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韓国語の過去時制形態素「-ess-」の多機能性に関する 

認知語用論的考察 
 

 

金 銀珠  

 

 

本稿は、認知語用論のアプローチを取り入れた「発話事態モデル」に基づき、

韓国語の過去時制形態素「-ess-」の多機能性を統一的に分析することを目的と

したものである。「-ess-」の多機能性のメカニズムについて、従来の文レベルで

のアプローチとは異なり、「言語機能」と「話者・聴者・発話・事態」を相互に

関連づけ、談話レベルから分析した点に本稿の意義がある。談話資料を分析し

た結果、次のようなことが示唆された。「-ess-」が過去の性質を伴う場合は、「表

象」機能が優先的に作用するのに対し、過去の性質を伴わない場合は、「表出」

機能、「喚起」機能が優先的に作用する。ただし、「-ess-」が過去の性質を伴う

か否かは、談話上の文脈によって変動する。このことは、「-ess-」の意味機能を

正確に捉えるには、談話レベルでの考察、すなわち、発話事態の構成要素を考

慮することが極めて重要である、ということを裏付けるものである。 

 

 

1． はじめに 

本稿は、韓国語の過去時制形態素「-ess-（-었-）」1を取り上げ、「-ess-」の持つ多

機能性を支えるメカニズムについて、認知語用論（Cognitive Pragmatics）2的な観点

から統一的3に解明することを目的とする。 

                                                      
1
 本稿における韓国語のローマ字表記は、Samuel E. Martin による Yale 式  (The Yale 

Romani-zation System) に従っている。韓国語において、語幹末音節の母音が「a/o（ㅏ/ㅗ）」の

場合は「-ass-（-았-）」をとり、「a/o」以外の場合は「-ess-（-었-）」をとる。また、「hata（하다）」

と「-hata用言」の場合は「-yess-（-였-）」をとる。本稿では、特に区別する必要がない場合、過

去時制形態素「-ess-」を代表形とする。なお、本稿では文末に現れる「-ess-」を中心に考察を行

う。 
2
 「認知語用論（Cognitive Pragmatics）」とは、コミュニケーションという動的な場における言語運

用とその理解課程を話者と聴者の認知という観点から研究していくものである（岡本 2009：

1）。 
3
 本稿でいう「統一的」とは、「-ess-」の振る舞いを文法カテゴリー（「時制」「相」「時相」「叙法・

樣態」）の中で個別に扱うのではなく、「言語機能（表象機能、表出機能、喚起機能）」と「話

者・聴者・発話・事態」が相互作用する一つの統合化された枠組みの中で捉えることを指す。

一方、従来の研究のように、「-ess-」の振る舞いを文法カテゴリーの中で個別に捉えることは



 

32 

 

韓国語における時制研究は、様々な文法カテゴリーの中で最も激論が繰り広げら

れてきた重要課題の一つである。特に、韓国語の過去時制形態素「-ess-」について

は多くの研究者によって様々な説が提唱されてきた。従来の研究において、「-ess-」

は、「時制［tense］（한동완 1984、최동주 1995 など）」「相［aspect］（남기심 1972、

서태룡 1988 など）」「時相［tense-aspect］（최현배 1937、서정수 1976 など）」「叙法

［mood］・樣態［modality］（임홍빈 1982、한현종 1990 など）」4の四つの文法カテ

ゴリーのうちのいずれかに位置づけられ、今日まで四項対立的議論が繰り返されて

きた。このように、従来の研究では、未だに「-ess-」についての統一的な見解が得

られておらず、文法カテゴリーへの位置づけばかりが強調されてきたため、「-ess-」

の機能についてはまだ十分な考察が行われていないのが現状である。 

そこで、本稿では、従来の文法カテゴリー中心の研究から一旦離れ、認知語用論

のアプローチを取り入れた「発話事態モデル（岡本 2010）」5に基づき、「-ess-」の

機能を統一的に分析することを試みる。この「発話事態モデル」は、発話事態（speech 

event）6が内包する「言語機能的関係」と「話者・聴者・事態の三者間の総合関係」

の両者を相互に関連付けて捉えているため、発話理解過程全体から「-ess-」の機能

を統一的に捉えることが可能であると考えられる。 

本稿では、以下の手順で議論を進める。まず次節において、韓国語の過去時制形

態素「-ess-」の知見をレビューし、その問題点と本稿のアプローチ手法について述

べる。第 3節では、「-ess-」の多機能性を統一的に捉えるために、「発話事態モデル」

という理論的な分析枠組みを提示し、その援用可能性について論じる。第 4節では

本稿で取り上げる発話機能についての定義づけを行い、第 5節では分析資料を提示

する。第 6節では、前節までの議論を踏まえた上で、談話上に現れる「-ess-」の多

機能性のメカニズムを「発話事態モデル」の枠組みに基づいて分析・考察する。結

びとなる第 7 節では、得られた知見を踏まえ、本稿の結論および今後の課題につ

いて検討する。 

                                                                                                                                   
「統一的でない」と見なす。 

4
 문숙영（2009：25）を参照のこと。 

5
 「発話事態モデル」については第3節で詳しく解説する。 

6
 本稿における「発話事態」は、岡本（2010：131）に従い、「発話が指し示す対象や事態、さら

には音声的・記号的実体としての「発話」（speech）を含んだゲシュタルト的なもの」として捉

える。 
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2． 「-ess-」に関するこれまでの研究とその問題点 

従来の研究において、「-ess-」は、主に「時制（tense）」、「相（aspect）」、「時相

（tense-aspect）」、「叙法（mood）・樣態（modality）」という四つの文法カテゴリーの

うちのいずれかに位置づけられてきた。「-ess-」の範疇に関しては、これまで既に

膨大な研究の蓄積があり、これらを広く網羅し範疇別にまとめた研究も多数ある。

そこで本稿では、従来行われてきた幾多とある研究を逐一取り上げることはせず、

核となる争点を中心にこれまでの韓国語の時制研究史を単純明快にまとめた

문숙영（2009）に焦点を当てて概観することにする。 

まず、문숙영（2009）は、「-ess-」の範疇をめぐる上記四つの諸説について次の

ように分類している。 

 

「ㄱ. 과거 시제: 한동완(1984), 이수득(1988), 최동주(1995) 

ㄴ. 완결상: 남기심(1972), 서태룡(1988), 이용주(1985) 

ㄷ. 시제와 상의 복합 범주: 주시경(1910), 최현배(1937), 서정수(1976), 이지양 

(1982), Lee H-S(1991), 이상국(1994), Sohn(1995), 이재성(2001) 

ㄹ. 양태: 임홍빈(1982), 한현종(1990)」7 

 

また、「-ess-」の上記四つの文法カテゴリーへの位置づけは、以下の例文をどの

程度の比重で扱い、どのように説明するかということに直結していると述べている。 

 

「ㄴ. 네 옷에 흙이 묻었다. (남기심 1972), 넌 아버지를 닮았다. (최동주 1995) 

ㄷ. 이 집은 잘못 앉았다. 이 집은 잘못 섰다. (이상국 1994) 

ㄹ. (책을 덮으면서) 다 읽었다. (이재성 2001) 

ㅁ. 너 내일 죽었다. 내일 아침 밥은 다 먹었다. (한동완 1984) 

ㅂ. 넌 예뻤다. (한현종 1990)」8 

 

続いて、これまでの研究における上記例文の解釈について、문숙영（2009：26-27）

は次のようにまとめている。まず、（ㄴ）は過去の事態を表すというよりも現在の

事態を表すという点で問題となっているという。仮にこの例が表す重点が現在の事

態にあるとするなら、「-ess-」は過去ではなく、「完了（完結）」を表すことになる

と述べている。（ㄷ）もまた過去の状況を表すとは考えられず、この例を発話時現

                                                      
7
 문숙영（2009：25）［再掲］ 

8
 同書同頁 
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在の状況の「完結」を表すものとして捉えるならば、この例は「-ess-」の過去時制

説を否定する根拠となるという。そして、（ㄹ）も現在の事態を表すものとして解

釈されてきた例であるが、仮に過去時制を状況の終結を内包するものと捉えるなら、

この例は「-ess-」の過去時制説の反例にはなり得ないという。次に、（ㅁ）につい

ては、次の二通りの解釈がなされてきたと述べている。一つは、「-ess-」の過去性

というモーダルな意味が「-ess-」の未来への結合を可能にする、という解釈である。

もう一つは、未来に結合される「-ess-」は決して過去時制にはなり得ないため、「-ess-」

を「完結の要素」とみるべきである、という解釈である。最後の（ㅂ）については、

形容詞に結合される「-ess-」を「完結」とみることは不可能であるため、この例は

過去時制か、もしくは叙法の要素とみるべきである、という主張がなされてきたと

する。こうした「-ess-」に関する従来の解釈を根拠に、문숙영（2009）は、「-ess-」

の範疇にまつわる問題は過去の性質が出現しない文章をどのように処理すべきか

に左右される、という結論を見出している。 

以上、従来の研究の動向とそこで論じられてきた重要な知見について概観してき

た。そこから得られた知見をもとに、「-ess-」研究における問題点を大きく次の二

点に集約することができる。 

第一点は、これまでに数多くの研究が積み重ねられてきたにもかかわらず、未だ

に統一的な見解が得られていないということである。これは、従来の「-ess-」の意

味機能の解釈が主に「時制（tense）」、「相（aspect）」、「時相（tense-aspect）」、「叙法

（mood）・樣態（modality）」などの文法カテゴリーの枠組みの中で行われてきたこ

とがその一因であると考えられる。「-ess-」の振る舞いについて統一的な解釈を得

るためには、従来の文法カテゴリー中心の研究手法から視野を広げ、マクロな観点

から再検討する必要がある。 

第二点は、従来の研究では「-ess-」が主に文レベルを中心に分析されてきたため、

談話レベル、すなわち談話理解のプロセスの中に見られる「-ess-」の機能について

は十分に把握されていないということである。 

Lukoff（1986）によると、時制研究は文レベルではなく、談話・テキストレベル

において行われなければならないという。また、정희자（1994：102）も、時制の

議論は、話者、伝達内容、発話目的、発話状況を考慮せずに、意味論または統語論

によってのみ行われる場合、多くの困難に直面すると述べ、時制研究には発話の場
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面が不可欠であることを指摘している。このことは、「-ess-」研究を行っていく上

で、談話を理解する場面、すなわち発話事態の構成要素を考慮することが極めて重

要であることを示唆する。 

以上の二つの問題点を解決するためには、認知語用論の視点から考察することが

必要である、と考えられる。認知語用論という用語は、元々、Sperber & Wilson（1986）

が提案した「関連性理論」（relevance theory）の別名として用いられていたものであ

る（眞田 2010：23）。この認知語用論のアプローチは、名嶋（2007：20）の言葉を

借りれば、関連性理論があらゆる言語研究に適用可能であり、ある特定の言語形式

の記述にも有効な枠組みとして機能する可能性を持つ、という点で、本稿にとって

有効な理論的枠組みになりうると考えられる。また、崎田（2010：10）が述べてい

るように、認知語用論は、認知、談話、情報、対話、文法、発話、文脈、意図、社

会的相互行為、等の関係性を視野に入れながら、様々な言語現象に関してより統一

的で体系的な記述と説明を試みるものである、という点で、本稿が研究対象として

いる「-ess-」の機能について統一的な説明を与えることが出来ると考える。 

そこで、本稿では、従来の時制研究の手法を見直し、「-ess-」の機能を統一的に

分析するために、言語が理解される場面を重視する認知語用論のアプローチに基づ

き、議論を進める。 

 

3． 「発話事態モデル」の理論的枠組みと援用可能性 

ここでは、「-ess-」の多機能性のメカニズムを統一的に捉えるために、岡本（2010）

の「発話事態モデル」を理論的な分析枠組みとして提示し、その援用可能性につい

て検討する。 

「発話事態モデル」は、図 1 に示す Bühler（［1934］1990）の「言語のオルガノ

ン・モデル（Organonmodell）」9を発展させ、認知語用論的な観点から考案されたも

のである。 

 

                                                      
9
 Bühlerはプラトンの『クラテュロス』における言語観を発展させ、言語をコミュニケーションの

「道具（オルガノン）」として捉えることでその複合的な意味機能を説明しようとした（岡本

2010：135）。 
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図 1. 言語のオルガノン・モデル 

 

(Bühler［1934］1990) 

 

岡本（2010：146-149）は、言語コミュニケーションにおいて言語が理解される

場面を発話事態として捉えるために、Bühlerのオルガノン・モデルで示された発話

事態の構成要素としての〈話者〉・〈聴者〉・〈発話〉・〈対象/事態〉という4つの参与

項をもとに議論を進めている。しかし、岡本は、オルガノン・モデルでは言語の機

能的側面に争点が当たっていたため、〈話者〉・〈聴者〉・〈対象/事態〉の 3 つの項が

〈発話〉を媒介として取り結ぶ関係についての記述は不十分であったと指摘し、こ

の発話としての言語が媒介する関係について新たに規定している。 

岡本は、発話という話者の営為を通して聴者に与えられるのは、〈話者〉・〈聴者〉・

〈対象/事態〉という三者間の相互関係全体であると述べ、聴者にとって事態がある

種の「情報」として示されること、話者が事態を「認知」していること、そして話

者が聴者に何らかの「行為」を行うことの全ての実現ないしは可能性が発話事態に

含まれていると主張する。発話が伝えるこれらの〈話者〉・〈聴者〉・〈対象/事態〉の

三者間の相互関係を岡本は「言語媒介的関係」と呼んでいる。 
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以下に示す図 2の「発話事態モデル」は、上述したオルガノン・モデルと潜在的

人称構造10が反映されたものである。 

 

図 2.  発話事態モデル 

 

（岡本2010：147） 

 

このモデルは、発話事態（speech event）が内包する「言語機能的関係《表象

（representation）機能、表出（expression）機能、喚起（appeal）機能》」と「言語媒

介的関係《〈話者〉・〈聴者〉・〈対象／事態〉の三者間の総合関係》」の両者を相互に

関連付けて捉えている（岡本 2010：146-148）ため、「-ess-」の多機能性のメカニズ

ムを統一的に捉えることが可能である。 

また、岡本（2009）が述べているように、「発話事態モデル」は、言語理解の対

象を従来のように静的な「文」と考えるのではなく、動的な「発話事態」と捉えて

                                                      
10

 〈潜在的人称構造〉として提出された発話事態の潜在的な構造が示すのは、発話、すなわち〈語

り〉という一回性を持った出来事（＝事態）が基準点としての「いま・ここ」を規定するとと

もに、多相的な主体である〈話者〉や〈聴者〉の根源的な地位としての一人称性と二人称性を

それぞれ裏打ちしている（岡本2010：147）。〈潜在的人称構造〉についての詳細な説明は、岡

本（1997）を参照のこと。 
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いるため、発話理解過程全体から「-ess-」の機能を捉えることが可能である。 

以上の二点で、「発話事態モデル」は、本稿の理論的な分析枠組みとして有効で

ある。言語が理解される場面を重視するこの「発話事態モデル」による分析の試み

は、従来の文法カテゴリー中心の時制研究とは一線を画すものである。 

 

4． 発話機能の定義 

「-ess-」の分析に先立ち、以下では、本稿で取り上げる発話機能について具体的に

提示し定義づける。本稿では、岡本（2009）、金（2010）11を参考に、発話機能を大

きく以下の三つに分類する。 

 

１）「表象」機能 

話者から聴者へと、対象や事態を叙述することを示すものである。この機能の

主な役割は、聴者に情報を伝達することである。 

２）「表出」機能 

現在の話者の心理状態を表出することを示すものである。ここでいう心理状態

とは、身体感覚や感情を表現することである。 

３）「喚起」機能 

聴者の意欲に影響を与えて聴者に行動を起こさせようとすることを示すもの

である。明示的なものには、命令・禁止表現、疑問表現、依頼表現などがある。 

 

上記三つのうち、「表象」機能と「喚起」機能は、話者と聴者間の相互関係が必

然であるのに対し、「表出」機能は、聴者がいない場面でも成立することが可能で

ある。例えば、「独り言を言う」場面では「表出」機能として作用する。 

そして、金（2010：122）によれば、上記三つの機能は一つの発話に一つの機能

しか付与されない。例えば、「この部屋、寒いね」という発話は、場面によっては、

部屋の状態について述べる「表象」機能、感覚を表す「表出」機能、聴者に寒いか

ら窓を閉めてという「喚起」機能の三通りの解釈ができるが、発話意図としては一

                                                      
11

 金（2010）では、「表象」機能、「喚起」機能を、それぞれ「叙述」機能、「呼びかけ」機能

と呼んでいる。 
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つの意味しか持ち得ない。その根拠として、金（2010）は、次のような例をあげて

説明している。 

 

（1）a.（部屋が寒いということを単に述べている場合）この部屋、寒いね。 

b. ＃じゃ、閉めるね。12
 

c.  あ、そんなつもりで言ったんじゃないけど。 

（2）a.（部屋が寒くて窓を閉めてほしい場合）この部屋、寒いね。 

b. ＃そうですね。                                     金（2010） 

 

 発話機能は一つの発話に一つしか付与されないため、(1b) (2b) のように話者の発

話意図と関係のない返事が返ってきたときには不自然となる。仮に、一つの発話に

三つの全ての発話機能が作用可能であれば、(1b) (2b) はいずれも自然となるはずで

ある。 

 以上により、本稿では、発話機能は発話の意図や解釈如何により決定されるもの

であり、一つの発話には一つの発話機能しか付与されないと考える。 

 

5． 分析資料 

本稿では、言語コミュニケーションにおいて言語が相互理解される場面、つまり

「発話事態」において生起する「-ess-」の振る舞いをより自然に近い環境で調べる

ために、談話資料を主な分析対象とする。分析資料としては以下のテレビドラマの

台本・翻訳本、映画の台本、テレビ番組などを使用し、これらの資料の中から「-ess-」

の諸機能に関わるデータを収集する。 

 

（ク）：クッキ（2006）キネマ旬報社 

（美）：美男（イケメン）ですね１（2012）キネマ旬報社 

（가）：가문의 영광（2002） 

（내）：내 여자 친구를 소개합니다（2004） 

                                                      
12

 「＃」は、単独の文としては適格文であるが、文脈の中では不適格であると判断される場合で

ある。 
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（신）：신라의 달밤（2001） 

（추）：추격자（2007）   

（투）：투캅스（1993） 

（파）：파랑주의보（2005） 

（섹）：섹션 TV 연예통신（MBC）（https://www.youtube.com/watch?v=07Im1kU 

vLfM） 

 

本来、談話分析のデータは自然談話を扱うことが望ましいが、今回は、ドラマや

映画などから抽出したデータを中心に分析を行う。ドラマや映画の談話は、様々な

場面や状況が自然談話に近いという点で、自然談話に代用できる。なお、議論を進

める上で、重要な論拠となるデータの収集が困難な場合には作例を用いる。 

 

6． 「-ess-」の多機能性 

ここでは、「発話事態モデル」の理論的枠組みに基づき、談話の中に現れる「-ess-」

の振る舞いを考察・分析する。具体的には、言語が相互理解される場面の中で「-ess-」

がどのような振る舞いをするかについて発話理解過程全体から考察する。特に、従

来の研究において主な争点となった「過去の性質を伴わない『-ess-』」が出現する

談話を中心に分析する。 

 

6.1 表象（representation）機能を有する「-ess-」 

まず、ここでは「表象」機能を有する「-ess-」について考察する。次の例を見て

みよう。 

 

（3）a. 어제 오래간만에 고등학교 때 동창생을 만났어. 

b. 응.                        「情報の伝達」（作例） 

（4）a. 어쭈? 잘 그리는데? 

b. 이래 뵈도 옛날엔 화가가 꿈이었다구.      「情報の伝達」（내） 
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（5）a. 언니는 어때? 성격이 너 같아? 

（피아노를 치며 고개를 가로젓는 경진.） 

b. 소개시켜주라. 

（명우를 바라보는 경진.） 

b. 아, 아냐. 

a.（차분히 피아노를 치며）죽었어. 

b. ...!                     「情報の伝達」（내） 

 

(3a) (4b) (5a) の傍線箇所は、過去の事態〈昨日、高校の同級生に会ったこと (3a)、

昔、画家になることが夢だったこと (4b)、話者の姉が数年前に亡くなったこと (5a)〉

を表している。これらの発話に出現する「-ess-」は、「情報の伝達」を中心的な発

話意図としている。 

このように、話者が過去の事態をそのまま過去の事態として認知し、その話者に

よって何らかの情報が聴者に伝達される場合、その発話における「-ess-」に優先的

に作用する機能は「表象」機能である。 

これらの発話は、単に情報を伝達する行為のみが目的であるため、話者の内面の

認識を表出したり、聴者に何らかの行為を期待したりすることはない。つまり、こ

のような談話に出現する「-ess-」には「表出」機能と「喚起」機能は作用しないと

いうことである。 

一方、(5a) の「죽었어」が (6) のような談話において用いられる場合は、その機

能が変わってくる。 

 

（6） a.（조금 떨어진 곳에서 뭔가를 발견하고는） 

여..여기 사.. 사람이 죽었어！ 

b. 뭐.. 뭐라고? 어디?            「驚愕、恐怖」（作例） 

 

(6a) は、現在の事態を過去の事態として認知している例で、傍線箇所は、話者の

感情〈「驚愕、恐怖」〉を表すと同時に、聴者になんらかの行為〈何か行動をとるべ

きだ〉を促している。このことから、(6a) の「-ess-」には「表出」機能と「喚起」

機能が作用すると考えることができる。 
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以上でわかるように、(5a) と (6a) は両方とも同様の「죽었어」を使用している

にもかかわらず、過去の事態を過去の事態として認知するか、それとも現在の事態

を過去の事態として認知するかによって「-ess-」の発話機能が異なってくるのであ

る。これは、発話レベルでしか説明できない言語現象である。 

次は、従来の研究において争点の一つとなった形容詞に「-ess-」が結合する発話

について考察する。以下の (7a) (8c) も、動詞に「-ess-」が結合する (3a) (4b) (5a) と

同様に、聴者に情報を伝達することが主要な目的である。そのため、「表象」機能

が主な機能であり、「表出」機能と「喚起」機能は作用しないと判断することがで

きる。 

 

（7）a. 첫눈에 어떤 필 같은 게 느껴졌는데, 이번에 사장님이 유진씨 발표회를 

도와달라고 해서 속으로 무척 기뻤습니다. 

b.（기분이 좋아） 

정말이에요?                          「情報の伝達」（가） 

（8）a.（섹션TV에서 방송된）열애설 소식 보셨어요? 

b. 전 기사로 봤구요. 

c. 저는 방송으로 봤어요. 별로 안 예쁜 사진을... 

b. 아, 그래요? 

c. 넌 예뻤어. 

b. 그래요?                  「情報の伝達」（섹） 

 

以上、「-ess-」が「表象」機能を有する場合は、「-ess-」が結合する品詞が動詞で

あるか形容詞であるかに関わらず、「-ess-」が過去の性質を伴う発話において顕著

である。 

 

6.2 表出（expression）機能を有する「-ess-」 

次に、ここでは「表出」機能を有する「-ess-」について考察する。「-ess-」が「表

出」機能として作用するのは、「-ess-」が過去の性質を伴わない場合において顕著

である。過去の性質を伴わない「-ess-」が出現する発話には、「現在の事態を過去
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の事態として認知する場合」と「未来の事態を過去の事態として認知する場合」が

ある。以下では、それぞれの発話における「-ess-」の機能について考察する。 

 

6.2.1 現在の事態を過去の事態として認知する場合 

まず、現在の事態を過去の事態として認知する場合の発話について分析すること

にする。次の例を見てみよう。 

 

（9）a. 황태경이하고 저 유헤이하고 좀 낌새가 그렇답니다. 

지도 남잔데 뭐... 유헤이가 좋긴 하겠죠. 

b. 아... 황태경씨도 남자였지... ? 

（......）  

b. 황태경씨도 저런 예쁜 여자를 좋아하는구나. 

（또 찌릿찌릿한다... 심장에 손 대며）엉?      「想起」（美202p） 

（10）a.（약사）아, 여깄었네. 

b. 얼마예요?                                     「発見」（신） 

 

(9b) (10a) の傍線箇所は、現在の事態〈ファンテギョンさんが男であることを現

在、再認識している (9b)、現在、薬が目の前にあるのを発見している (10a)〉であ

るにもかかわらず、「-ess-」が用いられ、それぞれ「想起」「発見」の意味を表す。 

このように、話者が現在の事態を過去の事態として認知し、その話者によって発

せられる発話が「想起」「発見」の意味を持つ場合、その発話における「-ess-」に

優先的に作用する機能は「表出」機能であると考えることができる。すなわち、(9b) 

(10a) の「想起」「発見」という発話の意味が、発話事態の中では、話者の「ファン

テギョンさんを男として再認識することによって湧いてくる恋心 (9b)」「薬の発見

への願望と薬を見つけた嬉しさ (10a)」として表出される。 

これらの発話は独り言の性格が強いため、聴者に話者の意図が伝達されることは

ない。また、聴者に何らかの行為を期待しているわけでもないため、行為遂行性が

関与する「喚起」機能も作用しない。 
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6.2.2 未来の事態を過去の事態として認知する場合 

次に、未来の事態を過去の事態として認知する場合の発話について考察してみよ

う。次の例を見てみよう。 

 

（11）a. 만세!!! 

b. 이이가 오늘 왜 이래?...무슨...좋은 일 있었어요? 

a. 이젠 살았어! 구원을 받았다구! 

b. 강 형사가 짤리기라도 했나요?                  「確信」（투） 

（12）a. 니들 짠 거 맞지. 그치?  

b.（강한 부정） ... 그... 그건 아니지~  

홱 가버리는 수은. 수호, 으~ 죽었다~ 죄인처럼 따라간다.  

「確信」（파） 

（13）a. 짐작한 대로 경성으로 간 거 같군. 

b. 아이고, 이제 다 찾았다, 애는. 그 넓은 데서 어떻게 우리 애를  

찾는데... 아이구, 아이구, 신영아...        「未来否定」（ク070p） 

（14）a. 이거 뭐야? 

b. 누가 술 먹고 토해놨네?  

a. 젠장, 이제 밥 다 먹었다. 

b. 축제기간 중에 술이나 마시고, 참 한심하군. 「未来否定」（作例） 

 

 (11a) (12b) (13b) (14a) は、未来の事態〈もう助かるだろう (11a)、これからスウ

ンに怒られるに決まっている (12b)、もう二度と娘に会えないかもしれない (13b)、

これからご飯をおいしく食べるのは無理だ (14a)〉であるにもかかわらず、「-ess-」

が使用されており、これらの発話はそれぞれ「確信」「未来否定」の意味を表す。 

上記四つの例のように、話者が未来の事態を過去の事態として認知し、その話者

による発話の意味が「確信」「未来否定」を表す場合、その発話における「-ess-」

に優先的に作用する機能は「表出」機能である。 すなわち、(11a) (12b) (13b) (14a) の

「確信」「未来否定」という発話の意味が、発話事態の中では、話者の「安心」「不

安（心配）」「不愉快」〈もう助かるから安心した (11a) 、スウンに嫌われたらどう
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しよう (12b)、二度と娘に会えなくなったらどうしよう (13b)、気持ち悪い (14a)〉

として表出される。 

これらの発話も 6.2.1の (9b) (10a) と同様に独り言の性格が強いため、「喚起」機

能は作用しにくい。 

 

6.3 喚起（appeal）機能を有する「-ess-」 

最後に、「喚起」機能を有する「-ess-」について考察することにする。過去の性

質を伴わない「-ess-」は、「喚起」機能として作用する場合もある。次の例を見て

みよう。 

 

（15）a.  (......)참나... 이거 어떻게 된 거야, 이게... 

b. 유헤이다. 왔어 왔어왔어...（웅성웅성）(......)  

황태경씨랑 언제부터 만나셨어요?     「期待の実現」（美224p） 

（16）a.  (차문을 열며) 내려라. 

b.  ...... 

a. 얼른 내려. 넌 죽었어.               「威嚇」（추） 

 

 (15b) (16a) は、未来の事態〈待っていた、ユヘイが乗った車が間もなく事務所

の前に着く (15b)、車から降りてきたら仕留めてやる (16a)〉であるにもかかわらず、

「-ess-」が使用され、それぞれ「期待の実現」「威嚇」の意味を有する。 

上記二つの例のように、話者が未来の事態を過去の事態として認知し、その話者

によって発せられる発話が「期待の実現」「威嚇」の意味を持つ場合、その発話に

おける「-ess-」は、「喚起」機能が優先的に作用する。 

すなわち、(15b) (16a) の「期待の実現」「威嚇」という発話の意味が、発話事態

の中では、話者の「嬉しさ」「怒り」〈待っていたユヘイが来たので嬉しい (15b)、

逃げている相手への怒り(16a)）として表出される。さらに、その表出によって聴者

は話者の発話の意図を「準備」「覚悟」〈ユヘイが来たので早く取材の準備をしなく

ちゃ(15b)、相手の怒りに対し、覚悟を固め何らかの行動をとろう (16a)〉への呼び

かけとして認知することができる。ここでは、二つの発話機能（表出機能、喚起機
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能）が共存しているが、一つの発話に一つの発話機能しか付与されないとする本稿

の立場に従い、文脈から話者の発話意図を考慮し、(15b) (16a) に出現する「-ess-」

は「喚起」機能が最も優先的に作用すると考える。 

ここで興味深いことは、同様の事態（話者が未来の事態を過去の事態として認知

する）であっても、発話意図が「確信・未来否定 (11a) (12b) (13b) (14a)」なのか、

「期待の実現・威嚇 (15b) (16a)」なのかによって発話機能が異なってくるというこ

とである。 

 

7． おわりに 

以上、未だに統一した見解が得られていない「-ess-」の多機能性について、「発

話事態モデル」という理論的な分析枠組みを提示し、発話理解過程全体から統一的

に分析してきた。本稿で明らかになった点は次のとおりである。 

第一に、話者が過去の事態をそのまま過去の事態として認知し、その話者によっ

て何らかの情報が聴者に伝達される場合、その発話における「-ess-」に優先的に作

用する機能は「表象」機能である。 

第二に、話者が現在の事態を過去の事態として認知し、その話者による発話の意

味が「想起」「発見」である場合、その発話における「-ess-」に優先的に作用する

機能は「表出」機能である。  

第三に、話者が未来の事態を過去の事態として認知する場合は、発話意図が「確

信・未来否定」なのか、「期待の実現・威嚇」なのかによって発話機能が異なって

くる。すなわち、発話意図が「確信」「未来否定」である場合は「表出」機能が作

用するのに対し、発話意図が「期待の実現」「威嚇」である場合は「喚起」機能が

優先的に作用する。 

以上により、「-ess-」が過去の性質を伴う場合は「表象」機能が優先的に作用す

るのに対し、従来の研究において問題視されていた、「-ess-」が過去の性質を伴わ

ない場合は「表出」機能、「喚起」機能が優先的に作用するということが明らかに

なった。ただし、「-ess-」が過去の性質を伴うか否かは談話上の文脈によって変動

する。この知見は、「-ess-」の意味機能を正確に捉えるためには、談話レベルでの

考察、すなわち発話事態の構成要素を考慮することが極めて重要であるということ
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を裏付けるものである。 

今回は、談話の用例収集が困難だったため、「-ess-」が持つ多機能性の全体的な

傾向を把握することができなかった。この点に関しては、自然談話データの収集も

含め、今後さらに用例を増やし、考察を深めていく必要性がある。 
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