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21　　 スペイン語の 受動表現

「受動」とは、ほかから動作・作用を受けるという意味であり、「受け
身」とも呼ばれます。受動という意味の文を表現するのは、ほかから動
作・作用を受けるものについて、それを文の主語・主題として扱いたい
という発話動機のためです。受動の意味を表現している構文をまとめて
「受動表現」と呼ぶことにします。

スペイン語の受動表現には次の 3種類がある。
 !文型受動文：主語は人でも事物でもよい。能動文のときの直接補
語である。つなぎの動詞 serと過去分詞で作る。
 !再帰受動文：主語は事物で再帰動詞を使うが、行為者を表示でき
ない。
 !主題受動文：3人称複数形の他動詞の能動文で作る。直接補語・間
接補語が主題になる。主題である補語は代名詞になって文中で再
度示される。

まず、文型として述語の特別な形で受動の意味を表しているのか、文
全体の意味の解釈から受動の意味が表現されているのか、をはっきり区
別しましょう。能動表現の例文 1の意味内容（1’）を、その 直接補語が
主語になる受動表現に書きかえると 1”になります。

1. Enrique escribió ayer esta carta.
1’. エンリケは昨日この手紙を書いた。
1”. この手紙は昨日エンリケによって書かれた。
スペイン語では 1”のような受動の意味を、以下の 3種類の構文で表
現することができます。

1.  文型受動文
スペイン語の伝統的な受動の文型は、例文 2のような［主語＋  ser動
詞＋ 過去分詞（＋行為者）］です。本書ではこのような構文を「文型受動文」
と呼びます。

2. Esta carta fue escrita ayer (por Enrique).
「この手紙は昨日、（エンリケによって）書かれた」

例文 1aの直接補語（直接目的語）の esta cartaが主語になり、ser動
詞は助動詞的に主語の人称と数に合わせ、文の時制にも合わせて fueに
なり、escribir「書く」の過去分詞 escrito「書かれた」は主語の性・数
（女性単数形）に合わせて escritaとなっています。実際の行為者は前置
詞の porを伴って por Enriqueのように表示できます。しかし行為者は
常に表示する必要があるわけではありませんのでカッコに入れました。
以下が 文型受動文の条件です。
① 過去分詞になる動詞は 他動詞である。
② 主語は能動文のときの 直接補語である。
③ 主語は人でも事物でもかまわない。
日常会話では、おもに次の 再帰受動文や 主題受動文が使われます。 文
型受動文はあまり使われません。その理由は、スペイン語が能動文を好
むという傾向と関係があります。
見方を変えて結論的に言えば、スペイン語で［行為を受ける人が主語

＋行為の内容＋行為者］という 3種類の意味をセットにして表現する
ことのできる受動表現は、この 文型受動文しかない、ということになり
ます。それゆえ、特定の行為を行為者と被行為者の情報と共に知らせる
ニュース報道のための文として好まれる、という傾向があります。

2.  再帰受動文
スペイン語では 再帰動詞を使って受け身を表現することができます。
事物が主語で、再帰動詞が「自分を～する」のような意味になる文のこ
とです。そして文全体の意味から、結果として受け身が表現されている
と判断される受動文です。
再帰動詞を使って受け身の意味を表現するには、
① 主語は事物（3人称）である。
② 動詞は 他動詞に 再帰代名詞が加わった再帰動詞である。
③ 再帰受動文では行為者を表示しない。
という条件を満たさなくてはなりません。たとえば例文 3aです。
3a. Esta carta se escribió ayer. （× por Enrique）
「この手紙は昨日書かれた」

 再帰受動文は、構文としての意味と常識としての意味の食い違いが
あって、その認識の結果として受動の意味が表現されます。構文として
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の意味は、たとえば例文 3aでは「この手紙は昨日自分を書いた」とな
りますが、実際にはだれか手紙を書いた人がいるはずです。その結果、
「手紙が書かれた」という受動の意味に解釈されます。これで条件の③
の設定の意味が納得されますね。この受動文に「～によって」という行
為者（3aの por Enriqueなど）を加えることは、文法的に許されません。
文法的には行為者の主語が自分に行為を及ぼす仕組みだからです。
また、例文 3aの主語は esta carta「この手紙」で、それが文頭に置か

れています。この位置にはたいてい主題（「～については」の「～」）が
置かれますから、この文の場合、主語が主題になっています。しかし主
語以外の文成分が主題になると、例文 3bや 4bのように、それが 文頭
に来ます。主題についてはユニット 3を見てください。

3b. Ayer se escribió esta carta.
「昨日、この手紙が書かれた」（主題＝「昨日」）

4a. Estos zapatos se fabrican en China.
「この靴は中国で製造される」（主題＝「この靴は」＝主語）

4b. En China se fabrican estos zapatos.
「中国ではこの靴が製造される」（主題＝「中国では」）

再帰受動文の表現の仕組みは、 再帰代名詞  seによる 無人称表現につ
ながります。たとえば例文 4bで、動詞が単数形（fabrica）になれば、
 無人称表現と同じ構文になります。ユニット 24で説明します。

3.  主題受動文
受動の意味は、行為や出来事を受けるもの（人や事物）について、そ

れを主題・主語にして表現されます。その人や事物が文の主語になって
動詞の前に置かれる受動表現は文型受動文と再帰受動文です。しかしそ
の人や事物が行為や出来事を受ける対象である 直接補語（ 直接目的語）
である場合でも、その 直接補語を主題として 文頭にもってくれば、受動
表現が可能になります。それが主題受動文です。
主題受動文とは、まず、 直接補語を主題として 文頭に置き、それを指

す代名詞を文中に含めてつくられます。たとえば、
5. Esta carta la escribieron ayer.
「この手紙は昨日書かれた」（←「だれかが昨日それを書いた」）

6. Esta guía la editaron en España.

「このガイドブックはスペインで編集された」

7. Esta camiseta la fabrican en China.
「この Tシャツは中国で製造される」

です。他動詞は 3人称複数形であり、文法的には能動文ですが、主語が
不明の無人称文になります。すなわち、行為者が表現されません。 主題
受動文の条件は以下のようになります。
①  他動詞の能動文の 直接補語・ 間接補語が主題になって 文頭に置かれ
る。

② 他動詞は主語不明の 3人称複数形である。
③主題である 補語は、代名詞によって文中（述部）で再度示される。
主題になる直接補語は人でも事物でもかまいません。他動詞の 3人称
複数形を使う無人称文のとき、 直接補語や 間接補語が主題になっていな
ければ、能動文であると解釈され、受動表現として解釈される可能性が
低くなります。

8a. Ayer me robaron el coche.
例文 8aなら、「昨日、誰かが私の車を盗んだ」という日本語になるで
しょう。「昨日、私は車を盗まれた」とも訳せます。 無人称表現と受動
表現の中和した構文である、と言えます。ユニット 23の 2「3人称複
数形の動詞による表現」を参照してください。しかし直接補語を 文頭に
出せば、事物が主題の主題受動文になります（8b）。

8b. El coche me lo robaron ayer.
「私の車は昨日盗まれた」（←「車は私から盗まれた」）

さらに、 間接補語（車の所有者）を主題にしても主題受動文ができます。
人が主題の例文 8c, 9bのようにです。8cでは A míを加えれば、それ
が主題であることがはっきりします。文中には与格人称代名詞meが加
わっていなくてはなりません。A mí robaron ...とかA Manuel robaron ... 
とは言えないことに注意しましょう。ユニット 9を見てください。

8c. (A mí) Me robaron el coche ayer.　（主題：間接補語）
「私は昨日、車を盗まれた」（←「私から、について言えば」）

9a. Ayer (le) robaron el coche a Manuel.　（無人称文。主題：「昨日」）
「昨日、だれかがマヌエルの車を盗んだ」

9b. A Manuel le robaron el coche ayer.　（主題：間接補語）
「マヌエルは昨日、車を盗まれた」
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22　　日本語の 受動表現

 日本語の受動表現では、人が主語である場合と事物が主語である場合
を区別します。まず、人が主語の場合は 3種類（直接受動表現が 2種
類と間接受動表現が 1種類）、事物が主語の場合は 1種類（直接受動表現）
あります。見方を変えれば、直接受動表現が 3種類、間接受動表現が 1
種類あることになります。

日本語には直接受動表現が 3種類、間接受動表現が 1種類ある。
 !直接受動表現 1：「山田が鈴木になぐられた」
 !直接受動表現 2：「山田が鈴木に顔をなぐられた」
 !直接受動表現 3：「その法則が日本の科学者によって発見された」
 !間接受動表現：「太郎は母親に死なれた」

1.  直接受動表現 1：主語が動作・感情の対象となる人であるとき
たとえば 1bの「山田が鈴木になぐられた」です。対応する能動文は

1aの「鈴木が山田をなぐった」になります。動作の主体（行為者）は
「鈴木」で、その対象は「山田」です。能動文 1aをスペイン語にすれば
例文 1a’になり、その受動表現の 1bをスペイン語にすれば 1b’（文型受
動文）になります。1b”は「山田」が主題の能動文です。

1a. 鈴木が山田をなぐった。（能動文）
1b. 山田が鈴木になぐられた。（受動文）
1a’. Suzuki golpeó a Yamada.
1b’. Yamada fue golpeado por Suzuki.
1b”. A Yamada {le / lo} golpeó Suzuki.

2.  直接受動表現 2：主語となる人の一部が動作・感情の対象であるとき
たとえば「山田が鈴木に顔をなぐられた」（2b）などです。対応する

能動文は 2aです。動作の主体（行為者）は「鈴木」ですが、動作の対
象は「山田」ではなくて「山田の顔」です。それゆえこの受動表現は、
「 持ち主の受け身文」とも呼ばれます。能動文をスペイン語にすれば「山
田」と「顔」を分けた例文 2a’ のようになります。スペイン語では「持
ち主」は 間接補語で表現されるからです。スペイン語では行為者が明示

されるとき、 間接補語を主語にする受動表現は作れません。作ろうとす
れば、せいぜい 2a” あたりにしかならないでしょう。 間接補語が主語で
はなくて主題になった主題文です。しかし 2a” は「山田は鈴木が顔をな
ぐった」のような、持ち主が主題である能動文として解釈されます。

2a. 鈴木が山田の顔をなぐった。（能動文）
2b. 山田が鈴木に顔をなぐられた。（受動文）
2a’. Suzuki le golpeó la cara a Yamada.
2a”. A Yamada le golpeó la cara Suzuki.

また、動作の主体が不明の場合、たとえば 3のような受動表現なら、
スペイン語では 3’のような 主題受動文になります。

3. 山田は顔をなぐられた。
3’. A Yamada le golpearon la cara.

3.  直接受動表現 3：主語が動作・感情の対象となる事物であるとき
たとえば例文 4bの「その法則は日本の科学者によって発見された」

などです。動作の主体（行為者）は「日本の科学者」で、その対象は「そ
の法則」です。それゆえ対応する能動文は 4aの「（ある）日本の科学者
がその法則を発見した」でしょう。スペイン語なら 4aの能動文は 4a’ 
のようになります。そして受動文の 4bは 4b’（文型受動文）になります。
行為者が明示されているので、スペイン語の再帰受動文にはなりません。
4b”は「その法則」が主題の能動文です。

4a. （ある）日本の科学者がその法則を発見した。（能動文）
4b. その法則は日本の科学者によって発見された。（受動文）
4a’. Un cientí! co japonés descubrió la regla.
4b’. La regla fue descubierta por un cientí! co japonés.
4b”. La regla la descubrió un cientí! co japonés.

また、事物が主語になる直接受動表現では行為者を表現しないことが
よくあります。たとえば例文 5の「その法則は 1世紀前に発見された」
などです。この文をスペイン語にすれば、文型受動文（5’）、再帰受動
文（5”）、主題受動文（5”’）になります。

5. その法則は 1世紀前に発見された。
5’. La regla fue descubierta hace un siglo.
5”. La regla se descubrió hace un siglo.
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5”’. La regla la descubrieron hace un siglo.

4.  間接受動表現
能動文の出来事に直接かかわっていない人が主題になる場合です。話

し手がその人を問題の出来事と関係づけて主題にすえ、その人が間接的
に影響をこうむることを表現する受け身の構文です。主題となる人が好
ましくない影響を受ける意味の表現が多いので、「 迷惑の受け身」とも
呼ばれます。たとえば例文 6の「太郎は母親に死なれた」などです。「母
親が死んだ」という出来事（7）と「太郎」が関係づけられています。
文の能動的な意味としては 8のようになるでしょう。

6. 太郎は母親に死なれた。
7. その母親は死んだ。 7’.  La madre se murió.
8. 太郎の母親は死んだ。 8’.  La madre de Taro se murió.

日本語では「（×）母親が太郎に死んだ」とは言えません。スペイン
語では少し不自然ですが、この日本語に相当する 6’のような文を作る
ことができます。また、6’よりも自然な 6”のように、同様に「母親」
が主語であって、出来事に関係づけられる人の 間接補語が主題になる表
現も可能ですが、それは「太郎」を主題にするスペイン語の能動文です。
この表現が日本語の 6に相当します。スペイン語には「太郎」という間
接補語に相当する人を主語にする受動表現はありませんが、その人を主
題にする能動表現はある、ということになります。

6’. La madre se le murió a Taro.
（主語＝主題は La madre。間接目的語は le = a Taro）

6”. A Taro se le murió la madre.
「？太郎には母親が死んだ」→ 6. 太郎は母親に死なれた。
（主題＝間接目的語 A Taro = le。主語は la madre）

日本語の間接受動表現は、出来事の主体もそれに関係づけられる人も、
ともに人間であることが条件になります。「人間」と書きましたが、日本
文法では人に相当するものを 有情名詞（感情を持っているもの）と呼び、
感情のない事物に相当するものを 非情名詞と言います。犬などのペット
も有情名詞として扱われます。たとえば日本語の 9の 間接受動表現は、
スペイン語にすると 9’になります。

9. 太郎は犬に死なれた。 9’.  A Taro se le murió el perro.

6”や 9’を間接的な受動表現だと解釈するスペイン語話者もいます。
他方、日本語では事物も有情名詞の扱いを受けることがあります。た

とえば 10です。この文はスペイン語にすると 10’のような能動文にな
るでしょう。

10. 太郎はあの日、雨にひどく降られた。
10’. A Taro le llovió mucho aquel día.

このスペイン語文も例外的に受け身の表現だと解釈されます。
他方、事物と人間の組み合わせでは、スペイン語では普通、受け身だ

とは解釈されません。たとえば事物の出来事 11aがありますが、それ
に関係する人を 間接補語で表現すると 11bになります。しかしその人
を主題にした能動文では、受け身の意味を表現することができません
（11c）。そのかわり、その人がその気がなくても起こる出来事として描
かれ、「うっかりしていて」というようなニュアンスが表現されます。

11a. El reloj se cayó.　「その時計は落ちた」
11b. El reloj se le cayó a Paco.　「その時計はパコから落ちた」

 （主語＝主題は El reloj。間接目的語は le = a Paco）
11c. A Paco se le cayó el reloj.　「パコは時計をうっかり落としてしまった」

 （×「パコは時計に落ちられた」）

5. スペイン語と比べて
日本語は「Xが～になる」という自動詞的な構文を好む言語であり、
スペイン語は「Yが Xを～にする」という他動詞的な構文を好む言
語である、とよく言われます。受動表現ではどうでしょうか。日本語
の受動表現はいずれの場合にも、主語（＝主題）と動詞の語幹＋ 接辞
「（ら）れる」で形成される述語（「なぐる」→「なぐられる」など）で構
成されています。そして接辞「（ら）れ」は受動だけではなくて可能や尊
敬の意味も表現する自動詞的な要素です。他方、スペイン語では、主語
（＝主題）の受動表現である文型受動文こそつなぎの動詞 serを使って
いますが、おなじく主語（＝主題）の再帰受動文では他動詞に再帰代名
詞が付いているし、主題（≠主語）を利用する主題受動文では、3人称
複数の無人称表現であるとはいえ、他動詞の能動文の構文です。両言語
の好みが受動表現にも反映されていると言えるのではないでしょうか。


