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問　題

　ある種の言葉により，印象が形作られる場合があ
る。たとえば，文学作品において，単に「わらった」
と表現するのと，「ころころわらった」と表現するの
では，印象が異なるであろう。「にやぅとわらった」
とすると，また違った印象となる。また，マンガにお
いて，登場人物の背景に「ゴゴゴゴー」などの表現
があるのとないのでは，これも印象が異なる。この

ように，ある種の言葉が付加されることにより，印
象が異なってくることは，文学作品等において多々
見受けられることである。これは，文章や絵による
表現に対して，さらに言葉による表現が加えられて
いる状態であり，文章表現の外観に装いが施された
状態，すなわち「言葉による装い」がなされている
ということも可能であろう。
　このような言葉による装いは，日常生活，そして
人の発話内容においても見受けられる。たとえば，「バ
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タバタ忙しくて」といったように，単に「忙しくて」
というのではなく，「バタバタ」という言葉を加える
ことは，よく見聞きすることであろう。このようなも
のをオノマトペ（擬音語・擬態語・擬声語）といい，
豊富な情報と情緒が付与され（e.g., 苧阪1999），複
雑かつ豊かな表現となることによって，ひいては，
人々に豊かな印象を抱かせることが可能となってい
る。日本語に深く根ざし種類も豊富で毎日のように
用いられるオノマトペを，小野（2009）は「日本語
の“へそ”」と表現している。
　それほど有用なオノマトペであるが，卑俗または
子どもじみた幼稚なことばという先入観や偏見が
あったことから（e.g., 筧・田守，1993；田守，1998），
以前は研究が少なかったといえる。しかし，オノマ
トペに関する研究はここ数十年で多方面から検討が
おこなわれ，多くの知見が得られてきている。たと
えば，会話における基本的なオノマトペの整理（獅々
見，2016），オノマトペの印象（藤沢・尾畑・高田・
岩宮，2006；佐藤・吉田，2009），オノマトペと食感
覚の関連（早川・畑江・島田，2000），オノマトペと
触り心地との関連（早川・松井・渡邊，2010），映像
とオノマトペによる評定との関連（土田，2005），性
格表現としてのオノマトペの整理（小松・酒井・西岡・
向山，2012；西岡・小松・向山・酒井，2006）など，
多様な研究がおこなわれている。さらに，オノマト
ペを利用したシステムの開発なども多々おこなわれ
ている（e.g., 坂本，2016；清水・土斐崎・坂本，
2014；戸本・中村・加納・小松，2012）。
　しかし，コミュニケーション時におけるオノマトペ
の使用者が他者にどのような印象を抱かれるかと
いった知見は不明である。我々は，日々自己の身体
を衣服や装飾品などで装うことにより印象を作り上
げているが，言葉による装い（鈴木，2000）もおこ
なわれている。オノマトペは，その一つでもあり，
最終的には自己を装うツールの一つということが可
能である。したがって，オノマトペが言語を装うと
いう側面に焦点をあてた場合，それは，外見と同じ
く他者の印象形成に影響を及ぼしうるといえる。

　これまで，インターネット上のコミュニケーション
場面において，言葉に付加された要素が及ぼす心理
的影響についての検討がおこなわれてきた。たとえ
ば，顔文字/エモティコンのメールでの使用の効果
について検討がおこなわれており，たとえば竹原・
栗林（2006）は，発信されたメッセージに対する性格
の推定への影響を検討し，感謝や謝罪場面での影響を
明らかにしている。他にも検討がおこなわれており（e.g., 
荒川・鈴木，2004；高橋・深田・秋光，2005），顔
文字が文字だけでは表現しきれないものを補助する
効果を有し，受け手側に何かしらの影響を与えるこ
とが示唆されているが，これらは顔文字をコミュニ
ケーション場面で発信した人物の印象についての検
討というわけではない。なお，SNSにおける画像（所
謂スタンプ）の使用状況などの検討はおこなわれて
いるが（加藤，2017），その使用が受け手の抱く印
象へ及ぼす影響についての検討はこれからの課題の
ようである。
　それでは，同様に言葉に付加されて用いられるも
のであるオノマトペの場合は，どのような心理的効
果が生じるのであろうか。そして，どのように印象
形成へ影響を及ぼすのであろうか。先述のように，
言葉による装い，そして印象形成という観点でのオ
ノマトペの知見は不明である。これまで，オノマト
ペは，抽象性が高く正確な概念を示すものではない
ことや言語獲得が未発達な段階の子どもが使用する
ことが多いことなどから，子どもっぽいイメージを有
する（e.g., 筧・田守，1993；田守，1998）と言われ
てきたことを考慮すると，オノマトペの使用が「子
どもっぽさ」の印象を形成する可能性がある。オノ
マトペの具体的で臨場感の高い語り口（筧・田守，
1993）から，親しみやすさや活発さといったポジティ
ブな印象を生じさせたり，その一方で大人が使用す
る場合には言語能力が未発達と捉えられれば知的能
力の低さといった他の印象を形成したりする可能性
はある。
　それでは，オノマトペが対人印象に影響を及ぼす
にはどのような条件が存在するのであろうか。たと
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えば，用いられる場面が挙げられる。上述のように
オノマトペに卑俗や子どもっぽいといった印象があ
るとしたら，改まった場面とそうでない場面では，
同じオノマトペの使用でも場面によって適切さが異
なり，子どもっぽさという印象を引き起こす程度が
異なる可能性もある。さらに，受け手の年齢や立場
によって，その影響は異なると考えられる。たとえ
ば顔文字の場合には，受ける印象や使用に世代差が
あることが指摘されている（文化庁文化部国語課，
2001）。そもそも，普段の生活において，言葉遣いが
くだけていると捉えられるかどうかは，発信者と受
信者の年齢や立場の組み合わせによっても異なって
いるといえる。また，オノマトペを使用した人を見
た人（評価者）の年齢によって，評価が異なってく
る可能性もある。さらに，送信者の年齢層に対する
評価者の年齢層の位置づけ（年上であるか年下であ
るか，など）によっても，影響が異なる可能性もある。
同年代が送り手である場合と年齢層が上の送り手の
場合では，送り手に抱く印象に違いがみられること
も予想される。
　以上，本研究では，言葉による装いという観点か
らオノマトペを扱い，メールによるコミュニケーショ
ンの中でのオノマトペの使用が印象形成に及ぼす影
響を探索的に明らかにすることを目的とする。その
際に，上述のように，オノマトペの使用される場面
等の性質を考慮したうえで検討する。それらの点に
ついて明らかにするために，３ つの研究によって検
討する。研究 １ では，場面の種類と受信者の種類
を扱う。研究 ２ では，主に評価者の年齢を要因とし
て扱う。研究 ３ では，送信者の年齢層の位置づけ
を要因として扱う。これらをもって，オノマトペの装
いとしての印象形成への効果を明らかにする。
　

研究 １

目　的
　比較的改まった場面とそうでない場面の ２ つの場
面において，それらを組み合わせてオノマトペによ
る印象形成を検討することとする。

方　法
　調査協力者　関東圏の ２ つの共学私立大学の学
生148名（男性52名，女性96名，平均年齢21.49歳，
SD=6.49）を対象とした。
　刺激文　打ち上げ報告場面と引っ越し報告場面
の両者を設定した。前者は，比較的日常的な場面で
あり，後者は，比較的改まった場面を意図した。前
者に比し後者の方が改まった場面であるためにオノ
マトペの使用が場面に適していると考えられず，オ
ノマトペによる子どもっぽさといった側面での影響
が生じる可能性が考えられる。なお，これらの場面
それぞれについて，メールを送る対象（受信者）と
して，「先生」と「友人」を設定した。そして，調査
対象者（評価者）はどちらかに回答するように割り
当てられた。またそれぞれの場面と受信者毎に，オ
ノマトペ有りとオノマトペ無しの刺激文を設定し，
どちらかに回答するように割り当てた。それぞれの
メールの文面については，APPENDIX １ に示す。
　印象項目　先行研究（e.g., 林，1978）を参考に，
印象形成に関連する項目を15項目準備し実施した。
　実施手続き　調査協力者は，打ち上げ場所報告
場面と引っ越し報告場面の両者について回答をおこ
なった。ただし，受信者とオノマトペの有無は実験
参加者間要因とし，それぞれどちらか一方について
割り当てがなされた。そして，片方の場面で対象が
先生であった場合は，もう片方の場面では対象が友
人になるようにした。オノマトペについても同様で
あった。さらに，２ つの場面についてはカウンター
バランスを実施した。したがって，調査票は ８ つの
パターンが準備され，調査協力者はいずれかに回答
するように割り振られた。
　なお，講義やゼミの時間に実施した。倫理的配慮
をおこない，同意を得たものを対象に実施した。時
期は2011年12月から2012年 １ 月に実施した。
結　果
　予備的処理　はじめに，印象を測定した項目につ
いて，場面毎に因子分析（最尤法・プロマックス回転）
をおこなった １。その結果，どちらの場面においても
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３ 因子が抽出され，各因子に対応している項目は，
両場面でも同様であった。そこで，その ３ 因子に基
づき項目を分類し，「親和」「大人」「快活」の ３ つ
の下位尺度からなる項目群の平均値をそれぞれの得
点として以降の分析をおこなうこととした。なお，「親
和（α=.82，.73）」には「不親切な−親切な」「つめ
たい−あたたかい」「親しみにくい−親しみやすい」
が，「大人（α=.83，.77）」には「分別のある−分別
のない」「知的でない−知的な」「まじめな−ふまじ
めな」「子どもっぽい−大人っぽい」が，そして「快
活（α=.77，.76）」には「活発な−活発でない」「外
向的な−内向的な」「社交的な−社交的でない」「積
極的な−消極的な」が含まれている。得点が高い方
が，それぞれ因子名の方向を示すように得点化をお
こなった。
　オノマトペの使用による差異　打ち上げ場所報告
場面における，受信者とオノマトペ有無の印象得点
の平均値と標準偏差をTable １ に示す。打ち上げ

場面において，受信者とオノマトペの有無を独立変
数，印象得点を従属変数とした分散分析をおこなっ
た（Table ２ ）２。その結果，いずれの印象におい
ても，オノマトペ有無の主効果および交互作用は有
意では無かった。受信者の主効果については，「大人」
と「快活」において有意であった。
　また，引っ越し報告場面における，受信者とオノ
マトペの有無の印象得点の平均値と標準偏差を
Table ３ に示す。受信者とオノマトペ有無を独立変
数，印象得点を従属変数とした分散分析をおこなっ
た（Table 4 ）。その結果，「大人」の印象において
オノマトペ有無の主効果および交互作用が少なくと
も １ %水準で有意であった。そこで，それぞれの対
象における単純主効果の検定をおこなったところ，
どちらの受信者においてもオノマトペの有無の単純
主効果は有意であり（ts=2.68，6.45），「先生」にお
ける差の方がより大きいことが確認された。

Table １ 　受信者とオノマトペの有無毎の印象得点（打ち上げ場所報告場面）

受信者 オノマトペ
有無

親和 大人 快活 nM SD M SD M SD
友人 無し 5.29 0.96 4.13 1.21 5.33 0.84 39

有り 5.43 0.92 3.85 0.89 5.61 0.81 36
先生 無し 5.15 1.05 5.27 1.09 4.91 0.97 39

有り 5.11 1.30 4.94 1.28 5.08 1.26 34

Table 2 　 受信者とオノマトペの有無を独立変数に印象得点を従属
変数にした分散分析結果（打ち上げ場所報告場面）

F値
親和 大人 快活

受信者（A） 1.690 36.237*** 8.703**
オノマトペ有無（B） 0.065 2.764 1.926
AxB 0.269 0.012 0.110
*** p<.001, ** p<.01

Table 3 　受信者とオノマトペの有無毎の印象得点（引っ越し報告場面）

受信者 オノマトペ
有無

親和 大人 快活 nM SD M SD M SD
友人 無し 5.20 0.88 4.82 0.86 4.71 1.07 34

有り 5.19 0.95 4.23 0.91 4.94 0.90 39
先生 無し 4.96 0.91 5.39 0.91 4.65 0.97 36

有り 4.91 1.05 4.00 1.02 4.83 0.99 39
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考　察
　本研究の目的は，比較的改まった場面とそうでな
い場面の ２ つの場面において，メールの文章におけ
るオノマトペの有無が人物の印象へ及ぼす影響につ
いて明らかにすることであった。なお，特徴が異な
る受信者を複数設定した。
　予備分析の結果，オノマトペが与える「子どもっ
ぽさ」の印象は，知的さやまじめさ，分別といった
視点が含まれることが示された。このことから，子
どもっぽさは親しみやすさとは独立した印象であり，
知的能力や社会的望ましさの高さを大人と捉えたと
きの対立次元として考えられていることが示唆され
た。
　場面と受信者の影響について分析した結果，オノ
マトペの使用が印象形成に及ぼす影響の一部につい
て確認することができた。影響が確認されたのは
引っ越しの報告という，若干改まった場面において
であり，その改まった場面ということからオノマトペ
のカジュアルさが目立つことになったと考えられた。
そして，影響のあった印象の内容としては，従来オ
ノマトペについて言及されてきた主要な特徴である
子どもっぽさを（逆のベクトルで）反映している「大
人」であった。このことから，これまでの言説を実
証したといえる。なお，目上の対象である先生に対
しての方が，オノマトペの影響が大きいことも示さ
れている。これも，オノマトペのカジュアルさと状
況との不一致により影響が顕著に表れたものだと考
えられる。
　なお，打ち上げ場所報告場面では擬態語が使用さ
れた刺激を呈示し，引っ越し報告場面で擬音語が使
用された刺激を呈示しており，そもそもの刺激の性

質に違いがある。そのことが文章全体の印象に影響
し，結果として引っ越し報告場面でのみ「子どもっ
ぽさ」の評価への影響が生じた可能性もある。
　今回の限界として，送信者と評価者が同じ若年層
世代であることが挙げられる。大人っぽさや子どもっ
ぽさといった評価は，その行為をおこなう側の年齢
層，そして，それを評価する側の年齢層が影響する
可能性が高い。そこで，研究 ２ では，年齢層を考
慮したうえでオノマトペが印象に及ぼす影響を検討
することとする。
　

研究 2

目　的
　評価者の年齢層の違いを考慮したうえで，オノマ
トペの使用が印象形成に及ぼす影響について明らか
にする。
方　法
　調査協力者　20代から60代の男女232名（男性
116名，女性116名，平均年齢44.02歳，SD=11.29）
を対象とした。20-44歳を年齢層低群，45-69歳を年
齢層高群とした。
　刺激文　打ち上げ場面（比較的日常的な場面）と
引っ越し場面（比較的改まった場面）の ２ つの場面
を設定した。両場面において，大学生が先生に送る
メールと友人に送るメールの両者を設定した。それ
ぞれ，オノマトペ有りとオノマトペ無しの刺激文を
設定した。これらは，研究 １ で使用したものと同一
である。
　印象項目　研究 １ において使用した印象形成に
関連する項目を実施した。研究 １ と同様に得点化を
おこなった。

Table 4 　 受信者とオノマトペ有無を独立変数に印象得点を従属変
数にした分散分析結果（引っ越し報告場面）

F値
親和 大人 快活

受信者（A） 2.689 1.243 0.251
オノマトペ有無（B） 0.043 41.432*** 1.562
AxB 0.024 6.862** 0.030
*** p<.001, ** p<.01
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　実施手続き　調査協力者（評価者）は，打ち上げ
場面と引っ越し場面の両者について回答をおこなっ
た。ただし，メール送信の対象とオノマトペの有無は，
それぞれどちらか一方について割り当てがなされた。
さらに，２ つの場面についてはカウンターバランス
を実施した。
　2013年 ２ 月にweb調査会社（株式会社マクロミル）
を介してインターネット調査を実施した。倫理的配慮
をおこない，同意を得たものを対象に実施した。
結　果
　打ち上げ場面の受信者とオノマトペの有無と評価
者年齢層の印象得点の平均値と標準偏差をTable 
5 に示す。受信者とオノマトペの有無，そして評価
者年齢層を独立変数，印象得点を従属変数とした分
散分析をおこなった（Table 6 ）。その結果，オノマ
トペの主効果およびオノマトペを含む交互作用はい
ずれの印象においても有意では無かった。なお，受
信者の主効果については，「大人」と「快活」にお

いて有意であった。
　また，引っ越し報告場面の対象とオノマトペの有
無と評価者年齢層の印象得点の平均値と標準偏差
をTable 7 に示す。受信者とオノマトペの有無，そ
して評価者年齢層を独立変数，印象得点を従属変数
とした分散分析をおこなった（Table ８ ）。その結果，

「大人」において，オノマトペの主効果およびオノマ
トペと評価者年齢層の交互作用が 5 %水準で有意
であった。そして，単純主効果検定をおこなったと
ころ，年齢層低群において，オノマトペの有りがオ
ノマトペ無しよりも有意に低く（t=3.53），また，オノ
マトペ有りにおいて，年齢層低群が年齢層高群より
も有意に低い（t=2.94）ことが示された。そして，「快
活」において，オノマトペの主効果が有意であり，
オノマトペ有りの方が有意に高値であることが示さ
れた。なお，受信者の主効果については，「快活」
において有意であった。

Table 5 　受信者とオノマトペの有無と評価者年齢層毎の印象得点（打ち上げ場所報告場面）
受信者 オノマトペ有無 評価者年齢層 印象得点

親和 大人 快活 nM SD M SD M SD
先生 無し 低群 4.77 0.82 4.26 0.78 4.78 0.91 28

高群 4.82 1.14 3.98 0.77 4.73 0.95 30
有り 低群 4.70 0.63 3.84 0.59 4.72 0.82 29

高群 4.57 0.95 3.72 0.85 4.80 0.77 29
友人 無し 低群 4.75 0.92 4.33 0.98 4.53 0.63 29

高群 4.94 0.86 4.66 1.01 4.20 1.00 29
有り 低群 4.93 0.71 4.46 0.90 4.59 1.04 29

高群 4.46 0.94 4.47 1.01 4.62 0.86 29

Table 6 　 受信者とオノマトペの有無と評価者年齢層を独立変数に
印象得点を従属変数にした分散分析結果

　　　　 （打ち上げ場所報告場面）
F値

親和 大人 快活
受信者 （A） 0.20 21.58*** 5.44***
オノマトペ（B） 1.78 2.57 1.20
評価者年齢層（C） 0.58 0.02 0.33
AxB 0.00 1.89 1.06
AxC 0.18 2.68 0.53
BxC 3.28 0.10 1.13
AxBxC 1.12 1.07 0.22
*** p<.001
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考　察
　本研究は，評価者の年齢層の違いを考慮したうえ
で，オノマトペの使用が印象形成に及ぼす影響につ
いて明らかにすることであった。分析の結果，研究
１ と同様，引っ越し報告場面において，オノマトペ
の印象形成への影響が確認された。若干改まった場
面であるということが，オノマトペの影響の発現に
関連していることが改めて示唆されたといえる。
　影響のあった印象の内容としては，これも研究 １
と同様に，「大人」においてであり，オノマトペの使
用が子供っぽさといった印象に影響をおよぼしてい
ることが再確認された。なお，交互作用も確認され
ており，年齢層低群のオノマトペの使用が，子どもっ
ぽさに影響していることが示されている。興味深い
ことに，年齢層が高いほど子どもっぽいと評価する
わけではない。年齢層が高いほど，大学生といった
若年層を「子ども」として認知し，子どもであるが
ゆえにオノマトペの使用を年齢相応の言語表現であ
るとみなし，その結果，顕著な影響が見られなかっ

たと考えることもできる。なお，研究 １ と同様，打
ち上げ場所報告場面と引っ越し報告場面で使用され
た刺激の特徴は異なっており，そのために，引っ越
し報告場面においてのみ「子どもっぽさ」の評価に
影響を及ぼした可能性もある。
　ところで，研究 １ と異なり，「快活」においてオノ
マトペの影響が確認された。今回対象としたサンプ
ルは基本的には20歳以上の社会人で構成されてお
り，研究 １ のサンプルの大学生のみの構成とは異
なっている。このことが影響した可能性もあるが，
これについては，今後の検討としたい。少なくとも，
オノマトペが「大人」以外においても印象を生み出
していることが示されたといえる。
　研究 ２ では，評価する側の年齢層の影響を検討
したが，たとえば同じ年齢層であっても，その評価
する相手の年齢層によって，オノマトペの効果が異
なる可能性はある。つまり，同年代か，年上か，年
下かでその影響が異なる可能性がある。そこで，研
究 ３ では，評価される側の年齢層の影響を考慮した

Table 7 　受信者とオノマトペの有無と評価者年齢層毎の印象得点（引っ越し報告場面）
受信者 オノマトペ有無 評価者年齢層 印象得点

親和 大人 快活 nM SD M SD M SD
先生 無し 低群 4.57 0.90 4.22 0.54 4.44 0.73 29

高群 4.75 0.70 4.36 0.79 4.51 0.82 29
有り 低群 4.54 0.77 3.95 0.81 4.62 0.67 29

高群 4.82 0.90 4.36 0.84 4.56 0.89 29
友人 無し 低群 4.37 0.82 4.63 0.76 4.03 0.61 29

高群 4.37 0.62 4.16 0.70 4.14 0.72 29
有り 低群 4.67 0.80 3.88 0.85 4.53 0.64 28

高群 4.56 0.81 4.31 0.88 4.58 0.77 30

Table 8 　 受信者とオノマトペの有無と評価者年齢層を独立変数に
印象得点を従属変数にした分散分析結果

　　　　 （引っ越し報告場面）
F値

親和 大人 快活
受信者 （A） 2.98 0.05 4.97*
オノマトペ（B） 1.56 4.62* 9.14**
評価者年齢層（C） 0.65 1.68 0.19
AxB 1.17 0.71 3.32
AxC 1.80 2.11 0.15
BxC 0.00 8.17** 0.25
AxBxC 0.26 2.40 0.03
** p<.01， * p<.05
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うえでオノマトペが印象に及ぼす影響を検討するこ
ととする。
　

　研究 3

目　的
　研究 ３ では，オノマトペを使用する側の年齢層が，
評価者に対して上か同程度か下かを考慮したうえで
オノマトペが印象に及ぼす影響を検討することを目
的とする。
方　法
　調査協力者　30代の男女524名（男性262名，女
性262名，平均年齢34.7歳，SD=2.98）を対象とした。
　刺激文　異動で地元に戻った際の連絡の場面を
設定した。研究 １ と ２ において，引っ越しという改
まった場面でオノマトペの影響が見られたために当
該場面を設定した。なお，当該場面は，どの世代に
も適用可能と考えられ，その点でも設定として適切
と考えられた。対象として，高校時代の恩師に送る
メールと高校時代の友人へのメールの両者を設定し
た。それぞれ，オノマトペ有りとオノマトペ無しの
刺激文を設定した。なお，研究 １ と研究 ２ の結果
から刺激文における擬音語・擬態語の偏りの影響が
生じる可能性が考えられたため，今回のオノマトペ

有りについては，場面にあわせつつ擬音語と擬態語
の両方を含む刺激文を準備した。メールの文面につ
いては，APPENDIX ２ に示す。これらのメール文
面を，20代の人が書いたもの，30代の人が書いたも
の，40代の人が書いたもの，と書いた人の年齢層に
ついても情報を併せて呈示した。
印象測定の項目　研究 １ および ２ において使用し
た印象形成に関連する項目を実施した。研究 １ と同
様に得点化をおこなった。また，今回は発信者が社
会人という設定であることから，社会人としての能
力についての印象を把握するため，「常識が無い−
常識がある」，「仕事の能力がある−仕事の能力がな
い」の ２ つの項目（r=-.40）も追加した。後者につ
いては逆転させたうえで平均値を作成し，「社会的
能力」とした。
　実施手続き　対象，オノマトペの有無，対象の年
齢層のそれぞれについて，ランダムに割り当てがな
された。2013年 ２ 月にweb調査会社（株式会社マ
クロミル）を介してインターネット調査を実施した。
倫理的配慮をおこない，同意を得たものを対象に実
施した。
結　果
　友人における，発信者年齢層とオノマトペの有無

Table 9 　オノマトペ有無と発信者年齢層毎の印象得点（友人）
オノマトペ有無 発信者年齢層 印象得点

親和 大人 快活 社会的能力 nM SD M SD M SD M SD
無し 20代 4.45 0.85 4.91 0.82 4.52 0.99 4.70 0.88 44

30代 4.48 0.85 4.51 0.64 4.34 1.07 4.62 0.70 43
40代 4.48 1.05 4.69 0.85 4.55 0.99 4.64 0.86 44

有り 20代 4.28 0.75 4.78 0.74 4.10 0.92 4.61 0.92 44
30代 4.26 1.03 4.63 0.71 4.44 1.02 4.53 0.91 44
40代 4.46 0.94 4.60 0.70 4.58 0.89 4.62 0.84 43

Table 10　 オノマトペ有無と発信者年齢層を独立変数に印象得点を
従属変数にした分散分析結果（友人）

F値
親和 大人 快活 社会的能力

オノマトペ（A） 1.45 0.13 0.61 0.37
発信者年齢層（B） 0.35 3.30* 1.52 0.21
AxB 0.28 0.75 1.78 0.04
* p<.05
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Table 11　オノマトペ有無と発信者年齢層毎の印象得点（恩師）
オノマトペ有無 発信者年齢層 印象得点

親和 大人 快活 社会的能力 nM SD M SD M SD M SD
無し 20代 4.51 0.96 4.56 0.99 4.62 0.84 4.56 0.98 44

30代 4.43 0.97 4.66 0.84 4.43 0.92 4.56 1.02 43
40代 4.52 0.89 4.45 0.65 4.55 0.86 4.51 0.82 44

有り 20代 4.19 0.95 4.38 0.84 4.20 1.12 4.30 0.80 43
30代 4.52 0.92 4.67 0.87 4.45 0.88 4.44 1.00 44
40代 4.40 1.03 4.32 1.04 4.28 0.81 4.14 1.28 44

Table 12　 オノマトペ有無と発信者年齢層を独立変数に印象得点を
従属変数にした分散分析結果（恩師）

F値
親和 大人 快活 社会的能力

オノマトペ（A） 0.96 0.88 3.93* 4.08*
発信者年齢層（B） 0.47 2.28 0.03 0.70
AxB 1.04 0.27 1.35 0.37
* p<.05

の印象得点の平均値と標準偏差をTable 9 に示す。
評価者年齢層とオノマトペの有無を独立変数，印象
得点を従属変数とした分散分析をおこなった（Table 
10）。その結果，オノマトペの有無の主効果およびオ
ノマトペの有無を含む交互作用はいずれの印象にお
いても有意では無かった。なお，発信者年齢層の主
効果については，「大人」において有意であった。
　恩師における発信者年齢層とオノマトペの有無の
印象得点の平均値と標準偏差をTable 11に示す。
対象年齢層とオノマトペの有無を独立変数，印象得
点を従属変数とした分散分析をおこなった（Table 
12）。その結果，「快活」と「社会的能力」において，
オノマトペの有無の主効果が有意であり，オノマト
ペ有りの方が低値であった。
考　察
　本研究は，評価者の年齢層に対する発信者の年
齢層の上下の影響を考慮したうえで，オノマトペの
使用が印象形成に及ぼす影響について明らかにする
ことであった。分析の結果，恩師においてのみ，オ
ノマトペの社会的能力への影響が確認された。恩師
という目上の人に対してしばらくぶりの挨拶を送ると
いう場面において，オノマトペを用いることがどの
ような年齢層であったとしても社会人として不適切

であると評価されることが示唆されたといえよう。
なお，「快活」についてもオノマトペの有無による違
いが認められ，オノマトペを使用した方が快活さが
低く評価されるという結果であった。これは，今回
使用した刺激のオノマトペ個々の特徴によるものか
もしれない。今後の検討課題としたい。

総合考察

　本研究により，メールというコミュニケーション場
面において，オノマトペの使用が使用者の印象にど
のような影響をおよぼすか，その一端を明らかにす
ることができた。条件などが限定されるとはいえ，
従来言及されてきたオノマトペの子どもっぽさと
いった特徴が，発信者の印象形成に影響しているこ
とが確認された。特にそれは，目上の人に対するメッ
セージ，そして，改まった場面において生じていた。
また，子どもっぽさだけでなく，社会人が異動で地
元に戻った際の連絡場面においては，社会的能力に
おいても影響があることが確認された。このように，
誰に向けたどのようなメッセージかということが，オ
ノマトペの影響において重要であることが示された
といえる。さらに，子どもっぽさの印象に対する発
信者や評価者の年齢層の影響も場面によっては確認
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された。「子どもっぽさ」という特徴ゆえに，発信者
の年齢という要因の影響を受けやすいものと考えら
れる。
　これまで，オノマトペそのものの印象については
検討がおこなわれてきたが，それが必ずしも，使用
した人物の印象となるとは限らない。人がコミュニ
ケーションで用いた場合にオノマトペがどのような
印象を抱かせるのか，さらに検討を重ねていくこと
が重要であろう。
　なお，今回の知見は，あくまでも今回扱った場面，
そして，扱った刺激において得られた結果であると
いうことに留意する必要はある。たとえば，すでに
言及したように，使用する刺激に含まれる擬音語や
擬態語の割合が影響する可能性もある。オノマトペ
をまとうことにより，どのような印象がそこに形成さ
れるのか，さらなる検討がおこなわれることにより，
オノマトペの面白さが“どんどん”と見えてくるであ
ろう。
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土田昌司（2005）．オノマトペによる映像の感性評価　
感性工学研究論文集, 5，93-98．

１ 　以降の分析にはHAD ver.17（清水，2016）を使用
した。

２ 　本研究では，有意水準を 5 ％と設定した。

　本研究は，言葉による装いという観点からオノマトペを扱い，オノマトペの使用が印象形成に及ぼす影
響を明らかにすることを目的としておこなった。その際に，オノマトペの使用される場面等の性質を考慮
したうえで検討した。研究 １ では，場面の種類と受信者の種類を扱った。研究 ２ では，主に評価者の年齢
を要因として扱った。そして研究 ３ では，送信者の年齢層の位置づけを要因として扱った。一連の研究に
より，オノマトペによる効果の一端を明らかにすることができた。条件などが限定されるとはいえ，従来
言及されてきたオノマトペの子どもっぽさといった特徴が，発信者の印象形成に反映されていることが確
認された。また，子どもっぽさだけでなく，社会的能力の低さの認知についても状況によっては影響があ
ることが確認された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（すずき　ともひろ・いそ　ゆきこ）
 【受理日　2021年11月25日】
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Appendix １ 　研究 １ および 2 におけるメールの文面
Ａさんの書いた「ゼミの打ち上げ会場について先生に報告」するメール（オノマトペ有）

4 年のＡです。先ほど打ち上げに使おうと考えていた居酒屋の下見をしてきました。席もゆったりしていて，
また，あまりガヤガヤしていなくていい雰囲気でした。メニューの種類もたっぷりありましたし，味も良かっ
たです。店員もてきぱきと働いていて，料理もパッとでてきました。予算内にちゃんと収まりそうなので，
ここでよいかと思いますが，いかがでしょうか。

Ａさんの書いた「ゼミの打ち上げ会場について先生に報告」するメール（オノマトペ無）
4 年のＡです。先ほど打ち上げに使おうと考えていた居酒屋の下見をしてきました。席もゆとりがあり，また，
あまりうるさくなくていい雰囲気でした。メニューの種類も豊富にありましたし，味も良かったです。店員
も手際よく働いていて，料理もすぐにでてきました。予算内に問題なく収まりそうなので，ここでよいかと
思いますが，いかがでしょうか。

Ａさんの書いた「ゼミの打ち上げ会場について友達に報告」するメール（オノマトペ有）
さっき打ち上げに使おうと思ってた居酒屋の下見をしてきたよ。席もゆったりしていて，あと，あまりガヤ
ガヤしていなくていい雰囲気だったよ。メニューの種類もたっぷりあったし，味も良かったよ。店員もてき
ぱきと働いていて，料理もパッとでてきたし。予算内にちゃんと収まりそうだし，ここでいいと思うんだけど，
どうかな？

Ａさんの書いた「ゼミの打ち上げ会場について友達に報告」するメール（オノマトペ無）
さっき打ち上げに使おうと思ってた居酒屋の下見をしてきたよ。席もゆとりがあって，あと，あまりうるさ
くなくていい雰囲気だったよ。メニューの種類も豊富にあったし，味も良かったよ。店員も手際よく働いて
いて，料理もすぐにでてきたし。予算内に問題なく収まりそうだし，ここでいいと思うんだけど，どうかな？

Ｂさんの書いた「引っ越しの経過について先生に報告」するメール（オノマトペ有）
お久しぶりです。引越しも無事に終了しました。引っ越し先のアパートは，新築なので内装はピカピカして
いて，毎日をすっきりと過ごしています。ただ，線路が近くなので，カンカンという音や，ゴトゴトとした
ゆれにははまだ慣れることが出来ずにいます。とはいえ，それ以外は特に問題はなさそうです。まだバタバ
タとしているので，落ち着きましたら，また状況を報告させていただきます。

Ｂさんの書いた「引っ越しの経過について先生に報告」するメール（オノマトペ無）
お久しぶりです。引越しも無事に終了しました。引っ越し先のアパートは，新築なので内装は新しくて，毎
日を気持ちよく過ごしています。ただ，線路が近くなので，踏切の音や，線路のゆれにははまだ慣れること
が出来ずにいます。とはいえ，それ以外は特に問題はなさそうです。まだ慌ただしいので，落ち着きましたら，
また状況を報告させていただきます。

Ｂさんの書いた「引っ越しの経過について友達に報告」するメール（オノマトペ有）
久しぶり。引越しも無事に終わったよ。引っ越し先のアパートは，新築だから内装はピカピカしていて，毎
日をすっきりと過ごしているよ。ただ，線路が近くだから，カンカンという音や，ゴトゴトとしたゆれには
はまだ慣れることが出来ないでいるかな。だけど，それ以外は特に問題はなさそうだね。まだバタバタとし
ているから，落ち着いたら，また状況を報告するね。

Ｂさんの書いた「引っ越しの経過について友達に報告」するメール（オノマトペ無）
久しぶり。引越しも無事に終わったよ。引っ越し先のアパートは，新築だから内装は新しくて，毎日を気持
ちよく過ごしているよ。ただ，線路が近くだから，踏切の音や，線路のゆれにははまだ慣れることが出来な
いでいるかな。だけど，それ以外は特に問題はなさそうだね。まだ慌ただしいから，落ち着いたら，また状
況を報告するね。

注）下線部分がオノマトペの有無で操作した箇所である。調査の際には下線は引いていない。
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Appendix 2 　研究 3 におけるメールの文面
恩師オノマトペ有

ご無沙汰しております。異動により10年ぶりに地元に戻って参りました。急に決まりましたのでかなりバタ
バタしましたが，片付けもようやく一段落し，ほっと一息ついたところです。これから今まで以上にしっか
りと仕事に取り組んでいく所存です。近くにお越しの際は，是非お立ち寄り下さい。お待ちしております。

恩師オノマトペ無

ご無沙汰しております。異動により10年ぶりに地元に戻って参りました。急に決まりましたのでかなり慌た
だしかったのですが，片付けもようやく一段落し，一息ついたところです。これから今まで以上に力を入れ
て仕事に取り組んでいく所存です。近くにお越しの際は，是非お立ち寄り下さい。お待ちしております。

友人オノマトペ有

お久しぶりです。異動で10年ぶりに地元に戻ってきました。急に決まったのでかなりバタバタしましたが，
片付けもようやく一段落し，ほっと一息ついたところです。これから今まで以上にしっかりと仕事に取り組
んでいこうと思っています。近くに来たときには是非お立ち寄り下さい。お待ちしています。

友人オノマトペ無

お久しぶりです。異動で10年ぶりに地元に戻ってきました。急に決まったのでかなり慌ただしかったのです
が，片付けもようやく一段落し，一息ついたところです。これから今まで以上に力を入れて仕事に取り組ん
でいこうと思っています。近くに来たときには是非お立ち寄り下さい。お待ちしています。

注）下線部分がオノマトペの有無で操作した箇所である。調査の際には下線は引いていない。




