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冠形詞形語尾 ‘-을, -는’の使い分けに関する一考察 

 

 

 前村 和亮  

 

 

본 연구의 목적은 동사를 상 관점에서 분류하여 ‘-을, -는’의 용법 설명을 

제공하는 것이다. 선행연구는 피수식명사나 기본적 의미에 주목하여 용법을 

설명하였다. 그러나 특정한 언어 형태에 주목한 용법 설명을 제공하지 

못하였다. 동사를 일차적·이차적으로 분류함으로써 어느 동사 유형과 ‘-을, 

-는’이 결합하기 쉬운지의 경향성을 출현 빈도에서 고찰한다. ‘-는’은 모든 

동사 유형과 결합하기 쉬운 반면 ‘-을’은 행위동사 및 완성동사와 결합하기 

쉽다. 행위동사 및 완성동사는 ‘-을, -는’ 모두와 결합하기 쉬워서 용법을 

상세히 설명하지 못하였다. 주체 및 객체 변화/비변화로 동사를 분류한 바에 

따르면 ‘-을’은 주체 비변화-객체 비변화 동사와 결합하기 쉽고 ‘-을, -는’은 

주체 비변화-객체 변화 동사와 결합하기 쉽다. 종합하면 ‘-는’이 모든 동사 

유형 ∙ 부류와 결합하기 쉬우나 ‘-을’은 행위동사이면서 주체 비변화-객체 

비변화 동사와 결합하기 쉽다.  

 

 

1. 序論 

1.1 研究目的 

本稿の目的は、動詞をアスペクトの観点から分類し、いかなる特徴を持つ動詞が

‘-을, -는’と結合しやすいかを明らかにすることにある。日本人学習者が犯しうる

代置の誤りを未然に防ぐため、‘-을, -는’の使用を結合する動詞の特徴から明らか

にすることにより、使い分けの説明に客観性を確保することができる。 

 代置の誤りの発生原因は、日本語と韓国語が一対一の対応関係を示さないことに

ある。 

 

  (1)冷蔵庫に飲む水があるので下さい。 

 a. 냉장고에 마실 물이 있으니까 드세요.     제22 과 

                     b. 냉장고에 마시는 물이 있으니까 드세요. 
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     朝飲んだお茶がおいしかったです。 

c. 아침에 마신 차가 맛있었어요.    제26 과 

                      d. 아침에 마시던 차가 맛있었어요. 

                                                                 건국대 1 

 

 ‘-u形’が‘-을, -는’、‘-ta形’が‘-은, -던’と対応関係を示している。日本語は、

‘-u形, -ta形’の一つずつであるのに対し、韓国語はそれぞれ‘-을, -는’と‘-은, -던’

が対応している。日本人学習者は、言語使用の過程でこれらを使い分けるのに困難

を感じる。ここでは、‘-u 形’に対応する‘-을, -는’を考察対象とし、日本人学習者

がこれらを使い分けるのに必要な説明を提供する。 

 

1.2 先行研究 

これまで、動詞に注目した使い分けに関する研究は見当たらない。金民(2009)は、

被修飾名詞に注目し、‘-는’と共起しやすい被修飾名詞を列挙することで‘-을’との

違いを明らかにした。‘-는’は、場所名詞 · 具体名詞 · 事柄名詞 · 位置名詞 

· 時間名詞 · 物質名詞 · 抽象名詞 · 現象名詞 · 活動名詞と共起しやす

いが、反対に‘-을’とは共起しにくいという特徴をもつ。 

‘-을, -는’の使い分けは、意味の違いによっても説明を可能にする。‘-을, -는’が

テンス · アスペクト · モダリテイの様々なカテゴリーに属すると捉えたが、カテ

ゴリー内での具体的な意味を設定することで使い分けを説明したことになる。テン

スのカテゴリーに属するとき、남기심·고영근(1993), 백봉자(1999), 이익섭 

·채완(1999)は、[未来：現在]の対立として捉えた。モダリテイのカテゴリーに属

するとき、배진영(2001), 高地朋成(2008), 박재연(2009)は、‘-을’を[非現実]、 

고영근(2007) は、‘-는’ を [確定関係詞形] を表すと捉えた。村田寛 (2000), 

문숙영(2005)は、‘-을’の脈絡的意味を設定したが、‘-는’との意味差を十分に説明で

きていない。  

学習者が使い分けにおいて犯しうる誤りを明らかにした研究がある。이은기(20

05)は、日本人学習者を対象に冠形詞形語尾の使用の誤りと使い分けに対する認識

度を調査した。최서원(2010)は、中国人学習者60名を対象に誤りを調査したが、‘-
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을’を用いるべき環境で‘-는’や‘-은’を用いる誤りが発見された。 

被修飾名詞との共起による使い分けの説明は、分類すべき名詞の個数に限りがな

いゆえ、主観的であやふやな分類になりやすい。意味による使い分けの説明は、属

するカテゴリーや具体的な意味設定に話者の主観を介入させやすい。先行研究での

使い分けの説明は、話者ごとの主観を介入させてしまうゆえ、‘-을’と‘-는’に異な

る選択の使用を可能にする。   

 

2. 理論的根拠 

2.1 アスペクト 

アスペクトは、動きの様相が一定な文法形態で表示される現象を指す。

Comrie(1976:5)は、アスペクトを指示的なものではなく、ある場面の内的な時間構

成と関連していると述べた。 

 

     (2) a. 영이가 한참동안 웃고 있다. 

        b. 많이 웃는 영이가 예쁘다. 

 

 (2a)の‘-고 있-’は、動作の一つ一つの局面が継続していることを表現した文法形

態である。(2b)の‘-는’も、‘-고 있-’と対応し、動作のアスペクト的性質を表現し

たものである。서정목(2014:121)は、動詞の状況中にアスペクト的性質が含まれる

とき、文法形態が動詞のアスペクト的性質を可視化すると主張した。文法形態が動

詞のアスペクト的性質を可視化すると捉え、動詞自体に内在している性質までもア

スペクトと定める。 

アスペクトは、動きの移動過程が場面の内部にどのように展開されるかを示すゆ

え、動詞自体の語彙的意味による動的過程まで考察する。つまり、アスペクトの資

質によって動詞分類できる。例えば、[動態性]と[結果性]の資質は、各々「変化を

伴う行為を内包する」「動作後の状態が残り持続する」を描写する。‘웃다’は行為に

変化を伴うが、状態が残ることがないので、[+動態性、-結果性]の資質を帯びてい

る反面、‘앉다’は、行為による変化と共に動作後の状態が残ることになるので、[+

動態性、+結果性]の資質を帯びている。 
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最後に、状態パーフェクトについて定めておく。Maslov(1988:64-65)は、‘状態

パーフェクトを先行と後続という2つの時間的平面のうち、後続の時間的平面が協

調されれば、その意味は先行する変化によって引き起こされた何らかの状態であ

る’(浜之上幸,1992:47)と定義した。つまり過去のある場面の結果が、現在に関わり

をもっていることである。빅진호(2011:301)は、韓国語でのパーフェクトが状態パ

ーフェクトを表しうると述べた。ここでは、状態パーフェクトを用いることとする。 

 

2.2 使い分けのための型 

使い分け関連の論議には、動詞により出現環境を明らかにすることで使い分けに

結びつけようとするものや、動詞分類を遂行することで意味との関係を明らかにす

るものを挙げることができる。これらの論議は、動詞を土台に様々な結果を導出し

ているゆえ、出現環境や意味解釈において客観性を確保することになる。  

朴長庚(2005:68-82)は、動詞と被修飾名詞に注目することで連体形語尾‘-u形’の

出現環境を説明した。 

 

  （3）a. 未完了相の状態名詞によるもの 

b. 関係動詞によるもの 

c. 「名詞+である」動詞によるもの 

d. 内容節の未完了相の主名詞によるもの 

e. 内容節の感覚名詞によるもの 

 

  (3b,c)のように、動詞に注目した出現環境の説明と、(3a,d,e)のように、被修飾

名詞に注目した出現環境の説明に分類される。(3b)によれば、「‘相当する’ ‘対応す

る’のように動詞が形式化され両名詞の関係的状態を表す」場合に、(3c)によれば、

「‘名詞 1’と‘ある’の間に格を入れて、‘名詞2’は‘名詞 1’が‘ある’のように表現する」

場合に‘-u 形’を用いる。(3b,c)は、動詞との関係から‘-u 形’の出現環境を説明する

ことにより、話者ごとに統一された選択としての客観性を備えることができる。し

かし、動詞と被修飾名詞を混用した説明は、注目すべき要素を区分するのに困難が

ある。 
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中島仁(2002)は、動詞をアスペクトの観点から分類し、‘-은’がいかなる動詞部類

と結合するときにどの意味を表しうるかを考察した。  

 

表 1. 意味と動詞のアスペクト的関係 

 状 態

動詞 

状態性 

動作動詞 
動作性動作動詞 

自動詞 - - 自動詞 他動詞 

主体 - - 変化 非変化 変化 非変化 

客体 - - なし なし 非変化 変化 非変化 変化 

現在と切り

離された過

去 

ㅇ ㅇ ㅇ ◎ ◎ ㅇ ◎ ㅇ 

現在の状態

に影響をあ

たえている

過去 

x x ㅇ x x ㅇ x ㅇ 

現在の状態 ㅇ ㅇ x x x x x x 

                                   

[現在と切り離された過去]は、結合する動詞の種類及びアスペクト的性質に関係

なく表れる意味であり、[現在の状態に影響を与える過去]は、動作性動作動詞の中

でも状態パーフェクトをもつ動詞と結合するときに表れる。‘-은’が表す意味は、ア

スペクト的性質と関連づけられているゆえ、意味解釈においてある程度の客観性を

備えることができている。   

以上のように動詞に注目した論議は、客観性を確保するのに十分なようである

。よって、使い分けの説明に客観性を確保するため、動詞分類を根拠に‘-을,-는’

が結合しやすい動詞の特徴を明らかにする。 

 

3. 研究方法 

文法形態が動詞のアスペクト的性質を可視化するとみなすならば、‘-을’と‘-는’

はそれぞれ異なるアスペクト的性質を可視化した結果である。動詞をアスペクト

の観点から分類したあと、‘-을, -는’がいかなるアスペクト的性質を持った動詞と
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結合しやすいかを判断する。本稿での使い分けの説明は、‘-을, -는’が結合しやす

い動詞の特徴を明らかにすることである。結合しやすさの判断は、動詞との結合に

よる出現頻度に依存する。 

www.jw.orgに掲載されている「깨어라!」2012年1月-2014年12月までの記事か

ら、関係冠形詞節を収集し、‘-을, -는’と結合した動詞に注目する。話者の主観を

排除するため、用例収集には文語資料のみを利用した。代表的な用例収集サイトで

ある 21 세기세종계획말뭉치は、形態素を一個ずつ検索するため同等量の用例を収

集することになる。一つの用例集からの収集は、一定量の文章を備えたテクストの

中で‘-을’と‘-는’のどちらが高頻度で使われるかを知ることができる。出現頻度に

よって使い分けを説明しようとする本研究では、一つの用例集から‘-을, -는’と結

合する動詞を収集∙分類し、いかなるアスペクト的性質を持った動詞と結合しやす

いかを判断する。 

박덕유(2007:128-129)は、[動態性]∙[完結性]∙[瞬間性]∙[接近性]という資質を設

定し、動詞を以下のように6種類に分類した。 

 

   B. [-動態性、+完結性]                       : 心理動詞 

   C. [+動態性、-完結性、-瞬間性]              : 行為動詞 

   D1. [+動態性、+完結性、-瞬間性]             : 完成動詞 

   D2. [+動態性、+完結性、-瞬間性]             : 変化動詞 

   E. [+動態性、+完結性、+瞬間性、-接近性]     : 瞬間動詞 

   F. [+動態性、+完結性、+瞬間性、+接近性]     : 移動動詞 

 

 B 類型は、外部の動的過程ではなく内部の動的過程のみを認め、C-F 類型は、動

きがある変化を含むゆえ構成する場面が異なる。このうち D1 は、ある過程を経て

一定の完結点に到る行為である反面、D2は、無情物の主語が一つの状況から他の状

況へと変化するものである。動作性の有無にかかわらず、すべてを박덕유(2007)に

ならって一次的に分類する。 

 浜之上幸(1992:58-59)は、動作性動作動詞を主体·客体の変化の有無によって分類

し、状態パーフェクトを持つ動詞部類を明らかにした。 
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表 2. 状態パーフェクトを持つ条件 

動詞 主体 客体 状態パーフェクト 事例 

自動詞 非変化  なし 걷다 

変化  -어 있- 오다 

他動詞 非変化 非変化 なし 읽다 

非変化 変化 -어 있- 적다 

変化 非変化 なし 該当なし 

変化 変化 -고 있-/-어 있- 들다 

                                       

 状態パーフェクトを持つのは、主体変化 ⋅ 主体非変化-客体変化 ⋅ 主体変化-客

体変化の動詞に限る。<表１>は、‘-은’が動作後の状態を表すため、状態パーフェ

クトを持つ動詞と結合しなければならないことを示している。‘-을’は、‘-은’との

対立から動作後の状態を表しえないので、‘-을’が状態パーフェクトを持たない動詞

と結合しやすいという予測が成立する。 

 ‘-을, -는’と結合する動詞を박덕유(2007)にならって一次的に分類したあと、‘-을, 

-는’のすべてと結合しやすい動詞類型を浜之上幸(1992)にならって二次的に分類

する。アスペクトの観点から分類した動詞類型·部類を‘-을, -는’との結合という関

係から考察することにより使い分けを説明する。使い分けの説明を動詞類型·部類

と関連づけることで、説明に客観性を確保することができる。 

 

4. ‘-을, -는’と結合しやすい動詞類型·部類 

4.1 一次的動詞分類の結果 

‘-을, -는’と結合する動詞類型の出現頻度を表で整理する。 
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表 3. 一次的動詞分類の結果 

  ‘-을’ ‘-는’ 

B類型 생각하다, 사랑하다, 싫어하다 9 192 

C類型 걷다, 먹다, 쓰다, 오다 29 354 

D1類型 내리다, 올리다 4 38 

D2類型 입다, 만들다, 덮다 6 46 

E類型 차다, 넘다 0 32 

F類型 죽다, 도착하다 0 17 

                                                                             

‘-을’と結合しやすい類型は、行為動詞＞完成動詞∙変化動詞＞(心理動詞)である

反面、‘-는’と結合しやすい類型は、行為動詞＞心理動詞＞完成動詞∙変化動詞＞瞬

間動詞＞移行動詞である。‘-는’はすべての動詞類型と結合しやすいゆえ、‘-을’に

比べ一般的な形態である。 

瞬間動詞と移行動詞は‘-는’とのみ結合しやすい反面、行為動詞と完成動詞·変化

動詞は‘-을, -는’のすべてと結合しやすい。まず、瞬間動詞と移行動詞が‘-는’と結

合する事例を挙げる。 

 

     (4) a. 반짝이는 별빛을 보다가 별들의 밝기와 색깔이 다양하다는 것을 알게 되었을                                                 

지 모릅니다.                                              (깨 2012, 2 P16) 

b. 매일 전 세계에서 거의 3000 명에 달하는 사람이 스스로 목숨을 끊습니다. 

                                                                    (깨 2012, 1 P17) 

 

(4)の事例は出現頻度が極めて低いけれども、瞬間動詞と行為動詞が‘-는’との結

合に制約が伴うと判断しにくい。이미혜(2005)の指摘のように、コーパスの構成方

法によって出現頻度が変化しうるからである。したがって、‘-는’を用いるべき環境

は瞬間動詞と移行動詞との結合に限る。 

次に、行為動詞と完成動詞·変化動詞が‘-을, -는’と結合する事例を挙げる。 
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     (5) a. 그에 더해 음식으로 사용할 벌레를 잡게 되면 살충제를 사용하지 않고도 해충 

문제를 자연스럽게 해결할 수 있습니다.                      (깨 2012, 6 P27) 

         b. 이것은 인간이 자신에게 일어날 일을 어느 정도 제어할 수 있다는 의미입니다.                                              

(깨 2012, 10 P22) 

         c. 저는 샐러드를 만들 때 서두르지 않고 샐러드에 넣을 야채를 깨끗하게 

씻으십시오.                                                 (깨 2012, 6 P5) 

         d. 두 자녀를 키우는 부모로서 아이들이 먹는 음식이 어디서 어떻게 만들어지는지 

염려가 될 수밖에 없지요.                              (깨 2012, 6 P3) 

         e. 그들은 외국인으로 거주했으나 나중에는 진흙과 짚으로 만드는 노예로 

생활했습니다.                                               (깨 2012, 5 P16) 

 

 (5a,d)が行為動詞、(5c,e)が完成動詞、(5b)が変化動詞と結合した事例である。

‘-을, -는’がかなりの割合で行為動詞と結合しており、特に‘-을’は、全体の60％程

度が行為動詞と結合している。結合する動詞類型に偏りが生じているといえる。  

 心理動詞は、‘-는’と結合しやすい反面、一定の条件が整うとき‘-을’とも結合し

うる。 

 

     (6) a. 고가의 제품이나 돈이 가외로 생긴다면 그것을 싫어할 사람은 아무도 없을 

것입니다.                                                   (깨 2012, 1 P4) 

         b. TV 나 영화, 책, 음악과 같은 오락물에 나오는 폭력이 실제로 사람들에게 영향을 

미칩니까?                                                   (깨 2012, 8 P6) 

 

[-動態性]の‘싫어하다’がすでに与えられた状態を表し、‘-을’が実際世界に指示対

象を持たないことを示す文法カテゴリーであるゆえ、‘-을’は[-動態性]の動詞と結

合しにくいはずである。장경희(1985)は‘-어도, -면’節が先行し、未来のこととして

時間的に限定されるならば、動態性を帯びない属性が表出され[-動態性]動詞との

結合に制約を示さなくなると述べた。(6a)は、‘돈이 가외로 생긴다면’のように‘-면’

節が先行し未来のことを表すゆえ、動態性を帯びない属性が前面に出て、‘-을’が心

理動詞と結合可能になる。(6b)の‘-에 나오다’は、動作の起源を含まず、すでに状

態として存在しているものを表す。‘-어도, -면’節が先行していないうえ、結合す
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る動詞が動態性を帯びていないゆえ、‘-을’よりも‘-는’が結合しやすいと説明でき

る。 

 

4.2 二次的動詞分類の結果 

４.1節では、‘-을, -는’ともに行為動詞、完成動詞·変化動詞と結合しやすいこ

とを明らかにした。行為動詞、完成動詞·変化動詞を細分化し、より詳細な使い分

けの説明を提供する。 

 

表 4. 二次的動詞分類の結果 

 主体 客体  ‘-을’ ‘-는’ 

自動詞 非変化  パーフェクトを持たない 3 115 

変化   6 49 

他動詞 非変化 非変化 パーフェクトを持たない 21 196 

非変化 変化  9 60 

変化 非変化 パーフェクトを持たない なし なし 

変化 変化  0 16 

 

自動詞と結合した‘-을, -는’の事例を挙げる。<表１>から、‘-은’が動作後の状態

を表すのに状態パーフェクトを持つ動詞と結合しやすければ、‘-을’は状態パーフェ

クトを持たない動詞と積極的に結合しなければならない。しかし、主体変化の動詞

が‘-을’と積極的に結合しており、状態パーフェクトを持たない動詞が‘-을’と結合

しやすいという予測と矛盾する。 

 

(7) a. 고대 그리스 사람들은 버섯 요리로 잔치를 벌이기도 했으며 버섯이 전투에 나갈 

전사들에게 힘을 북돋워 준다고 믿었습니다.                (깨 2012, 3 P21) 

         b. 다음 호에 실릴 이 연재 기사의 마지막 부분에서 살펴볼 것입니다. 

                                                                   (깨 2012, 11 P14) 

 

(7)は状態パーフェクトを持つ動詞が‘-을’と結合した事例である。冠形節は‘다
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음 호’, ‘고대 그리스’に表れるように、想像の世界での出来事や今後起りうる事柄

を描写している。임동훈(2009:75)は、‘-을’が現実に知覚し知ることのできる事件

ではない敘相法の表示であると述べた。つまり‘-을’は、現実に知覚しにくい想像上

の出来事を描写するのであれば、主体変化·非変化にかかわらず共通に結合しうる。 

他動詞と結合した‘-을, -는’の事例を多く発見できる。主体変化-客体変化の動詞

が‘-는’とのみ結合しうる反面、主体非変化-客体非変化 · 主体非変化-客体変化の

動詞は‘-을, -는’のすべてと結合しうる。主体変化-客体変化の動詞が‘-는’と結合し

た事例を挙げる。 

 

(8) a. 사람들이 즐겨 입는 또 다른 바틱 의상 가운데는 직사각형 모양의 천을 몸 에 

둘러 입는 사롱도 있습니다.                                 (깨 2012, 6 P23) 

          b. 미국인들은 멋진 옷을 입고 고급 승용차를 타는 사람을 보면 틀림없이 부자                                                                     

일 것이라고 생각합니다.                                   (깨 2012, 8 P8) 

 

‘-을’は状態パーフェクトを持たない動詞と結合しやすいことを予測したが、事件

が未だに存在していないことを表す[-実現]と関連する。[+実現]は事件が存在して

いることを表し、アスペクトの観点では状態パーフェクトと関係深い。

신현숙(1982:97)によれば、‘-는’は[+実現]を表すゆえ、状態パーフェクトを持つ動

詞と結合しなければならない。よって状態パーフェクトを持つ主体変化-客体変化

の動詞は‘-는’とのみ結合しうる。 

主体非変化-客体非変化の動詞が、主体非変化-客体変化の動詞よりも‘-을, -는’

と結合しやすい。 

 

     (9) a. 학교 교육을 잘 받으면 항상 든든하게 당신의 곁을 지켜 줄 친구들을 갖게   될 

수 있습니다.                                               (깨 2012, 10 P3) 

         b. 성서를 읽는 많은 사람들조차 그 내용을 이해하기 어렵다고 느낍니다.  

                                                                    (깨 2012, 8 P9) 

         c. 이 질환을 앓는 사람은 극심한 통증에 시달리게 될 수 있습니다. 

                                                                    (깨 2012, 9 P24) 
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２種類の動詞部類が‘-을, -는’と結合しやすい理由を、主体の変化/非変化と関連

づけて考察する。再帰性は、主体自身が動作の作用を受けるゆえ主体に変化がみら

れねばならない。行為動詞は、動作を中断しても状況が変化せず、動作の展開過程

を含意する。動作の中断により状況が変化しないということは、動作が完了しても、

途中で終わっても変化を伴わないゆえ、主体自身が動作の作用を受けずに変化がみ

られない。つまり、行為動詞は、主体の変化を伴わない性質を持つことが一般的で

ある。‘-을, -는’は、主体の変化を伴わないもの、さらには客体の変化も伴わない

ものと結合しやすい。 

 

5. 結論 

5.1 研究のまとめ 

使い分けの説明は、動詞をアスペクトの観点から分類することで、‘-을, -는’と

の結合の説明に客観性を重視した。‘-u 形’が‘-을, -는’と対応すれば、使い分けの

過程で誤りが発生しうるゆえ、定着する前に使い分けを説明すべきである。 

 

表 5. 一次的·二次的動詞分類の総合 

 

 4.1 と 4.2 節を整理し、すべての動詞類型·部類が‘-는’と結合しうる反面、行為

動詞かつ主体非変化-客体非変化の動詞が‘-을’と結合しやすい。結局、‘-는’はすべ

ての言語環境で制約なしに用いられる一般的な形態である。誤りが発生するたびに

訂正を施すことは、話者のコミュニケーションに対する意欲を失わせることがある。

  C類型 D類型 

‘-을’ ‘-는’ ‘-을’ ‘-는’ 

自動詞 主体非変化 2 108 1 7 

主体変化 2 24 3 26 

他動詞 主体非変化-客体非変化 20 187 1 5 

主体非変化-客体変化 4 30 5 30 

主体変化-客体変化  1  15 
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したがって、正確な使い分けのため、予め‘-을, -는’が出現する環境を動詞に注目

しながら明らかにしておくべきである。  

 

5.2 今後の課題 

一次的∙二次的動詞分類を経て、いかなる動詞類型∙部類が‘-을, -는’と結合しや

すいかを明らかにした。独自的な使い分けの説明は、‘-을, -는’の選択に話者の主

観が介入しやすいゆえ動詞との関係からそれを説明した。  

しかし、‘-을, -는’が共に結合しやすい動詞類型∙部類が存在しており、十分な使

い分けの情報といい難い部分を見出せる。動詞分類を通した使い分けの情報が、日

本人学習者に有効であるのか検証するに到っていない。 
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