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日中対訳小説に見る受身形の使用状況と視点の関係
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はじめに

能動表現は，動作者に視点を寄せた表現であり，受動表現は動作の受動者に視点を寄せた表

現であるといえる 1) 2) が，日中の対訳を見る時，両言語の能動表現，受動表現は，それぞれい

つも対応する訳ではない。

本稿では，受動表現のうち，日本語については「れる・られる」を，中国語については“被”

類前置詞 3) を，それぞれ使うものを「受身形」とし，それらが対訳小説の中で対応しない場合，

そこに生じる視点の違いを確認し，考察を加える。

両言語の受身形が対応しない時，他の受動表現が使われることで受動者と動作者の順序が保

たれる場合と，能動表現が使われ，受動者と動作者の順序が逆転される場合とがある。逆転さ

れている場合については，「被」使用の文法的・意味的制約によるものと，よらないものとがあり，
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後者については，選択的に逆転されている可能性が考えられる。

1．先行研究

日本語についても中国語についても，受動表現に関する先行研究は膨大な蓄積があり，こ

こですべてに触れることはできない。受動表現の範囲と種類に関する研究と，受動表現と視

点との関係に関する研究の一部を挙げるに留める。受動とは本質的に何かといった問題や，

“被”“让”“叫”“给”などの差異やそれぞれの由来などには立ち入らない。

１．１．中国語の受動表現の種類

受動表現の範囲と種類について，ここでは，中島 (2007) の簡潔なまとめに従いつつ，本稿

での視点に関した考察の必要のために，若干修正を加えて挙げておく。

受動表現

受身形：“被”“让”“叫”“给”などを使うもの。

受動者主語形式 4)：受事主語形式，意味上の受身などと呼ばれるもの 5)。

語彙的受身形：“受”“遭”“挨”“得”“讨”などを使うもの。

以上，いずれの形式でも，受動者は動詞および動作者に先行する。

１．２．「被」使用上の制約

日本語の受身形「れる・られる」に中国語の受身形「被」が必ずしも対応しないことについ

ては，すでに多くの論考があり，いずれも，中国語の受身形の使用には，日本語の受身形の使

用より厳しい制約があることを明らかにしている。ここでは，中国語の受身形「被」使用上の

制約を，本稿での必要に限って簡潔にまとめておくことにする。

中国語の受身形「被」は使用にあたり，受動者に及ぼされる影響として，何らかの結果への

言及があり，かつその影響が直接的である，などの条件を満たさなければ使えないという制約

を受ける 6)。

１．２．１．結果への言及がある

受身形の成立には結果を表わす要素（(1) では下線部の結果補語）が重要であり，動詞が受

動者への強い影響力を持つ動作を表わすものでない限り必須である 7)。(1) の受身形から下線

部を取り去った (2) は成立しないが，“「被」＋動作者”を取り去った (3) は受動者主語形式と
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して成立する。このことから受身形の成立には“「被」＋動作者”よりも結果を表す要素が重

要であること，さらに，結果を表す要素は，受動者主語形式においても重要であることが確認

される［杉村 1992:45］。

なお，(4)(5) に見るように，結果への言及は結果補語によるばかりでなく，状態補語や動作

量を表す数量表現によることも可能である［中島 2007:95-98］。

(1) 奖状被小王写错了。

 賞状が王さんに書き間違えられた。

(2)* 奖状被小王写了。

 賞状が王さんに書かれた。

(3) 奖状写错了。

 賞状が書き間違った。

(4) 门被太郎叩得咚咚响。

 ドアが太郎によって叩かれてトントンと鳴った。[ 中島 2007:97 例 (25b)]

(5) 门被太郎叩了两下。

 ドアが太郎によって 2 度叩かれた。[ 中島 2007:95 例 (23b)]

１．２．２．影響が直接的である

日本語の受身形によく見られる間接受身はそのまま中国語の受身形にはならない。中島

(2007) によれば，日本語の間接受身には，動詞が自動詞のものと他動詞のものとがあり，それ

ぞれ中国語の自動詞文，他動詞文に訳される。

(6) 兄の世話になってゐたが、最近それにも死なれ、

 由哥哥照看她。最近，她哥哥也死了。

 〔前略〕兄がママ死んだ [ 中島 2007:84 例 (14)，直訳も ]

(7) 其男に罪の秘密を握られてゐるので離れられないのだと言ふ事だった。

 听说是这个男人抓住她的秘密的把柄，她没有办法离开他。

 其男が秘密の証拠を握っている〔後略〕[ 中島 2007:83 例 (9)，直訳も ]

しかし，自動詞による受身であっても，(8) のように，受動者への影響として結果に言及す

る下線部があれば，中国語でも受身形として成立する [ 中島 2007:93-95]。



日中対訳小説に見る受身形の使用状況と視点の関係：加藤　晴子68

また，動詞が他動詞のとき，(9) の下線部のように，その直接の影響の対象が文中に現れ，かつ，

迷惑を被る主体（＝本稿での受動者）と密接な関係を持つ場合，中国語でも受身形が成立する

という [ 中島 2007:87-89]8)。

(8) 夜里我被婴儿哭得睡不着觉。

 私は夜中に赤ん坊に泣かれて眠れなかった。[ 中島 2007:93 例 (14b)]

(9) 彼は犬に手を咬まれた。

 他被狗咬伤了手。[ 中島 2007:87 例 (21)]

(8)(9) ともに，受動者への直接的な影響が表されていることが成立のポイントであり，これ

らのことから，中国語の受身形にとっての結果への言及の重要性が再確認される。

１．３．視点と受動表現

木村 (1992) は，受身形について，表現者が動作者（木村 (1992) では「有責者」）に共感を寄せず，

受動者（木村 (1992) では「受影者」）に共感を寄せるが，事態に何ら働きかけることができず，

無為に見送る立場にあることを表現するとしている。

下地 (2004) は，移動動詞，受身，テンス・アスペクトと視点の関係を論じたものであるが，

そのうち受身について，日本語と中国語で受身形の使用が一方に限られる例を挙げる。

(10) 日本語では受身形を使うのが自然であるのに中国語では使えない例 1

 亡夫が所持していた釜と夫人に言われても，菊治は反発を感じなかった。

 尽管夫人说这本来是他ママ亡夫的茶壶，菊治也无反感。

 （直訳）夫人は亡夫が所持していた釜だと言ったが，〔後略〕

[ 下地 2004:64 例 (11b)，下線も。直訳は筆者 ]

(11) 日本語では受身形を使うのが自然であるのに中国語では使えない例 2

他刚从部队复员回来，在工程队当工人，(a) 他们队有援外任务，到赞比亚去，挑上了他。

他呢，想在走之前把“个人问题”解决了，(b) 就有人介绍了我。

彼は部隊から復員して戻ったばかりで，工事作業班の労働者だった。(a) 彼らの班には

海外援助の任務があり，ザンビアへ行くのに，彼を選んだ。彼は，出発前に「個人的問題」

を解決しようと考え，(b) そこである人が私を紹介した。

 （別訳）〔前略〕(a)〔中略〕彼が選ばれた。〔中略〕(b) そこで私が紹介された。

[ 下地 2004:65 例 (13)，記号，下線，別訳も ]



東京外国語大学論集第 92 号（2016） 69

(12) 中国語では受身形を使うのに日本語では使えない例

 这是一般戏剧家没有想到的问题而被我发觉出来的。

 これは一般の戯劇家が思いもつかない問題で，この俺が発見してやったんだ。

 （直訳→ * 私によって発見された） [ 下地 2004:63 例 (8)，下線，直訳も ]

下地 (2004) はこれらの例に基づいて，日本語では，個々の事象をある人物の視点のもとに

統一して叙述を行おうとする傾向が強く，視点の統一のために受動者側の視点から事象を描こ

うとすることが受身形使用の動機のひとつであるのに対し，中国語では視点の統一には拘泥せ

ず，事象の中で目立つ存在である［＋変化］の主体に着目し，その変遷を時系列に沿って述べ

るのに受身形が使われるとしている。下地 (2004) によれば，(10)(11) などの例で日本語での

み受身形が使われるのは，視点を近づけた主体が主語に選ばれているから，一方，(12) など

の例で中国語でのみ受身形が使われているのは，その場面で注目される［＋変化］の主体が主

語として選ばれているからとしている。本稿筆者は基本的にこの見方に賛成するが，しかし，

(10) ではもともと受身形を使用する条件を満たしていない（“* 被夫人说（夫人に言われる）”）

こと，(11) では，より狭い範囲の主体“他们队（彼らの班）”に視点を寄せていると考えられ

なくもないこと，などについては言及がない。また，(12)とともに挙げられている例においては，

いずれも受動者が無情物であり，かつ，中国語―日本語間で受動者と動作者の順序が保たれて

いることについては言及がない。

なお，日本語は話し手に視点を置き，事態を主観的に述べることが多いのに対し，中国語は

動作者に視点を置き，事実を客観的に述べることが多い，日本語は「話し手中心主義」，中国

語は「事実中心主義」とする点は，中島 (2007) も同様である［中島 2007:74］。

以上の他にも，日中の受身形の対応について論じた先行研究は多数あり，そのうち，李 (2012)

は森田 (1998) を引いて視点の違いに若干触れ，また，王 (2012) は久野 (1978) の共感度の理論

に基づいた解説を加えている。

２．データ収集の対象と方法

本稿では，日本語小説を中国語に翻訳したものを資料とし，日本語原文に受身形が使用され

ているのに，中国語訳文で受身形が使用されていない場合を取り上げ，なかでも，視点の違い

の考察のため，受動者と動作者の順序が動作をはさんで入れ替わっている例，つまり能動表現

に訳されている例に特に注目する。

中国語訳文において受動者と動作者の順序が入れ替わっている例のうち，1.2 に見たような，

受身形の使用上の制約に抵触する場合は，やむを得ない入れ替わりであると考える。中国語で
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も受身形を使用することが可能であるにも関わらず，使用されていない場合，その使用と非使

用による視点の違いを観察し，考察を加えることにする。

収集の対象としたのは，叙述の立場がわかりやすい一人称小説『ノルウェーの森』である。デー

タは，北京日本学研究センター「中日対訳コーパス」を利用した 9)。

３．データ収集結果

日本語原文で「れる・られる」受身形を使う例は，全体で 353 例見られた 10)。これらの例

の中国語訳では，中国語の受動表現に含めるものとして 1.1 に挙げた，受身形，受動者主語形式，

語彙的受身形の他に，存現形式，能動表現と，さらに全く異なる表現が対応していた。その内

訳は，以下の通りである。

A．中国語訳で受身形が対応する例
112 例 (31.7%)

　　　　うち被 91 例　让 4 例　给 15 例　由 3 例

B．中国語訳で受動者主語形式が対応する例 63 例 (17.9%)

C．中国語訳で語彙的受身形が対応する例
16 例 (4.5%)

　　　　うち受 8 例　遭，遭受 各 2 例　挨，得，讨，招致 各 1 例

D．中国語訳で存現形式が対応する例

24 例 (6.8%)　　　　うち受動者が動作者の前に保たれる例 8 例〈※ 1〉

　　　　　　受動者が動作の後に移動する例 16 例

E．中国語訳で能動表現が対応する例〈※ 2〉

55 例 (15.6%)　　　　うち「被」使用上の制約に抵触する例 42 例

　　　　　　「被」使用上の制約に抵触しない例 13 例

F．中国語訳で異なる表現が対応する例 83 例 (23.5%)

計 353 例 (100.0%)
※ 1(26) のように，日本語原文の受動者が中国語訳文で場所に置き換わる 1 例を含む。

※ 2(35) のように，中国語訳文で“把・将，让・叫・使，对”と共起する 11 例と，(33) のよう

に日本語原文が使役受身である 6 例を含む。

最後の，中国語で異なる表現が対応する例とは，(13)(14) のような例である。

(13) あなたがこうして会いに来てくれたことに対して私はすごく感謝してるんだというこ

とをわかってほしいの。とても嬉しいし、とても――救われるのよ。もしたとえそう
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見えなかったとしても、そうなのよ。[ ノル 79]

希望你能明白：对你这样前来看我，我非常感激，非常高兴，真是－－雪里送炭，可能

表面上看不出。

(14) 夕方の国旗降下も儀式としてはだいたい同じような様式でとりおこなわれる。ただし

順序は朝とはまったく逆になる。[ ノル 110]

 傍晚降旗，其仪式也大同小异，只是顺序恰与早上相反，

(13) では，原文の「救われる」が「雪中に石炭を送る＝困難な時に援助する」という慣用

句に訳されている。(14) では，原文の「だいたい同じような様式でとりおこなわれる」が「大

同小異だ」と訳されている。

上表のうち，A ～ D では受動者と動作者の順序が保たれ，E では逆転する。F は本稿では考

察の対象としない。

４．受動者 -動作者の順序が保たれる場合

日本語原文での受動者 - 動作者の順序が中国語訳文でも保たれる場合は，同じ視点からの表

現が行われているものと考えられる。中国語訳文でも受身形が使われるほか，受動者主語形式

や語彙的受身形などが使われる。

４．１．中国語訳で受身形が対応する例

受身形には，“被”“让”“给”“由”などを使うものも含める。今回はあわせて 112 例が見られた。

(15) 門をくぐると正面には巨大なけやきの木がそびえ立っている。樹齢は少くとも百五十

年ということだった。根もとに立って上を見あげると空はその緑の葉にすっぽりと覆

い隠されてしまう。[ ノル 95]

进得大门，迎面矗立着一棵巨大的榉树。树龄听说至少有一百五十年。站在树下抬头仰望，

只见天空被绿叶遮掩得密密实实。

(16) でもね、この先女の人にあなたのしわが魅力的だなんて言っちゃ駄目よ。私はそう言

われると嬉しいけどね。[ ノル 1327]

 不过，往后你可不要对女人夸她的皱纹有魅力。虽然我给你这么一说倒是高兴……。11)

(17) 私はただもう誰にも私の中に入ってほしくないだけなの。もう誰にも乱されたくない

だけなの。[ ノル 3417]

 我只是不希望任何人进到我那里边，不想让任何人扰乱我。
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４．２．中国語訳で受動者主語形式が対応する例

日本語の受身形に中国語訳で受動者主語形式を対応させるのは，受身形こそ使っていないが，

受身形と同じように受動者を動作者に先行させる，つまり，受動者の視点から述べる表現のひ

とつと考えられる 12)。今回は 63 例見られた。

(18) 「あの学校ね」と緑は小指で目のわきを掻きながら言った。「エリートの女の子のあつ

まる学校なのよ。育ちも良きゃ成績も良いって女の子が千人近くあつめられてるの。〔後

略〕」[ ノル 665]

“那所学校么，”绿子一边用小手指揉眼角一边说，“里面全都是所谓才女，家教好学习好

－－这样的女孩儿搜罗了差不多一千个。〔後略〕”

(19) 家そのものは旧かったが、台所はつい最近改築されたらしく、流し台も蛇口も収納棚

もぴかぴかに新しかった。[ ノル 727]

 房子本身虽旧，但厨房却象最近装修过了，烹调台、水龙头、餐具橱全都光闪闪地焕然一新，

４．３．中国語訳で語彙的受身形が対応する例

語彙的受身形とは，“受”“遭”“挨”“得”“讨”などを使う形式を指す。この形式が対応した例は，

今回は 16 例見られた。

(20) 大学はまったくの無傷だった。図書館の本も掠奪されることなく、教授室も破壊しつ

くされることはなく、学生課の建物も焼け落ちてはいなかった。[ ノル 468]

不料到校一看，居然完好无损。图书馆的书没被掠夺，教授室未遭破坏，学生科的办公

楼未被焚毁。

(21) あれほどみんなに大事にされているっていうのに、どうして自分より劣った弱いもの

をいじめたり踏みつけたりしなくちゃいけないのよ？ [ ノル 1374]

既然受到大家如此的宠爱，还何苦要欺侮、蹂躏不如自己的弱者呢？

(22) 父親は他に女がいてろくに家に戻ってこないし、母親はそのことで半狂乱になって彼

女にあたるし、毎日のように打たれるんだって彼女は言ったの。家に帰るのが辛いん

だって。[ ノル 1783]

说父亲外面有女人，动不动就夜不归宿，母亲气得要死要活，就拿她出气，她几乎天天挨打。

她说就怕回家。

(23) そんな手紙を読みかえしてみると、僕自身が慰められた。[ ノル 3084]

写罢反复阅读之间，我本身竟也得到了慰藉，
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４．４．中国語訳で存現形式が対応する例

中国語の存現形式とは，場所を表す語句を文頭にし，動詞の後にその場所に存在する事物を

続ける形式を言う。この形式が対応した例は，今回は 24 例見られた。

日本語の受身形に中国語の存現形式が対応する場合，受動者と動作者の順序が保たれる場合

と受動者が動作の後に移動する場合，およびどちらかが場所を表す語句の扱いになる場合など

がある。

受動者と動作者の順序が保たれる場合には，(24) ～ (26) のような例がある。

(24) 空はさっきよりもっと暗く雲に覆われ、月もすっかり見えなくなってしまっていた。[ノ

ル 1843]

天空比刚才阴沉了，布满乌云，月亮早已无影无踪。

(25) 秋がやってきて寮の中庭がけやきの葉で覆い尽された ｡[ ノル 268]

秋日降临，寄宿院的中庭铺满了榉树落叶。

(26) その寮は都内の見晴しの良い高台にあった。敷地は広く、まわりを高いコンクリート

の塀に囲まれていた。[ ノル 95]

寄宿院建在东京都内风景蛮不错的高地上。占地很大，四周围有高高的混凝土墙。

(24)(25) は，日本語原文の受動者が中国語訳文では場所を表す語句の扱いになっている。

受動者が動作の後に移動する場合には，(27) ～ (30) のような例がある。いずれも場所が文

頭にあってその位置は不動であり，場所が描写の対象になっていて，視点のありかについては

中立的であるため，順序が保たれているものとした。

(27) 庭には形の良い石やら、灯籠なんかが配され、植木はよく手入れされていた。[ ノル

1039]

院子点缀着形状别致的石块和石雕灯笼等物，草木也都修剪得整整齐齐。

(28) あたりはあいかわらずひっそりとしていて、そんな中で三人でロウソクを囲んでい

ると、まるで我々三人だけが世界のはしっこにとり残されたみたいに見えた。[ ノル

1210]

四周依旧一片寂静，在这寂静中，我们三人围烛一坐，恍若世界的角落里只剩下我们三

个人。

(29) 永沢さんの前には鴨のローストが運ばれ、僕とハツミさんの前には鱒の皿が置かれた。

[ ノル 2490]
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永泽面前摆的是烤鸭，我和初美面前各放上一盘鲈鱼，

(30) ベッドのわきには旅行鞄がそのまま置かれ、白いコートが椅子の背にかけてあった。[ノ

ル 2869]

床旁依然放着旅行包，白外套搭在椅背上。

５．受動者 -動作者の順序が逆転する場合

日本語の受身形に中国語の能動表現が対応する場合，受動者と動作者の順序が逆転すること

になる。そのなかには，1.2 でまとめたような，「被」使用上の制約に抵触するために能動表現

にせざるを得ない例と，抵触はせず，受身形を使うこともできるのに，能動表現を採用してい

る例とがある。

５．１．「被」使用上の制約に抵触する例

能動形式が対応した例のうち，「被」の使用上の制約によるものと考えられる例は，今回は

31 例見られた。以下の例は，⇒の右に示したように，受身形にすることはできない。(32) では，

受動者が中国語訳文で前置詞“对（に対して）”を使って示されている。

(31) ある日私の担当医にそのことを言うと、君の感じていることはある意味では正しいの

だと言われました。[ ノル 1000]

一天，我把这话讲给主治医生听，他说在某种意义上我的说法是正确的。⇒ * 一天，我

把这话讲给主治医生听，被他说在某种意义上我的说法是正确的。

(32) だから僕のようなこれといって特徴もない男が永沢さんの個人的な友人に選ばれたこ

とに対してみんなはひどく驚いたし、そのせいで僕はよく知りもしない人間からちょっ

とした敬意を払われまでした。[ ノル 314]

所以，当永泽把我这个平庸无奇的人选为他的私人朋友后，大家都大为惊异，甚至素不

相识的人都对我流露出一丝敬意。⇒ * 甚至我都被素不相识的人流露出一丝敬意。

(33) 直子が来てから私は来る日も来る日もビートルズのものばかり弾かされているのよ。

[ ノル 1219]

直子来到后，我就没完没了地弹甲壳虫，⇒ *我就没完没了地被弹甲壳虫，

以上の例を見ると，(31) では，「私」から“主治医生（担当医）”へ，(32) では「僕」から“素

不相识的人（よく知りもしない人間）”へと，視点が交替しており，「被」使用上の制約がある

ことで，視点の統一を保つのが日本語よりも難しいことが見て取れる。
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(33) は，日本語原文が使役受身である例で，使役受身をそのままでは表現できない中国語で

は能動表現を取り，その場合は順序の逆転は起こらない。

５．２．「被」使用上の制約に抵触しない例

「被」使用上の制約に抵触せず，受身形を使うこともできるのに，能動表現を採用している

例には，何らかの他の要因が働いているものと考えられる。能動形式が対応した例のうち，「被」

の使用上の制約に抵触しないと考えられる例は，今回は 18 例見られた。

まずは例を挙げ，そののち，受身形を使うこともできるのに，能動表現を採用しているのは

なぜかについて，考えられることをいくつか述べることにする。

(34) 音大のとき仲の良かった友だちが旭川で音楽教室やっててね、手伝わないかって二、

三年前から誘われてたんだけど、寒いところ行くの嫌だからって断ってたの。[ ノル

3346]

音乐大学时代的一位好友在旭川办了一间音乐教室，两三年前就劝我去帮忙，我没答应，

说懒得去那么冷的地方。⇒两三年前我就被劝去帮忙，

(35) 遺書もなければ思いあたる動機もなかった。彼に最後に会って話をしたという理由で

僕は警察に呼ばれて事情聴取された。そんなそぶりはまったくありませんでした、い

つもとまったく同じでした、と僕は取調べの警官に言った。警官は僕に対してもキズ

キに対してもあまり良い印象は持たなかったようだった。[ ノル 242]

既无遗书，又没有推想得出的动机。警察以我是同他最后见面说话的人为由，把我叫去

了解了情况。我对负责问询的警察说：根本没有那种前兆，与平时完全一样。警察对我

对木月似乎都没什么好印象，⇒我被警察以我是同他最后见面说话的人为由，叫去了解

了情况。

(36) 皿が下げられて、レモンのシャーベットとエスプレッソ ･ コーヒーが運ばれてきた。

永沢さんはどちらにもちょっと手をつけただけで、すぐに煙草を吸った。[ ノル 2517]

盘子撤去后，端来柠檬汁和蒸馏咖啡。永泽每样都浅尝而止，随即吸起烟来。⇒盘子撤去后，

柠檬汁和蒸馏咖啡被端来。

(37) 彼女はなんとか話しつづけようとしたが、そこにはもう何もなかった。何かが損われ

てしまったのだ。あるいはそれを損ったのは僕かもしれなかった。僕が言ったことが

やっと彼女の耳に届き、時間をかけて理解され、そのせいで彼女をしゃべらせつづけ

ていたエネルギーのようなものが損われてしまったのかもしれない。[ ノル 393-394]

本来她还想努力再说下去，但话已经无影无踪了。是被破坏掉了，说不定破坏者就是我。
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我刚才的话终于传进她的耳朵，好半天才被她理解，从而破坏掉了促使她继续说话的类

似动力的东西⇒从而促使她继续说话的类似动力的东西被破坏掉了。

以下の例は，⇒の右に示したように，受身形にすることができる。

５．２．１．直前・直後とのつながり

(34)(35) では，直前・直後とのつながりから能動表現を採用していると考えられる。(34) では，

直前の“音乐大学时代的一位好友（音大のとき仲の良かった友だち）”がそのまま能動表現の

動作者となっており，(35) では，“警察（警官）”がひとつ後の文につながっている。これらは，

中国語でも狭い範囲において前後の文脈のつながりを保とうとする意識があることを示唆して

いる。

５．２．２．受動者の無情性

「被」使用上の制約に抵触せず，受身形を使うこともできるのに，能動表現を採用している

例のうちいくつかについては，受動者が人物以外の無情物であることが観察された。(36)(37)

などがそうである。

無情物に対しては，人物に対してのようには共感を寄せることはできず，被害者として認め

ることが難しいために，受身形の受動者の位置に置くのでなく，能動表現の動作の後の目的語

の位置に置いたのではないか。(36) のように，受動者が場面に全く新たに持ち込まれたもので

ある例より，(37) のように，前の文とのつながりがあり，半ば導入済みのものが受動者である

例のほうが，受身形の許容度が若干あがることも，この考えを支持するように思われる。

５．２．３．一人称と二人称，三人称の順序

ところで，これまで見てきた，受動者と動作者の順序が逆転する例では，多くの場合，二・

三人称が一人称の前に現れることになり，話し手が自分以外の人物に共感を寄せる表現となっ

ている。

(38) 所以，当永泽把我这个平庸无奇的人选为他的私人朋友后，大家都大为惊异，甚至素不

相识的人都对我流露出一丝敬意。＝ (32)

(39) 音乐大学时代的一位好友在旭川办了一间音乐教室，两三年前就劝我去帮忙，我没答应，

说懒得去那么冷的地方。＝ (34)

(40) 警察以我是同他最后见面说话的人为由，把我叫去了解了情况。＝ (35)
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久野 (1978) は，英語と日本語については，(41) が適用されるとしている。

(41) 発話当事者の視点ハイアラーキー　話し手は、常に自分の視点をとらなければならず、

自分より他人寄りの視点をとることができない。

 1 ＝ E（一人称）＞ E（二・三人称）[ 久野 1978:146(14)]

(42) a?? Then, John was hit by me.

 b?? ソノ時、太郎ガ僕ニナグラレタ。[ 久野 1978:146(15)]

(38) ～ (40) などは (41) に違反しているが，中国語ではこのハイアラーキーが一定程度適用

されないとしてよいだろうか。このようなところから，中国語における叙述では，日本語ほど

視点の統一は図られない，といった説明がなされることになるものと考えられる。

６．中国語訳での受身形の追加

少数ではあるが，日本語原文では能動表現であるのに，中国語訳では受身形を採用している

場合がある。そのうちのいくつかの例（23 例中 7 例）では，(43) ～ (45) のように，受動者と

動作者との順序は保たれている。また，(46) では，わざわざ原文にはない“人（ひと）”を加

えて受身形にしている。

(43) 六月に二度、僕は永沢さんと一緒に町に出て女の子と寝た。どちらもとても簡単だった。

一人の女の子は僕がホテルのベッドにつれこんで服を脱がせようとすると暴れて抵抗

したが、[ ノル 422]

六月间，我两次同永泽到街上找女孩睡觉，双方都再省事不过。一个女孩被我领到旅馆

床上，要给她脱衣服时，她手刨脚蹬，硬是不准。

(44) うまい具合に我々が映画館に入ったときにその SM ものが始まった。OL のお姉さんと

高校生の妹が何人かの男たちにつかまってどこかに監禁され、サディスティックにい

たぶられる話だった。[ ノル 2735]

碰巧的是我们进去时那色情场面刚开始。讲的是当女职员的姐姐和上高中的妹妹被几个

男人抓住，监禁在一个地方，百般遭受淫虐。

(45) その週の半ばに僕は手のひらをガラスの先で深く切ってしまった。レコード棚のガラ

スの仕切りが割れていることに気がつかなかったのだ。[ ノル 2373]

这星期刚过一半，手心被玻璃片划了一道很深的口子。其实唱片架上的一块玻璃档格早

已经打裂，而我没注意到。
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(46) 他の奴らはみんな自分のことをまわりの人間にわかってほしいと思ってあくせくして

る。でも俺はそうじゃないし、ワタナベもそうじゃない。理解してもらわなくったっ

てかまわないと思っているのさ。[ ノル 2519]

那些家伙无不蝇蝇苟苟地设法让周围人理解自己。但我不那样，渡边也不那样，而觉得

不被人理解也无关紧要。

ただし，(47) ～ (49) のように，動作者が現れない例が最も多い（23 例中 15 例）。

(47) それから私に何してもかまわないけれど、傷つけることだけはやめてね。私これまで

の人生で十分に傷ついてきたし、これ以上傷つきたくないの。 [ ノル 3180]

还有，你对我怎么样都可以，但千万别做伤感情的事。在过去的生活里我已经被伤害得

够厉害了，不想再受下去，

(48) でも僕の言葉は直子の耳には届かなかったようだった。あるいは耳には届いても、そ

の意味が理解できないようだった。彼女は一瞬口をつぐんだが、すぐにまた話のつづ

きを始めた。[ ノル 392]

但我的话似乎没传进直子的耳朵，或者即使传进了，其含义也未被理解。她只是一瞬间

闭了闭嘴，旋即又继续说下去。

(49) 窓の外には雨が降っていた。梅雨どき特有の、風を伴わないまっすぐな雨で、それは

何もかもをまんべんなく濡らしていた。[ ノル 3119]

窗外雨下个不停。这是梅雨时节特有的雨，没有一丝风，雨帘垂直落下，一切都被淋得

湿漉漉的。

(44)(47) など「つかまる（- つかまえる）」「傷つく（- 傷つける）」などの有対自動詞を使用

している例については，それ自身が受動的表現であり，「動作の方向の逆転に用いることがで

きる動詞である［中島 2007:103］」ことから，対応する中国語訳文が受身形であっても不思議

ではない。また，(46) では，「テモラウ」が受身形につながることが考えられる。

また，(48) の“其含义（その意味）”が前の“我的话（僕の言葉）”からつながり，(43) の“一

个女孩（一人の女の子）”が前の“女孩（女の子）”と後ろの“她（彼女）”につながるように，

直前・直後とのつながりから受動者のほうに視点を寄せる受身形が使われていると思われる例

もある。これらはやはり，中国語でも狭い範囲において前後の文脈のつながりを保とうとする

働きがあることを示唆している。

一方，木村 (1992) は，動作者の働きかけの力や意図性が乏しい場合，能動表現の主語とは
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できないことを指摘している。(45) の“玻璃片（ガラスの破片）”や (49) の“雨（雨）”は，

働きかけの力や意図性に乏しく，この例と考えられる。

おわりに

以上，日本語の受身形に対応する中国語を見てきた。

日本語原文の「れる・られる」受身形に対応する中国語訳文では，「被」受身形，受動者主語形式，

語彙的受身形，存現形式，能動表現などが見られること，そのうち，受動者と動作者の順序が

保たれる「被」受身形，受動者主語形式，語彙的受身形，存現形式は，あわせて 215 例（全体

の 60.9%）を占め，逆転する能動表現は，55 例（全体の 15.6%）を占める。また，異なる表現

が対応する例も 83 例（全体の 23.5%）あった。

受動者と動作者の順序が逆転する能動表現のうち，「被」の使用上の制約に抵触するものに

ついては，やむを得ない逆転と考えられる。制約に抵触しないものについては，直前・直後と

のつながりのみの狭い範囲内での視点の統一が図られていると考えられる場合や，受動者が無

情物である場合などがあったが，それだけでは説明のつかない例もある。

中国語では，いくつかの要因により，視点の一貫性は保ちにくく 13)，そのような表現手法

が習慣化した結果，「被」の使用によって視点の一貫性が保たれると考えられる場合でも，視

点のありかには無頓着に表現することが普通の表現になっているのであろうか。今後さらに検

討していきたい。

注

1) 本稿では，動作を行う側を「動作者」，動作による影響を受ける側を，直接・間接に関わらず「受動者」

と呼び，動作者を主語とする表現を能動表現，受動者を主語とする表現を受動表現と呼ぶことにする。

なお，木村 (1992) は，「動作者」については働きかけの力や意図性の乏しいものもあることから「有責者」

と，「受動者」については「どうナッタ」かの対象として「受影者」と，それぞれ呼ぶべきとしている。

2) 視点については，どの立場から見るかを示す「視座」と，どこを見るかを示す「注視点」とに分ける

ことが行われているが，本稿では，どの立場から見るかのみを問題とすることから，よりなじみのあ

る「視点」を使い，感情移入の対象，共感を寄せる対象［久野 1978］を示すものとする。

3) “被”の他に“让”“叫”“给”“由”を含め，以下，「被」と記す。

4) 必ずしも 1 文をなしているとは限らないので，受動者主語文とはしない。他についても同様。

5) 中島 (2007) は動詞が“放（置く）”“乱（乱す）”であるものや存現文などとも一緒にし「自動詞文」

としているが，ここではそれには従わない。

6) この他，不如意の意味合いを持つことも「被」使用の条件とされるが，近年そこからはずれる受身形

も増えていることから，本稿では条件に加えない。

7) 受動者への物理的・心理的影響を語彙的な意味として強く持つような動詞“打”などは，完了を表す

“了”のみを伴うことで受身形として成立する［木村 1992］。また，“理解”“发现”などの抽象的概念

を表す動詞は，結果ももたらさず，受動者への影響もほとんどないが，受身形として成立する。
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8) 程 (1999) も，(9) と同じ例について，部分に影響を受けそれが被害につながる場合，所有者を被動作

者として受身構文で表すことができるとしている。

9) OCR の性能のためか，コーパス内には誤りが多いので，村上 (2004)，村上 (2007) によって修正を加えた。

また，[　] 内の「ノル」は『ノルウェーの森』の略，数字はコーパス内の段落番号を示す。

10) 「折り畳まれた国旗」のように，「（動作者＋）動詞」部分が受動者の修飾節になっているものは収集の

対象から除外した。

11) (16) では，“这么”“一”が受身形としての成立を可能にしていると考えられる。

12) ただし，(19) のように受動者が無情物である場合はその限りではなく，この点については，さらなる

考察が必要である。

13) 例えば，主語が省略しにくい，長く複雑な修飾節が使いにくいなどのために，中国語で視点の一貫性

が保ちにくいことについては，加藤 (2010)，(2011) を参照。

用例出典

北京日本学研究センター「中日対訳コーパス」，2003
村上春樹『ノルウェーの森』上下，講談社文庫，2004
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日中对译小说中看被动形式的使用情况与视点的关系

KATO Haruko

　主动形式与被动形式能够反映出说话者视点的不同，即主动形式基于主动者的视点，被动形

式基于被动者的视点进行叙述。

　但是众所周知，日语的被动形式「れる・られる」并不都能翻译成汉语中表被动的“被”字

形式。其主要原因是汉语的“被”字形式需要满足句法上和语义上的一些条件，即应该与补语、

数量结构等表示直接影响被动者的结果成分共现。因此在汉语的叙述中被动形式的出现频率比日

语低，导致很难保持叙述视点的一贯性。

　另一方面，汉语中也有虽然满足了被动形式的句法、语义条件，但却采用主动形式来叙述的

情况。本文对日中对译小说『ノルウェーの森』与《挪威的森林》进行对比，意在明确产生此情

况的原因所在。

　本文首先统计两语小说中主动形式与被动形式的对应情况。

　日文原文中找到的 353 例「れる・られる」当中，对应的汉语译文里保持被动者和主动者的

前后顺序的一共有 246 例。其中，译成“被”字形式的为 112 例 (31.7%)，译成受事主语形式的

为 63 例 (17.9%)，译成用“受”类动词的为 16 例 (4.5%)，译成存现形式的为 24 例 (6.8%)，译成

主动形式，没有保持被动者和主动者的前后顺序的为 55 例 (15.6%)。另有 83 例 (23.5%) 是不完全

对应，翻译后则成为另一种表达方式。

　译成主动形式的还可以分成两种：一种是因不满足句法上和语义上的条件，不能改为被动形

式的，另一种是能够改为被动形式的。通过对后一种译文的分析我们发现：

　(1) 汉语倾向于只在直接相关的较小范围内保持视点的一贯性。

　(2) 汉语未知的、无生命的受动者倾向于配置在动词后面。


