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第 1 章 序論 

1.1. はじめに 

移民コミュニティではしばしば異なる言語や方言が接触することでダイナミックな言語

変化が生じる。たとえば、工藤・森・山東・李吉鎔・中東(2008)や工藤・森・山東・李吉鎔・

朴秀娟(2015)などの研究によると、ブラジル日系移民社会ではポルトガル語と日本語諸方

言が混じり合って多様な言語事象が報告されている。ただし、そういった変化は移民 2世で

とどまることが多く、3世以降となるとホスト社会の言語へとシフトされる場合がほとんど

である。では在日コリアンのコミュニティはどうであろうか。在日コリアン・オールドカ

マーも、多くの移民コミュニティと同様に 3 世以降の世代からは日本語への言語シフトが

完了したと見る見解が多い。そしてその見解は、在日コリアン「全体」の傾向から判断した

際にある程度妥当性を持つ。しかし、朝鮮学校を中心とする在日コリアン・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)の場合、3世以降においても 1世の言葉の継

承に成功しているとの、以下のような見解が見られる。 

「総聯が学校教育を通して非母語である民族語を半世紀に渡って「類似母語化」し、朝鮮

語による一定の「言語空間」を形成してきたことは注目に値し、その試みは社会言語学的

に興味深いものであると考える。」(植田 2009:114) 

「現在の朝鮮学校周辺コミュニティ内においては、日本語とともに朝鮮語も生活言語とし

ての機能を果たしていると考えられる。」(朴浩烈 2010:118) 

このように、朝鮮学校の授業および同胞が集まる諸行事(運動会や納涼祭、学芸会など)、

総聯傘下団体の公的な場などでは未だに朝鮮語が使用されており 1、このような「「日本語

                                  

1  朴浩烈(2010:117-118)が朝鮮学校の中級部と高級部生徒 140名を対象に行ったアンケートの

結果を見ると、「学校以外に朝鮮語を使う場面・場所は」という質問に対して「通学路、登下

校時、電車やバスのなか」、「聞かれたくない話をするとき、内緒話をするとき」、「(自分の)

家」、「祖父母や親戚、目上の人(同胞)と会話するとき」、「同胞が経営するお店に食事に行った

とき」、「在日コミュニティ会館」、「同胞たちの様々な集い」、「韓国(ニューカマー)の友人と話

すとき」など、日常生活における多様な場面が挙げられている。また、同論文における大学(院)

生と教員を含む成人を対象に行ったアンケートの結果では、「公」の場は基本的に朝鮮語を使

用しており、特に教員は日常的に朝鮮語のみを使用するとの結果となっている。 
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圏」 

 

内における「朝鮮語圏」である朝鮮学校という言語空間」(金徳龍 1991:126)、「擬似朝鮮語

社会としての言語空間」(植田 2009:139)は本国との交流がほぼ断絶されたまま半世紀以上

が経っているのである。その影響で、彼らの朝鮮語は「方言使用如何を含む世代差や本国の

親戚の共和国の規範語・韓国の規範語、あるいは社会の日本語の間で、多方面からの影響」

(植田 2009:139)を受けながら、独自に発展し、朝鮮民主主義人民共和国(以下、共和国 2)や

大韓民国(以下、韓国)のそれとは異なる特徴を多く持つようになった。その特徴のある朝鮮

語は「在日コリア語」(羅聖淑 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、社会言語学的に注目度の高い言語コミュニティとなってい

る。 

しかし、外部に対して閉鎖的なコミュニティであるとの認識とコミュニティ内部へのア

クセスの難しさ 3からか、研究の重要度に比べて彼らの言語使用実態はあまり明らかになっ

ていない。真田(1986)も在日コリアンの言語実態の究明の必要性について語りながら、研究

の難しさについての以下のように述べたことがある。 

「異言語間接触の研究における対象のひとつとして、在日外国人約 84 万人(1984 年末現

在)のうちの 81%を占めている在日韓国・朝鮮人の言語生活の実態解明ということがある。

…(中略)…この方面では、調査がなかなか困難である上に、さまざまな生々しい問題がか

らんで、いわゆる客観的、科学的な取り扱いがむずかしいところはあるのだが、そこを逃

げずに、いわば体を張って取り組むべき時期が来ていると思われる。」(韓国の啓明大学校

外国語大学での講演(1986年 4月 7日)「日本における社会言語学の展望」、真田(2005)に

再収録) 

                                  
2  日本においては「北朝鮮」、韓国においては「北韓」という表現をすることが多いが、いずれ

も正式な国名でもなければ、正式な略称でもない点で問題がある。そのうえ、「北朝鮮」とい

う用語は日本で俗称と蔑称として用いられることがあるという点で問題視されることがあり

(日本のマスメディアにおける「北朝鮮」呼称使用に関する史的考察は、森(2009)を参照)、「北

韓」という用語は朝鮮民主主義人民共和国を韓国の一部として捉えており、正式な国家として

認めていない点で議論の余地がある。ならば、朝鮮民主主義人民共和国における正式略称の

「朝鮮」を用いる方法もあり得るが、この用語は反対に韓国を正式な国家として認めないとい

う問題を含んでおり、さらに日本に植民地化される前の「朝鮮」という国との区別がつかない

点においても問題がある。したがって、ここでは朝鮮学校コミュニティの人たちが使用してい

る表現を尊重し、「共和国」という略語を暫定的に使用することにする。 

3  在日コリアン・オールドカマーの言語をフィールドワークすることに関して語っている金美

善(2010:35)も、「歴史的社会的に複雑な集団」、特に「構成員が社会的弱者で形成されたコミュ

ニティでは自己防衛の意識が、部外者への警戒と排他的行動として現れることがあり、細心の

注意と配慮が必要である」と述べている。 
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そこで本論文は、在日コリアンの実際の言語資料に基づき、いわゆる「在日朝鮮語 4」と

呼ばれている朝鮮学校コミュニティの朝鮮語の実態を実証的に究明したい。また、在日朝鮮

語への韓国のソウル標準語と諸方言、共和国の平壌文化語、日本語などの影響の解明も試み

る。 

1.2. 研究の目的 

このような背景のもとで、本論文では朝鮮学校コミュニティにおいて共有・継承されてき

ている朝鮮語の実態を実証的に究明することを目的とする。本論文における具体的なリ

サーチ・クエスチョンは次のとおりである。 

 

1) 朝鮮学校コミュニティの朝鮮語、つまり「在日朝鮮語」というものは実在するか。

コミュニティ全般にかけて共通に見える特徴や傾向性などが見られるか。 

2) 朝鮮学校コミュニティの朝鮮語は、日本人朝鮮語学習者 5の朝鮮語と変わらないの

か。両者間で違いがあるとすれば、具体的にどういった所で異なるのか。 

3) 朝鮮学校コミュニティの朝鮮語にはどのようなものが影響しており、その背景には

どのようなものがあるか。 

4) 朝鮮学校コミュニティ朝鮮語は朝鮮語の下位方言として位置づけられるか。それと

                                  
4  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 世以降によって主に公式

的な場や学校内で話される特徴のある朝鮮語のことを言う。この用語を使用している論文に

は朴浩烈(2007・2010)、임영철・권은희(2012)、渡邊(2018)、呉永鎬(2019)などがあり、朝鮮

新報社の月刊雑誌『月刊イオ』(2000 年 4 月号)の特集記事のタイトル「ここがへんだよ「在

日朝鮮語」―在日同胞が使うウリマルを考える―」にも用いられていたことがある。また、趙

義成の「朝鮮語研究室」ウェブサイト([朝鮮語ビビンパ＞在日朝鮮語]http://www.tufs.ac.j

p/ts/personal/choes/bibimbab/zainitigo/index.html)にも「在日朝鮮語」という項目が見つ

かる。本論文では基本的に「朝鮮学校コミュニティの朝鮮語」という用語を用いるが、短い表

現が必要な時などは「在日朝鮮語」という用語も併用する。 

5 「朝鮮学校コミュニティに属しておらず、朝鮮半島にもルーツを持たない日本国籍の者であり

ながら、朝鮮語を学習している者」を指す。韓国語教育学の分野においては「일본어권 한국어 

학습자(日本語圏韓国語学習者)」や「일본어를 모어로 하는 한국어 학습자(日本語を母語と

する韓国語学習者)」などの表現が用いられることが多いが、これらの用語は「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3世以降」もその他の日本人朝鮮語学習者とひ

とくくりにしてしまう。そのため、両者の区別が必要な本論文での使用は困難と判断し、言語

学の用語ではないが一時的に「日本人朝鮮語学習者」という表現を使用することにした。 
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も単なる学習者の中間言語に過ぎないか。 

 

また、その際に分析の対象とするものは、朝鮮学校コミュニティの 1世～2世の言葉では

なく、3世以降の言葉のみとする。以下の맹복실(2014)の指摘のように、朝鮮語を母語とし

ない 3世以降の朝鮮語使用は 1～2世とはその様相を異にする可能性が非常に高いと考えら

れるためである。 

「조선어권에서 나서자란 1세, 그 슬하에서 자란 2세와는 달리 일본어를 모어로 

하는 3세들의 언어의식과 언어활동에서 많은 변화를 가져왔다. (朝鮮語圏で育った 1

世とそのもとで育った 2世とは異なり、日本語を母語とする 3世たちの言語意識と言語

活動に多くの変化がもたらされた。)」(맹복실 2014:205、拙訳) 

1.3. 本論文の構成 

本論文は次のように構成される。 

まず、第 1章の序論では本研究の背景となる事象について述べた後、研究の目的と本論文

の特色と意義について示す。 

第 2章では、本研究のキーワードである「朝鮮語」「在日コリアン」「朝鮮学校」「朝鮮学

校コミュニティ」の 4つについて概観し、その後、在日コリアン・オールドカマーの朝鮮語

について言及している先行研究を概観し、課題を確認する。 

第 3章では、本論文の位置づけと目的に合った適切な研究方法は何かについて論じた後、

具体的な研究方法と調査に至った経緯、言語資料の詳細について説明する。 

第 4章から第 8章の内容は大きく 3つに分けられ、(i)「敬語」にまつわる言語様相(第 4

章と第 5章)、(ⅱ)「書き言葉体の話し言葉化」に関する言語様相(第 6章と第 7章)、(ⅲ)

「表現構造」に関する言語様相(第 8章)となっている。 

第 4章では朝鮮学校コミュニティの「聞き手敬語」の運用様相について記述し、日本語や

共和国と韓国の朝鮮語の影響についても推察する 

第 5章では同コミュニティの朝鮮語「呼称」の目録を作成・類型化し、その個々の使用様

相について韓国と共和国との比較も試みながら考察していく。 

第 6章では、先行研究から幾度も指摘されている「書き言葉体の話し言葉化」現象につい

て、「書き言葉的な語」の使用を中心に検証を試みる。具体的にどういった「書き言葉的な

語」が、どれほど多く使用されているか、またそれは韓国と比べた際にも多く使用されてい

るのかについて調べる。 

第 7章では、話し言葉においても「縮約」されていない本来の形が多く使用される「非縮

約形の多用」現象を中心に検証および分析していく。また、朝鮮学校コミュニティで共有さ

れている「話し言葉らしさ」に関するルールが韓国や共和国と必ずしも一致しない可能性が
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あると見て、それらについても検証を試みる。 

 

第 8章では、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語の表現構造が「名詞的」か「動詞的」かにつ

いて実証的に考察する。 

第 9章の結論では、第 4章から第 8章までの内容をまとめ、韓国と共和国の朝鮮語、日本

人朝鮮語学習者の朝鮮語とは異なる独自の特徴とその理由、そして背景について多方面か

らの影響を挙げながら総合的に再度考察する。そして第 8章までの内容をもって、朝鮮学校

コミュニティの朝鮮語は既存の諸接触言語や方言などに関する概念のうちにどれに該当す

るかについても意見を提示する。 
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第 2 章 研究の背景 

2.1. 「朝鮮語」とは 

2.1.1. 「朝鮮語」という名称について 

“Korean Language”は、主に朝鮮半島(Korean Peninsula)を中心に使用されている言語

のことを言う。大韓民国(Republic ok Korea、韓国)と朝鮮民主主義人民共和国(Democratic 

People's Republic of Korea; DPRK、共和国)の「国家語」として使用されており、中国で

は朝鮮族の自治州の公式言語として「準国家語」としての地位をもって使用されている。そ

の話者としては、①韓国内の国民、②共和国内の国民、③在外コリアン、④在韓国・共和国

外国人の 4 つのグループが考えられよう。ちなみに、この 4 つのグループの言語共同体

(speech community)の概念に関する発想は、장태진(2004)による。このような概念での「朝

鮮語」を表す名称には、朝鮮語のほかに「韓国・朝鮮語(朝鮮・韓国語)」「한국말(韓国の言

葉)」(장태진 2004)「우리말(我が言葉)」(이상혁 2006・2009)「배달말(倍達の言葉)」

(조규태 2007)などがある。 

ところで、本来ひとつであった国が冷戦の影響で分断されることになり、以下の表 1のよ

うに韓国と共和国のどちらの国名を言語名に使用するかに関する問題が生じ、未だに多様

な用語が使用されている現状である。そこで、本論文では以下の 3 つの点を理由に「朝鮮

語」という名称を暫定的に用いることにする。 

 

1) 基本的に共和国の朝鮮語も、韓国の朝鮮語も、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語も、

すべて日本による植民地時代以前の「朝鮮」という国で使われていた「朝鮮語」を

根幹としている 

2) 本研究で扱おうとする言語が、2つの国で国家公用語としての地位を得ている 

3) 本論文の研究対象である朝鮮学校コミュニティ内の在日コリアンたちが、総称とし

て「朝鮮語」という表現を使用しており、それを尊重する 

 

なお、南北の言葉の違いを表す必要がある際には、「共和国の朝鮮語」と「韓国の朝鮮語」

というふうに区別する。 
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表 1 国家別の「朝鮮語」にまつわる諸概念の名称 

(前田達郎 1999・2005、金美善 2000、植田 2002・2003で議論されている内容を参考に作成) 

国 地域名 国家名 言語の総称 各国の朝鮮語の名称 
日本居住コリアン 

の名称 

日本 朝鮮 
半島 

北朝鮮 
朝鮮語 
韓国語 

朝鮮・韓国語 
韓国・朝鮮語 

コリア語 

ハングル語 

北朝鮮の朝鮮語 
北朝鮮語 
北の言葉 

在日 
在日朝鮮人 
在日韓国人 

在日朝鮮・韓国人 

在日韓国・朝鮮人 
在日コリアン 

韓国 

韓国の朝鮮語 
韓国語 
南の言葉 

朝鮮 
民主主義 
人民 
共和国 

朝鮮 
半島 

朝鮮 
共和国 

朝鮮語 未確認 在日朝鮮人 
在日同胞 

南朝鮮 

大韓 
民国 韓半島 

北韓 

韓国語 

北韓言葉(북한말) 在日韓国人 
在日韓人 

在日同胞 
在日橋胞 

韓国 
南韓 韓国語 

本論文 朝鮮 
半島 

共和国 
朝鮮語 

共和国の朝鮮語 
在日コリアン 

韓国 韓国の朝鮮語 

 

2.1.2. 共和国と韓国における言葉の違い 

共和国の朝鮮語と韓国の朝鮮語は基本的に同じ言語であり、地域差による語彙の違いと

発音やイントネーションなどの違いを除いては、コミュニケーションができないほどの大

きな違いはない。ただ、70 年以上も交流がないまま、独自の言語政策を施し、独自に発展

していったため、様々な面において多少の違いは存在する。 

まず、共和国の規範語(「文化語」)は首都平壌の言葉を基盤としており、韓国の規範語(「標

準語」)は首都ソウルの言葉を基盤としている点で大きな違いがある。ほかに、一般に広く

知られている両者間の主な違いを簡単にまとめると以下のとおりである。より詳しい比較

は、各章で必要に応じて論じていく。 
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表 2 共和国と韓国の朝鮮語の主な違い 

(이현복1982、최윤갑1994、이대성 외2013、겨레말큰사전남북공동편찬사업회2019を参考) 

 共和国 韓国 

表記 

- 漢字語に「頭音法則」が適用されない 
- 語幹末がㅣ, ㅐ, ㅔ, ㅚ, ㅟ, ㅢの場合、 

語尾「-여」が付く 

- 依存名詞と補助用言を分かち書きしない 

- 漢字語に「頭音法則」が適用される 
- 語幹末がㅣ, ㅐ, ㅔ, ㅚ, ㅟ, ㅢの場合、 

語尾「-어」が付く 

- 依存名詞と補助用言を分かち書きする 

発音 - 「ㅓ[ɔ]」の発音の円唇性が強い - 「ㅓ[ʌ]」の発音の円唇性が弱い 

外来語 
- ロシア語による外来語が多い 
- なるべく優しい漢字語や固有語に訳す 

- 英語による外来語が多い 
- 群衆に任せる 

社会 
主義の 
影響 

- 言葉の由来が身分階級を反映している 

ものは使用しない 

- 社会主義用語を呼称として使用する 
該当なし 

敬語 - 6段階のスピーチレベルを使用する - 4段階のスピーチレベルを使用する 

規範語 - 主に首都の平壌方言を軸とする - 主に首都のソウル方言を軸とする 

2.2. 「在日コリアン」とは 

「在日コリアン」とは、日本に定住もしくは永住しているコリアンのことを言う。ここで

「コリアン(Korean)」というのは国籍を意味するわけではなく、朝鮮半島、すなわち現在の

共和国と韓国地域にルーツを持っている人であることを意味することが多い。したがって

彼らの国籍は必ずしも一律ではなく、分断される前の朝鮮半島出身者であるという意味の

「朝鮮」籍 6を維持している人もいれば、「韓国」国籍の人、「日本」国籍の人、国際結婚な

どでそのほかの国籍である人など、さまざまである。 

彼らのことを指す名称には「在日コリアン」のほかにもいくつかのものがあり、韓国では

「재일동포(在日同胞)」「재일교포(在日僑胞)」「재일한인(在日韓人)」と呼ぶことが多く、

共和国では「재일동포(在日同胞)」又は「재일조선인(在日朝鮮人)」という用語が主流のよ

                                  
6  当時は現在の「韓国」と「共和国」の政府が正式に樹立される前だったため、ここでの「朝

鮮」というのは外国人登録上の国籍等の欄における出身地を表す便宜上の記号にすぎず、実在

する国を意味するわけではない。1950 年以降は、希望する者は韓国の国籍を取得できるよう

になったが、「2つの祖国のうちどちらかひとつだけを選ぶことはできない」「統一祖国の国民

としていたい」「北のほうに家族や親戚がいる」など、さまざまな理由により朝鮮籍を維持し

ている人は少なくない。 
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うに見える。一方、日本では従来の「在日」と「在日朝鮮人」という表現は差別的な要素が

含まれていると考えて使用が避けられたり、「韓国」という国を表すことができないなどと

いった理由で徐々に使用されなくなり、今では「在日韓国・朝鮮人」「在日朝鮮・韓国人」

「在日コリアン」の 3つがもっとも多く使用されているように考えられる。ただ、どちらも

選ばずしてどちらも意味するという、包括的かつ中立的な「コリア(Korea)」という英語単

語の利便性により、論文や新聞、書籍などでは「在日コリアン」という表現が定着しつつあ

る。2020 年現在においては、当事者たちの間でも自らを指して「在日コリアン」という言

葉が使用されることが多い 7。そのような背景を踏まえ、本論文でも日本に滞在(定住志向)・

定住・永住する朝鮮半島出身者の総称として「在日コリアン」という用語を暫定的に用いる

ことにしたい。現在の日本には朝鮮時代から現在に及ぶまで多様な背景を持った朝鮮半島

出身者が存在していることを表すにもっとも適しているのみならず、彼らの国籍や政治的

志向などに対する偏見を招く恐れが少ないためである。 

なお、彼らは日本に渡ってきた時期によって「オールドカマー(old-comer)」と「ニュー

カマー(new-comer)」に分けられるが、これは両グループが渡日した歴史的背景ときっかけ

が大いに異なることに起因する。両グループは集住地域から生活様式、アイデンティティ、

価値観などに大きな違いが見られ、当然ながら言語使用に関しても大分異なった様相を帯

びるため、必ず区別して考えなければならない。この研究で扱うのは「オールドカマー」、

その中でも特に「朝鮮学校コミュニティ」という多少特殊とも言える言語共同体のみにな

る。以下では、朝鮮学校コミュニティを含む在日コリアン・オールドカマー全般と、ニュー

カマーの渡日背景や特徴などについて簡略にまとめ、両グループで言語使用様相が異なる

理由について示したい。 

 

2.2.1. 在日コリアン・オールドカマー 

2.2.1.1. オールドカマーの概要 

「在日コリアン・オールドカマー」とは、韓国の日本植民地時代(1910年～1945年)から

サンフランシスコ平和条約が発効(1952 年)される前後までの間に日本へ渡った一世のコリ

アンと、その子孫のことを言う。「旧来コリアン」「旧定住者」とも呼ばれる。在日コリアン・

オールドカマーとニューカマーを区別する正確な時期に関しては、見る観点や研究目的な

どによって研究者ごとに少しずつ意見が分かれるところであるが、大きく 2 つの基準点が

存在する。まず、①「日本敗戦(1945年)」を基準とする場合(윤인진 2004など)、それから

②「日韓基本条約の締結(1965年)」を基準とする場合(정진성 2018など)がある。こういっ

                                  
7  総聯の機関紙『朝鮮新報』や月刊誌『月刊イオ』などでも 2000年辺りから「在日コリアン」

とい表現が見えるようになり、その後段々使用頻度が増え、最近になっては自らを客観的に言

う際に「在日コリアン」という表現をすることが多い。 
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た見解の違いは、その時期によって少しずつ渡日の背景に違いがあることに起因する。 

たとえば「日本敗戦(1945 年)」まで渡日したオールドカマーは、日本の土地調査事業

(1910-1918)や産米増殖計画(1920-1934)などによって生活の基盤をなくした農民が余儀な

く求職や季節労働で日本に渡った人が多い 8。特に日本で「国家総動員法」が制定された 1938

年以降は強制連行による大規模な「非自発的移住」が多かったことが特徴である 9。現在の

日本の在留資格のひとつである「特別永住」という項目は基本的にこの時期の在日コリアン

を対象とするものであり 10、「在日コリアン・オールドカマー＝特別永住者」「在日コリアン・

オールドカマーは日本の植民地時代から日本に住んでいた人」という一般の認識を考慮す

ると、この基準は議論の余地のないもっとも妥当な基準であろう。 

しかし、1945年以降から「日韓基本条約(1965年)」によって日韓の往来が合法的なもの

になるまでの間も、日本へ渡ったコリアンも決して少なくない 11。この時期の前半は「済州

四・三事件(1948-1954年 12)」や「麗水・順天事件(1948年)」、「朝鮮戦争(1950-1953年)」

など、朝鮮半島情勢の急変による諸事態から避難する目的で日本に渡った者が多く、後半は

これらの事件の余波で荒廃した地を離れ、職を求め、家族を探してなどの理由で渡日する人

                                  
8  森田(1996)によれば、南米移民や満州開拓に見られるような計画的な家族ごとの集団移住で

はなく、距離が近いだけに朝鮮本土との間を絶えず「出かせぎ的に往来」していたのが、次第

に定着するようになったのだという。 

9  森田(1996)に掲載されている内務省統計によると、1930 年に約 30 万人程度だった在日コリ

アンの数が、国家総動員法の制定後の 1939 年には約 96 万人、敗戦直前の 1944 年には約 200

万人にものぼるようになったという。 

10 「特別永住者」に関する法律『日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入

国管理に関する特例法』では、資格要件を「1945 年 9 月 2 日以前から日本の内地に継続して

在留していたこと」としている。 

11 朝鮮半島に一時帰国したのち、再度渡日した者を含む。当時はGHQによって一度帰国した者の

再入国が厳しく禁止されていた時期であり、森田(1996)によると韓国の李承晩政権の排日政

策の影響もあって正式に入国を許される人は極めて少なかった時期であったという。そのた

め、1965 年に日韓基本条約が締結されるまでの日本への渡航は基本的に「密航」による「不

法入国」とみなされる。その数は、森田(1996)に載っている警察庁・海上保安庁・入国管理局

の統計(1946年 6月から 1952年まで)上では、朝鮮半島出身者だけで約 5万人にのぼる。 

12 事態が最終的に収拾されたのは 1954年であるが、韓国の政府軍と警察による大規模の住民虐

殺、いわゆる「討伐」が行われたのは 1948年末から 1949年はじめ頃である。済州道民の日本

への避難はこの頃もっとも多く行われたと考えられる。 
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が続いた時期である 13。この時期に渡日したコリアンの大半は日本に住んでいた人が一時帰

国してから再渡日したケースであるか、日本に住んでいる家族や親戚・知人をあてにして来

た人であったため 14、彼らは既存の在日コリアン・オールドカマーのコミュニティへと編入

し、その後の生活様式などにおいても多いに共通点を有する。さらに、エスニック・アイデ

ンティティ面においても、この時期は朝鮮半島の南北にそれぞれの政府が樹立されて間も

ない頃であったため、韓国か共和国のどちらかの国民という認識よりも、まだ分断されてい

ない「朝鮮」の人であるとの認識を持っていた人が多かったであろう。これらの点を考慮す

ると、この時期までの渡日者もオールドカマーとしてみたほうが妥当と考えられる。 

このように、一概に「オールドカマー」と言っても、時期によって渡日の性格が少しずつ

異なっていることがわかる。1910年～1945年に渡日したオールドカマーは「被植民者とし

ての移住」が多く、それ以降から 1965年までの間に渡日したオールドカマーは「政治難民」

または「経済難民」としての性格が強かったといえよう。ただし、「どの時期も日本の植民

地支配の余波がまだ影響を及ぼしていたという点」、そして「どの時期も既存に形成されて

いたオールドカマーのコミュニティへと編入し、のちに来ることになるニューカマーとは

混ざらない生活を送ることになる」という点で、この研究では 1965年までの渡日者を「オー

ルドカマー」として見ることにしたい。 

この在日コリアン・オールドカマーの最大の特徴は、その歴史的な背景から非自発的・半

自発的移住とみなしうるものが多かった点にある。彼らの渡日の主な理由としては、強制連

行や季節労働、朝鮮半島情勢の急変による諸事態からの避難などが挙げられる 15。そのた

め、彼ら 1世の大半は学力が低い農村出身で、日本でも経済的に不安定な生活を余儀なくさ

れた。정진성(2018:63)によれば、在日コリアン・オールドカマー1 世の 9 割程度が農民出

身で、当時の朝鮮内における農民の比率より高いものであったという。また、「55～60%の移

住者たちは文盲で、彼らの日本語解読率もきわめて低かった」(정진성 2018:65)うえに、日

                                  
13 정진성(2018:12)によれば「終戦直後、韓国の政治不安や治安問題、感染症などの混乱状況に

より、韓国から日本に密航する人が少なくなかった」そうであり、それは特に「済州四·三事

件」と「朝鮮戦争」の時期にに多かったという。미즈노・문경수(2016:110)も同現象について、

「殺伐とした空気が解放朝鮮を覆い、深刻な食糧難と失業が南朝鮮社会の混乱に拍車をかけ

た。このような現象は、日本から帰還した朝鮮人の「逆流」現象を起こし」、そういった日本

への再入国は密航の形で行われたと説明している。なお、その中には一度帰国したものの、本

国に適応できず日本に残っている家族を探しに戻った者もいたという。 

14 최민경(2018)によると、「1940 年代後半に朝鮮半島から日本への密航の主体となった人たち

は、ほとんどがかつて日本に住んでいた朝鮮人」(p.14)であったそうであり、「朝鮮半島から

日本への「非正規ルート」による移動は、帰国を「先延ばし」て日本に住んでいた朝鮮人、つ

まりコリアン・ディアスポラの家族・親族・知人の存在によって促進された」(p.15)という。 

15 外村(2004:74)に提示されている「東京府・大阪府・京都市・神戸市・兵庫県の地方行政当局

の社会調査(1926 年～1937 年)」をもとに作成された表を確認すると、オールドカマーの渡日

の理由のほとんどは「生活難」や「求職」「出稼ぎ」「労働」が占めている。 
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本に渡ってからも「下層の工場労働と建設労働に集中しており…(中略)…日雇い労働(非正

規労働者)群に属していた」(정진성 2018:66)という。このような背景から、彼らは軍事関

連施設や各種工場、炭鉱などがある地域を中心に集まり 16、それにより現在でもコリアンタ

ウンと呼ばれているような密集地域ができ、彼ら独自のコミュニティを形成していった。 

 

2.2.1.2. オールドカマーのコミュニティと関連団体 

オールドカマーによるコミュニティの形成には、「在日本朝鮮人総聯合会(1955 年設立、

在日朝鮮人連盟(1946年設立)の後身)(以下、「総聯」)」と「在日本大韓民国民団(1946年設

立)(以下、「民団」)」の両団体が大きな役割を担っている。それぞれの公式ウェブサイトの

紹介文によれば、総聯は「各界各層の在日同胞の民族的利益を代弁し、その実現と民族性の

固守のために活動する民族団体」であり、民団は「在日同胞の法的地位の確立と国民生活の

安定、文化の向上、国際親善と祖国の発展、平和統一の実現」を図る「在日同胞による、在

日同胞のための組織」である。ただし、이문웅(2004:170)によれば、民団に属しているオー

ルドカマーにとって組織生活というのは事実上何の意味もなく、彼らは民団本部や支部か

らいかなる形の干渉も受けておらず、また民団を中心に団結する必要性も感じないという。

実際、その規模も総聯に比べて小さく、日本に帰化したものも多くいる。 

その反面、総聯は日本の都道府県ごとに 48の地方本部を置き、その地方本部はさらに当

該地域を細分化して全国に 200 ヶ所以上の支部を置き、そこからさらに小さく区域を分け

て分会を置いている。「地方本部」は中央本部の決定と方針にしたがって管轄地域の諸般の

活動を企画・組織・推進し、管下の団体・事業体・学校を指導し、「支部」は同胞の生活と

直結する「分会」の活動を管轄し、同胞生活相談総合センターを運営している。また「分会」

の場合、総聯の公式ウェブサイト(［朝鮮総聯の組織体系と機構］http://www.chongryon.c

om/j/cr/index4.html)によると「同胞の中から提起される生活上の困難や悩みを速やかに

受けとめ誠意をもって解決し、彼らの民族性を守り、同胞が団結し仲睦まじいトンネ(町内)

をつくる活動を繰り広げる実践単位」であるそうで、オールドカマーの結婚や就職、高齢者

の介護、民族教育など、生活全般に関するサポートを行っている。総聯の傘下団体には、在

日本朝鮮商工連合会(略称「商工連」)、在日本朝鮮青年同盟(略称「朝青」)、在日本朝鮮民

主女性同盟(略称「女性同盟」)、在日本朝鮮留学生同盟(略称「留学同」)など 20余りが存

在し、事業体も「朝鮮新報社」、「学友書房」、「金剛山歌劇団」など多数ある。総聯の追及す

る価値観や方向性などに同意しようがしまいが、オールドカマーたちにとっては必要不可

欠な存在として長い間存在し続け、朝鮮学校コミュニティを構築するのに大きな役割を果

たしてきたのは紛れもない事実であろう。 

                                  
16 森田(1996)が総理府統計局の「昭和 15年国税調査統計原表」から算出した値によると、1940

年度の在日コリアンの職業は「鉱業」「工業」「交通業」だけで 72.3%にものぼる。そのほかは

商業 15.8%、農業 5.3%、公務自由業 2.4%などであった。 
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2.2.1.3. オールドカマーの出身地 

在日コリアンの出身地を見ることは、彼らの現在の朝鮮語にどの方言が影響を及ぼした

かを明らかにするために非常に重要になってくる。したがって、以下では彼らの出身地につ

いてまとめておく。 

オールドカマーは、日本

と地理的に近かかったこと

もあり、朝鮮半島の南のほ

う(現在の韓国)でもさらに

南部に位置する「慶尚道」と

「済州道」地域の出身者が

多いのが特徴である(図 1参

照)。共和国への帰国事業が

一 時 中 断 さ れ (1968 ～

1970)、帰国人数もだいぶ収

束気味になりはじめた頃の

法 務 省 の 統 計 ( 森 田

1996:39、183)を確認してみ

よう(表 3参照)。現在のオー

ルドカマーの構成がこの頃

から大きく変わっていない

と仮定すると、1969 年度の

在日朝鮮人の出身地および

本籍地は慶尚道が 64%、済州

道が 16%、全羅道が 12%の順

である。慶尚道と済州島出

身者だけで全体の約 80%を

占めており、韓国南部地方

出身者が圧倒的に多いこと

がわかる。この時期はオー

ルドカマーが圧倒的多数を

占めていた時期である。 

 

 

  

図 1 朝鮮半島の地図(行政区域) 
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表 3 在日コリアン・オールドカマーの本籍地(出身地域)別割合 

(森田 1996:39、183をもとに再作成) 

年度 総数 慶尚道 済州道 全羅道 忠清道 京畿道 江原道17 その他18 不詳19 

1938 799,878 60.6% 26.8%20 6.4% 1.8% 1.0% 3.4% - 

1959 607,533 63.4% 14.0% 12.5% 4.3% 1.6% 1.1% 1.7% 1.4% 

1964 578,572 63.5% 14.9%21 12.4% 4.2% 1.7% 1.0% 1.3% 1.0% 

 南(96.1%→96.3%→97.2%) 北(3.9%→3.7%→2.8%) 

 

2.2.2. 在日コリアン・ニューカマー 

2.2.2.1. ニューカマーの概要 

前述したように在日コリアンのオールドカマーとニューカマーを区別する境目が「日韓

基本条約の締結(1965 年)」によって日韓両国の国交が正常化されたときであることは確か

である。しかし、韓国で「海外旅行・留学の自由化措置(1989年)」が取られる前までは一般

人の海外出国というのは非常に厳しく制限されていたため 22、実質的には「海外旅行・留学

の自由化措置」以降に日本に渡り、定住することになった 1世のコリアン(韓国人)とその子

孫のことを「ニューカマー」として定義することができよう。「新来コリアン」「新定住者」

とも呼ばれる。特に韓国のIMF通貨危機(1997 年)とワールドカップの韓国・日本共同開催

(2002 年)を機に急激にその数が増加しており、2000 年前後に渡ってきた 40 才以下の若者

                                  
17 江原道は朝鮮戦争後ちょうど半分ずつ現在の韓国と共和国に属するようになった。 

18 現在の共和国地域の出身者はその数が少ないため、「そのほか」として合わせて分類した。 

19 出身地欄に記入していないものを「不詳」としている。 

20「済州島」は、1946年 8月まで行政区域上において「全羅道」に属していた。 

21 オールドカマーの中には済州道出身の者が多いと言われているが、表 3 の中での割合は少な

い。森田(1996)によれば済州道出身者の 7割が阪神圏にいるそうで、在日コリアンの密集地域

として有名な所に済州道出身者が多かったことから、オールドカマーには済州道出身者が多

いとの認識ができたのであろう。阪神圏にとりわけ済州道出身者が多いのは、1928 年以降か

らは在日コリアン自らの組合が済州道と大阪間に汽船を定期的に運航していたためである。

そのおかげで、済州道の人は釜山を経ることなく直接大坂に行くことができたという。 

22 外貨流出とスパイとの接触を防ぐ目的で、1980 年代まで韓国では一般人は企業出張や海外就

業(出かせぎ労働)などといった特殊な理由を除いてはパスポートが発行されなかった。さら

に 1992 年までは、海外に出る者は必ず「安保教育」というものを受けなければならず、総聯

の活動や共和国による韓国人拉致などについて教育された。 
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たちを「ニュニュー・カマー23(new new-comer)」という新造語で区別することもある。 

この時期に日本に渡った在日コリアンがオールドカマーと区別される最大の特徴は、自

発的移住がほとんどであるという点にある。彼らの渡日のきっかけは、ビジネスや留学、結

婚などのように非常に多様である 24。そのため、彼らの出身地や学力、経済状況、居住地域

なども均一ではなく、「いつかは帰国する」ことを前提に日本に滞在している場合が多いた

め、実生活において密接に交流が行われている大規模のコミュニティは形成されていると

は言いがたい。諸大学の韓国人留学生会や韓国人教会の集い、コリアンタウンの飲食店や貿

易関連会社を中心とする集まりなどといった小規模のコミュニティは存在するが、あくま

で個人の付き合いという側面が強い。 

 

表 4 在日コリアン・オールドカマーとニューカマーの比較 

 渡日時期 国籍 主な在留資格 母国語 母語 

オールド 

・カマ― 

(old-comer) 

日本植民地時代(1910年～ 

1945年)から日韓基本条約の 

締結(1965年)まで 

朝鮮 

韓国 

日本 

特別永住 

定住 
朝 

鮮 

語 

1世 

朝鮮語 

 

2世以降 

日本語 

ニュー・ 

カマ― 

(new-comer) 

日韓基本条約の締結(1965年) 

以降、特に海外旅行自由化 

(1989年)以降 

韓国 

多様 (留学、教授、

家族滞在、日本人の

配偶者、技術など) 

 

2.2.2.2. ニューカマーのコミュニティと関連団体 

ニューカマー1 世とオールドカマー1 世の渡日時期は 50 年近く離れていることもあり、

お互いが置かれている状況や価値観、歴史認識、差別体験の程度、アイデンティティなどの

面で大きな隔たりがある。そのため、ニューカマーがオールドカマーの既存のコミュニティ

に編入することはほとんどなく、2001 年にはニューカマーのためだけの団体である「在日

本韓国人連合会(以下、韓人会)」が設立されるに至る。ただ、유혁수(2014;314-316)による

と、この団体は当初から新大久保コリアンタウンの韓国関連店舗の経営者や関連企業のビ

ジネスマンたちが中心となって設立されたものであり、今も商人会としての性格が強く、

                                  
23 「한겨레 21」という韓国の有名時事週刊誌の記事「‘뉴뉴커머'는 일본이 편하다(ニュニュー・

カマーは日本のほうが楽だ)」(2005 年 9 月 6 日付)で初めて使用された表現と見られる。

임승연・이영민(2011)のように論文の中で使用された例も見つかる。 

24 法務省の 2019 年度の統計によると、韓国の国籍を持っている人の在留資格(特別永住者・永

住者を除く)は「技術・人文知識・国際業務(27,362名)」と「留学(18,264名)」、「日本人の配

偶者等(12,887名)」がもっとも多く、そのほかにも「家族滞在」「経営・管理」「企業内転勤」

「宗教」「教授」など非常にさまざまである。 
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ニューカマー全体を代表するような団体にまではなっていないという 25。また、その渡日の

目的から、都市を中心に集住する傾向にある。特に東京の新大久保の近くは 1990年代から

コリアンタウンとして新しく知られている集住地域であるが、コリアンタウンで店を構え

ている商人たちを除けば、実生活での交流はほとんどない。 

現在、ニューカマーの間でもっとも活発なコミュニティは、その大半がインターネットを

中心とする「非対面コミュニティ」である。代表的な例として、日本に居住する韓国人既婚

女性のコミュニティ「일본맘 카페(日本地域のママカフェ)」があるが、韓国最大のポータ

ルサイトNAVERが提供するコミュニティ・ページに 2006 年開設され、会員数は約 2 万 5 千

名にのぼる。配偶者の国籍に関係なく既婚女性であれば誰でも入会でき、育児・教育につい

ての情報や医療・ビザ・住宅・日本文化・韓国料理屋などに関するさまざまな情報を共有す

るのみならず、引っ越しや帰国などによる中古品の売買、他国での結婚生活に関する悩みと

相談、くだらない日常の共有などと、他国生活に関する密度ある交流が行われている。ただ、

基本的に匿名によるコミュニティで実生活での交流はほとんどなく、互いに言語面での影

響を受け合うことはない。 

そのほかの大規模なオンライン・コミュニティとしては「東京留学生の会

(동경유학생모임)」があり、韓国のポータルサイトDAUMが提供するコミュニティ・ページに

2001年に開設され、会員数は約 21万名にのぼる。ワーキングホリデーや留学、就業などで

日本に滞在している 10 代から 30 代までの韓国人のコミュニティとなっている。ここで韓

国飲食店の求人情報や中古品の交換と売買、部屋探しなどの情報が共有されるが、その目的

からして数年程度の短期滞在の者が多く、交流の密度はそれほど高くない。 

ほかには、最近はSNSの普及に伴い、Facebookコミュニティ(「도쿄 한국인 모임(東京韓

国人の集い)」、「일본 정보(日本情報)」、「일본에 사는 사람들(日本に住む人たち)」など)

でのオンライン交流も増えているが、上記の 2 つのコミュニティに比べるとまだ歴史も浅

く、会員数も少数である。また、Facebookの特性上、匿名ではなく実名で活動している人が

多いこともあって用心深い交流が行われており、利用者層も 20 代後半から 30 代以上の会

社員が多く、生業に忙しいためか、日本生活に関する質問と答え以外の掲示は多くない。実

生活における交流も上記の 2 つのコミュニティに比べると皆無に等しく、言語の面で影響

を受け合うことはまったくない。 

オフラインを中心とするニューカマーのコミュニティも小規模ながら点在している。

ニューカマーの宣教師などによる「韓国人教会」がその中心的な役割を果たしているが、東

京の新宿付近に所在している一部の大型教会を除くと、50 名に満たない人数で、その多く

の教会を統轄できる機構などもない。オールドカマーによって作られたプロテスタント教

                                  
25 정진성(2018:300)でも、著者本人が 2008年度に会った在日同胞の人から「韓人会は、ニュー

カマーのうち留学生や教授などは排除したまま、大久保商人を中心に構成された一部の組織

である」との意見を聞いたことがあるとの記述が見つかる。 
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団による「在日大韓基督教会」の地方教会がニューカマーの信者を受け入れてはいるが、や

はり規模は小さい。 

これらのことから、在日コリアン・ニューカマーの場合は自分たちのコミュニティという

ものがほとんど形成されておらず、ニューカマーたちが共有している同質の言葉というも

のは存在しがたいことがわかる。あくまでも個人的バイリンガルのレベルにとどまってい

るのである。その反面、オールドカマー、特に総聯と朝鮮学校を中心としたコミュニティは

長い歴史の中で密接な交流を行いながら言語面で影響を受け合い、さらにはそれを朝鮮学

校を通して次世代へと継承させていった。本論文が朝鮮学校コミュニティに注目する理由

のひとつがここにある。 

 

2.2.2.3. ニューカマーの出身地 

ニューカマーの出身地の比率を確認するためには「韓国籍」の人のデータを調べればいい

が、オールドカマーの中にも「韓国籍」を取得した者が多いため、両者を区別できる明確な

資料は管見の限り見当たらない。日本の入国管理局の資料の場合も、朝鮮籍と韓国籍を区別

せずに統計を出しているため、ニューカマーのみの出身地を知ることは容易ではない。した

がって、以下では在一コリアンの本籍地がわかる入国管理局の最新データ(2011年)を、1964

年の統計と比較することで、おおよその出身地を把握することにしたい。 

表 5 を見ると、2011 年には慶尚道出身者が占める割合が少なくなり、その分ソウルと仁

川(インチョン)を含む京畿道出身者が大幅に増加していることがわかる。オールドカマー

の中には韓国と共和国に帰国した者や日本に帰化した者、また日本国籍の人との結婚に

よって日本籍となった子供も多いこと 26を考慮すると、このような出身地の比率の変化は

ニューカマーによるものと見てよいであろう。 

 

表 5 在日コリアン(韓国籍・朝鮮籍)の本籍地(出身地域)別割合 

年度 総数 慶尚道 済州道 全羅道 忠清道 京畿道 江原道 その他 不詳 

1964 578,572 63.5% 14.9% 12.4% 4.2% 1.7% 1.0% 1.3% 1.0% 

2011 545,401 52.0% 15.8% 8.6% 3.9% 16.9% 0.8% 1.8% 0.2% 

 

 

                                  
26 民団の公式ウェブサイト(［在日同胞社会］https://www.mindan.org/syakai.php)に掲載され

ている統計表によると、1965年から 2016年までの間、韓国籍と朝鮮籍の者の中で日本に帰化

者は 31 万 1023 名、帰国事業で共和国に渡った人は 1 万 674 名である。したがって、2011 年

に韓国籍と朝鮮籍として統計に入っている者の半数以上はニューカマーであると推定するこ

とが可能であろう。 
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2.3. 「朝鮮学校」とは 

金徳龍(1991:130）によれば、在日コリアンにとって朝鮮学校という「場」は「民族的文

化空間」と「ナショナルセンター」としての意味合いを強く持つものとなっており、朝鮮学

校は「一般的な意味での学校教育機関ということだけではなく、異国の地における「小さな

朝鮮」としての役割をも果たしている」という。このように、朝鮮学校は朝鮮学校コミュニ

ティの「核」となっており、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語が継承・再生産される核心的な

役割を担っている。そのため、彼らの朝鮮語の現状を理解するうえで、朝鮮学校自体を理解

することは非常に重要である。したがって、以下ではこのような朝鮮学校について、朝鮮学

校コミュニティの言語使用に関する事象を中心にまとめる。 

 

2.3.1. 朝鮮学校の概観 

「朝鮮学校」とは、朝鮮半島にルーツを持つ在日コリアンの子女たちを対象に民族教育を

行っている総聯傘下の学校のことを言う。当事者たちの間においては「ウリハッキョ(「私

たちの学校」という意味の朝鮮語)」という、もはや固有名詞化した朝鮮語の別称で呼ばれ

ているほど、彼らにとっては非常に重要な存在であり続けている 27。なお、日本の学校教育

法上においては、多くの外国人学校や日本語学校などと同様、「各種学校 28」という位置づ

                                  
27 2.2節で在日コリアン・オールドカマーを代表する団体として「総聯」と合わせて「民団」も

挙げていたが、現在民団と韓国政府とかかわりのある学校は東京に 1校(東京韓国学校)、大阪

に 2校(建国幼・小・中・高等学校、金剛学園小・中・高等学校)、京都に 1校(京都国際中・

高等学校)のみである。その他の学校については、それぞれ運営母体も異なれば、総聯や民団

との関わりを持たずに独自路線を歩き、最近になって韓国政府からの認可と支援をもらうよ

うになった学校もある。この中で東京韓国学校の場合、駐在員や留学生などの子供が通ってい

る割合が高く、カリキュラムもニューカマーの 1.5世と 2世に合わせたものとなっている。 
28 日本の学校教育法において、学校の種類は「一条校」「専修学校」「各種学校」の 3つに大別さ

れる。「一条校」は学校教法第一条に規定されている学校のことを言い、日本における一般の

幼稚園から小・中・高・大学などを指す。「専修学校」は専門学校と高等専修学校のことを言

い、「各種学校」はそのほかのすべての学校を指す。「各種学校」は学校教育に類する教育を行

うもので、所定の要件を満たす教育施設のことを言い、料理・裁縫・看護・バレー・美容など

の専門教育施設や日本語学校、自動車教習所などのほかにも、インターナショナル・スクール

や外国人学校もこの分類に含まれる。「一条校」になれば日本の学校と同じ優遇が受けられる

が、その代わりに日本語を「国語」として教えなければならなく、民族科目を教えるときにも

制限があるうえ、文科省の検定を通過した教科書のみを使用しなければならなかったり、教員

の免許がある者のみを採用しなければならなかったり、民族教育に大いに制約がかかる。その

ため、朝鮮学校のみならず、中華学校、ブラジル人学校、ペルー学校、ドイツ学校など、多く

の外国人学校は「各種学校」として残る道を選んでいるのが実情である。  
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けになっている。また、共和国では「海外公民の学校」という位置づけ 29となっている反面、

韓国では朝鮮学校と関わりのある在日コリアンは「共和国の住民に準ずる」扱いとなってお

り、接触を禁じている。 

朝鮮学校の管理運営は各都道府県において認可を得た朝鮮学園(準学校法人)が、学校教

育法および私立学校法にのっとり独自に行っている。ただ、総聯のウェブサイトに紹介され

ている以下の内容のとおり、学校の維持・保守には生徒の父母などを含んだ「同胞」社会が

大きな役割を果たしている。 

「朝鮮学園では地方自治体の助成措置が充分でないなか、総聯をはじめとする、さまざま

な同胞団体やグループ、学父母、各界各層の在日同胞の愛国心と熱意を呼び起こし、学校

運営に必要な財政をまかない、学校の施設や設備などを整えている」 

たとえば、「アボジ会」は学校設備の補修や美化活動(雑草刈りや樹木の剪定、ペンキ塗

りなど)、諸行事における力仕事をボランティアで行っており、가와세(2019)によると「オ

モニ会」は手作りキムチや焼き肉のタレ、手芸品などを販売したり、バザー会を主催してそ

の収益を学校に寄付したり、給食づくりを担当したり、朝鮮学校の権益のための諸活動など

を行うという。ほかにも生徒の父母や学校の卒業生、そのほかの支援者たちで構成される学

校教育会は「一口口座運動」などの募金を通して学校の運営のための資金を集める。ほかに

も同胞社会の有志によって学校に必要な備品や子供たちの本、給食の材料などが非定期的

に寄付される。朝鮮学校が、同胞社会全体によって成り立っているものであり、そのコミュ

ニティの中心となっていることがよくわかる。 

こういった朝鮮学校の前身となるのは、日本敗戦直後に日本各地で在日コリアンたちが

自発的に開いた講習会形式の朝鮮語教育の場、「国語講習所」や「ハングル学院」などと呼

ばれたところである。전준(1973:459)によると最初のころは子供のみならず成人も講習所

に通っていたそうで、呉永鍋(2019:44)によるとその数は 1946 年初頭に 600～700 ヶ所に

上ったそうである。国語講習所が 1年も経たないうちに爆発的に増加したのは、日本植民地

時代の日本の同和政策により、朝鮮語の使用と教育が厳しく弾圧されていたことが背景に

                                  
29 ただし、朝鮮学校が共和国の学校に準じているわけではない。後述するが、共和国の学校は、

幼稚園が 1年、小学校 4年、中学校 6年の計 11年が義務教育である一方、朝鮮学校は日本の

教育制度に合わせて 6-3制を取っている。また、教科書の表記や教えられている朝鮮語の文法

は共和国の言葉を基準としているが、教科書の内容は在日コリアンの実情に合わせて独自に

改正したものを使用している。 
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ある 30。抑圧されていた民族教育に対する熱望が一気に噴出されてきたのであろう。さらに

母国に帰国することに備えるためにも、子供たちに朝鮮語や朝鮮の歴史、文化などについて

教える必要があったと考えられる。 

そういった初期の「国語講習所」たちは、総聯の前身である「在日本朝鮮人連盟(以下、

朝連)」という在日コリアン・オールドカマーたちの団体によって次第に「朝鮮人学校」と

しての体系を整えはじめる。정희선(2014)に載っている『在日朝鮮文化年鑑(1949 年版)』

の統計を参考に 1947 年度の朝連系の学校数を見ると、日本全国で初級学校 541 校(学生

56961名、教員 10250名、教科書 90種)、中学校７校(学生 2761名、教員 95名)、青年学校

22 校(学生 1765 名、教員 101 名)、高等学校 8 校(学生 358 名、教員 59 名)が存在し、学生

の総数は 6万 2000名、教員は 1万名に達していた。このように勢いがとどまることを知ら

なかった朝鮮学校であるが、1949年に「朝連」が日本政府によって解散されることとなり、

GHQと文部省の通達によって朝鮮学校も一斉に閉鎖される事態になる。それでも「公立朝鮮

学校 31」や「民族学級」、「無認可学校」の形を通して民族教育は脈々と続いた。 

その後、1955年に朝連の後身格の「在日本朝鮮人総聯合会」が結成され、1957年に始まっ

た共和国からの巨額の教育援助費および奨学金の送金、1959 年に始まった共和国への「帰

国事業(帰還運動)」を機に徐々に復活し、1963 年から始まった「各種学校認可取得運動」

などの一連の流れの中で現在の朝鮮学校の形態と基盤を固めるようになった。

김덕룡(2008)によれば、第 2次世界大戦以降から 1970年代はじめまでは、その在籍人数は

常に 3万名以上を維持しており、1999年～2006年の時期にも 1万名以上を維持していたと

いう。 

朝鮮学校の数は、2018 年 4 月を基準に日本全国で幼稚班 40 校、初級学校 51 校、中級学

校 31校、高級学校 10校、大学校 1校が存在する 32。2018年現在の朝鮮学校の生徒は約 7000

                                  
30 1911 年の「朝鮮教育令」により、朝鮮語は「国語」としての地位をなくし、朝鮮語を除いた

すべての教科のテキストは日本語で作成され、行政・法律に関する文書もすべて日本語に置き

換えられた。その後、1938 年からは朝鮮語併用から日本語常用に変わり、いわゆる朝鮮語抹

殺政策がとられた。ほかにもいわゆる「創始改名」で日本式の名前を強要され、朝鮮語による

新聞もすべて廃刊され(1940 年)、朝鮮語学会事件(1942 年)が起こるなど、いろいろな形での

弾圧が行われた。 

31 日本の公立学校や公立分校の形として運営された朝鮮学校で、日本の教育課程に沿って日本

人教師が教えるという条件つきのものであった。1 都 1 府 5 県に合計 45 ヶ所設置されたが、

民族教育に大幅な制限がかかるせいもあり、早くて翌年の 1950年から、遅くても 1966年まで

の間に廃止ないし「自主化」されていく。 

32 呉永鍋(2019:31)による。 
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人程度 33で、生徒たちの国籍は 50～60%程度が「韓国籍」で 34、その次に「朝鮮籍」が多く、

そのほかの国籍も少数いるという。朴浩烈(2010)によれば、日本全国に散在する朝鮮学校の

卒業生は 2005 年には約 10 万人程度で、そのうちに朝鮮大学校の卒業生などを考慮して推

算した朝鮮語話者数は約 7 万人に上るそう、それから 15 年経った 2020 年現在の朝鮮学校

卒業生の朝鮮語話者数はさらに増加しているものと考えられる。 

 

2.3.2. 朝鮮学校における教育 

朝鮮学校の主な運営主体となる総聯は、民族教育の目標として「日本で生まれ育つ同胞子

女に朝鮮人としての民族自主意識と民族的素養、正しい歴史認識と現代的な科学知識を身

につけさせ、真の人間性と健康な肉体を育くむこと」を掲げている。朝鮮学校の卒業式のス

ピーチなどにもよく登場する、いわゆる「떳떳한 조선사람(堂々たる朝鮮の人、立派な朝鮮

の人)」になることが朝鮮学校の目標であるといえる。 

学制は「日本という立地条件にあわせ 35」、日本と同様の「6・3・3・4制」を基本として

おり、就学前教育・初等教育から高等教育まで一貫した民族教育が受けられるように体制が

整っている 36。このように外国人学校・民族学校が幼稚園から大学・大学院まで揃っている

ケースは世界でも類を見ない独特のものであり 37、このことは朝鮮学校コミュニティが日本

の地において独自の生活空間・言語空間を形成できた主な要因となっている。朝鮮学校の学

制を、日本、韓国、共和国と比較すると以下の表 6のとおりである。共和国の学制とは非常

に異なり、日本の学制に類似していることがわかる。ただし、前述したように日本の法律上

「1条校」ではないため、「幼稚園・小学校・中学校・高等学校」という名称は使用できず、

それぞれ「幼稚班・初級学校・中級学校・高級学校」という独自の名称を用いている。 

                                  
33 朝鮮学校を支援する韓国の市民団体である「몽당연필(モンダンヨンピル)」の公式ウェブサイ

ト(［조선학교는 어떤 곳?］http://www.mongdang.org/kr/bbs/content.php?co_id=fact01)で

紹介されているところによる。 

34 정희선(2014:287)による。 

35 総聯の公式ウェブサイト(［民族教育～民族教育の体系］http://www.chongryon.com/j/edu/i

ndex.html)における表現である。 

36 ただし、小・中・高・大学のどの過程からどの過程まで通うかは個人の自由である。大学受験

で不利になることを恐れ、高校からは日本の学校に通うケースもあれば、高校まではずっと日

本の学校に通っており、大学から朝鮮学校に通うケースもまれにある。この場合は、「編入班」

に所属して「100日間運動」という特別な朝鮮語集中学習に参加することになる。朝鮮大学校

は全寮制であるため、この期間は寮生に朝から晩まで朝鮮語や朝鮮の歴史について教えても

らい、いろいろな面でサポートを受けるという。そして運動の最終日は特訓の集大成として

「編入班実技発表会」が開かれる。中級部か高級部から朝鮮学校に編入する場合も、放課後な

どに特別授業が設けられる。 

37 中国の朝鮮族のための民族学校も幼稚園から大学まで揃っている。 
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表 6 朝鮮学校の学制との比較 38(2019年基準) 

高

等

教
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大学院 

(5) 

博士 

(3) 研究院 

(5) 

後期 

(3) 

 26 

博士院 

(2～4) 

高

等

教
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大学院 

(4) 

博士 

(2) 

25 

24 

修士 

(2) 

前期 

(2) 

修士 

(2) 

23 

22 

大学校 

(3～6) 

 

大学校 

(4) 

 
大学校 

(4) 

 
大学校

(4) 
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20 

短期大

学(2) 

短期学部
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専門大学

(2) 
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専門学校 

(3) 

18 

中

等

教
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高等学校 

(3) 

高級学校 

(3) 

高等学校 

(3) 

17 

16 
高級中学校 

(3) 

義

務

教

育 

中

等

教

育 

15 

中学校 

(3) 

義

務

教

育 

中級学校 

(3) 

中学校 

(3) 

義

務

教

育 

14 

13 
初級中学校39 

(3) 
12 

初

等

教

育 

小学校 

(6) 

初級学校 

(6) 

初等学校 

(6) 

11 

10 

小学校 

(5) 

初

等

教

育 

9 

8 

7 

6 

就

学

前

教

育 

幼稚園・

保育所・

子供園 

年長 

幼稚園 

年長班 

幼稚園 

7歳班 5 
幼稚園 

高い

班 
 就

学

前

教

育 

年中 年中班 6歳班 4 低い班 

年少 年少班 5歳班 3 
託児所 

保育所・子供園 保育班 子供園 2 

 日本 朝鮮学校 韓国 年齢 共和国  

 

カリキュラムは、日本の学習指導要領に準じた学習内容に国語(朝鮮語)や朝鮮現代史な

どのような民族科目が追加されている。総聯の公式ウェブサイトに公開されている内容に

よると、具体的な科目別授業時数は次の表 7のとおりである。特別活動や課外学習などを含

めると総授業時数は 9812 時数で、完全週 5 日制の日本学校より 1505 時数多い。この時数

に加え、日本語と体育、家庭・情報科目の時数を若干減らした分を民族科目に当てている。 

 

                                  
38 朝鮮学校と共和国の学制は、それぞれ総聯と朝鮮大学校、韓国の統一部のサイトに掲載されて

いる内容をもとに作成している。 

39 2013年に学制の改編が行われため、2012年までの中等教育は中学校 6年課程だったことに留

意されたい。 
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表 7 朝鮮学校(初中級部)の科目別授業時数  

(総聯の公式ウェブサイト 40から転載) 

 
初級部 中級部 授業時数 

合計 
％ 

１ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ 

国語 

(朝鮮語) 

9 8 7 7 6 6 5 5 6 
2056 24.1 

306 280 245 245 210 210 175 175 210 

日本語 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1256 14.7 
136 140 140 140 140 140 140 140 140 

英語 
・ ・ ・ ・ ・ ・ 4 4 4 

420 4.9 
・ ・ ・ ・ ・ ・ 140 140 140 

社会 
・ ・ 1 2 2 2 2 2 2 

455 

9.4 
・ ・ 35 70 70 70 70 70 70 

歴史 

地理 

・ ・ ・ ・ 2 2 2 2 2 
350 

・ ・ ・ ・ 70 70 70 70 70 

算数 

数学 

4 5 5 5 5 5 4 4 4 
1431 16.7 

136 175 175 175 175 175 140 140 140 

理科 
・ ・ 3 3 3 3 4 4 3 

805 9.4 
・ ・ 105 105 105 105 140 140 105 

音楽 

美術 

4 4 4 4 4 4 2 2 2 
1046 

20.8 
136 140 140 140 140 140 70 70 70 

体育 

家庭・情報 

2 2 2 2 2 2 3 3 3 
733 

68 70 70 70 70 70 105 105 105 

総授業時数 5402 3150 8552 100.0 

科目数 6 6 8 8 9 9 11 11 12 

 週当時数 23 23 26 27 28 28 30 30 30 

授業週数 34 35 35 35 35 35 35 35 35 

注  
： 上段－１週目の授業時数、下段－１年間の授業時数 

： 科目授業総時数の内、科目の占める比率 

 

この中で日本語科目以外は原則朝鮮語を媒介言語として教えられており、学校内の公式

言語も朝鮮語になっている。キム・イリーナ(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、休み時間や昼食時間、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

                                  
40 http://www.chongryon.com/j/edu/index7.html［民族教育～科目別時間数］ 



 

24 

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。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といえよう。 

参考として朝鮮学校の言語景観の写真を提示しておく。図 2 は中級部生徒に対するお願

いのチラシであるが、朝鮮語がまったく話せない初級部 1 年生にも朝鮮語で話しかけるこ

とを求めており、学校内を徹底的な朝鮮語使用空間として保とうとしていることが推測で

きる。図 3は中級部授業の板書で、理解を助けるために漢字を併用していることを除くと、

すべて朝鮮語の文字であるハングルで書かれていることがわかる。相当な朝鮮語能力がな

ければ、授業についていけないことが推測できる。 

 

訳)  
お姉さん、お兄さんたち！ 
1 年生たちに 
私たちの言葉で 
声をかけてくださいね！ 

図 2 C朝鮮学校 41の廊下の風景 

 

 
訳)  

4 章 化学変化と物質の質量 
1 節 化学変化での質量保存 
△ 質量保存の法則 
化学変化で、反応後の物質の 
質量の合計は反応前の物質の 
質量の合計と同じである。 

図 3 C朝鮮学校の或る授業の板書 

 

朝鮮学校で使用されている教科書は、朝鮮民主主義人民共和国の教科書を学友書房が翻

刻したものを、総聯が独自に改編を繰り返して作ったものを使用している 42。朴校熙(2013)

                                  
41 図 2と図 3は、2014年 6月 13日にあった首都大学東京(現東京都立大学)の大学院生との交流

を兼ねた公開授業の際に撮った写真である。当時の校長に、学校の言語景観の写真を研究目的

で使用してもいいかと尋ね、許可いただいた。詳細については 3.3節を参照されたい。 

42 宋基燦(2013)が朝鮮学校の教科書執筆に参加した経験のある教員と行ったインタビューを見

ると、「共和国の人々は、こっち(日本)の事情をよく知らないから、教科書の内容を決めると

きに意見が合わない時も多いし、彼らを説得するのも大変だった」との内容がある。このこと

から、朝鮮学校の教科書の内容は現場の教員の意見が反映されるのみならず、共和国の影響も

ある程度反映されるということが確認できる。 
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によると、朝鮮学校の教科書の歴史は①各地からの応急的借用期(1945年 8月～1955年)、

②共和国教科書の再構成期(1955年～1993年)、③教科書の現地化期(1993年～現在)に分け

られるという。総聯という組織のもとで朝鮮学校の体系が構築されはじめた 1955年以降か

らは、基本的に共和国の公立学校の教科書を翻刻した「翻刻版教科書」が使用されている。

ただ「翻刻版教科書」といっても現在まで 6 回に渡る独自的な教科書の改編がなされてい

る。이타가키(2017)によると、1970 年代以降は 1 世の減少と「帰国事業」の停滞によって

帰国するよりも日本に残ろうとする「在日志向」が強くなっていったそうであり、生徒数の

減少を考えると朝鮮学校にとって教育改革は重要な課題であったと考えられる。 

ただし、송재목(2011)と오영호(2017)によれば、改定によって変わったのは教科書の「内

容 43」が主であり、教えられている朝鮮語の文法が共和国のものを基準にしている点に変わ

りはないという。したがって、共和国で教えられている文法用語や文法体系が朝鮮学校でも

そのまま教えられているといえる。参考として朝鮮学校の教科書の一部を以下の図 4～図 5

に示す。図 4は在日コリアンによる「평양랭면과 모리오까랭면(平壌冷麺と盛岡冷麺)」と

いう随筆の一部で、図 5は共和国の作家による「행복(幸福)」という小説の一部である。図

4 からは朝鮮学校の教科書の内容が在日コリアンの実情に合わせて改編されていることが

推測でき、図 5からは朝鮮学校における朝鮮語教育が「外国人」対象の「外国語」教育では

なく、「母語話者」対象の「国語」教育と同じであることが推測できる。 

 

모리오까의 랭면은 光復直後부터 시작되였다고 한다. 고향을 몹시 그리워한 한 
동포가 식당을 차리고 ≪평양랭면≫을 팔기 시작하였다. 예상외로 랭면을 찾는 
동포손님들이 많았다. 식당은 항상 흥성거렸다. 랭면을 마주하고는 고향을 
그리워하였고 조국이 그리울 때면 랭면을 찾았다. 이역에 살면서도 고향을 그리며 
조선사람의 넋을 지키자는 그곳 동포들의 心情이 랭면에 어리였고 그래서 그것이 
일본땅에 소문나게 된 것 같다.  
젊은 동포들이 마련한 경로모임에서 70대, 80대의 1세분들은 ≪고생을 이겨내며 
아이들을 寄宿舎에 넣고 우리 민족교육을 시키기를 정말 잘했다. 그래서 총련의 
대가 이어지고있는것이다.≫라고 말하였다. 
새길수록 意味深長한 말이라고 생각된다. 

拙訳) 盛岡の冷麺は光復直後から始まったという。故郷を恋しがったある同胞が食堂

を開き、『平壌冷麺』の販売を始めた。意外にも冷麺を求める同胞の客が多かった。食

堂はいつも賑わっていた。冷麺を前にしては故郷を懐かしがり、祖国が恋しい度に冷

麺を頼んだ。異域に住みながらも故郷を思い、朝鮮人の魂を守ろうという、そこの同

胞たちの思いが冷面に込められ、そのことが日本の地に広く知られるようになったよ

うである。 

                                  
43 宋基燦(2013)によれば、特に国語や社会科の科目は、総聯と在日コリアン、祖国、朝鮮学校の

日常などが背景になっている内容が多いという。 
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若い同胞たちが設けた敬老の集いで 70 代、80 代の 1 世の方たちは「苦労を勝ち抜

いて子供たちを寄宿舎に入れ、わが民族に関する教育を受けさせて本当によかった。

そのおかげで総聯の代が継がれているのだ」とおっしゃった。 
噛みしめるほど意味深な話しだなと思う。 

図 4 총련중앙상임위원회 교과서편찬위원회(2004a:57) 

 

철이, 알겠나? 이것이 내가 그처럼 들여다보기를 꺼려하던 그들의 생활의 
리면이였네. 아, 그 노래는 얼마나 아름다웠겠나? 소슬한 가을바람은 가락맞게 
문풍지를 어루만지고 그 창문에는 옷고름이며 머리카락을 날리는 端雅한 
조선녀성의 그림자가 비쳤네. 승재의 굵직한 低音은 높고 푸른 蒼空처럼 은은하게 
퍼져가는데 옥주의 청아한 목소리는 그 창공을 마음껏 깃을 치며 솟아오르는 
종달새와 같네.  

拙訳) チョル、わかったかね。これは私があれだけのぞき見たがらなかった彼らの生

活の裏だったよ。ああ、その歌はどれだけ美しかったか。冷涼な秋風は、節に合わせ

て障子を掻き撫で、その窓には衣紋や髪の毛をなびかせるような、朝鮮の女性の影が

映っていたね。スンジェの野太い低音は高く青い蒼空のようにかすかに広がっていく

中、オクチュの清らかな声はその蒼空を思う存分羽ばたきながら湧き上がるヒバリの

ようだね。 

図 5 총련중앙상임위원회 교과서편찬위원회(2004b:17) 

 

以上で見てきたとおり、朝鮮学校は幼稚班から大学までの教育体系が整っており、全国の

学校では同じ教科書と同じカリキュラムのもとで教育が行われている。こういった朝鮮学

校の教育システムについて、中島(2013)は「自己完結統一システム」、宋基燦(2012)は「自

立型教育組織」と命名している。このような教育目標とカリキュラム、教科書のもとで教育

を受けた生徒たちの朝鮮語のレベルはどれくらいのものなのだろうか。先行研究の多くは

在日コリアン自らによる自己評価と研究者の印象による判断を行っているが、マイノリ

ティ言語の話者の自己評価は低くなりがちな面があるため 44、適切な方法とは言えない。た

とえば、長谷川(2007)は以下のような見解を述べているが、これは朝鮮学校独特のアクセン

トや独自の文法使用などによって低く評価されている可能性が高く、さらにそういった自

己評価の低さゆえに朝鮮学校コミュニティ以外の人と朝鮮語で話す際にうまく話せないこ

                                  
44 地域方言話者の自己評価の低さを思い出してほしい。日本の大阪や韓国の釜山などのように、

首都と肩を並べるほど勢力のある大都市でない限り、自分たちの方言をマイナスに捉えたり、

恥ずかしがったりすることが多い。さらに、イ・ヨンスク(2009)によれば、多くのマイノリティ

言語は暗黙の政治的・社会的・文化的圧力がはたらき否定的価値付けの問題に直面した結果、

自己の言語や文化に対して自己卑下(恥)ともいうべき態度が生まれるという。 
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とが影響していると考えられる。 

 

「臨界期仮説からすると、韓国語が母語に匹敵する言語となる可能性もあるが、民族学校

出身者の発話への筆者の観察と、民族学校出身者らの話を総合すると、韓国語を母語並み

に取得している人はそれほど多くないようである 45。イマ―ジョン・プログラムでも、第

2言語の聴解能力は母語話者並みに習得されるが、発話能力は期待されるほど高くなかっ

たという。」(長谷川 2007:148) 

朝鮮学校コミュニティの朝鮮語能力を把握するには、まず学年ごとに設定されている到

達点や目標、そしてTOPIKやハングル能力検定試験などのような客観的テストの点数が役に

立つであろう。まず目標は次のとおりである。朴宰秀(2010)によれば、朝鮮語の理解力は、

初級学校 2 年の段階でほとんど朝鮮語による授業が行え、高級学校卒業時には大学での授

業をすべて朝鮮語で理解し、朝鮮語で書かれた本を母語話者と同程度の水準で理解するこ

とを目指しているという。また、話す力は初級学校 6年生程度で「学校内や在日同胞社会に

おいて朝鮮語で意思疎通できる」レベルにまで持っていき、高級学校卒業時には「母語話者

とも基本的に意思の疎通が図れる」ようにすることであるという。ここで肝心なところは、

意思疎通の相手を朝鮮学校コミュニティに限定しているか、韓国や共和国の朝鮮語母語話

者にまで拡大させているかで区別されている点であり、母語話者を対象にしなければ初級

学校 6 年生程度でコミュニティ内でのコミュニケーションには問題がないということにな

る。 

では、客観的なテストから見た朝鮮語能力はでどうであるか。朴浩烈(2010)による朝鮮大

学校教育学部教員(孟福実)へのインタビューによれば、朝鮮学校の中級部の生徒はハング

ル検定試験 3級～準 2級(TOPIK3～5級相当)、高級部の生徒は準 2級～2級(TOPIK4～6級相

当)、朝鮮大学校の学生は 2級～1級(TOPIK6級以上相当)を目指すと記載されているので、

これを参考できよう。参考までにTOPIK試験で 1～2級は初級、3～4級は中級、5～6級は上

                                  
45 ここで「母語並み」というのはきわめて主観的で曖昧な基準であり、どのバイリンガルも 2つ

以上の言語をすべて母語並みに習得·維持していることはごくまれである。そのうえ、母語並

みか否かを判断する基準が「韓国の朝鮮語」となれば、彼らの朝鮮語は当然ながら低い評価を

受けるしかない。このことを考えれば、朝鮮学校コミュニティのバイリンガルが母語レベルに

達していないということは本論文ではさほど重要なことではなく、それにもかかわらず同コ

ミュニティにおいて朝鮮語が継承され、通用されて続けていることが注目のポイントとなる。

重要なのは、彼らが使用できている「語尾の個数」や「イントネーションがどれだけ韓国標準

語に似ているか」などではないと筆者は考える。そのような基準で判断してしまえば、マイノ

リティの言語はむろんのこと、学習者の言語、ひいては地域方言さえも「劣等」なものになら

ざるを得ない。当該コミュニティにおいて当該言語が実生活のコミュニケーションに用いら

れているか否かの基準で判断してこそひとつの言語として認められたのが「ピジン・クレオー

ル語」だったように、在日コリアンの朝鮮語も同じであると考える。 
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級とみなされる。また、総聯の機関紙である朝鮮新報 46で 2009 年 3 月に東北朝鮮初中高級

学校を卒業する高 3生徒全員がハングル検定試験準 2級と 2級合格者であり(2009年 3月 9

日付)、2013年 3月に神戸初中学校を卒業する中 3生徒の 2/3が準 2級合格者、1/3が 3級

合格者である(2013年 4月 17日付)との記事が見つかっており、実際もかなりのレベルに達

していることが推測できる。朴浩烈(2010)のアンケート調査の「朝鮮半島(南北)において自

分の朝鮮語は(十分通じる・半分ぐらい・20％以下)」項目で、半分ぐらいか 20％以下と答

えた中級部生徒の割合は 87.5%で、高級部生徒の割合は 80.6%であったことからもそれを十

分に推測できる。 

以上の内容を総合すると、彼らは「朝鮮学校」という民族学校を通して、同じ教科書、同

じカリキュラム、同じ教員(朝鮮大学校で教育を受けた、母語が日本語である在日コリアン・

オールドカマー)を通し、同質性の高い朝鮮語を使用しており、一種の言語共同体を成す条

件を十分に満たしていることがわかる。次節に続くが、このことは他の朝鮮語・日本語バイ

リンガルが話す朝鮮語とは異なる、朝鮮学校コミュニティ独自の朝鮮語が成立するもっと

も重要な要因となっている。 

2.4. 「朝鮮学校コミュニティ」とは 

この朝鮮学校は、在日コリアン・オールドカマーたちのほぼ唯一の本格的な民族教育の

場 

47として半世紀以上存在してきており、朝鮮学校を中心にオールドカマーのコミュニティ

が形成されていることは정병호(2003)、曺慶鎬(2011・2012)、中島(2013)、이토(2019)など

で指摘されてきたとおりである。このように朝鮮学校を中心に形成された在日コリアン・

オールドカマーのコミュニティのことを、「朝鮮学校コミュニティ 48」(曺慶鎬 2011、中島

2013)という。朝鮮学校を通した民族教育を総聯の活動の一部として捉える立場では、

「총련계 커뮤니티(総聯系コミュニティ)」(가와세 2019)または「총련계 재일조선인 

커뮤니티(総聯系在日朝鮮人コミュニティ)」(손애경 2006)とも呼ぶ。本論文は総聯という

団体の同胞社会への役割よりもあくまでも「朝鮮学校」を通して朝鮮語が継承・再生産され

ることに関心を置く言語学の論文であるため、「朝鮮学校コミュニティ」と称することにす

る。 

 

                                  
46 1945 年創刊された総聯の機関誌で、現在は週 3 回発行している。朝鮮語 4 ページ、日本語 4

ページで構成されており、共和国と韓国の政治経済に関する記事や総聯の各種事業の案内、在

日コリアンの生活に関する知らせなどが主な内容となっている。 

47 韓国政府や民団とかかわりのある民族学校は、註 27で前述したとおり日本全国に 4ヶ所しか

ない。 

48 朴浩烈(2010・2016)では「朝鮮学校周辺コミュニティ」という用語が使用されている。 



 

29 

 

まずは当該コミュニティの構成員を見てみよう。朴浩烈(2016)によれば、その構成員は次

の 3つのグループに分けられるという。在日コリアン・オールドカマーが大多数を占めてい

ることは確かであるが、在日コリアン・オールドカマーと結婚した韓国出身のニューカマー

や日本人、在日朝鮮族なども少数含まれる。 

① 朝鮮学校卒業もしくは通った経験のある人たち 

② 親兄弟・子ども・親族などが通った経験を持ち(現在含む)ながらも、 

  その人たちとの交流がある人たち 

③ バザーをはじめ学校や父母会などを主催者とするさまざまな行事に集う人々や、 

  その人たちとの交流(付きあい)がある人たち 

この中でグループ①の「朝鮮学校卒業もしくは通った経験のある人たち」が朝鮮学校コ

ミュニティのもっとも核心的な構成員になるわけであるが、彼らの多くは学校を卒業後ま

た「朝鮮学校の教員」や「朝鮮学校の生徒の父母」、「総聯とその諸傘下団体のイルクン 49」

などとして再度朝鮮学校に何らかの形で関わるようになり、長い間同コミュニティに属す

る。たとえば、朝鮮学校の教員は基本的に朝鮮大学校の卒業生でなければならず 50、彼らが

教員になって朝鮮学校に戻ると、彼らが朝鮮学校で学んだ朝鮮語を次世代へと継承するこ

とになる。日本にあるほかの外国人学校の場合は、教員の国籍や言語の力が問われることは

あっても、同学校出身者であるかが問われることはないであろう。 

また、生徒の父母も朝鮮学校の卒業生である場合が多い。一例として兵庫県にある西播朝

鮮初中級学校・付属幼稚班のケースを見よう。薮田(2014:58)によれば 2012年度入学者の親

の両方または片方が朝鮮学校に通った経験を持つ割合は 98.8%で、同校出身者も 91.3％と

非常に高い 51。ほかに大阪朝鮮高級学校も 2012 年度入学者の 8 割以上(鍛治 2014:89)が朝

鮮学校卒業者であったという。むろんすべての朝鮮学校に当てはまる話ではないと考えら

れるが、2.3節で述べたとおり朝鮮学校は生徒の父母の献身と同胞社会の支持と支援で成り

立っているので、代々朝鮮学校に通わせることは特異な例ではない。朝鮮学校に子供を通わ

                                  
49 総聯で活動している者を、朝鮮学校コミュニティでは「イルクン(일꾼、朝鮮語で働き者とい

う意味)」という独自の表現で呼んでいる。 

50 ごくまれに日本の大学を卒業した人が朝鮮学校の教員になったケースもあるが、ある朝鮮学

校の校長からの話によると音楽や美術、体育などの分野に限る。 

51 さらに朴浩烈(2010)で朝鮮学校の学生(中級部 48 人、高級部 157 名、大学生 329 名、大学院

生 19人)を対象に行ったアンケートで「父母は朝鮮語をわかる」と答えた人の比率は中級部で

100%、高級部で 99.2%、大学生・院生で 94.3%であった。2006年～2008年に行われた調査なの

でおそらく 3～4 世の学生が 2～3 世の父母について答えたものと推測されるが、この結果か

らも生徒の父母が朝鮮学校に通っていた可能性が高いことが分かる。 
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せている人たちは「民族性を守る」ことに熱烈な場合が多く 52、現在朝鮮学校に通っている

生徒の父母はどちらかが朝鮮学校に通っていた可能性が高いのである。ほかの外国人学校

の場合、たとえば韓国学校やブラジル人学校、インターナショナル・スクールなどはもはや

ほとんどがニューカマーで、帰国を前提としている者も多く、言葉が再生産されることはほ

とんどないであろう。中華学校の場合は歴史も長く、「華僑コミュニティの中心的存在」と

なっているケースもあるが、石川(2014)によれば同校卒業者の子供を第一優先入学させて

いる神戸中華同文学校でさえも、父母の少なくとも一方が同校の卒業生であるという比率

は約 60％にとどまるという。この点がおそらくほかの移民コミュニティと朝鮮学校コミュ

ニティが異なる大きな原因のひとつであると考えられる。朝鮮学校で学んだ朝鮮語が一個

人の言葉として断絶されることなく、次世代へと継承される決定的な理由がここにある。 

ほかにも、朝鮮学校コミュニティはいろいろな面でほかの移民コミュニティとは異なっ

ている。曺慶鎬(2012)によれば、朝鮮学校コミュニティはたとえ居住地域で在日コリアンと

出会う機会がない者であっても、コミュニティ内では朝鮮学校の先輩後輩を含んだ友人と

教員などと、朝鮮学校にかかわりのあるほとんどの人間と親密な関係を築ける場所となっ

ているという。しかも、「自身の両親の姿を通して、朝鮮学校での密接な関係が卒業後も継

続することを期待」できるという。この点において「集住を必要条件とする在日朝鮮人コ

ミュニティ一般と区別」(曺慶鎬 2012:124)され、こういった区別される諸特性は彼らの言

葉にも影響を及ぼしている。 

2.5. 在日コリアン・オールドカマーの言語に関する先行研究 

在日コリアンの言葉に関する先行研究はオールドカマーを対象にするものとニューカ

マーを対象にしたものに区別され、さらには言語使用意識に焦点を当てるものと言語自体

に焦点を当てるものに分かれる。また、同じくオールドカマー1世を対象にしていても、日

本語習得に焦点を当てているものもあれば、1世の朝鮮語消滅又は保存に焦点を当てるもの

                                  
52 朝鮮学校に子供を通わせるにはいろいろな面で親の一種の「覚悟」を必要とする。中島(2011)

における朝鮮学校保護者(3 世)のインタビューを見ると、「可愛い息子をそんなところに放り

込んでいいんだろうか、みんなにバッシングの種にされるところに、この子に危険はないんや

ろか、そんなことまで思って」(p.195)と語る部分があり、子どもを少しでも危険にさらした

くない親の心情が読み取れる。また、2.3.1.項で述べたような「オモニ会」と「アボジ会」と

しての活動も多く、給食がないので弁当作りも必要である。さらに高校は 2020 年現在授業料

無償化の対象から除外されているため学費の負担も大きい。こういった心配と負担にもかか

わらず朝鮮学校を選んだのにはきちんとしたと理由があるからであり、이타가키(2017)が京都

朝鮮第 3初級学校の父母 47名を対象に行ったアンケートの結果によれば「言語習得」「朝鮮人

としての誇りを持ってほしい」「同胞間の連携」がその主な理由だったという。 
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もある。また、オールドカマー2世以降を対象にする場合でも朝鮮語継承に焦点を当ててい

るものと、二言語併用やコード・スイッチングに焦点を当てているものなどがある。このよ

うに非常に多様な観点からの研究が存在するが、本論文は「在日コリアン・オールドカマー

の朝鮮語使用」に焦点を当てているため、以下ではそれらに関する先行研究について概観す

る。なお、具体的なテーマに関しては、個別の章で改めてまとめる。 

 

2.5.1. オールドカマー全般の言語生活とその使用意識に関する研究 

在日コリアン・オールドカマーの言語生活に関しては、1980 年代に生越(1982)、伊藤

(1989)などによって初めて研究の必要性が提唱され、全体的な言語使用傾向および言語使

用意識を中心に初期の研究がなされた。 

その最初の研究である生越(1982・1983・2003)は、大阪府下にあるいわゆる夜間中学と民

族学校(建国学校 53)に通っている在日コリアンを対象にアンケート調査を実施、日常生活

においてどれくらい朝鮮語を使用しているか、誰に対して、どのような場面で朝鮮語を使用

するかなどについて調べた。その結果、日本生まれの人は祖国生まれの人に比べて朝鮮語の

使用率が低く、日本語のモノリンガル化が進んでおり、朝鮮語は主に目上の人と親しい相手

に対して、またフォーマルな場面での社交語として使われる傾向にあることを明らかにし

た。ただ、以下のような著者自らの指摘があるように、具体的な言語使用様相についてまで

は究明できていない。 

「今回の調査は小規模でありまたアンケート調査であるので、今回の結果がどの程度実態

を反映しているか、さらに検討が必要であろう。また本稿では、言語の干渉の実態や祖国

の朝鮮語との差異など在日朝鮮人の話す言語そのものの問題、あるいはことばの切りか

えの実態など他の多くの問題について触れていない。今後これらの問題についても研究

が必要であろう。」(生越 1983:34) 

任栄哲(1990・1993・1995)もアンケート調査という手法を用いて、在米コリアンと在日コ

リアンの言語生活の全貌を明らかにしている。その結果は生越(1982・1983・2003)と類似し

ているが、在日コリアンは在米コリアンに比べてモノリンガル化が進んでおり、在日コリア

ンのほうがよりフォーマルな場面で朝鮮語を使用することが多いことを明らかにしてい

る。ただ、言語使用能力を自己評価で測定しているため、客観的にどのレベルに達している

かは不明であり、民族教育を受けているか否かなどの要因別に細分化したグループ分けを

行っていない点で限界があるといえよう。また、調査当時はまだ成人の 1世と 2世、子供の

                                  
53 1946 年に在日コリアンの人によって建てられた民族学校で、幼稚園から高校まで一貫教育が

行われている。日本では 1条校として認められており、韓国政府からも小・中・高等学校の認

可を受けているが「民団」とは何ら関係もない。総聯傘下の朝鮮学校とは異なる独自の学校で

ある。 
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3世が主流となっていた頃であったため、4世と 5世の子供が育っている今はどのように状

況が変化したかについて新たな調査が必要である。 

ほかに最近の研究としては、韓国の国立国語院で進められた大規模な研究プロジェクト

の報告書である임영철 외(2011)と최호철 외(2016)が挙げられる。しかし、やはり民族学校

出身者か否かなどの要因別のグループ分けを行わずに研究が行われているため、朝鮮学校

コミュニティに限定した言語様相というものは分かりにくい。 

上記の研究は、あくまで在日コリアン全般を対象にしているため、研究から明らかになっ

た結果と、「朝鮮学校コミュニティ」の言語事情は大きく異なる可能性が高いという点が問

題である。また、あたかも在日コリアン全般において日本語への言語シフトが完了したよう

に見て取れる恐れもある。なお、言語使用意識に関するアンケート調査は、大人数を対象に

全般的な傾向を把握するためには適切であるが、その具体的な言語使用について把握する

ことができない点で限界があるといえよう。 

 

2.5.2. オールドカマー1～2 世の言語使用に焦点を当てた研究 

1990 年代からは使用意識のみならず言語自体に注目する研究も行われるようになった。

しかし、その対象はオールドカマー1 世～2 世とニューカマー1 世に集中しており、彼らの

日本語習得とコード・スイッチングの様相について焦点が当てられていることが多い。日本

語学をベースとする社会言語学の研究者の関心がそちらに向くのはある意味当然かもしれ

ない。 

まず、主に 1世～2世のコード・スイッチング様相に注目している研究には塚本・金静子

(1992・1993)、黄鎭杰(1994)、前田里佳子(1999)、金美善(2000・2001・2003)、김정자(1994・

2002)、文春琴(1997・2006)、金奉仙(2005)、郭銀心(2014)、손영석(2015・2018)などがあ

る。どれも実際の談話資料をもとにしており、提示された発話例を通して彼らの言語様相を

現実に近い形で把握できるという点で大きな意義がある。ただし、コード・スイッチングと

いうのは話し相手や場面などによって両言語を巧みに混ぜるコミュニケーション・ストラ

テジーの一種でもあるため、どちらか片方の言語のみを使用する際にはどうであるかにつ

いては把握が難しい。 

ほかには、日本語のみに焦点を当てている研究もあり、黄鎭杰(1996)は 1世～2世の敬語

規範意識に、金智英(2004)は 1 世の日本語否定表現、金智英(2005)は 1 世の日本語指示詞

の使用に注目している。 

朝鮮語のみに焦点を当てている研究もある。강정희(2002)、고영림(2009)、김보향(2014a・

2014b・2020)などはすべて済州道出身のオールドカマー1世に残っている済州道方言につい

てのみ関心があり、宋実成(2010)の場合は 1 世の済州道と慶尚道方言が 2 世に受け継がれ

た様相について調べている。どの研究も言語摩滅や方言保存などの観点からは重要な知見

が得られているが、少数の個別話者を対象としているため、調査結果が個人差による偶発的
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なものか、コミュニティ全体に見える普遍的特徴であるかが明らかでない。また、3世以降

に関しても不確かである。ほかに金由美(2005)は、民族教育を受けたことのない在日コリア

ン・オールドカマー2世と 3世を対象に「残存朝鮮語語彙」について調べ、どのような方言

形の朝鮮語語彙が継承されているかを明らかにしている。ただ、あくまでも個人レベルでの

結果であり、コミュニティ全体としての調査は行われていない。 

最後に、珍しいケースであるが、共和国の研究者による論文が１点見られた。

정순기(2002)では在日コリアンが使用する朝鮮語語彙に関していくつかの例を提示してお

り、在日コリアン運動の現実が反映された「민족 결혼(民族結婚)」「탈민족(脱民族)」

「상공인(商工人)」、意味幅が本国とは異なるようになった「류학생(留学生)」「애인(恋人)」

「념려(念慮)」などの語彙について紹介している。さらにそれらの語彙を「日本式朝鮮語語

彙変種」と命名しているが、例として挙げた単語の具体的な意味についての説明がなく、例

も少なすぎるため、一断片を切り取って見せたにすぎない。 

そのため、上記にまとめた 1～2世の言葉を扱っている研究を通して、現在の朝鮮学校コ

ミュニティの朝鮮語使用について把握することは非常に難しいのが現状である。 

 

2.5.3. オールドカマー3 世以降の言語使用に焦点を当てた研究 

2世以降世代の場合、朝鮮固有の文化を表す語彙が残っていることを除くと日本語へのモ

ノリンガル化が進んでいるという理由であまり注目されていない。そのため、ここで「3世

以降」というのは、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語のことをいう。3世以降であるにもかか

わらずコミュニティ単位で朝鮮語を維持しているところは、オールドカマーとニューカ

マーを合わせて朝鮮学校コミュニティのみだからである。 

まず朝鮮学校コミュニティに限定して彼らの朝鮮語使用について言及しているコラムや

報告書にはキム・イリーナ(1994)、정병호・송기찬(2002)、伊藤(2006)がある。この 3つに

は、従来から指摘されていた「書き言葉的終結語尾が話し言葉においても多く使用される現

象」と「日本語の直訳式表現」「日本語と朝鮮語のコード・スイッチング」などについて述

べられているが、具体的な例の提示が少なく、数行から数ページの分量の短い印象論にとど

まっている。 

論文の中では金徳龍(1991)、植田(2005・2009)と朴浩烈(2006・2007a・2007b・2010・2016)

が朝鮮学校コミュニティの独特な朝鮮語使用について初めて本格的に扱っているといえ

る。ただし、金徳龍(1991)はバイリンガルの様相について調べており、植田(2005・2009)と

朴浩烈(2006・2007a・2007b・2010・2016)は言語そのものというよりは言語使用をめぐる諸

事情についての言語社会学的な分析が主となっている。そのため、具体的な言語使用様相に

ついては分からないが、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語の重層性と独自性について指摘し、

彼らの朝鮮語をただの「間違い」や「正すべきもの」と捉えずに価値中立的な立場から論じ

ている点で大きな意義があるといえよう。 
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言語そのものについて分析している研究の先駆けとして都恩珍(2000・2001)54があり、

オールドカマー3世と韓国出身の研究者の会話(約 9時間分量)にもとづき、コード・スイッ

チングの様相について調べている。コミュニティ構成員間の会話ではなく、韓国の朝鮮語母

語話者との「接触場面における三者会話 55」と二者会話を調査対象としている点はこの研究

の限界とも捉えられるが、接触場面における言語使用が垣間見られたことに意義を見出せ

る。しかし、コード・スイッチングの特性上、ある片方の言語に集中した分析が行われるこ

とは難しく、朝鮮学校コミュニティにおいて使用される「朝鮮語」の様相については一切知

ることができない。 

朝鮮語の使用にのみ焦点を絞っている研究には、まず宋実成(2007)がある。朝鮮学校初級

部 1年生(3世～4世)の算数授業 1回分を録音し、授業中に使用された朝鮮語の助詞と語尾

の形態を提示し、各形態の使用回数をカウントしている。朝鮮学校コミュニティ朝鮮語を定

量的に分析しようとした初の試みという点で意義があるが、初級部 1 年生はほぼ初めて正

式に朝鮮語を学ぶ過程にいるため、彼らの朝鮮語を朝鮮学校コミュニティの朝鮮語として

見なすことは難しい。また、言語資料の分量が少なかったせいもあり、結果を提示している

のみで分析は行われていない。著者自身もそのことについて今後の課題で以下ように言及

している。 

「今後の課題としては何よりも、朝鮮語日本地域変種の包括的な調査・記述研究を挙げね

ばならない。朝鮮語日本地域変種は、朝鮮国内の諸方言と在外朝鮮人の朝鮮語変種の中で

も、もっともその研究が遅れているといえる。朝鮮語日本地域変種の音声・文法・語彙に

関する多様で、かつ、具体的な知見が蓄積されてこそ、この言語の構造・体系といったこ

とがらや言語使用における諸特徴といったことがらについても、内容の充実した議論が

できるものと考えている。」(宋実成 2007:95、引用中の下線は筆者による) 

次に임영철・권은희(2012)56はドキュメンタリー7 点における在日コリアンの発話をもと

に、「書き言葉体の話し言葉化」現象を実証的に検証することを試みている。小学生から教

員、父母、その他のコミュニティ構成員など、幅広い層の発話をもとに定量的分析を行った

点で意義があるが、やはり量的な分析を行うには言語資料の量が不足しており、実地調査が

行われていない点においても限界がある。 

                                  
54 当論文に調査対象者が「朝鮮学校」を卒業しているとの言及はなく、11 年間「民族学校」で

勉強しているとしか記載されていないが、在学年数と発話例の様相から見て朝鮮学校出身者

である可能性が高いと考えられる。 

55 大場(2012)による表現である。 

56 この論文から大幅なデータ追加調査と再分析をもとに発展させたものが、本論文の 6 章と 7

章に当たる。詳しくは、임영철・권은희(2012)の 4.1節の内容が本論文の 7.5.2.1.と 7.5.2.3.

のもととなっており、4.2～4.3節の内容が本論文の 6.5.1～6.5.3.のもととなっている。 
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맹복실(2014)は朝鮮大学校の学生の自由談話をもとに終結語尾の使用について論じてお

り、研究者が朝鮮大学校の教員である点を生かして外部者の入手が困難な発話資料を活用

している点で非常に貴重な研究となっている。ただ、勧誘形と命令形の語尾しか調査されて

おらず、社会言語学的要因も考慮されていないため、全体像を把握するには至っていない。 

이재호(2016)も朝鮮学校で使用されている朝鮮語の終結語尾使用について考察してい

る。参与観察のほかに「スピーチ・タスク」の調査と「インタビュー」も同時に行うことで

言語使用の実態を的確に捉えようとした点で意義があるが、スピーチ・タスクという方法は

被験者の規範意識に影響されやすいため、その結果が実際の言語使用とは部分的に異なっ

ていることが著者自身からも指摘されている。また、スピーチタスクの対象者が中級部の生

徒 14名に限られているため、教員や父母の言語使用については明らかではない。 

渡邊(2018)の場合、ドキュメンタリー1点における在日コリアンの発話から目立つ特徴に

ついて網羅している。しかし、具体的な使用率の統計が提示されていないので、一個人の間

違いか全体の傾向なのかが不明確である。また、分析資料がボクシング部という特殊な世界

に偏っているため、現実を一部分歪曲して捉えている可能性がある。 

 

2.5.4. まとめ 

以上で見たように、「朝鮮学校コミュニティ」の若い世代の朝鮮語使用に注目している論

文はその数がきわめて少なく、具体的な調査や分析作業を伴わずに「このような現象が存在

する」程度の簡単な記述ないしは断片的な印象論にとどまっているものが多かった。フィー

ルドワークを通して実際の談話資料を収集した研究の場合も、終結語尾の使用を部分的に

切り取られた形で語られており、全体像について未だ明らかになっていない。 

朝鮮学校コミュニティで使用されている朝鮮語を耳にしたことがある人ならば、誰もが

「独特だ」「共和国の言葉みたいだ」「日本語みたいだ」「慶尚道なまりみたいだ」などのよ

うにさまざまな感想を述べて関心を持つことが多いが、研究までには至らない。その理由と

しては、「調査の難しさ」「分析の難しさ」「現実的な関心の不足」の三つを挙げることがで

きる。 

第一に、研究対象の朝鮮学校コミュニティ自体へのアプローチ、コミュニティ内部へのア

クセスが容易ではないという現実的な問題がある。韓国出身の研究者の場合、韓国と共和国

が休戦中であるという事実によって朝鮮学校関係者に会うこと自体に様々な制約を受ける

ことになる。日本人研究者は過去日本が朝鮮を植民地支配した際の諸事実によりコミュニ

ティへの接近が慎重になり、朝鮮学校コミュニティ側も未だに続く様々な差別と攻撃に

よって防衛的にならざるを得ないことが研究に制約をもたらす。在日コリアン自らが自分

たちの朝鮮語について研究することも可能であるが、これもまた決して容易ではない。まず

博士課程まで進学する者の数が少なく、自分が朝鮮学校コミュニティというディアスポラ
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な集団に属している限り、自らの周囲の言葉について「評価」を下し、「分析」をすること

には非常に慎重になるだろうということは推測に難くない。 

二つ目に、分析の難しさがかかわっている。朝鮮学校コミュニティの言語を分析するため

には、現代の朝鮮語に関する知識のみならず、1世からの影響を考慮するためには彼らが渡

日していた当時の朝鮮半島の各地域方言についての知識も必要になる。また、朝鮮学校の教

育による影響を分析するためには、共和国の朝鮮語について知る必要もある。さらに、彼ら

の母語である日本語に関する知識も必須であろう。しかし、これについての膨大な知識を一

人の研究者が備えるのは容易ではない。宋基燦(2013)もこの点について以下のように指摘

している。1980 年代から研究の必要性が提唱されてきたにもかかわらず、現在に及んでも

実証的研究が皆無に等しいのにはこの点が関係している。 

「在日朝鮮人の言語生活に対する研究には、朝鮮語と日本語、両言語に対する正確な知識

が必要だということと、比較的閉鎖的な在日朝鮮人コミュニティへの参入という困難が

ある。また在日朝鮮人の大部分が朝鮮半島の慶尚道、済州道、全羅道地方出身であるた

め、彼らの母語であるこの地域の方言に対する知識も参入のための必須の条件である。」

(宋基燦 2013:49、引用中の下線は筆者による) 

第三に、現実的な関心の不足という問題がある。朝鮮学校コミュニティの朝鮮語の特徴を

記述するためには、どうしても「韓国の朝鮮語」や「共和国の朝鮮語」と比較することによっ

て現れる違いを論じる必要が出てくるが、その「違い」というのが普通の「学習者」の「文

法的誤り」とは異なり、「程度」や「傾向」の違いであることが多いため、朝鮮語母語話者

でない者が言語そのものを分析することは容易ではないと考える。共和国や韓国の方言研

究者が研究することが最良であろうが、彼らの中で日本語ができる者はほとんどおらず、彼

らの関心は 1 世が保存している過去の方言や 2 世以降に伝わる方言の痕跡に集中している

ため、「現在の朝鮮学校コミュニティの朝鮮語」に対する関心は相対的に低い。共和国の研

究者が日本に渡って調査を行うことも不可能に近い。また、日本に留学に来た韓国出身の研

究者は当然のことながら「日本語学」を専攻としている者がほとんどであり、朝鮮語学を専

攻とする韓国出身の者が日本に渡って数年間滞在しながら朝鮮学校コミュニティの朝鮮語

を研究することを期待することも現実的ではない。 

以上の理由から、既存の在日コリアンの言葉に関する研究は韓国出身の留学生研究者と

日本人研究者によって行われてきたものであり、その研究内容は 1 世の日本語習得および

韓国語日本語混用現象に注目するもの、特定コミュニティに対象を限定せずに在日コリア

ン全般の言語使用意識およびバイリンガルレベルに関心を置くものであった。言語そのも

のに注目している論文も少なからずあったが、単発的研究として終了されるか、在日コリア

ンに関する雑誌や単行本などの一部項目として、彼らの言語像を概観する中で「日本語直訳

式文法」と「日本語の影響を受けた発音」「日本語を混ぜて用いるコード・スイッチング現

象」などの目立つ現象を一部ピックアップして短く記述するものが多かった。そのため、朝
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鮮学校の生徒の大半が 3世となった 1990年代頃から最近に至るまで、以下のように研究の

必要性が提起され続けてきたのであろう。 

「この研究であつかえなかった在日朝鮮人二世以降の世代の朝鮮語の具体的な運用につ

いての社会言語学的な調査・研究は今後の課題としたい。」(藤井 2002:339) 

「申昌洙(2005)の指摘にある、「在日朝鮮人が使用する変種に対する総合的な研究」の必要

性に同感する」(植田 2005:20) 

「既存の多くの研究に見られる傾向として、朝鮮語日本地域変種の構造と体系の全体像を

あきらかにするための具体的な調査・記述が決定的に不足している、という点が挙げられ

よう。」(宋実成 2007:88) 

「在日コリアンの言語問題を扱った先行研究は多くあるが、在日オールドカマーの子孫、

すなわち朝鮮語と日本語のバイリンガルとして存在する人たちに対する本格的な言語研

究(分析)は、ほとんど無いといっても過言ではないであろう。」(朴浩烈 2007b:93) 

「재일교포가 사용하는 한국어의 특징이나 일본어에 섞어 쓰는 한국어 기원 어휘에 

관한 연구는 본국에 소개가 잘 안 될 뿐만 아니라 일본 연구자와 재일교포 내부에서

도 연구가 충분히 이루어지지 않았던 분야이다. 앞으로는 이와 같은 분야에 관해서

도 연구가 진행될 필요가 있을 것이다. (在日橋胞が使用する朝鮮語の特徴や日本語の

中に混ぜて使用する朝鮮語起源語彙に関する研究は本国へあまり紹介されないだけでな

く、日本の研究者と在日橋胞内部においても十分に研究が行われてこなかった分野であ

る。今後は、このような分野についても研究が進められる必要があると考えられる。)」

(조의성 2009:92、拙訳) 

「在日朝鮮人の言語生活に対する研究(…中略…)参入の難しさのため、この分野に関する

研究はあまり多くない。特に、実証的な参与観察はほとんど行われていないといっても過

言ではないだろう。」(宋基燦 2013:49) 

「재일조선인의 언어의식이나 언어생활에 대한 큼직한 사회언어학적인 연구나 

이언어교육적인 연구가 기본이지 순수 언어학적인 연구는 거의 이루어지지 않았다고 

할수 있다. 다시말하여 재일조선인의 언어 그자체에 대한 연구가 부족하다는것이다. 

(…中略…) 그 언어사실에 철저히 의거하여 독자적인 체계를 밝히는 기술언어학적인 

연구가 이루어져야 한다. (在日コリアンの言語意識と言語生活に関するマクロな社会

言語学的研究とバイリンガル教育の立場からの研究がほとんどで、純粋な言語学的研究

はほとんどなされていなかったといえる。つまり、在日コリアンの言語そのものに関する

研究が不足しているということである。(…中略…) その言語事実に徹底的に基づいて独

自の体系を明らかにする記述言語学的研究が行われなければならない。 )」

(맹복실 2014:205、拙訳、引用中の下線は筆者による) 
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そこで本論文では、先行研究の知見を踏まえたうえで、在日コリアン・オールドカマー3

世以降のうち朝鮮学校コミュニティに属している者を対象に、そのコミュニティの中で継

承されてきている「朝鮮語」について研究を進めていくことにする。実際の資料を基にした

先行研究が少ない中で深い分析を行うことは容易ではないが、従来の印象論的記述を補完

するために、言語資料の量を十分に確保して「定量的分析」を試みる。このことにより、彼

らの言語現象をより的確に捉え、信頼度を高めた具体的な記述が可能になることを期待す

る。なお、筆者は学部の時に「韓国語学」を副専攻とし、韓国と日本の修士課程では「日本

語学」と「社会言語学」に関する知識を得た。これらのことを生かし、伝統的な方言学の手

法にとらわれずに、日本で学んだ社会言語学的知識をもとに調査と分析を行っていきたい。 
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第 3 章 研究の方法 

3.1. 研究方法の概観 

渋谷ほか(2015)によると、現在確立している社会言語学のコア分野とその主なテーマは

表 8のとおりである。本研究は、この中で「社会のなかでことばが使用されている実態を、

そのままの姿でとらえようとする研究」(渋谷ほか 2015:9)である「①記述的な研究」に該

当し、特に「①-1ことばの多様性」に関心を置くものである。 

 

表 8 社会言語学のコア分野とその主なテーマ 

(渋谷ほか 2015:9-11の表 1と表 2を改編) 

社会言語学のコア分野 主なテーマ 

①記述的な研究 ①-1 ことばの多様性 

(言語変種の研究) 

・言語接触，言語混交，言語シフトなど 

・ことばの地域差，年齢差，性差など 

①-2 ことばの運用 

(言語行動の研究) 

・スタイルなど 

・丁寧さ，発話行為，呼称など 

②応用的・政策的な研究 

：ことばが生み出す社会問題への取り組み 

(言語計画の研究) 

・言語政策の立案 (国都・公用語の選択， 
標準語の選定，文字化，語彙の創造など) 

・政策の普及・実施，など 

 

言葉の多様性、言語変種を研究する際に重要なのはありのままの姿を的確に捉えて記述

し、その標準や規範から「逸脱」している言語の姿の中である「規則性」「傾向性」を見出

し、その背景にある社会について説明することが求められる。この際に用いられるべき研究

方法にはいくつかの手法があるが、たとえば日本語の「ら抜き言葉」や朝鮮語の「英語由来

外来語の語頭濃音化」などのようにある言語現象に着目して研究する際には、その現象だけ

にポイントを置いてアンケートを行ったり、その表現が出るように誘導して談話を収集し

たりするなどの手法を用いたほうが有効であろう。その反面、小笠原諸島の混合言語や日系

移民の日本語、済州道の方言などのように特殊な言語共同体の言葉、また軍隊内の特殊な言

葉遣いやティーチャー・トークなどのように特殊な場面での言葉を研究する際には、初期段

階でその全貌を明らかにするために不特定多数の自然発話を収集することが不可欠になっ

てくる。松本(2016)においても、海外に持ち出された移民の言語、接触日本語変種を研究す
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る際に、大量のデータにもとづいた実証研究の重要性について以下のように力説している。 

「一見すると異なる方言の影響を受けた寄せ集めのように見える話者集団であっても、大

量のデータを多数の話者から集め、当時の社会構造や交流の傾向等に照らし合わせて分

析してみると一定の傾向が見えてくる。こうした大量の談話データから傾向を炙り出し

ていくような研究、そうした研究の積み重ねから紡ぎだされたものが言語変異理論なの

である。話者間の言語使用のゆれが大きい地域において、その地に特有の接触日本語変種

の特徴を把握しようとするならば、多数の話者からデータを集めることが必要不可欠で

あることは論を俟たない。」(松本 2016:137) 

したがって、本論文でも朝鮮学校コミュニティに属する構成員の不特定多数の、多様な場

面での自然談話を収集することにした。具体的には、朝鮮学校の授業を録音しているものと

朝鮮学校を扱っているドキュメンタリー映像の二種類を活用している。その詳細について

は 2節で記す。不特定多数の自然談話を収集して言語資料として活用するのは、朝鮮学校を

中心とする言語共同体で継承・共有されている朝鮮語の全貌を明らかにする目的である。

Ronald(1998)とネウストプニー(2002)でも下記のような記述が見つかるように、社会言語

学の研究をする際に偶然観察できた数回の経験をもって直感や印象を語ることは避けるべ

きであり、分析資料として大量の自然談話に越したものはないであろう。なお、採集した発

話は、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語が研究者と関係者以外にはあまり知られておらず、公

開されている文字化された発話もごくわずかである点を考慮し、本文中においても複数の

発話例を提示している。 

A set of random observations about how a few people we happen to observe use 

language cannot lead us to any useful generalizations about behavior, either 

linguistic or social. We cannot be content with ‘butterfly collecting', no 

matter how beautiful the specimens are! (我々が偶然に目にする、数人が言語をどの

ように使用しているかに関する一連の無作為な観察は、言語や社会の行為に関するいか

なる有用な一般化へも導くことができない。我々は、標本がいくら美しかろうとも、「蝶

の採集」に満足してはいられない) Wardhaugh(1998:17, 拙訳) 

「社会言語学や言語習得の研究では、現在、話し言葉が主なデータの出所である分野が多

い。このような話し言葉の場面を研究者が参与観察できる場合もあるが、純粋な参与観察

だけでは、言葉遣いの具体的な形を捉えることはできない。…(中略)…まず、自然なデー

タがいい。対象者が行いそうもないような「ロール・プレー」を録音するのはあまり意味

がない。ロール・プレーでは文脈からの制約が効かないので、参加者が普通の言葉のルー

ルを使わなくて済むからである。」ネウストプニー(2002:26) 

次に、分析の方法である。第 2章で見たとおり、在日コリアンの言葉に関する先行研究は

使用意識か 1世の日本語に注目しているものが多く、言語そのもの、特に朝鮮語のみに注目

している研究はきわめて少なかった。また、その多くが本格的な研究論文というよりは、検
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証作業を伴わない、一般大衆を対象とする書籍の中のコラムなどに登場する短い記述であ

り、印象論にとどまっている。そのため、まずは何より実態を具体的に把握することが先行

されなければならない。「傾向性」を把握するための定量的分析も重要になってくる。した

がって、本論文では先行研究の記述的貧弱さを補完すべく、今後の理論構築や類型化も視野

に入れ、実証的根拠に重点を置く「帰納型」で進める。また、目的に合う分析が可能なほど、

量的にデータが十分ではない場合を除き、なるべく定量的分析も並行する。 

その際に用いる本論文の言語資料は以下の 3 種類である。この中で直接分析に用いるの

は授業談話と映像資料の 2 つで、言語景観 57から得られたデータを本論文で直接分析する

ことはなく、分析の際の参考としてのみ活用する。以下の表 9からわかるように、この 3 つ

の資料はそれぞれの限界を補完できるものとなっている。 

 

表 9 本論文の言語資料の種類とその特徴 

言語資料の特徴 授業談話 映像資料 言語景観 

部外の者(研究者や監督、撮影スタッフなど)の不在 ◯ Ｘ ◯ 

朝鮮学校で教えられ、学校内使用されている言葉 ◯ △ ◯ 

媒介が「文字」か否か(規範の適用においてより保守的か) Ｘ Ｘ ◯ 

多様な場面(授業、食事、下校、インタビューなど) Ｘ ◯ △ 

多様な属性の人(性別、年齢、地域、職業など) Ｘ ◯ Ｘ 

多様な関係(孫⇀祖母、校長⇀一般教員、後輩⇀先輩など) Ｘ ◯ Ｘ 

本論文における用途 分析用 参考用 

 

このようにして得られたデータをもとに分析の結果を記述していく際は、韓国の朝鮮語

と比較することをメインとし、可能な場合(関係資料が入手できているなど)は共和国の朝

鮮語と日本人朝鮮語学習者の朝鮮語との比較も試みる。たとえば、ある地域方言の特徴につ

いて記述する時と同様に、基準となる言葉(たとえば東京方言や標準語など)を決め、それと

比較した際にどういった点が異なっているかを重点的に見ていくことになる。そのため、こ

の類の研究は「美味しいところだけをすくい取って羅列するだけ」との印象を与えてしまう

こともあるが、比較を通して違いについて記述していく手法自体は研究の対象と目的から

して致し方ない部分がある。ただ、実際のデータにもとづいておらず、少人数の言葉のみを

聞いて印象論的な記述の仕方をすることは「面白いところのつまみ食い」(松本 2016:141)

との批判を避けざるを得ないと考える。本論文で多くの発話資料をもとに定量的分析を試

みる理由がそこにある。 

                                  
57 本論文における「言語景観」の概念に関する説明は 3.4節を参照。 
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最後に、ある共同体の言葉の特徴が明らかになり、なぜそのような言葉を使うようになっ

たかについて説明する際の記述の問題が残る。もし一個人が意図してある単語を選んだの

ならば、インタビューなどを通して現象の原因を正確に究明することが可能である。しか

し、半世紀以上の時間をかけてある共同体の中である語彙が生き残り、ある文法事項が使用

されなくなったなどの現象について明確な理由を見出すことは不可能に近く、仮説を立て

て「推測」する以外の方法はない。そのため、本論文における言語事象の原因と背景に関す

る説明も、あくまでも筆者の「推測」で、「可能性の提起」であることに留意しなければな

らない。こういった分析の仕方は「科学」として成り立つのかとの疑問の声があるかもしれ

ない。事実、この問題は社会言語学に関する数多くの研究が長年受けてきた批判でもある。

しかし、確かな根拠が提示できるものしか研究ができないでは、いつまで経っても未知のま

まになってしまう。根拠となるものが不足していれば不足している状態で何らかの仮説を

提起し、考え得る可能性をすべて提示する試みによってようやく後続研究が可能になるも

のではないだろうか。この点に本論文の意義があると考える。 

3.2. 授業談話の概要 

3.2.1. 調査の経緯 

韓国と共和国は 1953 年以来休戦・準戦時状態にある。そのため、韓国は「国家保安法 58 

(以下、保安法)」と「南北交流協力関係に関する法律 59 (以下、南北交流協力法)」を定め、

共和国とそれに関する団体や人物に接することを厳しく制限・禁止してきた。特に李明博政

権と朴槿恵政権の 2008 年から 2016 年までの間は南北関係が悪化の一途をたどっていたた

                                  
58 「保安法」で定めているところによると、反国家団体の利益になるようなことに何らかの形で

かかわっていたり、その団体を称賛・鼓舞するような行為をした者は懲役の形に処される。こ

こでの「反国家団体」というのは共和国の労働党と総聯であると解釈されることが多く、この

法律によって共和国のスパイであると疑われた在日コリアン・オールドカマーも多い。2016年

にも総聯所属の在日コリアンと親しく交流していた 40 代の韓国人男性が保安法を違反したと

して 3年の懲役に処された例がある。そのため、軍事政権による恐怖政治と徹底した反共教育

を経験した韓国の人たちにとって、この法律の存在は「共和国」と「総聯」に対する漠然とし

た恐怖を覚えさせ、それにかかわる一切のこと躊躇させる要因となっている。 

59 「南北交流協力法」で定めているところによると、海外コリアンの中で共和国の路線に従って

活動する団体の構成員(総聯に所属して活動している者と朝鮮学校の教員や生徒、父母などを

指す)は共和国の住民としてみなされ、意図如何を問わず彼らに接した場合は必ず政府にその

詳細について申告しなければならない。研究目的の場合は、その都度「対北韓住民接触計画書

(事前・事後)」「研究計画書」「北韓住民接触計報告書」を韓国統一部に提出することが求めら

れ、守らなかった場合は 30 万円以下の罰金に処せられる。そのため、韓国出身の研究者が朝

鮮学校コミュニティ内部へアクセスすることは決して容易ではないといえよう。 
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め、研究許可がなかなか降りないなど関連研究が非常に厳しい状況にあった。しかし、2017

年に文在寅政権になってからは南北首脳会談(2018 年)が開かれるなど、南北の関係に大き

な改善が見られ、共和国に関する書籍の出版やコンテンツの制作、民間の交流、関係する勉

強や研究などがより寛大に許される雰囲気になった。こういった雰囲気の中、筆者は「南北

交流協力法」の定めに従って「対北韓住民接触計画書(事前・事後)」と「研究計画書」を韓

国政府傘下の「統一部」に提出し、2018年 4月に「対北朝鮮住民接触許可」を得た。 

これを踏まえ、同月に某朝鮮学校(以降、A朝鮮学校 60)の校長に研究への協力を依頼し、

授業の録音と学校の言語景観に関する写真を撮ることを許諾していただいた 61。実際に授業

の録音が行われたのは 2018 年 5 月で、A朝鮮学校の校長の案内のもとで 4 つの異なる授業

に対して録音を行った。以下の表 10がその詳細であるが、資料ⓓ～ⓖは筆者が直接朝鮮学

校に伺って録音したもので、資料ⓐ～ⓒは該当学校の校長が「研究のために」と別途に録音

して追加的に提供してくださったものである。そのため、資料ⓐとⓑに関しては中級部何年

生の授業かを確認するすべがなく、詳細に記載できていないことをご了承願いたい。 

なお、朝鮮学校に研究の協力を依頼する際にもっとも気にかけたことは、調査によって朝

鮮学校コミュニティに属する構成員たちが傷ついたり、被害を被ったりすることがないよ

うにすることであった 62。好奇心を満たすための道具として利用するというふうに受け取ら

ないように、手紙を通して研究のきっかけと意図について誠実に伝えようとした。また、

2017 年から朝鮮学校数ヶ所の公開授業や運動会、学園祭などに足を運んだり、学校の教員

や父兄との焼肉会に参加したり、ほかには朝鮮学校無償化裁判の学習会や集会などに参加

することで、コミュニティの方たちに少しでも真心が伝えられるように努力した。 

 

  

                                  
60 具体的な学校名を明かすと、発話者個人の特定へと繋がってプライバシーを侵害する恐れが

あるため、控えておきたい。 

61 もう一ヶ所、授業の録音の許可をいただいたところがあるが、その学校で録音したデータは時

間の関係上本論文では分析資料として用いていない。今後、さらなる分析のために使用する計

画である。 

62 筆者は学部 1年生だった 2006年の夏に初めて九州地方の朝鮮学校に訪問して以来、朝鮮学校

を支援したり、交流を行う団体に属しながらいろいろな話を聞いたり、勉強しているが、韓国

の人の無知と無礼で朝鮮学校コミュニティの人々が傷ついたり、迷惑をした経験というのは

少なくないと聞いている。同じ民族、同胞であるということで信じてもらい、心を開いてくれ

た方たちをさらに傷つけてしまうことは決してあってはならず、慎重にA朝鮮学校に足を運ぶ

ことになった。 
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表 10 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 

ⓐ 中級部 国語(朝鮮語) 愛知県 韓国 慶尚南道 3世 39分 

ⓑ 中級部 国語(朝鮮語) 東京都 韓国 慶尚南道 4世 37分 

ⓒ 高級部 2年 国語(朝鮮語) 愛知県 韓国 慶尚南道 4世 43分 

ⓓ 高級部 3年 国語(朝鮮語) 愛知県 韓国 慶尚南道 4世 38分 

ⓔ 高級部 1年 世界地理 岐阜県 韓国 慶尚南道 3世 43分 

ⓕ 高級部 1年 物理基礎 長野県 韓国 慶尚南道 4世 42分 

ⓖ 高級部 2年 物理 愛知県 韓国 慶尚南道 4世 42分 

 

3.2.2. 調査の方法 

在日コリアン同士の自然発話を採集することは、彼らの言語使用様相を把握するに当

たって最も重要である。そこで、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語の「核」となる「朝鮮学校

の授業」に焦点を当て、A朝鮮学校の授業(中級部の授業 2個、高級部の授業 5個)を録音し

たものを言語資料として活用した。 

むろん、授業以外の、たとえば休み時間や放課後の生徒同士の雑談、アボジ会 63やオモニ

会 64の集まりでの親同士の会話、家庭内での家族や親戚同士の会話などに注目することも重

要であり、そのほうがより朝鮮学校コミュニティの言語相を的確に捉えられるという考え

もあるであろう。また、いずれ生徒たちが朝鮮学校を卒業すると、それぞれが置かれている

状況によって使用する朝鮮語が変容していく可能性も考えられる。しかし、彼らの朝鮮語の

原点または基となるものが「朝鮮学校で皆が使っていた朝鮮語」「朝鮮学校で教えられた朝

鮮語」である点に変わりはない。その点で、朝鮮学校の授業談話は彼らの言語相を解明する

ためのキーとなることに違いない。 

さらに、「授業」とはいえども、教員による説明のほかにも世間話や冗談、生徒同士の私

語や討論、発表などの発話も多く含まれているため、授業談話が教員の固い教授用語に偏る

ことはない。また、朝鮮学校において教員と生徒は非常に親密な関係にあり、授業の雰囲気

はワイワイと賑やかな場合が多いという点においても、言語資料としての価値は十分であ

ると考えられる。 

                                  
63 朝鮮学校に子供を通わせている父親の会のことである。「アボジ(아버지)」とは、朝鮮語で「父」

という意味である。 

64 朝鮮学校に子供を通わせている母親の会のことである。「オモニ(어머니)」とは、朝鮮語で「母」

という意味である。日本の学校で言う「PTA」や父母会に相当するが、活動の内容は学校ごと

に少しずつ異なる。 
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授業談話の録音に使用した機器はMarantz製のポータブル・レコーダー(モデル名：

PMD661MKII)である。教室の前方の教壇の上に 1台、教室の後方のロッカーの上に 1台、合

わせて 2 台を置いて録音を行った。万が一機器に問題があって録音ができていない場合に

備えるため、また教員の説明のみならず生徒たちの私語なども逃さず録音できるようにす

るためである。また、授業の録音の際には、教員と生徒たちが研究者の存在を意識せずに普

段とおり授業ができるように、筆者は教室の外で待機していた。 

 

3.2.3. 協力校の詳細 

授業談話の録音に協力いただいたA朝鮮学校は東日本に所在しており、中級部は 1940 年

代に、高級部は 1950年代に設立された。学校の管理運営は当該地域の府県から認可を得た

朝鮮学園(準学校法人)が行っている。山本(2012)によれば、2012 年時の中級部生徒の数は

約 140 名、高級部生徒の数は約 150 名で、生徒の国籍は朝鮮籍と韓国籍がほぼ半々である

という。また、2012年当時の教員の数は 21名で、全員朝鮮大学校の卒業者であったという。

世代については、教員は 3世と 4世、生徒たちは 4世と 5世の人が多い(表 10参照)。なお、

授業のカリキュラムは以下の表 11のとおりで、国語(朝鮮語)と朝鮮史以外は日本の学校で

教えられている科目とさほど違いはない。また、日本語を除くすべての科目を朝鮮語で行う

点はほかの朝鮮学校と同じである。教科書もほかの朝鮮学校と同様に、「学友書房」という

総聯傘下の出版社から出ているものを使用している。 

 

  



 

46 

表 11 A朝鮮学校(高級部)のカリキュラム 

 

学年 高１ 高2 高2 
高3(1.2

学期) 

高3(1.2

学期) 

高 3 

(3学期) 

高3 

(3学期) 

文・理数 - 文系 理数系 文系 理数系 文系 理数系 

授業週数 35 35 35 23 23 3 3 

1 現代史 2 2 2 3 2 2 2 

2 社会 2 2 2 2 2 1 1 

3 朝鮮史    3 2 2 1 

4 世界史  3      

5 世界地理 2       

6 国語(朝鮮語) 5 5 4 5 3 3 2 

7 数学 4 2 5 2 5 2 3 

8 理科 3 2  2  2  

9 物理   3  3  2 

10 化学   2  2  2 

11 生物   2  2  2 

12 日本語 4 4 3 3 3 3 2 

13 英語 4 4 3 4 3 3 2 

14 保健体育 2 2 2 2 2 1 1 

15 音楽 1       

16 情報 処理 1 1      

 選択科目  3 2 4 1 1  

 必修科目数 11 10 10 9 11 9 11 

 週当授業時間数 30 30 30 30 30 30 30 

3.3. 映像資料の概要 

本論文における在日コリアンの言語資料として、朝鮮学校を扱っている「ドキュメンタ

リー映像」も活用している。「ドキュメンタリー映像」を言語資料として使用した理由は次

のとおりである。 

ドキュメンタリーは「記録に基づいて作られた映画、写真、文学、ラジオ番組、テレビ番

組など」(丹羽 2012:945)のことであり、取材対象に演出を加えることなく、ありのままを

写実的に記録することが大前提となる。取材と編集の過程で制作者の意図や主観が強く反
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映されることもあるが、それはあくまでも「内容」的なものであり、取材対象の発話の様相

にまで影響を及ぼすことはないといえよう。そのようなジャンルの特性上、映像における人

物の発話は監督や脚本作家などによって人工的に作られたものではなく、彼らが実際使用

する言葉であるとの判断が可能である。 

また、授業談話の場合、教員の性格と授業の仕方、教員と生徒の親密さ、教科の内容など

によって多少の違いはあるものの、講義式の説明をする場面も多い。そのため、授業談話に

おいて観察される諸様相が「授業」という特殊な場面限定のものか、朝鮮学校コミュニティ

で共通的に観察されるものかの判断が難しくなる。そのため、授業のほかにより多様な場面

でのカジュアルな発話を増やし、言語資料のバランスを取る必要がある 65。ただ、より実際

に近い自然発話を収集するためには、長い時間をかけて在日コリアンの方々と信頼を築き、

長時間による取材を通してビデオカメラによる撮影やボイスレコーダーによる録音などに

慣れてもらわなければならない。さらに、特定の人物数人の発話のみを質的に分析するより

は、コミュニティ内の不特定多数の発話を収集したほうが偏りなく的確に現状を捉えるに

適しているといえる。しかし、こういった調査を博士課程の限られた時間内に個人研究者が

行うには限界があるという点、そして韓国の国籍の者が朝鮮学校コミュニティで頻繁に

フィールドワークを行うことは韓国の法律上の問題で容易ではない点を考慮すると、ド

キュメンタリー映像の言語資料としての価値は十分であろう。 

したがって、本論文では「朝鮮学校の教員と生徒の普段の生活における自然発話」が収録

されているドキュメンタリー番組とドキュメンタリー映画を言語資料として活用すること

にする。最終的に研究目的での使用許可が得られた映像作品は以下の表 12の 7点で、いず

れも朝鮮学校の生徒や教員、父母など、朝鮮学校コミュニティの構成員が普段生活している

様子を写実的に記録している。また、監督とのインタビューのみならず、教員と生徒の会話

や生徒同士の会話、生徒とその父母の会話なども多く収録されているため、在日コリアンの

言語使用様相を見るに適している。 

参考までに、表 12における 1番と 2番の映像資料は、2003年に東京第 2朝鮮初級学校が

東京都から学校敷地の返還と地代を求める訴訟に巻き込まれたことを知らせるために制作

されており、3番～7番の映像資料は韓国の人に朝鮮学校という存在を知らせ、身近に感じ

てもらう目的で制作されていることを明らかにしておく。また、5番と 6番の映像資料は言

語資料としての価値がもっとも高いため、その詳細について特記しておきたい。5番と 6番

の映像の監督は同一人物であるが、彼は北海道朝鮮初中高級学校の寮で 1 年 7 ヶ月という

                                  
65 「朝鮮学校コミュニティ」という言語共同体の維持に核心的な役割を果たしているのが「朝鮮

学校」であることは紛れもない事実であり、朝鮮学校の授業で使用される教員の言葉こそが朝

鮮学校朝鮮語の根幹を成している可能性もある。ただ、それはこれから検証すべき事象である

ため、的確な分析のために多様な場面における自然発話を確保することは依然として重要で

ある。 
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長い間生徒たちとともに生活しながら撮影をしている。学校の授業はむろんのこと、入学

式、運動会、文化祭、卒業式、修学旅行、キャンプ、部活、教員会議、教員の結婚式、家で

の食事、飲み会などのようなさまざまなイベントと日常に参加して溶け込んでおり、監督

(韓国人)と在日コリアン(教員、生徒、父母を含む)との親密度が非常に高い。そのため、教

員も生徒もカメラをあまり意識せずに普段とおりに生活している様子が撮られており、生

徒たちが映像を撮っている監督とふざけ合う場面もよく見受けられる。監督が個別にイン

タビューをする際も取材されているというよりは、知り合いの質問に答えながら会話をし

ているのに近く、フォーマルとは言いがたい場面になっていることに留意しなければなら

ない。 

 

表 12 映像資料の目録 

 放映 監督名 種類 映像物の題目 取材学校 時間 

1 2005 박기홍 
SBS스페셜 

10화 

나는 가요-도쿄, 제 2학교의 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 映画 우리학교(ウリハッキョ) 
北海道朝鮮 

初中高級学校 
132分 

6 2007 김명준 
映画 DVD 

特典映像 

우리학교-못 다 전한 이야기- 

(ウリハッキョ-伝えきれなった話-) 

北海道朝鮮 

初中高級学校 
37分 

7 2014 이일하 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 

 

上記 7点の映像で採録された発話文の総数は 1910発話で、このうち発話末に終結語尾が

現れた発話は 1207(63.2%)発話であった。また、談話全体でその出現が確認された終結語尾

の種類は計 27種である。 

3.4. 言語景観資料の概要 

本論文では、あくまでも分析の参考資料として朝鮮学校の言語景観の写真資料も活用す

る。ここで言語景観(linguistic landscape)とは、「道路標識、広告看板、地名表示、店名

表示、官庁の標識などに含まれる可視的な言語の総体」(バックハウス 2005:53)のことであ

り、送り手が行政か民間かによって「公的表示」と「私的表示」に分けられる。「多言語景
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観」について研究している庄司(2009:18)の場合、一般的な定義をより拡大し、「公共の場に

おいてさまざまな形で知覚される、外国語が複合的に形成する景観」としている。さらに、

ロング(2011:3-4)は言語景観の条件として次の 4つを提示している。 

1) 言語景観は文字言語(看板や店に並ぶ商品のラベルなど)であり、話し言葉(ラジオCMや

電車内のアナウンスなど)ではない。 

2) 言語景観は公的な場に見られる文字言語(店舗のショーウィンドーにある看板など)であ

り、私的なコミュニケーション(個人間で交わされる文通や電子メールなど)ではない。 

3) 不特定多数の読み手に発される物(商店街のポスターなど)であり、特定の個人宛てに

書かれた物(自宅のドアにテープで張られた言付け)ではない。 

4) 受動的に視野に入る物(駅売店の雑誌の見出しに使われている語句など)であり、意図

的に読まなければならない物(その中の記事など)ではない。 

これらのことを総合し、本論文で用いる「言語景観」の意味は「在日コリアンコミュニティ

における公的な場である「朝鮮学校」に見られる、不特定多数 66の読み手に発された文字情

報」とする。朝鮮学校にいる誰しもが見ることができるように、不特定多数に向けて書かれ

た文字情報ならば、そこに用いられている言葉が朝鮮学校コミュニティにおいて通用され

ているものであると解釈できるためである。ただし、前述したとおり、本論文では言語景観

自体を本格的に分析することはせず、あくまでもほかの言語事象を分析・考察する際の参考

資料として活用する。 

次に朝鮮学校の言語景観の写真を取ることと、その写真を研究へ利用することを許可し

てくださった学校について簡略にまとめる。協力校は 3ヶ所で、所在はいずれも東日本であ

る。それらをA朝鮮学校、B朝鮮学校、C朝鮮学校と称する。A朝鮮学校は 3.2.3で記載した協

力校と同じ学校である。なお、A朝鮮学校は中級部と高級部の併設、B朝鮮学校は幼稚班と初

級部の併設、C朝鮮学校は初級部と中級部の併設になっている。調査の実施日は、A朝鮮学校

は 2017 年 10 月 28 日と 2018 年 5 月 9 日、B朝鮮学校は 2017 年 11 月 5 日と 2018 年 11 月 3

日、C朝鮮学校は 2014年 6月 13日である。 

3.5. 言語資料の整理方法 

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 13 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EXCELに文字化

した。基本的にひとつの行にはひとつの発話文のみを書いており、「ひとつの発話文」の基

準は、宇佐美(2007)の「基本的な文字化の原則の韓国語版(Basic Transcription System for 

                                  
66 特定の学年や同じクラスの同級生全員など、ある程度読み手が限定されている場合も含む。 
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Korean: BTSK)」における発話文の認定方法と同様に「話者交代」と「間」の 2つとした。

結果の章における統計はこの資料をもとに算出している。 

なお、文字化する際の朝鮮語(ハングル)表記は、便宜上、韓国の国立国語院による正書法

である「한글맞춤법(文化体育観光部告示)」を基準にしている。書き言葉の発音の特性、個

人の発音の特性、地域的な特性などによって、韓国の標準発音と異なる発音になっている場

合は、例外的に発音とおりの表記も併記している。たとえば、共和国の正書法の影響によっ

て漢字語の語頭の「ㄹ(l)」の音をそのまま発音している場合、韓国の正書法では「요리」

であるが、「료리(요리)」のように表記した。また、個人情報の保護のため、話者の実名や

電話番号などが発話例で出る場合は「●●」という記号で区別して表記した。 

次に、以下の表 13 では場面の格式度に関する情報も併記しているが、格式度の判断は

서정수(1984)をもとにしている。「フォーマル」な場面は「公的な場、上下関係をはっきり

とすべき場、お互いをよく知らないか、あまり親しくない関係にある場面」とし、「カジュ

アル」な場面は「私的な場、同等な関係が主になる場、お互いをよく知り、親しい関係にあ

る場面」とした。本論文の言語資料の場合、授業中の質疑応答や会議での発言、監督とのイ

ンタビューはフォーマルに分類し、授業中の雑談や監督との冗談交じりの会話、授業時間以

外の会話などはカジュアルに分類している。判断が難しい場合は、該当発話の前後の発話内

容やスピーチスタイル、会話参加者の表情や行動などを総合的に考慮して判断した。 

 

表 13 言語資料の文字化例 

場

面 

場

所 

性

別 
職業 発話 CS 

名詞的

表現 

呼

称 

呼称

類型 
終結 語尾 

スピーチ 

レベル 

終結

法 

関

係 

場面の

格式度 

雑

談 

教

室 
男 

生徒 

(高級部) 

無駄に 학급비 사용하지 
마시오. 

CS N N - 終結 
으(시)오

u(si)o 
하오 hao 命令 上 

カジュ

アル 

雑

談 

教

室 
男 教員 え～ 이것이 좋지! N N N - 終結 지 ci 해 hay 叙述 下 

カジュ

アル 

雑

談 

教

室 
女 

生徒 

(高級部) 
これだれが持つ입니까? CS N N - 終結 

습니까

supnikka 

하십시오 
hasipsio 

疑問 上 
カジュ

アル 

…(中略)… 

食

事 
家 女 寮母 ●● 감독은 뭐 합니까? N N 

指

称 

名+

職業 
終結 

습니까

supnikka 
하십시오 
hasipsio 

疑問 上 
カジュ

アル 

食

事 
家 男 監督 예? N N N - 

非 

終結 
- - - 上 

カジュ

アル 

食

事 
家 男 寮監 맥주 한 ぷく(服) 해야지. CS N N - 終結 지 ci 해 hay 叙述 下 

カジュ

アル 

食

事 
家 女 寮母 

아빠, こう出して.아빠, 

お酒出し…아빠がお酒… 
CS N 

呼

称 

親族

名称 

非 

終結 
- - - 中 

カジュ

アル 

食

事 
家 女 

生徒 

(初級部) 
엄마!じいちゃんのコップ! CS 名詞的 

呼

称 

親族

名称 

非 

終結 
- - - 上 

カジュ

アル 
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最後に、地域や学校によって朝鮮語の使用が異なる可能性も考えられるが、第 2章で述べ

たように朝鮮学校はカリキュラムと教科書が全国共通であり、教員も基本的に総聯傘下の

「朝鮮大学校」の卒業生である。そのため、その違いは大きくないと判断し、学校差と地域

差を考慮せずに分析を行っていることを了承されたい。 
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第 4 章 聞き手敬語の運用様相 

4.1. はじめに 

本章では敬語の一種である聞き手敬語 67について扱う。朝鮮語における敬語の重要性につ

いては、これまでにもさまざまなかたちで指摘されている。たとえば、이익섭(2000:173)は

「言語が社会的文脈によって多様な変種に分かれると見た際に、それがもっとも克明に、ま

たもっとも巧妙かつ複雑に表れるのは、狭くは「呼称」であり、広くは「敬語」であろう」

と述べており、이정복(2011:16)は「敬語法は本質的に人と人との関係、言葉が使われる言

語社会を積極的に反映し、ひいては社会変化と話者のストラテジーによって用法が変わり、

調整されるという非常にダイナミックな言語カテゴリーである」と述べている。 

むろんどの言語にも相手に対する一定の待遇形式は存在する。しかし、具体的な事象は言

語ごとに異なっており、たとえば西洋の言語では「TNL(Title+Last Name)」「FN(First Name)」

を用いて上下関係または親疎関係を表すことが多く、フランス語における「tu」と「vous」、

ドイツ語における「du」と「Sie」のように「親称」と「敬称」に区別される 2人称代名詞

を用いることも多い。一方、박영순(2007:151)が言っているように、朝鮮語と日本語は 1人

称・2人称・3人称に対する「呼称」のほかにも、「語尾」や「助詞」、「接頭辞」、尊待の「語

彙」などのいろいろな手段を通して尊待と非尊待を表している。朝鮮語と日本語はほかの言

語に比べて複雑な敬語体系を有しており、その点においては類似しているといえよう。しか

し、その詳細について見てみるとやはりこの類似している両言語においても敬語の具体的

な事象は異なっており、在日コリアン・オールドカマーたちは半世紀以上日本に住んでいる

分、両言語から影響を受けた敬語使用を見せる可能性が非常に高い。さらに、1945 年以降

に祖国が南北に分断されたことの影響を受け、共和国と韓国の敬語使用も独自に変化を遂

げているはずなので、その影響をどう受けているかも注目のポイントであろう。 

したがって、以下ではまず現代朝鮮語における聞き手敬語の体系について文献調査を通

して概観する。その後、朝鮮学校コミュニティの実際の発話資料をもとに聞き手敬語の運用

                                  
67 韓国の朝鮮語学では「상대 높임법(相対高める法)」「상대 경어법(相対敬語法)」「상대 

대우법(相対待遇法)」「상대 존대법(相対尊待法)」などの用語が用いられることが多いが、こ

こで「相対」というのはあくまでも「話の相手」を意味するものであり、「絶対敬語」と「相

対敬語」を論じる際の「相対」ではない。朝鮮語では「相対」という漢字が「相手」の意味を

表す時もあれば、「相対的に」の意味を表す時もあるため、本論文においては混乱を防ぐため

に「聞き手敬語」という用語を用いることにする。日本語学の「対者敬語」と同じ概念である。 
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様相について記述し、日本語や共和国と韓国の朝鮮語の影響についても推察する。 

4.2. 現代朝鮮語における聞き手敬語の概観 

前述したとおり、敬語法は多様な社会的要因が複雑にかかわる文法カテゴリーである。こ

のような特性により、社会の変化とともに敬語法は歴史の中で激しく変化を遂げてきた。

홍종선(2009)によると、敬語法の中でも主体敬語法や客体敬語法より「聞き手敬語法」のほ

うが変化が著しく、現代に及んでもなお変化しつづけているという。ここでは、そのような

聞き手敬語が朝鮮半島の分断という現実により、共和国と韓国と朝鮮学校コミュニティに

おいて敬語使用がそれぞれいかに変わったか、また研究者たちはその体系をどう分類して

いるかについて「規範」を中心に概観したい。それらを調べることで、朝鮮学校コミュニティ

の聞き手敬語運用に、共和国と韓国の影響はないか確認できるためである。また、朝鮮学校

コミュニティで教えられている朝鮮語と、学校で実際話されている朝鮮語が異なる可能性

もあるため、朝鮮学校の教科書における「規範」としての聞き手敬語も概観しておきたい。 

 

4.2.1. 韓国における聞き手敬語の体系 

朝鮮語の聞き手敬語は待遇の程度によっていくつかのスピーチレベル 68に分かれており、

例 4-1 のようにそれぞれのレベルに合った言語形式が備わっている。そういった朝鮮語の

聞き手敬語の体系を具体的にどう分類するかについては、研究者によって多様な見解が存

在する。しかし、本項の場合は主な関心が「学校でどう教えられているか」にあるため、韓

国のいわゆる「学校文法」のもととなっていると言われている성기철(1970)と서정수(1972・

1984)を参考にまとめることにする。 

 

(4-1) 은희 씨는 어제 한국으로 돌아갔습니다.  tolakasssupnita69 (level6-尊待) 

               〃           돌아갔어요.    tolakasseyo      (level5-尊待) 

                〃           돌아갔소.      tolakassso        (level4-非尊待) 

                〃           돌아갔네.      tolakassney      (level3-非尊待) 

                〃           돌아갔어.      tolakasse         (level2-非尊待) 

                〃           돌아갔다.      tolakassta        (level1-非尊待) 

(訳：Eun-hee went back to Korea yesterday.) 

                                  
68 ここで「スピーチレベル(speech levels)」とは聞き手を待遇する程度のことを言う。韓国の

朝鮮語学では、「말단계(言葉の段階)」「화계(話階)」「경어법 등급(敬語法等級)」「대우 

등분(待遇等分)」「높임 등급(高める等級)」などの用語が用いられている。 

69 本論文における朝鮮語のローマ字表記は、Yale式(The Yale Romanization System)に従って

いる。 
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これらの研究と韓国の学校文法においては、「待遇の程度(speech level)」のほかにも「格

式性(formality)」を聞き手敬語の等級設定のひとつの基準として取り入れており、計 6個

の等級(하십시오hasipsio体・해요hayyo体・하오hao体・하게hakey体・해hay体・해라hayla

体)を設定している。それをまとめると以下の表 14のとおりである。「ある等級はその隣接

する等級と境界が不分明で互いに行き来することのできる関係にあり、ある等級はその使

用が萎縮する一途をたどっている」(李翊燮ほか 2004:259-260)が、全年齢層を前提とする

と韓国の首都であるソウルを含めた中部地域において 6 等級が存在することは確かであろ

う。 

 

表 14 現代韓国における聞き手敬語の体系 1(全年齢層) 

待遇の 

程度 

スピーチレベルの形式 

格式体 非格式体 

尊待 
 上称 (하십시오 hasipsio体) 

略待上称 (해요 hayyo体) 
中称 (하오 hao体) 

非尊待 
等称 (하게 hakey体) 

半言 (해 hay体) 
下称 (해라 hayla体) 

 

ただ、現代の韓国において하오hao体と하게hakey体は、使用言語というよりも理解言語に

近く、老年層を除いてはほとんど使用されていない。このことを考慮して体系を立てると、

以下の表 15のとおりである(성기철 1985、왕문용・민현식 1993、이정복 2012を参考)。 

 

表 15 現代韓国における聞き手敬語の体系 2(老年層を除いて) 

待遇の 

程度 

スピーチレベルの形式 

格式体 非格式体 

尊待 上称 (하십시오 hasipsio体) 略待上称 (해요 hayyo体) 

非尊待 下称 (해라 hayla体) 半言 (해 hay体) 

 

4.2.2. 共和国の聞き手敬語の体系 

共和国の聞き手敬語については、共和国の研究書籍である리근영(1985)、김동찬(2002)と

「文化語(共和国の規範語)」の規範書である『조선문화어문법(1978)』が参照できる。これ

らの文献では聞き手敬語の体系を「높임nophim(対上)・같음kathum(対等)・낮춤nacchwum(対

下)」の 3等級に分類しており、韓国とは大きな違いを見せているように見える。しかし、
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詳細を見るとそれをまた 6等級(하십시오hasipsio体・해요hayyo体・하오hao体・하게hakey

体・해hay体・해라hayla体)に細分化しているため、結果的に韓国と共和国の聞き手敬語の

体系は同様である(表 16 参照)。ただ、「하오hao体」を「높임(対上)」と見るか「같음(対

等)」と見るかは研究者によって意見が分かれる部分であるが 70、それは待遇の程度に関す

る判断の違いであり、6等級という分類に関してはほぼ同じ認識を共有しているといえる。 

 

表 16 共和国における聞き手敬語の体系 

待遇の程度 スピーチレベルの形式 

尊待 높임 nophim (対上) 하십시오 hasipsio体、해요 hayyo体、하오 hao体 

非尊待 
같음 kathum (対等) 하게 hakey体、해 hay体 

낮춤 nacchwum (対下) 해라 hayla体 

 

韓国と共和国で違いが出るのは、終結語尾の具体的な使用様相である。共和国における実

際の敬語使用について、小説や雑誌、ドラマ、映画などを用いて調べた이대성 외(2013)に

よると、その主な違いは次のとおりである。まず、共和国では해요hayyo体が主に女性によっ

て使用されるスピーチレベルであり、男性による使用は非常に少ないという点が韓国と大

きく異なる。韓国の場合、해요hayyo体は性別に関係なく上称として広く使用されるスピー

チレベルである。次に、韓国では使用されない「-으라요ulayo、-으시라요usilayo、-

자요cayo」という形態を해요hayyo体の終結語尾として使っている点も異なる。また、韓国

ではもうほとんど使用されない하오hao体を、共和国では活発に使用しているという点も大

きな相違点のひとつである。特に成人男性による使用が多い。하십시오hasipsio体と

하게hakey体、해hay体、해라hayla体に関しては、韓国と共和国で使用状況と使用脈略がほ

ぼ一致するといわれている。 

 

4.2.3. 朝鮮学校の教科書における聞き手敬語の体系 

筆者が個人的なルートで入手した朝鮮学校の国語(朝鮮語)の教科書 2 種(『조선어문법 

중급朝鮮語文法中級(2003)』、『국어 고급 2国語高級 2(2004)』)から確認できる聞き手敬語

の体系をまとめたものが表 17である。確認すると、共和国における 3等級(높임対上・같음

対等・낮춤対下)の分類(表 16参照)にしたがっていることがわかる 71。これら 2種の教科書

で提示している終結語尾の目録も、共和国の『조선문화어문법朝鮮文化語文法(1978)』にお

                                  
70 정순기(2005;未公刊の会議資料であったため、권재일(2006)から再引用)では「하오hao体」を

「같음(対等)」に分類している。 

71 ただ、それをさらに 6 等級に細分化しているかどうかについては、筆者が入手した朝鮮学校

の教科書だけでは確認ができない。 
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ける終結語尾の目録とほぼ一致している。そのためか、平安道 72方言の하게hakey体の終結

語尾である「-습데 73suptey」と「-읍세upsey」が語尾目録として載っていることが特徴的

であるといえよう。なぜならば、第 2章で前述したとおり、在日コリアン・オールドカマー

1世はそのほとんどが韓国の慶尚道と済州道出身であったためである。 

 

表 17 朝鮮学校の教科書における聞き手敬語の体系と終結語尾 74の目録 

待遇 

の 

程度 

文章終結形 

叙述 疑問 命令 勧誘 

높임 
nophi

m 

対上 

ㅂ니다/습니다, 랍니다/으랍

니다, ㄴ답니다/는답니다, 

아요/어요/여요, 지요, 야요

/예요, ㅂ디다/습디다 

pnita/supnita, 

lapnita/ulapnita, 

ntapnita/nuntapnita, 

ayo/eyo/yeyo, ciyo, 

yayo/yeyyo, ptita/suptita 

ㅂ니까/습니까, 아

요/어요/여요, 지

요, 야요/예요, 랍

디까, 잡디까 

pnikka/supnikka, 

ayo/eyo/yeyo, 

ciyo, yayo/yeyyo, 

laptikka, 

captikka 

십시오, 세요, 라

구요, 라요 

sipsio, seyyo, 

lakwuyo, layo 

자구요, 자요, ㅂ

시다/읍시다 

cakwuyo, cayo, 

psita/upsita 

같음 

kathu

m 

対等 

다오, ㅂ데/습데, 구려, 라

오, 군, 구만, 누만, 더군, 

지, 네, 다네 

tao, ptey/suptey, kwulye, 

lao, kwun, kwuman, nwuman, 

tekwun, ci, ney, taney 

나, 는가, ㄴ가, 

던가, ㄹ가/을가, 

다지, 라지, ㄹ는

지/을는지 

na, nunka, nka, 

tenka, lka/ulka, 

taci, laci, 

lnunci/ulnunci 

게, 구려, 라구, 

시오 

key, kwulye, 

lakwu, sio 

세, 세나, ㅂ세/

읍세, 자구 

sey, seyna, 

psey/upsey, 

cakwu 

낮춤 

nacch

wum 

対下 

다, ㄴ다, 는다, ㄹ게, ㄹ래

/을래, 더라, 아/어/여, 구

나, 누나, 야 
ta, nta, nunta, lkey, 

llay/ullay, tela, a/e/ye, 

kwuna, nwuna, ya 

냐, 느냐, 더냐

(던), 다면서, 라

면서, 니, 아/어/

여 

nya, nunya, 

tenya(ten), 

tamyense, 

lamyense, ni, 

a/e/ye 

라, 아라/어라/여

라, 렴(려마), 려

무나, 거라 

la, la/ela/yela, 

lyem(lyema), 

lyemwuna, kela 

자, 자꾸나 

ca, cakkwuna 

                                  
72 共和国の首都である「平壌(ピョンヤン)」が位置している地域であり、共和国の標準語は基本

的にこの地域で使用されている言葉がもとになっている。 

73 「습데suptey」を하게hakey体に分類したのは、共和国の『朝鮮語大辞典』の情報による。 

74 表 17において母音語幹に接続する形態と子音語幹に接続する形態が並列して示されている場

合とそうでない場合があるが、それは朝鮮学校の教科書に記載されているとおりに書いたた

めである。そのため、本論文において用いている表記法とは異なっている点に注意されたい。 



 

57 

 

なお、表 17の目録は本章の分析で用いる基準によって整理しなおす必要があると考え、

以下の表 18のように分類を改めた。韓国における分類と異なる点は、韓国では「対上」と

して分類される「하오hao体」の語尾が「対上」と「対等」に分かれて分布しているという

ことである。また、韓国では「対下」として分類される「해hay体」の語尾も、「対等」と「対

下」に分かれて分布しているという点も特異である。ただ、これはあくまでも一語尾の細か

い分類に関する見解の違いから来る問題であるため、本論文ではこれ以上は触れない。 

 

表 18 朝鮮学校の教科書における聞き手敬語の体系(本論文の基準による) 

待遇 

等分 

スピーチレ

ベルの形式 

文章終結形 

叙述形 疑問形 命令形 勧誘形 

対 

上 

(尊 

待) 

하십시오 
hasipsio 

-습니다 

supnita 

-습니까 

supnita 

-으십시오 

usipsio 

- 

해요 

hayyo 

-어요 eyo -어요 eyo -으세요 useyyo, 
-으라요 ulayo, 

-으라구요 
ulakwuyo 

-자요 cayo, 

-자구요 cakwuyo 

非 

尊 

待 

하오 

hao 

対

上 

-습디다 

suptita 

- - -읍시다 

upsita 

対

等 

-다오 tao, 

-라오 lao, 

-구려 kwulye, 

- -으시오 usio, 

-구려 kwulye, 

-라구 lakwu 

- 

하게 

hakey 

対

等 

-구만 kwuman 

-네 ney 

-습데 suptey 

-는가 nunka, 

-나 na 

-게 key -으세 usey, 

-으세나 useyna, 

-읍세 upsey 

해 
hay 

対

等 

-지 ci, 

-군 kwun 
-을까 ulkka 

-을는지 ulnunci 

-자구 cakwu - 

対 

下 

-어 e, 

-을게 ulkey, 

-을래 ullay, 

-누나 nwuna 

-어 e, 

-으라면서 

ulamyense 

-어 e - 

해라 

hayla 

対 

下 

-다 ta, 

-는다 nunta, 

-구나 kwuna, 

-더라 tela 

-(으)냐(u)nya, 

-(으)니(u)ni 

-어라 ela, 

-으려무나 
ulyemwuna 

(으려마 ulyema, 
으렴 ulyem), 
-거라 kela 

-자 ca, 

-자꾸나 

cakkwuna 

하라 hala* - - -으라 ula - 
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以下では、このように朝鮮学校で教えられている「規範としての朝鮮語」と朝鮮学校コ

ミュニティにおける実際の敬語使用がどう異なっているかを含め、4.1と 4.2で見てきた内

容をもとに共和国と韓国からの影響についても推察していきたい。 

4.3. 先行研究 

オールドカマー3世以降の若い世代の言葉に関する研究は、断片的な印象を書き留めてい

るものを除くと皆無に等しいため、以下では終結語尾など、聞き手敬語使用に関する言及が

少しでもあった論文やコラムなどの内容をまとめることにする。 

まず、キム・イリーナ(1994)は朝鮮学校コミュニティにおける朝鮮語の特徴として目上の

人に対して하십시오hasipsio体の語尾「-습니다supnita」を、同年齢の相手に対して

해라hayla体の語尾「-다ta」を多用することを指摘している。また、伊藤(2006)は、朝鮮学

校出身者の朝鮮語を特徴づけるものとして「하오hao体の多用」を挙げている。しかし、い

ずれも詳細な実地調査を伴っていない、短い印象論にとどまっている。 

黄鎭杰(1996)は在日コリアン・オールドカマー1世と 2世の会話資料を用い、日本語母語

話者である 2 世が日本に近い敬語規範意識を持っていると同時に、韓国的な特徴も持って

いることを明らかにした。そしてそのような様相の背景として、インフォマントが在日コリ

アンのコミュニティを基盤とするネットワークに属しており、親と義理の親の両方から韓

国の敬語規範意識の影響を強く受けていることを挙げている。 

また、総聯傘下の出版社である朝鮮新報社による雑誌『月刊イオ』(2000 年 4 月号)には

「ここが変だよ「在日朝鮮語」」というテーマの特集が組まれているが、その中で聞き手敬

語に関する次のような記述が見つかる。「目上の人に尊敬語を使えなかったり、同年の人に

やたらと尊敬語を使う」、「話し言葉ができないので年上、年下関係なく終助詞が「-

습니다supnita」になる」がそれであるが、あくまでも問題視されている事象のみを取り上

げているため、「尊敬語」というのはどのスピーチスタイルを表すのか、하십시오hasipsio

体以外のスピーチスタイルの使用はどのようになされているか、「話し言葉ができない」と

いうのは具体的に何を意味するのかなど、不明な点が多い。 

一方、임영철・권은희(2012)はドキュメンタリー7点における在日コリアンの発話をもと

に、「書き言葉体の話し言葉化」現象を実証的に検証することを試みている。その結果、キ

ム・イリーナ(1994)などで言及のあった하십시오hasipsio体の語尾「-습니다supnita」と

해라hayla体の語尾「-다ta」が多く使用されていることを確認したが、聞き手敬語運用の全

体像までは捉えられていない。 

맹복실(2014)も、朝鮮大学校の学生(東京出身のオールドカマー3世)の自由談話をもとに

終結語尾の使用について論じているが、勧誘形と命令形しか調査されておらず、社会言語学
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的要因も考慮されていないため、全体像を把握するには限界がある。 

이재호(2016)の場合、参与観察とスピーチ・タスク、インタビューの 3 つの方法を用い

て、朝鮮学校で使用されている終結語尾について考察している。その結果、韓国ではあまり

使用されない語尾である「-는가nunka」と「-으라ula」、「-자요cayo」の使用が特徴的であ

ることがわかった。しかし、スピーチタスクの対象者が中級部の生徒 14名に限られている

ため、教員や父母の言語使用については明らかではない。また、スピーチタスクという方法

は被験者の規範意識に影響されやすいため、結果が実際の言語使用と一部分異なっている

ことが著者からも指摘されている。 

渡邊(2018)は、ドキュメンタリーにおける在日コリアンの発話から目立つ特徴をまとめ

ている。語尾使用の特徴としては、하십시오hasipsio体と해라hayla体の多用、教員や卒業

生として登場する壮年男性 75による하오hao体の使用、韓国では珍しい語尾「-는가nunka」

と「-자요cayo」の使用などが指摘されている。しかし、具体的な使用率の統計が提示され

ていないので、一個人の間違いか全体の傾向なのかが不明確である。また、分析資料がド

キュメンタリー1点にすぎず、ボクシング部という特殊な世界に偏っているため、現実を一

部分歪曲して捉えている可能性がある。 

したがって、本論文は在日コリアンの実際の発話をもとにコーパスを作成し、各項目の実

際の使用率を確認する。これらの作業を通して先行研究で指摘されている事象を再検証す

るとともに、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語の聞き手敬語運用の全体像を把握していく。 

4.4. 研究方法 

4.4.1. 調査方法 

前述したとおり、朝鮮語の敬語法は非常に複雑に細分化されており、その運用にまつわる

ルールも非常に精緻なものになっている。まず相手が親族か否かによって異なるルールが

適用されるのみならず、話し手の性別と年齢、聞き手の年齢と地位、話し手と聞き手の上下

関係の度合い、親密さの度合いなど、さまざまな要因が複雑にかかわっている。 

そのため、朝鮮語の敬語法を「アンケート調査」や「面接調査」などで研究する際には、

そういった要因に関する非常に具体的で実際的な情報を数多く提供しなければ、信頼度の

高い結果は得られにくい。これらの手法は対象者の属性をより精密に統制できるという点

で大きな利点を持つが、実際の言語生活と調査に対する答えの間の隔たりが大きくなる恐

れがあるのである。したがって、敬語を社会言語学的観点から研究する際には、何よりも「実

                                  
75 渡邊(2018)で用いられている「ウルボ」というドキュメンタリーを確認すると、およそ 40代

以上の年齢層を意味すると推測される。ただし、映像資料から確認できる「外見」で推測する

しかないため、明確ではない。 
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際の発話資料」にもとづいて的確に現状を捉える必要があるように考えられる。この章も、

こういった考えのもとで「参与観察」と「談話録音」による調査分析を行った。 

具体的に本章における分析の対象は、2 つの種類の言語資料(第 3 章の表 10 と表 12 を参

照)の中で「終結語尾が使用された発話文」のみである。「朝鮮語において、待遇の程度

(speech level)がもっとも明示的に表れるのは終結語尾(박영순 2007:161)」だからである。

朝鮮語における終結語尾は、用言の語幹または先語末語尾の後に結合して文を意味的に完

結させる文法形態であり、聞き手敬語法のすべてのスピーチレベルにおいて一定の形式を

備えている(例 4-1参照)。そのため、朝鮮語の終結語尾は聞き取敬語法の体系と非常に密接

な関係にあるといえる。そこで、以下では終結語尾の運用実態を把握することにより、朝鮮

学校コミュニティでの聞き手敬語の運用様相について見ていくことにしたい。参考までに、

発話の内に「뭡니까, 이거! mwepnikka, ike!(何ですか、これ!)」のように終結語尾が最後

に来ていない倒置された発話と、「‘똑바로 쓰라고 했지요 ttokpalo ssulako hayssciyo 

(正しく書きなさいと言いましたよね)’って。」のように他者の発言を直接引用する直接話法

の発話も分析の対象とする。 

なお、言語資料における在日コリアンの発話は「場面の格式度」「話者の性別」「話者の身

分」「話し手と聞き手の上下関係」などの社会言語学的要因を併記し、EXCELに文字化した(第

3章の表 13を参照)。発話を整理する際に「場面の格式度」の判断は서정수(1984)をもとに

している。「フォーマル」な場面は「公的な場、上下関係をはっきりとすべき場、お互いを

よく知らないか、あまり親しくない関係にある場面」とし、「カジュアル」な場面は「私的

な場、同等な関係が主になる場、お互いをよく知り、親しい関係にある場面」とした。たと

えば本論文の言語資料の場合、授業中の質疑応答や会議での発言、監督との 1 対 1 のイン

タビューはフォーマルに分類し、授業中の雑談や監督との冗談交じりの会話、授業時間以外

の会話などはカジュアルに分類している。判断が難しい場合は、該当発話の前後の発話内容

やスピーチスタイル、会話参加者の表情や行動などを総合的に考慮して判断した。 
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4.2. 言語資料の属性 

分析の際に取り入れる要因は大きく 4 つで、「場面の格式度 76」「話者の性別」「話者の身

分」「話し手と聞き手の上下関係」がそれである 77。本論文の言語資料は別途に要因のコン

トロールなしに、不特定多数の自然発話を録音または録画したものであり、その要因別の発

話数は必ずしも同一なわけではない。そのため、4章 5節の表 25から表 28までをより正確

に分析するための参考として、各要因別に言語資料全体の中で占める割合の詳細を以下に

提示しておく。たとえば、「表 29 하십시오hasipsio体の各要因別使用様相」を見ると、男

性よりも女性のほうが하십시오hasipsio体を多く使用しているように見えるが、それは言

語資料全体において女性の発話が多いためであることを考慮しなければならない。 

また、表 22の場合、幼・初級部と中・高級部は主に 4世～5世、父母は主に 3～4世で年

齢は 30 代から 40 代の間、教員は 2 世～4 世 78で年齢は主に 20 代と 50 代以上に当たるた

め、間接的には世代・年齢別の区分と見ても差し支えないであろう。教員の年齢層は分布の

範囲が広く、父母と世代と年齢が重なることもあるが、教師用語の特殊性というものがある

                                  
76 朝鮮語の聞き手敬語の体系を論じる際に「格式度」という概念を取り入れるべきかに関して

は、研究者によって判断が分かれるところであり、再考の余地が必要であることに筆者も同意

する。実際の言語使用(韓国の場合)を見ても、非格式体として分類される「해요hayyo体」が

格式度の非常に高い場面でも使用されたり(유송영 1994:308)、格式体として分類される

「해라hayla体」が主にカジュアルな場面で使用されたり(박지순 2015:155)しており、あるス

ピーチレベルを「格式体」と「非格式体」に明確に区別することは困難であるように考えられ

る。しかし、本論文の目的は「格式度」を敬語体系の設定に取り入れることの有用性を検証す

ることにあらず、既存の研究で設定されている体系に鑑みて朝鮮学校コミュニティの朝鮮語

がどういった点で類似性と特異性を持つのかを明らかにすることにある。そのため、「格式度」

という概念は分析をより精密なものにするための「手段」として依然として価値があると判断

し、取り入れていることを了承されたい。 

77 韓国の朝鮮語でどのスピーチレベルを選択するかの判断にもっとも重要な要因は、年齢と社

会的な上下関係、そして親疎関係の 3つであろう。このうち「親疎関係」の場合、韓国の朝鮮

語では年齢と社会的上下関係を覆すほどの圧倒的な力を持たない反面、日本語では年齢と社

会的上下関係を覆す場合がしばしばある。そのため、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語への日本

語の影響を調べるためには、親疎関係も考慮する必要があるだろう。ただし、本論文では不特

定多数の大量の言語データを扱っているため、個々人の親疎関係が把握することは不可能に

近い。そのため、本章の分析においては親疎関係を除き、「場面の格式度」「話者の性別」「話

者の身分」「話し手と聞き手の上下関係」の 4つの要因のみを考慮した分析を行う。 

78 朝鮮学校の教員の主な世代と年齢に関する情報は、次の宋基燦(2013:156)における記述から

見つけることができる。 

「朝鮮学校の教員の年齢層は多少の幅があり、世代も 2 世から 4 世までいる。朝鮮大学を卒

業して間もない 20代の若い教員と中高年層が大半を占めており、その間ぐらいの年齢層が

少ないことが多い。(…中略…) 現在の朝鮮学校の教員の年齢構成をみると、朝鮮大学を卒

業したばかりの若い教員と五〇代以上のベテラン教員に二分される傾向を示している。」 
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可能性があるため、異なるグループとして集計した。さらに「その他」には、撮影当時に子

供を朝鮮学校に通わせているかは不明だが、朝鮮学校の卒業生で総聯の傘下団体で働いて

いる人や、何らかの形で在日コリアン・オールドカマーを支援している人、教員の家族など

の発話が入る。残りの 61名は既存のどのグループの属性にも当てはめるのが難しく、標本

数、発話数共に十分ではないため、「その他」として分類した。このようにすることで、ほ

かのグループの言葉遣いの特徴をより明確にすることができると考える。 

最後に、以下の統計は言語資料全体の統計ではなく、言語資料の中の「終結語尾が使用さ

れた発話文」のみを対象にした統計であることを、再度断っておく。 

 

 

表 19 言語資料における話者の性別の比率 

 

 

 

 

 

表 20 言語資料における発話ごとの場面の格式度の比率 

 

 

 

 

 

表 21 言語資料における上下関係の比率 

 

 

 

 

 

表 22 言語資料における話者の職業の比率 

 

話者の性別 

男性 女性 男女(団体) 

40.5%(1015) 58.9%(1474) 4.6%(115) 

場面の格式度 

フォーマル カジュアル 

57.9%(1450) 42.1%(1054) 

上下関係 

対上 対同 対下 

31.3%(783) 10.6%(266) 58.1%(1455) 

話者の職業 

幼初級 中高級 父母 教員 その他 

9.1%(228) 20.5%(514) 4.7%(118) 63.2%(1583) 2.4%(61) 
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本論文の言語資料では以下の表 23に提示したような人間関係の様相が観察される。分析

結果における聞き手と話し手の上下関係の区分はこの表 23を基準としている。 

 
表 23 本言語資料における登場人物の上下関係の設定 

上下関係 話し手  聞き手 

(1) 聞き手が 

話し手より 

目上 

教員 ⇒ 教員(職位や年齢面で明確な差がある場合)，父母，監督など 

生徒 ⇒ 教員，父母，先輩，監督，記者など 

父母 ⇒ 教員，監督，記者，年齢の特定ができない同胞団体の構成員など 

(2) 聞き手が 

話し手と 

同年代 

教員 ⇒ 教員(職位や年齢面で明確な差がない場合) 

生徒 ⇒ 同級生，同じ年齢帯の学生団体 

父母 ⇒ 同じ年齢帯の父母 

(3) 聞き手が 

話し手より 

目下 

教員 ⇒ 
生徒，教員(職級や年齢で明確な差がある場合)，監督(話し手が 

校長であるなど，職級が高く，年齢も明確に上である場合)など 

生徒 ⇒ 後輩 

父母 ⇒ 生徒 

図 9 言語資料の話者の性別の比率 図 8 言語資料における発話ごとの場面の格式度の比率 

図 6 言語資料における上下関係の比率 図 7 言語資料における話者の職業の比率 

58%

42%

格式度

フォーマル

カジュアル

39%

57%

4%

話者の性別

男性

女性

男女

31%

11%
58%

上下関係

対上

対同

対下

9%

21%

5%63%

2% 話者の職業

幼・初級部

中・高級部

生徒の父母

教員

その他
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4.4.3. 終結語尾の分類基準 

朝鮮語の終結語尾は、「待遇の程度」「該当するスピーチレベルの形式」「文章終結形」な

どによって多様に分類され、その分類の基準は研究者によって少しずつ異なっている。その

ため、本論文における終結語尾の分類の基準を以下に提示しておく。 

まず、待遇等分は共和国の「높임nophim(対上)・같음kathum(対等)・낮춤nacchwum(対下)」

の分類も包括できる韓国の「尊待」と「非尊待(共和国の같음kathum・낮춤nacchwumを含む)」

の 2 項対立に設定した。次に、スピーチレベルは韓国と共和国で共通である

「하십시오hasipsio体、하오hao体、해요hayyo体、하게hakey体、해라hayla体、해hay体」

の 6等級の分類に、筆者が任意で追加した「尊待程度が中和」されたと見られる「하라hala

体」を合わせて、合計 7等級のスピーチレベルを設定した。各終結語尾がどのスピーチレベ

ルに該当するかの判断は、国立国語院(韓国)の『標準国語大辞典』と共和国の『조선말대사전 

1、2(사회과학원언어학연구소 1992)』の文法情報を基準にした。 

次に、文章終結法 79の形態の分類は韓国と共和国で共通である「敍述形、疑問形、命令形、

勧誘形」の 4つのカテゴリーに分けることとした。文章終結法の分類とその体系については

これまで多くの研究者が多様な意見を提示しており、最大で 10個のカテゴリーを設定した

김민수(1960)の分類(説明・疑問・質問・許諾・命令・希望・警戒・勧誘・推測・感嘆)や

노마(1996)の分類(平叙・疑問・感嘆・婉曲・確認・体験・意思・約束・勧誘・命令)もある。

しかし、「感嘆」「約束」「許諾」「警戒」などは「叙述」として分類することも可能であるた

め、本論では、便宜上、「叙述、疑問、命令、勧誘」として分類したほうが適切であろう。 

以上をまとめると、以下の表 24のとおりである。 

 

表 24 本論文において分析の枠組みとして使用する聞き手敬語の体系 

待遇等分 尊待 非尊待 中和 

スピーチ 

レベルの形式 

하십시오 

hasipsio 

하오 

hao 

해요 

hayyo 

하게 

hakey 

해라 

hayla 

해 

hay 

하라 

hala 

文章終結形 叙述形      疑問形      命令形      勧誘形 

 

また、4.5.1.の表 25 で하십시오hasipsio体と해요hayyo体の命令形語尾として提示され

た「-으십시오usipsio」と「-으세요useyyo」は、それぞれ「-읍시오upsio」と「-어요eyo」

という終結語尾に先語末語尾「-시si-」が結合された形であり、研究者によってはこれらを

                                  
79 話者の聞き手に対する心理的態度が現れる文の終結方式のことで、朝鮮語学の用語である。韓

国の朝鮮語学では、研究者によって「문체법(文體法)」「의향법(意向法)」「서법(叙法」なと

の用語が使われることもある。 
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独立した個別の語尾として認めない場合もある。しかし、韓国の国立国語院の

표준국어대사전(標準国語大辞典)ではこれらの語尾を「和合形」の個別の語尾として扱って

いる。本論文では国立国語院の立場に従い、하십시오hasipsio体の「-읍시오upsio」と「-

으십시오usipsio」、해요hayyo体の「-으세요useyyo」と「-어요eyo」をそれぞれ個別の語尾

として扱うことにする。一方、하오hao体の命令形語尾である「-으오uo」に先語末語尾「-

시si-」が結合された形である「-으시오usio」の場合、国立国語院では個別の語尾として認

められていない。したがって、本論文でも「-으오uo」と「-시오sio」は同一の語尾として

扱う。 

そして、朝鮮学校コミュニティでは朝鮮語の終結語尾に日本語の終助詞「ね」「よ」「な」

などが結合された形を多く使用するが、そういった発話もこの章の分析対象とする。語尾「-

습니다supnita」「-지요ciyo」「-는가nunka」「-다ta」「-지ci」の 5つが特にコード・スイッ

チングされやすい語尾であるが、以下のような発話例はすべて日本語の終助詞を除いた形

を基準に分類をしている。 

 

「많습니다ね, 올해 이런 일이.」      →「-습니다supnita」 

  (訳：多いですね、今年こういうことが。) 

「그렇지요ね?」              →「-지요ciyo」 

(訳：そうですよね?) 

「아, 어떤가な」              →「-는가nunka」 

(訳：あ、どうかな。) 

「결국 子守唄(こもりうた)와 같다よね.」  →「-다ta」 

(訳：結局、子守唄と同じだよね。) 

「높이가 지금 여기인 지점에 공이 있지ね?」 →「-지ci」 

(訳：高さが今ここの地点にボールがあるよね?) 

 

なお、終結語尾の表記に関してだが、表 17では各終結語尾の異形態も同時に表記してい

るが、それ以外の部分では紙面の制約上、代表型のみを表記することにする。서태룡(2001)

によれば、韓国の朝鮮語学では媒介母音「-으u」があるものを基本形として設定するのが一

般的であり、陽性母音よりも陰性母音の異形態の使用頻度が高い。したがって、本論文にお

ける代表型は「用言語幹の最後の音節の母音が陽性母音」であるか、「用言語幹の最後の音

節が「ㄹl」以外のパッチムで終わる場合」に付く終結語尾の形態とする。 

最後に、結果の分析にあたり、以下の三つのケースは分析対象から除外している。 

 

①「그래kulay」「아니요aniyo」「쉬어swie」「차려chalye」「그렇지kulehci」 な

どの感嘆詞は、終結語尾の集計から除外した。 
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② 主に「-는가 보다/싶다/하다nunka pota/siphta/hata」「-가 하면ka hamyen」の形

で使用される，自問および推測を表す「-는가nunka」と、従属節の中で「-

는가가nunkaka」「-는가를nunkalul」のような形で文成分として使用される「-

는가nunka」も集計しない。これらの「-는가nunka」は、聞き手が誰であろうと関係

なく、慣用的に固定された形でのみ使用されるため、聞き手敬語運用を見るには不適

切である 80。国立国語院の標準国語大辞典でも、これらの「-는가nunka」は하게hakey

体終結語尾「-는가nunka」とは異なる次元で説明されている。 
 

③ 自問と推測を表す「-을까ulkka」と、日本語「-というか」の直訳である「-라(고) 

할까la(ko) halkka」「-다(고) 할까ta(ko) halkka」の形で使用されている「-

을까ulkka」も集計しない。「-는가nunka」と同様に聞き手が想定されていない独白形

式の終結語尾であるため、本論文で見ようする「聞き手」敬語の使用実態を見るには

不適切であると判断した。 

4.5. 研究結果 

4.5.1. 敬語使用の全体像 

以下においては、表 25 と図 10～図 12 を通して朝鮮学校コミュニティの朝鮮語の敬語使

用の全体像について提示しておく。ただし、表 25 と図 10～図 12 はあくまでも 4.5.2.と

4.5.3.における分析の根拠とするために提示しているのであり、その詳細については

4.5.2.と 4.5.3.の各項目で具体的に述べている。また、全体像に関しては 4.6 で詳しく論

じているため、ここでは重複を避けるために、各表と図の概要と提示目的のみを書くことに

する。 

以下の表 25は、本論文の言語資料で使用が確認された終結語尾の出現回数をまとめたも

ので、各スピーチレベルが主にどのような終結語尾で実現されるかを確認する目的で作成

した。次に、図 10は各終結法別によく使用されるスピーチレベルが何であるかを尊待と非

尊待に分けて確認するために作成したものであり、図 11と図 12は職業(年齢)と性別によっ

てよく使用されるスピーチレベルが異なる可能性を確認するためのものである。 

  

                                  
80 서정수(1986)においても、「-는가nunka」と「-을까ulkka」はほかの疑問形終結語尾とは異な

り、誰かに対する「質問」ではなく、特定の聞き手が存在しない「疑問」であることが述べら

れている。이유기(2001・2002・2005)においても、「-는가nunka」と「-을까ulkka」は本来「自

問」に使われるので聞き手が自分自身になり、必然的に「하게hakey体」であると同時に

「해라hayla体」になるしかないと論じられている。 
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表 25 グループ別の各終結語尾の使用様相 

待

遇 

文

体 

スピーチ

レベル 
終結語尾の形態) 

グループ別使用様相 出現 

回数 幼初級 中高級 父母 教員 その他 

尊 

待 

格 

式 

体 

하십시오 

hasipsio

体 

-습니다 supnita 75 46 56 601 11 789 

-습니까 supnikka 14 226 8 168 1 417 

-으십시오 usipsio 2 2 - 4 - 8 

하십시오 hasipsio体の合計 91 274 64 773 12 1214 

하오 

hao体 

-으(시)오 u(si)o - 3 - 35 1 39 

-소 so - 2 - 9 1 12 

-읍시다 upsita 1 6 - 65 - 72 

하오 hao体の合計 1 11 0 109 2 123 

非 

格 

式 

体 

해요 

hayyo体 

-어요 eyo 31 21 10 38 10 110 

-지요 ciyo 8 49 18 143 4 222 

-네요 neyyo - - - 1 - 1 

-을까요 ulkkayo - - - 6 - 6 

-으세요 useyyo 7 16 6 41 1 71 

-으라요 ulayo 1 - - - - 1 

-자요 cayo 1 2 - 3 - 6 

해요 hayyo体の合計 48 88 34 232 15 417 

非 

尊 

待 

格 

式 

体 

하게 

hakey体 

-은가/는가 unka/nunka 5 4 3 69 1 82 

-나 na 1 - - - 3 4 

하게 hakey体の合計 6 4 3 69 4 86 

해라 

hayla体 

-다 ta 25 51 4 110 6 196 

-는구나 nunkwuna - - - 2 - 2 
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-는다81nunta 4 12 2 46 - 64 

-(으)니(u)ni 1 - - - - 1 

-어라 ela 3 3 1 12 - 19 

-자 ca 9 5 1 21 6 42 

해라 hayla体の合計 42 71 8 191 12 324 

非 

格 

式 

体 

해 

hay体 

-어 e 20 36 3 117 8 184 

-지 ci 10 13 1 46 3 73 

-어야지 eyaci - - - 3 - 3 

-네 ney - - 1 1 - 2 

-는지 nunci - - - 2 - 2 

-는구만 nunkwuman - - - 2 - 2 

-을까 ulkka 2 8 4 26 - 40 

해 hay体の合計 32 57 9 197 11 306 

中

和 
- 

하라 

hala体 
-으라 ula 8 9 - 12 4 33 

하라 hala体の合計 8 9 0 12 4 33 

総合計 228 514 118 1583 60 2503 

                                  
81 終結語尾「-는다nunta」の場合、語尾「-다ta」に「現在」時制の先語末語尾「-는nun」が先

行する構造を持っている。そのため、語尾「-다ta」とは異なる別途の語尾として扱うかうべ

きかに関しては議論の余地があるであろう。本論文では韓国国立国語院の「標準国語大辞典」

における分類に従い、別途の語尾として分類することにする。 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他

教員

父母

中高級部

幼初級部

全体

하십시오 하오 해요 하게 해라 해 하라

図 11 職業別の各スピーチレベルの使用率  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

하라

해

해라

하게

해요

하오

하십시오

叙述 疑問 命令 勧誘

図 10 各スピーチレベルの機能別の使用率 
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4.5.2. 上下関係による運用様相 

本項では、話し手と聞き手の上下関係によって聞き手敬語の使用実態がどのように異な

るのかを見る。そのために、発話状況を(1)聞き手が話し手より目上である場合、(2)聞き手

が話し手と同年代である場合、(3)聞き千が話し手よりも目下である場合の 3つに分類し、

それぞれの状況で聞き手敬語の使用実態がどのように異なるのかを次の表 26、表 27、表 28

にまとめた。上下関係の判断は、4.4.2項で言及したように年齢と役職、地位などを考慮し

た。また、使用率がもっとも高い 2つのスピーチレベルの数値は太字で表示した。 

 

4.5.2.1. 聞き手が話し手より目上である場合 

表 26 聞き手別の敬語使用実態(聞き手＞話し手) 

 

尊待 非尊待 

合計 하십시오 
hasipsio 

하오 
hao 

해요 
hayyo 

하게 
hakey 

해라 
hayla 

해 
hay 

하라 
hala 

幼初級 90(63.4%) - 47(33.1%) - 3(2.1%) 2(1.4%) - 142(100%) 

中高級 262(69.7%) 4(1.1%) 84(22.3%) 4(1.1%) 16(4.2%) 6(1.6%) - 376(100%) 

父母 61(64.2%) - 30(31.6%) 2(2.1%) - 2(2.1%) - 95(100%) 

教員 100(72.0%) 1(0.7%) 32(23.0%) - - 6(4.3%) - 139(100%) 

その他 12(38.7%) 1(3.2%) 15(48.4%) - - 3(9.7%) - 31(100%) 

合計 525(67.0%) 6(0.8%) 208(26.6%) 6(0.8%) 19(2.4%) 19(2.4%) - 783(100%) 

 

聞き手が話し手より目上である場合、表 26で確認できるように、朝鮮学校コミュニティ

では하십시오hasipsio体と해요hayyo体が主に使用されている。ただし、하십시오hasipsio

図 12 性別別の各スピーチレベルの使用率 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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女性

男性

하십시오 하오 해요 하게 해라 해 하라
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体の使用が해요hayyo体に比べて 2 倍～3 倍ほど多い。韓国では하십시오hasipsio体が中高

年層(教員と父母)で多く使用されるが、朝鮮学校コミュニティにおいては中高年層のみな

らず、幼少年層(幼稚部と初・中・高級部)でもこのような傾向が見られる。このことは、韓

国で若年層ほど하십시오hasipsio体が해요hayyo体に代替 82される場合が多いことを考慮す

ると、独特の現象だといえる。このことについては、4.5.3.1目でより具体的に考察したい。 

このほかにも、表 26を見ると、目上の人に対して「非尊待」待遇等分のスピーチレベル

を使用している割合が全体の 5.6%であり、これもまた注目すべき言語現象である。以下の

例 4-2～4-3は、朝鮮学校コミュニティにおいて、目上の人に対して「非尊待」待遇等分の

スピーチレベルを使用している例である。 

 

(4-2) A: 우선 一点入れるだよね、とりあえず. 처음에  일 점  넣는다. 

wusen                               cheumey il cem nehnunta.  

          (訳：まず一点入れるだよね、とりあえず。最初に一点入れる。) 

[父母(女)→初級部生徒(男)/会話/運動場] 

B: 그렇다.  

kuleh-ta 

そう-下称叙述語尾 

(訳：そう。) 

[初級部生徒(男)→父母(女)/会話/運動場] 

 

(4-3) A: 아바이라고 밖에 모르지? 

          apailako pakkey moluci? 

          (訳：「アバイ(共和国で「おじさん」を意味する単語)」としか知らないでしょ?) 

[監督(男)→高級部生徒(女)/会話/教室] 

      B: ●●, 이름은 ●●. 무슨   ●●인가 잊었다. 

         ●●, ilumun ●●. mwusun ●●inka ic-ess-ta. 

                                     忘れる-過去-下称叙述語尾 

      (訳：「名」、名前は「名」。なに「名」だったか忘れた。) 

[高級部生徒(女)→監督(男)/会話/教室] 

  

                                  
82 박영순(1976)の研究結果を見ると、「尊待」待遇等分のスピーチレベル(하십시오hasipsio、

해요hayyo、하오hao)の中で하십시오hasipsio体の使用頻度は、60代 52.2%、40代 36%、20代

25%で、年齢が低くなるほど減少する傾向を示すのに対し、해요hayyo体は 60代 43.4%、40代

63%、20代 75%になっており、해요hayyo体が하십시오hasipsio体に置き換わりつつあることを

垣間見ることができる。このような하십시오hasipsio体の縮小現象は、その傾向がまずます顕

著になり、比較的最近の研究である엄경옥(2008)では、すでに 60 代以下の全年齢層で

하십시오hasipsio体は 20%前後、해요hayyo体は 70〜80%の使用率を占めていることが確認で

きる。 
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(4-4) A: 식당에서 먹는 것보다 맛있어?  

siktangeyse meknun kespota masisse? 

       (訳：食堂で食べるよりおいしい?) 

[監督(男)→初級部生徒(女)/インタビュー/キャンプ場] 

      B: 응응.  

         ungung. 

     (訳：うんうん。) 

[初級部生徒(女)→監督(男)/インタビュー/キャンプ場]  

      A: 얼마나? 

         elmana? 

     (訳：どれぐらい?)  

[監督(男)→初級部生徒(女)/インタビュー/キャンプ場] 

    B: 백   배  맛있지.   

        payk pay masiss-ci 

           美味しい-半言叙述語尾 

    (訳： 100倍おいしい。) 

[初級部生徒(女)→監督(男)/インタビュー/キャンプ場] 

 

聞き手が年齢と役職面で話し手よりも上であるにもかかわらず、「非尊待」待遇等分のス

ピーチレベルを使用していることが確認できる。한길(1996)と이익섭(2000)によると、韓国

の朝鮮語において敬語使用に影響を及ぼすもっとも基本的で重要な要因は「年齢」と「社会

的地位」であり、特別なケ-スを除いては、親疎関係がそれより強い等分決定力を持つこと

はない。しかし、日本語ではuchi(内)/soto(外)で代表される「親疎関係」が「年齢」や「社

会的地位」よりも優先する場合がしばしばある。本言語資料における日本語発話でも、高級

部の生徒が教員を直接あだ名で呼ぶと同時に非丁寧体で話している例が確認できる(例 4-

5)。 

 

(4-5) A: 아! 이거 선생님이     만든   거야. 

          a! ike  sensayngnimi mantun keya. 

(訳：あ! これ先生が作ったものだよ。) 

[教員(男)→高級部生徒(女)/雑談/寮の食堂] 

      B: やだ～どれ●●(愛称)作ったか分かんないんだけど. 

[高級部生徒(女)→教員(男)/雑談/寮の食堂] 

 

日本ではこのような傾向が概ね高校生まで続き、学校の教員にも「非尊待」等分のスピー

チレベルを使用することが少なくなく、年齢が低いほどこのような傾向が強くなる。朝鮮学

校コミュニティでは、こういった日本語における敬語規範を朝鮮語で話す際にも適用して

いるのであろう。表 26を見ると、朝鮮学校コミュニティで目上の人に「非尊待」等分のス

ピーチレベルを使用している割合は、中高級部生徒は 6.9%、幼初級部生徒は 3.5%であるこ

とからも、それが確認できる。 
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このような現象には次のような日本語の言語習慣も影響しているように考えられる。三

牧(2000)によると、日本語では独白的発話や感情の直接表出 83の際に、敬語を使用しなけれ

ばならない場面(聞き手が話し手より目上の人である場合を含む)で非丁寧体が使用される

ことが少なくないという。このような日本語の言語習慣は、前述した「日本語における敬語

規範の干渉」と同時に、複合的に朝鮮学校コミュニティの敬語使用に影響している可能性が

高い。上記の例 4-3は「独白的発話」として見ることができ、例 4-4は「感情の直接表出」

に近いので、この仮説をある程度裏付けることができる。ひとつ注目すべきなのは、これら

の発話のほとんどが해라hayla体終結語尾の「-다ta」の形式を取っていることである。この

点については 4.5.3.5で具体的に記述する。 

 

4.5.2.2. 聞き手が話し手と同年代である場合 

表 27 聞き手別の敬語使用実態(聞き手＝話し手) 

 

尊待 非尊待 

合計 하십시오 
hasipsio 

하오 
hao 

해요 
hayyo 

하게 
hakey 

해라 
hayla 

해 
hay 

하라 
hala 

幼初級 1(1.2%) 1(1.2%) 1(1.2%) 6(7.0%) 39(45.3%) 30(34.8%) 8(9.3%) 86(100%) 

中高級 9(7.1%) 6(4.8%) 2(1.6%) - 54(42.9%) 46(36.5%) 9(7.1%) 126(100%) 

父母 - - 4(26.7%) 1(6.6%) 3(20.0%) 7(46.7%) - 15(100%) 

教員 13(40.6%) - - 4(12.5%) 11(34.4%) 4(12.5%) - 32(100%) 

その他 - - - 4(57.1%) 1(14.3%) - 2(28.6%) 7(100%) 

合計 23(8.7%) 7(2.6%) 7(2.6%) 15(5.6%) 108(40.6%) 87(32.7%) 19(7.2%) 266(100%) 

 

表 27 を見ると、聞き手が話し手と同年代の場合、朝鮮学校コミュニティでは主に

해라hayla体と해hay体を使用することがわかる。ただし、教員の同年代に対する

하십시오hasipsio体の使用率は 40.6%で、父母の同年代に対する해요hayyo体の使用率は

26.7%になっており、中高年層の場合は同年代に対して하십시오hasipsio体や해요hayyo体

を使用することも少なくない。教員と父母の同年代に対する発話が非常に少ないため、より

多くのデータを確保して再検証する必要はあるが、これはおそらく年齢や役職面で同等で

あっても、成人である相手を尊重するためであると考えられる。 

  

                                  
83「感情の直接表出」とは、現在進行中の談話内容について、その瞬間に感じた心情と考えを直

接「おいし―い!」のように「非尊待」待遇等分で表現することを指す。「おいしいですね」「お

いしいね」のように聞き手を直接対象とする感情表現とは区別される。 
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(4-6) A: 너무나… 눈이   적었다고  할까,    요사이.  

         nemwuna… nwuni cekesstako halkka, yosai. 

         (訳：あまりにも…雪が少なかったというか、この間。) 

[教員(女)→教員(女)/会話/教員室] 

      B: 올해  특별히     눈이  많은    해  아닙니까?  

olhay thukpyelhi nwuni manhun hay ani-pnikka? 

                                   違う-上称疑問語尾 

         (訳：今年、特に雪が多い年ではないですか?) 

[教員(女)→教員(女)/会話/教員室] 

      A: 올해?  이거 보통입니다.  

       olhay? ike  pothong-i-pnita. 

       普通-コピュラ-上称叙述語尾 

(訳：今年? これ普通です。) 

[教員(女)→教員(女)/会話/教員室] 

 

(4-7) A: 영화입니다ね.            촬영입니다.  

yenghwa-i-pnitaね.          chwalyeng-i-pnita. 

映画-コピュラ-上称叙述語尾 撮影-コピュラ-上称叙述語尾 

(訳：映画ですね。撮影です。) 

[父母(女)→父母(女)/会話/寮の食堂] 

      B: これは何も映さないで 주세요.  

                               cwu-seyyo. 

                               くれる-略待上称命令語尾 

(訳：これは何も映さないでください。) 

[父母(女)→父母(女)/会話/寮の食堂] 

      A: またそんなこと! 그것이 좋지요.  

kukesi coh-ciyo 

       いい-略待上称叙述語尾 

(訳：またそんなこと! それ(映すこと)がいいでしょう。) 

[父母(女)→父母(女)/会話/寮の食堂] 

 

上記の表 27 で教員と父母の하십시오hasipsio体と해요hayyo体の使用率がかなり異なっ

ているが、これは本言語資料の特性が影響している。たとえば教員の場合、教員仲間との学

校での会話が多いため、格式度の高い하십시오hasipsio体の使用率が高くなっており、父母

の場合は親しい父母友達との会話が多いため、格式度の低い해요hayyo体の使用率が高く

なっているのであろう。 

ひとつ注目すべきなのは、幼少年層が同じ年代の人に対して、하오hao体と하게hakey体を

使用している割合が少なくはあるが存在するということである。これは 4.5.3 で再び具体

的に考察するが、これもまた朝鮮学校コミュニティ特有の敬語使用実態であると考えられ

る。 
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4.5.2.3. 聞き手が話し手より目下である場合 

表 28 聞き手別の敬語使用実態(聞き手＜話し手) 

 

尊待 非尊待 

合計 하십시오 
hasipsio 

하오 
hao 

해요 
hayyo 

하게 
hakey 

해라 
hayla 

해 
hay 

하라 
hala 

幼初級 - - - - - - - 0(0%) 

中高級 3(25.0%) 1(8.3%) 2(16.7%) - 1(8.3%) 5(41.7%) - 12(100%) 

父母 3(37.5%) - - - 5(62.5%) - - 8(100%) 

教員 660(46.7%) 108(7.7%) 200(14.2%) 65(4.6%) 180(12.7%) 187(13.2%) 12(0.9%) 1412(100%) 

その他 - 1(4.5%) - - 11(50.0%) 8(36.4%) 2(9.0%) 22(100%) 

合計 666(45.8%) 110(7.6%) 202(13.9%) 65(4.5%) 197(13.5%) 200(13.7%) 14(1.0%) 1454(100%) 

 

(4-8) 동무들은 고향을 찾아가면, ね? 찾아가면은 그 다음은 뭐 하고 싶습니까?  

tongmwutulun kohyangul chacakamyen, ね? chacakamyenun ku taumun mwe  

hako siph-supnikka? 

したい-上称疑問語尾 

(訳：皆さんは故郷を尋ねると、ね? 尋ねるとその次は何がしたいですか?) 

[教員(男)→初級部生徒(男女)/授業/教室] 

(4-9) 이거, え, 메모해 놓으세요ね, 아래. 

   ike,  え, meymohay noh-useyyoね, alay 

                メモしておく-略待上称命令語尾 

(訳：これ、え、メモしておいてくださいね、下。) 

[教員(女)→高級部生徒(男女)/授業/教室] 

 

聞き手が話し手よりも目下の人である場合は、教員を除く集団の発話標本がきわめて少

なく、解釈が難しいため、表 5-3に数値だけを提示しておく。教員の場合には、聞き手が話

し手より目下の人であるときに하십시오hasipsio体と해요hayyo体多く使用している点が

目立つ。このことは、教員による目下の人に対する発話のほとんどが、授業中に生徒を聞き

手としているものが故、このような結果が出たのであろう。これは韓国と同じく、朝鮮学校

コミュニティでも授業のときに生徒を人格的に尊重する目的で「尊待」待遇等分を使用して

いるのだと解釈できる。 
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4.5.3. スピーチレベル別使用様相 

4.5.3.1. 하십시오hasipsio体の使用様相 

表 29 하십시오hasipsio体の各要因別使用様相 

関係(聞き手が話し手より) 場面の格式度 話者の性別 

上 同 下 フォーマル カジュアル 男性 女性 男女 

525(43.2%) 23(1.9%) 666(54.9%) 868(71.5%) 346(28.5%) 465(38.3%) 739(60.9%) 10(0.8%) 

 

(4-10) ●● 형님,     이거  평양에        있습니까?      우리나라에?  

       ●● hyengnim, ike   phyengyangey  iss-supnikka?  wulinalaey? 

                                           ある-上称疑問語尾 

     (訳：「名」兄さん、これ平壌にありますか? 我が国に?) 

[初級部生徒(男)→監督(男)/会話/図書館] 

 

(4-11) ●●● 선생님,      무엇이  제일  맛있습니까?  

       ●●● sensayngnim, mwuesi ceyil  masiss-supnikka? 

                                          美味しい-上称疑問語尾 

       (訳：「氏名」先生、どれが一番おいしいですか?)   

[初級部生徒(女)→教員(男)/会話/教員の家]  

 

(4-12) A: ●●,  몇    그릇째?  

         「名」, myech kulusccay? 

       (訳：「名」君、何杯目?) 

[監督(男)→初級部生徒(男)/会話/キャンプ場] 

       B: 예,  삼  그릇입니다.  

yey, sam kulus-i-pnita. 

              杯-コピュラ-上称叙述語尾 

         (訳：はい、三杯目です) 

[初級部生徒(男)→監督(男)/会話/キャンプ場] 

 

表 29を見ると、朝鮮学校コミュニティで하십시오hasipsio体は主にフォーマルな場面で、

基本的には目上の人に対して使用されていることがわかる。言語資料上では目下の人に対

する使用率が 54.9%で、目上の人に対する使用率(43.2%)よりも高くなっているが、これは

フォーマルな場面などで教員が学生を尊重する目的での発話が多かったため、このような

結果になっていると解釈したほうが妥当であろう。その根拠として以下の表 30が参照でき

る。職業別に目下の人に하십시오hasipsio体を使用する比率を見ると、圧倒的に教員の使用

が多く、それも「フォーマル」な場面での使用が大部分になっている。また、学校の公式的

な行事などのように格式度の高い場面では例外なく하십시오hasipsio体が使用され、

하십시오hasipsio体の格式度が해요hayyo体より高いことは明らかである。 
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表 30 職業別に見る目下の人に使用された하십시오hasipsio体の詳細 

 フォーマル カジュアル 合計 

幼初級部 0 0 0 

中高級部 0 3 (100) 3 (100) 

父母 0 3 (100) 3 (100) 

教員 613 (92.9%) 47 (7.1%) 660 (100) 

その他 0 0 0 

 

ただし、朝鮮学校コミュニティにおいて하십시오hasipsio体と해요hayyo体は、その待遇

レベルの差が韓国ほど大きいものではないと考えられる。なぜならば、韓国で

하십시오hasipsio体は主に年齢や地位の大きく離れている目上の人に対して、成人が

フォーマルな場面で使用するスピーチスタイルである反面、朝鮮学校コミュニティでは低

年齢層・カジュアルな場面・親密な関係でも하십시오hasipsio体が使用される例が多く見ら

れるためである。 

この点と関連し、朝鮮学校コミュニティにおける하십시오hasipsio体の使用頻度の多さ

は非常に興味深い。現代の韓国ではほとんどの敬語使用場面で해요hayyo体が使用されてお

り 84、하십시오hasipsio体は前述したとおりに非常に格式度が高い場面でのみ使用される。

そのため、하십시오hasipsio体は「成人男性の言い方」や「軍隊の言い方」であるとのイメー

ジがあるほどである 85。このような韓国の言語事情を考えると、朝鮮学校コミュニティにお

いて幼少年層が하십시오hasipsio体を使用していることは非常に珍しい現象として捉えら

れる。本論文の言語資料において하십시오hasipsio体の使用頻度は約 48.5%と非常に高く、

幼少年層でも하십시오hasipsio体を日常的に多用している(例 4-10～4-12、表 25、図 11 参

照)。以下の図 13 と図 14 の朝鮮学校の言語景観を見ても、後輩に対する部活動勧誘ポス

ターで하십시오hasipsio体を使用しており、ポスター自体の軽快な感じとマッチしないよ

うな非常に格式ばった印象を韓国の朝鮮語母語話者に与えている。 

                                  
84 박영순(1976)によると、尊待待遇等分の中で하십시오hasipsio体の使用頻度は 60 代 52.2%、

40 代 36%、20 代 25%になっている反面、해요hayyo体は 60 代 43.4%、40 代 63%、20 代 75%と

なっており、해요hayyo体が하십시오hasipsio体に置き換わりつつあることがわかる。

김혜숙(1987)を見ても、当時の 20代から 40代の人で初対面の同年代に해요hayyo体を使用す

ると答えた人は、하십시오hasipsio体を使用すると答えた人よりも多い。この時期から

하십시오hasipsio体の萎縮が顕著になっていたのであろう。 

85 山田(2010)のある朝鮮学校教員のインタビューによると、하십시오hasipsio体の使用によっ

て本国の人とコミュニケーション上のトラブルがあったそうである。その教員が本国を訪問

した際に、「本国で最上級の敬語を使ったつもりでいたら、「それは軍隊用語だ」と指摘された」

(p.52)という。 



 

78 

＜内容＞ 

고급부(訳:高級部) 배구부(訳:排球部) 

ＭＧ 대모집(訳:大募集)!! 

새로운 도전, 하지 않겠습니까? 

              haci anh-keyss-supnikka? 

               しない-未来-上称疑問語尾 
(訳：新しい挑戦、してみませんか?) 

배구 몰라도OK!! (訳:排球知らなくてOK!!) 

우리와 함께 뜨거운 청춘 보냅시다. 

            ponay-psita. 

                        送る-中称勧誘語尾 

(訳：私たちと一緒に熱い青春を送りましょう。) 

図 13 A朝鮮学校の部活動勧誘ポスター1(排球部) 
 

＜内容＞ 

성악부 부실은 이쪽입니다!!!! 

               iccok-i-pnita 

        こちら-コピュラ-上称叙述語尾 
(訳：声楽部の部室はこちらです) 

빨리 와주세요!! 
(訳：早く来てください) 

기다립니다… 
kitali-pnita 

待つ-上称叙述語尾 
(訳：待ちます) 

図 14 A朝鮮学校の部活動勧誘ポスター2(声楽部) 
 

出現回数だけ見ると、性別・年齢(職業)に関係なく하십시오hasipsio体がもっとも使用率

の高いスピーチレベルとなっている 86。このことは、近年の日本人朝鮮語学習者(朝鮮学校

コミュニティに属していない者)が「韓国の朝鮮語」を理想とすることが多く、ほとんどの

敬語使用場面において韓国でもっともポピュラーな해요hayyo体を使用することを考える

と、非常に独特な現象であるといえよう。 

ではなぜ、朝鮮学校コミュニティでは格式度の高い하십시오hasipsio体が低年齢層・カ

ジュアルな場面・親密な関係でも幅広く使用されているのだろうか。それはまず、通時的な

理由が考えられる。권용문(2009)によると、해요hayyo体の使用が一般化されはじめたのは

                                  
86 大学の朝鮮語授業のレポートを報告している浜之上(2006)によれば、在日コリアンは「目上の

人と話すときは、女性であっても합니다hapnitaの文体を多用し、해요hayyoの文体をあまり使

わない」との報告をした朝鮮学校卒業生がいたそうである。 
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「現代国語第 3期(1945年～)」以来で、「現代国語第 2期(1910年〜1944年)」は해요hayyo

体の形態が多様化された時期であった。その反面、하십시오hasipsio体の語尾「-

습니다supnita」は 1910年以前にすでに하십시오hasipsio体の終結語尾として現れ、話し言

葉で非常に活発に使用されていた 87。これは、在日コリアンが日本に移住した時期(現代国

語第 2 期)に해요hayyo体はまだ文法的に不安定で、その使用が一般化されておらず、

하십시오hasipsio体がより多く使用されていたことを意味する 88。つまり、在日コリアン 1

世の渡日前の聞き手敬語使用が朝鮮学校コミュニティで保存され、独自に発展している可

能性があるのである。 

さらに、朝鮮学校に関係する人は長い間共和国の「スパイ」扱いされてきており、韓国と

半世紀以上も親密な交流が行われにくかったことも関係しているであろう。정경재 

외(2017)によると、韓国では早いスピードで해요hayyo体が하오hao体を代替するようにな

り、今となっては하오hao体はほとんど使用されなくなった。しかし、第 2章で述べたよう

に共和国ではそのような変化が起きておらず、未だに하오hao体がその勢力を失っていな

い。このことは朝鮮学校コミュニティにおいても同様である。そのため、朝鮮学校コミュニ

ティに属している在日コリアンにとって、敬語使用場面で해요hayyo体を使用しなければな

らないという誘因があまりなかった。このことが하십시오hasipsio体を汎用敬語化するの

にさらに影響を及ぼしたのであろう。 

 

4.5.3.2. 하오hao体の使用様相 

表 31 하오hao体の各要因別使用様相 

関係(聞き手が話し手より) 場面の格式度 話者の性別 

上 同 下 フォーマル カジュアル 男性 女性 男女 

6(4.9%) 7(5.7%) 110(89.4%) 94(76.4%) 29(23.6%) 38(30.9%) 85(69.1%) 0(0.0%) 

 

(4-13) 기쁘지 않소?      嬉しくないような顔作ってるでしょ.   

        kippu-ci anh-so? 嬉しくないような顔作ってるでしょ.  

        嬉しい-否定-中称疑問語尾 

(訳：嬉しくないか? 嬉しくないような顔作ってるでしょ。) 

[高級部教員(男)→高級部生徒(男)/会話/運動場] 

 

                                  
87 現代国語第 2期の話し言葉資料における終結形を分析した오재혁 외(2016)を見ても、叙述形

と疑問形でもっとも多く使用されているのは하십시오hasipsio体の語尾である。 

88 박희숙(1972)がソウル大学校在外国民教育研究所で修学しているオールドカマー2 世 100 名

に対して調査を行った結果、聞き手敬語用法の 6 等級のうち하십시오hasipsio体にもっとも

慣れていたという。彼らが朝鮮学校出身化については不明であるが、当時の在日コリアン社会

で해요hayyo体を聞く機会が少なかったことが影響しているのではないかと推測できる。 
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(4-14) 춥지 않소!  

       chwup-ci anh-so!    

       寒い-否定-中称叙述語尾 

       (訳：寒くないよ) 

[高級部生徒(男)→高級部生徒(女)/会話/教室] 

   

(4-15) A: ●● 선생님이      뭔가    사왔어요.  

          ●● sensayngnim-i mwen-ka sa-w-ass-eyo. 

      (訳：「名」先生が何か買ってきました) 

[高級部生徒(女)→高級部教員(女)/会話/教室] 

       B: 선생님의       센스이니까.  

          sensayngnim-uy seynsu-i-nikka. 

        (訳：先生のセンスだから) 

[高級部教員(男)→高級部生徒(男女)/会話/教室] 

C: 無駄に 학급비   사용하지    마시오. 

無駄に hakkuppi sayongha-ci ma-sio. 

                          使用する-否定-中称命令語尾 

(訳：無駄に学級費使わないでください) 

[高級部生徒(男)→高級部教員(男)/会話/教室] 

 

(4-16) 나머지… 출발하니까ね,      자기 내릴   장소   정확히      이야기하시오.  

       nameci… chwulpalhanikkaね, caki naylil cangso cenghwakhi iyakiha-sio. 

                                                                    話す-中称命令語尾 

     (訳：残り…出発するからね、自分の降りる場所を正確に話しなさい) 

[高級部教員(男)→高級部生徒(男女)/会話/バス] 

 

朝鮮学校コミュニティで하오hao体は基本的には目下の人に対して使用されることが多

く、主に教員が生徒に勧誘したり命令したりする際に多く用いられる(図 10参照)。また、

韓国と同様にカジュアルな場面での使用(23.6%)よりもフォーマルな場面での使用(77.4%)

が多い。部分的に本章のもとになっている權恩熙(2019:90)ではドキュメンタリー資料のみ

を扱って分析し、하오hao体が韓国では格式体に分類されるにもかかわらず「カジュアルな

場面での使用が多く、待遇レベルと格式度の両面で韓国とは違いを見せている」と記述した

が、今回の結果ではフォーマルな場面での使用が多い結果となった。そのため、今後言語資

料にカジュアルな場面での発話を追加してより厳密に傾向を検証する必要がある。 

また、性別による使用の違いの面に関しても、權恩熙(2019:91)では「하오hao体は男性の

使用率が女性より高いことも確認された」としたが、今回の結果では女性の使用が倍以上に

多くなっており、これに関しても今後データの量を増やして再検証する必要がある。 

次に、高級部の生徒が同じ年齢の友達に、または教員に하오hao体を使用(例 4-14、4-15)
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すること 89が確認できることから、朝鮮学校コミュニティでは韓国のような「会話参加者全

員が成人で、力関係が同等でなければならない」(이주행 1994:63)という使用上の制約もな

いように考えられる。 

この하오hao体は、朝鮮学校コミュニティで主に命令形語尾「-으(시)오u(si)o」と勧誘形

語尾「-읍시다upsita」の形で実現されており(表 25参照)、共和国の規範書と朝鮮学校の教

科書で提示されている하오hao体の終結語尾の中で「-읍디다uptita」「-랍디까laptikka」「-

잡디까captikka」「-다오tao」「-으라오ulao」「-구려kwulye」の使用は一度もなかった(表 25

参照)。目を引くのは、終結語尾「-으(시)오u(si)o」の使い方である。韓国で「-

으(시)오u(si)o」は「문을 당기시오 mwun-ul tangkisio (ドアを引きなさい)」「물음에 

답하시오 mwulumey taphasio (問いに答えなさい)」などのように不特定多数を聞き手とす

る案内などで主に使用され、書き言葉体としての性格が強いため日常の話し言葉ではほと

んど使用されない。一方、朝鮮学校コミュニティでは「-으(시)오u(si)o」が日常的に話し

言葉で使用されているのが特徴的である(例 4-15、4-16)。 

また、伊藤(2006)では「総聯朝鮮語」の特徴として「하오hao体の多用」が指摘されてい

るが、本論文の言語資料でも約 5%の使用率を見せており、ある程度同じ現象が確認できて

いる。韓国では하오hao体が老年層の一部を除いて表現言語としてほぼ消えた状態

(홍종선 2009)であることを考えると、朝鮮学校コミュニティで하오hao体が全年齢層で日常

語・表現言語として存在することは注目に値する。これらの特徴は、朝鮮学校コミュニティ

に属していない日本語母語話者が朝鮮語を学習する際には現れないもので、在日朝鮮語を

特徴づける重要な要素のひとつであるといえよう。 

このような하오hao体の非尊待・非格式・日常語化には通時的な背景が存在する。4.5.3.1

で前述したように해요hayyo体は「現代国語第 3期(1945年～)」からその使用が一般化され

はじめるが、それは하오hao体が해요hayyo体に急速に代替されていくことによって行われ

た。오재혁 외(2016)の研究を見ても、現代国語第 2期にはまだ하오hao体の語尾「-으오uo」

「-으소uso」の使用頻度が高いことが確認できる。それだけではない。성기철(1999)でも「現

代国語第 2期」の하오hao体は年齢や階層に関係なく、すべての人に対して広範囲に使用さ

れていたと述べられている。つまり、在日コリアンが日本に移住した時期(現代国語第 2期)

に하오hao体はまだその勢力を失っていなかったのである。おそらくこの時期の하오hao体

の使い方が朝鮮学校コミュニティに残っているのであろう。千恵蘭(2005)によると、19 世

                                  
89 栃木朝鮮学校初級部 3 年の談話資料を分析した牧野(2000)でも、初級部の生徒が日常生活で

하오hao体を使用する例が確認される。 

  (例) 출장도       언제나  계시잖소?  

         chwulcang-to enceyna kyeysi-canh-so  

                              いらっしゃる-否定-中称疑問語尾  

     (訳：出張でもいつもいらっしゃるじゃないですか) 

[初級部生徒→初級部生徒/授業中会話/教室] 
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紀末から 20 世紀初めにかけて中国に移住した延辺朝鮮族の間でも하오hao体が日常的に多

用されているそうであるが、このことも筆者の主張を裏付ける。 

さらに、국립국어원(2013)と강보선(2014)の研究によると共和国でも하오hao体が非常に

活発に使用されているが、そのことも하오hao体の日常語化に影響していると見られる。第

1 章で述べたように朝鮮学校の教科書は基本的に平壌文化語(共和国の規範語)を基準とし

ており、朝鮮学校の教員も「祖国短期研修 90」という形で共和国に数か月間滞在した経験を

必ず持っている。その反面、韓国とは 50年以上接点(交流)がほとんどなかったため、その

隔たりに気づきにくかったであろう。このことが通時的な理由と複合的に作用し、하오hao

体が朝鮮学校コミュニティで日常語として生き残れたと推測できる。 

 

4.5.3.3. 해요hayyo体の使用様相 

表 32 해요hayyo体の各要因別使用様相 

関係(聞き手が話し手より) 場面の格式度 話者の性別 

上 同 下 フォーマル カジュアル 男性 女性 男女 

208(49.9%) 7(1.7%) 202(48.4%) 225(54.0%) 192(46.0%) 134(32.1%) 281(67.4%) 2(0.5%) 

 

(4-17) 감독!    나를   찍어주세요!   

        kamtok! nalul  ccik-ecwu-seyyo! 

                        撮る-てくれる-略待上称命令語尾 

      (訳：監督! 僕を撮ってください!) 

[初級部生徒(男)→監督(男)/会話/キャンプ場] 

 

(4-18) 너희들만   해보자요,    시작!   

       nehuytulman hay-po-cayo, sicak! 

                   する-てみる-略待上称勧誘語尾 

       (訳：君たちだけでやってみましょう。せーの!) 

[初級部教員(女)→初級部生徒(男女)/授業/教室]  

 

(4-19) A: 나는  못  가잖아,  그런데. 

nanun mos kacanha, kulentey. 

       (訳：僕は行けないじゃない、でも。)  

[監督(男)→高級部生徒(男)/会話/廊下] 

        

                                  
90 キム・イリーナ(1994)によると、朝鮮大学校の学生は卒業を控え、学部別に 1 ヶ月から 6 ヶ

月ほど共和国に滞在して学習・実習するという。その内容は、主に朝鮮語研修や各種専門実習、

祖国の大学生との交流となる(朝鮮大学校の公式ウェブサイトhttps://www.korea-u.ac.jp/ 

参照)。 
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        B: 통일하면      가자요.  조국   통일     이룩해서   같이  가자요.  

           thongilhamyen ka-cayo. cokwuk thongil ilwukhayse kathi ka-cayo. 

               行く-略待上称勧誘語尾           行く-略待上称勧誘語尾 

       (訳：統一したら行きましょう。祖国の統一を成し遂げて、一緒に行きましょう。) 

[高級部生徒(男)→監督(男)/会話/廊下] 

 

朝鮮学校コミュニティで해요hayyo体は、基本的に目上の人に対して使用される点で

하십시오hasipsio体と同じである。しかし、フォーマルな場面とカジュアルな場面両方で

均等に使用される点では違いを見せている。また、해요hayyo体の場合、特に年齢が低い

幼初中級部の生徒に対して使われることが多い 91(例 4-17)という点で하십시오hasipsio体

とは若干の違いがある。ただ、ドキュメンタリー資料のみを扱って分析した權恩熙(2019)

では「教員が高級部の生徒に対して해요hayyo体を使用することはほとんど確認されな

い」と述べたが、今回の結果では教員が高級部に対して해요hayyo体を使用する例が 133

発話も確認されたことから、해요hayyo体が低年齢層のみに使用されるものではないこと

が新たに明らかとなった。 

韓国と比較した場合に目立つ特徴としては、韓国で使用されない勧誘形語尾である「-

자요cayo92」の使用が挙げられる(例 4-17～4-18、図 15、表 25 参照)。この「-자요cayo」

は、朝鮮学校中級部の教科書である『조선어문법 중급(朝鮮語文法中級)』でもひとつの終

結語尾として扱われており、初級部教科書の各章のタイトルにも「춤을 추자요 chwumul 

chwucayo(踊りましょう)」「똑바로 앉아서 책을 읽자요 ttokpalo ancase chaykul 

ilkcayo(まっすぐ座って本を読みましょう)」のように使用されていることから、その使用

頻度は非常に高いものと推測される。言語景観においてもいくつか実例が見つかり、図 15

は中級部の学級委員が同じクラスの同級生に守ってほしいことを知らせるポスターで、図

16は初級学校の手洗いを促すポスターであるが、やはり「-자요cayo」が使用されている。

使用がかなり一般化されていると考えられ、4.2.2 で述べたように共和国では해요hayyo体

の勧誘形語尾として「-자요cayo」がよく使用されるので、共和国の影響が伺える。 

 

                                  
91 湯川(2003)には朝鮮学校の幼稚班の授業談話が公開されているが、その文字化データを確認

すると、ほとんど「해요hayyo体」であった。朝鮮学校コミュニティにおいて「해요hayyo体」

は、子供に対する言葉遣いであるとの認識がある可能性が高い。 

92「-자요cayo」は韓国で使用されない終結語尾なので、これがどの言階に該当するかは明確では

ない。本論文では、共和国の研究書籍である강상호(1989)と김동수(1983)を参考にし、

해요hayyo体に分類している。 
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<内容> 

국어위원(国語委員) 

우리 말의 중요성에 대한 학습을 벌리자요. 
                             pelli-cayo 
                                する-略待上称勧誘語尾 
(訳:我が言葉の重要性に対する学習をしましょう) 

새 단어배우기와 발음훈련, 틀린 말고치기 등  
(訳:新しい単語学習と発音訓練、間違った言葉直しなど) 

우리 말배우기운동을 적극 벌리자요. 
             pelli-cayo 
                          する-略待上称勧誘語尾 
(訳:我が言葉学習運動を積極的にやりましょう) 

図 15 B朝鮮学校の学級委員の知らせ 
 

<内容> 

비누로 손을 깨끗이 씻자요. 
                ssis-cayo 
                   洗う-略待上称勧誘語尾 
(訳:石鹸で手をきれいに洗いましょう) 

図 16 C朝鮮学校の手の洗い方のポスター 

 

ほか、本論文の言語資料において男性による해요hayyo体の使用(32.1%)が一定の割合を

占めていることも注目に値する。4.2.2 で述べたように共和国では男性による해요hayyo体

の使用がまれであるが、朝鮮学校コミュニティでは性別による違いが共和国よりは少ない

のであろう。このことは、朝鮮学校コミュニティの言葉が共和国の影響を受けつつも「独自

に」発展してきた証拠とも言える。 

注意すべきなのは、朝鮮学校コミュニティで해요hayyo体の使用頻度は約 20%と

하십시오hasipsio体の 1/2に過ぎないにもかかわらず(図 11参照)、命令するときに限って

は해요hayyo体(-으세요useyyo)が하십시오hasipsio体(-읍시오upsio)よりも多く使用され

るということである(表 25、図 10参照)。こういった現象は、目上の人に命令するという特

殊な状況で語調を和らげる目的として、女性の使用率が高い해요hayyo体を選択している可

能性が高い。また、活用の容易さも関係している可能性もある。叙述のときは해요hayyo体

の 活 用 が하십시오hasipsio 体 よ り 複 雑 で あ る が 、 命 令 の と き は해요hayyo 体 と

하십시오hasipsio体の活用が同じく簡単なので、해요hayyo体を使用する誘引となっている

のではないかと考えられる。 

参考までに、渡邊(2018)では해요hayyo体の使用がほとんど見られないと述べているが、

それは渡邊(2018)が用いている分析資料が「朝鮮学校のボクシング部」のみを取材している

もので、女性の発話が全体の 13.3%と非常に少ないからであると考えられる。本論文の結果
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によると해요hayyo体は女性の使用率が高い。女性の発話が少なければ해요hayyo体の使用

率も低くなることは推測に難くない。また、맹복실(2014)でも해요hayyo体がほとんど使用

されていないという記述があるが、この結果は分析資料として「大学生」の「初対面」にお

ける会話のみを用いているためであると考えられる。会話の参加者が親密な関係にない場

合は格式度の高い하십시오hasipsio体が使用されやすいのであろう。また、本論文の結果に

よると해요hayyo体は勧誘形と命令形での使用も少なくないが(表 33 参照)、맹복실(2014)

は叙述形と疑問形のみを調査対象としているため、해요hayyo体の使用が少ないという結果

となった可能性もある。実際の多様な場面での自然会話をもとに分析しなければならない

理由がここにある。 

 

表 33 해요hayyo体の各語尾の機能別分布 

 叙述 疑問 命令 勧誘 合計 

-어요eyo 98 (89.1%) 11 (10.0%) 1 (0.9%) 0 (0.0%) 110 (100%) 

-지요ciyo 126 (56.8%) 96 (43.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 222 (100%) 

-네요neyyo 1 (100%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (100%) 

-을까요ulkkayo 0 (0.0%) 6 (100%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6 (100%) 

-으세요useyyo 0 (0.0%) 1 (1.4%)  70 (98.6%) 0 (0.0%) 71 (100%) 

-으라요ulayo 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (100%) 0 (0.0%) 1 (100%) 

-자요cayo 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6 (100%) 6 (100%) 

合計 225 (54.0%) 114 (27.3%) 72 (17.3%) 6 (1.4%) 417 (100%) 

 

 

4.5.3.4. 하게hakey体の使用様相 

表 34 하게hakey体の各要因別使用様相 

関係(聞き手が話し手より) 場面の格式度 話者の性別 

上 同 下 フォーマル カジュアル 男性 女性 男女 

6(7.0%) 15(17.4%) 65(75.6%) 56(65.1%) 30(34.9%) 44(51.2%) 42(48.8%) 0(0.0%) 

 

(4-20) ね, 구 개월이란   것은   무엇인가?         구 개월이란.  

           kwu kaywelilan kesun  mwues-i-nka?      kwu kaywelilan. 

                                  何-コピュラ-等称疑問語尾 

     (訳：ね、「クゲウォル(9ヶ月)」って何?「クゲウォル(9ヶ月)」って。) 

[初級部生徒(男)→初級部生徒(女)/昼休み/教室] 
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(4-21) 모르는가?         모른다면     괜찮다.         그냥   ま  외웁시다.  

        molu-nunka?        moluntamyen kwaynchanhta.  kunyang ま oywupsita. 

    分からない-等称疑問語尾 

     (訳：分からない? 分からないならいい。そのまま、ま、覚えましょう。) 

[高級部教員(女)→高級部生徒(男女)/授業/教室] 

 

(4-22) 아니고 올해는…  고 3(삼)이었는가な?  

        aniko olhaynun…kosam-i-ess-nunkaな? 

                         高 3-コピュラ-過去-等称疑問語尾 

    (訳：じゃなくて今年は…高 3だったかな?) 

[学父母(女)→学父母(女)/会話/寮の食堂] 

 

(4-23) 우리 이름 쓰겠나?          キム  쓰겠나?            金城 쓰겠나?  

       wuli ilum ssu-keyss-na?  「キム」ssu-keyss-na?   「金城」ssu-keyss-na? 

                 使う-意思-等称疑問語尾  使う-意思-等称疑問語尾  使う-意思-等称疑問語尾 

       (訳：私たちの(朝鮮語の)名前を使うか?「キム(金)」使うか?「金城」使うか?) 

[卒業生(男)→卒業生(男)/会話/飲みの席] 

 

韓国で하게hakey体は하오hao体よりも使用が少なく、もはや「表現言語」というより「理

解言語」に近い。朝鮮学校コミュニティでも同じく、하게hakey体全体の使用は非常に少な

いほうである。また、共和国の規範書と朝鮮学校教科書で提示されていた平安道方言の

하게hakey体の終結語尾である「-습데suptey」と「-읍세upsey」(表 18参照)の使用も、本

論文の言語資料ではその使用が一度も確認されなかった。 

ただ、その使用のほとんども語尾「-는가nunka」として現れることは注目に値する(表 25

参照)。また、語尾「-는가nunka」の使い方も韓国とは多少異なっている。韓国で「-는가nunka」

は、하게hakey体と해라hayla体の 2つのスピーチレベルにかけて使用される。하게hakey体

として使用される場合は、「義母→婿」や「大学教授→大学院生」など、主に「年配の人」

が「丁重に待遇すべき目下の人」に質問する際に用いられる。해라hayla体として使用され

る場合は、「재일조선어는 어떤 특징을 갖는가 cayilcosenenun etten thukcingul 

kacnunka(在日朝鮮語はいかなる特徴を持つか).」「이와 같은 현상은 왜 나타나는가 iwa 

kathun hyensangun way nathananunka(このような現象はなぜ起こるか).」などのように論

文や新聞などで問題提起をする際に用いられ、疑いや疑問などが混じった独り言にも用い

られる。反面、朝鮮学校コミュニティではカジュアルな場面でも「-는가nunka」の使用が確
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認され(例 4-20～4-23)、初級部の生徒同士の雑談 93(例 4-20)や 20 代の若い女性教員の授

業時の発話(例 4-21)、オモニ会の母同士の会話(例 4-22)でも使用が見える。このことから

して、朝鮮学校コミュニティで「-는가nunka」は、おそらく[+尊重]の意味素性(semantic 

feature)を持っていないものと考えられる。これらのことを考慮すると、上記の例 4-20～

4-23 のような例は韓国での하라hala体の用法で使用されたと見ることもできる。しかし、

話し手自身の「疑問」ではなく聞き手を想定している「質問」として使用されている点では

韓国の하게hakey体の用法とも一致しており、独特な様相を見せている。総合的に見ると、

待遇レベルと用法の両面で해라hayla体の「-냐ni」という終結語尾にもっとも近い使い方を

見せている。 

「-는가nunka」のこのような使い方は、「書き言葉体の話し言葉化 94」現象と関連づけて

考えられる。申昌洙(2005)と朴校熙(2013)によると、朝鮮学校の国語(朝鮮語)教育は 1993

年に教科書の 5次改訂が行われるまで「祖国帰国」を前提とした読み書き中心のものであっ

た。それが、5次改訂からは「日本永住」が考慮されはじめ、「話す・聞く・読む・書く」の

4 技能が均等に発達するように導くことが目標として掲げられた。さらに、2003 年の 6 次

改訂時には「話す」ことが読み書きより優先されるようになり、実際のコミュニケーション

に役立つ朝鮮語教育が前面に打ち出されるようになった。本論文の映像資料に登場する教

員は、その 5次改訂以前の読み書き中心の国語教育を受けている可能性が高い。さらに、朝

鮮学校の生徒は教員と教科書の言葉を真似て朝鮮語を習得するが、教員の言葉は教授用語

という特性上、また教科書の言葉は媒体の特性上、書き言葉体の性格の強い言葉になりかね

ない。そのため、朝鮮学校コミュニティには現在もまだ書き言葉体的表現が多数残ってい

る。朝鮮学校コミュニティでの「-는가nunka」の使用も、そのような現象の結果であろう。 

  

                                  
93 朝鮮学校(大阪)の初級部生徒の言葉を調べた宋実成(2007)の談話資料でも、하게hakey体の疑

問形語尾「-는가nunka」が使用される例がいくつか確認できる。そのうちのひとつを以下に紹

介する。 

    (例) 어디 놔두는가、어디?  

         eti  nwatwu-nunka、eti?  

              置く-等称疑問語尾 

         (訳：どこ置くの、どこ?)  [初級部生徒→初級部生徒]  

94 朝鮮学校コミュニティにおいて「書き言葉に出現する頻度が高く、書き言葉としての性格が強

い語彙や文法構造などが話し言葉で用いられる現象(임영철・권은희 2012)」のことを言う。

キム・イリーナ(1994)と植田(2009)でも「朝鮮語文語表現の話し言葉使用」「平壌文化語の文

語を話し言葉化したもの」などの表現で同じ現象が指摘されている。 
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4.5.3.5. 해라hayla体の使用様相 

表 35 해라hayla体の各要因別使用様相 

関係(聞き手が話し手より) 場面の格式度 話者の性別 

上 同 下 フォーマル カジュアル 男性 女性 男女 

19(5.9%) 108(33.3%) 197(60.8%) 126(38.9%) 198(61.1%) 147(45.4%) 176(54.3%) 1(0.3%) 

 

(4-24) A: 남기지  않도록   합시다.   축배! 

namkici anhtolok hapsita. chwukpay! 

      (訳：残さないようにしましょう。祝杯!) 

[初級部生徒(男)→初級部生徒(男女)/掛け声/キャンプ場] 

       B: 뜻이  뭡니까? 

ttusi mwepnikka? 

     (訳：何の意味ですか?)        

[初級部教員(男)→初級部生徒(男)/会話/キャンプ場] 

 

       A: 뜻이  모른다!  

ttusi molu-n-ta!  

知らない-現在-下称叙述語尾 

    (訳：意味は知らない!)        

[初級部生徒(男)→初級部教員(男)/会話/キャンプ場] 

 

(4-25) 정말    달랐습니다.     빨갛다,      그쪽은.   

       cengmal tallasssupnita. ppalkah-ta, kuccokun. 

                                赤い-下称叙述語尾 

      (訳：本当に違いました。赤い、そっちは。) 

[高級部生徒(男)→監督(男)/インタビュー/寮の部屋] 

 

(4-26) 솔직하게    말하면    후회는    조금은  있지만,    지쳤다な. 

       solcikhakey malhamyen hwuhoynun cokumun issciman, cichy-ess-taな. 

                                                           疲れる-過去-下称叙述語尾 

      (訳：正直に言うと後悔は少しあるけど、疲れたな。) 

[高級部生徒(男)→監督(男)/インタビュー/校庭]  

 

(4-27) 여기서 ‘t=0(티 イコール 제로)’이라는 것은 제일 처음에 지점에다가 하니까  

yekise ‘t=0’ilanun kesun ceyil cheumey cicemeytaka hanikka  

  지금  알고 싶은   것은  이것이다ね? 

cikum alko siphun kesun ikes-i-taね? 

                         これ-コピュラ-下称疑問語尾 

(訳：ここで「t=0」というのは、一番最初の地点にするから、 

今知りたいことはこれだよね?) 

[高級部教員(女)→高級部生徒(男女)/授業(物理)/教室]  
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朝鮮学校コミュニティにおいて、해라hayla体は主に同年代と目下の人に、カジュアルな

場面を中心に使用されている。ただ、非尊待待遇等分にもかかわらず目上の人に対して使用

される割合が約 5.9%(表 35 参照)であり、韓国を基準とした場合決して少なくない数値と

なっている。これは、朝鮮学校コミュニティで해라hayla体が「尊待」の意味を持っている

からではなく、日本語母語話者である朝鮮学校コミュニティの構成員が、「年齢」や「社会

的地位」よりも「親疎関係」が優先される日本語の敬語規範をそのまま適用した結果と見た

ほうが妥当であろう。また、三牧(2000)によれば日本語は独白的発話や感情の直接表出など

では敬語使用場面であっても非丁寧体が使用されることが多いという。そのため、そういっ

た日本語の言語習慣も複合的に影響している可能性が高い。本論文の言語資料で目上の人

に해라hayla体が使用された発話を見ると、約 1/3が形容詞述語であることからもそれが確

認できる。 

次に、朝鮮学校コミュニティで非尊待待遇等分の叙述形語尾が主に「-다ta」で実現され

ていることも特徴的である(表 25参照)。권재일(2004)によれば、韓国で「-다ta」は書き言

葉体の性格が強く、話し言葉の発話末環境での使用頻度はあまり高くない。話し言葉で使用

される場合は、목정수(2011)で指摘されているとおりに「客観的な状況描写、皮肉、エコ―

質問(反問)、感嘆・命令法、脈絡の断絶」など、主に特殊な状況で用いられる 95。しかし、

朝鮮学校コミュニティでは「-다ta」が特別な情感的・様態的意味を表さずに使用される例

が多数確認できる(例 4-24～4-27、図 17、図 18 参照)。つまり、朝鮮学校コミュニティで

「-다ta」は「無標(unmarked)の汎用語尾 96」として広く使用されており、韓国での用法と

大きな違いを見せているのである。韓国では主に해hay体の叙述形語尾「-어e」が汎用語尾

としての役割を果たすことを考えると、この現象は彼らの言葉が韓国の朝鮮語母語話者に

とって不自然に聞こえる最大の理由のひとつであるとも言える。 

 

 

 

                                  
95 권재일(2004)と목정수(2010)で指摘されているように、韓国の話し言葉で「-다ta」が使用さ

れるのは、「우리 얼굴 본 지 정말 오래 됐다.(私たち、本当に長い間会ってないよね)」「너 

진짜 뻔뻔하다!(あんた、本当に図々しいよね)」「나 시험 다 끝났다?(私、テスト全部終わっ

たよ)」「지금부터 운동장 10바퀴씩 뛴다, 실시!(今からグラウンド 10周走ること、実施)」

などのように韻律による情感的・様態的意味が強く表れる場合に限る。男女関係なく、非常に

使用場面が限られる特殊な意味を持つ語尾となっている。 

96 朝鮮語学において「汎用語尾」とは、終結語尾の中のあるひとつの文章終結形としてのみに使

用されるのではなく、叙述や命令、勧誘などのように多用に使用される語尾のことを言う。代

表的な朝鮮語の汎用語尾には「-어e」と「-지ci」があり、これらは叙述、疑問、命令、勧誘

のどちらの意味としても使用することができる。 
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＜内容＞ 

여기는 우리 학교다!! 

      hakkyo-(i)-ta 

            学校-(コピュラ)-下称叙述語尾 

(訳：ここは我が学校だ!!) 

図 17 C朝鮮学校の壁面ポスター 

 

＜内容＞ 

전기절약! (訳：電気節約) 

나갈 때 스위치를 끊는다 

         kkunh-nun-ta 

                 切る-現在-下称叙述語尾 

(訳：出るとき、スイッチを切る) 

고 3이 앞장서 모범이 되자! 

 toy-ca 

 なる-現在-下称勧誘語尾 

(訳：高 3 が先頭に立って模範になろう!) 

관리책임자 ●●● (訳：管理責任者) 

図 18 A朝鮮学校の節電の求める注意書き 

 

この終結語尾「-다ta」の無標化・汎用語尾化の背景には、彼らの母語である日本語の影

響が存在すると考えられる。日本語の語尾「-u」と「-i」は、韓国語の「-다ta」と同様に

辞書形語尾に該当するが、前述した韓国語の해hay体の語尾「-어e」のように多様な情感的・

様態的意味を表すことができる。このことが朝鮮語を使用する時に影響を及ぼし、日本語の

辞書形語尾に該当する朝鮮語の「-다ta」を多用しているのであろう。韓国の慶尚道方言で

は「-다ta」が単純叙述の意味で用いられることもあるが、朝鮮学校コミュニティでの「-

다ta」の多用がそれの影響によるかは、今後イントネーションなどの確認を通して検証する

必要がある。 

最後に、韓国でよく使用される해라hayla体の疑問形語尾「-냐nya」と「-니ni」が一度も

使用されていないことにも注目したい。これは、「-냐nya」と「-니ni」が韓国の中部方言 97

であるため、ごく最近になってようやく朝鮮学校で教えられているといった可能性が考え

られる。「-냐nya」の場合は、日本のいわゆる「猫語」に近く聞こえるため回避している可

                                  
97 이기갑(1997)によると、終結語尾「-냐nya」と「-니ni」は韓国の中部方言の해라hayla体の語

尾であり、韓国の東南方言や済州方言などでは使用されないという。また、이유기(2002)でも

「-냐nya」は中部方言と西南方言において広く使用される語尾であるとの説明が見られる。な

お、韓成求(2018:274)でも「ソウル方言に広く見られるⅠ-느냐nunya/Ⅱ냐nyaが、平壌方言で

はほとんど見られない」という記述がある。 
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能性も排除できない。ただ、この項目に関しては当事者たちの意見が大重要になってくるの

で、今後インタビューを通して明らかにしたい。 

 

4.5.3.6. 해hay体の使用様相 

表 36 해hay体の各要因別使用様相 

関係(聞き手が話し手より) 場面の格式度 話者の性別 

上 同 下 フォーマル カジュアル 男性 女性 男女 

19(6.2%) 87(28.4%) 200(65.4%) 77(25.2%) 229(74.8%) 160(52.3%) 144(47.0%) 2(0.7%) 

 

(4-28) 그것을  입으면  뭔가,   조선사람으로서의,  의식이? 커진다고    할까? 

       kukesul ipumyen mwenka, cosensalamuloseuy, uysiki? khecinta-ko ha-lkka? 

                                        大きくなる-という-半言疑問語尾 

(訳：それを着るとなんか、朝鮮の人としての、意識が? 大きくなるというか?) 

[高級部生徒(女)→監督(男)/インタビュー/寮の部屋] 

 

(4-29) A: 최고예요, 최고예요. [高級部生徒(女)→監督(男)/インタビュー/教室] 

     (訳：最高です、最高です。)  

       B: 누구? [監督(男)→高級部生徒(女)/インタビュー/教室] 

     (訳：だれ?)  

       A: 빅뱅. 많이 알아요. [高級部生徒(女)→監督(男)/インタビュー/教室] 

     (訳：BIGBANG、多くが知ってます。)  

       C: 우리들 모두, G-드래곤. [高級部生徒(女)→監督(男)/インタビュー/教室] 

     (訳：私たち皆、G-DRAGON。)  

       A: 너무너무    좋아. [高級部生徒(女)→監督(男)/インタビュー/教室] 

nemwunemwu coh-a 

              好き-半言叙述語尾 

    (訳：大、大好き。) 

 

(4-30) 각도가   두 배가 되었다고   해서,   サイン가 두 배로  되는   것은  아니지ね. 

kaktoka twu payka toyesstako hayse, sinka  twu paylo toynun kesun ani-ciね。 

                                                              違う-半言叙述語尾 

(訳：角度が 2倍になったからといって、sinが 2倍になるわけではないよね?) 

[高級部教員(女)→高級部生徒(男女)/授業(物理)/教室]  

 

朝鮮学校コミュニティで해hay体は、해라hayla体と同様に主に同年代と目下の人に対し

て使用され、カジュアルな場面での使用が多い。ひとつ特徴的なのは、해라hayla体と同様、

目上の人に対して使用されることが少なからずあるということである(例 4-28、4-29)。そ

の背景については 4.5.2.3で前述したとおりである。 

また、例 4-30のように、使用語尾の数の少なさが伴う表現の幅を日本語の終助詞をもっ
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て補完している例がいくつか確認される。本章はコード・スイッチングを扱うものではない

ため、これ以上の分析は行わないが、今後の研究では日本語の終助詞が結合されたた形の意

味機能をより厳密に調べる必要があるように考える。 

 

4.5.3.7. 하라hala体の使用様相 

表 37 하라hala体の各要因別使用様相 

関係(聞き手が話し手より) 場面の格式度 話者の性別 

上 同 下 フォーマル カジュアル 男性 女性 男女 

0(0.0%) 19(57.6%) 14(42.4%) 4(12.1%) 29(87.9%) 26(78.8%) 7(21.2%) 0(0.0%) 

 

(4-31) 조금  들으라!  조금!  

       cokum tul-ula! cokum! 

              聞く-中和命令語尾 

   (訳：ちょっと聞けよ! ちょっと!) 

[初級部生徒(男)→初級部生徒(男)/会話/キャンプ場] 

 

(4-32) ●●～ 잘하라!  

     [名]～ calha-la! 

上手にやる-中和命令語尾 

    (訳：[名]ちゃん～ 頑張れ!)  

[初級部生徒(女)→初級部生徒(女)/掛け声/水泳場] 

 

(4-33) 너 저고리 입으라.   

       ne cekoli ip-ula. 

                  着る-中和命令語尾 

 (訳：あんた、チョゴリ着なさい。)  

[高級部生徒(男)→高級部生徒(男)/会話/教室] 

 

(4-34) 常に 相手より 먼저  만지라.  

常に 相手より mence manci-la. 

                     触る-中和命令語尾 

     (訳：常に相手より先に触れ。)  

[高級部教員(男)→高級部生徒(男)/命令/運動場]  
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韓国で하라hala体は相手が特定の個人ではないときに使用される、待遇の程度が中和さ

れたスピーチレベルである。そのため、홍종선(2009)によると하라hala体は試験問題やス

ローガンなどのような書き言葉テキストでよく使用され、日常的な話し言葉ではほとんど

使用されないという。ところが、朝鮮学校コミュニティでは、このような하라hala体が主に

カジュアルな場面で、教員のみならず生徒の間でも自然に使われている 98(例 4-31～4-34)。

また、目上の人に対して使用された例は一度もなく、同等か目下の人に対してのみ使用され

る。 

これにはまず、하라hala体の命令形語尾である「-으라ula」の活用ルールが単純であるこ

とが影響している可能性が高い。「-으라ula」はすべての動詞語幹に「-으라ula」をつける

だけでよいため、해라hayla体の命令形語尾である「-어라ela」に比べて習得と使用が容易

である。本論文の言語資料において「-어라ela」が使用されたと分類した発話 19個のうち、

「서라se-la(立て)」「가라ka-la(行け)」「힘내라himnay-la(頑張れ)」のように「-어라ela」

と「-으라ula」のどちらの語尾が使用されたか区別ができない発話を除くと 11回の使用し

か残らないのであるが、その 11個も「-지 마라ci ma-la」「-해라hay-la」のようにチャン

ク(chunk)として慣用的に使用されている可能性が高いものばかりであることがそれを裏

付ける。つまり、朝鮮学校コミュニティでは「-으라ula」が「-어라ela」の代替になってい

るのである。 

さらに、共和国では「-으라ula」が話し言葉でも使用 99される語尾なので、それが複合的

に影響を及ぼした可能性も高い。このほかにも、韓国において하라hala体は書き言葉体とし

ての性格が非常に強いため、第 6章と第 7章で後述する「書き言葉体の話し言葉化」現象と

関連づけて考えることもできよう。 

                                  
98 宋実成(2007)における朝鮮学校の初級部生徒の談話資料でも、하라hala体の命令形語尾である

「-으라ula」の使用がいくつか確認される。参考として、それらを以下に提示しておく。 

  (例) 좋아、좋아. 틀리라. 

coha、coha. thulli-la  

間違える-中和命令語尾 

(訳：いい、いい。間違えろ。)    [初級部生徒→初級部生徒] 

(例) ●●、잘하라. 

       [名]、calha-la! 

上手にやる-中和命令語尾 

     (訳：[名]くん、頑張れ!)      [初級部生徒→初級部生徒] 

99 語尾「-으라ula」は、共和国の辞典である『조선말대사전(朝鮮語大辞典)』に「해라hayla体」

の命令形語尾として掲載されており、書き言葉で使用されることが多いが話し言葉でも使用

されると説明されている。이기갑(1997)でも、平壌を含む西北地域の方言では해라hayla体の

命令形語尾として「-으라ula」が使用されると述べられている。 
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4.6. 分析と考察 

前節で論じた内容をまとめて「朝鮮学校コミュニティにおける聞き手敬語の体系」を立て

ると、以下の表 38のとおりである。各職業別のスピーチレベルの使用比率を表した図 11を

参照すると、生徒や教員、父母など、全年齢層においてこのような体系が存在すると概ね認

められよう。 

 

表 38 朝鮮学校コミュニティにおける聞き手敬語の体系と終結語尾の目録 100 

待遇 

等分 

文 

体 

スピーチ 

レベル 

文章終結形 

叙述形 疑問形 命令形 勧誘形 

尊 

待 

格 

式 

하십시오 
hasipsio 

-습니다 

supnita 

-습니까 

supnita 

-으십시오 

usipsio 

-으십시다 

usipsita 

非 

格 

式 

해요 

hayyo 

-어요 eyo, 

-지요 ciyo 

-어요 eyo,  

-지요 ciyo 
-을까요 ulkkayo 

-으세요 
useyyo 

-자요* 
cayo 

非 

尊 

待 

格 

式 

하게 

hakey* 
- 

-는가 
nunka 

- - 

하오 

hao 
- 

-소 
so 

-으(시)오 
u(si)o 

-읍시다 

upsita 

非 

格 

式 

해라 

hayla 
-다 ta -다 ta -어라 ela -자 ca 

해 
hay 

-어 e, 지 ci 
-어 e, 지 ci, 
-을까 ulkka 

-어 e -어 e 

하라 hala* - - -으라 ula - 

 

韓国の老年層を除いた聞き手敬語の体系(表 15、表 39参照)と比較すると、その違いは一

目瞭然である。特に하오hao体の非尊待・非格式化、해요hayyo体語尾の「-자요cayo」の使

用と해라hayla体語尾「-냐nya」「-냐ni」の不使用、하오hao体と하게hakey体と하라hala体

のスピーチレベルとしての存在などが目立つ。ただし、朝鮮学校コミュニティで하게hakey

体と하라hala体の終結語尾はひとつの固定された形とひとつの文章終結形としてしか登場

しないうえ、「해라hayla体」に近い使い方を見せていることに注目したい。このことを考慮

すると、もともと하게hakey体と하라hala体の終結語尾であった「-는가nunka」と「-으라ula」

が、朝鮮学校コミュニティでは「해라hayla体」として使用されていると解釈できよう。こ

のことについては、今後さらにデータを集めて検証する必要がある。 

                                  
100 言語資料全体における総出現回数が 5 回未満と非常に少ない終結語尾の場合は、表に記載し

ていない。 
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表 39 韓国における聞き手敬語の体系と主要な終結語尾 

待遇 

等分 
文体 

スピーチ

レベル 

文章終結形 

叙述形 疑問形 命令形 勧誘形 

尊 

待 

格式 
하십시오 
hasipsio 

-습니다 

supnita 

-습니까 

supnita 

-으십시오 

usipsio 

-으십시다 

usipsita 

-시지요 siciyo 

非格

式 

해요 

hayyo 

-어요, 지요 
eyo, ciyo 

-어요, 지요 
eyo, ciyo 

-으세요 
useyyo 

-어요 eyo 

非 

尊 

待 

格式 
해라 

hayla 

-다 ta 

-는다 nunta 

-는구나 nunkwuna 

-(느)냐 

(nu)nya, 

-니 ni 

-어라 ela 

-려무나(렴) 
lyemwuna(lyem) 

-자 ca 

非格

式 

해 
hay 

-어 e, 지 ci -어 e, 지 ci -어 e, 지 ci -어 e, 지 ci 

 

次に、共和国の文法規範書と朝鮮学校の教科書に提示されていた終結語尾の目録(表 17参

照)とは異なり、平安道方言の終結語尾である「-습데suptey」と「-읍세upsey」が朝鮮学校

コミュニティで一度も使用されていなかったことも注目に値する。同様に、共和国の文法規

範書と朝鮮学校の教科書において하오hao体の終結語尾として提示されていた「-

읍디다uptita」「-랍디까laptikka」「-다오tao」「-구려kwulye」なども実際は一度も使用さ

れていない。これらのことから、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語が峡谷の規範語の影響を一

律的に受けているわけではないことが確認できる。ただ、共和国でも実生活で「-

습데suptey」「-읍세upsey」と「-읍디다uptita」「-랍디까laptikka」「-다오tao」「-구려kwulye」

の語尾があまり使用されていない可能性が考えられるため、今後さらなる検討が必要であ

ろう。 

つづいて、4章で見てきた聞き手敬語運用上の特徴を分類してみると、彼らの言語は①継

承言語(heritage language)、②中間言語(interlanguage)、③学校型バイリンガリズム 101(金

徳龍 1991)としての 3つの側面を持っていることがわかる。 

まず、「継承言語」としての側面を持っているというのは、在日コリアン 1世の朝鮮語が

次の世代へ受け継がれることにより現れる特徴があることを言う。本論文の場合、在日コリ

アン 1 世が渡日する当時(現代国語第 2 期)の朝鮮語が影響を及ぼし、하십시오hasipsio体

                                  
101 金徳龍(1991)によると、民族教育を受けた在日コリアンの子供は、「学校型バイリンガル」と

いう特徴を持つという。彼らの多くは、基本的に一定期間日本語を第一言語として習得した後

から、教育機関を通して第二言語である朝鮮語を学習している。また、彼らのバイリンガリズ

ムは、家族および地域社会よりは、正規教育機関を媒介とする人間関係を通して成されるた

め、彼らの朝鮮語は一種の「学力」としての性格を帯びるようになる。 
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を汎用語尾のように使用すること 102(§4.5.3.1)と、하오hao体を非尊待・非格式で使用す

ること(§4.5.3.2)がそれに当たる。 

次に「中間言語」としての側面を持っているというのは、日本語母語話者である在日コリ

アンが朝鮮語を第二言語として学習しており、それによってあらゆる特徴が現れることを

意味する。本論文では、非尊待待遇等分の命令形語尾として하라hala体の「-으라ula」を多

用すること(§4.5.3.7)がそれに当たる。ほかにも、日本語の敬語規範が干渉して目上の人

に非尊待待遇等分のスピーチレベルを使用すること(§4.5.3.5、§4.5.3.6)と日本語の言

語習慣が影響して해라hayla体の語尾「-다ta」を無標語尾として使用することも、第二言語

学習者としての特徴として挙げられる。 
最後に「学校型バイリンガリズム」としての特性というのは、学校、特に朝鮮学校という

特殊な空間を介して朝鮮語を学ぶことによって現れる特徴があることを意味する。朝鮮学

校ではイマ―ジョン(immersion)方式で朝鮮語教育が行われるため、生徒たちは数学や社会

などの授業を通して朝鮮語を「習得」する。ところが、5.4で述べたように教科書と教員の

言葉は書き言葉体としての性格が強く、その影響が話し言葉にも出る。本論文でも「-

으(시)오u(si)o、-는가nunka、-다ta、-으라ula」などの語尾の多用からそれが確認できて

いる(§4.5.3.2、§4.5.3.4、§4.5.3.5、§4.5.3.7)。また、朝鮮学校は総聯傘下の民族学

校であり、共和国の平壌文化語が教えられているため、해요hayyo体の勧誘形語尾「-

자요cayo」の使用(§4.5.3.3)が現れている。 

では、このような側面を持つ朝鮮学校コミュニティにおける朝鮮語が、現在においても再

生産される理由は何であろうか。それは、主に「コミュニティの言語的閉鎖性」と「民族ア

イデンティティ獲得という学習動機」の 2 つに起因する。これに関して、정병호・

송기찬(2002)は次のように述べている。 

 

 

 

                                  
102 このことと関連して、映画における在日コリアンのセリフの特徴について研究した

이길용(2012)では「スタイルの固定化」という表現を用いて同現象について説明している。

Dorian(1977)によれば、衰退する過程にある言語はスタイルの選択可能性がなく、統合的な

(synthetic)構造を分析的な(analytic)構造に置き換える現象が観察されるのであるが、在日

コリアン・オールドカマーの発話で하십시오hasipsio体が多く使用されることをその例として

見られると述べている。 

しかし、朝鮮学校コミュニティにおいて聞き手敬語に関する「スタイルの固定化」のような

現象が見られるのは確かであるが、現代韓国よりも多くのスピーチレベルが使用されている

という点では彼らの言語が「衰退」しているとは言い難く、「独自的な発展」を成していると

見たほうがより適切であろう。ただ、脚本作家による映画のセリフにさえも하십시오hasipsio

体が使用されるほど、하십시오hasipsio体の多用が一般にも広く認知されている特徴という

意味としてとらえることは可能であると考えられる。 



 

97 

 

「総聯組織と朝鮮学校は、教科書の編纂や修学旅行などの事業を通して共和国と持続的に

交流している。しかし、共和国と日本の間に国交が締結されていないため、総聯系の在日

同胞であっても共和国の人たちに日常的に触れるわけではない。また、彼らが共和国を支

持するということは、韓国と韓国から来た人との交流が起こりにくいことを意味し、こう

いった環境が総聯組織と朝鮮学校の言語生活を朝鮮語母語集団から孤立させ、独自に発

展するように促した。」(p.262、拙訳) 

朝鮮学校に通う生徒の政治的志向は決して均一ではないが、朝鮮学校コミュニティがほ

かの朝鮮語母語話者集団と断絶されたひとつの「言語島」となっていることは確かである。

また、朝鮮学校の教員は必ず朝鮮学校出身でなければならず、共和国や韓国から教員が派遣

されることもなかったため、あらゆる特徴が次世代へと継承されていった。さらに、朝鮮学

校コミュニティの構成員は「朝鮮人としてのアイデンティティの獲得」するために朝鮮語を

学ぶということも影響している。彼らにとっては、「朝鮮語を話す」こと自体が大きな意義

を持つため、その朝鮮語が共和国や韓国と多少違っていても、細かくは問われない場合が多

い。朴宰秀(2012)も朝鮮学校において「学校内だけ通じる「学校内方言」が作られ、正確性

の欠けた言葉で済ませる傾向がある」と述べている。 

この 2つの理由により、同じ日本語母語話者でありながらも、ほかの日本語圏朝鮮語学習

者とは異なる特徴を有する朝鮮語を駆使するようになったと見られる。 

4.7. 本章のまとめと今後の課題 

以上、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語の聞き手敬語運用の特徴を調べ、その原因と背景に

ついて考察した。その結果、本章で明らかになったのは次の点である。 

 

1) 하십시오hasipsio体・하오hao体・해요hayyo体・하게hakey体・해라hayla体・해hay

体の 6等級が年齢層に関係なく存在している。 

2) 하십시오hasipsio体が汎用・日常敬語として多用されている。 

3) 하오hao体が非尊待待遇等分の日常敬語として存在している。 

4) 書き言葉体としての性格の強い語尾「-으(시)오u(si)o」「-는가nunka」「-다ta」 

「-으라ula」が話し言葉で多用されている。 

5) 目上の人に対する非尊待待遇等分の使用が許容される。 

6) 해요hayyo体の勧誘形語尾として、韓国にはない「-자요cayo」が使用されている。 

7) 해라hayla体の叙述形語尾「-다ta」が無標化・汎用語尾化している。 

8) 朝鮮学校の教科書において提示されている平安道方言の終結語尾「-습데suptey」「-

읍세upsey」は、実際は使用されていない。 
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このことから、彼らの言語は「継承言語」として、そして「中間言語」と「学校型バイリ

ンガリズム(金徳龍 1991)」として、日本語や共和国の規範語、朝鮮学校の教科書における

書き言葉、渡日以前の朝鮮語などの影響を受けており、韓国や共和国とはまた異なった新し

い用法での終結語尾の使用や新しい文法規範が発生していることが確認できた。ただし、 

表 21と表 22に提示したように、本論文のデータ資料は「同年代に対する発話」と「幼稚

園・初級部生徒の発話」「父母の発話」の数が比較的に少なくなっている。そのため、これ

らに関する分析はのちにデータの数を増やした際に訂正が必要になってくる可能性があ

る。 

また、もっとも特徴的である하십시오hasipsio体と하오hao体の使用に関しては、より深

層的な分析が必要である。また、해라hayla体の叙述形語尾「-다ta」が無標化・汎用語尾化

している現象について言及したが、これに関しては今後「-다ta」のみに焦点を当て、より

精密に分析を深めることが必要であろう。たとえば、日本語の終助詞が結合された形とそう

でないものが具体的にどう使い分けられているかなどをさらに分析することで、朝鮮学校

コミュニティにおける「-다ta」の意味機能についてより明確に検証できると考えられる。 

このほかにも、本章で明らかになった言語事象の背景と原因については、在日コリアン当

事者たちの意見を参考にし、記述の説得力を補強しなければならない。また、本章で検討し

た各項目が朝鮮学校の教科書や平壌においてどのように使用されているかに関してさらな

る比較検討を行い、それらが朝鮮学校コミュニティ独自の特徴であるといえるかを精密に

検証していく必要もある。これらのことを課題とし、今後さらに研究を深めていきたい。な

お、今回は慶尚道と済州道方言の影響に関する考察が行われていないが、韓国の地域方言の

影響は主に特定の語彙やアクセントなどで強く表れる可能性が高いため、別稿を期したい。 
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第 5 章 朝鮮語呼称の使用様相 

5.1. はじめに 

「呼称」とは人に呼びかけたり、言及したりする際に用いる表現のことをいう。そして、

ある人物をどう呼ぶかを決める際には多様な要因が考慮され、たとえば年齢や性別、結婚の

有無、社会的上下関係などによって異なる呼称が選択されることは往往にしてある。また、

そういった呼称の種類と使用に関する詳細なルールは言語文化圏(もしくは特定集団)に

よって異なっており、その様相を見ることでその言語共同体において重要視される事象や

人間関係の結びつきなどについても知ることができる。Fasold(1990:1)も、呼称は特定の言

語共同体における言語構造と社会構造との関係を明らかにするのに重要な意味と機能を持

つのみならず、特定の呼称の使用が話し手と聞き手の置かれている社会的状況および社会

的関係を反映·強化することで、言語の二次的機能を強く表すとしている。 

さらに、呼称には聞き手に対する一定の言語的待遇が含まれているため、聞き手敬語法と

密接な関連がある。たとえば박영순(1995)によると、呼称として「자네caney(君)」を使う

場合は聞き手敬語法のスタイルとしては하게hakey体を使ったほうが自然で、

「어르신elusin(おじいさん)」と呼ぶ場合は하십시오hasipsio体を使ったほうが自然に感

じるという。このように、聞き手敬語の運用実態をより多面的に概観するためにも、呼称の

使用実態を把握することが重要になってくる。 

したがって、以下では朝鮮学校コミュニティの実際の発話資料をもとに朝鮮語呼称の目

録を作成・類型化し、その個々の使用様相について韓国と共和国との比較も試みながら考察

していきたい。最終的には、尊敬語末語尾などの敬語法の要素との関係も含め、朝鮮学校コ

ミュニティにおける在日コリアンの言語のスタイル的特徴について明らかにすることを目

的とする。要するに、本論文はこのような目的を実現するための基礎段階のものといえる。 

5.2. 呼称の概観 

分析および考察に入る前に、まず本論文で調べようとする「呼称」とは何かについて本論

文なりの定義を定め、その意味範囲を制限する必要があるであろう。そのため、以下では「呼

称」に関する用語について整理した後、韓国と共和国、日本で使用されている呼称の違いに

ついて概観していきたい。それは、分析に際して、彼らの母語である日本語の影響や教科書
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の基準となっている共和国の朝鮮語、メディアや親戚などを通して接する韓国の朝鮮語の

影響について考えなければならないためである。 

 

5.2.1. 呼称の定義 

何を「呼称」と見るか、その定義は学者によって多少異なっている。박갑수(1989)、

서정수(1984)などでは呼称を「부름말pwulummal(呼び言葉)」と命名し、「ある者を呼ぶ際に

使う言葉」と定義した。また、김혜숙(1991)では「話者がその相手を前にして直接呼ぶ時に

使う呼び言葉」と、왕한석(2005)では「話し手がその話し相手と話す間、その相手を指すた

めに使う単語や語句、または表現」と定義されている。このように、どの研究においても「相

手を直接呼ぶ言葉(呼びかけ語、address term)」を呼称と見ていることは共通しているが、

時には「話し相手を言及する語(言及語、reference term)」を呼称の範疇に含めていたり、

「相手の注目を集める表現(注意喚起語、summonsesまたはcalls)」までも一括りにして厳密

な区別なしに扱っていることが多いように考えられる。 

たとえば韓国で「呼称」という言葉は、「言及語」と対を成す「呼びかけ語」という意味

で使用されることもあれば、それらを包括する上位の概念として使用されることもある 103。

そのため、2 つの言葉が対応関係にある場合は、「부름말pwulummal(呼ぶ言葉)」と

「가리킴말kalikhimmal(指す言葉)」のように区別することが多い。日本においても、鈴木

(1973)では前者を「呼格的用法(vocative use)の対称詞」、後者を「代名詞的用法(pronominal 

use)の対称詞」と命名しているのに対し、陣内(1990)では前者を「呼び掛け語」、後者を「言

及語」のように区分している。このように、ある人物を呼びかけたり、言及したりする際に

用いる言葉を指す用語は研究者によって多様で、同じ用語を使っているにもかかわらず意

味範囲が少し異なっていたりすることも多く、曖昧な点があった。そのため、呼称を概観す

るにあたって、韓国と日本において多く使用されている用語を中心にまとめることで、混同

を最小限にしておきたい。 

まず、呼称に関する代表的な研究における用語の定義をまとめると以下の表 40のとおり

である。話し相手を直接呼びかける語のみを「呼称」として見ているもの(서정수 1979、

왕한석 2005、柴田 1982)もあれば、話し相手を言及する語まで含めるもの(鈴木 1973、国広

1990)もあり、会話に参加していない第三者を言及する際に用いる語まで呼称と見る見解

(최재석 1963)もある。本論文は「呼称」を文法的に定義することを目的としておらず、人

物をどのように呼ぶかに関心を置いているため、もっとも広い意味範囲での「話し相手に直

接呼びかけたり言及したりする語と話題にされる第三者を指すのに用いる語」を「呼称」と

                                  
103 日本語は「母(はは)」と「お母さん」のように多くの親族名呼称が呼びかけ語と言及語が明

確に区別され、使い分けされているのに対し、朝鮮語の親族名呼称は呼びかけ語と言及語の形

態が同じであるものが多い。そのため、多くの韓国の論文では呼びかけ語と言及語を区別せず

に一括りにして「呼称」として扱っているものが多い。 
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考えることにする。また、呼びかける語と言及する語の区別が必要な際には前者を「呼びか

け語」、後者を「言及語」とする。 

なお、「呼びかけ語」と「言及語」は明確な名称を用いて呼ぶものであるが、これとは異

なり名称を用いずに相手を呼ぶ表現も存在する。「もしもし」「おい」「すみません」「あの」

のように相手の注目を集める時に使用する「注意喚起語」がそれであるが、これらはある「表

現」や「感嘆詞」などを呼称と類似した目的で用いるものであるため、本論文では呼称とし

て扱わないことにする。 

 

表 40 先行研究と本論文における「呼称」の定義 

 話し相手を直接 

呼びかける語 

話し相手に 

言及する語 

第三者に 

言及する語 

例)お母さん! 例)お母さんはどこ生まれ? 例)母は済州道出身です 

韓 

国 

최재석(1963) 
직접면접호칭 

(直接面接呼称) 

관계지시호칭 

(関係指示呼称) 

서정수(1979) 부름말(呼びかけ語) 가리킴말(差し示し語) 

왕한석(2005) 호칭어(呼称語) 지칭어(指称語) 

日 

本 

鈴木(1973) 
呼称―対称詞の 

呼格的用法 

呼称―対称詞の二人称 

代名詞的用法 
他称詞 

柴田(1982) 呼びかけ語 言及語 

国広(1990) 呼称(語) 他称語 

本論文 
呼びかけ語  言及語 

呼称 

 

5.2.2. 呼称の類型 

왕한석(1989)、박정운(1997・2005)、姜錫祐(2003)、田中春美・田中幸子(1996)などの先

行研究を参考にすると、韓国と日本で共通に見られる呼称の種類は「個人名」「役職名」「職

業名」「親族名」「代名詞」である。したがって、本論文でもこれらの分類にしたがい、朝鮮

学校コミュニティで使用されている朝鮮語呼称を分類して論ずることにしたい。また、

박정운(2005)では役職・職業名と親族名が実際はその役職・職業、親族に該当しない人に対

しても拡大使用されるものを「通称的呼称」として命名しているが、本論文でもこの概念を

取り入れて別途にカテゴリーを設けることにした。朝鮮語は日本語より親族名呼称が非常

に細分化しており、それによる通称的呼称も非常に発達しているため、区別して論じたほう

がより的確に現状を捉えられると考えたためである。本論文における呼称の具体的な種類

の目録とその例は下記の表 41のとおりである。 
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表 41 本論文における呼称の分類 

種類 説明 朝鮮語の例 日本語の例 

個人名呼称 個人が持つ固有の名前 
태호 씨, 은희야,  
권은희, 진숙이 

田中さん、太郎君、 

田中花子、花子ちゃん 

役職・職業名

呼称 

職業、地位、 

役職、役割名 

전 선생, 전태호 선생님, 
부장님, 기사님, 감독님 

先生、田中先生、 
部長、運転手さん、監督 

親族名呼称 
親族間の関係を 

表す言葉 

언니, 아주머니, 엄마, 
아버지, 할머니 

お姉さん、おばさん、 

ママ、父さん、ばあちゃん 

通称的呼称 

役職名・職業名呼称と 

親族名呼称の虚構的 

用法(fictive use)104 

언니, 아주머니, 이모 
선생님, 사장님, 학생 

お姉さん、お兄さん、兄貴 

先生、おばさん 

代名詞呼称 人を指す人称代名詞 너, 자네, 자기, 당신 あなた、君、お前 

 

5.2.3. 韓国と共和国と日本における呼称 

では朝鮮学校コミュニティの呼称使用に影響を及ぼした可能性の高い、韓国と共和国、そ

して日本においてはどのように呼称が使用されているかについて、その違いを中心に簡略

に以下にまとめておく。 

まず韓国と共和国における呼称使用上の違いを見ると、국립국어연구원(1995)と

임칠성(1997)によれば親族名呼称の違いはさほど大きくないという。一部地域方言形が規

範語として採択されている例があったり、社会体制上の特性によって使用されなくなった

ものがあったりする程度である。たとえば、共和国では「가시아버지kasiapeci 105」

「삼춘어머니samchwunemeni106」などのような共和国の地域方言形が規範語として認められ

                                  
104 親族名呼称の虚構的用法について、鈴木(1973:158-159)は「実際には血縁関係のない他人に

対し、親族名称を使って呼びかけることを、人類学では親族名称の虚構的用法(fictive use)

と称している。虚構的用法の一般原則は、話し手が自分自身を原点として、相手がもし親族

だったら自分の何に相当するかを考え、その関係にふさわしい親族名称を他称詞または自称

詞に選ぶのである」と説明している。たとえば、子供が本当の姉ではない若い女性を「お姉さ

ん」と呼んだり、若い人が本当の母ではない中高年の女性を「お母さん」と呼んだりすること

がこれに当たる。類似概念としては、原 (1979)の「擬制的用法」、왕한석(2005)の

「의사친척호칭(疑似親戚呼称、fictive kinship terms)」、최석재(2007)の「유사친족호칭(類

似親族名呼称、metaphorical use of kinship terms」などがある。 

105 「妻の父」に対する呼称で、韓国標準語では「장인cangin」という。 

106 「父方の叔母・伯母」に対する呼称で、韓国標準語では「고모komo」という。 
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ている反面、「서방님sepangnim107」「아가씨akassi108」「도련님tolyennim109」のように「階

級」的特性が反映されている呼称は使用されないという。通称的呼称の使用においても、共

和国では平壌の方言である「아바이apai110」と、社会主義思想が反映された呼称である

「동지tongci111(同志)」「동무tongmwu112(友)」が広く使用されている点も注目に値する。こ

ういった共産主義用語による通称的呼称は、韓国では呼称として使用されることはまった

くなく 113、地域方言形の呼称に至っては該当する共和国の呼称が何を意味するかも知らな

い韓国の人が多い。 

では、朝鮮語と日本語における呼称の違いにはどういったものがあるだろうか。まず共通

                                  
107 朝鮮王朝時代には官職に付いていない若い貴族を平民が呼ぶ時に使用していた呼称であった

が、現代の韓国では主に「夫の結婚していない弟」に対する呼称として定着している。 

108 朝鮮王朝時代には結婚していない貴族の娘を平民が呼ぶ時に使用していた呼称であったが、

現代の韓国では「20 代ぐらいの若い女性」に対する通称的呼称と「夫の結婚していない妹」

への呼称として定着している。 

109 朝鮮王朝時代には結婚していない貴族の息子を平民が呼ぶ時に使用していた呼称であった

が、現代の韓国では「夫の結婚していない弟」に対する呼称として定着している。 

110 中年男性に対する通称的呼称で、韓国標準語では「아저씨acessi」という。 

111 共和国の辞書である『조선말대사전』では「사상과 뜻을 같이하고 같은 목적을 위하여 

투쟁하는 사람(思想と志を同じくして同じ目的のために闘う人)」と説明されている。革命を

共にした者同士の呼称であったフランス語「camarade」から由来した英語「comrade」とロシ

ア語「товарищ」の訳語と考えられる。これに関する記述は以下のようなものが確認できる。 

「社会主義国家である北朝鮮は、軍隊で公式的に「동무tongmwu」と「동지tongci」という

言葉を使う。「동지tongci」は目上の人を呼ぶ呼称で、「동무tongmwu」は…(中略)…ソ連

から借用されたものであるが、ロシア語は「동무tongmwu」と「동지tongci」という概念を

区別せずにただ「タヴァーリシシ(товарищ)」という単語を使う。」(쨰르치즈스키 2017:87-

88、拙訳) 

「中国においても、comradeの訳語としての「同志」という呼称が新しい社会にふさわしい

呼称として受け入れられ…(後略)…」(孫蓮花 2004:38) 

112  共和国 の 辞書 で あ る 『조선말대사전(朝鮮語大辞典)』 で は 「노동계급의 혁명위업을 

이룩하기 위하여 혁명대오에서 함께 싸우는 사람을 친근하게 이르는 말(労働階級 の

革命偉業を成し遂げるために革命隊伍で共に戦う人を、親しみを込めて呼ぶ言葉)」と説明さ

れている。もともとは「友」を意味する固有語として使われていた言葉であったが、共産主義

圏の用語であるとの認識が広まったことにより、現在は韓国でタブー視される言葉となった。 

113 呼称としてはまったく使用されないが、一般名詞としてはまれに使用されることもある。そ

の際に「동지tongci」は「つらい困難を一緒に乗り越えた仲間」という意味、「동무tongmwu」

は「(幼い子供の)友達」という意味として使用される。ただ、メディアの影響もあり、

「동지tongci」と「동무tongmwu」という言葉は「共和国的」なものとの認識が韓国で非常に

強くなってきており、ほかの単語と合成語になった「동지 의식tongci-uysik(仲間意識)」

「어깨동무ekkay-tongmwu(肩組)」「말동무mal-tongmwu(話し相手)」「길동무kil-tongmwu(道連

れ)」のようなごく一部の合成語を除いては死語化されつつある。 
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点から見ると、林炫情・玉岡ほか(2002)によれば、①上下関係が呼称選択において大きな意

味を持ち、それによって親族名、役職・職業名、人称代名詞などの使用が規定される点、②

親族名が親族以外の人間関係にも拡張して使われる点、③家族内の年少者へ視点を移動し

て相手を呼びかけたり、自分のことを言及したりすることができる点で一致するという。表

41 においても類型ごとの呼称が備わっていることから見て、類似している点が多いように

も見えるが、そういった呼称を実際どのような場面で誰に使用するかに関する使用ルール

の面ではかなりの違いを見せる。 

たとえば個人名呼称の使用の場合、韓国と共和国では「呼称接尾辞」のほかにも「呼格助

詞 114-아/야a/ya」、「語調を和らげる接尾辞-이i」を付けて呼ぶことで親近感を表す反面、

日本では「呼称接尾辞」のみを使用する点で違いがある。また、韓国ではいわゆる「呼び捨

て」が相手を叱る時や喧嘩する時のような場面でよく使用されるものとの認識がある反面、

日本では親しい間柄になってこそ使用できるものとの認識がある点でも違いがある。 

次に役職・職業名呼称の使用においては、上司に対する呼称や相手の職業に敬意を表す時

の呼称の形態で違いがある。相手への待遇が必要な場面、韓国では「과장님kwacang-nim(課

長-様)」「감독님kamtok-nim(監督-様)」「교수님kyoswu-nim(教授-様)」「의원님uywen-nim(議

員-様)」のように職業名の後に「尊敬接尾辞-님nim(様)」を付けて言うことがほとんどであ

る。しかし、日本では似たような場面で「姓+役職・職業名」または「姓+さん」「姓+様」な

どの呼称を用いることが多い。 

最後に親族名呼称での違いを見ると、朝鮮語は親族名呼称が非常に発達して細分類も多

く、親族名呼称を通称的呼称として使用する範囲も広い点が挙げられる。たとえば、日本語

の「おじさん」は、朝鮮語では父方か母方か、既婚か未婚か、成人しているか否か、兄か弟

か、何番目の兄(弟)か、姻族か血族かによって「삼촌、외삼촌、외삼촌、백부、숙부、외숙부、

큰아버지、첫째 작은 아버지、둘째 작은 아버지、고모부、이모부(samchon、oysamchon、

paykpwu、swukpwu、oyswukpwu、khunapeci、chesccay cakun apeci、twulccay cakun apeci、

komopwu、imopwu)」などのように細かく区別して呼称を使い分ける。日本とは異なり、韓国

                                  
114 「呼格助詞」は日本語にはない朝鮮語特有のものであり、人に呼びかける際に個人名の後に

付く助詞のことを言う。朝鮮語では同等の関係にある人か目下の人を呼ぶ際に呼称接尾辞(-

양yang, -군kwunなど)がほとんど使用されないため、呼格助詞が呼称接尾辞と似た役割を担っ

ている。個人名の最後の音節が閉音節の場合は「-아a」を、開音節の場合は「-야ya」を付け

る。 
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では目上の人を名前で呼ぶことは失礼とされる文化であるため 115、それぞれを名前で呼ぶ

ことが許されず、異なる呼称として呼ぶことになっているのである。 

また、韓国では「언니enni(女性の立場からの姉)」「형hyeng(男性の立場からの兄)」

「이모imo(母方の伯母・叔母)」などの多様な親族名呼称を実際の親族でない人に対しても

広く使用している点でも日本とは異なっている。むろん日本でも親族名呼称が通称的に使

用されることはあるが、「おにいさん」「おねえさん」は子供が若い男性・女性に対して呼び

かける時や年配の人が青年に向かって呼びかける時など特殊な状況で使用されることが多

いのに対し、韓国では年齢に関係なく年上の男性・女性を親しみを込めて呼ぶ際に使用され

る点で異なる。 

そして子供を媒介として呼ぶ親族名呼称である「テクノニミー(teknonymy)116」の使用に

おいても両言語で多少の違いがある。テクノニミー自体は日本と韓国、両国において使用さ

れているが、自分の夫・妻に対して「아빠appa(お父さん)・엄마emma(お母さん)」と呼ぶこ

とは日本でしか確認されない。韓国の場合、「●●(의) 아빠(uy)appa(●●のお父さん)」の

ように、誰の親であるかを明示するのが一般的である。 

5.3. 先行研究 

従来の在日コリアン・オールドカマーの言葉に関する研究は、主に 1世の日本語に注目し

ているものや全体的な言語使用傾向および使用意識面に焦点を当てているものが多い。2世

                                  
115 박정운(2005:77)においても関連する記述が見つかる。以下に提示しておく。 

「個人名呼称は上下関係と親疎関係における使用上の制約がある。こういった制約の中で韓

国語の個人名呼称の使用に適用されるもっとも目立つ特徴は、個人名呼称が一般的に目上

の人に対しては使用されないということである。つまり、個人名呼称は上下関係において目

下の人や同等な関係にある聞き手には呼称として使用できる。親疎関係の側面では個人名

呼称は一般的に親しい関係において使用される。聞き手が大人(特に肩書を持っている)の

場合にはそういった制約がより強く影響する。大人である聞き手に対しては、聞き手が話し

手の妹・弟か卑属関係にいるか、弟子であるか、子供の頃や学生時代からの親友関係である

場合でなければ、個人名呼称は一般的には使用されない(拙訳)」 

116 ギリシャ語の「teknon(子供)」と「-onym(名前)」が合成語で、元は民族学、人類学の用語で

ある。韓国の朝鮮語学では「종자명 호칭従子名呼称(이익섭 2000;왕한석 2005;손춘섭 2010)」

「매개친족(호칭)어媒介親族(呼称)語(박정운 1997;최석재 2007)」「어린이중심호칭子供中心

呼称(박영순 2007)」「아이에 기댄 호칭어子供に頼った呼称(김혜숙 2004)」という訳語が使わ

れている。参考として、竹村(1994:501)による説明を付しておく。 

「ある人を呼ぶときに、その人自身の個人名とか、あるいは通常の親族名呼称で呼ぶのでは

なく、その人の子や孫のなかの 1 人の個人名にもとづいて、「だれそれのお父さん(もしく

はお母さん)」とか、「だれそれのおじいさん(またはおばあさん)」と呼ぶ方式である。」 
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以降世代の場合、朝鮮固有の文化を表す語彙が残っていることを除くと日本語へのモノリ

ンガル化が進んでいるという理由であまり注目されていない。しかし、朝鮮学校コミュニ

ティの場合は 4世・5世までも朝鮮語が継承・保持されており、その様相に関する研究の必

要性が高いが、先行研究はごくまれである。特に実際の発話を収集して分析しているものは

皆無に等しい。したがって、以下では本章で明らかにしようとしている「在日コリアン・オー

ルドカマーによる朝鮮語の呼称使用」に関する記述が少しでもあったものについてまとめ

たい。 

まず、黄鎭杰(1994)はオールドカマー1 世と 3 世の会話(1 時間 30 分)を、都恩珍(2000)

はオールドカマー3 世同士の会話と韓国の朝鮮語母語話者(研究者)の会話(9 時間)を収集

し、日本語ベースの発話で「オモニ(母)、アボジ(父)、ハルメ(祖母)、ハルベ(祖父)、アジ

メ(叔母)、アジェ(叔父)、ヒョンニム(兄)」などの朝鮮語の親族名呼称・名称の使用が観察

されると報告している。ただ、調査対象となっている在日コリアンについては民族学校で朝

鮮語を学んだ経験があるとの記述があるが、それが朝鮮学校であるかは明記していない。ま

た、コード・スイッチング現象に焦点を当てている研究なので、朝鮮語による発話の中で見

られる朝鮮語の呼称に関しては明らかになっていないという点で限界がある。 

次に、정병호・송기찬(2002)と宋基燦(2013)でも「オモニ(母)、アボジ(父)、ハンメ(父

方の祖母)、ハルベ(父方の祖父)、コモ(父方の伯母・叔母)」などの朝鮮語の親族名呼称が、

朝鮮語能力のまったくない在日コリアンの間でも日常的に使われていることが指摘されて

いるが、詳細な実地調査を伴っていない、断片的な印象論にとどまっている。 

金由美(2005)は民族教育を受けたことのない在日コリアン・オールドカマーに残ってい

る「残存朝鮮語語彙」について調査しており、「オモニ(母)、アボジ(父)、ハンメ(父方の祖

母)、ハルベ(父方の祖父)、アジメ(伯母・叔母)、アジェ(伯父・叔父)、イーハルベ(母方の

祖父)、クナボジ(父の一番上の兄)、クノメ(父の一番上の兄の妻)、イーサンチョン(母方の

未婚の伯父・叔父)、イモ(母方の伯母・叔母)、コモ(父方の伯母・叔母)」などのような朝

鮮語の親族名呼称を 3 世が自然習得して使用していると報告している。ただ、その 3 世が

研究者自身で、朝鮮学校コミュニティにも属していない者であるため、朝鮮学校コミュニ

ティに属している在日コリアンの呼称使用については明らかになっていない。 

このように、先行研究は一個人の発話の中でコード・スイッチングされる朝鮮語にのみ焦

点を当てていることが多く、朝鮮学校コミュニティ全体においてどのような呼称がどのよ

うに使用されているかまでは解明できていない。そのため、本論文では朝鮮学校の授業や朝

鮮学校を扱っているドキュメンタリーを用いて、親族名呼称を含む呼称全体の使用様相の

把握を試みる。また、分析の際には「話者の年齢」や「相手との関係性」などの社会言語学

的要因も考慮し、より実態を的確に捉えることを目指す。 
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5.4. 研究方法 

呼称体系の全体像を把握するためには具体的な場面を設定したアンケート調査が必要に

なってくる。しかし、本論文ではあえてアンケート調査という手法を用いずに、実際の発話

資料から確認された呼称の使用上の特徴について取り上げて論じる方式を取ることにす

る。アンケート調査は回答者が教科書における「規範」としての朝鮮語を記入する恐れがあ

り 117、実際の言語使用を的確に捉えられない可能性が高いためである。したがって、以下

では呼称の各類型が朝鮮学校コミュニティでいかなる使い方がなされているか、それはど

の言語の影響を受けたものかについて個別に見ていく。 

研究結果における呼称の分類は、5.2節の表 40と表 41を基準に行っている。分類の際に

複数接尾辞「-들tul」「-희huy」「-네ney」などが付いた形は単数型単語として数えた。また、

引用された発話の中で使用された呼称も、呼称として数えた。ただ、「누구nwukwu(だれ)」

「어느 분enu pwun(どなた)」のような未指称と、「아무amwu(誰)」のような不定称は、呼称

として数えなかった。 

なお、本章の結果における呼称の使用回数の提示は、あくまでもある呼称がコミュニティ

内で使用されていることを示すためのものである。本章では「アンケート調査」を取らずに

自然談話における呼称使用を見ており、言語資料もすでに両者間の会話が始まっているも

のが多く、誰かを呼びかけるといった場面は少なくなっているため、言語資料における呼称

の出現回数も少なくなっている。そのため、特に目立つほど多い使用が見られる場合でなけ

れば、性別や世代ごと、職業ごとに精密に使用傾向を見るなどの定量的分析は行わない。た

だ、言語資料における出現回数が少なくても、「呼称」というものはその機能からして相手

が該当呼称を知っており、さらにその呼称で呼ばれることに慣れているという前提が成立

しなければ使用されることが難しいということを考えると、たった一度だけの使用が確認

されただけでも朝鮮学校コミュニティ全体において使用されている可能性が高いと推測で

きよう。そのため、このような手法を通してでも、呼称使用の大まかな全体像は捉えられる

と考えられる。 

最後に、発話例を提示する際に気を付けた点について記しておく。本章は「呼称」を扱っ

ているため、「個人名」を呼称として使用している場合も分析の対象としなければならない

が、個人情報を保護するためには個人名をそのまま例として出すことはできないであろう。

そのため、個人名が呼称として使用されており、それを例として出す必要がある場合は架空

の名前を代わりに使用することにする。この際の仮名は、相手の性別とパッチムの有無によ

                                  
117 このことと関連して、植田(2009:138)における「たとえば、朝鮮語と日本語という対立のほ

かに朝鮮語自体のなかにも、威信は低いが「言語空間」内部での日常生活ではコミュニケー

ション機能を果たしており、自信のある、いわば自分の言葉としての朝鮮語と、威信は高いが

母語話者との接触によってその自信は喪失されがちな、いわば教科書の言葉としての朝鮮語

という対立が存在する」との記述が参考になる。 
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り、四通りを用意した。これは、朝鮮語の個人名呼称に付けられる「語調を和らげる呼称接

尾辞-이i/Ø」と「呼格助詞-아a/야ya」の使い分けに「名前の最後の音節が閉音節か開音節

か(パッチムがあるかないか)」が大きくかかわるためである。苗字は韓国でもっとも多い

「김kim」に統一している。以下がその名前である。どの名前も特定の個人とはまったく関

係のない、架空の名前である。 

パッチム無しの仮名：女性 려화 lyehwa  男性 성태 sengthay  

パッチム有りの仮名：女性 순옥 swunok  男性 수철 swuchel 

本章の研究結果節におけるいろいろな表と例文における個人名はすべて仮名に置き換え

ている。たとえば、本文中において「성태 형님、잘 다녀오십시오. sengthay hyeng-nim, 

cal tanyeosipsio.(ソンテ兄さん、お気をつけて行ってきてください。)」というように発

話例を取り上げている場合、この発話に出ている個人名の「성태sengthay」というのは、実

在する人物の名前ではなく、筆者が作った架空の名前であることに留意しなければならな

い。 

5.5. 研究結果 

以下においては、まず朝鮮学校コミュニティの朝鮮語の呼称使用の全体像を提示した後、

本論文の言語資料で使用が確認された呼称をその意味機能と形態(語構造)別に分類し、各

呼称がどのように使用されているか、韓国と共和国の朝鮮語、日本語の影響はどの部分で表

れるのかについて考察する。職業や性別などによって呼称使用がどのように異なってくる

かまでは踏み込まず、大まかな傾向として各呼称がいかなる使い方がなされているかにつ

いて見ていく。 

 

5.5.1. 呼称の全体の使用様相 

まずは発話当時の職業(朝鮮学校の生徒か、教員か、朝鮮学校の生徒の父母か)によってグ

ループを分け、各グループが誰に対してどのような呼称を使用しているか、一度でも使用が

確認されているものを表 42～表 44にまとめた。職業によって分けて使用様相を見るのは、

生徒か教員か父母かによって周りの人間関係の様相が異なっているためである。 
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表 42 朝鮮学校の「生徒」による呼称の使用例 

 後輩 友だち 先輩 教員 家族 監督 その他 

個 

人 

名 

- 

려화lyehwa, 

김성태kim-

sengthay, 

수철이swuchel

-i, 순옥아 

swunok-a 

- - - - - 

役 

職 

・ 

職 

業 

名 

- - - 

선생님sensayng-

nim, 성태 

선생님sengthay 

sensayng-nim, 

김순옥 

선생님kim-swunok 

sensayng-nim, 

사감 선생님sakam 

sensayng-nim 

- 

감독kamtok, 

김수철 

감독kim-

swuchel 

kamtok - 

親 

族 

名 

- - - - 

할아버지halape

ci, 

함매hammay, 

아버지apeci, 

어머니emeni, 

어머님emenim, 

엄마emma,고모k

omo 

- - 

通 

称 

的 

- 

동무(들) 

tongmwu(tul), 

순옥 

동무swunok 

tongmwu, 

김성태 

동무kim-

sengthay 

tongmwu, 반장 

동무tongmwu 

오빠oppa, 

언니enni, 

김순옥 

언니kim-swunok 

enni, 수철 

형님swuchel 

hyeng-nim, 

고 3(삼) 

형님들ko3(sam) 

hyengnimtul 

- - 

수철 

오빠swuchel 

oppa, 수철 

형님swuchel 

hyeng-nim 

아바이apai, 

누나nwuna, 

순옥 

누나swunok 

nwuna, 안내원 

선생님annaywen 

sensayngnim, 

의사 

선생님uysa 

sensayngnim 

代 

名 

詞 

너ne, 

너희들n

ehuytul 

- - - - - - 
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表 43 朝鮮学校の「教員」による呼称の使用様相 

 生徒 後輩教員 同僚教員 先輩教員 家族 監督 

個 

人 

名 

려화lyehwa, 
김성태kim-

sengthay, 

수철이swuchel-i 

- - - - - 

役 

職 

・ 

職 

業 

名 

- 

선생님sensayng-

nim, 김성태 
선생kim-swunok 

sensayng, 

교무부장 

선생kyomwupwucan

g sensayng 

선생님sensay

ng-nim, 

김순옥 

선생님kim-

swunok 

sensayng-nim 

선생님sensayng-

nim, 김순옥 

선생님kim-swunok 

sensayng-nim, 

교장 
선생님kyocang 

sensayngnim 

- 

수철 감독 
swuchel 

kamtok 

親 

族 

名 

- - - - 

아버지apeci, 
어머니emeni, 
아빠appa, 엄마emma, 
할아버지halapeci, 
할머니halmeni, 
외할아버지oyhalapeci

, 외할머니oyhalmeni 

- 

通 

称 

的 

동무(들)tongmwu(t

ul), 순옥 

동무swunok 

tongmwu, 김성태 

동무kim-sengthay 

tongmwu,중3(삼) 

동무cwung3(sam) 

tongmwu 

- - - - - 

代 

名 

詞 

너ne, 

너희들nehuytul - - - - - 
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表 44 朝鮮学校の「生徒の父母」による呼称の使用様相 

 子女 家族 生徒 教員 同僚父母 監督 

個人名 수철swuchel - - - - - 

役職・

職業名 
- - - -   - 

수철 
감독swuchel 

kamtok 

親族名 - 
아빠appa, 오빠oppa, 

누나nwuna, 엄마emma 
- - - - 

通称的 

呼称 

김성태 

동무kim-

sengthay 

tongmwu 

- 김성태 동무kim-

sengthay tongmwu, 

김수철학생kim-

swuchel haksayng 

선생님sensa

yng-nim 

언니enni 

- 

代名詞 - - - - - - 

 

上記の表 42～表 44から言語的事実をまとめると、まず朝鮮学校の生徒の場合、後輩には

代名詞呼称を、同じ学年の友達には個人名呼称と通称的呼称(共産主義用語)を、先輩には通

称的呼称(親族名)、教員には役職・職業名呼称、家族には親族名呼称、監督には役職・職業

名呼称と通称的呼称(親族名)を使用していた。韓国や共和国における呼称使用上の特徴と

同じく、親しい対象に対して親族名による通称的呼称を活発に使用している点が特徴的で

ある。 

次に朝鮮学校の教員の場合、生徒には個人名呼称と通称的呼称(共産主義用語)、代名詞呼

称を併用しており、同僚教員と先輩教員には役職・職業名呼称を、家族には親族名呼称、監

督には役職・職業名呼称を使用していた。また、生徒たちのように親しみを込めて親族名に

よる通称的呼称を使用するところは見当たらず、監督に対しても役職・職業名呼称のみを使

用している。 

最後に朝鮮学校の生徒の父母の場合、自分の子供に対しては個人名呼称と通称的呼称(共

産主義用語)を、子供の友達など朝鮮学校の生徒には代名詞呼称を併用している。また、教

員と監督に対しては役職・職業名呼称を使用している反面、オモニ会(PTA)で共に活動しな

がら親しい関係にいる同僚父母に対しては「언니enni」という親族名呼称を使用している点

が目立つ。 

これらの内容を踏まえ、以降の 5.5.2.から 5.5.6 までは、呼称の種類ごとの使用様相に

ついてより具体的に考察していきたい。 
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5.5.2. 個人名呼称の使用上の特徴 

表 45 朝鮮学校コミュニティにおける個人名呼称の使用様相 

 呼称の形態(語構成) 使用例 回数 

個 

人 

名 

呼 

称 

名 려화lyehwa, 순옥swunok , 성태sengthay, 수철swuchel 152 

姓+名 
김려화 kim-lyehwa, 김순옥 kim-swunok,  

김성태 kim-sengthay, 김수철 kim-swuchel 
15 

名+語調接尾辞(-이 i/Ø) 수철 swuchel-i 8 

名+非尊称呼格助詞(-아 a/야 ya) 순옥아 swunok-a 3 

合 計 178 

 

表 42～表 45を参照すると、朝鮮学校コミュニティでは目下の人か同等の関係にある人に

対して個人名呼称を使用しており、「名」と「姓+名」のように個人名単独呼称を用いてお互

いを呼び合うことが多いことがわかる。韓国と共和国においても個人名呼称は目下の人か

同等の関係にある人に対して使用されるものという点で待遇の程度に関して一致している

が、「個人名単独呼称」がもっとも多く使用されている点は独自の特徴である。表 45を見て

も、個人名呼称のうちにもっとも使用回数が多いのが「名」のみの呼称で、韓国でもっとも

ポピュラーな個人名呼称の形態である「名+呼格助詞 118」は 3回の使用しか確認されなかっ

た。 

こういった「個人名単独呼称」の汎用が朝鮮学校独特の呼称使用上の特徴として目立つの

は、韓国における「個人名単独呼称」の使用頻度と機能との差による。韓国でも「名」と「姓

+名」のみが呼称で使用されることはあるが、「名」のみの形態はほとんど使用されていない。

韓国で個人名が呼格助詞や接尾辞なしに単独で呼称として使用されるのは、박정운(1997・

2005)にも関する記述があるように「人を叱る時」や「自分が怒っていることを表したい時」

「なんらかの理由で相手との距離感を示したい時」といった非常に特殊な場面に限られる。

また、その機能からして時には喧嘩をふっかけるようなニュアンスを持つため、

이영주(2010)の調査結果によれば「이정민icengmin(「姓+名」のみ)」か「정민cengmin!(「名」

のみ)」のように個人名単独呼称で呼ばれると不快に感じるとの答えが多く、その理由とし

ては「強くて硬いニュアンスで、権威的で、強圧的に自分を呼んでいる感じがする」と説明

している。 

共和国の規範書である『조선말례절법(朝鮮語礼節法)』と『언어생활론(言語生活論)』に

                                  
118 呉秀賢(2010)によると、「呼格助詞」というのは日本語にはない朝鮮語特有のもので、相手を

呼ぶ時に個人名だけで呼ぶことはほとんどなく、個人名の後に呼格助詞が付くという。 
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おいても個人名単独呼称が使用されている例は「경호, 왜 이제 오느냐? kyengho, way 

icey onunya?(キョンホ、何で今になって来るんだ)」の 1件しか見つからず、それも「子供

が大人になった後は、自分の子供であっても成人としての待遇をしなければならず、乱暴な

言葉遣いをしたり、名前を呼び捨てにしてはならない。」という説明の後のよくない例とし

て登場している。さらに『언어생활론(言語生活論)』でも以下のように個人名単独呼称の使

用を望ましいものとしない記述が見つかる。 

「집단생활에서 혁명적규률을 세워나가는데서도 부름말을 바로 쓰는 것이 중요하다. 

《강정순》이요 《광훈이》이요 하면서 이름만 부른다면 집단의 건전한 분위기를 

흐리게 할수 있으며 상대편의 기분에 거슬릴수 있다. (集団生活で革命的規律を立て

ていく上においても呼称を正しく使うことが重要である。「カン·ジョンスン(姓+名)」

「クァンフン(名+語調接尾辞)」だったりと名前だけで呼ぶと、集団の健全な雰囲気を曇

らせる恐れがあり、相手の気分を害する恐れがある。」」(김동수 1983:98、拙訳) 

これらのことから、おそらく共和国においても個人名単独呼称はあまり使用されておら

ず、使用する場合においても相手に尊重されていない感じを与える可能性が高いことが推

測できる。 

しかし、朝鮮学校コミュニティでは個人名単独呼称が特に威圧的な感じを与えてはおら

ず、親しい関係においても幅広い場面で使用されており、韓国と共和国とはその性格と機能

が異なっている。以下の発話例 5-1～5-3を見てもわかるように、生徒同士の普段の会話、

初級部生徒に対する教員の励まし、授業中の指示などで個人名単独呼称が使用されており、

その汎用性がわかる。 

さらに、例 5-1のようにパッチム有りの名前の場合も、特に口調を和らげるための接尾辞

「-이i/Ø」を加えることはない点も特徴的である。韓国と共和国ではパッチム有りの名前の

場合は口調を和らげる接尾辞「-이i/Ø」を付けて呼ぶことで発音を容易にし、親しみさも表

す 119。共和国の規範書『언어생활론(言語生活論)』では「呼格助詞「-이i/Ø」を使うと一層

親しみを感じさせながらも優しい雰囲気を作ってくれ、(後略)」(리정용 2005:240)との記

述が見つかることから、特に共和国で多く使用されていると推測できる。しかし、朝鮮学校

コミュニティでは接尾辞「-이i/Ø」をつけて呼ぶ例は 8件しか確認されず、個人名呼称に関

しては韓国と共和国の影響をあまり受けていないように考えられる。 

 

  

                                  
119 ただ、韓国で接尾辞「-이i/Ø」は主に中高年の男性によって使用されており、最近ではそれ

ほど多く使用されていない。이대성 외(2013:67)でも「「서연이seyen-i」「동춘이tongchwun-

i」「윤철이yunchel-i」など、「-이i/Ø」を使用した呼称は、韓国では一部の老年層を除いては

ほとんど使用されない形態であり、古風な感じを与える(拙訳)」との記述が見つかる。 



 

114 

(5-1) 수철, 맛있어? 

      swuchel, masisse? 

     「男性名/パッチム有」 

      (訳：スチョル、美味しい?) 

[高級部生徒(男)→高級部生徒(男)/雑談/修学旅行] 

 

(5-2) 그럼 려화, え, 혼자서 큰 소리로 읽어 보시오. 

    kulem lyehwa, え, honcase khun solilo ilke posio. 

「女性名/パッチム無」 

   (訳：では、リョファ、え、一人で大きな声で読んでみてください。) 

[中級部教員(女)→中級部生徒(女)/授業(国語)/教室] 

 

(5-3) 성태, 이제 도착한다. 

    sengthay, icey tochakhanta. 

   「男性名/パッチム無」 

    (訳：ソンテ、もうすぐ着くよ。) 

[初級部教員(男)→初級部生徒(男)/雑談/肝試しの帰り道] 

 

このような「個人名単独呼称」の汎用は、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語呼称使用の代表

的な特徴といえる。例 5-4、5-5は「우리학교ウリ学校」というドキュメンタリーの撮影監

督の発話であるが、彼が撮影をする間に朝鮮学校コミュニティの人たちの言葉に影響を受

け 120、呼格助詞も語調を和らげる接尾辞も使用せずに個人名単独で相手を呼んでいる例で

ある。 

 

(5-4) 수철, 몇 그릇째? 

swuchel, myech kulusccay 

「男性名/パッチム有」 

    (訳：スチョル、何杯目?) 

[監督(男)→初級部生徒(男)/雑談/キャンプ場] 

 

                                  
120 本論文の言語資料のうち「ウリハッキョ」の場合、監督が、朝鮮学校コミュニティに溶け込

むために朝鮮学校の寮で 3年間教員や生徒たちと一緒に生活をしていた。そのため、監督は言

語面で彼らから大きな影響を受けていることが映像でもしばしば確認される。映画の最後に

挿入された監督のナレーションでも、それをあらためて確認することができる。そのナレー

ションを次に記す。 

「영화를 찍는 동안 가끔 한국에 오면 친구들은 내 말투가 변했다고 놀렸다. 나도 모르게 

재일조선인식의 우리말을 닮아가고 있었던 것이다. 친구들은 어색해 했지만 나는 속으로 

기분이 참 좋았다. (映画を撮っている間、たまに韓国に帰ると友達に「言葉使いが変わっ

た」とからかわれた。私も知らないうちに在日朝鮮人式の朝鮮語に似てきていたのである。

友達はそんな私の言葉になかなか馴染めない様子であったが、私は内心とても嬉しかった;拙

訳)」 
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(5-5) 성태, 왜 머리 깎는 거야? 

sengthay, way meli kkakknun keya? 

「男性名/パッチム無」 

     (訳：ソンテ、何で丸刈りにするの?) 

[監督(男)→高級部生徒(男)/雑談/学校のトイレ] 

 

こういった朝鮮学校コミュニティ特有の個人名呼称の使用様相には、おそらく彼らの母

語である日本語が影響している可能性が高いと見られる。その理由としては、まず日本語で

は親しい関係にいる自分と同等か目下の人を呼ぶ時に使用できる接尾辞(「-ちゃん」「-く

ん」など)が存在するが、朝鮮語には目上の人か、親しくない人に使用する接尾辞(「-님nim」

「-씨ssi」)しか存在しないことが挙げられる。また、苗字や名前だけで呼ぶ「呼び捨て」

というのは、日本語でむしろ親密な関係である証であったりもすることも影響を及ぼした

であろう。一対一で対応する項目が朝鮮語にない上、似た役割をする「呼格助詞아a/야ya」

はパッチムの有無による使い分けがあったり、日本語の呼称接尾辞とは違い「言及語」では

使用できないという制限があったりなど、上級レベルの日本人朝鮮語学習者でも使いこな

しが難しいとされる。さらに、彼らが朝鮮語を使用する場というのは「朝鮮学校」を中心と

するコミュニティなので、呼称使用に関する共通のルールと感覚を共有しており、個人名の

みで呼んでも「呼称」としての役割は十分果たせるうえ、韓国と共和国とは異なるルールに

よってコミュニケーション上の誤解やトラブルなどが起こることもない。こういったこと

が複合的に作用して、彼らが個人名単独呼称を多く使用することになったと推測される。 

ただ、권재일(2013)によれば、中央アジア地域のコリアン(고려인 121、高麗人、コリョイ

ン)の朝鮮語、いわゆる「고려말 122(コリョマル、高麗言葉)」の話し言葉でも「呼格助詞」

の使用は確認できなかったという。反面、오선화(2007)によれば、中国の延辺地域の朝鮮族

の朝鮮語では「呼格助詞-아a/야ya」も「語調接尾辞-이i」も使用が確認される。このよう

に、共にディアスポラとしての性格を持つ移民コミュニティにおいても、多様な様相が見ら

れるため、ほかの移民コミュニティでも同様な現象が見られるかどうか、通時的な要因が関

係しているわけではないかなどについて、今後追加的に調査を行いたい。そうすることで、

この現象が朝鮮学校コミュニティ「独自の特徴」といえるかどうかをより明確にできるであ

                                  
121 1860 年代頃からロシアの沿海州に移り住み、その後 1937 年にソビエト連邦のスターリン政

権によって中央アジア地域に強制移住された朝鮮半島にルーツを持つ人のことを指す。本来

は自らを「朝鮮人」と「고려인コリョイン(高麗人)」の両方で呼んでいたが、1980年代以降か

ら「朝鮮」という名称を忌避する韓国の学者たちにより、「コリア(Korea)」の語源である「高

麗」という国名に由来する「高麗人」という用語が定着することになった。 

122 中央アジア地域に移住したコリアンを高麗人と呼ぶようになってから、彼らが使用する朝鮮

語も「고려말コリョマル(高麗言葉)」と呼ぶようになった。現在は学会で固有名詞化され使用

されている。参考までに、彼らのほとんどは現在の共和国の地域からの移住者であるため、

「고려말コリョマル(高麗言葉)」は共和国の地域方言(咸鏡道の六鎭方言)を軸としている。 
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ろう。 

最後に、韓国で個人名の後に付いて使用されることの多い呼称接尾辞「-씨ssi(氏)」や「-

님nim(さん/様 123)」、その他「-군kwun(君)」「-양yang(嬢)」などの使用が一切確認されない

という点も興味深い。言語資料の拡充によって使用例が出る可能性もあるが、もし使用され

ていないのであれば、これも同様に共和国の影響である可能性が高い。不平等な階級の違い

が反映されている言葉であるとの認識があるためである。同じく共産主義の影響を受けて

いるであろう中国の朝鮮族の言葉を研究した孫蓮花(2006:132)においても、「姓名を含んだ

呼称の中で、性差、年齢差を表す「名+クン(君)」、「名+シ(氏)」などの呼称形式は新中国成

立後見えなくなり、新中国成立後、社会主義平等理念がもっとも強調されていた時期、姓名

は平等を表す「トンム」と結合して幅広く使われるようになった。」との記述があり、この

主張を裏付ける。 

 

5.5.3. 役職・職業名呼称の使用上の特徴 

表 46 朝鮮学校コミュニティにおける役職・職業名呼称の使用様相 

 呼称の形態(語構成) 使用例 回数 

役 

職 

・ 

職 

業 

名 

呼 

称 

職業名  감독 kamtok(監督)  3 

役職名+職業名 교무부장 선생 sensayng(教務部長教員) 1 

名+職業名  수철 감독 swuchel kamtok(監督) 2 

姓+名+職業名  

김성태 선생 kim sengthay sensayng(先生), 

김수철 감독 kim swuchel kamtok(監督), 

김수철 학생 kim-swuchel hyeng-nim(学生) 

9 

1 

2 

職業名+尊敬接尾辞(님 nim) 선생님 sensayng-nim(先生) 66 

役職名+職業名+尊敬接尾辞(님 nim) 
교장 선생님 kyocang sensayng-nim(校長), 

사감 선생님 sakam sensayng-nim(舎監先生) 
2 

名+職業名+尊敬接尾辞(님 nim) 성태 선생님 kim sengthay sensayng-nim(先生) 1 

姓+名+職業名+尊敬接尾辞(님 nim) 김수철 선생님 kim swuchel sensayng-nim(先生) 15 

合 計 102 

 

本言語資料で使用が確認できた役職・職業名呼称は「선생(님)sensayng(nim)」と

「감독kamtok」「학생haksayng」の 3つである。韓国とは異なる使用上の特徴としては、初

級部の生徒が尊待接尾辞「-님nim」を付けずに「職業名」のみで 40代の男性(監督)を呼ん

                                  
123 한원형(2015)によると、「-さん」は韓国朝鮮語の「-씨ssi」と「-님nim」のどちらにも対応

でき、「-さま(様)」は「-님nim」と対応するという。 
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でいること(例 5-6～5-8)が挙げられる。「職業名+尊敬接尾辞」の形態をした「감독님kamtok-

nim」を呼称で呼んでいる例は一度も観察されない。 

韓国の場合、目上の人を名前で呼ぶことは失礼とされるため、役職・職業名だけで人を呼

ぶことが多い。また、その際には「과장님kwacang-nim(課長), 교수님kyoswu-nim(教授), 

변호사님pyenhosa-nim(弁護士 ), 기자님kica-nim(記者 ), 기사님kisa-nim(運転手 ), 

감독님kamtok-nim(監督)」のように「職業名+尊敬接尾辞-님nim」の形態を用いるのが一般

的である。「話し手と聞き手が上下関係にある場合、目上の人はすべての役職・職業名呼称

を使用できるが、目下の人は尊待接尾辞「-님nim」がついた役職・職業名呼称しか使用でき

ない」(박정운 1997：512)ので、朝鮮学校の初級部の生徒が「職業名」または「姓+名+職業

名」のみで大人を呼ぶことは、韓国の敬語使用習慣とは一致しないことになる。また、韓国

で「職業名」単独の呼称は、主に해라hayla体、해hay体と一緒に使用される反面、朝鮮学校

コミュニティでは하십시오hasipsio体と해요hayyo体と一緒に使用される例も確認されて

おり(例 5-6、5-8参照)、呼応規則にも反する。 

ただ、こういった職業名単独呼称の目上の人に対する使用は言語資料全体を通して初級

部生徒による 4件の発話のみで、出現回数が多いとは言えない。そのため、一般化できる現

象か初級部生徒の一過性の間違いであったかは不確かであるが、それに関する検証はのち

に言語資料を量的に補完して行うこととし、ここではまず一般化できる特徴と見て論を進

めたい。 

最後に、「선생님sensayng-nim(先生)」という単語は「職業名+尊敬接尾辞」の形態を取っ

ているにもかかわらず、朝鮮学校コミュニティで頻繁に使用されている(表 46参照)のであ

るが、これは固定化された用法によるものである可能性が高い。韓国の場合、

「선생님sensayng-nim」という単語は国立国語院(韓国)の『標準国語大辞典』を含めたほと

んどの辞書でも個別単語として掲載されており、尊待接尾辞「-님nim」を付けているという

認識もかなり薄れるほど、「先生」を意味する一般名称として広く使われている。朝鮮学校

コミュニティでも同様に、「선생님sensayng-nim」という単語を特に「職業名+尊敬接尾辞」

として認識しておらず、先生を意味する単語として覚え、使用しているのであろう。 

 

(5-6) 감독!   나를    찍어   주세요!  

      kamtok! nal-ul  ccike  cwu-seyyo!  

   監督!   僕-を   撮って くれる-略待上称命令語尾 

    (訳：監督！僕を撮ってくださいね) 

[初級部生徒(男)→監督(男)/会話/キャンプ場] 
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(5-7) 아, 감독!   수철이                            표정      보았습니까? 

       a,  kamtok! swuchel-i                        phyoceng  po-ass-supnikka? 

       あ, 監督! 「男性名/パッチム有」-語調接尾辞  表情      見る-過去-上称疑問語尾 

(訳：あ, 監督!スチョル君の表情、見ましたか?) 

[初級部生徒(男)→監督(男)/会話/キャンプ場] 

 

(5-8) え、김수철 감독 어디? 

え、 kim-swuchel kamtok eti? 

え、「姓+男性名/パッチム有」監督 どこ? 

   (訳：え、キム・スチョル監督(の席)、どこ?) 

[初級部生徒(女)→初級部生徒(女)/会話/家のリビング] 

 

このような現象の原因として考えられるのは 2 つある。まず一次的には彼らの母語であ

り第一言語である日本語の影響を受けた可能性がある。日本語の尊称呼称接尾辞「-様」と、

朝鮮語の尊称呼称接尾辞「-님nim」はその機能から非常に類似しているが、日本語の「-様」

は主に個人名の後に付き、一方、朝鮮語の「-님nim」は個人名のみならず役職・職業名の名

詞の後に付いて「尊敬」の意味を加えることができる。つまり、日本語には役職・職業名の

名詞の後に付いて「尊敬」の意味を加える、朝鮮語の「-님nim」のような接尾辞は存在しな

いのである 124。そのため、日本では目上の人に対してもただ「課長」や「監督」などのよう

に役職・職業名のみで呼ぶか、役職・職業名を用いずに個人名呼称で呼ぶことが多く、この

ような言語習慣の影響を受けた可能性がある。 

または共和国の影響も考えられるが、共和国の規範書である『조선말 례절법(朝鮮語礼節

法)』においても「社会的職位に「-님nim」を付ける表現は古き社会で使用されていたもの

であり、今日の文化語では使用されない(과장님, 지도원님, 대위님)」(김동수 1983:98、

拙訳)と説明されており、「선생님sensayng-nim(先生)」などの慣例的な表現を除いては「職

業名」のみ、もしくは「職業名+동지tongci(同志)」「職業名+동무tongmwu(友)」で呼ぶこと

が望ましいとしている。이대성 외(2013:90)でも、共和国で「-님nim」は一部の親族名呼称

(형님(兄), 누님(姉), 따님(娘), 어머님(母), 아버님(父), 부모님(親), 할머님(祖

母))、最高指導者一家を呼ぶ呼称(수령님(首領), 장군님(将軍), 원수님(元首))、一般名詞

と結合した呼称(로인님(老人), 부인님(婦人))など、非常に制限された使い方がなされて

いると述べており、そういった制約について教育されたことで影響を受けたかもしれない。 

  

                                  
124 강병주(2009:34)によれば、日本語の役職・職業名は呼称自体にその役職・職業に対する敬意

が含まれていると捉えられるため、朝鮮語のように別途の尊敬接尾辞を必要としないという。 
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5.5.4. 親族名呼称の使用上の特徴 

表 47 朝鮮学校コミュニティにおける親族名呼称の使用様相 

 呼称の形態(語構成) 使用例 回数 

親 

族 

名 

呼 

称 

標準語形 

할머니 halmeni(父方の祖母), 할아버지 halapeci(父方の祖父),  

외할머니 oyhalmeni(母方の祖母), 외할아버지 oyhalapeci(母方の祖父),

어머니 emeni(母), 엄마 emma(ママ), 아버지 apeci(父), 

아빠 appa(パパ), 고모 komo(父方の伯母・叔母),  

언니 enni(姉-女性の立場), 오빠 oppa(兄-女性の立場) 

75 

地域方言形 함매 hammay(「祖母」の慶尚道方言形) 2 

合 計 77 

 

朝鮮学校コミュニティにおいて使用される親族名呼称の種類は非常に多様で、表 48を見

ると朝鮮語特有の細分化された親族名呼称がそのまま使用されていることがわかる。母方

か父方か、女性の立場からか、男性の立場からかなどによる区別が適用された呼称がそのま

ま使用されており、日本語の影響はあまり見られない。 

注目に値するのは方言形親族名呼称の使用である。本論文の言語資料では初級部生徒に

よる「함매hammay/hammɛ/]」の使用が 2件確認されたが、これは韓国の慶尚道地域方言形の

「할매halmay/halmɛ/」がさらに日本語の影響を受けて変化した形である。本来韓国の標準

発音法において「逆行同化」は、①/p,t,k/に/n,m,ŋ/が後続する場合(鼻音化)、②/n,l/に

/l/が後続する場合(流音化)にしか起こらないが、日本語の「ん」の発音の仕方につられて

そのように発音するようになったと考えられる。祖母を「함매hammay/hammɛ/]」という呼称

で呼ぶ現象は정병호・송기찬(2002)や金由美(2005)などでも報告されており、さらに本論

文では 4～5世と推定される初級部生徒においてもその使用が確認できた点で意義があると

いえよう。慶尚道出身者が大多数を占める(第 2 章の表 3 を参照)朝鮮学校コミュニティで

方言形の親族名呼称は継承されやすいと考えられる。 

ただ、本論文の言語資料上で方言形での使用が確認されたのは「おばあさん」のみで、「父、

母、兄、姉」に対しては標準語形が使用されている。また、あくまでも個人レベルでの、家

族内での使用であり、コミュニティ内での使用ではないことにも注目する必要がある。この

ような事実から推測すると、先祖が慶尚道出身の人とそうでない人で地域方言形の親族名

呼称使用に違いが出る可能性が高く、朝鮮学校コミュニティで「コイネー(Koiné、接触方

言)125」が形成されているわけではないとも推測できる端緒を提供してくれている。「イオ」

                                  
125 「コイネー」とは、移民コミュニティやニュータウンなどにおいて、同じ言語圏の異なる方

言話者が接触することによって生じる、リンガフランカ(lingua franca)的な新たな標準語、

方言のことを言う。多くの場合は、多数派の方言形が残る。 
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という総聯傘下の出版社から出版される月刊雑誌においても同じ傾向が見られ、日本語に

よる記事の中で「アボジ(父)」「オモニ(母)」「オンニ(姉)」という朝鮮語の親族名呼称は標

準語形の発音をカタカナで書いたものが使用されているが、祖母と祖父に関しては標準語

形の「ハラボジ(祖父)、ハルモ二(祖母)」と慶尚道方言形の「ハルベ(祖父)、ハルメ(祖母)」

の両方が観察されることがこれを裏付ける。함매hammay 

 

(5-9) 함매, 来い.  함매～  수철 형님 来たで.  

    hammay, 来い. hammay～ swuchel hyeng-nim 来たで.  

      おばあちゃん、来い。おばあちゃん～「男性名/パッチム有」兄-さん 来たで。 

      (訳：おばあちゃん、来い。おばあちゃん～スチョル兄さん来たで。) 

[初級部生徒(男)→祖父母(女)/会話/学生の家] 

 

ほかに目立つ特徴としては、テクノニミー(teknonymy)の使用が挙げられる(例 5-16 参

照)。次の例 5-10は、寄宿舎の舎監の家族が監督と初級部生徒二人を招待して一緒に食事す

る場面での発話である。自分の夫に対して「아빠appa」と呼んでいるが、これは呼称の子供

中心的(teknocentric)用法であり、媒介親族名呼称が使用されていることがわかる。在日コ

リアンを扱っている映画の中のセリフを分析した이길용(2012)では、朝鮮語によるテクノ

ニミーの使用は確認されないとしているが、実際は異なるようである。 

 

(5-10) 아빠, こう 出して. 아빠, お酒 出し… 아빠が お酒… 

       appa, こう 出して. appa, お酒 出し… appaが お酒… 

   (訳：お父さん、こう出して。お父さん、お酒出し… お父さんがお酒…) 

[教員の妻(女)→教員(男)/会話/家のリビング] 

 

テクノニミー自体は韓国と共和国、日本の三ヶ国において使用されているが、具体的な使

用様相には違いがあり、自分の夫に対して「아빠appa(お父さん)」と呼ぶことは日本でしか

確認されない。韓国の場合、「●●(의) 아빠(uy) appaのお父さん」のように誰のお父さん

であるかを明示するのが一般的である 126。これと関連してCornell(1956)は、日本語の媒介

親族名呼称は子供の名前といった媒介を明示しない点で一般的な媒介親族名呼称とは違い

を見せているとし、これを「変形テクノニミー(modified teknonymy)」と命名した。本言語

資料で確認された例も、そのような日本語の使用習慣に影響を受けているのであろう。 

 

                                  
126 朝鮮日報・国立国語研究院(1996)の報告書では、日本の影響を受けて都会を中心に妻が夫を

「아빠appaお父さん」と呼ぶケースが増えているとの指摘が見つかるが、あくまでも一部の人

にのみ現われていた一時的な現象にとどまった。「아빠appaお父さん」という変形テクノニミー

は一般に広まることはなく、現在はほとんど使用されていない。 
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5.5.5. 通称的呼称の使用上の特徴 

表 48 朝鮮学校コミュニティにおける通称的呼称の使用様相 

 呼称の形態(語構成) 使用例 回数 

通

称

的

呼

称 

役職名+通称的呼称(職業名) 

+尊敬接尾辞(님 nim) 

안내원 선생님 annaywen sensayng-nim(案内員先生), 
의사 선생님 uysa sensayng-nim(医者先生) 

2 

通称的呼称 

(親族名) 

地域方言形(共和国) 아바이 apai(おじさん) 5 

標準語形 

(韓国と共和国) 

누나 nwuna(お姉さん-男性の立場), 

언니 enni(お姉さん-女性の立場),  

오빠 oppa(お兄さん-女性の立場) 
17 

名+通称的呼称(親族名) 

순옥 누나 swunok nwuna(お姉さん-男性の立場), 

수철 오빠 swuchel oppa(お兄さん-女性の立場), 

수철 형님 swuchel hyeng-nim(兄貴-男性の立場) 
6 

姓+名+通称的呼称(親族名) 김순옥 언니 kim-swunok enni(お姉さん-女性の立場) 1 

通称的呼称(共産主義用語) 동무(들)tongmwu(tul) 41 

名+通称的呼称(共産主義用語) 수철 동무 swuchel tongmwu(友) 5 

姓+名+通称的呼称(共産主義用語) 김성태 동무 kim-sengthay tongmwu(友) 7 

役職名+通称的呼称(共産主義用語) 반장 동무 pancang tongmwu(班長友) 2 

合 計 87 

 

本言語資料で使用が確認できた通称的呼称は大きく 3 つの種類があり、以下ではその種

類によって①職業名による通称的呼称、②親族名による通称的呼称、③共産主義用語による

通称的呼称に分けて見ていく。 

最初に職業名による通称的呼称の場合、確認された使用例が 2件しかないため、具体的な

分析は難しいが、「職業名+선생님sensayng-nim(先生)」といった形態の呼びかけ語は日本で

使用されない 127ことを考えると、日本語の影響ではないといえる。その代わり、韓国と共

和国における使用と似た様相を見せる。ただ、韓国ではこのほかにも「사장님sacang-nim(社

長様)」「사모님samo-nim(師母様)」などの職業名が通称的呼称として非常に活発に使用され

ているのであるが、本論文の言語資料ではこれらの呼称の使用が確認されていない。これ

は、共和国で「職業名+尊敬接尾辞-님nim」は望ましくないとされる(§5.5.3.参照)ことの

影響である可能性もあり、単に用例数の不足によるものである可能性もある。今後、言語資

料の量をさらに確保して再確認する必要があろう。 

                                  
127 日本でも小説や漫画の作家や医者などに対して「先生」もしくは「個人名+先生」という通称

的呼称を用いることはあるが、「作家先生」「漫画家先生」「医者先生」のように「職位・職業

名+先生」の形態を用いて直接その相手を呼ぶことはほとんどない。 
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次に、親族名による通称的呼称の場合、§5.2.3で前述したように朝鮮語は日本語に比べ

て親族名が細分化しており、それによる通称的使用も活発に行われているが、表 42～表 44

を見ると朝鮮学校コミュニティにおいても同様の様相が観察される。「生徒→先輩」、「生徒

→監督」、「生徒→修学旅行(平壌)の案内員」、「生徒の父母→同僚父母」など、多様な関係の

中で親密になった相手に対して「親族名の虚構的用法」が用いられている。その点は韓国と

共和国と一致している。しかし、韓国とは異なる様相もいくつか観察されており、そのひと

つ目は「共和国の地域方言形の親族名の通称的使用」、2つ目が「형님hyeng-nim(兄貴)の年

齢に関係ない使用」である。 

朝鮮学校コミュニティでは「아바이apai」という共和国の地域方言形の親族名を通称的に

使用している点も独特である。この「아바이apai」という呼称は、本論文の言語使用の中で

ドキュメンタリー映画「우리학교(ウリハッキョ)」でその使用が確認され、高級部の生徒が

平壌に修学旅行に行った際に数日間同行した中年男性のガイドに対してずっと

「아바이apai」と呼んでいる様子が観察できる(例 5-14参照)。이대성 외(2013:93)によれ

ば、「아바이apai」は共和国の咸鏡南道の地域方言で「お爺さん」を指す言葉で、共和国の

辞書である『조선말대사전』には「나이가 지긋한 남자를 친근하게 이르는말(いい年の男

性を親しみを込めて言う言葉)」と説明されている。ここで「나이가 지긋하다(いい年だ)」

という表現がどれくらいの年齢層を意味するかは明確でないが、임칠성(1997)を参考にす

ると「自分の父世代」、韓国で「아저씨acessi(おじさん)」と呼ばれる世代に対して主に使

用されるそうである 128。中年男性に対する通称的呼称として韓国標準語では

「아저씨acessi」を、韓国の慶尚道地域では「아재acay」が使用されており、親族名呼称で

は慶尚道方言形の使用も見られることを考えると特異な現象であろう。 

これについては、共和国と韓国における「아저씨acessi」という単語の意味幅の違いが関

係しているように考えられる。共和国の辞書『조선말대사전(朝鮮語大辞典 )』で

「아바이apai」は「いい年の男性を、親しみを込めて言う言葉」としか書いておらず、一方

「아저씨acessi」は「①父と同じ世代の男性を呼ぶ言葉」と「②姉の夫を呼ぶ言葉」の 2 つ

の意味で書かれている。共和国で「아바이apai」は、「아저씨acessi」の単なる地域方言形

でまったく同じ意味を持っているわけではないのである。したがって、朝鮮学校のコミュニ

ティでもこのような知識のもとで「아바이apai」と「아저씨acessi」を使い分けている可能

性がある。ただし、平壌の人に対してのみ使用例が確認されているので、修学旅行で行った

共和国という特殊な言語空間のルールに一時的に合わせている可能性もある。今後、言語資

料をより拡充して追加調査を行う必要がある。 

                                  
128 ただし、이대성 외(2013:94)によれば「아바이apai」は初対面か親しくない相手に使用する

と無礼に受け取られるようである。共和国の規範書『우리말 례절법(我が言葉の礼節法)』に

も、「아바이apai」は親しくて気の置けない間柄でしか使えない言葉で、初対面の場合は

「동지tongci(同志)」「아버님apenim(お父様)」を使用したほうが望ましいと説明している。 
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(5-11) 아바이, 고맙습니다.  

       apai,    komapsupnita 

       おじさん、ありがとうございます 

       (訳：おじさん、ありがとうございます。) 

[高級部生徒(男女)→共和国の中年男性(男)/あいさつ/修学旅行中のバス内] 

 

次に幼少年層の生徒が学校の先輩と撮影監督に対して「형님hyeng-nim(兄貴)」と呼んで

いることも特徴的である。「형님hyeng-nim」は「兄」を表す「형hyeng」に、尊敬接尾辞「-

님nim」が結合された形態で、日本語の「兄貴」と意味やニュアンスが類似している。韓国

で「형님hyeng-nim」という呼称は一般的に使用される呼称ではなく 129、話し手が中高年の

場合、もしくは若い人が暴力団をまねていたずらっぽく言う時に使用される。このことを考

えると、例 5-12、5-13のようにまだ成人していない生徒たちが学校の先輩や目上の人に対

して「형님hyeng-nim」という呼称を使用することは注目に値する。 

こういった「형님hyeng-nim」という呼称の年齢に関係ない使用は、共和国の影響を受け

たものと見られる。이대성 외(2013:96)によれば、韓国で「형님hyeng-nim」は主に壮年層

以上でのみ使用されるのに対し、共和国では小学生から大学生まで幅広い年齢層で使用さ

れているそうである。共和国の規範書には年の離れた兄を呼ぶ時だけ「형님hyeng-nim」を

使うと説明されているが、彼の調査では大学生が 1年先輩を呼ぶ時も「형님hyeng-nim」を

使う例が確認されたという。 

 

(5-12) 수철 형님, 이거 평양에 있습니까? 우리나라에?  

     swuchel hyeng-nim, ike phyengyangey isssupnikka? wulinalaey?  

    「男性名/パッチム有」+兄-さん 

  (訳：スチョル兄さん、これ平壌にありますか? 我が国に?) 

[初級部生徒(男)→監督(男)/会話/学校の図書館] 

 

(5-13) 고 삼(3) 형님들, 우리나라 잘 갔다 와 주세요! 

     ko sam  hyeng-nim-tul, wulinala cal kassta wa cwuseyyo 

   高 3  兄-さん-たち 

     (訳：高 3の先輩たち、我が国へいってらっしゃい。) 

[高級部生徒(男)→高級部生徒(男)/会話/教室] 

 

                                  
129 日韓の大学生の呼称の使用を調査した홍민표(1997a、1997b)でも、家庭内での「兄」に対す

る呼称として、韓国男子学生の 88.8%が「형hyeng」を、5.1%が「형님hyeng-nim」を使用して

いるとの結果になっている。本論文の用例とは異なり、血縁関係の「兄」に対する呼称を調べ

たものではあるが、その結果から韓国で「형님hyeng-nim」という呼称が一般的ではないこと

が十分に推測できる。 
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最後に、韓国ではまったく使用されない「共産主義用語による通称的呼称」の様相につい

て具体的に見ていきたい。朝鮮学校コミュニティで使用されている共産主義用語による通

称的呼称は「동무tongmwu130」の一種類で、表 42～表 44と例 5-14～5-16を見ると年齢や性

別などに関係なく幅広い層によって使われていることがわかる。なお、主に「生徒→友達」、

「教員→生徒」、「生徒の父母→生徒(自分の子供を含む)」の際に使用されている。このこと

から、朝鮮学校コミュニティで「동무tongmwu」は同等な関係か目下の人に対して主に使用

され、特に生徒たちに対して多く使用される呼称であることがわかる。また、「동무tongmwu」

単独でも呼称として成立し、「동무tongmwu」前に個人名や役職名などを付けた「名

+동무tongmwu」「役職・職業名+동무tongmwu」の形態での使用も多く見られる(表 48参照)。

言語景観からもそういった表記例がいくつか見つかり、図 19 では「학생(生

徒)+동무tongmwu」、図 20では「무용부(舞踊部), 예술체조부(芸術体操部)+동무tongmwu」

のように「役職・職業名+동무tongmwu」の形態が使用されていることが確認できる。 

 

(5-14) 예,  순옥 동무!  

    yey, swunok-tongmu! 

       はい、「女性名/パッチム有」-友! 

    (訳：はい、スンオクちゃん！) 

[初級部生徒(女)→初級部生徒(女)/ 雑談/キャンプ場] 

 

(5-15) 구호를   부르겠습니다, 동무들!  

        kwuholul pulukeysssupnita, tongmu-tul! 

                  友-だち! 

     (訳：掛け声を一緒に叫びましょう、みんな!) 

 [高級部生徒(男)→全生徒(男・女)/掛け声/講堂] 

 

  

                                  
130 共和国の観点ではすべての住民が「共産主義革命」というひとつの目標に向けて戦っている

「革命同志」であるため、それを表す「동지tongci同志」と「동무tongmwu友」という呼称の

使用が積極的に奨励されてきた。「동무tongmwu友」という呼称にこのような観点が反映されて

いることは、以下の共和国の規範書の説明からも推察できる。 

「「동무tongmwu友」という言葉は、革命同志間の同志愛と義理を立て、組職と集団の団結を

見せてくれる。この言葉は硬くてぎこちなく感じられるのではなく、親しみとやさしさを

感じさせる.」 ＜언어생활론(言語生活論)、p.257 (拙訳)＞ 

「学校で子どもの頃から「동무tongmwu友」を付けて呼び合うように教育し、習慣づけるこ

とは、学生たちの共産主義道徳教養において重要な意義を持つ。」 ＜조선말례절법(朝鮮

語礼節法)、p.169 (拙訳)＞  
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(5-16) 김수철 동무, 前回に 比べたら 抑えたね. ね? 

        kim-swuchel-tongmu, 前回に 比べたら 抑えたね. ね? 

    「姓+男性名/バッチム有」-友 

(訳：キム・スチョル君、前回に比べたら抑えたね、ね?) 

[父母(女)→初級部生徒(男)/雑談/運動場] 

 

図 19 A朝鮮学校の注意書き 

図 20 C朝鮮学校の注意書き 

 

こういった使い方は共和国の規範書の『언어 생활론(言語生活論)』における以下のよう

な説明と概ね一致しており、共和国の影響を強く受けていることが伺える。以下はこれらの

規範書に書いてある「동무tongmwu」の使い方に関する説明であるが、主に目下の人に使用

する点や、個人名と役職・職業名に付与して使用できる点、教員が生徒を呼ぶ際にも奨励さ

れる点、話し手の年齢に関係なく幅広く使用されている点などの細かなルールがすべて朝

鮮学校コミュニティと一致していることがわかる。 

「社会生活で一番よく使われる呼び言葉は「동무tongmwu」だ。相手を指す「동무tongmwu」

という言葉は呼びかけ語としても広く使われる。(…中略…) 名前や職位だけで呼ばずに

「동무tongmwu」という言葉を付けて呼ぶべきである。「창고장changkocang(倉庫長)」だ

とか「부기장pwukicang(副機長 )」だとか職位だけで呼ぶのではなく「창고장 

동무changkocang-tongmwu(倉庫長-友)」「부기장 동무pwukicang-tongmwu(副機長-友)」と

呼びかけるのが礼儀正しい言葉であるように(…後略…)」＜언어생활론(言語生活論)、

p.239 (拙訳)＞ 

「「동무tongmwu」という言葉は年齢が同じか近い時に主に使用される。しかし、組織生活

では年齢や職位が上の人も目下の人に対して使用する。」＜언어생활론(言語生活論)、

p.255 (拙訳)＞ 

「教員たちは学校の生徒たちと話す時に「너ne(あなた)」という言葉を使わずに

「동무tongmwu」「학생haksayng(学生)」という言葉を付けて使うのが望ましい。」＜

언어생활론(言語生活論)、p.255 (拙訳)＞ 

학생동무들은 뒤문에서 들어오세요!! 
(訳:生徒の友たちは裏門から入ってください!!) 

   

 
무용부, 예술체조부  
동무들!  

(訳:舞踊部、芸術体操部の

友だち!!) 
   

슈즈를 바로 벗고 
위생실용 산다르를 
신읍시다. 
(訳:シューズをすぐ脱いで

トイレ用のサンダルを 
履きましょう) 
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「「동무tongmwu」と「동지tongci」という言葉は我が人民の生活でもっとも広く使われる

言葉になった。今日にいたっては「동무tongmwu」という言葉が使われる範囲というのは

実に広い。子供と子供たちの間、若者と若者の間、年寄りと年寄りの間で性別に区別なく

「동무tongmwu」という言葉が広く使われている。」＜언어생활론(言語生活論)、p.257 (拙

訳)＞ 

ではなぜ、親族名呼称の場合とは異なり、通称的呼称においては韓国の朝鮮語ではなく、

共和国の朝鮮語の影響が見られるか。これは、朝鮮学校に入学する前は、家族以外の人を朝

鮮語の呼称で呼ぶ必要のある場面というのがそもそも少なく、通称的呼称を習得するのは

朝鮮学校に入学してからになるということが関係しているのであろう。また、朝鮮学校コ

ミュニティの教科書は共和国の規範語(平壌文化語)を基準にして作られており、学校の教

員も共和国で研修を受けることとなるので、共和国でもっとも一般的な通称的呼称である

「동무tongmwu」が朝鮮学校コミュニティでも定着するようになったと考えられる。 

同じく共和国の影響を受けている中国の朝鮮族社会はどうだろうか。孫蓮花(2013)によ

れば、それまで広範囲にかけて使用されていた「동무tongmwu」という呼称が、1992年の韓

中国交樹立後に韓国の影響を受けて衰退していく傾向が明らかになったという。特に 20代

(調査当時の 2002～2003年基準)においてはほとんど使用されていないそうである。この点

を考慮すると、朝鮮学校コミュニティにおいて依然として全年齢層において「동무tongmwu」

が使用される現象は独特とも言えよう。メディアなどを通して韓国の朝鮮語や韓国の文化

に接する機会は増えていても、朝鮮族とは異なり、韓国の朝鮮語母語話者との人的交流が少

ない現状が影響した結果と考えられる。 

最後に、共和国でもっとも多く使用される通称的呼称のうちのひとつである

「동지tongci」の場合、本言語資料では使用が確認されなかった。共和国で「동지tongci」

は社会的地位や階級が高い人、目上の人に対して使用する呼称になっているが、朝鮮学校コ

ミュニティにおいて「동지tongci」の呼称使用が適切な関係がないからかもしれない。 

 

5.5.6. 代名詞呼称の使用上の特徴 

表 49 朝鮮学校コミュニティにおける代名詞呼称の使用様相 

呼称の形態(語構成) 使用例 回数 

人称代名詞 너 ne(あなた), 너희들 nehuytul(あなたたち) 26 

 

本論文の言語資料で確認される代名詞呼称は「너ne」と「너희들nehuytul」の 2 つのみ

で、主に目下の人に対して使用されていた。目下の人に対する呼称のうち使用回数は少ない

方であるが、韓国も共和国も日本も特殊な状況を除いて代名詞呼称があまり使われないの

で、基本的には類似した様相を見せている。 
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(5-17) ね, 너  썼어? 

   ね, ne  ssesse? 

           2人称代名詞 

(訳：ね、君、書いた?) 

[高級部生徒(女)→高級部生徒(男)/授業(物理基礎)/教室] 

 

(5-18) 말했지 않소,                 너희들. 

   malha-yss-ci anh-so,         nehuy-tul.  

    言う-過去-否定-中称叙述語尾  2人称代名詞-複数 

     (訳：言ったじゃないか、あんたたち。) 

[高級部教員(男)→高級部生徒(男)/雑談/教室] 

 

ただ、例 5-18のように、「너희들nehuytul」という代名詞呼称が中称(하오hao体)の終結

語尾とともに使用される例は韓国では珍しく、今後より十分な用例が確保できた際に追加

的に分析を行う必要があるように考えられる。なぜならば、韓国では「너ne」と

「너희들nehuytul」の代名詞呼称は下称(해라hayla体)と半言(해hay体)の終結語尾ととも

に使用されることが多く、それを自然に感じるためである。もし、ほかにも尊待のスピーチ

レベルの終結語尾とともに使用される例が確認される場合は、朝鮮学校コミュニティで

「너ne」と「너희들nehuytul」の待遇の程度が韓国ほど低くない可能性がある。 

 

5.6. 分析と考察 

以上の内容をもとに、韓国と共和国と日本における呼称使用を比較する表を作成すると

表 50のとおりである。朝鮮学校コミュニティと類似している様相を見せている場合は該当

セルに色付けすることで、どこから影響を受けたものか一目でわかりやすいように工夫し

た。なお、表の中の記号は以下のような意味を持つ。 

◎：活発に使用される 

〇：使用される 

△：特定の脈絡、特殊な状況でのみ使用される 

Ｘ：使用されない(本言語資料または先行研究において使用が確認されない) 

 

  



 

128 

表 50 朝鮮学校コミュニティにおける呼称の特徴と韓国・共和国・日本との比較 

 日本 朝鮮学校 韓国 共和国 

個人名 

呼称 

個人名+呼格助詞の使用 Ｘ 〇 〇 〇 

個人名+語調接尾辞の使用 Ｘ 〇 〇 〇 

個人名+呼称接尾辞の使用 ◎ Ｘ131 〇 △ 

「名前」単独呼称の使用 〇 ◎ △ △ 

役職・職業名呼称 役職・職業名+尊敬接尾辞の使用 Ｘ △ ◎ △ 

親族名 

呼称 

韓国の地域方言形の使用  〇 〇 Ｘ 

共和国の地域方言形の使用  Ｘ Ｘ 〇 

呼称・指称の使い分け 〇 △ △ △ 

変形テクノ二ミーの使用 ◎ 〇 △ Ｘ 

通称的 

呼称 

親族名呼称の虚構的用法 〇 ◎ ◎ ◎ 

「형님 hyeng-nim」の年齢に関係ない使用  ◎ △ ◎ 

職業名呼称(先生)の虚構的用法 △ 〇 ◎ 〇 

社会主義用語の通称的使用 Ｘ 〇 Ｘ ◎ 

「동무 tongmwu」の呼称接尾辞的使用 Ｘ ◎ Ｘ ◎ 

共和国地域方言形の親族名の通称的使用  〇 Ｘ 〇 

代名詞呼称 2人称代名詞の使用 △ △ △ △ 

 

上記の表を確認すると、通称的呼称は共和国の影響を、親族名呼称は韓国の影響を強く受

けていることがわかる。このことは、親族名呼称は幼い頃から家庭内で習得している場合が

多いが、通称的呼称はそもそも学校に入る前に使う場面が少ないうえ、朝鮮学校に入学して

から共和国の規範をもとにした教科書を通して習得することになることが影響していると

考えられる。このことと関連し、宋基燦(2013:54)においても以下のような指摘が見られる。 

「親族名呼称は、朝鮮語能力のまったくない在日朝鮮人の間でも日常的に使われている。

これは「民族意識」や「民族教育」の影響だというよりは、幼い頃から頻繁に使用してき

たためであろう。生活の中で自然に習得したので、幼い頃はこのような呼称を日本語だ

と認識したりするが、在日朝鮮人が日本語を完全に習得した後には、親族名呼称を区別

的に使うようになる。」(宋基燦 2013:54、引用中の下線は筆者による) 

                                  
131 ただし、社会主義用語である「동무tongmwu」を個人名の後に付けて「さん」「くん」「ちゃん」

のような呼称接尾辞的に使用することは多く観察される。 
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そのほかの呼称の場合には韓国と共和国の影響をあまねく受けていることがわかるが、

ほかの文法項目などにおいて日本語の影響を強く受けているのと比較すると、呼称使用全

般に及ぶ日本語の影響はささやかであるといえよう。 

呼称使用において日本語の影響が少ないことには、次のような理由が考えられる。呼称と

いうのは、明確な意図と意志を持って誰かに名前を付与する行為でもあり、そのため、ほか

のいかなる文法事項よりも容易かつ確実に自分のアイデンティティを表現できる手段にも

なり得る。たとえば、学校の同級生を「동무tongmwu」と呼ぶか、日本語式に「個人名+ちゃ

ん」かニックネームで呼ぶかは自由に選択できる領域であるが、その中であえて

「동무tongmwu」を使うということは十分に意図性のある選択であり、ある種の「自分のア

イデンティティを表したい」または「自分が在日コリアンであることを隠すまい」という意

思の表明にもなり得るのである。 

実際、朝鮮学校コミュニティの構成員が朝鮮語を学習する主な目的のひとつは「朝鮮人と

してのアイデンティティを獲得」することにあるため、日本語で話している際も「せめて」

呼称だけは朝鮮語を使用しようとする意識が働いている可能性が高い。いくつかの先行研

究を見ても、特に朝鮮学校に通っておらず、朝鮮学校コミュニティにも属さないオールドカ

マーが朝鮮語の「親族名呼称」を使用することがしばしばあり、朝鮮学校コミュニティ内で

も朝鮮語で話している時のみならず、日本語で話している際も朝鮮語の呼称をコード・ス

イッチングすることが多い 132ことからもそれがわかる。朝鮮学校コミュニティの朝鮮語を、

単なる「日本人朝鮮語学習者の朝鮮語」と同一線上に置いて語ることができない理由がまさ

にここにあるのであろう。 

5.7. 本章のまとめと今後の課題 

以上、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語の呼称使用の特徴について考察した。その結果、呼

称使用に関しては日本語の影響は少なく、韓国のみならず、共和国の影響を強く受けている

ことがわかった。本章で明らかになった、韓国とは異なる呼称使用上の特徴は以下のとおり

である。 

 

                                  
132 在日コリアン・オールドカマーが朝鮮語の親族名呼称をコード・スイッチングして使用する

現象について、宋基燦(2013:54-55)は次のように述べている。 

「日本人にはうちのおばあちゃんが」という風に話すが、相手が同じ在日朝鮮人であること

がわかった場合には「うちのハンメが」という風にわざわざ「ハンメ」を使ったりする。こ

の場合「ハンメ」という単語はエスニック・アイデンティティを表出する象徴的手段として

使われ、同時に話し相手である在日朝鮮人との同類意識と連帯意識を再確認する連結の輪と

しても機能している。」 
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1) 個人名呼称の場合、呼格助詞や呼称接尾辞、語調接尾辞が付いていない「個人名単独

呼称」が汎用されている。 

2) 職業名呼称の場合、目上の人に対して尊敬接尾辞「-님nim」が付いていない「職業名

単独呼称」を用いる例が確認される。 

3) 朝鮮語の親族名称のうちに、「祖母」を表す韓国の慶尚道地域の方言形「할매halmay」

がさらに音変化した「함매hammay」という呼称が 4世～5世にも継承されている。 

4) 夫に対して変形媒介親族名呼称を使用する例が確認される。 

5) 年齢に関係なく、目上の人に対して「형님hyengnim」という親族名呼称を通称的に使

用している。 

6) 中高年の男性に対し、共和国の地域方言形である「아바이apai」を通称的に使用して

いる。 

7) 同等の関係か、目下の人に対して、共産主義用語である「동무tongmwu」が広く使用さ

れている。 

 

本章は、今まで個人レベルにおける「親族名呼称」の継承についてしか研究されなかった

既存の研究から一歩進み、朝鮮学校コミュニティ全体における呼称使用様相を実際の言語

資料にもとづいて解明しようとした点で意義があるといえる。ただし、自然談話における実

際の使用を見ることに価値があるとこだわったことにより、呼称の使用例を十分に収集す

ることができず、数件の使用のみを見て全体の様相を語らざるを得なかった項目もあった。

そのため、今回は具体的にその呼称が持つニュアンスや正確な使用ルールを把握するまで

には至らず、今後より多様な場面における大量の自然発話を収集する必要があるように考

えられる。特に「동무tongmwu」や「아바이apai」など、韓国ではまったく使用されない呼

称類の場合は、韓国の朝鮮語母語話者である筆者が正確な意味と類型別の用法の違いなど

を十分に把握できていない可能性が高いため、アンケート調査やインタビュー調査なども

並行して記述を再検証する必要もあるであろう。また、朝鮮語において呼称は聞き手敬語法

と密接な関係を結んでいるため、両者の共起関係についても今後調べる必要がある。これら

のことを今後の課題としたい。 
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第 6 章 書き言葉的な語の多用 

6.1. はじめに 

同じ事柄であってもさまざまな捉え方があり、さまざまな言い表し方ができる。それは

「表現構造」を変えることによっても表すことができるが、異なる「単語」を選択すること

によっても表すことができる。たとえば、「誰かがある意味を込めて声を出すこと」を、「言

う」や「話す」とも言えるが、「述べる」や「しゃべる」「語る」とも言える。これらの語彙

は非常に類似した意味を持っており、似たような機能を果たすが、ほんの少しずつ使用され

る状況が異なり、ニュアンスも異なる。それのみならず、その単語が主に使用される「媒体」

が違ったり、聞き手に与える「語感」が違ったりもする。たとえば、先ほど例として挙げた

単語のうち、「しゃべる」は「話し言葉 133」で多く使用され、「述べる」「語る」は「書き言

葉 134」で多く使用される。中には特にどちらか一方でより多く使われることはなく、「言う」

と「話す」のように広く使われる単語もある。 

こういったことは動詞のほかにも形容詞や副詞、接続詞などでもあることで、たとえば

「いろんな」「たぶん」「だから」などは話し言葉で、「多様な」「おそらく」「したがって」

などは書き言葉で主に使用される。そして大概の場合、話し言葉でよく登場する単語は「柔

らかい」「軽い」「親近感」といった語感を持ち、書き言葉でよく登場する単語は、「硬い」

「重い」「距離感」のような語感を持つ。このような個々の「語」が持つ語感と、その語が

主に登場する場面などに関する情報は、各単語の「辞書上の意味」だけでは類推できないも

のであり、それにもかかわらず或る言語共同体の中では自然に共有されている一種の「ルー

ル」である。似た意味を持つ語の中でどれを選択するかは、「正しさ」よりは「自然さ」に

かかわる部分が大きく、書き言葉で主に使用される語を親しい仲の日常会話で使用すると、

相手に「違和感」や「ぎこちなさ」「不自然さ」などの感情を与える。このような選択が意

                                  
133 先行研究では「口語」と「話し言葉」という用語が混在されているが、本論文では明治時代

末頃までに特に文学などで使用されていた「文語」の反対語としての「口語」と区別するため、

「話し言葉」という用語のみを使用する。ただ、先行研究の記述を引用する際には先行研究の

表記のままにする。なお、韓国の朝鮮語では「구어kwue(口語)」、共和国の朝鮮語では

「입말ipmal(話し言葉)」という用語が主に使われている。 

134 上記の注釈と同じ理由として、本論文では「話し言葉」という用語のみを使用する。参考ま

でに、韓国の朝鮮語では「문어mwune(文語)」、共和国の朝鮮語では「글말kulmal(書き言葉)」

という用語が主に使われている。 
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図的な場合には、相手に発話の意図をもう一度考えさせ、距離感を感じさせることもでき

る。 

そのため、このことは中上級レベルの外国語学習者に対する外国語教育においても重要

な部分となる。しかし、「英語」のように公教育で読み書き中心に学ぶ外国語を除き、外国

語学習者の多くは話し言葉でよく使われる単語を書き言葉(ビジネス関連のメールや論文

など)で使用して礼儀を欠く場合が多い。これはほとんどの外国語学習者がその言語のネイ

ティブとの会話を目的に学んでいるため、話し言葉で使われる語彙により慣れているせい

もあり、話し言葉で使われる語彙のほうがより易しいという理由もある。では、朝鮮学校コ

ミュニティの朝鮮語はどのような様相を見せているのだろうか。従来の先行研究によると、

朝鮮学校コミュニティでは書き言葉で多く使用される表現が話し言葉でも使われていると

いう報告がいくつかある。多くの外国語学習者がその逆の状況で苦労することを考えると、

多少独特な現象とも言える。 

そこで、以下では先行研究で短い言及があった「書き言葉体の話し言葉化現象」を取り上

げ、その現象を 2 つの種類に分けて具体的に見ていく。「2 つの種類」の書き言葉体の話し

言葉化現象とは、「書き言葉的な語の話し言葉での使用」と「非縮約形の話し言葉での使用」

のことを言い、本章では前者にフォーカスを当てる。つまり、書き言葉的な語を話し言葉で

使用する現象について検証および分析していく。具体的には、どういった「書き言葉的な語」

がどれほど多く使用されているか、またそれは韓国と比べた際にも相対的に多い使用であ

るかなどについて調べていく。後者の、話し言葉においても「縮約形」があまり使用されな

い現象については、第 7章で扱う。 

これを通じて、朝鮮学校コミュニティの言語というものは実在するのか、日本語を母語と

する学習者たちの朝鮮語と異なる点があるのか、彼らの言語を朝鮮語の一方言として位置

づけることができるのかに関する議論の答えにさらに一歩近づくことができるだろう。 

6.2. 先行研究 

朝鮮学校コミュニティで「書き言葉的な語」が話し言葉で使用されるとの報告は、先行研

究ではほとんど見当たらない。「書き言葉体」が話し言葉で使用されるとの言及がある書籍

はいくつかあるが、その「書き言葉体」とは何を意味するのか、具体的な例が提示されてい

るものは皆無に等しい。一言で「書き言葉」と言っても非常に多様な次元での多様な特徴が

存在しており、そのうちどういったものが話し言葉で現れているのかは、先行研究だけでは

把握することが難しい。 

たとえば、양순(1993)では朝鮮学校コミュニティにおける「書き言葉体の話し言葉化現

象」に関して、以下のような指摘が見つかる。しかし、具体例はひとつも挙げられておらず、

漠然とした記述にとどまっている。 



 

133 

 

「口語體日本語가 私的言語로서 일상생활을, 文語體朝鮮語가 公的言語로서 조직내 

생활을 각각 지배함으로써 조직내 生活規範과 조직외 生活規範이 공률적으로 

區別된다.(話し言葉体の日本語が私的言語として日常生活を、書き言葉体朝鮮語が

公的言語として組織内の生活をそれぞれ支配することにより、組織内の生活規範と

組織外の生活規範が区別される)」(양순 1993:255、拙訳、引用中の下線は筆者による) 

同時期にキム・イリーナ(1994)においても「朝鮮語文語表現の口語使用」という表現が確

認できるが、あくまでも朝鮮学校コミュニティの話し言葉で多様な語尾が使用されないこ

とに関する言及にとどまっている。その具体例として目上の人に하십시오hasipsio体の叙

述法終結語尾である「-합니다hapnita/입니다ipnita」を、同年代の人には해라hayla体の叙

述法終結語尾である「-하다hata/이다ita」を多く使用するなど、基本形 135に近い形しか使

用しないことを挙げている。これは、朝鮮語の終結語尾「-다ta136」が書き言葉で多く使用

される語尾であることからの指摘であるが、このひとつの現象をもって書き言葉体の話し

言葉化現象があると言うには十分ではない。 

そして、朝鮮新報社による雑誌『月刊イオ』2000 年 4 月号には「ここが変だよ「在日朝

鮮語」」というテーマの特集が組まれており、その内容の中には話し言葉の問題点に関する

次のような声が紹介されている。 

「自然な話し言葉が使えない」 

「日常会話でも文語体で喋ってしまう」 

「会話が喋り言葉ではなく文語体になっている」 

「話し言葉の語尾をほとんど使えないのでいつも「-합니까」「-합니다」ですませる」 

ただ、彼らの言う「文語体」とは何か、彼らの考える「自然な話し言葉」と「話し言葉の

語尾」とは具体的に何を意味するのかなどが不明のままである。同記事の以下の記述では具

体例が挙げられているが、「オノマトペや感動詞が自然に使用されないこと」と「書き言葉

体が話し言葉で使用されること」は別の次元の問題であるため、両者を区別して実態を明確

にしていく必要がある。 

  

                                  
135 活用する単語で活用型の基本とされる形で、朝鮮語では用言の語幹に終結語尾「-다ta」をつ

けた形のことを言う。 

136 語尾「-다ta」の使用のみをもって書き言葉体の話し言葉化と判断することは慎重でなければ

ならない。なぜならば、韓国の慶尚道地域(在日コリアン・オールドカマーの最大出身地)の方

言では話し言葉で「-다ta」が無標の語尾として多く使用されていることもあるので、この現

象ひとつだけでは根拠として物足りない。 
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「在日同胞のウリマルの大きな問題点のひとつに、自然な生活感のある話し言葉が使えな

いことがあげられよう。まず、擬声語、擬態語、感動詞をはじめ生活用語の語彙が少ない

のが問題。次に言葉は知っていても感情がついていかないので使えないし、使う雰囲気

が作られていないのが問題だ。たとえば、女性が驚いたとき咄嗟に「어마나」(オマナ)と

いう言葉はまず出ない。ウリマルを頭で考えて使うのではなく身体から自然に発せられ

るものとして喋らなければいけないのだ。」137 

同様の現象について、朴浩烈(2007b:114)でも「本国 138の口語形態に対する不慣れ」と説

明しながら、下記のような例を挙げている。 

「上称としての「-는지요」、「-군요」、「-는걸요」、「-ㄹ래요」、「-를게요」、中称としての

「-ㅂ디다」、「-지마오」、等・下称としての「-ㄹ세」、「-더라」、「-는걸」、「-지말게」な

どのパラダイムとしての用言終止形は、在日一、二世以外はほとんど使われないと思われ

る。」(p.99) 

しかし、ここで「不慣れ」というのは「知識はあるが慣れていないため、あまり使用され

ていない」ことを意味するのか、それとも「知識がなくてまったく使えていない」ことを意

味するのか、「適切な使い方がなされていない」ことを意味するのかなどについて分かりに

くい。また、実際の発話データをもとに語っているわけではないため、本当に朝鮮学校コ

ミュニティで話し言葉的な語がほとんど使用されていないのか、実際のところ話し言葉に

おいて具体的にどういった語が使用されているのか、その全貌については知るすべがない。 

次に、植田(2009:117)においても「総聯組織内では基本的には朝鮮語の常用が要求されて

いるが、その朝鮮語、とりわけ口語は基本的に日本語の影響を強く受けつつ、朝鮮文化語の

書きことばを話しことば化したもの」との記述が見つかる。しかし、やはり具体的な例の提

示や検証などは行われておらず、どのような言語現象をもって「書きことばが話ことば化し

た」と判断したのかが確かでない。 

具体的な検証と例の提示がなされているのは임영철・권은희(2012)が唯一であるが、「非

縮約形の使用」と「書き言葉的な語の使用」を合わせて見ているため、それぞれの現象の一

部分にしか触れられず、十分な検討は行われていない。本章で扱う「書き言葉的な語の使用」

に関しては、逆説接続副詞と接続助詞と与各助詞の 3つのみしか扱っておらず、さらに現象

を検証する際にも該当項目が本当に「書き言葉的」なのかどうかを判断する基準が内省によ

るか、それぞれ異なる論文の結果をもとにしているため、客観性に欠ける。また、言語資料

として用いているのもドキュメンタリー7作品のみで、データの規模が本論文の 1/2の規模

にとどまっている点でも限界がある。 

                                  
137 『月刊イオ』2000年 4月号、p.18 

138 ここで「本国」とは、韓国と共和国の両方を指すものと考えられる。 
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そこで本章では、上記の 4点の先行研究で言及されている「書き言葉体の話し言葉化」現

象について、ドキュメンタリーのみならず、授業談話も含めてより多くの発話資料をもとに

定量的調査を行う。また、韓国の朝鮮語との比較のため、該当項目が韓国の国立国語院によ

る世宗書き言葉コーパスと話し言葉コーパスにおいてはどれほどの出現率を見せるかも調

べる。さらに、扱う範囲も「書き言葉体」として見做しうるすべての特徴から、「書き言葉

的な語」に限定してより厳密に検証していきたい。本章において検証する項目は以下の 3つ

である。 

 

① 朝鮮学校コミュニティでは本当に「書き言葉的な語」が多用されているか。 

(研究者の直感に過ぎないのではないか) 

② 具体的にどのような「書き言葉的な語」が多用されており、多用されている 

「書き言葉的な語」とそうでないものがあるとすれば、その違いは何であるか。 

   ③「書き言葉的な語」の多用現象が検証された場合、その原因としては 

どういったものが考えられるか。 

6.3. 用語の定義 

既存の研究では「書き言葉/話し言葉」がテキストの特定の「様式(style)」を表している

こともあれば、テキストの「種類」を表すこともあり、両方の意味が混在している。そのた

め、分析に際して、まず先行研究で言及されている「書き言葉体の話し言葉化現象」とは何

か、そもそも「書き言葉/話し言葉」とは何で「書き言葉体/話し言葉体」とは何かについて

定義しておく必要がある。したがって、以下ではこれらの概念にまつわる諸用語についてま

とめ、概観していきたい。 

 

6.3.1.「書き言葉/話し言葉」と「書き言葉体/話し言葉体」とは 

まず、本論文での「書き言葉/話し言葉」という用語は、テキストの特定の「様式」のい

みではなく、テキストの「種類」のみを指す概念に限定して使用することにする。つまり、

本論文において「書き言葉」とは文章などに「文字」で書かれた言葉(written language)の

ことを言い、「話し言葉」とは「音声」を介して人の口から発せられる言葉(spoken language)

のことを言う。この 2つは、その媒体がそれぞれ「文字」と「音声」で明確に異なっている

ので、二分法により区分することが可能である。 

また、書き言葉と話し言葉の具体的な使用域はBiberほか(1999)をもとに作成された以下

の表 51と表 52のとおりであり、これらがもっとも伝統的で典型的な「話し言葉」と「書き

言葉」の使用域といえよう。 
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表 51 書き言葉の使用域の主な特性 (배진영 외 2020:52 より転載) 

 媒体 格式性 目的 内容の特性 読者層 

小説 書き言葉 
(一部会話を含む) 

インフォー

マル 興味本位 非学術的 一般大衆 

新聞 書き言葉 フォーマル 情報伝達 

(事実中心) 非学術的 一般大衆 

学術 

散文 書き言葉 フォーマル 情報伝達 

(意見、主張を含む) 学術的 専門家 

/大衆 

 

表 52 話し言葉の使用域の主な特性 (배진영 외 2020:52より転載) 

 媒体 格式性 目的 内容の特性 読者層 

対話 話し言葉 インフォーマル 興味本位 非学術的 一般大衆 

独 
白 

私的 
独白 139 話し言葉 フォーマル 情報伝達 

(事実中心) 非学術的 一般大衆 

公的 
独白 140 話し言葉 フォーマル 情報伝達 

(意見、主張を含む) 学術的 専門家 

/大衆 

 

では、このような使用域における言葉はいかなる特徴を持っており、そのような特徴が表

れる原因には何があるのか。それを知ることで書き言葉と話し言葉の定義がより明確にで

きるであろう。書き言葉と話し言葉に表れる諸特徴は、その「媒介」である「音声」と「文

字」が持つ属性に起因する。노대규(1996)と박용한(2004)を参考に、その主な属性をまとめ

ると、以下の書き言葉と話し言葉の「特性」のとおりである。 

 

表 53 書き言葉と話し言葉の「特性」 

 書き言葉 話し言葉 

媒介自体が 

持つ特性 

永続性 瞬間性 

単純性 多様性 

静態性 動態性 

 

ここで「瞬間性対永続性」というのは、書き言葉は文字として記録が残るため、時空間を

超越して読み手に伝達される反面、話し言葉は発せられたその瞬間消えてしまうという特

性を意味する。また、「多様性対単純性」というのは、書き言葉では文字と記号・符号だけ

が意味伝達の手段として使用されるが、話し言葉では辞書的な意味を持つ言語音(speech 

sound)のほかにもアクセントやイントネーション、ストレス、モーラなどといった多様な要

                                  
139 ここで「私的独白」とは、経験話や映画のあらすじの紹介、童話朗読などを指す。 

140 ここで「公的独白」とは、講義や演説、発表などを指す。 
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素が意味伝達の手段として使用され、その場の状況や雰囲気、相手の表情や身振り手振りな

ども補助的に意味伝達の役割を担うことを意味する。次に「静体性対動体性」という特性は、

書き言葉では読み手に「文字」だけで意味を伝えなければならないため、文字の表記と文法

に関する規範を厳しく守り、変化を受け入れる速度が非常に遅い反面、話し言葉は規範によ

る制限をあまり受けずに変化の速度も速いという特性を意味する。このような特性によっ

て、書き言葉では主に標準語が使用されるが、話し言葉では隠語や俗語、方言、流行語など

の使用が多く表れ、個人間の違いが目立つ。 

そしてこういったそれぞれのテキストの特性は、各テキストにおける言葉の特徴にも影

響を及ぼす。多くの言語で類似した特徴が表れるが、ここでは共和国の최명식(1985)と

강상호(1989)、韓国の노대규(1996)で提示されている朝鮮語における書き言葉と話し言葉

の「特徴」の例をまとめると以下の表 54のとおりである。 

ただし、こういった特徴はあくまでももっとも伝統的な書き言葉と話し言葉を想定した

際の特徴であることに留意しなければならない。ある使用域の書き言葉(または話し言葉)

は下記の表 54における特徴の一部のみを持っていたり、話し言葉(または書き言葉)の特徴

を同時に持っていたりすることもある。たとえば、TwitterやInstagram、Facebookなどの

ソーシャルメディアにおける言葉は「文字」を媒介としているため、書き言葉の部類に入る

が、表面に現れる特徴は話し言葉に似ているのである。しかし、このような表 51と表 52に

該当しない新しい使用域は、われわれが日常で接する書き言葉と話し言葉の使用域のうち

のごく一部に当たり、比率的にも少ない。また、ある対象の特徴について語る際に、すべて

の対象がその特徴に 100%合致するということはそもそも起こりにくく、あくまでも比率と

傾向性をもってその特徴について説明するものである。したがって、本論文における書き言

葉と話し言葉の特徴は以下の表 54を基準とする。 

 

表 54 朝鮮語における書き言葉と話し言葉の典型的な「特徴」の例 

書き言葉 話し言葉 

- 助詞などの文成分が省略されることがまれで

ある。 

- 語順が自由ではない。 

- 文法的に正しい表現が使用される。 

- 隠語、俗語、流行語などがあまり使用されな

い。 

- 漢字語や固い語感の言葉、専門用語などが多

く使用される。 

- 音韻や音節の省略や縮約、添加などが起こり

にくい。 

- 使用される語尾の種類が少なく、主に「-

다ta」で終わる語尾が使用される。 

- 助詞などの文成分が省略されることが多い。 

- 語順が比較的に自由である。 

- 非文法的な表現が多く表れる。 

- 感嘆詞の使用が多い。 

- フィラーや話し言葉特有の談話標識が多く使

用される。 

- 隠語、俗語、流行語などが多く使用される。 

- 固有語や優しい語感の言葉などが多く使用さ

れる。 

- 音韻や音節の省略や縮約、添加などが起こり

やすい。 

- 使用される語尾の種類が多様である。 
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最後に、本論文における「書き言葉体」と「話し言葉体」とは、「書き言葉」または「話

し言葉」に現れる「テキストの特定の様式」を意味する。つまり、「書き言葉体」とは「書

き言葉的なもの」「書き言葉としての性格が強いもの」のことを言う。この時、書き言葉と

話し言葉は「両極」を成すため、「書き言葉的なもの」とは同時に「話し言葉的ではないも

の」を意味するとも言えよう。すなわち、「話し言葉」の特徴である「縮約」「柔らかい語感

の語彙の選択」などが起こらないことが、「書き言葉体」であるとも言えるのである。たと

えば、前述した表 54のうちに書き言葉の特徴が多く使用されているスタイルは「書き言葉

体」であり、話し言葉の特徴が多く使用されているスタイルは「話し言葉体」といえよう。

たとえば、LINEを通して交わす会話や漫画などのセリフは「話し言葉体が使用される書き言

葉(oral style―spoken text)」で、学会発表や演説などは「書き言葉体が使用される話し

言葉(literary style―written text)」とみなすことができるのであろう。 

 

6.3.2.「書き言葉的な語」と「話し言葉的な語」とは 

書き言葉と話し言葉の特徴は多様なレベルで現れるが、本章ではそのうちの「語彙」のみ

に注目する。類似する意味機能を持つ語であっても、その語が持つ語感や格式度などはそれ

ぞれ異なり、それによって書き言葉でより好まれる語がある一方、話し言葉でより好まれる

語というものも存在する。たとえば、日本語の「たぶん」と「大体」のように話し言葉で主

に使用される語もあれば、これらとほとんど同じ意味機能を持ちながらも「おそらく」と「お

よそ」のように書き言葉で主に使用される語もある。本論文では前者を「話し言葉的な語」、

後者を「書き言葉的な語」と呼ぶことにする。既存の用語の中では、안의정(2009)で言う「話

し言葉の語彙(구어 어휘)」と、共和国の研究書籍である강상호(1989)で言う「話し言葉体

語彙(입말체 어휘)」が類似していると考えられる。 

ただし、「書き言葉でより好まれる」ということが必ずしも「書き言葉で多く使用される」

ことを意味するわけではないことに注意しなければならない。ある「書き言葉的な語」は非

常に制限された用法でしか使用されないため、書き言葉でも話し言葉でも使用される回数

自体が少ない可能性もあるのである。多くの場合は「書き言葉的な語」が書き言葉での多用

を見せるが、6.6研究結果の節を見る際にはこのことに留意して読んでいただきたい。 

6.4. 研究方法 

本章の目的は、朝鮮語の「書き言葉的な語」が、朝鮮学校コミュニティにおいて話し言葉

でも使用されているかを確認することである。そのためには、まず朝鮮語で似た意味と機能

を持ちながらも、書き言葉的な語と話し言葉的な語、または中性的な語が同時に存在してい

る項目を選定しなければならない。この時に基準となる朝鮮語は、筆者が韓国の朝鮮語母語
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話者であるので、分析の容易さと正確さのために韓国の朝鮮語とした。そして先行研究を参

考に、韓国の朝鮮語でその対立が比較的に明確な 6つの項目を選定した。副詞格助詞、接続

助詞、逆接接続副詞、順接接続副詞、強調的程度副詞、終結語尾がそれである。 

具体的な調査方法は次のとおりである。まず、似た意味と機能を持つ複数の語が、本研究

の言語資料で何回使用されているのか、出現回数をカウントする。ただし、韓国の朝鮮語母

語話者の直観によって「書き言葉的」であると判断された語が、朝鮮学校コミュニティの話

し言葉においても数回使用されているとしても、それが絶対的に多い数値かどうかの判断

は難しいであろう。임영철·권은희(2012)でも各単語が書き言葉的性格を持っているか、話

し言葉的性格を持っているかについて韓国の朝鮮語母語話者の内省のみで判断して論じて

いるため、客観性に欠ける。 

したがって、本論文では各単語の「書き言葉性/話し言葉性」の程度をより客観的に提示

すべく、韓国で最大級の朝鮮語コーパスである「世宗(セジョン)コーパス」を活用した。「世

宗コーパス」は、1998年から 2007年までの期間に韓国政府(国立国語院主管)が推進してき

た国語情報化事業である「21세기 세종 계획(21世紀世宗計画)」によって構築されたコー

パスであり、話し言葉コーパスは約 80 万文節、書き言葉コーパスは約 1006 万文節の規模

となっている(表 55、表 56参照)。朝鮮語コーパスの中では最大級の規模に当たるので、各

単語が世宗話し言葉コーパスと世宗書き言葉コーパスでどの程度の頻度で出現するのかを

調べて提示することで、各単語の「話し言葉的性格」と「書き言葉的性格」を明確に表すこ

とができよう 141。ちなみに「世宗コーパス」の検索は国立国語院(韓国)が運営する

「언어정보나눔터(言語情報共有広場)」のコーパスページ(https://ithub.korean.go.kr/ 

user/corpus/corpusSearchManager.do)にて利用できる。 

 

表 55 世宗話し言葉コーパスの詳細 

(배진영 외 2020:124の内容をもとに再作成) 

私的独白 講演・講義・演説 討論・会議 対話 

約 12 万文節 約 24 万文節 約 5 万文節 約 38 万文節 

 

表 56 世宗書き言葉コーパスの詳細 

(배진영 외 2020:124の内容をもとに再作成) 

新聞 雑誌 小説 学術散文 

約 343 万文節 約 134 万文節 約 323 万文節 200 万文節以下と推定 

                                  
141 似たような機能を持っている語彙の中で、話し言葉ではどの語が多く使用され、書き言葉で

はどの語が多く使用されるかを見る。書き言葉での使用比率が話し言葉でのそれより高い場

合は「書き言葉的な語」、その反対の場合は「話し言葉的な語」であると判断した。ただし、

書き言葉と話し言葉の両方で出現比率が同じ水準である場合、中性に近い性格を持っている

と見て、書き言葉的か話し言葉的かの判断はしない。 
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そのようにして、韓国の朝鮮語で書き言葉的性格が強く表れる語であるにもかかわらず、

朝鮮学校コミュニティでは話し言葉で少なくない使用が確認される場合、当該項目で「書き

言葉体の話し言葉化現象」が存在するものと判断した。また、入手できた範囲内で、共和国

の研究書籍から該当項目に関する記述が見つかれば、共和国の朝鮮語と同じ傾向を見せる

どうかを調べ、共和国の影響があるかについても調査した。これらの作業により、朝鮮学校

コミュニティにおける朝鮮語が韓国の朝鮮語とどの部分で異なっており、どの部分で同じ

であるかを明確に知ることができ、その朝鮮語の特徴をより客観的な証拠にもとづいて解

明できるだろう。 

6.5. 研究結果 

6.5.1. 与格助詞 

表 57 与格助詞の出現頻度  
                                                                単位： 回(%) 

形態 
朝鮮学校 

コミュニティ 

世宗話し言葉 

コーパス 

世宗書き言葉 

コーパス 

께 kkey 0 (0.0) 44 (2.1) 928 (2.3) 

에게 eykey 29 (70.7) 399 (19.3) 34755 (87.7) 

한테 hanthey 12 (29.3) 1560 (75.5) 3284 (8.3) 

보고 poko 0 (0.0) 62 (3.0) 222 (0.6) 

더러 tele 0 (0.0) 1 (0.1) 427 (1.1) 

合 計 41 (100) 2066 (100) 39616 (100) 

 

朝鮮語の与格助詞には「께kkey、에게eykey、한테hanthey、보고poko」などが存在する。

このうち「에게eykey」の場合、「한테hanthey」と「보고poko」などに比べ、相対的に書き

言葉体としての性格が強いことが報告されている 142。また、上記の表 57 からわかるよう

に、世宗コーパスにおいても「에게eykey」はどの与格助詞よりも書き言葉コーパスでの出

現率が高く(87.7%)、書き言葉的な語と見ることができる。 

ところが、朝鮮学校コミュニティの話し言葉では「에게eykey」と「한테hanthey」の二種

                                  
142 김건희・권재일(2004)では、「에게eykey」の話し言葉コーパスでの出現率が 4.4%、書き言葉

コーパスでの出現率が 94.6%となっており、韓国の朝鮮語で「에게eykey」が書き言葉として

の性格が強いことがわかる。一方「한테hanthey」と「보고poko」の場合、話し言葉コーパス

での出現率はそれぞれ 87.0%と 7.3%、、書き言葉コーパスでの出現率はどれも 0%で、話し言葉

としての性格が強いことがわかる。 
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類のみが確認され、その中でも特に「에게eykey」の出現率(70.7%)が非常に高い。「書き言

葉的な語の多用現象」が見られるといえよう。以下の例 6-1と 6-2は「에게eykey」が使用

された発話であるが、書き言葉的な語である「에게eykey」が使用されていることによって、

韓国の朝鮮語母語話者にどことなく格式ばっているような、あまりにも礼儀正しいような、

多少堅苦しい感じを与えている 143。韓国の朝鮮語では、どの例も「에게eykey」を

「한테hanthey」に変えることでより「話し言葉的」になる。 

 

(6-1) ‘그것이 거짓말이다’고     말해서、  어머니에게도    ‘왜   조선 사람-인가?’って。 

      ‘kukesi kecismalita’-ko  malhayse、emeni-eykey-to ‘way  cosen salam-inka?’って。 

  「それが うそだ」-と    言って  母-与格-も    「なぜ 朝鮮人-なのか」って。 

    (訳：「それはうそだ」と言って、母にも「なぜ朝鮮人なのか」って。) 

[高級部生徒(女)→監督(男)/インタビュー/寮の部屋] 

 

(6-2) 이거  원빈에게         보내 주세요.     さしあげます。 

      ike   wenpin-eykey     ponay cwuseyyo.  さしあげます。 

      これ、ウォンビン-与格  送って ください。さしあげます。 

      (訳：これ、ウォンビン(男性俳優の名前)に送ってください。さしあげます。) 

[高級部生徒(女)→監督(男)/雑談/教室] 

 

なお、韓国で話し言葉としての性格が強いものが朝鮮学校コミュニティの話し言葉では

まったく使用されないというわけではない。本論文の言語資料において「한테hanthey」は

12回の使用が確認されている。ただし、本言語資料において「한테hanthey」を使用してい

る人の職業を確認すると、その使用者全員が朝鮮学校の教員や総聯の組織員など、朝鮮語能

力が高いと予想される人々であった。例 6-3 もそのような例である。このことを考慮する

と、朝鮮学校コミュニティ全体においては「에게eykey」の使用率がより高いであろう。こ

れにより、与格助詞の項目では、先行研究におけるいわゆる「書き言葉体の話し言葉化」現

象が現れていることが確認できる。 

                                  
143 この章では、このように韓国の朝鮮語と比較することで、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語の

使用様相が韓国の朝鮮語とどう異なっており、それが韓国の朝鮮語母語話者にはどのように

感じられるか、該当項目を韓国ではどのように言ったほうが自然に感じるかなどについて述

べていく。 

このような書き方は、あくまでも韓国の朝鮮語母語話者が朝鮮学校コミュニティの朝鮮語

を聞いた際に感じる「違和感」や「ぎこちなさ」の理由について説明するためのものである。

そして、その「違和感」という感情を、両者が「異なっている」との事実判断から、朝鮮学校

コミュニティの朝鮮語は「変だ」「下手だ」という価値判断・評価にまで繋げさせないことを

目標としている。また、本論文は朝鮮学校コミュニティの朝鮮語を朝鮮語の一種の「方言」と

しても捉えており、方言研究というのはほかの方言との比較を通してどこがどう異なってい

るかを論じることが必要である。そのため、朝鮮学校コミュニティ特有の特徴をより鮮明にす

るために「対照」させる書き方になっていることを改めて了承願いたい。 
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(6-3) 젊은 사람한테         맡기고   하는데    조금     그렇게   안되어서  

      celmun salam-hanthey  mathkiko hanuntey  cokum    kulehkey antoyese 

      若い人-与格           任せたり するけど、ちょっと そう    できなくなって。 

      (訳：若い人に任せたりするけど、(今回は)ちょっとそのようにはできなくなって。) 

[教員(女)→監督(男)/インタビュー/教務室] 

 

6.5.2. 接続助詞 

表 58 接続助詞の出現頻度 
単位： 回(%) 

形態 
朝鮮学校 

コミュニティ 

世宗話し言葉 

コーパス 

世宗書き言葉 

コーパス 

와/과 wa/kwa 41 (43.6) 1312 (47.7) 98556 (99.2) 

하고 hako 46 (48.9) 562 (20.4) 435 (0.4) 

랑/이랑 lang/ilang 7 (7.5) 869 (31.6) 327 (0.3) 

며/이며 mye/imye 0 (0.0) 9 (0.3) 94 (0.1) 

서껀 sekken 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

合 計 94 (100) 2752 (100) 99412 (100) 

 

接続助詞の場合も同様に書き言葉的な語が話し言葉で多用される現象が確認できる。朝

鮮語の接続助詞には「와/과wa/kwa」「하고hako」「랑/이랑lang/ilang」「서껀sekken144」な

どがあり 145、このうち「와/과wa/kwa」の場合は韓国で書き言葉としての性格が強く、話し

                                  
144 「서껀sekken」は、김청윤(2016)によると韓国の標準語話者、特に 30代以下ではほとんど使

用されない、死語化されつつある形式であるという。しかし、최명식(1985)によると共和国の

話し言葉では「서껀sekken」が活発に使用されているそうであり、本調査の項目に含めること

にした。韓国の朝鮮語母語話者にとって「서껀sekken」は見慣れていない言葉であるため、意

味の理解を助けるべく、以下に최명식(1985)の用例を提示しておく。 
 

例) ＜書き言葉スタイル＞  로동자와 농민이 참가하였다.  

lotongca-wa nongmini chamkahayessta. 

       ＜話し言葉スタイル＞  로동자서껀 농민서껀 참가했지.  

lotongca-sekken nongmin-sekken chamkahayssci. 

(訳：労働者と農民が参加した。) 

145 「와/과wa/kwa」「하고hako」「랑/이랑lang/ilang」の 3 つは、接続助詞のほかにも「副詞格

助詞」として、「～와/과 만나다(と会う)」「～하고 같다(と同じだ)」「～랑/이랑 싸우다(と

喧嘩する)」のように使用されることも多い。しかし、この章では接続助詞として使用された

もののみを集計している。 
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言葉では「하고hako」「랑/이랑lang/ilang」などに代替されて現れるのが普通である 146。世

宗書き言葉コーパスにおいても「와/과wa/kwa」の出現率は 99.2%と、どの接続助詞よりも

高く、書き言葉的な語として見ることができる(表 58参照)。 

ところが、朝鮮学校コミュニティにおける話し言葉での接続助詞の使用を見ると、接続助

詞で「와/과wa/kwa」は 43.6%(41 回)、「하고hako」は 48.9%(46 回)の出現頻度を見せてお

り、いずれも 40%以上の高い出現率となっている。書き言葉的な語である「와/과wa/kwa」

はもっとも高い出現率にはなっていないが、김건희・권재일(2004)の研究で「와/과wa/kwa」

の話し言葉コーパスでの出現率が 0%であったことを考えると、43.6%という出現率もかなり

高い数値といえよう。また、表 58の世宗話し言葉コーパスでは「와/과wa/kwa」の出現率が

47.7%と高くなっているが、これは世宗話し言葉コーパスの構成から講演・演説・発表など

が占める割合が高いためであることを留意しなければならない。 

では、朝鮮学校コミュニティで「와/과wa/kwa」が使用された発話(例 6-4 と 6-5)を確認

してみよう。韓国で「書き言葉的な語」である「와/과wa/kwa」が使用されていることによっ

て、韓国の朝鮮語母語話者に若干のぎこちなさを感じさせる。韓国の朝鮮語では、どの例も

「와/과wa/kwa」を「하고hako」か「랑/이랑lang/ilang」に変えることにより「話し言葉的」

な表現になる。以上から判断すると、「書き言葉体の話し言葉化」現象は接続助詞の項目で

も発生しているといえる。 

 

(6-4) 그러나 우리 학교는 정말 그것보다 뭐, 영, 뭐, 안되지만도,  

kulena wuli hakkyonun cengmal kukespota mwe, yeng, mwe, antoycimanto,  

선생님들과 학생들이 참 좋다, 사이 좋게 지내고 있고,  

sensayngnim-tul-kwa haksayng-tul-i cham cohta, sai cohkey cinayko issko,  

先生-たち-共同格  生徒-たち-が 

 뭐, 따뜻합니다. 

mwe, ttattushapnita.  

(訳： しかし、朝鮮学校は本当にそれより、まあ、本当に、もう、ダメだけど、 

先生と学生たちがとても仲良く過ごしていて、まあ、暖かいですね。) 

[父母(女)→監督(男)/インタビュー/家のリビングルーム] 

  

                                  
146 김건희・권재일(2004)の研究を見ると、接続助詞の中で「와/과wa/kwa」の出現率は話し言葉

コーパスで 0%、書き言葉コーパスで 96.1%となっており、書き言葉としての性格が強いことが

わかる。一方、「하고hako」は話し言葉コーパスで 41.6%、書き言葉コーパスで 0.4%、

「랑/이랑lang/ilang」は話し言葉コーパスで 55.7%、書き言葉コーパスで 0%となっており、

話し言葉としての性格が強いことがわかる。 
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(6-5) 아버지와  나가，え, 헤엄， 헤엄을   치고   있는    것이에요.  

apeci-wa  nay-ka    heyem，heyem-ul chi-ko iss-nun kes-i-eyyo. 

        父-共同格  私-が 

(訳：父と私が、え、水泳、水泳をしているんです。) 

[初級部生徒(男)→監督(男)/インタビュー/教室] 

 

ひとつ注目すべきなのは、「랑/이랑lang/ilang」が本言語資料からは 7.5%147と、比較的

少なく出現しているという点である。韓国の世宗話し言葉コーパスを見ると、

「랑/이랑lang/ilang」は「하고hako」と同様に「話し言葉的な接続助詞」であるが、

「하고hako」よりも多く使用される接続助詞であることがわかる(表 58参照)。しかし、朝

鮮学校コミュニティでは「랑/이랑lang/ilang」の使用は 7 回にとどまっている反面、

「하고hako」の使用は 46回にのぼり、圧倒的に「하고hako」の使用が多い。このことは、

書き言葉がどのコミュニティにおいても大きな変化がなく同じように使用されるのに対

し、話し言葉は可変性が強く、コミュニティによって好まれる形態が異なり得る点が反映さ

れていると考えられる。朝鮮学校コミュニティの話し言葉で「랑/이랑lang/ilang」より

「하고hako」のほうが好まれる理由については、今後インタビュー調査を通して明らかにし

たい。ひとつの可能性としては、「랑/이랑lang/ilang」は音韻論的交替(phonologically 

conditioned alternation)が起こるものである一方、「하고hako」はそうでないため、より

使用が容易であることが考えられる。 

 

(6-6) 집에서  있은   일이랑       하루   생활에서의       기뻤던 일이랑,  

cipeyse issun  il-ilang   halwu  saynghwal-eyseuy kippessten il-ilang,  

家で   あった こと-共同格  一日の 生活-で          嬉しかった こと-共同格 

 또   이런    거   하고 싶다랑,        앞으로   이런   일   하고 싶다랑,  

 tto  ilen    ke   hako siph-ta-lang, aphulo   ilen   il   hako siph-ta-lang,  

 また こういうこと したい-共同格、    これから こんな こと したい-共同格、 

         그런 소박한 이야기를 많이 나눌 수 있는, 예, 참 좋은 시간입니다. 

kulen sopakhan iyakilul manhi nanwul swu issnun, yey, cham cohun sikanipnita. 

(訳： 家であったことと、一日の生活での嬉しかったことと、 

また「こういうことがしたい」と、「これからこんなことしたい」と… 

そんな素朴な話をたくさん交わすことができる、はい、とても良い時間です。) 

[教員(女)→監督(男)/インタビュー/教室] 

 

                                  
147 임영철・권은희(2012)で「랑/이랑lang/ilang」は 13.21%の出現率であったが、今回の調査で

はその 1/2程度の数値で、さらに低い結果となった。 
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6.5.3. 逆接接続副詞 

表 59 逆接接続副詞の出現頻度 
単位： 回(%) 

形態 
朝鮮学校 

コミュニティ 

世宗話し言葉 

コーパス 

世宗書き言葉 

コーパス 

그러나 kulena 17 (89.5) 98 (17.6) 25968 (79.0) 

그래도 kulayto 2148 (10.5) 319 (57.2) 483 (1.5) 

하지만 haciman 0 (0.0) 64 (11.4) 5220 (15.9) 

그렇지만 

kulehciman 

그렇지만 kulehciman 0 (0.0) 64 (11.4) 1184 (3.6) 

그릏지만 kuluhciman 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0) 

그치만 kuchiman 0 (0.0) 12 (2.2) 5 (0.0) 

合 計 19 (100) 558 (100) 32860 (100) 

 

朝鮮語の接続副詞のうち、逆接関係を示すものには「그러나kulena、그렇지만kulehciman、

하지만haciman」などがある。このうち「그러나kulena」はきわめて書き言葉としての性格

が強く、話し言葉ではほとんど使用されず 149、通常は「그렇지만kulehciman」

「그래도kulayto」などに置き換えられて現れる。また、上記の表 59からわかるように、世

宗コーパスにおいても「그러나kulena」はどの逆接接続副詞よりも書き言葉コーパスでの出

現率が高く(79.0%)、書き言葉的な語として見ることができる。 

ところが、朝鮮学校コミュニティにおける話し言葉での与格助詞の使用を見ると

「그러나kulena」「그래도kulayto」の二種類のみが現れており、その中でも特に

「그러나kulena(89.5%)」の出現頻度が非常に高くなっている 150。こういった書き言葉的な

接続副詞の話し言葉での使用は、韓国の朝鮮語母語話者にとって在日コリアンの発話を強

くて硬い感じがすると思わせるものである。韓国の朝鮮語(話し言葉)では、例 6-7 の

                                  
148 임영철・권은희(2012)に比べ、言語資料の数が増えたにもかかわらず用例の数が 5 件から 2

件に減ってしまっている。これは、임영철・권은희(2012)の言語資料(ドキュメンタリー)のう

ちのひとつの作品が著作権の関係上、使用ができなくなったためである。 

149 전영옥・남길임(2005)で「그러나kulena」は、書き言葉コーパスでの出現率が 15.4%で接続副

詞の中でもっとも高かった反面、話し言葉コーパスでの出現率は 1.9%にとどまった。

전영옥(2007a)でも「그러나kulena」は書き言葉コーパスから 19.6%出現しており、1位となっ

たが、話し言葉コーパスでは 0.8%出現していた。これにより、「그러나kulena」は書き言葉と

しての性格が強いことがわかる。전영옥(2007b)では、基本的な意味と談話機能・類型の面で

も「그러나kulena」は書き言葉としての性格を強く持っていることが明らかになっている。 

150 임영철・권은희(2012)の結果では 77.27%であったが、今回の調査ではより多くの使用が確認

できた。 
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「그러나kulena」は「그래도kulayto」に、例 6-8の「그러나kulena」は「그치만kuchiman」

に置き換えることでよりやわらかくやさしい印象を与えるようになる。 

 

(6-7) 춥지만,     그러나 귀엽죠.  

chwupci-man kulena kwiyep-cyo. 

      寒い-けど しかし 可愛い-略待上称叙述語尾 

(訳：寒いですけど、でもかわいいです。) 

[高級部生徒(女)→監督(男)/インタビュー/寮のロビー] 

 

(6-8) ううん。그러나 나의  어머니가 그렇게        말씀하셨어.  

kulena na-uy emeni-ka kuleh-key     malssumha-sy-ess-e. 

       しかし 僕-の 母-が    そうのよう-に 話す-尊敬-過去-半言叙述語尾 

(訳：ううん。でもうちの母はそう言ってたよ。) 

[初級部生徒(男)→初級部生徒(男)/雑談/運動場] 

 

6.5.4. 順接接続副詞 

表 60 順接接続副詞の出現頻度 
単位： 回(%) 

形態 
朝鮮学校 

コミュニティ 

世宗話し言葉 

コーパス 

世宗書き言葉 

コーパス 

그래서 kulayse 97 (52.1) 4217 (69.5) 7072 (42.2) 

그러므로 kulemulo 0 (0.0) 9 (0.2) 1897 (11.3) 

그러니까 

kulenikka 

그러니까 kulenikka 61 (32.8) 680 (11.2) 1529 (9.1) 

그르니까 kulunikka151 0 (0.0) 39 (0.6) 0 (0.0) 

그니까 kunikka 7 (3.8) 1077 (17.8) 1 (0.0) 

그러니 kuleni 0 (0.0) 13 (0.2) 148 (0.9) 

따라서 ttalase 17 (9.1) 30 (0.5) 5667 (33.9) 

그렇기 때문에 kulehki ttaymwuney 4 (2.2) 0 (0.0) 427 (2.6) 

合 計 186 (100) 6065 (100) 16741 (100) 

 

理由を表す朝鮮語の順接接続副詞には「그래서kulayse」「그러므로kulemulo」

「따라서ttalase」など、いろいろな種類がある。上記の表 60の世宗コーパスでの出現率を

                                  
151 「그러니까kulenikka」の話し言葉的変異形である。「구어적 변이형(話し言葉的変異形)」は

서상규(2015)による用語で、話し言葉における縮約や音素の添加、音素の交替などによる変異

形のことを言う。「구어 이형태(話し言葉異形態)」という用語が使用されることもある。 
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見ると、この中で「그래서kulayse」と「그러니까kulenikka」は書き言葉と話し言葉の両方

ともに多く使用されるが、「따라서ttalase」はほとんど書き言葉でしか使用されない語であ

ることがわかる。また、「그렇기 때문에kulehki ttaymwuney」もほとんど書き言葉でしか使

用されず、書き言葉としての性格が非常に強い語である。表 60 上では「그렇기 

때문에kulehki ttaymwuney」の書き言葉コーパスでの出現率が 2.6%に過ぎずわかりづらい

が、話し言葉コーパスでの使用が一度も現れないことからその書き言葉性が推測できる。 

ところが、朝鮮学校コミュニティにおける話し言葉での順接接続副詞の使用を見ると、

「따라서ttalase」も「그렇기 때문에kulehki ttaymwuney」も一定数以上使用されており、

注目に値する。以下の例 6-8 の「따라서ttalase」も、例 6-9 の「그렇기 때문에kulehki 

ttaymwuney」も、韓国の朝鮮語では「그러니까kulenikka」または「그니까kunikka」に変え

ることでより「話し言葉的」な表現になる。ただし、「따라서ttalase」の場合はその発話例

のすべてが授業でのみ確認されるため、ほかのカジュアルな日常会話においても使用され

ているかを確認してこそ、「話し言葉体の書き言葉化」現象の例として挙げることができる

であろう。 

 

(6-9) 따라서, え, 기후대에 따라서 식생도 분포되어 있다는 겁니다. 

ttalase, え, kihwutayey ttalase siksayngto pwunphotoye isstanun kepnita. 

      したがって 

   (訳：したがって、え、気候帯によって植生も分布しているということです。) 

[高級部教員(男)→高級部生徒(男)/授業(世界地理)/教室] 

 

(6-10) 그렇기 때문에 아침 식사 빨리 빨리 해가지고 7시 반에는  

        kulehki ttaymwuney achim siksa ppalli haykaciko ilkop si paneynun  

        そうであるから 

로비에 있어야 합니다. 

lopiey isseya hapnita. 

(訳： だから朝ご飯を早く食べて、7時半にはロビーにいなければなりません。) 

[高級部教員(男)→高級部生徒(男女)/指導/宿所] 
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6.5.5. 強調的程度副詞 

朝鮮語で強調の意味を表す程度副詞にはいろいろな種類があるが、ここでは単語自体が

持つ本来の意味から①程度を表さない「本当に」類の程度副詞、②ひとつの対象にしか使え

ない「もっとも」類の程度副詞、③そのほかの「とても」類の程度副詞に分けて見ていく。

まずは、単語本来の意味が程度を表さない「本当に」類の程度副詞の使用様相を見てみよう。 

 

表 61 強調的程度副詞①(「本当に」類)の出現頻度 
単位： 回(%) 

形態 
朝鮮学校 

コミュニティ 

世宗話し言葉 

コーパス 

世宗書き言葉 

コーパス 

정말로 

cengmallo 

정말 cengmal 64 (59.8) 1106 (28.0) 3727 (51.2) 

정말로 cengmal-lo 10 (9.3) 33 (0.8) 539 (7.4) 

정말루 cengmal-lwu 0 (0.0) 11 (0.3) 0 (0.0) 

정말정말 cengmal-cengmal 1 (0.9) 15 (0.4) 9 (0.1) 

진짜로 

cinccalo 

진짜 cincca 5 (4.7) 2090 (52.9) 234 (3.2) 

진짜로 cincca-lo 2 (1.9) 36 (0.9) 73 (1.0) 

진짜루 cincca-lwu 0 (0.0) 39 (1.0) 1 (0.0) 

진짜진짜 cincca-cincca 0 (0.0) 19 (0.5) 1 (0.0) 

참으로 

chamulo 

참 cham 23 (21.5) 600 (15.1) 1484 (20.4) 

참으로 cham-ulo 2 (1.9) 4 (0.1) 1211 (16.7) 

合 計 107 (100) 3953 (100) 7278 (100) 

 

この類型に属する程度副詞には「정말로cengmal-lo」「진짜로cincca-lo」「참으로cham-

ulo」の 3つがあり、いずれも「本当」という意味の単語に「副詞派生接尾辞-(으)로(u)lo」

が付くことで副詞となったものである。これらは話し言葉で「副詞派生接尾辞-

(으)로(u)lo」が省略されたり、「-(으)로(u)lo」が省略された形が 2 回以上繰り返された

り、「-(으)로(u)lo」が「-(으)루(u)lwu」に変わったりと、いろいろな話し言葉的変異形が

存在する。 

このうち「진짜로cincca-lo」グループの場合、「정말로cengmal-lo」と「참으로cham-ulo」

に比べ、話し言葉としての性格が非常に強く、上記の表 61の世宗コーパスにおいてもどの

程度副詞よりも話し言葉コーパスでの出現率が高い(55.3%)。さらに、書き言葉コーパスで

の出現率はわずか 4.2%に過ぎないことからも、話し言葉的な語に当たることがよくわかる。

一方、「정말로cengmal-lo」と「참으로cham-ulo」グループは書き言葉コーパスでの出現率

がそれぞれ 58.7%と 37.1%で高い数値となっており、書き言葉としての性格が相対的に強い
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ことがわかる。 

ところが、朝鮮学校コミュニティにおける話し言葉での程度副詞の使用を見ると

「정말로cengmal-lo」と「참으로cham-ulo」の使用がほとんどで、「진짜로cincca-lo」の使

用は 7 回しか確認されなかった(表 61 参照)。以下の例 6-11 と 6-12 を見ても、非常にカ

ジュアルな場面において「정말로cengmal-lo」と「참으로cham-ulo」が使用されており、韓

国の朝鮮語母語話者には若干の違和感を与える表現となっている。 

 

(6-11) 정말 모른다,    정말 모른다,    정말 모른다! 

       cengmal molunta, cengmal molunta, cengmal molunta! 

     誠(に)      誠(に)       誠(に) 

(訳：マジで分かんない、マジで分かんない、マジで分かんない!) 

[高級部生徒(女)→高級部生徒(女)/独り言/教室] 

 

(6-12) 남자가 하는 스포츠라고 생각하기 때문에,              참 좋아합니다. 

        namcaka hanun suphochulako sayngkakhaki ttaymwuney, cham cohahapnita. 

                                実(に) 

(訳： 男がするスポーツだと思うので、本当に好きです。) 

[高級部生徒(男)→監督(男)/インタビュー/学校] 

 

次に、ひとつの対象にしか使えない「もっとも」類の程度副詞の使用様相を確認してみる

と表 62のとおりである。この類型に属する程度副詞には「가장kacang」「제일로ceyil-lo」

「최고로choyko-lo」の 3つがあり、いずれも「一番」、「最高に」という「程度の最大限」

の意味を持つ。このうち「가장kacang」は書き言葉としての性格が強く、下記の表 62の世

宗書き言葉コーパスでの出現率は 97.3%にのぼる。一方、「제일로ceyil-lo」グループは書

き言葉コーパスでの出現率が 2.3%と非常に少なく、話し言葉としての性格が相対的に強い

ことがわかる。「최고로choyko-lo」の場合、世宗コーパスでの用例が少なすぎるために客観

的な根拠の提示は困難であるが、韓国の朝鮮語母語話者の感覚としては「書き言葉的な語」

の部類に入る。 

では朝鮮学校コミュニティにおける話し言葉での程度副詞の使用はどうであるか。表 62

を見ると、「가장kacang」と「제일ceyil」の二種類のみが使用されており、その中で書き言

葉としての性格が強い「가장kacang」の使用回数が若干多い結果となった。以下の例 6-13

は監督を家に招待して晩酌を交わしながら食事をしたのちに、自分の娘に対して何が一番

おいしかったか聞く場面で、例 6-14は寮の食堂で生徒たちのためのおやつを作りながら、

冗談混じりに軽い会話をしている場面である。まったく格式ばった場面ではないにもかか

わらず、「가장kacang」を使用している。 
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表 62 強調的程度副詞②(「もっとも」類)の出現頻度  
単位： 回(%) 

形態 
朝鮮学校 

コミュニティ 

世宗話し言葉 

コーパス 

世宗書き言葉 

コーパス 

가장 kacang 26 (56.5) 421 (49.7) 18995 (97.3) 

제일로 ceyillo 

제일 ceyil 20 (43.5) 319 (37.6) 401 (2.0) 

젤 ceyl 0 (0.0) 106 (12.5) 22 (0.1) 

제일로 ceyillo 0 (0.0) 0 (0.0) 36 (0.2) 

젤로 ceyllo 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (0.0) 

최고로 choykolo 0 (0.0) 2 (0.2) 54 (0.3) 

合 計 46 (100) 848 (100) 19513 (100) 

 

(6-13) 오늘 무엇이 가장 맛있었습니까? 

       onul mwuesi kacang masissesssupnikka? 

       もっとも 

(訳：今日何が一番おいしかったですか。) 

[初級部教員(男)→初級部生徒(女)/雑談/家] 

 

(6-14) 지금 현재 우리가 가장 완성도가 높은 거 아닙니까? 

       cikum hyencay wulika kacang wansengtoka nophun ke anipnikka?  

           もっとも 

(訳：今現在、私たちが一番完成度が高いんじゃないですか?) 

[高級部教員(男)→監督(男)/雑談/寮の食堂] 

 

ではもっとも典型的な「とても」類の強調的程度副詞は朝鮮学校コミュニティにおいてい

かなる使用様相を見せているだろうか。「程度が普通以上」であることを表す強調的程度副

詞を表 63に網羅し 152、韓国の朝鮮語との比較を試みた。その結果、朝鮮学校コミュニティ

でもっとも多く使用される程度副詞は「아주acwu」と「너무nemwu」グループの 2つの種類

で、いずれのグループも全体の 40.7%の出現率を見せていた。この中で「아주acwu」の場合、

世宗書き言葉コーパスでの出現率は 21.9%とほかのどの程度副詞よりも高く、韓国では書き

言葉としての性格が強い副詞であることがわかる。このことから、「とても」類の強調的程

度副詞の使用においても、朝鮮学校コミュニティでは書き言葉的な語が多く使用されてい

ることが確認できた。ただ、「아주acwu」と同程度で多い使用が見られる「너무nemwu」の場

合、韓国の朝鮮語で話し言葉としての性格が強い語である。このことからして、朝鮮学校コ

ミュニティにおいて書き言葉的な語が多く使用されているだけで、話し言葉的な語がまっ

                                  
152 朝鮮学校コミュニティにおいて、どれほど多様な程度副詞が使用されているかを同時に確認

するためである。 
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たく使用されないわけではないことが改めて分かる。 

 

表 63 強調的程度副詞③(「とても」類)の出現頻度 
単位： 回(%) 

形態 
朝鮮学校 

コミュニティ 

世宗話し言葉 

コーパス 

世宗書き言葉 

コーパス 

아주 acwu 24 (40.7) 546 (9.2) 3972 (21.9) 

너무 

nemwu 

너무 nemwu 22 (37.3) 1458 (24.6) 2102 (11.6) 

넘 nem 0 (0.0) 7 (0.1) 0 (0.0) 

너무너무 nemwunemwu153 1 (1.7) 86 (1.5) 220 (1.2) 

너무나 nemwuna  0 (0.0) 70 (1.2) 957 (5.3) 

너무도 nemwuto 0 (0.0) 3 (0.1) 1750 (9.7) 

너무나도 nemwunato 1 (1.7) 2 (0.0) 575 (3.2) 

되게 toykey 9 (15.2) 2328 (39.2) 37 (0.2) 

상당히 sangtanghi 2 (3.4) 195 (3.2) 727 (4.0) 

매우 maywu 0 (0.0) 29 (0.5) 3219 (17.8) 

무척 mwuchek 0 (0.0) 2 (0.0) 1146 (6.3) 

굉장히 koyngcanghi 0 (0.0) 984 (16.6) 267 (1.5) 

몹시 mopsi 0 (0.0) 4 (0.1) 1033 (5.7) 

꽤 kkway 0 (0.0) 83 (1.4) 947 (5.2) 

대단히 taytanhi 0 (0.0) 9 (0.2) 681 (3.8) 

퍽 phek 0 (0.0) 3 (0.1) 369 (2.0) 

엄청 emcheng 0 (0.0) 97 (1.6) 43 (0.2) 

심히 simhi 0 (0.0) 1 (0.0) 62 (0.3) 

무지 mwuci 0 (0.0) 24 (0.4) 24 (0.1) 

무진장 mwucincang 0 (0.0) 1 (0.0) 6 (0.0) 

合 計 59 (100) 5932 (100) 18140 (100) 

 

                                  
153 朴浩烈(2007)によると、第 1 次韓流ブームによってオールドカマーと韓国との接触が増え、

ニューカマーたちが頻繁に使う「너무너무nemwunemwu」がオールドカマーの口にもしばしば上

がるようになったという。しかし、本論文では女子高生による 1回の使用しか確認されなかっ

た。若者言葉として認識されている可能性もあるので、追加調査が必要であろう。参考のため

に付け加えると、「너무너무nemwunemwu」は共和国でも使用されている言葉であり、『朝鮮語大

辞典』の見出し語としても登録されている。ただ、使用頻度に関しては確認できない。 
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(6-15) 처음엔,  もう,  낯가림    할  줄   알았는데,  

        cheumeyn, もう, nachkalim hal cwul alassnuntey, 

         너무  즐겁게    놀아서 아주 좋아요. 

         nemwu culkepkey nolase acwu cohayo. 

    とても                  非常に 

(訳： 最初はもう人見知りすると思ったんですけど、 

とても楽しく遊んでくれてすごくよかったです。) 

[初級部教員(女)→監督(男)/インタビュー/学校のプール] 

 

なお、注 92で数年間学生寮で共に生活しながら朝鮮学校を撮影したある監督が、朝鮮学

校コミュニティの朝鮮語の影響を受けて自分の言葉が変化し、友人からいたずら半分でか

らかわれたという証言を紹介したが、興味深いことに非常にカジュアルな場面で同監督が

「아주acwu」を使用する例も観察される(例 6-16参照)。 

 

(6-16) 아, 오늘 아주 맛있었습니다. 배가 이렇게 되었습니다. 

      a, onul acwu masissesssupnita. payka ilehkey toyesssupnita. 

      非常に 

(訳：あ、今日とても美味しかったです。お腹がこんなになりました。) 

[監督(男)→初級部生徒(女)/雑談/家] 

 

6.5.6. 終結語尾 

終結語尾については第 4 章で聞き手敬語法と関連付けてすでに検討が行われているが、

ここでは各終結語尾がどれほど「話し言葉的」または「書き言葉的」であるかと関連付けて

見ることにする。ただし、終結語尾の使用には「待遇の程度」がもっとも強く影響するもの

であるため、ある語尾が書き言葉で多く使用されているからといって、朝鮮学校コミュニ

ティにおける「書き言葉的な語」の多用現象を裏付ける根拠として提示するには不十分な面

があることを留意しなければならない。本論文では、キム・イリーナ(1994)が「朝鮮語文語

表 現 の 口語 使 用 」の 例 と して 終 結 語尾 「 -합니다hapnita/입니다ipnita」 と 「 -

하다hata/이다ita」を挙げているため、この 2つの語尾を中心に再検証していく。 

まず朝鮮学校コミュニティにおける尊待待遇等分の叙述形終結語尾の使用様相を見ると

表 64 のとおりである。もっとも使用が多いのは하십시오hasipsio体の終結語尾「-

습니다supnita」で合計 941 回も使用されており、全体の 78.7%の出現率を見せている。こ

の終結語尾は世宗書き言葉コーパスでの出現率も非常に高く(51.3%)、どちらかというと書

き言葉としての性格が強い語尾といえよう。このことから、キム・イリーナ(1994)で言及の

あった「目上の人に「-합니다hapnita/ 입니다ipnita」のように基本形に近い終結語尾しか

使用しない」現象は、今もなお存在していることがわかる。例 6-17と 6-18は、朝鮮学校コ

ミュニティにおいて「-습니다supnita」が使用された発話であるが、韓国の話し言葉では通
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常いずれも해요hayyo体の終結語尾「-어(요)e(yo)」を取るであろう。 

 

表 64 尊待待遇等分の叙述形語尾の出現頻度 
単位： 回(%) 

形態 
朝鮮学校 

コミュニティ 

世宗話し言葉 

コーパス 

世宗書き言葉 

コーパス 

-습니다 

supnita 

-습니다 supnita 941 (78.7) 5489 (45.4) 26788 (51.3) 

-습니다 supnitaね 28 (2.3) - - 

-어요 eyo 98 (8.2) 6141 (50.8) 15580 (29.8) 

-지요 

ciyo 

-지요 ciyo 100 (8.3) 174 (1.4) 4866 (9.3) 

-지요 ciyoね 26 (2.2) - - 

-네요 neyyo 1 (0.1) 267 (2.2) 474 (0.9) 

-소 so 1 (0.1) 13 (0.1) 1715 (3.3) 

-으오 uo 1 (0.1) 16 (0.1) 2809 (5.4) 

合 計 1196 (100) 12100 (100) 52232 (100) 

 

(6-17) 그때に   ●●이  반장이었습니다ね. 

       kuttayに [名]-i  pancang-i-ess-supnita-ね. 

                       班長-コピュラ-過去-上称叙述語尾 

     (訳：その時に[名]が班長でしたね。) 

[高級部生徒(女)→監督(男)/インタビュー/寮の部屋] 

 

(6-18) 선생님,      물리   マジで 무리입니다. 

       sensayngnim, mwulli マジで mwuli-i-pnita. 

                                  無理-コピュラ-上称叙述語尾 

      (訳：先生、物理マジで無理です。) 

 [高級部生徒(男)→高級部教員(女)/授業(物理)中の雑談/教室] 

 

次に、朝鮮学校コミュニティにおける非尊待待遇等分 154の叙述形終結語尾の使用様相を

見ると表 65のとおりである。これを見ると、朝鮮学校コミュニティの話し言葉でもっとも

多く使用されている非尊待レベルの終結語尾は해라hayla体の終結語尾「-다ta」で、合計 186

回(46.4%)も出現している。しかし、この終結語尾「-다ta」は世宗書き言葉コーパスにおけ

る出現頻度が 92.6%にものぼり、書き言葉としての性格が非常に強いものである。やはりキ

ム・イリーナ(1994)における指摘と一致する結果であるといえる。 

                                  
154 ここで言う「非尊待待遇等分」とは、朝鮮語の「하게hakey体」と「해라hayla体」と「해hay

体」の 3つをあわせて言う概念である。 
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表 65 非尊待待遇等分の叙述形語尾の出現頻度 
単位： 回(%) 

形態 
朝鮮学校 

コミュニティ 

世宗話し言葉 

コーパス 

世宗書き言葉 

コーパス 

-다 ta -다 ta 186 (46.4) 4250 (18.3) 500801 (92.6) 

-다 taな 7 (1.8) - - 

-다 taね 1 (0.2) - - 

-다 taよ 1 (0.2) - - 

-다 taよね 1 (0.2) - - 

-는다 nunta 64 (15.9) 1175 (5.1) 9490 (1.8) 

-어 e 84 (20.9) 11068 (47.7) 18531 (3.4) 

-지 ci -지 ci 44 (11.0) 5185 (22.4) 8499 (1.6) 

-지 ciね 5 (1.2) - - 

-어야지 eyaci 3 (0.7) 68 (0.3) 334 (0.1) 

-구만 kwuman 2 (0.5) 40 (0.2) 129 (0.0) 

-구먼 kwumen 0 (0.0) 0 (0.0) 115 (0.0) 

-구나 kwuna 2 (0.5) 531 (2.3) 1329 (0.2) 

-네 ney 2 (0.5) 862 (3.7) 1698 (0.3) 

合 計 402 (100) 23179 (100) 540926 (100) 

 

さらに、終結語尾の使用に関する共和国の研究資料(表 66 参照)155を参考にしても、やは

り終結語尾「-다ta」は書き言葉としての性格が非常に強いことがわかる。以下の例 6-19～

6-21は朝鮮学校コミュニティにおちえ「-다ta」が使用された発話であるが、いずれも韓国

の話し言葉では通常「-어e」という語尾を取るであろう。 

 

 

 

 

 

 

                                  
155 本章で扱っているほかの項目に関して、書き言葉での使用と話し言葉での使用を比較した

データは見つからない。 
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表 66 共和国の書き言葉 156における終結語尾の出現頻度 

(최명식 1985:65をもとに一部改編) 

終結語尾 
叙述形 疑問形 勧誘形 その

他 合計 
-다 ta -는다 nunta -는가 nunka -을까 ulkka -자 ca 

使用回数 1708 636 68 41 25 85 2563 

使用頻度(%) 66.6 24.8 2.7 1.6 1.0 3.3 100.0 

 

もうひとつ注目すべき点は、以下の例 6-20 と 6-21 で確認できるように、朝鮮語の終結

語尾「-다ta」に「ね」「な」「よ」などの日本語の終助詞が結合された形が度々出現してい

る点である。これは、単純叙述の意味しか持たない「-다ta」に終助詞を結合させることで、

話し手のさまざまな感情や意図を表そうとする意図からであると推測される。 

 

(6-19) 입지 않고 있다!  

       ipci anhko iss-ta! 

       着る-否定-ている-下称叙述語尾 

       (訳：着てないよ!) 

[高級部生徒(男)→高級部生徒(女)/雑談/教室] 

 

(6-20) 아，어떤가な.  걱정이다な.  

        a，ettenkaな. kekceng-i-taな. 

心配-コピュラ-下称叙述語尾 

         (訳：あ、どうかな。心配だな。) 

[高級部教員(男)→高級部教員(男)/雑談/寮の食堂] 

 

(6-21) はい、氏名ね! 등록    이름이다よ. 

                      tunglok ilum-i-taよ. 

                      登録(の)名前-コピュラ-下称叙述語尾 

(訳：はい、氏名ね! 登録(外国人登録証)の名前だよ。) 

[高級部教員(女)→高級部生徒(男女)/案内/教室] 

                                  
156 최명식(1985)の当該調査で用いられている資料は 3 つで、①「노동신문(労働新聞)」の

1984 年 3 月 26 日付きの論説「우리 인민의 혁명투쟁사는 주체사상화위업이 개척되고 

전진해온 사랑찬 력사이다(我が人民の革命闘争史は主体思想化偉業が開拓され、前進してき

た愛の溢れる歴史である)」、②科学論文「유전학(遺伝学)」第 6 章、③長編小説「꽃파는 

처녀(花を売る処女)」第 4章がそれである。 
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6.6. 分析と考察 

以上の内容をもとに、朝鮮学校コミュニティと韓国における「書き言葉的な語」の使用様

相について整理すると表 67のとおりである。基本的に各項目別にもっとも多く使用される

語を表に記載しているが、「接続助詞」と「順接接続副詞」のようにもっとも多く使用され

る語が同率である場合、語を 2つ併記している。それから韓国の書き言葉コーパスと朝鮮学

校コミュニティで内容が一致している場合、当該項目で「書き言葉的な語の多用現象」が存

在すると見て表中に記号として別途表示している。なお、記号は以下のような意味を持つ。 

〇：話し言葉で「書き言葉的な語」が多く使用される 

△：話し言葉で「書き言葉的な語」が少なからず使用される 

Ｘ：話し言葉で「書き言葉的な語」がほとんど使用されない 

 

表 67 格項目別のもっとも多く使用される語 

 朝鮮学校 

コミュニティ 

書き言葉的 

な語の多用 

世宗話し言葉 

コーパス 

世宗書き言葉 

コーパス 

与格助詞 -에게 eykey ○ -한테 hanthey -에게 eykey 

接続助詞 
-하고 hako 

-와/과 wa/kwa 
△ 

-와/과 wa/kwa 

-랑/이랑 lang/ilang 

-와/과 wa/kwa 

(※99.2%) 

逆接接続副詞 그러나 kulena ○ 그래도 kulayto 그러나 kulena 

順接接続副詞 
그래서 kulayse 

그러니까 kulenikka 
△ 

그래서 kulayse 

그니까 kunikka 

그래서 kulayse 

따라서 ttalase 

程度副詞① 

(本当に) 
정말 cengmal ○ 진짜 cincca 정말 cengmal 

程度副詞② 

(もっとも) 
가장 kacang ○ 

제일 ceyil 

젤 ceyl 
가장 kacang 

程度副詞③ 

(とても) 
아주 acwu ○ 되게 toykey 아주 acwu 

終結語尾①(尊待) -습니다 supnita ○ -어요 eyo -습니다 supnita 

終結語尾② 

(非尊待) 
-다 ta ○ -어 e -다 ta 

 

ただ、6.1節で前述したとおり、書き言葉的な語が話し言葉で多く使用される現象は「書

き言葉体の話し言葉化現象」のうちのひとつとして見ることができる。そのため、この章で

扱っている事象の原因および背景は、第 7 章で扱う事象の原因および背景と重複する内容

が非常に多い。したがって、この章の具体的な考察は第 7章でまとめて書くことにする。 
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6.7. 本章のまとめと今後の課題 

本章では、先行研究から幾度も指摘されている「書き言葉体の話し言葉化」現象について、

「書き言葉的な語」の使用を中心に検証を試みた。その具体的な発話例と出現頻度について

調べて韓国における使用様相と比較した結果、「副詞格助詞」「接続助詞」「逆接接続副詞」

「順接接続副詞」「強調的程度副詞」「終結語尾」の計 7 つの項目において「書き言葉的な

語」が話し言葉においても活発に使用される現象があることが確認された。この結果をもっ

て朝鮮学校コミュニティでは「書き言葉体の話し言葉化」現象が存在すると明確にいえるで

あろう。 

ただし、ここで重要なのは、はたして朝鮮学校コミュニティではどういった言葉が「書き

言葉/話し言葉的な語」であるとの認識があるか否かであると考える。はたして朝鮮学校コ

ミュニティの構成員たちは、本章で検証を試みた単語が持つ「書き言葉/話し言葉としての

性格」について十分に熟知した上でなんらかの目的や意図を持って話し言葉で用いたので

あろうか。朝鮮学校コミュニティにおいて、韓国と共和国とは異なる新たな「書き言葉性」

や「話し言葉性」が付与されるようになっているのではないだろうか。これらのことについ

ての検証ができてこそ、ようやく「書き言葉体の話し言葉化」現象について的確な分析が可

能になるであろう。したがって、現段階において、朝鮮学校コミュニティで「書き言葉体」

と「話し言葉体」のスタイルが統合化傾向にあるなどと結論づけたり、書き言葉体の話し言

葉化現象が話し言葉全般において現れていると判断したりすることは困難である。この問

題に関しては、今後、朝鮮学校コミュニティの構成員に対してアンケート調査やインタ

ビュー調査を行うことで解決したい。 

また、今後はさらに多くの、多様な場面での言語資料を確保することで、用例数の不足に

よって今回は検討ができなかった性別、職業、場面、相手との関係などの社会言語学的要因

による違いについても調べたい。そうすることで、はたしてこの現象が朝鮮学校コミュニ

ティ全般にかけて起こっている現象か否かを明確にでき、さらには男性がより「書き言葉的

な語」を好んで使用する可能性や小学生相手にはあまり使用されない可能性など、いろいろ

な使い分けの可能性についても究明できるであろう。 

なお、朝鮮学校での教育が基本的に共和国の規範語である「平壌文化語」を基準としてい

るため、共和国での話し言葉と書き言葉の使用状況との比較考察も必要であろう。しかし、

現時点では韓国人である研究者が共和国の研究論文や共和国の人へのアクセスが不可能な

ため、これも筆者の今後の課題として残しておきたい。 
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第 7 章 非縮約形の多用 

7.1. はじめに 

話し言葉は「音声」を媒介とするという性質上、書き言葉では見つけにくい多様な特徴を

持つ。たとえば「縮約」「音韻の変形」「語彙の反復」「柔らかい語感を持つ語彙(固有語、オ

ノマトペなど)の多用」などがそれに当たる。そしてこれらの現象は、ある文章や発話がど

れほど「話し言葉的」であるか、どれほど「書き言葉らしくない」かについて判断する材料

としても機能する。上記のような特徴が多く見られるほど、「話し言葉的」または「話し言

葉らしい」文章や発話だと認識されるのである。 

また、この時の「～らしさ」というのは、第 6章で述べたように「正しさ」よりは「自然

さ」との関連性が高いため、上記のような話し言葉の特徴が話し言葉で登場しないと、時に

は「違和感」や「ぎこちなさ」などを感じたり、発話の意図を的確に捉えにくかったりとい

ったことが起こる。「～らしさ」に関する感覚は、ある言語共同体の構成員が共通的に持っ

ている明示化されないルールの一種であり、ほかの言語共同体においても同じルールが共

有されているとは限らない。朝鮮学校コミュニティも同様に考えてみることができ、同じく

朝鮮語が使われている韓国や共和国とは異なるルールが共有されている可能性がある。 

この章ではこれらのことを前提に、先行研究で言及のあった「書き言葉体の話し言葉化現

象」について、話し言葉においても「縮約」されていない本来の形が多く使用される「非縮

約形の多用」現象を中心に検証および分析していきたい。また、朝鮮学校コミュニティで共

有されている「話し言葉らしさ」に関するルールが韓国や共和国と必ずしも一致しない可能

性があると見て、それらについても検証を試みる。 

7.2. 先行研究 

在日コリアン・オールドカマーによる朝鮮語使用で縮約や省略があまり起きないことを

指摘している論文は、임영철・권은희(2012)を除いては管見の限り見当たらない。ただ、そ

ういった縮約や省略などがなされていない「元の形」というのは「書き言葉」としての性格

が強く、先行研究において幾度か指摘されたことのある「書き言葉体の話し言葉化現象」の

一種としても捉えられよう。そのため、以下ではそれに関する言及が少しでもあった文献を

まとめることにしたい。 
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まず「書き言葉体の話し言葉化現象」に関する最初の指摘は、キム・イリーナ(1994)で見

つけることができる。朝鮮学校の運営母体でもある総聯の組織内では特徴のある朝鮮語が

使用されているとし、その代表的な特徴のひとつとして「朝鮮語文語表現の口語使用」(キ

ム・イリーナ 1994:190)を挙げているのである。朝鮮学校の生徒は教員が授業時に使用する

ことばを模倣することで朝鮮語を習得するのであるが、「教授用語は文語的であり、これが

学生たちの日常用語として定着(キム・イリーナ 1994:190)」したのだと見ている。ただし、

その具体例としては、目上の人には하십시오hasipsio体の叙述法終結語尾である「-

합니다hapnita/입니다ipnita」を、同年代の人には해라hayla体の叙述法終結語尾である「-

하다hata/이다ita」を多く使用するなど、基本形に近い形しか使用しないことを挙げている

のみで、縮約されていない形が多く使用されるとの言及は見つからない。 

ほかに朴浩烈(2007b:114)でも「本国の口語形態に対する不慣れ」を朝鮮学校コミュニ

ティの言語の特徴として提示されており、植田(2009)でも「総聯組織内では基本的には朝鮮

語の常用が要求されているが、その朝鮮語、とりわけ口語は基本的に日本語の影響を強く受

けつつ、朝鮮文化語の書きことばを話しことば化したもの」(植田 2009:117)という、同様

の現象が指摘する記述が見つかる。 

上記の 3つの研究はいずれも「このような現象が存在する」程度の断片的な印象の記述に

とどまっており、具体的な実例の提示や定量的調査による検証作業は行われていない。ま

た、本論文で見ようとしている「非縮約形」や非省略形の多用に関する指摘も一切見当たら

ない。そのため、そういった漠然たる「書き言葉体の話し言葉化現象」を実証的に具体化し

ようと試みたのが임영철・권은희(2012)である。しかし、実際の発話に基づく検証までは

行ったものの、「非縮約形」の多用に関しては「事物指示代名詞+助詞」と「人称代名詞+所

有格助詞」のみを指摘しているにとどまっている。さらに、用いている言語資料がドキュメ

ンタリー作品における発話に限られている点でも限界がある。 

本論文では、前述した先行研究を補完すべく、当事者たちの自然発話が加わった言語資料

をもとに「話し言葉での非縮約形の多用」現象について具体的に解明することを目的とした

い。ひいては、その現象の背景についても考察を試みる。 

 本論文において検証したい項目は以下の 3つである。 

 

① 朝鮮学校コミュニティでは本当に非縮約形が多用されているか。 

② 具体的にどのような非縮約形が多用されているか。 

③ 多用されている非縮約形とそうでない非縮約形の違いは何か。 
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7.3. 「非縮約形」と「縮約形」とは 

노대규(1996)などによれば、朝鮮語の話し言葉の大きな特徴として「縮約形」が頻繁に使

用されることが挙げられるという。ここで「縮約形」とは、「元の形から音の脱落や融合が

起こり、音節数・音素数が減少した形」のことを言う。学者によっては、2つの音韻がひと

つに融合し、第 3の音韻へと変わる現象のみを「縮約」として認め、音素の脱落は「縮約」

と見ない見解などもあるが、本論文の目的は縮約形の定義づけや厳密な分類にあるわけで

はないため、そのすべてを「縮約形」として扱うことにする。また、日本と韓国ではこの概

念に関する様々な用語が使用されているが(表 69参照)、本論文では、日本でもっとも広く

使用されている「縮約形」という用語を選んだ。 

次に、本論文で用いている「非縮約形」という用語は、音節の数や音素の数が減少してい

ない元の形のことを意味する。先行研究では主に「元の形」という表現が用いられることが

多いが(表 69参照)、本論文で扱っている現象を説明する際になんの前触れもなく「元の形

を多用する」と表現しては意味が伝わりにくい。そのため、「縮約されていない」元の形と

いうことを強調する目的で「非縮約形」という用語を作り、暫定的に使用することにした。

「縮約形の不使用」という表現も可能であるが、朝鮮学校コミュニティの場合は意図を持っ

て使用していないというよりは、そもそも縮約形にあまり慣れていなというところがある

ので、非縮約形の多用と命名したほうがより適切であろう。 

ただ、上記の定義に合致する場合でも本論文で「非縮約形」として扱わないものもある。

以下の表 68にその詳細を記す。권성미(2015)における「음절이 줄어드는 과정이 투명한 

준말(音節が縮む過程が透明な縮み語)」を参考に作成しており、書き言葉としての性格が強

いものが話し言葉で多く使用されるという現象を検証するに適切でないと判断されるもの

である。 

 

表 68 本論文で「非縮約形」として扱わないもの 

① 複合語短縮(略語)   
   例) 노조noco(노동 조합notong cohap)、강력 추천kanglyek chwuchen 

       (강추kangchwu)、아침 겸 점심achim kyem cemsim(아점acem) 

② 非縮約形と縮約形の意味が異なるもの 
  例) 하잖아hacanha(하지 않아haci anha)、좀com(조금cokum)、 

       귀찮다kwichanhta(귀하지 아니하다kwihaci anihata) 

③ 縮約形のみが使用されているもの 
  例) 온갖onkac(온가지onkaci)、안돼antway(안되어antoye)、 

       따님ttanim(딸님ttalnim)、차갑다chakapta(차가웁다chakawupta) 

④ 統語的単位で縮約が起こるもの 
  例) 이래봬도ilaypwayto(이렇게 보여도ilehkey poyeto)、대요tayyo(다고  

해요 takohayyo)、쉬렵니다swilyepnita(쉬려고 합니다swilyeko hapnita) 
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最後に、韓国と日本において類似概念を指す用語を以下の表 69にまとめた。同じ用語で

も研究者ごとに意味する範囲が少しずつ異なる場合があるため、参考として提示しておく。 

 

表 69 日本・共和国・韓国における「縮約形」と「非縮約形」に関する用語 

 「縮約形」 「非縮約形」 

日本 縮約形、略語、短縮語など 原形など 

共和国 준말cwunmal (縮み語) 

줄어진 어휘cwulecin ehwi (縮んだ語彙) 

축약 어휘chwukyak ehwi (縮約語彙) 

축약어chwukyakeh (縮約語) 

본래의 말ponlayuy mal 

(本来の言葉) 

韓国 준말cwunmal (縮み語) 

준 꼴cwunkkol (縮んだ形) 

줄인 꼴cwulinkkol (縮めた形) 

줄임말cwulimmal (縮めた言葉) 

축소어형chwusoehyeng (縮小語形) 

융합형yunghaphyeng (融合形) 

축약형chwukyakhyeng (縮約形) 

본딧말pontismal (本来の言葉) 

본말ponmal (元の言葉) 

본래의 어형ponlayuy ehyeng 

(本来の語形) 

원형wenhyeng(原形) 

7.4. 研究方法 

まず、言語資料における在日コリアンの発話の中で、韓国の朝鮮語で「縮約形」と「非

縮約形」の対立がある表現をすべて取り出した。その後、その表現たちが縮約形と非縮約

形のどちらでより多く現れるか、それぞれの出現回数についてデータ全体を通して確認し

た。ただ、朝鮮学校コミュニティで非縮約形の出現率が 50%以上であったとしても、単純

にこれだけをもって「話し言葉において非縮約形の多用現象がある」と言うには不十分で

ある。なぜならば、韓国と共和国を基準とした場合、基準とした言語の話し言葉において

も非縮約形が多く使用されている場合もあるはずであり、表現ごとにその比率も大いに異

なるためである。このように、韓国と共和国ではどの程度使われているかなど、何か比較

できる基準を設定しなければ、その出現率の相対的な「多さ」について語ることは難し

い。 

韓国の朝鮮語母語話者の内省のみで各表現の持つ「話し言葉としての性格」を判断して

論じることも可能ではあるが、ある語の非縮約形と縮約形それぞれが持つ「話し言葉とし

ての性格」の強さの判定は判定者によって異なるため、客観性に欠ける。 

したがって、以下では各単語の「書き言葉性/話し言葉性」の程度をより客観的に提示

すべく、韓国で最大級の朝鮮語コーパスである「世宗(セジョン)コーパス」を活用した。
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このことを通して、朝鮮学校コミュニティにおいて実際に「非縮約形の多用現象」がある

のか、具体的にどういったところで現れやすいのかを検証していく。 

それから、共和国の影響を確認するためには共和国における縮約形の様相との比較も不

可欠であるが、現時点で構築された共和国の話し言葉コーパスがないため、定量的な調査

は不可能である。その代わりに話し言葉に関する共和国の研究書籍と共和国の辞書を調

べ、該当縮約形が共和国でも使用されているかの確認作業を行った。参考にした共和国の

文献は以下の 3点である。共和国における縮約形について網羅できるわけではないが、共

和国からの影響を確認する上で重要な手がかりとなると考える。 

 

① 최명식(1985)『조선말 입말체 문장연구(朝鮮語の話し言葉体の文章研究)』 

② 강상호(1989)『조선어 입말체 연구(朝鮮語の話し言葉体研究)』 

③ 사회과학원언어학연구소(1992)『조선말대사전 1(朝鮮語大辞典 1)』 

『조선말대사전 2(朝鮮語大辞典 2)』 

 

上記の 3 点の資料から、共和国においても同じ縮約形が使用されることが確認された場

合は、以下の表 70の「얘기yayki★」ように当該個所に「★」印を付けている。表を見る際の

参考にしていただきたい。 

 

表 70 非縮約形と縮約形のデータ整理例 

非縮約形 縮約形 
全体合計 

 形態 出現頻度 形態 出現頻度 

名

詞 

이야기iyaki 話 35 (85.4) 얘기yayki★ 6 (14.6) 41 (100) 

때문(에)ttaymun(ey) 為に 132 (100) 땜(에)ttaym(ey) 0 (0.0) 132 (100) 
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7.5. 研究結果 

7.5.1. 単語内部において縮約が起こるものとその非縮約形 

表 71 単語内部における非縮約形と縮約形の出現頻度(朝鮮学校コミュニティ) 
単位： 回(%) 

非縮約形 縮約形 
全体合計 

 形態 出現頻度 形態 出現頻度 

名

詞 

이것 157ikes これ 1 (1.0) 이거ike★ 103 (99.0) 104 (100) 

그것kukes それ 0 (0.0) 그거kuke★ 7 (100) 7 (100) 

무엇mues なに 0 (0.0) 뭐mwe★ 49 (100) 49 (100) 

마음maum 心 35 (100) 맘mam★ 0 (0.0) 35 (100) 

아이(들)ai(tul) 子供たち 21 (40.4) 애(들)ay(tul)★ 31 (59.6) 52 (100) 

이야기iyaki 話 35 (85.4) 얘기yayki★ 6 (14.6) 41 (100) 

때문(에)ttaymun(ey) 為に 132 (100) 땜(에)ttaym(ey) 0 (0.0) 132 (100) 

副

詞 

제일ceyil 一番 20 (100) 젤ceyl 0 (0.0) 20 (100) 

조금cokum 少し 40 (55.6) 좀 158com★ 32 (44.5) 72 (100) 

너무nemwu あまりにも 24 (100) 넘nem 0 (0.0) 24 (100) 

그러니까kulenika だから 62 (89.9) 
그니까kunika 

근까kunkka 

7 (10.1) 

0 (0.0) 
69 (100) 

그러면kulemyen そうしたら 85 (75.2) 그럼kulem★ 27 (24.8) 112 (100) 

그런데kulentey ところで 17 (89.5) 근데kuntey★ 2 (10.5) 19 (100) 

그렇지만kulehciman 1 (100) 그치만kuchiman 0 (0.0) 1 (100) 

그리고kuliko そして 50 (100) 글고kulko 0 (0.0) 50 (100) 

왜냐하면waynyahamyen なぜなら 2 (100) 왜냐면waynyamyen 0 (0.0) 2 (100) 

合 計 525 (66.5) 合 計 264 (33.5) 789 (100) 

                                  
157 「뭐야 이거mweya ike」のように、後ろに助詞が付かずに単独で用いられているもののみの

集計になる。事物代名詞(이것ikes、그것kukes、저것cekes)に助詞が付いた形については、表

73を参照されたい。 

158 表 71における縮約形「좀com」は通常「少し」の意味を持つが、談話標識(discourse marker)

としての「ちょっと」の機能を担うこともある。後者の談話標識で使われた「좀com」の場合、

非縮約形の「조금cokum」に言い換えた際に意味の変化が生じ、非縮約形と縮約形の意味が一

致しなくなるため、本論文では扱わない。 

例)맛 좀 봐봐(ちょっと味見してみて)≠맛 조금 봐봐(味がどうか少し食べてみて) 
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表 72 単語内部における非縮約形と縮約形の出現頻度(世宗話し言葉コーパス) 
単位： 回(%) 

非縮約形 縮約形 
全体合計 

 形態 出現回数 形態 出現回数 

名

詞 

이것ikes これ 38 (2.9) 이거ike★ 1254 (97.1) 1292 (100) 

그것kukes それ 53 (3.8) 그거kuke★ 1349 (96.2) 1402 (100) 

무엇mues なに 5 (0.2) 뭐mwe★ 2382 (99.8) 2387 (100) 

마음maum 心 375 (97.4) 맘mam★ 10(2.6) 385 (100) 

아이(들)ai(tul) 子供たち 249 (13.3) 애(들)ay(tul)★ 1617 (86.7) 1866 (100) 

이야기iyaki 話 273 (8.1) 얘기yayki★ 3103 (91.9) 3376 (100) 

때문(에)ttaymun(ey) 為に 1219 (89.6) 땜(에)ttaym(ey) 142(10.4) 1361 (100) 

副

詞 

제일ceyil 一番 336 (75.8) 젤ceyl 107(24.2) 443 (100) 

조금cokum 少し 484 (10.9) 좀com★ 3971 (89.1) 4455 (100) 

너무nemwu あまりにも 1534 (99.2) 넘nem 12 (0.8) 1546 (100) 

그러니까kulenika だから 854 (22.5) 
그니까kunika 

근까kunkka 

1101 (29.0) 

1847 (48.6) 
3802 (100) 

그러면kulemyen そうしたら 832 (39.8) 그럼kulem★ 1261 (60.2) 2093 (100) 

그런데kulentey ところで 531 (9.5) 근데kuntey★ 5065 (89.5) 5596 (90.5) 

그렇지만kulehciman 64 (84.2) 그치만kuchiman 12 (15.8) 76 (100) 

그리고kuliko そして 1130 (99.9) 글고kulko 1(0.1) 1131 (100) 

왜냐하면waynyahamyen なぜなら 85 (24.2) 왜냐면waynyamyen 266(75.8) 351 (100) 

合 計 8062 (25.5) 合 計 23500 (74.5) 31562 (100) 

 

まずは「単語内部で縮約が起こるもの(縮約形)」と、「それの本来の形(非縮約形)」の出

現率を比較してみよう。朝鮮学校コミュニティにおける使用様相は表 71にまとめられてお

り、韓国(世宗話し言葉コーパス)における使用様相は表 72のとおりである。 

まず表 71から目立つ特徴は、朝鮮学校コミュニティでは「縮約形」がまったく使用され

ていない項目も多いということである。「마음maum」「때문ttaymun」「제일ceyil」

「너무nemwu」「그렇지만kulehciman」「그리고kuliko」「왜냐하면waynyahamyen」の 7つの単

語は縮約形の出現率が 0%で、非縮約形のみが使用されている。本言語資料で確認されてい

ないだけである可能性もあるが、朝鮮学校コミュニティでこれらの単語の縮約形がそもそ

も存在しない可能性も高い。彼らが主に目にする朝鮮語は朝鮮学校の教科書と教員の板書
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で、これらにはすでに「語彙化」された縮約形を除くとほぼ非縮約形が使用されているであ

ろう。それがこのような現象に影響を及ぼしたのではないだろうか。 

以下の例 7-1～7-3は朝鮮学校コミュニティの実際の発話例である。特に文法的にな誤り

があるわけではないが、韓国の朝鮮語母語話者にとっては多少固く感られる。固い感じを与

えている要因としては、使用されている語尾の影響も考えられるが、ここでは触れないこと

にする。朝鮮学校コミュニティにおける書き言葉的な語尾の使用に関する論考は本論文の 6

章を参照されたい。 

 

(7-1) 그것을     역시   이야기  나누면서       알   수가     있지요. 

       kukes-ul  yeksi  iyaki   nanwu-myense   al   swu-ka   iss-ciyo. 

    それ-を    やはり 話し    交わし-ながら  知る こと-が でき-ますね 

     (訳：それをやはり話し合いながら知ることができますね) 

[高級部生徒(女)→監督(男)/インタビュー/寮の部屋] 

 

(7-2) 조금  들으라!  

      cokum tulula!  

      少し 

     (訳：少し聞け!) 

[初級部生徒(男)→初級部生徒(男女)/雑談/キャンプ場] 

 

(7-3) 외우고 있습니까?   그러니까    말하는   소리   다릅니다.  

      oywuko isssupnika?  kulenikka  malhanun  soli  talupnita.  

                           だから 

     (訳：覚えてますか? だから言ってることが違います)  

[高級部生徒(女)→教員(男)/雑談/教室] 

  

ただ、縮約形の使用が多い項目もいくつか確認される。「이것ike」「그것kukes」「무엇mues」

「아이ai」がそれであるが、これには発音の利便さが関係しているように考えられる。まず、

「이것ike」と「이거ike」、「그것kukes」と「그거kuke」、「무엇mues」と「뭐mwe」の場合、

非縮約形と縮約形とでパッチムの有無のみが異なっていることがわかる。日本語を母語と

している者としてはパッチムのない開音節の方がパッチムのある閉音節より断然発音しや

すいので、例外的に縮約形の使用が高くなっているように考えられる 159。 

それから、「아이ai」と「애ay」の場合も縮約形の方が使用率が高くなっているが、韓国

での使用様相(表 72 参照)を見ると話し言葉で非縮約形の「아이ai」の出現率は 13.2%に過

                                  
159 または、第 70回朝鮮学会大会での発表の際に大阪大学の植田晃次先生からコメントいただい

たとおり、彼らはパッチムを発音したつもりであったが、韓国の朝鮮語母語話者である筆者に

は認知されていなかった可能性もある。この点に関しては、のちに音響分析を実施してみると

興味深い結果が出るかもしれない。 
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ぎない。このことを考慮すると、朝鮮学校コミュニティの話し言葉において非縮約形の

「아이ai」の出現率が 40.4%にものぼるのは相対的に高い数値であると解釈でき、同様に非

縮約形が多く使用されていることが確認できる。また、朝鮮学校コミュニティの話し言葉で

縮約形「애ay」の出現率が 59.6%もあったことは決して看過できるような数値ではなく、縮

約形「애ay」に関しては語彙化が進んでいる可能性も非常に高いといえよう。このことに関

して、고광모(1991:57)では「놀nol(「노을noul」の縮約形、「夕焼け」という意味)」

「맘mam(「마음maum」の縮約形、「心」という意味)」「걔kyay(「그 아이ku ai」の縮約形、

「その子」という意味)」などのようによく使用される一部の単語は語彙化の過程にあると

みている。 

 

7.5.2. 「体言+助詞」において縮約が起こるものとその非縮約形 

次に、単語以上の単位のうち、まずは「体言+助詞」の構造を持っているものから見てい

く。具体的には、助詞に先行する名詞の形態などの特徴によって分けて見ていきたい。 

 

7.5.2.1. 「指示代名詞/形式名詞+助詞」の非縮約形と縮約形の使用 

以下の表 73 と表 74 は，「事物指示代名詞/形式名詞+助詞」の非縮約形と縮約形の出現頻

度を形態別に見たものである。縮約形の形は、どの部分が縮約されたかによって、「縮約形

①(助詞が縮約された形)」と「縮約形②(事物指示代名詞/形式名詞が縮約された形)」の 2 つ

のタイプに分類した 160。 

 

  

                                  
160 「이거ike」「그거kuke」などのように「事物指示代名詞が縮約された形+∅」の場合は、「事物

指示代名詞+助詞」の話し言葉体のもうひとつの類型として考えることもできる。しかし、「∅」

に復元できる助詞の種類は多数考えられ、復元するとしても、助詞がないときとはその意味が

微妙に異なることがあるため、話し言葉体の類型に入れなかった。これと関連して、「ハもガ

も使えない文」「無助詞」「助詞省略」「助詞の非実現」「不定格」など、さまざまな用語を参考

にできるが、本論文はこれについて論じるものではないので、詳細な説明は以下の参考論文を

参照願いたい。김창규(1991)、김경호(2001)、權貞愛(2004)、清水(2007)、임홍빈(2007)など

。 
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表 73「指示代名詞/形式名詞+助詞」の非縮約形と縮約形の出現頻度(朝鮮学校コミュニティ) 
単位： 回(%) 

元の構造 非縮約形 縮約形 

全体の 

合計 指示代名詞 

/形式名詞 
助詞 形態 出現頻度 

縮約形① 縮約形② 

形態 出現頻度 形態 出現頻度 

이것 ikes 

これ・ 

그것 kukes 

それ・ 

저것 cekes

あれ 

 

用言の冠形

形(日本語の 

連用形)+것

kesノ」 

으로 

uloで 

것으로 

kesulo 
21 (100) 

걸로★ 

kello 
0 (0.0) 

거로 

kelo 
0 (0.0) 21 (100) 

으로서 ulose

として 

것으로서 

kesulose 
4 (100) 

걸로서 

kellose 
0 (0.0) 

거로서  

kelose 
0 (0.0) 4 (100) 

은 unは 것은 kesun 168 (87.5) 건 ken★ 15 (7.8) 거는 kenun 9 (4.7) 192 (100) 

을 ulを 것을 kesul 113 (89.0) 걸 kel★ 11 (8.7) 거를 kelul 3 (2.3) 127 (100) 

이 i が 것이 kesi 109 (90.8) 게 key★ 11 (9.2) 거가 keka 0 (0.0) 120 (100) 

에 eyに 것에 kesey 13 (100)  거에 keey 0 (0.0) 13 (100) 

 合 計 486 (88.4) 

縮約① 37 (6.7) 縮約② 27 (4.9) 

550 (100)  
合 計 64 (11.6) 

 

表 74「指示代名詞/形式名詞+助詞」の非縮約形と縮約形の出現頻度(世宗話し言葉コーパス) 
単位： 回(%) 

元の構造 非縮約形 縮約形 

全体の 

合計 事物代名詞 

・形式名詞 
助詞 形態 出現頻度 

縮約形① 縮約形② 

形態 出現頻度 形態 出現頻度 

이것 ikes 

これ・ 

그것 kukes 

それ・ 

저것 cekes 

あれ 

 

用言の冠形形 

(日本語の 

連用形)+ 

「것 kesノ」 

으로 

uloで 

것으로 

kesulo 
83 (24.7) 

걸로★ 

kello 
226 (67.3) 

거로 

kelo 
27(8.0) 336 (100) 

으로서 ulose

として 

것으로서 

kesulose 
2 (50.0) 

걸로서 

kellose 
1 (25.5) 

거로서 

kelose 
1(25.5) 4 (100) 

은 unは 것은 kesun 631 (16.1) 건 ken★ 1794 (45.7) 거는 kenun 1501 (38.2) 3926 (100) 

을 ulを 것을 kesul 685 (26.0) 걸 kel★ 1286 (48.8) 거를 kelul 666 (25.2) 2637 (100) 

이 iが 것이 kesi 828 (9.4) 게 key★ 7905 (90.1) 거가 keka 41(0.5) 8774 (100) 

에 eyに 것에 kesey 81 (38.0)  거에 keey 132(62.0) 213 (100) 

 合 計 
2605 

(12.0) 

縮約① 11212(51.7) 縮約② 7856(36.3) 
21673 

(100) 
合 計 19068(88.0) 
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朝鮮語の事物指示代名詞である「이것ikes、저것cekes、그것kukes」は、韓国では助詞と

結合されるときに縮約現象が発生しやすいと考えられている。たとえば、主格助詞

「이i/가ka」と結合される場合には「이게ikey、저게cekey、그게kukey」という縮約形にな

り、目的格助詞「을ul/를lul」と結合される場合には「이걸ikel、저걸cekel、그걸kukel」

という縮約形で使用されることがそれに当る。このような縮約現象は特に話し言葉で著し

く、格式度や上下関係、親疎関係などとは関係なく、全体的に多く使用される。 

それでは朝鮮学校コミュニティではどうであろうか。上記の表 73 と例 7-4～7-7 から確

認できるように、本言語資料では「事物指示代名詞+助詞」の非縮約形、すなわち「書き言

葉体」が好まれていた。表 73では非縮約形全体の使用率が約 9割に達しており、縮約形は

ほとんど使用されていないことがわかる。単語内部における非縮約形の使用率が 60%台だっ

たのに比べると(表 71参照)、「指示代名詞(物事)/形式名詞+助詞」の非縮約形の使用率は非

常に高い。下記の実際の発話例を見ても、韓国の朝鮮語母語話者にとって固く感じるだけで

はなく、若干の違和感さえも覚えさせる。この「事物指示代名詞・形式名詞+助詞」の場合、

韓国では話し言葉で縮約形が使用されることがほとんど(表 72参照)であり、そのため違和

感の原因となったと考えられる。世宗コーパスを見ると、話し言葉で縮約形が使用される割

合は 88%にのぼる。 

 

(7-4) 그것으로  나하고  ●●이가  犠牲、犠牲  되었습니다.  

    kukes-ulo  nahako [名]ika  犠牲, 犠牲  toyesssupnita. 

    それ-で 

   (訳：それで僕と[名]が犠牲、犠牲になりました) 

[高級部生徒(男)→監督(男)/雑談/教室]  

   

(7-5) 이것은  センスが問われるから.  

    ikes-un センスが問われるから.   

    これ-は 

    (訳：これはセンスが問われるから)   

[教員(男)→高級部生徒(男女)/雑談/教室] 

   

(7-6) 그것을    입으면   뭔가    조선   사람으로서의  의식이  커진다고    할까?  

    kukes-ul  ipumyen  mwenka  cosen  salamuloseuy  uysiki  khecintako  halkka? 

  それ-を 

    (訳：それを着ると、なんか朝鮮の人としての意識が高くなるというか) 

[高級部生徒(女)→監督(男)/インタビュー/寮の部屋] 

    

(7-7) 나  아마  이것이  틀리고   있습니다.  

    na  ama   ikes-i  tulliko  isssupnita.  

         これ-が 

  (訳：僕たぶんこれが間違っています) 

[高級部生徒(男)→監督(男)/雑談/教室] 
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このことに関して、在日コリアン・オールドカマーが本国の朝鮮語に触れる機会が不足し

ていた結果、話し言葉体と書き言葉体の区別が難しくなってきた、もしくは朝鮮学校の教科

書が 2003年の改正前までは「読み書き」中心であったからだと解釈することも可能である。

そして、もうひとつ可能性として考えられるのが、朝鮮語の「이것ikes、저것cekes、

그것kukes」に対応する日本語の指示代名詞「これ、あれ、それ」に縮約形が存在せず、こ

れらが助詞と結合されたときも縮約されることがあまりない 161という点である。つまり、

朝鮮語のような縮約の習慣がない日本語母語話者である在日コリアンが、その母語である

日本語の影響を受け、非縮約形を好むようになった可能性についても今後さらに検証して

いきたい。 

 

7.5.2.2. 「疑問代名詞+助詞」の非縮約形と縮約形の使用 

表 75「疑問代名詞+助詞」の非縮約形と縮約形の出現頻度(朝鮮学校コミュニティ) 
単位： 回(%) 

元の構造 非縮約形 
縮約形 

全体の 

合計 
縮約形① 縮約形② 

代名詞 助詞 形態 出現頻度 形態 出現頻度 形態 出現頻度 

무엇 

mues  

으로 

uloで 

무엇으로 

muesulo 
2 (100) 

뭘로 

mwello 
0 (0.0) 

뭐로 

mwelo 
0 (0.0) 2 (100) 

을 ulを 
무엇을 

muesul 
23 (62.2) 

뭘(무얼)★ 
mewl(mwuel) 

11 (29.7) 
뭐를 

mwelul 
3 (8.1) 37 (100) 

이 iが 무엇이 muesi 16 (94.1) 무에 mwuey★ 0 (0.0) 뭐가 mweka 1 (5.9) 17 (100) 

에(도)  

ey(to)にも 

무엇에(도) 

muesey(to) 
3 (100)  뭐에(도) 

mwe(to) 
0 (0.0) 3 (100) 

 合 計 
44 

(74.6) 

縮約① 11 (18.6) 縮約② 4 (6.8) 59 

(100) 合 計 15 (24.6) 

  

                                  
161「こりゃ、そりゃ(あ)、そら、ありゃ」を縮約形として見ることもできるが、小川(2010)によ

ればその意味と機能面で非縮約形である「これは、それは、あれは」と完全に一致しないとい

う。文中の「こりゃ、そりゃ(あ)、そら、ありゃ」はそれぞれ「これは、それは、あれは」と

して完全に復元できない場合が存在し、もはや部分的に語彙化して「談話標識」としての機能

を獲得していると考えられる。そのため、上記では日本語で指示代名詞と助詞が縮約される現

象は「まれである」のように記述した。 
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表 76「疑問代名詞+助詞」の非縮約形と縮約形の出現頻度(世宗話し言葉コーパス) 
単位： 回(%) 

元の構造 非縮約形 
縮約形 

全体の 

合計 
縮約形① 縮約形② 

代名詞 助詞 形態 出現頻度 形態 出現頻度 形態 出現頻度 

무엇 

mues  

으로 

uloで 

무엇으로 

muesulo 
3 (10.3) 

뭘로 

mwello 
26(89.7) 

뭐로 

mwelo 
0 (0.0) 29 (100) 

을 ulを 
무엇을 

muesul 
32 (7.4) 

뭘(무얼)★ 
mewl(mwuel

) 

354 (82.1) 
뭐를 

mwelul 
45 (10.5) 431 (100) 

이 iが 무엇이 muesi 16 (4.5) 무에 mwuey★ 0 (0.0) 뭐가 mweka 339 (95.5) 355 (100) 

에(도)  

ey(to)にも 

무엇에(도)  

muesey(to) 
4 (14.3)  뭐에(도) 

mwe(to) 
24 (85.7) 28 (100) 

 合 計 
55 

(6.5) 

縮約① 380 (45.1) 縮約② 408 (48.4) 843 

(100) 合 計 788 (93.5) 

 

「疑問代名詞+助詞」の構造も韓国の話し言葉では縮約が非常に頻繁に起こるものであ

り、世宗話し言葉コーパスでも縮約形の使用が 93.5%に達している(表 76 参照)。しかし、

表 75を見ると、朝鮮学校コミュニティではやはり非縮約形の多用が目立つ。下記の発話例

を見ても、例 7-8 は運動場での友達同士の会話、例 7-9 は夕食時間の父親と娘の間の会話

という非常にカジュアルな場面での会話にもかかわらず、非縮約形が使用されていること

がわかる。このことを通して、非縮約形の使用はかなり一般的な現象になっているというこ

とが推測できる。言語資料を見る限り、生徒のみならず教員にも同じ傾向が見えるので、朝

鮮語の実力が関係しているわけではないようである。 

 

(7-8) 무엇을   ‘고향’이라고    부르는가? 

       mues-ul  ‘kohyang’ilako  pulununka?  

       何-を 

     (訳：何を「コヒャン」って言うの?) 

[初級部生徒(男)→初級部生徒(男)/雑談/運動場] 

    

(7-9) 오늘  무엇이 가장 맛있었습니까?  

       onul  mues-i  kacang  masissesssupnikka? 

             何-が 

      (訳：今日何が一番おいしかったですか?) 

[父母・教員(男)→初級部生徒(女)/雑談/家] 
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7.5.2.3. 「人称代名詞+助詞」の非縮約形と縮約形の使用 

表 77「人称代名詞+助詞」の非縮約形と縮約形の出現頻度(朝鮮学校コミュニティ) 
単位： 回(%) 

元の構造 非縮約形 縮約形 全体 

合計 人称代名詞 助詞 形態 出現頻度 形態 出現頻度 

나 na 

의 uy 

の 

나의 nauy 6 (75.0) 내 nay★ 2 (25.0) 8 (100) 

저 ce 저의 ceuy 1 (50.0) 제 cey★ 1 (50.0) 2 (100) 

너 ne 너의 neuy 0 (0.0) 
네 ney★ 

니 ni 

1 (50.0) 

1 (50.0) 
2 (100) 

 小 計 7 (58.3) 小 計 5 (23.8) 12 (100) 

나 na 를 lul 

を 

나를 nalul 2 (66.7) 날 nal 1 (33.3) 3 (100) 

우리 wuli 우리를 ulilul 7 (100) 우릴 wulil 0 (0.0) 7 (100) 

나 na 

는 nun 

は 

나는 nanun 29 (100) 난 nan 0 (0.0) 29 (100) 

우리 wuli 우리는 wulinun 16 (94.1) 우린 wulin 1 (5.9) 17 (100) 

저 ce 저는 cenun 8 (100) 전 cen 0 (0.0) 8 (100) 

너 ne 너는 nenun 7 (87.5) 넌 nen 1 (22.5) 8 (100) 

 小 計 69 (95.8) 小 計 3 (4.2) 72 (100 

 合 計 76 (90.5) 合 計 8 (9.5) 84 (100) 

 

表 78「人称代名詞+助詞」の非縮約形と縮約形の出現頻度(世宗話し言葉コーパス) 
単位： 回(%) 

元の構造 非縮約形 縮約形 全体 

合計 人称代名詞 助詞 形態 出現頻度 形態 出現頻度 

나 na 

의 uy 

の 

나의 nauy 83 (8.6) 내 nay★ 879 (91.4) 962 (100) 

저 ce 저의 ceuy 21 (8.1) 제 cey★ 238 (91.9) 259 (100) 

너 ne 너의 neuy 15 (10.9) 
네 ney★ 

니 ni 

3 (2.1)  

123 (89.1) 
141 (100) 

 小 計 119 (8.7) 小 計 1243 (91.3) 1362 (100) 

나 na 를 lul 

を 

나를 nalul 103 (66.0) 날 nal 53 (34.0) 156 (100) 

우리 wuli 우리를 wulilul 26 (92.9) 우릴 wulil 2 (7.1) 28 (100) 

나 na 

는 nun 

は 

나는 nanun 1340 (58.7) 난 nan 944 (41.3) 2284 (100) 

우리 wuli 우리는 wulinun 317 (80.7) 우린 wulin 76 (19.3) 393 (100) 

저 ce 저는 cenun 497 (93.2) 전 cen 36 (6.8) 533 (100) 

너 ne 너는 nenun 180 (59.4) 넌 nen 123 (40.6) 303 (100) 

 小 計 2463 (66.6) 小 計 1234 (33.4) 3697 (100) 

 合 計 2582 (51.0) 合 計 2477 (49.0) 5059 (100) 
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朝鮮語の人称代名詞である「나na(わたし)、저ce(わたくし)、너ne(あなた)」も、助詞と

結合される時に韓国では通常縮約が起こる。特に人称代名詞に所有格助詞「의uy(の)」が結

合された時の縮約形である「내nay、제cey、네ney」は、韓国ではもはや縮約された形であ

るとの認識も薄れており独立した単語としての地位を得ている。世宗話し言葉コーパスで

も「내nay、제cey、네ney162」の使用率は 91.2%に達していることからそれを確認できる(表

78参照)。しかし、表 77と例 7-10から確認できるように、朝鮮学校コミュニティでは「人

称代名詞+所有格助詞」の構造においてもやはり非縮約形が多く使用されていた。 

次に人称代名詞に所有格以外の助詞「-은un/는nun(は)」と「-을ul/를lul(を)」が付いて

いる構造の使用様相を見てみよう。この場合は、所有格助詞「의uy(の)」が結合された時と

は異なり、韓国における非縮約形の使用は 66.6%、朝鮮学校コミュニティにおける非縮約形

の使用は 95.8%で、どちらのグループも非縮約形の使用がより多い結果となった 163。斎藤

(1991)の以下の記述を見ると、同じ縮約形であってもフォーマルな場面でもよく用いられ

るものとそうでないものが存在し、たとえば縮約形「じゃない」は書き言葉においてもよく

使用されるが、縮約形「こりゃ」は書き言葉でほとんど使用されないように、個々の語によっ

てそのレベルはそれぞれ異なるということであるが、この項目もまさにそういった例であ

ろう。 

「「非縮約形」と「縮約形」とが現代日本語という一言語内に共時的に存在し、それらがそれ

ぞれ「フォーマル」「インフォーマル」もしくは「書き言葉的」「話し言葉的」という特徴

を持っているのである。しかし、その対立は相対的なものであって、語によって用いられ

るレベルに違いがある。つまり、フォーマルな場面でもよく用いられる「縮約形」も存在

するというわけである。」(斎藤 1991:93) 

例 7-11では「人称代名詞+助詞-은un/는nun」が使用されているが、例 7-10ほど「カジュ

アルな話し言葉として不自然」である印象は与えていないことがわかる。 

 

(7-10) 나의 방 모이고 모두로 이야기했던데.  

        na-uy  pang  moiko  motwulo  iyakihaysstentey. 

        僕-の 

      (訳：僕の部屋に集まって皆で話したそうで) 

[高級部生徒(男)→監督(男)/インタビュー/寮] 

  

                                  
162 韓国でよく使用される形の「니ni(あなたの)」の使用は 1度も確認されない。 

163 ただ、具体的な出現頻度は朝鮮学校コミュニティのほうが遥かに多いため、相対的に「書き

言葉的な語の多用」現象があることが否定できるほどのものではない。 
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(7-11) 나는 남조선에 있어요, 친척은.  

        na-nun  namcoseney  isseyo,  chinchekun. 

        僕-は 

      (訳：僕は南朝鮮にいます、親戚は) 

[初級部生徒(男)→監督(男)/インタビュー/教員室] 

 

7.5.3. 「体言+コピュラ」において縮約が起こるものとその非縮約形 

7.5.3.1. 「指示代名詞/形式名詞+コピュラ」の非縮約形と縮約形の使用 

表 79「指示代名詞/形式名詞+コピュラ」の非縮約形と縮約形の出現頻度(朝鮮学校コミュニティ) 
単位： 回(%) 

元の構造 非縮約形 縮約形 
全体の 

合計 指示代名詞 

・形式名詞 
コピュラ+語尾 形態 出現頻度 形態 出現頻度 

이것 ikesこれ・ 

그것 kukesそれ・

저것 cekesあれ 

 

用言の冠形形 

(日本語の連用形) 

+「것 kesノ」 

이 164-라고  

i-lakoと 

것이라고 

kesilako 
6 (66.7) 

거라고 

kelako 
3 (33.3) 9 (100) 

이-라도  

i-latoでも 

것이라도 

kesilato 
0 (0.0) 

거라도 

kelato 
1 (100) 1 (100) 

이-야i-yaだよ 것이야kesiya 0 (0.0) 거야keya 1 (100) 1 (100) 

이-에요 

i-eyyoです 

것이에요 

kesieyyo 
1 (50.0) 

거예요 

keyeyyo 
1 (50.0) 2 (100) 

이-니까 

i-nikaだから 

것이니까 

kesinikka 
2 (50.0) 

거니까 

kenikka 
2 (50.0) 4 (100) 

이-지요 

i-ciyoですよ 

것이지요 

kesiciyo 
2 (66.7) 

거지요 

keciyo 
1 (33.3) 3 (100) 

이-ㅂ니다i-pnita 

でございます 

것입니다 

kesipnita 
44 (89.8) 

겁니다 

kepnita 
5 (10.2) 49 (100) 

이-ㅂ니까i-pnika 

でございますか 

것입니까 

kesipnikka 
3 (75.0) 

겁니까 

kepnikka 
1 (25.0) 4 (100) 

 合 計 58 (79.5) 合 計 15 (20.5) 73 (100) 

  

                                  
164 ここでの「-이i-」は、韓国の学校文法上では「叙述格助詞」に分類される「이다ita」の語

幹である。朝鮮語の「이다ita」の分類については未だに諸説紛紛としており、学者によって

は「指定詞」という別の単独カテゴリーを設けることもあれば、「接尾辞」として分類したり、

繋辞(コピュラ)として分類したりとさまざまである。しかし、本章で「이다ita」をどのカテ

ゴリーに入れるかは重要ではないため、便宜上「コピュラ」として分類している。 
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表80「指示代名詞・形式名詞+コピュラ」の非縮約形と縮約形の出現頻度(世宗話し言葉コーパス) 
単位： 回(%) 

元の構造 非縮約形 縮約形 
全体の 

合計 指示代名詞 

・形式名詞 
コピュラ+語尾 形態 出現頻度 形態 出現頻度 

이것 ikes 

これ・ 

그것 kukesそれ・ 

저것 cekesあれ 

 

用言の冠形形 

(日本語の連用形) 

+「것 kesノ」 

이-라고  

i-lakoと 

것이라고 

kesilako 
15 (10.3) 

거라고 

kelako 
131 (89.7) 146 (100) 

이-라도  

i-latoでも 

것이라도 

kesilato 
0 (0.0) 

거라도 

kelato 
7 (100) 7 (100) 

이-야i-yaだよ 것이야kesiya 12 (0.4) 거야keya 3076 (99.6) 3088 (100) 

이-에요 

i-eyyoです 

것이에요 

kesieyyo 
4 (0.4) 

거예요 

keyeyyo 
1119 (99.6) 1123 (100) 

이-니까 

i-nikaだから 

것이니까 

kesinikka 
4 (2.8) 

거니까 

kenikka 
137 (97.2) 141 (100) 

이-지요 

i-ciyoですよ 

것이지요 

kesiciyo 
49 (6.4) 

거지요 

keciyo 
711 (93.6) 760 (100) 

이-ㅂ니다i-pnita 

でございます 

것입니다 

kesipnita 
209 (40.7) 

겁니다 

kepnita 
304 (59.3) 513 (100) 

이-ㅂ니까i-pnika 

でございますか 

것입니까 

kesipnikka 
2 (40.0) 

겁니까 

kepnikka 
3 (60.0) 5 (100) 

 合 計 295 (5.1) 合 計 5488 (94.9) 5783 (100) 

 

朝鮮語の事物指示代名詞と形式名詞「것kes」がコピュラ「이다ita」と結合されて使用さ

れる時、韓国では縮約が起こりやすい。その反面、朝鮮学校コミュニティでは非縮約形が縮

約形より遥かに多く使用されており(表 79 参照)、出現頻度は 88.4%にものぼっている。下

記の発話例も、韓国の話し言葉では縮約形を用いたほうがより柔らかくて自然な印象とな

る。 

 

(7-12) 수평비행거리     エル하고,  최대거리    차이 シータマックス란  것을  

      swuphyengpihayngkeli エルhako, choytaykeli chai シータマックスlan kesul  

        알   것입니다. 

        al   kes-i-pnita. 

        知る の-コピュラ-上称叙述語尾 

    (訳：水平飛行距離Lと、最大距離の差θmaxというのを知ってるはずです) 

[高級部教員(女)→高級部生徒(男女)/授業(物理)/教室] 
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(7-13) 그러니까   ボクシング를   하는    것은   저하고  그러한    사람들을  

    kulenikka  ボクシングlul  hanun  kesun  cehako   kulehan  salamtulul 

이어 주었던      것이라고      생각합니다. 

ie   cwu-essten  kes-i-lako    sayngkak-ha-pnita. 

                 の-コピュラ-と 

  (訳：だから、ボクシングをしたことは、私とそういう人たちを 

つなげてくれたんだと思います) 

[高級部教員(男)→監督(男)/インタビュー/教室] 

 

7.5.3.2. 「疑問代名詞+コピュラ」の非縮約形と縮約形の使用 

表 81「疑問代名詞+コピュラ」の非縮約形と縮約形の出現頻度(朝鮮学校コミュニティ) 
単位： 回(%) 

元の構造 非縮約形 縮約形 全体の 

合計 代名詞 コピュラ+語尾 形態 出現頻度 形態 出現頻度 

무엇 

mues 

이-라고i-lakoと 무엇이라고muesilako 5 (62.5) 뭐라고mwelako 3 (37.5) 8 (100) 

이-라도i-latoでも 무엇이라도muesilato 1 (50.0) 뭐라도mwelato 1 (50.0) 2 (100) 

이-야i-yaだよ 무엇이야muesiya 0 (0.0) 뭐야mweya 7 (100) 7 (100) 

이-ㄴ가i-nkaか 무엇인가muesinka 22 (61.1) 뭔가mwenka 14 (38.9) 36 (100) 

이-ㄴ지i-nciか 무엇인지muesinci 0 (0.0) 뭔지mwenci 1 (100) 1 (100) 

이-ㄹ까요i-lkkayo 

(です)か 
무엇일까(요) 
muesilkka(yo) 

2 (100) 
뭘까(요) 

mwelkka(yo) 
0 (0.0) 2 (100) 

이-ㅂ니까i-pnika 

でございますか 

무엇입니까 

muesipnikka 
4 (100) 

뭡니까 

mwepnikka 
0 (0.0) 4 (100) 

 合 計 34 (56.7) 合 計 26 (43.3) 60 (100) 

 

表 82「疑問代名詞+コピュラ」の非縮約形と縮約形の出現頻度(世宗話し言葉コーパス) 
単位： 回(%) 

元の構造 非縮約形 縮約形 全体の 

合計 代名詞 コピュラ+語尾 形態 出現頻度 形態 出現頻度 

무엇 

mues 

이-라고i-lakoと 무엇이라고muesilako 1 (0.6) 뭐라고mwelako 161 (99.4) 162 (100) 

이-라도i-latoでも 무엇이라도muesilato 0 (0.0) 뭐라도mwelato 2 (100) 2 (100) 

이-야i-yaだよ 무엇이야muesiya 0 (0.0) 뭐야mweya 545 (100) 545 (100) 

이-ㄴ가i-nkaか 무엇인가muesinka 24 (7.7) 뭔가mwenka 287 (92.3) 311 (100) 

이-ㄴ지i-nciか 무엇인지muesinci 21 (18.1) 뭔지mwenci 95 (81.9) 116 (100) 

이-ㄹ까요i-lkkayo 

(です)か 
무엇일까(요) 
muesilkka(yo) 

4 (10.0) 
뭘까(요) 

mwelkka(yo) 
36 (90.0) 40 (100) 

이-ㅂ니까i-pnika 

でございますか 

무엇입니까 

muesipnikka 
1 (2.0) 

뭡니까 

mwepnikka 
49 (98.0) 50 (100) 

 合 計 51 (4.2) 合 計 1175 (95.8) 1226 (100) 
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「疑問代名詞+コピュラ」も、韓国では話し言葉でよく縮約が起こる項目である。表 82を

見ると、韓国ではコピュラの後にどの語尾が付くかに関係なく縮約形のほうがより多く使

用される。縮約形と非縮約形の出現頻度の差も非常に大きく、韓国の話し言葉では非縮約形

がほとんど使われていない。 

その反面、表 71を見ると、朝鮮学校のコミュニティでは「뭐야mweya」と「뭔지mwenci」

の 2つを除いては、非縮約形の使用のほうが高く現れる。「뭔지mwenci」の場合は使用回数

が 1度しかないため論ずることが難しいが、「뭐야mweya」の場合は縮約形の出現頻度が 100%

となっており、「談話標識」として語彙化がかなり進んでいるのではないかと考えられる。 

 

(7-14) ●●, 무엇인가    말하라.  

     [名], mues-i-nka  malhala. 

           何-コピュラ-か 

    (訳：[名]、何か言って) 

[高級部生徒(女)→高級部生徒(女)/雑談/教室] 

 

(7-15) 그니까  그  티셔츠    폴로   셔츠   안에도, 뭐야,         정말    현실적으로  

       kunikka ku thisyechu phollo syechu aneyto, mwe-ya,      cengmal hyensilcekulo 

                                                     何-コピュラ-半語疑問語尾 

         생각하면       아, 몇   장이라도  입을, 입을 수  있기  때문에… 

         sayngkakhamyen a, myech cangilato ipul, ipul swu isski ttaymwuney… 

       (訳：だからそのTシャツのポロシャツのなかにも、なに、本当に 

現実的に考えれば、あ、何枚でも着ることができるから…。) 

[高級部生徒(男)→監督(男)/インタビュー/寮の部屋] 

 

7.5.4. 「用言の語幹+語尾」において縮約が起こるものとその非縮約形 

表 83「用言の語幹+語尾」の非縮約形と縮約形の出現頻度(朝鮮学校コミュニティ) 
単位： 回(%) 

元の構造 非縮約形 縮約形 
全体合計 

語幹 語尾 形態 出現頻度 形態 出現頻度 

이러하ileha- 

그러하kuleha- 

저러하celeha- 

冠形 

詞形 

転成 

語尾 

-ㄴn 

-러한lehan 61(38.4) -런len★ 98 (61.6) 159 (100) 

어떠하etteha- -ㄴn 어떠한ettehan 2 (3.6) 어떤etten★ 54 (96.4) 56 (100) 

 小 計 63 (29.3) 小 計 152 (70.7) 215 (100) 

그렇kuleh- 

そう 終結 

語尾 

-지ciだね 그렇지kulehci 11 (100) 그치kuchi 0 (0.0) 11 (100) 

-지요ciyo 

ですよね 

그렇지요 

kulehciyo 

6 (66.7) 

 

그렇죠kulehcyo 

그쵸kuchyo 

3 (33.3) 

0 (0.0) 
9 (100) 

 小 計 17 (85.0) 小 計 3 (15.0) 20 (100) 

 合 計 80 (17.0) 合 計 155 (83.0) 235 (100) 
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表 84「用言の語幹+語尾」の非縮約形と縮約形の出現頻度(世宗話し言葉コーパス) 
単位： 回(%) 

元の構造 非縮約形 縮約形 
全体合計 

語幹 語尾 形態 出現頻度 形態 出現頻度 

이러하ileha- 

그러하kuleha- 

저러하celeha- 

冠形 

詞形 

転成 

語尾 

-ㄴn 

-러한lehan 454 (4.5) -런len★ 9653 (95.5) 10107 (100) 

어떠하etteha- -ㄴn 어떠한ettehan 54 (2.6) 어떤etten★ 2021 (97.3) 2075 (100) 

 小 計 508 (29.3) 小 計 11674 (70.7) 12182 (100) 

그렇kuleh- 

そう 

終結 

語尾 

-지ciだね 그렇지kulehci 352 (46.9) 그치kuchi 399 (53.1) 751 (100) 

-지요ciyo 

ですよね 
그렇지요 

kulehciyo 

2 (0.5) 

 

그렇죠kulehcy

o 

그쵸kuchyo 

221 (54.3) 

184 (45.2) 
407 (100) 

 小 計 354 (30.6) 小 計 804 (69.4) 1158 (100) 

 合 計 862 (17.0) 合 計 12478 (83.0) 13340 (100) 

 

「用言の語幹+語尾」の場合も韓国の朝鮮語では縮約が頻繁に起こる。代表的な例として

は、「주cwu+어서ese→줘서cwese」「피phi+어서ese→펴서phyese」などのように母音で終わ

る語幹と母音で始まる語尾が縮約されることを挙げられる。ただし、この類型の縮約は、母

音をはっきり区切って発音しない限りは聴覚だけで縮約形として発音されたか否かを判断

することは非常に困難である。そのため、本論文ではこの類型以外の縮約現象についてのみ

検討を行う。 

まず表 78を見ると、非縮約形「이러한/그러한/저러한ilehan/kulehan/celehan(このよう

な/そのような/あのような)」「어떠한ettehan(どのような)」の場合、朝鮮学校コミュニティ

で は 縮 約 形 「 이런/그런/저런ilen/kulen/celen( こ ん な / そ ん な / あ ん な ) 」

「어떠한ettehan(どんな)」のほうが多く使用されていることがわかる。ほかの項目ではほ

とんど非縮約形の使用が多かったことを考えると例外的であるといえよう。ただ、当該項目

の非縮約形の出現頻度(38.4%)は縮約形より少なくはあるが、韓国の世宗コーパスでは非縮

約形の出現頻度が 4.5%に過ぎないことを考えると、相対的に多く使用されているといえる

かもしれない。例 7-16は非縮約形「그러한kulehan」が使用された例であるが、道端での会

話形式のインタビューでそれほど格式度が高くないにもかかわらず、表現全体が小説や詩

を読んでいるような印象を与えている。 

しかし、絶対的な数値だけを見ると縮約形の使用率が高いのも事実であり、これらの縮約

形は語彙化の程度が非常に高いものであることが影響を及ぼしていると考えられる。縮約

形「이런/그런/저런ilen/kulen/celen」「어떠한ettehan」は、韓国においても共和国におい

ても縮約形が辞書の見出し語として掲載されており、おそらくほかの語彙よりもずいぶん

と早い時期から語彙化が進んだものと考えられる。そのことにより、朝鮮学校においても縮

約形の使用が多くなっているのであろう。 
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次に、「그렇kuleh+지(요)ci(yo)」の場合は予想どおりに非縮約形の使用が多く現れてい

る。例 7-17を見ると、非常に親しい仲の教員と高級部生徒が雑談を交わしている状況にも

かかわらず非縮約形「그렇지kulehci」が使われており、韓国の朝鮮語母語話者にやや硬い

印象を与えていることがわかる。 

 

(7-16) 말로는     표현을      못하는   그러한    기분.  

     mallonun  phyohyenul  moshanun  kuleha-n  kipwun. 

                                      そのような 

    (訳：言葉では表現ができない、そんな気分。) 

[総聯傘下団体の長(男)→監督(男)/インタビュー/道] 

 

(7-17) A: 오, 이거 센, 센스 있다!  

        o, ike seyn, seynsu issta! 

    (訳：お、これセン、センスある!) 

[高級部生徒(女)→高級部教員(男)/雑談/教室] 

B: 그렇지? 

        kuleh-ci? 

        そうだ-半言疑問語尾 

   (訳：そうだろ?) 

[高級部教員(男)→高級部生徒(女)/雑談/教室] 

7.6. 分析と考察 

以上、韓国の朝鮮語で「縮約形」が存在する項目を対象に、話し言葉環境における縮約形・

非縮約形の使用率について調べた結果が以下の表 85である。表には、朝鮮学校コミュニティ

と韓国において、話し言葉環境下の各項目の縮約形と非縮約形の中でより多く使われてい

る形のみを記載している。また、朝鮮学校コミュニティと韓国においてその様相が異なる項

目はボールド体で表記している。たとえば、表の上段にある「単語内部」の「名詞」のとこ

ろを見ると、「話」の意味を持つ単語「이야기iyaki」と、その縮約形「얘기yayki」がボー

ルド体で表示されている。これは朝鮮学校コミュニティでは非縮約形がより多く使われて

いるが、韓国では縮約形がより多く使われており、2つのグループにおいて言語使用様相が

異なっていることを表しているのである。そして、言語資料全体を通して非縮約形と縮約形

の出現回数が 5回未満と非常に少ないものは、下線を引いて表示しておいた。これらはサン

プル数が少ないため、使用率をもってどの形がより多く使用されると論ずることが難しい

ことに留意しなければならない。 

上記の内容に留意して表 85を概観しその全体像をもう一度確認してみると、朝鮮学校コ

ミュニティでは非縮約形の多用現象が広範囲において実在していることは概ね認められ

る。一方、韓国においては話し言葉で縮約形が使用されることがほとんどである。「이거ike・
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그거kuke」「뭐mwe」「어떤etten」などのように、朝鮮学校コミュニティにおいても縮約形が

より多く使用されているものもあった。これらの中で出現回数が 1～2回のみで非常に少な

いものを除くと、10 個中 7 個が韓国と共和国の辞書で見出し語として登録されており、非

常に早い時期から話し言葉で一般に使用されていた縮約形であることが推測できる。 

独特なのは、韓国と共和国の辞書で見出し語としても載っている縮約形であるにもかか

わらず、朝鮮学校コミュニティでは使用頻度が少ない、もしくは不使用というものもあると

いう点である。「얘기yayki, 좀com, 그럼kulem, 근데kuntey, 걸로kello, 건ken, 걸kel, 

게key」がこれに該当するものであるが、現段階では共通に見られる特徴が把握できていな

いため、今後言語資料の拡充とインタビューなどの調査を通して追加的に分析を行いたい。 

 

表 85 非縮約形と縮約形の全体の使用様相 

 朝鮮学校コミュニティ 韓国 

非縮約形 縮約形 非縮約形 縮約形 

単 

語 

内 

部 

名 

詞 
마음maum 

때문(에)ttaymun(ey) 

이야기iyaki 

이거ike★ 

그거kuke★ 

뭐mwe★  

애(들)ay(tul)★ 

마음maum  

때문(에)ttaymun(ey) 

이거ike★  

그거kuke★  

뭐mwe★  

애(들)ay(tul)★ 

얘기yayki★ 

副 

詞 
제일ceyil  

너무nemwu  

그렇지만kulehciman  

그리고kuliko  

그러니까kulenika 

조금cokum  

그러면kulemyen 

그런데kulentey  

왜냐하면waynyahamyen 

- 

제일ceyil 

너무nemwu 

그렇지만kulehciman 

그리고kuliko 

그니까kunika,  

근까kunkka 

좀com★ 

그럼kulem★ 

근데kuntey★ 

왜냐면waynyamyen 

体 

言 

+ 

助 

詞 

指示 

代名 

詞/ 

形式

名詞

+ 

助詞 

것으로kesulo 

것으로서kesulose 

것은kesun 

것을kesul 

것이kesi 

것에 kesey 

- - 

걸로kello★, 거로kelo, 

걸로서kellose,  

거로서kelose,  

건ken★, 거는kenun,  

걸kel★, 거를kelul,  

게key★, 거가keka,  

거에keey 

疑問 

代名 

詞+ 

助詞 

무엇으로 muesulo 

무엇을muesul 

무엇이muesi 

무엇에(도)muesey(to) 

- - 

뭘로 mwello 

뭘(무얼)mewl(mwuel)★ 

뭐를 mwelul 

뭐가 mweka 

뭐에(도)mwe(to) 

人称 

代名 
저의ceuy 제cey★ 나를nalul 제cey★ 
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詞+ 

助詞 
나의nauy 

나를nalul 

우리를ulilul 

나는 nanun 

우리는wulinun 

저는cenun 

너는nenun 

네ney★, 니ni 우리를ulilul 

나는 nanun 

우리는wulinun 

저는cenun 

너는nenun 

니ni 

내nay★ 

体 

言 

+ 

コ 

ピ 

ュ 

ラ 

指示 

代名 

詞/

形式

名詞

+コ

ピュ

ラ 

것이라고kesilako 

것이에요kesieyyo 

것이니까kesinikka 

것이지요kesiciyo 

것입니다kesipnita 

것입니까kesipnikka 

거라도kelato 

거야keya 

거예요keyeyyo 

거니까kenikka 
- 

거라도kelato 

거야keya 

거예요keyeyyo 

거니까kenikka 

거라고kelako 

거지요keciyo 

겁니다kepnita 

겁니까kepnikka 

疑問 

代名 

詞+ 

コ

ピュ

ラ 

무엇인가muesinka 

무엇이라고muesilako 

무엇이라도muesilato 

무엇일까(요)muesilkka(yo) 

무엇입니까muesipnikka 

뭐야mweya  

뭔지mwenci 

- 

뭐야mweya 

뭔지mwenci 

뭔가mwenka 

뭐라고mwelako 

뭐라도mwelato 

뭘까(요)mwelkka(yo) 

뭡니까mwepnikka 

用言の 

語幹 

+語尾 

그렇지kulehci 

그렇지요kulehciyo 

이런ilen★ 

그런kulen★ 

어떤etten★ 

- 

이런ilen★ 

그런kulen★ 

저런celen★ 

어떤etten★ 

그치kuchi 

그렇죠kulehcyo 

그쵸kuchyo 

 

ではなぜ、朝鮮学校コミュニティにおいては話し言葉でも非縮約形が多用されているの

だろうか。その背景には次のような事柄が関係していると考えられる。 

まず、朝鮮学校の教科書と教育方針の変化が大きく影響している。申昌洙(2005)と朴校熙

(2013)によれば、朝鮮学校の国語(朝鮮語)教育は 1993年(教科書の 5次改訂)まで「祖国帰

国」を前提とした読み書き中心の教育であった反面、1993 年以降からは生徒たちの「日本

永住」が考慮されはじめ、「話す・聞く・読む・書く」の 4技能が均等に発達するように導

くことが目標として掲げられるようになったという。申昌洙(2005)でも以下のような関連

記述が見つかり、朝鮮学校では 40年以上書き言葉中心の朝鮮語教育が行われてきたことが

明確である。 

 

「83 年に改定された初級学校 2 学年の朝鮮語教科書ではフォーマルで文語的な終助詞で構
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成された文がほとんどだったが、1993年の改定後に 28課中 14課にインフォーマルで口語

的な表現が割り当てられている。」(申昌洙 2005:282) 

また、2003 年(教科書の 6 次改訂)以降からは「話す」ことが「読み書き」より優先され

るようになり、実際のコミュニケーションに役立つ朝鮮語教育が前面に打ち出されるよう

になった。総聯の公式ウェブサイトには、改編された初級部の国語教科書の特徴について以

下の図 21ように述べており、話し言葉教育が以前にもまして重要視されていることがわか

る。 

 

■「生きたウリマル」習得へ 

口語教育を強化しました。 

身近な生活の一場面を切り取ったストーリー性のある基礎的な会話が中心 

４技能（聞く・話す・読む・書く）を総合的に高めます。 

民族情緒があふれ、言語感覚を高める教材を新しく盛り込みました。 

図 21 改編された初級部教科書の特徴(国語) 
 

このように朝鮮学校で「話す」ことが「読み書き」よりも優先されはじめたのが 2003年

以降である。本論文の言語資料の中でもっとも最新のデータである 2018年の談話を基準に

考えても 2003から 15年しか経っておらず、2003年に初級部に入学した者でも 2018年に 21

才という計算になる。さらに、Ryang, Sonia(1997)の指摘のように、彼らの親は現在子供た

ちが学んでいる話し言葉的な表現について教えてもらえなかった。このことを考慮すると、

コミュニケーション中心の教育が朝鮮学校コミュニティ全般に影響を及ぼすにはまだ少し

時間が必要であろう。 

また、朝鮮学校の国語教科書を確認すると、縮約形に関しては、中級部の文法教科書の

「입말에서 토의 합침(話し言葉における助詞や語尾の縮約)」というところで、助詞「-이i」

「-는nun」「-를/을lul/ul」が縮約される現象と語尾「-니ni」が縮約される現象 165が簡略に

説明されているのみ(表 86参照)である。単語内部で縮約が起こるものやコピュラの縮約、

そのほかの用言の語幹と語尾の間で起こる縮約に関しては説明されていない。 

                                  
165 過去を表す先語末語尾「-았ass/었ess/였yess-」と疑問を表す終結語尾「-니ni」が縮約され

た「-ㄴn/언en/앤ayn」は、韓国の済州道地域方言の語尾として広く知られているため、在日

コリアン・オールドカマー1世の第 2の出身地である済州道方言が教えられていると考えやす

い。しかし、김영배(1998)と김홍실(2007)によると平安道(共和国の首都である平壌が位置す

る)地域にもまったく同じ意味で同じ形態を持つ「-ㄴn/언en/앤ayn」という語尾が存在してお

り、朝鮮学校で教えられているのは共和国の言葉のほうであると見た方が正しい。終結語尾「-

니ni」とのほかの縮約形である「-겐ken」「-란lan」「-잔can」は、済州道方言では見られない

形であるためである。 
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表 86 朝鮮学校の『中級文法』教科書における「縮約形の代表例」 

토원형(助詞 

や語尾の原形) 
토원형(助詞 

や語尾の原形) 
줄어든 형태 

(縮約形) 
단어와의 결합형태 

(単語と結合された形) 

는 nun - ㄴ n 난 nan, 넌 nen, 교과 kyokwasen 

은 un - ㄴ n 이건 iken, 그건 kuken, 저건 ceken  

이 i - ㅣ y 이게 ikey, 그게 kukey, 저게 cekey 

에 ey 는 nun 엔 eyn 
학교엔 hakkyoeyn, 집엔 cipeyn, 

상점엔 sangcemeyn 

에서 eyse 는 nun 에선 eysen 교실에선 kyosileysen, 상점에선 sangcemeysen 

에게서 eykeyse 는 nun 에게선 eykeysen 
동생에게선 tongsayngeykeysen, 

강아지에게선 kangacieykeysen 

로/으로 lo/ulo 는 nun 론/으론 lon/ulon 연필론 yenphillon, 붓으론 pwusulon 

를/을 lul/ul - ㄹ l 
잡질 capcil, 학굘 hakkyol, 

이걸 ikel, 그걸 kukel, 저걸 cekel 

이 i 는 nun 인 in 정실인 cengsilin, 영남인 yengnamin 

았 ass 니 ni 안 an, ㄴ n 좋안 cohan? 간 kan? 

었 ess 니 ni 언 en 먹언 meken? 익언 iken? 

였 yess 니 ni 앤 ayn 다핸 tahayn? 다됀 tatwayn? 

겠 keyss 니 ni 겐 ken 오겐 okeyn? 전화하겐 cenhwahakeyn? 

라 la 니 ni 란 lan 가란 kalan? 주란 cwulan? 

자 ca 니 ni 잔 can 걷잔 ketcan? 쉬잔 swican? 

 

その後は高級部 3 年生の国語教科書の後半になってようやく「입말과 글말(話し言葉と

書き言葉)」という内容が出現し、そこから朝鮮語の話し言葉の特徴と書き言葉の特徴につ

いて 3 枚程度の分量を割愛して簡略に説明しているところが見つかる 166(図 22 参照)。た

だ、具体的にどういったものが「書き言葉的」で、どういったものが「話し言葉的」である

かについては例 1～2個を除いては書かれておらず、縮約形に関する説明も見当たらない。

このことから、コミュニケーション重視の教育に変わったとはいえ、朝鮮学校の朝鮮語教育

において「話し言葉体」と「書き言葉体」の区別に関する内容はそれほど重要度が高くない

                                  
166 筆者が現在入手できている朝鮮学校の教科書は、中級部の文法教科書と高級部の国語教科書

のみである。そのため、初級部で書き言葉体と話し言葉体に関する内容が教えられているかは

不明である。 
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可能性も考えられる。 

 

③ 글말은 일상 언어생활에서 덜 쓰인다.  

입말은 일상 언어생활에서 늘 쓰이게 되지만 글말은 서사생활에서 많이 쓰이게 

된다. 입말은 글말에 흘러들어 일정한 표현적기능을 놀지만 글말이 입말속에 

쓰이면 말이 어색해지고 표현이 잘 안겨오지 167 않는다. 

◦ 얘, 내 심장이 왜 이렇게 고동치니! 

≪고동치다≫와 같은 글말을 쓰면 본인은 심각하게 말하느라고 했지만 오히려 

우습게 들릴수 있다.  

訳) 書き言葉は日常の言語生活でより少なく使用される。 
 話し言葉は日常の言語生活で常に使用されるが、書き言葉は叙事で多く使用される。話

し言葉は書き言葉においても一定の表現的機能を果たすが、書き言葉が話し言葉の中で使

用されると不自然になり、表現が的確に伝わらない。 

 例) ねぇ、私の心臓がどうしてこんなに鼓動するの! 

 「鼓動する」のような書き言葉を使うと、本人は深刻に話すために言ったが、かえって

おかしく聞こえてしまいかねない。 

図 22 高級部 3年「国語」教科書の挿入教材「입말과 글말(話し言葉と書き言葉)」p.67 

 

次に、朝鮮学校の生徒たちの朝鮮語の主なインプットが「教科書(数学・地理歴史などの

一般科目)」と「教員の言葉」であることが影響している可能性が高い。教科書に書かれて

いる朝鮮語は当然「書き言葉的な語」や「非縮約形」の使用が多く、教員の言葉もフォーマ

ルな教授用語が多く用いられる。そのうえ、本論文の映像資料に登場する教員は、その 5次

改訂以前の読み書き中心の国語教育を受けている可能性が高い。そのため、生徒たちが学校

内で朝鮮語の縮約形について学んだり、本国において「書き言葉的な語」か「話し言葉的な

語」に分類される語について十分に習得したりする機会というのは必然的に少なくなる。 

「朝鮮学校の教師自身は、朝鮮語母語話者ではないため、朝鮮語での授業にあたって様々

な問題を抱えている。…(中略)…朝鮮語非母語話者の教師の教科書的な言語表現は、児童

に伝わりやすいが、児童に多様な言語経験を与えられないという短所がある。」(朴校熙

2013:108) 

                                  
167 ここで「안겨오다ankyeota」という動詞の意味は、『조선말대사전(朝鮮語大辞典)』によれば

「머리속에 똑똑히 들어오거나 마음속 깊이 느껴지다(頭の中にはっきりと入ってくるか、

心の中で深く感じられる)」「보는듯이 눈앞에 뚜렷이 떠오르다(すぐ目の前で見ているかの

ようにくっきりと思い出される)」であると考えられる。韓国の朝鮮語で「안겨오다ankyeota」

は「抱かれてくる」という一つの意味しか持たないが、共和国の朝鮮語ではその一次的意味か

ら派生された、上記の意味としても使われているようである。 
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また、歴史的・政治的諸事情の関係で、長い間本国(韓国・朝鮮民主主義人民共和国)との

交流が少なかった点も影響を及ぼしたであろう。現在の子供たちはすでに 4 世～5 世なの

で、家族と親戚、生活の基盤などはすべて日本にあり、本国に親族がいるとしても交流は絶

えている場合がほとんどである。また、共和国との交流があったとしても、生徒たちは高校

3年生の時に平壌に一週間程度の修学旅行に行くのみで、教員も朝鮮大学校の学部生の時に

短くて 1 ケ月、最長でも 1 年ぐらい平壌に研修に行く程度である。本国の朝鮮語母語話者

と接する機会というのは非常に少ないといえる。 

さらに、本国から教員が派遣されたり、韓国の大学を卒業したオールドカマー168やニュー

カマー1世が教員になったりすることもなかった 169ので、「特徴のある朝鮮語」が数世代に

かけて継承され、共有されていったのであろう。同じ言語を使用するほかのコミュニティと

の交流があると、その影響を受けて似通った言葉へと変化することもあるが、朝鮮学校コ

ミュニティはそのような面ではかなり閉ざされた一種の「言語島」として非常に長い時間を

過ごしてきたといえる。 

むろん、今ではネットなどを通して簡単に韓国の朝鮮語に触れることが可能ではあるが、

朝鮮学校コミュニティの朝鮮語はもはや「社会方言化」した側面もあり、コミュニティ構成

員同士の連帯感を確認する手段としても機能するため、皆と違った朝鮮語を話すと周囲か

ら浮くことになる。また、朝鮮学校の生徒たちの主な朝鮮語の学習目的は「自分は朝鮮民族

である」という「エスニック・アイデンティティの獲得」にあり、朝鮮語を話す相手も本国

の人は想定されておらず、コミュニティ構成員同士で朝鮮語によるコミュニケーションが

できればそれだけで十分誇らしいことというふうに考えられていることが多い。そのため、

本国との傾向の違いはさほど問題視されない傾向にあることが、この現象の背景にあると

考えられる。 

最後に、日本人朝鮮語学習者と比較してみよう。実は朝鮮学校コミュニティのように「非

縮約形」と「書き言葉的な語」を話し言葉でも多く使用することは、どの言語の学習者にも

観察される現象である。初中級レベルの学習者は縮約形に関する知識がないか、使用に慣れ

ていないためである。このことを挙げ、ある人は朝鮮学校コミュニティでの「非縮約形の多

用」や「書き言葉的な語の多用」は単なる「学習者としての特徴」「中間言語の特徴」にす

ぎず、「日本人朝鮮語学習者」との違いはないという評価を下すかもしれない。これは一見

                                  
168 朝鮮学校の教員は原則的に朝鮮大学校を卒業した人でなければならず、朝鮮学校関係者によ

ると今まで韓国の大学に留学して朝鮮学校の教員になった者は 1 名のみで、数年に渡っての

本人の熱い要望が通ったきわめて例外的なケースであったという。参考までに該当人物はオー

ルドカマーで、現在は教員を辞めている。 

169  2010 年に韓国の国立国語院主催で開催された「남북 언어 통합과 재일동포 언어 

국제학술대회(南北言語統合と在日同胞言語国際学術大会)」の総合討論の際の在日コリアン

の言葉を研究している金美善さん(ニューカマー1世)の発言によると、数回にわたって朝鮮学

校に朝鮮語を教えるボランティアはできないかと願い出たがすべて断られたという。 
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妥当な意見のように見える。しかし、これは朝鮮学校コミュニティの言語様相を具体的に把

握できていないことから出される意見であると考える。朝鮮学校コミュニティの構成員、特

に本言語資料の主な話者である朝鮮学校の教員と生徒は、朝鮮語で日本語を除くすべての

科目を教え、また学べるほど上級レベルに達していることを考慮していないのである。朝鮮

学校コミュニティと同等なレベルの日本人朝鮮語学習者ならば、「무엇mwues何」とその縮約

形「뭐mwe」、「그것이kukesiそれが」とその縮約形「그게kukey」のように初級レベルで学ば

れるほど広く使用されている縮約形についてはすでに熟知済みで使い慣れている場合がほ

とんどであろう。国立国語院が制作した世宗学習者話し言葉コーパスを確認しても、上級レ

ベル(TOPIK韓国語能力試験 5～6級相当)の日本人学習者(日本国籍の日本語母語話者)が「指

示代名詞/形式名詞+助詞」の非縮約形を使用しているのは 15.1%(5/33回)に過ぎない。明ら

かに朝鮮学校コミュニティとは様相を異にしているのである。 

ただし、韓国で構築されている学習者コーパスは規模が小さいものしかない。そのため、

日本人朝鮮語学習者の朝鮮語と本格的に比較調査を行うことは現段階では難しい。日本語

を母語とする、日本国籍の日本人学習者のうち、朝鮮学校コミュニティと同程度のレベルと

判断されるTOPIK韓国語能力試験 4～6 級程度 170の学習者の朝鮮語のデータと比較すること

が必要になるが、これらの作業は今後の課題として残しておきたい。 

7.7. 本章のまとめと今後の課題 

以上、7点のドキュメンタリー資料と 7個の授業談話を用い、朝鮮学校コミュニティにお

ける話し言葉での「非縮約形」の多用現象を検証し、その原因について考察を試みた。その

結果、朝鮮学校コミュニティでは友達同士の雑談のようなカジュアルな場面においても非

縮約形が多く使用されていることが確認できた。また、その背景には朝鮮学校において長年

続けられてきた書き言葉中心の教育と、朝鮮学校コミュニティ独自の継承・再生産システム

が存在していることも改めて確認した。本章で明らかになった言語事象の詳細は、次のとお

りである。 

 

1) 韓国で非縮約形と縮約形の対立がある項目において、朝鮮学校コミュニティでは非

縮約形を話し言葉でも多用する傾向が強い。 

2) 特に「마음maum」「때문에ttaymuney」「제일ceyil」「너무nemwu」「그리고kuliko」

「것으로kes-ulo」「것에kes-ey」「나는na-nun」「저는ce-nun」「우리를uli-lul」

「그렇지kuleh-ci」の場合、縮約形の使用はまったく確認されておらず、非縮約形

のみが使用されている(総出現回数が 5回未満のものを除く)。 

                                  
170 朝鮮学校の生徒の朝鮮語レベルについては、本論文の 2.3節を参照されたい。 
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3) 韓国と共和国の辞書の両方に見出し語として登録されているほど使用が一般化さ

れている縮約形の場合は、朝鮮学校コミュニティの話し言葉においても多用されて

いることが多い。 

4)「人称代名詞+所有格助詞」「疑問代名詞+助詞」「疑問代名詞+コピュラ」「用言の語幹

+冠形詞形転成語尾」の構造は、ほかの構造に比べて縮約形の使用率が高い。 

5) 非縮約形と縮約形でパッチムの有無が異なる場合 (「이것ikes/이거ike」

「그것kukes/그거kuke」「무엇mues/뭐mwe」)、例外的に縮約形のほうがより多く使

用される。 

 

こういった現象は、朝鮮学校の生徒のみならず、中高年の教員や父母の発話でも頻繁に観

察されるため、すでに一種の「社会方言」として定着してきている可能性も考えられる。ま

た、同じく朝鮮語・日本語バイリンガルである「在日コリアン・ニューカマー(2世以降)」

や「日本人朝鮮語学習者」などには見られない特徴でもあるので、朝鮮学校コミュニティ独

特の言語現象とも言えよう。 

ただし、場面の格式度(フォーマルな状況かカジュアルな状況か)による使用頻度の違い

はないか、朝鮮学校の教科書においては各項目がどのくらいの出現率を見せているかなど

を確認する必要があり、さらなる検証によって、より詳細にわたって事象の把握が可能にな

るであろう。ほかにも、多用される非縮約形とそうでない非縮約形の違いは何であるかにつ

いて、音韻論的な分析(言語内的要因)を試みる必要もあるが、このことは今後の課題とした

い。 

次に、この章の結果はあくまでも本言語資料にもとづいての結果であり、言語資料の特性

によってまた異なる結果が出る可能性もあることを念頭に置かなければならい。たとえば、

本論文で言語資料として用いている授業談話は「中級部」と「高級部」の授業から成ってい

るが、幼稚班や初級部の授業ではよりくだけた言い方がなされている可能性がある 171。た

だ、フォリナー・トークやティーチャー・トークの典型的な特徴の中で縮約形をあまり用い

ないということがあるので、朝鮮語のレベルが低いほど非縮約形の使用が多くなる可能性

も高い。そのため、今後は小学校の授業談話も分析の対象とし、さらには授業談話ではない、

よりカジュアルな場面での談話資料を追加して再度検証する計画である。 

また、共和国のコーパスも同時に確認することで共和国の朝鮮語の影響についても分析

するのが最良の方法だが、現在韓国で構築されている共和国の話し言葉コーパスは一般に

公開されていないうえ 172、筆者個人の力で共和国の話し言葉コーパスを構築することは不

可能であるため、今回は共和国との比較はできていない。共和国の研究書籍や論文などを求

                                  
171 朝鮮学会の発表の際に、生越直樹先生から指摘いただいた内容である。 

172 韓国の国立国語院で構築されているものはあるが、著作権の関係で研究者を含む一般には公

開されていない。 



 

187 

めることさえもきわめて困難な状況であることを考え、共和国との言葉との比較は今後の

課題として残しておきたい。 

最後に、先行研究では「書き言葉体の話し言葉化」という表現が主に使われているが、そ

の「文語体(書き言葉体)」の基準は韓国か共和国を基準とするものであるため、果たして朝

鮮学校コミュニティの言語現象を指すために用いるに適切な表現かについては疑問が残

る。なぜなら、朝鮮学校コミュニティではまた別の独自のルールが存在し、共有されている

可能性も考えられ、韓国と共和国で「書き言葉的」であると認識されるものが朝鮮学校コ

ミュニティでは「中性的」または「話し言葉的」であると認識されている可能性も十分にあ

るからである。本章の調査結果でも、非縮約形が話し言葉で広範囲に使用されていたのは事

実であるが、ある語彙においては縮約形と非縮約形の対立がはっきりと存在し、時には縮約

形の方がより多く使用される場合もあった。これは朝鮮学校のコミュニティでも「縮約形」

と「非縮約形」の区別が厳然と存在するが、基準が韓国と共和国と異なっているだけかもし

れないことを示唆している。したがって、筆者は「文語体の口語化」という曖昧な表現は避

け、より具体的に「話し言葉における非縮約形の多用」「話し言葉における書き言葉的な語

の多用」という表現を用いることを提案する。 
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第 8 章 表現構造の名詞志向性 

8.1. はじめに 

同じ内容をもっても、言語によって表現される方式はさまざまである。これと関連し寺村

(1975)は「対象となっている事象は同じでも、言語によって、その捉え方が違う―たとえば、

何を主体と見なすかとか、肯定面から言い表すか否定面から言い表すかとか、能動的に表す

か受動的、または「自然にどうこうなる」というように表すかとか―」(p.150)と述べてお

り、非母語話者の使用する日本語に不自然さを感じるのは「「文法的に正しいか正しくない

か」「正しく語が選ばれたか」ということを超えて、同じ(?)事象・心象を言い表すのに、言

語によって違いがある、言い換えれば、その事象・心象の‘つかみ方’が違う」(p.160)た

めであると説明した。国広(1982:4)も「一言語の中ではごくふつうであっても、他言語のふ

つうの表現と対照すると、そこにいちじるしい構造上の相違が現れてくることがある」と述

べている。 

これは一見似ている点が多いように見える朝鮮語と日本語に対しても言えることであ

り、両言語は欧米の諸言語と比べると「動詞を中心とする言語」の部類に入るが、具体的に

見ると程度や傾向性などに少なくない違いが見える。金恩愛(2003)は、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、日本語はより名詞志向的(nominal-

oriented)であると指摘しており、ほかの研究においても以下のような言及が見つかる。 

「日本語では、名詞の潜在的な動詞性が比較的容易に名詞述語に継承されるが、朝鮮語で

は困難である。」(井上・金河守 1998:458) 

「日本語の場合、表現上、簡潔で含蓄的な名詞表現をもっとも中心的なものとして認める

ことができ、これに、それぞれの動詞表現も許容されるものと考えられる。これに対して

韓国語では、名詞表現は自然な表現として受け入れがたい場合が多く、名詞の意味の実現

に伴う動詞表現にしてはじめて、座りのいい自然な表現になるという、表現上の制約が見

られる。即ち、日本語の場合、それぞれの名詞が表す、行為や動作、作用、状態、現象な

どの意味を名詞表現でもって静的に捉えようとする傾向があるのに対して、韓国語の方

は、事態をできるだけ動詞表現でもって動的に捉えようとする傾向が強いように見受け

られる。」(林八龍 2004:214) 

朝鮮語と比較して日本語は名詞をもって事態を表現する頻度が多かったり、その使用範

囲が広かったりするのである。では、日本語の影響を強く受けている朝鮮学校コミュニティ
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の朝鮮語の場合、その表現構造はいかなる様相を見せるだろうか。筆者はこれまで朝鮮学校

や在日コリアンの同胞関連行事などに幾度も足を運んできたが、朝鮮学校コミュニティで

朝鮮語による名詞的表現、つまり「名詞志向的な朝鮮語」が使用されることをしばしば耳に

してきた。さらに、本論文の言語資料を整理する際も同様の現象が確認され、それが彼らの

朝鮮語使用の特徴のひとつとなり得る可能性が考えられる。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することで、本章を後続研究のための試論

としたい。 

さらに、「同一の事態を表現するに当たり、異なる表現構造を持つということは、事態把

握において異なる認知構造を持っているということを意味する」(조은숙 2007:286)ため、

その差がどのようになっているかを具体的に把握するのは非常に重要だといえるだろう。

表現構造というのは、文法的な間違いや誤用とは違い、「自然さ」の程度、「違和感」の程度

と関連しているもので、考え方や認識・思考の構造が深くかかわっていると考えられる。つ

まり、朝鮮学校コミュニティの名詞的表現について調べることは、朝鮮学校によるバイリン

ガルの認知構造がどのように形成されているか、どちらの言語が優勢になっているかを垣

間見ることができるひとつの判断材料となり得るという点で価値があるであろう。 

8.2. 名詞的表現とは 

名詞的表現 173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」(林八龍 2004:212)または「名

詞が文の意味の中心となる表現」(장회견 2017:36)のことを言う。たとえば、友達の女性が

ダンス上手であることを教えたい場合、英語では“She dances well.”のように動詞をもっ

て表現することもできるが、“She is a good dancer.”のように名詞をもって表現すること

もできる。また、昨日の夜に土砂降りの雨が降ったことについて話題を振るとき、日本語で

は「昨日は雨がたくさん降りましたね」のように表現することもできるが、「昨日はすごい

雨でしたね」のようにも言える。ほかにも、子供が母の具合が悪いことを心配してお皿洗い

をしてくれたとしたら、朝鮮語では「아이구, 기특해라~(あら、えらいね~)」のように褒め

ることもできるが、「아이구, 기특한 것!(あら、えらい子ちゃんね!)」のようにも言える。

いずれも前者のほうが「動詞的表現」で、後者のほうが「名詞的表現」に該当する。 

このように名詞が名詞本来の機能を通り越して動詞と形容詞のように状況・動作・属性な

                                  
173 本章における「名詞的表現」という用語での「名詞」とは、「体言」のことである。また、「動

詞的表現」という用語での「動詞」とは、形容詞も含む「用言」のことを意味する。厳密には

それぞれを区別すべきであるが、先行研究の用語が広まっているため、訂正せずにそのまま

「名詞的」「動詞的」と表現することにする。 
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どを言い表す現象は、多くの言語で観察される。例として挙げた英語、日本語、朝鮮語のみ

ならず、フランス語や中国語などでも類似の現象が報告されている。ただ、こういった名詞

的表現が主にいかなる場合に使用されるか、どの程度の頻度で使用されるかなどは、言語ご

とにかなりの違いがある。ある事態を表現する際に動詞的表現がより好まれる言語がある

反面、名詞的がより好まれる言語もある。前者を「動詞中心言語(Noun-oriented Language)」、

後者を「名詞中心言語(Verb-oriented Language)」と呼ぶ。そして、言語類型論的な観点か

らの従来の研究では、朝鮮語と日本語を含むアジアの諸言語に比べ、英語を含む欧米の言語

で名詞の活動領域が広いことが指摘されてきた。 

「西欧の言語が名詞中心構文であるのに、日本語は動詞中心の性格がつよい。」(外山

1973:10) 

「西欧文は名詞を中心として展開して行く構造であるのに対して、日本文は用言を中心と

して展開して行く構造である。」(柳父 1979:44) 

「英語の動詞中心的性格と韓国語の動詞中心的性格(…中略…)韓国語は英語で名詞形と

して表現された部分を動詞で羅列して表現したほうが自然な言語」(이영옥 2002:65、拙

訳) 

「欧米型言語が名詞を核として主語と述語の関係を明確にするという意味で名詞中心言

語であるとするならば、日本語は命題を統括する述部において名詞が多様に用いられる

という意味で名詞志向的な一面を持つ言語であるといえる。」(新屋 2014:16) 

しかし、こういった区別は多くの言語を対象にすることから、グループ内の言語間の違い

を過小評価せざるを得ないという点で問題がある。実際、いろいろな先行研究から同じこと

が指摘・検証されてきた。前述したとおり、朝鮮語と日本語は動詞中心言語の部類に属しな

がらもその表現構造において名詞を用いるか、動詞を用いるかに関する頻度と選好の程度

の面で違いを見せる。先行研究を参考に、そういった違いが現れる例を作成すると、以下の

表 87のとおりである。 
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表 87 日本語の名詞的表現と朝鮮語の動詞的表現の例 

日本語の名詞的表現 朝鮮語の動詞的表現 

昨日はすごい雨でしたね。 

어제는 엄청난 비였지요(?). 

(直訳：昨日はすごい雨でしたね)/ 

어제는 비가 엄청나게 내리더라고요. 

(直訳：昨日は雨がすごく降りましたね) 

一人暮らしの人におすすめの 

楽しい休日の過ごし方をご紹介! 

혼자 삶 사람에게 추천의  

즐거운 휴일 보내기 방법을 소개!(?) 

(直訳：一人暮らしの人におすすめの 

楽しい休日の過ごし方を紹介!)/ 

혼자 사는 사람에게 추천하는, 

휴일을 즐겁게 보내는 방법을 소개합니다! 

(直訳：一人で住んでいる人にすすめる、 

休日を楽しく過ごす方法を紹介します) 

 

このように、日本語の名詞的表現の中には、同じ表現構造では朝鮮語で言い表せないもの

が多い。以下では、これらに関する先行研究をまとめたのち、在日コリアンの発話の中で名

詞的表現と考えられるものについて記述していきたい。 

8.3. 先行研究 

朝鮮学校コミュニティを含め、在日コリアン・オールドカマーによる朝鮮語使用の中で

「名詞的表現」が観察されるとの報告は、管見のかぎり見当たらない。しかし、本論文の研

究対象は在日コリアン・オールドカマー3世以降であり、彼らは基本的に日本語が第一言語

であることを考慮すると、日本語においてどのような名詞的表現が使用されており、それら

が韓国の朝鮮語の表現構造と異なっている点は何かについて知る必要がある。そのため、以

下では朝鮮語と日本語の両言語において「名詞的表現」の様相と傾向の違いに関する対照研

究についてまとめることにする。 

まず、梅田(1982)と梅田・村崎(1992)では日本語の名詞的表現の中で朝鮮語に直訳するこ

とが難しい表現があることが初めて指摘されている。たとえば日本語の「いい天気だ(좋은 
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날씨다cohun nalssita)」のような「完全名詞文 174」は朝鮮語に直訳できないとし、朝鮮語

では「날씨가 좋다nalssika cohta(天気がいい)」のような「自形容詞文 175」で言わなけれ

ばならないとの短い記述が見つかる 176。ただ、これらの研究はいずれも朝鮮語と日本語の

文構造の相違について概観するものであったため、それ以上の検証や分析は行われていな

い。その後、林八龍(1995)は「日本語の名詞的表現」対「朝鮮語の動詞的表現」という図式

を初めて提案し、国広(1967:133-136)の「表現構造」という概念を取り入れて名詞述語文以

外の名詞的表現について包括的に紹介した。 

塚本(1997:197-200)では、梅田(1982)と林八龍(1995)で言及のなかった「ひかり号が静岡

駅を通過後に… (?히카리호가 시즈오카역을 통과 후에 hikhalihoka sicuokhayekul 

thongkwa hwuey)」と「書庫の本を{帯出/持ち出し}の際に(*서고의 책을 대출 때(에) 

sekouy chaykul taychwul ttay(ey))」類の例文を挙げながら、「～後(に)」「～中(に)」「～

の際[折]に」を用いて時間を表現する際に朝鮮語では統語的語形成が難しいと指摘されて

いる。しかし、いずれもやはり具体的な分析が不足している点で限界がある。 

井上・金河守(1998)では名詞述語の機能の違いに焦点を当て、朝鮮語と日本語において

「名詞述語(名詞(句)+判定詞 177(だ/이다ita)」の構造が動詞的または形容詞的に使用でき

るか否かについて比較考察を行っている。日本語の「まもなく東京駅に到着です(?곧 

동경역에 도착입니다)」のような「動作性名詞+だ」タイプと、「あの人は健康だ(?저 사람은 

건강이다 ce salamun kenkangita)」のような「形容詞性名詞+だ」タイプの構文は朝鮮語に

逐語訳すると不自然になることを例として挙げながら、朝鮮語では動詞性名詞と形容詞性

名詞のどちらも機能動詞「하다hata(する)」が後ろに来なければならないことを指摘した。

さらに、文末名詞文のうちに「太郎は今にも倒れそうな表情だ(타로는 금방이라도 쓰러질 

                                  
174「完全名詞文」が何かに関する説明は、梅田(1982)と梅田・村崎(1992)では見当たらない。た

だし、梅田・村崎(1992:55)における「完全形容詞文」の定義を参考に「完全名詞文」の意味

を推測すると、「いかなるNP(名詞句)も要求せず、それだけで文を構成することができる名詞

を核とする述文節からなる文」であることがわかる。なお、生越(2002)における「［A+N］構文」

という概念も「完全名詞文」と同じ概念であると考えられる。主語がなく形容詞の修飾成分を

伴う名詞文のことを表すという点で一致するためである。 

175「自形容詞文」とは、梅田・村崎(1992:54-55)の説明によれば「形容詞が表す状態の主体とな

るNPをひとつ要求する形容詞を核とする述文節(AP1)」のことであり、「ほとんどの形容詞はこ

の文型をとる」という。 

176 これに関しては、のちに生越(2002)と生越(2019・2020)によっても指摘されることになるが、

朝鮮語においても「完全名詞文(A+N構文)」は存在する。ただ、「음~ 맛있는 냄새! um~ 

masissnun naymsay(美味しい匂い)」「요 기특한 것! yo kithukhan kes(このかわいい奴)」

「좋은 아침입니다! cohun achim-ipnita(いい朝ですね;「おはようございます」という意味)」

のように、非常に限られた場面において定型表現として使用されることがほとんどである。 

177「繋辞」「コピュラ」「指定詞」と同じ概念である。当該項目のどの特徴を重視するかによって

いろいろな呼び名がある。 
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것 같은 표정이다 thalonun kumpangilato ssulecil kes kathun phyocengita)」のように

名詞と連体修飾節が「内容-側面」という「外の関係」にある場合は、朝鮮語に直訳しても

自然な文とになることを明らかにした。「今日はいい天気だ(?오늘은 좋은 날씨다 onulun 

cohun nalssita)」のように名詞と連体修飾節が「対象-属性」という「内の関係」にある場

合は、朝鮮語では名詞的表現にできないとしている。なお、これらの事象の原因としては「韓

国語は、統語的にも意味的にも、名詞述語内の名詞(句)の独立性が日本語よりも強い」(井

上・金河守 1998:469)ためであると説明した。 

生越(2002)は、日本語と朝鮮語における「きれいな花!」のような「主語なし名詞文」の

意味機能と使用条件について比較考察を試みた。特に、主語がない名詞文のうち、文末の名

詞を形容詞・形容動詞が修飾する構造の「[A+N]構文」に焦点を当てており、日本語と朝鮮

語における[A+N]構文は[発見]と[驚き]の用法を持ち、いずれもある事物の状態の変化が問

題となる状況では使いにくい点で一致することを明らかにした。ただ、使用条件の面におい

ては朝鮮語のほうがより厳しく制限されており、①話し手の判断を含まない客観的な描写

をする場合、②何を話題にしようとするのかが、話し手と聞き手の間であらかじめ了解され

ている場合の 2つの使用条件を満たす場合のみに[A+N]構文の使用ができることを指摘して

いる。また、このように日本語においてより広範囲に名詞的表現が使用される理由として、

間接的な表現が好まれる文化の影響があるのではないかと推測している。「花がきれいだ!」

のような動詞的表現は感情や判断の主体が明確に現れてしまうが、「きれいな花!」のような

名詞的表現はそれを避けられるというのである。さらに生越(2019)では、こういった現象の

背景について追加的な考察を行っており、2つの可能性を新たに提示している。具体的には、

①日本語では目の前の状況を既知の情報として対話を進める反面、朝鮮語では目の前にあ

るだけでは既知の情報として認めないこと、②日本語では名詞と動詞の壁が低い反面、朝鮮

語では名詞と動詞の壁が高いことが関係していると述べた。 

金恩愛(2003)は、従来の研究が研究者の主観的感覚によって行われることで客観性に欠

けるとし、日本語の名詞的表現が朝鮮語の翻訳テキストでどのような表現構造として表れ

るか定量調査を試みた。その結果、主語・目的語・修飾語・述語かによって朝鮮語の翻訳テ

キストで名詞的表現として表れる比率は異なるものの、日本語が朝鮮語より相対的に名詞

構造を志向する傾向が著しいことを明らかにした。ただ、日本語の名詞的表現のすべてが朝

鮮語で動詞的表現として表れるわけではない点は、こういった表現構造があくまでも「相対

的」なものでしか語られないことを示唆してくれる。また、分析に用いられた翻訳テキスト

というのは、やはり翻訳者一個人が考える「自然な朝鮮語」である点で限界を持つ。 

林八龍(2003・2004)では金恩愛(2003)の研究方法と分類方法に疑問を呈し、朝鮮語に直訳

することが難しい日本語の名詞的表現をその特性によって種類分けし、それぞれの表現構

造の違いの原因を究明した(表 88参照)。定量的分析は行われていないが、これまで漠然と

した断片的記述しかなかったものを、初めて網羅し類型化したことに意義があるといえよ

う。  
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表 88 朝鮮語と表現構造の異なる「日本語の名詞的表現」の種類 

（林八龍 2004をもとに一部改編） 

名詞的表現の類型 該当する名詞的表現の例 

①  

造語上 

の特徴 

㋐ 日本語の動詞の連用形の名詞化に 

よる、単語の文法的な運用の側面 

今、会社の帰りですか。 

頭の働きがよくなるんだそうです。 

部長のおごりです。 

㋑ 語構成の側面 

早寝早起きは体にいいです。 

すぐ前が公園なので、風通しがいいですし、 

部屋が南向きだから日当たりがいいですよ。 

②  

品詞上 

の特性 

㋐

 

名

詞

表

現

に 

よ

る 

場

合 

ⓐ 名詞の意味の具体化、あるいは、

実現の際、基本的にそれに相応する

動詞を必要とする場合 

外は雨です。 

あのめがねの方は誰ですか。 

ⓑ「有無・存在・所在」の意味を 

表す「いる・ある」類の動詞を 

必要とする場合 

授業は毎日です。 

田舎の母から手紙が来ました。 

ⓒ 名詞の「する」動詞化、あるいは

「～をする」動詞化による場合 

おはようございます。ジョギングですか? 

あの長い髪の毛の少女は、だれですか? 

賛成の人は署名してください。 

ⓓ「なる」動詞による状況の説明を必

要とする場合 

もう時間です。 

もう、年です。 

ⓔ 文脈や状況の説明に動詞の補足

を必要とする場合 

駅から何分ですか? 

[エレベーターに乗るとき] 上ですか。 

[郵便の配達員が] 郵便です! 

㋑ 助詞表現による場合 

買い物に出かけましょう。 

これは母からのプレゼントです。 

田中さんへの贈り物は何にしましょうか。 

㋒ 副詞表現による場合 
母はかなりの年です。 

食事まだの人、手を上げてください。 

③ 発想に

よる表現

上の特性 

(※生越直樹の言う) 

文末名詞文 

本当にきれいな料理。 

すごい行列だな。 

④  

待遇法の 

表現上の 

特性 

㋐「お(ご)+漢語名詞+です」 
教員は週末にご出発ですか。 

入場券をご購入ください。 

㋑「お(ご)+漢語名詞」 
田中さんのご趣味はなんですか。 

ここにお名前とご住所をどうぞ。 

㋒「お+固有語動詞連用形+ですか」 

「お(ご)+固有語動詞連用形 

+くださる」 

何番におかけですか。 

お決まりですか。 

よろしくお伝え下さい。 
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조은숙(2007・2009a・2009b)はこのような現象のより根本的な原因は「認知構造」の違い

にあると見て、認知言語学の側面からの分析を試みている。具体的には、言語ごとに 20代

から 40 代までの男女 50 名程度に対して多肢選択式問題の談話完成タスク(Discourse 

Completion Task)を実施し、同じ状況において各言語の母語話者が動詞的表現を選ぶ比率

とその原因について分析した。その結果を見ると、朝鮮語母語話者が動詞的表現を選ぶ比率

は 87.8%、日本語母語話者が動詞的表現を選ぶ比率は 44.2%で、朝鮮語が日本語に比べて動

詞的表現を使用する傾向が強いことが検証された。ただし、その原因については、同じ類型

の表現構造であっても文によって動詞的表現を選択する比率にばらつきがあることを根拠

に、先行研究における形態・統語論的説明は説得力が不十分であるとし、両言語の認知構造

の違いに注目している。具体的には以下の表 89のような認知構造の違いが影響を及ぼすこ

とを明らかにした。たとえば、日本語で「N+A」構文が多く使用されるのは、事態をひと

つの塊として把握しようとする事態認知構造に起因しており、それは日本語が朝鮮語に比

べて「モノ化(reification)」する傾向が強い言語であるためだと説明している(図 23参照)。

また、朝鮮語は動詞的表現を選ぶ比率が一定の水準を保ちながら高い反面、日本語は個々の

話者の事態認識の違いによって表現構造も異なってくる結果が出たことから見て、日本語

は非常に流動的な視点構造を持っているということも指摘している。 

 

表 89 朝鮮語と日本語の類型対照  

(조은숙 2009a:207より転載、訳は筆者による) 

類型 朝鮮語 日本語 

表現構造 動詞的表現構造 名詞的な表現構造 

認知構造 

複合非時間的な関係 
(complex atemporal relation) 

単純非時間的な関係 
(simple atemporal relation) 

連続的スキャニング 
(sequential scanning) 

一括的スキャニング 
(summary scanning) 

視点構造 

動的視点構造 静的視点構造 

固定的視点構造 流動的視点構造 

具象言語 抽象言語 
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図 23 朝鮮語と日本語の類型対照(조은숙 2007:293をもとに再作成) 

 

堀江(2009)は認知類型論の観点からこの現象について触れており、塚本(1997)における

「ひかり号が静岡駅を通過後に…(?히카리호가 시즈오카역을 통과 후에)」の例文は「両

言語が執着型言語という類型論的な共通性はあるものの、日本語の方が「名詞」と「動詞」

の形態的区別に関して相対的により連続的であり、韓国語の方がより非連続的であるとい

う対比があることを示唆(堀江 2009:111)」すると述べ、これが両言語の名詞志向構造と動

詞志向構造に影響すると説明している。 

最新の研究である生越(2019・2020)では、生越(2002)における議論の続きとして「[A+N]

構文」のほかにも「名詞止め文 178」全体を対象にし、両言語における構文のパターンを①

「名詞(句)(ハ/는nun)名詞(句)」、②「連体修飾語+名詞」、③「連用修飾語+名詞」、④「名

詞(疑問詞/数詞)一語」の 4つに分けて比較考察した。その結果、日本語ではどの構造もか

なり自由に使用されているのに対し、朝鮮語は題述構造を持つ「名詞(句)(ハ/는nun)名詞

(句)」の形は使用例が少なく、構造も単純であることと、感嘆などを表す「形容詞+名詞」

の形も固定的な定型表現として使用されることがほとんどであるとこを新たに指摘した。

また、そういった背景には「場面や文脈の支えの如何」が関係していると見て、両言語の事

態把握の違いが反映している可能性について触れている。 

上記の先行研究で共通に指摘されることは、ある構文自体が朝鮮語と日本語のどちらか

一方ではまったく現れないということはあまりないが、朝鮮語の「ある名詞的表現が自然で

あると容認される範囲」が日本語に比べてきわめて狭く、限られた使用条件下でしか使用さ

れないことが多いということである。したがって、以下では上記の先行研究の結果を参考に

しながら、朝鮮学校コミュニティで使用されている朝鮮語の表現構造が韓国の朝鮮語のそ

れとはどう異なるかについて論じていきたい。 

                                  
178 ここで「名詞止め文」とは、聞き返しや表現の言い直しなどで使われる名詞表現を除く、コ

ピュラを伴わずに名詞のみで終わる文のことをいう。 
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8.4. 研究方法 

8.4.1. 調査方法 

本論文の言語資料で在日コリアンの朝鮮語ベースの発話のうち、名詞的表現が使用され

ている発話をすべて取り出した。その後、韓国の京畿道地域出身の 30代前半の朝鮮語母語

話者(20 代中盤まで京畿道居住)である筆者の内省により、判断が曖昧な場合も含め、ほん

の僅かでも違和感を覚えるような名詞的表現をさらに絞りだした。すべての名詞的表現を

扱わずに韓国の朝鮮語母語話者にとって不自然に感じる発話のみを扱う理由は、朝鮮学校

コミュニティ特有の特徴を浮き彫りにするためである。そもそも朝鮮語で名詞的表現が使

用されることが少ないというのが大前提ではあるが、それにもかかわらず韓国と朝鮮学校

コミュニティで同様に使用される名詞的表現があるのであれば、それは朝鮮語そのものの

特徴であるとみなすことができよう。本論文は朝鮮語という言語自体の特性について考察

するものではないため、そういった場合は本研究の関心対象とはならない。最終的に抽出さ

れた発話は有意味な量的分析が可能なほどの数ではなかったため、以下では言語資料にお

いて 2 回以上出現している発話を対象に、それらの特徴について韓国の朝鮮語と比較しな

がら個別に考察していく。 

考察する際は、韓国の京畿道地域出身の朝鮮語母語話者にとってより自然に感じる発話

例と比較することで、それぞれの特徴をより鮮明にすることを目指す。また、「韓国の京畿

道地域出身の朝鮮語母語話者にとってより自然に感じる発話例」は、便宜上「韓国規範語」

と表記することにする。現代韓国の規範語は「標準語」という名称で呼ばれており、基本的

に首都であるソウルの言葉(ソウルと仁川を含む京畿道方言、広くは忠清道と黃海道までを

含む中部方言)をもとにして作れられているため、伝統的な京畿道方言とは多少異なる点も

あるが、概ね一致するためである。 

 

8.4.2. 名詞的表現の分類方法 

朝鮮学校コミュニティにおける名詞的表現の分類は以下の表 90のように、①発話文にお

ける名詞的表現の位置、②名詞的表現の表現構造、③名詞的表現の中の名詞の種類の 3つの

基準をもとに分類することにする。参考までに「位置」という基準は金銀愛(2003)から、構

造の種類という基準は김현아(2007)と미야지마(2019)で使用された用語であるが、具体的

な分類はそれらと少し異なっている。独自の分類基準を設けたのは、先行研究における名詞

的表現の分類はいずれも「日本語」を基準に設定したものとなっており、同じ分類で朝鮮語

の名詞的表現を当てはめるには難があるうえ、日本語の影響を受けた朝鮮語の名詞的表現

の分類にはさらに不適切であると判断したためである。 
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表 90 朝鮮学校コミュニティによる名詞的表現の分類 

位置 構造の種類 名詞の種類 論文中の該当箇所 

述部 

N+コピュラ(이다 ita) 
一般名詞 8.5.1.1 

形式名詞179 것 kes ＜文末名詞化構文＞ 8.5.1.2 

～N ＜名詞止め文＞ 

一般名詞 8.5.2.1 

疑問代名詞 8.5.2.2 

形式名詞 것 kes 8.5.2.3 

N1+所有格助詞(의 uy)+N2 8.5.3 

非 
述部 ～N 

形式名詞 것 kes ＜分裂文＞ 8.5.4.1 

用言の名詞形 기 ki 8.5.4.2 

 

なお、次節で日本語の影響について考察する際に日本語の名詞的表現を例として挙げる

ことがあるが、その際の「名詞(的)」の基準は金恩愛(2003)を参考にしている。そのため、

「名詞」のほかに「形容詞的な名詞―形容動詞」「副詞的な名詞―名詞的なふるまいをする

副詞」「動詞的な名詞―動名詞(verbal noun)」の 3つも名詞の範疇に入れていることに留意

されたい。詳しくは以下の表 91のとおりである。 

 

表 91 語構成の観点を加味した本論文における名詞(体言)の下位範疇 

(金恩愛 2003:8より転載) 

名詞(体言) 単純語 
合成語 

派生語 複合語 

名詞的な名詞 雨、顔、鈴木、私、だれ 食事中、私たち、小顔 青空、年上、待ち時間 

形容詞的な名詞 元気、奇麗、ぎりぎり 無縁、不要、白さ、なし 買物上手、ほめ上手 

動詞的な名詞 帰り、思い、約束、仕事 言い方、探し物、ご存知 恩返し、お姉さん思い 

副詞的な名詞 まだ、あまり、せっかく 

                                  
179 先行研究の引用における用語は原著のままになっているため、混乱を防ぐために用語の整理

をしておく。韓国の朝鮮語学では「依存名詞」という用語を、共和国の朝鮮語学では「不完全

名詞」という用語を主に使用しているが、本研究では日本語学で言う「形式名詞」という用語

に統一して使うことにする。参考までに「依存名詞」と「不完全名詞」という用語は冠形語の

修飾を必要とする統語論的特徴に焦点を当てたものであり、「形式名詞」という用語は形式的

な意味を持つという意味論的特徴に焦点を当てたものである。 
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8.5. 研究結果 

8.5.1. 「N+コピュラ」 

8.5.1.1. 一般名詞による名詞的表現 

8.5.1.1.1. 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「감kam(感)/기분kipwun(気

分)/마음maum(心)」などの感情類名詞 180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、韓国の朝鮮語の場合は感情類名詞がコピュラを

伴って述部に来ることはめったになく 181、「이상한 느낌이 들다 isanghan nukkim-i 

tulta(変な感じがする)」「안타까운 마음이 들다 anthakkawun maum-i tulta(やるせない

気持ちになる)」のように「들다tulta(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 kes kathta(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。本論

文の言語資料を見るかぎり、朝鮮学校コミュニティでは「～는 감/기분/마음nun 

kam/kipwun/maum+이다ita(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、韓国の朝鮮語母語話者に

は違和感を覚えさせる(例 8-1参照)。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。 

ただ、韓国の国立国語院が制作した『朝鮮語学習者コーパス』(한국어 학습자 

말뭉치https://kcorpus.korean.go.kr/)において「～는 감/기분/마음nun kam/kipwun/ 

maum+이다ita」を日本人朝鮮語学習者が使用する例は一度も見当たらない。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いえるのである。日本語を母

語としている点では、朝鮮学校コミュニティの人も、日本人朝鮮語学習者も一緒であるはず

                                  
180 ここで「感情類名詞」とは、「感情」そのものを指す語彙のことを意味する。「嬉しさ」「悲し

み」「激怒」などのような感情の細分類を表す語彙のことではないことに留意されたい。 

181 韓国の国立国語院が制作した世宗話し言葉コーパスにおいても、感情類名詞が述部に来てい

る例はごくまれであった。たとえば「기분kipwun」が述部に来ている例は「다 한 거 같은 

기분이야 ta han ke kathun kipwuniya(すべて成し遂げた気分だよ)」と「그런 기분이예요 

kulen kipwuniyeyyo(そんな気持ちです)」の 2つで、「마음maum」が述部に来ている例は「네 

마음이야 ney maumiya(あなたの勝手だよ)」のひとつしかない。「감kam」の場合は、述部に来

ている例はゼロである。 
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なのに、日本人朝鮮語学習者が朝鮮語を話す際にはこの表現をあまり使用しないというこ

とは、日本語以外の要素の影響があることを意味する。 

 

(8-1) a. 在日朝鮮語： 어떤    일이     있더라도   여기는    지켜주고     

etten   il-i     isstelato  yeki-nun  cikyecwuko        

どんな こと-が  あっても   ここ-は  守ってあげ   

싶다는              마음입니다. 

siph-ta-nun         maum-i-pnita. 

たい-という-連体形  気持ち-コピュラ-上称叙述語尾 

[初級部教員(女)→監督(男)/インタビュー/学校の運動場] 
  

b. 韓国規範語： 어떤   일이    있더라도  여기는   지켜주고   싶습니다. 

                       etten  il-i    isstelato yeki-nun cikyecwuko siph-supnita. 

                       どんな こと-が あっても ここ-は 守ってあげ たい-上称叙述語尾 
  

(訳：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) 

 

8.5.1.1.2. そのほかの一般名詞による名詞的表現 

そのほかの一般名詞の場合は以下の用例がすべてである。どちらも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。韓国規範語で「～별pyel(別)」

は、後ろに必ず「～별로 다르다 pyel-lo taluta(～別に異なる)」や「～별로 나누다 pyel-

lo nanwuta(～別に分ける)」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 8-2のような発話が出たのであろう。 

 

(8-2) a. 在日朝鮮語： 형식은     분조별이지?  

                       hyengsikun pwunco-pyel-i-ci? 

                       形式は     グループ-別-コピュラ-半言疑問語尾? 

[高級部生徒(男)→高級部生徒(男女)/会話/学校の廊下] 
 

   b. 韓国規範語： 형식은      분조별로        다르지?  

hyengsikun  pwunco-pyel-lo  talu-ci? 

形式は      グループ-別-に  違う-半言叙述語尾? 
  

(訳：形式はグループ別だよね?) 

 

 

 

 



 

201 

 

8.5.1.2. 形式名詞「것kes」による名詞的表現(文末名詞化構文) 

日本語のいわゆる「ノダ文」を直訳したものと考えられる「～는 것이다 nun kes-ita182」

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。このことは、該当発話の

表面に現れている構造が、両者で非常に類似していることに起因しているように考えられ

る。朝鮮語の定型表現のひとつである「～는 것이다 nun kes-ita」は「動詞の(現在)連体

形+形式名詞(것kes)+コピュラ(이다ita)」という構造を持っているが、日本語のノダ文も同

様に「動詞・形容詞の連体形+形式名詞+コピュラ」という構造を持っており、非常に類似し

ている。いずれも形式名詞にコピュラが後続する構造なのである。 

また、「本来の統語構造による意味」以外の意味としても使用される、「文法化」された形

態である点でも一致する。さらに、日本語の「ノ」も朝鮮語の「것kes」も「動詞を名詞化

させる」機能を持っている「名詞化辞」である点においても非常に類似性が高い。 

しかし、両者がすべての面において一致しているわけではなく、「것이다kes-ita」は「の

だ」より文法化が進んでいないとの研究結果(崔真姫 2005・2006;李英蘭 2013)もあり、金廷

珉(2007・2008)によれば日本語の「ノダ」のほうが朝鮮語の「것이다kes-ita」よりも意味

範囲も広くて使用頻度が高い 183)という。その影響か、朝鮮学校コミュニティでも以下の例

8-3 と例 8-4 のように形式名詞「것kes」を用いて表現する範囲が韓国規範語よりやや広く

なっていることが確認できる。 

通常、韓国規範語で「～는 것이다 nun kes-ita」は主に話者の言いたいことを強調する

ために用いられると説明される。ただし、先行研究 184によるとすべての強調表現に使用で

きるわけではなく、具体的には「해는 동쪽에서 뜨는 것이다 haynun tongccokeyse ttu-

                                  
182 朝鮮語で「用言の連体形+것이다kes-ita」の構造を持つ定形表現は 3 種類存在する。

「 것이다kes-ita 」 に 先 行 す る 用 言 の 形 態 が ① 過 去 連 体 形 「 -ㄴ/은n/eun( 動

詞)/(었)던(ess)ten(形容詞)」か、②現在連体形「-는nun(動詞)/ㄴ/은n/eun(形容詞)」か、

③未来連体形「-ㄹ/를l/lul」かによって細分化できる、それぞれが持つ意味機能は大きく異

なっている。しかし、動詞の過去連体形と形容詞の現在連体形の形が同じであるせいか、一部

の先行研究では「過去連体形+것이다kes-ita」と「現在連体形+것이다kes-ita」をひとつの項

目として扱っていることがしばしば見受けられる。この場合、いろいろな議論が混ざってしま

う可能性が高いため、「-ㄴ/은/(었)던 것이다 n/un/(ess)ten kes-ita」「-는/ㄴ/은 것이다 

nun/n/un kes-ita」「-ㄹ/를 것이다 l/lul kes-ita」の 3つは厳密に区別して分析しなければ

ならない。したがって、ここでは動詞の現在連体形「～는 것이다 nun kes-ita」のみを取り

出して扱うことにしたい。 

183 金廷珉(2007)はその理由について、「韓国語の「것이다kes-ita」における「것kes」という形

式名詞は日本語の「ノダ」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。 

184  배덕희(1989)、남기심(1991)、이남희(2004)、崔眞姫(2005 ・ 2006)、李英蘭(2013) か ら

共通的に見られる「～는 것이다 nun kes-ita」の機能を参考にしている。 
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nun kes-ita(太陽は東のほうから昇るものである)」(남기심 1991:87;日本語訳は筆者によ

る)のように「普遍の事実と規範」を述べるとき、「놀기만 하지 말고 공부도 하는 거예요 

nolkiman haci malko kongpwuto ha-nun ke-yeyyo(遊んでばかりいないで、勉強もするん

ですよ)」(李英蘭 2013:46)のように「提案や命令」をするとき、「다시 시작하는 거야 tasi 

sicakha-nun ke-ya(やり直すのさ)」(崔眞姫 2006:40)のように「決意や自分の決心を表明」

するときに限って使用されるのがほとんどである。 

しかし、以下の発話例を含め、本論文の言語資料ではこういった韓国での「～는 것이다 

nun kes-ita」の機能とは異なる機能として使用される例がしばしば観察される。おそらく

日本語のノダ文を直訳して発話されていると考えられるが、こういった名詞的表現は韓国

の朝鮮語母語話者にとっては「것kes」を抜いたほうがより自然に感じられる 185。金恩愛

(2003)も、日本語のいわゆる「ノダ文」は、朝鮮語において同じ構造を持つ「하는ha-nun(す

る)+것kes(ノ)+-이다ita(ダ)」という表現があるにも関わらず、動詞構造で現れることが多

いと分析している。日本人朝鮮語学習者においても同じ特徴が見られるかに関しては関係

論文が見当たらないため確認することはできないが、韓国の朝鮮語とはまた違う朝鮮学校

コミュニティ朝鮮語の特徴のひとつであることは確かであろう。 

 

(8-3) a. 在日朝鮮語： 확실히     말해서   勝算は  있는        것이니까. 

hwaksilhi  malhayse 勝算は iss-nun      kes-i-nikka. 

                       はっきり  言って   勝算は ある-連体形  形式名詞-コピュラ-理由 

[教員(男)→高級部生徒(男)/説教/学校の運動場] 
                          

b. 韓国規範語： 확실히     말해서    승산은  있으니까. 

                       hwaksilhi  malhayse  勝算は  iss-unikka. 

                       はっきり  言って  勝算は ある-理由 
 

      (訳：はっきり言って勝算はあるんだから) 

  

                                  
185 近代文学作品における「のだ」と「것이다kes-ita」の対応関係を調べた崔眞姫(2012)によれ

ば、「のだ」は「것이다kes-ita」よりも、朝鮮語の普通名詞「일il、길kil、말mal、말씀malssum、

짓cis、마음maum」とムード(mood)の「-다ta、-어e、-지ci、-군kwun、-네ney」に対応する

ことが多かったという。またその原因については、「韓国語の場合、形式と意味の一致を重視

し、曖昧な表現より意味が明確な名詞を使う傾向がある。そして、韓国語は、話し手の意図を

表すために「것이다kes-ita」よりムードのほうが用いられると思われる」と述べられている。 
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(8-4) a. 在日朝鮮語：큰     버스는  아직 탈   수  있는    것이지요? 

                      khun   pesunun acik tha-l swu iss-nun kes-i-ci-yo? 

                      大きい バスは まだ  乗る-可能-形式名詞-コピュラ-略待上称疑問語尾 

[教員(男)→教員(男)/会話/学校の職員室] 
 

    b. 韓国規範語： 큰     버스는   아직  탈    수   있지요? 

khun   pesunun  acik  tha-l  swu  iss-ci-yo? 

大きい バスは   まだ  乗る-可能-略待上称疑問語尾? 
 

(訳：大きいバスはまだ乗れるんですよね?) 

 

8.5.2. 述部における「～N」―名詞止め文 

「名詞止め文」は本言語資料では 45件の使用が確認され、朝鮮学校コミュニティにおい

てもっとも多く使用される名詞的表現となっている。金恩愛(2003)が指摘しているとおり、

日本語の名詞が朝鮮語の名詞に比べて述語としてより積極的に機能していることが影響し

ていると考えられる。以下で具体的な発話例をあげながら検討していく。 

 

8.5.2.1. 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で止める発話は、「形容詞(句)+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 8-5、8-6参照)。韓国の朝鮮語の場合、「나쁜 

새끼(悪い奴)」「못난 놈(ダメな奴)」な定型表現を除き、名詞止めはほとんど使用されない

点で注目に値する。生越(2019)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など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。 

 

(8-5) a. 在日朝鮮語： 학급을      하나로     묶어      나가서  해     나가자는 

hakkup-ul  hana-lo    mukke     nakase  hay    nakaca-nun 

                        クラス-を  ひとつ-に  まとめて  いって  やって いこう-という 

좋은         기회,   정말로! 

                        coh-un       kihoy,  chengmallo! 

                        いい-連体形  機会,   本当に 

 [教員(女)→教員(女)/会話/職員室] 
 

      b. 韓国規範語： 학급을      하나로   묶어       나가서  해     나가자는 

hakkup-ul  hana-lo   mukke      nakase  hay    nakaca-nun 

                        クラス-を  ひとつ-に  まとめて  いって  やって いこう-という 

좋은         기회야,                     정말로! 

                        coh-un       kihoy-ya,                   chengmallo! 

                        いい-連体形  機会-(コピュラ)-下称語尾,  本当に 
 

      (訳：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!) 
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また、8.5.1.1.1 で見た感情類名詞の中に「감kam(感)」という単語による名詞止め文も

確認される(例 8-6参照)。韓国規範語で「감kam(感)」は、「감이 오다 kam-i ota (ピンと

来る)」「～ㄴ/은 감이 있다 n/un kam-i issta (～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、朝鮮学校コミュニティにおけるこのような

使用は、韓国の朝鮮語母語話者に違和感を与える。 

このことに関しては在日コリアン自らによる指摘も見られるので、それらを参考できよ

う。まず「朝鮮新報」という在日コリアン・オールドカマー向けの新聞で記事(2017年 9月

20日付)として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)によれば

「～라는 감lanun kam(～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

る若者の間で多く使用されているという。また、雑誌『月刊イオ』(2000 年 4 月号)の「こ

こが変だよ「在日朝鮮語」」という特集記事でも、「ウリマルを喋っているつもり」の例とし

て「좋은 감 cohun kam(いい感じ)」のようにやたら「감kam」をつけることが紹介されてい

る。本言語資料では「～라는 감lanun kam(～という感じ)」という表現自体は 3回しか確認

されなかったが、今後データの量を増やし、より深く分析する必要があると考える。 

 

(8-6) a. 在日朝鮮語： 모두    친절하고     나쁜    사람이   없는            감.  

                       motwu   chincelhako  nappun  salam-i  eps-nun         kam.  

                       みんな  親切で       悪い    人-が    いない-連体形 186 感じ 

[高級部生徒(女)→監督(男)/インタビュー/寮] 
 

b. 韓国規範語： 모두    친절하고     나쁜    사람이   없는           것  같 

motwu   chincelhako  nappun  salam-i  eps-nun        kes kath- 

みんな  親切で       悪い    人-が    いない-連体形  の よう- 

았어요. 

                          ass-eyo. 

                          過去-略待上称叙述語尾   
 

(訳：みんな親切で悪い人がいない気がしました) 

 

8.5.2.2. 形式名詞「것(거)kes(ke)」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「V것(거)kes(ke)187」

の形態を持って、指示・命令を表している例も観察される(例 8-7 参照)。この場合、

                                  
186 韓国の朝鮮語学では一般的に「冠形(詞)形」という用語が使用されるが、本論文では混乱を

防ぐために日本語学の用語である「連体形」に統一することにする。参考までに、「冠形」と

いう用語は「冠詞(article)」と「形容詞(adjective)」から一文字ずつ取って作られたもので

あり、体言の前のみに来るという特性は英語の冠詞に類似しており、体言を修飾するという点

は英語の形容詞に類似しているという点からそう名付けられた。 

187 「거ke」は「것kes」の縮約形で、話し言葉でよく使用される形態である。 
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것(거)kes(ke)の前に来る動詞語尾の形態とその使用場面の 2つの面で韓国規範語とは異な

る様相を見せている。むろん韓国規範語にも形式名詞「것(거)kes(ke)」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)n/nun kes(ke)(現在連体形

語尾+形式名詞)」とは異なり、「～ㄹ/을 것(거)l/lul kes(ke)(未来連体形語尾+形式名詞)」

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)kes(ke)」の使い方は特殊であるといえよう。 

 

(8-7) a. 在日朝鮮語：오늘  내일   학생들의         등교를       소조 

                      onul  nayil  haksayn-teul-uy  tungkyo-lul  soco 

                      今日  明日   生徒-たち-の     登校-を      クラブ活動          

                        포함해가지고      일체    엄금한다는                거. 

                        phohamha-ykaciko  ilchey  emkumha-nta-nun           ke. 

                        含め-て           一切   厳禁する-引用-現在連体形  形式名詞 

[教員(男)→教員(男)/会話/学校の職員室] 
 

b. 韓国規範語： 오늘  내일   학생들의         등교를       소조 

                       onul  nayil  haksayn-teul-uy  tungkyo-lul  soco         

                       今日  明日   生徒-たち-の     登校-を     クラブ活動 

                         포함해가지고      일체    엄금하겠습니다. 

                         phohamha-ykaciko  ilchey  emkumha-keyss-supnita. 

                         含め-て          一切    厳禁する-未来(意思)-上称叙述語尾 
 

(訳：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) 

  

8.5.2.3 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(例 8-8、8-9参照)。韓国の朝鮮語では疑問代名詞(「누구nwukwu」「어디eti」

「뭐mwe」など)は、述部においてコピュラと終結語尾が結合された「-야ya」か「-예요yeyyo」

などを伴って使用されることがほとんどである(疑問代名詞「왜way」を除く)188。たとえば、

日本語の「今日の晩ごはんは何?」「昨日隣にいた人は誰?」「今度帰ってくるの、いつ?」と

                                  
188 ただし、韓国で「疑問代名詞」が名詞止め文としてまったく使用されないわけではない。次

のような場合は疑問代名詞による名詞止め文が成立する。喧嘩腰に「그래서 뭐? kulayse 

mwe(だから何よ)」「그게 왜? kukey way(それがどうした)」と言う時か、相手が急に思いもよ

らなかったことについて話題を振ってくる状況で「갑자기 왜? kapcaki way(急にどうした?)」

「그런데 그건 왜? kulentey kuken way(ところでそれは何で(聞くの)?)」と反問する時がそ

れに当たる。しかし、こういった例はきわめて限られた状況でしか使われない表現であるう

え、生産的な使い方でもないため、本論文ではあくまでも例外として扱う。 



 

206 

いった質問文を、同じ表現構造として朝鮮語に直訳するとそれぞれ「오늘 저녁은 뭐? onul 

cenyekun mwe?」「어제 옆에 있던 사람은 누구? ecey yephey issten salam nwukwu?」

「다음에 오는 거, 언제? taumey tolaonun ken encey?」のようになるが、いずれも韓国の

朝鮮語母語話者には違和感を与える表現になってしまう。前述したとおり、疑問詞の次に「-

야ya」や「-예요yeyyo」を付けた方が断然容認度が高まる。 

しかし、朝鮮学校コミュニティでは、同年代か目下の人に対して疑問代名詞のみで終わる

発話が多く観察される。日本語では「今の、なに?」のように疑問代名詞のみで文を終わら

せることが可能であり、そ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『朝鮮語学習者コーパス』において、このような使い方は日本人朝鮮

語学習者の発話で一度も見られないという点である。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いと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「韓国の朝鮮語母語話者の観点から

見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。 

 

(8-8) a. 在日朝鮮語： 이것은   뭐,  이것은   뭐? 

                       ikes-un  mwe, ikes-un  mwe?  

                       これ-は  何,  これ-は  何? 

[高級部教員(女)→高級部生徒(男女)/雑談/教室] 
 

      b. 韓国規範語： 이것은   뭐야? 

                        ikes-un  mwe-ya? 

                       これ-は  何-(コピュラ)-下称疑問語尾 
 

       (訳：これは何、これは何?) 

 

(8-9) a. 在日朝鮮語： 가장    걱정되는            동무    누구? 

                       kacang  kekcengtoy-nun     tongmu  nwukwu? 

                       一番    心配になる-連体形  友達  誰? 

[高級部教員(男)→高級部生徒(男)/雑談/教室] 
 

     b. 韓国規範語： 가장    걱정되는           친구는     누구야? 

                       kacang  kekcengtoy-nun     cinku-nun  nwukwu-ya? 

                       一番    心配になる-連体形  友達-は   誰-(コピュラ)-下称疑問語尾 
 

       (訳：一番心配な友達は誰?) 
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8.5.3. N1+連体格助詞(의uy)+N2 

「N1189+連体格助詞(의uy)+N2」の類型の名詞的表現は、「かなりの自信だね」「最近、夫の

帰りが少し遅い」などのように日本語で非常によく使用される名詞的表現であり、日本語と

朝鮮語の表現構造の相違をもっとも克明に表してくれるものでもある。林八龍(2004)では

この類型の名詞的表現をさらにいくつかに細分類(表 88参照)しているほどである。 

しかし、本言語資料では下の例 8-10を除いてこの類の名詞的表現はほとんど確認されて

いない。以下の発話例は表 88における林八龍(2004)の分類上では「②㋒副詞表現による場

合」に当たるのだが、こういう類型が朝鮮学校コミュニティで多く使用されているかどうか

はほかに例が見つからないため、不確かである。この種の名詞的表現が朝鮮学校コミュニ

ティであまり確認されないのは、ほかの名詞的表現に比べてその構造上朝鮮語との違いが

文法的な「間違い」になってしまうことにあるかもしれない。 

 

(8-10) a. 在日朝鮮語： 정말의      행복. 

                        cengmal-uy  hayngpok 

                        本当-の     幸せ 

[高級部生徒(女)→監督(男)/インタビュー/寮] 
 

      b. 韓国規範語： 진짜      행복이죠. 

cincca    hayngpok-ic-yo. 

本当-(の) 幸せ-コピュラ-略待上称叙述語尾 
 

  (訳：本当の幸せですよね) 

 

8.5.4. 非述部における「～N」 

8.5.4.1. 形式名詞「것kes」による名詞的表現 

述部ではないところで形式名詞「것kes」による名詞的表現も見られ、その多くは分裂文

(Cleft Sentence)190である。分裂文は書き言葉体(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

                                  
189 8.4.2.で前述したとおり、N1とN2に入る名詞には「形容詞的な名詞(形容動詞)」「副詞的な名

詞(名詞的なふるまいをする副詞)」「動詞的な名詞(動名詞(verbal noun)」も含まれる。 

190 남길임(2006)によると、分裂文は「本来の文章の任意の成分を強調するために、その成分を

「이다ita」の前に移動させる通史的操作の結果」のことを言う。この論文で提示されている朝

鮮語における分裂文の条件は以下のとおりである。 

① 形態的基準：必ず「[冠形節+것kes] SBJ-이다ita」の構成を有する。 

② 通史的基準：[S'(冠形節)것kes] SBJ XP이다ita]の構文で、XPはS'の本来の文章Sの 

ひとつの成分が移動されたもので、本来の文章Sへの還元が可能である。 

③ 必須要素：コピュラ「이다ita」、冠形節修飾に続く「것kes」「이다ita」前の強調成分 
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ない傾向にある。ただ、先行研究によると、そういった傾向は日本語よりも朝鮮語でより強

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ほか(1998)では発話

全体の約 1.83%が分裂文であったが、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の朝鮮語母語話者に多少の違和感を覚えさせるもの

で、韓国規範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 8-11、8-12 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高いという点でも特

徴的である。このことについては임영철・권은희(2012)でも指摘されており、今後さらなる

検証が必要である。 

参考までに、朝鮮学校コミュニティで分裂文は「～는 것이nun kes-i N이다ita」(例 8-

11参照)と「～는 것이nun kes-i A(感情形容詞)이다ita」(例 5-12参照)の 2つの形態によ

るものが多い。特に「～는 것이nun kes-i A(感情形容詞)이다ita」の類型の場合、例 8-12

のほかにも「나만 이렇게 하고 있는 것이 재미있지요? naman ilehkey hako issnun kes-

i caymiissciyo(私だけこうやっているのが面白いでしょ?)」「많이 놀러 와 주는 것이 

기쁘니까 manhi nolle wa cwunun kes-i kippunikka(たくさん遊びに来てくれるのがうれ

しいから)」のように「感情の原因・理由」を名詞化して表現している点が特徴的である。

しかし、韓国規範語ではこういった感情の原因・理由を言い表す際に「-어서ese」「-으니uni」

のように理由を表す語尾を使用したほうがより自然な表現として受け入れられる。 

 

①「～는 것이 N이다」 ～ノガ Nダ 

 

(8-11) a. 在日朝鮮語： 중요한     시기에   부상하는             것이    

cwungyohan  siki-e   pusangha-nun         kes-i   

                        大事な     時期-に  負傷する-現在連体形  の-が  

나이기               때문에. 

na-i-ki              ttaymunye.            

僕-コピュラ-名詞化  ため 

[高級部生徒(男)→監督(男)/会話/学校の運動場] 
 

b. 韓国規範語： 중요한      시기에   저는     부상당하기         때문에. 

                      cwungyohan  siki-e   che-nun  pusangtangha-ki    ttaymunye. 

                      大事な     時期-に  僕-は   負傷される-名詞化  ため 
  

     (訳：大事なときに負傷するのが僕なので) 
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②「～는 것이(은) A(感情形容詞)이다」 ～ノガ(ハ) Aダ 

 

(8-12) a. 在日朝鮮語： 갈라지고   있는         것은     슬프기           때문에  

                        kallaciko  iss-nun      kes-un  sulphu-ki         ttaymuney 

                        分かれて  いる-現在連体形  の-は    悲しい-名詞化 ので 

빨리    통일하면        좋다고    생각합니다. 

ppalli  thongilha-myen  cohta-ko  sayngkakha-pnita. 

早く    統一する-仮定   いい-と   思う-上称語尾 

[中級部生徒(女)→監督(男)/インタビュー/学校の廊下] 
 

b. 韓国規範語： 갈라져   있어서    슬프기         때문에        

kallace  iss-ese   sulphu-ki      ttaymuney   

分かれている-理由  悲しい-名詞化 ので 

빨리    통일하면        좋겠습니다. 

ppalli  thongilha-myen  coh-kyess-supnita. 

早く     統一する-仮定  いい-と思う-上称語尾 
  

(訳：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) 

 

8.5.4.2. 名詞形語尾「-기ki」による名詞的表現 

朝鮮語の名詞形語尾には「-ㅁ/음m/um」と「-기ki」の 2つがあるが、この 2つによる名

詞的表現も朝鮮学校コミュニティで観察される。ただ「-ㅁ/음m/um」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 191、朝鮮学校コミュニティにおいてより生産性が

高いのは「-기ki」であると考えられる。したがって、以下では名詞形語尾「-기ki」による

名詞的表現のみについて考察を試みる。 

まず注目すべきなのは「-기ki」の具体的な現れ方である。本論文の言語資料において名

詞形語尾として使用された「-기ki」のうち、韓国の朝鮮語母語話者の立場から不自然に感

じられる発話のほとんどは「～기 하다ki hata(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た(例 8-13、8-14参照)。この朝鮮語の名詞形語尾「-기ki」は、機能面

で日本語の「動詞の連用形」「連用形名詞」と非常に類似しており、この現象にはまさにそ

れが影響を及ぼしている可能性がある。 

                                  
191 その発話例は以下のとおりで、映像資料①(表 12参照)で、在日コリアンの夫婦が子供を朝鮮

学校に通わせる経済的負担について語る際に出た表現である。韓国の朝鮮語では通常「각오를 

다지다 kako-lul taci-ta(「覚悟を固める」「意気込む」という意味)」という動詞的表現を用

いて決意を表すが、以下の発話例では名詞形語尾「～ㅁ/음m/um」によって「각오 다짐kako 

taci-m」のように名詞化した表現が使われていることがわかる。 

例) 네, 각오  다짐   있어요. 

   ney, kako taci-m isseyo.  ［父母(男)→監督(男)/インタビュー/家のリビング] 
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日本語の場合、「遊び」「読み書き」「早起きする」「答え合わせをする」などの例からわか

るように動詞の連用形がそのまま名詞としての機能を果たし、ある程度自立性も持ってい

る。そのため、動詞の連用形が機能動詞「する」の目的語として来ることが可能であり 192、

それをもって動作や行為を表すこともできる。しかし、韓国規範語では名詞形語尾「-기ki」

による「動詞の名詞形」は日本語の動詞の連用形に比べて自立度が低く、機能動詞

「하다hata」の目的語として来ることはきわめて珍しい。そのため、例 8-13と例 8-14のよ

うな発話は韓国の朝鮮語母語話者にとっては多少不自然な表現になってしまう 193。 

ただ、朝鮮学校コミュニティでこういった「～기 하다 ki hata」の形で現れる名詞的表

現は、以下の例のほかに「선 긋기 sen kus-ki(線引き)」「한자 음 달기 hanca um tal-

ki(漢字音付け)」「따라 읽기 ttala ilk-ki(後に続いて読むこと)」などが観察されており、

いずれも学校の授業に深く関係していることがわかる。このことを考えると、「～기 하다 

ki hata」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。 

 

(8-13) a. 在日朝鮮語： 책     읽기         했어? 

                        chayk  ilk-ki       ha-yss-e? 

                        本     読む-名詞化  する-過去-上称疑問語尾 

[高級部生徒(男)→高級部生徒(女)/会話/教室] 
 

       b. 韓国規範語： 책     읽었어? 

chayk  ilk-ess-e? 

                        本     読む-過去-上称疑問語尾  
 

      (訳：本読んだ?) 
 

 

(8-14) a. 在日朝鮮語： 그러면    어휘  답    맞추기          해봅시다. 

kulemyen  ehwi  tap   macchwu-ki      hay po-psita. 

             それでは  語彙 答え 合わせる-名詞化 してみる-上称勧誘語尾 

[中級部教員(女)→中級部生徒(男女)/授業(国語)/教室] 
 

                                  
192 だだし、日本語におけるすべての動詞連用形が「する」を取ることができるわけではない。

影山(1993)によれば、「*読みする」「*置きする」「*探しする」のように複合語ではない動詞の

連用形はそれぞれ「読む」「置く」「探す」の動詞に同義的理由で阻止されるという。さらに高

橋(2011)によれば、「ゴミ捨てする」「脱ぎ捨てする」「切り捨てする」のように複合語になっ

ても容認されない例も存在するという。 

193 金恩愛(2003)と林八龍(2004)における記述を参考にできよう。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、林八龍(2004:217)は「韓国語の場合、動詞からの名詞形成

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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b. 韓国規範語： 그러면    어휘  답을    맞춰     봅시다. 

                       kulemyen  ehwi  tap-ul  macchwe   po-psita. 

                       それでは  語彙  答え-を 合わせて みる-上称勧誘語尾 
 

(訳：それでは語彙の答え合わせをしてみましょう) 

8.6. 分析と考察 

前節では、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

れていることが確認できた。そしてそのうちの多数が日本語の直訳式表現であると考えら

れ、表現構造の面において日本語の影響を強く受けたものとなっていた。これらの内容を、

まとめると以下の表 92のとおりである。「★」のある項目は、ほかの日本人朝鮮語学習者か

らは見つけにくい、朝鮮学校コミュニティ独自の名詞的表現と考えられるものである。 

 
表 92 名詞的表現の使用についての日本・韓国・朝鮮学校コミュニティの比較 

位 
置 

構造 
類型 

名詞 
類型 日本語 韓国の朝鮮語(規範語) 朝鮮学校コミュニティの 

朝鮮語 
独

自 

述 
部 

N+ 

ダ/

이다 

ita 

一般 
名詞 

感情類名詞がコピュラと

一緒に述語として使用さ

れる 

感情類名詞がコピュラを

伴って述部に来ることは

ごくまれ 

感情類名詞がコピュラを伴っ

て述部に来ることが可能 
★ 

形式 
名詞 

日本語の「ノダ」の方が朝鮮語の「것이다 kes-ita」

より使用頻度が高く、意味範囲が広い 
形式名詞「것 kes」を用いて

表現する範囲が韓国の朝鮮語

より広い 

 

～N 
(名

詞 

止 

め

文) 

一般 
名詞 

「形容詞+名詞」の構造

を持つことが多い 
定型表現を除き、名詞止

めの使用はごくまれ 
「形容詞+名詞」の構造を持

つことが多い 
 

疑問 
代名

詞 

疑問代名詞のみで文を終

わらせることが可能 
疑問代名詞は述部におい

て終結語尾を伴う 
※왜 way(なぜ)を除く 

非尊待場面の場合、疑問代名

詞のみで文を終わらせること

が可能 

★ 

形式 
名詞 

「V こと(現在+形式名

詞)」を用いて指示・命

令 

「～ㄹ/을 것 l/ul kes

(未来+形式名詞)」を用

いて指示・命令 

「～ㄴ/는 것 n/nun kes(現在

+形式名詞)」を用いて指示・

命令 

 

N1+ノ/의 uy 
+N2 

「副詞+ノ+N2」の表現構

造が可能 
「副詞+의 uy+N2」の表現

構造は不可能 
「副詞+ノ+N2」の表現構造が

可能 
 

非 
述 
部 

～N 

形式 
名詞 

話し言葉の場合、分裂文は日本語よりも朝鮮語におけ

る使用が少ない 
分裂文の使用が少なからず見

られ、それが韓国の朝鮮語母

語話者に違和感を覚えさせる 

 

用言

の名

詞形 

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 

名詞形語尾による名詞が

機能動詞「하다 hata」の

目的語として来ることは

珍しい 

名詞形語尾による名詞が機能

動詞「하다 hata」の目的語と

して来ることが可能 
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こういった現象の背景には、朝鮮語と日本語の事態認知の構造の相違が深くかかわって

いるように考えられる。조은숙(2007)によれば、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「連続的スキャニング(sequential scanning)」方式で

物事を把握する傾向が強い反面、日本語は時間軸の経過に沿って事態を認知していく「一括

的スキャニング(summary scanning)」方式で物事を把握する傾向が著しいという 194。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しているというのである 195。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

らは朝鮮語を媒介語とした授業が可能なほど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。 

図 24 連続的スキャニング(a)と一括的スキャニング(b) 

(조은숙 2009b:74をもとに再作成) 

 

ただし、それにもかかわらず、彼らが日本人朝鮮語学習者とまったく同じ特徴を持ってい

るわけではないという点は注目に値する。特に「～는 감/기분/마음(+이다) nun 

kam/kipwun/maum(+ita)」のような表現や名詞化語尾「-기ki」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られない

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」を第一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。前述したとお

り、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。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。そのため、「間違い」

と直結しないことが多い「表現構造」の場合は日本語の影響を受けていても認識されること

も少なければ、矯正されることも少なく、一部化石化となってそれがコミュニティ全体で通

                                  
194 「連続的スキャニング(sequential scanning)」と「一括的スキャニング(summary scanning)」

という概念は、Langacker(1987)によるものである。 

195 井上(2012)においても、次のように類似した指摘が見つかる。「「事態を時間の流れの中でと

らえる」という「動的叙述性」が明確である(日本語)／希薄である(韓国語)ということが、日

韓両言語の文法の基盤を形成することがらのひとつになっており、日韓両言語のさまざまな

レベルの相違と関係している」(p.687) 
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用されるようになっているのだと考えられる。その反面、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」を最優先とするため、韓国で不自然な表現とされる言葉はい

ずれ矯正され、一過性のものとして終わる場合が多かったであろう。 

8.7. 本章の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、実証的記述と考察を試みた。特に韓国規範語と比較した際に目立つ特徴を中心に

まとめた結果、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+コピュラ(～는 기분/마음/감이다nun 

kipwun/maum/kam-ita)」が多く使用される。 

2) 形式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 것이다nun 

kes-ita」の形態の使用が多い。 

3) 日本語の名詞的表現の代表格である「N1+連体格助詞(의uy)+N2」タイプの名詞的表

現はほとんど確認されない。 

4) 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

わらせる類型は朝鮮学校コミュニティ特有のものである可能性が高い。 

5) 話し言葉においても分裂文が比較的多く使用される。 

6) 名詞化語尾による名詞的表現では、「名詞化語尾-기ki+하다hata」の形を持って動詞

の意味を表すことが特徴的である。 

 

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、既存の研究ではこのような現象を扱う際に「名詞的表現vs動詞的表現」「名詞志向

構造vs動詞志向構造」「名詞中心vs動詞中心」「名詞優勢vs動詞優勢」などのように多様な表

現を用いているわけであるが、そもそも「-的」「-志向」「-中心」「-優勢」などの抽象的か

つ主観的な言葉が持つ曖昧さはこの手の研究の難しさを物語る。どの研究でも上記の用語

らに関する明確な定義はなされておらず、両者を区別する詳細の基準もはっきり提示され

ていない。さらには個々の研究で扱っている名詞関連項目の範囲も、扱っている内容もさま

ざまであった。そのため、ある表現が何パーセント以上出たら客観的にその言語を「名詞的」



 

214 

といえるか、ある言語より相対的に名詞的表現が多いという理由のみで果たして「名詞的構

造を持っている」などといえるのだろうかという問題が依然として残る。こういった理由

で、本章においても正確にどこまでを「名詞的表現」として扱うべきかをより具体的に示す

ことが非常に困難であった。また、発話を分類する際にも非常に悩ましい点が多かった。こ

のことは、今後の名詞的表現に関する対照研究がより多く出ることによって、本章における

分析もさらに深められることを期待したい。 

今回の研究では各名詞的表現の出現回数を集計し、目立つ特徴を中心に指摘・記述するこ

とにとどまり、どのような名詞的表現がより多く使用されているか、またその理由は何かと

いう分析までには至らなかった。研究目的の節でも述べたように、本論文はあくまでも後続

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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第 9 章 総括 

9.1. 結果のまとめ 

以上、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語について、様々な側面からその特徴を調べて分析を

試みた。その結果、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語は、一般に言われていることとは異なり、

単なる「日本式朝鮮語」「ウリボンマル 196」「ビビンマル 197」などの言葉だけでは説明でき

ない複雑多岐な重層性を持っていることがわかった。 

たとえば、聞き手敬語の運用においては、基本的に韓国と共和国と同じ 6 等級の体系を

持っていながらも、使用する語尾の面では共和国の影響が著しかった。共和国の言葉にもと

づいた教科書と教育の影響と考えられ、共和国でよく使われる語尾である「-자요cayo」と

「-으라ula」、よく使用されるスピーチレベルである「하오hao体」の使用が目立つ。一方、

1世の渡日当時に一般に使用されていたスピーチレベルが今になっても使用されていたり、

メディアなどの影響によって現代韓国でポピュラーなスピーチレベルが使用されることも

少なくないことが分かった。このように形式的な面では韓国と共和国の影響を強く受けつ

つも、具体的な敬語運用ルールに関しては日本語の影響を受けた側面も見られ、目上の人に

対して非尊待待遇等分を用いるケースが確認された。さらに、聞き手敬語の運用と直接的な

関係はないが、朝鮮学校内で長年続けられてきた書き言葉中心の教育により、書き言葉的な

語尾の使用が多く見られるのも特徴的であった。 

次に呼称使用に関しては、親族名呼称の場合は韓国の朝鮮語から影響を受け、通称的呼称

の場合は共和国の朝鮮語から影響を顕著に受けており、日本語の影響は比較的に少なかっ

た。朝鮮語呼称の使用において日本語の影響と見られるのは「名前単独呼称」と「韓国の親

族名呼称の音声的変異形」の使用のみであり、その他に「変形テクノニミーの使用」などの

ように日本語が影響していることで起こっている現象については事例が少ないため、今後

の追加調査が必要と考えられる。 

                                  
196 朝鮮語の「ウリマル(우리말、「我が言葉」という意味)」と「イルボンマル(일본말、「日本語」

という意味)」の合成語である。朝鮮語と日本語を混ぜて使用する様子について自嘲を込めて

言うときに使用するそうである。朝鮮学校コミュニティで使われる朝鮮語に対し、コミュニ

ティ構成員の自らが「ウリボンマル」や「ビビンマル」などと呼んでいるということは、朴浩

烈(2006)の内容によるものである。 

197 朴浩烈(2006)によれば、朝鮮語の「ビビン(비빔、「混ぜ」という意味)」と「マル(말、「言葉」

という意味)」の合成語であるという。 
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そして日本語のみの影響を受けている現象も存在した。言葉の表面に現れる表現の構造

がそれに該当し、共和国と韓国ではあまり使われない名詞的表現が朝鮮学校コミュニティ

では比較的多く観察されていた。このことは、朝鮮語を使用する際の言語的思考のベースが

日本語であることが影響している可能性が高いことを示している。前述した聞き手敬語の

使用ルールのうちに、目上の人に対して尊待待遇等分のスピーチレベルを使用できること

とも繋がる内容である。ただ、具体的に見ていくと、朝鮮学校コミュニティの名詞的表現の

中には日本人朝鮮語学習者(中·上級レベル以上)からは確認されない名詞的表現が観察さ

れる。そのため、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語が日本人朝鮮語学習者の朝鮮語と何ら変わ

りがないと言うには語弊があるであろう。 

一方、日本語の影響をまったく受けていない、朝鮮学校独自の発展の結果と見られる現象

も改めて確認できた。「書き言葉語的な語」と「非縮約形」を話し言葉においても多用して

いる点がこれに該当する。この現象は、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語が日本人朝鮮語学習

者とは異なる様相を帯びる最も重要な要因のひとつである。ほかには、1世の最大出身地で

ある韓国の慶尚道地域方言の影響を受けている点と、共和国の規範語の影響を受けている

点も朝鮮学校コミュニティ独自の特徴といえよう。 

これらの具体的な様相について表として簡略にまとめると、表 93のとおりである。どこ

から影響を受けているかが不確かで、かつ影響を受けていると考えられるものが二つ以上

の場合、表上において「※」を付けて表示した。たとえば日本語の影響か、共和国の影響か

が明確ではない項目がある場合は、日本語と共和国の両方の欄に入れ、さらに「※」も付け

ている。 
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表 93 朝鮮学校コミュニティの朝鮮語への諸影響のまとめ 

章 内
容 通時的影響 学校教育の影響 共和国の影響 韓国の影響 日本の影響 

4 聞 
き 
手 
敬 
語 

・하십시오hasipsio

体を汎用語尾のよ

うに使用※ 
   

・하오hao体を非尊

待∙非格式場面で使

用※ 

・非尊待待遇等分の

命令形語尾として

하라hala体の「-

으라ula」を多用   
   

・「-으(시)오
u(si)o、-는가

nunka、-다ta、-으

라ula」などの書き

言葉的な語尾の多

用 

・命令形語尾として

하라hala体の「-

으라ula」を多用 
   

・해요hayyo体の勧

誘形語尾「-자요

cayo」の使用 
  

・하십시오hasipsio

体を汎用語尾のよ

うに使用※ 
   

・하오hao体を非尊

待∙非格式場面で使

用※ 

・男性による해요ha

yyo体の使用が一定

の割合を占めてい

る 

・目上の人に非尊待

待遇等分のスピー

チレベルを使用 

5 朝 
鮮 
語 
呼 
称 

・韓国の慶尚道地域

方言形の親族名呼

称の使用 
 

該当なし ・「個人名+呼称接

尾辞」の不使用 
   

・「役職∙職業名+尊

敬接尾辞님nim」の

消極的使用 
   

・社会主義用語「동

무tongmwu」の通称

的使用および呼称

接尾辞的使用 
  

・共和国地域方言形

の親族名「아바이a

pai」の通称的使用 
   

・親族名呼称「형님

hyeng-nim」の年齢

に関係ない使用 

・親族名呼称の広範

囲に渡る虚構的用

法での使用 
   

・職業名呼称「선생

님sensayng-nim(先

生)」の広範囲に渡

る虚構的用法での

使用 

・「名前単独呼称」

の使用 
   

・「役職∙職業名+尊
敬接尾辞님nim」の

不使用 
     

・変形テクノ二ミー

の使用 
     

・韓国の親族名呼称

の音声的変異形の

使用 

6 書 
き 
言 
葉 
的 
な 
語 

該当なし ・「副詞格助詞、接

続助詞、逆接接続

副詞、順接接続副

詞、強調的程度副

詞」書き言葉的な

語の多用 
  

・해라hayla体の終

結語尾「-다ta」の

多用 

未確認 該当なし 該当なし 

7 非 
縮 
約 
形 

該当なし ・非縮約形の多用 未確認 該当なし 該当なし 

8 表 
現 
構
造 

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし ・名詞的表現構造 

備

考 
韓国の母語話者や日本人朝鮮語学習者の 
朝鮮語とは異なる朝鮮学校独自の特徴 

共和国の母語話者

とは異なる特徴 
日本人朝鮮語 
学習者と類似 
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このように、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語は共和国の影響を受けていながらも、完全に

共和国の朝鮮語と一致するわけではなく、韓国の朝鮮語の影響を受けていながらもそれと

完全に一致しているわけでもない。また、彼らの第一言語である日本語の影響を受けている

ことは確かであるが、だからといって日本人朝鮮語学習者と同じ朝鮮語かというとそうで

はない。名詞的表現が出やすい点だったり、日本語の単語を借用したり、日本語の表現をそ

のまま直訳したりなど、日本人朝鮮語学習者と同じ特徴を有する部分もあるが、日本人朝鮮

語学習者ならば学習初期の段階で矯正されるような「非縮約形」や「書き言葉的な語」、

「하십시오hasipsio体」、「名前単独呼称」、「疑問代名詞止め文による名詞止め文」などの汎

用と多用がコミュニティ全般で見られる現象は非常に特徴的であるといえる。「コミュニ

ケーション上の便利さ」や「もっとも重要視される朝鮮語の学習動機」などのいくつかの要

因により、韓国と共和国とは異なる用法や新しい文法規範が朝鮮学校コミュニティの日常

ではあまり問題視されなくなり、それがやがては広く共有されて、定着するようになったも

のと考えられる。 

9.2. 総合的考察 

9.2.1. 朝鮮学校コミュニティの朝鮮語の重層性 

以上から見てきたとおり、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語は「用倭国公民の「国語」とし

ての朝鮮文化語、近年国際的威信が高まっている韓国のソウル標準語、1 世の出身地の方

言、日本語の影響」(植田 2009:139)を受けており、「これらの絶妙なバランスの中で重層性

を持った朝鮮語」(植田 2009:138)となっている。 

ただ、多方面から影響を受けたとしてもそれらすべてが同時期に影響を及ぼしたわけで

はない。第 2章で見たとおり、時代ごとに彼らの言語に影響を及ぼすいろいろな出来事が存

在し、その影響を受けて朝鮮学校の朝鮮語も多様な姿に変容してきた。1世と 2世は日本語

と渡日当時の韓国の地域方言の影響を強く受けていたが、家庭内での朝鮮語習得が難しく

なった 3世以降は「朝鮮学校」教育の影響をもっとも強く受け、共和国の朝鮮語が軸となっ

ている中で日本語の影響も窺えるような朝鮮語を使用するようになっている。さらに 1 世

のほとんどが亡くなった今となっては渡日当時の慶尚道と済州道方言の影響は語彙程度に

とどまっていると見られる。こういった言語事象と関わる諸歴史的出来事と、現在(3 世以

降)の朝鮮学校コミュニティの朝鮮語を成す各言葉の影響時期を時系列で並べると図 25 の

とおりである。 
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図 25 朝鮮学校コミュニティの朝鮮語へ影響を及ぼした要因の時系列 

 

そして、本言語資料が採集された時期である 2000年～2018年の、3世以降の朝鮮学校コ

ミュニティの朝鮮語が多方面から影響を受けている様子は以下の図 26のとおりである。一

般的には彼らの日本語の直訳式表現や日本語の終助詞の使用、日本語とのコード・スイッチ

ングばかりに目が行き、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語に対して「日本語の影響を強く受け

ている」や「日本語と朝鮮語を混ぜて使う」「日本語を直訳して言う」などの表現が見られ

るが、それでは「象の足」のみを触って象の説明をしているようなものであることが図 26

から改めてわかるであろう。 
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図 26 朝鮮学校コミュニティ(3世以降)の朝鮮語の共時的構造 

 

また、図 26では、朝鮮学校における朝鮮語に影響を及ぼしている要因とそれによる特徴

がどういった側面を持っているかを表している。朝鮮学校コミュニティの朝鮮語は、大きく

3つの側面を持っている。まずは「継承言語」としての性格を、学習者の「中間言語」とし

ての性格、そして「学校型バイリンガリズム」(金徳龍 1991)としての性格も持っている。

ここで「継承言語」としての側面を持っているというのは、在日コリアン 1世の朝鮮語が次

の世代へ受け継がれることにより現れる特徴があることを言う。本論文の場合、在日コリア

ン 1 世が渡日する当時(現代国語第 2 期)の朝鮮語と 1 世の出身地(主に慶尚道と済州道)の

方言が影響を及ぼしていることを意味する。次に「中間言語」としての側面を持っていると

いうのは、日本語を第一言語とする 2世以降が、朝鮮学校において朝鮮語を第二言語として

習得していく過程であらゆる特徴が現れることを意味する。最後に「学校型バイリンガリズ

ム」としての特性というのは、学校、特に朝鮮学校という特殊な空間を介して朝鮮語を学ぶ

ことによって現れる特徴があることを意味する。朝鮮学校ではイマ―ジョン方式で朝鮮語

教育が行われるため、生徒たちは一般科目の授業を朝鮮語で受けることで「習得」に近い形

で朝鮮語を学習する。ところが、生徒たちにインプットされる教科書と教員の言葉は書き言

葉としての性格が強く、その影響が話し言葉にも出ているのである。 

さらにここで重要なのは、多くの移民コミュニティの言語とは異なり、こういった重層性

のある朝鮮語が 1世代や 2世代で断絶されてしまうのではなく、「朝鮮学校コミュニティ」

を通して共有され、継承されていくという点である。祖国の植民地化に対する反作用とホス

ト社会の根強い差別により、完全に日本社会へ同化するか、民族教育を中心とした別途の独

自のコミュニティに属する傾向を強め、在日コリアン·オールドカマーのコミュニティの中
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で最大の規模のコミュニティが「朝鮮学校」という民族教育の場を中心に形成されていっ

た。今の朝鮮学校では、日本語が母語である 2世から朝鮮語を習った朝鮮大学校出身の 3世

の教員が 4 世と 5 世の子供たちを教えているが、共和国や韓国から朝鮮学校に教員が派遣

されることもまったくない。また、日本学校を卒業した者や日本人が朝鮮学校の教員になる

こともほとんどない 198。そのため、彼らのみの独特な特徴を持つ朝鮮語が、朝鮮学校を通

して独自的に継承・再生産されることが可能になったのである。この過程を表したのが以下

の図 27である。 

 

 

図 27 朝鮮学校コミュニティにおいて朝鮮語が共有・継承される過程 

 

このようにして朝鮮学校コミュニティは、半世紀以上「「日本語圏」内における「朝鮮語

圏」である朝鮮学校という言語空間」（金徳龍 1991:126）を作り出し、「擬似朝鮮語社会と

しての言語空間」（植田 2009:139）としてあり続けたのであろう。また、「脱植民地化」を目

指す彼らの不断の努力と強い意志の中で、彼らのアイデンティティの核を成す朝鮮語は 5世

にまで継承され、独自に発展を遂げることができたと考えられる。 

 

9.2.2. 朝鮮学校コミュニティの朝鮮語の位置づけ 

では朝鮮学校コミュニティの朝鮮語は、地域方言や社会方言、ピジン/クレオール、接触

言語、コイネーといった言語変種に関する既存の諸社会言語学の概念の中でどれに該当す

                                  
198  2010 年に韓国の国立国語院主催で開催された「남북 언어 통합과 재일동포 언어 

국제학술대회(南北言語統合と在日同胞言語国際学術大会)」の総合討論の際に、金美善氏(当

時は日本民族博物館研究員)は「数年間、朝鮮学校に朝鮮語を教えるボランティアをしたいと

依頼し続けたが、断られるばかりだった」と述べている。また、金徳龍氏(元朝鮮大学校教授)

も「朝鮮学校の教員は朝鮮大学校出身が圧倒的に多く、まれに日本学校の卒業生もいるが、基

本的には朝鮮学校の卒業生である。」と述べている。 
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るのだろうか。今まで朝鮮学校コミュニティの朝鮮語をめぐっては「ピジン/クレオールに

近い」、「ピジン/クレオールの前段階である」、「日本人朝鮮語学習者と変わらない」など、

さまざまな言説が存在してきた。しかし、従来のこういった談論はまず 1～2 世の言葉と 3

世以降の言葉を区別せずに一括にして論じているという点でまず問題がある。さらに、特に

目立つような、いわゆる「日本語直訳式表現」や「日本語式発音」という一部分のみに対し

て語られてきた側面が強い。そのため、従来の研究で彼らの朝鮮語を指すために使用された

諸表現はいずれも彼らの言語の特性を完全に反映して説明することができなかったように

考えられる。したがって、以下において朝鮮学校コミュニティの朝鮮語の位置づけについて

論じていきたい。 

 

9.2.2.1. 朝鮮学校コミュニティの朝鮮語は「地域方言」、「地理的変異」か 

「地域方言(regional dialect)」、「地理的変異(recional variation)」というのは、ある

限られた範囲の「地域」で言語を習得した人であれば、誰もが共通の特徴を持つ言語を使用

することを前提とする概念である。そして、この観点からの名称が「朝鮮語日本地域変種(宋

実成 2007)」、「朝鮮語日本方言(宋実成 2013)」であろう。宋実成(2013)は、「在日朝鮮語」

と「総聯朝鮮語」と同一の概念として「朝鮮語日本方言」を提示し、「1945年 8月以降に復

活した民族教育や組織活動の中で形成され、使用されてきた」と説明している。 

しかし、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語を日本地域方言として位置づけるためには、ある

地域内の朝鮮語話者がすべて同質の朝鮮語を話しているという要件を満たしていなければ

ならないことが看過されている。日本の地域に居住する朝鮮語話者のグループは複数存在

しているが、その中で規模のあるグループのみを対象とするとしてもその誰もが均一な朝

鮮語を使用しているわけではない。現在日本に居住している朝鮮語話者(日本人学習者を含

む)は、それぞれの属性と彼らが話す朝鮮語の特徴によって大きく 5つのグループに分ける

ことができよう。①ニューカマー1世、②ニューカマー2世以降、③オールドカマー1世(時

折 2 世も含む)、④朝鮮学校コミュニティ(オールドカマー3 世以降)、⑤日本人朝鮮語学習

者がそれである。 

ところで渋谷(2010)によれば、移民言語変種の形成には以下の表 94に記載されている多

様な要因が関わっており、これらの要因によって集団別に異なる言語様相を見せるという。

日本に居住している朝鮮語話者の 5つのグループも同じである。表 94で言及されている諸

要因の面においてこの 5 つのグループは非常に異なっているため、各グループが使用する

朝鮮語も当然ながら異なる様相を見せている。 
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表 94 移民言語変種の形成要因 

(渋谷 2010:15より転載) 

① 言語外的要因  

①-1 マクロ(言語集団間の関係)の要因  
・移住集団の移住目的  
・それぞれの言語集団の人口比  
・それぞれの言語集団の社会的地位や力関係、経済力  
・それぞれの言語集団の集住度(ディアスポラを構成するか) 
・それぞれの言語集団に対する態度や言語政策  

①-2 ミクロ(個人間インターアクション)の要因  
・言語集団間のインターアクションの目的  
・言語集団間のインターアクションの頻度  
・言語集団間のアコモデーションのありかた  

② 言語内的要因  

・接触する言語間の系統的関係  
・接触する言語間の(言語的、心理的)類型的関係など 

 

表 94における移民言語変種の形成要因を参考に、各グループの朝鮮語に影響を及ぼし得

る事項を詳細にまとめると以下の表 95のとおりである。この表 95と本論文の第 4章～第 8

章までの内容から分かるように、朝鮮学校コミュニティ言語は他の日本居住朝鮮語話者グ

ループとは異なる特徴を多いに有している。そしてその独自性の中心には「日本地域」があ

るわけではなく、「朝鮮学校」が位置している。他のグループと共有する大きな特徴に「日

本語の影響」があるが、それだけでは慶尚道方言による影響や共和国の文化語による影響、

学力としての学校教育による影響を同時に受けている朝鮮学校独自の特徴について無視し

てしまう結果となる。何より、朝鮮学校コミュニティ独自の言語発展と言語保存の核となる

「民族アイデンティティの獲得」という目標が「日本地域」という言葉によって消されてし

まうことになる 199。 

この点からして、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語のことを、「地域方言」として位置づけ

ることは適切ではないと考えられる。 

 

                                  
199 オールドカマー1世とニューカマー1世は朝鮮語母語話者であるため、民族アイデンティティ

を獲得するために朝鮮語を学習しているわけではない。そしてニューカマー2 世(1.5 世を含

む)の場合も、親が自発的に移住してきたため、民族アイデンティティを「取り戻さなければ

ならない」もしくは「獲得しなければならない」という切実さは見かけにくい場合がほとんど

である。これは該当集団が「ディアスポラ」か否かが関わっていると考えられるが、このこと

については 9.2.2.6で詳しく論ずる。 
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表 95 日本に居住している朝鮮語・日本語バイリンガル諸集団の比較 

 
在日コリアン・

ニューカマー 

1世 

在日コリアン・

オールドカマー 

1世 

朝鮮学校 

コミュニティ 

(3世以降) 

日本人 

朝鮮語 

学習者 

ニューカマー2世

(韓国学校やイン

ターなどの生徒) 

本人の母語 朝鮮語 朝鮮語 日本語 日本語 日本語 

両親の母語 朝鮮語 朝鮮語 日本語 日本語 朝鮮語 

 基準＆規範と 

している言語 

韓国の 

ソウル標準語 

韓国の 

ソウル標準語 

共和国の 

平壌文化語 

韓国の 

ソウル標準語 

韓国の 

ソウル標準語 

習得(学習) 

時期 
幼少期 幼少期 幼少期 成人期 幼少期 

朝鮮語の習得

(学習)環境 
自然習得 自然習得 第二言語環境 外国語環境 

外国語環境又は 

第二言語環境 

習得(学習)先 家庭＆正規学校 家庭 正規学校 外国語教室 家庭&正規学校 

朝鮮語の 

学習目標 
学力 - 

アイデンティ

ティの獲得＆学力 

韓国の母語話者

との会話 

学力＆ 

家族との会話 

朝鮮語教員 

の母語 
朝鮮語 - 日本語 

朝鮮語 

又は日本語 

朝鮮語 

又は日本語 

朝鮮語教員の 

朝鮮語能力 
母語話者 - 

TOPIK6級 

以上 
多様 

母語話者並み 

(韓国から派遣) 

朝鮮語の 

主な使用場面 

家庭内& 

韓国の親戚知人 

コミュニティ内

(私的場面) 

コミュニティ内 

(公的場面) 
ほとんどない 家庭内 

母語話者との 

頻繁な交流 
〇 〇 Ｘ △ △ 

話者集団のコ

ミュニティ性 
△ 〇 〇 Ｘ △ 

バイリンガル

の種類 

エリート200・ 

バイリンガル 

大衆201・ 

バイリンガル 

エリート・ 

バイリンガル 

エリート・ 

バイリンガル 

エリート・ 

バイリンガル 

  

                                  
200 山本(1991)の説明によれば自らの選択の結果として 2 つの言語を習得している場合のことを

指す。エリートということばが示すように、社会経済的に恵まれていることが多いという。エ

リート(elite)/大衆(folk)バイリンガリズムの区別自体はRomaine(1999)によるものである。 

201 山本(1991:20)によれば、「好むと好まざるとにかかわらず、母語以外の言語―通常はその社

会の主流集団の言語―を習得することが生存のために必要、ないしは強要される状況下でバ

イリンガルになること」を意味する。 
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9.2.2.2. 朝鮮学校コミュニティの朝鮮語は「社会方言」、「社会的変異」か 

「社会方言(social dialect)」、「社会的変異(social variation)」というのは、地域とは

関係なく、ある個人やグループの社会的属性によって異なってくる言語変異のことを言う。

その「社会的属性」とは年齢、性別、職業、社会的階級のことである。それでは、朝鮮学校

コミュニティの朝鮮語はどうであろうか。その諸特徴は、果たして各構成員の「社会的属性」

によるものなのか。もし「朝鮮学校コミュニティ」の構成員であることをひとつの社会的属

性として見るならば、「社会方言」として位置づけることも可能であろう。しかし、朝鮮学

校コミュニティの朝鮮語が慶尚道方言や日本語などの影響を受けている部分が、「社会的属

性」に起因するものと考えることは難しいのではないか。朝鮮学校コミュニティ内でのみ使

用される一種の隠語や流行語のようなものは確かに存在し、それらは立派な一種の社会方

言として見なし得るが、全体的な言語様相を説明するには適切ではないであろう。 

 

9.2.2.3. 朝鮮学校コミュニティの朝鮮語は「ピジン/クレオール」か 

朝鮮学校コミュニティの朝鮮語を「ピジン/クレオール(pidgin/creole)」の一種と見なす

意見を時おり目にする。おそらく、「ピジン/クレオール」の「2つの言語が接触した結果」

で、「単純化された(もしくは変わった)言葉」という漠然としたイメージに起因するのであ

ろう。しかし、Todd(1986)によると本来ピジンとは「共通語を持たない人々の間で発生する。

そして、彼らの間で、ある限られたコミュニケーションの必要を満たすために生まれる周辺

的な言語」のことを意味する。2つ以上のグループの間に共通する言語がなく、お互いにコ

ミュニケーションを図るための手段として、一方の言語を「基層言語(substrate language)」

に、もう片方の言語を「上層言語(superstrate language)」にして作り出された新しい形態

の言葉なのである。Thomason ＆ Kaufman(1988)とマーク(2013)によれば、その伝統的な定

義においてもっとも重要なポイントは次の 4 つであるという。そして、クレオールはこう

いったピジンが次の世代へと継承されたものを指す。ピジンよりは精巧な文法体系を持つ

と言われている。 

① ピジン語を母語として話す者がいない。 

② ピジン語を言語としての伝統的約束に準拠する 202。 

③ ピジン語とその原言語(source languages)は互いに通じない。 

④ ピジン語に文法はあるが、その原言語(複数)よりも単純である。 

  

                                  
202 ここで「伝統的約束に準拠する」ということは、「何でもあり」なわけではなく、「初歩的と

はいえ、決まった語彙と文法構造があり、ピジン語を話す者から容認されているということ」

(マーク 2013:35)を意味する。 
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いっぽう、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語はどうだろうか。朝鮮学校コミュニティの朝鮮

語は「2つ以上の言語の接触」によって「その影響を受けた言語が次世代へと継承」されて

いくという点において、一見ピジン/クレオールと非常に類似しているようにも見える。し

かし、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語はその生成過程からまずピジン・クレオールとは非常

に大きな相違点を持つ。朝鮮学校コミュニティの「朝鮮語」は、「朝鮮語母語話者」である

1世が、自分の母語を次の世代に継承する過程で、日本語および共和国の文化語などの影響

を受け、少しずつ独自に変化したものである(図 27と図 28を参照)。 

また、使用目的の面においてもピジン/クレオールとは違いを見せる。ピジン/クレオール

は前述したとおり共通した母語を持たない、2つ以上の言語共同体が互いに意思疎通を図る

ために使い始めたリンガ・フランカ(lingua franca、共通言語)として始まったものである

が、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語はほかの言語を母語とする集団との意思疎通のために

生まれた言語ではないのである。そのため、日本語の影響を受けているとはいえ、その場し

のぎ的に日本語単語の借用を含めたコード・スイッチングなどが起こることはあっても、朝

鮮語と日本語のどちらかが基層言語か上層言語にはなっていない。 

以上から見たように、その発生と目的の面からして、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語をピ

ジンもしくはクレオールとして分類することは適切ではないと考えられる。 

 

9.2.2.4. 朝鮮学校コミュニティの朝鮮語は「コイネー」か 

「コイネー(koine)」は、「移民が異なる社会方言や地域方言を新しい環境に持ち込んだ結

果発生した新しい方言」(阿部 2010:3)であり、形態的には「同一言語内の複数の方言が接

触する際に方言間の均一によって形成される新しい言語変種」(ロング 2012:35)である。つ

まり、多様な方言が混ざり合って新しい形態の方言を作り出したり、何らかの方言が優勢

だったり、両方の方言が対等な関係にある「接触方言」(松本 2016)を作り出した場合のこ

とをいう 203。 

在日コリアン・オールドカマー1世と 2世の場合、慶尚道方言と済州道方言を軸とするコ

イネー朝鮮語が存在した可能性がある。しかし、朝鮮学校の場合、第 2章で論じたとおり設

立当時から「共和国の規範語」を基盤とする朝鮮語が教育されてきた。そのため、地域方言

の影響というのは、韓国の伝統文化や固有の食べ物、第 5 章で見た「親族名呼称」などと

いった「語彙」のレベルでのみ存在するものとみられる。このことはコイネーが主に「文法」

                                  
203 日本では植民地などにおける移民による接触方言のことのみを指す際に用いられることが多

いが、この場合は「immigrant koine(이주 코이네、移民コイネー)」(Siegel1985)という別途

名称で区別されて呼ばれることもある。共通語も含めて方言レベルでの接触による言語変異

という点では、Trudgill(1986)の「interdialect(中間方言)」や井上(1978・1985)の「新方言」、

真田(1987・1996)の「ネオ方言」などという概念とも類似しており、コイネーの一種として見

なすことも可能であろう。 
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および「イントネーション」のレベルで扱われるのを考慮すると、朝鮮学校コミュニティに

おける 3世以降の朝鮮語をコイネーと見なすことは難しいということがわかる。 

 

9.2.2.5. 朝鮮学校コミュニティの朝鮮語は「中間言語」か 

「中間言語(interlanguage)」とは、第二言語もしくは外国語としてある言語を学習する

学習者が、目標言語を学習していく過程で使用する言葉のことをいう。学習者なりの体系が

立てられており、学習者の習熟度に応じて次第に目標言語に近く変化していくという特徴

を持つ。では朝鮮学校コミュニティの構成員のうち、3世以降の場合はどうであろうか。オー

ルドカマー3世以降の母語が日本語であることは確かであり、その点において日本人朝鮮語

学習者の中間言語と類似した特徴を共有する部分が多いことも事実である。 

しかし、本論文の第 4 章から第 8 章までの内容で確認できたように、同じく日本語の影

響を受けているとしても、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語では日本人朝鮮語学習者には見

られない特徴が発見される。さらに、第 2章で論じた内容によると朝鮮学校高級部卒業生の

朝鮮語レベルはTOPIK最上級である 6級程度と推定されるが、同レベルの日本人朝鮮語学習

者とまったく同じ中間言語的特性を持つかというと、決してそうではない。 

まず、日本人朝鮮語学習者の中間言語は絶え間なく「目標言語」である韓国のソウル標準

語に向かって変化し続けるが、それが次世代へと継承されることはないという特徴を持つ。

その反面、朝鮮学校コミュニティでは「理想」としての共和国の平壌文化語を常に意識して

おり、自らの朝鮮語を問題視しながらも、実際の言語使用場面においては「明確に日本語の

影響と見られるもの」でなければ細かいところまで直接矯正されることはあまりない。ある

地域で長い間暮らしていてほかの地域に引っ越す予定のない人が地域内の人と話す際、ほ

かの地域の方言を積極的に習って使用する必要が少ないのと似ているのである。 

彼らは学校内で、総聯傘下団体の活動で、同胞親戚たちの集まりで、コミュニティ構成員

同士で話すための手段として朝鮮語を使用しているため、日本語の影響を受けた一部の特

徴が上級レベルの朝鮮語話者にも依然として現れ、その特徴は次世代へと引き継がれてい

る。その点において朝鮮学校コミュニティの朝鮮語は、目標言語に向けてダイナミックに変

化する「中間言語」というより、すでに完結しているもうひとつの「方言」として位置づけ

たほうがより適切であると判断できる。 

 

9.2.2.6. 朝鮮学校コミュニティの朝鮮語とは何か 

それでは、果たして朝鮮学校コミュニティの朝鮮語は言語変種のどのカテゴリーに分類

することができ、既存のどのような用語として説明することができるのだろうか。まずは上

記で見てきたほかの諸言語変種との相違点をもう一度具体的に表 96に示した。参考として

朝鮮学校コミュニティのように海外に持ち出された言語変種である中国の朝鮮族朝鮮語、

中央アジアの高麗語も表に入れている。分類の基準としては、「当該言語変種が話者の母語
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か否か」「当該言語変種が使用される環境が外国語環境か否か」「自然習得か否か」「前の世

代から受け継いだか否か」、「当該言語変種がコミュニティ言語として使用されているか否

か」の 5つを挙げている。なお、この 5つはそれぞれの言語変種を定義するための十分条件

ではなく、表 96における諸言語変種を区別するための最低限の必要条件である。 

 

表 96 朝鮮学校コミュニティの朝鮮語と諸言語変種の比較

(今村・ロング 2019を一部参考) 

 非母語 外国語環境 自然習得 継承語 朝鮮学校 

①母語話者朝鮮語(非接触言語) Ｘ Ｘ 〇 〇 〇 

②地域方言 Ｘ Ｘ 〇 〇 〇 

③社会方言 Ｘ Ｘ 〇 Ｘ 〇 

④ピジン 〇 Ｘ 〇 Ｘ 〇 

⑤クレオール Ｘ Ｘ 〇 〇 〇 

⑥コイネー Ｘ △ 〇 △ 〇 

中 

間 

言 

語 

⑦KFL 中間言語(日本人朝鮮語学習者) 〇 〇 Ｘ Ｘ Ｘ 

⑧KSL 自然習得中間言語 〇 Ｘ 〇 △ △ 

⑨KSL 教室習得中間言語 〇 Ｘ Ｘ △ △ 

3 

世 

以 

降 

⑩朝鮮学校コミュニティの朝鮮語 〇 〇 △ 〇 〇 

⑪中国の朝鮮族朝鮮語 △204 △ △ 〇 〇 

⑫中央アジアのコリョマル205 〇 〇 △ 〇 〇 

⑬オールドカマー1世~2世の朝鮮語 Ｘ 〇 〇 〇 〇 

⑭ニューカマー1世~2世の朝鮮語 Ｘ 〇 〇 〇 △ 

                                  
204 「延辺朝鮮族自治州」では朝鮮語が公用語としての地位を得ており、「自治州の自治機関は朝

鮮族の児童に対して行う本民族語教育を重視しなければならない。自治州内の小、中学校は本

民族語を用いなければならない。言語教育は朝鮮語を主とすると同時に漢語の強化も必要で

あり、学生には朝鮮語と漢語の両方を習得させなければならない」(「延辺朝鮮族自治州朝鮮

語文工作条例」18 条、宮下 2007 から再引用)と規定されている。そのため、特に「延吉市」

のように朝鮮族がマジョリティを占める地域においては 3 世以降であっても朝鮮語が第一言

語、母語となっている可能性が非常に高いといえよう。宮下(2007:16)では「特に延辺朝鮮族

自治州以外の地域居住する朝鮮族は、徐々に朝鮮語を第一言語としては用いなくなりつつあ

る」という記述が確認されるが、これは逆に延辺朝鮮族自治州では依然として朝鮮語が第一言

語であり、ほかの地域でも朝鮮語が第一言語である人が少なくないことを意味する。 

205 註 122(p.115)を参照。 
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9.2.2.で論じてきた内容とともに上記の表 96を参照すると、朝鮮学校コミュニティの朝

鮮語が既存の社会言語学的概念(表 96の②～⑨)とどのような部分で異なるかを改めて確認

できる。このことは、朝鮮学校コミュニティの朝鮮語を説明するための別のカテゴリーが必

要であることを示す。既存の用語の中では渋谷(2010)の「移民言語変種 206」がもっとも適

切であると考えられる。なぜならば、移民による言語変種(表 96 の⑩～⑭)は表 94 と表 95

で見たように少しずつ異なった言語様相を呈するものの、ほかの言語変種(表 96の②～⑨)

とは区別される類似性を持つためである。 

ただ、移民言語変種の中でも⑩～⑫のの移民言語変種の場合、⑬～⑭の移民言語変種とは

また性格が大きく異なるため、「移民言語変種」の下位分類を設定する必要性が出てくる。

朝鮮学校コミュニティと中国の朝鮮族、中央アジアの高麗人はすべて「ディアスポラ」とし

ての特性を持ち、それが彼らの言語使用にも大きく影響を及ぼしているが、⑬～⑭はそうで

ないからである。ここでディアスポラとは「離散の経験」と「故国(想像、虚構的意味での

母国)志向」と「境界維持(民族アイデンティティの維持)」の 3大条件 207を満たす移住・移

民集団のことを指すが、すべての移民コミュニティがディアスポラなわけではない 208。以

下のディアスポラの民族共同体に関する説明からもわかるように、移住・移民集団の中でも

とくに非自発または強制的に母国を離れたことに対する共通の哀悼の感情があり、それに

よって母国を理想化し、居住国に完全に同化せずに自分たちの民族アイデンティティと民

族語を維持しようとする傾向が強い集団のみを「ディアスポラ」といえる。 

                                  
206 渋谷(2010)の説明によれば、この用語における「移民」とは、あらゆる「移住の目的(就労、

交易、留学、強制連行、避難など)」と「移住先での居住形態(集住、個別的居住)」、「ともに

移動する人々の数(個人的移住、集団移住など)」を一括する表現であるという。 

207 もっとも狭い範囲の定義として知られているSafran(1991:83-84)の定義は 6 つの要件を提示

している。 

① 特定の起源地から外国の周辺的な場所への移動 

② 母国に対する集合的な記憶、ビジョン、神話を維持 

③ 居住国社会から受け入れられるという希望の放棄と、 

それによる居住国社会からの疎外と隔離 

④ 先祖の母国を子孫が帰還すべき理想的な土地とする見解 

⑤ 母国の安全と維持のための献身 

⑥ 母国とのつながりを守ろうと努力すること 

208 신기영(2016)によれば、ディアスポラの概念の柔軟な拡大を主張したTölölyanさえも、元の

居住地から他地域へ分散したすべての移住集団をディアスポラと見なす昨今の傾向について

否定的に捉え、ディアスポラはさまざまな理由で他地域へ分散した集団や、移住によって形成

された移民集団とは区別されるべきであると提案したという。そういう意味で、松本(2016)と

松本・奥村(2019)で用いられている「ディアスポラ言語変種」という表現の適切性については

若干の疑問が残る。 
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「政治的理由で居住国社会に同化することも、同化しようとしない、だからといって彼ら

自身が考え出した理想化した故国に戻ることもできない人々の共同体」(Mudimbe and 

Engle1999:6、拙訳) 

「可能な限り居住国に同化せずに居住国社会との統合と市民的権利を追求する。そのた

め、彼らは自らが共同体のバウンダリーを監視し、共同体構成員間の婚姻を奨励し、母国

語を維持しようとし、伝統を徹底的に守り、混種化(hybridized)したとしても、自分たち

のアイデンティティに忠実性を見せる。」(Tölölyan2007:650、拙訳、引用中の下線は筆者

による) 

また、このような特徴らにより「3世以降においても言語が継承され」、「その継承言語が

通用されるコミュニティが維持され」、ディアスポラコミュニティの話す民族語は「居住国

の現代の言語と、過去と現代の民族語(母国語)両方の影響を受けながらも、コミュニティ独

自の発展を遂げる」ようになる。つまり、社会方言と地域方言と中間言語の三つの様相を帯

びる言葉が生まれるようになるのであろう。まさに現在の朝鮮学校コミュニティの朝鮮語

がそれに当たる。 

上記の内容にもとづき、本論文では「ディアスポラ」に該当する移民集団の言語変種の新

たなカテゴリーとして「ディアスポラ方言 209」を提案したい。김하수(2017)の言う

「디아스포라와 연계된 한국어의 변종(ディアスポラと連係された朝鮮語変種)」がこの概

念に近いと考えられる。こういった移民言語変種の新しい下位カテゴリーを設定すること

により、今まで「ピジン的な」「ピジンに近い」「日本地域方言」などのように曖昧な表現で

説明され、不適切にカテゴライズされてきた朝鮮学校コミュニティ(3世以降)の朝鮮語につ

いて、より明確な概念を用いて説明ができるようになることを期待する。 

9.3. 本研究の意義 

本論文は朝鮮学校コミュニティの言葉を「間違い」や「正すべきもの」とみなさず、言語

の多様性を尊重する社会言語学的価値観のもとで、「言語接触論」的観点から分析すること

を目指した。その結果、「在日朝鮮語」とも言われる朝鮮学校コミュニティ独自の朝鮮語と

                                  
209 「ディアスポラ方言」という概念が他の言語コミュニティの分析にも援用できる普遍的な概

念であるか否かについては本論文の検証対象ではないため、議論の余地があるであろう。しか

し、表 96 に示したとおりに「中国朝鮮族」や「高麗人」などのようなコリアン・ディアスポ

ラコミュニティにおいて類似した特性を共有していることは事実であり、彼らによる朝鮮語

の移民言語変種をまとめて説明できると当時に、在日朝鮮語の特殊性を表現できる新たなカ

テゴリーを提案できたことに本論文の意義をおきたい。また、本論文は朝鮮学校コミュニティ

の朝鮮語の特殊性に注目するものであり、「ディアスポラ方言」という言葉は新たな研究対象

を発見するための概念ではないことに留意されたい。 
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いうものが実在していることを証明し、具体的にどういった言語様相を見せているか、どの

点についてどこからどのように影響を受けているかを実証的に究明することができた。ま

た、「ディアスポラ方言変種」という移民言語変異の下位分類を提案することにより、これ

まで曖昧とされてきた朝鮮学校コミュニティの朝鮮語の位置づけを新たにした。 

このような成果は、マイノリティ・コミュニティ特有の閉鎖性ゆえに朝鮮学校コミュニ

ティ内部へアクセスすることが困難とされ、さらには韓国国籍の者が朝鮮学校関係者に接

触することが韓国の法律上で厳しく制限されている現状を考慮すると、朝鮮学校コミュニ

ティ朝鮮語の再生産の主役である教員と生徒の「生」の発話データを分析対象としただけで

も意義があるといえよう。 

さらに、朝鮮学校コミュニティ朝鮮語が共有され、教えられている現場である「授業」談

話にとどまらず、様々なドキュメンタリー資料の中の発話も大量に収集してコーパス化し

たことによって、性別、職業、年齢、発話状況の格式度などといった社会的要因を考慮し、

諸言語事象について定量的根拠を持って正確に分析・立証することに成功している。この点

において、研究者の直感と印象に依存したものが多かった従来の研究の限界を克服したと

いえる。 

また、共和国の朝鮮語に関する書籍を入手し、日本でほとんど研究されていない共和国の

朝鮮語とも比較を試み、分析の参考とすることで、今までの先行研究では明らかにされてこ

なかった共和国の朝鮮語の影響について論じることができた。 

次に、本論文の結果は次のような分野に寄与できることを期待する。まず、朝鮮学校コ

ミュニティで使用される朝鮮語は「Korean Language」の一種の言語変種（variety of 

language）または方言（dialect）であるため、朝鮮語の多様性の記述に寄与できる。また

このことから、韓国政府や共和国の政府が在日コリアンに対する各種政策を決めるにあた

り、彼らを把握するための基礎資料としても活用できよう。 

また、複数の言語が接触した際にそれぞれの言語にいかなる現象が起こり、変容していく

のか、またどのように影響を受け合うのかを解明するための端緒を提供できた点でも意義

がある。異質的な言語・方言の接触や混交による、移民コミュニティにおける言葉の動的変

容プロセスの解明に寄与できるものと考える。さらには日系ブラジル移民や日系カナダ移

民などのような移民コミュニティで言葉はどのように変化していくのかに関する言語間の

比較研究を可能にし、その共通性と特異性を見出すための基礎資料としても活用できるこ

とを期待する。 

最後に、人は常に「移動」する存在であり、そういった「移動」は時には家から職場といっ

た短い距離の間で、時には大陸をまたぐ国と国の間で、時には階級間や世代間などにおいて

も行われる。そして、それは必然的に自分とは異なる個人、異なる集団との「出会い」を伴

うものであって、そういった「出会い」は時折「衝突」を起こし、それによって「変化」が

生まれる。そういった「変化」は多様な領域において起こり得るが、筆者が注目しようとし

たものは「言葉」であった。異なる特徴を持つ言語を話す共同体との出会いは、お互いの「言
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葉」に変化を起こす。場合によってはどちらか一方にのみ影響を及ぼしたり、次の世代にま

で変化が続いたり、もしくは一時的な現象として途中でとどまったりと様相はさまざまで

ある。また、そういった変化の様相は、沖縄におけるいわゆる「ウチナーヤマトグチ」のよ

うに、否定的にも肯定的にも捉えられることがある。このような変化の様相と変化に対する

態度の違いの背景には、移動時の歴史・政治的背景のみならず、その社会で重視される価値

観、当たり前とされる文化などが深く絡み合っている。言い換えれば、移民コミュニティに

おける言語変化を研究することはその背後にある文化社会的背景を研究するものであり、

これはホスト社会と移民社会の間の理解と協力を手助けするための礎となるであろう。 

9.4. 今後の課題 

本論文は大量の発話資料をもとに定量的・実証的分析を行ったことに大きな意義がある

が、その結果は言語資料の特性によって異なってくる可能性があることに留意しなければ

ならない。本論文の言語資料の多くは「中級部」と「高級部」の授業談話となっており、「幼

稚園・初級部生徒の発話」「大学生の発話」「父母の発話」の数が比較的に少なくなっている。

また、多様な社会的上下関係と多様な場面における発話も十分とは言えないのが事実であ

る。今後はさらに多くの、多様な場面での言語資料を確保することにより、用例数の不足に

よって今回検討ができなかった呼称使用に関する定量的分析や、職業と場面、相手との関係

などによる違いについてもより深い分析を行いたい。そうすることで、諸現象が朝鮮学校コ

ミュニティ全体において起こっているものであるということをより明確にできるであろ

う。 

次に、本章で明らかになった言語事象の背景と原因については、在日コリアン当事者たち

の意見を参考にし、記述の説得力を補強しなければならない。特に共和国の影響を受けた諸

事象に関しては、韓国ではまったく使用されないものも多く、韓国の朝鮮語母語話者である

筆者がその正確な意味と用法の違いなどを十分に把握できていない可能性が高い。そのた

め、今後、朝鮮学校コミュニティの構成員に対してアンケート調査やインタビュー調査を行

うことで、朝鮮学校コミュニティにおける使い方に関して具体的に解明する必要がある。 

また、共和国の話し言葉コーパスも同時に確認することで共和国の朝鮮語の影響につい

ても分析したいが、홍종선(2020)によれば現在共和国で大規模な話し言葉コーパスが構築

されたとの報告はないようである。また、소강춘 외(2015)と이진병・소강춘(2017)によれ

ば、韓国の国立国語院で構築した共和国の話し言葉コーパスは存在するが、話し言葉の資料

が「ニュース番組」と「映画」、「共和国離脱住民(いわゆる脱北者)の独白」の 3種類のみの

ため実際とはかけ離れている可能性が高く、規模も約 1 万文節と少ない 210。そのうえ、著

                                  
210 世宗話し言葉コーパスは約 70万文節である(p.143の表 55参照)。 
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作権の関係上研究者を含めた一般人には一切公開されていないため、しばらくの間は共和

国の朝鮮語との比較は難しいと考えられる。その代わり、共和国の研究書籍や論文などを

様々なルートから可能な限り多く入手し、今後の分析に活用することを課題として残して

おきたい。 

なお、今回は中級部と高級部の国語教科書のみを用いて検討が行われたが、もしその他の

教科書も入手が可能であればより広範囲における朝鮮学校教科書の検討を行いたい。教科

書で教えられている内容と、朝鮮学校コミュニティで実際に話されている朝鮮語の間には

乖離がある可能性があるためである。ほかにも、今回は慶尚道や済州道方言の影響に関して

深い考察は行われていないが、韓国の地域方言の影響は主に特定の語彙(韓国文化に関する

言葉や親族名呼称など)やそれらの語彙のアクセントなどに強く現れる可能性が高い。この

内容に関しては別稿を期したい。 

最後に、本論文では朝鮮学校コミュニティの朝鮮語に関する幅広い現象が扱われている。

そのため、「敬語」「呼称」「縮約」「文体(スタイル)」「表現構造」のみを掘り下げている研

究に比べると、どうしても分析と考察の深さの面において不足していることは確かである。

しかし、これはある一言語について初期研究を行う者であれば誰しもがぶつかるやむを得

ない限界および問題であるとも考える。今後はこの論文をもとにし、たとえば語尾「-다ta」

の意味機能など、より分析の対象を狭くして深い分析を行っていかなければならない。そう

いったより具体的な分析と、本論文の間違いに関する指摘と再検証等は、筆者の後続研究ま

たはほかの研究者の課題として残しておきたい。 

以上、これらのことを本論文の課題とし、今後さらに研究を深めていきたいと考える。 
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평양：사회과학출판사, 1992. 

『조선말대사전2(朝鮮語大辞典)』사회과학원언어학연구소(社会科学院言語学研究所), 평

양：사회과학출판사, 1992. 

『표준국어대사전(標準国語大辞典)』국립국어원(国立国語院)  

http://stdweb2.korean.go.kr/main.jsp (2018年11月18日閲覧) 
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(5) オンライン文献 

在日本朝鮮人総聯合会 公式ウェブサイト  

[民族教育～民族教育の体系] http://www.chongryon.com/j/edu/index.html 

［民族教育～科目別時間数］http://www.chongryon.com/j/edu/index7.html 

［朝鮮総聯の組織体系と機構］

http://www.chongryon.com/j/cr/index4.html (2020年10月07日閲覧) 

在日本大韓民国民団 公式ウェブサイト [在日同胞社会] 

https://www.mindan.org/syakai.php (2020年10月10日閲覧) 

朝鮮大学校 公式ウェブサイト ［カリキュラム・ポリシー] https://www.korea-

u.ac.jp/information/curriculum_policy/ (2018年11月18日閲覧) 

趙義成[조의성]の朝鮮語研究室 [朝鮮語ビビンパ＞在日朝鮮語] 

http://www.tufs.ac.jp/ts/personal/choes/bibimbab/zainitigo/index.htm

l (2020年10月10日閲覧) 

東京韓国学校 公式ウェブサイト[学校現況] 

http://jp.tokos.ed.jp/icons/app/cms/?html=/home/int1_4.html&shell=/i

ndex.shell:54 (2020年10月07日閲覧) 

モンダンヨンピル(몽당연필) 公式ウェブサイト [조선학교는 어떤 곳?(朝鮮学校はどん

なところ?)] http://www.mongdang.org/kr/bbs/content.php?co_id=fact01 

(2020年10月10日閲覧) 

法務省 公式ウェブサイト [在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表] 

http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html (2020

年10月16日閲覧) 

(6) コーパス類 

国立国語院(韓国)『세종 말뭉치(世宗コーパス)』 

https://ithub.korean.go.kr/user/corpus/corpusSearchManager.do 

(2020年10月11日閲覧) 

国立国語院(韓国)『한국어 학습자 말뭉치(朝鮮語学習者コーパス)』 

https://kcorpus.korean.go.kr/ (2020年10月11日閲覧) 
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各章と既発表論文との関係 

本論文の各章と、稿者の既発表論文との関係は以下のとおりである。 

 

第 4 章 聞き手敬語の運用様相 

以下の学会発表要旨と論文に基づき、加筆・修正を加えたもの。 

權恩熙(2018・06)「朝鮮学校コミュニティの朝鮮語の聞き手敬語運用に関して」日韓

次世代学術フォーラム第 15回国際学術大会、日本・静岡県(静岡県立大

学) 

權恩熙(2019・07)「在日コリアンによる朝鮮語の聞き手敬語運用に関する基礎的研究

―朝鮮学校コミュニティを中心に―」『朝鮮学報』252、朝鮮学会、pp.75-

111. 

 

第 5 章 朝鮮語呼称の使用様相 

以下の学会発表要旨に基づき、加筆・修正を加えたもの。 

權恩熙(2019・11)「在日コリアン・オールドカマーによる朝鮮語の呼称使用―朝鮮学

校コミュニティを中心に―」第 10 回日本韓国語教育学会学術大会、日

本・東京都(駐日韓国文化院)、pp.98-103. 

 

第 6 章 書き言葉的語の多用 

以下の論文から大幅な追加調査および再分析を行い、加筆・修正を加えたもの。 

임영철・권은희[任栄哲・權恩熙](2012・05)「재일조선어의 ‘문어체의 구어화’에 

관한 일고찰―다큐멘터리 발화 자료를 중심으로―(在日朝鮮語の「書

き言葉体の話し言葉化」に関する考察―ドキュメンタリーの発話資料を

中心に―)」『日語日文學研究』81(1)、韓国日語日文學会、pp.211-234. 

※共著者の許諾済み 
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第 7 章 非縮約形の多用 

以下の学会発表要旨に基づき、加筆・修正を加えたもの。 

權恩熙・宇都木昭(2019・10)「朝鮮学校コミュニティにおける話し言葉での非縮約形

の多用に関する考察」第 70回朝鮮学会大会、日本・奈良県(天理大学) 

 

第 8 章 名詞的表現の使用様相 

以下の学会発表要旨と論文に基づき、加筆・修正を加えたもの。 

權恩熙・宇都木昭(2019・03)、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―、第 43回社会言語科学会研究大会、

日本・茨城県(筑波大学) 

權恩熙・宇都木昭(2019・10)「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―」『韓国語教育研究』9、日本韓国語

教育学会、pp.201-214. 
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