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 要旨 

音象徴とは言語音が音素の単位で特定のイメージを想起させる事象を指す.言語は感覚情報処理と密

接に結びついているため, 言葉における些細な感性的違いを認知することは困難と考えられていた. 

本研究では感覚イメージの中でも触感の想起に着目し, 研究対象として肌にふれることが必然である

「化粧品」と感覚と言葉の関連を学ぶ教材である「絵本に使用するオノマトペ」を取り上げ, 言葉か

ら想起される触感イメージの解析を試みた. 結果, 言葉から想起される触感イメージの空間の構造を

明らかにし, 化粧品名のネーミングに用いりうる音素を見出した. また, 子どもが言語習得のために

脳内で分類している音象徴のグループを可視化した. 触感イメージを喚起する言葉選びが実現できれ

ば, 消費者に特定の感覚を実体験できる訴求に応用できるだけでなく, 作者の意図を具体的に体感出

来る絵本づくりに貢献する可能性がある. 
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1 背景: ふれられない時代の実体験価値 
音象徴とは, 言語音がある特定のイメージを

想起させる事象を指す.例えば発音時に口腔内

気圧が上がる言語音は強い印象を抱かれるな

ど[1],先行研究では物理的な音声学的特徴と

想起させる印象の多様な関係が明らかになっ

ている. しかし印象軸は大小や強弱, 女性/男

性らしさなど多岐に渡っているが, 触覚イメ

ージと音象徴の関係性は未だ明らかでない. 

先行研究では, 言葉によって分節化されてし

まう感覚イメージを連続的な 2次元平面図に

示すことを提案している[2]．感覚イメージの

視覚化は，その言語がもたらす感覚イメージ

の構造を明らかにするだけでなく，他者と共

有することにも役立つ．感覚イメージの中で

も，触感イメージは容易に共有することがで

きない. 既存の視聴覚メディアや遠隔会議シ

ステムでは共有する空気が違うことから温度

や匂いなどの皮膚感覚が異なっていたり, イ

ンタラクティブな会話がしにくくなったり, 

普段なら感じられる親密さを感じにくくなる

といった弊害があった. しかし, もし言葉が

もたらす感覚イメージの体系を理解できれ

ば，実体験を喚起することができると考えら

れる．実体験価値を提供するのが容易でなく

なった時代において，言葉が提供する感覚イ

メージは重要さを増している． 

本研究では触感イメージの観点から感覚イメ

ージの研究に取り組む. 研究対象事例として

「化粧品の名称」「絵本に使用するオノマト

ペ」を取り上げ, これら２つの言葉を対象と

して触感印象を想起させる音象徴に特化した

音象徴の分析も行った. 

 
2 方法 
2.1 ワード選定 
SPEEDA (https://jp.ub-speeda.com)を用い

て化粧品業界の企業群から世界1〜10位の企業

のスキンケア商品の商品名を集め,純粋な音象

徴の効果を見るため明らかに言葉として意味

を持つものを省き, それ自体では意味を示さ

ない 29語の化粧品名称を選出した. また, 絵

本[3][4]に使用されているオノマトペから触

覚を想起させるオノマトペを抽出する予備実

験を行い, 触覚オノマトペ 42語を選定した. 

 

2.2 実験方法 
触覚的材質感次元を分類した先行研究[5]を

参考に,硬さ, 湿度, 粘性, 粗さ,弾性を物理特

性軸として用いた.また,材質を認識する探索

的な手の動きを分類した先行研究[6]を参考

に,「さする」,「押す」,「包み込む」,「手

を当てる」,「軽く叩く」動作を触動作特性軸



として用いた. また,触りたさ, 好感度の指標

を感性評価軸として用いた. これら 12 軸を用

いて選定した単語の評価を 5 段階 SD 法で求め

た.これに加え,  化粧品については「既知

性」,「購買意欲」を問うことで既知の化粧品

名をデータから省く手がかりとし, また購買

意欲を刺激する化粧品名を見出すことを目的

とした.  
 
3.1 結果 1:化粧品名における触感イメージ 

選定した29語を用いたアンケート結果より因

子分析を行った.硬さ, 湿度, 粘性, 粗さ, 弾

性の5変数因子分析の結果, 固有値が1を超え

る共通因子数は2つ発見された. 第 1因子の要

素は「硬さ」が 0.98「粗さ」が 0.87 の因子負

荷量となった.第 2 因子の要素は「粘性」が

0.88「湿度」が 0.58「弾性」が 0.50 の因子負

荷量となり累積寄与率は70.0%であった(図1). 

図 1：物理特性 5 因子による物理潜在 2 因子 

次に因子得点をもとに散布図を作成した(図

2). この図によって 2次元空間に化粧品名を

マップすることで, どの名称同士が近い関係

にあるのかを, 想起させる触覚イメージの内

容で比較検討することができる. 

図 2：物理因子得点による散布図 

また, 音声学的特徴をクラスター分析により

分類した. その結果を重回帰分析を用いて各

クラスター・潜在因子や触覚次元との関係性

を解析した(図 3).

図 3：評価実験より得たデータに基づく音声学的特徴と触

感印象の関係  

3.2 結果 2:触覚オノマトペと音象徴の関係 

触覚を表現するほとんどの日本語の音象徴語

は, 最初の音節の音が触覚の評価と強く関連

している [7]. 本研究では, 絵本の中に出て

くる触覚オノマトペの第一音節と, 感性評価

実験から得られた物理印象や好感度の関連性

を検討し, それが持つ音象徴の特徴を調査し

た. 第一母音の影響を解析するため,  感性評

価実験の結果と第一母音の分布の全容を捉え

る基礎統計量を算出した. そして感性評価得

点の高い母音と低い母音との間で t検定を行

い, 母音が想起させる触感イメージの統計有

意差を検討した. また, 第一子音+母音の影響

の影響を解析するため, Ward 法を用いたクラ

スター分析を行い, 42 語の触覚オノマトペを

3-4 つのクラスターに分けた. クラスターごと

に感性評価実験で得られた数値データの平均

値を求め,  平均値が最も低いクラスターと高

いクラスターを比較し, 子音と母音の組み合

わせに傾向があるかを検討した. この結果, 

触覚オノマトペが持つ音象徴を明らかにした

(表 1).  

 

表 1 ：触覚オノマトペが想起させる触感と音象徴との関

係 

 

3.3 結果 3: 想起した触感イメージの可視化 

選定した単語の物理特性の主観的評価値を平

均化し, 化粧品名, 絵本オノマトペ群のそれぞ

れにおいて主成分分析を行った. 主成分分析

の結果を表 2に示す. 第一主成分(PC1）, 第二

主成分(PC2)をそれぞれ x 軸・y 軸に対応させ

て,化粧品名, オノマトペを 2次元平面上にプ

ロットした. なお, PC1, PC2 を用いてクラス

ター分析を行うことで化粧品名を3つ, 触覚オ

ノマトペを 4つのクラスターに分類した.  

 



 
表 2：主成分分析の結果(左：化粧品名 右：触覚オノマト

ペ) 

 

次に,  音象徴の知見と,実験から得られたイ

メージを各単語群の分布図に配置することで,  

各単語の語感から想起される触感印象と音象

徴の知見の関係性を表す触相図を作成した

[2]. PC1, PC2 と物理特性軸, 好感度につい

て, ピアソンの積率相関係数を用いて相関分

析を行った. また, PC1, PC2 と各単語に使用

されている濁音, 無声阻害音, 共鳴音の数に

ついてピアソンの積率相関係数を用いて相関

分析を行った. 音声学の知見から, 濁音は

「大きい」,「重い」,「力強い」というイメ

ージに繋がることが明らかにされており[8], 

無声阻害音は「角ばっている」, 「男性的」

というイメージに繋がる[9]. また, 共鳴音は

「丸っこい」,「女性的」なイメージを持つこ

とがわかっている[9][10]. 相関分析により, 

相関関係が統計的有意にあると考えられた触

感印象と音象徴の知見を 2次元平面上に重ね

たものを図 4, 図 5に示す. なお、クラスター

ごとに散布図上のラベルの色を変えて示して

ある. 

 

 
図 4：化粧品名の触相図 

 

図 5：触覚オノマトペの触相図 

 

4.1 考察 1:化粧品名は特定の触感イメージを

喚起する 

図 2で示した結果より, 化粧品名は粘性, 湿

度, 弾性と硬さ, 粗さを想起させる潜在因子で

指標化されることがわかった.この結果は広告

マーケティングにおける名付けのブランディ

ングに応用できる.本研究の知見を援用すれば

触感イメージと音象徴の観点から名付けが可

能になる.本研究では化粧品名を評価ワードと

して選定したため,その一般性は担保できてい

ない. しかし実験において購買意欲以外の質

問項目では提示したワードが化粧品名である

ことを明かしていなかったため実験参加者が

回答した物理特性や触動作特性は普遍的な結

果になり得ると考えられる. 本研究では音声

学的特徴の印象への影響度の定量化が難しい

ため因果関係を統計手法によって示すには至

らなかったが研究対象分野毎に音象徴の定量

化を試みることも今後の課題と言えるであろ

う. 

 

4.2 考察 2: 言語獲得における触覚オノマトペ

の価値 

第一音節と,触覚オノマトペの感性評価実験

の結果には統計的に有意な相関があった. こ

の結果は触覚オノマトペがもたらす触感イメ

ージは第一音節が強く影響する可能性を示唆

する. 乳幼児の脳では, 異なる感覚と音の間に

自然に類似性を感じる.この経験が「音には意

味がある」という直感を作り出し, その音に

合ったもの, 合っていないものの区別を直感

的にもたらす[11]. つまり乳幼児は触感イメ

ージと触覚オノマトペの音を, 音象徴ごとの

グループに脳内で分類している可能性がある. 

先行研究でもオノマトペが乳幼児の言語獲得

の礎になりうることを脳波計測によって示し

ているが[12], 触覚オノマトペに注目した脳

機能イメージング研究が望まれる. また、実

験結果より言葉がもたらす触感イメージと音

象徴の関係を可視化することが出来た. 読み

聞かせによる語彙の獲得に関する指摘はされ

ているが[13], 出生後初期から機能している

触覚や聴覚を刺激する触覚オノマトペが多用

されている絵本を読み聞かせることで、言葉

に親しむ入り口を作ることができるだろう. 

そしてオノマトペ以外の言葉やその性質も学

びを始めるだろう. 結果, 言語の習得や思考能

力を育む語彙力の獲得を導く可能性がある. 

触覚オノマトペ使用の効果については,今後も

研究の必要がある.  

 

4.3 考察 3: 想起した触感イメージの可視化 

結果 3から, 化粧品名, 触覚オノマトペの言

葉から想起される触感印象によって, それぞ

れの言葉の分類と解釈を行った. 図 4,  図 5



に示される触相図は,  それぞれの単語がどの

ような印象を持つか相対的に比較できるだけ

でなく, どのような単語同士が似た印象を想

起するのか知ることができる. 触相図から考

えられるそれぞれのクラスターの特徴をまと

めたものを以下に示す(図 6). 

 
図 6：化粧品名・絵本に出てくる触覚オノマトぺに対する

解析で得られた各クラスターに対する音象徴印象および

想起される印象との関係 

 

化粧品名は収益率業界 1位から10位までの企

業から選定したカタカナ名称, 触覚オノマト

ぺは福音館書店が出版する絵本[3][4]から引

用した. 実験で利用した言葉は各分野の単語

が持つ音象徴を幅広く網羅した単語と考えら

れる. よって,  図 6は本研究で明らかにした

各単語群における各クラスターにて想起され

る触感イメージである. 評価ワードの選定は

網羅性を担保して行ったことから, 新たな単

語においても触相図を使用することで想起さ

れる触感イメージを予想することができるだ

ろう. 先行研究では触相図を触感の共有のた

めのツールとして利用していたが[2] , 化粧

品名や触覚オノマトペの発見にも利用可能で

あることを本研究は新たに示した. 

 

5 今後の展望 
本研究のように触感や触動作イメージを喚起

する言葉選びが実現できれば, 特定の感覚を

実体験できる商品訴求に繋げたり, 作者の意

図を忠実に想起できるコンテンツ作りが可能

になる.また音象徴が喚起する触感イメージが

年齢問わず普遍的ならば, 音象徴に基づく言

葉選びを通して誰もが共通して持つ身体的経

験に訴えることができるだろう. 本研究で取

り組んだ化粧品や子ども向け絵本の知見は, 

皮膚や身体に触れることが必然となる商品

(例: 衣服, カトラリー)や言語教材にも応用で

きる. 

本研究では，言葉が持つ音象徴と想起された

触感イメージの連関を検討した．にわかに意

味を成さない化粧品名を評価ワードにした検

討結果では，音素の連なりから特定の触感イ

メージを想起させることがわかった. しかし, 

言葉を聞いたときに, 連想される意味の一般

性によって, 意味との繋がりと音象徴の関係

を検討することも興味深い.音象徴研究の分野

に触感イメージを加えることは、当該領野の

発展に繋がるであろう. 
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