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第 1 章 序論

1.1. はじめに

本論文の目的は、日本語と韓国語1のオノマトペ（擬音語、擬態語、擬情語）を対象に構文的
特徴に注目し、その言語的統合性を考察することである。また、日韓両言語の比較を通じ、日
本語より韓国語の方が高い形態統語的・語彙的統合性を示すことを明らかにする。
日本語と韓国語は、通言語的な観点から語順や助詞、用言の活用、待遇法に至るまで類似点
が多い。具体的に言うと、両言語とも主語が文頭に位置し、その次に目的語、述語が並べられ
る SOV 言語である。また、動詞、形容詞のような用言の語尾の変化が体系的で、受け身や使役
などの文法的意味を表す膠着語であること、敬語体系に代表される待遇法が非常に発達してい
ることなど、文法的に非常に類似した体系を持っている。語彙的にも、漢語が固有日本語（和
語）と固有韓国語と同様に重要な位置を占めることも大きな共通点の 1 つである。また、語彙
面におけるもう 1 つの共通点は、両言語ともオノマトペが非常に発達している言語であるとい
うことである。その語彙量としては、学者によって多少のばらつきはあるものの、日本語は約
4,500 語（小野 2007）、韓国語は約 5,700 語（パク・ドングン 20152）が存在するとされる。両

1

朝鮮半島で使用される公用語の正式名称は、「朝鮮・韓国語」である。ここで「朝鮮語」は、朝鮮

民主主義共和国（北朝鮮）で使用される言語を指し、「韓国語」は、大韓民国（韓国）で使用される
言語を指す。本論文は、韓国で使用される言語に限定するため、「韓国語」という名称を採用するこ
とにする。
2

この数値は、北朝鮮の朝鮮語を除いた現代韓国語に限ったものである。現代韓国語と朝鮮語は、同

じ言語でありながらも、約 70 年という時代の流れとともに異質化が激しくなると言われている。ビ
ョン・ジュンヒ (2010) は韓国、北朝鮮で出版されている辞書や童話からそれぞれオノマトペを採集
し、オノマトペの異質化について詳細に論じている。異質化が最も顕著に現れるところは、語の意味
とその使用法に関するところである。ビョン・ジュンヒ (2010) によると、韓国と北朝鮮で共通に使
用される語は、約 70%に過ぎないという。例えば、kkwangkkwang は、韓国では固いものを力強く叩
く音、液体などが凍り付いている状態を表すが、北朝鮮では物事を勢いよく進めていく様子を表す
（例：Homwul-i-nun tewuk sinpalam-i na-se il-ul kkwangkkwang haynay-ss-supni-ta＜ホムルはもっと興が
わき、仕事をばんばんやりこなしました＞、ビョン・ジュンヒ 2010: 51）。また、その語形が異なる
1

言語とも音や声を表す擬音語、動作や状態を表す擬態語、内部感覚や心情を表す擬情語の 3 つ
のカテゴリーの全てが存在している。以下の (1-1) は動物の鳴き声を表す擬音語、(1-2) は人の
動作を表す擬態語、(1-3) は感情状態を表す擬情語の例である3。

(1-1) a. 蛙がけろけろと鳴いた。
b. Kaykwuli-ka kaykwulkaykwul
蛙-主格

オノマトペ

wul-ess-ta.
鳴く-過去-平叙

（蛙がけろけろ鳴いた。）
(1-2) a. 子どもはぴょんぴょん跳ねた。
b. Ai-nun
子ども-主題

kkangchongkkangchong

ttwi-ess-ta.

オノマトペ

跳ねる-過去-平叙

（子どもはぴょんぴょん跳ねた。）
(1-3) a. 次郎はどきどきしながら面接の合格発表を待っていた。
b. Minswu-nun kasum-ul
ミンス-主題 胸-対格

twukun-keli-mye

myencep

オノマトペ-KELITA-接続 面接

palphyo-lul

kitaly-ess-ta.

発表-対格

待つ-過去-平叙

hapkyek
合格

（(直訳) ミンスは胸をどきどきして面接の合格発表を待った＜どきどきさせながら＞）

(1-1) から (1-3) が示すように、日韓オノマトペは形態と統語において類似点が多い。形態的に
は語根を 2 回繰り返した重複形（(1-1)、 (1-2)、(1-3a)）になる場合も、ならない場合もある
（(1-3b)）。統語的には副詞もあれば（(1-1) と (1-2)）、動詞 ((1-3)) もある。
オノマトペは、言語音を用いて自然界の音や人間の声、ものの運動、状態を写実的に写し取
ることで、話し手と聞き手にあたかもそのような事象を体験しているかのような臨場感を与え
る。特に (1-1) と (1-2) のように副詞として用いられるものは、オノマトペと共起する「鳴
く」や「噛む」といった動詞が表す一般的な事象を細分化、特定化し、具体的に描写する。こ

ものも存在する。例えば、北朝鮮語で wuccek はものの変化が激しいさまを表す（例：Songaci-lul
tachi-myen twungkulso-lo wuccek khu-ko, …＜子牛を怪我すれば(怪我させれば)、ドゥングル牛にぐん
と育ち、＞、ビョン・ジュンヒ 2010: 54）が、韓国語でこうした意味を表す語は、pwuccek＜ぐんと
＞である。
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本論文に用いる例文は、筆者による作例とコーパスから抽出した用例の 2 種類がある。コーパスに

よる例文は、用例の下段にコーパス名を明記するが、作例の場合は特定の表示はしないことにする。
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うすることによって、直接的・写実的に特定のイメージが喚起される効果を持つ。これには音
韻的、韻律的、形態的な面における音象徴的意味が関わっている。例えば、子音や母音のよう
な個別音素が特定のイメージに結びつくことや、特定のアクセントパターンを示すこと、重複
形や接尾辞によって意味の区別をすることがその代表的な例として挙げられる。このことは、
オノマトペが類像性（類像性については、第 2.2 節で詳述する）の高い語類と称される決定的な
要因である。しかし、こうした要因による説明だけでは、オノマトペは一般語の体系とは切り
離され、言語体系の外側に位置する特殊な語類という認識の契機を与えてしまう (Kunene 1965)。
こうした流れの中で、当該分野における従来の研究は、「特異」とされる音象徴的意味の記述
に重点が置かれたものが多く、その範囲も個別言語内に限られているものが多い。オノマトペ
が語彙体系の中で重要な位置を占めている日本語と韓国語でさえ、各言語の国語学のみならず、
対照言語学においてもオノマトペが特別視されたり、周辺視されたりすることが長く続いてき
た。そのため、オノマトペの言語学的価値に対する関心はさほど高くなかったのが実情である。
こうした研究動向は、韓国語学においてより顕著であると思われる。1990 年代は、音韻的な面
と形態的な面に関する記述が盛んに行われ、2000 年代以降は、専ら韓国語学習者のための教授
法や語彙の選定が中心となっている。
一方、通言語的には 1990 年代以降、一般語の体系とオノマトペは決して分離されたものでは
なく、何らかの言語的特徴を共有しながら連結しているものだという認識が高まっている
(Ameka 2001; Childs 1994a; Dwyer & Moshi 2003; Le Guen 2012; McGregor 2001; Newman 1968)。更
．．．．
にこうした認識は、「オノマトペがある言語体系にどれほど組み込まれているのか」という議
論に繋がる（秋田 2016; Dingemanse 2017a; Dingemanse & Akita 2017）。これは、いわゆるオノ
マトペの「体系への統合 (system integration)」と呼ばれるものである。つまり、オノマトペがあ
る言語体系の中でどのような地位を得ているのかを指すものである。一方、日本語学では、オ
ノマトペがその言語にどのようにうまく取り入れられているのかという観点から、「語彙性」
および「オノマトペ度」という概念が提唱されている（田守・スコウラップ 1999）。語彙性と
は、オノマトペと推測される語が言語の中でどれほど語として機能しているかという程度を指
し、オノマトペ度とは、ある語が話し手によって直接的な模倣として認識される程度、すなわ
ちその語がそれによって指示される音、様態、状態の非恣意的な現れとして認識される程度を
指す。この概念を日本語オノマトペに当てはめてみると、引用助詞「と」を義務的に伴い、引
用的に用いられる臨時擬音語のようなもの（例：「ばりばりどっかーん」）は、オノマトペ度
が高く語彙性は低くなる（田守・スコウラップ 1999: 189-196）。その一方で、「ちょくちょ
く」のように、類像性が低く、音を表さず、「と」を伴わないものは語彙性が高くオノマトペ
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度は低くなる。以上のような議論は、オノマトペ体系の特別視、周辺視といった、従来の認識
に対する反論が基盤となっている。
一方、「オノマトペがある言語体系にどれほど組み込まれているのか」という議論で、「ど
れほど」ということばが示すように、統合性には程度性が認められる。この程度性は、言語間
や個別言語の文法範疇、更に語レベルにまで適用されるものである。この統合性の測定は、主
に音韻的、形態統語的な特質によって議論されてきた。まず音韻的な特質による統合性を見て
みると、例えば、日本語オノマトペは、促音を伴わない 2 モーラ重複形の「ぐるぐる」「ばき
ばき」と対比して、語末に促音が加わった「ぐるぐるっ」は、写実性、描写性に富む形式とさ
れる（田守・スコウラップ 1999）。田守・スコウラップ (1999) は、語末に促音が加わったも
のは、引用助詞「と」を伴いやすいと指摘している（例：「りんごがごろごろっと転がっ
た」）。引用助詞「と」を伴うことは、その語が完全に語彙化して慣習的なものと認識される
のではなく、音や様態の実演ないし再現として使われていることを示す。すなわち、日本語オ
ノマトペにおいて語末に促音を伴うものは、そうでないものに比べ、言語体系への統合性が低
いと言える4。
次に、形態統語的な特質による測定では、統語範疇 (syntactic category) ないし統語位置
(syntactic position)（品詞）が基準になっている。具体的には、動詞や形容詞のように述語として
機能するオノマトペは統合性が高く、副詞や文外に独立して生起するオノマトペは統合性が低
いとのことである（秋田 2016; Dingemanse 2017a; Dingemanse & Akita 2017）。ただし、その研
究方法の改善や対象の選定などの問題点が残っている。本論文は、これらを踏まえ、日韓オノ
マトペの言語的統合性を明らかにし、統合性と相関する複数の言語的特徴を提供することを目
的とする。対照言語学というミクロな視点から得られた具体的な言語的特徴は、統合性という
一般的文脈に置くことで、オノマトペの類型論に貢献することができると思われる。
本章の構成は、次の通りである。第 1.2 節では、本論文の具体的な目標と課題を述べ、第 1.3
節では、「写実」と「記述」という記号論的区別やオノマトペの言語的統合性について説明す
る。最後に第 1.4 節では、本論文の全体的な構成を紹介する。

1.2. 研究の目的

4

Dwyer & Moshi (2003) にも類似の主張が見られる。Dwyer & Moshi (2003) は、オノマトペが一般語

の体系に統合されていく過程で、最初に起こる現象は音韻的な特質によるものと述べ、オノマトペが
統合されるほど余分な音韻的な要素を失うとしている。この主張は、日本語オノマトペにおける促音
「と」の有無による統合性の程度性と結びつく部分があると考えられる。
4

本論文の目的は、日本語と韓国語のオノマトペを対象に構文的特徴に注目し、その言語的統
合性を考察することである。言語的統合性とは、オノマトペが言語体系にどれほど組み込まれ
ているのか、すなわち、オノマトペがある言語体系においてどのような位置づけとなっている
のかを指すものである。本研究では、オノマトペの言語的統合性を、形態統語的統合性を中心に
測定する。形態統語的統合性とは、オノマトペが節構成上にどれほど中核的な存在であるのか
を指すものである。具体的に言うと、オノマトペが述語化接尾辞と結合して動詞や形容詞とい
った述語形式が形成できるのか（統語的統合性）、オノマトペが述語化接尾辞と強固に結びつ
き、形態的に 1 つのユニットが形成できるのか（形態的統合性）といった観点より測られる性
質をいう。
従来、オノマトペの言語的統合性について言語内及び言語間でその程度性が存在するという
ことは、広く認められてはいるものの、統合性と関係する要素にはどのようなものがあるのか、
言語間あるいは言語内における共通点、相違点にはどのようなものがあるのかに関しては、未
だ充分な考察が行われていない。以上のことを踏まえ、本論文では、以下の 3 点を中心課題と
して掲げる。

(i)

言語的統合性と相関する言語的特徴には、どのようなものがあるのか。

(ii)

日韓オノマトペの統合性の度合いに差はあるのか。

(iii) 通言語的に日韓両言語のオノマトペはどのように位置づけられるのか。

以上の課題を追究していく研究背景としては、次の 3 点が挙げられる。1 点目は「なぜ言語的
統合性なのか」ということについてである。オノマトペの言語的統合性に関する議論は、近年
に入ってから大きく注目を浴び始め、統合性に影響を及ぼすとされるいくつかの要因が既に指
摘されている。例えば、オノマトペの動詞化に関しては類像性 (Akita 2009, 2013b) と生起頻度
(Dingemanse 2011) が、形態統語的統合性と相関関係を成すものとしては表出性 (expressiveness)
が提唱されている (Dingemanse 2017a; Dingemanse & Akita 2017)。表出性とは、特定の事象が具
体的に再現され、ときには事象に対する話し手の感情がこもった写実的で臨場感溢れる性質の
ことをいう (Childs 1994a)。オノマトペにおける表出性の特質として一般的に挙げられるのが、
母音の引き延ばし、語の繰り返しといった韻律的、形態的な特質である (Diffloth 1972; Zwicky
& Pullum 1987)（詳細は、第 6 章で議論する）。これらの考察は、いずれも通言語的示唆を与え
ている点で、オノマトペの類型論に貢献するものと言える。言語的統合性に関する議論は、形
態統語的統合性を測る基準（統語範疇、統語位置）や統合性と相関する具体的な言語的特徴の
設定、個別言語の緻密な観察、多角度からのアプローチなどを通じた包括的な考察が求められ
る。
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2 点目に「なぜ統語に重点を置くのか」ということについては、オノマトペがどのような構文
的特徴を持つのかという統語的な面が、統合性を測ることに有用であるからである。例えば、
日本語オノマトペの「べたべた」は、副詞（例：「汗で手がべたべたとくっつく」）、形容詞
（例：「汗で手がべたべただ」）の機能を果たすことができるが5、それぞれが示す統合性には
差がある。引用辞「と」を伴う副詞オノマトペは、動詞の修飾成分として節の構成上に付加的
なものである。一方で、形容詞の述語として用いられるオノマトペは、節の構成上に欠かせな
い、必須的なものである。言い換えれば、述語形式を形成するものの方が、副詞として用いら
れているものより統合性が高い（詳細な分類基準は、後述する）。
ただし、ここで問題になってくるのが、形態統語的な面から統合性を検討する際、統語のど
の側面を見るのかということである。既に言及したように、既存の研究における考察は、統語
範疇 (Akita 2017b; Akita & Matsumoto, forthcoming; Dwyer & Moshi 2003) と統語位置 (Dingemanse
& Akita 2017) の 2 通りに分かれるが、その基準は明確に定められているわけではない。これま
で行われてきた研究でも、統語範疇と統語位置のどちらを見るのかを明示していないものが大
半を占めており（田守・スコウラップ 1999）、形態統語的な面を分析するといっても、その具
体的な研究方法については、未だに本格的な考察がなされていない。
本論文で採用する統語位置は、文法機能 (grammatical function) に基づいたもので、述語用法
と非述語用法の 2 つに大別される。日本語の述語用法では、「する」動詞（例：「どきどきす
る」）、「いう」動詞（例：「笛がぴーぴーいう」）、形容詞述語（例：「クリームで手がべ
とべとだ」）があり、韓国語では、-kelita/-tayta/-ita/-hata 動詞（例：hwicek-{kelita/tayta/ita} 、
hwicekhwicek-hata ＜ 物 や 手 、 腕 な ど を 左 右 に 振 り 続 け る 様 子 ＞ ） 、 -hata 形 容 詞 （ 例 ：
pwutulpwutul-hata＜感触がとてもやわらかい＞）がある。一方、日本語の非述語用法では、引用
的副詞（例：「ロープをずるずると引きずる」）、裸副詞（例：「子どもがしくしく泣いてい
る」）、名詞（例：「手のべとべとが気になる」「お隣のわんわんはかわいい」）、「する」
「いう」動詞と形容詞の名詞修飾用法（例：「だぶだぶしたズボンが流行っている」）、形容
詞の補語用法（例：「ぴかぴかに磨いた」）、独立用法6 (holophrase)（例：「ぱちっ。火花が
散った」）がある。一方、韓国語では、副詞（例：Nwun-ul malttongmalttong ttu-ko iss-ta＜目をま
じまじ開けている＞）、-kelita/-tayta/-ita/-hata 動詞の名詞修飾用法（例：Chingel-keli-nun ai-lul
tayllay-ss-ta ＜ 駄 々 を こ ね る 子 ど も を あ や し た ＞ ） 、 -hata 形 容 詞 の 名 詞 修 飾 用 法 （ 例 ：

本論文では、言語学で「名詞的形容詞」(nominal adjective) (Kuno 1973; Martin 1975) と呼ばれるもの
を「形容詞」と呼ぶことにする。
6
田守・スコウラップ (1999: 84) では、「文外独立用法」と呼んでいる。
5

6

Kkwukiskkwukis-han syechu-lul talimcil-hay-ss-ta＜くしゃくしゃのシャツにアイロンをかけた＞）
がある。
一方で統語範疇は、名詞、副詞、動詞、形容詞が代表的なものである。統語位置と統語範疇
は多くの部分が重なるものの、以下の (1-4) と (1-5) が示すように、一部においては区別の必
要がある。

(1-4) a. なのに先生は、なんか、「人名 9」の反応にはなんか、結構むすっとした顔してて。
(BTSJ, 13-1)
b. 最初聞いたときびっくりした。
(BTSJ, 246-19)
(1-4a) の「むすっ」と (1-4b) の「びっくり」は、機能動詞「する」と結合していることから統
語範疇では、いずれも動詞に分類されるものである。しかし、統語位置から (1-4b) は、述語と
して叙述機能を果たしている一方、(1-4a) は「顔」という名詞を修飾している。以下の韓国語
の例に対しても同様のことが言える。(1-5a) と (1-5b) の ppangppang は、いずれも接尾辞-hata
と結合し、形容詞を形成している。しかし、(1-5b) は述語として機能している一方、(1-5a) は、
namca＜男＞という名詞を修飾し、名詞句の構成要素として機能している。

(1-5) a. Cipan
家柄

ppangppang-ha-n

namca-ka

coh-keyss-ciman …

オノマトペ-HATA-現在連体形

男-主格

いい-願望-連結語尾

（家柄の財産が多く、社会的影響力が大きい男がいいけれど…）
(SJ-RIKS, 7CT-0025)
b. Insa

ccok-ulo

人事 方-に

ppangppang-ha-keyss-ney.
オノマトペ-HATA-推測-終結語尾

（人事の方に非常に詳しいだろうね。）
(SJ-RIKS, 6CT-0042)
一方、(1-6a) と (1-6b) のように実際の会話場面では、非典型的な統語構造も観察される。

(1-6) a. え、けど選手が集まれば「高校名 1 (略称)」は強いけどー、集まんなくなってきた。
ばらばら。
(BTSJ, 226-16)
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b. Ppakppak,

a

echaphi, a

kunyang ppakppak-ha-key

オノマトペ 間投詞 どうせ 間投詞 ただ
tul-umyen

toy-ki-n

オノマトペ-HATA-形容詞化辞

ha-nuntey,

受ける-条件 いい-名詞化辞-は する-けど
（ぎっしり、あ、どうせ、あ、ただ、ぎっしり（授業を）受ければいいけど。）
(SJ-RIKS, 6CT-0036)
本来「ばらばら」は、一般動詞と共起して副詞として用いられるか、あるいは「ばらばらだ」
のように述語用法として用いられることもあるが、(1-6a) では単独で 1 つの節を構成している。
(1-6b) の ppakppak は、一般的に接尾辞-hata と結合して形容詞として用いられるが、(1-6b) では
単独で生起している。(1-6) の用例は、それぞれのオノマトペが、他の要素を修飾することも、
あるいは他の要素に修飾されることもなく、単独で 1 つの文になりうるものである。このこと
から、本論文では、(1-6) のようなオノマトペを節の外に独立して生起するものと捉え、「独立
用法 (holophrase)」と呼び、1 つの統語タイプとして扱うことにする。
以上の (1-4) から (1-6) の用例は、母語話者の日常会話のデータの観察の必要性を強調する
ものと言える。すなわち、統語範疇は、当該言語でオノマトペがどのような文法的実現の可能
性を持つのかを捉えるに過ぎず、日本語と韓国語の母語話者の間でオノマトペがどのように実
現されるのかに対しては、十分な説明を与えることができない。
以上のようなことを踏まえ、本論文では、オノマトペの統語範疇を頼りにする統合性の測定
と、文中におけるオノマトペの統語位置を頼りにする統合性の測定という 2 通りの考察を試み
る。統語範疇による考察は第 3 章と第 4 章で、統語位置による考察は第 5 章と第 6 章で行うこ
とにする。こうした試みは、統語分類の基準を明確に示すことで、オノマトペの統語分布に対
する理解を深めるとともに、当該研究に形態統語的統合性の測定方法を再検討するきっかけを
提供するものと考えられる。
統語に注目するもう 1 つの理由は、これまでの日韓オノマトペ研究において、統語に関する
まとまった論考はあまりなく、それゆえに、音韻と形態に関する研究に比べると、統語に関す
る研究は大幅に遅れていると考えられるからである。こうした傾向は、日韓対照研究において
顕著であり、統語を本格的に取り上げている研究は、ほとんど見当たらない。
最後は、「なぜ日本語と韓国語なのか」ということである。これは、日韓オノマトペが様々
な統語範疇に属している点で、本論文が形態統語的統合性を論ずるのに必要な体系を持ってい
るためである。意味的な面においても、両言語は擬音語、擬態語、擬情語の全てが発達してお
8

り、各統語範疇における意味用法もそれぞれ異なるため、構文的特徴から形態統語的統合性と
相関する諸言語的特徴を明らかにしていくという本論文の目標に合致する。また日韓オノマト
ペは、非常に類似した統語構造、意味用法を見せることから、通言語的な議論の上で同一に括
られてしまう可能性が高い。しかし、ここで重要なのは、類似性を持っているからこそ、ミク
ロ的視点でのより詳細な観察が可能であり、それによって両言語間における相違点を示すこと
が容易であるという点である。本論文における日韓オノマトペの比較は、類似点の中の相違点
に注目し、従来の研究ではなかなか捉えることができなかった統合性と相関する具体的な言語
的特徴を明らかにすることによって、オノマトペの言語的統合性の議論に大きな貢献を果たす
ものと言える。以上のことから、本論文では、「意味的特定性」「口語性」「非慣習性（表出
性／新奇性）」「メタファー拡張」という 4 つの言語的特徴を設定し、両言語における統合性
の差を明らかにすることを目指す。
これまでの通言語的研究 (Akita 2009; Diffloth 1972; Dingemanse 2017a; Dingemanse & Akita
2017) において、日韓オノマトペが比較されたことは少ない。また先述のように、通言語比較を
行った考察においても、日韓オノマトペは言語体系の近似性のゆえに、個別言語に見られる相
違点が見逃され、同種のグループとして扱われることが多かった。そこで、日韓オノマトペの
位置づけを明確にするとともに、緻密な観察を通じた複数の具体的な言語的特徴を提供すると
いう本論文の目標は、日本語学や韓国語学、日韓対照言語学の領域を越えて、オノマトペの類
型論に大きな進展を促すものと期待される。

1.3. 分析の枠組み
1.3.1. 写実と記述：2 種類の記号の表示

オノマトペは、その豊かな描写力ゆえに、名詞や動詞、形容詞といった一般語とはその記号
論的性質を異にする。すなわち、オノマトペで表されるものと一般語で表されるものの 2 つが
あるということである。このように言語表現を意味と形式の関係により捉えようする試みは、
学者によってその呼び方は異なるものの、多数の研究において行われている。以下の表 1-1 は、
それらの主張をまとめたものである。

表 1-1. 2 種類の記号の表示とその典型的な特徴
写実
形式と意味の関係
構成要素
意味解釈

類像的
漸次的な標示
想像
9

記述
恣意的
離散的記号
解読
(Dingemanse 2015: 951)

Kita (1997, 2001) は 、 言 語 表 現 は 意 味 的 に 「 感 情 ・ イ メ ー ジ 的 次 元 (affecto-imagistic
dimension)」と「分析的次元 (analytic dimension)」の 2 次元で示す必要があると主張している7。
感情・イメージ的次元は、原事象の類像的・情緒的次元を指し、分析的次元は、脱文脈化され
た意味の部品から見た分解的・階層的次元を指す (Kita 1997: 409)。
Kita (1997) は、この 2 次元のうち、オノマトペは感情・イメージ的次元に、一般語は分析的
次元に属すとし、両者を区別している。分析的次元は、特定の認知的な様相（視覚、嗅覚、身
体内部感覚、心情など）を含んでいない情報で構成され、主体の経験に関する内容は排除され
ている。一方、感情・イメージ的次元は、主体の情緒的、知覚的経験が言語情報と直接に結び
ついている。ただし、全てのオノマトペが感情・イメージ的次元に属すのではない。副詞とし
て機能するもの（例：「壁掛け時計がかちかちと鳴った」）は感情・イメージ的次元のみに属
す一方で、状態を表す形容詞（例：「道路がかちかちだ」）や「する」動詞を形成するもの
（例：「太郎は朝からばたばたしていた」）は、感情・イメージ的次元と分析的次元の両方に
属す（その言語学的根拠に関しては Kita 1997: 388-392 および Kita 2001: 428-433 を参照）。
もう一つの提案として、「写実 (depiction)」と「記述 (description)」が挙げられる (Goodman
1968)。Dingemanse (2015) は、写実と記述を以下のように定義している。

写実は、典型的に類像的であり、対象を形式と意味の構造的類似性でもって表すもの
である。その一方で記述は、恣意性に基づき、形式と意味の間には何の動機づけも見
出せない慣習化された記号を指す (Dingemanse 2015: 950-951)。

写実的記号は、ある事象を絵画や彫刻を見ているかのような独特な感覚を呼び起こす類似的
な表現である。その一方で、記述的記号は形式と意味の間に動機づけがないため、形式が指す
意味を理解するには、社会的、文化的な一定の規則に基づく解読の過程が必要となる。
言語表現の中でオノマトペは、写実性に富む表現形式とされる (Dingemanse 2015)。オノマト
ペは、独特な発声法やイントネーション、語幹の繰り返しなどの豊富な内部構造を活用して物
事を生き生きと表し、原事象をあたかも画像のように描写することを可能にする（Dingemanse
2011, 2014; Nuckolls 1996 も参照）。
それでは、写実は具体的にどのように実現するのだろうか。音声言語における写実的表現の
目印となるのが、引用用法と韻律的前景化 (foregrounding) である (Dingemanse 2014)。例えば、
「どっかどかと足音を立てて男が階段を降りて行った」という文において、「と」は引用助詞

7

日本語訳は田守・スコウラップ (1999) に倣っている。
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として、男の足音がどうだったのかについて具体的に表すことを可能にしている。また、「ど
っかどか」という部分において促音「っ」が挿入されることによって、強調の意が加わり、独
特なイメージを喚起させる。
一方、韓国語の Phicachicu-ka ccwukccwukccwuk nulena-ss-ta＜ピザチーズが伸び伸びと伸びた＞
という文で ccwuk は、ものが一回伸びる様子を表す 1 音節のオノマトペである。それがこの例
では、語根が 3 回反復されることによって、弾力性のあるものが何回も伸び続ける様子が描写
されている。また、この反復形は、チーズの長さが長いということを強調する働きも共に果た
していると思われる。＜複数回＞＜継続的＞＜長さ＞という意味内容が語根の反復によって表
されているわけである。すなわち、この文は、形態的な構成要素の漸次的な標示によって、話
し手と聞き手に特定の事象を生き生きと想像させるものと言える。
一方で記述は、意味内容を離散的記号によって表すものである。そしてそれを理解するため
には、解読という過程が求められる。例えば、「男の足音は、とても大きい」という文を理解
するためには、語が表す意味を明らかにする過程を踏まなければならない。また単語だけでは
なく、文構造についても理解する必要がある。「男の足音は」という部分が主題を、「とても
大きい」という部分が主題の性質を叙述する機能を果たす、と解釈できる能力が求められる。
以上からわかるように、写実における形式と意味の関係は類像的である一方、記述では恣意的
である。
一方、視覚言語の手話も一般に類像的なものである。手話は、手指・腕の動作や形、顔の表
情のような体の上半身による視覚的情報を使って意味内容を表すため、基本的に音声言語より
類像的である (Perniss et al. 2010; Thompson, Vinson & Vigliocco 2009, 2012)。例えば、アメリカ手
話 (American Sign Language) では「木」を表す際、以下の図 1-1 が示すように、右腕は水平方向
に向けて木が立っている地面を表し、左腕は垂直方面に伸ばして木が立っている形状を表す。
このような表現は、手話言語の中でも殊に類像的な表現とされる (Herlofsky 2003; Liddell 2003;
Stokoe, Casterline, & Croneberg 1976)。

図 1-1. アメリカ手話の「木」

ただし、手話の中にも頻繁に使用されるうちに慣習化が進んでいるものもあるため、全ての
ものが類像的とは言えない。
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非言語表現における類像的記号としては、ジェスチャーが挙げられる。ジェスチャーは、大
きく類像的 (iconic)、メタファー的 (metaphoric)、直示的 (deictic)、拍子ジェスチャー (beat
gesture) の 4 つに分かれるが (McNeill 1992: 76)、このうち、類像的ジェスチャーが類像的記号
の例となる。類像的ジェスチャーは、身振り・手振りのような身体動作が言語の意味と密接な
関連性を持つ。例えば、「彼はパイプに登っている」という発話をしながら、手足で上に向か
って登る動作を行う場合がその例として挙げられる (McNeill 1985: 354)。McNeill & Levy (1982:
275) は、発話に類像的ジェスチャーが伴う場合、話し手は事象の全体的な様相を描写しようと
する傾向が高いと指摘している。言語記号による事象の描写は、言語体系の文法規則などに少
なからず制約を受ける。その一方でジェスチャーを伴う描写では、上で紹介したように、話し
手が経験した複雑な事柄をより自由に描写することが可能である8。
以上、言語表現における写実と記述という意味の 2 つの表し方について概説してきた。本論
文では、言語・非言語表現における意味の表し方は、これまで紹介してきた先行研究に倣い、
写実と記述の 2 つの側面から成るものと捉える。次節では、写実／記述とオノマトペの言語的
統合性との関連性について論を進めていく。

1.3.2. 体系への統合

本節では、本論文の研究課題と直結する先行研究を紹介し、本論文の位置づけを明示する。
前節では、記号の表示には、写実と記述という 2 つの種類があることを示し、オノマトペは写
実としての特徴が重要であることを述べた。しかし、ここで注意すべきことは、こうした分類
は排他的なものではなく、オノマトペの統語範疇、更に言語間において程度性が認められると
いうことである (Kita 2001, 2008; Tsujimura & Deguchi 2007)。ここで程度性とは、オノマトペの
統語範疇や個別言語において、あるオノマトペが「どれほど写実性または記述性を帯びるの
か」という度合いのことをいう。これに関連して、日本語では、第 1.1 節で紹介した「オノマト
ペ度」と「語彙性」という概念に基づいた提案がなされている（田守・スコウラップ 1999）。
また、通言語的観点から「文法化 (grammaticalization)」(Dwyer & Moshi 2003) という用語も使
われている9。Dwyer & Moshi (2003) は、「純粋オノマトペ (pure ideophones)」と「文法化した

8

写実的記号は、この他にも「再現 (reenactment)」や「実演 (demonstration)」といった概念で論じら

れている。それぞれ Sidnell (2006) と Clark & Gerrig (1990) を参照されたい。
9

Dwyer & Moshi (2003) で言及されている「文法化」は、あくまでオノマトペに限定したもので、一

般語における文法化とは異なる。一般語における文法化とは、語彙的意味を持つ語または句が元の意
味を失い、文法的機能を表すものに変化していく現象を指す。例えば、英語の will は、本来、「願望
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オノマトペ (grammaticalized ideophones)」という 2 つの概念を提示している。具体的には、音韻
的、形態的、統語的、意味的に表出性の特質を多く有するものを純粋オノマトペと称し、その
反対に表出性の特徴を失ったものを「文法化」したオノマトペと称している。ここで表出性を
示す代表的な表示法としては、語幹の繰り返し（例：「どんどんどんどん」）、母音の長音化
（例：ぱぱーっと）、独特なイントネーションなどが挙げられる。
更に近年に入って、オノマトペの表出性と形態統語的統合性に関する類型論的示唆が行われ
るようになっている (Dingemanse 2017a, 2017b; Dingemanse & Akita 2017)。考察の結果を概略す
ると、オノマトペが表す意味が写実性に富むほど、形態的、韻律的に表出性を多く帯びるよう
になり、統語的には副詞や独立用法といった非述語用法として現れやすい。反対に、表出性の
特質が全くない、あるいは少ないものほど、動詞や形容詞といった述語用法として現れ、文の
中心的な役割を果たすようになる。すなわち、表出性と統語的統合性は、負の相関関係にある
ということである。
Dingemanse (2017a) は、オノマトペにおける表出性と形態統語的統合性の間に見られる負の相
関関係を基に、世界の言語はオノマトペの統合性の度合いにおいて相対化できるとしている。
ここで形態統語的統合性の程度性は、名詞が最も高い統合性を示し、動詞や形容詞のような述
語用法がその次に高く、副詞、補語用法、独立用法は低い統合性を示すとされる（日本語と韓
国語における形態統語的統合性は、第 3 章で詳述する）。こうした形態統語的統合性の階層に
基づき、Dingemanse (2017a) は、図 1-2 のようにソマリ語、日本語、シウ語（ニージェルコンゴ
語族）、セマイ語（オーストロアジア語族）の相対的位置づけを提示している。

図 1-2. 統合性と表出性の連続体における各言語のオノマトペ体系の大まかな位置づけ
(Dingemanse 2017a: 380)

(want)」の意味のみを表すものであったが、文法化が進み、現在は「未来 (future)」の意味を表す助
動詞として使われている (Campbell 2001: 114)。一方、Dwyer & Moshi (2003) のオノマトペにおける
「文法化」とは、音韻的、形態的、統語的、意味的に表出性の特質を失い、一般語に近い性質を帯び
ていく現象を指す。
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ソマリ語のオノマトペは、名詞として機能するため、表出性の特質を伴いにくいとされる
(Dhoorre & Tosco 1998)。従って、最も統合性が高い。日本語のオノマトペは、副詞、動詞、形容
詞のように様々な統語範疇に生起することができ、表出性の出現も統語範疇により段階性が認
められる（Akita 2009; Kita 1997; 田守・スコウラップ 1999）。このことから、日本語のオノマ
トペは、中間程度の統合性を示すとされる。シウ語のオノマトペは、副詞、動詞の補語用法、
独立用法、形容詞など様々な統語範疇に生起するが、副詞と動詞の補語用法、独立用法といっ
た非述語用法がそのほとんどを占める。これらのオノマトペは通常、独特のイントネーション
を伴うなど表出性の性質を多く帯びることから (Dingemanse 2011, 2015, 2017a)、日本語よりは統
合性が低い。セマイ語のオノマトペは、単独で独立用法として機能するため、最も統合性が低
い (Diffloth 1976)。
ただし、図 1-2 の位置づけは、統合性を測定する基準が言語間で一貫していないという問題を
抱えている。日本語では、どのような統語的機能を持ちうるのかという生起可能性に基づく測
定である一方、シウ語では、母語話者の発話データを観察し、オノマトペがどのような統語環
境に表れているのかを調査している。つまり、日本語とは異なり、統語的実現の頻度に基づく
測定を行っている。
図 1-2 の位置づけは絶対的なものではなく、流動的なものと捉えられるべきである。表出性は、
単にそのような性質を持つか持たないかの 2 分法で捉えられるものではなく、程度性を持つ漸
次的なものである。また、日本語や韓国語のようにオノマトペが様々な統語範疇にまたがって
いる言語では、統合性が統語範疇ごとに異なりうる。従って、表出性と形態統語的統合性は、
連続線上で捉えられるものである。
以上、既存の研究におけるオノマトペの言語的統合性に関する考察を概観した。従来の考察
では、形態統語的統合性を基準に言語的統合性の度合いが決まり、その形態統語的統合性と相
関する代表的な言語的特徴として表出性が提案されている。
本論文では、これまでの先行研究から得られた知見を踏まえ、写実と記述という 2 種類の記
号の表示を軸に、形態統語的統合性による測定基準を設け、これらと相関する複数の言語的特
徴を明らかにする。具体的には、意味的特定性（オノマトペがある事象をどれほど具体的に指
定でき、その具体性の程度と形態統語的統合性はどのような関係にあるのか）、口語性（イン
フォーマルな日常会話における形態統語的統合性はどうなるのか）、メタファー拡張（形態統
語的統合性はメタファー拡張の成立に影響を与えるのか）、非慣習性（表出性／新奇性：口語
に用いられるオノマトペの中で、韻律的・ 形態的（表出性）、音韻的（新奇性）に典型的では
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ない形式における形態統語的統合性はどうなるのか）の 4 つ言語的特徴における検討を行う。
本論の全体像は図 1-3 のようにまとめられる。

図 1-3. 形態統語的統合性と各言語的特徴の関係

各軸に表示されている矢印はその程度性を示す。例えば、意味的特定性が高くなるほど形態統
語的統合性は低いというように解釈できる。全体的な傾向をまとめると、口語性と統合性は、
正の相関関係を成す一方、表出性、新奇性（韓国語のみについて観察）と統合性は、負の相関
関係を成す。意味的特定性は、非常に高くなると統合性が低くなり、また非常に低くなっても
統合性が低くなる。形態統語的統合性が高いとメタファー拡張を起こす可能性が高い一方、統
合性が低いとメタファー拡張を起こす可能性が低い。
図 1-3 に示す複数の言語的特徴は、日韓オノマトペを比較し、両言語の通言語的位置を決める
際にも大きな手掛かりになるものである。本論文が提示する形態統語的統合性と相関関係を成
す 4 つの言語的特徴は、オノマトペの言語的統合性の多面的、立体的な観察を実現するという
点で、当該議論に大きな貢献を果たすことが期待される。
以上、本論文の研究課題と直接的に関連する先行研究を概略し、本論文の位置づけを明示し
た。個別課題に関する先行研究は、各章の冒頭で概説することにする。

1.4. 本論文の構成
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本論文は全 7 章から成る。第 2 章では、本論文の課題や研究の目的を明示し、日韓オノマト
ペの基礎知識として、音韻的、形態的特質や類像性、音象徴などについて概説する。第 3 章以
降の内容は、次のように大きく 3 つに分けられる。(i) 日韓オノマトペの統語体系の全体像（第
3 章と第 4 章）、(ii) 形態統語的統合性に関する議論（第 3 章から第 6 章）、(iii) 言語間に統合
性の差を生む背景要因に対する仮説の提示（第 7 章：終章）がそれである。第 3 章では、日韓
オノマトペの動詞化体系に注目し、「聴覚性」「継続性」「他動性」「評価性」の 4 つの意味
素性と動詞化成立の関係について検討を行う。具体的には、4 つの意味素性が両言語で共通しつ
つも、その優先順位は言語間で異なるということを主張する。第 4 章では、「意味的特定性」
という意味的要素から日韓オノマトペの動詞化の可否を検討し、日韓オノマトペの全体的な統
語分布を示す。また第 4 章の後半では、第 3 章と第 4 章で提示した日韓オノマトペの統語体系
と意味の対応関係が、オノマトペの意味拡張のメカニズムにも影響することを示し、メタファ
ー拡張と形態統語的統合性の関係について考察する。第 3 章と第 4 章における統語分析は統語
範疇を基準にする。一方、第 5 章と第 6 章の統語分析は統語位置を基準とする。第 5 章では、
口語と文語における非述語用法（独立用法、副詞、名詞修飾用法）と述語用法（動詞、形容
詞）を観察し、口語と文語という異なる言語使用域による形態統語的統合性の差を比較する。
この議論により、口語性という言語的特徴が統合性と正の相関関係を成すことを示す。第 6 章
では、口語における非述語用法と述語用法を観察し、オノマトペの非慣習性の形態統語的統合
性について検討する。非慣習的なオノマトペは、その韻律的、形態的、音韻的特徴によって表
出性と新奇性の 2 つに分かれる。この議論から表出性は日韓オノマトペともに、新奇性は韓国
語オノマトペにおいて形態統語的統合性と負の相関関係を成すことを明らかにする。
終章では、第 3 章から第 6 章までの考察の要点を示し、各言語的特徴と形態統語的統合性の
関連性を体系的に提示する。また考察の結果を総合し、日韓オノマトペにおける統合性の差を
明示する。最後に、オノマトペの統合性について考えられる根本的な背景要因について言語進
化論、統語類型論、表現構造の類型論、意味類型論といった多様な観点より 5 つの仮説を提示
する。
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第 2 章 基本概念

本章では、本論文の基礎となるオノマトペに関する用語や定義、意味の下位分類を概説し、
更に類像性と音象徴について導入を行う。本章で扱う内容は、オノマトペの意味と統語に注
目する本論文の課題を理解するために知っておくべき基礎知識である。

2.1. オノマトペ
2.1.1. 用語

本論文で「オノマトペ」と呼ぶ語は、言語によって、また学者によって様々な名称で呼ば
れている。日本語では、伝統的に「擬音語・擬態語 (mimetics)」という名称が用いられる場
合が多い（天沼 1974; 金田一 1978; 飛田・浅田 2004; 山口 2003）。擬音語は、ものの音、
人間や動物の声のように物音や声を表すものを指し、擬態語は、動作、状態などを表すもの
を指す。ただし、学者によっては両者を区分せず、「擬声語」という用語で統一的に称する
こともある（大坪 1982）。
一方、「オノマトペ (onomatopoeia)」という用語の語源は、ギリシア語の＜名前＞を意味
する onomatos と＜作る＞を意味する poieō の複合語である。英語では、物音や声など現実
音を真似する語を指すものであるが、日本語ではこれらに加え、擬態語や擬情語まで含む名
称として使われている（Aston 1894; 泉 1976）。現時点において日本語では、「擬音語、擬
態語」あるいは「オノマトペ」という用語が最も広く受け入れられている（中里 2017）。
韓国語の場合も、名称に関する議論が多く、様々な用語が混在している（以下に挙げる用
語は、日本語研究においても使われる用語である）。まず、感覚表現を音の印象に頼る語と
いう意味で「音声象徴語」という用語が使われている（キム・インファ 1995）。また、単
に「象徴語」という用語で呼ばれる場合もある（キム・ホンボム 1995）。漢語の代わりに
固有語を用いて、hyungnaymal＜まねことば＞という用語を使う場合もある（パク・ドング
ン 1997）。しかし、最も多く見られる名称は、日本語でも広く使われている uysenge,
uythaye＜擬声語、擬態語＞である（青山 1991; 野間 1990; チェ・ワン 1993, 2003）。また、
擬音語と擬態語を総称するものとして uysenguythaye＜擬声擬態語＞という用語も使われて
いる（シン・ジュンジン 1998）。
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以上、日韓両言語で使われている名称を見てきたが、言語や学者によって様々な名称で呼
ばれ、統一はなされていない状況である。一方、通言語的に最も広く使われている名称は、
バ ン ツ ー 言 語 学 由 来 の 「 表 意 音 (ideophones)」 (Awoyale 1981; Childs 1988; Doke 1935;
Dingemanse 2011; Fivaz 1963; Fortune 1962; Newman 1968; Samarin 1970) である。その他にも
南 ア ジ ア や 東 南 ア ジ ア の 諸 言 語 で は 、 感 情 語 (expressives)（ Diffloth 1979; 長 田 2009;
Wayland 1996）という名称も使われている。
本研究では、いわゆる擬音語、擬態語、擬情語などを合わせて「オノマトペ」と呼ぶこと
にする。ただし、必要に応じて、意味による使い分けをする場合には、擬音語、擬態語、擬
情語の 3 つの名称を用いることにする（2.1.3 参照）。

2.1.2. 定義

オノマトペは、一般語とは区別される音韻的、形態的、統語的、意味的な特徴によって定
義される場合が多い。まず音韻的な特徴としては、日本語オノマトペでは清濁の対立（例：
「からから」「がらがら」）が、韓国語オノマトペでは子音や母音の交替（例：talkaktalkak
＜かたかた＞、telkektelkek＜がたがた＞）が挙げられる。形態的には、両言語とも語根の重
複形（例：「ころころ」、teykwulteykwul＜ころころ＞）や部分重複形（例：「どどん」、
twutwung＜どどん＞）が挙げられる。日韓オノマトペは、1 つの統語範疇に分類するのは不
可能で、副詞、動詞など様々な統語範疇にまたがる。日本語オノマトペは、副詞として機能
する際、引用辞「と」を伴うことが多く、動詞として機能する際は「いう」「する」などと
結合する。一方、韓国語オノマトペは、日本語とは異なり、共起動詞との間に何の形式も入
らないことが多い。動詞あるいは形容詞として機能する際は、接尾辞-kelita/-tayta/-ita/-hata
と結合する。ただし、ここで注意すべきことは、これらの音韻的、形態的、統語的な条件は、
どれも必要十分条件ではないということである。これらの条件は典型的なオノマトペを特徴
づけるものであり、オノマトペらしさには程度性が認められる。
以下に、先行研究で提案されているオノマトペの定義や判断基準に関する試みをいくつか
紹介する。まず定義から見ていく。

擬音語：人間の笑い声、泣き声、つばを吐いたり、ものを飲んだり、平手でた
たいたりする時などに発する語、人間以外の生物の発する声や音、また、自然
界に自然に発する音響や、無生物が、いわば自然に、あるいは、外力の作用を
受けて発する音響を、音声で発した言語である。
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擬態語：われわれ人間を含む生物、無生物、自然界の事物の有様・現象・変
化・動き・成長などの状態・様子を描写的・象徴的に音声で表現したものであ
る。
（天沼 1974: 7）

의성어는 자연적 또는 인공적인 모든 소리를 지칭하거나 묘사하기 위해
되도록 그 소리에 가까우면서도 해당 언어의 음운과 음절 구조에 맞도록
만들어진 말을 가르킨다. 의태어는 소리가 아닌 것, 즉 비청각적인 감각을
청각 인상으로 바꾸어 표현하는 말을 가르킨다. 즉 시각, 촉각, 미각, 통각
등을 통해 감지되는 상황을 묘사하는 말이다.
（擬声語は、自然的または人工的なあらゆる音を指したり描写したりするため、
可能な限りその音に近いながらも当該言語の音韻と音節構造に合うように作ら
れたことばを指す。擬態語は、音ではないもの、つまり非聴覚的な感覚を聴覚
印象に変えて表現することばを指す。すなわち、視覚、触覚、味覚、痛覚など
を通じて感知される状況を描写することばである1。）
（チェ・ワン 2003: 71-72）

Ideophones are marked words that depict sensory imagery.
（表意音は感覚イメージを有標形式で写実的に表したことばと定義される。）
(Dingemanse 2011: 25)
既存の研究における定義では、オノマトペの形式と意味内容は、有縁的に結びついている
と捉えている。これが次節で述べる音象徴 (sound symbolism) に繋がるものである。こうし
た形式と意味内容の密接な関わりは、「猫」「歩く」「楽しい」などの一般語とは区別され
るものである。しかし、ここで注意すべきことは、オノマトペは音を声で真似る「音声模
写」とは明らかに異なるという点である。オノマトペは、当該言語の母語話者の間で、その
言語の表現として理解されうる一定の言語形式を整えなければならない。そうした規範性と
社会性が求められるという点で、音声模写とは明確に異なるものである。
オノマトペを一般語と区別する最大の特徴は、言語形式が特定の意味内容と緊密に結びつ
き、それが独特の感覚的印象を呼び起こすということである。ただし、これには程度性があ
り、音を描写する擬音語と様態や状態を描写する擬態語を比べると、擬態語は擬音語に比べ、

1

本論文における韓国語、英語表現の日本語訳は、全て筆者によるものである。
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描写性が低く、間接的であると言える。擬音語は、音を言語音で写し取ることから、形式と
意味内容の関係がより直接的である。その一方で擬態語は、非聴覚的な事柄を母語話者の聴
覚的な印象に基づいて言語音で表すことから、形式と意味内容の関係はより間接的、恣意的
である (Hamano 1998: 9)。
次にオノマトペの判別基準に対する諸提案を見ていく。先行研究では、主に音韻的、形態
的、統語的、意味的な特質に基づいた判断基準の設定が多く見られる（秋田 2013c: 347-351）。
例えば、日本語について、田守・スコウラップ (1999: 200-201) は、次の 8 つの条件を挙げ
ている。

a. 音を表す、b.「と」を義務的に伴う、c. 引用的に用いることができる、
d. 文外で独立して用いることができる、e.「X という Y」構造に用いるこ
とができる、f. 具体的な描写力がある、g. 漫画にラベルとして起こる、
h.「と」の代わりに「て」を伴うことができる。
（田守・スコウラップ 1999: 200-201）

これらの条件を多く満たすものほど、「オノマトペ度」が高いとされる（第 1 章も参照）。
オノマトペ度とは、ある語が話し手によって直接的な模倣として認識される程度、すなわち
オノマトペによって指示される音、様態、状態の非恣意的な現れとして認識される程度を指
す。反対に、満たす条件が少ない語ほど、「語彙性」が高いとされる（田守・スコウラップ
1999: 189）2。
一方、韓国語では、次の 4 つの基準が挙げられている（キム・ホンボム 1995; キム・イ
ンファ 1995; パク・ドングン 1997）。

a. 音韻的条件：基本義の中心的な意味は変わらないまま、子音・母音の
交替により語感の違いが生じる（例：panccakpanccak＜小さな光が繰り返
し短い間に現れたり消えたりする様子＞／ppanccakppanccak＜大きな光が
繰り返し短い間に現れたり消したりする様子＞）、b. 形態的条件：語根
が重複された形で現れる（例：teltel＜ものが揺れる音または様子＞）、

2

角岡 (2007: 3) は「真正度」という概念から日本語オノマトペの語彙範疇を捉えている。角岡

(2007) は、「日本語オノマトペ語彙範疇」には「真正度」に程度性があるとし、「真正オノマ
トペ」とは、文字通り純粋な意味でのオノマトペであり、動詞や形容詞、名詞といった実詞に語
源を求めることができない語類であると定義している。
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c. 統語的条件：接尾辞-hata＜する＞、-kelita/-tayta＜し続ける＞、-ita＜す
る、し続ける＞と結合し動詞、あるいは形容詞を形成する（例：panccakkelita＜小さな光が繰り返し短い間に現れたり消えたりする＞）。d. 意味
的、統語的条件：オノマトペが副詞用法として機能する際、特定の主語や
述語（動詞）と強い共起制限を見せる（例：Ttam-ul ppelppel hulli-ta＜汗を
だらだら流す＞）。

以上の韓国語における条件は、どれも通言語的にも広く見られるものである。例えば、音
韻的には、母音調和のように特定の音韻的特徴が多くの言語において報告されている
(Childs 1994a)。形態的に重複形は、他言語のオノマトペでも最も典型的に見られる形態であ
る (Dingemanse 2015; Hinton, Nichols & Ohala 1994)。統語的には、「いう」あるいは「す
る」を意味する機能動詞と結合し、動詞または形容詞を形成すること (Franco 2017) や、副
詞として用いられる際、特定の動詞と強い共起関係を見せることも頻繁に指摘されている
(Childs 1994a)。
以上を踏まえると、日韓オノマトペについて挙げた諸々の基準は、「どのような語がオノ
マトペであると言えるのか」という判定基準というよりも、オノマトペが持つ典型的な特徴
を捉えるものと考えられる。言い換えれば、上に挙げた日韓オノマトペにおける判別基準は、
ある語がどの程度「典型的なオノマトペとして広く認識されうるのか」という程度性の基準
であるということである。例えば、一般語の中にも重複形は多く存在し（例：「われわれ」、
cokakcokak＜きれぎれ＞）、逆にオノマトペの中には非重複形のものも存在する（例：「こ
んがり」、pangguley＜にっこり＞）。
これまで、オノマトペの判断基準については様々な提案が出されてはいるものの、依然と
して議論は続いており、未だ明快な解決策にはたどり着いていない。オノマトペの判断基準
と範囲の設定に関する議論は、日本語に比べ韓国語でより頻繁に行われる傾向がある。その
理由の 1 つとして考えられるのは、韓国語には色、味、匂いを表すものが多く存在すること
である（例：kkamkkam-hata＜真っ暗だ＞）。これらの語は、意味的にはオノマトペが表す
典型的な意味（音や声、動作、様態）とはかけ離れているものの、音韻的には子音や母音交
替によりニュアンスの違いを表すことができ、形態的には語根を繰り返した重複形を形成す
ることができる（第 7 章を参照）。統語的には-hata と結合し形容詞を形成する。すなわち、
上に挙げた韓国語オノマトペにおける条件 a, b, c を満たすわけである。
以上からわかるように、オノマトペの中には、母語話者にとって最も典型的なオノマトペ
と認識されるものもあれば、韓国語の色、味、匂いを表すもののように、一般語との境界線
21

が不明瞭なものも存在する。しかし、オノマトペ体系と一般語体系は、切り離された別次元
のものではなく、ある言語体系の中に共存するものであると考えると、両者の間に明確な線
引きが難しいということは、自然なことであると思われる (Kita 1997)。
こうした点を踏まえ、本研究では、一般語との境界線が不明瞭なものも幅広く考察対象に
含むことにする。また、田守・スコウラップ (1999) やパク・ドングン (1997) と同様に、
オノマトペらしさの認識には程度性が存在すると考える。

2.1.3. 意味の下位分類

本論文では、必要に応じ、オノマトペを意味から擬音語、擬態語、擬情語の 3 つのカテゴ
リーに下位分類することにする。第 2.1.1 節で述べたように、日韓両言語で最も多く採択さ
れている意味の下位分類は、音を表すか否かによる擬音語と擬態語の 2 分法である。更に、
擬態語を下位分類し、動作、様子などを表すもの（例：「ふらふら」）を「擬態語」、身体
の内部感覚、心情などを表すもの（例：「むっ」「がっくり」）を「擬情語」に分ける場合
もある (Martin 1975)3。以下に擬音語、擬態語、擬情語の具体例を順に挙げる。
以下の (2-1) から (2-8) は、擬音語の用例である。擬音語は物音や動物、人間の声などを
表すものである。日韓両言語とも、物音や動物、人間の声まで様々な音を表すことができる。

(2-1) a. スズメがちゅんちゅんと鳴いていた。
b. スズメがちゅんちゅんいっていた。
(2-2) a. Chamsay-ka
スズメ-主格

ccaykccayk

cicekwi-ess-ta.

オノマトペ

鳴く-過去-平叙

（スズメがちゅんちゅん鳴いた。）
b. Chamsay-ka
スズメ-主格

ccaykccayk-{kely-ess/tay-ss}-ta.
オノマトペ-KELITA/TAYTA-過去-平叙

（スズメがちゅんちゅんいった。）
(2-3) a. 女の子がきゃーきゃーと叫んでいた。
b. 女の子がきゃーきゃーいっていた。

3

学者によっては、主体が人間であるかどうかによって、ものの音を「擬音語」、人間や動物の

声を「擬声語」、生物や人間の容態、状態を表すものを「擬容語」、ものの状態を表すものを
「擬態語」、人間の内部感覚や心情を表すものを「擬情語」と細分することもある（筧・田守
1993; 金田一 1978）。
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(2-4) a. Yeca-ai-ka

soli-lul

cill-ess-ta.

オノマトペ

声-対格

上げる-過去-平叙

女-子-主格

kkyakkkyak

（女の子がきゃーきゃー声を上げた。）
b. Yeca-ai-ka
女-子-主格

kkyakkkyak-{kely-ess/tay-ss}-ta.
オノマトペ-KELITA/TAYTA-過去-平叙

（女の子がきゃーきゃーいっていた。）
(2-5) a. 鈴木はごほごほと咳き込んでいた。
b. 鈴木はごほごほいっていた。
(2-6) a. Cinswu-nun

khollokkhollok

ジンス- 主題 オノマトペ

kichim-ul hay-ss-ta.
咳-対格

する-過去-平叙

（ジンスはごほごほ咳をした。）
b. Cinswu-nun
ジンス-主題

khollok-{kely-ess/tay-ss/y-ess}-ta.
オノマトペ-KELITA/TAYTA/ITA-過去-平叙

（ジンスはごほごほいっていた。）
(2-7) a. 玄関のドアがぎしぎしと軋む音が聞こえた。
b. 玄関のドアがぎしぎしいっていた。
(2-8) a. Hyenkwan-mwun-i ppikekppikek-ha-ko
玄関-ドア-主格

オノマトペ-引用-接続

soli-lul

nay-ss-ta.

音-対格

出す-過去-平叙

（玄関のドアがぎしぎしと音を立てた。）
b. Hyenkwan-mwun-i ppikek-{kely-ess/tay-ss/y-ess}-ta.
玄関-ドア-主格

オノマトペ-KELITA/TAYTA/ITA-過去-平叙

（玄関のドアがぎしぎしいっていた。）

(2-1) と (2-2) は動物の鳴き声を、(2-3) と (2-4) は人の声を表している。(2-5) と (2-6) は
咳の音を、(2-7) と (2-8) は物音をそれぞれ表している。
次に擬態語の例を見ていく。擬態語は人間やものの動き、様態、状態などを表すものであ
る。両言語とも人間あるいはものの動きや様態を表すものが典型的である。その他にも、も
のの状態や属性を表すものも存在する。以下の (2-9) から (2-14) に具体例を示す。

(2-9) a. 鈴木が回りをきょろきょろと見ていた。
b. 鈴木が回りをきょろきょろしていた。
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(2-10) a. Yengswu-ka

twulipentwulipen

po-ko

iss-ess-ta.

周囲-対格

オノマトペ

見る-接続

いる-過去-平叙

ヨンス-主格

cwuwi-lul

（ヨンスが周囲をきょろきょろ見ていた。）
b. Yengswu-ka
ヨンス-主格

cwuwi-lul {twulipen-kely-ess/twulipen-tay-ss/twulipentwulipen-hay-ss}-ta.
周囲-対格 オノマトペ-KELITA/TAYTA-過去-平叙 文

（ヨンスが周囲をきょろきょろし続けた。）
(2-11) a. パーマをかけた髪の毛がくるくる縮れていた。
b. パーマをかけた髪の毛がくるくるしていた。
(2-12) a. Phama-lul

melikhalak-i

kkopwulkkopwul

mal-ly-e

する-現在連体形

髪の毛-主格

オノマトペ

巻く-受動-接続

パーマ-対格

ha-n

iss-ess-ta.
いる-過去-平叙
（パーマをかけた髪の毛がくるくる巻かれていた。）
b. Phama-lul
パーマ-対格

ha-n

melikhalak-i

{kkopwul-kely-ess/kkopwul-tay-ss/

する-現在連体形

髪の毛-主格

オノマトペ-KELITA/TAYTA

kkopwulkkopwul-hay-ss}-ta.
オノマトペ-する-過去-平叙
（パーマをかけた髪の毛がちりちりしていた。）
(2-13) a. 古着がぼろぼろに破れた。
b. 古着がぼろぼろだった。
(2-14) a. Nalk-un
古い-現在連体形

os-i

netelnetel

haycy-ess-ta.

服-主格

オノマトペ

擦り切れる-過去-平叙

（古着がぼろぼろに擦り切れた。）
b. Nalk-un
古い-現在連体形

os-i

{netel-kely-ess/netel-tay-ss/netelnetel-hay-ss}-ta.

服-主格

オノマトペ-KELITA/TAYTA/HATA-過去-平叙

（古着がぼろぼろだった。）

一方、韓国語には色、味、匂いを表すものも存在する（詳細は、第 7 章を参照）。以下の
(2-15) は色を、(2-16) と (2-17) は味、匂いを表すものである（キム・インファ 1995; パ
ク・ドングン 2015; Rhee & Koo 2017）。

(2-15) a. Tanphwung-i
紅葉-主格

pwulkuspwulkus-hay-ss-ta.
オノマトペ-HATA-過去-平叙

（紅葉が赤々とした。）
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b. Hay-ka
日-主格

ci-ca

cwupyen-i

khamkham-ha-y

cy-ess-ta.

暮れる-と

周辺-主格

オノマトペ-HATA-接続

なる-過去-平叙

（日が暮れると周辺が真っ黒になった。）
c. Mwuluph-ey

meng-i

tul-ese

phwuluteyngteyng-hay-ss-ta.

膝-場所格

痣-主格

できる-接続

オノマトペ- HATA-過去-平叙

（膝に痣ができてまばらに青みを帯びていた。）
(2-16) Kotunge
鯖

kwui-ka

pilis-hay-ss-ta.

焼き-主格

オノマトペ- HATA-過去-平叙

（焼鯖が生臭かった。）
(2-17) a. Ttekpokki-ka
トッポキ-主格

maykhomtalkhom-hay-ss-ta.
オノマトペ-HATA-過去-平叙

（トッポキが甘辛かった。）
b. Kimchi-ka
キムチ-主格

sikhumsikhum-hay-ss-ta.
オノマトペ-HATA-過去-平叙

（キムチがかなり酸っぱかった。）

(2-15) から (2-17) が示すように、韓国語には色、味、匂いを表すものが発達している一方、
日本語にはそのような意味を表すオノマトペは存在しない（泉 1976; 浅野・金田一 1978）。
日本語において嗅覚に関わるものとして、例えば「ぷんぷん」が挙げられる場合があるが、
これらは韓国語の (2-16) のように特定の匂いを表すというよりも、強烈な匂いが拡散する
という移動様態を捉えるものである。従って、韓国語のそれとは明らかに異なる性質のもの
である。日本語の「ぷんぷん」と韓国語の pilis＜生臭い＞をコーパスで調べた結果4、「ぷ
んぷん」は「漂う」「発散する」などの動詞と共起し、強い匂いが空気中に移動する様態を
表すということが確認された。その一方で pilis＜生臭い＞は、-hata 形容詞を形成し、水気
のあるものから生臭い匂いがするという意味を表す。すなわち、pilis＜生臭い＞は、強烈な
匂いの移動様態を捉える「ぷんぷん」とは区別されるべきである。
最後に、擬情語を見ていく。擬情語は身体の内部感覚や心情などを表すものである。(218) から (2-21) は身体の内部感覚を、(2-22) と (2-23) は心情を表すものである。

(2-18) a. 立ち上がったらくらくらとめまいがした。

日本語は、NLB (NINJAL-LWP for BCCWJ) を、韓国語は、SJ-RIKS (Sejong-Research Institute of
Korean Studies) を用いている。
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b. 立ち上がったら頭がくらくらした。
(2-19) a. Ilena-ca
立ち上がる-たら

ecilecil

hyenkicung-i

na-ss-ta.

オノマトペ

めまい-主格

起きる-過去-平叙

（立ち上がったらくらくらとめまいが起きた。）
b. Ilena-ca
立ち上がる-と

meli-ka

ecilecil-hay-ss-ta.

頭-主格

オノマトペ-HATA-過去-平叙

（立ち上がったら頭がくらくらした。）
(2-20) a. バラの棘に触るとちくちくと痛い。
b. バラの棘に触るとちくちくする。
(2-21) a. Cangmi
バラ

kasi-lul

manci-myen

ttakkumttakkum

aphuta.

棘-対格

触る-条件

オノマトペ

痛い

（バラの棘を触るとちくちく痛い。）
b. Cangmi kasi-lul manci-myen {ttakkum-keli-n/ttakkum-tay-n/ttakkumttakkum-ha-n}-ta.
バラ

棘-対格 触る-条件

オノマトペ-KELITA/TAYTA/HATA-非完結相-平叙

（バラの棘を触るとちくちくする。）
(2-22) a. 鈴木は面接の控室でそわそわと落ち着かなかった。
b. 鈴木は面接の控室でそわそわしていた。
(2-23) a. Cinswu-nun
ジンス-主題

myencep

tayki-sil-eyse

ancelpwucel chocoha-y hay-ss-ta.

面接

控え-室-場所格 オノマトペ 焦る-接続 する-過去-平叙

（ジンスは面接の控室で居ても立っても居られなかった。）
b. Cinswu-nun
ジンス-主題

myencep

tayki-sil-eyse

ancelpwucel

mos-hay-ss-ta5.

面接

控え-室-場所格

オノマトペ

否定-HATA-過去-平叙

（ジンスは面接の控室で居ても立ってもいられなかった。）

以上、両言語における擬音語、擬態語、擬情語の意味的な下位分類について簡単に見てき
た。それでは両言語のオノマトペは、数量的にはどのような分布を成しているのか。日本語
と韓国語は、擬音語より擬態語や擬情語が多く、全体の約 70%以上を占めるとされる（パ
ク・ドングン 2015; 玉村 1989）。日韓両言語が擬態語と擬情語を豊富に持つということは、
英語などの他言語が擬情語が少ないということとは対照的であり、日韓両言語の大きな特徴

5

現代韓国語では、-hata に否定辞 mos が共起した否定形が標準韓国語として正式に認められて

おり、オノマトペに-hata のみが結合したものは、不適格な表現とされる。
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として挙げられるものである（李 2001; Shibasaki 20026）。以下の図 2-1 と図 2-2 は、それ
ぞれ Kakehi et al. (1996)（日）とパク・ドングン (2015)（韓）を基に全体的な意味分布をま
とめたものである。ただし、図 2-1 と図 2-2 の意味分類は、Kakehi et al. (1996)（日）とパ
ク・ドングン (2015)（韓）の意味分類に従っている（どちらも異なり語数）。

244
15%

1280
22%

518
32%

859
53%

擬音語

擬態語

962
17%

3441
61%
擬音・擬態語

擬音語

図 2-1. 日本語オノマトペの意味分布

擬態語

擬音・擬態語

図 2-2. 韓国語オノマトペの意味分布
（パク・ドングン 2015）

(Kakehi et al. 1996)

図 2-1 と図 2-2 で「擬音語」は音のみを表すもの（例：「わんわん」、mengmeng＜わんわん
＞）、「擬態語」は動きや様態、状態、内部感覚、心情などを表すもの（例：「ひらひら」、
hanulhanul＜ひらひら＞）を指す。「擬音・擬態語」は、音と様態を共に表すもの（例：
「ばさばさ」、phesekphesek＜ばさばさ＞）を指す。日本語は、擬態語＞擬音語＞擬音・擬
態語の順で、韓国語は、擬態語＞擬音・擬態語＞擬音語の順であるという相違点は見られる
ものの、両言語とも擬態語が過半数以上を占めている点では共通している。韓国語の擬態語
が日本語の擬態語より高い割合を占める理由として、色、味、匂いに関する語が発達してい
ることが考えられる（第 7.2 節を参照）。

2.2. 類像性

6

Shibasaki (2002) は、日韓両言語のオノマトペを比較し、両言語とも擬情語が最も少ない点は

共通しているものの、日本語の擬情語が韓国語の擬情語より、語彙量が多いと述べている。ただ
し、こうした分布は、基になっているデータのサイズや擬音語、擬態語、擬情語の判定基準など
によるため、更なる検討が求められると思われる。例えば、Shibasaki (2002) が対象としている
データを見てみると、日本語はオノマトペ辞書（浅野 1978）を用いているが、韓国語は研究者
の語彙リスト (Lee 1992; Sohn 1994) を用いている。
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オノマトペは、言語体系の中で類像性 (iconicity) が高い語類とされる。類像性は、表す
もの（形式）と表されるもの（意味）の類似性 (resemblance) と定義づけられる (Peirce
1932)。オノマトペは、自然界の音やものの動きなどを個別音素と形態で写実的に再現しよ
うとする性質が強いため、母語話者には形式とそれが表す意味内容は類似性が高いと感じら
れる。このことは、一般語とは明確に区別される点である。
類像性は、そのタイプによって大きく「絶対的類像性 (absolute iconicity)」と「相対的類
像性 (relative iconicity)」の 2 つに分かれる (Dingemanse et al. 2015)。絶対的類像性とは、形
式と意味が極めて類似し、一対一の対応関係を成す直接的関係のことをいう。言語表現にお
いては、音や声を模倣する擬音語がこれに当たる。相対的類像性とは、複数の形式と意味の
間における類推的関係のことをいう。相対的類像性は、「図式的類像性 (diagrammatic
iconicity)」と呼ばれることもある。相対的類像性は、必ずしも形式と意味の直接的な対応関
係を求めない。相対的類像性における形式と意味の関係は、類似の特徴を持つ複数の形式が、
類似した意味を表すという特定の形式の集まりと意味の間における体系的、構造的な相応関
係を指す。例えば、重複形が事象の繰り返しを表し（例：「ことこと」、ttalkakttalkak＜こ
とこと＞）、1 音節のオノマトペが瞬間性を表す（例：「ぱっ」、hwak＜ぱっ＞）といった
ものが例として挙げられる。
以上、類像性について簡単に説明した。類像性は、ある音が特定の意味と密接な関連性を
持つという音象徴 (sound symbolism) に繋がる。音象徴は、類像性の一種と捉えることがで
きる。次節では、日韓オノマトペにおける音象徴的意味を、音韻的、形態的な面に分けて見
ていく。

2.3. 音象徴

音象徴 (sound symbolism) とは、ある音が特定の意味またはイメージを想起する現象をい
う。音が特定の意味と関連性を持ち、そのような現象が普遍的に存在するということに対す
る関心は非常に高く、これまで音声実験を中心とした数多くの研究が行われている。例えば、
Sapir (1929) は母音 [i] と [a] によって大きさの認識が異なることを明らかにしている。
Sapir (1929) が行った実験を紹介すると、[mil] と [mal] という無意味語を用いてテーブル
の大きさを判断する実験が挙げられる。被験者は、大きさの異なるテーブルを見て、どちら
の語がより大きいテーブルを指すのかと尋ねられた。その結果、[mal] が大きいテーブルを
指すものであると答えたという。すなわち、母音 [i] より [a] の方が＜大きい＞という意味
に対応しやすいということである。
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以降、[i] や [a]、更に [u] は、明暗 (Fischer-Jørgensen 1978; Newman 1933; Nichols 1971)
や心的態度（敬意、親密感など）(Jespersen 1933; Ohala 1994; Silverstein 1994) の意味も表す
ということが主張されている。この他にも、文におけるイントネーションの意味機能
(Bolinger 1978; Hermann 1942) や母音による形、味、色などの知覚に関する研究も発表され
ている (Lockwood & Dingemanse 2015)。以下の図 2-3 に、Lockwood & Dingemanse (2015) に
よる主たる実験報告のまとめを示す。

図 2-3. 言語音における検証済みの感覚間写像 (Lockwood & Dingemanse 2015: 5)

こうした音象徴的意味は、オノマトペにおいて重要な役割を果たす。例えば、韓国語の濃
音は、強さや堅さなどの意味に結びつく（第 2.3.2 節を参照）。
ただし、オノマトペにおいては音韻的特徴だけではなく、重複形などの形態的な特徴も意
味形成に大いに関わる。こうした点を踏まえ、本論文では、オノマトペにおける音象徴的意
味を、形態的特徴まで含め、音韻的意味と形態的意味の 2 つの側面から捉えることにする。

2.3.1. 音韻的な面における音象徴的意味：日本語オノマトペの場合

日本語における音象徴的意味とその構造を体系的に捉えている先駆的な研究は、Hamano
(1986, 1998) および浜野 (2014) である。Hamano (1986, 1998) および浜野 (2014) は、オノ
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マトペの語根（ないし語基）のタイプを、CV（1 拍）語根と CVCV（2 拍）語根の 2 種類に
分け、両者を異なる性質のものとして扱っている。例えば、「ぱん」というオノマトペは
「ぱ」という CV 語根から形成されたものであり、この他にも「ぱー」「ぱっ」などの形態
を形成する。一方、「ころり」というオノマトペは「ころ」という CVCV タイプの語根か
らなり、この語根が基本になって「ころころ」「ころん」「ころっ」などの形態が形成され
る。
また、Hamano (1986, 1998) および浜野 (2014) では、語根を構成するそれぞれの音素は、
同じ音素であっても、語根内の生起位置によって異なる意味を表すと述べている。まず CV
タイプの語根を持つものの意味構造を以下の (2-24) に示す。

(2-24) CV タイプのオノマトペ語根の意味構造

（浜野 2014: 7）

CV タイプでは、子音が運動するものの重さや触感、動きを、母音が運動の範囲の形と大き
さを表す。次は、CVCV タイプの語根を持つものの意味構造を見る。

(2-25) CVCV タイプのオノマトペ語根の意味構造

（浜野 2014: 8）

CVCV タイプでは、第 1 子音が運動するものの重さや触感を、第 2 子音が動きを表す。また、
第 1 母音は運動の始めの形や大きさを、第 2 母音は運動の終わりの形や大きさをそれぞれ表
すという。
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CV タイプと CVCV タイプの相違点は、CV タイプは意味的に模倣性が高く、物音や声あ
るいは単純な運動を表すものが多い一方で、CVCV タイプはものの運動のみならず、感情や
態度も表すものが多いということである。また、CV タイプは CVCV タイプに比べ、形態素
の独立性が弱く、分析性に乏しい。例えば、CV タイプの「ぱん」は、語末の撥音「ん」が、
別個の意味を持つ独立の形態素として捉えにくい（浜野 2014: 6）7。各音素の音象徴的意味
は、以下の表 2-1 のようにまとめられる8。

7

浜野 (2015: 40-41) では、CV タイプの語根のオノマトペのうち、語末の撥音「ん」を伴うもの

（例：「とん」「ぱん」）に関しては、CVN タイプと見る方が適切だという立場をとっている。
CVN タイプの「ん」は、鼻が関与する音や鼻を通る空気の流れ、動物の響き渡る発声、共鳴音、
弧を描いて落下すること、空間の広さなどを表すとし、これらの意味はいずれも事象の独立した
局面を表すのではなく、単一の音、運動、または状況に内包された特徴を表すとしている。
8

Hamano (1998) および浜野 (2014) の他に、金田一 (1978)、牧野 (1999) も音と意味の有縁的

関係を説明している。金田一 (1978) では、歯摩擦音/s/は静かさ、柔らかさ、優しさ、心理的な
ことを（例：「子どもはしおしおと帰ってきた」）、流音/r/は滑らかさ、滑りやすさを（例：
「ロープはするすると伸びていった」）、両唇破裂音/p/、/b/は破裂、突然さ、強さを表すとして
いる（例：「食べ物をぱくぱくと食べていた」）。牧野 (1999) では、軟口蓋音/k/、/g/は固さ、
鋭さ、明晰さ、切断、離反を意味し、話し手の心理的な距離感がないとしている（例：「久々に
訪れた故郷は、がらっと変わっていた」）。鼻音/m/、/n/は触角性、暖かさ、柔らかさ、粘着性
を意味し、話し手の距離感を表すとしている（例：「納豆を食べたら、口周りがねばねばだ」）。
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表 2-1. CV タイプと CVCV タイプの子音の基本的な音象徴的意味
CV の C
/p/
/b/
/t/
/d/
/k/
/g/
/s/
/z/
/n/

張力のある表面へ
の衝撃または破裂

張力の弱い表面を
叩く
固い表面、動作の
厳しさ、きつさ、
確実さ、空洞から
外への運動
抵抗のない表面を
滑る、液体、
流動体

軽い、小さ
い、細かい
重い、大き
い、粗い
軽い、小さ
い、細かい
重い、大き
い、粗い
軽い、小さ
い、細かい
重い、大き
い、粗い
軽い、小さ
い、細かい
重い、大き
い、粗い

捉えにくい

CVCV の C1
軽い、小さ
い、細かい
張力のある
表面、肥満
重い、大き
い、粗い
軽い、小さ
張力の弱い
い、細かい
表面、弛
緩、目立た
重い、大き
ない
い、粗い
軽い、小さ
固い表面、
い、細かい
きつさ、
重い、大き
確実さ
い、粗い
静か、軽い、
小さい、細か
抵抗のない
い
表面、液
体、流動体
重い、大き
い、粗い
滑り、捉えにくい、粘着性、
のろさ
揺れ、頼りない動き

/y/
/h/
/w/
子
音
な
し
/m/

息

破裂、破れる、
完全に覆われ
る、膨張、肥満
叩く、接触、
密着、合致
開く、中から出
てくる、上下か
内外の運動

接触しながら
動く、摩擦
力のなさ、
折れ曲がる
輪郭がはっきり
しない

美しさ、弱さ

興奮、動揺

柔らかさ、弱さ?

抑圧
流れるような
運動

/r/
口
蓋
化

CVCV の C2

子供っぽさ、雑多なもの、制御の不十分さ
（浜野 2014: 39）
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表 2-1 に示されているように、重さの対立は、語頭の阻害音の有声・無声の対立により表さ
れる9。例えば、ものが回る様子を表す「くるくる」と「ぐるぐる」を比べてみると、有声
の子音が使われている後者の方がより重い物体の様子を表す。
最も語頭の位置を好む子音は、抑圧の意味を表す/m/と上品さを表す/h/である。一方、C2
にしか現れない音は流動的な運動を表す/r/である。運動とは関係のない抑圧や上品さは C1
の語頭に位置し、運動と直接的に関係のあるものは C2 に位置する。つまり、(2-25) で示し
たように、ものの運動と関係するものは第 2 子音に来るわけである。例えば、「はらはら」
は、花びらが風に揺れたり散ったりする様子を表すが、第 1 子音の/h/が弱々しい、美しい、
優しいという意味を、第 2 子音の/r/が流れるような運動を表す（浜野 2014: 35）。
次は、母音の音象徴的意味について見ていく。子音の場合と同様、母音における音象徴的
意味も CV タイプの語根と CVCV タイプの語根の 2 つに分かれる。以下の表 2-2 に、CV タ
イプの語根の意味をまとめたものを引用する。

表 2-2. CV タイプの母音の基本的な音象徴的意味
/i/
/e/
/a/
/o/
/u/

線状、細さ、高音、緊張
野卑
広い、平ら、広範囲、目立つ
目立たない
突き出る
（浜野 2014: 46）

上記の表 2-2 の他にも、金田一 (1978) は、母音/u/は心理や生理的状態を表し（例：「子
どもは外で遊びたくてうずうずしていた」）、/e/は俗っぽさや否定的なイメージを表すとし
ている（例：「彼は美人に囲まれてでれでれしていた」）。
一方、CVCV タイプの母音においては、語根内の位置における意味の分化は、子音ほど明
確ではないものが多いとされる。意味の役割が明確に区別されるものにおいては、第 1 母音
(V1) は「運動する物体、運動する物体が始めに接触するものの形」、あるいは「運動の初
期の形」を表し、第 2 母音 (V2) は「物体や運動の終わりの形」あるいは「運動が及ぶ範囲
の大きさ」を表す。つまり CVCV タイプの母音 V1 と V2 は、CV タイプの母音と同様、もの
の形に関する意味を表し、位置による違いが事象の始まりと運動の範囲にそれぞれ対応する

9

南部 (1992) は、子音の有声・無声の対立による意味の違いが「巨大性」（物体、音、量、運

動、状態の多少、大小）、「鋭鈍性」（刺激、明度の鋭鈍、済濁、粗太）、「印象性」（印象の
良悪）に関わるとしている。
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ということである。ただし、CVCV タイプでは、同じ母音の組み合わせが全体の約 3 分の 1
に達するとされている。これらは、運動の始めと終わりが同じ動きを表すためと考えられる
（浜野 2014: 46）。以下の (2-26) は/-a-a/の組み合わせのもの、(2-27) は/-u-u/の組み合わせ
のものの例である。

(2-26) 皮膚がカサカサしている。
(2-27) 重曹と酢を合わせるとプツプツ泡が出て来ます。
（浜野 2014: 49 の一部を抜粋）

母音/-a-a/の組み合わせは＜薄く広がったもの＞を、/-u-u/の組み合わせは＜小さい突起や泡
ができている状態＞を表す（浜野 2014: 49）。(2-26) は肌の表面に脂気や水分が不足し、乾
燥している状態を、(2-27) は水中に泡が連続して発生する様子を表している。両方とも同一
の状態または運動が繰り返し継続的に行われる様子を表している。
これ以外は V1 と V2 に異なる母音が使われることになる。浜野 (2014: 46-51) に準拠して、
高頻度で現れる組み合わせのパターンとその意味を表 2-3 にまとめる。

表 2-3. CVCV タイプにおける母音の組み合わせと基本的な音象徴的意味
V1
/i/
/i/

V2
/a/
/u/

/o/

/a/

/u/

/a/

/a/

/u/

/a/

/i/

/o/
/i/
/a/

/i/
/i/
/a/

/o/

/o/

/u/

/u/

/e/

/a/

音象徴的意味
細いものが広い範囲に動いたり影響したりすること
細いものが突き出ること
小さめのものが広がるか、あるいは結果として平ら
になること
突き出てから広がること
口を大きく開けて食べたり飲んだりすること、広い
面に食い込むこと
広がったものが縦に割れたり、何かに当たって高い
音を出すこと
目立たない
線を合わせること
薄く広がるもの
格別細くも大きくも小さくもないもの、または目立
たないもの
小さい突起や泡ができてその状態にあること
下品なやり方で、または、不必要に精力的に、広い
範囲に何かをすること

具体例
「ぴたぴた」「ぴかっ」
「ぴくっ」「ちくっ」
「ぽたっ」「ぽかっ」
「ぷかっ」「ふわふわ」
「ぱくっ」「がぶがぶ」
「ぱりっ」「はきはき」
「ぼちぼち」「ばりばり」
「ぴっちり」「きっちり」
「ぱさり」「かさかさ」
「ぽろぽろ」「ぽそっ」
「ぷつぷつ」「ぶつぶつ」
「ぺらぺら」「てかてか」
（浜野 2014: 46-51 を再構成)
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この他にも日本語オノマトペの「拗音」についても多くの検討がなされている（例：「し
ょぼしょぼ」「ちゃらちゃら」）。拗音は、口蓋化された子音のことをいう。意味的に、子
どもっぽさ、未成熟、不安定、上品さの欠如、安っぽさ (Mester & Itô 1989)、抑制の不十分
さを表すとされる（Hamano 1994, 1998; 浜野 2014; Schourup & Tamori 199210）。また、こう
した意味的特徴が評価性と結びつくことが多く、肯定的なニュアンスとしては＜子どもらし
さ・かわいらしさ＞、＜小さい・かわいらしいものの動き＞、＜しっかりしている・快感＞
を、否定的なニュアンスとしては＜不安定な状態や不安定な動き＞、＜しまりがない・形が
きれいに整っていない・不快感＞＜騒音＞を表す（Pantcheva 2006; Jakobson & Waugh 1979;
Ohala 1994 も参照）。拗音には、CVCV タイプの各子音で見るような語中の位置による意味
的な相違はないとされる（浜野 2014: 39）。
一方、/e/は使用頻度が最も低い (Hamano 1998, 2014)。Hamano (1998) は CVCV タイプの
語根のオノマトペに使われた母音を調べた結果、/e/はわずか 8%に過ぎなかったと報告して
いる。こうした使用頻度の低さは、他の母音の使用頻度と比較するとより明らかである
（/i/: 19%, /a/: 27%, /o/: 24%, /u/: 22%）。日本語における母音/e/の低い使用率は、オノマトペ
に限ったことではなく、和語や英語などの借用語においても広く見られる現象である。
「べらべら」「てらてら」に見られる/e/の否定的意味は、おそらく一般語における低い使
用頻度によるものと考えられる。使用頻度が低いということは、当該現象があまり一般的で
はなく、全体の体系から逸脱した特異な現象であることを示唆する。こうした非一般性が、
否定的なイメージを想起させる主なきっかけになるものではないかと考えられる11 （窪薗
1999: 58）。
以上、日本語における音韻的音象徴について見てきた。以下では、韓国語オノマトペの音
韻的音象徴について概観する。

2.3.2. 音韻的な面における音象徴的意味：韓国語オノマトペの場合

10

Schourup & Tamori (1992) は、拗音が用いられている語（例：「ばしゃばしゃ」）と用いられ

ていない語（例：「ばさばさ」）の 61 組を対象に、＜抑制の不十分さ＞の意味について検討し
ている。分析結果、＜抑制の不十分さ＞によって意味の対応が明確に認められるものは、わずか
1 組のみであったという（例：「ぴゅーぴゅー」「ぷーぷー」）。
11

浜野 (2014: 43) は、/e/の否定的な意味は、発生方法や音響に基づくものではなく、「すげ

え」「ひでえ」などで見るように、社会的価値観と同じ基盤にあるとしている。
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韓国語オノマトペの音韻的音象徴においては、2 項対立の母音体系（陰母音／陽母音）と
3 項対立の子音体系（平音／激音／濃音）の交替現象が中心的な役割を担う。韓国語の基本
的な母音には、[i], [a], [o], [ɛ], [ɯ], [ɨ], [ʌ] があり、[i] は中性母音に、[ɯ], [ɨ], [ʌ] は陰母音系
列に、[a], [o], [ɛ] は陽母音系列に属す。2 項対立の母音体系は、陽母音と陰母音という母音
調和を基盤としている。母音調和とは、ある言語の単語ないし単語の連鎖における母音の出
現を決める法則のことをいう12。具体的に言うと、ある言語内の全ての母音を特定の音韻的
な基準によって分類し、異なるグループに属す母音間の共起は許さない、という現象である。
現代韓国語で母音調和は、特にオノマトペ体系において顕著に見られる現象であるため13、
以前から多くの関心が寄せられてきた（Cho 1994; Lee 1992; ジョン・インスン 1938; KimRenaud 1976; Kwon 2018; Larsen & Heinz 2012; McCarthy 1983; Sohn 1999 など）14。2 項対立の
母音対応関係と交替パターンを、以下の図 2-4 のようにまとめる。

12

母音調和は、韓国語に限らず様々な言語において見られる現象である。例えば、トルコ語の

母音調和は、前舌 ([e], [i], [ö], [ü]) と後舌 ([a], [ɪ], [o], [u]) の対立によって実現される（例：
[etek] ＜スカート＞、[baba] ＜お父さん＞）（ノ・チェファン 2015: 99）。
13

母音調和は、15 世紀中期から次第に乱れる傾向を見せ、現代韓国語では、オノマトペ体系と

補助動詞の接尾辞（/-a/と/-e/）にのみ見られる。
14

しかし、オノマトペに見られる母音調和現象は、現代韓国語ではやや乱れており、本来なら

母音調和の規則に違反するものもたびたび観察される。例えば、陽母音/a/と陰母音/wu/の組み合
わせ（例：sappwunsappwun＜音がしないように軽やかに歩く様子＞）や陽母音/o/と陰母音/u/の
組み合わせ（例：tongkultongkul＜ものが丸々としている様子＞）、陽母音/ay/と陰母音/u/の組み
合わせ（例：sayngkulsayngkul＜にこやかに笑う様子＞）などが挙げられる（アン・インスク
2007; キム・ホンボム 1995）。これに関連する考察として、Larsen & Heinz (2012) による現代韓
国語のオノマトペにおける母音調和現象の考察が挙げられる。Larsen & Heinz (2012) は、韓国語
オノマトペ 3,972 語を対象に母音調和現象を検討し、伝統的に中性母音といわれることが多い/i/
と/u/は、中性母音であることが確実に認められ、/a/は部分的に中性母音で現れることが多い、と
いう結果を得ている。更に/wu/と/wi/も、部分的に中性母音として用いられることがあると述べ
ている。
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図 2-4. 韓国語オノマトペの母音調和と母音交替パターン
（Kwon 2018 と Larsen & Heinz 2012: 435 を参照）

以下の表 2-4 が示すように、韓国語オノマトペは母音の体系的な交替によって微細なニュ
アンスの違いを表すことができる。従来の研究（青山 1977; ホ・ウン 1958; ジョン・イン
スン 1938; Kim 1977; イ・スンニョン 1954, 1978; 野間 1990; Sohn 1994）で指摘されている
陰母音と陽母音の音象徴的なイメージの対応関係を、以下の表 2-4 にまとめる。

表 2-4. 陽／陰母音の意味的な対応関係
陰母音

大

重 暗 厚 弱 遠 遠 鈍 遅 濁 粗 醜

悪 低 緩 長 深

陽母音

小

軽 明 薄 強 近 親 鋭 速 清 密 美

善 高 急 短 浅

例えば、陽母音が用いられた kkolttakkkolttak は＜少量の液体を少しずつ飲み込む音または様
子＞を表すのに対し、陰母音が用いられた kkwulttekkkwulttek は＜大量の液体を勢いよく飲み
込む音または様子＞を表す。すなわち、陰母音が陽母音に比べ、大きく強い意味を表す。
一方、3 項対立の子音体系は、音声学的な特性により、平音 (plain)、濃音 (tense)、激音
(aspirated) の 3 つに分類される。これらの体系を以下の表 2-5 に示す。

表 2-5. 韓国語の子音における平音／濃音／激音の体系
両唇音

歯茎音
閉鎖音

摩擦音

硬口蓋音

軟口蓋音

平音

/p/ [p]

/t/ [t]

/s/ [s]

/c/ [tɕ]

/k/ [k]

濃音

/pp/ [p’]

/tt/ [t’]

/ss/ [s’]

/cc/ [tɕ’]

/kk/ [k’]

激音

h

/ph/ [p ]

h

h

/th/ [t ]

/ch/ [tɕ ]

/kh/ [kh]

声門音

/h/ [h]

表 2-5 の子音体系は、肺から出る息の強さや声咽頭緊張度という調音音声学的な特徴から区
別される。具体的には、息の強さは激音＞平音＞濃音の順に弱くなり (Abramson et al. 1965;
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Kim 1965; Lisker & Abramson 1964)、声道の緊張度は濃音＞激音＞平音の順に弱くなる（ピ
ョ・ジンイ 1975）。これらの子音の音象徴的意味をまとめると、表 2-6 のようになる。

表 2-6. 韓国語の子音における平音／濃音／激音の音象徴的意味
平音
濃音15
激音

柔

弱 緩慢

澄 鋭 硬 強 堅 密
濁

鈍 粗 激 急
（兪 2002: 167）

例えば、平音が用いられた tongkultongkul は、＜ものの丸々とした様子＞を表し、濃音が用
いられた ttongkulttongkul はものの形状が丸いこと、あるいはものの材質が固いことを強調す
るような意味を表す16。これに関して、パク・ドングン (1997, 1999) は、濃音は平音に比べ、
ものの中心的な属性を強調する意味を表すとし17、特にものの密度の高さや精密さを強調す
ると指摘している18。
一方、日韓両言語は、大小のイメージにおいて正反対の傾向を見せる (Garrigues 1995)。
大きさの順で日本語は、[a] > [o] > [e] > [ɯ] > [i] の順番に並べられる一方、韓国語は、[i] >
[ɯ] > [ɨ] > [ə] > [a] > [o] > [ɛ] の順番に並べられる（小林 1977; 兪 2002; Hamano 1998 と Kim

15

兪 (2002: 167) では「硬音」という用語を使用している。

16

Kwon (2015: 22) は、3 項対立の子音体系における意味的な対応関係を、強さ (intensity) の程

度 に よ っ て 説 明 し て い る 。 具 体 的 に 言 う と 、 平 音 は 中 立 (neutrality) 、 濃 音 は そ れ に 強 調
(intensiveness) が加わり、激音は更に強調が加わり超強調 (para-intensiveness) の意味を表すとし
ている。この区別は、調音時の呼気のエネルギー量に基づいたもので、（外部に向かって発散す
る）力の強さと関係している。一方、ここでいう「材質の固さ」とは、対象そのものの属性ある
いは性質に関わるもので、材質の濃密さ、密集性を示す (Koo 2007 を参照）。
17

濃音が持つ強調的意味は、オノマトペに限らず、一般語でも頻繁に見られる現象である

（例：sarangha- [saraŋha-] ＜愛する＞、ssaranha- [s̕araŋha-] ＜強く愛する＞）(Koo 2007: 209）。
18

ただし、全てのオノマトペが 3 項対立の子音体系を持っているわけではない。最も典型的な

対応は、平音／濃音あるいは平音／激音のペアである。キム・ホンボム (1997) の語彙リストを
調べたところ、3 項対立を全て備えているものは、リストに挙げられている 5,120 語のうち、わ
ずか 76 語に過ぎなかった。
38

1977 も参照）19。例えば、日本語でおぼつかない足取りで歩く様子を表す「よたよた」と
「よちよち」を比較すると、「よちよち」は、幼児や子どもがたどただしく小さい歩幅で歩
く様子を、「よたよた」は、より大きく重たい足運びで歩く様子を表す (Garrigues 1995:
373)。一方、韓国語でものを踏み続ける様子を表す cakuncakun と cikuncikun を比較すると、
cikuncikun の方がより強い力や大きい動作を表す。このように日韓両言語は、音声的に類似
する母音を持ちながらも（韓国語の [ɨ] と [ʌ] を除く）、オノマトペの母音体系の音象徴
的意味について大きな差を見せる。
この差を生む要因は、韓国語オノマトペの陰／陽の 2 項対立の母音体系である。韓国語の
母音体系の表記における陰／陽の 2 項対立は、中国の春秋戦国時代（紀元前 8 世紀～3 世
紀）の「陰陽思想」に基づいたものである20。「陰陽思想」は、中国の哲学である力学に基
づくもので、天文学が基盤になっている。この思想では、宇宙の全ての現象を陰と陽という
対立的でありながら決して分離できないものと捉える。
15 世紀に作られた『訓民正音』の母音の表記は、「·」[ʌ]21、「ㅡ」[ɨ]、「ㅣ」[i]の 3
つを基本としている。これらの 3 つの母音は、天、地、人の概念を形状化したもので、
「·」は「天」を、「ㅡ」は「地」を、「ㅣ」は「人」をそれぞれ表す。これらの意味は、
「天地人」の思想に基づいている。これらの母音のうち、「·」を「ㅡ」と「ㅣ」の上下ま

19

これは、2 項対立するものを比べた際の相対的な語感の違いであり、全てのものがこの順番に

並べられるわけではない。例えば、笑い声を表す擬音語では、haha＜はは＞は、hihi＜ひひ＞や
hoho＜ほほ＞より口の開きが大きく、声の大きさも大きい。
20

『訓民正音』の「解例」には、母音・子音が作られた原理や字母を使ってどのように文字が

作られるのかに対する解説が用例とともに紹介されている。「解例」の初頭に『訓民正音』が
「陰陽思想」に基づいているということを示すものとして、次のような文が書かれている。
天地之道

一陰陽五行而已

凡有生類在天地之間者

坤復之間爲太極

捨陰陽而何之

而動靜之後爲陰陽

故人之聲音

習有陰陽之理

顧人不察耳

（現代語訳）＜天地の自然の原理は、陰陽思想のみである。坤と復の間が太極になり、この太極
が動いたり止まったりした後に陰と陽が作られるわけである。推し量って考えてみると、天と地
の間に命を持って存在するものが陰陽を置き去ってどこに行けるのだろう。よって、人間の音も
全て陰陽の原理に基づくわけだが、人が察しないだけである＞（国立国語院 2008: 93-94）
21

この音は、現代韓国語では用いられない音で、およそ 16 世紀から 18 世紀にかけて消滅した

とされる。20 世紀初頭までは、文字としての表記は残っていたが、1933 年に制定された Hankul
macchwumpep（韓国語正書法）により、文字としても消滅した。
39

たは左右に付ける方法で母音を形成していき、計 21 の母音が作られる。ここで「·」が母
音のどの位置に付けられるのかによって陰／陽の体系が決定されるが、「·」が「ㅡ」と
「ㅣ」の右側あるいは上部に付けられると陽母音系列に、「·」が「ㅡ」と「ㅣ」の左側あ
るいは下部に付けられると陰母音系列に属すようになる。陽母音の母音が作られる際に
「·」が「ㅡ」と「ㅣ」の右側あるいは上部に付けられるのは、「天（「·」）から作られ、
陽になるため」であり、陰母音が作られる際に「·」が「ㅡ」と「ㅣ」の左側あるいは下部
に付けられるのは、「地（「ㅡ」）から作られ、陰になるため」という原理に基づいている
（国立国語院 2008: 98）。
例えば、「ㅏ」[a] は、「·」が「ㅣ」の右側に、「ㅗ」[o] は上部に付けられたため、
陽母音系列に属し、「ㅓ」[ə] は、「·」が「ㅣ」の左側に、「ㅜ」[ɯ] は、「·」が
「ㅡ」の下部に付けられたため、陰母音系列に属す。「ㅣ」[i] は中性母音である。このよ
うに韓国語の母音体系における形式と意味の関係は、東洋の伝統思想を取り入れて作られた
非類像的な文字体系である22。表 2-4 で示した通り、陰母音系列は大きいという意味を、陽
母音系列は小さいという意味を表すため、陽母音である [a] が陰母音 [i] に比べ、小さい意
味を表すことになる。これは、[a] が大きいという意味と結びつく普遍的傾向 (Jespersen
1922) に反する特異な現象として、たびたび注目を浴びている (Diffloth 1994)。このように
韓国語の母音体系には、形式と意味の分布に個別言語特有の規則性が存在する。これは、体
系性 (systematicity) と呼ばれるもので、形式と意味の類似性により定義される類像性（第
2.2 節を参照）とは区別される (Dingemanse et al. 2015)。
一方、Shinohara & Kawahara (2016) は、母音 [a] は＜大＞、母音 [i] は＜小＞というイメ
ージの普遍性・類像性を裏付ける実験結果を報告している23。中国語、英語、日本語、韓国
語の母語話者を対象に＜大＞のイメージを喚起させる音声学的要因について考察を行い、母
音の後舌性という音声素性が＜大＞のイメージを決定する重要な要因であると報告している。

22

これは、あくまで文字の形式と意味の関係を捉えているもので、母音の音そのものが「陰陽

思想」に基づいていると主張するものではない。
23

Shinohara & Kawahara (2016) は、中国語（北京語）話者 20 人、英語話者 22 人、日本語話者

42 人、韓国語話者 19 人を対象に、VCVC 構造の 2 音節の無意味語（例：ibib, etet）40 語を呈示
し、大きさの意味を推測して 4 段階尺度 (1 = very small, 2 = relatively small, 3 = relatively large, 4 =
very large) で回答してもらう実験を行っている。用いた子音は有声阻害音 [b, d, g, z] と無声阻害
音 [p, t, k, s] で、母音は [i, e, a, o, u] を用いた。
40

具体的には、[a] が大きいイメージに、[i] が小さいイメージにそれぞれ結びつくという。こ
こで興味深いのは、実験に参加した韓国語母語話者は他言語の母語話者と同様に、[a] を大
きいイメージに、[i] を小さいイメージに結びつけたという点である。この結果は、韓国語
母語話者は大きさのイメージについて通言語的に普遍的な傾向を示しつつ、オノマトペとい
う特定の体系においては、陰／陽という非類像性が働いているということを示唆する。
以上、日韓オノマトペの音韻的な面における音象徴的意味について概観した。日本語では
清濁の対立と語中における位置によって、韓国語では 2 項対立の母音体系と 3 項対立の子音
体系の対立によって音象徴的意味を表す。言語間でその表し方は異なるものの、音韻的操作
による音象徴的意味は、言語音を用いて外界の音や様態を写し取るオノマトペにとって非常
に重要な要素である。更に、オノマトペは形態で事象のアスペクト的な情報や数量に関する
情報、話者の態度までも表すことができる。次節では形態的な面における音象徴的意味につ
いて概説していく。

2.3.3. 形態的な面における音象徴的意味：日本語オノマトペの場合

日本語オノマトペは、大きく語根の重複（完全重複形）、強調接中辞「ッ」「ン」、接尾
辞「ッ」「ン」「リ」「イ」の添加という 3 つの形態的要素によって音象徴的意味を表す
（Akita 2009; Hamano 1986; 1998, 浜野 2014; 筧・田守 1993; 南部 1992; 田守・スコウラッ
プ 1999）。この 3 つの要素は、日本語オノマトペにおいて体系的に観察される特徴である
ため、たびたび「オノマトペ標識 (onomatopoeic marker)」(Waida 1984) と呼ばれる。
重複形は、通言語的に一般語体系においても類像性の高い意味を表す代表的な形式の 1 つ
とされる。重複形は、語根を繰り返す完全重複形と語根の一部を重複して繰り返す部分重複
形に分かれ、事象の反復性や継続性、複数性、強調の意味を表す（Dingemanse 2015; Fischer
2011; Gil 2005; Nadarajan 2006; Rubino 2005; Regier 1998; Wang 2005; Zwicky & Pullum 1987 な
ど）。日本語オノマトペについて、角岡 (2007: 89) は、語根を 2 回繰り返した C1V1C2V2 タ
イプの完全重複形（例：「とろとろ」）がとりわけ多く、角岡 (2007) のデータベース全体
の 42.13%の割合を占めるとしている24。完全重複形の意味的特質としては、事象の繰り返し、
状態の持続、複数性、強調の意味を表すとしている25。例えば、非重複形が用いられた「く

24

Kwon (2017) は、日本語固有語とオノマトペの完全重複形を比較し、オノマトペにおける完全

重複形は、固有語に比べ生産性が高いという結果を得ている。
25

重複形は、オノマトペ特有のものではなく、名詞や動詞、形容詞など一般語体系においても

多く見られる（例：人々、国々、好き好き、黒々）。語根を繰り返すことによって数量、様態ま
41

るっと回った」は 1 回の回転を、重複形が用いられた「くるくると回った」は複数回の回転
を表す。
強調辞の促音「ッ」と撥音「ン」は、運動に強い力が加わること、あるいは状況が激しい
ことを強調する意味を表す（Hamano 1986; 浜野 2014: 55; Martin 1952）。これらの強調辞を
2 拍目に持つオノマトペ（例：「ふんわり／ふわり」「ぴったり／ぴたり」）は、ほぼ半数
のものにおいて「たっぷり／*たぷり」や「にんまり／*にまり」、「ぼんやり／?ぼやり」
のようにその対応形式を持たない（Hamano 1986, 1998; 浜野 2014; 守山 2002; 筧・田守
1993; 田守・スコウラップ 1999）。
次は、接尾辞「ッ」「ン」「リ」「イ」について見ていく。接尾辞「ッ」と「ン」は、接
中辞「ッ」と「ン」とは意味的に明らかに区別されるものである。接尾辞の「ッ」は、「ぴ
たっ」「すくっ」「ぽきっ」などが示すように、動作の持続時間が短いこと、あるいは急な
動作（角岡 2007）、瞬間性、スピード感（Hamano 1986; 泉 1976）、軽快性、動作の開始
（南部 1992）を表す。語末の「ン」は、「ぼん」「ばたん」「かちん」のように擬音語に
添加し、音の共鳴を表したり（田守 1993）動作が持続することを表したりする（例：「膝
ががくんと曲がる」）（角岡 2007: 80）。一方、接中辞「ッ」と「ン」は、「ぴったり」
「ばったり」「げんなり」などが示すように、運動に強い力が加わること、あるいは状況が
激しいことを表すことから（浜野 2014）、急な運動、スピード感を表す接尾辞の「ッ」と
音の余韻、動作の持続を表す語末の「ン」とは区別される。
「リ」は、上述の「ッ」と「ン」に比べ、運動がゆったりとあるいは静かに起こる様子を
表す（例：「｛ぽかっと／ぽかんと／ぽかりと｝穴があいた」）（浜野 2014: 58; 田守
1993）。また、「ぎくり」「うっとり」「あんぐり」のように、動作が静止する様子を表す
ため、完了性と状態性の意味が出てくる（Hamano 1998; 黄 2004; 角岡 2007）。しかし
「リ」の意味的特徴（例：「きっちり」「ぱっちり」）は、他のオノマトペ標識に比べると、
やや具象性を欠いており、その分布も不明な点が多いとされる。このタイプのオノマトペは、
特に接中辞「ッ」を持つ「さっぱり」「はっきり」などのものは、他のオノマトペに比べる
と、一般語化が進んでおり、必ずしも具体的な意味を表すとは限らない（浜野 2014; 田守
1993）。

たは程度を強調する働きを持つということは、オノマトペと共通するものの、オノマトペとは異
なる意味合いを表す場合もある。例えば、「食べ食べ」は＜食べながら＞という進行の意味が表
われる（角岡 2007: 90）。「こどもこども」は対象に対する非難、軽蔑の意味が含まれ る
（Kwon 2017: 31）。しかし、こうした意味合いは、オノマトペの重複形では見られない。
42

第 2.3.1 節で述べたように日本語オノマトペの語根は、CV タイプと CVCV タイプの 2 種
に分かれるが、語末に「イ」が添加されるものは CV タイプに属す。角岡 (2007: 86) は、
「ぐい」「ぷい」「ぴょい」などの 9 語を挙げ、これらのものは力が込められたやや強い動
作を表すと述べている（例：「三郎がついと立ち上がった」）。

2.3.4. 形態的な面における音象徴的意味：韓国語オノマトペの場合

韓国語オノマトペは、大きく重複（完全重複、部分重複）と語末子音の添加という 2 つの
形態的要素によって音象徴的意味を表す。
重複形は、前節の日本語の場合と同様、韓国語オノマトペにおいても最も典型的な形式で
ある。その中でも語根、または語幹を 2 回繰り返した完全重複形が全体のオノマトペの約
46% (4,931/10,743) を占め、最も高い割合を占める（ソン・ダルイム 2012: 33）。ただし、
韓国語オノマトペの完全重複形は、2 音節の語根、または語幹のものが繰り返して 4 音節に
なったもの（例：kkwupekkkwupek＜こくりこくり＞）と、1 音節の語根が 2 音節になったも
の（例：（例：thongthong＜ものを軽く叩く音＞））の 2 種類に分かれる。また、それほど
多くはないが、3 音節のものが 6 音節になったもの（例：ketulmekketulmek＜偉ぶって生意気
に振る舞う様子＞）と、4 音節のものが 8 音節になったものも存在する（例：
saykunpalttaksaykunpalttak＜息苦しいほどとても速い呼吸をしている様子＞）。一方、韓国
語オノマトペには、2 音節の語幹が重複形を形成しなくても、そのまま 1 つの語として機能
するものが多い。寧ろ、完全重複形の 4 音節でしか使えないもの（例：mwulekmwulek＜す
くすく、もくもく＞）は、ソン・ダルイム (2012) に挙げられているデータベース 4,272 語
の約 20%（850 語）である（ソン・ダルイム 2012: 33-34）。完全重複形は、2 音節のもの、
4 音節のもののように、その音節数は異なるものの、いずれも事象の繰り返しや状態持続、
複数の動作、強調の意味を表す（パク・ドングン 1997）。
一方、韓国語オノマトペの重複形には、語根の一部が重複した部分重複形も多く存在する。
部分重複形は、擬態語より擬音語において多く観察され、語末音が重複される場合（例：
tteykwul＞tteykwululu＜丸い物体が転がる様子＞）と、語の一部の音が重複される場合（例：
asak＞asasak＜新鮮な果物や野菜をかじる音＞）の 2 つのタイプに分かれる26。部分重複形
は、いずれも動作の持続時間の延長や段階性、漸進性などの意味を表す。

26

韓国語における部分重複形（オノマトペと一般語両方を含む）の語形成の仕組みについては、

これまで様々な議論がなされているが（Jun 1994; Kim 2003; Davis & Lee 1996 など）、本節では
43

語末に位置する子音は、アスペクト的意味を細分化する重要な役割を持つ。興味深いこと
は、語末子音の分布を見てみると、一般語における子音の分布とは大きく異なる様相を見せ
るという点である。これを踏まえると、韓国語オノマトペの語末子音は、先述の日本語オノ
マトペで見た「オノマトペ標識」に当たるものと考えられる。
韓国語（漢語や外来借用語を除く固有語）における母音や子音の分布を見ると、母音で終
わるものが全体の約 40%を占める（ユ・ジェウォン 198527）。一方、オノマトペ体系にお
いては、子音/-k/の占める割合が約 40.76% (1,001/2,456) であり、母音で終わるものはわずか
約 6.7% (165/2,456) に過ぎない。特に高頻度に現れる子音は、/-k/ (40.7% (1,001/2,456))、/-ŋ/
(19% (467/2,456))、/-l/ (17.5% (431/2,456)) である（キム・ホンボム 1995）28。こうした分布
は、一般語における子音の分布とは変わった様子を見せることから、これまで多くの研究者
に注目されてきた（Martin 1962; チェ・ボムフン 1985; ヤン・ジュドン 1942）。以下の表
2-7 に、Martin (1962)、野間 (1990)、パク・ドングン (1997) による考察の結果をまとめてお
く。

それらのうち、オノマトペに特化したソン・ダルイム (2012: 92) による分析法を採用すること
にする。
27

語末音を頻度順に並べると、/i/ (26.7%)＞/a/ (14.7%)＞/l/ (10.1%)＞/k/ (7.9%)＞/o/ (5.6%) /k/＞/m/

(5.2%) のように、/i/と/a/が占める割合が最も高い（ユ・ジェウォン 1985: 805）。
28

ソン・ダルイム (2012) でも類似した結果を得ている。ソン・ダルイムは、1 音節、2 音節、3

音節のものにおいて閉音節で終わるものは、それぞれ 85.58% (248/283)、98.88% (2,837/2,869)、
81.44% (1,145/1,406) であるとしている。最も典型的な音節構造は、1 音節においては CVC タイ
プ（例：ccak＜ものが瞬間的に割れたり破れたりする音＞）、2 音節においては CVC.CVC タイ
プ（例： hil.kkus＜素早く一回見る様子＞ ）、 3 音節において は CV.CV.CVC タ イプ（例 ：
hwu.lwu.lwuk＜液体や麺類を素早くすする音＞）であると述べている。
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表 2-7. 韓国語オノマトペの語末子音の音象徴的意味
/-k/

/-n/

/-l/

/-m/

/-p/

Martin
(1962)

急な停
止、鋭
さ、窮屈

軽さ、
早い動き

滑らか
さ、流
れ、液体

広い空
間、穏や
かな、十
分な

野間
(1990)

急な停止
鋭い終結

軽い響き
弾みの
ある移行

弾み、揺れ
振動

緩行、停滞
閉鎖

急な停止
理屈

パク・
ドン
グン
(1997)

強勢
停止

流れ
滑らかさ

継続感

閉鎖感

/-s/ (-t)

/-ŋ/

小ささ、
立派な、
詳しさ

丸い、空
洞、開放
感
響き・
余韻
漸次的な
消滅

軽快感

滑らかな
流れ
弾力感

例えば、ものが風に吹かれる音または様子を表すものとして phallak と phallang が挙げられ
るが、語末に/-k/が用いられた前者がより勢いよく揺れる様子を表すのに対し、/-ŋ/が用いら
れた後者はより弱い揺れ方、余韻のある音を表す。このように語末の子音は、意味の細分化、
具体化に重要な役割を果たす。
語末子音の分布は特定の子音 (/-k/, /-ŋ/, /-l/) に偏ってはいるものの、体系的な対応関係を
成すとされる（パク・ドングン 1997, 1999）。その中で最も多く見られるのが/-k/と/-ŋ/の対
応関係で、上に例示した phallak と phallang がその代表的な例である。語末子音が/-ŋ/のもの
は/-k/のものに比べ、より柔らかく軽快な動作を表す。
最後に、両言語における相違点について簡単に触れる。両言語において最も大きな相違点
が見られるのは、両言語とも母音や子音の交替によって意味の違いを表すものの、それぞれ
の体系の意味への貢献の仕方が異なるという点である。日本語は有声／無声という子音の対
立によって重さ、大きさ、印象の良し悪しの意味を表す一方（泉 1976; 大坪 2006）、韓国
語は陰／陽母音の対立によってそのような意味を表す（閔 2001; 兪 2002）。例えば、日本
語の「さらさら」は＜あぶら気や湿気がなく、快く乾いて肌触りの良い状態＞を、「ざらざ
ら」は＜ものの表面に粒状の物質が多く付着して、滑らかではない状態＞を表す。一方、韓
国語の pasakpasak は＜あぶら気や水気が少なく、いい具合に乾燥した小さな物を噛み砕く
音またはそのような状態＞を表し、pesekpesek は＜あまりにも乾燥し過ぎて、物が粉々にな
りやすい状態、あるいはそのような物をかじる音＞を表す。
以上、本節では日韓オノマトペにおける音象徴的意味を、音韻的な面によるものと形態的
な面によるものに分けて概説した。これまで扱った要素以外にも韻律的な面における音象徴
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的意味もある。例えば、日本語は、CVCV タイプの語根を持つものにおいて統語機能により
アクセントパターンが 2 つのタイプに分かれる。副詞と動詞では語頭にアクセントが置かれ
る（例：「紙をくしゃくしゃと丸める」）一方、形容詞と名詞では低高高高の平板型のパタ
ーンになる（例：「シャツがくしゃくしゃだ」）。こうしたアクセントパターンの違いにつ
いて、Kageyama (2007) は、語頭にアクセントが置かれるか否かは、時間的な動的意味の有
無によると指摘している。状態を表さない動詞と様態副詞は、時間にともなう事象の進行過
程を示し、動的事象を表すため、語頭にアクセントが置かれることになる。その一方で、形
容詞と名詞は、ものの属性や状態といった静的事象を表すため、時間にともなう事象の変化
過程は表さない。よって形容詞と名詞は、平板型のアクセントパターンを示すことになる。
一方、韓国語オノマトペでは、日本語オノマトペのようにアクセントによって動的、静的事
象の違いを表すことはない。日本語オノマトペにおける頭高型、平板型というアクセントパ
ターンと、オノマトペのアクセントパターンと統語範疇の関係に見られる規則性は、第
2.3.2 節の韓国語の母音体系で言及した体系性という概念によって捉えられるものと考えら
れる。
最後に日韓両言語に共通する音韻的特徴として、長音化が挙げられる。長音化とは、母音
が長く引き延ばされる現象をいう。長音化により、動作や状態の持続時間の長さ、強調の意
味を表すことができる。日本語では「ぱーっ」のように、CV 語根のオノマトペでは母音が
長音化し、CVCV 語根のものでは「かたーん」や「がたーっ」のように、語末撥音と促音の
前が長音化し、「*かーたん」「*がーたっ」のように 1 拍目の母音が長音化することはない
（浜野 2014: 56）。語末に撥音、促音を伴わない CVCV タイプの語根のものは、「ふーら
ふら」のように 1 拍目の母音が長音化する。語末に「リ」を伴うものは、2 拍目の子音が/r/
か否かで異なる様相を見せ、「ゆらり」のように 2 拍目の子音が/r/のものは「ゆらーり」の
ように「リ」の直前が長音化するが、「ふわり」のように 2 拍目の子音が/r/ではないものは
「ふーわり」のように、必ずしも「リ」の直前で母音化が起こるわけではない。一方、韓国
語オノマトペは、音節末が閉音節で終わるものが圧倒的に多いため、調音上、長音化にかな
り制限がある。しかし、1 音節のオノマトペに限っては、語末子音の前で長音化が起こるこ
とがある（例：ccwuuk＜同一の事象が継続する様子＞、hwaak＜物事が早く進行する様子＞、
khwaang＜鉄砲を撃ったり爆弾などが爆発したりして大きく響く音＞）。こうした長音化は、
日本語のそれと同様、動作の持続時間の長さ、大きさなどの意味を強調する機能を持つ。

2.4. まとめ
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本章では、日韓オノマトペの基礎知識として、オノマトペの名称や定義、意味の下位分類
について概説した。また、類像性と音象徴を概観し、オノマトペの音象徴的意味を音韻的、
形態的な面の 2 通りに分けて説明した。第 3 章では、本論文の中心課題と直結する日韓オノ
マトペの動詞化体系を検討し、意味との関係について考察していく。
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第 3 章 日韓オノマトペの動詞化に関わる
複数の意味素性

3.1. はじめに

本章では、日韓オノマトペの統語体系とその分布について考察を進めていく。日韓オノマト
ペの統語範疇は、副詞、動詞、形容詞など多岐に渡る。ただし、こうした多様性の中にも一定
の規則性は存在する。本章と第 4 章の目的は、日韓オノマトペの統語体系が、オノマトペの意
味的な特質とどのような対応関係を成すのか、そこにはどのような秩序が潜んでいるのかを探
索することである。この議論により、日韓オノマトペの統語体系を見渡し、各統語形式と意味
素性の関係を明確にすることで、本論文の中心課題である形態統語的統合性の議論の基礎とす
る。
まず本章では、日韓オノマトペの述語用法の中で中心的位置を占める動詞用法に焦点を当て、
動詞化に関わる意味的な諸要素を提示し、これらの要素が両言語のオノマトペの動詞化にどの
ように関わっているのか、その優先順位はどうなっているのかを明らかにする。ここで動詞化
とは、オノマトペが機能動詞「する」あるいは接尾辞-kelita/-tayta/-ita/-hata との結合により、動
詞として機能するようになることをいう。すなわち、これらの形式が主節に位置し、項として
主語、目的語などの名詞句を取ることが可能になることを指す。本章で扱うオノマトペ動詞は、
日本語は「いう」と「する」動詞、韓国語は-kelita/-tayta/-ita/-hata 動詞である1。

1

日本語オノマトペを動詞化する接尾辞の中には、「くる」と「なる」も存在するが、本章の議論で

は論じないことにする。「くる」と「なる」は、結合するオノマトペに意味的、形態的な制限がある
ため、「する」と「いう」に比べ、その使用範囲が限られる。例えば、「くる」と結合し動詞を形成
するオノマトペの意味的特徴として、伊藤 (2013: 227-229) は次のように述べている。(i) 時間的に瞬
間的あるいは短時間の現象を表すものが多い（例：「きゅんとくる」「ぐらっとくる」）、(ii) 肯定
的とは言えない感情・感覚に関係するものが多い（例：「びりっとくる」「かちんとくる」）、(iii)
刺激や衝撃など、強い感覚を表すものが多い（例：「つんとくる」）という 3 つを挙げている。形態
的特徴としては、全て 4 拍以下のものであるとし、5 拍以上であるもの（例：「*のらりくらりとく
る」）は「くる」と結合できないとしている。一方、「なる」と結合し動詞を形成するものは、結果
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日韓オノマトペは、副詞として使用されるのが最も典型的だが、動詞としても機能する。動
詞用法の意味的分布や使用範囲は、副詞に匹敵するほど幅広い 2。オノマトペ動詞に関しては、
これまで数多くの研究成果が得られている。例えば、日本語ではオノマトペ動詞を形成する典
型的動詞とされる「する」動詞の意味的特質（伊東 2015; 影山 2005; Kageyama 2007; Tsujimura
2005）や使用頻度（Caldwell 2011; 黄 2011）、「いう」による擬音語の動詞化 (Toratani 2015)
に関する考察が挙げられ、韓国語では-kelita/-tayta/-hata/-ita の 4 つの動詞化、形容詞化接尾辞の
意味的特質やその分布状況（キム・ボヒョン 1999; イ・ミンウ 2005; パク・ドングン 1994a,
1994b; パク・ソンオク 2003）に関する考察が挙げられる。日韓対照研究からは、「する」動詞
と-kelita/-tayta 動詞の意味的分布状況の相違点に関する考察が挙げられる（伊東 2008）。しかし
ながら、これらの一連の研究は、オノマトペ動詞あるいは動詞化接尾辞に関する意味的、統語
的特質の検討であって、そもそも「オノマトペの動詞化の可否を決定する要素は何のか」、ま
た「オノマトペ動詞を形成する方法はどのような要因により決定されるのか」という問題には
触れていない。ただし通言語的観点からは、少数ながら類像性 (Akita 2009, 2013b) と使用頻度
(Dingemanse 2011, 2017a) からの提案がなされている。次節では、語彙的類像性階層 (the Lexical
Iconicity Hierarchy; LIH) を提唱する Akita (2009, 2013b) と、頻度仮説を提案する Dingemanse
(2011) の考察の結果を概観し、問題提起を行う。
本章の構成は次の通りである。第 3.2 節ではオノマトペの動詞化に関する先行研究を概観し、
本章の課題を提示する。第 3.3 節から第 3.6 節では、動詞化に関わる複数の意味素性を順次に検
討していく。具体的には、聴覚性（第 3.3 節）、継続性（第 3.4 節）、他動性（第 3.5 節）、評

状態を表したり（例：「洋服がよれよれになった」「窓ガラスがぴかぴかになった」）内面的な感情
を表したりするものが多い。オノマトペ「なる」動詞の意味的な特徴として、楊 (1993) は、ものそ
のものの変化が自然に感じ取られる場合は「なる」との結合が成立するとしている（例：「ばさばさ
になる」）。この他にも心の動きが瞬間的な変化であれば「する」動詞に比べ感情の表出が大きいこ
と（例：「かっとなる」）を表すことや、1 つの状態になったり変化の結果に達する状態を表したり
すること（例：「ずたずたになる」）、話し手にとってあまり望ましくないことを表すことといった
特徴があると指摘している。これらの接尾辞までも含めた包括的な考察は、今後の課題としたい。
2

オノマトペの動詞化は、通言語的に広く観察される現象である。Franco (2017) は、ツワナ語、ソマ

リ語、ウォライタ語（アフロアジア語族）、チベット・ビルマ語派、ラオス語など数多くの言語を対
象に、軽動詞とオノマトペが結合し動詞を形成する現象について考察を行っている。一般的に多く観
察される軽動詞は、日本語の「する」と「いう」、韓国語の-hata にほぼ相当する‘do’, ‘say’, ‘be’であ
るという。Franco (2017) は、軽動詞と結合しているオノマトペは、融合というメカニズムにより述
語の一部を成し、軽動詞と 1 つの述語形式を形成していると主張している。
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価性（第 3.6 節）の 4 つの意味素性による検討を行う。第 3.7 節では、検討結果を総合し、日韓
オノマトペの動詞化体系に関する一般化を試みる。第 3.8 節は、本章の内容をまとめ、結論を述
べる。

3.2. 先行研究の概観
3.2.1. 語彙的類像性仮説

Akita (2009, 2013b) は、類像性の観点から日本語、韓国語、ダガリ語（ニージェルコンゴ語
族）、カンベラ語（オーストロネシア語族）、ハンガリー語、英語、スペイン語、フランス語、
ビルキーレ (Bilkiire) 語（ニージェルコンゴ語族）、アラワク語 (Warekena) を対象に、オノマ
トペの統語と意味の関係を考察している。具体的には、オノマトペの語彙的類像性の階層（臨
時的擬音語＞擬音語＞擬態語＞擬情語＞一般語）と文法機能の関係を提示し、オノマトペの統
語範疇に関する一般化を試みている。類像性が高い擬音語は、相対的に主節の中核部 (core)（述
語とその項）より周辺部 (periphery)（付加詞）に位置しやすい傾向を見せる一方、相対的に類
像性が低い擬態語、擬情語は周辺部より主節の中核に位置しやすい傾向を見せるという。以下
の図 3-1 は、その考察の結果を図式化したものである。

図 3-1. オノマトペの文法的区別の多様性 (Akita 2009: 267)
（注：点線は、当該言語でオノマトペが発達していないか、
文献に当該データが見つからなかったことを示す）
（B: ビルキーレ語、D: ダガリ語、E: 英語、F: フランス語、H: ハンガリー語、J: 日本語、
Ka: カンベラ語、Ko: 韓国語、NAJ: 日本語の幼児語、S: スペイン語、W: アラワク語）

図 3-1 の右側に示されている中核部実現の部分を見ると、日本語、韓国語の擬態語と擬情語は、
節の中核に生起しやすい一方、擬音語は、節の中核に生起しにくい。中核部に実現可能である
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ことを指す実線が、両言語とも擬音語にまでは示されていない。つまり、日韓の擬音語は、動
詞や形容詞といった述語形式よりは、副詞として用いられやすい、ということである。ただし、
韓国語の全ての擬音語が述語として生起しにくいわけではない。Akita (2009: 251-253) では、韓
国語の擬音語が動詞形式を形成し、文末に生起することは難しいが（例：*© Cha-ka pwungpwungkely-ess-ta (直訳) 車がぶーぶーし続けた＜ぶーぶーという音を出し続けた＞）、連用修飾節と
して用いられることは可能であるとしている（例：Cha-ka pwungpwung-keli-mye cinachy-e ka-ss-ta
(直訳) 車がぶーぶーしながら過ぎて行った＜ぶーぶーと音を出して過ぎて行った＞）。しかし、
日本語の擬音語では、韓国語のような表現は不適格である（例：「*車がぶーぶーしながら通っ
て行った」）。更に、韓国語の擬音語の中で、類像性が相対的に低いものは、文末に生起可能
であるとしている（例：Wakulwakul-{ha-ta/keli-ta}＜ざわざわする＞）。つまり、韓国語の擬音
語は、生起環境と語の表す意味（類像性の度合い）によって、一部の語においては節の中核に
生起することが可能であるということである。
ここで注意すべきことは、こうした分布は排他的ではなく、ある特定のオノマトペが節の中
核部にも周辺部にも生起可能な場合もあるということである。例えば、日本語の擬態語は節の
中核部（例：「星がきらきらしている」）にも、節の周辺部（例：「星がきらきら光ってい
る」）にも位置することが可能である。
中核部と周辺部の実線の向きは、正反対の向きをしている。中核部への表現は、類像性が低
いものから高いものへと、周辺部への表現は、類像性が高いものから低いものへと進んでいる。
これに基づき、Akita (2009: 268-269) は、「もしある意味タイプのオノマトペが主節の中核部に
実現可能なら、それより類像性が低いオノマトペが存在すると、それらも中核部に現れること
が可能である」という含意階層 (implicational hierarchy) を提案している。例えば、ハンガリー語
の擬音語は、主節の中核部（主動詞）に現れるが、それより類像性が低い擬態語も中核に現れ
ることができる。一方で、周辺部に関しても「もしある意味タイプのオノマトペが、節の周辺
部（付加詞）に実現可能なら、それより類像性が高いオノマトペも周辺部に現れることが可能
である」(Akita 2009: 269) という仮説を提案している。例えば、ダガリ語とカンベラ語の擬態語
は、節の周辺部に現れるが、それより類像性が高い擬音語も周辺部に現れることが可能である。
Akita (2009, 2013b) の語彙的類像性仮説は、従来、主に個別言語内で議論される傾向が強かっ
た統語と意味の関係を、オノマトペの本質的な記号論的特質である類像性を軸に、通言語的観
察を通じて論じている。しかし、本論文の研究対象である日本語と韓国語に当てはめてみると、
次のような課題が浮かび上がる。まず、韓国語の場合、語彙的類像性仮説と直接的に矛盾する
ことはないものの、以下の (3-1) から (3-5) のように、多くの擬音語が

-kelita/-tayta/-ita 動詞

を形成し、節の中核部に現れることが可能である。上に述べたように、Akita (2009) は、韓国語
の擬音語の中で、類像性がかなり高いと想定される物音や動物の鳴き声などを表すものは、動
51

詞を形成し文末に位置することが難しいとしているが、以下の (3-2) のように動物の鳴き声を
表すものも動詞を形成し、文末に生起することができる。

(3-1) Palam-ey changmwun-i
風-で

窓-主格

telkheteng-kely-ess-ta.
オノマトペ-KELITA-過去-平叙

（(直訳) 風で窓ががたがたした＜風で窓ががたがたいった＞）
(3-2) Namwus-kaci wi-uy
木の枝

chamsay-ka

上-属格 すずめ-主格

ccaykccayk-kely-ess-ta.
オノマトペ-KELITA-過去-平叙

（(直訳) この枝の上のすずめがちゅんちゅんした＜ちゅんちゅん鳴いた＞）
(3-3) Ku-nun khikkhik-tay-ss-ta.
彼-主題 オノマトペ-TAYTA-過去-平叙
（(直訳) 彼はくすくすした＜くすくす笑った＞）
(3-4) Ai-ka

khosmwul-ul

hwulccekhwulccek-hay-ss-ta.

子ども-主格 オノマトペ-対格 オノマトペ-HATA-過去-平叙
（子どもが鼻水をすすり続けた。）
(3-5) Kunye-nun chinkwu-wa
彼女-主題 友だち-と

hantongan soktak-y-ess-ta.
しばらく オノマトペ-ITA-過去-平叙

（(直訳) 彼女は友だちとしばらくひそひそした＜ひそひそ話した＞）

(3-1) は物音を、(3-2) は動物の鳴き声を、(3-3) は笑い声を、(3-4) は鼻水をすすりあげる音を、
(3-5) は話し声をそれぞれ表している。これらの例が示すように、韓国語の擬音語は動詞を形成
し、主節の中核部として機能しうる。ただし、4 つの接尾辞のうち、-hata は音の放出のみを表
すオノマトペとは結合が不可能である。すなわち、-hata の分布には、[-聴覚性]という条件が関
わるということである（第 3.3 節を参照）。一方で、Akita (2009, 2013b) の語彙的類像性仮説の
提案後、日本語の擬音語についても、発話動詞「いう」と結合し動詞として機能するという指
摘がなされている（例：「風がひゅーひゅーいっています」）(Toratani 2015)3。

3

擬音語の「いう」動詞について、(Toratani 2015: 135-139) は、省略可能性と置き換え可能性から検

討を行い、この形式が節の中核部に位置することができ、述語としての機能が認められると主張して
いる。例えば、「あつあつの鉄板の上でお肉がじゅーじゅーいっています」という文で「じゅーじゅ
ー」というオノマトペを削除すると、非文になってしまう（「*あつあつの鉄板の上でお肉がいって
います」）。置き換え可能性のテストで、オノマトペと主語の「お肉」の位置を置き換えると不自然
な文になる（「?あつあつの鉄板の上でじゅーじゅーお肉がいっています」）。また、オノマトペと
「いう」の間に引用辞「と」を挿入しても不自然な文になる（「?あつあつの鉄板の上でお肉がじゅ
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語彙的類像性階層から日韓オノマトペを見てみると、両言語とも大きく矛盾することはない。
しかし、韓国語の擬音語において、(3-1) から (3-5) のように動詞化可能なオノマトペが十分に
考慮されていない。

3.2.2. 頻度仮説

Dingemanse (2011) は、シウ語（ニージェルコンゴ語族）のオノマトペを対象に、使用頻度と
統語構造の関連性を検討している。シウ語のオノマトペは、独立用法 (holophrase)、副詞用法
(adverbial)、補語用法 (complement)、形容詞用法 (adjectival)、述語用法 (predicative) の 5 つに分
類できる。この統語分類は、大きく自由構造 (free) と拘束構造 (bound) の 2 つに分かれる。自
由構造には独立用法や副詞用法、補語用法が、拘束構造には、形容詞用法と述語用法が含まれ
る。この 2 つの構造は、韻律的、形態的に正反対の傾向を見せ、自由構造は、際立ったイント
ネーションを伴ったり語を複数回反復させたりする特徴を帯びやすい一方、拘束構造には、そ
ういった目立った特徴が伴いにくい。またこれらの構造は、統語的にも異なった振る舞いを見
せ、自由構造は、節内で特定の位置に固定されるよりは、文末に位置するなど比較的自由に
様々な位置に生起する。その一方で拘束構造は、主節の述語の位置に生起したり（述語用法）、
名詞句を修飾したりする（形容詞用法）など、自由構文に比べ、構造内に深く組み込まれてい
る様子を見せるという4。
それでは、各構文におけるオノマトペの実現可能性を左右する要素にはどのようなものがあ
るのか。特にどのようなオノマトペが節構造内に組み込まれやすいのか。この問題について、
Dingemanse (2011) は、口語における延べ頻度を調査し、高頻度のオノマトペは、低頻度のオノ
マトペよりも拘束構文に現れやすい、という結果を得ている。この結果から、頻繁に使用され
るオノマトペほど、述語用法などとして主節に統合されやすいという仮説を提唱している。ま

ーじゅーといっています」）。これらのテストから見るように、擬音語と「いう」は形態的に強固に
結びつき、1 つの述語形式を形成している。つまり、この形式は、動詞として名詞句の項を取り、節
の中核部に位置することができる。
4

オノマトペの統合性について、Dingemanse (2011) の定義と本論文における定義は異なることに注

意されたい。本論文におけるオノマトペの形態統語的統合性は、第 1.2 節の冒頭で述べたように、形
態的統合性と統語的統合性の 2 通りの観点から測定し、オノマトペが節の構成上にどれほど中核的な
存在であるのかを捉えるものである。従って、シウ語で名詞句を修飾する形容詞用法は、本論文の定
義に基づくと、節の付加的成分として形態統語的統合性が低いグループに分類される（形態統語的統
合性に関する詳細な分類基準は、第 4.2 節を参照されたい）。
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た、高頻度に使用されるほど、経済性の原理の 1 つの現れとして、独特なイントネーションや
反復形などの形態的特徴を伴いにくく、その結果、これらのオノマトペは一般語に近い性質を
帯びていくと述べている。
しかし、頻度仮説を、韓国語オノマトペを対象に検証した結果、Dingemanse (2011) の仮説と
は正反対の結果が得られた。検証は、キム・ホンメ (2015) のオノマトペの使用頻度調査（計
294 語5）を基に、各オノマトペの使用頻度と文中での文法的機能について調べた。図 3-2 にその
検討結果を提示する。

頻度

図 3-2. 韓国語オノマトペの延べ頻度と動詞化の関係
図 3-2 で、頻度 1 というのは、キム・ホンメ (2015) の頻度調査で 1 回しか現れなかった語を指
す。例えば、kalkikalki＜切れ切れに＞は、頻度 1 のグループに属し、副詞としてしか機能しない
ため、動詞化が不可能である。図 3-2 に示すように、使用頻度が 10 回以上のものは、その高い
出現率にも関わらず、動詞として機能するものが他のものに比べ格段に少ない。この結果から
韓国語オノマトペには、頻度仮説からの妥当な解釈を与えることはできない可能性がある。た
だし、図 3-2 の結果は、動詞としての生起可能性を捉えるもので、口語においてどのように表れ
るのかという統語的実現までは捉えていない。これに関しては、韓国語母語話者の発話データ
を基に、図 3-2 に示した動詞化可否に関する結果と同様の傾向が得られるのかどうかについて更
に検討していく必要があると考えられる。
一方、日本語オノマトペは、概ね頻度仮説に沿った分布を見せるが、明らかな反例が存在す
る。例えば、「ぐんなり」は延べ頻度が非常に低い（2 件）にもかかわらず、「する」動詞が形

5

キム・ホンメ (2015) は、韓国語学習者のためのオノマトペリスト作成を目的としてオノマトペの

延べ頻度調査を実施している。分析の資料は、韓国語教育用の語彙集、韓国語能力試験 (TOPIK) 問
題集、韓国語学教材、新聞の見出し、ドラマの台本、口語コーパス（国立国語院）を対象としている。
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成可能である（例：「ぐんなりする」）（秋田 2013b: 3556）。以上、意味と統語の対応関係に
関するいくつかの先行研究の考察結果を概観した。以下では日韓オノマトペの動詞化に関わる 4
つの意味素性を提示し、両言語における類似点、相違点を明らかにする。

3.3. 動詞化に関わる 4 つの意味素性

前節では、オノマトペの動詞化について先行研究で提案された語彙的類像性仮説と頻度仮説
を見てきた。語彙的類像性仮説と頻度仮説による一般化だけでは、日韓両言語の動詞化を包括
的に捉えることが難しい。これは、個別言語内におけるオノマトペの意味と統語の詳細な観察
が欠けていることが主な要因であると考えられる。こうした問題を解決すべく、本節では、オ
ノマトペの動詞化を左右する要素として、 聴覚性 (audibility)、継続性 (durativity)、他動性
(transitivity)、評価性 (evaluativity) の 4 つの意味素性を設定する。また、これらの要素のうち、
どのような要素が動詞化を決定する最も重要な要素であるのかという点における日韓両言語の
類似点、相違点を明らかにする。これらの 4 つの要素は、両言語間でそれぞれ異なる振る舞い
を見せる。具体的に言うと、両言語は聴覚性、継続性、評価性の要素を共有しつつ、日本語で
はこれらに加え、他動性が働く。一方、韓国語では-tayta 動詞に話し手の否定的な評価が更に働
いている。
分析は、日本語のオノマトペ 1,620 語 (Kakehi et al. 1996) と韓国語のオノマトペ 4,846 語（キ
ム・インファ 19957）を対象に、それぞれ「日本語書き言葉均衡コーパス (BCCWJ)」と Seycong
malmwungchi（世宗コーパス）および両言語の母語話者の容認度判断を参考にして行った。以下
では、これらの分析に基づいて得られた結果を、意味素性別に見ていく。

3.3.1. 聴覚性

聴覚性 (audibility) とは、オノマトペの意味が音の放出のみを表すのか否かを問うものである。
本章では、物音や自然界の音、人、動物の声など音のみを表すオノマトペを聴覚性があるもの
と捉える。こうした聴覚性が、日本語では動詞化の振る舞いを決定する最も重要な要素である。

6

秋田 (2013b) は、Kakehi et al. (1996) のオノマトペ辞典により 50 語をランダムに選び、「現代日本

語書き言葉均衡コーパス」（2010 年版）におけるそれら 50 語の延べ頻度を調査している。
7

本調査で用いたキム・インファ (1995) には、北朝鮮語も挙げられており、現代韓国語とは異質と

思われるものも含まれている。従って『標準国語大辞典』に基づき、辞書に登録されていないものは
調査対象から外した。こうした作業によって、基の 4,985 語から 139 語が分析対象から除外された。
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これは、「する」と「いう」の選択に関わる。＜～という音を出す＞という意味を表し、音を
引用するような働きをするものは、以下の (3-6a) と (3-7a) のように、基本的に「する」と結合
できない8。その一方で、韓国語では聴覚性はそれほど重要な要素ではない。

(3-6) a. 犬がわんわん｛いっていた／*していた｝。
b. Kay-ka
犬-主格

mengmeng-{kely-ess/tay-ss/*y-ess/*hay-ss}-ta.
オノマトペ-KELITA/TAYTA/ITA/HATA-過去-平叙

（(直訳) 犬がわんわんした＜わんわんいった＞）
(3-7) a. 窓がかたかた｛いっていた／*していた｝。
b. Changmwun-i {telkheng-kely-ess/telkheng-tay-ss/*telkheng-y-ess/*telkhengtelkheng-hay-ss}-ta.
窓-主格

オノマトペ-KELITA/TAYTA/ITA/HATA-過去-平叙

（(直訳) 窓がかたかたした＜かたかたいった＞）

(3-6) と (3-7) が示すように、日本語は音の放出を表し、音そのものを引用するような意味では、
「する」動詞が形成できないのに対し、韓国語は-kelita/-tayta と結合し動詞形成が可能である。
-ita は、オノマトペの語末音が/-k/, /-ŋ/で終結する一部のものとしか結合できないという音韻的制
約があり9、-hata は元々音の放出のみを表す意味では、結合が不可能であるため、これらの 2 つ
の接尾辞は動詞が形成できない。しかしながら、全ての擬音語が-kelita/-tayta と結合可能なわけ
ではなく、一部の動物の鳴き声を表すものとは結合不可能な場合がある。例えば、鶯の鳴き声
（例：{*ppekkwuk-kely-ess/*ppekkwuk-tay-ss/*ppekwuk-y-ess/*ppekwukppekwuk-hay-ss}-ta）や、鶏の
鳴き声（例：{*kkokkio-kely-ess/*kkokkio-tay-ss/*kkokkio-y-ess/*kkokkiokkokkio-hay-ss}-ta）、虎の鳴
き声（例：{*ehung-kely-ess/*ehung-tay-ss/*ehung-y-ess/*ehungehung-hay-ss}-ta）を表すものは動詞
形成が不可能である。

8

本章は、聴覚性を表すものが「する」と結合不可能であると主張するわけではない。例えば、「が

ちゃがちゃ」などは聴覚性の意味が含まれているにも関わらず、「する」と結合する。ただし、この
ような場合は、単に＜そのような音がする＞という音の放出を表す意味の他、「子どもがスプーンを
がちゃがちゃする」のように、動作性、特に他動性の意味が含まれる場合もある。従って、本章にお
ける分類は、音の放出のみを表すもの（「いう」）とそうでないもの（「する」）を区別するもので
ある。
9

この他にも、意味的な制約も指摘されている。キム・インファ (1995: 81-89) は、-ita は、主に擬態

語と結合する傾向が強いとしている。実際、-ita と結合可能なオノマトペのうち、聴覚性を帯びるも
のは、2 語に過ぎない（sotak-ita＜ひそひそいう＞、hwukccek-ita＜鼻水、涙をすすり続ける＞）。
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(3-8) a. お腹がぐーぐー｛いっていた／*していた｝。
b. Pay-ka
腹-主格

{kkoluluk-kely-ess/kkoluluk-tay-ss/*kkoluluk-y-ess/*kkolulukkkoluluk-hay-ss}-ta.
オノマトペ-KELITA/TAYTA/ITA/HATA-過去-平叙

（(直訳) お腹がぐーぐーした＜ぐーぐーいった＞）

(3-8a) も上に挙げた例と同じく、「する」は音の放出は表せない。(3-8b) の-kelita/-tayta は動詞
形成が可能だが、-ita と-hata は動詞形成が不可能である。しかし、以下の (3-9) のように少数
ではあるものの、-ita と-hata も-kelita/-tayta と同様に動詞を形成することが可能な場合がある。
ただし、(3-9) の-ita/-hata 動詞は、日本語擬音語の「いう」動詞とは異なり、音の放出に加え、
動作性も含まれている。このことは、-kelita/-tayta 動詞も同様である。

(3-9) Ai-ka

{hwulccek-kely-ess/hwulccek-tay-ss/hwulccek-y-ess/hwulccekhwulccek-hay-ss}-ta.

子ども-主格 オノマトペ-KELITA/TAYTA/ITA/HATA-過去-平叙
（子どもが鼻水をすすり続けた。）

以上のことをまとめると、日本語は音のみを写し取り、音そのものを引用するような意味と
しては「いう」と結合し、「する」とは結合しない。すなわち、日本語オノマトペは聴覚性に
対する「いう」と「する」の使い分けが明確である。それに対し、韓国語において聴覚性は動
詞化の振る舞いを決定するほど重要な要素ではなく、特に-kelita/-tayta は擬音語と無理なく結合
できる。

3.3.2. 継続性

継続性 (durativity) とは、事象の内的時間に関わるもので、オノマトペが反復的な音の放出や
動作、持続的な状態などを表すのか否かを捉えるものである。
オノマトペは、基本的に音の放出あるいは行為や変化などの様態を写し取るため、その事象
が瞬間的なのか反復的なのかといったアスペクト的意味を表すのが一般的である。こうしたア
スペクト的意味を、日本語はオノマトペ自体の形態によって表す一方（鈴木 201210）、韓国語
10

鈴木 (2012) は、オノマトペが述語化する際に結合する「する」や「している」、コピュラが、ど

のような基準により選択されるのかについて考察している。形式選択において、まず状態性が関わる
上で、継続性・変化性が関わると述べている。継続性の解釈が不可能であるオノマトペを見ると、全
て非重複形が挙げられている一方（例：「いらっ」「かっ」）、継続性の解釈が可能であるオノマト
ペは、いずれも重複形が挙げられている（例：「うろうろ」「いらいら」）。
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はオノマトペの形態に加え、接尾辞-kelita/-tayta/-ita によって表すことができる。以下の (3-10a)
と (3-11a) のように、日本語では瞬間的な意味を表す際は、オノマトペの形態が非重複形になる。
韓国語-hata も「する」と同様、反復および継続の意味的指定を持たないため、オノマトペの形
態を非重複形にすることで瞬間的な意味を表す。しかし、-kelita/-tayta/-ita は、接尾辞自体に反
復および継続の意味が内在しているため、オノマトペの形態が非重複形であっても事象の繰り
返しを表すことができる11。よって、(3-10b) と (3-11b) が示すように、瞬間的な意味を表す副
詞とは共起できない。

(3-10) a. 彼は一瞬｛にやっと／*にやにや｝した。
b. Ku-nun swunkan {*hicwuk-kely-ess/*hicwuk-tay-ss/*y-ess/ hicwuk-hay-ss}-ta.
彼-主題 瞬間

オノマトペ-KELITA/TAYTA/ITA/HATA-過去-平叙

（彼は一瞬にやっとした。）
(3-11) a. 彼女は一瞬目を｛ぱちっと／*ぱちぱち｝した。
b. Kunye-nun swunkan nwun-ul {*kkampak-kely-ess/*kkampak-tay-ss/*kkampak-y-ess/
彼女-主題 一瞬

目-対格 オノマトペ-KELITA/TAYTA/ITA-過去

kkampak-hay-ss/*kkampakkkampak-hay-ss}-ta.
オノマトペ-HATA/HATA-過去-平叙
（彼女は一瞬目をぱちっとした。）

日本語では、(3-12a) と (3-13a) に示すように、事象の繰り返しを表すにはオノマトペの形態を
重複形にする必要がある。一方、韓国語では (3-12b) と (3-13b) のように、-kelita/-tayta/-ita と
結合するオノマトペは、形態を非重複形にしても事象の繰り返しを表すことが可能である。し
かし、-hata はオノマトペの形態を重複形にする必要がある。

(3-12) a. 彼は立ち上がってから、しばらく｛*ふらっと／ふらふら｝した。
b. Ku-nun hantongan {hwicheng-kely-ess/hwicheng-tay-ss/hwicheng-y-ess/
彼は

しばらく オノマトペ-KELITA/TAYTA/ITA-過去

*hwicheng-hay-ss/hwichenghwicheng-hay-ss}-ta.
オノマトペ-HATA/HATA-過去-平叙
（彼はしばらくふらふらした。）

11

接尾辞が反復の意味を有するという現象は、他言語でも観察される。例えば、バスク語では接尾

辞-ka により、反復の意味を表すことができる（例：bira-biraka＜揺れ続ける様子、回り続ける様子
＞）(Ibarretxe-Antuñano 2006: 503)。
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(3-13) a. 蛍光灯は、数回｛??ぴかっと／ぴかぴか｝してから消えた。
b. Hyengkwangtung-un swu-chalyey {panccak-keli-teni/panccak-tay-teni/panccak-i-teni/
蛍光灯-主題

数-回

オノマトペ-KELITA/TAYTA/ITA-連結語尾

*panccak-ha-teni/panccakpanccak-ha-teni}

kkecy-ess-ta.

オノマトペ-HATA/HATA-連結語尾

消える-過去-平叙

（蛍光灯は数回｛ぴかっと／ぴかぴか｝してから消えた。）

以上のように-kelita/-tayta/-ita は、非重複形のものと結合し反復および継続の意味を表すことが
可能である。このように-kelita/-tayta/-ita には、反復性の意味が既に備わっているため、(3-14)
のようにオノマトペの形態を重複形にすると、文法的に不適格ではないものの、語形成上、冗
長になる。そのため、実際の使用場面では避けられる傾向がある12。

(3-14) a. Ku-nun hantongan nwunmwul-ul {kulsseng/?kulssengkulsseng}-{kely-ess/tay-ss/y-ess}-ta.
彼-主題 しばらく 涙-対格

オノマトペ-KELITA/TAYTA/ITA-過去-平叙

（彼はしばらく涙をうるうるした。）
b. Ku-nun hantongan os-ul

{mancicak/?mancicakmancicak}-{kely-ess/tay-ss/y-ess}-ta.

彼-主題 しばらく 服-対格 オノマトペ-KELITA/TAYTA/ITA-過去-平叙
（彼はしばらく服をいじり続けた。）

これまでの議論を、以下の表 3-1 と表 3-2 にまとめる。

表 3-1. 日本語オノマトペ動詞における継続性および瞬間性の体系
アスペクト的意味
継続性

瞬間性

ABAB

AB

機能動詞
「する」
「いう」

（注：ABAB = 重複形／AB = 非重複形）

12

重複形-kelita/tayta/ita は、実際の使用場面ではそれほど用いられず、非重複形と結合するのが一般

的である。例えば、SJ-RIKS Corpus では、kkampak-{kelita/tayta/ita}＜（目を）ぱちぱちする、（光
が）ぴかぴかする＞という表現は、それぞれ 434 件/1 件/560 件であったのに対し、それに対応する重
複形 kkampakkkampak-{kelita/tayta/ita}は、いずれも 0 件であった。これは、接尾辞-kelita/-tayta/-ita が
反復的、継続的な意味を有するため、更にオノマトペの形態を重複形にしてそれらを示す必要はない
ためと考えられる（アン・インスク 2007）。ただし、口語性が高い文脈では、重複形-kelita/tayta 構
造で用いられる場合も多い。詳細は、第 5 章を参照されたい。
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表 3-2. 韓国語オノマトペ動詞における継続性および瞬間性の体系
アスペクト的意味
動詞化接尾辞
-hata
-kelita/-tayta/-ita

継続性

瞬間性

ABAB
AB
（注：ABAB = 重複形／AB = 非重複形）

AB

以上の議論から、韓国語オノマトペの動詞化接辞の住み分けには、継続性が最も優先的に働い
ていると言える。そして、オノマトペが表す事象は、継続性を帯びるのかあるいは瞬間性を帯
びるかによって、-hata と-kelita/-tayta/-ita に 2 分される。-kelita/-tayta/-ita が有している継続性、
反復性の意味は、音の放出、動作などを描写するのに欠かせない要素であるため、韓国語オノ
マトペにとってこれらの接尾辞は、意味的、統語的に重要な存在である。

3.3.3. 他動性

他動性 (transitivity) とは、オノマトペが表す事象が対象に向かって何らかの動作、作用を働
きかけるのかを捉える理念である (Hopper & Thompson 1980)。日本語では、「する」をオノマト
ペと結合させた場合、基本的に自動詞として用いられるため（Akita 2009, 2017b; 影山 2005;
Kageyama 2007）、他動性に対する制約があることになる。例えば、(3-15a) のようにオノマトペ
動詞が再帰動詞として用いられる場合、幼児語的な響きをもたらすか、あるいは不自然な文と
なるため、(3-15b) のように自動詞として用いられる必要がある。

(3-15) a. ○c 太郎は足をぶらぶらしている。
b. 太郎の足がぶらぶらしている。

他動性に対する制約は、日本語に限らず、通言語的に見られる現象とされる (Franco 201713)。し
かし、韓国語では (3-16a, b) のように、自動詞、他動詞による制限は存在せず、いずれも無理な
く許容できる。

13

Franco (2017) は、イタリア語、ペルシア語、カタルーニャ語などのオノマトペ動詞における他動

詞制約について指摘している。
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(3-16) a. Minswu-nun pal-ul

huntulhuntul-hay-ss-ta.

ミンス-主題 足-対格 オノマトペ-HATA-過去-平叙
（(直訳) ミンスは足をぶらぶらした＜ぶらぶらさせた＞）
b. Minswu-uy

pal-i

huntulhuntul-hay-ss-ta.

ミンス-属格 足-主格 オノマトペ-HATA-過去-平叙
（ミンスの足がぶらぶらした。）

以下の (3-17a) においても日本語では「ばたばた」が再帰動詞として用いられているため、幼児
語的な響きをもたらすか、あるいは口語性の高い表現になる。それに対し、韓国語ではそのよ
うなニュアンスはなく、再帰動詞としても、自動詞としても用いられる。

(3-17) a. ○c 鷲は羽をばたばたしていた。
b. 鷲の羽がばたばたしていた。
(3-18) a. Tokswuli-nun
鷲-主題

nalkay-lul phellek-kely-ess-ta.
羽-対格

オノマトペ-KELITA-過去-平叙

（(直訳) 鷲は羽をばたばたした＜ばたばたさせた＞）
b. Tokswuli-uy
鷲-属格

nalkay-ka

phellek-kely-ess-ta.

羽-主格

オノマトペ-KELITA-過去-平叙

（鷲の羽がばたばたした。）

再帰動詞の他にも、日本語では、接触、衝撃などの物理的な力を加える働きかけ動詞も (3-19a)
のように幼児語的な響きをもたらしたり、(3-21a) のように不自然な表現になったりする。従っ
て、大人の使い方として、(3-19a) は「太郎はドアをがたがたさせていた」のように、使役形を
用いる必要がある。しかし、韓国語ではそのような制約はなく、同じ形式のオノマトペ動詞が
他動詞としても自動詞としても許容される。

(3-19) a. ○c 太郎はドアをがたがたしていた。
b. 風にドアががたがたしていた。
(3-20) a. Swuci-nun cepsi-lul talkulak-kely-ess-ta.
スジ-主題 皿-対格 オノマトペ-KELITA-過去-平叙
（(直訳) スジはお皿をがちゃがちゃした＜がちゃがちゃいわせた＞）
b. Cicin-ey cepsi-ka talkulak-kely-ess-ta.
地震-で 皿-主格 オノマトペ-KELITA-過去-平叙
（地震でお皿ががちゃがちゃした。）
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(3-21) a. *太郎は赤ちゃんの足の裏をむずむずしていた。
b. 花粉症で鼻がむずむずしていた。
(3-22) a. Yengswu-nun aki-uy

palpatak-ul kancil-kely-ess-ta.

ヨンス-主題 赤ちゃん-属格 足裏-対格 オノマトペ-KELITA-過去-平叙
（(直訳) ヨンスは赤ちゃんの足の裏をむずむずした＜くすぐったくさせた＞）
b. Kkoch-kalwu alleyluki-ey
花-粉

kho-ka

アレルギー-に

kancil-kely-ess-ta.

鼻-主格 オノマトペ-KELITA-過去-平叙

（花粉アレルギーになって鼻がむずむずした。）

また、日本語では擬音語に結合する「いう」も、「する」と同様に自動詞として用いられる
のが一般的であり、他動詞として用いられると、不適格な文になる。これは、「いう」が音を
そのまま写し取る引用的な意味を持ち、＜そのような音が発する＞という意味を表すためであ
る14。その一方で、韓国語にはそのような制約はなく、自動詞、他動詞の両方とも音の放出を表
すことができる。

(3-23) a. 風で風鈴がちりんちりんいった。
b. *妹は風鈴をちりんちりんいった。
(3-24) a. Palam-ey
風-に

pangwul-i ttallang-kely-ess-ta.
鈴-主格

オノマトペ-KELITA-過去-平叙

（(直訳) 風に鈴がちりんちりんした＜ちりんちりんいった＞）
b. Koyangi-ka
猫-主格

pangwul-ul

ttallang-kely-ess-ta.

鈴-対格

オノマトペ-KELITA-過去-平叙

（(直訳) 猫が鈴をちりんちりんした＜ちりんちりんいわせた＞）

以上をまとめると、日本語オノマトペの「する」動詞には他動性に対する高い文法的制約が
存在すると言える（Akita 2009, 2017b; 影山 2005; Kageyama 2007）。「する」動詞は、口語性が
高く、くだけた文脈や幼児語的な表現以外では、自動詞として使用されるのが一般的である。
「いう」は純粋に音の放出を表すことから、基本的に自動詞としてしか機能しない。その一方

14

ただし、意味拡張（第 4.6 節を参照）したものなら、＜文句、不満を言う＞という意味でヲ格目的

語を取り、他動詞的に用いることができる（例：「子どもたちだって、土日に夫がいないのをぶーぶ
ー言いますよ」「だから後輩が入ってこないことを、みんなブーブー言ってましたね」（用例は、い
ずれも「筑波ウェブコーパス」によるものである）。
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で韓国語オノマトペの 4 つの接尾辞は、いずれも自動詞としても他動詞としても機能し、更に
＜そのような音を発する＞という意味を表す場合でも、他動性に関する制約はない。
以上の議論は、口語と文語という言語の使用域による形態統語的統合性の議論に結びつく。
第 5 章では、日本語オノマトペの「する」動詞における強い文法的制約は、口語においては保
たれにくいことを見る。

3.3.4. 評価性

評価性 (evaluativity) とは、オノマトペ動詞が話し手の対象に対する良し悪し、美醜などの判
断を表すのか否かを捉えるものである。日韓両言語ともオノマトペ動詞に話し手の主観的な判
断の意味が含まれる場合がある。日本語オノマトペでは、接尾辞「つく」と「めく」が15、韓国
語オノマトペでは接尾辞-tayta がオノマトペと結合し、話し手の評価を表すことができる。日本
語の「めく」は肯定的、「つく」は否定的な意味を表すことができ、韓国語の-tayta は否定的な
意味を表す。ここで注目したいのは、日本語の「つく」と結合するオノマトペおよび韓国語の
接尾辞-tayta が、事象の繰り返しを表すという点である。すなわち、否定的な評価と結びつくも
のは、その表し方は両言語間で異なるものの、いずれも事象の反復性および継続性を表すとい
う点で共通している。以下の (3-25)、(3-26)、(3-27) は、それぞれ肯定的、否定的な意味を表し、
(3-25) は「めく」と、(3-26) と (3-27) は「つく」と結合する。

(3-25) 夜空の星が｛きらきらする／*きらつい／きらめい｝ている。
(3-26) 胃が｛むかむかする／むかつく／*むかめく｝。
(3-27) 髪の毛が｛ぱさぱさする／ぱさつく／*ぱさめく｝。

ただし、この評価性は絶対的なものではなく、例えば、(3-28) と (3-29) の「つく」動詞には否
定 的な ニュ アン スは見出 しに くい （ Hamano 1998; 田守 1993; 田守・ス コウ ラッ プ 1999;
Sugahara & Hamano 2015）。
15

「めく」は、そのまま単独では用いられず、名詞（例：「春めく」「色めく」）あるいはオノマ

トペ語根と結合し（例：「ざわめく」）動詞を形成する。これらはいずれも＜それらしくなる＞＜～
ような様子、状態を呈する＞といった意味を表す。一方、「つく」は、名詞（例：「錆びつく」）や
動詞の連用形（例：「焦げつく」「かみつく」）、オノマトペ語根と結合し（例：「ひょろつく」
「ざわつく」）動詞を形成する。これらは、ものの表面に何かくっついているという付着に関する意
味（例：「錆びつく」）、他動性（例：「かみつく」）、自己制御性を持たないこと（例：「ざわつ
く」）を表す (Sugahara & Hamano 2015)。
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(3-28) 美しい雪がちらついていた。
(3-29) 春の小雨がぱらついていた。

また、肯定的と思われる (3-30) の「にこにこ」が示すように、肯定的意味を持つオノマトペが
必ず「めく」と結合できるわけでもない。

(3-30) 赤ちゃんが｛にこにこしている／*にこめいている｝。

また、(3-31) の「へらへら」のように、否定的意味を持つオノマトペが必ず「つく」と結合で
きるわけでもない。

(3-31) 次郎が｛へらへらしている／*へらついている｝。

一方、韓国語の-tayta 動詞は、否定的、軽蔑的な意味を表すため、(3-32) のように肯定的な意
味を表す場合や、(3-33) のように敬意を表す場合は不適格になる。(3-32) あ示すように、やや
弱いながらも類似の傾向が-kelita 動詞にも見られる。

(3-32) Aki-ka

{pangkulpangkul-hay-ss/?pangkul-kely-ess/*pangkul-tay-ss}-ta.

赤ちゃん-主格 オノマトペ-HATA/KELITA/TAYTA-過去-平叙
（赤ちゃんがにこにこした。）
(3-33) Sensayngnim-kkeyse kokay-lul
先生-主格（尊敬） 首-対格

{kkutekkkutek-ha/kkutek-keli/*kkutek-tay/kkutek-i}-sy-ess-ta.
オノマトペ-HATA/KELITA/TAYTA/ITA-尊敬-過去-平叙

（先生は首を何回も頷かれた。）

また、-tayta 動詞は、話し手の主観的な判断が含まれていることから、以下の (3-34) のように、
客観的な事実を述べる場合は、不自然な表現になる（キム・ボヒョン 1999: 44）。

(3-34) Kwulum sai-eyse
雲

sayngki-nun

pangcen hyensang-ulo inhay

間-場所格 できる-現在連体形 放電

現象-に

tayki

よって 大気

cwung-eyse
中-場所格

pwulpich-i

penccek-{keli/ha/?tay}-nun

hyensang-ul penkay-lako

光り-主格

オノマトペ-KELITA/HATA/TAYTA-現在連体形

現象-対格

ha-n-ta.
する-現在-平叙
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雷-引用

（雲の間にできる放電現象によって大気中に光がぴかぴかする現象を雷という。）
（キム・ボヒョン 1999: 44 により抜粋、一部改変）

ただし、-tayta 動詞も日本語の「つく」「めく」と同様に、絶対的な評価を表すわけではない。
例えば、(3-35) の-tayta 動詞は、否定的な意味は特にない。

(3-35) a. Kkaykkusha-key

takk-un

patak-i {pantul-keli/pantul-tay/pantulpantul-ha}-n-ta.

きれい-副詞化辞 磨く-現在連体形 床-主格 オノマトペ-KELITA/TAYTA/HATA-現在-平叙
（きれいに磨いた床がつるつるしている。）

以上の議論をまとめると、-tayta は-kelita と-ita に比べ、話し手の否定的な評価と結びつきや
すい。接尾辞-tayta は、助動詞-tayta に由来するとされる。助動詞-tayta は、同じ事象が数回繰り
返されることを表し、程度の激しさを表す。そのため、(3-36) のように、話し手の否定的な心
理状態に繋がりやすく、その結果、事象あるいは相手への非難の意を表す場合が多い（カン・
フング 1999; パク・ソンオク 2003）。

(3-36) a. Kim-ssi-nun

ponin-uy

mal-i

macta-ko

wuky-e

tay-ss-ta.

キム-さん-主題 本人-属格 話-主格 正しい-引用 言い張る-接続 TAYTA-過去-平叙
（キムさんは自分の話が正しいと言い張り続けた。）
b. Kim-ssi-nun

keykelsulep-key pap-ul

mek-e

tay-ss-ta.

キム-さん-主題 貪り-副詞化辞 ご飯-対格 食べる-接続 TAYTA-過去-平叙
（キムさんは貪りにご飯を食べまくった。）

以上、日韓オノマトペの動詞化体系に関わる聴覚性、継続性、他動性、評価性の 4 つの意味
素性について指摘し、それらがそれぞれの言語内でどのように関わっているのかを検討した。
これまでの検討結果を踏まえ、次節では、動詞化体系に対する一般化を試みる。

3.4. 動詞化体系の一般化

前節までの検討結果をまとめると、以下の図 3-3 と図 3-4 のようになる。
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図 3-3. 日本語オノマトペの動詞化体系と複数の意味素性

図 3-4. 韓国語オノマトペの動詞化体系と複数の意味素性
日本語では、まず擬音語か否かによって動詞化形式が 2 分される。音のみを表すものは「い
う」動詞を、そうでないものは「する」動詞を形成する。「する」と結合して動詞化するオノ
マトペにおいては、更に継続性で振り分けられ、継続性を帯びるオノマトペの一部は「つく」
「めく」動詞を形成する。これらの「つく」「めく」動詞の一部は評価性を持つ。すなわち、
オノマトペの動詞化を決定する重要な要素は、聴覚性で、その次に継続性、評価性が続く。従
って、日本語オノマトペの動詞化に関わる意味要素は、聴覚性＞継続性＞評価性の 3 つの素性
が階層構造を成していると言える。一方、韓国語ではまず接尾辞が継続的、反復的な意味を有
するか (-kelita/-tayta/-ita) 否か (-hata) によって 2 分される。オノマトペ動詞が事象の繰り返し
を表す場合、非重複形のオノマトペは、継続的、反復的な意味を表す接尾辞-kelita/-tayta/-ita と
結合し、重複形のオノマトペは、継続的、反復的な意味を有しない-hata 接尾辞と結合する。継
続性、反復性を帯びる-kelita/-tayta/-ita のうち、-tayta は評価性と強く結びついており、対象への
非難あるいは軽蔑など否定的な意味を表すことが多い。日本語で動詞化形式を決める最も重要
な聴覚性は、韓国語ではそれほど重要ではない。唯一関わっている-hata も日本語ほど明確な要
因とはなっていない。
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日韓両言語のオノマトペは、動詞化に関わる優先順位と関わり方が異なる一方で、聴覚性、
継続性、評価性という 3 つの意味素性を共有している。また、3 つの素性の関わり方が両言語で
異なる他、それぞれの言語固有の素性も認められる。具体的に言うと、日本語では他動性が働
き、韓国語では-tayta 動詞に話し手の否定的な評価性が働いている。日本語においても、「つ
く」に否定的な評価性が働いていることが確認されたが、韓国語の-tayta ほど強く働いている要
素ではない。こうした言語間の共通点と相違点は、どれもいくらかの動機づけを有すると考え
られる。まず「聴覚性」という要素が言語を越えて作用しているのは、オノマトペが音声模倣
を基盤としているためであると考えられる。次に「継続性」が重要であるのは、オノマトペが
類像的な語類であり、アスペクト素性の中でも特に反復性、継続性を写し取ることを得意とす
るためと考えられる。「評価性」については、オノマトペそのものの意味によるというよりは、
接尾辞や本動詞が持つ意味に由来する部分があり、2 次的なものと捉えられそうである。
韓国語の-kelita と-tayta は、継続性を帯びる形式であり、同じ行為、事象の必要以上の繰り返
しを表す。この不要さという意味が対象に対する話し手の否定的な評価性に繋がるものと考え
られる16。こうした継続性による否定的な解釈は、日本語の「つく」動詞にも当てはまる可能性
があるが、この形式の負の意味は寧ろ基となる本動詞「付く」が持つ＜付着＞の意味によるも
のと捉えられる (Sugahara & Hamano 2015) 。実際、同じく継続性の意味を持つ「めく」動詞は
「継続 = 負」とはならず、肯定的な意味を帯びる傾向にある。

3.5. まとめ

本章では、本論文の形態統語的統合性の議論の土台として、日韓オノマトペの全体的な統語
化体系とその分布について考察を行った。具体的には、日韓オノマトペの述語化形式の中心を
占める動詞化について、聴覚性、継続性、他動性、評価性という 4 つの意味素性から言語間の
共通点と相違点を明らかにした。これらの考察の結果から、日韓オノマトペにおける動詞化体
系を提示し、更に統語と意味の対応関係を明らかにすることができた。一方、韓国語の多くの
擬音語が接尾辞-kelita/-tayta/-ita と結合し動詞形式が形成できることや、それによってアスペク
ト的意味や否定的な評価の意味（tayta 動詞）が表せること、更に他動性に対する制約が存在せ
ず、自動詞文から他動詞文まで幅広く様々な文が形成できるということは、韓国語オノマトペ

16

繰り返しが否定的な評価に結びつくことは、通言語的に広く観察される現象である。Regier (1998)

は、重複形が覆う諸々の意味範囲を意味地図で記述し、ベンガル語、オランダ語、英語、ドイツ語、
イディッシュ語の重複形が軽蔑的な意味を表すことがあると指摘している。
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が日本語オノマトペに比べ、語彙体系に深く組み込まれていることを示唆するものと考えられ
る。
次章からは、日韓オノマトペの統語体系における統合性の度合いを明らかにし、形態統語的
統合性と相関する言語的特徴について考察していく。
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第 4 章 日韓オノマトペの統語分布の全体像

4.1. はじめに

本章の目的は、日韓両言語の統語と意味の全体的な体系を明らかにし、各統語形式の形態統
語的統合性の度合いを示すことにある。形態統語的統合性とは、オノマトペが述語化接尾辞と
結合して動詞や形容詞といった述語形式を形成するのか（統語的統合性）、オノマトペが述語
化接尾辞と形態的に強固に結びつき、1 つのユニットを形成するのか（形態的統合性）といった
観点より測られる性質をいう。すなわち、オノマトペの存在が節構成上においてどれほど重要
な地位を得ているのかを指すものである（Akita 2009 を参照）。
本章は、3 つの内容で構成されている。1 つ目は、日韓オノマトペにおける形態統語的統合性
の階層を提示することである。2 つ目は、動詞と共起するオノマトペがどれほど事象を具体的に
捉えるのかという「意味的特定性」から、日韓オノマトペにおける動詞化可能なものと不可能
なものの分布を包括的に捉え、動詞化の可否に対し一般化を試みることである。3 つ目は、オノ
マトペの意味拡張とオノマトペの形態統語的統合性の関係に注目し、メタファー拡張と形態統
語的統合性の間に関連性が認められることを示すことである。
統語的には、日韓オノマトペは副詞として使われるのが典型的である。更に第 3 章で見たよ
うに、日本語は「いう」「する」、韓国語は接尾辞-kelita/-tayta/-ita/-hata と結合し、動詞または
形容詞としても機能しうる。また日本語では、CVCV タイプの語根の一部は「めく」や「つ
く」接尾辞による派生動詞も形成可能である（例：「ぎらぎら」＞「ぎらつく」、「ひらひ
ら」＞「ひらめく」）。
オノマトペの動詞化や形容詞化（本章ではこれらを総称して「述語化」と呼ぶことにする）
は、日韓両言語の大きな共通点の 1 つである。本章では、辞書や学者によるオノマトペリスト
（日：阿刀田・星野 1993、韓：キム・インファ 1995）に基づき、日韓オノマトペの述語化可
能率を調査したその結果、日韓両方ともかなり高い割合を示すことがわかった（日：88.82%
(1,510/1,700)、韓：93.46% (4,529/4,846)）。このように日韓オノマトペの述語化は、その統語体
系の根幹を成しており、その分布と生起環境についてこれまで様々な考察が行われている
（Akita 2009; 伊東 2015; キム・カンチュル 2004; イ・ミンウ 2005; イ・ウンソブ 2004; パ
ク・ドングン 1994a, 1994b; 田守 1993; 田守・スコウラップ 1999 など）。これらの研究の論点
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は、第 3 章で見たように「どのようなオノマトペが述語化できるのか」、そして述語化できる
場合、「どのような条件が求められるのか」という点である。
しかし、従来は個別言語内における機能動詞あるいは接尾辞の分布や意味に関する検討が主
流であったため、日韓両言語を包括できるような提案はなされていない。また従来は述語化で
きるオノマトペのみに焦点が当てられていたため、述語化不可能なオノマトペに関してはあま
り論じられていない。更に、「ぐんぐん」、chachumchachum＜徐々に＞のように、オノマトペ
が一般副詞のような意味を表す現象を指す「脱オノマトペ化」(deideophonization) したと考えら
れるものには十分な説明がなされていない。
そこで本章では、日韓オノマトペの動詞化の可否に関して、「意味的特定性」（秋田 2013a）
という概念を援用し、意味と統語の関連性を明らかにする。これにより、動詞化可能なものと
不可能なものを包括的に捉えるとともに、オノマトペの形態統語的統合性と相関する 1 つの尺
度として意味的特定性が数えられることを主張する。
本章の構成は次の通りである。第 4.2 節では、両言語におけるオノマトペの統語分布を提示し、
形態統語的統合性の階層を示す。第 4.3 節では、オノマトペの動詞化可能性に関する従来の考察
を概観し、本論が採用する意味的特定性の概念から追加検証を行う。第 4.4 節ではコーパスによ
る分析を行い、意味的特定性による一般化の妥当性を検討する。第 4.5 節では、考察の結果をま
とめ、日韓オノマトペの統語体系の全体像を提示する。第 4.6 節では、意味拡張を起こすオノマ
トペに注目し、メタファー拡張と形態統語的統合性が密接な関係にあることを示す。第 4.7 節で
は本章の最終的な結論を述べる。

4.2. 両言語におけるオノマトペの統語分布と形態統語的統合性
4.2.1. 日本語における統語分布と統合性

日本語オノマトペは、副詞、動詞、形容詞、独立用法、名詞の 5 つの統語範疇に分類できる。
以下の (4-1a) から (4-1f) に、それぞれの例を示す（Akita 2017b; Kageyama 2007; 田守 1993; 田
守・スコウラップ 1999; Tsujimura 2005 を参照）。

(4-1)

a. のりをつけたシーツは、ごわごわとこわばっていた。（引用的副詞）
b. のりをつけたシーツは、ごわごわこわばっていた。（裸副詞）
c. のりをつけたシーツは、ごわごわしていた。（動詞）
d. のりをつけたシーツは、ごわごわだった。（形容詞）
e. ?ごわごわ、のりをつけたシーツがこわばっていた。（独立用法）
f. シーツのごわごわが気になる。（名詞）
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上の「ごわごわ」は本来、柔らかいものがこわばっていて固くなっている様子を表すものであ
る。ただし、上の用例からわかるように、(4-1a) から (4-1d)、(4-1f) は許容できるが、(4-1e) は
不自然な文になる1。この独立用法は、文学作品などで文体的な技巧を表すために用いられたり
極めて口語性の高い表現に用いられたりすることがある。(4-1e) は、アクセントパターンにおい
て違いを見せる。副詞の (4-1a) と (4-1b)、動詞の (4-1c) は、いずれも高低低低の頭高型のパタ
ーンを示し、形容詞の (4-1d) は、平板型のパターンを示す。一方、独立用法の (4-1e) は、高低
高低のパターンを見せるため、統語的な面だけではなく、韻律的な面においても他のものと区
別される（友定 2005; Toratani 2017）。
(4-1a) と (4-1b) は様態副詞として機能しているが、(4-1a) のように助詞「と」を伴うことも、
(4-1b) のように「と」を伴わずに動詞と直接共起することも可能である2。ここで (4-1a) の「引
用的副詞」という名称は、オノマトペが引用辞「と」を伴うことによるものである。その一方
で (4-1b) では、引用辞「と」の介入がなく、オノマトペの直後に動詞が位置することから、
「裸副詞」という名称が使われている。
(4-1c) では機能動詞「する」と結合し動詞を形成しているが、この他にも発話動詞「いう」や
接尾辞「つく」「めく」による動詞化も可能である（第 3 章を参照）。(4-1f) は、オノマトペが
単独で用いられ、のりがつけられて固くこわばったシーツの一部分を指している。こうしたオ
ノマトペ名詞は、他にも「ころころ」＜掃除道具＞、「わんわん」＜犬＞、「ぽんぽん」＜お
腹＞などが観察される（田守 1993; 田守・スコウラップ 1999; 游 2014）。本節ではオノマト
ペの全体的な統語分布を掴むことを目的とするため、各統語形式の特質については、これ以上
詳述しないことにする。上の各統語形式は、その形態統語的統合性の度合いによって以下の (42) のような階層を成す。
1

独立用法は、日韓オノマトペでは非典型的な用法であるが、他言語では一般的に観察される用法の

1 つである場合もある。例えば、シウ語（ニジェールコンゴ語族）において独立用法は、使用頻度の
約 12% (27/219) を占めるという報告がなされている (Dingemanse 2011: 143)。その具体例を以下に示
す（↑の印は韻律的前景化を示す）。
(i)

kɔ̃rɔ̃,

ì-rɔ

nɛmɔ̀

sina, so

akodzɛ.

Totoro-↑to:!↑

今

I-もの.不定

関係詞.I-そこ

肉

A.複数-皮膚

オノマトペ.厚い-強調

象

（今度はあいつ、象の皮の肉だ。分厚い!）
(Dingemanse 2011: 144)
2

助詞「と」との結合をめぐる音韻的、意味的、統語的な側面に関する詳細については、Akita &

Usuki (2016) および Toratani (2006) に議論がある。これについては第 4.2.1 節の後半部分で述べるこ
とにする。
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(4-2)

日本語オノマトペの形態統語的統合性：
独立用法＜引用的副詞＜裸副詞＜動詞＜形容詞

統合性：低

高
(Akita 2017b: 318)

(4-2) を見ると、最も統合性が低いものは独立用法で、最も統合性が高いものは形容詞である。
副詞は、助詞「と」を伴う引用的副詞と「と」を伴わない裸副詞に分かれるが、上の用例に当
てはめてみると、(4-1a) より (4-1b) の方が統合性が高いことになる。
(4-2) の統合性は、省略可能性や分離可能性で測ることができる (Akita 2017b; Toratani 2015)。
例えば、Akita (2017b: 318-319) は統語的統合性のテストとして、以下の (4-3) のように省略可
能性を検証している。

(4-3)

a.

ぬるぬる、うなぎはすべっていた。（独立用法）

b.

うなぎはぬるぬるとすべっていた。（引用的副詞）

c.

うなぎはぬるぬるすべっていた。（裸副詞）

d.

*そのうなぎはぬるぬるした。（動詞）

e.

*そのうなぎはぬるぬるだった。（形容詞）
(Akita 2017b: 318-319)

(4-3d) と (4-3e) からわかるように、動詞と形容詞、つまり述語として機能するものは省略テス
トで不適格な文になる。すなわち、オノマトペ動詞および形容詞は文の構成に不可欠な存在で
ある。一方、形態的統合性は以下の (4-4) のように分離可能性から測ることができる。

(4-4)

a.

そのうなぎはぬるぬるはした。（動詞）

b.

*そのうなぎはぬるぬるはだった。（形容詞）
(Akita 2017b: 320; 下線は筆者による)

(4-4b) が示すように、形容詞では下線部の助詞「は」が挿入できない。すなわち、形容詞は動
詞より統合性が高い。
一方、引用的副詞と裸副詞については、既にいくつかの考察がなされている。例えば、裸副
詞は、引用的副詞より意味的に共起動詞が表す事象に融合し、述語と 1 つのユニットを成すと
いう指摘がなされている (Toratani 2006)。Toratani (2006) は、引用的副詞と裸副詞は、いずれも
述語の直前に現れる場合が多いが、裸副詞は引用的副詞よりその割合が高いとしている（裸副
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詞：81% (151/187)、引用的副詞：48% (58/122)）。すなわち、引用的副詞は述語から離れて生起
しやすい一方、裸副詞は述語と意味的、統語的に強く結びついているということである。これ
に関連して、Akita & Usuki (2016) は、オノマトペが共起する一般動詞や「する」「いう」とど
れ ほ ど 構 造 的 、 意 味 的 に 1 つ の ユ ニ ッ ト を 成 し て い る の か に つ い て 、 準 編 入 (quasiincorporation) という観点から引用的副詞は副詞として、「裸副詞＋動詞」の構造は動詞の 1 つ
として捉えている3。すなわち、引用辞「と」を伴わず、動詞と直接共起するオノマトペは、共
起動詞または「する」「いう」と 1 つの語のように振る舞うということである。
日本語オノマトペにおける形態統語的統合性をまとめると、上の (4-2) に示したように、最
も統合性が低いものは独立用法である。その一方で最も統合性が高いものは、形容詞である。
続いて次節では、韓国語オノマトペにおける形態統語的統合性を見る。

4.2.2. 韓国語における統語分布と統合性

前節では、日本語オノマトペの形態統語的統合性は、独立用法＜引用的副詞＜裸副詞＜動詞
＜形容詞の順に並べられることを述べた。それでは、韓国語オノマトペはどのような分布を見
せるのだろうか。結論を先に述べると、日本語と類似した分布を見せる。統語分布は、独立用
法、副詞、動詞、形容詞の 4 つの統語範疇に分類でき、それらの統合性は、独立用法＜副詞＜
動詞・形容詞の順に並べられる。
以下の (4-5c) は、接尾辞-kelita/-tayta/-ita と結合して動詞を形成し、(4-5d) は接尾辞-hata と結
合して形容詞を形成している。ここで接尾辞-kelita/-tayta/-ita は、いずれも動作性、反復性を表
すが（イ・ミンウ 2005; パク・ドングン 1994a, 1994b など）、-tayta は-kelita と-ita に比べ、表
す程度が増すという強調的な意味特性を持つ。-hata は、動詞としても形容詞としても機能し、
結合するオノマトペが動作を表すものなら動作性を、状態を表すものなら状態性を帯びる4。
3

Akita & Usuki (2016: 263) は、引用的副詞と裸副詞は抽象性において差を見せるとしている。引用

的副詞は、音や事象の繰り返しを表すものに適している一方、裸副詞は、音を表さないものないし持
続的な事象を表すのに適しているという。また裸副詞は、抽象的な意味を表すことが多いとしている。
例えば、「新車がぴかぴか（?と)光っていた」のように状態の持続を表す意味ではオノマトペと共起
動詞の間に「と」の挿入がやや許容されにくい一方、「ウィンカーがぴかぴか（と)光っていた」の
ように反復性（光の点滅）を表すものにおいては「と」の挿入が望ましいとしている。
4

一般語体系における hata は単独で用いられ、動詞として機能することも（例：Na-nun wuntong-ul

ha-n-ta＜わたしは運動をする＞）、名詞と結合し動詞あるいは形容詞として機能することも可能であ
る。結合成分が動作性を表すものなら動詞として（例：Na-nun pang-ul chengso-ha-n-ta＜わたしは部
屋を掃除する＞）、ものの性質や状態を表すものなら形容詞として機能する（例：Na-nun hayngpok-
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(4-5)

a. ?Panccakpanccak, centung-i
オノマトペ

電灯-主格

pichna-ss-ta.（独立用法）
光る-過去-平叙

（ぴかぴか、電灯が光った。）
b. Centung-i
電灯-主格

panccakpanccak

pichna-ss-ta.（副詞）

オノマトペ

光る-過去-平叙

（電灯がぴかぴか光った。）
c. *Centung-i

panccak-{kely-ess/tay-ss/y-ess}-ta.（動詞）

電灯-主格

オノマトペ-KELITA/TAYTA/ITA-過去-平叙

（電灯がぴかぴかした。）
d. *Kacwuk
革

kwutwu-ka

panccakpanccak-hay-ss-ta.（形容詞）

靴-主格

オノマトペ-HATA-過去-平叙

（革靴がぴかぴかした。）

(4-5a) と (4-5b) は、文からオノマトペを取り除いても文の成立に影響を与えないのに対し、(45c) と (4-5d) は、文の成立にオノマトペ動詞、形容詞の存在が不可欠である。これは、オノマ
トペが接尾辞と結合し述語の一部を形成し、文中に統合されていることを示す。一方、(4-5a) の
オノマトペは、文から独立して生起するため、文頭に位置することも、または文末に位置する
ことも可能である。ここで重要なのは、(4-5a) のオノマトペは、日本語の (4-1e) と同様、オノ
マトペそのものが 1 つの文のように単独で振る舞うため、文中にオノマトペが置かれた (4-5b)
や、(4-5c) と (4-5d) のように接尾辞と結合し述語形式を形成するものとは明らかに区別される
ということである。例えば、以下の (4-6b) のように、副詞として機能するものは、動詞 pichnata＜光る＞との間に節の介入が許容されないのに対し、(4-6a) の独立用法として機能するものは、
節の挿入が許容されやすい。つまり、副詞のオノマトペは、独立用法のオノマトペに比べ、共
起する動詞と意味的、形態的に強く結びついている。

(4-6)

a. ?Panccakpanccak,
オノマトペ

[centung-ul khye-myen]

pichna-n-ta.（独立用法）

電灯-対格 つける-条件 光る-非完結相-平叙

（ぴかぴか、電灯をつけると光る。）

ha-ta＜わたしは幸せだ＞）。両者の間に、統語的な振る舞いの差異は基本的にないとされるのが一般
的である（キム・ジェヨル 1999）。

74

b. *Panccakpanccak [centung-ul khye-myen]
オノマトペ

pichna-n-ta.（副詞）

電灯-対格 つける-条件 光る-非完結相-平叙

（ぴかぴか電灯をつけると光る。）
c. [Centung-ul
電灯-対格

khye-myen]

panccakpanccak

つける-条件 オノマトペ

pichna-n-ta.（副詞）
光る-非完結相-平叙

（電灯をつけるとぴかぴか光る。）

一方、(4-5c) と (4-5d) で接尾辞-kelita/-tayta/-ita/-hata は、同等の統語的統合性を見せるが、形
態的統合性については接尾辞間で差が見られる。-hata は、(4-7c) のように状態を表すものと結
合し形容詞としても機能し、(4-8c) のように動きを表すものと結合し動詞としても機能するが、
-kelita/-tayta/-ita とは異なって、いずれの場合もオノマトペとの間に否定辞 an＜ない＞が挿入で
きる。

(4-7)

a. ??Patak-i
床-主格

kkuncek

an

{-kely-ess/-tay-ss}-ta.

オノマトペ

否定

KELITA/TAYTA-過去-平叙

（床がべたべたしなかった。）
b. *Patak-i
床-主格

kkuncek

an

y-ess-ta.

オノマトペ

否定 ITA-過去-平叙

（床がべたべたしなかった。）
c. Patak-i
床-主格

kkuncekkkuncek

an

hay-ss-ta.

オノマトペ

否定 HATA-過去-平叙

（床がべたべたしなかった。）
(4-8)

a. ??Kokay-lul
首-対格

kkutek

an

{-kely-ess/-tay-ss}-ta.

オノマトペ

否定 KELITA/TAYTA-過去-平叙

（首をこくりこくりしなかった。）
b. *Kokay-lul
首-対格

kkutek

an

y-ess-ta.

オノマトペ

否定 ITA-過去-平叙

（首をこくりこくりしなかった。）
c. Kokay-lul

kkutekkkutek

an

hay-ss-ta.

首-対格

オノマトペ

否定 HATA-過去-平叙

（首をこくりこくりしなかった。）
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以上から-hata 動詞・形容詞が最も低い結合性を示し、-ita 動詞は最も高い結合性を、-kelita/
-tayta 動詞はその中間程度の結合性を示すことがわかる。これまでの検討結果をまとめると、(49) のような階層が立てられる。

(4-9)

韓国語オノマトペの形態統語的統合性：
独立用法＜副詞＜動詞、形容詞

統合性：低

高

韓国語オノマトペは、独立用法が最も低い統合性を、形容詞および動詞が最も高い統合性を示
す。上で見たように、韓国語では 4 つの接尾辞がそれぞれ異なる統合性を示すため、動詞と形
容詞の間に明確な境界線を引くのはやや難しい。
以上、両言語における統語形式の分布を提示し、その形態統語的統合性について検討した。
本節で示した考察の結果は、次節以降に行う形態統語的統合性の議論の背景になるものである。
以降の節では、本節で提示した統語体系の形態統語的統合性がどのような言語的特徴と相関す
るのかについて検討していく。第 4.3 節では、第 3 章の動詞化体系の議論で扱うことができなか
った動詞化不可能なものに焦点を当て、日韓オノマトペの動詞化の可否を決定する要因として
意味的特定性が働くことを明らかにする。第 4.4 節では、コーパスによる追加検証を実施し、第
4.5 節では考察の結果を基に、日韓オノマトペの動詞化体系に対する一般化を試みる。この議論
により、日韓オノマトペの動詞化体系の全体像を描くとともに、意味的特定性と形態統語的統
合性が相関関係にあることを主張する。第 4.6 節では、オノマトペの意味拡張と統語の関係を検
討する。これにより、メタファー拡張の可能性と形態統語的統合性の間に密接な関係性が認め
られることを示す。

4.3. 意味的特定性とオノマトペの動詞化の可否

本章で採用する意味的特定性とは、動詞と共起し、動詞を修飾する様態オノマトペが事象を
どれほど具体的に指定し、精緻化するのかという意味の具体性の度合いをいう（秋田 2013a,
2013b）。一方、日本語オノマトペについて、意味的特定性の考え方と相通ずるものとして「オ
ノマトペ＋する」構造の意味的特徴に関する考察がなされている（中北 1991）。具体的には、
「擬態語＋する」が表す事象は、修飾する事柄に制限のあるもので、その中でも具体性を欠い
た、漠然とした動作のサマを表す傾向があるという。すなわち、「擬態語＋する」の表現は、
具体的にどうしたのかを問題にしない、あるいは具体的にどうしたのかを表現できないような
動作や作用（つまり、コトの行われるサマ）を表すという（中北 1991: 252）。言い換えれば、
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オノマトペ「する」動詞は、事象の細部まで具体的に表すのではなく、事象の全体的なありさ
まを捉える、ということである。例えば、以下の (4-10) が示すように、「ぶらぶら」と「とぼ
とぼ」は両方とも歩行に関わる事象を捉えているものの、「ぶらぶら」はある空間をのんびり
歩き回って、時間をつぶすという事象の全体的な様相を表している一方、「とぼとぼ」は気力
を失って疲れ果てた感じで歩いている歩き方に焦点が置かれている5。

(4-10) a. 鈴木は広場をぶらぶらしていた。
b. 鈴木は小道をとぼとぼ歩いていた。

(4-10b) の「とぼとぼ」は、歩き方に関わる事柄のうち、一定の間隔の歩幅や主体が気力を失っ
ている様子に関する事柄を特定化、精密化している。こうした現象について、秋田 (2013b) は、
継承関係 (inheritance) という観点から中北 (1991) を捉え直している。つまり、様態オノマトペ
は共起動詞と意味的に上下関係 (hyponymy) を成すため、共起動詞が表す事象を具体化する副詞
としてしか用いられないということである。従って、「とぼとぼ」は、(4-10a) のように「す
る」動詞は形成できない（例：「*太郎はとぼとぼしていた」）。以上の中北 (1991) と秋田
(2013b) から得られた知見を、意味的特定性の概念から捉えると、以下の (4-11) から (4-14) の
ように特定性が非常に高いものは動詞化が不可能である一方、(4-15) から (4-18) のように意味
的特定性が中間程度のものは、動詞化が可能であるという一般化が導き出される。

●動詞化不可能なオノマトペ 1（意味的特定性が非常に高いもの）：

(4-11) a. 次郎は焼肉とご飯をぱくぱくと食べていた。
b. *次郎は焼肉とご飯をぱくぱくしていた。

5

浜野 (2014: 114-115) は、オノマトペが副詞として用いられたものと「する」動詞として用いられ

たものの意味を比較し、副詞は、意図的で具体的な運動を修飾するが、対応する「する」動詞にはそ
のような意味はないとしている。例えば、副詞の「ぶらぶら」は、人間が意図的に具体的な運動をす
るという意味が表せるのに対し（例：「子供は、鉄棒からぶらぶらぶらさがった」）、「する」動詞
ではそのような意味は表せないとしている（例：「子供は、鉄棒からぶらぶらした」）。オノマトペ
「する」動詞の意味に関する類似した指摘が、Sugahara & Hamano (2015) でもなされている。
Sugahara & Hamano (2015: 155) は、「つく」動詞と「する」動詞の意味を比較して、例えば、「ぶら
つく」は、目的もなく、歩き回る様子を表すのに対し、「ぶらぶらする」は、目的もなく、暇そうに
時間をつぶすという意味を表すと述べている。
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c. Chelswu-nun

koki-wa

チョルス-主題 お肉-と

pap-ul

akwiakwi

mek-ess-ta.

ご飯-対格

オノマトペ 食べる-過去-平叙

（チョルスはお肉とご飯をぱくぱく食べた。）
d. *Chelswu-nun

koki-wa

pap-ul

チョルス-主題 お肉-と

akwiakwi-{kely-ess/tay-ss/hay-ss}-ta.

ご飯-対格 オノマトペ-KELITA/TAYTA/HATA-過去-平叙

（チョルスはお肉とご飯をぱくぱくした。）
(4-12) a. 煙突から煙がもくもくと立ち上っていた。
b. *煙突から煙がもくもくした。
c. Kwulttwuk-eyse yenki-ka molakmolak
煙突-から

phi-e

oll-ass-ta.

煙-主格 オノマトペ 立つ-接続 上る-過去-平叙

（煙突から煙がもくもく立ち上った。）
d. *Kwulttwuk-eyse
煙突-から

yenki-ka molakmolak-{kely-ess/tay-ss/hay-ss}-ta.
煙-主格 オノマトペ-KELITA/TAYTA/HATA-過去-平叙

（煙突から煙がもくもくした。）
(4-13) a. 朝から雨がしとしと降った。
b. *朝から雨がしとしとした。
c. Achim-pwuthe
朝-から

pi-ka

pwusulpwusul

雨-主格 オノマトペ

nayly-ess-ta.
降る-過去-平叙

（朝から雨がしとしと降った。）
d. *Achim-pwuthe pi-ka
朝-から

pwusulpwusul-{kely-ess/tay-ss/hay-ss}-ta.

雨-主格 オノマトペ-KELITA/TAYTA/HATA-過去-平叙

（朝から雨がしとしとした。）
(4-14) a. 子どもがすくすく育っていた。
b. *子どもがすくすくしていた。
c. Ai-ka

mwulekmwulek

子ども-主格 オノマトペ

cala-ss-ta.
育つ-過去-平叙

（子どもがすくすく育った。）
d. *Ai-ka

mwulekmwulek-{kely-ess-ess/tay-ss-ess/hay-ss-ess}-ta.

子ども-主格 オノマトペ-KELITA/TAYTA/HATA-過去-平叙
（子どもがすくすくしていた。）

(4-11) は食べ物を盛んに食べる様子を、(4-12) は煙が立ち上る様子を、(4-13) は静かに雨が降る
様子を、(4-14) は子どもが勢いよく成長する様子をそれぞれ表している。これらのは、意味的
に動詞が表す事象の一側面に焦点を当て、その様子が具体的にどうだったのかについて、詳細
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に描写している点で共通している。それでは、意味的特定性が非常に高いものと非常に低いも
のの間に存在するものはどうだろうか。これらのグループに入るオノマトペは、第 3 章の動詞
化体系の議論で見た動詞化が可能なものである。以下にその具体例を示す。

●動詞化可能なオノマトペ（意味的特定性が中間程度のもの）：

(4-15) a. 京子はもじもじ｛していた／話していた／答えていた｝。
b. Swuci-nun
スジ-主題

wumwulccwumwul {-keli/malha/taytap-ha}-ko

iss-ess-ta.

オノマトペ-KELITA/話す/答える-接続

いる-過去-平叙

（スジはもじもじ｛していた／話していた／答えていた｝。）
(4-16) a. 虫がうようよ｛していた／動いていた／群れていた｝。
b. Pelley-ka {kkwumthul-tay-ko/

kkwumthulkkwumthul wumciki-ko/

虫-主格 オノマトペ-TAYTA-接続/オノマトペ
kkwumthulkkwumthul moy-e}

iss-ess-ta.

オノマトペ

いる-過去-平叙

群れる-接続

動く-接続/

（虫がうようよ｛していた／動いていた／群れていた｝。）
(4-17) a. 次郎はあたふた｛していた／出ていった／逃げていた／走っていた｝。
b. Mincay-nun

hetwungcitwung {-keli/naka/tomangka/talli}-ko

ミンジェ-主題 オノマトペ-KELITA/出ていく/逃げる/走る-接続

iss-ess-ta.
いる-過去-平叙

（ミンジェはあたふた｛していた／出ていった／逃げていた／走っていた｝。）
(4-18) a. 木村はふらふら｛していた／歩いた／立ち上がった｝。
b. Yengswu-nun pithulpithul {-hay/kel-e/ilese}-ss-ta.
ヨンス-主題 オノマトペ-HATA/歩く-接続/立ち上がる-過去-平叙
（ヨンスはふらふら｛した／歩いた／立ち上がった｝。）

(4-15) はためらう様子を、(4-16) は小さな生き物がうごめく様子を、(4-17) は急いで行動する
様子を、(4-18) は人がふらつく様子を表している。日本語はいずれも「する」動詞を形成して
おり、韓国語は接尾辞-kelita/-tayta/-hata と結合し動詞を形成している。これらは、(4-11) から
(4-14) とは異なり、＜歩く＞＜食べる＞などのような特定の事象と意味的な上下関係を成さな
い。例えば、(4-15a) の「もじもじ」は、困惑、気おくれなどではっきりとした行動がとれず、
躊 躇 す る 様 子 を 捉 え て お り 、 特 定 の 事 象 を 詳 細 に 描 写 す る も の で は な い 。 (4-15b) の
wumwulccwumwul は、(4-15a) の「もじもじ」と類似した意味を表し、はっきりと行動せず、た
めらう様子を表す。これも「もじもじ」と同様、＜（身体の一部を）動かす＞＜話す＞などと
いった特定の事象を含意しない。つまり、動詞化可能なオノマトペは、特定の事象と意味的な
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包摂関係を成さず、事象を全体的に捉える。そのため、これらのオノマトペが表す事象は、具
象性を欠いており、「ぱくぱく食べる」「とぼとぼ歩く」など意味的特定性が非常に高いもの
とは明らかに区別されるものである。
一方、以下の (4-19) から (4-22) のように、オノマトペの意味が事象の程度や回数に関わり、
一般副詞に準ずると考えられるものも動詞化が不可能である。

●動詞化不可能なオノマトペ 2（意味的特定性が非常に低いもの）：

(4-19) a. 韓国語の語学力がめきめき上達した。
b. *韓国語の語学力がめきめきした。
c. Ilpone

sillyek-i

pwuccek

nul-ess-ta.

日本語 実力-主格 オノマトペ 伸びる-過去-平叙
（日本語の実力がぐんと伸びた。）
d. *Ilpone sillyek-i

pwuccek-{kely-ess/tay-ss/hay-ss}-ta.

日本語 実力-主格 オノマトペ-KELITA/TAYTA/HATA-過去-平叙
（日本語実力がぐんとし続けた／した。）
(4-20) a. 彼は彼女の横顔をこっそり見ていた。
b. *彼は彼女の横顔をこっそりしていた。
c. Ku-nun kunye-uy

yeph-elkwul-ul

彼-主題 彼女-属格 横-顔-対格

sulcceksulccek

po-ass-ta.

オノマトペ

見る-過去-平叙

（彼は彼女の横顔をこっそり見た。）
d. *Ku-nun kunye-uy

yeph-elkwul-ul

彼-主題 彼女-属格 横-顔-対格

sulcceksulccek-{kely-ess/tay-ss/hay-ss}-ta.
オノマトペ-KELITA/TAYTA/HATA-過去-平叙

（彼は彼女の横顔をこっそりし続けた／した。）
(4-21) a. 全財産がすっかりなくなってしまった。
b. *全財産がすっかりした。
c. Cwusik-ulo
株-で

cen-caysan-ul

hollang

nally-e

pely-ess-ta.

全-財産-対格

オノマトペ 使い果たす-接続 しまう-過去-平叙

（株で全財産をすっかり使い果ててしまった。）
d. *Cwusik-ulo cen-caysan-ul
株-で

全-財産-対格

hollang-{kely-ess/tay-ss/hay-ss}-ta.
オノマトペ-KELITA/TAYTA/HATA-過去-平叙

（株で全財産をすっかりし続けた／した。）
(4-22) a. お祖母さんのうちにちょくちょく顔を出している。
b. *お祖母さんのうちにちょくちょくしている。
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c. Kwukmin-yenkum-ul
国民-年金-対格

kkopakkkopak

nay-ss-ta.

オノマトペ

払う-過去-平叙

（国民年金をきちんと払った。）
d. *Kwukmin-yenkum-ul
国民-年金-対格

kkopakkkopak-{kely-ess/tay-ss/hay-ss}-ta.
オノマトペ-KELITA/TAYTA/HATA-過去-平叙

（国民年金をきちんとし続けた／した。）

(4-19a) の「めきめき」はある状態が着実に進歩、前進する様子を表し、(4-19c) の puccek はあ
るものや現象、実力などが急変するさまを表す。(4-20a) と (4-20c) は人の目につかないように
密かに物事を行う様子を表し、(4-21a) は 1 つも残らず事象全体がそのような状態になっている
さまを、(4-21c) は所有していた財産や物が一瞬で無くなるさまを表す。(4-22a) は物事が頻繁に
繰り返されるさまを、(4-22c) は決まった期間内に、規則正しく着実に物事を行う様子を表す。
以上からわかるように、これらのオノマトペは、程度や頻度といった事象の一側面を指定し
ているものの、指定している部分は特定の事象に固有のものではなく、事象の強弱、大小、多
少、事象が繰り返し起こる回数のように一般的なものである。この点は、動詞化可能な「ぶら
ぶら」や「さらさら」が、ある程度限定された事象（移動や触知）と結びつくことと異なる。
動詞化が可能なオノマトペは、いずれも事象全体のありさまを総体的に捉える一方で、(4-19a)
から (4-21c) は事象の強弱や多少などに関わる程度を、(4-22a) と (4-22c) はある事象が繰り返
し起こるという頻度情報を表している。以上から、副詞オノマトペの中には、特定の事象に関
わる具体的な様態副詞の他に、程度副詞や頻度副詞（例：「非常に」「極めて」「しょっちゅ
う」「二度三度」）に似た意味を持つものも存在するということがわかる。程度や頻度を表す
オノマトペは一般語彙化しており、「脱オノマトペ化」が進んでいるものと捉えられる。ここ
で「脱オノマトペ化」とは、オノマトペの意味的な面に注目したもので、オノマトペが表す意
味が、本来オノマトペが表す典型的な意味（音や動き、具体的な様態）とはかけ離れた、より
一般副詞に近似する意味を表す現象を指す。
程度副詞・頻度副詞的なオノマトペは、上にも述べたように、一般副詞に準ずる意味を表す6。
本章では、先行研究の知見を広げ、意味的特定性には程度があると考え、どれほど具体的に事
象を描写するのかという観点から考えることにする。こうした考え方に基づくと、(4-19) から
(4-22) のようなオノマトペは、意味的特定性が非常に低いものと考えることができる。
6

本論文で程度副詞的なものと呼ぶオノマトペの中には、学者によって異なる名称で呼ばれることも

ある。例えば、仁田 (2002) では、本論文で程度副詞的なものと捉えている「しっかり」「くっき
り」などを、様態副詞の一種と捉えている。仁田 (2002: 91-92) は、これらの語は、物事の明晰性・
密着性を表すと述べている。
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以上を踏まえ、本章では特定性が非常に高いものと、反対に特定性が非常に低いものを両端
に位置させ、その間に位置づけられる適度に特定性の高いオノマトペが動詞化を許す、という
提案をする。以上のことを踏まえ、本章では、オノマトペの意味的特定性と動詞化可能性につ
いて、秋田 (2013a: 103) に基づき、以下の (4-23) の仮説を立てる。

(4-23) オノマトペの意味的特定性による動詞化可能性の仮説：
a. 意味的特定性が非常に高いものは、共起動詞が表す事象の一部を指定し、具体化するこ
とにより、共起動詞と意味的に包摂関係を成す。よって、共起動詞が表す事象の特定の側
面を詳細に描写する副詞として具現化されやすく、結果的に動詞化を拒む。
b. 意味的特定性が非常に低いものは、事象の程度・頻度情報に関する全体的な成り行きを
捉えるため、意味的に一般副詞と類似した性質を持つ。よって、特定の動詞と意味的な
包摂関係を成さず、様々な動詞と共起し、事象の大小、強弱、回数などを表す副詞とし
て具現化されやすい。その結果、動詞化を拒む。

以上の仮説を踏まえると、両言語のオノマトペの統語体系は、まず動詞化可能なものと不可能
なものの 2 つに大別される。更に動詞化不可能なものを下位分類すると、意味的特定性が非常
に高いものと非常に低いものの 2 つに細分できる。以下では、これらの仮説の妥当性のさらな
る傍証として、コーパス内におけるオノマトペと動詞の共起の様相を観察する。

4.4. コーパス調査による傍証

本節では、コーパスのデータに基づき、「意味的特定性」の間接的な尺度としてオノマトペ
と共起する語の共起強度を測る。分析に入る前にまず具体的な分析対象と方法について説明す
る。調査対象としたオノマトペは、日本語は、阿刀田・星野 (1993) に見出し語として登録され
ている 738 語のうち、動詞化ができない様態副詞オノマトペを、韓国語は、キム・インファ
(1995) の巻末に添えられている 4,846 語のうち、動詞化ができない様態副詞オノマトペを対象と
した。
動詞化の可否に対する判断は、辞書（『擬音語擬態語使い方辞典』 7 ）の統語記述や、伊東
(2015: 31-53) に記述されている意味・統語情報を手掛かりに動詞化の可否を確認することで行
った。その後、個別語ごとに共起動詞と名詞を調査したが、その際、オノマトペの意味が多義

7

本辞書には、全てのオノマトペに対する具体的な統語情報（共起動詞、「する」との結合など）が

記述されている。
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の場合は意味項目ごとに分析を行った（例：songsong＜柔らかい物を細かく早く切る様子＞、＜
肌に小粒の汗がたくさんにじみ出ている様子＞）。
以上から選別された語を対象に、秋田 (2013a, b) と同様、コーパスからの用例を基に「歩
く」「飲む」「笑う」などといった動詞との共起強度を調べた。また、動詞化可能なものとの
比較を行うため、日本語では「する」動詞と「いう」動詞が形成可能なもの8、韓国語では接尾
辞-kelita/-tayta/-ita/-hata と結合し動詞が形成可能なものについても一般動詞との共起強度を調べ
た9。これは、動詞化可能なオノマトペと動詞化不可能なオノマトペの間に、共起する動詞との
結びつきにどれほど差があるのかを比較するためである。例えば、「にこにこ」は「する」動
詞が形成可能だが（例：「にこにこする」）、調査に当たっては、「する」ではなく「笑う」
との共起強度を調べた。また、「ぶつぶつ」も「いう」動詞が形成可能だが（例：「ぶつぶつ
言う」）、共起しやすい一般動詞「（愚痴を）こぼす」との共起強度を調査した10。
共起強度とは、語 A と語 B の 2 語の結合力によって測定されるもので、語 A と慣習的な組み
合わせで用いられる語 B との結びつきの強さを指す。本調査では、秋田 (2013a, b) の調査方法
に倣い、副詞オノマトペとそれと共起する動詞の頻度を調査し、この結びつきの統計的な有意

8

「する」動詞が形成可能なものに関しては、黄 (2011) でリストされている 200 語を対象とした。

黄 (2011) は、「する」動詞が形成可能なものを対象に、「現代書き言葉均衡コーパス」のデータに
基づき、各語における t 値を分析している。全体のリストについては、＜付録 1＞を参照されたい。
＜付録 1＞には、動詞化不可能なもの 224 語、動詞化可能なもの 74 語の計 298 語（延べ頻度）の t 値
が示されている。
9

本分析における動詞化可能なものの選定は、イ・ソジョン (2010: 72-73) の語彙リストを参考とし

て行った。イ・ソジョン (2010) は、コーパス（世宗マルムンチ(世宗コーパス)「国立国語研究
院」）、韓国語教育教材、韓国語学習用の語彙リストに使われているオノマトペを採集し、どのよう
な接尾辞と結合し、その使用頻度はどうなっているのかについて調査を行っている。
10

本論文では、「ぶつぶつ言う」「ぶーぶー言う」＜不平不満をもらす、文句をつける＞など人間

の発話行為に関するものを、「あつあつの鉄板の上でお肉がじゅーじゅーいっています; Toratani
2015: 135」のように物音の放出を表すものと同様に、日本語オノマトペの「いう」動詞の 1 つとして
捉えることにする。例えば、「子どもは宿題が多いことにぶーぶー言っていた」という文で「ぶーぶ
ー」というオノマトペを取り除くと、不自然な文になる。また、オノマトペと「言う」の間に引用辞
「と」を挿入しても不自然な文になってしまう。つまり、「オノマトペ＋いう」形式は、形態統語的
に強固に結びつき、1 つの述語形式を形成しているということである。オノマトペの述語形式におけ
る形態統語的統合性のテストに関しては、第 3.1 節や第 4.2 節を参照されたい。
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性を示す計算法として t スコア (t-score) という数値を用いた11。t スコアは、2 つの語の共起関
係の統計的有意性を図り、共起の程度が偶然による確率を超えているのか、どのくらいの確か
さで言えるのかを示す指標である（Strafella et al. 2012: 55）。得られた数値が高ければ、その語
との共起が強いことを意味する。具体的な算出法は、Church et al. (1991) を参照している12。分
析で扱った共起語の範囲は、副詞オノマトペの直後ないし直後の目的語名詞句の後にくる動詞
に限定した（例：「彼はごくごくと水を飲んだ」）。得られた結果のうち、共起の有意性が認
められるとされる t 値が 2.00 以上のものを 2 つ以上含む語がある場合は、上位の 2 語までを分
析対象に入れた。
調査に際して、日本語は「現代日本語書き言葉均衡コーパス (BCCWJ)」（中納言）と「筑波
ウェブコーパス」を用い、用例の検索に当たっては、両方のコーパスを使用し、t 値の算出には
BCCWJ を使用した。韓国語は SJ-RIKS Corpus Extension (Research Institute of Korean Studies) を用
いた。いずれもウェブ上に一般公開されているコーパスである。
BCCWJ は、雑誌、白書、ブログ、ネット掲示板、教科書などのテキストで構成され、計 1 億
430 万語を収録している。刊行年代は、主に 1986 年から 2005 年までが中心になっている。一方
「筑波ウェブコーパス」は、ウェブサイトの掲示板、ブログなどのテキストを中心に構成され、
総 11 億語が収録されている。
SJ-RIKS Corpus Extension は、総 116,065,151 語節が収録されている13。テキストの構成は、口
語資料と文語資料に大別され、口語（会話伝写資料、演劇の台本）は全体の約 5.7% を、文語

11

共起する語の共起強度を測る指標として、t スコア、ダイス係数、MI スコア（相互情報量）、対

数尤度比などの指標がある。本調査では、オノマトペ A と高頻度で共起する動詞 B を抽出し、その
共起有意性を調べるために、高頻度な表現を抽出しやすいとされる t スコアを用いた (Hunston 2002)。
12

本分析では、Church et al. (1991) による計算法を用いている。通常、得られた数値が 2.0 を超えると、2 つ

の語の共起が偶然ではなく、統計的に有意であることを示す。これを測るには、まずコーパスの総語数 (W)、
語 A の頻度 (fA)、語 B の頻度 (fB)、語 A と語 B が共起した頻度 (fAB) を調査する必要がある。具体
的な数式は、以下のようである (Strafella et al. 2012: 55)。

13

語節とは、韓国語学で使用される用語で、文を構成する最小構成要素であり、分かち書きの基準

になるものである（『標準国語大辞典』国立国語研究院）。発話上でも区分でき、語節と語節の間に
はポーズが置かれる。例えば、Pap-ul mek-ta＜ご飯を食べる＞という文は、Pap-ul と mek-ta の間にポ
ーズが入れられるため、2 語節の文になる。この概念は、韓国語学者のイ・ヒスン (1955) によって
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（新聞、雑誌、小説など）は全体の約 94.3%を占める。刊行年代は、1990 年代から 2000 年代の
ものが多い。次節では、以上の分析から得られた結果を (4-23) の意味的特定性の仮説に基づい
て提示する。

4.4.1. 共起強度から見る分布状況

分析の結果、両言語とも意味的特定性が両極にあるもの（すなわち、意味的特定性が非常に
高いものと非常に低いもの）は、動詞化を拒むという傾向が見られた。すなわち、特定の動詞
と強い共起制限を持つものは、共起動詞と意味的に上下関係を成し、副詞として具現化されや
すい。一方、ある様態や状況を特定化せず、事象の程度、頻度という全体的な成り行きに関わ
るものも副詞として具現化されやすい。これは、(4-23) の仮説を支持するものであるとともに、
第 3.3 節で紹介した諸先行研究の見地を裏付けるものである。
意味的特定性が非常に高いものに関する結果は、上に紹介した秋田 (2013a, 2013b) と相通じ
るものである。つまり、副詞オノマトペと共起する動詞は、意味的な上下関係、継承関係を成
すということである。これに加え、本章では、意味的特定性が非常に低いものに対しても意味
的特定性の度合いにより、有意義な説明が与えられると主張する。意味的特定性が非常に低い
ものは、事象の程度、頻度情報に関わり、意味的に一般副詞に準ずる意味を表す。これらのオ
ノマトペは、音や様態の描写が中心である日韓オノマトペにおいて非典型的な意味的特質を有
している。
一方、日韓両言語を見比べると、いくらか相違点が見受けられる。まず、全体的な分布を見
ると、韓国語は日本語に比べ、t 値が非常に高い語が多数存在しており（例：kkamccak＜びっく
り＞、t = 53.70）、t 値が上位にあるものと下位にあるものの格差がとりわけ甚だしい。こうし
た比較は、調査に用いられた各言語のコーパスの規模が異なるため、妥当な比較ではないとい
う可能性は排除できない。しかしながら、韓国語の上位に位置する少数の語が示す非常に高い t
値は、一部の特定の語における高い意味的特定性や慣習性を示すと思われる14。これは、韓国語
オノマトペの高い言語的統合性を示唆する事実の 1 つであると捉えられる。
日本語において特徴的なのは、動詞化不可能なもののうち、「見る」「歩く」など人間の基
本動作を表すものがとりわけ多いことである（伊東 2015）。最も高頻度に現れたものは、歩き
提唱されたもので現代韓国語学のコーパス言語学で語数の基本単位として用いられている。しかし、
この方法では助詞が単独単位として数えられないという問題点があるため、言語学研究には適してい
ないという指摘がなされることもある。
14

全体のリストについては、＜付録 2＞を参照されたい。＜付録 2＞には、動詞化不可能なもの 196

語、動詞化可能なもの 97 語の計 293 語（延べ頻度）の t 値が示されている。
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方に関するもので、計 13 語が観察された（例：「すたすた」「てくてく」「とぼとぼ」）。一
方、韓国語では、日本語において高頻度で観察された歩き方、見方など具体的な身体動作に関
わる大半のものは、接尾辞-kelita/-tayta/-hata と結合し動詞形成が可能である（例：Jinswu-nun
thepek-keli-mye kel-ess-ta15＜ジンスはとぼとぼして歩いた＞）。特に接尾辞-kelita/-tayta は、動作
性の意味が高いとされることから（アン・インスク 2007; 伊東 2008）、身体動作を表すものと
結合しやすい。
以下では、意味的特定性の程度と動詞化可否の関連性から、特定性が非常に高いものと非常
に低いもの、動詞化可能なものに関して議論を進めていく。

4.4.2. 意味的特定性の高さと動詞化可能性

本節では、オノマトペの動詞化の可否を、意味的特定性の高さから検討し、統語と意味の関
連性を論証していく。また、日韓オノマトペの比較から見える言語間の差異を明らかにし、韓
国語オノマトペが日本語オノマトペに比べ、言語体系に深く統合されていることを主張する。
意味的特定性が高いものは、両言語とも具体的な動作、様態に関するものがほとんどである。
これらは、動詞が表す事象の一部を焦点化し、具体的にどのように行われているのかを描写す
る。つまり、オノマトペと共起する動詞「歩く」「飲む」「見る」などは、ごく一般的な事象
を表し、オノマトペはその事象を細分化して表すということである。オノマトペと共起動詞の
間には、秋田 (2013a) が指摘しているように、意味的な上下関係、継承関係が認められる
(Hirose 1981; Toratani 2012)。その結果、これらのオノマトペは、動詞を修飾する副詞として用い
られやすく、動詞化を拒むことにつながるわけである。
そこで本章では、意味的特定性が非常に高いオノマトペと共起動詞の間における意味的な強
い結びつきに注目し、これらのオノマトペを「準動詞化」したものと呼ぶことにする16。しかし、

15

歩行に関するオノマトペは、接尾辞と結合し動詞化が可能だが、文末で言い切る表現で用いられ

るよりは、動詞「歩く」と共起して使用される方がより自然であると思われる。例えば、celttwuk＜
足を引きずる様子＞の動詞形式をコーパスで調べたところ、計 312 件の用例の中で、文末で言い切る
表現として用いられるものは、9 件に過ぎなかった（例：Apeci-nun simha-key tali-lul celttwuk-keli-pnita
＜お父さんはひどく足を引きずります＞）。それ以外の 303 件を見てみると、「歩く」「走る」など
の移動動詞と共起し、移動の様態を修飾している（例：ciphangi-ey mom-ul uyci-ha-ko celttwuk-kelimye
kelew-ass-supnita＜杖に体を支え、足を引きずって歩いてきました＞）。
16

本章では、オノマトペと共起動詞が表す意味（上下関係）に注目しているため、オノマトペと共

起動詞の間に引用辞「と」が挿入されたものも「準動詞化」したものと捉える。例えば、「とぼとぼ
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意味的特定性が非常に高いにも関わらず、日本語では「する」、韓国語では接尾辞と結合し動
詞を形成するものも少数見られる。例えば、笑う様子を表す日本語の「にこにこ」（16 位）、
韓国語の sayngkulsayngkul＜にこにこ＞（41 位）は、それぞれ「微笑む」「笑う」、miso-cis-ta
＜微笑する＞、us-ta＜笑う＞という動詞と共起し、＜穏やかに笑みを浮かべる＞という具体的
な意味を表す。これらのオノマトペはいずれも特定性が高い意味を表しているにもかかわらず、
日本語は機能動詞「する」と結合し「にこにこする」を、韓国語は接尾辞-kelita と結合し
sayngkul-kelita＜にこにこする＞を形成する。
その一方で動詞化可能なものは、事象の一局面を捉えるものの、必ずしも共起動詞と意味的
な上下関係を成すとは限らない。例えば、「がくがく」（142 位）は＜固定しているものが不安
定になり、小刻みに動く様子＞または＜寒気、疲労、恐怖などから体が小刻みに震える様子＞
を表すが、「揺れる」「震える」「揺さぶる」など振動に関する様々な動詞と共起し、特定の
動詞と意味的な包摂関係は成さない。韓国語の pintwungpintwung＜ぶらぶら＞（87 位）は、＜特
別な目的もなく、なすこともなく無意味に日々を過ごしている様子＞という意味を表し、主に
nol-ta＜遊ぶ＞、cinay-ta＜過ごす＞という動詞と共起するものの、これらの事象と意味的な包摂
関係を成すとは言えない。
また、動詞化可能なものの中には、ものの状態を表すものが多く見られるが、これらに関し
ても上述の説明が当てはまる。例えば、「べたべたくっつく」（144 位）、kkuncekkkuncek
talllapwuth-ta＜べたべたくっつく＞（212 位）という表現で、「べたべた」、kkuncekkkuncek＜べ
たべた＞は、特定の事象と意味的な上下関係を成しているとは言えない。「べたべた」は、＜
物が貼り付く様子＞または＜一面にものを塗ったり貼ったりする様子＞を表し、「塗る」「貼
る」「付く」などの動詞と共起する。共起する動詞が付着に関する意味を表す点では共通する
ものの、特定の限られた動詞と共起関係を結んでいるわけではない。
一方、意味的特定性が非常に低いものも動詞化を拒む。しかし、意味的特定性が非常に高い
ものとは、その意味的な性質が全く異なり、程度や頻度のような事象の成り行きに関わる。程
度副詞は事象の様子や特性の程度を表し、頻度副詞は事態生起の回数面に関わる（ジョン・ソ
ンフン 2014；仁田 2002）。すなわち、これらのオノマトペは、いずれも一般副詞に近似した
意味を表し、「脱オノマトペ化」が進んでいるものと言える。
両言語とも程度副詞・頻度副詞的な意味を表すものは、様態を表すものより語彙量が少なく、
特に頻度副詞的なものは少数である。これは、音または様態を描写することを得意とするオノ
マトペ本来の意味的特質から考えると、ごく当然のことである。本調査のデータで程度と頻度

歩く」と「とぼとぼと歩く」は、いずれの場合もオノマトペと共起動詞の間に歩行に関する意味的な
包含関係が認められるため、同様のものと捉えることにする。
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を表すものは、日本語は 28 語と 3 語が、韓国語は 24 語と 2 語がそれぞれ観察された（いずれ
も異なり語数）。
意味的特定性が非常に低いものは、特定の動詞と強い共起関係を成さず、様々な動詞と共起
する。例えば、「ぐんぐん」（99 位、149 位17）は「経済がぐんぐん成長する」「語学力がぐん
ぐん上達する」「気温がぐんぐん上がる」のように、物事の変化が勢いよく、急激であること
を表し、事象の成立過程における程度に関わる。一方、頻度を表す「ちょいちょい」（252 位）
は、「彼とちょいちょい会う」「京都にちょいちょい行く」「日本料理をちょいちょい食べ
る」のように、ある物事が頻繁に繰り返される様子を表す。
韓国語においても類例が見られ、例えば、程度を表す pwuccek（7 位、118 位）は、Sonnim-i
pwuccek nul-ess-ta＜お客がぐんと増えた＞、Mwulka-ka pwuccek oll-ass-ta＜物価がぐんと上がった
＞、Ai-uy khi-ka pwuccek cala-ss-ta＜子どもの背がぐんと伸びた＞のように様々な動詞と共起し、
物事の変化が激しい様子を表す。一方、頻度を表す sayloksaylok＜次々と、続々と＞」（235 位、
255 位）は、Tayhaksayng ttay-uy chwuek-i sayloksaylok tteoll-ass-ta＜大学生の時の思い出が次々と
思い浮かんだ＞のように事態が相次いで発生する様子を表す。
形態的に日本語は CV タイプの語根のもの、韓国語は 1 音節語根のものは事象を具体的に描写
するのではなく、抽象的な意味を表すため18、意味的特定性が低いグループに分類される。具体
的に言うと、日本語では CV タイプの語根は（特に末音が促音「ッ」で終わるもの）、CVCV タ
イプの語根より具体的な運動の意味が希薄であるため、特定の動詞との共起制限が弱く、非常
に多くの種類の動詞と共起する (Hamano 1998)19。例えば、「ざっ」（43 位、88 位）は大まかに
物事を行う様子を表し、「見る」（例：「本をざっと見る」）、「読む」（例：「新聞の見出
しをざっと読む」）などのように様々な動詞と共起し、程度副詞的な意味を表す。
韓国語にも類例が見られ、例えば、ttak（40 位、47 位）は、物事が突然止まる様子（Pi-ka ttak
kuchy-ess-ta ＜ 雨 が ひ た と 止 ん だ ＞ ） 、 も の が 固 く く っ つ い て い る 様 子 Kkem-i os-ey ttak
tallapwuth-ess-ta＜ガムが服にぴったりくっついた＞）、偶然人に会う様子（Sensayngnim-kwa ttak

17

共起強度の順位が 2 つ挙げられている語は、t 値が 2.00 以上のものを 2 つ含む語である（第 4.4 節

を参照）。
18

単純形式のオノマトペにおける意味的抽象性や多義性に関しては、他言語でも報告が見られる。

例えば、ケチュア語の 1 音節のオノマトペ tak は、非常に高い多義性を示すとされる (Nuckolls 2001:
278-283)。
19

ただし、一部のものにおいては、特定の一般動詞との高い共起頻度が確認される。例えば、「に

っ」は歯を見せる様子を表し、「笑う」という動詞と強い共起関係を見せる。
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macwuchy-ess-ta＜先生とばったり会った＞）など瞬間性、正確性、突然性の意味に関わり（キ
ム・ジンヘ 2001）、事象の程度を強調するような意味を表す。
ただし、意味的特定性が非常に低いにも関わらず、高い共起強度を示すものも存在する。こ
れらは、意味的には程度副詞的、頻度副詞的な意味を表すものの、特定の動詞と慣習的な共起
関係を見せるため、結果的に高い共起頻度を示す。例えば、「すっかり」（2 位、14 位）は、
＜完全にある状態になっているさま＞を表し、様々な動詞と共起するが、本調査においては
「忘れる」と「変わる」という動詞と頻繁に共起する様相を見せた（「すっかり忘れる」t =
20.12、「すっかり変わる」t = 9.06）。韓国語にも類例が見られる。例えば、ccolttak（129 位、
184 位）は、＜この上なく、非常に＞という程度副詞的な意味を表すが、mang-hata＜（金銭的
な問題で）つぶれる＞（t = 6.92）という動詞と高頻度に共起することがわかった（例：
Kongcang-i ccolttak mang-ha-ko pic-kkaci cye-ss-ta＜工場が完全につぶれて借金まで負った＞）。
最後に韓国語オノマトペにおいて興味深いのは、慣用句を形成するものが多数存在するとい
うことである（例：Salam-ul taltal pokk-nun-ta (直訳) 人をころころ煎る＜人をいじめる、責め立
てる＞）（キム・ホンボム 2007; キム・ジンヘ 2001; グォン・ギョンイル 2010; パク・ドング
ン 2010）。ここで慣用句化したオノマトペとは、共起動詞または名詞と意味的に強く共起関係
を結び、1 つの句のように振る舞い、オノマトペが本来表す意味とは異なる意味を表すようにな
ったものを指す（慣用句化したオノマトペについては、第 4.6 節と第 7 章を参照されたい）。本
調査のデータから、慣用句化したとみられるものが、計 31 語観察される。これらのオノマトペ
は、意味的特定性とはそれほど関連性がなく、幅広い範囲にわたって観察される。慣用句化し
たオノマトペは、共起動詞または名詞と意味的に強く結びつき、オノマトペが表す本来の意味
とは全く異なる意味を表す。以上から、慣用句化したオノマトペは「準動詞化」したものと捉
えられる。以下の (4-24) と (4-25) にその具体例を提示する。(4-24) は、文の構成にオノマト
ペの存在が不可欠である一方、(4-25) は、オノマトペを取り除いても慣用句的な意味解釈に問
題は生じない。しかし、通常はオノマトペが入った表現がより好まれ使用されると思われる。
それぞれの例に、オノマトペの部分には太字と下線の表示を、共起動詞または名詞には下線の
表示を施してある。慣用句的な意味解釈は、直訳した後の＜＞に示してある。

(4-24) Unci-nun

il

cheli nunglyek-i ttwiena-ko

ttok

pwuleci-n-ta.

ウンジ-主題 仕事 処理 能力-主格 優れる-接続 オノマトペ 折れる-現在連体形-平叙
（(直訳) ミヨンは仕事の処理能力が優れていて、ぽきっと折れている＜言動や行動に抜け
目がなく、しっかりしている＞）
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(4-25) Unci-nun

kitali-nun

pesu-ka

o-ci

anh-a

ウンジ-主題 待つ-現在連体形 バス-主格 来る-連結語尾 否定-接続
pal-ul

tongtong

kwull-ess-ta.

足-対格 オノマトペ 踏み鳴らす-過去-平叙
（(直訳) ウンジは待っているバスが来なくて、足をとんとん踏み鳴らした＜もどかしくし
ていた、いらいらしていた＞）

慣用句化したものには、オノマトペの存在が必須になるものと随意的なものの 2 つのタイプ
がある。オノマトペの存在が必須となるものは、文中からオノマトペを取り除くと、慣用句と
しての意味を失い、非文になったり全く異なる意味で解釈されたりする。例えば、Kimchi-ka ipey ccakccak pwuth-nun-ta（(直訳) キムチが口にぺたぺたくっつく＜キムチが口に非常に合う＞）
から、オノマトペ ccakccak を取り除いた Ip-ey pwuth-nun-ta という表現は、＜ある物事に慣れき
って、身に付くほどである＞という意味を表す（例：Yenge-ka ip-ey pwuth-nun-ta (直訳) 英語が
口につく＜英語力が身につく＞）。
韓国語オノマトペに慣用句化したオノマトペが多数存在するということは、韓国語オノマト
ペが語彙的に言語体系に深く統合されていることを示す傍証となるものである。一方、日本語オ
ノマトペにおいても慣用句化したものは観察されるものの、その語数は韓国語に比べると非常
に少ない（第 7 章で詳述する）。
次節では、これまでの検討を踏まえ、日韓オノマトペの意味的特定性と動詞化可能性に対し
てより精緻な一般化を試みる。

4.5. 意味的特定性と動詞化の可否の一般化

前節では、動詞化が不可能な副詞用法のオノマトペに対し、オノマトペが事象をどれほど細
かく分解し具体的に描写するのかという意味的特定性の度合いから説明を与えた。特定性が非
常に高いものは、共起動詞が表す事象の一部を詳細に描写し、意味的に包摂関係を成すため、
動詞を修飾する副詞として現れやすい。これらのオノマトペと共起動詞の間に見られる強い意
味的な結びつきから、意味的特定性が非常に高いオノマトペは準動詞化したものと捉えられる。
その一方で、特定性が非常に低いものは、事象の程度や頻度といった全体的な成り行きに関わ
り、意味的に一般副詞に近い振る舞いを見せる。以上の結果から、意味的特定性について両極
にあるものは形態統語的統合性が低いという結論にたどり着く。
意味的特定性の度合いにより、オノマトペの大まかな意味的なまとまりを示すと、特定性が
非常に高いものには、歩き方（例：「とぼとぼ」）、見方（例：「じろじろ」）のように人の
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具体的な身体活動を表すものが属し、その次に動物の鳴き声、人間の声、物音を表すもの
（例：「こけこっこー」「がちゃん」）が続く。中間程度のものには、ものの様態や心理状態、
内部感覚を表すものが属す（例：「わくわく」「ずきずき」）。特定性が低いものには、物事
の程度、頻度を表すもの（例：「ぐんぐん」「ちょくちょく」）が属す。これまでのことを踏
まえると、日韓オノマトペの意味的特定性と動詞化可能性について、図 4-3 のような一般化が得
られる。

図 4-1. 日韓オノマトペの意味的特定性と動詞化
（注：日本語オノマトペ（左）、韓国語オノマトペ（右））

縦軸の黒色の矢印は、意味的特定性の度合いを示すもので、上に行くほど特定性の程度が高い。
この意味的特徴により、動詞化可能なものと動詞化不可能なものに大きく 2 つに分かれる。太
い実線は、動詞化可能なものを示し、二重線と点線は動詞化不可能なものを示す。二重線は、
意味的特定性が非常に高いもので、「準動詞化」したものを指す。点線は、意味的特定性が非
常に低いもので、「脱オノマトペ化」したものを指す。
日本語では、歩き方、見方など具体的な身体活動に関するものの多くが「歩く」「見る」な
どの動詞と意味的に強い共起関係を成し、副詞としてしか用いられない。その一方で韓国語で
は、食べ方などに関する少数のもの以外は、言い方、歩き方、見方など具体的な身体動作を表
すもののほとんどが接尾辞との結合により動詞として機能する。
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一方で、韓国語には慣用句化したものが多数存在する（詳細なリストは、＜付録 7＞を参照さ
れたい）。これらの中には副詞として用いられるものもある。しかし、当該オノマトペが本来
動詞化不可能なわけではなく、慣用句的に使用される場合に副詞として用いられる。例えば、
penccek＜ぎらっ＞は、通常接尾辞-kelita と結合し、penccek-kelita＜ぎらぎらする＞のように動詞
を形成することが可能だが、慣用句として用いられる際は、副詞として機能する（例：Nwun-i
penccek ttu-i-ta (直訳) 目がぱちっと開く＜瞬間的にあることに気がつく＞）。
一方、接尾辞と結合し動詞化したオノマトペにおいても慣用句化したものは多く見られる
（例：Nwun-ey alun-keli-ta (直訳) 目にちらちらする＜ある人や出来事に関する記憶がよみがえ
る＞20）。これらの語に一定の形態的、意味的な規則性はなく、どの語が慣用句として用いられ
やすいのかに関しては更なる解明が求められる。全体的な傾向として言えるのは、字義通りの
意味では人の身体活動を表し、慣用句では心理状態や認知活動といった抽象的な意味を表すも
のが多いことである。
静的状態を表すものにおいて、日本語では、「する」動詞により述語化が可能なものがある。
例えば、水気や油気がなくなり、非常に痛んでいる髪の毛の状態を表すものとして、「髪の毛
がぱさぱさする」のように表すことができる。一方で韓国語で静的状態を表すものは、接尾辞hata と結合し形容詞を形成するため、図 4-1 の動詞化の一般化には含まれていない。これが、図
4-1 のものの属性、状態の部分において、日本語の実線部分が、韓国語の実線部分より広い空間
を占める理由である。図 4-1 の最下部に位置する程度と頻度を表すものは、「脱オノマトペ化」
が進んでいるとみられるもので、両言語とも動詞化が不可能である。語彙量から見ると、韓国
語には、1 音節のオノマトペが非常に多く21、これらは瞬間性、一回性など非常に抽象的な意味
を表したり事象の程度を強調したりする意味を表す（例：I os-un na-eykey ttak mac-nun-ta＜この
服はわたしに完全に合う＞）22。
一方、日韓オノマトペのほとんどを占める動詞化が可能なものは、意味的特定性が非常に高
いものと非常に低いものの中間に位置する。これらは、先述のように、事象の全体的な様相を
やや抽象的、非明示的に捉える。しかし、意味的特定性が両極にあるものと動詞化が可能なも

20

イ・ジェチュン (2010) で挙げられている現代韓国語の慣用句のうち、オノマトペが使用されてい

るものを調べたところ、計 39 語が見つかった。
21

キム・ホンボム (1995: 20) では、計 157 語が報告されている。

22

1 音節のものは、形態的制約のため動詞化および形容詞化接尾辞と結合できず、副詞としてしか用

いられない。ただし、少数の語については、接尾辞-hata と結合し擬情語動詞として用いられること
がある（例：kkong-hata＜根に持つ＞、meng-hata＜ぼーっとする＞、ccing-hata＜じーんとくる、胸を
打たれる＞; パク・ドングン 1994a: 16）。
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のの間に明確な線引きをするのはやや難しく、特に特定性が高い部分では更に不規則な傾向を
見せる。例えば、上に例示した「にこにこ」「にやにや」、sayngkulsayngkul＜にこにこ＞、
pangkulpangkul＜にこにこ＞などの笑い方を表すものは、具体性が高いにもかかわらず日本語で
は「する」動詞、韓国語では-kelita/-tayta/-hata 動詞を形成する。しかし、同様に具体的と思われ
る「すたすた」「てくてく」「とことこ」など歩き方に関するものは、動詞として機能するこ
とはできない。
本節では、日韓オノマトペの動詞化について、オノマトペが共起動詞が表す事象をどれほど
具体的に指定するのかという意味的特定性という概念により、特定性が非常に高いもの、中間
程度のもの、非常に低いものの 3 つの階層に分け、特定性が非常に高いものと低いものは、動
詞化を拒む傾向があるということを主張した。これらの結果は、意味的特定性が両極に位置す
るものは、形態統語的統合性が低いという相関関係を示すものである。
第 3.2 節で紹介した語彙的類像性仮説 (Akita 2009, 2013b) では、類像性が高い擬音語は、相対
的に副詞などの主節の周辺部に位置しやすい傾向を見せる一方、擬音語に比べ相対的に類像性
が低い擬態語や擬情語は、動詞や形容詞といった主節の中核部に位置しやすい傾向を見せると
している。一方、本章の意味的特定性という概念から日韓オノマトペの動詞化体系を考察した
結果、類像性が高い擬音語の中に動詞化が可能なものが存在することや、類像性が低い擬態語
の中に動詞化が不可能なものが存在することが示され、必ずしも類像性の高低により動詞化の
可否が決まるわけではない、ということがわかった。
一方、韓国語オノマトペの慣用句化したものに見られた準動詞化現象と比喩的意味は、意味
拡張と形態統語的統合性の関連性を示唆するという点で注目に値する。次節では、こうした議
論を裏付ける追加検証として行った、日韓オノマトペにおける意味拡張と統語的実現との分析
結果を提示し、オノマトペの意味と統語の関係について論じる。

4.6. メタファー拡張と形態統語的統合性の関係

本節は、前節で見た韓国語オノマトペの慣用句化したオノマトペでうかがわれた意味と統語
の関連性をより明確にすべく、日韓オノマトペの擬音語を対象に、意味拡張のタイプと統語的
実現の関係について考察する。本章の議論により、第 3 章で論じた日韓オノマトペの動詞化体
系とそれに関わる複数の意味素性や、第 4.2 節で示した日韓オノマトペの統語体系、第 4.3 節で
提示した動詞化体系と意味分布の全体像が、意味拡張のタイプにも影響することを示す。次節
では、まず分析方法について簡略に説明する。

4.6.1. 分析方法
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本章では、Lakoff & Johnson (1980) と Lakoff (1993) のメタファーの概念を援用し、オノマト
ペの動詞化とメタファー拡張に関連性が認められることを主張する。メタファーとは、ある対
象（目標領域）を他の対象（起点領域）に基づいて推論、理解する認知プロセスのことをいう
(Lakoff 1993)。通常、目標領域は、＜人生＞のような抽象的概念であることが多いのに対し、起
点領域は、＜一日＞のようにわれわれが日々身近に経験している具体的概念であることが多い。
「一生は一日だ」という表現で、日の出、日の入りは人の誕生、死にそれぞれ対応付けられて
理解される。この 2 つの異なる領域内に存在する複数の要素間の対応付けを、写像 (mapping)
という。
一方、メトニミーとは、隣接性 (contiguity) に基づいた同一領域内における複数の要素同士の
関係づけによる認知プロセスのことをいう (Croft 1993; Radden & Kövecses 1999)。メトニミー拡
張は、ある物の一部分がそのものの全体を指す部分全体関係や、字義通りの意味において先行
する事柄が拡張義において後続する事柄を指す（その逆の順番も認められる）時間的前後関係、
あるものがそのものと関連性のあることを指す場合が典型例として挙げられる。例えば、「や
かんが沸いている」という表現を見ると、実際に沸騰しているのは、やかんの中に入っている
液体物であって、やかんそのものではない。これは、もののある一部分がものの全体を指す部
分全体関係によるメトニミー拡張として捉えられる (Seto 1999: 104)。更に日本語では、メトニ
ミー拡張において痕跡的認知（国広 1985）と予期的認知（仲本他 2004）という虚構メトニミ
ーと呼ばれるものが提案されている（Akita 2013a; 三上 2006）23。痕跡的認知とは、物の形や位
置関係などといった状態変化の事象を、現実世界に実際には起こらなかった変化の結果として
表すことである（国広 1985）。例えば、三上 (2006: 206-207) は、「ばらばら」を例に挙げて
いる。「ばらばら」は、基本義では複数の固い粒状のものが連続して打ち当たる音または様態
を表す。しかし、「畑の中に建て売りのプレハブ住宅がばらばらと建っている」という例では、
ものがまばらに散在している様子を表す意味に拡張している。本来住宅が一箇所に集まってい
て、後からそれぞれ離れた場所に建てられているわけではないが、あたかも住宅が音や動きを

23

虚構 (fictive) という概念は、Talmy (1996) に由来するものである。虚構メトニミーは、メトニミ

ー拡張の一種として捉えられるが、架空の事柄を想定するという点で一般的なメトニミーとは区別さ
れるものである。Talmy (1996) は、言語の表現対象について、それが現実世界に実在するものとして
表わされるのか（非虚構: factive）、あるいは想像の認知作用によって表されるのか（虚構）の 2 つ
に分かれるとしている。虚構は、通常異なる（時空間の）次元を含むとされ、例えば、事象の発生状
態は、非虚構の実在と虚構の不在（または虚構の実在と非虚構の不在）という 2 つの次元が含意され
る。
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伴って散らばった結果、それぞれ離れた地点に存在するようになった、という意味に拡張して
いる。すなわち、この例における「ばらばら」は、音または様態を表す意味から（架空の過去
の状態からの変化を参照する）状態義へと拡張している。一方、予期的認知とは、未来に起こ
ることを予期して表すものである。例えば、「かちかち」は、本来金属質の物体と物体が連続
して打ち当たる音または様態を表す。しかし、「ゆうべの寒さで外に干してあった洗濯物がか
ちかちに凍ってしまった」という例では、ものが非常に固く凍り付いている状態を表す意味に
拡張している。凍った洗濯物を叩いたりぶつけたりすると「かちかち」という音を出すだろう
と、（架空の）音を予期した表現である（三上 2006: 211-212）。
本分析では、以上の先行研究の分析方法に倣い、オノマトペの意味拡張のタイプを、大きく
「メタファー拡張」と「メトニミー拡張（非虚構メトニミー、虚構メトニミー）」に分ける。
更に両方が共に表れた「メタファー・メトニミー拡張」も設けることにする。
本分析の分析対象は、日韓オノマトペの中で最も典型的な形態とされるものに限定した。具
体的に言うと、日本語は完全重複形（例：「かちかち」）を対象とし、ABQ 形、ABN 形、
ABri 形（例:「かちっ」「かちん」「かちり」）などは分析対象から除外した。一方、韓国語の
完全重複形は、ABAB 形（34 語）と AA 形に分かれる（36 語）。韓国語の重複形は、-kelita/tayta/-hata と結合し動詞または形容詞を形成するが、ABAB 形は接尾辞-kelita/-tayta と結合し動
詞を形成する際24、その語根である AB 形と結合するのが典型的である（Sohn 1994; 朴 2017）。
これに基づき、-hata によるオノマトペ動詞を検討する際は ABAB 形を、-kelita/-tayta によるオ
ノマトペ動詞を検討する際は、AB 形を対象とした25。
分析対象の選定は、両言語とも (1) 辞書の意味記述、(2) コーパスの用例、(3) 母語話者の判
断の 3 つの基準に基づいて行った。参考とした辞書は、日本語は、阿刀田・星野 (1993)『擬音
語擬態語使い方辞典』、飛田・浅田 (2004)『現代擬音語擬態語用法辞典』、山口 (2003)『暮ら
しのことば擬音・擬態語辞典』、松村編 (1995)『大辞林』第二版、游 (2014) の付録に挙げられ
ている語彙リストを参考にした。韓国語は、国立国語研究院『標準国語大辞典』、研究者の語
彙リスト（キム・インファ 1995; パク・ドングン 2015）を参考にした。コーパスは、日本語で
は、筑波ウェブコーパス（NINJAL-LWP for TWC: NLT と称する）と NLB（NINJAL-LWP for
BCCWJ: NLB と称する）から、韓国語では、SJ-RIKS ext.（SRE と称する）から、それぞれ用例

24

ただし本分析では、接尾辞-ita は除外してある。-ita は結合するオノマトペとの音韻的、意味的制

約が強いため、結合可能な擬音語は 2 語しかない（hwuccek＜涙、鼻水などをすすりあげる音＞、
soktak＜人に気づかれないように低い声で話す声または様子＞）。
25

データには、3 音節 (ABC) のものも 2 語含まれている（例：aluleng＜体が小さい動物などが攻撃

的に大声で吠える音＞、ululeng＜体が大きい猛獣などが攻撃的に大声で吠える音＞）。
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を検索した26。これらの資料に基づき、まず意味拡張を起こさないと判断されるものを排除する
作業を行った。例えば、動物の鳴き声（例：「けろけろ」、kaykwulkaylwul＜けろけろ＞）や人
の笑い声（例：「くすくす」、khitukkhituk＜くすくす＞）、身体の生理的な音（例：「ぐーぐ
ー」、kkolulukkkoluluk＜ぐーぐー＞）などが挙げられる。次に、多義語の選定やその意味拡張の
タイプを辞書の意味記述やコーパスの用例から一次的に判断し、判断基準の客観性を図るため
に、意味論研究者（日韓両言語の母語話者各 1 名）と判断の一致率を確認した27。なお、この段
階で不一致を見せたものに関しては、第三者の意味論研究者の判断を参考にし、最終的な判断
を下した。これらの作業の過程を経て、日本語は 74 語（計 124 義）、韓国語は 68 語（計 199
義）を最終的に選定した28。
一方、韓国語辞書には現在は衰退したと思われる意味が多数記載されている（キム・ホンボ
ム 1995）。例えば、kkolkkol は子豚の鳴き声や小川の水が流れていく音、のりがつけられて
少々こわばった布の状態を表すと記述されている。しかし、現代韓国語の使い方として、子豚
の鳴き声以外は、どれもなじみが薄く、特にこわばった布の状態を表すために用いると、非常
に不自然に感じられる。このような語の計 45 語に対し、より客観的な判断を下すため、辞書の
定義を基に例文を作成し、6 名の韓国語母語話者を対象に容認度調査を実施した29。また、コー
パスでの用例検索も行った。これらの作業の結果、容認度が非常に低く、かつコーパスでの用

26

コーパスで適切な用例が見つからなかった場合は、インターネット掲示板の書き込み、ブログ記

事などを共に参考にした。
27

各母語話者には、筆者が判断の参考資料として使用した資料（各オノマトペの意味記述と用例）

と同一の資料を与え、意味拡張のタイプを判断してもらい、筆者との判断結果の一致率を測った。判
断の際は、「メタファー拡張」「メトニミー拡張」「メタファー・メトニミー拡張が合わさったも
の」のように 3 つのタイプの中で、1 つのタイプを選択してもらう形式で行った。日本語はデータの
100%に対し 81.45% (101/124) の一致率が、韓国語はデータの 60%に対し、89.26% (108/121) の一致
率が得られた。
28

分析対象の詳細は、＜付録 3＞と＜付録 4＞を参照されたい。一方、元々の擬音語の数は、辞書や

研究者の選定基準によって多少の差異を見せるが、本分析で基準としたデータに基づくと、日本語は
458 語（游 2014: 5; 游 (2014) は、山口 (2003)『暮らしのことば擬音擬態語辞典』に基づいている）、
韓国語は 1,729 語（キム・インファ 1995）である。
29

アンケート調査は、主に辞書（国立国語研究院『標準国語大辞典』）の用例を与え（該当例がな

い場合は、意味記述を基に作例）、現代韓国語の使い方としての許容度や自然さについて書面に記入
してもらう形式で行った。
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例も見つからなかったものは分析対象から外した30。また、多義語ではなく同音異義語であると
考えられるものも分析対象から外した。例えば、khwulkhwul は、辞書でいびきの音と不快な匂
いが漂う様子を表すと定義されているが、両者の間には自然な意味拡張の根拠が見つからない。
従って、これらは多義語ではなく、同音異義語として扱った。
次に、分析方法と手順について述べる。まず当該オノマトペの意味拡張のタイプを、メタフ
ァー拡張、メトニミー拡張、メタファー拡張とメトニミー拡張が合わさったものの 3 つに分け
た31。これら 3 つのタイプに対し、それぞれオノマトペがどのような統語範疇で現れるのかを調
べた。具体的に言うと、日本語は副詞、「いう」「する」動詞、形容詞、名詞に、韓国語は副
詞、-kelita/-tayta/-hata 動詞、-hata 形容詞に、それぞれ分類した。

4.6.2. 分析結果

分析の結果、日韓両言語ともメタファー拡張、メトニミー拡張、メタファー拡張とメトニミ
ー拡張が合わさったものが全て観察された。ただしその割合は、両言語間で差異を見せた。日
本語は、メタファー拡張に比べメトニミー拡張を起こしやすい傾向を見せた一方、韓国語は逆
に、メトニミー拡張に比べメタファー拡張を起こしやすい傾向を見せた (χ2(1) = 30.31, p < .001)
（表 4-1 の「メタファー・メトニミー」を除く）。特に韓国語はメタファー拡張に大きく偏って
いる。分析の結果をまとめると、表 4-1 のようである。

30

例えば、kkelttek は、辞書の意味記述に＜瞼に力がなく、目がくぼんでいる状態＞のように定義さ

れているが、韓国語母語話者にとってこの語は、＜生気を失った目の状態＞という意味よりは、＜水
を飲み込む音＞、または＜今にも死にそうに息が途絶えたり続いたりする様子＞という意味がより一
般的なものとして受け入れられる。
31

本節における分析方法は、Akita (2013a) および游 (2014) と同じであるものの、その詳細を見ると、

異なる部分もある。Akita (2013a) と游 (2014) は、擬音語については、メトニミー拡張は全てメタフ
ァー拡張を介するとし、メトニミー拡張を起こさないものとそうでないものの 2 つに大別している。
メトニミー拡張を起こすものは、更に虚構メトニミーと非虚構メトニミーの 2 つに下位分類している
（第 4.6.2 節を参照）。游 (2014) は、フレーム内の拡張（メトニミー拡張）とフレーム間の拡張
（メタファー拡張）に大別し、フレーム内の拡張は、拡張義の意味によって音源、音源の状態、音源
の心理状態を表すもののように 3 つのタイプに下位分類している。
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表 4-1. 日韓オノマトペの意味拡張のタイプ
メタファー

メトニミー

メタファー・
メトニミー

計

日本語

43 (35.20%)

31 (24.80%)

50 (40.00%)

124 (100%)

韓国語

138 (74.59%)

15 (8.11%)

32 (17.30%)

185 (100%)

続いて図 4-2 と図 4-3 に、意味拡張のタイプと統語的実現の分布を提示する。

図 4-2. 日本語オノマトペにおける意味拡張のタイプと統語的実現

図 4-2. 韓国語オノマトペにおける意味拡張のタイプと統語的実現
上の表4-1、図4-2および図4-3が示すように、日韓オノマトぺは拡張義のタイプと統語的実現に
おいて大きな差異を見せる。韓国語オノマトペは、ほとんどと言えるほどメタファー拡張が優
勢である一方、日本語オノマトペでは、韓国語で見るような偏りは見られない。統語範疇を見
ると、両言語とも副詞が優位であることは共通している。しかし、日本語オノマトペは、メト
ニミー拡張においては形容詞、「する」動詞に現れやすい傾向を見せ、メタファー拡張におい
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ては「する」動詞と「いう」動詞に現れやすい傾向を見せる。名詞と「いう」動詞は、メトニ
ミー拡張とメタファー拡張で排他的分布を見せている。以上をまとめると、メトニミー拡張で
は、ものの状態や特性のような静的事象を表す形容詞、名詞が表れやすいと言える。こうした
傾向は、韓国語の-hata形容詞にも見られる。一方、メタファー拡張では、オノマトペが両言語
とも動的事象を表す動詞形式として表れやすい。以下にいくつかの具体例を示す。以下の (426) は虚構メトニミーの例である。

(4-26) a. 翔は言葉が思い出せず片手で頭をごつごつ叩き、…
（NLB:『小説現代』(2004)）
b. 岩がゴツゴツしている尾根を登っていくコース。（虚構メトニミー拡張）
（NLB:『信州ベストプラン』(2004)）

(4-26a) は＜重量のある硬い物が衝突する音＞を、(4-26b) は＜ものの表面に凹凸ができ、なだら
かでない状態＞を表している。(4-26a) と (4-26b) は、硬質の重い物体が発する衝突音という同
一領域で捉えられる。(4-26b) は、岩石と岩石がぶつかり合うと音を出すだろうと想像する虚構
メトニミー拡張を起こしている。以下の (4-27b) は、非虚構メトニミー拡張の例である。

(4-27) a. その辺でちゅんちゅん鳴いてる雀はみんな下世話な嘘ばかり歌う生野暮雀だよ。
（NLB: 京極夏彦『覘き小平次』(2005)）
b. ちゅんちゅんがいるのかな?（非虚構メトニミー拡張）
（Yahoo 知恵袋 (2016)）
(4-27b) は、幼児語において頻繁に見られる表現で、オノマトペがそのまま名詞として用いられ
ているものである（Akita 2009; Hamano 1998; 田守・スコウラップ 1999; 友定 2005; 游 2014）。
「ちゅんちゅん」という鳴き声が、その音の基になる音源、つまり動物そのものを指している。
次の (4-28) は、メタファー拡張の例である。

(4-28) a. 木造の家が左右にギシギシきしんでいたのを覚えている。
（NLT:「徳島市：昭和南海地震体験談、地震による塩害」）
b. ギシギシしてない雰囲気の良い職場。（メタファー拡張）
（NLT: 医療法人社団有朋会栗田病院リクルートサイト (2007)）

(4-28a) は、＜木材などで組み立てられたものが摩擦する音＞を、(4-28b) は、＜人間関係、組織
などのトラブルを起こしている状態＞を表している。物音の領域から人間関係の領域への対応
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付けが見られ、(4-28a) の物の揺れ、摩擦などの要素と (4-28b) の人間関係に関する要素間の写
像が起きている。

(4-29) a. … お隣の奥さんが洗濯物をバルコニーでバンバン叩いて干しています。
（NLB: Yahoo 知恵袋（家事、住宅）(2002)）
b. ちょっと前まではバンバン使ってたのに、最近全然使わなくなった言葉ってなにがあ
ります？（メタファー拡張）
（NLB: Yahoo 知恵袋（言葉、語学）(2005)）

(4-29a) は＜固い物が引き続き打ち当たる音＞を、(4-29b) は＜遠慮なく、積極的に行動する様子
＞を表している。これらの間には、物音と人間の行動という領域間の対応付けが見られ、(4-29a)
の力強さ、勢いなどの要素が、(4-29b) の活気、猛々しさ、勢いなどの要素に結びついている。
以下の (4-30) は、メトニミー拡張とメタファー拡張が合わさったものの例である。

(4-30) a. 祖父（平良進）から送られてきたニンニク漬けをコリコリ食べながら、…
（NLT: ブログ「まつさんの映画伝道師」）
b. 最初は痛みも痒みもなく、触るとこりこりしているのが特徴です。
（虚構メトニミー拡張・メタファー拡張）
（NLT:「ものもらい e-育児」）

(4-30a) は、＜小さく固まっている物を軽く噛み砕く音＞を、(4-30b) は、＜筋肉などが引き締ま
って固く凝っている状態＞を表している。(4-30b) は、筋組織の一部が固まって実際に噛んだり
壊したりしなくても、その際に想定される「こりこり」というような音に焦点を当てている。
しかし身体組織は、音の放出は伴わないことから、メタファー拡張も関わっていると捉えられ
る。すなわち、物音の領域における小さな硬質物という要素と身体の領域における凝りという
要素が結びついているものと解釈される。
続いて韓国語オノマトペの例を見ていく。以下の (4-31) は、虚構メトニミーの例である。
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(4-31) a. Sayppalka-n

tanphwung-iph-un

真っ赤-現在連体形 紅葉-葉っぱ-主題
Patak-ey

ssah-y-e

myechil sai malu-ko
何日

kel-ul

床-場所格 積もる-被動-接続

situl-ess-ta.

間 乾く-接続 萎れる-過去-平叙
ttay-mata

pessekpessek soli-lul

歩く-現在連体形 とき-度に オノマトペ 音-対格

nay-ss-ta.
出す-過去-平叙
（真っ赤な紅葉の葉っぱは何日の間に乾いて萎れた。床に積もれて歩くたびにがさがさ
と音を出した。）
（SRE: ジョ・アラ Myuceynuy sinpwu（ミューゼンの新婦）(2017)）
b. … chokchok-ha-n

chokhochip-ilangpessekpessek-ha-n

オノマトペ-接尾辞-現在連体形
chokhochip

チョコチップ-と オノマトペ-接尾辞-現在連体形

sa-o-lako.（虚構メトニミー）

チョコチップ 買う-来る-引用辞
（しっとりしたチョコチップとがさがさとしたチョコチップ買って来てって。）
（Naver ブログ）

(4-31a) は、＜水気がなくなって乾燥しているものが壊れる音＞を、(4-31b) は、＜ものが砕けやす
いほど水分が少なく、乾いている状態＞をそれぞれ表している。(4-31b) は、水分が少ない菓子をか
じった際、pessekpessek という音がするだろうと、特定の音を予期している点で虚構メトニミーと捉
えられるものである。続いてメタファー拡張の例を見ていく。

(4-32) a. Swunkan tong-ccok
瞬間

東-側

yasan ccok-eyse

pwulkkoch-i

野山 側-場所格 花火-主格

phengpheng

theci-n-ta.

オノマトペ 爆発する-現在-平叙

（瞬間、東側の野山で花火がぱんぱんと爆発している。）
（SRE: シン・ギョンスク Kyewul wuhwa（冬の昔話）(1990)）
b. Ton-ul

mwul-ssu-tus phengpheng ssu-ci.

お金-対格 水-使う-ようオノマトペ 使う-終結語尾
（お金を水のようにぱんぱん使うよ。）（メタファー拡張）
（SRE: イ・ジェウン Kappwu, Ha（お金持ち、下）(1996)）

(4-32a) の物理的な力という起点領域と、(4-32b) の金遣いという目標領域間の写像が起き、爆弾
が爆発し、大きい音や熱、光の発生を伴いながら破壊する様子という要素が、荒い金遣いとい
う要素に結び付けられている。
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(4-33) a. Kelcik-ha-n

kimchi-hako

オノマトペ-接尾辞-現在連体形 キムチ-と
mek-ko

siph-ta.

食べる-接続

たい-平叙

toyncang

pakulpakul

kkulh-y-ese

味噌

オノマトペ 沸かす-使役-接続

（どろっとしたキムチと味噌をぶくぶく沸かして食べたい。）
（SRE: キム・ホンシン Inkansicang cey1pwu 9（人間市場第一部 9）(1985)）
b. Hakkyo wuntongcang-ey-nun imi
学校

ai-tul-lo

pakul-kely-ess-ta.

運動場-場所格-主題 既に 子ども-複数-で

オノマトペ-KELITA-過去-平叙

（(直訳) 学校は既に子どもたちでうようよしていた＜たくさん集まっていた＞）
（メタファー拡張）
（SRE: ペク・グンテク Sosel 0simi twupenccay iyaki（小説 0 シンイ二つ目の話）(1991)）
c. … picop-un

cangso-ey

salam-un

狭い-現在連体形 場所-場所格 人-主題

pakul-tay-e
オノマトペ-TAYTA-接続

hay-ss-ciman …

pwulphyen-ha-ki-n

不便-する-名詞化辞-現在連体形 する-過去-けど
（(直訳) 狭い場所に人はうようよして＜たくさん集まって＞不便ではあったけど…）
（メタファー拡張）
（SRE: ド・ジョンイル Noksayk phyenglon 48（緑色評論 48）(1999)）
d. Hakwen aph-ey
塾

ku

pakulpakul-ha-ten

inpha-tul-ul

前-場所格 その オノマトペ-HATA-過去連体形 人出-複数-対格

po-myen …
見る-条件

（(直訳) 塾の前にそのうようよしていた＜たくさん集まっていた＞人出をみたら…）
（メタファー拡張）
（SRE: Tokpayk chwiep 1（独白、就職 1）(2003)）

(4-33a) は、＜容器に入っている食べ物が煮え立つ音＞を、(4-33b) から (4-33d) は＜ある空間に
人がたくさん集まって人だかりができている様子＞を表しており、大勢が集まっている様子が、
沸騰している液体にできた泡立ちの様子に喩えられている。沸騰と群衆の領域間における対応
関係が見られ、複数の泡という要素と人だかりという要素が結びている32。
以下の (4-34a, b) は、動物メタファー（井上 2010; Kövecses 2000; 大森 2009）と捉えられる
もので、(4-34a) は＜くまの唸り声＞を、(4-34b) は＜相手といがみ合っている様子＞を表してい
る。
32

pakulpakul は、日本語の「うようよ」とは異なり、否定的な意味はなく、単に＜多くの人、ものが

集まっている様子＞に焦点を当てるものである。
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(4-34) a. … seng-na-n

kom-i

ululeng-tay-ko

iss-ess-ta.

怒る-現在連体形 くま-主格 オノマトペ-TAYTA-接続 いる-過去-平叙
（怒ったくまが唸っていた。）
（イ・ソンミ Kyengsengaysa（京城哀話）(2001)）
b. Emma-hako atul … cansoli-lul nulenoh-umyen
母-と

息子 小言-対格 並べ立てる-条件

hangsang

selo

いつも

お互い オノマトペ-TAYTA-接続

nay-ka

maltaykkwu-ha-ko,

わたし-主格 言い返し-する-接続

ululeng-tay-ko, …

（母と息子…小言を並べ立てるとわたしが言い返して、いつもお互いいがみ合って…）
（メタファー拡張）
（SRE: ペク・ミンソク 16 Mit-kena mal-kena, pakmwulci
（16 信じるか信じないか、パクムルジ）(1997)）

(4-34a) の＜動物＞という起点領域と、(4-34b) の＜人間＞という目標領域間の写像が起き、猛獣
が低い声を発しながら威嚇する様子という要素が、罵り合ったり争ったりする様子という要素
に結びつけられている。
以上、日韓オノマトペの中で、意味拡張を起こすものの具体例を提示した。以下では、表 4-1、
図 4-2、図 4-3 の結果を基に、意味拡張のタイプとオノマトペの統語の関係について論じる。

4.6.3. 拡張義のタイプと統語との関係

日韓両言語のオノマトペは、意味拡張の方向性と拡張率に差異を見せる。最も目立つ点は、
韓国語オノマトペがメタファー拡張に対する強い選好を見せることと、-kelita/-tayta/-hata 動詞が
メタファー拡張に偏っていることである。一方、日本語オノマトペは、韓国語オノマトペで見
るような偏りは見られず、韓国語オノマトペに比べ、メトニミー拡張を起こしやすい傾向にあ
る。なぜ韓国語オノマトペは、メタファー拡張を好み、またそのような意味を表す統語範疇と
して動詞形式が選ばれるのだろうか。
これには、大きく2つの要因が考えられる。1つ目は、慣用句化したものの存在であり、2つ目
は、各言語におけるオノマトペの意味分布と統語的実現の差異である。
慣用句化したオノマトペは、例外なくメタファー拡張を起こし、主に人間の行為や感情、認
知作用に関する意味を表す。こうしたものが、計12語（14義）観察された。こうした慣用句の
存在が、韓国語においてメタファー拡張の割合を高める要因の1つとして働いている。
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2 つ目は、各言語のオノマトペがどのような意味分布を成し、またどのような統語的実現を見
せるのかによるものである。日韓オノマトペは、両言語とも音、様態、状態を表すものが発達
しており、音を表すものより様態や状態を表す擬態語が多い（第 2.1.3 節を参照）。よって、拡
張義において様態や状態に関する意味に拡張を起こすのは不思議なことではない。例えば、日
本語オノマトペの「がらがら」は、「石崖ががらがら崩れ落ちた」のように音または様態を表
すことも、コピュラと結合し「教室はがらがらだ」のように状態を表すことも可能である。従
って、基本義の擬音語が、拡張義において様態あるいは状態を表す意味に向かって拡張しやす
いわけである。
一方、韓国語オノマトペの接尾辞の意味分布は、動的事象を表す-kelita/-tayta（動）と、静的
事象を表す-hata（形）のように、接尾辞の意味的な分布が明確に線引きされている（第 3 章、
第 4.2 節を参照）。例えば、thengtheng＜ドラム缶などの空洞の物体を強く叩く音＞は、音また
は様態を表し、-kelita/-tayta と結合し動詞を形成するが（例：thengtheng-{kelita/tayta}（(直訳)
がんがんする＜がんがんと音を出す＞）、-hata 形容詞を形成し状態を表すことはできない
（例：*thengtheng-hata）。従って、拡張義においても状態を表す意味に拡張するのは不可能で
ある。こうした接尾辞の排他的な意味分布が、韓国語オノマトペにおいてメトニミー拡張を起
こしにくくし、結果的にメタファー拡張に大きく偏ることになったと考えられる。この議論は、
第 3 章と第 4 章で示した、日韓オノマトペの意味と統語の連結関係が、意味拡張のタイプにも
関わっていることを示すものである。
第 4.6.2 節で述べたように、メタファー拡張では、オノマトペが両言語とも動的事象を表す動
詞形式として表れやすい。また韓国語オノマトペで観察された慣用句化したものは、「準動詞
化」したものと捉えられることから、メタファー拡張を起こしやすいものは動詞形式として表
れやすいという結論が導き出される。すなわち、形態統語的統合性の度合いは、メタファー拡
張の可否に影響を与えるということである。

4.7. まとめ

本章では、日韓両言語の統語と意味の全体的な体系を示し、各統語形式の形態統語的統合性
を明らかにした（第 4.2 節）。その結果、日韓オノマトペは、独立用法、副詞、動詞、形容詞
（ただし、韓国語では、動詞・形容詞がほぼ同等の統合性を示す）の順に統合性が高くなると
いうことがわかった。次に「意味的特定性」という概念から、日韓オノマトペにおける動詞化
可能なものと動詞化不可能なものを包括的に捉え、両言語の動詞化体系分布に対し、一般化を
行った（第 4.3 節）。更に、オノマトペのメタファー拡張の可能性と形態統語的統合性の高さに
関連性が認められることを主張した（第 4.6 節）。
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第 3 章と本章による考察の結果を見渡してみると、日韓オノマトペは、非常に似た統語・意
味分布を成し、形態統語的統合性の上でもほぼ同様の統合性を示すと言える。従って、日韓オ
ノマトペは、通言語的に同じ位置に置かれてしまう可能性が高い。しかし、ここで注意すべき
ことは、第 3 章と第 4 章で行った考察は、あくまでも文法的生起可能性を捉えるに過ぎず、実
際の使用場面ではどのように使われるのかという点については触れていない、ということであ
る。第 1 章で述べたように、本論文ではオノマトペの言語的統合性を、「オノマトペが当該言
語で統語的、意味的にどのような分布を成しているのか」という観点と、「日韓両言語の母語
話者による実際の使用場面では、どのように使用されるのか」という観点による 2 つの側面か
らの考察を試みる。こうした点を踏まえ、次の第 5 章と第 6 章では、それぞれの言語の母語話
者による日常会話のデータを用い、これまで論証してきた文法・意味体系がどのように表され
るのかを観察する。これにより、オノマトペがどのような文法的環境に生起しうるのかという
ことと、それがどのように使われるのかということは、必ずしも一致しないことを示し、両者
は明確に区別すべきものであると指摘する。
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第 5 章 日韓オノマトペの口語性と統合性
の相関関係

5.1. はじめに

本章と第 6 章では、第 3 章と第 4 章で行った文法的な生起可能性に基づく考察において類似
した傾向を見せた日韓オノマトペが、実際の発話場面ではどのように使われるのか、また言語
間の違いがあるのかという 2 点を中心に議論を進めていく。まず、本章では、口語と文語とい
う異なるレジスター（言語使用域）における形態統語的統合性を観察し、口語性と形態統語的
統合性の関係を明らかにすることを目指す。
オノマトペの形態統語的統合性に関するこれまでの議論は、オノマトペがどのような文法的
環境に生起可能なのかということに基づくものと、母語話者の発話データの観察によるものの 2
通りに分かれる。文法的な生起可能性による考察のうち、通言語的な考察が、第 3 章で紹介し
た Akita による語彙的類像性の階層 (the Lexical Iconicity Hierarchy; LIH) である。Akita の考察結
果を要約すると、擬音語は動詞や形容詞といった述語よりは、副詞など節の付加詞として生起
しやすい傾向を示すのに対し、擬態語や擬情語は、述語として生起し、節の中核部に位置しや
すい傾向にある、ということである。ただし Akita は、日本語オノマトペの動詞を「する」動詞
に限定しているため、「いう」動詞は考察対象になっていない。これに対し Toratani (2015) は、
日本語の擬音語は発話動詞「いう」と結合し、動詞を形成すると指摘している。以下の (5-1)
が示すように「いう」動詞は、「する」動詞と同様、節構造内で述語として機能することがで
きる。

(5-1) あつあつの鉄板の上でお肉がじゅーじゅーいっています。
（Toratani 2015: 135、下線は筆者による）

Akita (2009, 2013b) の LIH の日本語の擬音語は文の周辺部に位置しやすいとされているが、擬
音語の「いう」動詞により文の中核部に位置することも可能である。すなわち「いう」動詞は、
「する」動詞と共に日本語のオノマトペ動詞を構成する主要なものの 1 つとして認められると
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いうことである1。また、Akita (2009, 2013b) による一般化では、日本語と韓国語は、概ね同様の
傾向を示すとされており、言語間の相違点までは明確にされていない点が課題として浮かび上
がる。
オノマトペの形態統語的統合性に関しては、序章で言及した通り、オノマトペの統語範疇が
副詞、動詞、形容詞など様々なカテゴリーに跨ることや、その実現可能性が個別言語内または
言語間で異なる様相を見せることから、議論が続いている (Newman 1968; Samarin 1965)。上に
紹介した考察は、オノマトペの形態統語的統合性に関する一般化を行っている点 (Akita 2009,
2013b) や、個別言語における精密な観察を行っている点 (Toratani 2015) で評価できるものであ
る。しかしながら、これまでの議論は、基本的にオノマトペの文法範疇に立脚した提案である
ことから、言語が実際に使用される状況を考慮した言語変種にまでは立ち入っていない (cf.
Dingemanse 2011; Nuckolls 2001)。そこで本章では、先行研究の知見を踏まえ、以下の 2 点を明ら
かにすることを目指す。

(i) オノマトペがどのような文法的環境に生起可能なのかということと、実際の発話場面
でどのように使われるのかは、必ずしも一致しない。
(ii) 韓国語オノマトペは、日本語オノマトペより言語体系への統合性が高い。

以上の点を明らかにするために、本章ではコーパスからの計量的な観察を行う。具体的には、
意味的な分類からは擬音語と擬態語2を、レジスターの面からは口語と文語における比較を行う。
本章の課題は、Akita (2009, 2013b) と Toratani (2015) の考察を再検証するとともに、第 3 章と
第 4 章で提示した日韓オノマトペの統語と意味の体系が、実際にどのように使われるのか、ま
たどのようなものがより選好されるのかを示すことで、主に文法的生起可能性で議論されてき
た形態統語的統合性への理解を深めることに繋がるものと考えられる。
本章の構成は、次の通りである。第 5.2 節では分析対象や方法について説明する。第 5.3 節で
は日韓両言語における全体的な統語分布を示し、擬音語と擬態語の比較、口語と文語の比較を
行う。最後に第 5.4 節で検討結果をまとめ、結論を述べる。

5.2. 分析方法
5.2.1. 分析対象の選定

1

擬音語の「いう」動詞形式の動詞性に関しては、第 3.1 節の注 3 を参照されたい。

2

本章の分析対象には、心情、内部感覚などを表す擬情語は含まれていない。
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分析に用いたデータは、辞書の見出し語から形態的、統語的、意味的な条件（後述）に基づ
き選定した。これらのうち、コーパスから全く用例が取得できなかったものは除外し、日本語
は計 67 語（擬音語 14 語、擬態語 53 語）、韓国語は計 85 語（擬音語 24 語、擬態語 61 語）を
対象とした3。コーパスから取得された用例数は、日本語は計 2,308 例（擬音語 210 例、擬態語
2,098 例）、韓国語は計 50,452 例（擬音語 13,507 例、擬態語 36,945 例）である。選定した語を、
以下の表 5-1 に示す。

表 5-1. 分析対象とした日韓オノマトペ
擬音語
ぐつぐつ、ごくごく、ごそごそ、どかどか、
とくとく、どくどく、どやどや、はたはた、
ぼたぼた、ぽたぽた、ぽとぽと、みしみし、
わいわい、わんわん

日
本
語

韓
国
語

擬態語
あたふた、いそいそ、うじうじ、うずうず、
うとうと、うろうろ、おずおず、おどおど、
おろおろ、がつがつ、きびきび、きらきら、
ぎらぎら、くねくね、ぐらぐら、くりくり、
ぐりぐり、ごたごた、ごわごわ、じくじく、
じたばた、じめじめ、だぶだぶ、だらだら、
ちかちか、ちらちら、ちらほら、てきぱき、
てらてら、にこにこ、にたにた、にやにや、
のらくら、はきはき、ぴかぴか、びくびく、
ひらひら、ふさふさ、ふらふら、ぶらぶら、
ぷりぷり、ぷんぷん、へらへら、まごまご、
めそめそ、もごもご、もじもじ、もそもそ、
もたもた、ゆらゆら、よたよた、よちよち、
よろよろ
ccallang, ccelleng, hukhuk, khollok, kkalkkal,
acang, cellum, cellwuk, celttwuk, eceng, hicwuk,
kkelkkel, kkoluluk, kkwululuk, mengmeng, pasulak, hwicheng, hwutul, kentul, kiwus, kkampak,
pesulek, phwungteng, ppiak, pwusulek, sakak,
kkangchong, kkangchung, kkapwul, kkatak,
talkulak, telkhetek, telkheteng, telkulek, thempeng, kkaycak, kkempek, kkicek, kkomul, kkomyhul,
ttalkkwuk, tululeng, walwal, yaong
kkumthul, kkutek, kkwumpek, kkwumul, kkwupek,
kulkcek, kwupsil, kyawus, memchis, memus,
nallum, napwul, nayllum, nemsil, omul, pangkul,
petwung, phallang, phelccek, pholccak, pichek,
pintwung, pithul, pwukcek, sallang, sayngkul,
seseng, sillwuk, talssak, tatok, tempeng, tetum,
tullak, tullak, tulssek, twicek, twittwung, wukul,
wulmek, wumccil, wumul
本章では口語 (spoken language) と文語 (written language) という異なるレジスター (register)

における統合性の差を明らかにすることを目的とするため、口語と文語という 2 つの異なるデ
3

日本語と韓国語で、分析対象の数が異なる理由は、本分析に用いた両言語の辞書に収録されている

語数と両言語のコーパスに収録されているオノマトペの数の違いが原因である。例えば、日本語で辞
書の見出し語として掲載されている「ばしゃばしゃ」「ごちゃごちゃ」などの語は、コーパスのデー
タでは観察されなかった。
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ータを用いて検索を行った。レジスターとは、言葉が使用される環境、場面、目的などと関連
した言語変種のことをいう (Halliday & Hasan 1985: 38)。
本章では、言葉がコミュニケーションのために用いられる際、どのような方法で伝えられる
のかの違いから「口語」と「文語」という 2 つのレジスターによる分類を行う4。具体的に言う
と、口語は音声によって伝えられるもので、文語は文字によって伝えられるものをいう。ただ
し、口語といっても新聞や小説といった印刷物をそのまま朗読するようなものをいうのではな
い。本章でいう口語とは、日常的な生活のインフォーマルな会話に用いられる言葉をいい、文
語とは、出版目的で活字化された書記言語のことをいう (Biber 1986)。文語では、文学作品や新
聞、雑誌の記事などが代表的なものとして挙げられる。
本章の分析に用いたデータは、日韓両言語とも口語は日常生活で行われるインフォーマルな
雑談の音声情報を書き起こした伝写データを、文語は紙面印刷を目的とした小説などの文学作
品のデータを使用した5。日本語の口語のデータとしては「名大会話コーパス（以下、NUCC と
称する）」を用い、文語のデータとしては「青空文庫」を用いた。用例検索は、両コーパスと
もコロケーション抽出システム「茶漉」を用いて検索を行った。「名大会話コーパス」は、198
名の話者（女性 161 名、男性 37 名）による 129 会話、約 100 時間のインフォーマルな談話で構
成され、計 2,318,134 形態素が収録されている。作成期間は、2001 年から 2003 年までである。
「青空文庫」には、現代日本語で書かれている 703 作品で構成されている。形態素数は計
8,370,720 である。
一方、韓国語のデータとしては SJ-RIKS Corpus ext. (Sejong-Research Institute of Korean Studies
extension)（以下、SRE と称する）を用いた。SJ-RIKS Corpus ext.は、日常会話を録音した音声情

4

会話など砕けた表現に使用される文体のことを「口語体」（例：「それじゃ」「こんな」）、古典

文学や論文などに使用される堅苦しく形式ばった文体のことを文語体（例：それでは、このような）
と区別する場合がある。また「話し言葉」「書き言葉」という用語が使われる場合もある。しかし、
本章では特定の文体のことを指すのではなく、言葉がどのような方法で伝達されるのかという観点か
ら、音声に基づく「口語」と文字に基づく「文語」の 2 つに分けることにする。例えば、本章では新
聞記事を「文語」に分類する。新聞記事には、内容の特性上、「それでは」「だが」などのいわゆる
「文語体」「書き言葉」が使われる。新聞記事は、文字で書かれた内容を不特定の読者に発信するも
のであることから、本章では「文語」に分類する。またブログ記事も「文語」に分類する。ブログに
は、「それじゃ」「こんな」などのいわゆる「口語体」「話し言葉」が頻繁に使われる。しかし、ブ
ログ記事は、文字で書かれた内容を、不特定の読者に向けて一方的に伝えるという点で、新聞記事と
同様に「文語」として捉えることにする。
5

本調査では、小説の地の文と会話文を特に区別せず、いずれも文語のデータとして扱った。
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報の書き起こし資料、演劇などの台本、現代小説、新聞、雑誌などの計 6,115 ファイル、計
116,065,151 語節が収録されている。検索システムの操作によりサブコーパス別に用例検索が可
能である。口語のデータとしては、日常会話を録音した音声情報の書き起こし資料 733 ファイ
ル （ 計 4,151,572 語 節 ） を 用 い 、 文 語 の デ ー タ と し て は 、 現 代 小 説 1,817 フ ァ イ ル （ 計
39,495,642 語節）を用いた。音声情報の収録期間は、2001 年である。上に紹介した両言語のコ
ーパスおよび検索システムは、いずれもウェブ上で一般公開されているものである6。
以下では分析に用いたオノマトペの選定基準について説明する。分析対象としては、日本語
は Kakehi et al. (1996) から、韓国語は『標準国語大辞典』から見出し語として登録されているも
のを用いた。形態的には、日韓オノマトペの両言語とも最も典型的とされる ABAB の完全重複
形を対象とした。具体的に言うと、日本語は 2 拍語根重複形（例：「ごくごく」）、韓国語は 2
音節語根重複形（例：kkwulkkek/kkwulkkek＜ごくごく＞）に限定した7。第 3 章で説明したように、
韓国語には-kelita/-tayta/-ita/-hata の 4 つの接尾辞が存在しており、-kelita/-tayta/-ita は接尾辞その
ものに事象の反復性が備わっているため、結合するオノマトペは非重複形になるのが一般的で
ある。一方、-hata にはそのような意味指定がなく、表す事象が継続性を帯びるか否かによって
非重複形と結合するのか、あるいは重複形と結合するのかのどちらかに分かれる。以上のこと
から、-kelita/-tayta/-ita 動詞の場合は 2 音節語根を、-hata の場合は 2 音節語根重複形を検索対象
とした。また、韓国語の擬音語には 3 音節のものも 10 語含まれている（例：talkulak＜ことこと
＞）8。
次に、意味的条件として両言語とも音を表すか否かによって擬音語と擬態語の 2 つのグルー
プに分けて検索を行った。具体的に言うと、擬音語に分類されるものは、音のみを表すもので、

6

本章の本文に引用する例文の出典は、「名大会話コーパス」によるものは、NUCC と示し、「青空

文庫」によるものは、作家、作品名、出版年を示すことにする。
7

ただし、少数ながら 2 拍語根重複形または 2 音節形重複形ではないものも含まれている（日本語：

「あたふた」「のらくら」「ちらほら」「じたばた」、韓国語：tullaknallak＜しきり出入りする様子
＞）。日本語で 2 拍語根重複形が占める割合は、29.3% (484/1,652) (Akita 2009: 110) で、韓国語で 2
音節形が占める割合は、32.28% (3,468/10,743)（ソン・ダルイム 2012: 33）である。これらの数値は、
両言語とも全ての語の中で最も高い割合を占める数値である。ただし、ソン・ダルイム (2012) の調
査結果では、4 音節形が最も高い割合を占めるものとして挙げられているが (39.77% (4,272/10,743))、
これらの中には 2 音節形が繰り返された重複形が 2,781 語含まれており、4 音節形の形態でしか使用
しないものは 850 語にとどまる。
8

韓国語の擬音語は、擬態語や擬情語に比べ、3 音節のものが多いとされる (44% (363/831))（キム・

インファ 1995: 27-28）。
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擬態語に分類されるものは、様態のみを表すものに限定した。これは、上に紹介した Akita
(2009, 2013b) の類像性に基づく考察と、日本語オノマトペの「いう」動詞の文法的生起可能性
を提唱した Toratani (2015) の考察を再検証するためである。最後に統語的条件としては、1 つの
語が付加詞として周辺部に位置し、かつ述語として節の中核部にも位置しうることが可能なも
のに限定した。
本章における統語分析は、オノマトペの統語位置に基づいたものであり、統語範疇を捉える
ものではないことに注意されたい。本章の分析で採用している統語位置は、大きく非述語用法
と述語用法の 2 つに分かれる。非述語用法に分類されるものは、日本語では動詞を修飾する引
用的副詞（例：「ロープをずるずると引きずる」）と裸副詞（例：「子どもがしくしく泣いて
いる」）、「する」「いう」動詞の名詞修飾用法（例：「だぶだぶしたズボンが流行ってい
る」）、独立用法（例：「かちっ。スイッチを入れた」）が、韓国語では、副詞（Nwun-ul
malttongmalttong ttu-ko iss-ta＜目をまじまじ開けている＞）、-kelita/-tayta/-ita/-hata 動詞の名詞修
飾用法（例：Chingel-keli-nun ai-lul tayllay-ss-ta＜駄々をこねる子どもをあやした＞）、独立用法
（例：Ttalkkak. Suwichi-lul khy-ess-ta＜かちっ。スイッチをつけた＞）が挙げられる。述語用法は
節の述語として機能するものをいう。具体的に言うと、日本語は「いう」動詞と「する」動詞
（例：「旗がはたはたいう」「ぶらぶらする」）、韓国語は-kelita/-tayta/-ita/-hata 動詞（例：
kkalkkal-keli-ta＜からからする(笑う)＞、nwun-ul kkampakkkampak-ha-ta＜目をぱちぱちする＞）が
挙げられる。統語位置に関する分類法は第 5.2.2 節に譲る。

5.2.2. 統語的な面における分類

本章と第 6 章では、オノマトペの統語的な面における分類を、統語位置によって行うことに
する。これは、第 3 章と第 4 章で行った、統語範疇（動詞や形容詞といった品詞）による分類
とは区別されるものである。本章と第 6 章で統語位置における検討を行うのは、オノマトペが
どのような文法的環境に生起可能なのかということと、実際にどのような統語位置に現れるの
かは、必ずしも一致しないためである (Akita 2009; Dingemanse & Akita 2017)。第 3 章で示したよ
うに、日韓オノマトペが節の述語として機能するためには、日本語の場合、「する」「いう」、
コピュラとの結合が、韓国語の場合、接尾辞-kelita/-tayta/-ita/-hata との結合が必要である。ここ
で注意すべきことは、これらの動詞、形容詞の全てが述部に位置するとは限らないということ
である。以下の (5-2) と (5-3) が示すように、これらの動詞形式は名詞修飾用法として用いら
れることもある。
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(5-2) a. おどおどしている貧しげな子どもがふたりいるのです。
（佐々木味津三『右門捕物帖 卒塔婆を祭った米びつ』(1982)）
b. 古い細かい家のごたごたした街だった。
（若杉鳥子『母親』(1931)）

(5-2a) の「おどおど」は「貧しげな子ども」という名詞句を、(5-2b) の「ごたごた」は「街」と
いう名詞をそれぞれ修飾している。上の用例からわかるように、これらはいずれも共起する名
詞を修飾する付加的要素として機能している。韓国語でも (5-3a, b) のように類例が見られる。

(5-3) a. Kkalkkal-keli-nun

na-lul

po-mye

オノマトペ-KELITA-現在連体形 一人称-対格 見る-接続
mwuphyoceng-ha-key

mwul-ess-ta.

無表情-する-連結辞

聞く-過去-平叙

kyengthay-ka
ギョンテ-主格

（(直訳) からからしている＜からから笑う＞わたしを見てギョンテが無表情に聞い
た。）
（ぺ・グムテック Sosel 0simi twupenccay iyaki（『0 シムイ 2 つ目の話』）(1991)）
b. Tasi

hanpen kokay-lul

再び 一度
nencisi

首-対格
mwul-e

それとなく 聞く-接続

kkutek-keli-n

songkimwun-i

オノマトペ-KELITA-現在連体形 ソン・キムン-主格
po-n-ta.
みる-現在-平叙

（(直訳) もう一度首をこくりこくりとした＜こくりこくりと頷く＞ソン・キムンがそれ
となく聞いている。）
（キム・ヨンウン Hayil（『津波』）(1982)）

(5-3a) の kkalkkal＜からから＞は接尾辞-kelita と結合し、「na＜わたし＞」という名詞を修飾し
ている。(5-3b) の kkutek＜こくり＞も接尾辞-kelita と結合し、「ソン・キムン」という人名の前
に位置し、その人について説明している。以上の (5-2) と (5-3) の用例は、いずれも動詞の名
詞修飾用法である。こうした点を踏まえ、本章では、これらの用例を非述語用法に分類するこ
とにする。ただし、以下の (5-4) や (5-5) のように、形式名詞、副助詞に付くものは、オノマ
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トペの存在が述部の成立に欠かせないものであるため、述語としての機能を認め、述語用法に
分類する9。

(5-4) a. … 玄関の内で傘を抱いたままうろうろしているのですね。
（太宰治『花吹雪』(1989)）
b. 百姓どもは眼もくらみ、そこらをうろうろするだけだ。
（宮沢賢治『オツベルと象』(1980)）
(5-5) a. … Mwuyongswu-uy palnollim-un pithul-keli-l
舞踊手-属格

足取り-主題 オノマトペ-KELITA

kes-ita.
こと-だ

（舞踊家の足取りはふらふらすることだろう。）
（チェ・ヨンジュ Usum（『笑い』）(1996)）
b. Na-nun

i

yayki-lul

ha-myense hamathemyen

一人称-主題 この 話し-対格 する-接続 危うく

wulmek-i-l
オノマトペ-ITA-現在連体形

ppen-hay-ss-ta.
ところ-する-過去-平叙
（わたしはこの話をするうちに危うくうるうるするところだった。）
（イ・ビョンジュ Hayngpokesacen cey 2pwu（『幸福の辞典、第 2 部』）(1986)）

以上の分類基準に基づき、以降の節では、(i) オノマトペが音を表すのか否かという基準による
意味別の分析（擬音語と擬態語：第 5.3.1 節）と、(ii) レジスター別の分析（口語と文語：第
5.3.2 節）の 2 通りの分析を行う。

5.3. 分析結果

全体的な統語分布において、日本語と韓国語は非述語用法と述語用法で明確な対比を見せ、
日本語は述語用法より非述語用法を、韓国語は非述語用法と述語用法で日本語ほど大差はない
ものの、述語用法に傾く傾向を見せた。結果を、以下の図 5-1 と図 5-2 に示す。

9

述語用法に分類したのは、この他にも次のようなものがある。日本語は、「｛こと／ほど／ばかり

／様｝だ」、韓国語は、｛kes＜こと＞／cengto＜ほど、くらい＞／ppwun＜ばかり、だけ、しか＞／
mankhum＜ほど、くらい＞／moyang＜様子＞/ttay＜時、際＞｝-ita＜だ＞、tus-hata＜ようだ、そうだ、
みたいだ、らしい＞、kes-kathta＜ようだ、そうだ、みたいだ、らしい＞と共起するオノマトペ動詞で
ある。
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図 5-1. 日本語オノマトペの統語分布

図 5-2. 韓国語オノマトペの統語分布

第 3 章と第 4 章で見たように、日韓両言語は類似したオノマトペの統語体系を持ち、また文法
的生起可能性に基づく議論でも類似した傾向を示す。また、Akita (2009, 2013b) の LIH に基づく
一般化でも日韓語は概ね同様の傾向を見せるとされている。しかし、本章による調査の結果は、
オノマトペがどういった文法機能を持ちうるのかという文法的可能性と、実際の言語運用の場
でどのようなものがより好んで使われるのかということが、必ずしも一致しないということを
示唆する。
以下、第 5.3.1 節では研究課題 (i) 意味別（擬音語と擬態語）の分析結果について、第 5.3.2 節
では研究課題 (ii) レジスター別（口語と文語）の分析結果について詳細に見ていく。

5.3.1. 意味的な面から見た統語分布：擬音語と擬態語

擬音語と擬態語において非述語用法の割合と述語用法の割合を比較した結果、両言語とも擬
音語は述語にあまり使われないということがわかった。その結果を図 5-3 と図 5-4 に提示する。
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図 5-3. 日本語オノマトペの
意味的な面から見た統語分布

図 5-4. 韓国語オノマトペの
意味的な面から見た統語分布

両言語とも擬音語に比べて擬態語において述語用法率が高い一方、韓国語は擬音語と擬態語が
対照的な分布を見せ、擬音語では非述語用法寄りの、擬態語では述語用法寄りの分布を成して
いる。
日本語の擬音語において述語用法率が非常に低いのは、「いう」動詞の用例が 2 件しか観察
されなかったことが主な原因である10。第 3.3 節で示したように、日本語のオノマトペ「いう」
動詞は、文法的には、全ての擬音語と結合し、＜～のような音がする＞という音の放出を表す。
しかしながら、実際の発話場面では、以下の (5-6) と (5-7) のように、使用される文脈がかな
り制限される。それは、「いう」動詞は、専ら音の放出のみを表すために用いられるためであ
る。

10

また「いう」動詞の他に、「する」動詞も 2 件が観察された。その具体例を、以下の (i) に示す。

これらの例におけるオノマトペ動詞は、何かをしきりに行う様子を表している。
(i)

EOSM030：で、Ｂ君（うん）がその、なんか横でごそごそごそごそしてるのね。
（はいはい）うん、そんで、ああ、Ｂ君まいってるなあみたいな。
EOSM034：ごそごそごそごそしてるって？
EOSM030：なんかこうため息をついてみたり、（あー）ぱらぱらぱらぱらぱらぱらぱらぱら
めくってみたり。
EOSM034：あんまり集中してないんですか。
(NUCC 95)
115

(5-6) どうも稲荷様の中でごそごそいうと思ったら、案の定こんな狐が這い込んでいた。
（『半七捕物帳』(1986)）
(5-7) F037: なんかね、家の水道の水が、蛇口を思いっきり閉めてるのに、水がすごいぽたぽた
と落ちるんですけど、ものすごい気になるんですけど。
F057: まあ、ぽたぽたいうぐらいじゃ。
(NUCC, 44)
このことは、オノマトペが当該言語体系における文法的生起可能性と、実際の言語運用の場に
おける選好性は、必ずしも一致しないことを示すものである。

5.3.2. レジスターから見た統語分布：口語と文語

レジスターについては、日韓両言語とも口語において述語用法の割合が高かった（日：χ2(1) =
27.05, p < .001／韓：χ2(1) = 5.55, p < .001）。まず以下の (5-8) から (5-11) に、本調査から採集
された口語と文語における具体例を提示する。(5-8) は、日本語の口語における例で、(5-8a) は
非述語用法、(5-8b) は述語用法の例である。

(5-8) a. EOSM034：ねえ、あのクレーン止まってんのかなあ。
EOSM002：何か、ゆらゆら動いてますよねえ、上にの、乗ってるもんが。
(NUCC 93)
b. EOSF160：（うん）でも、穏やかなの？
EOSF160：あ、あそこまではきはきしてない。
EOSF045：あそこまで行かないけど、たぶん普通の人よりははきはきしてると思う。
(NUCC 67)
続いて、(5-9) に、文語における例を提示する。(5-9a) は非述語用法、(5-9b) は述語用法の例で
ある。

(5-9) a. 五郎さんは可笑しくて堪らず、蒲団の中でクスクス笑いましたが、そのうちにうとうと
睡ってしまいました。
（夢野久『お菓子の大舞踏会』(1923)）
b. 彼は滅多に口を利かない。その代りいつでもにこにこしている。
（梶井基次郎『温泉』(1972)）
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以下の (5-10) と (5-11) に、韓国語の口語と文語における例をそれぞれ提示する。(5-10a) は非
述語用法の例で、(5-10b) は述語用法の例である。

(5-10) a. Owuː,
お

appa-kaː, tululengtululeng

acessi-ka,

おじさん-主格 パパ-主格 オノマトペ

cwumwusi-n-ta,

ya, …

寝られる(尊敬)-現在-平叙

やあ

kho-lul

kol-ko

いびき-対格 かく-接続

（お、おじさんが、パパが、ぐーぐーいびきをかいて寝ていらっしゃる、やあ、…）
（Kanguy: Khalpithey swuep（講義：カールヴィッテ授業）(2002)）
b. Kulehkey

nam-hanthey kwupsil-keli-nunke,

そんなに 他人-に

silh-e-yo.

オノマトペ-KELITA-現在連体形 嫌い-接続-終結語尾（丁寧）

（そんなに他人にぺこぺこするのは、嫌いです。）
（Swuep tayhwa: Kwaoy swuep 3（授業(中)の会話：個人レッスン 3）(2004)）

続いて、文語における非述語用法と述語用法の例を、以下の (5-11a) と (5-11b) に提示する。

(5-11) a. Halmeni-nun

ttek-ul

han cokak ttey-e

ip-ey

neh-ko

omwulomwul

おばあさん-主題 餅-対格 1 つ 切れ 取る-接続 口-場所格 入れる-接続 オノマトペ
ssip-u-sy-ess-ta.
噛む-接続-尊敬-過去-平叙
（おばあさんは餅を一切れ口に入れてもぐもぐお噛みになった(尊敬)）
（ソ・ジュンエ Nwuka paksekmo-lul kocacil-ha-yess-na
（『誰がパク・ソクモを告げ口したのか』）(1991)）
b. Kaci-ey

nam-un

枝-場所格 残る-現在連体形

namwusiph-to palam-ey

pasulak-kely-ess-ta.

木の葉-も

オノマトペ-KELITA-過去-平叙

風-に

（(直訳) 枝に残った木の葉も風にかさかさした＜かさかさと音を立てた＞）
（パク・ギョンリ Thoci 2（『土地』2）(1993)）

以下の図 5-5 と図 5-6 に、各言語の口語と文語における非述語用法と述語用法の集計結果を示す。
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図 5-5. 日本語オノマトペの

図 5-6. 韓国語オノマトペの

口語と文語から見た統語分布

口語と文語から見た統語分布

第 5.3.1 節で見たように、日本語オノマトペにおいて「いう」動詞は、わずか 2 件しか観察さ
れなかった。すなわち、日本語の述語用法のほとんどを占めるのは、「する」動詞である。そ
れでは、口語において「する」動詞の出現率が高いというのは、どのようなことを意味するの
か。これは、既に先行研究で指摘されているように、インフォーマルな言語使用におけるオノ
マトペ「する」動詞が様々な文脈に応じ、既存の文法規則にとらわれない柔軟性の高い、自由
な意味的、統語的な振る舞いを見せるためと考えられる（Akita 2009, 2017b; Tsujimura 2005,
2014; Kageyama 2007; 伊東 2015 も参照）。こうした特徴は、特に口語性の高い文脈や幼児語的
な表現において頻繁に観察される。口語におけるオノマトペ「する」動詞の自由な意味的、統
語的な振る舞いは、オノマトペがどのような文法的環境に生起しうるのかということは、実際
にどのように使われるのかということと、必ずしも同じとは限らないということを示すもので
ある。このことが、文語に比べ口語において形態統語的統合性が高くなる重要な要因になって
る。例えば「する」動詞は、口語性の高い文脈では、以下の (5-12) のように非典型的な形態の
オノマトペと結合しやすい。本データではこのような語幹反復形のオノマトペが 7 件観察され
る。

(5-12) a. こう、いかにもタレントさんでーすみたいに、こうにこにこにこにこしてさー、
(NUCC, 104)
b. （うん）でさー、駐車場をさ、（うん）2 歳半か 3 歳ぐらいの男の子がさ、一人でう
ろうろうろうろしてんの。
(NUCC, 44)
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(5-12) のような語幹反復形のオノマトペは、文語においては観察されなかった。この事実は、
口語の「する」動詞における形態的、意味的な柔軟性を示すものと考えられる。(5-12) のよう
な語幹反復形のものは、「表出性」の特性を帯びるものと捉えられる。「表出性」とは、序章
でも触れたように、写実的で臨場感溢れる形式のことで、特定の事象を具体的に描写、再現す
る性質のことをいう (Childs 1994a)。オノマトペにおける表出性の表示法として一般的に挙げら
れるのが、母音の引き延ばし（例：「ボールがぴゅーんと飛んだ」）、語幹の繰り返し（例：
「リズムに合わせて手をぱっぱっぱっぱっと振った」）といった韻律的、形態的な特徴である
(Diffloth 1972; Zwicky & Pullum 1987)。こうした特徴は、口語において頻繁に観察される。これ
に関しては、第 6 章で詳細に議論することにする。
同様の現象が韓国語のオノマトペ動詞でも観察された。具体的に言うと、以下の (5-13a, b) の
ように、語幹反復形のオノマトペが 4 件観察される。3 件は (5-13a) のような語幹反復形のもの
で、残りの 1 件は (5-13b) のような部分重複形のものである。

(5-13) a. Kyeysok wumwulwumwulwumwul-hay-yo.
ずっと オノマトペ-HATA-終結語尾（丁寧）
（ずっともぐもぐもぐ噛みますよ。）
（Kanguy Ene-pyenglihak thukkang（講義「言語病理学特講」）(2003)）
b. Mwuluph-i hwutulhwutultul-keli-te-la-ko, …
膝-主格

オノマトペ-KELITA-完了相-叙述接辞-引用辞

（膝がぶるぶるるして、…）
（Ilsang tayhwa Chinchek-kwauy tayhwa（日常会話「親戚との会話」）(2003)）

韓国語の動詞化接尾辞-kelita/-tayta/-ita は、接尾辞自体に反復性の意味が内在しているため
（第 3 章を参照）、結合するオノマトペの形態は非重複形になるのが典型的である。重複形の
オノマトペと接尾辞-kelita/-tayta/-ita が結合すると、冗長になるためである。従って、上の (513a) のような語幹反復形ないし (5-13b) のような部分重複形とは結合しないのが一般的な傾向
である。しかしながら、口語においては、重複形と結合した-kelita/-tayta/-ita 動詞が頻繁に観察
される (17.22% (26/151))。その一方で、文語では、重複形と結合した-kelita/-tayta/-ita 動詞はわ
ずか 0.12% (60/50,211) に過ぎない。以下の (5-14) にその具体例を示す。
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(5-14) a. Mal-lo

cakkwu-man

napwulnapwul-keli-myen

napwul-keli-mun

kuke-n!

言葉-具格 しきりに-だけ オノマトペ-接尾辞-条件 オノマトペ-接尾辞-条件 これ-主題
（言葉でしきりにべらべらべらべらしたら、べらべらしたら、それは！）
（Pangsong kangyen tool “kwunca-lan mwues-inka”（放送講演ドオル『君子とは何か』））
b. Um,

cikum tut-ko-man,

tut-ko-man

cakkwu-man

kyeysok mac-ta,

うん 今

聞く-接続-だけ 聞く-接続-だけ しきりに-だけ ずっと 合う-平叙

mac-ta

kkutekkkutek-keli-myense

合う-平叙 オノマトペ-接尾辞-接続

kyeysok cengli-ha-ko …
ずっと 整理-する-接続

（うん、今聞くだけ、聞くだけ、しきりにずっと合っている、合っている、こくりこくり
こくりこくりしながら、ずっと整理して …）
（Cinlothamsayk tayhwa（進路探索会話）(1992)）

口語では、話し手と聞き手が旧情報は省略してしまうことが多いため、文語に比べ、文の長
さが短くなりやすく、文の構造も簡潔になりやすい。しかし、口語において、話し手は聞き手
の理解を助けるために、あるいは明確な意思伝達のために、強調の意味を込めて特定の単語や
句を繰り返す場合がある。その結果、文法体系では許されにくい非文法的表現が口語では許容
されやすく、文法的に不適格と考えられる表現への容認度も上がりやすくなる (Carter 2004a; ジ
ョン・スジ 2017)。
また、日本語のオノマトペ「する」動詞が持つ他動性制約は、口語においては保たれにくい。
オノマトペ「する」動詞は、自動詞として用いられるのが一般的（第 3.3.5 節を参照）で、他動
詞的な意味を表すもの（例：「ぱきぱき｛*する／折る｝」）は通常、副詞として用いられる。
しかし、上にも述べたように、日本語オノマトペは、韓国語オノマトペに比べ口語においては
既存の文法規則を破りやすい傾向にあるため、言葉遊び的な表現や非常に砕けた表現、幼児語
においては、オノマトペ「する」動詞の他動詞用法が許容されやすい (Tsujimura 2014)。その結
果、口語では文語に比べ、形態統語的統合性が高くなる、ということに繋がる。
しかし韓国語では、図 5-6 が示すように、口語と文語による述語用法の差が日本語ほど大きく
なく、全体的な傾向として高い述語用法率を示す。これは、-kelita/-tayta/-ita/-hata 動詞には、日
本語の「する」動詞に見られる厳しい文法的制約が存在しないことによると考えられる。これ
らの接尾辞はどれも自動詞・他動詞の用法を併せ持っているため（第 3.3.3 節を参照）、日本語
の他動詞文で見られる幼児語的、不自然な響きはもたらさない（シン・ジュンジン 2015）。こ
のことが、日本語に比べ韓国語の方が全体的に形態統語的統合性が高くなる重要な要因である。
例えば、日本語の「する」動詞は、以下の韓国語の (5-15b) と (5-16b) に見るような再帰動詞
が形成しにくい。日本語の「する」動詞が、これらの文と同様の構造を形成すると、非常に高
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い口 語性を帯び た表現にな ってしまう （例：「男 は眉毛をぴ くぴくした 」; Akita 2017b;
Kageyama 2007; Toratani 2013）。

(5-15) a.

自動詞文：
Kunye-uy ekkay-ka

cecello tulssek-kely-ess-ta.

彼女-属格 肩-主格

自ずと オノマトペ-KELITA-過去-平叙

（(直訳) 彼女の肩が自ずとびくびくした＜上下に動いた＞）
（イ・ソンウ Salam-tul-un caki cip-ey mwues-i iss-nun-cito molu-n-ta
（『人々は自分の家に何があるのかも知らない』）(2001)）
b.

他動詞文：
Akkay-lul tulssek-keli-mye
肩-対格

wul-ko

iss-nun

オノマトペ-KELITA-接続 泣く-接続 いる-現在連体形

Pemswu-lulpo-ca, …
ボンス-対格-見る-たら
（(直訳) 肩をびくびくして＜上下に動かして＞泣いているボンスを見たら、…）
（キム・ジェギョン Pata-ye, appa-lul tolly-e-cwe（『海、パパを返してくれよ』）(2002)）
(5-16) a.

自動詞文：
Ku-uy

nwunssep-i sillwuk-kely-ess-ta.

彼-属格 眉-主格

オノマトペ-KELITA-過去-平叙

（(直訳) 彼の眉がぴくぴくした＜筋肉の一部が片方へ歪んで動き続けた＞）
（イ・ソンミ Kyengsengaysa（『京城愛史』）(2001)）
b.

他動詞文：
Na

chakwan-i ip-ul

sillwuk-kely-ess-ta.

ナ

次官-主格 口-対格 オノマトペ-KELITA-過去-平叙

（(直訳) ナ次官が口をぴくぴくした＜筋肉の一部が片方へ歪んで動き続けた＞）
（チェ・イルナム Hayan-son（『白い手』）(1994)）

同様に以下の (5-17) のオノマトペは、対象に何らかの物理的な力を加えたり接触したりする
意味を表すものである。日本語でこれらのオノマトペが「する」動詞と結合する場合は、やや
不自然な表現になるか、あるいは幼児語的な響きをもたらす（例：「ばんばん｛○c する／叩
く｝」「くちゃくちゃ｛○c する／噛む｝」）(Akita 2017b; Kageyama 2007; Toratani 2013)。一方で、
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韓国語オノマトペでは、いずれも文法的に適格な表現として受け入れられる11。以下の (5-17a)
は対象の状態変化を引き起こすもの、(5-17b) は状態変化を含まないものの用例である。

(5-17) 物理的な衝撃／接触動詞：
a.

Cwungnyen-uy yeseng-i

ancelpwucel-ha-mye

aphchima-lul

中年-属格

オノマトペ-HATA-接続

エプロン-対格

女性-主格

kkwukis-kely-ess-ta.
オノマトペ-KELITA-過去-平叙
（(直訳) 中年の女性がそわそわして、エプロンをくちゃくちゃにした＜くちゃくち
ゃにさせた＞）
（Naver カフェ）
b.

Kunyang

hyespatak-ulo

nayllum-ha-myen

tway.

ただ

舌-具格

オノマトペ-HATA-条件

いい

（ただ舌でぺろっとすればいいよ。）
(SRE, 0600040)
韓国語が口語と文語の両方において全体的に高い述語用法率を示すもう 1 つの理由として、
様態を表すオノマトペ、特に具体的な身体動作を表す多くのものが述語化が可能であることが
挙げられる。しかし、日本語では、(5-18a) と (5-19a) のように「泣く」「見る」などの上位事
象を表す動詞と意味的な包摂関係を成すものの多くは（すなわち、意味的特定性が非常に高い
もの）、動詞化が不可能である（第 4.4 節を参照）。以下の (5-18b) と (5-19b) は、(5-18a) と
(5-19a) に基づいた筆者の作例である。

(5-18) a. 女の子は、いきなり両手を顔にあててしくしく泣いてしまいました。
（宮沢賢治『銀河鉄道の夜』(1934)）
b. *女の子は、いきなり両手を顔にあててしくしくしてしまいました。

11

ただし、状態変化を表す全てのものが動詞化接尾辞と結合できるわけではない。例えば、紙類

などを裂たりものを折ったりするという意味を表すものは、動詞として用いることができない
（例：ccwakccwak{*-keli-ta/ccic-ta}＜ばりばり｛*-keli-ta／裂ける｝＞、ttokttok{*-keli-ta/pwule-ttulita}＜ぽきぽき｛*-keli-ta／折る｝＞）。
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(5-19) a. … 横目で男の顔をじろじろ眺めていた。
（岡本綺堂『両国の秋』(1993)）
b. *… 横目で男の顔をじろじろしていた。

それに対し、韓国語のこれらの大部分のオノマトペは、(5-20a) と (5-21a) のように動詞化が可
能である。以下の (5-20b) と (5-21b) は、(5-20a) と (5-21a) に基づいた筆者の作例である。

(5-20) a. Emeni-nun

tto

［わたしの］母-主題

hwulccek-kely-ess-ta.

また オノマトペ-KELITA-過去-平叙

（(直訳) わたしの母はまたしくしくしました＜しくしく泣きました＞）
（Mwunhak Sasang（『文学思想』）(1973)）
b. Emeni-nun

tto

hwulccekhwulccek

［わたしの］母-主題

また オノマトペ

wul-ess-ta.
泣く-過去-平叙

（わたしの母はまたしくしく泣きました。）
(5-21) a. Kanguysil-ey
講義室-場所格

tuleka-ten

haksayng-tul-i

kutul-ul

入っていく-過去連体形

学生-複数-主格 彼ら-対格

hilkkum-kely-ess-ta.
オノマトペ-KELITA-過去-平叙
（(直訳) 講義室に入っていく学生たちが彼らをちらちらした＜ちらちら見た＞）
（シム・ジェ・チョル Na-nun thahithi-lo ka-n-ta（『わたしはタヒチに行く』）(1995)）
b. Kanguysil-ey
講義室-場所格

tuleka-ten

haksayngtul-i

入っていく-過去連体形

学生-複数-主格 彼ら-対格

hilkkumhilkkum

po-ass-ta.

オノマトペ

見る-過去-平叙

kutul-ul

（講義室に入っていく学生たちが彼らをちらちら見た。）

ただし、韓国語の接尾辞にもいくつかの意味的制約が存在する。接尾辞-kelita/-tayta/-ita は、
反復性や継続性という事象のアスペクト的意味を表し、音の放出のみを表すものは-hata との結
合が不可能である（第 3.3.3 節を参照）。-ita は、擬音語との結合が不可能というわけではない
ものの、実際に結合する擬音語はわずかである（キム・インファ 1995）。しかし、以上の意味
的制約は、日本語のオノマトペ「する」動詞および「いう」動詞ほど厳格ではない。つまり、
韓国語のオノマトペ動詞に関わる文法的、意味的制約は、日本語に比べ、厳しくなく、それゆ
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えに様々なオノマトペ動詞を形成することができるわけである。このことが、図 5-2 に示した通
り、韓国語オノマトペにおいて形態統語的統合性を高くする重要な要因になっている。
一方、日韓両言語とも口語において柔軟性が高く、文法的規則に束縛されない表現が多く見
られたことについては、先述の言語個別的な要因以外にも、音声言語と文字言語という、レジ
スターの性質も要因として考えられる。
口語は、話し手と聞き手が、同じ時空間に共存し、類似した社会的、文化的、言語的知識を
共有する相互依存的、文脈依存的な言語行為である (Tannen 1980, 1983)。口語と文語では、話し
手の事象の提示方法に差異が見られるとされる。具体的に言うと、口語では、話し手はある事
象がどのように展開してきたのか、そのプロセスの描写に焦点を置く傾向がある。そのため、
口語では当該事象がどのような変化を経て、どのように進行してきたのかが具体的に提示され
る。一方で文語では、事象の一連の過程が具体的に提示されるよりは、そのあらすじが概略的
に提示される傾向が強い。例えば、英語の口語と文語では、事象の表し方において以下の (522) のような相違が見られる。

(5-22) a. Spoken:
Whenever I’d visited there before, I’d ended up feeling that it would be futile if I tried to do
anything more.
（以前、私がそこを訪れる度に、もっと何かやろうとするのは無駄であると感じた。）
b. Written:
Every previous visit had left me with a sense of the futility of further action on my part.
（以前、訪れる度に、私のさらなる行動が無駄であると感じられた。）
(Halliday 1985: 81)
(5-22a) が示すように、口語ではある事象がどのように行われたのか、その変化のプロセスが具
体的に表される。こうしたことから、口語において話し手は、自身にとって最も重要で、印象
的だった経験、感情に焦点を置きやすく、それらのことを他のことより際立たせ、強調する場
合もある。その際、非慣習的な語形や新奇な音使いをする語を用いることもあると考えられる。
しかし、話し手と聞き手の間に深刻なコミュニケーションの問題が生じる可能性は文語に比べ
て少ない。これは、話し手と聞き手が、言語情報以外にも声の大きさ、高さなどの韻律的な情
報や、身振りや表情などの非言語情報などを言語情報と共にコミュニケーションに利用するた
めである (Halliday 1985; Tannen 1980, 1983)。本章で見てきた、口語における既存の文法規則に
束縛されない柔軟性の高い形態的、統語的、意味的な特徴は、口語というレジスターの性質が
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その背景にあると考えられる。本章の考察結果は、オノマトペの文法的制約は、レジスターの
性質に影響を受けるということを示唆するものである。

5.4. まとめ

本章では、擬音語と擬態語という意味的な分類と、口語と文語という異なるレジスターと形
態統語的統合性の関係について考察した。考察の結果、次の 3 つにおいて述語用法への強い選
好性が確認された。両言語とも擬音語より擬態語において、文語より口語において、日本語よ
り韓国語において、それぞれ述語用法が好まれることが明らかになった。考察の結果、次の 3
点を明らかにすることができた。第 1 点目は、オノマトペの形態統語的統合性に類像性が働い
ているという Akita (2009, 2013b) の LIH を支持するものである。第 2 点目は、オノマトペの文
法的実現の可能性と、実際の発話場面でどのように使われ、またどのようなものがより選好さ
れるのかということは、必ずしも直結するわけはないということである。第 3 点目は、韓国語
オノマトペが日本語オノマトペに比べ、形態統語的統合性が高いということを示唆するもので
ある。
本章の考察により、形態統語的統合性と相関する言語的特徴として、口語性を提示すること
ができた。この結果は、先行研究で指摘されているように (Akita 2009, 2017b; Tsujimura 2005,
2014; Kageyama 2007)、口語性が高い文脈では、既存の文法制約が保持されにくい、という主張
と相通ずるものである。こうした傾向は韓国語より日本語においてとりわけ顕著である。すな
わち、口語性が持つ制約緩和の特徴が原因で、その副産物として形態統語的統合性が高くなる
わけである。こうした点から、口語性と形態統語的統合性の関係は、本論文の他の言語的特徴
と統合性の直接的な関係（意味的特定性／メタファー拡張(第 4 章)、非慣習性(第 6 章)）とは
異なる。具体的に言うと、口語における高い統合性は、口語性の制約緩和という原因によって
もたされた結果であることから、両者の関係は、間接的な因果関係として捉えられるものであ
る。
続いて第 6 章では、口語に焦点を絞り、語形の非慣習性と形態統語的統合性との関係につい
て考察を行う。
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第 6 章 日韓オノマトペの非慣習性と
統合性の相関関係

6.1. はじめに

本章では、口語におけるオノマトペを対象に、その韻律的、形態音韻的特徴から慣習的なも
のと非慣習的なものに分け、それぞれにおける形態統語的統合性との関係について明らかにす
る。本章における非慣習的なオノマトペとは、その場で新しく創られ、斬新な韻律的、形態音
韻的特徴を持つものを指す。一方で慣習的なオノマトペとは、辞書に登録され、規定された語
として一般に広く受け入れられているものを指す。ただし、本章における非慣習的なオノマト
ペの選別基準は、表出性と新奇性という韻律的、形態音韻的特徴に基づいているため（第 6.2 節
と 6.3.1 節で詳述する）、辞書の見出し語として登録されていても表出性あるいは新奇性の特徴
を帯びる語は、非慣習的なオノマトペに分類されることもある。
第 5 章では、口語と文語というレジスターの違いによって形態統語的結合性に差があるのか
について考察し、口語では文語より文法的制約が保持されにくく、その結果、柔軟性の高い形
態的、統語的な振る舞いが許されるという結論を得た。これは、口語における高い形態統語的
統合性を示すとともに、レジスターの区分による言語観察の重要性を示すものである。
通言語的にオノマトペは、創造性に富むものとされ、斬新な音韻的、形態的、意味的な面が
大きな特徴として取り上げられている (Dingemanse 2014; Nuckolls 2001, 2004; Nuckolls et al. 2016)。
日韓両言語において、その場で新しく創られたオノマトペ（つまり、非慣習的なオノマトペ）
に関する考察は、近年に入ってから文学作品や漫画作品（以下、文語と称する1）を中心に増え
ている。オノマトペの創造的な側面は、小説などに見られる修辞的で独創的なものに限ったも

1

本章における議論でも第 5 章と同様、異なるレジスターにおける統合性の差を明らかにすべく、口

語と文語の区別を行う。口語は言葉が音声によって伝達されるものをいい、文語は文字によって伝達
されるものをいう。区別の基準に関しては、第 5.2 節を参照されたい。
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のではない。第 5 章でも確認されたように、われわれの日常会話でも以下の (6-1) のような非
慣習的な語形のオノマトペが頻繁に観察される2。

(6-1) ウェブのマイナスポイントっていうとー、どんどんどんどん新しい情報入ってくるけどー、
(BTSJ 229: 16)
オノマトペの創造性や豊かな表現力、それを創り出す人間の言語運用能力は、決して文学作
品に限ったものではない。話し手は、ある経験から得られた情報やそこから感じた様々な感情
を、聞き手に効果的に伝達する方略として、事象のある局面を強調したりするなど、物事の再
現を行う (Tannen 1983)。この際、語の繰り返し、独特なイントネーション、ジェスチャーなど
の言語的、非言語的な要素を伴うことが多く (Dingemanse 2014; Dingemanse & Akita 2017;
Nuckolls 2004)、既存語とは異なる非慣習的な語形のものが用いられることもある。
以上のことを踏まえ、本章では日常の発話資料を対象に、オノマトペの韻律的、形態音韻的
特徴と形態統語的統合性の関係を明らかにすることを目指す。本章では、以下の 3 点を中心に
議論を進めていく。

(i) 非慣習的なオノマトペは、韻律的、形態音韻的特徴によって表出性 (expressiveness)
と新奇性 (innovativeness) の 2 つの基準から分類することができ、前者はより普遍的、
後者はより個別言語的な性質のものである。ただし、これらはどれも言語の「写実」
(depiction) としての特徴から捉えられるものである。
(ii) 表出性と新奇性は形態統語的な側面と密接な関係を持ち、表出性あるいは新奇性の
特徴を有するものほど、副詞などの非述語形式として現れやすい。
(iii) 日本語オノマトペは、柔軟性の高い統語的、意味的な振る舞いを見せる一方、韓国
語オノマトペは、慣習性に対する高い志向性を見せる。

以上の 3 つの議論を通して、日韓両言語の口語における非慣習的なオノマトペにはどのような
ものがあるのかを明らかにする。また、形態統語的結合性との関係に注目し、語形の非慣習性
と統合性は負の相関関係にあることを示す。

2

本章における用例の出典は、次のように明記する。日本語の「BTSJ による日本語口語コーパス

2011 年版」によるものは BTSJ と示し、韓国語の Hyentaykwuke kwue censa malmwungchi（現代国語口
語伝写コーパス）によるものは Malmwungchi と示すことにする。
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本章の議論は、日常生活のインフォーマルな会話データを観察することで、第 5 章の議論と
ともに、オノマトペの創造性の探求に更なる知見の蓄積を提供するものと考えられる。また、
オノマトペの言語的統合性に対する多角的なアプローチの重要性を示すものと言える。
本章の構成は、次の通りである。第 6.2 節では、研究背景として非慣習的なオノマトペにおけ
る従来の考察を概観する。第 6.3 節では分析方法について説明し、非慣習的なオノマトペと統語
の下位分類を説明する。第 6.4 節では分析結果を提示し、日韓オノマトペにおける共通点と相違
点を述べる。最後に、第 6.5 節で本章の内容をまとめる。

6.2. 非慣習的なオノマトペに対する従来の観点

前節で言及したように、オノマトペの豊かな表現力や創造性は、これまで多くの研究者を惹
きつけてきた。こうした関心は、辞書に掲載されていない非慣習的なオノマトペの観察に繋が
り、日本語学や韓国語学では、小説や漫画のような文学作品における作家特有の創造的な語形
に注目している研究が多い。こうした傾向は、特に日本語学において顕著であり、漫画作品に
おける音韻的、形態的特徴に関する検討や、特定の作家による新奇な修辞技法に関する考察が
多数発表されている（井上 2007a, 2013; Inoue 2009; 筧 1993; 那須 2004, 2006, 2008; 夏目 2013;
田守 2010, 2011 など）。
例えば、那須 (2004) は、漫画に使われている日本語のオノマトペ 393 語（異なり語数）を対
象に、第 1 音節における音韻的特徴について分析している。分析は、第 1 音節と第 2 音節が異
なる構造を持つもののうち、第 2 音節が複写されているものを対象としている（例：ガタ＞ガ
タタッ、ガタタン、ガタタ、ガタタタッ、ガタターン）。分析の結果、非慣習的なオノマトペ
の第 1 子音では舌頂音/d/と/z/が（例：「どろろろろ」「ずどどど」）、第 1 母音では/u/が現れ
やすいこと（例：「くわわっ」「うぎゃぎゃ」）、母音/u/と/o/が相補分布を成していることが
明らかになったという。これらの特徴は、日本語の一般語でも見られる音韻規則であることか
ら、一見すると一般語体系とはかけ離れているように思われる非慣習的なオノマトペの語形成
に、日本語の音韻体系の規則性が深く関与していると主張している。
形態的な特徴に関する考察としては、井上 (2007b) が挙げられる。井上 (2007b: 47) は、日本
語の非慣習的なオノマトペの造語パターンとして、語根反復形（例：「どくどく」＞「どくど
くどく」）、部分重複形（例：「とろとろ」＞「とろろ」）、撥音「ん」の挿入（例：「ごぼ
ごぼ」＞「ごぼんごぼん」）が挙げられるとしている3。一方、少数ではあるが、統語的な特徴
3

日本語オノマトペの形態的な派生形の分析法や名称には、研究者によって食い違いが見られる場合

がある。例えば、井上 (2007b: 47) で「語根反復形」として挙げられている「どくどくどく」は、那
須 (2002: 31-35) では語幹の「どく」が完全に複写された「完全重複形」として分析されている。ま
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に関する考察も見られる。田守 (2011) は、宮沢賢治の作品に使われているオノマトペを採集し、
統語的な面につい詳細に観察し、9 つの非慣習的な使用法が観察されると報告している。具体的
には、通常は共起しない動詞または名詞と共起しているもの（例：「ある朝、お日様がカツカ
ツカツと厳かにお身体をゆすぶって、...」）や、通常は動詞化しないオノマトペが「する」動詞
を形成しているもの（例：「眼がぐるぐるして、風がぶうぶう鳴ったんだ」）、動詞が省略さ
れたもの（例：「そしてキラキラ（光る）涙をこぼしたのです」）などに関する分析を行って
いる（田守 2011: 22-28）。
韓国語学では、漫画やインターネット掲示板の書き込み、流行歌の歌詞、小説などにおける
非慣習的なオノマトペの語形（パク・チョルジュ 2006, 2007）の分析や、特定の作家特有の形
態的、統語的な表現技法に関する考察（ユン・ピョンヒョン 2003）が行われている。しかしな
がら、非慣習的なオノマトペといっても、日常生活のインフォーマルな場面で使われるものと、
作家が考案した技巧的なものは、必ずしも同様のものであるとは言えない。
それでは、口語における非慣習的なオノマトペが持つ特徴にはどのようなものがあり、それ
らの中に潜んでいる秩序はどのようなものなのだろうか。この点について、1 つの手掛かりにな
るのが、オノマトペの表出性と形態統語的統合性の相関関係に関する提案である (Dingemanse &
Akita 2017)。表出性を帯びる言語記号とは、文中の他の成分と区別され、「前景化」している程
度により定義されるものである (Dingemanse & Akita 2017: 505)。オノマトペにおける前景化には、
独特なイントネーション、母音の引き延ばし、反復形などの韻律的、形態的特徴が挙げられる
(Diffloth 1972; Dingemanse 2011, 2017; Zwicky & Pullum 1987)。
以下では、本章の議論と直結する先行研究として、Dingemanse & Akita (2017) の考察を概説し、
本章の立場を述べる。Dingemanse & Akita は、通言語的な考察の一環として口語における日本語
オノマトペを対象に、表出性と形態統語的統合性の相関関係を提示している。考察の結果、表
出性の高いオノマトペほど形態統語的統合性が低くなるという負の相関関係が確認されたとい
う。つまり韻律的、形態的に表出性を帯びたオノマトペは、述語形式としては現れにくく、独
立用法や副詞といった非述語形式として現れやすいということである。
Dingemanse & Akita (2017) の分析は、「NHK 東日本大震災アーカイブス」の映像 214 編から
計 203 語（延べ語数 692 語）のオノマトペを採集し、イントネーション、発声法、形態の 3 つ
の表出性の特徴を設定し、形態統語的統合性との関連性について分析を行っている。本データ
は、様々な年代層の日本語母語話者によるインタビュー映像で構成され、膨大な量とともに文

た、井上 (2007b: 47) では撥音の挿入として扱われている「ごほんごほん」は、那須 (2002: 35-47)
の分析を踏まえると、接尾辞形のオノマトペに分類される。
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字起こしもなされている点で、口語における言葉の使用実態が幅広く観察できるという利点が
ある。
形態的な表出性としては、語幹反復形（例：「どんどんどん」）、部分重複形（例：「どど
どん」）、モーラ添加形（例：「にっこにこ」）、母音延長形（例：「どーん」）、重複強調
形（例：「ぴっかぴっか」）が挙げられている（Dingemanse & Akita 2017; 那須 2009）。
一方、統語分析では、随意性階層として独立用法（例：「がんがん。ドアを叩いた」）、引
用的副詞（例：「家がもうばきばきとこわれていて、...」）、連語副詞（例：「どんな検査をし
たのかもはっきり分からないということで、...」）、「いう」「する」動詞の名詞修飾用法
（例：「... そのまんまばんていう形で水が入ってきたので、...」）、形容詞の名詞修飾用法
（例：「ばさばさな髪の毛」）があり、述語統合階層として「する」動詞（例：「... ほっとし
たんですね」）、「くる」動詞（例：「胸にぐっときた」）、形容詞の補語用法（例：「... 渦
を巻いてごちゃごちゃになって」）、形容詞述語（例：「... この 4 階の床はぎりぎりだそうで
す」）があるとしている。随意性階層に分類されているものに比べ、述語統合階層に分類され
ているものの方が形態統語的統合性が高い。
分析の結果、先述の表出性の特徴とされるイントネーション、発声法、形態の全てにおいて、
形態統語的統合性との負の相関関係が確認されたという。言い換えれば、形態統語的統合性が
低い独立用法、副詞では、表出性を帯びるオノマトペの出現率が最も高く、その反対に形態統
語的統合性が高い「いう」「する」動詞、形容詞述語では、表出性を帯びるオノマトペの出現
率が低いということである。例えば、以下の (6-2) のように表出性を帯びるものは、随意性階
層（非述語用法）として現れやすい。(6-2) に挙げられているオノマトペを上に述べた統語分類
から分類すると、「ゆーっくり」は連語副詞に、「がががががががっ」は引用的副詞に分類で
きる。つまり、これらのオノマトペは、いずれも低い形態統語的統合性を示すものである。

(6-2) がれきとかが↑ゆーっくり↑4こう動いていて、そしてまたがががががががっとひくのが朝
までにまー2、3 回できかな いぐらいあったんじゃないかな。
(Dingemanse & Akita 2017: 511)
(6-2) の「ゆーっくり」は、他の言語音より高いピッチで発話され、更に「ゆ」の母音/ɯ/に長音
化が起きている。「がががががががっ」の語形を見ると、語根「が」が 6 回重複されている。
これらの韻律的、形態的な特徴は、いずれも表出的特徴と捉えられるもので、こうした特徴を
持つものほど動詞や形容詞といった述語形式として現れにくい。

4

矢印↑の表記は、とりわけ高いピッチを示す。
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英語のオノマトペにおいても、表出性と統語との関係について類似した指摘がなされている。
例えば、Zwicky & Pullum (1987) は、形態的な表出性の特徴を帯びる英語の shm-重複形を取り上
げ、その統語的な振る舞いについて、以下の (6-3) と (6-4) のような現象が見られると報告し
ている。

(6-3) Kalamazoo, Shmalamazoo! Let’s talk about Detroit; that’s a real city.
(Zwicky & Pullum 1987: 338)
(6-3) の Kalamazoo と Shmalamazoo は、一見、名詞のように見えるが、以下の (6-4) が示すよう
に、これらはいずれも名詞としては機能しない。

(6-4) a. *Let’s not talk about Kalamazoo Shmalamazoo.
b. *Is Kalamazoo Shmalamazoo in Michigan?
(Zwicky & Pullum 1987: 338)
このことから、(6-3) の Kalamazoo と Shmalamazoo は、先述の Dingemanse & Akita (2017) の分類
に従うと、単独で 1 つの文を構成する独立用法に属す。つまり、表出性を帯びる Kalamazoo と
Shmalamazoo は、文中に入り込むことができないということである。この用例においても、表出
性と形態統語的統合性における負の相関関係を垣間見ることができる。
先行研究における考察の背景には、第 1.3.1 節で説明した「写実」と「記述」という言語の 2
つの表示モードがある。上の (6-2) と (6-3) のように、写実性に富んだ韻律的、形態的特徴を
有するオノマトペは、写実モードに属すことになる。
以上、非慣習的なオノマトペに関する先行研究の結果を要約した。従来、日本語学と韓国語
学では、主に文学作品や漫画作品に使われている非慣習的なオノマトペに焦点が当てられてい
る。そのため、口語でオノマトペがどのように使われているのかについては、解明されていな
い部分が多い。
そこで本章では、日常生活のインフォーマルな会話データから採集したオノマトペを対象に、
慣習的なものと非慣習的なものの 2 つに分け、非慣習的なオノマトペに対しては、従来から指
摘されている表出性に加え、個別言語の特性が反映された新奇性という言語的特徴を新たに設
定する。これらのオノマトペにおける統語的な振る舞いを観察し、慣習的なものと非慣習的な
もの、また表出性を帯びたものと新奇性を帯びたものをそれぞれ比較し、形態統語的統合性と
の関係を明らかにする。次節では具体的な分析方法について説明し、非慣習的なオノマトペの
下位分類について詳細に述べる。
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6.3. 分析方法と分析対象の選定

本章で用いる資料は、日韓両言語の日常会話の音声情報を書き起こしたコーパスデータであ
る5。日本語は「BTSJ による日本語口語コーパス 2011 年版」、韓国語は、Hyentaykwuke kwue
censa malmwungchi（現代国語口語伝写コーパス）である。いずれもウェブ上からアクセス可能
なコーパスで、一般公開されているものである。
「BTSJ による日本語口語コーパス 2011 年版」（以下、BTSJ と略称する）は、大学生友人同
士の雑談、初対面の人との雑談、外国人学習者と日本人母語話者の雑談、OPI テストの現場など
で録音された音声データを基にしており、21 種類のエピソードが収録されている。各エピソー
ドは、いずれも 2 名の話者の対談で構成され、全 294 会話（約 67 時間）が収録されている。収
録期間は、2000 年代初頭である。音声データの提供者は 21 名（日本語母語話者 11 名、台湾語
や韓国語母語話者 10 名）で、10 代後半から 20 代の話者が 17 名である（30 代: 2 名、40 代: 2
名）。文字化された総発話文数は、91,176 文である。
一 方 、 Hyentaykwuke kwue censa malmwungchi （ 現 代 国 語 口 語 伝 写 コ ー パ ス ） （ 以 下 、
Malmwungchi と略称する）は、国立国語院（韓国ソウル市）が中心となった国語情報化事業
（通称「21 世紀世宗企画」、1998～2007 年）の一環で構築された約 50 万語節の中規模コーパ
スで、収録期間は 2000 年代初頭である。全 200 エピソードで構成されており、音声情報の提供
者は 631 名である。その多くが 20 代であり（406 名）、30 代（64 名）と 40 代（36 名）がその
次に続く6。エピソードの内容は、大学生または会社員友人同士の雑談、大学の講義、教会の説
教会など様々なものが収録されており、独白から最大 10 名による対話まで様々なジャンル、参
加者数のファイルで構成されている。文字化された総発話文数は 227,310 文で、総形態素数は
1,618,650 である。
5

韓国語の音声情報の書き起こしは、基本的に綴り字の規定（Hankul macchwumpep kyuceng（ハング

ル綴り字規定））に従うことを原則とするが、口語の特性や個人差、地域差のため、規定から外れた
ものは、発音通りに書き起こされている。ただしそのまま書き写してしまうと、意味が分かりにくい
ものは、<phon>という表記の左側に標準語が明記されている（例：Ike kku-lkkayo <phon> kku-kkayo
</phon>＜これ消しましょうか＞）（Hyentay kwuke kwue censa malmwungchi kaypal Malmwungchi
kwanlyen cichim（現代国語口語伝写コーパス開発コーパス関連指針）の第 1.3 節を参照）。日本語の
口語データの書き起こしにも類似した規則が適用されている。音声情報を可能な限り正確に書き起こ
すのを原則としているが、通常とは異なる発音がなされ、音の表記だけでは意味が分かりにくい発話
は、「‘ ’」の中に正式な表記が記入されてある（例：「ども‘どうも’、こんにちは。」）（改訂版：
基本的な文字化の原則 (Basic Transcription System for Japanese：BTSJ) の第 6.1 節を参照）。
6

この他に 10 代が 15 名、年齢不明が 97 名である。
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本調査では、上記のデータのうち、両言語とも各母語話者の 10 代から 20 代までの大学
（院）生のデータに限定し、男女友人同士の対話ファイルを対象とした7。各ファイルは、2 名
から 5 名によるインフォーマルな自由会話で構成されている。分析したファイル数は、日本語
は計 59 ファイル（27,383 文）、韓国語は計 41 ファイル（28,817 文）である。
調査対象としたオノマトペは、日韓両言語とも書き起こされたスクリプトを入手し、目視に
よって選定した。非慣習的なオノマトペの選別は、辞書の見出し語や、先行研究で指摘されて
いる表出性の特徴に基づいて作業を行った。採集されたオノマトペは、まず辞書の掲載有無を
確認し、日韓両言語とも全ての辞書に全く掲載されていないものや、1 冊にしか掲載されていな
いものを非慣習的なオノマトペと判断した。表出性の特徴を判断する際には、主に Akita (2017b)
と Dingemanse & Akita (2017) を参考にした。例えば、日本語オノマトペの「ばーん」や「がー
っ」などは、辞書の見出し語に掲載されているが、「母音延長形」という表出性の特徴を有す
るため（第 6.2.1 節で詳述）、表出的な例として分類した。換言すれば、辞書における掲載の有
無が表出性の判断の絶対的な基準というわけではない。一方、辞書での掲載が確認できず、非
典型的な形態音韻的特徴を有するものは、新奇的な例として分類した。
参考とした辞書及び語彙リストは、以下である。日本語は、オノマトペ辞典 4 冊と国語辞典 1
冊、韓国語は国語辞典 2 冊と韓国語学者 2 名の語彙リストを参考とした。具体的には、日本語
は、阿刀田・星野 (1993)『擬音語・擬態語使い方辞典』、飛田・浅田 (2004)『現代擬音語擬態
語用法辞典』、松村 (2006)『大辞林』第三版、小野 (2007)『擬音語・擬態語 4500 日本語オノマ
トペ辞典』、山口 (2003)『暮らしのことば擬音・擬態語辞典』を、韓国語は、国立国語研究院
『標準国語大辞典』、延世大学言語情報開発研究院 (2006)『延世現代韓国語辞典』、キム・イ
ンファ (1995)、パク・ドングン (2015) を参考にした。
以上の選定作業の結果、日本語は計 232 語（延べ 540 語）、韓国語は計 214 語（延べ 515
語）を対象とした。以下では、非慣習的なオノマトペの下位分類を行う。
調査対象として採集されたオノマトペは、大きく「表出性」と「新奇性」の 2 つに下位分類
される。表出性は、韻律的特徴と形態的特徴によって母音延長形、部分重複形、モーラ添加形、
語幹反復形に分けられる（Dingemanse & Akita 2017; Hamano 1998; 那須 2002 も参照）。本章で
は、辞書の掲載が確認できず、非慣習的な音使いをしているオノマトペを新奇性を持つものと
捉える。これらの分類基準を以下の表 6-1 にまとめる。

7

ただし韓国語のデータには、大学生とその友人関係である同年代の会社員も若干名含まれている。
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表 6-1. 非慣習的なオノマトペの下位分類
表出性

新奇性

母音延長形

部分重複形

モーラ添加形

語幹反復形

日本語

きゅーん

ぱぱっ

にっこにこ

ぴっぴっぴっ

ごにゃごにゃ、
ずくずく

韓国語

ccwuwuk

pwulululu

kentulkentul
kentul

pyung、
syuksyuksyuksyuk

日本語では、母音延長形、部分重複形、モーラ添加形、語幹反復形の全てが観察され、韓国語
では、部分重複形、語幹反復形、母音延長形の 3 つの種類だけが確認された。韓国語オノマト
ペで、日本語オノマトペの「モーラ添加形」に相当する形式として「音素添加形」が考えられ
るが（例：ahaha > ashaha＜あはは＞あっはは＞）、本調査の調査範囲内では観察されなかった。
こうした分類基準による具体例を以下の (6-5) から (6-8) に示す。まず以下の (6-5) は、母音
延長形の例である。

(6-5) a. 多分、教えてもらったりしたら、結構、きゅーんときちゃうかもしれない。
(BTSJ 8-1)
b. Ccwuwuk

po-myen-un

etten

chai-tul-i

iss-ko、…

オノマトペ 見る-条件-関係詞 どんな 違い-複数-主格 ある-接続
（ずらーっと見たらどんな違いがあって、…）
(Malmwungchi 6CT-0013)
(6-5a) は、既存語「きゅん」という 2 モーラのオノマトペから母音が引き延ばされ、「きゅー
ん」の 3 モーラになっている。一方 (6-5b) は、既存語 ccwuk という 1 音節のオノマトペから
/wu/の母音が引き伸ばされ、2 音節の ccwuwuk になっている。(6-5a) の「きゅーん」は、感動し
して心が強く絞めつけられるような心理状態を強調し、(6-5b) の ccwuwuk は、ある行動を一気
に続けて行う様子を強調するものとして用いられている。
母音延長形は、日韓両言語とも表出性を表すものの中で最も頻繁に観察されている（日:
57.80% (63/109)、韓: 42.50% (17/40)）。ただし、韓国語では語幹反復形も同様の頻度で観察され
ている (42.50% (17/40))。母音延長形は、音の放出や運動の時間的な長さ、空間的な広さ、力強
さを強める意味を表す（Dingemanse 2011; Le Guen 2012; Hamano 1998; パク・ドングン 1997 な
ど）。次に以下の (6-6) は部分重複形の例である。

(6-6) a. うん、先週、すごいもう、暑くってー、もういいやーと思って、「借りまーす」っつっ
て、もう適当にぱぱって借りちゃった。
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(BTSJ 17-1)
b. Kukey

pwulululu

ttel-canha,

yeca-ka.

それが オノマトペ 震える-じゃん 女-主格
（それが、女の人がぶるるる震えるじゃん。）
(Malmwungchi 7CT-0030)
部分重複形は、語幹の一部だけが複写されたものである。(6-6a) では語幹「ぱっ」の「ぱ」の部
分だけが重複子 (reduplicant) になっている。一方、(6-6b) では、pwululu の語尾/lu/の部分が重複
子になっている。(6-6a) ではある動作が瞬間的に、急激に行われる様子が、(6-6b) では、身体が
ひどく震え続ける様子が強調されている。次に以下の (6-7) はモーラ添加形の例である。

(6-7) a. こうにっこにこ笑って帰ってきて、こっちではもう無表情。
(BTSJ 213-16)
b. ぴっかぴかに磨いたやつ。
(BTSJ 6-1)
(6-7) は、語中に促音「っ」が挿入されることによって、運動の大きさや状態の激しさが強調さ
れている。日本語オノマトペの強調辞 (intensifier) である「っ」は、特殊性、強調、活気、物理
的衝撃を表すとされる (Hamano 1998: 107-108)。最後に (6-8) は、語根反復形の例である。

(6-8) a. しかも、さー（うん）、おれは結構速い球、びゅっびゅっびゅって（うん）投げてたけ
ど。
(BTSJ 1-1)
b. Sakwa-namwu-ey

sakwa-ka

cwulengcwulengcwulengcwulengcwuleng yelly-ess-e-yo.

りんご-木-場所格 りんご-主格 オノマトペ

なる-過去-接続-

終結語尾（丁寧）
（りんごの木にりんごがいっぱいなっていましたよ。）
(Malmwungchi 5CT-0037)
(6-8a) は、物が立て続けに複数回投げられることが、(6-8b) は、物が複数であり、その量が多い
ということが強調されている。
以上、表出性の具体例を見た。これらに加え、本調査では新奇性という特徴を新たに設定す
る。表出性と新奇性は、両方とも完全には予測不可能ではあるが、表出性は一定の韻律的、形
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態的な規則によって見分けられやすい8。一方で新奇のものには、その場限りの臨時的なものが
多く、よってその語形を予想するのは難しい。新奇のものは、特定の音や状況に合わせ、可能
な限りそれらしく模倣したり（例：「なんか、これやりたかった、トゥ、トゥ、トゥとかいう
やつ」、BTSJ 207-15）、言葉遊び的にわざと異なる言語音を用いたりする（例：「あ、何でと
れ、とれてるね、これ明らかにきらひら」、BTSJ 249-19）など、話し手独自の発想に基づくも
のが多い。つまり、新奇性は表出性に比べ、より創造的、言葉遊び的な性質を持つものである
と言える。ただし、ここで注意すべきことは、表出性と新奇性は排他的なものではなく、両者
の特徴が混在するものも存在しうるということである。例えば、「ういーん」は、機械音を表
すオノマトペであるが、これはその非慣習的な音使いのゆえ、新奇的な用例に分類されると同
時に、母音が引き延ばされていることから表出性も共に持っている。
以上のことを踏まえると、口語におけるオノマトペは、表出性と新奇性のそれぞれの特徴を
有しているか否かによって、以下の 4 つのタイプに下位分類される。

表 6-2. 表出性と新奇性による非慣習的なオノマトペの 4 分類
新奇性

○
表出性
×

○

×

ぶわー

がちゃーん（元の形：がちゃん）

wulwulwulwulwu

ccwaak9（元の形：ccwak）

ごにゃごにゃ
khwungccakkhwungccak

ばりばり
humwulhumwul

「非表出性・非新奇性」（以下、「非表・非新」と略称する）は、辞書に登録されている既存
語、つまり慣習的なものを指す。一方、非慣習的なオノマトペは「非表出性・新奇性」「表出
性・非新奇性」「表出性・新奇性」（以下、「非表・新」「表・非新」「表・新」と称する）
の 3 つに下位分類されることになる。

6.4. 分析結果

8

ただし、「母音延長形」では母音の長さいついて精密な調整が可能なため、様々なバリエーション

が作られる可能性がある。
9

韓国語の母音延長形の書き起こしは、同一の母音が並べられて書かれている場合（例：ccwuwuk）

と、長音化記号で示されている場合（例：ccwu::k）がある。本章ではこれらの 2 つの表記法に従う
ことにするが、後者に対しては IPA の長音記号を用いて表記することにする（例：ccwuːk）。
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分析の結果、日韓両言語とも非慣習性と形態統語的統合性の間に負の相関関係が認められ、
表出性と形態的統語的統合性の相関関係を主張する Dingemanse & Akita (2017) を支持する結果
が得られた。また韓国語では、新奇性においても形態統語的統合性との相関関係がうかがわれ
た。更に日韓両言語の比較から、日本語は韓国語に比べ、非慣習的なオノマトペの使用率が高
いことや、非慣習的なオノマトペの述語化率が高いことが確認された。
第 6.4.1 節では、表 6-2 に示した 4 分類に基づき全体的な出現頻度を示し、第 6.4.2 節では各タ
イプにおける統語的実現について見ていく。

6.4.1. 全体的な出現頻度と分布状況

日本語では計 540 語のオノマトペが採集された。そのうち、慣習的なものは 404 語が、非慣
習的なオノマトペは 136 語がそれぞれ観察された（いずれも延べ語数）10。その詳細な内訳を以
下の表 6-3 に提示する。

表 6-3. 口語コーパスにおける日本語オノマトペの全体的な分布
新奇性

表出性

計

○

×

○

15 (2.78%)

107 (19.82%)

122 (22.60%)

×

14 (2.59%)

404 (74.81%)

418 (77.40%)

29 (5.37%)

511 (94.63%)

540 (100%)

計

採集されたオノマトペのうち、非慣習形のものが全体の約 25%を占め、その中で表出性を帯び
るオノマトペが特に多く観察された。非慣習性の傍証として各語の出現頻度を調査し、頻度順
に並べてみると、2 回以上使われた非慣習的なオノマトペは、20 語（延べ頻度 56 語）であった。
これは、全体の約 10.37% (56/540) を占める数値である。以下の表 6-4 にその詳細を提示する。

表 6-4. 日本語の非慣習的なオノマトペの出現頻度
出現頻度

6

5

4

3

2

1

異なり語数

1

1

3

3

12

80

表 6-4 で、高頻度で表れたオノマトペは、表出性を帯びるものである。例えば、「ぼーん」は 6
回、「ぽーん」は 5 回、「がーっ」「ばーっ」「どーん」は 4 回観察されている。

10

収集したオノマトペの全体のリストについては、＜付録 5＞と＜付録 6＞を参照されたい。
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以下の (6-9) から (6-12) に、表 6-2 の分類に基づいた具体例をそれぞれ例示する。

(6-9) 非表・非新：
a. その時はちらほら行ってたけど、東京来てからはめっきり行かなくなったね、そういえ
ばね（あー）。（非述語用法：裸副詞）
(BTSJ 225-16)
b. あ、1 月だよね、(うん)びっくりした、12 月かと思った。（述語用法：「する」動詞）
(BTSJ 210-16)
(6-10) 表・非新：
a. で、かりかりかりかりしてんだけどー、でも、とうもろこしなの。
（述語用法：「する」動詞）
(BTSJ 15-1)
b. 多分、教えてもらったりしたら、結構、きゅーんときちゃうかもしれない(＜笑い＞)。
（述語用法：「くる」動詞）
(BTSJ 8-1)
(6-11) 非表・新：
a. なんか、足にじょぼじょぼ溜まるでしょう。（非述語用法：裸副詞）
(BTSJ 245-19)
b. うん、確かに僕も縛りがなかったらダルンダルンになりますからね。
（その他：形容詞の補語用法）
(BTSJ 226-16)
(6-12) 表・新：
a. え、それって、なんか、こ、こ、本買うみたいにさ（うん）、なんか、ういーんって下
ろしてきてさ、…（非述語用法：引用的副詞）
(BTSJ 13-1)
b. だからー、ああゆう大きいのが、ワシャーッて動くにはー、ものすごい速い神経じゃな
いといけないんだって。（非述語用法：引用的副詞）
(BTSJ 222-19)
(6-9) の「ちらほら」「めっきり」「びっくり」は非表・非新に属す。(6-10) の「かりかりかり
かり」は語幹反復形の、「きゅーん」は母音延長形の特徴を持つものの、辞書の見出し語とし
て登録されているため、表・非新に分類される。(6-11) の「じょぼじょぼ」は、日本語オノマト
ペの典型的な形態とされる 2 拍語根の重複形であるものの、辞書での掲載が確認できず、新し
く創り出されたものと見なされるため、非表・新に分類される。「ダルンダルン」は、語根と
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見なされる「ダル」に撥音「ン」を伴い、さらに語幹が重複されたものである。このオノマト
ペは、表出性の特徴を持たず、辞書での登録が確認されなかったため、非表・新に分類される。
(6-12) の「ういーん」「ワシャーッ」は、母音延長形という表出性の特徴を持っていると共に、
辞書での掲載が確認できなかったため、表・新に分類される。
次に、韓国語を見ていく。韓国語オノマトペでは計 515 語が観察され、慣習的なものが 454
語、非慣習的なものが 61 語、それぞれ観察された。その詳細を以下の表 6-5 に提示する。

表 6-5. 口語コーパスにおける韓国語オノマトペの全体的な分布
新奇性

表出性

計

○

×

○

8 (1.55%)

40 (7.77%)

48 (9.32%)

×

13 (2.52%)

454 (88.16%)

467 (90.68%)

21 (4.07%)

494 (95.93%)

515 (100%)

計

韓国語では、非慣習的なオノマトペはわずか約 12%に過ぎない。日本語の非慣習的なオノマト
ペの割合（約 25%）と比べると、低い数値であると言える (χ2(1) = 31.63, p < .001)。
両言語とも用いたコーパスの書き起こしの基本的な方針は、可能な限り話者が発話した言語
音通りに書き起こすことを原則としている。つまり、音声情報が非慣習的なものであっても、
そのまま書き起こされるということである（注 5 を参照）。この事実を踏まえると、本データ
に用いた韓国語母語話者は、日本語母語話者に比べ日常会話において非慣習的なオノマトペを
それほど積極的に用いない傾向があることがうかがわれる。
非慣習性の傍証として韓国語でも日本語の表 6-4 で行った調査と同様に、非慣習的オノマトペ
の出現頻度を調査し、頻度順に並べてみた結果、2 回以上使われたオノマトペは、10 語（延べ
頻度 26 語）であった。これは、全体の約 5.05% (26/515) を占める数値で、表 6-4 に提示した日
本語オノマトペの調査結果に比べると低いと言える (p <. 0.1)。その結果を、表 6-6 に示す。

表 6-6. 韓国語の非慣習的なオノマトペの出現頻度
出現頻度

6

3

2

1

異なり語数

1

2

7

35

表 6-6 で、高頻度で観察されたオノマトペは、表出性を帯びるもので、ccwuwuk＜ずらーっと＞
が 6 回出現している。表 6-6 の結果からも韓国語は日本語に比べ、非慣習的なオノマトペの使用
にそれほど積極的ではないという傾向がうかがわれる。
139

以下の (6-13) から (6-16) に、表 6-2 によって分類した具体例を提示する。

(6-13) 非表・非新：
a. Ku

salam-i

その 人-主格

ilehkey

tetumtetum-hay-se

cali-ey

こうやって オノマトペ-HATA-接続

anc-ass-e.

席-場所格 座る-過去-平叙

（その人がこうやって手探りして席に座ったよ。）（述語用法：-hata 動詞）
(Malmwungchi 7CT-0033)
b. Chalyey-taylo

cwuk

順番-通りに

illyel-lwu cwul ccwak

オノマトペ 一列-に

行列 オノマトペ

se.
並ぶ

（順番通りにずらっと一列に、行列にずらっと並ぶ。）（非述語用法：副詞）
(Malmwungchi 6CT-0039)
(6-14) 表・非新：
a. Sensayngnim-i kanguy-lul
先生-主格

ccwuwuk

講義-対格

ha-canha.

オノマトペ する-じゃん

（先生が講義をざーっとするじゃん。）（非述語用法：副詞）
(Malmwungchi 7CT-0026)
b. Lak <unclear> kasstao-myen
ロック

行ってくる-条件

ccwaːkccwak

sal

体重 オノマトペ

ppacye.
減る

（ロック(コンサート)行ってくると体重がものすごく減るの。）（非述語用法：副詞）
(Malmwungchi 5CT-0013)
(6-15) 非表・新：
a. Ilehkey

ilehkey

ha-myen

ttak

ilehkey

ha-myen

ppalka-n

こうやって こうやって する-条件 オノマトペ こうやって する-条件 赤い-現在連体
cakwuk-i

syak

sayngki-n-ta.

跡-主格

オノマトペ できる-現在-平叙

（こうやってこうやってすると、きちっとこうやってすると赤い跡がさっとできるよ。）
（非述語用法：副詞）
(Malmwungchi 5CT-0020)
b. Pwutulep-key
やわらかい-副詞化辞

suk

palp-ase

suk

sokto-ka

cwul-myense.

オノマトペ 踏む-接続 オノマトペ 速度-主格 落ちる-ながら

（やわらかくそっと踏んで、さっと速度が落ちながら。）（非述語用法：副詞）
(Malmwungchi 5CT-0022)
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(6-16) 表・新：
a. Ttak

sihemci cwu-myen

tatatatatatatata ssu-ko.

オノマトペ 試験紙 あげる-条件

オノマトペ

書く-接続

（ばっと試験紙をあげるとだだだだだだだだ書いて。）（非述語用法：副詞）
(Malmwungchi 7CT-0027)
b. Ke,

sonkalak-ul

cenchey-lul

iyong-hay-se

mak

chi-nun

それ 指-対格

全体-対格

利用-する-接続 すごく 打つ-現在連体形

aniya ilehkey?

Ttatatatatatatatatatata.

Emchengna-key

ppalle.

ない こんなに

オノマトペ

ものすごい-く

速い

ke
こと

（それ、指を、全体を利用してすごく打つことではない、こんなに？だだだだだだだだだ
だだ。ものすごく速いよ。）（非述語用法：独立用法）
(Malmwungchi 6CT-0042)
(6-13) の tetumtetum と ccwak は非表・非新に属し、(6-14) の ccwuwuk と ccwaːkccwak は母音延
長形として表・非新に属す。(6-14a) の ccwuwuk は、既存語 ccwuk から母音/wu/が引き伸ばされ、
(6-14b) の ccwaːkccwak は既存語 ccwak から母音/a/が引き伸ばされている。(6-15a) の syak と (615b) の suk は辞書の見出し語としての掲載は確認できなかったものの、韓国語オノマトペの典
型的な形態の 1 つである 1 音節を形成しており、表出性の特徴は帯びていない。このことから
syak と suk は 、 非 表 ・ 新 に 属 す こ と に な る 。 (6-16a) の tatatatatatatata と (6-16b) の
ttatatatatatatatatatata は、その音韻的な面においても、形態的な面においても非慣習的なものと
捉えられるため、表・新に分類される。(6-16a) の tatatatatatatata は、語幹と見なされる ta が反
復されており、(6-16b) の ttatatatatatatatatatata は語幹と見なされる tta が部分重複されている。
次に、第 6.4.2 節では、慣習的なものと非慣習的なものにおける統語的実現を検討する。

6.4.2. 表出性、新奇性と統語的実現

本節では表出性、新奇性と統語的実現の関係について検討していく。具体的には、表 6-2 に示
した 4 つのタイプが、どのような統語的実現を見せるのかを検討していく。本章における統語
分析は、第 5 章と同様に統語位置による分析である。
以下では、両言語における共通点と相違点が、形態統語的統合性とどのように関係している
のかについて詳しく論じていく。まず日本語オノマトペにおける調査結果を、表 6-7、図 6-1、
図 6-2 に示す。
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表 6-7. 日本語オノマトペにおける表出性、新奇性と統語分布
非表・非新

非表・新

表・非新

表・新

計

独立用法

7 (1.73%)

1 (7.14%)

9 (8.41%)

0 (0.00%)

17

副詞

232 (57.43%)

5 (35.71%)

79 (73.83%)

11 (73.33%)

327

名詞修飾用法

18 (4.46%)

0 (0.00%)

4 (3.74%)

0 (0.00%)

22

動詞

96 (23.80%)

3 (21.43%)

10 (9.35%)

3 (20.00%)

112

形容詞

43 (10.60%)

1 (7.14%)

1 (0.93%)

0 (0.00%)

45

その他

8 (1.98%)

4 (28.57%)

4 (3.74%)

1 (6.67%)

17

計

404 (100%)

14 (100%)

107 (100%)

15 (100%)

540

非述語形式

述語形式

「その他」に分類したものは、(6-17) のようにオノマトペがそのまま名詞として用いられたり、
(6-18) のように「なる」動詞の補語用法として用いられたりするものである。これらは、以下
の図 6-1 と図 6-2 では除外してある。

(6-17) で、どんどんたまって、イライラが。
(BTSJ 209-15)
(6-18) 多分続けたくないんだけど（うん）、筋肉がぶよぶよになっちゃう（あーー）やめたら、
すごい、それが今から心配。
(BTSJ 247-19)

図 6-1. 日本語オノマトペにおける

図 6-2. 日本語オノマトペにおける

表出性と統語的実現

新奇性と統語的実現
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図 6-1 と図 6-2 に示したデータについて統計検定を行った結果11、表出性と統語的実現は有意な
関係にあることがわかった (p < .001)。具体的に言うと、オノマトペが表出性を帯びると動詞や
形容詞といった述語形式として実現されにくい。すなわち、表出性と形態統語的統合性は、負
の相関関係を成すということである。この結果は、Dingemanse & Akita (2017) の検討結果を裏付
けるものと解釈できる。一方、新奇性については有意な結果が得られなかった (p = 1)。この結
果は、オノマトペが新奇性を有することが、必ずしも統語的実現に影響を与えるとは限らない
ということを示すものである。
続いて、以下の表 6-8、図 6-3、図 6-4 に韓国語オノマトペにおける調査結果を提示する。

表 6-8. 韓国語オノマトペにおける表出性、新奇性と統語分布
非表・非新

非表・新

表・非新

表・新

計

独立用法

7 (1.54%)

1 (7.14%)

2 (5.00%)

4 (57.14%)

14

副詞

294 (64.76%)

10 (71.43%)

31 (77.50%)

2 (28.57%)

337

名詞修飾用法

13 (2.86%)

0 (0.00%)

1 (2.50%)

0 (0.00%)

14

動詞

36 (7.93%)

1 (7.14%)

2 (5.00%)

0 (0.00%)

39

形容詞

95 (20.93%)

1 (7.14%)

1 (2.50%)

0 (0.00%)

97

その他

9 (1.98%)

1 (7.14%)

3 (7.50%)

1 (14.29%)

14

計

454 (100%)

14 (100%)

40 (100%)

7 (100%)

515

非述語形式

述語形式

「その他」に分類したものは、(6-19) のように名詞化接尾辞/-m/と結合し名詞として用いられる
ものである。

(6-19) Ilen

sselleng-ha-m.

こんな オノマトペ-HATA-名詞化接尾辞
（こんな寒々しさ。）
(Malmwunchi 5CT-0016)

11

統計分析は、Fisher の直接確率法 (Fisher’s exact test) による分析を行った。
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図 6-3. 韓国語オノマトペにおける

図 6-4. 韓国語オノマトペにおける

表出性と統語的実現

新奇性と統語的実現

図 6-3 に示すように、韓国語でも表出性と統語的実現が有意な関係にあることが明らかになった
(p < .001)。すなわち、表出性を帯びるオノマトペは、動詞や形容詞といった述語用法よりは副詞
や独立用法といった非述語用法として現れやすいということである。
以上の観察から、日韓両言語とも、表出性は形態統語的統合性と負の相関関係を成すことが
確認された。また韓国語では、やや弱いながらも新奇性においても形態統語的統合性と負の相
関関係がうかがわれた (p = 0.12)。
この結果は、先行研究で提唱されている表出性と形態統語的統合性の相関関係の議論を裏付
けるものである。また、日韓両言語において同様の結果が得られたということは、表出性と形
態統語的統合性との相関関係における通言語的考察に繋がるものと言える。次節では、日韓両
言語間に見られる相違点のうち、慣習性と述語形式の出現頻度や新奇オノマトペの語形につい
て議論していく。

6.4.3. 慣習性と述語形式の割合から見る日韓オノマトペの相違点

本節では、日韓オノマトペの非慣習的なオノマトペにおける全体的な割合と、それらの述語
形式の出現頻度における相違点について論じていく。分析の結果、日本語は韓国語に比べ、全
体的に非慣習的なオノマトペの使用頻度が高いことがわかった (χ2(1) = 30.89, p < .001)。すなわ
ち、日本語では韓国語に比べ非慣習的なオノマトペが活発に創り出される傾向にある一方で、
韓国語では日本語に比べ慣習的なオノマトペに対する志向性が高いと言える。
以下の表 6-9 に具体的な集計結果を提示する。
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表 6-9. 日韓オノマトペにおける慣習的・非慣習的な語形の割合
慣習的なもの

非慣習的なもの

計

非表・非新

非表・新

表・非新

表・新

日本語

404 (74.81%)

14 (2.59%)

107 (19.82%)

15 (2.78%)

540 (100%)

韓国語

454 (88.16%)

14 (2.72%)

40 (7.76%)

7 (1.36%)

515 (100%)

表 6-9 で興味深いのは、非慣習的なオノマトペの中で「非表・新」と「表・新」、つまり新奇性
においては両言語の間でそれほど大差はないが、「表・非新」においては日本語が韓国語の約 3
倍ほどの高い割合を占めることである。
それでは韓国語では日本語に比べ、相対的に慣習的なオノマトペの使用が選好されるのだろ
うか。現段階では、明確な答えを提供することがやや難しい。しかし、慣習化
(institutionalization) という現象が、社会的、文化的な背景と切り離せないということを考慮する
と、韓国語の標準語規定による言語の規範化が 1 つの要因として考えられる。韓国には正書法
（Hankul macchwumpep(ハングル正書法)）と標準語規定（Phyocwune kyuceng(標準語規定)）が

定まっており、学校教育、公的文書、新聞や雑誌などの出版物、放送プログラムなどに使用さ
れる韓国語は、基本的に規定に従うのが原則とされている。現代韓国語の「標準語」は、一般
的に「教養のある人が幅広く使用する現代ソウル語」と定義される（『標準国語辞典』）。現
在の規定の基盤になるのは、1933 年朝鮮語学会が公表した Hankul macchwumpep thongilan（ハン
グル正書法統一案）である。その後、1945 年に韓国政府から公式的に採択され、現在の正書法
の基となった。現在は、ハングル正書法の他にも Kwuke lomaca phyokipep（国語ローマ字表記
法）、Oylaye phyokipep（外来語表記法）も制定されている。韓国における言語政策に関しては、
1991 年に設立された国立国語院 (National Institute of Korean Lanuage: Republic of Korea)（韓国ソ
ウル市）が拠点になっている。その一方で、日本では韓国語ほど言語政策が厳格ではない。現
代日本語では、東京語が「共通語」と認識されてはいるものの、韓国語で見るような「標準
語」という概念は存在しない（『国語学研究辞典』）。また、共通語の音韻、語彙、表記法な
どに従うことに対しても韓国語ほど厳しくはない。社会的に強力な影響力を持つ特定の集団に
よる言語政策は、慣習化を促すことが知られている (Fischer 1998)。現時点では、韓国語の言語
政策と社会、文化的な背景が、韓国語オノマトペにおいて非慣習的なものの使用を阻止する要
因の 1 つとして考えられる。
また、もう 1 つ考えられる要因は、韓国語の音韻構造によるものである。韓国語のオノマト
ペは、音節末音が子音で終わるものが多く（例：kkuncekkkuncek＜べたつく様子あるいはそのよ
うな状態＞）、その中でも急止や鋭い動作を表す閉鎖音/-k/で終わるものが約 40%にも達する
（第 2.3.4 節を参照）。上に例示した kkuncekkkuncek のように 2 音節語幹が繰り返し 4 音節を構
成する構造のものでは、母音延長はほとんど起こらない。実際、分析データを見ると、母音延
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長形が観察される語は、全て 1 音節のオノマトペである（例：ccwuk→ccwuwuk＜物事が長く引
き続ける様子＞）。こうした音韻的環境により、韓国語オノマトペでは、母音延長形が日本語
に比べ形成しにくく、よって表出性を帯びるものの割合が全体的に低いと考えられる。
次は、非慣習的なオノマトペと慣習的なオノマトペにおける述語形式の割合を見ていく。以
下の表 6-10 に示すように、日本語は韓国語に比べ、非慣習的なオノマトペが述語化しやすい傾
向を見せる。

表 6-10. 日韓オノマトペにおける述語形式と非述語形式の割合
日本語
慣習的なもの
非慣習的なもの
計

韓国語

非述語形式

述語形式

非述語形式

述語形式

非表・非新

257 (64.90%)

139 (35.10%)

314 (70.56%)

131 (29.44%)

非表・新

6 (60.00%)

4 (40.00%)

11 (84.62%)

2 (15.38%)

表・非新

92 (89.32%)

11 (10.68%)

34 (91.90%)

3 (8.10%)

表・新

11 (78.57%)

3 (21.43%)

6 (100%)

0 (0%)

366

157

365

136

両言語とも非慣習形では、述語形式の割合が全体的に低い。日韓両言語において慣習的・非慣
習的なものとも非述語形式を選好しているものの、日本語は韓国語より非慣習形のものが述語
化しやすい傾向にある。これには、第 3 章の日韓オノマトペの動詞化に関する議論や、第 5 章
の口語と文語という異なるレジスターにおける形態統語的統合性の議論がヒントになる。第 5
章の考察の結果で、日韓両言語とも文語より口語において述語化しやすいことが示されたが、
こうした傾向は日本語でより顕著であった。その背景には、オノマトペ「する」動詞における
柔軟性の高い意味的、統語的な振る舞いが主な要因として働いていたと述べた。すなわち、日
本語オノマトペは、口語性が非常に高い文脈では、既存オノマトペ体系では厳しかった文法的
制約が緩くなり、通常は辞書の意味記述に載らないような斬新な用法まで許容できるようにな
る。
既に先行研究では、口語におけるオノマトペ「する」動詞の意味的、統語的な柔軟性や、非
慣習性に対する高い受容性について指摘がなされている (Akita 2017b; Tsujimura 2014)。実際、本
章の調査でも以下の (6-20) から (6-23) のような用例が確認される。
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(6-20) F07:

＜笑い＞もうあれじゃないの、なんか、飴じゃなくて、がりがり食べてたんじゃな
いの？＜笑いながら＞(＜笑い＞)。

F08:

でなんかー、“もうない、ない”って言うから、そうだろうなと思ってパン持って
った(うんうん)からね(うんうん)、“半分こしませんか”って言ったらー、なんか
＜軽い笑い＞“いい、いい、むしゃむしゃ、むしゃむしゃしちゃうからいい”とか言
って。
(BTSJ 13-1)

「むしゃむしゃ」は＜食べ物を一気に口に入れて無遠慮に食べる様子＞を表し、「むしゃむし
ゃ食べる」「むしゃむしゃ食う」のように副詞として用いられるのが一般的である。しかし (620) の用例では「する」動詞を形成し、食べ物を不作法に食べ続ける様子を表すものとして用い
られている。

以下の (6-21) と (6-22) は、既に第 5 章でも見た語幹反復形である。

(6-21) で、かりかりかりかりしてんだけどー、でも、とうもろこしなの。
(BTSJ 15-1)
(6-22) あれがもうぎりぎりだの足んないだの言ってー(うん)、なんか、すっごい今、ぴりぴり
ぴりぴりしててー、みんな。
(BTSJ 12-1)
以上の (6-21) と (6-22) のような語幹反復形のオノマトペは、韓国語では通常、動詞形成をし
ない。第 3 章の動詞化の議論で述べたように、韓国語オノマトペの接尾辞-kelita/-tayta/-ita は、
継続的、反復的な動作性や音の放出を表すため、(6-21) と (6-22) のように、語幹反復形のオノ
マトペと結合すると冗長のニュアンスが生じてしまう。従って、語幹反復形のオノマトペは、
副詞あるいは独立用法として用いられるのが典型的である。韓国語のデータから収集された 17
語 の 語 幹 反 復 形 の う ち 、 動 詞 を 形 成 し て い る も の は 、 わ ず か 1 語 （ 例 ： Kokay-lo
kkutekkkutekkkutek-ha-y kacikwu …＜首でこくりこくりこくりして＞(Malmwungchi 6CT-0043)）の
みで、残りの 16 語は、副詞（10 語）、独立用法（5 語）、名詞修飾用法（1 語）のように全て
が非述語形式として用いられている。
一方、以下の (6-23) のように、日本語のオノマトペでは新奇オノマトペにおいても「する」
動詞を形成するものが見られる。
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(6-23) JF13: でもね、相変わらずね…。
JF14: こういう性格で。
JF14: ぽよよんとしてるからさ、(笑い)もう、全然…、こう…ね。
JF14: うん、それが彼のいいところなんだけどね。
JF13: うん。
JF13: だからね、もう、なんかお母さんたちも、(うん)医学で、あの医学部でさ、1 浪
2 浪ってざらじゃない？
(BTSJ 113-6)
(6-23) の「ぽよよん」は、表・新に分類されるもので、その形態的な面においても、意味的な
面においても斬新性が高いものである。上記の用例で「ぽよよん」は、通常の人なら焦ったり
心配したりするような事柄であっても、心にゆとりがあり、悠々と対応する人の性質を表すも
のとして用いられている。
一方で、韓国語で新奇性を有するオノマトペのほとんどは、副詞あるいは独立用法として用
いられ、述語形式を形成しているものは、わずか 2 語に過ぎない（例：Kuleta po-myen kkapkkapha-te-la-kwu-yo＜そうしていると、もどかしいですよ＞）。
また日本語のオノマトペ動詞には、「する」動詞に比べれば、それほど生産的ではないもの
の、(6-24) と (6-25) のように音の放出のみを表す「いう」動詞も存在する (Toratani 2015)。本
章の調査のデータでは、「いう」動詞は 6 例が観察された。

(6-24) ズクズクいうよ、ズクズクって＜笑いながら＞。
(BTSJ 9-1)
(6-25) グイングイン、グイングインゆってるもんね。
(BTSJ 9-1)
非慣習的なオノマトペにおける意味的な特徴として日韓両言語で共通するのが、物音を描写
するものが多いということである。こうした傾向は、特に新奇性を帯びるものにおいて顕著に
見られる。これには、(6-24) と (6-25) に見るように、特定の音を現実音に似せてリアルに模倣
しようとする話し手の意図がその背景にあると考えられる。
音を表すオノマトペと結合し動詞を形成するものとして、日本語は「いう」動詞、韓国語は
接尾辞-kelita/-tayta が挙げられるが、「いう」動詞と-kelita/-tayta 動詞が表す意味は同様のものと
は言えない。上の (6-24) と (6-25) に示したように、日本語の「いう」動詞は、音を直接に引
用するような働きをし、音の放出のみを表す一方、韓国語の-kelita/-tayta 動詞は、反復性や動作
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性、さらに否定的な評価の意味も持つため、音の放出の他にも接触事象などの意味まで表す
（第 3.3.4 節を参照）。つまり、韓国語の-kelita/-tayta 動詞は、日本語の「いう」動詞とは異なり、
音をそのまま引用する用法として用いるのは難しい。
日韓両言語の対比で相違点が見られる最も大きな要因は、韓国語オノマトペの接尾辞は、ア
スペクト的意味が指定できる一方、日本語オノマトペの「する」と「いう」動詞にはそのよう
な意味的指定性がないことである。オノマトペ「する」動詞は、行為、制御、経験、知覚とい
った意味を表すが (Kageyama 2007)、韓国語の接尾辞が表すようなアスペクト的意味は表さない。
つまり「する」動詞が表す意味は、韓国語の-kelita/-tayta 動詞に比べると幅広い。「する」動詞
の幅広い意味的特質は、口語におけるオノマトペ「する」動詞の融通性の高い統語的、意味的
な振る舞いや、それに伴う文法的制約の緩和に繋がると考えられる。本章で観察された、日本
語オノマトペにおける非慣習的な用法に対する高い受容性は、第 5 章の議論とともに、オノマ
トペの述語化に関わる制約緩和が要因であり、その背景にはオノマトペ「する」動詞の意味的
多様性があると考えられる。

6.4.4. 新奇オノマトペの語形から見る日韓語の相違点

新奇オノマトペの語形を検討するためには、まず新奇語が創り出される背景について触れて
おく必要がある。話し手がある状況や対象を表すために新しい語を創り出す背景には、大きく 2
つの動機づけが考えられる。1 つ目は、現実世界の音や対象に可能な限り似せて写し取ろうとす
る類像性に基づいた動機づけである。例えば、以下の (6-26) と (6-27) の用例がこれに当たる
と思われる。

(6-26) ズクズクいうよ、ズクズクって＜笑いながら＞。（(6-24) を再掲）
(BTSJ 9-1)
(6-27) グイングイン、グイングインゆってるもんね。（(6-25) を再掲）
(BTSJ 9-1)
次に 2 つ目は、言葉遊び的な動機づけによるものである (Carter 2004)。これは、ある状況を新し
い角度から見直し、敢えて通常とは異なる言語音を使用することで斬新性を付与するためのも
のである。例えば、以下の (6-28) の用例がこれに当たると考えられる。ただし、これらの 2 つ
の動機づけは、排他的なものではなく共存可能なものである。
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(6-28) JF13: でもね、相変わらずね…。
JF14: こういう性格で。
JF14: ぽよよんとしてるからさ、(笑い)もう、全然…、こう…ね。
JF14: うん、それが彼のいいところなんだけどね。
JF13: うん。
JF13: だからね、もう、なんかお母さんたちも、(うん)医学で、あの医学部でさ、1 浪
2 浪ってざらじゃない？（(6-23) を再掲）
(BTSJ 113-6)
日韓両言語における新奇オノマトペは、以上のような 2 つの動機づけを基にしているという
点では共通しているものの、その語形においては、それぞれ異なる様相を見せる。韓国語オノ
マトペでは、子音や母音の交替といった体系的な音韻変化によって創り出されたものが多い。
その具体例を (6-29) から (6-32) に示す。(6-29) は母音が、(6-30) は母音と子音が、(6-31) は
子音が交替したものである。

(6-29) Kuntey tto
でも

kukey

sikan-i

cina-myen

また それが 時間-主格 経つ-条件

syak

epsecye.

オノマトペ なくなる

（でも、またそれが時間が経つとすっとなくなるの。）
(Malmwungchi 5CT-0020)
(6-29) の syak は、既存語 sak から母音が交替したものと見なされる。sak は、epseci-ta＜無くな
る＞のような動詞と共起し、ものが 1 つも残らず全て無くなる様子を表す。母音/a/と/ya/は、い
ずれも陽母音に属す（第 2.3.2 節を参照）が、広母音/a/が拗母音/ya/に交替することによって、
小ささ、鋭さ、速さ、軽さなどの意味が表される。つまり、(6-29) の syak は、ものが短時間で
速く無くなる様子を強調していると解釈できる。
以下の (6-30) の syuk は、母音と子音が交替したもので、既存語は 1 音節オノマトペの ssuk
と推定される。ssuk は、物事が瞬時に過ぎていく様子を表すものである。先述のように、拗音は、
速さや鋭さなどの意味を表すため、(6-30) のオノマトペは、行動がとても素早く行われる様子
を強調するものとして用いられていると解釈される。

(6-30) Mak,

eysu-ca kath-un

すごく S-字

kes-twu mak

syuksyuksyuksyuk

同じ-現在連体形 もの-も すごく オノマトペ

kak-wu,

mak.

行く-接続 すごく

（すごく、S 字みたいなものもすごくさっさっさっさっ行って、すごく。）
(Malmwungchi 5CT-0022)
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以下の (6-31) の kkapkkap は、既存語 kapkap から子音が交替したものである。kapkap は、物
事が思う通りにならなくて、気持ちが落ち着かない心理状態を表すものである。(6-31) では、
kapkap の語頭の子音/k/が濃音の/kk/に交替している。平音に比べて濃音は、程度性の強さを表す
ため（第 2.3.2 節を参照）、kkapkkap は話し手のもどかしい、じれったいという心理状態を強調
しているものと考えられる。

(6-31) Kuleta

po-myen

kkapkkap-ha-te-la-kwu-yo.

そうして みる-条件 オノマトペ-HATA-完了相-叙述接辞-引用辞-終結語尾（丁寧）
（そういているともどかしいですよ。）
(Malmwungchi 5CT-0016)
一方、以下の (6-32) は、音節が替わったものである。

(6-32) ... phyengcem-i an
評点-主格

ollaka-nun

ke-ya. <laughing> Emwulttengemwultteng.

ない 上がる-現在連体形 もの-終結語尾

<laughing> Pyelswu eps-e,
仕方ない-終結語尾

kulen

オノマトペ

ke-n.

そんな こと-主題

（評点(主に大学の成績)が上がらないのよ。うやむやだ。仕方ない、そんなことは。）
(Malmwungchi 6CT-0047)
(6-32) の emwultteng の既存語は、emwulccek であり、3 音節目の ccek が tteng に替わっている。
既存語 emwulccek は、言動をわざとはっきりさせず、いい加減にその場をごまかそうとする様子
を表すものである。音節末音の/-ŋ/は、共鳴やのどかな流れなどの意味を表すため、急激な停止
や突然さを表す/-k/（第 2.3.2 節を参照）に代わって、曖昧な状況のありさまを強調するものとし
て用いられていると考えられる。
上の (6-29)、(6-30)、(6-31) が可能な限り物事に似せて、実物を写し取ろうとする類像性に基
づくものと捉えられる一方で、(6-32) は言葉遊び的な動機づけによるものと捉えられる。以上
からわかるように、韓国語の新奇オノマトペの語形には、韓国語母語話者が持つ特定の音に対
する音感覚、すなわち音象徴が積極的に活用されている。そのため、これらは新奇のものとい
っても韓国語母語話者ならどのような意味を表すのか、どのような状況を描写するのかが容易
に読み取れる。換言すれば、韓国語における新奇オノマトペは、話し手が独自の発想で創り出
した極めて奇抜なものというわけではなく、個別言語特有の音韻体系に規則的な操作が施され
たものと言える (Rhee & Koo 2017)。
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本章で扱った日韓両言語における非慣習的なオノマトペは、いずれも写実性に富むものと言
える。第 1.3.1 節で、写実は、形式と意味の類像性に基づき、漸次的に特定の形態的な変化を加
えて、ある事象を臨場感溢れるように描写するものであると述べたが、表出性を帯びるものに
しろ、新奇性を帯びるものにしろ、これらのオノマトペは辞書の見出し語として登録されてい
る慣習性が高いオノマトペより、写実性が高いものである。表出性における韻律的、形態的特
徴は、特定の言語に限らず、様々な言語で広く用いられる形式という点で、より言語普遍的な
ものと言える。その一方で、新奇性における形態音韻的特徴は、前節の韓国語の新奇オノマト
ペで見たように、個別言語固有の音感覚が関わった、より言語個別的なものと言える。個別言
語の形態音韻的特徴が利用され、非慣習的な語形を持つようになったオノマトペは、事象の描
写性や臨場感の向上に繋がるという点で、表出性と共に写実性を帯びるものとして捉えられる
と考えられる。従来、オノマトペの写実性の議論では、主に表出性が中心に議論が行われてき
たが、本章の議論により、個別言語の特徴が多く関わった新奇性も写実性に重複する特徴の 1
つとして捉えられるということが示唆された。

6.5. まとめ

本章では、口語における非慣習的なオノマトペが、どのような特徴を持ち、形態統語的統合
性とどのような関係を成すのかについて考察した。考察の結果、以下の点を明らかにすること
ができた。1 点目に、非慣習的なオノマトペは、先行研究で提唱されている表出性の他に、わず
かながらも新奇性も関わっていることがわかった。日韓両言語とも表出性と形態統語的統合性
は、負の相関関係を成すことが明らかになり、表出性を帯びるオノマトペは、動詞や形容詞と
いった述語形式として現れにくい、ということが確認された。更に、韓国語オノマトペでは、
新奇性を帯びるものにおいても形態統語的統合性との負の相関関係がわずかながらうかがわれ
た。これに関しては、観察された新奇オノマトペの数が少ないため、データの範囲を広げ、更
なる検証を行う必要がある。
第 5 章と第 6 章では統語位置による分析を行ったが、これらの結果は、統語位置こそが口語
性あるいは非慣習性と相関関係を成すと主張するものではない。第 3 章と第 4 章で行った分析
方法と同様に、第 5 章と第 6 章のデータについても統語範疇による分析が可能である。統合性
を測定するのに統語範疇と統語位置のどちらがより有用であるのかついては、更に検討を進め
ていくべきと考えられる。
2 点目に、日本語オノマトペは、韓国語オノマトペに比べ非慣習性志向が、韓国語オノマトペ
は、日本語オノマトペに比べ慣習性志向が強いことがわかった。この結果は、（第 5 章でも確
認された）日本語オノマトペにおける非慣習的な用法の運用に対する高い柔軟性や受容性を示
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すとともに、韓国語オノマトペは日本語オノマトペより慣習化が進んでいることを示唆するも
のである。
本章の結果より、第 5 章の考察の結果と同様、オノマトペの文法的可能性とそれが実際にど
のように使われるのかは、必ずしも一致するわけではない、ということが示唆された。第 3 章
と第 4 章で見たように、日韓オノマトペは類似した形態統語的統合性を示す。しかし、各母語
話者の日常会話のデータに基づく考察を行った結果、日本語に比べ韓国語の方が高い統合性を
示すことが明らかになった。また、口語において日本語オノマトペの動詞形式は、文法的制約
の違反に対する許容性が高く、結果的に述語化率を高める要因となった。これは、オノマトペ
の形態統語的統合性を議論する上で、文法的生起可能性に基づく検討と実際の発話データの観
察に基づく検討は区別すべきだということを示すものである。また、オノマトペの統合性を論
じる際は、これら 2 つの側面における包括的な考察が必要であることを示唆するものでもある。
従来口語におけるオノマトペの使用実態に関する研究の多くは、南アメリカやアフリカなど
の諸言語が中心となっている (Dingemanse 2012, 2014; Nuckolls 2001, 2004; Nuckolls et al. 2016)。
日本語学や韓国語学では、その大半が文学作品を対象としているため、母語話者のインフォー
マルな日常会話のデータに基づく観察は乏しいのが現状である。第 5 章と本章における考察が、
オノマトペにおける言語的統合性の議論のみならず、日韓オノマトペの口語における研究への
関心を高めることに僅かながらも貢献することを期待する。
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第 7 章 結論

本論文では、日韓オノマトペの構文的特徴に注目し、オノマトペの言語的統合性に関わる形
式的・機能的特徴を提示し、相互の関連性について考察した。また、言語間の比較を通じ、日
韓オノマトペにおける統合性の差を明らかにした。本論文では、オノマトペの統合性を、文法
的生起可能性と母語話者の日常会話のデータという 2 通りの観点より考察することで、これま
での研究で、明確に論じ分けられてこなかった当該の課題を包括的に取り上げることができた。
本章の構成は次の通りである。第 7.1 節では、第 3 章から第 6 章まで得られた考察結果の要点
をまとめる。それをもとに、第 7.2 節では、日韓両言語における言語的統合性の差を、語彙的な
面から見つめ直す。具体的には、韓国語オノマトペに焦点を当て、慣用句化したオノマトペや
色、味、匂いを表すオノマトペについて述べる。第 7.3 節では、日韓両言語の歴史的事実に基づ
き、オノマトペの言語的統合性に関する仮説を示す。第 7.4 節では、言語間に言語的統合性の差
を生む背景要因について、個別言語の内部における要素から通言語的な要素まで、様々な角度
からいくつかの仮説を提示する。最後に第 7.5 節では、本論文の学術的な意義を述べ、今後の展
望を示す。

7.1. 本論文の要約

本論文では、オノマトペの言語的統合性を、写実モードと記述モードという記号論的区別に
基づき、統合性を測定する尺度の設定、その尺度と相関する言語的特徴の提示、言語間におけ
る統合性の差を明らかにすることを目的に議論を進めてきた。ここまでの考察結果を簡潔に述
べると、(a) 意味的特定性が非常に高いか、あるいは非常に低いオノマトペは、形態統語的統合
性が低い（第 4 章）、(b) メタファー拡張を起こすオノマトペは、形態統語的統合性の高い動詞
として現れやすい（第 4 章）、(c) 口語性が高いと、形態統語的統合性が高い（第 5 章）、(d)
非慣習性（表出性、新奇性(韓)）が高いと、形態統語的統合性が低い（第 6 章）。以上の結果
を総合し、韓国語オノマトペは日本語オノマトペに比べ、形態統語的・語彙的に言語体系に深
く統合されているという結論を導き出した。以下の図 7-1、図 7-2（序章の図 1-3 を再掲）にこ
れらの結果をまとめたものを図示する。

154

図7-1. 形態統語的統合性と各言語的特徴の関係
上の図 7-1 の形態統語的統合性の他に、韓国語オノマトペにおいては語彙化と慣習性に対する
強い選好（第 4 章と第 6 章）や慣用句化したもの（第 4 章）が確認された。この事実は、韓国
語オノマトペが言語の語彙体系に深く組み込まれていることを示す傍証となるものである（第
7.2 節で詳述）。
これまでのことを総合すると、以下の図 7-2 のように韓国語オノマトペは日本語オノマトペに
比べ、言語体系に深く統合されているという結論が導き出される。

図 7-2. 日韓オノマトペにおける形態統語的統合性

以上の結果は、オノマトペの形態統語的統合性と音韻的、形態的、意味的な面が互いに密接
な関係にあることを意味するとともに、言語的統合性に対する多角的なアプローチの必要性を
示唆するものである。

7.2. 語彙的な面における言語的統合性
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既に図 7-2 で示したように、本論文の考察結果から日本語オノマトペに比べ、韓国語オノマト
ペの方が言語体系に深く組み込まれていることが明らかになった。更に、韓国語オノマトペに
おいては、語彙的な面においても高い統合性を示唆する現象がいくつか観察される。具体的に
いうと、慣用句化したオノマトペ（第 4 章を参照）や色、味、匂いを表すオノマトペの存在で
ある。
本題に入る前に、オノマトペが語彙的に統合されるということは、どのようなことなのかに
ついて簡単に触れておく。オノマトペが言語の語彙体系に組み込まれるということは、オノマ
トペの典型的な特徴とされる音韻的、形態的、意味的な特質をなくし、一般語に近い振る舞い
を見せるということを意味する。語彙体系に深く統合されているものほど、一般語彙との境界
線が曖昧になるため、一般語彙との区別がつきにくい。形態統語的統合性が統語的な面によっ
て決定される一方、語彙的統合性は、音韻的、形態的、意味的な側面が複雑に絡み合っている。
例えば、日本語では、オノマトペ語根に動詞語尾「ける」「る」「かす」が付加した「ぼやけ
る」「ぐずる」「ぼやかす」などが、語彙体系への統合が進んでいるものの代表例として挙げ
られる1（田守 1993; 浜野 2014）。一方、動詞「ひかる」は、「ぴかぴか」というオノマトペ
に由来する可能性があるとされるが（浜野 2014; 山口 2006）、仮にこの推論が正しいとすれば、
「ひかる」は、語形とともに音韻も一般語体系の規則に合わせて変化したものと捉えられる。
現代日本語の和語は、語頭に/p/の音を持つことが許されない。この音は、外来語を除けば、オ
ノマトペにしか許されないとされる（浜野 2014）。上のオノマトペ起源の動詞は、音や動作を
生き生きと描写する、という類像性はあまり感じられない。また、日本語オノマトペ固有のア
クセントパターンもなくなっているため、語源がオノマトペであることに気づくのはもはや容
易なことではなくなっている2。すなわち、これらの語は、オノマトペが語彙体系に深く入り込
んだ結果、生じたものと言える3。韓国語オノマトペには、語彙体系に深く組み込まれていると
判断されるものがとりわけ多く存在する。本章では、これらのオノマトペの中で、1 つのまとま
った大きなグループを成しているものを取りあげることにする。具体的には、慣用句化したオ
ノマトペ（第 4 章も参照）や、色、味、匂いを表すオノマトペを中心に論を進めていく。
韓国語オノマトペには、慣用句の構成成分として用いられるオノマトペが多数存在する。慣
用句は、一般に、句全体がどのような意味を指すのか、あるいはどのような場面で使われるの
1

こうした現象については、第 7.4 節の＜仮説 4＞を参照されたい。

2

日本語オノマトペにおいて、オノマトペ起源の動詞を判定する方法が提案されている（浜野 2014:

106-107）。ただし、こうした基準は、あくまでも可能性を捉えるものであって、確実なものではな
い。
3

この関係で、Kadooka (2005) は、英語のオノマトペにおける語彙化を歴史的観点から考察している。
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かが句を構成する個々の成分から完全に予測できない慣習的な表現のことをいう (Croft & Cruse
2004)。こうした意味的特質は、「非合成性の原理」または「合成性の原理違反」(Flores d’Arcais
1993) とも呼ばれる。意味的特質の他にも、形態的固定性や統語的制約も慣用句が持つ大きな特
徴として知られている (Fillmore et al. 1988; Gibbs & Gonzales 1985; Glucksberg 1993; Nunberg et al.
1994)。すなわち、オノマトペが慣用句化するということは、オノマトペ本来の意味を失い、句
の他の構成成分と形態的、統語的、意味的に強固に結びつき、1 つの固定表現を形成することを
示す。従って、慣用句化したオノマトペは、音韻的、形態的、統語的、意味的なあらゆる側面
において、オノマトペらしさが弱まり、一般語化が進んでいるものと捉えることができる。こ
うしたオノマトペが韓国語において数多く観察されるということは、韓国語オノマトペが日本
語オノマトペに比べ、より語彙体系に深く組み込まれていることを示唆するものと言える。
本調査における慣用句化したオノマトペの選定は、参考文献に挙げられているものに加え
（キム・ホンボム 2007; キム・ジンへ 2003, 2010）、辞書（『標準国語大辞典』）に「慣用
句」として登録されているものを基準に一次選定を行った。この作業から 58 語を採集した。更
にコーパス (SJ-RIKS Corpus)、新聞、雑誌、インターネットの書き込みなどから幅広く用例を取
得し、音韻的、形態的に派生した派生形も考察対象に入れた。こうした作業の結果、計 175 語
を採集した4。以下の (7-1) から (7-5) に具体的を示す。

(7-1)

Kim-ssi-nun

i

pwunya-ey tayhay

キム-さん-主題 この 分野-に

cal

anta-mye

khunsoli-lul

対して よく 知る-引用 大声-対格

({ppangppang/ppengppeng/ttangttang/ttengtteng}) chy-ess-ta.
オノマトペ

（大きな音を）出す-過去-平叙

（(直訳) キムさんは、この分野についてよく知っていると大声を｛ぱんぱん／ばんば
ん｝出した＜ホラを吹いた＞）

(7-1) は、副詞オノマトペを削除しても慣用句的意味を表すことに不都合は生じない。現代韓国
語で最も頻繁に使われる形態は、ppangppang あるいは ppengppeng であるが、子音/tt/ [t’] が用い
られた ttangttang あるいは ttengtteng もほぼ同様の意味を表すことができる。しかし、重複形を
非重複形に替えるのは不可能である（例：*khun-soli-lul ppang chy-ess-ta）。これはおそらく、あ
る事柄を誇張するがゆえ、発言の回数や程度を強めるために重複形が必要であることによると
考えられる。

4

詳細なリストについては、＜付録 7＞を参照されたい。
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以下の (7-2) は、(7-1) と同様、オノマトペを取り除いても慣用句的な意味を表すことに問題
は生じないが、音韻的、形態的固定性が高いため、1 つの決まったオノマトペしか許容されない。

(7-2)

Yengswu-nun cinho-ekey ({cilcil/*calcal/*colcol/*cwulcwul/*cilcilcil})
ヨンス-主題 ジンホ-に オノマトペ
kkullyetany-ess-ta.
引きずられる-過去-平叙
（(直訳) ヨンスは、ジンホにずるずる引きずられた＜振り回された＞）

韓国語の陰母音/i/ [i] は、陽母音/a/ [a] と/o/ [o] に比べ、＜相対的に弱い、醜い＞といった意味
を表す。また、前舌母音である/i/ [i] は、後舌（円唇）母音である/wu/ [u] に比べ、細さを表す
（第 2.3.2 節を参照）。母音/i/ [i] の弱さや細さといった音象徴的意味だけが、他人に言われる
がままに振り回される様子を表すのに適しているため、他の母音は許容できないと考えられる。
(7-3) は、慣用句全体の意味の形成にオノマトペの存在が必須となるため、オノマトペを取り
除くと、慣用句的意味が表せなくなるだけではなく、非文になってしまう。(7-3) で、現代韓国
語で最も頻繁に使われる形態は、taltal と tultul だが、taltal から子音を濃音に交替させた ttalttal
も許容できる。また、語根を 3 回繰り返した taltaltal/tultultul/ttalttalttal も許容できる。この場合
は、行為の回数や程度が強まることになる。

(7-3)

Kunye-nun pwuha

cikwen-ul

{taltal/ttalttal/tultul/taltaltal} pokk-ass-ta.

彼女-主題 部下

職員-対格 オノマトペ

煎る-過去-平叙

（(直訳) 彼女は部下の職員をころころ／ごろごろ煎った＜責め立てた、いじめた＞）

(7-4) のオノマトペは、黒色を表すもので、-hata 形容詞として用いられるものである。このオ
ノマトペは、色を表すものの中で子音や母音の交替による派生形が多く作られるものの 1 つで
ある。しかし、形態的派生には制限があり、完全重複形しか許容できない。

(7-4)

Saep-i

manghay-ss-ul

事業-主格 つぶれる-過去-過去連体形

ttay nwun-aph-i

{khamkham/kkamkkam/

時 目-前-主格

オノマトペ

khemkhem/kkemkkem/*kkamkkamkkam}-hay-ss-ta.
-HATA-過去-平叙
（(直訳) 事業がつぶれた時、目の前が真っ黒だった＜目の前が暗くなった＞）
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更に、以下の (7-5) のように否定形としてしか用いられない否定極性表現 (negative polarity
item) も多く観察される（16 語）。

(7-5)

a. Namphyen-un
夫-主題

cipan il-ey sonkalak hana {kkattak/??kkatak/*kkuttek}-ha-ci anh-nun-ta.
家事-に

指

1つ

オノマトペ-HATA-否定-現在-平叙

（(直訳) 夫は、家事に指一本ぴくっとしない＜決して何もしない＞）

(7-5) の kkattak が慣用句的意味を表すには、結合する接尾辞が常に否定辞 anh と共起し、＜指一
本も動かない＞という否定の意味を表さなければならない。このタイプの慣用句は、統語的制
約が非常に強く、否定形を肯定形にすると、非文にはならないものの、慣用句的意味は表せな
くなる（例：#sonkalak hana kkattak-hay-ss-ta＜指一本ぴくっとした＞）。類似する慣用句として、
sonkkuth＜手先＞、sonthop＜（手の）爪＞、nwunssep＜眉毛＞、kokay＜（顔の）首＞が用いられ
たものも存在する（例：Ｎwunssep hana kkattak-ha-ci anh-nun-ta (直訳) 眉毛ひとつぴくっとしな
い＜あることに対し驚いたり恐れたりしない、感情の動揺が全くない＞）。
慣用句化したオノマトペは、日本語においても数例観察されるが、韓国語ほど多くはない。
日本語の慣用句辞典（『日本語慣用句辞典』『三省堂故事ことわざ・慣用句辞典（第 2 版）』
『ことわざ・慣用句の百科事典』）に見出し語として登録されているもののうち、オノマトペ
が用いられたものは 11 語しかなかった。この数値は、韓国語の慣用句（175 語）に比べると、
非常に少ない。その具体例を以下の (7-6) に示す。

(7-6)

あっという間に、うんともすんともいわない、おちおち～ない、ぐーの音も出ない、
ぞっとしない、ちょっとやそっと、ちょんになる、ぱっとしない、びくともしない、
まんじりともしない、行き当たりばったり

韓国語において慣用句の数が多い理由は、慣用句自体の数も多いが、上の (7-1)、(7-3)、(7-4)
で見たように、子音あるいは母音の交替による音韻的バリエーションが多く作られるためであ
る。一方で、日本語の慣用句では、韓国語のように音素の交替によるバリエーションは作れな
い（例：「｛ぐー／*くー／*ごー｝の音も出ない」）。
韓国語オノマトペにおいて慣用句化したものが数多く確認されるということは、韓国語オノ
マトペが日本語オノマトペに比べ、語彙体系により深く組み込まれていることを示唆すると同
時に、韓国語オノマトペが日本語オノマトペより言語的統合性が高い、というこれまでの考察
結果を別の角度から補強するものと言える。
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次に、韓国語オノマトペの高い語彙的統合性を示唆するもう 1 つの現象として、色、味、匂
いを表すものが挙げられる。韓国語オノマトペを特徴づける最も際立つ音韻的特質は、第 2 章
でも述べたように、陰母音系列と陽母音系列の対立関係と、平音／濃音／激音の子音の対立関
係である。また、母音体系では、語を構成する際、同系列の母音同士で共起しなければならな
いという、いわゆる母音調和という現象がもう 1 つの大きな特質とされる。
現代韓国語で母音調和および母音、子音の対立による音象徴的意味が最も顕著に見られる語
類は、オノマトペおよび色、味、匂いを表すものである。そのため、上に述べた音韻的特質は、
現代韓国語のオノマトペおよび色、味、匂いを表す語類の代表的な特質とされている（ジョ
ン・インスン 1938; Kim 1977; イ・スンニョン 1954, 1978 など）。しかし、こうした音韻的特質
は、オノマトペ体系と一般語体系を見分けることを難しくする主な要因にもなっている。その
ため、従来、韓国語学では色、味、匂いを表すものを、どこまでオノマトペとして認めるべき
かについてたびたび議論が起こっており、学者によっては多少異なる見解を示す場合もある
（キム・ホンボム 1995; キム・インファ 1995; パク・ドングン 1997; ソン・ダルイム 2002）。
本章では、色、味、匂いを表すもののうち、どれをオノマトペと判定するのかといった問題
には触れないことにする。本章が最も注目する点は、これらの語類に見られる音韻的、形態的
派生パターンが、オノマトペ体系と多くの部分を共有しているという点である。
まず色を表すものについて見てみよう。従来、韓国の伝統色は、「白」「黒」「赤」「青」
「黄」の 5 色が基本色とされる。これらの色を表す語の基本形は、それぞれ huy-ta＜白い＞、
kem-ta＜黒い＞、pwulk-ta＜赤い＞、phwulu-ta＜青い＞、nwulu-ta＜黄色い＞であり、語頭音節
を軸にして様々な派生形が作られる。派生パターンは、接頭辞、接尾辞による形態的派生と、
音素の交替による音韻的派生が代表的だが、異なる色を表す 2 つの語を組み合わせて合成語を
作る場合もある（例：kem-pwulk-ta＜赤黒い＞、kem-phwulu-ta＜青黒い＞、huy-pwulkuleyha-ta
＜白く、やや赤みを帯びている＞、pwulk-ulak-phwulu-lak-hata＜（激怒して顔色が）赤かったり
青かったりする＞）。以下では、これらの派生パターンのうち、オノマトペ体系と共通するパ
ターンに重点を置きながらいくつかの具体例を見ていく。
音韻的派生パターンについて、ソン・ヨンジュ (1997) は、母音によって色の明度が変わると
し、/a/ [a] より/o/ [o] の方が、/e/ [ə] より/wu/ [u] の方がより濃い色を表すと述べている。ユ
ン・ギハン (2006: 17) は、ソン・ヨンジュ (1997) の分析を踏まえ、/a/ [a] ＜/o/ [o] ＜/e/ [ə] ＜
/wu/ [u] の順で色が濃くなると指摘している。例えば、pwulk-ta＜赤い＞から派生した palk-ah-ta、
pelk-eh-ta と、nwulu-ta＜黄色い＞から派生した nol-ah-ta、nwul-eh-ta を比較すると、陰母音/e/ [ə]
と/wu/ [u] が陽母音/a/ [a] と/o / [o] に比べ、彩度が高く、明度が低い色を表すため、より暗く、
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重い感じを表すとしている。陰母音は、更に否定的な意味と結びつきやすいため、pelk-eh-ta と
nwul-eh-ta は話し手の否定的な態度を表すこともある（ユン・ギハン 2006: 17-19）。
また、子音の交替により濃淡の違いを表すこともできる。平音に比べ激音、更に濃音の方が、
彩度が高い色を表すため、平音の palk-ah-ta に比べ、濃音の ppalk-ah-ta の方がより濃い赤色を表
し、激音の khemkhem-hata に比べ、濃音の kkemkkem-hata の方がより濃い黒色を表す。ただし、
こうした子音の交替による派生は、kem-ta＜黒い＞と pwulk-ta＜赤い＞の系列に限定される。
形態的派生パターンにおいてオノマトペ体系と共通する部分は、語根を繰り返した 4 音節の
完全重複形で色の濃さを強調することができるという点である。例えば、基本形 huy-ta＜白い＞
に＜所々そのような色合いを帯びる＞という意味を表す接尾辞-kkus が結合した huy-kkus-hata＜
所々白い＞は、語根を繰り返して強調の意味を加えることができる（例：huy-kkus/huy-kkushata）。
次は味や匂いを表すものを見ていく。これらの語にも色を表すものと類似した音韻的、形態
的派生パターンが見られる。味や匂いを表す語の基本形は、tal-ta＜甘い＞、cca-ta＜塩辛い＞、
mayp-ta＜辛い＞、si-ta＜酸っぱい＞、ssu-ta＜苦い＞、ttelp-ta＜渋い＞、koso-hata＜香ばしい＞、
pili-ta＜生臭い＞、ali-ta＜ひりひりする＞、noli-ta＜(肉類がら不快な)臭いがする＞、swi-ta＜飲
食物が腐って酸っぱくなる＞のように大きく 10 語に分類できる（ソン・ジョングン 2012:
142）。
味や匂いを表すものも色を表すものと同様、子音や母音交替による音韻的派生によって多く
の派生形を形成することができる。色を表すものでは、音韻的派生が語頭に限定されるが、味、
匂いを表すものでは、語頭や語中といった位置による制約はない。例えば、tal-ta＜甘い＞から
接尾辞-kom が結合した tal-kom-hata＜味や匂いが少し気持ち良く甘い＞は、第 2 音節目の平音を
激音に替えることができる（例：tal-khom-hata＜味や匂いが気持ち良く甘い＞）。これにより、
甘さの程度性がより強くなる。koso-hata は、味、匂いが香ばしいという意味を表すが、陽母音
/o/ [o] を陰母音/wu/ [u] に交替させると（例：kwuswu-hata＜香ばしい＞）、香ばしさの度合いが
より増すようになる。また、語頭の平音/k/ [k] を、濃音/kk/ [k’] に替えると（例：kkoso-hata）、
強調の意味が加わるため、香ばしさの度合いが一層強くなる。
形態的派生パターンにおいては、語根を繰り返して味、匂いの度合いを強調することができ
る。例えば、基本形 si-ta＜酸っぱい＞に接尾辞-khum が結合した si-khum-hata＜味や匂いがかな
り酸っぱい＞は、si-khum/si-khum-hata のように語根を重複させ、味、匂いの強さを強めることが
できる。
以上、韓国語の色、味、匂いを表す語の分布状況や音韻的、形態的派生パターン、意味的特
質について概観した。これらの語は、その意味的な面で、典型的とされるオノマトペの意味
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（音、動作、様態）とは少なからずかけ離れている。しかし、音韻的、形態的派生パターンと
それにより音象徴的意味や話し手の評価を表すという点では、オノマトペ体系と大いに似通っ
た側面を持つ。そのため、従来、韓国語学ではこれらの語をオノマトペとして認めるべきか否
かについてたびたび議論が起きるほど、オノマトペ体系との境界線が不明瞭である。既存の研
究において、オノマトペに分類されているものの分布状況を見てみると、音韻的には子音や母
音交替により音象徴的意味が表すことができ、形態的には語根を 2 回繰り返した 4 音節完全重
複形の語がオノマトペとして分類されることが多い（例：kkamkkam-hata＜真っ黒い＞）。
従来の見方に基づくと、色、味、匂いを表す語類は、オノマトペと一般語が混在している、
共通の音韻的、形態的特徴を共有している大きなグループと捉えられるのだろう。換言すれば、
これらの語類は、オノマトペ体系と一般語体系の接点であると言える。現代韓国語の代表的な
音韻的特質の 1 つである子音や母音交替、母音調和による音象徴的意味が、両者を繋ぐ重要な
役割を果たしている。
こうした語類が韓国語オノマトペに存在するということは、韓国語のオノマトペ体系には、
一般語と音韻的、形態的特徴を共有している語が数多く存在するということを示す。また、こ
うした現象は、韓国語オノマトペが言語体系に深く組み込まれていることを示唆する傍証とし
て捉えられると思われる。オノマトペ体系のカバー範囲が一般語体系に及ぶほど幅広く、かつ
一般語体系との不明瞭な境界線付近に分布する語の数が非常に多いということは、オノマトペ
体系の一部のものは、一般語並みの地位を得ているということを強く示唆するものである。
一方、日本語オノマトペには、色、味、匂いを表すオノマトペは皆無とされる。匂いに関す
るものとして「ぷんぷん」が考えられるが、これは特定の匂いを表すものではなく、強烈な匂
いが瞬間的に鼻を刺激する身体感覚を表すため、擬情語に分類されるものである。アフリカ諸
言語のオノマトペでは、色、味、匂いを表すものが発達しているとされるが、韓国語ほど多く
は見られないようである（例：kpingmgbi ‘darkly, darksome’（キシ語）、wúlik ‘emphasizes shiny
black or deep blue’（ハウサ語）; Childs 1988; Newman 2001）。
これまでの議論は、第 7.1 節で提示した図 7-3 の結果（日韓オノマトペにおける形態統語的統
合性の差）を補強し、また、オノマトペの言語的統合性に対する多角的なアプローチの必要性
を主張するものである。本節で示した韓国語オノマトペにおける高い語彙的統合性は、形態統
語的統合性と語彙的統合性が別々に独立したものではなく、相互依存関係にあるものだ、とい
うことを示唆する。
以下では、日韓オノマトペの形態統語的統合性の進度に対する本論文の見方を述べ、その根
拠として、通時的観察に基づく歴史的事実を紹介する。
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7.3. 日韓オノマトペの言語的統合性に関する歴史的根拠

本論文では、オノマトペの言語的統合性は、時間の経過にともなって進んでいくものと想定
する。換言すれば、オノマトペは時間が進むにつれ、次第に一般語体系に組み込まれていくと
いうことである (Haiman 2018)。この仮説は、日韓両言語の歴史的事実からいくらかその妥当性
が認められる。
まず日本語オノマトペから見ていく。日本語オノマトペは、上代では、副詞用法が中心的だ
ったが、「めく」動詞も少数存在していた（例：「ひろめく」＜のたうち回る＞）（黄 2004:
69）。中古から「めく」動詞が次第に用いられるようになり、中世においては様々な擬音語、
擬態語と結合していたという（例：「そそめく」＜あたりを憚って、声を立てないようにしな
がらしきりにことばを交わす＞、「ほほめく」＜熱くなる、麻痺してのぼせあがる＞）（伊藤
2004, 2005; 大澤 2006）。一方、現代語で非常に生産的な「する」動詞は、15 世紀後半には既
に出現していたものの、現代語のように生産的ではなかったとされる。当時、最も生産的だっ
たのは接尾辞「めく」で、16 世紀中期まで盛んに使用されていた。しかし、次第に接尾辞「め
く」は勢力を失い、代わりに接尾辞「つく」が力を持ち始め、18 世紀には「つく」動詞が完全
に定着した。一方「する」動詞は、18 世紀から次第に生産性を獲得し始め、19 世紀に入ると、
その結合範囲が接尾辞「めく」と「つく」よりはるかに優勢になったとされる（川瀬 2006）。
第 3 章の動詞化の議論でも触れたように、現代日本語で「めく」と「つく」は、限られた少数
のオノマトペとしか結合せず、その結合範囲は非常に狭くなっている。
一方、「する」動詞が出現した初期段階では、オノマトペと「する」の間に引用辞「と」が
介入した形式が多く見られたが、次第に「と」が脱落し、「オノマトペ＋する」の形式が多く
なったとされる。川瀬 (2005) は、「と」の脱落現象は、オノマトペと「する」の結びつきが一
層強くなったことを示すと指摘している（Akita & Usuki 2016; Toratani 2006 も参照)。
以上をまとめると、日本語オノマトペにおける動詞化のプロセスは、時間の経過にともない、
徐々に言語体系に組み込まれていく形で変化してきたと言える。
一方、韓国語の場合はどうであろうか。第 7.1 節で述べたように、韓国語オノマトペは日本語
オノマトペに比べ高い形態統語的統合性を示す。これには、4 つの接尾辞の存在が中核になって
いる。韓国語オノマトペの接尾辞の中で最も生産的な-kelita は、15 世紀中期に初めて出現した
（カン・ウンクック 1993; キム・カンチュル 20035）ものの、現代語とは異なり、それほど生
産的ではなかった。現代語のように高い生産性を持つようになったのは、17 世紀末以降のこと
5

15 世紀の資料では、-kelita と共に、語頭の k が脱落した-elita も頻繁に観察される。当時は、語頭

の k 音の脱落が頻繁に起こったとされる（カン・ウンクック 1993: 106）。
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だと推定される。17 世紀までの韓国語オノマトペは、主に動詞を修飾する副詞として用いられ
るか、あるいはオノマトペがそのまま単独で用いられ、述語的な機能を果たすのが典型的であ
った（例：ᄲᅮᄲ
ᆺ ᅩ시 銀潢에 냇도다＜稲の苗が水面に尖がって突き出ている＞; ナム・プンヒョ
ン 1993: 99）。しかし、時間の経過にともない、現代韓国語で最も結合範囲が広い-hata と結合
するオノマトペが徐々に増え、その次に-kelita、-tayta、-ita の順に結合範囲が広まった（ジョ・
チヤンギュ 2017）。-tayta はその出現時期が最も遅く、18 世紀初期に出現したとされる。-ita は
既に 15 世紀中期には出現していたが、現代韓国語と同じく音節末音が/-k/, /-ŋ/で終わるオノマト
ペにしか結合しないという音韻的制約があったため、結合範囲はそれほど広くなかった（キ
ム・カンチュル 2003）6。一方、18 世紀から 19 世紀の資料によると、これらの 4 つの接尾辞は、
既に高い生産性を獲得し、現代韓国語とほぼ同様の振る舞いを見せるようになったとされる
（ジョ・ソングム 2015）。すなわち、時間の経過とともに、接尾辞との結合範囲が徐々に広く
なり、言語体系に組み込まれていく形で変化してきたと言える。
以上、日韓両言語の述語化における一連の変遷過程を辿ってみた。両言語とも述語化を好む
傾向に移行してきた。すなわち、時間の経過とともに、形態統語的統合性が高くなる形で変化
してきたと言える。本節における日韓オノマトペの通時的観察は、形態統語的統合性の通言語
的仮説 (Dingemanse 2011, 2017a; Haiman 2018) に対し、根拠を提供するものと考えられる。以下
では、これまでの内容を踏まえ、オノマトペの統合性に影響を与えると推測されるいくつかの
背景要因を挙げ、言語進化論、統語類型論、意味類型論、表現構造の類型論の観点から 5 つの
仮説を提示する。

7.4. オノマトペの言語的統合性に対する仮説
本節では、日韓オノマトペの言語的統合性の差の起源や、統合性の差を生むと推測されるい
くつかの要因について述べていく。

●仮説 1: 言語進化論 (Haiman 2018)
言語進化論とは、オノマトペは、音を類像的に模倣するため、写実性が強いものであるが、
次第に慣習化が進み、最終的には一般語体系に深く組み込まれていくものである、と捉える説

6

ただし、-ita は、出現当時は擬態語の語根としか結合しなかった。現代語のように擬音語と結合す

るようになったのは、近代以降（17 世紀から 19 世紀）とされる。結合する語の意味による制約が緩
くなり、オノマトペ動詞が擬音語まで取り込むようになったということは、形態統語的な統合がこの
時点から始まったということを示唆する。
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である。こうした流れの上で、オノマトペは長期間に渡って繰り返し使われるうちに、次第に
変化を遂げ、出現当初は単に物音を写し取ることしかできなかったのが、徐々に一般語として
の地位を獲得していくものだと捉えられる。その変化の現れとして代表的なのは、統語的多様
性、精密性の高い音韻・形態的条件、標準化などが挙げられる (Haiman 2018: 300)。
Haiman (2018: 306) は、オノマトペ体系は最も原始的で、自然なものであるが、次第に精錬さ
れた意味を表すものに変化していくものだと主張し、この一連のプロセスを「文明化プロセ
ス」(civilizing process) と名付けている。この文明化は、デジタル化、文法化、類像性の喪失と
いう 3 つの変化を伴い、これらの変化を誘発する主な要因として、話し手による反復使用を挙
げている。つまり、ある人間の行為が長期間に渡って頻繁に繰り返されると、慣習的なものと
して位置づけられやすくなるということである。この仮説は、以下の図 7-3 のようにまとめられ
る。

図 7-3. 原始的な記号から文明化への慣習的な経路 (Haiman 2018: 306)

図 7-3 に基づくと、日韓オノマトペの大部分は、時間軸の右端寄りに位置づけられると考えられ
る。その証拠として、子音や母音の交替によって微細なニュアンスの違いを表す精密性の高い
音韻体系や、定型化したアクセントパターン（日本語 7）、副詞、動詞、形容詞と代表される多

7

韓国語オノマトペには、日本語オノマトペのように定型化したアクセントパターンが存在しない。

現代韓国語には、オノマトペだけではなく、一般語にも語の意味を弁別するためのアクセントパター
ンは特に存在しない。現代韓国語のアクセント体系は、語単位ではなく、句単位として捉えるのが妥
当であるという意見もある (Koo 1986)。
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様な統語体系が挙げられる。ここで日韓両言語を比較してみると、韓国語オノマトペは日本語
オノマトペに比べ、より時間軸の右側に位置づけられると考えられる。一方、第 5 章と第 6 章
で考察した非常に口語性が高く、非慣習的なオノマトペは、辞書に登録されている慣習化した
オノマトペよりは、時間軸の左側に位置づけられる。
言語間、あるいは個別言語内の下位グループに見られる統合性の差は、言語進化論に基づく
と、どれほど当該語が進化を遂げたのかという文明化（すなわち、一般語化）の程度性が反映
された結果であると言える。この進化の度合いは、時間の経過にともなって推移していくとさ
れることから、韓国語オノマトペの発生起源は、日本語オノマトペよりはるかに古いと推測で
きるかもしれない。ただし、この仮説では、日韓両言語の進化の速度は考慮されていない。こ
の仮説を検証するには、歴史的変遷の様相について、言語別により詳細な観察を行う必要があ
る。
日韓オノマトペの起源について記された歴史的資料によると、日本語オノマトペが最初に文
献上に現れたのは、712 年に成立した『古事記』とされる（『新編日本古典文学全集』1 巻「古
事記」）。『古事記』は、現存する最古の歴史書である。一方、韓国語の場合は、紀元前 17 世
紀の瑠璃王朝時代に成立した『三國史記』の「高句麗本紀」とされ、日本語よりはるかに古い
時代までさかのぼる。当時のオノマトペの表記は、日韓両言語とも漢字の当て字を使用してい
た。以下の (7-7) に日本語の例を、(7-8) に韓国語の例をそれぞれ示す（本文の下線は、いずれ
も筆者による）。

(7-7)

於是、天神諸命以、詔伊耶那岐命・伊耶那美命二柱神、修理固成是多陀用弊流之国、
賜天沼矛而、言依賜也。故、二柱神、立＜訓立云／多々志。＞天浮橋而、指下其沼矛
以画者、塩許々袁々呂々邇＜此七字／以音。＞画鳴＜訓鳴伝／那志也。＞而、引上時、
自其矛末垂落塩之、累積成島。是、淤能碁呂島。＜自淤以下／四字以音。＞
『古事記』
＜現代語訳＞
天の神々の言いつけで、イザナキ・イザナミの二神が、クニをアメノヌホコでかき回し
た。その時に、塩を「こをろこをろ」とかき鳴らした後、アメノヌホコを引き上げると、
そこから塩がしたたり落ちてつみかさなり、鳥となった。これが、オノゴロジマである。
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(7-8)

翩翩黃鳥 雌雄相依 念我之獨 誰其與歸
『三國史記』「黃鳥歌」
＜現代語訳＞
勢いよく飛ぶ鶯は、雄と雌が仲睦まじいが、寂しいわたしは誰と一緒に生きていくのだ
ろうか。

(7-7) の下線部の「こをろこをろ」は、現代語で「からから」に当たるものとされる。これは塩
を掻き回す音を表すものとして用いられている。(7-8) は、現代語の phelphel という語に当たる
もので、鶯が勢いよく飛ぶ様子を表すものである。以上の文献資料に基づくと、日本語オノマ
トペより韓国語オノマトペの方が古くから存在していたと言えそうだが、これらの資料だけで
正確な判断を下すのは難しい。現時点では日本語オノマトペに関する歴史的考察が『古事記』
までしかさかのぼっていないため、それ以前はどうだったのかについては解明されていない。
このように通時的考察は、古文書の収集や解読など様々な難題を抱えているため、その全貌を
解明するには限界がある。
一方、Haiman (2018) の言語進化論とは異なる観点からの主張もある。Haiman (2018) は、オ
ノマトペは専ら言語体系に統合され続けていく、一方向のみを示すものとして捉えているが、
Flaksman (2017) は、言語体系は常に類像性と恣意性のバランスを維持しようとするため、言語
体系に深く統合されていくオノマトペがある場合、その空白を埋めるかのように類像性が極め
て高いものも生まれてくると主張している。こうしたメカニズムの動機づけになるのは、効果
的なコミュニケーションを図るためとしている。Flaksman (2017) は、英語のオノマトペにおけ
る歴史的観察を行い、「脱オノマトペ化」の段階を 4 つに分け、それぞれのレベルに属するオ
ノマトペの数の推移を時代別に観察している。考察の結果、オノマトペが類像性を帯びること
と、一般語に近い性質を帯びていくこと（すなわち、「脱オノマトペ化」）は、バランスを維
持しながら発達してきた、という結果を得たと述べている。この結果は、類像性と恣意性は、
言語形式と意味を構成する過程において非可逆的に減ずるものではなく、それぞれの役割分担
が異なるということを示唆するものである (Dingemanse et al. 2015)。
言語進化論は、オノマトペの統合性の進度を論じるのに大きなヒントにはなりうるが、より
正当性のある議論を進めるためには、膨大な歴史的資料の観察を含め、共時的研究と通時的研
究の手法を交えた、慎重な検討を行う必要がある。

●仮説 2: 一般語体系の統語体系の影響
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この仮説は、既存体系の統語形式がオノマトペ体系をも覆い（しかし、どちらがどちらを覆
ったかは不明である）、動詞や形容詞といった述語形式の形成を促す、と捉えるものである
（秋田 2018a）。序章でも述べたように、オノマトペ体系は、決して一般語体系と切り離された
ものではなく、同一線上で捉えられるべきのものである。
オノマトペの形態統語的統合性の議論の上で、核心的要素である日本語の「いう」「する」、
韓国語の-tayta/-ita/-hata は、一般語体系においても生産性が高く、オノマトペ体系におけるそれ
らと類似した意味、機能を持つ8。日本語オノマトペにおいて最も生産性が高い「する」は、オ
ノマトペにおいて動作を表すものやものの状態、属性を表すものと結合する（第 3 章と第 4.4 節
を参照）。一般語体系においても、日本語の代表的な機能動詞の 1 つとして、実質的な意味を
表す名詞と結合し、動詞を形成する（村木 1991）。結合する名詞は、実に幅広く、固有語
（例：「気配りする」）、外来語（例：「ケアする」）、漢語（例：「配慮する」）に至るま
で様々な語と結合し、様態性あるいは状態性を表す。「する」そのものの意味は、抽象性が高
いため、先行する成分の意味に大きく左右される（仮説 3 で詳述）9。こうした機能動詞「す
る」の幅広い意味的特質は、第 5 章と第 6 章で見たオノマトペ「する」動詞と多くの部分が共
通している。
次に、ものの状態や属性を表し文末で「だ」として実現されるコピュラ（例：「肌がすべす
べだ」）は、一般語体系においてもオノマトペ体系における場合と同様に、対象の性質や属性
など静的事象を表す（例：「肌がきれいだ」）（上林 1988）。すなわち、一般語体系における
述語化形式の意味用法は、オノマトペ体系の述語化形式においても同様の用法で使われている。
それでは韓国語の場合はどうであろうか。韓国語の 4 つの接尾辞の中で、最も結合範囲が広
い hata は、韓国語の代表的な機能動詞の 1 つであり、固有語（例：salang-hata＜愛する＞）、
外来語（例：keyim-hata＜ゲームする＞）、漢語（例：samo-hata (直訳) 思慕する＜慕う＞）な
ど様々な語と幅広く結合し、動詞あるいは形容詞を形成する。hata は、単独で用いられ、主体
の行為を表すことも、抽象的名詞、形容詞などと結合し動作を表したり状態を表したりするこ
とも可能である（キム・ジェヨル 1999）。こうしたことから、hata には実質的な意味がないと
される場合もある。しかし、キム・ジェヨル (1999) では、単独で主語に関わる事象を叙述する
8

韓国語の-kelita は、オノマトペ限定の接尾辞であるため、本議論の考察対象からは外れる。

9

「する」は、その意味的稀薄性や高い生産性から韓国語の hata と比較されることが多いが（韓

1990; 生越 1982; 柴 1986）、「する」は自動詞、他動詞とも機能する一方、韓国語の hata は専ら他
動詞として機能するという相違点がある。また、韓国語では日本語の「する」に対応するものとして
hata の他、toyta＜なる＞が用いられることや、hata が高い動作性を示すことなどから、「する」より
hata の方がその分布が狭いとされる（アン・ビョンゴル 2003）。
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機能が認められるとし（例：Chelswu-ka kongpwu-lul ha-ta＜チョルスが勉強をする＞）、hata の
文法範疇は動詞であると主張している。hata の意味的特質としては、＜抽象化した動き＞とい
う基本的な意味の他に、hata に先行する意味内容を外部に向かって表出すること（外的表現
性）と、先行成分が動作を表すか状態を表すかによって hata 構文の全体的意味が決まること
（意味的依存性）が挙げられている。こうした意味的特質は、オノマトペ体系においても同様
に見られ、動きを表すものと結合する場合は動詞として（例：hilkushilkus-hata（直訳）じろじろ
する＜じろじろ見る＞）、ものの状態、属性を表すものと結合する場合は形容詞として（例：
mallangmallang-hata＜ふんわりしている＞）、それぞれ機能する。そのため、韓国語オノマトペ
の 4 つの接尾辞のうち最も結合範囲が広い。
-ita は、一般語体系においてはコピュラであり、その結合範囲は、hata に匹敵するほど非常に
広範囲に渡る。ただし、オノマトペ体系において-ita は生産性が低い。それは、オノマトペの音
節末音が/-k/, /-ŋ/で終わるものの一部としか結合しないという音韻的制約があるからである（第
3 章を参照）10。
-tayta は、第 3.3.6 節で示したように、一般語体系においてもオノマトペと結合した場合と同
様に、話し手の対象に対する否定的な評価を表す。-tayta は、一般語体系において補助動詞とし
て機能し、動きの繰り返しを表す動詞と共起して反復的な行為あるいは動きの大きさを強調す
る意味を持つ。こうした強調的意味は、話し手の動作主あるいは動作主の行為に対する否定的
評価に結びつくことが多い（キム・ヨンシン 1998; パク・ソンオク 2004）。
このように、オノマトペを述語化する日本語の「いう」や「する」、コピュラ、韓国語の
-hata/-tayta/-ita は、いずれも一般語体系においても類似した意味、機能を持ちながら広範囲に渡
って用いられる。このことから、これらの形式は、一般語体系において高い生産性や幅広い語
形成能力を有するがゆえに、オノマトペ体系にも入り込みやすく、結果的にオノマトペの述語
化過程に積極的に参加できるのではないかと考えられる。つまり、日韓オノマトペ体系の統語
的多様性と統合の様相は、一般語体系の統語に起因する可能性があるということである。
こうした現象は、日韓両言語に限らず、通言語的にも類例が報告されている。例えば、ギャ
ロン語（シナチベット語族）のオノマトペは、主に副詞、動詞、形容詞として機能するが、そ
の中でも動詞と形容詞が中心的な統語範疇とされる。動詞は 4 つの軽動詞との結合によって、
形容詞は名詞転換動詞 (denominal verbs) の接頭辞との結合によって形成される。オノマトペ動
詞を形成する 4 つの軽動詞のうち、状態を表す pa と、stu の再帰動詞 ʑɣɤ-stu＜～のように振る

10

音韻的制約は、「オノマトペ-ita」形式が文献上に初めて確認された 15 世紀から存在していた。こ

うした音韻的制約が、なぜオノマトペ体系のみに適用されるのかについてはまだ解明されていない。
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舞う＞はオノマトペ体系に限られるが、物音の放出を表す ti＜いう＞と様態を表す stu＜～のよ
うに行う＞は、一般語体系においても高い生産性を持ち、広く用いられるものであるという
(Jacques 2013)。
このように、オノマトペの統語的多様性は、既存体系の統語形式に基づく部分が大きいと言
える。日韓オノマトペにおける形態統語的統合性の差は、一般語体系の統語形式にどのような
ものああり、そのうち、どのようなものを、どれほど受け入れるのかという許容の違いによる
のかもしれない。

●仮説 3: 意味的多様性と豊富な語彙目録による統語体系の細分化
本仮説は、オノマトペが表す意味内容の多様性と豊富な語彙目録が、統語体系の細分化を促
し、更には統合性の差を左右する要因になると捉えるものである (Akita 2009)。オノマトペが表
す意味内容が、音、動作、様態、内部感覚、心情など多岐に渡ると、その意味内容に応じ、統
語形式も様々な種類のものが必要になってくる可能性がある。日韓オノマトペは、いずれも擬
音語、擬態語、擬情語のように、その表す内容が実に様々である。更に韓国語には、色、味、
匂いを表すものも存在する。オノマトペが表す意味内容と、統語体系との対応関係を見てみる
と、一定の法則性が見い出される。日韓両言語とも副詞用法が典型的であるが、日本語の擬音
語は「いう」動詞を、擬態語と擬情語は「する」動詞を、擬態語の中で状態を表すものはコピ
ュラ文を形成する。韓国語の擬音語は-kelita/-tayta 動詞を、擬態語と擬情語は-kelita/-tayta/-ita/
-hata 動詞を、擬態語の中でものの属性、状態を表すものは-hata 形容詞を形成する。仮説 2 でも
言及したように、オノマトペと機能動詞や発話動詞、接尾辞は、意味的に密接な関係にある。
すなわち、オノマトペ体系がどのような統語分布を見せ、どのような統語形式と結合するのか
ということは、オノマトペが表す意味内容に基づくと言える。日韓オノマトペが副詞、動詞、
形容詞のように多岐に渡る統語体系を持つことと、述語化する際に様々な種類の形式と結合す
ることは、日韓オノマトペが表す意味内容の多様性に起因すると考えられる。

●仮説 4: 一般語のオノマトペ化
本仮説は、一般動詞や形容詞が、オノマトペ体系に入り込むことにより、結果的にオノマト
ペの統合性に影響を与えることになった、と捉えるものである。日韓オノマトペを個別に見て
みると、語源的に一般動詞や形容詞から派生したものがたびたび観察される。例えば、日本語
オノマトペの「くどくど」は、形容詞「くどい」の語幹「くど」が反復したものとされる。ま
た、「こんがり」は動詞「焦がす」から派生したものとされる（山口 2003）。このようにオノ
マトペの語源を辿っていくと、一般語体系との接点がうかがわれる。
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日韓オノマトペの語彙体系には、このように一般動詞や形容詞から派生したとされるものが
数多く存在する（浜野 2014; 角岡 2007; チェ・ワン 2003; パク・ドングン 2017）。まず韓国
語を見ると、パク・ドングン (2017) は、現代韓国語の擬態語 3,441 語のうち、623 語 (18.10%)
が一般動詞または形容詞から派生したものであると主張し、1 つの動詞、形容詞につき、平均約
5, 6 語のオノマトペが派生したとしている。1 つの動詞、形容詞から派生されるオノマトペの数
が多数になるのは、子音や母音の交替による派生形が体系的に作り出されるためである。以下
の表 7-1 にその具体例を示す（パク・ドングン 2017: 47-53）。

表 7-1. 一般動詞から派生したオノマトペ
一般動詞
a. hulki-ta
＜睨む、見据える＞
b. cel-ta
＜(足を) 引きずる＞
c. huntul-ta
＜揺らす＞
d. mikku-lepta
＜滑らかだ＞
e. si-ta＜酸っぱい＞
f. kechil-ta＜荒い＞

派生オノマトペ
hulki-s/hulki-s, hulkki-s/hulkki-s, hulki-cwuk/hulki-cwuk, hulk-us/hulk-us,
hulkk-us/hulkk-us, hulk-um/hulk-um, hulkk-um/hulkk-um
cel-lwuk/cel-lwuk, cel-ttwuk/cel-ttwuk, cel-lum/cel-lum, cel-sswuk/cel-sswuk,
ccel-lwuk/ccel-lwuk, ccel-ttwuk/ccel-ttwuk, ccel-lum/ccel-lum, ccel-sswuk/ccelsswuk
huntul/huntul, huntul-eng/huntul-eng, huntu-cek/huntu-cek
mikkul/mikkul, mikku-n/mikku-n, mikku-teng/mikku-teng, mikku-ntwung/mik
ku-ntwung
si-kum/si-kum, si-khum/si-khum, si-khwum/si-khwum, si-kun/si-kun, si-khun/sikhun, si-khum/si-khum
kechil/kechil, kkechilk/kechil

（パク・ドングン (2017: 47-53) から一部を抜粋；強調形と形態素分析は筆者による）

表 7-1 で、オノマトペの語形成パターンは、/-s/, /-k/, /-lwuk/, /-leŋ/, /-cek/ などの音節末音の添
加、語幹の重複によるパターンが典型的である。こうした語形成パターンは、（ハングル字母
で書かれた）オノマトペが初めて登場した 15 世紀から既に観察される（カン・ウンクック
199311）。ここで注目すべきことは、これらのオノマトペは、その基になる語が、動作性を表す
動詞またはものの性質、属性を表す形容詞であるため、接尾辞-kelita/-tayta/-hata との結合による
動詞や形容詞の形成が可能であるということである（例：hulkis-{kelita/-tayta}＜じろじろ見る＞、
cellwuk-{kelita/-tayta}＜片足を引きずる＞、huntul-{kelita/-tayta}＜ゆらゆらする＞、mikkul-{kelita/tayta}＜つるつるする＞）。その中で、形容詞から派生したものは、-hata と結合し、形容詞を形

11

カン・ウンクック (1993) は、15 世紀から 19 世紀までハングルで書かれた文献資料を対象に、韓

国語の接尾辞の歴史的変遷に関する包括的な考察を行っている。オノマトペを派生させる接辞として、
音節末音の/-s/、/-k/, /-cak/, /-cuk/, /-cyuk/, /-cyok/が代表的ものであるとしている。
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成することが必須となる（例：sikum-hata＜酸っぱい＞、kechil-hata＜脂気、水気がなく、荒い
＞）。これは、仮説 3 でも述べたように、韓国語オノマトペの形態統語的統合性を高めること
に直結する要因である。
一方、日本語オノマトペにも一般動詞あるいは形容詞から派生したとされるオノマトペが多
数存在する。角岡 (2007: 18-30) には、計 46 語が例示されている。以下の (7-9) にその一部を
示す。

(7-9)

a. くどい＞くどくど
b. のろい＞のろのろ
c. 怖ず（おず）＞おずおず、おどおど
d. たまる＞たんまり
e. そそく、そそくる12＞そそくさ
（角岡 2007: 18-30 から一部を抜粋）

しかし、本仮説を検証するには、まず語の起源に対する客観的な判定基準の設定が必須とな
るが、これを明らかにするのは簡単なことではない。判断基準の設定は、歴史的資料の収集や
解読の問題に加え、研究者の判断によって左右される可能性もあるからである。現時点では、
日韓両言語とも一般動詞や形容詞を起源とするオノマトペが存在し、オノマトペの形態統語的
統合性を高める 1 つの要因として働くという仮説が立てられる。今後、一般動詞や形容詞を起
源とするオノマトペがどれほどあるのかに対する判断基準の設定や、これらの語における述語
化率を明らかにした上で、言語比較を進めていく必要がある。

●仮説 5: 言語の表現構造の相違
本仮説では、日本語と韓国語の一般語体系における統語的、意味的な面に見られる相違点に
目を向け、オノマトペ体系における相違点を再解釈していく、という方針を取る。
序章でも述べた通り、日本語と韓国語は、通言語的に非常に類似した体系を成しているため、
類型論的研究で、しばしば同じグループに分類される。しかしながら、両言語は多くの類似点
を共有しながらも、詳細については相違点も多く存在する。その中でも日韓対照言語学におい

12

(7-9e) の「そそく」は、現代語で＜取り急ぎ事をする、落ち着かないでいる＞という意味を、「そ

そくる」は、＜せわしく指先を動かす、忙しそうに物事をする＞という意味を表す（『デジタル大辞
林』）。
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て頻繁に議論の対象となるのが、「表現構造」（林 1995; 金 2002）の違いである13。表現構造
とは、当該言語の母語話者にとって、その言語らしいか、らしくないかの「自然さ」を問うも
のである。これは、言語の文法的側面を捉える統語構造とは区別されるものである（林 2003:
206）。
これまで行われてきた代表的な議論として、補文化辞や文末名詞化の構文（金・堀江 2006）、
名詞化・動詞化構文（林 2003, 2004; 井上・金 1998; 金 2003; 生越 2002, 2011; 塚本 2009）、
複合名詞と複合動詞（金 2008; ジョ・ウンスク 2009）に関するものが挙げられる。これらの一
連の研究における考察結果を要約すると、大きく次の 2 点にまとめられる。(i) 日本語は名詞化
構文を、韓国語は動詞化構文を選好する、(ii) 日本語は 1 つの形式に多様な意味、機能が集約さ
れ、語用論的解釈に委ねられる部分が大きい一方、韓国語は 1 つの形式にそれぞれ異なる意味、
機能が振り分けられる傾向が高い。よって、語用論的推論が果たす役割は、日本語より少ない。
これらの 2 つのことは、いずれも本論文の日韓オノマトペの統合性の議論との関連性がうかが
われる。例えば、(i) の現象については、日本語では具体的事象を指し示す表現として、(7-10a)
のように名詞化構文が用いられる傾向が強い一方、韓国語では日本語と同様の構文形式を用い
ると、極めて不自然な文になるため、(7-10c) のように動詞化構文を用いられるのが一般的であ
る14。

(7-10) a. 外は雨です。
b. ?Pakk-un
外-主題

pi-ipnita.
雨-終結語尾（上称）

（外は雨です。）
c. Pakk-un
外-主題

pi-ka

o-ko

iss-supnita.

雨-主格

降る-接続

いる-終結語尾（上称）

（外は雨が降っています。）
（林 2004: 219）

13

「表現構造」という概念は、国広 (1967a) によって提唱されたものである。国広 (1967a: 146) は

英語と日本語を比較し、表現構造とは、「表現の相違から統語構造の相違を差し引いたあとにもまだ
残るもの」と定義し、「同一の意味に基づく表現は言語によっていろいろな異なり方を示す」という
ことを前提にしている。
14

韓国語例文に付記しているグロス表記は、筆者によるものである。
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次に「有無・存在・所在」の意味を表す場合、日本語では (7-11a) のように存在詞「いる」
「ある」を用いずに、名詞化構文が使用される傾向が高い。一方、韓国語では同様の構文形式
が許されず、(7-11c) のように iss-ta＜いる／ある＞、ep-ta＜ない＞という存在詞で表す必要があ
る。

(7-11) a. 田中さんは、今、研究室です。
b. ?Tanakha-ssi nun
田中-さん

cikum

主題 今

yenkwu-sil-ipnita.
研究-室-終結語尾（上称）

（田中さんは今研究室です。）
c. Tanakha-ssi-nun
田中-さん-主題

cikum

yenkwu-sil-ey

iss-supnita15.

今

研究-室-場所格

いる-終結語尾（上称）

（田中さんは今研究室にいます。）
（林 2004: 220）

これらの表現以外にも、林 (2004) は日本語で「する」「なる」動詞の代わりに名詞化構文が
用いられる表現についても言及している（例：「ジョギングですか」「もう時間です」）。し
かし、このような場合、韓国語では、「する」「なる」に相当する-hata＜する＞、-toyta＜なる
＞を用いなければならない（例：Cyoking-ha-seyyo?＜ジョギングしますか＞、Icey sikan ta twayss-supnita＜もう時間になりました＞）。また、待遇法においても、日本語では、名詞化構文が
頻繁に用いられる（例：「先生は週末にご出発です」）一方、韓国語ではそのようなことは許
されず、述語が尊敬語化しなければならない（例：Sensayngnim-un cwumal-ey chwulpal-ha-si-pnita
＜先生は週末に出発なさいます＞）。また、複合名詞の語形成パターンにも相違を見せ、日本
語は名詞化パターンを好む（例：「帰り道」「黒塗りの壁」）一方、韓国語は動詞を用いた連
用形式を好む（例：tolaka-nun kil＜帰る道＞、kem-un chil-ul ha-n pyek＜黒い塗りをした壁＞）と
いう指摘がなされている（金 2003; 金 2008）。
また、日本語の「の」による名詞表現が、韓国語では動詞の連体形に対応する現象も指摘さ
れている。日本語では名詞と名詞の間に「の」を挿入して名詞的表現を作ることが可能だが
（例：「雨の日には」）、韓国語では同様のことが許されず（例：??pi-uy nal-eynun＜雨の日に
は＞）、動詞を補い連体形を形成する必要がある（例：pi-ka nayli-nun nal-eynun＜雨が降る日に
は＞）。

15

林 (2004: 220) には、日本語に対応できる韓国語例文が記述されなかったため、(7-11c) に筆者に

よる例文を提示する。
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こうした違いが生じるのは、日本語の「の」と韓国語の-uy＜の＞が持つ意味的な機能が異な
るためである。韓国語の-uy は、属格としての機能しか持たないのに対し（例：na-uy nonmwun＜
私の論文＞）、日本語の「の」は属格を含め、動詞の連用形としても機能することができる
（例：「今日欠席｛の／した｝田中さん」）（生越 2011; ジョ・ウンスク 2009; 塚本 1997）。
すなわち、「の」は-uy に比べ多機能化しているため、より広範にわたる様々な使い方ができる
(Horie 1998)。
一方、(ii) の現象については、機能動詞「する」の高い生産性が代表的なものとして挙げられ
る（金 2008）。日本語の「する」動詞に対応する韓国語の動詞は、実質的意味を持つ動詞であ
る場合が多い（例：「腕組をする」、Phalccang-ul {kki-ta/*ha-ta}＜腕組みを｛組む／する｝＞）。
韓国語には日本語の「する」に相当する hata 動詞が存在するものの、「する」ほど使用範囲が
広くない。
このように、日本語は韓国語に比べ、1 つの形式に様々な意味的、統語的な機能が詰め込まれ
ており、文脈への柔軟性が高いと考えられる。文脈に応じ、意味解釈が異なりうる可能性が高
いということは、既存の規則に束縛されず、新しい用法や意味を創出する活動に積極的に参加
でき、また新奇のものに対する受容性も高い、ということに繋がると考えられる。1 つの形式が
多機能であることと、それに伴う柔軟性の高い意味的、統語的な振る舞いは、第 5 章と第 6 章
の口語性の議論に繋がる部分がある。日韓オノマトペは、口語においてオノマトペ動詞用法の
高い使用率を見せるが、このような傾向は日本語の方が韓国語より著しかった。話し手は、既
存の規則を守らず、本来は文法的に動詞用法が許されないものも動詞化してしまう。これは、
日本語の機能動詞「する」が、韓国語の接尾辞-kelita/-tayta/-ita に比べ、意味的指定性が低く、
多機能であるがゆえに、新奇用法を創出する活動に積極的に参加できるためと考えられる。
その一方で、韓国語は 1 つの形式に 1 つ、または少数の意味、機能のみを付与し、単一の形
式が多機能的に使用されるのを拒む。つまり、形式と意味の関係は、一対一対応関係を好むわ
けである。また、ある事象に関わる数々の情報を、省くことなく言語形式で分析的に表そうと
する傾向が強い（堀江・プラシャント 2009; 金 2003）。従って、ある形式の意味を理解するた
めに、日本語のように話し手と聞き手による文脈情報からの推論はそれほど求められない（塚
本 2002）。これは、文脈や話し手による意味解釈の融通が日本語のようには利かない、という
ことを示唆する。それぞれの形式に決まった意味が付与され、更にそのような形式を多く用意
し、事象の細かな部分まで言語形式で明示的に表すことを好む言語では、柔軟性の高い統語的、
意味的な振る舞いは許容されにくい。
韓国語オノマトペが高い形態統語的的統合性を示す核心的な要因と考えられる 4 つの接尾辞
の存在は、一般語体系において観察される単一形式の単義語化、単機能化と一脈相通ずる。韓
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国語オノマトペは、事象を表す際、動詞形式を用いてアスペクト的意味を表したり（-kelita/
-tayta/-ita 動詞）、話し手の対象に対する評価まで表したりすることが多い（-tayta 動詞）。これ
らの情報を言語形式で具体的に表すために、それぞれ異なる意味指定を持つ接尾辞との結合が
必要になるわけである（第 3 章を参照）。
一般語体系とオノマトペ体系は、一見、別ものに見えるかもしれないが、その根底では、多
くの部分を共有していると考えられる。従来の一般語体系の研究で指摘されてきた日本語にお
ける単一形式の多機能化、語用論的解釈の柔軟性、韓国語の各形式の意味、機能の細分化は、
オノマトペ体系に当てはまる部分が多い。日韓オノマトペの統合性の差は、各言語のこうした
一般的特徴による可能性が考えられよう。
以上、本節では日韓オノマトペの言語的統合性の差の起源や、統合性の差を生むと推測され
る背景要因について、言語進化論、統語類型論、意味類型論、表現構造の類型論という観点か
ら 5 つの仮説を提示した。言語間に見られる統合性の差は、1 つの要因によってもたされた結果
ではない可能性がある。そこには、様々な言語内外の要因が歴史的変遷とともに複雑に絡み合
っていると考えられる。逆に、どれか 1 つの仮説のみで説明されうる可能性も残っている。勿
論、本節で提案した 5 つの仮説以外にも、オノマトペの言語的統合性に直接的・間接的に影響
を与える要因は存在するかもしれない。本節で提案した仮説により、オノマトペの言語的統合
性に関する通言語的考察の理解に些かなりとも貢献することを期待する。

7.5. 本論文の研究の意義と今後の展望

本論文では、オノマトペの構文的特徴に注目し、言語的統合性と相関関係を成す複数の言語
的特徴を提示した。更に日韓両言語の比較を行い、言語間における統合性の差を明らかにした。
オノマトペの統合性に関する議論は、既に論じられてきた問題であるにもかかわらず（序章を
参照）、どのような要素がオノマトペの統合性と関係するのか、言語間の統合性の差はどの程
度あるのか、統合性の差の背景には根本的な要因として何が働くのかなど、解決すべき課題が
山積している。
これらを踏まえ、本論文では「意味的特定性」「メタファー拡張」「口語性」「非慣習性
（表出性／新奇性）」という 4 つの形式的・機能的特徴に着目し、オノマトペの形態統語的統
合性との相関関係を明らかにした。考察の結果、日韓オノマトペは、統語分布と文法的生起可
能性の上では、非常に類似した様相を見せ、ほぼ同等の統合性を見せることがわかった。しか
し、各母語話者による日常会話のデータを観察した結果、韓国語オノマトペは、日本語オノマ
トペに比べ、述語化率が高く、より高い統合性を示すことが明らかになった。この結果から、
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オノマトペが文法的にどのように生起しうるのかということと、それが実際にどのように使わ
れるのかは、必ずしも一致しないということが示された。一方、韓国語オノマトペにおいては、
慣用句化したものが多数観察されるなど、語彙化や慣習化が相対的に進んでいるものが多いこ
とがわかった。この結果は、韓国語オノマトペの高い言語的統合性を示唆するとともに、オノ
マトペの形態統語的統合性と語彙的統合性は、お互いに密接な関係にあることを示すものであ
る。
本論文による考察結果は、日韓オノマトペをオノマトペ類型論 (ideophone typology) という大
きな地図の上に配置させんとするものである。従来、日本語と韓国語は、言語体系の近似性ゆ
えに、当該研究において同じグループに括られてしまいがちであった。このことからも、本論
文で初めて明らかになった日韓両言語の相違は、本論文における大きな成果であり、いまだス
ケッチの段階であるオノマトペ類型論に着実な貢献を果たすものと期待される。
また、本論文には、オノマトペ類型論研究において、以下の 4 つの意義を有する。第 1 の意
義は、先述の「意味的特定性」「メタファー拡張」「口語性」「非慣習性」という統合性と相
関関係を成す複数の形式的・機能的特徴を提供したことである。本論文が提出する 4 つの特徴
は、特定の言語のオノマトペに固有の性質ではないため、日韓両言語に限らず、他言語への応
用が可能なものと考えられる。これは、オノマトペの統合性に対する理解を深めることに貢献
するものである。
第 2 の意義は、オノマトペの形態統語的統合性について、文法的生起可能性に基づく検討
（統語範疇）と、日常会話のデータに基づく検討（統語位置）を行ったことによって、両者は
同一視すべきものではないということを示したことである。ただし、これは、統語範疇あるい
は統語位置のどちらか一方こそが形態統語的統合性と相関関係を成すと主張するものではない。
特に第 5 章と第 6 章では、統語範疇による分析も可能であることから今後更なる分析を進めて
いくべきと考えられる。
第 3 の意義は、オノマトペ類型論において対照研究という分野を導入したことである。従来
のオノマトペ類型論では、マクロな視点からの考察が主流であっため、ミクロな視点の欠如に
よる問題が残されていた。これに対し、本論文は、日韓両言語の詳細な観察を通じ、言語的統
合性と相関する具体的な言語的特徴を提示することができた。
第 4 の意義として、統合性の進度に関する議論にとどまらず、その背景として考えられる根
本的な要因を探索し、5 つの仮説を提示したことが挙げられる。これらの具体的な仮説は、本論
文が持つ「ミクロな視点からマクロな視点へ」という基本姿勢による成果である。以上の 4 つ
の意義は、オノマトペの言語的統合性における多角的なアプローチの重要性を示すものと言え
る。
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最後に今後の課題を述べる。第 1 に、第 6 章の表出性、新奇性の議論において、分析対象が
20 代の大学生の日常会話に限定されていたため、オノマトペの使用実態の全貌を正確に把握す
ることができなかった。また、特に韓国語オノマトペにおいて採集された非慣習的なオノマト
ペの語数が多くなかったため、新奇性の有用性を検証するには限界があった。これについては、
大規模コーパスを基に、様々な年代層のデータや多様なジャンルのテキストを大幅に取り入れ
た包括的な分析を行う必要がある。更に、映像あるいは音声データに基づき、韻律的要素も取
り込んだ観察も共に行うべきであろう。
第 2 に、本論文で提出した 4 つの形式的・機能的特徴や、その背景要因として提示した 5 つ
の仮説が、他言語にどれほど適用できるのかについては、本研究では本格的な検証ができなか
った。これについては、対象言語を拡大し、各言語について綿密に検証していくことが求めら
れる。
第 3 に、本論文で明らかになった 4 つの形式的・機能的特徴の他にも言語的統合性と相関す
るものにはどのようなものがあるのかについて、更なる考察を進めていく必要があると考えら
れる。例えば、第 5 章で口語と文語というレジスターにおける統合性の差を比較したが、レジ
スターをより細かく分類して検討することも可能である。例えば、韓国語オノマトペは、新聞
の見出し語として頻繁に使われることが知られている（キム・ホンボム & パク・ドングン
2001; ジョ・ヘミン & カン・ボムモ 2013）。その際、オノマトペは共起動詞を伴わずにその
まま文末に表れることが多い（例：Cikwuchon cenyek 2019-nyen sayhay-maci chwukcey-lo tulssek16
＜世界中の全域 2019 年新年お祝いフェスティバルでびくっ（比較的重たいものが瞬間的に上下
に揺れ動く様子）＞）。文語の中でも新聞記事は、小説やエッセイなどよりその内容の面から
固い文体が使われる傾向がある。客観的事実の記述が中心となる新聞記事にオノマトペが頻繁
に使われ、意味的に重要な役割を果たしているということは、オノマトペが当該言語の語彙体
系に深く組み込まれていることを示唆するものと思われる。
最後に、本論文では日本語の共通語、韓国語の標準語を対象としたため、方言の観察にまで
は至らなかった。独立用法のオノマトペと類似した統語的な振る舞いを見せる感嘆詞や対称詞
（例：「あなた」「おまえ」）は、同じ語形であっても地域によって意味的な分布や統語位置
（文頭、文中、文末）が異なるという結果が報告されている（友定 2015, 2018）。方言オノマ
トペもまた豊かな文法的多様性を見せるとされることから（川﨑 2018）、オノマトペにおいて
も方言によって言語体系に統合されていく様相や速度が、共通語・標準語のそれとは異なる可

16

『亞洲経済』2019 年 1 月 1 日の記事により抜粋したものである。
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能性がある。本論文が採用した対照言語学、言語類型論的観点は、日本語研究で広がりつつあ
るオノマトペ方言研究にも応用できるものと期待される。
以上の 4 点を、今後取り組むべき課題として掲げたい。
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＜付録 1＞
日本語オノマトペにおける動詞との共起強度

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

オノマトペ

共起動詞

さっぱり
すっかり
にっこり
ぐっすり
きらきら
じろじろ
しっかり
まじまじ
ぽっかり
にやにや
しっかり
ぴったり
すっかり
まじまじ
ぶらぶら
にこにこ
ぐっすり
ぐいぐい
こんがり
さっさ
ばったり
さっさ
ぎゅっ
ぽかん
うっかり
かっ
すくすく
とぼとぼ
ふっ
ぶつぶつ
ぽつん
すんなり
ぐっしょり
しくしく
ぴょんぴょん
ぎゅっ
すたすた
ばっさり
ぺらぺら
ころころ
ぐっ
あんぐり
ざっ
こつこつ
びっくり
ぐいぐい
がらり
ばりばり
うっすら
ぱくぱく
ぴったり
ぞろぞろ
じろじろ
ばったり
ちびちび
さっぱり

分からない
忘れる
笑う
眠る
光る
見る
やる
見つめる
あく
笑う
見る
合う
変わる
見る
歩く
笑う
寝る
引く
焼く
帰る
出(会う)
行く
握りしめる
開ける
忘れる
見開く
育つ
歩く
思う
つぶやく
立つ
受け入れる
濡れる
泣く
跳ねる
抱きしめる
歩く
切る
しゃべる
変わる
堪える
開ける
見る
やる
仰天する
押す
変える
働く
見える
食べる
来る
歩く
眺める
倒れる
飲む
忘れる
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t値
21.06
20.12
15.55
14.42
12.41
12.08
12.03
10.86
9.64
9.58
9.11
9.096
9,06
8.94
8.93
8.82
8.30
8.24
8.12
7.97
7.54
7.39
7.35
7.35
7.33
7.21
7.14
7.07
7.04
7.00
6.99
6.85
6.78
6.71
6.56
6.56
6.55
6.48
6.40
6.31
6.24
6.24
6.22
6.13
5.91
5.91
5.83
5.82
5.81
5.73
5.65
5.65
5.56
5.48
5.47
5.44

述語化
可否
不可
不可
可
不可
可
不可
不可
不可
不可
可
不可
可
不可
不可
可
可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
可
不可
不可
不可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

ぴたっ
めらめら
がぶがぶ
わなわな
てくてく
さめざめ
ぱっ
ぱっ
びっしり
そそくさ
こっそり
ぴょんぴょん
しとしと
ぽっかり
もりもり
ひそひそ
こくん
ぎりぎり
ぼちぼち
ぐらぐら
すやすや
どっかり
くよくよ
つかつか
びっしり
がらり
せっせ
すっぽり
すっぽり
ぎらぎら
のこのこ
ざっ
すんなり
きゅっ
うっすら
すらすら
ばたばた
ぽろぽろ
どんより
こつこつ
ぼろぼろ
ぷかぷか
ぐんぐん
どやどや
こっそり
ふらふら
ちょくちょく
つかつか
ずきずき
にっ
とことこ
ひょっこり
がっちり
ずんずん
めらめら
べったり
こんがり
ぐっ
そそくさ
こんこん
ずかずか
こっくり

止まる
燃える
飲む
震える
歩く
泣く
輝く
開く
並ぶ
出る
見る
飛ぶ
降る
浮かぶ
食べる
話す
うなずく
間に合う
やる
揺れる
眠る
座る
悩む
歩み寄る
詰まる
変わる
働く
入る
収まる
光る
やって来る
混ぜる
いく
締まる
目を開ける
読む
死ぬ
こぼれる
曇る
貯める
こぼす
浮く
伸びる
入る
やる
歩く
来る
歩み寄る
痛む
笑う
歩く
現れる
つかむ
歩く
燃え上がる
くっつく
焼ける
詰まる
帰る
湧く
入ってくる
頷く
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5.38
5.29
5.29
5.200
5.19
5.20
5.09
5.07
4.99
4.97
4.94
4.90
4.90
4.90
4.89
4.89
4.79
4.79
4.76
4.69
4.58
4.58
4.58
4.47
4.47
4.46
4.46
4.43
4.36
4.36
4.36
4.35
4.30
4.24
4.24
4.23
4.22
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.10
4.10
4.10
4
4
3.999
3.997
3.997
3.996
3.995
3.873
3.873
3.872
3.868
3.864
3.741
3.741
3.74

不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
可
可
可
不可
不可
可
不可
可
不可
不可
不可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
可
不可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

にたにた
ひらり
すごすご
むしゃむしゃ
にんまり
すとん
ぷかぷか
へとへと
とことこ
べったり
ぐったり
だらだら
むっくり
じろっ
ずたずた
きゅっ
ちくちく
めそめそ
すごすご
じろっ
がんがん
がんがん
ぼろぼろ
がくがく
そっくり
べたべた
ずるずる
ずかずか
ぷんぷん
ごくごく
ぐんぐん
だらだら
がつん
ぺたん
ちろちろ
ぷい
どっしり
ぐりぐり
がくん
ぼろぼろ
ぴたっ
くどくど
はらはら
ちょくちょく
すいすい
かんかん
すいすい
うとうと
でかでか
はらはら
ぬっ
こそこそ
ぐっしょり
つん
ずたずた
そわそわ
すぱすぱ
むくむく
ばしっ
のっしのっし
ぼろぼろ
ひたひた

笑う
飛ぶ
帰る
食べる
笑う
落ちる
浮かぶ
疲れる
走る
つく
疲れる
流れる
起き上がる
睨む
引き裂く
引き締める
痛む
泣く
帰る
見る
使う
やる
こぼれる
震える
真似る
貼る
引き延ばす
入り込む
怒る
飲む
上がる
流す
やる
座り込む
燃える
向く
構える
回す
落ちる
崩れる
つく
説明する
散る
行く
行く
照る
泳ぐ
眠る
書く
（涙を）流す
出る
やる
汗をかく
澄ます
切り裂く
落ち着かない
吸う
沸く(湧く)
叩く
歩く
こぼれる
注ぐ
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3.74
3.74
3.74
3.74
3.74
3.73
3.60
3.60
3.60
3.60
3.6
3.59
3.46
3.46
3.46
3.46
3.46
3.46
3.46
3.45
3.40
3.39
3.32
3.32
3.31
3.31
3.16
3.16
3.16
3.16
3.16
3.15
3.15
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.99
2.96
2.92
2.83
2.83
2.82
2.82
2.82
2.81
2.78
2.65
2.65
2.65
2.645
2.645
2.645
2.645
2.645
2.64
2.64

可
不可
不可
不可
可
不可
不可
可
不可
不可
可
不可
不可
不可
可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
可
可
不可
不可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
可
不可
不可
可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可
可
不可
不可
不可
可
不可
不可
可
可
不可
不可
不可
不可
可
可

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

ぷりぷり
つやつや
もくもく
すれすれ
じりじり
ずばり
ごっそり
うろうろ
ひょっこり
ぽんぽん
ふっつり
ぽっくり
べろべろ
ずらずら
どかっ
がっくり
すーっ
よろよろ
のろのろ
ちょこちょこ
おめおめ
へたへた
げっそり
がばっ
がっぽり
すくっ
がっぷり
ちろちろ
ばかっ
ころっ
ぺたぺた
ばたばた
ひらひら
ばしっ
ごっそり
ぎりぎり
ぎりぎり
そっくり
でかでか
ちょっぴり
ばったばった
どんちゃん
はった
にゅっ
むず
ぶらり
じたばた
がみがみ
そよそよ
ひし
すたこら
どかどか
どん
ほいほい
すーっ
ぽこぽこ
とんとん
ぽつんぽつん
ぱくっ
ゆさゆさ
ぶすぶす
ぷっ

怒る
光る
上がる
飛ぶ
近づく
指摘する
持つ
歩く
出る
出る
絶つ
逝く
舐める
並ぶ
座る
落ち込む
消える
歩く
歩く
出る
引き下がる
座り込む
やつれる
起き上がる
稼ぐ
立ち上がる
組む
舐める
開く
忘れる
貼る
暴れる
舞う
決まる
抜ける
噛みしめる
滑り込む
引き継ぐ
出る
感じる
なぎ倒す
騒ぐ
睨み付ける
突き出す
掴む
垂らす
もがく
どなる
吹く
抱き締める
逃げる
やってくる
置く
出かける
抜ける
出る
進む
ある
食われる
揺さぶる
突き刺さる
ふくれる
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2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.62
2.62
2.61
2.60
2.45
2.45
2.45
2.45
2.45
2.45
2.44
2.44
2.43
2.39
2.24
2.24
2.24
2.24
2.24
2.24
2.24
2.24
2.24
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.17
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.95
1.73
1.73
1.73
1.73

可
可
不可
可
不可
可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
可
不可
可
不可
不可
不可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
可
可
不可
不可
不可
可
可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
可
可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可

243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

ぶるんぶるん
がしっ
ぺちゃぺちゃ
ひょいひょい
むにゃむにゃ
しおしお
ぱちっ
ひょいひょい
ぐりぐり
ちょいちょい
ぶすぶす
ちょん
はっし
ずけずけ
ずい
ぶつくさ
つんつん
ぐでんぐでん
ぽかり
びしびし
しっぽり
のたりのたり
はっし
ぽいぽい
ごそっ
ぎしぎし
ぽかぽか
ぱーっ
しっぽり
ぶよぶよ
ぴちっ
しょぼしょぼ
ぱーっ
ぴりぴり
ぞくぞく
ぎゃーぎゃー
ぐちゃぐちゃ
ふんわり
ちょん
ふっくら
がっくり
がたがた
にょきにょき
ぱっぱっ
ごちゃごちゃ
べろん
どんぴしゃり
ずんぐり
だくだく
うつらうつら
べとべと
よれよれ
きっかり
かっきり
がばがば
ざくざく

振り回す
つかむ
しゃべる
動かす
つぶやく
帰る
開ける
歩く
押す
行く
突き刺さる
突く
投げつける
言い放つ
乗り出す
（愚痴を）こぼす
つつく
酔う
やられる
伝わってくる
濡れる
動く
つかむ
捨てる
抜ける
痛む
温まる
輝く
過ごす
太る
決める
降る
開ける
痛む
震える
抱く
しゃべる
膨らむ
出る
膨らむ
疲れる
下がる
出る
やる
語る
垂らす
当てはまる
肥える
流す
眠る
つく
縮める
着く
示す
出る
入る
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1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.70
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.40
1.40
1.34
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.99
0.97

不可
不可
可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
可
不可
可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
可
不可
不可
可
不可
不可
不可
可
可
不可
可
可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
可
可
不可
可
可
可
可
可
不可
不可

＜付録 2＞
韓国語オノマトペにおける動詞との共起強度
オノマトペ

共起動詞

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

kkamccak＜びっくり＞
pelttek＜すくっ＞
wuttwuk＜ぬっ＞
penccek＜ひょい＞
kkelkkel＜はは＞
phelccek＜ぴょん＞
pwuccek＜めっきり＞
hwalccak＜ぱーっ＞
hwalccak＜ぱーっ＞
humppek＜びっしょり＞
pelek＜かっ＞
pwutulpwutul＜ぶるぶる＞
salkumsalkum＜こっそり＞
pwulkkun＜ぐっ＞
ppelppel＜だらだら＞
phelphel＜ぴょんぴょん＞
tongtong＜とんとん＞
wuttwuk＜ぬっ＞
mwulssin＜ぷん＞
pingkulpinkul＜くるくる＞

53.70
40.90
39.44
35.24
34.91
26.03
25.93
25.80
25.66
25.41
24.27
23.91
23.51
21.95
21.77
21.74
21.61
20.88
20.39
20.39

述語化
可否
不可
不可
不可
不可
可
可
不可
不可
不可
不可
不可
可
不可
不可
不可
不可
可
不可
不可
可

21

ttolttol＜くるくる＞

19.03

不可

18.62
18.25

可
不可

17.97

不可

17.37
16.69
16.67
16.61
16.61
16.52
16.18
16.15

不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可

t値

22
23

kkalkkal＜からから＞
hwulccek＜ぶらり＞

24

palkhak＜かっ＞

25
26
27
28
29
30
31
32

sengkhum＜大股に＞
passak＜からっ＞
kkongkkong＜かちかち＞
thengtheng＜がらがら＞
kkongkkong＜きりきり＞
pelkhek＜かっ＞
tepsek＜むず＞
paccak＜かちかち＞

nollata＜驚く＞
ilenata＜立ち上がる＞
seta＜立つ＞
tulta＜持つ＞
wusta＜笑う＞
ttwita＜飛ぶ＞
nulta＜増える＞
wusta＜笑う＞
yelta＜開ける＞
cecta＜濡れる＞
ciluta＜(声を)上げる＞
ttelta＜震える＞
takakata＜近づく＞
cwilta＜(こぶしを)握る＞
hullita＜(汗を)流す＞
ttwita＜飛ぶ＞
kwuluta＜踏み鳴らす＞
memchwuta＜止まる＞
phwungkita＜漂わす＞
tolta＜回る＞
mwungchita
＜ひとかたまりにする＞
usta＜笑う＞
ttenata＜去る＞
twiciphita
＜覆される(突然大騒ぎになる様子)＞
takaota＜近寄る＞
maluta＜乾く＞
elta＜凍る＞
pita＜空く＞
mwukkta＜縛りつける＞
(hwa-lul) nayta＜怒りだす＞
capta＜掴む＞
kincanghata＜緊張する＞

33

kkopak＜まんじりともせず＞

(pam-ul) saywuta＜(夜を)明かす＞

16.00

不可

34

paccak＜きりっ＞

kincanghata＜緊張する＞

15.93

不可

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

kolaykolay＜大声で＞
cikusi＜そっ＞
pwutulpwutul＜ぶるぶる＞
paccak＜ぴったり＞
palttak＜がばっ＞
ttak＜ぽっかり＞
sayngkulsayngkul＜にこにこ＞
pingkulpingkul＜にこにこ＞
hicwukhicwuk＜にこにこ＞
silumsilum＜病気を長らく患う様子＞
twultwul＜くるくる＞
telek＜どっ＞
ttak＜きっぱり＞
kalkikalki＜ずたずた＞
mwulekmwulek＜すくすく＞
hwutulhwutul＜ぶるぶる＞
phelphel＜ぐらぐら＞
phengpheng＜こんこん＞

ciluta＜(声を)上げる＞
kamta＜(目を)つぶる＞
ttellita＜震える＞
pwuthta＜くっつく＞
ilenata＜立ち上がる＞
(ip-ul) pellita＜(口を)開ける＞
wusta＜笑う＞
wusta＜笑う＞
wusta＜笑う＞
alhta＜病む＞
malta＜巻く＞
(kep-i) nata＜(怖気が） 立つ＞
caluta＜切る＞
ccicta＜裂く＞
calata＜育つ＞
ttelta＜震える＞
kkulhta＜沸く＞
ssotacita＜降り注ぐ＞

15.75
15.75
15.74
15.54
15.44
15.42
15.19
15.06
14.86
14.18
14.14
14.09
14.02
13.78
13.74
13.56
13.52
13.41

不可
不可
可
不可
不可
不可
可
可
可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
可
不可
不可
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

71
72
73
74

humppek＜すっかり＞
panccakpanccak＜きらきら＞
paccak＜からっ＞
chelchel＜どくどく＞
twungtwung＜ふわふわ＞
pelkhek＜ばたん＞
chingching＜くるくる＞
hwalhwal＜めらめら＞
selleyselley＜頭を軽く横に振る様子＞
kkochikkochi＜根掘り葉掘り＞
hwulccekhwulccek＜しくしく＞
passak＜ぴったり＞
hwelhwel＜すいすい＞
songsong＜さくさく＞
sengkhum＜大股に＞
salccak＜軽く＞
humssin＜びっしょり＞
kkengchwungkkengchwung
＜ぴょんぴょん＞
holttak＜ぞっこん＞
hwulccek＜ひょい＞
chinchin＜くるくる＞
khilkhil＜くすくす＞

75

palkhak＜ぱっ＞

76

penccek＜はっ＞

77
78
79
80

hwihwi＜ぐるり＞
hwihwi＜びゅんびゅん＞
kkilkkil＜くすくす＞
pwusulpwusul＜しとしと＞

81

molakmolak＜もくもく＞

82

penccek＜はっ＞

83

khikkhik＜くすくす＞
pakpak
＜髪の毛、髭を非常に短く剃る様子＞
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84

ppacita＜うぬぼれる＞
pichnata＜輝く、光る＞
maluta＜乾く＞
nemchita＜溢れる＞
ttuta＜浮く＞
yelta＜開ける＞
kamta＜巻く＞
thaoluta＜燃え上がる＞
huntulta＜振る＞
khaymwutta＜掘って聞く＞
wulta＜泣く＞
takaancta＜近寄って座る＞
nalta＜飛ぶ＞
sselta＜切る＞
tuleseta＜入っていく＞
teychita＜ゆでる＞
cecta＜濡れる＞

13.37
13.34
13.17
13.11
12.68
12.30
12.24
11.79
11.79
11.66
11.61
11.57
11.57
11.49
11.46
11.44
11.40

不可
可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可
不可

ttwita＜跳ねる＞

11.35

可

panhata＜うぬぼれる＞
ttwienemta＜飛び越える＞
kamta＜巻く＞
wusta＜笑う＞
twiciphita
＜覆す(突然大騒ぎになる様子)＞
(nwun-i) ttuita
＜(目が)明ける(気がそそられる)＞
twullepota＜見回す＞
naycesta＜振り回す＞
wusta＜笑う＞
naylita＜降る＞
phieoluta
＜(蒸気、煙が)立ち昇る＞
(kwi-ka) ttuita
＜耳が開ける（気がそそられる）＞
wusta＜笑う＞

11.13
11.041
10.90
10.81

不可
不可
不可
可

10.72

不可

10.72

不可

10.67
10.44
10.34
10.24

不可
不可
可
不可

10.24

不可

10.09

不可

9.90

可

kkakkta＜剃る＞

10.15

不可

85

khwuk＜ぷすっ＞

(yephkwuli-lul) cciluta＜(脇腹を)つつく＞

9.744

不可

86
87

ppayppay＜がりがり＞
pintwungpintwung＜ぶらぶら＞
ppakppak
＜髪の毛、髭を非常に短く剃る様子＞

maluta＜痩せる＞
nolta＜遊ぶ＞

9.74
9.59

不可
可

kkakkta＜剃る＞

9.59

不可

89

hollang＜すっかり＞

pesta＜脱ぐ＞

9.43

不可

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

toltol＜くるくる＞
thalthal＜ぱたぱた＞
phettuk＜はっ＞
swulswul＜すらすら＞
phengpheng＜わんわん＞
hollang＜すっかり＞
chalssak＜ぺたっ＞
mwulssin＜ぷん＞
chelchel＜どくどく＞
tallang＜ぽつん＞
hilkkumhilkkum＜ちらちら＞
tepssek＜むず＞
phoksak＜すっかり＞
sulsul＜こっそり＞
molakmolak＜もくもく＞

9.43
9.38
9.38
9.38
9.36
9.25
9.10
9.04
9.04
8.94
8.88
8.92
8.88
8.80
8.83

不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
可
不可
不可
不可
不可

105

selsel＜こそこそ＞

malta＜巻く＞
thelta＜はたく＞
tulta＜(気が)つく＞
naota＜出てくる＞
wulta＜泣く＞
pesta＜脱ぐ＞
pwuthta＜くっつく＞
nata＜(匂いが)する＞
hullita＜垂らす、こぼす＞
tulta＜持つ＞
chyetapota＜見つめる＞
capta＜掴む＞
manghata＜つぶれる、滅びる＞
phihata＜避ける＞
nata＜(湯気、煙が)立つ＞
kita
＜這う(人の機嫌を伺って

8.72

不可

88
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106
107
108
109
110
111
112
113
114

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

wumwulwumwul＜もぐもぐ＞
swulswul＜すらすら＞
selleyselley＜頭を軽く横に振る様子＞
pekpek＜ぼりぼり＞
hwulleng＜すっかり＞
mwungkeymwungkey＜もくもく＞
humssin＜めためた＞
tongtong＜ぷかぷか＞
taltal＜ころころ＞
sallaysallay
＜頭を軽く横に振る様子＞
phettuk＜はっ＞
kkochikkochi＜根掘り葉掘り＞
pwuccek＜めっきり＞
penccekpenccek＜ぎらぎら＞
holttak＜すっかり＞
sulccek＜こっそり＞
holccakholccak＜ちびちび＞
passak＜かちかち＞
chingching＜ぐるぐる＞
hwulleng＜すっかり＞
pipi＜よじる様子＞
chelssek＜ぴしゃり＞
panccak＜はっ＞
ccolttak＜すっかり＞
hwayhway＜びゅんびゅん＞
hollang＜すっかり＞
hwelhwel＜めらめら＞
phalphal＜ぐらぐら＞
sulkumsulkum＜こそこそ＞
phoksak＜すっかり＞
phwulphwul＜ぷんぷん＞
khwulkhwul＜ぐうぐう＞
tetumtetum＜言いよどむ様子＞
hamppak＜びっしょり＞

140

ttok＜ぽきっ＞

141
142

sallangsallang＜軽く揺らす様子＞
phalphal＜ぴょんぴょん＞

143

ttwuk＜どす＞

144
145
146
147
148
149
150

chinchin＜ぐるぐる＞
ttwulttwul＜くるくる＞
tultul＜ころころ＞
hwulleng＜すっかり＞
kkwuyekkkwuyek＜ばくばく＞
khungkhung＜くんくん＞
salsal＜ずきずき＞

151

payngpayng＜くるくる＞

152
153

twutwungsil＜ぷかり＞
akwiakwi＜ぱくぱく＞

154

calcal＜ちょろちょろ＞

115

155
156
157
158

ccelccel
＜ものの表面の温度が高いさま＞
ssingssing＜びゅうびゅう＞
sallaysallay
＜軽く身体の一部を横に振る様子＞
pekpek＜ごしごし＞

引っ込み思案になる)＞
ssipta＜噛む＞
phwullita＜(物事が)順調に進む＞
cesta＜横に振る＞
kulkta＜掻く＞
pesta＜脱ぐ＞
phieoluta ＜(雲、煙が)立ち昇る＞
twutulkye macta＜殴られる＞
ttuta1＜浮く＞
pokkta＜炒める＞

8.60
8.74
8.60
8.54
8.30
8.31
8.25
8.24
8.06

可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可

huntulta＜振る＞

8.10

不可

(cengsin-ul) chalita＜(気を)取り直す＞
ttacita＜問いただす＞
nopacita＜高くなる＞
pichnata＜輝く、光る＞
pesta＜脱ぐ＞
pota＜見る＞
masita＜飲む＞
kincang-hata＜緊張する＞
tongyemayta＜縛りつける＞
pesta＜脱ぐ＞
kkota＜よじる、ねじる＞
ttaylita＜叩く＞
(cengsin-i) tulta＜(気が)つく＞
manghata＜つぶれる＞
naycesta＜振り回す＞
peskita＜脱がす、剥ける＞
thata＜燃える＞
kkulhta＜沸く、煮える＞
phihata＜避ける＞
cwuceancta＜座り込む、崩れる＞
phwungkita＜漂わせる＞
cata＜寝る＞
malhata＜話す＞
cecta＜濡れる＞
pwulecita
＜折れる(発言や行動を明確にする)＞
huntulta＜揺らす＞
ttwita＜飛ぶ＞
(hanul-eyse) ttelecita
＜(天から)落ちる(大きな努力をしていないの
に、突然成果をあげるようになる)＞
tongyemayta＜縛りつける＞
malta＜巻く＞
pokkta＜炒める(人をいじめる、責める)＞
peskyecita＜脱がれる＞
mekta＜食べる＞
mattha＜嗅ぐ＞
aphuta＜(お腹が)痛む＞
ipan-eyse maymtolta
＜口の中でめぐる(話したいのを我慢する)＞
tteoluta＜浮かび上がる＞
mekta＜食べる＞
(yunki-ka) huluta
＜(艶が)流れる(ものに艶がある状態)＞

8.06
7.87
7.61
7.55
7.55
7.21
7.21
7.48
7.21
7.14
7.14
7.07
7.06
6.92
6.98
6.93
6.85
6.71
6.61
6.71
6.56
6.40
6.16
6.16

不可
不可
不可
可
不可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
可
不可

6.16

不可

6.00
6.00

可
不可

5.95

不可

5.83
5.83
5.83
5.83
5.75
5.74
5.74

不可
不可
不可
不可
不可
可
不可

5.66

不可

5.65
5.65

不可
不可

5.56

不可

kkulhta＜煮る＞

5.56

不可

talita＜走る＞

5.47

不可

cesta＜振る＞

5.38

不可

mwunciluta＜擦る＞

5.20

不可

210

ipul ssista
＜口を洗う(一人で利益を取って知らないふり
をする)＞
nemchita＜溢れる＞
ttelta＜振れる＞
kelekata＜歩いていく＞
(ipswul-ul) kkaymwulta＜(唇を)噛む＞
(ttam-i) maychita＜(汗が)にじむ＞
nayta＜出す＞

5.16

不可

5.10
4.99
4.90
4.90
4.79
4.70

不可
不可
不可
不可
不可
不可

pwulta＜吹く＞

4.69

可

kkulhta＜沸く＞

4.69

不可

pesta＜脱ぐ＞

4.69

不可

kkota＜ねじる、よじる＞

4.58

不可

salsal＜軽く＞

mwunciluta＜撫でる＞

4.58

不可

171

ppakppak＜ごしごし＞

milta
＜髪の毛を切る、ひげを短く剃る＞

4.58

不可

172

hamppak＜ぱーっ＞

4.56

不可

173

ppengppeng＜ばんばん＞

4.47

不可

174
175
176

4.47
4.47
4.47

不可
不可
不可

phwungkita＜漂わせる＞

4.47

不可

wulta＜泣く＞

4.47

可

maychita＜にじむ＞

4.36

不可

180

kallaykallay＜ずたずた＞
taltal＜すらすら＞
hwulttek＜すっかり＞
solsol
＜匂いがかすかに漂う様子＞
picwukpicwuk＜ぴくぴく＞
songalsongal
＜汗などがぼつぼつふき出ている
様態＞
palak＜かっ＞

usta＜笑う＞
khunsolilul chita
＜大口を叩く(大言を吐く)＞
ccicta＜裂く＞
oywuta＜覚える＞
pesta＜脱ぐ＞

4.36

不可

181

cwucelcwucel＜ぶつぶつ＞

4.36

可

182

hekhek＜はーはー＞

4.35

可

183
184

4.29
4.24

不可
不可

wumcikita＜動く＞

4.24

可

wullita＜鳴る＞

4.12

可

thulta＜ねじる、よじる＞

4.12

不可

188
189

ttwuk＜ぴたっ＞
ccolttak＜びっしょり＞
kkwumthulkkwumthul
＜にょろにょろ＞
ttallangttallang＜りんりん＞
pipi
＜よじられたりねじられたりする
様子＞
ssayngssayng＜ひゅうひゅう＞
cwulleycwulley＜ぞろぞろ＞

ciluta＜叫ぶ＞
nulenohta
＜(話などを)並べる＞
molaswita
＜一気に大きく息する＞
palkilul kkunhta＜足を絶つ＞
cecta＜濡れる＞

4.00
3.87

不可
不可

190

ttangttang＜ばんばん＞

pwulta＜吹く＞
ttalakata＜ついていく＞
khunsolilul chita
＜大口を叩く(大言を吐く)＞

3.87

不可

milenehta＜押し込む＞

3.87

不可

caluta＜切る＞
pichita＜透ける＞
kelekata＜歩く＞
naylita＜(雪、雨が)降る＞
ketta＜歩く＞
talilul ppetko cata
＜足を伸ばして寝る
(心配事がなく、心安らかに寝る様子)＞
kulkta＜掻く＞
pwulta＜(風が)吹く＞

3.87
3.87
3.87
3.87
3.86

不可
可
可
不可
可

3.74

不可

3.74
3.74

可
可

159

ssak＜さっ＞

160
161
162
163
164
165

chalchal＜ちょろちょろ＞
phwululu＜ぶるぶる＞
salkumsalkum＜こそこそ＞
cikusi＜そっ＞
songsong＜ぼつぼつ＞
kkopakkkopak＜きちん＞
ssikssik
＜鼻息を強く吹く音、様態＞
celcel
＜ものの表面の温度が高いさま＞
hwalttak＜すっかり＞
paypay
＜よじられたりねじられたりした
様子＞

166
167
168
169
170

177
178
179

185
186
187

192
193
194
195
196

kkwuyekkkwuyek
＜むさぼりに口いっぱいに食べ物を
入れる様子＞
mwungtheng＜ばっさり＞
elunelun＜ちらちら＞
esullengesulleng＜ぶらぶら＞
posulposul＜しとしと＞
twittwungtwittwung＜よろよろ＞

197

ccwuk＜しゃん＞

198
199

kulkcekkulkcek＜ぼりぼり＞
sallangsallang＜そよそよ＞

191

211

200
201

kkwangkkwang＜かちかち＞
ottok＜にょきっ＞

202

sselssel＜そろそろ＞

203

pingping＜くるくる＞

204

ttengtteng＜ばんばん＞

205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

hungelhungel
＜口の中で歌を歌う音＞
collaycollay＜ぞろぞろ＞
ecengeceng＜のそのそ＞
kkoppak＜まんじりともせず＞
twulentwulen
＜低い声で話し合う声、様子＞
pentulpentul＜つるつる＞
twulipentwulipen＜きょろきょろ＞
kkuncekkkuncek＜ねばねば＞
peccek＜がさっ＞
solsol＜匂いがかすかに漂うさま＞
calcal＜温度が非常に高い状態＞
kholkhol＜小さな寝息の音＞
sokonsokon＜ひそひそ＞
pithulpithul＜ふらふら＞
phwulphwul＜ぷんぷん＞
salccaksalccak＜少し＞
kkingkking＜うんうん＞
kiwuskiwus＜ひょいひょい＞
salaksalak
＜雪が静かに降る音、様子＞
thelthel＜埃などをはたく音＞
ppalppal＜だらだら＞
caycalcaycal＜ぺちゃぺちゃ＞
pholulu
＜鳥が軽く飛んでいく音、様子＞

elta＜凍る＞
seta＜立つ＞
kita
＜這う(人の機嫌を伺って引っ込み
思案になる)＞
keth-ulo tolta
＜表面を回る(物事の核心に迫らず、表面的な
ことだけにこだわる)＞
khunsoli-lul chita
＜大口を叩く(大言を吐く)＞

3.74
3.68

不可
不可

3.60

不可

3.56

不可

3.46

不可

pwuluta＜(歌を)歌う＞

3.46

可

ttalaota＜ついて来る＞
ketta＜歩く＞
saywuta＜(夜を) 明かす＞

3.46
3.45
3.32

不可
可
不可

nanwuta＜話し合う＞

3.31

可

pichnata＜光る、輝く＞
salphita＜見回す＞
tallapwuthta＜くっつく＞
maluta＜乾く＞
nata＜(匂いが)する＞
kkulhta＜沸く＞
cata＜寝る＞
malhata＜話す＞
kelekata＜歩いていく＞
nata＜(匂いが)する＞
poita＜見える＞
alhta＜患う＞
tulyetapota＜覗く＞

3.31
3.16
3.16
3.16
3.16
3.16
3.00
3.00
3.00
3.00
2.93
2.83
2.83

可
可
可
不可
不可
不可
不可
可
可
不可
不可
可
可

naylita＜降る＞

2.83

不可

thelta＜はたく＞
hullita＜(汗を)流す＞
ttetulta＜騒ぐ＞

2.64
2.64
2.64

不可
不可
可

nalta＜飛ぶ＞

2.64

不可

maluta＜乾く＞

2.64

不可

ttelta＜震える＞

2.64

可

huntullita＜揺れる＞
naylyeancta＜座り込む＞
(yunki-ka) huluta
＜(艶が)流れる(ものに艶がある状態)＞

2.64
2.45

可
不可

2.45

不可

230
231

pessek＜すっかり＞
sillwuksillwuk
＜筋肉の一部が歪んで動く様子＞
hanulhanul＜ゆらゆら＞
telleng＜どきっ＞

232

ccalccal＜ちょろちょろ＞

233

hwalssin＜すっかり＞
hoyhoy
＜手、腕などを小さく振りまわす
様子＞

pesta＜脱ぐ＞

2.45

不可

cesta＜振る＞

2.45

不可

235

sayloksaylok＜次々と＞

toysalanata＜よみがえる＞

2.45

不可

236
237
238

maluta＜乾く＞
huntullita＜揺れる＞
huntullita＜揺れる＞

2.45
2.45
2.45

不可
可
可

ttelecita＜落ちる＞

2.44

不可

240
241
242

pessek＜がさっ＞
huntulhuntul＜ゆらゆら＞
challangchallang＜ひたひた＞
hwutwutwu
＜雨粒などが降り落ちる音＞
wucwungwucwung＜のそのそ＞
ssalssal＜しくしく＞
ccak＜べたっ＞

2.44
2.24
2.24

不可
不可
不可

243

ccakccak＜べたべた＞

tuleota＜入ってくる＞
(pay-ka) aphuta＜(お腹が)痛む＞
ip-ey pwuthta＜(口に)くっつく＞
ip-ey pwuthta
＜(口に)くっつく＞

2.24

不可

244

ppolulu
＜人、小さな動物が追っていく様子＞

tallyekata＜走っていく＞

2.23

不可

229

234

239

212

245

ssillwukssillwuk
＜筋肉の一部が歪んで動く様子＞

wumcikita＜動く＞

2.23

可

246

sulcceksulccek＜軽く＞

kentulita＜触る＞

2.23

不可

247
248
249
250

malhata＜話す＞
ttalaota＜ついてくる＞
maluta＜痩せる＞
halthta＜舐める＞

2.23
2.00
2.00
2.00

可
不可
不可
可

anta＜抱く＞

2.00

不可

252
253
254

wungelwungel＜ぶつぶつ＞
ccollayccollay＜ちょろちょろ＞
ppippi＜げっそり＞
nallumnallum＜ぺろぺろ＞
tamsswuk
（手で少量のものを握ったりやさしく
抱き締める様子）
kulssengkulsseng＜うるうる＞
mwungtteng＜ばさっ＞
sayloksaylok＜すやすや＞

2.00
2.00
2.00

可
不可
不可

255

ppangppang＜ばんばん＞

2.00

不可

256
257
258

alunalun＜ちらちら＞
nallum＜手で素早く取る様子＞
holhol＜ふーふー＞

2.00
2.00
2.00

可
不可
不可

259

thokthok＜ぱたぱた＞

2.00

不可

260
261
262
263

wungsengwungseng＜ざわざわ＞
siksik＜大きく鼻息をする音、様子＞
helttekhelttek＜はーはー＞
homssak＜すっかり＞
naphwulnaphwul
＜蝶々などが飛ぶ様子＞
cwucelicwuceli
＜様々な話を止めることなく、続ける
様子＞

maychita＜滴る＞
caluta＜切る＞
(cam-i) tulta＜(眠りに)つく＞
khunsoli-lul chita
＜(大口を叩く)大言を吐く＞
pichita＜透ける＞
cipta＜取る＞
pwulta＜吹く＞
cwumeni-lul thelta
＜ポケットをはたく(持っているものを
全て出す)＞
ttetulta＜騒ぐ＞
pwulta＜吹く＞
(swum-ul) swita＜(息を)する＞
manghata＜つぶれる＞

2.00
1.73
1.73
1.73

可
可
可
不可

nalatulta＜飛んでくる＞

1.73

可

malhata＜話す＞

1.73

不可

cecta＜濡れる＞

1.73

不可

tallyeota＜走ってくる＞

1.73

不可

ttalakata＜ついていく＞
cikkelita
＜しゃべる(話すことを卑しめていう)＞
huntullita＜揺れる＞
mwunciluta＜擦る＞

1.73

不可

1.73

可

1.73
1.73

可
不可

cipta＜取る＞

1.73

不可

ssotacita＜降り注ぐ＞

1.73

不可

moita＜集まる＞
nwunal-i tolta
＜目玉が回る(目まぐるしいほど変化が速く
進む)＞
huntulta＜振る＞

1.72

可

1.71

不可

1.71

可

tongyemayta＜縛りつける＞

1.41

不可

thata＜焼く＞

1.41

不可

twiciphita
＜ひっくり返される(突然大騒ぎになる
様子)＞

1.41

不可

kenneta＜渡る＞

1.41

不可

kancilepta＜くすぐったい＞

1.41

可

pwuthta＜くっつく＞

1.41

不可

ilenata＜立ち上がる＞
huntullita＜揺れる＞

1.41
1.41

不可
可

251

264
265
266

hamssin＜すっかり＞

268

ppwululu
＜人、動物が追っていく様子＞
ccwulleyccwulley＜ぞろぞろ＞

269

cwungelcwungel＜ぶつぶつ＞

270
271

274

chwullengchwulleng＜ゆらゆら＞
ppekppek＜ごしごし＞
nayllum
＜手で少量のものを握ったりやさしく
抱き締める様子＞
phangphang
＜大量の雪が降り注ぐ様子＞
wukulwukul＜うようよ＞

275

phingphing＜くるくる＞

276

kkutekkkutek＜こくりこくり＞
chanchan
＜固く結んだり縛ったりする様子＞
yawulyawul
＜火がやわらかく燃えている様子＞

267

272
273

277
278
279
280
281
282
283
284

palkkak＜急に覆される様子＞
sapwulangsapcak
＜軽く飛び越える様子＞
kuncilkuncil＜むずむず＞
chalttak
＜ぴったりくっつく音、様子＞
pelkkek＜むくっ＞
hunucekhunucek

213

285
286
287
288
289
290
291
292
293

＜手足などが力なく動く様子＞
phwuksek＜崩れ倒れる音、様子＞
mwulkhek＜つん＞
thepsek＜むず＞
tellengtelleng＜ぶらぶら＞
hwelccek＜めっきり＞
ttallang＜ぽつん＞
salmyessalmyes＜こそこそ＞
sulmyessulmyes＜こそこそ＞
waccak＜めっきり＞

ttelecita＜落ちる＞
nata＜(匂いが)する＞
capta＜取る＞
huntullita＜揺れる＞
khuta＜大きくなる＞
issta＜ある＞
takakata＜近づいていく＞
yespota＜盗み見る＞
calata＜大きくなる＞

214

1.41
1.41
1.41
1.41
1.37
1.30
1.00
1.00
1.00

不可
不可
不可
可
不可
不可
不可
不可
不可

＜付録 3＞
日本語オノマトペにおける意味拡張のタイプ
オノマトペ
かさかさ
がさがさ
がたがた
かちかち
がちがち
がちゃがちゃ
がぼがぼ
からから
がらがら
かりかり
がりがり
かんかん
がんがん
ぎしぎし
きちきち
ぎちぎち
ぎゅーぎゅー
ぐしゃぐしゃ
くちゃくちゃ
ぐちゃぐちゃ
ごつごつ
こりこり
ごりごり
こんこん
さくさく
ざくざく
ざらざら
さらさら
ざわざわ
しゃきしゃき
じゃぶじゃぶ
しゃりしゃり
じゃりじゃり
じりじり
ちゅーちゅー
ちゅんちゅん
ちりちり
どかどか
どさどさ
どしどし
どたばた
どんどん
とんとん
にゃーにゃー
ばさばさ
ばしばし
ばたばた
ぱちぱち
ぱらぱら
ばらばら
ばりばり
ぱりぱり
ばんばん
ぱんぱん

メトニミー
○
○

意味拡張のタイプ
メタファー

○

○
○

○
○

○
○
○

○

メトニミー・メタファー
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

○

○
○
○
○

○
○
○

○
○

○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○
○
○

215

びしびし
ぴちぴち
びちゃびちゃ
びちょびちょ
びりびり
ふーふー
ぶーぶー
ぶくぶく
ぷくぷく
ぶるぶる
ぺこぺこ
ぺちゃぺちゃ
ぽこぽこ
ぼこぼこ
ぽっぽ
ぽんぽん
めーめー
もーも
わんわん

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○

○
○
○
○

216

＜付録 4＞
韓国語オノマトペにおける意味拡張のタイプ
オノマトペ
kkolkkakkkolkkak
kkolttakkkolttak
kkwullengkkwulleng
taltal
teltel
tellengtelleng
tempengtempeng
tongtong
twungtwung
ttangttang
ttayngttayng
ttengtteng
ttwukttakttwukttak
ttwukttwuk
ttokttok
pakulpakul
pasakpasak
passakpassak
pakpak
pekpek
pelkkekpelkkek
pelkhekpelkhek
pessekpessek
pwukulpwukul
pwusekpwusek
ppakulppakul
ppakppak
ppangppang
ppengppeng
ppokulppokul
ssayngssayng
ssukssakssukssak
ssingssing
aluleng
walwal
wulkkekwulkkek
wulkhekwulkhek
weykweyk
ululeng
cakulcakul
calcal
colcol
cwalcwal
cwulcwul
cikulcikul
ccalangccalang
ccakccak
ccalccal
ccayngccayng
ccelengcceleng
ccolccol
ccwalccwal
ccwukccwuk
chellengchelleng

意味拡張タイプ
メタファー
○
○

メトニミー
○

メトニミー・メタファー

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

217

○
○
○

○

○

khongtakkhongtak
khongkhong
khwullengkhwulleng
thakthak
thekthek
thongthong
thwukthwuk
thwukthakthwukthak
thwungthwung
phekphek
phengpheng
phwusekphwusek
holccakholccak
hwulccekhwulccek

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○

○
○

218

＜付録 5＞
口語における日本語オノマトペ
非表出性・非新奇性
あっさり いらいら うかうか うっかり うろうろ がたっ かちっ かちん がつがつ かっちり がっちり
がばがば かりかり がりがり きちっ きちん きっちり ぎゅうぎゅう きらきら ぎりぎり ぐいぐい
くすっ ぐだぐだ くらくら くりくり くるくる こそこそ ごつごつ こつん こんこん さくっ さっぱり
さばさば ざらざら さらっ しっかり しっくり しっとり すかっ すっかり ずばずば ずばっ すんなり
ぞっこん そろそろ そわそわ たっぷり だぼだぼ だらだら ちょくちょく ちょこちょこ ちらちら ちらっ
ちらほら でかでか てっきり どきどき どっきり どっさり とっ どっぷり どんどん どんより なよなよ
にこにこ のんびり ぱきぱき ぱちっ はっ ぱっ はっきり ぱっくり ばったり ばっちり ばらばら
ぱらぱら ばりばり ばんばん ぱんぱん ひーひー びっちょびちょ ぴこぴこ ぴっ びっくり ぴったり
ひょっ ひょろひょろ ぴりぴり ぴんぴん ぶかぶか ふっ ぶよぶよ ふらっ ふらふら ぶらぶら ぷりぷり
ぶるんぶるん ふわふわ ぶんぶん べらべら ぺらぺら べろんべろん ほいほい ぼーっ
ぼこぼこ
ぼさぼさ ほっ ぽつんぽつん ぼろぼろ ぽろぽろ ぽんぽん まったり むかっ むすっ むちゃくちゃ むっ
むっつり むんむん めちゃくちゃ めちゃめちゃ めっきり もりもり ゆっくり ゆったり わくわく
わさわさ わらわら
表出性・非新奇性
あっあっ あははー いっひっひっひ うははは がーっ がちゃーん かりかりかりかり きーん きちっきちっ
きっちりきっちり きゃー きゃーきゃー きゃーきゃーきゃー きゃーっ きゅーん きらーっ
きらきらきらーっ ぐーっ くっくっくっくっくっくっくっ ぐるぐるー ごりごりごりごり ごろっごろ
ごわごわごわごわ ざーっ じーっ しーん ちやほやちやほや ちゃんとちゃんと ちょろちょろっ ちらちらっ
ちらっちらっ どーん どーんどーん どきどきどきどき どんどんどんどん にっこにこ ばーっ ぱーん
ぱーんぱーん ぱぱっ ばばばっ ばりばりばりばり びーーーーっくり ぴーぴー ぴっかーっ ぴっかぴか
ぴっぴっぴっ ぴゅー ぴゅーん びゅっびゅっびゅっ ひょいっ ぴょーん びりびりーっ ぴりぴりぴりぴり
ぶーんぶーん ぶーんぶーんぶーんぶーん ふふーんっ ふふふふ ふらふらふらふら へらへらへら ぼーっ
ぼーん ぽーん むしゃむしゃーっ むしゃむしゃむしゃむしゃ むっつりむっつり わーっ わーわー
わーわーわー わいわいわい
非表出性・新奇性
うひうひ かぴかぴ がぽっ きらひら ごにゃごにゃ じゃん じょぼじょぼ ずくずく だるんだるん
ぴきんっ ぺちょっ ぼにょっ
表出性・新奇性
うわーっ ういーん うぉーおーおーおーっ がががががきっ げほっげほっげほっ ぐいんぐいんぐいんぐいん
とぅとぅとぅ とぅるるるとぅるるる ぴえーっ ぴょー ぶわー ぽよよん ぼわー わしゃーっ
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＜付録 6＞
口語における韓国語オノマトペ
非表出性・非新奇性
kwucilkwucil kulkcekkulkcek kkattak kkamwulwuk kkalkkal kkalkkum kkamppak kkamccak kkamccakkkamccak
kkelttek kkemppekkkemppek kkopakkkopak kkok kkolttakkkolttak kkwak kkwakkkwak kkuncekkkuncek kkikkkik
nalssin nayngkhum nukus nungkulnungkul tallang talccakcikun talkhom taptap tetumtetum tellengtelleng
telkheteng telkhengtelkheng twulipen twulipentwulipen twungtwung twichek twichektwichek tuksikultuksikul tullak
tullaknallak tulssektulssek ttakkumttakkum ttakttak ttallang ttayngkulttayngkul ttetulssek ttok ttokttok ttolttol
ttongkulttongkul
ttwulyes
ttwuk
ttwungttwung
ttukkunttukkun
ttumwunttumwun
mancicak
mancicakmancicak
memwus
melttwungmelttwung
meng
mengmeng
molakmolak
mwulkheng
mwungttwuk
pasakpasak
palkkun
pangpang
pangpang
pelek
penccek
pwutulpwutul
pwusulpwusul
pwusisi
pwung
pwungpwung
pipi
pintwungpintwung ppatus ppalisppalis ppasak ppak ppakppak ppangppang ppekppek ppenppen ppelppel
ppesppes ppeng ppollok ppyong ppwutus ppwuk ppikekppikek ppikkus ppittak pping ppingkulppingkul
ppingpping salccak salccaksalccak sayloksaylok saykhom semek sepsep soktaksoktak swulswul sulsul sulccek
simsim ssak ssakttwuk ssakssak ssek sselleng ssok ssolssol sswuk ssuk ssukssakssukssak ssik asulasul ossak
wululu wulleng wulkhek wulthwungpwulthwung wingwing cwuk cilcil ccak ccayngccayng ccelttwukccelttwuk
ccolkisccolkis ccolttak ccollayccollay ccolccol ccwak ccwakccwak ccwuk ccwulccwul chak challangchallang
chokchok chwukchwuk chwullengchwulleng chingching khwung thak thayngthayng thepthep thengtheng thok
thongthong thwuk thwukthwuk phak phakphak phangphang phayngphayng phettuk phoksak phwuk phwukphwuk
haylonghaylong hetwung hollatang hwak hwan hwayk hwelssin hwik humwulhumwul huntul hilkkum
表出性・非新奇性
kentulkentulkentul
kkam ː ccak
kkutekkkutekkkutek
taltaltal
tayktayktayk
ttatatatak
ttatakthak
ttakttakttak
ttokttokttokttok ttwukttwukttwukttwuk pwulululu pwupwung ppapang ppipipipipik saksaksaksak ssiik ccepccepccep
ccwaak ccwakːccwak ccwakccwakccwak ccwuwuk ccwukː ccwukccwukccwuk ccingː thakthakthak thakthakthakthak
phwukː phikː hwelssinhwelssin
kwungsilengkwungsileng
hwelssinhwel

kkapkkap

ttyayng

非表出性・新奇性
ttik
pwusilekpwusilek

syak

suk

emwulttengemwultteng

表出性・新奇性
tatatatatatatata ttatata ttatatata ttatatatatatatatatatata syuak syuksyuksyuksyuk phyung:
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otoltotol

＜付録 7＞
韓国語の慣用句化したオノマトペ
（注：＜字＞字義通りの意味、＜慣＞慣用句的意味
意味の日本語訳は『国立国語院韓国語日本語学習辞典』を参考にしている）
オノマトペ

慣用句

意味
＜字：頭を軽く左右に振る＞
＜慣：ある物事に対する否定的意味や嫌悪感を表す＞
＜字：首を軽く左右に振る＞
＜慣：ある物事に対する否定的意味や嫌悪感を表す＞
＜字：頭を左右に振る＞
＜慣：ある物事に対する否定的意味や嫌悪感を強く表す＞
＜字：首を左右に振る＞
＜慣：ある物事に対する否定的意味や嫌悪感を強く表す＞
＜字：口にぴたっとつく＞
＜慣：頻繁に口にして、口癖になる＞
＜字：口にぴたっとくっつく＞
＜慣：食べ物の味が好みに合う＞
＜字：口にぴたぴたとくっつく＞
＜慣：頻繁に口にして、口癖になる＞
＜字：口にぴたぴたとつく＞
＜慣：食べ物の味が好みに合う＞
＜字：口にぴたっとつく＞
＜慣：頻繁に口にして、口癖になる＞
＜字：口にぴたっとくっつく＞
＜慣：食べ物の味が好みに合う＞
＜字：口にぴたぴたとくっつく＞
＜慣：頻繁に口にして、口癖になる＞
＜字：口にぴたぴたとくっつく＞
＜慣：食べ物の味が好みに合う＞
＜字：呼吸がぴたっと合う＞
＜慣：仕事の相手と考え方ややり方がよく合う＞
＜字：呼吸がぴたっと合う＞
＜慣：仕事の相手と考え方ややり方がよく合う＞
＜字：中がぶくぶく煮える＞
＜慣：怒ったり、悔しかったりして、激しい感情が心の中でこみ上
がる＞
＜字：中がぶくぶく煮える＞
＜慣：怒ったり、悔しかったりして、激しい感情が心の中でこみ上
がる＞
＜字：足をとんとん踏み鳴らす＞
＜慣：非常に残念がったり、いらいらしたりする＞
＜字：ぽきっと引きちぎる＞
＜慣：白を切る。知らないふりをする＞
＜字：言葉をごくりと呑み込む＞
＜慣：話そうとするした
＜字：口をさっと洗う＞
＜慣：話しかけてやめる＞
＜字：ずるずるひきずられる＞
＜慣：相手の言う通りに振り回される＞
＜字：耳元にぐるぐる回る＞
＜慣：前に聞いた言葉や音が忘れられず、気になる＞
＜字：耳元にくるくる回る＞
＜慣：前に聞いた言葉や音が忘れられず、気になる＞

callaycallay

Meli-lul (callaycallay) huntul-ta.

callaycallay

Kokay-lul (callaycallay) huntul-ta.

celleycelley

Meli-lul (celleycelley) huntul-ta.

celleycelley

Kokay-lul (celleycelley) huntul-ta.

ccak

Ip-ey (ccak) pwuth-ta.

ccak

Ip-ey (ccak) tallapwuth-ta.

ccakccak

Ip-ey (ccakccak) pwuth-ta.

ccakccak

Ip-ey (ccakccak) tallapwuth-ta.

chak

Ip-ey (chak) pwuth-ta.

chak

Ip-ey (chak) tallapwuth-ta.

chakchak

Ip-ey (chakchak) pwuth-ta.

chakchak

Ip-ey (chakchak) tallapwuth-ta.

chakchak

Hohup-i (chakchak) mac-ta.

chekchek

Hohup-i (chekchek) mac-ta.

pwukulpwukul

Sok-i (pwukulpwukul) kkulh-ta.

pakulpakul

Sok-i (pakulpakul) kkulh-ta.

tongtong

Pal-ul (tongtong) kwulu-ta.

ttak

(Ttak) capattey-ta.

kkwulkkek

Mal-ul (kkwulkkek) samkhi-ta.

ssak

Ip-ul (ssak) ssis-ta.

cilcil

(Cilcil) kkullyetani-ta.

pingping

Kwiska(kwiscen)-ey pingping (maym)tolta.

payngpayng

Kwiska(kwiscen)-ey payngpayng
(maym)tol-ta.

ttak

Ttak pwuleci-ta.

＜字：ぱきっと折れる＞
＜慣：言葉や行動などを確かで正確にする。しっかりとしている＞

ttok

Ttok pwuleci-ta.

＜字：ぽきっと折れる＞
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＜慣：言葉や行動などを確かで正確にする。しっかりとしている＞
＜字：目をしっかりつぶる＞
＜慣：これ以上、他の事は考えない。人の間違いを見て見ないふり
をする＞
＜字：目をしっかりつぶる＞
＜慣：これ以上、他の事は考えない。人の間違いを見て見ないふり
をする＞
＜字：しっかり抓る＞
＜慣：ある事実に対して明確に言って指摘したり、ほじくり出した
りする＞
＜字：きっぱり切る＞
＜慣：人の要求や意見などを明確な態度で拒絶したり受け入れなか
ったりする＞

ttak

Nwun ttak kam-ta.

kkok

Nwun ttak kam-ta.

ttak

Ttak kkocip-ta.

ttak

Ttak calu-ta.

ttok

Ttok soli-ka na-ta.

ttwuk

Hanul-eyse ttwuk tteleci-ta.

＜字：天からどすんと落ちる＞
＜慣：大きな努力もしていないのに、突然ある成果を上げるように
なる＞

pingping

Keth-ulo pingping tol-ta.

＜字：表面をぐるぐる回る＞
＜慣：物事の核心に迫らず、表面的に現れる現象にのみこだわる＞

phingphing

Nwunal-i phingphing tol-ta.

chelleng

Kasum-i chelleng-ha-ta/keli-ta.

telkheng

Kasum-i telkheng-ha-ta.

chelleng

Simcang-i chelleng-ha-ta/keli-ta.

telkhek

Simcang-i telkhek-ha-ta.

telkheng

Simcang-i telkheng-ha-ta/keli-ta.

kuncilkuncil

Ip-i kuncilkuncil-ha-ta.

kancilkancil

Ip-i kancilkancil-ha-ta.

khamkham

Hanul-i khamkham-ha-ta.

kkamkkam

Hanul-i kkamkkam-ha-ta.

elssin

Kaymi saykki hana-to elssin mos ha-n-ta.

elssin

Cwi saykki han mali elssin-ha-ci anh-ta.

elssin

Kulimca hana elssin-ha-ci mos-ha-ta.

kkamccak

Nwun hana kkamccak an ha-ta/kkamccakha-ci anh-ta.

kkattak

Nwunssep hana kkattak anh-ta/kkattak-haci anh-ta.

ppicwuk

Cwutwungi-ka ppicwuk-ha-ta.

phayngphayng

Kongki-ka phayngphayng-ha-ta.

＜字：とんと音がする＞
＜慣：言動がしっかりしていて、仕事の処理能力が優れている＞

＜字：目玉がぐるぐる回る＞
＜慣：目まぐるしい。変化する速度が非常に速く、ついていけない
ほどである＞
＜字：胸がどきっとする／どきつく＞
＜慣：ひどく驚き、胸騒ぎをする＞
＜字：胸がどきっとする＞
＜慣：ひどく驚き、胸騒ぎをする＞
＜字：心臓がどきっとする／どきつく＞
＜慣：ひどく驚き、胸騒ぎをする＞
＜字：心臓がどきっとする＞
＜慣：ひどく驚き、胸騒ぎをする＞
＜字：心臓がどきっとする／どきつく＞
＜慣：ひどく驚き、胸騒ぎをする＞
＜字：口がむずむずする＞
＜慣：あることを言いたい気持ちが抑えきれないほどである＞
＜字：口がむずむずする＞
＜慣：あることを言いたい気持ちが抑えきれないほどである＞
＜字：空が真っ暗だ＞
＜慣：遥かで漠然たる＞
＜字：空が真っ暗だ＞
＜慣：遥かで漠然たる＞
＜字：アリの子 1 匹もちらっとできない＞
＜慣：許可をもらった人以外には、近寄れない、入れない＞
＜字：ネズミの子 1 匹ちらっとしない＞
＜慣：ある場所に誰も通らず、静まり返っている＞
＜字：影 1 つちらっとできない＞
＜慣：ある場所に誰も現れることができない＞
＜字：目 1 つびくともしない＞
＜慣：態度や気配などが堂々としていて、普段どおりに行動したり
接したりする＞
＜字：眉毛 1 つびくともしない＞
＜慣：驚いたり、恐れたりせず、感情や態度が変わらない＞
＜字：口(俗)が突き出ている＞
＜慣：怒ったり不満があったりして、口をとがらせる＞
＜字：空気がぴりぴりする＞
＜慣：情勢や雰囲気などが穏やかではなく、非常に硬い。緊張が走
る＞
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＜付録 8＞
韓国語の色彩語の形態的な派生パターン
-ah/eh
＜濃い色をしている＞
-(u)ley-ha＜そのような気配をほんのり帯びている＞
(u)-s-ha＜多少そのような気配を帯びている＞
-(u)sulum-ha＜多少そのような気配を帯びている＞
-(u)lak-ha＜顔色が変わる＞
-kkey-ha＜色がきれいではない、(色などが)濃くない＞
-(u)taytay-ha＜爽やかではない、下品である＞
-(u)tayngtayng-ha＜そのような色を薄く帯びている＞
-(u)teytey-ha＜爽やかではない、下品である＞
-(u)m-ha＜所々そのような色を帯びている＞
-(u)suley-ha＜多少そのような気配を帯びている＞
-ulu-ha＜艶があって、なめらかな様子＞
-(u)cwukcwuk-ha＜そのような色を濃く帯びている＞
-(u)teyngteyng-ha＜そのような色を薄く帯びている＞
-uswukswuk-ha＜やや地味な感じだが、それとよく似合う＞
-sswuk-ha＜さっぱりしている、きれいである＞
-cak-ha＜斑点などが斑に散財している＞
-(u)capcap-ha＜そのような色を多く帯びている＞
-cek-ha＜斑点などが斑に散財している＞
-(u)cepcep-ha＜そのような色を多く帯びている＞
-(u)cokcok-ha＜非常に暗い＞
-thwungthwung-ha＜艶を失い、爽やかではない＞
-(u)lum-ha＜多少そのような気配を帯びている＞
-usoksok-ha＜やや地味な感じだが、それとよく似合う＞
-(u)chokchok-ha＜とても暗い＞
-kkus-ha＜所々そのような色を帯びている＞
-ttuk-ha＜他の色が所々混在している＞
-kkum-ha＜少しそのような色を帯びている、きれいである＞
-(u)chongchong-ha＜嫌気がさすほど非常に暗い＞
-(u)chwukchwuk-ha＜黒ずんでいて、爽やかではない色をしている＞

huy-ta

kem-ta

pwulk-ta

phwulu-ta

nwulu-ta

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○
○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
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○

-(u)chwungchwung-ha＜嫌気がさすほど非常に暗い＞
-(u)chikchik-ha＜爽やかではない、そのような気配が濃厚である＞
-swung-ha＜うぶ毛がはいて、黒ずみになっている＞
-wukkulum-ha＜やや暗く、そのような色を帯びている＞
-u-ha＜所々そのような色を帯びている＞
-chukchuk-ha＜爽やかではない、暗い色をしている＞
-chuk-ha＜爽やかではない、暗い色をしている＞

○
○
○
○
○
○
○
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だきました。御礼申し上げます。
国際言語文化研究科応用言語学講座の奥田智樹准教授、志波彩子准教授には、講座発表会の際、貴重
なご意見とご助言をいただきました。感謝申し上げます。
博士前期過程の指導教官である筑波大学人文社会科学研究科の金仁和准教授には、研究の基礎から論
文の組み立て方まで、懇切丁寧にご指導、ご鞭撻を賜りましたこと、厚く感謝いたします。当時、異国
での生活になかなか慣れなかったわたしを始終温かく見守ってくださったこと、今でも忘れません。心
より感謝申し上げます。
再び来日することは決して容易いことではありませんでしたが、勇気を持って名古屋大学での博士後
期課程に進学するよう、励ましてくださった韓国外国語大学大学院の權景愛教授、鄭相哲教授、同期と
後輩の皆様に感謝しております。
韓国語学と韓国語オノマトペの研究に対して、有益なご助言をいただいた大眞大学の朴東根教授に御
礼を申し上げます。朴東根教授は、韓国語学におけるオノマトペ研究について丁寧なご助言をくださり、
本論文の韓国語オノマトペの基礎づくりに大変役立ちました。感謝申し上げます。第4章で行った、日
韓オノマトペの意味拡張の研究においては、名古屋大学大学院の李澤熊准教授に大変有益なご助言をい
ただきました。深く感謝しております。
また、NILLS (Nagoya Iconicity in Language and Literature Society) のメンバーである元名古屋学院大
学のWilliam J. Herlofsky教授、南山大学の村杉恵子教授、名古屋学院大学の川崎めぐみ准教授、名古屋
大学大学院の馮亜静氏と斎藤都氏に感謝申し上げます。議論の際にいつも好奇心を刺激するような興味
深いアイデアをご提供くださったり、多くのご助言をくださったりして、研究に関し、幅広く学ばせて
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いただくことができました。御礼を申し上げます。
研究活動や大学院生活を送っていく中で、多くの方々にお世話になりました。研究の面だけではなく、
院生生活や留学生活を送っていく中でいつも温かく支えてくれた元名古屋大学大学院の朴善ジュ氏、薛
惠善氏、權娜賢氏、田辺泉氏、名古屋大学大学院の閔ソラ氏、權裕羅氏、滝理江氏、木村あずさ氏、関
西学院大学大学院の呉映玟氏には、心より感謝しております。研究仲間として、また友だちとしていつ
も励ましてくださったり、たくさんのご助言をくださったりしました。研究室で議論を行ったこと、お
誕生日のお祝いをしたこと、食事に行ったことなどが大切な思い出として残っています。誠にありがと
うございます。また、応用言語学講座研究室の江俊賢氏、楊竹楠氏、ルイザ・クロヤン氏には、研究仲
間としてたくさんのご助言とご支援をいただきました。謝意を申し上げます。
論文の日本語の添削にあたり、名古屋大学大学院の末松大貴氏に大変お世話になりました。チュータ
ー活動でもなかったにも関わらず、中国でのお忙しい時間の合間を縫って論文の全章および投稿論文の
校正を快く引き受けてくださり、多くの助言をいただきました。ここに記して深く感謝申し上げます。
また、国内外の学会活動や研究会で大変貴重なご意見、ご助言をくださった多くの方々に、一人一人の
方々のお名前を全て挙げることができず、申し訳ありませんが、この場を借りて感謝の意を表します。
韓国からいつも励ましてくれた高校時代からの親友である郭玹禎氏、学部時代の先輩である李喆煥氏
に御礼を申し上げます。また、群馬大学での交換留学生時代からいつも温かいご支援をくださっている
中野洋子氏に深く感謝申し上げます。
博士前期過程の研究生として筑波大学大学院に入学してからこの日に至るまで、長い年月が経ちまし
た。博士前期過程が修了した後、やむを得ず研究活動を中断した時、心が折れそうな日々もたくさんあ
りました。当時は博士論文を書き終える日が来るとは想像もできませんでしたが、辛抱強く見守ってく
れた母への感謝の気持ちは言葉では言い尽くせません。持病を抱えながらも温かく励ましてくれた父に
も感謝を記します。弟は韓国語の例文を一緒に考えてくれたり、執筆で疲れた時に笑わせてくれたりし
て多くの支援をくれました。韓国にいる家族に心より感謝いたします。
本研究の内、2018年度から2019年度に関しては、日本学術振興会特別研究員研究奨励費の助成を受け
ています（課題番号：18J12559「オノマトペの言語的統合性に関する日韓対照研究」）。また、2016年
度から2017年度には公益財団法人朝鮮奨学会から、2016年度から2018年度には日本ガイシ株式会社（日
本ガイシインターナショナルハウス）から経済的なご支援をいただきました。感謝の意を表します。
本論文を新たな出発点として、オノマトペ研究の日韓対照言語学や韓国語学、日本語学に貢献できる
よう、研究に一層精進し、今まで支えてくださった方々に恩返ししていきたいと存じます。
2019年1月名古屋にて
朴

智娟

소중하고 행복한 시간을 선물해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
나고야에서
박지연
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