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韓国語の使役動詞に関する考察1 
 

 

金 惠鎭  

 

 

韓国語で「-이/히/리/기」の意味的用法は複雑であり、辞典でも使役動詞、受

身動詞、または他動詞、自動詞などと記載されている。このように多様な機能

を持っている「-이/히/리/기」であるが、その代表的機能としては従来から使

役意味と受身意味が論じられている。本稿では、「-이/히/리/기」が付いて使

役意味を表す語が辞書によっては使役動詞と記載されたり、他動詞と記載され

たりと異なる様子を見せている点に注目して韓国語の辞典と韓国語学習用の

ための語彙目録を分析対象にして、使役動詞の分布と自動詞と他動詞からの派

生について調べた。また、使役動詞と他動詞の意味的用法についても考察を行

なった。考察の結果、現代韓国語において「-이/히/리/기」の結合による他動

詞化の概念は自動詞から派生された他動詞ではなく、自動詞と他動詞の形態的

対応の関係にあるものとして認識されているものと考えられる。すなわち、

「-이/히/리/기」が付いた語は現代韓国語では動詞から派生して使役意味を

表すものと、語彙化して対のある自他動詞を表すものの両方が存在すると思わ

れる。 

 

 

1. はじめに 

 韓国語で使役意味を表す場合、「-이/히/리/기」による使役と「-게 하다」による

使役が代表的である。「-이/히/리/기」による使役は「派生的使役」「接尾辞使役(suffixal 

causative)」「短形使役」、「-게 하다」による使役は「統語的使役」「迂言的使役

(periphrastic causative)」「長形使役」とも言われる。従来から「-이/히/리/기」による

使役と「-게 하다」による使役に関して様々な観点からその共通点や相違点につい

て多く研究されている。 

 使役と受身は他動詞・自動詞と意味的に密接に関係する。「-이/히/리/기」が結合

された語はその多様な意味的用法から韓国語の辞典で使役動詞、受身動詞、または

他動詞、自動詞などと記載されて、例えば使役意味の場合、「-이/히/리/기」が付い

                                                      
1
 本研究の一部は、科研費【基盤研究Ｃ：25370648】の助成を受けたものである。 
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た語は辞書によっては使役動詞と記載されたり、他動詞と記載されたりと異なる様

子を見せている。従来から使役動詞と他動詞の意味的区分について研究者によって

様々に論議されているが、本稿では使役動詞の分布と自動詞と他動詞からの派生に

ついて調べ、また使役動詞と他動詞の意味的用法について考察する。 

 

2. 先行研究 

 『한국어 교육학 사전(韓国語教育学辞典)』では「사동（使動,causation）」につい

て以下の例を取り上げながら次のように説明している。 

 

 (1) 동생이 밥을 먹는다. 

 (2) 엄마가 동생에게 밥을 먹인다. 

 (3) 엄마가 동생에게 밥을 먹게 한다.  

 

「(1)は文章の主語（동생）が直接行為（먹다（食べる））をする主体であるが、

(2)と(3)は文章の主語(엄마)が直接行為(먹다(食べる))をするのではなく、客体

(동생)に行為(먹다(食べる))をするように仕向ける使役者である。 

(1)の文では行為を遂行する主体が主語として表れているが、(2)と(3)のような

使役文では行為が発生する原因となる主体、すなわち行為を仕向ける主体である使

役者が文章の主語として表れる。そして行為を直接遂行する主体である被使役者は

「～을/를(～を)」、あるいは「～에게/한테(～に)」が用いられる。 

(2)のように動詞の語幹に使役意味を表す接辞 「-이/히/리/기/우/구/추-2」が

結合されて使役意味をあらわす文は、「派生的使役」あるいは「短形使役」と呼ば

れる。 

(3)のように動詞の語幹に「-게 하다」を付けて使役意味をあらわす文は「統語

的使役」あるいは「長形使役」と呼ばれる。また、「엄마가 동생에게 공부를 시킨다.」

あるいは「엄마가 동생을 심부름을 보냈다.」のように使役意味が内在された動詞

によって実現される「語彙的使役」がある。 

使役表現は文の主語である使役者が直接的に行為に関与する直接使役と、行為は

                                                      
2
 本稿では 「-이/히/리/기」 と呼ぶ。 
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被使役者が遂行して使役者は行為に間接的に関与して被使役者が直接行為をする

ように仕向けるだけの間接使役の二つの意味として解釈される。(2)は「엄마가 

동생에게 밥을 직접 먹여 주었다.」という直接使役と「엄마가 동생이 스스로 

밥을 먹도록 시켰다.」という間接使役の両方の意味を持つ。 

一方、(3)は間接使役の意味だけの解釈になる。一般的に(2)のような「接尾辞使

役」は直接使役と間接使役の両方の意味を持っているが、(3)のような「-게 하다」

使役は間接使役の意味だけを持つ。」 

以上が『한국어 교육학 사전(韓国語教育学辞典)』で記載されている「사동（使

動, causation）」についての説明である。 

次に従来の使役に関する先行研究を使役形態、使役文の構造、使役範疇と意味の

観点から考察する。使役形態については、動詞の語幹に使役接尾辞「-이/히/리/기」

が付く接尾辞使役だけを使役として認める임홍빈(1976)と、接尾辞使役と助動詞に

よる使役（動詞の語幹に副詞形語尾の「-게」が付いてそこに「하다」が付いてつ

くられる）を認める김석득(1979)の論議などがある。さらに接尾辞使役と助動詞使

役以外に、「-시키다」使役の三種類が使役形態であると論じた최현배(1937、1971)

の研究がある。 

 使役文の構造に関しては、「-이/히/리/기」と「-게 하다」が同様の基底構造を持

っていると主張した양인석(1974)、양동휘(1975)、손호민(1978)などと、「-이/히/리/기」

と「-게 하다」が異なる文構造であると主張した Shibatani(1973)、이기동(1975)、

송석중(1978)などがいる。 

 一方、임홍빈(1976)は「-게 하다」の副詞形語尾「-게」を[＋対象性]の意味特性

を持っている副詞化の「-게」とみなして、「-게 하다」は未来を表していると述べ

た。 

 使役範疇に関しては、「使役」の辞典的意味に重点を置いて使役動詞範疇を限定

して、「-이/히/리/기」が付いて使役の意味と関係がない場合は他動化のものとみな

した研究（최현배(1971)、김일웅(1978)、배희임(1988)）と、「-이/히/리/기」が付い

たものを広義の使役としてみなす研究（허웅(1975)、김차균(1980)、남기심・

고영근(1985)、이정택(1991)）がある。 

류성기(1998)は使役意味と機能は研究者によって次の二つで区分できると論じた。 
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 (4)  

  가. 사동주가 피사동주에게 어떠한 행동을 하게 하는 것  

       (使役者が被使役者にある行動をするよう仕向けること) 

  나. 사동주가 피사동주에게 특정한 행위나 작용 및 상태에 이르게 하는 것 

       (使役者が被使役者に特定の行為や作用および状態に至るようにすること)  

 

류성기(1998)は(4)가が、使役という言葉の辞典的解釈であるとし、최현배(1971)、

김일웅(1978)、배희임(1988)などの論議が代表的であると述べた。特に류성기(1998)

は、김일웅(1978)と배희임(1988)の論議について、「김일웅(1978)では、가の意味か

ら外れたものは使役動詞と同じ形態であっても使役動詞ではなく他動詞とみなし、

同じく배희임(1988)でも使役接尾辞が結合されたとしても補文の主語が無情物で意

味的に使役としては成立しにくい動詞は使役動詞ではなく他動詞として見なし

た。」と詳しく述べた。(4)나については、「被使役内容が実現できれば、それは使

役活動によるものである」と定義し、被使役者の被使役行為の遂行可否と関係なく、

形容詞まで使役化が可能であると論じた김차균(1980)の論議があると述べた。 

また、形容詞から派生された構文と動詞から派生された構文が同じで、「사물이 

어떻게 되게 한다」の意味で用いられる点も同様のため使役接尾辞「-이/히/리/기」

が結合され用いられた使役動詞はすべて同じものとみなす남기심・고영근(1985)の

論議と、使役接尾辞「-이/히/리/기」が用いられたすべてのところの共通分母を

[+CAUSE]とみなして、これを「広い意味の使役」として論じた이정택(1991)の論議

があると述べた。 

 このように使役の先行研究においては、「-이/히/리/기」の使役文と「-게 하다」

の使役文を中心にその形態と文構造、意味の範疇に関して積極的に論議されていた。

しかし「-이/히/리/기」が結合されて使役意味を表す自動詞と他動詞が実際の韓国

語辞典ではどのように説明されて、どういう動詞から派生されるのかについて調査

した研究はまだ少ないと思われる。 

 従って本稿ではまず韓国の代表的な国語辞典２冊を分析対象にして使役動詞と

記載された動詞を調査し、自動詞と他動詞に区分してその派生分布について考察す

る。また、他動詞との意味的用法に関しても調べることにする。 
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3. 研究対象 

 韓国の국립국어원（国立国語院）では 2003 年 5 月に『한국어 학습용 어휘 

목록(韓国語学習用語彙目録)』を発表した。語彙目録に入っている単語は、

『표준국어대사전（標準国語大辞典）』（1999)を基準として選定された総 5,965語（1

段階の 982 語、2 段階の 2,111 語、3 段階の 2,872 語3）である。その語彙(5,965 語)

の中から、「동사(動詞)
4」として品詞分類された語を調べると1,345語であり、さら

に「～하다」と「～되다」が付いた動詞5を除くと 827 語がある。この 827 語が本

稿の研究対象である。 

 次に調査方法として、827 語の動詞に「-이/히/리/기」が結合され、『標準国語大

辞典』に「使役動詞」と記載された動詞を調査する。 

 下記の例(5)は、「입다(着る)」に「-이/히/리/기」が付いた「입히다」の『標準

国語大辞典』で記載されてある一部分であり、「‘입다(着る)’の使動詞6」と説明

されている。 

 

 (5) 입히다 「동사」  「1」‘입다 01「1」’의 사동사 

                「2」‘입다 01「2」’의 사동사 （標辞）7 

 

 本稿ではまず韓国語における使役動詞はどのように分類されているのかについ

て調べるため、動詞を自動詞と他動詞に分けて考察する。手順としては、『標準国

語大辞典』に使役動詞として記載されている場合、その派生元の動詞を自動詞と他

動詞に分けて調べ、使役動詞の分布を全体的に把握する。一般的に動詞はその意味

や用法の面から自動詞と他動詞に分けて分類されるが、自他動詞の弁別基準につい

                                                      
3
 語彙目録における順位は국립국어원（国立国語院）報告書（2002）である『현대 국어 사용 빈도 

조사(現代国語使用頻度調査)』の頻度順位である。 
4
 語彙目録には自動詞と他動詞の区分ではなく「동사(動詞)」と記載されている。 

5
 本稿では「-이/히/리/기」による派生的使役に関しての考察のため、「～하다」と「～되다」が付

いた語は対象外とする。 
6
 『표준국어대사전（標準国語大辞典）』で「사동사(使動詞)」と記載されているものを、本稿で

は使役動詞と呼ぶことにする。 
7
 『표준국어대사전（標準国語大辞典）』からの引用である。以下、（標辞）と略語して記入す

る。 
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ては未だ明確に確立されていないようである。 

 『標準国語大辞典』では自動詞と他動詞の分類がされてないので、自他動詞の区

分がされている『고려대 한국어대사전 (高麗大韓国語大辞典)』(2009)を用いて自他

区分を行う。 

 

4. 使役動詞の分布について 

 語彙目録に動詞と区分されてい827語の語幹に「-이/히/리/기」が結合して『標準

国語大辞典』に使役動詞と記載がある動詞を調べると、その原形（基本形）の数は

107語8であった。107語の動詞と「-이/히/리/기」が結合された使役動詞の一覧表が

＜表１＞であり、＜表１＞を通してどのような動詞から使役動詞が派生されるのか

が把握できる。 

 ところでこの 107語という数は「-이/히/리/기」が結合される前の原形（基本形）

のみの数であり、＜表 1＞で「＊」が付いている使役動詞 48語は語彙目録に「動詞」

として掲載されている語である。このように、同じ語幹を共有している使役動詞の

ほうも語彙目録に一緒に掲載されていて、基本形動詞の 43.9％を占めていることが

わかった。 

＜表１＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
8
 「굳히다, 굽히다, 덧붙이다, 되돌리다, 메우다, 불리다, 속이다, 옮기다」は使役動詞として

『標準国語大辞典』に記載されているが、基本形である「굳다, 굽다, 덧붙다, 되돌다, 메다, 

붇다, 속다, 옮다」が語彙目録に載っていないのでここでは含まない。また、「넓히다, 높이다, 

익히다, 좁히다, 괴롭히다」も使役動詞として『標準国語大辞典』に記載されているが、基本形

の「넓다, 높다, 익다, 좁다, 괴롭다」が形容詞であり、目録に載っていないのでここでは取り

上げない。 

基本形 使役動詞  基本形 使役動詞 

가라앉다 가라앉히다  빨다02 빨리다04 

갈다01 갈리다06  살다01 살리다* 

갈다02 갈리다07  서다01 세우다01* 

갈아입다 갈아입히다  숨다01 숨기다* 

감다01 감기다03  쉬다03 쉬이다 

감다03 감기다05  식다01 식히다* 

걷다02 걸리다03  신다 신기다 
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＜表１＞の続き 

基本形 使役動詞  基本形 使役動詞 

구르다01 굴리다  싣다01 실리다02 

굶다 굶기다  썩다 썩히다 

기울다 기울이다*  썰다01 썰리다02 

까다01 깨다05  쓰다01 쓰이다04 

깎다 깎이다02  쓰다02 씌우다01* 

깨다01 깨우다01*  쓸다02 쓸리다05 

끓다 끓이다01*  씹다01 씹히다02 

끝나다 끝내다*  씻다 씻기다02* 

나다01 내다02*  안다01 안기다02* 

날다01 날리다02*  앉다 앉히다* 

남다01 남기다*  알다 알리다* 

넘다01 넘기다*  앞서다 앞세우다* 

녹다01 녹이다*  앞장서다 앞장세우다 

놀다01 놀리다03  얼다01 얼리다03* 

놀라다 놀래다  업다 업히다02 

눕다01 눕히다01  오르다 올리다01* 

늘다01 늘리다*  울다01 울리다02* 

늙다 늙히다  웃다 웃기다* 

닦다01 닦이다02  익다01 익히다01* 

달다03 달리다02  읽다 읽히다02 

돌다 돌리다04*  입다01 입히다* 

드러나다 드러내다  자다01 재우다03 

듣다01 들리다05  잠자다 잠재우다 

들다01 들이다02*  잡다01 잡히다03 

들다04 들리다06  주저앉다 주저앉히다 

떠오르다 떠올리다*  죽다 죽이다01* 

뜨다01 띄우다02*  줄다 줄이다* 

뜯다 뜯기다  쥐다01 쥐이다02 

마르다01 말리다03*  지다02 지우다02 

맞다01 맞히다01  지다03 지우다04 

맞다02 맞히다02  지다05 지우다05* 

맞다03 맞히다02  짓다01 지이다01 

맡다01 맡기다*  찌다01 찌우다01 

먹다02 먹이다*  찢다 찢기다02 

묵다01 묵히다  차다01 채우다03* 

묻다01 묻히다01* 
 

차다03 채우다04 
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＜表１＞の続き 

基本形 使役動詞  基本形 使役動詞 

물다02 물리다05 
 

추다02 추이다 

바르다01 발리다04 
 

치다02 치이다05 

박다01 박이다02 
 

치우다01 치이다07 

받다01 받히다02 
 

크다01 키우다* 

밝다 밝히다* 
 

타다01 태우다01* 

벗다 벗기다02* 
 

타다02 태우다02* 

보다01 보이다02* 
 

타다04 태우다03 

불다01 불리다08 
 

털다 털리다02 

붙다 붙이다* 
 

튀다01 튀기다01* 

비다01 비우다01* 
 

피다01 피우다01* 

빨다01 빨리다03 
   

 

4.1 自他動詞における派生について 

 ＜表1＞でみるように動詞の語幹に「-이/히/리/기」が付いて「使役動詞」と『標

準国語大辞典』に記載があるものは 107 語であった。その 107 語を『고려대 

한국어대사전(高麗大韓国語大辞典)』を用いて自動詞と他動詞で分類した結果、自

動詞派生の使役動詞が 56語で他動詞派生の51語より少し多かった。その自動詞派

生の基本形9を＜表 2＞に、他動詞派生の基本形を＜表３＞にまとめた。 

 

＜表2＞ 自動詞派生 

가라앉다 넘다01 떠오르다 살다01 오르다 지다03 

걷다02 녹다01 뜨다01 서다01 울다01 차다01 

구르다01 놀다01 마르다01 숨다01 웃다 크다01 

기울다 놀라다 맞다01 쉬다03 익다01 타다01 

깨다01 눕다01 묵다01 식다01 자다01 튀다 

끓다 늘다01 묻다01 썩다 잠자다 피다01 

끝나다 늙다 밝다 앉다 주저앉다  

나다01 돌다 불다01 앞서다 죽다01  

날다01 드러나다 붙다 앞장서다 줄다  

남다01 들다01 비다01 얼다01 지다02  

                                                      
9
 「-이/히/리/기」が付いた使役動詞形はすでに＜表１＞で示しているため、＜表2＞と＜表3＞で

は基本形（原形）のみをまとめた。 
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＜表3＞ 他動詞派生 

갈다01 들다04 벗다 씹다01 짓다01 

갈다02 뜯다 보다01 씻다 찌다01 

갈아입다 맞다02 빨다01 안다01 찢다 

감다01 맞다03 빨다02 알다 차다03 

감다03 맡다01 신다 업다 추다02 

굶다 먹다02 싣다01  읽다 치다02 

까다01 물다02 썰다01 입다01 치우다01 

깎다 바르다01 쓰다01 잡다01 타다02 

닦다01 박다01 쓰다02 쥐다01 타다04 

달다03 받다01 쓸다02 지다05 털다 

듣다01     

 

5. 使役動詞と他動詞の意味的用法について 

 『標準国語大辞典』に「使役動詞」と記載がある動詞がどのように説明されてい

るのか、その掲載の一部分を下記に紹介する。（6）は「얼다(凍る)」に「-이/히/리/기」

が結合された「얼리다(凍らせる)」の例で、（7）は「맡다(預かる)」に「-이/히/리/기」

が結合された「맡기다(預ける)」の掲載例である。 

 

 (6) 얼리다 03 「동사」 ‘얼다 01「1」’의 사동사（使役動詞）. 

                          ¶물을 얼리다.  （標辞）  

                            (水を凍らせる） 

 (7) 맡기다 「동사」  「1」‘맡다01[1]「1」’의 사동사（使役動詞）. 

                       「2」‘맡다01[1]「2」’의 사동사（使役動詞）. 

                       「3」‘맡다01[2]「2」’의 사동사（使役動詞）. 

                     ¶물건을 전당포에 맡기고 돈을 빌리다. （標辞） 

                    (品物を質屋に預けてお金を借りる。) 

 

 一方、「읽다(読む)」に「-이/히/리/기」が結合された「읽히다(読ませる)」の

『標準国語大辞典』における説明例をみると、下記(8)のように使役動詞と記載は

されているが、上の例(6)(7)とは異なる構文と意味を表している。(8)の例文は、

使役者の「ある人(例文では省略されたが想定できる)」が被使役者の「아이들(子
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供たち)」に「책을 읽는(本を読む)」行為を指示した、という使役構文の意味であ

る。ここで「책을 읽는（本を読む）」行為を直接行う主体は被使役者である

「아이들(子供たち) 」であり、使役者は行為の指示をすることで間接的に関わっ

ている。 

  

 (8) 읽히다 02 「동사」  「1」‘읽다[1]「1」’의 사동사（使役動詞）. 

                           ¶ 아이들에게 책을 읽히니 교실 안은 책을 읽는 

                              소리로 웅성거렸다. （標辞） 

                              ((誰かが)子供たちに本を読ませると教室の中は 

                               本を読む声でざわめいた。) 

 

 下記の例(9)でも使役者は省略されているが「ある人が他の誰かに対して何かを

行うように指示する・仕向ける」という意味を表す典型的使役文である。(9)では

使役者（兄あるいは姉と想定できる）が被使役者の「동생（妹(弟))」に「헝겊을 찢는

（布を破る）」行為を指示したという意味である。 

 

 (9) 찢기다 02 「동사」 ‘찢다「1」’의 사동사（使役動詞）. 

                     ¶ 동생에게 인형을 만들 헝겊을 찢겼다. （標辞） 

                       （(兄/姉)は）妹（弟）に人形をつくる布を破らせた。) 

 

 例(6)、(7)の構文は(6)の「물을(水を)」、(7)の「물건을(品物を)」のように「対

格」で表示される目的語に対して行為の主体が直接に働きかける他動詞文の構造で

ある。自動詞である「얼다(凍る)」と他動詞である「맡다(預かる)」の自他両方に

「-이/히/리/기」が結合されて他動詞文をつくっている。 

 しかし、例(8)、(9)は使役者が文中に明示されなくても、使役者の存在が十分想

定できるため、使役者が間接的にその行為に影響を及ぶという使役の意味を表すこ

とがわかる。(8)、(9)は使役者も被使役者も意志性のある有情物（人）の典型的使

役文を表す。 

 ここまでの例文から「-이/히/리/기」が付いて「使役動詞」と記載があるものに

は、（6)、(7)のような他動詞構文と(8)、(9)のような使役構文の両方が存在してい
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ることがわかる。現代韓国語では、「-이/히/리/기」による結合が使役意味だけで

はなく他動詞としての機能も持っていることが『標準国語大辞典』で記載されてい

る説明から再確認できたと思われる。 

 このように「-이/히/리/기」が付いた語は典型的使役と他動詞文の両方の意味を

表しているため、従来からも論議されている。김일웅(1978)は接尾辞が結合してつ

くられた動詞であってもそれを使役動詞と呼ぶべき動詞がある一方で、使役意味が

なく他動詞と呼ぶべき動詞があると述べた。 

 また、이상억(1972)は辞典の編集者たちによって辞典に収録された使役動詞の数

がそれぞれ異なることを言及している。류성기(1998)は使役動詞を他動詞と区別し

ている辞典と区別しない辞典がある事実について、辞典の編集者によって「使役」

の定義と使役動詞の範疇が異なるため辞書によってそれぞれ相違を見せていると

述べている。 

 従来から使役動詞と他動詞の意味的区分について研究者によって様々に論議さ

れているが、『標準国語大辞典』では他動詞の意味も含めて使役動詞と記載されて

いることで典型的使役意味を表す動詞については把握が難しいことがわかる。また、

本稿の＜表１＞でみるように『標準国語大辞典』に使役動詞と記載がある単語の

43.9％が韓国語学習用のための語彙目録に「動詞」という品詞で選定されていた。 

 このことから、現代韓国語において「-이/히/리/기」は典型的な使役意味として

の機能が弱くなっていることと多くの「-이/히/리/기」に使役意味のほかに他動詞

としての用法も共存している点が明確に把握できたと思われる。 

 また語彙目録に「動詞」として分類されていることから、「-이/히/리/기」の結

合による他動詞化の概念は、自動詞から派生された他動詞ではなく、自動詞と他動

詞の形態的対応の関係にあるものとして認識されていると思われる。すなわち、

「-이/히/리/기」が付いた語は現代韓国語では動詞から派生して使役意味を表すも

のと、語彙化して対のある自他動詞を表すものの両方が存在することが把握できる。 

 

6. まとめ 

韓国語で「-이/히/리/기」の意味的用法は複雑であり、辞典でも使役動詞、受身

動詞、または他動詞、自動詞などと記載されている。このように多様な機能を持っ
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ている「-이/히/리/기」であるが、その代表的機能としては従来から使役意味と受

身意味が論じられている。 

本稿では、「-이/히/리/기」が付いて使役意味を表す語が辞書によっては使役動

詞と記載されたり、他動詞と記載されたりと異なる様子を見せている点に注目して

使役動詞の分布と自動詞と他動詞からの派生について調べ、また使役動詞と他動詞

の意味的用法について考察した。 

 分析対象である『한국어 학습용 어휘 목록(韓国語学習用語彙目録)』に動詞と

区分されている827語の語幹に「-이/히/리/기」が結合されて『標準国語大辞典』

に使役動詞と記載がある動詞はその原形（基本形）の数が107語であった。この107

語を『고려대 한국어대사전(高麗大韓国語大辞典)』を用いて自動詞と他動詞で分

類すると、自動詞派生の使役動詞が56語であり、他動詞派生の使役動詞が51語であ

った。 

 「-이/히/리/기」が付いた語は典型的使役と他動詞文の両方の意味を表している

ため、従来から使役動詞と他動詞の意味的区分については研究者によって様々に論

議されていたが、本稿で『標準国語大辞典』に使役動詞と記載がある単語について

調べると、単語の43.9％が韓国語学習用のための語彙目録に「動詞」という品詞で

選定されていた。 

 このことから、現代韓国語において「-이/히/리/기」は典型的な使役意味として

の機能が弱くなっていることと、多くの「-이/히/리/기」に使役意味のほかに他動

詞としての用法も共存している点が明確に把握できたと思われる。 

 また語彙目録に「動詞」として分類されていることから、「-이/히/리/기」の結

合による他動詞化の概念は、自動詞から派生された他動詞ではなく、自動詞と他動

詞の形態的対応の関係にあるものとして認識されていると思われる。すなわち、

「-이/히/리/기」が付いた語は現代韓国語では動詞から派生して使役意味を表すも

のと、語彙化して対のある自他動詞を表すものの両方が存在することが把握できた

と考えられる。 
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