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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と 

オンライン辞書ツールの検索結果との比較* 

 

 

 金 珉秀  
 

 

本稿では日本人学習者の韓国語作文に現れる分かち書きの誤用のパターンと

オンライン辞書ツールの検索結果を比較し、オンライン辞書における分かち書

き誤用が日本人学習者の分かち書き誤用にどのような影響を及ぼしているか

について考察した。その結果、日本人学習者の分かち書きの誤用パターンがオ

ンライン辞書ツールの検索結果と類似していることが分かった。特に、繋げる

べきところを離して書く誤用はオンライン辞書ツールの検索結果とほぼ一致

していることから、オンライン辞書ツールの使用が日本人韓国語学習者の分か

ち書きの誤用に影響を及ぼしている可能性が示唆された。 

 

 

1. はじめに 

韓国語母語話者の場合、日常生活の中で辞書を調べる機会はほとんどないが、外

国人学習者にとって辞書は必要不可欠な学習道具の一つである。意味や文法などの

関連情報が適切に掲載されている辞書は外国語の文章を読み、翻訳し、作文する際

に役立ち、自律的な学習を手助けすることができるのである1。 

정상근(2001a:93)は韓国の大学で韓国語を学んでいる日本語圏の韓国語学習者

204 名を対象とし、韓日辞書の使用実態に関するアンケート調査を行ったが、その

結果、韓日辞書を使う理由は意味確認(94.4％)が最も多く、次いで綴り、用例、文

法、漢字、発音の確認の順となった2。ところが、韓国語学習者が辞書を利用して

 
* 本稿は2018年11月10日(土)に金沢工科大学で開催された日本韓国語教育学会第9回学術大会に

おいて口頭発表した内容に加筆修正したものである。なお、本研究は平成29年度～31年度科学

研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)・基盤研究(C)「日本人学習者におけるレベル別韓国語

表記指導法の開発」(研究課題番号17K02942)による研究成果の一部である。 

1 関山健治(2019:1)は英語学習において辞書が必需品であることは言うまでもなく、辞書の使い方

に習熟することで学習者は授業外でも自立して英語を学び続けることが可能であるとしている。 

2 Harvey＆Yuill(1997)は、ESL学習者221 名を対象に英英辞書(COBUILD)の使用状況を調査し、学
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作文を書く場合は、単語の意味確認と綴りの確認が同時に行われるのが普通であり、

その過程で、意味や用法、綴り、分かち書きを間違える場合もある。したがって、

辞書はその使い方次第では韓国語学習において効果的な補助手段になりうるが、か

えって辞書の使用が不自然な表現を引き起こす場合もあるのである3。 

金珉秀(2018)は、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ことを

指摘し、日本人学習者の韓国語作文において分かち書きの使用実態とその誤用の原

因を母語である日本語や既習学習の影響の面から考察した。しかし、日本人学習者

の作文には「実家→친정、一人暮らし→독신 생활、古着が好きだ→헌 옷을 

좋아한다」などのように日本語や既習学習の影響、単なるミスなどによる誤用とし

て捉えにくいものもよく見られる。特に、日本人韓国語学習者は知らない単語の綴

りを確認するために辞書をよく利用する。そして、その際、「カレーライス→*카레

✓라이스、チアリーダー→*치어✓리더」のように間違った分かち書きが辞書に載っ

ていたとしても、それが間違っているとは認識できないため(これは学習者の問題

ではない)、その通りに書いてしまうのである。すなわち、辞書には分かち書きが

間違っている場合が多々あり4、それが日本人学習者の分かち書きの誤用に影響を

及ぼしている可能性があると考えられる。 

そこで、本稿では、日本人学習者が韓国語の作文を書く際に使用するオンライン

辞書ツールという環境的な側面から、日本人学習者の分かち書きの誤用の原因を探

ることにする。本稿の目的は日本人学習者が使用するオンライン辞書ツールが日本

人学習者の分かち書きにどのような影響を及ぼすのかについて考察し、今後の韓国

語学習におけるオンライン辞書ツールの使用に関する活用法や指導法の在り方に

ついて検討することである5。本稿の結果はオンライン辞書ツールの利用した韓国語

 

習者は綴りと意味を検索する割合が高く、意味や文法の情報を得るために用例を参照しているこ

とを明らかにした。 

3 鈴木智美(2010, 2012)は日本語学習者の辞書使用が一因となり引き起こされていると思われる作

文の不自然な表現について分析しているが、これは語学学習者において共通してみられる傾向で

あると言えよう。一方、日本人韓国語学習者の辞書使用による作文の不自然な表現や表記に関す

る先行研究は、管見の限り、見当たらない。 

4 민현식(1994)、하세가와 유키코(2009)、이은영(2015)、박소영(2016)など参照。 

5 分かち書き規定の問題についてはこれまで多くの先行研究で指摘されてきており、조문제(1971)、
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作文の指導内容に反映できる内容であり、オンライン韓国語辞書の開発においても

貢献できるであろうと考えられる。 

 

2. 研究の背景 

総務省の平成 30 年度版情報通信白書「第 2 節 ITC による『つながり』の現状」

によると6、スマートフォンは日本では 2010年ころから普及が始まったが、10代か

ら 40 代では各年代とも 80％以上がスマートフォンをインターネット接続端末とし

て利用している。スマートフォン保有率は、13～19 歳は 79.5％、20 代は 94.5％の

利用者がスマートフォンを保有している。現に、筆者の担当する作文クラスの学習

者のスマートフォンの保有率は 100％であり、大学生のスマートフォン保有率だけ

を考えるとほぼ 100％近いことが予想できる。2017年に iPhoneが発売されて以来、

スマートフォンはその普及が加速化され、語学学習の面からも注目されるようにな

り、教育用アプリケーションの開発も進んでいる。オンラインツールの内容面にお

ける検証やオンラインツールを利用した教育的効果については議論の余地がある

と思われるが、韓国語で作文をする際もオンラインツールを活用することは、学習

者にとっても最も日常的で身近な学習方法として受け入れやすいと考えられる。 

ところが、日本人韓国語学習者の作文におけるオンライン辞書ツール使用に関す

る研究は、管見の限り、これまでにほとんど行われてこなかった。そこで、ここで

 

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。「한글 맞춤법(韓国語正書法)」の総論では「단어는 붙여 쓰는 것을 

원칙으로 한다」としながら、第 41 項ではほとんど複合語として捉えることができる専門用語

について「전문용어는 띄는 것을 원칙으로 하고 붙여 쓸 수 있다」としており、原則同士が

矛盾している(민현식(2019:148-149))。そこで、민현식(2019:153)は、専門用語は繋げて書くのを

原則とし、空けて書くのも許容するのを提案している。また、홍종선(2012:26-27)は学習者向け

の辞書において見出し語はなるべく分かち書きをしないのが好ましいとしている。実際、外国人

学習者に分かち書き規定をどのように指導すべきか、どこまで指導すべきかなどについてはまだ

確立されていないのが現状である。しかし、本稿の目的は日本人学習者の分かち書きの使用実態

に影響を及ぼす原因を探ることにあるため、上述のような現行の分かち書き規定の問題について

は本稿では触れないことにする。 

6 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd142110.html 
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は辞書の使用が学習に及ぼす影響に関する先行研究について概観する。 

辞書には、紙の辞書、電子辞書、オンライン辞書、スマートフォンのアプリケー

ションなど、様々な辞書の種類がある。最近はインターネット上において無料で使

えるオンライン辞書が急増しており、学習者も気軽にスマートフォンを使って利用

できるため、紙の辞書や電子辞書よりオンライン辞書ツールを好んでいるように思

われる7。 

진관초(2015:237)は台湾における韓国語学習者(116 名)の辞書の使用実態について

調査したが、80％の学習者が今後台湾の韓国語学習辞書はスマートフォンのアプリ

ケーションの形が望ましいと答えた。次いでオンライン辞書が 65％を占めていたが、

電子辞書と紙の辞書はそれぞれ48％、36％であり、紙の辞書の需要が一番低い結果

となった。 

鈴木智美(2016:2)によると、2011年に日本国内の大学における留学生(117名)を対

象に辞書の使用に関する調査では、書籍タイプの辞書はすでに約 6割の学習者がほ

とんど使わないとする一方、電子辞書は全体の約 7割がよく使うと回答し、携帯電

話や PC の辞書アプリケーションについては全体の約3 割、ウェブ上のオンライン

辞書は全体の約 6割が使うと答えた。ところが、2015年度の調査ではスマートフォ

ンやタブレット向けに多くの辞書アプリケーションが開発、提供されるようになり、

中上級文章表現のクラスで学習者29名のうち、スマートフォンやPCの辞書アプリ

ケーションは 25名、オンライン辞書 20名、電子辞書14 名(複数回答可)という結果

となった(鈴木智美(2016:3))。 

一方、韓国語学習者の辞書使用に関する先行研究はほとんどが紙の辞書の使用に

関するものであり(박수연(2006:48))、スマートフォンのアプリケーションやオンラ

イン辞書に関する研究はほとんど行われていない。 

박꽃새미(2008:3)は 1 言語辞書(monolingual dictionary)と 2 言語辞書(bilingual 

dictionary)に関する中国人韓国語学習者の辞書使用の実態を調査し、中国人韓国語学

習者が2言語辞書の使用を好んでおり、韓国語正書法、意味情報を検索するために

2 言語辞書を頻繁に利用していることを明らかにした。 

そして、電子辞書やオンライン辞書に関する研究には강현화(2001)と한상미(2002)

 
7 本稿では、スマートフォンのアプリケーションやオンライン辞書など、オンライン上で使う辞書

をオンライン辞書ツールとして捉えることにする。 
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などがある。강현화(2001)は韓国の한글과컴퓨터사で支援される「ハングル学会辞

書」類のオフライン(off line)辞書と「야후 국어사전」類のオンライン(on line)辞書を

紹介し、電子辞書は検索が容易で、関連情報を一目で見られることなどの効率性を

評価し、関連情報の充実化により電子辞書の学習効果が期待できるとした。 

한상미(2002:299)は韓国語中級学習者(11名)を対象に調査を行い、インターネット

辞書とインターネットの資料検索による語彙学習は、スピーキングとライティング

において語彙の正確さにはあまり影響がなかったが、語彙の適切性や表現の多様性

に影響を及ぼしており、特に多様な表現を使うのに効果的であることを明らかにし

た。 

以上のことから、韓国語学習におけるオンライン辞書ツールの使用実態や教育的

効果については今後考察を進めていく必要があると考えられる。 

 

3. 分析対象 

金珉秀(2018)では、日本人学習者の作文における分かち書きの誤用の実態を調べ、

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、その誤用の原因を日本語や既習学習の影響の面から考

察した。しかし、このような日本語や既習学習の影響であるとは考えにくい誤用の

原因については明らかにすることができなかった。そこで、本稿では金珉秀(2018)

で考察した日本人韓国語学習者の作文における分かち書きの誤用の原因をオンラ

イン辞書ツールの使用といった環境的な側面から探ってみることにする8。 

実際に「韓国語表現法 1」の授業で日本人学習者(20 名)が利用している辞書の種

類は表1の通りであるが、本稿では(3)のオンライン辞書のみを取り上げて比較分析

した(表1)。 

 

 

 
8 金珉秀(2018)では、東海大学で2018年度春学期に「韓国語表現法1」を受講した日本人学習者20

名(男子学生1名、女子学生19名)の作文120編を分析対象とした。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」の6つであり、学習者は各テーマ

につき、一人当たり 6 編の作文(各 300 字～500 字程度)を書いた。学習者は 100 分間の授業内で

1 編の作文を書きあげる。まず授業前半の約 20～30 分間、頭に思い浮かぶ内容をマインドマッ

プに枝分かれするようにとんどん書きながら、全体の構成を考える。その後、授業後半の約 40

分～50 分間を目安として作文を書いて提出する。 
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表1．日本人韓国語学習者が利用している辞書の種類9 

辞書の種類 学習者数(20名) 

(1)紙の辞書 0名 

(2)電子辞書 EX-word 日韓辞

書 

1名 

朝鮮語辞典 1名 

(3)オンライン辞書 google翻訳 10名 

LINE韓国語通訳 7名 

Naver辞書 6名 

papago 2名 

※複数選択可 

 

 これらのオンラン辞書はスマートフォンのアプリケーションとして使われるも

ので、インターネットが繋がっている環境であれば誰もが使用可能である。それぞ

れの検索例は図 1～図5の通りである。 

 

図 1. ＜표준국어대사전＞の検索例 

 

 

 

 

 

 
9 紙の辞書を使っている学習者は 1 人もおらず、電子辞書は 1 名が 2 種類の辞書(同一の電子辞書

に登載されている 2 種類の辞書)を使用していた。一方、他の学習者はすべてオンライン上の辞

書ツールを使用していることが分かった。 
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図 2. Google翻訳の検索例        図3. LINE韓国語通訳の検索例 

  

 

図 4. Naver辞書の検索例         図 5. Papagoの検索例 

   

4. 分析 

本章では、金珉秀(2018)で考察した日本人学習者の分かち書きの誤用パターン「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」につい

て、国立国語院の＜표준국어대사전＞、Naver 辞書、Papago、Google 翻訳、LINE

韓国語通訳の検索結果と比較し、それらに関連性が見られるかについて考察する。 

 

4.1 離すべきところを繋げて書く誤用 

4.1.1「名詞＋名詞」を繋げて書く誤用 

「한글 맞춤법(韓国語正書法)」の大原則は「문장의 각 단어는 띄어 씀을 원칙

으로 한다(第 1章総則第2項)」である。しかし、その「단어」という基準は曖昧な
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部分が多く、現在は国立国語院の<표준국어대사전>に登載されているかどうかで判

断するしかない。たとえば、「名詞＋名詞」という構造が<표준국어대사전>に見出

し語として登載されている場合は 1 つの単語(複合語)であるため、繋げて書かなけ

ればならない。一方、同じく「名詞＋名詞」の構造であっても、＜표준국어대사전

＞に登載されていないものは、1 つの単語ではなく句であるため、離して書かなけ

ればならないのである。 

表 2は、分かち書きの基準となる＜표준국어대사전＞、オンライン辞書ツールに

おける検索結果、日本人学習者の誤用例を比較したものである。 

 

表 2．日本人学習者とオンライン辞書における分かち書きの比較(1)10 

표준국어 

대사전 

Naver 

辞書 
Papago 

Google 

翻訳 

LINE 

韓国語通訳 

日本人 

学習者 

한국✓사람 한국✓사람 (한국인) 한국✓사람 한국✓사람 *한국사람 

한국✓요리 한국✓요리 한국✓요리 한국✓요리 한국✓요리 *한국요리 

음악✓감상 음악✓감상 음악✓감상 음악✓감상 음악✓감상 *음악감상 

취업✓활동 취업✓활동 취업✓활동 취업✓활동 취업✓활동 *취업활동 

다음✓달 다음✓달 *다음달/내달 *다음달 다음✓달 *다음달 

이번✓주 이번✓주 이번✓주 이번✓주 이번✓주 *이번주 

졸업✓후 
졸업✓후/ 

*졸업후 
졸업✓후 졸업✓후 졸업✓후 *졸업후 

 

「한국✓사람、한국✓요리、음악✓감상、취업✓활동」は、＜표준국어대사전＞

には登載されていないため、離して書かなければならないが、日本人学習者はこれ

らを 1つの単語として捉えてくっつけて書く傾向があると考えられる。一方、オン

ライン辞書ツールの検索結果ではすべて＜표준국어대사전＞と同様であり、日本人

学習者がこれらの辞書検索の影響を受けているとは考えにくい。ただし、検索結果

 
10 この検索結果は、2018年8 月31 日以前のものであり、2019 年8月30日の時点での検索結果と

は異なる場合が見られた。オンライン上の辞書という特徴から、修正や補完が随時行われている

と考えられるが、本稿は 2018 年度春学期の作文結果を分析対象としており、学習者が検索した

と想定できる2018 年度8 月31日以前の検索結果をもとに分析した。 
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を見て、分かち書きを気にせずに書いた可能性もあり得る。 

一方、「다음✓달」は google 翻訳と LINE 韓国語通訳では日本人学習者の誤用

例と同じく「*다음달」のように繋げて書いてある11。「이번✓주、졸업✓후」はほ

とんどのオンライン辞書ツールにおいて＜표준국어대사전＞と同じ結果であった

が、Naver辞書では「졸업✓후」と「*졸업후」の2つの表記が共存しており、学習

者を混同させる可能性があると考えられる。 

 

4.1.2．「名詞＋依存名詞」を繋げて書く誤用 

日本人学習者の作文には表 3 のように依存名詞「중」12を前の名詞と繋げて書く

場合がよく見られるが、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、「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。 

 

表 3．日本人学習者とオンライン辞書における分かち書きの比較(2) 

표준국어 

대사전 

Naver 

辞書 
Papago 

Google 

翻訳 

LINE 

韓国語通訳 

日本人 

学習者 

유학✓중 유학✓중 *유학중 유학✓중 *유학중 *유학중 

여행✓중 
여행✓중/ 

*여행중 
여행✓중 여행✓중 여행✓중 *여행중 

3개월✓만에 3개월✓만에 3개월✓만에 3개월✓만에 3개월✓만에 *3개월만에 

 

 
11 既習学習の「지난주」は分かち書きをしないことから、「*다음달、*이번주」も繋げて書く場

合もあると考えられるが、本稿ではこの問題については触れないことにする。

「지난、다음、이번」の分かち書きの問題については하세가와 유키코(2009, 2019)参照。 

12 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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表 3は、分かち書きの基準となる＜표준국어대사전＞、オンライン辞書ツールに

おける検索結果、日本人学習者の誤用例を比較したものであるが、「유학✓중」は

NaverとGoogle辞書以外のすべてのオンライン辞書で繋げて書いてあることが分か

る。また、Naver辞書では「여행✓중」と「*여행중」の表記が共存しており、学習

者を混同させる可能性があると考えられる。「3개월✓만에」は、＜표준국어대사전

＞と同様にすべてのオンライン辞書において「3 개월」と依存名詞「만에」を離し

て書いてある。 

以上のことから、名詞と依存名詞という構造においてオンライン辞書の分かち書

きは一貫性が見られないことが言える。 

 

4.1.3．「冠形詞＋名詞」を繋げて書く誤用 

冠形詞「이、그、저、어느、모든」はその後の名詞と離して書くのが原則である

が、表4のように日本人学習者はすべて繋げて書く傾向がある。一方、オンライン

辞書ツールにおける検索結果は、基準となる＜표준국어대사전＞と同様に「冠形詞

＋名詞」の構造を離して書いており、分かち書きの間違いは見られなかった。 

 

表 4．日本人学習者とオンライン辞書における分かち書きの比較(3) 

표준국어 

대사전 

Naver 

辞書 
Papago 

Google 

翻訳 

LINE 

韓国語通訳 

日本人 

学習者 

그✓사람 그✓사람 그✓사람 그✓사람 그✓사람 *그사람 

어느✓정도 어느✓정도 어느✓정도 어느✓정도 어느✓정도 *어느정도 

모든✓분들 모든✓분들 모든✓분들 모든✓분들 모든✓분들 *모든분들 

 

4.1.4．「冠形詞＋依存名詞」を繋げて書く誤用 

冠形詞「첫、여러、몇、두、한」はその後の名詞と離して書くのが原則であるが、

表 5のように日本人学習者はすべて繋げて書く傾向がある。そして、オンライン辞

書においても繋げて書く場合や、離して書く場合があるなど、辞書によって分かち

書きが異なることが分かる。 
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表 5．日本人学習者とオンライン辞書における分かち書きの比較(4) 

표준국어 

대사전 

Naver 

辞書 
Papago 

Google 

翻訳 

LINE 

韓国語通訳 

日本人 

学習者 

첫✓번째 ＊첫번째 첫✓번째 첫✓번째 ＊첫번째 ＊첫번째 

여러✓가지 여러✓가지 ＊여러가지 ＊여러가지 ＊여러가지 ＊여러가지 

몇✓가지 몇✓가지 몇✓가지 몇✓가지 ＊몇가지 ＊몇가지 

몇✓명 몇✓명/ 

몇✓사람 

몇✓명 (몇몇) 몇✓명 ＊몇명 

몇✓번 몇✓번/ 

＊몇번 

몇✓번 몇✓번 ＊몇번 ＊몇번 

몇✓년 몇✓년 몇✓년 몇✓년 몇✓년 ＊몇년 

두✓마리 ＊두마리 두✓마리 두✓마리 ＊두마리 ＊두마리 

한✓달 한✓달 ＊한달 ＊한달 한✓달 ＊한달 

 

「여러✓가지」は日本語では1つの単語(いろいろ)として捉えられるため、韓国

語で書く際も繋げて書く傾向にあると思われる13。オンライン辞書においても＜

표준국어대사전＞の表記と一致するものはNaver辞書のみであり、他の辞書はすべ

て「*여러가지」のように繋げて書いてある。 

「몇」の場合、日本人学習者は「몇」を次に来る依存名詞と繋げて書く傾向があ

ったが、これは「몇(何～)」が日本語で「何種類、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(金珉秀(2018))。オンライ

ン辞書において「몇✓년」はすべてのオンライン辞書において＜표준국어대사전＞

と一致する結果になったが、その他の「몇(何～)」においては＜표준국어대사전＞

 
13 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、＜

표준국어대사전＞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。このように「여러✓

가지」を繋げて書くことを提示している辞書や学者もいるが、「여러✓곳、여러✓나라」も間を

離して書くので、「여러」の後は離して書くのを原則とした方が学習者には負担が少なくて済む

と思われる。 
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の基準と異なる辞書もあった。 

また、「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。しかし、表 5のように日本人学習者は数詞冠形詞とその次にく

る単位性依存名詞を繋げて書く傾向がよく見られた。オンライン辞書においても数

冠形詞と単位性依存名詞を離して書く場合や、繋げて書く場合があるなど、辞書に

よって分かち書きが異なることが分かる。 

以上のことから、オンライン辞書は、分かち書きの基準となる＜표준국어대사전

＞とすべて一致するものはなく、冠形詞と依存名詞という同じ構造においてもその

間を離して書く場合や、繋げて書く場合があるなど、分かち書きに一貫性がないと

言える。 

 

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

を学んだことがなかったので、学期の初めはあまり分かち書きをせずに日本語のよ

うにほとんどの文章成分を繋げて書く傾向があった。ところが、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ってくる。しかし、学期後半になると、今度は

過剰に離して書く学習者が増える傾向が現れるが、これは文法や語彙、表現などの

誤用が少ない学習者においてもよく見られる特徴である。 

そこで、本章では繋げて書くべきところを離して書く誤用を中心に日本人学習者

とオンライン辞書ツールの分かち書きを比較考察する。 

 

4.2.1．複合語を離して書く誤用  

表 6の例は 2つの語が結びついて 1つの単語になったものであり、繋げて書くべ

き複合語であるが、日本人学習者は離して書く傾向がある。そして、オンライン辞

書においても離して書く場合や、繋げて書く場合があるなど、辞書によって分かち

書きが異なることが分かる。 
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表 6. 日本人学習者とオンライン辞書における分かち書きの比較(5) 

표준국

어 

대사전 

Naver 

辞書 
Papago 

Google 

翻訳 

LINE 

韓国語通訳 

日本人 

学習者 

초등학생 초등학생 ＊초등✓학생 초등학생 ＊초등✓학생 ＊초등✓학생 

고등학교 고등학교 ＊고등✓학교 고등학교 ＊고등✓학교 ＊고등✓학교 

해외여행 해외여행 ＊해외✓여행 ＊해외✓여행 ＊해외✓여행 ＊해외✓여행 

수학여행 ＊수학✓여행 수학여행 ＊수학✓여행 ＊수학✓여행 ＊수학✓여행 

일상생활 일상생활 ＊일상✓생활 ＊일상✓생활 ＊일상✓생활 ＊일상✓생활 

집안일 집안일/＊집안✓일 집안일 (가사) ＊집안✓일 ＊집안✓일 

배부르다 배부르다 배가 부르다 ＊배✓부르다 배부르다 ＊배✓부르다 

재미있다 재미있습니다/ 

＊재미✓있습니다 

재미있습니다 (재미) ＊재미✓있습니다 ＊재미✓있습니다 

첫날 첫날 첫날 첫날 첫날 ＊첫✓날 

이때 이때 이때/＊이✓때 이때/＊이✓때 ＊이✓때 ＊이✓때 

그때 그때 ＊그✓때 그때 ＊그✓때 ＊그✓때 

그중 그중/＊그✓중 ＊그✓중 ＊그✓중 ＊그✓중 ＊그✓중 

 

「초등학생、고등학교、해외여행、수학여행、일상생활、집안일、재미있다、

배부르다」は1つの単語であるため、繋げて書くのが原則であるが、オンライン辞

書では離して書いてある場合が多く見られた。もちろん学習者がそれぞれの単語を

1 つずつ探して、分かち書きをして書くことも考えられるが、オンライン辞書を検

索した場合は表 6のように離して書く可能性があるのである。 

また、「첫✓날、이✓때、그✓때、그✓중」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、「첫✓날」以外はオンライン辞書の分かち書きが日本人学

習者の誤用と一致している場合が多いことが分かる。 

 



76 

 

以上のことから、オンライン辞書ツールにおける検索結果は、分かち書きの基準

となる＜표준국어대사전＞とすべて一致するものはなく、複合語を離して書く場合

や、繋げて書く場合があるなど、分かち書きに一貫性がないと言える。 

 

4.2.2．外来語を離して書く誤用 

＜표준국어대사전＞によると、「치어리더、파트타임、스마트폰、팬레터、

카레라이스」は 2 つの単語が結びついた外来語の複合語であり、「디즈니랜드、

카카오톡」は外来語から来た固有名詞であるため、繋げて書かなければならない。

ところが、日本人学習者はこれらを離して書く場合が多く、オンライン辞書におい

ても2つの単語が結びついた外来語の場合、離して書く傾向にあると考えられる(表

7)。 

 

表 7. 日本人学習者とオンライン辞書における分かち書きの比較(6) 

표준국어 

대사전 

Naver 

辞書 
Papago 

Google 

翻訳 

LINE 

韓国語通訳 

日本人 

学習者 

치어리더 치어리더 치어리더 ＊치어✓리더 ＊치어✓리더 ＊치어✓리더 

파트타임 ＊파트✓타임 ＊파트✓타임 ＊파트✓타임 ＊파트✓타임 ＊파트✓타임 

스마트폰 스마트폰 스마트폰 ＊스마트✓폰 스마트폰 ＊스마트✓폰 

팬레터 ＊팬✓레터 팬레터 팬레터 ＊팬✓레터 ＊팬✓레터 

카레라이스 카레라이스 ＊카레✓라이

스 

카레라이스 ＊카레✓라이

스 

＊카레✓라이

스 

디즈니랜드 디즈니랜드 ＊디즈니✓랜

드 

＊디즈니✓랜

드 

＊디즈니✓랜

드 

＊디즈니✓랜

드 

카카오톡 카카오톡 카카오톡 ＊카카오✓톡 카카오톡 ＊카카오✓톡 

 

「＊민토(민트)、＊뉴지란도(뉴질랜드)」のような場合は、外来語を日本語の発音

通りに書いているので、日本人学習者が辞書を検索せずに書いた結果であることが

予想される。しかし、「韓国語表現法 1」の授業では、作文を書く際に知らない単語

や外来語の綴りについては辞書を調べて確認するようにしているため、表7に見る
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ような日本人学習者の分かち書きの誤用は、オンライン辞書の検索による影響であ

ると言えよう。 

 

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誤用パターンを、国立国語院

の＜표준국어대사전＞、Naver 辞書、Papago、Google 翻訳、LINE 韓国語通訳の検

索結果と比較し、オンライン辞書ツールの分かち書き誤用が日本人学習者の分かち

書きの誤用にどのような影響を及ぼしているかについて考察した。その結果をまと

めると次の＜表 8＞と＜表9＞である。 

＜表 8＞は 4 章で考察した離すべきところを繋げて書いた日本人学習者の誤用パ

ターンをオンライン辞書ツールの検索結果と比較したものであるが、特にNaver辞

書とLINE韓国語通訳の検索結果が日本人学習者の誤用のパターンと類似する傾向

が見られた。 

 

表 8．離すべきところを繋げて書く誤用の比較 

표준국어 

대사전 

Naver 

辞書 
Papago 

Google 

翻訳 

LINE 

韓国語通訳 

日本人 

学習者 

한국✓사람 한국✓사람 (한국인) 한국✓사람 한국✓사람 *한국사람 

한국✓요리 한국✓요리 한국✓요리 한국✓요리 한국✓요리 *한국요리 

음악✓감상 음악✓감상 음악✓감상 음악✓감상 음악✓감상 *음악감상 

취업✓활동 취업✓활동 취업✓활동 취업✓활동 취업✓활동 *취업활동 

다음✓달 다음✓달 *다음달/내달 *다음달 다음✓달 *다음달 

이번✓주 이번✓주 이번✓주 이번✓주 이번✓주 *이번주 

졸업✓후 
졸업✓후/ 

*졸업후 
졸업✓후 졸업✓후 졸업✓후 *졸업후 

유학✓중 유학✓중 *유학중 유학✓중 *유학중 *유학중 

여행✓중 여행✓중/ 

*여행중 

여행✓중 여행✓중 여행✓중 *여행중 

3개월✓만에 3개월✓만에 3개월✓만에 3개월✓만에 3개월✓만에 *3개월만에 
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그✓사람 그✓사람 그✓사람 그✓사람 그✓사람 *그사람 

어느✓정도 어느✓정도 어느✓정도 어느✓정도 어느✓정도 *어느정도 

모든✓분들 모든✓분들 모든✓분들 모든✓분들 모든✓분들 *모든분들 

첫✓번째 ＊첫번째 첫✓번째 첫✓번째 ＊첫번째 ＊첫번째 

여러✓가지 여러✓가지 ＊여러가지 ＊여러가지 ＊여러가지 ＊여러가지 

몇✓가지 몇✓가지 몇✓가지 몇✓가지 ＊몇가지 ＊몇가지 

몇✓명 몇✓명/ 

몇✓사람 

몇✓명 (몇몇) 몇✓명 ＊몇명 

몇✓번 몇✓번/ 

＊몇번 

몇✓번 몇✓번 ＊몇번 ＊몇번 

몇✓년 몇✓년 몇✓년 몇✓년 몇✓년 ＊몇년 

두✓마리 ＊두마리 두✓마리 두✓마리 ＊두마리 ＊두마리 

한✓달 한✓달 ＊한달 ＊한달 한✓달 ＊한달 

 

＜表 9＞は繋げるべきところを離して書いた日本人学習者の誤用パターンをオン

ライン辞書ツールの検索結果と比較したものであるが、＜表 8＞に比べ、オンライ

ン辞書ツールの分かち書きの誤用が目立っていることが分かる。そして、このオン

ライン辞書ツールの検索結果は日本人学習者の分かち書きの誤用パターンとほぼ

一致していると言える。 

 

表 9. 繋げるべきところを離して書く誤用の比較 

표준국

어 

대사전 

Naver 

辞書 
Papago 

Google 

翻訳 

LINE 

韓国語通訳 

日本人 

学習者 

초등학생 초등학생 ＊초등✓학생 초등학생 ＊초등✓학생 ＊초등✓학생 

고등학교 고등학교 ＊고등✓학교 고등학교 ＊고등✓학교 ＊고등✓학교 

해외여행 해외여행 ＊해외✓여행 ＊해외✓여행 ＊해외✓여행 ＊해외✓여행 

수학여행 ＊수학✓여행 수학여행 ＊수학✓여행 ＊수학✓여행 ＊수학✓여행 

일상생활 일상생활 ＊일상✓생활 ＊일상✓생활 ＊일상✓생활 ＊일상✓생활 
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집안일 집안일/＊집안✓일 집안일 (가사) ＊집안✓일 ＊집안✓일 

배부르다 배부르다 배가 부르다 ＊배✓부르다 배부르다 ＊배✓부르다 

재미있다 재미있습니다/ 

＊재미✓있습니다 

재미있습니다 (재미) ＊재미✓있습니다 ＊재미✓있습니다 

첫날 첫날 첫날 첫날 첫날 ＊첫✓날 

이때 이때 이때/＊이✓때 이때/＊이✓때 ＊이✓때 ＊이✓때 

그때 그때 ＊그✓때 그때 ＊그✓때 ＊그✓때 

그중 그중/＊그✓중 ＊그✓중 ＊그✓중 ＊그✓중 ＊그✓중 

치어리더 치어리더 치어리더 ＊치어✓리더 ＊치어✓리더 ＊치어✓리더 

파트타임 ＊파트✓타임 ＊파트✓타임 ＊파트✓타임 ＊파트✓타임 ＊파트✓타임 

스마트폰 스마트폰 스마트폰 ＊스마트✓폰 스마트폰 ＊스마트✓폰 

팬레터 ＊팬✓레터 팬레터 팬레터 ＊팬✓레터 ＊팬✓레터 

카레라이스 카레라이스 ＊카레✓라이스 카레라이스 ＊카레✓라이스 ＊카레✓라이스 

디즈니랜드 디즈니랜드 ＊디즈니✓랜드 ＊디즈니✓랜드 ＊디즈니✓랜드 ＊디즈니✓랜드 

카카오톡 카카오톡 카카오톡 ＊카카오✓톡 카카오톡 ＊카카오✓톡 

 

以上のことから、日本人学習者の分かち書きの誤用パターンがオンライン辞書ツ

ールの検索結果と類似する場合があることが分かった。特に、繋げるべきところを

離して書く誤用はオンライン辞書ツールの検索結果とほぼ一致していることから、

オンライン辞書ツールの使用が日本人韓国語学習者の分かち書きの誤用に影響を

及ぼしている可能性が示唆された。 

しかし、今回の分析結果からは実際の日本人学習者の作文に現れた分かち書きの

誤用がオンライン辞書を使用して起こった誤用なのか、他の原因(過剰一般化、母

語の影響、単なるミスなど)によるものなのか断定できないものもあった。また、

本稿の分析対象は学習者の自由作文であるため、同じテーマであっても使用してい

る語彙や表現はそれぞれ異なっており、今回は誤用の頻度が 1回のみ現れた場合も

取り上げて考察したが、今後は統計的な裏付けのための分析も進めていく必要があ

ると考えられる。 

本稿の結果により、このようなオンライン辞書ツールは、自律的な学習に有効で
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あり、気軽にすぐ使えるという便利さがある一方で、教師のようにフィルターの役

割をするものがないので、使い方を間違えると、誤用が起こり得る可能性があるこ

とが認識できた。そこで、韓国語の作文授業でオンライン辞書ツールを有効的に活

用するためには、今回の結果を踏まえ、学習者のオンライン辞書の活用方法やオン

ライン辞書の問題点などの現状を詳しく把握する必要があると考えられる。本稿で

はオンライン辞書における分かち書きの誤用に注目し考察したが、今後はオンライ

ン辞書における意味や表現などの誤用が日本人学習者の作文に及ぼす影響につい

ても考察を進めていきたいと考えている。 
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