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日英語の比較の観点から見たオノマトペ
－感性の表現の魅力－

吉村　耕治

1.	 はじめに―ますます進化する日
本語のオノマトペ

日本語母語話者は、万葉の時代から感
性の表現の一種であるオノマトペを、身
近な表現として利用してきた。現代では
普段の会話だけでなく、新聞・雑誌の見
出しや、広告文、商品名、マンガ・アニメ、
散文・詩作品などで幅広く活用されて
いる。オノマトペの使用を避ける作家も
いるが 1）、日本語は、漢字使用の文化圏の
中でもオノマトペの種類が豊富で使用頻
度が高いために、「オノマトペの宝庫」と
も呼ばれている。日本語におけるオノマ
トペは、その根源の意で「日本語のへそ」
（小野 2009: 11）とか、「究極の日本語」
（得猪 2007: 13）、「言葉の調味料」（得猪 
2007: 22）とも称されている。オノマト
ペが日本語の特性に合致した根源的な表
現であり、日本人のコミュニケーション
の場では必要性の高い言語要素であると
いう共通認識が見られる 2）。
オノマトペは、言葉のプリミティブ

（原始的）な要素で、子供にも容易に創造
することができ、簡潔な表現で、臨場感
にあふれ、心地よいリズムを備え、繊細
で微妙な描写力を備えた表現である。そ
のようなオノマトペが豊かで、普段のコ
ミュニケーションの場で多用されている
という点に、日本語の文化的特徴が反映

していることを指摘したい。本稿は、日
本語と英語のオノマトペを言語文化論の
視点から対照的に考察し、「言葉の化石」
とも言われるオノマトペには、日本語ら
しさが反映していること、及び、オノマ
トペを中心に感性の表現の魅力について
指摘することを目標にしている。
日本語のオノマトペは、単に種類の豊

かさに特徴があるだけではない。21世紀
に入って一層の進化を遂げている。その
進化は、広告文での使用のような言語学
の分野だけではなく、身体運動科学や料
理のような多様な分野での応用（広がり）
が見られる点に特徴がある。
第一の進化は、身体と密接に結びつい

たオノマトペの存在が指摘され、「スポー
ツオノマトペ」（藤野 2008: 16-17）とい
う言葉が用いられ始めたことである。オ
ノマトペを口に出す（発話する）ことに
よって、人間の体を通して精神や感情に
直接的に働きかける力が生み出されると
考えられている。これは、身体がスムー
ズに動くのを助けてくれる働きを持つ
オノマトペであるため、日常生活におけ
る「魔法の言葉」（藤野 2013b: 3）とか、
「困った」を解決する秘密の「かけ声」（藤
野 2013a: 3）と呼ばれている。スポーツ
オノマトペは、身体のリズムや運動と連
動していることから、特にスポーツや体
育を実施する時に応用されることが推奨
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されている。このオノマトペは、身体運
動科学の分野での実用的応用が検討さ
れ、実際に利用されつつある。これは、表
現研究と身体運動科学との融合（学際的
共同研究）の可能性を示唆している。
第二の進化は、甘いお菓子やデザート
の分野で使われるスイーツオノマトペな
ど、いろいろな分野に見られるオノマト
ペの積極的な活用例である。

2.	 オノマトペの定義―日英語の重
大な相違

日本語と英語のオノマトペの重要な
相違として、最初に、オノマトペの定義
（意味）に見られる違いについて確認し
たい。オノマトペの定義には、狭義と広
義の2通りの解釈がある。その定義にも、
日本語と英語における相違が見られる。
英語のオノマトペは、人の声や動物の鳴
き声を模倣して言語音で表現した“voice 
onomatopoeia”（擬声語）と、自然界に存
在する事物の音を模写して言語音で表
現した“sound onomatopoeia”（擬音語）
の二つに大別される。英語では擬態語は
mimesisと呼ばれる。つまり、英語では
onomatopoeiaという表現が意味するの
は、擬声語と擬音語のみである。狭義の
解釈では、擬音語と擬声語のみがオノマ
トペと考えられている。人や動物が発す
る声か、それとも事物の音かを区別して
いる。英語では“an animate thing”（動く
もの、生物）と、“an inanimate thing”（動
かないもの、無生物）とを区別している
ことになる。この区別には、行為者中心
表現を好むという英語圏文化の根源的な
特徴が反映している。
ところが、日本語では擬音語と擬声語

の区別が曖昧で、オノマトペには擬態語
を含めるのが、一般的である。例えば、小
野（2009: 7）は、オノマトペが「ゴーン」
（鐘の音）や「キーン」（飛行機の音）のよ
うな擬音語と、回転を表すクルクルや輝
きを表すピカピカのような擬態語とを一
括して言うものと、定義づけている。丹
野（2005: 1）や得猪（2007: 15）も、オノ
マトペは擬音語と擬態語を意味すると説
明している。擬音語・擬声語だけではな
く、擬態語も含めるというのが、広義の
意味のオノマトペの解釈である。日本語
の持つ感性では、animateと inanimateの
区別が曖昧になりやすいという点に特徴
がある。この違いは大きい。
辞書においても同様の現象が見られ

る。山口（2003）『暮らしのことば：擬音
語・擬態語辞典』では、擬音語の意味を、
「現実の世界の物音や声を私たちの発音
で写しとった言葉」（p. 1）と定義づけて
いる。この擬音語の定義には、擬声語も
含められている。そのために「身近な猫
の声『にゃんにゃん』という擬音語」（下
線筆者）と説明している。つまり、擬音語
と擬声語の区別が行われていない。そし
て、擬態語を、「現実世界の状態を私たち
の発音でいかにもそれらしく写しとった
言葉」（p. 1）と定義づけている。擬態語
は、例えば、「ウロウロ」「コロリ」｢ツンツ
ン｣「テキパキ」「ピカリ」「ニヤニヤ」の
ように、事物の状態や様子、身振り、心情
のように音が出ていないものを、感覚的
に言語音で象徴的に描写した語である。
音が出ているか、出ていないか、つまり、
外界の音響的事象の描写の有無が、擬音
語・擬声語と、擬態語の違いである。『広
辞苑』（第6版、2008年）の「擬態語」の
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項目では、「視覚・触覚など聴覚以外の
感覚印象を言語音で表現した語。にやに
や・ふらふら・ゆったりの類」（p. 684）
と説明している。これは、要点を押さえ
た理解しやすい説明である。
山口（2002）では、「第二部：動物の声
の不思議」で、平安時代末期に成立した
『大鏡』には犬の吠え声が「ひよ」と書か
れているが、濁音表記がなかったので、
実際は「びよ」であったろう、と指摘し
ている。そして、「ハ行音とパ行音の擬音
語・擬態語は、両形存在し、ほぼ同様な
意味」（p. 200）を表していると述べてい
る。動物の鳴き声を表すオノマトペに
も、「擬音語」という表現を用いている。
桜井（2010: iii）は、「オノマトペ＝擬

音語」と「ユートピア＝理想郷」とを合
わせて、新造語の「オノマトピア」を造っ
ている。「擬音語大国ニッポン」は、豊か
な「オノマトペが無かったら、日本語の
表現能力は五割ガタ落ちる」（p. iii）と
述べ、CMコピーの「ピッカピッカの一
年生」を例として挙げている。オノマト
ペが「ニクタイ的ソーカイ感」（p. iv）を
伴っており、「イミよりヒビキのかもし
だす雰囲気にポイント」を定め、「エスカ
レートしている」（p. iv）現状を指摘して
いる。そして、オノマトペを「視聴味嗅触
の五感を中心に体性感覚をも加えた全感
覚器を動員」（p. vi）して、「共通感覚」の
統合作用によって生み出される「カラダ
コトバ」（p. vi）と規定することを提唱し
ている。この考えは、スポーツオノマト
ペにも見られる発想法である。
オノマトペの定義に見られる日英語の
差異の要因を探すと、天沼（編）『擬音語・
擬態語辞典』（1974年）に、そのヒントが

見られる。天沼（1974）は、擬声語という
名称「が広く行われており、むしろ、擬声
語のほうが広く用いられているかもしれ
ない」（p. 11）と言及している。それにも
かかわらず、擬音語の中に「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
する音、人間以外の生物の発する声や音」
（p. 7; 下線筆者）と説明し、擬声語も含め
ている。擬音語や擬態語の理解の仕方に
は「不備な点」（p. 11）の存在を正直に認
めている。擬声語を広い意味で解釈し、
擬態語「を含めた呼び名」（p. 12）という
言及も見られる。実は、大坪（1988）は、
擬音語と擬態語を合わせて「擬声語」（p. 
15）と呼んでいる。
天沼（1974）の4年後の1978年に発行
された浅野（編）『擬音語・擬態語辞典』
の前書きには、擬声語という言葉は一度
も用いられていない。しかし、金田一春
彦氏の「解説」には、「外界の音を写した
言葉」（p. 5）を擬音語と分類し、「蛙の声
の擬音語『ころころ』」（下線筆者、p. 5）
は、「擬声語ということができる」（p. 6）
と指摘している。そして、「音によって象
徴的に表す言葉」（p. 7）が「擬態語」で、
無生物の状態を表すものが、正統の「擬
態語」、生物の状態を表すものは「擬容
語」、人間の心の状態を表すものは「擬情
語」と呼ぶことができることを指摘して
いる。この金田一春彦氏の「解説」の指摘
の内容が広まらず、「擬音語・擬態語」と
いう題名のほうが、一般的に広く用いら
れたと考えられる。
日本で一番売れている国語辞典と言わ

れる『新明解国語辞典』（第7版、2012年）
においては、「擬音語」の項目で、「音や声
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をまねて表わした言葉。例、がたがた・
わんわん。擬声語」（p. 330）と記述して
いる。これは、オノマトペの専門辞書の
記述を反映した記述になっているためで
あろう。「擬声」の項目では、「他人の声や
動物の鳴き声などをまねて発音するこ
と」と説明し、続けて、「広義では、物の音
をまねて発することをも指す」（p. 342）
と述べている。擬音語は、擬声語の意も
含んでいるが、逆の場合も存在すること
を指摘している 3）。これは、辞典使用者の
混乱が予想される説明である。
さらに、『広辞苑』（第6版、2008年）の

「擬音語」の項目では、「実際の音をまね
て言葉とした語」（p. 659）で、表現の実
例として「さらさら」「ざあざあ」「わん
わん」を挙げている。それに続けて、「擬
声語。広義には擬態語も含む」（p. 659）
と説明している。擬音語と擬声語の区別
は、行われていない。「擬声語」の項目で
も、「①擬音語に同じ」「②特に、人・動
物の声をまねた語」（p. 680）と説明し、
「きゃあきゃあ」「わんわん」の類で、「写
声語」と説明している。日本語のオノマ
トペ研究が世界的なレベルで貢献するた
めには、用語の定義が整理され、標準化
される必要がある。

3.		学問上の世界規模化と定義の標
準化の必要性

21世紀に入り、経済分野だけではな
く、社会のいろいろな分野で国際化・世
界化が進められている。この進展は、教
育や学問の分野でも、例外ではない。着
実に教育や学問の世界も、国際化・世界
化が推進されている。そこで、学問上、日
本語と英語の用語の定義に見られる「不

一致」（隔たり）は、できるだけ解消され
る必要がある。国際的な場でコミュニ
ケーションを行う機会が増えつつあり、
その際に生じる誤解を、できるだけ少な
くすることに繋がるためである。
明記しておきたいことは、グローバル

化が進むことは、各言語の独自の文化を
消滅させることを必ずしも意味していな
いということである。グローバル化の進
展とともに、少数民族の文化にも焦点が
当てられ、その文化を守ることに繋げる
ことも可能になる、という一面があるこ
とを忘れてはならない。言語学の分野に
おいても、世界的規模での発言力を増す
ためには、用語の「標準化」が進められな
ければならないことを痛感している。
国際化や世界化に対応する必要上、日

本語のオノマトペは、擬音語や擬声語だ
けではなく、同じ形態で擬態語としても
多用されること、つまり、多義性という
特徴があるために、広義の解釈でオノマ
トペを考察している点を、明確に指摘す
る必要があると考えている。

4.		日本語のオノマトペの新しい積
極的な活用例

21世紀に入ってからの日本語のオノ
マトペには、めざましい進化が見られ
る。コミュニケーションの一手段として
のオノマトペの使用を肯定的に解釈し、
日常生活の意思伝達を円滑にする手段
として、積極的に活用する働きかけが見
られる。その筆頭が、スポーツオノマト
ペである。人間の身体のリズムと連動
したオノマトペで、ハンマー投げの室伏
広治選手が投擲する際に絶叫する「ン
ガー！」（ンッガアァァァァー）や、卓球
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の福原 愛 選手がスマッシュを決めた時
に発する「サー！」（サー、サーサー、サー
サーサー、サーサーヤーという4パター
ンが存在）、ブルース・リー（Bruce Lee: 
1940-1973）が中国武術の格闘の際に発
した「アチャー！」や「アチョー！」（通称
は怪鳥音）などを意味している。その効
果は、シャウティング（shouting）効果と
呼ばれ、①パワーとスピードの向上や、
②リズムやタイミング、③リラックス、
④モチベーション（動機づけ）、⑤威嚇や
挑発、⑥やる気と気合いを引き出す力、
などの効果が指摘されている。その言葉
を発声することによって、潜在能力を最
大限に発揮させる力があると指摘されて
いる（cf. 藤野 2013b: 5）。
スポーツオノマトペの他にも、ある
特定の分野や用途に限定して応用され
るオノマトペの例が見られる。これは、
五七五音節の短詩型の表現を活用した
「世界ハイク」に見られる現象と同じで
ある（cf. 吉村 2008b: 213-248）。例えば、
甘いデザートの味や食感をオノマトペで
伝える「スイーツオノマトペ」や、子育て
に役立つ言葉として用いる「子育てオノ
マトペ」、着ている服に関連した「アパレ
ルオノマトペ」という表現が創造されて
いる。ある特定の用途に応じて、オノマ
トペだけで言いたいことを伝えることが
できるという点に、日本語のオノマトペ
の豊かさが反映している。
福田（2005）のスイーツオノマトペの

用例を、以下に引用すると、「くんくん（バ
ナナのベイクドチーズケーキ）、くちゃ
くちゃ（松の実のキャラメル）、さくさく
（歯型のシナモンビスケット）、さくんさ
くん（チョコレートタルト）、ふわふわ

（ラズベリーのヨーグルトムース）、ふわ
んふわん（クリームだけのスポンジケー
キ）、かりかり（りんごのホットパイ）、か
りんかりん（砂糖衣のかりん糖、素揚げ
のかりん糖）、あむあむ（胡麻と甘納豆の
お饅頭）、はむはむ（ピーナッツジェリー
サンドイッチ）、ぱりぱり（ミューズリー
のチュイール）、もぐもぐ（卵ドーナッ
ツ）、もちもち（イチジクのファーブルド
ン）、ぺろぺろ（ミントキャンディ）、くる
くる（そば粉のパンケーキロール）」など
がある。オノマトペは、すべてひらがな
で表記され、二つずつが対を形成してい
る。香りや、食感、形状などの五感の情報
に基づいて、オノマトペが選択されてい
る。スパイス入りのはちみつレモンを表
す「しゅわしゅわ」という汁物のスイーツ
も、含まれている。スイーツオノマトペの
特徴は、スイーツの特徴をオノマトペだ
けを用いて表現し、そのスイーツの名前
として使っていることである。オノマト
ペの表現効果と実物の写真を利用して、
それぞれの各スイーツを説明している。
子育てオノマトペの実例としては、表

情を明るくする「パッチリ、ニーッ」（2
歳～小学生の育児の「困った！」を解消
する）、隠れた才能を発揮させる「キラキ
ラ」（3歳～小学生向け）、本好きにする
効果が期待される「ジャジャーン」（0～
3歳児向け）がある（cf. 藤野 2013b: 43-
59, 150-152）。オノマトペは、子供や親
の脳に刺激を与え、子供にも伝わりやす
い言葉と考えられている。友達の発表や
意見を聞く時に、おへそから電波を出す
イメージで相手に体を向けることを表
す「おへそピピピ！」や、床に両足をぴっ
たりつけて背筋を伸ばすことを表す「ピ
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タッ！ピン！」などの例が考案されてい
る（cf. 藤野 2013b: 193-194）。
アパレルオノマトペの実例としては、2

歳から小学生向けとして、コントラスト
の明確なコーディネートをしている子供
には「シャキッとしているね」、やさしい
色合いの服を着ている子供には「フワッ
としているね」、シンプルでカッコいい服
を着ている子供には「シュッとしている
ね」がある（cf. 藤野 2013b: 65-66）。
オノマトペの表現語句は、短くて記憶
に残りやすいために、障碍児の教育やリ
ハビリテーション（rehabilitation）にも
活用されている。これらは、日本文化の
中で効果が見られる応用例である。

5.	 日英語のオノマトペの表現の多
様な相違

日英語の対照研究の視点からオノマト
ペを考察すると、日本語のほうが英語よ
りもオノマトペが豊かであることが、す
ぐに理解できる。それは、日本語のオノ
マトペが、英語では直訳することが困難
で、意訳されているためである。日本語
のオノマトペは、「英語の三倍・1200種
類にも及ぶ」（山口 2002: 表紙カバー）と
いう指摘も行われている。
例えば、「位置について、用意、ドン！」
は、英語では “On your mark. Get set. 
Go!” “Ready, steady, go!” “Ready, set, 
go!”と言われる。日本語では出発を知ら
せる号砲を表す擬音語の「ドン」が用い
られるが、英語では「行く」という意の動
詞の命令法、goが用いられている。日本
語では「ドン」という擬音語を用いてい
るという点には、日本語の状況依存性の
高さが反映されている。

日本昔話の「鶴の恩返し」では、「空
から一羽の鳥がひらひらと舞うように
落ちてきました」は、 英語では“a bird 
fluttered down from the sky”と訳されて
いる（千葉 2010: 4-5）。日本語の副詞の
擬態語「ひらひらと」が、英語では動詞の
flutteredと、このflutteredの音象徴によっ
て表現されている。そして、「若者の足元
まで来ると、ぱたりと倒れたのです」は、
“She landed by his feet and fell down.”
と翻訳されている。原文の「ぱたりと」の
意味を明確に表すために、“She landed 
by his feet and collapsed.”と表現するこ
とができる。「崩れるように倒れる」とい
う意味を持つ動詞のcollapsedによって、
「ぱたりと」の意を表すことができる。こ
のように日本語のオノマトペは副詞で表
現されることが多く、英語では一般的に
動詞で表されることが多い。
日本昔話の「桃太郎」では、「ある日の

こと、おばあさんがいつものように川で
洗濯をしていると、川上から、ドンブラ
コッコ スコッコと、大きな桃が流れてき
ました」は、“One day, as the old woman 
was doing the washing, a large peach 
came bobbing and tumbling down the 
river.”（千葉 2010: 17）と訳されている。
英語訳では “bobbing and tumbling”（上
下左右に揺れながら）と表現されている。
心地よいリズムのある「ドンブラコッコ 
スコッコ」は、擬音語とも擬態語とも考
えることができる。原文の日本語のほう
が、読み手や聞き手に考えさせる表現に
なっている。英語訳のほうが、明示性が
高く、曖昧性が低くなっている。
昔話の「おむすびころり」では、擬態語

の「ころり」が題名に用いられているが、
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英語訳では、“The Rolling Rice Ball”と
いう表現で動詞の現在分詞形が用いられ
ている。そして、 “Rice Ball”のRiceと頭
韻を踏ませて、Rollingが用いられてい
る。題名にも擬態語を用いている点に、
日本語らしさ、日本語の状況依存性の高
さが反映されている。つまり、この題名
は読み手や聞き手に考えさせる効果があ
り、余韻を与えていると言える。
対訳版の『ドラえもん』（2002）では、水

をかける時の擬音語の「ドボ」（p. 41）が、
英語訳ではSPLASHと訳されており、水
の量が少なくなった表現の「ジャア」（p. 
42）もSPLASHで、大量の水をかけた時
の擬音語の「ザバ」（p. 61）もSPLASH、
プールに飛び込んだ擬音語の「ドブン」
（p. 62）も英語ではSPLASHと訳されて
いる。日本語のオノマトペのほうが英語
よりも、豊かであり、オノマトペに関し
ては繊細で微妙な描写力を備えているこ
とは、確かである。しかし、英語では大文
字と小文字の区別が行われており、英語
のオノマトペは、ほとんどすべて強調形
としての大文字で表記されている。
対訳版『サザエさん』（2003）では、原

文の「かじだーッ。カンカンカンカン、
カンカンカンカン」（p. 134）が、英語訳
では “FIRE! FIRE! CLANG CLANG 
CLANG CLANG”と表現されている。原
文の日本語では「かじだーッ」と促音の
「ッ」がカタカナで表記されているが、火
事情報を伝える語が一度だけしか使われ
ていない。そして、擬音語の「カン」が4回
反復されて「カンカンカンカン」と表現
され、それがもう一度、反復されている。
英語訳では、重要な火事情報のFIRE!が
反復されており、CLANGが4回、反復さ

れている。原文ではオノマトペに焦点が
置かれているのに対して、翻訳の英語で
は、火事情報に焦点が置かれている。
対訳版『サザエさん』（2003: 39）では、

「キケンキケン」はDANGER!と、「ワイ
ワイワイ」はWAAH! と訳されている。
原文の日本語のほうが、語句の反復が多
く見られる。オノマトペの表現は短いも
のが多いが、そのオノマトペにも各言語
の特徴が色濃く反映されている。

6.	 日英語のオノマトペの共通性と
音象徴

近代言語学の父と呼ばれるスイスの
言語学者のソシュール（Ferdinand de 
Saussure: 1857-1913）は、言語の意味と
音の関係が無関係であること、つまり、
言語の恣意性という特性を指摘してい
る。しかし、オノマトペは言語の恣意性
の例外に相当する 4）。オノマトペの音と
意味の間には密接な関係があり、「音象
徴」の存在が指摘されている。
例えば、サ行、特に「さ」と「す」で始ま

るオノマトペ、つまり、/s/ 音は、「なめら
かさ、スムーズさ」を表している（cf. 田
守 2002: 151）。例えば、「さくさく」や「さ
くっと」「さっくり」「さっさと」「さっと」
「さらさら」「さらっと」「さらり」「さやさ
や」「すいすい」「すかっと」「すっかり」
「すっくと」「すっくり」「すっと」「すべす
べ」「するする」「するり」「するりと」のよ
うな擬音語や擬態語が存在する。英語に
おいても、sashay（滑るように進む、斜め
に進む）や、slide（＜人などが氷の上など
を＞なめらかに滑る）、skip（＜人や子羊
などが＞軽く跳ぶ）、slash（＜刀やナイフ
などで＞さっと切る）、slick（滑らかな、
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すべすべした）、sling（＜石など＞を投石
器で射る）、slip（＜人や物がツルっと＞滑
る）、spin（＜軸を中心に急速にコマなど＞
を回転させる）、stick（＜人が鋭い物を物
などに＞突き刺す）のような動詞や形容
詞が存在する（cf. 田守 2002: 151-155）。
田守（2002: 155-158）は、水しぶきの

音についても言及している。擬音語の
「ぱしゃ」「ぱしゃり」「ぽちゃっ」「ぱちゃ
ん」「ぽちゃん」「じゃぽーん」「じゃぼー
ん」などがあり、英語にもsplash（＜人・
物が水・泥などをピシャッと＞はねかけ
る）、spray（＜人・物＞にしぶきをかけ
る）、spatter（＜人・物が水・泥など＞を
はねかける）などの動詞が見られること
から、水しぶきを表す語は、日英語で「共
通して両唇閉鎖音と粗擦音を含んでいる
ことが多い」（p. 158）と指摘している。
オノマトペの構造性に関しては、三
戸・筧（1981: iii）が、無声摩擦音の「は
らはら」「ひらひら」は「中立的」である
が、有声破裂音の「ばらばら」「びらびら」
は「湿気・重さ」を、無声破裂音の「ぱら
ぱら」「ぴらぴら」は「乾燥・軽さ」を感じ
させると述べている。
旗や帆が風に吹かれて生じる擬音語の

「ぱたぱた」は、英語ではflap（＜旗など
が＞パタパタ揺れる）やflutter（＜旗など
＞ひらひら翻る）、廊下を走った時に生
じる足音の擬音語の「ぱたぱた」は、英語
ではpitter-patter（＜パタパタと＞音をた
てる＜雨音や足音＞）、木の葉の音を表
す「カサカサ」は rustle（カサカサ音をた
てて動く）、焼肉料理をした時の「ジュー
ジュー」は、sizzle（をジュージューと焼
く）で表現する。このように音象徴につ
いては、日本語と英語で共通しているこ

とが多い。そこで、田守（2002: 155）は、
音象徴の普遍性の可能性を示唆してい
る。日本語はオノマトペが豊富であると
いう事実から、日本語は音象徴（sound 
symbolism）にも富む言語であると言え
る要素を内包している。

7.	 オノマトペの表現効果と文化的
特性―感性の表現の魅力

うがいの方法として、「ブクブク」洗い
と「ガラガラ」うがいを、2～ 3回繰り返
すのがよいという掲示が、大学構内に貼
られていた。この「ブクブク」は、擬音語
で、口に半分ほどの水を含み、唇を閉じ
て頬の筋肉を動かし、「ブクブク」と口の
中の隅々まで水を動かすことを意味し
ている。「ブクブク」洗いというオノマト
ペを含む表現の効果は、簡潔性や、誘目
性、多義性、曖昧性、さらに、読み手に意
味を考えさせる効果にある。「ガラガラ」
うがいは、顔を上に向けて口を開けなが
ら、「あ～」や「か～」「お～」と声を出し、
喉を震わせて洗うことを意味している。
「ガラガラ」うがいという表現も、論理や
理性には訴えていないので、堅苦しさが
避けられている。親近性がある。

21世紀は、触感や、色、匂いなどの感
覚的刺激を駆使して、消費者の身体的感
覚や感情に訴える「感性産業」の時代と
も言われている（cf. 山下 2002：9）。感
性産業というのは、米国のシアトル系
コーヒー店のように、物ではなく、経験
や体験を消費者に提供している産業であ
るが、ファッションやインテリア、自動
車などの分野でも、多彩な色彩や斬新な
デザインが重視されている。オノマトペ
は感覚的で感性に訴える表現である。嗅
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覚や触覚は、脳の中で記憶や情動とも密
接に連携している。五感を通して身体的
に体得された記憶は、言葉による記憶よ
りも持続期間が長い。この点にも、感性
の表現の魅力が存在する。

Chang (1990) は、「世界の主要言語の
中で日本語の擬態語・擬音語ほど豊富で
重宝な言語表現」（p. iii）はないことや、
日本語の擬音語・擬態語は象徴的形式の
表現であり、瞬間的にある情景を感覚的・
情緒的に描写していること、「直感的連想
力をもってさまざまな意味を浮かび上が
らせる作用があり、一種の言語美を生む
力」（p. iii）があること、「単に音声表象と
して使われるオノマトペとは類を異にし
たもの」（p. iii）であることを述べている。
オノマトペには、日本人の自然現象に
対する感覚的繊細さが反映している。そ
して、オノマトペは、一つの感覚だけで
はなく、聴覚と視覚や、視覚と触覚や味
覚のような複数の感覚に関与することに
よって、微妙な意味を伝えることが可能
になっている。つまり、日本語のオノマ
トペには、読み手や聞き手の脳内に蓄積
されている多様な経験の記憶を、直接的
に呼び覚ます能力が備わっている。さら
に、心地よいリズム、つまり、スピード感
や、言葉遊びの要素が含まれている。
日本語におけるオノマトペの豊かさや
多用は、日本語が主観的・省略型言語で
あることを反映しており、英語のオノマ
トペの表現は、英語が客観的・分析型言
語であることを反映している。

8.		おわりに―日本語の感性の洗練
さを世界に伝える

日本語のオノマトペの豊富さは、日本

語の特色になっているが、日本語の「名
脇役」であり、決して「主役」ではない。ス
ポーツオノマトペにおいても、身体のリ
ズムと連動したオノマトペが主役ではな
く、そのオノマトペを発声すること自体
が、大切な行為で「主役」になっている。
子育てオノマトペも同様で、子育てに役
立つ「魔法の言葉」としてのオノマトペ
は「名脇役」であり、愛情を持っている親
が子供に対して言葉をかけるという行為
自体、つまり、発話が「主役」である。
英語では、bow-wowという純粋な犬

の鳴き声を表す擬声語よりも、動詞化し
た「（ワンワン）吠える」の意のbarkに重
点が置かれている。英語は「吠える」とい
う「行為」に重点を置いており、日本語の
オノマトペは、どのように吠えるかとい
う「状況」に重点を置いている。この点が、
英語と日本語のオノマトペの表現上の根
本的な相違になっている。
つまり、英語には行為者（人間）中心の

文化という特性が見られ、吠えるという
行為を行う犬に重点（焦点）が置かれて
いる。それに対して、日本語は「ワンワン」
「キャンキャン」「ウー」「ガオー」「クンク
ン」「キャイーン」などの豊かなオノマト
ペを持っている。これは、日本語が状況
中心表現を大切にする文化を持っている
ことを表している 5）。
言い換えると、英語は、特に論理や理

性を重視した cognitive communication
（知的コミュニケーション）を大切にして
おり、日本語は、察しの文化やaffective 
communication（情的コミュニケーショ
ン）を大切にしているというそれぞれの
言語特性を反映している。
日本語のオノマトペの特徴は、擬態語
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の多さだけではない。オノマトペの使用
頻度の高さと使用範囲の広さにある。こ
れらは、日本の自然観や文化的特徴、つ
まり、状況中心表現を好むという特性や
感性の細やかさを反映している。
確かに、オノマトペは日本語の持つ魅
力の重要な要素であるが、敬語や数詞と
ともに、日本語を学修する外国の人々
が苦労する表現でもある。幸いにも、グ
ローバル化の波と日本のマンガやアニメ
の人気に乗って、一期一会の「おもてな
し」の精神や、バランスのとれた和食の
健康志向性が、世界市民に関心が持たれ
つつある。対訳版の『ドラえもん』（2002）
でも、子供の泣き声の「ワア～」は
WAAH（p. 75）、風が強く吹く音の「ゴオ
オオ」はGROOH（p. 91）で、「ビュウー」
はHWOOO（p. 91）、叫び声の「キャー」
はKYAH!（p. 115）と、日本語に近い表
記で訳されている 6）。そこで、今こそ、日
本語のオノマトペの持つ表現力や感性の
洗練さが、世界市民に関心が持たれるよ
うに、日本の大切な文化として英語で発
信していくことが、将来、日本語の魅力
が増加する上で大いに役立つであろう。

註
1. オノマトペの使用も、TPO（Time, 

Place, Occasion）が大切で、論文での
使用は避けられ、その使用には賛否両
論がある。使用を避けた作家には、三
島由紀夫や森鴎外がおり、最大限に活
用した作家には北原白秋や、草野心平、
高村光太郎、谷川俊太郎、萩原朔太郎、
宮澤賢治などがいる。村上春樹もオノ
マトペを好む作家の一人である。例え
ば、短編『YVピープル』の「テレビの

画面がさっと白くなり、ちりちりとい
う音が聞こえた」を、Alfred Birnbaum
は “The screen glows and I hear it 
tinkling.”と訳している。この tinkleは、
チリンチリンと鳴る鈴などの音を表す
語で、英語訳の困難さが表れている。

2. オノマトペという言葉の語源は、フラ
ンス語のonomatopée（the making of 
words「名前や語を造ること」の意）。
元々は古代ギリシャ語から古典ラテン
語を経て、フランス語に入った語。英
語ではonomatopoeia（初出例1553年）
であるが、onomatope（初出例1828年）
という語も用いられている。

3. 『新明解国語辞典』（第7版、2012年）
の「擬態語」の項目では、「身ぶり・状
態の感じを表わして作った言葉。例、
にっこり・ゆらゆら」（p. 344）と説明
している。

4. さらに、本来の日本語である和語には、
ラ行音や、濁音・半濁音、拗音で始ま
る語彙が見られないと指摘されている
が、オノマトペには見られる（cf. 沖森 
et al  2011: 60）。

5. 多くのオノマトペは状況を描写してい
る。例えば、淡泊さを表す擬態語「さっ
ぱり」は、気分を表す「爽やか」から、
「あっさり」は、「浅い」から来ており、
「り」という様子を表わす語尾が付い
て音が詰まったものである。濃厚な状
態を表す「こってり」は、「濃い」から来
ている。そして、色や、味、気性などの
状態を表している。「あっさり」は濃く
なる前段階の理由（原因）を、「さっぱ
り」は印象としての結果を表しており、
両方とも、状態を表している。

 　昔話「かちかち山」の「（たぬきは豆
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を）むしゃむしゃ食べてしまいまし
た」は、英語訳では“gobbled them all 
down”（川内 2000: 10-11）と、「たぬき
は、もう、ふらふらになって、山をく
だりました」は“the badger staggered 
crazily down the mountain” （ 川 内 
2000: 38-39）と表現されている。

6. 英語訳Dragon Ballでは、飛んでいる時
の状態を表す「ギュン」がHYUUN（p. 
12）、「ひゅーん」がHYUUNNN（p. 23）、
「ヒュー・・ン」がHYUUUNNN…（p. 
22）、「ギューーッ」がGWOOOMMMM
（p. 24）、「ギュ―ン」がGKUUUNN（p. 
30）、「ギャン」がZHMMM（p. 62）、「シュ
ン」がSHMM（p. 64）、「バキキッ」が
KRKRAK（p. 84）と訳されている。
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