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1. はじめに

 

�朝鮮版伊路波�と�捷解新語�を中心とする朝鮮資料は、ローマ字表記によるキリシタン

資料、漢字表記による中国資料とともに外国資料として、日本における仮名表記の仮名資

料と対立する。特に、ここで取りあげる朝鮮資料の資料的特性は、日本語と構造の上で相

似た膠着語と呼ばれる性格の言語で、それを表記するハングルは日本語の仮名と同じく、

一文字が一音節を表わすが、一方、仮名とは違って一文字が音素と音素との組み合わせに

より作られているので、一応音素に対応する要素に分析して表わすことができる。　

朝鮮資料には朝鮮語学習書と日本語学習書があり、文献によりハングルによる音注と対

訳が施され、朝鮮語と日本語の研究資料として多く用いられている。特に、�捷解新語�

は、朝鮮における司譯院の日本語學習書で、日本語本文(平仮名)の他に朝鮮語對譯及びハ

ングル音注が施されており、早くから日本語や朝鮮語の言語資料として多岐にわたって取

り上げられている。また、原刊本(1676)から改修本(1748)、重刊本(1781)へと改訂が行われ

るなか、對譯の位置や配置という形式的な面にまで改修が行われていたことが指摘されて
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いる。

�捷解新語�の原刊本では日本語の一文(句)ごとに対応する朝鮮語対訳を付すのに対し、

改修本・重刊本では日本語の左側に語や文節ごとに対応する朝鮮語対訳を配置させてい

る。一方、原刊本から重刊本にかけて改訂が行われてもハングル音注の配置はほとんど変

化が見られない。即ち、朝鮮語対訳の配置とはちがって、ハングル音注の場合は基本的に

日本語本文の一文字に対してハングル音注一文字という一対一相対の形式を取っている。

辻星兒(1997a,1997b)では｢相対｣(真横への配置を｢相対｣と名付け、｢対応｣と区別する)とい

う用語が用いられており1)、日本語本文に対する対訳が、多少、上下にずれた場合も含め

る。しかし、本稿では日本語本文に対する朝鮮語対訳・ハングル音注が真横にあるかずら

してあるかを問題とするため、日本語本文に対する対訳・音注が一対一相対の場合は｢真横｣

表記とし、二対一、三対一の相対(日本語本文の仮名と仮名との間に対訳・音注が施されて

いる)の場合は｢ずらし｣表記とする。

�捷解新語�における朝鮮語対訳について、濱田敦(1970)では｢同じ内容を表すべき｢語｣

が、左右のページのほぼ同じ場所に現れる｣ことが可能であるとしている。特に、重刊本で

は｢朝鮮語は、日本語のすぐ左側に、それぞれの｢語｣に対するひきあてがなされて、真の意

味での｢対訳｣と云える形をとっている｣としている2)。また、辻星兒(1997b)では�捷解新語�

改修本における日本語本文と朝鮮語対訳との配置関係を中心に調べ、以下のようにまとめ

ている3)。

(1)体言：日本語の体言には、それに対応する朝鮮語を相対させることを原則としている。

(2)格助詞・副助詞・係助詞類：日本語の体言その他に助詞類(格助詞・副助詞・係助詞な

ど)が付属している場合、一般的に日本語の助詞に対応する朝鮮語の助詞に対応させて

いる。

(3)用言複合体：日本語の用言複合体の文節には、対応する朝鮮語の用言複合体の文節を一

括して相対させていることが多い。

(4)接続助詞：日本語の接続助詞に対応する朝鮮語の要素は、いわゆる接続語尾であるが、

この接続助詞と接続語尾を相対させていない例が多い。

 1) 辻星兒(1997a,pp.293-312, 1997b,pp.153-157)参照。

 2) 濱田敦(1970,pp.44-45)参照。その他、安田(1966,p.477)でも第二次改修本(本稿では重刊本)における朝

鮮語と日本語との対訳について｢文法的構造の告示から来る構文の共通性から、まさに対訳、

translation side by side with the originalに価する体裁を採った｣との指摘があるが、どちらも音注の配置

については述べられていない。

 3) 辻星兒(1997b,pp.156-157)参照。
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(5)複合体内部での相対：日本語の用言複合体を構成する助動詞についても、対応する朝鮮

語の形式を時に相対させていることがある。

(6)補助動詞：補助動詞はその接続の種類によって、相対の率が異なるが、平均として6割

程度の相対率を示している。 

さらに｢重刊本では、改修本の方式を踏襲するが、相対をより厳密なものとしている｣と

し、改修本ではほとんど相対させていなかった日本語の用言複合体の接続助詞、終止語尾

もほぼ規則的に相対させているとしている。

一方、日本語本文に対する音注の配置については、これまでほとんど言及されていな

い。安田(1980)においても、重刊本の仮名本文とハングル音注に朱の円が施されていると

いう指摘にとどまっている4)。

　

勿論刊行後のことであろうが、円(10.5粍)が、朱で、仮名本文と音注諺文に施されてい

る。仮名本文のは、｢や｣・｢ゆ｣・｢よ｣・｢わ｣を添えた拗音節と撥音節との表記、換言すれ

ば、その殆んどは、先に述べた連字が用いられている個所および、促音｢つ｣・｢く｣と直前

の音節との中間に、記されている。

このように、これまで日本語本文の左側に施されている朝鮮語対訳の配置については、

具体的に取り上げられているのに対して、日本語本文の右側に施されているハングル音注

の配置についてはほとんど論じられていないのが現状である。そこで、趙来喆(2002)では�

捷解新語�におけるハングル音注配置を中心に考察を行い、日本語本文の仮名文字とハング

ル音注が一対一相対の原則になっていることを指摘している5)。よって、本稿では朝鮮語

対訳とハングル音注の配置の実態について詳しく調査を行い、対訳・音注の配置方法の究

明とともに語別、巻別による配置の違いを考察してみる。なお、本稿では対訳と音注の配

置を比較・検討することを目的とするため、日本語本文の左右に対訳と音注配置の用い方

が分かる改修本の用例を中心に用いることにする。

 4) 安田章(1980,p.103)参照。

 5) 趙来喆(2002)では�捷解新語�の朝鮮における日本語学習書という性格から、朝鮮語の音韻体系及びハ

ングルの表記原理になじんだ朝鮮人学習者に日本語の正しい発音を学習させようと音注配置の原理

を用いたことを考察している。
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2. 朝鮮語対訳・ハングル音注の配置の概観

日本語本文の左側(本稿では下段)に配置されている朝鮮語對譯は語や文節ごとにハング

ルと漢字をもって施されているのに対して、日本語本文の右側(本稿では上段)に配置され

ているハングル音注は仮名とハングルが一対一の相対でハングル表記が用いられている。

1)巻一冒頭の対訳・音注配置

　나 닝 가 시 고 고  고 이 소 나 다 다 이         쥬 우 에   읻  뎨

　な　に　か　し　こ　こ　ゑ　こ　い　そ　な　た　た　い　く　わ　ん　 ち　う　ゑ　い　つ　て

　아모가히       이러       오라   네        代       官       中     에  가 

(改修本 巻一1オ)6)　

上記1)のように、朝鮮語対訳は日本語本文の意味単位ごとに対応する朝鮮語を語頭に合

わせ相対させているだけで、必ずしも日本語本文に対して均等配置されていないのに対し

て、ハングル音注は日本語本文に対してハングル音注が一対一相対の均等配置になってい

ることがわかる。日本語本文に対して朝鮮語対訳とハングル音注の配置方法に違いが見ら

れるのは、対訳と音注の目的の違いのように思われる。つまり、対訳は日本語本文の意味

を把握することを目的としているため句や文節ごとに対訳を配置させるのに対して7)、音

注は日本語本文の一つ一つの仮名の音を正確に読むことを目的としているため日本語本文

に対するハングル音注を均等配置させているのであろう。

2)拗音、舌內入聲音(t入聲)の対訳・音注配置

　　　　슈     단        　　　　　　기   삳

　　　し　ゆ　た　ん　　　　　　　　き　さ　つ

　　　　手　　  端  　　(巻四27ウ)    貴　　札  　　(巻十上10オ)

 6) 本稿では対訳と音注の配置を比較・検討することを目的とするため、特記しない限り、改修本の用例

を用いることにする。

 7) 朝鮮資料の�隣語大方�(1751)でもハングル本文の意味を把握しやすくするため、日本語対訳(上段;原

文では右側)と漢字のハングル音読(下段;原文では左側)を名詞や助詞ごとに対応させている。

　　　以前ハ ――― ヲ ―― ヨリ　

　　　이젼은公作米를各官의셔

　　　　　　공작미 
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2)のように、日本語本文に対してハングル音注が規範的に均等配置しているわけではな

い。例えば｢たいくわん｣｢いつて｣のように撥音、促音のハングル音注は日本語本文の仮名

と仮名との間にずらして配置する傾向が見られる。また、拗音、舌內入聲音(t入聲)などの

場合にも朝鮮語対訳とハングル音注が日本語本文に対して一対一相対関係ではなく、日本

語本文の仮名と仮名との間にずらして配置される傾向がある。これは、二文字または三文

字の日本語本文を読み間違えないようにするためであろう。即ち｢しゆたん｣はsi-yu-tanでは

なくsyu-tanとして読むことを、｢きさつ｣はki-sa-tsuではなくki-satとして読むことを示してい

る。また1)の｢たいくわん｣の場合はta-i-ku-wa-unではなくta-i-kwanであることを、｢いつて｣

の場合はi-tsu-tyeではなくit-tyeであることを示すため、日本語本文の仮名と仮名との間にハ

ングル音注が施されているものと考えられる。

一方、漢字をもって対訳する場合は日本語本文に対して対訳の漢字一文字一文字を配置

させる方法が用いられている。辻星兒(1997b)では、｢二字漢語や合成語の場合は、その構

成要素の場合は、漢字やその構成、漢字やその構｣とし、｢｢くんくわん｣：｢軍官｣のよう

に、漢字をもって対訳している場合、日本語の場合は、部分に漢字一字ずつ対応させ構｣と

する。そこ漢字本稿では対訳と音注の配置関係を的確に調べるため、日本語の固有構成漢

字表記した｢あちらこちら｣(彼此)などは対象外とし、漢字をもって対訳される場合に限っ

て考察を行うことにする8)。なお、日本語本文に対して対訳・音注の配置が仮名の真横に

配置されるか、仮名と仮名との間にずらして配置されるかを調べ、それぞれ｢真横対訳｣｢真

横音注｣と｢ずらし対訳｣｢ずらし音注｣と呼ぶことにする。

 8) 和語における促音、撥音、拗音の音注配置の場合も日本語本文の仮名と仮名との間にハングル音注が

施されている例がほとんどである。改修本巻一の促音、撥音、拗音の例を以下の下線部分に示して

おく。

　＊促音(いつて、御さつて、まつて、まいつた、あかつて、もつて、かえつて、おつつけ、~さつしやる

の形など)

　＊撥音(御さりません) 

　＊拗音(あがれしやれませい、たのましやる、おもわしやれう、やらしやれて、ゆかしやれい、~さつし

やるの形など)
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3. 朝鮮語対訳・ハングル音注の配置の実態

3.1 開音節、長音の場合

開音節と長音における漢語の場合は、対訳・音注の配置ともに日本語本文の真横に施さ

れており、ほとんどの例が｢真横対訳｣｢真横音注｣配置である。

3)   이  모  구

　 さ　い　も　く

　　材　 　木　　 (巻一37オ)

3)のように、日本語本文の真横に音注が一文字ずつ相対し、また漢字一文字に当たると

ころの真横に対訳が配置される。これは｢巻一｣から｢巻十｣までの開音節や長音の例につい

ても同様のことが言える。一方、開音節や長音の場合でも例外的に｢ずらし対訳｣｢真横音注｣

配置の例が見られる。

4)   

　ふ　し

　 無事　　 (巻二2オ)

5)   우  모  쯔

　そ　う　も　つ

　 雑　 　　物　　　 (巻四34ウ)

4)は日本語本文に対して音注が真横に配置されているが、対訳は日本語本文の一文字目

に詰めた形となっており、日本語本文に対して対訳の漢字がずれている例である。これら

の例を全体の用例数から見ると、｢送使｣8例のうち2例、｢奇特｣3例のうち1例、｢無事｣23例

のうち1例、｢道理｣9例のうち1例、｢聖信｣7例のうち1例｢奉行｣13例のうち1例が｢ずらし対訳

｣｢真横音注｣の配置になっている。これらの例の中で｢奇特｣(巻九20ウ)、｢無事｣(巻一10オ)

の例は、朝鮮語による対訳も1例ずつ用いられており、他の朝鮮語対訳と同じように日本語

本文の一文字目のところから文字を詰めて配置する方法をとっている。
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5)は｢雑物｣の｢物｣のように、日本語本文に対してハングル音注が真横に配置されている

が、朝鮮語対訳は日本語本文の仮名と仮名との中間部分に配置されている例である。これ

らの例を全体の用例数から比べてみると、｢公木｣26例のうち5例、｢一隻(艘)｣6例のうち2

例、｢三隻｣2例のうち2例、｢雑物｣7例のうち1例(残りの6例は｢さうもつ｣)が｢ずらし対訳｣｢

真横音注｣となっており、全体の用例数から見て｢ずらし対訳｣｢真横音注｣が少ないことが分

かる。ただし、5)のような漢語の例が他の巻にも見られるが｢ずらし対訳｣｢真横音注｣配置

になっている例は巻四にしか見られない。開音節や長音が｢真横対訳｣｢真横音注｣の配置に

なっている例が全巻にかけて見られるのに対して、｢ずらし対訳｣｢真横音注｣のような配置

例が巻四にのみ集中して見られるのは編集時の誤りあるいは巻四の別筆の可能性が考えら

れる。

一方、4)5)のような例は、重刊本においてすべてが｢真横対訳｣｢真横音注｣の配置へと改

訂されており、開音節や長音における朝鮮語対訳・ハングル音注は基本的に｢真横対訳｣｢真

横音注｣の配置となっている。

　

3.2 促音、撥音、拗音の場合

開音節や長音の朝鮮語対訳・ハングル音注は基本的に｢真横対訳｣｢真横音注｣の配置であ

るのに対して、上記1)2)に取り上げられた｢いつて｣(行って)、｢たいくわん｣(大官)｢しゆたん｣

(手端)、｢しゆたん｣(手端)のような促音、撥音、拗音の場合は、対訳・音注ともに日本語本

文の仮名と仮名との中間部分にずらして配置させた｢ずらし対訳｣｢ずらし音注｣配置が施さ

れている。これらの例は、�捷解新語�改修本の全巻にかけて同様の配置方法が用いられて

いる。

これは重刊本の巻末にある｢伊呂波吐字｣｢伊呂波合字｣の撥音、拗音などが他の仮名の下

に連ねてあることや仮名本文の撥音節、拗音節の連字が用いられている個所及び促音｢つ｣

｢く｣と直前の音節との中間に、朱円が記されていることとも関連しているものと思われ

る9)。安田章(1980)では、｢促・撥・拗音節以外に、仮名本文中で、朱円は見られない点か

ら推すと、仮名表記の上で、これらを、特に他と区別しようとしたのであろう｣との指摘か

らも、開音節や長音の朝鮮語対訳・ハングル音注の配置とは異なっていることを示唆して

いる。

 9) 安田章(1980, pp.103-104)参照。
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6) 사  이   

　さ　い　せ　ん

　  在　　　前　　　 (巻八11ウ)

一方、撥音の場合にも｢しゆつせん｣(出船;巻八14ウ、34オ)、｢まんまん｣(満満;巻十上4

ウ、18ウ)、｢さうはん｣(早飯;巻十上9オ)などの例は、例外的に対訳・音注ともに日本語本

文の真横に配置されている。また、巻一から巻九までの促音、撥音、拗音の対訳・音注は

日本語本文の仮名と仮名との間にずらして配置される｢ずらし対訳｣｢ずらし音注｣が一般的

であるのに対して、6)のように例外的に｢真横対訳｣｢ずらし音注｣の配置方法が一般に用い

られる場合がある。特に、巻十の例は、巻一から巻九までの配置の方法とは異なってい

る。｢真横対訳｣｢ずらし音注｣の配置方法をとっている類例を改修本から調べてみると、巻

一2例、巻五2例、巻六7(14)例、巻七2例、巻八4例、巻九3例、巻十上8(9)例、巻十中52(69)

例、巻十下49(64)例が見られ、特に巻十の中でも十中、十下の用例が数多く見られる。　

巻一から巻九までの例のうち、｢真横対訳｣｢ずらし音注｣配置の主な例を全体の用例数か

ら比べてみると、｢信使｣30例のうち2例、｢三使｣10例のうち2例、｢慇懃｣6例のうち1例、｢出

船｣14例のうち5例、｢萬事｣8例のうち3例、｢接待｣6例のうち3例として、促音、撥音、拗音

の多くの例は｢ずらし対訳｣｢ずらし音注｣の配置であることが分かる。ただ、巻六には｢出船

｣14例のうち5例と｢接待｣6例のうち3例すべてが｢真横対訳｣｢ずらし音注｣として配置されて

おり10)、巻によって対訳の配置に偏りがあったことがうかがえる。

また、巻十の例のうち｢巻十上｣の場合は｢真横対訳｣｢ずらし音注｣の配置例が散見できる

のに対して、｢巻十中｣の場合は｢りやうにち｣(両日;15オ)、｢にうくわん｣(入館;15オ)の2例の

他には、すべての例が｢真横対訳｣｢ずらし音注｣という配置方法が用いられている。

朝鮮語対訳の配置において促音、撥音、拗音の多くの例に巻一~巻九では｢ずらし対訳｣、

巻十では｢真横対訳｣が用いられ、巻別による対訳配置にズレが見られることは、巻十の性

格の違いや別筆の可能性をも考慮して考えざるを得ない。

重刊本では、改修本巻一~巻九の｢真横対訳｣｢ずらし音注｣の例はほとんど｢ずらし対訳｣｢

10) ｢真横対訳｣｢ずらし音注｣の例外的な例を取りあげると、以下のようである。

　  ＊日本語本文と読みが異なる例

　　  ：｢しやへつ｣(差別;巻六27ウ)、｢りやうけん｣(思見;巻九19ウ)

　  ＊促音としてとらえられた例

　　  ：｢そくさい｣(息災;巻十中24ウ)、｢とくそう｣(特送;巻十下10オ)、｢かくくわん｣(各官;巻十下13ウ)

　  ＊紙面の都合により字詰めになっている例

　　  ：｢いんきん｣(慇懃;巻六7オ)、｢ににん｣(二人;巻七14オ)
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ずらし音注｣へと改められることになる。また、改修本巻十の｢真横対訳｣｢ずらし音注｣の例

も重刊本において｢ずらし対訳｣｢ずらし音注｣へと書き改められることになるが、まだいく

つか例外が残る。そのほとんどの例は｢しやう｣(上)、｢ちやう｣(状)、｢りやう｣(両)、｢みやう｣

(明)のような拗音の例で、その他には｢けいたつ｣(啓達;上12オ)、｢すいふん｣(随分;中7オ)、

｢あんない｣(案内;中13ウ)などの例が見られる。 

3.3 舌内入声音の場合

舌内入声音は中世末期まで閉音節-tが保たれていたとされるが、朝鮮資料のハングル表

記ではほとんど開音節化を表す表記が用いられている。本節では、�捷解新語�における舌

内入声音の朝鮮語対訳とハングル音注の配置の実態を調査し、舌内入声音がどのように読

まれていたかを検討・考察してみることにする。

�捷解新語�における舌内入声音は、7)の｢吉日｣(きちにち)｢静謐｣(せいひつ)のように巻

一~巻九ではすべての刊本に開音節化された表記が用いられており、開音節や長音と同じく

｢真横対訳｣｢真横音注｣の配置になっている。それに対して、巻十の舌内入声音は｢貴札｣

(ki-sat)｢悃札｣(kon-sat)のように閉音節-tの表記が用いられ、配置方法も促音、撥音、拗音の

ように｢ずらし対訳｣｢ずらし音注｣の配置になっているのが一般的である。ただし、改修本

における巻十の配置方法の場合、8)の｢こんさつ｣(悃札)のように｢真横対訳｣｢ずらし・音注｣

が用いられており、改修本巻十における対訳の配置については例外として考えなければな

らない。

7)舌内入声音(巻一~巻九)の対訳・音注配置 

　기  지  니  지　　　　　　셰  이  히  즈

　き　ち　に　ち　　　　　　せ  い  ひ  つ

　吉　　　日　　(巻五4オ)      静　　　謐　　(巻六3ウ)

8)舌内入声音(巻十)の対訳・音注配置 

　기   삳                      곤     삳

　き　さ　つ　　　　　　　　こ　ん　さ　つ

　貴　　札  　(巻十上10オ)　　 悃　　 札  　(巻十上13オ)
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　기  사  쯔                    곤     삳

　き　さ　つ　　　　　　　　　こ　ん　さ　つ

　  貴　札   (重刊巻十上8オ) 　  悃　　 札　　(重刊巻十上10ウ)

舌内入声音｢きさつ｣(貴札)のハングル音注の場合、原刊本と改修本では閉音節の形｢삳｣

(sat)として｢ずらし対訳｣｢ずらし音注｣の配置になっているが、重刊本では開音節の形｢사쯔｣

(sa-ccɯ)として｢真横対訳｣｢真横音注｣の配置になっている。これは舌内入声音が開音節の表

記であるか閉音節の表記であるかによって、朝鮮語対訳とハングル音注配置が異なってい

たことになる。

以上のように�捷解新語�における舌内入声音は対訳や音注の配置によって、巻一~巻九に

見られる｢쯔｣(ccɯ)は開音節として発音され、巻十に見られる｢-ㄷ｣(-t)は閉音として発音さ

れていたことが見受けられる。

4. おわりに

本論文は、朝鮮資料における�捷解新語�改修本の朝鮮語対訳とハングル音注の配置を中

心に調査・考察を行ったものである。�捷解新語�改修本における漢語の朝鮮語対訳・ハン

グル音注の配置の実態について検討した結果、朝鮮語対訳の配置とはちがって、ハングル

音注の場合は基本的に日本語本文とハングル音注とが一対一の相対の形式を取っているこ

とが明らかである。一方、促音、撥音、拗音、舌内入声音(閉音節)などの場合には日本語

本文に対してハングル音注が一対一の相対(真横表記)ではなく、二対一、または三対一の

相対(ずらし表記)で示され、ハングル音注が日本語本文の仮名と仮名のあいだにずらして

表記されるのが一般的であることが分かった。なお、和語の音注配置についても、以上の

漢語の例と同様に和語の促音、撥音、拗音などの例は、日本語本文の仮名と仮名の中間部

分に規範的に｢ずらし音注｣が用いられており、その他の例は仮名の真横に音注される｢真横

音注｣が一般的である。朝鮮語対訳とハングル音注の配置を語別及び巻別による観点からま

とめると、以下のようになる。

①開音節、長音の場合：全巻にかけて｢真横対訳｣｢真横音注｣の配置であるのに対して、

｢ずらし対訳｣｢真横音注｣の配置例が巻四にのみ集中して見られる。

②促音、撥音、拗音、舌内入声音(閉音節)の場合：全巻にかけて多くの例は｢ずらし対訳｣
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｢ずらし音注｣の配置であるのに対して、｢出船｣5例と｢接待｣3例が巻六でのみ｢真横対

訳｣｢ずらし音注｣として配置されている。また、巻十の例のうち、｢十上｣の場合は｢真

横対訳｣｢ずらし音注｣の例が散発的に見られるのに対して、｢十中｣では2例を除いたす

べての例が｢真横対訳｣｢ずらし音注｣として配置されており、｢十下｣ではすべての例が

例外なく｢真横対訳｣｢ずらし音注｣として配置されている。

以上のように、漢語や和語における対訳と音注の配置には規範性・統一性が見られ、重

刊本へと改訂されても対訳・音注の配置が厳密に施されているということは、編者の意識

の中で日本語学習者が日本語文章の理解と日本語の正しい発音を効率的に学習させようと

する目的があったためと考えられる。また、注7)に取りあげているように、朝鮮資料の�隣

語大方�(1751)でも日本語対訳と漢字のハングル音読を名詞や助詞ごとに対応させることに

よって、ハングル本文の意味を把握しやすくしたことが明らかである。

今後、朝鮮資料をはじめ�捷解新語�を日本語史及び朝鮮語史の資料として取り扱う場

合、以上のような対訳と音注などの形式的な面にも留意しつつ考察を行う必要があるだろ

う。また、巻別による対訳・音注の配置の違いが見られるが、編集時の誤りあるいは別筆

の可能性も含め、さらに検討していくことにする。
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<要旨>
　

朝鮮資料における朝鮮語対訳とハングル音注配置

ー�捷解新語�改修本を中心にー

本論文は、朝鮮資料における�捷解新語�改修本を中心に、日本語本文の漢語に対応する朝鮮語対訳とハングル音注の

配置について調査・考察を行ったものである。改修本における朝鮮語対訳・ハングル音注配置の実態について検討した

結果、朝鮮語対訳は日本語本文の左側に語や文節ごとに配置させているのに対し、ハングル音注(開音節、長音)は基本

的に日本語本文の一文字に対してハングル音注一文字という一対一相対の形式を取っていることが明らかになった。

一方、促音、撥音、拗音、舌内入声音(閉音節)などの場合には日本語本文に対してハングル音注が一対一の相対では

なく、二対一、または三対一の相対で示され、ハングル音注が日本語本文の仮名と仮名のあいだにずらして表記される

のが一般的であることが分かった。

以上のように�捷解新語�改修本の日本語本文に対応する朝鮮語対訳とハングル音注配置が開音節、長音であるか、促

音、撥音、拗音、舌内入声音(閉音節)であるかによって厳密に施されていることは、編者の意識の中で日本語学習者が

日本語文章の理解と日本語の正しい発音を効率的に学習させようとする目的があったためと考えられる。

On the Arrangement of Transcriptions and Translations in Korean Source-Materials

　This Article is about examination of translations and transcriptions for the revision copy of "Shokai-ShiNgo"(捷解新語). 

According to the result, unlike the arrangement of transcriptions in Korean, translations for Japanese texts and transcriptions 

are basically spelled by form of corresponding one-by-one.

Whereas, "Soku-oN"(促音), "Hatsu-oN"(撥音), "You-oN"(拗音), "Zetsunai-Nissyou-oN"(舌内入声音) transcriptions for the 

Japanese texts are spelled by the form of two-by-one or three-by-one instead being spelled by the form of one-by-one. It is 

noticeable it is a general way to spell Hangul transcriptions between letters.

This is because "Shokai-ShiNgo"(捷解新語) is made for korean people, who got used to korean phonological systems and 

the principle of spelling korean, they considered about the arrangement of transcriptions to make learners learn the right Japanese 

pronunciations. 
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