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日本語を母語とする中国語学習者における中国語の
自動詞表現・他動詞表現・受身表現の選択について

─人為的事態の場合─
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１．はじめに

　本研究は日本語を母語とする中国語学習者における中国語の自動詞表現・他動詞表現・

受身表現の選択意識について論じたものである。前号の『言語文化論集』36-1 では“电

池没电了，所以表停了（電池が切れて時計が止まった）”、“因为风很大，烛火灭了（風が

強くて蝋燭の火が消えた）”など内発的変化や無情物の作用を表す「非人為的事態」の場

合について分析した。これに対し、本稿では人が動作主となる「人為的事態」の場合に

ついて分析する。

　分析に際しては、日本語母語話者（以下「日本人」と呼ぶ）の日本語、日本語を母語

とする中級中国語学習者（以下「日本人中国語学習者」と呼ぶ）の中国語、中国語母語

話者（以下「中国人」と呼ぶ）の中国語についてそれぞれ自・他・受身の選択テストを

行い、母語（日本語）と中間言語（日本人の中国語）と目標言語（中国語）の違いを比

較する。

２．先行研究

　先行研究に関しては杉村（2014a）で論じたので、本稿では割愛する。

３．調査の概要

　本研究ではアンケートによる自動詞表現・他動詞表現・受身表現の選択テストを利用

して分析を行う。本研究は杉村（2013a,b, c）を受けた日本語ベースの研究であるため、

まず日本語のアンケートを作成し、次にそれを中国語に翻訳した。中国語の場合、自他

の判別が明確でない場合もあるが、便宜上対象物が主語となるものを自動詞表現、対象

物が目的語となるものを他動詞表現、“被”構文を受身表現とした。
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　日本語のアンケートは次の図Ａに示す 12 の事態にそって合計 60 問作成した。

図Ａ　本研究における事態の分類と日本語母語話者の選択傾向

　各問題は例（1）のように被験者に格助詞「が /を」と「自動詞 /他動詞 /受身」の組

み合わせのうち最も適当だと思うものを一つ選択させるという形式である。次にこの日

本語のアンケートを中国語に翻訳し、例（2）のような中国語のアンケートを作成した。

この場合も、被験者には①～③の中から最も適当だと思うものを一つ選択させた。

　（1）	 さあ、肉（が /を）（焼けた /焼いた /焼かれた）から食べましょう。

　（2）	 ①来啊，肉烤好了，一起吃吧。（自動詞表現）1）

	 ②来啊，把肉烤好了，一起吃吧。（他動詞表現）

	 ③来啊，肉被烤好了，一起吃吧。（受身表現）

　本研究の被験者と調査の時期・場所は次のとおりである。

・日本語母語話者（日本語アンケート）

　　名古屋大学学部生 114 名（2012 年 5 月 8～10 日に名古屋大学にて実施）

・日本語を母語とする中級前期の中国語学習者（中国語アンケート）
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　　	名古屋大学で第 2外国語として中国語を学ぶ学部生（一通り初級文法を終えた段階）

（2013 年 5 月 14 日、2014 年 4 月 22 日に名古屋大学にて実施）（合計 41 人）

・中国語母語話者（中国語アンケート）

　　	北京第二外国語大学日語学院学部生 32 名（2013 年 4 月 12 日に北京第二外国語大学

にて実施）、華東師範大学外国語学院日語系学部生 35 名（2013 年 5 月 27 日に華東

師範大学にて実施）（合計 67 人）

　以上のアンケート調査をもとに日中各項目の自動詞表現・他動詞表現・受身表現およ

び「ねじれ」（日本語アンケートで「を＋自動詞」または「が＋他動詞」となっている

もの）の選択率を集計した。このうち、本稿では図Ａのうち事態④⑤⑥⑨⑪の中から 23

個の表現を取り上げて分析する。2）	 この 23 個の表現の自・他・受身の選択率をまとめ

ると表１のようになる。本稿では日本語の「が受身」と「を受身」の区別については立

ち入って議論しないため、両者を合わせて「受身」とする。同様に、格助詞と自他動詞

のねじれについても議論の対象としないため合わせて「ねじれ」とする。また、表中の

「中国人・中」は中国人の中国語、「日本人・中」は日本人中国語学習者の中国語、「日本

人・日」は日本人の日本語を指す。なお、選択率は小数点以下第二位を四捨五入して示

してあるため、自動詞表現・他動詞表現・受身表現・ねじれの合計がぴったり 100％に

ならないものもある。また、事態の分類は日本語を基準に行っている。

表１　自動詞・他動詞・受身の選択テストの結果（数字は選択率％）

被験者 自動詞 他動詞 受身 ねじれ

事
態
④
（
対
象
の
状
態
描
写
・
動
作
主
不
特
定
）

1. この町には鉄道（が / を）（通って / 通して / 通されて）いる。
　①在这座城市铁路通了。

　②在这座城市把铁路开通了。

　③在这座城市铁路被开通了。

中国人・中 79.1 3.0 17.9 --- 

日本人・中 68.3 19.5 12.2 --- 

日本人・日 96.5 1.8 1.8 0.0

2. この雑誌（が / を）一番（売れて / 売って / 売られて）いるよ。
　①这个杂志最好卖啦。

　②把这个杂志卖得最好啦。

　③这个杂志被卖得最好啦。

中国人・中 76.1 14.9 9.0 --- 

日本人・中 70.7 7.3 22.0 --- 

日本人・日 96.5 0.9 2.6 0.0
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3. もう授業（が / を）（始まって / 始めて / 始められて）いるから急ごう。
　①课已经开始了，快点儿吧。

　②已经开始上课了，快点儿吧。

　③课已经被开始了，快点儿吧。

中国人・中 31.3 68.7 0.0 --- 

日本人・中 65.9 24.4 9.8 --- 

日本人・日 99.1 0.0 0.0 0.9

4. 都市開発でこの町の風景（が / を）すっかり（変わった / 変えた / 変えられた）ね。
　①通过城市开发，这座城市的风景完全变了！

　②城市开发完全改变了这座城市的风景！

　③这座城市的风景被城市开发完全给改变了！

中国人・中 41.8 56.7 1.5 --- 

日本人・中 63.4 22.0 14.6 --- 

日本人・日 94.7 0.9 4.4 0.0 

5. 丘の上に塔（が / を）（建って / 建てて / 建てられて）いる。
　①小山上建有塔。
　②把塔建在小山上。
　③塔被建在小山上。
中国人・中 74.6 20.9 4.5 --- 

日本人・中 73.2 4.9 22.0 --- 

日本人・日 75.4 6.1 18.4 0.0

④
／
⑨
被
害

6. 最近このあたりにマンション（が / を）たくさん（建った / 建てた / 建てられた）。
　①最近在这一带有很多公寓建起来了。

　②最近在这一带建了很多公寓。

　③最近在这一带被建了很多公寓。

中国人・中 14.9 85.1 0.0 --- 

日本人・中 43.9 24.4 31.7 --- 

日本人・日 64.9 0.0 35.1 0.0

事
態
⑤
（
対
象
の
状
態
描
写
・
動
作
主
特
定
）

7. 壁に（割れた / 割った / 割られた）鏡が掛かっている。
　①墙上挂着一面已坏了的镜子。

　②墙上挂着一面打坏了的镜子。

　③墙上挂着一面被打坏了的镜子。

中国人・中 62.7 17.9 19.4 --- 

日本人・中 56.1 26.8 17.1 --- 

日本人・日 100.0 0.0 0.0 0.0

8. ドアに鍵（が / を）（かかって / かけて / かけられて）いる。
　①门上锁着钥匙。

　②把钥匙锁在门上了。

　③钥匙被锁在门上了。

中国人・中 49.3 31.3 19.4 --- 

日本人・中 51.2 26.8 22.0 --- 

日本人・日 78.9 2.6 17.5 0.9
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9. 冷蔵庫によく（冷えた / 冷やした / 冷やされた）ビールがあるよ。
　①冰箱里有很凉的啤酒哟。

　②冰箱里有冰镇得很凉的啤酒哟。

　③冰箱里有被冰镇的啤酒哟。

中国人・中 44.8 46.3 9.0 --- 

日本人・中 87.8 4.9 7.3 --- 

日本人・日 100.0 0.0 0.0 0.0

10. ビール（が / を）５℃に（冷えて / 冷やして / 冷やされて）いる。
　①啤酒变凉了 5度。

　②把啤酒弄凉了 5度。

　③啤酒被弄凉了 5度。

中国人・中 53.7 38.8 7.5 --- 

日本人・中 61.0 17.1 22.0 --- 

日本人・日 29.8 32.5 36.8 0.9

11. そのコーヒーにはもう砂糖（が / を）（入って / 入れて / 入れられて）いるよ。
　①那个咖啡里已经放有糖。

　②那个咖啡里已经放了糖。

　③那个咖啡里已经被放了糖。

中国人・中 1.5 98.5 0.0 --- 

日本人・中 48.8 29.3 22.0 --- 

日本人・日 89.5 2.6 7.0 0.9

⑤
／
⑨
被
害

12. 彼のコーヒーには睡眠薬（が / を）（入って / 入れて / 入れられて）いる。
　①他的咖啡里放有安眠药。

　②他的咖啡里放着安眠药。

　③他的咖啡里被放着安眠药。

中国人・中 86.6 11.9 1.5 --- 

日本人・中 46.3 29.3 24.4 --- 

日本人・日 51.8 1.8 46.5 0.0

事
態
⑥
（
対
象
の
変
化
）

13. さあ、今日の夕食のメニュー（が / を）（決まった / 決めた / 決められた）よ。
　①喂，今天晚上的菜单定好了哟。

　②喂，把今天晚上的菜单定好了哟。

　③喂，今天晚上的菜单被定好了哟。

中国人・中 100.0 0.0 0.0 --- 

日本人・中 90.2 2.4 7.3 --- 

日本人・日 90.4 8.8 0.0 0.9 

14. さあ、肉（が / を）（焼けた / 焼いた / 焼かれた）から食べましょう。
　①来啊，肉烤好了，一起吃吧。

　②来啊，把肉烤好了，一起吃吧。

　③来啊，肉被烤好了，一起吃吧。

中国人・中 100.0 0.0 0.0 --- 

日本人・中 75.6 7.3 17.1 --- 

日本人・日 86.0 14.0 0.0 0.0
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15. さあ、スープ（が / を）（温まった / 温めた / 温められた）から飲んでください。
　①来啊，汤热好了，请喝。

　②来啊，把汤热好了，请喝。

　③来啊，汤被热好了，请喝。

中国人・中 97.0 1.5 1.5 --- 

日本人・中 78.0 17.1 4.9 --- 

日本人・日 63.2 36.0 0.0 0.9

16. さあ、お茶（が / を）（入った / 入れた / 入れられた）からひと休みしましょう。
　①来啊，茶泡好了，歇一会儿吧。

　②来啊，把茶泡好了，歇一会儿吧。

　③来啊，茶被泡好了，歇一会儿吧。

中国人・中 97.0 1.5 1.5 --- 

日本人・中 68.3 31.7 0.0 --- 

日本人・日 47.4 52.6 0.0 0.0

17. お風呂（が / を）（沸いた / 沸かした / 沸かされた）から入ってください。
　①洗澡水烧好了，请使用。

　②烧好了洗澡水，请使用。

　③洗澡水被烧好了，请使用。

中国人・中 100.0 0.0 0.0 --- 

日本人・中 68.3 19.5 12.2 --- 

日本人・日 77.2 22.8 0.0 0.0

⑥
／
⑪

18. さあ、ケーキ（が / を）（切れた / 切った / 切られた）から食べましょう。
　①来啊，蛋糕切好了，一起吃吧。

　②来啊，把蛋糕切好了，一起吃吧。

　③来啊，蛋糕被切好了，一起吃吧。

中国人・中 98.5 1.5 0.0 --- 

日本人・中 46.3 43.9 9.8 --- 

日本人・日 20.2 78.9 0.9 0.0

事
態
⑪
（
意
図
的
行
為
）

19. 電子レンジで冷えたスープ（が / を）（温まった / 温めた / 温められた）。
　①通过微波炉，凉汤变热了。

　②用微波炉热了凉汤。

　③凉汤用微波炉给热好了。

中国人・中 0.0 80.6 19.4 --- 

日本人・中 48.8 41.5 9.8 --- 

日本人・日 5.3 90.4 4.4 0.0

20. ドア（が / を）バタンと（開いて / 開けて / 開けられて）部屋の中に入った。
　①门砰的一声开了后，进了房间。

　②把门砰的一声打开后，进了房间。

　③门砰的一声被打开后，进了房间。

中国人・中 23.9 65.7 10.4 --- 

日本人・中 65.9 19.5 14.6 --- 

日本人・日 10.5 81.6 0.0 7.9
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21. コーヒーにミルク（が / を）（入って / 入れて / 入れられて）飲む。
　①咖啡里放有牛奶喝。

　②咖啡里放牛奶喝。

　③咖啡里被放牛奶喝。

中国人・中 22.4 77.6 0.0 --- 

日本人・中 41.5 51.2 7.3 --- 

日本人・日 2.6 95.6 1.8 0.0

22. 目が悪くなったので、眼鏡（が / を）（変わった / 変えた / 変えられた）。
　①因为视力变差了，所以眼镜换了。

　②因为视力变差了，所以换眼镜了。

　③因为视力变差了，所以眼镜被换了。

中国人・中 11.9 85.1 3.0 --- 

日本人・中 53.7 22.0 24.4 --- 

日本人・日 19.3 15.8 64.9 0.0

４．事態別に見る自動詞表現・他動詞表現・受身表現の選択傾向

4.1　対象の状態描写を表す場合（動作主不特定）（事態④）

　本節と次節では対象の状態描写を表す場合について論じる。ここでいう対象の状態描

写を表す場合とは人為的行為の結果、対象がそのような状態になっていることを表すも

ののことである。このうち、本節では動作主が不特定の場合（不特定多数、社会一般）

について見る（図 1～図 6）。

　動作主が不特定の場合、日本語ではほぼ 100％自動詞表現が選択される（図 1～図 4）。

これは日本語では「鉄道の通過」、「雑誌の売れ行き」、「授業の開始」、「町の風景の変化」

のいずれも動作主が背景化され、対象の状態に視点が行くためである。これに対し、中

国人の中国語 3）の場合は、図 1と図 2では自動詞表現の選択率が 8割弱ほどあるが、図

3と図 4では自動詞表現より他動詞表現の選択率の方が高くなっている。これは中国語

では「鉄道の通過」と「雑誌の売れ行き」は対象の状態に視点が行きやすいのに対し、

「授業の開始」と「町の風景の変化」は対象の状態に視点が行く場合もあるが、「授業前

→授業中」、「開発前→開発後」という変化に着目し、その変化を引き起こした動作主を

意識する場合もあるためであると考えられる。

　ここで図 1～図 4の日本人の中国語を見ると、いずれの場合も自動詞表現の選択率は

60～70％ほどで、他動詞表現または受身表現の選択率も 30～40％ほどある。このことか

ら、日本人中国語学習者は母語である日本語とは違い、必ずしも 100％近くの人が自動

詞表現を選択するわけではないことが分かる。また、図 1と図 2では中国人に近い感覚

で自動詞表現を選択し、図 3と図 4では日本語と中国語の中間的な感覚で自動詞表現を
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選択している。このことから、日本人中国語学習者にとっては、後者のように相対的に

変化の側面が現れやすい場合に中国人との感覚のずれが表れることが分かる。

　次に建築物の存在を表す図 5と図 6について見る。図５は丘の上にある塔の存在を客

観的に描写した表現で、日本語、中国語、日本人の中国語のいずれも自動詞表現の選択

率が 75％ほどとなっている。また、日本語では塔の建造者を意識しながらも塔の存在に

視点を当てた受身表現が 20％ほど現れるのに対し、中国語では建造者の意図的行為に着

目した他動詞表現が20％ほど現れるといった違いがある。ここで日本人の中国語を見る

と、受身表現が 20％ほど現れており、母語である日本語と同じような感覚で捉えている

ことが分かる。

　一方、図 6はマンションの出現を描写した表現で、日照権や景観・騒音などの被害の

意味を伴うこともある。そのため、これは事態④と事態⑨（人為的な被害）の両方にま

たがる表現であると考えられる。この場合、日本語では自動詞表現も 65％ほど選択され

ているが、被害の意味を読み取って受身表現も 35％ほど選択されている。これに対し、
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中国語では自動詞表現の選択率は 15％にすぎず、他動詞表現の選択率が 85％と高くな

る。しかし、受身表現は選択されていない。この場合、中国語の“最近在这一带建了很

多公寓”は表面的には他動詞文であっても、場所名詞を主語にした存現文の形をとって

いるため、動作主の意図的行為を表すというよりは対象の存在を表す表現となっている。

また、中国語は日本語と違って間接受身が作れないので、受身が選択されなかったと考

えられる。ここで日本人の中国語を見ると、自動詞表現の選択率が約 45％と最も高いも

のの、他動詞表現も約 25％、受身表現も約 30％と少なからず選択されている。このこと

から、このような場合に日本人中国語学習者は、日本語の母語の感覚で事態を捉えやす

く、存現文を使う感覚は多少あるものの、中国人の感覚にはほど遠いことが分かる。

4.2　対象の状態描写を表す場合（動作主特定）（事態⑤）

　本節では対象の状態描写を表すもののうち動作主が特定の場合（動作主が不明でも誰

か特定の人がいればよい）について論じる（図 7～図 12）。この場合も日本語では自動詞

表現の選択率が 80～100％と高いことが多い（図 7～図 9、図 11）。しかし、中国語では

自動詞表現に偏らないため、日本人中国語学習者は注意が必要である。

　まず、図 7と図 8の場合、図 7では日本人の 100％が自動詞表現を選択しているのに

対し、図 8では日本人の約 80％が自動詞表現を選択しているものの 18％は受身表現を選

択している。これは「割れた鏡」の例は特に文脈がない限り窓を割った主体（自然物ま

たは人間）より対象の割れた状態に視点が行くのに対し、「鍵の施錠」の場合は被害とい

うほどではなくても、鍵の施錠による何らかの影響が感じられるため受身表現も選択さ

れるのである。これに対し、中国語の場合は自動詞表現の選択率が 50～60％と日本語に

比べて低く、相対的に他動詞表現と受身表現の割合が高くなっている。このことから中

国語では日本語に比べて動作主の存在が意識されやすいことが分かる。

　ここで図 7と図 8の日本人の中国語を見ると、日本語よりは中国語に近い感覚で選択

している。このことから、日本人中国語学習者にとって、このような事態の表現は難し

くないことが分かる。

　次にビールの冷えた状態を表す図 9と図 10 について見る。図 9の場合、日本語では自

動詞表現の選択率が 100％であるのに対し、中国語では自動詞表現と他動詞表現が 45％

ずつ、受身が約 10％と図 7や図 8と似たような選択になっている。しかし、日本人の中

国語では自動詞表現が約 90％となっており、図 7や図 8と違って母語である日本語に近

い感覚でとらえている。ただし、日本人中国語学習者は“②冰箱里有冰镇得很凉的啤酒”

という程度補語を使った中国語が分かりにくかったため、“①冰箱里有很凉的啤酒”とい

う平易な存現文を選んだ可能性もある。

　一方、図 10 はビールを５℃にしようとする動作主の目的意識が感じられやすく、日本
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語では自動詞表現、他動詞表現、受身表現のいずれも選択されている。この場合、単に

対象の存在に着目すれば自動詞表現、動作主の意図的行為に着目すれば他動詞表現、動

作主の行為を感じながらも対象の存在に重点を置いた場合は受身表現が選択される。こ

れに対し、中国語では自動詞表現と他動詞表現は選択されるが、間接受身は不自然なた

め選択が抑制される。一方、日本人の中国語では自動詞表現の選択率が一番多いという

点では中国人に近いが、受身の選択率も約 20％と高く母語の影響が考えられる。

　次にコーヒーに添加物が混じった状態を表す図11と図12について見る。図11の場合、

日本語では「砂糖入りコーヒー」の存在に焦点を当てて、およそ 90％の人が自動詞表現

を選択しているのに対し、中国語では動作主の行為に焦点を当ててほぼ 100％の人が他

動詞表現を選択している。一方、日本人の中国語では自動詞表現の選択率が約 50％、他

動詞表現が約 30％、受身表現が約 20％となっており、図 12 と似た傾向を示している。

　一方、図 12 は睡眠薬による被害の意味が感じられやすいため、事態⑤と事態⑨（人為

的な被害）の両方にまたがる表現であると考えられる。この場合、日本語では自動詞表
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現と受身表現の割合がおよそ 50％ずつで、単に睡眠薬の混入に着目すれば自動詞表現、

動作主の行為による被害の意味を意識した場合は受身表現が選択される。この場合に動

作主の目的意識を感じ取れば他動詞表現の「睡眠薬を入れている」を選択しても間違い

ではないが、普通は「入れてある」の方が自然であるため他動詞表現の選択率が低くな

ると考えられる。これに対し、中国語では先の「砂糖」の例とは逆に自動詞の選択率が

およそ 90％と高くなっている。ここで「砂糖」の場合には動作主の行為がクローズアッ

プされ、「睡眠薬」の場合には対象の状態がクローズアップされる理由についてはよく

分からない。もしかしたら“放了”と“放着”のアスペクト的な違いが影響しているの

かもしれない。また、「睡眠薬」の場合は被害の意味が強くなるにもかかわらず、中国

語では表現が選択されにくい。これは存現文との相性が悪いからではないかと考えられ

る。しかし、これらのことに関しては今後の課題とする。

　ところで、ここまでの図 1～図 12 のうち、図 9の「ビール」の例を除き、日本人の中

国語は自動詞の選択率が最も高いものの、他動詞表現や受身表現もそれなりに出現する

点で似たような選択傾向を示している。このことから中級の学習者はまだ中国語の自動

詞表現、他動詞表現、受身表現の使い分けがしっかり身に付いていないことが分かる。

今後は上級学習者のデータとの比較をしていきたいと考えている。

4.3　行為の結果による対象の変化を表す場合（事態⑥）

　本節では行為の結果による対象の変化を表す場合（事態⑥）について論じる（図 13

～図 18）。これは「メニューが決まる」のように動作主の行為によって対象の変化が生

ずることを表すもののことで、中国語では“定好”、“烤好”、“泡好”、“热好”、“烧好”、

“切好”のように“～好”（うまく仕上がる）という結果補語を付けて表現されやすいと

いう点で特徴がある。この場合、中国語ではほぼ 100％自動詞表現が選択されるのに対

し、日本語では自動詞表現の選択率が高いものも低いものも中間的なものもある。その

ため、中国人日本語学習者にとって自・他・受身の選択の中でも特に難しい項目となっ

ている（杉村（2013a, b）参照）。

　中国語の場合、“～好”は「～した結果、期待通りの状態になる」という意味を表し、

他動詞と自動詞が混じったような表現となっている。すなわち、“～好”の“～”が動作

主の行為を表し、“好”が行為の結果を表すのである。しかし、形式上対象物が“～好”

の前に来て主語となり、“～好”全体で対象の変化の結果を表すため、本稿では“～好”

全体で自動詞と考える。この“～好”は他動詞構文や受身構文とは相性が悪いため、中

国語では自動詞表現が選択される。これに対し、日本語には中国語の“～好”のように

他動詞と自動詞が混じった表現はない。そのため事態⑥は「肉を火にかける→火による

肉の化学変化」のように「人為作用→自然作用」という二つの過程に分解し、「人のため
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に肉を焼いた」のように特に動作主の目的意識が強い場合は他動詞表現、そうでない場

合は自動詞表現を使う。図 18 の「ケーキのカット」の場合に自動詞表現が選択されにく

いのは、動作主がケーキにナイフを当てた後、ケーキが自然に切れることは通常ないた

めである（杉村（2013a,b）参照）。したがって、図 18 のような例は事態⑤と事態⑪（動

作主の意図的な行為）の両方にまたがる表現であると考えられる。また、日本語の場合

は受身表現を使っても非文ではないが、今回のアンケート調査の例は特に被害の意味が

伴う場面ではないため受身表現が現れなかったと考えられる。

　一方、日本人中国語学習者は、日本語で自動詞表現の選択率が高い場合には中国語で

も自動詞表現の選択率が高く、日本語で自動詞表現の選択率が低い場合には中国語でも

自動詞表現の選択率が低くなる傾向がある。その上で、全体的に日本語と中国語の中間

的な値を示している。
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4.4　動作主の意図的な行為を表す場合（事態⑪）

　最後に動作主の意図的な行為を表す場合（事態⑪）について、杉村（2014a）の記述

をまとめておく（図 19～図 22）。この場合に特徴的なのは、日本語でも中国語でも他動

詞表現の選択率が高くなるにもかかわらず、日本人の中国語では他動詞表現の選択率が

さほど高くない点である。この理由はよく分からないが、日本語では人為的事態でも自

動詞表現が選択されることが多いため、自動詞表現を選びやすかったのかもしれない。

ただし、事態④⑤⑥⑨の人為的事態の場合と比べると、全体的に他動詞の選択率は高く

なっている（ただし図 20 は少し低い）。これは母語である日本語の影響によるものと考

えられる。

５．まとめ

　最後に本稿で論じた事態④⑤⑥⑨⑪の概要を整理しておく。

・対象の状態描写を表す場合（動作主不特定）（事態④）

　　	日本語では自動詞表現の選択率がほぼ 100％と高いのに対し、中国語では「鉄道の

通過」、「雑誌の売れ行き」、「丘の上の塔」のように対象の状態に視点が行きやすい

場合は自動詞表現の選択率が 70～80％と高いが、「授業の開始」や「町の風景の変

化」のように対象の変化を感じやすい場合は自動詞表現も他動詞表現も選択される。

一方、日本人の中国語ではいずれも自動詞表現の選択率が 70％前後となる。
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・無対象の状態描写を表す場合（動作主特定）（事態⑤）

　　	日本語では自動詞表現の選択率が 80～100％と高いのに対し、中国語では自動詞表

現の選択率は 45～60％ほどで、他動詞表現や受身表現の割合が増える。一方、日本

人の中国語では「割れた鏡」や「ドアの施錠」の場合は中国人に近い選択傾向を示

し、「冷えたビール」の場合は母語である日本語に近い選択傾向を示すなど、選択傾

向にばらつきがみられる。

　　	　「ビールを５℃にする」の場合は、日本語では自動詞表現、他動詞表現、受身表現

のいずれも選択されるが、中国語では自動詞表現と他動詞表現は選択されるが、間

接受身は不自然なため受身表現は選択が抑制される。一方、日本人の中国語は自動

詞表現の選択率が一番多いという点では中国人に近いが、受身の選択率も約 20％と

高く、母語の影響が考えられる。

　　	　「砂糖入りコーヒー」の場合は、日本語ではおよそ 90％の人が自動詞表現を選択

しているのに対し、中国語ではほぼ 100％の人が他動詞表現を選択している。一方、

日本人の中国語では自動詞表現の選択率が約 50％、他動詞表現が約 30％、受身表現

が約 20％となっており、事態⑤の他の例と似たような選択傾向を示している。

・行為の結果による対象の変化を表す場合（事態⑥）

　　	日本語では事態を「人為作用→自然作用」という二つの過程に分解し、動作主の目

的意識が強い場合には他動詞を選択し、そうでない場合には自動詞を選択する。こ

れに対し、中国語ではほぼ 100％自動詞表現が選択される。一方、日本人の中国語

では母語である日本語で自動詞表現の選択率が高い場合には中国語でも自動詞表現

の選択率が高く、日本語で自動詞表現の選択率が低い場合には中国語でも自動詞表

現の選択率が低くなる傾向がある。その上で、全体的に日本語と中国語の中間的な

値を示している。

・人為的な被害を表す場合（事態⑨…事態④や事態⑤とまたがる場合）

　　	事態④とまたがる「マンションの建設」の場合は、日本語では自動詞表現と受身表

現が 3：1ぐらいの割合で選択されるが、中国語では他動詞表現の選択率が約 85％

と高く、受身表現は間接受身となるため選択されない。一方、日本人の中国語では

自動詞表現の選択率が約 45％と最も高いものの、他動詞表現も約 25％、受身表現も

約 30％と少なからず選択される。このことから、日本人中国語学習者は日本語の母

語の感覚で事態を捉えやすく、このような存現文を使う感覚は多少あるものの、中

国人の感覚にはほど遠いことが分かる。

　　	　事態⑤とまたがる「睡眠薬入りコーヒー」の場合は、日本語では自動詞表現と受

身表現の割合がおよそ 50％ずつとなるのに対し、中国語では事態「砂糖入りコー

ヒー」の例とは逆に自動詞の選択率がおよそ 90％と高くなる。一方、日本人の中国
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語では「砂糖入りコーヒー」の例と似た選択傾向を示している。

・動作主の意図的な行為を表す場合（事態⑪）

　　	日本語でも中国語でも他動詞表現の選択率が高いのに対し、日本人の中国語では他

動詞表現の選択率は低く、相対的に自動詞表現の選択率が高くなっている。

　なお、杉村（2014b）では同じく日本人中国語学習者の自・他・受身の選択のうち「動

作主の不注意による対象の変化を表す場合」について論じている。これも合わせて日本

人中国語学習者の自・他・受身の選択について考えたい。

付記：	本稿は平成 25-27 年度日本学術振興会科学研究費基金（挑戦的萌芽研究）（課題番

号 25580111）による研究成果の一部である。

注

1）	 実際のアンケート用紙には「（自動詞表現）」、「（他動詞表現）」、「（受身表現）」という記載はし
ていない。

2）	 事態⑪については杉村（2014a）でも論じたが、比較のために再度取り上げる。
3）	 以下、単に「中国語」と言えば中国人の中国語を指し、日本人の中国語は「日本人の中国語」

と言うことにする。
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