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北海道大学fg学生センタ一紀要 第 6号 (2002) [研究論文]

中級学習者の受け身使用における誤用例の考察

中村祐理子

聾旨

本稿は中級学習者の受け身の誤用例を採集し、分析したものである。

その結果、誤用の!京i坊として以下のことが考察された。

1)文体と受け身の不適切な関連

2 )自動詞に関する不充分な理解

3 )自動詞と他動詞の不充分な識別

4 )利害性と受け身の主体の共起に関する不充分な理解

5 )主語の省略における誤解と話者の視点の不統一

この考察を元に効来的な指導を行うために凹つの賀意点を示した。

・受け身の主体における誤用の産出を避けるためには初級学習の段階か

ら視点の概念を導入することが必要である。

・文のねじれを回避させるためにテキストに基づいた主語の省略やテキ

スト内の話者の視点の統一に留意することを指導する O

・文体に関連すると思われる受け身丈、能動文の意味機能を考えて使い

分けができるようにする。

・等価の事象を叙述する他動詞受け身丈と自動詞文の区別ができるよう

に白動詞丈の効果的な指導を行う。

〔キーワード〕受け身、視点、自動詞、文体、テキスト

1. はじめに

日本語の受け身の習得の困難さは、単に文の構造、受け身動詞の形態に

見られるのみではなく、受け身と機能上連続性をもっと考えられる使役構

文や自動詞・他動詞構文1)などとのかかわり、文体との関連、主語や動作

主の人称制限、受影性2)などさまざまな要素が絡み合ったところに存在す

る。通常、学習者は受け身を学習する際、構文上で明示された枠組のみで

理解、習得を進めようとするために、多様な誤用を産出する O 筆者はこれ

らの多種多様な誤用例を一つずつ分析し、それぞ、れの要因を探り、かっ、
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類型化することで、受け身の持つ複雑に込み入った構造、意味機能を学習

者にわかりやすく提示できるのではないかと考えた。

本稿では筆者が担当する北海道大学官学生センター全学日本語コース

「中級文法 3Jの全指導過程で見られた受け身丈における誤用例を取り上

げ、実際に類型化、分析を試みた。これにより、学習者が受け身を習得す

る上でどの過程、要素に困難を感じているかが明らかになり、また、それ

を問避しようとしたことで新たな誤用が生み出されている可能性も確認さ

れた。以下では、今後の指導に生かすべく、これらの点を報告、考察した

し、。

2. 誤用例とその類型

以下の表 1は過去 3年間の「中級丈j去3クラス」の学習者に対する受け

身指導も含めた全指導過程において見られた誤用例延べ数238をまとめ、

39の類型に分類したものである。それらをさらに下記のように a~g の七

つのグループに分類した。右のそれぞれの用例数は延べ数を示すO

a 受け身と自動詞の混用3) : 165例

b. 受け身と他動詞との混用 28例

c 受け身の主語におけるもの 31例

d. 受け身の動作主におけるもの 21JU 

e 使役.{，吏役受け身との混用 8例

f.補助動詞に見られたもの 2例

g. 語葉(動詞)の選択におけるもの 2例

これらのうちのいくつかでは主節と従属節のどちらに見られたかも亙分

した。なお、表中の略記号は、誤用が見られた以下の授業中の活動を表す。

(ウウォーミング・アップ・タスク

(練導入時の練習開題

(質学生からの質問

(テ中間及び学期末テスト

「用例数 1J は導入段階で現れた誤用例の数を、「用例数 2J は導入後

にテストで見られた誤用例の数をそれぞれ示している O

また、(迷惑)・(中立)4)は、フィードパック時に、学習者が産出した

表現についてどうしてそのように考えたのか理由をたずねたときの回答

(受け身の分類)を記したものである O
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表 1. 

受け身と自動詞の混用 i 側数1i 111例数2

:t節に見られたもの

1 )もうそのコーヒーには砂糖が入れられてるよ。

2 )バケツにはもう水が入れられているよ。持っていっていいよ。

3 )修理したので、車がiぎされた3

4 )風でを、があけられた。

5 )コンピュータは世界中に普及されている

6 )温められた気体は上昇される。

7) →般的には練習するにつれて、能力が高まれてくるものだっ

8)実験の過程でガスが発生された。

9 )この雑誌は」番売られています。

10) 円本でもネグレクトの事例は多く見える。

]1)昨日の火事で、すすきののホテルが焼かれたんだって。

(迷惑 5中立 9) 

12) ろうそくの火が治されたよ。窓、閉めて。風が強いんだから。

従属節に見られたもの

13) 台所には腐られた野菜しか残っていない。

14) ビールが冷やされてるから、飲んでいいよ。

(迷惑 3中立 7) 

15) あそこに建てられているピル、ちょっと傾いてないつ

16)最近日本では集問強盗がつかまえられて、こうちしょに入らせ i

られました。 n子息はさま者による)

受け身文と他動詞との混用

主l1IJに見られたもの

17)彼が反対したので、僕たちは計画をあきらめられたっ

18) 大通でわたしの肩は友達にたたかれて、呼び止めました。

(下線は筆者による)

19) わたしは試験を受けて、昨年、入学を計二百Iした。

20) そのごみにどう対処されるでしょうか。

21)論文を書くにあたっては、より多し正資料を集めることを要求し

ます0

4 (ウi

18 Iウ)

2 (ウ) i 

14 (ウ) i 

1 (臼

17 留事

8 (伝1

18 0草津B

4繍

141.ウ)

10 (ウ)

1 ¥1世』

2 ~l，~Ð ! 

5 (ウi

1 I宿1

1線i

1 (1首)

Z2)輸出の増加にともなって、今後続済は上rii]くと予想する 8 (''7) 
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従属節に見られたもの

24) その記事の玄関は読者を記自?の意見とか見んーで説得されること l 明記 i 

です3

25) そのかべはここに建てた寺院のものであると考えられる。 5 Iウ) 2 Iテ)

26) 質問してないことに答えるのはちょっとはずかしいですσ 1 (子i

27) 上司がほんとにつまらない注意して、気持ちが史、い。 1 I宿)

受け身の主語におけるもの

主筋iこ見られたもの

28) わたしの吉fSI'設は母に掃除された。 (迷惑 4) : 4 Iテ)

29)コピーが部長に(わたしに)頼まれた。(カッコ内は筆者による) 31ゥi

従属節に見られたもの

30) 大通でわたしの肩は友達にたたかれて、呼び止められました。 18 (ウ 6(テ)

(下線は筆者による)

受け身の動作主におけるもの

主節に見られたもの

31) (わたしは)(他の人の)かぜにうつられた。儲 j

(カッコ内は筆者による)
トー……一一一一一一一一…

従属節に見られたもの

32) (わたしは)牛乳に腐られたので、飲めなくなった 5) 1 (質)

(カッコ内は筆者による)

使役・使役受け身文との混用

主節に見られたもの

33) 最近日本では集団強盗がつかまえられて、こうちしょに入らせ I総

ら:/lました。 (下線は筆者による)

34) おかあさんはこどもにくすりをとらります。 1 I俗)

35) 金融不安は自問の経済を悪化される。 5 時帰

36) 医学の研究が予防もできなくなるので、わたしたちの生活は常 1 (宿)

に病気に悩まれるのじゃないか。
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補助動詞に見られたもの

主節にÿ~ られたもの

37) コーラは世界中で飲んでいられる。 2 (テ)

語嚢(動詞)の選択に見られたもの

主節・従属fl官に見られたもの

総)読者のために記事が読み取りゃすくされ、適切な表現が作られ I 1胞

ます。 1倒

39)たくさんの工場が施設されました。

3. 誤用の分析

本章では学習者にとってもっとも習得が国難であり、かつ、詳細な検討

を必要とすると判断される文法項目について分析を試みた。その結来、以

下の五つの原因が考えられた。

3.1 文体と受け身の不適坊な関連

2.の誤用例の類型では、モノ、コトを主語とした受け身丈における用例

は184例で、これは今国集めた用例数全体の77%以上にものぼる O これは、

初級段階では話者である学習者自身や身近な人物についての叙述を表す学

習項目が多いことに比べ、中級段階ではより客観的な事象の叙述を中心と

した学習内容が増してくることにかかわりがあると思われる O また、客観

的叙述の学習内容の増加に伴って文体の使い分けも重要な指導項目とな

る。

表1.の 1)、 2)、 3)、 4)、 14)、15)、は文法的に完全に非丈とは言

えないものの、不自然さを感じる o (以下用例の番号は表 1の用例に対応

している。)

これらは、それぞれ自動詞能動丈に変えれば自然な文となる O

1 ，)もうそのコーヒーには砂糖が入っているよ。

2 ，)バケツにはもう水が入っているよ。

3 ，)修理したので、車が直った。

5・)風で窓があいた。

14') ビールが冷えてるから、飲んでいいよ。



15') あそこに建っているピル、ちょっと傾いてない?

それぞれ、原文の落ち着きの悪さは口語体において受け身を使用してい

ることに起因すると思われる O 口語体であるできごとや状態をモノ、コト

など無生物を主体として叙述する場合、日本語では通常、受け身丈は用い

られず、自動詞丈や「テアル丈」が矩われる O これらの丈の不自然さにつ

いて山下(私信2002.8)は口語において受け身丈を使用するといわゆる「迷

惑受け身」の意味が生じることが原因であると述べている o UJ下のこの解

釈は山下 (2001: 8) i疑似迷惑受け身丈」 6)の存在をその論拠としている

と思われる O 確かに受け身丈は動作主の動作が及んだ側から、あるいは話

者がその動作の及んだ側に立って述べる丈であり、そのことから受け身の

基本義として「動作主の動作が及んだために受け手がある種の影響(多く

は迷惑)を受けたことを表すJ ことが生じたと思われる O また、語感から

も出下の説によるものである可能性が考えられる。しかしながら、他動詞

のみしか存在しない動詞の場合は受け身形をもって自動詞の代替とするこ

と、また、この基本義が鮮明に現れるのは基本的には受け身文の主語が有

情物の場合であることの 2点を考慮し、現段階では筆者は山下説にはなお

検討の余地があるという立場をとる O

一方、文語体では無生物主語受け身丈が多く見られるが、この文語体に

おける無生物主語受け身丈の多用について工藤(1990: 84) はテキスト内

でのテーマの一貫性の保持に受け身の機能が使われていることの可能性を

挙げている。受け身の機能のーっとして動作の受け手が主体となることに

よって多くの場合には説助詞「ハ」をともない丈のテーマ7)になることが

知られている。この機能が一つのテキスト邸内で全体のテーマを統一する

ためにf更われているというのである。

上記の理由以外に、文語体で受け身丈が多く使われる根拠として次のこ

とも考えられないだろうか。それは、意味機能として、主体が(背景化さ

れた)動作主の影響を受けたことにより発話時のような状態に至ったこと

を示唆、説明する働きを有するからではないかということである。また、

下の例のように背景化された動作主、動作主以外の影響の与え手など、説

明に必要な要素が共起しうる O

i ) 医師の指示により部屋が適温に暖められた。(今は暖かい;犬態)

ii) ?医師の指示によ 1)部屋が適温に暖まった。(今は暖かい状態)

丈語的な説明文おいてはこの機能は不可欠のものである 09)
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これに対して、日常の生活のような具体的状況で話者が身近なできごと

(眼前で起こったできごとが多し、かもしれないが)において主体そのもの

とそれが示す状態のみを意識化して叙述する場合には、主体とその主体の

動き、変化、状態をそのまま表す述語動詞のみで丈が成り立っている自動

詞能動丈を選択することはきわめて自然なことであるといえよう。

3.2 自動詞に関する不充分な理解

3.1では 2)のような誤用例の原因を丈体と受け身の不適切なつながり

から生じたものと分析した。そして、受け身丈と自動詞丈による同事象の

描き分けについて述べた。しかし、文体による説明のみでは 2)のような

誤用の分析は不充分であると思われる O それは日本語母語話者にとっては

極めて自然、な自動詞文による事象の叙述が学習者には不自然に感じられ、

語葉的に使用されるべき自動詞を知っていても、意図的にその使用を避け

ることがあると見られるからである。

4) を例にとると、複数の学習者が rr風が窓を開けた」のであって、

「窓が自ら聞く」というのはおかしい。窓について叙述するなら、「風で

窓が聞けられたj というべきではないか」と述べているのである O つまり、

彼らは意間的に自動詞丈を避けて、地動詞受け身丈を選択したわけである。

これは学習者の自動詞の概念についての理解が不充分で、あることが原因で

あると考えられる O 学習者に自動詞の定義をさせるとかなり日本語に習熟

している学留者でさえも「自動詞は目的(目的語ではない)がなくて自然

におこる動作を表すもの」と答える。確かに日本語の自動詞丈はその意味

機能や使用法及び他動詞との形の識別という点で習得に大きな困難を感じ

させる表現である。特に事象を叙述する自動詞丈にその事象を引き起こし

た動作主が含みこまれている 2.)のような場合、 4)と伺じくこれらの

学生には奇異に感じられる表現なのかもしれない。

また、自動詞/他動詞のベアをなす動詞グループの習得では、命令形や

意向の表現など日常での寵用頻度が高いため学習者にとって地動詞習得の

ほうがはるかに容易であろう O 一方、事象の叙述なーとなに使用される自動詞

文は他動詞丈に比して身近な表現とは言えず、それが習得をより困難にし

ている O 自動詞の習得の困難さが受け身の過剰な使用を生み出していると

考えられるのである。
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3.3 自動詞と他動調の不充分な識別

5 )、 6)、7)、 8)は非文法的な文であり、正しくは次のようになる。

5 ，)コンピュータは世界中に普及している。

6 ，)温められた気体は上昇する O

7 ，)一般的には練習するにつれて、能力が高まってくるものだ。

8 ')実験の過程でガスが発生した。

これらは、本来自動詞で表すべきであった述語に[自動詞十受け身接語

辞]という形式を使ってしまったものである o 8) の場合は「発生する」

という諾葉が自・他動詞同型であるため、受け身としての形は正しいが、

学習者はこれを他動詞と見て産出したのではなし叶ミと推察される O そうで

あると、下の例のように行為者Xが別に想定され、不自然な文となる O ガ

スのみを主体として表現する場合は、自動詞丈を用いなければならないの

である O

実験の過程で (Xガ) ガスを発生した。

8) ?実験の過程で (Xニ/ニヨッテ)ガスが発生された0

8 ，)実験の過程で ガスが発生した。

これらも、 3.2で述べたように学習者に使用動詞の「自・他」の区別が

ついていなかったことが誤用の原因であると考えられる。これらのケース

で受け身丈を選択した理由として学習者からは、客観的な事実を表す事象

丈の産出が意図としてあったことが挙げられた。一般的事象の客観的叙述

を意味機能としてもつ中立受け身についての知識があったことも誤用を産

出する原自のーっとなってしまったと考えられる O

3.4 利害性と受け身の主体の共起に関する不充分な理解

ll)、12)は上記の例と同様に口語体であるため、自動詞丈に変換すれば、

自然な丈となる。

ll')昨日の火事で、すすきののホテルが焼けたんだって。

12') ろうそくの火が消えたよ。窓、閉めて。

しかし、この誤用制の起因に関してはより複雑な要因が内在すると考え

られる。これらの用例について何人かの学習者から「迷惑受け身」と解釈

すれば適格文となるのではないかという意見が出たからである。多くの場

合、利害性を有する受け身、いわゆる「迷惑受け身」の主体は有清物であ
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り、この用例で明示されている動作主の動作の受け手としての受け身の主

体はいずれも無生物である O 確かに益伺 (1991: 111) のいう「滞在的受

影者」10)や3.1で述べた「疑似迷惑受け身丈」という概念を導入すれば、

そのような解釈も可能であろう O だが、この場合、学習者は果たして「疑

似迷惑受け身丈」の概念を理解した上で、 11)、12)を産出したのだろうか。

受け手の迷惑性が色濃く現れる「ホテルを焼かれたJ I火を消された」、ま

た、格助詞「ガJの意味機能が十分習得されていたのかという疑問が残る。

彼らが「迷惑受け身J の概念を理解し、その産出を意図しつつも、構造は

能動丈に直接対応するものを用いてしまっている可能性が高い。

3.5 主語省略における誤解と話者の視点の不統一

用例18)、19)、23)、25)、26)、27) は主節または従属節がヒト主語の

地動詞丈となっており、いずれも動作主である主語が省かれている O これ

らは主節の主語と述語、従属節の主語と述語のつながりが不適切で、文全

体がねじれているように感じられる、いわゆるねじれ文である。このよつ

なねじれ文はどのような原因から発生するのだろうか。

日本語では主語の明示は義務的ではなく、文脈から限定されない場合は、

通常の場合、丈の主語は罰き手によって話者である一人称を示すと判断さ

れるが、その判断の根拠として日本語が話者の視点1])を常に意識して発

話される言語であることが考えられる O 日本語母語話者はできごと構成メ

ンバーのどの立場に立つのか、視点をどのメンバーに置くのかを常に意識

して発話しており、一般に視点が置かれたものが丈の主体となる。そして、

話者がかかわるできごとでは話者の立場(視点)から叙述されることは自

然であり、したがって、主語が省略されている場合、通常は話者自身がそ

の丈の主体主語)であり、テーマであると解釈される O また、一つの

テキスト内では視点をおかれたものがテーマとなり、丈や節を束ねる働き

をもつことから、 19) の例を見ると、日本語母語話者には「わたしは試験

を受けて、昨年(わたしは)入学を許可した」と解釈され、主節の主語と

述語が噛み合わないねじれた文と見倣される。一方、学習者は省略されて

いる主節の主語、入学を許可した主体を「わたし」ではなく「大学当局」

と認識して発話しているので、文全体の主述関係に矛盾はないとしている

が、その場合は丈構造において明らかに話者の視点が不統一で結束性に欠

ける丈となる。主語の省略に関する不充分な理解と視点の概念の欠如が誤
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用の原因であろう。 以下に19)、23)、25)、26) の動作主の省略により不

適切となった他動詞丈のねじれを受け身を使用して改めた丈を記す。

19') わたしは試験を受けて、昨年入学を許可された。

23') コーヒーカップを割って、妻におこられたんです。

25') そのかべはここに建てられた守二院のものであると考えられる。

26') 質問されてないことに答えるのはちょっとはずかしいです。

4. 適切な指導のためのポイント

上記のような分析から、中級学習者の受け身の運用にかかわる誤用の要

悶は一元的なものではなく、さまざまな要素が複雑に絡まり合った複合的

なものであることが確認された。指導にあたっては学習者の習熟度に賠ら

し合わせ、これらを理解しやすい形で提示しなければならなし、。 4章では、

今まで、の議論を元に効果的な受け身の指導について考える O

4.1 視点の概念の導入

受け身の主体における誤用の回避には初級段階から規点の概念の導入を

組み込んだ指導が必要である。

29) つコピーが部長に(わたしに)頼まれた。

これは初級段階での学習者の混乱をそのまま反映した誤用と言える。通

常初級段階の受け身の導入では個別的な有情物主語の受け身から入る。ま

ず、動作主の直接の影響の受け手が話者となるいわゆる一人称主語の直接

受け身が導入される。さらに持ち主の受け身12)、動作主の動作による間

接的な影響の受け手が主体となるいわゆる「迷惑受け身」が提示される O

この段階で、受け身の主体が直接的な影響を受けるものと間接的な影響を受

けるものとのこつあることを理解、習得することは学習者にとってかなり

の負担になるはずで、ある O 事実、 13) や28) のような例を援数の学習者が

迷惑性の受け身であるとしている O これは状況や動詞によって有i育物主語

直接受け身、持ち主の受け身が利害性も中立性も合意しうるため、丈の構

造と意味機能が明確に一致しないからであると考えられる。

次段階で無生物の産接受け身が導入され、文体との関連性も加わる O そ

の意味機能として、動作主の背景化による事象の客観的な叙述をする「ガ

格」無生物主語の受け身丈が導入される O 同様に動作主が背景化され副助

詞「ハ」を伴う無生物主語(，日本人J '学生J など一般的な有|者物も主語

ハ
u

q
ベJ
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となり得る)がテーマ化された受け身丈が提示されると混迷の度合いはさ

らに増大する。

このような混乱を避けるためには初級の一人材、主語産接受け身を導入す

る時点で、学習者に視点の概念を確実に定着させることが重要である O これ

により受け身の基本義である「動作主の動作が及んだために受け手(わた

し)がある種の影響(多くは迷惑)を受けたことを表す」ことが理解され

やすくなる O これは話者の視点に立った丈である O この基本義がよく理解

されていれば、話者が視点を置くことができる対象は一般に有情の名詞に

限られることから、次段階の持ち主受け身や間接的な迷惑受け身の主体が

有精物であることも習得されやすくなる。

4.2 文のねじれを避けるには

3.5ではねじれ文産出の要国として、主語省略に関する不充分な理解と

視点概念の習得の欠如を挙げた。学習者に話者の視点に関する理解がない

と、 3.で挙げたような主節と従属節で話者の視点が不統一なねじれ丈を産

出してしまう O また、学習者は初級の段階や日常的な E本語の使用におい

て自然に主語の省略を背得していると思われるが、ここで一人称以外の主

語の省略は聞き手の誤解を招いたり、複文の場合はねじれの原因となるこ

とを今一度確認しておかなければならない。このねじれの解消に受け身は

たいへん効果的で、ある。この効果は受け身の機能の一つである動作の受け

手の主体化、テーマ化によるものである O この機能を有する受け身を用い

ることで、主語の異なりから視点の不統一が起こり、ねじれが生じている

複文の前件と後件の主語をそろえ、テキスト内の視点の統一ーを図ることが

できる O 複文ゃある程度の文のまとまりを扱う中級段階においては、この

受け身の有する機能の指導はたいへん重要となる。

また、文のねじれの問題だけでなく、主語の明示が必ずしも必須ではな

い日本語の運用においては、使役丈も含め受け身丈、自・他動詞文を適切

に選択することが、できごとを情報として正しく伝えられるか否かの問題

に直結する。そこで、学習者にはテキスト内での視点の統一の必要性を含

め、日本語の視点の概念を理解させること、そして主語省略と人称の関連

についてどのように理解しているのかを確認することが指導のポイントと

なるであろう。その後、状況から開き手に誤解を与えてしまうような主語

省略文やねじれ丈などを受け身を使用して適格丈に訂正する練習などを教
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室活動に組み込むことも有効と思われる O

4.3 文体と関連した説明

中級では身近な社会問題や専門分野に関する話題を取りヒげることが多

いことから、丈語体を使用する機会が増し、それに伴って文体に関連する

と思われる受け身丈、能動丈の使い分けに見られる誤用も増えてくる。能

動丈、受け身丈の使い分けばかりでなく、既に述べたように口語体、文語

体それぞれで用いられる受け身もその意味機能に異なりを見せる O

iii)南側に高いピルを建てたよ。(話者の意志的な行為の叙述)

iv) 南側に高いピ、ルが建ったよ o (事象変化の叙述)

v)南側に高いビルを建てられたよ。(迷惑性の明示)

vi) ?南側に高いピルが建てられたよ O

(事象変化の経緯説明的叙述か、迷惑性の含意か)

vu)南側に高層ビルが建設された。(事象変化の経緯説明的叙述)

これら文体の異なる文をどのように短い分けるか、また、漢語動詞と和

語動詞による語感の違いなども詳細に検討されなければならない問題であ

ろう。 16) を例に挙げると、学習者の意図は客観的叙述にあり、文語体で

の叙述と考えられるので、受け身丈のままでもよいように思われるが、日

本語母語話者には不自然さが伴うことは否めないだろう。これは主語が話

者による感情移入がおきやすい有'1育物であることと「っかまえる」という

動調自体が利害性を含んでいることから、「っかまえられた」と受け身を

用いると、犯人がつかまったことにより話者または「i替在的な受影者」が

なんらかの被害を受けたと感じられるためと推察される O そのため口語体

の場合は「犯人がつかまっt-=Jと自動詞で表せば、中立性を保てる。しか

し、同意漢語動詞使用の「犯人が逮捕された」は「っかまえられた」と何

様に受け身を使用しているのもかかわらず、利害性が現れにくい。和語動

詞の場合は具体的な動きを表すが、漢語動詞は「漢語名調+するJ で表さ

れることから、動きそのものよりも「できごと性」を感じさせるからであ

ろうか。 '1億円が強奪されたJ 'ピルが破壊されたJ などもこのような例

かと思われるが、さらに用例を集め、今後考察していきたい。13)

文体による能動丈、受け身丈の使い分けに対する具体的な指導としては

上記iii) ~ vii)のような例を多数挙げ、学習者自身に文体と能動文、受

け身丈の意味機能を比較させた上で、ある事象を口語体、文語体それぞれ
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で叙述し分ける練習を繰り返し行うことが考えられる。この場合語葉レベ

ルでの文体聞の異なりに対する知識の必要性を示すことも重要で、ある。さ

らに、口頭表現や文章表現の指導とも連動させることでより効果が得られ

ると思われる。

4.4 受け身文と自動詩文の区別

本研究で採取した例文では特に自動詞文で表すべき事態にその自動詞と

対をなす他動詞受け身丈を使用しているものが目立った。この問題点は、

3.2で述べたことであるが、日本語の自動詞習得が不充分なため、等価の

事象の叙述に対して既に習得していた他動詞の受け身を使用してしまった

ことから生じたものであると思われる。これは、学習者にとっては受け身

以上に自動詞の習得に函難が伴うからではなかろうか。今後はこの点に留

意し、受け身指導と平行して、中級学習者向けの自動詞丈の効果的な指導

を行う必要がある。

5. まとめと今後の諜題

ことばは生きているものであり、常に変化している O 規範文法から外れ

ており、筆者が本研究で誤用と見倣して採取した用例のうちにも、日常の

口頭表現では特に違和感なく使用されているものもあると思われる O 特に

在日期間の長い上級の学習は、日本語母語話者との交わりやマスメディア

を媒介として既に「疑似迷惑受け身丈」を耳にし、使用している可能性も

l奇い。

また、最近は話しことばにも話者が叙述に客観性、中立性を含ませる意

国からかモノ・コト主語の受け身を使用する例が多く見られる。(注 9) 

参照) ["""迷惑性」か「中立性」かの含意は文法ではなく、ディスコースが

決定することがらなのかもしれない。

今後は、現在における日本語の受け身の姿をとらえるべく、用例採集を

進め、本稿では詳述できなかった自動調の取り扱いも含めて、より適切な

類型化と指導法の案出を課題としたい。

注:

1 )自動詞・他動詞の定義は明究者によってさまざまであるが、ここでは

「日本文法小事典~ (1989，p.lll)の解釈をとった。その解釈では以下で
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ある O

a 戸があいた。(自動詞丈)

b. 太郎が戸をあけた。(他動詞丈)

の例のようにどちらも「戸があく」という意味は共有しているが、他動

詞文には「戸があく」というできごとをひきおこすく動作主〉が開示さ

れており、自動詞文ではその〈動作主)がかくれて、戸がひとりでにあ

いたように表現するのである。

2 )受け身丈において動作主の動作を受けた結果、動作の受け手(受け身

の主体)に生じた被害を指す。多くは迷惑なことだが、動詞によって利

益が生じることもあるので、ここでは「受影性J [益岡 (1987)Jとした。

3 )ここで言う混用とは意味機能の類似、したカテゴリーから誤ったものを

選択することを言う O

4)動作主の動作でその動作の受け手、または、第三者が迷惑を被ったと

感じられるいわゆる迷惑受け身を(迷惑)で表し、事象の客観的叙述を

その機能とするいわゆる中立受け身を(中立)で表す。

5 )高橋太郎(私信1998.10) は迷惑受け身で行為者が「非情」のモノで

ある「水道に凍られて、困ったJ について誤用とはいえないとしている。

実際の発話例として「曇られちゃ洗濯ができないJ (1999.3筆者採取)

「足の間をボールに通り抜けられたJ (2002.6筆者採取)とし寸発話例が

ある。

6 )一見すると人ではなく物が主語になっており、迷惑の受け手が隠され

ている迷惑受け身を指す。

例:税関でスーツケースが開けられたんだ。(山下2001: 8) 

7)ここでは丈の主題を示し、出助詞「ハ」を伴って、その談話の中心と

なる問題を表すものとした。

8 )ここでは談話論的に一つのまとまりをなす丈または丈の集まりと考え

るO

9 )近年では日常的な状況でも叙述の対象が説明的状態にあることを強調

するために意図的に口語体で受け身を使用する例が見られる O

例:これ、(トリが 引用者注)焼かれてる姿って、百万ドルの夜景

にも勝ちますね。(日本テレビ「どっちの料理ショー」での発話

2002.l.10) 

10)受け身丈の表面には現れないが、何らかの影響を受ける存在を指す。

34 



例:大切なお金が泥棒に盗まれた。〔益岡 (1991: 111) J 

11) I視点」については久野(1978) を参照のこと O

12)対応する他動詞能動丈の産接補語を示すモノの持ち主になっている者

が主体(=主語)となる受け身丈。状況によって科害性、中立性のどち

らも含意しうる O

例:患者は看護婦によって衣服を脱がされた。(中立性)

わたしは母に部屋を掃除された。(利害性)

13) 山下(私信:2002.8) は、自動詞でも、他動詞でもほとんどの漢語動

詞は文語的表現であるためと述べている。

例外:電話する、掃除する、洗濯する、掃除する等(尊敬形の接頭辞

カ，おJ になるもの)
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A study of ungrammatical passive sentences 

from intermidiate level course 

NAKAMURA， Yuriko 

In this paper， 1 collectεd and analyzed ungrammatical passive sentences 

from intermediate level students of ]apanese 

The following causes wer巴 identified: 

1) Inappropriate use of passive sentences with inanimate noun subjects in 

casual sp巴echstyle. 

2) Insufficient understa吋 l昭 of the use and function of 凶 m

verbs. 

3) Insufficient discrimination between intransitive and transitive verbs. 

4) Insufficient understanding of what to choose as the subject of 

adversative passive sentences 

5) Misunderstanding of omission of the sentence subject and lack of unity 

with the speaker's viεwpoint in the text. 

The following four points are considered as important in order to 

teach the ]apanese passive effectively 

. It is necess呂ryto teach the concept of the speaker's viewpoint even in 

beginner level courses in ord巴rto help to avoid errors in the choice of 

passive sentence subj巴ct.

. It is necessary to draw students' attention to omission of subjects in 

t巴xt，and to unify the speaker's viewpoint in order to avoid production 

errors in which the subject is not linked to the proper predicate. 

• The appropriate use of passive and active sentences depend on speech 

style 

• Students need to be taught to distinguish between transitive passive 

sentences and intransitive sentences each which indicate phenomenons of 

equal value 
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