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日本人韓国語学習者の作文における 

分かち書きの誤用に関する一考察 

 

 

 金 珉秀  

 

 

本稿では日本人韓国語学習者の作文に現れる分かち書きの使用実態を明らか

にし、その原因を探る。そして、その使用実態と原因から見えてくる現行の分

かち書き規定の問題点とその改善策について模索することを目的とする。本稿

では日本人韓国語学習者の作文を研究対象とし、その誤用パターンを「離すべ

きところを繋げて書く誤用」と「繋げるべきところを離して書く誤用」に分類

し、その様相を考察した。また、分かち書きの原則と許容規定のあり方につい

ても提案した。つまり、分かち書き規定が頻繁に変わるのは合理的ではないた

め、分かち書き規定が変わったとしても元来の分かち書きを原則とし、変更後

の規定を許容するのが望ましい。この立場を取ることで学習者の負担も軽減さ

れ、一貫性のある規定になると考えられる。 

 

 

1. はじめに 

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

の各単語は「分かち書き(띄어쓰기)」をしなければならない（第 1 章総則第 1 節第

2 項）。ところが、日本人学習者の作文には次の（1）のように分かち書きを全くし

なかったり、（2）のようにすべての単語を離して書いたり、（3）のように間違った

分かち書きをしたりする場合がある。 

 

（1）＊한국에가는것이、＊너무재미있어요 

（2）＊초등✔학교✔하고、＊주부✔입니다 

（3）＊한국에✔서、＊간✔적은있습니다 

 

（1）のようにすべての単語を繋げて書く日本人学習者がいるということは、実

際の教育現場において分かち書きについて全く扱っていないことを、またはあまり
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重要視していないことを示唆する。また、（2）、（3）は学習段階が上がっても日本

人学習者の韓国語の作文において持続的に表れる表記でもある。 

分かち書きは韓国語の文章を書く上で基本的に守らなければならない規則であ

り、文法的な知識と連携させて学習することもできるため、韓国語教育において必

ず行われなければならない内容であると考える。桂正淑(2005:39)によると、日本人

学習者にとって日本語にない韓国語の分かち書きは理解しがたいものであるが、日

本の大学では分かち書き規定に関する詳細な規則に関する指導が行われていない

としている。これは現在、日本国内で出版されている韓国語教材には分かち書きに

関する内容や指導方案について具体的に提示された教材がほとんどないからだと

考えられる。 

ところで、現行の韓国語の分かち書きに関する規定は原則と許容、例外が多く複

雑すぎるため、一貫性がないという批判も受けている1。たとえば、「띄어쓰기」は

繋げて書くが2、「띄어✔쓰다」は動詞「띄다」と「쓰다」がそれぞれ一つの単語で

あるため、これらを連結語尾で繋げて書く場合は「띄다」と「쓰다」の間を離して

書くのが原則である3。このように分かち書きを正しく使いこなすためには、単語

の語彙情報や文法的な知識だけでなく、分かち書き規定を熟知していなければなら

ないのであるが、この分かち書き規定は韓国語母語話者にとっても難しいものであ

る4。そのため、分かち書きの誤用は文法、発音、スペルなど、他の誤用に比べ、

意味解釈上に大きな問題がなければ看過されてしまう場合が多い。実際の教育現場

においても韓国語学習者の分かち書きの誤用については教員も見過ごしたり、別途

の指導を行わなかったりする傾向にあると思われる。 

そこで、本稿では日本人学習者の作文に現れる分かち書きの使用実態を明らかに

                                                      
1
 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。 
2
 ＜標準国語大辞典＞に登載されている単語は、単一語であるため、繋げて書かなければならない。 

3
 国立国語院のオンラインカナダ（온라인 가나다）の相談事例より引用。  

(http://www.korean.go.kr/front/mcfaq/mcfaqView.do?mcfaq_seq=4264) 
4
 国立国語院（2015：48－51）では成人のオフラインとオンラインの書きものの資料に現れた誤用

を分析したが、「表記、語彙、文章、談話」項目のうち、「表記」が全体の誤用の 60.5％を占め

ている。「表記」の誤用が半分以上を占めた理由は分かち書きの誤用が頻繁に起こるからであっ

た。「表記」の誤用ではハングル正書法の誤用11.4％、分かち書きの誤用69.6％、ローマ字・外

来語表記法の誤用0.7％、文章符号の誤用18.3％で、分かち書きの誤用が一番多かった。 
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し、その原因を探る。そして、その使用実態と原因から見えてくる分かち書き規定

の問題点とその改善策を模索することを目的とする。本稿の結果は分かち書きの指

導内容に反映できる内容であり、韓国語教育における作文指導においても貢献でき

るであろうと考える。 

 

2. 先行研究 

分かち書きに関する先行研究は分かち書きを含めた「ハングル正書法」規定およ

びその問題点に関する研究と、分かち書きの使用実態および指導方法に関する研究

の大きく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学習者を対象とした

研究に分けられるが、そのほとんどが韓国語母語話者を対象とする研究である。 

韓国語母語話者を対象とした研究には류준형（1978）、김갑년（1981）、이현수

（1999）、이창원（2000）、신미나（2001）、손은경（2003）、박지언（2006）、

이민정（2007）、김인혜（2010）、박대아（2010）、방실이（2011）などがあるが、

これらは主に分かち書き規定に関するアンケートや学習者の作文を分析し、誤用パ

ターンと原因を分析している。 

一方、2012年頃以降は外国人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）は中国人学習者の作文

に現れる分かち書きの誤用パターンを考察し、誤用の原因は母語の干渉、分かち書

きに対する認識不足、マスメディアの影響などにあるとしている。완자미（2012）

は、中国人学習者 100名に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、中級と上級の中国人学習者 40 名の分かち書きの使用実態を調査

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、誤用が生じるとしている。곽자범（2014）は、

中級と上級の中国人学習者 70 名の分かち書きの使用実態を調査し、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指摘した。何安娜（2016）は中国の大学で韓国語を
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専攻する学習者を対象としたアンケートと作文を分析したが、ほとんどの中国人学

習者は分かち書きの基準を知らなかったとしている。 

中国人以外の学習者を対象とした研究にはベトナムやフィリピンなどの外国人

学習者と多文化家庭の学習者を対象とした分かち書きの誤用分析と教育方案を研

究した이은영（2015）と、TOPIKの作文答案の誤用分析を行い、英語圏の学習者の

分かち書きの教育方案を研究した박소영（2016）などがある。 

一方、日本人学習者の分かち書きの使用実態と誤用に関する研究はこれまでにほ

とんど行われていない。하세가와（2009）は韓国語教育の視点で単語の分かち書き

について触れているが、複合語は明らかに単語として認められるものだけにして、

実際に文章を書く人の親和度と必要によってある程度自由に繋げて書くことを提

案した。 

そして、日本人学習者の分かち書きの使用実態の誤用に関する研究は、金珉秀

(2016、2017、2018)がある。金珉秀（2016）では、韓国人母語話者と日本人初級学

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たが、日本人

学習者の分かち書き使用における一貫性は見られなかった。金珉秀（2017）は初級

と中級の日本人学習者を対象とし、助詞の前後における分かち書きの正解率を調べ、

その使用実態を比較考察したが、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を指摘した。金珉秀（2018）

は初級と中級の日本人学習者の分かち書きの誤用パターンを「離すべきところを繋

げて書く誤用」と「繋げるべきところを離してかく誤用」に分けて考察し、原稿用

紙による分かち書きの指導方案についても提案した。 

これまでの研究により、韓国語教育現場における外国人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ないと

言える。今後、各学習段階における分かち書きの使用実態とその誤用パターンおよ

び原因を考察分析し、さらには分かち書きに関する指導方案を模索する必要がある

と考えられる。 
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3. 研究対象者と研究資料 

本稿では、東海大学で 2018年度春学期に「韓国語表現法 1」を受講した学習者

20名（女子学生 19名、男子学生1名）の作文120編（各 300字～500字程度）5に

おける分かち書きの使用実態を調べた。「韓国語表現法 1」は「韓国語入門1・2」

など初級科目をすでに受講した学習者が受講しており、春学期は 14回（各100分）

行われる6。 

「韓国語表現法 1」では各課につき 2回の授業を行う。1回目の授業では文法、

語彙、間違えやすい分かち書きについて、2回目の授業ではマインドマップを利用

した作文の構想をした後、実際に作文を書く。授業で使うテキスト（『韓国語初級

ライティング』金珉秀著、2014、駿河台出版社）には各課ごとに間違えやすい分か

ち書きが2つずつ提示されている。作文は原稿用紙に書かせており、文法や表現だ

けでなく、原稿用紙の書き方や分かち書きなどの添削指導も行なっており、常に分

かち書きを意識させながら授業を行なっている。授業ではテキストに提示されてい

る基本的な分かち書きについて取り上げるだけで分かち書きに関する詳細の規定

は説明しない。 

4. 分析 

本稿の研究対象は「韓国語表現法 1」を受講する学習者の作文に限定しており、

本稿で扱う分かち書きの誤用が日本人学習者のすべての誤用を代表するとは限ら

ない。本稿では「韓国語表現法 1」の受講生の作文によく現れる分かち書きの誤用

パターンを分析し、韓国語教育において必ず教えなければならない内容は何かを見

出すことを目的としている。そのため、本稿では研究資料に現れない分かち書きの

誤用パターンは当然論議しない。 

「ハングル正書法」では第1 章と第5章で分かち書きに関する規定を提示してい

                                                      
5
 作文のテーマは「自己紹介、家族紹介、得意なこと、住みたいところ、会いたい人、旅行」であ

り、受講生は一人6編ずつ作文を書いた。 
6
 受講生の韓国語学習歴は約1年～3年であり、レベルも初級から中級までさまざまであるが、こ

の授業では辞書を使用し、習っていない語彙や文法を使って作文を書かせている。そして、学

習歴やレベルに関係なく分かち書きに関する共通的な誤用が見られたため、学習歴や学習レベ

ルで分けずに誤用パターンを分類した。 
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るが、一番誤用が現れる項目は第 1章総則の「第2項 문장의 각 단어는 띄어 씀을 

원칙으로 한다」である。これは簡単明瞭に見える原則ではあるが、漢字仮名混じ

り文である日本語には分かち書きがないため、日本人学習者の作文には分かち書き

の誤用がよく見られるものと考えられる。また、日本人学習者は、韓国語母語話者

が繋げて書く部分を離して書いたり、離して書く部分を繋げて書いたりする場合も

あり、そのパターンは韓国語母語話者の誤用パターンと異なるものが多い。 

そこで、本章では日本人学習者の分かち書きの誤用パターンを、「離すべきとこ

ろを繋げて書く誤用」と「繋げるべきところを離して書く誤用」に分類し、その具

体的な例と様相を考察する。そして、現行の分かち書き規定の問題点とその改善策

についても模索することにする。 

4.1. 離すべきところを繋げて書く誤用7
 

4.1.1. 「名詞＋名詞」を繋げて書く誤用 

이민정（2007:11）は韓国の中学生は体言と体言が続くときに繋げて書く場合が多

く、学年が上がるにつれて体言と体言を繋げて書く頻度と学生数が増えたとしてい

る。そして、박대아（2010:339-340）は韓国の大学生が 2 つの単語を繋げて書いた

誤用の中で名詞と名詞の結合による句を繋げて書いた誤用が一番多いとしている

が、これは日本人学習者の作文においても同様のことが言える。特に文法や語彙の

誤用が少ない学習者においても句を繋げて書く誤用がよく見られた。  

次は名詞と名詞を繋げて書いた例である。 

（4） ＊한국사람（한국✔사람）、＊한국여행（한국✔여행）、 

＊한국요리（한국✔요리）、＊한국드라마（한국✔드라마）、 

＊음악감상（음악✔감상）、＊영화감상（영화✔감상）、 

＊취미생활（취미✔생활）、＊취업활동（취업✔활동）、 

＊다음달（다음✔달）、＊이번주（이번✔주）、 

＊여행덕분에（여행✔덕분에）、 

＊중학생때（중학생✔때）、＊졸업후（졸업✔후） 

                                                      
7
 이익섭（2002：16）はハングル正書法の分かち書き規定は離して書くことが多く、分かち書きの

誤用も繋げるべきところを離して書いた場合より離すべきところを繋げて書いた場合がほとん

どであるとしているが、日本人学習者の場合も繋げて書く傾向が多く見られた。 
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（4）は日本語では「韓国人、韓国旅行、韓国料理、韓国ドラマ、音楽鑑賞、映

画鑑賞、来月、今週」などのように一つの単語として捉えられるものであるが、韓

国語では離して書かなければならない。「ハングル正書法（第 1章総則第 2項）」に

より、韓国語の単語と単語は離して書かなければならないからである。韓国語では

「名詞＋名詞」構造の場合、名詞と名詞の間を離すかどうかはそれが複合名詞であ

るか句であるかによって決まるが、その基準は国立国語院の＜標準国語大辞典＞8

に登載されているかどうかである。つまり、＜標準国語大辞典＞に登載されている

場合は複合名詞（単語）であるため繋げて書くのが原則であるが、登載されていな

い場合は句であるため離して書かなければならないのである9。 

ところが、韓国語の文章を書くときに＜標準国語大辞典＞を活用する日本人学習

者はほとんどいないだろう。また、すべての韓国語が＜標準国語大辞典＞に登載さ

れているわけではないので、分かち書きを間違えずに韓国語の文章を書くためには

分かち書き規定と照らし合わせながら書かなければならないことになる。 

しかし、韓国語母語話者にも難解な分かち書き規定を熟知し、規定通りに韓国語

の文章を書くことは難しいことであろう。たとえば、次は同じ「名詞＋名詞」の構

造であるにもかかわらず、単語によって分かち書きが違っており、その規定に一貫

性がないように見える10。 

 

（5）한국✔요리、일본✔요리 VS 중화요리、중국요리 

（6）취미✔생활、회사✔생활 VS 학교생활、일상생활 

 

「한국✔요리、일본✔요리」は離して書くが、「중화요리、중국요리」は＜標

準国語大辞典＞に登載されているので、繋げて書かなければならない11。（6）も「취미

                                                      
8
 http://stdweb2.korean.go.kr/main.jsp 

9
 国立国語院では韓国人の言語生活を反映し、2014 年から 1 年に 4 回＜標準国語大辞典＞の内容

を修正し、告知している（(http://stdweb2.korean.go.kr/notice/notice_list.jsp）。言語は絶えず変化し

ているため、実際に人々がよく使う句の場合、複合語として認めて＜標準国語大辞典＞に新た

に登載するのが望ましい。しかし、頻繁に行われる修正はかえって分かち書きの使用に混乱を

もたらす原因にもなり得るだろう。 
10

 また、「한국^음악、서양^음악、동양^음악」は離すのが原則であるが、繋げて書くことも許容

されている。しかし、「외국✔음악、일본✔음악、중국✔음악」は離して書かなければならない。 
11

 「온라인 가나다（답변일：2018.7.10）」によると「한 단어로 굳어진 ‘중국요리'와 달리 

javascript:fncGoPage('/search/View.jsp','362008','1','');
javascript:fncGoPage('/search/View.jsp','362008','1','');
javascript:fncGoPage('/search/View.jsp','362008','1','');
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✔생활、회사✔생활」は離して書くが、「학교생활、일상생활」は繋げて書かなけ

ればならない。ところが、これらはすべて繋げても離しても意味や文法的に問題が

生じるわけではないので12、「名詞＋名詞」は複合語でも句でも離して書くのを原則

とし、繋げて書くのを許容するのが学習者には負担が少ないと考えられる。 

分かち書きはもともと外国人学習者の立場から視覚的可読性を高めるための装

置として設けられたものである13。리의도(1983:2)によると、分かち書きは文章を書

くためというより文章を読むためのもので、書かれた文章を正確に分かりやすく理

解させるために設けた装置であり、読書の能率を上げるとしている。また、민현식

（1994：16）によると、分かち書きは意味の解釈上の誤解や多義的な解釈を防ぐこ

とができるが、分かち書きをしなくてもある程度文脈の中で意味を把握できるとし

ている。つまり、分かち書きは文章を読む際に相対的な効率性を高めてくれるが、

絶対的な必要事項ではなく、分かち書き規定は厳格性より融通性を持った方がよい

のである14。 

しかし、上に見るように、現行の分かち書き規定は文法的な知識が問われるもの

があり、その問題点も多く指摘されている。황경수（2007:440）は新聞・雑誌・テ

レビなどでは各々違う分かち書きをし、人々に悪影響を与えており、国語辞典もさ

ほど役に立たないとしている。語彙情報を調べるために辞書を活用するのは望まし

いことであり、辞書を引くことでスペルだけでなく表記、語彙情報、文法内容も確

認できるが、辞書やテキストの分かち書きは統一されておらず、実際の教育現場で

は各教員の判断により指導が行われているのが現状である。 

                                                                                                                                   
‘한국 요리、일본 요리'는 한 단어로 굳어진 말이 아니므로 띄어 적습니다」とある

。(http://www.korean.go.kr/front/onlineQna/onlineQnaView.do;front=32236E02E4853432BBB80F58406

49AC0?mn_id=61&qna_seq=144504&pageIndex=1) 
12

 민현식（1994：34‐35）では複合名詞は繋げて書いて、句は離して書くのを原則とし、これらの

弁別が難しいものは繋げて書くのと離して書くのをすべて許容することを提案している。また、

조문제（1971）、이익섭（2002）も一貫して繋げて書いたり、離して書いたりするなど、統一し

た方が人々には便利であろうとしている。 
13

 現代的意味の分かち書きは、外国人宣教師や外交官の文法書で韓国語会話文を英文と比較しな

がら英文に合わせて韓国語を配列した際に現れたものである。そして、現代式の意味での分か

ち書きが公式的に発表されたのは＜独立新聞＞（創刊号、1896）であるが、ここでは分かち書

きをする理由について誰もが読みやすくするためであるとしている。 
14

 たとえば、複合語と句の例において「큰아이／큰✔아이、큰일／큰✔일、큰짐／큰✔짐、못하다

／못✔하다」などのような分かち書きは絶対的な機能はなく、文脈で判断できるため、分かち

書きは意味弁別に余剰的な表記方式である（민현식（1994：16-17））。 
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以上を踏まえ、本稿では分かち書き規定の原則と許容規定のあり方について提案

したい。現行の分かち書きは、離して書くのが原則であっても一般に広く使われる

ようになり、＜標準国語大辞典＞に単語として掲載されると、今度は繋げて書くの

が正しい表記になってしまう。しかし、このように分かち書き規定が時代とともに

変わるのは合理的ではないので、規定が変わったとしても元来の分かち書きを原則

とし、変更後の規定を許容するのが望ましいと考える。この立場を取ることで学習

者の負担も軽減され、文章を書く際の分かち書きについての迷いも減り、文章を効

率よく書けるようになることが期待できる。 

 

4.1.2. 「名詞＋依存名詞」を繋げて書く誤用 

次は名詞と依存名詞「중、만、등、때문」を繋げて書いた例であるが、（7）～（11）

のように1音節の語は繋げて書く傾向が見られた。 

 

（7）＊유학중（유학✔중）、＊방학중（방학✔중）、＊여행중（여행✔중） 

（8）＊야채중（야채✔중）、＊영화중（영화✔중） 

（9）＊3개월만에（3개월✔만에） 

（10）＊요리나 세탁등（요리나 세탁✔등）、 

＊발리나 유럽등（발리나 유럽 ✔등） 

（11）＊돈이 없기때문에（돈이 없기✔때문에）、 

＊처음이었기때문에（처음이었기✔때문에）、 

＊혼자였기때문에（혼자였기✔때문에） 

 

（7）、（8）のように「중」15を前の名詞と繋げて書く学習者が多く見られたが、

これは日本語では「留学中、休み中、旅行中」のように一つの意味単位として捉え

られるからであろう。また、先行学習した「오랜만에（久しぶり）」は繋げて書く

のが原則であるが、（9）の「만」は依存名詞であるため前の語と離して書かなけれ

ばならない。しかし、時間の経過を表す日本語「ぶり(만)」は「3 ヶ月ぶり」のよ

                                                      
15

 動作名詞の後にくる「중」を接尾辞とする学者もいるが、本稿では＜標準国語大辞典＞に従い、

依存名詞として分類した。 
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うに時間を表す語に付いて一つの意味単位をなすので、日本人学習者はこれを韓国

語で表す際にも繋げて書いたと考えられる。 

「ハングル正書法（第 5 章第 45 項）」には「두 말을 이어 주거나 열거할 적에 

쓰이는 다음의 말들은 띄어 쓴다」とあり、（10）の「등」は離して書くのが原則

であるが、副助詞と分類される日本語の「など」を前の語と密接な関係があると認

識した学習者は「등」を前の単語に繋げて書いた可能性がある。（11）の「때문」

も前の語と離して書くのが原則であるが、「お金がないため、初めてであっため」

のように一つの意味単位として捉えて繋げて書いたと考えられる。 

ところが、「중、만、등、때문」は前の語と離しても繋げても意味解釈と文書の

可読性にそれほど大きな影響を及ぼすとは限らないので、離して書くのを原則とし、

繋げて書くのを許容してもよいだろう。 

 

4.1.3. 「冠形格助詞「의」＋名詞」を繋げて書く誤用 

次は冠形格助詞「의」を後の名詞と繋げて書いた例である。 

 

（12）＊할아버지의집（할아버지의✔집）、 

＊2NE1의노래（2NE1의✔노래） 

（13）＊제입（제✔입）、＊내절친（내✔절친）  

 

（12）のように冠形格助詞「의」を後の名詞と繋げて書く誤用であるが、これは

「（名詞）の（名詞）」を一つの意味のかたまりとして捉えているからだと考えられ

る。（13）は代名詞「저、나」に冠形格助詞「의」が結合して縮約した「제、내」

を次の語に繋げて書く誤用であるが、（12）の「名詞の名詞」の構造のような場合

には離して書く学習者も「제、내」を次の語と繋げて書く場合があった。日本人学

習者は 1 音節の単語の場合は、前後の語と繋げて書く傾向があり、（13）の誤用も

その影響である可能性も考えられる。 

ところが、「의」は助詞であり、助詞の後は離して書くのが文の構造を理解する

上でも容易であり、文章の可読性も高まるので、日本人学習者には冠形格助詞「의」

の後は離して書くように指導するのが望ましいと考えられる。 
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4.1.4. 「冠形詞＋名詞」を繋げて書く誤用 

次は冠形詞「그、어느、아무、모든、둘째」と名詞を繋げて書いた例である16。 

 

（14）＊그사람（그✔사람）、＊어느정도（어느✔정도）、 

＊아무장소（아무✔장소）、＊모든분들（모든✔분들）、 

＊둘째언니（둘째✔언니） 

 

これらは離して書くのが原則であるが、同じ「冠形詞＋名詞」の構造であっても

繋げて書くのが原則になった場合もある。たとえば、現在「이것、그것、저것」は

繋げて書くのが原則であるが、以前は「이✔것、그✔것、저✔것」のように離して

書くのが正しい表記であった。 

しかし、このように規定が変わるたびに、以前の書き方がすべて間違った表記に

なってしまうのは合理的とは言えない。また、現行の規定では「어느✔것」は離し

て書くのが原則であり、「아무것」は繋げて書かなければならないが、この区別も

理解しがたいものである。そこで、名詞を修飾する働きをする冠形詞は、その後に

くる名詞と離して書くのを原則とし、繋げて書くのを許容することで一貫性のある

規定になると考えられる。 

 

4.1.5. 「冠形詞形＋名詞」を繋げて書く誤用  

이민정（2007:32-33）では韓国人の中学生が「＊좋은회사를（좋은✔회사를）、＊

쓸때（쓸✔때）、＊나쁜말（나쁜✔말）」などのように名詞を修飾する語と修飾され

る語を一つの意味単位として認識し、繋げて書く場合が多いことを指摘したが、日

本人学習者の作文にもこのような傾向が見られた。 

 

（15）＊매운요리（매운✔요리）、＊헌옷（헌✔옷）、＊먼곳（먼✔곳）、 

＊어렸을때（어렸을✔때）、＊없을때（없을✔때）、＊찍을때（찍을✔때） 

                                                      
16

 민현식（1994：42‐45）は 1 音節の冠形詞（「새、옛、온、첫、맨」など）が単語と結合したと

きに辞書によっても離して書いたり、繋げて書いたりする場合があり、判断が曖昧な場合は離

して書くことと繋げて書くことのすべてを許容した方がよいとしている。 
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「冠形詞形＋名詞」を繋げて書く誤用では、特に「＊헌옷、＊먼곳」のように 1音

節の冠形詞形を後の語と繋げて書く誤用がよく見られた。これらは冠形詞形を後の

語と離して書くという分かち書き規定を知っていても、日本語では「古着、遠く」

が一つの意味単位として使われる単語であるからであろう。また、「＊헌옷」は離し

て書くのが原則であるのに対し、同じ構造の「헌책」は＜標準国語大辞典＞に登載

されており、単語として認めているのは一貫性がなく不合理に思える。 

ところで、国立国語院によると、「지난주」は動詞「지나다」の意味と用法から

句構成として捉えにくいため、合成語であるとしている。そこで

、「지난달、지난해、지난봄、지난여름、지난가을、지난겨울」も繋げて書かな

ければならないが、「지난✔학기、지난✔시험、지난✔주말、지난✔일요일」は

離して書くのが原則である。これらはその判断基準は曖昧であり、すべて繋げて書

いても離して書いても意味や文法的に問題が生じるわけではない。しかし、名詞を

修飾する冠形詞形とその後の名詞を離して書くのは可読性を向上させると思われ

るので、離して書くのを原則とし、複合語になった場合は繋げて書くのを許容規定

とするのが望ましいと考える。 

 

4.1.6. 「冠形詞＋依存名詞」を繋げて書く誤用 

次は冠形詞と依存名詞を繋げて書いた例である。 

 

（16）＊여러가지（여러✔가지）、＊첫번째（첫✔번째） 

（17）＊몇가지（몇✔가지）、＊몇명（몇✔명）、＊몇회（몇✔회）、 

＊몇번（몇✔번）、＊몇년（몇✔년） 

 

「여러✔가지」は日本語では単語「いろいろ」として使われているため、繋げて

書く学習者が多いと思われる。「여러✔가지」を繋げて書くことを提示している辞

書もあるが17、「여러✔곳、여러✔나라」も間を離して書くので、「여러」の後は離

                                                      
17

 이익섭（2002:9、10、16)によると、「여러✔가지」はすでに1933年の『사정한 조선어 표준말 모음』

で一つの単語として登録されたものであるにも関わらず、一部の辞書だけでなく、＜標準国語

大辞典＞でも登載していないために混乱が続いているとしている。 
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して書くのを原則とし、繋げて書くのを許容とするのが学習者には負担が少なくて

済むと思われる。 

そして、今回の調査では、他の誤用が少ない日本人学習者においても（17）のよ

うに「몇」を次に来る依存名詞と繋げて書く場合が多く見られたが、これは「몇（何

～）」は日本語で「何名、何回、何年」のように次の単語と結合して使われること

や、日本人学習者の場合、1 音節の語は次の語と繋げて書こうとする傾向があるこ

とによるものと考えられる。 

ところで、国立国語院によると、「몇」は冠形詞であるため、次に来る語と離し

て書くのが原則であり、「몇」の後ろに数詞が来る場合は「몇✔억 받았냐?」のよ

うに疑問の意味で使われる場合は後にくる語と離して書く。一方、「그가 받은 돈은 

몇억에 이른다」のように「それほど多くない数（얼마 되지 않는 수）」の意味で

使われる場合は繋げて書くとしている18。しかし、他の場合は複合語であるか句で

あるかが分かち書きの判断基準になっているのに対し、ここでは意味内容によって

分かち書きが変わるので、学習者にとっては負担になるだろう。そこで、「몇」も

意味内容と関係なくすべて離して書くのを原則とし、繋げて書くのを許容とするの

が望ましいと考えられる。 

次は数詞冠形詞と単位性依存名詞を繋げて書いた例ある。 

 

（18）＊세명（세✔명）、＊두마리（두✔마리）、＊일곱번（일곱✔번）、 

＊이년째（이✔년째）、＊두번째（두✔번째）、＊두가지（두✔가지） 

 

「ハングル正書法（第 5章第 43項）」では「단위를 나타내는 명사는 띄어 쓴다」

とあり、数冠形詞と単位性依存名詞は「한✔개、열✔살」のように離して書くのが

原則である。ところが、「다만, 순서를 나타내는 경우나 숫자와 어울리어 쓰이는 

경우에는 붙여 쓸 수 있다（第 43 項）」という許容規定があり、「이학년、1 

개、10 살」は繋げて書いてもよい。また、「연월일, 시각 등도 붙여 쓸 수 

있다、다만, 수효를 나타내는 ‘개년, 개월, 일(간), 시간’등은 붙여 쓰지 않는다」

                                                      
18
「온라인 가나다（답변일：2012. 3. 12）」 

http://www.korean.go.kr/front/onlineQna/ onlineQnaView.do?mn_id=61&qna_seq=38411 

http://www.korean.go.kr/front/onlineQna/onlineQnaView.do?mn_id=61&qna_seq=38411
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などの例外的な規定もあり19、「7 時」は「일곱✔시（原則）、일곱시（許容）」

のように離して書いても繋げて書いてもよいのである。 

このように「数詞冠形詞＋依存名詞」に関する分かち書き規定は許容と例外が多

く、韓国人母語話者ですら正しく書くことが難しいのである。「이학년、일곱시」

は繋げて書くのが許容規定として認められているのに対し、（18）は離して書かな

ければならないというのは一貫性がなく不合理的であると言えよう。そこで、この

「数詞冠形詞＋依存名詞」の構造も離して書くことを原則とし、繋げて書くことを

すべて許容するのを提案する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

4.1.7. 「冠形詞形＋依存名詞」 を繋げて書く誤用 

「ハングル正書法（第 5章第 42項）」によると「의존명사는 띄어쓴다」とあり、

前の語と離して書かなければならない。しかし、日本人学習者は次のように「것、

수、지」などの依存名詞を前の冠形詞形に繋げて書く場合がよくある20。 

 

（19）＊있는것（있는✔것）、＊가는것（가는✔것）、＊좋은것（좋은✔것）、 

＊갈수있어서（갈✔수✔있어서）、 

＊만들수있으면（만들✔수✔있으면）、 

＊시작한지（시작한✔지）、돌아온지（돌아온✔지）、 

  

今回の研究資料には表れなかったが、「지」は時間の経過を表す依存名詞だけで

なく、「하는지 안 하는지 모르겠다」のように事実や判断などを表す語尾として

も使われるが、この場合は繋げて書くのが原則である21。しかし、筆者は冠形詞形

の後にくる「지」については依存名詞でも語尾でもすべて離して書くのが実用的で

                                                      
19

 「한✔시」は繋げて書いてもいいが、「한✔시간」は繋げて書いてはならないという現行の分か

ち書き規定は一貫性がなく、その規定を個別に覚えるのは韓国語学習者にとって大きな負担に

なる。このような分かち書きは文脈上の意味解釈や可読性とも関連がないと考えられる。민현식

（1994:31）においてもこのような場合は離しても繋げてもよいとしている。 
20

 冠形詞形とその後の依存名詞を繋げて書く誤用は韓国人母語話者にもよく現れる誤用である

（이민정（2007:14-55）、박대아（2010:340-341）など参照)。 
21

 민현식（1994：28）はこのような「지」の分かち書きの区別は非実用的であり、その基準も不

明で一貫性もないので、すべて語尾として捉えて繋げて書いてもよさそうであるとしている。 
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一貫性のある規定になると考える。そして、冠形詞形とその後にくる依存名詞「것」

と「수」も離して書くのが可読性と文の構造を理解する上で役に立つと思うので、

現行の規則通り、離して書くのを原則として教えるのが望ましいと考える。 

 

4.1.8. 「副詞＋用言」を繋げて書く誤用 

日本人学習者は次のように副詞を次の語と繋げて書く傾向があった。 

 

（20）＊자주가고（자주✔가고）、＊너무재미있어서（너무✔재미있어서）、 

＊소중히하고（소중히✔하고）、 

＊열심히하겠습니다（열심히✔하겠습니다） 

（21）＊많이사진을 찍었습니다（많이✔사진을 찍었습니다）、 

＊지금도쿄에 살아요（지금✔도쿄에 살아요） 

（22）＊안살아요（안✔살아요）、＊못가고（못✔가고） 

 

特に（22）のように否定の副詞「안、못」を次の用言と繋げて書く人が多く見ら

れたが、これらは 1音節であり、日本語では「～しません、～できません」のよう

に一つの意味内容として捉えられるからであると考えられる。 

 また、（23）のように副詞形語尾「-게」と結合した用言の副詞形の場合、日本語

の「～く、ように」に当たる表現であり、「～くする、ようになる」を一つの意味

のかたまりとして捉えて次の語と繋げて書く誤用が現れたものと考えられる。 

 

（23）＊슬프게합니다（슬프게✔합니다）、 

＊사이좋게해서（사이좋게✔해서）、＊알게된（알게✔된）、 

＊좋아하게되었습니다（좋아하게✔되었습니다） 

 

副詞は次の用言と離して書くのが原則であるが、これは日本語の文節の概念を導

入することで正しく分かち書きをできると考えられる22。 

                                                      
22

 金珉秀（2016：25、2018：60） で は 、日本人初級学習者 は あ い さ つ 表現 の

場合、「＊만나서반가워요（만나서✔반가워요）、＊처음뵙겠습니다（처음✔뵙겠습니다）、＊
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4.1.9. 「本用言＋補助用言」を繋げて書く誤用 

「ハングル正書法（第 5 章第 47 項）」では「보조 용언은 띄어 씀을 원칙으로 

하되, 경우에 따라 붙여 씀도 허용한다」とあるが、次の（24）のように本用言と

補助用言が語尾「-아/어」で結合した場合は繋げて書くことが許容される。一方、

（25）～（28）は離して書くのが原則である。 

 

（24）해주고（許容）／해✔주고（原則）、 

먹어보고（許容）／먹어✔보고（原則）、 

가본 적이（許容）／가✔본 적이（原則） 

（25）＊기억하지않아요（기억하지✔않아요） 

（26）＊가고있어요（가고✔있어요）、＊살고있지만（살고✔있지만）、 

＊만들고있습니다（만들고✔있습니다） 

（27）＊보고싶은（보고✔싶은）、＊가고싶습니다（가고✔싶습니다）、 

＊하고싶어서（하고✔싶어서）、 

（28）＊만나러가요（만나러✔가요）、＊보러갈（보러✔갈） 

 

（24）のように語尾「-아/어」で結合している本用言と補助用言の場合、ほとん

どの日本人学習者が繋げて書いたが、これは韓国語の分かち書きの許容規定を熟知

しているためであるとは考えにくい。（25）「～지✔않아요」の否定を表す補助用言

「않다」は前の語と離して書くのが原則であるが、日本語では「～しません、～く

ありません」のように一つの意味のかたまりとして捉えられるため、繋げて書く人

が多いと考えられる。 

（26）と（27）のように「-고✔있다」と「-고✔싶다」の誤用も多く見られた。

これらは日本語の現在進行形「～している」と希望の表現「～したい」に対応する

表現であるが、日本人学習者はこれらを一つの意味内容として捉えて繋げて書いて

いるものと考えられる。特に、他の本用言と補助用言を原則通りに離して書く学習

者の作文にも「-고✔싶다」を繋げて書く誤用がよく見られた。 

（28）のように「-(으)러✔가다」を繋げて書く誤用もよく見られた。これも日本語

                                                                                                                                   
잘부탁해요（잘✔부탁해요）」のように副詞節や副詞を次の語と繋げて書く傾向が見られた。 
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の「～しに行く」という表現に当たるからであると考えられるが、この場合は文節

の概念を用いることで正しく分かち書きができるようになるだろう。 

このように本用言と補助用言の間を離して書くことで文法情報だけでなく、語彙

情報を把握するのに容易であるため、日本人学習者には韓国語の語尾「-아/어、-고、

-(으)러」の後は、離して書くのが原則であることを周知させる必要があると考えら

れる。また、現行の分かち書き規定では「-아/어」の後の補助用言のみ繋げて書く

のを許容しているが、他の本用言と補助用言の間も繋げて書くのを許容した方が一

貫性のある規定になると考えられる。 

 

4.1.10. その他 

韓国語は助詞の後を離して書くのが原則であるが、日本人学習者は

「＊친구가와서（친구가✔와서）、＊무엇을해도（무엇을✔해도）、＊기분이들었다

（기분이✔들었다）、＊5 년이지났습니다（5 년이✔지났습니다）」のように助詞

の後を繋いで書く場合がある。特に（29）、（30）のように助詞「에」を繋げて書く

誤用がよく見られた。これは日本語の「～について」は複合格助詞であり、「～に

なる」も変化・移行した結果を表す表現であるからであろう。 

 

（29）＊대상이됩니다（대상이✔됩니다） 

（30）＊뭔가에대해（뭔가에✔대해）、＊영국에대해（영국에✔대해） 

 

そして、名詞、動詞、形容詞、副詞などの単語はそれぞれ独立性があり、離して

書かなければならないが、次のように繋いで書く場合がある。 

 

（31）＊두 명있습니다（두 명✔있습니다） 

（32）＊걱정말고（걱정✔말고） 

（33）＊셀러리같은（셀러리✔같은） 

（34）＊세 명다（세 명✔다）、＊2마리다（2마리✔다） 

 

（31）「＊두 명있습니다（2人います）」は、「있습니다（います）」を「2人です」
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の「です」のように捉えたからだと考えられるが、もともとは助詞「이」が省略さ

れたものであり（두 명이✔있습니다）、離して書かなければならない。 

（32）～（34）は韓国人母語話者もよく間違う場合があるが、繋げて書いた方が

実用的であろう。（32）「말다」は動詞であるが、単独で使われることはなく、「걱정

✔말고」のように名詞と一緒に使われたり、「-지 마세요」のように補助動詞とし

て使われたりするため、前の語に繋げて書くのを許容した方がよいと考えられる。 

（33）「같은」は基本形「같다」の冠形詞であるが、形容詞であるため、前の名

詞と離して書かなければならない。一方、基本形を同じくする「같이」は助詞であ

るため、「셀러리같이」のように繋げて書くのが原則である。これらは分かち書き

を厳格に区別することで意味的な誤解が生じるわけではないので、「같은」も前の

語に繋げて書くのを許容した方が望ましいと考える。「같은」と「같이」は日本語

の「～のような、～ように」に当たる表現であり、これらの分かち書きを統一させ

るのは学習者に負担を軽減させることができるだろう。 

（34）は「＊세명다」の「다」は副詞であり、前の「세 명」と離して書くのが原

則であるが、これに当たる日本語は「3人とも」であり、「とも」は前の語に付けて

書く接尾辞であることから繋げて書いたものと思われる。また、「다」が 1 音節で

あることも前の語に繋げて書いた一つの要因になったと思われるが、「다」は「全

部」の意味を持つ副詞であり、副詞は離して書かなければならないということを学

習者に周知させる必要があると考えられる。 

 

4.2. 繋げるべきところを離して書く誤用 

「韓国語表現語 1」を受講する日本人学習者のほとんどはこれまでに分かち書き

を学んだことがない。そこで、学期の初めの作文には単語と単語の間を繋げて書く

誤用がよく見られるが、授業での作文指導や添削により、学習者みずからも分かち

書きに注意するようになり、学期の後半になると分かち書きの誤用は徐々に減るよ

うになる。 

しかし、授業ではすべての分かち書き規定や例外的な規定を扱うわけではないの

で、分かち書きの誤用が完全になくなるわけではない。そして、学期の後半には学

期の始めとは異なる誤用の様相が現れるにようになる。最初は繋げて書く誤用がよ
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く見られるが、後半になると過剰に離して書く学習者が増える傾向が見られる。こ

れは分かち書きに対する認識不足と知識不足が原因である場合もあるが、文法や語

彙などの他の誤用が少ない学習者においてもよく見られるという特徴がある。これ

は日本人学習者が分かち書きを自分なりに過剰に適用させた場合もあるが、使用す

る辞書ツールなどの影響による場合もあるため、この原因を探ることで分かち書き

の誤用を減らし、効果的な分かち書きの指導方案を模索することができるだろう。 

 

4.2.1. 単一語を離して書く誤用 

4.2.1.1. 複合語を離して書く誤用 

（35）、（36）は複合名詞、（37）は複合形容詞、（38）は複合動詞、（39）は複合

副詞の例である。 

 

（35）＊초등✔학교（초등학교）、＊고등✔학교（고등학교）、 

＊해외✔여행（해외여행）、＊수학✔여행（수학여행）、 

＊일상✔생활（일상생활）23、＊집안✔일（집안일） 

（36）＊첫✔날（첫날）、＊이✔때（이때）、＊그✔때（그때）、 

＊그✔날（그날）、＊그✔곳（그곳）、＊그✔중（그중） 

（37）＊재미✔있는（재미있는）、＊맛✔있는（맛있는）、 

＊배✔부르다（배부르다） 

（38）＊요리를 잘✔하다（잘하다）、＊운동을 못✔하는（못하는） 

＊생각✔나서（생각나서）、＊맛✔볼 수（맛볼 수） 

（39）＊한✔번 만나고 싶습니다（한번 만나고 싶습니다） 

 

これらは2つ以上の語が結びついて 1つの単語になったものであるが、母語話者

にもよく見られる誤用である。（35）の「해외여행、 수학여행」は繋げて書くのが

原則であるが、「국내✔여행、외국✔여행、졸업✔여행、가족✔여행、단체✔여행」

は＜標準国語大辞典＞に登載されていないため離して書かなければならない。 

（36）は冠形詞と名詞が結びついて複合名詞になった例であるが、ここにも分か

                                                      
23

 4.1.1節の（6）参照。 
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ち書き規定に一貫性がないように思える。たとえば、「첫사랑、첫눈、첫해、첫 

봄、첫여름、첫가을、첫아들、첫딸」は繋げて書くのが原則であるが、「첫✔경 

험、첫✔만남、첫✔월급、첫✔출근、첫✔손주」は離して書かなければならない。

そして、冠形詞「이、그、저」の後は「이✔사람、그✔사람、저✔사람」のように

離して書くのが原則であるが、「이때、그때、그날、그곳、그중」などは複合名詞

であるため繋げて書くのが原則である。他にも「그것、그들、그분、그 

쪽、그녀、그전、그동안、그다지、그까짓」などは繋げて書くが、「그✔후、 

그✔밖、그✔외、그✔옆」などは離して書くのが原則である。また、「그✔후」は

離して書くが、それに意味的に対応している「그전」は繋げて書くのも理解しがた

く、規定の一貫性も見られない。 

（37）、（38）は「面白い、おいしい、満腹だ」、「上手だ、下手だ、思い出す、味

わう」などのように日本語においても一つの意味単位として使われるものである24。 

（39）の「한번」は冠形詞「한」と依存名詞「번」が結びついて「一度」という

複合副詞になったものであり、繋げて書くのが原則であるが、間を離して書く傾向

が見られた。これは既習の頻度や回数を表す「한✔번（一回）」の影響であると                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

考えられるが（4.1.6.節参照）、「한✔번」と同様の語形である複合副詞「한번」も繋

げて書いても離して書いても意味解釈に支障はもたらさないだろう。 

（35）～（39）のように複合語になったものはもともと離して書いていたもので

ある。そこで、複合語は離して書くのを原則とし、すべて繋げて書くのを許容規則

とすると、規則に一貫性を持たせることができ、学習者の混乱もなくなるだろう。 

 

4.2.1.2. 外来語を離して書く誤用 

 次は外来語を離して書いた例である。 

（40）＊치어✔리더（치어리더）、＊파트✔타임（파트타임）、 

＊스마트✔폰（스마트폰）、＊팬✔레터（팬레터） 

（41）＊디즈니✔랜드（디즈니랜드）、＊카카오✔톡（카카오톡） 

                                                      
24

 「재미있다／재미없다」、「관계있다／관계없다」は繋げて書くのが原則であるが、同じ構成

である「쓸모✔있다／쓸모없다」、「의미✔있다／의미✔없다」は分かち書きが異なり、

「있다／없다」がついた複合形容詞にも規定の一貫性は見られない。 
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（40）は 2 つの単語が結びついた外来語の複合語であり、（41）は外来語から来

た固有名詞であるが、離して書く傾向が見られた。 

日本人学習者は作文を書く際に、母語話者と違って知らない単語は辞書を調べて

書くことになるが、その辞書の分かち書きが間違っている場合が多々あり25、それ

が日本人学習者の誤用につながると考えられる。特に外来語の場合は辞書を調べて

書く場合が多く、金珉秀（2018：70-71）ではこのような過剰な分かち書きの原因

がインターネットやスマートフォンの辞書アプリなどの辞書ツールの影響である

可能性を示唆したが、この問題については別の機会に取り上げたい。 

 

4.2.2. 助詞を離して書く誤用 

4.2.2.1. 日本語と対応する助詞を離して書く誤用 

韓国語の各単語は離して書くのが原則であるが、助詞は例外的に前の語に繋げて

書かなければならない（「ハングル正書法」第 5 章第 1 節第 41 項）26。ところが、

日本人学習者は次のように助詞を前の語と離して書く場合がある。 

 

（42）＊사람✔한테（사람한테）、＊어제✔보다（어제보다）、 

＊대학교✔에서는（대학교에서는）、＊지금✔부터（지금부터）、 

＊장소✔까지（장소까지）、＊여행✔하고（여행하고）、 

＊가끔✔밖에（가끔밖에） 

 

박대아（2010:343）によると、韓国の大学生は主格助詞や目的格助詞を離して書

くことはほとんどないが、「부터、까지、마다」などの補助詞を前の語と離して書

くことが多いことを指摘した27。日本人学習者の場合も授業の後半に学習する助詞

                                                      
25

 민현식（1994）、하세가와（2009）、이은영（2015）、박소영（2016:29）など参照。 
26

 정로（2012:26-27）は、話し言葉では体言と助詞が結合した語節を単位としてポーズが現れるが、

助詞を体言と離して書いてしまうと、呼吸の単位と分かち書きの単位が異なり、文章が読みに

くくなるだけでなく、読書の能率も落ちるとしている。 
27

 이민정（2007:19-20、56）では、韓国の中学生の 52.74%（96 명）も名詞と助詞の間を離して書

く誤用が見られた。そして、比較の副詞格助詞「처럼、보다」は助詞ではなく 1 つの単語とし

て認識したり、依存名詞と混同したりしていることを指摘した。一方、「이/가、은/는」の誤用

は表れなかったが、これは学校教育においてこれらの助詞にはよく接することがあるため、自
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や使用頻度が低い助詞は前の語と離して書く傾向が見られ、日本人中級学習者は

「은/는、이/가（主格助詞）、을/를、에、 (으)로、보다」は原則通りに前の語に繋

げて書いたが、「에서、부터、까지、하고」は前の語と離して書く学習者が現れた

（金珉秀（2017））。 

また、「은/는、이/가、을/를」は直前にくる語が子音語幹なのか母音語幹なのかに

よって形が変わる助詞は繋げて書くが、「처럼、부터、까지、하고、밖에」などの

ように形が変わらない 2音節の助詞は離して書く傾向が見られた。また、複数の助

詞が結合した場合も「＊동영상에서✔밖에（동영상에서밖에）」のように離して書く

傾向が見られたことから、学習者には助詞は複数の助詞が結合した場合にも繋げて

書くということを周知させる必要があると考える。 

 

4.2.2.2. 日本語と対応しない助詞を離して書く誤用 

次は韓国語では助詞として分類されるものであるが、日本語では品詞が違う例で

ある28。 

 

（43）＊농구✔입니다（농구입니다）、＊주부✔입니다（주부입니다）、 

＊유치원 때✔였지만（유치원 때였지만）、 

＊더운 시기✔였으니까（시기였으니까） 

（44）＊남자✔처럼（남자처럼）、＊여름✔처럼（여름처럼） 

 

남지애（2008:67-68）は韓国の中学生の場合、「＊학생✔이다」の誤用は10.1％で

あるのに対し、「＊서울대학교✔입니다」の誤用が 66.9％に増えたのは語節の長さ

が長くなると分離可能な箇所で離して書こうとする傾向があるからだとしている。

金珉秀（2016）においても日本人初級学習者だけでなく、韓国語母語話者も名詞と

「이다」の間を離して書く誤用が見られた29。これらの誤用は初級の段階で「이다」

                                                                                                                                   
然と学習するようになったとしている。 

28
 韓国語の体言の後に付く「이다」は現行の学校文法では「叙述格助詞」として扱っているが、

これに当たる日本語は断定の助動詞「だ・である」である。 
29

 このように名詞と「이다」の間を離して書くのは、発話時に「이다」の前にポーズを入れて発

話する場合があるからであると考えられる。韓国語の場合、ポーズを入れる箇所と分かち書き
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は前の語に繋げて書くということを周知することで修正されると思われる。 

（44）の「처럼」は日本語では比喩を表す表現「～のように」に対応するため、

1 つの単語として認識して離して書いたものと考えられる。日本語で「～のような

（같은）、～のために（때문에）、～の上（위）、～の下（아래）」などの場合、韓国

語で「의（の）」は現れず、前の語と離して書くので、「처럼」にもこれを適応して

離して書いた可能性も考えられるが、「처럼」は助詞であるので、前の語に繋げて

書くのを原則として教える必要があると考える。 

 

4.2.3. 「名詞＋하다」を離して書く誤用 

 次は名詞の後にくる接辞「하다」を離して書いた動詞と形容詞の例である30。 

 

（45）＊전화✔하고（전화하고）、＊공부✔합니다（합니다）、 

＊감동✔했어요（감동했어요）、＊쇼핑✔했을 때（쇼핑했을 때）、 

＊전화✔해버렸어요（전화해버렸어요） 

（46）＊걱정✔하고（걱정하고）、＊불편✔할 수（불편할 수） 

 

「하다」は接辞であるため、前の語に繋げて書くのが原則であるが、（45）、（46）

のように日本人学習者の作文には接辞「하다」を前の語と離して書く誤用がよく見

られた31。박대아（2010:334）も韓国の大学生が「처리✔하려고、변화✔할 수、생각

✔합니다」のように接辞「하다」を前の語と離して書く誤用が多いことを指摘して

いる。「하다」は単独でも使われるため、独立した単語として認識して離して書く

場合が多く、母語話者と日本人学習者ともに誤用が多い例の一つである。 

ところで、動詞「무엇하다」は 2017 年 1 分期（2017年 4 月 3 日）に＜標準国語

大辞典＞から削除され、具合の悪いことを適切に形容しにくい時に使う「なんだ」

                                                                                                                                   
の箇所は一致する場合が多く、分かち書き規定を熟知していない場合、発話時のポーズに合わ

せて分かち書きをした可能性があると考えられるが、これについては別の機会に取り上げたい。 
30

 日本人学習者は「＊좋아✔해요」のように用言の活用形と結合する場合にも接辞「하다」を離し

て書く場合もあるが、今回の調査には表れなかった。 
31

 이민정（2007:42）によると、韓国の中学生は動作を表す名詞に付く接尾詞「하다、되다、시키다」

を前の語と離して書く傾向があり、一般的によく起こる誤用は「＊사용✔하다」のように接尾辞

「하다」が付く場合であるとしている。 
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の意味の形容詞「무엇하다」だけが登載されている。したがって、現在、動詞の場

合は「무엇✔하다、뭐✔하다」のように離して書かなければならないが、形容詞

「무엇하다」は繋げて書くのが原則であり、動詞と形容詞の分かち書きを区別して

いる。しかし、（45）と（46）では動詞と形容詞両方とも名詞と「하다」を繋げて

書いており、すべて繋げて書くかすべて離して書くかどちらかに統一した方がよい

だろう。 

また、現行の規定によると、「말」に接辞「하다」が結合した「말하다」は単一

語なので繋げて書き、副詞の修飾を受ける場合も「다✔말하다」のように離して書

くのが原則である。一方、「그런 말✔하다」のように「말」が前の冠形語の修飾を

受けると句になるため、離して書かなければならない。同様に「국어를 공부하다」

の意味なら「국어✔공부하다」、「국어 공부를 하다」の意味なら「국어✔공부✔

하다」のように離して書かなければならないのである。このように文脈によって分

かち書きが変わるのは分かち書きの本来の役割からかなり外れたものになってお

り、規定を改善する余地があると考える。 

そこで、名詞と接辞「하다」が結合した場合は、名詞と「하다」を離して書くの

を原則とし、繋げて書くのを許容するのを提案する。こうすることで、前述した

「무엇✔하다」と「무엇하다」、「말✔하다」と「말하다」、「공부✔하다」と「공부하다」

の意味や文法的働きの違いに関係なく、分かち書きの本来の役割に充実した規定に

なると考える。 

 

4.2.4. その他 

 次は 2017 年 6 月 1 日までは離して書くのが原則であったが、現在は繋げて書く

のが原則である例である。 

 

（47）＊사이타마✔현（사이타마현）、＊가나자와✔역（가나자와역） 

 

 国立国語院は、2017 年 6 月 1 日よりこれまで外来語の場合は離して書いていた

「가(街)、강(江)、고원(高原)、곶(串)、관(關)、궁(宮)、만(灣)、반도(半島)、부(府)

、사(寺)、산(山)、산맥(山脈)、섬、성(城)、성(省)、어(語)、왕(王)、요(窯)、인(人)
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、족(族)、주(州)、주(洲)、평야(平野)、해(海)、현(縣)、호(湖) 」を繋げて書くよ

うに修正した。ただし、外来語の後にくる「해협」は「도버✔해협／도버해엽、대한

✔해협／대한해협」のように離して書くことと繋げて書くことができるようにして

いる。 

しかし、この修正にも一貫性は見られないため、すべて離して書くのを原則とし、

繋げて書くのを許容することが実用的であろう。こうすることで、これまでに原則

とされてきた原則と新しい原則が共存することができ、表記の混乱を防ぐこともで

きると考えられる。 

 

5. まとめと今後の課題 

 本稿では日本人学習者の作文に現れる分かち書きの使用実態を考察し、その誤用

パターンを「離すべきところを繋げて書く誤用」と「繋げるべきところを離して書

く誤用」に分類した。また、現行の分かち書き規定の問題点とその改善策について

も模索した。その結果をまとめると以下の通りである。 

 

（1）「離すべきところを繋げて書く誤用」は「名詞＋名詞」、「名詞＋依存名詞」、

「冠形格助詞「의」＋名詞」、「冠形詞＋名詞」、「冠形詞形＋名詞」、「冠形詞＋

依存名詞」、「冠形詞形＋依存名詞」、「副詞＋用言」、「本用言＋補助用言」、

その他に分類して考察した。そして、「繋げるべきところを離して書く誤用」

は単一語を離して書く誤用として複合語、外来語を離して書く誤用、助詞を離

して書く誤用として日本語と対応する助詞と日本語と対応しない助詞、「名詞

＋하다」、その他に分類して考察した。 

（2）日本人学習者の作文には繋げるべきところを離して書く誤用より、離すべき

ところを繋げて書く誤用の方が多かったが、特に「名詞＋名詞」、「名詞＋依

存名詞」を繋げて書く傾向があった。この誤用は意味解釈上に大きな問題をも

たらすものではないため、離して書くのを原則とし、繋げて書くのを許容する

のを提案する。また、冠形詞もその後の語と離して書くのを原則とし、繋げて

書くのを許容してもよいと考える。 

（3）冠形格助詞「의」、冠形詞形、副詞などは可読性を向上させ、意味解釈や語彙
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情報を得る上でも役立つと思われるので、その後の語と離して書くのを原則と

して教えるのが望ましいと考える。 

（4）現行の分かち書き規定によると、本用言と補助用言の間は離して書くのが原

則であり、「-아/어」はその後にくる補助用言と繋げて書くことが許容されて

いる。しかし、すべての本用言と補助用言の間を繋げて書くのを許容規則とす

ることで、規則に一貫性を持たせることができると考えられる。 

（5）単一語を離して書く誤用には複合語になったものを離して書く誤用が多く見

られた。複合語はもともと間を離して書いていたものであり、離して書くのを

原則とし、複合語になった場合は繋げて書くのを許容規則とすると、規則に一

貫性を持たせることができると考えられる。 

（6）助詞は前の語に繋げて書くのが大原則であるが、使用頻度が低い助詞や授業

の後半に学習する助詞は前の語と離して書く学習者が多く見られた。「이다、

처럼」のように日本語に対応しない助詞もあるが、助詞は必ず前の語に繋げて

書くことが原則であることを教えるのがよいだろう。 

（7）名詞と接辞「하다」が結合した場合は、名詞と「하다」を離して書くのを原

則とし、繋げて書くのを許容するのを提案する。こうすることで、「하다」の

意味の違いによって名詞と「하다」の間を離すか繋げるかに迷うことなく、分

かち書きの本来の役割に合った規定になると考える 

 

また、本稿では分かち書きの原則と許容規定のあり方についても提案した。つま

り、分かち書き規定が時代とともに頻繁に変わるのは合理的ではないため、分かち

書き規定が変わったとしても元来の分かち書きを原則とし、変更後の規定を許容す

るのが望ましいだろう。この立場を取ることで学習者の負担も軽減され、規定とし

ても一貫性を保つことができると考える。 

本稿の結果についてはまだ考察や改善の余地があると思われる。今後は本稿の結

果を踏まえ、日本人学習者に対する分かち書きの指導法を開発するために、さらな

る調査および検討を進め、本稿で扱っていない分かち書きの問題点や改善策につい

ても提案していきたいと考える。 
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