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日本語圏韓国語学習者の韓国語単母音難易度認識研究1 
 

 

チョユンジュ 

 

 

본 연구는 KFL 환경 일본어권 학습자들이 가진 발음 교육 인식 및 난이도 

인식을 확인하고 한국어 수준에 따른 차이가 있는지를 알아보는 것에 

목적을 두었다. 이를 위해 한국에서 학습 경험이 없는 일본 소재 대학 

한국어 전공자 60 명을 대상으로 설문 조사를 실시, 해당 결과를 통해 다음 

세 가지를 확인할 수 있었다. 첫째, 참여자들은 발음을 중시하고 발음 수업 

수강을 원했다. 둘째, 한국어 단모음 가운데 ‘ㅓ’와 ‘ㅡ’를 특히 어려워했다. 

셋째, 한국어 수준에 따른 차이는 존재하지 않았다. 이는 학습자들이 

발음을 중시하고 발음 교육을 받고자 하며, 학습 진행에 따라 발음 

부담감이 자연적으로 줄어들지 않는다는 것을 의미, 발음 수업의 중요성과 

발음 교육의 필요성을 강조하는 결과로 볼 수 있을 것이다. 

 

 

1. はじめに 

1.1 研究目的 

2000 年代に入ってから韓流ブームなどにより日本国内での韓国語学習者数が急

増加した。変わった状況が反映され、多くの日本国内大学機関が第二言語として韓

国語を教育するようになり2、韓国語を専門的に学べる学部や大学院までもが増加

されたのである3。上記のように日本国内で韓国語教育が量的また質的に拡大され

た今だからこそ、韓国でない、日本国内で行われている韓国語発音教育に関する研

究も行われるべきである。しかし、先行研究では日本国内で行われた発音教育より

日本語圏学習者全体に興味を持ったからか、韓国留学経験持っている学習者が研究

 
1  本研究は本研究者の修士論文(조윤주, 2018)の一部を修正および発展させたものである。 

2 日本所在大学766 か所のうち468 か所が韓国語を第二言語として教育している。（高等教育局

大学振興課大学改革推進室、2014）오태헌(2006)によると、科目名として韓国語以外にも朝鮮語、

ハングル、コリア語、ハングル語などが使われているが、同時に講義内容は主に現代韓国で使

用している言語になっていることも明らかになったため、本研究では科目名が相違であっても

韓国語に関する講義として報告したのである。 
3 日本の予備大学生が利用する大学情報サイト、みんなの大学情報で文系、語学、韓国語の順で

検索した結果、35か所の大学で韓国語を専攻として選べられることが確認できた。 



161 

 

参加者から排除されなかった。また、日本語圏学習者は比較的発音を重視する傾向

があるため、発音に自信がない場合、韓国語上級者であっても話すこと自体を戸惑

ってしまい、主体的に話すことを避けるとも報告されている(심보 토모코, 2010)。

だが、発音誤りと学習者の認識が同じくみなされているからか、発音に対する認識

より実際の学習者誤りに重点を置く研究が多く行われてきた。最後に同レベルの学

習者を対象に発音研究を行い、各レベルでの問題は発見されてきたものの、学習者

レベルによる差を確認していないため、レベルによる変化有無も確認できず、発音

教育の必要性を主張するにも物足りない。 

上記の3点から本研究では韓国で韓国語を勉強した経験がない日本語圏韓国語学

習者を対象として研究を行い、研究結果を通じて以下の三つの研究問題に答えるこ

とにする。①学習者は発音教育を必要とし、望んでいるか②韓国語単母音の中でど

の単母音を難しいと認識しているか③学習者の韓国語レベルによって難易度認識

に差が現れるか。上記の三つの研究問題に答えることが日本国内での韓国語発音教

育の必要性及び重要性を確認できる機会になることを期待する。 

 

1.2 現実的な韓国語母音体制: 7母音体制 

本研究では韓国語発音の基本になる単母音に集中して学習者の難易度認識及び

レベルによる認識差を確認していく。上記の目的のため、まずは研究対象である韓

国語単母音が韓国でどのように定義されていて、本研究ではどのように設定された

かを先に述べる。 

신지영(2016)では、発動過程を通じて調達され、発生過程から調節された気流が

声道(vocal tract)を通過しながら変化をおこして出る音の中で、口腔の中央通路で妨

害をされなかった音を母音とし、全過程を通して最初から最後まで一つの調音動作

で作られた母音を単母音(monophthong, simple vowel)とした。以上の基準で分類され

た単母音はまた舌の高さで高母音と低母音、舌の前後の位置で前舌母音と後舌母音、

唇の突出可否で円唇母音と平唇母音に分けられる。 

오대환(2003)で指摘された通り、単母音体制に関しては主に/ㅐ, ㅔ, ㅚ, ㅟ/をど

う判断するかに焦点を置いて多様な議論が行われてきた4。まず、韓国の標準発音

 
4 박덕유(2006), 이효숙(2012)では、/ㅐ, ㅔ, ㅚ, ㅟ/に関する問題以外に新たな音素の存在や母音
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法では上記の 4つを全部含め、10個の単母音が存在すると明記されている。以上の

10 母音体制は김무림(1992)などで使われた。以後、오정란(1993)では一部を受け入

れ、/ㅚ/だけを単母音として認めたが、배주채(1996), 허용・김선정(2006)などから、

/ㅚ, ㅟ/が多くの韓国語母語話者の中で二重母音として発音されている上に、標準発

音法でさえ両方を認めていることなどを根拠として、現実的単母音体制として、/ㅚ, 

ㅟ/を除いた 8 母音体制が主張されたのである。8 母音体制からも議論は終わらず、

신지영・차재은(2003)では韓国語母語話者日常生活で/ㅐ, ㅔ/が区別されていないと

指摘、최혜원(2002)や신지영(2016)で行われた音声実験結果がこの主張を裏付け、二

つを同じ音素とみなす 7母音体制が登場した。以上の研究結果を総合し、本研究で

は 7母音体制を受け入れ以下の表 1通り7母音体制で研究を進めることにする。 

 

表 1．7母音体制 

 
前舌母音 後舌母音 

平唇母音 平唇母音 円唇母音 

高母音 i ɯ ｕ 

中母音 ɛ5 ʌ ｏ 

低母音  ɑ  

出所: 신지영(2016, p. 163)の表 6.3.を訳して引用する。 

 

1.3 先行研究 

地理的利点及び日本での韓国語教育歴史が他国より比較的長いなどの理由によ

り、多くの研究者が日本語圏学習者を対象に韓国語教育に関する研究を行ったので

ある。本研究では学習者難易度認識予測のため、日本語圏学習者発音誤りに関する

研究及び難易度認識調査を行った研究を先行研究として見ていく。 

日本語圏学習者の学習者誤りに関する論文は 1989 年から 2014 年の間 82 編が発

 
の長さなども問題視されたが、以上の研究以外では主に/ㅐ, ㅔ, ㅚ, ㅟ/だけを問題視されてい

たため、本研究では /ㅐ, ㅔ, ㅚ, ㅟ/に関する議論だけを紹介する。 
5 /ㅔ/と/ㅐ/の交流現象に同意する学者の中でも IPA 記号使用に関しては意見が分けられる。分裂

の理由としては이호영(1996)でも指摘されているように、同じ世代の中でも一部は[e]に、一部

は[ɛ]に、一部は[e]と[ɛ]の中間音価で発音されているからである。本研究では以上を踏まえ、

신지영(2016)を引用した。 
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表され、その中で 14 編だけが発音に関する論文であった 。また 14 編の論文は初

声 10編、中声 9編、終声10編、その他 2編に分けられ(이정희・미키 다카시、2015)、

内容としては主に日本語と韓国語の音韻体制を比較し、誤りの原因を明らかにする

ことを目的としていた(우인혜, 1998a; 우인혜, 1998b, 조성문, 2000; 전미순, 2001; 

이효숙, 2012 等)。単母音に関する誤りとしては/ㅓ/と/ㅗ/, /ㅜ/と/ㅡ/の区別による誤

りが多いと報告され、原因としては日本語の母音体制に/ㅓ/、/ㅡ/と類似する音韻が

ないことが挙げられた。先行研究では具体的にどの母音の誤りが多かったか報告さ

れていない場合が多かったため6、詳しく順位は立てられないが、以上の結果によ

り、本研究で行う難易度認識でも上記の 4つの音韻が上位になると予測できる。 

難易度認識調査は誤り研究に比べ数が少ない。이효숙(2012)は鮮文大學校韓国語

教育院で6か月未満の学習経験を持っている日本語圏学習者を対象に発音難易度を

調査した。調査は韓国語発音全般を対象として行われ、母音に関する結果は図 1

の通りである。 

 

図 1．難しい母音順位 

 
                       出所: 이효숙(2012, p. 60)の図 4.を訳して引用する。 

 

最初に述べたように、上記の調査結果は参加者が韓国で学習していたため日本国内

で行われた韓国語教育だけに関する結果といえない上、発音教育の必要性を主張す

るには物足りないところがある。また、近頃の教育現場で区別しない音韻を一緒に

提示し、調査参賀者が混同を起こした可能性や、単母音と二重母音を分けずに行っ

たため、単母音に関する難易度認識を把握しがたいという問題点がある。以上の 4

 
6 明示的にどの母音の誤りが多いと報告されるより、/ㅓ/と/ㅗ/の区別ができなかったなどの表現

が使用された。 
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点を補い、本研究では参加者の学習経歴を調節し、単母音 7つだけに関する難易度

認識調査を行う。調査から得た結果はまず全体的に確認した後、学習者の韓国語レ

ベルで再度分類し、分析する。 

 

2. 先行研究  

2.1 調査参加者 

本調査の参加者は全員当時7日本国内大学韓国語学科1年生で、母語は日本語であ

った。調査参加者を韓国語学科の学生に限定したのは第二言語として短期で講義を

受ける学生より韓国語に対する熱意が高く、長期間に亘って学習を続けるため、他

集団より優先的に研究する必要があると判断したからである。また、韓国語学科の

学生の場合、夏休みや春休みなどの長期休みを機に韓国で短期留学をする場合が多

いため、1年生に限定して調査を行った。詳しい参加者構成は表 2 の通りである。 

 

表 2．調査参賀者情報8 

学習レベル 総人数(人) 

初級(人) 中級(人) 
60 

36 24 

 

2.2 研究道具9及び分析方法 

単母音難易度認識を調査する方法としてアンケートを選択した。アンケートは 10

分間の時間制限を置き、直感的に答えられるようにした。また、実名を明かさなく

てもよいとし、参加者の負担軽減を計らった。 

アンケートの項目は参加者基本情報を問う項目10と、韓国語発音教育全般に関す

る質問項目、韓国語単母音認識に関する質問項目の 3 つに分けられ、総 18 問で構

 
7 本実験は2017年6月に行われた。 
8 特に性別は条件に含めなかったが、学部の特性により男性が1人、女性が59 人であった 。 
9 本調査を行う前、他機関で韓国語を学習している5人の学習者を対象に予備調査を行った結果

を反映し、再構成した。 
10 韓国語レベル(TOPIKまたは大学のクラス)、留学経験有無などが含まれた。 
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成された。難易度認識を問う質問項目では各単母音‛ㅏ, ㅓ, ㅗ, ㅜ, ㅡ, ㅣ, ㅐ’11に

対し、音を出して読むまた、話をする時を想像してから答えるように明示及び事前

案内してから 5段階尺度で構成された選択肢12の中から回答させた。 

以後、体面アンケートから得た調査結果はSPSS24.0を使い、各研究問題に合わせ

て分析を行った。研究問題１に関しては、全体の認識の傾向を確認するため記述統

計と度数分布で分析した。研究問題2は、単母音による難易度認識に差があるかを

確認するため、まず、ノンパラメトリックな統計的検定であるKruskal-Wallis検定を

行い、差があることを確認してから、事後検定としてMann-Whitney U検定を採択、

分析を行った。最後に研究問題3に関する結果は集団間の差を確認するため

Mann-Whitney U検定で分析した13。 

 

3. 韓国語発音教育に関する認識 

本研究は、学習者の韓国語発音教育に関する認識を確認し、学習者が発音教育を

必要としているかを明らかにすることを目的の一つとしている。学習者の認識を確

認するため、‛韓国語発音の重要性’、‛学習者の目標発音水準’、‛発音に関する授業14

の受講経験有無’、‛発音に関する授業の希望度’に関する4 問を構成、結果を分析し

た。質問は表 3のように構成し、各質問の記述統計結果は表 4の通りである。  

 

 

 

 

 
11 2 つの理由から、‛ㅏ, ㅓ, ㅗ, ㅜ, ㅡ, ㅣ, ㅐ’だけを項目にした。まず一つは上記で説明したよ

うに、現代韓国人が'‛ㅐ’と‛ㅔ’を区別しないからである。2 つ目の理由は‛ㅐ=ㅔ’、‛ㅐ, ㅔ’など

と提示すれば、普段気にしなかったにも関わらず明示された表現により混同される可能性があ

るとアドバイスをもらったからである。以上の理由で、助詞としてよくあらわれる ‛ㅔ’の代わ

りに、語彙の中でよく現れる‛ㅐ’だけを提示することにした。  
12 ‛とても難しい’などの言語的表現ではなく、割合として、‛0-20％’、‛20-40％’などの数字でどの

くらいの頻度で、どのぐらいの負担を感じるのかを考えて答えさせた。また、口頭でも、アン

ケート用紙にも‛80-100％’が最も難易度が高い選択時であることを明示した。 
13 分析前、集団の正規性を確認するため比較する各集団別にShapiro-Wilk検定を行った。結果、

多数の集団の有意確率が条件を満たせなったため、ノンパラメトリックな検定法で分析を行っ

た。 
14 ハングルを習う段階での授業は排除するよう要請した。 
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表 3．韓国語発音教育に対する認識調査質問 

内容 質問 選択肢 

重要性 
1．韓国語の学習において発音は 

大事だと思いますか？ 

1 = とても大切だ 

～5 = 全然大切ではない 

目標水準 
2． 韓国語発音学習において、目標の

レベルは？ 

1 = ネイティブレベル 

～5 = 特にない 

受講経験 
3．発音に関する専門授業を受けたこと

がありますか？ 
1 = O / 2 = X 

受講希望度 
4． 発音に関する専門授業があれば、

参加したいと思いますか？ 

1 = 必ず受けたい 

～5 = 全く受けたくない 

 

表 4．韓国語発音教育に対する認識調査の記述統計結果 

 N 最小値 最大値 平均 標準誤差 標準偏差 

1．重要性 60 1 2 1.13 .4 .34 

2．目標水準 60 1 4 1.7 .11 .87 

3．受講経験 60   1.96 .02 .13 

4．受講希望度 60 1 2 1.43 .13 .50 

 

まず、質問 1の結果から韓国語発音重要性に関する学習者の認識を確認する。表 

4 の記述統計の結果によると、平均値が 1.13(標準偏差.34)で、参加者が韓国語発音

重要性を高く評価していることがよくわかる。また、表 5の度数分布でも、約87%

の参加者が発音に対し、‛とても大切だ’と答えたうえに、‛普通だ’以下の答えは全く

なかったことが確認でき、先に確認した‛日本語圏韓国語学習者は発音の重要性を

高く評価する’という先行研究を裏付けられる。 
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表 5．質問1重要性に関する結果の度数分布表 

  人数(人) 百分率(%) 

1．韓国語の学習に

おいて発音は 

大事だと思います

か？ 

とても大切だ( = 1)  52 86.67 

大切だ( = 2) 8 13.33 

普通だ( = 3) 0 0 

あんまり大切ではない( = 4) 0 0 

全然大切ではない( = 5) 0 0 

 

次に参加者の韓国語発音目標水準に関してみていく。研究参加者が韓国語学科の

学生であったからか、発音に対しての目標水準も高かったのである。表 4の質問2

の記述統計結果、平均値は 1.7(標準偏差.87)で、表 6.の度数分布表から確認できる

よう、80%以上の学習やが‛ネイティブレベル’または‛ネイティブまではいかないが

外国人のなまりがほとんどない程度’と答えた。参加者の中で‘特にない’と答えた場

合はなかったので、学習者は発音に関しても学習レベルとは関係なく、ある程度目

標を立てていることが分かった。 

 

表 6．質問2目標水準に関する結果の度数分布表 

  人数(人) 百分率(%) 

2．韓国語発音学習

において、目標の

レベルは？ 

ネイティブレベル( = 1)  32 53.33 

ネイティブまではいかないが 

外国人のなまりがほとんどない 

程度( = 2) 

16 26.67 

発音が正確ではないけど、 

韓国人とのコミュニケーション

ができる程度( = 3) 

10 16.67 

ショッピングや 

観光ができる程度( = 4) 
1 3.33 

特にない( = 5) 0 0 
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上記の質問 1と 2で確認したよう、参加者は発音を重視していて、目標とする水

準も高かったにも関わらず、実際発音に関する授業を受けた経験がある参加者は表

7 の度数分布表のように一人に過ぎなかった。 

 

表 7. 質問3受講経験に関する結果の度数分布表 

  人数(人) 百分率(%) 

3．発音に関する専門授業を

受けたことがありますか？ 

受講経験有り( = 1) １ 1.67 

受講経験無し( = 2) 59 98.33 

 

しかし、質問 4 で発音に関する授業の受講希望を確認したところ、平均値が

1.43(標準偏差.50)で、発音に関する授業への希望はあることが分かった。なお、表 8

でわかるように 58%以上が‛必ず受けたい’と答え、発音に関する授業への要求が高

いことも明らかになった。 

 

表 8. 質問4受講希望度に関する結果の度数分布表 

  人数(人) 百分率(%) 

4． 発音に関する

専門授業があれ

ば、参加したいと

思いますか？ 

必ず受けたい( = 1)  34 56.67 

できれば受けたい( = 2) 26 43.33 

よくわからない( = 3) 0 0 

受けたくない( = 4) 0 0 

全く受けたくない( = 5) 0 0 

 

 

4. 韓国語単母音難易度認識 

次に学習者の韓国語単母音に対する難易度認識を確認するため、以下の表 9よう

に構成されたアンケート質問項目の結果を分析する。 
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表 9. 韓国語単母音難易度認識に関する質問項目 

内容 質問 選択肢 

単母音難易度認識 

各母音を 

難しいと感じる 

程度を考えて 

答えてください。 

ㅏ 

1 = 0-20% 

～5 = 80-100% 

ㅓ 

ㅗ 

ㅜ 

ㅡ 

ㅣ 

ㅐ 

 

上記のアンケート質問から得られた結果はまず記述統計分析で確認する。分析結

果は以下の表 10の通りである。 

 

表 10. 韓国語単母音難易度認識に関する記述統計分析結果 

  N 最小値 最大値 平均 標準誤差 標準偏差 

単母音

難易度 

ㅏ 60 1 3 1.12 .05 .37 

ㅓ 60 1 5 3.15 .16 1.22 

ㅗ 60 1 5 1.90 .15 1.19 

ㅜ 60 1 4 1.58 .11 .83 

ㅡ 60 1 5 2.75 .15 1.14 

ㅣ 60 1 4 1.20 .07 .58 

ㅐ 60 1 5 1.50 .12 .91 

 

表 10で確認できるよう、全ての単母音で最小値が同一していたことに比べ、‛ㅏ’

の最大値は3、 ‛ㅜ’と‛ㅣ’の最大値は4など最大値では差が現れた。 

単母音による認識の差をもっと明確化するため、ノンパラメトリック検定である

Kruskal-Wallis検定を行い、表 11と表 12のような結果を得ることができた。 
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表 11. 韓国語単母音による難易度平均順位 

単母音 N 平均順位 

ㅏ 60 132.56 

ㅓ 60 325.63 

ㅗ 60 212.78 

ㅜ 60 188.21 

ㅡ 60 299.55 

ㅣ 60 140.72 

ㅐ 60 174.06 

全体 420  

 

表 12. 韓国語単母音難易度に関するKruskal-Wallis検定結果 

カイ二乗 167.799 

自由度 6 

正確有意確率(両側) < .0005 

 

表 12 で確認できるよう、有意確率が< .0005 であったため、‛単母音によって難

易度認識に差が存在しない’という帰無仮説が棄却された。また、表 11 から

‛ㅓ’>‛ㅡ’>‛ㅗ’>‛ㅜ’>‛ㅐ’>‛ㅣ’>‛ㅏ’順に平均順位が低いことも明らかになった15。 

上記の結果をもとに、どの単母音難易度の中で有意差が存在するのかを確認する

ため、事後検定が行われた。事後検定の方法としてはMann-Whitney U検定を採択

し、第一種の過誤が侵されることを防ぐため、Bonferroniの方法に従い、 有意水準

を.0023と修正した。 

 

 

 

 

 

 
15 平均順位が高ければ高いほど、難易度が高いと評価されたことになる。 
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表 13. 韓国語単母音による難易度認識事後検定結果 

 

順位 Mann-Whitney U 検定結果 

N 
平均

順位 
順位和 U W Z 

有意確率
16 

r17 

ㅏ/ㅓ＊ 
ㅏ 60 34.26 2055.5 

225.5 2055.5 -8.852 < .0005 -.808 
ㅓ 60 86.74 5204.5 

ㅏ/ㅗ＊ 
ㅏ 60 48.91 2934.5 

1104.5 2934.4 -4.606 < .0005 -.420 
ㅗ 60 72.09 4325.5 

ㅏ/ㅜ＊ 
ㅏ 60 51.63 3098.0 

1268.0 3098.0 -3.730 < .0005 -.341 
ㅜ 60 69.38 4162.0 

ㅏ/ㅡ＊ 
ㅏ 60 36.63 2197.5 

367.5 2197.5 -8.184 < .0005 -.747 
ㅡ 60 84.38 5062.5 

ㅏ/ㅣ 
ㅏ 60 59.41 3564.5 

1734.5 3564.5 -.617 < .0005 -.056 
ㅣ 60 61.59 3695.5 

ㅏ/ㅐ 
ㅏ 60 54.32 3253.5 

1423.5 3252.5 -2.835 < .0005 -.259 
ㅐ 60 66.78 4006.5 

ㅓ/ㅗ＊ 
ㅓ 60 76.81 4608.5 

821.5 2651.5 -5.282 < .0005 -.482 
ㅗ 60 44.19 2651.5 

ㅓ/ㅜ＊ 
ㅓ 60 81.08 4864.5 

565.5 2395.5 -6.708 < .0005 -.612 
ㅜ 60 39.93 2395.5 

ㅓ/ㅡ 
ㅓ 60 65.88 3952.5 

1477.5 3307.5 -1.741 .082 -.159 
ㅡ 60 55.13 3307.5 

ㅓ/ㅣ＊ 
ㅓ 60 85.64 5138.5 

291.5 2121.5 -8.429 < .0005 -.769 
ㅣ 60 35.36 2121.5 

ㅓ/ㅐ＊ 
ㅓ 60 81.98 4919.0 

511.0 2341.0 -7.044 < .0005 -.643 
ㅐ 60 39.02 2341.0 

ㅗ/ㅜ 
ㅗ 60 64.03 3841.5 

1588.5 3428.5 -1.242 .216 -.113 
ㅜ 60 56.98 3418.5 

ㅗ/ㅡ＊ ㅗ 60 47.98 2878.5 1048.5 2878.5 -4.087 < .0005 -.373 

 
16 正確有意確率(両側) 
17 効果量。以前はCohen(1988)により、r = .10が効果最小、r = .30が効果最中、r = .50が効果最大

として解析されたが、最近では第2言語研究に基盤を置いたPlonsky＆Oswald(2014)のより、r 

= .25 が効果最小、r = .40 が効果最終、r = .60が効果最大として解析されている。 
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ㅡ 60 73.03 4318.5 

ㅗ/ㅣ＊ 
ㅗ 60 70.92 4255.0 

1175.0 3005.0 -4.059 < .0005 -.371 
ㅣ 60 50.08 3005.0 

ㅗ/ㅐ 
ㅗ 60 66.08 3965.0 

1465.0 3295.0 -2.020 .044 -.184 
ㅐ 60 54.92 3295.0 

ㅜ/ㅡ＊ 
ㅜ 60 43.45 2607.0 

777.0 2607.0 -5.608 < .0005 -.512 
ㅡ 60 77.55 4653.0 

ㅜ/ㅣ＊ 
ㅜ 60 68.09 4085.5 

1344.5 3174.5 -3.117 .002 -.285 
ㅣ 60 52.91 3174.5 

ㅜ/ㅐ 
ㅜ 60 62.90 3774.0 

1656.0 3486.0 -.899 .374 -.082 
ㅐ 60 58.10 3486.0 

ㅡ/ㅣ＊ 
ㅡ 60 83.13 4987.5 

442.5 2272.5 -7.699 < .0005 -.703 
ㅣ 60 37.88 2272.5 

ㅡ/ㅐ＊ 
ㅡ 60 78.85 4731.0 

699.0 2529.0 -6.081 < .0005 -.555 
ㅐ 60 42.15 2529.0 

ㅣ/ㅐ 
ㅣ 60 55.40 3324.0 

1494.0 3324.0 -2.233 .027 -.204 
ㅐ 60 65.60 3936.0 

＊平均順位の差は.0023水準で有意である。 

 

事後検定結果、表 13同様、表 11では‛ㅡ’に比べ‛ㅓ’の順位がもっと高かったが、

以上の差は有意義な程度でないことが判明された。ただし、‛ㅓ’、‛ㅡ’の場合、両方

とも他の単母音との検定で有意確率が有意水準以下(< .0005)であったため、日本語

圏学習者が他の単母音と比べ、‛ㅓ’、‛ㅡ’を難しいと認識していることが明らかにな

った。次に、‛ㅗ’は‛ㅜ’及び、‛ㅐ’とは有意差が確認できなかったが、‛ㅣ’、‛ㅏ’とは

確認された(各< .0005)。‛ㅜ’の場合は、‛ㅗ’及び‛ㅐ’とは有意差がなかったものの、‛ㅣ’

及び‛ㅏ’とは‛ㅗ’と同様、有意差があった(各< .0005)。以上の結果により、学習者が

‛ㅗ’と‛ㅜ’を‛ㅣ’と‛ㅏ’より難しいと認識していることが把握できる。ただし、‛ㅐ’

の場合、‛ㅗ’、‛ㅜ’、‛ㅣ’、‛ㅏ’の関係で全く有意差が現れなかったため、明確に説

明しがたいところがある。しかし、有意確率及び効果量で比較するとすれば、学習

者の単母音難易度認識に関して、以下の表 14通り整理することができる。 
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表 14. 日本語圏学習者の韓国語単母音難易度認識等級 

難易度等級18  

1 ㅓ, ㅡ 

2 ㅗ, ㅜ 

3 ㅐ 

4 ㅣ, ㅏ 

 

5. 学習者レベルによる韓国語単母音難易度認識 

最後に、研究問題 3である、学習者の韓国語レベルによって難易度認識に差が現

れるかを解明するため、参加者の内、発音教育を受けた一人を除いて19初級と中級

に分け、分析を行った。各集団から正規性が確認できなかったため、単母音の難易

度認識を分析した際と同じくノンパラメトリック検定であるMann-Whitney U検定

で分析が行われた。まずは学習者レベルによって全体の難易度認識に変化が現れる

かを確認するため、全体の単母音の対象に分析を行った。以後、単母音によって、

差が現れる可能性があると判断、各単母音別に分けて初級と中級の比較する検定も

行った。各検定から得られた結果を整理したのか以下の表 15 である。 

 

表 15．レベルによる韓国語単母音認識差異に関するMann-Whitney U検定結果 

 

順位 Mann-Whitney U 検定結果 

N 
平均

順位 
順位和 U W Z 有意確率 r 

全

体 

初級 245 209.16 52707.50 
16323.50 66093.50 -.306 .760 -.015 

中級 168 212.51 35702.50 

ㅏ 
初級 35 30.86 1111.0 

419.00 719.00 -.377 .706 -.049 
中級 24 29.96 719.0 

ㅓ 
初級 35 30.63 1102.0 

427.50 727.50 -.070 .951 -.009 
中級 24 30.31 717.0 

ㅗ 初級 35 28.89 1040.0 374.00 1040.00 -.957 .344 -.124 

 
18 1が最も難易度が高く、4が最も簡易であることを意味する。 
19 発音教育を受けた影響が出る可能性があると判断し、排除したのである。 



174 

 

中級 24 32.92 790.0 

ㅜ 
初級 35 30.97 1115.0 

415.00 715.00 -.296 .773 -.038 
中級 24 29.79 715.0 

ㅡ 
初級 35 31.00 1116.0 

414.00 714.00 -.280 .786 -.036 
中級 24 29.75 714.0 

ㅣ 
初級 35 31.44 1132.0 

398.00 698.00 -.869 .435 -.112 
中級 24 29.08 698.0 

ㅐ 
初級 35 29.44 1060.0 

394.00 1060.00 -.710 .482 -.092 
中級 24 32.08 770.0 

 

 表 15 の数値のように、参加者の韓国語レベル別に全体的単母音難易度認識を比

較した場合も、各単母音別に比較した場合も有意差はなく、‛学習者のレベルによ

る難易度認識変化はない’という帰無仮説は棄却できなかった。 

 

6. 結論 

本研究は韓国での学習経歴を排除した、日本で行われた韓国語教育に主眼を置い

た研究である。内容としては韓国語教育の中でも日本語圏学習者に重要性が高いと

思われてきた発音教育で、学習者が持っている韓国語発音教育に関する認識や韓国

語発音の基本となる単母音に関する難易度認識、学習者の韓国語レベルによる難易

度認識変化可否を確認することが目的であった。上記の目的を果たすため、日本所

在大学の韓国語学科 1年生を対象にアンケート実験が行われた。アンケートから得

られた結果はSPSS 24.0を使い、各研究問題に合わせて、記述統計と度数分布、単

母音及び韓国語レベルという要因を設定し、集団別の正規性を確認してからノンパ

ラメトリック検定であるKruskal-Wallis検定とMann-Whitney U検定で分析し、議論

を行った。 

研究結果としては以下の三つがあげられる。まず、研究問題 1、‛学習者は発音教

育を必要とし、望んでいるか’に関しては、韓国語発音学習の重要性、目標水準、

発音に関する授業の受講経験有無と希望度などから確認できた。日本語圏学習者は

以前심보 도모코(2010)などでも指摘されたように韓国語学習の中で発音重要性を

高く評価していて、目標水準及び発音に関する授業の希望も高かったのである。し
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かし、希望があるにも関わらず、実際に発音に関する授業の受講経験を持つ参加者

は一人しかいなく、学習者が発音を重視し、受講を望んでいるにも関わらず、関連

の授業が不足していることが分かった。 

次に研究問題 2、‛韓国語単母音の中でどの単母音を難しいと認識しているか’に

対しては、 Kruskal-Wallis検定の平均順位から‛ㅓ’ > ‘ㅡ’> ‘ㅗ’> ‘‘ㅜ’> ‘ㅐ’> ‘ㅣ’> ‘ㅏ’

の順で難易度認識が高いことが確認された。上記の結果は先行研究からも推論でき

た結果ではあるが、その中でも特に‛ㅓ’と‘ㅡ’は他の単母音との関係で有意差がある

と確認されたため、学習者は他の単母音と比べ、‛ㅓ’と‘ㅡ’を難しいと認識指揮して

いることが明確になった。また、‛ㅗ’と‛ㅜ’の場合、‛ㅣ’や‛ㅏ’とは有意差があり、

学習者が‛ㅣ’や‛ㅏ’より‛ㅗ’と‛ㅜ’を難しく判断していることを明らかにした。ただ

し、‛ㅐ’の場合は‛ㅗ’、‛ㅜ’、‛ㅣ’、‛ㅏ’四つとも有意差がなかったため、‛ㅗ’、‛ㅜ’

と‛ㅐ’また‛ㅐ’と‛ㅣ’、‛ㅏ’の関係を明確に分けることができなかったのである。以

上の結果をもとに学習者認識に従い単母音に等級をつけるのであれば、まず、‛ㅓ’

と‛ㅡ’は一番難易度が高い 1等級、‛ㅗ’、‛ㅜ’はその次である 2等級、‛ㅐ’は3等級、

‛ㅣ’、‛ㅏ’は一番難易度が低い 4等級のようにつけられるのであろう。 

最後に研究問題 3、‛学習者の韓国語レベルによって難易度認識に差が現れるか’

を解明するため、発音教育受講経験がある一人を除きアンケート結果を再度分けて

分析を行った。しかし、全ての単母音に対しても、単母音別に確認した場合でも差

は現れず、レベルによる難易度認識変化はないと判断した。以上の結果は、韓国語

発音教育を受けなかった場合、レベルが上がるとしても難易度認識に変化は生じな

いということを意味する。 

以上の結果を確認したとしても、本研究は①単発的な難易度認識調査に過ぎない

ため、同一学習者の中で学習が進むにつれてどのように認識変化がおきるか②発音

教育をすれば難易度認識が変化するのか③どのように教育すれば変化を起こせる

かなどに関しては把握できなかったという限界を持っている。 

しかし、本研究は何よりも日本国内でのみ韓国語を学習した学習者に対する研究

である点で意義を持つ。また、先に述べたよう、発音教育に対する日本語圏学習者

の熱意や、韓国語単母音に対する難易度認識、レベルと発音難易度の関係などを再

度確認及び明確化し、発音教育の必要性を強調できた点でも意義があるといえる。 

本研究が可能であったのは、日本での韓国語教育が他地域と比べ、独自的に発展し
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たからであろう。これからも日本で学習する学習者のためになれる研究が多くなさ

れること期待する。 
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