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北大文学研究科紀要 109 (2003) 

現代朝鮮語における接頭辞叫の

意味・用法について(2)

門脇誠一

本論は、門脇 (2002a) に引き続き、現代朝鮮語の「方向・強調j を表す

接頭辞 1-11の意味・揺法について記述するものである。前回は、接頭辞1-11

の用法のうち、「方向・強調j に関しいずれの特徴をも有する 5つの語につ

いて記述した。今回は f方向j の特徴は有するが、「強調j の特徴は持たな

い語の用法について記述することにする。対象にした語は、前回の門脇

(2002a) で、扱えなかった1-11ス1斗、それに今陸新たに扱うことにした叫音ヰ，

1-11交ヰ， 1-11J:l]キ斗， L1-1日!ヌ1斗 L社ぺi♀ヰ， 1-11~斗の計 7 個である。

記述に際しては、前回同様叫の意味・用法に関し、特に接頭辞が付かない

場合と付いた場合とがどのような関係にあるかに焦点を当てて考察すること

にする。

なお、分析するに当たり、韓関語用例検索 (Kaist)並びに google(韓国)

を利用した。また、用例さと収集するに当たっては 2002年 4月から行なって

いる大学院のゼミで学生たちの協力を得たことを記しておく。

今回協力を得た者は次の 3名である。

北海道大学大学説文学研究科言語学専攻博士課程 高橋学

北海道大学大学院文学研究科言語文学専攻博士課程金龍治 金恵鏡

北海道大学大学院文学研究科雷語文学専攻修士課程金京淑

また本論を書くに当たって使用した辞書は次のとおりである。

『豆幸号叶寸吟社~ (喋準冨語大辞典) 1998 (韓国) r標準」
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北大文学研究科紀要

『号ヨバlせ号。1λトミヨJl(延世韓国語辞典) 2000 (韓爵) r延iitJ

f朝鮮語大辞典Jl 1986 (日本) r角)IIJ 

『朝鮮語辞典Jl 1993 (日本) r小学舘J

1 .本論

1.1 

ところで、本論に入る前に 高官閉の論文で、は扱えなかったLJ1ス!斗について

触れておきたい。この語は意味について特殊化を程こしているため少々説明

が必要である。まず、接頭辞の付かないスl斗から見ることにする。

この語はいろいろな意味を有しているが、比較的よく使われる意味について

考察してみよう O

まず自動詞は、もっぱら(風雨が)吹きすさぶ;(雷などが)鳴る;(波が)

起こるといった自然現象合表すものである。

f列

ミ壬lil..斗ァトぇ1斗(吹雪が吹きつける)，等菩♀ァトス1ヰ(暴風雨が吹きすさ

ぶ):誼号外ス1斗(雷が鳴る)，喧7ij7トスlヰ(稲妻が光る)、吋斗01ス1ヰ

が落ちる)・工ヰ三アトヰヰ(波が立つ)、 。1ス1斗(j皮が打ちつける)

この場合接頭辞号外を付けると「強調Jの意味のほかに、「外から内にj

という方向の意味が加わることになる。

例

宮O-J誉会守5主主叶アト号。1~ 'i!子守官会笠叶斗せ吾金 E士宮上斗.開けておい

た窓から雨が吹き込んだのでソギャンソブは程き上がって窓を閉めた

(kaist) 

「延世j には以下の例文が載っている。

喫昔。1斗岳要ロト手斗 rlJ-せ万トスl号。p守王子持ミff主主オヰス1詰公斗.雨が小

さな縁側と部屋の中まで吹き込んでもチュブアは身動き一つしなかった
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現代朝鮮語における接頭辞叫の意味・用法について(2)

全斗斗す者会守斗115三現す告。1 苦01~ヰ.スノックの部屋の狭い

窓にも雨だれがぱらぱらと吹き込んだ

一方、他動詞の場合は基本的な意義は I(人や物を)殴る、叩く、打つ」の

如き打撃動詞であるが、この意味から「釘や杭などを叩いて打つ;打楽器、

ピアノなどを演奏する;(車で)ぶつけて韓く;攻撃するJなどの意味が派生

する。

伊j

叶斗fllアト丞1;'昔キ斗o-j司吾王寺ス1叶苦虫ヰ.パックソックテがチェチャン

スの贈をぽんと叩いてたずねた。

暗号さトミラスト斗吾全斗王子斗ユ工すす菅スト24吾金ロfli三謹UJlとさ甚ス~17ト λ』ァ1

ス1投合斗ヰ.千方律する息子をたしなめ、放蕩息子を鞭で、打っときは大きな

問題が生じない

ユ君 子4去を今手主主ヰと呈吟斗l臭o]io:十三詩l十三社三子とロト会砕す号。l暫経

叶斗ス17ト5'l奴斗.そんな思いやりのない叔父よりは躍に釘 l本でも打って

くれる村人たちのほうがずっと頼りになった

ユミラ立10トミ二宮E5三豆アトペ。ト王子百台λトゑ7fl王'id01 3:ヰ oト与二号ス.171 入1 斗斗~

Eヰ.彼はピアノの前に進みでて何の挨拶もなくピアノを弾き始めた

2..豆叫01七 λト幸子会え1.Jlユ吋豆玉すアト吋芳、Ef斗斗.オートパイは人を離い

てそのまま逃げてしまったそうだ

。1ォl王子す叫斗認さ01吾会社-;r斗号甘

ちは官援の中心部を攻撃していた

ス.1.Jl~匁斗.今武装隊の若者た

一方、1-Bス1斗についての辞書の記述を見ると「標準JI延世Jそれぞれ次

のようになっている。

「標準J

1-11ヌ1ヰ

①会斗lモヲ完全半司ス1オL十日ス1斗 手に持ったものを振り払ったり投げ

捨てる
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北大文学研究科紀要

昔岳会合l-Hス]Jlと荷主主二斗7ト叶設ヰ.握った手を振り払って外へ出てし

まった

2斗7ト \:!-Æロトそで~Jl ~ra"干ス1 。ト平吟]Jl l-Hス1ァl入l斗議斗.恋った子ど

もは持っていた貝殻を所かまわず投げ始めた

②なオ1主幹J三豆l-H委ヰ無理やりに追い出す

母壱壬H告す守1-斗l吋1ス1ユヱ社士]吾告アト万十0]憩斗.王は忠臣を域のタトへ追

い出して姦眠たちをそばに置いた

オミテ号告すすそ子守会社λ'1)苦情5主主l-Hj司斗!あいつら告とすぐさま鞭打ち

にして城外に追い出せ

「延t!tJ

l-Hス1斗2

①苦己lスlオL十l-H委斗.突っぱねる、 追い出す

ユ叶と司~o] 妻。l-~ととFll語会叶召さトオl l-Hスl オ斗オ召さトス|臭或斗.彼女

は突然訪ねてくるテーファンを冷たく突っぱねたり断ることができなかった

うま弓アト oト王子司なさトオ|ユ号l-Hミヨ斗謙三斗4Lミラユ1..19]召斗l叶平号令常斗l

~空J. Iヰ.サンとがいくら強く彼を追い払うと寄ってもソグは彼女のそばに留

まっているしかなかった

②l-H目玉守叶司斗.投げつける

7H若乃 tE苦金司ス.]Jl~母音許斗号昔。1 萱~斗l-H設斗. )11辺の雪原を

譲り起こしてホパック石を拾い上げて投げつけた

ユ吾幸司号外λ?叶叫 5とさ会外:1 ~ 1f称号苦虫ヰァトユ号守古'Rl-Hス1と受帯

会~.5二男ヰ.彼のほうを向いて振り返ると右手に持った扇をたたんだ後彼

に向かつて投げつけるような手つきで開いた
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現代朝鮮語における接潔苦手叫の意味・用法について(2)

どもにtl1ス1斗の語義として 2つあげているが、「ノj、学舘Jや「角J11 J 

があげているように以下の4つに分けたほうがわかりやすいと患われる。(j)

1.(物を)投げ出す、捨てる

持7干しトペ斗スト号tl1斗叶或斗.鰻が立って椅子を放り投げてしまった

「小学舘」

2. 振り払う、突き放す

ロ1昔話。トol号tl1ヌ1斗 すがりつく子どもを突き放す「小学館J

3. (要求などを)突っばねる

ミ]号唱す斗丘子号1-Hス1ヰ賃金の引き上げ要求をはねつける川、学館J

4.追い出す

ol喜l:l}謹ア1ス1<2{ (七去之悪)ol斗斗吋 oトtl1アト外音告すス1英詩オ斗

入lヰ旦号音豆λ}ス1臭苦吟，ユ己jユヱ王子アl許711-十官会 E言。1斗七号昔

アトス1昔畏告ス?ス1三百ヰ委含牛 21斗ミラスト臭弓埜号令三lァト号毛トヰ匁日

英ol斗. 包項 λlllZj-i5トミヨサ唱。1ロト会せ E45L坦望日干芸スlス1(妻)号tl1謹

牛 21 匁会甘さ主ァ1記念干ヰ. (google) 

いわゆる、七去之謀といって、妻が子どもを産めないとか、翼、姑によく

仕えないとき、そして焼きもちを焼いたりおしゃべりをしたりするなど 7種

類の悪を犯すと追い出すことができるというとても風変わりな論理が通用し

ていたのである。まあ考えてみれば夫が決めさえすればいくらでも妻を追い

出すことができたとも言えそうだ

上の叫ス1斗の用法を見ると、いずれの;場合も接頭辞の付かないえ1ヰの語義

にはない新しい意味を獲得していることがわかる。そして、接頭辞叫が付く

ことによって1.と 4. では f中から外へ、前方へ」といった「方向」の意

味が付加され、 1.から 4. のすべてに「強調j の意味が加えられたど考え

ることができる。又、自動詞の意味では接頭辞叫がつかないことがわかる。

(l) f角川IJには次の 例しか例文がない さ士司1]7]雪叫主}斗ごみを投げ捨てる
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1. 2 Ll1音斗

1. 2. 1 'iま斗

北大文学研究科紀要

この語は、ほぼ日本語の「曲がるJI(坊がっている」とし、う動詞・形容詞

に対応する諾である。これから派生される他動詞は音司斗である。

森田(1977)の分析を利用すると、「線状、平面状の事物の屈曲・湾出J(こ

関し、①「本来まっすぐな線状のものが外からの物理的または化学的力によ

って、そうでなくなる状態の変化・作汚Jまた、②「初めからまっすぐでな

い形をしている状態J。③「まっすぐでない曲線状に方向を変えて進む。移

動の方向変化Jを表す点では日本語と共通点を有しているといえる。

用例は次の通りである。(表示のないものはすべて「標準Jからの引用で

ある)

① ，':.キス1七$:.号せ型金子o-p三昔オ!音七斗.銀製のスジョはちょっとカ

を入れても簡単に曲がる

立]と号泣斗護会唱。1吋著名せJ主主音ミラじ十七官会主干ミ!替安42叶望人11.-ト

斗企H三合，':.王子せき十三1ミヨos斗昔。1会妓じト

JIIJ.は水よりも濃いのが道理で、腕は内側に曲がる (2) とし、う言葉を確認した

かのように一時だが寂しさを吹き消し親愛の情がわきあがった

②0] J7s 7ト号ユ幸オ|音0]/守喫安全号スl三L宝l金UJl外1七斗017ト首会音叶斗

Qj号ヌf官主主21ヰ. (kaist) 

膚が丸く践がっていて臼差しを替にしているときは年取ったおばあさんの背

中のように見えた

音名目l'註召合Ll13jァトスト斗午苛アトァト{}5:.号。2:二E]1.-十王子ユ主主斗}没。ト~匁

ヰ.践がった坂道を降りようとすると誰かが山すその角のケヤキの木の捨に

座っていた

(2 )これは諺で「人間は誰でも殺しい者をひいきするj という意味である

6 



現代朝鮮語における接主義苦手叫の意味・用法について(2)

ミJ0] せ尋.Q..~ ]:まじlL1

広くなった

言。1忍ヰ.道が内側にカーブしていたがすぐに

kaistの用例を見ると、多くの場合身体部位(吾体，す斗l上体、号背中、

詩吟腰、苦腕、ヰ司 脚、叶7B 肩，子受膝)等に関して用いられ

ていることがわかる。(3)

③£喜三号主主主召金者付金斗アト喧苛す凸]1之官交0]斗. (kaist) 

右のほうに道合訟がって上っていくと頂上が見えるはずだ

せ召会 10o:j甚音0-]λ?アトせ吾0]L十会E干. (kaist) 

山道を 10分あまり曲がっていくとお寺に出る

せ旦号0]号音0-]吾ストス1せス1せ号"̂.:j0]斗iλ?λ?司合ろ10]七号ストアト主主主1ヰ.

(kaist) 山すそを曲がっていくと少し離れた尾被にゆっくりと動いている鉱

石運搬用の貨車が見えた

王宮うま主ミラす司斗号司斗]号FJさ0-]すをァトス].:1工支l叶古，B{}号。1号2予言トミl，甘さ寺

ヨオ1音。1主主主主と 1オ号な三子判斗ァ1吾ゼミテ主斗lペミ子せ苦玉 E4斗ぢトォ!

守せ喧斗. (google)慶尚道は南海と東海に良好な漁場を有しており、海産

物が豊富で、南北道を大きく蛇行して流れる洛東江潟囲の瓶沃な農地から農

産物も十分に生産されている (4)

その他、次のように 「電波、光Jに寵しても使えることがわかる。

せエヰと li!.号 誼ストアl司斗ぜ号。] ¥:l:LC三ld zJ社ぢトス1せ，司令H:l卒王子斗lλ?七

社ストア}斗 0]¥1A 0-]五社斗アト音叶λfせ持ス1七唱す0]望0-]1辻じト (Kaist) 

電波は普通電磁気力の影響がなければ直進するが、海岸線付近では需磁気

(3 )首、鎖、口、尊重、眉毛 などについても す叫が使用できるかについては使いにくいという
回答を得た。言、鋭、口、唇、眉毛については 叶号"Iスl'二十(ゆがむ、曲がる)を使うのが
畿通だという。

(4) ri蓋を曲がってjなどのように他動詞約な意味については、山道などのように大きくカーブし
でしている場合は音"Iは使えそうだが、都会のピルデ、ィングのように 90度になっている角を
泌がる場合には使いにくいと回答している。 google、kaistに現われる例はやはり山道や)1[の
例である。
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北大文学研究科紀要

力がなくても電波が曲がって伝わる現象が起こる

喫要。1苦今J主主音叶号叶社ヰ. 日光が水中に曲がって入る(作例)

他方、日本語の「曲がるj は この他「傾く j、「ねじれている」という

味で使用されるが、韓国語のすヰにはそのような用法はないし、また、「傾

く、片よるj とし、う意味もない。

ちなみに、音<>i ~全斗入1 斗 という表現があり、「神や仏が照覧なさるJとい

う意味で使用されるが、これは「天から神や仏が下界をiぎを曲げて、あるい

は身をかがめて見る」ということのようである。また音<>i!立斗としても使

われることがある。

例

“アト与を会~斗 {l0] Cヰ!芋叶 0] 呈すをヌfスl号音叶せヰごとλ，i，" (google) 

過酷な運命の神よ! どうかこの憐れな立場を御照覧あれ

0] .::iuR斗1] sと豆坦 λ?守王主主1-1Hま斗宮司斗号す守主主号司斗アl廿翌吟0]

0]手ミラ斗昔斗斗吾司会せを斗i]iま叶吾牛~ヰ..... (google) 

この峠に登れば西側に内雪岳一帯と東南のほうに東海と奇岩絶壁が作り出し

ている外雪岳の絶景が一回で眼下に見渡せる

1. 2. 2 1.]1音ヰ

この語は「諜準Jには登録されているが、「延世j には記述がない。

「標準」の記述は、「外に向かつて換がるJという具合に「内側から外側に」

という「方向」の意味が加わるだけで「強調j の意味はない。

用例も、会話では使われないようで 使用するとすれば府主主「外にj とい

う副詞を伴って使われるのが普通のようである。 Kaist、googleにも用例は

2， 3併しか現われない。

」子三l1-十三十今す斗11，“苦0]吾01音スl斗1音斗斗七宮0]~ヰ.子会当金吾
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現代朝鮮誇における接頭辞1.Jlの意味・用法について(2)

召さトオ L十せ吐古~òl=苦味，斗芸人ト昔lí!.1:ヰミラストアl アト等 ò1斗君主寺号スト71斗

苦オ17ト~七 λ干す叶l ォ1 令己j せ守主主主メi1l zr ò1 71-it-斗ミラ斐o1斗. (Kaist) 

我が国の諺に「腕は内剣に曲がるのであって、外側に曲がるだろうかj と

いう言葉がある。何かこどを決定したり、判断しなければならないとき、他

人よりは自分の家族や親戚等自分と関係がある入に有利なように考えてしま

うという意味である。

1. 3 1..)1去ヰ

1 . 3. 1 去斗

交じ干には同音異義語として 2つ立てられている。

去ヰ lは、基本語義が「延世」にあるとおり、①「鉛筆のような細いもので

紙などに隷をひくこと jである。それから、②「罷界や在分をつける」③「マ

ッチをする手や指、流星などが空を切るJ(5)⑤ 「酒代などを掛売り

する」 ⑥ fナイフなどで切るj ⑦ r (顔に)しわを作るj ③「線を引し、て

削除するj ⑤「弓を射るJなどの意味が派生されることになる。

受ヰ2は、自動詞「雨がやむJ他動詞「雨宿りするJである。ここで問題

になるのは 夫斗 1のほうである。

用例は以下の通りである。

去斗 1

①号il.せ吐o-l叶l百舌告ユo-l斗.重要芸な単語に下線を引きなさい

守主号豆ぢ十件告さ干苛営会埜せ45守T13lJ斗111堂社せ塾豆号ユ斗ロl善ユ三1

Jl，ユ噂ス1英昔、せ会叫ごと号支持 費ヰ.

生徒たちをして、いいことをした日には日記帳に赤鉛筆で丸を書き、そうで

ない時はエックス (x印)を醤かせた

去E午線をヲ!く;けじめをつけるせ金交ヰ線を引く るJ週金

斗直線を引く

(5) r十字を切るj という意味でも使用される。

9 



北大文学研究科紀要

② 0]唱宮外1] 3!j官舎菩I昔司ユö-j oトス]ö-j苦習活7=l λ~ -cせ謹g-. 今1'ítのこ

とで責任を明らかにすべきで媛味に終わらせてはいけない

唱ス11と 0]人十官会人l斗昔日司ミラ官会17dオ1吾オI]t司王三ユo-jスp守主(地籍圏)

曇せ号。1斗01=叶]~ Ll]交0]母昔司ス]2

臼帝はこの事業を始めるとき田畑の境界をきちんと引し、て地籍盟を作ってお

いてこそ他人と自分のものがはっきりしてきて

③ ユミラ司叶r;子宮'a-会ユ叶昔金吾芳ヰ.彼は壁に摩擦マッチをすって火

をつけた

ユ七三司 0]せ{lを望号豆す吾弓外1ミヨ司主主主'-t9す喫叫叶!

(kaist) 

ユ5ヨヰ.

彼はいくらか安心した顔で部屋の敷居に腰掛け、キセルに火をつけた

④官三三吾交じj望号(十字)を切る

叫芸会主豆アト令斗1] 11スト号交じ十 右手で胸に十字を切る

す与を¥"l:to]せ奔 ユ三三吋昔。干名千十守1昔日1守ア]7ト等三守会官せスト…

朝となく夜となく南の空を切って飛んできた UN翠の飛行機が爆撃を続け

るや一一

弁AC]0]ユ計量管会ユ立t95:i:'.] \"l:t o] 喧斗ス~ Ll]或ヰ 涜息があの空の果

てを切って音もなく落ちてきた

宅1c吉舎を召会全日lオせ字，号221吐斗受アトス]5'..アト苦汁1をヌト司l司苦告

ユ匁じト (kaist) 

イニョンは一歩退いた後、持っていた木の枝で軽く 1田空を切った

⑤L}j望 Z三宮司1斗三云昔話会す芋斗1ユ叶王子ノヰ1♀.明日支払うので今日の

飯代は帳簿につけてください

.Qlす致。1宮司λi 0] オ}ユ会予~s:. ~l二十.付けがたまって、もう付けのきくと

ころもない

⑥ 号。1苦言f豆ユ~叶1-1 ~苦言トオ] ~ì:ò十致ヰ.紙をナイフで切ったらきれ

いに切れた

主[3二ユ45うまス1ミラス1豆善美智oトλ↑ユo-jミ]歪ロトヰユ1菩0]喫持労奴斗.ナ
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現代朝鮮語における接頭辞斗の意味・用法について(2)

イフで切った傷は治療を受けなかったので切られた傷がどれも膿んで、いた

⑦.2.吐す;:.01叫吋1召名手菩会ユ空1斗. (kaist)オ班長は額に深いしわ

を作った

⑧ユミラ ストせ9-1号斗lλ'I~号叶叶ァ1 Jf-岳会玉王子ユò]叶或斗.

彼はお分の文から余分な部分をみんな消してしまった

⑨号令せ人トす01塾舎を喧交スト主Hまそろ玉ヰ司斗をアトfL吟l吾平'11苦虫斗.

一人の射手が一度弓を射るや矢は的の真ん中を貫いた

なお、守1す令交じ干，♀オス1せ金支斗などの形で「しかめっ面をするj と

いう意味にも 使われるが、これは熟語として扱ったほうがいいし、「表情

を作るj という意味では受斗のほうがよく使われるようである。

1.3.2 Ll1交ヰ

一方、l.J1交じ十に関しては、「延世Jにはその記述がなく 「標準j には次

のように記述されている。

①前方に向かつてまたは外に出るように線を引く ③息を吐き出す

しかし、実際の用例を見ると①の意味で使用した例は見つからず、ほとんど

が②の意味であった。しかも辞書には載っていないが、交じ干の語義④であげ

た意味、つまり「手や指で空を切るJとしサ窓味でも使用されていることが

わかる。

①用併なし

②患を吐き出す

Jヰせ言。1 ユせ三号さトユ工合金斗lユ~ヰ.

チェソンダノレは思わずフーと島、を吐いた

守安吾01'1'l合会ミヨォ1l.J1ユ三三u:j{l三三吾を巷ヰ.

思い切り吸い込んだ患を長く吐き出して深呼吸をする (google) (6) 

(6 )この丈は googleの斗司旦1'?k音公01(北戟鮮の言言寄生活)という欄に載っていたものであるが、

そこには「患、を吐く j という意味しかあがっていない。

11 



北大文学研究科紀要

③手や指などで空を切る

叶宮司 L十斗苦会ロト告λトァトヰミラ戎01設斗.主ス同1λ↑羽1音アl告せ号叶 l司令

ユ召アトヰロト全斗宅[Jl， 喫スト王子号斗Jll昔E守会せl-J1ユJ三日望感アト¥it日?;!01 

せ号外ス1 ァ1 5:.斗Jl~百そ~01 SI...守告白千子ァ15三ヰと社双十五Lを告主子宮堂。ト

ミラユ召ロト奇人ト (google) 

子どものころ私の夢は魔術師になることだ、った。帽子から鳩を出すそんな{為

者の魔術師ではなく、等にまたがって飛び、手で空を切りさえすれば何か無

かった物が作り出されたり、今まで、あった物が形を変えたりする本物の妖術

をf吏えるそんな魔術師

「標準j によると、叫去ヰ の②の語義は北朝鮮で使用されるものとなっ

ているものである。しかし、実際競査してみると googleに用例が現われて

おり韓震でも使用されていることがわかる。①の語義で使揺されている例は

kaist， googleの中には探すことができなかった。

1 . 4 l-J1 tl1手ヰ

1 . 4. 1 tllキヰ

日1キヰは 日本語の「照らすJr写す・映すJにほぼ対応する他動詞であるο

① A 01/アト B音/号 C 主主/三日iキヰ Aが BをCで照らす

Aアト/01 c金/号叶キ斗となり其格の名認が主語やB的諾として現

われ場合もある。

@ A 01 /アト B告/号 C叶l叶手斗 AがBをCに写す

Cは鏡、水商など

c 01/アト B会/告白l苧斗 Cが Bを映す

③ A 01 /アト B会/吾 C斗!日l手ヰ Aがちを C(こ透かす

Cは光、 X線など

④ A 01 /アト B告/吾 C吋lオ1tl1キヰ AがBをCにほのめかす

⑤ ~斗11tl1卒。1の形で ~に照らし合わせると

12 



現代朝鮮語における接頭辞叫の意味・用法について(2)

日1卒斗「標準j

① 会設号全日1キヰ懐中電灯を照らす

言書普号電Tサ01 す金日1~字jl ~~斗.一対の蛍光灯が部屋を熊らしていた

叫安智吾喫昔01:AJ苦斗社司官会日l子221叶営l-J1::::呑平叶金吾01音対

斗.暖かい春の日差しが庭簡の芝生を照らしていて、室内はちょっと蒸し暑

いようだ、った

事王ヰ言。l ぢトミ言斗P'l 暑さlλ~1せ会 ]:]1 キjl~笠ヰ.星と月が空から明るく地

上を照らしていた

主1号子社号 o王立普盟会l:l1苧Eキ「小学館j 懐中電灯で足元を照らす

守三ξ号。1司す全日1手斗「角J11 J 探照灯が海上を照らす

司アト三三会合1ol型。ト01吾斗望者全日lキヰ「免J11 J 太陽が静かに二子どもた

ちの顔を照らす

②アf全斗l望号全日1字斗 鏡に顔合写す

主主牛とせユ苦スト号日l 正予三L~奴斗. r角J11 J 湖水は山の影を映していた

な号サヰd斗望号会叶字1菩斗延世」河に自分の顔を映してみる

~岳会ア1告今斗!スト壬l吾首1キ叶旦司λ? ユと昔ス1グl tr会安司斗延世J

小さな手鏡の中に自分を映しながら彼は急、にgを輝かせた

③費型吋l唱吾全日l字ol1:止法斗. 日光にフィルムを透かしてみた

叫ム但斗117ト合金叶三予想斗.X線に胸を透かしてみた

叶司善三Ef子号。Hき司ユ斗望号告。1己lス1司苦現斗11l:l1苧1:之妓ヰ.頭を少

し持ち上げて彼の顔をあちこちと灯りに当て透かすように見た

王子同|ぞ~子叶斗今斗1λ↑千百号号ミ子会オl-J1~普号斗11 l:l1，詩菩じトクンテは

ポケットの中から住民登録証を取り出して蛍光灯にすかして見る

④首卒主主音斗寺全日1キ斗「小学館」 立候補する意向をほのめかす

⑤ 叫若草外11l:l1子 叶吾味。1λト官会すすきトァlアト叶唱斗.私の経験に照ら

してみるとき、この事業は成功が難しい

13 



北大文学研究科紀要

せ24斗1]l:l]苧0]À~4持豆電叶]古』号会ス]L十ミヨ社。l 支l斗.常識に照らして考

えてみると、お前の行動は行き過ぎの感がある

1. 4.2 1.J1昨今ヰ

この語は上述の両辞典を含め、 f角川IJにも「小学館j にも載せられてい

ないが、実際は比較的よく使われるとのことで、 google、kaistにも用例は

少なくない。

①照らし出す

今のどころこの語義を表す用例を探し出すことはできなかったが、インフ

ォーマントによると叶キヰの①に載せた例文は接頭辞叫をつけることが可

能だとのことで、あった。

②映し出す，現す示す

菩甚斗{l音(心急)会ァト斗主主計五，♀己l斗号望。]'i'l干子守λト斗叫す告 cヰ

ミラろ十守~0]斗主主寺管金言ロト合会各社司1.J1日1キと誼玉三ミE包吾斗す â(震性)

告叶今 1告を司0]:苦u:Jlo]斗. (Google) 

興奮と心急を沈め、私たちの統一を人類麗史の新しいページを開く作業と

なるよう神の都心を完全に映し出す天道教の人々の霊性を一層鍛えなければ

ならないときである。

0] 管室干と'1l社主~]オ}斗社言語守宅]召斗苦マ1 (c:?l司)斗主ラコ宮司i叫斗1平{ス1斗2

215三 ucj ，官荘司社2寺 0] せ吾ストアト 01 せァト寄金;喧~会1.J1l:l]手とぜ詩〈召

ゴ7こ吾)斗玉虫斗芸斗五号ストス1さ十五支l主ラヲil01斗. (google) 

この映画は冷戦体制の典型的な産物である(シュイリ〉とは正反対に位置し

ており、イムクオンテク監督が作った冷たい離散家族の現実を現している映

画(キルトトウム〉ともまた異なる座標を占めているものである。

斗E己斗1告を守せを守主子n叶fZ妄今?全会 L耳目1キミ壬叫λトす (google)波にちら

っちらつと恥ずかしそうに肌を現す砂浜

斗唱1d旦王子ミラ“0]す今斗王子号0]"斗官官オキ霊平寺5'..吾普号0]千百号

外!神叫日!卒。1ス].Jl荒告音噌{l言'Roト苦斗斗 (google)

-14 



現代朝鮮認における接頭苦手叫の;意味・用法について(2)

委員の皆さんは「金魚鉢の中の金魚j のように一挙手一投足すべての活動が

住民に映し出されていることを肝に銘じるべきです

菩司1]0]ス1警曽uj…・

斗美苛 λ1斗0]ア↑霊JL叶lロト吾叫ス1斗λ'I己10-1ス.]t.]1斗.

せl:l]011斗吉'Rλト全斗1λf苦司長♀司斗1ォ1~ヰす会t.]1l:l1 キ叶昔斗ヰ.

(google) 

ホームページを開けて一一一 青い新芽が荒いやせ地に押さえつけられ時間

を過ごし 混った雨によって鎖から解き放たれたように希望を映し出して

くれる

③現す:i毅をだす

召そろ子吾司1ァト焚0-1スl1:iY号01暑さ]-神宮

雲が切れて月が顔を現した。

t.]1l:l]手荒斗. (google)黒

(吾普 2三'-8斗01~三)斗ミラ 0十司王昔旦:rr~ユ望外1 社社主号古音含t.]1l:l1手七三1

豆叶勾苦ヰ叶入p十吉R01~ ス?戎アト司ス1 ~さJL ö:j己1 アトス1 吐C司会千苦言}司斗

アト喧λ?ス1豆日l豆忍喫告オ♀丑oト斗ミ24二宮Q3i斗_ (google) 

(出発モーニングワイド〉という朝の情報プログラムにちょっとずっ顔を出

すリポータ一役から始めてあれやこれやえり好みをせずに脇役を根気よく続

けながら治療費として借金したお金を返すことができた

④ほのめかす

ヰ斗l社宮司号笠宮寺三1斗 qjヰ社菩吾t.]1%iろなぜせヰを尋司会125官

ストス~19.]7ト r:<21うま主1す斗アトミテ習会 1耳目1手電λ1司吾オl号宝寺44古R.5!.~オミラ9]2.三」

己千七社忌斗117]丞せ実主主号外喧ヰ. (google) 

北に伝達されたファギンソン総理の対北伝達文の内容はカンソンハン北韓総

理の 2513付け提議が「サミット会談の可能性をほのめかしつつ核問題を暖

昧にする意図j としづ判断に基づいたものと解釈できる

日1手ヰには f光源がある対象を照らし出し、その結果その対象の姿が明
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北大文学研究科紀望書

らかなるj としヴ意味と「鏡や湖水などが対象を映し出す」とし、う意味があ

る。後者は、鏡や湖水などが反射した光を利用し、あたかも自らが光源とな

って対象を!照らし出しているかのように捉えたものである。

一方、 LH叶宇ヰという語は、比較的よく使用されているにもかかわらず

辞書に登録されていないのは不思議である。日本で編纂された辞書はたいて

い韓国・北朝鮮で出版された辞書を参考にしているので、それに登録されて

いないのはある意味では仕方がないと言えるかもしれないが、これから編纂

する場合は是非とも登録すべきものである。接頭辞の付かないl:l]キヰの語義

と比べてみると、まず、叶キ斗の有している語義、 f照らすJr写すJr透か

してみるj といった意味に、新たに「示す、現す、(顔を)出すJという

義が付加されたといえよう。

例えば、望号告l:l]キ斗と望号音 LHl:l]キヰにおいては、前者は「顔を照

らすJあるいは r(鏡などに)顔を写すjとし、う意味になり、後者は「顔を現すJ

という意味になるといった違いがある。つまり、叫l:l]苧じ1-にはl:l]キヰに

はない「現す、出すj といった意味が付加されていることがわかる。ただし、

新たに獲得された語義の場合、よく観察してみると、対象となるのは具体的

なものよりは、ロト告(心)などの抽象的なもののほうが普通のようである。

なお、 日lキ斗という語に対して 次に扱う叶スlヰという語は形も意味

も類似していることから用法に混同が生じているように思われるが、それに

ついては 叶斗ヰの項で扱うことにする。

l. 5 LHl:l]ス1ヰ

1_ 5. 1 l:l]ス1斗

自動詞

① C叶]A 0] /アト Bl:l]スlヰ C にAが光る(照る) A は「光j を初めと

-16 



現代朝鮮請における接頭辞叫の意味・用法について(2)

する光掠体

O-J苦今外1宮要。l叶ス1斗暗闇に月の光が照る

府守n~01 三七司王il:t o1 ~こJEfき 01 ス1 ïL ア1 己l 斗~昔斗1~ 召昔。l 苦三l Iヰことを

要。1守喜三三玉三日lヌ1ユヱヌi設斗.外は雪が音もなく渦巻き、通りの家々から

は点々と赤く暖かな灯りが窓を通して射していた

② C斗1] A 01/アト 叶ス1ヰ CIこ Aが映る;見える;姿が現われる;気

配が見える

司勾 01 と唱戎一号斗i ユ~ ~テ吾巷旦合01 羽l ぇ1 対斗. t
O 

bット光る稲光で彼の遣

しい姿が見えた

者吾斗l人ト昔ユ唱ストアト1::11設斗.窓に人の影が映った

井君斗11 1::11ミ!三乏号なせ01叶王子L十件各昔吋.画面に映った視顕の江山が実に

しし、

ユミラ牛日空斗111::11スHラ0ト若ぢトミ雪合号;::11之雪上じト彼は水面に映る朝の空を見渡

した

召謹斗ミξ吋l 坦ろ寄せ苦言1 さトミラア1 占~01 1::11ス1叶斗 01L11ヌトァトfE 甚与二斗フ1~01

吋金設じトキムチョルの討にちらつと囲り来てた嫌子が見えたと思ったらす

ぐに冷淡な怒りがこみ上げてきた

ユモ叶千羽在三之キ斗lせァl合会号外ァトとえト吾斗苦要。!日1スlbZ完全斗斗

E止法斗延世」彼は時くなった湖水に山すそを周っていく車の光が映って

いるのを眺めた

社社宅?な苦手{斗lせ01ァT干豆沼}社説対斗延世j 静かな)11面iこ0Jが反対

に映っていた

季ス1美智忍三ξァト叶えlストロトストユと営ささト官官斗lλ?会合唱を1::11刊号O-J致

斗延世j よくない兆しが見え始めるや彼はすぐに仕事から手合引く準備

にとりかかった

③ C斗11 A 01 /7ト 1::11ぇl斗 C にAが透けて見える Cは透き通った

または薄いもの

。!舎舎を召斗!斗金司ス!詰告せ号室十討さ十三工今0]日!ス1七甚害現 cヰス]-今会
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北大文学研究科紀要

。lオヰ丑す守せ吾宝斗l吾首 215ヨヰ.この寂しい家にふさわしくないほど

派手で中が透けて見えるピンク色の女性のド着が大きな南向きの窓の模にか

かっていた

アトiQ1斗1斗ア十日1ス1斗 疾に血がj参んで、見える

ロト王子斗ミラ謹ス1 Jl己1 斗1 今*ö1 叶ス1と曽ユ工著名害ス1 ロト警官又~~ヰ.

は白いチョゴリに下着が透けて見える薄くて黒い筒状のスカートをはいてい

た

④ C斗il!叶iオ1A 01 /アト B-"三5:-./豆l:l1スlヰ Cにとって Aが Bとして

映る;認識される

t-H~斗|ミラユ9-1 守守01 せλH1 寸埜 oト芋E二日l~斗.私の闘には彼の行動が

上可に対するへつらいに映った

l.J1アトヰ吾 λ十す号斗1 ォ!ユ苦手入]ぢ十七~玉三三日1 護持斗苦斗守寺会三;，，:{l三こ

首オ!議斗.私が他の人に対して彼を無視しているようにとられるかと思い

と行動を慎重にした

号外曇ユ零オi喜対λ?主主司 AcJ斗¥iJ七 λト昔主主l:l]え171昔斗.文字をそんな

嵐に崩して書いたら誠意がない人間と思われやすい

ユアト~~斗'1 oj安普叫主l:l1ぇ1Jl~斗ミラ λ十営会ユスト士]舎をス1J~ ス1 英詩jl

21金受01斗 延 世j 彼が私の自に道化者として映っている事実を彼自身は

気づいていないようだ

吾E守合唱三王宮1七三三¥101守口ト司三宮子守015:-.l.J1 -ir外!日1~ヰ延役j 敷居

をまたいでいる少年が~[!!:;の脊大将として私の悶に映った

他動語

① A 01 /アト B音/ 吾 首1ズl斗 AがBを現す Bは顔、姿など

1--]1子叫叫λ?吾斗l望者全日1護人l社s:.¥iJ斗.忙しすぎて家に顔を出す時間

もない

② A 01 /アト B会/号 Cペォ!日1ス!と十 AがBをCにほのめかす
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現代朝鮮諸における接頭苦手"4lの意味・用法について(2)

ユミラ 凸Iマ1~ヨオ斗l 吾ロト笠-'"-]誉会 oi と王宮王寺王子音斗1 オ!日]~斗.彼は今度

の選挙に此馬する意向をある程度側近に見せた

号λ』斗1オ1召芸吾オ1吾首l設叶斗ユスト叶外1λ?苦勾 E丹空1斗.弟に結婚問題を

におわせたらその場で、飛び、上がって喜んだ

官ロト七 L十号付金Jλト吾せ吾ユ142斗とをス1号 x守電1:l]議ス!せし十と 44じj-JI.雪1

1ヰ.母はねを女医にしたいという意向をもう一度見せたが私はし、やだと言った

1. 5. 2 1.-耳目1ス1ヰ

自動詞

① B斗lλ'I(豆)A 0] /アトL111:l]ス1ヰ Bから(を通して)Aが光る、照、る

子菩 λい1豆宮干名喫昔0] L111:l]宅]斗.雲の問から澄んだ日光が煎る

。トユヰE す吾斗lλ? で号要。1 苦汁1 斗!日]~斗.アパートの完まからは電灯の光が

興るく輝いていた

ュoト工ヰE .9.j千十司守立豆苦要。1著さトオ]1.-H日!設斗.そのアパートのガラス窓

から明かりが明るく輝いた

② A 0] /アト C主主主/豆L111:l]ス1ヰ Aが Cへ 現われる

ユと1と叶斗 JIAa外1そで告曾埜長与二苦名戎0]1再現l設斗.そうしているパッ

クの表情には陰険な怒りのようなものが見えた

fヨ雪!JI.害金苦oト1.-H í:オモ与二王寺 0] せ要性安L111:l]議ス1せユLf~= スl叩壬l斗豆

王宮会合スl畏持七妄 E之官斗.ひどい苦痛を耐え抜こうという努力がちらっ

ちらつと見えたが彼女は自分の表情がわからないようだった

③ A 0] /7} 1.-H1:l]スlヰ Aが透けて見える

ユ斗す外1憂会すす0]営基斗l官三Hまoi今せ0]L111:l]議斗.彼の汗で濡れ

た半そでシャツがくつついて肌が透けて見えた

今昔0]吾主主 l昨日1ス1と令ぜヰ 肌が外に透けて見える水着

す斗1喪主Lユ 斗央0]せ廷外l宮斗号外子安要ァト合0]~乏ミ子吟 1耳目1 戎斗.汗

でぬれた彼の月授が肌にくつついて赤銅色の胸が少しずつ透けて見えた

他動詞
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北大文学研究科紀委

① A 0] /アト C外u斗オ] B会/号LJ1l:l]ぇ1ヰ Aが C(こ Bを表す;見せ

るちは姿や行動;感情や考えなど

ユモ毛1子一号サオ!昔入1常音含叫l:l]ヌ1:Jl~~舌す三自立豆号。ト主上ヰ.彼は友達

にちょっと顔をだしてすぐ家へ帰った

。トB1ス!と苦斗召茎斗斗1λ?苦斗lォ1

婚式で娘に涙告と見せてしまった

LJ1l:l]ぇ]iL苦渋ヰ.父は娘の結

子♀Jλト苦叶iオ|句会埜そJコ吉会LJ1l:l]ス!と十周囲の人々 にやりきれない心情を吐

露する

昔入l卒斗1脅喧 吾0]百日1音堂己ltヰコー1-1ァト望者会吐幸子LJ1l:lJ0まヰ. r延世J

しばらくしてすp備校の問がぎーっと開いて彼女が顔を半分ほど見せた

ユci斗ユミラ O]:l:l]埜会告全LJ1l:l]~斗延世J そうしていた彼は下品な笑い

を浮かべた

アトオ1子也名ユせ斗ァト註己十七廿λl 主主l-Ì]日]~ヰ延世J J苫の主

人はすぐにでも出て行ってほしいという気持ちを露骨に表した

② A 0] /アト C吋]/斗1]711 B会/号l-I]日]ス1斗 Aは C(こBをほのめかす

ストア17トヰ斗きr:H 守斗11<-} 脅すテl~斗守}01 ~1 ïL'i'1 1;苦言f斗斗111二十せと千七

2完全会召さi叫l:l1設斗延世J彼は自分が通う大学ではいつも合格最低ラ

インが最高の法学部に通っていることをそれとなくほのめかした

ユ七せ吾斗|苛号せ玉斗ロト吾せ会ストォ1さ十戒じ十七安全会そさ] 1耳目1~、斗.彼

は言論にしばらくドラマの出演を自制するという意思をそれとなくほのめか

した

日]"子斗に他動詞としての用法しかないのに対して、日}ス.]1二十には自動詞の用

法と他動認の用法があるのが特徴的である。意味の点から見ると、問者に「顔、

姿などを現すJrほのめかすJという意味があるが、この意味ではl:l]ス1ヰ

のほうが一般によく使われるという。実は、発音を聞いていると、日}字斗

の過去形はl:l]~ヰ [pichuwoつtaJ であるが、円唇性はほとんどなくなり叶

ス1斗の過去形 [pichoつtaJとの違いがわからないほどである。韓国人自身も
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現代朝鮮語における接頭辞111の意味・用法について(2)

区別がつきにくいことを認めている。さらに 現在連体形、未来連体形を始

め他の活用形も 実際の発話では区別がつきにくいことがわかる。

t:q苧I二十の持つ「照らすJという語義と吋スlヰの持つけ乙る、写すJとい

う語義の類似性と音声的な類似性から互いに混同されるようになってし、るの

ではなし、かと患われる o 1:11キヰ が「顔を出すJrほのめかすj の意味で使

用されているのは 叶ス1斗と混同された結果ではなし、かと考えられる。(7)

1. 6 "y1バl♀ーヰ

1. 6. 1 λ~1 ♀ーヰ

この動謂は自動詞λi1二十から派生した他動詞であり、ほぽ日本語の「立てる;

建てる;起こすj などに対応する。

斗1♀ー斗は自動詞λ?斗から派生する他動詞であり、自動詞λf斗の基本語義

はAr垂直に位置を占めるj とBr動きが止まる」の 2つである。そこから

止11♀ヰの基本語義は AI垂直に位置を占めるようにする」と BI動きが止ま

るようにす一るJと考えることができる。

他動詞の λ~1♀ヰの A は、日本語①「立てる;立たせる j にほぼ対応する。

これから②「建物を建てるj③「計画・予定・生計を立てるj ④「組織・伝

統・学説などをうち立てるj ⑤「功績を挙げるj ⑥「顔を立てる;体面を保

つJ⑦「証人・歩p肖などを立てるJなどの意義が派生する。また Bは「止

める;立ち止まらせるJに対応するが、これから派生すると思われる語義は

認められない。

A r垂直に位置を占めるようにするj

① C斗11A 01/ アト B 会/曇 λ~1♀斗 C に A が B を立てる、立たせる

A 01/アト B会/号 Cペババ1♀斗 Aが8を Cで立たせる

吾号外11~司令。いl曇ぺ!1-'トヰ 野県に案山子を立てる

ミ3斗l喫官会 λ11♀ヰ 道に立て札を立てる

(7)河様に形の類似によって混同されているものに次の言語がある。ァl斗71斗 f指し示すj という

言語が 7ト豆主1斗「教えるj の意味で使用されることが多いが、その混交諮と考えられる アト

豆ヲ!斗という語も「教えるj という意味で使熊させている。

一一21



北大文学研究科紀要

ユヰユ1-9斗7=j.':三号。1主会会望。i~ O-J手守司 λ<1]全斗延世J彼が彼女の

脇の下に手を押し入れて支えて立たせた

0] 喧守i ユ号ア~T豆ぺi殻斗延世j 今度は彼を逆立ちさせた

王子量全斗今一主役設ヰ作例j 膝を立てて座った

世λ¥ll'a~ 対日斗λ』会スト己l外1λ?官三三オバl景斗標準」先生は居眠り

をしていた学生をその場で立たせた。

② C斗1]A 0] /アト B金/苦々ドトヰ CにAが B安建てる

.lli.9-]斗1幸三三喧全斗i♀斗郊外に養老院を建てる

③ A 01/ァト B合/号ぺ!♀斗 Aが Bを:立てる 1Jスl会株主ヰ告 "-11♀斗家を

造る計画を立てる

オi詞 計画以外に対象となりうるものには、次のようなものがある。

件l苦 予定，守オ1生言十，オ]Zl! 言十策，外lせ予算，叫沿p司 対綴策，斗

社作戦 t昔せ方案

④ A 0] /ァト B バi♀I二十 Aが Bをうち立てる 今うま司詞斗iλ?壬!7]号，¥-1]

♀斗陸上大会で新記録をうち立てる

新記録以外に対象となりうるものには、次のようなものがある。

在号伝統、若λ?秩序、号アト 7]な国家規綱、ミとzj組織、守哲学説、 7子音

規律

⑤ A 0] /7トB会/曇 λ?ドトヰ Aが(功労・手柄などを立てる、あげる)

ユ七O-Jヌ~]忍ア}斗 λ? ♀司 7十凸1 ァH:壬寸斗l さそ子会ぺ1 景斗.

彼は昨日の競技で私たちが勝つのに大きな功績を立てた

⑥ A 0] /アト C斗オ]8音/号 "1]♀じ1-Aが C(こBを保つ

Bには 司I]T主 体面，スト芸fd自尊心昔吋1名誉、判官威厳 などがくる

さ寺会苦外叶ス]21r;3斗1善 λ<1]会ミ是正，せ0]-安ltラ λ干す号斗斗l司会現喧 51.5三

L十 01 1二十 • r延tJtJ死んだ、祖父の名誉安保ったのでも、生きている者たちの体

面安輝かせたのでもない

⑦ A 0] /アト B会/号 C..9_豆/~ "1]♀ヰ Aが 8を C として立てる
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現代朝鮮語における接頭辞叫の意味・用法について(2)

告すスト曇ロト全斗豆豆 λ~1♀ヰ年長者を村の代表として:立てる

ユすスト善寺住主主 λi1王子斗その男を承認として立てる

⑧(移動している人・物)を立ち止まらせる・止める

ユ千 λトす45 召埜ァト岳吟l 斗l スト号待|金利外♀jl~匁ヰ.その二人は道の

真ん中に車を止めたまま噴噂をしていた

昔入1省主ミト会スlヲ1司{l号主t.0'1ァ干す全斗λii'1ミラ吾oト号全社1景ヰ. I延t!tJ

しばらく沈黙を守っていたシムドンホさんが部屋を出て行こうとする】 l~の息

子を立ち止まらせた

バi♀斗には、これらの語義の飽に安吾全斗l♀ヰ「青筋を立てるj 吉会 î1

♀ヰ f刃を立てるJjl召合 λ<11♀ヰ「我を張るj などの用法がある。

1 . 6 . 2 "4l î1♀ヰ

一方、Lllλ<11♀斗は「高官に;表lこj という「方向j の意味が加わっているこ

とと、意味の特殊化が起こることがわかる。

① A 61 /アト B金/号 C叶lλ<11♀斗 Aが 8をCに立たせる

A 61 /アト B 告/善 C~三豆/三 λ<11 ♀ヰ Aが 8をCのほうへ立たせる

吐す合唱昔歪斗11l.-Bバi♀斗級長を一番先頭の列に立たせる

ぐ~qJ λト話会 24 壁号堂斗11 Lll ^ì1 ♀~ ~ヱ 7H詩安斗.新入社員を職員の前に立たせ

て紹介した

ス1 詞スト七喧子スト苦手司王宮ぜ主主主Lll λ~1 斗告斗l 三宮守号外1 オ114-4二号 2f-Ef

強q-.指揮者は演奏者を舞台の正商に立たせてから聴衆に拍手を促した

ス1t'-l斗1野冬型子斗ヌト去三上三三豆Lll̂i1王子三工し千七ユ手l号 Eヰ斗戎斗.地理

に明るい友達の車を前のほうに出して私はその後についていった

② A 61 /アト B告/苦 C斗!λ<11♀斗 AがBをCに立てる

A 01 /アト B 会/号 C .Q.豆/~^司令ヰ Aが BをCとして立てる

Cには 代表、候補などの役割を現すものがくる

語名人干す会暗号ESJFE之斗1] Lllバ1♀ヰ者い人を大統領候補に立てる

ス1 主ヰす叫三l 斗1 ミラ召 4主主干0] 号Lllバ1♀7]~二強含斗斗 あの会長代理にキムヨ
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ンハクを立てることにした

喧q3主ヰ λト昔号0]召 λト守会せす唱えb二詞守主主主叫バ1景ヰ.繁栄会の人々

が金社長を満場一致で会長に立てた

喧j三党1 1吾 2.立1 又斗 ÒJ 道普音寺守1 ..2..豆1-]1 λ~] -9-うまじ千三1 議じト弁護人の会

は被告の幼い娘を承認として立てるつもりだと言った

三号外三号 λ干す号音卒1主主1-]1λl-'トユ工官李主之号号ロト在世会堂す7j叶張合斗

斗.会社側の人たちを候補として立て立候補の登録の締切臼を繰り上げたし

まった

③ A 0] /アト B会/号 λ~]♀ヰ Aが 8を前面に立てる

。1吋斗ミラ OJ司fZ望。lλ3ァl喧させ会 L耳バ1♀J喧金支qC]許ぞきトうま斗.

母は難しいことが発生すると一番上の娘会前面に出してことを処理なさった

。1唱苦唱1:JH量λ十忍会ユ λト幸子01苦スl丑宅]λト吾 lf]バ1将司ミヨ許i3jJl或

ヰ.今度の不法貸出事件は彼の政界の人士を前面に立てて解決しようとした

社苦手で kll~スト雪合妻。ト叫ァl 錦司子可ï7HL十竺ミラ λト昔告会叫バ!景斗.

建物の所有者は借家人を追い出すために腕っ節の強し、連中安前面に立てた

④ A 0] /アト B金/曇 C立豆/主バ1]-9-[ヰ

Aが 8を Cとして 主張する 唱える、打ち出す、掲げる

B'こは名詞句だけではなく文がくることがある

A 0] /アト B 斗Jl λ~1 ♀ーヰ A が 8 だと主張する

スト壬l斗三子守告すすきトオ!斗1バ!♀ヰ 自分の主張を堂々と言い張る

λ?豆ストア10] C>~せ会1-]1 k11 ♀オ1 s:J喧ミ士号せ忍苦叶甘味ミヨ斗\互いに自分の

利益のみを主張することになれば葛藤だけがさらに一層ひどくなる

..2..量三斗l斗λ?とrJ1平吾斗斗斗アトせ千三子会1号 y同1♀ユヱ支i斗.今日に至っ

て大部分の留が民主主義を唱えている

ユとストア1 唱すぜ叫λ~]♀Jlす斗斗担金量三三討さトスl 首妓斗.彼は自分の

立場ばかり主張して他人の意見を韻こうとはしなかった

。l吾会きトミ主主Jスt会官舎1-]1A-ll羽ストア|平等斗♀霊ノ官会斗入1許芳斗 これら

の人々は天の子孫であると主張し8分の部族の優越性を誇示した

24-



現代朝鮮諸における談室真辞叫の意味・用法について(2)

そ叫2l01す萱させミ主主f01斗守斗苦己Lスト唱斗 OPel斗菅丞J萱吋l斗ス1さ十三1

21告会1-jj ;'-11♀jl~ス1 せ苦言脅さl玉ス1~ 音1-jj 71 ァ1 斗l 号斗苦令官1匁合1-1ヰ.

近代の理念はおしなべて科学と合理、自然と理性の法長IJに立ってし、ると主張

しているが、不孝にして私は最後までそこに同意できなかった

日pヰ王寺舎王子ス~~有立豆1-jjぺ1♀一斗非暴力を潤争の原則として唱える

ストせ号せ01 智司斗 01 斗jl 1-jj λ~1♀斗自分たちだけが合理的だと主張する

ユ主ラヰ主L~主主主手叶司会ァ1 告告千ト笠竜T ォlせ主主1-jj λ~1♀jl~七ヰキ01 斗.

「小学館j 彼は父親から習った技術を唯一の財産として掲げている大工だ

⑤ A 01/アト 8会/号 (C!三豆/豆) λ~1♀ヰ AがBを (Cとして)

臼i愛する、高く評価する

⑥ A 01/アト Bc十三工バl♀斗 Aが Bだと自慢する、評価する

スト士12l官三守合1-jjぺ1♀ヰ 自分の業績を自慢する

ストミヨ01{cス~1苦言1召議合全 LBぺ1♀斗 自分が問題を解決したと自慢した

スl苦ぺiうま守nr苦吾奇士]官舎1-jjバ1♀1:之対ス十五とさ]司会合せせ 5101斗.今

世間では名門の出身だと自慢してみてもかえって聾楚を輿うだけだろう

。ト号去三司王L2l せす社主主主1-jj λ~1 -'f-ヰ 息子を最高の花婿候補として自慢

する

ユLヰミラストぜ斗ユ官舎忍斗0"三1-jjバ1♀ス1臭司せ宮01L十21対斗. 彼女は

自分の絵を傑作として評価できなくていらだ、っていた

当主手入ト苦昔会ユァト叫~守党]号。1 斗ユ工1-jjバ!♀ス1 せせjl l:!1iヨユモミ立今\'rt

bλト昔01ヰ.一部の人たちは彼が大した人物だと高く評価するがわかって

みると彼は中身のない人間だ

上の用例を見ると、①②については基本語義の Aに「前に、外lこj と

いう「方向j の意味が加わっていることがわかる。それは 立豆/豆，寸

という「方向Jを表す助詞と共起することが多いことからもわかる。③につ

いては文脈上「前面jに押し出すという意味が強く現われていると思われる。

④⑤⑥については接頭辞のついていない形にはなかった意味が新しく加わっ
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たと考えられる。

ちなみに、基本語義 Bの「動きを止める」という意味では全く関与して

いないことがわかる。

1. 7 Y1~斗

~斗ーという語にはいくつかの間音奥義語がある。 r1木息をとる;休むJr息

をする;呼吸するJr腐りかけてすっぱくなるJr声がかすれるJr米のとぎ

汁iこ浸すJ などの意味を表すが、Y1~斗が関係するのは仁官、をする;呼吸す

るJとしづ意味である。

1.7.1 ~ヰ

「標準Jr延位j にはそれぞれ次のような記述があるo

f諜準j

①患、をする，呼吸する

合金~斗忠、をする

アト警告会~斗7ト埜若せ外l 卒4干さ十三工 ~71] L有 ~jl-

息切れがしていてかなり経ってからホット長く患を吐き出して一

②ため息をつく

を合会 ~l二十ため息、をつく

「延世j

①呼吸する

宮司ペヰ叶叫己干名妥合会アト型オ1] ~~空λ? ヰァト按ヰ.遠くからついてき

たようで息をはーは一言いながら近づいてきた

今立主吾oiλ?スト合金字1ァ]7十電T32 4エ智司忍ヰ.森の中に入るや呼吸す

るのが一層楽になった

@ため息をつく.

4子ス1Trミラサ017，ヰス1 戸11 丑神社合会~吋哩~~01 ロ1 己j 苦手斗オ頭斗.ユチ

ギュは地面に穴があくほど長くため息をついて力なくうなだれた
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1.7.2 lfl41ヰ

41ヰはここでは「呼吸するj としサ意味で使用され、吸う場合と吐く場合

のいずれをも含むものである。ところが 接頭辞叫がつくと「吐き出すj 意

味になり、吾0141斗「吸いこむj と対話をなすことになる。

例

ユと叶ミヨ妄守'1-7ト合会ミヨ哲人lテ1-"ニ斗型電合会 ロトうまヰァト lfl41虫斗.

彼は張り裂けそうな綿を沈めようとして何度も息を吸い込んだり吐き出した

りした

平司吋!λ?宅]スlせ玉社斗lλHlス1-'.三号電T合金召オllfl4lJIユ七号外うま斗.後

悔からか安堵の気持ちからか長くため息をついて彼は振り返った

雪合金~オ!叫ギ!坦λ↑ユと fちょ子社主'-5!.. 01 ロト斗ミヨす金吾主~1二十.長くため息

をつきながら彼はハンカチで額の脂汗をふき取った

上の用例を見でわかるとおり lfl41斗は常に「呼吸するj しかも「吐き出

すj という意味でしか使用しないことがわかる。

2. 結論

以上、今回は門脇 (2002a)に続いて、 7鰹の語に関し、接頭辞 lflの意味・

用法について述べてみた。調査の結果、接頭辞 lflが有する「方向・強調j

の特徴がどのように現われるか、また意味に関して新しい意義をどのように

獲得するかに関しては、単語によってかなり異なることがわかる。上の結果

そ整理すると以下の通りである。

1.叫ス1ヰに関しては、接頭辞が付かない場合のえl斗には自動詞と他

動詞の用法がある。自動詞の場合は、(風雨が)吹きすさぶ;(雷などが)鳴

る;(波が)起こるといった自然現象を表わす語義を有し、この場合は、接
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頭辞号01が付いて「強調j の意味の他に、「外から中へj という「方向j

の意味が加わることになる。

他動詞の場合は、基本語義は r(人や物を)殴る、叩く、打つj であ

るが、接頭辞 叫が付くと 次のように基本語義宏失い、以下のような語義

を新たに獲得することになる。

1. (物を)投げ出す、捨てる 2. 振り払う、突き放す 3. (要求などを)

突っぱねる 4.追い出す

以下の 6値の語は、いずれも対語として接頭辞号。1の付く語が存在するも

ので、しかも、「方向j の特徴を有するが、「強調Jの特徴は有しないもので

ある。

2. LB音ヰ 用例が極端に少なく、調査した限りでは“吾01吾01音ス1LI1 

音斗"r腕は内側に曲がるのであって外側に曲がるだろうかj という諺の

例だけである。この例では、対語の号外音斗とともに使用されているのが特

徴である。

3. LB去ヰ 号ヰの有する基本語義の「線を引く Jとし、う意味で「中から外

へ向かつてj 線を引くという意味で使用された用例を探すことはできなかっ

多くは、「息を吐き出すJr手や指で空を切るj という意味で使用されて

し、ることがわかる。

なお、流患が空中を流れる様子を表すのにも使用されているのが興味深い。

4. LB1:11キヰ接頭辞の付かない叶苧ヰ の語義と比べてみると、まず、昨

今ヰの手干している語義、 f照らすJr写すJr透かしてみるj といった意味に、

新たに「示す、現す、(顔を)出す」という語義が付加されていることがわ

かる。また、叫1:11ス1斗という語と比べてみると面白いことがわかる。

日lスlヰは「顔、姿などを現すJrほのめかすJという意味でよく使用され

る語であるが、昨今ヰ も同じ意味で使用されるいることがわかる。これは、

1::(こ述べたように発音上類似していることから境問されているのでないかと

思われる。

5. LÌlλ~1 ♀ヰ 基本語義8の「動きをJI:.めるj とし、う意味には全く関与し

ないことがわかる。 Aの「主張する;掲げるJr自慢する;評価するj とい
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う意味は新しく獲得したものである。

6. 斗1~ 斗 「呼吸するJとしづ意味で使用されるが、多くの場合 対語の

をol~斗 「吸い込むJと一緒に現われている。
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