
．はじめに

は自分の作った詩を聴衆の前で語り聞かせた詩人である。といっても、彼の場

合は特殊で、未知の聴衆の前で、未知の作者による詩を暗唱するために、雇われた見知らぬ

吟遊詩人のような存在ではなく、彼自身宮廷人であったから、知る人ぞ知るで、彼をよく知

る貴族や王室に関係する人びとを前にして、自分の詩を暗唱したのである ）。そのために現

在残っている彼の作品は、おおむね読んで理解するためのものよりも、むしろ聴いて理解す

るためのものである。そのような作品では、聴衆に感動を与えるために、韻律や語彙によっ

て、詩の響きや調子、言葉の意味、ひいては内容にこだわるだろう。さらに迫真性も必要と

なろう。すると、例えば音や声の表現は、真に迫るために、できるだけそのままの、あるい

はそれに近い音や声で表そうとするように思われる。そこで といえども、音や声

が意味を反映する比喩表現であるオノマトペ（擬音［声］語）を使うことが、大いにありう

るのではないかと思った。吉村（ ）は、オノマトペというのは五感の感性を

基盤にした感性の言語であり、生き生きとした臨場感に富む描写に必要とされることや、オ

ノマトペは日本語や韓国語では語彙構造の中で確立され体系化されているが、印欧諸語のオ

ノマトペは語彙としての確立度が低く、周辺的要素と見なされているということを指摘して

いる。これを認めるとして、オノマトペ自体には少なくともイメージ効果と直接に訴える効

果があることは確かである。もっとも受け手側の立場からすると婉曲性が感じられることが

あり得るが（ 吉村 ）。

は、朗誦する詩の効果を上げるために、イメージや象徴を重んじて、比喩や音

韻（脚韻とか頭韻）を駆使して表現した詩人だと言われている。本論では、オノマトペの持

つイメージ効果や直接性から、 の表現力を見てみたい。

．はじめに

． が使用したオノマトペ

．哺乳動物に使われたオノマトペ

．鳥類に使われたオノマトペ

．人に使われたオノマトペ

．オノマトペの効果的表現

． の音のオノマトペ

．オノマトペのイメージ効果

．おわりに

の聴覚表現としてのオノマトペ
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では、少し のオノマトペの使用例を見てみよう。

（ ）、

（ ））。この 例では、オノマトペとして、笑い声には （ホホホ）、窓や門

の戸を閉める音には （ピシャリと閉める）の過去形を使う。

もう 例見てみよう。“

、“ ”（ ）。ここではドアや家の

響きには、 （キーキーきしる）の動名詞と （ギーギー鳴る）の動名詞、さ

らに、 （キーキーきしる音）を使う。ネズミの物を齧る音には （ガリガリか

じる）の動名詞を使う。われわれはこれらの音を聴いて直接想像できるものもあれば、でき

ないものもある。これは、時代の差や社会背景の違いによる。

オノマトペは聴覚表現の典型的な表現の一つである。 の作品にはオノマトペと

しては、どんな語があるのかをまず取り上げる。そして、それがどんな時に、またどのよう

に使われているかを見てみる。そこから生まれる の比喩的表現やイメージの駆使

も調べて、 の聴覚表現としてのオノマトペの特徴の一端を探ってみたい。

． が使用したオノマトペ

オノマトペは自然界の音を直接に模倣して言語的に再現または暗示する表現だが、その感

じを象徴的に表すものもある。また擬音が自然の音からかけ離れて暗示的に表すだけのもの

もある。筆者は、自然の音からかけ離れた擬音語の場合、主観的要素や文脈に左右されるこ

とが多いが、これについては比喩的表現やイメージとして考えた ）。

そこで、 が使用したオノマトペを拾ってみた。オノマトペを拾うに当たって使

用した書物は、 （ ）である。オノマトペには解釈の違いもあり、見

落としがあるかもしれない。多少の誤差があることを承知願いたい。主に動詞で挙げてみた

が、異なる品詞のものもある。 が使用するオノマトペは、分かりやすいようにイ

タリックスにして示す。
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）以下、引用は （ ）による。 の作品の略記法も同様である。引用における
イタリックスと下線は筆者によるもの。
） （ ）、大塚編（ ）、大塚・中島監修（ ）、 （ ）。狭義の解釈で
は、聴覚表現である擬声語と擬音語のみがオノマトペと判断され、擬態語は含まれない（ 吉村
）。



の聴覚表現としてのオノマトペ（笹本）

これらの語に関連する別の品詞の語も挙げれば、もっと数が増えるが、ここに挙げたオノ

マトペ（それを暗示する語を含めて）は 語である。

．哺乳動物に使われたオノマトペ

一般的に、オノマトペは哺乳動物に使う表現が多いのではないかと思ったので、まず

の哺乳動物についての表現を見てみた。 には相当な数の哺乳動物が出て

くるのに、動物の鳴き声、あるいは歩くとか走るとかの動き、個々の動物の特徴を模したオ

ノマトペは、大変少ないことが分かった。登場する頻度が最も高い馬に使われたオノマトペ

は、大きないびきをかくのに譬えられる時と、泡を出す軍馬が黄金の馬銜を齧る音を表す時

だけである。

馬の ひひん と嘶く鳴き声の擬声語にいたっては、次の 例

のみであ

る。

もう 例はバースの女房が自分の振舞いを譬えるために、“

”（ ）と嘶く声を使って自分の騒々しさを表す時である。

は、馬の種類、用途についてはよく知っていたらしく、登場人物と馬の関係を

うまく使い分けているが、馬の具体的記述や、比喩的格言的表現は意外に少ない。馬を比喩

として使うのは、軽蔑的に用いて人間の醜さを表現する時である ）。

次に猫の場合も同じで、一例だけ擬声語的な語を使う。“

”（ ）と悲しげに鳴く猫の鳴き声から作られた副詞が使われている。

）



鼠も上で示した “ ”（ ）の齧る行為と“

”（ ）の鳴き声が、一か所ずつオノマトペで示されるのみである。

これだけしかないのである。 に登場する哺乳動物にはオノマトペを含めた聴覚

表現は少ないようである。以前 の動物表現（以下の動物は哺乳動物をさす）の特

徴について調べたことがある ）。それを少し記してみる。 は動物を表現する際に

は、動物行動を観察した実際的な表現よりも、動物に対する一般的伝統もしくは文学的習慣

に基づく表現が多い。結局、彼が動物を使うのは人間の性格や振舞いを例証する時に多いの

である。

は、自然観察よりも、むしろ他人の詩や書物にたえず目を向けてそれに倣って

いるように思える。彼は動物を本来の生き物としてではなく、人間性を物語る型として、あ

るいは隠喩、比喩として興味を見出している。以下に、少し例を挙げてみる

は、猿を騙されやすい人、模倣者、愚か者として、熊を吠える者として、狐を

狡猾な人として仄めかすのである。

は、動物を比喩として（格言的）語句を表現する場合、民間に周知の語句を使

う。彼の最も共通している動物の類推は、それぞれの動物に関連する性質、それぞれの動物

の典型的行動、あるいはそれぞれの動物の肉体的属性からとる類推である。彼は、動物を主

に人間的な魅力を減退させ、好ましくない面を強調するのに利用している。もちろん好まし

いイメージを引き起こす（格言的）比喩がないわけではないが、少ない。

が親しんだ動物の世界は、文学や芸術における世界であり、動物を擬人化した

世界であって、人間にとって意味のある性質を表している世界であった。当時の書物や写本

の挿絵、彫刻では、動物は人間の特性を表すものであるか、意識的な動機、道徳的基準を持

つものであった。そのような伝統的な態度から判断すると、 は動物を考える時、

人間性の実例を備えているものと考え、動物に対して定型化した特性を持つものとみなした

にすぎないのである。従って、 は動物を写実的にとらえて表現することが少な

かったのであろう。

．鳥類に使われたオノマトペ

の作品には鳥類も数多く登場する。一度に多くの鳥類が登場して注目されるの
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）笹本（ ）ですでに述べたことをここに一部取り上げた。



の聴覚表現としてのオノマトペ（笹本）

は、 の鳥たちの目録が披露される個所（ ）である。

その一部を以下に引用してみる。

（トランペットの声を持つ巨大な鳥のツル、 泥棒のベニハシガラス、おしゃべりなカ

ササギ、 嘲笑するカケス、鰻の敵のアオサギ、 裏切り者で嘘つきのタゲリ、 秘密

を暴露するムクドリ、 従順なコマドリ、臆病者のトビ、 小さな村の時計である雄鶏

がいた。）

鳥類の描写も哺乳動物表現と同じように、伝統的で典型的な修辞的装飾表現がなされてい

る。 にはこのような表現が多いが、たとえば鳥類とオノマトペの関係で鳥の鳴き

声について取り上げることにする。さすがに鳴き声は哺乳動物より多い。 は

のしゃべり方をスズメの囀りに譬え、擬声語の （チュンチュン）を使う

“ ”（ ）。

あるいは人のおしゃべりをカケスの囀りに譬える時、 （ペチャクチャしゃべ

る）を使う 。もっともこれはカケス

の鳴き声よりも、むしろ 生意気なおしゃべり屋 とされていたカケスに譬えた人のおしゃ

べりのオノマトペかもしれない。ツバメの囀りも である “

”（ ）。

鶏の鳴き声 （ココッ）は、鶏の呼び声であり、“ ”（コッ、コッ）のほう

は、警戒の声である 、

、“ “ ”

”（ ）。ちなみに は、 では になった。

雄鶏が時をつくる コケコッコー は または である “

”（ ）、“ ”

（ ）。なお雄鶏 は（ から） と では 、 では と

なり、 になると となった。これは鶏の鳴き声を写したものである。

は、カラス の鳴き声でもあるが、 では出て来ない。ところが

ではカラスは、主人フォイボスの妻が不義をしているのを目撃して、主人に

カッコー と鳴いて知らせる “ ”

（ ）。

ギリシャ語では はカッコウ（郭公）の鳴き声のことで、 はカッコウのこ

とである。これを動詞にした は、カッコウが カッコーと鳴く ことを意味する



と同時に、ニワトリが コケコッコーと鳴く ことを意味する。したがって、ギリシャ語で

はカッコウとニワトリの鳴き声は同一語である。ちなみに “ ”は、

〔 “ ” （軽蔑的接尾辞）〕に由来する。カッコウは他

の鳥の巣に卵を産み落として、他の鳥に育てさせる習性があるからとか、カッコウの雌鳥は

雄鳥に不実であるといわれることから意味が来ているといわれる。

カッコウ（郭公）の鳴き声は上述のように である、それゆえカッコウの名称は鳴

き声よりつけられた。

ガチョウとアヒルは （ ）（ガーガー）と鳴く “

”（ ）。

鶏がけたたましく コッコッコッ と鳴く時は、 で表す “

”（ ）。

ワタリガラス の鳴き声は である。フクロウは （ ）、つま

り （キャーキャー）と鳴き、日本語の ホーホー とはほど遠い “

”（ ）。

カササギは鳴き声がやかましく、おしゃべり鳥なので“ ”（ ）と譬

えられている。

上例で示したおしゃべり鳥カケスはまた、口が軽くしゃべる酔っ払いの例に譬えられて、

擬声語 （ペラペラ〔ペチャクチャ〕しゃべる）が使われる “

”（ ）。しかし はカササギやカケスの擬声語ではな

い。

今日ではフクロウの鳴き声に使われる （ホーホー）は、 はフクロウの鳴

き声に使わず、人びとの叫び声に、 とともに使っている “

”（ ）。従って、この引用は下記に再び取り上げている

が、オノマトペの連続の使用により、大声をあげて狐を追いかける人びとの迫真性を強めて

いる。

の翻訳 には、小鳥の囀りとして が使われている

“ ”（ ）。この語は

もっと使われてよいと思うが、 の他の作品では見られないのが不思議である。

もう一つ不思議なのは、鳴き声が美しいとされるナイチンゲールの鳴き声である。たとえ

ば、 は、 を、歌の名手として、ナイチンゲールに譬えて、“

”（ ）（ナイチンゲールのように声を震わせて歌って

みせる）と表現する（類似の表現は にも見られる））。ところが、使われてい

る の現在分詞 ）は、すでに廃語であり、実はオノマトペかどうか不詳

で、意味がまだよく分かっていない語であるけれども、美しい声の意味ではなさそうであ
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）ナイチンゲールについて 例（ を除く）出てくる。その内、鳴き声の美しさの比喩的表現は 例見
られ、 例だけだが、 には珍しく、ナイチンゲールの生態をほんの少し述べている個所が

に見られる。
） “ ”（ （ ））“ ”（

（ ）） “ ”（ ） “
（ ）”（ ）



の聴覚表現としてのオノマトペ（笹本）

る。また、 は、 に、“ ”

（ ）と同じように譬えて言わせる。さらに、ナイチンゲールを次のようにも譬

えている “

”（ ））。

このように では、ナイチンゲールは美しく歌う鳥として象徴的に譬えられてい

るだけで、 （ ）の詩のように、“ ”（

）（ジャッ、ジャッ、ジャッ、ジャッ、テレゥー）というような囀

りは聞こえてこないのである。

結局、鳥類のオノマトペ表現は鳴き声だけである。 の鳥類は、 以

外、ほとんど動きがないため、鳥の飛び立つ音や羽根の音などの表現はほとんどないのであ

る。

．人に使われたオノマトペ

は本質的に自然や自然の事物を抒情的に表現する詩人ではなかった。彼は人に

興味があったのである。そのせいか彼はオノマトペを人には主として怒りと哀しみの感情表

現に使い、表現の幅を広げ、オノマトペは表現を豊かにすることに一役買った。その他、人

の振舞いや行動、態度にそれを使ってリアルに見せたり、婉曲に表したりした。人の表現と

関係したオノマトペを羅列してみる。引用は最小限にとどめた。

には上述のように嘆き悲しむ時や心が沈んでいる時に、オノマトペの使用が多

い気がする。女性が悲しむ時は、 （ ）

（キャーと泣き叫ぶ、悲鳴をあげる）を使った。

一方、男性が泣く時は、 （声をあげてワーワー泣く）が用いられる “

”（ ）。

悲しみや、哀れみ、惜別などを表す間投詞の （アーアー）は多く、 例出てく

る。 （嘆き悲しむ）は 例、 は 例出てくる。 は、 を

の一つに挙げ、“ ” ）と

言い、この語は古英語の （ ）と にさかのぼるとし、“

” ）と言って

いる。一方 と で、 の一つに挙げている は

）
） （ ）
） （ ）



数多く、 例ある。この語をオノマトペに入れるべきかどうか分からないが、これは、元

来、間投詞 と形容詞 （“ ”の意）が結合した古フランス語であり、中期英語

期の初期から英語に記録されており、 ” ）

であると は言っている。

この 語は時に対になって使われる。たとえば、

（ ）

である。

この二つの間投詞を何度もうまく使って聴衆に印象付ける箇所は、 の

である。ここは、 の 神曲 地獄篇 第 歌の

の凄惨な話を取り上げて、それを は自分の詩的意図に合わせるために変形し、

哀感を誘う話に改作したものである。 から受ける印象は恐怖感であるが、

から受けるそれは悲哀感である。 は、 伯爵の悲惨を、彼が好んで使用す

る語“ ”を使ってすぐに悲哀の方向に向けた。その悲哀の言葉は、 自身が主

として付け加えた言葉、間投詞によって要約される “

”（ ）（ああ、運命の女神

よ、そのような小鳥たちを こんな鳥籠に入れるとはなんと残酷なことだろう）。そして、

何度も、間投詞を使って、 は の本質を意図的に変形しようとする。その主

な変形は、 の悲しみを緩和することであり、キリスト教的服従をすることである。

そしてついに言う、“

”（ ）（ああ、運命の女神よ、ああ悲しい！ おれの悲しみは汝の偽りの

車輪のせいだ）。その結果、 のぞっとするほどの恐怖感は、 においてはし

ばしば と という嘆きのカタルシスに取って代わり、 の恐怖の感情

は、哀れみの感情に変形されるのである。たかが とはいえ、ここにおける

と の強調効果は聴覚表現として捨てがたいものがある。

呻き声を表す は、“ ”（ ）

というように 例用いられている。

ワーイと叫ぶ という意の は、“

”（ ）に 例用いられている。

（〔自信なく〕ボソボソ言う）も、 において 例だけ見ら

れ、 はこう言う ””（ ）。

とりとめもない無駄話を ペチャペチャしゃべる という意の は、“

”（ ）、“
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”（ ）、“ ”（ ）などに見られ

る。

ムシャムシャ食う の意の は、 において 例だけ出て

くる “ ”（ ）。

ボソボソつぶやく の意の は、“ ”

（ ）に、 （ブツブツ言う）は、“

”（ ）などに使われる。

吐息をつく の意の は、 例しか使われていない “

”（ ）。名詞の も 例だけである “

”（ ）。しかし同じ意の の方は、 例使われている。その

例 “ ”（ ）。さらに

でも、 例出てくる。名詞の の方も 例ある。現代では は標準語に

なり、 は方言になっている。

いびきには二通りある。 （〔馬のいびきのような〕大きないびきをかく）は、

“ ”（ ）、“

”（ ）に使われている。頭文字 はロング とみなし、 とする写

本もいくつかある。

（〔普通の〕いびきをかく）は“ ”

（ ）の他 例ある。

（ピーと口笛を吹く）は、“ ”

（ ）、 （ガヤガヤ言う、ゴロゴロ鳴る、ガラガラ音を立てる）は、

“ ”（ ）、“

”（ ）、“ ”（ ）な

どに用いられている。

という語を使うことによって、おならの音の程度が分かる “

”（ ）。

悔しい時や苦しい時に腕や鎖を ガリガリ齧る の意の は、“

”（ ）、“ ”

（ ）というように用いられている。

以上、人にかかわるオノマトペを羅列した。確かに は、オノマトペを使って言

葉の多様性を図っている。時には、同じ意味の語を繰り返す時、一方にオノマトペを配した

りして、表現の幅を広げている。

．オノマトペの効果的表現

の表現には余計な修飾語を使わずとも、生きた人あるいは動物の動きや姿が、

まさにわれわれの耳と目に飛び込んできて、その場の情景が迫真的イメージとして大きく膨

らむところがある。例えば、 の終わり近くの部分で、村人や家畜



や家禽が寡婦の大事な雄鶏をさらった狐を捕まえようと、 年の農民一揆の騒ぎに譬える

ほど、大声を出したり大騒ぎしたりして追いかける場面（ ）がそれに当て

はまりそうである。

家禽の雄鶏 が狐に捕まるのを見た寡婦と二人の娘は叫びながら後を追う。

（ ）

（叫んだ、 助けて、ああ、大変だ、 あれ、あれ、狐だ。 そう言って彼女らが後を追

う、）

“ ” と叫び声（ ）を上げながら彼女らは狐

を追いかける。その後を大勢で大声を上げながら村人たちは追いかける、さらに番犬の吠え

ながら追い、家畜たちも鳴きながら後を追い、それらの立てる音が交じり合い、その混然た

るさま（ ）は、視覚にはそのまま映り、彼らが発する大声や立てる音は、聴覚

にはオノマトペとなって聞こえて来そうである。ここではほとんど単音節語と 音節語が駆

使されており、きびきびしたアクション・ライティングに満ちている。そして、次に配した

“ ”（ ）（叫ぶ声はまるで地獄で叫ぶ悪魔

のようだった）という悪魔の大声に譬える彼らの叫び声は、思わず耳を塞ぎたくなるような

大きくて嫌悪すべき声であることを、その譬えによってわれわれの脳裏に焼き付けるのであ

る。

さらにクライマックスに向かって、 の筆はすらすら走る。頭韻のため口調よく

読め、聴いて心地よい。それだけでなく、最後に再びオノマトペや直喩を使用して起きる喧

騒の効果に迫力が加わる。

（ ）

（彼らは真鍮のトランペットやつげ笛を、 角笛や骨笛を持ち出して、ブウブウブカブ

カ吹きまくり、 その上彼らはキャーと金切り声を上げ、ワーイと声を張り上げて、

さながら天が落ちてくるかのようだった。）

この一節は、“ ”の の繰返し、そして繰返した方にはオノマ

トペの を使い、次行にもオノマトペの と を使っている。そうする

ことよって彼らの活力のある様を導きだし、子音をうまく連続させて、笛を吹き鳴らす音や

叫び声、怒鳴り声や追いかける村人たちの激怒した足取りを、まざまざと髣髴させるダイナ

ミックな詩行となっている。ここには、頭韻とオノマトペを交えた男らしい力強い言葉や、

脱線のない直接的な言葉が見られる簡潔できびきびした表現の見本である。 が筆

の冴えを見せているところである。
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便利な伝達手段がほとんどなかった中世では、当然のことながら、池上（ ）が

言うように、日常生活における意思伝達手段として、いろいろな人の声は今日より重要で

あった。河崎（ ）は 中世の時代は 聴覚 の時代であった。つまり、ヒアリングを通

して宗教的信仰が民衆の間に広まった時代だった ）と言い、吉村（ ）も 中世時代

のヨーロッパでは、神の言葉を聴くことを説くキリスト教の影響力の強さから、聴覚が優位

を占め ）ていたと言及している。池上（ ）はさらに 中世においては、声自体に価

値があり、それが霊妙な作用をはたすことがあった。たとえ言葉にならない声、叫び声で

も、集団の感情表現・意志表現としては、言葉以上の表現力をもって、悦び・苦しみ・怒

り・絶望・驚き・熱狂を伝えるばかりか、ときには制度の中に組み込まれ、認証の役割をに

ないさえした ）と書いている。これを証明するかのように もあちこちでこれら

の声を意識して使っている。

しかしながら、人の声がすべて重要であったわけではない。 は人びとには、そ

の時その時の状況に左右されやすい群衆の心理があることを知っていた。大勢の中で人びと

が発する声や意見には、懐疑的な目を向けていたのである。

では、 に対する侯爵の理不尽な振舞いを知らない臣民たちは、

侯爵のやり方をいつも褒めるので、 は言う。

（ ）

（ 感情の起伏の多い人たちよ、無節操でいつも不実だ。 いつも眼識力を持たない

し、風見のように変わりやすい。 新しい噂話にいつも喜び、月のように満ち欠けする

のだから。 いつも騒々しい無駄話ばかり、びた一文の値打ちもない。 おまえたちの

判断は間違っているし、節操は本物でない。 おまえたちを信じるやつは大ばか者

だ。）

大勢の人びとの考えや意見の変わりやすさや人心の不安定さについて、“

”（風向によって向きを変える風見鶏）や “ ”（月

の満ち欠け）という隠喩に譬えて視覚的に訴え、それから彼は、 （噂話）と

（無駄話）の擬音語の婉曲性を利用して、聴覚的にこき下ろす。

また において、韃靼の の宮廷に突然持ち込まれた青銅の

馬に関する人びとの勝手な意見について、

）河崎（ ）。
）吉村（ ）。
）池上（ ）。



（ ）

（いろいろな人がいろいろに想像した。 まさに意見は十人十色だった。 彼らがブツ

ブツつぶやき合うさまは蜜蜂の大群のようで、 空想によっていろいろな意見を作り上

げた。）

ブツブツつぶやき合う人びとは、“ ”（蜜蜂の大群の

羽音のようである）と、群衆の声をオノマトペもしくは声喩語の を使って、

蜜蜂の大群の騒々しい羽音に譬えてイメージ効果を出している。日常のよく見かける風景に

譬えてうまく表現しながら、人びとの取り留めのない意見には、重きをおく必要がないこと

を表現している。 はこのように比喩や直喩の使い方がまことにうまい詩人であ

る。

． の音のオノマトペ

キリスト教会や修道院の鐘の音は、耳に入ってくる音としてヨーロッパ中世で最も重要な

ものの一つであったことは確かである（ 。阿部謹也 ）。

鐘の音は、信号音としての役目を果たした。池上（ ）は、鐘の音は 物心がつく頃に

は、中世人のだれにとっても、その音は生活上のもっとも重要な信号音 となり、 その幾

通りもある鳴らし方の違いによって、伝達されるメッセージを聴き分けた ）と言う。鐘

の音は時計の役割を果たしていたし、何よりも鐘の音は教会や修道院の典礼になくてはなら

ないものであった。 が居住した当時の では、セントポール大聖堂が市民

の生活の中心をなしていて、この大聖堂の鐘が朝な夕なに聞こえてくる範囲内に 市

民は住んでいた ）。そういうわけで は鐘に精通していたことが考えられる。その

せいか、鐘（ここでは鈴も釣鐘型と考え、小さな鐘と見る）の音についていろいろなオノマ

トペを用いている。

たとえば、 において、 が、 の

話にうんざりして、

…“

”（ ）

（・・・ セントポールの鐘にかけて、 お武家様の言葉はまさに至言、修道士様の話
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は大声の無駄話。）

と言ったとき、オノマトペ は“ ”の意味であり、教会の騒々し

い鐘の響きに連想が及ぶ。宿の主人は修道士の話をセントポール大聖堂の鐘とやかましい鐘

の音に譬えて批判しているのである。ここの“ ”は“ ”を意味す

るが、鐘の響きのオノマトペ （原形 ）の意味に掛けて修道士を批判すること

は、修道士の職業から見てふさわしく、さらに誓言が セントポールの鐘 であり、セント

ポール大聖堂の鐘は大鐘であろうから、 という副詞を添えたこのオノ

マトペの使用は、この場においてなおさらぴったり適合するのである。

は鈴の音色を表す。 が、馬の鈴の澄んだ音色のおかげで退屈な

話に居眠りしなかったと言うときに使われている。

（ ）

（ 私たちみんなのために身罷った天の王にかけて、 あなたの馬勒の周りにぶら下が

る 鈴のリンリンという音がしなかったら、きっと、 ぬかるみがそれほど深くなくと

も、 もうとっくに居眠りして落馬していたでしょう。）

宿の主人は手綱や鞍や馬飾りに付けた小さな鈴の音に を使って修道士を揶揄す

る。

でも、 は眠気覚ましに使われる。

は明らかに の話に退屈して言う。

（ ）

（陽気な俺様に話をさせりゃあ、 ほんとに心地よい鈴の音をチリンチリンと鳴らし

て、 この一行の眠気を覚ましてやれるぜ。）

ちなみに と鳴るこの小さな鈴も宿の主人が上述したのと同様に馬勒の鈴であろう。

ところが、 が乗る馬の鈴は、風を受けると と鳴る。

（ ）

（騎馬で出かける時、ヒューヒュー吹く風を受けて、 馬勒の鈴がリンリン澄んだ音を



立てた。 そして礼拝堂の鐘に劣らぬ大きな音だった。）

この鈴は風を受けたためか、礼拝堂の鐘に劣らぬくらい大きい音を立てている。この大きな

鈴の音は修道院領見回り役たるこのお大尽の修道士のお出ましの象徴となっている。ちなみ

に風の音の形容の もオノマトペである。

は教会の鐘の音には を使う。 と が夜の営みをしていると

き、賛課の鐘が鳴り響く。その音は である。托鉢修道士たちが （詠唱する）

のと韻を踏んでいる。

（ ）

（こうしてアリスンとニコラスとが せっせと享楽しているうちに、 賛課の鐘が鳴り

響き始め、 内陣で托鉢修道士たちが詠唱し始めた。）

賛課の鐘の響きにはオノマトペの を使い、鐘が反響する雰囲気を出している。しかし

この鐘の音は カランコロン と鳴るのか、 ゴーンゴーン と鳴るのか、あるいは別の音

が響くのか分からない。このオノマトペには各聴衆に音を連想させる力が働く。

鐘の響きに も使われる。 では、貪欲な が言い

訳をしながら慰める言葉のなかで、

（ ）

（そして私は多くのあふれる涙を頬に流しながら、 物音を立てず、また寺の鐘の音を

ガンガン鳴らさずに 立ち上がりました。）

修道院の鐘の音には を使う。この音 によって、この修道院の鐘は大聖

堂や教会の鐘よりも小型であることが暗示されている。

では が信徒に説教するに当たり、

（ ）

（ 皆さん と免償説教家は言った。 私は教会で説教する時、 堂々と熱弁を振って、

説教を 鐘のように朗々と響かせるように骨折ります。）

と言って、説教壇で発する声を、鳴り響く教会の尖塔の鐘の音 に譬える。
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また では教会の鐘の音と振鈴の音が二つ出てくる。 （

の過去形）と （原形 ）である。

（ ）

（私が話しているこの三人の極道者たちは、 一時課が鳴るずっと前から 居酒屋に

座って飲んでいた。 彼らがそうしていると、墓地へ運ばれる 遺骸の前の鈴がチンチ

ン鳴って行くのが聞こえた。）

典礼の一時課の教会の鐘が鳴る音には を使い、棺の前に付けられた振鈴の音には

を使用する。巡礼たちが乗る馬に付けた鈴も同じオノマトペ と音を立てて

いるから、この鈴はそれと同じ位の大きさのものであろう。

は教会の鐘の音にはオノマトペの を使う傾向があるようである。しか

し、 には本来模した音は消えているようであるから、聞こえてくるのはどんな音

か、われわれは連想するしかない。しかし、このように では、教会

の鐘から振鈴まで大小の鐘が出てきて、それらの響きを表す語は、オノマトペで適宜に使い

分けされている。 の他の作品においてはこのような使い分けがなされていない。

たとえば、 では鐘の響きは しか使われていないので、この作

品に使われている はすべて教会の鐘がイメージされている ）。一方、

では鐘は種々あり、音も多様に鳴る。韻の関係で語の制約を受けながらも、語彙が増

え、語の使い方や表現方法も熟達していることが分かるのである。

．オノマトペのイメージ効果

において が自分の老いを愚痴るところがある。そこで

は一連の生き生きした五感の表現を伴うイメージと、それを連想させるイメージとが累積し

ていき、それが力となって、強い印象を与える。そして最後に、空っぽになりかけた酒樽の

口からワインがぽたぽた落ちる空ろな響きと、老人が愚痴を鐘の舌の如くに空ろに鳴り響か

せるその響きが共鳴して、オノマトペのイメージとなって心に焼き付けるのである。

の老齢の愚痴は、自分の老齢を視覚的に譬えて訴えながら始まる。彼は自分

の老いをまず馬のイメージとしてとらえる。次に頭髪のイメージ、三つ目に西洋カリンのイ

メージ、四つ目にニラネギのイメージ、五つ目に灰の中の燠のイメージにとらえ、これらに

はすべて老齢を連想する白のイメージが伴っている。そして、六つ目にワイン樽のイメージ

）



としてとらえる。これらのイメージは、お互いを補い合い、六つ目のワイン樽の比喩的表現

で、老いの愚痴が絶頂に達するように仕組まれている。

従って最後のワイン樽のイメージは、 の最も複雑な比喩的表現と

なり、一生を経てきた老いの、とりわけすばらしい譬えの一つになるのである。この表現

は、視覚と聴覚が重なりあって、連想を生んでいく。

” （ ）

（ 年寄りというものは、手足は弱っているかもしんねえが、 欲望は尽きねえんだ

よ、嘘じゃねえ。 その点では今なお子馬の歯が残っていて 若い者には負けねえ、お

らの命の酒（ワイン）樽の口から、 酒（ワイン）が流れ出してから、何年も経っているの

によ。 確かに、おらは生まれるとすぐ、 死神が命の酒樽の栓を抜き、命の酒を流

し、 以来ずっと、樽口からこのように流し続けたんで、 とうとう今ではその酒樽は

空っぽになりかけているもの。 今は命の流れは酒樽の縁の上に落ちる滴になっている

んでさあ。 老いぼれた舌は随分昔になった惨めな事柄を、 〔鐘の舌の如くに〕繰り

返し語って鳴り響かせるだけでさあ。 年寄りにとっちゃあ、もう耄碌以外に何もあ

りゃしねえんだ。）

これらの行にはワードプレイ（地口、しゃれ）のいくつかの例が見受けられる。それらは

同韻 といわれるものになって現われる。つまり二つの違う意味に使われた

（ 酒樽の縁 を意味する と 〔組み鐘が〕鳴り響く を意味する

）、 と の言葉遊び、 のしゃれ（ 老人の繰言をいう舌 と 鐘

の舌 ）、それに（ ） のしゃれ（（ ） と（ ）“

”）のそれである。これらは心地よい聴覚表現となって聴衆を惹きつける。さらに細

部にわたって、ワイン樽のイメージが正確に映し出されている。 は自分の人生

を説明するに際して、誕生時はワインがいっぱい入った新しい樽とみる。“

”（ ）（生まれた瞬間）は、新しい樽の口を 、つまり 〔飲み口を開けて〕ワ

インを出す 時か、樽の口を 、つまり 〔樽の口を〕開ける 時である。しかしその樽

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）



の聴覚表現としてのオノマトペ（笹本）

に栓を付けるやいなや、死神は （ ）、つまり 〔栓を〕引き抜い て、命の

ワインを自由に外に出す（ ）。その時からワインはどんどん流れ出る。今の老齢の時

には、“ ”（ ）（その酒樽は空っぽになりかけている）ので

ある。そして、ワインはどんどん減って、圧力はとめどなく弱っていき、かつて強く勢いの

あったワインの流れは、弱々しく、“ ”（ ）（今は酒樽の縁

の上にぽとぽと落ち）て、出縁の上にはねちらかすまでになる。これは、まさにぶどう酒商

人の息子らしく、 の目に見える事実の大変正確な描写である。それと同時に、元

気のよい青春から弱った老齢までの人生の経過が、すばらしく適切に表された隠喩となって

いる。

そしてこのワイン樽のイメージには、樽の隠喩と巧妙にかみ合う鐘のイメージが続いて出

現し、音を響かせる鐘のイメージによって、イメージ効果を引き立て、老いが強調される。

（ ）

（老いぼれた舌は、随分昔になった惨めな事柄を 〔鐘の舌の如くに〕繰り返し語って

鳴り響かせるだけでさあ。）

オノマトペの （〔鐘が〕鳴る）と組み鐘を動詞化した語の （調和して鳴

る）を使った この鳴り響く“ ”（老いぼれた舌）は、もちろん老人の舌と鐘の

舌のしゃれである。これだけではない。樽のイメージが巧みに延長される。樽にワインが

いっぱい入って、圧力が十分ある時には強く静かに流れたワインの流れは、今や樽の縁でピ

シャ、ピシャとやかましく音を立てる（ と という類似の意味の語が繰り返

されて、それがより効果を上げている）。ちょうど耄碌しておしゃべりな老人のばかげた舌

が、大声を出しながらしきりに動くさまに似ている。鐘の鳴り響く音は、樽のイメージに

いっそうの連想を促す。樽の縁の上の液体の滴は、それが落ちることによって引き起こす、

空ろでリズミカルな音響の連想となる。そして、樽口から出てくるワインの曲線の赤い流れ

は、人間の口と舌を暗示する ）。

この老いぼれた舌の響きが、老いのみじめさの霊妙な響きとなって、 は愚痴

を終えているのである。つまり聴覚表現としてのオノマトペのイメージが、聴覚的イメージ

となって聴衆の脳裏に焼き付け、老いの悲哀を彼らに考えさせ、その効果をよりあげている

ように思えるのである。

．おわりに

の聴覚表現というテーマのもとに、オノマトペからイメージ表現まで、その一

）このワイン樽のイメージは、 、 、
に負うところが大きい。



端を一瞥した。英語は日本語に比べてオノマトペ表現は多くないことはよく分かっていた。

とはいえ、 はオノマトペをどのように使い、どのようにイメージ効果を与えるか

調べてみたかった。そこでここに のオノマトペを聴覚表現に絞って考察したのだ

が、予想したほど多くなかった。動物や鳥類のオノマトペ表現を見ると、 の使用

の仕方は で、写実の乏しい面が見られた。しかし人間表現では、適宜にオノ

マトペを駆使して、聴衆や読者にオノマトペからそのイメージを膨らませて表現の幅を広げ

ている。その結果、 の表現力の豊かさとその習熟ぶりが、随所に見うけられるこ

とが分かったのである。

（この小論は、 年 月 日日本英文学会第 回大会の 第 部門において、 感

覚・感性と言語─中期英語の作品を中心に のテーマのもとで、 の感覚表現としてのオ

ノマトペ─そのイメージ効果を中心に と題して発表したものを、加筆や訂正して書き改めたもの

である。）
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