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日本人韓国語初級・中級学習者における 

「分かち書き」の使用実態 

―助詞の前後を中心に― 

 

 

 金 珉秀  

 

 

本稿は、日本人韓国語学習者における「分かち書き」の使用実態を解明するこ

とを目的とする。特に初級と中級学習者を対象とし、助詞の前後における「分

かち書き」の正解率を調べ、「分かち書き」の使用実態を比較考察した。その結

果、中級クラスは初級クラスより正解率が有意に高かった。そして、初級クラ

スでは男子学生より女子学生の正解率が有意に高かった。また、中級クラスで

は「分かち書き」の指導や添削が行われているにも関わらず、助詞の前の「分

かち書き」においては、初級クラスより中級クラスにおいて正解率が下がる助

詞があった。したがって、「分かち書き」における指導方法の改善の余地や「分

かち書き」における教育効果を検証する必要性があることが示された。 

 

 

1. はじめに 

韓国語の表記は「한글 맞춤법(ハングル正書法)」(2017年改訂)に従い、文章の各

単語は「分かち書き(띄어쓰기)」を原則とする(第 1章第 1節第2項)。つまり、漢字

仮名混じり文である日本語と違って、韓国語はハングルのみで書くので、解釈上の

誤解や多義的な解釈を防ぐために「分かち書き」をする必要がある1。韓国語の「分

かち書き」はコミュニケーションを円滑にする働きをするものである。 

ところが、日本人初級学習者は次の(1)のように単語と助詞の間をすべて離して書

いたり、(2)のようにすべて繋げて書いたりする場合がある2。 

                                                      
1 韓国語は「分かち書き」によって、「오늘✔밤✔나무✔사✔올게요.（今晩、木を買ってきます）」、

「오늘✔밤나무✔사✔올게요.（今日、栗の木を買ってきます）」、「오늘✔밤✔나✔무✔사✔올게요.

（今晩、私、大根を買ってきます）」のように多義的な解釈ができる。一方、남지애(2008:32)

によると、「分かち書き」は書き手の正しい意味伝達に役立つだけでなく、文の意味や内容に関

する可読性にも影響しているため、文字言語を通して正確なコミュニケーションをとるには「分

かち書き」の能力を強化する必要があるとしている。 
2 「한글 맞춤법(ハングル正書法)」によると、「助詞は前の単語に繋げて表記する(第 5 章の第 1

節第41項)」とある。 
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（1）＊저✔는（私は）/ ＊밥✔을（ご飯を）/ ＊학교✔에（学校に） 

（2）＊저는학생입니다. 

 

金珉秀(2016)は日本人韓国語初級学習者と韓国語母語話者の「分かち書き」に関

する使用認識および使用実態を調べ、日本人韓国語初級学習者の 95.4％が「分かち

書き」をあまり知っておらず、81.8％がその学習の必要性を感じていることを指摘

した。しかし、日本の大学レベルでは「分かち書き」の細かい規則の部分の学習は

行われていないのが現状である(桂正淑(2005：39))。「分かち書き」は規則や例外な

どが多く、韓国語母語話者ですら間違える場合もあり3、教育現場では意思疎通に

支障のない「分かち書き」の間違いについては見過ごしている傾向があると考えら

れる。また、정효민(2012:396)は、これまで出版された韓国語教材で「分かち書き」

の必要性や指導方法について具体的に提示した教材はなく、教員と学習者が「分か

ち書き」の重要性を見逃していると指摘している4。 

ところで、日本人韓国語初級学習者によく見られる「分かち書き」の誤用は、韓

国語の文章を書く上で基本的な書き方であり、韓国語教育において扱うべき内容で

あると考えられる5。「分かち書き」は単なる表記上の規則ではなく、「分かち書き」

の単位である文節は呼吸調節に役立つ区切り読みの単位であり、韓国語の文を読む

リズム感を捉えられる重要な手がかりにもなる(신미나(2001:7))。また、現在韓国教

育財団主催の韓国語能力試験(TOPIKⅡ(3 級～6 級))には「書取り(쓰기)」領域(記述

式問題)が含まれており、「分かち書き」は韓国語能力を評価する 1つの基準である

と言える6。 

                                                      
3 「分かち書き」規則に関する一貫性の欠如と多数の許容規定などが母語話者にとって正しい「分

かち書き」の使用を阻害する要因になる(정효민(2012:390))。 
4 金珉秀(2016:14)によると、日本人韓国語学習者の63.6%(21名中14名)が授業時に「分かち書き」

を習っていないと答えた。 
5 정효민(2012:391)は学問を目的とする外国人韓国語学習者にとって大学の基礎となる正しい文章

を書くための基礎の一環として「分かち書き」の教育が韓国語教育において必要であるとしてい

る。 
6 現行の韓国語能力試験(TOPIK)は 2014 年(第 36 回)に改編され、書取り問題(50 点)は TOPIKⅡの

みに出題されている。書き取り評価の「言語使用」部門には「語彙、文法、正書法」の項目が設

けられており、正書法に合った表記であるかどうかが評価される(https://www.kref.or.jp)。「分かち

書き」に関する直接的な言及はないが、正書法に含まれる「分かち書き」も評価されていると考

えられる。 



49 

 

そこで、本稿では、初級と中級の日本人韓国語学習者の「分かち書き」の正解率

を調べ、レベル別に「分かち書き」における使用実態に違いが現れるかどうか、ま

たレベル別にどのような傾向が現れるかを比較考察する。本稿の結果は、「分かち

書き」の教育指導内容に反映できるものであり、今後日本人韓国語学習者における

効果的な「分かち書き」の指導方法を考案する上で基盤となるという点においても

意義があると思われる。 

 

2. 先行研究 

 「分かち書き」に関する先行研究は大きく「分かち書き」規定およびその問題点

に関する研究7と、「分かち書き」の使用実態および指導方法に関する研究の 2 つ

に分けることができる。そして、「分かち書き」の使用実態および指導方法に関す

る研究は、韓国語母語話者を対象とする研究と外国人韓国語学習者を対象とした研

究に分かれている。以下では外国人韓国語学習者を対象とした先行研究を中心に紹

介し、その研究動向を検討する。 

これまでは류준형(1978)、김갑년(1981)、이현수(1999)、손은경(2003)、이민정(2007)、

김인혜(2010)、박대아(2010)、방실이(2011)などのように韓国語母語話者を対象とし

た研究が多くなされてきた。一方、2012年頃以降は外国人韓国語学習者を対象とす

る研究も行われつつあるが、そのほとんどが中国人学習者を対象としている。

정효민(2012)は中国人韓国語学習者の作文に現れる「分かち書き」の誤用のパター

ンを考察し、中国人学習者の「分かち書き」の誤用は母語の干渉、「分かち書き」

に対する認識不足、マスメディアの影響などが原因であるとしている。정로(2012)

は 、韓国の大学に在学している中国人韓国語学習者 102 名の自由作文を分析した

が、中国人韓国語学習者は「分かち書き」の重要性や基準についてよく把握してい

ないとしている。완자미(2012)は、中国人韓国語学習者 100 名に韓国語の「分かち

書き」に関するアンケートを実施し、ほとんどの学習者が「分かち書き」を知って

いるものの、70％以上が「分かち書き」に関する教育を受けておらず、95％の学習

者が「分かち書き」の指導を望んでいることを明らかにした。유정(2013)は、中国

                                                      
7 리의도(1983)、이익섭(2002)、민현식(2000)、박정규(2006)、황경수(2007)、요시모토(2012)などは

「分かち書き」の基準の曖昧さ、規定に関する説明の不十分さなどについて指摘している。 
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人韓国語学習者(中級、上級)40名の「分かち書き」の実態を調査し、中国人学習者

は「分かち書き」の重要性は認識しているものの、教育現場では「分かち書き」の

教育が行われていないため、その誤用が生じるとしている。곽자범(2014)は、中国

人韓国語学習者(中級、上級)70名の「分かち書き」の使用実態を調査し、彼らの「分

かち書き」の正解率が高くないことから、「分かち書き」の誤用を改善するための

テキスト制作の必要性や、韓国語教師の「分かち書き」教育に関する認識変化の必

要性について述べている。金珉秀(2016)は、韓国人母語話者と日本人韓国語初級学

習者の「分かち書き」の使用実態および「分かち書き」に関する認識を調査し、韓

国人母語話者と日本人韓国語学習者はともに同一表現や同一条件においても離し

て書いていたり、繋げて書いたりするなど、「分かち書き」に関する一貫性は見ら

れないことを指摘している。 

これまでの研究により、韓国語教育現場における外国人韓国語学習者に対する

「分かち書き」の指導の現状および必要性が認識されるようになったが、日本人韓

国語学習者の「分かち書き」に関する研究はあまり行われておらず、その指導法も

十分に確立しているとは言えない。 

 

3. 研究方法 

3.1 研究対象者 

本稿では、東海大学に在学する韓国語初級学習者103名(「入門2クラス」、男子

学生47名、女子学生 56名)と、韓国語中級学習者15名(「表現法 2クラス」、男子

学生 3名、女子学生 12名)の計118名を研究対象者とした。「入門2クラス」の学習

者は、2015年度春学期に「コリア語入門１」を、2015年度秋学期に「コリア語入

門 2」を受講しており、総授業時間は 90時間(春学期 30 回、秋学期 30回)、韓国語

学習歴は約１年である。「表現法 2クラス」(筆者が担当)の学習者は「コリア語入門

1、2」など初級科目をすでに受講し、2015年度春学期に「コリア語表現法１」を、

2015年度秋学期に「コリア語表現法 2」を受講しており、総授業時間は 45時間(春

学期15回、秋学期 15回)、韓国語学習歴は約1年〜3年である。各クラスの授業に

関する情報は次の通りである(表1)。 
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表 1. クラスの授業情報8
 

クラス 授業回数 授業時間 韓国語学習歴 

初級クラス（入門 2クラス） 週 2回 90分／回 約 1年 

中級クラス（表現法 2クラス） 週 1回 90分／回 約 1年～3年 

 

「入門1・2クラス」で使うテキスト（『みんなの韓国語 1』、『みんなの韓国語 2』

吉本一他著、2009、白帝社）には韓国語の「分かち書き」に関する記述はなく、本

調査の研究対象者の担当教員（日本人教員 2名、韓国語ネイティブ教員 3名）に対

するアンケート調査によると、授業時に「分かち書き」に関する指導はとりわけ行

っていないことが分かった。一方、筆者が担当する「表現法 1・2クラス」で使う

テキスト（『韓国語初級ライティング』金珉秀著、2014、駿河台出版社）には「分

かち書き」に関する記述があり、授業時に「分かち書き」に対する指導を行なって

いる。また、「表現法クラス」では隔週で原稿用紙に約 300字程度の韓国語作文を

書かせて「分かち書き」などの添削指導を行っており、常に「分かち書き」を意識

させながら授業を行なっている。 

 

3.2 研究資料 

本稿では、初級レベルの「分かち書き」の使用実態について考察するため、東海

大学の「コリア語入門 1」の授業で扱っているテキスト『みんなの韓国語 1』より

抜粋した単語や文からなる16の文(9音節～18音節)を分析対象とした (表 2)。 

 

 

 

 

 

                                                      
8 「入門2クラス」は「ハングル」能力検定試験の5級レベル（初級前半）、「表現法2クラス」は

「ハングル」能力検定試験の4級～3級レベル(初級後半～中級前半)であるが、本稿では「入門2

クラス」は「初級クラス」、「表現法2クラス」は「中級クラス」と呼ぶ。 
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表 2．研究資料 

 

※✔は分かち書きの箇所を示す。 

3.3 研究資料の収集 

2016年１月 16日～1 月27日の間に各クラス(9クラス)の担当教員(6名)の協力の

もと、「分かち書き」に関する使用実態調査を実施した。研究対象者には図 1 のよ

うに分析対象の韓国語に日本語訳を付けて指示し、各文を書く時に「分かち書き」

をする箇所に「／」を書いてもらった。 

 

図 1. アンケート資料 
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4. 分析 

本節では、初級と中級の日本人韓国語学習者の韓国語助詞の前後における「分か

ち書き」の使用実態について分析する9。4.1 節では助詞の後の「分かち書き」の使

用実態を、4.2 節では、助詞の前の「分かち書き」の使用実態を考察する。特に、

授業時に「分かち書き」の指導を積極的に行わない初級クラスと、積極的な指導お

よびフィードバックを行う中級クラスにおける韓国語助詞の「分かち書き」の正解

率を比較し、その使用実態を明らかにする。 

4.1 助詞の後の「分かち書き」の使用実態10
 

本節では日本人韓国語学習者における助詞の後の「分かち書き」の使用実態につ

いて考察する11。 

4.1.1 助詞「는/은」の後 

 助詞「는/은」の後の「分かち書き」において初級クラスの正解率は男子学生が

77.3％、女子学生が86.6％、全体では82.4％であり、中級クラスでは男女ともに100％

の正解率を見せた (表 3)。そして、初級クラスと中級クラスの正解率について t 検

定を行ったところ、中級クラスの方が初級クラスより正解率が有意に高かった（p

＜0.05）。 

 

 

 

 

 

                                                      
9 韓国語の叙述格助詞「이다」の分類については学者によって意見が分かれており

(김미영(2007:38-71))、本稿においては対象外とする。 
10 本稿で例文を抜粋・構成したテキスト『みんなの韓国語1』は文字編(第1課〜第9課)と文法・

会話編(9課〜22課)の構成になっており、助詞の提示順序は次の通りである。 

 (1)는/은(11課)  (2)가/이(12課)  (3)를/을(17課)    (4)에(17課)   (5)에서(17課) 

  (6)부터(15課)    (7)까지(15課)  (8)로/으로(18課)  (9)보다(18課) (10)하고(21課) 
11 ＜文5＞「＊미국에✔서」、＜文9＞「＊시부야까✔지는」、＜文10＞「＊한국보✔다」などのよう

に助詞内部を離して書く誤用も見られたが、本稿ではこの誤用については対象外とする。 
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 表 3. 助詞「는/은」の後の「分かち書き」の正解率 

 

  

 表 3 によると、初級クラスで最も正解率が高いのは＜文 6＞「친구는✔한국  

사람이에요」(89.3％)、最も正解率が低いのは＜文 9＞「시부야까지는✔전철로 가요」

(74.8％)である。初級クラスで最初に学ぶ助詞は「는/은」であり、「저는」の後の「分

かち書き」についてはほとんどの初級クラスの学生が正解すると予測したが、＜文

1＞「저는✔기숙사에 살아요」の正解率は(86.4％)であった。この＜文 1＞は女子学

生の正解率(92.9％)は最も高かったものの、男子学生の正解率(78.7％)が低かったた

め、全体の正解率は少し低い結果となった12。 

 また、男子学生の正解率が最も高いものは＜文 6＞(89.4％)、最も低いものは＜文

9＞(66％)である。一方、女子学生の正解率が最も高いものは＜文１＞と＜文 2＞

(92.9％)、最も低いものは＜文 15＞(80.4％)である。男子学生は女子学生に比べ正解

率が最も高いものと低いものとの差が大きく、「分かち書き」の正解率にばらつき

                                                      
12 助詞「는/은」の正解率が低い例文 (＜文4(학교 식당은)＞、＜文9(시부야까지는)＞、＜文13(저 

사람은)＞)は、「는/은」の前の音節数が他の例文に比べて多い場合であるが、これについてはさ

らなる検討が必要であると考えられる。 
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が見られる。助詞「는/은」の後の「分かち書き」については、全ての問題において

女子学生の方が男子学生の正解率より高かった。なお、「初級クラス」の男子学生

と女子学生の正解率について t 検定を行ったところ、男性学生より女子学生の正解

率が有意に高かった（p＜0.05）。 

 

4.1.2 助詞「가/이」の後13
 

 助詞「가/이」の後に「分かち書き」をすると答えた初級クラスの平均正解率は

61.9％であり、4.1.1節の助詞「는/은」の正解率(82.4％)に比べ、低い結果となった(表

4)。一方、中級クラスは男女ともに 100％の正解率を見せた。そして、初級クラス

と中級クラスの正解率について t 検定を行ったところ、中級クラスの方が初級クラ

スより有意に正解率が高かった（p＜0.05）。 

 

表 4. 助詞「가/이」の後の「分かち書き」の正解率 

 

 

表 4に見るように、初級クラスは男子学生の「가/이」の後の「分かち書き」に対

する正解率が低いが、＜文 10＞「일본은 교통비가✔한국보다 비싸요」の正解率

(72.3％)は他の問題に比べて高かった。＜文 10＞は初級クラスの男女学生ともに正

                                                      
13 ＜文 15＞「이것은 교과서가✔아니에요.」の助詞「가」は、韓国語の助詞の分類によると補格

助詞である。つまり、「-가 아니에요」全体が「〜ではありません」に対応する表現であり、こ

の「가」は日本語の助詞「が」に対応しないケースである。しかし、本稿では、この補格助詞「가/이」

も形式的には主格助詞「가/이」と同じであり、助詞の後は離して書くという規則を適用すべき

であると捉え、調査対象とした。 
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解率が一番高く、初級クラスで最も正解率が高い結果となった(76.7％)。一方、初

級クラスの正解率が最も低いものは＜文 14＞「세 시부터 일곱 시까지 

아르바이트가✔있어요」(52.4％)で、男女ともに低い正解率を見せた。他の例文に

比べ＜文14＞の正解率が低いのは、「-가/이 있어요」を一つのまとまりの表現とし

て捉えている可能性が考えられる。初級クラスでは男子学生の平均正解率が 52.8％、

女子学生の平均正解率は 70％であり、男女差が大きい傾向が見られた。そして、初

級クラスの男子学生と女子学生の正解率について t 検定を行ったところ、女子学生

の方が男性学生より有意に正解率が高かった（p＜0.05）。 

 

4.1.3 助詞「를/을」の後 

 助詞「를/을」の後に「分かち書き」をすると答えた初級クラスの平均正解率は

63.3％であり、4.1.1 節の助詞「는/은」の正解率(82.4％)に比べると低いが、4.1.2 節

の助詞「가/이」の正解率(61.9％)よりは少し高かった(表5)。一方、中級クラスの平

均正解率は96.7％であり、初級クラスの正解率より高い結果となった。そして、初

級クラスと中級クラスの正解率について t 検定を行ったところ、中級クラスの方が

初級クラスより有意に正解率が高かった（p＜0.05））。 

 

表 5. 助詞「를/을」の後の「分かち書き」の正解率 

 

 

初級クラスでは女子学生の正解率(72.8％)が男子学生の正解率(52.1％)より高い傾

向が見られたが、t 検定を行ったところ、初級クラスの男女差に有意差は見られな

かった（p＞0.05）。一方、中級クラスでは、男子学生が 100％の正解率を見せてい
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るのに対し、女子学生は＜文 3＞を間違えた人が 1 名、＜文 12＞を間違えた人が1

名いた。そして、男子学生と女子学生の正解率について t 検定を行ったところ、男

子学生の方が女子学生より有意に正解率が高かった（p＜0.05）。 

また、表5に見るように初級クラスは男子学生の「를/을」に対する正解率が問題

によってばらつきがあり、＜文 8＞「내일은 시부야에서 친구를✔만나요.」の正解

率は70.2％であるのに対し、＜文 12＞「친구하고 같이 도서관에서 공부를✔해요」

の正解率は25.5％に過ぎなかった。 

一方、中級クラスの女子学生は全体的に約 80％〜88％の正解率を見せているが、

＜文 12＞の正解率は 41.1％という著しく低い結果となった。これは＜文 12＞

「공부를✔해요」を「공부해요」と同様に一つのかたまりの表現として捉え、

「공부를」の後に「分かち書き」をしなかったためであると考えられる。このこと

から「分かち書き」を熟知していない日本人韓国語学習者は自分の感覚で「分かち

書き」をしているか、または１つのまとまりの表現であるかどうかを「分かち書き」

の判断基準として使っていることが考えられる14。 

 

4.1.4 助詞「에」の後 

 助詞「에」の後に「分かち書き」をすると答えた初級クラスの平均正解率は 76.7％

であるが、男子学生の正解率は 66％、女子学生の正解率は 85.7％であり(表 6)、女

子学生の方が男子学生より有意に正解率が高かった（p＜0.05）。また、助詞「에」

に対する初級クラスの正解率は問題によって少しばらつきがあるが、男女ともに＜

文 1＞「저는 기숙사에✔살아요」の正解率が最も高かった。一方、中級クラスは男

女ともに100％の正解率を見せており、初級クラスより有意に正解率が高かった（p

＜0.05）。 

 

 

 

                                                      
14 金珉秀(2016：25)では「공부하다(勉強する)」と「부탁하다(お願いする)」のように「名詞＋하다」

の構造において、日本人韓国語初級学習者だけでなく、韓国人母語話者も「名詞」の後に離して

書く者がいることを指摘した。박대아(2010:344)は名詞と接尾辞「하다」の間を離して書くのは

接尾辞の中でも最も多く見られる誤用であると指摘している。 
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表 6. 助詞「에」の後の「分かち書き」の正解率 

 

 

表 6 に見るように、初級クラスの正解率は 70％〜85％、中級クラスの正解率は

100％であるが、一般化するには例文が少ないため、今後追加調査によるさらなる

検討が必要であると考えられる。 

 

4.1.5 助詞「에서」の後 

 助詞「에서」の後に「分かち書き」をすると答えた初級クラスの平均正解率は

59.4％であるが、中級クラスは男女ともに＜文 12＞以外は 100％の正解率を見せた。

そして、初級クラスと中級クラスの正解率について t 検定を行ったところ、中級ク

ラスの方が初級クラスより有意に正解率が高かった（p＜0.05））。 

 

表 7. 助詞「에서」の後の「分かち書き」の正解率 

 

 

表 7に見るように、初級クラスの男子学生の正解率は45.1％、女子学生の正解率

は 71.4％である。そして、t 検定を行ったところ、女子学生の方が男子学生より有
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意に正解率が高かった（p＜0.05）。また、初級クラスでは例文によってその正解率

にばらつきが生じており、平均約50％〜70％の正解率を見せているが、男女ともに

＜文 3＞「보통 학교 식당에서✔저녁을 먹어요」の正解率が最も低かった。一方、

中級クラスでは、男女ともに＜文12＞「친구하고 같이 도서관에서✔공부를 해요」

の「分かち書き」を間違えた学生が１人ずついた。 

ところが、＜文 3＞では「＊학교 식당에✔서」のように「에서」の後ではなく、

「에✔서」のように「에」の後を離す初級クラスの学習者が 33名(男子学生18名、

女子学生 15 名)、中級クラスでは 1 名(男子学生)現れた。そして、このような現象

は＜文 5＞「＊미국에✔서」(初級クラスの男子学生 8 名、女子学生 5 名)、＜文 7＞

「＊미국에✔서」(初級クラスの男子学生 10名、女子学生5 名)、＜文8＞「＊시부야에

✔서」(初級クラスの男子学生 9名、女子学生5名)、＜文 12＞「＊ 도서관에✔서」

(初級クラスの男子学生 11名、女子学生 8名)においても現れた。これは初級クラス

のテキストにおける「에」と「에서」の頻度に関わっていると考えられる。「에」

と「에서」は両方とも 17 課で初めて学ぶ内容であるが、「에」の出現頻度が 85 回

であるのに対し、「에서」の頻度は15回に過ぎない15。したがって、「에서」より出

現頻度の高い「에」の後で「分かち書き」をしてしまう学習者が多く現れたと考え

られる。つまり、「에」より出現頻度の少ない「에서」についてはまだ熟知してい

ない初級学習者が多いと言えよう16。 

                                                      
15 『みんなの韓国語1』と『みんなの韓国語2』における助詞の出現頻度は次の通りである。出題

頻度は「分かち書き」が確認できる文の単位のものだけを対象とした。 

 

16 정로(2012:25-26)は、中国人韓国語初級学習者は初級段階でよく使われない「＊나✔를」、「＊나✔도」、
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4.1.6 その他の助詞の後 

 表 8はこれまで取り上げた助詞以外のものの正解率を示したものであるが、初級

クラスの正解率は平均 56.3％であり、4.1.1 節〜4.1.5 節で考察した助詞に比べてそ

の正解率が低いと言える。一方、中級クラスは１人の男子学生が＜文 9＞の

「시부야까지는 전철로✔가요」の「分かち書き」を間違えた以外は 100％の正解率

を見せており、中級クラスの方が初級クラスより有意に正解率が高かった（p＜0.05）。 

 

表 8. その他の助詞の後の「分かち書き」の正解率 

 

 

表 8に見るように、初級クラスの男子学生の平均正解率は 38.7％、女子学生の正

解率は 71.1％であり、t 検定を行ったところ、女子学生の方が男子学生より有意に

正解率が高かった（p＜0.05）。 

また、初級クラスの男子学生は約 30％〜50％の低い正解率を見せているが、その

中でも＜文12＞「친구하고✔같이 도서관에서 공부를 해요」の正解率(27.7％)が特

に低い。これは、助詞「하고」は「入門1クラス」のテキストの後半部分(21課)の

学習内容であり、出現頻度(7 回)も低いため、その内容をまだ熟知していない学習

者が間違えた可能性がある。また、「-하고✔같이」を日本語の「〜と一緒に」のよ

うに一つのかたまりの表現として捉えていることも考えられる。一方、女子学生の

場合、最も低い正解率を見せたのは＜文 14＞「세 시부터✔일곱 시까지 

아르바이트가 있어요」の64.3％である。 

                                                                                                                                   
「＊선생님✔께서」のような助詞については、まだ慣れていないため、名詞と助詞の間を離して

書いているとしている。 
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 本調査の対象とした例文はそれぞれ 1例に過ぎないので、一般化するには難しい

が、初級クラスより中級クラスの正解率が有意に高いことから（p＜0.05）、ある程

度の傾向を示すことはできたと考えられる17。 

 

4.2 助詞の前の「分かち書き」の使用実態 

日本人韓国語学習者における助詞の前の「分かち書き」の使用実態について調べ

たところ、初級クラス、中級クラスともにほとんどの学習者が「한글 맞춤법(ハン

グル正書法)」通りに助詞を前の単語に繋げて書くと答えた。筆者の担当する授業

では助詞の前で「分かち書き」をする学習者がよく見られたが、本調査では正解率

は予想より高い結果となった(表 9)。これはアンケート実施の際に「分かち書き」

に関する調査を行うことを周知させたため、学習者が注意を払って答えた可能性が

あると思われる。そして、このような結果は「分かち書き」の指導により誤用が改

善される可能性を示唆するものであるが、これについては日本人韓国語学習者の普

段の作文や課題における「分かち書き」の使用実態と比較した上で、さらなる検討

を行う必要があると考えられる。 

表 9 に見るように初級クラス、中級クラスともにほとんどの学習者が「한글 

맞춤법(ハングル正書法)」通りに名詞と助詞を繋げて書いていることが分かる18。初

級クラスで最も正解率が低いものは「(10)하고」(87.4％)であり、中級クラスで最も

正解率が低いものは「(7)까지」(80％)である。初級クラスの「(7)까지」の正解率(95.1％)

は中級クラスより高い傾向が見られた。初級クラスと中級クラスの正解率について

                                                      
17 金珉秀(2016：21)においても日本人初級学習者は「은/는」、「가/이」「를/을」、「에」、「에서」、「로/으로」

を原則規定通りに書いているが、「부터」、「까지」、「보다」の場合は、名詞と助詞の間を離して

書く学習者がわずかに見られた。 
18 本調査によると、「(1)는/은」の誤用率は平均 4.9％であるが、＜文 9＞では初級クラスの 18 名

(17.5％)が「＊시부야까지✔는」のような誤用を、＜文13＞では初級クラスの7名(6.8％)が「＊주말에

✔는」のような誤用を見せた。テキストには「-까지는」は出現しないが、「-에는」は『みんな

の韓国語 2』に 8 回出現しており、出現頻度が正解率に影響を与えていると考えられる。

완자미(2012:15)では中国人韓国語学習者(中級、高級)90名における助詞の後の「分かち書き」を

調べたが、全体の誤用率が 23.9％であるのに対し、「助詞＋助詞」の誤用率は 63.5％であった。

本調査においても「助詞＋助詞」の誤用率は「名詞＋助詞」の誤用率より高い結果となったが、

これは韓国語では助詞が 2 つ以上続く場合にも繋げて書くという規則を熟知していないからだ

と考えられる。このような「助詞＋助詞」の誤用については本稿では別途に取り上げず、別の機

会に譲る。 
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t 検定を行ったところ、2 つのクラス間の正解率に有意差は見られなかった（p＞

0.05））。 

 

表 9. 助詞の前の「分かち書き」の正解率19
 

 

 

 そして、男女差について t 検定を行ったところ、初級クラスの場合、女子学生の

方が男子学生より有意に正解率が高かったが（p＜0.05）が、中級クラスの場合は男

女差に有意差は見られなかった（p＞0.05）。 

助詞の前の「分かち書き」に関する正解率は、初級クラスと中級クラスともに高

いが、「(6)부터」と「(7)까지」については中級クラスに比べ初級クラスの正解率が

高い結果となった。特に、中級クラスの男子学生の「(6)부터」と「(7)까지」の正解

率(66.7％)が低いが、研究対象者数が少ないため、一概に中級クラスの男子学生の

正解率が低い傾向にあるとは言いにくい。中級クラスの学習者は初級クラスの科目

を受講しており、ほとんどが他のコリア語科目も受講しているため、「부터」と

「까지」を習っていない学習者はほぼいないと思われる。したがって、単語や助詞

の後で「分かち書き」をするという規則に対する過剰一般化の可能性や単語と助詞

                                                      
19  「(7)까지」 に は ＜文 9＞ の 「＊시부야✔까지는」 を 、「(4)에」 に は ＜文 13＞ の

「＊주말✔에는」を含めた。これらは「助詞＋助詞」であるが、それぞれ助詞「까지」と「에」

の前で「分かち書き」をしているものと考えられる。 
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の概念がはっきり定着されていないことも考えられる。これについては「分かち書

き」に関する指導法に改善の余地があると言わざるを得ない。また、中級クラスの

研究対象者の人数が初級クラスに比べ少なく、今回調査した「부터」と「까지」の

例文がそれぞれ 1例に過ぎなかったため、その原因究明のためには研究対象者や例

文を増やして調査する必要があり、また研究対象者に対する個別ヒアリングの実施

も必要であると考えられる。 

 

5.  まとめと今後の課題 

本稿では、初級クラスと中級クラスにおける「分かち書き」の正解率を調べ、

その様相について比較考察した。表 10 は 4.1節〜4.6節で考察した助詞の後の「分

かち書き」の平均正解率をまとめたものである。 

 

表 10. 助詞の後の「分かち書き」の平均正解率 

 

 

本稿の内容をまとめると以下の通りである。 

 

（1）助詞の後における「分かち書き」の正解率において中級クラスの方が初級ク
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ラスより有意に正解率が高いことが分かった（p＜0.05））。 

（2）助詞の後の「分かち書き」の使用実態を調べた結果、初級クラスの場合は助

詞によって正解率にばらつきが生じた。初級クラスで最も正解率が高いのは男

女ともに助詞「는/은」の後であり、助詞「하고」は男女ともに正解率が低い傾

向が見られた。助詞「는/은」は初級クラスにおいて一番最初に学ぶ助詞であり、

また教科書における出現頻度も高いため、正解率が高くなったと考えられる。

一方、男子学生の正解率が特に低い助詞「하고」はテキストの後半部分の学習

内容であり、出現頻度も低い。そのため、その内容を熟知していない学習者が

間違えた可能性も示唆されたが、「-하고 같이」を「〜と一緒に」といった一

つのかたまりの表現として捉えていることも考えられる。 

（3）中級クラスの場合、「分かち書き」の間違いが少なく、ほとんどの問題につい

て正解率が 100％であり、初級クラスより有意に正解率が高いことが分かった

（p＜0.05）。 

（4）助詞の前の「分かち書き」の使用実態を調べた結果、初級クラス、中級クラ

スともにほとんどの学習者が「한글 맞춤법(ハングル正書法)」通りに名詞と助

詞を繋げて書いており、正解率は高かった。ところが、中級クラスは助詞の後

の「分かち書き」においてはほぼ正解しているにも関わらず、「부터」と「까지」

の前における正解率は初級クラスより低い結果となった。 

（5）平均正解率の男女差を調べた結果、初級クラスでは女子学生の方が男子学生

より有意に正解率が高いことが分かった（p＜0.05）20。そして、初級クラスに

おいて男女差が最も少ないのは助詞「는/은」の後であり、最も大きいのは助詞

「하고」の後であった。一方、中級クラスの場合は男子学生と女子学生ともに

正解率が高く、男女差には有意差が見られなかったが（p＞0.05）、助詞「를/을」

においては男子学生の方が女子学生より有意に正解率が高かった（p＜0.05）。

しかし、中級クラスの研究対象者は男女差を比較するための十分な人数ではな

いため、今後さらなる検討が必要である。 

 

                                                      
20 第 2 言語習得と性差に関する研究では一般的に女性の方が男性より言語学習に優れていると言

われているが(枝澤康代(2005:64))、本稿においても全体的に男子学生に比べて、女子学生の正解

率が高い結果となった。 
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以上のことから、助詞の前後の「分かち書き」において中級クラスの方が初級ク

ラスより有意に正解率が高いことが言える。しかし、この結果からは単にレベルが

上がるにつれて学習者が自然に「分かち書き」の概念を習得することによって誤用

が減ったかどうかは解明されていない。中級クラスでは授業時に「分かち書き」の

指導や添削などのフィードバックを行っており、「分かち書き」の指導により誤用

が減った可能性も考えられる。また、中級クラスの「分かち書き」の正解率はほぼ

100％に近い正解率を見せており、今回の結果は「分かち書き」に関する指導によ

る誤用の改善可能性および「分かち書き」の教育の必要性が示唆されたものと考え

られる。 

一方、助詞「부터」と「까지」の前の「分かち書き」においては、「分かち書き」

の指導を受けた中級クラスにおいて正解率が若干下がるという否定的な効果も現

れ、その原因究明および指導方法に改善の余地があることが示された。 

本調査では、日本人韓国語学習者が普段書いている作文や課題のものではなく、

「分かち書き」の使用実態を調べるために作成された資料を使用しており、実際の

「分かち書き」の使用実態と異なる可能性がある。また、初級クラスと中級クラス

の研究対象者の人数や研究資料の例文数も異なっており、それらを統一する必要も

あると考えられる。そこで、本稿の結果や残された課題を踏まえ、今後、同一レベ

ルのクラスにおける「分かち書き」の指導による教育効果の検証や、効果的な「分

かち書き」の指導法を開発するためのさらなる調査および検討を進めて行きたいと

考える。 
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