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在日コリアンによる朝鮮語の「名詞的表現」に関して 

―朝鮮学校コミュニティを中心に―  

 

 

權 恩熙・宇都木 昭 

 

 

本稿は、朝鮮学校コミュニティに属する在日コリアン・オールドカマーによ

る朝鮮語の名詞的表現に注目するものである。言語資料としては、朝鮮学校

を扱っているドキュメンタリー作品における発話と朝鮮学校の授業談話を用

いている。その特徴について調べた結果、次の点が明らかになった。(1)一般

名詞による名詞的表現では「感情類名詞+指定詞(~는 기분/마음/감이다)」の

多用が目立つ。(2)話し言葉においても分裂文が比較的に多く使用される。

(3)依存名詞による名詞的表現では日本語のノダ文の影響を受けた「~는 

것이다」の形態の使用が多い。(4)名詞化語尾による名詞的表現では、「名詞

化語尾(기)＋하다」の形を持って動詞の意味を表すことが特徴的である。(5)

名詞止め文はもっとも使用が多い名詞的表現で、特に疑問代名詞単独で疑問

文を終わらせる類型は彼ら特有のものである可能性が高い。  

 

 

1. はじめに 

朝鮮学校を中心とした在日コリアン・オールドカマーのコミュニティ(以下、朝

鮮学校コミュニティ)は、およそ半世紀にかけて日本最大の朝鮮語1・日本語バイリ

ンガル集団として存在してきている。そこで話される朝鮮語は朝鮮民主主義人民

共和国(以下、共和国)の標準語と大韓民国(以下、韓国)の方言の影響を受けつつも、

独自に変化・発展し、独特の特徴を多く有するようになった。その特徴のある朝

鮮語は「在日コリア語(羅2006)」「総聯朝鮮語(植田 2009)」「在日同胞式の朝鮮語(朴

浩烈 2016)」などと呼ばれており、言語変容や言語接触、言語継承などの面で貴重

な知見が得られるとし、非常に注目度が高い。しかし、コミュニティへのアクセ

スの難しさからか、その実態についてはあまり明らかになっておらず、断片的な

 
1 朝鮮半島において主に使用されている言語の呼称は「朝鮮語」「韓国語」「朝鮮・韓国語」「コリ

ア語」などと様々であるが、本稿では調査対象者が用いている用語を尊重して「朝鮮語」と呼

ぶことにする。 
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印象論にとどまっているものが多い。そこで、本稿ではそういった「在日朝鮮語2」

を特徴づけるモノの実態を究明すべく、まずは実際の発話をもとに彼らによる「名

詞的表現」について注目したい。 

ここで名詞的表現とは、「ある事態を表すにおいて、文の各成分、たとえば、主語、

対象語、修飾語、述語の中で基本的に名詞の形で登場する場合のこと(林八竜

2004:212)」を言う。朝鮮語は日本語に比べて表現構造が動詞志向的(verbal-oriented)

であり、日本語は名詞志向的(nominal-oriented)であることは、金恩愛(2003)や林八竜

(2004)などで指摘されているとおりである。しかし、朝鮮学校コミュニティでは朝

鮮語による名詞的表現、つまり「名詞志向的な朝鮮語」が使用されることがしばし

ば観察されており、それが在日朝鮮語のひとつの特徴となっている可能性が高い。

したがって、以下では在日コリアンによる朝鮮語の名詞的表現を実証的に記述・報

告することで、本稿を後続研究のための試論としたい。 

 

2. 研究方法 

2.1 言語資料 

在日コリアンによる「名詞的表現」を確認するための言語資料としては、①中部

地方に所在する某朝鮮学校の授業(中級部3の授業2回、高級部の授業5回)を録音し

たもの、そして②朝鮮学校を取材しているドキュメンタリー作品の2種類を使用し

ている。このうち授業談話の場合、教員による授業のほかにも生徒同士の討論や

私語なども含まれており、ドキュメンタリー作品の場合も日常生活における在日

コリアン同士の自然会話が多く収録されているため、言語資料としての価値は十

分であると考えられる。言語資料のその他の詳細事項については、表1と表2を参

照されたい。なお、本稿で朝鮮学校の所在地域による言葉の違いは考慮していな

いことに留意されたい4。 

 
2 本稿では、朝鮮学校コミュニティにおいて在日コリアン・オールドカマー2世以降が使用する朝

鮮語のことを、一般に広く知られていると考えられる「在日朝鮮語」と暫定的に呼ぶことにし

たい。この用語を使用している論文には朴浩烈(2010)などがある。 
3 朝鮮学校の学制は日本と同様の6・3・3・4制(初級部6 年、中級部3年、高級部3年、大学校4

年)を取っているため、朝鮮学校における「中級部」と「高級部」は、それぞれ日本の中学校と

高等学校に該当する。 
4 すべての朝鮮学校は在日本朝鮮人総聯合会(以下、総聯)という団体傘下の民族学校であるため、
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表 1. 朝鮮学校の授業談話の詳細 

 
学年 科目名 

担当教員 

の出生地 

担当教員の 

本籍(1世の故郷) 

担当教員 

の世代 
時間 

1 中級部 国語(朝鮮語) 愛知 韓国 慶尚南道 3世 39分 

2 中級部 国語(朝鮮語) 東京 韓国 慶尚南道 4世 37分 

3 高級部 国語(朝鮮語) 愛知 韓国 慶尚南道 4世 43分 

4 高級部 国語(朝鮮語) 愛知 韓国 慶尚南道 4世 38分 

5 高級部 社会 岐阜 韓国 慶尚南道 3世 43分 

6 高級部 物理 長野 韓国 慶尚南道 4世 42分 

7 高級部 物理 愛知 韓国 慶尚南道 4世 42分 

 

表 3. 映像資料の詳細 

 放映 監督名 プログラム名 映像物の題目 取材学校 時間 

1 2005 박기홍 
SBS스페셜 

10화 

나는 가요-도쿄、제2학교의 

여름-(私は行きます

-東京、第2学校の夏-) 

東京朝鮮第2初級学

校 
61分 

2 2007 박기홍 
SBS스페셜 

83화 

도쿄、제 2학교의 봄 

(東京、第2学校の春) 

東京朝鮮第2初級学

校 
55分 

3 2007 박기홍 
SBS스페셜 

95화 

자이니치 60년 학교 가는 

길(在日60年、学校に行く道) 

東京朝鮮第1初中級

学校＆東京朝鮮第2

初級学校 

53分 

4 2007 김철민 
KBS1TV 

열린채널 

민족학교에 가다 

(民族学校に行く) 

京都朝鮮第3初級学

校 
24分 

5 2007 김명준 
ドキュメンタリー

映画 
우리학교(ウリハッキョ) 北海道朝鮮学校 132分 

6 2007 김명준 

ドキュメンタリー

映画(DVD特典映

像) 

우리학교-못 다 전한 

이야기-(ウリハッキョ-伝えき

れなかった話-) 

北海道朝鮮学校 37分 

7 2014 이일하 
ドキュメンタリー

映画 

울보 권투부(ウルボ-泣き虫ボク

シング部-) 

東京朝鮮中高級学

校 
86分 

 

2.2 調査方法 

計 14 点の言語資料で採録された在日コリアンの発話(朝鮮語ベースの発話のみ)

は、以下の表3のように性別や社会的上下関係などの社会言語学的要因を併記して

 
教科書とカリキュラムが全国共通である。また、芸術や体育などの一部の科目を除き、朝鮮学

校の教員は基本的に朝鮮大学校卒業生の在日コリアンであり、韓国や共和国から教員が派遣さ

れることはない。そのため、学校や地域による言葉の違いは大きくないものと判断した。 
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文字化した。その後、この文字化資料をもとに、韓国の京畿道方言の朝鮮語(以下、

便宜上「韓国標準語」とする)母語話者にとって不自然に感じる名詞的表現を取り

出し、それらの特徴について個別に考察していく。すべての名詞的表現を扱わず

に、韓国標準語母語話者にとって不自然に感じるもののみを扱う理由は、在日朝

鮮語特有の特徴を浮き彫りにするためである。 

 

表 3. 言語資料の文字化例 

場面 場所 性別 職業 発話 名詞的表現 関係 

雑談 教室 女 教員(高級部) 이것은 뭐? 이것은 뭐? 名詞的表現 下 

雑談 教室 女 生徒(高級部) 모릅니다. N 上 

雑談 教室 女 生徒(高級部) ●● 선생님이 사왔어요. N 上 

… … … … … … … 

インタ

ビュー 

学校

公園 
男 生徒(高級部) 

상대하고 真剣に나, 그… 싸울 

수 있는 것이 좋다고 

생각합니다. 

N 上 

インタ

ビュー 

学校

公園 
男 生徒(高級部) 

역시, 그 속에서도, 조선 

사람이지만 일본 국적으로 하면 

정말, 뭔가 졌던 감. 

名詞的表現 上 

 

3. 結果 

この章では、名詞的表現に用いられている名詞(名詞句と名詞節を含む)の形態

的特性により、①一般名詞による名詞的表現、②依存名詞による名詞的表現、③

名詞形語尾による名詞的表現、④名詞止め文の四つに分けて見ていきたい。 

 

3.1 一般名詞による名詞的表現 

3.1.1 感情類名詞による名詞的表現 

 

一般名詞による名詞的表現の中でもっとも多かったのは「감(感)/기분(気

分)/마음(心)」などの感情類名詞で終わる類型であった。これらの名詞は日本語の

「感じ」「気持ち」「気」などに相当するが、現れる表現構造はその様相を異にする。

日本語の場合、「いかにもって感じ(だ)」「嫌な気持ち(だ)」のように感情類名詞

がコピュラを伴って述部に来ることが可能である。しかし、朝鮮語の場合は感情
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類名詞が指定詞(日本語のコピュラに相当)を伴って述部に来ることはめったにな

く5、主に「들다((気が)する)」という動詞を伴って現れる場合が多い。さらには

感情類名詞を使用せずに「～것 같다(のようだ)」を用いて表現したほうが自然な

場合も多い。 

このことを踏まえ、朝鮮学校コミュニティにおける感情類名詞の使用を見てみ

よう。本稿の言語資料を見る限り、朝鮮学校コミュニティでは「～는 

감/기분/마음+이다(という気持ちだ)」の形態を用いて感情を表現することが多か

った。日本語の「～みたいな感じだ」「～という気持ちだ」などの直訳式表現だと

考えられるが、こういった表現構造は韓国においてあまり用いられないため、韓

国標準語母語話者には違和感を覚えさせる(例 1、2 参照)。特に「감(感)」という

単語の場合、韓国標準語では「감이 오다(ピンと来る)」「～ㄴ/은 감이 있다(～な

感じがある)」のように非常に限定されたコロケーションでしか用いられないため、

さらに違和感を強めている(例 2参照)。 

前述したとおり、日本語ではこういった感情類名詞の表現構造が珍しくないた

め、このことは日本語の影響を受けた結果であると見られる。しかし、同じく日

本語を母語としている日本人朝鮮語学習者の場合、このような表現を使うことは

あまりないようである。韓国の国立国語院が制作した『韓国語学習者コーパス』に

おいて「～는 감/기분/마음+이다」を日本人朝鮮語学習者が使用する例は一回も見

当たらない。つまり、この特徴は朝鮮学校コミュニティ特有のものである可能性

が高いと言えよう。 

参考までに、このうち「감」という単語の特殊な使用は、「朝鮮新報」という在

日コリアン・オールドカマーによる新聞(週 3 回発行の総聯の機関誌)のコラム

(2017 年 9 月 20 日記事)でも取り上げられたことがあり、朝鮮大学教育学部教授の

맹복실(2017)によって「～라는 감(～という感じ)」という曖昧な表現が朝鮮学校コ

ミュニティにおける若者の間で多用されているとの指摘がある。今後、より深い

分析が求められよう。 

 

 
5 韓国の国立国語院が制作した世宗コーパス(現代朝鮮語話し言葉)においても、「기분」が述部に

来た例は「다 한 거 같은 기분이야(すべて成し遂げた気分だよ)」「그런 기분이예요(そんな気

持ちです)」のふたつ、「마음」が述部に来た例は「네 마음이야(あなたの勝手だよ)」のひと

つしかなく、「감」が述部に来た例はゼロであった． 
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(1) a. 在日朝鮮語： 어떤 일이 있더라도 여기는 지켜주고 싶다는 마음입니다. 

[初級部教員(女)→監督(男)/インタビュー/学校の運動場] 

b. 韓国標準語： 어떤 일이 있더라도 여기는 지켜주고 싶습니다. 
(どんなことがあってもここは守ってあげたいという気持ちです) 

 

(2) a. 在日朝鮮語： 모두 친절하고 나쁜 사람이 없는 감.  

[高級部生徒(女)→監督(男)/インタビュー/寮] 

b. 韓国標準語： 모두 친절하고 나쁜 사람이 없는 것 같아요. 
(みんな親切で悪い人がいない気がしました) 

 

3.1.2 その他の一般名詞による名詞的表現 

その他の一般名詞の場合は以下の用例がすべてであるが、やはり日本語の名詞

的表現を直訳したと考えられ、日本語の影響がうかがえる。韓国標準語で「～

별(別)」は、後ろに必ず「로 다르다(に違う)」や「로 나누다(に分ける)」などの

ように助詞と動詞を伴わなければ文として成り立たない。しかし、日本語では「話

が別だ」「男女別だ」などの例文で見るように、独立した名詞としても使われ、後

ろにコピュラが来ることも可能である。そのような日本語の影響を受け、例3のよ

うな発話が出たのであろう。 

 

(3) a. 在日朝鮮語： えー, 형식은 분조별이지?  

[高級部生徒(男)→高級部生徒(男女)/会話/学校の廊下] 

    b. 韓国標準語： 형식은 분조별로 다르지?  
(えー、形式はグループ別だよね?) 

 

3.2 依存名詞「것」による名詞的表現 

3.2.1 分裂文(Cleft Sentence) 

分裂文は文語体(literary style)としての性格が非常に強い文型であるため、日本語

においても朝鮮語においても話し言葉で用いられることは少ない傾向にある。た

だ、先行研究を参考にすると、日本語よりも朝鮮語のほうでその傾向はより強い

ものと考えられる。日常会話における日本語の分裂文を調べた真田・伊藤・菊竹

(1998)では発話全体の約 1.83％が分裂文(類似分裂文を含む)であったが、朝鮮語の

話し言葉コーパスをもとに分裂文を調べている남길임(2006)ではその出現頻度が約

0.11％に過ぎなかった。しかし、本言語資料では発話全体の約 0.41%が分裂文にな
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っており、남길임(2006)における出現頻度より高い数値となっている。さらに、そ

れらの発話は韓国標準語母語話者に多少の違和感を覚えさせるもので、韓国標準

語では分裂文になっていないほうがより自然に感じられる(例 4、5 参照)。したが

って、カジュアルな場面の話し言葉において分裂文が比較的に多く使用されるこ

とは、朝鮮学校コミュニティ特有の現象である可能性がある。さらに、ほかの名

詞的表現が基本的に日本語の「名詞中心の表現構造」の影響を受けているのに対し、

分裂文の使用は朝鮮学校の従来の「書き言葉中心の朝鮮語教育」が影響している可

能性が大きいという点でも特徴的である。このことについては임영철・

권은희(2012)でも指摘されていることであるが、今後さらなる検証が必要なところ

である。 

参考までに、朝鮮学校コミュニティで分裂文は「～는 것이 N 이다」と「～는 

것이 A(感情形容詞)이다」のふたつの形態によるものが多かった。 

 

①「～는 것이 N 이다」 ～ノガ Nダ 

(4) a. 在日朝鮮語： 중요한 시기에 부상하는 것이 나이기 때문에. 

[高級部生徒(男)→監督(男)/会話/学校の運動場] 

b. 韓国標準語： 중요한 시기에 저는 부상당하기 때문에. 

    (大事なときに負傷するのが僕なので) 

 

②「～는 것이 A(感情形容詞)이다」 ～ノガ Aダ 

(5) a. 在日朝鮮語： 갈라지고 있는 것은 슬프기 때문에 빨리 통일하면 좋다고 

생각합니다. 

[中級部生徒(女)→監督(男)/インタビュー/学校の廊下] 

b. 韓国標準語： 갈라져 있어서 슬프기 때문에 빨리 통일하면 좋겠습니다. 

(分かれているのは悲しいので早く統一したらいいと思います) 

 

3.2.2 「～는 것이다」の形態の名詞的表現 

日本語のいわゆる「ノダ文」を直訳したと考えられる「～는 것이다」の形態を

持つ名詞的表現も、朝鮮学校コミュニティで観察される。日本語の「ノダ」に相応

する朝鮮語の文末形式「것이다」は、「名詞化辞+指定詞」という日本語の「ノダ」

と類似した文法構造を持つが、金廷珉(2007)によれば日本語の「のだ」の方が朝鮮

語の「것이다」より使用頻度が高く、意味範囲が広い6という。 その影響か、在日

 
6 金廷珉(2007)はその理由について、「韓国語の「것이다」における「것」という依存名詞は日本



208 

 

朝鮮語では依存名詞「것」を用いて表現する範囲が韓国標準語より広い。そのため、

日本語のノダ文を「것이다」に訳すると不自然になることが あるが、以下の例が

それに当たる。どれも韓国標準語では依存名詞「것」を用いないほうが自然である

ことが分かる。 

 

(6) a. 在日朝鮮語： あの、큰 버스는 아직 탈 수 있는 것이지요? 

[教員(男)→教員(男)/会話/学校の職員室] 

  b. 韓国標準語： 큰 버스는 아직 탈 수 있지요? 

(あの、大きいバスはまだ乗れるんですよね?) 

 

(7) a. 在日朝鮮語： 확실히 말해서 勝算は 있는 것이니까. 

[教員(男)→高級部生徒(男)/説教/学校の運動場] 

  b. 韓国標準語： 확실히 말해서 승산은 있으니까. 

    (はっきり言って勝算はあるんだから) 

 

3.3 名詞形語尾「기」による名詞的表現 

朝鮮語の名詞形語尾である「～ㅁ/음」と「～기」による名詞的表現も朝鮮学校

コミュニティで観察される。ただ「～ㅁ/음」による名詞的表現は言語資料全体を

通して一例しか見つからず、朝鮮学校コミュニティにおいてより生産性が高いの

は「기」であると考えられる。注目すべきなのは「～기」の具体的な現れ方であり、

不自然と判断された表現のほとんどは「～기 하다(名詞形語尾＋機能動詞)」の形

態をもって動詞の意味を表している。日本語の場合、「答え合わせをする」「読み

書きする」などのように連用形名詞がある程度自立性を持っており、機能動詞「す

る」の目的語として来ることが可能である。さらに、それを持って動作や行為を表

すこともできる。しかし、韓国標準語では名詞形語尾による名詞が機能動詞

「하다」の目的語として来ることは珍しく、例 8、9 のような発話は多少不自然な

表現になってしまう7。ただ、朝鮮学校コミュニティでこういった「～기 하다」の

 
語の「のだ」に比べて、「もの」「こと」という具体的な名詞としての意味が強く含まれている

ことが原因であると考えられる」と説明している．李英蘭(2013)でも「ノダに比べて것이다の文

法化が進んでいない」という記述がある． 
7 この点と関連し、金恩愛(2003)と林八竜(2004)における記述を参考できよう。金恩愛(2003)の場

合、「動詞的な重名詞は、単語レベルでは、韓国語でも…(中略)…「存在タイプ」に成りうるが、

機能動詞「する」の目的語として用いられる単語結合においては、その対応は崩れ、韓国語で

はしばしば動詞構造化する」と述べており、林八竜(2004)は「韓国語の場合、動詞からの名詞形
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形で現れる名詞的表現は、以下の例のほかに「선 긋기(線引き)」「한자 음 달기(漢

字音付け)」「따라 읽기(後に続いて読むこと)」などが観察されており、どれも学

校の授業に深く関係していることが分かる。このことを考えると、「～기 하다」

は使用される場面が非常に限定されているのかもしれない。 

 

(8) a: 在日朝鮮語： 책 읽기 했어? 

[高級部生徒(男)→高級部生徒(女)/会話/教室] 

b. 韓国標準語： 책 읽었어? 

    (本読んだ?) 

     

(9) a. 在日朝鮮語： 자, 그러면 어휘 답 맞추기 해봅시다. 

[中級部教員(女)→中級部生徒(男女)/授業/教室] 

b. 韓国標準語： 자, 그러면 어휘 답을 맞춰 봅시다. 

(さ、それでは語彙の答え合わせをしてみましょう) 

 

3.4 名詞止め文 

朝鮮語の指定詞「이다」を伴わずに名詞のみで止める発話がこれに当たる。本言

語資料では 45 例が確認されており、朝鮮学校コミュニティにおける名詞的表現の

中ではもっとも多い類型となっている。これは、金恩愛(2003)で指摘されていると

おりに、日本語の名詞が朝鮮語の名詞に比べ、述語としてより積極的に機能してい

ることが影響しているように考えられる。以下で具体的な発話例を見ていきたい。 

 

3.4.1 一般名詞で止めるもの 

朝鮮学校コミュニティで観察される一般名詞止め文は、「形容詞+名詞」の構造

を持っていることが多いのが特徴的である(例 10、11 参照)。生越(2018)によると、

日本語における「形容詞+名詞」タイプの名詞止め文は具体的な事物のほかに感覚

や行為に対しても使われており、その使用範囲が朝鮮語に比べて広いという。そ

ういった日本語の特徴が影響を及ぼしていると見られる 。 

 

 

 
成立は単なる語彙項目の上では存在しても、ある事態の把握において名詞表現の成立は関与し

ないのが普通である」と述べている。 
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(10) a. 在日朝鮮語： 정말의 행복. 

[高級部生徒(女)→監督(男)/インタビュー/寮] 

    b. 韓国標準語： 진짜 행복이죠. 

  (本当の幸せです) 

 

(11) a. 在日朝鮮語： 학급의 특색을 살리고 학급을 하나로 묶어 나가서  

해 나가자는 좋은 기회, 정말로!. 

[教員(女)→教員(女)/会話/職員室] 

    b. 韓国標準語： 학급의 특색을 살리고 학급을 하나로 묶어 나가서  

해 나가자 라는 좋은 기회야, 정말로! 

(学級の特色を生かして、クラスをひとつにまとめてやっていこうという 

いい機会だって、本当に!) 

 

3.4.2 依存名詞「것(거)」で止めるもの 

日本語の指示・命令表現である「Vこと」を直訳したと考えられる「V 것(거)」

の形態を持って、指示・命令を出している例も観察される(例 12 参照)。この場合、

것(거)の前に来る動詞語尾の形態とその使用場面のふたつの面で韓国標準語とは異

なる様相を見せている。むろん韓国標準語にも依存名詞「것(거)」を利用した命令

表現は存在するが、在日朝鮮語で用いられている「～ㄴ/는 것(거)(現在連体形語尾+

依存名詞)」とは違い、「～ㄹ/을 것(거)(未来連体形語尾+依存名詞)」の形態を持っ

て現れる。また、その使用場面も文面における告知である場合が多く、話し言葉

ではあまり用いられない。そういった点で、朝鮮学校コミュニティにおける

「것(거)」使い方は特殊であると言えよう。 

 

(12) a. 在日朝鮮語： 오늘 내일 학생들의 등교를 소조 포함해가지고 일체 엄금한다는  

거.  

[教員(男)→教員(男)/会話/学校の職員室] 

 b. 韓国標準語： 오늘 내일 학생들의 등교를 소조 포함해가지고 일체 엄금합니다. 

(今日と明日、生徒たちの登校をクラブ活動を含めて一切厳禁とします) 

  

3.4.3 疑問代名詞で止めるもの 

疑問代名詞で止めるものは、朝鮮学校コミュニティでもっとも多く観察される

名詞的表現の類型である。韓国標準語で疑問代名詞(「누구」「어디」「뭐」など)は、

述部において指定詞と終結語尾が結合された「-야」や「-예요」を伴って使用され



211 

 

る場合がほとんどである(疑問代名詞「왜」を除く)。しかし、朝鮮学校コミュニテ

ィでは、非尊待場面に限り疑問代名詞のみで文を終わらせることが多く観察され

る。日本語では疑問代名詞のみで文を終わらせることが可能なので、それの影響

を受けた結果と考えられる。 

興味深いのは、韓国国立国語院によって作成された『韓国語学習者コーパス』に

おいて、このような使い方は日本人朝鮮語学習者の発話で1回も見かけられないと

いう点である。次章で後述するが、在日コリアン・オールドカマーと同じく日本

語を母語としているにもかかわらず、日本語の影響が大きく考えられるこの現象

が日本人朝鮮語学習者に表れないのには、個人的バイリンガリズムか、共同体的

バイリンガリズムかが大きく関わっているように考えられる。つまり、普通の日

本人朝鮮語学習者が自分の間違いをほかの学習者と共有したり、次世代へと継承

したりせず、ある段階で矯正が行われることが多いのに対し、朝鮮学校コミュニ

ティでは「韓国標準語話者の観点からみると間違いや不自然な表現とみなされうる

もの」が数世代にかけて共有・継承されてきたことが影響しているのである。おそ

らくこのことから、「疑問代名詞で止めるもの」が朝鮮学校コミュニティ特有の名

詞的表現として定着した可能性がうかがえる。 

 

(13) a. 在日朝鮮語： 이것은 뭐, 이것은 뭐? 

[高級部教員(女)→高級部生徒(男女)/雑談/教室] 

    b. 韓国標準語： 이것은 뭐야? 

     (これは何、これは何?) 

 

(14) a. 在日朝鮮語： ●●, 가장 걱정되는 동무 누구? 

[高級部教員(男)→高級部生徒(男)/雑談/教室] 

    b. 韓国標準語： ●●야, 가장 걱정되는 친구는 누구니? 

     ([個人名]君、一番心配な友達は誰?) 

 

4. 考察 

3 章では、朝鮮学校コミュニティにおいて朝鮮語の名詞的表現が多様な形態を持

って現れていることを確認できた。そしてそのほとんどは日本語の直訳式表現で

あると考えられ、表現構造面で日本語の影響を強く受けたものとなっていた。

조은숙(2007)によれば、日本語は時間的な経過に沿って事態を認知していく「総括



212 

 

走査(summary scanning)」方式で物事を把握する傾向が著しい反面、朝鮮語は時間と

ともに展開し、連続した成分事態を心の中で重ね合わせていく「順次的な走査

(sequential scanning)」方式で物事を把握する傾向が強いという。両言語におけるこ

のような事態認知のズレが、日本語では名詞的表現として、朝鮮語では動詞的表

現として現われ、それぞれ違う表現構造を作り出すというのである。したがって、

朝鮮学校コミュニティで朝鮮語による多様な名詞的表現が観察されるということ

は、彼らは朝鮮語で授業を行ったり、受けたりできるくらいの高いレベルの朝鮮

語・日本語バイリンガルでありながらも、言語的思考のベースが日本語となって

いる可能性が高いことを意味する。 

しかし、そうだからと言って、彼らが日本人朝鮮語学習者とまったく同じ特徴

を有するとは限らない点は注目に値する。特に「～는 감/기분/마음(+이다)」のよう

な表現や名詞化語尾「기」による名詞的表現、疑問代名詞で止める疑問文などは、

同レベルの日本人朝鮮語学習者の発話中にはあまり見ないものである。このよう

に、朝鮮学校コミュニティ特有の名詞的表現というものが存在しており、それは

彼らが「朝鮮民族としてのアイデンティティ獲得」と「コミュニティ構成員同士で

の会話」を目標に朝鮮語を学習していることに起因すると考えられる。しかし、多

くの日本人朝鮮語学習者は「韓国の朝鮮語母語話者との会話」を第一目標としてい

るため、韓国で不自然な表現とされることばはいずれ矯正され、一過性のものと

して終わる場合が多い。 

その反面、前述したように朝鮮学校コミュニティは朝鮮語の学習目標が多少特

殊である上、学童期に朝鮮語を学びはじめた話者が大半である中で、義務的な意

識を持って朝鮮語を使用して生活しなければならない状況に置かれている8。その

ことから、「在日コリアン同士で朝鮮語を使用して会話しているだけで十分誇らし

いこと」というふうになりがちな面がある。それが朝鮮学校コミュニティ特有の名

詞的表現に影響を及ぼしているのであろう。 

 
8 イリーナ・キム(1994)によると、朝鮮学校では「ウリマル(私たちの言葉＝朝鮮語)100％運動」や

「まちがい言葉を直す運動」などが行われており、授業中ばかりでなく、休み時間、昼食時間、

放課後の課外活動などにおいても朝鮮語の使用が義務づけられているという。より最新の研究

である山本(2012)を見ると、休み時間などの会話では日本語の使用率が高いそうであるが、あ

まりに日本語が多いと、どこからともなく「ウリマル!」という声が聞こえてきて、日本語で話

していた生徒が会話をやめるというシーンをよく見かけるという。 
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5. まとめと今後の課題 

以上、授業談話とドキュメンタリー資料を用い、在日コリアンによる朝鮮語の

名詞的表現について、実証的記述と考察することを試みた。特に韓国標準語と比

較した際に目立つ特徴を中心に見た結果、次の点が確認できた。  

(1)一般名詞による名詞的表現では「感情類名詞+指定詞(~는 기분/마음/감이다)」

の多用が目立つ。(2)話し言葉においても分裂文が比較的に多く使用される。(3)依

存名詞による名詞的表現では日本語のノダ文の影響を受けた「~는 것이다」の形態

の使用が多い。(4)名詞化語尾による名詞的表現では、「名詞化語尾(기)＋하다」の

形を持って動詞の意味を表すことが特徴的である。(5)名詞止め文はもっとも使用

が多い名詞的表現で、特に疑問代名詞単独で疑問文を終わらせる類型は彼ら特有

のものである可能性が高い。 

このように朝鮮学校コミュニティにおいて多様な名詞的表現が観察されるとい

うことは、彼らの言語的思考のベースが日本語となっている可能性が高いことを

意味する。ただ、日本人朝鮮語学習者の朝鮮語とは異なり、朝鮮学校コミュニテ

ィでしか確認できない名詞的表現というものも存在し、それには彼らが「民族アイ

デンティティの獲得」と「コミュニティ構成員同士での会話」を目標に朝鮮語を学

習していることが関係していると考えられる。 

ただし、今回の研究では各名詞的表現の出現回数を集計し、どのような名詞的

表現がより多く使用されているか、またその理由は何なのかに関する分析までは

できておらず、目立つ特徴を中心に指摘・記述することにとどまっている。研究

目的でも述べたように、本稿はあくまでも後続研究のための事例報告および試論

として位置づけているため、今後はさらに言語資料を確保することで分析を深め

ていきたい。 
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【付記】本稿は、社会言語科学会第 43回研究大会(於筑波大学)でのポスター発表に加

筆・修正をしたものである。なお、ドキュメンタリーの研究目的での使用を許可し

てくださった関係者の方々、そして朝鮮学校の授業の録音を快く許諾してくださっ

た校長先生および協力いただいた先生方、生徒たちに厚く御礼申し上げる。 
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