
思言 東京外国語大学記述言語学論集 第 12号 (2016) 

韓国語の新語における日本語から入ってきた外来語について 

陳 陽淑 

（言語文化学部 日本語専攻） 

キーワード：韓国語，日本語，新語，外来語，漢語

0. はじめに

韓国ではインターネットの普及と共に日本文化や日本語に触れる機会が多くなった。こ

の変化は、韓国人の言語活動に影響を与えていると筆者は考える。 

したがって、本稿では、韓国語1の新語における日本経由で流入した外来語の実態につい

て調査し分析することで、現代韓国語においての日本語の影響を明らかにすることを目的

とする。調査は、韓国の国立国語院による 2010年度から 2014年度の新語データ集を用い

て行う。そして、調査から得た日本語と関係のある新語を、語種、生成方式、意味の 3つ

の観点から分析する。卒業論文においてはその他に、調査した新語の使用実態を明らかに

するため検索エンジンを用いた調査と分析を行っているが、本稿では紙面の都合上、省く

ことにする。なお、本文中の韓国語のローマ字転写はイェール式表記法に従っており、外

国語文献の和訳及び例文・図表番号、囲み線、太字、下線は、特に断りのない限り筆者に

よるものとする。 

1. 先行研究

本節では、韓国語における日本語から入ってきた外来語を扱った申宗泰(2005)と、韓国語

の新語の類型を語種によって分類したOh, Hye-Sun(2013)をまとめる。 

1.1. 申宗泰(2005) 

申宗泰(2005)は、韓国人の言語生活に影響を及ぼしている「外来語」としての日本語に

ついて、韓国語への流入の過程や実態を調査し、分析した研究である。以下より韓国語に

おける日本語から入ってきた外来語に関する記述の部分を要約する。 

1.1.1. 日本語から入ってきた漢語 

ⅰ. 欧米の新文明を訳した漢語 

例 空気 電気 地球 郵便 銀行 写真 大学 権利 牛乳 石油 病院 新聞 

ⅱ. 韓国語の漢語を日本語の漢語で代替したもの 

例 医員→医師  空日→日曜日  役事→工事  相従→交際  吐説→自白 

ⅲ. 従来の韓国語の漢語の意味が変化した場合 

例 生産: 「子供を産む」→「(物などを)生産する」 

1 韓国国内で使用されている韓国語を研究対象としているため、朝鮮語ではなく韓国語と表記する。 
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ⅳ. 現在も行われている日本語の翻訳調の漢語 

例 冷戦 圧力団体 巨視的 国民総生産 団地 公害 

1.1.2. 韓国語の中の日本語 

ⅰ. 和語をそのまま発音したもの 

例 오뎅(oteyng): おでん 

ⅱ. 漢語をそのまま日本式に発音したもの 

例 와이로(wailo): 賄賂(これに対して別に뇌물(noymwul 賄物)という語がある) 

ⅲ. 和語と漢語の混種語を日本式に発音したもの 

例 와리깡(walikkang): 割り勘 

ⅳ. 漢字表記の和語を韓国語の漢字音で音読したもの 

例 할인(halin 割引): 割引  매장(maycang 売場): 売り場 

1.1.3. 日本語から入ってきた外来語表現 

ⅰ. 外来語の日本語式縮訳2語

例 데모(temo): デモ demonstration 메모(meymo): メモ memorandum 

ⅱ. 日本式発音のまま残っている語彙 

例 가스(kasu): ガス 돈가스(tonkasu): 豚カツ 

ⅲ. 韓国式と日本式の発音が共存する語彙(韓国式/日本式) 

例 개솔린/가소린(kaysollin/kasolin): ガソリン  라이터/라이타(laithe/laitha): ライター 

ⅳ. 日本式発音を直した語彙 

例 카-도→카드(ka-to→katu): カード 무-도→무드(mwu-to→mwutu): ムード 

ⅴ. 日本式の独特な用例として固まってしまった語彙 

例 컨닝(khenning): カンニング 핸들(hayntul): ハンドル 

ⅵ. 原語とはかかわりのない日本式の外来風の語彙 

例 오토바이(othopai): オートバイ 백미러(paykmile): バックミラー 

1.2. Oh, Hye-Sun(2013) 

Oh, Hye-Sun(2013)は国立国語院により作成された2002年から2007年までの新語目録を基

に調査を行った研究である。その中から新語を語種別に分類した結果を以下に示す。 

表1: 2002年から2007年までの新語の語種別分類 

固有語 漢語 外来語 混種語 合計 

用例数 118(6.28%) 472(25.13%) 566(30.14%) 722(38.45%) 1878(100%) 

(Oh, Hye-Sun2013: 5を筆者が一部改変) 

2 「縮約」という語は一般的にこのように書かれるが、申宗泰(2005)では「縮訳」のように書かれていた

ので、原文のままとする。 
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そして、混種語の構成をより細かく分けて分類し、表にまとめたものを以下に示す。 

表2: 2002年から2007年の新語内混種語の構成別分類 

ⅰ. 固有語+

漢語 

ⅱ. 固有語

+外来語

ⅲ. 漢語 

+外来語

ⅳ. 外来語

+外来語

ⅴ. 複合型 合計 

用例数 275(38.09%) 99(13.71%) 280(38.78%) 46(6.37%) 22(3.05%) 722(100%) 

(Oh, Hye-Sun2013: 21を筆者が一部改変) 

「ⅰ. 固有語+漢語」構成の混種語の数は合計275個で、混種語の中で2番目に高い生産性

をみせる。「ⅱ. 固有語+外来語」構成は合計99個で、混種語の中で3番目に多い。この構成

には名詞でない外来語が名詞扱いされ固有語と結合するものが多く見られる。「ⅲ. 漢語+

外来語」構成の混種語の数は合計280個で、全体の混種語の中で最も高い分布を見せる。そ

の理由としては、漢語と外来語の高い生産性が挙げられる。「ⅳ. 外来語+外来語」構成の

混種語の数は46個であり、「ⅳ. 外来語+外来語」構成の混種語はすべて英語とその他の外

国語の結合によって作られている。「ⅴ. 複合型」は、漢語、固有語、外来語が結合して三

重語根、またはそれ以上の多重語根で構成される複合型混種語を指し、合計22個である。 

1.3. 先行研究の問題点 

申宗泰(2005)で取り上げている語彙の中には現在は使われていないものがあり、最新の

韓国語事情と一致していないように思われる。そのため、本稿では最新の新語データを用

いて日本語から入ってきた外来語の実態を調査し、分析したいと考える。そうすることで、

2002年から 2007年度の新語データを用いて研究した Oh, Hye-Sun(2013)とどのような違い

があるのか比べてみたい。 

2. 調査

2.1. 調査方法及び調査結果の表示方法 

韓国の国立国語院による年度別新語に関する研究データを用いて調査を行う。本研究で

は国立国語院の研究データの中、2010年度から 2014年度の新語データを用いて調査した。

ただし、2011 年度は国立国語院で新語の調査を行っておらず新語データがなかったため、

2011年度の新語に関しては調査を行わなかった。 

新語データとは、国立国語院の依頼のもと大学の研究チームがインターネット記事や放

送ニュースから新語を取り出し、その使用実態を調査したものである。その中から日本語

を語源とする語彙が用いられた新語、また、日本で使用される語彙が韓国語の新語として

認定されたものなど、日本語と関係のあるものを手作業で取り出し 2.2.節にまとめた。 

英語をはじめとする欧米圏の言語を語源とする外来語が、日本経由で入ってきた外来語

であるか否かを判断する際は、日本語と韓国語における外来語表記法を基準にして判断し

た。そして漢語の場合は、中国にない語彙であることを、NAVER 語学辞書を用いて確認
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(1) 갸루-족(kyalwu+cok←ギャル+族) 日+韓 (2) 교과 면허(kyoka_myenhe←教科_免許) 漢_漢 (3) 교육

쓰나미(kyoyuk_ssunami←敎育_tsunami) 韓_日  (4) 교통 장벽(kyohtong_cangpyek←交通_障壁) 漢_漢 

(5) 국남돌(kwuk+nam+tol←国+男+idol) 漢+漢+英  (6) 귀농병(kwinong+pyeng←帰農+病 ) 漢+漢  (7)

누적 연봉제(nwucek_yenpongcey←累積_年俸制) 漢_漢 (8) 대리주차(tayli+kwucha←代理+駐車) 漢+漢 

(9) 댄스돌(taynsu+tol←dance+idol) 英+英  (10) 똥줄 야구(ttongcwul_yakwu←ttongcwul_野球 ) 韓 _漢

(11) 밀-덕(mil+tek←military+otaku) 英+日 (12) 변신돌(pyensin+tol←変身+idol) 漢+英 (13) 소녀돌(sony

e+tol←少女+idol) 漢+英 (14) 아라포(alafho←around+forty) 英+英 (15) 완-뽕(wan+ppong←完+ちゃんぽ

ん) 韓+日 (16) 진동 조끼(cintong_cokki←振動_chookki) 韓_日 

(17) 개그몬(kayku+mon←gag+monster) 英+英  (18) 기모-치렝스(kimo_chi+leyngsu←起毛_chi+leggings)

日_韓+英  (19) 과자-앓이(kwaca+alhi←菓子+alhi) 漢+韓  (20) 냥-덕(nyang+tek←nyang+otaku) 韓+日 

(21) 능덕(nung+tek← 能 +otaku) 韓 + 日  (22) 덕후-력(tekhwu +lyek←otaku + 歴 ) 日 + 韓  (23)

동생-덕후(tongsayng+tekhwu←弟・妹+otaku) 韓+日 (24) 방송-툰(pangsong+thwun←放送+cartoon) 漢+英 

(25) 사기-캐(saki+khay←詐欺+character) 漢+英 (26) 사회 부조리범(sahoy_pwucoli+pem←社会_不条理+

犯 ) 漢 _ 漢 _ 漢  (27) 스마트폰_노안(sumathuphon_noan←smartphone_ 老 顔 ) 英 _ 漢  (28) 

웹-덕후(weyp+tekhwu 

←web+otaku) 英 + 日 「 名 」  (29) 월급-루팡(welkup+lwuphang← 月 給 + ル パ ン ) 韓 + 日  (30) 

이십-덕후(isip+tekhwu←二十+otaku) 韓+日 (31) 월급_로그아웃(welkup_loguawus←月給_log-out) 漢_英 

(32) 월급_로그인(welkup_loguin←月給_login) 漢_英 (33) 중년 덕후(cwungnyen_tekhwu←中年_otaku)

韓_日

し、日本経由の漢語であると判断した。NAVER 語学辞書を用いた理由としては、調査対

象が新語であるということから、紙媒体の辞書より Web 上の辞書の方が適していると判断

したからである。 

調査結果における新語の語源及び語形成は筆者が統一して改めた。まず、条件に適合す

る新語を一番初めに書き、名詞の場合は「-」を用い、句の場合は分かち書きを用いて語の

構成を表した。また、合成語の場合は括弧を用いてどの語とどの語が合わさって作られた

語なのかを示し、最後に語源となる言語を表記した。 

2.2. 調査結果 

2.2.1. 韓国語の 2010年度新語から見られる日本語から入ってきた外来語 

2010 年度の新語データは、2010 年 1 月 1 日から 2010 年 6 月 30 日までの期間中に、計

87のインターネット記事や放送ニュースから新語を取り出し、351語が新語として認定さ

れたものである。その中で日本語と関係のある新語は以下の 16語である。 

2.2.2. 韓国語の 2012年度新語から見られる日本語から入ってきた外来語 

2012年度の新語データは、2011年 7月 1日から 2012 年 6月 30日までの期間中にインタ

ーネット記事や放送ニュースから新語を取り出し、500 語が新語として認定されたもので

ある。その中で日本語と関係のある新語は以下の 17語である。 
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(34) 가격-흔(kakyek+hun←加撃 +痕 ) 漢 +漢  (35) 기모-신발(kimo+sinpal←起毛 +靴 ) 漢 +韓 (36) 

기승전전(kisungcen+cen←起承転+転) 漢+漢 (37) 꿀-직장(kkwul+cikcang←蜜+職場) 韓+漢 (38) 돈가스 

백반집(tonkasu_paykpancip←豚カツ _白飯屋 ) 日 _韓  (39) 입-덕(ip+tek←入 +otaku) 韓 +日  (40) 

자-칼-군무(ca+khal+kwunmwu←物差し+刀+群舞) 韓+韓+漢 (41) 전기 발-난로(cenki_pal+nanlo←電気_

足+暖炉) 漢_韓+漢 (42) 출장-족(chwulcang+cok←出場+族) 漢+漢 (43) 출퇴-족(chwul+thoy+cok←出勤

+退勤+族) 漢+漢+漢 

(44) 금리 노마드족(kumli_nomatu+cok←金利_nomad +族) (45) 갭 모에(kayp_moey←gap_萌) 英_日 (46) 

덕밍아웃(tek+mingawus←otaku+coming-out) 日+英 (47) 덕-통사고(tek+thongsako←otaku+交通事故) 日+

韓 (48) 무전-감방(mwucen+kampang←無銭+監房) 漢+漢 (49) 맥-덕(mayk+tek←麦+otaku) 韓+日 (50) 

빠-충(ppa+cywung←バッテリー+充電) 日+韓 (51) 심쿵 주의보(sim+khwung_cwuuypo←心臓+ドキッ_

注意報) (52) 유전-병실(yucen+pyengsil←有銭+病室) 漢+漢 (53) 익상 견갑골(iksang_kyenkapkol←翼状_

肩 甲 骨 ) (54) 출퇴근 쇼핑족(chwulthoykun_syophing+cok← 出 退 勤 _shopping+ 族 ) (55) 

츤데레-남(chunteyley+nam←ツンデレ+男) 日+韓 (56) 취향 저격(chwihyang+cekyek←趣向_狙撃) 漢_漢 

(57) 휴-덕(hyu+tek←休+otaku) 韓+日 

 

2.2.3. 韓国語の 2013年度新語から見られる日本語から入ってきた外来語 

2013年度の新語データは、2012年 7月 1日から 2013 年 6月 30日までの期間中にインタ

ーネット記事や放送ニュースから新語を取り出し、476 語が新語として認定されたもので

ある。その中で日本語と関係のある新語は以下の 10 語である。 

 

2.2.4. 韓国語の 2014年度新語から見られる日本語から入ってきた外来語 

2014 年度のデータの場合、2013 年 7 月 1 日から 2014 年 6 月 30 日までの期間中に、計

139のインターネット記事や放送ニュースから新語を取り出し、334語が新語として認定さ

れたものである。その中で日本語と関係のある新語は以下の 14語である。 

 

3. 分析 

本節では調査結果を基に語種、生成方式、意味の 3つの分類から分析を行う。 

 

3.1. 語種による分析 

3.1.1. 語種別分類 

2.2.節にまとめた日本語と関係のある新語 57語を語種別に分類すると、以下の表 3のよ

うな分布になる。 

 

表3: 新語の語種別分類 

 A. 固有語 B. 漢語 C. 外来語 D. 混種語 合計 

用例数 0(0%) 14(24.56%) 3(5.26%) 40(70.18%) 57(100%) 

A: なし/B: (2) (4) (6) (7) (8) (26) (34) (36) (42) (43) (48) (52) (53) (56)/C: (9) (14) (17)/D: (1) (3) (5) (10) (11) 
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(12) (13) (15) (16) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (35) (37) (38) (39) (40)

(41) (44) (45) (46) (47) (49) (50) (51) (54) (55) (57)

2010年から2014年までの新語において、日本語と関係のある新語は57語存在した。その

新語を語種別に分類した結果、最も多い分布を見せたのは混種語であり、その次は漢語、

そして外来語の順になった。当然ではあるが固有語の結果は得られなかった。 

一方、1.2.節で示した2002年から2007年までの新語の語種別分布では、混種語が最も多い

比率を占めており、二番目に多かったのは外来語で、その次が漢語、そして最も少なかっ

たのは固有語であった。筆者の研究が日本語経由の新語に限られてはいるものの、新語形

成の中で最も多い語種として Oh, Hye-Sun(2013)と同じく混種語が挙げられたということは、

韓国語における新語形成の傾向が伺える調査結果なのではないかと考える。

3.1.2. 混種語の構成別分類 

3.1.1.節の結果から混種語だけを取り出し、その混種語を構成する語種別により細かく分

類し直したのが表 4である。 

表 4: 混種語の構成別分類 

A. 固有語+

漢語

B. 固有語+

外来語

C. 漢語+

外来語 

D. 外来語+

外来語

E. 複合型 合計 

用例数 4(10%) 18(45%) 7(17.5%) 4(10%) 7(17.5%) 40(100%) 

A: (10) (19) (35) (37)/B: (1) (3) (15) (16) (20) (21) (22) (23) (29) (30) (33) (38) (39) (47) (49) (50) (55) (57)/C: (12) 

(13) (24) (25) (27) (31) (32)/D: (11) (28) (45) (46)/E: (5) (18) (40) (41) (44) (51) (54)

混種語の構成別分類をみると、「B. 固有語+外来語」の比率が最も高いことが分かる。1.2.

節で示した 2002 年から 2007 年までの新語で、高い生産性を持つ漢語を含む「ⅲ. 漢語+

外来語」と「ⅰ. 固有語+漢語」の構成が全体の約 77%を占めているのに対して、この分布

は相違する結果となる。しかし、本研究で対象にしている漢語の多くは日本経由の漢語で

あることから、接辞として結合することで高い生産性を見せた 1.2.節の漢語とは性質が異

なり、安易に比較することは難しい。だが、日本語と関係のある新語には韓国語と外来語、

つまり、韓国語と日本語の構成によるものが多いということがこの分布から読み取ること

ができる。 

「D. 外来語+外来語」に属する 4語すべてが日本語と英語の合成からなる新語であると

いうことも特徴的である。この結果は、Oh, Hye-Sun(2013)が「ⅳ. 外来語+外来語」構成の

混種語は全て英語とその他の外国語との結合によって作られていると述べているのと一致

する。 
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3.2. 生成方式による分析 

本節では、57個の新語を造られた方式によって分類し、分析する。まず、新語が合成に

よるものなのか、それとも派生によるものなのかを分け、その下位により細分化した項目

を立てた。合成は、語根と語根との結合である「A. 一般合成」と、結合の過程で縮約が起

こる「B. 混成」で分け、派生は「C. 接頭派生」と「D. 接尾派生」で分けた。 

その結果、以下の表5のような分布になった。 

表 5: 生成方式による分類 

合成 派生 合計 

A. 一般合成 B. 混成 C. 接頭派生 D. 接尾派生

用例数 25(43.86%) 26(45.61%) 0(0%) 6(10.53%) 57(100%) 

A: (2) (3) (4) (7) (8) (10) (16) (19) (26) (27) (29) (31) (32) (35) (36) (37) (38) (40) (41) (45) (48) (52) (53) (54) 

(56)/B: (5) (9) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18) (20) (21) (23) (24) (25) (28) (30) (33) (34) (39) (46) (47) (49) (50) 

(51) (55) (57)/C: なし/D: (1) (6) (22) (42) (43) (44)

上記の結果から、全体の約 90%が合成により造られた新語であることが明らかになった。

最も多い分布を見せたのは合成の中でも「B. 混成」であったが、2 位の「A. 一般合成」

との差は僅差であった。「B. 混成」では、「덕(tek, オタク)」と「덕후(tekhwu, オタク)」

そして「돌(tol, アイドル)」による合成が多くを占めていた。「덕(tek)」と「덕후(tekhwu)」

は「オタク」を指す言葉である「오덕후(otekhwu)」が縮約されたものである。これについ

ては 3.3.節でより詳しく扱う。 

一方で、派生で多く見られたのは漢語の接尾辞である「-족(cok, 族)」であり、「D. 接

尾派生」で造られた 6語のうち 4語からこの「-족(cok, 族)」が見られた。しかし、「C. 接

頭派生」による新語は 1語も見られなかった。 

3.3. 意味の違いによる分析 

3.2.節で「덕(tek)」と「덕후(tekhwu)」が「オタク」を指す言葉である「오덕후(otekhwu)」

を縮約させたものであると説明をしたが、なぜ「オタク」を「오덕후(otekhwu)」と表記す

るようになったのかはいろいろな説があり定かではない。その中でも有力な説の一つとし

て、「オタク」を韓国式の人名のように発音して「오덕후(otekhwu)」という語が作られた

という説があり、それを縮約したのが「덕(tek)」と「덕후(tekhwu)」に当たる。韓国語にお

いて「オタク」は、その分野のマニア層であることを意味しており、「덕(tek)」と「덕후(tekhwu)」

のように縮約形が存在することからも分かるように、日本語の中での「オタク」の使い方

よりその範囲が広いことが特徴的である。 

また、「ツンデレ3」と「男」が合成して造られた新語である「(55) 츤데레-남(chunteyleynam)」

が、「表では不愛想な人だが、温かい心を持つ男」という意味を持っていることから、日

韓における「ツンデレ」の意味がずれていることが明らかになった。 

3 最初は敵対的な態度を取るが、後に友好的な態度に変化すること。(NAVER語学辞書、和訳: 筆者) 

111



陳 陽淑 

4. まとめと今後の課題 

以上のように、2010 年から 2014 年の新語データから日本経由の漢語や外来語から成る

新語を調査し、語種、生成方式、意味という 3つの観点に分け、分析を行った。2002年か

ら 2007 年度の新語を研究した Oh, Hye-Sun(2013)とは対象としている範囲が異なるため、

中には比較できないものもあったが、日本語と関係のある新語を通して 2010年度以降にお

ける韓国人の言語活動の変化を見ることができた。 

以下に本研究で明らかになったことをまとめる。 

ⅰ. 語種の観点から見る 2010年から 2014年の新語 

・ 日本語と関係のある新語 57語を語種別に分類した結果、「混種語>外来語>漢語>固有語」

の順で分布することが分かった。 

・ 新語形成において混種語の割合が多かったのは Oh, Hye-Sun(2013)と同じ結果であり、

韓国語における新語形成の傾向が伺える結果となった。 

・ 混種語の構成別分類からは、「固有語+外来語」の比率が最も高く、次に「漢語+外来語」

と「複合型」が同率で続き、最も低いのが「固有語+漢語」と「外来語+外来語」であ

ることが明らかになった。 

ⅱ. 生成方式という観点から見る 2010年から 2014 年の新語 

・ 日本語と関係のある新語の約 90%が合成により造られたことが分かった。 

・ また、派生による新語においては 6 語中 4 語が「-족(cok, 族)」という接尾辞と接尾派

生し造られた語であり、漢字接尾辞の生産性の高さが見られた。 

ⅲ. 意味の観点から見る 2010年から 2014年の新語 

・ 日本語と韓国語で微妙に意味の違いが生じている語が存在し、本調査においてはオタ

クとツンデレが浮上した。 

以上が研究のまとめである。 

 

今後は、2010年以前の新語データからも日本語と関係のある新語を取り出し、どのよう

な変化があったのかを明らかにしたいと考える。 
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