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<要旨>
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」
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「
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本稿では やりもらい 構文を元になる動詞文との関係からボイスの観点から考察した。 直接
のやりもらい は利益主体ガ格が、利益対象ニ格及びヲ格に利益行為をする構文である。また 持
ち主のやりもらい 構文は利益主体ガ格から利益対象ノ格の部分であるヲ格とニ格に利益行為が及
ぶ構文である。 直接のやりもらい と 持ち主のやりもらい 構文はボイスの面では利益主体と
利益対象の格が交替する対立の構造を成していた。また前項動詞が動作対象への働きかけ性を持っ
ていない動詞ー自動詞と物事への働きかけの他動詞ー構文は利益対象に対して直接的な働きかけが出
来ず、利益主体が利益対象を目指して何かの行為をする構文は 第三者のやりもらい 構文に分類
した。 第三者のやりもらい 構文は元になる動詞文に存在していなかった人物がやりもらい構文
に新たに加わる構造で、ボイスの側面では派生の構造を成していた。また韓国語の やりもらい
動詞、授与態の
動詞は日本語の やりもらい 動詞のような視点性がない為、構文上人称
の制約がない使われているので、物のやり取りにおいては
動詞は自由に寄与態
動
詞に対応して受益態を成すが、派生動詞の場合には人称の制約がない為、主に利益の与え手から利
益行為を描くことができるので寄与態がほとんど使われていて、受益態が発達していないことが考
察できた。

」
「

」 「

「

」

「

」

「주다」

:

「

」

」

「

「받다」

」
「주다」

(voice)、対立(opposition)、派生(derivation)、働きかけ（hatarakikake)、
(base of sentence structure)

主題語 ヴォイス
元になる文

1. はじめに

「

」

日本語の やりもらい 動詞は視点性の強い動詞で、そのため構文上の面で人称の制約が

「

」

あるということが今までの日本語の やりもらい 動詞の研究で明らかになっている。本稿

「

」

では今までの やりもらい 動詞の研究とは方法を異にし、利益主体と利益対象というやり
もらいにおいて最も重要なこの三本柱が構文上、どのように現れているかを基準にやりもら

（1965）、奥津（197

い構文を考察することにする。日本語のやりもらい動詞の研究は宮地

4）、大江（1975）、久野（1978）等の多くの研究があるが、その多くは視点という面での
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「

」

研究が主流を成してきた。久野と奥津は視点という用語で、大江は 話し手の立場 という

「

」
と思われる。しかし以上の諸氏の「やりもらい」の研究は「視点性」に研究が偏っていたよ
うな傾向があった。今までの「やりもらい」の研究と一線を画す研究に黄（1998）の研究が
ある。黄（1998）では、「本来の結合能力によって一定の構造を要求する動詞」と「授与態
の結合能力によって一定の構造を要求する動詞」とに分け、本来の結合能力による動詞を次
の四つに分類している。「誰か（＝受益者）をしてやる／くれる」を「直接対象の授与態」
に、「誰か（＝受益態）に（何かを）してやる／くれる」のようなタイプを「相手対象の授
与態」に、「誰か（＝受益者）の何かをしてやる／くれる」のようなタイプを「直接対象の
持ち主の授与態」に、「誰か（＝受益者）の何かに（何かを）してやる／くれる」のタイプ
を「間接対象の持ち主の授与態」に分類している。また高（2000）では黄（1998）の研究を
受け継ぎ、黄の四つの分類のほかに「第三者のやりもらい」を加えているが、高（2000）で
いう「第三者のやりもらい」とは単なる三者間の行為を指しているのである。
以上の黄（1998）と高（2000）の研究は主に元の文に利益主体と利益対象が示されている
構文、「〜が〜（人）を〜する（太郎が次郎をほめる）」文と「〜が〜（人）に〜を〜する
（太郎が次郎に道を教える）」「〜が〜の〜を〜する（太郎が次郎の頭を撫でる」「〜が〜
の〜に〜を〜する（太郎が次郎のポケットにお金を入れる」のようなタイプの文、すなわち
用語で、宮地では 話し手の関与 という用語で捉えられているものの、同じような概念だ

元の文にすでに利益主体と利益対象が存在しているようなタイプの文を主な分析の対象にし

（1998）と高（2000）のやりもらいの研究は構文的な面でやりもらい

ている。その面では黄

構文全体に対する研究であるとは言えない。本稿ではいわゆる受益者が外部に存在するタイ

（1998）と高（2000）の研究対象から外されているタイプの文も研究対象に
入れてやりもらい構文全体の構造を分析する。具体的には前項動詞が自動詞構文「〜が〜す
る」タイプと、前項動詞が他動詞ではあるが、物への働きかけの動詞「〜が〜（物および抽
象物）を〜する」のタイプと動作対象と利益対象が異なるタイプを「間接のやりもらい」
プ、すなわち黄

に、利益主体が存在していないが、話し手がある動作主体の行動に対して利益行為として捉

「

」

えているような構文を 第三者のやりもらい に分けて考察することにする。

2. 日本語のやりもらい構文のヴォイス性

「やりもらい」動詞とは、利益主体1)が利益対象2)に利益行為をするという利益をめぐって
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（1999）では「やりもらい」について次のように二つの側
面のある動詞として捉えている。すなわち高木（1999）にも言及があるように、やりもらい
の働きかけ3)の行為である。高木

行為とは利益をめぐっての一種の働きかけの行為として捉えられるのである。本稿では日本

「

」

語の 授与態 を働きかけの側面から考察し、ガ格の利益主体がヲ格及びニ格の利益対象へ

「

」

直接的に働きかける場合を 直接のやりもらい と名付ける。またノ格の動作対象の部分

（身体や所有物など）であるヲ格とニ格に働きかける構文を「持ち主のやりもらい」と名付
ける。さらに利益主体から利益対象への利益行為が間接的で、利益対象がノタメニで示され

「

」
る動作主体の行動に対して話し手（＝語り手）が自分にとって利益になったというふうに主
観的に捉えている場合を「評価のやりもらい」と「原因のやりもらい」に分けて考察するこ
る場合を 第三者のやりもらい と名付けることにする。それから利益主体が存在せず、あ

とにする。

2.1 ヴォイスの体系を持っている構文

『

』4)では動詞のたちば（voice）について次のように定義

鈴木重幸 日本語文法・形態論
している。

（voice）とは、動詞のあらわす動き・状態の主体・対象やそれに関係す

動詞のたちば

る第三者と主語・対象語との関係をあらわす文法的なカテゴリーである。

（1972）p275

鈴木

（1994）ではヴォイスの体系を「対立」と「派生」という概念で
捉えている。まず高橋（1994）ではヴォイスにおいての「対立」という概念について「うけ
みのたちばが対立しているのはもとになるたちばではなく、はたらきかけのたちばである」
とし、「はたらきかけのたちばとうけみのたちばとは、おなじ事実を対立するたちばからの
べ、文の部分のありかたとして対立している」と、受動態構文は働きかけ構文とヴォイスの
としている。さらに高橋

面で対立の構造であると指摘し、次のような例を挙げている。

1) 本稿で言う利益主体とは利益を与える人のことを意味する。
2) 本稿で言う利益対象とは利益を受ける人のことを意味する。
3) 本稿で使っている「はたらきかけ」という概念は文内部構造の中で動作主体の単なる動作ではなく、動
作主体動作対象に行為をしかける行為のことを意味する。
4) 鈴木重幸『日本語文法・形態論』pp275ー276
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（a）二郎がさち子をなぐった
→
（b）のら犬が太郎にかみついた →
（c）太郎が花子に算数をおしえた →
→
（d）太郎が二郎のかたをたたいた →

さち子が二郎になぐられた
太郎がのら犬にかみつかれた
花子が太郎に算数をおしえられた
算数が太郎から花子におしえられた
二郎が太郎にかたをたたかれた

（1994）の分類に従うと本稿で言及した動作対象への働きかけ性をもってい
る他動詞構文と、動作対象の持ち物への働きかけ性を持っている他動詞構文は「対立」の
すなわち高橋

ヴォイス構造をもっていることになる。

2．1．1 対立のヴォイスの構造
2．1．1．1 動作対象への働きかけ性を持つ他動詞構文
直接のやりもらいとは、利益主体が構文上に現れる利益対象に働きかけをする構文であ
る。そのため直接の授与態において、利益対象はヲ格とニ格で現れ、前項動詞は人への働き
かけを表す他動詞群である。

A. ヲ格の動作対象への働きかけ構文

（1）私は思い切ってどろどろの中へ片足踏み込みました。そうして比較的通り易い所を空
けて、御嬢さんを渡して遣りました。（こころ221）
（2）馬鹿めが！と舅は言っていたが、いずれは帰ってきますよ、と静は方子をなぐさめて
くれた。（剣339）
（3）「ええ、この国ではヒンズー教徒は年をとると、家を子にゆずり、放浪修行の旅に出
るんです。その人たちのことをサードゥーと呼ぶんですが、ぼくはサードゥーに拾っ

」（河298）

てもらったんです。

（4）僕はね、お父さんの会社の人たちに助けてもらった。（毎日新聞）
（1）と（2）は、利益主体「私」と「静」がヲ格の利益対象「お嬢さん」と「方子」
に、「渡す」「なぐさめる」という利益行為をしたことを表す文である。（1）が利益主体
の立場から語っているとすれば、（2）は利益対象の立場から利益行為を語っている点が異
なっている。すなわち、用例（1）の「～てやる／あげる」構文と（2）の「～てくれる」構
用例

文は話し手及び語り手が行為をどちらの立場から語っているかの違いはあるものの、構文的
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に同じ構造を持っている。

B. ニ格の動作対象への働きかけ構文
ニ格の人物に対する働きかけ構文である場合には、ガ格の利益主体がニ格の利益対象に、
ヲ格の利益物を伴う利益行為をしたという構文になる。

（5）小谷先生はハエの名まえをかいたカードを二十枚ほどこしらえてやった。小谷先生に
用事があってこれないとき、鉄三はそれをノートにうつしてひとりで勉強する。

（兎116）

（6）大切に、美しくきものを着る心を、祖母は長い時間をかけて、永子に躾けてくれた。
（女86）
（7）小谷先生は鉄三とふたりでゴミ置場を歩いて、鉄三にハエのえさを教えてもらった。
（兎）
（8）二三日前三四郎は美学の教師からグルーズの画を見せてもらった。（三四郎）
（5）と（6）は利益主体「小谷先生」と「祖母」が、ニ格の利益対象「鉄三」と「永
子」に、「カード」と「心」を、「こしらえる」「躾ける」という働きかけをしたことを表
す。すなわち（5）は利益行為を利益主体の立場から捉えていて、（6）は利益対象の立場で
用例

捉えているという点が異なるが、構文的には同じ構造を成している。ニ格の動作対象への働

（7）と（8）に見られるように元の文は動作主体の「鉄三」
「美学の先生」が、動作対象の「小谷先生」「三四郎」に、「えさ」「画」という利益物
を、「教える」「見せる」という働きかけの行為をした構文である。その元の文でのニ格の
きかけの受益態の構文は、用例

動作対象は受益態の構文で利益対象のガ格として、動作主体はガ格からニ格およびカラ格の
利益主体として現れる構文である。

2．1．1．2 持ち主のやりもらい
持ち主のやりもらいは利益主体が利益対象ノ格の人物の部分であるヲ格およびニ格に利益

「

行為が及ぶ場合の構文である。利益行為が直接的であるという面では前節の 直接のやりも

」

「

」

らい の一部分であると言えそうであるが、 直接のやりもらい は利益行為が利益対象の

「

」

（

）
及んでいるという面で区別される。奥田（1983）の動詞分類では「もようがえ動詞」や「取

全体に及んでいるのに対し、 持ち主のやりもらい は利益対象の部分 身体や所有物 に
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」

り付け動詞 が持ち物へのはたらきかけを持っている動詞である。

A. ヲ格の持ち物への働きかけ構文

（9） バスケットは、上り道になって要介が持った。

（）

今日も、この前にならって、さりげなく花緒の手をひいてやる。 女

（10）彼は洗いものはそっちのけにして、すぐ赤ん坊のところへ飛んで行った。そして暖め
たミルクを小さい口にあてがってやった。（波144）
（11）浩二は足立先生のよこにいる。ときどき、足立先生に頭をなでてもらってにこにこし
て歩く。（兎330）
（12）決勝の畳に上がる前、小川選手は気合を入れるためかコーチに何度も背中をたたいて
もらった。（毎日新聞）
（9）と（10）は利益行為が利益対象のヲ格の持ち物に利益行為が及んでいる構
文である。（11）では「浩二」が「小谷先生」から「頭」を「撫でる」という行為をしても
らったことを、（12）では「小川選手」が「コーチ」に「背中をたたく」という行為をして
上の用例

もらったことを表している。

B. ニ格の持ち物への働きかけ構文

（13）夜が明けるとすぐに医者を迎えにやった。しかし医者が来たのは九時頃だった。「疫
痢かもしれない。兎に角洗腸しましょう。」といって、イルリカートルを取寄せて、
腸を洗ってくれた。駿は洗腸を嫌って非常に暴れた。（波ｐ205）
（14）立ちあがると、沢田はうしろから彼女の背にコートを着せかけてくれた。
（人間の壁・中）
（15）榊は灸が得意で、さっそく省吉とお仙は背中に灸をすえてもらった。（丹羽）
（16）康太はたべおわった茶碗に、なみなみと、おせきの手で番茶をついでもらった。（丹羽)
持ち物への利益行為は利益主体からの働きかけが利益対象の一部分に及んだことを表す構

（13）に見られるように「暢」のようにヲ格の場合もあ
れば、用例（14）「背に」のニ格の場合もある。また上の用例（15）と（16）も利益行為が
利益対象のニ格の持ち物に利益行為が及んでいる構文である。（15）では「省吉とお仙」と
いう動作対象のニ格の部分「背中」に灸をすえるという行為をしてもらったことを、（16）
文である。利益対象の一部分は用例

日本語と韓国語のやりもらい動詞のボイス性
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「 」

では 康太 という利益対象が おせき という利益主体からニ格の所有物 茶碗 に、

2．2

派生のボイス構文

（1994）5)ではヴォイスにおいての「派生」という概念について次のように定義して

高橋
いる。

つかいだての文や第三者のうけみの文がもとのたちばからの派生というのは、そのあ
らわすことがらが第三者なしに成立しているのに対して、つかいだてのたちばの文と第
三者のたちばの文のあらわすことがらは、それに第三者をくわえたものとなっている。

（1994）ｐ131

高橋

としながら使役文と第三者のうけみの文は元になる文から派生した構文であることを述べ
て次のような用例を挙げている。
二郎がさち子をなぐった

→

はな子が二郎にさち子をなぐらせた。

とし、つまりこのふたつの文が成立しているとしても、このふたつの文は単なるのべかた
だけの対立ではなく、はたらきかけのたちばに、一定の要素をつけくわえることによってで
きるたちばであることを指摘している。すなわち本稿での元になる文が自動詞文と物および
事柄への働きかけの他動詞構文、動作対象と利益対象が異る構文の場合には動作対象への働
きかけ性をもっていない構文である。

2．2．1 第三者のやりもらい

「

」

前節での 直接のやりもらい が利益主体ガ格から利益対象ヲ格及びニ格への利益行為は

「

」

直接的であることをみた。 第三者のやりもらい は、働きかけの面において利益主体が利

「

」

益対象への働きかけが直接的というより、間接的な場合である。 第三者のやりもらい の
構文的な特徴は前項動詞が自動詞であったり、物や事柄への働きかけの他動詞であったり、
働きかけの相手と利益対象が異なったりする場合である。このような動詞構文は利益行為は

5) 高橋太郎（1994）『動詞の研究』ｐ131
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利益対象へ直接的に働きかける行為にはなれない。むしろ利益主体の行為は利益対象を目指

「

」

「

しての行動であるので、利益対象は のために で示される場合が多い。 第三者の受益
態6)」も元の文になかった利益対象が新たに現れる構文である。構文的な特徴は第三者の授
与態と同じく、元の文が自動詞文であったり、他動詞文でもモノゴトへの働きかけの構文で
あったり、使役主体と利益対象が異なる場合であったりする。しかし間接の授与態で利益対
象はノタメニで現れていたが、第三者の受益態ではガ格の位置に現れ、依頼主としての性格
も合わせ持っているのでノタメニは取れない。すなわち、第三者の受益態の利益行為はガ格

－
－
格の動作主体（＝利益主体）にある行為を仕向けるという点で第三者の受益態は使役構文と
の依頼主の依頼 仕向け、指図 によって利益行為が行われる形になる。ガ格の依頼主がニ
同じ構造を持っている。

2．2．1．1 前項動詞が自動詞

（17）丘といっても蜜柑の木の植わっている小さい丘で、五分程、細いだらだら坂を上って
行くだけの話だったが、洪作はおぬい婆さんのために何回も休んでやった。

（しろばんば）

（18）比呂子が事件を起した時も、永子が家を出た時も、佐竹は親身になって永子母娘のた
めに行動してくれた。（女）
（19）帰路には、大伝馬町にも寄って、清之助に別離を告げる積で、岸本は幸平兄に一足先
に帰って貰った。（春）
（20）小谷先生はその日、用事があったので、足立先生にいってもらうことにした。（兎）

（17）と（18）で、「洪作が休む」「佐竹が行動する」という行動は利益対象
「婆さん」と「永子母娘」の為の直接的な働きかけ性は持っていない。利益主体から利益対
象への働きかけ性はないが、利益対象の為に利益主体が「休む」「行動する」という行動し
上の用例

ているのである。このような働きかけ性のない利益行為の場合には、利益対象への利益行為

「
」
（19）と
（20）では元の文は「帰る」「行く」で、自動詞文である。前項動詞が自動詞の場合の受益
態は、「幸一が帰る」「足立先生がいく」という行為は、ガ格の「岸本」「小谷先生」が依
は間接的であるので、 のために という後置詞で示されることになる。上の用例

頼することによって行われる行為である。

6)「第三者の受益態」とは「第三者のやりもらい」構文においての「てもらう」構文ことを表す名付けで
ある。

日本語と韓国語のやりもらい動詞のボイス性
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2．2．1．2 前項動詞がモノゴトへの働きかけの動詞

（21）洪作はこの奇妙な仕事を、さき子のために忠実に受け持ってやった。（しろばんば）
（22）主婦は岸本のために何処からか机を借りて来て、それを二階の部屋の窓の側に置いて
くれた。（新生）
（23）私は、このお酒は、ちょっと変ですねと言い、賀原さんに舐めてもらった。
（酒呑みの）
（21）と（22）での「洪作が仕事を受け持つ」「主婦が机を置く」のような抽象
物および物への働きかけを表す動詞がやりもらい動詞と結合すると「崔三者の授与態」の構
造を持つことになる。用例（21）では動作主体の「洪作」が「仕事を受け持つ」という行動
をしたのは、利益対象「さき子のために」行動したのである。また同じく用例（22）も利益
主体「主婦」が「机を置く」という行為をした理由は利益対象「岸本のために」取った行動
上の用例

である。すなわち第三者の授与態においての利益行為は利益対象に直接的に働きかける行為

（23）の元の文は、「賀原さんがお
酒を舐める」で、前項動詞が「舐める」のような物への働きかけの動詞－「お酒」－は人へ
ではなく、利益対象を目指しての行動である。上の用例

の働きかけ性を持っていない動詞である。そのような動詞が受益態の中で使われる時、動作

「

」

「」

主体 賀原さんがお酒を舐める という行為をしたのは、ガ格の使役主体 私 という人の
依頼によって行われる行動なのである。このようなタイプの物への働きかけの前項動詞も前
述の前項動詞が自動詞の場合と同じく元の文に存在していなかったガ格が動作主体にその行
為をするように仕向ける使役主体として新たに現れる。

2．2．1．3 動作対象と利益対象が異る場合

（24）ある待合室のお上さんがひとり、懇意なある芸者のために、ある出入りの呉服屋へ帯
を一本頼んでやった。（言語表現）
（25）彼は丁重に「つかぬことを御伺いしますが、今年の二月一二日の夜ですね、お宅のミ
キサーカーの事故がありましたね。その事故のことで調べたいのですが」と言っ
た。交換手は事故を担当している係員に電話を繋いでくれた。（女の警察）
（26）中央線沿線では、志摩病院はよく知られている。貞乃は院長と一度会ったことがある
ので、霧子のために個室をとってもらった。（さきに愛あり）
（24）と（25）の元になる構文は「お上さんが呉服屋んに頼む」と「交換手が係

上の用例
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」

員に繋ぐ 人への働きかけ構文である。このような元になる構文に存在していなかった人物

「 」「」
となる。すなわち働きかける相手と利益対象が異る構文なのである。用例（26）では、格の
「貞乃」は依頼主で、動作主体の「院長」に動作を依頼している文であるが、依頼の目的は
利益対象の「霧子」の為であるという、依頼主と利益対象が異なる構文である。前節での前
が新たにやりもらい構文において加わることになり、その人物 芸者 と 彼 が利益対象

項動詞が自動詞の場合と物への働きかけの構文ではガ格は依頼主であり、利益でもあった

（26）のように依頼主と利益対象が異なる場合はガ格は単なる依頼主である。こ
のような構文では利益対象は「のために」で示されることになる。受益態で利益対象が「の
ために」で示される用例は1例しかなかったが、用例（26）のように使役主体と利益対象が
が、ここの

異る構文だけである。

2．3

ボイスの体系を成していない構文

「評価のやりもらい」と「原因のやりもらい」は、やりもらい構造の中では「てやる」と
「てもらう」との体系を成しておらず、「てくれる」構文だけに存在する構文である。評価
のやりもらいは、利益主体も利益対象も構文上に存在しておらず、話し手がある出来事ー動
作主体の状態や動作、および感情、自然現象などーに対して自分にプラスになったと評価し
ている構文であった。原因のやりもらい構文は利益主体ガ格は構文に存在しており、利益対
象も構文にヲ格やニ格およびノタメニで示されていたが、利益主体が非常物であるので、本
来の利益主体とは性格が異なっている。利益対象がが格の非常物から利益を得ているかのよ
うに主観的に捉えている構文なのである。そのために当然、評価や原因のやりもらい構文は
授与態と受益態がボイスの体系をなしていないことになる。

2．3．1 評価のやりもらい

「～てくれる」動詞構文に見られる構文で、構文に利益主体が存在し
ないが、話し手―語り手―がある出来事や抽象的な事柄、自然現象などについて、自分にプ
評価のやりもらいは

ラスになったと主観的に捉えている構文である。

（27）電車が動き出しても、大倉の顔は見えなかった。清美がホットしたとき,
「やあ、乗っていてくれたね」と大倉が顔を出した。（予約ｐ204）
（28）「何度も言うようですがあれを見て印度に惹かれる人と、徹底的に嫌いになる人と二
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」

つに分かれますよ と江波は印度ためにいつもの弁解をした。

「沼田さんと磯辺さんは感動してくれましたよ」（河ｐ237）

（27）と（28）では元になる動詞が「乗っている」「感動する」のような自動詞構文
で働きかけ性を持っていない。ほかにも「感激する、喜ぶ、わかる、案じる、思う、気がつ
く」などのような類の感情を表す自動詞構文のガ格の人物は、単なる感情の持ち主で働きか
用例

け性は持っていないが、話し手がガ格の人物の感情に対して、好ましいこととして評価して
いるのである。

2．3．1．3 動作主体の行動に対して

（29）三四郎は声を掛けようかと考えた。距離があまり遠過ぎる。急いで二三歩芝の上を裾
の方へ下りた。下り出すと好い具合に女の一人が此方を向いてくれた。三四郎はそれ

（

）

で留った。 三四郎

（30）そのときサキは蓮芋畑のなかで草むしりをしていたが、手ぬぐいを姐さん被りにして
しゃがんでいたので芋の広葉が閃光を遮ってくれた。（黒）
（29）は話し手の「三四郎」が「女の一人」が「此方を向く」という行為に対し
ての期待していた行動であると評価している構文である。また上の用例（30）は元になる構
文が「芋の広葉が閃光を遮る」という自然現象を表す構文である。「芋の広葉」という自然
物は意志をもって利益行為のできる利益主体になれない。この構文は利益対象の「サキ」が
上の用例

ある自然現象に対して話し手にありがたいこととして評価している構文である。

2．3．2 原因のやりもらい
原因のやりもらいは利益主体が格が非情物で、その非情物によってヲ格、ニ格、ノタメニ
の利益対象が利益を得たと主観的に捉えている構文である。すなわちガ格の非情物は意志を
もって利益対象の利益になる行為ができるわけではないが、利益対象の人がその非情物から
何らかの利益を得たと捉えているのである。原因のやりもらい構文は以下の用例にみられる

「

」 「
」
「
」
文であるので「てもらう」構文とのボイスの対立はもっていない構文である。

ように てやる 構文と てもらう 構文は存在せず、 てくれる 構文だけが存在する構
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雨が

彼女を 冷静にした

雨が

彼女を 冷静にして やった くれた

＊彼女が

＊

雨に

／

冷静にしてもらった

（31）吹雪は時々止んで視界を彼のために拡げてくれた。（孤高の人）
（32）この考えが美津子を退屈な授業から救ってくれた。（河）
（31）では「吹雪」という自然物によって利益対象「彼」が利益を得たことを表し
ている構文である。また用例（32）では「この考え」という抽象物によって利益対象である
「美津子」が救われたことを表している構文である。用例（31）と（32）共に語り手である
「彼」と「美津子」が自然物と抽象物によって利益を得たを主観的に捉えている構文である。
上の用例

3． 韓国語の「 やりもらい」 の構造
3．1

ボイスの体系をもっている場合

「

」

韓国語の授与態は日本語の やりもらい 動詞のような視点がない為、構文上人称制約が

（1983）等の研究によって明らかいになっている。金（1983）では、韓国語の
やりもらい動詞「주다/받다」動詞に対し、「주다・받다」は、人称構文上の制約がないこ
とから韓国語のやりもらいには「話し手の立つ側」あるいは「話し手の関与」が関わってい
ないことを明らかにしている。日本語では利益の与え手が1人称で、利益の受け手が2人称お
よび3人称の場合には「～てやる／あげる」動詞を用い、利益の与え手が2人称および3人称
で、利益の受け手1人称の場合には「～てくれる」動詞を用いるというふうな使い分けがさ
れていたが、韓国語の授与態の動詞「～주다」動詞は視点の制約がない為、構文上の人称の
制約もない。本稿では「주다」動詞を構文の面から考察する。前節で日本語のおいてはかな
り自由にいろいろな動詞と「もらう」動詞が結合して派生動詞として受益態を成しているこ
とをみた。しかし韓国語においては以下の用例（41）に見られるように、本動詞の場合―物
のやり取り―は自由に授与態の「주다」動詞に対して「받다」動詞が受益態を成している。
しかし「받다」動詞は派生動詞としてはかなり限られている。韓国語の授与態「주다」動詞
ないことは金
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「아/어/여（～て）」という接続語尾と共に自由に派生動詞として授与態を成しているこ
ととは裏腹に、「받다」動詞は「아/어/여（～て）」と共に利益行為に対して自由に派生動
詞として使われない。派生動詞としての「아/어/여받다」形は以下にみるようにかなり限ら
が

れている。

（33「その日、彼女がどこかの人に教えてもらっているのを八百屋のおばさんが見たんで
すって…（決闘ｐ35）
“그날 그녀가 어떤 사람에게 교습을 받고 있는 것을 채소가게 아주머니가 보았다는
군요.”
（34）나는 그런 사람과는 두 번 다시 얼굴을 마주하지 않았다. 상처받은 내 자존심이 용
서를 허락하지 않았기 때문에. （모순ｐ46）
（3
3）に見られるように「교습하다」動詞に対して「교습받다」動詞が受益態を成す場合と（34）
のように「상처주다」動詞に対して「상처받다」が受益態を成す場合のふた通りがある。
機能動詞として受益態を成す場合には文法的というより、かなり語彙的である。上の用例

3．1．3 派生動詞の場合

（35）선심처럼 고구마 튀김을 내밀면서 혜완이 스치듯 물었다.
--으응……친구한테 빌려 준 책을 건네 받기로 했대.
경혜가 혜완을 향해 의기양양하게 대답했다.（무소 p.33）
（35）からみると、日本語の「～てもらう」動詞が多くの動詞を前項動詞として
取り、かなり自由に受益態を表ししているのに対し、韓国語の「아/어/여받다」動詞は文法
的（生産的）ではなく、語彙的に「～아/어/여주다」が複合動詞として、辞書に登録されて
いる場合に限り、それに対応した形で「～아/어/여받다」動詞が存在しているのである。し
上の用例

かも上の用例を見るとすべての用例が物の授受性が残っている動詞である。すなわち、日本
語の受益態のように利益行為についても使えるというより、物の授受の延長にある場合であ
ると思われる。

「건네주다（渡してやる）―＞건네받다（渡してもらう）」
「돌려주다（返してやる）―＞돌려받다（返してもらう）」
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「넘겨주다（空け渡す）―＞넘겨받다（譲ってもらう）」
「물려주다（譲ってやる）―＞ 물려받다（譲ってもらう）」
3．2

ボイスの体系を持っていない構文

韓国語の授与態の利益行為には大きく分けて、移動を伴なう場合の利益行為と移動を伴な
わない利益行為の二つのパターンがあることが分かる。移動を伴なわない利益行為の場合に

「아/어/여」という語尾に、移動を伴なう場合の利益行為に対しては「다」と
いう語尾と共に授与態の「주다」動詞を接続する。
は前項動詞に

아 어 여 주다」形

3．2．1「 / /

3．2．1．1 ヲ格の対象への利益行為

（36）혜완은 들꽃에 둘러 쌓인 두 조카를 안아 주며 걸었다.（무소p.217）
（37）“문제는 나였어. 난 그를 용서했다고 믿었어. 그는 나를 정말로 사랑해 주었으니
까……” （무소115）
「を」格の対象への利益行為は、利益の受け手「조카（甥）」「나（私）」に対して直接
利益行為が及んだことを表す。

3．2．1．2 ニ格の対象への利益行為

（38）진모는 울고 있었다. 울고 있는 진모에게 나는 악착같이 전화번호를 불러 주었다.
（모순ｐ23）
（39）“아버지는,우리 아버지는 나한테 생각하는 법을 가르쳐 주었어.” （모순ｐ161）
「 」
「 」
に当る利益物「を」―을/를―が及んだことを表している。

「에게/한테」、「を」格

利益の受け手が に 格の場合には韓国語での に 格に当る

3．2．1．3 持ち物への利益行為

（40）혜완이 조카의 그릇에 수북하게 과자를 담아 주었다. （모순ｐ231）
（41）아마 방이었을 것이다.김장우가 물수건으로 내 얼굴을 닦아 주었던 것 같다…．
（모순ｐ23）
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持ち物への利益行為は利益行為は利益の受け手所有物あるいは身体の部分に及んだ場合で
ある。

3．2．1．4 評価のやりもらい
Ａ．抽象的なことに対して

（42）직업은 여지껏 그 여자의 떳떳한 자립을 보장해줬을 뿐 아니라 자존심의 근거가 돼
주었다. （그대ｐ43）
Ｂ．相手の存在に対して

（43）그로부터 3년 여가 지났다.아이는 건강하고 사랑스럽게 자라 주었다. （그대ｐ91）
（44）그녀가 마음속으로 내기를 한 대로 선우는 거기 있어 주었지만 그렇게 많은 사람들
이 함께 있을 경우에 대해서는 생각을 하지 못한 것이었다. （무소157）
Ｃ．相手の行動に対して

（45）とは言え、決してはした金ではないのだから、夫の時夫の方から、そう言い出してく
れたことに対しては、感謝しなければいけない、と自分に言い聞かせてはいた。

（藁22）
그렇다고는 해도 결코 적은 돈은 아니니까 남편인 도키오 쪽에서 그렇게 말을 꺼내
준 것에 대해서는 고맙게 생각하지 않으면 안된다고 스스로에게 타이르고 있었다.
「주다」動詞も日本語と同じく利益の与え手が構文

上の用例を通してみると韓国語の授与態

上存在しないが、話し手あるいは語り手がある動作主体の行動や抽象的な事柄に対して価値付
けをして話し手にとって利益になったと捉える用法、第三者の授与態があることが分かる。

다주다」形

3．2．2 「～

3．2．2．1 前項動詞が移動動詞ではない場合

（46）“솔직히 아이는 뒷전이었어…… 하지만 결론은 이거였어. 넌 연애해라, 난 니가 벌어
다 주는 돈이나 쓰면서 살지.”（무소 p.49）
（47）그렇지만 지난 결혼 기념일날 내가 이모에게만 장미꽃을 한 다발 사다 준 것까지
어머니가 알고 있지는 않을 것이었다. （모순ｐ105）
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①前項動詞
稼ぐ（벌다）
買う（사다）
運ぶ（싣다）

③受け手のところに届ける
利益行為
벌어다 주다
（稼いで持ってやる）
사다주다
（買って届けてやる）
실어다 주다
（運んで行ってやる）

②利益行為
벌어주다
（稼いでやる）
사 주다
（買ってやる）
실어주다
（運んでやる）

（46）（47）を、②は利益行為の場合を、③は利益行為と共に利益の受け手
のところに届ける場合である。②は接続語尾「아/어/여」を③は接続語尾を「다」にするこ
上の表は用例

とによって利益行為と共に利益の受け手のところに届ける利益行為を表す。日本語の場合に

「

」

「～ていく／くる」と
いうアスペクト動詞と共に「やりもらい」動詞を結語させる。例えば「連れて行ってやる／
持ってきてくれる」のような場合である。しかし、日本語の場合には「買ってやる」と
「買っていってやる／買って来てやる」の違いは必須的なことではないが、韓国語の「やり
もらい」動詞の場合は「사주다（買ってやる）と「사다주다（買って届けてやる）」では利
益行為が異なる。前者の「사주다（買ってやる）」では、利益の与え手が利益の受け手の方
へ物をプレゼントしたことを表し、所有権が移動したことを表す。「사다주다（買って届け
てやる）」では、利益の与え手が利益の受け手への利益行為は所有権が移動したかどうかの
も利益行為が移動を伴なう場合には やりもらい 動詞の前項動詞に

面でははっきりしておらず、ただ利益の受け手の居るところへ届ける利益行為ということに
重点が置かれている。例えば、以下のようにである。

ａ．진희가 친구에게 책을 사 주었다
ｂ．진희가 친구에게 책을 사다 주었다
ａ

「진희（チンヒ）」が利益の受け手の「友
達」にプレゼントとして本をあげたということを表している。それに対して作例ｂは利益の
与え手の「진희（チンヒ）」が利益の受け手の「友達」に頼まれて、本屋に行くついでに本
を買って、友達にあげたということを表している。そのため作例ｂの場合には、利益の受け
用例を比べてみると作例 は、利益の与え手の

手に所有権が移動した可能性もあれば、そうではなく、友達から本代をもらって、届ける行

「아/

為だけをした可能性もある得る。すなわち、韓国語では利益行為において接続語尾を
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어/여」形を付けるか「다」形を付けるかによって、利益行為は異なるのである。「아/어/
여주다」形は利益行為だけを、「다 주다」形は利益の受け手の居る利益行為のことを表し
ている。また、日本語の場合、前項動詞に「～ていく／くる」が付く場合には、その移動の
基準点は「話し手」であるが、「다주다」形は移動の基準点は利益の受け手の居るところで
あることが異なる。

3．2．2．2 前項動詞が移動動詞の場合

（48）그는 혜완의 집 앞까지 바래다 주면서 아무 말도 하지 않았다. （무소28）
（49）“나도 친정집에 연지 맡기고, 애 아빠 세미나차 미국 갔잖니…… 열시쯤인가 집에
들어왔는데 전화가 온 거야. 전화를 받자마자 영선이가 막 우는 거야. 애들을 집에
데려다주고는 발길이 떨어지지 않는 걸 돌아왔다구 말이야. （무소150）
（50）혜완은 공중전화 카드를 빼서 백 속에 넣고 카페에 들어가 자신이 늘 앉는 자리에
앉았다. 그녀와 거의 나이가 비슷한 주인 여자가 커피를 날라다 주었다. （무소37）
「아/어/여주다」形にも
「다 주다」形二通りの形があるが、前項動詞が移動動詞の場合には上の用例（48）～（5
0）にみられるように「아/어/여 주다」形は成立せず、「다 주다」形だけが成立する。
前項動詞が移動動詞ではない場合には、利益行為だけの場合には

（人を）送ってやる――＞바래다 주다
連れて行ってやる ――＞ 데려다 주다
4． おわりに

「

」

本稿では今までの やりもらい 研究が視点性に偏っていたのと研究方法を異にし、やり
もらい文を構文的に考察することによって、やりもらい文の構造、授与態と受益態の構造を
統一的に説明することに目的があった。その結果は以下の通りである。

「

」

「～てやる／あげ
る」と「～てくれる」動詞を授与態に、利益対象側から利益行為を捉えた動詞、「～てもら
う」を受益態に分けて考察した。利益主体ガ格が、利益対象ニ格及びヲ格に利益行為をする
まず本稿では やりもらい 動詞を利益主体側から利益行為を捉えた
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「

」
ノ格の持ち物へ利益行為が及ぶ場合は「持ち物へのやりもらい」に分類した。また利益主体
という直接的な働きかけ性のある場合には 直接のやりもらい に、利益行為が利益対象の
から利益対象への利益性は感じられるものの、利益対象に対して直接的な働きかけが出来

「

」
「
」
「直接のやりもらい」と「持ち主のやりもらい」構文は格が交替する対立のボイスの構造を
成しており、「第三者のやりもらい」構文は元になる文に存在していなかった登場人物が新
たに現れる派生のボイス構造を成していることがわかった。すなわち「直接のやりもらい」
と「持ち主のやりもらい」構文は「直接の受動態」および「持ち主の受動態」と同じ構造を
成していることになり、「第三者のやりもらい」構文は使役態と同じ構造を成していること
ず、利益対象を ノタメニ で表されるような場合を 第三者のやりもらい に分類した。

になる。さらに利益主体が存在しないが、話し手および語り手が自分に利益になったと主観

「

」「
」
「
もらい」と「原因のやりもらい」構文は「てくれる」構文だけが存在する構文で、「てもら
う」構文とはボイスの対立を成していない構文であった。また韓国語のやりもらい構文の構
的に捉えた場合を 評価のやりもらい と 原因のやりもらい に分類した。 評価のやり

造を考察した結果は、韓国語のやりもらい構文は純粋に利益主体と利益対象の間の利益のや
りとりだけを表しており、ボイスの構造は成していないことが分かった。

【参考文献】

（1990）『日英語の比較研究―主観性をめぐって』 pp33、南雲堂
（1979）「日本語の授受動詞文―英語・朝鮮語と比較して―」『東京都立大学人文学報』132
（1986)「やりもらい動詞」『国文学解釈と鑑賞』1月号、至文堂
（1992)「日本語の受身文と視点」『日本語学』8月号、明治書院
奥津敬一郎・徐昌華（1982）「〈～てもらう〉とそれに対応する中国語表現―“清”を中心に―」
『日本語教育』46号
黄 順花（1998）「現代日本語の授与態の研究－韓国語との対照研究を加味して－」大東文化大学博士論文
久野 暲（1994）『談話の文法』pp141-146、大修館書店
佐藤里美（1986）「使役構造の文」『ことばの科学・その1』むぎ書房
城田俊（1996）「話場応接態（いわゆる「やりもらい」）－「外」主語と「内」主語－」『国語学』186集
たかきかずひこ（1999）『文とはなにか―構文論入門―』日本語学研究会
高 請（2000）「文法的なカテゴリーとしてのヤリモライ」『対照言語学研究』第10号
高橋太郎（1994）『動詞の研究』むぎ書房、pp121-131
宮地裕（1979）「〈やる・くれる・もらう〉を述語とする文の構造について」『日本の言語学 第5巻 意
味・語彙』大修館書店
村上三寿（1986）「やりもらい構文の文」『教育国語84号』むぎ書房
（1986）「うけみ構造の文」『ことばの科学1』むぎ書房
大江三郎
奥津敬一郎

日本語と韓国語のやりもらい動詞のボイス性

············································································ 宋恵仙

<用例出典>
女坂 円地文子
新潮文庫
坂
兎の眼 灰谷健次郎 角川文庫
兎
女の家庭 平岩弓枝 文春文庫
家庭
女たちの家 平岩弓枝 文春文庫
女
深い河
遠藤周作
講談社文庫 河
あなたに電話 森瑶子 角川文庫
電話
ハネムーン 吉本ばなな 中公文庫 ハネ
乳房
伊集院 静 講談社文庫
乳
剣ヶ崎・白い罌粟 立原正秋 新潮文庫 剣
春
島崎藤村 新潮文庫
春
こころ 夏目漱石
岩波文庫
こころ
夫婦の情景 曽野綾子
夫婦
伊豆の踊り子 川端康成
伊豆
日本漫談 西本鶏介
漫談
羅生門 芥川龍之介
門
あなたのラッキーナンバーは 赤川次郎
人生相談 赤川次郎
相談
女の決闘 遠藤周作
決闘
趣味を持つ女 阿刀田他高
趣味
失われた過去 高木彬光
過去
妻よ、安らかに 菊村到
妻
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『
』
다락원（ ）
『
』
다락원（ ）
『
』
다락원（ ）
『 』
다락원（ ）
『
』
다락원（ラッキー）
『
』
다락원（ ）
『
』
다락원（ ）
『
』
다락원（ ）
『
』
다락원（ ）
『
』
다락원（ ）
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