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日本語受身文と中国語訳文の対応性に関する一考察
―�「主語省略」の直接受身文を中心に�―

梅　佳�1・松村　瑞子

１．はじめに

一般に、動作主と対象からなる出来事を表す際には、能動的な表現と受動的な表現のいずれも可
能である。

� � a.� 太郎が次郎を殴った。／太郎打了次郎。
� � b.� 次郎が太郎に殴られた。／次郎被太郎打了。

� 例文 （a） と例文 （b） はともに動作主「太郎」と対象「次郎」の間の出来事を表わしている。（a） は
能動文で、（b） は受身文である。両者の違いの一つとして、視点の置かれる方の違いが挙げられる。

（a） は動作主「太郎」、（b） は対象「次郎」に視点が置かれている。
話し手の視点がどこに置かれるかという問題は、文型の選択と直接に関わっている。奥津（1983）

はそれについて次のように指摘している。

� � � A 太郎が次郎を殺した。
� � � B 次郎が太郎に殺された。
� � �� 上の A も B も、「太郎」と「次郎」という二つの項目があり、両者の間に、「殺す」という関

係があり、「太郎」がその動作主であり、「次郎」がその受動者であるという事柄を表す点では
違いがない。（中略）同一意味を表すのに二つの文型を持つのは話し手が自らの視点を動作主に
置くか、受動者に置くかの違いによる。そこに受身文の存在の意味がある。話し手が＜�動作主�＞
の立場からその出来事をみれば能動文が、＜�受動者�＞の立場から見れば、受身文が選ばれるの
である。（奥津 1983：70）

つまり、一つの事柄を表そうとする時、能動文にするか受身文にするかは、話し手の視点がどこに
置かれるかの違いによるということである。なぜ受身文にするのかについて、久野（1978：163）は

「受身文では、わざわざ行為主体を主語の位置から外し、行為対象を主語の位置にすえるのであるか
ら、話し手はこの構文パターンを用いる時は、何か特別な理由、即ち、行為対象に対する視点的接
近が無ければならない。」と述べている。

周知の通り、日本語には、一つの文法範疇としての受身というヴォイスがあるが、中国語文法論
の分野においては、文法範疇としてのヴォイスの存在は今尚十分に認知されていない。孤立語であ
る中国語は受身や使役を表すのに形態論のレベルにおいての特別な述語形態を持ち合わせないから
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である。つまり、中国語の受身は前置詞�2（“被／叫／让／给”）や語彙（“受到”、“遭到”など）や語
彙によって表現され、形式上は日本語の受身文と大きな違いを呈している。次の用例を見てみよう。

1）� 雪の色はそこまで行かぬうちに闇に呑まれていた。（雪国）
1）’� 那边的白雪、早已　被　黑暗　吞噬　了。

2）� 私が考えた時、御嬢さんは私の顔を見て又笑い出しました。然し今度は奥さんに叱られてすぐ
已めました。（こころ）
2）’� 我 　正在 　思索 　时，　小姐 　看 　着 　我的脸 　又 　笑起来 　了。

� 然而 　这回 　被 　太太 　叱责 　了 　一下 　就 　止住 　了 　笑。

3）� 私は自分がとても可愛がられている事を、身にしみて意識した。（斜陽）
3）’� 我 　深深 　意识到 　他 　非常 　喜欢 　我。

4）� 私にはこの上もない好い機会が与えられたのに、知らない振をして何故それを遣り過ごしたの
だろうという悔恨の念が燃えたのです。（こころ）
4）’� 我 　心中 　后悔不迭，　尽管　　　　给　　了 　我 　再好没有的 　机会，

 为什么 　视而不见地　　　放过去　　了　　呢？

� 上記の例文の中で、日本語受身文�4�例1）、2）に対して、中国語の対訳文1）’ 2）’ は同じ受身文で対
応しているが、中国語には述語動詞だけでなく 、アスペクト助詞や結果状態を表す補語が付加され
ている。一方、例3）、4）の受身文については、同じ出来事を表しているのにもかかわらず、 ともに
受身文ではなく、能動文に訳されている。つまり、中国語では日本語とは異なる事態の把握の仕方
をしているのである。また、4）では日本語は「与えられた」のように授受の意味を表す動詞にも受
身文が成り立つが、中国語の授受動詞では受身文が成立しないため4）’の能動文が対応している。こ
のような相違が中国人日本語学習者にとって、日本語の受身文を理解しにくいものにしている。そ
れ故、いかにして日本語受身文を正しく使うかは、日本語教育や翻訳研究に携わる中国人にとって
重要な課題である。日本語受身文はどういうときに使われるのか、すべて中国語受身文に翻訳でき
るのか、これらはいずれも日本語学習者を悩ませる問題である。そのような問題を解明するために
は、日本語受身文に関する研究が不可欠である。そこで本稿では上記の課題の解決に向けて、梅佳

（2014）の「動作主省略」の直接受身文に関する考察、また、梅佳（印刷中）の「主語も動作主も
あり」の直接受身文に関する日中対照分析に引き続き、『中日対訳コーパス』から日本語の「主語省
略」の直接受身文およびその中国語の対訳文を取り出し、対照分析を行い、両者の表現の特徴を明
らかにする。

あの辺の白雪 すでに PM 闇 呑む PERF3

私 ちょうど 考える 時 お嬢さん 見る PROG 私の顔 また 笑い出す PERF

しかし 今度 PM 奥さん しかる PERF COMP conj 已める PERF 笑い

私 しみじみ 意識する 彼 非常に 好き 私

私 心の中 後悔する にもかかわらず 与える PERP 私 より良い NEG 機会

なぜ 知らないふりをする 遣り過ごす PERF MOD
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２．先行研究の概観

迫田（2002）によれば、言語の対照研究とは、外国語学習の困難点は学習者の母語と目標言語で
ある外国語の違いによって引き起こされるという前提に基づき、目標言語の効果的な指導を目指し、
学習者の母語と目標言語を比較対照し、その異同を明らかにする研究である。そのような観点から
日中両言語の受身文の対照研究を見てみると、理論的観点から両者の異同に焦点を当てたものが多
く、記述的観点からの研究は少ないことが分かる。

まず、理論的観点からの研究としては、大河内（1982）、鄭暁青（1991，1996）、中島（1993，
1994）、杉村（2003）などが挙げられる。以下、それらを時系列に従って概観する。

大河内（1982）は、中国語受身文の特徴について考察した上で、構文および意味的観点から中日
両言語の受身文の共通点と相違点を以下のように指摘している�5。

� �  A� �日本語の不如意を示す受身は容易に中国語の「被」構文になる。
� �  B� �日本語の不如意を示さない直接の受身、「会議が開かれる」式のものは中国語の「被」構文

では表せない。中国語の自然被動文�6になるものがある。
� �  C� �中国語においては、日本語の「雨に降られる」式の自動詞の受身は成立しない。

� このうち、C の「中国語においては、日本語の『雨に降られる』式の自動詞の受身は成立しない」
には問題点が残る。確かに、中国語においては、自動詞の受身は一般的に用いられない。しかし、
すべての自動詞が「被」構文の述語動詞として用いられないというわけではない。中国語において
は“被小孩哭得睡不着觉（子供に泣かれて眠れない）”、“被小偷逃走了（泥棒に逃げられた）”など
のような自動詞受身文は可能であるからである。

鄭暁青（1991，1996）では、この大河内（1982）がまとめた日本語の受身文と中国語の「被」構
文の違いのほかに、以下に示す相違点が指摘されている�7。

� �  A� �物や情報などの授受を表わす動詞は、日本語では受身文として成り立つが、中国語では
「被」構文として成り立たない。ただし、例外も存在する�8。

� �  B� �日本語の持ち主の受身文に対し、中国語は直接対象の「被」構文で表現しなければ不自然
な文になりがちである�9。

� �  C� �中国語の因果関係を表わす受身文は日本語では受身文を用いない�10。

� 中島（1993，1994）における受身表現の対照研究は受身文と“被动句”だけではなく、「語彙的
受身」「意味上の受身」「自動詞文」などにも触れている�11。中島のいわゆる「語彙的受身」は、中
国語の“受”“挨”“得到”“带”“招”“惹”などの動詞を用いて受身の意を表わす表現である。その
結果をまとめると次のようになる。

� � ①�日本語の受身文は、助動詞「（ラ）レル」のついた受身文を典型とし、その使用頻度は極めて
高く、中国語の BEI 受身文の三倍を占める。自動詞文や語彙的受身等も周辺的受身として密
接に関連するが使用頻度は低い。

� � ②�中国語の受身文は、受身表示形式“被”等のついた典型的な BEI 受身文から始まって、いわ
ゆる意味受身文や存現文、形容詞文を含む自動詞文へと拡大され、更に、受身の意味がその
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動詞の語彙形式に依存するような語彙的受身へと大きく発達している。
� � ③�中国語は文法形式が動詞の語彙形式に強く関係する言語なので、機械的に日中相互の受身文

を対応させることはできない。実際、原文の受身文が中国語の典型的な BEI 受身文に対応す
ることは少なく、その多くが他動詞能動文、自動詞文、語彙的受身等に対応する。

� 杉村（2003）では、直接受身文と間接受身文は日本語、中国語のどちらにも存在するが、受身文
を使用する要因が互いに異なっているため、日本語では直接受身文より間接受身文のほうが優勢な
のに対して、中国語では逆になると述べている。また、杉村は日中受身文の形式上の特徴を対照さ
せながら、日中受身文の意味上の動機の相違点を次のようにまとめている。

� �� 汉语倾向于以客观世界的施受关系作为使用被动句的语义动因，因此直接被动句发达，间接被动

句不发达。而日语则倾向于以说话人的主观感受作为使用被动句的语义动因，因此直接被动句不发

达，间接被动句发达。
� ��（中国語では客観世界の施受関係を表すことが受身文を使う意味上の動機であるのに対して、日

本語では話者の主観性を表すことが受身文を使う意味上の動機である。日中受身文にはそのよう
な傾向がある）

� 杉村（2003：73）

� 杉村によると、中国語では第一人称が受身文の“施事（動作主）”になることができるのに対し
て、日本語では第一人称が“施事”になることは少ない。また、中国語では施動性が弱い成分が受
身文の“施事”になることができるのに対して、日本語はこういうことをあまり許さない。さらに、
日本語には「主観影響性」を強調する間接受身文が中国語より多く、まとまった全体が受身文の主
語になることが多いのに対して、中国語では全体の部分が受身文の主語になることが多いと言う。
しかしながら、実際には、日本語受身文でも施動性の弱い成分が施事になることは少なくなく、中
国語には客観世界の施受関係だけではなく主観影響性を表現する受身文も多数存在する。

そのほか、楊凱栄（1988）は、構文と用法から日中両言語の受身文の対応性を考察し、それぞれ
の文法的成立条件を明らかにした。蘇（1988）は、受身文の主語と動作主の有生性を考慮しながら、
中国語の「被動文」を日本語に訳す際の規則性について論じている。

一方、実例に基づいた研究については、葉青（2003）が日本語の受身文の特徴や意味を説明しな
がら、中国の大学で日本語教材として使われている『新編日語』における受身文の分類法について
分析し、日本語受身文の各種類と中国語の「被字句」との対応性を考察した。しかし、葉青（2003）
は日本語の例文を中国語に訳したときに受身文になるか否かしか考察しておらず、中国語の受身文
と対応していない日本語の受身文がどのような中国語構文と対応しているかについては全く触れて
いない。

藤田（1995）は、日本語の小説とその中国語訳、及び中国語の小説とその日本語訳を調査し、日
本語の受身文とその中国語訳、中国語の受身文とその日本語訳でどちらも同じ受身文で表現される
例は少なく、互いに異なった表現になることが多いと指摘している。例えば、日本語から中国語へ
の翻訳では、受身文は能動文や使役文に訳されるのみならず「存現文」のようにその構造自体が変
更されたり、意味上の受身文に訳されるものもあったという。また、日本語では受身文ではないの
に対応する中国語では受身文になっている例、それとは逆に、日本語では受身文なのに中国語では
受身文ではない例もあったと述べている。
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姚麗萍（2002）は、受身文を直接受身、間接受身、持ち主受身に三分類した上で『中日対訳コー
パス』を用い、日本語と中国語の受身文使用の分布、対応状況を分析した。その結果、日本語の直
接受身文の主体が有情者である場合は中国語の「被」構文と対応することが多いが、その主体が無
情物である場合には中国語の意味上の受身文に対応すること、一方、日本語の間接受身文、持ち主
受身文はほとんど中国語の「被」構文に対応することを示した。

劉学敏（2007）も『中日対訳コーパス』を利用して日中受身文の対照研究であるが、動作主と受
け手が生命体であれば、日本語の受身文は中国語の受身文に訳すことができるという結論を出して
いる。

飯嶋（2007）は、日本語の受動表現と中国語の対応関係を網羅的に研究したものであるが、対象
は論説文の中の日本語受動表現に限られている。

李湘琴（2013）は、日中受身文の異同を、「被害」か「中立」か、という意味的特徴、主語と動
作主の有生性、自他動詞との関係といった総合的観点から整理したものであるが、中国語の受身文
として、受身マーカー“被／叫／让／给”を用いたものしか対象としていない。

受身文に関する研究は、日本語、中国語のいずれにおいても、これまで膨大な蓄積があるが、以
上のように、日中両言語の受身文の対照研究についても様々な観点からの研究が行われてきた。し
かしながら、体系的あるいは網羅的に日中両言語の受身文の全貌を概観するような研究は管見の限
りまだないように思われる。また、先行研究において用いられたデータの出典には偏りがあり、デー
タ数も十分とは言えず、日中両言語の受身文の相違点に関する考察、とりわけ、当該の相違点が生
じる原因に関する考察は不十分に見える。そこで、本稿はそのような先行研究の問題点を解決すべ
く、梅佳（2014）の「動作主省略」の日本語直接受身文に関する日中対照研究および梅佳（印刷中）
の「主語も動作主もあり」の日本語直接受身文に関する日中対照分析に引き続き、実例研究という
手法を用いながら、『中日対訳コーパス』から日本語の「主語省略」の直接受身文およびそれに対応
する中国語の表現を抽出・分析し、両者の受動表現の特徴を解明することを目指す。

３．用例収集と分類

表１　本稿用例の出典
日本語原文 中国語訳文

小説名（発表年） 著　　者 訳本名 訳　　者
高野聖（1900） 泉　　鏡花 高野圣僧（1990） 文洁若
蒲団（1907） 田山　花袋 棉被（1987） 黄凤英
こころ（1914） 夏目　漱石 心（1983） 周大勇
痴人の愛（1925） 谷崎潤一郎 痴人之爱（1988） 郭来舜、戴璨之

雪国（1937） 川端　康成 雪国（1998） 叶谓渠

斜陽（1947） 太宰　　治 斜阳（1981） 张嘉林

あした来る人（1954） 井上　　靖 情系明天（1988） 林少华

金閣寺（1956） 三島由紀夫 金閣寺（1995） 唐月梅
砂の女（1962） 安部　公房 砂女（1997） 杨炳辰、王建新

ノルウェイの森（1987） 村上　春樹 挪威的森林（2001） 林少华

（北京日本学研究センター（2003）『中日対訳コーパス』第一版による）
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� 本稿は、日本語小説における受身文とその中国語訳文を研究対象にする。データとしたのは北京
日本学研究センター（2003）『中日対訳コーパス（第一版）』に収録されている小説から「れ・られ」
をキーワードとして抽出した日本語受身文の用例およびその対訳文である。表１はデータの出典と
なった小説のリストである。

� 以上の調査対象となった小説から収集された日本語直接受身文は2491例であったが、本稿では、
その中国語の対訳文を以下のように能動文、受身文�12、意訳�13という三つのパターンに分類した。

� 能動文に訳された例：
� �� そのため、私は日に何度となく金閣を眺めにゆき、朋輩の徒弟たちに笑われた。� （金閣寺）
� � 为此��　我�　一日中�　总要�　望 �　上 �　几次�　金阁。 朋辈们�　都�　笑�　我�　痴。

� 受身文に訳された例：
� �� だからこそ私はあなたに憎まれたりすると私は本当にバラバラになってしまいます。
� （ノルウェイの森）
� � 也正因如此、　我 　才 　不愿 　被 　你 　怨恨。 如若 　被 　你 　怨恨、

� � 我 　势必 　真正 　归于 　土崩瓦解。

� 意訳された例：
� �� 洛中洛外の古い寺々が、維新以後めったに焼かれなくなったのは、こういう教養の賜物だった。
� （金閣寺）
� � 洛中海外的古刹 　到 　明治维新 　以后 　很少 �　发生 �　火灾。 这 　正该 　归功于

� � 教育的 　丰硕 　成果。

� 分類の結果をまとめると、次の表２になる。

表２　日本語の小説における直接受身文とそれに対応する中国語表現

日本語
原　文

中 国 語 の 訳 文

能　動　文
受　身　文

意　　訳
「被」構文 意味上の受身文

2491 978 39.3％ 821 32.9％ 194 7.8％ 498 20.0％

� まず、収集した日本語直接受身文と中国語対訳文の対応状況を見てみよう。表２によれば、日本
語受身文の40.7％は、中国語でも受身文に訳されている。一方、その39.8％は中国語の「能動文」に
訳されている。

そのため 私 一日中 いつも 眺める COMP 何度 金閣 朋輩たち 皆 笑う 私 ばかばかしい

だからこそ 私 prep NEG 願う PM あなた 憎む もしも PM あなた 憎む

私 必ず 本当に なる バラバラ

洛中洛外の古い寺々 至る 明治維新 以後 めったに 発生する 火事 これ まさに おかげ

教育の 豊か 成果
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また、先行研究によれば、主語と動作主の有無によって対応する中国語表現に相違が生じる可能
性があるため、収集された2491例の日本語受身文をさらに「主語も動作主もあり」、「主語省略」、

「動作主省略」の３種類に分類した。その結果をまとめると、次の表３になる。

表３　日本語の小説における直接受身文の再分類

日 本 語 原 文
中 国 語 対 訳 文

合　計
能 動 文

受　身　文
意　訳

「被」構文 意味上受身文

主語も動作主もあり 397（39.9％） 393（39.5％） � 14（� 1.4％） 191（19.2％） � 995

主語省略 118（39.9％） 156（52.7％） � � 0（� 0.0％） � 22（� 7.4％） � 296

動作主省略 463（38.6％） 272（22.7％） 180（15.0％） 285（23.7％） 1200

� 表３から分かるように、日本語直接受身文に対応する中国語能動文の割合は、３種類の日本語受
身文のいずれにおいても差がない。一方、日本語直接受身文が中国語受身文に対応する割合につい
ては、中国語の意味上の受身文と対応する割合は「動作主省略」の場合が15％で他の２種類、すな
わち、「主語も動作主もあり」および「主語省略」の場合より圧倒的に多い。また、「主語省略」の
日本語直接受身文が中国語の「被」構文に対応する割合もほかの２種類より明らかに高い。本稿は、
このように他の２種類とは異なった振る舞いを見せる「主語省略」の直接受身文を対象にし、その
用例およびそれに対応する中国語訳文の対照分析を行い、それぞれの特徴を明らかにしていく。

４．「主語省略」直接受身文と中国語訳文の対応性考察

前掲の表３によれば、296例の「主語省略」の日本語直接受身文のうち、118例（39.9％）が中国
語の能動文に訳され、中国語の「被」構文に対応したのは156例（52.7％）、中国語の意味上の受身
文に対応した例はなかった。以下では、「主語省略」の日本語直接受身文に対応する中国語の各表現
を見ていく。

４.１　能動文に訳された場合
動作主と対象からなる出来事に対しては、能動的な表現と受動的な表現のどちらも用いることが

できる。話し手が動作主に視点を置けば能動文が選択され、対象に視点を置けば受身文が選択され
る。これは日本語においても中国語においても共通に起こる現象である。しかし、表３によれば、
日本語直接受身文のうちの118例は、中国語では能動文に訳されていた。つまり、同じ事柄を表わ
すのに、約４割の中国語訳文は日本語とは異なる視点を用いていたということである。また、中国
語の訳文を見ると、当該の118例はいずれも文脈から日本語原文にはない対象を推定し、当該能動
文の目的語として表している。

5）� ただ、前のお家の西山さんのお嫁さん、といってももう四十くらいのおばさんだが、そのひと
にだけは、びしびし叱られた。（斜陽）
5）’� 只有 　一个人 　严厉地 　叱责 　我， 就是 　对面 　那家西山先生的小媳妇，

ただ 一人 厳しく 叱る 私 である 向こう その西山さんのお嫁さん
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� 说 �　是 �　小媳妇， 实际上�　是 �　个 �　四十左右 �　的 �　大婶 �　了。

6）� 叔父の家から二軒へだてた家に、美しい娘がいた。有為子という名である。目が大きく澄んで
いる。家が物持のせいもあるが、権柄ずくな態度をとる。みんなにちやほやされるにもかかわ
らず、一人ぼっちで、何を考えているのかわからないところがあった。（金閣寺）
6）’� 同叔父只隔两家的一户街坊有个美丽的姑娘，名叫有为子。她长着一双水灵灵的大眼睛。也

许是家中富有的缘故，为人十分傲气。� �
尽管 　　家里 　十分 　宠　　　　她， 至今却仍待字闺中，孤单单的，不知她

� 心里在想些什么。

7）�「好きな方でしょうな。そう沢山は飲まないが。―自動車とぶつかった時は、確かに酔っ払っ
ていました。大学の教授をしている友達に銀座を引っぱり回されたんです」。（あした来る人）
7）’� “算是吧。倒也喝不太多。不过撞到汽车上时，确实喝得酩酊大醉了。� �

一位　在　大学　当　教授　的　朋友　拉�　　我　在�　银座　挨门逐户　喝个不休。”

8）� 少年時代から、人に理解されぬということが唯一の矜りになっており、ものごとを理解させよ
うとする表現の衝動に見舞われなかったのは、前にも述べたとおりだ。私は何ら斟酌なく自分
を明晰たらしめようとしていたが、それが自己を理解したいという衝動から来ていたかどうか
疑わしい。（金閣寺）
8）’� 如我在前面所说，我从小便以不被人理解为唯一的骄傲，� �

想　　去　　理解　　事物 　那种 　表现的冲动也 　从未 　光顾 　过 　我。

� 即或有时我也想弄清楚自己，但这是否来自试图理解自己的冲动尚值得怀疑。

9）� 駒子の叫びは島村の身うちを貫いた。葉子の腓が痙攣するのといっしょに、島村の足先まで冷
たい痙攣が走った。なにかせつない苦痛と悲哀とに打たれて、動悸が激しかった。（雪国）
9）’� 驹子的尖叫，直刺岛村的心。叶子的腿肚子在抽搐。与此同时，岛村的脚尖也冰凉� �

得痉挛起来。一种 无以名状的 痛苦和悲哀 侵袭　了�　他，使得他的心房激烈地跳动着。

� 以上の例を見ると、例 5）�’は省略された主語“我（私）”が「西山さんのお嫁さんが私を叱る」と
いう能動文の目的語として表現されている。同様に、例 6）�’では“她（有為子）”、例 7）�’では“我

（私）”、例 8）�’では“我（私）”、例 9） では“他（島村）”が対応する能動文の目的語として表現され
ている。つまり、中国語では、日本語原文で表出されていない対象が文脈から推定された上で、日
本語の受身文に対応する「主語 + 動詞 + 目的語」という能動文の目的語として表現しているのであ
る。また、用例の述語動詞を見るならば、例 5） の「叱る」は言語活動動詞�14、例 6） の「ちやほや
する」、例 8） の「見舞う」、例 9） の「打つ」 は対象に変化を及ぼさない一般動作動詞、例 7） の「引っ

言う である お嫁さん 実際に である 一人 四十歳ぐらい の おばさん MOD

にも拘らず 家族 とても ちやほやする 彼女

一人 prep 大学 やる 教授 の 友達 引っぱる 私 prep 銀座 次々 飲む COMP

ほしい COMP 理解する 物事 その 表現の衝動 も NEG 見舞う PERF 私

一種 言えない 苦痛と悲哀 襲う PERF 彼
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ぱり回す」は空間的移動を表す位置関係動詞である。さらに、文の意味�15では、6） は受益、例 5）、
例7）、8）、9）は被害の意味を表している。

以上の分析結果は次の表４のようにまとめられる。

表４　能動文に訳された「主語省略」受身文の特徴
例文 主　語 動 作 主 述　語　動　詞 文�の�意�味
例�5 人（特定）�16 人（特定） 言語活動動詞（内容に言及なし） 被害
例�6 人（特定） 人（不特定多数） 一般動作動詞（対象の変化なし） 受益
例�7 人（特定） 人（特定） 位置関係動詞（空間的移動） 被害
例�8 人（特定） 物（抽象的） 一般動作動詞（対象の変化なし） 被害
例�9 人（特定） 物（抽象的） 一般動作動詞（対象の変化なし） 被害

４.２　受身文に訳された場合
中国語の受身文というと、まず「被」字文が思い出されるが、これが最も典型的な受身文と言え

る。一般には、「被」のほかに、「叫」、「譲」、「給」、「由」なども中国語の受身マーカーと見なされ
ている。本稿は劉月華他（1991）に従い、受身マーカーのある文を総じて「被」構文と言うことに
する。また、中国語の受身文はこの受身マーカーのあるものの“被字句（被構文）”とマーカーのな
いものの“意義被動句（意味上の受動文）”との２種類がある。しかし、前掲の表２が示すように、

「主語省略」の直接受身文の中で中国語の受身文に対応した156例はすべて「被」構文に訳され、意
味上の受身文に訳されたものは１例もなかった。

10）�私は心のうちで、父と先生とを比較して見た。両方とも世間から見れば、生きているか死んで
いるか分らない程大人しい男であった。他に認められるという点からいえば何方も零であった。��
� （こころ）
10）’� 我暗暗把父亲和先生作了一番比较。从社会的角度来看，两个人都是生死无足轻重的老实人。

在 　是否 �　被 　人 　重视 　这一点上， 他们俩又都是得的零分。

11）�私はまだその後にいうべき事を有っていた。けれども奥さんから徒らに議論を仕掛ける男のよ
うに取られては困ると思って遠慮した。（こころ）
11）’� 本来我还有话要说，但是想到可能会　被　太太　当作　跟　她 　高谈阔论  　的　人，

� 那可不妙，因此有所顾虑。

12）�その噂でも師匠さんは聞き込んだのでしょう。でも、桜の園のロパーヒンみたいに私どもに思
われているのではたまらないと、すっかりお機嫌を悪くした様子で、あと、世間話を少しして
お帰りになってしまいました。（斜陽）
12）’�艺术家大概听到了这个传闻吧。不过他感到自己要是像《樱桃园》里罗巴辛那样� �

被 　我们 　看待 　可 　受不了，于是显得情绪很不好，闲聊了一会就走了。

prep かどうか PM 人 認める この点

たぶん PM 奥さん 思う conj 彼女 議論を仕掛ける の 人

PM 私ども おもう conj たまらない
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13）�「馬鹿な女」「仕様のない奴だ」と、思えば思うほど尚意地悪くその美しさに誘惑される。これ
は実に私に取って不幸な事でした。（痴人の愛）
13）’�“愚蠢的女人”、“毫无办法的东西”，我越是这样以为，便越� �

被 　她 　那 　不怀好意的 　美色 　所 　诱惑。对我来说，这真是一件不幸的事。

14）�だが、出しつけない声は、いかにもかぼそく、弱々しかった。おまけに、途中で砂に吸われ、
風に吹きちらされて、どこまでとどくものやらも心もとない。（砂の女）
14）’� 叫喊不出的声音变得又细又弱。 声音 　半道 　被 　沙 　吸入，　被 　风 　吹散，

� 所以 �　根本就 　吃不准 �　那叫喊声 　究竟 　能 �　送到 　哪里。

� 以上は、日本語の直接受身文が中国語の「「被」構文」に訳された例である。劉月華他（1991）に
よれば�17、受身マーカー「被」の意味はもともと動詞としての「被」の意味「蒙る、意外な遭遇」か
ら発展してきたものであるため、「被」構文はもっぱら主語からみて不愉快あるいは被害的な事柄を
表すのに用いられると言う。日本語文の例10） は「受益」の意味を表しているが、その他の例11） ～
例14） はいずれも「被害」の意味を表している。これは中国語の「被」構文が不幸や不愉快を表す
という点に合致したものである。

また、述語動詞を見てみると、例10） の「認める」と例12） の「思う」は内容に言及しない思考
活動動詞、例11） の「取る」、例13） の「誘惑する」は対象に変化を及ぼさない一般動作動詞である。
例14） の「吹き散らす」は元々空間的移動の意味を表す位置関係動詞であるが、文脈から見ると、こ
こでは比喩的な用法の「吸う」と同じく、対象を変化させる一般動作動詞であると考えられる。
「被」構文に訳された「主語省略」受身文の特徴を整理すると、次の表５になる。

表５　「被」構文に訳された「主語省略」受身文の特徴
例文 主　語 動 作 主 述　語　動　詞 文の意味
例10 人（特定） 人（不特定） 思考活動動詞（内容に言及なし） 受益
例11 人（特定） 人（特定） 一般動作動詞（対象の変化なし） 被害
例12 人（特定） 人（特定） 思考活動動詞（内容に言及なし） 被害
例13 人（特定） 物（抽象的） 一般動作動詞（対象の変化なし） 被害

例14 物（抽象的）
物（具体的） 一般動作動詞（対象の変化あり）

被害
自然現象 一般動作動詞（対象の変化あり）

５．ま と め

本稿では、日本語の「主語省略」の直接受身文及びその中国語対訳文の対照分析を行った。その
結果は次の表６のようにまとめられる。

この表６から分かることは、対応する中国語が能動文であれ受身文であれ、日本語の「主語省略」
の直接受身文で省略された主語の９割以上は特定の人であるということである。この特定の人の指

PM 彼女 その NEG 好意 の 美しさ prep 誘惑する

声 途中 PM 砂 吸い込む PM 風 吹き散らす

そのため まったく NEG 分かる その叫び 一体 できる 届く どこ
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示対象を具体的に見てみると、１人称主語が191例（64.5％）、２人称主語が19例（6.4％）、３人称
主語が81例（27.4％）であった。一方、例14）のように抽象的なモノの主語が省略されたものは５
例しかなかった。つまり、日本語の「主語省略」の直接受身文の特徴は、人称代名詞が主語の場合、
そのほとんどが表示されなくなるという点にある。

表６　日本語「主語省略」受身文及びその中国語対訳文の特徴

� 原文
訳文 主　語 動 作 主 述　語　動　詞 文の意味

能 

動 

文
人（特定）

人（不特定多数） 一般動作動詞（対象の変化なし）
受益

人（特定）
言語活動動詞（内容に言及なし）
位置関係動詞（空間的移動）

被害
物（抽象的） 一般動作動詞（対象の変化なし）

受 

身 

文
人（特定）

人（不特定多数） 思考活動動詞（内容に言及なし） 中立

人（特定）
一般動作動詞（対象の変化なし）

被害思考活動動詞（内容に言及なし）
物（抽象的） 一般動作動詞（対象の変化あり）

� また、「主語省略」の直接受身文が中国語の能動文に対応する場合には、日本語の受身文で表示さ
れなかった主語、すなわち、対象が文脈から推定され、対応する中国語能動文の目的語として明示
されるという特徴も確認された。

一方、「主語省略」の直接受身文が中国語の受身文に対応する場合はすべて「被」構文となり、意
味上の受身文に対応したものは１例もなかった。この結果は、中国語の意味上の受身文が「主語は
多く特定のものである�18」という構文の特徴を持つことに因ると思われる。すなわち、それは、本
稿が対象とした「主語省略」の直接受身文の主語が示す「特定の人間」という特徴と中国語の意味
上の受身文の主語が示す「特定のもの」という特徴が互いに相反するものということに起因する現
象なのである。

注

1 � 九州大学大学院比較社会文化学府博士後期課程大学院生
2 �“被”は一般に「前置詞」（中国語の文法用語では「介詞」）に分類されているが、その位置づけ

は研究者によって異なっている。
3 � 用例および引用文の下線、太字、番号などは、特に断らない限り、引用者が付したものである。

また、本稿における中国語の和訳はすべて筆者による。その略語およびその意味は次の通りで
ある。

� adv　副詞／連用修飾語（adverb）、COMP　補語（complement）、conj　接続詞（conjunction）、
MOD　ムード（modal）、NEG　否定詞（negation）、PERF　完了相（perfective）、PM　 受身
マーカー（passive　marker）、prep　 前置詞（preposition）、PROG　 進行相（progressive）。

4 � 一般に「能動文」に対しては「受動文」という用語が使われるが、本稿は日本語学で定着して
いる「受身文」という用語を用いる。

5 � 大河内（1982：330-331）を参照されたい。
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6 � この自然被動文は「意味上の受身文」に相当する。
7 � 鄭暁青（1991：167-172）、鄭暁青（1996：84-85）を参照されたい。
8 � 鄭暁青（1991：170）によると、同じ授受動詞でも、“授与”、“赋于”、“赐与”のように名誉の

意味に結び付くものの受身文は成立するという。次の例を参照されたい。“他被授与人民英雄的
光荣称号。”（彼は人民英雄の名誉を授けられた。）“我们被赋于神圣的历史使命。”（われわれは
神聖なる歴史的使命を課せられた。）

9 � 鄭暁青（1991：171）によると、中国語では次のような持ち主の受身文はごく自然という。“他
终于被病魔夺去了生命（彼はついに病気で命を奪われた）”、“老周这次又被他骗去了不少钱（周
さんは今度また相当の金を彼女に騙し取られた）”、“他被揭了伤疤大发雷霆（彼は弱点を暴かれ
て激しく怒った）”

10� 確かに、中国語の“他被石头绊了一跤。”（彼は石に躓いて転んだ。）のような因果関係を表わす
「被」構文は日本語の受身文には訳しにくい。しかし、日本語の受身文に因果関係を表わせるも
のが存在しないわけではない。たとえば、「幾度か丑松はその音の為に驚かされた。」は因果関
係を表わす受身文である。

11� 中島（1993：13-20）、中島（1994：1-9）を参照されたい。
12� 劉月華他（1991）は、中国語の受身文は受身を表すマーカー“被／叫／譲／給”がある“被字

句（「被」構文）”とそのようなマーカーを持たない“意義被動句（意味上の受動文）”の２種類
があると述べている。本稿はこの指摘に従い、日本語の「主語省略」の直接受身文に対応する
中国語の受身文を「被」構文と「意味上受身文」に分けた。

13� 本稿における「意訳」とは、日本語の原文と構造をまったく異にし、ただ意味だけを対応させ
たもののみならず、日本語の受身文に対応するものが中国語に存在しない「不訳」、日本語の受
身文に対応するものが中国語の形容詞文や名詞文、特殊動詞叙述文などであるものも含む。

14� 本稿では、国立国語研究所（1964）、寺村（1982）、工藤（1990）の研究を踏まえ、日本語直接
受身文の述語動詞として用いられる動詞を一般動作動詞（対象に変化を及ぼす意味を持つもの
を一般動作動詞Ⅰ、対象に変化を及ぼさないものを一般動作動詞Ⅱとする）、生産動詞、位置関
係動詞（放置、空間的移動、相対的位置変化）、授受動詞、心理動詞（状態心理、知覚活動、思
考活動）、言語活動動詞という六種類に分けた。詳細は梅佳（2015）を参照されたい。

15� 本稿では、収集された日本語直接受身文の意味を「次郎が太郎に殺された」のような被害、「私
はその人から鄭寧に先生の出先を教えられた」のような受益、「石段の下方は影に包まれてい
る」のような中立という三種類に分けた。

16� 国立国語研究所編の『分類語彙表』には、日本語の名詞が「抽象的関係」、「人間活動主体」、「人
間活動—精神および行為」、「生産物および用具物品」、「自然ものおよび自然現象」という五種
類に分類されている（国立国語研究所（1964：11-16））。本研究では、その分類を参考し、収
集した2491例の直接受身文における主語と動作主を以下のように分類した。

� � 有情物：人間：私、島村、川辺さんの奥さま、先生、朋輩の徒弟たち…
� � 　　　　動物：鯛、熊、子犬…
� � 非情物：体の一部：背中、指先、両手、先生の口…
� � 　　　　人間活動：寂しさ、恐怖、喜び、声音、質問、空襲の火…
� � 　　　　自然現象：雨、風、雪、陰、地震、火事、潮…
� � 　　　　物（具体的）：自動車、銀紙、砂の隆起、白粉…
� � 　　　　物（抽象的）：生活、理論…
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17� 劉月華他（1991:643）を参照されたい。
18� 劉月華他（1991:642）を参照されたい。
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A Contrastive Analysis between the Japanese passive sentences 
and their Chinese translations:

With Special Reference to the Direct Passive without Subject

Jia MEI and Yoshiko MATSUMURA

Abstract:

In the Japanese language, the passive is one of the voices and constitutes a grammatical category. On 

the other hand, there is no grammatical category of voice in Chinese, where the passive is expressed only 

by means of functional words and word order. This difference causes a great difficulty to Chinese learners 

of Japanese. It is an important subject in the Japanese teaching and translation to carry out research on the 

proper use of the Japanese passive voice. Therefore, this paper, through empirical study, makes a contras-

tive analysis of Japanese sentences which include the direct passive with no subject, and their correspond-

ing Chinese translations taken from a Chinese-Japanese corpus. It attempts to clarify the differences in the 

use of passive in Japanese and Chinese, as well as to explore the degree of correspondence between 

Japanese and Chinese uses. This paper emphasizes the utility of the research and hopes that it will be 

applied to the Japanese-Chinese translation and the Japanese language teaching.

Keyword: direct passive voice with no subject, agent, predicate verb, viewpoint


