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韓国語の副詞的成分서둘러 [seodulleo]、얼른 [eolleun]、
어서 [eoseo] の意味分析

李　　澤　熊

キーワード：類義語、取り掛かりの早さ、ベース、プロファイル

１. はじめに

本稿の目的は、類義関係にある韓国語の副詞的成分서둘러 [seodulleo]、얼른 [eolleun]、

어서 [eoseo] の 3 語を取り上げ、相互の意味の類似点・相違点を明らかにすることであ

る（注 1）。

この 3 語は以下の例からも分かるように、「取り掛かりの早さ」という共通の意味特

徴を持っていると考えられる。

(1)    “그 역시 점심이나 먹고 와서 얘기하세 .” “그럼 서둘러 (얼른 /어서 ) 다녀오게 .”

(KAIST:2328)

(「それもまた、お昼でも食べてきてから話そう」「では、서둘러 (얼른 /어서 )

行ってこい。」)

(2)   “책을 한 권 살 게 있어 .” “얼른 (서둘러 /어서 ) 다녀오세요 .”(KAIST:3644)

  (「買いたい本がある」「얼른 (서둘러 /어서 ) 行っていらっしゃい。」)

(3)   손오공은 삼장 법사의 말을 믿지 못하는 눈치였다 . “그럼 , 어서 (서둘러 /얼

른 ) 다녀오너라 .”(KAIST:2328)

( 孫悟空は三蔵法師の言葉が信じられない様子だった。「では、어서 (서둘러

/얼른 ) 行ってきたまえ。」)

上記の例における서둘러 [seodulleo]、얼른 [eolleun]、어서 [eoseo] はそれぞれ置き換

えることができ、文の持つ意味もほとんど変わらない。上記の例はいずれも、主体が

間をおかず「行ってくる」という行為をすることを表している。例えば、例 (1) は「間

をおかず行ってこい、つまり、ぐずぐずしないでさっさと行ってこい」というように

とらえることができる。

しかし、以下の例のように互いに言い換えられない場合もあるため、この 3 語は違

う意味の側面も持っていると考えられる。
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(4)   그는 도저히 내가 따라갈 수 없을 정도로 서둘러 (* 얼른 /* 어서 ) 걸었다 .(KAIST:3623)

         ( 彼は到底私が追いついていけないくらい 서둘러 (* 얼른 /* 어서 ) 歩いた。 )

(5)  무슨 이야기를 하고 있는지 얼른 (* 서둘러 /* 어서 ) 알아듣지를 못했다 .(KAIST:3614)

( 何の話をしているのか 얼른 (* 서둘러 /* 어서 ) 理解できなかった。)   

ここで、本稿の構成について簡単に述べておく。

まず、2. では서둘러 [seodulleo] と얼른 [eolleun] の類似点・相違点を明らかにする前

提として、籾山 (2005) を取り上げる。籾山 (2005) の研究は類義表現を認知言語学的観

点から定義・分類したものである。

次に、3. では서둘러 [seodulleo] と얼른 [eolleun] を取り上げ、両語の類似点・相違点

を明らかにする。

さらに、4. では얼른 [eolleun] と어서 [eoseo] について類義語分析を行う。

最後の 5. は本稿のまとめである。

2. 前提となる理論

分析に入る前に、本節では、考察対象とする語の類似点・相違点を明らかにする前提

として、籾山 (2005) を取り上げる。

籾山 (2005:579-583) の研究は、類義表現の意味の異なりの諸相を、認知言語学の枠組

みから明らかにしたものである。以下、その内容を概観する。

まず、類義表現（類義語・類義句・類義文を含む）をプロトタイプカテゴリー（注 2）

と考え、プロトタイプ的類義表現を「指示対象・指示範囲（プロファイル）が同一であ

る複数の表現（プロトタイプ的類義文：真理条件的意味が同一である複数の文）」と定

義し、次のような例をあげている。

例）あした／みょうにち、盲腸（炎）／虫垂炎

花子が太郎をなぐった。／太郎が花子になぐられた。

また、「この定義に基づけば、類義表現の意味の違いは、必然的に、同一の事物・事

態に対して異なる捉え方・解釈 (construal) をすることができるという人間が有する認知

能力に還元できることになる」としている。

さらに、プロトタイプから拡張した（非プロトタイプ的）類義表現を次のように定義

している。

類義表現：同一の対象を示しうる（指す場合がある）複数の表現

例）動物／犬、木／松［上位語と下位語の関係］



159

韓国語の副詞的成分서둘러 [seodulleo]、얼른 [eolleun]、어서 [eoseo]の意味分析

159

韓国語の副詞的成分서둘러 [seodulleo]、얼른 [eolleun]、어서 [eoseo] の意味分析

門のところに誰かいる。／門の前に怪しい男が立っている。［描写の精密さの異

なる文］

この花は日本語で「サクラ」と言う／呼ぶ。［一方の語（句）の複数の意味のう

ちの 1 つが、他方の語の意味（の 1 つ）と同一］

さて、籾山 (2005) は、以上の事物・事態に対する様々な捉え方（の違い）の観点から、

類義表現を大きく 10 に分類している。以下、主なものを示す。

・「ベースは同一であるが、プロファイルは異なる ( 焦点化・前景化の違い )」

→「やっと / ようやく」、「A しながら B/B しながら A」

・「プロファイルは同一であるが、ベースは異なる」

→「land[ ←→ sea]/ground[ ←→ air]」、「陸上 [ ←→海上 ]/ 地上 [ ←→空中・地下 ]」

・「視点の違い」

→「shore[ 視点が水上 ]/coast[ 視点が陸上 ]」、「A さんが名古屋から東京に行った。

　　/A さんが名古屋から東京に来た。」

本稿で考察する서둘러 [seodulleo] と얼른 [eolleun] は、 籾山 (2005) で分類されている類義

表現のタイプの中で 「ベースは同一であるが、プロファイルは異なる ( 前景化・焦点化の違う )」

ものであると考えられる （詳しくは後述）。

それでは、 ここで本稿で用いる 「ベース (base)」 と 「プロファイル (profile)」 という用語につ

いて簡略に説明する。 これらは Langaker(1987,1988) の用語で、 辻 (2002) は、 次のように解

説している。

認知文法は、 百科事典的意味論の立場をとり、 ことばの意味は複数の認知領域において

記述される。 ある特定の認知領域においても、 全ての構造が等しく扱われるのではなく、 焦点

化され、 際だちの大きいプロファイルと呼ばれる部分と、 そのプロファイルの背景的要素として

機能するベースに分かれる。

例えば、 直角三角形の 「斜辺」 という表現の意味記述においては、 空間という認知領域

における形状が最も重要である。 この領域において、 想起される概念内容の全体、 すなわ

ち直角三角形の形状全体がベースとなる。 というのは、 「斜辺」 の意味を規定する場合に

は、 1 本の直線のみを想起するだけでは不十分であり、 直角三角形という 3 本の直線からな

る形状全体が概念化されなければならないからである。 しかし、 「斜辺」 ということばは、 当

然この形状全体を指し示すわけではない。 言語使用者は、 この形状全体を心に思い浮かべ

たうえで、 その部分構造である斜めの直線に注目し、 その部分のみに言及する場合の表現

が 「斜辺」 である。 このように、 特定の言語表現が直接指し示す部分をプロファイルと呼ぶ。
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(p.236、 下線は引用者）

＜図１＞ Langacker(1988:59)

 (a)                                   (b)                                       (c)

HYPOTENUSE

3. 서둘러 [seodulleo] と얼른 [eolleun] の意味分析

本節では、 類義関係にある서둘러 [seodulleo] と얼른 [eolleun] を取り上げ、 両語の意味

の類似点 ・ 相違点を明らかにする。

まず、 次の例を見てみよう。

(6) 　나는 식사가 끝나자 서둘러 (얼른 ) 2층으로 올라갔다 .(KAIST:3623) 

( 私は食事が終わって、 서둘러 (얼른 ) 2 階に上がっていった。 )

(7)　나는 걱정이 되어 얼른 (서둘러 ) 달려내려갔다 .(KAIST:2632) 

( 私は心配になって、 얼른 (서둘러 ) 駈け降りていった。 )

以上の例は서둘러 [seodulleo] と얼른 [eolleun] をそれぞれ置き換えられ、 また文の持つ

意味もほとんど変わらない。

ここで、 両語の類似点 （同一のベース） を確認すると、 上の例から分かるように、 서둘러

[seodulleo] と얼른 [eolleun] はともに 「取り掛かりの早さ」 つまり、 「主体が間をおかずに行う

行為が何らかの基準に比べて進行程度が大きい様子」を表すととらえることができる。例えば、

例 (6) は 「私が 2 階に上がっていく際の様子」 を表しているが、 「上がっていく」 という行為

は何らかの基準に比べて 「その進行程度が大きい （ぐずぐずせずに、 さっさと上がっていっ

た）」 というようにとらえることができる。

このことを図で示すと、 概略次のようになる。 つまり、 主体の行為には開始点と成立 ・ 終

了点が想定でき、 時間軸にそって展開していくと考えられる。
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＜図 2 ＞ （同一のベース）　　　＜行為の展開＞

開始点　 　　　　　 　　　　　　　　               成立 ・ 終了点

さて、 以下の例 (8) ～ (11) は서둘러 [seodulleo] を얼른 [eolleun] で言い換えてみると、 こ

の文脈では、 不可能かやや不自然な文になる。 このことから、 両語は違う意味の側面も持っ

ていると考えられる。

(8)　키가 작고 암팡지게 생긴 여인이 대숲을 겨냥하여 서둘러 (??얼른 ) 걸어오고 있

었다 .(KAIST:2093) 

( 背が小さく、 大胆な女性が竹藪に向かって、 서둘러 (??얼른 ) 歩いてきていた。 )

(9)　조선총독부는 미 제 24군단을 환영하기 위하여 서둘러 (??얼른 ) 통역관을 모집

하고 있었다 . (KAIST:1120) 

( 朝鮮総督府は、 米第 24 軍団を歓迎するために 서둘러 (??얼른 ) 通訳官を募集し

ていた。 )

(10)　오분이 늦었기 때문에 그는 잃어버린 시간을 만회하려고 서둘러 (??얼른 ) 걸었

다 .(KAIST:2190) 

(5 分遅れたため、 彼はロスした時間を挽回しようと、 서둘러 (??얼른 ) 歩いた。 )

(11)　중요한 것은 그곳 사람들은 절대 서둘러 (*얼른 ) 먹고 마시는 일이없더군요 . 

(KAIST:2837) 

( 大事なのは、 そこの人たちは絶対に、 서둘러 (*얼른 ) 食べたり飲んだりすることがな

いということです。 )

まず、 以上の例から分かるように、 서둘러 [seodulleo] は 「主体の行為の過程に注目する」

場合に用いられると考えられる。 それは、 例 (8) と例 (9) の 「～고 있었다 （～ていた）」 とい

う進行の意味を表すアスペクト表現と共起していることからも分かる。

また、 以上の例における 「主体の行為」 は 「間をおかずに行う行為であり、 その進行程度

は、 何らかの基準に比べて大きい」 というようにとらえられる。 例えば、 例 (11) は 「잃어버린 

시간을 만회하려고 （ロスした時間を挽回しようと）」 という表現からも分かるように、 「걷다 ( 歩

く）」 という行為は何らかの基準に比べて 「その進行程度が大きい （ぐずぐずせずに、さっさと）」

ということになる。

以上のことから、 서둘러 [seodulleo] の意味は＜主体が＞＜行為の過程に注目し＞＜間を

おかずに行う行為が＞＜何らかの基準に比べて＞＜進行程度が大きい様子＞を表すと記述
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することができる。

続いて、 얼른 [eolleun] を取り上げる。 以下の例を見てみよう。

(12)　[왕방울 ]: 가까이 다가오더니 , “그렇다면 요 북 같은 것은 소용없는 것이제 ?”

[북쟁이 ]: 반사적으로 얼른 (*서둘러 ) 붙든다 .(KAIST:2712)

( ワンバンウル：近寄ってくると、 「だったら、 この太鼓のようなものは要らないだろう？」

太鼓持ち ：反射的に 얼른 (*서둘러 ) 食いつく。 )

(13)　메어리가 바깥방에서 들어온다 . 얼른 (*서둘러 ) 보아 별로 달라진 데가 없

는 것 같다 . (KAIST:2702)

( メアリーが外の部屋から入ってくる。 얼른 (*서둘러 ) 見て、 あまり変わったところが

ないようだった。 )

(14)　흥수씨는 초인종소리에 놀라서 눈을 떴다 . 그러나 천근같이 무거워진 몸을 얼른

(*서둘러 ) 일으킬 수가 없었다 .(KAIST:249)

( フンスさんは呼び鈴の音に驚いて、 目を覚ました。 しかし、 千鈞ほど重くなった体を 

얼른 (*서둘러 ) 起こすことができなかった。 )

(15)　어디선가 본 듯한 얼굴인데도 지영은 얼른 (*서둘러 ) 생각이 나지를 않았다 .

(KAIST:3164)

( どこかで見たような顔だけど、 知英は 얼른 (*서둘러 ) 思い出せなかった。 )

(16)　“아니 , 그런 뜻이 아니고 전쟁이 얼른 (*서둘러 ) 끝나 평화가 돌아오기를 바라

는 뜻으로 그렇게 말한 겁니다 .”(KAIST:2188) 

( いや、 そういうわけじゃなくて、 戦争が 얼른 (*서둘러 ) 終わって、 平和が訪れるこ

とを願うという意味でそう言ったんです。 )

(17)　그는 얼른 (*서둘러 ) 날이 어두워지기를 바랐다 .(KAIST:317)

( 彼は 얼른 (*서둘러 ) 日が暮れるのを望んでいた。 )

まず、 以上の例から分かるように、 얼른 [eolleun] は 「行為や出来事の成立 ・ 終了点に焦

点が置かれる」 場合に用いられると考えられる。 例えば、例 (12) の場合は 「반사적으로 （反

射的に）」 という表現からも分かるように、 「食いつく」 という行為が展開していく過程にほとん

ど注目することなく、 それが成立 ・ 終了する時点に焦点が置かれているというように解釈するこ

とができる。 また、 例 (13) の場合も文の状況から分かるように、 「（メアリーの様子を） 見る」 と

いう行為は瞬時に行った行為、 つまり行為が成立 ・ 終了する時点に焦点が置かれていると考

えられる。

また、 以上の例における 「主体の行為や出来事」 は 「間をおかずに行う行為 （あるいは、

発生する出来事） であり、 その進行程度は何らかの基準に比べて大きい」 というようにとらえ
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られる。 例えば、 例 (14) は 「瞬時に、 さっさと体を起こすことができない」 というように 「行為

の進行程度が大きい」 というようにとらえることができる。 また、 例 (16) の場合も 「戦争が終了

するまでの進行程度が大きい （つまり、 間をおかずにさっさと）」 というように解釈することがで

きる。

以上のことから、 얼른 [eolleun] の意味は＜主体が＞＜行為や出来事の成立 ・ 終了点に

注目し＞＜間をおかずに行う行為 （あるいは、 発生する出来事） が＞＜何らかの基準に比

べて＞＜進行程度が大きい様子＞を表すと記述できる。

それでは、 ここで서둘러 [seodulleo] と얼른 [eolleun] の相違点 （プロファイルの違い） に

ついて検討する。 結論を先取りすると、 両語の違いは次のようにまとめられる。

・서둘러 [seodulleo] を用いた場合は、 行為が展開していく過程に焦点が置かれる場合に

用いられる。 それに対して、 얼른 [eolleun] を用いた場合は、 行為が展開していく過程に

ほとんど注目することなく、 行為の成立 ・終了点に焦点が置かれる場合に用いられる。

・서둘러 [seodulleo] はもっぱら人間の積極的な意志行為にのみ用いられるのに対し、

얼른 [eolleun] はその他に、「생각나다（思い出される）、 잊다（忘れる）、느낌이들다（気

がする）」のような非意志的行為や時間の経過を伴う出来事などにも用いられる。

以上のことを例文に基づいて説明してみよう。

まず、 上の例 (8) ～ (11) における서둘러 [seodulleo] は얼른 [eolleun] で言い換えることが

できない （または、 不自然な文になる）。 それは、 文の状況から分かるように 「行為が展開

していく過程」 に注目しているからであると考えられる。 例えば、 例 (8) は 「女性が竹藪に向

かって歩いてきている様子、 つまり行為の進行程度が何らかの基準に比べて大きい （ずぐず

ぐせずにさっさと）」 というように解釈することができ、 「行為が展開していく過程」 に注目して

いることが分かる。 この場合、 얼른 [eolleun] が用いられないのは、 「걸어오고 있었다 （歩

いてきていた）」 という表現からも分かるように、 「行為の成立 ・ 終了点」 に注目するというこ

とが考えられないからである。

また、例 (9) も「通訳官を募集する様子、つまり行為の進行程度が何らかの基準に

比べて大きい（ぐずぐずせずにさっさと）」というように、「行為が展開していく過程」

に注目していると考えられる。この場合、얼른 [eolleun] が用いられないのは、「行為

の成立・終了点」に注目するということが想定しにくいからである。

一方、 例 (12) ～ (17) における얼른 [eolleun] は서둘러 [seodulleo] で言い換えることがで

きない （または、 不自然な文になる）。 それは、 文の状況からも分かるように 「行為の成立 ・

終了点」 に焦点が置かれているからであると考えられる。 上でも述べたように、 例えば、 例

(12) は 「반사적으로 （反射的に）」 という表現からも分かるように、 「食いつく」 という行為が
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展開していく過程にほとんど注目することなく、 それが成立 ・ 終了する時点に焦点が置かれ

ているというように解釈することができる。 この場合、서둘러 [seodulleo] が用いられないのは、

「行為が展開していく過程」 に注目するということが考えられないからである。

さらに、 次の例を見てみよう。

(18)　시간이 없었다 . 그래서 밥을 서둘러 ( 얼른 ) 먹었다 . 

( 時間がなかった。 それで 서둘러 ( 얼른 ) 食べた。 )　

(19)　시간이 없다 . 그래서 밥을 서둘러 (?? 얼른 ) 먹고 있다 . 

( 時間がない。 それで 서둘러 (?? 얼른 ) 食べている。 )　

例 (18) の場合は、 서둘러 [seodulleo] と얼른 [eolleun] の両方を用いることができるのに対し

て、 例 (19) の場合は얼른 [eolleun] を用いると不自然な文となる。 それは、 上でも述べたよう

に、 「行為が展開していく過程」 に注目するか 「行為の成立 ・ 終了点」 に注目するかというこ

とで説明できる。 つまり、 例 (18) の場合は、 どちらの解釈も可能であるため、 両語は問題なく

用いられるが、 例 (19) の場合は 「먹고 있다 （食べている）」 という進行の意味を表すアスペ

クト表現が表れているため 「行為の成立 ・ 終了点」 に注目する얼른 [eolleun] を使うと不自然

に感じるのである。

なお、 例 (15) ～ (17) のように얼른 [eolleun] は人間の意志的行為の他に、 非意志的行為

や時間の経過を伴う出来事などにも用いられるのに対し、 서둘러 [seodulleo] は人間の積極的

な意志行為にしか用いられない。 従って、 このような文に서둘러 [seodulleo] は用いられない。

以上のように、 서둘러 [seodulleo] と얼른 [eolleun] の相違点について見てきたが、 このこと

を図で示すと次のようにまとめられる。

＜図 3 ＞－서둘러 [seodulleo]　　　＜行為の展開＞

開始点　 　　　　　 　　　　　　　　                     成立 ・ 終了点

→プロファイル ： 行為が展開していく過程に焦点が置かれる。

＜図 4 ＞－얼른 [eolleun]　　　　＜行為の展開＞

開始点　 　　　　　 　　　　　　　　                     成立 ・ 終了点
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→プロファイル ： 行為の成立 ・ 終了点に焦点が置かれる。

　ここで、 서둘러 [seodulleo] と얼른 [eolleun] が両方用いられる例を見てみよう。

(20)   허준은 동굴 하나를 발견했다 . 우선 추위를 피해서 그곳에서 밤을 보내야 할것 

같았다 . 허준은 서둘러 (얼른 ) 그 동굴 안으로 들어갔다 .(KAIST:2651)

( ホジュンは洞窟を一つ見つけた。 さしあたり、 寒さを避けてそこで夜を過ごすしかなさ

そうだ。 ホジュンは 서둘러 (얼른 ) その洞窟の中に入っていった。 )

(21)   하무차는 더 이상 그곳에 머무르고 싶지 않아 안설에게 간단한 안부를 묻고는 얼

른 (서둘러 ) 자리를 떴다 .(KAIST:2221)  

( ハムチャはこれ以上そこに留まる気になれず、 アンソルに簡単に挨拶をしては、 얼

른 (서둘러 ) その場を離れた。 )

以上の例は 「主体が間をおかずに行う行為が何らかの基準に比べて進行程度が大きい様

子」 を表すととらえることができる。 例えば、 例 (20) は 「ホジュンがその洞窟の中に入ってい

く際の様子」 を表しているが、 「入っていく」 という行為は何らかの基準に比べて 「その進行

程度が大きい （ぐずぐずせずに、 さっさと上がっていった）」 というようにとらえることができる。

ただし、 서둘러 [seodulleo] を使った場合は、 「行為が展開していく過程」 に焦点が置かれ

るため、 例えば、 例 (20) は 「（洞窟の中に） 入っていく」 際の様子そのものに注目するという

ニュアンスが感じ取れる。

それに対して、 얼른 [eolleun] を用いた場合は、 「行為の成立 ・ 終了点」 に焦点が置かれ

るため、 例えば、 例 (21) は 「（その場を） 離れる」 という行為が展開していく過程には特に注

目しないというように読み取れる。

4. 얼른 [eolleun] と어서 [eoseo] の意味分析

続いて、 本節では얼른 [eolleun] と어서 [eoseo] を取り上げ、 両語の意味の類似点 ・ 相違

点について考察する。

次の例を見てみよう。

(22)　간판을 쳐다보았다 . 산부인과 . “아니 , 상미 , 그럼 ?” “아직 확실한 건 모르겠어

요 . 아이 챙피해요 , 얼른 (어서 ) 들어가요 .”(KAIST:3617) 

( 看板を見上げた。 産婦人科。 「えっ、 尚美、 それじゃ？」 「まだ確かかどうかは分か

りません。 もう、 恥ずかしい、 얼른 (어서 ) 入りましょう。」 )

(23)　“너는 어서 (얼른 ) 내려가서 , 아론을 데리고 올라오너라 .”(KAIST:3710)
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       ( 「君は 어서 (얼른 ) 降りていって、 アロンを連れて、 上がってこい。」 )

(24)　“내 말을 잘 알아들었는가 , 그러면 어서 (얼른 ) 출발을 하라 !”(KAIST:2695)

( 「私の言うこと分かったかね、 だったら、 어서 (얼른 ) 出発しろ！」 )

(25)　“아저씨이 . 홍 (洪 ) 아저씨이 . 손님이 찾아왔어요 . 팬이래요 . 무지무지 예쁜 

여자분이예요 . 어서 (얼른 ) 나와보세요 .”(KAIST:3614)

( 「おじさん、洪おじさん。 お客が訪ねてきたわよ。 ファンだって。 めっちゃ可愛い方よ。

어서 (얼른 ) 出てみてください。」 )

以上の例は얼른 [eolleun] と어서 [eoseo] をそれぞれ置き換えられ、 また文の持つ意味もほ

とんど変わらない。 このことから、 어서 [eoseo] も 「取り掛かりの早さ」 つまり、 「主体が間をお

かずに行う行為が何らかの基準に比べて進行程度が大きい様子」 を表すととらえることができ

る。 例えば、 例 (23) は 「（ある場所に） 降りていく際の様子」 を表しているが、 その行為は

何らかの基準に比べて 「その進行程度が大きい （ぐずぐずせずに、 さっさと降りていく）」 とい

うようにとらえることができる。

ただし、어서 [eoseo] は例 (23) ～ (25) から分かるように、얼른 [eolleun] と違い、必ず「聞き手」

が必要な場合に用いられる。 また、 命令 ・ 勧誘 ・ 依頼などの 「働きかけ」 というさらに限定さ

れた意味特徴を持っていると考えられる。 従って、 以下のような例に어서 [eoseo] を用いること

はできない。

(26)　“그 소식이 전해져서 지금 동네 사람들이 만세를 부르는 거야 .” 얼른 (??어서 )

달력을 보니 1945년 8월 16일이었다 .(KAIST:1244)

( 「その知らせが伝わったから、 今、 町の人たちが万歳を叫んでいるんだよ。」 얼른

(??어서 ) カレンダーを見ると、 1945 年 8 月 16 日だった。 )

(27)　저게 숀 캐시디의 샹송 다두 랑랑이지 . 환영 노래 치고는 이상해라 , 하고 지영은 

얼른 (??어서 ) 생각했다 .(KAIST:3614)

( 「あれがショーン・キャシディのシャンソンダドゥロンロンだ。 歓迎の歌にしては変だね」

と知英は 얼른 (??어서 ) 思った。 )

(28)　모두가 겸연쩍은 침묵 속에 잠겨 있을 때 얼른 (??어서 ) 카세트 녹음기를 꺼내 

온 지영은 (이하생략 ).(KAIST:3614)

( みんなが異様な沈黙に包まれていたとき 얼른 (??어서 ) カセットレコーダーを取り出

してきた知英は （以下略）。 )     

上でも述べたように、 얼른 [eolleun]は어서 [eoseo] と違い、 「聞き手」 と 「働きかけ」 の

有無にかかわらず、 非意志的行為や出来事などにも用いることができる。 つまり、 얼른
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[eolleun] は어서 [eoseo] より広い意味領域を持っていることになる。

以上のことから、 어서 [eoseo] の意味は＜主体が＞＜聞き手に対して＞＜間をおかずに行

為をするよう＞＜働きかける様子＞を表す場合に用いられると記述することができる （注 3）。

ところが、 어서 [eoseo] は今記述した意味と異なる意味で用いられることがある。 例えば、

以下のような例の場合である。

(29)　어서 그녀를 보고 싶었다 .(KAIST:2333)

( 어서 彼女に会いたかった。 )

(30)　우리 어서 어른이 되면 좋겠다 .(KAIST:3614)

( 私たち 어서 大人になれたらいいな。 )

この場合、어서 [eoseo] から「聞き手に働きかける」という意味特徴を導き出すことはできない。

このように、 어서 [eoseo] が 「希望 ・ 願望」 などを表す文に用いられる場合は、 「聞き手に働

きかける」 という意味特徴は消え、 単に＜ある事柄が＞＜間をおかず＞＜成立する＞というこ

とを表すようになる。

5. まとめ

以上、 本稿では類義関係にある韓国語の副詞的成分서둘러 [seodulleo]、 얼른 [eolleun]、

어서 [eoseo] の 3 語を考察対象とし、 相互の意味の類似点 ・ 相違点を明らかにした。 以下、

分析結果を簡単にまとめておく。

まず、 3 語の意味の分析結果をまとめると次のようになる。

서둘러 [seodulleo]

＜主体が＞＜行為の過程に注目し＞＜間をおかずに行う行為が＞＜何らかの基準に比べ

て＞＜進行程度が大きい様子＞

얼른 [eolleun]

＜主体が＞＜行為や出来事の成立 ・ 終了点に注目し＞＜間をおかずに行う行為 （あるい

は、 発生する出来事） が＞＜何らかの基準に比べて＞＜進行程度が大きい様子＞

어서 [eoseo]

＜主体が＞＜聞き手に対して＞＜間をおかずに行為をするよう＞＜働きかける様子＞

次に、 서둘러 [seodulleo] と얼른 [eolleun] の意味の類似点 ・ 相違点については、 以下の

ようにまとめられる。
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類似点 （同一のベース）

＜主体が間をおかずに行う行為が何らかの基準に比べて進行程度が大きい様子＞

相違点 （プロファイルの違い）

서둘러 [seodulleo] を用いた場合は、 「行為が展開していく過程に焦点が置かれる」 場

合に用いられる。 それに対して、 얼른 [eolleun] を用いた場合は、 行為が展開していく過

程にほとんど注目することなく、 「行為の成立 ・ 終了点に焦点が置かれる」 場合に用いら

れる。

서둘러 [seodulleo] はもっぱら人間の積極的な意志行為にのみ用いられるのに対し、

얼른 [eolleun] はその他に、「생각나다（思い出される）、 잊다（忘れる）、느낌이 들다（気

がする）」 のような非意志的行為や時間の経過を伴う出来事などにも用いられる。

最後に、 얼른 [eolleun] と어서 [eoseo] については、 次のようにまとめられる。

어서 [eoseo] も 「取り掛かりの早さ」 つまり、 「主体が間をおかずに行う行為が何らか

の基準に比べて進行程度が大きい様子」 を表すととらえられる。 ただし、 얼른 [eolleun]

と違い、 必ず 「聞き手」 が必要な場合に用いられる。 また、 命令 ・ 勧誘 ・ 依頼などの

「働きかけ」 というさらに限定された意味特徴を持っている。 つまり、 어서 [eoseo]は얼른

[eolleun] より意味領域が狭いということになる。

注

注 1    서둘러 [seodulleo] については、 李 (2007) を踏まえ、 分析し直したものである。

注 2    河上 (1996) は 「カテゴリー化」 について次のように述べている。

私たちは日常生活において、 様々な事物を知覚し、 経験する。 その量は膨大なも

のであり、 一つ一つを記憶にとどめようとすると大変なことになる。 しかし、 私たちは

それらの事物を効率的にグループ分けすることができる。 つまり私たちには、 事物か

ら何らかの類似性や一般性を抽出することで、 事物間にあるまとまりを認識し分類する

ことのできる能力が備わっていると考えられる。 このような事物をグループにまとめる認

識上のプロセスを、 一般的にカテゴリー化という。 ( 河上 (1996:27))

また、 言語の様々な側面に関するカテゴリー化の問題について、 プロトタイプ論的

見方を採用したことを認知言語学の根幹をなす特徴の一つとしてあげている。
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さらに、 プロトタイプを 「カテゴリーの成員の中でもより中心的で、 そのカテゴリーを

代表すると思われるもの ( 河上 (1996:209))」 と定義した上で、 次のように述べている。

そして私たちが事物をカテゴリー化する場合、 そのプロトタイプを核とし、 その周りに

さまざまな成員を位置づけることで、 全体を構造化しているとみなす。 この考えに基づ

けば、 カテゴリーの成員は、 その成員らしさという点では一様ではなく、 中にはプロトタ

イプに近いものもあれば、 それとはかけ離れた周辺的なものがあったり、 成員間で段階

性がみられることになる。 ( 河上 (1996:32))

注 3    어서 [eoseo] は、「어서 와요 (오세요 ,오십시오 )」 の形で用いられると、命令・勧誘・ 

依頼などの 「働きかけ」 の意味が薄れて、 「快く迎え入れる」 というような意味を表す

場合がある。 これは、 定型の挨拶表現として位置づけられる。

 ① “안녕하세요 , 선생님 .”지영은 가급적 명랑한 목소리로 인사했다 . “어서 와

요 , 지영양 .”(KAIST:3614)

( 「こんにちは、 先生。」 知英はできるだけ明るい声で挨拶した。 「いらっしゃい ( よ

うこそ）、 知英さん。」 )
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