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１．はじめに 

 本発表では、日本語と対照しながら、朝鮮語のナル的表現の特徴を概観し、中動態や出来文（しゅ

ったいぶん）のスキーマを手掛かりに、ナル的表現のスキーマの設定を試みる。 

 

２．現代朝鮮語のナル的表現 

2.1 朝鮮語のナル的表現 

・日本語のナルに当たる動詞としては、되다 twedaと지다 cidaの二つの（補助）動詞がある。cida

は、形容詞＋ナルの場合に相当する。（cidaについて詳しくは岡（2012）、円山（2016）を参照） 

 

2.1.1  ナル相当動詞がそのまま使える場合 

「春になる」の「に」にあたる格は、朝鮮語では主格 i/ga である。「春が来た」の方が好まれる。 

（１）春になった。  봄이 됐다.                （２）春が来た  봄이 왔다. 

           bom-i twe-eo-ss-ta.                      bom-i wa-ss-ta 
             春-主格 なる-過去接辞-終結語尾        春-主格 来る-過去接辞-終結語尾 

（３）氷が解けて水になる。 얼음이 녹아서 물이 된다. 

               Eoreum-I nog-a-seo mur-I twe-n-da 

               氷-主格 解ける-接続後尾 水-主格 なる-現在接辞-終結後尾 

（4）掃除をして、（私の）部屋がきれいになった。   

청소를 해서 방이 깨끄해졌다. 

    Ceongseo-reul hai-seo bang-I kkaikkeuhai-ci-eoss-ta. 
    掃除-対格 する-接続後尾 部屋-主格 きれいに なる-過去接辞-終結後尾 

（5）トマトが赤くなった。 ／信号が赤になった。 

   토마토가 빨개졌다.      신호가 빨강색이 되었다. 

    Tomato-ga bbargai-ci-eoss-ta   sinho-ga bbargang-saig-I twe-eoss-ta 

    トマト-主格 赤く-ci-過去接辞 信号-主格 赤(色)-主格  なる-過去接辞  

  使い分け。Cida は「赤くなる」過程を含む。Twedaは、結果に焦点がある。 

（6）赤ちゃんが歩けるようになった。 

   아이가 걸을 수 있게 되었다. 

   Ai-ga keor-eur su iss-ke twe-eoss-ta 

   子供-主格 歩く-可能 ～ように なる-過去接辞 

（７）なるようになる。  なせばなる。 

     될대로 되어라.     하면 된다. 

      Twe-r tairo twe-eo-ra.   Ha-myeon twe-n-da 

     なる-r ように なる-命令形後尾 する-仮定形語尾 なる-現在形語尾 

   なるようになれ。    すればなる。 

（8）家族が急病になったので、帰国することになりました。 

가족이 갑자기 병이 걸려서 귀국을 하게 되었씁니다 

    Kacog-I kabcagi byeong-I keorry-eoseo kwikug-eul ha-ge twe-eoss-sseumnida. 
    家族-主格 急に 病気-主格 かかる-接続後尾 帰国-対格 する-ように なる-過去-ます 

  「帰国するようになった」は、他の影響によって帰国したというイメージ。 

(9) 今日は市役所に行かなければならない 



    오늘은 시청에 가지 않으면 안 된다. 

     Oneur-eun sicheong-e ka-ci anh-eumyeon an twe-n-da. 
      今日-は 市役所-場所格 行く-ci 否定形-仮定形 否定形接頭辞 なる-現在形接辞 

(10)（「このアイス、食べても良い？」）「（食べては）いけません」「（食べても）いいです」 

      안 됩니다.            됩니다. 

      an twe-bnida.      twe-bnida. 
    否定接頭辞 なる-丁寧形語尾  なる-丁寧形語尾 

      なりません。         なります。 

(11)（初対面の人に）お名前は何と言いますか？           (12)    世話にナル     

     성함이 어떻게 돼십니까?                                   신세를 지다. 

     Seongham-I eotteohke twe-si-bni-kka?                     Sinse-reul cida. 

     お名前-が  どのように なる-尊敬接辞-丁寧形-疑問終助詞          世話（面倒）-を なる 

   お名前がどのようになっていらっしゃいますか。 

(13) この本は三つの章からなる。 ／ この会は学生と父母、および教員からなる。 

   이 책은 3장으로 구성되어 있다.( 되어 있다.) 

    I chaig-eun 3cang-euro kuseong-twe-eo issta. 

    この 本-は 3章-で  構成されて   いる 

   이 모임은 학생과 부모 및 교원으로 구성되어 있다. 

  I moim-eun haksaing-kwa bumo mich kyowon-euro kuseong-twe-eo issta. 

   この 集まり-は 学生-と 父母 及び 教員-で 構成されて   いる。 

（14）「顔が真っ赤になる」→「顔を真っ赤にして怒る」 付帯状況で「ナル表現」でなく「スル表

現」を使う現象が見られない。 

   얼글이 새빨개지다. 

      Eorguer-I saibbargai-ci-da 

      顔-が  真っ赤になる。 

 

2.1.2 ナル相当動詞が、複合動詞や漢字語＋ナル相当動詞として使われる場合 

・「研究がなる」のような人為による完成の表現は twedaが複合動詞として使われる。 

（15）신사옥이 완성된다.             （16）연구가 이루어진다. 

      Sinsaok-I wanseong-twe-n-da.       Yeongu-ga irueo-ci-n-da 
新社屋-主格 完成-なる-現在接辞-終結後尾    研究-主格 成し遂げ-ci-現在接辞-終結後尾 

新社屋が完成する           研究が成し遂げられる 

・「完成する」「成功する」「当選する」「混乱する」のような場合、「完成」「成功」はスル相当動詞で

言い、「当選」「混乱」はナル相当動詞で言う。 

（17） 완성하다, 성공하다,  당성되다, 혼란되다 

       Wanseong-hada seonggong-hada tangseong-tweda, honran-tweda 

        完成する   成功する   当選なる     混乱なる 

・ 「頭痛がする」「安心する」VS「病気にナル」「不安にナル」のようなスル相当動詞とナル相当動

詞の使い分けは日本語と異なるところがある。 

（18） 두통이 있다.  안심하다.  병이 나다.  불안해지다. 

        Tuthoong-I issta. Ansim-hada byeong-I nada.  Buran-hai-ci-da 

        頭痛-が ある 安心する 病が  でる  不安になる 

 

2.1.3 ナル相当動詞ではなく、デル相当動詞が使われる場合。 

・「来月、彼らの子どもが生まれる」が「彼らに子供が生まれる」より好まれる。 

（19）다음달 그들의 아이가 태어난다. /  그들에게 아이가 생긴다. 

Taeum-tar kue-deul-e ai-ga  taieona-n-da./  ku-deul-ege ai-ga sainggi-n-da.. 
 来月    彼ら-属格 子ども-主格 生まれる/    彼ら-与格 子ども-主格 生じる 



・（居酒屋で）「こちら、生ビールになります」をナル相当動詞を使って言うことができない。 

（20） 여기 생맥주 나왔습니다. 

         yeogi saingmaikcu nawa-ss-sbnida. 

         こちら 生ビール 出ました。 

・「お（出で・尋ね）になる」「ご（覧・歓談）になる」のようなナル相当動詞を用いた敬語形式はな

い。王様のおでまし～。주상 전하 납시오.jusang cheonha nabsioというような表現はある 

 

2.1.4 ナル相当動詞ではなく、別の語彙や表現が使われる場合。 

・「今年はブドウがたくさんなりました」は、ナル相当動詞では言えない、名詞「ぶどう」は、主格。 

（21）올해는 포도가 많이 열렸다.   

      Orhai-nuen podo-ga manhi yeolleo-ss-ta 
      今年-主題 ぶどう-主格 たくさん 開く-過去接辞-終結後尾 

   今年は ぶどうが   たくさん 開いた 

 

2.2 朝鮮語の事態把握 

・通常の会話で、日本語のように「私」「あなた」などの人称代名詞を用いない傾向が見られる。 

・日本語の終助詞のような形式がある。 

・呼ばれたとき「（すぐ）行きます」というタイプの動詞を使う。 

・授受動詞の動詞用法のうち、「～シテーアゲル」は使われるが、「～シテ―モラウ」は使われない。

「アゲル・クレル」の区別がない。 

・日本語のように助詞を使う膠着語である。 

＊国境の長いトンネルを抜けると雪国だった。（川端康成『雪国』冒頭） 

(22) 국경의 긴 터널을 빠져나가자 설국이었다. 

Kukkyeong-eui kin theoneor-eul bbaceonaga-ca seorkug-i-eoss-ta. 

国境の        長い トンネルを 抜けると   雪国だった。 

・朝鮮語と日本語の事態把握はほとんど同じと感じられるが、中には違うものがある。 

・（交番で）「①（私は）財布を盗まれました／②私の財布が盗まれました／③誰かが私の財布を盗み

ました」のうち、③がよく使われる。②も可能だがあまり使わない。 

（23）누가 내 지갑을 훔쳤어요. 

       Nuga  nai  cigab-eul humcheo-ss-eoyo. 

         だれかが 私の 財布を 盗みました 

 ．「昨夜は家の近くで ①工事が始まって／②工事を始められて／③工事を始めて、眠れませんで

した」のうち、③が一番よく使われる。 

（24）어젯 밤은 집 근처에서 공사를 시작해서 자지 못했어요. 

     Eoces bam-eun cib keuncheo-eseo kongsa-reul sicak-haiseo ca-ci mos-hai-ss-eoyo 

     昨日 夜は   家 近所で      工事を     始めて     眠れませんでした。 

・「やっと①（私の）卒論のテーマが決まりました／②(私は)卒論のテーマを決めました」のうち、

両方使えるが、後者の方が好まれる。①は外力により決まった場合、②は自分一人で決めた場合等  

 

2.3 日本語と朝鮮語を対照して、共通点と相違点 

・ 日本語のナル相当動詞と朝鮮語のナル相当動詞はほぼ対応しているが、「実がなる」などナルで

言わない表現や、「帰国することになりました」「こちら生ビールになります」などあまり朝鮮語で

言わない表現がある。漢語サ変動詞がナル表現になる場合がある（「当選なる」「混乱なる」）。ナル

相当動詞の代わりに、デルに当たる動詞が使われる場合がある（「病気が出る」「生ビールが出まし

た」）。格関係では、「～になる」の「に」は主格になる。（「春がなる」） 

・ 日本語と朝鮮語の事態把握はほぼ同じと考えられるが、朝鮮語は受け身をあまり使わないことや、

自動詞より他動詞を好む場合がある。→ 朝鮮語は日本語と同様ナル的な言語であると言えるが、

スル的（動作主的）な要素も多く含まれるということがわかる。 



 

３．ナル的表現のスキーマの設定に向けて 

日本語と朝鮮語など多言語のナル的表現のスキーマを設定するときに、ナル相当動詞に限定せず、

デキルやラレルなども含めて考えていくと、「事態全体の生起」というスキーマの設定が仮設される。 

3.1 出来文からの考察 

 尾上（1998）では、「ラレル形動詞述語によって実現される日本語本来の受け身文は、事態を個体の

動きとして語らず、全体として発生、生起するものとして語る文である」（傍線稿者）、「受け身文と

は、動作主の動作として捉えることができる事態をあえてそうしないで、主語を場としてある事態が

発生、生起するというような捉え方をする文であり、その特別な捉え方の印として述語動詞がラレル

形をとるものである」（傍線稿者）とし、ラレル文全体を「事態全体の出来を語る文（出来文）」と規

定した。ただ、尾上は、ナルに関しては、出来文には含めていない。しかし、ナルが、「一大事がな

る」「結婚することになる」のように、事態の生起に使われていることを考えると、ナル文を出来文

から除外することはないと思われる。多くの言語でナル相当動詞が「主格」あるいは「ゼロ格」をと

るということは「事態全体ガ生起する」というスキーマを示していると推察される（岡 2013）。また、

「出来」ということから考えると、デキル（中国語を話すことができる」）や、デルも出来文に含み

うる。朝鮮語では、nada（デル）を出来動詞として認めてもいいだろう。このように、ナル的表現

を、ナル、ラレル、デキル、デル、（中国語の文末助詞「了」）などを含め、「事態全体の出来・生起

を語る文」として、位置づけることが可能である。 

3.2 中動態からの考察 

 バンヴェニスト（1983）は、「受動態」が生まれる以前の「能動態・中動態」の対立を「外相」と

「内相」の対立（主語が過程の外にあるか内にあるか）とした。また、細江逸記（1928）は、「中動

態」を「反照性能相」とし、「動作が行為者を去らずその影響は何らかの形式において行為者自身に

反照する性質のもの」を表すとし、この「反照」（再帰）から、「受動、自動、自然の勢い」へ機能分

化したという。（日本語では、「ゆ・らゆ」「る・らる」から現代の「れる・られる」へと受け継がれ

る）。國分（2017）では、「自然の勢い」が中動態の根底にあるとし、中動態を、「主語の座として「自

然の勢い」が実現される様を指示する表現」（傍線稿者）と定義した。また、金谷（2004）では、バ

ンヴェニスト、細江が主語や行為者を中心として考えることを批判し、「中動相」を「行為者の不在、

自然の勢いの表現である」（傍線稿者）とし、中動相の人称語尾は、「行為者ではなく、出来事の場所

としての人間」（傍線稿者）であるとしている。 

 

４．結論－場の観点からのアプローチ 

 以上の考察から、ナル的表現のスキーマとは、「場における事態の出来・生起」を表すスキーマであ

ると設定することができる。西欧文法の「能動態―受動態」の対立、「主語・述語」の文法、主語論

理に対し、ナル的表現の文法は、「述語的論理」や、「場所の論理」が、むしろ根源的であることを明

らかにするものではないかと思われる（岡 2013,高橋 2017）。 
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