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１．はじめに 

 本稿では、現代朝鮮語のナル的表現の諸相を概観し、特に cita 形式の意味用法について考察して

いきたい。 

 

２．現代朝鮮語のナル的表現 

 朝鮮語は、日本語と同じ膠着語（助詞を伴って格関係を表示する言語）であり、基本語順も（S）

VO であり、文法的には日本語と非常に類似した言語であると言われる。『雪国』冒頭の文の翻訳で

も、日本語の原文とほぼ対応した翻訳ができることからも、朝鮮語がナル型、主観的把握、状況重

視などの日本語に近い事態把握をすることが見て取れる。 

（１） 국경의 긴 터널을 빠져나오자 설국이었다.   

        国境の長いトンネルを抜け出すと、雪国だった。 

 まず、日本語のナルに対して、朝鮮語では、基本的に되다[toyta]（ナル）が対応する。 

 （２）a. なせばなる。b. 하면 된다. [hamyen toynta] 

 (３）a. 太郎が社会人になる。 

b.타로가 사회인이 된다.[taro-ka sahoyin-i toynta] 

 ここで、注意したいのは、日本語では「～に
．
なる」と格助詞の「に」が出てくるところを、朝鮮

語では、「이/가 되다 i/ka toyta」（～が
．
なる）のように主格の格助詞 i/ka が出てくるところであ

ろう。（３）の朝鮮語を直訳すれば、「太郎が社会人が
．
なる」となる。朝鮮語では構文的にも「太郎

が社会人（という事態）がナル（生起する）」という事態把握をしていると考えられる。すなわち、

되다[toyta]の基本義が「事態の出来・実現」を表すと考えられる可能性がある１。 

 되다[toyta]は、日本語の「できる」にあたる表現にも対応する。（밥이 다 됐습니다 ごはんが

できました。 저 사람은 월급으로 충분이 생활이 된다.あの人は月給で十分に生活ができる）。

しかし、「～ことができる」のように可能を生産的に表すものではない。 

 また、「해도 되다 してもいい」「해서는 안 된다 してはいけない」「해야 된다しなければなら

ない（直訳：してこそなる）」などのモダリティ表現にも拡張して使われる。しかし、日本語のよ

うに、尊敬表現（「お～になる」）には、되다[toyta]は使われないし、「こちら生ビールになります」

のような表現にも使われない２。「私たちは結婚することになりました」のような表現は用いないな

ど、日本語のナルほど拡張しては用いられない。 

 日本語のナルに対応する表現としては되다[toyta]以外に、次のような表現があげられる。 



（４） a.子どもが大きくなった。 b. 아이가 커졌다.[khecyetta] 

（５） a.ジョンは病気になった。  b. 존은 병이 났다.[nassta] 

（４）で、「形容詞+なる」は、지다[cita]という補助動詞が使われる。（これは本来「落ちる、散

る、消える」などを意味する本動詞からの拡張である）。（５）では、日本語はナルだが、朝鮮語で

は나다[nada]（出る）という動詞が使われている。朝鮮語では、「病気が出る」という表現をする

わけである。（他に、「故障が出る」など。）このように、日本語のナルに対応する形式は、朝鮮語

ではさまざまであるが、いずれも「出現」や「消失」を表す動詞が使われているのは、興味深い。 

 

３．cita の意味用法の考察 

  ２で概略的に述べた朝鮮語のナル的表現のうち、cita の意味用法について本節では考察したい。 

  まず、本動詞 cita の意味は多様で、『朝鮮語大辞典』（角川書店）によれば、①（花や葉などが）

散る、落ちる（꽃이 지기 사작하다.花が散り始める）、②（太陽・月が）沈む、③（垢・しみなど

が）落ちる・消える、④（露などが）消える・なくなる、などがあげられる。総じて、「落ちる・

消える」などの自然現象の消失的意味がプロトタイプと言える。ここから、「（ある現象・状態に）

なる」（（日陰・夕焼け・梅雤）になる、など）という自然現象の出現という意味に拡張したと考え

られる。アスペクト的には ko issta（進行のテイル）はつくが、e issta（結果状態のテイル）に

はならない。（これは、cita が過程を焦点化し、結果状態を焦点化しないことを意味するだろうが、

消失動詞には e isstaがつかないという制約の可能性もある。） 

 補助動詞としての cita は、本動詞 cita の「消失」という意味は直接的には継承せず、拡張的に

「事態の自然発生的実現」という意味を継承していると考えられる。詳しい用法として、円山（2008）

によれば、状態変化、自発、受身、可能、到達の 5つの用法があげられる。 

状態変化：時間の推移に従って属性が変化する 

（6） 햇볕에 타서 얼굴이 빨개졌다.[ppalgay-cyessta] 

   日に焼けて顔が赤くなった。 

自発：動作主の意志に関わらず事態が実現する 

（7）왜 이렇게 됐는지 신기하게 느껴졌다.[nukkyecyessta] 

   どうしてこうなったのか不思議に思われた。 

受身：動作主を非焦点化し、被動者を中心的な参与者として事態を述べる 

（8）위원들의 노력에 의해 1962 년 문화재보호법이 만들어졌다. 

[mandule-cyessta] 

      委員たちの努力によって 1962年文化財保護法が作られた。 

 可能：事態の実現に対する見込みの有無や実現できたかどうかを述べる 

（9）그런 이야기는 도저히 믿어지지 않아요.[mitecici anhayo] 



   そんな話はとうてい信じられません。 

 到達：動作主の意志とは関係なく、事態が自然の成り行きで実現した 

（10）매일 신어서 구구바닥이 다 닳아졌다.[talhacyessta] 

   毎日はいたので靴底がすっかりすり減った。 

 まず、状態変化用法は、cita のもっとも典型的な用法と考えられる。形容詞や状態性用言につき、

事態（状態）の実現を表すもので、日本語で形容詞＋「～なる」に合致する表現である。 

 次に、自発用法は、主に、「思う、考える、感じる」などの認識・感情の内的状態動詞につき、

日本語では「～られる」の自発用法に合致する。日本語と違う点は、内的状態動詞のほかに、自動

詞や他動性の高い動詞にもつくことである。このような場合、日本語では、非意図的事態の発生を

表す「～てしまった」で訳される場合がある。 

（11）오늘 아침은 왠지 시계가 울기 전에 일어나졌다.[ilenacyessta] 

   今朝は時計が鳴る前に起きてしまった。 

 受身用法は、他動詞のみにつき、日本語の「られる」と比べても限定的な用法であるが、一方で、

朝鮮語では、動詞に「i,hi,ki,ri」といった接辞をつける受身があり、cita の受身は限定的な用法

であると考えられる３。 

 可能用法については、文脈的語用論的要素が強く、制約が多い用法である（可能を表す生産的形

態として-l su issta(するすべがある)がある）。まず、cita の可能用法は、能力可能を表せない。

また、状況可能のうち、外的条件が要因となって意志通りに動作･状況を操作できないという[－制

御]の状況でしか使えない（円山 2007）という制約がある。 

（12）이 구두는 너무 작아서 신어지지 않는다.[sinecici anhnunta] 

   この靴は小さすぎてはけない。 

（13）＊이 구두는 디자인이 촌스러워서 신어지지 않는다. [sinecici anhnunta] 

   この靴はデザインがかっこ悪くてはけない。 

 また、事態が話者の予想からはずれるという状況でのみ使えるという語用論的制約がある。 

（14）그곳까지 자동차로 한 시간만에 가졌다.[kacyessta] 

   そこまで自動車で 1時間で行けた。 

 （14）の場合、「その距離は 1 時間で行けないという話者の予想」（Lee1993）があり、その予想

に外れて行けたという状況である。可能用法は、「動作主が意図したにも関わらず事態が実現しな

い」あるいは「話者の予想に外れて事態が実現した」ことを表し、文脈依存的である４。 

 最後に、到達用法であるが、これは、円山（2007）が、文のアスペクト特性が、「なんらかの目

標（状態）に至る行為の終了点を重点的に述べる」という到達（achievement）アスペクトの特徴

を示すことから新たに命名した用法である。（本動詞と違い、進行を表す ko issta とは共起せず、

結果状態を表す e isstaとのみ共起する。）日本語との対応では、「られる」や「なる」と対応しな

いが、「すっかり」といった副詞と共起したり、あえて「（気づいたら）すり減った状態になった」



あるいは、「すり減ってしまった」のように、訳せば終結を強調するニュアンスが生まれる５。 

 まとめとして、補助動詞 cita は、「動作主の意志にかかわらず、事態が実現する」というスキー

マを持ち、接続する用言、動作主の関与、語用論的要因、日本語との対応により、5 つの用法は次

のように整理される。 

 

    表１ cita の意味用法の整理 

 接続する用言の種類 動作主の関与 ア ス ペ ク

ト・語用論的

要因 

日本語との対

応 

状態変化 状態性用言（特に形

容詞） 

動作主なし 変化の過程

に焦点 

形容詞＋ナル 

自発 内的状態動詞（一部

の自動詞） 

動作主の非意志

性 

（非動作主化） 

変化の過程 動詞＋ラレル 

（テシマウ） 

受身 他動詞（限定的） 動作主の非焦点

化 

変化の結果

に焦点 

動詞＋ラレル 

可能 動詞 動作主の非制御

性 

状況の実現

困難性、予想

外の事態 

可能形、ラレル 

到達 限界動詞 動作主なし 変化の結果

状態を焦点

化 

（テシマウ） 

 

図 1 本動詞 cita と補助動詞 citaの認知図式 

本動詞 cita （消失から実現へ） 

      落ちる          消える         自然現象の出現 

 

 

   t 

                   消失から出現への反転 

 補助動詞 cita （事態の実現） 

    状態変化        自発          受身          

 

  赤くない状態 赤い状態      内的状態の発生  動作主 対象 結果状態 

    （赤くなる）     （～と思われる）     （～が作られる） 

                       可能  事態実現の困難性 

 

                       



 試みに、図 1のように、本動詞 citaと補助動詞 cita の認知図式を示す。各コア・スキーマと用

法間の連関については、より考察をすすめていく必要がある。 

 

                                                   

１ 単に、モノの出現では、他の語彙が使われる。日本語の「実がなる」に対応するのは、「열매가 열린다 yellinta

（맺힌다 maychinta）実が開く（結ぶ）」である。また、助詞が로[ro]―「学校へ行く」の「へ」に当たる－

になる場合があるが、この場合は「状態の変化」を表すと解釈できる。（올챙이가 개구리로 되었다.オタマ

ジャクシがかえるになった。）ちなみに、「実現する」に対応するのは실현되다[silhyentoyta]（直訳：実現

なる）で、「漢字語＋する」に対応して、「漢字語＋되다[toyta]」に対応するので注意が必要である。 
２ 発表時点では、このように述べていたが、その後、韓国人留学生からレストランなどでこのような表現を

聞いたことがあるという指摘があった。今後、韓国でどの程度このような表現が使われているか調査する必

要があるだろう。 
３ 生越（2008）では、接辞形と cita 形の違いについて、接辞形は、変化をもたらした動作主或いは原因が文

中に示され明らかであるのに対し、cita 形は、変化を引き起こした動作主が明確でなく、主語となっている

物のもつ性質や結果状態を表す傾向があることを述べ、cita 形は明確な動作主の存在を前提とせず自然に起

こった変化自体を表す、受動というより非対格自動詞に近い性格を持つと述べている。 
４ 尾上（1998）は、「大丈夫かなと思ったが、食べてみたら食べられた。」のような可能は、「現実の状況の

中にその行為が実現するだけの許容性、萌芽がある」という意味での通常の可能（事態が非現実）と違い、

現実界に成立しているわけだから「実現可能」と呼ぶべきであるとしている。そして、この実現可能は、事

態の現実界成就を表現の眼目とするという点で典型的自発と共通であるとしている。すなわち、cita の可能

用法は、本来の可能というより、実現用法の一種であると考えていいだろう。 
５ 生越（2008）では、この用法における、自動詞とその cita 形の違いは、自動詞ではその変化を全体として

表すが、cita 形はその結果状態を焦点化した表現だとし、無標と有標の関係にあるとしている。 
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