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ABSTRACT
The purpose of this study is the following two. One is to clarify the psychological acceptance of
onomatopoeia representation is due to what factor. The other is to clarify through verification of
elements associated with the synesthetic expression and understanding by onomatopoeia, verbal
working and non- verbal work interposed psychology in the process of cognition. In this study, I
compare the practical usage that is listed in the dictionary and the understandability of synesthetic
representation with onomatopoeia.

第1章
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序章

ことばであり、オノマトペから受ける印象は事前に共有され

研究の背景

了解された象徴的意味のみに留まらないという点に注目し、

人は環境の中にあって、環境と相互に影響を及ぼし合って

オノマトペによる表現の用いられ方と心理的受容のあり方、

いる。人が環境と向き合う時、何を見、何を感じ、何を受け

五感との関連性について既往知見および文献をもとに精査す

取っているのか。

る。これらの差異に着目することで、オノマトペの認知の過

人は、複数の感覚に刺激を受け、知覚し、対象についての

程で心理に介在する言語的働きと非言語的働きについて明ら

イメージが認知され、記憶される。そののち表象として心の

かにすることを目的とする。

うちに再び表れ、表象をもとに表現を行っているとされる。
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研究の位置付け

我々の対象についてのイメージは、言語を足掛かりとする

日本語オノマトペに関する研究には言語学的研究としてオ

働きと、言語の直接介在しない“直感的”あるいは“感覚的”

ノマトペの音韻的および形態的 特徴を明らかにした田守

とも呼ばれる働きの双方が複雑に絡み合って形成されている

(1993)１、統語範疇を明らかにした田守(1998)２、今昔物語集

とされるが、認知から表象へ至る過程は脳内に起こり、この

から現代に至るまでのオノマトペの語形および意味の変遷を

働きを直接観察することは叶わない。これに迫るためには対

分析した山口(2002)３があり、認知心理学的研究として擬音語

象と表出した表現、つまりインプットとアウトプットにその

の意味成分と音素成分の関連を明らかにした村上(1980)４、音

手掛かりを求めることになる。

素単体の持つクオリアの総和が潜在脳に与える印象を扱った

本研究では認知から表象に至る意識の働きを明らかにす
るべく、日本語におけるオノマトペを扱う。

黒川(2007)５、オノマトペによる共感覚的修飾表現の意味理解
可能性を扱った矢口(2011)６がある。本研究は、オノマトペの

オノマトペは物が発する音を模倣した擬音語および、もの

心理的受容の実態を表す実験的分析と、過去に実際に用いら

ごとのさまや心理などの実際には音を発しないものを模倣し

れた表象の現出の履歴である辞書的語義を比較分析する点で

た擬態語によって構成される。これらは恣意的な音声記号の

独自性がある。

体系である言語のなかにありながら恣意性が低く、指示物と
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研究の構成

の間にアイコンとしての対応関係を結ぶ。アイコンとシンボ

第二章では、オノマトペに関する既往研究について整理

ルという対照的な性格を併せ持つオノマトペには、認知から

し、本研究で対象とするオノマトペを纏める。第三章で辞書

表象に至る過程に介在する働きを解き明かす手掛かりがある

掲載の語義を整理した上で既往研究の結果と重ね合わせ、語

と考えることができる。

義と知覚の関係を語義形成過程と合わせて把握する。第四章

1-2

では、第三章で把握した語義と知覚の関係のうち注目すべき

研究の目的

本研究はまず、オノマトペが指示物を音によって模倣した

差異の認められたものについて発音体感等の概念を適用し説

明を試み、第五章では第三章および第四章で明らかにしたオ

表 1. オノマトペの感覚関連と共感覚的修飾表現の理解可能度

ノマトペにまつわる表象と知覚の関係を基に、心理的受容と
表象の関係性を分析し考察する。第六章を結論とする。
第2章
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分析対象

対象とするオノマトペ

本研究では矢口(2011)6 に準じ次の 39 語を検証の対象とす
る。アッサリ、カサカサ、ガチャガチャ、ガヤガヤ、カラカ
ラ、ガンガン、ギトギト、キラキラ、キンキン、クッキリ、
コチコチ、コッテリ、サッパリ、ザラザラ、サラリ、ザワザ
ワ、シーン、ジャラジャラ、スケスケ、ズシッ、チカチカ、
チクチク、チャラチャラ、ツヤツヤ、ツルツル、ツン、ドン
ヨリ、ピカピカ、ヒッソリ、プーン、フニャフニャ、フワフ
ワ、ベタベタ、ベチョベチョ、ホカホカ、ホクホク、ボンヤ
リ、ホンワカ、モヤモヤ（50 音順）
なお、これらは楠見(1988)7 において国立国語研究所発行の
分類語彙表により使用率 0.014 パーミル以上とされた感覚形
容語をもとに選出されている。
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検証に用いるデータと扱い

2-1 に挙げた 39 語のオノマトペについて、矢口(2011)6 に
おける実験結果と辞書に掲載された語義および用例を比較検
証する。
対象オノマトペの感覚関連性および修飾表現の理解可能度
を評定したこの実験結果は、心に想起された表象が知覚され
たオノマトペによって十分にあらわされているとして心理的
に受容されうるかどうかを示していると考えることができ、
これは対象についてのイメージを了解する過程のうち、知覚

覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚との関連を整理した。
（表 2）
語義の感覚関連の判定に際しては「続けざまに鳴り響く音」

から認知に至る過程を示している。一方で辞書に掲載される

（“がんがん”日本国語大辞典）などのように五感による直接

語義はそのことばが過去に用いられた表現の履歴、蓄積であ

的な知覚を示した部分が含まれる際に関連を認めるものとし、

り、言語体系の中で既に共有され了解されている象徴的意味

「目が、濁って生気が感じられない」（“どんより”日本語オ

を表している。したがって、これらの比較によってオノマト

ノマトペ辞典）などのように直接的な知覚ではなく対象の“さ

ペ表現の事前に共有され了解されている象徴的意味と実際の

ま”
を示す部分には五感との

心理的受容の関係を明らかにすることができると考えられる。

関連を認めないものとした。

オノマトペを専門に扱った辞書として「擬音語・擬態語

また触覚について、
一般的

4500 日本語オノマトペ辞典 8」
、国語辞典として最大規模のも

に触覚として自覚される範

のとして「日本国語大辞典 9」を用いる。

囲には脳科学、
神経科学の分
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野では触覚とともに体性感

引用実験の概要

矢口(2011)6

における実験は日本語を母国語とする被験者

覚のうち皮膚感覚として数

にモダリティ・ディファレンシャル法によって、1) 提示され

えられる、
温度感覚および痛

たオノマトペが視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚の五つの感覚

覚についても含めることが

にどの程度関連するか７段階で、2) 五感を表す名詞「色」、

適当であると考えられるた

「音」、「感触」、「味」、「におい」を被修飾語とした各オノマ

め、
皮膚感覚をもって触覚と

トペによる修飾表現が日本語としてどの程度理解可能である

した。
なお筋や腱ないし関節

か 6 段階で、 それぞれ評定させたものである。
（表 1）※1

などにおこる深部感覚と内
臓感覚は含まないものとし

第3章
3-1

辞書掲載語義

た。
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辞書掲載語義にみる感覚関連

「擬音語・擬態語 4500 日本語オノマトペ辞典

8」および「日

心理的受容との関係

3-1 にて明らかになった

本国語大辞典 9」に掲載された各オノマトペの語義と用例を対

辞書掲載語義の感覚関連と、

象のオノマトペについて精査し、各項目の語義について視

感覚関連度評定値および修

表 2. 辞書掲載語義の感覚関連

飾表現理解可能度評定値の関係を整理した。
（表 3）評定値は

きら」は『けらけら』に吸収・統一された可能性がある。

それぞれ 4.00 をしきい値とし 4.00 以上を関連あり 4.00 未満

・
【こちこち】
【ぷーん】
【つるつる】
【ざらざら】
（該当項目：

を関連なしとした。簡単のため〔辞書掲載語義の感覚関連，

聴覚）いずれも音を直接模倣した擬音語としての語義が記載

実験における感覚関連度，修飾表現理解可能度〕が[有,有,有,]

されている。実験においてオノマトペと感覚名詞はいずれも

または[無,無,無]となるオノマトペと五感の組み合わせを“全

共通して「～した」という助詞で接続されて刺激語として用

て一致”、[有,無,無]となるものを“理解不能Ａ”、[有,無,有]

いられているが、これは擬音語を音そのものに対して用いる

となるものを“理解不能Ｂ”、[有,有,無]となるものを“理解

場合には文法上適切ではない。

不能Ｃ”、[無,有,有]となるものを“語義外の関連Ａ”、[無,有,
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無]となるものを“語義外の関連Ｂ”、[無,無,有]となるものを

もやもや、あっさり、つやつや

語源および形成過程が明らかなもの

以上の 3 語はそれぞれ「靄」「浅」
「艶」を語基とし、これ

“語義外の関連Ｃ”と表記する。
表 3. 辞書掲載語義の感覚関連、感覚関連度評定値と修飾表現理解度の関係

らがオノマトペにおいて典型的な音韻形態へと変化すること
によって形成されたと考えられる

10。これらの語の理解には

語基のもととなったことばによる象徴的意味が介在している
可能性がある。
3-3-4

抽出された語群

ほんわか、ぼんやり、くっきり、ちゃらちゃら、さらり、
ずしっ、べちょべちょ、こってり、ふにゃふにゃ、ぎとぎと、
ふわふわ、べたべた、がちゃがちゃ、かさかさ、さっぱり、
ほくほく、じゃらじゃら
以上の 17 語は”語義外の関連”に該当する項目を含み、辞
書掲載の語義と関連がない感覚についても心理的受容が示さ
れているが、形成過程等からは説明がつかない。これらは第
4 章で扱う。
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辞書掲載語義と心理的受容に関する考察

3-4-1

理解可能性

辞書掲載語義と心理的受容の比較検証の結果 48 項目につ
いて差異が認められた。前者は既に意味の了解されたシンボ
3-3

心理的受容との関係の分析

ルとしての言語の性状を示し、後者はシンボルとしての対応

辞書掲載語義と心理的受容の関係について分類ごとに語義

関係の他に表象とオノマトペの間のアイコンとしての対応関

形成過程および受容を阻害する要因の観点から分析を行う。

係を内包しており、これらに差異が認められ、さらには“語

3-3-1

語義と心理的受容が完全に一致するもの

義外の関連”が見られたことは、日本語オノマトペがシンボ

ぴかぴか、どんより、ざわざわ、ひっそり、がやがや、し
ーん、がんがん、からから、ちくちく、つん

ルとしての言語の意味の範疇を超えてアイコンとして我々の
知覚に作用するという指摘を裏付けるものである。

以上の 10 語は五感すべての項目について有無が一致した。
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心理的受容と表象

これらはそれぞれ特定のひとつの感覚のみとの関連が認めら

辞書掲載語義の感覚関連と、感覚関連度評定値および修飾

れ、特定の感覚に関する表現に特化したオノマトペである。

表現理解可能度評定値の関係において、
“語義外の関連Ｂ”に

擬音語としての用法のみを持つオノマトペの多くが含まれた。

該当するものが視覚について 5 項目、触覚について 1 項目、
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辞書掲載語義が心理的に受容されないもの

他の感覚には 0 項目認められた。これは実際には視覚に関し

すけすけ、きらきら、ちかちか、きんきん、ほかほか、こ

て用いられず、視覚イメージを説明することができないオノ

ちこち、ぷーん、つるつる、ざらざら

マトペであっても、オノマトペが視覚以外の身体的経験を象

以上の 9 語には語義外の関連が認められず、また感覚と関

徴しているものとして心理的に受け入れられた際にはその身

連する語義が実験的には認知されていない項目が含まれてい

体的経験の際に伴った視覚的なイメージを喚起している可能

る。これらのオノマトペの語義が実験において理解されなか

性を示していると考えることができる。

ったことには以下の要因があることが推察される。
第4章

・【きらきら】
（該当項目：聴覚）

「笑う声を表す語。けらけら。きゃあきゃあ。」9

とされ挟
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関連要因の分析

発音体感の整理

衣物語の用例が掲載されている。オノマトペは長期的には濁

オノマトペが音による象徴のことばであることから「オノ

音化や長音化などの音韻的変化や、音の近いオノマトペに吸

マトペを構成する音そのものがより身体的な各感覚に紐づけ

収・統一されることによって原形のオノマトペが失われるこ

られており、音の感覚が他の身体的知覚を喚起している」と

3、現在では笑う声を擬音語としての『きら

いう仮説に基づき、第 3 章で抽出した語義と異なる共感覚的

とが知られており

修飾表現の心理的受容を可能にしている要因を発音体感

5,11

を用いることによって検証する。
黒川(2004)11

記号として振る舞うだけでなく、発話として繰り返し身体的
に経験されることによって経験に関連する感覚のアイコンと

による発音体感の概念は、ことばの音素単体

なることが可能になるならば、表象として心のうちに浮かび

が発話時に舌や唇、喉や口腔に起こる身体的経験に起因する

上がったものがオノマトペの発話によって身体感覚化され知

普遍的な感性の質（＝クオリア）を持ち、これら各音素の印

覚へとフィードバックされると考えることができる。

象の総和が、ことばが潜在脳に与える印象を構成するという
ものである。本研究では黒川(2004)11 が指摘する音のクオリ

第6章

アのうち、発話時の身体的経験に直接起因するもののみを用
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いるものとする。

本研究では以下のことを明らかにした。
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発音体感の適用

結論
結論

1.オノマトペ表現の履歴とオノマトペの心理的受容の関係を

語義外の関連が認められた 17 語 21 項目について、各オノ

検証することで、オノマトペが言語というシンボルの範疇

マトペの発音体感に起因する音のクオリアに該当の感覚によ

を超えてアイコンとして我々の知覚に作用するという言語

る知覚を喚起しうるものが含まれるか検証する。
日本語オノマトペの多くが２音節の語基を持ち、この語基

学における指摘を実証した。
2.直接的には視覚との因果関係がないオノマトペであっても、

が繰り返されること、促音ないし撥音が挿入されること、語

オノマトペが視覚以外の身体的経験を模倣しているものと

末に「り」をともなうことはオノマトペの音韻形態における

して心理的に受容される際には、その視覚以外の身体的経

一般的特徴である

1

ことから、語基の音素に対して発音体感

を適用した。
（表 4）
表 4. 発音体感に起因する音のクオリアと感覚の関連

験の際に伴った視覚的なイメージを喚起しうる。
3.オノマトペは発話の身体的体験によって視覚と触覚および
これらに関わる表象に紐づけられており、言語による象徴
的な意味が了解されていない場合においても、視覚および
触覚の知覚を喚起しうる。
また、以下の可能性を指摘した。
4.心のうちに浮かび上がった表象が発話によって身体感覚化
され知覚へとフィードバックされている可能性がある。
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研究の課題

実際に用いられるオノマトペを扱う限りにおいては既に了
動きおよび空間の大きさに関わるクオリアに視覚との関連

解された象徴的意味を完全に排除することは難しい。実際に

を、物理的性状に関わるクオリアに触覚との関連を認め、17

は用いられない仮想のオノマトペを日本語オノマトぺの音韻

語 21 項目（視覚 8 項目,聴覚 0 項目,触覚 5 項目,嗅覚 2 項目,

形態に従って作成し修飾表現の認知実験を行うことで音のク

味覚 6 項目）のうち、13 語 13 項目（視覚 7 項目,聴覚 0 項目,

オリアについて知見が得られる可能性がある。

触覚 5 項目,嗅覚 1 項目,味覚 0 項目）について発音体感によ
るクオリアが感覚と関連する可能性が確認された。
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発音体感と心理的受容の関連に関する考察

発音体感の適用の結果、視覚については検討項目 8 項目中
7 項目、触覚については検討項目 5 項目のすべてに発話によ
る音のクオリアと感覚の関連が認められた。味覚については
検討項目 6 項目のすべてにおいて関連が認められなかった。
これにより、視覚と触覚について発話時の身体的経験に直接
起因する音のクオリアによって喚起される可能性が示された。
第5章

考察

ことばを生涯にわたって日常的に発話し経験している我々
にとって、ことばは発話の際の身体的経験と強く結びついて
いるものと考えることができ、こうして積み重ねられた発話
の体験によって表象と紐づけられたことばは、自ら発話する
際のみならず、ことばを聞き、読む際においても、そのこと

【補注】
※1 感覚関連度については値が大きいほど強い関連を示し、意味理解
可能度については値が大きいほど理解可能であることを示す
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