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韓国の『国語醇化資料集』における日本語語彙 

 ―生活用語を中心に―  

 
李  光済 

 
1. はじめに 

 現代韓国語の語彙には膨大な外来語起源の語彙がある。古くから表記の手段

として中国の文字である漢字を受け入れ、漢文が長く公用語として用いられた

ために、膨大な量の漢語が流入した。また、高麗時代末期にはモンゴル語の流

入があり、さらに日本に門戸を開放した「日朝修交条規（江華島条約）」(1876

年)以降は主に日本語と英語からの語彙が流入した。以降、政治的、経済的、社

会的、文化的接触により日本語からの本格的な語彙借用が始まり、1910 年から

36 年間にわたる植民地支配によって日本語からの借用がさらに拡大した。1945

年解放以降、「国語醇化運動」1が始まったが、植民地当時の法律、行政、社会

制度等が受け継がれたことや、学術用語、科学技術用語の流入により、日本語

からの借用は中断されなかった。 

 しかし日本語系語彙に関する研究は「国語醇化運動」の一環として排除の対

象として扱うものが多く、研究対象として取り上げられることもあまりなかっ

た。そのために現在に至るまでどういう語彙がどれくらい流入したのかについ

ての実態調査は少ない。現代韓国語語彙体系に及ぼした日本語系語彙の影響を

客観的に研究することは現代韓国語の語彙研究にとって重要なことである。   

 
2. 考察の対象 

 『国語醇化資料集』(2003)は、1977 年から 2002 年まで関係機関が発行した

『国語醇化資料集』を国立国語研究院2が整理したもので 41分野にわたり 20,530

語を収録している。語種構成については、漢語が 11,210 語(54.6%)、西欧外来

語が 6,582 語(32.1%)、日本語系語彙が 2,087 語(10.2%)、混種語が 471 語(2.3%)、

韓国固有語が 180 語(0.9%)を占めていると報告している。41 の分野別分類は次

の通りである。 
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 表１：『国語醇化資料集』(2003)の分類分野 

 分 野 分 野 

1 言論外来語 22 新聞製作用語 

2 生活外来語 23 演劇用語 

3 行政用語 24 演劇用語 

4 選挙・政治用語 25 スポーツ用語(ゴルフ) 

5 経済用語 26 スポーツ用語(バスケットボール) 

6 金融用語 27 スポーツ用語(バレーボール) 

7 建設用語 28 スポーツ用語(バドミントン) 

8 地下鉄運転用語 29 スポーツ用語(ボーリング) 

9 電気・電子・情報通信用語 30 スポーツ用語(射撃) 

10 食生活用語 31 スポーツ用語(サイクリング) 

11 農業・漁業用語 32 スポーツ用語(スケート) 

12 畜産用語 33 スポーツ用語(スキー) 

13 林業・園芸用語 34 スポーツ用語(乗馬) 

14 蚕業・養蜂用語 35 スポーツ用語(野球) 

15 文化財用語(考古学) 36 スポーツ用語(サッカー) 

16 文化財用語(民俗学) 37 スポーツ用語(テニス) 

17 文化財用語(建築史) 38 スポーツ用語(ホッケー) 

18 文化財用語(美術史) 39 スポーツ用語(ハンドボール) 

19 美術用語 40 日本語系生活用語 

20 ファッション用語 41 電算機用語 

21 縫製用語  
 

 日本語系語彙は生活外来語、行政用語、建設用語、食生活用語、美術用語、

ファッション用語、縫製用語、新聞製作用語などの分野に収録されている。本

稿では日本語系生活用語 1,356 語3を調査対象とする。 
 

3. 先行研究 

 日本語系語彙の借用についての研究は宋敏(1979)が嚆矢である。日本語系語

彙の干渉類型を、発音を通じた「直接借用」、漢字を介した「間接借用」、「翻訳

借用」、「造語法の借用」、「慣用句の借用」の五つに分けて考察し、日本語系語

彙の影響により現代韓国語が変化したことを明らかにしている。 
 李漢燮(1985)は、日本語から入ってきた「和製漢語」を取り上げ、『西遊見聞』
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を調査対象として、日本、韓国、中国の文献の用例調査に基づき、274 語が日

本語から流入したことを明らかにした。そして「和製漢語」の韓国語への流入

ルートも論じている。 

 朴英燮（1995）は、韓国語の漢語語彙を、中国文語系漢語、仏教語系漢語、

中国白話語系漢語、日本語系漢語、韓国独自漢語に分類している。19 世紀末に

流入した新語は日本や中国で翻訳、造語された語彙で、そのうち現在も使われ

ているものの 9 割以上が日本語からの借用だと述べている。 
 兪姃瑗（2002）は、現代韓国語における日本語系語彙を小説、随筆等の文献

資料を調査対象にし、音声借用、文字借用、西洋系外来語に分類し、韓国語語

彙体系の中で日本語系語彙が音韻の変化、意味の変化、韓国語との混種語、用

法の変化等の形で「韓国語化」してきたことを論じている。 

 上記の通り、日本語系語彙の借用に関する総体的研究はいくつかなされてい

る。しかしどんな種類の語彙が、どれくらい借用されたかについてはあまり調

査されていないのが現状である。 

 

4．日本語系語彙流入の原因 

 日本語系語彙が流入した原因として、言語的原因、社会・文化的原因、政治

的原因が考えられる。 
 言語的原因：両国はいわゆる「漢字文化圏」に属し漢字を公式に用いてきた。

1876 年以降、漢字を介した日本語系語彙、特に「和製漢語」を含む借用があっ

た。当時の韓国語語彙には、西洋の新文物、新概念を表せる語彙4が不足してお

り、韓国が独自に造語した例はほとんどなく、中国や日本からの借用する方法

を採っていた。中国語からの借用語と日本語からの借用語の間に競争もあった

が、大部分は日本語から流入した語彙が定着した。この時期に流入し定着した

語彙は現代韓国語語彙の中でも確固たる位置を占めている。 
 社会・文化的原因：西洋の新文物、新概念の受容は、近代文物を視察するた

め日本に派遣された人々により始まる。以降、朝鮮の知識人たちと日本の知識

人たちとの交流過程5や、日本留学によって日本語からの語彙借用はさらに拡大

した。 
 政治的原因：1876 年、日本による朝鮮の門戸開放、それに続いての保護国化、

植民地被支配経験は日本語系語彙の流入の一番大きい原因である。特に 1910

年から 1945 年までの期間は、日本語が韓国語に対して「上位言語」とされ、語
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彙借用はさらに加速化した。 

  

5．語種との関連度調査 

 「醇化対象語」として『国語醇化資料集』（2003）に収録されている日本語系

生活語彙 1,356 語を、語種別、借用様式別に分類し、語種との関連度について

考察する。そして、二種類の韓国語辞典を用いて調査対象語彙が見出し語とし

てどれくらい記載されているかを調べる。 
 
5.1 語種構成 

 日本語の語彙を出自によって分類すると和語・漢語・外来語の三種と混種語

を加えて四種とすることができる。語種の判定は『新潮現代国語辞典』(2000)

を参考にして調査した。調査の結果は表 2 の通りである。 
 

 表２：語種別分布 

 和語 漢語 外来語 混種語 合計 

語数 528 365 191 272 1,356

割合(%) 38.9 26.9 14.1 20.1 100
 
調査対象語の語種構成は表 2 で示す通り、和語が 528 語で最も多く、以下漢

語、混種語、外来語の順であった。厳密に言えば漢語も外来語に属するが、こ

こでいう外来語は、西洋系外来語を指す。 
混種語は系統の異なる語の組み合わせである。調査対象語には、「和語＋漢

語」「漢語＋和語」「和語＋外来語」「外来語＋和語」「漢語＋外来語」「外来語

＋漢語」の構成を持つ語が多くを占めた。それぞれの例は次に示す通りである。 
 
「和語＋漢語」（94 語）： 
가부시키（株式）、견본（見本）、견양（見様）、나마가시（生菓子）、대합실（待

合室）、맥고모자（麦藁帽子）、부지（敷地）、삽목（挿木）、수순（手順）、스

베리다이（滑り台）、아카렌가（赤煉瓦）、야키니쿠（焼肉）、오야붕（親分）、

와리칸（割り勘）、적자（赤字）、중절모자（中折帽子）、지분（持分）、코야쿠

（子役）、하물（荷物）、할증료（割増料）、행선지（行き先地）など  

 

「漢語＋和語」（82 語）： 
가쿠부치（額縁）、개찰구（改札口）、결석계（欠席届）、곤색（紺色）、기라성
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（綺羅星）、기합（気合）、노가다（土方）、노견（路肩）、단도리（段取り）、

미불（未払い）、수입선（輸入先）、숙박계（宿泊届）、양체（両替）、운짱（運

ちゃん）、이분가리（二分刈）、자바라（蛇腹）、잔고（残高）、투망（投網）、

한소데（半袖）、혼모노（本物）など 

「和語＋外来語」（27 語）： 
 가라오케（空オケ）、가오마담（顔マダム）、나마비루（生ビール）、도쿠리셔츠 

（徳利シャツ）、소보루빵（そぼろパン）、스리가라스（摺りガラス）、시타카바（下

カバー）、쓰부다이아（粒ダイヤモンド）、에비후라이（海老フライ）、엽연초（葉

タバコ）、오시핀（押しピン）、카미소리브러시（剃刀ブラシ）、코테아이롱（鏝ア

イロン）、하리핀（針ピン）など 
「外来語＋和語」（14 語）： 
간즈메（缶詰）、간키리（缶きり）、갓와리（カット割り）、롤와께（ロール分け）、

미싱바리（ミシン針）、보루바꼬（ボール箱）、보이상（ボーイさん）、스포츠가리（ス

 ポーツ刈り）、신와리（シーン割り）、핀보케（ピンボケ）、など 
「漢語＋外来語」（9 語）： 
 가성소다（苛性ソーダ）、단보루（段ボール）、돈가쓰（豚カツ）、만땅（満タン）、   

쇼쿠빵（食パン）、입방메타（立方メートル）、큐유부레키（急ブレーキ）、한쓰봉

（半ズボン）など  
「外来語＋漢語」（3 語）： 
 메타기（メーター器）、세라복（セーラー服）、우인지방（巻揚げ機の技師） 
   
 韓国の固有語との混種語も 26 語あった。 

「和語＋固有語」（15 語）： 
 다마치기（玉打 ち ）、마메콩（豆）、모치떡（ も ち ）、보로터지다（襤褸 が 出

る）비까비까하다（ピカピカする）、수타국수（手打ち麺）、오삽（大きいスコッ

プ）、하코짝（箱）など 
「固有語＋和語」（3 語）： 
 말시바이（馬芝居）、불고데（鏝）、왔다리갔다리（行ったり来たり） 
「漢語＋固有語」（4 語）： 
 닥상이다（沢山だ）、덴마배（伝馬船）、뗑뗑이（点々柄）、팔부바지（八分ズボ

ン） 
「外来語＋固有語」（2 語）： 
 세무가죽（スエード）、센치하다（センチメンタルだ） 
「和語＋漢語＋固有語」（2 語）： 
 야마시꾼（山師）、오방떡（大判焼き） 
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「固有語＋和語＋漢語」（1 語）： 
 닭도리탕（とり鍋） 
 

固有語を含む韓国独自の混種語には、次のような特徴がある。 
①「마메콩」、「모치떡」、「닭도리탕」のように両国語で同じ意味をもつ単

語の並列で構成される語がある。 
② 漢語、外来語との結合より和語との結合が多い。 
③「왔다리갔다리」、「닥상이다」、「야마시꾼」のように「俗語化」が

見られる。 
 

5.2 借用様式 

日本語系語彙は、借用様式により、音を借りた「音声借用」と、漢字を介し

た「文字借用」と、その両方を重ねた「混合借用」とに分けることができる。

調査対象語の借用様式別の分布は次の表３の通りである。 
 

   表３：日本語系語彙の借用様式別分布 

 和語 漢語 外来語 混種語 合計 

文字借用 116 242 3 82 443  （32.7%） 
音声借用 410 118 188 139 855  （63.0%） 
混合借用 2 5 0 51 58   （4.3%） 
合計 528 365 191 272 1,356   （100%） 

 
 これを見ると、和語、外来語、混種語は音声借用が多く、漢語は文字借用が

多いことがわかる。それぞれの類の例は次の通りである。 
 

1）和語 
文字借用：가봉（仮縫い）、견습（見習い）、내역（内訳）、대출（貸出）、대폭（大

幅）、매도（売渡し）、 매립（埋立）、매상（売上）、매점（買占め）、

명찰（名札）、방사（放飼い）、사입선（仕入先）、수당（手当）、수부

（受付）、승환（乗換）、언도（言渡し）、위체（為替）、이서（裏書）、

인상（引き上げ）、입구（入口）、적립（積立）、절상（切上）、조립（組

立）、지불（支払）、취소（取消）、평영（平泳ぎ）、품절（品切れ）、

할인（割引）など 
音声借用：가라테（空手）、가마보코（蒲鉾）、가즈라（鬘）、가타가키（肩書）、

구루마（車）、구치베니（口紅）、나카마（仲間）、노리마키（海苔巻き）、
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다라이（たらい）、다마네기（玉葱）、다테（縦）、데코보코（凸凹）、

마구로（鮪）、미다시（見出し）、사루마타（猿股）、사시미（刺身）、

소데나시（袖無し）、시바이（芝居）、아키바레（秋晴）、오시이레（押

入）、테모치（手持ち）、히키사게（引下げ） など 
混合借用：복지리（フグ汁）、소라색（空色） 

2）漢語 
文字借用：개간（開墾）、격무（激務）、견학（見学）、과잉（過剰）、금회（今回）

남벌（濫伐）、납득（納得）、다반사（茶飯事）、단말기（端末機）、대

기실（待機室）、만개（満開）、망년회（忘年会）、별책（別冊）、비상

식（非常識）、시사（示唆）、시합（試合）、십팔번（十八番）、월부（月

賦）、이자（利子）、익년（翌年）、잔업（残業）、종지부（終止符）진

검승부（真剣勝負）、집중호우（集中豪雨）、택배（宅配）、회람（回覧）

흑판（黒板）、など 

  音声借用：가이단（階段）、겐세이（牽制）、곤냐쿠（蒟蒻）、곤조（根性）、낑깡

     （金柑）、닌진（人参）、단스（箪笥）、멧키（鍍金）、민초（明朝）

  반카이（挽回）、센베이（煎餅）、셉방（折半）、슨포（寸法）、싯 

     푸（湿布）、엔토쓰（煙突）、와이로（賄賂）、잇파이（一杯）、 

      히니쿠（皮肉）など 
  混合借用：가쿠목（角木）、마호병（魔法瓶）、잉꼬부부（インコ夫婦）、전화다이   

    （電話台）、칠부바지（七分ズボン） 
3）外来語 

文字借用：구락부（倶楽部）、옥도정기（沃度丁幾）、호열자（虎列刺） 
音声借用：가다로쿠（カタログ）、가라（カラー）、고로케（コロッケ）、고짓쿠（ゴ

シック）、난닝구（ランニング）、다오루（タオル）、도란스（トランス）、

레루（レール）、모다（モーター）、미싱（ミシン）、바케쓰（バケツ）、배

터리（バッテリー）、보이라（ボイラー）、비루（ビール）、빵꾸（パンク）、

사라다（サラダ）、사라리맨（サラリーマン）、퍼스컴（パソコン）、후라이

（フライ）など 
4）混種語 

  文字借用：가처분（仮処分）、개인계（改印届）、개찰구（改札口）、견본（見本）

  공장도가격（工場渡価格）、기합（気合）、대합실（待合室）、세대 
     주（世帯主）、수하물（手荷物）、잔고（残高）、중절모자（中折帽子）

  하물（荷物）など 
  音声借用：가라오케（空オケ）、가부시키（株式）、가케우동（かけ饂飩）、고부가

  리（五分刈り）、구치판치（口パンチ）、니쿠돈부리（肉丼）、데바보
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  쵸（出刃包丁）、로바타야키（炉端焼き）、만땅（満タン）、메지（目

  地）、보이상（ボーイさん）、스리가라스（摺りガラス）、에비후라이

  （海老フライ） 오야붕（親分）、와리칸（割勘）、혼다테（本立て） 

  など 

  混合借用：곤색（紺色）、모치도구（持ち道具）、세라복엔고（円高）、오수리（大

  修理）、터키탕（トルコ風呂）、가성소다（苛性ソーダ）など 
 

5.3 韓国語辞書の見出し語調査 

 日本語系語彙が韓国語の中でどれくらい使われているか、用例調査の前段階

として辞典の見出し語調査を行った。調査は偏りを防ぐために、韓国語の辞典

の中で最も多い 443,156 語の見出し語を収録する『標準国語大辞典』（1999）と、

見出し語の数は約 52,000 語と少ないが、1960 年代から 1990 年代半ばまでの文

献資料を調査し、使用頻度の高い単語を選び編集された『延世韓国語辞典』（1

998）を用いて行った。その結果、表 4 で示すように、『標準国語大辞典』には

調査対象語 1,356 語のうち 568 語（41.9%）が、『延世韓国語辞典』には 328 語

（24.2%）が見出し語として収録されていた。 
 
表４：辞書の見出し語調査の結果 

 和語 漢語 外来語 混種語 合計 

標準国語大辞典 152 252 66 98 568

延世韓国語辞典 89 176 17 46 328
 
 両辞典共に漢語が最も多く見られ、その次に和語、混種語、外来語の順であ

る。使用頻度を基準として編纂された『延世韓国語辞典』に 328 語が収録され

ているということは調査対象語のかなりの部分が現代韓国語に定着しているこ

とを示している。開放以降「国語醇化運動」が続けられて、「たくあん」、「よう

じ」、「おしぼり」、「べんとう」など「音声借用」された日本語系語彙の多くは

排除された。しかし韓国語においても漢語の占める割合が高いため、漢字を介

し「文字借用」された日本語系語彙は定着した語彙が多数あると考えられる。 
 両辞典に見出し語として記載されている調査対象語の例は次の通りである。 
 
가감(加減)、가감승제(加減乗除)、가건물(仮建物)、가계약(仮契約)、가교(仮橋)

가등기(仮登記)、가라오케(カラオケ)、가료(加療)、가매장(仮埋葬)、가봉(仮縫)

가불(仮払)、가식(仮植え)、가압류(仮差押)、가처분(仮処分)、가출(家出)、가필

(加筆)、각반(脚絆)、각하(却下)、감봉(減俸)、감사(監査)、감안(勘案)、개간
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(開墾)、개소(個所)、개찰구(改札口)、건초(乾草)、건폐율(建蔽率)、건포도(乾

葡萄)、검시(検視)、게양(掲揚)、격무(激務)、견본(見本)、견습(見習)、견적(見

積)、견학(見学)、결손(欠損)、결재(決裁)、결집(結集)、경관(景観)、경락(競落

し)、경상(軽傷)、경시(軽視)、경어(敬語)、경직(硬直)、경품(景品)、경합(競

合)、계주(継走)、고객(顧客)、고로케(コロッケ)、고리(高利)、고수부지(高水敷

地)、고지(告知)、고참(古参)、고테(鏝こて)、곤로(焜爐)、곤색(紺色)、공석(空

席)、공시(公示)、공제(控除)、공중(公衆)、공지(空地)、과세(課税)、과소비(過

消費)、과잉(過剰)、구근(球根)、구독(購読)、구락부(倶楽部)、구루마(車)、구

보(駆足)、구인(拘引)、구입(購入)、구좌(口座)、국채(国債)、근거리(近距離)、

금비(金肥)、금주(今週)、급사(給仕)、기도(木戸)、기라성(綺羅星)、기상(起床)

기입(記入)、기중(忌中)、기중기(起重機)、기증(寄贈)、기포(気泡)、기합(気合)

난조(乱調)、남발(乱発)、남벌(乱伐)、납기(納期)、납득(納得)、납입(納入)、내

역(内訳)、내주(来週)、노가다(土方)、노임(労賃)、노점(露店)、다반사(茶飯事)

단말기(端末機)、단합(団合)、담합(談合)、답신(答申)、당분간(当分の間)、당혹

(当惑)、대결(対決)、대금(代金)、대기실(待機室)、대다수(大多数)、대미(大尾)

대부(貸付)、대절(貸切)、대체(代替)、대출(貸出)、대폭(大幅)、대하(大蝦)、대

합실(待合室)、도금(鍍金)、도난(盗難)、도료(塗料)、도합(都合)、두개골(頭蓋

骨)、뗑뗑이(水玉模様)、레미콘(レミコン)、레지(レジ)、마대(麻袋)、만개(満

開)、만수위(満水位)、말소(抹消)、맘모스(マンモス)、망년회(忘年会)、매(枚)

매도(売渡)、매립(埋立)、매물(売物)、매상(売上) 、매상고(売上高)、매수(買

受)、매입(買入)、매장(売場)、매점(売店)、매출(売出)、맥고모자(麦藁帽子)、

면식(面識)、면적(面積)、명기(明記)、명년(明年)、명소(名所)、명찰(名札)、모

포(毛布)、몸뻬(もんぺ)、물가고(物価高)、미불(未払い)、미싱(ミシン)、밀담

(密談)、반입(搬入)、발매(発売)、배터리(バッテリー)、방사(放飼)、방화(邦画)

백묵(白墨)、변사(変死)、병과(併科)、복지(服地)、부지(敷地)、불소(弗素)、불

입(払い入れ)、불하(払下)、비목(費目)、빙점(氷点)、빵꾸(パンク)、사료(飼料)

사물함(私物函)、사쿠라(桜)、상신(上申)、색소(色素)、새시(サッシ)、셔터(シ

ャッター)、석녀(石女)、석발미(石拔米)、선반(旋盤)、선불(先払)、선착장(船着

場)、선취(先取)、세공(細工)、세대(世帯)、세대주(世帯主)、센터(センター)、

소매(小売)、소사(小使)、수갑(手錠)、수당(手当)、수령(受領)、수리(受理)、수

반(首班)、수속(手続)、수순(手順)、수취(受取)、수취인(受取人)、수하물(手荷

物)、수확고(收穫高)、숙박계(宿泊届)、순번(順番)、승강장(昇降場)、승차권(乗

車券)、시사(示唆)、시합(試合)、식비(食費)、아지(あじ)、악세사리(アクセサリ

ー)、압수(押収)、압정(押釘)、야맹증(夜盲症)、양도(譲渡)、양식(様式)、양자

(陽子)、언도(言渡し)、여비(旅費)、역할(役割)、연인원(延人員)、연착(延着)、
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염료(染料)、엽기적(猟奇的)、오뎅(おでん)、오야붕(親分)、오지(奥地)、요지

(楊枝)、용달(用達)、우동(饂飩)、운임(運賃)、운전수(運転手)、원금(元金)、원

망(願望)、월부(月賦)、월부금(月賦金)、위촉(委嘱)、유지(油脂)、유착(癒着)、

유황(硫黄)、유휴지(遊休地)、육교(陸橋)、융통(融通)、이서(裏書)、이자(利子)

인계(引継)、인도(引渡)、인상(引上)、인수(引受)、인출(引出)、인하(引下げ)、

일부(日賦)、일부(日付)、일조(日照)、임금(賃金)、입간판(立看板)、입구(入口)

입장(立場)、입체(立替)、입하(入荷)、입회(立会)、잉여(剰余)、잔고(残高)、잔

업(残業)、장마전선(梅雨前線)、저리(低利)、적립(積立)、적자(赤字)、절상(切

上)、절하(切下げ)、정찰(正札)、제본(製本)、제전(祭典)、조끼(ジョッキ)、조

달(調達)、조립(組立)、종지부(終止符)、중매인(仲買人)、중절모자(中折帽子)지

분(持分)、지불(支払)、지양(止揚)、지참(持参)、짬뽕(ちゃんぽん)、찌찌(乳)차

압(差押)、차입(差入)、차장(車掌)、차출(差出)、천연두(天然痘)、청부(請負)체

적(体積)、추월(追越)、축제(祝祭)、출구(出口)、출산(出産)、출하(出荷)、취급

(取扱)、취소(取消)、취입(吹入)、취조(取調)、취체(取締)、취하(取下)、침목

(枕木)、통달(通達)、투망(投網)、투매(投売)、편물(編物)、품절(品切)、하락세

(下落勢)、하명(下命)、하물(荷物)、하중(荷重)、하청(下請)、한천(寒天)、할당

(割当)、할인(割引)、합승(相乗り)、행선지(行先地)、호열자(虎列刺)、호조(好

調)、호출(呼出)、혹성(惑星)、홈(プラットホーム)、회람(回覧)、후불(後払い)

흑판(黒板)  
 
6. おわりに 

本稿では、日本語系生活語彙 1,356 語を対象として語種と借用様式について

考察した。そして、2 種類の韓国語辞典を用い、見出し語を調べて調査対象語

が記載されているか確認した。 
以上『国語醇化資料集』(2003)に収録されている日本語系生活語彙を主とし

て数量的な観点から考察した。これらの語彙における音韻の変化、形態の変化、

意味の変化などについては今後の課題としたい。しかし、今回考察対象とした

日本語系語彙は実際調査過程で日本語系語彙かどうか判定を保留した語彙もあ

ったため、もう一度全体的に再検討しなければならない。 
 

注 

1「国語醇化」について허웅(1977)は次のように定義している。「国語醇化」は、ひ

と言でいうと「きれいな言葉使い」「正しい言葉使い」「やさしい言葉使い」をする

運動である。第一に、悪口や俗語を使わず丁寧な言葉使いをするのが「きれいな言

葉使い」である。第二に、標準発音や標準文法に反する言葉を使わず、規範に従っ
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た言葉使いをするのが「正しい言葉使い」である。第三に、一般国民がわかりにく

い難しい漢語、日本語、外来語を使わず、できる限り我が国民が理解しやすい言葉

使いをするのが「やさしい言葉使い」である。（原文韓国語、訳は筆者） 
2 2004 年、国立国語研究院は国立国語院に改称した。 
3『国語醇化資料集』（2003）の日本語系生活語彙分野の語数は 1376 語であるが、20

語は判定を保留した。その理由は、①日本語系語彙とは考えられないもの、

「알랑방귀」など ②日本式漢字語として載ってはいるものの日本では用例がな

く、用いられているとは考えにくいもの、「나대지」など ③原語が不明なもの、

「바다모노」「구아쇼이」など 
4 経済、言語学、政治、大統領、病院等の「和製漢語」を宋敏は「新文明語彙」と

称している。 
5 李漢燮（1985）では、兪吉濬が日本に留学したことと、福沢諭吉との交流を通し

て『西遊見聞』を出版したことが記されている。また『西遊見聞』には福沢諭吉

の『西洋事情』に見られる「和製漢語」が多数使われていることを指摘している。 
 

参考文献 

『연세한국어사전(延世韓国語辞典)』(1998) 연세대학교 언어정보개발연구원 
『표준국어대사전(標準国語大辞典)』(1999) 국립국어연구원 
『新潮現代国語辞典』新潮社(2000) 山田俊雄、築島裕、白藤禮幸、奥田勲 

국립국어원『国語醇化資料集合本』(2003) 
김광해(1993) 『국어어휘론개설（国語語彙論概説）』집문당 

박영섭(1995) 『국어한자어휘론（国語漢字語彙論）』박이정 

송민(1979) 「言語의接触과干渉類型에 대하여（言語の接触と干渉類型につい 

て）」『성심여자대학 논문집』제 10집 
李漢燮(1984)「日韓同形の漢字表記語彙」『日本語学』VOL.3 明治書院 

―――(1984)「現代韓国語に入っている日本語」『語文』第 40 輯 大阪大学国文学

研究室 

―――(1985)「『西遊見聞』の漢字語について」『国語学』141 集 国語学会 

―――(1993)「現代韓国語における日本製漢語」『日本語学』VOLl.12 明治書院 

―――(1994)「日韓同形の漢字表記語彙」『日本語学』VOL.3 明治書院 

兪姃瑗(1996)「韓国語における日本語系語彙の分類」『国語国文学』名古屋大学国語

国文学会 

―――(2002)「現代韓国語における日本語系語彙の諸相」『比較語彙研究の試み』８ 

名古屋大学  

허웅(1977) 「국어순화는 왜 해야하며 어떻게 해야 하나?（国語醇化はなぜやら

ねばならないし、いかにすべきか）」민족문화연구 

中村映枝(1968)「現代朝鮮語の辞典見出し語における語彙の分布状況」『朝鮮学報』

第 47 輯、朝鮮学会 
 


