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“但是” に対応する日本語 

要旨：文章を訳すために大切なことはたくさんあるが、一番大切なことは「正確さ」

である。作者の伝えたいことを間違いなく簡潔に表現しなければならない。翻訳する

とき、文章をよみながら訳すとはちゃめちゃになりがちだが、接続詞を意識すること

で、かなり構造が明確になる。 

逆接を現す接続語は中国語に訳すと、全部中国語の「但是」となる。しかしながら、

日本語には、「が」、「だが」、「しかし」、「ところが」、「けれども」といった数えきれ

ないほどの接続詞がある。本論文は、「但是」を日本語に訳すときたら、注意すべき

問題について、検討してみた。                                                       
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“但是”对应的日文翻译 

                                       

摘要：翻译文章时有许多要注意的地方，但最重要的还是“准确性”。译者必须简洁、

准确地表达出作者的意思。翻译时，边读文章边翻译容易变得混乱，此时意识到接续词

的存在，就能够将文章结构搞清楚。 

表现转折的接续词翻译成中文，都会变成中文的“但是”。然而，在日文中，有「が」、

「だが」、「しかし」、「ところが」、「けれども」等近乎数不清的表示转折的接续词对应。

这篇论文就将“但是”一词翻译成中文时的注意事项进行了讨论。 

 

关键词：“但是”  接续词  书面语  口语 
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はじめに 

文章を訳すために大切なことはたくさんあるが、一番大切なことは「正確さ」であ

る。作者の伝えたいことを間違いなく簡潔に表現しなければならない。翻訳するとき、

文章をよみながら訳すとはちゃめちゃになりがちだが、接続詞を意識することで、か

なり構造が明確になる。 

接続語というのは、文、節と段落の接続であり、接続詞、接続的副詞と接続助詞と

いう三つの種類に分かられている。用途により、連続、展開と収束に分類される。そ

の中に、逆接を現す接続詞は前の文脈と相反する事柄として、後の文脈を導く。1 

逆接を現す接続語は中国語に訳すと、全部中国語の「但是」となる。しかしながら、

日本語には、「が」、「だが」、「しかし」、「ところが」、「けれども」、「それでも」、「し

かれども」、「しかしながら」、「されど」、「しかるに」、「でも」、「さりとて」、「そのく

せ」、「といえども」、「これに反して」、「のに」、「ても」、「ながら」、「（なる）とも」、

「にしては」、「わりには」、「にしても」、「としても」、「とはいえ」、「からといって」、

「したところで」、「にしたって」、「にしろ」、「にせよ」、「とはいっても」、「とはいう

ものの」、「ものを」、「しようが」、「しようと」、「しないまでも」、「といわず」、「する

も」、「むしろ」、「かえって」、 「いっそ」といった数えきれないほどの接続詞があ

る。2「但是」を日本語に訳すときたら、注意すべき問題について、この論文におい

て、検討してみた。 

 

第一章 接続語の分類 

 

1.1 予想される結果を表わす接続語 

 

「が」、「けれども」、「ても」は、いずれの語も逆接、すなわち後件が前件の内

容から予想される結果とは反対の内容であることを表わす接続助詞である。  

「が」は、一般にもっぱら逆接を表わす接続助詞のように思われがちであるが、接

続助詞の「が」は格助詞の「が」から発達したもので、本来は順接とか逆接には関わ

りのない接続関係を表わす。したがって、現代語でも逆接の確定条件(例文(1))のよ

うに、前件と後件が特別な因果関係にあることを表わす用法だけではなく、前件と後

件とを対比・対照させていることを表わす用法(対比・対照。例文(2))や、後件の断

                                                     
1 郝素岩. 接续词的分类与形式[J]. 锦州医学院学报, 1990, (02) 
2 日本教育学会《日本韶教育事典》 
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り書きのように前件を提示して後件に接続させる用法(単純接続。例文(3))などがあ

る。そのほかにも、「顔もいいが性格もいい」のような順接の並列や、「課長でした

らもう帰りましたが」のような終助詞的な用法もある。 3 

(1)雨が降ってきましたが、試合は続行します。 

(2)天気はよいが、風が冷たい。 

(3)ここだけの話だが、彼は秋に結婚するそうだよ。 

「けれども」は、「が」と用法上の違いはなく、ほとんどの場合言い換えが可能で

ある(例文(4)(5)(6)、と用法の対応は「が」に同じ)。話し言葉で「けれども」を用

いるほうが丁寧な感じを与えるという程度に過ぎない。一方、文章語としては「けれ

ども」よりも「が」を用いることが多い。なお、「けれども」は「けれど」「けども」

「けど」の形でも用いられるが、この順で丁寧さが薄れ、特に後の二つはくだけた話

し言葉でしか用いられない。  

(4)今日は朝早く家を出たけれども、遅刻してしまった。 

(5)あの選手は打率はよいけれども、打点が少ない。 

(6)伊藤と申しますけれども、先生はご在宅でしょうか。 

「ても」は、確定条件(例文(7))だけではなく、「が」「けれども」「のに」には

ない仮定条件(例文(8))や恒常条件(例文(9))を表わす用法がある。ほかに対比(例文

(10))の用法もあるが、「が」を用いた対比(「酒は飲むがタバコは吸わない」)が事

実だけを述べているのにくらべると、「ても」を用いた場合には、話し手の何らかの

主観(例文(10)でいえば、タバコに対する否定的な価値判断)を伴っている点で異なっ

ている。また、「飲んでも」のように、ガ・ナ・バ・マ行の五段活用動詞につくとき

は「でも」となる。 4 

(7)四月になっても、朝はまだ冷える。 

                                                     
3 郝素岩. 谈谈‘しかし’、‘けれども’、‘が’、ところが’的用法[J]. 日本医学介绍, 1992, (08) 
4 郝素岩. 日语的接续词分类及其形式[J]. 日本医学介绍, 1991, (10) 
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(8)たとえ彼が来なくても、私は行きます。 

(9)この地方は、冬になっても暖かい 

(10)私は、酒は飲んでもタバコは吸わない。 

 

1.2 意外感を現す接続語 

 

「ところが」は形式名詞の「ところ」に格助詞の「が」が付いたもので、過去の助

動詞「た」の終止形につき、前述の事柄を受けて事態の発生や事実の確認を示したり、

逆接の仮定条件を表す。先述の「けれども」同様、接続詞に変化し、前の事柄を受け

て予想される内容と相反する内容を書くときに用いられる。 

それに、「ところが」と同じように、強い意外感を現す接続語は「にもかかわらず」、

「それなのに」、「のに」「そのくせ」などがある。これらの接続語をうまく使うと

文章に奥行きと広がりがある。5 

しかしながら、「ところが」と違い、「のに」は内容が矛盾する二つの事柄を意外

性や不平、不満、不服を込めた上でつなげる意味を持つ。格助詞(準体助詞)「の」と

「に」をつなげた物で、文の終わりに用いられる物は終助詞に分類されることもある。 

(11)もう三月だというのに、今日は雪が降った。 

(12)父は大晦日(おおみそか)には帰ると言ったのに、年が明けても帰って来なかっ

た。 

それに、「くせに」と「のに」の間に、微妙な差がある。「くせに」は、「X くせ

に Y」の形で、X から予想される事柄に反する内容の Y が起こることを表わす。「の

に」に近いが、自然現象(表例(13)や無生物は主体にしにくいこと、X と Y の主体が同

一でなければ使えないこと(表例(15))、一人称の行為や状態には使いにくいこと(表

例(16))など、「くせに」のほうに語法上の制約が多い。ただし、無生物主語の場合

                                                     
5 松村明《日本文法大辞典》 
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でも、裏に人物が隠れていたり擬人法が用いられたりするときには「くせに」も使う

ことができる(表例(14))。  

(13) 本当は知っているくせに知らないふりをしている。 

(14) あいつはまだ新米のくせに、遅刻をしても平気な顔をしている。 

(15) 子供のくせに生意気なことを言う。 

(16) 何度も注意しているのにまだわからないの。 

(17) 重要な会議なのに欠席者が多い▽よせばいいのに相場などに手を出すからだ。 

また、「くせに」と「のに」では、「くせに」のほうに、とり上げて言いたててい

るものを非難や反発・軽蔑(けいべつ)する気持ちが強い。そのため、同情したりほめ

たりする場合(表例(17))に、「くせに」を使うのはやや不自然である。「くせに」の

例文(14)は、新米のときは遅刻をしないでちゃんと来るものだ、という話し手の見方

が先にあり、そうではない「あいつ」を非難する気持ちが強い。  

更に、「XくせにY」「XのにY」の形からYを省略すると、「くせに」「のに」の終

助詞的用法となる。Yは倒置の形であらかじめ述べられていたり、文脈から明らかで

あることが多い。「くせに」の場合、Xまでで言いさすことで、非難・反発・軽蔑の

気持ちが強くこめられる。「内心では二度と来てやるものかと思っているくせに。」

「この部屋はずいぶん家賃が高いわねえ、お風呂もついてないのに。」 6 

とはいえ、「ところが」、「にもかかわらず」、「それなのに」、「のに」、「そ

のくせ」といった、強い意外感を現す接続語は、確定条件にのみ用いられる「が」「け

れども」のような対比・対照や単純接続の用法はない。7また、同じ確定条件を表わ

しても、「が」や「けれども」が単に事実関係を表現しているのに対して、「ところ

が」の場合は情意的な性格が強く、その結果を話し手が意外に思ったり、不満に思っ

ているといった意味合いが強く感じられる。  

                                                     
6 王国华. 日语接续词小议[J]. 外语与外语教学, 1987, (04) 
7 秦礼君. 论日语接续词和接续助词的表达差异[J]. 日语学习与研究, 1995, (02) 
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「敬語」、「文法」といった項目は、日本語教育の定着した学習項目となっている。そ

れに比して、「書き言葉と話し言葉の使い分け」が体系敵に教えられることはこれま

でほとんどなかったといっても言い過ぎではない。 

 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经被论文

数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这些论文是不可

能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时间限度或不符合新的

论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一性，切

实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5 月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的写手在写

作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。这是我们现成论

文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使用。对于要求比较高，

或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的论文，

我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同一个省

份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断版权，只要出

500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600 元），即同一篇论文

只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目录等基本

内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找老师，问

问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某一部分给

顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重复的论文。等顾

客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服务。 

 

 

第二章  書き言葉と話し言葉 

 

2.1 書き言葉の特徴 
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書き言葉とは、文章、特に文学で使われる言葉遣いのこと。言語によって話し言葉

の言葉遣いとあまり変わらなかったり、別の言語とされるほど異なったりする。 

書き言葉の特徴は七つある: 

(1)文は長めで、かなり難しい語彙も多く使われる。 

(2)文の構造は規則に従ったものが多く、省略は殆どない。文には修飾語などが使

われ、重文、複文が多くなる。 

(3)改まった氷原が多く使われる。 

(4)文体の種類として、漢文体、和文体、文語体、書簡体、論文体などがある。 

(5)文体はそのジャンルによって様々であるが、論文、公文書などでは「デアル」

体が使われている。 

(6)書き手からの発信が一方的であるため、書き手は伝えたいことを明確に表現し

なければならない。 

(7)書かれてあるので、読み手は何度も読み返すことができる。 

名柄 茅野(1988:44) 

 

以下の例文を見てみよう: 

(18)窓の沢山ついた大きな建物で、アパートを改造した刑務所かあるいは刑務所を

改造したアパートみたいな印象を見るものに与える。しかし決して不潔ではないし、

暗い印象もない。(这是开有玻璃窗口的大型建筑，给人以似乎是由公寓改造成的监狱

或由监狱改造成的公寓的印象。但决无不洁之感，也不觉得阴暗。) 

(19) 僕の頭は痛みはじめた?もうどうでもいいやという気もしたが、まあ言いだし

たことははっきりさせておこうと思った。(我开始头痛。没心思再和他罗嗦下去。但

转而一想，既然话已出口就该说清楚才是。) 

(20)おれは早速辞表を書こうと思ったが、何と書いていいか分らないから、私儀都

合有之辞職の上東京へ帰り申候につき左様御承知被下度候以上とかいて校長宛にし

て郵便で出した。(我打算赶快写辞呈，但是不知怎么写才好。于是，我只写了这几行

字：“敝人有事，故辞职返东京，请予照准，特告。”然后通过邮局寄达校长。) 

(21)本社で記者会見を開き、榊原正之営業管理部長が「探していた船が見つかった

ことは、一歩前進だ。しかしながら行方不明の方が３人残っておられる。一刻も早い

発見を願っている」と述べた。(在本社召开记者见面会的榊原正之营业管理部長介绍

道：“找到了搜救的船只是一大进步。但是，依旧下落不明的还有三人。我们希望能够

尽快找到他们。”) 

 

2.2  話し言葉の特徴 

 

話し言葉とは普通の日常的な生活の中での会話で用いられる言葉遣いのことであ

る。書記言語で使われる文語と違い、方言と呼ばれる地域差や社会階層などによる言

語変種が応じやすく、これらと共通語などを使い分ける状態はダイグロシアと呼ばれ

る。8 

                                                     
8 国藉学会《国藉学大辞典》 
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話し言葉は人間の言語の基本となる形態である。「音声言語」という用語がこの意

味で用いられることがある。アラビア語や近世日本語など、話し言葉と書き言葉の区

別を持つ言語も多いが、言語や方言によっては、書記言語の体系を持っていないもの

もある。 

書き言葉と違い規範文法が適用されないことが多く、「日本語の乱れ」等とされる

言語の「ゆれ」、慣用的な言い回し、本来の意味とは違った用法も多く見られる。た

だし公式に認められている言語や共通語にもその口語があり、社会的な受容度で区別

される「俗語」の概念とは多少異なる。 

話し言葉の特徴は九つある: 

(1)文の長さは比較的に短く、理解やすい語彙が多く使われる。 

(2)敬語、感動詞、終助詞、疑問詞などが多く用いられる。 

(3)倒置、中断、語順などの乱れがおきやすい。 

(4)男性語、女性語などの違いや、方言が現れる。 

(5)断りや断定などの表現では、柔らかみを持たせるため、なるべく直接的な表現

を避けることが多い。 

(6)主語を元、話者同士が了解しあっていることなどは、省略されやすい。 

(7)特に親しい人との対話を除いては、必ず「デス、マス」体が使われる。 

(8)書き言葉に比較して述部ほどの「の(ん)だ」「の(ん)である」「の(ん)です」「の

(ん)であります」等が多様される。特に強調文においてよく使われる。 

(9)話し手の表情や顔色を見て、理解を深めることができる。 

                                                  名柄 茅野(1988:44) 

 

接続語とくると、話し言葉は「しかし」、「ところが」、「けれども」、「たって」、「く

せして」など、いろいろある。例えば、「たって」は「ても」の話し言葉である。「た

とえ雨が降ったって行きます。」「くせして」は「くせに」より非難や反発の気持ち

が強く、一般に話し言葉として用いられる。「自分は葉書き一枚くれなかったくせし

て、私の筆不精を責めるんだから」「子供のくせして酒を飲むなんてとんでもない奴

だ。」  

一般には、文化的慣例が話し言葉、書き言葉の違いを書き手と翻訳者に要求するの

である。ニュースを書くときにはいわゆる書き言葉が要求されるのであり、小説を書

くときには書き言葉ではない方が受けいれられやすく、適切な話し言葉がちりばめら

れることが望ましく受け取られる、という文化的習慣である。つまり、話し言葉と書

き言葉のコドスイッチングが文化的習慣に従って要求されるのである。 

多くの者が同時にニュースに接するのはマスコミを通じてであり、話し言葉のニュ

ースはラジオやテレビで伝えられるニュース、書き言葉のニュースでは新聞や雑誌の

記事が中心である。 

 

2.3  「故郷」を例にして 
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ここで魯迅の文章である「故郷」を例にして、「但是」を訳す時注意すべき点につ

いて、具体的に分析してみよう。色々な訳文があるけど、井上紅梅と竹内好が訳した

ものを挙げて検討する。 

「故郷」という文章においては「但」と「但是」が合計で 12 回も現れた。中国語の

「但」と「但是」はほとんど同じ意味を持っている。「但」を日本語に訳すとき、二

人の訳者は「しかし」、「が」、「ながら」、「だが」など逆接を現す接続語を使っ

た。統計してみると、下表を作り出した。 

逆接語 現す回数 比例 

が 11 52.4% 

しかし 4 19.0% 

だが 2 9.5% 

けれど 2 9.5% 

ながら 1 4.8% 

ものの 1 4.8% 

上表から見ると、「が」は一番多いことが明らかになった。「が」より少ないのは「し

かし」である。それに、「だが」と「けれど」は二回ずつ現れるけど、 

「ながら」と「ものの」が一回しかないんである。 

 

(1)我的母亲很高兴，但也藏着许多凄凉的神情，教我坐下，歇息，喝茶，且不谈搬家

的事。母は非常に喜んだ。 

訳文 1：何とも言われぬ淋しさを押包みながら、お茶を入れて、話をよそ事に紛らし

ていた。 

訳文 2：母は機嫌よかったが、さすがにやるせない表情は隠しきれなかった。わたし

を座らせ、休ませ、茶をついでくれなどして、すぐ引っ越しの話はもち出さない。 

 

（2）我孩子时候，在斜对门的豆腐店里确乎终日坐着一个杨二嫂，人都叫伊“豆腐西

施”。但是擦着白粉，颧骨没有这么高，嘴唇也没有这么薄，而且终日坐着，我也从没

有见过这圆规式的姿势。 

訳文 1:わたしの子供の時分、すじ向うの豆腐屋の奥に一日坐り込んでいたのがたしか

楊二嫂とか言った。彼女は 近 処
きんじょ

で評判の「豆腐 西 施
せいし

」で 白 粉
おしろい

をコテコテ塗

っていたが、頬骨もこんなに高くはなく、唇もこんなに薄くはなく、それにまたいつ

も坐っていたので、こんな 分 廻
ぶんまわ

しのような姿勢を見るのはわたしも初めてで… 

訳文 2:そういえば子供のころ、筋向かいの豆腐屋に、楊おばさんという人が一日じゅ
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う座っていて、「豆腐屋小町」と呼ばれていたっけ。しかし、その人なら白粉を塗っ

ていたし、ほお骨もこんなに出ていないし、唇もこんなに薄くはなかったはずだ。 

 

上記の数字は代表的だとは言えないけど、小説をはじめ、普通の中国文章にある「但

是」を日本語に訳すとき、ふだんは「が」を使い、それに「しかし」、「けれど」な

ど、逆接詞と逆接助詞を使うという結論に達することはできるであろう。 

また、「けれど」、「が」、「しかし」など接続語の間に違いはあるけれど、あま

りにも微妙なので、翻訳するとき、訳者が文章に対するセンスの違いによっては、訳

した作品も違う。 

それに、「さりとて」、「そのくせ」、「といえども」、「これに反して」、「にしては」、

「わりには」、「にしても」などたくさんの逆接語があるとはいえ、訳者は正しくて相

応しい、かつ使いやすい言葉を選んだほうがいいということである。9 

最後に、読者に注意してもらいたいことはもう一つある。それは、訳文の中に、「但

是」に対応する接続語はない場合もあるということ。 

 

（3）但我们终于谈到搬家的事。 

訳文 1：わたしどもはとうとう家移りのことを話した。 

訳文 2：だが、とうとう引っ越しの話になった。 

（4）那时人说：因为伊，这豆腐店的买卖非常好。但这大约因为年龄的关系，我却并

未蒙着一毫感化，所以竟完全忘却了。 

訳文 1：その時分彼女があるためにこの豆腐屋の商売が繁盛するという噂をきいてい

たが、それも年齢の関係で、わたしは 未
いま

だかつて感化を受けたことがないからまる

きり覚えていない。 

訳文 2：そのころうわさでは、彼女のおかげで豆腐屋は商売繁盛だとされた。たぶん

年齢のせいだろうか、わたしはそういうことにさっぱり関心がなかった。 

（5）我这时很兴奋，但不知道怎么说才好。  

訳文 1：わたしは非常に亢奮して何と言っていいやら 

訳文 2：わたしは感激で胸がいっぱいになり、しかしどう口をきいたものやら思案が

つかぬままに… 

 

例(3) と 例(5)の訳文 1、例(4)の訳文 2 は、中国語の「但是」に対応することばは

ない。例(3) の場合は、中国語のほうは、もともと逆接の意味がそれほど強くないか

ら、接続語を省略してもかまわないということである。例(4) と例(5) の訳文は、そ

れぞれ「のせいだろうか」と「して」を使って、逆接の意味を現した。即ち、流暢か

つ簡潔な訳文をかくには、偶に「但是」を省略する必要があるということ。 

 

終わりに 

 

以上の分析と研究によって、逆接を現す接続語が意味により、意外感を現す言葉と

                                                     
9北原保雄等《日本文法事典》 
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予想される結果を現す言葉に分類される。意外感をあらわす接続語には「が」、「け

れども」、「ても」などがありますが、予想される結果を現す接続語には「ところが」、

「にもかかわらず」、「それなのに」、「のに」「そのくせ」などがある。 

また、使い方により、書き言葉と話し言葉という違いがある。しかしながら、文章

を訳すときは、具体的な状況により、相応しい接続語を探さなければならない。例え

ば、「が」は 新聞と日常会話を訳すときに使うのは一番相応しいのである。 
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