
移動動詞の格表示とアスペクト形式との関係  

一韓国語との対照の観点から－  

許  宰 碩   

1．はじめに  

日本語の移動動詞は動詞によって、場所格のパターンが異なる。「出る」は起点「か  

ら／を」格、「歩く」は経路「を」格、「着く」は着点「に」格と共起することができる。  

日本語の「行く」「来る」は格のパターンとして「着く」と同じパターンになるだろう。  

（1）太郎がソウルに行く。   

（2）太郎が東京に来る。  

経路「を」格を取る移動動詞の「ている」の意味が動作進行を表しやすいのに対し、  

着点「に」格を取る移動動詞の「ている」は結果状態を表しやすい。しかし、（3）（4）の  

ような起点「から／を」格と共起する移動動詞の「ている」はいずれも動作進行も結果  

状態も表しにくいと思われる。  

（3）学生が図書館から出ている。   

（4）学生が図書館を出ている。  

このように、移動動詞の「ている」はその動詞が共起する格のパターンにより、意味  

解釈に適いが見られる。「行く」「来る」も「着く」と同様に、著点「に」格と共起し、  

「ている」形が結果状態を表しやすい。それに射し、韓国語の「gadal」（行く）」「oda  

（来る）」は着点「e（に）」格とも著点「1eul（を）」格とも共起できる上に、結果状態  

（「eoissda」）だけでなく、動作進行（「goissda」）も表すことができる。  

（5）a．太郎が学校iに／＊を）行っている。〈結果状態〉  

b．蟄午フt卑正（倒／普）（7一敗中〈結果状態〉川ヱ裏年く動作進行〉）．  

（CheoIsugahaggyo（e／1eul）（gaissda／gagoissdai．）   

（6）a．太郎が学校iに／＊を）来ている。〈臆果状態〉  

b．奄手フ一骨五（朝／普）（卑恕中〈結果状態〉／且ヱ毀中〈動作進行〉）．  
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（CheoIsugahaggyoIe／1eul）1waissda／ogoissda〉．）  

本稿では、両言語の移動動詞の素性の適いが格パターンとアスペクト形式（「ている」  

「eo／goissda」）の意味解釈にどのような影響をしているのかについて見てみたい。2節  

では、先行研究を検討し、3節では、韓国語の移動動詞の格パターンの様相を見た上で、  

4節で移動動詞の格パターンとアスペクト形式の意味解釈との関係について述べたい。  

2．先行研究  

日本語は、「を」格が移動動詞と共起した場合、経路・通過点・起点を表すことがで  

きる。移動動詞と共起する格パターンは起点「から」格、経路・通過点「を」格、着点  

「に」格のようになるのが典型であるが、起点の場合、「から」格のほかに、「を」格も  

用いられる。起点「から」格と「を」格の適いについて杉本1995、三宅1996、竹林2007  

などが述べている。杉本1995（p．121）は移動の全体性という観点から、「船が港を離れ  

た」と「船が港から離れた」の適いについて「を」格のほうは「港」に停泊した後、  

「港」の外に移動する必要があるとし、その領域内での移動（全体性）が必要であると  

指摘している。また、杉本1995（p．125）は「を」格の場合、意志性が関わっているた  

め、「馬i＊を／から）落ちる」のように非意志的な文脈においては使えないというこ  

とも述べている。三宅1996（p．14か146）は「太郎が部屋（＊を／から†庭に出た」のよ  

うに着点をも同時に含意する場合は起点「を」が用いられないとした上で、意志的にコ  

ントロールされない移動の場合は起点「を」格が用いられないと指摘している。竹林2007  

は「煙が煙突を出て、大気中を漂っている」のように非意志的な場合にも「を」格が用  

いられるのは移動経路（大気中を漂っている）が含意されているからだとし、「から」  

格との違いについて「を」格は「離脱」を焦点化する移動動詞（「出る」「離れる」など）  

を使用しなければならないが、「から」格はこのような制約は存在しない（「行進する」  

「萱る」など）と論じている。先行研究から指摘されている「意志性」、着点「に」格  

の共起、「離脱」の含意は韓国語の起点「eseo（から）」格と起点「1eul（を）」格との適  

いにもなると思われるが、抄本の「全体性」に関しては「eseo」格と「1eul」格との差  

がはっきり捉えられない。これらの研究は主として格の問題を中心に論じており、格体  

制とアスペクト形式との意味関係については述べていない。   

一方、川野2001・2003は「を」格旬を起点、通過点、経路の三つに分けた上で、「を」  

格を含む動詞を結果の局面の有無と、限界点の有無の二側面から分析している。  
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結果の局面の有無   限界点の有無  

（7）  （変化動詞句か動作動詞句か）  （1七1icかAtelicか）   

［経路］ヲ格旬を伴う動詞句  

例）舗道を歩く   （動作動詞句）   （基本的にAtelic）   

［通過点］、［起点］ヲ格を伴う  十   

動詞句例）山を越える／公園を出る   （動作動詞句）   （Telicな動詞句）  

＋   ＋  

（変化動詞句）   （′n揖cな動詞句）   

（川野2001：p．36（70））   

川野は経路「を」と通過点「を」格を区別し、結果の局面が（－）であることは一致  

しているが、限界性の有無は異なっていると指摘している。特に、「腰山を越え  

る」のように、限界性があっても「ている」の意味が結果状態を表しにくいことから必  

ずしも変化動詞と限界動詞が一致しているとは限らないとしている。本稿では、基本的  

に川野の指摘に賛成するが、「を」格と「ている」との意味関係を考えると、経路「を」  

格と通過点「を」格は同じ動作進行を表していることから、通過点「を」格を経路「を」  

の中に入れることにする。   

また、川野は起点「を」格と共起する動詞句は、結果の局面を持たない動作動詞句で  

あるとし、結果の局面の有無からすると、ト結果性］になるとしている。  

（引 a．学生が図書館から出ている。〈？結果状態／経験〉  

b．学生が図苔館を出ている。く＊結果状態／経験〉  

c．太郎がさっきからずっと庭に出ている。（川野2003：p．66（54））  

川野は（8b）が「さっきからずっと／現在」と共起できないから、結果状態（川野は  

結果継続としている）の解釈にならず、経験読みになる一方で、（8c）のように着点「に」  

格と共起できる「出ている」は結果状態を表すことができるとしている2。しかし、（9）  

のように起点「から／を」格と共起する「離れている」は結果状態を表すことができる  

ことから、［＋結果性］になる。結果性の観点からすれば、「出ている」と「離れている」  

の間に遠いが見られる3。  

（9）太郎が故郷（から／を）離れている。  

一方、川野は起点「から」格については特に触れていないが、起点の「から」格と  

「を」格には若干許容度の差があって「から」格の（8a）のほうが「を」格の（飢）より結  

果状態の解釈がされやすいようである。（8a）と（8b）の「ている」の解釈の差も「から」  
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格が者点「に」を想定しやすいことから生じる現象であると考えられる。（10）のように  

着点「に」格が文脈に存在すると、「から」格と許容度がかなり上がるようで、「ている」  

の意味も結果状態を表しやすいと思われる。  

（10）太郎がさっきからずっと部屋（（？）から／＊を）庭に出ている。   

（7）の素性分析からすれば、起点「を」格と共起する移動動詞は［－結果性、＋限界  

性］であり、着点「に」格と共起する移動動詞は［＋結果性、＋限界性］になる。「行  

く／来る」も通常着点「に」格と共起し、「ている」の意味が結果状態を表すことから  

［＋結果性、＋限界性］になると思われる。しかし、「山道を行く」「国道408号を来る」  

のように経路「を」格と共起する「行く／来る」は［一括果性、一眼界性］になるだろ  

う。このように、同じ動詞であっても移動動詞が取る格パターンにより、捉えられる素  

性が異なってくるのである。   

一方、韓国語は対格「1eul」が通過点・経路だけでなく、起点と者点をも表すことが  

できる。芦2001も「gada（行く）」「oda（来る）」と着点「leul（を）」格との共起を論  

じているが、着点「leul」格の存在は両言語における格表示の大きな適いになる。  

起点「から／を」   経路「を」  着点「に」  

起点「eseo／1eul」   経路「1eul」  着点「e／1eul」   

アスペクト的な観点からすれば、起点・着点と共起する日本語の移動動詞の「ている」  

は動作進行を表しにくいのに対し、韓国語は動作進行（goissda）も結果状態（eoissda）  

も表すことができる。結論を先取りすると、日本語の起点・着点と共起する移動助詞が  

移動のプロセスではなく、移動の瞬間だけを捉えているのに対し、韓国語の移動動詞は  

起点・着点を一種の経路として、すなわち移動のプロセスとして捉えやすいからだと思  

われる。そのため、韓国語のほうが動作進行の解釈がされやすくなるのではないかと思  

われる。   

3．韓国語の「leul（を）」格と移動動詞との関係   

3，1．経路の「teuり格   

日本語の移動動詞は「を」格と共起し、移動経路を表すことができるというのは周知  

の事案である。  

（11）a．運動場を走る。  

b．合音奇書せ司q－．（undongzyangeuldallida）  
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（12）a．トンネルを通る。  

b．q望％尊卑叫斗（terneoleultonggwahada）   

「走る」は経路「を」格と共起し、「通る」は通過点「を」格と共起している。工藤1995  

によると、これらの動詞は主体動作動詞に属するものである。韓国語の対格表示の  

「1eul」格も日本語の「を」格と同様に、主体の移動経路と通過点を表すことができる。   

一方、「行く」「来る」は「ている」形が結果状態を表すことから、主体変化動詞とし  

ている。しかし、三宅1996、ヂ2001の指摘もあったように、「行く」「来る」が「を」  

格と共起することができ、「走る」「飛ぶ」「通る」のような主体動作動詞として働く場  

合もある。  

（13）a．山道を行く／来る。  

b．せ召喜7一斗／且ヰ．（ヂ2001）  

（sangi1eulgada／oda．）   

（14）a．夜道を一人で行くのは危ない。  

b．甘召書喜ヰ月 フt旨蚕阜朝留針中．（ヂ2001）  

（bamgi1eulhoI函SeOganeungeOSeunwiheomhada．）   

（15）a．国道を来る。  

b．号主音且ヰ．  

（gugdoleuloda．）   

この「山道」「夜道」「国道」は「行く」「来る」の目的地でなく、移動経路になってお  

り、主体動作動詞の「走る」「飛ぶ」「通る」と同じ振る舞いをしていると考えられる。  

一方、韓国語の「gadaJ「oda」も「行く」「来る」と同様に、「1eul」格と共起し、移動  

経路を表すことができる。  

3．2．着点の「kuり格  

日本語の「行く」「来る」は場所名詞句（「～に」）と共起すると、その名詞句は着点  

を表す。「に」格と共起する「行く」「来る」は主体変化動詞である。この「行く」「来  

る」は場所名詞句の「を」格と共起することができない。一方、韓国語の「gadaJ「oda」  

は「e（「に」）」だけでなく、「1eul（「を」）」とも共起することができる。この「1eul  

（「を」）」格は意味上、着点を表していると考えられる。  

（16）a．学校（に／＊を）行く／来る。  

b．申立（朝／喜）フ一斗／且中．  

（haggyoie／1eullgada／oda．）  
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ほかに、「tada（乗る）」「到着hada（着く／到着する）」なども「let11」格と共起する  

ことができる。初級日本語を学んでいたとき、「乗る」は「に」格としか共起できない  

と強調されたことがあるが、これは日本語には着点「を」格が存在していないことから  

生じる現象だろう。（17）（18）も見られたい。  

（17）a．バス（に／＊を）乗る。  

b．叶と押1／喜）叶叶  

（beoseuie／1eul）tada．）   

（1鋸 a．仁川空港iに／＊を）到着する4。  

b．里尋奇骨（可1／（？）喜）王卑斗q．  

（Incheongonghangie／（？）eulldochaghada．）  

日本語の「着く・到着する」は「行く」「来る」と同様に、主体変化動詞に属するもの  

で、着点「に」格としか共起できないのに対し、対応する韓国語は「e（に）」格だけで  

なく、「leul」格とも共起可能である5。これは、韓国語の移動動詞が着点に至るプロセ  

スを衷しやすいことから生じる現象だろう。  

［leuり枯との共起可能：年中（行く）、鼠斗（来る）、叫ヰ（乗る）、且主ヰ（上がる／替  

る）、喜可7一斗（人る）、呈卑斗ヰ（着く／到着する）、官舎可可  

（搭乗する）など  

3．3．起点の「】euり格  

日本語の「出る」は起点「から」格とも「を」格とも共起できる。先にも触れたよう  

に、先行研究では、この「から」格と「を」格の適いについてく意志性の有無〉く着点  

「に」格との共起如何〉〈「離脱」の焦点化〉などの観点から論じられているが、韓国語  

もこのような観点から「eseo（から）」格と「1eul」格との適いが認められる。  

（19）a．部屋（から／を）出る。  

b．骨（叫べ／喜）叫且中．  

（bang（eseo／eulInaoda．）   

（20）a．飛行機拍ゝら／を）降りる。  

b．可嘲フ1押1人1／普）相可申．  

（bihaenggi（eseo／1eul）naelida．）   

（21）a．都会（から／を）離れる。  

b．主人1押1月／喜）吋叶叶  
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（dosiIeseo／1eulltteonada．）  

この3例は意志性があることから、「から」格と「を」格のいずれも可能である。ま  

た、着点「に／e」格との共起関係からすれば、「を／1eul」格は不自然になってしまう。  

さらに、「出る」「降りる」「離れる」は「離脱」を含意しているものであり、「から／eseo」  

格とも「を／1e山」格とも共起できると言えそうである。このように、両言語の起点「を  

／leul」格は経路「をneul」格とともに、かなり類似していることが分かる6。   

［leuり枯との共起可能：ヰ且q／ヰ7一斗（出る）、叫叫q（去る／離れる）、哺句中  

（降りる）、叫司ヰ且申（抜け出す）、喜せ斗q（出発する）、  

01予科q（離陸する）、曹喜斗中（脱出する）など   

4．格表示と「ている」との意味関係   

Al．移動経路と「ている」との関係   

まず、経路「を／1euu格と共起する移動動詞は通常「ている」形が動作進行を表す。  

次の（22）（23）の「走っている」「飛んでいる」も動作進行を表している。これは対応する  

韓国語も同様である。  

（22）a．田中が公園を走っている。  

b．翌年7一号奄食管司ヱ毀中．  

（Cheol＄ugagOngWOneuldal1igoissda．）   

（23）a．太郎が空を飛んでいる。  

b．巻午フ一斗号音せヱ裏年．  

（CheoIsugahaneuleulnalgoissda．）  

一方、「行く」「来る」はどうだろうか。「山道を行く／来る」のように経路「を」格  

と典起できる「行く／来る」は「ている」形で移動中である意味を表しにくいようであ  

る。それに対し、韓国爵の「gada／oda」は「行く／来る」より動作進行（「goissda」）  

の解釈が容易であると思われる。  

（24）a．？山道を行っている。  

b．（？）せ召舎フ吊1敷斗  

（（？）sangi1eulgagoissda．）   

（25）a．？？線路を一人で来ている。  

b．（？）竜巻舎喜オペ且ヱ毀中．  

（（？）dleOlgi1eulhonjaseoogoissda．）  
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韓国語の「gada／oda」は移動経路「を」格と共起し、「gOissda」形で動作進行を表し  

うることから、「走る」「飛ぶ」と項似している。しかし、日本語の「行く」「来る」は  

「を」格と共起することができるが、「ている」形が動作進行を表しにくく、典型的な  

主体動作動詞とは異なると思われる。川野2001・2003は経路「を」格と共起した移動  

動詞の「ている」形がト結果性、一眼界性］であり、動作動詞句であるとしているが、  

経路「を」格と共起する「行くノ来る」の「ている」が動作進行を表しにくいことから、  

［一緒宋性］だからといって必ずしも動作進行の解釈が可能だとは限らないと言えるだ  

ろう。山方、韓国語は（22）～（25）のいずれも動作進行（「goissda」）が可能であり、ト  

結果性］の動作動詞句が動作進行になりやすいと言ってよさそうである。  

4．2．着点と「ている」との関係   

次に、着点と「ている」形との関係をみよう。先にも触れたように、日本語は着点  

「に」格と典起する移動動詞の「ている」の意味が結果状態のみを表している7が、着  

点「e（に）」格と共起する韓国語の移動動詞は結果状態の「eoissda」形と動作進行の  

「goissda」形のいずれも共起可能である。  

（26）a．太郎が学校に行っている。   （＝（5））  

b．召牛丼単五朝（叶毀ヰノフナヱ毀ヰ）．  

（CheoIsugahaggyoe（gaissda／gagoissda）．）   

（27）a．太郎が学校に来ている。  （＝（6））  

b．望午叶卑正明（年製ヰ／且ヱ恕斗）．  

（CheoIsugahaggyoe（waissda／ogoissdal．）   

（28）a．新幹線が東京駅に到着している。  

b．ゼ重虻けト音瑠雪可（王卑嘲 史斗／五年軒ヱ史中）．  

（sinkanSeOnidonggyeongyeoge†dochaghaeissda／dochaghagoissdai．）   

川野2001・2003は、着点「に」格と共起する移動動詞が［＋結果性、＋限界性］という  

素性を有していると述べているが、韓国語は動作進行の場合には［一括果性、＋限界性］  

になり、結果状態の場合には［＋結果性、＋限界性］になる。動作進行の場合には経路  

「を」格と共起する移動動詞と同じ［一括栄性］になるのである。このように、両言語  

の動詞には捉えられる局面が異なっており、その適いが「ている」の意味解釈に影響し  

ていると思われる。韓国語の場合、動作進行（「goissda」）が可能なのは、移動動詞が  

着点に至るプロセスを含意しているからであると思われる。そのため、日本語より経路  

「1eul（を）」格が用いられやすいようである。  
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（29）a．＊学校を行っている。  

b．卑正喜（フt毀中／升ヱ裏年）．  

（haggyoleuligaissda／gagoissda）．）   

（30）a．＊学校を来ている。  

b．卑正喜1年毀中／且ヱ裏年）．  

（haggyoleul（wai＄Sda／ogoissda†．）   

（31）a．＊東京駅を到着している。  

b．（？）吾召雪音（王斗嘲 毀中／五年可ヱ裏q）．  

（（？）donggyeongyeogeul（dochaghaeissda／dochaghagoissda）．）   

両言語のこのような適いは、日本語の「行く」「来る」「到着する」などが移動経路より  

着点に焦点を当てるだけであるのに対し、韓国語の「gadaJ「odaJ「到着hada」が着点  

だけでなく、着点に至るプロセスにも焦点が当てられることから生じる現象だろう。つ  

まり、日本語は「着いていない」状態から「着いている」状態への変化のなかで、「着  

いている」状態に注目しているのに対し、韓国語はまだ「着いていない」状態にも焦点  

を当てることができるのである。このように移動動詞が動作進行を表すことと、経路  

「1eul（を）」格と共起しやすいことは無縁ではないだろう。これは「乗る」「搭乗する」  

も同様である。  

（32）a．田中がバス（に／？？を）乗っている。  

も．奄午7ト叶と拍1／普）申ヱ裏年．  

（CheoIsugabeoseu（e／1eu11tagoissda．）  

c．巻牛丼叫土（朝／？？喜）卑史斗．  

（CheoIsugabeoseuie／？？1eul）taissda．）   

（33）a．田中がソウル行きの飛行機（に／？？を）搭乗している。  

b．奄牟7一句音瑠叫瑠フ1（朝／喜）官舎可工毀ヰ．  

（CheoIsugaSeoulhaengbihaenggi（e／1eul）tdbseunghagoissda．）  

c．奄午ブース1食瑠叫嘲フ1押1／？？喜）官舎嘲 匁ヰ．  

（CheoIsugaSeoulhaengbihaenggi（e／？？leul‡tabseunghaeissda・）   

「乗る」「搭乗する」も「行く」「来る」と同じく位置変化動詞であり、通常「ている」  

の意味が結果状態の解釈になる。一方、韓国語の「tadaJ「搭乗hada」も「gadaJ「oda」  

のように動作進行も結果状態も可能であるが、［1eul】格と共起した場合、（29b）～（31b）  

と異なり、結果状態（「eoissda」）を表しにくい。これと関連して、本稿では「goissda」  

の意味に注目したい。韓国語の再帰表現は「goissda」形で動作進行と結果状態を表し  

ている。（32）（33）もこの再帰表現（たとえば、眼鏡をかけている）と類似している。つ  

まり、（32b）（33b）の「tagoissda（乗っている）」「搭乗hagoissda（搭乗している）」が  
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動作進行も結果状態も表しているのである。（29b）～（31b）が動作進行（「goissda」）と  

結果状態（「eoissda」）との形式を異にしているのに対し、（32b）（33b）は同形で両方の  

意味を有している。再帰表現の場合、主として他動詞が用tlられるが、このような観点  

からすれば、「tadaJ「搭乗hada」は一種の他動詞として認められると言えそうである。  

4．3．起点と「ている」との関係  

最後に、起点と「ている」形との関係を見てみよう。日本語の「出る」「離れる」は  

起点の「から」格とも「を」格とも共起可能であるが、「ている」の意味に適いが見ら  

れる。  

（34）a．図書館（から／を）出ている。  

b．三月沓（叫べ／含）叫且正史ヰ．  

（doseogwan（eseo／eul‡naogoissda．）  

c．三月尊（明月／音）叫卑奴中．  

（doseogwanieseo／eul‡nawaissda．）   

（35）a．故郷（から／を）離れている。  

b．ヱ曹（朝ペ／喜）吋叶正毀月．  

（gohyangieseo／leul）tteonagoissda．）  

c．立替（可1月／喜）叫ヰ幻斗  

（gohyangleseo／1eul）tteonaissda．）   

川野2001の素性分析からすれば、「図書館を出る」「故郷を離れる」は「一緒果性、＋限  

界性」になり、「ている」の意味に関しては結果状態にならないはずである。たとえば、  

（34）は「さっきからずっと図書館を出ている」は非文になるため、結果の局面を持たな  

い動詞句（動作動詞句）になる。しかし、（35）の場合、「15年前からずっと故郷を離れ  

ている」と言えることから、結果状態の解釈ができなくもない。起点「を」と共起する  

移動動詞には（35a）のような【＋結果性】になる場合もあり、結果性に関しては度合い  

の差があるようである。先にも述べたように、「から」格と共起する移動動詞の「てい  

る」は「を」格より結果状態の解釈が容易ではあるが、（34a）より（35a）のほうが結果解  

釈がされやすいことから、「を」格と同様に結果性に度合いの差が認められる。   

一方、韓国語の起点「1eul」格と共起する「naoda（出る）」「tteonada（離れる）」は結  

果状態（「eoissda」）だけでなく、動作進行（「goi＄Sda」）も可能である。日本語の「出  

る」「離れる」が「出ていない」「離れていない」状態から「出ている」「離れている」  

状態への点的（瞬間的）な変化に注目しているため、動作進行になりにくいのに対し、  

韓国語の「naodaJ「仕eonada」はこのような点的な変化だけでなく、起点を移動のプロ  

セスとして、すなわち移動経路として読み込みやすいため、動作進行（（34b）（35b））に  
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もなりやすいと考えられる。起点「1eul」格と共起する韓国語の移動動詞は（34b）（35b）  

のように動作進行であると ト掛取性、＋限界性コになり、（34c）（35c）のように結果状  

態であると、［＋結果性、＋限界性〕になると思われる。これは「eseo（から）」格と  

「1eul（を）」格のいずれも同様である。日本語の（34a）と（35a）の間には結果状態の解釈  

に度合いの差があるが、韓国語の（34c）と（35c）はいずれも結柴解釈が可能である。しか  

し、起点と共起する移動動詞が必ずしも結果解釈が可能だとは限らない。（36）（37）を見  

られたい。  

（36）a．新大阪行きの新幹線が東京駅†から／を1出発している。  

b．甘且斗ヲ憎 づを倒01号瑠雪（可1月／含）書皆斗工毀叶  

（Sinosakahaeng sinkansenidonggyeongyeog（eseo／eulichulbalhago  

issda．）  

c．？？吏且人tヲ博 史社側01音召雪（明月／合†喜望伺卜毀可．  

（？？Sinosakahaeng sinkansenidonggyeongyeog†eseo／eulIchulbalhae  

issda．）   

（37）a．ソウル行きの飛行機が羽田iから／を〉離陸している。｝  

b．叶針増 す憎フ1叶舌川ド十1叫ペ／喜〉01卑割五里叫．  

（SeoulhaengbihaenggigaHanedaIeseo／1eul）ilyughagoissda．）  

c．？P月食萄叫嘲フ1斗郵相ヰ〈朝ス1／普〉01早朝 毀中．  

（？？SeoulhaengbihaenggigaHanedaieseo／leul）ilyughaeis＄da．）   

（36a）（37a）は結果状態も動作進行も喪しにくいようである。川野2001の分析によると、  

「－を／から出発する」「～を／から離陸する」は ト結果性、＋限界性］になる。一  

方、韓国語の「出発hadaJ「離陸hada」は「eseo（から〉」格とも「leul（を）」格とも  

共起でき、動作進行（「goissda」）を表すことができるが、結果状態（「eoissda」）は表  

すことができない 。日本語の場合、度合いの差はあるものの、川野の指摘したように、  

起点「を」格と共起する移動動詞の「ている」が結果状態や動作進行ではなく、動作  

パーフェクトを衷しやすいようである。それに対し、韓国語の場合、起点「leul」格と  

典起する移動動詞は動作進行を表すことができる。また、（34c）（35c）のように結果状態  

を衷すこともできる。，これは動詞の素性が異なることから生じる現象であると思われる。  

ここで注目したいのは、（34c）（35c）と（36c）（37c）との許容度の老である。（36c）（37c）は  

結果状態の「出発／離陸haeissda」形が不自然であり、「出発／離陸haessda（した）」  

形にしなければならない。このことについては安2001から重要な手がかりが得られると  

思われる。安2001は、現代韓国語の「go／eoissda」は日本語の「ている」より存在動  

詞「issda（いる・ある）」の意味が強く残っていると指摘しているが、「出発haeissdaJ  

「離陸haeissdaJの許容度が落ちるのもこの蒋摘と相通じる現象である。次の4例を見  

られたい。  
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（38）王べ沓喜叫斗司司曹司1毀申．（図書館を出てコーヒーショップにいる。）  

（doseogwaneulnawakeopisyobeissda．）   

（39）ヱ曹音呵ヰベ阜叫 裏年．（故郷を離れてソウルにいる。）  

（gohyangeultteonaSeouleissda．）   

（40）？吏且叫叶司〕更改也01吾召年回1人1書曽嘲人1ヰフ一斗可1毀中．  

（？sinosakahaeng sinkansenidonggyeongyeogeseo chulbalhae sinagawae  

issda．）  

（新大阪行きの新幹線が束京駅から出発して品川にある。）   

（41）？べ音瑠叫瑠71フ一句再1中可1ベ 01早朝串きql毀q．  

（？SeoulhaengbihaenggigaHanedaeseoilyughaehaneuleissda．）  

（ソウル行きの飛行機が羽田から離陸して空にある。）  

この4例から分かるように、「naOda（出る）」「tteonada（離れる）」は「eoissda」の間  

に存在場所（＝着点）「e（に）」が介入できるが、「出発hadaJ「離陸hada」は「e（に）」  

格が介入しにくいと思われる。（34c）（35c）は（38）（39）のように基準時点（ここでは発話  

時）において動作主体が者点「コーヒーショップ」「ソウル」にいるといえる。結果状  

態の「eoissda」が用いられるためには動作主体が基準時において着点にいなければな  

らない。このように考えると、（36c）（37c）の場合、「新幹線」「飛行機」が着点「新大阪」  

「ソウル」にあるのではなく、その移動のプロセスにあるのである8。「eOi＄Sda」は安  

2001の言う存在型アスペクトであるが、「出発／離陸haeissda」は存在場所「e」と共  

起しにくいことから分かるように、存在型アスペクトになりにくいため、「haeissda」  

形より「haessda（した）」形のほうが自然になるのである。   

このように、韓国語は「1eul（を）」格が経路だけでなく、起点・着点も表すことがで  

き、その起点・着点が一種の経路として捉えられやすいようである。一方、日本語は  

「を」格が経路と起点を表しているが、起点「を」は移動の瞬間を表すだけで、移動の  

プロセスとしては据えられにくいと思われる。  

4．4．韓国語の「leuり格と移動動詞との関係  

以上のように、韓国語の「leul」格は起点・経路（通過点を含む）・着点を表すことが  

できるが、「ている」の意味解釈に関しては経路と起点・着点との間に速いが見られる。  

（42）は川野2001のモデルを修正して韓国語に適用したものであるが、日本語と異な  

り、起点と着点が動作進行と結果状態の解釈が可能であり、同様の性質を有しているこ  

とが注目される。また、日本語は［一括果性］であることと、動作進行であることが必  

ずしも一致しているとは限らないが、韓国語は、［一括果性］の移動動詞句が動作進行  

の解釈になりやすいという特徴が見られる9。一方、［＋限界性］と結果状態が必ずしも  
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一致しないのは、日本語と同様である。  

（42）   
結果の局面の有無   限界点の有無  ている  

（変化動詞句か動作動詞句か）  （Tも1icかAtelicか）  の意味   

［経路］leul格句を伴う動詞句  

例）道路1eul酢Odda（歩く）   （動作動詞句）   
動  
作  

［通過点］1eul格を伴う動詞句  ＋   汀   

例）山eulneomda（越える）   （動作動詞句）   （Telicな動詞句）  

［起点］1eul格を伴う動詞句   ＋／－   ＋   
結動  
栄作  

［着点］leul格を伴う動詞句   十／－   ＋   状進  
態行   

例）束京駅eulgada（行く）  （変化動詞句／動作動詞句）  （Telicな動詞句）   

5．まとめと今後の課題  

以上、日本語と韓国語の移動動詞の格パターンと、「ている」の意味との関係につい  

て見てきた。その内容を下記のようにまとめておく。  

一．日本語の「を」格が起点・経路を表しているのに射し、韓国語の「leul」格は起点・   

縫路・着点を表すことができる。また、韓国語の起点・着点「leul」格が移動時間  

のかかるような場所と共起すると、移動の起点・着点を移動経路として捉えること   

ができ、動作進行（「goissda」）をも表すことができる。一方、日本語の起点「を」   

格と着点「に」格は移動の瞬間を捉えるだけで、移動のプロセスとして据えられに  

くいため、「ている」の意味が動作進行を表しにくい。  

二．日本語は、起点「から／を」格と共起する移動動詞の中には結果性に関して度合い   

の差があるようであるが、韓国語の起点「eseo／1eul」格と共起する移動動詞は、着   

点「e（に）」格と同様に、［＋結果性］を表しうる。  

三．韓国語の場合、起点「eseo／1eul」格と共起する移助動詞の中には結果状態（「eo   

issda」）を表しにくいものがある。これは、まだ存在動詞「issda（ある・いる）」の   

意味が強く残っている「eoissda」が存在場所（＝着点）を要するという条件を満  

たしていないからであり、そのため、著点「e（に）」格とも共起しにくいと思われ  

る。  

しかし、残された問題として三点ほどあると思われる。まず、起点の場合、同じ対格  

で言い表されても「ている」の意味解釈に適いがあると指摘してきたが、韓国語が起  

点・着点を移動経路として読み込みやすいのに対し、日本語はなぜ移動経路として読み  

込みにくいのかについてさらなる検討が必要だろう。また、起点・着点と共起する移動  
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動詞において「1eul」格での格表示が可能なものと不可能なものがあり、即）退いはど  

こから生じるのかについていまだに分からない。最後に、者点と方向との関係について  

も検討していく必要がある。以上を今後の課題としたい。  

注  

1本稿の韓国語のローマ字は文化観光部のローマ字表記法に則る。  

2「さっきからずっと」との共起関係で結果状態であるか否かを判断すると、通常庵栄状態といわれる   

「死んでいる」のような不可逆的なものや「着いている」のようなものは「さっきからずっと」と共   

起しにくいことから、轄異状態ではなくなってしまう（これは橋本修先生のご指摘である）。つまり、   

「さっきからずっと」と共起すれば、結果状態の解釈が可能であるが、逆に結果状態の「ている」が   

必ずしも「さっきからずっと」と共起するとは限らないだろう。結果解釈と関連して、金氷（2000：   

p．18－20）は「ついさっき田中さんが死んだので、当然今田申さんは死んでいる」「ついさっき窓が   

開いたので、当然今窓が開いている」のようなテストを通れば、結果状態の解釈が可能であるとした  

上で、「今、～ている最小だ」を過れば、動作進行の解釈が可能であると指摘している。しかし、金   

水の結果状態のテストでは、動作進行（走っている）の読みを完全に排除することはできない（金水   

2000では「？」になっている）と思われる。本稿では、川野のテストに若干問題があるものの、基本  

的には結果状態の判断として有効であると考える。  

3 本稲では、動作主の意志的な移動に関わる動詞だけを対象としているため、「蛇口から水が勢いよく   

出ている」（動作進行）のようなものの移動や、「シャツからズボンが出ている」「そこの新聞を読ん   

でtlるお客さん、仁I線から出ていますよ、危ないですよ」（結果状態）のような非意志的な移動は対  

象外にする．  

．1「到着hada」の場合、「1euり格との共起がやや不自然であるというInbrmantもいるが、日本語より   

対格の許容度が高いのは否めないだろう（ノ次の例は「到着hada」が「e」格と「Ieul」格を同時に取っ  

ている。   

単軌召沓合 一I召叫叫望尋骨せ可1王斗奇相 暮せ司望 望号包和音 掛合蚕‖01叫軒司 召呵7†  

望尋骨脅魯五年舌結合社望早番阜司祁召普呈 望印 書沓阜01音 蚕且豆 朴甘重斗．（一方、   

検察は金氏が仁川空港に到着すれば、通常の人国手続きをするとしており、金氏が仁川空港を到着す   

るとすぐ、入国場は取材陣で大騒ぎになると予想される）2007／11／16且叫0佃土（0‡lmyNews）  

5 一方、計卑可q（着陸する）、き叫7一斗（帰る）などは【e］格と共起できても、［1eul］格とは共起  

しにくい。  

6 せ叫叫ヰ（逃げる）、普叫7何（出かける）などは［eseo］格と共起できるが、【1eul］格とは共起し   

にくい。韓国語の移動動詞の中には起点と著点の［1eul］格で貰いにくい那司があるが、［1eul］格と   

典起可能な動詞との適いについてはいまだに分からない。今後の課櫛にしたい。  

7「新幹線が猛スピードでこっちに来ている」のような例は動作過行の解釈がで牽なくもないようであ   

る。これは「猛スピードで」という修飾部によるもので、この「に」格は方向の窮みが強くなる。し   

かし、「走っている」のような典型的な動作進行よりは若干許容度が落ちるようで、通常「向かって   

いる」のほうが自然になるようだ。  

8「新幹線」「飛行機」のような乗り物は人の意志的なコントロール下にあるとみなせるという三宅1996   

（p．146）からすれば、動作主体の追い（人：乗り物）によるものとは考えにくい。  

9 例えば、（8）の「学生が図番鯨（から／を）出ている」はト結果性コになるが、「ている」の意味解   
釈は動作進行を表しにくく、動作パーフェクトの読みしか取れない。－一方、韓国語は卜魔果性］で   

あると、動作進行（goissda）の読みが可能である。  
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