
く特集「受動表現」〉

ベトナム語の受身文

川口健一

ベトナム語では主に，動詞 dugcI biを用いて受身文を表す．それぞれの意味機能は

「受益JI「被不利益」である．基本構文は，以下のようになる．

(SI +dugc/bi + ((S2) +V)) 

SI：被動作主

S2：動作主

（ア） Taro da bi Hanako d釘由．

タロウ PRFBJノ、ナコ 叩く

（タロウはハナコに叩かれた）

＊能動文：

Hanako da d釘illTaro. 

ノ、ナコ PRF叩く タロウ

（ハナコはタロウを叩いた）

（イ） Taro da bi Hanako giam vao chan. 

タロウPRFBJハナコ 踏む PREP足

（タロウはハナコに足を踏まれた）

＊能動文：

Hanako da giam vao ch釦 cuaTaro. 

ノ、ナコ PRF 踏む PREP足 PREPタロウ

（ハナコはタロウの足を踏んだ）

（ウ） Hanako da bi ke-gian l~y-dp chi~c vi. 

ノ、ナコ PRFBJ 悪者 盗む CLF 財布

（ハナコは悪者に財布を盗まれた）
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＊能動文：

Ke-gian da Jay-cap chiec vi cua Hanako. 

悪者 PRF 盗む CLF財布PREPハナコ

（悪者がハナコの財布を盗んだ）

次のような表現では動作主は表現されない．

Hanako da bi mat-cap chiec vi. 

ノ、ナコ PRFB! 盗まれる CLF財布

（ハナコは財布を盗まれた： Hanakohad her purse stolen) 

この文では biはmodalな意味をもっ付属語（助詞）であり，省略することが可能で

ある．動詞 mftt-dpの意味構造は「なくす」 「盗む」（二「盗まれる」）で，動作主が

排除される構文になる．

（エ） Toi-qua con-be kh6c qua. Vi the kh6ng ngil dugc ti-nao. 

咋夜 赤ん坊泣く 過度に故にその NEG 眠るできる僅か

（昨夜，赤ん坊がひどく泣いた．それで、ちっとも眠れなかった）

能動文で表現する．後半の（ちっとも眠れなかった）を導くには， kh6c r泣く」だ

けでは不十分で、， qua 「過度に，あまりにもJ,su6t dem 「夜通しJなどの程度を示す

語句が必要になる．（赤ん坊に泣かれる）という受身文はない．

Cf: *Tδi-qua t6i bi con-be kh6c qua. 

昨夜私 B！赤ん坊泣く過度に

（オ） Toa nha m6i do b6 t6i xay. 

CLFビル新しいAM 父私建てる

（新しいビルは私の父が建てた）

ベトナム語の受身文は，「受益」／「被不利益J表現であるため，（オ）のような文のモ

ノ主語受身には基本的にはなじまない．「中立」・「動作主マーカー」の意味機能をもっ

doを用いて上記のように表現する．
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＊能動文：

B6 toi da xay tδa叶lam6i. 

父私 PRF建てるCLFヒール新しい

（私の父は新しいピルを建てた）

次のような受身文も可能であるが，やはりやや不自然な表現になる．「受益」の意味

内容が関係してくるからである．

Toa nha mδi da duσc C6ng-ty xay-di,mg Higashimatsu xay. 

CLFビル新しいPRFDUQC 会社 建設する 東松 建てる

（新しいビ、ルが東松建設によって建てられた）

この文に「美しく」，「立派に」などの「受益」の意味内容を付加すると自然な表現

になる．

Toa nha m6i da du9・c Cong-ty xay-di,mg Higahimatsu xay r~t d~p. 

CLFビル新しいPRFDVQC 会社 建設する 東松 建てるとても美しい

（新しいピルが東松建設によってとても美しく建てられた）

能動文は「中立」の意味内容になるため，以下の文は不足のない自然な表現になる．

＊能動文：

Cong-ty xay-di,mg Higashimatsu da xay toa nha mo・i.

会社 建設する 東松 PRF建てる CLFピノレ新しい

（東松建設が新しいビ、ルを建てた）

（カ） d Ca-na-da nguOi-ta n6i tieng Phap. 

PREP カナダ 人々 話す言葉フランス

（カナダではフランス語を話している）

（キ） Chiec vf da bj (ke-gian) Jay-c~p. 

CLF財布PRFBl （悪者） 盗む

（財布が（悪者に）盗まれた）

＊能動文：

Kふgianda Jay-cap chiec vf. 

悪者 PRF 盗む CLF財布
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（悪者が財布を盗んだ）

次の構文では動作主が排除され，また biは省略できる. (9）を参照．

Chi~c vi da bi mfrt-dp. 

CLF 財布 PRFBl盗まれる

（財布が盗まれた）

（ケ） Tren tu加g treo tranh. 

PREP 壁 掛ける絵

（壁に絵が掛けてある）

この構文では， dugcを用いることはできない．

Cf: *Tren tu加gdugc treo tranh. 

PREP 壁 DVOC掛ける絵

次の構文では dugcを用いることができる．

Bt'.rc tr創1hda dugc treo tren tu仇ig.

CLF 桧 PRF DVOC掛ける PREP 壁

（絵が壁に掛けられている）

＊能動文：

Taro da treo bt'.rc tra叶i!en tuong. 

タロウ PRF掛ける CLF 絵 PREP 壁

（タロウが壁に絵を掛けた）

（ケ） Taro dugc em-gai c白 Hanako yeu. 

タロウ DVOC 妹 PREP ハナコ 愛する

（タロウはハナコの妹に愛されている）

＊能動文：

Em-gai cua Hanako yeu Taro. 

妹 P旺 Pハナコ 愛するタロウ

（ハナコの妹はタロウを愛している）
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（コ） Thil.y-giao da n6i v6i hQc-tro rang ngay-mai thi. 

先生 PRF言う PREP 生徒 CONJ 明日 試験

（先生は生徒に「明日試験だ」と言った）

ベトナム語では受身文は用いない．伝達動詞 bao 「告げる」を用いて次のように言

うこともできる．

Thay-giao da bao hQc-tro rang ngay-mai thi. 

先生 PRF告げる生徒 CONJ 明日 試験

グロス略語一覧

AM：動作主マーカー ICLF：助数詞 ICONJ：接続詞 INEG：否定詞 IPREP: 

前置詞 I PRF：完了相マーカー
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