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次のような「～てもらう」という表現を含んだ会話は日常よく耳にするものである。

「そんなにたくさんのみかん,どうしたんだい ?」

「田舎のおふくろに送つてもらったんだ」

下線部に含まれる「もらう」という動詞は授受動詞であるが, 日本語にはこの他にも「やる」「く

れるJ「 (さ し)あげる」「くださる」「いただく」といった授受動詞がある。もしもこうした授受動

詞を使わずに上の会話をするとなるとたいそう不便を感じるに相違ない。つまり, 日本語学習者た

ちは自然な日本語を習得する上でこうした授受動詞を避けて通ることができないといえよう。

さて, 日本語ではどの授受動詞も「送つてもらった」のように補助動詞として使うことができる。

一方,韓国語の授受動詞には「千辞 (や る, くれる,あげる)」 ,「せけ (も らう)J,「二司El・ (あ げる,

さしあげる)」 の3つ しかない。ところが,興味深いことに,「せEI‐ (も らう)Jだけが補助動詞とし

て認知されていないのである(サ・ユ(1998),具 (1995),沼 (1982),/.I(1998),ヨ (1937)な ど)。

次の文を見られたい。

(1)赳子と ■R賛叡と ユ司暑 呵Ol千奴Er.

(友だちは私のまずい料理を食べてくれた。)

12)Llと ュ引外 甘4狽豊 租早 呵●l千奴辞.

(私 は彼女の残したものを食べてあげた。)

(1)と (2)では「千幹」カン甫助動詞として使われているが,韓国語においても文法的である。ところ

が次の文になると韓国語では自然な表現ではなくなるとされる。(な お, ?は表現として不自然で

あることを示す。)

0 私はみんなにまずい料理を食べてもらった。

?4と ユ子・ ll刻 吠叡と ユ司暑 呵Olせ鉄IEl.
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このようなことから,韓国人日本語学習者にとって日本語の「～てもらう」 (以下,「 テモラウ」と

する①)は馴染みにくい表現ともいえよう。しかしながら,韓国人の中にはこの表現を認容 したり

使用する者がいるのも事実であることが確認 。報告されている (林 (1999))。 また,日 本語のテモ

ラウが韓国語においてどのように表現できるのかを検証すれば日本語と韓国語の微妙な言語学的違

いが明らかにできよう。そこで,本稿ではとりあえず,身近な出版物としての韓国語の辞典を対象

に, 日本語のテモラウがどのように扱われているのかを調べ,テモラウの日韓対照比較を行うこと

にする。

2.テ モラウの用法について

(4)彼 に花束をもらった。

(D 彼に花束を注文してもらった。

(4)の「もらうJは本動詞であるのに対し(5)で は補助動詞といえる。ところが,次のような文では「も

らう」を明確に補助動詞とは認定しにくい側面がある。

16)私は社長に給料を精算してもらった。

つまり,こ れには「もらう」を本動詞として捉えれば「社長が給料を精算しそれを私がもらった」

という解釈が論理的に可能であり,文の伝達内容も論理的にほぼ等価である。俗)の 「もらう」は語

感としては補助動詞と本動詞の中間的な位置にある。そこで,こ のように純然たる補助動詞とやや

異なる性格の「もらう」を弁別するために次のようなテストを設ける。

(71 私は社長が給料を精算してそれをもらった。

17)の ように,動作主の二格をガ格にし「それをJを挿入しても元のテモラウ文と論理的意味内容が

等価に保たれる場合に,「 もらう」を補助動詞の周辺的なものとみなすことにし,こ のテス トを「モ

ラウテスト」と呼ぶことにする。(5)に ついてモラウテストを行ってみよう。

18)彼が花束を注文してそれをもらった。

(5)では話者の代わりに彼が花束を注文したのであり話者がそれをもらったわけではないので,18)と

は文意を共有しない。もっとも(6)の 場合も,ただ社長に精算作業を代わりにしてもらったという解

釈が不可能ではないが一般的ではない。

韓国語ではモラウテストにパスする16)の場合は表現できる。つまり,本動詞としての機能が残っ

ている場合は韓国語でもテモラウが許容されるのである。すでに述べたように,韓国語では一般的

にテモラウに相当する表現は認知されておらず,(5)の タイプは非文とされる。それでもこの表現を

肯定的に捉える少数の立場があるのも事実である (中 島・文 (1986),黄 (1994),ヨ (1993))。 以

下,(5)の タイプがどのように訳されるかを辞典の説明を見ながら,テモラウに相当する韓国語表現

「～(引 /。1/到 )せ辞」の有用性を明らかにしていく。

さて,テモラウは謙譲的意味を含む。このような謙譲表現を好む日本人にとってテモラウは重要

不可欠な表現のひとつであるに相違ない。今後, 日韓の文化交流が進むにつれて,出版・放送等を

通して韓国への日本語の流入が増えることは否定できまい。このテモラウが韓国語でどのように表

現すべきかという問題は避けて通れない重大な問題となることは十分予想される。
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3.辞典におけるテモラウの扱い

3.1 辞典における訳例

テモラウに関し25冊の辞典を調べたところ,テモラウの用法の記述が示されたものと示されてい

ないものがあった②
。テモラウの用法を示 している辞典を次に挙げる。

①『日朝小辞典』1972,大学書林.②『エッセンス韓日辞典』1989,民衆書林.

③『現代日韓辞典』1984,高麗書林.④『新選日韓・韓日辞典』1982,明文堂.

⑤『朝鮮語大辞典』1986,角川書店.⑥『アシスト日韓辞典』1994,時事英語社.

⑦ [エ ッセンス日韓辞典』1989,民衆書林.③『民衆叡赳全日韓辞典も1973,民衆書林.

⑨『最新日韓辞典』1997,大同文化社.⑩『例解新日韓辞典』1993,民衆書林.

①『コスモス朝和辞典』1988,白水社.⑫『日韓 。韓日小辞典』1991,ハ ンリム出版社.

①『Newコ ンパクト日韓韓日小辞典』1998,三修社.⑭『号。十二幹瑠日韓辞典』1990,子社号Ol.

次に,上の辞典に載っているテモラウを含む表現例 (以下「テモラウ文Jと する)を表 1に まと

めた。なお,表記方法として,分 りやすくするために「もらう」や「せET(も らう)」 は「～」な
どで省略せずにすべて記載し,訳例は日本語に韓国語を続けて載せ,統一した。表 1に挙げたテモ

ラウ文には,「 もらう」あるいは「せ辞」についての説明の中で記述されたものと,一般の動詞の

項目の説明中の使用例として記されたものがあり,資料として見つけた40例 を挙げる。

[表 1:辞典におけるテモラウ文]

辞典

番号
ア フ ウ 文モ

① 教えてもらう 外三剰―E せ幹/… してもらいなさい 到 せ辞ユ 辞入i立

お前に行ってもらおう LRl外 アト千フi叫せ辞

② 教えてもらう 外二月 せIa1/助 けてもらう 干ヱ詈 (三号豊)せEl

頭を刈ってもらいたい Hl司 詈 猾ユ 避辞(猾。卜千六l皇)

お前に行ってもらおう ■ll外 外 裁ユ理 毒烈E1/話 をしてもらう 。
i。レi暑 辞刻jl幹

うんと勉強をしてもらう 電剰司 悉早辞凋i辞辞/運賃を払い戻してもらう と磐讐 Fl琶司 せEl

③ 教えてもらう 外三剰豊 せ辞 (刺 ♀EI)

④ 教えてもらう 外三瑠豊 せEr/手伝ってもらう 凋詈刻 軒叶

⑤ …してもらう 剣 せ辞/弁護してもらう d三到 せ辞/行ってもらう 外刻 Ol畔

医者に見てもらう 刺料・ ll刻iユ。
iEl‐

⑥ 兄さんに宿題を見てもらう

静かにしてもらえませんか

可瑠Oll刻I今 Xll詈 ユ・ Iせ司辞

と÷司 司 看キ 嵌豊外立?

⑦ 紹介状を書いてもらう 仝刑番豊 州せ辞

③ 教えてもらう 朴三州 せ幹/助けてもらう 干登詈 (三豊豊)せ EI・

頭を刈ってもらいたい
「 l司暑 猾ユ 避El(猾Ol千引皇)

お前に行ってもらおう LElフトフ十諏皇嘔 孝獄E1/話 をしてもらう Ol軒ノi詈 辞刻i辞叶

うんと勉強をしてもらう 電増司 号早辞刻辞El‐
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⑨ 仕事を手伝ってもらう

話してもらう 。
]。レ]

壇剃 登ヨ豊 建Il1/書いてもらう 州引 せrl

辞刑辞叶/教えてもらう 朴三剰豊 せEl

⑩ やってもらう …豊 ORせEl

航空ショーにつれていってもらった (。十早升 →暑)球悉企剣 司司フト千鍼辞

静かにしてもらえませんか _XL 8~司 剣 晉午 獣獄舎Ll外

① 私は母に朝鮮服を作ってもらった IIと OI IIl tt Oll刻 せ号讐 剤 せ鉄El

⑫ 教えて (助 けて)も らう ア十三剰(二
=)豊

せEI

① 教えてもらう ア}二剰豊 せEI(瑚 ♀Er)

⑭ 友に英語で手紙を書いてもらう 剋干刺711鰯 呵呈 理州詈 州 せ群ユ 辞辞

先方にこちらに来てもらう せ司せOll刻 。i等皇三 針 せ辞ユ 辞El

ピアノを教えてもらう 司。}上詈 EHttEl

なお,「せtET(も らう)」 の説明に補助動詞としての記述がない辞典にも,「せけ」を語の綴りの

一部に含む動詞が見出しとして挙がっているものとして「ヨせ辞 (返 してもらう)」 があった。そ

の文例を次に付け加えておく。

19)せ咀 LlttOlモ 利豊 Flせ。十録4。 (一度あげた本を返してもらってきた)

このように「せIII」 が補助動詞として扱われず,一語の綴りの中に組み込まれた形でのテモラウが

韓国語では散在するようである。したがって,「せ4Jの文法的立場が整理・統一されていない様

子がここでも窺えよう。

3.2 「教えてもらう」について

表1の40例のテモラウ文の中で「教えてもらう」が 9例 を占め,比較的安定した表現であると思

われる。そこでここでは,こ の表現に限定して詳しく考察することにする。

辞典では「教えてもらう」という表現の訳し方にばらつきが見られた。次にその型を3つ に分け

て辞典番号とともに次に示す。

1握 ヨ:三見ヨl慶爾〒1犀
ЮЮttЮ

このように「教えてもらう」には少なくとも3つ の訳し方がある。とりわけ,「せけ (も らう)」 と

いう動詞を補助動詞として表現したC型の「ア十三州 せ辞」という言語形式がすでに辞典において

も表れていることも興味深い。こうした非文法的とされてきた言語形式が,実は辞典以外の出版物

として新聞等でも観察されることを筆者はすでに確認しているが,本稿では辞典に限つて考察する

のでそれらについては現時点ではふれ得ない。

A型 とB型は論理的意味を等しくするが,実は用法においては重大な相違点がある。

こ⑥ 私は彼に日本語を教えてもらった。         .
10を A型 によって表すと次のように日韓両言語ともに非文になる。(*は非文であることを示す。)

こう*Llと ユ刺711」こOl暑 ア十三剰讐 せ餓身,

*私 は彼に日本語を教えをうけた。

これは二重ヲ (告・
=)格

制限による①。したがって,A型には使用上の強い制限がある。これは

「～てあげる」や「～てくれる」という表現が韓国語では容易にそのまま訳し得るのとはまったく
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異なり,テモラウ特有の問題である。ただし,B型を使つた場合は次のように文法的である。

l121 LTと ユ611711磐 塁呵暑 刺烈辞.

私は彼に日本語を習った。

もっともこの文では彼からの受益を表さず,ニ ュアンスが異なる。これをC型で表せば次のよう

に,論理的意味だけでなく日本語と同じニュアンスを表し得る。

10 4と ユOll刻 磐暑Ol暑 ア十三州 せ鉄け,

私は彼に日本語を教えてもらった。

次にB型の問題点を示す。

t→ *Llと ュql刻 狙斗咀二
=刺

数辞.

*私は彼に電話番号を習った。

このように, 日本語のテモラウを韓国語の類義の代替動詞で言い換えるという方法では,動詞のと

るヲ格名詞の意味関係によつては非文になることが分る。言うまでもなく,こ の場合にはヲ格名詞

が前接するために,前述のようにA型を使つても次のように表現不能である。

19*LIと ユ・ ll刻14幹理三暑 フトニ剰豊 せ鉄4.
*私は彼に電話番号を教えをうけた。

ところが,C型のテモラウを使うことによって,a9と 同様に言語形式上も日本語のニュアンスも表

すことができ,いずれの問題も次のように解決するという利点がある。

住O Llと ュ可I刻I狙身咀三暑 ア十二月 せ餓El.

私は彼に電話番号を教えてもらった。

こうした表現上の便宜を考慮すると,韓国語において非文法的とされたテモラウ文が実は有用な

表現となる必然的理由があると言えよう。ここでは,日 本語の「教えてもらう」を表す韓国語の3

つの型の言語形式のうち,「 もらう」を補助動詞として表すC型の「ア十三州 せ毀El」 がもっとも生

産的であることをみた。

3.3 テモラウ文の訳例について

3.2では「教えてもらう」の韓国語の辞典における扱いについてみてきたが,こ こではテモラウ

に前接するさまざまな動詞を含めた表現例を,前節の表現例も含めて,対応する訳例とともに吟味

する。意味・機能的に近いものは同じ型としてまとめると次の8つの型 (I～Ⅷ)があった。

[表 2:辞典におけるテモラウ文の訳例のタイプ]

型 訳 の 形 式 テ モ ラ ウ 文 の 訳 例

I ～剤 せLT(～てもらう) 教えてもらう フ十二月 せrl

運賃を払い戻してもらう と瑠豊 Fl吾司 せ辞/～ してもらう ～剤 せrl

一度あげた本を返してもらってきた 赳d LlttOl壬 剰豊 Flせ。十鉄幹

私は母に朝鮮服を作ってもらった Llと Olpl tt Oll刑 せ■豊 司 せ餓辞

～をやってもらう ～讐 剤 せ辞/書いてもらう 州凋 せEl

紹介状を書いてもらう 仝刑恐豊 州 せ辞

(弁護)してもらう di司 せ幹

Ⅱ ～豊 せ辞 (～ を受ける)

～豊 建辞 (～ を得る)

教えてもらう 外三剰豊 せ辞/助けてもらう 三争―i

助けてもらう 予二詈 (三
=讐

)せ畔

仕事を手伝ってもらう 留刺 登ヨ豊 建辞

せ辞
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Ⅳに使役形「～(暑)～封刻辞Er(～ (を )～ させる)」 が表れているが,日 本語の授受動詞は
,

補助動詞であつても,他の補助動詞とは異なって本動詞の持っている構造を保持 しており,む しろ

使役や受身の助動詞に近い側面がある (井島 (1999)),ま た,使役文や受身文はテモラウ文と同じ

埋め込み構造をなし,使役文については謙譲使役文と尊大使役文がある (奥津・徐 (1981))と い

う考えもあることから,テ モラウ文は使役的な行為を謙譲的に表現したものに近い場合もあるため

に,Ⅳのような使役の言い方にもなり得るのであろう。

日本語のテモラウを韓国語で表した言語形式がこのようにさまざまに使用されるのは,テモラウ

に対応する韓国語の言語形式が確立していないことの証左 とも言える。上述 したように,韓国語に

1ま 「千EI(く れる)」 ,「二司辞 (あ げる)」 ,「せEl(も らう)Jの 3つ の本動詞に対 し,補助動詞的

用法としては「～O1/。1/到 千EI」 と「～O1/。 1/到 二司El」 だけであり,言語体系的には可能なは

ずの「～O1/。1/到 せt4」 が欠落する。これは言語体系における「偶然のすき間 (accidental gap)」

とも言えよう。そして,韓国語におけるこうした偶然のすき間を埋めるために,表 2に挙げたさま

ざまな代替形式が使用されていることになる。

3.4 テモラウの韓国語代替形式について

日本語のテモラウを韓国語で表し得る代替の言語形式について,辞典を調査対象として 8つのタ

イプを取 り上げた。ここでは,こ れらの有効性について吟味 し検証する。

表 2に示した韓国語の諸形式のいくつかを簡単なテモラウ文の訳に使い,その文法性を検証する

ことによって,テモラウの意味・機能をさらに明らかにする。なお, 日本語例文中 〈 〉内は韓国

語におけるテモラウ「～●1/。レ司 せ辞Jに よって表現した文である。

まず,主体者の一般的な受益を表すテモラウ文を検証する。

住り 私は彼に集合時間を教えてもらった。(LIと ユ611刻 召寸入Iを告 フト三月 せ鉄tr.〉

*Llと ユ・ ll刻 剰寸入Iを豊 フ十三剰豊 せ餓XIl。 (*私 は彼に集合時間を教えを受けた)

?ユ外 RPIOll刻 瑠寸入Iを豊 フ十三剰 ¶凋 フ1蚊 け。(?彼が私に集合時間を教えてくれてうれ

Ⅲ ～司 千蚊皇d晉 烈El‐

(～ してくれたらうれしい)

～剣 千アI濶}せEl

(～ してほしい)

お前に行ってもらおう LRl外 外 裁立d孝 双El

お前に行ってもらおう LRlフ十フ十千アi軒 tl辞

Ⅳ ～(詈)～封刑辞辞

(～ (を )～ させる)

話してもらう 。
I。レi辞刻辞E1/話 をしてもらう ●

l。レi詈 辞711ttEr

行つてもらう ア}刑 辞辞/手伝ってもらう 刑詈刑i辞14

V ～ 暑 到せElユ 辞El

(～ をしてくれと言う)

友に英語で手紙を書いてもらう赳干朝刑 翻呵三 理凋詈 州 琶群ユ 辞辞

先方にこちらに来てもらう 付IRせ Oll凋I oI等皇三 辞 せ辞ユ ●IEl

～してもらいなさい ～●Hせ■lユ 辞スi皇

Ⅵ ～司 千EI

(～ してくれる)

航空ショーにつれていってもらった

(。キ早外 球暑)球 号仝 Oll LRl司 //1千鍬Ial

静かにしてもらえませんか 登÷司 司 きキ 叡讐外主?

Ⅶ ～暑 J‖ ♀El(～ を習う) 教えてもらう 刺♀幹/ピアノを教えてもらう司。十二詈 Hll♀幹

Ⅷ ～暑～辞ュ dEl‐

(～ を～したい)

頭を刈つてもらいたい 呵司詈 升ユ 避EI(猾。十千ハ1皇 )
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しかった)

*ユア}LI引1刻 瑠寸入Iを讐 フ}二州 千フ1湖}双El.(*彼が私に集合時間を教えてほしかっ

た)

*ユ倒I刻I増 寸河を豊 フ十三剰月I戴 4。 (*彼に集合時間を教えさせた)

*LTと ュ剣711剰 寸入Iを豊 フトニ月 せ群ユ せ戴辞。(*私 は彼 に集合時間を教えて くれ と

言つた)

このようにいずれの韓国語文も元の文意からみれば非文か不適切な文となる。例えば,「教えてく

れてうれしかった」かどうかは元の文から述べるには主観的すぎる。また「教えてほしかった」と

言えば,ふつう,実際には教えてもらえなかったという含意があり元の文意とは異なる。一方,元
の文では教えてもらったことが事実であると捉えられるが,「教えてくれと言った」と言えばその

結果は不明である。なお,こ の文ではテクレル文に変換 しても問題はない。

次に,動作主に対 して話者が行為を要求するテモラウ文をみる。

10 君にその分きちんと払ってもらうよ。〈呵Oll刻 ユせ号 辞赳司 州讐到せ豊刀Ol.〉

*呵 ア}ユせ号 升赳司 凋讐司 モIEl,(*君 がその分きちんと払ってくれるよ)

*司 可I刻Iユせ号 ●4赳司 凋こ讐 せな辞。(*君 にその分きちんと払いを受けよう)

*司 611刻 ユせ号 号型司 剰讐到 せ辞ユ せせ刀辞.(君 にその分きちんと払ってくれと言お

う)

?■ lフ十ユせ号 身遭司 凋こ到 千アi習十む身。(君がその分きちんと払ってほしい)

?Llオ ユせ号 升d司 コこ司 千鍬ユ嘔 季双4。 (?君がその分きちんと払ってくれたらう

れしい)

呵Ol1711ユ せ号 升赳司 凋こ封刻I封独Xll,(君 にその分きちんと払わせよう)

最後の使役表現を除いて他の代替形式にはほぼ変換 し得ない。要求表現としてのテモラウ文を願望

表現で代替させるのも適切とはいえない。また,注目すべきはこうしたテモラウ文の場合はテクレ

ル文に変換できないことである。

tO お前にすべて弁償 してもらうつもりだ。(司 611刑 超早 u付到 せ豊肴狙ol IEl.〉

*呵 フト租早 uせ到 千/1斗せ羽 ol■.(*君がすべて弁償 してほしいつもりだ)

*lPl外 租早 理せ司 千鍬皇理 晉豊升凋。i LT.(*君 がすべて弁償 してくれたらうれしいつ

もりだ)

*呵 フト租早 咀そ刺 晉升狙。I IEl,(*君がすべて弁償 してくれるつもりだ)

*呵 刺凋I租早 dを司 せ幹ユ せせ升狙Ol呻。(*君にすべて弁償 してくれと言うつもりだ)

*呵 qI刻 租早 咀せ豊 せ讐升狙。Iけ。(*君 にすべて弁償を受けるつもりだ)

呵Oll刻i租早 咀せ封刻Iせ升凋。IEr.(君 にすべて弁償させるつもりだ)

この場合も要求表現であるが,「つもりだ」という文末形式を伴い要求の意志表明を強く表 した表

現にしている。このようなテモラウ文ではやはリテクレル文力減す応 し得ず,さ らに願望表現も非文

となる。ただし,使役表現はこの場合でもなお代替表現として可能である。

次は自動詞を前接させたテモラウ文である。

90 私たちは 1年生に集まってもらった。(?♀司詈を 1計理qI刻 ユ引せ鉄El‐ .〉

*♀司詈と 1幹嘔引I凋I二留讐 建蚊■.(*私たちは 1年生に集まりを得た)

*1計嘔。Iユ呵 千奴ユ理 者獄幹。(1年生が集まってくれたらうれしい)

*1辞咀。Iユ呵 千ア1漕卜取辞.(1年生が集まってくれてほしかった)
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*1封喧qI凋Iユ引 せ31ユ せ戴叶。(1年生に集まってくれと言った)

?♀司こと と計咀Oll刻1ユ。
l凋I戴■.(私たちは 1年生に集まらせた)

1計嘔Olユ呵 千蚊辞。(1年生が集まってくれた)

ここでも,テ クレル文が安定した表現として代用できるのを除けば,すべて非文あるいは意味の異

なる文となる。ただ し,テモラウ文 も自動詞が使われることによって不安定な表現となる (林

(1999))た め,こ のような場合に限つてテクレル文が有効な代替表現として有用であるといえる。

話者 (主体者)が不利益を受けた場合に使われるテモラウ文についてみる。

9ゆ 勝手に人の手紙を見てもらっては… (?IIIttE4三 甘引 嘔凋暑 pl‐ せ主嘔…)

*pl‐

=E4三
甘刺 嘔凋暑 軒 せ辞ユ 司三… (*手紙を見てくれと言つては…)

*ロト
=LH三

甘到 嘔凋暑 ユと狽讐 せユd… (*勝手に人の手紙を見ることを受けては…)

*口}=Ellユ 甘嘲 理州暑 叫 千d孝獄辞ユと… (*勝手に人の手紙を見てくれたらうれし

いとは…)

*Hl=LR呈 甘引 嘔凋暑 ユ刑凱潤せ… (*勝手に人の手紙を見させたが・・・)

*叶争司三 甘引 理凋暑 卦千アl潤十双凋せ… (*勝手に人の手紙を見てほしいが・・・)

*口}争 LR三 甘引 嘔凋暑 叫 千呵二… (*勝手に人の手紙を見てくれては…)

このように動作主の勝手な行動によって話者が被害・迷惑を被ることを表す場合には,韓国語の代

替形式による表現はすべて非文法的となる。特にテクレル文への変換もできないことは注目した

い。なお,テモラウ文も安定した表現とはいえない。

次は,受益でもなく不利益も受けないが相手の行動に対する話者の投げやりな態度・願望を示唆

し表明する特殊なテモラウ文である。

99 お前のような奴には勝手に行ってもらおう。(?司 をと 朴寸Oll刑 と ロト
=ER呈

フ十せ―E刻幹.)

*司 をと 料寸ql刻と H4‐

=刺
呈 71せ Elユ せ辞択辞。(*お前のような奴には勝手に行っ

てくれと言おう)

*呵 をと 料せ剣711と 口}豊 IRニ ア十と狽讐 建豊刻EI.(*お前のような奴には勝手に行くの

を受けよう)

?呵 をと 料寸豊 口十
=LH三

ア十千奴皇理 孝獄4.(お前のような奴は勝手に行ってくれた

らうれしい)

?呵 をと 料せOll刻iと 口十字L4三 フ十千ノl潤十せ刀辞。(?お前のような奴には勝手に行って

ほしい)

呵 をと 朴寸豊 口十
=LEニ

フト刻封獄辞,(お前のような奴は勝手に行かせよう)

このような特殊な場合に,願望を表す文も意味的には近い場合もあるが,よ り文法的な文を実現す

る形式は最後の使役表現である。

さて,表 2のⅧの型は「刈る」のような特殊な動詞に限つて使うことのできる形式である。同じ

く身体の一部に受ける作用を表す次例を見られたい。

99 あなたに肩をもんでもらいたい。

*呵 //J言 千旱ニユ昼身,(*肩 をもみたい。)

この場合には非文となる。ふつう「頭を刈つてもらいたいJと 述べる時,実際に刈るのは話者では

なく床屋である。ところが,90においては肩をもむのは話者自身ではない。したがって,Ⅷの型は

「メUる Jの ような特殊な動詞に限つてしか使えないことになる。

これまでみてきたように, 日本語のテモラウを韓国語で表現する場合に,韓国語におけるテモラ
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ウである「～O1/。レ到 せ辞」以外の言語形式で表し得るのは,個 々の条件によってきわめて制限

されることが分かつた。辞典に示された表現例はごく限られた特殊なものであることが多く,多 く

のテモラウ文に適用し得るものではない。もっとも,韓国語におけるテモラウ「～呵/O1/司 せ4」

にも表現として不都合な場合があることも認められる。それは日本語においても基本的な意味から

派生した用法の場合であつた。いずれにせよ他の言語形式と比べるとこの表現がより生産的であり

有用であろう。

4.前 接 する動詞 について

テモラウについて説明のある辞典のうち,韓国語におけるテモラウに前接する動詞の制限性につ

いて述べたものがある。それによると,「一部の限られた語にしか用いられない」(『朝鮮語大辞典』

1986,角 川書店),「 【ごく一部の動詞+】 …。してもらう」 (『 コスモス朝和辞典』1988,白 水社)と
いつたぐあいに,制限が強いことに言及しているにとどまる。調査した辞典にみられた前接動詞と

しては,「する(や る)J,「弁護するJ,「作る」,「教える」,「払い戻す」,「返すJ,「書く」であった。

韓国語におけるテモラウ「～O1/。 1/司 せ4」 に前接する動詞の制限について言及した中島・文

(1986)に よれば,新たに物を作り出す意味を持つ「埜幹 (書 く)」 ,「ユ司辞 (描 く)」 , 附 詈4(作
る)」 といった,いわゆる作成動詞に前接することが指摘されている。もっとも,作成動詞に限ら

ないことはこれまでみたように確認できるのだが,少なくとも作成動詞が前接しやすいとすれば
,

それは本稿の提案するモラウテストにパスしやすいことと関係があろう。相手に何かを作成しても

らうことは,作成後にそれを主体者が実際にもらい受けることが示唆されるからである。

しかし,3.1で挙げた(91も ,作成動詞ではない「返す」について,「返してもらって…」が「返

して,それをもらって…」と言えるようにモラウテストにパスする。このことから,作成動詞でな

くとも,辞典に例として挙げられるほどに許容される前接動詞が存在することも実証できたわけで

ある。なお,どのような動詞に前接するのかは現時点ではこれ以上ここではふれ得ない。

5日 ま と め

本稿では,韓国語辞典において,見出しを「もらうJあ るいは「せEr(も らう)」 とする項目の

記述を調査することでテモラウの扱いについてみてきた。

その結果, 日本語のテモラウは,韓国語のテクレルに限らず,使役形等を含む少なくとも8つ の

言語形式で代用されることが分かつた。また,非文法的とされる「～叫/。レ司 せ4(～ てもらう)」

がすでに一部使われていることも観察された。辞典においてさまざまな言語形式が日本語のテモラ

ウを表す形式として援用されていたことは,「～呵/。 }/司 せけ」が言語形式としては確立 していな

いことを示す証左でもある。

それぞれの代替表現を検証 した結果,韓国語におけるテモラウ「～呵/。十/司 せ幹」が,特殊な

場合には使えないものの, もっとも有用である可能性が窺えた。この表現に対する先行研究は管見

の及ぶ限りまだほとんどない。今後,日 韓の活発的な文化交流を通 じてより多 くの日本語が翻訳さ

れる中で,日 本語のテモラウが韓国語の翻訳に及ぼす影響がこれまでよりも大きくなると予想され

る。そうした場合,「～O1/。1/到 せ辞」がどのように認知されていくかをみてい くことは,言語研

究の立場からでなくとも興味深いことであろう。
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注

(1)テモラウは韓国語では確立していない形式であるため韓国語の「～(呵 /。 1/剤 )せII」 をテモラウと呼
ぶことは適当ではない。本稿中, 日本語のテモラウをそのまま韓国語に訳した形式に言及する場合には

,

便宜上「韓国語におけるテモラウ」と言うことにする。

(2)「 もらう」や「せ叶Jの見出し項目の説明の中にテモラウについての記述のない辞典を次に挙げる。こ

れらはすべて韓日辞典であった。日韓辞典はすべて記述のある辞典に含まれる。

『例解新韓日辞典』(1996.民衆書林),『号dttdWL翌考AllttOl料 旭』(1992,翌 考料習),『最新ハング

ル大辞典 (全 2巻 )』 (1994.語文閣),『電刺 せ号Ol入卜超』(1998.子 社),『韓日辞典』(1968.高 麗書

林),『新訂韓日辞典』(1994.民衆書林),『予司101全 韓日辞典』(1994.金星出版社),『現代朝鮮語

辞典』(1967.養 徳社),『朝鮮語小辞典』(1962.大 学書林),『朝鮮語辞典』(1993.小 学館),

『号Ol三辞瑠 韓日辞典』(1994.平 社号。|)

9 韓国語においても豊・暑 (ヲ )の二重使用には制限がある。ただし,

皇El外 スi番 Oll ttF‐R引 料」71暑 手付朴詈 EHせ剣 せ幹ユ 双El

帰りに市場に寄って,リ ンゴを2箱 を配達してくれと頼んだ。

のようにヲ格名詞の数量に付 く場合には可能である。また,フ 格名詞が後続するヲ格名詞の一部である

場合にも可能であることが指摘されている (甘フi剰 ・ユ鰯詈 1998)。
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