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概要：	 ある言葉が発せられたとき、そこには意味と同時に音が存在している。「あかるい」という言葉は「明

るい」という意味を表すと同時に「a-ka-ru-i」という音（音色）を持っている。音色は一次元ではない複雑な心

理尺度を持つが、我々は「固い音」「甘い音」「音がこもっている」など、視覚的・触覚的形容詞および副詞表現

を用いて、その印象を共有・共感することができる。本研究では、日本語における言葉の最小要素である日本語

単音節の音色について調査を行った。SD法を用い、その評定平均値に対して因子分析、クラスター分析を行った

結果、日本語単音節の音色の印象は、「キレ」の有無、「透明度」の大小に対応する二次元の心理評価の違いとし

て把握でき、構成している子音の調音様式の違いにより、大まかに 3種類に分類できることが確認できた。 
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１．研究背景	 

	 音そのものがある特定のイメージを喚起する

現象のことを音象徴という。現在、音象徴の言語

普遍性、言語個別性について研究が進められてい

る。日本語における音象徴の研究も行われており、

単音節に着目したもの[1][2]、オノマトペに着目
したもの[3]、名前に着目したもの[4]など、様々
な研究報告がなされている。この中で、単音の印

象について研究されたものは意外と少なく、子音

も含めた研究となると更に少なくなる。また実験

方法としては、文字を見て印象を評価したものが

多く、これは聴覚的な印象より、視覚的なイメー

ジが評価に影響していると考えられる。 
	 本研究では拗音を除くすべての日本語の単音

について、実際に音声を聞いて印象評価を行った。

更に得られた結果から、音色の印象による日本語

単音の分類、心理評価尺度の検討、数値化を行っ

た。 
2．日本語単音節の音色の印象評価実験	 

・音声刺激 
	 音声刺激には、日本語単音 68音（拗音を除く
全ての単音）の孤立発声を用いた。発声は男性 3
名、女性 3名が行い、特に感情を込めず自然に発
声したものを静かな部屋で録音した。 
・音声刺激の提示方法 
	 声質が与える印象を評価に影響させない為、男

声 3 種類、女声 3 種類の音声刺激をランダムに
提示した。それぞれの声を同じ回数、提示するよ

う調整した。また提示する単音節の順番も被験者

ごとに変えた。 
・印象評価の方法 
	 印象評価の方法としては、7 段階評定による
SD法を用いた。形容詞対は音色の評価に関する
先行研究[3][5]を参考に選んだ 10 形容詞対を用
いた。（表 1） 
・実験手順 
	 実験には36人（男性25人、女性11人）の 
被験者が参加した。年齢は 19〜27 歳が 33 人、
40 代が 3 人で、場所は早稲田大学西早稲田キャ
ンパス 59号館 405号室で行った。全ての被験者
に対して、同じスピーカーを使い一定の音量で音

声刺激を提示した。音声刺激は合図音の後、一つ

の単音を 3秒ごとに 10回提示し、5秒のインタ
ーバルを空けて次の単音を提示した。被験者は音

声刺激を聞きながら回答を行った。説明後に一度、

試行を行ってから実験を開始した。所要時間はあ

いだに休憩を挟み、約 1時間であった。全ての被
験者が 68音について評価を行った。 
3.	 考察	 

	 日本語単音節の音色の印象心理評価尺度を得

るため、SD 法評定値の平均値を用いて最尤法、
プロマックス回転による因子分析を行った結果、

表 1 の 2 因子が抽出された。各因子にまとめら
れた形容詞から、因子 1を「キレ」、因子 2を「透
明度」と命名した。各単音節について因子得点（平 



均 0、 標準偏差 1）を計算したものを情動特性
一覧として表 2に示す。また日本語単音節の音色
の印象による分類を行うため、SD法評定値の平
均値を独立変数とし、Ward法、平方ユークリッ
ド距離を用いたクラスター分析を行った結果、大

きく 3つのクラスターに分類された。その分類は
因子分析で得られた「キレ」「透明度」の大小に

よると考えることができる（表 2）。構成子音の
特徴から、クラスターⅠ は主に無声破裂音 k, t, 
p・破擦音 ch, ts・摩擦音 s, shで構成される阻害
音クラスター、クラスターⅡ は主に鼻音 m, n・
半母音 y, w・はじき音 rで構成される共鳴音クラ
スター、そしてクラスターⅢは濁音 g, z, d, bで
構成される濁音クラスターと理解できる。	 

4.	 まとめ	 

	 日本語単音節の音色の印象は、「キレ」の有無、

「透明度」の大小に対応する二次元の心理評価の

違いとして把握でき、構成している子音の調音様

式の違いにより、大まかに 3種類に分類できるこ
とが確認できた。阻害音（無声破裂音 k,t,p・破
擦音 ch,ts・摩擦音 s,sh）を中心とする阻害音ク
ラスターは「キレ」が有り、共鳴音（鼻音 m,n・
半母音 y,w・はじき音 r）を中心とする共鳴音ク
ラスターは「キレ」が無く、そして濁音で構成さ

れる濁音クラスターは「透明度」が非常に小さい

ことが分かった。 
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表  1	 因子分析結果  
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表 2	 各単音の情動特性一覧 
（値は上からキレ、透明度の順） 

	 	 	 	 	 □Ⅰ	 阻害音クラスター 
	 	 	 	 	 ■Ⅱ	 共鳴音クラスター  
	 	 	 	 	 ■Ⅲ	 濁音クラスター 


