
発音変化まとめ
①有声音化

1) 고기 (肉) 2) 자다 (寝る) 3) 시계 (時計) 4) 바지 (ズボン) 5) 공부 (勉強)

②連音化

1) 불안 (不安) 2) 일 월 (1月) 3) 만 원 (１万ウォン) 4) 꽃이 (花が) 5) 옷은 (服は)

③鼻音化

1) 작년 (昨年) 2) 값만 (値だけ) 3) 한국말 (韓国語) 4) 옛날 (昔) 5) 앞문 (表門)

1) 상담료 (相談料) 2) 종류 (種類) 3) 기억력 (記憶力) 4) 실업률 (失業率) 5) 진입료 (進入路)

④流音化

1) 연락 (連絡) 2) 편리 (便利) 3) 생일날 (誕生日) 4) 앓는 (病む∼) 5) 핥는 (舐める∼)

　　※반단력 (判断力) ,정신력 (精神力) ,생산력 (生産力)などは２つの語の派生語なので、流音化ではなく鼻音化になる。

　　　반단녁             정신녁              생산녁

⑤ㄴ挿入

1) 강남역 (江南駅) 2) 식용유 (食用油) 3) 눈약 (目薬) 4) 여행용 (旅行用) 5) 공공요금 (公共料金)

1) 바일 (畑仕事) 2) 종착역 (終着駅) 3) 구급약 (救急薬) 4) 결막염 (結膜炎)

1) 휘발유 (ガソリン) 2) 올여름 (この夏) 3) 연말연시 (年末年始) 4) 주말여행 (週末旅行)

1) 할 일 (すること) 2) 한국 요리 (韓国料理)

1) -군요 (∼ですね) 2) 저는요 (私はですね)

⑥激音化

1) 입학 (入学) 2) 이렇게 (このように) 3) 많다 (多い) 4) 축하 (祝い) 5) 싫다 (嫌いだ)

1) 입학 후 (入学後) 2) 옷 한 벌 (服一着) 3) 몇 해 (数年) 4) 깨끗하게 (きれいに) 5) 꽃 향기 (花の香り)

⑦濃音化

1) 약국 (薬局) 2) 합격 (合格) 3) 잊다 (忘れる) 4) 여덟 시 (８時) 5) 약속 (約束)

1) 절대 (絶対) 2) 결심 (決心) 3) 실수 (失敗)

1) 갈 데 (行く所) 2) 갈 곳 (行く場所) 3) 먹을 것 (食べるもの)

1) 안다 (抱く) 2) 앉다 (座る) 3) 신고 (履いて) 4) 남지 않다 (残らない)

1) 놓습니다 (置きます) 2) 않습니다 (∼ません) 3) 앓습니다 (患います)

1) 눈동자 (瞳) 2) 발병 (足の病) 3) 잠자리 (寝床) 4) 땅바닥 (地面)

1) 평가 (評価) 2) 사건 (事件) 3) 일기장 (日記帳) 4) 소개장 (紹介状)

☆件,券,圏,権,格,科,価,果,課,帳,状,級,点,法,病,字,性,症,的,症

1) 내 것 (私のもの) 2) 성득 거 (ソンドゥクのもの)

⑧口蓋音化

1) 미닫이 (引き戸) 2) 굳이 (固く) 3)밭이 (畑が) 4) 묻히다 (埋まる) 5) 붙여 (付けて)

⑨ㅎの弱音化

1) 은행 (銀行) 2) 남해 (南海) 3) 잘해요 (上手です)

1) 좋은 (良い∼) 2) 많이 (沢山) 3) 않는 (∼じゃない∼) 4) 쌓아요 (積みます)

1) 쌓는 (積む∼) 2) 닿는다 (触る) 3) 놓는 (置く∼) 4) 넣는 (入れる∼)

　　※「∼のもの」の것は濃音化する。

口蓋音でない音ㄷ,ㅌが이(여)を発音する時の舌の高さに引っ張られて、硬口蓋に近い位置で調音されㅈ,ㅊに変わること。

パッチムㄴ,ㄹ,ㅁ,ㅇや母音の後のㅎは弱音化する。（個人差あり）

　　※ㅎの無音化（ㅎパッチムの後に母音がくる、二重パッチムでㅎが含まれているものに母音やㄴがくる時。）

　　※ㅎの鼻音化（ㅎパッチムの後にㄴがくるとㅎ→ㄴになる。）

[1] 심리 (心理) → [심니]

[3] 협력 (協力) → [협녁] → [혐녁]

[2] 대통령 (大統領) → [대통녕]

[4] 기억력 (記憶力) → [기억녁] → [기엉녁]

別名「濁音化」。一文字め以外のㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅈは濁る。（パッチムㄴ,ㅁ,ㅇ,ㄹと母音の後ろ）

　　※안 가요. 내 자리 なども例外で濁る！

　　※ㄱ,ㄷ,ㅁ,ㅂ,ㅇの音で発音されるパッチムの直後にㄹが来るとㄹがㄴに変化 → 二重の鼻音化もある！

パッチムㅂ,ㄷ,ㄱ(口音)の後にㄴ,ㅁが来るとそれぞれㅁ,ㄴ,ㅇに変化する。（ナム[나무=木]はバカだ[ㅂ,ㄱ,ㄷ]）

パッチム（ㅎ以外）の次に母音（"ㅇ"子音）がくると結合して発音される。

　　※ ＋鼻音化タイプ (도착역[到着駅]→도착녁→도창녁)

　　※ ＋流音化タイプ (서울역[ソウル駅]→서울녁→서울력)

ㄴの前後にㄹがあるとㄴ→ㄹになる。

　　※漢字語でパッチムㄹの後にㄷ,ㅅ,ㅈがくると濃音になる。 

　　※未来連体形語尾-ㄹの後にㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈがくると濃音になる。

パッチムの後にi系列の母音（이,야,여,얘,예,요,유）がくる時、ㄴ音が挿入される。

　　※ ２単語間タイプ (무슨 요리[何の料理]→무슨 뇨리)

　　※ 文末表現タイプ (그럼요[もちろんです]→그럼뇨)

激音を持つ平音（ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅈ）の前後にㅎがあれば結合して激音になる。

　　※２単語間でも激音化になる。

パッチムㅂ,ㄷ,ㄱ(口音)の後にㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈがくると濃音になる。

　　※用言(形容詞,動詞)の語幹のパッチムのㄴ,ㅁの後にㄱ,ㄷ,ㅅ,ㅈがくると濃音になる。

　　※パッチムㅎの後にㅅがくると濃音になる。

　　※漢字語、固有語のパッチムのㄴ,ㄹ,ㅁ,ㅇの後にㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈがくると濃音になる。

☆[発病]は발병そのまま。

　　※漢字語で接尾辞的な要素が強い漢字の場合は大部分が濃音化する。


