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「擬音語．擬聲語＋SURU」形式之考察 

 

研究生：黃鈺茹                              指導教授：賴錦雀 

 

東吳大學日本語文學系碩士班 

 

摘要 

 

本論文主要分文法面以及語意面分析「擬音語．擬聲語＋SURU」

形式之語彙。文法方面，以「現代日本語書き言葉均衡コーパス」抽

出的實例為對象，分析其文的構成、相(aspect)以及與副詞的共起現

象等，了解「擬音語．擬聲語＋SURU」的文法特性及語彙特質。另

外，語意方面，則以認知的觀點分析「ちんする」、「うはうはする」、

「かさかさする」、「しゃきしゃきする」、「ぴりぴりする」等 5語，

探討此 5語與「擬音語．擬聲語」間的關聯性，並繪製出各語的語意

擴張圖。 

 

關鍵詞：オノマトペ、「擬音語．擬聲語＋SURU」、コーパス、認知

語言學 
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Abstract 

 

  This thesis mainly focuses on the analysis of “onomatopeia +    

SURU” in grammatical and semantic aspects. In grammatical aspect, 

it uses the sentences drew from the database of “Balanced Corpus of

Contemporary Written Japanese”. Through analyzing its structure,    

aspect, and the co-occurring with adverb, we can know the        

grammatical and semantic features of “onomatopoeia + SURU”.    

Meanwhile, as for semantic aspect, it takes cognitive point of view  

to analyze the following 5 verbs “chinSURU”, “uhauhaSURU”,    

“kasakasaSURU”, “shakishakiSURU”, and “piripiriSURU”. By       

studying the connection between these five verbs and otomatopoeia, 

we can portray the picture of semantic-expansion network of each   

vocabulary.  

 

Keywords: Onomatopoeia, “Onomatopoeia + SURU”, corpus, 
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第1章 序論 

 

 

1.1 研究動機と目的 

 

日本語のオノマトペは多様性を持ち、一般の語彙よりも特別であ

り、表現に生き生きとしたイメージを与えると言われる。オノマト

ペは文学作品だけではなく、新聞、テレビ、広告、商品、漫画など

にもよく用いられている。すなわち、すっかり日本の日常生活に溶

け込んだ日本語の表現だと言える。しかし、頼（1911b）は、中国語

を母語とする学習者にとって、オノマトペは語数が多く、形態や語

形も雑多であるため、わかりにくく、特に擬態語に対して、その意

味を類推しにくいと述べている。また、福岡（2011：14-15）は、日

本語学習者にとってオノマトペの習得が困難である理由として次の

ような点を挙げている。 

 

①オノマトペが日本の文化、風俗、習慣と密接に結びついた言葉

であるため、その知識がなく、経験の乏しい学習者にとってオ

ノマトペが表す意味を理解することが難しい。 

②日本語と中国語におけるオノマトペの全体的な数量が違うため、

日本語のオノマトペに当てはまる言葉を母語の中国語で表現

することが難しいために、オノマトペの表す意味を理解するの

が難しい。 

③日本語にある清音と濁音の発音の違いが聞きとれないために、

混乱しやすい。 
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その原因は中国語と日本語の音韻体系が違い、両地域の人が音声

に対する認知も異なるからであろう。また、上述のように、オノマ

トペは日本語の特徴であり、生活にも多く使われ、重要な表現だと

いえるが、日本語教育には重視されていないようである。それにつ

いて、頼（1991b）も福岡（2011）1も台湾における初級日本語教育

にはオノマトペが重視されていないと指摘している。 

つまり、「感覚的な語彙」2であるオノマトペは意味・形態・用法

が多様であり、音韻体系、文化や認知も違いため、中国語を母語と

する日本語学習者にとって、オノマトペの習得が困難であるといえ

る。また、日本語教育にはオノマトペにあまり触れていないという

わけで、多くの学習者はただオノマトペを理解語彙として習得して

おり、使わないという状態になっている。したがって、オノマトペ

の学習では、文法形式（オノマトペをどのように正確的に使うか）

を学習する上に、その語の性質、意味の理解を通し、オノマトペの

学習に役に立つだろうと考えている。 

オノマトペの性質、意味を理解することと言えば、その語の背後

の知識や各意味の間の意味関係を認識することである。つまり、認

知言語学の観点でオノマトペを認識し学習するなら、このような感

覚言語に対して共感を持つようになれるだろう。そうすると、オノ

マトペを理解語彙から使用語彙に使えるようになると思われる。そ

                                                 
1 福岡(2011)によると、台湾で使用されている日本語教材（大家的日本語初級Ⅰ、

初級Ⅱ、進階Ⅰ、進階Ⅱ；加油日本語①、②、③、④；聽聽說說學日語；一看就懂

日本語Ⅰ、Ⅱ；元氣日本語；初級日本語；新初級日本語）を考察した結果は、どの

教材も使用されているオノマトペの数も種類も非常に少ないということである。 
2 田守（2002：v）は、オノマトペは基本的にその音の響きから得られる意味を表
すので、感覚的なことばであるが、一般語彙よりも生き生きとした臨場感に溢れ、
繊細かつ微妙な描写を可能にすることから、日本語には不可欠な言語要素であると
述べている。（下線は筆者による） 
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こで、本論では、まずオノマトペの文法の側面を検討し、さらに意

味の側面からも検討したい。特にオノマトペにおける「擬音語・擬

声語」の動詞形式（「擬音語・擬声語＋する」形式）に着目して考察

する。 

文法の側面について、「擬音語・擬声語＋する」という動詞形式は

文の中に、どのような役割を果たすか、「擬音語・擬声語＋する」を

含む文の構成はどうなるかを検討することによって、その性質や文

法特性を明らかにしたい。意味の側面について、「擬音語・擬声語」

から「擬音語・擬声語＋する」への意味転化とその間の意味関係を

検討したい。 

 

1.2 研究対象 

 

田守（1999）によると、オノマトペは用法がたくさんあり、ほと

んど副詞として後ろの用言を修飾しているが、動詞として機能して

いる「オノマトペ＋する」も使われている。従来感情・感覚を表す

「オノマトペ＋する」を注目されている。しかし、「オノマトペ＋す

る」という形式は、「擬情語3＋する」だけではなく、「擬音語・擬声

語＋する」も存在している。本論は「擬音語・擬声語＋する」の文

法の側面と意味の側面を分けて論じたい。 

まず、オノマトペを広く集め、用例も豊富にあげている小野（2007）

『擬音語・擬態語 4500日本語オノマトペ辞典』を参照し、「オノマ

                                                 
3 田守（1993b）（1999）によると、「オノマトペ＋する」はすべてのオノマトペに

適用するとは限らない。まず、この組入れは「ざわざわ」「どんどん」のような少

数の例外を除けば、擬態語に限定されているようである。特に人間の心理状態を記

述する「擬情語」は例外なく動詞組み入れが可能である。 
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トペ4＋する」の用例がある語を抽出する。例えば、「ちん」という

語は辞書には「昨夜の夕食の残りをチンする」という用例があるた

め、第一段階の抽出対象となる。 

しかし、本論は「擬音語・擬声語＋する」に焦点を当てるため、

第二段階では、中心義が音声を描写する語を選定する。松本（2010）

によると、中心義には概念的中心義と機能的中心義がある。概念的

中心義とは、派生関係に基づくものである。一方、機能的中心義と

は、発話及び理解の過程において、その語を使う際に優先的に扱わ

れる意味が持つ特性である。ここでの中心義の認定は概念的中心義

をさす。その定義に基づき、選定された語（「擬音語・擬声語＋する」）

は以下の 73語5である【表一】。 

また、本論では、「擬音語・擬声語＋する」の使用実態を通して考

察するため、『KOTONOHA 現代日本語書き言葉均衡コーパス』から抽

出した用例数がゼロ、或いは少ない場合、分析しにくいため、その

ような語を考察対象から排除する。したがって、本論の研究対象は

【表二】の 50語と決めた。 

 

【表一】中心義が音声である「擬音語・擬声語＋する」 

NO. 擬音語・擬声語＋する NO. 擬音語・擬声語＋する 

1 うはうはする 38 じりじりする 

2 かさかさする 39 しわしわする 

3 がさがさする 40 すーすーする 

4 かたかたする 41 ずるずるする 

5 がたがたする 42 そよそよする 

                                                 
4
 ここでさす「オノマトペ」は擬音語、擬声語、擬態語を含めている。 

5 『KOTONOHA現代日本語書き言葉均衡コーパス』から抽出した例文数がゼロなら、

対象外とする。 
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6 がたぴしする 43 たぷたぷする 

7 かちかちする 44 だぶだぶする 

8 がちゃがちゃする 45 ちゃらちゃらする 

9 かっちりする 46 ちろちろする 

10 がらがらする 47 ちゅっ（と）する 

11 かりかりする 48 ちんする 

12 きーきーする 49 どくどくする 

13 ぎこぎこする 50 どたばたする 

14 きりきりする 51 にちゃにちゃする 

15 ぎりぎりする 52 ばくばくする 

16 きんきんする 53 ばさばさする 

17 くちゃくちゃする 54 ばたばたする 

18 ぐらぐらする 55 ぱちぱちする 

19 こつこつする 56 ぱっちりする 

20 ごつごつする 57 ぴちゃぴちゃする 

21 こりこりする 58 ぱりぱりする 

22 ころころする 59 ぴこぴこする 

23 ごろごろする 60 ぴちぴちする 

24 ざくざくする 61 びりびりする 

25 さらさらする 62 ぴりぴりする 

26 ざらざらする 63 ぶくぶくする 

27 しーはーしーはーする 64 ぷくぷくする 

28 しゃきしゃきする 65 ぺこぺこする 

29 しゃっきりする 66 ぺたぺたする 

30 じゃきじゃきする 67 ぺんぺんする 

31 しゃぶしゃぶする 68 ぽきぽきする 

32 じゃらじゃらする 69 ぼきぼきする 

33 しゃりしゃりする 70 ぼこぼこする 

34 じゃりじゃりする 71 ぼそぼそする 

35 じゅるじゅるする 72 ぽっぽする 

36 しょりしょりする 73 みしみしする 

37 じょりじょりする 
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【表二】本論の研究対象 

NO. 擬音語・擬声語＋する NO. 擬音語・擬声語＋する 

1 うはうはする 26 じゃりじゃりする 

2 かさかさする 27 じりじりする 

3 がさがさする 28 すーすーする 

4 がたがたする 29 ずるずるする 

5 がたぴしする 30 たぷたぷする 

6 かちかちする 31 だぶだぶする 

7 がちゃがちゃする 32 ちゃらちゃらする 

8 かっちりする 33 ちゅっ（と）する 

9 かりかりする 34 ちんする 

10 きりきりする 35 どたばたする 

11 きんきんする 36 ばくばくする 

12 くちゃくちゃする 37 ばさばさする 

13 ぐらぐらする 38 ばたばたする 

14 ごつごつする 39 ぱちぱちする 

15 こりこりする 40 ぱっちりする 

16 ころころする 41 ぱりぱりする 

17 ごろごろする 42 ぴちぴちする 

18 ざくざくする 43 びりびりする 

19 さらさらする 44 ぴりぴりする 

20 ざらざらする 45 ぷくぷくする 

21 しゃきしゃきする 46 ぺこぺこする 

22 しゃっきりする 47 ぺたぺたする 

23 しゃぶしゃぶする 48 ぺんぺんする 

24 じゃらじゃらする 49 ぼこぼこする 

25 しゃりしゃりする 50 ぼそぼそする 

 

1.3 研究方法 

 

1.3.1文法の側面 

本論では、国立国語研究所が開発した『KOTONOHA現代日本語書き
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言葉均衡コーパス』を利用し、『中納言』6という検索エンジンで実

例を抽出する。また、その 50語の使用実態を通し、「擬音語・擬声

語＋する」形式は文の中に、どのような役割を果たすか、文の構成

はどうなるか、または「擬音語・擬声語＋する」形式のアスペクト

と副詞との共起現象などを検討することによって、「擬音語・擬声語

＋する」形式の性質や文法特性などを明らかにしたい。 

 

1.3.2意味の側面 

意味の側面について、第 2章での認知言語学に関する先行研究を

踏まえ、認知の観点で「擬音語・擬声語＋する」形式と「擬音語・

擬声語」との意味転化を検討する。 

しかし、50語を考察するなら、作業が膨大であるため、今回各グ

ループから 1語を選び、グループⅠに属する「うはうはする」、グル

ープⅡ、Ⅴに属する「かさかさする」、グループⅢに属する「ちんす

る」、グループⅠ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴに属する「ぴりぴりする」とグループ

Ⅴに属する「しゃきしゃきする」など、5 語を対象として分析して

みたいと思う。 

 

 

 

                                                 
6『現代日本語書き言葉均衡コーパス』(Balanced Corpus of Contemporary Written 
Japanese、略称 BCCWJ)には、現代の日本語の書き言葉の全体像を把握できるよう
に集められたサンプルが約１億語収録されている。その中の『少納言』はインター
ネット上で無料で公開されているエンジンである。また、検索対象となるジャンル
には書籍（1971〜2005)、雑誌 (2001〜2005)、新聞 (2001〜2005)、白書 (1976〜
2005)、教科書 (2005〜2007)、広報紙 (2008)、Yahoo!知恵袋 (2005)、Yahoo!ブロ
グ (2008)、韻文 (1980〜2005)、法律 (1976〜2005)と国会会議録 (1976〜2005)
などがある。 
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1.4 本論文の構成 

 

本論文は 5章から構成されている。 

第 1章の序論は研究の目的、動機、研究対象と研究方法について

述べている。 

第 2章は先行研究を主に 2つ分け、「「オノマトペ＋する」に関す

る先行研究」と「認知言語学に関する先行研究」を整理し、第 3章

と第 4章の土台とする。 

第 3章は、「擬音語・擬声語＋する」形式についての文法的考察で

ある。主に 3つに分けて論じる。まず、「擬音語・擬声語＋する」形

式の文の構成を考察し、また、「擬音語・擬声語＋する」形式のアス

ペクトを検討する。最後、副詞との共起現象を見る。それによって、

「擬音語・擬声語+する」の特質や文法特性を明らかにする。 

第 4章は認知の観点で「擬音語・擬声語＋する」と「擬音語・擬

声語」との関連と意味展開を分析する。 

第 5章はまとめにおいて第 3章と第 4章からの考察した結果と筆

者の私見を述べる上に、本論文の貢献今後の課題について述べてい

る。 
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第2章 先行研究 

 

 

2.1 はじめに 

 

日本語のオノマトペは数が多く、形態もさまざまがある。しかも、

例（1）のように引用の形式で音声を描写するだけではなく、オノマ

トペから他の用法へ転化して使われる場合が多い。（下線は筆者より） 

 

（1）「と、その時だった。カサカサッと薪の山の向うで人の足音

がした。」 

（山岡荘八『坂本竜馬』） 

 

 第 2章では、まずオノマトペとその各用法を認識し、さらに、

「オノマトペ＋する」形式に関するものと認知言語学に関するもの

をまとめ、これらの先行研究を踏まえて「擬音語・擬声語＋する」

形式を検討したいと思う。 

 

2.2 オノマトペに関する先行研究 

2.2.1オノマトペとは 

オノマトペは音象徴語とも言われる。田守（1999）と武田(2003)

は、ソシュールは言語が恣意的であると論じたが、オノマトペは音

声と意味の間に密接なつながりがあるため、非恣意的であると述べ

ている。田守（1999）によると、オノマトペは現実の声・音を真似

ている語、或いはそのように見なされる語、「擬音語・擬声語」であ



 

- 10 - 

り、または動作の様態や、肉体的、精神的な状態を描写する語、「擬

態語7」を指す。例えば、「わんわん」「りんりん」は音声を描写する

オノマトペであり、「にこにこ」「びしょびしょ」は状態を描写する

オノマトペである。 

 

2.2.2オノマトペの文法形態 

田守（1999）では、日本語のオノマトペは文の中にどのような役

割を果たすかに基づき、副詞用法、動詞用法、名詞用法、形容動詞・

形容詞用法などに使われている。（下線は筆者より） 

 

（2） 

a.「私も得意になって、手をパンパンと叩いて粉を落とし、

悠然と席に戻った」 

（鈴木健二『気くばりのすすめ』） 

b.「ハイキングに出かけたが、夕立に遭い、頭から足の先ま

でびしょびしょに濡れた。」 

（田守 1999）） 

c.「のんでいるあいだ、中谷君はぬすまれたお金のことを、

グジグジくりかえしいっていた。」 

（丘修三/石睦美『おめでとうがいっぱ』） 

 

以上の例（2）の a、b、cのように、「パンパン」「びしょびしょ」

「グジグジ」は、助詞「と」や「に」が後続し、あるいはそのまま

後ろの用言を修飾するというのは副詞用法である。 

                                                 
7 ここで指す擬態語は擬情語、擬用語を含む。 
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（3） 

a.「にがり入りの化粧水を使用したところ、ピリピリと刺激

を感じました。ピリピリするのは肌には良くないのでし

ょうか？」 

（Yahoo!知恵袋） 

b.「同時に、胸がむかつくようなムッとするにおいがきつく

なった。」 

（藤原英司『ハクチョウ物語』） 

 

また、例（3）の a、bのように、オノマトペはその自体あるいは

その一部の要素が動詞語尾「～する」「～つく」などがつくと動詞用

法になる。本論で考察する対象は動詞に転化した「擬音語・擬声語

＋する」形式である。 

他には、「きりきり舞い」「びしょ濡れ」「ごろ寝」「びっくり箱」

「ガリ勉」などのように、オノマトペの一部を名詞と結合して名詞

に派生してきたものもある。なお、田守（1999）によると、オノマ

トペは形容動詞的なものが存在する。例えば、「ピカピカの靴」「靴

がピカピカだ」のようなものである。 

以上から見られるように、オノマトペはほとんど副詞として使わ

れているが、動詞、名詞や形容詞に転化することが可能である。 

オノマトペの諸品詞について、呂（2008）は認知の概念で説明し

ている。呂（2008）によると、オノマトペは自体の音声から擬音語

が生まれ、メトニミー効果により、それらが名詞になったり副詞に

なったり動詞になったりする。また、擬態語も固有の語彙のメトニ

ミー・リンクや音象徴のリンクにより作られた語彙である。それに
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よって、動詞に転化した「擬音語・擬声語＋する」形式は原義との

関連が深いと考えられる。 

 

2.2.3「オノマトペ＋する」 

まず、「オノマトペ＋する」形式は、一つの語（動詞）として認め

るか、または、そのオノマトペは副詞として後ろの「する」を修飾

するかを論じたい。 

前述のとおり、オノマトペは「オノマトペ（と／に）＋動詞」の

ように、後ろの動詞を修飾しており、副詞としての働きがある。例

えば、次の例（4）の aである。（下線は筆者より） 

 

（4） 

a.○「荷車のようにがたぴしと揺れる小舟に乗る」 

（マルセル・プルースト/鈴木道彦訳『失われた時を求めて』） 

b.○「荷車のように揺れる小舟に乗る」 

 

また、例（4）の bのように、「がたぴし」は除いても文は成立す

るという点で、「がたぴし」と「揺れる」は 2つの語なのである。 

しかしながら、「オノマトペ＋する」という動詞は「がたぴしする」

や「ゆるりとする」のように、必ず「する」と結合して表現しなけ

ればならない。次の例（5）、例（6）のように、「がたぴし」や「ゆ

るりと」を除けば、文の意味に影響し、文が成り立たない。 
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（5） 

a.○「揺れるたびに小さな窓ががたぴしした。」 

（アン・モロー・リンドバーグ/中村妙子『翼よ、北に』） 

b.？「揺れるたびに小さな窓がした」 

（6） 

a.○「ゆるりとしてゆくがよい」 

（宮城賢秀『大目付一件帳』） 

b.？「してゆくがよい」 

 

森田（2008）によると、動詞では既存の他品詞語彙や多くの漢字

を動詞化させる。語種にかかわりなく、名詞や副詞を動詞として用

いる場合には、それにサ変動詞「する」を添えて、「額に汗する」「能

力を発揮する」「情報をキャッチする」「落選でがっかりする」のよ

うに用いる。その活用形式は、「する」によるサ行変格活用となる。 

以上のことによって、「オノマトペ＋する」形式は、「漢語名詞＋

する」「外来語＋する」と同じように、「する」と結びついて形成さ

れており、一つの語（動詞）として認められると考えられる。 

「オノマトペ＋する」形式に関する研究は従来多く研究されてい

る。西尾（1988）、鷲見（1996）、影山（2006）、鈴木（2012）などは

「オノマトペ＋する」形式について詳細な考察を行なっている。そ

れについて、以下の 2.2.3.1から 2.2.3.4までまとめている。 

 

2.2.3.1西尾（1988） 

西尾（1988）は、オノマトペから一般の語に転化したものが相当

に多く、「ざわざわする」「じっとしている」のようなサ変複合動詞
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という形式もよく現れると述べており、さらに、「オノマトペ＋する」

形式の文法面におけるテンス・アスペクト、意志・無意志、自他動

詞、使役、受け身と格支配などを論じている。 

西尾（1988）は、テンス・アスペクトの面について、以下の【表

三】のように三種類に分けている。 

 

【表三】 「オノマトペ＋する」形式のテンス・アスペクトの面 

 形式 特質 例文 

1 
「～している」 
「～した（連体用
法のみ） 

動詞らしくなく、単なる
状態を表す。「第四種の動
詞」に属する。 

「ほっそりしている」 
「あっさりしている」 

2 
「～する」だけ使
われる 

瞬間的な動きを表す意味
が強い。 

「ちくっとする」 
「はっとする」 

3 
「～している」、
「～する」両方と
も使われる 

「変化の結果の継続」 
（主体に変化をもたらす
動き） 

「ほっとする／ 
ほっとしている」 

「ぐったりする／ 
ぐったりしている」 

4 
「動作の継続」 
（主体に変化あをもたら
さない動き） 

「ぶるぶるする／ 
ぶるぶるしている」「う

ろうろする／ 
うろうろしている」 

（西尾 1988を筆者が表にまとめた） 

 

また、西尾（1988）は、テンス・アスペクトの面からもう一つの

問題を提起している。感情を表す「オノマトペ＋する」形式は、意

味上では「～する＝～している」という特徴があるということであ

る。例えば、「わくわくする」と「わくわくしている」は両方とも現

在の気持ちを表し、話し手が話している時点での自分の心理的な、

内的な状態を表す。それは、「うれしい」「ほしい」「いたい」のよう

な主体的な感情・感覚を表す「感情形容詞」と似ている（西尾 1988）。 

このような感情・感覚を表す「オノマトペ＋する」形式に関する
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研究は従来注目されている。頼(1991a)によると、「オノマトペ＋す

る」形式を有するオノマトペには、視覚、触覚及び感情を表すもの

が多い。田守（1999）は、感情を表すオノマトペは、例外なく全て

「～する」となることが可能であると述べている。また、楊（2009）

では、感情・感覚を表す「オノマトペ＋する」形式の人称制限を論

じている。それは以下の【表四】のように示している。 

 

【表四】 感情・感覚を表す擬態語とその人称制限 

形式 意味 

主体の感情・感覚を 
表出する擬態語8 

第一人称 第三人称 

動詞「る」形 

発話時の心
的状態 

瞬間的 
○ ☓ 

進行中 

習慣性・恒常性  ○ ○ 

動詞「ている」形 進行中の心的状態 ○ ○ 

（楊 2009を一部改変したもの） 

 

【表四】から、感情・感覚を表す「オノマトペ＋する」形式は話

者自身の考えを表す時に使われる動詞「思う」と同じように、他人

の感情・感覚を表示する場合、「～ている」という形で表すことがで

きる。例えば、例（7）のようである。（二重下線は筆者より） 

 

（7）「交通渋滞で少しも動けないので彼は車の中でいらいらして

いる」。                    

（楊 2009） 

                                                 
8 話し手の発話時における感情・感覚の主体の心的状態を直接に反映する言語表現

である。 
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また、「わくわく」「いらいら」のようなオノマトペはもともと人

の心理状態を描写している語であり、動詞に転化しても、そのオノ

マトペの特質は強いと言える。それについて、西尾（1988）も、オ

ノマトペは「状態」の言葉なので、「オノマトペ＋する」という動詞

形式になっても状態詞の性能にとどまるものがかなり多いと述べて

いる。 

なお、西尾（1988）によると、「オノマトペ＋する」形式は意志動

詞と自動詞のほうが多いが、自他両用の性質を持っている「オノマ

トペ＋する」形式も存在する。例えば、「ぱちくり」は「目をぱちく

りした」「目をぱちくりさせた」、両方とも使用可能である。ただし、

後者の文は自動詞を使役化した形である。このような形は「オノマ

トペ＋する」形式には珍しいことではない。特に、体の部分を表す

名詞を目的語として、全体としては動作主である人自身の動きを表

す場合は多い。例えば、「頭をすっきりさせるには山を歩くのが一番」

のようである。「オノマトペ＋する」形式の格支配について、大部分

の「オノマトペ＋する」形式は一項の動詞であり、ガ格とヲ格を支

配する二項動詞はごく一部にはある。他にト格と二格の例は僅かで

ある。 

以上のことから、「オノマトペ＋する」形式は一般の動詞と同じよ

うに多様であることがわかる。ただし、一般の動詞と違うところは、

「オノマトペ＋する」形式はもともと音声や状態を描写する語から

転化してきた語彙であるということである。そのため、「オノマトペ

＋する」形式は感覚・感情を表すものが多く、臨場感という特徴を

持つだろう。 
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2.2.3.2鷲見（1996） 

鷲見（1996）は、西尾（1988）が提起している「オノマトペ＋す

る」形式のテンス・アスペクトについていくつの問題点を指摘して

いる。それらの問題を解決するために、再び「オノマトペ＋する」

という動詞形式を検討した。まず、〈状態動詞と動作性動詞〉9、〈継

続動詞、変化動詞と瞬間動詞〉、〈性質表現化する動詞としない動詞〉

103つの枠組みを設定し、それを基準として「オノマトペ＋する」形

式を以下の 11個のグループに分類した。分類の結果は以下の【表五】

のようにまとめている。 

 

【表五】「オノマトペ+する」動詞の分類 

 動詞分類 説明 例（以下スルを省略） 

1 
〈動作性状態〉 
〈変化〉 
〈非性質表現化〉 

① ル形で現在時を表
す。 

② テイル形を持つ。 
③ 「だんだん」と共

起する。 
④ 「～テクル」形を

持つ。 
⑤ 感情を表す。 

いらいら、うずうず、
くさくさ、ぞくぞく、
どきどき、はらはら、
ひやひや、むかむか、
むしゃくしゃ、むし
ゃむしゃ、むずむず、
もやもや、やきもき、
わくわく 

2-1 

 
 
 
〈動作性〉 
〈継続〉 
〈非性質表現化〉 
 
 
 
 

① ル形で未来を表
す。 

② テイル形を持つ。 
③ 「～は～テイル」

を「～は～タ人だ」
に言い換えること
ができない。（性質
表現しない） 

④ 積極的になにもし
ないことを表す。 

うろうろ、ごろごろ、
ぶらぶら、ゆっくり 

                                                 
9
 状態動詞と動作性動詞には、「（非動作性）状態動詞」、「動作性状態動詞」、「動作

性（非状態）動詞」、「動作性形容詞的状態動詞」、「形容詞的状態動詞」などを含め

ている。 
10

 性質表現化する動詞としない動詞は、「性質表現化する動詞（性質表現化動詞）」

と「性質表現化しない動詞（非性質表現化動詞）」を指す。 
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2-2 

 
（「ル形が未来を表
すか否か」によって
2つのグループに下
位分類できる） 

① 継続動詞であり、
性質表現しないと
いう点で 2-1 と同
じである。 

② 「よく～ル」のよ
うに言えても特定
の現在時や未来時
を表すことはな
く、時を表す表現
と共起しない。そ
の点で 2-1 と異な
る。 

いじいじ、いそいそ、
いちゃいちゃ、うじ
うじ、うつらうつら、
うとうと、おずおず、
おたおた、おどおど、
おろおろ、がたがた、
きょときょと、きょ
ろきょろ、ぐずぐず、
くよくよ、こそこそ、
ごそごそ、じたばた、
せかせか、ちやほや、
ちょこちょこ、ちょ
ろちょろ、どたどた、
どたばた、とろっと、
とろとろ、にこにこ、
にたにた、にちゃに
ちゃ、にやにや、に
んまり、ぺこぺこ、
べたべた、へらへ
ら、、ぼさっと、ほや
ほや、まごまご、め
そめそ、もごもご、
もじもじ、もそもそ、
もたもた、わさわさ 

3 
〈動作性〉 
〈継続〉 
〈性質表現化〉 

① 未来を表すことが
できる。 

② 積極的になにもし
ないことを表す。 

③ 性質表現する。 

のんびり、ふらふら、
ぼーっと 

4-1 

〈動作性〉 
〈変化〉 
〈非性質表現化〉 
 
 
（4の中には、継続
動詞よりのものと、
瞬間動詞よりのも
のがあり、中心的な
変化動詞を合わせ
て、3つに下位分類
できる。 

① ル形を持ち、条件
節を必要としない
から動作性動詞で
ある。 

② 「だんだん～テク
ル」ということが
できるので、変化
動詞である。 

③ 変化動詞とは言え
主体の状態変化の
程度が低く、より
動作的で継続動詞
に近い。 

あっぷあっぷ、はー
はー、ふーふー、ほ
ろっと 

4-2 

① ル形を持ち継続時
間を持つ。 

② 「だんだん～テク
ル」と言え、変化
動詞である。 

③ 4-1と異なるのは、

うんざり、がつがつ、
ぐんなり、げんなり、
しんみり、そわそわ、
だらだら、でれでれ、
どきまき、ばたばた、
びくびく、ぷりぷり、
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程度を表す表現が
共起する点であ
る。 

④ 「～タ瞬間」や「～
タまま」というこ
とができず典型的
変化動詞に比較的
近い。 

ぶるぶる、ぷんぷん、
へどもど、ほくほく、
よたよた、よろよろ 

4-3 

① Aグループは、感覚
的・心理的な変化
を表す。タで発話
時の心的状態を表
すことができる。 

② Bグループは、主体
が複数に限られる
という点で共通し
ている。または、
主体が場面、場所
を指している。 

③ C グループは、「だ
んだん～テクル」
と言え、程度を表
す表現が共起し、
「～タ瞬間」「～タ
まま」と言えると
いう点でより瞬間
動詞的な変化動詞
である。 

A:さっぱり、すーっ
と、すかっと、すっ
きり、ほっと、むっ
と 
 
B:がやがや、ざわざ
わ、しんと、ひっと
り 
 
 
 
C:うっとり、がっか
り、がっくり、ぐっ
たり、しょぼんと、
しょんぼり、ぽーっ
と 

5 
〈動作性〉 
〈変化〉 
〈性質表現化〉 

① 「だんだん～テク
ル」という表現が
可能であり、変化
動詞である。 

② しかし、「～タま
ま」といえる点で、
瞬間動詞よりであ
る。 

だらっと、つんつん、
つんと、ぶすっと、
げけっと、ぼんやり、
むすっと、むっつり 

6 
〈動作性〉 
〈瞬間〉 
〈非性質表現化〉 

① 「瞬間的な心理
的・感覚的動き」
を表し、テイルに
なりにくい。 

② しかし、表情を伴
うもの（表情に心
理的動きが伴う）
ではテイル形が無
理なく使える。 

あんぐり、かっと、
ぎくっと、きっと、
ぎゃふんと、きょっ
と、きょとんと、ぞ
っと、どきっと、は
っと、びくっと、ひ
やっと、ぽかんと、
むかっと 

7 
〈動作性形容詞的
状態〉〈変化〉 
〈非性質表現化〉 

① 変化動詞。 
② 「長い間～テイ

ル」「～テイル」と
ぴんぴん、よぼよぼ 
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言えない。 
③ 形容詞的性格。 

8-1 
〈動作性形容詞的
状態〉〈変化〉 
〈性質表現化〉 
 
（「『いつも～テイ
ル』といえるか否
か」によって、2つ
のグループに下位
分類できる） 

① 「いつも～テイ
ル」と言える。 

むっとり、がさがさ、
ぎすぎす、きちっと、
きちんと、きりっと、
げっそり、しっかり、
しっとり、しゃきっ
と、しゃんと、ちゃ
んと、ねちねち、ね
とねと、はっきり、
びしっと 

8-2 

① 「いつも～テイ
ル」と言えない。 

② 「体格の変化」を
表す。 

がしっと、がっしり、
がっちり、ころころ、
すらりと、ずんぐり、
でぶでぶ、ひょろひ
ょろ、ぶくぶく、ふ
っくら、ぶよぶよ、
ぽちゃぽちゃ、ぽち
ゃり、ぼってり、ぼ
てぼて 

9 
〈形容詞的状態〉 
〈非性質表現化〉 

テイル形のみ使われ、
性質表現することがな
い。 

うじゃうじゃ、うよ
うよ、けばけば、け
ろけろ、こせこせ、
しゃーしゃー、のそ
のそ、ぼさぼさ 

10 
〈形容詞的状態〉 
〈性質表現化〉 

テイル形のみ使われ、
性質表現化する。 

あっさり、きっちり、
さばさば、さらりと、
じめじめ、ちまちま、
ちゃかあちゃか、ち
ゃっかり、ちゃらち
ゃら、なよなよ、の
ーのー、のほほん、
のらくら、のらりく
らり、ぴちぴち、ふ
にゃふにゃ、ふわふ
わ、へなへな、ぼそ
っと、ほんわか、も
さっと 

11 その他 
上記の 10 グループの
いずれにも位置づけら
れないものである。 

あーん、うっかり、
ぱっと、ぼやっと、
よちよち 

（鷲見 1996を筆者が表にまとめた） 
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西尾（1988）と鷲見（1996）の分類から「オノマトペ＋する」と

いう動詞形式の多様性が見られる。特に鷲見（1996）は「オノマト

ペ＋する」形式を詳しく分析し、11個のグループまで分類している。

しかし、分類の判定基準は複雑すぎ、例えば、「だんだん～テクル」

と「～タ瞬間」「～タまま」両方とも使える場合、どのように変化動

詞か継続動詞か判定するかはっきり説明していない。また、分類で

は、「より瞬間動詞的な変化動詞」や「より継続動詞的な変化動詞」

というような動詞が判定された。その判定基準ははっきり説明して

いない。 

 

2.2.3.3影山（2006） 

影山（2006）によると、擬態語動詞（「オノマトペ＋する」形式）

は 7つのタイプに整理され、それぞれが特徴的な語彙概念構造（LCS）

を有している。 

Type1から Type4は Aグループであり、これらの主語はいずれも

自己制御性を備えており、「あくせくするな／うろうろするな／がっ

かりするな」のように（否定）命令形で用いることができる。これ

に対して、Type5から Type7は Bグループであり、主語は自己制御

性を持たず、「*（頭が）ズキズキするな／*（椅子が）グラグラする

な／*（スープの味が）あっさりするな」のように用いることができ

ない。 
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【表六】擬態語動詞の分類（影山 2006） 

  主語 例文と説明 

A 

Type1 

行為者 

一家のあるじは毎日あくせくする。 

【主語が擬態語によって表される様態で行動を

行う】 

Type2 

母親が赤ちゃんの背中をトントンする。 

【主語が対象に対して、擬態語によって表される

様態で働きかけを行う】 

Type3 

旅行者が観光地をうろうろする。 

【主語が経路を擬態語によって表される様態で

移動する】 

Type4 経験者 

私は試験の結果にがっかりした。 

【主語が対象に対して、擬態語によって表される

心理状態を経験する】 

B 

Type5 

動きや性質を

帯びた物体

（対象） 

頭がズキズキする。 

【話者は自分の身体部分が擬態語によって表さ

れる異常な動きをすることを感じる】 

Type6 

椅子がグラグラする。 

【話者は物体が擬態語によって表される異常な

動きをすることを感じる】 

Type7 

このラーメンは味があっさりしている。 

【物体の一部分が擬態語によって表される性質

を有すると、誰もが感じる】 

 

さらに、影山（2006）は擬態語動詞の統語構造を検討している。

その結果、Aグループは非能格動詞（ないし他動詞）であり、典型

的に人間を主語（外項）にとる動詞である。一方、Bグループは非

対格動詞であり、意志を持たない物体名詞がガ格主語として具現さ

れ、そのガ格主語は「主語」でありながら、統語構造は目的語と同

等の位置（内項）にある（影山 2006）。 

本論では「擬音語・擬声語＋する」の文法面についての考察は影

山（2006）（2010）を参考にし、「擬音語・擬声語＋する」を含む文

の構成を分析してみたい。 
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2.2.3.4鈴木（2012） 

鈴木（2012）は、「オノマトペ＋スル」「オノマトペ＋シテイル」

と「オノマトペ＋ダ」という 3つの形式に着目し、それらは「状態

性」「継続解釈の可否」11「変化性12の有無」「心理性」「直接感覚性」

13「程度性」など、6つの基準に基いて使い分けられていると述べて

いる。 

 

【図 1】6つの基準の包含関係（鈴木 2012） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木の分類からわかるように、直接感覚（五感）に関わるオノマ

トペや心理的な動きを表すオノマトペは「スル・シテイル・ダ」と

                                                 
11

 継続解釈可とは、動作の継続的な解釈を許すということであって、表すイベン 

トが瞬時的に起こる場合があってもよい。 
12

 鈴木（2012）で言う「変化」の定義は「限界的である」ということと同義であ

り、イベントに明示的な終点がある場合、その終了とともに新たな状態、すなわ

ち結果が生じるということである。 
13

 直接感覚以外とは、資格に基づく属性や、「ぎりぎりだ」「なよなよしている」 

など五感に関係しない属性や状態などを指す。 

無 ⇒ B 

有 

有 

心理 ⇒ F 

非心理 ⇒ B 

有 ⇒ C 

無 ⇒ D 

無指定 ⇒ E 

 

継続解釈 

直接感覚以外 

状態 

非状態 

直接感覚 ⇒ F 

程度性 

可 

不可 

変化性 

変化性 

無 ⇒ A 

心理 ⇒ F 

非心理 ⇒ B 

A：スル形 B：スル・シテイル形 C：シテイル形  

D：ダ形  E：シテイル・ダ形  F：スル・シテイル・ダ形 
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いう形で使われる。例えば「さらさらする／している／だ」、「つる

つるする／している／だ」、「しゃきしゃきする／している／だ」。ま

た、状態を表す「オノマトペ＋する」形式は「シテイル」という形

で表すことができる。例えば、「さばさばしている」。なお、「スル」

という形のみ使われる「オノマトペ＋する」形式は〈非状態性〉、〈変

化性なし〉、「テイル」形を持たない、または〈瞬間的な動作〉を表

すという特徴がある。例えば、「いらっとする」「かっとする」。 

以上のように、鈴木（2012）は「オノマトペ＋ダ」という形式を

含めて分析している。しかし、本論は「擬音語・擬声語＋する」形

式に焦点を当てるため、これから「オノマトペ＋ダ」という形を排

除し、第 3章で「擬音語・擬声語＋する」形式のアスペクトを検討

したい。 

 

2.2.4まとめ 

以上見てきたように、「オノマトペ＋する」形式は動作（非状態）、

状態や感覚・感情を表すことができる。一般の動詞と同様に多様で

あり、いくつかのグループに分類でき、自・他動詞（或いは自他両

用）を持つ。しかも、語彙概念構造を有しているということが分か

った。 

また、テンス・アスペクトの面から、感情を表す「オノマトペ＋

する」形式は「スル」形で“現在”の気持ちを表し、人称制限があ

る。直接感情（五感）以外の状態を表す「オノマトペ＋する」形式

は「シテイル」形のみ使われ、瞬間的な動きを表す「オノマトペ＋

する」形式は「スル」形のみ使われるということである。 

しかし、今までの研究は主に「擬態語＋する」形式について論じ
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た。「擬音語・擬声語＋する」形式に対する研究はあまり注目されて

いない。本論では「擬音語・擬声語＋する」形式を中心にその文の

構成、アスペクト、副詞との共起現象などを検討したいと思う。 

 

2.3 認知言語学に関する先行研究 

 

日本語のオノマトペは「状態」の言葉なので、状態詞の性能にと

どまるものが多い。しかし、アスペクト、ボイス、意志性などの性

質を得てより「動詞らしい動詞」になっているものもある（西尾

1988）。このように、状態を描写する語彙から動詞になる過程は語彙

化と言える。 

筧（2011）によると、語彙化の程度は現実に近い表現からより遠

い表現へ移行する。また、角岡（1993）と筧（2011）ではオノマト

ペの語彙化の程度を提起している。前者はオノマトペの語彙化を四

段階に区分しており、後者は「引用形」14と「語形変化」を判定基

準として三段階に分けている。オノマトペの語彙化の程度を以下の

【表七】のようにまとめている。 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14筧（2011）でいう引用形はカナ書きとか「引用形」として括弧に入れられるもの

である。 
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【表七】オノマトペの語彙化の程度 

語彙化

の程度 
角岡（1993） 

語彙化

の程度 
筧（2011） 

程度 1 

最も語彙化の水準の低い

新造語の類である。 

例：「ガビューン」。 
レベル1 

（＋）引用形／ 

（－）語形変化 

例：「ワンワン」と犬が

外で吠えている。 

程度 2 

副詞や名詞修飾として用

いられ、活用のない語で

ある。 

例：「がたがた」、「からか

ら」など。 レベル2 

（＋－）引用形／ 

（＋）語形変化 

例：「がたがたする／し

た／だ／になる／にな

った」。 
程度 3 

活用語尾がついて動詞と

して用いられる語であ

る。 

例：「びっくりする」。 

程度 4 

完全に語彙化してしま

え、母語話者の意識から

もオノマトペであるとい

う感覚が希薄になってい

るものである。 

例：「ちょっと」「すする」

など。 

レベル3 

（－）引用形／ 

（＋）語形変化 

例：彼女はホッと嘆息

をついた。 

（角岡 1993、筧 2011を筆者が表にまとめた） 

 

本論で考察する対象は程度 3（角岡 1993）やレベル 2（筧 2011）

にある「擬音語・擬声語＋する」形式である。たとえ派生した意味

は音声を形容しなくても、音声と深く関連していると考えられる。

例えば、例（8）の「ぴりぴり」と例（9）、例（10）の「ぴりぴりす

る」。 

 

（8）「やがて船長がピリピリと笛を鳴らすと、気笛のひもがひっ

ぱられ、ボーボーと鳴った。」 
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（司馬遼太郎『甲賀と伊賀のみち、砂鉄のみち』） 

（9）「でるなり、ぴりぴりした声で「タカシ？」ときた。」 

（角田光代『キッドナップ・ツアー』） 

（10）「陽に灼けた額がぴりぴりしていた。」 

（ピーター・ストラウブ/芹澤恵『ミステリー』） 

 

以上の例（8）～例（10）のように、「ぴりぴり」は複数の意味を

持ち、多義語といえる。国広(1997)によると、多義の分岐は無原則

に起こるのではなく、そこには何らかの心理的・認知的なきっかけ

がある。つまり、その例（8）～例（10）の間にある意味関係がある

と考えられる。 

 

2.3.1国広（1985、1997、2006） 

国広（1985）は「痕跡的認知」と「比喩的認知」を以下のように

説明している。 

国広（1985）によると、「痕跡的認知」という表現法の特徴は、客

観的に見れば物の動きはあり得ないのに、あたかも動いたかのよう

に捉えている所にある。その動きがないのにあったかのような認知

は、一種の補完的・外挿的な能力である。例えば、以下の例（11）

と例（12）のようである。 

 

（11） 

a.金魚が死んでいる。 

b.財布が落ちている。 

c.家が倒れている。 
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人はそれら眼前の現象を、ある過去に起こった事象（死んだ、落

ちた、倒れた）の痕跡と解釈し、それを上のように表現するわけで

ある。 

 

（12） 

 

 

 

 

 

a.かどが落ちている。 

 かどが欠けている。 

 かどが取れている。 

b.線が切れている。 

c.とび出ている／とび出している／ふくらんでいる／盛り

上がっている。 

d.へこんでいる／くぼんでいる／はいりこんでいる。 

e.突き出ている／突き出している。 

 

痕跡的認知という概念はの例（11）と例（12）で説明できる。わ

れわれは補完的認知能力により、以上の図を正方形と認知される。

そして、その想定形に基づき、例（12）の a～eのような表現が用い

られる。例（12）の aの表現は、最初角があったという想定のもと

に行われている。その角が「落ちた・欠けた・取れた」結果がそこ

に残っていると見ている。例（12）の bも最初に切れ目のない直線

(e) 

 

(c) 

 

(b) 

 (a) 

 

(d) 
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があったという想定のもとになされた表現である。また、例（12）

の c、d、eも直線が想定されていてその一部分が動いたと認知され

ている。 

また、五感で直接に知覚できないものは「物」に喩える。「物」と

して捉えられると、そのことを中心にしていくつかの比喩表現が生

まれる。この比喩は一種の認知活動に基づき、「比喩的認知」という。

例えば、以下の例（13）と例（14）のようである。そして、比喩的

認知は文化の影響を受け、言語によって異なりうるが、一致するこ

ともある。 

 

（13） 

a.時が流れる／時が来た／時が去った。 

b.時間がある／時間がない／時間が余った／時間が足りな

い。 

（14） 

a.心が大きい／小さい／広い／狭い。［心→容器］ 

b.情熱に燃えている。［情熱という気持ち→熱い液体］ 

c.気持ちが荒れる。［気持ち→海面（液面）］ 

d.心が晴れる／曇る。［心→空］ 

 

以上の例（13）の a、bはすべて時間を「物」に喩えたものである。

また、例（14）の a、b、c、dでは、その心、気持ちは「容器」「液

体」「空」に喩えられている。 
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なお、国広（1997）（2006）は、多義語の意味関係において、「比

喩の転義」15、「推義（メトニミーとシネクドキー）」16、「痕跡表現」、

「予期的認知表現」17、「推論的派生義」18、「焦点移動」19、「プラス

値派生義」20、「上下関係派生義」21、「抽象化派生義」22、「具象化」

23、「時空比喩」24、「時空間推義」25などがあると提起している。 

音声を描写する「擬音語・擬声語」は動詞形式になっても、原義

と関連していると考えられる。その間の関係は国広が提起している

認知の観点で説明できると思われる。 

 

                                                 
15 二つの物事の間に何らかの類似性が認められた場合に生じるものである。「メタ

ファー」もいう。 
16 空間的或いは時間的に隣接している物事に注意が移ることにより生じる意味、

つまり一般に言われる「換喩」（メトニミー metonymy）、および、物事の全体を指

す語でその一部を指したり、逆に一部を指す語で全体を指す「提喩」（シネクドキ

ー synecdoche）をあわせて呼ぶ名称である。 
17

 「予期的認知」は、「痕跡的認知」と逆に、未来の時間帯が視野に入られている。

例えば、「石がゴロゴロと積んである」は〈ゴロゴロと転げ落ちそうな状態で〉と

いうことである（国広 2006）。 
18 ある動作・出来事を指す表現に関して、一般の人々は、もしその動作・出来事

が実現したら、たいてい次のあることが生じるものだという推論を下すことがある。

言い換えれば常識による推論である。そういう推論によって生じる意味を「推論的

派生義」と呼ぶ（国広 1997）。これは前の「予期的認知表現」に相当するだろう。 
19 現象素を持つ語の場合、その現象の一部に心的焦点を絞ったり、同じ現象素を

異なった心的角度から眺める時に生じる意味は「焦点移動」によるものである。 
20 例えば、「実力①テスト」と「あの人は実力②がある」、これは「実力①」から

「実力②」の意味が導き出される。「実力①」に〈普通以上の実力〉という意味を

認めて初めて「あの人は実力がある」が意味を成すことになる。 
21 これは一般義と特殊義、広義と狭義の関係ということができる。例えば、あお

（ブルー、みどり）。 
22 例えば、空間的な移動を表す「はいる」が「保険に入る」「大学に入る」〈大学

生になる〉のように用いられる。それは抽象化派生義という。 
23 和語動詞の連用形から作られた名詞、「表現」などの動詞的漢語名詞などの中に

は、〈－すること〉という意味と並んで、〈－するもの〉という具象化意味を派生さ

せているものがある。例えば、「ながれ」。 
24 原来空間を表す語が時間を表すのに用いられる比喩である。 
25 「時空間推義」は、ある物事と、それを必然的に取り巻いている空間と時間三

者の間を注意の焦点が移動する結果生じる派生的意味を指す。 
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2.3.2認知言語学から見る「オノマトペ」 

2.3.2.1オノマトペの言語の非恣意性 

前で述べたように、オノマトペは非恣意的な言語である。言語の

非恣意性について、以下のように認知の観点で説明できる。 

竹内（1999）は言語が非恣意性であると主張している。竹内（1999）

によると、新しい記号の採用が私達の理解構造によって動機づけら

れている。その言語表現の動機づけが人間の認知の能力によるもの

である。そして、その能力は私達の身体に依拠している。特に、オ

ノマトペである。オノマトペは私達の認知活動によって、三重に動

機づけられている。まず第一に、オノマトペはその言語音の形式が

言語表現として採用される局面で、認知的に動機づけられている。

二番目に、オノマトペはそれぞれの言語の使い手がその表現を習得

する際に認知的に動機づけられている。例えば、ニワトリの鳴き声

に似ている言語音の連鎖はそれを意味する言語表現として習得しや

すいのである。そして、三番目に、オノマトペはその言語表現が言

語の使い手によって維持される局面において、認知的に動機づけら

れている。 

 

【図 2】オノマトペの三重の動機づけ 

 

 

 

 

 

（竹内 1999を筆者が図にまとめた） 

言語表現の採用 その声・音に 

似ている言語音 

使い手によって 

維持されている言語表現 
＋ ＋ 

オノマトペ 
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つまり、オノマトペは言語表現の採用から定形まで人間の認知能

力に関わっていることが分かる。また、竹内（1999）は、言語の変

化はメタファーによる意味的拡張・転移で推進していると述べてい

る。それは前で述べた語彙化と国広の論点と一緒に考えみたら、オ

ノマトペの語彙化の過程はすべて人間の認知能力に繋がっていると

言える。 

語彙化の過程は人間の認知能力に深く関わり、その背後も必ず文

化・習慣に影響されている。そのため、認知の観点を通して「オノ

マトペ＋する」形式の意味面を理解したら、オノマトペに対する学

習に役に立つと思われる。 

 

2.3.2.2オノマトペと五感・感覚26 

感覚的な言葉であるこそ、五感・感覚とオノマトペとの関連を検

討必要であると思われる。 

苧坂（2011：71-72）によると、 

 

擬音語・擬態語にはそれぞれの感性表現において固有の五感の 

クラスターが認められる。（中略）。このような感覚と擬音語・擬 

態語の間の意味的、語音的対応関係は、擬音語・擬態語の発生が 

対象を見たり、聞いたり、あるいは触ったりといった“アクティ 

ブな運動を媒介とした認識の機能”と密接な関連をもつことを示 

している。 

 

 

                                                 
26

 ここで指す感覚は五感以外の感覚である。 
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以上のことによって、オノマトペという言語の発生はその場の動

作・状態に関わっている。つまり、「擬音語・擬声語」は聞くという

動作（聴覚）と関連していると言える。しかし、「擬音語・擬声語＋

する」形式は単なる聴覚を表現するだけではない。例えば、27頁の

例（9）と例（10）のように、「ぴりぴりする」は音声の状態、また

は痛感を表すとができる。 

また、前で述べたように、五感で直接に知覚できないものを「比

喩的認知」で表現できる（国広 1985）。苧坂（2011）も、「擬音語・

擬態語」は五感を基盤としそれが転化して心的状態をあらわす表現

まで進化したと提起している。つまり、「擬音語・擬声語」は五感の

聴覚から感情・感覚へ進化したことは可能である。 

 

2.3.2.3認知の観点から見るオノマトペの意味転化 

「擬音語・擬声語＋する」形式は五感、感情を表す以外、動作あ

るいは動作の状態も表すことができる。例えば、游（2012）はフレ

ーム27の観点からオノマトペの意味転化・拡張を検討している。 

游（2012）によると、「擬音語・擬声語」はフレーム内の要素の焦

点の移転によって新しい意味が生じる。「擬音語・擬声語」のフレー

ムの構成要素は以下の【図 3】ように示している。また、意味拡張

のタイプは以下の【表八】のように四類に分けられる。 

 

 

                                                 
27籾山（2010）によると、フレームは日常の経験を一般化することによって身につ

けた、複数の要素が統合された知識のことである。フレーム内のどの要素、あるい

はどのような要素間の関係に焦点を当てるかという観点から、ある種の言語現象を

適切に説明することができる。 
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【図 3】「音発生のフレームの構成要素」（游 2012） 

 

 

 

 

 

 

【表八】「タイプごとの意味拡張の語数28」（游 2012） 

 タイプ 語数 
Ⅰ ①音 →音源の状態 59 

②音 →音源の新しい状態 14 
Ⅱ 音 →働きかけ 11 
Ⅲ 音／声→音源/使役者 10 
Ⅳ 音／声→使役者の状態 5 

 

【図 3】の左の二重下線で囲まれる部分は声が発する時のフレー

ムの構成要素であり、右の下線で囲まれる部分は音が発生する時の

フレームの構成要素である。両方の要素をまとめ、音発生のフレー

ムの構成要素は【図 3】のように示す。例えば、「ごしごし洗う」と

「ごしごしする」では、後者は焦点が音から働きかけに移転するこ

とによるものである。一方、「心臓がドキドキ鳴っていた」と「胸が

どきどきするのを感じる」の例で、気持ちが高ぶるときに心臓も激

しく鼓動する音が発生するという心理状態と音の隣接関係が見られ、

これは音から使役者の状態への移転の例である（游 2012）。 

また、三上（2006）は、「メタファー」、「メトニミー」、「痕跡的認

                                                 
28游（2012）は『暮らしのことば 擬音擬態語辞典』（山口編）に収録されている

擬音語 431語を対象にして考察した。 

 

 

           音源の状態 

         音の発生原因 

使役者の状態   使役者 

         働きかけ 

         音源 

         声／音 
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知」と「予期的認知」などの認知の観点で、「ごろごろ」、「ばらばら」

「ぶくぶく」、「がりがり」、「かちかち」、「つるつる」などのオノマ

トペを分析している。例えば、次の「がりがり」の例である（以下

の説明と例文は三上 2006のもの、番号と下線は筆者による）。 

 

［意味 1］：頑丈で硬いものを乱暴に引っかいたり削ったりすると

きに出る音・様子。 

（15）「がりがり音を立ててかじる。」 

［意味 2］：柔らかさを全く無くしている様子。転じて、極端に痩

せている様子にも言う。 

（16）「子供たちはみんな飢えてがりがりに痩せ、目ばかり大き

く見開いていました。」 

（17）「がりがりに焦げたステーキをもったいないからって食わ

せられた。」  

［意味 3］：何かに極端に凝り固まっている様子。     

（18）「がりがり勉強ばかりして東大へ行くんだと思いつめてい

る。」 

（19）「彼は世の中すべて金と思い込み、がりがりと金をためて

過ごした。」 

 

例（16）で、非常に痩せているのは、〈骨についた肉をナイフ等で

がりがりと削っとった結果〉肉がなくなるほど痩せてしまった、と

いう事態を捉えている。それは、〈骨を削る〉という動きの痕跡を認

知している「痕跡的認知」である。それに対して、例（17）の「が

りがりに焦げたステーキ」は、焦げて非常に硬くなった肉を食べる



 

- 36 - 

時、その焦げた部分をがりがりと削って落とさないといけないとい

うような状況を予期して認知している。その認知の仕方は「予期的

認知」である。例（18）は、机の上で鉛筆を走らせる音から、必死

に勉強している様子が類推される「メトニミー」と言える。また、

例（19）は、例（18）のように必死に打ち込むという様子と類似し

ているため、「メタファー」の例である。 

以上の例（15）～例（19）から分かるように、「がりがり」はもと

もと音声を描写する語であり、擬音語を中心義として、拡張したり

して様々な意味と用法が派生されたということである。 

 

【図 4】「がりがり」の意味展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三上 2006を筆者が図にまとめた） 
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2.3.3まとめ 

オノマトペは言語音の採用、言語表現の定形、または意味の移転・

拡張など、すべて人間の認知能力に関わっている。その認知能力は

文化、慣習などと関連しているということである。 

また、以上のように、竹内（1999）、三上（2006）、呂（2008）、苧

坂（2011）、游（2012）らは、オノマトペの意味拡張・転化について

全体的になされたが、本研究は認知の観点で細かい分析を行い、「擬

音語・擬声語＋する」の「ちんする」、「うはうはする」、「かさかさ

する」、「しゃきしゃきする」と「ぴりぴりする」の意味展開を明ら

かにしたい。 

 

2.4 しめくくり 

 

本論では文法面と意味面を分けて「擬音語・擬声語＋する」形式

を考察する。その文法面についての考察は影山（2006）の分類方法

を参考にし、コーパスから収集された実例を考察し、「擬音語・擬声

語＋する」形式の文の構成を分析する。また、「擬音語・擬声語＋す

る」形式のアスペクトと副詞との共起現象も検討してみる。 

なお、意味面の部分は先行研究をふまえ、認知の観点で「擬音語・

擬声語＋する」の意味展開を分析したい。 
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第3章 「擬音語・擬声語＋する」の文法的考察 

 

 

3.1 はじめに 

 

第 1章でも説明したように、研究対象とする「擬音語・擬声語＋

する」形式は【表二】の 50語である。この 50語は文の中にどんな

役割を果たすかをはっきりさせるために、まず、コーパスから収集

した 50語の使用実態によって、文の構成を 6つに分類し、各語の結

合価を明らかにしたいと思う。さらに、「擬音語・擬声語＋する」の

アスペクト、副詞との共起現象を考察し、「擬音語・擬声語＋する」

形式の特質や文法特性について検討する。 

 

3.2 「擬音語・擬声語＋する」の文法的考察 

3.2.1「擬音語・擬声語＋する」の文の構成 

本節では、「擬音語・擬声語＋する」形式が文の中ににどのような

構成であるかを考察する。ただし、本論は音声を描写する「擬音語・

擬声語」を中心にするため、「擬音語・擬声語＋する／した音・声」

という音声を形容する形も考察に入れて検討したいと思う。 

まず、主語を「人間や動物などの動作主・経験者」か「無生命の

もの、変化・働きかけを被る対象」に分け、以下の【表九】のよう

に 6つのグループに分類した。グループⅡにおいて、Sは主語、【s】

は主語の身体部位を表す。「擬音語・擬声語＋する」形式の文の構成

を分析した結果は【表十】のように示される。 
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【表九】「擬音語・擬声語＋する」の文の構成の分類 

S＝動作主・経験者 

Ⅰ Sが～する 
Ⅱ （Sは）【s】がする 
Ⅲ Sが－を～する 
Ⅳ Sが－を～させる 

S＝無生命のもの、変化・働きかけを
被る対象 

Ⅴ Sが～する 

（音声を形容する）連体形 Ⅵ ～する／した音・声 

 

【表十】各「擬音語・擬声語＋する」の分類29 

NO. 擬音語・擬声語＋する Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

1 うはうはする ○ 
     

2 かさかさする 
 

○ 
  

○ △ 

3 がさがさする △ ○ △ ○ ○ 
 

4 がたがたする ○ ○ 
 

○ ○ 
 

5 がたぴしする 
    

○ 
 

6 かちかちする 
   

○ 
  

7 がちゃがちゃする 
  

△ ○ △ ○ 

8 かっちりする 
    

○ △ 

9 かりかりする ○ △ ○ 
 

○ △ 
10 きりきりする ○ ○ 

    
11 きんきんする 

     
○ 

12 くちゃくちゃする ○ 
   

△ 
 

13 ぐらぐらする ○ ○ 
 

○ ○ 
 

14 ごつごつする 
 

○ 
  

○ △ 
15 こりこりする 

 
○ ○ 

 
○ 

 
16 ころころする ○ △ 

  
○ 

 
17 ごろごろする ○ ○ 

  
○ 

 
18 ざくざくする 

    
○ △ 

19 さらさらする 
    

○ 
 

20 ざらざらする 
 

○ 
  

○ △ 
21 しゃきしゃきする 

    
○ 

 
22 しゃっきりする ○ △ 

 
△ ○ 

 
23 しゃぶしゃぶする 

  
○ 

 
△ 

 
24 じゃらじゃらする 

   
○ ○ △ 

25 しゃりしゃりする 
    

○ △ 
26 じゃりじゃりする 

 
△ 

  
○ 

 
                                                 
29

 例文数は 1つだけ検索した場合、“△”で表示される。それは特例や誤用をさす

ことではなく、そういう言い方が確かに存在しているが、コーパスから抽出した使

用例が僅かであるということである。 
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NO. 擬音語・擬声語＋する Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

27 じりじりする ○ △ 
    

28 すーすーする ○ ○ 
    

29 ずるずるする ○ ○ △ 
 

○ 
 

30 たぷたぷする 
 

○ 
    

31 だぶだぶする 
 

○ 
  

○ 
 

32 ちゃらちゃらする ○ 
  

○ 
  

33 ちゅっする ○ 
  

△ 
  

34 ちんする 
  

○ 
   

35 どたばたする ○ 
  

△ 
  

36 ばくばくする 
 

○ 
    

37 ぱさぱさする 
    

○ 
 

38 ばたばたする ○ 
  

○ ○ △ 

39 ぱちぱちする 
  

○ ○ ○ 
 

40 ぱっちりする 
 

○ 
 

○ 
  

41 ぱりぱりする 
    

○ 
 

42 ぴちぴちする ○ △ 
    

43 びりびりする 
 

○ 
    

44 ぴりぴりする ○ ○ 
 

○ ○ △ 
45 ぷくぷくする ○ 

   
△ 

 
46 ぺこぺこする ○ 

     
47 ぺたぺたする 

    
△ ○ 

48 ぺんぺんする 
  

○ 
   

49 ぼこぼこする 
 

○ 
  

○ 
 

50 ぼそぼそする     ○ ○ 

 

【表十一】各分類の語彙数 

 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

語数 21 24 9 14 33 14 

 

田守（1993b）（1999）は「オノマトペ＋する」は擬態オノマトペ

に限定されていると述べているが、以上の考察から見ると、「擬音

語・擬声語＋する」形式は「擬態語＋する」形式より少ないが、「オ

ノマトペ＋する」形式は「擬態語＋する」形式に限定されていない

ということが分かる。 
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動詞に変化した「擬音語・擬声語＋する」形式は連体形で音声を

形容できる語は【表十一】で示されているように、14語があり、他

の 36語は音声の描写ではない。つまり、「擬音語・擬声語」は語彙

化ということによって、「擬音語・擬声語＋する」形式が派生され、

その語の意味は原義（音声の描写）から他の表現へ移行し、新しい

意味が生じたのであるだろう。 

また、【表十】【表十一】からみると、西尾（1988）、頼（1991a）

が述べたように、「擬音語・擬声語＋する」形式は自動詞のほうが多

いことが分かる。それに対して、他動詞と認められる語（グループ

Ⅲに属する語）は 9語しかない。そのうち、「ちんする」と「ぺんぺ

んする」は他動詞であるが、他の 7語は自他両用の動詞である。 

次、各グループの語彙の性質と文法特質について論述したい。 

 

【表十二】各【擬音語・擬声語＋する】の分類と意味 

NO. 「擬音語・擬声語＋する 類別30 意味 

1 うはうはする Ⅰ 動作の様態 

2 かさかさする 
Ⅱ 
Ⅴ 

（Ⅵ） 

【s】の状態 

物の（変化した）状態 

音・声の描写 

3 がさがさする 

（Ⅰ） 
Ⅱ 

（Ⅲ） 
Ⅳ 
Ⅴ 

人の状態（性質、気持ち） 

【s】の状態 

動作 

物の（変化した）状態 

4 がたがたする 

Ⅰ 
Ⅱ 
Ⅳ 
Ⅴ 

人の状態（性質、気持ち） 

【s】の状態 

動作 

物の（変化した）状態 

                                                 
30例文数は 1つだけ検索した場合、括弧“（ ）”で表される。 
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5 がたぴしする Ⅴ 物の（変化した）状態 

6 かちかちする Ⅳ 動作 

7 がちゃがちゃする 

（Ⅲ） 
Ⅳ 

（Ⅴ） 
Ⅵ 

動作 

物の（変化した）状態 

音・声の描写 

8 かっちりする 
Ⅴ 

（Ⅵ） 

物の（変化した）状態 

音・声の描写 

9 かりかりする 

Ⅰ 
（Ⅱ） 
Ⅲ 
Ⅴ 

（Ⅵ） 

人の状態（性質、気持ち） 

【s】の状態 

動作 

物の（変化した）状態 

音・声の描写 

10 きりきりする 
Ⅰ 
Ⅱ 

人の状態（性質、気持ち） 

【s】の状態 

11 きんきんする Ⅵ 音・声の描写 

12 くちゃくちゃする 
Ⅰ 

（Ⅴ） 

動作の様態 

物の（変化した）状態 

13 ぐらぐらする 

Ⅰ 
Ⅱ 
Ⅳ 
Ⅴ 

人の状態（性質、気持ち） 

【s】の状態 

動作 

物の（変化した）状態 

14 ごつごつする 
Ⅱ 
Ⅴ 

（Ⅵ） 

【s】の状態 

物の（変化した）状態 

音・声の描写 

15 こりこりする 
Ⅱ 
Ⅲ 
Ⅴ 

【s】の状態 

動作 

物の（変化した）状態 

16 ころころする 
Ⅰ 

（Ⅱ）Ⅴ 

動作の様態 

【s】の状態 

物の（変化した）状態 

17 ごろごろする 
Ⅰ 
Ⅱ 
Ⅴ 

動作の様態 

【s】の状態 

物の（変化した）状態 

18 ざくざくする Ⅴ 物の（変化した）状態 
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（Ⅵ） 音・声の描写 

19 さらさらする Ⅴ 物の（変化した）状態 

20 ざらざらする 
Ⅱ 
Ⅴ 

（Ⅵ） 

【s】の状態 

物の（変化した）状態 

音・声の描写 

21 しゃきしゃきする Ⅴ 物の（変化した）状態 

22 しゃっきりする 
Ⅰ 

（Ⅱ）
（Ⅳ）Ⅴ 

人の状態（性質、気持ち） 

【s】の状態 

動作 

物の（変化した）状態 

23 しゃぶしゃぶする 
Ⅲ 

（Ⅴ） 

動作 

物の（変化した）状態 

24 じゃらじゃらする 
Ⅳ 
Ⅴ 

（Ⅵ） 

動作 

物の（変化した）状態 

音・声の描写 

25 しゃりしゃりする 
Ⅴ 

（Ⅵ） 

物の（変化した）状態 

音・声の描写 

26 じゃりじゃりする （Ⅱ）Ⅴ 
【s】の状態 

物の（変化した）状態 

27 じりじりする 
Ⅰ 

（Ⅱ） 

人の状態（性質、気持ち） 

【s】の状態 

28 すーすーする 
Ⅰ 
Ⅱ 

動作の様態 

【s】の状態（感覚） 

29 ずるずるする 

Ⅰ 
Ⅱ 

（Ⅲ） 
Ⅴ 

人の状態や動作の様態 

【s】の状態 

動作 

物の（変化した）状態 

30 たぷたぷする Ⅱ 【s】の状態 

31 だぶだぶする 
Ⅱ 【s】の状態 

Ⅴ 物の（変化した）状態 

32 ちゃらちゃらする 
Ⅰ 
Ⅳ 

人の状態（性質、気持ち） 

動作 

33 ちゅっ（と）する 
Ⅰ 

（Ⅳ） 

動作の様態 

動作 
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34 ちんする Ⅲ 動作 

35 どたばたする 
Ⅰ 

（Ⅳ） 

動作の様態 

動作 

36 ばくばくする Ⅱ 【s】の状態 

37 ぱさぱさする Ⅴ 物の（変化した）状態 

38 ばたばたする 

Ⅰ 
Ⅳ 
Ⅴ 

（Ⅵ） 

動作の様態 

動作 

物の（変化した）状態 

音・声の描写 

39 ぱちぱちする 
Ⅲ 
Ⅳ 
Ⅴ 

動作 

物の（変化した）状態 

40 ぱっちりする 
Ⅱ 
Ⅳ 

【s】の状態 

動作 

41 ぱりぱりする Ⅴ 物の（変化した）状態 

42 ぴちぴちする 
Ⅰ 

（Ⅱ） 

人の状態（性質、気持ち） 

【s】の状態 

43 びりびりする Ⅱ 【s】の状態 

44 ぴりぴりする 

Ⅰ 
Ⅱ 
Ⅳ 
Ⅴ 

（Ⅵ） 

動作の様態 

【s】の状態（感覚） 

動作 

物の（変化した）状態 

音・声の描写 

45 ぷくぷくする 
Ⅰ 

（Ⅴ） 

人の状態（性質、気持ち） 

物の（変化した）状態 

46 ぺこぺこする Ⅰ 動作の様態 

47 ぺたぺたする （Ⅴ）Ⅵ 
物の（変化した）状態 

音・声の描写 

48 ぺんぺんする Ⅲ 動き 

49 ぼこぼこする 
Ⅱ 
Ⅴ 

【s】の状態 

物の（変化した）状態 

50 ぼそぼそする 
Ⅴ 
Ⅵ 

物の（変化した）状態 

音・声の描写 
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グループⅠは主語が人や動物である動作主や経験者であり、「Sが

～する」という文の構成である。グループⅠの語は主に人の状態（性

質、気持ち）や動作の様態を表す。 

人の状態は人の性質や気持ちを指す。例えば、例（20）は人の性

質、例（21）は人の気持ちへの描写である。（以下の番号と下線は筆

者による） 

 

（20）「そして、思春期を迎えると、次の世代を産み育てる準備と

して、女性がプクプクしてくるのは当たり前のことです。」

（安藤節子『子育てと食事』） 

（21）「どうしたんだよ、急にカリカリして。おかしいぞ。―何を

隠してんのか知らねえけど、そんなにいらいらしてたら身

体が参っちまう」  

（中島渉『サザンクロス流れて』） 

 

「ぷくぷく／ぶくぶく」はもともと〈水中から泡などが細かく次々

と浮き上がる音〉を描写し、半濁音の「ぷくぷく」は「ぶくぶく」

より小さいや軽快な感じがする。この語の動詞形式は辞書31に載っ

ていない表現であるが、例（20）のように、「ぷくぷくする」は女性

の体型を描写することができる。また、「～てくる」形と結び、〈太

ってくる〉という意味になる。「かりかり」は〈固いもので固いもの

をひっかく音・さま〉である。例えば、「頭をかりかりかく」。動詞

形式「かりかりする」は〈いらだたしい〉という気持ちを表す。 

 

                                                 
31

 『デジタル大辞泉』、『日本国語大辞典』を指す。 
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また、動作の様態を表す「擬音語・擬声語＋する」形式は「うは

うはする」「ころころする」「ぺこぺこする」などがある。例えば、

例（22）～例（24）である。 

 

（22）「「ホテル代って、いくらくらいかな？」と、うはうはしな

がら考えてます。」 

（Yahoo!ブログ） 

（23）「直希は起きてコロコロしながらおもちゃで遊んでいます。」 

（Yahoo!ブログ） 

（24）「東洋亭で粋にかまえている最中に、彼が篠笹屋でぺこぺこ

しながら背中をながした客人に顔を合わせたくないのもま

た人情である。」 

（井伏鱒二『釣の楽しみ』） 

 

「うはうは」は擬声語であり、〈笑う声〉をさす。「ころころ」は

〈まるい物、小さい物などが転がっていく時の軽く高い音〉であり、

「ぺこぺこ」は〈物がへこんだりゆがんだりする音〉である。以上

の例のように、「擬音語・擬声語＋する」形式になると、音声の描写

という意味がなくなり、動作の様態を描写するようになった。例え

ば、「うはうはする」は〈笑う〉、「ころころする」は〈軽快に転がる〉、

「ぺこぺこする」は〈へつらう〉という動作の様態を表す。また、

「～ながら」という形と結び、後ろの動作と平行して行われる。 

【表十】【表十二】から見ると、ほとんどのグループⅠの語は他の

グループにも属するが、「うはうはする」と「ぺこぺこする」はグル

ープⅠのみ属し、「Sが～する」という文の構成で使用される。 
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次、グループⅡについて検討する。グループⅡの文の構成は「（S

は）【s】が～する」である。“（S）”は人間や動物であり、“【s】”は

身体部位である。グループⅡにおいて、（S）を省略した場合が多い、

主に身体部位を主語とし、助詞「ガ」をとり、その部位の状態や感

覚を表す。例えば、以下の例（25）～例（33）である。 

 

（25）「全身の倦怠感、手足の冷え、皮膚が乾燥してカサカサする、

汗が出ない、毛がもろくて抜けやすい、月経過多になった

り、さらにひどくなると無月経になるといった症状が出る。」 

（松峯寿美『おんなのボディブック』） 

（26）「タリクと出会ってからの数々の屈辱と悲嘆を思いだし、胸

がきりきりした。」 

（駒月雅子『砂の迷路』） 

（27）「頭がぐらぐらして、吐き気が喉元までこみ上げてくる。」 

（NHK取材班『シルクロード糸綢之路』） 

（28）「首はまあよかったが、背中がまっ平らな板なものだから、

ごつごつしてたまらない。」 

（岸本葉子『旅はお肌の曲がり角』） 

（29）「その部分の肌は固くこりこりしていて、それが幾つかある。」 

（井口時男/長沼行太郎/林京子『現代文』） 

（30）「まだ、なんとなく足の裏がざらざらする感じがします。」 

（Yahoo!ブログ） 

（31）「心臓が、ばくばくした」 

（響野夏菜『振り返れば先生がいる』） 

（32）「水を飲んで、腹がたぷたぷしてます。」 
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（Yahoo!知恵袋） 

（33）「ほおがびりびりするほど引きしまるのでした。」 

（『国語 五下 大地』） 

 

例（25）の「かさかさする」は皮膚の〈乾燥している〉状態、例

（28）の「ごつごつする」は背中の表面が〈なめらかでなく、でこ

ぼこしている〉状態、例（29）の「こりこりする」は肌が〈固くな

っている〉状態、例（30）の「ざらざらする」は足の裏が〈粗く滑

らかでない〉状態、例（32）の「たぷたぷする」は腹が〈太ってい

る状態〉を表す。このように、これらの語は「【s】が～する」とい

う構成として視覚や触覚で身体部位の状態を経験することを表す。 

また、「きりきりする」という動詞形式は辞書に記載されていない

が、例（26）のように、「きりきりする」は〈痛み〉を表し、「胸が

きりきりした」は〈胸が痛みを感じる〉という意味である。例（27）

の「頭がぐらぐらする」は〈めまいがする〉という感じを表す。例

（31）の「心臓がばくばくする」は〈心臓がバクバクという音を出

るように激しく鼓動する〉という意味であり、〈不安・恐怖・驚き〉

などの気持ちを表す。例（33）の「びりびりする」という動詞形式

も辞書に記載されていない。しかし、半濁音の「ぴりぴりする」と

いう動詞形式は記載されている。「ぴりぴりする／びりびりする」は

〈刺激・痛み・緊張・興奮〉などの感覚を表すことができる。これ

によって、以上の語は「【s】が～する」という文の構成で五感、五

感以外の感覚や気持ちを表現することができる。 

以上のことから、グループⅡの語は五感（触覚、視覚）、感覚や気

持ちを描写する語と言えるだろう。また、これらの語は音声の描写
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から転化してきたものだと考えられる。例えば、「かさかさ」はもと

もと〈乾いた物、薄くて軽い物が触れ合う音〉を表すが、動詞「か

さかさする」に派生すると、〈乾燥している状態〉を表すことになっ

た。この間にある関連があると思われる。そのため、第 4章で五感

（視覚・触覚）を表現できる「かさかさする」と感覚や気持ちを表

す「ぴりぴりする」を取り上げ、「擬音語・擬声語」との意味関係を

検討する。 

また、【表十】【表十二】から、「たぷたぷする」、「ばくばくする」

と「びりびりする」はグループⅡのみに属することが分かる。 

 

次、グループⅢについて論じたい。グループⅢは「S が－を～す

る」という文の構成であり、主語が人や動物であり、主に「動作」

を表す。グループⅢの語は助詞「ヲ」を取りうるかどうかを基準と

して、他動詞だと認められる。例えば、次の例（34）～例（38）で

ある。 

 

（34）「歯に付いていたのは爪でカリカリして取れたんですけど、

唇と歯茎は皮まで取れちゃいそうなので、出来ませんでし

た。」 

（Yahoo!知恵袋） 

（35）「ミイの乳首をコリコリしながら、妹を諭す姉のように言う。」 

（斉藤望『レイプ・ミー』） 

（36）「お野菜が食べごろになるまではお肉をしゃぶしゃぶしなが

らパクリ♪」              

（Yahoo!ブログ） 
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（37）「さらに時間がなければ、おかずは冷凍食品をチンしたり、

近所のスーパーで豊富に並べられたお惣菜を買ってくる

という手もある。」 

（松杏佐美『12ヶ月のお話し』） 

（38）「可愛いお尻をペンペンしてやるぞーっ！」 

（山浦弘靖『運命ゲームは〓の J』） 

 

「かりかりする」は 45頁の例（21）のように、〈いらいらする〉

という気持ちを表すが、例（34）の場合において、〈歯についたもの

をとる〉という動作を表す。 

「こりこり」はもともと〈やや固いものを、歯切れよくかむ音〉

を表すが、「こりこりする」という動詞形式になると、〈弾力のある

感じ〉〈筋肉などがかたくなっている様子〉という意味が生じた。し

かし、例（35）の「こりこりする」は物や身体部位の状態への描写

ではなく、〈いじる〉という動作を表す。 

また、「しゃぶしゃぶする」と「ぺんぺんする」という動詞形式は

辞書に記載されていないが、例（36）と例（38）のように、動きを

表すことができる。「しゃぶしゃぶする」は〈肉をお湯で茹でる〉と

いう動き、「ぺんぺんする」は〈お尻を叩く〉という動作を表す。 

「ちんする」は〈電子レンジで食品を加熱する〉という動作を表

し、調理完了の際に鳴る音から変化してきた語であると言える。 

また、前節にも述べたように、グループⅢのうち、「ちんする」と

「ぺんぺんする」は他動詞としてしか使われないが、他の 7語は自

他動詞である。 
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なお、グループⅢの「がさがさする」「がちゃがちゃする」と「ぱ

ちぱちする」などの語は「Sが～を～する」と「Sが～を～させる」

両方とも使用可能である。例えば、例（39）～例（41）である。 

 

（39）「がさがさする／させる」 

a.「皆がガタガタと音をたてて席を立ち、名刺を出そうとバッ

グやポケットをガサガサしているのを遠くに聞きながら、

じっと動かないその男性を見つめ、私は言った。」 

（遥洋子『働く女は敵ばかり』） 

b.「無言で油紙をガサガサさせながら這い廻る奇体な昆虫を見

つめた。」 

（黒木忍『怪奇・伝奇時代小説選集』） 

（40）「がちゃがちゃする／させる」 

a.「入っている人からすれば、ドアをがちゃがちゃされるのは

イヤです。」 

（中谷彰宏『｢みっともかわいい｣君が好き』） 

b.「彼女は、玄関の鍵をガチャガチャさせて、「ああ、もう出

かけるのに鍵まで閉めてから。どうしたことかいな」とぶ

つぶつ文句を言っている。」 

（下村恵美子『九八歳の妊娠』） 

（41）「目をぱちぱちする/させる」 

a.「ジェーンは、目をパチパチしながら、みんなを見あげてい

ました。」 

（エレナー・エスティス『元気なモファットきょうだい』） 
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b.「瀬田さんは困ったように目をパチパチさせたが、結局この

ときはもの別れに終った。」 

（加藤幸子『野鳥の公園奮闘記』） 

 

「がさがさ」あるいは「かさかさ」は、〈乾いた物が触れ合う〉と

いう音を描写する語である。ただ「がさがさ」のほうは音や程度が

大きい。動詞形式である「がさがさする」は〈物の粗く、荒れた状

態〉や〈人間が落ち着きがなく、荒っぽいという状態〉を表す。例

えば、「がさがさした松の幹」や「がさがさした人」のようである。

ただし、例（39）a・bの「がさがさする」は「～する／させる」形

で〈バッグやポケット中の名刺を探す〉、〈油紙を揉む〉という動き

を表す。また、「かちゃかちゃ／がちゃがちゃ」は〈堅い物がぶつか

り合う騒々しい音〉を表す。「がさがさ」と同様に、濁音である「が

ちゃがちゃ」は「かちゃかちゃ」より程度が大きい。例（40）の a・

b は〈ドアは誰かが開けられようとするため、ガチャガチャとなっ

た〉、〈玄関の鍵をガチャガチャと鳴らせる〉という意味であり、「－

ヲがちゃがちゃする／がちゃがちゃさせる」という形で〈ドアを開

ける〉と〈鍵を鳴らせる〉という動作を表す。以上の動きを行った

同時に、「がさがさ」「がちゃがちゃ」という音も発生したことが想

像できるだろう。 

「ぱちぱち」はもともと〈物を続けざまに打ち合わせる音〉を表

すが、動詞になると、新しい意味が生じる。例（41）の「ぱちぱち

する」は〈しきりにまばたきする〉という意味である。そして、「ぱ

ちぱちする」は「目をぱちぱちする」や「目をぱちぱちさせる」両

方とも使われる。 
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次、グループⅣについて検討する。グループⅣは使役形「S が～

を～させる」という文の構成である。グループⅣの語はグループⅢ

と同じく人の動作を表すが、使役形で表示しなければならない。例

えば、次の例（42）～例（49）である。 

 

（42）「コロシヤは、もう一度玄関のドアをガタガタさせ、「あけ

ないと、ひどい目にあうぞ」と、いやらしい声を出しまし

た。」 

（パウル・ビーヘル/野坂悦子訳『夜物語』） 

（43）「林の中では、小石をカチカチさせてリスをいっぱいおびき

だした。」 

（吉本直志郎『きょうも朝から夏やすみ』） 

（44）「男は立ち上がり、目を丸くして、おびえて頭をぐらぐらさ

せながら、アートが彼に銃を向けてでもいるようにあとず

さりして病室から出ていった。」 

（ブレイディ・ユドール/松本美菜子訳『エドガー・ミント、タイプを打つ』） 

（45）「マーシーはブレスレットの音をじゃらじゃらさせながら腕

組みした。」 

（スーザン・ブロックマン『きみに捧げるラブレター』） 

（46）「今どき派手なロレックスをちゃらちゃらさせたヤンキー風

の営業マンでありながら、驚くべき情報量（記憶力）と知

識があり、あなたの希望のする部屋をぴたりと出してくる

人物も確かに実在します。」 

（長谷川高『ずっと｢引っ越したい｣あなたへ』） 
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（47）「「ぴいよう」そう言いながらチュアンチャイは大げさに手

をバタバタさせた。」 

（魚住直子『象のダンス』） 

（48）「先生は、目をぱっちりさせた。さくらは、いっしょになっ

た坂元めぐみと、教室へはいった。」 

（角田光男『おしゃべりな天使たちの教室』） 

（49）「なにせ、初めてづくしなので、毎日神経をピリピリさせて

けいこをし、本番にのぞんだ。」 

（石川ひとみ『いっしょに泳ごうよ』） 

 

コーパスから見ると、「がたがたする」は主に自動詞として使われ、

グループⅠ、Ⅱ、Ⅴに属し、人間の状態、身体部位の状態や物の状

態を表すことができる。しかし、動作を表す場合、「ガタガタさせる」

という使役形で表示しなければならない。例えば、例（42）の「ド

アをガタガタさせる」は〈ドアを開けようとする〉という意味であ

る。その動作を行った時、「ガタガタ」という音も発生したと考えら

れる。 

「かちかち」は〈堅い物がぶつかってたてる、軽く澄んだ音〉を

表す擬音語である。この語の動詞形式、「かちかちする」も辞書に記

載されていない。しかし、例（43）はのように、「かちかちさせる」

という使役形で動作が表せる。例（43）の「石をかちかちさせる」

は〈石をかちかちと鳴らせる〉という意味である。 

「ぐらぐらする」は「がたがたする」と同様に、主に自動詞とし

て使われる。例えば、「頭がぐらぐらする」は〈めまいがする〉とい

う意味である。ただし、例（44）の場合、「頭をぐらぐらさせる」と
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いう使役形で〈頭を揺らす〉という意味を表す。 

例（45）と例（46）の場合は、「－ヲじゃらじゃらさせる／ちゃら

ちゃらさせる」という使役形で、ブレスレット、ロレックスを「じ

ゃらじゃら／ちゃらちゃら」という音を立たせるという意味である。 

「ばたばた」は〈物が風に激しくあおられる音〉、〈鳥の羽音〉、〈人

が手足を激しく動かして立てる音〉などを表す。動詞形式である「ば

たばたする」は例（47）のように、「鳥が羽をたばたさせる」「手・

足をばたばたさせる」という使役形で表現するのが多く、〈羽・手・

足を動かす〉という意味である。なお、「ばたばたする」は〈あわた

だしい様子〉も表すことができる。例えば、「今朝から、忙しくばた

ばたしています（Yahoo!ブログ）」。 

「ぱっちり」はもともと〈物を閉じたり割ったりする音〉を表す。

例えば、「扇子ぱっちり（紅葉『二人女房』）」のようである。考察に

よると、「目がぱっちりする」という用法のほうが多いが、例（48）

のように、「目をぱっちりさせる」という使役形で〈目を大きく見開

く〉という意味を表すことができる。 

「ぴりぴり」はもともと〈薄紙などが裂けていく音〉や〈笛の鳴

る音〉を表す。音からいろいろな意味が派生し、「ぴりぴりする」と

いう動詞形式が派生した。前述した〈刺激・痛み・緊張・興奮〉も

その中の一つの意味である。また、例（49）の「神経をぴりぴりさ

せる」は、「神経がぴりぴりする」の使役形であり、〈気を引き締め

る〉という意味である。 

なお、【表十】【表十二】から見るとわかるように、グループⅣの

うち、「かちかちする」は「Sが－を～させる」という使役形のみ表

示しなければならない。一方、他の 13語は他のグループにも属し、
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複数の用法を持つ。 

グループⅢとグループⅣの語から見ると、動作を表す「擬音語・

擬声語＋する」形式はほとんど音声が発生した時の動きに関係して

いることがわかる。例えば、「冷凍食品をちんする」と「ちん」のよ

うである。また、ある語は音声が発生した時の動きと直接な関連が

見られないが、音声の発生の状況となにか関連があると考えられる。

例えば、「神経をぴりぴりさせる（神経がぴりぴりする）」と「ぴり

ぴり」という音との関連である。それについて、これから第 4章で

詳細に検討する。 

 

次、グループⅤについて検討したい。グループⅤはグループⅠと

同じく「S が～する」という文の構成であるが、主語が変化の対象

或いは動きかけを対象である無生物である。グループⅤの語は主に

物の（変化した）状態を表す。例えば、例（50）～例（59）のよう

である。 

 

（50）「揺れるたびに小さな窓がガタピシした。」 

（アン・モロー・リンドバーグ『翼よ、北に』） 

（51）「表面にグラニュー糖が付いてて乾かすように焼き上げ皮の

部分がクッキーみたいにざくざくしてるのが主流なんで

しょか。」 

（Yahoo!ブログ） 

（52）「米はさらさらしていますが、びんの中にギュッと押し込め

られているために、割りばしと米のあいだには、想像以上

に大きな摩擦力がはたらきます。」 
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（後藤道夫『子どもにウケる科学手品 77』） 

（53）「茎だけの方がシャキシャキしてて美味しいよと言われたの

ですが、葉っぱは取ったほうがいいのでしょうか？」 

（Yahoo!知恵袋） 

（54）「思ってたより、あっさりしてて抹茶味とよくマッチしてた

外の部分がシャリシャリして甘くって美味しかったです。」 

（Yahoo!ブログ） 

（55）「細かい砂はどこからともなく舞い込み、瞬く間に運転席は

白くなり、口の中もじゃりじゃりした。」 

（山崎豊子『不毛地帯』） 

（56）「ヘチマは皮を剥いておくと、白くてぶわぶわした身の表面

が、ずるずるしてきた。」 

（Yahoo!ブログ） 

（57）「ひき肉は加熱するとパサパサしてしまうので、あんをかけ

たり、煮込んだり。」 

（村田洋子『すくすくネットワーク（ＮＨＫテレビ放送テキスト）』） 

（58）「表面はちぎるとパリッと音を立てて割れるほどパリパリし

ている。」 

（実著者不明『ベーカリーパティスリーブック』） 

（59）「フライパンにバターを熱し、小麦粉をふり入れ、弱火でい

ためる。いため始めの状態は、ぼそぼそしている。」 

（石田晴久・加藤幸一・渋川祥子『新しい技術・家庭 家庭分野』） 

 

「がたぴし」は〈造りが悪かったり、古くなったりした木造の家具、

建具などの立てる音〉を表し、動詞形式「がたぴしする」は 例（50）
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のように、窓の〈つくりが悪いために、きしむという状態〉を指す。 

例（51）、例（53）、例（54）と例（55）の「ざくざくする」、「し

ゃきしゃきする」、「しゃりしゃりする」、「じゃりじゃりする」は〈食

品などが口の中に噛んだ時の感じ〉を表す。それらの語は噛んだ時

発生した音（ざくざく、しゃきしゃき、しゃりしゃり、じゃりじゃ

り）から派生されたものであると考えられる。 

「さらさら」は〈物が軽く触れ合う音〉、「ずるずる」は〈締まり

なく引きずったり、徐々に滑り動く音〉、「ぱさぱさ」は〈乾いたも

のが触れて発する音〉、「ぱりぱり」は〈裂いたりはがしたり、はじ

けたりする音〉、「ぼそぼそ」は〈沈んだ低い音〉を表す。それらの

語は「擬音語・擬声語＋する」形式になると、物の状態を表すこと

になった。例（52）の米は物に湿り気や粘り気がなく、軽やかに流

れるという状態であり、例（56）のへちまの表面はすべすべになっ

てきたという状態である。例（57）の肉は乾くなっしまうという状

態であり、例（58）のその表面は裂けている状態である。また、例

（59）の小麦粉は水分がなくなり、干からびてつやのない状態であ

る。 

また、前述したように、グループⅡの語は五感（視覚・触覚）、感

覚や気持ちを表す語彙である。それに対して、グループⅤの語は主

に物の状態を表し、人間の身体と直接な関係がないが、物を見ると

き発生した視覚や食品の歯ざわり（食感）を表すことができる。例

えば、「さらさらする」、「ずるずるする」、「ぱさぱさする」、「ぱりぱ

りする」などの語は視覚的な語彙である。一方、「ざくざくする」、

「しゃきしゃきする」、「しゃりしゃりする」「じゃりじゃりする」な

どは食感を表現することができる。 
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なお、【表十一】からみると、グループⅤに属する語が一番多いこと

がわかる。そのうち、「がたぴしする」、「さらさらする」、「しゃきし

ゃきする」、「ぱさぱさする」、「ぱりぱりする」などはグループⅤの

み属する。 

 

最後、グループⅥについて論じたい。「擬音語・擬声語」は音声を

描写する語であり、引用助詞「と」と結んで使用されるが、グルー

プⅥは「擬音語・擬声語＋する／した音・声」という連体形で音声

の描写に使える。例えば、以下の例（60）～例（65）である。 

 

（60）「それに比べてＡＭ、特にＮＨＫ（民放だったらＴＢＳが良

いのだが）はなんか音もモコモコしててアナウンサーの口

調も実直かつ丁寧、余計なガチャガチャした音も無いので

素晴らしい。」 

（吉野寿『Ｗｅｅｋｌｙぴあ』） 

（61）「母さんのことばがおわらないうちに、キンキンした声がひ

びいた。」 

（石井睦美・川崎洋・土田義晴『おめでとうがいっぱい』） 

（62）「直管のドラッグパイプをつけているのですが、どうも音が

軽いというかバタバタした音なんです。」 

（Yahoo!知恵袋） 

（63）「でるなり、ぴりぴりした声で、「タカシ？」ときた。」 

（角田光代『キッドナップ・ツアー』） 
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（64）「スリッパを履いたときのペタペタした足音は、からだが発

する大切な診断材料をひとつ奪い取ってしまうことにな

るからなのだ。」 

（金沢英子『鍼を打つ人竹村文近』） 

（65）「寝起きみたいなぼそぼそした声だった。」 

（村山由佳『きみのためにできること』） 

 

「がちゃがちゃ」は〈堅い物がぶつかり合う騒々しい音〉をさす

が、例（60）の「がちゃがちゃした音がない」は、アナウンサーは

騒々しい音・声を出さない、あれこれやかましく言いたてはしない

という意味である。「きんきん」は〈金属的で、するどく、耳にひび

くようなかん高い音〉を表す。例（61）の「キンキンした声」は、

その声が金属の音のように、するどく、かん高いという意味である。

「ばたばた」は〈 物が続けざまに激しくぶつかる音〉を指すが、例

（62）の「ばたばたする」は連体形で直管の激しい音を形容してい

る。例（63）では、それは〈いらいらして、連続的で、言い続ける〉

というような声である。「ぴりぴりする」でそのような声を形容して

いる。また、「ぺたぺた」は〈素足や草履などで平らな所を歩く音〉、

「ぼそぼそ」は〈低く小さな声・張りのない沈んだ声〉を表す。例

（64）と例（65）では、「ぺたぺたする」、「ぼそぼそする」で足音・

声を形容している。 

なお、既に述べたように、本論の研究対象の 50語において、「擬

音語・擬声語＋する／した音・声」という連体形で音声を描写でき

る語は 14語がある。他の 36語は動詞へ転化したら、音声の描写と

いう意味はなくなるということである。 
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3.2.2「擬音語・擬声語＋する」のアスペクト 

これから、「擬音語・擬声語＋する」形式におけるアスペクトにつ

いて検討する。考察結果は以下の【表十三】のように示される。 

 

【表十三】「擬音語・擬声語＋する」形式のアスペクト 

 
「擬音語・擬声語＋

する」 
～する ～している 

1 うはうはする 
 

○ 

2 かさかさする ○ ○ 

3 がさがさする ○ ○ 

4 がたがたする ○ ○ 

5 がたぴしする ○ ○ 

6 かちかちする ○（させる） 
 

7 がちゃがちゃする ○ ○ 

8 かっちりする 
 

○ 

9 かりかりする ○ ○ 

10 きりきりする ○ ○ 

11 きんきんする 「～した音／声」形のみ 

12 くちゃくちゃする ○ 
 

13 ぐらぐらする 
○ 

（する／させる） 
○ 

（して／させている） 

14 ごつごつする ○ ○ 

15 こりこりする ○ ○ 

16 ころころする ○ ○ 

17 ごろごろする ○ ○ 

18 ざくざくする 
 

△32 

19 さらさらする ○ ○ 

20 ざらざらする ○ ○ 

21 しゃきしゃきする ○ ○ 

22 しゃっきりする 
○ 

（する／させる） 
○ 

23 しゃぶしゃぶする 
○ 

（する／させる）  

                                                 
32例文数は 1つだけ検索した場合、“△”で表示される。 



 

- 62 - 

24 じゃらじゃらする 
○ 

（する／させる） 
○ 

（して／させている） 

25 しゃりしゃりする ○ ○ 

26 じゃりじゃりする ○ ○ 

27 じりじりする ○ ○ 

28 すーすーする ○ ○ 

29 ずるずるする （－を～される） ○ 

30 たぷたぷする 
 

○ 

31 だぶだぶする △ 
 

32 ちゃらちゃらする 
○ 

（させ／される） 
○ 

33 ちゅっする ○ ○ 

34 ちんする ○ ○ 

35 どたばたする 
○ 

（する／させる） 
○ 

36 ばくばくする ○ 
 

37 ぱさぱさする ○ ○ 

38 ばたばたする 
○ 

（する／させる） 
○ 

39 ぱちぱちする 
○ 

（する／させる） 
○ 

（して／させている） 

40 ぱっちりする 
○ 

（する／させる） 
○ 

（して／させている） 

41 ぱりぱりする ○ ○ 

42 ぴちぴちする ○ ○ 

43 びりびりする ○ 
 

44 ぴりぴりする 
○ 

（する／させる） 
○ 

（して／させている） 

45 ぷくぷくする 
 

○ 

46 ぺこぺこする ○ ○ 

47 ぺたぺたする △ 
 

48 ぺんぺんする ○ 
 

49 ぼこぼこする ○ ○ 

50 ぼそぼそする 
 

○ 

 

以上から見ると、ほとんどの「擬音語・擬声語＋する」形式は「ス

ル・シテイル」形、両方とも使えることがわかる。しかし、【表十三】
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のように、「～シテイル」形のみ使われる語は「うはうはする」、「か

っちりする」、「たぷたぷする」、「ぷくぷくする」、「ぼそぼそする」

など 5語がある。一方、「～スル」形のみ使われる語は「かちかちす

る」、「くちゃくちゃする」、「しゃぶしゃぶする」「ばくばくする」、

「びりびりする」と「ぺんぺんする」など 6語がある。 

前章で述べたとおり、鈴木（2012）は「オノマトペ＋する」の「ス

ル・シテイル・ダ」形について検討しており、6 つの基準の包含関

係【図 1】を提起している。しかし、本論は動詞に焦点を当てるた

め、「オノマトペ＋ダ」という形を排除し、以下の【図 5】のように

整理し、【表十三】と一緒に検証してみようと思う。 

 

【図 5】「オノマトペ＋する」のスル・シテイル形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（鈴木 2012を一部改変したもの） 

 

状態 

直接感覚以外 

直接感覚 （五感）⇒ スル・シテイル A 

 ⇒ シテイル B 

非状態 継続解釈 

無 ⇒ スル C 

不可 変化性 

心理 ⇒スル・シテイルA 

非心理 ⇒スル・シテイルA 

 

有 

無 ⇒ スル・シテイル⇒A 

可 非心理 ⇒ スル・シテイルA 

有 

心理 ⇒スル・シテイルA 

変化性 
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まず、「うはうはする」、「かっちりする」、「たぷたぷする」、「ぷく

ぷくする」、「ぼそぼそする」など 5語について論じたい。47頁の例

（32）の「腹がタプタプしている」は身体部位の状態を表す以外、

他の 4語の共通点は直接感覚（五感）以外の状態を表すということ

である。例えば、57 頁の例（59）の「小麦粉がぼそぼそしている」

と以下の例（66）～例（68）のようである。 

 

（66）「ウハウハしている場合じゃない…残り２日！！」 

（Yahoo!ブログ） 

（67）「ジャケットがカッチリしている分、インナーは甘口のフリ

ル付きのノースリーブを合わせ、光沢感のあるボリューム

スカートで相反するミックス感を楽しむのがこの春のポ

イント。」 

（宇津野亜衣『BOAO』） 

（68）「アメリカの歌姫マライアキャリーやブリトニーもぷくぷく

しています。」 

（Yahoo!知恵袋） 

 

「うはうはしている」、「ぷくぷくしている」と「たぷたぷしてい

る」は動作の様態、人間の体型（人間の状態）と身体部位の状態を

表し、「カッチリしている」、「ぼそぼそしている」は物（ジャケット、

小麦粉）の状態を描写している。したがって、「たぷたぷする」以外、

他の 4語は直接感覚（五感）以外の状態を表す語である。【図 5】で

見れば、Bに相当すると言える。なお、「うはうはする」は「～しな

がら」という形で、後ろの動作と平行して行われ、「かっちりする」
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は「～しすぎる」という形で、状態の程度を表すことができる。「た

ぷたぷする」と「ぷくぷくする」は「～てくる」という形で、〈太く

なる〉という意味を表示できる。 

次、「かちかちする」、「くちゃくちゃする」、「しゃぶしゃぶする」、

「ばくばくする」、「びりびりする」、「ぺんぺんする」など 6語を検

討する。 

「かちかちする」は「～させる」「～させながら」という形で動作

を表すことができる。例えば、53頁の例（43）の「小石をカチカチ

させてリスをおびき出した」と以下の例（69）のようである。 

 

（69）「女傑が入れ歯の音をかちかちさせながら言い立てた。」 

（若竹七海『悪いうさぎ』） 

 

また、「くちゃくちゃする」は「～しながら」という形で動作を表

し、「Sが～する」という形で物の状態も表すことができる。例えば、

以下の例（70）と例（71）のようである。 

 

（70）「口の中でくちゃくちゃしながらは聞くわけにはいかない。」 

（実著者不明『夕刊フジの事件簿』） 

（71）「煮え前【にえまえ】 まだ煮えていない蕎麦のこと。芯が

あるし、くちゃくちゃする」 

（藤村和夫『蕎麦屋のしきたり』） 

 

「しゃぶしゃぶする」は 49頁の例（36）の「肉をしゃぶしゃぶす

る」のように、動作を表す。また、物の状態も表すことができる。
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例えば、例（72）のようである。 

 

（72）「毛布はシャブシャブして穴を開けたりしていますが、問題

はないようです。」 

（Yahoo!知恵袋） 

 

「ぺんぺんする」は 50頁の例（38）「お尻をぺんぺんする」のよ

うに、動作を表す。なお、「ばくばくする」と「びりびりする」は前

節で述べたように、グループⅡに属し、身体の部位の状態や感覚を

表す。例えば、47頁の例（31）の「心臓がばくばくした」と 48頁

の例（33）の「頬がびりびりする」。また、「びりびりする」は「～

てくる」という形で、「だんだん痛くなる」という意味を表す。例え

ば、下の例（73）のようである。 

 

（73）「たけのこを食べると、舌がびりびりしてきます。」 

（Yahoo!知恵袋） 

 

以上のように、「かちかちする」、「くちゃくちゃする」、「しゃぶし

ゃぶする」と「ぺんぺんする」4 語は動作を表すことができる。し

かし、この 4語は瞬間的な動作ではない。また、「ばくばくする」と

「びりびりする」は感覚を表す語である。よって、この 6語は【図

5】の Cに属するものではないと思われる。 
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3.2.3副詞との共起 

森田（2008）によると、副詞は程度副詞、情態（状態）副詞と陳

述副詞の三種に分けられる。程度副詞は物事の状態や性質、程度を

表すものである。情態（状態）副詞は、物事や動作がどのような状

態、様子を表すものである。また、情態（状態）副詞には、時間関

係を表すもの、頻度を表すものと動きの様態を表すものなどがある。

本論では、主に「程度副詞」と「情態（状態）副詞」に分類し、そ

れらは「擬音語・擬声語＋する」との共起を検討する。考察結果は

以下の【表十四】のように示される。 

 

【表十四】「擬音語・擬声語＋する」副詞との共起現象 

NO. 
擬音語・擬声語

＋する 
グループ 程度副詞 

情態（状態）副詞 
【時間】・【頻度】・【様態】 

2 かさかさする Ⅱ 
少し、やけに、 
ちょうど 

  

3 がさがさする Ⅴ 相当   

4 がたがたする 
Ⅰ   しばらく 

Ⅴ 
あんなに、 
かなり 

  

7 がちゃがちゃする Ⅴ ちょっと   

8 かっちりする Ⅴ 比較的、割と いつも 

9 かりかりする 
Ⅰ 

一番、えらく、
そう、そんなに 

きゅうに（急に）、ず
っと、すでに 

Ⅱ かなり   

13 ぐらぐらする 
Ⅰ   まだ、また 

Ⅴ 少し、ちょっと   

14 ごつごつする 
Ⅱ 

少し、たいてい、
ちょっと 

  

Ⅴ 結構、もっと   

17 ごろごろする Ⅰ 
ちょっと、 
もっと 

いつまでも、ずっと、 
まだ、いつも、また、 
ひたすら、ゆっくり 

19 さらさらする Ⅴ 
すっごく（すご
く）、とっても
（とても）、割と 
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20 ざらざらする 
Ⅱ ひどく すぐ、まだ 

Ⅴ 非常に   

22 しゃっきりする Ⅰ   いつも 

27 じりじりする Ⅰ こんなに   

28 すーすーする Ⅱ 
とっても（とて
も）、多少 

  

32 ちゃらちゃらする Ⅰ  かなり いつまでも 

34 ちんする Ⅲ 少し 徐々に 

35 どたばたする Ⅰ いささか、少し また 

37 ぱさぱさする Ⅴ 少し、ちょっと   

38 ばたばたする 
Ⅰ 

あんまり（あま
り）、結構、少し、
そう、ちょっと、
超、とても（と
っても）、比較的 

ずっと、すぐ、とた
んに、もういつも、
いよいよ 

Ⅴ かなり   

39 ぱちぱちする 
Ⅲ ちょっと しきりに 

Ⅴ もっと   

40 ぱっちりする Ⅱ    

41 ぱりぱりする Ⅴ あんなに   

42 ぴちぴちする 
Ⅰ   まだ 

Ⅱ こんなに   

44 ぴりぴりする 

Ⅰ 
いやに、すこし、 
そんなに、 
ちょっと 

まだ、いまだに、 
いつも、時々、 
すっかり 

Ⅱ 少し   

Ⅳ ちょっと   

45 ぷくぷくする Ⅰ あんなに   

46 ぺこぺこする Ⅰ むやみに たちまち 

50 ぼそぼそする Ⅴ ちょっと   

 

以上の考察結果によると、「かさかさする、がさがさする、がたが

たする、がちゃがちゃする、かっちりする、かりかりする、ぐらぐ

らする、ごつごつする、ごろごろする、さらさらする、ざらざらす

る、じりじりする、すーすーする、ちゃらちゃらする、ちんする、
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どたばたする、ぱさぱさする、ばたばたする、ぱちぱちする、ぱり

ぱりする、ぴちぴちする、ぴりぴりする、ぷくぷくする、ぺこぺこ

する、ぼそぼそする」などの語は程度副詞と共起しやすい。たとえ

ば、以下の例のようである。 

 

（74）「額や頰が、やけに、かさかさしている。」 

（志賀貢『女医彩子の事件カルテ』） 

（75）「もちろん夜の部は新聞記者時代の若いときから、相当ガサ

ガサしていたらしい。」 

（細川隆元『男でござる』） 

（76）「さらに、建設業関連もかなりガタガタしていて、今後、没

落していくことが予想されますが、これも、土地代と同じ

ように、建築費用が下がる方向に移行していくだろうと思

います。」 

（大川隆法『常勝の法』） 

（77）「京都駅近辺でお奨めのショットバー教えて下さい。【略】

京都は駅周辺が開けている所ではないので…。ちょっとガ

チャガチャしてていいのであれば↓はいかがでしょう

か？？」 

（Yahoo!知恵袋） 

（78）「いつもは割とかっちりした私服で来ているんですが、今日

はお天気もいいのでワンピで出勤！」 

（Yahoo!ブログ） 

（79）「本人が一番カリカリして辛いのです。」 

（Yahoo!知恵袋） 
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（80）「乳歯が少しグラグラしているようだったのですが、いつも

の顔ではなくなる位腫れてしまいました。」 

（Yahoo!知恵袋） 

（81）「私はその時ローヒールの靴を履いていたんだけれど、いつ

もとは歩き心地も違うの。いつものカーペットの感触じゃ

ないのよ。もっとゴツゴツしてるの。」 

（村上春樹『ダンス・ダンス・ダンス』） 

（82）「別に痛いとか、充血とかもないんだけど・・・うん、ちょ

っとゴロゴロしましょうかね。」 

（Yahoo!ブログ） 

（83）「マスカラの液が、とってもサラサラしていて軽いので、重

ねて塗っていっても、ダマにならない！まつげ１本１本に

キレイにつけられるんです」 

（著者不明『Theマスカラ book』） 

（84）「そうして熱い口の中をまさぐっているうちに自然と触れ合

った九呂の舌がひどくザラザラしているのに気づいて、高

広はようやくハッと我に返った。」 

（加納邑『黒ねこラブラブ注意報』） 

（85）「こんなにじりじりして待つのは、生まれてはじめてだった。」 

（土屋京子/張戎『ワイルド・スワン』） 

（86）「首周りもあいてるので朝の現在は、多少スースーしますわ

ぁ…」              （Yahoo!ブログ） 

（87）「今日は結構バタバタしているので、校舎に飾る花を買いに

いけませんが、明日はちょっと見に行ってこようと思いま

す。」                （Yahoo!ブログ） 
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（88）「そんなにぴりぴりすることないんじゃないかな、ニック。

オデール捜査官だって今日はいないんだし」 

（新井ひろみ『悪魔の眼』） 

（89）「ご飯が．．．ちょっとボソボソしてたです。」 

（Yahoo!ブログ） 

 

仁田（2002）によると、程度副詞の働きの基本は、属性や状態を

表す成分にかかってその程度性を修飾・限定するというものである。

また、二重下線部の程度副詞のように、状態には様々なレベル・段

階が存在する。【表十四】からみると、程度副詞と共起する語は主に

グループⅠ、Ⅱ、Ⅴに属し、つまり、人間の状態、五感、感覚や気

持ち、または物の状態を表す語である。これらの語は状態が程度性

という側面を有するのである。 

以上のように、状態を表す「擬音語・擬声語＋する」形式は程度

副詞との共起は珍しくないと言える。しかし、動作を表す「擬音語・

擬声語＋する」形式は程度副詞と共起できないわけではない。例え

ば、以下の例（90）のようである。 

 

（90）「こちらも容器ごと少しレンジでチンして箸などでかき混ぜ

れば復活しますが、塩の中に炒りごま（または炒った米）

をいれておくと、固まらなくなります。」 

（Yahoo!知恵袋） 

 

例（90）の「すこし」はチンする時間の長さ〈程度〉を指すこと

である。 
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次、情態副詞における時間関係を表す副詞と共起する語は「がた

がたする、かりかりする、ぐらぐらする、ごろごろする、ざらざら

する、ちゃらちゃらする、ばたばたする、ぴちぴちする、ぴりぴり

する、ぺこぺこする」などがある。例えば、以下の例のようである。 

 

（91）「しばらくがたがたしていたと思ったら、急に静かになった。」 

（剛しいら『別れごっこ』） 

（92）「何より、予想通り、父がすでにカリカリしてるのがイラつ

く。」                

（Yahoo!ブログ） 

（93）「まだ頭がぐらぐらしている。」 

（早水しほり『背徳へ誘うくちづけ』） 

（94）「ウチの子は（２歳半）は消灯してから眠るまで、ずっとゴ

ロゴロしては指をしゃぶって暗闇をジ〜っと見ています。」                 

（Yahoo!知恵袋） 

（95）「家にいるときはヴァセリンを塗って靴下を履いていますが

またすぐにざらざらしてきます。」 

（Yahoo!知恵袋） 

（96）「あいつら、いつまでもちゃらちゃらしてんだもの…、おれ

たち、結婚したんだし、子どももできたし…」 

（落合恵子『バーバラが歌っている』） 

（97）「まるで「緊急事態」にでも突入したかのように、とたんに

ばたばたしはじめた。」 

（毛毛／藤野彰訳『わが父・[トウ]小平』） 
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（98）「中国や韓国から文句がくると、たちまちぺこぺこしてしま

う訳の分からない謝罪外交をやっている連中も、ほとんど

がこの世代である。」 

（渡部昇一『歴史の真実・日本の教訓』） 

 

時間関係の副詞は〈事態の存続の時間量〉〈起動への時間量〉によ

って使われる（仁田 2002）。例えば、「ずっと」と「いつまでも」は

存続量が大きいほうで、「しばらく」は存続量の中程度のものである。

ただし、存続量の極少を表す副詞、「一瞬」「瞬時」「瞬間」などは「擬

音語・擬声語＋する」形式と共起しにくい。それは「擬音語・擬声

語＋する」形式には瞬間的な動きを表すものがないからである。ま

た、起動への時間量が極めて少ない副詞は「とたんに」「すぐに」と

「たちまち」などである。 

「まだ」「すでに」は、以上の〈事態の存続の時間量〉や〈起動へ

の時間量〉を表すわけではないが、これらには、想定された事態が

存し、その想定事態との関係において当該事態が描き出されている

（仁田 2002）。例えば、例（93）の「まだ頭がぐらぐらしている」

は、想定した事態〈ぐらぐらしない状態〉に至る前の未実現事態と

してとられ、例（92）の「すでにカリカリしている」は、想定事態

が展開した後に現れた事態としてとられるということである。 

なお、【表十四】から、時間関係の副詞と共起する語はほとんどグ

ループⅠの語であると見られる。 

 

引き続き、様態副詞における頻度、動き様態を表す副詞と共起し

やすい語は「かっちりする、ぐらぐらする、ごろごろする、しゃっ
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きりする、ちんする、どたばたする、ばたばたする、ぱちぱちする、

ぴりぴりする」などがある。例えば、以下の例のようである。 

 

（99）「またグラグラしはじめたところで、全員十メートル退がれ

と指示が出た。」 

（山内久『私も戦争に行った』） 

（100）「うちにいつもゴロゴロしていては躰に毒だよ」 

（高橋門之進『浮橋』） 

（101）「トロッグはあっけにとられて彼を見上げ、ピンクの目を

しきりにパチパチさせた。」 

（ウィルバー・スミス/飯島宏訳『飢えた海』） 

（102）「はい、時々ピリピリします」     

（Yahoo!ブログ） 

（103）「今日はゆっくりゴロゴロしました」 

（Yahoo!ブログ） 

（104）「一度に沢山買ってしまったのでしたら、凍結させて徐々

にチンして食べれば、いつまでも美味しくいただけます。」                

（Yahoo!知恵袋） 

（105）「何だか先生、すっかりピリピリしちゃってますよね」 

（小野不由美『屍鬼』） 

 

以上の例（99）～例（102）では副詞は後ろの動作や事態の頻度を

表す。これらの「擬音語・擬声語＋する」形式には、「ぱちぱちする」

は動作を表す以外、他の語はグループⅠ、Ⅴに属する。 

また、例（103）～例（105）の副詞では後ろの動作の様態を修飾
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している。動き様態を表す副詞であるため、グループⅠやグループ

Ⅲの語（動作の様態や動作を表す語）と共起しやすい。 

 

3.3 しめくくり 

 

以上の分析で明らかになったように、ほとんどの「擬音語・擬声

語＋する」形式は複数の用法を持っている。ただし、以下の①～⑥

のように、ある語は単一の用法しか持たない。 

 

①グループⅠのみ属する語：「うはうはする」「ぺこぺこする」。 

②グループⅡのみ属する語：「たぷたぷする」「ばくばくする」 

「びりびりする」。 

③グループⅢのみ属する語：「ちんする」「ぺんぺんする」。 

④グループⅣのみ属する語：「かちかちする」。 

⑤グループⅤのみ属する語：「がたぴしする」「さらさらする」 

「しゃきしゃきする」「ぱさぱさする」

「ぱりぱりする」。 

⑥グループⅥのみ属する語：「きんきんする」。 

 

各グループの語は別々の特質が見られる。例えば、グループⅠの

語は人間の状態や動作の様態を表し、グループⅡの語は五感（視覚・

触覚）、感覚や気持ちを表すことができる。グループⅢとグループⅣ

は人間の動作を表し、グループⅤは物の（変化した）状態を表す。

そして、グループⅥの語は連体形で音声を描写するということであ

る。 
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もともと音声を描写する「擬音語・擬声語」は「擬音語・擬声語

＋する」という動詞形式へ変化したら、音声の描写という意味（原

義）がなくなり、他の意味へ転化したという場合が多いのである。

その意味転化について、「擬音語・擬声語＋する」形式と音声との間

に必ず関連があると考えられる。したがって、これから第 4章でそ

の意味展開を検討する。 

「擬音語・擬声語＋する」形式のアスペクトについて、【表十三】

のように、ほとんどの語は「スル・シテイル」形、両方とも使える。

また、「～シテイル」のみ使われる「うはうはする」、「かっちりする」、

「ぷくぷくする」と「ぼそぼそする」などの 4語は【図 5】の Bに

分類でき、直接感覚（五感））以外の状態を表す。一方、「～スル」

のみ使われる「かちかちする」、「くちゃくちゃする」、「しゃぶしゃ

ぶする」、「ばくばくする」、「びりびりする」、「ぺんぺんする」など

の 6語について、「かちかちする」、「くちゃくちゃする」、「しゃぶし

ゃぶする」と「ぺんぺんする」などの 4語は動作を表すが、瞬間的

な動作ではない。また、「ばくばくする」、「びりびりする」は感覚を

表す語である。そのため、この 6語は【図 5】で説明できないとい

える。 

「擬音語・擬声語＋する」形式と副詞との共起現象について、【表

十四】から見られるように、程度副詞と共起しやすい語は主に人や

物の状態を表すものである、つまり、グループⅠ、Ⅱ、Ⅴに属する

語である。しかし、動作を表す「ちんする」は「すこし」（時間の程

度を表現する程度副詞）と共起できる。 

また、時間関係の副詞と共起しやすい語はほとんどグループⅠに

属するものである。例えば、「がたがたする、かりかりする、ぐらぐ
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らする、ごろごろする、ざらざらする、ちゃらちゃらする、ばたば

たする、ぴちぴちする、ぴりぴりする、ぺこぺこする」などの語で

ある。 

なお、頻度、動き様態を表す副詞と共起しやすい語は「かっちり

する、ぐらぐらする、ごろごろする、しゃっきりする、ちんする、

どたばたする、ばたばたする、ぱちぱちする、ぴりぴりする」など

の語がある。頻度を表す副詞と共起しやすい語は「ぱちぱちする」

以外、主にグループⅠとⅤに属する。一方、動き様態を表す副詞と

共起しやすい語はグループⅠやⅢに属するものである。 

最後、もう一つの問題を少し触れたい。それは、語彙化された「擬

音語・擬声語＋する」形式は一般の辞書33に記載されているかとい

う問題である。考察によると、研究対象の 50語のうち、「かちかち

する、きりきりする、くちゃくちゃする、ざくざくする、しゃぶし

ゃぶする、ずるずるする、たぷたぷする、ちゅっ（と）する、ぱり

ぱりする、びりびりする34、ぷくぷくする、ぺたぺたする、ぺんぺ

んする、ぼこぼこする」などの語の用例は確かに存在するものの、

辞書には動詞形式（スル動詞）が記載されていないということであ

る。 

 

 

 

                                                 
33

 これらの「擬音語・擬声語＋する」という動詞形式は小野（2007）『擬音語・擬

態語 4500日本語オノマトペ辞典』に存在するが、『デジタル大辞泉』『日本国語大

辞典』には記載されていない。 
34

 濁音の「びりびりする」という動詞形式は辞書に記載されていないが、半濁音

の「ぴりぴりする」という動詞形式は辞書に記載されている。 
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第4章 「擬音語・擬声語＋する」の意味的考察 

 

 

4.1 はじめに 

 

「擬音語・擬声語」はもともと音声を描写する語であるが、「擬音

語・擬声語＋する」形式になると、音声の描写という意味がなくな

り、他の意味へ転化した場合が多い。例えば、第 3章で述べたよう

に、グループⅠの語は人間の状態や動作の様態を表し、グループⅡ

の語は五感・感覚を表し、グループⅢとⅣの語は動作を表し、グル

ープⅤの語は物の状態を表すことができる。 

これから、第２章でまとめた認知の観点で「擬音語・擬声語＋す

る」形式の意味面を検討する。しかし、本論の研究対象は５０語が

あり、すべての語を考察するなら、作業が膨大であるため、今回各

グループから 1語を選び、グループⅠに属する「うはうはする」、グ

ループⅡ、Ⅴに属する「かさかさする」、グループⅢに属する「ちん

する」、グループⅠ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴに属する「ぴりぴりする」とグルー

プⅤに属する「しゃきしゃきする」など、5語を対象として分析す

る。 

第 4章では、まず動きを表す「ちんする」と動作の様子を表す「う

はうはする」を検討する。また、五感を表現できる「かさかさする」、

五感以外の感覚を表現できる「しゃきしゃきする（食感）」と「ぴり

ぴりする（刺激、痛感、興奮など）」などを分析したいと思う。 

以下の各語の意味に関しては、主に小野正弘『擬音語・擬態語 4500

日本語オノマトペ辞典』を参照し、他に『デジタル大辞泉』と『日
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本国語大辞典』も参考にする。また、本論では、音の描写（擬音語・

擬声語）を中心義と認め、中心義と各意味との関係を認知の観点で

検討することによって、「擬音語・擬声語＋する」形式と「擬音語・

擬声語」との関連を明らかにしたいと思う。 

 

4.2 「ちんする」 

 

第 3章でも述べたように、「ちんする」はグループⅢ（「Sは－を

～する」）に属し、他動詞として使われ、動作を表す語である。これ

から、動詞形式の「ちんする」と擬音語の「ちん」との関連を検討

する。以下は「ちん」に関する各意味と用法である（下線と番号は

筆者による）。 

 

［意味 1-1］：【中心義】金属などの硬いものが一度ぶつかってた

てる高く鋭い音。 

（106）「バスから降りるときには、降りたいバス停の手前に来

たら、乗客は天井に走るひもを一回引っ張る。チンと鳴

る。」 

（多賀敏行『シャープなリンゴとルーズなトマト』） 

（107）「突然、そのＢＧＭを圧してチン、チン、チンという警

報器の音。」 

（辻真先『殺人者が日本海を行く』） 

（108）「鐘をちんと鳴らし、蠟燭の火を吹き消す。」 

（千野隆司『異色時代短篇傑作大全』） 
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（109）「社長がニコニコしながら言った時、チンという音がし

て、エレベーターが開いた。」 

（桃さくら『輪舞』） 

［意味 1-2］：金属などの硬いものが一度ぶつかってたてる高く鋭

い音の様子。 

（110）「かけがねをちんとあけられた程に」 

（花子『狂言』） 

［意味 2-1］電子レンジの完了を知らせる音。 

（111）「電子レンジで、五、六分。チン、と鳴ったらホッカホ

カのお夜食よ」 

（朝日新聞・84・11・21） 

［意味 2-2］電子レンジで手軽に調理する。 

（112）「長ネギ、鶏がらスープの素、醤油、ごま油、胡椒、水

を混ぜ、レンジで２分くらいチンします。」 

（Yahoo!ブログ） 

（113）「タオルを濡らしてレンジでチンして、目の上にのせて

しばらく横になる。かなり軽減！」 

（雑誌『ａｎ・ａｎ』） 

 

われわれは音声を描写するとき、まず、実際の声・音に似ている

言語音を利用する。例えば、「ちん」という言語音は金属がぶつかっ

てたてる音に似ているため、臨時語彙として使われた。また、使い

手によって維持され、最後、擬音語として定形され、使用されるの

である。「うはうは」「かさかさ」「しゃきしゃき」「ぴりぴり」など

の「擬音語・擬声語」も同様である。また、語彙化の程度は現実に
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近い表現から遠い表現へ、具体から抽象へ移行するということであ

る。そのため、音声の描写、つまり、「擬音語・擬声語」は概念的中

心義であると考えられる。 

前章で述べたとおり、「擬音語・擬声語＋する」という動詞は音声

との間にある関連性があると想定できる。以下、その関連性を見つ

けようと思う。 

まず、「ちん」という語を見る。「ちん」という音は例（106）～例

（109）のように、主に金属、鈴、鐘などに使われる。また、20 世

紀から使用し始めた電子レンジも「ちん」という音が採用された。

そして、電子レンジの普及とともに、「ちん」という音は電子レンジ

の鳴る音を代表するようになり、辞書35にも記載されていると考え

られる。 

次、［意味 1-2］の副詞用法を考えてみる。第 2章で述べた「音発

生のフレームの構成要素」（游 2012）で考えれば、「ちん」という音

のフレームの構成要素は以下の【図 6】で示されることができる。 

 

【図 6】「ちん」という音のフレームの構成要素 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 『デジタル大辞泉』『擬音語・擬態語 4500日本語オノマトペ辞典』 

使役者：人 

   働きかけ：あける 

音源：かけがね 

音：チン 

 

            

            

 
音源の状態：チンとあけられた。 

 

＝音の発生原因。 
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例（110）の場合は、音源はかけがねであり、音源の状態は（かけ

がねが）チンと開けられたということである。また、音の発生原因

は働きかけと同一である。焦点は「ちん」という音から音源の状態

〈ちんとあけられたかけがね〉へ移動することによって、副詞用法

が派生されたのであると考えられる。 

次、動詞の「ちんする」を見よう。「ちん」はもともと電子レンジ

の鳴る音であるが、「ちんする」という動詞になると、電子レンジで

〈加熱する・調理する〉という意味になった。その動詞用法の派生

と意味の転化は以上のように、フレームの観点で説明できる。まず、

電子レンジの鳴る音のフレームの構成要素を見てみよう、それは以

下の【図 7】のように示される。 

 

【図 7】電子レンジのなる音「ちん」のフレームの構成要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子レンジの鳴る音の発生原因は働きかけと同一視する。音源は

電子レンジであり、音源の状態はチンと鳴ったという状態である。

フレーム内の要素が【図 7】のようにいくつがあり、焦点は音から

 

            

            

 

＝音の発生原因。 

 

使役者：人 

   働きかけ：レンジで調理する 

音源：レンジ 

音：チン 

音源の状態：チンと鳴った。 
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働きかけへ移転することによって、新しい意味（加熱する・調理す

る）と動詞（「ちんする」）が生じたのである。例えば、例（112）、

例（113）のようである。 

【図 6】【図 7】から、構成要素のうち、音源の状態や働きかけは

音との間に隣接関係が見られる。関連付けられる 2つの概念が同じ

概念領域内属し、一つの概念から別の概念へ心的アクセスをするこ

とによって、新しい意味が成立したということは、メトニミーによ

る拡張である（籾山・深田 2003）。したがって、副詞用法「ちんと

開けられた」と動詞「ちんする」は「メトニミー」による拡張した

ものであると考えられる。ただし、すべての擬音語を「～する」を

つけて動作を表すわけではない。「ちんする」という語彙は認知的に

動機づけられ、慣習的に使用されてから定形されたのである。 

また、以上のことによって、「ちん」という語の意味展開を【図 8】

で示すことができる。 
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【図 8】「ちん」の意味展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.3 「うはうはする」 

  

小野の『擬音語・擬態語 4500日本語オノマトペ辞典』によると、

中心義：     聴覚：     視覚：     働きかけ： 

意味 1-2：金属などの高く鋭い音の様子。 

例（110）ちんとあけられた。 

【視覚】《五感》 

意味 1-1：金属などの高く鋭い音。 

例（106）～（109） 

意味 2-1：電子レンジの鳴る音。 

例（111） 

音【聴覚】《五感》 

（焦点移動） 

メトニミーによる拡張 

意味 2-2：電子レンジで加熱・調理する。 

例（112）（113）電子レンジでチンする。 

 

【働きかけ】 

（焦点移動） 

メトニミーによる拡張 
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「うはうは」は擬声語と擬態語の両方の用法をもつ。しかし、コー

パスで考察すると、「うはうは」はほとんど例（114）と例（115）の

ように、擬態語として使われる。例（114）の「うはうは」は形容動

詞という用法であり、〈喜んで十分に満足しているさま〉という意味

である。例（115）の「うはうはする」は動詞形式であり、グループ

Ⅰに属し、〈笑う〉という動きの様態を表す。 

 

［意味 1］：【中心義】笑う声。 

［意味 2］：非常に喜んで高揚しているようす。十分に満足してい

るようす。 

（114）「よくあるんですよね、テイルズってこういうこと。本

当なら今週発売で、仕事もウハウハで頑張ってやってい

るところなんですが・・・１週間ものびたら仕事もやる

気うせますよ。」  

（Yahoo!ブログ） 

［意味 3］：嬉しくて笑いがこみあげ、抑えられないようす。 

（115）「「飛行機代って、いくらくらいかな？」とか「ホテル代

って、いくらくらいかな？」と、ウハウハしながら考え

てます。」 

（Yahoo!ブログ） 

 

「うはうは」は擬声語としてあまり使われていないようであるが、

この語は他の笑う声「あはは」、「ひひひひ」、「うふふ」、「えへへ」

「おほほほ」などの擬声語との共通点は「ハ行」という言語音であ

ると言える。「あはは」、「はっは」、「わははは」などの擬声語は主に
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「ハ」という言語音で笑う声を表現し、その声は〈口を大きく開け

て大声を上げて高く笑う声〉である。他、「ひひひひ」という擬声語

は「ヒ」という言語音で笑う声を表現し、〈あざけったり卑屈になっ

たりして笑う声〉である。「うふふ」は「フ」という言語音で笑う声

を表現し、〈抑えていた笑いが思わず出るときに発する声〉であり、

撥音［ん］をつけると、「ふふん」で〈見下したりするときの笑う声〉

を表す。また、「えへへ」、「へっへっへ」などの擬声語は「ヘ」とい

う言語音で笑う声を表し、〈意地悪く笑ったり、照れたときなどに出

す声〉である。「おほほほ」、「ほっほっ」などは「ホ」という言語音

で〈軽く笑う〉声を表し、しかも主に女性の笑う声に使われる。以

上のように、ハ行の各段の音の代表する意味は異なる。「ハ」という

音を発するとき、口を開けるため、大笑いを表現できるのである。

したがって、「うはうは」は「あはは」と同じように、「ハ」という

言語音で〈大きく口を開けてあからさまに笑う声や笑う様子〉を表

すと考えられる。また、「ホ」という言語音で表現する笑う声、「お

ほほほ」「ほっほっ」などの使用対象は主に女性であるのに対し、「う

はうは」の使用対象は制限されない。 

また、前節の「ちん」のように、音声が発するフレームの構成要

素で考えれば、擬声語「うはうは」と形容動詞の「うはうは（だ）」

と動詞形式の「うはうはする」、3つの用法には関連性が見られる。 

「うはうは」という声のフレームの構成要素は以下の【図 9】の

ように示される。使役者は音源と同じく人であり、声の発生原因は

働きかけと同一視する。フレーム内の焦点は声から音源（使役者）

の状態へ移転することによって、形容動詞という用法と〈喜んで十

分に満足しているさま〉という意味が生じたのである。例えば、意
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味 2の例（114）「ウハウハで頑張る」のようである。 

なお、「うはうはする」は「ちんする」と同じように、焦点は声か

ら働きかけへ移動することによって、意味 3〈笑いがこみあげ、抑

えられない様子〉と動詞用法が生まれたのである。ただ、「うはうは

する」と「ちんする」と違う点は、「うはうはする」は主に「S（人

間）は～する」という文の構成として使用され、自動詞であるが、

「ちんする」は他動詞として使われるということである。例えば、

85頁の例（115）と 80頁の例（113）のようである。 

また、【図 9】から、声と働きかけと音源の状態には隣接関係が見

られる。このように、同じ概念領域に属する 2つの概念の移転は「メ

トニミー」による拡張であると言える。 

 

【図 9】「うはうは」という声のフレームの構成要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、以上のことをまとめると、「うはうは」という語の意味展

開を以下の【図 10】で表示できると思う。 

 

 

            

            

 

音源（使役者）の状態：嬉しくて満

足している様子。 

 

使役者＝音源：人 

 

働きかけ：笑う 

声：うはうは 

＝声の発生原因。 
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【図 10】「うはうは」の意味展開 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ちんする」と「うはうはする」2 語の分析結果からわかるよう

に、「擬音語・擬声語」における言語変化について、音声（聴覚）か

ら働きかけへの移転は可能であり、さらに、メトニミーによって拡

張され、動作や動きの様態を表すのに用いられる「擬音語・擬声語

＋する」形式が生じたのである。 

 

意味 2：満足している様子。 

例（114）ウハウハで頑張る。 
【視覚】《五感》 

（焦点移動） 

メトニミーによる拡張 

（焦点移動） 

メトニミーによる拡張 

 

意味 3：あからさまに笑う様子。 

例（115）ウハウハしながら考える。 

【働きかけ】 

「ハ」という言語音で表現する声。 意味 1：あからさまに笑う声 

「あはは」「わははは」「はっは」 

声【聴覚】《五感》 

中心義：     聴覚：     視覚：     働きかけ： 
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4.4 「かさかさする」 

 

「かさかさ」という語は以下のように、複数の意味を持ち、多義

語と言える。また、例（116）～例（128）のように、「かさかさ」と

いう語は擬音語、副詞、形容動詞や動詞形式として使われる。 

 

［意味 1］：【中心義】干からびて強張ったものなどが、こすれ合

って発する軽い音。 

（116）「新緑が気持ちよさそうにカサカサと音をたてて揺れて

いる。」 

（福田明男『西アフリカ放浪』） 

（117）「近ごろは、ばあちゃんが稲から稲にカサカサ音をたて

る「いなご」を根気よくつかまえている。」 

（原田泰治『原田泰治と行く花を見る旅』） 

（118）「包装紙やデパートの袋のかさかさとこすれる音や見知

らぬ人がにこやかに交わすクリスマスの挨拶。」 

（リチャード・Ｐ・エヴァンズ/笹野洋子訳『クリスマス・ボックス』） 

（119）「真っ暗な部屋の片隅で何かがかさかさと動いている音

がした。」 

（稲葉真弓『花響』） 

（120）「とげのあるイセエビや、黒い縞模様のロブスターはま

だ生きていて、折れた脚を引きずりながらかさかさと音

を立てている。」 

（エミール・ゾラ/朝比奈弘治(訳)『パリの胃袋』） 
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［意味 2］：干からびて、もともとあった水気や油気が失われてい

るさま。また、そのような感じがするさま。乾いて潤

いのない感じがするさま。 

（121）「皮膚はかさかさに乾き、掌は大理石の冷たさだったの

を記憶してます。」 

（藤本義一『掌の酒』） 

（122）「かさかさと不快な女傑の手の感触に耐えて、わたしは

彼女にしか聞こえない声で囁いた。」 

（若竹七海『悪いうさぎ』） 

（123）「小さな手はかさかさで、ひび割れていた。」 

（高野裕美子『サイレント・ナイト』) 

（124）「顔色は、たしかにすぐれない。額や頰が、やけに、か

さかさしている。」 

（志賀貢『女医彩子の事件カルテ』） 

（125）「全身の倦怠感、手足の冷え、皮膚が乾燥してカサカサ

する、汗が出ない、毛がもろくて抜けやすい、月経過多

になったり、さらにひどくなると無月経になるといった

症状が出る。」 

（松峯寿美『主婦と生活社』） 

［意味 3］：態度・仕草などに感情がこもっていないさま。 

（126）「「いま、いま俺は『叫び声』という小説を読んでいるん

だ」 Ｍは照れながらいった。「あの小説はカサカサし

た印象を受ける」といった。」 

（大江健三郎『叫び声』） 
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（127）「乾いてかさかさの生活だから」 

（堀田善衛『記念碑』） 

（128）「この詩はけっして、かさかさな歴史といった性格のも

のではなく、ボアズのうちに表現されているヴィクト

ル・ユゴーの人間性によって、たえず生き生きとさせら

れています。」 

（マルセル・プルースト/鈴木道彦訳『プルースト評論選』） 

 

コーパスによると、「かさかさ」という音は葉、花、穂などの植物

の擦れ合う音に多く使われる。例えば、例（116）と例（117）のよ

うである。他には、紙、虫、動物などが発する音にも使われる。例

えば、例（118）～例（120）のようである。 

しかし、「かさかさ」は擬音語としてのみ使われるわけではない、

例（121）と例（122）のように、副詞の用法があり、例（127）のよ

うに、連体修飾語「かさかさの＋N」という形として使用され、例（123）

と例（128）のように、形容動詞の用法がある。また、「かさかさす

る」という動詞形式も存在する。「かさかさする」は第 2章で指摘さ

れているように、動詞であるものの、動作を表さなく、身体部位の

状態や物の状態を表す。 

コーパスから見ると、副詞「かさかさ（と）」や形容動詞の「かさ

かさ（だ）」、あるいは動詞「かさかさする」は、いずれも身体部位

の状態、特に肌、皮膚の状態を形容（修飾）する。まずフレームと

いう認知の観点で意味 2の各用法の言語変化を見よう。 

「かさかさ」という音の発生原因は「乾いた物が触れ合う」こと

であり、使役者である人・動物や風などが物を「かさかさ」という
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音を立てる。よって、「かさかさ」という音声のフレームの構成要素

は以下の【図 11】のように示される。 

上述したように、副詞、形容動詞あるいは動詞用法は主に物や身

体部位の状態を表す。それは焦点が「かさかさ」という音から音源

の状態（かさかさに乾く／かさかさだ／かさかさする）へ移転する

ことによって、それらの用法が生成したのである。例えば、例（121）

～例（125）のようである。また、【図 11】からわかるように、音源

の状態と音には隣接性があるということで、副詞、形容動詞と動詞

などの用法はメトニミーによる拡張したものであると言えよう。 

また、乾いた物の状態を感じるのは一般的に視覚や触覚でとらな

ければならない。したがって、「かさかさに乾き」、「かさかさだ」や

「かさかさする」などは五感のうちの視覚的、触覚的な表現である

と考えられる。 

 

【図 11】「かさかさ」という音のフレームの構成要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

 

使役者：風、人、動物など 

働きかけ：音を立てる動き 

音源：乾いた物 

音：かさかさ 音の発生原因：乾いた物が触れ合う。 

音源の状態：乾いているさま。 
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 次、意味 1〈音〉から意味 3〈態度・仕草などに感情がこもってい

ないさま〉への意味拡張について検討する。 

例（126）の場合は、その小説の内容は読者 Mにとって性的なイメ

ージがないため、“小説の内容はかさかさしている”という感じがあ

る。例（127）の場合は、このような生活は何かが失われたように、

面白さや意味がないため、“生活はかさかさだ”ということである。

例（128）の場合は、生き生きとした感じがない歴史であるため、「か

さかさ（だ）」で歴史を形容したのである。 

抽象的な概念を、それについての具体的な経験・概念の類似性に

基づいて理解する。その 2つ異なる概念間の対応関係は概念メタフ

ァーである（籾山・深田 2003）36。このように、その“性的なイメ

ージがないこと”、“面白さや意味がないこと”と“生き生きとした

感じがないこと”は“潤いがない感じ”で理解できる。したがって、

「かさかさ（だ）」「かさかさする」はそのような感じを表すのに用

いられると考えられる。 

つまり、「かさかさ（だ）」や「かさかさする」は視覚的・触覚的

な表現であるが、「メタファー」によって拡張し、感想、感覚などの

抽象的なものを表すことができたのである。 

そして、以上のことから、「かさかさ」という語の各意味間の意味

関係を【図 12】のように示すことができる。 

 

 

 

                                                 
36

 メトニミーでは、関連付けられる 2つの概念が同じ概念領域に属しているのに

対し、メタファーでは、関連付けられる 2つの概念が別々の概念領域に属している。 
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【図 12】「かさかさ」の意味展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【
感
覚
・
感
想
な
ど
】 

意味 3：態度・仕草などに感情がこもっていないさま。 

例（126）あの小説はカサカサした印象を受ける。 

例（127）かさかさの生活。 

例（128）かさかさな歴史。 

意味 2：水気が失われているさま。乾いて潤いのない感じがするさま。 

例（121）皮膚はかさかさに乾く。 

例（123）小さな手はかさかさだ。 

例（124）（125）額・頬・皮膚がかさかさしている。 

 

【
視
覚
、
触
覚
】《
五
感
》） 

メタファーによる拡張 

（焦点移動） 

メトニミーによる拡張 

 音
【
聴
覚
】《
五
感
》 

意味 1：乾いた物が触れ合う音。 

例（116）～（120） 

中心義：     聴覚：     視覚：     感覚・感想： 
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4.5 「しゃきしゃきする」 

 

コーパスの考察から分かるように、本論の研究対象において、甘

さ・酸っぱさ・塩辛さ・苦さなどの味覚を表現できる語はないが、

食べ物の歯ざわり（食感）への描写の例は少なくない。例えば、「し

ゃきしゃきする」、「しゃりしゃりする」、「じゃりじゃりする」、「ぱ

りぱりする」などの語である。ここでは「しゃきしゃきする」を対

象とし、音声（聴覚）から食感（歯ざわり）への移転を検討する。

以下は「しゃきしゃき」という語の各意味と例文である。 

 

［意味 1］：【中心義】歯切れよく、物を噛む音。細かく切れ刻む

音。規則正しく動く機械の小さな音。 

（129）「からすみとレタスのパリポリ生春巻きパリパリ、シャ

キシャキ、ポリポリ。」 

（脇屋友詞『脇屋友詞のおもてなし家郷菜』） 

［意味 2］：物を噛むとき、歯切れよいさま。細かく切れ刻むさま。

機械が規則正しく動くさま。 

（130）「これを醬油とマヨネーズで食べるとこの肉食の魚のシ

ャキシャキした歯触りが素晴らしかった。」 

（椎名誠『活字の海に寝ころんで』） 

（131）「もやしをゆでて細かく切って水気を取って入れるとし

ゃきしゃきします。」 

（Yahoo!知恵袋） 

（132）「夏野菜の代表がきゅうり。みずみずしく、しゃきしゃ

きとした歯ざわり、香気が特徴。」 
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（福田稔「ぴあ日本酒 style book」） 

（133）「漬けもののなかでも短時間で漬かる浅漬けは、いわば

シャキシャキの和風サラダ。」 

（大庭英子『和食のシンプルレシピ』） 

（134）「闇中にシャキシャキ軋みながら目まぐるしく展開して

いく映画の光線」 

（谷崎潤一郎『秘密』） 

［意味 3］物事を、素早く、手際よく処理するさま。 

（135）「しゃきしゃきした人。」 

（小野正弘『擬音語・擬態語 4500日本語オノマトペ辞典』） 

（136）「見るからに七十代ぐらいのお年寄りのグループがシャ

キシャキ歩いて登って行くのをみて、すごいな！と思い

ました。」 

（Yahoo!ブログ） 

 

「しゃきしゃき」という語は野菜、漬物などの歯ざわりがいい食

品に多く使用される。コーパスから見ると、「しゃきしゃき」は擬音

語として使われる例が多くなく、ほとんど「しゃきしゃき（と）す

る」という形で食感を表す。あるいは、例（133）のように、「しゃ

きしゃきの N」という形で食べ物を修飾している。また、「しゃきし

ゃきする」は前節の「かさかさする」と同様に、動詞であるが、動

作を表さなく、物の状態を表すのである。 

まず、フレームの観点で意味 1と意味 2の意味関係を論じる。そ

して、音声の発生のフレームの構成要素は以下の【図 13】と【図 14】

のように示される。 
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「しゃきしゃき」という音はみずみずしさ、新鮮なものを噛んだ

（切った）時に発生する軽い音である。したがって、使役者は人間

であり、音の発生原因と働きかけは同様に、噛む（切る）という動

作である。音源は食べ物であり、音源状態（食べ物の状態）はみず

みずしく、新鮮で歯ざわりがいいさまである。そして、焦点は音か

ら音源の状態まで移転することによって、「しゃきしゃきする」とい

う動詞形式や形容動詞の「しゃきしゃきだ」は派生され、食べ物の

状態を形容するのに用いられると考えられる。また、【図 13】から、

音と音源の状態は同一の領域に属し、隣接関係が見られる。そのた

め、このような意味の拡張は「メトニミー」によるものであると言

える。 

 

【図 13】「しゃきしゃき」のフレームの構成要素 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「しゃきしゃき」という語は食べ物を噛む（切る）音を描写する

以外、機械が規則正しく動く音も表すことができる。また、例（134）

のように、副詞として機械の軋む状態を表すのに使える。その機械

 

            

            

 

使役者：人 

働きかけ：噛む／切る 

音源：食べ物 

音：しゃきしゃき 

音の発生原因。 

音源の状態：新鮮で、歯ざわり良いさま。 
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の音のフレームの構成要素は以下の【図 14】のように示される。音

源は機械であり、機械の動きは自動的であるため、使役者と働きか

けが存在しないと考えられる。また、音源の状態は音の発生原因と

同一視することができ、音源（機械）の状態は規則正しく動いてい

るということである。「しゃきしゃき軋む」というような副詞用法は

音から音源の状態へ移転したものである。これもメトニミーによる

拡張であると言える。 

 

【図 14】「しゃきしゃき」のフレームの構成要素 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き続き、意味 3〈物事を素早く、手際よく処理するさま）につ

いて検討する。小野（2009：175）はそれについて以下のように指摘

している。 

シャキシャキとした食感には、みずみずしさ、新鮮さ、適度な

張りが必要である。これは、野菜に限ったことではなく、人や気

分の描写の場合も同様である。「シャキシャキとした人」、「気分

がシャキッとする」なども、新しさや適度な張りがイメージされ

る。これらの新鮮さや張りが「しゃきしゃき」の根底にある。 

 

            

            

 

使役者  

働きかけ 

音源：機械 

音：しゃきしゃき 

音源の状態＝音の発生原因： 

機械が規則正しく動く。 
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以上のように、食感や人・気分に対するイメージ、2 つのイメー

ジの間に類似性があるため、これは概念メタファーという。それに

よって、例（135）と例（136）の〈物事を素早く、手際よく処理す

ること〉という意味は「メタファー」によって拡張したものである。

また、「しゃきしゃきする」は人を描写する場合、その人の動きが早

く、効率よく物事を処理するというプラス値の意味が生まれた。そ

れは「プラス値派生義」によるものだといえる。 

以上のことから、「しゃきしゃき」という語の意味展開は【図 15】

のように示されることができる。 

なお、「かさかさする」と「しゃきしゃきする」2語からわかるよ

うに、「擬音語・擬声語」における言語変化について、音声（聴覚）

から音源の状態への移転は可能であり、さらに、メトニミーによっ

て拡張され、音源の状態を表すのに用いられる「擬音語・擬声語＋

する」形式が生じたのである。このような語は主にグループⅡやグ

ループⅤに属し、五感の視覚・触覚、あるいは味覚（食感）を表現

できる。 
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【図 15】「しゃきしゃき」の意味展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心義：      聴覚：      食感：     

視 覚：      感覚・態度： 

意味 2 

例（130）シャキシャキした歯触り。 

例（131）もやしはしゃきしゃきする。 

例（133）シャキシャキのサラダ。 

【食感】《味覚》 

 

 

 

                      

音【聴覚】《五感》 

意味 1：機械の規則

正しく動く音。 

意味 1 

歯切れよく、物を噛む音。 

例（129） 

意味 1 

細かく切れ刻む音。 

（焦点移動） 

メトニミーによる拡張 

 

（焦点移動） 

メトニミーによる拡張 

意味 3 

例（136）しゃきしゃき歩く。 

意味 3 

例（135）しゃきしゃきした人。 

【感覚・態度】 

意味 2 

例（134）シャキシャキ軋む。 

【視覚】《五感》 

メタファー＋プラス値派生義による拡張 
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4.6 「ぴりぴりする」 

 

「ぴりぴり」という語も多義語であり、以上の「ちん」、「うはう

は」、「かさかさ」、「しゃきしゃき」より意味が多い。以下は「ぴり

ぴり」という語の各意味と例文である。 

 

［意味 1］【中心義】笛などをかんたかく吹き鳴らす音。 

（137）「ピリピリと集合合図の笛を吹いて」 

（嘉村礒多『途上』） 

（138）「やがて船長がピリピリと笛を鳴らすと、気笛のひもが

ひっぱられ、ボーボーと鳴った。」 

（司馬遼太郎『甲賀と伊賀のみち、砂鉄のみち』） 

［意味 2-1］：【中心義】紙や布などが続けざまに裂ける音。 

（139）「「もう〜。ストッキングってのはね、破るためにあるの

よ。こうしてぴりぴりっと」お姉ちゃんが僕のほうに熱

い視線を向けながら、自分の太ももを覆っているストッ

キングを破りはじめた。」  

（本田透『姉・コレクション』） 

［意味 2-2］：紙や布などが続けざまに裂けるさま。 

（140）「何と思ったか彼女はいきなり帳面を鷲掴みにして、ピ

リピリに引き裂いて」 

（谷崎潤一郎『痴人の愛』） 

（141）「伊月は、指を拭いたペーパーナプキンをピリピリと裂

きながら、首を傾げる。」 

（椹野道流『無明の闇』） 
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［意味 3］細かに震え動くさま。 

（142）「校舎のガラスをぴりぴりと震わせ、みんなの頬を震わ

せた」 

（三浦哲郎『ユタとふしぎな仲間たち』） 

（143）「紙片を持った手がぴりぴり顫えている。」 

（江戸川乱歩『陰獣』） 

（144）「タイヤから伝わる震動で、銃口がぴりぴりと上下に揺

れる」 

（賀東招二『疾るワン・ナイト・スタンド』） 

［意味 4］鋭い刺激や痛みを感じ続けるさま。 

（145）「これが過換気症候群で、手先がピリピリしたり、軽い

めまいを感じたりします。」 

（浦野晴美『出産&新生児大百科』） 

（146）「とりわけ炎症が起きている肌にはピリピリと刺激があ

ります。」 

（境野米子『自然暮らしの知恵袋』） 

（147）「ピアスを差し込むと、真ん中まで入れたところでピリ

ピリした痛みが走った。」 

（金原ひとみ『蛇にピアス』） 

（148）「そのせいで、頰がピリピリと痛かった。」 

（吉村達也『金田一温泉殺人事件』） 

（149）「ビールを飲み干した時、妙な現象が起こった。初めは

舌がぴりぴりして…」 

（夏目漱石『吾輩は猫である』） 
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（150）「北タイの家庭料理は世界一辛いという評判通り、どれ

も香辛料がしたたかに利いて、料理の通過する器官は口

であろうと喉であろうとピリピリと辛く、とてもたくさ

んは食べることができない。」 

（熊澤文夫『メーサイ夜話』） 

［意味 5］心や神経を強く刺激するさま。緊張して神経が過敏に

なっているさま。神経が興奮するさま。 

（151）「そういう賊はゆとりがあるように見えますが、本当は

神経をピリピリさせています。」 

（実著者不明『逃げる！かわす！必携護身マニュアル』） 

（152）「ぴりぴりした緊張感はだんだん自然な会話へおさまっ

ていく。」 

（ステファニー・メイヤー/小原亜美訳『闇の吸血鬼一族』） 

（153）「これが、東京駅や新宿駅で起きていたら、きっと駅の

構内が、ぴりぴりした空気になっていたに違いない。」 

（西村京太郎『上野駅殺人事件』） 

 

「ぴりぴり」という擬音語は例（137）～例（139）のように、主

に笛の音や紙・布の裂ける音を描写する。また、例（140）のように、

副詞として布が裂ける様子を表すことができる。しかし、考察によ

ると、紙・布を破る音や様子を表すのに用いられるのは濁音「びり

びり」のほうが多いと見られる。オノマトペには、濁音は不快感、

大きい、重い、激しいさまを表すのに対し、半濁音は軽く、小さい、

軽いという感じがする。布や紙を破るということは不快や激しいと

いうイメージのほうが多いため、「びりびり」のほうが多用されると
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考えられる。 

次、（布を裂いた）音から（布が裂ける）様子の描写への意味転化

をフレームの観点で説明する。その音声発生のフレームの構成要素

は以下の【図 16】のように示される。「ぴりぴり」という音をたて

る使役者は人であり、破る、引き裂くという動作によって、紙・布

（音源の状態）が裂いたということである。そして、音の発生原因

は働きかけと同一視する。例（140）と例（141）の「ぴりぴりに／

と引き裂く」という副詞用法は焦点が音から音源の状態へ移転した

からである。このような焦点移動による意味転化は上述したように、

「メトニミー」による拡張である。 

 

【図 16】「ぴりぴり」のフレームの構成要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ぴりぴり」の 5つの意味において、一番多く使用されたのは意

味 5である。例（151）～例（153）のように、「ぴりぴりする」とい

う動詞形式で〈緊張する状態〉を表す。しかも、「神経」、「緊張感」、

「空気」、「ムード」、「雰囲気」などの語と共起しやすい。二番目使

 

            

            

 

使役者：人  

働きかけ：破る、引き裂く 

音源：紙、布 

音：ピリピリ／びりびり 

＝音の発生原因。 

 音源の状態：ぴりぴり に（と）裂いた。 
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用されたのは意味 4である。例（145）～例（148）のように、副詞

用法や「ぴりぴりする」という動詞形式で〈刺激感や痛感〉を表す

ことができる。例（149）と例（150）も刺激を表すが、常に「舌（先）」

と「辛い」などの語と共起し、辛味（味覚）を表現する。また、三

番目使われたのは意味 3である。例（142）～例（144）のように、

〈細かに震え動く様子〉を描写する。後ろ「震える」、「振動する」、

「揺れる」などの語と共起しやすい。 

 意味 3～意味 5は「ぴりぴり」という音声との間に隣接関係が見

られないが、各意味の間にある関連があると思われる。 

言語表現は「実際に聞きうる音」から「物事の様態や感覚と心理

の状態を示す」、または「現実に近い表現」から「より遠い表現」へ

変化する（筧 2011）。したがって、「ぴりぴり」の中心義は音声の描

写である「擬音語」であり、つまり、意味 1の〈笛の音〉と意味 2-1

の〈紙や布などを裂いた音〉である。 

意味 2-1と意味 2-2は前述のように、前者は裂けるという音声の

描写であるが、後者は副詞として紙の裂ける状態を修飾している。

それは焦点が音から紙（物）の状態へ移動し、メトニミーによる拡

張したからである。また、意味 3の例（142）～例（144）の場合、

〈窓が震え動く様子〉、〈手が震える様子〉、〈銃口が細かに揺れる様

子〉は“紙を裂いた時と伴う小さく震え動くさま”と類似している

ため、「ぴりぴり（と）震わせる／顫える／揺れる」のように、副詞

として後ろの動詞を修飾し、細かく震えるさまを表す。このように、

類似性に基づき、他の様子、概念やイメージで喩えるということは

「メタファー」であろう。 
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引き続き、意味 4について検討してみる。例（145）～例（150）

のように、「ぴりぴり」は副詞「ぴりぴり（と）」という形で痛みを

修飾する。あるいは、「ぴりぴりする」という動詞形式で〈刺激感や

痛感〉という状態を表す。意味 2と意味 3から、「ぴりぴり」という

語は〈少しずつ裂けている〉〈細かに動き続ける〉というイメージが

あると考えられる。また、その刺激や痛みという感じは「ぴりぴり」

というイメージと類似しているため、「ぴりぴり」を使って刺激や痛

みを修飾・形容するのに使った。このような意味の拡張は概念メタ

ファーによるものである。また、意味 4の「ぴりぴりする」は第 3

章でも述べたように、主にグループⅡに属し（「【s】が～する」とい

う文の構成）、身体の部位の感覚を表す。例えば、例（145）と例（149）

のようである。例（149）の「舌がぴりぴりする」のように、感覚の

対象は舌の場合、味覚（辛味）を表現できる。 

なお、意味 5の例（151）～例（153）場合は、心や神経を強く刺

激したり、あるいは、すごく緊張した後、“心や神経がぴりぴりする”

ということが発生すると認知しているからである。それは「予期的

認知」（国広 2006）ということである。このように、「ぴりぴりする」

は緊張感や興奮という気持ちを表すのに使われると考えられる。 

上述したように、「ぴりぴり」の意味展開は以下の【図 17】で表

されることができる。 
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【図 17】「ぴりぴり」の意味展開 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                  

 

 

 

 

 

（焦点の移動） 

意味１：笛の音。

例(137)（138） 

 

意味 2：紙や布などを裂いた音。 

例(139) 

（焦点の移動） 

メトニミーによる拡張 

音【聴覚】《五感》 

例(154)

ピ
リ
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リ
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た
声
。 

 

意味 4：鋭い刺激や痛感。 

例（145）～例（150） 

手・舌がぴりぴりする。 

〈少しずつ裂けている〉 

〈細かに動き続ける〉 

 

メタファーによる拡張 

意味 5：緊張・興奮するさま。 

例(151)～（153） 

神経をぴりぴりさせる。 

ぴりぴりした緊張感／空気。 

神経や心がぴりぴりした。 

予期的認知による拡張 

【刺激・痛感・緊張感など】 

意味 3：細かに震え動くさま。 

例（142）～例（144） 

意味 2：紙の裂ける状態。 

例（140）（141） 

紙を裂いた時と伴

う動くさま。 

メタファー 

【視覚】《五感》 メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
る
拡
張 

中心義：     聴覚：     視覚：     刺激・痛感など： 
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なお、「ぴりぴりする」は以下の例（154）のように、「ピリピリし

た声」という連体形で声を描写できる。前でも述べたように、「ぴり

ぴり」は〈細かに動き続ける〉というイメージがある。これは人の

声を描写する場合、“連続的、言い続けてちょっとうるさい”という

ような声である。つまり、これも「メタファー」による拡張したも

のであると言える。 

 

（154）「一回の呼びだし音の途中でおかあさんがでた。でるな

り、ぴりぴりした声で、「タカシ？」ときた。」 

（角田光代『キッドナップ・ツアー』） 

 

【図 17】から見られるように、以上の意味 2と意味 3は聴覚（音

声の描写）から視覚（音源の状態）へ移転したものである。また、

刺激・痛感や緊張・興奮などの五感以外の感覚は視覚から転化して

たものである。 

 

4.7 しめくくり 

  

 以上のことから、「擬音語・擬声語＋する」形式の意味展開は「フ

レーム」、「（概念）メタファー」、「（概念）メトニミー」、「プラス値

派生義」、「予期的認知」などの認知の観点で説明できる。 

【図 7】、【図 9】のように、「ちんする」と「うはうはする」は音

声から働きかけへ移転し、「メトニミー」によって派生された例であ

る。主に動作や動作の様態を表す。ただし、すべての「擬音語・擬

声語」は「ちんする」のように、動詞「スル」をつけて動作を表す
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わけではない。その言語表現は必ず認知的に動機付けられ、長い時

間で維持される必要である。 

「かさかさする」は【図 11】のように、音声から音源の状態へ移

転した例であり、主に乾いた物の状態を形容するのに使われる。し

たがって、「かさかさする」は「メトニミー」による拡張したもので

あり、視覚的、触覚的な言語表現であると言える。また、「擬音語・

擬声語」における言語変化は「フレーム」、「メトニミー」だけでは

なく、「（概念）メタファー」による拡張したもの存在する。例えば、

「かさかさする」は視覚的、触覚的な表現であるが、「概念メタファ

ー」によって、もっと抽象的なもの、例えば、感想、感覚などを表

すのに使われる。 

「しゃきしゃきする」も音声から音源の状態へ移転した例である。

「しゃきしゃきする」は〈食べ物を噛む音〉から拡張され、〈食べ物

の歯ざわりがいい〉状態を形容するようになった。その歯ざわりが

いい感じは食感の一つと言える。また、「しゃきしゃきする」は「（概

念）メタファー」と「プラス値派生義」に基づき、〈手際がよく処理

する〉という意味が生じた。例えば、「しゃきしゃきした人」のよう

である。 

「ぴりぴりする」は音声も刺激・痛感、緊張・興奮などの感覚も

表すことができる。「ぴりぴり」という語は【図 16】【図 17】のよう

に、焦点は音から音源の状態へ移転し、「メトニミー」によって、新

しい意味〈紙・布などが続けざまに裂けるさま〉が生じたのである。

また、「概念メタファー」や「予期的認知」に基づき、意味が拡張さ

れ、刺激・痛感や緊張・興奮という気持ちを表すのに使用される。

なお、「ぴりぴりする」は連体形で声を描写することができる。例え
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ば、「ぴりぴりした声」である。そういう表現も「概念メタファー」

で説明できる。 

以上のように、「擬音語・擬声語＋する」は音声から働きかけ、音

源の状態へ移転することによって、五感の視覚、触覚、あるいは食

感などを表すことができる。さらに、五感に基づき、「（概念）メタ

ファー」によって拡張され、態度、五感以外の感覚や心理状態を表

現することができると考えられる。 
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第5章 結論 

 

 

5.1 本研究のまとめ 

 

本論は「擬音語・擬声語＋する」形式に着目し、その文の構成、

アスペクト、副詞との共起を考察し、また、認知の観点で「擬音語・

擬声語」から「擬音語・擬声語＋する」形式への意味転化を検討し

た。 

第 3章で、「擬音語・擬声語＋する」形式を 6つのグループに分類

し、各グループに属する語の性質を明らかにした。グループⅠの語

は人間の状態や動作の様態を表し、グループⅡの語は五感、感覚や

気持ちを表す語彙である。グループⅢとグループⅣは人間の動作を

表し、グループⅤの語は物の状態を表している。そして、グループ

Ⅵの語は連体形で音声を描写することができるのである。また、「擬

音語・擬声語＋する」形式は、ほとんど「スル・シテイル」形、両

方とも使える。「～シテイル」のみ使われる語「うはうはする」、「か

っちりする」、「ぷくぷくする」、「ぼそぼそする」は直接感覚（五感）

以外の状態を表すという共通点を持つ。一方、「～スル」のみ使われ

る語には共通な特性が見られなく、また、〈非状態・継続解釈不可・

変化性なし〉という特徴がないため、鈴木（2012）が提起した包含

関係で説明できないのである。なお、副詞との共起現象について、

程度副詞と共起しやすい語は主に人や物の状態を表し、つまり、グ

ループⅠ、Ⅱ、Ⅴに属する語である。しかし、動作を表す「ちんす

る」は「すこし」（時間の程度を表現する副詞）と共起できる。また、
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時間関係の副詞と共起しやすい語はほとんどグループⅠに属するも

のであり、頻度を表す副詞と共起しやすい語は「ぱちぱちする」以

外、主にグループⅠやグループⅤに属している。そして、動き様態

を表す副詞と共起しやすい語は主にグループⅠやグループⅢに属し、

つまり、動作の様態や動作を表す語である。以上のように、第 3章

で、「擬音語・擬声語＋する」形式の文の構成、アスペクト、副詞と

の共起を通し、「擬音語・擬声語＋する」形式の性質・文法特性を明

らかにした。 

第 4章で、「擬音語・擬声語」は「擬音語・擬声語＋する」形式と

の意味転化について検討した。その間の意味展開は「フレーム」、「（概

念）メタファー」、「（概念）メトニミー」、「プラス値派生義」、「予期

的認知」などの認知の観点で説明できた。「ちんする」と「うはうは

する」は音声から働きかけへ移転し、「メトニミー」によって派生さ

れた例である。「かさかさする」と「しゃきしゃきする」は音声から

音源の状態へ移転した例である。また、「擬音語・擬声語」における

言語変化は「フレーム」「メトニミー」だけではなく、「（概念）メタ

ファー」による拡張したものも存在する。その「概念メタファー」

によって、五感（聴覚、視覚、触覚、食感）の表現からもっと抽象

的なもの（態度、感想、感覚など）を表現できるようになった。な

お、意味の拡張には、「プラス値派生義」や「予期的認知」も起きら

れたのである。 

以上のように、文法面と意味面の分析結果を通して「擬音語・擬

声語＋する」形式をもっと認識でき、このような語の特質や文法特

性も明らかになった。 

最後、オノマトペに対する指導・学習について、私見を述べたい
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と思う。複数の意味・用法を持つオノマトペを学習する時、必ず辞

書を利用する。しかし、第 3章でも提起したように、「擬音語・擬声

語＋する」形式にはある語は実際に使われているものの、辞書に記

載されていないということである。これもオノマトペの学習の一つ

の問題点であると考えられる。 

また、第 1章でも指摘していたように、初級日本語教育にはオノ

マトペを重視していないということについて、初級の最初の段階に

おいて、常用の「擬音語・擬声語」を少しずつ導入することができ

ると考えている。例えば、50音を教え終わったあと、中国語の象声

詞と似ている「擬音語・擬声語」と似ていない「擬音語・擬声語」

を用意し、両言語の「擬音語・擬声語」（象声詞）の相違点を比較さ

せ、或いは競争ゲームやオノマトペ当てるゲームなどの教室活動を

設計し、それらの語はどんな場面、何の音声であるか（それらの語

の背後の知識）を理解させる。 

日本語のオノマトペは感覚的な語彙であり、中国語の音韻体系と

異なるため、オノマトペを学習するとき、その語彙の背後の知識を

理解できれば、オノマトペに対する距離は短くなるだろう。オノマ

トペに対して共感を持ち、生き生きとした感じがあれば、だんだん

身につけるようになれると思われる。したがって、中級段階以後、

教科書で現れたオノマトペを指導する時、関連がある語（他派生さ

れた用法、例えば、動詞形式や副詞など）も一緒に入れて認知の観

点で説明し、できれば認知のリンクを通して理解させ、同時に生教

材（インタネット、新聞、小説、漫画、アニメなど）も利用するこ

とができると思われる。それについて、筆者自身が教師として教育

現場で実践してみようとする。これから、どのように認知の概念で
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オノマトペを指導することも一つの課題である。 

 

5.2 本論文の貢献と今後の課題 

本論文は文の構成によって、「擬音語・擬声語＋する」形式の特質

と文法特性を明らかにした。また、認知言語学の観点を通し、「擬音

語・擬声語＋する」形式の意味面（意味転化）とそのリンクも理解

できた。それを利用し、オノマトペの指導や学習に役に立つと考え

ている。ただし、前述したように、どのように認知の概念でオノマ

トペを指導するかは今後の課題である。 

また、文法面の考察において、「擬音語・擬声語＋する」形式のア

スペクト、副詞との共起を触れたが、まだ不十分だと思う。意味面

の分析において、共時的な観点で、「擬音語・擬声語＋する」形式を

考察することによって、「ちんする」、「うはうはする」、「かさかさす

る」、「しゃきしゃきする」と「ぴりぴりする」などの 5語の意味展

開を明らかにしたが、「オノマトペ＋する」の全体を捉えるとはいえ

ない。今後引き続き、「擬音語・擬声語＋する」形式のテンス、アス

ペクト、人称制限、命令（禁止型）、使役形など、全体的な文法特性

について追究し、さらに、「擬態語＋する」も含め、「オノマトペ＋

する」を研究課題として行きたいと考える。 
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