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第 40 章 否定  
40. La negación, por Cristina Sánchez López, Vol.2, pp. 2561-2634 

 
田林洋一（Yoichi TABAYASHI） 

 
 
はじめに 
本稿では、原則として章、節、例文番号は原文に従った。[  ]は要約者の補足である。 

 
40.1. 否定構造の分類．否定語  
40.1.1. 否定．基本的概念 
 否定（negación）とは、否定するという行為を達成するための文法的処理の総体である。スペ
イン語には内在的に否定の意味を持つ語や句が存在し、それにより文もまた否定になる。語彙的

な特徴におけるこの一致を否定極性（polaridad negativa）と呼び、否定極性に受け入れられる
要素を否定極性項目（términos de polaridad negativa）と呼ぶ。 
 極性項目には二種類あり、動詞に前置することによって否定を表す機能を持つものを否定語

（palabras negativas）と呼ぶ。否定語が動詞の前に置かれると、否定的副詞（no）を省略する
ことができる。 
 もう一つの極性要素は、否定の呼応（concordancia negativa）を示さない、即ち明示的な否定
の特徴を持たずに否定的意味を持つ要素である。この中には後置された alguno、量化的最上級、
慣用句やいくつかの点的な相の述語を持つ副詞や前置詞などが挙げられる。否定極性項目は否定

語と異なり、�[他の]否定の[動詞への]前置を必要とする、�動詞の後にある極性要素を認可しな
い、�否定の返答とならない、という特徴がある。 
 否定語の他に否定環境を作りうる語句や統語的構造があり、否定極性誘因子（inductores de 
polaridad negativa）[否定誘因子と同じ。40.4参照]と呼ぶ。否定語や否定極性項目は、否定極性
誘因子の統語的領域の中にも出現しうる。否定極性誘因子には、�疑惑や排除の意味を持つ述語、
�いくつかの前置詞や接続詞、�比較構文と最上級構文、�疑問文、などが挙げられる。 
 文より小さい単位である句や語で否定を持つ文法的処理を句の否定（構成素否定）及び形態的

否定（語否定）と呼ぶ。語否定は、ある概念の矛盾や反駁を表現するための形態的処理であり、

否定接頭辞 in-, des-, a-がつく。否定接辞には文を否定にする力はないので、極性要素の出現を
認可できない。 

(8) a. *Este asunto es inmoral para nadie. 
 一方、構成素否定は文よりも小さな構成素の否定であり、否定はその直後にある句にしか影響

しない。 
40.1.2. 否定語：特徴と位置 
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 否定語は、動詞の前に置かれることで文を否定にする能力を持ち、nada, nadie, ninguno, 
nunca, jamás, tampoco及び niが該当する。また、en {la / mi} vidaも入りうる。否定語は動詞
の前にも後にも来るが、後に来た場合、no ないしは他の否定語が動詞に前置される必要がある。
この場合、nunca と nadie の組合せを除き、唯一つの否定語が動詞に前置されなければならな
い。また、もし動詞の前に置かれた否定語が文の主語でない場合、主語は動詞の後に現れなけ

ればならない（13a, b）。 

(13) a. *A nadie Juan quiere ver. 
 b. A nadie quiere ver Juan. 

 
40.1.2.1. 否定語の意味 
 スペイン語の否定語は、常に否定の作用域内で解釈される不定量化子の意味を持つ。否定語と

は、�否定の呼応をする、�存在量化子の意味を持つ、の特徴を持つ要素である。 
否定語は通常陳述的（remático）な情報を含むので動詞の後に置かれると期待されるが、動詞

の前に置かれると、新情報を強調する働きを持つ。そのため、否定辞に含まれる意味内容が新し

い情報として明示的に表示されるような文脈においては、否定語を動詞の前に置くと不自然にな

る。 

(17) ¿Quién ha venido a la reunión? 
 a. #Nadie ha venido. 
 b. No ha venido nadie. 

 否定語は、配分的構造や制限的補語、関係詞の文の先行詞にも現れうる。更に、否定語は関係

代名詞を含む句に現れることも出来る（Hablé con varios alumnos, ninguno de los cuales te 
conoce.）。この時、関係代名詞は配分的な解釈を持つため、説明的（explicativas）なものに限
られる。 

 
40.1.2.2. 否定語の位置についての制約 
 基本的に否定語は動詞の前にも後にも置かれるが、この原則にはいくつか例外がある。 
 A）動詞の後に否定語があれば動詞の前に否定語を要求するという原則だけでは不十分で、構
造的な要因も考慮に入れる必要がある。まず、否定極性誘因子と誘引された要素は同一の文[節]
に所属している必要がある。 

(22) a. *María no ha venido y Pepe ha ido a ningún sitio. 
 しかし、定形・不定形を問わず間接疑問の従属文の時は、主節が否定文であれば否定語が出現

できる。 

(23) a. Juan no sabe cómo estudiar ninguna asignatura. 
 b. No está claro cómo se haya resuelto ninguno de los asuntos pendientes. 

 否定の呼応は、時として定的な限定辞（特に所有格）に妨害されることがある。 

(26) a. No vi fotos de ningún barco. 
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 b. *No vi tus fotos de ningún barco. 
 B）名詞の前にある形容詞や過去分詞などのある種の修飾語は、時に否定語の影響を受ける
（29）。否定は必ず修飾語の前に来なければならない（30）。 

(29) a. Nuestro nunca bien ponderado director general. 
(30) a. El todavía sin acabar momento al señor alcalde. 
 b. *El sin acabar todavía momento al señor alcalde. 

 C）不定形の場合（不定詞の文と同様）否定語 noは動詞の前に置かれなければならない。 
(33) a. *Al nunca decir la verdad, nadie le cree ya nada. 
 b. Al no decir nunca la verdad, nadie le cree ya. 

 現在分詞は様態的な意味を持つ時、分詞構文において副詞 noによって否定されうる（34a）。
（34b）は「ファールしないことによって」勝利を得たと解釈できるが、「sin + 不定詞」と言い
換えられた（34c）は「結果としてファールせずに」という意味を持つ。 

(34) a. No sabiendo la solución, prefiero no arriesgarme. 
 b. El equipo de baloncesto ganó el partido no cometiendo faltas personales. 
 c. El equipo de baloncesto ganó el partido sin cometer faltas personales. 

 過去分詞は分詞構文においてのみ否定が許されるが、句全体が否定されるのではなく、句の中

の何らかの要素が否定される。 
(35) c. No terminado a tiempo el trabajo, no pudo ser incluido en la obra. 

 
40.2. 否定の作用域  
 否定が影響する統語的領域、即ち反駁が表現されている統語的領域を否定の作用域（ámbito de 
la negación）と呼ぶ。一般原理として、�否定要素はその作用域に先行、�統語的に優勢（即ち
階層関係において優位）、が挙げられる。 

 
40.2.1. 外部否定ないしはメタ言語否定と内部否定 
 否定の作用域によって、否定は外部否定と内部否定に分けられる。外部否定は文全体をその作

用域として取り、前提とされた命題を反駁する。一方、内部否定は文中のある構成素（一般には

述語）に影響を与える。両者の文法的表記は同じであり、（36）は外部否定（36a）と内部否定
（36b）の二つの解釈を持つことになる。 

(36) Juan no es el más listo de la clase. 
 a. No es el caso de que Juan sea el más listo de la clase. 
 b. Respecto de Juan, no es cierto que sea el más listo de la clase. 

 話者は、前提の命題が反駁ないしは否定された時にのみ外部否定の解釈を取ることができる。

前提全体を否定することにより、外部否定を持つ文は肯定極性要素を持つことができる。 
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40.2.2. 否定と焦点 
 否定の焦点とは、排除または反駁が加えられる要素である。外部否定ないしはメタ言語否定の

場合、否定の焦点は文全体になる。一方、内部否定の場合には述語のいかなる要素も否定の焦点

となりうる。反駁される要素は前提されているか、または前もって言及されている。従って、焦

点は前提的（presuposicional）性質を持つ。否定語は動詞の前という標準位置の他、焦点の直前
に置くこともできる。但し、sino に導かれた訂正句が後続し、焦点と共に不可分の構成素となら
なければならない。 

(40) a. Juan ha comprado en la subasta [no los cuadros, sino varias esculturas]. 
 焦点は前提的性質を持つため、旧情報となり、sinoに導かれた訂正句は新情報となる。 

 
40.2.3. 否定と量化子の間の作用域の関係 
 否定と量化子の作用域の関係は、量化子の種類、不定語の[話者にとっての]特有性、量化子の
分布的性質、述語の種類などによって異なる。 

 
40.2.3.1. 否定と非普遍量化子 
 非普遍量化子には存在的・配分的量化子及び数詞などが挙げられ、例外を除き、集合の一部分

を表す特有的な解釈と存在を表す不特定的な解釈が可能である。存在量化子（algo, alguno, 
alguien, uno）は否定の作用域の外にあると解釈される。なぜなら、否定の作用域内にある場合、
対応する否定語（nada, ninguno, nadie）に変化するからである。 

(48) El presidente no respondió alguna pregunta. 
(48）の alguna は、否定の作用域外の解釈を取る。否定の作用域内にあると仮定すると、El 
presidente no ha contestado a ninguna pregunta.と表示されなければならない。 
 配分的量化子（muchos, pocos, bastante, demasiados）によって量化された名詞は、存在量化
子と同様に否定の作用域より小さな作用域を持つことはない。従って、（49）は（49a）の解釈
を持ち、（49b）の解釈を持つ場合は「不存在の断言」という側面を持つ。 

(49) El presidente no respondió muchas preguntas. 
 a. Hubo muchas preguntas que el presidente no respondió. 
 b. No hubo muchas preguntas que el presidente respondió. 
 c. Hubo preguntas que el presidente respondió, y las preguntas no eran 

muchos. 
 しかし、配分的量化子は量化された名詞句に存在の前提を付け加える働きをする。従って、

（49c）の量化子を否定の焦点とする解釈も可能である。量化子における否定の焦点の曖昧性は、
（50a）のように訂正句を伴うか、（50b）のように否定語が直接構成素の前に置かれることで解
消される。 

(50) a. El presidente no respondió muchas preguntas, sino unas pocas. 
 b. El presidente respondió no muchas preguntas. 
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40.2.3.2. 否定と普遍量化子 
 普遍量化子は集合の全体を指し示す働きを持ち、todo(s), ambosや cadaが挙げられる。 

(54) a. Todos los libros de Cela no me gustan. 
 c. Cada alumno no entregó dos trabajos al profesor. 

(54）は普遍量化子によって量化された名詞の否定を表すのではないので、（否定された）集合の
ある部分は肯定的な解釈を得る。従って、（54a）は「Cela の本の何冊かは気に入っている」と
いう意味を持つ。（54c）は「何人かの学生は二つの宿題を教授に提出しなかった」という解釈と、
dos trabajos を否定の焦点とする「それぞれの学生が提出した宿題は、二つではない（他の量で
ある）」という解釈を持つ。従って、（54c）の後者の解釈では sino tresという訂正句を後続させ
ることが可能である。 
普遍量化子は否定の作用域内にあるだけでなく否定の焦点としても機能するため、否定極性項

目と共起できない。副詞 siempreも普遍量化子であり、否定の焦点となるため否定極性項目と共
起できない。また、絶対的不存在を表すわけではないので、no siempre は nunca と等価ではな
く、algunas veces noと等価である。no siempreや no todosという表現は動詞の後につく傾向が
強いが、siempreは todosと同様に否定の前に置くこともできる。 

 
40.2.3.3. 否定語と尺度の量化子 
 尺度の量化子másは、否定の作用域内にあれば制限的な解釈になり否定の焦点となるが、尺度
的（escalar）に解釈することも可能である。従って、文全体が否定の作用域と解釈される場合と、
尺度の量化子がある句が否定の焦点と解釈される場合とがある。後者の場合、否定は動詞に影響

を及ぼさない。量化的性質により、尺度の量化子は以下のイタリック体が示すように nada, 
nadie, ninguno及び nuncaと組み合わせることができる。 

(60) a. Aquí no cabe nadie más. 
 
40.2.4. 否定と動詞の法 
 動詞の法は否定の作用域と焦点に影響を及ぼす。通常、内部否定の作用域は動詞に前置する否

定要素を含む節 [即ち主節 ]であるが、従属節が接続法の場合、透明な環境（ entornos 
transparentes）を作ることができるため、内部否定の作用域を従属節にまで拡張することができ
る。内部否定の作用域の拡張は補語節（61a）、限定的関係節（61c）、副詞節（61d）で生じる。 

(61) a. Juan negó que {hubiera / *había} visto nadie a María. 
 c. Nunca he conocido a un periodista que {cometiese / *cometió} ningún delito. 
 d. No se contrató a un estudiante para que explicase nada de matemáticas. 

 否定語は（主節と従属節という）二つの異なる節と関連しながらも、否定の作用に関してはた

だ一つの統語的領域を構成する。それに対し、（63）は各節において否定語及びその呼応が見ら
れるので、主節及び従属節にそれぞれ否定が一つずつ存在すると解釈される。 

(63) a. Juan no dice que no haya visto nadie a María. 
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 従属節内で否定語が動詞の前にある場合、文が曖昧になることがある。（64）は（64a）とも
（64b）とも解釈される。 

(64) Es imposible que nadie lo sepa. 
 a. Es imposible que alguien lo sepa. 
 b. Es imposible que no lo sepa nadie. 

(64a）の nadie は主節の否定語と呼応していると解釈され従属節内は肯定になるが、（64b）は
従属節内で否定語が前置していると解釈されるため、従属節内は否定となる。一方、関係節では

この曖昧性は生じない。関係節の先行詞が否定語の場合、主節がどの位置にあれ呼応する否定極

性項目が従属節に出現することができる（67a）。しかし、先行詞が存在量化子の場合は関係節が
主節の否定の後に生起しなければならない（67c）。 

(67) a. Ningún periodista que haya estado jamás en el Tíbet puede dejar de 
denunciar su situación. 

 c. No puede dejar de denunciar la situación del Tíbet un periodista que haya 
estado jamás allí. 

 接続法によって、従属節は否定の焦点と解釈される。即ち、否定の作用域内に従属節があると

否定の焦点とみなされ、接続法となる。従属節が不定詞の形をとる場合は、否定の作用域外と作

用域内の両方の解釈が可能である。 
要約すると、従属節が否定の作用域外にあれば直説法をとり、否定の作用域内にあれば接続法

をとる。 

 
40.3. 否定極性項目  
40.3.1. 否定極性項目の特徴．類型 
 否定極性項目とは、否定環境にのみ現れうる語のことであり、以下のように分類される。 
 a）極性が否定の呼応を引き起こすもの（後置された否定語、否定よりも小さな作用域を持つと
解釈される不定量化子）。 
 b）否定を強化するために使用された結果、否定極性を得る語彙的単位。 
  1. 最小化の意味を持つ要素と尺度的な解釈を持つ要素（最小量ないしは限界を示す）。 
    最上級や más queの構文、否定極性慣用句や不定詞 unoに導かれた名詞句。 
  2. 否定の作用域内で量化子と解釈される不定名詞句。 
 c）述語の継続相と完了相に関係する語彙的単位（前置詞 hasta、副詞 todavíaと ya） 

 
40.3.2. 尺度的性質の否定極性項目 
 尺度的性質の否定極性項目は、極限や最小量を示し、暗黙のうちに他の上位のものを排除する

表現である。最小量を否定することで、話し手は尺度内における可能な他の成員も排除する解釈

をとる。否定語 ni を伴うことによって否定の呼応の指標として機能し、ni を伴った極性項目は
動詞に前置することによって否定語と同じ振る舞いをすることがある。 
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40.3.2.1. 最上級的量化子 
 最上級はある特性ないしは量の最上段階を表し、絶対的なものと相対的ないしは量化的なもの

がある。例えば A Juan le molesta el menor ruido.には以下の二つの解釈がある。 

(73) a. A Juan le molesta el menor ruido, aunque curiosamente no otros ruidos más 
fuertes（絶対的ないしは非量化的）. 

 b. A Juan le molesta el menor ruido, y por consiguiente cualquier ruido que 
sea mayor（相対的ないしは量化的）. 

 相対的最上級の解釈は、極性及び尺度内の最上級の方向付けによって決まる。（74a）は量化的
な解釈があるが、（75b）にはそれがない。 

(74) a. A Juan le molesta el menor ruido. 
(75) a. A Juan le molesta el mayor ruido. 

 相対的最上級は否定のコンテクストにおいて含意が生じるため、特殊な解釈を受ける。この含

意のプロセスは以下のとおりである。即ち、最上級はある段階の極限を示す。極性のコンテクス

トは暗示的に二つの段階の関係性を作り、語用論的に設定された可能性の中で、一定の方向性を

示す。最小量の可能性に対する尺度的な含意を持つ肯定命題は、それより大きな他の可能性の段

階をも含意する。否定極性ではこの方向性が反対になる。即ち、最大量の可能性に対する尺度的

な含意を持つ命題は、他を否定的に含意する。 
 
40.3.2.2. 否定極性慣用句 
 慣用句とは、構成素の組合せのみでは意味が得られない、多かれ少なかれ固定された表現であ

る。否定極性慣用句のほとんどは、否定を強調するための最小的要素の意味で使われる項を含む。

これらの意味的強化の使用は相対的最上級と同様に尺度的な含意を生じさせる。最上級構文との

違いは、慣用句の尺度の意味が語彙的に決定されていることと、話し手の文化的側面に依存して

いることである。 
 否定極性慣用句は副詞(ni) siquiera に先行されることがある。また、最小的要素を示す語が可
算名詞の時は unoに先行される。しかし、この尺度原理で説明できない否定極性慣用句もある。
これらには「極限の否定」という原則が適用される。この原則によると、ある尺度内での極限の

否定は「（含意を通して）他の極限に対応する意味を獲得する婉曲語法のメカニズム」である。こ

れは下位の極限と上位の極限の両者に適用される。 

 
40.3.3. 否定極性項目としての不定名詞句 
 否定極性項目としての不定名詞句には、�限定辞のない名詞句、�名詞に後続する不定語
alguno、がある。否定の作用域内で不定量化子として振舞うので、極性は量化的性質による。 
40.3.3.1. 限定辞のない名詞句 
 限定辞のない加算名詞句は否定極性項目であり、肯定環境に出現できない。これらの意味的特

性は不特定の解釈を持ち、否定の後に名詞が単体で[前にも後にも限定的要素を伴わずに]現れる
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ことができない。名詞句の不特定的特徴のために、限定的補語が関係節だと接続法を使わなけれ

ばならない。補語が義務的に出現する現象は、前節の義務的に補語をとらない否定極性慣用句と

異なる（cf. Juan no dijo palabra.）。これは単体の名詞句の量化的性質に起因し、否定の作用域
内で不特定と解釈され量化的名詞句として振舞う。 
 名詞の形式的特性において、極性項目の形式的条件は他の否定語よりも厳しい位置的原則に従

っていることが観察される。前置詞句の中で限定辞なしの名詞句は出現できず（前置詞 sin は例
外）、前置詞と単体の名詞の間に如何なる要素の出現も許さない。 
 否定語はそれ単体で量化的だが、裸の名詞句はデフォルトで量化的な解釈を得る。しかし、実

際は如何なる量化的要素をも内包していない。 

 
40.3.3.2. 後置された alguno 
 不定語 alguno は、�否定の作用域内に出現し、�名詞の後ろに置かれ、�義務的に単数で出現
した時に否定語として機能する。 
 単体の名詞句の場合、alguno が後置された名詞句は極性誘因子について厳密な場所関係を守
らなければならない。このため前置詞 sin の後に来ることが多く、他の前置詞の後に来ることは
少ない。前置詞 sinの他には前置詞 enがある。半ば語彙化された en modo algunoや en {parte / 
sitio} algunoのように使用され、かつ他の否定語なしに動詞の前に（否定の意味を持って）来る
ことができる。 

 
40.3.4. 相的性質の否定極性項目（hasta, todavía, ya） 
 否定極性項目には、動詞の相にかかわる前置詞 hasta と副詞 todavía 及び ya がある。前置詞
hastaが肯定述語に現れる時は継続的な hastaと解釈され包括的意味（valor incluyente）を持つ。
この時、主節の動詞は相的に制約を受け、継続相を持つか（85a）、ないしは（瞬間的な動作を表
す動詞なら）繰り返しの動作と解釈される（85c）。しかし、結果状態と解釈される場合には hasta
は点的述語にも現れうる（85e）。 

(85) a. Juan estuvo estudiando hasta los veinte años. 
 c. Tu amiga te llamó hasta que se cansó.(Llamó reiteradamente) 
 e. Sale de casa hasta las dos de la madrugada. 

 継続的な hasta に導かれた時を表す補語は、行為ないしは状態の終了の瞬間を指す。一方、否
定述語に現れる時は点的な hastaと解釈され排除的意味（valor excluyente）を持ち、肯定述語に
現れる hasta とは反対の関係を持つ。hasta に導かれた時間を表す補語は終わりの瞬間ではなく
主節の動詞の行為の始まりを表す（86a）。no…hastaの組合せは継続的でない述語を要求するか、
行為の繰り返し（86c）ないしは起動相（86d）として解釈される。 

（86) a. Juan no llegó hasta las ocho. 
 c. El niño no se dormía hasta ver a su mamá. 
 d. Juan no estuvo sentado en su butaca hasta que fueron las diez en punto. 
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点的な hasta は否定極性項目とみなされることが多く、その補語は修飾された述語による指示
的意味を排除する瞬間を表す。この排除的意味は、主節の動詞の行為と従属節の動詞の行為が同

時に行われないという点で hasta が従属節に現れた場合に顕著に見られる。従って主節の命題と
従属節の命題が同時に行われると明示した場合は非文となる。また、従属節に制限されている時、

補語に時間的に遅らせる表現が明示されると非文となる（88）。 
（88) a. El autobús no llegó hasta que empezó a llover,(*y tampoco mientras llovía). 

 c. El edificio no se terminará hasta el mes de junio {como muy pronto / *como 
muy tarde}. 

 補語が表す時間の範囲内であればいつでも明示された命題は実現されうるが、補語が表す時間

の前に実現されることはない。 
 標準語では hastaは排除的又は制限的意味（点的な hasta）を持つので、方言と標準語の hasta
の用法の違いは、hasta の否定極性に依存する。即ち、否定語がなくとも hasta は否定環境に現
れうるし、また否定環境を拒絶することもできる。このように、時間を表す構文で動詞の前に否

定語が出現せず、否定の意味を持ちながら動詞の前に来ることのできる副詞に entodavía がある
（Entodavía ha venido.(= Todavía no ha venido.)）。 
 副詞 yaと todavíaは暗示的なアスペクト性質を持つ。副詞 todavíaは包括的意味を持ち、既に
言及されている行為を示すために持続的な側面を持つ。一方、ya は排除的な意味を持ち、ある
時点からなされている行為を示すことができるが、その前に起こった行為までは言及しないため

に点的な側面を持つ。 

(93) a. Juan vive todavía en Barcelona. 
 b. Juan vive ya en Barcelona. 

(93a）では、Juanは前からバルセロナに住んでいて、そして今も住んでいると暗示的に推測され
る。一方、（93b）では前はバルセロナに住んでいないが、今は住んでいると推論できる。副詞
todavía は継続的な意味に解釈しうる述語に現れうるが、点的にしか解釈されえない述語とは出
現できない（*Juan {vivió / ha vivido} todavía en Barcelona.）。一方、yaは点的な述語（Juan se 
ha despertado ya.）か、継続的であっても結果状態を表していると推定しうる述語（Juan está 
durmiendo ya.）であれば共起しうる。 
 todavía と ya に修飾された述語が否定の場合、二重の極性対立が生じる。即ち、no...ya は
todavíaの否定であり、no...todavíaはyaの否定である。この現象は、�結果の過程を否定すると
継続的述語の意味を持つため、�継続的述語の否定は結果の過程を暗示するため、と説明されよ
う。いずれにせよ、todavía / no...todavíaは継続を意味し、ya / no...yaは二つの時間間隔の対比
を表すことに起因する。 
 更に、前置詞 enによって導入された「時を表す句」は動詞に先行して現れる場合、明示的な否
定がなくとも否定語のように振舞うことがある。 

(97) c. En toda la tarde fue capaz de decir nada coherente. 
 否定の意味を持つ en前置詞句は、�hastaと同様に瞬間的アスペクトを持つ述語に限られる、
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�en 前置詞句は時を表す補語に限定される、�普遍的に量化されなければならない、という特徴
を持つ。これらの用法は極限の性格を持った時間的境界や時間的な最上級を表さなければ否定語

として機能しない。 

 
40.4. 否定誘因子  
40.4.1. 否定誘因子．その分類 
 否定極性項目が現れうる統語環境を作る要素を否定誘因子（inductores negativos）と呼ぶ。以
下の文では、否定語が動詞に先行していないにもかかわらず否定極性項目の出現を認可する否定

環境が現れている。 

(98) d. Este es el mejor libro que he leído nunca. 
 否定誘因子には、�排除的または限定的な意味を持つ動詞が共起する述語（否定含意述語など）、
�修辞的疑問文と修辞的感嘆文、�いくつかの量化子と量化的副詞、�前置詞と接続詞、�比較構
文、が挙げられる。 

 
40.4.2. 否定の意味の述語 
 いくつかの述語は、否定極性項目の出現を認可する。これらの意味的特徴は普遍的であり、以

下の五つが挙げられる。�拒否または対立、�妨げまたは禁止、�疑い、�恐れ、�驚きまたは不
快を示すいくつかの感情的叙実動詞。 
 否定極性項目の出現を認可するのは、�否定語、�段階的な成句ないしは極性項目、�不定名
詞句、である。これらの要素が否定極性項目の出現を認可するのは、述語が持つ「項の存在の前

提を取り消す」という意味的性質に因る。 
 統語的視点からは、項として否定語を含みうる節を取る述語と、否定極性項目を取りうる述語

とがあるが、後者は一般的に後置された alguno のみしか否定極性項目として取らない。他の述
語は、命題的な性格を持つ補語を従属節に要求するが、その解釈が命題的な場合は節ではない補

語も認可する（102）。 

(102) a. *Juan negó nada. 
 b. Juan negó tener nada que ver con el escabroso asunto del robo. 
 c. Juan negó su relación con ningún asunto escabroso de un robo. 

 
40.4.3. 修辞的疑問文と修辞的感嘆文 
 修辞的疑問文とは、話者が持っている情報を間接的に表明する和らげられた発話を構成し、聞

き手の返答が肯定になるか否定になるかは、一連の語用論的な暗示が関係する。この性質のため、

否定の断定を暗示する時に極性誘因子として機能する。全体的な修辞的疑問文の場合では否定の

暗示は文全体に影響を及ぼすが（103a）、部分的な場合では疑問の要素は発話された文の否定的
量化子と対応する（103c）。 



第 40章 否定 

― 161 ― 

(103) a. ¿Has estado tú nunca en Nueva York? 
 c. ¿Cómo puedes tú saber nada de este asunto? 

 修辞的感嘆文も同様に否定的含意を持ち、否定極性誘因子となる。修辞的感嘆文も、修辞的疑

問文と同様に皮肉の意味が表現され、明示された文と逆の意を伝える。否定極性項目は発話内の

暗黙の否定に統語的に対応する。 

(106) a. ¡Qué excursión al campo ni que narices! 
 d. ¡En dos horas vamos a llegar! 

(106a）は明示的に否定極性誘因子が現れていないが否定極性項目が出現する例、（106d）は否
定極性項目が出現していないが、前置された要素が含意された文（no vamos a llegar en dos 
horas.）の否定の焦点として機能している例である。後者は、主語の転換と否定の焦点の前置が
要求される。 

 
40.4.4. 量化子と量化的副詞 
 限定辞 pocoや demasiadoなどのいくつかの量化子と副詞 sóloや raramenteは、強さの違いは
あるが、否定極性誘因子として機能する。量化子 pocoの否定的な特徴は nada, nadieや ninguno
のそれと近い。他の動詞や命題を量化する副詞 raramente に似た意味を持つ副詞句や慣用句も
pocoと同じ性質を持つ。（109）参照。 

(109) a. Juan raramente habla con nadie. 
 b. En contadas ocasiones ha movido un dedo por ayudar a alguien. 

 副詞 sóloとその類義語（únicamente, solamente, exclusivamente, único）も量化的な否定極
性誘因子である。これらは弱い誘因子であり、認可しない極性項目が多い。sólo は前提排除的量
化子であり、ある命題を言明し、sólo による修飾語ではなく他の要素によって同じ命題を暗示的
に否定する。更に、sólo は排除的な意味に加えて尺度的な意味も持つ。即ち、sólo は単に二者択
一の一つを排除するだけでなく、修飾された要素が可能性の尺度内に置かれるということである。

demasiado…paraも尺度的な解釈を持つため否定極性誘因子として機能する。 

 
40.5. 先行の否定  
 主節に否定語が来ているが、主節の補語となっている従属節の内容を否定しているものを先行

の否定（negación anticipada）と呼ぶ。 

(112) a Deseo que no vengas. 
 b. No deseo que vengas. 

（112a）と（112b）はほぼ同義である。先行の否定が現れる動詞は、期待や意見の動詞、意図
や意志の動詞、認識の近似動詞である。一方、叙実動詞には先行の否定が現れない。これは、否

定されても動詞の補語の真偽に対する前提に何の影響も及ぼさないためである。 
 先行の否定を許す動詞と実現性（realizativos）はともに「否定できない」という特性を持つた
め、いわゆる「擬似実現的」という動詞の類を考えることもできる。（112）や（118）は完全に
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同義ではなく、話し手にとっての確実性の段階が異なる。 

(118) a. No quisiera ser alcalde. 
 b. Quisiera no ser alcalde. 

 （118b）は（118a）と異なり「市長であること」を前提としている。そのため、No quisiera 
haber nacido en el siglo pasado.は、19世紀に生まれたことを前提としなければならないため意
味を成さず、先行の否定と解釈できない。 

 
40.6. 否定小辞  
40.6.1. 接続詞 ni 
 小辞 niは連辞等位接続詞（conjunción coordinante copulativa）の特性を持つ否定極性項目で
ある。単数の niと二重の niのどちらが現れるかはその位置に因り、二重の niは動詞に前置ない
しは（返答のように）独立した場合は必要であるが、否定極性誘因子が現れている場合、その出

現は任意である。 

(120) a. *(Ni) Juan ni Pepe sabían nada del asunto. 
 最初に出現する niは否定の呼応の形態的標示（marca morfológica）として解釈される。 
 他の否定極性項目と同様に、等位接続詞niによって形成された句は動詞の前に他の否定語を要
求する。よって niは従属補語節に現れることができないが（124a）、二つの従属節を接続させる
ことができる（124b）。 

(124) a. *Juan no dice que ni viene ni se va. 
 b. Juan no dice ni que viene ni que va. 

 等位接続詞 niの構造は常に排除的意味を持ち、それぞれ別々の要素を否定する。接続詞 yは排
除的及び包含的意味を持ち、選言 oは排除的意味を持つという点で niと似る。 

(127) a. No llegaron Juan ni Pedro. 
 b. No llegaron Juan o Pedro. 
 c. No llegaron Juan y Pedro. 

 （127a, b）は「二人とも着かなかった」という共通点を持つ。（127b）は「着かなかったのが
フアンなのかペドロなのかが分からない」という解釈もあるが、「フアンが着かなかったか、ペ

ドロが着かなかったか」という意味にはならない。一方、（127c）は作用域の大きさによって解
釈が曖昧となる。作用域が大きい場合は「二人とも着かなかった」、小さい場合は「一人は着い

たがもう一人は着いていない」となる。 
 この排除的解釈は、ni の等位接続句の分布的解釈と関係する。従って、集合述語（predicados 
colectivos）と共起することはできない。 

 
40.6.2. 前置詞 sin 
 前置詞 sinも否定 noと同様に項に否定を付与する。前置詞 sinは強い否定極性誘因子であり、
ほとんどの極性項目を認可する。しかし、sin 前置詞句は否定句として振舞うことはないので、



第 40章 否定 

― 163 ― 

*Sin gafas veo a nadie.は非文となる。前置詞 sinの項になれるのは、①名詞句、②補文標識 que
に導かれた定形節、③不定詞・現在分詞の不定形節、④小文、である。 
 前置詞 sinが項として名詞句を取る時、sinは随伴格、様態及び具格の意味を持つ前置詞 conの
反意語である。しかし、補語が文の場合は con の意味が具格的であるのに対し、sin は様態的で
ある（132）。 

(132) a. Juan es capaz de estudiar varias horas sin proponérselo. (modal) 
 b. Juan es capaz de estudiar varias horas con proponérselo. (instrumental) 

 両者とも条件的な意味を持つが、そのためには主節に（前置詞句の命題と）反対の極性が要求

される。（133a）は Noがなければ様態的な解釈、Noがあれば条件的解釈、（133b）は Noがあ
れば譲歩的な解釈、Noがなければ条件的解釈である。また、sinを伴った文は結果的な意味を持
つことがある（133c）。 

(133) a. (No) compraré el regalo sin que lo vea antes Pepe. 
 b. (No) aprobarías el examen con que estudiases un poco más. 
 c. Recorrió las tiendas sin encontrar lo que buscaba. 

 
40.6.3. 否定的副詞：tampoco, ni siquiera, apenas 
 tampoco、ni siquiera、apenasは暗示ないしは実際に発話された文の真理値に関連する否定的
副詞であり、否定極性項目として機能する。tampocoとni siquieraは量化的かつ尺度的な特徴を
持ち、apenas はある行為の実現の段階を量化する。三つとも動詞の前に否定語を要求せず、返
答等単独で現れることができる。 

(138) a. Juan ni siquiera ha llamado por teléfono. 
副詞 tampocoと ni siquieraは焦点的ないしは前提的量化子であり、（138a）ではフアンは電

話をせず、それ以外の可能な如何なる行為（訪問したり、手紙を書いたり）も行わなかったと推

論される。tampocoも ni siquieraも、否定語 noと同様に焦点的な特性を備えているが、焦点は
文に明示されている状態のみならず、他の含意された可能性に関する要素をも否定の焦点になり

うる。 
 副詞 apenasは接続詞的な意味を持ち（apenas llegamos = en cuanto llegamos）sóloや casi
と同等の意味を持つこともある。不安定や不鮮明なある段階を表明するという性格上, 
apenas を認可する述語は相的なものに限られる。達成や実現を表す述語は動作の終着点を前提
とするので、apenasを認可できない。 

 
40.7. 比較構造と省略構文における否定  
40.7.1. 比較構造における否定 
 比較構造は否定誘因子であり、否定語と否定要素が否定の項に出現しうる。比較級が否定誘因

子と同じ機能を持つのは、以下の理由により、比較の意味は暗示的に否定的だからである。即ち、

如何なる否定構造も一つの次元において二つの要素間の関係が形作られ、その要素の一つはその
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次元の中でもう一つが持っていない何らかの段階を持っていると示されるからである。 
 更に語彙的な比較、即ち全ての項ないしは統語構造がその意味において比較を表している場合、

否定極性誘因子となる。 

(146) a. La última película de ese director es bastante interesante comparada con lo 
que vale ninguna de sus otras películas anteriores. 

 比較構造には、二つの比較副詞 antes (de) que及び después (de) queを含めることができる。
antes (de) queは排除的な性質を持つため、主節の行為は非現実の意味を持つ。比較構造の意味
は潜在的に否定誘因子となりうるため、全ての否定語を許容しうる。その代わり、después (de) 
queは包括的な意味を持つため、極性誘因子を取ることができない（*Me fui después (de) que 
me viera nadie.）。 
 
40.7.2. 否定と省略 
 否定は、等位接続の二番目に現れた時に動詞句を省略することができる。意味的には、省略さ

れた要素の中に含まれた情報は、文脈によって回復可能（recuperable）でなければならない。省
略された動詞句は、前に出てきた動詞句と前方照応的な関係ならば回復可能であるが、後方照応

的な関係でも回復可能な場合もある。省略された要素は忠実に前に出てきた動詞句に含まれる情

報を再現する必要はなく、違った形式表示でも可能である。 
 否定文の動詞句の省略は全体的でなければならず、否定の前に何らかの項の出現を要求する。

動詞句に属さないものでも可能であり、主語の場合や主題化された目的語、疑問の場合もある。

一般的な条件の他に、連辞的ないしは背反的な文は、同じ主語と動詞句を一緒にできない（述語

を繰り返すことで、有標的な修辞的意味での発話はこの限りではない）。 
 
40.7.3. 否定の返答 
 全ての否定は単独で、または弱い否定の動詞の後に置かれて否定の返答となりうるが、単独で

も省略が想定されているわけではない。（160a）のような場合には、no、niなど否定のマーカー
が必要になる。 

(160) a. ¿Ha venido alguien?  ‐*(Ni) un alma. 
 En absoluto や¡Narices!など、本来ならば否定の強調に使われる表現を否定の返答として使う
ことがある。また、わざとありえそうにないことを提示する迂言的な表現として Antes me mato
などがあるが、これらは生産性が高く、すぐ新しい表現に取って代わられる。他に修辞的感嘆文

や接続詞 niによる強調構文なども否定の返答である。 
 
40.8. 虚辞の否定  
 実際には文に否定の意味を加えない否定形式のことを虚辞の否定（negación expletiva）と呼ぶ。
スペイン語では、①疑惑、恐れを表す動詞の後、②比較構文、③hasta に導かれた時の副詞節、
④ある種の修辞的な感嘆文、に出現する noが虚辞になりうる。虚辞の noの出現を許す文脈は暗
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黙の否定、仮現または非実現の意味を持ち、更にその文が否定誘因子との間にある種の構造的関

係を持っていなければならない。 
 疑惑、恐れの動詞の後の虚辞の否定は従属接続詞がないことと関連する。（163）は(de) que
があると虚辞の否定とは解釈できないが、(de) queがないと虚辞の否定としか解釈できない。 

(163) a. Temo (que) no venga Pepe. 
 否定の作用域を広げる必要があるため、従属節の法は接続法でなければならない。また、虚辞

の否定は比較構文（特に比較対象が不定形動詞の時）にも現れうるが、虚辞の否定と比較級の間

に前置詞があってはならないという構造的条件も満たす必要がある。従って、比較の対象が前置

詞句であったり、de lo queに導かれた比較構文には虚辞の否定が出現できない。 

(165) b. Prefiero tener a (*no) desear. 
 虚辞の否定は数量の代名詞に始まる感嘆文に現れうる。このとき、量化的な存在は否定語があ

ってもなくても変化はないが、感嘆文が質的になると否定は虚辞的でなくなる。 
(167) a. ¡Quién aguantaría a esos amigos tuyos!（否定含意） 
 b. ¡Quién no aguantaría a esos amigos tuyos!（肯定含意） 

 量の感嘆文が虚辞の否定を認可するには、動詞の時制が未来か過去未来でなければならない。

また、時点の hastaにおける虚辞の否定は hasta節の命題が非現実であることを明示的に示すが、
この非現実性はその節が主節との間にある排除的な関係から生まれるものである。 

(168) a. Ana no se fue hasta que (no) llegó Pedro. 


