki. 

風  気流 AP である CONP 風 強い NEG する 

  「そよぎ風ばかりで風は強くない」 

                                                   
3 佐藤（2008: 86）はアイヌ語千歳方言の somo ki を全体で一つの助動詞として扱う分析を示している。こ

の形式の文法的発達に関しては 5 節で述べる否定構造とアスペクトの依存関係が関与している可能性が

あるが、本格的な論証は別稿に譲りたい。なお、アイヌ語において一般にアスペクトは助動詞（句）によ

って示される。 
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(10) taan cep enkota eci-kar   somo ki kus 

この 魚 早く 2PL.SUBJ-処理する NEG  する CONP 

munin wa an. 

腐る CONP いる 

    「この魚はあなたたちが早く処理をしなかったので腐っている」 

 

3. アイヌ語の standard negation 

 否定構造の類型論においては、standard negation（主節である肯定文の否定）のタイプが

問題とされることが多い。standard negationにおいて、肯定文と否定文が否定形態素の有無

のみで異なる場合、両者は対称的（symmetric）であるとされる。一方、肯定文と否定文が

否定形態素の有無以外にも差異が存在する場合、両者は非対称的（asymmetric）であるとさ

れる（Payne 1985, Miestamo 2005, 2007, 2013）。 

Miestamo (2013) はアイヌ語の standard negationが類型的に対称的な性格をもつことを既

に指摘している。以下の十勝方言の例において、肯定文と否定文は否定形態素の有無のみ

で異なる。 

 

(11a) ruyanpe ruy.  

雨 降る 

「雨が降った」 

(11b) ruyanpe somo ruy.  

雨 NEG 降る 

「雨が降らなかった」 

 

4. 従属節と否定構造 

 前節では、アイヌ語の standard negationが類型的に対称的な性格をもつことを述べた。一

方、従属節に否定構造が現れる場合には、ある種の非対称的な構造が観察される。アイヌ

語には時間的な関係を示す副詞節のマーカー（接続助詞）が複数存在する。十勝方言にお

いては wa (successive), kan (progressive), no (stative) という形式がみられる。しかし、時間的

な関係を示す否定構造に用いられる接続助詞は noという形式のみである。 

 

(12a) ika wa ku-mi  p icakkere kus  

ものの上 CMP 1SG.SUBJ-着る もの 汚れる CONP  

ku-ama  wa ku-uraye. 

1SG.SUBJ-置く CONP 1SG.SUBJ-洗う 

   「上着が汚れたので私は脱いで洗った」 

 

(12b) susu ham sinep kay somo ama no eumare wa  

柳 葉 一つ AP NEG 置く CONP 集める CONP  
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momte wa 

流す CONP 

「柳の葉を一枚も残さずに集めて流して」 

(13a) nean cikap nean ni kamuy or wa ran wakka 

  その 鳥 その 樹木 神 ところ CMP 下る 水 

 keraypo ku kan an a ru estap an ne. 

      AP 飲む CONP いる VP NOM AP ある FP 

    「その鳥はその樹木の神のところから滴る水だけを飲みながらいたのだ」 

(13b) somo ipe somo wakka ku no an. 

       NEG 食べる NEG 水 飲む CONP いる 

    「（彼女は）食事もせずに、水も飲まずにいる」 

 

 以下の文例は、接続助詞 noが肯定文において状態的な事象の表示に用いられたものであ

る。 

 

(14) pirkano yayetupare no ipe yan. 

    よく 気を付ける CONP 食べる FP 

    「充分に気を付けて食事をしなさい」 

 

 なお、接続助詞の noは、否定動詞による語彙的な否定構造においても用いられる。 

 

 (15) nep siramopepeker isam no taan kotan ta  

      何 心配すること 無い CONP この 村 CMP 

okay-an    ru  ne. 

      いる-INDEF.INTR.SUBJ NOM である 

「私たちは何の心配も無くこの村で暮らしているのだ」 

 

 田村（1972: 159）はアイヌ語沙流方言における類似の現象に関して、「E14（否定）という

ことが、行動ではなく状態としてとらえられているものと思われる」と述べている。十勝

方言における上記の現象は、田村（1972）の推測と矛盾しないものといえる。すなわち、

従属節における否定構造の非対称性はアスペクト5に関連するものとみることができる。 

 長崎（2015: 3）は肯定／否定の非対称性の現れ方に関し、構造上の非対称と文法範疇上

の非対称を区別することを提案している。この提案に基づけば、アイヌ語の否定における

非対称性はまず構造上に実現するものといえる。さらに、この構造上の非対称性を実現さ

せる要因として、アスペクトという文法範疇が関与していると考えることができる6。 

                                                   
4 E1は複文の前文で扱われる事象を指す略語として用いられている。 
5 ここでは「状況の内的な時間構成を把握する様々な観点」（Comrie 1976: 3）という意味論的な立場から

アスペクトという用語を用いた。形態論的観点からは再考の余地がある。 
6 Leech (1983: 100-102) は語用論の観点から肯定／否定の非対称性について述べている。アイヌ語の否定
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5. 否定構造と文法範疇間の依存関係 

 Aikhenvald and Dixon (1998) は、類型論的観点から文法範疇間の依存関係（grammatical 

dependency）に関する分析をおこなっている。その分析によれば、肯定／否定の選択（polarity）

は、節に関する範疇として依存関係の階層の最上位に位置付けられる（Aikhenvald and Dixon 

1998: 63）。一方、テンスやアスペクト、証拠性などの文法範疇は述語に関する範疇であり、

polarity の下位の階層に位置付けられる。また、テンスやアスペクト、証拠性は肯定／否定

に依存するケースがあるとされる（Aikhenvald and Dixon 1998: 72）。 

このような文法範疇間の依存関係という観点からみると、アイヌ語の否定構造にはある

種の依存関係が存在するということができる。この依存関係は「アスペクトが否定に依存

する」という現象として把握することが可能といえる。 

 

6. 通言語的観点からみたアイヌ語の否定構造とアスペクト 

 前節で述べた否定構造とアスペクトの関連に関しては、通言語的に様々なタイプが観察

される（Aikhenvald and Dixon 1998: 64）。例えば Kresh語（ナイル・サハラ諸語）において

は、肯定文において perfective, perfect, imperfective が区別される一方で、否定文においては、

単一の形態的マーカーが上記の三種類のアスペクトを表示するのに用いられる（Brown 

1994: 165-166）。また、風間（1997: 115）はエウェンキ―語（ツングース諸語）の不定対格

の分析において、否定と未完了アスペクトの関連性を指摘している。 

 一方、Miestamo (2005, 2007)は状態性（stativity）と否定構造の関連を指摘している。

Miestamo (2005: 196-197）は以下の英語の文例において、(16a, b, d)は状態的（stative）であ

り、(16c)は活動的（dynamic）であると説明する。 

 

 (16a) Chris knows the song. 

  (16b) Chris does not know the song. 

  (16c) Chris drank the coffee. 

  (16d) Chris did not drink the coffee. 

 

 4 節で取り上げたように、アイヌ語における否定構造とアスペクトの関係は状態性（stative）

に関わるものである。アイヌ語における否定構造と状態性の関係は通言語的な背景をもつ

ものである可能性があり、否定構造とアスペクトの関連に関する類型論的分析において有

用なデータを提供しうるものといえる。 

 

7. おわりに 

 本稿ではアイヌ語十勝方言の否定構造について類型論的な観点からの再分析をおこなっ

た。そして、standard negationにおいては対称性がみられる反面、従属節における否定構造

にはある種の非対称性がみられることを述べた。さらにその結果を受けて、否定とアスペ

クトの間で文法範疇間の依存関係がみられることを指摘し、通言語的観点からの考察をお

                                                                                                                                                     
構造の非対称性に関しても語用論的観点からの分析が必要とされるが、今後の検討課題としたい。 



78 

こなった。なお、アイヌ語における文法範疇間の依存関係に関しては、否定構造以外にも

様々な観点から分析をおこなう必要がある。この点は今後の検討課題としたい。 

 

 

略号 

1: first person, 2: second person, AP: adverbial particle, CMP: case marking particle, CONP: 

conjunctive particle, FP: final particle, INDEF: indefinite, INTR: intransitive, NEG: negation, NOM: 

nominalizer, OBJ: objective, PL: plural, PRO: prohibition, PRON: pronoun, QUOT: quotative 

marker, SG: singular, SUBJ: subjective, TOP: topic marker, TR: transitive, VP: verbal particle 
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Negation in the Tokachi Dialect of Ainu   

 

Yasushige TAKAHASHI 

(Center for Ainu & Indigenous Studies, Hokkaido University) 

 

This paper analyzes negation in the Tokachi dialect of Ainu. In the dialect, negation of 

subordinate clause shows asymmetric structure. I suggest that this asymmetry correlates 

with grammatical dependency of polarity and aspect. 

 

（たかはし・やすしげ takahashi@let.hokudai.ac.jp） 


