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研究成果の概要（和文）：オノマトペは日本語歌唱の効果的な指導手段の一つと言える。その用

法は、①「訓練的用法」（オノマトペを発することが発声や発音のトレーニング） ②「指示内

容共有的用法」（指導者と学習内容イメージの共有） ③「指示内容補足的用法」（指導内容の

強調や補足）の三つに整理できる。また、オノマトペは優れた表現素材として活用でき、オノ

マトペしか用いない歌や、ヒューマンビートボックスなどの表現へ拡張していくことができる。 

 

研究成果の概要（英文）：Onomatopoeic words words is one of the means of effective teaching 

of singing in Japanese. 

Its usage is the following three:“Training of voice and pronunciation”, 

“Shared image”“Enhancement and supplemental instruction”. 

In addition,  onomatopoeic words, can be used as a material music expression to the lyrics 

and HumanBeatBox. 
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１．研究開始当初の背景 
 本研究は、科学研究費補助金基盤研究（C）
18530737 として小職が取り組んだ『日本語歌
唱における発声と発音の統合的教授法の検
証的研究（平成 18～20 年度）』の成果の一つ、
「歌唱指導ツールとしてのオノマトペ（擬音
語・擬態語）の可能性」をさらに発展させた
研究である。 
 CiNii（国立情報学研究所の論文ナビゲー
タ）や NDL-OPAC（国立国会図書館蔵書検索サ
ービス）を使った検索によれば、音楽表現の

イメージを直感的に伝えたり、発声と発音等
の諸要素を包括的に指導したりするという
着想に基づく研究は論文題名上、存在しなか
った。（申請時 2008年 10月） 
 そこで、日本語に多数含まれるオノマトペ
を日本語歌唱の指導の簡易化に活用すると
共に、表現素材としての多様性に富むオノマ
トペを楽音化し、指導効果と楽音化の様子を
アーカイブズ化することにより、日本語歌唱
指導の学問的基礎の確立に寄与することを
研究の動機として、本研究は開始された。 
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２．研究の目的 
 本研究の当初の目的は、①オノマトペを活
用した歌唱指導の効果の仕組みの解明、②指
導内容の長期間経過後の保持力と実際の作
品の中での有効性の検証、③オノマトペを使
った効果的で汎用性のある日本語歌唱の教
材の制作とオノマトペ作品の演奏のアーカ
イブズ化の三つを構想した。 
 平成 21 年度は、オノマトペの効果の検証
を目的とした基礎研究に取り組んだ。 
 平成 22 年度は、前年度の反省を踏まえ、
オノマトペの活用実態について幅広く捉え
た上で、活用の領域の分類と共通する特徴な
どを調査し、オノマトペの効果の検証を目的
とした基礎研究に取り組んだ。 
 平成 23 年度は、オノマトペの活用事例の
調査に基づき、これを実際の指導場面に活用
する方策を体系的に整理すると共に、表現素
材としてのオノマトペの活用法について、演
奏家などの協力を仰ぎながら、具体的な作品
例を提示することを目指した。 
 
３．研究の方法 
（１）指導ツールとしての実態調査 
 平成 21 年度は、オノマトペを活用した歌
唱指導について、まずその指導効果を音響的、
心理的側面や生理的側面等から分析し、成果
に至るまでの基本的な仕組みを明らかにす
ることを目指した。そして、その仕組みに基
づいて指導目的別に歌唱指導を再構築し、オ
ノマトペの活用の効果の検証を目指した。 
 具体的には、歌唱指導の際に指導者が用い
るオノマトペが音楽のイメージを直感的に
伝えたり、諸要素を包括的に伝えたりするツ
ールとして有効であるという予想の下、筆者
に一番近い指導現場でのオノマトペの使用
実態について調査し、歌唱指導で用いられた
オノマトペを抽出整理し、オノマトペを歌唱
指導で用いる意義についてまとめた。 
 なお、平成 21 年度は指導ツールとしての
使用実態の調査に絞り、表現素材としての使
用実態については次年度に行うこととした。 
 
（２）指導ツール及び表現素材の実態調査 
 平成 22 年度は、あらゆるメディアを活用
し、オノマトペを活用した事例について収集
するとともに、その音声や映像の記録に努め
た。そして、活用実態を明らかにした上で、
歌唱指導について、まずその指導方法と結果
の詳細な調査や分析方法の検討を行うこと
とした。 
 なお、研究対象とするオノマトペは擬音
語・擬態語辞典等に収録されている表現のほ
か、必要に応じて、“ボイスパーカッション”
や“ヒューマンビットボックス”といった模
倣音の活用も試み、可能な限り幅広い事例集
と調査をおこなうこととした。 

 
（３）オノマトペの実用化 
 平成 23 年度は、オノマトペを活用した指
導例集の書籍化のための原稿整理を行うと
共に、他の教育領域との連携の中でのオノマ
トペの活用法の提示を試みた。また、取り上
げるオノマトペは擬音語・擬態語辞典等に収
録されている表現のほか、必要に応じて、“ボ
イスパーカッション”や“ヒューマンビート
ボックス”といった模倣音の活用も試み、可
能な限り幅広い活用を想定した事例集とす
ることを目指した。 
 また、オノマトペを表現素材活用した作品
例については、幼児教育の現場や幅広い音楽
表現での演奏を想定した作品となるものを
提示することを目指した。特に、多彩なオノ
マトペからヒューマンビートボックスなど
の直接的模倣音へと拡大していく指導法や
表現法は、本研究の独自性を示すものとして
ワークショップを通じて具現化を試みるこ
ととした。 
 
４．研究成果 
 音楽表現で用いられるオノマトペは、指導
行為のツールとして用いられる「音楽指導オ
ノマトペ」と音楽表現の素材として活用され
る「音楽素材オノマトペ」の二つに大別する
ことができる。そして、「音楽指導オノマト
ペ」は三つの用法に区分することができる。
「音楽素材オノマトペ」は、そのままでも多
彩な表現に活用できる上、ヒューマンビート
ボックスといった口による直接的模倣音へ
と発展することができる。 
 
（１）想定した四つの活用領域 
 平成 21年度の研究は、「オノマトペの指導
効果の確認とその仕組みの解明」を音響的側
面、心理的側面、生理的側面の三つの側面か
ら分析することを目標として掲げたが、この
方法ではオノマトペを使った行為の目的が
不明確となり、オノマトペを活用した日本語
歌唱の指導や歌唱の分析としては一面を恣
意的に取り上げることになりかねないとい
う問題が生じた。そこで、指導行為における
オノマトペの活用実態を根本から問い直し、
研究目標と研究方法の軌道修正をおこなっ
た。 
 まず、歌唱において、オノマトペがどのよ
うに活用されているかについて、事例を数多
く収集することから開始した。事例の収集に
あたっては、歌唱におけるオノマトペの活用
例として、次の四つの領域を想定した。 
 
①オノマトペを発することによって発声器 

官や調音器官の使い方を包括的に伝える
手段としての活用例 
【具体例】 



 

 

オノマトペを発することによってねらい
とする響きを導き出す。「ニャーオ」「カッ
コー」「モー」など。 

②歌唱行為における筋肉の動きをオノマト 
ペによって比喩的に伝える手段として活
用する例 
【具体例】 
首筋をスッと伸ばして、ろうそくの火をフ
ーッと消すようになど。 

③声や楽器の響きの特徴の比喩としての活 
用する例 
【具体例】音響的特徴をオノマトペに象徴
化して活用する。キラキラした音、ツカー
ンと音を飛ばすなど。 

④音楽表現の素材として活用する例 
【具体例】 
『パラランダンス』『オノマトペの歌』『二
匹の猫の愉快な歌』など。 

 これらの領域区分の妥当性について、様々
な事例を収集し検討を試みた。 
 その結果、この領域区分は、ある程度妥当
性が認められるものの、事例収集の方法につ
いて、他の研究領域の知見、たとえば文化人
類学などの援用を試みなければならないと
の結論に達した。 
 
（２）音楽指導オノマトペの三つの用法 
 平成 22 年度は、前年度の反省を踏まえ、
日本語の歌唱行為や歌唱指導におけるオノ
マトペの活用実態を明らかにするために、事
例収集のためのフィールドワークの領域を
拡大して音声や映像の記録を行うこととし
た。 
 その結果、音楽表現の領域におけるオノマ
トペの用法は、「音楽指導オノマトペ」と「音
楽素材オノマトペ」の二つに分けることがで
きることがわかった。そして、「音楽指導オ
ノマトペ」について、教授行為の分類上の「言
語的メッセージ」（斎藤勉 1986）という観点
から再調査と分析を行った。 
 その結果、「音楽指導オノマトペ」を次の
三つの用法に整理することができた。 
（河本洋一「オノマトペを用いた歌唱指導の
意義に関する一考察」 札幌国際大学紀要 
2011） 
 
①訓練的用法：オノマトペを発すること自体 

が、発声や発音等の複数の要素を包括的に
伝えるトレーニングになる。（ニャーオ、
カッコー等）  

②指示内容共有的用法：具現化が難しい事象 
をオノマトペで比喩的に表現することで、
指導者と学習者がイメージを共有するこ
とができる。（キラキラ、ポーン等）  

③指示内容補足的用法：オノマトペによって 
指導内容をより強調したり、補足したりす
ることができる。（例：スッスッスッ等） 

 
 一方、調査の結果、オノマトペの用法や意
義と共に二つの問題点も明らかになった。一
つは、オノマトペを用いた場合は、学習者は
具体的に何がどう変化するかが分かりづら
いという点、もう一つは、オノマトペを使っ
た指導内容の保持力の検証をしていないと
いう点である。この二点については、「スポ
ーツオノマトペ」の先行研究を参考に、さら
に研究を重ねていくこととした。 
 
（３）表現素材としての二つの用法 
 音楽表現の素材としては、事例収集の結果、
次の二つがあることがわかった。 
①直接的用法：オノマトペがそのまま歌詞と 

して用いられている。 
②間接的用法：オノマトペは表現過程の骨組 

みとして用いられる。 
 

【直接的用法】 
 オノマトペが表現素材として活用される
例は、子ども向けの歌などにおいては、多く
見受けられる。例えば、『こどものうた 200』
（チャイルド本社）に収録されている歌では、
オノマトペが歌詞に含まれている割合が
64.5％と比較的高い割合で使用されており、
中には擬音語・擬態語辞典に収録されていな
い独創的なものも多くある。 
 また、歌詞に用いられているのはオノマト
ペだけという『パラランダンス』（作詞：宇
野誠一郎）という作品や、『オノマトペのう
た』（作詞：内野真澄、植田美緒）もある。 
 このような例は、子どもの言語的な発達段
階からみると、乳幼児期において様々なニュ
アンスをもった言葉を発することそれ自体
が子どもたちの興味を引くことに繋がると
考えられることから、合理的な用いられ方で
あると考えられる。 
 このようにオノマトペを音楽表現の素材
として直接用いる用法を「直接的用法」と分
類することにした。 
 ただし、このような用法が「オノマトペ＝
幼稚」という図式を形作っているという指摘
（聞き取り調査結果）は否めない。 
 そこで、子どもの歌以外でオノマトペのみ
を表現素材として用いた例を調査した。その
結果、外国語の作品として、『 Return to 
Earth』（ Meredith Monk）、『猫の二重奏』
（G.Rossini）などがあることがわかった。 
 
【間接的用法】 
 オノマトペを直接の表現素材としてはい
ないものの、オノマトペを表現の骨組みとし
て間接的に活用し、そこから言語音を使わな
い直接的模倣音へと拡大させていくという
表現事例があることもわかった。 
 例えば、ヒューマンビートボックスの初心



 

 

者向け指導で用いられている「ボツピツボツ
ピツ」というオノマトペは、ドラムセットの
バスドラム（ボ）とハイハットシンバル（ツ）、
スネヤドラム（ピ）を示している。このよう
なオノマトペは、それだけでもリズム感を創
り出すオノマトペとして存在しているが、こ
れは楽器の音を非言語音で模倣する直接的
模倣音へと拡大していくことへと繋がって
いる。いわば、目指すべき音楽表現へ向かう
ための間接的素材として用いられている。 
 演奏の様子を伝える方法として、「テンツ
クテンツク」といった口唱歌（くちしょうが）
があるが、これはあくまでも奏法を伝えるた
めの用法、つなわち「音楽指導オノマトペ」
であり、ヒューマンビートボックスへと発展
させていく用い方は、その発音自体が表現素
材へと発展していくという点が異なってい
る。 
 本研究は当初、オノマトペのみの可能性を
探っていくことを目的としていたが、「ヒュ
ーマンビートボックスやボイスパーカッシ
ョン」についても、口から発せられるという
点では、オノマトペと同様であり、オノマト
ペからこれらの表現形態に発展できること
が予見されたため、研究対象に加えることに
した。 
 
（４）オノマトペの発展としてのヒューマン 
ビートボックスの可能性 
 平成 23 年度の研究では、日本語歌唱の指
導手段と表現素材としてのオノマトペの可
能性を具体的に示した。その研究過程で、「ツ
ー」「ドン」「タン」といった言語音から発展
的に表現できる、非言語音によって直接的に
模倣される音（「非言語音による直接的模倣
音」）を使った音楽表現の豊かさに着目した。 
中でも、平成 23 年度は、ヒューマンビート
ボックスの指導におけるオノマトペの使用
と、その表現力の可能性の研究を進めた。 
 具体的には、ワークショップを実施し、演
奏者への聞き取り調査も実施し、オノマトペ
の発展としてのヒューマンビートボックス
の可能性について探ることにした。 
 その結果、次の四つの点が明らかとなった。 
①言語音から非言語音への発展性 

 オノマトペは「ヒューマンビートボック
ス（以下、HBB）」という表現形態へと発展
が可能である。 

②一人で様々な楽器を演奏できる多様性 
HBB は、複数の楽器に相当する音を一人で
演奏できるため、既存の楽器に劣ることが
ないくらいの多彩な音を一人で演奏する
ことができる。 

③身一つできる軽快性 
オノマトペの組み合わせは、自分で音を作
り出していく楽しみと、それを演奏に繋げ
る楽しみを併せ持っており、それを身体だ

けでできるという軽快さがある。 
④細かな決まり事がない柔軟性 

オノマトペを使った演奏形態は、厳格な決
まり事が尐なく、HBB に発展させることに
より、自分で出せる音を開発し、その音で
音楽を表現するという楽しみへと展開が
可能である。 

 このような、表現力の可能性は、新たな音
楽表現の教育方法及び、音楽表現の素材とし
ての可能性を秘めており、今後、様々な教育
方法や音楽表現の新たなスタイルとしての
研究の拡大が期待できる。 
 
※ワークショップは、社団法人日本ヒューマ
ンビートボックス協会の協力を得て行った。 
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2012年 1月 7日 札幌市手稲区 

（株）三響楽器ミューズサロン 
研究協力者 
 TATSUYA(和田 辰也)、AIBO（中尾 藍） 

http://www.humanbeatboxlab.jp/
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