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<要旨>
本研究は 韓日近代新聞における言語生活の対照研究の一環として、韓国の開化期の『独立新聞』と同時期の
日本の『読売新聞』の雜報欄に注目し、両言語の言語生活の実態について考察したものである。新聞を対象とし
た今までの多くの先行研究は、現代語の語彙研究が中心であり、近代の新聞を言語資料とした対照研究はほとん
ど見られない。また、従来の研究は、社会言語学的な観点を歴史的研究に積極的に適応していなかった。
考察の結果、両新聞共に男性を基準とした報道の傾向が指摘できる。女性の場合は新聞で扱う記事は極めて少
なく、言及される内容も両新聞共にマイナス的な素材であることに特色がある。
また、日本の『読売新聞』の語彙は、現代日本語へ繋がる言語表現(名詞に限って言えば)が多い。しかし、韓
国の『独立新聞』の語彙の場合は、現代韓国語までは繋がらないまま、廃れてしまう語彙や意味縮小や意味転成
などが見られたことが注目される。韓国語の場合は、近代語から現代語へ到る過程で、大きな社会変革や制度の
変化(脱日本語化)により、現代語までは繋がらず消滅した語彙が多かったと考えられる。
以上、両新聞を分析した結果から、現代日本語の基盤は近代(明治時代)に求めることができるが、現代韓国語
の基盤は開化期の韓国語と異る部分が多いことが分かる。今後、資料を幅広く、精密に調査しながら、両言語の
言語生活の実態及び変化の様子などを究明していく必要がある。

主題語: 韓日近代新聞(Korea and Japan Modern Newspaper)、対照研究(Comparative Study)、
言語生活(Language Life-style)、待遇表現(Politeness Expressions)、性差(Gender)

1. はじめに
本研究では、韓日近代新聞における言語生活の対照研究の一環として、韓国の開化期の
『独立新聞』と同時期の日本の『読売新聞』の雜報欄に注目し、両言語の言語生活の実態
について考察する。新聞を対象とした今までの多くの先行研究は、現代語の語彙研究が中
心であり、近代の新聞を言語資料とした対照研究はほとんど見られない。また、従来の研
究は、社会言語学的な観点を歴史的研究に積極的に適応していなかった。
そこで、本研究では、近代新聞の言葉をジェンダーの観点から考察を行い、両言語の言
語生活の実態を詳細に述べると共に、両国の新聞ではどのような女性像を反映しているの
か、男性像との違いを分析していくことにする。
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現代日本語の源流は近代(明治時代)に求めることができ、現代韓国語の基盤は開化期の
韓国語である。韓国においても日本と同様に本格的な新聞の出発の時期は近代であるか
ら、近代に注目し研究する必要がある。

2. 先行研究と問題の所在
言語生活の研究は、柴田武(1977)「日本人の言語生活」から分かるように、幅広い範疇
であるが、その中心は社会言語学的研究である。日本における言語生活の研究は国立国語
研究所で活発な研究成果を出した1960年代以降である。様々な敬語使用の実態調査と敬語
の意識調査などがある。方言と標準語の問題、職場や家庭での呼称使用の問題、挨拶行
動、依頼行動などに関する多くの研究があった。文部省の国語審議会の言語生活の実態調
査や放送社、新聞社などの言語生活の世論調査も多数ある。
読売新聞の言語生活に関する調査によると、日本人の80％以上の人が日本語が乱れてい
るという(홍민표2002参照)。また、日常生活のカタカナ語が分からなくて困るという答え
も80％近くになるなど混乱を訴えている。今も言語生活はかなり早いスピードで変化しつ
つある。近代に遡るとどうだろうか。韓国語と対照すれば、どのような違いがあるのか。
当時の社会相を適切に反映している新聞に現れる言語生活の研究は現代語を理解するた
め、なおかつ言語変遷を考える上で示唆する点が少なくないだろう。
従来の先行研究では、明治期の文学作品(主に小説)を調査対象とし、明治期の言語研究
が行われているようである。明治期の新聞を対象とした言語生活とりわけ待遇表現研究は
管見の限りあまり見られない。当時の新聞を調査対象とした日本の先行研究を紹介する
と、用語調査(国立国語研究所1959)と文体的性質(山本正秀1965)、語彙調査(進藤1981、
2004)、新聞読者層を中心とした資料の特質に注目する研究(山本武利1981)、小新聞と大新
聞に見る助動詞「です」の様相について(長崎2000、2001)、明治·大正期新聞の仮名遣い改
革を実行していく過程を述べている研究(井口2009)などがある。また、小新聞の投書欄を
読者とコミュニケーションの観点から考察し、どのような位置づけと意味を担っているか
について論じている土屋(1992)の研究が見られる。
こうした研究の流れの中で、中村(2007)は、「女ことば」をジェンダーの視点から考察
している。中村(2007)では、とりわけ「女ことば」イデオロギーの歴史的形成過程に主眼
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をおきながら論じている。例えば、「女学生ことば」も実際に日常的に使われている言葉
づかいではない。「女学生ことば」とは、小説や識者の論評によって作り上げられた言語
イデオロギーなのである。つまり、明治期の「女学生ことば」は女子学生自身が使ったか
ら自然に成立したのではなく、明治の近代化、国民化、資本主義、消費の発達、言文一致
による「国語」の成立などを背景に創生された言語イデオロギーであると述べている。し
かし、中村の研究でも「女ことば」がどのように用いられているかという点については詳
しく触れていない。そして、中村の分析資料においても新聞をジェンダーの視点から直接
調査していない。
韓国の開化期の新聞に現れた語彙研究は朴英燮(1994、1996)がある。ここでは開化期の
新聞に現れた固有語と未解釈語、無くなった漢字語、新語、借用語などを調査し、語種別
に分けて語彙を挙げているが、具体的な分析は行っていない1)。一方、朝鮮の女性の言語
について、李乙煥(1999:161)によると、朝鮮女性の理想的な境地は汎人間像の真髄を基本
として、儒教的な教理、戒律に立脚した女性像という。すなわち、柔和、敬順、純潔、勤
倹は朝鮮女性の精神の核心と言えるし、このような精神構造、意識構造に温床を置いた言
語使用は自ずと婦女言語の理想的な倫理面をそのまま反映するものである。このように、
女性像と言語について言及し、古い文献を通して、理想的な女性像や女性にふさわしい言
語表現(例えば、亜語や多言、虚言、俗語、軽語の禁止など)などを述べている。
本研究では、以上のようなことを総合的に考慮し、ジェンダーという視点を積極的に取
り入れつつ、韓国と日本の近代新聞を調査し、分析したい。明治時代のような身分制度の
激変の時代における待遇表現の実態や変化の把握には性差を始めとする社会言語学的な方
法を適用する必要がある。そこで、本研究では、社会言語学的な観点から新聞に現れた近
代日本語と開化期の韓国語の言語生活の様相、その変化について対照研究を試みる。

1) 韓国の開化期の国語研究は、学校教育から始まったのが特徴的である。とりわけ綴字法制定と文法研
究はほとんど教科書編纂のために行われたものである(金敏洙1964：203)。
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3. 研究方法と資料
3.1 研究方法
本研究は韓日近代新聞における言語生活の対照研究であるが、新聞を対象とした言語研
究は現代語に限って言えば、両国共に語彙や敬語研究など数多くある。しかし、近代にま
で遡ると資料の制限もあり、あまり行われていない。そして、対照研究からみても現代語
の場合はある程度の研究成果はあるが、両言語の近代語の対照研究は管見の限り見当たら
ない。
本研究の全体的な研究方法は、次の＜図1＞のようになる。

＜図1＞
研究方法は、社会言語学的な研究として、主にジェンダーの観点から言語生活を対照す
る。研究対象とする資料は韓国と日本の近代新聞であるが、韓国の独立新聞の発行時期を
参考に同時期の読売新聞を調査する(＜図2＞参照)2)。新聞の投書欄、雑報、広告欄の記事
を中心に言語生活の実態を調査、分析する。

2) 研究の客観性を確保するため、同時期に発行された他の新聞も調査対象に含む必要があるだろう。
例えば、日本の朝日新聞、毎日新聞と韓国の開化期の新聞である漢城週報、漢城新聞、万歳報など
も調査する必要があるが、別の機会に分析していく考えである。
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＜図2＞
新聞では、どのような表現とどのような手法で男性像と女性像が描かれているのか。両
国の新聞では、どのような相違点や類似点があるのかについて考究したい。
ここで、新聞とジェンダーについて言及する。まず、新聞をジェンダーの視点からみる
と、男女平等の現代社会の新聞においても、男性と女性を対等に扱っているとは思えな
い。その原因はいったいどこにあるのか。中村(2007：120)では、初期の修身教科書は、
男女の違いを強調し、男子の言葉づかいに対する規範に加えて、女子の言葉づかいにはさ
らに厳しい規範を課すことに特徴付けられるとしている。中村(2007)から分かるように、
明治初期には女性に対する厳しい言語規範を教科書という権威を持っている言説によっ
て、ジェンダー化はいっそう進んでいたのであろう。これは明治期の女訓書の言説が教科
書にもある程度反映されたのではないか。多くの女訓書に共通して述べられているのは、
女(婦人)は言語(げんご、ことば)を慎んで多くすべからずという内容である。つまり、多
言の禁止と教養を重要視している。その言説の核心である「ことばの慎み」が教養のある
女性の規範的な言語行為に何らかの形で支配され、当時の新聞にはどのように活写された
のだろうか興味が持たれる所である。

3.2 研究資料
次に研究資料について述べる。まず、『読売新聞』について述べる。『読売新聞』の創
刊は、明治7年(1874)11月2日である。当時の新聞は一部知識人の専有物に過ぎなかった
が、『読売新聞』は、記事全文に傍訓を施し、最初から広い大衆を対象として発刊した所
に大きな特色があった。また、他の小新聞とは編集方針を異にして、創刊の趣旨である報
道本位と大衆啓発の主義をくずさなかった。特に、寄書欄は、当初の投書欄から漸次、今
日の時事評論、文芸欄、あるいはコラムを総合した性格のものに発展しつつあった。最大
の発行部数をもつ新聞として読者から時事問題に関する社論を尋ねられることが多くな
り、明治12年1月、一面に「雑譚」という論説欄を新設した。この「雑譚」は8年間続き、
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以後は「社説」になったが、この間、啓蒙期の平明な論説としての役割を果たすことに
なった3)。
発行当時の『読売新聞』には次のような記事がある。次の記事から分かるように『読売
新聞』は、女性(婦女子)を主たる読者層として想定していることと、新聞読者たちに談話
のような話し言葉の投書を願っていることなどから、ジェンダーの視点から女性語の研究
にも適切な条件を備えていると言えよう。
此新ぶん紙は女童(おんなこども)のおしへにとて為になる事柄を誰にでも分るやう
に書てだす趣旨でござりますから耳近い有益ことは文を談話のやうに認て御名まへ所
がきをしるし投書を偏に願ひます(読売新聞 明治7年11月2日(第一号、しらせ))

俗談平話という文体は『読売新聞』の編集長鈴木田正雄が中心となって作った文体であ
る。これは庶民の日常語の言葉に近い文章である。『読売新聞』がこの俗談平話の文体で
成功すると、次々と他の新聞が創刊されたのである。
次に、調査対象とする韓国の新聞、『独立新聞』について述べる。『独立新聞』は1896
年4月7日創刊号から1899年12月4日までの間に刊行された。『独立新聞』を主たる分析対象
としたのは、独自的な広告面を持っており、ハングル表記をしていることから開化期の韓
国語の研究に適した資料であると考えられる。1883年に刊行された『漢城週報』は独自的
な広告面を持っていない。『独立新聞』の教育機能についてみると、오세응(1993)の中
で、大きく三つに分けられている。
1) 大衆教育のためのハングル使用
2) 市民権思想の普及(平等思想、男女平等)
3) 政治制度の改革思想
一方、『独立新聞』は創立の初期には不安定な政局の下、政府との相当の葛藤の中で誕
生した。また、3年8ヶ月の発行期間の間に多様な姿を見せている。『独立新聞』の変化の
推移を次のように4期に分けて整理できる4)。

3)『読売新聞100年史』昭和51,読売新聞社、pp.125-151
4) 서울대정치학과 독립신문 강독회저(2004) “독립신문 다시일기”도서출판 푸른역사

韓日近代新聞における言語生活の対照研究 ················································································· 房極哲 13

○ 第一期: 創刊(1896年 4月 7日)-1897年 2月
○ 第二期: 1987年 2月-1898年 2月
○ 第三期: 1898年 2月 21日-1898年 12月 30日
○ 第四期: 1899年 1月 1日-閉刊(1899年 12月 4日)
第一期は、創刊初期の政府の立場を国民に知らせる役割に重点が置かれている。また、
1896年独立協会の創立と共に文明開化に対する啓蒙的な役割を強調するようになる。第二
期は、ハングル版と英文版を分離し、積極的に現実の問題に介入する時期である。政府に
対する批判が行われるようになり、『独立新聞』は閉刊の危機に陥る。新聞の創刊者のソ
ジェピル(서재필)は朝鮮を離れ、新聞の経営はユンチホ(윤치호)に引き継がれたのであ
る。第三期は、1898年初めの頃から独立協会が解散される時までである。新聞は日刊紙と
して発展し、独立協会が中心となった万民共同会と結合し、最初の近代的な市民社会が造
られていった。第四期は、1898年12月万民共同会が解散されてから、廃刊に至るまでで、
『独立新聞』の論調は変化するようになった。結局、『独立新聞』は現実の問題に対する
介入能力を失ったまま、単純に文明開化論を説教する新聞に留まったのである。
『独立新聞』は身分の上下貴賤を問わず、民衆、庶民たちが読みやすい新聞を作り、国
民を啓蒙する狙いもあった。『独立新聞』は次に示したように、第1号1896年4月7日の記事
に純ハングル記事を作成し、農村(田舎)に住んでいる庶民や女性まで読者として扱ってい
ることが分かる。
우리 신문이 한문은 아니 쓰고 다만 국문으로만 쓰는 것은 상하귀천이 다 보게 함이
라. 또 국문을 이렇게 구절을 띄어 쓴 즉 아무라고 이 신문을 보기가 쉽고 신문속에 있는
말을 자세히 알아보게 함이라...... 우리신문은 빈부귀천을 막론하고 이 신문을 보고 외국
물정과 내지 사정을 알게 하라는 뜻이니 남녀노소 상하 귀천 간에 우리 신문을 하루
걸러 몇 달간 보면 새 지각과 새 학문이 생길 걸 미리 아노라.

以上、『独立新聞』について簡単に述べたように、開化期の韓国語の研究に適した言語
資料として判断される。『独立新聞』は近代日刊紙の創始、祖国の開化、自主、自立のた
めの大衆の啓蒙新聞であると共に西洋の文明の伝達者として不正を告発し、民主、民権、
民族の精神を培い、国家の繁栄の道を先頭的に引っ張ったのである。従って、この『独立
新聞』を調査し、当時の言語生活を研究する意味は大きい。
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今まで、資料を中心に研究内容について簡単に述べてきた。日本の新聞との対照研究を
通して、韓日両言語の近代語の対照研究に貢献するのが、本研究の最終的な目的である。

4. 性差からみる新聞の言語表現
4.1 新聞と性差
まず、新聞を性差(ジェンダー)の観点からみると、男女平等の現代社会の新聞において
も、男性と女性を対等に扱っているとは思えない。そもそも新聞には女性があまり登場し
ない。女性の存在は無視される傾向が強い。その原因はいったいどこにあるのか。明治時
代のように男性中心の社会では、男性が持つ意識の保守性や新聞製作のプロセスなど男性
が中心となった社会の構造が大きく影響したであろう。これについては、多様な理由や時
代背景があると考えられる。よって、社会言語学的な観点からの考察に注目する必要が当
然出てくる。
女性の社会的な位置づけは男性に比べると、相当微弱な存在であったことが言えるだろ
う。要するに明治社会における男性は＜公に関わる主たる存在5)＞、これに対して女性は
さほど＜公に関わらない従たる存在＞という社会的性差と結び付けて言葉を考える必要が
ある。そして上層の女性の間においても、様々な規制があって自由な生活は出来なかった
と考えられる。
では、言語面からは具体的にどのように扱われているのか。
『読売新聞』の当時の雑報(いわゆる社会記事)は「ーと」「ーといふ」の記事が多い。そ
のころの雑報というのは、いまのように新聞記者が直接取材したものでなく、探訪員と称
するネタとりが諸々方々を聞き歩き、耳にした材料を新聞社にもどって話す。それを聞き
ながら社員が記事にするという調子で、「ーと」「ーといふ」といった記事が非常に目立
つ。このような手法は『独立新聞』も同じである。『独立新聞』の

[쟙보、잡보]欄におい

ても、「-(다)더라」調が非常に多い。このように両新聞共に新聞報道の客観性を維持する
ため、「伝達性」を強調したのである。
5) 坪井(2003)の用語と概念に従う。ここでは、平安貴族社会における表記様式をめぐる＜ジェンダー規
範＞のあり方を社会的性差と結び付け、その結果として「男手」と「女手」のような命名がなされ
たと説明している。詳しくは坪井(2003)を参照されたい。
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次に用例(1-6)を挙げる。
1) 새문밧 윤오 집에서 불이 사흘젼에 낫듸 (중략) 만일 우 더옵게 되면 불이
나 리치라 이런 불을 죠선사들은 리치를 몰으고 독갑이 불이라 다더라.(제일
권 이호, 1896년4월9일)

2) 이월에 잡힌 죄인들을 고등 판쇼에셔 일간 결말을 낸다더라(제일권 육호, 1896년4
월18일)

3) 도적의 말이 우리가 삼천냥을 앗지 못면 네가 물어 주마 표지를 쓰라야 밧어
갓다니 경무쳥에서 이런 말을 조곰 들어스면 죠흘듯 더라.(제일권 칠호, 1896년4
월21일)

4) 朝鮮代理公使李大植氏ハ本国政府よりの命令に依り今回帰国する事と為り神戸に於
いて新任公使李夏榮氏に事務を引継ぎ新公使ハ東京(とうけい)に来たり李氏は同地
より直ちに帰国の途に就く筈にして既に行李を整へ只管新公使の来任を待ち居れり
と。(明治二十九(1986年)年四月十日、雑報)
5) 二十九年度より鉄道技師數十人技手數百人を増員するに決したるに付いてハ近日夫
れ／＼新任あるべき都合なるも今日の有様にてハ到底その人物を得るに苦しむとい
ふ。(明治二十九(1986年)年四月十一日、雑報))
6) 因みに記す同校ハ昨日より授業を始じめたる由なるが入学の生徒ハ既に二百余名に
達したりと云ふ(明治二十九(1986年)年四月七日、雑報)

5. 新聞では女性をどのように表現しているのか
ふだん我々が日常使っている言葉は、ジェンダーに基づく社会の支配構造と深い関わり
を持っている。ジェンダーは多様であり、ジェンダーは変化する。ジェンダーの中に社会
階層(職業)や年齢など様々な「女らしさ(女性性)」「男らしさ(男性性)」が存在する。
社会的地位の高い女性ほど女性語が明瞭である。例えば、[お嬢様ことば]、[奥様こと
ば]、[お姫様ことば]などである。そして一般的に言って、女性語に見られる女性性は断定
しない、命令しない、へりくだる、美化、丁寧化する6)。確かに金水(2007)の指摘は傾向
6) 金水(2007：101)
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として言えるだろう。時代を遡って言えるのかについては、それぞれの言語項目によって
異なる可能性は考えられる。例えば、性別によって丁寧化する現象は明治初期にはどのく
らいだったのか、現代日本語では、どれほど変化してきたのか、という点を視野に入れて
分析する必要がある。
『読売新聞』では女性を否定的に表現する記事が多く(用例7-9)、男性中心の社会を反映
している。例えば、女性に暴力を振るう場面(夫→妻)と詐欺事件、浮気をした夫が妻と夫
婦喧嘩(夫が妻に暴力を振るう)をする(用例7)。また、平民の美形なる長女が芸妓になり、
両親が驚き、長女は本意なきことに思って家出をする(用例8)。侯爵邸の園遊会に芸妓と
戯れることなどの記事が見られる(用例9)。このように『読売新聞』では、女性に関するス
テレオタイプの一つに芸妓(性的な存在)が現れる。
なお、夫婦関係で男性は主たる存在であり、女性は男性に従属させられた存在のような
身分、表現(男女の上下関係や優劣を暗にほのめかす)が見える。家庭の役割の中で、女性
(主婦)は男性に従うのが女性の役割である。全般的に当時の明治女性の社会的な位置づ
け、地位(従たる存在)の低さが新聞の記事になっていることが特徴的である。
7) 残る一円八十五銭ハ何時までも渡さざるよりおみきハ去る四月文仲方に到り残金の
請求をなしけるに折節文仲ハ酒を飲み居りしが今日ハ都合が悪いからいづれ銭の
あった時上るよマア夫より一盃呑んでお出なさいと無法の言葉におみきハムッとし
て一二言争ひしより文仲酒気に乗じ憤然と立上がるよと見る間におみきの両腕を
取って後ろへ捻上げ力を極めて打たるに情なやおみきの左腕の筋骨挫けてアッと其
場に気節したるがややありて正気に返り其儘京橋警察署へ出訴したる容子を見て取
り文仲ハ驚き直に其場を逃去りたれど(明治二十九(1986年)年四月八日、雑報)
8) 京橋区岡崎町二丁目十二番地平民磯田峰吉長女おちえ(十七年)といふハ清元が名人
にて近辺評判の美形なるが行々ハ芸妓となりて面白をかしく世の中を渡りて見んと
途轍も無き考を起し先づ母親に内心の秘密を打明せバ峰吉夫婦ハ大いに驚き段々心
得違ひを戒めけるにおちえハ本意なき事に思ひてか去四月飄然家出したる儘今に所
在分からねバ余義無く捜索願を出せりと(明治二十九(1986年)年四月七日、雑報)
9) 不忍池に面する第一庭園に案内し此の第一庭園數十の高丘に高く各国旗を掲げ所々
に椅子テーブルを配置しその間に鮨屋おでん屋団子店煮しめ舗喫煙所甘酒店等を設
け新橋芸妓数十名何れも各店の売子となりて客を迎へ更に本邸の側面を過ぎて谷中
に接する(明治二十九(1986年)年四月七日、雑報)
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次に『独立新聞』の場合を見てみよう。
女性が登場する記事は非常に少ない。登場する女性は「쳡(妾)」「(쳐)妻」「계집하인(女
中)」「(계집희)娘」「계집(娘)、女子」などである(用例10-12)。このように社会的地位の
低い女性が登場している。男性に従属させられた存在(誰の쳡,처)、従たる存在であり、身
分の低い女性がよく現れる。文脈からみると、次の用例10-12は、砕けた場面で「쳡(妾)」、
「계집하인(女中)」を「놈(奴)；人を罵る言葉」と一緒に用いており、待遇価値の低い言葉
であったことが分かる。
10) 유각골 삼거리 사 김영이 쳐가 나히 셜흔 너힌 쟉년 팔월에 를 덧니
이 닷날 계집  셋슬 낫코 유모와  나히 죽어 계집  둘은
셔학 영국 의원 부인 집에다 두고 기른다더라.(십육호 5월12일)

11) 지낸  금음날 최졍식이란 놈이 인셩부 쥬 다니 한용션이 집에 업줌 알고
나제 드러가 그 쳡의게 무례 일을 코져 제 칼노 그계집을 두서너 관를 
너 유혈이 랑고 거의 죽게 되얏 슌던 슌검의게 붓들녀 지금 경무쳥에
갓쳣다더라.(십호 4월28일)

12) 이 스무날 열두시에 남촌 갓우물골 우물에셔 고씨의 계집 하인이 물동우를 이다
가 아리가 지거 사나희 한범의란 놈이 지내 가기에 아리를 너 달나니
그 놈이 너 준쳬면서 은 빈여를  가지고 도망거 계집 하인이 물동우를 내
던지고 고셩으로 뎌긔 도적 놈 간다고니 남셔슌검 김영식이가 보고 붓잡아 ---(중
략)---그 도적 놈은 경무쳥에 가두웟다더라(팔호 4월 23일)

一方、男性の場合は、主格助詞、尊敬の接尾辞、敬称が使われることが多いが、女性は
尊敬の接尾辞、敬称がほとんど見られない(女性は名前＋主格助詞)。例えば、職業、名前
に附く敬称において、「ー씨,ー셔」が男性には多用される。このように高い待遇価値を
持っている主格助詞「ー씨,ー셔」を性別によって使い分けていたことが分かる。これは
『読売新聞』もほぼ同じく「ー氏、ー方」が男性にだけ使用される。しかし、男性も平民
の場合は普通「名前＋ハ」が使われる。次に用例を示す。
【『独立新聞』の「ー씨,ー셔」】
○일본 주경공 니하영씨 (일호)
○경무쟝 셔(일호)
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○우리는 경무씨게(일호)
○경무셔아니 계시니(삼호)
○쥬 관찰 니명선씨의 말을(삼호)
○그 젹게 대군즉 펴하 셔와 왕태자 젼하셔 경운궁에 거동셔셔(사호)
【『読売新聞』の「ー氏、ー方」】
○教頭坪内雄蔵氏ハ(四月七日)
○東京府知事侯爵久我通久氏(四月七日)
○東京組合弁護士坂本省三氏ハ(四月九日)
○書籍店古澤富蔵方に四五日雇人となり(四月九日)
○平民農山口清兵衛長男市五郎ハ(四月九日)
＊男性も平民の場合は「名前＋ハ」

次の＜表1＞に示したように、『読売新聞』と『独立新聞』に出現する出現頻度の比較的
に多い名詞を比べてみると、近代新聞における日韓両国語彙の類似点と相違点がある程度
区別でき、当時の言語生活の一部分を理解できよう。
＜表1＞から、名詞だけを見ると、近代日本語は現代日本語とほぼ同じであると言える
が、開化期の近代韓国語は現代韓国語とは違うことが多く、廃れていく言語表現であるこ
とが指摘できる。例えば、「교사」、「재판소」以外の語彙は現代韓国語では使用しな
い。また、使用領域の減少と意味の変化した語彙も観察される。「학도」、「학원」のよ
うに。つまり、名詞だけみると、近代韓国語の場合は表記が現代韓国語とずいぶん違う部
分が多いが、表記上近代日本語は現代日本語とあまり変わらない7)。韓国語の場合は、近
代語から現代語へ到る過程で、大きな社会変革や制度の変化(脱日本語化)により、現代語
までは繋がらず消滅した語彙が多かったと考えられる。
なお、「학원」という現代韓国語は普通「塾」の意味の私設の教育機関と学校とその他
の教育機関を纏めていう語であるが、『独立新聞』の当時には学生の意味で使っていたこ
とが注目に値する。いつ頃から「학원」という言葉から学生の意味(例えば: 관 학원 오
십명이)が無くなったのかは興味があるが、これは今後調べていく必要がある。また、
「학도」は当時学生の意味で一般的に用いられた(例えば：관 학도、소학교 학도、
7) 例えば、近代韓国語の場合は「교,. 쇼학교」であるが、現代韓国語の場合：교사,배재.(소학교
→초등학교)である。近代日本語の場合は、学生であるが、現代日本語は学生である。日本語の場合
は歴史的仮名遣いから現代仮名遣いに変わったことだけで、語彙そのものは現代も使っているもの
が多い。
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학당 학도들이))が、現代は使用領域は減少していることが特徴的である8)。
＜表1＞「『読売新聞』と『独立新聞』の名詞」
『読売新聞』
生徒
(中学生徒募集)

『独立新聞』
학도
(관 학도)
(소학교 학도)
( 학당 학도들이)

学生
(海軍大学校 全校学生、新学生、留学生)

관 학원 오십명이

教員

교
(영어학교 교)
(범 학교에서는 교가 학도를 모화--)

小学校教員
水産伝習所教員
警察署
巡査
大臣
裁判所
交番
横浜
加藤

쇼학교 교원
경무청
슌검
대신
판쇼
교번쇼
일본 횡빈으로 가
일본사람 가등의게

さらに日本の場合、鉄道、証券会社、生命保険会社などの歴史が韓国より早く、それと
関わる経済関連の語彙が多数現れる。例えば、取引所、銀行、貿易協会、入札、落札、株
式会社、博覧会などがある。これらの語彙は、同時期の『独立新聞』(両新聞の記事の分量
には大きな違いはあるが)にはまだ出現していない語彙である。

6. 結びと今後の課題
本研究は、近代韓国語と近代日本語の社会言語學的な研究として近代新聞の記事を中心
に言語生活の実態を対照․分析した。以上述べてきたように、両新聞共に男性を基準とし
た報道の傾向があると言える。女性の場合は新聞で扱う記事は極めて少なく、言及される
8) 現代韓国語には학도(学徒)という言葉があるが、学ぶ学生の意味であるが、使用領域は域減少したこ
とが言えるだろう。例えば、「나는 역사 학도의 한 사람으로 우리의 미래를 비관적으로 보지는 않는
다」연세한국어사전 p.2003. 1998년 두산동아
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内容も両新聞共にマイナス的な素材であることに特色がある。
また、日本の『読売新聞』の語彙は、現代日本語へ繋がる言語表現(名詞に限って言え
ば)が多い。しかし、韓国の『独立新聞』の語彙の場合は、現代韓国語までは繋がらないま
ま、廃れてしまう語彙や意味縮小や意味転成などが見られたことが注目される。
言語生活はその様子の方向が複雑多岐なので、多様な角度からきめ細かい調査が要求さ
れる。今後、資料を幅広く、精密に調査しながら、両言語の言語生活の実態及び変化の様
子などを究明していく考えである。
＊本文中に示した日本の用例について、表記、句読点などは基本的に原文に従うが、入力の難しい字体
は現代仮名遣いに改めて示した。
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