
 -  - 133 

 

 

 

 

 

非人称受動の用法 

 

井口英子 

 

1984 

東京外国語大学大学院ドイツ語学文学研究会編『DER KEIM』Nr. 8 

p3-16 

 

 

 

 



 -  - 134 

 

非人称受動の用法 

 

井口英子 

 

0．はじめに 

  ドイツ語には，Es wird getanzt.のように自動詞を用いて作る受動文がある。他動詞

には，受動文の主語となる対格目的語があるが，自動詞の場合は対格目的語を取らない

ので，受動文形成の際，主語となるものがない。そこで，文頭が空いた場合，『有形無

意の es』（注１）をそこに補充することから，この形式には，非人称受動という名称が

与えられている。この語の使用については，異論をはさむ人もいるが（注２），それに

代る妥当な術語が無いこと，そして，この名称が最も多く使用されているという理由に

より，ここでも，この名称を用いることにする。 

  さて，本稿の目的であるが，それは，非人称受動に関するいくつかの問題を考えるこ

とにより，この表現の特徴を探り，その用法を明確化することである。ところで，非人

称受動文には，動詞のヴアレンツにより，4 つのタイプが考えられるが，今回考察の対

象としたのは，目的語を全く取らない自動詞の受動文である。 

 

１．非人称受動の形成を規定する要因 

  非人称受動の用法を知る上で，まず第一になすべきことは，「態」というカテゴリー

を持つ動詞についての考察であろう。すなわち，どういう動詞が非人称受動文を形成し

うるのかという問題を提起すると共に，その解決に努めることが，最初の課題と考えら

れる。他動詞から成る受動文においても，受動形式が全ての動詞に可能ではないと同様

に，自動詞の場合も受動文形成の際に，何らかの制限が働いているはずである。その動

詞に関する制限を調べることにより，非人称受動文の使用域を確定し，その表現として

の特徴を捉えることができるにちがいない。そこで，まずはじめに，非人称受動表現に

かかわる動詞制限について吟味し，表現を可能にしている要因を探る。 

Helbig／Buscha（1977）には，動詞制限について，次のような記述がある。 

1. Die Passivbildung ist nicht möglich bei den intransitiven Verben, die ihre 

Vergangenheitsformen mit „sein“ bilden. 

2. Die Passivbildung der intransitiven Verben ist nur möglich bei Verben, deren 

Subjekt ein aktiver persönlicher Täter ist, nicht aber bei Verben, die keine 

Aktivität des Subjekts zulassen, sondern Relation ausdrücken.（注３） 

   （下線部は，筆者が原文を簡潔にまとめたもの） 
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ここでは，sein支配の自動詞が受動文形成不可能な動詞とされ，形成可能な動詞は，活

動を表わす動詞に限定されている。Duden（1973）にも同様な記述を見ることができ

る。 

 Über al1e anderen intransitiven Verben läßt sich bis jetzt nur ganz al1gemein 

 aussagen, daß ein werden-Passiv möglich ist, wenn sie „als Tätigkeiten des 

 Menschen（oder doch lebender Wesen）aufgefaßt werden können.（注４） 

 

  両方の記述に共通して言えることは，Tätigkeit や Aktivität の語が示すように，動

詞の表わす行為や動作の活動性に重点が置かれていることである。これに従うと，活動

性には欠ける schlafen や stehen は，非人称受動文を作ることのできない動詞とされる。

ところが実際は，schlafen でも werden-Passiv が可能となる場合がある。例えば，母

親が，子供をベッドへ追いやる時によく使われる言い方で，Jetzt wird geschlafen!と

いうのがある。受動文を命令文として用いる方法である。 

  又，Helbig／Buscha では，sein 支配の動詞は非人称受動文を作ることができないと

されているが，sein支配の動詞でも命令文として用いると受動文が可能になることがあ

る。Auf der Straße wird gegangen!がその例であり，10人のインフォーマントにこの

例文について容認度を尋ねたところ，7人が，容認可能であると回答してきた。 

  そうすると，上述の 2 文は，Helbig／Buscha 及び Duden に見られる動詞制限の枠

には収まらない。schlafen，gehen が例外なのか，又は，これらの記述とは別の制限が

働いているのかを調べる必要がある。 

  そこで，ごく基本的な自動詞について受動文を作り，インフォーマントテストを行な

った。その調査をもとに，上で挙げられた問題を考えてゆくことにする。 

  まず，資料を検討する前に，インフォーマントテストについて簡単に述べておく。テ

ストは，Duden 2 Stilwörterbuchを参考にしながら，任意に選出した 30個の基本的な

自動詞を用いて非人称受動文を作り，それが，ドイツ語として容認可能か否かをインフ

ォーマントに尋ねるという方法を取った。その際，例文は，上述の 2 文を参考にし，变

述文と命令文の 2 種類を用意した。インフォーマントは仝部で 10 人，その内訳は，オ

ーストリア出身が 2 人，西独出身が 3 人，東独出身が 5 人である（注５）。判定には，

1）容認可能，2）容認可能だが，不自然なドイツ語である，3）判定不可能，4）容認

不可能の 4 つの選択肢を用いた。資料中，例文の後に置かれた数字は，それぞれの選択

肢を選んだインフォーマントの数を示し，左端から，1）容認可能，2）容認可能だが，

不自然なドイツ語である，3）判定不可能，4）容認不可能の順に並べてある。 

 《インフォーマントテストの結果（資料: 1）》 

 1）Jetzt wird nach Norden gegangen.       2//2/0/6 

 2）Nach München wird gekommen.        0//0/1/9 
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 3）Nach London wird gefahren.         2//4/1/3 

 4）Nach London wird geflogen.          4//2/1/3 

 5）Jetzt wird um den See gelaufen.        3//3/1/3 

 6）Hier wird im Sommer geschwommen.      10//0/0/0 

 7）Ins Wasser wird nacheinander gefallen.     0//1/2/7 

 8）In jenem Haus wird still geblieben.       0//2/1/7 

 9）Auf der Straße wird hier und da tot gelegen.   0//0/1/9 

 10）An der Haltestelle wurde lange gestanden.   1//3/2/4 

 11）Hier wird geschlafen.            7//1/1/1 

 12）Hier wird gut gewohnt.            1//2/0/7 

 13）Dort wird gestorben.            2//3/0/5 

 14）Mitten in der Nacht wird aufgewacht.     0//2/3/5 

 15）Heute wird noch gearbeitet.         10//0/0/0 

 16）Dort wird laut gelacht.           9//1/0/0 

 17）Dort wurde heftig gekämpft         10//0/0/0 

 18）Jetzt wird irgendwo geklopft.         7//1/1/1 

 19）Jetzt wird getanzt.             10//0/0/0 

 20）Jetzt wird gesungen.            9//0/1/0 

 21）Jetzt wird gebadet.             6//3/0/1 

 22）Jetzt wird gegessen.            9//0/0/1 

 23）Jetzt wird bei uns schon geheizt.       10//0/0/0 

 24）Jetzt wird gekauft.             3//1/0/6 

 25）ln Japan wird viel gelernt.          8//2/0/0 

 26）ln seinem Unterricht wird nur gelesen.    9//1/0/0 

 27）Jetzt wird gepfiffen.            6//1/0/3 

 28）Dort wird geraucht.             10//0/0/0 

 29）Jetzt wird gespielt.             7//1/0/2 

 30）Jetzt wird geschrieben.           7//1/1/1 

 

  調査結果における数字の分布を見ると，容認可能な文とそうではない文を厳密に区別

することは困難であることがわかる。勿論，10 人全員が容認可能という判定を下した

例文もあるが，「容認可能だが」という断り付きのものや，「判定不可能」としたのも少

なくない。インフォーマント自身の年令差や，出身地の違い，文体の好みについての個

人差等，多くの要因が，上に見られる数字のばらつきに関与しているのであろう。しか

し，ここでは，数字の上から，適格文としてのおおよその傾向を捉えることが重要であ
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るため，個人的差異は捨象せざるを得ない。そこで，10 人中 7 人が容認可能と見なし

た文を適格文と考える。 

  最初に，適格文について考えよう。資料中，適格文と見なすことができるものは，6），

11），と 21）24）27）を除く 15）から 30）までの例文である。そこに用いられている

動詞には，共通の特徴が認められないだろうか。 

18）から 30）までの動詞は，対格目的語を取り，他動詞として用いられることもある。

あるいは，逆に，他動詞の自動詞的用法とも言えよう。つまり，意味構造においては，

行為の対象を必要とする動詞であるが，統語的には，行為の対象を表わす対格目的語の

採用が任意的となる。このことが，受動文形成に影響し，1 つの動詞に 2 種類の受動文

が存在することになる。ところが，kaufen の場合は，このタイプの他の動詞に比べ，

容認度が著しく低く，適格文と見なすことはできない。一方，baden と pfeifen は，適

格文としての基準は満たしていないが，容認可能と回答したインフォーマントが 6 人も

いることから，その適格性は微妙なところにあると言える。しかし，baden，kaufen，

pfeifen 以外の動詞では，適格性が認められている以上，他動詞の自動詞的用法におけ

る非人称受動文形成の可能性は大きいとしてよい。次に挙げる例文は，このタイプの動

詞を用いた非人称受動文であるが，いずれも適格文である（注６）。 

1. Nach Tisch wird hier gebetet. 

2. Heute wird den ganzen Tag genäht.  

3. Bei der Firma wird noch mit dem Rechenbrett gerechnet.  

4. Es wird viel geredet.   

5. In dieser Gegend wird erst im Juni gesät.  

6. In der Kuche wird gespült.  

7. Auf der Straße wird gestreut.  

8. Im Steinbruch wird heute gesprengt.  

 

  他動詞の自動詞的用法以外に arbeiten，kämpfen，schwimmen，lachen，schlafen

が適格文と見なすことのできる動詞である。最後の schlafen を除くこれらの動詞は，

具体的動作を表わし，動作主の振舞，身体の動きが，比較的はっきりとした形になって

現れる。動詞の表わす内容が発声行為であれば，それを感知できなければならない。

Helbig／Buscha や Duden で Aktivität や Tätigkeit を表わす動詞が受動文形成可能で

あるとされていたが，それに，これらの動詞が当てはまる。しかし，schlafen は例外で

ある。この場合は，文の意味も他の動詞とは異なる。schlafen 以外の動詞を用いた非人

称受動文では，動詞の表わす行為・動作を中心とした表現になっているのに対し，

schlafen では，場所の説明となるのである。つまり，14）の文を，「ここで人が寝てい

る」という意味で用いることはできない。この文が適格文とされるのは，「ここは寝る
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ところです」という意味においてである。こうしてみると，非人称受動文では，状態を

表現することが，困難であるように思われる。 

  次に，容認度の低い動詞を扱う。6），11）を除く 1）から 14）までは，その程度は

様々であるが，どれも受動文形成が容易ではないと言えそうである。その中でも，

kommen，fallen，bleiben，liegen，aufwachen は，容認可能という判定を下した人が

いないところから，これらの動詞は，非人称受動文には適さないと考えられる。他の動

詞では，多くて 3～4 人が容認可能と判定しているが，適格文と見なすには数字が少な

すぎる。そこで，それらを非人称受動文の作りにくい動詞として位置付けることにする。

それらが，どのような動詞群であるのかを見てみよう。 

  6）を除く 1）から 14）までの文に用いられている動詞は，二分することができる。

8）から 12）までは，状態動詞であり，その他は sein 支配の動詞である。Helbig／

Buscha の記述通りの結果が，ここにも出ているようである。さらに，この記述を支持

しうる例がある。完了形を作る際，sein と haben のいずれをも取ることができる動詞

で，seinを取る場合，非人称受動文が作りにくくなる。 

1. tanzen 

a. Heute wird getanzt.           10//0/0/0 

b. Ins Zimmer wird getanzt.          1//5/1/3 

2. schwimmen 

a. Hier wird im Sommer geschwommen.   10//0/0/0 

b. Ans andere Ufer wird geschwommen.     1//2/0/7 

   

tanzen，schwimmen 両動詞において，動詞が sein 支配となる b.の例文では，容認

度がかなり低下している。この同一の動詞における haben，sein の対立は，「行為」を

表わすか，「場所の移動」を表わすかによるものであり，方向規定の副詞の有無が，こ

の対立に関与している。このことから，文中での動詞的意味が「場所の移動」を主とし

ている場合は，非人称受動文の形成がむつかしくなると言える。逆に，実際は，移動が

行なわれていても，それを行為として捉える限り，受動文は可能である。 

 では，sein支配の動詞には，受動文形成の可能性がないのであろうか。次に挙げる例

は，この間いを否定するのに十分な証拠となる。 

c. Nach London wird nur einmal am Tag gefahren.    9//0/1/0 

d. Nach London wird nur einmal am Tag geflogen.    9//1/0/0 

 

c. d.の fahren，fliegenは，方向規定の副詞を伴なっているので，「場所の移動」を動詞

的意味とする sein 支配の動詞と考えられるが，ここでは，適格文となっている。又，

（資料 1）では fahren，fliegen よりも容認度が低かった gehen でさえ，次の例では，
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容認度が上っている。 

e. Damals wurde nach München zu Fuß gegangen.    5//1/0/0（注７） 

 

c. d. e.の文と（資料 1）における例文 1）3）4）と比較すると，1）3）4）の文が，単

に「場所の移動」を表わすにすぎないのに対し，c. d. e.では，nur einmal am Tag，zu 

Fuß などの新しい要素の付加により，「場所の移動」を表わすだけではなく，移動の方

法，頻度などがより重要な情報として加味されている。そこに，非人称受動文形成の可

能性が出てきたのではないだろうか。すなわち，動詞的意味が，「場所の移動」を表わ

していても，動詞以外の要素の文全体にもたらす意味内容が，情報的価値を得るように

なると，困難であった受動文形成に，その可能性が開けてくるのである。 

 さて，ここで，本章の始めにたてた問題に戻り，その意義を考えてみよう。非人称受

動文形成の際，動詞がどのように制限されるかという問題であった。ところが，非人称

受動文が不可能とされるのは，ごく僅かな動詞である。容認度が低いと思われる動詞で

も，上で見たように，ある特定の環境に置けば，適格文と認められるまでになるのであ

るから，動詞 1 個を取り上げて，その受動文形成の可能性について論じることは，危険

である。それは，動詞の持つ意味が流動的であり，それを取り巻く統語的・意味的環境

の影響を受けるからである。すなわち，動詞の受動文形成の可能性は，文に組み込まれ

て始めて決まるのである。 

 sein 支配の動詞のもう 1 つの特徴として，「状態の変化」が挙げられるが，調査結果

を見ると，やはり容認度が低い。（13），14）を参照）しかし，sterben の場合，特殊な

コンテキストの中では，非人称受動文が作れなくもない。Heinrich Böll の短編小説の

中に次のような用例がある。 

 Im Krieg wird gesungen, geschlossen, geredet, gekämpft, gehungert und 

gestorben...（注８） 

 

インフォーマントの中の 3 人は，上の例文のように，im Krieg を想定すれば，

gestorben werden も容認可能であると述べている。この場合でも，動詞を取り巻く統

語的・意味的環境の動詞への影響を認めないわけにはいかないようである。 

 このように，sein支配の動詞は，全部が受動文を全く不可能としているわけではない。

しかし，arbeiten や tanzen に比較すると，受動化は困難であると言わざるを得ない。

後者は，比較的容易に適格性を得るのに対し，前者は特殊な条件を必要とするからであ

る。しかし，これらの動詞を变述文ではなく，（強い）要求を表わす命令文として用い

ると，その適格性が大いに認められるところとなる。 

 以下の例文は，この点について調査した結果である。 

 《インフォーマントテストの結果（資料 2）》 
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1) Auf der Straße wird gegangen!            7//2/0/1 

2) Es wird gleich gekommen!           2//1/0/7 

3) Diesmal wird mit dem Schnellzug gefahren!      10//0/0/0 

4) Dort wird niedrig geflogen!           6//2/0/2 

5) lm Korridor wird nicht gelaufen!          10//0/0/0 

6) Es wird ins Wasser gefallen!           0//2/2/6 

7) Hier wird geblieben!              3//2/0/5 

8) Hier wird gewohnt!              3//4/1/2 

9) Hier wird auf dem Bauch gelegen!        7//1/0/2 

10) In der Schule wird still gesessen!          10//0/0/0 

11) Hier wird gestanden!              8//1/0/1 

12) Als guter Christ wird gestorben!         3//4/0/3 

13) Morgen wird früh aufgewacht!          5//1/0/4 

 

インフォーマントテスト 1 で不適格文とされた動詞を受動文の命令的用法として，再度

調査したわけだが，1）3）5）9）10）11）の文が適格性を認められた。従って，命令

文として用いることにより，非人称受動文形成の可能性が拡大されたと言える。しかし，

ここにも受動文不適格とされた動詞があるが，これらが他の動詞と異なり，受動文を作

ることができないのはなぜだろうか。 

 まず，どんな動詞でも命令文で用いられるのかということを考えてみよう。城岡

（1983）では，無意志動詞として捉えられる一連の動詞は，命令文として使いにくい

と述べられている（注９）。無意志動詞とは，主語の意志で左右できない意味内容を持

つ動詞であるということであるから，fallen，sterben，aufwachen がそれに含まれる。

ここで問題にしているのは，非人称受動文の命令的用法であるが，この場合にも，動詞

の命令法を用いた命令文と平行した現象が見られるにちがいない。命令法の場合と同様，

ここでも，ある行為の要求を表わしており，その際，相手の意のままにならない行為を

要求することは無意味であると思われるからである。fallen，sterben，aufwachen が

非人称受動文の命令的用法として不適格なのは，このような理由によるものと考えられ

る。 

 しかし，その他の動詞，kommen，bleiben，wohnen は無意志動詞とは考えられな

い。命令法も可能であるから，非人称受動文の命令的使用も認められるはずである。

bleibenの場合，2人のインフォーマントは，Es wird hier geblieben!なら可能であると

付け加えた。Duden にも同様な例文がある（注 10）。hier が前綴り化している

hierbleiben は受動化が可能で，hier bleiben は不可能ということになるが，その理由

を知るには，今後，さらに調査を続け，資料を増さなければならない。kommen，



 -  - 141 

wohnenについても同じように，今後の研究課題として残さざるを得ない。 

 さて，これまで，個々の動詞における非人称受動文の可能性について考察してきたが，

それは，一口に述べられるものではないことがわかった。勿論，大体の傾向を摑むこと

は可能である。しかし，動詞によっては，普通は，非人称受動文として容認されにくい

とされてはいても，動詞の置かれる環境の変化により，あるいは，命令文として使用す

ることによって適格性を得るものもある。このように，自動詞の受動化には，動詞以外

にも，それを成り立たせる様々な要因が考えられる。従って，単に動詞 1 個を取り出し，

その受動化の可能性を云々するのではなく，どのような統語的・意味的環境のもとで，

どのように使用される場合に受動文が可能なのかまでを射程に入れ，分析を行なうこと

が必要である。 

 

２．非人称受動文における動作主 

  次に，動詞が表わす動作の主体と非人称受動文とのかかわり，及び，動作主表示の可

能性について考えてみる。 

  非人称受動文では，一般に，行為や動作の主体は人間に限られている。例えば，

Helbig（1965）では，Man tanzt. から Es wird getanzt. へと受動化が可能であるの

に対し，Mücken tanzen. Schneeflocken tanzen. は不可能であるとされている（注

11）。非人称受動文形成が容易な tanzenでも，人間以外のものが，„tanzen“する場合は，

非人称受動文が使えないというのである。 

  一方，Heidolph（1981）は，人間を主語に取らない動詞では，非人称受動文が不可

能であるという観点から，動作主に関する制限を考えている。例えば，bellen，rosten

の場合，受動化は許されない。 

  *Es wird gebellt. 

  *Es wird gerostet.（注 12） 

 

  では，動作主に関して，それ以上の規定はできないだろうか。１章で挙げた例文 Im 

Krieg wird gesungen, geschlossen, geredet, gekämpft, gehungert und gestorben...で

は，動作主は，不特定・多数の人間として解釈される。「不特定・多数」という特徴付

けは，常に可能であろうか。それをこれから考えてみたい。このような動作主の在り方

を確めるには，非人称受動文の場合，普通，動作主は表示されないので，表現形式自体

というより，その前後の脈絡に手がかりを求めざるを得ない。そこで，この点を確める

ため，非人称受動文の用いられているテキストを使い，その前後関係から，動作主の在

り方を検討してみたい。 

（1） 

 Als im Krieg das nahe Städtchen Münster geräumt wurde, Günsbach das letzte 
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 bewohnte Dorf hinter der Front war, als oben am Schratzmännele und am 

 Lingekopf immer erbitterter gekämpft wurde, sind die schönen alten Möbel, 

 Bilder, Geschirr und Wäsche auf Leiterwagen geladen und fortgeführt worden.

 （注 13） 

 戦時中，近くの小さな町ミュンスターから人々が撤退すると，前戦の背後では，ギュ

 ンスバッハが人の住む最後の町であった。そして，上手のシュラツメネレやリンゲコ

 プフで戦いが激しくなるにつれて，美しい骨董家具や絵画，陶器や着替えが馬車に積

 まれ，運ばれていった。 

（2） 

 „Arbeiten und nicht verzweifeln“, das ist die Lösung für uns Deutsche beim 

 Zusammenbruch nach einem verlorenen Krieg. Aber wie soll gearbeitet werden? 

 Das ist die Hauptsache.（注 14） 

 「働くこと，そして絶望しないことだ」これが，我々ドイツ人にとって，敗戦後の挫

 折におけるスローガンである。しかし，いかにして仕事がなされるべきか。それが中

 心問題である。 

（3） 

 „Los“, sagte ich „teil das Brot.“ „Abzählen“, sagte Engelhecht. Ich gab ihm das 

 Brot, er zog seinen Mantel aus, 1egte ihn mit dem Futter nach oben auf den 

 Boden des Waggons, zog das Futter glatt, 1egte das Brot drauf, während rings um 

 uns abgezählt wurde. „Zweiunddreißig“, sagte der Däumerling, dann blieb es 

 sti11.（注 15） 

 「さあ，パンを分けろよ」と私が言った。「番号！」とエンゲルへヒトが言った。私

 が彼にパンを渡すと，彼は外套を脱ぎ，裏地を上向きにして，貨車の床に置いた。そ

 して，裏地をならし，その上にパンを置いた。その間，我々の回りでは，番号をかけ

 合っていた。「32」と小さいのが言うと静かになった。 

（4） 

 Mutter lief mit dem Putzlappen vom Kopfende zum Fußende und Zurück, um das 

 Wasser am Boden aufzuwischen. Erst als von unten die Decke geklopft wurde, 

 beruhigten wir uns.（注 16） 

 ママは，床にはねた水を拭くために，浴漕の端から端まで雑巾を持って行き来した 。

 下から天井を叩かれて，やっと僕達は静かになった。 

                               （下線: 筆者） 

   

  （1）の場合，動作主は，戦闘に参加した人々であるから，不特定・多数であると言

える。（2）では，文脈から考える限り，ドイツ人全体が arbeiten の意味上の主語であ
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り，wir を主語とした文章に置き換えられるので，動作主は特定・多数である。（3）に

関しては，場面についての説明を加える必要がある。„ich“は捕虜であり，他の捕虜と

共に転送されるが，その途中，駅で待っていた妻からパンをもらう。それが，同じ車両

に乗り合わせていた人達の目に触れ，彼らに分配することになったというくだりである。

番号をかけ合っているのは，„ich“と Engelhecht を除く捕虜達であるが，この場合も，

動作主は，特定・多数と考えられる。それは，先行する文脈で，„ich“が，他の者全て

に対し，sie という人称代名詞を用いているところからも納得がいく（注 17）。（4）は，

主人公の男の子が友達と一緒に，水をはねたり，叫んだりして，騒ぎながら入浴してい

る場面である。あまりの騒々しさに耐えかねてか，階下から天井を叩く音が聞こえてく

るのであるが，ここでも動作主は特定の人物であると考えられる。なぜなら，それは，

協同住宅内の階下に住む隣人として特定化されうるからである。又，動作主の数につい

ては，状況から推察すると 1 人である可能性が高い。そうすると，動作主が特定・単数

である場合にも非人称受動文が可能ということになる。しかし，ここでは，語り手は，

動作や行為だけをその関心としており，動作主をまるで意識していないかのようである。

そればかりか，動作主を動作から切り離してしまったかのような感じさえする。このこ

とは，他の三つの文にも当てはまることである。ここでわかることは，非人称受動文で

は，動作主は人間に限定されるが，さらに，それを，不特定・多数という特徴で規定す

ることはできないということである。特定の個人であっても，それを動作主として意識

せず，動作のみを表現の対象にすれば，非人称受動文は成立する。動作主に関すること

で重要なのは，人間を動作主とする時のみ，この表現が可能になるという点である。 

  では次に，動作主表示の可能性について見てみよう。 

周知の通り，固有名詞の場合は，動作主表示は全く不可能である。インフォーマントに

次のような例文を見せたところ，9人が容認不可能という判定を下した。 

 1.  Gestern wurde von Karl getanzt.          0//0/1/9 

  

  固有名詞以外ではどうであろうか。では，ここで，動作主表示に関する Oksaar

（1973）の見解を取り上げて検討してみる。彼女は，動作主表示が一般に困難とされ

ている非人称受動文において，動作主が，不特定・多数という特徴を帯びていれば，文

脈依存なしに適格性が認められるとしている（注 18）。このことを証明するために，次

の 2つの例文を用意している。 

  a.  *Von der Frau wurde im Winde getanzt. 

   b.  Von vielen wurde im Winde getanzt. 

 

つまり，動作主が特定・単数である a.が容認不可能であるのに対し，不特定・多数であ

る b.が容認可能となるからである。そこで，これを再検討する意味で，これに似せて，
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4 種類の非人称受動文を作り，その適格性について調査したが，結果は以下の通りであ

る。 

 1.  Die ganze Nacht wurde von der Frau getanzt.    0//1/1/8 

 2.  Die ganze Nacht wurde von einer Frau getanzt.     0//2/1/7 

 3.  Die ganze Nacht wurde von vielen getanzt.       2//3/0/5 

 4.  Die ganze Nacht wurde von einigen getanzt.      1//2/1/6 

 

これから判断すると，いずれの場合においても，不適格文としての傾向が強い。ただ，

viel を動作主とした場合，Oksaar と同様，2 人のインフォーマントが容認可能と見な

しているが，容認不可能という判定が 5 人もいるのであるから，ドイツ語として自然に

感じられる文ではないことは確かである。これは，非人称受動文において，動作主表示

が，いかに困難であるかを物語っていると言える。 

  では，統計的には，どうであろうか。Brinker（1971）には，受動文についての統計

的研究があるが，その中に，非人称受動について参考になる資料がある。彼は，様々な

受動文を集め，いくつかのタイプに分け，その頻度表を作成している。その資料による

と，目的語を取らない自動詞の受動文で，動作主が表示されているものは無かったとい

うことである（注 19）。さらに，この種の受動文は，受動文全体の 0.94％（注 20）に

しかすぎないという結果も見逃すことができないであろう。すると，現実には，動作主

表示はほとんどあり得ないといっても過言ではない。 

  それでは，Oksaar の論述に戻ろう。これまでの調査結果からすると，非人称受動文

においては，動作主表示の際の特徴を規定するよりも，それを表示する可能性が極めて

低いということを強調した方が，言語現実に即しているように思われる。そこで，ここ

では，動作主表示が，事実上，かなり困難であることを主張するに留めたい。 

 

  非人称受動文について，動詞と動詞の表わす動作・行為の主体という点から考察して

きたが，その表現としての特徴を次のようにまとめることができる：元来，文法に起因

することであるが，この表現形式が主語を持たないですむという事実は重要である。普

通，主語なしで文を作ることのできないドイツ語において，主語を取らずに文法的に正

しい文を構成できるのは，この表現の大きな特徴である。さらに，動作主を表示しない

のが通例であることから，行為の主体が，表層的には現われず，動詞だけの文になるの

で，動詞の表わす動作や行為が際立ってくる。従って，非人称受動文は，行為者が不明

の時，又は，それを表明する必要がない時，あるいは，話者の関心が行為にのみ向けら

れている場合，話者の表現意図を実現させるに適しい文構造を取る表現であると言える。 

 

 



 -  - 145 

注 

1) 関口存男，S. 178参照 

2) Helbig (1965) S. 274参照 

3) Helbig, G. u. J. Buscha, S. 144 

4) Duden, S. 93 

5) インフォーマントの年令・性別・身分についての報告: オーストリア出身の 2 人は，

30 代の女性（大学教師）に 20 代の男性（学生），東独出身の 5 人は，男性 1 人を含

む 20 代の学生，西独出身の 3 人は，40 代の男性と 50 代の男性 2 人（3 人とも大学

教師）である。 

6) 1）から 6）までの例文は，追加調査で，6 人のインフォーマント（注 5 のインフォ

ーマントの中のオーストリア出身 2 人，西独出身 3 人，東独出身 1 人）に尋ねたと

ころ，全員が容認可能であると答えた。7）8）は，Duden 2 Stilwörterbuch からの

引用である。 

7) この例文も追加調査で，インフォーマントは，注 6と同じ 6人である。 

8) Heinrich Böll: Nicht nur zur Weihnachtszeit in: Erzählungen 1950-1970, Verlag 

Kiepenheuer ＆ Berker Kevelaer, Kö1n, 1972, S. 26 

9) 城岡，S. 59参照 

10) Duden, S. 93参照 

11) Helbig, S. 275参照 

12) Heidolph, K. E. U. a., S. 43 

13) Susanne Oswald: Mein Onkel Bery, DogakushaVerlag, Tokyo, 1976, S. 19 

14) Peter Bichsel: Die Jahreszeiten, Herman Lutherhand Verlag, 1967, S. 100 

15) Heinrich Böll: Als der Krieg zu Ende war in: Erzählungen 1950-1970, Verlag 

Kiepnheuer ＆Berker Kevelaer, Kö1n, 1972, S. 327f. 

16) Hans Peter Richter: Damals war es Friedrich, Deutscher Taschenbuch Verlag, 

München, 1979, S. 13 

17) Sie blicken alle auf das Brot. (S. 326) 

18) Oksaar, S. 167参照 

19) Brinker, S. 33参照 

20) ibid. S. 40 
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