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凡例 

 

 

 

(1) ある文の容認度が低いことを表す記号は｢*、?｣の 2 種類を用いる。｢*｣はこの記号を

付された文がベトナム語の文としてまったく容認できないものであることを示してい

る。｢*｣を付した文を日本語に翻訳したときに、日本語の文の前に｢lit.｣を付している。

｢?｣は｢*｣を付した文に比べて容認度は高いが、ベトナム語の文としてはまったく問題

ないとは言えないものに付している。なお、例文の容認度判断はすべて、筆者および

調査の結果による。 

 

(2) 例文にグロスおよび日本語訳を付ける。ただし、前の例文と意味が変わらなければ、

日本語訳を省略している。 

 

 

(3) 引用実例中の下線はすべて筆者のものである。特に注意したい箇所に下線を引くこと

で目立たせている。 

 

(4) ベトナム語の単語の意味を日本語で表現するとき、鍵括弧を用いる。 

例：bố  ｢父｣ 
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序論 

 

 

1 研究の目的 

本研究は主に現代ベトナム語を対象とし、否定語および否定対極表現(NPI)の意味・用法を考察

することを目的とする。ベトナム語は中国語と同様の孤立語で、否定は否定語と否定意がある複

合語によって表される1。本研究は否定語を対象にして、否定語およびNPIとの結合を体系的に記

述し、その上で文中の否定語および否定語と NPI との結合の多様な意味・用法を分析する。さら

に、日本語の否定表現との対照も行う。 

 

2 研究の背景 

否定に関する研究は世界で多くなされている。典型的に取り上げられるのは Jespersen(1917)、

Horn(1989)、Dahl(1979)、太田(1980)、Payne(1985)、Dryer(1989)、Croft(1991)などである。 

Jespersen(1917)は論理学及び心理学の観点から、インド・ヨーロッパ語の否定を研究した。否

定文の目的は否認して、対極を作ることであるとしている(p.80)。この論文は言語比較の観点か

ら研究した最初のもので、強い否定、弱い否定、直接否定、間接否定、完全な否定、不完全な否

定、文否定、特別な否定、慣用句の否定という多様な種類を取り上げた点に価値がある。しかし、

この研究は、論理学及び心理学の影響が強く、古くて現代では使わない古い時代の英語を分析の

対象にしている。 

次の時期では、否定は多様な観点から研究されていた。もっとも注目されるのはロゴス否定と

文否定を区別すること、文否定が二重否定の規則の影響を受けないという Givon(1975, 1984, 1989)

の主張である。否定の三つの大事な役割は(1)命題の真実を否定する(2)ある出来事、事情が起き

ないことを主張する(3)他人の意見、観点を否認することであるということも述べている。つまり、

否定はモダリティ範疇に属しながら、言語行為の一つとみなされる。Givon(1989)も否定に不存在

及び否認という二つの特徴があることを証明した。Jespersen の跡をついだ Horn(1989)も、世界言

語における否定の発展を研究した。Horn(1989)は、否定はモダリティ範疇に属する要素の一つで

あると主張している。Pagano(1990)は文章における否定文を研究の対象にして、次のように四つ

の否定文の使い方を取り上げている。(1)作者は読者が事前に持っていた知識から出た情報を否定

する(2)作者は文章で処理された意見を直す(3)作者は読者に対してまだ実施していないことを報

告する。(4)文章にある各主張を互いに比較する。Ramat(1994)は「自然の言語における否定は論

理的な否定、数学の否定と異なり、非常に複雑である。したがって、二重否定は肯定になるとい

う主張は間違っている」と述べていた。従来の観点ではなく言語習得という新しい観点から子ど

もが言語を習得する過程を研究した Klima(1987), Hatch(1983)等の言語学者もいる。 

Quirk(1972)、Downing(1992)は否定の作用域、否定焦点、否定文に出る限定数、程度を表す副

                                                   

1 Trần Văn Phước(1997)は、ベトナム語の否定には否定語、文法的な方法、否定意がある複合語という 3 つの方法があると述べ

ているが、本研究では、[主語を補う]否定語と否定表現との結合だと考える。その中で、主に否定意を表すのは否定語で、否定

表現は主に否定語を修飾する。したがって、否定方法は、否定語と否定意がある複合語という二つしかないと考える。 
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詞、否定意を持つ疑問文、命令文を主に検討した現代の言語学者である。 

以上から分かるように、世界の言語の否定の研究は非常に盛んで、否定は多様な角度で研究が

なされているが、否定辞あるいは否定語の体系的な研究は少ない。ベトナム語のように、多様な

否定語を持っている言語が少ないからであろう。 

 

ベトナム語の否定文についての研究も、多様な角度から行われている。例えば、統語論と論理

論との結合の観点から研究した Trần Trọng Kim(1952), Lê Văn Lý(1948), Chương Văn Chình(1963), 

Nguyễn Hiến Lê(1963), Bùi Đức Tịnh(1966)、統語論及び意味論から研究した Nguyễn Kim Thản(1964, 

1972), Đái Xuân Ninh(1978), Hoàng Trọng Phiến(1980), Diệp Quang Ban(1989, 1992), Nguyễn Minh 

Thuyết(1998), Nguyễn Đức Dân(1977, 1983, 1985), Hoàng Phê(1989)などがいる。機能言語学、語用論、

言語行為の理論の観点から研究した言語学者は Nguyễn Đức Dân(1987, 1996), Bùi Tất Tươm(1991, 

1998)である。 

Trần Trọng Kim(1952)は初めてベトナム語の否定文についての定義を取り上げている。「否定文

は動詞あるいは形容詞の前に không, chẳng, chớ, đừng, chưa…などの否定語を置くものである。」Bùi 

Đức Tình(1966, 1995)も「否定文は既に起きた出来事を否定するためのもので、動詞、副詞、形容

詞あるいは句を限定する否定語が出るものである」と定義した。Nguyễn Kim Thản(1997)は、否定

文は否定対象の特徴、行動、状態、性質、種類を否認するものであると述べている。Nguyễn Đức 

Dân(1983)は意味論の観点から否定文を叙述否定文と否認否定文という二つの種類に分類してい

る。また、Nguyễn Đức Dân(1996)は否定語の位置によって否定文を全体否定文と部分否定文に分

類した。Cao Xuân Hạo(1999)は情報構造の観点から否定文をトピック(主題)と焦点に分けて、分析

している。Cao Xuân Hạo(1999)が貢献したのは否定意を表す否定語リストに従来疑問詞である

gì(chi), ai, nào, đâu, bao, sao, mấy等といった冠不定詞2を加えたことである。 

ベトナム人の言語学者の否定に関する研究は、世界中の言語学者の主張を援用し、ベトナム語

に照らして否定を分析しているものである。それらの研究を通して、ベトナム語の否定に普遍性

も見出すとともに、ベトナム語の否定しか持たない特徴も取り出すことができる。しかし、ベト

ナム語の否定の研究の共通した特徴は数ページの程度の記述に止まり、説明不足であり、主に記

述的に書いたもので、言語についての議論の研究は非常に少ない。したがって、ベトナム語の否

定を体系的に研究したものはまだ十分ではない。 

もっとも詳細にベトナム語の否定に取り扱ったのは Trần Văn Phước(1997)である。英語の否定文

を公式化して、ベトナム語に照らして、相当する公式を取り上げている。英語習得者のベトナム

人、ベトナム語習得者の外国人を対象者とする外国語教育に多大な貢献をしているが、言語学の

面では、まだ、次のような多くの課題が残っている。 

 

① 「主語＋時制の機能語＋否定語＋アスペクトの機能語＋述語」という否定文の公式を取り

上げている（p. 57 - 59, 82）。この公式については納得できない。理由は第3章で説明する。 

② 本来疑問詞である不定詞、接続詞である màを否定語と認めてない。 

                                                   

2 冠不定詞：英語の[a ][an]と相当する。 
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③ 各否定語の意味を十分に説明しない。 

④ 無理に英語の否定公式にベトナム語の否定の公式を当てはめている。 

⑤ 否定意がある単語を否定語と間違っている。hiếm khi, ít khi, hầu như không, không còn/ có 

nhiều, không nhiều (p.99)を否定語とみなしている。 

⑥ 否定語の後に時制を現す機能語を否定語の後ろにアスペクトを入れることができると述べ

ているが(p.118)、例文を取り上げていない。これから見ていく本研究の考察どおり、この

ような否定文は不自然だったり、文法的に間違ったりするものであると主張する。 

 

そこで本研究では質問、感情などを表すための否定文及び否定の目的の叙述文、疑問文以外に、

意味論の観点から、ベトナム語における否定意を表す否定文(ベトナム人ならだれでも否定文で

あることを認める文)を対象とし、体系的に記述・分類し、否定意以外の多様な意味・用法も明

らかにすることを目的とする。 

 

3 考察の対象 

 ベトナム語において、否定を表すためには không, chẳng, chớ, đừng, chưaなどの否定語を主に動

詞あるいは形容詞の前に置く3。 

 

(1) Tôi  không  ăn   cơm. 

 私 否定語 食べる ご飯 

 私はご飯を食べない。 

(2)    Cậu     mà       nói   được   tiếng Pháp. 

  あなた 否定語(逆接連続詞) 話す 可能  フランス語 

  あなたはフランス語を話せない。 

(3) Cái áo này   chẳng   đẹp   mấy. 

  このシャツ  否定語 きれい  NPI 

  このシャツはあまりきれいではない。 

 

本研究では、文の範囲において(1)の không と(2)の mà、 (3)の chẳng のような否定語の多様な意

味・用法を考察する。ベトナム語において、否定語は数多く存在している。その中には、(1)のよ

うな否定専用語もあるし、本来逆接連続詞である(2)のような派生否定語もある。このような否定

語の多様な意味・用法および、否定語になる過程・理由、否定語の新規の意味・用法の生起・消

滅の過程、否定意がどのように他の意味・用法とかかわるかについても追究する。 

(3)には、他の言語と同様で、否定語と共起する NPI mấy といった要素もある。本研究では文中

の否定語 chẳngと mấyといった NPIとの結合も取り上げて、結合の程度、結合した結果の意味も

考察の対象とする。 

また、(4)のように、従来 NPIだと見なされてこなかったものを NPIであると証明する。 

                                                   
3 Trần Trọng Kim, (1952 : 50) 
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(4)  Không  trái  phải   gì   

   否定語 左  右 NPI1 

   (lit.)だめだ。（左でも右でもだめだ。） 

(5) Không  sách   vở  gì   hết. 

   否定語 本 ノート NPI1 NPI2 

   (lit.)だめだ。（本でもノートでもだめだ。） 

 

また、(6)のように否定語 chưaによって、文のアスペクトが分かる。否定語とテンス・アスペク

トとの関係も分析する。 

 

(6) Tôi   chưa   ăn   cơm. 

         私 否定語 食べる ごはん 

  私はまだご飯を食べていない。 

 

否定語、否定語と NPI との結合の多様な意味・用法を考察する上で、日本語とも対照する。ベ

トナム語の否定語に当てはまる否定表現およびベトナム語と異なるところを探す。異なるところ

はベトナム語に訳すとどうなるかも、本研究の範囲内である。 

 

4 論文の構成 

 本研究は、序論、本論、結論で構成されている。本論は全 4 章から成る。第 1 章では、否定語

だと見なされるための基準を立て、この基準に当てはまる否定語を体系的に記述し、分類する。

第 2 章では、否定語と否定対極表現との結合を見る。具体的には、これらの結合を記述・整理し、

この結合によって生起した意味・用法を分析する。第 3 章では、否定と時制・アスペクトとの関

係を考察する。第 4章では、ベトナム語の否定の特徴をまとめ、その上で、日本語と対照する。 
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第1章 ベトナム語の否定語 

 

1 はじめに 

本研究の目的は、(1)のようなベトナム語の否定語を定義し直し、分類し、それぞれの否定語の

意味を詳細かつ体系的に記述することである。この課題に取り組むにあたって、先行研究による

体系的な記述が十分だとは言えないからである。つまり、ベトナム語は東南アジアにある小さな

国の言語で、ベトナム語の研究は少数である。ベトナム語の否定語についての研究もあるが、数

ページに留まって、英語などとの対照研究しかない。本研究は専ら否定語を研究対象にする。具

体的には、否定語である基準を立て、新しい分類を提案し、それぞれの否定語の様々な意味・用

法を追及する。 

 

(1) không, chưa, chẳng, chả, ứ, khỏi, sá, chăng, há, chửa, đếch, đéo, đừng, chớ, đâu, gì, chi, sao, nào,     

  mấy, mà, thèm, cha, mẹ, cóc, khỉ 

 

2 否定語 

日本語では、ある事態あるいは出来事を否定するとき、動詞の語形を変換する方法（食べない

／食べません（丁寧形））を用いる。ベトナム語は孤立語なので、文法機能は機能語によって表

される。したがって、否定は否定語という機能語によって表されている。ベトナム語では、単語

はさらに小さい単位には分けられず、文法機能を負担する単語より小さいな要素が存在していな

い。そのため、否定という文法機能を果たす要素には否定辞のような～辞という名前ではなく、

否定語のような～語を用いる。 

一見すれば、không, chưa, chẳng, chả, ứ, khỏi, sá, chăng, há, chửa, đếch, đéo, đừng, chớが確かに否定

語であることを誰でも認めているが、đâu, gì, chi, sao, nào, mà thèm, cha, mẹ, cóc, khỉ等が否定語で

あるかどうかは疑いを持つ人がいる。したがって、否定語である基準を立てる必要があると考え

る。 

 (1)の中には、sá, chăng, há, chiのように漢音である否定語もある。6世紀以降の封建社会におい

てはベトナムは中国からの漢字を使用した。16 世紀から、ベトナムにローマ字が導入され、正式

にベトナムの文字になったが、まだ、かつて漢字で書かれた時の発音（漢音）は残っている。例

えば、vô phúc（不幸）, vô duyên（失礼）, bất lực（無力）, bất hạnh,（不幸） phi thường（超人的）

という複合語の中に、漢音の vô（無）、bất（不）、phi（非）がある。これらの漢音も否定意を持

っている。しかし、本研究ではこのような語は否定語ではないと考える。理由は以下の通りであ

る。このような複合語では vô（無）、bất（不）、phi（非）の前置要素のみ否定意を持っていて、

phúc（福）、duyên（縁）、lực（力）、 hạnh（幸）、thường（常）という後置要素は任意ではなく、

語彙的に限られている。例えば vôを lực, hạnhと結合させて使うことはない。つまり、vôは phúc, 

duyênと、bấtは lực, hạnhと結合することが決まっている。当然 phúc, duyênとの結合以外にも、vô 

luân（不倫）, vô thường（無常）, vô vị（無頓着）のような結合もあるが、vôと結合できる要素の



 13 

数は有限である。一方、同様に漢音である sá, chăng, há, chiは自由にどんなものにも先行できる4。

また、(1)の否定語と異なり、辞書では vô phúc, vô duyên, bất lực, bất hạnhは一つの見出し語で、có 

phúc（幸福）、có duyên（エレガント）、có khả năng（実力）, hạnh phúc（幸）の反意語だと見なさ

れている。また、文において、以下のように、vô phúc, vô duyên, bất lực, bất hạnh, phi thường は NPI

と結合できない。 

 

(2) *Chị ấy    bất hạnh  gì cả.   ((cf.)chị ấy không hạnh phúc gì cả.) 

     彼女   不幸      NPI  （彼女 否定語 幸せ NPI） 

  (lit.)彼女は全然幸せではない。  

(3) *Bộ phim này  vô vị    mấy.  ((cf.)Bộ phim này  không  hay   mấy.) 

  このドラマ 面白くない NPI          (このドラマ 否定語 面白い NPI) 

  (lit.)このドラマはあまりおもしろくない。 

(4)  *Anh ấy  phi thường  gì hết. (Anh ấy     không  bình thường gì hết.) 

  彼氏  超人的    NPI ((cf.)彼氏 否定語 平凡  NPI) 

  (lit.)彼氏は全然凡人ではない。 

 

以上からわかるように、このような漢音は否定語ではない。例えば、(4)では、phi thường とい

う複合語は単純に否定意を持っている漢音と thường「普通」という意味を持つ単語との結合では

なくて、複合語としての意味はかなり固定し、「すばらしい、すごい」という積極的な「普通で

はない」という意味しか持たない。しかし、否定文では、không等の否定語と bình thường5「普通」

との結合は「すばらしい、すごい」という意味と、「おかしい、変」という消極な意味を二つ持

っている。否定意を持つ漢音と区別した上で、次のように否定語を定義する。 

 

(5) 否定語とは否定意を表し、NPIと結合できるものである。 

 

Nguyễn Đức Dân(1987)が取り上げた否定語リストは他の言語学者のリストより多いが、đừng, 

chớはリストに入れられていない。Nguyễn Đức Dânは、đừng, chớは「禁止」を表す動詞であると

主張している。しかし本研究は đừng, chớを否定語だと見なす。理由は以下の通りである。 

 

(6) Cháu  đừng   chơi  với  nó.   

 あなた否定語 あそぶ と 彼 

 あなたは彼と遊ばないで。 

(7 ) Anh   chớ    giận  tôi 

 あなた 否定語 怒る 私 

 あなたは私に怒らないで 

                                                   
4 このような否定語は主に古文で用いられている。 

5 không thườngという言い方はない。 
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以上の例のように đừng, chớ は「禁止」を表すものである。「禁止」はあくまでも聞き手が何か

をやるべきではないという話し手の態度であるので、モダリティ意の一つに過ぎない。đừng, chớ

は他の否定語と同じように否定意とともに＜禁止＞というモダリティ意も表す。また、đừng, chớ

は以下のように、NPIと結合できる。 

 

(8) Anh   đừng   giận   gì   tôi. 

     あなた 否定語 怒る NPI 私 

 私を怒らないで。 

(9)  Anh   chớ   giận  gì   tôi. 

 あなた 否定語 怒る NPI 私 

 私を怒らないで。 

 

以上の分析からわかるように、đừng, chớは否定意を持ち、NPIと結合できるので、(5)の定義を

満たし、否定語だと見なすのは妥当である。 

 逆に、Trần Văn Phước(1997:136 - 215)では ít khi, hiếm khiも否定語リストに入れているが、本研

究では、このような語は否定語ではないと主張する。 

 

(10) Chị ấy  ít khi / hiếm khi về   quê 

  彼女  たまに    帰る 田舎 

  彼女はたまに田舎へ帰っている。 

 

和訳から分かるように、ít khi, hiếm khiは「あまり～ない」ではなく「たまに」に訳されている。

理由は以下に通りである。ít khi, hiếm khiは単独で意味を持つ二つの単語からなる複合語である。

それぞれの単語の意味から分かるように、ítは＜少ない＞、hiếmは＜まれ＞、khiは＜とき＞とい

う意味を持ち、ít khi, hiếm khiによって表される実行回数は０より大きいので、完全に否定意に関

係していない。また、ít khi, hiếm khiは次のように NPIと結合できない。 

 

(11) *Chị ấy   ít khi   về   quê   gì/mấy 

           彼女  たまに 帰る  田舎  NPI 

  (lit.)彼女はあまり田舎へ帰っていない。 

(12) *Nó  hiếm khi  ra ngoài  gì/mấy 

  彼  まれ  出かける NPI 

  (lit.)彼はあまり出かけていない。 

 

 したがって、ít khi, hiếm khiは否定語ではないと主張できる。 

次節以降では、ベトナム語の否定語を分類する研究を二つ紹介した上で、筆者独自の観点によ

って否定語を分類する。 
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2.1 Nguyễn Đức Dân(1987) 

Nguyễn Đức Dân(1987)は否定文を叙述否定文と否認否定文を分けた上で、否定語を叙述否定文

に出る否定語（叙述否定語）と否認否定文に出る否定語（否認否定語）に大別している。叙述否

定文とは発話した人の感情を表さずに、ただ出来事を述べる否定文である。一方、否認否定文は

ある出来事を否認する話者の態度を表す否定文である。 

 

(13) 叙述否定語：(a)không, chưa, chẳng, chả... 

        (b)khỏi 

        (c)đếch, cóc(カエル), khỉ(猿)(俗語) 

        (d)汚いと思われるもの(おしっこ、フンなど) 

        (e)quái, quỷのような幽霊みたいなもの 

(14) 否認否定語：(f)複合否定語 không phải, chẳng phải, không phải là, chẳng phải là 

        (g)疑問詞由来否定語 ai, sao, nào, gì 

                     (h)mà 

 

以上のリストには đừng, chớ がないが、すでに説明したとおり、このようなものも否定語であ

る。また、(b)から(e)までの否定語はモダリティ意も表すが、この感情は話し手のものではなくて、

主語のものである。したがって、モダリティ意を表しても、叙述否定語であると見なされている。 

叙述否定語の中に、cha(父) mẹ(母)、ông(祖父) 、bà(祖母)、cụ(曾祖母、曾祖父)、kỵ(高祖父、高

祖母)、tổ tiên(先祖)のような相手が尊敬する人を否定語として使われるものもあるが、否定語の

リストに入れられない。本稿においてはこのような特別な否定語が派生否定語であると主張し、

後で詳細に記述する。 

 

2.2 Trần Văn Phước(1997) 

Trần Văn Phước(1997)はベトナム語の各否定方法を取り上げている。それは①否定語使用方法、

②文法方法（正確に言えば、否定語と NPI との結合）、③による形態的な方法(上述の vô phúc, vô 

duyên, bất lực, bất hạnhのような漢音由来複合語)である。本研究の研究対象は否定語であるので、

注目を置くところは①と②であるが、Trần Văn Phước(1997)は、①の中でも không, chẳng, chả, chưa, 

ứ, khỏi, hiếm khi 7つの否定語しか取り上げていない。本研究の考察では、否定専用語だけでも 13

以上もある。②のところでも、Trần Văn Phước(1997)は 否定語とNPIとの結合を深く分析していな

い。しかし、このような結合は第 2章で後述するように非常に多様である。Trần Văn Phước(1997)

は英語の否定を中心に置き、否定の焦点及び否定作用域の面で、ベトナム語に比較する研究なの

で、ベトナム語の否定語の研究は詳細ではない。 

 

3 否定語の分類 

  次のような否定語を見てみる。 
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(15) Hôm nay,  không  mưa. 

   今日  否定語 雨 

  今日は雨が降らない。 

(16) Em  đâu   biết  điều đó. 

  私 否定語 知る そんなこと 

  私はそんなことを知らない。 

(17) Anh    mà   nấu ăn  ngon 

  あなた 否定語 料理  上手 

  あなたは料理が上手じゃない。 

 

(15), (16), (17)の否定語は同じ否定意を持っているが、辞書的語類は異なる。Từ điển Tiếng Việt 

(p.561)によると、không の欄の一行目の行列では、否定意を表す否定語であると書いてある。つ

まり、khôngは文中において専ら否定語の役割を果たす。一方で(16)の đâuは一列目の場所を表す

疑問詞(p.332)、(17)の mà は一列目に既に述べたことあるいは普通に予期されることと両立し難い

ようなことを、この場合には両立するとして述べるのに使う連続詞である(p.666)と書かれている。

上記から分かるように、không の主な機能は否定語であるが、đâu の主な機能は疑問詞で、mà の

主な機能は連続詞である。したがって、không のような否定語を(18)のように否定専用語、(19)の

ように đâu, màのような否定語を派生否定語と呼ぶことにする。また、(20)のように、単一の単語

ではなく、二つの要素以上から構成される否定語もある。本研究ではこのような否定語を複合否

定語と呼ぶことにする。 

 

(18) 否定専用語：không, chưa, chẳng, chả, ứ, khỏi, sá, chăng, há, chửa, đếch, đéo, đừng, chớ 

(19) 派生否定語：đâu, gì, chi, sao, nào,  mà, thèm, cha, mẹ, cóc, khỉ, có 

(20) 複合否定語：không phải, không phải là,làm gì, thèm vào, thèm mà 

 

 (18)の否定専用語は文中において主に否定語という役割を果たすものである。(19)の派生否定

語は本来、疑問詞、連続詞、助動詞、名詞、副詞といった多様な品詞に属するものである。(20)

の複合否定語は否定意を持って、二つ以上の要素から構成されるものである。 

 

 以下で、それぞれの否定語をこのような基準に基づいて詳細に検討する。 

・否定性のレベル 

・否定意のみの表示可能性 

・選択疑問文形成可能性用いられる可能性 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能性 

・他の意味・用法 

例えば、khôngは次のような特徴を持っている。 

・否定性のレベル：高い 

・否定意のみの表示可能性：あり 
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・選択疑問文形成可能性：あり 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能性：あり 

・他の意味・用法：強い禁止、弱い禁止 

なぜこのような特徴を持っているかについては、詳細に 4.1で述べる。 

 

4 否定専用語 

4.1 không 

không は否定専用語の一つであるが、もっと正確に言えば、基本的な否定語である。理由は以

下の通りである。khôngの出現頻度はもっとも高い。Trần Văn Phước(1997)によると、57の小説の

と 798の否定文において khôngは 61.53％を占めている。一方、chẳngは 13.91％、chưaは 8.65％に

過ぎない。また、NPIとの結合では、khôngとの結合は 39例だが、chẳngは 24例、chưaは 17例で

ある。他の否定語は NPIとの結合が少ない。 

không が基本的な否定語であることは多くの研究者に認めてられるが không についての研究は

非常に少ない。取り上げられるのは Nguyễn Xuân Quang(2005)である。しかし、この研究も哲学の

立場から không の起源を取り扱っているが、không の様々な意味・用法に一切触れていない。本

研究では、否定意以外にも khôngの様々な意味・用法を記述してみる。 

 khôngは基本的な否定語であるから、述語は主語の属性を表す（形容詞述語及び名詞述語）(21)

のように否定意しか表さないと思われているが、述語は動詞によって表される動作である出来事

の不成立以外にも、「禁止」というモダリティ意を表すとも解釈される((22), (23))。 

 

(21) Hôm nay trời   không      nóng. 

   今日  天気 否定語 暑い 

   今日は暑くない 

(22) Bi,  không                   (được)     đánh em.                      

   Bi（人名）、否定語（できる）殴る 弟 

   Bi、弟を殴ってはいけない。 

(23) Bố   không (được)   lấy   bóng   của con.               

   パパ 否定語（できる）とる ボール 僕の 

   パパは僕のボールを取ってはいけない。 

 

 ベトナム語において禁止の強さは否定語 không の発音によっても表されている。具体的に言え

ば、không に焦点を置いて、はっきり短く発音すれば、強い禁止を表すことができる。逆に、

không を軽く発音すれば、その文は軽い禁止あるいはただアドバイス・注意、出来事の不成立の

叙述だと解釈されている。 

また、khôngは(24)のように選択疑問文を作ることができ、単独で否定的な答えとしても使うこ

とができる。 
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(24) A：Ăn bánh không?(ケーキを食べる？)                   

       B：Không(いいえ) 

 

まとめると khôngは次のよう特徴を持っている。 

・否定性のレベル：高い 

・否定意のみ表示可能性：あり 

・選択疑問文形成可能性：あり 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能性：あり 

・他の意味・用法：強い禁止、弱い禁止を表す 

     

4.2 chẳng 

chẳngは khôngと同じように主な機能は否定意を表すもので、否定専用語である。次のような例

を見てみよう。 

 

(25) Không phải hoa, chẳng phải  sương 

           否定語 花 否定語  霧 

  花ではない、霧でもない 

 

(25)は二つの否定語を使うドラマのタイトルである。一番目の否定語は không であり、二番目

の否定語は không ではなく chẳng である。ベトナム語でも、同じ単語を繰り返し使うことが控え

られるので、khôngの代わりに、khôngと意味的に同じのものを使う傾向がある。以上のように、

(25)の không の述語は名詞述部のため禁止ではなく、否定意しか表さない。つまり、chẳng は

khôngと同じように、否定意しか表さない場合もある。 

 1945 年以前の時期においては基本的な否定語は không ではなく、chẳng であると言える。なぜ

かというと、1945年以前の有名な多くの文学作品では、chẳngはkhôngより多く使用されていた。

使用頻度は基本的な否定語である không より高い。例えば、ベトナム語の非常に有名な文学作品

である 1804年の Nguyễn Du著 Truyện Kiềuにおいて、chẳngは 105回使用されているが、không は

39 回しか使用されていない。封建社会から社会主義に移動する段階(1945 年以降)、chẳng はほと

んど使用されなくなった。chẳngが使用されても、本来の chẳngと意味・用法が異なる。 

 

(26) Có   xe,  chẳng   tội   gì    đi  bộ. 

  ある 車  否定語 罪 否定語 歩く 

  車があるから、歩くわけがない。 

(27) Đi   như thế,   chẳng     ở  nhà  còn hơn. 

   行く そんなに、 否定語 いる 家 より 

  そんなに行くより、家にいるほうがましだ。 

  

 本稿執筆者は chẳng は場合によっては俗語、失礼な否定語だと考える。次のような場面から分



 19 

かるように、chẳngは話者の失礼な態度を表す。 

 

(28) Mẹ: Tiền mừng tuổi  đâu  hết     rồi.（母：お年玉はどこ？A） 

   母：お年玉    どこ なくなる か   

  Mai: Con chẳng   biết.（娘：知らない。B） 

        Mai：私 否定語 知らない 

  Mẹ: Mày   ăn    nói       thế      hả?（母：そんな言い方はだめだ。C） 

  母：あなた 食べる 言う そんなに か 

 

(28)は母と娘の会話である。母が娘に｢お年玉のこと｣を聞いて(A)、娘は母に｢知らない｣(B)と

答えたが、C は母の怒りを表すものである。なぜ、娘の答え(B)は母を怒らせるだろう。B は主語

がある文であり、文体は失礼なものではない。（ベトナム語では、主語をつけるかつけないかと

いうことは丁寧の基準の一つである）。主語の con（両親に対する人称）と動詞述部の biết（知る）

も問題がない。つまり、問題があるのは否定語の chẳngのみである。娘が chẳngを使ったことが、

母が怒る原因である。母の怒りを表す C から分かるように、chẳng は失礼な言い方で、母のよう

な目上の人に対して、使ってはいけないものである。このような原因により、近代的な文学にお

いて、この否定語が khôngよりあまり使われなくなった。この意味は 1945年以前には存在しなか

ったので、よく用いられていたと考えられる。つまり、chẳng の意味は変わったと言える。この

失礼な意味は 1945 年以前の文学作品にはなかったので、chẳng の派生的意味だと主張できる。し

かし、なぜ、chẳng は失礼な意味に展開してきたのだろうか。先に結論を言えば、否定性の強さ

に関わると考えられる。次の二つの否定文を見てみる。 

 

(29) Tôi chẳng   biết   gì. 

   私 否定語 知る 何も 

   私は何も知らない。 

(30) Tôi không   biết  gì. 

   私 否定語 知る 何も 

   私は何も知らない。 

 

 ある二人の会話を想定してみれば、(30)を発話した人は特に何の態度も表していないと感じら

れる。(30)はただ事実を表すものであるのに対して、(29)を発話した人は、明らかに何か不満を

持っているようである。(29)の文を発話した後で、さらに不満を表すために、話し手が何か行動

をすると想像できる。例えば、すぐ顔が別の方向に向くか、眉を曲げる等の行動が考えられる。

つまり、chẳng の使用によって、(29)の否定の強さが(30)より強いということが分かる。また、社

会の道徳では、目下の人は目上の人に対して、いくら怒っても、態度で表してはいけないので、

目下の人が目上の人に対する文では否定意が強い chẳng を使うのは失礼という評価に繋がる。し

たがって、否定意が強い chẳngは失礼な態度を表す意味に展開すると言える。 

 また、chẳng は次の例のように、cũng｢でも｣とともに用いられて「そうなくても」という意味
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も持っている。 

 

(31) Chẳng   chua   cũng thể  là    chanh. 

  否定語 すっぱい でも 同定動詞  レモン 

  すっぱくなくても、レモンである。 

(32) Chẳng  ngọt  cũng thể cam Sành    chín  cây. 

   否定語 甘い でも Sànhオレンジ  熟 木 

   甘くなくても、木の上で熟した Sànhオレンジだ。 

(33) Chẳng  được  ăn    cũng  lăn  lấy   vốn. 

   否定語 受身 食べる でも 転ぶ 得る 資金 

   一所懸命資金を取り戻す。 

(34) Chẳng  chê   cũng  mất    lề   con gái. 

  否定語 批判するでも なくなる 性格 女性 

  批判されなくても、女性としての品格がなくなる。 

 

また、chẳng はことわざにも用いられている。個別的な意味ではなく、他の要素と結合して、

「～ざるを得ない」という意味を表す。 

 

(35) Cực chẳng đã,  Pha  phải      bàn   với  vợ   bán   nhà  để lấy tiền ăn. 

                                                                                                                                (Nam Cao 「Đời thừa」) 

 ざるを得ない、Pha してはいけない 相談すると奥さん 売る 家 食料に換えるため。 

 ファは食料に換えるために家を売るということを奥さんと相談しなければならない。 

 

 なお、chẳngは khôngと違って選択疑問文を作れず、単独で否定的な答えとしても使われること

ができない。 

以上のように、現代では chẳngは khôngと同じように否定意しか持たないが、khôngより否定意

が強い。また、chẳng は失礼な意味を表す場合もある。この失礼な意味は強い否定意に繋がり、

chẳngの派生意味である。また、chẳngは「そうなくても」、「if not」という意味及び慣用的な意味

として「ざるを得ない」という意味をも持っている。 

 

 まとめると、次のようになる。 

・否定性のレベル：とても高い 

・否定意のみの表示可能性：あり 

・選択疑問文形成可能性：なし 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能性：なし 

・他の意味・用法：失礼、「そうなくても」、｢～ざるを得ない」 

 

4.3 chưa 
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本研究では、否定語 chưaを未完了否定専用語と呼ぶ。次の例を見てみよう。 

 

(36) Mai   chưa   ăn   cơm. 

   Mai 否定語 食べる ご飯 

   Maiはまだご飯を食べていない。 

 (37) *Mai   chưa   đang  ăn    cơm. 

   Mai  否定語  進行 食べる ご飯 

   (lit.)Maiはまだご飯を食べていない。 

 

(36)の和訳文から分かるように、ベトナム語の否定語 chưa は「まだ」「ない」「ている」とい

う意味を持っている。つまり、chưa が未完了相(進行)、現在の時制、副詞の「まだ」という三

つの役割を果たすことが分かる。しかし、興味深いのは、chưa がある文に現在を表す副詞句を

入れても、問題がないのに対して、アスペクトの機能語の đang を入れると、(37)のように非文

になることである。ベトナム語では、同じ用法を表すものが同時に同一の文に出ても問題がな

い傾向があるが、なぜ、ここで未完了の機能語を認められないのだろうか。この問題は第 3 章

で論じる。 

また、Diệp Quang Ban(2008)は、複文における chưaを相対時制6の観点から検討している。 

 

(38)Tôi   chưa     kịp nói    gì ,   đứa bé   đã     khóc. 

      節 1                    節 2 

             私  否定語   言い始める 不定詞  子ども  もう    泣く 

   私がまだ何も言わないのに、子どもはもう泣いていた。 

 

Diệp Quang Ban(2008)によると、(38)の chưa は節 1の出来事がまだ開始しないうちに節２の出

来事が既に成立したという時間的な関係及び節 2 の出来事が話者の予測より早めに起きたもの

であることを表す7。つまり、単文の chưa と異なり、複文の chưa は発話の時点ではなく、節 2

の出来事の成立した時点において、節 1の未完了のみを表す。 

 

また、chưaは未経験という意味も表す。 

 

(39) Chưa   ai  dối  em 

   否定語 誰 騙す 私 

                                                   
6 Comrie(1985)によると、発話時点を基準とした「絶対時制」(absolute tense)としては「現在」「過去」「未来」の 3 つを設定すれ

ばよいとされている。しかし、ある過去あるいは未来の時点を基準として、その時点から見た「過去」「未来」を指示する必要

性もある。これらの時制は発話時点という絶対的な基準点がないので、Comrie(1985)では「相対時制」(relative tense)と呼ばれて

いる。 

7 Diệp Quang Ban(2008)はこのような関係を時間的な対局(thời gian nghịch đối)と呼んでいる。 
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   私は騙されたことがない。 

 

(39)では、和訳どおりに、時点を表す副詞がないが、発話時点までに主語が騙された経験を持

ったことがないと解釈される。なぜかというと、この否定語は時間性とかかわるものであるから

である。時間軸で表すと、(39)のように日本語の「くる」の継続の意味と同様である。したがっ

て、chưaは「過去」という意も含む。 

  

(40) 過去。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。現在。。。。。。。。。。。。。。。。。 

      chưa          未来＋他の否定語 

 

chưa は(41)のように、không と同様選択疑問文を形成する疑問詞としても用いることができ、

「いいえ」と同じように単独の答えとしても使われる。 

 

(41) A：Cháu   ăn    cơm  chưa?(もうご飯を食べた？) 

     あなた 食べる ご飯 か？ 

     B：Chưa.(いいえ) 

 

chửa は chưa のバリエーションである。chửa は俗語で、現代の文章においてあまり出てこない

が、1945年以前の文学作品においては、chửaの出現は少なくない。1945年以前の文学作品現代に

おける俗語的ニュアンスを持たないと予測できる。 

 

(42) Lòng  theo  nhưng  chửa  thấy  người. 

    心  従う しかし 否定語 見える 人 

   あなたの姿が見えないが、心はあなたに預ける。 

 

(42)は女の心を描く詩である。その女は戦場にいる男の姿が見えないが、女の心はその男のと

ころにあるという意味である。この詩は完全に｢軽蔑｣あるいは｢失礼｣という態度を表さない。つ

まり、(42)の chửaは俗語の否定語ではない。 

以上見てきた通り、chưa は明らかに動詞の動作あるいは状態の変化の未完了を表す否定専用語

である。また、テンスを表す副詞がなければ、過去にある時点からスタートして、発話時点まで

の期間を表すことができる。あるいは、二節がある複文において、chưaがない節の出来事は chưa

がある節の出来事より、前にすでに起きたという二つの節の時間的な関係を示す。また、主語の

未経験をも表す。chưa のバリエーションは chửa で、1945 年以前の文学作品及び会話に出てくる

が、現代の文章にはあまり見えない。  

 まとめると、chưaは次のような特徴を持っている。 

・否定性のレベル：普通 

・否定意のみの表示可能性：なし 

・選択疑問文形成可能性：あり 
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・単独で否定的な答えとして用いられる可能性：あり 

・他の意味・用法：未完了 

 

4.4 đừng 

既述した通り、本研究では đừng も否定語であると考える。đừng が否定意を表すことは言うま

でもないが、さらに禁止という意も含む。この禁止もモダリティ意の一つだと考えられる。また、

đừng は NPI と結合できる。したがって、đừng は完全に(5)の条件を満たすので、đừng は否定専用

語である。 

đừngのもっとも基本的な意味は禁止である。 

 

(43) Đừng      nghịch. 

           否定語  いたずら 

    いたずらするな。 

(44)  Anh   đừng   đi. 

   あなた 否定語 行く 

   行かないで。 

 

(43)は目上の人から目下の人に対する禁止である（例えば親子）。なぜかというと、主語がない

ので、(43)は丁寧形の文ではないと分かる。禁止の強さは、構文あるいは文の構成員に関わらず、

発音の大きさとイントネ－ションによって違う。主語をつける場合は(44)のように、目下の人が

目上の人する願いあるいはアドバイスだと解釈しても問題がない。禁止は発話者が一方的に聞き

手を強く抑えるものなので、必ずしも理由の説明がない。したがって、禁止は、ただ話者が聞き

手に提案を与えて、選択権が聞き手に置かれるアドバイスと異なる。アドバイスの場合には(45), 

(46)のようにそのアドバイスの理由を述べる部分もよくある。 

 

(45) Đừng   đi,  nguy hiểm  lắm! 

   否定語 行く 危ない とても 

   行かないで、とても危ないよ。 

 

また、đừngは何かが起きないようにという願いも表す。 

 

(46) Cầu  trời  đừng  mưa. 

   祈る 空 否定語 雨 

   雨が降らないように祈る。 

(47) ??Cầu  trời  không / chẳng  mưa. 

   祈る 空  否定語/否定語 雨 
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   雨が降らないように祈る。 

 

以上の例から分かるように「お願いする／祈る」という意味を表す動詞がある。đừng の代わり

に không などの否定語を使うことができるが、đừng を使う文の方が自然だと感じられる。このこ

とは調査の結果からも分かる。「お願いする／祈る」という動詞の後に来る否定語は 100例文の中

で 98例が đừngで、2例が khôngである。このように、đừngは単独ではお願いの意味を表さずに、

cầuが必要であるが、đừngは否定の｢お願いする / 祈る｣の文でも使用される。 

まとめると、đừngは次のような特徴を持っている。 

・否定性のレベル：高い 

・否定意のみの表示可能性：なし 

・選択疑問文形成可能性：なし 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能性：なし 

・他の意味・用法：禁止、アドバイス、｢お願いする/祈る｣ 

 

4.5 chớ 

  chớ は意味的に đừng に近い否定専用語である。なぜかというと、chớ は禁止・アドバイスも表

すからである。多くのベトナム語学者は否定語だと見なしていないが、本研究では、đừng と同じ

ように、否定語だと主張する。その理由として、chớ は単独で否定意を表すことができないが、

chớ に否定意があることを言うまでもない。なお、否定意以外にも chớ は＜アドバイス＞という

モダリティ意を表す。また chớ は NPI と結合できるので、完全に(5)の条件を満たすため、chớ が

否定語であることは間違いない。 

 

(48) Chớ    nói  dối. 

   否定語 言う うそ 

   うそをついてはいけない。 

 (49) Cháu  chớ (có) đi   chơi. 

   あなた否定語 行く あそび 

   あなたは遊びに行ってはいけない。 

(50) Dù   khó khăn, chớ    thở than. 

   でも 大変  否定語   文句 

   大変でも文句を言わない。 

 

(48)は đừngと同じように禁止を表すものである。chớの代わりに đừngに入れ替えても問題がな

い。chớ は主語なしの文に出ても、弱い禁止を表す。禁止を表す点では đừng と同じだが、怒る場

合には chớ ではなく、đừng が使われる。つまり chớ は強い「禁止」には使われず「アドバイス」

あるいは｢注意｣に使われる傾向がある。 
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 また、chớ は古くから使われてきた。使用頻度は đừng とあまり変わらなかったが、現代語にお

いては、đừngより使用頻度が少ない。 

 

 (51) Chớ   nề     u hiển  mới   là    chị em.   (Nguyễn Du ｢Truyện Kiều｣) 

   否定語 気にする 現れる それ 同定動詞 姉妹 

   気にしないで、現れてくれるというのは姉妹関係を証明する。 

 

chớは他の否定専用語と同様で、(52)のように選択疑問文を形成できると思う人がいるが、本研

究は(52A)の chớ を否定語の chớ と区別する。(52A)の chớ は chứ「でしょう」（アクセントが上が

る）の変異だと思われる。なぜかというと、chớの変わりに chứを入れ替えても、(52)の意味は完

全に変わらないからである。また、他の否定専用語と同じように、単独の答えとしても使えない。

(52A)の chớは chứと同じように日本語の「でしょう」の意味を持っている。 

 

(52) A：Anh   biết   chớ／chứ?(あなたは知っているでしょう。) 

    あなた  知る でしょう 

            B： ??chớ／chứ 

     でしょう 

  

まとめると、chớは次のような特徴を持っている。 

・否定性のレベル：普通 

・否定意のみの表示可能性：なし 

・選択疑問文形成可能性：なし 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能性：なし 

・他の意味・用法：弱い禁止及びアドバイス/注意 

 

4.6 chăng 

chăng は発音の類似ゆえに chẳng の変異だと思う人が多いが、chẳng とは関係のない否定専用語

である。まず、chăng は日常会話において使われない。逆に、歌、詩などの文学作品によく出て

いる。したがって、chăngは文学的な否定語と呼ばれている。 

chăngは(53)のように否定意しか表さない。 

 

 (53) Chơi   xuân ai    biết   xuân  chăng   tá  (Hồ Xuân Hương｢Đánh đu｣) 

   遊び  春 誰でも 知る 春  否定語  止まる 

   春に遊ぶ人は誰でも春が必ずいつか過ぎ去ることを知っている。 

 

 

(54) Nghe  lõm bõm     câu  được  câu  chăng. 

   聞く はっきりしない 文 できる 文 できない 
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   はっきり聞きとれない。聞き取れる文もあるが、聞き取れない文もある。 

 

 (53), (54)では、khôngに入れ替えても意味が変わらない。また、chăngはkhôngと同じように(55)

のように選択疑問文を作ることができるが、単独の答えとしては使われない。また、このような

質問は自分に聞く場合に常に使われているので、軽い質問だと言える。 

 

(55) A：Nhầm   chăng？(間違っているかな？) 

     間違う かな 

   B：*chăng(いいえ) 

(56) Tôi  nhầm  chăng? 

           私 間違う  かな 

   私は間違っているかな？ 

  

上記の通り、自問する軽い質問から、相手がいるやわらかい質問に展開されるので、歌、詩、

文学によく出ている。chăng を使う効果は文学的な美しさを作るものである。以上からわかるよ

うに chăng の明らかな特徴は文学的な効果を作ることなので、文学的な否定専用語だと呼ばれて

いるが、文学に関係なく否定意しか表さない場合もある。また、chăng は軽い質問に使われてい

る。 

 まとめれると、chăngは次のような特徴を持っている。 

・否定性のレベル：低い 

・否定意のみの表示可能性：あり 

・選択疑問文形成可能性：あり 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能性：なし 

・他の意味・用法：文学的な効果をもたらす 

 

4.7 sá 

sáは現代では用いられないが、1945年以前の文学作品において、よく用いられていた。sáはい

くら困難、マイナス、悪い条件においても、気にしないという強い意志を表す否定語である。こ

の否定語は男の勇気を大事にする封建社会において男の強い意志を表すのに使われていた。男女

平等の現代社会では、そのような意味を表すことが不要になり、sá は徐々に使用されなくなった。 

 

(57) Phép công  là     trọng,  niềm tây    sá  nào.(Đoàn thị Điểm ｢Chinh phụ ngâm｣) 

   公のこと同定動詞 大事、個人的なこと 否定語 NPI 

   公のことを大事にして、個人的なことを気にしない。 

 

sáは 1945年以前の文学作品においても、選択疑問文を作れず、単独で答えとしても使われてい

ない。 

まとめると、sáは次のような特徴を持っている。 
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・否定性のレベル：高い 

・否定意のみの表示可能性：なし 

・選択疑問文形成可能性：なし 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能：なし 

・他の意味・用法：男性の強い意志 

 

4.8 khỏi  

 多くのベトナム語の研究者は khỏiが forget, regretなどのような否定意がある単語であると主張し

ている(Nguyễn Đức Dân(1987)等)。しかし、khỏiは Trần Văn Phước(1997)で始めて否定語のリスト

に加えられた。ただ、Trần Văn Phước(1997)は khỏiを否定語リストに加える理由について述べてい

ない。本研究においても、次のような理由で khỏiを否定語とみなす。以下の例を見てみる。 

 

(58) Anh  đi   thì        tôi    khỏi  phải/cần  đi. 

  あなた 行く そうしたら      私 否定語  要る             行く 

          あなたは行くなら、私は行く必要がない。 

(59) Anh   đi   thì      tôi không  phải / cần  đi. 

  あなた 行く そうしたら      私 否定語  要る             行く 

     あなたは行くなら、私は行く必要がない。 

 

(58)の khỏiの代わりに khôngを入れても、(59)は(58)と意味が変わらない。つまり、khỏi はkhông

と同じように否定意を持っている。そういえば、「要る」という意味は phải/cần という助動詞

によっても表される。しかし、調査の結果8から、「不必要」を表すのに khỏi のみの使用頻度は

không+ phải/cần「要る」の使用頻度とほぼ変わらない。同時に、調査の結果から分かるように、

男性は女性より khỏiをよく使っている。したがって、khỏiは決断性を持っていると考えられる。 

また、(60)のように、khỏiは単独で「不必要」を表せない。単独に khôngを使うと、「不必要」

だとは解釈されず、ただ否定意しか表さない。 

 

 

(60) Anh   khỏi / *không  biết. 

  あなた 否定語          知る 

  あなたは知らない。 

 

                                                   
8 「日本では、いつもパスポートを持参しなければなりませんか」という質問に対する「いいえ」という答えをベトナム語で15

人(男：8人、女：7人)に与える実験である。結果としては、「khỏi」を使って答える男が7人で、女が一人である。一方、「khỏi」

を使って答える女が０で、全員の女の人が「không」を使って答えた。 
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khỏiは否定意以外に、「不必要」という意味を単独で表すことができる。また、khỏiは次のよう

に NPIと結合できる。以上の理由で、否定語である(5)の条件を満たす。 

 

(61) Anh   khỏi   làm   gì. 

       あなた 否定語 やる NPI 

  あなたは何もやらなくてもいい。 

 

以上説明した通り、否定環境では khỏi は「必要がない」という意を表す。この否定意味は肯定

意味から展開されると推測できる。khỏi は(62)のように、本来、病気といった悪い状況から脱出

するという意を表している。 

 

(62) Tôi  khỏi   bệnh  rồi. 

        私 否定語 病気 もう 

  私はもう病気が治った。 

 

徐々に悪い状況ではなくて、ある状況、場所を脱出するという意に広がった。また、｢悪い状

況から脱出する｣という khỏi の基本的な意味は否定に深く関係があるので、否定意にさかのぼる。 

 

(63) Để cho  khỏi   tốn   tiền.                                                             (Nam Cao｢Chí Phèo｣) 

  ため、否定語 かかる お金 

  お金をかけないため。 

(64) Anh   khỏi    lo.                                                                            (Nam Cao｢Chí Phèo｣) 

  あなた 否定語 心配する 

  心配する必要がない。 

(65) Khỏi    dài dòng. 

  否定語  長く  

  長く話す必要がない。 

 

また、khỏiは選択疑問文を作れず、単独で答えとしても使われない。 

 まとめると、khỏiは次のような特徴を持っている。 

・否定性のレベル：高い 

・否定意のみ表示可能性：なし 

・選択疑問文形成可能性：なし 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能性：ない 

・他の意味・用法：不必要 

 

4.9 há 

háは現代言語においては否定語として使用されていないが、1945年以前の文学作品においては
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出現頻度は少なくない。1945 年以前の文学作品では、sá と同じように、男性の強い意志を表す否

定語として使われた。há は漢音であるので、文字がローマ字に変わって、使われなくなってしま

ったのである。 

 

(66) Sự nghiệp anh hùng  há    bấy nhiêu.         (Hồ Xuân Hương 「Miếu Sầm thái thú」) 

   事業  勇士  否定語 少ない 

   勇士の事業は少なくない。 

(67) Nên  rừng  há   dễ   một  cây. 

   なる 林 否定語 簡単 一本 木 

   林になるのに、簡単に一本の木からなるということではない。 

(68) Bạch Hàm  há    dễ   kém   đâu   Tư Hoành. 

   Bạch Hàm 否定語 簡単 負ける 否定語 Tư Hoành 

   Bạch Hàmは Tư Hoànhに簡単に負けない。 

 

また háは選択疑問文を形成できず、単独の答えとしても使われない。 

まとめると、háは次のような特徴を持っている。 

・否定性のレベル：高い 

・否定意のみ表示可能：なし 

・選択疑問詞形成可能性：あり 

・単独で否定的な答えとして活躍する可能性：なし 

・他の意味・用法：男性の強い意志 

 

4.10 ứ, đéo, đếch, chả 

 ứ, đéo, đếch, chảは否定意を表わす俗語の否定専用語である。このような否定語は日常会話でよ

く使われている。俗語なので、相手に対する軽蔑的態度を表す効果がある。 

 

(69) Em  ứ / đéo / đếch / chả  biết. 

   私 否定語       知る 

   私は知らない。 

 

  ứ は他の俗語の否定専用語と異なり、｢軽蔑｣｢失礼｣という話し手の態度以外に、小さい子供

あるいは若い女性が目上の人の相手に｢甘えたい｣という感情も表す。 

 ứ, đéo, đếch, chả は選択疑問文を形成できず、単独の答えとしても使われない。ứ のみ単独の

答えとして用いることができる。 

 

(70) A: Ăn   trứng  không? （卵を食べる？） 

    食べる 卵  か 

           B: Ứ（いいえ） 
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まとめると、俗語の否定語は次のような特徴を持っている。 

・否定性のレベル：普通 

・否定意のみの表示可能性：なし（ứ以外） 

・選択疑問詞形成可能性：なし 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能性：ない 

・他の意味・用法：｢軽蔑｣｢失礼｣、｢甘えたい｣（ứのみ） 

  

4.11 否定専用語のまとめ 

以上の否定専用語をまとめると、以下のようになる。 

 

否定専用語 否定性のレ

ベル 

否定意の

み表示 

単独での否

定の答 

選 択 疑

問 文 形

成 

他の意味・用法 

không 高い ○ ○ ○ 禁止 

chưa 普通 × ○ ○ 未完了 

chẳng  高い ○ × × 失礼な態度、～せざるを得

ない 

chăng 低い ○ × ○ 文学的な美しさ 

khỏi 高い × × × 不必要 

đừng 高い × × × 禁止 

chớ 普通 × × × 禁止、アドバイス、注意 

há 高い ○ × × 男性の強い意志 

sá 高い × × × 男性の強い意志 

ứ/đếch/đéo/chả 普通 × ×(ứ○) × 軽蔑、甘えてもらいたい態

度 

（図 1） 

 

5 派生否定語 

多くの言語において、疑問が否定に深く関わっている。この特徴は、疑問と否定の性質による

と思われ、疑問を持っている人は疑う感情が溢れてきて、誰かに明らかにしてもらたくても明ら

かにしてもらえないので、否定したい感情に近づくという心理の展開の道を辿ることがある。否

定と疑問との関係についての研究には渡辺(1984)などがある。 

ベトナム語でもこの関係は深く、本来疑問詞の語が否定語として用いられることもある。本節

ではこのような語を取り上げる。 

 

5.1 đâu 

đâu は基本的な用法としては場所を聞く疑問詞で、日本語の「どこ」に相当する。しかし、否

定語としても使われている。 

Nguyễn Đức Dân(1983)は、単独で否定語として使われる場合において đâu が他の否定語と異な

り、出来事あるいは状態の命題を否認すると述べている。ただ、(71)のように、他の否定語と同
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じように、述部（知る）を否定する解釈に加え、文（私が知っていること）を否定する解釈とい

う二つの解釈がある。 

 

(71) Tôi  đâu   biết. 

   私 否定語 知る 

   私は知らないよ。 

   私が知っていることはない。 

 

また(72)のように、規範的位置である主語の後に加えて、đâu は文末にも現れる。(72)も(71)と

同じように、二つの解釈を持っているが、文末の位置によって、命題否定に傾く。つまり、「私

が知っていることはない」という解釈の方が優位である。đâu の文末の位置によって、全文に作

用域を与えることに関係していると考えられる。また、主語の後の位置は否定語の規範的出現場

所であるので、述語動詞のみに否定の作用域が置かれる。否定性の面では、文末の位置は主語の

後の位置より否定性が強い。 

 

(72) Tôi  biết  đâu. 

   私 知る 否定語 

   私は知らないよ。 

   私が知っていることはない。 

 

đâuも他の否定語と同じように、否定意以外に、モダリティ意も表す。đâuのモダリティ意は話

者が命題の出来事に関わらないことを聞き手に印象付けることである。このような意味は đâu の

出現場所に関わると考えられる。また、文末の位置にあるものは常に聞き手の耳に最後に入るも

のなので、文末に出る đâu はもっとも聞き手に印象を残すと言える。したがって、文末の đâu は

他の位置より「相手に強く主張する」という効果がある。 

また、đâu は(73)のように、ただ否定意しか表さない場合もある。(73)では、đâu の代わりに、

khôngに替えても、意味が変わらない。 

 

(73) Đâu / không   ngờ. 

   否定語   予測する 

   予測できない。 

 

 đâuは NPIとして(74)のように他の否定語と結合し、否定意を強調し、話者自身が無関係である

ことを表す場合もある。この NPIとしての đâuは第 2章で詳細に述べる。 

 

(74) Tôi  không  biết  đâu. 

   私 否定語 知る 否定語 

  私は知らないよ。 
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また、đâuは(75)のように不明瞭な情報を述べるのに使われることもある。この意味は「否定意」

から離れているが、｢確実ではない｣と考えると、否定意に関係しないとは言えない。 

 

(75) Đâu như  chị ấy  sắp              đi du học 

   らしい  彼女 もうすぐ 留学する 

   彼女はもうすぐ留学するかもしれない。 

 

 まとめると、đâuは次のような特徴を持っている。 

・否定性のレベル：高い 

・否定意のみの表示可能性：あり 

・選択疑問文形成可能性：なし 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能性：あり 

・他の意味・用法：「話者が出来事に無関係である」「相手に強く主張する」 

 

5.2 gì 

gì は日本語の「何」に対応し、基本的な用法としては物を聞く疑問詞である。gì が否定語であ

ることを疑う人もいるが、上で述べたように、疑問詞は本来否定と深く関係を持っている。また、

(76)のように他の否定語と同じように否定意しか表さない。 

 

(76)  Từ   đây  đến   đó      xa  gì           đâu. 

    から ここ まで あそこ  遠い 否定語    NPI  

   ここからあそこまでそんなに遠くない。 

(77)  Chuyện đó thì  lo     gì! 

   そんなこと 心配する 否定語 

    そんなことは心配しないで。 

(78)  Chồng   gì   anh, vợ   gì   tôi,chẳng qua là   cái nợ đời chi   đây. ｢民謡｣ 

   夫  否定語  彼 妻 否定語  私、ただ 同定動詞 人生の借金  NPI 

   あなたは夫じゃなくて、私は妻じゃなくて、ただ、借金の貸し借りの関係に過ぎない。 

 

  (78)と(76), (77)の異なるところは、gì の出現場所である。主語の後の gì は他の派生否定語と

同じように、規範的出現場所でただ述語を否定するが、このような位置はあまり使われない。文

末に出る gì は命題を否定する。(77), (78)を発話するとき、否定意を強調するために、gì を長く発

音する傾向がある。否定意を強調するとともに、話者の不満も表す。例えば(77)では、｢簡単なこ

とで、そんなに心配は要らない｣という意味が感じられる。この意味は伸ばした発音に関わると

考える。ベトナム語では、何か批判するとき、伸ばした発音を使う。 

文中において、否定対極表現として使われる場合もある。この場合、否定語の否定意を強調す

るために使われている。しかし、NPI に関しては多様な問題があるので、第 2 章で詳細に記述す
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る。 

 

(79) Tôi  không  biết  gì. 

   私 否定語 知る 否定語 

   私は何も知らない。 

 

 chi は gì のバリエーションである。完全に同じ意味を持っているが、1945 年以前の文学作品に

おいて chi はよく用いられていた。gì も使われていたが、非常に少ない。しかし、現代では、chi

は消えてしまった。 

 

(80) Lao đao  phận trẻ   chi   sờn.         (Nguyễn Đình Chiểu ｢Lục Vân Tiên｣) 

   困難  若いごろ 否定語 気にする 

   若いごろ、困難があっても気にしない。 

(81) Công danh phú quí  màng     chi.        (Nguyễn Đình Chiểu ｢Lục Vân Tiên｣) 

   事業、  お金  気にする 否定語 

  事業、お金のことを気にしない。 

 

Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu(1889))において、chiの出現頻度は多く 72回も出てくる。gìは

12 回しか出てこない。現代ベトナム語において、chi がなくなった原因は次のようだと予測され

る/できる。chi は本来漢字由来で、ローマ字時代に変わって、同じ意味を表すものが二つ存在す

る必要はないので、使われなくなってしまうのだと考えられる。 

まとめると、gìは次のような特徴を持っている。 

・否定性のレベル：低い 

・否定意のみの表示可能性：あり 

・選択疑問文形成可能性：なし 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能性：なし 

・他の意味・用法：「そんなに大げさにする必要がない」 

 

5.3 nào 

nàoは基本的な用法としては選択肢を聞く疑問詞（どれ、どちら、どの）である。(82), (83)のよ

うに、否定語としても用いられる。(83)のように、NPIと共起するので nàoは(5)の条件を満たす否

定語である。 

 

 

(82) Toàn  người quen,  nào   ai  xa lạ. 

   ばかり 知り合い 否定語 誰 知らない 

   知り合いばかりで、知らない人じゃないよ。 
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(83) Nào   ai  biết đâu. 

   否定語 誰 知る NPI 

   知っている人はいない。 

  

 まとめると、nàoは次のような特徴を持っている。 

・否定性のレベル：普通 

・否定意のみの表示可能性：あり 

・選択疑問文形成可能性：なし 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能性：なし  

・他の意味・用法：否定意を強調する 

 

5.4 sao 

sao は基本的な用法として理由、原因（何で）、状態、方法（どのように）を聞く疑問詞だが、

(84)では否定意しか表さない。 

 

 (84) Người lành  lỡ      bỏ     người đau   sao   đành  được. ｢民謡｣ 

   元気な人 ざるを得ない 無視する 怪我した人 否定語 捨てる     NPI 

   元気な人を捨てざるをえないが、怪我した人を捨てられない。 

 

また、NPIと結合できるので、saoも(5)の条件を満たし、否定語に含むことができる。 

まとめると、saoは次のような特徴を持っている。 

・否定性のレベル：普通 

・否定意のみの表示可能性：あり 

・選択疑問文形成可能性：なし 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能性：なし 

・他の意味・用法：不可能 

 

5.5 mà 

以上の否定語は主に疑問詞由来否定語であるが、mà は(85)のように基本的な意味として文と文

をつなげる逆接連続詞である。また、(86)のように連体修飾詞としても使われている。しかし、

(87)のように否定語としても使われている。それに、NPI と結合できるので、mà も(5)を満たし、

否定語である。 

 

(85) Hôm nay trời  nóng  mà   nó  mặc  áo len. 

   今日  空 暑い しかし 彼 着る セーター 

 今日は暑いのに、彼はセーターを着ている。 
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(86)  Người  mà     mặc  áo đỏ     là     bạn  tôi. 

           人 連体修飾詞 着る 赤いシャツ 同定動詞 友達 私 

  赤いシャツを着ている人は私の友達だ。 

(87)  Nó mà    biết gì. 

  彼 否定語 知る    NPI 

  彼は絶対知らない。 

 

(87)の否定語 mà は (86)連体修飾詞 mà と同様で、主語の後に出ている。どちらが否定語である

か、連体修飾詞であるを区別するには文法以外、発音も使える。否定語の mà がある文の発音は

連続詞の màがある文の発音と違う。否定語の màがある文の主語を発音するとき、普通よりその

主語を伸ばす。例えば、(87)では、mà は否定語として使われているので、(87)の主語 nó（彼）は

長めに発音される。ベトナム語では、何かを批判するとき、長めの発音がよく用いられている。

mà がある文の主語の発音も長く発音されているので、mà は批判する態度を表す否定語として使

われている。逆に、(86)では、主語の発音は普通の長さである。 

màは否定意以外に、出来事に対する話者の「信じられない」という感情あるいは主語に対する

話者の軽蔑も表す。(87)は「知っているということはあり得ない」という話者の考え方あるいは、

「彼のレベルでは絶対分かっていない」という話者の軽蔑を示すものである。gì と同じように、 

この mà のモダリティ意は長い発音に関わると考えられる。したがって、否定語として使われる

とき、発音も長くすれば、その否定文は「信じられない」という意味や軽蔑的な態度を表す。 

まとめると、màは次のような特徴を持っている。 

・否定性のレベル：高い 

・否定意のみの表示可能性：なし 

・選択疑問文形成可能性：なし 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能性：なし 

・他の意味・用法：「信じられない」「軽蔑な態度」 

 

5.6  cóc 

cóc はカエルという動物の名前で、否定語として使われたら俗語の否定語になる。(88)のように

NPI と結合でき、(5)の条件を満たし、否定語であると主張できる。cóc によって表される「尊敬

しない」態度は、カエルのイメージと関係がある。cóc（カエル）はベトナム人にとって醜い動

物で、人間よりレベルが低いので、人に対して使われると、軽蔑することに繋がる。 

また、否定は極端的な意味だと思う人が多い。この主張は心理学者に認められている。子ども

教育において、否定語の使用を避けるべきだとアドバイスする教育者もいる。このような否定語

は子どもの心理に極端な影響を与えて、子どもの反抗を催す原因になりうるのである。 

人間よりレベルが低く、醜い動物を否定語として使うことは容認されやすい。したがって、こ

の否定語は否定意以外に、発話者の尊敬しない態度も表す。さらに詳しく言えば、尊敬しないか

ら無関心だという発話者の態度である。 
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（88）Nó  cóc       biết gì. 

   彼 否定語（カエル）知る NPI 

   彼は知らなかった。 

 

まとめると、cócは次のような特徴を持っている。 

・否定性のレベル：高い 

・否定意のみの表示可能性：なし 

・選択疑問文形成可能性：なし 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能性：なし 

・他の意味・用法：尊敬しないから無関心しているという発話者の態度 

   

5.7 cứt（フン）等の汚いもの、quái（妖怪）、quỉ（鬼）、ma（幽霊）等の怖いもの、chó（犬）、

khỉ（猿） 

chó（犬）、khỉ（猿） は cóc（カエル）と同じように軽蔑される動物の名前、quái（妖怪）、quỉ

（鬼）、ma（幽霊）等は怖い物の名前、cứt（フン）は汚い物の名前である。三つとも俗語の否定

語で、否定意以外に、相手を尊敬しない態度も表す。chó（犬）, khỉ（猿）もベトナム人にとって

悪い動物で、quái（妖怪）、quỉ（鬼）、ma（幽霊）も非常に怖いもので、cứt（フン）は言うまで

もなく、嫌な気持ちをもたらすものだと思われている。 

前小説で述べたように、否定は極端的な意味だと思う人が多い。悪い印象の名前及び否定の極

端な意味によって、動物、怖いもの及び汚いものは、相手を尊敬しない態度を表す否定語として

使われている。 

 

(89) Nó  biết  (cái)(con)  chó / khỉ                gì. 

   彼 知る 類別詞        否定語（犬 / 猿） NPI  

   彼は知らない。 

(90) Nó biết   cứt        gì. 

   彼 知る 否定語（フン） NPI  

   彼は知らない。 

(91) Mày   biết     (cái)   quái    gì. 

  あなた 知る(物の類別詞)  妖怪  NPI 

  あなたは知らない。 

 このような否定語は否定意を強調するNPIの gìと一緒に出てくることが多い（(5)の条件を満た

し、否定語であると言える）。軽蔑する程度を強調するために、(89)と(91)のように物の類別詞 cái

と、さらに(89)のように動物の類別詞 conを追加することがある。 

 

まとめると、これらの否定語は次のような特徴を持っている。 

・否定性のレベル：高い 

・否定意のみの表示可能性：なし 
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・選択疑問文形成可能性：なし 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能性：なし 

・他の意味・用法：軽蔑的な態度 

 

5.8 派生否定語のまとめ 

派生否定語の特徴をまとめると以下のようになる。 

 

 

否定語 

否定性のレ

ベル 

否定意のみ

の表示 

選 択 疑 問

文形成 

単 独 で 否

定の答え 

他の意味・用法 

đâu 高い ○ × ○ 否認する 

gì 低い ○ × × 大げさにする必要がない 

nào 普通 ○ × × 否定意を強調する 

sao 普通 × × × 不可能 

mà 高い × × × 軽蔑、信じられない 

cóc 高い × × × 軽蔑 

cứt, quái, 

quỉ, ma, chó, 

khỉ 

高い × × × 軽蔑 

（図 2） 

 

6 複合否定語 

 否定語には、二つ以上の要素から構成される複合否定語もある。 

 

6.1  không phải(là) 

否定語 không によって複合語 không phảiも否定語として用いられる。  

phải は「正しい」という意味の形容詞であるが、本稿で注目するのは助動詞及びモダリティ副

詞としての用法である。助動詞としては、phải は「しなければならない」という意味を表す。一

方モダリティ副詞としては「希望通り」という意味を表す。 

là は英語の to be 動詞のような同定動詞であるが、否定文においては không phải(là)は(92)と(93)

のように「わけではない」という意味を持つ否定語①と(94)のような名詞述語の否定語②、(95)

のように情報を直す否定語③である。つまり、①は完全否定する否定語ではなくて、一部を否定

するものである。②は述語が名詞でなければならない。③は聞き手が正解だと思っている情報を

直すということである。 

 

 

(92) Có nghĩa là  cái lễ kéo cờ  khoa trương kia cũng  không phải  hoàn toàn  vô dụng.  

 つまり  旗揚げ式  豪華   あの も 否定語   完全に  無駄 

つまりあの豪華な旗揚げ式は完全に無駄なわけではない。 

(93) Không phải  hễ  làm lý trưởng   thì     cứ việc ngồi   mà khoét. 

  否定語  NPI と 村長をする そうすると 座ったままで 食べる 

  村長をするということは、座ったまま食べるようなことはない。 
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(94) Nam không phải sinh viên. 

         Nam 否定語 学生 

   Namは学生ではない。 

 

không phải(là)が｢わけではない｣という一部を否定する否定語である理由は次の通りである。｢美

しい｣という意味の形容詞を否定すると、｢みにくい、悪い｣より｢きれいではない｣になるはずで

あるが、｢普通｣のほうが正確である。したがって、phảiの助動詞としての基本的な意味である｢し

なければならない｣を否定すると、｢わけではない｣という部分否定になると考えられる。また、

không phải(là)が名詞述語の否定語である理由は、上で述べたように là が同定動詞であることに関

わる。名詞述語文は｢A は B である｣という構造を持っている。つまり、A と B との関係は否定さ

れるときでも守らなければならない。否定語の中で、同定動詞がある否定語は không phải(là)しか

ない。したがって、không phải(là)は名詞述語の否定語という役割を果たす。không phải という言

い方もあるが、この否定語はただ không phải làの làが省略されたものである。 

 

(95) Em không phải(là) ốm,  chỉ   mệt thôi. 

   私 否定語  病気、ただ 疲れる。 

   私は病気じゃなくて、ただ疲れているだけ。 

 

(95)では、話者が青い顔をして聞き手は話者が病気だと思っていたので、話者は聞き手が思っ

ていることを直すために、không phải làを使う。 

なぜ、không phải là が名詞述部文の否定語および、情報を直す否定語として使われているのか

は、không phải làの役割に関わる。上で述べたとおり、không phải làは名詞述語の文の否定語であ

る。つまり、không phải làが出る文は同定文でなければならない。A＝Bではなく A＝Cのように

không phải là は以上述べたように、ただ否定意のみ表す。他の否定語と異なるのは否定のし方で

ある（一部を否定、名詞の否定、情報を直す）。また、選択疑問文を作れず、単独で否定的な答

えとしても用いられない。 

まとめると、không phải làは次のような特徴を持っている。 

・否定性のレベル：普通 

・否定意のみの表示可能性：あり 

・選択疑問文形成可能性：なし 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能性：なし 

・他の意味・用法：なし 

 

6.2  làm gì 

それぞれの単語は単独では完全な否定ではないが、結合し、長く発音されると、否定意を表す。

そして(96)のように NPIと結合できるので、(5)の条件を満たす。 

この否定語のモダリティ意は、話者の｢信じられない｣という態度である。 
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(96) A: Hôm qua đi   Sài Gòn   à?  

    昨日  行く Sài Gòn   か 

    昨日、Sai Gonへ行ったの？ 

           B: Làm gì   có    chuyện đó (đâu). 

      否定語 ある  そんなこと NPI 

     そんなことはない。 

 

làm gì が否定語として使われているのは、伸ばす発音に関与すると考えられる。既に述べたよ

うに、ベトナム語では何かを批判するとき、伸ばす発音を使う。(96)(97)は、出来事の成立可能

性を批判し、その出来事が成立したら信じられないという話者の心理を表す。具体的に言えば、

（97）では、話者は｢Maiがそんなことを理解できる｣ことを信じられない。 

5.2で述べたように gì単独でも否定語として使われていること及び伸ばす発音によって、làm gì

は「信じられない」という意を含む否定語として使われている。また、gì とは異なり、làm gì は

否定語として文末の位置に限られず、完全に他の否定語と同じである。 

 

(97)  Mai làm gì  hiểu được  điều đó. 

         Mai 否定語 理解する そんなこと 

  Maiはそんなことを理解できない。 

(98) A: Hằng  nói  được  tiếng Ý    à? 

    Hằng 話す 可能 イタリア語 か 

    Hangはイタリア語が話せるの？ 

           B: Làm gì. 

    そんなことはないよ。 

 

(98)から分かるように、làm gìは選択疑問文を作れないが、単独で否定の答えとして用いられる。

また、すべての出来事を否定するので、否定性がかなり強いと言える。 

まとめると、làm gìは次のような特徴を持っている。 

・否定性のレベル：高い 

・否定意のみの表示可能性：なし 

・選択疑問文形成可能性：なし 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能性：あり 

・他の意味・用法：話者の信じられない態度 

 

6.3  thèm vào, thèm mà 

 以下の(99)も(100)も、否定意を表しながら NPI とも結合できる。したがって(5)の条件を満た

しているので thèm vào, thèm mà は否定語に含めることができる。 

 

(99) Nó  thèm vào   chơi nữa. 
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   彼 否定語    遊ぶ NPI 

   彼は遊びたがらない。 

(100) Em thèm mà  giống     gì  anh.     

   私 否定語 似る NPI あなた    

   私はあなたに似たくない。 

 

thèm は基本的な意味としては｢ほしい、何かしたい｣という欲望を表す助動詞である。したがっ

て、否定意に何も関わらない。vào と mà は基本的な意味として否定と関係ない。しかし、(99)と

（100）を口に出すと、thèmは長めに発音される。この長めの発音によって、thèm vào, thèm màは

否定意を持つのだろう。以上で述べたように、ベトナム語では、何かを批判するとき、伸ばす発

音を使うことが多い。この発音によって｢ほしい、何かしたい｣の意味を｢欲しくない、なにかし

たくない｣という意味に変える。批判を表す伸ばす発音によって thèm vào, thèm mà は話者が聞き

手に対して尊敬しない態度も表せるようになると思われる。 

また、(101)のように、thèm vào は単独で否定の答えとして活躍できるが、thèm mà はできない。

màは基本的な意味の影響が強いので、màの後ろに出来事を説明する要素の出現が必要になる。 

 

(101) A：Đi   đá bóng   không?  

     行く サッカする か  

    サッカに行くの？ 

         B：  ?? thèm mà  

      thèm vào 

     いいえ 

  

thèm vào/thèm mà は尊敬しない態度を表すが、ただ｢欲しくない、何かしたくない｣ことを表す

ので、強い否定語だとはいえない。 

 まとめると、thèm vào/thèm màは次のような特徴を持っている。 

・否定性のレベル：普通 

・否定意のみの表示可能性：なし 

・選択疑問文形成可能性：なし 

・単独で否定的な答えとして用いられる可能性：あり(thèm vào)、なし(thèm mà) 

・他の意味・用法：話者が相手を尊敬しない態度 

 

7.  例外 

ベトナム語には、cha（父） mẹ（母）、bà（祖母）、ông（祖父）、cụ（曾祖母、曾祖父）、kỵ（高

祖母、高祖父）、tổ tiên（先祖）を用い、何かを否定するという言い方もある。しかし、4.5.6節で

述べた否定語は全て NPIと結合できるが、cha（父）、mẹ（母）等のような名詞は NPIと結合でき

なくても、明らかに否定意を表す。したがって、本研究では、このような否定語は例外だと見な

す。このような否定語が NPI と結合できない理由は、このような否定語によってかなり強い軽蔑
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の態度を表すことに関わる。なぜかというと、かなり強い軽蔑の態度を表すつまり怒っている話

者は短い文を使う傾向があり、もっと軽蔑の態度を強調する手段以外には他の要素を文に加えな

いことがあるからである。 

cha（父） mẹ（母）、ông（祖父）、bà（祖母）、cụ（曾祖父、曾祖母）、kỵ（高祖父、高祖母）、

tổ tiên（先祖）のような名詞が否定語として使われている理由は、聞き手に尊敬される cha（父 ）

mẹ（母）などの人称と関わる。また、否定意は極端な感情を与える傾向がある。話者は故意に聞

き手の尊敬する親族の人称を極端な意味を持つ否定語として用い、極度に軽蔑の態度を表す。 

 

(102) Biết   (cái)    bà   mày. 

         知る (類別詞) 祖母  あなた 

  あなたは知らない。 

(103)  Mày   hiểu    （cái ） mẹ  mày. 

  あなた 理解する 物の類別詞 母 あなた 

  あなたは全然理解できない。 

(104) Mày   làm   （cái）   cụ    mày  

   あなた やる 物の類別詞 曾祖父 あなた 

   あなたは絶対やらない。 

 

軽蔑する程度を強調するために、物に使われる cáiという類別詞9を追加することもある。cáiは

物の類別詞なのに、(102)のように故意に尊敬する人の名詞に用いられると、さらに軽蔑さを表す

からである。このような否定語は全て軽蔑を表すものなので、単独に否定意を表せず、否定性が

かなり強い。また使い方も不規則なので、選択疑問文あるいは単独で否定の答えを形成すること

ができない。 

本章では以上のように、ベトナム語の否定語を定義して直し、新しい分類を行い、それぞれ否

定語の各意味及び意味の関係を詳細に記述した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
9 ベトナム語は日本語と同様で、物、動物などの前に cái, chiếc(物を指す)、con(動物を指す)といった類別詞が置かれている。 

cái    ô / con   gà 

類別詞 傘  類別詞 鶏 
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第 2 章 ベトナム語の否定対極表現 

 

1 はじめに 

どの言語においても、否定の意味を強めたり、否定の及ぶ範囲を明確にしたりする表現があ

る。日本語で言うならば、「一言も分からない」「あまりわからない」「めったに来ない」の「一

言も」「あまり」「めったに」、ベトナム語なら、không sao, không ăn mấy…の sao（問題）, mấy（あ

まり）などがこれである。本研究ではこのような表現を否定対極表現(negative polarity item, 

NPI)と呼ぶ。NPIは否定に関する研究において様々な言語を対象に研究されているが、ベトナム

語の NPIを取り扱う研究はまだない。本研究では否定環境における sao, mấyの意味を体系的に記

述し、その意味がどのように基本的な意味に関わるかを説明する(主に修飾 NPI と派生 NPI)。ま

た、否定語とその NPI との連結も見る。そして、同一の文に多くの NPI が出現する場合に、どの

NPIが他の NPIを容認するか、容認する条件は何かという規則を探求することを目的とする。 

 

2 NPI とは 

「一言も、あまり」のようなものは様々な異なる名前で呼ばれている。例えば、｢否定対極表

現｣(山田 1997、今仁 2000)、｢否定と呼応する形式｣(金水敏・工藤・浜田 2000)｢否定対極項目｣な

いしは｢否定呼応表現｣(negative concord, NC)(加藤 2000)などである。どのような呼び方でも否定を

修飾する要素を指すので、統一するために本研究では、｢否定対極表現｣(NPI)という呼び方を使

うことにする。 

ベトナム語の NPI を対象にした研究はないため、山田(1997)の定義を借りて、ベトナム語の

NPIを見てみる。 

 

多数の表現は肯定環境と否定環境の両方で用いられる。ところがどちらかの環境だけ

でしか用いられない表現があった、とくに否定環境のみで使用される表現が種類も多く

使用頻度も高い。これが否定対極表現と呼ばれる表現である。 

(山田 1997：3) 

 

肯定環境に出る場合もあるが、否定環境において肯定環境での意味とは異なる新たな意味が生

起する要素も本研究は｢とくに否定表現のみで使用される表現｣と見なし、考察対象とする10。 

このような特徴をもつ NPI は、ベトナム語では次のように 3種類に分けられる。 

(1) 否定語と結合して、呼応表現として新たな意味が誕生する NPI がある。この意味は構成

する否定語と NPIの本来の意味にあまり関わらず、呼応表現の固定したものである。本研 

 究では、このような呼応表現を｢呼応 NPI｣と呼ぶことにする。 

                                                   
10 また、NPI の特性について Jespersen(1917)も次のように述べている。「否定対極表現は否定を強調し、否定をいきいきとさ

せるための手段である」。 
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(2) 否定意の面で否定語を修飾する。NPIを｢修飾 NPI｣と呼ぶことにする。 

(3) 肯定環境にも出るが、否定環境に出ると、新規の意味が誕生する。NPIを｢派生 NPI｣と呼 

ぶことにする。 

 

それぞれの具体例を以下に挙げる。 

 

(4) 呼応NPI：không chừng(推論), không lẽ（仮定）, không hề（まったく～ない）, không sao（問 

 題ない）, không nổi（不可能） 

(5) 修飾NPI：Không...nữa（もう～ない）, không…cả（すべて～ない）, không…hết（一 

つもない）, không gì（ない）, không nào（どれもない）, không đâu（ないよ）, không sao nổi /  

được（不可能）, 慣用句（なんでもない） 

(6) 派生NPI：không mấy（あまり～ない）, không được（不可能）, không có（～ことはない）,  

 không thèm（したくない）, không thể（不可能） 

 

 以下では、次のようなことを行う。①NPIの基本的な意味及び否定環境における意味を記述し、

否定環境におけるNPIの意味と基本的な意味との関係を明らかにする。②別の否定語に置き換え

が可能かどうかについて見る。③別のNPIを加えることができるかどうかについても見る。②及

び③に基づいて、NPIの使い方の規則を明らかにする。ただし、②を行うとき、há, sáのような漢

語の否定語を研究に入れない。なぜかというと、現代言語においてこのような漢語は使われてい

ないからである。 

また、他の否定語、他のNPIを加えるとき、その文は意味の面で、どのように変わるかについ

ても触れない。それぞれの否定語、それぞれのNPIは異なる特徴を持ち、結合すると互いに制限

する過程があるので、この過程を明らかにするには、さらに詳細な研究をしなければならないか

らである。したがって、例文を翻訳するとき、ただ命題の内容を翻訳する。 

 

2.1 呼応 NPI 

2.1.1 không chừng 

chừng は意味がない単語であるが、lưng chừng, giữa chừng など他の要素との結合から見ると、

「途中」「始まってまだ終わらない状態」という意味を持っていることが分かる。しかし、文法

書 Từ điển Tiếng Việt(2013)によると、否定語 khôngと結合すると、「途中」「始まってまだ終わらな

い状態」という意味を否定せずに、そのまま話者の不確定な推量を表す意味が誕生する。日本語

の「かもしれない」「たぶん～だろう」という推量に相当する。(7)の例を見てみよう。 

 

 

 

(7) Không  chừng  trời  còn  khuya. 

 否定語 NPI    空  まだ 暗闇 

たぶんまだ暗闇だろう。 
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和訳から分かるように、(7)では話者は直接自分の目で確認せずに、根拠があるかないかは別の

問題で、外の様子が分からない部屋などの中で“trời còn khuya”(まだ暗闇だ)を主観的に判断す

る。không chừngの中にある chừngは「途中である時点に既に始まったが、まだ終わらない状態」

という意味を表す基本的な chừngに関連しているが、không chừngの構成要素の結合の意味はかな

り固定している。Từ điển Tiếng Việt(p.562)において、không chừng は他の語彙と同じように単独の

見出しにされている。しかし、không chừngの説明は非常に少ない。 

khôngの代わりに、他の否定語を入れてみると、容認されないことが分かる。 

 

(8) *Chưa chừng  trời  còn  khuya. 

  否定語 NPI  空  まだ 暗闇 

  (lit.)たぶんまだ暗闇だろう。 

(9) *Chẳng chừng  trời  còn  khuya. 

  否定語 NPI  空  まだ 暗闇 

  (lit.)たぶんまだ暗闇だろう。 

 

同じように他の NPIを加えてみると、以下のように、容認されないことが分かる。 

 

(10) *Không chừng trời còn khuya đâu 

      否定語 NPI 空 まだ 暗闇 NPI 

  (lit.)たぶんまだ暗闇だろう。 

(11) *Không chừng trời còn  khuya  gì. 

   否定語 NPI  まだ 暗闇 NPI 

  (lit.)たぶんまだ暗闇だろう。 

 

多くの例文から観察したように không の代わりに他の否定語を入れ替えることができないし、

他のNPIとも共起しない。なぜかというと、không chừngの呼応表現の意味は肯定の意味に近いか

らである。呼応表現語としての意味がかなり固定していると主張できる。 

 

2.1.2 không lẽ 

lẽ も chừng と同様でそれ自体には語彙的な意味がないが、lý lẽ という呼応表現語から「理論」

という意味を持っていることが分かる。否定語と結合すると、日本語の「でしょ」「かもしれな

い」、英語の｢実際にあり得ない仮定｣という仮定法過去が表すような非現実の意味を持っている。

lẽ は｢理論｣で、否定語と結合すると「理論がない」という意味になる。｢理論がない｣という意味

から｢実際にあり得ない仮定｣という意味が推論されるので、lẽ は当該呼応表現語の基本的な意味

に関わらないということではないことが分かる。具体的に説明すれば、không lẽ を用いる目的は

話者が実の世界にあり得ない仮定を立て、現在の状況を疑うことを表すためである。したがって、

không lẽ が肯定の意味を持つと考える人もいるが、序論のところで述べたように、本研究では、
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否定語という否定の標識があるものを研究の対象にする。したがって、語用論では肯定意味を持

っても、否定環境において新しい意味が誕生するので không lẽ は研究の対象である。次の例をみ

てみよう。(12)では「自分で自分の足を切る」ということはあり得ないことで、事実を疑ってい

ることが話者の考えである。また、(13)でも、「あのコインには幽霊がいる」ということはあり得

ないことで、không lẽによって、話者の疑いを表す。 

 

(12) Không lẽ  tự   chặt  chân mình.    

 だろう 自分で 切る 自分の足 

  たぶん自分で自分の足を切るだろう。 

(13) Không lẽ  đồng hào ấy  có  ma.            (Nguyễn Công Hoan｢Đồng hào có ma｣) 

  よう  そのコイン  ある 幽霊 

  そのコインには幽霊がいるようだ。 

 

lẽ は không 以外の他の否定語と結合できる。以上の例文を使い、(14), (15), (16)のように他の否

定語と入れ替えてみると chẳng, chả は容認されることが分かる。 

 

(14) Chẳng lẽ đồng hào ấy có ma.（そのコインには幽霊がいるようだ。） 

(15) Chả lẽ đồng hào ấy có ma.（そのコインには幽霊がいるようだ。） 

(16) Đâu lẽ đồng hào ấy có ma.（そのコインには幽霊がいるようだ。） 

 

chẳng, chảは第 1章で述べたように、否定語としての意味以外に、他のモダリティ意も持ってい

るが、lẽ と結合すると、không lẽ と意味が変わらない。この特徴は他の NPI にないもので、呼応

表現語としての意味がかなり固定していることを表すと言える。 

また、他の NPIを加えてみると、không lẽは以下のように容認されない。 

 

(17) *Không lẽ đồng hào ấy  có     ma   gì 

   よう   そのコイン ある 幽霊 NPI 

     (lit.)そのコインには幽霊がいるようだ。 

(18) Không lẽ anh ấy  ăn     nữa. 

  よう  彼  食べる また 

  彼はまたご飯を食べている。 

(18)はnữaを文末で容認しているが、この場合のnữaはただ副詞で、否定に何も関わらない。し

たがって、không lẽ はnữaをNPIとして容認するとは言えない。 

 

2.1.3 không hề  

hềはchừngと同じように語彙的な意味を持っていない。否定環境において「予測したこと及び

予測されたことが実際に起きない」という話し手あるいは主語の考えを表す意味が誕生する。

(19)のように、「あることを知っているはずだが、そのことについて全然知らないことが事実であ
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る」という、予測と実際との違いを表す。(20)でも、同じ場面に遭ったら、誰でも後悔するが、

多くの人の予測が外れ、Tuは後悔しないという一般的な予測と現実との違いを表す。 

 

(19) Tôi  không   hề  biết 

  私 否定語  NPI 知る  

  私は全然知らない。 

(20) Từ không   hề  hối hận  một mảy may.                 (Nam Cao ｢Đời thừa｣) 

  Từ 否定語 NPI 後悔する 少しも 

    Từは少しも後悔していない。 

 

以下の例のように、không の代わりに、他の否定語を用いることもできる。しかし、入れ替え

られる否定語は否定専用語11のみである。 

 

(21) Tôi  chẳng  hề  biết.（私はぜんぜん知らない。） 

   私 否定語 NPI 知る 

(22)  Tôi chưa   hề  biết.（私はぜんぜん知らない。） 

   私 否定語 NPI 知る 

(23) Tôi chả    hề  biết. （私はぜんぜん知らない。） 

   私 否定語 NPI 知る 

(24)  Tôi chửa hề biết.（私はぜんぜん知らない。） 

   私 否定語 NPI 知る 

 

また、文末に次のような NPIが出現しうる。 

 

(25) Không  hề  động cựa  gì（全然動かない。） 

   否定語 NPI 動く   NPI 

 

(26) Tôi không hề biết đâu. （私はぜんぜん知らない。） 

(27) Tôi không hề biết nữa.（私はぜんぜん知らない。） 

(28) Tôi không hề biết mà.（私はぜんぜん知らない。） 

 

2.1.4 không nổi 

nổiは Từ điển Tiếng Việt( p.818)によると｢①浮かぶ、②出る、③起きる｣等の意味を持っている単

語であるが、否定語と結合すると、(29)のように不可能という意味が発現する。 

 

(29) Tôi không  ăn    nổi. 

                                                   
11 第 1章参考 
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    私否定語 食べる NPI 

  私は（ご飯を）食べられない。 

 

この場合のnổiがNPIであることは、(30)のような肯定環境では非文になることから分かる。 

 

(30) *Tôi  ăn    nổi. 

     私 食べる NPI 

  (lit.)私は（ご飯を）食べられる。 

 

つまり、nổiは肯定環境において「可能」という意味を表すことができない。基本的な①の｢水

の上で浮かぶ｣は人間にとって、誰でもできる可能ではない。したがって、この可能を広く発展

させて、文法的な｢可能｣を表す助動詞に派生されると思われている。また、他の呼応表現NPIと

異なるところは、(29)のように、否定語とNPIが離れることである12。つまり、否定語とNPIの間

に述語動詞が入っている。しかし、(31)のように述語が「やる／する」動詞làmである場合では否

定語はNPIに近接する。 

 

(31) Tôi làm  không  nổi. 

    私 やる 否定語 NPI 

  私はやれない。 

 

「やる／する」動詞が述語である場合において否定語がNPIに近接できる理由は、「やる・す

る」動詞làmが多様な機能13を持っていることと関係がある。「やる／する」動詞làmは具体的に

何をするかという意味を持たず、文法化されるので、文中の機能、意味を明らかに指すことも難

しくなるのである。加えて、ベトナム語において、機能によって位置が異なる。したがって、

「やる／する」動詞と共起するものの位置も自由になると言える。 

nổiは否定語chẳng, chưa, chả, ứ, đếch, đéo, đâu, cócと結合できる。 

 

(32) Tôi chẳng ăn nổi.（私は（ご飯を）食べられない。） 

(33) Tôi chưa ăn nổi. （私は（ご飯を）食べられない。） 

                                                   

12 否定語と NPI が離れられるにも関わらず、本研究では không nổi を｢呼応表現｣と呼んでいる。なぜかというと、｢可能｣を表

すには、文中の位置を問わず、否定語と nổiとの結合が要るからである。 

13 làmは、力を使う(làm việc仕事をする), 手間がかかること(làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền 他の人を苦しくするのはお金の

ためだ), 行事をすること(tổ chức đám cưới結婚式を行う), 日常生活の楽しみ(làm ván cờ将棋で遊ぶ), 資格、社会位置、職務と相当

するやるべきこと(làm cha làm mẹ お父さん、お母さんとしての仕事をする・役目を果たす), 何かを起こすこと（mình làm mình 

chịu、自分が起こしたから、自分が被害を受ける）, 自分のスタイルを作り出すこと（làm duyên làm dángエレガントそうな行動

をする）、ある結果になること(chia làm nhiều lần何回も分ける)、動物を殺し、調理すること(làm gà đãi kháchお客さんをもてなす

ために、鶏を殺し料理を調理する)という意味を持っている。 
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(34) Tôi đâu ăn nổi.（私は（ご飯を）食べられない。） 

(35) Tôi đéo ăn nổi.（私は（ご飯を）食べられない。） 

(36) Tôi đếch ăn nổi.（私は（ご飯を）食べられない。） 

(37) Tôi chả ăn nổi.（私は（ご飯を）食べられない。） 

(38) Tôi ứ ăn nổi.（私は（ご飯を）食べられない。） 

(39) Tôi cóc ăn nổi.（私は（ご飯を）食べられない。） 

 

không nổiは｢不可能｣という具体的な意味を表すので、他のNPIと結合するとき、意味的に制限

されている。したがって、文末に認められるNPIが少数である。 

 

(40) Tôi không ăn nổi đâu.（私は（ご飯）を食べられない。） 

(41) Tôi không ăn nổi nữa.（私は（ご飯）を食べられない。） 

(42) Tôi không ăn nổi mà.（私は（ご飯）を食べられない。） 

 

 以上から分かるように、không nổiは否定的な意味の面では、否定語とNPIが離れているため、

多くの否定語を容認できるが、かなり具体的な｢不可能｣という意味を持っているので、｢不可能｣

という意味が容認できるNPIとしか結合できない。 

 

2.1.5 không thể  

thểは Từ điển tiếng Việt(2013)によれば、｢①物質の存在する形、②thế（それで、その上）の派生

語、③従う｣という意味を持っている。しかし、否定環境では không thể は不可能を表すので、意

味の面では、không thể は có thể｢可能性がある｣の否定形だと主張する研究者もいるが、thểは「可

能」という意味で単独に文に出られない。したがって、本研究では、thểはNPIとして取り扱う。 

 

(43) Không  thể  tìm thấy  ông ta.  

    否定語 NPI 見つける 彼 

  彼がみつけられない。 

(44) Hiện tại tôi  không  thể  biết.  

   現在 私 否定語 NPI 理解する 

  現在 私は 理解できない。 

(45) Tôi cũng không  thể  quấn  nó quanh  mình.    (Trinh Lữ ｢Rừng Nauy｣) 

  私も 否定語 NPI 巻く そのもの 体 

   私はそのもので体を巻けない。 

 

(43), (44), (45)から分かるように、không nổiと同じように「不可能」を表すが、否定語と NPIが

離れていない。さらに、không nổiより入れ替えられる否定語が少ない。それらは chưa, chẳng, chả

である。また đâu以外、派生否定語との共起を容認しない。 
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(46) Hiện tại tôi chẳng thể biết.（現在私は知ることができない。）  

(47) Hiện tại tôi chưa thể biết.（現在私は知ることがない。） 

(48) Hiện tại tôi chả thể biết.（現在私は知ることができない。） 

(49) Hiện tại tôi đâu thể biết. （現在私は知ることができない。） 

 

không nổi と同じように、具体的な「不可能」という意味を表すので、以下の例が示すように

「可能」に関わる NPIと頻繁に結合する。 

  

(50) Tôi  không  thể  tiết lộ  thông tin  hợp đồng được. 

   私 否定語 NPI 漏らす 情報    契約  NPI 

   私は契約の内容を漏らせない。 

(51) Tôi không thể ăn nổi.（私は全然食べられない。） 

(52) Tôi không thể ăn nữa.（私は全然食べられない。） 

(53) Tôi không thể ăn mà.（私は全然食べられない。） 

(54) Tôi không thể ăn đâu.（私は全然食べられない。） 

 

2.1.5 không sao 

sao、は(55)のように基本的な意味としては原因を尋ねる疑問詞である。また、làm｢やる｣, ra 

｢出る｣と結合し、(56)のように状況、(57)のように特徴を尋ねる疑問詞にもなる。 

 

(55) Sao    nó  không   đến? 

  なぜ 彼 否定語 来る 

  なぜ彼は来ない？ 

(56) Cô ấy làm sao? 

   彼女 どうした 

   彼女はどうしたの？ 

(57) Cái hòm ấy trông   ra sao? 

   その箱 見える どのように 

   その箱はどのように見えるの？ 

 

sao は否定環境において、否定意を強調する用法および否定語と結合し「問題がない／大丈夫」

という意味を表す用法を二つ持っている。前者についてはⅡ.3の修飾 NPIのところで後述する。 

 

(58) Tôi  không  sao.   

  私 否定語 NPI  

  私は大丈夫である。（私は問題がない） 

 

NPIの意味は、基本的な意味を持つ疑問詞に関わることが多い。上で述べたように、saoは｢特
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徴｣と｢原因｣を尋ねる疑問詞でもある。この基本的な意味から否定環境に誕生する「問題がない」

という意味が派生されることは予測できる。日本語においても「どうしたの？」という質問に対

しては相手が心配する状況を否定するために「大丈夫あるいは問題がない」という意味で｢どう

もしない｣という返事を使うことがある。 

他のすべてのNPIと異なるのは、否定語とNPIsaoとの結合が述語を形成できることである。 

また、呼応表現語としての意味も固定したようであるが、否定語khôngの代わりに次のように

他の否定語に入れ替えることができる。 

 

(59) Tôi chẳng sao（私は問題がない。） 

(60) Tôi chả sao. （私は問題がない。） 

(61) Tớ cóc sao. （私は問題がない。） 

 

 また、文末において、次のようなNPIがよく出てくる。 

 

(62) Tôi không sao nữa. （私は問題がない。） 

(63) Tôi không sao đâu. （私は問題がない。） 

(64) Tôi không sao hết. （私は問題がない。） 

(65) Tôi không sao cả. （私は問題がない。） 

(66) Tôi không sao mà. （私は問題がない。） 

(67) Tôi không sao rồi. （私は問題がない。） 

 

2.1.6 không sao nổi / được 

sao は 2.1.5 で述べたように基本的な意味として特徴、状況、原因を尋ねる疑問詞である。2.1.5

と異なり saoは次のように否定文において nổi / đượcとともに用いられて｢不可能｣を表す。 

 

(68) Tôi không  sao  hiểu nổi.  

  私 否定語 NPI 分かる 

  私は理解できない。 

(69) Không  sao  nhắc  mình  dậy     được. 

   否定語 NPI  動く  体 立ち上げる 可能形 

   体を動かせない。 

(70) Thị  vốn  có  một  cái tật không   sao  chữa   được.  ｢Nam Cao(Chí Phèo)｣ 

  彼女 元々ある 一つ くせ 否定語    NPI 直す 可能形 

  彼女は元々直せない癖が一つある。 

 

なぜ、sao は「可能」という意味を表すのだろうか。疑問詞の中で、sao の基本的な意味は最も

「可能」という意味に近い。他の疑問詞は具体的なものを尋ねるものである。例えば、「どこ」

は場所で、「何」は物を尋ねるもので、具体的な物質を対象とする疑問詞であるから、範囲が狭
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い。一方、理由、原因は具体的な物ではなくて、やや抽象的な範疇であるから、範囲が確定でき

ない。抽象的なことを聞く sao は最も「可能」に近いと言える。しかし、意味的に直接に「可能」

に関係がないので、この関係を推論することは認められにくい。否定環境において、sao が直接

に｢可能｣という意味を表さずに、｢可能｣を直接に表す nổi / được に頼ると言ったほうが適当であ

る。khôngの他には、chẳng, chả, đéo, cóc否定語しか認めない。 

 

(71) Tôi chẳng sao hiểu nổi.（私は理解できない。） 

(72) Tôi chả sao hiểu nổi. （私は理解できない。） 

(73) Tôi đéo sao hiểu nổi. （私は理解できない。） 

(74) Tớ cóc sao hiểu nổi. （私は理解できない。） 

(75) Tôi không sao hiểu được đâu.（私は理解できない。） 

(76) Tôi không sao hiểu được cả. （私は理解できない。） 

(77) Tôi không sao hiểu được hết. （私は理解できない。） 

(78) Tôi không sao hiểu được mà. （私は理解できない。） 

(79) Tôi không sao hiểu được nữa. （私は理解できない。） 

(80) Tôi không sao hiểu nổi được. （私は理解できない。） 

(81) Tôi không sao hiểu được nổi. （私は理解できない。） 

 

2.1.7 まとめ 

 下の表にNPIと否定語との連結の強さおよび、否定語とNPIの意味的相互制限レベルをまとめる。 

 

否定語とNPIの意味

的な制限レベル 

 構成要素の連結の強

さ 

 

① không chừng, không lẽ ① không chừng 

② không nổi, không hề, 

không sao, không thể 
② không lẽ, không sao 

③ không sao nổi / được ③ không hề, không thể, 

không nổi 

  ④ không sao nổi / được 

①から④の順で強さが低くなる。つまり①がもっとも強い。 

 

 以上の観察から分かるように、構成要素の連結度の観点から呼応NPIを特徴づけると、không 

chừngの連結がもっとも強く、khôngの代わりに他の否定語に入れ替えられない。次に強いのは

không lẽとkhông saoである。không lẽとkhông saoはkhông の部分に入れ替えられるのが、chẳng, chả

しか認められない。次はkhông hề, không thể, không nổiである。もっとも連結が弱いのはkhông sao 

nổi / đượcである。không sao nổi / đượcはkhông の代わりに多くの否定語を用いることができる。 

否定語とNPIが互いに意味的に制限するレベルについては、もっとも制限が強いのはkhông 

chừng, không lẽである。このような呼応NPIは文末に他のNPIを認めない。次はkhông nổi, không hề, 

không sao, không thểである。最も制限が弱い呼応表NPIはkhông sao nổi / đượcである。không sao nổi 

/ đượcは文末に多くの他のNPIを容認する。 
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2.2 修飾NPI 

2.2.1. không... nữa   

nữa は一つの事が重ねて起こり、または時と共に程度を増やす様という意味で、「もっと」と

同様で述語動詞を修飾する副詞である。nữa は肯定文に出るとき、単独に「もっと」という意味

を表せず、(82), (83)のように必ずcó「存在する」, còn「残っている」などの要素と一緒に出現し

なければならない。 

 

(82)  Tôi  còn  ăn    nữa. 

  私  残る 食べる もっと 

  私はまだもっと食べている。 

(83)  Có   cách khác  nữa. 

  ある 他の方法 もっと 

  また他の方法がある。 

 

しかし、nữaは否定文では、次の例のようにcó「存在する」, còn「残っている」などがなくとも、

「もっと」という意味を独立的に表すことができる。 

 

(84) Cứ thế mãi, Từ  quen   đi, không   giận   nữa. 

  そのまま、Từ 慣れる 行く 否定語 怒る  NPI 

  そのまま、Từは慣れてきて、もう怒らない。 

(85) Không   đùa   nữa.  

  否定語 からかう NPI 

  もうからかわない。 

(86) Nàng  không  hỏi    thêm  nữa.  

  彼女 否定語 質問する 加える NPI 

  彼女はもう質問しない。 

 

nữa は次のように否定意を修飾する。かってはある行為を行っていたまたはある状態だったが、

発話時点において、行為・状態がもうなくなったというように否定意を修飾する。つまり、この

NPI によって、文の時制が現在あるいは発話時点であることは明らかになる。(85)は、「からか

う」という状態は発言の時点まで存在してたが、発話時点から、そのような状態が続かないとい

うことを表す。(86)は肯定環境にある意味を否定環境に持ってくる。 

次のようにkhôngの代わりに他の否定語を入れることができる。例えば chưa, chẳng, chả, ứ, chửa

などである。 

 

(87)  Chả đùa nữa. （もうからかわない。） 

(88)  Chẳng đùa nữa. （もうからかわない。） 
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(89)  Chưa đùa nữa.（（もうからかわない。） 

(90)  Ứ đùa nữa. （もうからかわない。） 

(91)  Chửa đùa nữa. （もうからかわない。） 

 

không nữaの否定文の文末に、次のような NPIが出てくる。 

(92) Ông lão  không   còn  sống   được bao lâu  nữa  rồi. 

   お爺さん 否定語 もう 生きる 可能 しばらく NPI NPI 

   お爺さんはもうしばらく生き残れない。 

(93) Ông lão   không  còn  sống  được  bao lâu  nữa  đâu.  

   お爺さん 否定語 もう 生きる 可能 しばらく NPI NPI 

   お爺さんはもうしばらく生き残れない。 

(94) Ông lão  không  còn   sống  được  bao lâu  nữa  cả. 

   お爺さん 否定語 もう 生きる 可能 しばらく NPI NPI 

   お爺さんはもうしばらく生き残れない。 

 

2.2.2 không 疑問詞...cả  

  疑問詞といってもすべての疑問詞が来ることが可能なわけではなく、疑問詞mấyは不可能であ

る。 

cả は cả nhà｢全ての家族｣, cả làng｢全ての村｣などのように、ある名詞の前に位置し、すでに確定さ

れた総括的な数量を示すが、単独に使われていない。しかし、否定文においては、単独に出現し

うる。また、否定語 không 及び疑問詞と結合し、すべてを否定することによって、否定語の意味

を強調する。 

(95)では、cả は否定語 không の否定性を強調する役割を果たす。(95) のように話者は cả の使用

によって「今日どこへも行かない」という命題に否定性を増し加える。このような意味は cảの基

本的な意味に深く関わると考えられる。否定意を増し加えるというのは、多くの要素が集まる集

合を全体的にその集合を否定するという修飾方法をとることである。 

 

(95) Hôm nay  không  đi   đâu  cả.  

  今日  否定語 行く どこ 否定表現 

  今日はどこへも行かない。 

(96) Không  có    ai  trong đó   cả.  

  否定語 ある だれ その中 否定表現 

 その中にだれもいない。 

(97) Hắn không   hiểu ra làm sao  cả.  

  彼 否定語 分かる どう  否定表現 

  彼はどうだろうか全然分からない。 

 

具体的に次のような疑問詞を用いることができる。 
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(98) Không lấy   cái nào cả.（どれも取らない。） 

   否定語 取る どれ NPI 

(99) Không  thấy  gì  cả.（何も見えない。） 

   否定語 見える 何 NPI 

(100) Không  đi   đâu cả.（どこへも行かない。） 

   否定語 行く どこ NPI 

(101) Không  thấy  bao giờ  cả.（いつも見えない。） 

   否定語 見える いつ  NPI 

(102) Không thấy   khi nào    cả.（どんなときも見えない） 

   否定語見える どんなとき NPI 

 

không の代わりに、次のような多くの否定語を用いることができる。例えばchưa, chẳng, chả, 

chửa, ứ, đéo, đếch, cócである。 

 

(103) Chưa có ai trong đó cả. （その中にだれもいない。） 

(104) Chẳng có ai trong đó cả. （その中にだれもいない。） 

(105) Chả có ai trong đó cả. （その中にだれもいない。） 

(106) Ứ có ai trong đó cả. （その中にだれもいない。） 

(107) Đéo có ai trong đó cả. （その中にだれもいない。） 

(108) Đếch có ai trong đó cả. （その中にだれもいない。） 

(109) Chửa có ai trong đó cả. （その中にだれもいない。） 

(110) Cóc có ai trong đó cả. （その中にだれもいない。） 

 

また、文末に他の否定表現を追加することもできる。 

 

(111) Không có ai trong đó cả hết. （その中にだれもいない。） 

(112) Không có ai trong đó cả đâu. （その中にだれもいない。） 

(113) Không có ai trong đó cả mà. （その中にだれもいない。） 

 

2.2.3 không...疑問詞...hết 

hếtは形容詞で「切れている」「何もない」「存在がない」という意味を持っている。hếtは肯定

文に出る意味を否定文に持ち入れる。cảの場合と同じように、hếtも否定語と共起した場合、「あ

る／存在する」という意味になるはずが、さらに否定性を強調する役割を果たす。一見すれば、

cảは否定環境においてhếtと同じように見えるが、否定語を修飾する方法は異なる。多くの要素が

集まる集合では、最後の要素までが否定されるという最後の空状態を強調することによって否定

語を修飾する方法を採る。言い換えれば、hếtは「少しも～ない」という意味に、cảは「すべて～

ない」（全否定）という意味に傾く。 
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(114) Mình  không  sợ   một tí    gì     hết. 

  私  否定語 怖い少しも 疑問詞 否定表現 

  私は少しも怖くない。 

(115) Giữa tôi  và  đối tác  không   có  vấn đề  gì   hết.  

   間 私 と 取引先  否定語 ある 問題 疑問詞 否定表現 

私と取引先との間には問題がない。 

(116) Em không  biết    gì   hết.  

  私 否定語  知る 疑問詞 否定表現 

  私は何も知らない。 

 

hếtは次のような疑問詞と共起する。 

 

(117) Không lấy cái nào hết.（どれ） 

(118) Không thấy gì hết.（何） 

(119) Không lấy bao nhiêu hết.（いくら） 

(120) Không thấy bao giờ hết.（いつ） 

(121) Không thấy khi nào hết.（どんなとき） 

 

không...疑問詞...cảと同じように、không...疑問詞...hếtも疑問詞mấyと共起しない。khôngの代わ

りに、次のような否定語を用いることができる。例えば、chưa, chẳng, chả, ứ, chửaである。 

 

(122) Chưa  thấy  bao giờ  hết. （いつでも見えない。） 

   否定語 見える いつ NPI 

(123) Chẳng thấy bao giờ hết. （いつでも見えない。） 

(124) Chả thấy bao giờ hết. （いつでも見えない。） 

(125) Ứ thấy bao giờ hết. （いつでも見えない。） 

(126) Chửa thấy bao giờ hết. （いつでも見えない。） 

 

また、文末に、次のようなNPIを容認する。 

 

(127) Không lấy bao nhiêu hết cả.（大した金額にならない） 

(128) Không lấy bao nhiêu hết đâu. （大した金額にならない） 

(129) Không lấy bao nhiêu hết mà. （大した金額にならない） 

 

2.2.4 không...gì 

 gìは日本語の「何」に当たる疑問詞である。他の疑問詞と同じように、gìは否定語として使わ

れているが、gìが否定語として使われる文では、gìを他の否定語と入れ替えられないという特徴
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を持っている。 

(130) Từ  đây  đến   đó   xa  gì / *chẳng / *không! 

   から ここ まで あそこ 遠い 否定語 

   ここからあそこまでそんなに遠くない。 

 

 しかし、gìは否定意を持つことは明らかで、否定文において、頻度が高い。 (131), (132)から分

かるように、否定文において否定意を強くする役割を果たすが、他のNPIに比べれば、gìの否定

性はやや弱い。したがって、このような文において、gìは否定語を修飾する役割も果たすNPIで

ある。gìがない(131)とgìがある(132)を比べれば、(132)の「難しくない」という否定意の方が強く

感じる。 

 

(131) Anh   muốn đâm  người  cũng  không   khó.  

  あなた 刺したい   人   も  否定語 難しい 

  あなたが人を刺したくても難しくない。   

(132) Anh   muốn đâm  người  cũng  không  khó  gì.   (Nam Cao「Chí Phèo」) 

  あなた 刺したい   人   も 否定語 難しい NPI 

  あなたが人を刺したくても難しくない。  

  

 khôngは次のような否定語と入れ替えられる。 

 

(133) Chưa biết gì.（まだ分からない。） 

(134) Chẳng biết gì.（分からない。） 

(135) Chả biết gì. （分からない。） 

(136) Ứ biết gì. （分からない。） 

(137) Đếch biết gì. （分からない。） 

(138) Đéo biết gì. （分からない。） 

(139) Đâu biết gì. （分からない。） 

(140) Nó mà biết gì. （彼が分からない。） 

(141) Cóc biết gì. （分からない。） 

(142) Chửa biết gì.（まだ分からない。） 

(143) Đừng biết gì. （分からない。） 

(144) Chớ biết gì.（まだ分からない。） 

 

 

否定性が弱いという特徴によって、gìがある否定文は文末に多くのNPIが出られる。gìだけがあ

る否定文ではgìによって表される否定意が強くないため、他のNPIに頼る傾向がある。したがっ

て、文末に多くのNPIが出ることができる。 
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(145) Không vui gì cả.（全然楽しくない。） 

(146) Không vui gì hết. （全然楽しくない。） 

(147) Không vui gì nữa. （全然楽しくない。） 

(148) Không vui gì đâu. （全然楽しくない。） 

(149) Không vui gì mà. （全然楽しくない。） 

 

2.2.5 không...nào 

nào は基本的な意味として「どれ、どの～」に当たる意味を持つ疑問詞であるから、nào に先

行するものは不定名詞でなければならない。否定環境においては、不特定複数のものである。し

たがって không...nào は複数のものの中に一つも該当するものがないというように否定語を修飾す

る。例えば(150)は「多くのテーマに共通テーマが一つもない」という意味を持っている。したが

って、nào の使用によって、「共通テーマがない」の否定性を強化する。否定環境における nào は

基本的な nàoと密接な関係を持つといえる。 

 

(150) Và   sự thực là   chúng tôi không  có  chung một chủ đề nào để cùng trò chuyện.  

  そして、実 同定動詞  我々 否定語 ある 共通テーマ  NPI 話し合うため 

  そして、実は我々は話し合うために共通テーマを持たない。 

(151) Không  lúc  nào  ngưng  tranh đấu.  

  否定語 とき NPI  やめる 闘う。 

  いつも闘い続ける。 

(152) Nhà  không  lúc nào  được  yên tĩnh để cho hắn viết  hay  đọc  sách. 

                                                                 ｢Nam Cao(Đời thừa)｣ 

  家 否定語 とき NPI もらう 静か ため 彼 書くあるいは読む 本 

  彼は本を書くか読むために、家が静かになるときがない。 

 

khôngの代わりに、次のような否定語を用いることができる。 

 

(153) Chưa  có   cuộc  gọi   nào.（まだ電話がかかってこない。） 

   否定語 ある 類別詞 電話 NPI 

(154) Chẳng có cuộc gọi nào.（どんな電話もない。） 

(155) Chả có cuộc gọi nào. （どんな電話もない。） 

(156) Ứ có cuộc gọi nào. （どんな電話もない。） 

(157) Chửa có cuộc gọi nào. （どんな電話もない。） 

(158) Đếch có cuộc gọi nào. （どんな電話もない。） 

(159) Đéo có cuộc gọi nào. （どんな電話もない。） 

(160) Đừng có cuộc điện thoại nào.（一回でも電話しないで。） 

(161) Chớ có cuộc điện thoại nào. （一回でも電話しないで。） 

(162) Đâu có cuộc gọi nào. （どんな電話もない。） 
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(163) Nó mà có cuộc gọi nào.（彼からなんて電話がないよ。） 

(164) Thèm mà nhận một xu nào.（一つのコインでもお金をもらわない。） 

(165) Cóc có cuộc gọi nào. （どんな電話もない。） 

 

 文末に次のような NPIが出てくる。 

 

(166) Không khi nào hắn định che dấu cả.（いつでも彼は隠そうとしない。） 

(167) Không khi nào hắn định che dấu hết. （いつでも彼は隠そうとしない。） 

(168) Không có cú gọi nào đâu.（いつでも彼は隠そうとしない。） 

(169) Không có cú gọi nào nữa. （いつでも彼は隠そうとしない。） 

(170) Không có cú gọi nào mà. （いつでも彼は隠そうとしない。） 

  

 さらに、否定意を強調するために、次のように「không...少数...nào」という言い方も使われて

いる。 

 

(171) Tôi  đuổi   tất,    không  chừa  một đứa  nào. (Nam Cao「 Đời thừa」) 

  私 追い出す すべて、 否定語 残す  ひとり NPI 

  私は全員を追い出して、一人も残さない。 

 

 当該の表現において使用される少数を表す語には một, tí, chút, tẹoがある。「không...少数...nào」

は không...nào と同じ意味を表すが、「どれ、どの」という意味を持つ nào とともに、文中に、「一

つ」あるいは「少数」を表す tí、(171)の mộtという要素も出現するので、không...nàoより không...

少数...nào の方が否定性が強い。không...少数...nào は(171)で「全員を追い出す、一人も残さない」

という命題に否定性を増し加えることができる。 

 

2.2.6 không...đâu 

đâu は、基本的な意味としては「どこ」という場所を尋ねる疑問詞である。否定文においては、

二つの場合に分けられる。それは①元の意味に関係するđâuと②本来の意味から離れるđâuである。

前者①は(173)のように日本語の「どこも」という意味に当たる。後者②は否認という役割を果た

す。①ではđâuはただ｢場所｣という役割を果たすので、本研究の対象外である。一方②は否認す

ることによって否定語を修飾する。また、話者の態度にも関与するので、本研究の対象である。 

疑問詞は否定と密接な関係があるので、否定に展開されるのはあり得ないことではない。しか

し、なぜđâuは相手に対して強く否認するNPIであるかは不明であり、これについては、今後の課

題とする。 

 

(172) Chủ nhật  Nam không  đi  đâu. 

  日曜日 Nam 否定語 行くどこ  

  日曜日Namはどこへも行かない。 
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(173) Yên trí,  mình không   làm  thế     đâu.              ｢Trịnh Lữ(Rừng Nauy)｣ 

   安心する 私 否定語 やるそんなに NPI 

  安心して、私はそんなことをやらないよ。 

 

 đâuは(173)のように話し手が決断する態度を相手に強く示す。例えば、(173)では、đâu の出現

によって、聞き手に対しての「私がやらない」という命題に決断する態度も加えられる。この否

認という意味があるために、đâuには対聞き手的な性質がある。したがって、話者が否定したい

ことを相手に対してはっきり示す効果がある。例えば、(173)のように、話者はđâuによって「私

がそんなことをやらない」ということを相手に対して強調する。そのような理由で、đâuは独り

言には使わない。 

 đâuは(174)のように独立的に否定語としても出現しうる。したがって、đâuは否定性が強いと言

える。 

 

(174) Tôi  đâu   biết.  

  私 否定語 知る 

  私は知らないよ。 

(175) Anh ấy đâu   quan tâm chuyện xảy ra hôm đó. 

      彼  否定語 関心する こと おきる その日 

   彼はその日に起きたことに関心を持たない。 

 

không の代わりに、次のような否定語に入れ替えられる。 

 

(176) Nó chẳng   dễ dãi  đâu. （彼女はやさしくない。） 

   彼 否定語 やさしい NPI 

(177) Nó đâu dễ dãi đâu.（彼女はやさしくない。） 

(178) Cháu chưa ăn cơm đâu. （彼はまだご飯を食べていない。） 

(179) Nào ai biết đâu.（誰も知らない。） 

(180) Nó chả biết đâu.（彼は知らない。） 

(181) Ứ biết đâu.（知らない。） 

(182) Chửa biết đâu.（知らない。） 

(183) Đếch biết đâu.（知らない。） 

(184) Đéo biết đâu.（知らない。） 

(185) Cóc biết đâu.（知らない。） 

(186) Có ai biết đâu.（誰も知らない。） 

(187) Mà ai biết đâu.（誰も知らない。） 

 

đâuは文末に mà以外の他の NPIを認めない. 
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(188) Tôi không biết đâu mà.（私は知らない。） 

 

2.2.7 慣用句gì NPI 

 慣用句NPI gìは、反義語のペア、擬声語・擬態語のペアあるいは組音声的なペアを使用するこ

とによって、否定意を強調するものである。例えば、(189)のように、米におもちとおもちではな

いものという種類が二つある。しかし、｢おもちでもない、おもちではないものでもないことは

ない｣という言い方を用いることによって、すべてを否定するためである。また(190)では、曲が

る方向に右と左という二つしかないが、｢右でもない左でもない｣というと、つまり、全てを否定

するのである。反義語のペアおよび擬声語・擬態語のペアあるいは音声的なペアの使用によって、

否定意を強調するとともに、｢もう相手の意見を聞きたくない｣、「議論を止めたい」｢めんどくさ

い｣｢あなたはしつこい｣という発話者の感情も表すことができる。 

 

(189) Không  nếp   tẻ        gì   cả. 

     否定語 おもち おもちではない NPI1 NPI2 

   (lit.)だめだ。（おもちでもおもちではなくてもだめだ。） 

(190) Không  trái  phải  gì   

   否定語 左  右  NPI1 

   (lit.)だめだ。（左でも右でもだめだ。） 

(191) Không  sách vở  gì   hết. 

   否定語 本 ノートNPI1 NPI2 

   (lit.)だめだ。（本でもノートでもだめだ。） 

(192) Không  học    hành   gì. 

   否定語 勉強する 研修する NPI 

   (lit.)何も勉強してはいけない（勉強しても、研修してもだめだ。） 

    

ベトナム語の擬声語・擬態語とは後ろの単語が前置の単語の全部あるいは一部の音をまねする

二つ以上単語がある(下線したところによって表される)呼応表現語である。例えばxanh xanh

（かなり青い）, đo đỏ(かなり赤い), vui vẻ（しあわせ）, bóng bánh（ボール）, long lanh（ぴかぴ

か）などである。このような擬声語・擬態語には単語が持っている性質を低くするものも（đo 

đỏ）、高くするものもある、また 実物とその実物に似ているもののペアもある（bóng bánh）。し

かし、否定性を強調する擬声語・擬態語の中には前置の単語と後置の単語が全く同じxanh xanh

のようなペアがない。なぜかというと、そのもの、その性質を否定し、そのものに似ているもの、

その性質に似ている性質までも否定することによって、否定性を強調するためからである。 

音声的なペアとは、あるものとそのものから音声的に派生されるもののペアである。例えば、

áo iếc （シャツとシャツから音声的に派生されるもの）等がある。      

また、反義語のペア、擬声語・擬態語のペア及び音声的なペアには必ず主役と副役がある。主

役は前置のもので、副役は後置のものである場合が多い。（例えば、bóng bánhではbóng（ボール）

が主役で、bánh（ボールに似ているお菓子）が副役である。） 
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(193)では、ボールでもなく、ボールに似ている丸いお菓子などのようなものでもないというの

は、全てを否定する言い方である。(194)では、シャツでもなく、シャツに似ているものでもない

という言い方で、全てを否定することを表す。 

 

(193) Không bóng  bánh   gì    hết.  

   否定語ボール おかし NPI1  NPI2 

   (lit.)だめだ。（どんなボールでもない。） 

(194) Không  áo    iếc    gì   hết. 

     否定語シャツ áo の派生語   NPI1 NPI2 

     (lit.)だめだ。（どんなシャツでもない。） 

 

反義語のペア、擬声語・擬態語のペアあるいは音声的なペアを用いるのは、それぞれのペアの

主役について話す場面である。例えば、(193)ではbóng bánhのbóngが主役である。bóng bánh（ボ

ール・おかし）という名詞のペアを用いるのは例えば、息子がサッカーをしに行く許可を母に聞

いている場面である。サッカーというのはボールを蹴るスポーツであるから、許可をしないとい

う意味で、ボールとボールに似ている丸いおかしという名詞のペアを使い、許さないという強い

否定を表すのである。同じように、(194)では、iếcという言葉は実際において使われておらず、

意味がないものである。この文では、iếc はáo の派生発音で、áoが主役である。したがって、例

えば、娘が母にシャツを買ってもらいたいという場面で、áoと派生発音であるiếcというペアを使

うことによって、シャツかシャツのようなものである全てのものに関して許さないということを

表すのである。 

khôngの代わりに、次のような否定語を用いることができる。 

 

(195) Chẳng  vui vẻ             gì.（全然楽しくない。） 

   否定語 楽しい（音声的な類似がある組）NPI  

(196) Chưa  thấy thích thú             gì.（全然面白く感じていない。） 

   否定語 感じる 好き（音声的な類似がある組）NPI 

(197) Chả vui vẻ gì.（全然楽しくない。） 

(198) Ứ vui vẻ gì.（全然楽しくない。） 

(199) Chửa học hành gì.（まだ勉強していない。） 

(200) Đếch thích thú gì.（全然面白くない。） 

(201) Đéo thích thú gì.（全然面白くない。） 

(202) Cóc mới mẻ               gì.（全然新しくない。） 

   否定語 新しい（音声的な類似がある組）NPI 

(203) Đừng học hành gì.（全然新しくない。） 

(204) Chớ chơi bời             gì.（遊ばないで） 

   否定語 遊ぶ（音声的な類似がある組）NPI 

(205) Đâu mới mẻ gì.（全然新しくない。） 
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(206) Tớ mà thèm học hành gì. （まだ勉強していない。） 

 

また、文末に、次のような NPIがよく出ている。 

 

(207) Không áo iếc gì cả. （シャツでもシャツに似ているものでもだめだ。） 

(208) Không áo iếc gì hết. （シャツでもシャツに似ているものでもだめだ。） 

(209) Không bóng bánh gì nữa.（ボールでも丸いものでもだめだ。） 

(210) Không vui vẻ gì đâu.（全然楽しくない。） 

(211) Không vui vẻ gì nổi.（全然楽しめない。） 

(212) Không vui vẻ gì được.（全然楽しめない。） 

(213) Không vui vẻ gì mà.（全然楽しくない。） 

 

2.3 派生NPI 

2.3.1 không buồn 

buồnは 肯定環境において「悲しい」という意味を持つ形容詞として主に使われている。 

 

(214) Vì  vừa   chia tay  người yêu, nên  Mai  rất   buồn. 

      ため ばかり 別れる 彼氏  それで Mai とても 悲しい 

   彼氏と別れたばかりで、Maiはとても悲しい。 

 

この意味以外に、次のように buồn ngủ（眠たい）, buồn đi vệ sinh（トイレへ行きたい）などの「生

理的に催すこと」という意味を持つ助動詞としても使われるが、「ご飯を食べたい」「カメラが欲

しい」の「たい」「欲しい」のようには使われない。 

 

(215) Vì  lúc sáng uống nhiều  nước, nên   bây giờ hay  buồn đi  vệ sinh. 

   ため 今朝 飲む たくさん水 それで  今 よく 行きたい トイレ 

   今朝たくさん水を飲んだので、今はよくトイレへ行きたい。 

 

 しかし、không buồn は、否定環境において「ご飯を食べたくない」「カメラが欲しくない」の

「たくない」「欲しくない」のような意味を持っている。また、他者にはそのままの形では使え

ない日本語の「たくない」「欲しくない」と異なり、ベトナム語の không buồn は他者にも使える。

つまり、否定環境の buồnは基本的意味から派生されると言える。しかし、không buồnはただ「何

かやりたくない」という意味ではなくて、話者にとって大事なことなのに、発話の時点は「やり

たくない状態」あるいは「話者にとって、非常に簡単なことでもやりたくない状態」を強調する。

(216)では、「手足を動かす」ということは意識せずにやっている当たり前のことなのに、主語で

ある人は「やりたくない」という状態に陥る。(217), (218)では、「非常に大事な時間だったが」

「大好きな彼氏だったが」、発話の時点に Maiという人は「思い出したくない」状態に陥る。 
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(216) Người thì  bủn rủn, chân tay  không  buồn  nhấc  

  体     だるい、手足  否定語 NPI   動く 

  体はだるくて、手足は動きたくない。 

(217) Mai   không  buồn  nhớ đến  quãng thời gian đó. 

  Mai 否定語 NPI  覚える  その時間 

  Maiはその時間を思い出したがらない。 

(218) Mai  không  buồn nhớ đến  anh ta 

  Mai 否定語 NPI 覚える  彼 

   Maiは彼のことを思い出したくない。 

 

buồnは、không以外にもchẳngなど他の否定語と次のように結合できる。 

 

(219) Mai chẳng buồn nhớ đến anh ta.（Maiは彼のことを思いたくない。） 

(220) Mai chưa buồn nhớ đến anh ta.（Maiは彼のことを思いたくない。） 

(221) Mai chả buồn nhớ đến anh ta.（Maiは彼のことを思いたくない。） 

(222) Mai ứ buồn nhớ đến anh ta.（Maiは彼のことを思いたくない。） 

(223) Mai đếch buồn nhớ đến anh ta.（Maiは彼のことを思いたくない。） 

(224) Mai đéo buồn nhớ đến anh ta.（Maiは彼のことを思い出したくない。） 

(225) Mai đừng buồn nhớ đến anh ta.（Maiは彼のことを思いたくない。） 

(226) Mai chớ buồn nhớ đến anh ta.（Maiは彼のことを思いたくない。） 

(227) Mai cóc buồn nhớ đến anh ta.（Maiは彼のことを思い出したくない。） 

 

否定文末に次のようなNPIも出てくる。 

 

(228) Mai không buồn nhớ đến anh ta đâu.（Maiは彼のことを思いたくない。） 

(229) Mai không buồn nhớ đến anh ta nữa.（Maiは彼のことを思いたくない。） 

(230) Mai không buồn nhớ đến anh ta mà.（Maiは彼のことを思い出したくない。） 

 

2.3.2 không mấy 

mấy は基本的な意味として、少数の加算物の数を尋ねる疑問詞である。肯定環境においては

mấyは名詞に先行するとき、名詞の複数を表す。しかし、この複数は常に 10以下である。 

 

(231) Mấy anh vô  chơi. 

  何人彼 入る 遊ぶ 

 皆さん、おあがりください。 

 

mấy は肯定環境では数量に関わる意味を表すが、否定環境では、質量に関わる意味も表し、さ

らに程度に関わる意味もある。mấy は肯定文では形容詞を修飾できないが、(233)のような否定文
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では形容詞 thuyết phục（納得する）を修飾できる。 

 

(232) Thật là một  cách giải thích  không  mấy thuyết phục. 

   本当 一つ 説明のし方   否定語 NPI 納得する。 

   その説明のし方は本当にあまり納得できない。 

 

また、肯定文では、mấyは動詞と結合できないが、否定文では動詞と結合できる。 

 

(233) Đêm qua Nam  không  ngủ mấy. 

    ゆうべ  Nam 否定語 寝る NPI 

  ゆうべ Namはあまり寝なかった。 

 

ここで注意したいのは、mấy は肯定環境において少数を表すものであるが、否定環境において

は少数および軽い程度を否定し、多数あるいは強い程度を表すはずなのに、まだ少数および程度

を表すという特徴を持っている。 

 また、khôngを他の否定語に入れ替えることができる。 

(234) Đêm qua Nam chẳng   ngủ  mấy.（ゆうべ Namはあまり寝なかった。） 

   ゆうべ Nam 否定語 寝る NPI 

(235) Nam chưa ngủ mấy.（Namはまだあまり寝なかった。） 

(236) Đâu biết mấy.（あまり知らない。） 

(237) Chả biết mấy. （あまり知らない。） 

(238) Ứ biết mấy. （あまり知らない。） 

(239) Chửa biết mấy. （あまり知らない。） 

(240) Đếch biết mấy. （あまり知らない。） 

(241) Đéo biết mấy. （あまり知らない。） 

(242) Cóc biết mấy. （あまり知らない。） 

  

さらに、文末に次のような NPIも出てくる。 

  

(243) Không biết mấy đâu.（あまり知らない。） 

(244) Không biết mấy mà.（あまり知らない。） 

 

肯定の環境における意味は lắm14と異なるが、否定語と結合すると、ほぼ同じ意味を表すので、

他の否定語との結合および、文末に他の NPIを追加することは lắmと変わらない。 

 

2.3.3 không được 

                                                   

14 lắmは肯定環境においても、否定環境においても同じ意味を表すので、本研究の対象ではない。 
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được は述語形容詞、述語動詞、副詞、助動詞として働く。述語動詞としては「受ける」という

意味を表す。 

 

(245) Hôm nay em  được   quà. 

  今日  私 受ける プレゼント 

  今日は私はプレゼントを受け取った。 

 

   述語の形容詞としては「良い」「おいしい」という意味を表す。 

 

(246) Món này  được. 

   この料理 いい 

   この料理はおいしい。 

 

ベトナム語の受身は、受益的な受身と受害的な受身に二分される。đượcは受益的な受身を表す

助動詞である。 

 

(247) Hôm qua em  đã   được    cô giáo khen. 

  昨日  私 過去 積極的な受身 先生 ほめる 

  昨日私は先生にほめられた。 

   

 モダリティ副詞としては二つの意味を表す。 

① 動詞に後置するとき、đượcは「希望どおり」という意味を持っている。 

 

(248) Hôm nay sinh nhật, Mai nhận   được   nhiều  quà. 

  今日  誕生日 Mai 受ける 希望通り 多く プレゼント 

  今日の誕生日、Maiは希望通りに多くのプレゼントをもらった。 

 

② đượcは「可能」も表す。この場合、được は必ず他の可能動詞と重ねて使われる。 

 

(249) Con có thể   làm  được. 

   私 可能動詞 やる 可能副詞 

   私はやれる。 

 

以上の意味では、肯定形に相当する否定形が存在している。しかし、否定環境では新規の意味

も誕生する。 

①không được は禁止命令形である。 

 

(250) Còn thực tế nhà trường  biết  sai   mà   vẫn thu  là   không  được. 
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  実際  学校   知る 間違う しかし もらう同定動詞 否定語 NPI 

 実際に学校が間違ったと知っても、もらうのはだめだ。 

(251) Chỉ vì   nhớ  anh thì không được  tìm,  em   nhé.  

  だけ 思い出す 私 否定語 NPI 探す あなた よ 

私のことを思い出すからといって、私を探しに行ってはいけないよ。 

(252) Ngày xưa, mẹ tôi  bảo  không  được  phơi quần áo cạnh chuồng bò. 

  昔   母  言う 否定語  NPI  乾す 服 隣 牛の家 

  昔、母は牛の家の隣で服を乾してはいけないと言った。 

 

｢禁止命令｣という意味は｢受ける｣、｢希望通り｣、｢可能｣という基本的意味から派生されると予測

できる。肯定環境における意味は受益的意味で、否定文で用いられると、｢禁止｣という受害的な

意味になることは分かる。しかし、否定環境において、｢命令｣というモダリティ意が追加されて

いる。 

②形容詞に前置すると、軽い批判になる。 

 

(253) Áo này    không  được  đẹp.  

   このシャツ 否定語  NPI きれい 

このシャツはあまりきれいではない。 

  

 この軽い批判という意味は、｢いい｣という基本的な意味から派生されると予測できる。否定語

と共起すると、｢よくない｣という意味になるのは想像できるが、否定になると、ただ軽い批判に

使う用法は新規に派生されたと言える。 

 否定環境における①の意味に関しては、không の代わりに、他の否定語を認めない。文末には

NPIđâuしか認めない。 

 

(254) Không được phơi quần áo cạnh chuồng bò đâu.  

    否定語 NPI 乾す 服 隣 牛の小屋 NPI 

   牛の小屋の隣で服を乾してはいけない。 

 

 否定環境における②の意味に関しては、không の代わりに、次のような否定語に入れ替えられ

る。 

 

(255) Áo này chưa được đẹp. （このシャツはあまりきれいではない。） 

(256) Áo này chẳng được đẹp. （このシャツはあまりきれいではない。） 

(257) Áo này chả được đẹp. （このシャツはあまりきれいではない。） 

(258) Áo này ứ được đẹp. （このシャツはあまりきれいではない。） 

(259) Áo này chửa được đẹp. （このシャツはあまりきれいではない。） 

(260) Áo này đếch được đẹp. （このシャツはあまりきれいではない。） 
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(261) Áo này đéo được đẹp. （このシャツはあまりきれいではない。） 

(262) Áo này đâu được đẹp. （このシャツはあまりきれいではない。） 

(263) Áo này cóc được đẹp. （このシャツはあまりきれいではない。） 

 

また、文末に đâu, mấy, mà, rồiを認める。 

 

(264) Áo này không được đẹp đâu.（このシャツはあまりきれいではない。） 

(265) Áo này không được đẹp mấy.（このシャツはあまりきれいではない。） 

(266) Áo này không được đẹp mà.（このシャツはあまりきれいではない。） 

(267) Áo này không được đẹp rồi.（このシャツはあまりきれいではない。） 

2.3.4 không có 

cóは、(268)のように所有動詞として日本語の「持っている」という意味及び、(269)のように存

在動詞として｢ある/いる｣という意味の二つを持っている。否定環境においてcóは否認を強調する

ニュアンスをもたらす。 

 

(268) Hoa  có     máy ảnh  rất  hiện đại. 

       Hoa 持っている カメラ とても 現代的 

   Hoaはとても現代的なカメラを持っている。 

(269) Nhà kia có   ba  anh em. 

   あの家 いる 3人 兄弟 

   あの家に兄弟が3人いる。 

(270) Tôi không  có  làm  việc đó. 

   私否定語 NPI やるそんなこと 

   私はそんなことをやらないよ。 

 

(272)に比べれば、(271)は「私が母のお金を盗むこと」ということを強く否認すると感じられ

る。否定性が強いということの原因は否定作用域に関わる。 

 

(271) Con không  có  ăn trộm tiền của mẹ. 

   私 否定語NPI 盗む  母のお金 

   私は母のお金を盗まないよ。 

(272) Con  không   ăn trộm  tiền của mẹ. 

   私 否定語  盗む  母のお金 

   私は母のお金を盗まないよ。 

 

  (272)では、否定の作用域はただ｢盗む｣の述語動詞だと解釈する人が多いが、(271)のようにcó

があると、否定の作用域は全ての命題であると解釈できる。つまり、主語、述語動詞、目的語も

全部否定作用域にある。したがって、主語であれ、述語動詞であれ、目的語であれ、一つでも偽
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であれば、全ての命題は偽になるのに対して、（272）は主語、目的語は偽であっても、命題は

偽にならない。(271)を正確に翻訳すれば、「私が母のお金を盗むことはない」になる。 

 

khôngの代わりに、次のような否定語に入れ替えることができる。 

 

(273) Tôi đâu có làm việc đó . （私はそんなことをやらないよ。） 

(274) Tôi nào có làm việc đó. （私はそんなことをやらないよ。） 

(275) Tôi chưa có làm việc đó. （私はそんなことをやらないよ。） 

(276) Mai đừng có làm việc đó. （Maiはそんなことをやらないよ。） 

(277) Mai chớ có làm việc đó. （Maiはそんなことをやらないよ。） 

(278) Tớ chẳng có làm việc đó. （私はそんなことをやらないよ。） 

(279) Tớ ứ có làm việc đó. （私はそんなことをやらないよ。） 

(280) Tớ chửa có làm việc đó. （私はそんなことをやらないよ。） 

(281) Tớ đếch có làm việc đó. （私はそんなことをやらないよ。） 

(282) Tớ đéo có làm việc đó. （私はそんなことをやらないよ。） 

(283) Tớ cóc có làm việc đó.（私はそんなことをやらないよ。） 

 

また、文末のおいては、次のようなNPIが出ることができる。 

 

(284) Tôi không có làm việc đó đâu. （私はそんなことをやらないよ。） 

(285) Tôi không có làm việc đó mà（私はそんなことをやらないよ。） 

(286) Tôi không có làm việc đó được. （私はそんなことをやらないよ。） 

(287) Tôi không có làm việc đó nổi. （私はそんなことをやらないよ。） 

(288) Tôi không có làm việc đó nữa. （私はそんなことをやらないよ。） 

 

2.3.5 không thèm 

thèmは(289)のように肯定環境において、ただ｢何かがやりたい｣｢何かが欲しい｣という基本的な

意味を持っている助動詞である。 

 

(289) Anh ấy thèm ở    bên  gia đình vào dịp Tết. 

      彼   過ごしたい 一緒 家族 お正月のとき 

   彼はお正月のときに家族と過ごしたがる。 

 

しかし(290)のように否定に関わらない他の要素と結合しても、呼応表現否定語になれる。また、

否定語と結合して、｢何かやりたくない｣という意味を持つようになる。この意味はただ肯定環境

の意味を否定するものであるが、(291), (292)のように主語あるいは話者の｢無関係｣｢軽蔑｣という

感情も表す。 
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(290) Tôi thèm vào. / Tôi mà thèm. 

   私 否定語  私 否定語 

   私は欲しくない。 

(291) Giám đốc không  thèm  đếm xỉa đến  ý tưởng  của Nam. 

  社長   否定語 NPI 注意を払う アイディア Namの 

  社長はNamのアイディアに注意を払わない。 

(292) Nam không  thèm chơi  với    bọn trẻ con. 

  Nam 否定語 NPI 遊ぶ 一緒に 子供たち 

  Namは子供たちと一緒に遊ぶ気がない。 

 

次のように他の否定に入れ替えることもできる。 

 

(293) Nam chẳng thèm chơi với bọn trẻ con.  （Namは子供たちと一緒に遊ぶ気がない。） 

(294) Nam đâu thèm chơi với bọn trẻ con.（Namは子供たちと一緒に遊ぶ気がない。） 

(295) Nam mà thèm chơi với bọn trẻ con.（Namは子供たちと一緒に遊ぶ気がない。） 

(296) Nam chưa thèm chơi với bọn trẻ con.（Namは子供たちと一緒に遊ぶ気がない。） 

(297) Nam chả thèm chơi với bọn trẻ con.（Namは子供たちと一緒に遊ぶ気がない。） 

(298) Nam ứ thèm chơi với bọn trẻ con.（Namは子供たちと一緒に遊ぶ気がない。） 

(299) Nam chửa thèm chơi với bọn trẻ con.（Namは子供たちと一緒に遊ぶ気がない。） 

(300) Nam đếch thèm chơi với bọn trẻ con.（Namは子供たちと一緒に遊ぶ気がない。） 

(301) Nam đéo thèm chơi với bọn trẻ con.（Namは子供たちと一緒に遊ぶ気がない。） 

(302) Nam cóc thèm chơi với bọn trẻ con.（Namは子供たちと一緒に遊ぶ気がない。） 

 

また、次のようなNPIを文末に認める。 

 

(303) Nam không thèm chơi với bọn trẻ con nữa. （Namは子供たちと一緒に遊ぶ気がない。） 

(304) Nam không thèm chơi với bọn trẻ con đâu.（Namは子供たちと一緒に遊ぶ気がない。） 

(305) Nam không thèm chơi với bọn trẻ con mà. （Namは子供たちと一緒に遊ぶ気がない。） 

 

3. 二つ以上のNPIの結合 

 あるNPIが他のNPIと結合できる条件は、意味の面で衝突がないことである。衝突がないとい

うのは意味的に互いに修飾し合う場合と矛盾がなく、意味的に制限し合う場合が二つある。次に

それぞれの場合を見てみる。 

 

3.1 意味的に関係を持たない二つ以上のNPIの結合 

  このような場合は、呼応表現NPIの意味はそれぞれ構成要素の意味がプラスされた結果であ

る。 

3.1.1 không gì nữa 
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gìは上で分析したとおり、基本的な意味として「何」という意味を持つ疑問詞である、しかし、

否定環境において否定語を修飾し、否定性をさらに強くするNPIである。一方nữaに将来性がある

ので、「これからない」という語彙的な意味になる。例えば、(306)ではnữaは「彼は私のことを考

えない」に「これから」という意味で、軽い程度で｢悲しい｣感情も表す。gìは単純に「彼は私の

ことを考えない」の否定を強調する。したがって、không gì nữaの意味は以下のように、否定語の

khôngの意味+ gìの意味+ nữaの意味の合計である。軽い程度の｢悲しい｣感情は、(307)の｢私はこれ

からあなたのことを愛さない。｣によっても分かる。 

 

(306) Anh  không    nghĩ  gì  đến    tôi  nữa.  

  彼 否定語   考える NPI について私 NPI 

  彼は私のことを考えていない。 

(307) Tôi  không  yêu   anh   gì  nữa. 

      私 否定語 愛する あなた NPI1 NPI2 

   私はこれからあなたのことを愛さない。 

(308) Và  điều đó,   không  nghi ngờ  gì   nữa.  

そして、そんなこと 否定語 疑わない NPI NPI 

そして、そんなことについては疑う必要がない。 

 

không はただ否定意を表す否定語、gìは否定性を強調するNPIで、nữaは｢これから｣という未来

を表すNPIであるので、(306)では gìは｢彼が私のことを考えてない｣の否定性を強調し、nữaは｢彼

が私のことを考えない｣の未来というテンスを表し、｢悲しい｣というモダリティ意を加える。そ

れで、否定語の không、NPI gìおよび NPI nữa は意味の面で、互いに制限しない。    

khôngの代わりに、次のような否定語を入れ替えることができる。 

 

(309) Điều đó chẳng nghi ngờ gì nữa. （そんなことについては疑う必要がない。） 

(310) Điều đó chả nghi ngờ gì nữa. （そんなことについては疑う必要がない。） 

(311) Điều đó ứ nghi ngờ gì nữa. （そんなことについては疑う必要がない。） 

(312) Điều đó khỏi nghi ngờ gì nữa. （そんなことについては疑う必要がない。） 

(313) Điều đó đếch nghi ngờ gì nữa. （そんなことについては疑う必要がない。） 

(314) Điều đó đéo nghi ngờ gì nữa. （そんなことについては疑う必要がない。） 

(315) Điều đó đừng nghi ngờ gì nữa. （そんなことについては疑う必要がない。） 

(316) Điều đó chớ nghi ngờ gì nữa. （そんなことについては疑う必要がない。） 

(317) Điều đó cóc nghi ngờ gì nữa. （そんなことについては疑う必要がない。） 

 

3.1.2 không đâu mà 

 không đâu mà が出現する文においては、2.2.6 で述べたように đâu が否定性を強化する役割およ

び対聞き手的な性質を持っているとともに、màが「相手はすでにこんなことを知っているのに」

という不満を否定文に加える。(318)では mà の出現によって、相手は「もう話者がそのお爺さん
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からお金を借りないということを知っている」「こんなことを二度と述べたくない」という不満

を表し、đâu によって、｢私がそのお爺さんのお金を借りていない｣の否定性を強調しながら、対

聞き手的な性質を現す。không đâu mà の意味は、否定語 khôngの意味+ đâu NPIの意味+màNPIの

意味の合計である。 

 

(318) Con  không   vay    ông ấy   đâu  mà.  

   私 否定語 借りる そのお爺さん NPI1 NPI2 

  私はそのお爺さんにお金を借りないと言っただろう。 

 

このような意味は、次のように mà の本来の連体修飾という役割から展開されたものだと予測

できる。(319)のように、mà の出現によって話者の説明の欲望を表す。また、mà は(320)のように

「しかし」に相当する接続詞でもあるから、mà の後に来る節があれば、mà の前の節と反対の意

味を持たなければならない。前節は話者が否認したい内容であるので、後の節は聞き手が前節に

対して、批判する内容でなければならない。したがって、後の節がなくても、màは話者が聞き手

の態度に対する不満を表す意味を持つと予測できる。 

 

(319) Hoa người mà     đội   mũ xanh  là    bạn của tôi. 

  Hoa 人 連体修飾詞 かぶる 青い帽子 同定動詞 私の友達 

  青い帽子をかぶっている Hoaは私の友達だ。 

(320) Trời lạnh  mà    nó  mặc   áo   cộc tay. 

  空 寒い逆説接続詞 彼 着る シャツ  半袖 

  寒いのに、彼は半袖のシャツを着ている。 

  

以上から分かるように、否定性を強調するし、相手に対して強く主張する đâu と、否定文に不

満する態度を与える màとの間に、意味の面で衝突も関係もない。 

khôngの代わりに、次のような否定語にも入れ替えられる。 

 

(321) Con chưa vay ông ấy đâu mà. （私はそのお爺さんにお金を借りない。） 

(322) Con chẳng vay ông ấy đâu mà. （私はそのお爺さんにお金を借りない。） 

(323) Con chả vay ông ấy đâu mà. （私はそのお爺さんにお金を借りない。） 

(324) Con ứ vay ông ấy đâu mà. （私はそのお爺さんにお金を借りない。） 

(325) Con chửa vay ông ấy đâu mà. （私はそのお爺さんにお金を借りない。） 

(326) Con đếch vay ông ấy đâu mà. （私はそのお爺さんにお金を借りない。） 

(327) Con đéo vay ông ấy đâu mà. （私はそのお爺さんにお金を借りない。） 

(328) Con cóc vay ông ấy đâu mà. （私はそのお爺さんにお金を借りない。） 

 

同じように次のような結合がある。 
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(329) Không hề  động cựa  gì cả.（全然動かない。） 

   否定語 NPI 動く  NPI NPI 

(330) Không hề động cựa gì hết.（全然動かない。） 

(331) Không hệ động cựa gị đâu.（全然動かない。） 

(332) Tôi không thể tiết lộ thông tin hợp đồng được nữa.（私は契約の内容を漏らせない。） 

(333) Tôi không thể tiết lộ thông tin hợp đồng được nữa rồi.（私は契約の内容を漏らせない。） 

(334) Không thấy bao giờ hết cả đâu.（大した金額にならないよ。） 

(335) Mai không buồn nhớ đến nhớ đến anh ta nữa cả.（Maiは彼のことを考えたくない。） 

(336) Maikhông buồn nhớ đến anh ta nữa hết.（Maiは彼のことを考えたくない。） 

(337) Mai không buồn nhớ đến anh ta nữa rồi.（Maiは彼のことを考えたくない。） 

(338) Mai chẳng buồn nhớ đến anh ta nữa hết.（Maiは彼のことを考えたくない。） 

(339) Mai chẳng buồn nhớ đến anh ta nữa rồi.（Maiは彼のことを考えたくない。） 

(340) Thế cũng không được mấy đâu. （そのようにしてもだめだ。） 

(341) Áo này không được đẹp mấy đâu（このシャツはあまりきれいではない。） 

(342) Nam không thèm chơi với bọn trẻ con nữa đâu. （Namは子供たちと一緒に遊ぶ気がない。） 

 

3.2 意味の面で、互いに修飾する NPI 

3.2.1 không hết cả  

 上で述べたように、hếtは、多くの要素が集まる集合において最後の要素までに否定されるとい

うように否定性を強調することによって、否定語を修飾する。一方 cảは、多くの要素が集まる集

合を全体的に否定するという修飾方法によって否定意を強調する。したがって、hết と cả の位置

は互いに変わっても意味の文が変わらない。 

 

(343) Tôi không  sao   hết  cả.（私は大丈夫です。） 

   私 否定語 問題 NPI NPI 

(344) Tôi không sao cả hết.（私は大丈夫です。） 

(345) Tớ chẳng sao hết cả / cả hết. （私は大丈夫です。） 

(346) Tớ chả sao hết cả / cả hết. （私は大丈夫です。） 

(347) Tớ ứ sao hết cả / cả hết. （私は大丈夫です。） 

(348) Tớ đếch sao hết cả / cả hết. （私は大丈夫です。） 

(349) Tớ đéo sao hết cả / cả hết. （私は大丈夫です。） 

(350) Tớ cóc sao hết cả / cả hết. （私は大丈夫です。） 

 

3.2.2 không thể nổi / không thể được 

  thể 、nổi、 đượcのいずれも否定環境において、可能を表すNPIである。三つのNPIとも同じ意

味を表すので、同一した文に二つが出るとき、｢不可能｣を強調する役割を果たす。しかし、三つ

とも同一の否定文に出ることはできない。なぜかというと、三つとも｢可能｣以外に他のモダリテ

ィを表せず、一番目のNPIが否定語とともに｢不可能｣を表し、二番目のNPIがこの｢不可能｣を強調
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する。まったく同じ意味を表す三番目が出る必要がないからである。どんな言語でも、経済的な

特徴を持っており、ベトナム語も例外ではない。 

 

(351) Tôi  không  thể  ăn   nổi. 

    私 否定語 NPI 食べる NPI 

    私は食べられない。 

(352) Tôi  không  thể  ăn   được. 

    私 否定語 NPI 食べる NPI 

    私は食べられない。 

 

NPIの位置は決まっている。thểはいつも否定語の後ろにくるが、đượcとnổiは否定語の後ろにも

文末にも出られる。しかし、đượcはnổiと結合できない。 

 

3.2.3 không nữa rồi  

 rồiは動詞のみならず、形容詞、名詞に後置して「完了」というアスペクトを表す。形容詞およ

び名詞に後置する場合には、次のように「完了」を表しながら、その形容詞及び名詞を動詞化す

る役割も果たす。 

 

(353) Cục sắt trong  lò   đỏ  rồi. 

  鉄  中  かまど 赤 既に   

  かまどにある鉄はもう赤くなった。 

 

「完了」という意味を表すので、rồiはkhôngと結合するとき、否定文に話し手の「悔しい」「残

念」「さびしい」というニュアンスを加える。日本語の｢～しまう｣と同じである。また、rồiの使

用によって、話し手の気持ちを強く相手に与える効果がある。次の二つの例文を比べてみると、

このことは明らかになる。 

 

(354) Ông lão  không  còn sống     được  bao lâu  nữa.  

   お爺さん 否定語 生きながらえる NPI しばらく NPI 

   お爺さんはもうしばらく生きながらえることができない。 

 

 

(355) Ông lão  không  còn sống     được bao lâu   nữa  rồi. 

   お爺さん 否定語 生きながらえる NPI しばらく NPI NPI 

   お爺さんはもうしばらく生きながらえることができない。 

 

 (354)も(355)も｢お爺さんはもうすぐ死ぬ｣という事実を表す文であるが、(354)と(355)の発話の気

持ちは同様ではない。2.2.1 で述べたように、khôngとnữaとの結合は(354)「これからお爺さんが
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生きる時間がもう延びない」という意味を表すが、(355)ではrồiの出現で、「お爺さんが生きる時

間がもう延びない」という事実に「終わり」という意味を加えて、話者の「残念だ」「悲しい」

という切な気持ちを表現するといえる。つまり、(354)も｢悲しい｣という感情も表すが、情報を報

告するのが主な目的の文であるのに対して、(355)は話者の「残念」という感情を強く表せる。 

つまり、NPI nữaは発話時点まで、過去にある時点からスタートした出来事が継続できないとい

うように否定語を修飾し、軽い程度で｢悲しい｣感情を表すが、rồiは否定文に｢残念｣あるいは｢悲

しい｣というモダリティを強く加える。NPI nữa とNPI rồiの間に意味的な衝突がない。 

khôngの代わりに次のような否定語に入れ替えられる。 

 

(356) Ông lão chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi.  

   お爺さんはもうしばらく生きながらえることができない。 

(357) Ông lão chả còn sống được bao lâu nữa rồi.  

   お爺さんはもうしばらく生きながらえることができない。 

 

また、意味の面で関係がある場合は、次ぎのような結合がる。 

 

(358) Tớ chưa   thể  hiểu  được / nổi. （私は全然分からない。） 

   私 否定語 NPI 分かる NPI/NPI 

(359) Tớ chẳng thể biết được / nổi.（私は全然分からない。） 

(360) Tớ chả thể hiểu được / nổi. （私は全然分からない。） 

(361) Tớ chửa thể biết được / nổi. （私は全然分からない。） 

(362) Tớ đâu thể biết được / nổi. （私は全然分からない。） 

(363) Không biết gì hết cả.（何も知らない。） 

(364) Không có cú gọi nào hết cả. （電話が一つもない。） 

(365) Không có cú gọi nào cả hết.（電話が一つもない。） 

(366) Không biết gì hết cả đâu.（何も知らない。） 

(367) Không thấy gì cả đâu.（何も見えない。） 

(368) Không biết gì hết đâu.（何も知らない。） 

(369) Không biết gì hết nữa. （何も知らない。） 

(370) Không biết gì hết nữa đâu.（何も知らない。） 

4 まとめ 

4.1 否定語とNPIとの結合について 

 cóc、đâu以外の派生否定語は、NPIとあまり共起しない。もし、NPIと共起しても、他の要素を

追加しなければならない。あるいはその文は容認度が低い。特に、gì, saoはNPIとの共起が一つで

も認められない。 

 có, nào, màと一緒に文に出られるNPIは少数である。一方、cóc、đâuは多くのNPIと共起できる。

なぜかというと、この二つの派生否定語は、基本的な意味から大きく離れて、否定性が強い意味

を持つ否定語に派生されるからである。逆に、gì, saoは基本的意味と厳密な関係を持っていて、
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否定意を持つことは基本的なgì, saoから予測されるのである15。特にgìは否定語として用いられる

場合必ず文末に出る。 

否定専用語は、多くのNPIと共起できる。このような否定専用語の中で、chẳng, chảはもっとも

NPIと結合しやすい。次はchưa, chửaである。chẳng, chảはただ否定意を表すが、chưa, chửaは時制

にも関わる。したがって、chưa, chửaよりchẳng, chảと結合するNPIの方が多い。また、ứ, đếch, đéo

は否定意意外にモダリティ意も表す否定語であるので、NPIを制限する。否定語khỏiは gì nữaとい

う呼応表現NPIしかと結合できない。なぜかというと、khỏiは｢必要がない｣というもっとも具体

的な意味を持っているからである。以下に規則をまとめる。 

 

1. chưaは、NPIrồiあるいはrồiがある呼応表現NPIと共起することはない。 

2. 呼応表現NPIkhông chừngは、否定語とNPIの連結が強いので、他の否定語あるいはNPIを

容認することはない。 

3. đâuだけは、同じ文中に否定語としてもNPIとしても出現できる。 

4. 呼応表現否定語はNPIがある文において、khôngの代わりに他の否定語を入れ替えられな

い。 

5. ứ, đếch, đéo, cócがある文において、ứ, đếch, đéo, cócのモダリティ意が最も注意されるので、

否定語を修飾するNPIの出現は意味があまりない。そのため、ứ, đếch, đéo, cócは呼応表現

NPIを容認しない。 

 

4.2 NPIとNPIとの結合 

以上の考察から、分かるのはgì, nào, thểが他のNPIと結合できないということが明らかになった。

đâu, màと結合できるNPIは非常に多い。以下に具体的な規則を述べる。 

 

1. NPIは、cảと結合できるなら、hếtとも結合できる。また、cả, hếtは互いに結合でき、位置

も交換できる。 

2. 同じように多くの場合において、nổi, đượcは互いに結合でき、位置も交換できる。 

3. nữaの後にどんな場合でもrồiを追加することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
15 第 1章を参照 
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第 3章 ベトナム語における否定とテンス・アスペクトの関係 

 

1 はじめに 

ベトナム語では、他の多くの言語と同様に、特定の機能語を用いテンス・アスペクトを表す。

しかし、否定文においては、次のように、過去を表す đã、未完了を表す đang などの機能語を用

いることができない。時間に関する情報は、hôm qua（昨日）や bây giờ（今）などの副詞句によ

って分かる。 

 

(1)  Hôm qua tôi  không  đi   uống  bia. 

  きのう 私 否定語 行く 飲む ビール 

  きのう私はビールを飲みに行かなかった。 

(2)？Hôm qua  tôi  đã  không   đi   uống bia. 

  きのう  私 過去 否定語 行く 飲む ビール 

  きのう私はビールを飲みに行かなかった。 

(3) Bây giờ  tôi không   đọc  báo. 

   今  私 否定語 読む 新聞 

今私は新聞を読んでいない。 

(4) *Bây giờ tôi  đang  không  đọc   báo. 

   今  私 進行 否定語 読む 新聞 

  今私は新聞を読んでいない。 

 

(1)と(2)は同じで「昨日私はビールを飲みに行かなかった」という内容を表すが、(1)には過

去を表す機能語がないのに対して、(2)には過去を表す đã 機能語がある。(3)と(4)も内容の面で

同じ「今私は新聞を読んでいない」ということを表すが、(3)には未完了相を表す機能語がない

のに対して、(4)には未完了相を表す機能語 đangがある。 

日本語においても、英語においても、発話時点以前における出来事の発生を否定したり、発

話時点におけるある行為の継続を否定したりするのであれば、肯定文の場合と同様に、その否

定文は過去形や未完了形をとる。しかしながら、ベトナム語の否定文では事情が異なる。なぜ

だろうか。従来の研究はまだこの問題を解決していない。本研究では、ベトナム語の否定文に

おいてテンス・アスペクトの機能語が使用できない理由を考察する。 

理由を述べる前に、ベトナム語の否定及びテンス・アスペクトについて概略する。 

 

1.1 ベトナム語の否定 

第 1 章で述べたように、ベトナム語では、否定を表すために、他の多くの言語と同じように

không, chẳng, chớ, đừng, chưaなどの否定語を主に動詞あるいは形容詞の前に置く16。名詞の場合

                                                   
16 Trần Trọng Kim (1952: 50)  
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は同定動詞という特別な動詞 làを用い、この動詞の前に否定語を置く。したがって、名詞の否

定といっても、実は動詞の否定に帰結できる。 

 

(5) Tôi  không  ăn   cơm. 

 私 否定語 食べる ご飯 

  私はご飯を食べない。 

(6) Cái áo này   chẳng   đẹp． 

  このシャツ  否定語 きれい 

このシャツはきれいじゃない。 

(7) Nam không ( phải)  là     sinh viên. 

         Nam 否定語  同定動詞  学生 

  Namは学生ではない。 

 

 ベトナム語は多様な否定語を持っている。それぞれの否定語は否定という用法以外にも、多

様な用法を持っている。それらの詳細は第 1章ですでに既述べている。 

 

1.2 ベトナム語のテンス 

ベトナム語のテンスには、過去、現在、未来という三つの種類がある。このようなテンスは

機能語という手段によって表される。機能語の手段については、sẽ は(10)のように未来、đã / 

rồi)は(9)のように過去を表すが、(8)のように現在を表す機能語はない。また、副詞句を通して

も、文のテンスが分かる。例えば、ngày mai の「あした」という語彙的な意味によって、文の

未来というテンスが分かる。 

 

(8) Tôi  ăn   sáng    lúc     7h. 

  私 食べる 朝食  時間前置詞 7h 

 私は毎朝７時にご飯を食べている。 

(9) Tôi  (đã)   viết  xong           báo cáo    ( rồi). 

     私 過去                   書く 終わる レポート  過去／完了 

  私はレポートを書き終わった。 

(10) Tôi  sẽ    đi    Pháp. 

   私 未来        行く フランス 

  私はフランスへ行く。 

(11) Ngày mai  tôi       sẽ   đi   Pháp. 

          あした    私 未来     行く フランス 

  あした私はフランスへ行く。 

 

1.3 ベトナム語のアスペクトについて 

ベトナム語には、完了相を表す機能語 rồi、未完了相（進行）を表す機能語 đang がある。未
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完了相（進行）đang は(13)のように常に述語動詞の前に出てくるが、完了相 rồi は(12)のように

述語動詞の後に来る。 

 

 

 

(12) Tôi  ăn   cơm  rồi.  

  私 食べる ご飯 完了 

   私はもうご飯を食べた。 

(13) Tôi  đang   ăn    cơm  bây giờ. 

  私     未完了 食べる  ご飯  今 

  私は今ご飯を食べている。 

 

ベトナム語において、未完了相は đang によって明確に表現されているが、rồi にはいくつか

曖昧なところがある。まず、rồi は過去機能語としても働くことができるので、(12)では rồi か

ら、動詞によって表す行為が既に完了したこと、あるいは発話時点以前に成立したことが分か

る。また、xongという動詞は完了機能語に間違われることがある。 

 

(14) Tôi  đã      ăn   cơm   xong.  

  私  過去    食べる ご飯 終わる 

   私はご飯を食べ終わった。 

 

しかし、本研究では、「動詞+xong」は「～し終わる」のような複合動詞と考える。 

 

2 否定文におけるテンス 

 冒頭の(1),  (2),  (3),  (4)をもう一度見てみる。 

 

(1) Hôm qua tôi  không  đi   uống  bia.                                   (再掲) 

  きのう 私 否定語 行く 飲む ビール 

  きのう私はビールを飲みに行かなかった。 

(2) Hôm qua  tôi  đã  không   đi   uống bia.           (再掲) 

  きのう  私 過去 否定語 行く 飲む ビール 

  きのう私はビールを飲みに行かなかった。 

(3) Bây giờ  tôi  không   đọc  báo.                  (再掲) 

   今  私 否定語 読む 新聞 

今私は新聞を読んでいない。 

(4) *Bây giờ tôi  đang  không  đọc   báo.               (再掲) 

 今 私 進行 否定語 読む 新聞 

今私は新聞を読んでいない。 
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 (1)では、過去を表す「きのう」(hôm qua)という副詞句があるので、(1)は過去形を取るはず

だが、過去を表す機能語(過去機能語)đã が述語の前に加えられない。しかし、(1)は文法的なの

に対して、(2)のように過去機能語 đã を加えると、不自然さが感じられるが文法的に完全に間

違っているわけではない。なぜかというと、場面の要素を加えることによって、過去のテンス

を強調する目的がある場合は(2)は容認できるが、普通は不自然さが感じられるからである。ま

た、(3)には現在の時点を表す「今」(bây giờ)があるので(3)は未完了相を取るはずが、未完了相

を表す機能語(未完了相機能語)đang がない。しかし、(3)は文法的な文である。一方、未完了相

機能語を入れた(4)は許されない。なぜだろうか。 

(1)，(2)，(3)，(4)を肯定文に書き直してみると、次のようになる。 

 

(15) Hôm qua  tôi  đi  uống   bia. 

      きのう  私 行く 飲む ビール 

  きのう私はビールを飲みに行った。 

(16) Hôm qua tôi  đã  đi   uống  bia. 

  きのう 私 過去 行く 飲む ビール 

  きのう私はビールを飲みに行った。 

(17) Bây giờ  tôi  đọc  báo 

   今   私 読む 新聞 

  今私は新聞を読んでいる。 

(18) Bây giờ  tôi  đang          đọc  báo. 

    今   私 未完了相  読む 新聞 

今私は新聞を読んでいる。 

 

否定文の(1)，(2)，(3)，(4)と異なり、(1)，(2)，(3)，(4)に対応する以上の 4つの肯定文はすべ

て許される。つまり、ベトナム語において否定文は意味的に肯定文と対応しない。文中のそれ

ぞれの文法範疇を見れば、肯定文の文法範疇は否定文の文法範疇より少なくとも一つ少ない。

それは「否定」の文法範疇である。なぜかというと、否定文のすべての文法範疇は肯定文から

取られ、「否定」が加えられたものだからである。文法範疇は単純に合計されるのではなく相

互に制限しあっているので、文法範疇が多ければ多いほど、矛盾がないように文法範疇が互い

に限定される程度が高くなる。したがって、以上のように、すべての肯定文は許されているが、

すべての否定文が許されるわけではない。 

 また、否定文の前提と肯定文の前提は異なる。次のような例をみてみよう。 

 

(19) Ngày 17 tháng 8 Hanako  sẽ  tổ chức  tiệc cưới. 

   17日  8月 花子 未来 行う 結婚式 

   8月 17日に花子は結婚式を行う。 
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(20) Ngày 17 tháng 8 Hanako  sẽ  không  tổ chức  tiệc cưới. 

   17日 8月 花子 未来 否定語 行う 結婚式 

   8月 17日に花子は結婚式を行わない。 

 

 (19) の肯定文を発話するとき、何の前提もなくても、聞き手は話し手が伝えた内容を理解でき

る。しかし、(19) を (20) のような否定文にした発話には、聞き手との間で何らかの前提(例えば、

「話し手は 8 月 17 日に結婚式を行う予定である」)が共有されていることが必要である。肯定文

の情報が否定文の前提になっていると言える。前提に含まれる情報のなかには、テンス・アスペ

クトの情報も含まれる。ベトナム語の否定文では、旧情報である文法範疇に関する情報が無視さ

れるのである。否定文のみならず、肯定文においても、旧情報であれば、規範的な文法によって

(21)は非文であっても不自然さが感じられていない。つまり容認される傾向がある。なぜかとい

うと旧情報は常に無視されているからである。 

 

(21) Lý do mà     bây giờ Hoa  khóc  là     bị      trêu. 

          理由 連体修飾詞 今  Hoa 泣く 同定動詞 受身    いじめる。 

  今 Hoaが泣いている理由はいじめられているから。 

 

「Hoa が今泣いている」は旧情報で、今の時点に起きていても、(21)のように進行形を表す機能

語がなくても容認されることがある。 

 したがって、新情報は否定の要素のみで、文の焦点が否定に置かれていることは当然である。

したがって、テンス、アスペクトなどの旧情報はなくても、容認される。そのため、ある否定文

が文法的であるかどうか判断することに影響を与えない。 

否定文は以上の原因で、肯定文と同じように機能語という手段に頼ってテンスを指摘するこ

とができない。 

また多くの否定文を考察した結果としては否定語によって文のテンスが分かることを指摘す

ることができる。したがって、逆に否定文においてテンスを表す機能語が出れば、非文になっ

たり不自然さが感じられたりするのである。否定語の役割を考察する前に、否定文のテンスの

階層を見てみる。 

(22)のような否定文のテンスには出来事が成立した時点と発話者の否認した時点が表される。

つまり(22)は明らかに二つの命題がある複文である。一つは「私が知らない」で、もう一つは

「彼があそこに来た」である。第一の命題の主語は「私」であるから発話者を指すことが明ら

かに分かる。本研究では発話者が否認した時点を主に検討する。 

 

(22) Tôi    không   biết   anh   đã   tới   đó. 

        私 否定語 知る あなた 過去 来る あそこ 

  私はあなたがあそこに来たことを知らない。 

  

しかし、否定文は単文(命題が一つある)という形を持っていることが少なくない。発話者の
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存在が容易に分かるということではなない。次の例を見てみよう。 

 

(23) Cậu ấy  đếch         biết 

   彼  否定語 知る 

   彼は知らない。 

 

đếch という否定語は否定意以外に対象の人物を尊敬しない態度も表すが、否定意は命題の否

定で(彼が知っている出来事が成立しない)、尊敬しない態度は発話者のものである。また、発

話者も主語もない場合は以下のようになる。 

 

 

(24) đừng   đi. 

  否定語 行く  

  行かないほうがいい。 

 

 đừng は勧告の否定語である。勧告は発話者のもので否定意は命題のものであることが分か

る。 

したがって、以下で否定文のテンスを検討するには、その否定語を持っている否定意が発話

者の否認であるか、出来事の不成立であるか、モダリティ意は発話者のものであるか命題の主

語のものであるか分析することが必要である。 

 

2.1 否定語によって事態が過去から始まって発話した時点まで継続することが分かる場合 

2.1.1 chưa 

 

(25) (Bây giờ) tôi  chưa    ăn   cơm. 

   （今）       私 否定語 食べる ごはん 

  （今）   私はまだご飯を食べていない。 

(26) Bây giờ   anh ấy   chưa  ngủ. 

   今    彼  否定語 寝る 

   今彼はまだ寝ていない。 

 

(25)においても(26)においても否定語 chưa は発話者に関わらずにただ出来事の不成立を表す。

したがって、ここで否定語 chưaによって、出来事が不成立のテンスを見てみる。(25), (26)の和

訳から分かるように、ベトナム語の否定語 chưa は「まだ」「ない」「ている」という意味を持

っている。つまり、chưa は未完了相(進行)、現在のテンス17、副詞の「まだ」という三つの役

割を果たすことが分かる。現在のテンスというのは、過去においてある時点が始まって発話し

                                                   
17 「今」の副詞句がなくても、否定語 chưaによって文のテンスは現在であることが分かる。 
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た時点まで継続する期間である。 

興味深いのは、chưa がある文に現在を表す副詞句を入れても問題がないのに対して、アスペ

クトの機能語の đang を入れると、(4)のような非文になることである。ベトナム語では、同じ

用法を表すものが同時に同一の文に現れても問題がない傾向があるが、なぜ、未完了の機能語

は認められないのだろうか。この問題は今後の研究の課題とする。 

また、Diệp Quang Ban(2008)は、複文における chưaを相対テンス18の観点から検討している。 

 

 

 

(27) Tôi   chưa     kịp nói    gì ,   đứa bé   đã     khóc. 

        節 1                    節 2 

         私  否定語   言い始める 不定詞  子ども  もう    泣く 

   私はまだ何も言わないのに、子どもはもう泣いていた。 

 

Diệp Quang Ban(2008)によると、(27)の chưa は節 1の出来事がまだ開始しないうちに節 2の出

来事が既に成立したという時間的な関係、及び節 2 の出来事が発話者の予測より早めに起きた

ものであることを表す19。つまり、単文のchưa と異なり、複文のchưa は発話の時点ではなく、

節 2 の出来事の成立した時点において、節 1 の未完了のみを表す。つまり、chưaがあると、基

準時・未完了（進行）というようにテンス・アスペクトの解釈が固定する。 

 

2.1.2  không hề / chẳng hề 

否定語以外に否定語と否定対極表現(NPI)20との結合によってもテンスが分かる。 

 

(28) Anh ấy      không   hề    đau khổ 

            彼  否定語   NPI   悲しむ 

  彼は 全然 悲しまない。 

 

hề は否定意を強調しながら、主語の「無関係」及び発話者の「驚く」ことを表す否定対極表

                                                   
18 Comrie(1985)では、発話時点を基準とした「絶対テンス」(absolute tense)としては「現在」「過去」「未来」の 3 つを設定す

ればよいとされている。しかし、ある過去あるいは未来の時点を基準として、その時点から見た「過去」「未来」を指示する必

要性もある。これらのテンスは発話時点という絶対的な基準点がないので、Comrie(1985)では「相対テンス」(relative tense)

と呼ばれている。 

19 Diep Quang Ban(2008)はこのような関係を時間的な対局(thờ i gian nghị ch đố i)と呼んでいる。 

20否定対極表現は否定表現とも呼ばれている。否定対極表現について山田(1997: 9)は次のように述べている。「否定対極表現は

否定を強調し、否定をいきいきとさせるための手段であると 80 年ほど前に Jespersen が言っている。否定対極表現の中心的役

割はその通りだ」。 
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現21である。(28)は主語の「無関係」状態に対して発話者が驚くことが過去のいつかの時点か

ら始まり発話時点まで続く過程であると理解できる。したがって、(28)のようにテンスを現す

機能語、副詞がなくても、không hề / chẳng hềがある文のテンスは過去だと解釈できる。 

したがって、過去を表す副詞を入れれば、(29)のように問題がない。一方、未来を表す副詞

句を入れると(30)は非文になる。 

 

(29) Hôm qua  anh ấy  không   hề/ chẳng hề    đau khổ. 

            昨日   彼 否定語           NPI(全然)  悲しむ 

  昨日彼は全然悲しまなかった。 

(30) *Ngày mai   anh ấy   không   hề/ chẳng hề  đau khổ. 

            あした    彼 否定語        NPI(全然)   悲しむ 

   あした   彼は全然悲しまない。 

 

2.2 否定語・NPIによって事態が発話した時点から未来に継続することが分かる場合 

2.2.1 khỏi 

 khỏiは forget, regretなどのような否定意がある単なる単語であると多くの研究者(Nguyễn Đức 

Dân(2000)等)が主張している。しかし、khỏiは Trần Văn Phước(1997)で始めて、否定語のリスト

に加えられた。本研究においても khỏiを否定語22とみなす。 

 

(31) Anh   khỏi   cần / phải / cần phải  biết. 

            あなた 否定語 要る                      知る 

   あなたは知る必要がない。 

                                                   

 

22  なぜ khỏ iが否定語のリストに加えられるかについて説明する。以下の例を見てみよう。 

(i) Anh   đi   thì        tôi    khỏ i  phả i/cầ n đi. 

 あなた行く そうしたら      私 否定語  要る           行く 

     あなたが行くなら、私は行く必要がない。 

(ii) *Anh   đi   thì        tôi    sẽ       khỏ i    đi. 

 あなた 行く そうしたら      私       未来      否定語             行く 

     (lit.)あなたが行くなら、私は行く必要がない。 

(i)のように khỏ i を単独の単語として使うと、(ii)は認められないものになる。しかし、以上の(ii)と(iii)の意味は変わらな

い。 

(iii) Anh  đi    thì        tôi không   phả i/cầ n  đi. 

    あなた 行く そうしたら  私  否定語  要る   行く 

 あなたが行くなら、私は行く必要がない。 

 つまり、khỏ i は không と同じ機能を果たすことができる。したがって、khỏ i を否定語とみなすのが妥当である。しかし、

không と異なり、khỏ iの後に phả i/cầ nが付かなくても、「何かをすることが要らない」という意味を表す。 
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khỏi は他の否定語と同じように、否定意以外に、不必要性を表す。したがって、khỏi は常に

主動詞の前及び「要る」という意味のモダリティ動詞の前に出る。 

 

(32)？Hôm qua,  anh     khỏi   cần  biết. 

            昨日   あなた  否定語 要る 知る 

  あなたは知る必要がない。 

 

  (32)のように、過去を表す副詞句 hôm qua を入れると、非文にはならないが、不自然さが感

じられる。なぜかというと、不必要という意味が薄くなり、皮肉、批判のニュアンスが感じら

れるようになるからである。つまり、故意に現在の時点で発話する主な目的は、発話以前のあ

る行動が不必要だということを表すのではなく、皮肉、批判を言うのである。そうすると、   

(31)は khỏi の本来の意味を明らかに表せない。したがって、不必要性という意味を持っている

khỏiは現在しか表さない。また、否定語 khỏiは出来事の成立の不必要性を表す発話者の考えを

表すものなので、khỏi がある否定文のテンスは発話した時点から未来に継続するものだとわか

る。 

 

khỏiが複文に出た場合を見てみる。 

(32) Anh  đi    thì        tôi    khỏi  phải/cần đi. 

     節 1             節 2 

   あなた行く そうしたら      私 否定語  要る             行く 

            あなたは行くなら、私は行く必要がない。 

 

(32)の場合は、khỏi によって相対テンスの観点から見れば、節 2 で表された出来事は節 1 に

よって表された出来事が成立した時点の後に成立することが分かる。 

 

 2.2.2  đừng, chớ 

同じように、否定語 đừng, chớ によっても文のテンスが分かる。đừng, chớ が否定語であるか

どうかという問題は研究者、ベトナム語学者の間でいろいろな議論がある23。しかし、命令、

禁止の意味以外に、đừng, chớ は(33), (34)のように勧告という意味も表す24。したがって、勧告

                                                   
23 Trầ n Trọ ng Kim(1952)は đừng, chớ を否定語のリストに入れているが、Nguyễ n Đức Dân(1987)は đừng, chớ は否定語で

はないと主張している。Nguyễ n Đức Dân(1987)によると、đừng, chớ はある行動をしないように命令、禁止を表すものだか

らである。第 1章を参照。 

24命令文・禁止文の特徴から分かるように、命令文・禁止文の対象者は発話者の目の前の聞き手であるので、đừng, chớと勧告の

đừng, chớ を区別するのは主語である。禁止・命令文の主語は二人称しか認めない。表現するときは、二人称の主語の文あるい

は無主語の文であるが、無主語の文でも二人称の文としてしか解釈できない。 

(iv)Đừng  ăn. 
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の意味としては、đừng, chớは他の否定語と同じようにみなす方が妥当である。勧告とは主語で

ある人がある行動をした方が適当だと考えている発話者のものであるので、モダリティの一種

であると言える。また、主語あるいは聞き手が発話者の提案したアドバイスに従うかどうかと

いうことは別の問題である。この点は発話者が地位、権威などを利用し、聞き手に従わせる禁

止・命令と異なる。それに、ベトナム語では、禁止・命令文は特殊な文に分類されている。こ

のような文は会話にしか出ないので、テンス・アスペクトを取り扱うことは意味がない。 

 

(33) (Em)          đừng   ra ngoài,  ốm    đấy. 

        あなた 否定語 出かける 病気  よ。 

  出かけないほうがいい。病気にかかっちゃうよ。 

(34) (Em)      chớ           ( có)           đến 

  あなた  否定語  ある  来る 

  あなたは来ないほうがいいよ。          

(33), (34)のように、chớ, đừngは否定意以外に勧告という発話者の態度も表すものである。勧

告とは、主語が行動すべきだと発話者が思うことを伝える行為なので、その行為のテンスは発

話時点以降だと解釈できる。この主張は(35), (36)のように、過去を表す副詞句を入れると非文

になることによって証明できる。 

 

(35)？Hôm qua  em    đừng   ra ngoài,   ốm    đấy. 

            昨日  あなた 否定語          出かける 病気  よ。 

   昨日  出かけないほうがよかった。病気にかかっちゃうよ。 

(36)？Hôm qua  em       chớ           ( có )          đến 

   昨日 あなた  否定語  ある  来る 

   昨日あなたは来ないほうがよかったよ。 

 

勧告を表すものが過去に既に起きたことに使われるのは意味がないため、勧告は過去に使わ

れると、聞き手あるいは主語に皮肉を言ったり後悔させたりする目的をもつ。しかし、これを

目的とする文は次のように異なる機能語を使う。 

 

(37) Đáng nhẽ ra  cậu    không   nên      đến   đó. 

  だろう あなた 否定語 したほうがいい 来る あそこ 

                                                   

      否定語食べる 

 食べるな。 

(v)Chớ   đi. 

 否定語 行く 

 行かないで。 
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  あたたはあそこに来ないほうがよかっただろう。 

 

したがって、chớ 、đừngは発話時以降を表すテンスしか認めない。 

 

2.2.3 không... nữa   

 nữa は一つの事が重ねて起こり、または時と共に程度を増やす様という意味で「もっと」と

同様で述語動詞を修飾する副詞である。nữa は肯定文に出るとき、単独に「もっと」という意

味を表せず、(38), (39)ように必ず có「存在する」, còn「残っている」という意味を表す要素と

共に使用されなければならない。 

 

(38)  Tôi  còn  ăn   nữa. 

 私  残る 食べるもっと 

 私はまだもっと食べている。 

(39)  Có   cách khác  nữa. 

 ある 他の方法 もっと 

 また他の方法がある。 

 

しかし、nữa は否定文では、次の例のように có「存在する」, còn「残っている」という意味

を表す要素がなくても、「もっと」という意味を独立的に表すことができる。 

 

(40) Cứ thế mãi, Từ  quen   đi, không   giận   nữa 

 そのまま、Từ 慣れる 行く 否定語 怒る  NPI 

 そのまま、Từは慣れてきて、もう怒らない。 

 

(41) Không   đùa   nữa.  

  否定語 からかう NPI 

  もうからかわない。 

(42) Nàng  không  hỏi    thêm  nữa.  

  彼女 否定語 質問する 加える NPI 

  彼女はもう質問しない。 

(43) Cô ấy không  yêu   anh    nữa. 

  彼女 否定語 愛する あなた NPI 

 彼女はもうあなたを愛していない。 

 

nữa はこれらの例のように否定意を修飾する。既に存在していたが、発話時点において、そ

の存在する状態もないというように否定意を修飾する。つまり、この NPI によって、文の時制

が発話時点であることが明らかになる。(41)は、「からかう」という状態は発言の時点まで存在

してたが、発話時点から、そのような状態が続かないということを表す。(42)も「質問した」
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状態が既にあったが、発話時点からその状態がもう続かないことを表す。(43)のように｢これか

らない｣という意味で、｢悲しくて悔しい｣というモダリティをもたらす場合もある。否定環境

における nữa は肯定環境においても見られる｢もっと｣の意味に加えて、｢悲しく、悔しい｣とい

うモダリティも同時に表す。 

 

2.3 否定語によって発話した時点だと分かる場合 

2.3.1  mà 

以上で考察した否定語は主に否定専用語であるが、mà は(44)のように語彙的な意味として文と

文をつなげる逆接接続詞である。また、(46)のように連体修飾詞としても使われている。しかし、

(45)のように否定語としても使われている。 

 

(44) Nó  đi  mà           (nó) không  nói  với   tôi  lời nào. 

        彼 行く逆接接続詞 彼 否定語 言う と 私  一語 

  彼は私に一語もしゃべらずに行ってしまった。 

(45) Anh ấy  mà   biết. 

  彼  否定語 知る 

  彼なんかじゃそんなことはわからない。 

(46) Người   mà     mặc         áo đỏ                là                  bạn      tôi. 

           人  連体修飾詞 着る 赤いシャツ 同定動詞 友達 私 

  赤いシャツを着ている人は私の友達だ。 

 

(45)の否定語 mà は連体修飾詞 mà と同じように、主語の後に出ている。どちらが否定語である

か、連体修飾詞であるか区別するには、文法的な特徴に基づく方法以外に発音の方法も使うこと

ができる。否定語の mà がある文の発音は連体修飾詞の mà がある文の発音と違う。否定語の mà

がある文の主語を発音するとき、普通より伸ばす。例えば、(45)では、mà は否定語として使われ

ているので、(45)の主語(anh ấy)の発音は伸ばされている。ベトナム語では、何か批判するとき、

伸ばす発音を使うことが多い。mà がある文の主語の発音も伸ばされているので、mà は批判する

態度を表す否定語として使われている。逆に、(46)では、主語の発音にそのような変化はない。 

mà は否定意以外に、出来事に対する発話者の「信じられない」「批判する」という感情あるい

は命題の主語に対する発話者の軽蔑も表す。(45)は「彼が知っているということはあり得ない」

という発話者の考え方あるいは、「彼のレベルでは絶対分かっていない」という発話者の軽蔑を

示すものである。簡単に言えば、màのモダリティ意は発話者のものである。 

この軽蔑の態度は発話した人のものなので、発話しないと、この態度が分からない。したがっ

て、このような否定文のテンスは現在である。つまり発話した時点である。(47)のように、過去

を表す副詞句(hôm qua)を入れてみると、(47)は不自然さが感じられる。また過去を表す機能語を

入れた(48)も非文になる25。 

                                                   
25 Nó  mà    đã  biết. 
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(47)？Hôm qua   nó     mà   biết. 

  昨日  彼   否定語 知っている。 

  昨日彼は知らなかった。 

(48) *Nó   đã    mà   biết. 

  彼  過去  否定語 知っている。 

  彼は知らなかった。 

  

 また、màを否定語として使うと、多くの場合において伸ばすイントネーションになる。イント

ネーションは発話した時点ではないと分からない。この否定語 mà はあまり未来の事柄に使われ

ていない。したがって、未来の事柄に使うと(48)のように不自然さが感じられる。 

 

(49)？Ngày mai    nó   mà   biết. 

   あした     彼 否定語 知っている。 

  あした 彼は知らない。 

 

2.3.2 cóc 

cóc の語彙的な意味は「カエル」で、ベトナム語において否定語として使われれば俗語である。

cóc によって表される「尊敬しない」態度は語彙的意味に関係している。cóc(カエル)は醜い動物

で、人間よりレベルが低いため、人に使われると、軽蔑することに繋がる恐れがある。また、否

定は極端な意味だと思う人が多いので、人間よりレベルが低く醜い動物を否定語として使うのは

容認されやすい。したがって、この否定語は否定意以外に、発話者の尊敬しない態度も表す。さ

らに詳しく言えば、尊敬しないため無関心だという発話者の態度である。 

 

(50) Nó  cóc      biết  

   彼 否定語(カエル)知る 

   彼は知らない。 

   

(50)から分かるように、尊敬しない態度は発話した人のものなので、cóc によって現在(発話し

た時点)のテンスが分かる。したがって、過去を表す副詞句を入れてみると、(51)は非文になる。 

 

(51)？Hôm qua  nó    cóc       biết  

     昨日     彼        否定語(カエル)  知る 

                                                   

彼 否定語 過去 知る 

彼は知らなかった。 

 以上の例は文法的に間違いがない。なぜかというと、この過去のテンスは彼が知っていることという命題のテンスで、発話

した人が否認した時点のテンスではないからである。 
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  昨日彼は知らなかった。 

 

mà と同じように、発話者の態度を表す否定語なので、この態度は発話した時点ではないと

分からない。したがって、この感情は将来に起きる出来事に対する発話時の態度でもいいが、

未来の態度ではない。しかし、cóc は口語的で俗語であるので、未来に起きる出来事に使うと、

未来に起きる出来事のテンスと絡んで、俗語の cóc が未来を表すと誤解され、矛盾が生じる恐

れがあるので、未来を表す副詞句を入れると不自然さが感じられる。 

 

(52)？Ngày mai   nó  cóc        biết  

          明日   彼     否定語(カエル)  知る 

  明日彼は知らない。 

 

2.3.3  ứ, đéo, đếch 

 ứ, đéo, đếch,は俗語の否定専用語である。この否定語は聞き手に対する軽蔑的な態度を表す効果

をもたらす。 

 

(53) Em  đéo／ đếch  biết. 

   私 否定語   知る 

   私は知らない。 

(54) Em  ứ    chịu. 

             私 否定語 認める 

   私は認めていない。 

 

ứ, đéo, đếchは発話した人の軽蔑を表す否定語なので、聞き手が存在している時点のみ、この

ような用法が効くということは誰でも理解できる。つまり、このような否定語は発話した現在

のテンスしかに使われない。以下のように過去を表す副詞句を入れてみると、(55)(56)(57)は不

自然さが感じられる。 

 

(55)？(Hôm qua)  em   đéo／ đếch   biết. 

    昨日  私    否定語  知る 

   昨日私は知らなかった。 

(56)？Hôm qua  em      ứ    chịu. 

             昨日   私   否定語  認める 

  昨日私は認めなかった。 

(57)？Ngày mai  em  ứ    chịu. 

             あした 私 否定語  認める 

  あした 私は認めない。 
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2.3.4  đâu 

đâu の語彙的な意味は、場所を聞く「どこ」という疑問詞である。単独で否定語として使われ

る場合もあるし、他の否定語と結合し、否定対極表現として使われる場合もある。 

 

(58) Tôi  không      biết   đâu. 

   私 否定語 知る NPI 

   私は知らないよ。 

(59) Tôi   đâu    biết. 

   私 否定語 知る 

   私は知らないよ。 

 

しかし、本研究では、否定語としての đâuだけ検討する。Diệp Quang Ban(2008)は単独で否定語

として使われる場合を、出来事の否定ではなく、出来事の否認26と呼んでいる。Từ điển Tiếng Việt 

(2013)によると、否認とは否と認めること、承認しないことだと解釈されるので、発話者の主観

的な認定が強く感じられる。したがって đâu がある文は聞き手に向けるものである。(59)の和訳

文からも分かるように、聞き手にある事態に対して注意を向けさせようとする「よ」を文末につ

けた方が đâu の本来の意味に近い。それにより、発話する時点において、向ける聞き手がいると

予測しやすくなる。したがって、đâu がある文のテンスは発話時点だと主張できる。したがって、

過去あるいは未来を表す副詞句を入れてみると、(59)は非文になる。 

 

(60)？Ngày mai ／hôm qua  tôi   đâu       biết. 

   あした／  昨日  私 否定語 知る 

   あした／  昨日   私は知らないよ／知らなかったよ 

 

2.3.5   chó, khỉ、cha, mẹ, cụ, kị 等 

chó, khỉは cócと同じように語彙的な意味として「犬」と「猿」を指す。否定語として使われる

理由も cóc と同じで、人間よりレベルが低く、極端な意味を持つ否定に関わるからである。一方、

cha(父) mẹ(母)、ông(祖父)、bà(祖母)、cụ(曽祖父、曽祖母)、kỵ(高祖父、高祖母)、tổ tiên(先祖)のよ

うな名詞が否定語として使われている理由については、聞き手に尊敬される cha(父)、 mẹ(母)、

ông(祖父)、bà(祖母)、等の人称が関わる。発話者は聞き手がこのような人々を何よりも尊敬する

ことを分かっているので、故意に聞き手が尊敬する人の人称を極端な意味を持つ否定語とし、極

度に軽蔑する態度を表す。 

このような否定語が出現する位置は、(61)のように述語動詞の後である。また、否定意を強調

する NPI gì と一緒に出てくることが多い。軽蔑する程度を強調するために、物に使われる cái と

いう類別詞を追加することがある。なぜかというと、(cáiは物の類別詞であるのに、(61)のように

故意に尊敬する人の名詞に使うと、軽蔑を表すからである。)また、cái のみならず con を追加す

                                                   

26金水(2000)を参照 
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ると動物である猿に使っても、軽蔑的な態度を強調できる。このように否定語が表す軽蔑の度合

いが高く、罵る程度に近いので、発話した人が向ける対象は聞き手に決まる。 

 

(61) Biết   (cái)    bà       mày. 

         知る (類別詞) 否定語(祖母) あなた 

  あなたは知らない。 

(62) Mày   biết     (cái)     (con)   khỉ   (gì). 

  あなた 知る(物の類別詞)(動物の類別詞) 否定語(猿) NPI 

  あなたは知らない。 

 

したがって、このような否定語によって、否定文のテンスは発話した時点の現在であることが

分かる。過去あるいは未来を表す副詞句を入れてみると、以下の(63), (64)は容認度が低い。 

 

(63)？Hôm qua ／ngày mai  biết   (cái)    bà      mày. 

          昨日    明日 知る (類別詞) 否定語(祖母) あなた 

  昨日／明日 あなたは知らなかった／知らない。 

(64)？Hôm qua／ ngày mai mày   biết     (cái)            (con)      khỉ  (gì). 

   昨日／あした  あなた 知る     (物の類別詞)  (動物の類別詞)否定語 (猿)   NPI 

   昨日／あした あなたは知らなかった／知らない。 

 

以上でいくつかの否定語及び NPIを考察した結果は次の表によってまとめられる。 

否定語 テンス・アスペクト的意味 

chưa ・未完了 

・過去から始まって発話した時点まで(過去進行形) 

・複文において、節 1(否定語がある節)の未完了を表す 

khỏi ・発話した時点から未来に向く 

・複文において、節 2(否定語がある節)の出来事は節 1 の出来事が成立

し  

     た時点の後に成立する。 

đừng/chớ/không 

…nữa 
発話した時点から未来に向く 

chẳng hề 過去から始まって発話した時点まで(過去進行形) 

ứ/đếch/đéo 発話時 

đâu 発話時 

mà 発話時 

cóc 発話時 

chó/khỉ/cha/mẹ… 発話時 

 

3. 終りに 

以上から分かるように、ベトナム語の否定文のテンス・アスペクトは機能語ではなくて否定

語という手段によっても分かる。逆に、過去機能語を使うと非文になる場合がよくある。それ

はベトナム語の否定語が否定意以外にも多様な用法を持っているからである。 
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第 4章  否定表現の日越対照研究 

 

1 はじめに 
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否定表現には、大別して、文否定と否定接辞による語彙否定がある。文否定は、ベトナム語で

は否定語 không, chẳng, chưa 等、日本語では「～な（い）」によるもので、否定接辞はベトナム語

でも bất（不）～, phi（非）～, vô（無）～などがあり、日本語で相当するのは「不、非、無」で

ある。以下、ここでは、文否定に限って、ベトナム語と日本語を比べてみることにする。 

まず、次の例を検討してみる。 

 

(1)      a． Tôi không  uống  cà phê. 

                 私 否定語 飲む コーヒー 

  b．Tôi chẳng   uống  cà phê. 

  私 否定語 飲む コーヒー 

  c．Tôi chưa   uống   cà phê. 

         私 否定語 飲む コーヒー 

          d．私はコーヒーは飲まない。 

 

(2)     a．  không nhiều  người đến. 

    否定語 大勢 人 来る 

          b．人は大勢来なかった。 

(3)     a． Tôi không  nhìn thấy  bất kỳ ai. 

    私 否定語 見られる 誰も 

    b. 私はだれも見えなかった。 

 

この例文を見ると、次のようなことが分かる。 

1． 日本語の「～ない」は、活用する。ベトナム語の否定語は活用しない。 

2． 日本語の否定語は標準語では「～ない」しかないが、ベトナム語は多様な否定語を持っ

ている。(1)でわかるように、否定語には không, chẳng, chưaがある。 

3． ベトナム語の否定語は基本的に動詞/形容詞/名詞の前に来るが、日本語の「～ない」は動

詞/形容詞/名詞の後に来る。 

4． ベトナム語の không (2a)のように、否定辞は動詞以外の要素に編入することができるが、

日本語の「～ない」は必ず述語の成分にならなければならないので、日本語の述語の特

性として時制を表示する。 

 

 

2 ベトナム語の否定語の多様性 

第 1章で述べたように、ベトナム語の否定語には方言を除いて、否定語が 17以上ある27。一方

日本語には｢ない｣しかない。また、｢ない｣はただ｢否定｣を表すが、ベトナム語の否定語は｢否定｣

以外に、他の意味・用法も表す。例えば、否定語によってテンス・アスペクトが分かる。 

                                                   
27 第一章参考 
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ベトナム語では、一般的な否定語のみならず、疑問詞、連体修飾副詞、存在動詞などの語句が

文法化され、否定語として活躍する場合もある。 

興味深いのは日本語にない次のような例である。 

2.1 cóc 

cóc はカエルという動物の名前で、(4)のように NPI と結合でき、否定語として使われたら俗語

の否定語になる。cóc によって表される「尊敬しない」態度は、カエルの性質に関係を持ってい

る。cóc（カエル）はベトナム人にとって醜い動物で、人間よりレベルが低いから、人に使われ

ると、軽蔑することに繋がる傾向がある。 

人間よりレベルが低く、醜い動物を否定語として使うのは否定語として容認されやすい。した

がって、この否定語は否定意以外に発話者の尊敬しない態度も表す。 

 

(4）Nó  cóc       biết gì. 

  彼 否定語（カエル）知る NPI 

   彼は知らなかった。 

(5) Tôi  cóc    thích   món đó  đấy. 

        私 否定語   好き その料理 よ。 

  私はその料理が好きじゃないよ。 

(6) Thằng đấy  cóc   đến  đâu. 

  彼    否定語 来る よ。 

  彼は来ないよ。 

   

2.2 cứt（フン）等の汚いもの、quái（妖怪）、quỉ（鬼）、ma（幽霊）等の怖いもの、chó（犬）、

khỉ（猿） 

chó（犬）、khỉ（猿） は cóc（カエル）と同じように軽蔑される動物の名前で、quái（妖怪）、

quỉ（鬼）、ma（幽霊）等も怖い物の名前で cứt（フン）も汚い物の名前である。全ては俗語の否

定語で、否定意以外、相手を尊敬しない態度を表す。なぜならば、cóc（カエル）と同じように、

尊敬しない態度はこのような名前に関係を持っているからである。chó（犬）, khỉ（猿）もベトナ

ム人にとって、悪い動物で、quái（妖怪）、quỉ（鬼）、ma（幽霊）も非常に怖いもので、cứt（フ

ン）も言うまでもなく、悪い気持ちをもたらすものだと思われている。 

以上で述べたように、否定は極端的な意味だと思う人が多い。悪い印象をつける物・動物の名

前及び否定の極端な意味によって動物の名前、怖いもの及び汚いものは相手に尊敬しない態度を

表す否定語として使われている。 

 

(7) Nó   biết  (cái)(con) chó / khỉ                 gì. 

   彼 知る                否定語（犬 / 猿） NPI  

   彼は知らない。 

(8) Nó  biết   cứt        gì. 

   彼 知る 否定語（フン） NPI  
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   彼は知らない。 

(9) Mày   biết     (cái)   quái    gì. 

 あなた 知る(物の類別詞)  妖怪  NPI 

 あなたは知らない。 

 

 このような否定語は否定意を強調する NPIgì と一緒に出てくることが多い。軽蔑する程度を強

調するために、(7),(9)のように物の類別詞 cáiとさらに(7)のように動物の類別詞 conを追加するこ

とがある。なぜならば、cáiと conによって軽蔑な態度をさらに強調できるからである。 

 

2.3 cha(父) mẹ(母)、ông(祖父) 、bà(祖母)、cụ(曾祖母、曾祖父)、kỵ(高祖父、高祖母)、tổ tiên(先

祖) 

 ベトナム語は、cha（父） mẹ（母）、ông（祖父）、bà（祖母）、cụ（曾祖父、曾祖母）、kỵ（高祖

父、高祖母）、tổ tiên（先祖）を用い、何かを否定するという言い方もある。 

 cha（父） mẹ（母）、ông（祖父）、bà（祖母）、cụ（曾祖父、曾祖母）、kỵ（高祖父、高祖母）、

tổ tiên（先祖）のような名詞が否定語として使われている理由は聞き手に尊敬される cha（父 mẹ

（母）などの人称と関わる。また、否定意は極端な感情を与える傾向がある。話者は故意に聞き

手の尊敬する親族の人称を極端な意味を持つ否定語として用い、極度に軽蔑の態度を表す。 

 

(10) Biết   (cái)    bà       mày. 

         知る (類別詞) 祖母(否定語) あなた 

  あなたは知らない。 

(11)  Mày   hiểu    （cái ）  mẹ  mày. 

  あなた 理解する 物の類別詞 母 あなた 

  あなたは全然理解できない。 

(12) Mày   làm   （cái）     cụ mày  

   あなた やる 物の類別詞 あなたの先祖父 

   あなたは絶対やらない。 

 

軽蔑する程度を強調するために、物に使われる cái という類別詞を追加することもある。cái は

物の類別詞なのに、(10),(11),(12)のように故意に尊敬する人の名詞に用いられると、さらに軽蔑

さを表すからである。このような否定語は全て軽蔑を表すものなので、単独で否定意を表せず、

否定性がかなり強い。 

 

3  NPI 

 以下では、日本語にない NPI を取り上げる。日本語にも、ベトナム語にも否定のスコープにの

み現れる表現がある。次の例を見てみよう。 

 

(13) きのうは、何も食べなかった／食べた。（？？） 



 96 

(14) Bài hát này  không   hay  mấy. 

この歌   否定語 うまい NPI 

この歌はあまりうまくない。 

 

「何も、mấy」は否定語を伴わなければ、非文法的であり、このような要素を否定対極表現

（NPI）という28。NPIには次の一般的原則がある。 

 

(15) NPIは否定語に C-統御されなければならない。 

 日本語とベトナム語では、NPIの種類、NPIを許す要素が相当に違う。 

 まず、日本語の NPI には「何も、誰も」のような表現、「しか」、副詞「けっして、ちっとも、

めったに、あまり、ぜんぜん、別に」など、｢びたいち文」のような表現、慣用句「まんじりと

もしない、腑に落ちない、（に）めがない」などがある。ベトナム語の NPI には「何も gì、誰も

ai 、どこもđâu…」「ちっともmột chút」のような表現もあるが、日本語にない「mấy」形容詞句、

「buồn」動詞句、特別な慣用句という表現もある。 

日本語とベトナム語を比べて、まず気がつくのは、次のことである。日本語の NPI は、否定語

を伴わなくても使用されることがあるが、ベトナム語の場合は、それは不可能である。 

 

 

(16) A：少しは勉強したの？ 

B：ううん、ちっとも。 

(17) A：誰か来た？ 

B：いいえ、誰も 

(18)?? A：Bạn đã học một chút nào chưa? 

    （あなたはちょっとでも勉強したの？）          

??B：chưa, một chút cũng 

   いいえ、ちょっとも 

(19)?? A：Ai đến chưa? 

     誰が来た？ 

??B：chưa、ai cũng 

    いいえ、誰も 

 否定語以外、ベトナム語は多様な NPI も持っている。NPI は多様な面で否定語を修飾している。

次は日本語にない NPIを取り上げる。 

  

3.1 慣用句gì NPI 

 慣用句NPI gìとは反義語のペア、擬声語・擬態語のペアあるいは音声的なペアを使用すること

によって、否定意を強調するものである。例えば、(20)のように、米にはおもちとおもちではな

                                                   

28 詳細には第 2 章参照 
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いものという種類が二つある。しかし、｢おもちでもない、おもちではないものでもないことは

ない｣という言い方を用いることによって、すべてが否定される。また(21)では、曲がる方向に右

と左という二つしかないが、｢右でもない左でもない｣と言うことで全てを否定するのである。反

義語のペアおよび擬声語・擬態語のペアあるいは音声的なペアの使用によって、否定意を強調す

るとともに、｢もう相手の意見を聞きたくない｣、「議論を止めたい」｢めんどくさい｣｢あなたはし

つこい｣という発話者の感情も表すことができる。 

 

(20) Không  nếp   tẻ        gì   cả 

     否定語 おもち おもちではない NPI1 NPI2 

(21) Không  trái  phải  gì   

   否定語 左  右  NPI1 

    

ベトナム語の擬声語・擬態語とは後ろの単語が前置の単語の全部あるいは一部の音をまねする

二つ以上単語がある(下線したところによって表される)複合語である。例えばxanh xanh（かなり

青い）, đo đỏ(かなり赤い), vui vẻ（しあわせ）, bóng bánh（ボール）, long lanh（ぴかぴか）などで

ある。このような擬声語・擬態語には単語が持っている性質を低くするものもあるし（đo đỏ）、

高くするものもある、また 実物とその実物に似ているもののペアもある（bóng bánh）。しかし、

否定性を強調する擬声語・擬態語の中に前置の単語と後置の単語のどちらもが音声的な模倣を行

っているxanh xanhのようなペアはない。なぜかというと、そのもの、その性質を否定し、そのも

のに似ているもの、その性質に似ている性質までも否定することによって、否定性を強調するた

めからである。 

音声的なペアとはあるものとそのものから音声的に派生されるもののペアである。áo iếc （シ

ャツとシャツから音声的に派生されるもの）lòng thòng（内臓と内臓から音声的に派遣されるもの）

などの例が取り上げられる。      

また、擬声語・擬態語のペア、音声的なペア及び反義語のペアには必ず主役と副役がある。主

役は前置のもので、副役は後置のものである場合が多い。（例えば、bóng bánhではbóng（ボール）

が主役で、bánh（お菓子といったボールに似ているもの）が副役である。） 

(22)では、ボールでもなく、ボールに似ている丸いお菓子などのようなものでもないというの

は全てを否定する言い方である。(23)では、シャツでもなく、シャツに似ているものでもないと

いう言い方で全てを否定することを表す。 

 

(22) Không bóng  bánh   gì    hết 

   否定語ボール おかし NPI1  NPI2 

  だめだ（どんなボールでもない。） 

(23) Không áo  iếc       gì  hết 

  否定語シャツ(áo の派生語)NPI1 NPI2 

  だめだ（どんなシャツでもない。） 
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 反義語のペア、擬声語・擬態語のペアあるいは音声的なペアを用いる機会は反義語のペア、擬

声語・擬態語のペアあるいは音声的なペアにある主役について話す場面に関わる。例えば、(22)

ではbóng bánhの中にbóngが主役である。bóng bánh（ボール・おかし）という名詞のペアを用いる

場合は例えば、息子がサッカーをしに行く許可を母に聞いている場面に関わる。サッカーという

のはボールを蹴るスポーツであるから、許可を降ろさないという意味で、ボールとボールに似て

いる丸いおかしという名詞のペアを使い、ボールあるいはボールに似ているもののすべてに関わ

れば、母は許せないという強い否定を表すのである。同じように、(23)では、iếcという言葉は実

際において使われておらず、意味がないものである。この文では、iếc はáo の派生発音で、áoは

主役である。したがって、例えば、娘が母にシャツを買ってもらいたいという場面で、áoと派生

発音であるiếcというペアを使うことによって、シャツかシャツのようなものである全てのものに

関われば、母が許さないということを表すのである。 

khôngの代わりに、次のような否定語に入れ替えることができる。 

 

(24) Chẳng vui vẻ gì.（全然楽しくない。） 

(25) Chưa thấy thích thú gì.（全然面白くない。） 

(26) Chửa  học    hành    gì.（まだ勉強していない。） 

   否定語勉強する 実習する NPI 

(27) Cóc mới      mẻ       gì.（全然新しくない。） 

   否定語 新しい 音声的な類似語 NPI 

(28) Đừng   sách vở    gì.（全然新しくない。） 

   否定語 本 ノート NPI 

(29) Chớ   văn  vở   gì.（文章的に言わないで） 

   否定語 文 ノート NPI 

(30) Đâu   chơi   bời       gì.（全然遊んでいないよ。） 

   否定語 遊ぶ 音声的な類似語 NPI 

(31) không ham    hố        gì. （何も欲しくない。） 

  否定語 欲張る 音声的な類似語 NPI 

(32) không  chó  mèo  gì。（犬でも飼ってはいけない。） 

   否定語 犬 猫 NPI 

(33) không   tiền    nong     gì. （お金なんてだめよ。） 

   否定語 お金 意味的な類似語 NPI 

(34) không   vay     mượn   gì.（お金を借りてはいけない。） 

   否定語 お金借りる 借りる NPI 

(35) không  xanh  đỏ    gì.（色はだめだ。） 

   否定語 青い 赤い NPI 

 

 

4 ベトナム語の否定語の多様な意味用法 



 99 

日本語の｢ない｣と異なるところは否定語によって否定意以外多様な意味を表せることである。

具体的には次のようである。 

 

4.1 アスペクト 

 

(36)  Mai   chưa   ăn   cơm    

   Mai 否定語 食べる ご飯 

   Mai はまだご飯をたべていない。 

 (37) *Mai   chưa   đang  ăn    cơm 

   Mai  否定語 進行形 食べる ご飯 

   Mai はまだご飯をたべていない。 

 

 (36)の和訳文から分かるように、ベトナム語の否定語chưa は「まだ」「ない」「～ている」とい

う意味を持っている。つまり、chưaが未完了相(進行)、現在の時制、副詞の「まだ」という三つ

の役割を果たすことが分かる。しかし、興味深いのはchưaがある文に現在を表す副詞句を入れれ

ば、問題がないのに対して、アスペクトを表示する機能語のđangを入れると、、(37)のような非文

になることである。ベトナム語では、同じ用法を表すものが同時に同一の文に出現しても問題が

ない傾向があるが、なぜ、未完了の機能語が認められないのだろうか。この問題は第3章で論じ

ている。 

また、Diệp Quang Ban(2008)において、複文におけるchưaを相対時制の観点から検討している。 

 

(38)Tôi   chưa     kịp nói    gì 、   đứa bé   đã     khóc. 

      節1                    節2 

             私  否定語   言い始める 不定詞  子ども  もう    泣く 

   私はまだ何も言わないのに、子どもはもう泣いていた。 

 

Diệp Quang Ban(2008)によると、(38)のchưa は節1の出来事がまだ開始しないうちに節２の出来

事が既に成立したという時間的な関係及び節2の出来事が話者の予測より早めに起きたものであ

ることを表す29。つまり、単文のchưa と異なり、複文のchưa は発話の時点ではなく、節2の出来

事の成立した時点において、節1の未完了のみを表す。 

 

4.2 テンス 

否定語と NPIとの結合によってもテンスが分かる。 

 

(39) Anh ấy      không   hề    đau khổ 

            彼  否定語   NPI   悲しむ 

                                                   
29 Diệp Quang Ban(2008)はこのような関係を時間的な対局(thời gian nghịch đối)と呼んでいる。 
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  彼は 全然 悲しまない。 

 

hề は否定意を強調しながら、主語の「無関係」及び発話者の「驚く」ことを表す否定対極表

現30である。(39)は主語の「無関係」状態に対する発話者が驚くことが過去のいつかの時点か

ら始まり発話時点まで続く過程であると理解できる。したがって、(39)のようにテンスを現す

機能語、副詞がなくても、không hề / chẳng hềがある文のテンスは過去だと解釈できる。 

したがって、過去を表す副詞を入れれば、(40)のように問題がない。一方、未来を表す副詞

句を入れると(41)は非文になる。 

 

(40) Hôm qua  anh ấy  không   hề/ chẳng hề   biết. 

            昨日   彼 否定語           NPI(全然) 知る。 

  昨日彼は全然知らなかった。 

 

(41) *Ngày mai   anh ấy   không   hề/ chẳng hề biết. 

            あした    彼 否定語        NPI(全然)  知る。 

   あした   彼は全然知らない。 

 

4.3 対聞き手的 

 

(42) Yên trí,  mình không   làm  thế     đâu. 

   安心する 私 否定語 やるそんなに NPI 

  安心して、私はそんなことをやらないよ。 

 

 đâu は(42)のように話し手が決断する態度を相手に強く示す。例えば、(42)では、đâu の出現

によって、聞き手に対しての「私がやらない」という決断する態度も加えられる。この否認と

いう意味があるために、đâu には対聞き手的な性質がある。したがって、話者が否定したいこ

とを相手に対してはっきり示す効果がある。例えば、(42)のように、話者は đâu によって「私

がそんなことをやらない」ということを相手に対して強調する。そのような理由で、đâu は独

り言には使わない。 

 

4.4 軽蔑な態度 

 

否定は消極的な意味を持っていると思う人が多いので、消極的な意味を表すものに深く関係

                                                   

30 否定対極表現は否定表現とも呼ばれている。否定対極表現について山田(1997: 9)は次のように述べている。「否定対極表現は

否定を強調し、否定をいきいきとさせるための手段であると 80年ほど前に Jespersen が言っている。否定対極表現の中心的役割

はその通りだ」。 
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がある。この消極的な意味の中に軽蔑的な態度がある。多くのベトナム語の否定語および NPI

はこの軽蔑的な態度を表している。否定語には 15 もある。以下では軽蔑的な態度を表す否定

語・NPIをいくつか取り上げる。 

 

4.4.1 mà 

màは基本的な意味として文と文をつなげる逆接連続詞であるが (43)のように否定語としても

使われている。 

 

 (43)  Nó mà    biết gì. 

  彼 否定語 知る    NPI 

  彼は絶対知らない。 

 

(43)では、mà は否定語として使われているから、(43)の主語 nó（彼）の母音は長音化する。

ベトナム語では、何かの批判をするとき、母音の長音化はよく用いられている。mà がある文

の主語の母音も長音化するので、màは批判する態度を表す否定語として使われている。 

mà は否定意以外、出来事に対する話者の「信じられない」という感情あるいは主語に対す

る話者の軽蔑も表す。(43)は「知っているということはあり得ない」という話者の考え方ある

いは、「彼のレベルで絶対分かっていない」という話者の軽蔑を示すものである。gì と同じよ

うに、 この mà のモダリティ意は長音化に関わると考えられる。したがって、否定語として使

われるとき、伸ばす発音もすれば、その否定文は「信じられない」「軽蔑な態度」を表す。 

4.4.2  chó / khỉ 

軽蔑な態度を表す否定語には màのみならず、以下の chó / khỉなども多くある。 

 

(7) Nó   biết  (cái)(con) chó / khỉ                 gì.           (再掲) 

   彼 知る                否定語（犬 / 猿） NPI  

   彼は知らない。 

(10) Biết   (cái)    bà       mày.              (再掲) 

         知る (類別詞) 祖母(否定語) あなた 

  あなたは知らない。 

 

4.4.3  chẳng 

 chẳng は丁寧形の否定語ではないと考える。次のような場面から分かるように、chẳng は話者の

失礼な態度を表す。 

 

(44) Mẹ: Tiền mừng tuổi đâu hết rồi.（母：お年玉はどこ？A） 

  Mai: Con chẳng biết.（娘：知らない。B） 

  Mẹ: Mày ăn nói thế hả?（母：そんな言い方はだめだ。C） 

 



 102 

 (44)は母と娘の会話である。母は娘に｢お年玉のこと｣を聞いて(A)、娘は母に｢分からない｣(B)

と答えたが、C は母の怒りを表すものである。なぜ、娘の答え(B)は母を怒らせるだろう。B は主

語がある文である、文体は失礼なものではない。（ベトナム語では、主語をつけるかつけないか

ということは丁寧の基準の一つである）。主語の con（両親に対する人称である）と動詞述部の

biết（知る）も問題がない。つまり、問題にあるのは否定語の chẳng のみである。娘の chẳng を使

ったことは母が怒る原因だと主張できる。母の怒りを表す C から分かるように chẳng は失礼な言

い方で、母のような目上の人に対して、使ってはいけないものである。これが原因で、近代的な

文学において、この否定語は không より使用される頻度が低い。このような軽蔑的な意味は古文

においては存在せず、単なる否定語としての使用が専らであり、使用頻度も高かった。chẳng の

意味は変わったと言える。この失礼な意味は古文に見つからないので、chẳng の派生意味だと主

張できる。しかし、なぜ、chẳng は失礼な意味に展開してきただろうか。これは否定性の強さに

関わると考えられる。 

 

4.5 無関心 

上の 3.2 で述べたように、không 否定語と hề NPI との結合によって、文の時制は過去だと分

かっている。過去に起きた出来事なので、現在と関わらない。したがって、主語の｢無関心｣に

繋がるのである。 

  

(39) Anh ấy      không   hề    đau khổ                  (再掲) 

            彼  否定語   NPI   悲しむ 

  彼は 全然 悲しまない。 

 

また、thèm vào、hèm mà  も｢無関心｣を表す。 

 

(45) Nó  thèm vào   chơi nữa. 

   彼 否定語    遊ぶ NPI 

   彼は遊びたがらない。 

(46) Em thèm mà  giống     gì  anh     

   私 否定語 似る NPI あなた    

   私はあなたに似たくない。 

 

thèmは基本的な意味として｢ほしい、何かしたい｣という欲望を表す助動詞である。したがっ

て、否定意に何も関わらない vào と mà は基本的な意味としても否定と関係を持たない。しか

し、(45)と（46）を口に出すと、thèm は伸ばされて、発音されている。この伸ばす発音によっ

て、thèm vào, thèm màは否定意を持つのだろう。以上で述べたように、ベトナム語では、何か

を批判するとき、母音の長音化を使うことが多い。この発音によって｢ほしい、何かしたい｣の

意味を｢欲しくない、なにかしたくない｣という意味に変わる。批判を表す伸ばす発音によって

も thèm vào, thèm màは話者が聞き手に対して尊敬しない態度を表せるようになると思われる。
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聞き手を尊敬しないから、｢無関心｣に繋がると推論される。 

 

4.6 飽きた感情 

 không buồnはただ「何かやりたくない」という意味ではなくて、話者にとって大事なことな

のに、発話の時点は「やりたくない」という状態あるいは「話者にとって、非常に簡単なことで

もやりたくない状態」を強調する。(47)では、「手足を動かせる」ということは意識せずにやって

いる当たり前のことなのに、主語である人は「やりたくない」という状態に陥る。(48)では「大

好きな彼氏だったが」、発話の時点にMaiという人は「思い出したくない」状態に陥る。 

 

(47) Người thì  bủn rủn, chân tay  không  buồn  nhấc  

  体     だるい、手足  否定語 NPI   動く 

  体はだるくて、手足は動きたくない。 

(48) Mai  không  buồn nhớ đến  anh ta 

  Mai 否定語 NPI 覚える  彼 

   Maiは彼のことを思い出したくない。 

 

4.7 ｢悔しい｣｢悲しい｣ 

rồi｢は完了」という意味を表すから、rồiはkhôngと結合するとき、否定文に話し手の「悔しい」

「残念」「さびしい」というニュアンスを加える。したがって、日本語の｢～しまう｣と同じであ

る。また、rồiの使用によって、話し手の気持ちを強く相手に与える効果がある。次の二つの例文

を比べてみて、このようなことは明らかになる。 

 

(49) Ông lão   không  còn sống  được  bao lâu  nữa.  

   お爺さん 否定語 生き残る 可能 いつ  NPI 

   お爺さんはもうしばらく生き残れない。 

(50) Ông lão   không  còn sống  được  bao lâu  nữa  rồi.  

   お爺さん 否定語 生き残る 可能 いつ  NPI NPI 

   お爺さんはもうしばらく生き残れない。 

 

(49)も(50)も｢お爺さんはもうすぐ死ぬ｣という事実を表す文であるが、(49)と(50)の発話の気持

ちは同様ではない。khôngと nữaとの結合は(49)「これからお爺さんが生きる時間がもう延びない」

という意味を表すが(50)では rồi の出現で、「お爺さんが生きる時間がもう延びない」という事実

に「終わり、しまい」という意味を加えて、話者の「残念だ」「悲しい」という切な気持ちを表

現するといえる。したがって、(49)も｢悲しい｣という感情も表すが、情報を報告する主な目的の

文であるのに対して、(50)は話者の「残念」の感情を強く表せる。 

 

4.8 禁止・アドバイス 

khôngは基本的な否定語であるから、述語は主語の属性を表す（形容詞述語および名詞述語）
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(51)のように否定意しか表さないと思われているが、述語は動詞によって表される動作である。

出来事の不成立以外にも｢禁止｣というモダリティ意を表すとも解釈される。 

 

(51) Không  đánh  em. 

           否定語 殴る 弟 

  弟を殴ってはいけない。 

 

không以外 đừngも以下のように｢禁止｣を表す。 

 

(52) Đừng  nghịch. 

  否定語 いたずらする 

  いたずらしてはいけない。 

(53) Anh    đừng  đi. 

   あなた 否定語 行く 

   あなたは行かないで。 

 

(52)は目上の人から目下の人に対する禁止である（例えば親子）この文には主語がないので、

(52)は丁寧形の文ではないと理解される。禁止の強さは、構文あるいは文の成分に関わらず、

発声の強さとイントネーションによって異なる。主語をつける場合は(53)はのように目下の者

の目上の人に対する依頼あるいはアドバイスだと解釈しても問題がない。 

日本語には｢禁止・アドバイス｣を表す否定辞がないが、｢禁止｣を表す否定表現もある。それ

は｢～いけない｣である。 

 

(56) 今日は学校を休んではいけない。 

(57) 他の人のものを盗んではいけない。 

 

｢～いけない｣はベトナム語の禁止の程度が強い đừngに対応する。 

 

4.9 文学的な効果 

chăng は日常会話においては使われていない。日常会話では、単にただ軽い選択疑問文（女

性のみが使う）において、疑問詞として使われている。 

 

(58) Nhầm chăng？ 

   間違う か 

   間違っているかな？ 

 

逆に、歌、詩などの文学作品ではよく使われる。軽い疑問を表す chăng は文学作品中で否定

語として女性の優しさを伝えるものと考えられる。 
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chăngは(59)のように否定意しか表さないが、文学的な美しさを持っている。 

 

(59) Chơi   xuân ai    biết   xuân  chăng   tá  ｢Hồ Xuân Hương(Đánh đu)｣ 

  あそび 春 誰でも 知る 春  否定語  止まる 

  春に遊ぶ人は誰でも春が必ずいつか過ぎ去ることを知っている。 

 

日本語には否定意を表す選択疑問詞もある。しかし、ベトナム語の chăng と異なり、強い否

定意を表す。 

 

 

(60) 寮の食事ではじめて納豆が出たときには｢こんなものが食べられるものか｣と思った。 

 

友松(2010)は｢｢～ものか｣は話者の強い否定の気持ちを表す言い方で、反語を使った少し感情

的な言い方｣と述べている。疑問文の形であるが、｢決して～ない｣という強い否定意を表して

いる。 

 

4.10 強い意志 

 sá は現代語では出現していないが、古文において、よく用いられていた。sá はいくら困難、

マイナス、悪い条件においても、気にしないという強い意志を表す否定語である。この否定語

は男の勇気を大事にする封建社会におい、て男の強い意志を表すのに使われている。 

 

(61) Phép công  là     trọng,  niềm tây    sá   nào.  

                         ｢Đoàn thị Điểm (Chinh phụ ngâm,)｣ 

   公のこと 同定動詞 大事、個人的なこと 否定語 NPI 

   公のことを大事にして、個人的なことを気にしない。 

、há古文においては出現頻度は少なくない。古文では、sáと同じように、男の強い意志を表す

否定語である。 

 

(62) Sự nghiệp anh hùng  há    bấy nhiêu. 

   事業  勇士  否定時 少ない 

   勇士の事業は多くない 

(63) Nên  rừng  há   dễ   một  cây. 

   なる 林 否定語 簡単 一本 木 

   林になるために、簡単に一本の木からなるということではない 

 

日本語には、次のように、強い意志を表す否定表現もあるが、このような表現はベトナム語

と異なり性別を問わない。 
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(64) 決して遊びに行かない。 

(65) 絶対賛成できない。 

 

4.11 驚き 

 

(66) Anh ấy      không   hề    đau khổ                （再掲） 

            彼  否定語   NPI   悲しむ 

  彼は 全然 悲しまない。 

 

hềは否定意、主語の「無関連」以外「驚き」も表すことができる。 

  

5 否定の作用域および日本語の助詞システム 

 ベトナム語では否定語が動詞の前に位置し、日本語では「～ない」が動詞の後に来るというの

が ベトナム語と日本語の基本的語順の相違の一つの現れであるが、これは、否定の作用域の決

定にも違いをもたらしている。 

ベトナム語では否定の作用域は、基本的に次のような原則に従っていると考えられる。 

 

(67) Aが否定語に統御され、否定語の左になければ、Aは否定の作用域に含まれる。 

 

つまり(68)の文の場合には、 

(68) Tôi  không  ăn    táo. 

私 否定語 食べる りんご 

私はりんごを食べなかった。 

 

「りんごは食べなかった」という意味になるが、「私は食べなかった」という意味にはならな

い。右にある要素が多ければ、右の端の方にある要素は否定の焦点になりやすくなる。 

 

(69) Anh ấy không  hát  hay.   

    彼 否定語 歌 うまい 

  彼は歌がうまくない。 

 

 (69)では、「うまい」は否定の焦点になる可能性がもっとも高い。したがって、全文あるいは主

語を否定するために、否定語は文頭に置かれなければならない。 

 

(70) Không phải  tôi  đã   lấy trộm  cuốn từ điển. 

 否定語  私 過去  盗む  辞書 

 私は辞書を盗まなかった。 
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 (70)では、否定作用域にあるのは否定語の右にあるものである。否定の焦点になれるのは主語

の「私」あるいは「私が辞典を盗んだこと」という全文、｢盗む｣および｢辞書｣である。しかし、

｢盗む｣、｢辞書｣が否定の焦点である場合は否定語が述語動詞に後置される構造を取ることが多い。

したがって、否定語が文頭に位置する場合においては、否定語の焦点は主語あるいは全文である

と理解される。 

 一方、日本語では否定辞が動詞に後置しているため、否定される要素は、常に否定辞の前に位

置する。そのため、表層での語順ではなく、文のどの要素が焦点と読めるか、というのが否定の

作用域を決める上で決め手となる。焦点は例(71),(72),(73)のように対照の助詞「は」によって表

示されることが多い。 

 

(71) マリは、みかんは食べませんでした。 

(72) 田中は、おととい家へは帰りませんでした。 

(73) 友達が全員来はしなかった。 

 

例文(71)は「食べた」という行為を否定しているのではなく「食べたのはみかんではない」と

いうことであり、「みかん」が否定の対象である。興味深いのは、(73)のように動詞の語幹と活用

接辞の間にも「は」が入れることである。 

 

ベトナム語では、否定の焦点を明らかに示す手段がある。それは否定語を否定したいものの前

に置くという方法である。 

 

(75) Anh ấy  hát  không   hay. 

   彼   歌 否定語 うまい 

   彼は歌がうまくない。 

 

しかし、どんな否定語でも、否定する対象に先行することによって、否定の焦点を示すことが

できるということではない。多くの否定語は動詞を修飾する副詞以外、他のものが否定の焦点で

あることを示せない。動詞を修飾する副詞以外、他の要素が否定の焦点であることを示せるのは

否定語 không phảiである。それに、そのものを説明するmà節を追加した方が文法的には正しい。 

 

 

(75) Mai  học   tiếng Nhật  không phải từ cô Hoa    mà     từ   Cô Lan 

Mai 勉強する 日本語 否定語 から Hoa先生 連体連続詞 から Lan先生 

Maiが日本語を習ったのは Hoa先生じゃなくて、Lan先生だ。 

 

しかし、ベトナム語と同じように、「は」のような否定焦点を示す印がなくても、否定の焦点

と解釈される場合が多い。 
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(76) 先週旅行へマリと行かなかった。（から、マリにしかられた）（＝旅行へ行ったが、マリと

行ったのではない） 

 

(77) うちの子供は肉を食べない（から、困ります。）（＝子どもは食べ物を食べるが、肉は食べ

ない。） 

 

(78) Bọn trẻ  không   ăn    ớt chuông. 

   子ども 否定語  食べる  ピーマン 

子どもはピーマンを食べない。 

 

例外として他の否定語と異なり、gì 否定語は文末に出たら、すぐ gìの左にある要素を否定する

特徴がある。 

 

(79) Từ  đây  đến   đó   xa   gì. 

  から ここ まで あそこ 遠い 否定語 

  ここからあそこまでは遠くない。 

 

 (79)では、否定焦点は述語形容詞の xa｢遠い｣に間違いない。 

 同じように、đâu否定語も文末に出ると、否定作用域は全文である。 

 

(80) Em biết đâu. 

        私 知る 否定語 

  私は知らない。 

 

(80)の否定作用域は全文である。つまり｢私が知っていること｣は否定されているが、述語動詞

の｢biết｣は否定焦点であるとも解釈できる。 

日本語では焦点となる要素は、その否定文のおかれている、言語的あるいは非言語的文脈によ

り決められる。したがって、具体的な場面ではないと、否定の焦点が決められないかというと必

ずしもそうではない。山崎(1990)は格助詞成分を取り上げて、それが否定の焦点になりやすい傾

向とかかわっていることを証明した。 

 

(81) マリはみかんを食べなかった。 

 

山崎(1990)は、(81)を｢マリはみかんは食べなかったが、みかん以外の何か、例えばリンゴを食

べた｣の意味にとった場合のように、否定された要素と対比される要素が想起される場合を強い

焦点と呼ぶ。一方、(81)を｢単にマリがみかんを食べなかった（他のものも食べなかったし、他の

行動もとらなかった）｣という意味にとった場合は食べるという行動をとらなかったのであるか

ら、｢食べる｣の対象である｢みかんを｣も当然、否定されているとみるべきである。なぜなら、動
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作の対象という関係は、その動作があり、はじめて成り立つものであって、その動作がなければ、

動作の対象という関係も消えるからである。こちらの場合を山崎(1990)は弱い焦点と呼ぶ。山崎

(1990)によって、｢を｣および｢は｣は場面によって、強い焦点にも弱い焦点にもなり」、また、二格、

へ格、カラ格は弱い焦点になりうる。もちろん、動詞が格成分として支配する格は必ず、弱い焦

点になりうることが示された。 

次に、以下のような例を見てみよう。 

 

(82) この部屋は/が広くない。 

(83) マリさんは/が学生ではない。 

 

否定文では｢この部屋が広いかどうか｣、｢マリさんが学生であるかどうか｣が前提である。だか

ら、すでに｢この部屋｣｢マリさん｣は場面に登場している。形容詞述語文(82)と名詞述語文(83)で

は｢は｣は認められる。「が」を使うと排他性が出るだけで、文としては適格である。つまり、

｢は｣も｢が｣も認められる。｢が｣は主語を強調するが、｢は｣は述語を強調すると思われる。 

 

(84) この部屋は/が広い。 

(85) マリさんは/が学生だ。 

 

例えば、｢は｣を用いる場合には｢この部屋｣｢マリさん｣がすでに会話の場面に登場していて文が

使用される前提となる。｢が｣を用いる場合には｢何かが広くない｣｢誰かが学生ではない｣が前提で、

その｢何か｣｢誰か｣は｢この部屋｣、｢マリさん｣である。 

また、とりたて詞｢も｣が数詞をとりたてる場合、その数量が予想外である解釈が生起する31。

しかし、中西(2010)によって、否定環境においてとりたて詞｢も｣が数詞を取り立てる場合、｢7 人

も来なかった。｣のような否定文では、予想外に多い読みと少ない読みが二つ存在する。また、

(86)のように、｢も｣が最少量を表す数詞をとりたてる場合、否定文でのみ認められる。中西

(2010)はこのような問題は「も」の意味と数詞に対する作用域から導き出せることを主張する。 

 ベトナム語は孤立語なので、助詞というシステムを持っていない。しかし、場合によって｢も｣

に相当するベトナム語が存在している。予想外に多い意味は(87)、(88)のように、ベトナム語の

những で、予想外に少ない意味は(89)、(90)のように、ベトナム語の mỗi である。これらの những, 

mỗiは否定環境、肯定環境を問わずに、どこでも出現し得る。 

 

(86) 一人も{*来た/来なかった}。 

(87) Những 7 người không        đến. 

   も  7人  否定語 来る 

   7人も来ない。 

(88) Những 7 người       đỗ . 

                                                   
31 沼田(1986)で指摘されている。 
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  も  7人  合格する  

  7人も合格した。 

(89) Mỗi 7 người  tham dự  bữa tiệc. 

  も 7人  参加する パーティ  

  7人しかパーティに参加しない。 

(90) Những 7 người không   đỗ     

  も  7人  否定語 合格する  

  7人も合格しない。 

 

6 日本語の否定表現 

上で述べたように、否定形式は標準語では｢ない｣のみだとされることが多いるが、ベトナム語

の否定語の基準によれば、｢～なしに/～ことなしに｣、｢ぬき｣、｢～ず｣、｢～まい｣、｢かねる｣も否

定形式であることがわかる。 

まず、｢～なしに/～ことなしに｣の場合において、｢なし｣は｢ない｣の名詞形であるので、否定意

を表すこというまでもない。また、友松(2010:206)で指摘されているように、｢～なしに/～ことな

しに｣の形で、動作を表す言葉について｢普通は～するが、この場合は～しないで｣という意味を

表す。 

  

(91) わたしたちは 3時間、休憩することなしに会議を続けた。 友松(2010:206) 

 

つまり、｢～なしに/～ことなしに｣は否定意を表しながら、否定意以外の意味・用法も表す。ベ

トナム語では、この意味を mà～ không によって表す。mà は逆接連続詞で không はベトナム語の

基本的な否定意である。 

 

(92) Chúng tôi   3 tiếng  liên tục  họp   mà không  nghỉ. 

           わたしたち 3時間  続ける 会議 ことなし 休憩する 

 

｢～ぬきで、～ぬきに、～ぬきの、～をぬきにして、～はぬきにして｣の否定意は動詞｢ぬく｣の

基本的な意味と密接に関わっている。『広辞苑』によると、｢ぬく｣の 5 番目の意味は｢消す。除き

去る。はぶく｣で、空っぽ状態にするものである。他の意味・用法は｢普通は含まれるもの、本来

当然あるべきものを加えずにといいたいときに使う。｣である。 

 

(93) 冗談はぬきにして、もっとまじめに考えてください。                                  友松(2010:58) 

(94) 今日は硬い話をぬきにして、気楽に飲みましょう。                                      友松(2010:58) 

  

ベトナム語でこれに相当するのも mà không, khôngである。 

 

(95) Không     đùa, hãy    suy nghĩ nghiêm túc hơn nữa. 
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           ぬきにする 冗談 命令形  考える まじめ もっと 

(96) Hôm nay hãy   uống  thoải mải  mà không  nói chuyện cứng nhắc. 

           今日  命令形 飲む 気楽   ぬきにする 話    硬い 

 

｢～ず｣は｢ないで｣の違う形である。したがって、否定意を持つ言うまでもない。 

 

(97) 太郎は靴を脱がないで、寝てしまった。                                                                

(98) 太郎は靴を脱がずに、寝てしまった。                                                                    

  

他の意味・用法は常識では何かをやる前に、必ず決まった行動をやるはずだが、実際に 

やらないことである。この場合でも、ベトナム語では mà khôngと相当する。 

 

(99) Taro  đi ngủ  mà không  cởi  giày. 

  太郎 寝る  ないで  脱ぐ 靴 

 

友松(2010:215)では、｢～まい｣は｢～ないだろう｣で｢話者のある事柄がそうはならないだろ

う｣という推量を表すとしている。｢～まい｣は否定意以外にも｢だろう｣というモダリティ意を

表す。 

 

(100) この問題は複雑だから、そう簡単には解決するまい。 

 

 ベトナム語に訳すと、否定意は否定語の không で、｢～だろう｣は確実ができない có lẽ｣に相当

する。この場合は第 2章の không lẽ32と異なる。  

 

(101)  Vì   phức tạp nên     vụ án này  có lẽ   không  giải quyết  đơn giản. 

  だから 複雑 したがって この事件 だろう 否定語 解決する 簡単  

この問題は複雑だから、そう簡単には解決するまい。 

 

最後に、｢～かねる｣を見てみる。友松(2010:180)では、｢～できない｣、｢気持ちの上で抵抗があ

って、そうすることはできない・むずかしい｣という意味を表す。 

 

(102) 部長に追加の仕事を頼まれて、断りかねて 12時まで働いた。 

 

なぜ、肯定の形の｢～かねる｣は｢否定意｣を持つかということは、本研究では取り扱わない。 

ベトナム語に訳せば、複合否定の không thểに相当する。 

 

                                                   

32 第 2章の 2.1.2を参照 
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(103) Bị trưởng phòng yêu cầu làm thêm, không thể từ chối  nên  đã  làm việc  đến  12 giờ. 

  受身 部長   頼む 追加の仕事 かねる断る それで 過去 働く まで 12時 

 

形式では肯定の形であるが、意味的には否定である。ベトナム語においては、このような動詞

がないが、否定を表す名詞およびことわざもある33。 

以上のような否定表現以外に、日本語には文法化された否定表現も多様にある。例えば、～い

かんにかかわらず、～いかんによらず、～得ない、～くらい～はない、～ざるを得ない、～ずじ

まい、～ずにはいられない、～ずにはおかない、～ずにはすまない等である。興味深いのは多

い・強い程度・性質あるいは必要性を表す否定表現が多いことである。 

例えば、～てたまらない、～てやまない、～ないではいられない/～ずにはいられない、～とい

ったらない/～といったらありはしない、～ないではすまない/～ずにはすまない、～てならない

等である。 

 

7 NPI 

ベトナム語は日本語と同じように、顕在的に否定語/否定辞がないと、NPI が出現し得ない。し

かし、花岡(1990)によると、日本語の｢あまり、そんなに｣は(105)、(106)、(107)のように例外で、

場面の否定的含意を考慮する必要がある。つまり、｢あんまり～ない｣は少ない性質・量を表す副

詞なので、仮に肯定環境にも出現し得ると、｢あまり｣は多い性質・量を表すはずである。この多

い性質・量は消極的に多いと読めば、否定が消極的な性質を持っているので、否定に近づく。し

たがって、否定語がなくても、｢あまり｣は消極的な場面にも出現し得るという推論である。 

 

(104) ??あんまり静かです。               (花岡 1990：72) 

(105) あんまり静かで、気味が悪い。             (同上) 

(106) あんまり静かだと、勉強できない。           (同上) 

(107) そんなに静かだと、気分が悪い。            (同上) 

 

ベトナム語の否定はこのような特徴を持たない。したがって、｢あんまり｣はベトナム語に訳す

と、消極的でもないし積極的でもない rất と消極的な quáがある。｢したがって、(105)、(106)、を

ベトナム語に訳すと、｢quá｣を用いる。 

 

(108) Quá    yên tĩnh, cảm thấy  khó chịu. 

   あんまり 静か  気分   悪い 

(109)   Quá    yên tĩnh, không thể   học.   

   あんまり 静か  できない 勉強する 

 

｢そんなに｣を直訳すると、消極的ではない đến như thếにしか当てはまらない đến như thếはベト

                                                   

33 第 1章の 5.6、5.7および第 2章の 2.2.7を参照 
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ナム語において、NPIではない。 

 

(110) Yên tĩnh đến như thế, cảm thấy khó chịu. 

   静か  そんなに 気分  悪い 

 

8 否定辞繰り上げ 

日本語では、否定対極性の強い NPI が、否定辞が同一節の中にない場合にもおこることがある。 

主文の否定辞が補文の NPI を許していると言えるが、日本語の｢思う、信じる、～ほしい、～

たい、～はず、つまり｣などの少数の形容詞、動詞に制限されているようである。Horn(1978)は、

「このような述語を｢尺度の仲間｣の値をもった述語と規定している」と述べている。このような

場合において、主文が否定されていても、補文が否定されていても、意味的にはあまり差がない

34。そこで、補文の否定辞が主文に繰り上がって、生起されるという主張がある。一方、これを

意味解釈規則で取り扱おうとする立場では、主文の否定辞がある述語を｢橋｣わたしとして補文に

かかるという主張もある。 

 

(111)a 今日はだれも来ないと思う。                 (花岡 1990：73) 

       b 今日はだれも来ると思わない。 

(112)a 今日はどこへも行かないでほしい。             (花岡 1990：73) 

       b 今日はどこへも行ってほしくない。 

(113) 今日はだれにも会いたくない。               (花岡 1990：73) 

 

ベトナム語にも次のように、このような現象がある。 

 

(114) Tôi không  nghĩ  nó  đồng ý   đâu. 

         私 否定語 思う 彼 賛成する NPI 

  私は彼が賛成すると思っていません。 

 

ベトナム語において、文末に出現する NPI は繰り上げを許す可能性が高い。ベトナム語の語順

の規則によって、NPI が文末に出現すると、この NPI は主文のものだと解釈と補文のものだとい

う解釈が二つ可能である。NPI は補文のものだと解釈しても、日本語と同じように、否定語は橋

わたしとして否定意の影響を補文に与える。また、(114)の NPI đâu は強い否定意を持っているの

で、主文の否定語とのつながりが強い。  

 

 

 

 

                                                   
34 主文否定のほうが断定度が弱くはなる。 
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結論 

1 研究成果 

 

  本研究はベトナム語の否定の意味の体系的な記述を目指して、第 1 章では、ベトナム語の否定

語についての定義を取り上げ、本研究で否定語だと見なすものを全て体系的に集計し、本来の品

詞によって分類した。これらの否定語の多様な意味・用法および、これらの意味・用法の生起の

過程について記述した。第 2 章では、同様にベトナム語の全ての NPI を体系的に集計し、分類し

た。また、否定文において、NPI がどのように否定語を修飾するかについて記述した。その上で、

それぞれの否定語および否定語と NPI との結合の意味・用法が分かる。第 3 章では、否定とテン

ス・アスペクトの関係を追求した。つまり、否定語および否定語と NPI との結合によってどのよ

うにアスペクト・テンスが理解されるかについても述べた。最後に、第 4 章では、ベトナム語の

否定の特徴をまとめ、ベトナム語の否定を日本語と対照して類似点および相違点を指摘した。以

下に本研究の成果をまとめる。 

第 1 章においては、先行研究では記述の対象となることがほとんどなかった否定語の意味・用

法を体系的かつ詳細に記述した。否定語についての定義を取り上げることによって、どれが否定

語であるか確認ができるので、研究者の間にある、否定語であるかどうかについての議論の解決

ができたと思う。また、それぞれの否定語の他の意味がどのように派生されたり、否定意とどの

ように関わったり、本来持っている意味がどのように消滅したりすることについても説明できた。

それから、派生否定語は本来の品詞との密接な関係があるとわかった。 

第 2 章においては、第 1 章と同じように、NPI についての定義を取り上げることによって、ど

れが NPI であるか確認ができるようになった。今まで、研究対象とならなかった NPI を体系的に

集計することができた。その上で、従来 NPI ではないと見なされていた表現が NPI であるという

ことを証明できた。また、NPI が本来の品詞とどのような関係にあるのかがわかるようになった。

同時に、文中に NPIがどのように否定語を修飾するかについての過程について記述できた。 

第 3 章では、否定文にテンス・アスペクトを表す機能語があまり出現しない理由について説明

できた。その理由としては、①肯定文の情報が否定文の前提になっていることが。前提に含まれ

る情報の中にはテンス・アスペクトの情報も含まれる。ベトナム語の否定文では旧情報である文

法範疇に関する情報が無視される。①否定語の本来の意味によって文のテンス・アスペクトが分

かる。①NPIの本来の意味によっても、テンスが分かる。 

第 4 章では、第 1 章、第 2 章、第 3 章の分析の上で、日本語にないベトナム語の否定の特徴を

まとめて、日本語の否定と全体的に対照し、日本語の否定との類似点および相違点を取り上げる

ことができた。相違点については、ベトナム語には多様な否定語、NPI がある。それぞれ否定語、

NPI は多様な意味・用法を持っている。日本語の否定辞は動詞述語、形容詞述語、名詞述語の接

尾辞であるが、ベトナム語の否定語は日本語より自由に移動できる。否定作用域、否定焦点を確
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認することは日本語において助詞のシステムによることができるが、ベトナム語には助詞がない

ので、語順および否定語の文中の位置による。 

日本語とベトナム語は語族の面では基本的に異なるので、類似点が少ない。しかし、類似点が

ないということではない。例えば、日本語にも多様な否定表現がある。このような否定表現は否

定意以外に多様な意味・用法を表すことができる。 

 

2 今後の課題 

本研究での考察が不十分であったり、取り上げることができなかった問題を述べる。まず、否

定語および NPI を体系化することができ、基準を立てることによって、否定語および NPI の資格

を確定でき、否定語、NPI の多様な意味・用法を考察できたが、まだ分析の足りない面がある。

特に、派生否定語の考察は十分だと言えない。それに、資料不足で、十分に否定語および NPI の

通時的な研究ができなかった。また、ベトナム語にも方言があるが、まだ方言の否定語および

NPI を対象とすることができなかった。対照研究においては、日本語の否定とベトナム語の否定

の類似点および相違点を指摘することができたが、ただ、類似点および相違点を取り上げる程度

に止まっている。例えば、否定の作用域、否定の焦点および否定辞繰り上げの問題である。 

以上述べた点に関しては今後の課題とする。 
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