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概要：日本語はオノマトペを多く用いる言語として知られており、韓国語は世界の言語の中でオノマトペが最も

豊富な言語とされている。本研究では、『ピーターラビット』シリーズの英語原文とその日本語・韓国語翻訳文を

比較してオノマトペの使用を分析する。日本語・韓国語に比べて相対的にオノマトペの語彙が少ない英語原文

との比較を通し，日本語・韓国語のオノマトペの特徴を比較するとともに、類似点と相違点の分析を通じて両言

語の翻訳手法を考察した。その結果、両言語とも、翻訳を行う際にその文脈から被修飾語との共起制限が強い

オノマトペを合わせることが可能であり、これにより原文にはないオノマトペが追加されることがあること、日韓両

言語共に、翻訳の際、既存のオノマトペを利用してかなり充実に原文の臨時的表現に合わせた臨時型のオノ

マトペを創っていること等が明らかになった。 
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1. はじめに 

日本語はオノマトペを多く用いる言語として知られ

ており、韓国語は世界の言語の中でオノマトペが最

も豊富な言語とされている。オノマトペの数として、

小野(2007)には、日本語オノマトペ約 4,500 語が収

録され、Park (2015: 185-188)では韓国語の標準的な

オノマトペの数を約 5,700 語としており、両言語のオ

ノマトペの豊富さを伺い知ることができる。 

また、オノマトペを豊富に持つ日本語と韓国語に

おいて、オノマトペは両言語での言語表現やコミュ

ニケーションに欠かせない重要な言語要素である。

吉村(2015)は、「オノマトペが日本人において、日本

語の特性に合致した根源的な表現であり、日本人の

コミュニケーションの場では必要性の高い言語要素

であるという共通認識が見られる」(p. 7)と述べている。

また、Lee (2004: 175)は、オノマトペは日韓において、

他の品詞と同等に認識されており、日常的なコミュニ

ケーションにおいてのオノマトペに対する認識や語

彙使用上の重要度も他の品詞とそう変わらないと述

べている。 

本研究では、日本語と韓国語において重要な位

置を占めているオノマトペがそれぞれの言語に翻訳

される際，どのような類似点と相違点があるかを、英

語原文との比較を通して考察し、両言語の翻訳手法

について探ることを目標とする。 

2. 先行研究と研究のねらい 

2.1 オノマトペの定義についての先行研究 

英語・日本語・韓国語のオノマトペについて研究

する際のやっかいな問題として、オノマトペの定義

のずれがある。 

まず、日本語のオノマトペの定義を見てみると、一

般的に擬音語
1
・擬態語

2
のことを「オノマトペ」と称し

ており、擬音語を更に擬声語と擬音語に分ける場合

                                                   
1
 「ものの音・声などを表した語」(小野2007: 9) 。 

2
 「音のない仕草や動作を音に表した語」(小野2007: 9) 。 
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もある。吉村(2015)は、「日本語では擬音語と擬声語

の区別が曖昧で、オノマトペには擬態語を含めるの

が、一般的である。」(p. 8) と述べている。また、小野 

(2007) では、オノマトペの基準として擬声語・擬音

語・擬態語の 3つを提示している。 

次に、韓国語の場合は、一般的に日本語の「擬音

語・擬態語」に該当する「擬声語・擬態語」という用語

が多く使われている。その他に「象徴語」や「真似言

葉 (흉내말)」などの用語も使われる。名称の違いは

あるが、日本語と韓国語のオノマトペの定義に大き

なずれは見られない。 

一方、英語の場合、オノマトペ (onomatopoeia) と

いう表現が意味するのは、擬声語と擬音語のみ (吉

村 2015)で、擬態語を含まない。ここで、日韓のオノ

マトペの定義ではオノマトペに含まれる擬態語が、

英語の場合は含まれないというずれが見られる。 

しかし、Kim (2014: 29-30)によれば、数は少なく使

用頻度も高くないが、英語にも擬態語が存在し、擬

声語の延長としてみる見解が一般的だと述べ、擬態

語が広義のオノマトペに含まれると解析できるとい

う。 

これら先行研究の指摘を踏まえ、本研究では、擬

態語もオノマトペとして捉えて考察していく。また、用

語について、日本語では擬音語と擬態語に、韓国

語では擬声語と擬態語に分類するのが一般的だが、

本研究では、両言語の比較のため用語を統一させ

る必要があると考え、擬声語と擬音語を合わせて擬

音語
3
と表記することとし、オノマトペを擬音語と擬態

語の 2種類に分類する。 

2.2 日韓のオノマトペの特徴についての研究 

田守(1998)は、特殊な一部の形態を除けば、日本

語オノマトペの音韻体系は体系的で、促音・撥音・

「り」・母音の長音化・反復を日本語オノマトペの音

韻・形態的特徴として挙げている。 

また、秋元(2002)は、日本語のオノマトペはその

量の多さ、使用頻度の高さ、造語力の強さなどで際

立っており、特に日本語オノマトペ全体の 3分の 2、

あるいは 4分の 3を擬態語が占めているといわれる

ほどに擬態語の数が多いことが、日本語オノマトペ

                                                   
3
 本研究は日本語で作成するため、日本語の表記に従い、

「擬音語」を擬声語・擬音語の総称として使うこととする。また、

擬声語と擬音語を区別して表記する必要がある場合には、

「擬声語」と表記することとする。 

の特徴であると述べている。このことに関しては、韓

国語も同じく、Park (2015)の韓国語の標準的なオノ

マトペの数を見ると、全体の 5 分の 3 以上を擬態語

が占めている。擬態語の数が多いことは、日本語と

韓国語オノマトペの共通的な特徴と言える。 

また、Park (2016)は、韓国語オノマトペの形態的

特徴として、ほとんどが副詞に分類され、 反復型が

一般的であり、「―하다」「―거리다」「―대다」「―

이다」のような接尾辞と結合することで用言を派生す

ることなどを挙げている。オノマトペと接尾辞との結

合については、データの分析の際改めて取り上げ

る。 

2.3 研究のねらい 

日本語と韓国語は、言語間の距離が近い言語とし

て、様々な観点から比較・対照研究が行われている。

しかし、日韓におけるオノマトペの対照研究の中で、

翻訳文を資料としている研究は少なかった。更に、

翻訳文を資料とした日韓対照研究であっても、その

ほとんどが日韓・韓日の翻訳文を資料としており、同

一の原文からそれぞれの言語に訳された翻訳文を

資料として対照する研究はあまり見られなかった。 

本研究では、英語の原文から日本語と韓国語に

翻訳された作品を比較・対照することで、先行研究と

は違う見方で研究を行うことができると考えた。また、

原文として日本語・韓国語に比べて相対的にオノマ

トペの語彙が少ない英語の原文を利用することとす

る。英語原文との比較を通し，日本語・韓国語のオノ

マトペの特徴を比較すると共に、類似点と相違点の

分析を通じて両言語の翻訳手法を考察する。 

3. 研究方法 

3.1 研究対象 

Kim (2014: 33-34)によると、英語のオノマトペはそ

の使用が制限的で、成人よりは児童を対象とするテ

キストにより適合しているという。そこで、本研究では、

比較的容易にオノマトペを収集するために、児童を

対象に書かれたBeatrix Potterの『ピーターラビットの

おはなし』『りすのナトキンのおはなし』『ベンジャミン 

バニーのおはなし』
4
の三つの物語の英語原文とそ

                                                   
4
 本研究では、『ピーターラビットのおはなし』『りすのナトキン

のおはなし』『ベンジャミン バニーのおはなし』の三つの物語

を総称する場合は『ピーターラビット』と表記する。 



日本語と韓国語のオノマトペの対照分析                                  柳 超殷 

 

2019年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集  

の日本語・韓国語訳文を研究対象に選定した。 

3.2 用例収集方法 

本研究では、用例収集にあたって、研究対象文

内のオノマトペを判別するために、以下の文献を参

考にする。 

 

 韓国語『표준국어대사전(標準国語大辞典)』(1

999) 

 日本語『日本語オノマトペ辞典』(2007) 

 英語『DONG-A’S Prime ENGLISH-KOREAN 

DICTIONARY 5th EDITION』 (2004)、『ジーニ

アス英和辞典 第 5 版』(2014)、SUGAHARA 

(2011) 

 

『표준국어대사전(標準国語大辞典)』(1999)では、

オノマトペを擬声語と擬態語に、『日本語オノマトペ

辞典』(2007)では、擬声語と擬音語、擬態語の三つ

に分類している。しかし、本研究では上で述べたよう

に用語を統一させるため、用例収集の段階で韓国

語と日本語の擬声語を「擬音語」として分類すること

にする。 

4. 調査結果の概要 

4.1 『ピーターラビット』におけるオノマトペ 

『ピーターラビット』から抽出したオノマトペを付録

1に示した。付録 1の各語彙は基本辞書に記載され

ている語
5
で表記してある。ただし、辞書には存在し

ないオノマトペや本文特有の擬音語や英語原文の

擬声語は本文のまま表記してある。( ) の中の数字

は複数抽出された語彙の出現頻度数を表わしたも

のである。韓国語訳は ( ) の中に発音のローマ字

表記も示した。  

また、「一般には擬声語はカタカナで、擬態語は

ひらがなで書くのが原則である」(秋元 2002: 134) が、

本研究は、児童を対象としひらがなで書かれた資料

を研究対象としているため、本研究でも本文のまま

ひらがなで表記することとする。 

4.2 抽出されたオノマトペの概要 

表 1 は『ピーターラビット』から抽出されたオノマト

                                                   
5
 以後「標準形」と呼ぶ。 

ペを言語別に分類し、数値化した結果を延べ語数と

異なり語数に分けて示したものである。表1を更に作

品別に分けて算出した結果を表 2に示す。 

 

表.1 抽出されたオノマトペの数(言語別) 

 英語 日本語 韓国語 

延べ語数 16 52 67 

異なり語数 16 45 58 

 

表 1から、日韓両言語共出現したオノマトペの数

が英語よりも多いこと、韓国語の方が延べ語数・異な

り語共に日本語より多いことがわかる。 

本研究では、主に延べ語数を利用して調査結果

の分析を行う。異なり語数を利用する場合には、そ

のことを本文中に記載することとする。 

 

表.2 抽出されたオノマトペの数(作品・言語別)

 

 

『ピーターラビット』から抽出されたオノマトペの出

現頻度を言語別、作品別に分類すると、やはり韓国

語は日本語に、日本語は英語に頻度において勝っ

ていることがわかる。 

5. 分析 

本節では、英語原文との対応関係、オノマトペの

種類、音形式、オノマトペの派生について調査デー

タをもとに分析を行う。分析には Excel のフィルター

機能を利用した。 

5.1 英語原文との対応 

表 3 は英語原文から抽出されたオノマトペと日本

語訳・韓国語訳から抽出されたオノマトペとの対応の

有無を示したものである。 

 

表.3 英語原文とのオノマトペの対応 

 日本語訳 韓国語訳 

対応あり 15 15 

対応なし(追加) 37 52 

対応なし(訳なし) 1 1 
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計
6
 53 68 

 

日韓両言語訳共に、英語原文にはないオノマトペ

が現れているケースがあり、対応があるオノマトペ

(日韓ともに 15 件)と比べ頻度はずっと高いことがわ

かる。 

5.1.1 対応のあるオノマトペ 

まずは英語原文に対応するオノマトペがある16例

を見る。これらはいわば「オノマトペの翻訳」の例とい

うことになる。表 4は英語原文との対応がある日本語

と韓国語のオノマトペをまとめたものである。 

 

表.4 英語原文に対応のあるオノマトペの一覧

 

 

表 4 の空白部分は、英語原文にオノマトペがある

が訳文にオノマトペが見つからないケースである(日

本語、韓国語それぞれ 1例ずつある)。 

表 4 から、日本語訳・韓国語訳が英語原文のオノ

マトペにほぼ対応できていることがわかる。これらの

例は、日本語・韓国語が英語に比べて相対的にオノ

マトペの語彙が豊富であり、英語のオノマトペに対

応するオノマトペに訳すことが容易であることが理由

として考えられる。 

また、英語原文と対応している日本語・韓国語オノ

マトペの中には、日本語訳の「ぴたぱた」や韓国語

                                                   
6
 訳がない対応なしが両言語に 1語ずるあるため、計が表1

の延べ語数より 1語ずつ増えている。 

訳の「그르륵 타르륵, 타르륵, 그르륵」のような辞

書にはない、標準形ではないものも見られる。これ

は英語原文のオノマトペを自由に翻訳したものと考

えられ、話者の主観や状況によってかなり自由に表

現できるオノマトペの特徴(吉永 2019: 75-76)を示す

ものと考えられる。 

5.1.2 対応のないオノマトペ(1)：原文にオノマトペがあ

り、訳にない例 

一方、日本語訳・韓国語訳共に 1例ずつ、英語原

文のオノマトペを訳してないケースがあった。例 1は

日本語の訳なしの例文で、例2は韓国語の訳なしの

例文である。 

 

(例 1) 

英：sniffed at the basket. 

日：かごのそばにやってきて、においをかぎまし

た。 

韓：바구니에 코를 대고 킁킁거렸어요. 

 

(例 2) 

英：he intended to pop upon the top of Peter 

日：ぽんと ピーターのうえに かぶせようとしまし

た。 

韓：피터를 위에서 내리치려 했어요. 

 

例 1と例 2は英語原文のオノマトペが訳文では削

除されている。しかし、例 1 を見てみると、日本語訳

の 「 に お い を か ぎ ま し た 」 と 韓国語訳の

「킁킁거렸어요(クンクンと嗅ぎました)」の間に臨場

感の違い
7
はあるものの、表されている意味や状態に

大きな違いや内容の欠落は見られない。例 2 の「ぽ

んと  (中略) かぶせようとしました。」と「위에서 

내리치려 했어요(上から振り下ろそうとしました)」も

また同じである。つまり、これらの例はオノマトペがな

くとも表現しようとする意味や状態を十分に伝えるこ

とができている例と判断してよいと思われる。 

5.1.3 対応のないオノマトペ(2)：日本語・韓国語の両

方にオノマトペが現れ、原文にない例 

日本語と韓国語の両方に英語原文との対応がな

いオノマトペは 12例が存在する。表 5は日本語と韓

                                                   
7
 「ほとんどのオノマトペは具体的で臨場感溢れる描写力を

持っている。」(田守 2002: 29) 
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国語の両方に対応がないオノマトペを作品別にまと

めたものである。音の比較のため、韓国語訳には 

( ) の中に発音を表記した。 

 

表.5 日韓の訳にだけ現れたオノマトペの一覧

 

 

日本語訳と韓国語訳同士の意味対応を見てみる

と、『ベンジャミン バニーのおはなし』の日本語訳

「ゆっくり」と韓国語訳「겅중겅중(ぴょんぴょん)」は意

味が対応しないオノマトペが使われているが、それ

以外は表している意味にほぼ対応関係が認められ

た。 

次に、日本語訳と韓国語訳のオノマトペの音形が

どの程度似通っているかを見てみる。一般に言語記

号は恣意的であるとされているが、オノマトペはある

程度の有縁性が認められ、特に外界の音に似せて

作られた擬声語はより有縁的である(秋元 2002: 135)。

しかし、表 5 のオノマトペからは、意外なことに、「ぱ

たぱた」と「파닥파닥(padakpadak)」以外、音の類似

性はあまり見られない。両言語のオノマトペの音の

類似性がほとんど見られないことから、両言語のオノ

マトペは、有縁性をある程度認めることができても、

具体的な音形の選択はやはり恣意的であると言うこ

とができるだろう。 

5.1.4 対応のないオノマトペ(3)：片方の訳にのみオノ

マトペが現れる例 

英語原文との対応がないオノマトペが日本語訳に

のみ見られる例は 25 語、韓国語訳にのみ見られる

例は 40語抽出された。表 6には日本語訳にのみ見

られる原文との対応がないオノマトペを、表7は韓国

語訳にのみ見られる英語原文との対応がないオノマ

トペを作品別にまとめたものである。複数回見つか

った語彙は ( ) の中にその出現頻度数を示した。 

 

表.6 日本語訳にのみ現れた対応なしオノマトペ

の一覧 

 日本語訳 

ピーターラビットの 

おはなし 

むかむか 

びっくり 

ぎゅっ 

うんざり 

そーっ 

くたくた 

りすのナトキンの 

おはなし 

ちくちく(4) 

うんざり 

すっかり 

ずんぐりむっくり(2) 

きんきら、きんきら、きんきらり

ん 

きんきらきん 

ぶっつり 

ベンジャミン バニ

ーのおはなし 

きちん 

ひそひそ 

ずとん 

そわそわ 

ゆうゆう(2) 

どんどん 

ぱちぱち 

計 25 

 

表.7 韓国語訳にのみ現れた対応なしオノマトペ

の一覧 

 韓国語訳(出現頻度) 

ピーターラビットの 

おはなし 

와삭와삭 

벌떡 

점점 

펑펑 

가득 

딱 

씨근벌떡 

흠뻑 

통통 

와락 

りすのナトキンの 

おはなし 

텅 

통통 

꾹 

가득(6) 

토실토실(3) 
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흘긋 

아슬아슬 

팔짝팔짝 

깔깔깔 

사부랑삽작 

폴짝 

꼭 

ベンジャミン バニ

ーのおはなし 

쪼르르 

깡총깡총 

팔짝팔짝 

톨락톨락 

가득 

쫑긋 

흘끗 

쭉 

질질 

훌쩍 

뻥 

計 40 

 

日本語訳のみに見られるオノマトペと韓国語訳の

みに見られるオノマトペの類似点として、「そーっ」

「きちん」のように、日→韓・韓→日に直訳しようとす

るとオノマトペにならない、直接対応するオノマトペ

が存在しない語が観察されることが挙げられる。「そ

ーっ」「きちん」は、それぞれ韓国語に直訳すると

「살며시」「깔끔」になるが、いずれもオノマトペでは

ない。逆も同じで、韓国語訳の「가득」「씨근벌떡」を

日本語に直訳すると「いっぱい」「喘ぎ喘ぎ」のような

言い回しになるが、日本語訳はどちらもオノマトペで

はない。このような語彙の対応関係が片方のみにオ

ノマトペの訳が存在する理由の一つだと考えられ

る。 

Chae (1993: 61)は、韓国語のオノマトペは限定さ

れた被修飾語のみを選ぶため、述語が省略された

場合でも、具体的な文脈が与えられたときにどの述

語が省略されたのかを容易に類推することができる

と述べており、これに対し、Pei (2010)でも日韓両言

語のオノマトペ共に後続する動詞との共起制限が強

い場合、述語省略表現が可能であると述べている。

具体的な文脈が与えられるとどの述語が省略された

のかを類推できるのなら、逆に翻訳を行う際にその

文脈から被修飾語との共起制限が強いオノマトペを

合わせることも可能だと考えられる。また、このことが、

原文にはないオノマトペの訳が多数存在する理由

だと考える。これは、5.1.3 の日本語と韓国語の両方

に原文にはないオノマトペの訳が存在する理由にも

該当する。 

5.2 オノマトペの種類 

本研究は、オノマトペを擬音語と擬態語の 2 種類

に分類して考察を行っているが、オノマトペには、擬

音語と擬態語の両方の用法を持つ語も存在する 

(小野 2007: 29)。以下、このような語を「擬音擬態語」

とし、日本語と韓国語のオノマトペを擬音語と擬態語、

擬音擬態語の 3 種類に分類して分布に違いがある

かを考察する。表 8 と表 9 は日本語と韓国語のオノ

マトペを擬音語と擬態語、擬音擬態語の 3種類に分

類し、その比率を示したものである。 

 

表.8 日本語オノマトペの種類 

 擬音語 擬態語 
擬音擬

態語 
計 

ピーターラ

ビットのお

はなし 

1 11 3 15 

りすのナトキ

ンのおはな

し 

4 16 5 24 

ベンジャミン 

バニーのお

はなし 

1 8 3 12 

計 6 35 11 52 

比率(％) 12 67 21 100 

 

表 8 は『ピーターラビット』から抽出された日本語

のオノマトペを擬音語と擬態語、擬音擬態語の 3 種

類に分類し、その比率を示しているが、日本語訳に

おいては擬態語の比率が一番高いことがわかる。 

 

表.9 韓国語オノマトペの種類 

 擬音語 擬態語 
擬音擬

態語 
計 

ピーターラ

ビットのお

はなし 

3 14 1 18 

りすのナトキ

ンのおはな
7 24 2 33 



日本語と韓国語のオノマトペの対照分析                                  柳 超殷 

 

2019年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集  

し 

ベンジャミン 

バニーのお

はなし 

2 11 3 16 

計 12 49 6 67 

比率(％) 18 73 9 100 

 

表 9 は『ピーターラビット』から抽出された韓国語

のオノマトペを擬音語と擬態語、擬音擬態語の 3 種

類に分類し、その比率を示しているが、日本語同様

擬態語の比率が一番高い。 

日本語と韓国語のオノマトペを擬音語と擬態語、

擬音擬態語の3種類に分類した結果、いずれも擬態

語が多く擬音語と擬態語の比率に大きな違いは見ら

れなかった。ただし、擬音擬態語の比率を見てみる

と、日本語が 21％、韓国語が 9％と、日本語の擬音

擬態語の比率が高い。韓国語に比べて、日本語で

は擬音語と擬態語の両方の用法を持つ擬音擬態語

を相対的によく使うと言えそうである。 

 

日韓両言語で抽出されたオノマトペを種類別にま

とめたのが表 10である。表 10の ( ) の中には複数

抽出された語彙の出現頻度を示した。 

 

表.10 日本語のオノマトペの種類別一覧 

 
日本語訳 

(出現頻度) 

韓国語訳 

(出現頻度) 

擬音

語 

「くしゅん」「ぶぶ

ん！ぶんぶん！ぶ

んのぶん！」「ひゅ

ー」「きー」「くっくー

 くっくー くるるる

ー くっくっく！」

「ぱかぱか」 

「와삭와삭」「에취」

「그르륵 타르륵, 

타르륵, 그르륵」

「쾅」「웅웅-윙윙! 

붕! 붕! 웅웅-윙윙 

붕!」「깔깔」「윙윙」

「끽」「쿵쿵」「쿡-

쿡-쿡-쿠르르-쿡-크

-크!」「킁킁」「후드

득후드득」 

擬態

語 

「むかむか」「ぱっ

たり」「びっくり」「ぎ

ゅっ」「うんざり(2)」

「ぶるぶる」「ひょこ

ひょこ」「じっとり」

「ぴくりぴくり」「そー

っ」「くたくた」「ぴょ

「딱(2)」「벌떡」「점

점」「가득(8)」「씨근

벌떡」「바들바들」

「흠뻑」「강중강중」

「통통(2)」「와락」

「꼼짝(2)」「씰룩」

「벌러덩」「텅」「폴

んぴょん(2)」「ちく

ちく(4)」「べたべた」

「すっかり」「ずんぐ

りむっくり(2)」「きん

きら、きんきら、きん

きらりん」「きんきら

きん」「ぱらぱら」「こ

わごわ」「じっ」「ぴ

ん」「きちん」「そわ

そわ」「ゆうゆう(2)」

「どんどん」「ぱちぱ

ち」「ゆっくり」 

짝폴짝」「꾹」「토실

토실(3)」「깡충깡

충」「흘긋」「끈적끈

적」「아슬아슬」「팔

짝팔짝」「사부랑삽

작」「폴짝」「허둥지

둥」「살금살금」「꼭」

「쫑긋(2)」「쪼르

르」「깡총깡총」「팔

짝팔짝」「흘끗」「쭉」

「질질」「겅중겅중」

「훌쩍」 

擬音

擬態

語 

「ぽん」「さくりさく

っ」「どさり」「ぱた

ん」「ぱたぱた」「ば

たばた(2)」「ぷっつ

り」「ひそひそ」「ず

とん」「ぴたぱた」 

「펑펑」「파닥파닥」

「푸득푸득」「따가

닥따가닥」「톨락톨

락」「뻥」 

計 52 67 

5.3 音形式 

田中(2016: 358)では、オノマトペの音型式を「単純

反復型・複合反復型
8
・Aっ・Aん・AっB・ABり・Aっ

B り・A ん B り・その他いずれにも属さない単一型」

に分類している。また、田守(2002)は、他者が自ら駆

使し創造的に創ったオノマトペを「臨時オノマトペ」と

し、臨時オノマトペは習慣的なオノマトペ
9
の形と異な

ることもあるが、既存の習慣的なオノマトペを何らか

の形で利用していることも多いと説明している。 

本節では、これらの先行研究を踏まえ、日本語と

韓国語の音形式の比較を行う。音形式の分類方法

については、日本語と韓国語を同じ種類に分類し比

較するため、Ａっ・Ａん・ＡっＢ・ＡＢり・ＡっＢり・ＡんＢ

りの形態を「単一型」として分類することにする。また、

臨時オノマトペを「臨時型」として加え、日本語と韓国

語オノマトペの音形式を「単純反復型」「複合反復型」

「単一型」「臨時型」の 4 種類に分類する。この分類

の結果が表 11と表 12である。 

                                                   
8
 田中 (2016: 358) は、「同語の繰り返し」を単純反復型とし、

「「AA+BB」「AB+CB」の形式」を持つものを複合反復型とし

ている。 

9
 言語要素として一定の制約を受け、習慣化されたもの (田

守2002: 131) 。本研究においての標準形に該当すると考え

る。 
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なお、音形式を比較するにあたって、複数出現し

たものを反復して取り上げる必要はないと考え、音

形式の分析には異なり語数を利用している。 

 

表.11 日本語オノマトペの音形式 

 

単純

反復

型 

複合

反復

型 

単一

型 

臨時

型 
計 

ピーター

ラビットの

おはなし 

5 0 9 1 15 

りすのナト

キンのお

はなし 

7 1 8 3 19 

ベンジャミ

ン バニー

のおはな

し 

6 0 3 2 11 

計 18 1 20 6 45 

比率(％) 40 2 44 13 100 

 

表.12 韓国語オノマトペの音形式 

 

単純

反復

型 

複合

反復

型 

単一

型 

臨時

型 
計 

ピーター

ラビットの

おはなし 

6 0 10 1 17 

りすのナト

キンのお

はなし 

13 1 10 2 26 

ベンジャミ

ン バニー

のおはな

し 

7 0 7 1 15 

計 26 1 27 4 58 

比率(％) 45 2 47 7 100 

 

日本語と韓国語オノマトペの音形式の分類の結果、

両言語共に単一型が一番多く、その次に単純反復

型、臨時型、複合反復型の順に多かった。特に日本

語も韓国語も単純反復型と単一型の比率を合わせ

ると、それぞれ 84％、92％と、日本語と韓国語オノマ

トペの大半が単純反復型と単一型になっている。そ

れに比べて、複合反復型は両言語に 1 語ずつしか

見られなかった。 

 

(例 3) 

英：Hum-a-bum! buzz! buzz! Hum-a-bum buzz! 

日：ぶぶん！ぶんぶん！ぶんのぶん！ 

韓：웅웅-윙윙! 붕! 붕! 웅웅-윙윙 붕! 

 

(例 4) 

英：Cuck-cuck-cuck-cur-r-r-cuck-k-k! 

日：くっくー くっくー くるるるー くっくっく！ 

韓：쿡-쿡-쿡-쿠르르-쿡-크-크! 

 

また、臨時型において、例3と例4のように英語原

文が臨時的な擬声語である場合、日本語と韓国語

のオノマトペも既存の標準形を利用して、その英語

原文に合わせた臨時型のオノマトペを創っているこ

とがうかがえる。英語原文との対応がないか英語原

文が臨時的でない場合に出てくる臨時型でも、日本

語の「さくりさくっ」や「ずとん (sic.)」、韓国語の

「톨락톨락」など、臨時型を創る上でのモデルとなる

標準形が推測できるような語になっている。田守

(2002)は、標準形の形と異なる臨時型もあると説明し

ているが、本研究で抽出された臨時型のオノマトペ

は、標準形をもとに何らかの形に変形させたもの以

外の用例は観察されなかった。 

5.4 オノマトペの派生 

オノマトペは、接尾辞や助詞等と結合することで

別の品詞の派生語を作ることができる。日本語オノ

マトペの場合、接尾辞「―する」と結合することで派

生動詞が作られ、オノマトペの語基に接尾辞「―めく」

「―つく」を付けることでも派生動詞を創ることができ

る。また、助詞「―と」や「―に」を付けることで派生副

詞になったり、さらには意味の転化が見られることも

ある。韓国語オノマトペの場合は、接尾辞「―하다」

「―거리다」「―대다」「―이다」と結合することで動

詞化し、接尾辞「―이」と結合することで名詞に派生

する。なお、「―하다」は擬態語と結合することで形

容詞となることもできる(Park 2016; 秋元 2002; Wada 

2016; 星野 2005)。 

本研究で抽出されたオノマトペでは、日本語は接

尾辞「―する」と助詞「―と」、「―に」が、韓国語は接

尾辞「―하다」と「―거리다」が付いた用例が見られ
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た。 

表 13 と表 14は、それぞれ日本語と韓国語のオノ

マトペと結合した接尾辞あるいは助詞の作品別出現

数とその比率を示したものである。 

 

表.13 日本語オノマトペの派生 

 なし ―と ―に 
―す

る 
計 

ピーター

ラビットの

おはなし 

5 6 1 3 15 

りすのナト

キンのお

はなし 

20 3 0 2 25 

ベンジャミ

ン バニー

のおはな

し 

6 5 0 1 12 

計 31 14 1 6 52 

比率(％)
10

 60 27 2 12 100 

 

表.14 韓国語オノマトペの派生 

 なし ―하다 
―거리

다 
計 

ピーター

ラビットの

おはなし 

16 1 1 18 

りすのナト

キンのお

はなし 

26 5 2 33 

ベンジャミ

ン バニー

のおはな

し 

13 2 1 16 

計 55 8 4 66 

比率(％) 82 12 6 100 

 

表 13と表 14の比率を見てみると、日本語が 41％、

韓国語が 18％と、日本語の方が韓国語に比べて派

生語の比率が高いことがわかる。これには、日本語

のオノマトペは「助詞「―と」と一緒に使うのが一般的

である」(Ren・Yang 2016)ことから、「―と」と結合した

                                                   
10

 四捨五入したため、比率の合計が 100％になっていない。 

オノマトペが多く出現していることが理由の一つであ

る。助詞「―に」と結合したオノマトペより「―と」と結

合したオノマトペの方が多いことにも、また、そのこと

が影響していると考えられる。 

 

一方、韓国語では、接尾辞「―하다」と「―거리다」

と結合した語が抽出された。韓国語のオノマトペは

「―거리다」と結合すると必ず動詞化するが、「―

하다」と結合した場合は動詞か形容詞のいずれかに

派生する。しかし、本研究で抽出された「―하다」と

結合したオノマトペの用例は全て形容詞化しており、

「―하다」と結合して動詞化した用例は得られなかっ

た。これについて、Lee (2004)は、日韓辞書の韓国

語に訳されたオノマトペを品詞別比率順に並べると、

オノマトペ＞形容詞＞動詞＞動詞化＞形容詞化＞

名詞の順になると述べている。本研究において翻訳

された韓国語オノマトペの品詞別比率は、オノマトペ

(派生なし)の比率が 82％、形容詞化(―하다)の比率

が 12％、動詞化(―거리다)の比率が 6％と、Lee 

(2004)とは異なりオノマトペは動詞化よりも形容詞化

した例のほうが多かった。 

ここで、派生したオノマトペの用法の違いに何か

関係がないかを考察してみることとする。そのため、

Lee (2004)の「動詞」と「動詞化」を「動詞用法への翻

訳」、「形容詞」と「形容詞化」を「形容詞用法への翻

訳」、「名詞」を「名詞用法への翻訳」として捉え、Lee 

(2004)の研究結果を見てみた。その結果、オノマト

ペ＞形容詞用法への翻訳＞動詞用法への翻訳＞

名詞用法への翻訳の順に比率が高いことになる。本

研究のデータで翻訳された韓国語オノマトペの品詞

別比率を見ても、同様に、オノマトペ(派生なし)の比

率が 82％、形容詞用法(―하다)の比率が 12％、動

詞用法(―거리다)の比率が 6％、名詞用法が 0％と、

同じ順位の結果が得られた。このことから、一般的に

韓国語のオノマトペの翻訳における品詞の割合は、

オノマトペ＞形容詞用法＞動詞用法＞名詞用法の

順に高いと考え、本研究の英語から韓国語への翻

訳データもその方向性と同じ結果になったと捉える

ことができるのではないだろうか。 

 

表15には、出現したオノマトペの派生語を作品別

にまとめた。表 15 の ( ) の中は複数抽出された語

彙の出現頻度数を示したものである。 
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表.15 日本語・韓国語オノマトペの派生語一覧 

 
日本語訳 

(出現頻度) 

韓国語訳 

(出現頻度) 

ピーターラ

ビットの 

おはなし 

むかむか―する 

びっくり―する 

ぽん―と 

ぎゅっ―と 

うんざり―する 

ぴくりぴくり―と 

さくりさくっ―と 

そーっ―と 

くたくた―に 

どさり―と 

통통―하다 

씰룩―거리다 

りすのナト

キンの 

おはなし 

ぱたん―と 

べたべた―する 

うんざり―する 

ぱらぱら―と 

じっ―と 

통통―하다 

토실토실―하다

(3) 

흘긋―거리다 

아슬아슬―하다 

쿵쿵―거리다 

ベンジャミ

ン バニー

のおはなし 

ぴん―と 

きちん―と 

ずとん―と 

そわそわ―する 

ゆうゆう―と(2) 

가득―하다 

쫑긋―하다 

킁킁―거리다 

計 21 12 

 

表 15 からは、日本語と韓国語の訳し方の違いに

ついて、同じ英語原文を「べたべた―する」

「끈적끈적」と訳した例のように、一方は動詞用法、

もう一方は副詞用法で訳しているもの、英語原文に

はオノマトペがないところにそれぞれ副詞用法「ば

たばた」、動詞用法「쿵쿵―거리다」を用いたもの等、

訳し方に日韓両言語で違いが見られるのが興味深

い。 

6. 結論と今後の課題 

本研究では、『ピーターラビット』の英語原文と日

本語訳文、韓国語訳文から抽出されたオノマトペを

取り上げて、英語原文・日本語と韓国語のオノマトペ

を比較し、類似点と相違点を分析し、両言語の翻訳

手法の考察を行った。本研究を通して明らかになっ

た日本語と韓国語のオノマトペの類似点と相違点、

及び両言語の翻訳手法を以下にまとめる。 

 

(1) 相対的にオノマトペの語彙数が多い日韓両言

語は、原文のオノマトペに対応するオノマトペに訳

すことが比較的容易である。 

(2) 日韓のオノマトペは有縁性がある程度認めら

れるが、ほとんどが恣意的である。 

(3) 両言語とも翻訳を行う際にその文脈から被修

飾語との共起制限が強いオノマトペを合わせること

が可能であり、これにより原文にはないオノマトペが

追加されることがある。 

(4) 日本語のオノマトペが相対的に韓国語のオノ

マトペより擬音語と擬態語の両方の用法を持つ比率

が高い。 

(5) 日本語と韓国語のオノマトペ共通で単純反復

型と単一型の音形式が多く見られた。 

(6) 日韓両言語共に、翻訳の際、かなり充実に原

文の臨時的表現に合わせた臨時型のオノマトペを

創っている。 

(7) 日本語のオノマトペは「と」と一緒に使うのが一

般的であることから、日本語のオノマトペの翻訳にお

いても比較的「と」と結合したオノマトペの出現が多く

見られる。 

(8) 韓国語のオノマトペの翻訳において、訳され

るオノマトペの品詞の比率が、オノマトペ＞形容詞

用法＞動詞用法＞名詞用法の順である可能性が考

えられる。 

 

今後の課題として、まず、調査対象の日本語・韓

国語訳が 1 つしかなかったため、収集された訳がど

の程度正しいかを評価することはできていない。より

客観的な研究にするためには、今回の研究を踏ま

えた上で、複数の訳文が入手できる作品を比較する

とよいだろう。 

また、今回は英語原文から訳された日本語・韓国

語文を比較した。英語は両言語に比べてオノマトペ

の語彙が少ないため、英語から逸脱した表現を見つ

けることができたことが本研究の成果であるが、一方

で、原文の英語に引きずられた結果、自由なオノマ

トペが出てきていない可能性もある。本研究の結果

を総合的に評価するには、日韓・韓日翻訳文の分析

と共に、訳文ではない日韓の文章についても分析を

行い、より多様なオノマトペの用例を集めて比較研

究を進めていくことが必要である。 
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付録 1：本研究で抽出されたオノマトペ一覧 

 

以下に本研究のデータである『ピーターラビット』から抽出したオノマトペの一覧を示す。 

各語彙は基本辞書に記載されている語(本稿では「標準形」と呼ぶ)で表記してある。ただし、辞書には存在

しないオノマトペや本文特有の擬音語や英語原文の擬声語があり、本文のまま表記した。カッコ ( ) の中の数

字は複数抽出された語彙の出現頻度を表したものである。韓国語訳の例については ( ) の中に発音のローマ

字表記も示した。 

また、「一般には擬声語はカタカナで、擬態語はひらがなで書くのが原則である」(秋元 2002: 134) とされる

が、本研究は児童を対象とし、ひらがなで書かれた資料を研究対象としているため、本研究でも本文のままひ

らがなで表記することにした。 
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作名 抽出されたオノマトペ(出現頻度) 

英語原文 

The Tale of Peter Rabbit 
「pop」「Kertyschoo!」「lippity-lippity」「twitch」「scr-r-ritch, scratch, 

scratch, scritch」「flop」 

The Tale of Squirrel Nutkin 
「bob」「Hum-a-bum! buzz! buzz! Hum-a-bum buzz!」「whirr」「Squ

eak!」「stamp」「Cuck-cuck-cuck-cur-r-r-cuck-k-k!」 

The Tale of Benjamin Bunny 「prick」「trit-trot, trit-trot」「sniff」「pitter-patter, pitter-patter」 

日本語訳 

ピーターラビットのおはなし 

「むかむか」「ぱったり」「びっくり」「ぽん」「くしゅん」「ぎゅっ」「うんざり」「ぶ

るぶる」「ひょこひょこ」「じっとり」「ぴくりぴくり」「さくりさくっ」「そーっ」「くた

くた」「どさり」 

りすのナトキンのおはなし 

「ぴょんぴょん(2)」「ちくちく(4)」「ぱたん」「べたべた」「ぶぶん！ぶんぶ

ん！ぶんのぶん！」「うんざり」「すっかり」「ずんぐりむっくり(2)」「きんき

ら、きんきら、きんきらりん」「きんきらきん」「ひゅー」「ぱたぱた」「ばたばた

(2)」「きー」「ぱらぱら」「こわごわ」「じっ」「ぷっつり」「くっくー くっくー く

るるるー くっくっく！」 

ベンジャミン バニーのおはなし 
「ぴん」「ぱかぱか」「きちん」「ひそひそ」「ずとん」「そわそわ」「ゆうゆう

(2)」「どんどん」「ぱちぱち」「ぴたぱた」「ゆっくり」 

韓国語訳(発音) 

피터 래빗 이야기 

(ピーターラビットのおはなし) 

「와삭와삭(wasakwasak)」「딱(ttak)(2)」「벌떡(beoltteok)」「점점

(jeomjeom)」「펑펑(peongpeong)」「가득(gadeuk)」「에취(echwi)」「씨근

벌떡(ssigeunbeoltteok)」「바들바들(badeulbadeul)」「흠뻑

(heumppeok)」「강중강중(gangjunggangjung)」「통통(tongtong)」「와

락(warak)」「꼼짝(kkomjjak)」「씰룩(ssilruk)」「그르륵 타르륵, 타르

륵, 그르륵(geureureuk tareureuk, tareureuk, geureureuk)」「벌러

덩(beolreodeong)」 

다람쥐 넛킨 이야기 

(りすのナトキンのおはなし) 

「텅(teong)」「통통(tongtong)」「폴짝폴짝(poljjakpoljjak)」「꾹(kkuk)」

「가득(gadeuk)(6)」「토실토실(tosiltosil)(3)」「깡충깡충

(kkangchungkkangchung)」「쾅(kwang)」「흘긋(heulgeut)」「끈적끈적

(kkeunjeokkkeunjeok)」「아슬아슬(aseulaseul)」「팔짝팔짝

(paljjakpaljjak)」「웅웅-윙윙! 붕! 붕! 웅웅-윙윙 

붕!(ungung-wingwing! bung! bung! ungung-wingwing bung!)」「깔

깔(kkalkkal)」「사부랑삽작(saburangsapjak)」「윙윙(wingwing)」「폴

짝(poljjak)」「파닥파닥(padakpadak)」「푸득푸득(pudeukpudeuk)」

「끽(kkik)」「허둥지둥(heodungjidung)」「살금살금

(salgeumsalgeum)」「꼼짝(kkomjjak)」「꼭(kkok)」「쿵쿵(kungkung)」

「쿡-쿡-쿡-쿠르르-쿡-크-크! (kuk-kuk-kuk-kureureu-kuk-keu-keu!)」 

벤저민 버니 이야기 

(ベンジャミン バニーのおはなし) 

「쫑긋(jjonggeut)(2)」「따가닥따가닥(ttagadakttagadak)」「쪼르르

(jjoreureu)」「깡총깡총(kkangchongkkangchong)」「팔짝팔짝

(paljjakpaljjak)」「톨락톨락(tolraktolrak)」「가득(gadeuk)」「흘끗

(heulkkeut)」「쭉(jjuk)」「킁킁(keungkeung)」「질질(jiljil)」「후드득후드

득(hudeudeukhudeudeuk)」「겅중겅중(geongjungeongjung)」「훌쩍

(huljjeok)」「뻥(ppeong)」 
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