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   韓国語専攻 2 年次生の作文における誤用分析1 
 

 

印 省熙・山田 佳子・宋 美玲・白 寅英 

 

 

본 연구는 일본 대학의 한국어 전공자 작문 오류의 특징을 보고하는 

것이다. 오류 양상을 살펴본 결과, 조사 ‘에’의 누락, ‘를’을 사용해야 하는 

경우에 ‘가’나 ‘에’를 사용하는 오류가 많았다. 그리고 일본어와는 달리 

다양한 형식으로 나타나는 연결 어미 사용에 있어서의 오류와 과거 시제와 

현재 시제의 사용 오류,  관형사형 어미에 있어서 미래와 현재 시제 사용 

오류가 많았다. 그 밖에 의미, 표현, 표기 오류를 살펴보았는데 일본어의 

간섭으로 인한 오류가 많았고 한일 양 언어의 차이에 대한 지도와 학습을 

통해 많은 오류를 미연에 방지할 수 있는 것으로 사료된다. 본 연구 

내용은 한국어 학습자의 오류 개선을 위한 지도안 작성의 기초 자료가 될 

것이다.  

 

 

1. はじめに 

本稿は日本の大学で韓国語を専攻として学ぶ学習者2年次生の作文に現れた誤用

例について調査し、誤用の様相を報告するものである。 

外国語教育において学習者の母語の影響により生じる誤用分析は欠かせないも

のである。国広哲弥(1967:127)は「外国語に接する人達は必ず日本語との表現の違

いに注意を引かれる」とし、なお「外国語学習ではその外国語と母国語の対照研究

によって食い違う点を充分に認識することが学習能率を上げるためには必要であ

る」(国広哲弥 1967: 145)と指摘しているように、韓国語の指導において日本語と韓

国語の相違について学習者に適切な説明を行うことが、学習効果を上げるために大

変有益であると考えられる。 

本稿では日本語母語話者において頻繁に発生する誤用の特徴を把握し、学習者に

とって困難な項目を明らかにする。その結果は学習者において起こりうる誤用を未

                                                      
1
 本研究は日本学術振興会科学研究費(基盤研究C課題番号15K02701)の助成を受けており、『第6

回日本韓国語教育学会学術大会』(2015 年 10 月 31 日、北海道札幌市教育文化会館)の口頭発表

に加筆・修正を加えたものである。 
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然に防止するための基礎資料となることはもちろんであるが、ひいては指導案や学

習書の作成にも役立つ成果となると考えられる。 

 

2. 先行研究と本稿の研究方法 

2.1  先行研究2と本稿の立場 

김상수・송향근(2006:7-8)
3によれば、韓国語教育における誤用分析研究は 2000年

代に入り大きく増え、なかでも日本語圏学習者を対象にしたものが最も多い。例え

ば、助詞(이지연 2012, 김정은 2004)、連結語尾(김정남 2006)、時制(이정희 2001、

김정남 2006) 、相(이수경 1997)、接続副詞(사와다히로유키 2004)などがある。こ

れらは個別の内容についての研究であるが、이수경(1996)は、「助詞・接続語尾・補

助用言・時制と相」など広い範疇を扱っており、우인혜(1998)と양명희(2004)は、日

本人学習者に多い誤用を紹介している。 

これらの誤用研究の多くは、韓国で学ぶ日本人学習者を中心にしたものであり、

日本国内における学習者を対象とした研究は少ない4。 

本研究は日本の大学で専攻として韓国語を学ぶ学習者を対象とし、その中でも特

に中級学習者の誤用に焦点を当てた5。 

資料として用いたのは、2年次生が 1年間の授業において 21種のテーマについて

書いた作文である。学習者が自由に表現した作文の中に観察される誤用を通し、学

習者が実際に頻繁に使用する語彙や表現を知ることができると考えたためである。 

 

2.2 本稿の研究方法 

2.2.1 分析資料について 

本稿の分析対象である作文資料は、2009 年に韓国語を専攻した 2 年次生 24 名に

よる「韓国語会話」の授業における作文である。彼らは 1 年次に週 6 コマ(1 コマ

90 分、年間 30 週)、2 年次に週 6 コマの韓国語の授業を受けるので、2 年次スター

                                                      
2
 先行研究内容は印省熙(2016:4-6)と重複する。 

3
 誤用分析研究論文については김상수・송향근(2006)参照。以後韓国語文献の日本語訳は本稿によ

る。なお本稿では引用を除き「관형형 어미」は「連体形」、「연결어미」は「接続形」と記す。 
4
 이지연(2012)は、日本の島根県立大学の学生を対象としている。 

5
 非専攻者についての誤用分析も当然必要であるが、それについては次稿に譲ることにする。 
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ト時には 270 時間の学習歴があり、2 年次終了時までに 540 時間の学習を受けるこ

とになる。2年次終了時の到達目標は「ハングル能力検定試験」3級、「韓国語能力

試験」3級レベルである。本稿ではこの 2年次生を中級学習者とみなす。 

週1コマの「韓国語会話」の授業では、年間を通して、毎回異なる作文のテーマ

と文法項目を与え、8 文以上を作文することを課題として出しており、学生は授業

で作文を発表し、作文は次週に添削の上、返却される。作文のテーマは「2 학년을 

맞이하며」、「내가 좋아하는 것」、「가족의 하루」、「나와 한국어」、「생활 속 

에피소드」、「한국과 일본의 다른점」など 21 種類であり、文法は「ハングル能力

検定試験」3級レベルのものから毎週 3〜4種を提示し、そのうち 2種以上を用いる

ことを課題とした。作文資料の全体の量は次のとおりである。 

 

作成者 作文作成期間 作文の量 総誤用例数 

24名 2009年4月〜2010年1月 3,136文 29,943語節 3,589例 

 

2.2.2 誤用例の採集基準 

本研究では이정희(2002) 6と양명희(2004)の誤用例採集の方法と基準にいくつか

の修正を加え、次のような基準を設けた。 

 

① 誤用文をすべて入力 

② 文法的非文のみならず、文脈上の修正もすべて入力 

③ 外来語の表記の誤用も有用な資料として入力 

 

                                                      
6
 이정희(2002:177-180)では誤用判定の手続きとその類型分類の方法を提示しているが、「誤用の識

別」については文法性(grammaticality)と容認可能性(acceptability:文脈や談話上の自然なつながり)

判断など多くの細部的な基準の設定が必要であると指摘する。なお外来語の発音や綴りについ

ては外来語表記法についての教育が行われていないため誤用研究対象から除外すべきとし、韓

国語母語話者が省略する助詞の場合、口語では助詞の省略が多いため対象資料から除外すべき

であり、さらに正文への修正の際は、「話者の発話意図が損なわれず意味を維持する範囲で最も

少なく直すこと」をすすめている。本稿では外来語の教育も必要と考え誤用例として扱い、

이정희で助詞の省略可能条件として挙げる「口語体の文で、短文であり、3語節を超えない時」

に当てはまらない場合は助詞の誤用として扱う。 
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なお、本稿における誤用例の表記は、「사회 공부에<가> 돼요.7」の場合、下線

部が誤用箇所であり、< >内が添削による修正である。 

 

2.3 誤用例の分類とその分布 

本稿では이정희(2002:181)8に倣い、採集した誤用例を、「文法論的誤用」(助詞・

語尾・時制・敬語・補助用言・語順)、「意味論的誤用」(単語・複合語・慣用的な

語句など語彙の意味的関係に係るもの)、「表現・談話論的誤用」(談話・文脈や表

現構造など文作りに係るもの)9、「表記上の誤用10」、「その他」(判読不可能なもの)

に分類し、分かち書きは分析の対象としない11。               

以上の基準に沿って採集の誤用例を分類すると次のとおりである。 

 

分類 誤用例数 比率(%) 

1.  文法論的誤用 1,658 46.2 

2.  意味論的誤用 960 26.7 

3.  表現・談話論的誤用 557 15.5 

4. 表記上の誤用 302 8.4 

5. その他 112 3.1 

合計 3,589例 100.0% 

 

 

 

                                                      
7
 本稿では紙面の関係上、誤用例の出典番号は省略する。 

8
 이정희(2002:181)では、誤用を「発音、文法、語彙、その他」に細分化し、頻度を確認し、分類

表を作成することとし、分類の下位項目として、文法的範疇から「助詞、語尾、時制、敬語、

補助用言、語順」を入れ、意味論的レベルから「語彙」を、話用論的レベルから「談話文脈」

を、音韻論的レベルから「発音」を設け、それぞれの頻度の把握、そして誤用の原因と現れた

誤用の類型に分類すること、その際に誤用の節単位を基準とすることなどを指摘している。 
9
 「表現・談話論的誤用」では 文脈に係るものやより自然な韓国語表現に直されたものなど文作

りに係るものを含むが、この場合に厳密には「誤用」とは言えない例も含まれる。 
10

 本稿の誤用例は作文資料に基づくので「発音」ではなく「表記」の項目を設ける。 
11

 本稿は이정희(2002:184)の誤用の分類のうち、大分類「結果の判定による分類」、中分類「範疇

別誤用」、小分類「発音・文法・語彙・その他」に基本的に沿っている。 
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3. 誤用の様相 

以下、「文法論的誤用」「意味論的誤用」「表現・談話論的誤用」「表記上の誤用」

について考察する12。 

3.1 文法論的誤用 

採集した誤用例のうち、「文法論的誤用」は1,658例と最も多く、全体の46.2%を

占めている。主なものとしては、助詞579例(34.9%)、接続形 278例(16.8%)、連体

形 122例(7.4%)、テンス・アスペクト形式119例(7.2%)が挙げられ、この4種類で

文法における誤用の約7割を占める。以下その様相について詳しく見ていく。 

3.1.1 助詞 (579例：文法全体の 34.9%)  

助詞の誤用は文法の中で最も多く、助詞の漏れ（「φ」で示す13）と付加14（不要

な助詞の使用）、混同（他の助詞を使用）などが見られる。表の上端の「形式」が

誤用のパターンで、修正された内容が「正用」である。 

形式 φ 가
15
 에 를 는 의 その他 

数 212 92 87 45 26 24 9316 

正用17 

 

에(74) 

를(40) 

는(25) 

가(20) 

도(20) 

의(20)他 

를(63) 

도(12) 

φ(4) 

께서(3) 

他 

 

를(21) 

φ(13) 

에게(13) 

로(13) 

가(9) 

他 

도(12) 

가(9) 

는(5) 

에(6) 

他 

 

φ(7) 

가(8) 

를(4) 

他 

 

 

φ(17) 

他 

 

 

 

  

 

                                                      
12
「その他」については特に考察は行わないことにする。 

13
 本稿の「φ」は、「의→φ」では「不要」を、「φ→의」では「無い」ということを表わす。 

14
 印省熙(2016:9)における「添加」を「付加」に、「混用」を「混同」に改める。これは市川保子

(2001:15)における誤用の分類の「脱落(omission)、付加(addition)、誤形成(misformation)、混同

(alternation form)、位置(misordering)、その他」に拠るものである。本稿ではこの指摘における「脱

落」は「漏れ」と示すことにする。 
15
「-가/-이, -는/-은, -를/-을」表記は「가, 는, 를」で代表し、用言は「하다」で代表する。 

16
 助詞のその他の誤用としては「에서(21), 로(20), 에게 (14)」などが現れた。 

17
 表の「正用」の欄には、出現の多いものを示し、その他のものは省略する。 
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助詞の漏れとしては、「아침, 방학, 이번, 다음, 내년, 휴일」など「時名詞」の

後に「에」を用いていない例が多い。その他、対比の場合に「는」を用いていない

例18や、「〜になる」の表現に「가」を用いていない例、文脈上必要な「도」が漏れ

ている例が見られる。 

 

①저는 아침<에> 일어나면 텔레비전을 봐요. 

②좋은 경험<이> 된다. 

③그때까지 공부<도> 열심히 하겠습니다. 

 

「가→를」では「좋아하다」の前に「를」ではなく「가」を用いた誤用が 18 例

と最も多く、同様に「할 수 있다/없다」の前に用いたものが 13 例、ほか

「잘하다/못하다」「알다/모르다」「하고 싶다」などの前に「가」を用いた例が見ら

れた。日本語の干渉が濃厚な誤用である。 

 

④한국 영화가<를> 좋아하는 사람 <있으면> 같이 볼까요? 

⑤동방신기는 한국사람이라도 일본어가<를> 정말 잘해요. 

 

「에→를」では、「쇼핑, 유학, 연수，여행，벚꽃 놀이，캠프」などの名詞の

後に付く場合が 13例と最も多い。その他「타다, 만나다, 이기다」など「를」を用

いる場合における誤用が見られ、やはり日本語の干渉と判断される。 

 

⑥방학 때 단기 연수에<를> 가는데 한국에<한국에서> 친구를 만들고 싶어요. 

⑦산책<산책하는> 도중에서<도중에> 많은 산책하는<φ> 사람에<을> 만나요. 

 

その反面、下記の「에→φ」の場合は、時名詞が続く場合に「에」用いたもので、

「에」の不要な条件についての学習の不足によるものと見られる。 

 

⑧저는 아침에<φ> 일찍 학교에 갑니다. 

                                                      
18
 例として「장래<앞으로> 일을 하는데<하니까> 지금<은> 펄요<필요> 없다.」が見られる。 
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 ⑨のような日本語の直訳による誤用、⑩のような「人＋에게」の誤用、⑪のよう

な「〜になる」の誤用も、「に」格を多く用いる日本語の影響や、「に」が「에, 에게, 

께, 로, 를，가（되다）」など多様な形式で表れる韓国語の助詞の使用が、学習者が

誤用を起こしやすい要因になっていると考えられる。 

 

⑨(英語について) 국제적에<으로> 쓰다<쓸 수 있다>. 

⑩또, 한 사람으로서<혼자서> 외로울때도 친구에<에게> 전화를 걸 수 있어요. 

⑪사회 공부에<가> 돼요. 

 

さらに次の「는→φ」「는→가」の場合は、김정은(2004:12)で「「은/는」は、文頭

では「topic」を示すが、文中では「対照」を示し、文頭に置かれた場合でも強調さ

れた場合は「対照」を示す」と指摘しているように、「対照」として用いられやす

い「는」と、主題として用いられやすい「は」の相違の影響と見られる。 

 

⑫（ホウキでヘビを追い払う内容）어머니께서는<φ> 차에서 내릴 수 없어서 제가 보다 못해 

비로 몇번 위협해댔어요<위협했어요>. 

⑬스파게티하고 피자는<가> 정말 맛있어요<맛있었어요>. 

 

「의→φ」の場合は依然として多く、次の例のように「所有や所属」を表わす場

合に「의」を付加している例が頻出している。 

 

⑭저는 그것을 봐서<보고> 자기의<φ> 아이 앞에서 <담배를> 피우다니 믿을 수 없다고 

생각했어요. 

⑮한국에 갔을 때는 옷집의<φ> 언니가 접객중에 갑자기 노래를 불러서 너무 놀랐어요. 

 

 一方、「의」が必要な場合に用いられていない例もあり、「φ→의」が20例現れ

た。韓国語では「의」を省くように学習して来たことに対する過剰一般化19と見ら

                                                      
19 市川保子(2001:14)では、誤用の要因について、「母語干渉(interference of mother tongues)による誤

りと母語干渉以外の誤り」に分け、「母語干渉以外の誤りは、(1)言語内の誤り：目標言語(target 

language)の構造そのものが困難であったり、既習の言語規則を未知の構造に適用しようとした
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れるが、油谷幸利ほか (2015:41)で、抽象的な名詞の場合「「の」に対して「의」が

対応する傾向が強い」と述べられているように、次のような場合は「의」が必要で

あり、「의」の現れる条件についての学習不足がその原因と見られる。 

 

⑯우리 우정<의> 표시니까. 

⑰일하는 것<의> 대단함<어려움>을 알아야 한다. 

 

3.1.2 接続形 (278例：文法全体の16.8％)  

「해서, 하고, 하니까」の類似の用法20における誤用、同時の「하면서」の不使用に

よる誤用などがあり、「하는데, 하면」との混乱も見られる。 

 

形式
21
 해서 하고 하니까 하는데 하면 その他22 

数 90 50 20 28 16 74 

正用 

 

하고(34) 

하니까(15) 

하면서(14) 

하면(7)他 

해서(22) 

하면서(9) 

他 

 

해서(12) 

하지만(4) 

하는데(2) 

他 

해서(14) 

하지만(8) 

他 

 

하니까(5) 

했더니(2) 

하고(2) 

他 

  

 

「해서」は誤用が最も多く、過去形を用いた「했어서→해서」23のような例(13

例)のほか、「하고」、「하니까」、「하면서」、「하면」など多様な形式の使い分け

における誤用が見られる。 

先ず、「해서→하고」34 例、「하고→해서」22 例が最も多い。日本語の「て」

                                                                                                                                   
際の誤り｛類推(analogy)・過剰般化(overgeneralization)｝、(2)発達上の誤り、(3)誘発された誤り、

また、単に不注意による誤り」があるとしている。우인혜(1998:49)では、「overgeneralization」を

「과잉 일반화」としており、本稿では「過剰一般化」とする。 
20

 接続形については印省熙(2013a)、油谷幸利ほか(2015:128-135)参照。なお本稿の接続形の例の中

には印省熙(2013a)の例と重複するものがある。 
21
「하고」には「했고」1 例、「하니까」には「했으니까」8 例、「하는데」には「했으면」5 例

と形容詞6例、「하면」には「했으면」3例が含まれている。 
22

 接続形のその他の誤用としては「했어서(13)」の他に하거나(10), 하지만(7), 하다가(3) , 

했다가(5) , 하더니(5) , 했더니(3) , 하게(5) , 하면서, 하도록, 하러等」が現れた。 
23

 例えば「저는 2 학년이 됐<되>어서 너무너무 기뻐요.」(印省熙(2013a:12)から再掲)など。 
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形が韓国語では「해서, 하고, 하면서, 하다가」など多様な形式で表れることによ

る。特に「해서→하고」は、①のような「並列」の場合、②のような前件と後件に

密接なつながりが見られない場合に多い24。 

 

①목이 너무 아파서<아프고> 열도 있는 거 같아요. 

②저는 어머니하고 조식<아침>을 먹어서<먹고> 쇼핑하러 갔습니다. 

なお「先行」で「듣다, 보다」を用いる場合は「하고」を用いる25。 

③저는 그것을 봐서<보고> 자기의<자기> 아이 앞에서 <담배를> 피우다니 믿을 수 없다고 

생각했어요. 

 

「하고→해서」の誤用は、④のような後件の目的を達成するための前件を行う場

合26が最も多く、次に⑤のような「手段・方法」の場合が見られた。 

 

④여러분도 좋아하는 잡지를 찾고<찾아서> 봐<읽어> 보세요. 

⑤올해도 열심히 공부하고<공부해서>, 더욱 한국어를 잘하게 되고 싶어요. 

 

「해서→하면서」は14例、「하고→하면서」は9例であり、二つの動作の「同時」

の場合は「하면서」の使用が促される。 

 

⑥고등학교 때 친구하고 BBQ 를 해서<하면서> 즐거운 추억을 만들고 싶어요. 

⑦(携帯は) 언제든지 어디로든지 가지고 다니고<다니면서> 사용할 수 있다. 

 

「해서→하니까」(15 例)、「하니까→해서」(12 例)も多く見られる。⑧のよう

                                                      
24

 印省熙(2013a:14)では「先行」の場合、「「하고」は前件と後件がそれぞれ別々の事柄でただ二つ

の事柄を時間の順で並べているのに対し、「해서」は「前提」または「目的」などの結びつきを

成しながら、前件と後件の二つの事柄が緊密に繋がっている」と指摘した。 
25

 印省熙(2013a:16)、孫禎慧(2005:53)に同様の指摘がある。 
26

 油谷幸利ほか(2015:133) では「用言1と用言2が共通の目的語を持つ他動詞」である場合「해서」

は「準備動作」を表わすとし、次の例で意味の違いを説明している。 
「샌드위치에서 오이를 빼서 먹었다」(キュウリを抜き出し、キュウリを食べた) 

「샌드위치에서 오이를 빼고 먹었다」（キュウリを抜き出し、サンドイッチを食べた） 
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に後続して命令・勧誘27が来る場合は「하니까」を用いるべきであり、⑨のように

「해서」を用いるのは、結果に対する原因を説明する場合である28。 

 

⑧나 팔월은<팔월에는> 한국에 가서<가니까> 칠월이나 구월에 만나. 

⑨어머니가 맛있는 회를 먹고 싶다고 하셨으니까<하셔서> 아타미에 갔습니다.  

 

 なお、「하니까→해서」の12例のうち、⑨のように後続節に過去形が用いられた

ものが9例見られたが、結果に重点を置く場合は過去の事柄を述べることが多いた

めであろう。それに対して「해서→하니까」の15例の場合は、⑩⑪の例のように

後続節に過去形が来るものは 1例も無かった。 

 

⑩저는 한자어나 듣기가 어려워서<어려우니까> 드라마나 영화를 보고<보면서> 연습할래요. 

⑪삭<식>사 해결이 힘들어서<힘드니까> 휴교하지 말아야 한다. 

 

その他、原因の「하는데→해서」（14例）、仮定条件の「해서→하면」(7例)、

発見の「하면→하니까」(5例)などがある。 

 

⑫벌써 벚꽂<벚꽃>이 졌는데<져서> 유감스럽니다<유감스럽습니다>. 

⑬다음에 시간이 맞어서<맞으면> 같이 커피라도 마시자! 

⑭열을 재면<재니까> 삼십구도<삼십구도나> 있었어요<됐어요>. 

 

3.1.3 連体形 (122例：文法全体の7.4%) 

  動詞は 106 例、形容詞は 16 例と、動詞における誤用が多く、日本語と異なるテ

ンス形式における誤用がほとんどで、形容詞の現在連体形の誤用には動詞との品詞

                                                      
27 국립국어원(2005:619-621)による。なお李允希(2005:120)では、文末に約束形の‘-ㄹ게요’が使

われた時は必ず「하니까」が用いられるとしており、李姫子・李鐘禧(2010:264)では、後続節が

‘-ㄹ까요’の時も하니까のみが用いられるとしている。 
28 印省熙(2013a:19)で「해서」は「原因を聞き手に丁寧に教える」という「事情説明」のニュアン

スがあり、「하니까」は「当然な理由を強調」して述べる「理由主張」のニュアンスがあると指

摘した。 
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の混同による誤用が多い。 

 

形式29 하는 한 할 

数 50 44 22 

正用 

動 

42 

할(26) 

한(5) 

했던(1) 

하기(5)他 

動 

37 

하는(23) 

할(5) 

했을(3) 

他 

動 

22 

하는(15) 

했을(1) 

他 

 

形8 한(8) 形7 할(7) 形0  

  

 誤用の多くは、動詞の「하는→할」(26 例)、「한→할」(5 例)、「한→했을」(3

例)、形容詞の「한→할」(7例)など、未来連体形の不使用によるものである。動詞

も形容詞も後続の名詞が「때」の場合が19例と最も多く、次に、「예정, 가능성, 기회, 

준비」など未来の事柄30や「일, 필요, 시간, 자격」など「〜すべき(事柄)」を示す

場合における誤用が多い。 

 

①(영어는) 해외 여행을 하는<할> 때 편리하다. 

②연락하고 싶은<싶을> 때 할 수 있다. 

③몇 사람을 위하여 학교 모두가 쉬는<쉴> 필요<는> 없다. 

④저는 그 같은<그런> 사람은 개를 기르는<기를> 자격이 없게<없다고> 생각해요. 

⑤지금 공부해야 되면<공부하지 않으면> 공부하는<공부할> 시간이 없다. 

 

動詞の「한→하는」23 例において、後続の名詞が「것」の 11 例は「〜というコ

ト(一般的な事柄)」を表わす場合であり、「일」の4例は「〜という性質の仕事」を

                                                      
29
 その他に、動詞の「했는, 했던, 했을」など5例と、形容詞の「했을」1例が現れた。 

30
 박재연(2009)では、「-은」「-을」の対立を「「現実」と「非現実」の対立するもの」としており、

村田寛(2000)では、<-ㄹ>は「事柄が話し手の描く現実世界にまだ存在していない」ことを表す

「非現実の事柄を表すムード語尾(非現実形）」としており、「意志、当為、予期、可能や能力、

可能性、推測」などのニュアンスが現れうるとしており、「基本的に<-ㄹ>連体形のみを取る一

群の名詞」として「가능성, 가망성, 확률」を挙げている.。未来連体形の学習の際、このような

意味特徴と名詞群を一緒に覚えるのも誤用防止に役立つと考えられる。 
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表わす場合である。 

 

⑥제 생활에 텔레비전이 없은<없는> 것은 생각하지 못해요. 

⑦돈은 쓴<쓰는> 것은 간단하지만, 벌은<버는> 것은 너무 어려워요. 

⑧제 일은 입구에서 티켓을 확인한<확인하는> 일입니다. 

 

動詞の「할→하는」は15例と多いが、それらは一般的真実に未来連体形を用い

た誤用であり、日本語「する」の影響が大きいと見られる。 

 

⑨저는 학교가 빨리 끝날<끝나는> 일<날>은 아르바이트를 해요. 

⑩집에서 받을<받는> 교육으로 학교 교육을 대체할 수는 없다. 

⑪학생 다음에는<졸업하면> 다 사회인이 되는데 빨리<미리> 준비할<준비하는> 게 

중요한다<중요하다>. 

 

その他、動詞の「하는→한」は、過去における実際の出来事を表わす場合である。 

 

⑫저는 축구 스타디움에서 아르바이트를 하는<한> 경험이 있었어요. 

⑬그 음악 프로에는 많은 가수들이 나왔는데 그 중에 롱 피어스를 하는<한> 남자<남자 

가수>가 있었어요. 

 

なお、形容詞の「하는→한」8 例は、動詞との混同による誤用で、特に하다用言

の場合に多い。 

 

⑭위험하는<위험한> 사이트가 있어요. 

⑮건강하는<건강한> 사람은 거꾸로 스트레스가 돼요. 

  

3.1.4 テンス・アスペクト形式 (119例：文法全体の 7.2％) 

「している」→「하다」、「していない」→「안 했다」のような日韓両言語の相

違による誤用は少なく、過去形の不使用や習慣・繰り返しの事柄に過去形を用いる
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といった誤用が多く現れている。 

 

形式 하다
31
 했다 하고 있다 하고 있었다 その他32 

数 57 31 19 7 5 

正用 

 

했다(45) 

하고 있다(11) 

했었다(1) 

하다(26) 

했었다(2) 

他 

하다(10) 

해 있다(4) 

했다(4)他 

했다(7) 

 

 

 

 

誤用が多かったのは、「하다→했다」45例、「했다→하다」26例である。「하다→

했다」は、①②のように過去の 1回限りの出来事や話し手が実際経験した過去の事

柄を述べている場合である。 

 

①그때는 알기 쉽게 가르쳐 드리는<주시는> 선생님이 있어서 영어를 너무너무 좋아합니다 

<좋아했어요>. 

②결과는 지었습니다만<졌습니다만>, 좋은 시합이에요<시합이었어요>.  

 

「했다→하다」は、③④のように「매일」、「때때로」のような副詞を伴って反復

的な事柄を示したり、⑤⑥のように仮定条件文で一般的真実・習慣的な事柄を述べ

る場合に過去形を用いた誤用である。 

 

③나리타는 나리타 공항이 있어서 매일 외국인이 많이 왔어요<와요>. 

④우리는 휴일<휴일에는> 종종<때때로> 영화를 보러 갔어요<가요>. 

⑤많이 먹고 많이 잤으면<자면> 스트레스가 풀리예요<풀려요>. 

⑥여름반학<여름 방학>이 됐으면<되면> 시골 <집>에 돌아갈까 해요. 

 

また、「하다→하고 있다」が 11 例、「하고 있다→하다」が 10 例、「하고 

                                                      
31
「하다」の誤用の場合は、「하시다」57 例、「하겠다」17 例の他、「한다」「할 수 

있다」「해지다」「해 주다」「해 보다」「해 버리다」「해야 하다」「하고 말다」など

多様な形式が現れるが、本稿では最も特徴的な誤用にのみ触れ、これらについては省く。 
32

 その他には、「해 있다→했다」「해 있었다→하고 있다」などが見られた。 
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있었다→했다」が 7 例現れたが、「하다→하고 있다」は「지금」「십 년 동안」

などを伴って「今現在起きつつある出来事」を述べている場合である。 

 

⑦나 아카넨데 지금 수업이 끝나서 일찍 준비하거든<준비하고 있거든>. 

⑧(今の家では) 제가 초등학생 <때>부터 약 십년동안 살아요<살고 있어요>. 

 

それに対し「하고 있다→하다」は、例のように「今現在起きつつある出来事」

ではなく「そういう事実がある」ことを述べている場合である。 

 

⑨길에서 자전거를 타고 있는<타는> 사람이 많아요. 

⑩휴일 때는<휴일에는> 열 시간 이산<상>은 자고 있어요<자요>. 

 

その他、「하고 있었다→했다」は、「過去に終わった出来事」を述べている場合

である。 

 

⑪저는 6 월 14 일까지 (中略) 커피숍에서 아르바이트 하고 있었습니다<했습니다>. 

⑫(休日に家族のした事について) 아버지는 집에서 인터넷을 하시고 있었어요<하셨어요>. 

 

下記の「하고 있다→해 있다」、「해 있었다→하고 있다」、「해 있다→했다」等

の誤用は、日本語の「している」形が「動作の継続」と「結果状態」のどちらも表

わすことができるのに対し、韓国語では「하고 있다」、「해 있다」、「했다」など、

異なる形式で表れることによる使い分けの難しさに起因するものと見られる。 

 

⑬거기는 사람이 전혀 없어서 조용하고, 서울이라도 한옥이 그렇게 많이 남고 있어서<남아 

있어서> 왠지 재미있고 신기했어요. 

⑭왜냐하면 자신을 위해<위해서만> 살아 있었기<살고 있기> 때문에예요<때문이에요>. 

⑮그런데  3 월에 만난 이래 못 만나 있잖아<만났잖아>. 
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3.1.5 助詞と語尾の形態的誤用33 (119例：文法全体の 7.2％) 

単純な活用の形態における誤用である。下記の表に例とともに示す。 

 

体言＋ 

助詞 

(34) 

母音(4) 통역사이나〈나〉 

ㄹ(2) 말으로〈로〉 

子音(28) 남동생와〈과〉(5), 여행를〈을〉(6)  

体言＋ 

指定詞 

(25) 

母音(5) 목표이에요〈예요〉 

子音(20) 때문에요〈이에요〉, 꿈이예요〈이에요〉, 

일요일였<이었>어요   

用言 

(60) 

正格(31) 입아〈어〉야,  치<쳐>요, 

공부〈하〉러,  시작했<어>요 

ㄹ語幹(12) 놀은〈놀〉시간,  만들을〈만들〉줄 아는 

(놀다, 늘다, 들다, 벌다, 울다, 만들다, 힘들다など) 

変格(17) 

(으3/ㅂ6 /ㄷ5 

/ㅎ3) 

즐겁운〈즐거운〉, 알아들〈들을〉수 있게, 쓰<써>야 돼요, 

어떻을<어떨>지요 

(즐겁다4,  듣다4)  

 

助詞や語尾の異形態の場合、特に「子音」で終わる体言における誤用が多く、な

おㄹ語幹用言や変格用言「즐겁다」(4例)、「듣다」(4例)における誤用が多く見ら

れた。 

 

3.1.6 その他 

文法の誤用には、①のような身内に対する尊敬形の不使用(57例)、②③のような

名詞と形容詞の品詞の混同34による誤用「이다→하다」(15例)、④⑤のような形容

詞と動詞の品詞の混同による誤用「하게 되다→해지다」(13例)などが見られた。 

                                                      
33 양명희(2004:336)では「부모과」「몫이입니다」「하도→해도」「놀어→놀러」は「文法誤用」の

中で「助詞と語尾の形態論的な誤用」としており、本稿では「助詞と語尾の形態的誤用」とす

る。 
34

 油谷幸利 (2006/2009:124-126)参照。 
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①아버지가 옷을 사 줬습니다<주셨습니다>. 

②핸드폰은 이동하면서 연락할 수 있는 것이라서 아주 편리예요<편리해요>. 

③그건 만발인<만발한> 벚꽃<벚꽃을 찍은> 카드였습니다. 

④처음은<처음에는> 어렵더니 점점 즐겁게 됐어요<즐거워졌어요>. 

⑤따뜻이 되고<따뜻해지고> 꽃이 피면 경치가 아름답게 돼요<아름다워져요>. 

 

さらに、語順の間違いが 25例あり、そのうち、副詞の位置における誤用が 23例

と最も多い。 

 

⑥이번학기는 많이<φ> 회화 연습을 <많이> 하고 싶어요. 

⑦더<φ> 한국말을 <더> 잘하기 위해서는 어떤 공부방법이 좋죠? 

 

その他、「하다用言」における誤用も特徴的であり、⑧のような動詞(1例)のほか、

⑨⑩のように「편리하다, 필요하다, 미숙하다, 위험하다, 충분하다」など形容詞に

誤用が多く見られた。 

 

⑧만약 텔레비전이 없다면 저는 살 수 없다고 생각에요<생각해요>. 

⑨해외여행 때 편리다<편리하다>. 

⑩저는 혼자 사<살>고 있어서 핸드폰은 <꼭> 필요예요<필요해요>. 

 

3.2 意味論的誤用 

採集された誤用例のうち、「意味論的誤用」は 960 例と、全体の 26.7%を占めて

いる。日本語からの直訳による誤用が最も多く、連語や類義語、漢字語における誤

用などが見られる。主なものを挙げると以下のとおりである。 

 

 

 

 

 



 

102 

 

誤用 数 正用 誤用 数 正用 

하다 28 (유학)가다(9),(사무)보다, 

(이야기)나누다 等 

모두 

(로/하고) 

9 모든, 다 같이, 여러분, 

친구, 같이, 모두 함께 

17 (시작，유출，감염)되다 일 8 날(4), 것(3)等 

제        27  저희(10),우리(8),저(7) 재미있다 8 즐겁다(6),즐기다(2) 

것 25 일(12),사람,때,점 지내다 8 보내다(6),쉬다,하다 

좋다 15 좋아하다(8),낫다(5)    많이 8 많은(4),별로,주로 

좋아하다 8 좋다(8) 자기(로) 

자신(으로) 

8 

 

제, 자기, 저, 스스로 

사람 8 남(4),주인,학생,환자   자신 5 자기,스스로,저 

한국사람

친구 

6 한국 친구 되다 7 들다,하다,받다,쓰다 

그래서 11 그리고(4),그러니까 이제 6 앞으로,이미,바로 

모두 10 다 같이,여러분,친구 잘 6 자주(4),푹 

장래 10 앞으로(8),미래(2) 곱다 5 자상하다(3),좋다(2) 

이번 9 다음에(9)                  언제 5 아무 때나,언젠가,평소 

이 8 이번(8) 간단하다 4 쉽다(3),손쉽다 

대단하다 9 힘들다(7), 큰일 나다 , 

어렵다 

빨리 4 일찍(3), 미리 

큰일이다 3 힘들다(2) 또 3 다시,그러나 

회화 9 대화(8),말 다시 3 또(3)                   

때문(에) 9 위해서(9)    

 

「(유학)가다35
(9)、(이야기)나누다(3)、(사무)보다(2)、(소중히)여기다(2)、(향기

)나다」等に「하다」を当てた誤用が多い。日本語の影響によるものと言えよう。 

 

                                                      
35

 油谷幸利(2006/2009:36)では「名詞+に+移動動詞」の場合、「場所名詞+に+移動動詞」は

韓国語 で 「場所名詞+에 가다/떠나다 な ど 」 で あ り 、「動作名詞+ に +移動動詞」 の

場合、「動作名詞+를/을 가다/떠나다など」で「動作名詞+하러 가다/떠나다など」と説明し

、例として「회사에 다닙니다」「미국으로 유학을 갔어요」「식사하러 갑시다」を挙げる。 
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①한국에 유학하니까<가니까> 일본에선 못 하는 일<것>을 많이 하고<해 보고> 싶어요. 

②저는 지금 학원 사무를 하고<보고> 있어요. 

 

なお「시작，유출，감염，보급，진화，구별，발매，당첨，방송」などの漢字語

名詞に「하다」を用い、「되다」に修正されたものが多く、「する」で表現される日

本語の影響が見られる。 

 

③다른 사람에게 감염한다면<감염된다면> 위험하니까요. 

④요즘은<요즘에는> 자전거 길하고 보행자 길이 구별하고<구별되어> 있어요. 

  

「人」は、「사람, 남, 인」の他、「주인, 학생」など身分を示す言葉で表現される

場合がある。その他、「한국사람 친구→한국 친구」が 6例も見られた。 

 

⑤사람에<남에게> 폐를 끼칠 때가 있어요. 

⑥그때 가게 사람<주인>이 나한테 이렇게 말했다. 

⑦그리고 아직 한국 사람 친구<한국 친구>가  없어서 <친구도> 만들려고 합니다. 

「大変だ」を直訳した誤用「대단하다/큰일이다→힘들다」(9例)が見られる。 

⑧아르바이트가 너무 대단해요<힘들어요>. 

⑨그러나 한국어가 어려워서 따라가는 것이 큰 일었어요<힘들었어요>. 

 

類義語「것/일」、「빨리/일찍」、「흥미/관심」、「재미있다/즐겁다」、「간

단하다/쉽다」、「기억하다/외우다」における誤用も多い。 

 

⑩일상생활에서 영어를 말하는 것<일>은 그다지 없다. 

⑪늦잠을 하면<자면> 후회해서<후회하니까> 빨리<일찍> 자고 빨리<일찍> 일어날까 합니다. 

⑫한국어 공부는 재미있지만 단어를 기억하는<외우는> 것이 어렵습니다. 

 

「今度」や「この」の訳として用いた「이번→다음」、「이→이번」なども多い。 
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⑬이 번<다음에> 놀러 가려고 해요. 

⑭저는 이<이번> 방학 때 캠프에<캠프를> 갔어요. 

 

「좋다→좋아하다」、「좋아하다→좋다」の誤用が見られる。単に助詞との組

み合わせの間違いではなく、文構造の理解不足によるものである。 

 

⑮제가 좋은<좋아하는> 것<사람>은 아이코예요. 

⑯한국인들은 싫은 것은 싫다, 좋아하는<좋은> 것은 좋아한다<좋다>고 분명히 말한다. 

 

その他、漢字語の影響によるものとして「생가→집」「세계 중의→ 여러 

나라의」「양친→부모님」「최대의→가장 큰」「영회화→영어 회화」などが見

られた。 

 

3.3 表現・談話論的誤用 

採集された誤用例のうち、「表現・談話論的誤用」は 557 例で、全体の 15.5%を

占めている。 

 

3.3.1 「φ→挿入」 

表現における誤用の 47.7％は、主語や動作主、目的語、副詞、動詞、具体内容な

どが補われたもので 270例があり、表現の 48.6%を占める。 

前後文との文脈上の関係から「그리고，그래도，그렇지만」などの接続詞が文頭

に補われたり(例①)、文脈からの必要な内容が文中に補われたり(例②)、「아주, 더, 

많이, 자주, 잘, 다」などの副詞が補われたものは最も多く(例③)、例④〜⑦の「올해, 

지금, 때, 오늘, 이번」などのように時名詞や、主語、目的語、場所名詞などが補

われ、文をより具体的に記述するよう修正が行われた。省略的な日本語文の特徴が

韓国語作文にも影響していると見られる36。 

                                                      
36

 印省熙(2007:209)では「主語や動作主を明示し、文の内容を明瞭に示す韓国語と、言語場におけ

る推測可能な情報は明示せず、聞き手(読み手)に推測をゆだねる日本語」との相違を指摘した。

李殷娥 (1995)でも透明な言語の韓国語と不透明な言語の日本語についての指摘がある。 
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①(「卒業まで韓国語を頑張りたい」に続く)  <그리고> 언젠가 한국에<한국에서> 살고 

싶어요. 

②오빠는 <일은 힘들지만> 힘써서<열심히> 회사에 가고<다니고> 있다고 해요. 

③앞으로 <더> 좋은 아르바이트를 찾을 수 있으면 좋겠어요. 

④미나미는 여름방학 <때> 어디로<어디> 가? 

⑤<저는> 봄 방학때 처음으로 한국에 갔었어요. 

⑥<돈을> 많이 벌고 싶어요. 

⑦아버지는 <지방에서> 단신 부임을 하고 계십니다<중이십니다>. 

 

3.3.2 名詞表現→動詞表現 

日本語と韓国語における表現構造の相違について金恩愛(2003)では「名詞構造志

向の日本語と動詞構造志向の韓国語37」と指摘しているが、名詞述語文を動詞述語

文にしたり、動詞を追加したりと、名詞表現を好む日本語の影響が見られる文を動

詞表現を好む韓国語文に修正した例が見られる。これらはより「自然さ」38を求め

るためであると言えよう。 

 

①머리도 아파서<아프고> 감기기운이예요<감기 기운이 있어요>. 

②어떤<어떻게> 아픔에요<아파요>? 

③그래서 할머니 집에 청소 도움을 하러<청소를 도우러> 갔습니다. 

④어학 능숙의 비결은<어학을 잘하는 비결은> “그 나라의 사람(사람이) 된다<되는 것>”라고 

합니다<이라고 합니다>. 

 

3.3.3 その他 

次のように日本語直訳の影響が見られる場合もある。 

                                                      
37

 金恩愛(2003:3)では「雨の日に会っためがねの子覚えてる？」が韓国語では、「비 오던 날 만났던 

안경 낀 애 기억나?」になるように日本語では名詞しか現れていない表現に対して、韓国語で

は動詞が現れるとし、日本語は「名詞構造」を、韓国語は「動詞構造」を志向するとしている。 
38 市川保子(2001:14) では「誤用には段階(程度)があり、(中略)文法的な正確さ(accuracy)に関わる

ものと、文章・談話としての適切性(adaptability)に関わるもの」があり、文法的には誤用とは言

えないが、「「自然さ」も適切性の中に」含まれると指摘している。 
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①제<저희> 가족은 다섯명 가족<다섯명>입니다. 

②다음에는 이탈리아 요리가 먹고 싶다고 생각했습니다<먹고 싶습니다>. 

③저도 나쁜 기분이 됐어요<기분이 나빠졌어요>. 

 

3.4 表記上の誤用 

採集された誤用例のうち、「表記上の誤用」は302例(全体の 8.4％)見られた。母

音と子音の類似のものの誤用が多く、発音の判別の難しさが表記の誤用に影響して

いるものと見られる。母音の誤用は 149 例で 49.3%、子音の誤用は 102 例で 33.8%

である。 

 

3.4.1 母音 

母音の誤用において主なものを次の表で示す。 

 

母音「誤→正」 合計 

「우→으」20 「으→우」2 22 

「오→으」10 「으→오」1 11 

「어→오」19 「오→어」16 35 

「에→애」17 「애→에」9 26 

「아→이」11 「이→아」2 13 

  

単独では「우→으」(20例)が最も多いが、「오→으」(10 例)を合わせると日本語

母語話者は「우」と「오」の音を「으」としてとらえる傾向が強い。特にほぼ半数

の 14例が外来語の「라이부<브>」「댄수<스>」「디주<즈>니」で、「미주<즈>키」

の人名の「す」と「ず」の表記が 4 例、「줄<즐>겁다」の表記間違いが 7 例で最も

多く、外来語の「드라마」(6 例)、「디즈니」(3 例)や、「즐겁다」(7 例)についての

重点的な指導が必要であると考えられる。 

なお「어⇔오」(35 例)「에⇔애」(26 例)も誤用が多く、発音の類似に因るもの

である。外来語は「어→오」の「보스턴<톤>」「커스토커<코스트코>」「시즈어 
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<오>카」 な ど で 、 ほ か は 、「가적<족>」(5 例)、「선<손>님」(4 例)、 

「부머<모>님」(3 例)などの表記間違いが多く、「오→어」の場合は、外来語は見

られず、「하로<러>」(4例)、「부토<터>」(2例)、「하고<거>나」(2例)などで

ある。その他、「에⇔애」の場合、外来語は「스트래<레>스」「매<메>일」「매 

<메>모」「디즈니렌<랜>드」などで少なく、「데<대>학생」「두게<개>」「문 

화제<재>」「그레<래>서」「재<제>」「주새<세>요」などの単語の表記間違い

が多い。その他、「삭<식>사」「사화<회>」「화<회>사원」などの「아→이」の場

合の誤用が11例もあることが特徴的である。 

 

3.4.2 子音 

子音の誤用は、初声59例、終声43例、合計102例で、主なものを次の表で示す。 

 

子音 「誤→正」 合計 

初

声 

平⇔激 「ㄱ→ㅋ」1/「ㅋ→ㄱ」3/「ㅌ→ㄷ」2/「ㅂ→ㅍ」8/「ㅊ→ㅈ」5 19 

激⇔濃 「ㅋ→ㄲ」2/「ㅌ→ㄸ」2/「ㅊ→ㅉ」1/「ㄸ→ㅌ」1/「ㅃ→ㅍ」5 11 

平⇔濃 「ㄲ→ㄱ」1/「ㄸ→ㄷ」1/「ㅂ→ㅃ」1/「ㅆ→ㅅ」2/「ㅉ→ㅈ」1  6 

終

声 

鼻音 「ㄴ→ㅇ」15/「ㅇ→ㄴ」9/「ㅁ→ㄴ」4/「ㄴ→ㅁ」1 29 

ㄱ⇔ㄴ 「ㄱ→ㄴ」4/「ㄴ→ㄱ」2 6 

  

初声の場合は「平音⇔激音」が最も多く、「비<피>자」「변<편>리」の「ㅂ→ㅍ」

が 8 例で、「ㅃ→ㅍ」も多いが、特に「아프다」を「아쁘다」と間違った例が 5 例

もあり特徴的である。なお、「맥추<주>」「숙체<제>」のような「ㅊ→ㅈ」が

5 例、「자<가>족」「젓<것>」の「ㅈ→ㄱ」が 5 例と多い。初声において学習者

は「ㅂ/ㅍ/ㅃ」、「ㅈ/ㅊ」、「ㅈ/ㄱ」の弁別が難しいと言えよう。 

終声では、鼻音における誤用が著しく34例見られ、特に「유면<명>」「휴교련<령>」

の「ㄴ→ㅇ」が 15例、「계랑<란>」「청<천>엔」の「ㅇ→ㄴ」が9例と多く、ほか

に「담<단>기」「어름<른>」の「ㅁ→ㄴ」も4例が見られ、そのほか「학녁<년>」

「잔<작>년」のように前後で同じ終声が同時に現われる場合が 6例見られた。 
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3.4.3 その他 

「앞은<아픈>데요」「열음<여름>」「정신려글<정신력을>」 な ど 連音化 の

影響 と み ら れ る 誤用 や 、「텔레비<텔레비전>」「알바이트<아르바이트>」 

「토이쿠<토익>」「마라손<마라톤>」など外来語の誤用が多く、外来語の表記につ

いての学習が不足していることが明らかになった。 

表記全体において「디즈니랜드」(9例)、「텔레비전」(8例)、「아프다」(8例)、「즐겁다」

(7 例)、「드라마」(6 例)、「아르바이트」(4 例)の表記誤用が多く、これらの単語に

ついては表記について注意を促す必要があると考えられる。 

 

4. まとめ 

本稿では韓国語専攻2年次生の作文における韓国語の誤用の特徴を記述的に紹介

した。本稿の資料は 1 年間の 21 種類の作文から採集した誤用例である。専攻者で

あるだけに作文の内容や表現が多岐にわたり、そのため誤用例数も多い。誤用の多

くは日本語の干渉に因るものであるが、それについては両言語の相違を念頭に入れ

た重点的な指導により、その多くを未然に防ぐことができると考えられる。 

今後は、非専攻者のデータも分析の対象に加え、日本語母語話者における誤用の

様相を広範囲に明らかにしたうえで、誤用を未然に防ぐための指導案や学習書の作

成を目指したい。 
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