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韓国語の配置動詞の多義性と文法化に関する一考察

閔　　由　眞

0. はじめに

　韓国語の「位置づけ」の意味を持つ配置動詞（placement verb） [놓다

nohta/두다 twuta] 1）（以下、[nohta/twuta]）は通常日本語の[おく ]に対応す

る意味を持つとされ、主に[～ ey（に）～ ul/lul（を） nohta/twuta]の文型で

使われる。これらの動詞から文法化された形態として補助動詞[아 /어 놓

다 a/e nohta・아 /어 두다 a/e twuta] 2）（以下、[e nohta/e twuta]）があり、日本

語の補助動詞 [ておく ]と対応する意味を持つとされる。本稿では主にこ

の二つの補助動詞の意味の問題を取り上げ、根底にある本動詞との関連性

を明確にすることを目的とする。研究対象となる補助動詞は各意味間の

境界線が見えにくく、意味的重なりやズレが明らかに究明されていない

ことが問題点として指摘され、様々な議論の対象になっており、また第二

言語習得の観点からも学習者を悩ませるものである。本稿は第一に、配置

の意味を持つ動詞[nohta/twuta]を多義語として規定し、本動詞そのものが

持つ多義性に触れ、第二に、本動詞から文法化された形態である[e nohta/e 

twuta]の用法を観察し、両者の意味の重なりやズレはその出発点となる本

動詞との意味連続に起因するということを検証し、これらの動詞の意味

分析に新しいパラダイムを提案することを目的とする。

1. 先行研究とその問題点

　[e nohta/e twuta]に関しては今まで数多くの分析がなされてきたが、そ

の意味記述においては主に「行為の完了」と「状態持続性」が分類基準と

して提示されてきた。その上に立って、Lee （1979）は[e nohta/e twuta]の

意味の違いに関与する要素として、「状態の変化の有無」を挙げ、次のよ
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うな例文を提示している。

（1）  a. 죽어 가는 환자를 살려 {놓았다/ *두었다}.

cwuke kanun hwancalul sallye {nohassta/*twuessta}.

死んで いく 患者を 生かして      _________________

（死にかかっていた患者を生かしておいた。）
b. 살아 있던 사람은 살려 {*놓았다/두었다}.

sala issten salamun sallye {*nohassta/twuessta}.

生きて いた 人は 生かして      _________________

（生きている人は生きたままにしておいた。）

　　　

　（1a）で[e nohta]を用いた文は患者の「死にかかっていた」状態から「蘇っ

た」状態への変化の意味を持ち、[e twuta]を用いると非文となる。これに

対し、1b）の例文は「生きている状態」に何も変化を加えず、そのままの

状態を保持するという意味を持ち、この文で適切なのは[e twuta]のみであ

る。また、次のようにそれぞれの動詞が単独で使われた例文でも「状態変

化の有無」が意味区別に関わっているとする。

（2）  손대지 말고 그냥 {*놓아라/ 둬라}.

sontayci malko kunyang {*nohala /twela}.

手つけ ないで そのまま      _______________

（触らずにそのままにしておけ。）

　つまり、何の操作も加えず、そのままの状態を保持するという意味を表

す場合に[e nohta]の方は非文になってしまうことから、[e nohta]は行為の

完了を表し、[e twuta]はその結果状態を表すという。3）　Rhee （1996）は

韓国語動詞の意味と文法化に関する研究の中で [e nohta/e twuta]に触れ、

この二つの補助動詞が本動詞の lexical meaningから文法化した形であるこ

とと両方ともperfective markerとしての機能を持つことを主張した。また、
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この二つには微妙な違いが見られ、その原因は[nohta]が行為のstart-point

により焦点を当てるのに対し、[twuta]の方はend-pointに焦点を当てると

ころにある、したがって、[twuta]の方が結果状態維持の意味をより強く

持つと述べた上、次のような図式を提示し[nohta]と [twuta]の意味の違い

を説明している。

start-point end-point resultant state

 event

0===========================0====================

 twuta　－ － －  － － －―――――――――――――
 nohta　―――――――――――――――――　－ － －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                           Rhee （1996）：p 43

　上に提示した（1）－（2）の例文を見ると、[e nohta]の「状態変化」と
[e twuta]の「結果状態持続」の意味は分析の一つの基準になると思われ

るが、他の多くの例文に適切な説明を与えるには不十分であると考えら

れる。

（3） 밥을 지어 {놓았다/ 두었다}. 4）

 papul cie {nohassta/ twuessta}.

 ご飯を 炊いて     _________________

（4） 그 사람에게 부탁을 해 { 놓았다 /? 두었다 }.

 ku salameykey pwutakul hay { nohassta / ?twuessta }.

 その人に お願いを して       __________________　

（5） 그는 매번 일을 망쳐 {놓는다/ *둔다}.

 kunun  maypen illul mangcye { nohnunta / *twunta}.

 彼は 毎回 ことを しくじって     __________________

 （彼は毎回しくじってしまう。）
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　（3）－（5）は[e nohta]と[e twuta]どちらを使った例文も「行為の完了」・「状

態の持続」両方の意味が窺え、意味の重なりやズレがはっきり見えてこな

い。特に（5）の例文で窺える[nohta]の迷惑の意味が生じる原因と twutaが

非文になってしまう理由は既存の分類基準では適切な説明を与えること

が困難であった。アスペクトに重点を置いた主張は韓国語母語話者が[e 

nohta /e twuta]について直感的に読み取る意味の違いとも大いに合致して

おり、Lee （1979）の主張を否定すべきではないと思われる。ただし、「完

了」・「状態」の意味を引き起こす原因であろう本動詞との意味的な関連性

が明確でないことが問題点として挙げられ、アスペクト的な意味合いの

根底にあるものが何かを究明し、新たなパラダイムを提示することが要

求される。本研究の対象となる補助動詞の意味の問題を究明するために

はその出発点となる本動詞nohta/twutaの意味を記述することが必要であ

るため、次節ではnohta/twutaの分析のための諸概念の定義に触れておく

ことにする。

2. 分析上の諸概念

2-1．多義とは

　多義の定義に関しては学者の間で共通する見解が見られる。多義の概

念について、Lakoff（1987）は一つの音形が二つ以上の意味を持つ場合、

その意味間の関連性が密接である場合はこれを多義（polysemy）とっして

認め、意味間の関連性が認められない場合は同音異義語（homonymy）で

あると述べている。また、国広（1982）は多義を「同一形式（音形）に意味

的に何らかの関連を持つ二つ以上の意味が結びついている語」と定義し

ている。籾山（1993）にも同様の見解が見られ、多義語とは単義語と対応

する概念であり、同一の言語共同体において、ある一つの形式に対して相

互に関連のある複数の意味が認められる場合に限る概念であるとする。

また、Taylor（1995）によれば、多義性はプロトタイプ的な意味から派生

し、一つの多義語に含まれる複数の意味は何らかの形で類似し、相互に関

連しているとして、多義的な語彙の意味が意味連鎖（meaning chain）を成
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すことを明確にした。つまり、多義において最も重要な判定基準となる

のは「各意味間の関連性」であるということには異論がないようである。

多義性を論じる際、基本的な意味（中心的な意味）はいくつかの動機付け

を通して、関連性を持つ拡張された意味（周辺的な意味）へ変化するとみ

る。多義性において重要な部分を占めるのは意味間に見られる動機付け

と比喩的拡張の問題である。動機付けの問題は言い換えれば、多義のネッ

トワークの指示する「認知メカニズム」の問題であり、この認知メカニズ

ムは身体性とイメージという認知的な基盤と同時に比喩拡張の可能性を

も示唆している。Taylor（1995）は多義性を認定する最も強い根拠として、

一つの語彙が二つの異なる領域に属することを挙げ、また、一つの領域に

属しながら二つのセンスを持つものも多義として捉えるとし、これはメ

タファー・メトニミーなどによる比喩的拡張メカニズムと相応するもの

である。（瀬戸（1997）、Lakoff & Johnson（1980））。

2-2．メタファー・メトニミー・シネクドキー

　籾山（2001）は意味拡張の動機付けとしての比喩に関して、「言語学的

には複数の対象を比較する能力、比較するということに基盤を持つカテ

ゴリー化の能力、同一の対象を異なるレベル・観点から捉える能力、参照

点に基づき目的の対象を把握する能力、このような各種認知能力を働か

せて、形態素・語（あるいはより大きい「句」などのレベルの表現）を本来

の意味とは異なる意味に用いること」と述べており、この意味拡張の動機

付けとしての比喩の下位分類として、メトニミー・メタファー。シネクド

キーを以下のように定義している。

メタファー： 二つの事物・概念の何らかの類似性に基づいて、一方の事

物・概念を表す形式を用いて他方の事物・概念を表すとい

う比喩。

メトニミー： 二つの事物の外界における隣接性、あるいは二つの事物・

概念の思考内、概念上の関連性に基づいて、一方の事物・概
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念を表す形式を用いて他方の事物・概念を表すという比喩。

シネクドキー： より一般的な意味を持つ形式を用いて、より特殊な意味を

表す、あるいは逆により特殊な意味を持つ形式を用いて、

より一般的な意味を表すという比喩。

2-3. 文法化（grammaticalization）

　文法化とは内容語が機能的に変化する現象を言う。名詞や動詞などに

代表される内容語（content word）が、次第に助詞、接続詞、接頭辞などの

機能語（function word）へと変わる現象を指す。言い換えれば、「語彙的な

単位が文法的機能をもったり、すでに文法的な機能を持っていた単位が、

より文法的機能を多く担うようになる過程」 5）を言う。文法化は、伝統的

な区分で言えば、歴史言語学で使われる現象であるが、変化の過程に比喩・

推論・主観化などの認知メカニズムが作用することから、認知言語学に基

づく研究に積極的に取り組まれるようになってきた。動詞から助動詞（補

助動詞へ）、移動や変化を表す一般動詞がアスペクト標識への変化も文法

化の一例である。

3．本動詞［두다 twuta］ vs. ［놓다nohta］  

3-1．［놓다nohta］   

　韓国語の辞書における本動詞[nohta]と[twuta]の意味は一般的に次のよ

うに定義される。

　

　놓다 nohta  :  一定の位置に置く。一定の場所にあるようにする。

（『延世韓国語辞典』 （2000））

　

　まずは[nohta]の意味を規定するために次の例文を検討してみよう。
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（6）  그는 책상 위에 펜을 놓았다.　
kunun chayksang wiey pheynul noassta..

彼は 机の 上に ペンを _______  　

（彼は机の上にペンを置いた）

（7）  드디어 집에 전화를 놓았다

tutie cipey cenhwalul nohassta

ようやく 家に 電話を _______

（ようやく家に電話を設置した。）

（8） 남주는 그의 손을 힘껏 잡았다가 놓았다.

namcunun kuuy sonul himkkes capasstaka nohassta.

ナムジュは 彼の 手を 力限り 取ってから _______

（ナムジュは彼の手をぎゅっと握っては離した。）

（9） 그는 펜을 놓았다.　

kunun pheynul noassta..

彼は ペンを ______

（彼はペンを放した /（ある場所に置いた）/彼は書くことを辞めた）

（10） 중간에 사람을 놓아 이야기를 전해야겠다.

cwungkaney salamul noha iyakilul cenhayyakeyssta.

間に        人を ____    話を 伝えるつもりだ

（間に誰かに入ってもらい、話を伝えるつもりだ）

（11） 아들 소식을 듣고 겨우 마음을 놓았다　

atul sosikul tutko kyewu  maumul nohassta

息子の 頼りを 聞いて やっと    心を _______

（息子の頼りを聞いてやっと安心した）

　一般的な定義によるとnohta/twutaは両方とも配置の意味を持っており、

「一定の位置におく」の意味を持つとされている。この定義からすると、

両動詞は「行為の主体が手に持っていたものを手から離し、一定場所に着

地させる」という一連の動作や結果を含むことになるが、これらの定義に
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は少々問題があると思われる。まず、（6）-（11）の例文を観察してみると、

（6）は典型的な例でnohtaの一般的な定義を満足させるものである。例文

（7）に関しても電話を家に置くことは「設置」の意味に繋がることからメ

トニミー拡張が見られるものの、「電話」という具体物を「家」という場所

に位置づけたという行為はなされているので、その典型的な例を基盤と

しているとみることができる。しかし、（8）の例文ではnohtaが着地までの

一連の行為を全て含んでいないことが窺える。つまり、「主体が持ってい

た対象を手から離す」といった意味合いしか持たないということである。

例文（9）の場合においても、文脈によっては着地までを意味に含むこと

は可能であると思われるが、「ペンを離した結果、着地したであろう場所」

が指定されていないことから、メトニミー的拡張により「書くことを辞め

た」の意味に繋がる。このような観察から[nohta]の最も基本的な意味を再

規定する必要性があると思われ、基本的に[nohta]はものを手から離す行

為から着地まで予想される一連のプロセスの中で特に「持っていた対象

を手から離す」行為の完了のみを焦点化するとみるのが妥当であり、着地

つまり、位置づけの結果は含意・推論されるものであることが考えられる。
nohtaの主体からの離脱の意味に関しては5-3で詳しく述べることにする。

このような点を踏まえ、上記の例文を分析すると最もプロトタイプ的な

意味を持つのは（6）と（8）の例であり、（7）と（9）の例文は隣接性を基盤

とするメトニミーを介した拡張の例として、それぞれ「設置した」また、「書

くことをやめる」の意味に転じている例である。（10）と（11）は物理的な「お

く」行為の対象になり得ないより抽象的な対象とも言える人間、心を用い

ていることから、これらは異なる領域への転写と見られ、メタファーによ

る拡張であるとみることができる。

3-2.  ［두다 twuta］

twutaの辞書上の意味定義は次のようである。
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두다 twuta  :  一定の位置に置く。一定の場所にあるようにする。

一定の状態を保つようにする。

（『延世韓国語辞典』 （2000））

　[nohta]との比較のため、（6）-（11）の例文の[nohta]の部分を[twuta]に置

き換えた例文（6’）-（11’）を次に提示する。

（6’）  그는 책상 위에 펜을 두었다.　
kunun chayksang wiey pheynul twuessta.

彼は 机の 上に ペンを _________　

（彼は机の上にペンを置いた） 

（7’）  ? 드디어 집에 전화를 두었다.

    tutie cipey cenhwalul twuessta. 

ようやく 家に 電話を  _________

（7’’） 세종대왕은 집현전을 두어 학자들에게 

Secongtaywangun ciphyencenul twue hakcatuleykey 

世宗大王は 集賢殿を ______ 学者たちに

한글을 만들게 하였다.

hankulul mantulkey hayessta

ハングルを 作るように させた

（世宗大王は集賢殿を設け、学者たちにハングルを作らせた）

（8’） *남주는 그의 손을 힘껏 잡았다가 두었다.

namcunun kuuy sonul himkkes capasstaka.  twuessta.

ナムジュは 彼の 手を 力限り 取ってから _______

（ナムジュは彼の手をぎゅっと握って離した。）

（9’） 그는 펜을 두었다.

kunun pheynul twuessta.

彼は ペンを ________　

（彼は〈ある場所に〉ペンを置いた）



帝京国際文化　第 20 号

－ 154 －

（10’） ?중간에 사람을 두어 이야기를 전해야겠다.

cwungkaney salamul twue iyakilul cenhayyakeyssta.

間に 人を ______ 話を 伝えるつもりだ

（間に誰かに入ってもらい、話を伝えるつもりだ）

（11’） *아들 소식을 듣고 겨우 마음을 두었다.

atul sosikul tutko  kyewu maumul twuessta.

息子の 頼りを 聞いて やっと 心を _________

（息子の頼りを聞いてやっと安心した）

（11’’） 저에게는 이미 마음에  둔 처자가 있습니다.

ceeykeynun imi maumey twun checaka issupnita.

私には 既に 心に ______ 女性が います

（私には既に思いを寄せる女性がいます）

　（6’）-（11’）までの例文の観察から、[twuta]が[nohta]のプロトタイプ的

な意味である「主体の手から離す」だけを要求する文に用いられる場合、

非文になる傾向性があることが分かる。（6）,（6’）の例文のように着地点

が提示される文においては両者のズレが明確でないが、（8’）や（11’）の例

文つまり「離す」の意味を要求する文において[twuta]は完全な非文になっ

てしまう。（7’）-（7’’）は「設置する・設ける」の意味が窺える例文である

が、設置する対象の類によってその容認度に差が見られる。（11’）-（11’’）

は（11）の例文が元 「々心配している心をやっと離した /なくした」という

意味から「安心した」という意味に転じているため、「離す」の意味を持た

ない[twuta]を用いると（11’）は非文となる。しかし、「心」という対象を場

所格と共に用いることで、心を着地点とした表現、つまり[twuta]の本来の

「一定場所におく」という意味で用いられることができるので（11’’）は適

切な文となるのである。[twuta]の場合も[nohta]同様、多義語としての拡

張が見られる。（6’）を最も基本的なプロトタイプ的な意味とし、（7’’）は

メトニミーを介した拡張、（11’’）の場合はメタファー的な拡張としてみる

ことができる。
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また、[twuta]には「保管する」といった意味があるように思われる。

 （12） 반지를 금고 안에 잘 { ? 놓다/ 두다}.

pancilul kumko anay cal { ? nohta / twuta}

指輪を 金庫の 中に ちゃんと     ______________

　（12）の例文から「保管する」「どこかにしまう」という意味には[twuta]

の方が的確であり、[nohta]の用いられた文は不自然な文となることが分

かる。（6）、（6’）のように開放された空間への位置づけの場合は[nohta]と

の違いが見えにくいが、特に密閉された空間に置かれる場合には[twuta]

の方が用いられる傾向が強いことが観察される。

　また、「保管する」という意味から「何かを保管することは将来何かに

使うための行為である」という推論により、「将来の目的のため」という

意味合いを帯びることがしばしばある。（6’）（9’）（12）の例文からはまだ
twutaの前提される行為の存在が読み取れるが、例文（2）のように行為が

前提されない例文をみると twutaが「置く」行為そのものより「置かれた状

態」の意味を強く持つことは明確である。

3-3.  ［놓다nohta］の「主体からの離脱」

　前節で述べたように、nohtaと twutaの意味を比較する際、最も顕著に区

別されるのはnohtaの持つ「主体からの離脱」の意味であると考えられる。

この点についてもっと詳しく検討してみることにする。

　
 （13） 우리 아이는 　장난감 가게 앞을 지날 때

wuli ainun cangnankam kakey apul cinal ttay

家の 子は 　玩具 屋の 前を 通る 時

마다 　장난감을 잡고 놓지를 않아서

mata cangnankamul capko nohcilul ashase

ごとに 　玩具を  持って 離さ ないから
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골치다. 

kolchita.

困る

（家の子は玩具屋の前を通るたびに玩具を握っては離さないので困る。）

（14）  개를 놓아 기른다.

kaylul nohta kilunta.

犬を 離して 飼う

（犬を放し飼いする。）

（15）  나는 너를 놓아 줄 수가 없다.

nanun nelul noha cwulsuka epsta.

私は お前を 離して あげることはできない

（私はお前を離してあげられない。）

　例（13）－（15）に見られる[nohta]は基本的に「手に持っていたものを

離す」という意味である。（14）－（15）は（13）の例文に比べ、具体性の度

合いは落ちると思われる。（14）の場合、実際手に持っていたものを離す

という物理的な行為は行われていないが、「縛っておいた犬を放す」とい

う具体的な行為から連続した事態としての「犬が自由に動き回るように

する」という意味を持つ。（15）の例文の[nohta]も同じく「自分側に属して

いる（と主体が思っている）人を自分側から離す」ことから主体の影響か

ら自由になることを意味する。言い換えれば、（13）-（15）の例文の「主体

の手から離れた」物事は結局行為主体の統制が効かなくなったと理解さ

れる。以上の[nohta]が持つ「主体からの離脱」という意味はよりメタファー

化が進んだ例文でも一貫して見られる。

（16） 동료들은 여전히 일을 {놓고/ *두고} 웅성거리고 

tonglyotulun yecenhi ilul {nohko/ *twuko} ungsengkeliko

同僚たちは まだ 仕事を ______________、 そわそわして
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있었다.

issessta.

いた

（ 同僚たちはまだ仕事を中止して、そわそわしていた。）

（17）  잠깐 정신을 {놓으면/ *두면} 이 모양이

camkan cengsinul {nohumyen/*twumyen} imoyangi

ちょっと 気を ____________________、 この模様に

되는게요.

toynunkeyo.

なるのよ

（ちょっと油断すれば、こんな目に合うのよ。）

（18）  그는 여차하면 보따리를 싸겠다고 엄포를 

kunun yeychahamyen pottalilul ssakesstako empolul 

彼は いざとなったら 荷物を まとめると 脅かしを
 {놓았다/*두었다}.　
{nohassta/ *twuessta}.

_____________

（ 彼はいざとなったら荷物をまとめると脅かした。）

　（16）－（18）の例文は「仕事から手を離すこと」が「仕事を中止する」

ことに、「気を離す」ことは「しっかりしていない /油断する」に、「脅かし

の言葉を口から離す」ことはつまり「脅かす言葉を発する」という意味に

なるのである。反面、対応する[twuta]の例文は全て非文となることが例文

から観察される。このような観察から本稿で主張するnohta/twutaの基本

的な意味の再規定は妥当なものであると考えられる。

3-4.  本動詞［놓다nohta］と［두다 twuta］のイメージ・スキーマ

　上で触れた[nohta/twuta]の一般的な意味である「一定の位置にものをお

く」には一連の連続した行為が前提とされる。これらの一連の行為が持つ
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イメージ・スキーマは両者に共通しているが、その焦点化されている部分

は異なっている。[nohta]は着地点が定まっていない場合には「ものを手

から離す」行為そのものを意味することから、基本的に焦点化されている

のは離す行為のみであると考えられる。つまり、その後の「着地」すると

いう一般的に予想される結果は語用論的に読み取れる意味に過ぎない。反

面、[twuta]の場合は着地点が限定されない場合も着地の意味は保持して

いるので結果状態の方により焦点が当てられていることが分かる。勿論、

結果までにはその結果を引き起こす一連の行為の存在、つまり、持ってい

たものを手から離す行為は当然ながら前提されるものと考えられる。

　以上を図でまとめると次のようになる。（太線が焦点化された部分である。）

twuta

着地点

nohta

着地点
　図１

　　

　図1）が1節で提示したRhee （1996）の図と異なる点は[nohta]において

は「持っているものを手から離した」結果として生じ得る着地は意味に含

まれないというところにある。Rhee （1996）の図によると、設定している
end-pointは着地の時点まで含むことを示しており、図1では「対象から手

を離す」行為が行われるstart-pointのみ焦点化されている。twutaの場合に

おいてはRhee （1996）の図と同様、行為が完了した時点からその後の結果
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状態が焦点化されていることを示している。

4.  ［아/어 두다 a/e twuta］ vs.［아/어 놓다 a/e nohta］ 

4-1. 一般的な意味定義

　韓国語の辞書における[e nohta]と[e twuta]の意味は一般的に次のように

定義される。

i） e nohta : ある動作が終わってからの状態を持続する。
ii） e twuta : ある動作の結果をそのままに保持する。

（『延世韓国語辞典』 （2000））

4-2.  ［아/어 놓다 a/e nohta］の「コントロール性喪失」

　本動詞[nohta]と[twuta]の意味で区別される一つとして「主体からの離

脱」があることは3-3で述べた通りである。主体が物事を手から離すと、

物事は主体のコントロールできる範囲外に置かれる。言い換えれば、主体

の物事に対するコントロール性が喪失されたことを意味すると考えられ

る。すなわち、[e nohta]に見られるコントロール性の喪失の意味は前述し

た本動詞[nohta]の焦点化された意味に連続していると考えられる。

（19） 나한테 한마디 말도 없이 다 결정 해

nahantey hanmati malto epsi ta kyelceng hay

私に 一言の 言葉も なく 全部 決定 して

｛놓았다 /*두었다｝
{noassta/ *twuessta}.

______________

（私には一言の相談もなく、全部決めてしまった。）

　（19）は自分が知らないところで全ての決定が下されてしまった状況、

つまり、主体の影響力が全く届かない状況であり、言い換えれば、主体の
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コントロール性が喪失された状態を意味する。また、主体のコントロール

が効かない物事はその時点で全てが終了したことを意味し、これが文法

化され、「行為の完了」というアスペクト的概念に繋がることはごく自然

な結果であると言えよう。

4-3. 「コントロール性喪失」からnegativenessへの拡張

　[e nohta]の場合、[e twuta]には窺えない「予想外の状況の出現」による

主体の心理的な状態を表す例文が目立つ。次の例文を検討してみよう。

　

（20） 아들 놈이 언제나     엉뚱한 일을 벌여 　 

atulnomi encena engttwunghan illul pelye 

息子が いつも とんでもない ことを 広げて   

{놓아서/ *두어서} 아주 골치가 아프다.

{nohase / *twuese }, acu kolchika aputa

_______________、 とても    頭が 痛い

（息子がいつもとんでもないことを仕出かしておいて、とても困っ

ている。）

（21） 갑작스런  일을 당해 {놓으니/ *두니}, 눈 앞이    

kapcaksulun     ilul  tanghay {nohuni/ *twuni},  nwunapi

急な ことに 遭って ____________、 目の前が　

깜깜하다. 

kkamkkamhata.

真っ暗だ

（急な事態に見舞われてしまい、目の前が真っ暗だ。）

（22） 오밤중에 잠이 깨 {놓으니/ *두니}, 죽을 노릇이다.

opamcwunge cami kkay {nohuni/*twuni} cukul nolusita

夜中に 眠りが 覚めて      _____________、 死にそうだ

（夜中に目が覚めてしまってどうしようもない。）
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　（20）-（22）の例文は [e nohta]に先行する事柄が起きてしまった」とい

うnegativeな意味合いを持つ。このようなnegativenessは4-2で検討した

「コントロール性の喪失」と明らかに連続している。主体のコントロール

圏外にある物事は結局、認識主体の期待や予想から外れたものとして捉

えることができよう。このような場合、認識主体は期待が外れた、裏切ら

れた、あるいは予想外のことが起きてしまって困ることについて、驚き

や不快感を感じることになり、結果的にnegativeな意味合いに繋がると

思われる。6 ）

4-4. ［아/어 두다 a/e twuta］の「コントロール性保持」

　3-2で検討した通り、本動詞 [twuta]は「結果状態」を主に現しており、
[twuta]から文法化された[e twuta]にもこのような意味合いは連続される。 

本動詞[twuta]は[nohta]の持つ「主体からの離脱」の意味は持たない上、結

果状態が保持されることを意味するのでコントロール性を喪失は起こら

ないと考えられる。言い換えれば、主体はコントロール性を放棄してい

ないことになり、その後の結果状態に関しても関与可能な状態であるこ

とを意味する。[e twuta]は「ある目的のために準備する」といったfuture 

purposeの意味合いを持つ例文で多く見られる。

（23） 밥을 먹어 {*놓았다/두었다}.　
papul meke {*nohassta / twuessta}

ご飯を 食べて     __________________

（（future purposeのために）ご飯を食べておいた）

（24） 내일 일찍 떠나야하니까 오늘은   푹   　　 

nayil ilccik ttenayahanika onulun    pwuk

明日 早く 発たないといけないから 今日は ちゃんと 

자   {*놓아라/두어라}.

ca      {*nohara / twuela}

寝て ______________
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（明日早く出ないといけないから、今日はちゃんと寝ておけ。）

　（23）-（24）で[e twuta]を用いた例文「何かの準備行為として行為を行

う（future purpose 7）」という意味が加わっていると見られる。つまり、（23）

からは「後でお腹が空くと困るから」あるいは「食事をする時間がないか

も知れないと予想して」の意味が、（24）からは「明日の日程のために」と

いう意味が読み取れる。ここで窺える future purposeの意味の根底にもこ

のコントロール性保持があると考えられる。（20）-（22）の例文において

主体がコントロール性を失った[e nohta]を用いた例文が全て非文になる

のに対し、[e twuta]の場合は結果状態に関してのコントロールは十分に

効いている状態だと見ることができ、未来の目的のため、準備状態として

の行為を行うといった意味の拡張が無理なく行われ得る。このような点

を考慮すると行為完了後の状態持続の意味を持つようになることも一般

的に予想される結果である。

5. おわりに

　韓国語の補助動詞の[e nohta]と[e twuta]に関する従来の分析の主な基準

は「行為の完了」と「結果状態の保持」であった。確かにこの二つのパラダ

イムを否定することはできないと思われるが、それだけでは適切な説明を

与えられない例文が多く、両者間の微妙な意味の違いの説明には不十分

なものであった。本稿では[e nohta]と[e twuta]の間に存在する微妙な意味

的相違を説明する方法として「主体のコントロール性の喪失・保持」とい

う要因を提案する。本動詞[nohta]が持つ「主体からの離脱」の意味が文法

化された[e nohta]の「コントロール性の喪失」へ連続し、[twuta]の「結果

状態を常に含意する」という意味要素は[e twuta]の「コントロール性保持」

の意味に連続すると思われる。また、「コントロール性の有無」を基盤と

して「行為の完了」と「結果状態の持続」のアスペクト的な意味合いが生

じるとする見方はごく自然なものである。また、[e nohta]が持つnegative

な意味合いについては、「コントロール性の喪失・不在」から「自分がコン
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トロールできない、あるいは予想しなかった事態・期待に反する事態」に

対しての主体の驚きや不快感、あるいは迷惑などの心理状態を表すといっ

た説明を与えることができる。 [e twuta]に現れるfuture purposeの意味合い

も本動詞の結果含意から「コントロール性の保持」への拡張によるものと

してみることができる。既存の研究の主なパラダイムであった「完了性」

と「状態持続性」の根底には「コントロール性の有無」があり、これは本

動詞[nohta/twuta]の意味に連続している。このような意味要素を中心に据

えることにより、意味間の関連性や構造をより効率よく説明でき、既存の

方法で説明し切れなかった部分を補充することができると考えられる。 [e 

nohta/e twuta]の全ての用法を明らかにするにはさらなる研究が必要であ

るが、本稿では一つの提案として「コントロール性」の観点からの考察を

試みた。残る問題は今後の課題にしたい。

　

注

1） 本稿のハングルのローマ字表記には、The Yale System of Romanization を採用

する。

2） 「아/어 놓다 a/e nohta」・「아/어 두다 a/e twuta」のはnohta /twutaの補助動詞形で

あり、[a/e nohta ・a/e twuta]のの「a/e」はは日本語のテ形のテに当たるものの一

般的な表記であるが、補助動詞に先行する動詞の語尾の音声環境によって使い

分けられるもので、相補分布する異形態である。

3） このような意味合いをSon （1996）は「놔 두다 （nwa twuta） / * 둬 놓다 （twe 

nohta）」の対立を持って説明しており、日本語の「おいておく」のような表現に

対応できるのは 　[nwa twuta], つまり、[nohta  TE  twuta]のコンビネーション

しか用いられないことを例示している。（p.177）

4） 用例は全てgoogle 検索結果によるものである。

5） Hopper & Traugott（1993）では次のような定義が施されている。

 “We define grammaticalization as the process whereby lexical items and 

constructions come in certain linguistic contexts to serve grammatical functions, and, 

once grammaticalized, continue to develop new grammatical functions.”
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6） Ono（1992）は日本語の動詞「しまう」の文法化について、「遮断された空間に何

かをしまう」という行為が行われると、しまわれた対象は主体のアクセス（視

覚的アクセスを含む）しにくい状態になると認識されることを指摘している。

このような認識と助動詞「てしまう」の完了性をもったnegativeな意味は連続

していると述べている。本稿で論じている e nohtaの場合に関しても同様の説

明を適応することができると考えられる。e nohtaを伴う主体のコントロール

が効かない事態は主体の関与ができないことを意味するので、これは「しまう」

のアクセスのし難さとも通じるものがあると言えよう。

7） future purposeに関しては様々な文献で述べられているが、Lee （1997）は「主体

が結果の維持に関心を持っているのか否か」によって、nohtaと twutaの使用が

制限されるとしている。つまり、主体が結果維持に感心があるということは行

為の目的を念頭に入れていることを意味し、これは結局future purposeに繋がる

と見られるが、twutaだけにこのような意味があることを指摘している。
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