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１．はじめに
言語を構成する音韻と意味との関係は，言語学的には恣意的であると考えられてきた（de
Saussure, 1916/1983）。しかし，言語の中にはその音韻が特定の意味と結びつくという関係
が見られる場合もあり，音そのものがある意味やイメージを喚起する現象は音象徴と呼ば
れ，「同一の母語話者もしくは異なる言語話者間で特定の音韻が同じイメージを引き起こす
傾向があるかどうか」という「音象徴の普遍性」について議論されてきた。
英語母語話者もしくは異なる言語話者を対象に行われた音象徴の普遍性についての研
究は，Sapir (1929) を代表とした無意味語を刺激語とした研究1 (英語母語話者 Sapir, 1929;
Newman, 1933 日本語・英語母語話者 Miron, 1961 日本語・韓国語・英語・タミル語母語話
者 Taylor & Taylor, 1962 英語・タイ語・中国語母語話者 Huang, Pratoomraj & Johnson,
1969 など) と 英語母語話者を対象に行われた有意味語を刺激語とした研究2 (日本語・英
語 Tsuru & Frei, 1933 英語・中国語・チェコ語・ヒンズー語: Brown, Black & Hollowitz, 1955
英語・クロアチア語・日本語 Malzman, Morriset & Brooks, 1956 英語・ヘブライ語・中国語・
日本語 Brackbill & Little, 1957 英語・中国語・ヒンズー語 Brown & Nutall, 1959 ナバホ
語・中国語・ヒンズー語 Atzet, 1965 など） という，大きく分けて二つの流れがある。これらの
先行研究の中で，特に無意味語を刺激語とした研究 （Sapir, 1929 など） は，日本語の音
象徴語と共通の性質を持つ現象として捉えられた （芋阪, 1999；田守, 2002）。そこで，これ
までの先行研究では，音象徴語の言語普遍性と言語個別性について検討するために，主
に３つの観点から研究が行われてきた。それらは，①心理学的な観点 （芋阪, 1999 など），
1

たとえば，Sapir （1929）は，母音だけが異なる無意味語のペア（例 “mal- mil”）を呈示し，それぞれの中では
どちらのほうが視覚的に大きいまたは小さい対象を意味しているかを答えさせる実験を行った。
2
たとえば，Tsuru & Frei (1933) は，英語母語話者を対象に英語と日本語の有意味の刺激語を一対ずつ提
示し(例 “old-wakai”, “big-chiisai”)，意味が同じかどうかを被験者に答えさせる実験を行った。
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②神経学的な観点 （Arata, Imai, Okuda, Okada, & Matsuda, 2010 など），③言語学的な観
点 （Iwasaki, Vinson & Vigliocco, 2007 など）である。よって，本稿は，古くから議論され続け
ている音象徴語に関する一連の研究を概観し，日本語教育における音象徴語の位置づけ
について捉え直しを試みる。

１． 音象徴を表す語群に関する定義
一般的に，擬音語は外界の音声を模倣した語と考えられ，擬態語は物事の様子や状態を
表した語とされている （浅野, 1978; 天沼, 1974; 瀬戸口, 1985; 飛田・浅田, 2002 など）。
擬音語・擬態語の総称としては，オノマトペ3という語が用いられることが多い。しかし，矢口
（2011） は，擬音語は聴覚情報を直接ことばによって表現された語であることから，他の感
覚に対し二つ以上の感性体験を共有する共感覚的な様相 （Williams, 1976） を示す擬態
語とは異なるため，それぞれ別々に使用すべきだと指摘した （矢口, 2011）。同様に，芋阪
(1999) も，擬音語が聴覚情報をことばで表現したものであり，擬態語は事物の状態やありさ
まを描写した視覚的・触覚的感性を表すことばであることから，擬音語と擬態語の間にある
機能的な違いは心理学的に明白なので，類別して扱うべきであると指摘した。つまり，日本
語の音象徴語を感性表現として捉え，心理学的な立場から音象徴語の研究を行う際には，
擬音語と擬態語という呼び方に分けて捉える必要があるといえよう。しかし，言語学的に日
本語の音象徴語の普遍性について検討する際にはどうであろうか。Akita （2009） は，音
象徴語の語彙的意味を「一般語からの逸脱の程度4」として捉え，擬音語の方が擬態語より
も一般語彙から逸脱した語であると位置づけた。しかし，音象徴語の中には，擬音語か擬
態語かをはっきり区分できないような，意味を複数持つ多義音象徴語も多く存在している
(玉岡・木山・宮岡, 2011； 宮地, 1978)。また，「擬音語」と「擬態語」のどちらの語彙群かとい
う位置づけによってその意味を判断することは，母語話者でもその厳密な画定をすることが
難しいような境界的な語彙群も存在している （秋元, 2007; 野間, 1998)。よって，言語学的
な観点から音象徴語を検討する際には，音象徴という言語学的な定義特徴に基づく「音象
3

オノマトペという語の由来であるonomatopoeiaが主に動物の鳴き声を模倣した語を指すのに対し，日本語の
「オノマトペ」は必ずしも音を伴わない様態や心情を表す語も含まれている。
4
「一般語からの逸脱の程度」は，擬音語は異なる複数の言語間でも類似の象徴性が見られる（たとえば, 咳の
音 （Bartens, 2000），犬の鳴き声 （野間, 2001））ことから, 語の音と意味との有契性が擬態語よりも強い（擬音
語＞擬態語＞一般語彙）というような先行研究の指摘を根拠に挙げている (Akita, 2009)。

22

音象徴語をめぐる言語普遍性と言語個別性

徴語」を用いるのが適切であると考えられる （飯田・玉岡・初, 2012 ; 玉村, 1989； 羽佐田,
2005）。

２. 共感覚表現から共感覚的比喩表現，そして多義性へ
2.1 共感覚表現としての音象徴語（擬音語・擬態語）
心理学（認知心理学）の領域では，単一の音節や音象徴語を刺激語として，Semantic
differential 法（SD 法）(Osgood, Suci, & Tannenbaum，1957) や連想法などを用いて, 日本
語母語話者もしくは非日本語母語話者に主観的評価をさせる研究が行われてきた (雨宮・
水谷, 2006； 芋阪，1999； 須部・梅本, 2004; 築島, 1941a, 1941b; 村上, 1980; 森本, 1979)。
村上 （1980） は「音象徴の現象が日本語に見られるとすれば，最も可能性の高いものとし
て擬音語・擬態語が考えられる」という考えに基づき，日本語母語話者を対象に，音象徴語
と聴覚に関する印象評定の関連について検討を行った。日本語母語話者の間では，擬音
語の持つ意味成分と音韻成分との間に高い相関が見出されたことから，擬音語における直
接的な聴覚表現が認められたと結論づけた (村上，1980)。さらに，芋阪 （1999） は，音象
徴語は時に２つ以上の感性体験が共有される（共感覚） （Williams，1976） 場合が考えら
れることから，日本語母語話者に音象徴語から連想される感覚（たとえば, ピリピリ＝触覚
など）を自由連想法で答えさせた。すると，聴覚による擬音語と視覚および触覚による擬態
語がそれぞれ３割ずつ占めていた。このことから，日本語母語話者の間には，音象徴語が
表す意味と五感との間に強い関連があることが示唆された （芋阪，1999）。このように，日
本語の音象徴研究は，擬音語・擬態語が感覚尺度としてどれ程の妥当性があるかどうかつ
いて検討が行われてきたといえる。また，「感性体験としての音象徴語が共感覚として観察
されるか否か」という研究 （芋阪，1999） は, 「音象徴語の意味が派生していくのはどのよう
な要因か」という意味的側面からの研究と関連していると考えられる。よって，音象徴語の意
味表現の派生について，その性質を比喩表現と捉え検討されてきた研究を次節で述べる。

2.2 音象徴語の共感覚的比喩表現とその多義性
呂 (2004) は，音象徴語の表現形式は，日常経験から高度に抽出されたスキーマ
(Rumelhart & Ortony, 1977） が，具体的な感覚や様態を示したものであると述べた。たとえ
ば，「ころころ転がる」という音象徴語のスキーマは，「前提条件として小さくて丸いものが存
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在し，それが転がり始める段階があり，転がる過程で地面とその球体が接触しながら音を出
して連続的に回転し，後半部分で減速し，最終的にどこかで停止する」という一連の様子に
ついて，それを観察している参与者が形成したイメージの総体（球体の転がる速さ，雰囲気，
形，その様子）であると考えられる （呂, 2004）。さらに，「ころころ」という音象徴語の具体的
な意味である「転がる」から抽象的な比喩表現への変換（メタファーリンク）に伴う焦点移動
は音象徴語の多義性の一要因5とされている （国広，1997）。筧 （2003）と 吉村 （2004）
は，音象徴語の比喩的特性を，擬音語から擬態語へ派生し，より抽象化された現象である
と説明した。たとえば，「嵐で戸ががたがた」という戸が揺れる音を表す「がたがた」という音
象徴語が「使い古した机ががたがた」という机の状態をあらわす意味へ拡張され，それが
「失恋して身も心もがたがた」という心情を表す抽象的な意味となる （筧，2003）。この，具
体的な音の捉え方が聴覚から視覚へ，そして心理的・感情的な表現形態へと拡張されてい
くことは，共感覚的比喩表現であると考えられている （武田，2001; 山梨, 2007）。しかし，
その音韻に対する感じ方は, 異なる文化・社会をバックグラウンドに持つ言語によって微妙
な差異があり，また擬音語と擬態語は互いに連続的なものであるため，その境界が曖昧で
分類しにくい。このことから，音象徴語が表し得るいくつかの意味が，派生的な感覚の形容
（味覚，嗅覚，触覚 など）に用いられ，多義性を持つようになったと考えるのが妥当である
と考えられる。このように，音象徴語の意味が派生していく段階を解明することは，多義音
象徴語が生じる過程を明らかにする上で重要であると考えられる。ところで，音象徴語に特
定の身体感覚的なイメージが付与されている要因としては，一般語彙とは異なる特定の感
情回路を形成する脳内領域の活性化が影響している可能性が示唆される。この可能性を
検証するために，音象徴語を刺激語として，Functional magnetic resonance imaging（fMRI）
を用いて，脳内機構の探索を行った代表的な研究について次節で述べる。

３．神経学的な観点からの音象徴語の検証
3.1.感覚的経験として知覚される語彙
Ramachandlan & Hubbard （2001）は，音象徴は聴覚と運動性言語中枢の間領域
5

たとえば，「ころころ」という転がる様子を表す運動感覚的な音象徴語の意味が「丸いもの」（たとえば，「ころこ
ろとした赤ちゃん」「ころころ太ってきた」など）という抽象的意味を持つようになり，そこからメタファーリンクを介
して，「政策，思考などの進行や変化」（たとえば，「ころころと変わった政策」，「ころころ考えが揺れるような人」
など）など多義的な意味を持つようになる（呂, 2004）。
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（cross-domain mapping）を活性化させるものではないかと推測した。また，音象徴語は外界
の音声を模倣したものと考えられることから，音声やその他の知覚領域（たとえば，視覚，聴
覚，触覚など）の活性化と関連があるのではないかと考えられてきた（Maurer & Mondloch，
2005）。そこで，Osaka, Osaka, Morishita, Kondo & Fukuyama （2004） は，痛みを表す音象
徴語と無意味語のニューロンの情報表現（neural representation）について比較検討を行っ
た。その結果，日本語母語話者が痛みの音象徴語を認知処理する過程において，痛みを
感じる脳部位である，前帯状皮質（anterior cingulated cortex）の活性化がみられた。また，
Hashimoto, Usui, Taria, Nose, Haji, & Kojima （2006） は，日本語母語話者が本物の犬の鳴
き声と犬の鳴き声を表した音象徴語（「わんわん」）の両方の音声刺激を聞いた場合に，ど
の感覚に対応した領域が活性化されるかについて検討した。すると，犬の鳴き声を表した
音象徴語を聞かせた場合に，両半球の上側頭溝領域（superior temporal sulcus）の活性化
がみられた。左半球の上側頭溝領域は主に言語音を処理するのに対し，右半球の上側頭
溝領域は外界の音（environmental sound）を処理するという機能上の違いがある（Thierry,
Giraud, & Price, 2003）。つまり，音象徴語が両半球の上側頭溝領域の活性化に働きかける
ものであることが確かめられたとすれば，それは言語音と外界音の両方を同時に処理して
いるということになる（Thierry et al., 2003）。よって，Hashimoto et al. （2006） は，日本語母
語話者は，犬の鳴き声を表した音象徴語の言語音声処理を行うと同時に，その音象徴語を
本物の犬の鳴き声としても音声認知していると結論付けた6。しかし，近年のニューロイメー
ジング研究（neuroimaging studies）の知見から，一般語彙でもそれに関連する感覚領域を
活性化させるということが示されている。たとえば，一次運動野と運動前野が「なめる＝顔の
行為（lick=face action）」や「掴む＝手の行為（pick=hand action）」などの語彙と関連して活性
化を示すことが確かめられている（Hauk, Johnsrude & Pulvemüller，2004; Hauk &
Pulvemüller，2004）。これらの神経学的な観点（neurological perspective）から行われた先行
研究によって，音象徴語とそれ以外の一般語彙のどちらにおいても，それらの語を聞いた
ときに，ヒトは感覚経験として反応を示すことが示唆された。しかし, 音象徴語と一般語彙の
どちらも感覚領域を活性化させることが確かめられていることから, 音象徴語と一般語彙の
認識の程度を比較する必要がある （Arata et al., 2010）。よって，音象徴語が一般語彙よりも
音象徴としての特性が強い語であるかどうかについて比較検討した研究を次節で述べる。

6

この場合，犬の鳴き声を表した音象徴語は「言語音」であり，本物の犬の鳴き声は「外界の音」である。
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3.2 音象徴語と間領域マッピング(cross domain mapping）との関連
Arata et al. （2010） は，動作を表す日本語の音象徴語と音象徴を伴わない日本語の動詞
と副詞（以後, 動詞/副詞） のニューロンの情報表現（neural representation）を比較し，音象
徴語の方が動詞/副詞よりも知覚経験とより強く関連しているかどうかについて比較検討7を
行った。すると，一次運動野と運動前野領域(motor and pre-motor area）は，音象徴語，動詞
/副詞のいずれの場合でも活性化がみられたが，音象徴語は動詞/副詞とヒトの動作場面
映像を呈示したときに比べ，一次運動野，運動前野領域，聴覚領域において，より強い活
性化を示していた。これらの領域（一次運動野，運動前野領域，聴覚領域）は，上側頭回領
域(superior temporal gyrus）と上側頭溝領域（superior temporal sulcus）の両領域にまたがっ
ており，Ramachandlan & Hubbard （2001） が推測した音象徴語の「間領域マッピング(cross
domain mapping）（本稿 3.1）と一致していた。このことから, 日本語母語話者は音象徴語の
音声知覚過程において，聴取した音声を感覚や感情体験と結び付けて認識していることが
示唆された。このことから, Arata et al. （2010） は，日本語母語話者が音象徴語を「音と意味
との有契性が他の一般語彙より強い語」（Hashimoto et al., 2006; Thierry et al., 2003） である
と認識していると結論付けた。ところで，日本語母語話者が音象徴語の意味を感覚的に理
解出来る要因は，生得的な言語能力であるという可能性も考えられる。したがって，その可
能性を検証した先行研究として，日本語を母語とする幼児の音象徴語理解の特徴につい
て検討した研究を次節で述べる。

3.3 日本語を母語とする幼児の音象徴語理解
大久保 (1967) と 福田・芋阪 (1999) は，それぞれ日本語を母語とする幼児の発話記録
に基づく縦断研究と横断研究を通して，幼児が言語獲得をする際に，擬態語（擬情語）より
も擬音語を先に習得するという特徴があると述べた。また，Akita (2009) は，幼児の日本語
発話データ (野地, 1973-1977） を用いて，音象徴語の出現回数を幼児の年齢ごとに分析
したところ，幼児の音象徴語の獲得が類像性の高い音象徴語から類像性の低い音象徴語
へと進む（擬音語→擬態語→擬情語）ことを示していた8。この結果は，「音象徴語において
7

日本語母語話者を対象として，ヒトの動作場面映像と音象徴語もしくは動詞/副詞との当てはまりの良さを答
えさせるという課題であった（Arata et al., 2010）。
8
Akita (2009) は，音象徴語を擬音語・擬態語・擬情語に分類し，それらを一般語彙と比較して「語彙的類像性
の階層」と捉え，耳に聞こえてきた音を表現した擬音語は類像性が高く，抽象事象を描写的に表現した擬態語
や擬情語は類像性が低いと述べている（擬音語＞擬態語＞擬情語＞一般語彙）。
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最も捉えやすい契機は聴覚である。そして，運動を通して世界に働きかけて行く際にも，音
すなわち「聴覚」という契機を同時に利用することによって，それ自体としては往々にしてつ
かみどころのない運動感覚を音的な輪郭とともに捕らえることができるだろう」（滝浦, 1999)
という指摘や宮崎・岡田・針生・今井 (2010) が行った養育者と幼児の発話における音象徴
語の出現頻度データと一致する結果となっていた。
幼児にとって，運動感覚を表す動作性語彙獲得が難しい理由としては，動作を表す語彙
は物体を表す名詞に比べ変化に富んでおり，一連の動作のどの側面を表しているのかを
視覚的に捉えにくいことがあげられる （Childers & Tomasello, 2006; Genter, 1982）。そこで,
Imai, Kita, Nagumo, & Okada （2008） は，即時マッピング課題を用いて，音象徴語が動作
映像とその動作を表す新奇語の対応付けを促進するかどうかを検討した。日本語を母語と
する３歳児と成人の日本語母語話者を対象に，２種類の動作映像を並べて見せ，既存の音
象徴語から音象徴性を失わないように，Hamano (1998)9 の日本語の音韻体系を元に新た
に作成された二音節反復型の音象徴語（以下 新奇音象徴語10）との対応付けをテストした
(即時マッピング課題)。すると，３歳児グループは，日本人成人グループが有契性があると
判断した動作映像と新奇音象徴語の組み合わせと同じ対応付けを行っていた。しかし，試
行場面において新奇音象徴語が表す音象徴と不適合な動作映像をペアにして学ばせると
11

，３歳児は実際の実験場面においても新奇音象徴語の音象徴的特徴が示す動作とは別

の動作映像と新奇音象徴語を対応付けていた。このことから，音象徴語に含まれる音象徴
的特徴が動作性語彙理解の橋渡しをしている可能性は高いが（Imai, Haryu & Okada,
2005; Imai, Haryu, Okada, Hirsh-Pasek, & Golinkoff, 2008; Kersten & Smith, 2002），生得的
に日本語母語話者が音象徴語の音象徴的特徴の表す意味について理解しているというわ
けではなく，それらは学習によって習得されるものであるということが示唆された。しかし，
「音象徴語が言語の恣意性を覆す例であり，その有契性が過小評価されてきた」 (田守・ス
コウラップ, 1999) と指摘されて以来，音象徴語には非日本語母語話者がその意味を学習
9

Hamano (1998) は，日本語の音象徴語表現について，特定音韻の組合せが特有の音象徴的意味を喚起す
るとし，日本語の音象徴語の音象徴的特徴について体系化した。
10
たとえば,「ばとばと」 - /b/： 重く力強い動き /t/： 地面に当たる音，「のすのす」 - /n/：遅い動き /s/： 摩擦を
表す，「ちょかちょか」 - /ch/： 軽く，抑圧された，頼りない動き /k/： 外に向かう動きを表す など（Imai et al.,
2008）。
11
たとえば，「ねえ， ちょかちょかしてる！」と言って，本来なら「頼りない動き」を表す動作映像とペアになる
はずの新奇音象徴語を，「ヒトがゆっくり大きな歩幅で歩く」動作映像とペアにして調査者が３歳児に学ばせる
（Imai et al., 2008）。
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することなしに理解出来る言語普遍的な側面があるのではないかということが示唆されてき
た。そこで，次節では，非日本語母語話者の音象徴語理解について検討された研究を，三
つに分けて挙げる。

４．非日本語母語話者の音象徴語理解
4.1 英語母語話者と日本語母語話者の間にみられる音象徴語の印象評定の仕方の相違
日本の日常生活で頻繁に使われる音象徴語の意味を理解できる留学生は殆どいないと
いって良いのではないだろうか。実際，音象徴語は日本語学習者が習得困難な事項の３
番目にあげられている （玉村, 1989）。その理由としては，日本語母語話者であれば，音象
徴語が表わす意味やニュアンスなどを直観的に理解できるが，非日本語母語話者にとって
は，語感などを頼りに音象徴語の意味を理解するのは難しいという事が指摘されている
（三上, 2007）。しかし，日本語の知識を持たない非日本語母語話者でも，日本語の音象徴
語の表す意味などを理解できる側面があるとすれば，それは音象徴語の理解や習得を容
易にするものであると考えられてきた（王，2011 など）。
Iwasaki et al. （2007） は，日本語母語話者と英語母語話者（日本語の学習経験はない）に
対して「歩く様子や音」と「笑う様子や音」の音象徴語の印象評定を行い，その印象の感じ
方の相違点について SD 法を用いて検討した。すると，「笑う様子や音」をあらわす音象徴
語の「口を大きく開けて―口を閉じて」，「大きい声―小さい声」，「継続―瞬時」，「響く声―
響かない声」 の次元に関しては，日本語母語話者と英語母語話者共に高い相関が得られ
た。一方で, 「きれいな声―きたない声」，「快い声―不快な声」に関する次元では，日本語
母語話者と英語母語話者間には負の相関がみられ，両母語話者はそれぞれ全く逆の評定
の仕方12をしていた。また，両母語話者共に「歩く様子や音」に関する音象徴語では，無声
音に比べ有声音の方が「大きい人」だと評定する傾向が見られたが，「優雅―ぎこちない」
と「男性的―女性的」の次元では日本語母語話者と英語母語話者の評定の仕方はそれぞ
れの母語話者間でのみ相関が見られた。さらに，Imai et al.（2008） は，本稿（3.3）で３歳児
に対して行った実験方法を用いて，成人の日本語母語話者と英語母語話者に対して即時
マッピング課題を行ったところ，日本語母語話者は新奇音象徴語とその語が担っている音
12

たとえば, 日本語母語話者が「大変上品」だと感じた音象徴語は，英語母語話者にとっては「大変下品」で
あった （Iwasaki et al. 2007）。
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象徴的特徴を表す動作映像とを確実に対応付けられることが確かめられた。また，英語母
語話者の結果は 100%ではないが，チャンスレベルより高い確率で対応づけ反応を示して
いた。つまり，日本語の知識を持たない言語話者であっても，日本語母語話者の間で共有
されている日本語の母音と子音があらわす語音の感覚をある程度理解できるということが示
唆された。また，日本語母語話者であれば音象徴語が慣習的な音象徴語でない場合でも，
その音象徴語の言語音が表す音象徴的意味と指示対象とを対応付けられることが明らか
になった。このことから，Iwasaki et al. （2007） と Imai et al. （2008） は，確かに音象徴語
の持つ音象徴的要素は，ある程度ヒトの言語・文化的背景に関わりなく，その語が表す特
定の意味側面を理解できるような言語普遍的側面を備えているが，厳密には各言語に特有
なものであると結論付けた。しかし，非日本語母語話者が音象徴語の意味を学習すること
なしに理解出来るという音象徴語の言語普遍的側面については，いくつかの仮説は提出さ
れていたが，仮説にとどまっている状態であった。その代表的な仮説の１つである音象徴
語の音韻が持つルール・ベースの意味対比ついて検討した研究を次節で挙げる。

4.2 日本語学習者の音象徴語理解
日本語のレベルが超級の学習者にとっても，日本語の音象徴語は「感覚的で規則性がな
いため，助詞や敬語の使い分けといった文法的な問題以上に難しく」，ゆえに音象徴語は
「つかみどころのないもの」であると述べられている （張，1989）。その指摘に対し，彭
(2007） は，有声音と無声音の音象徴語をセットで教えることが，日本語学習者に教える際
に効果的であると指摘した。
針生・趙 (2007) は，大きい対象を有声音，小さい対象を無声音であらわすという, 音象
徴語の有声音・無声音対比のルール（田守, 2002 など）は，言語的な背景に縛られない共
通な感覚に根ざしている可能性が高いと考え，音象徴語の有声音・無声音によるルール・
ベースの意味対比がどれだけ言語普遍的なものであるかどうかについて，日本語母語話
者と中国語母語話者（日本語学習経験はない）を対象に二音節反復型の音象徴語と大小
を表すイラスト13を用いて検討を行った。その結果, 日本語学習者は，有声音を大きな対象，
無声音を小さな対象へとほぼ 100%の確率で対応付けたが，中国語母語話者はチャンスレ
ベルにしかならなかった。さらに，「どんどん」を「とんとん」よりも小さな音量で呈示するとい

13

たとえば，「 大きな太鼓」と「小さな太鼓」 （針生・趙，2007)。
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うように，刺激語の音量を変えて実験を行うと，中国語母語話者は，有声音・無声音の音象
徴語のどちらの刺激語対しても，大きな音量で呈示された方の音象徴語を小さな音量で呈
示された音象徴語よりも大きな対象と対応づけて答えていた。このことから，中国語母語話
者は音象徴語の有声音・無声音による意味の違いに基づいて，その音象徴語が表す対象
物の大きさを区別していたわけではなかったことが示唆された。これは，中国人日本語学
習者は有気と無気の違いは区別できるが，日本語の有声音と無声音の違いは区別ができ
ない （張, 1989） という指摘を反映した結果であるとも考えられる。また, 針生・趙 (2007)
の結果は, 中国語母語話者の間には「けらけら」と「げらげら」に対する「上品―下品」の印
象評定に有意な差が見られなかったという，栄 (2008) が行った研究結果とも軌を一にす
る結果となっていた。こうしたことからも，日本語母語話者と同じようなルール・ベースでの
音象徴語の理解は，非日本語母語話者の間では共有されているものではないことが明ら
かにされた。このように，これまでの先行研究では，「音韻に対する印象の相違点」や「有声
音と無声音対比の意味の違い」という様な，音象徴語の持つ限られた一側面に焦点を当て
て検討が行われてきたため，音象徴語が語彙として意識されてこなかったことが指摘され
た （飯田・玉岡・初, 2012)。よって，次節では，音象徴語の意味的側面に焦点を当てて検
討された研究を挙げる。

4.3 日本語学習者の語彙としての音象徴語理解
語彙として認められる日本語の音象徴語は様態の副詞として機能する場合が多い (羽佐
田, 2005; Kakehi, 1983; 李, 1998, 2000; 田守, 2003; 田守・スコウラップ, 1999; Toratani ,
2007）。これは，他の言語に比べ，日本語には異なる物事の状態や様子を表わす動詞が少
ないため，副詞として機能する多様な音象徴語によって動詞を修飾することで，その意味
を補っていると言える (Hirose, 1981; Kakehi, 1983; 筧・田守, 2003; Kimizuka, 1967; 佐藤,
1977; Toratani, 2006, 2007）。たとえば， 英語で「笑う様子」を表わす動詞はそれぞれ grin,
smirk, giggle, cackle, and chuckle など多様にあるが，日本語では「笑う」の一語だけである。
そのため，英語の giggle や smirk と同じ意味を日本語で表現したい場合は「くすくす笑う」
や「にやにや笑う」のように「笑う」という動詞の前に適切な音象徴語が必要とされる (角岡,
2003)。つまり，音象徴語は音象徴語それ自体では，英語の動詞が一語で表わせるような具
体的な意味を表わすことは出来ず，必ず動詞を伴う必要があるといえる (Shibatani, 1990）。
さらに，様態の副詞として機能する音象徴語が普通の副詞と異なるという点がある。それは，
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「しくしく」だったら「泣く」，「ぴょんぴょん」だったら「跳ぶ」のように，共起する動詞が決まっ
ており，様態副詞として機能する音象徴語は個別性が高いという点である （秋元, 2007）。
そこで，飯田ほか (2012) は，中国人日本語学習者（中国国内）を対象に，二音節反復型
で副詞として機能する音象徴語の意味理解課題と日本語の読解テストを行なった。質問形
式は，テキストを与えずに，30 語の音象徴語それぞれに４つの選択肢があり，その中から
各音象徴語と一緒に使える適切な１つの動詞を選ぶというものであった。その結果，読解
能力が高い程，音象徴語の意味理解も高くなることが確かめられた。この結果から，音象徴
語はその意味を理解することなく感覚的に理解できるという可能性は低く，むしろ音象徴語
は意識的に語彙として習得していく必要があることが示唆された。

５．おわりに
本稿では，音象徴語の言語普遍性と言語個別性について検討されてきた研究を概観する
ことで，音象徴語は言語と独立した共通の認識次元を持つ様な普遍的なものではなく，同
一の音韻であっても異なる母語話者間ではその音韻について感じる印象には違いがあり，
音象徴語の言語普遍的側面は同一の母語話者間でのみ共有される限定的なものであるこ
とを示した。したがって，日本語学習者が感覚的に音象徴語の意味を理解することは極め
て難しいことから，日本語教育において音象徴語は「音象徴の諸側面の利用法や母語の
異なる学習者に対して音象徴のどの部分を重点的に教えるか」 （王, 2011 など） という音
象徴語の限られた側面に焦点を当てるのではなく，特定言語の特定語彙として捉え研究を
進めていくことが重要であると言えよう。
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