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1 .語葉学習方略について

語学習得には、語葉の獲得は欠かせなし九 “Without grammar, very little can be 

conveyed. Without vocabularyラnothingcan be conveyed.”そのため、語学学習者に向け、

語棄を記憶する語葉学習方略 （VLS:vocabulary learning strategy）は、多様に提案され

ている。Oxford(1990）の分類基準によると語葉学習方略は、①決定方略②社会

的方略 ③記憶方略 ④認知的方略に分かれ、そしてSchmitt& Schmitt (1993）によ

れば、語葉学習方略そのものは 36種類にも上ると される。 更には、語学学習者それ

ぞれが編み出す独自の語葉学習方略も含める と、語葉学習方略の種類は36種以上に

もなるであろう。

語学の習得のためには、語学学習者は或るレベルの語棄を記銘し、保持し、想起

できる一つまり、語葉を安定的に記憶できている－こ とが必須であ り、提唱されて

いる様々な語葉学習方略は、その語葉の記憶をいかに容易にできるか、その記憶の

工夫に焦点が当てられている。語葉学習方略の目的は、語学学習者にとって語葉の

記憶の負担を少しでも軽減することと言ってもいい。

本稿では、語葉の音象徴 （soundsymbolism）に注目し、語学学習者が普遍的に持

つで、あろう音感覚性共感覚 （phonaesthesia）を活用する語葉学習方略を提唱し、 その

有効性一語棄の記憶維持ーを実証実験（パイロッ ト実験）により示す。言語を科学

的（脳科学や認知心理学等）に分析した成果や知見を教育に援用する神経教育学

( neuroeducation）の試案とも言える （有路 2011,2014）。

2. 音象徴・音感覚性共感覚について

語葉の音と意味の関係は、 窓意的であると考えられているが、怒意性は語葉一般
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に観察される特徴ではない。恋意的な語葉もあれば、音と意味の関係が有契的な語

葉もある。この後者の有契的関係を持つことを、 音象徴 （soundsymbolism）又は音

感覚性共感覚（phonaesthesia）と呼ぶ。語嚢の或る特定の音一一部の単音や音素の場

合も、語葉全体に跨る音調の場合も が、その語葉が有する意味を連想させる関係

にあることは古くから指摘されてお り、Sapir(1929）、Kδhler(1929）やUltan(1978）な

どの先駆的な研究がある。Sapir(1929）は、 Imallと Imil Iの対比で、／a／は 「大

きし1」という感覚を、そして IiIは「小さしリという感覚を誘発することを報告し

ている。他にも、擬音語や擬態語と いったオノマ トベも、音象徴を示す。 「たっぷり」

という音からは、物が潤沢にある様子が連想されやすい。音（発話・聴覚）には特

定の感覚が宿り、その音が誘発された感覚を通してその語葉に固有の意味につなが

る。

共感覚 （synaesthesia）は、 或る固有の感覚刺激に対して、 別の感覚も誘発される

ことである。例えば、音を聴覚としてのみ受容するのではなく、色覚までも誘発さ

れると、音に色が“見える”（色聴）としづ現象が生じる。この共感覚は、非常に特

殊な脳機能ではない可能性も指摘されており、程度の差はあれ誰しもが、或る感覚

刺激に対して他の感覚を感じ取れているかもしれない （cf.Westbury 2005）。共感覚と

音象徴は同じ仕組みによって生じ得る同一の現象かもしれないが、 音感覚性共感覚

とは、或る音（単音であれ音調であれ）を聴覚として受容した後に、他の感覚 例

えば触覚や体感や視覚など も誘発される ことを意味する。例えば、 「まるまる太っ

た」という表現の 「まるまる」とい う音からは、「太った」ような丸い大きな触覚を

感じる。 このこ とは、共感覚的比喰表現にも観察され、「音色・声色」「明るい色」

「うるさい色」「渋い色」「涼しい声」「細し、声」「丸い味」「とんがった味」 など、或

る特定の感覚（例えば、音感）が別の感覚（例えば、 色覚）と繋がっている。

音象徴を有する語葉を処理し理解する際に、脳では聴覚野の他に第一次運動野 ・

運動前野に強し1賦活が観察されてお り （Arataet al. 2010）、 語葉の或る固有の音が聴

覚外の他の感覚を誘発することは十二分に考えられる （cf.有路 2015）。

3. 音象徴・音感覚性共感覚を活用した語葉学習方略

音と意味の有契的な関係、を示す音象徴には、その音と意味の繋がりに幾つかの種

類がある ①身体性（corporealsound symbolism）②模写性 （imitativesound 

symbolism）③共感覚性（synaestheticsound symbolism）④定型性 （conventional

sound symbolism）⑤メタ言語性 （metalinguisticsound symbolism) (Hinton, Nichols & 

Ohala 2006）。

①の身体性の音象徴と は、 或る音や音調によって人間の身体動作が示唆されるよ

うなもの 例えば、 mーという音素（ e.g.ラsniffラ snoozeラ snoreラ sneeze）からは「鼻（の動

き）」が連想される（有路 2018）。②の模写性の音象徴は、動物の鳴き声やリズミカ

ルな動きから聞こえる音のようなオノマ トペ類のもの。③の共感覚性の音象徴は、

上述した様な或る音が聴覚外の他の感覚 （大きいとい う触覚や或る形が視覚的にイ
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メージされるなど） を誘発するよ うなもの一例えば、 －ashとい う音素（e.g.,bash今

crash, smash, splash, mash, squash）からは物がぶつかり、 つぶれた物が触覚的に感じ

られる（有路 2018）。④の定型性の音象徴とは、或る音素 (phoneme）や音素の塊

(cluster）から特定の意味が連想される ようなもの 例えば、 glーという音素（e.g.ラ

glow, glitter, glimmer, glisten, glare, glint, gleam）からは 「光」が連想される （c王Rhodes

2006）。⑤のメタ言語性の音象徴とは、或る音が、言語の構造や機能（文法）に繋が

るようなものである。

言語によってはオノマトベ類の豊富さに差があり、日本語はオノマ トペが豊かで

あるが、英語はオノマトペ類は乏しいと言われている。 確かに、 “にっ こり笑う”と

いう日本語は、英語では “smileniccori”とは表せず、その音「にっこり 」を明瞭に

言語表現せずに、“grin”としづ動詞一語で表すか、 若しくは“smilecheerfully刊や

“crack a smile”などと様相を説明する他ない。いずれにしても、英語では「にっこ

り」とい う音を、語葉に内包することはできない。このようなことから、英語では

オノマトベ類に乏しいと言われているのだが、音象徴という観点から英語を眺めな

おしてみると、日本語が持つ音世界と同様に、英語にも豊かな音世界が広がってい

ることが分かる。つまり 、英語にも、音から意味が想起されるよ うな特徴が、英語

という言語のあちらこちらに観察されるのである。そのように英語を眺めてみると、

“gargle”という動詞からは、うがいをする時の動作音「ガラガラ」が聴こえてくる

し、“gobble”とい う動詞からは、 がつがつ食べる時の音 「ガツガツ」が聴こえてく

る。やはり“munch”という動詞からは、むしゃむしゃ食べる時の音 「ムシャムシ

ヤ」が聴こえてくる。“nibble”という ちょっとだけ醤るという意味を持つ動詞にも、

口を小さく少しずつ詣っている口の動きが想像をたくましくすると感じられるであ

ろう。

そうであるのならば、この英語の音象徴とい う浮き彫り にされる特徴を、 語葉の

意味を記憶する語葉学習方略に利用できるのではないか。語葉学習方略の目的は、

記憶に残る工夫であ り、 音から意味を想起することによ り語棄の意味をより安定的

に記憶できる と思われる （cf.Wrembel & Rat司2008;Wrembel 2010; Monaghan & 

Mattock 2012; Svantesson 2017; Roig-Marin 2017）。特に、本稿では、上記の 5種類の

分類の中でも、特に、①の身体性、③の共感覚性と④の定型性の音象徴 ・音感覚性

共感覚を活用した語葉学習方略を提唱したい （有路 2018；有路、宮島、百瀬、小泉、

上島 2019（進行中））。

以下に、語葉の音（音素）から想起されるイメージや共感覚的な感覚、そこから

推測される意味の例を挙げる。

(1) d-

down, drop, drip, dip, damageラ dangerous,dieラ dead,dark, deep, destroy, dawn, dull, 

dunk, dumpラ diveラ drinkラ dissラ dis-(prefix),diseaseラ digラ dreadラ doubtラ deleteラ divorce,

dry, doom, drool, deficit, devastate 

I:? dーの音素からは、 「落ちる、下がる、垂れる動き」が想起され、「重さ」

を触覚的に感じる。
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(2) sp-

sparkle, spark, splash, sprinter, spring, speak, spread, spray, spice, spit 

f 伊ーの音素からは、「飛び出す動き」が想起され、「勢し1」が感じられる。

(3) sn-

sniff, snooze, snore, sneeze, sneer, snuffle, snortラ snob,snarl 

Gr sn－の音素からは、「鼻の動き」が想起され、「鼻の音」が聴こえる。

(4)j二

日y,fireラ flameラ flag,freeラ fleaラ fantasyラ futureラ flee,flow, fluidラ flickerラ floatラ foam,

fart, fun, fan, flower, famous, fur, fountain 

Gr！－の音素からは、「舞う動き」が想起され、 「軽さ」を触覚的に感じる。

(dーと ！－の音象徴は、真逆の関係にある－dーは「重くL／－は「軽し1」。）

(5) g-

gre剖ラgood,god, giantラgut,gutsy, get 

Gr g－の音素からは、「力」が想起され、「圧力」が感じられる。

(6) -ash 

crash, bash, splash, smash, wash, mash, dash, lash, flash, flush, squash, swash 

c:;r -ashの音素からは、 「ぶつかる動き」が想起され、「つぶれた物Jを

触覚的に感じる。

(7) mo・

moveラmotion,movi久 morning

(8) st-

Gr mo－の音素からは、「動き始める動き」が想起され、「はじまり 」が

感じられる。

stop, stand, stay, stableラ still,staple, stare, stiffラ strollラ stomach,strikeラ stampラ stomp

Gr st－の音素からは、「動きがゆっく りだんだん止まる ・固まる」が想起

され、「静止」や「おしまし刊を感じる。

(9) st-

(moーと st－の音象徴は、真逆の関係にある－moーは 「動き始め ・

はじまり」、 stーは 「動き終わり ・おしましリ。）

straight, street, stick, start 

c:;r st－の音素からは、 「まっすぐ」も想起され、「系目長い線」のようなもの

を視覚的に感じる。
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(10) ho-

home, hole, hold, horror, holy 

c? ho・の音素からは、「包み込む動き」が想起され、「包まれる」よ うな

触感を感じる。

(11) c-/k-

crack, crispy, crunchy 

ず か ／k－の音素からは、「硬いものがパキッと割れる動き」が想起され、

「粉々に割れたもの」を触覚的に感じる。

(12) -ble 

scrambleラtroubleヲ gambleラ stumbleラtumbleラ double

(13) w-

c? -bleの音素からは、「混ぜる、絡まる、振る、揺れる動き」が想起され、

「絡まった状態」を触覚的にも視覚的にも感じる。

wet, water, wash, winter 

c? w－の音素からは、「水・水滴」を触覚的に感じる。

(14) sk-

skateラ ski,skipラ skimラ skill

c? sk－の音素からは、「スルスルと動くスムーズな動き」 が想起され、

「滑らかさ」を触覚的に感じる。

(15) SC-

scratch, screenラ scrub,scrape, screw.ラ scab,scar, (skim) 

c? SCーの音素からは、「物の表面を触る動き」が想起され、 「表面」を

触覚的に感じる。

(16) -eeze 

squeeze, wheeze, sneeze, freezeラ wheeze

c? イ ezeの音素からは、「ギューッと握り搾り取る動き」が想起され、

搾り取られているよ うな 「圧迫感や窮屈さ」を身体的に感じる。

(17) -ee-1-ea-

keepラ sleepラ seedラ dreamラmeet

c? -ee-1-eaーの音素からは、「時聞がかかる時間の長い動き」が想起され、

「時間的な長さ」を感じる。

175 



(18) -i-

hit, kick, pick, sitラ spit,whip, dip, skip, zip, omit 

＠＂十の音素からは、「時聞が短い一瞬の動き」が想起され、

「時間的な短さ」を感じる。

( -ee-1ーωーと千の音象徴は、真逆の関係、にある -ee-1ーωーはI長く」、

千は 「短しり。）

これら (1）ー(18）は、語葉の音・音素からまずイメージが喚起され （音象徴）、 その

イメージから音感覚性共感覚を通じて語葉の意味に繋がっている。つまり、音から

イメージ、そしてイメージから意味へという計算となる。

砂砂砂 砂砂砂
音象徴 音感覚性共感覚

(sound symbolism) (phonaesthesia) 

語葉学習時のブ。ロセスも、この流れを辿り、語棄の或る音から或るイメージを浮か

べ、その浮かぶイメージを基に意味を記憶する。

これらの様な音と意味の有契的な関係を学習者に教示するこ とで、語葉の記憶の

しやすさにつながることが期待できる。それは、 この音象徴や音感覚性共感覚は、

頭で暗記する（覚える）タイプの語葉学習方略ではなく、普遍的に人間なら誰でも

身体的 ・感覚的に感じられる感覚に訴える語葉学習方略だからである。 語棄の意味

を身体的にそして感覚的に掴み、 一度舶に落ち理解できれば忘れにくい。つまり 、

頭ではなく 身体で覚えたことは忘れにく い。

4. 音象徴・音感覚性共感覚を活用した語美学習方略の実証実験

上記でも記した様に、音象徴 ・音感覚性共感覚に訴える形で、語葉を教示するこ

とで、 それらの語葉を安定的に記憶できる、つま り忘れにく くできることが期待さ

れる。その有効性を検証 （パイロッ ト実験）してみたので、要点のみをここにまと

める（大規模な実証実験は進行中のため、途中経過の報告に留める）。

被験者は38名（年齢 18歳～19歳）、その38名を2グループ。に分ける。“devastating”

のよ うな新奇な難易度がやや高めの語葉 60語（その内40語は、実在する英語語葉

で音象徴 ・音感覚性共感覚を示す語葉－上記の（1）ー（18）のような語葉。残りの 20

語は、音象徴を示さない窓意的関係を持つ語葉）を選定しリスト化した。そのリス

トには語葉 60語とその意味が併記されており、 そのリス トを被験者に与え、語葉
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60語を学習し記憶しても らう（両グループOの英語習得レベルはほぼ同等で、中級程

度）。その際の語葉学習方略として、 グループO A には、音象徴・ 音感覚性共感覚を

解説・教示し、音象徴・音感覚性共感覚を活用した語葉学習方略の下、語葉 60語（実

際は、語葉 60語の内 40語が音象徴を有している）を記憶してもらう。 一方、 グル

ープBには、特に語葉学習方略を教示せずに、学習者独自のそれぞれの方略で語葉

60語を記憶しても らう（もちろんグループB内には、音象徴を独自に利用した被験

者はいなしつ。語葉学習の時間は、グループ。Aもグループ。Bもほぼ同じく 、30分程

度。語葉 60語を安定的に記憶できているか、つまりどれだけ語棄の意味を記憶し理

解できているかは、テストにて確認する。 そのテスト試行は、（1）学習直後と （2)2 

週間後と（3)2カ月後と （4)6カ月後と経過的に観察。この様に（1）学習直後～（4)6 

カ月後と経過を見ることで、語葉60語の記憶保持率、つまり語葉の長期記憶による

定着率を計測した。

この様な実験条件で実験を実施し、 その結果（途中経過）が以下である。
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音象徴・音感覚性共感覚により学習した語葉の正答率と記憶定着率は高水準であり、

音象徴 ・音感覚性共感覚を活用した語葉学習方略の効果は観面である。正答率だけ

ではなく、 2カ月から 6カ月に及ぶ長期間であっても保持率が高いことは、その語

棄が忘れにくい状態で長期記憶として記憶に定着していることを示唆している。恐

らく 6カ月以降であっても、忘れにくい状態は維持されるであろう。音象徴 ・音感

覚性共感覚を活用した語葉学習方略の魅力は、語葉を覚えやすい、ことにあるので

はなく、語葉を忘れにく くしてくれる点にある。忘れにく い、 という点で、語学学

習者の記憶の負担が軽減されているとも言える。
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音象徴・音感覚性共感覚を活用した語葉学習方略の有益性

以下の結果図に示す様に、上記の実証実験に於いては、予測とは異なる非常に興

味深い点が観察された。
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音象徴・音感覚性共感覚ではない語象20語｛non-soundsymbolic words) 

2ヶ月後2週間後学習直後

今回の実証実験では、実験を統制するために、記憶する語葉60語の中に、音象徴 ・

音感覚性共感覚を示さない （と思われる）語棄却語も含まれている（例えば、

“meager”や“ignorant”など）。予想としては、グループO A とグループO B共に、これ

らの語葉20語の正答率や記憶保持率は、差がない、又は高く ないはずである（どち

らのグループ。も、言語能力にそれほど差はなしリ。音象徴 ・音感覚性共感覚を活用し

た語葉学習方略を用いても、 音象徴・音感覚性共感覚を示さない語集 20語には効

果はないはずと思われた。しかし、 音象徴・音感覚性共感覚を示さない語葉として

学習させた語葉 20語も、音象徴・音感覚性共感覚を活用した語葉学習方略では、

安定的に記憶されているようである。

語葉は、音と意味の関係、が窓意的な語葉もあり 、そのような恋意的な語棄には、

ここで提唱している音象徴 ・音感覚性共感覚を活用した語葉学習方略は、適用外と

考えていた。 言語事実として、語葉には少なくとも窓意的な語葉と有契的な語葉の

二種類は存在し、有契的な語葉は、 語葉全体から見たらほんの一部かも しれない。

そのような事実の前では、音象徴・音感覚性共感覚を活用 した語葉学習方略には限

界があると感じていたが、上記の実験結果を勘案すると、その様に諦める必要もな

さそうである。グループQAの被験者は、音象徴 ・音感覚性共感覚を示さない語葉20

語にも、 何らかの法則を見出そうと試行錯誤しているようである。単に頭で覚える

のではなく、身体的に感覚的に語葉を収めようと自ら工夫している。つまり 、与え

られた語葉学習方略を自分なりに拡張して使おう 、“新しい”語葉学習方略を作り出

そうと している。誤解を恐れずに言えば、言語事実と学習方略は必ずしも合致する
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必要はない。つまり、学習方略に言語事実を反映させなくてもよい。飽くまでも学

習方略の目的は、 学習の定着をなるべく容易にしてあげること、そして無駄な労力

を少なく学習効果を最大にすることにある。学習のしやすさや学習効果を最大益と

するならば、 学習方略は言語事実とは異なっていたと しても構わない。グループOA

の被験者は、“meager”はその頼りない音調からなんとなく「貧しい・貧弱Jという

イメージが沸いたらしく、 “ignorant”もなんとなく「まぬけな」感じがしたらしい。

そのため、結果的にそれらの語棄を記憶できているのである。この捉え方は言語事

実とは異なっているとしても、学習は効果的になされているのである。言語の学習

方略は、言語事実通りでないといけないとなると、学習者の選択は相当狭まるだろ

うし、学習者が編み出す語葉学習方略の多くは否定されることにもなるであろ う。

学習（言語学習・語葉学習）で肝要なことは、覚える努力よりも、忘れない工夫で

ある。その工夫は学びのためにのみあるものである。その工夫が、言語事実と離れ

ていても、学習の効果があるのなら教育（学習法 ・教授法）としては良いと考えた

し、。

良き学習者は、自ら自分なりの自分に合う学習方法をつくれる人であろう。指示

され与えられた学習方法のみで、学習を行うのでは、 学んでいる、とは言い難い。こ

の予想とは懸け離れた実験結果は、学習とはそもそも何なのか、良い学びとはどの

ようなものなのか、を示唆している様で大変興味深い。

このよ うな音象徴を活用した試行錯誤は、幼児が母語の語葉を獲得する時にも使

うものであり（Imaiet al. 2008）、その意味ではこの語棄の獲得方法は、人間的にと

ても自然な方略であると言えよう。そうであるのならば、第二言語の言語学習者が、

この方略を使わない手はない。実験結果が示す様に、この音象徴・音感覚性共感覚

を活用する学習方略は有益なばかり か、実はこの方略を用い言語を習得するのは、

非常に自然なことだと言えよう。それは、言葉はそもそも自然物ではなく、人聞が

つくった人工物であるからである。言葉は、古来よ り、人聞がっくり 、育み、使い

続けてきたものであるので、言葉のあちらこちらに人間の手垢とでも言える“痕跡”

が刻まれている。そのため人聞が身体的 ・感覚的に感じたことを語葉に込めたとし

てもなんら不思議なことはない。そのよ うに考えると、人間の身体や体感を通じて、

言葉（語葉）を感覚的に掴む学習方略は、斬新なものでもなく、人間にと って慣れ

親しんだ最も“普通”なものと言えよう。ここで提唱した謂わば普通の語葉学習方

略一昔象徴・ 音感覚性共感覚を活用した語葉学習方略ーは、受動的に覚えるという

学習者を消極的な受け身にさせるものではなく、母語に接する幼児の様に言葉を掴

みにいく、獲得しにいく姿勢を自然と促しているのである。そのため語葉が強く記

憶に刻まれ、結果として少ない労力で最大の学習効果が上げられているのであろ う。

やはり学習において最も重視すべきことは、覚える努力よりも忘れない工夫なので

ある。どうやったら覚えるかよりもどうやったら忘れなし、かを考えたい一学習や教

育は、学習者がどうやったら覚えるのかを考えるのではなく、学習者がどうやった

ら忘れないのか、 その工夫ある有用な方法をっくり出すことが学習者のための教育

なのだから。
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