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1. はじめに
本研究では、商品広告で使用される広告表現としてのレトリックのうち、
オノマトペの使用に関し関連性理論の視点から考察する。読み手（hearer）
の購買意欲を少しでも高めるために、商品広告の作り手（speaker）は、様々
な創意工夫を行う。購入を促す広告であれば、
「買え」という記述（caption）
を添えるのが一番であるはずだが、実際にそのような広告は少なく、さま
ざまなレトリックを用いて、購買意欲を高めていると考えられる。

2. 先行研究
商品広告で使用されるレトリックのうち、オノマトペを使ったものに特
定して論じられた研究は現在では数多い。田守・スコウラップ（1999）は
オノマトペが言語研究の対象とされることは少ないと述べているが、その
後田守（2012）は、商品のみならず、店名や施設名としてオノマトペが多
用される理由を、読み手が与えられるイメージの観点から論じている。ア
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ブドゥル・ラザック（2013）はファッション雑誌内の化粧品広告でのオノ
マトペの使用に特化して調査を行っている。そして、オノマトペを使用し
て化粧品の機能などを伝えることは、化粧品広告の望ましい方法であると
結論付けている。隅田（2019）は広告の中でのオノマトペの役割を、実例
を交えて論じている。そこでは、人の記憶に残りやすいというオノマトペ
の特徴を、作り手は利用すると述べている
このように、商品広告にオノマトペが多用されることに関し論じている
研究は数多いが、語用論の一理論である関連性理論の視点から、商品広告
におけるオノマトペの多用に関し論じた論文は数少ない。
商品を消費者に印象付ける際に、オノマトペはうってつけの言葉と田守
（2002）は論じるが、本論文ではその主張が関連性理論の考えと相いれな
いものなのか否かを考えることとする。

3. グライスの理論
3.1. Grice の協調の原理
本節では、関連性理論の考えのもととなった Grice (1975) の理論につい
て考察したうえで、関連性理論と関係付けていくことにする。Grice (1975)
は人のとるコミュニケーションに関し、人が適切なコミュニケーションを
とる際には、協調の原理（cooperative principle）が働いているとした。人が
会話をおこなう際には、その会話を成り立たせるために、相手にわかるよ
うにものをいう必要がある。つまり、人の会話は協力によって成り立つと
し、その原理を協調の原理と呼んだ。協調の原理に関し Grice (1975) は次
のように述べている。

Make your conversational contribution such as is required, at the stage at
which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange
(Grice 1975: 45)
in which you are engaged.
（和訳）
会話の中で発言をするときには、それがどの段階で行われるものであ
るかを踏まえ、また自分の携わっている言葉のやり取りにおいて受け
入れられている目的あるいは方向性を踏まえたうえで、当を得た発言
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を行うようにすべきである。

（清塚 1998: 37）

Grice (1975) は協調の原理について次のようにも述べている。清塚（1998）
の和訳で確認する。
言葉のやり取りはふつう少なくともある程度までは、協調的な企てで
ある。そして、各々の会話者はある程度まで、その協調的な企ての中
にある共通の目的（群）を（あるいは少なくとも、会話者双方が受け入
れている方向性を）見出す。

（清塚 1998: 37）

人の言葉のやり取りはお互いの協調の下で成立しているものである。こ
の考えは広告にも同様に当てはめて考えることができる。広告の読み手に
対して、広告の作り手は、自らが作成した広告が認知されることを望み、
読み手は広告の作り手が何かを伝えようとしていることを認知し、理解し
ようとするからである。
そして、この協調の原理にそった結果を生じさせるために従うべき考え
として、Grice (1975) は下位概念である次の 4 つの格率（maxim）を提案した。

3.2. Grice の 4 つの格率
本節では Grice の提唱した格率について概説を行うことにより、次節の
関連性理論の理解へとつなげる。
（A）量の格率（Maxim of Quantity）
（i）
（言葉のやり取りの当面の目的
のため）要求に見合うだけの情報を与えるような発言を行いなさい。
（ii）要求されている以上の情報を与えるような発言を行ってはいけな
い。
（B）質の格率（Maxim of Quality）
（i）偽だと思うことを言ってはなら
ない。
（ii）十分な証拠がないことを言ってはならない。
（C）関連性の格率（Maxim of Relation）関連性のある事を言いなさい。
（D）様態の格率（Maxim of Manner）
（i）曖昧な言い方をしてはならな
い。
（ii）多義的な言い方をしてはならない。（iii）簡潔な言い方をしな
さい（余計な言葉を使ってはならない）
。
（iv）整然とした言い方をし
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なさい。

(Grice 1975)

Grice による協調の原理と、その下位概念である 4 つの格率は、人が円滑
にコミュニケーションを行うために従うべき社会的規範としての理論と考
えられている。

4. 関連性理論
4.1. 関連性理論とその特徴
Grice 理論を発展させた考えが関連性理論（Relevance Theory）である。関
連性理論を打ち立てた Sperber and Wilson (1995) は、Grice の関連性の格率
（Maxim of Relation）の、
「関連性のある事を言いなさい」に注目し、それを
発展させた。Grice による協調の原理とその下位概念である 4 つの格率は、
前述の様に、コミュニケーションの円滑な進展が行われる際に、従うべき
社会的規範として考えられるが、関連性理論は、もともと人間に備わった
認知システムを基にして確立された理論である。

4.2. 認知効果
相川（2014）は、関連性理論はコスト（cost）と利益（beneﬁt）という観点
から考えられており、話し手が引き受けるコストを心的労力（mental effort）
と考え、話し手によっての利益は聞き手に認知効果（cognitive effects）を
与えることであると論じている。認知効果とは、読み手の頭の中の想定
（assumption）に、何らかの変化が生ずることであり、この効果がなければ、
新井（2007）の言うように、人は他人の発話に耳を傾けようとはしないの
である。そして、この考えは、Sperber and Wilson の関連性の原理のうち、
関連性の第 1 原理（認知原理 : Cognitive Principle of Relevance）を具現化し
たものと言える。この第 1 原理は次の様にあらわされている。

Human cognition tends to be geared to the maximization of relevance.
(Sperber and Wilson 1995: 260)
（和訳）
人間の認知は、関連性が最大になるようにできている。
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（内田他 1999: 318）
ここで論じられていることは、人の認知に関する考えとして、人は意識
的であれ、無意識であれ、可能な限り最も効率的な情報処理を行うという、
人間の認知に関しての傾向である。それでは次に、この原理を広告に当て
はめて考察する。

4.3. 広告への適用
広告の作り手は、その読み手に高い認知効果を生じさせるために創意工
夫を行う。仮に商品広告であれば、その広告の読み手が、ひとりでも多く
その商品を購入するようにすることが作り手の目標であり、そのための認
知効果を期待し広告を作成する。ここで再び相川（2014）の考えを広告に
当てはめて考えると、広告の作り手によっての利益は、広告の読み手に認
知効果（cognitive effects）を与えることであると類推できる。つまり、読み
手に認知効果を与えることで、読み手は広告の作り手の商品を購入するの
である。
鈴木（2021）は Tanaka (1999) の、ロンドンの地下鉄 London Transport の

Less bread. No jam. という広告をもとに、読み手の頭の中に長く残る広告
について、処理労力のいらない広告では、読み手の注意をひき付けること
ができず、よって読み手の頭の中にも長く残らないとした。頭のなかに残
らないということは、認知効果が低かったと考えられる。認知効果とは前
述のように、読み手の頭の中の想定に、何らかの変化が生ずることであり、
この効果によって、人は他人の発話に耳を傾けるのである。ここでは「発
話」が広告の作り手の作成した広告を指すことは言うまでもない。
ここで、Less bread. No jam. を Tanaka (1999) をもとに分析する。この広
告の読み手は、
（a）Less bread. No jam. と記された広告を目にすると次のよ
うな処理を行う。
（1）bread と jam から最初は食べ物に関する広告ではない
かと考える。
（2）ロンドン地下鉄の広告であることを考えると、食べ物と
は相容れない。
（3）bread の俗語的解釈としての money の意と trafﬁc jam の

trafﬁc を省略した表現である jam にたどり着く。つまり、
（a）Less bread. No
jam. は Less money. No trafﬁc jam. となる。そしてこの意味を拡充して考え
ると、
「自家用車での通勤とは異なり、地下鉄での通勤は安価で、交通渋滞
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もない」との推意が成り立つ。この広告の読み手がこのように考え、地下
鉄通勤を選ぶならば、広告の作り手の意図は達成される。仮にこの広告が
地下鉄の利用を、Take the tube. It is cheaper and it has no trafﬁc jam. と訴え
たとすると、この広告を理解するために必要とされる処理労力は低いもの
でよくなる。だが、それでは読み手の注意をひき付けず、かつ読み手の頭
の中に残らない。つまり、
（a）Less bread. No jam. と（b）Take the tube. It is

cheaper and it has no trafﬁc jam. を比較検討すると、（a）と（b）とでは、広
告の作り手が自分の広告を発することで読み手に生じると考える効果であ
る、高い認知効果を得られるのは（a）ということになる。つまり、（b）で
は必要とされる処理労力は低く、それでは読み手の頭の中に残らない。東
森・吉村（2003）はその処理に推意を要する（a）に関し、関連性の原則に
沿った次のような解釈をしている。
関連性の原則に一致する解釈に到達するために、非常に特定的な推意
を補うように聞き手に仕向ける発話の場合、引き出される推意は非常
に強い推意である。一方、関連性の原則に一致する解釈が、さまざま
な推意の集合によって与えられるような発話の場合、引き出される推
意は弱い推意である。

（東森・吉村 2003: 53-54）

（なお、ここでの「聞き手」に相当するのは、本論文では広告の読み手
となる。
）
このように推意には、作り手が責任を持つ確定的な、もっとも強い推意
から、読み手の認知能力に左右される非常に弱い推意まで、さまざまな強
さをもつものがある。つまり、これを（a）Less bread. No jam. の広告に置
き換えて理解すると、作り手が責任を持つもっとも強い推意を持った広告
は、読み手に多くの処理労力を求めない（b）Take the tube. It is cheaper and

it has no trafﬁc jam. となる。
4.4. 強い推意と弱い推意
広告の作り手は、読み手の注意を引きつけ、読み手の頭の中に長く残る広
告を作ろうと努力する。そして藤竹（2005）の言うように競争が激しい業界
ほど創意工夫を伴った広告活動が活発に行われることとなる。これらから
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導かれることは、強い推意を持つ広告は、読み手の注意を引きつけず、か
つ読み手の頭の中に残らないと広告の作り手は考えるので、強い推意で作
成された広告の使用を避けるが、だからといって広告の読み手の認知環境
にあまりにも左右されるような、非常に弱い推意の広告では、広告の読み
手が関連性を見いだすことができず、自分の広告によって読み手に生じさ
せたいと考える、認知効果を得ることができない。そこで作り手は、様々
なレトリックを使った広告を作り、読み手の認知環境を変えることで認知
効果を与えようとするのである。つまり、読み手に購入を求める商品広告
であるならば、作り手の作成する広告は押しなべて、
「買え」と一言記した
ものにでもなろうが、実際にそのような広告は少ないのである。
それでは、次に、レトリックとは何かを考える。本論文では、広告の作
り手が広告の読み手の認知環境を変えるために使用するオノマトペについ
て論じていくわけだが、オノマトペに関し論じる前に、先ずはレトリック
について考える。

5. 定義
5.1. レトリック（rhetoric）の定義
レトリックとは、紀元前 5 世紀に古代ギリシアに始まり、以降現在に至
るまで、長きにわたり西洋に継承されてきた言語技術体系である。その歴
史の中で、レトリックという言葉には、実にさまざまな意味の拡張がみら
れるため、今日われわれがこの言葉を定義するのは容易ではない。
日本ではレトリックを（a）修辞法。修辞学（b）修辞。美辞。巧言と訳す
ことが一般的であり、新村（2018）もそう定義づけている。また、三省堂
編集所（1995）では、rhetoric の和訳として昨今では、「技術」を表す場合
には「修辞法」とし、
「研究、あるいは学問的体系」を意味する場合には
「修辞学」としている。また、
「個々の表現」については「修辞」とするこ
とで、訳し分けている。本論文で扱うオノマトペは、
「個々の表現」である
ので、日本語を充てるとすれば、
「修辞」と考えられる。ここでもう一度新
村（2018: 1377）から「修辞」の定義を確認すると、
「ことばを適切に用い、
もしくは修飾的な語句を巧みに用いて、表現すること。また、その技術。」
と記されている。このように、広義な定義となっているが、それはひとつ
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にレトリックの種類が非常に多く、それに伴いその表現方法もレトリック
によって異なってくるからである。瀬戸（2002）は自著の中で 30 種類も
のレトリックを紹介しているが、オノマトペもそのうちの一つとしている。
それでは、次にオノマトペとは何かを考える。

5.2. オノマトペの定義
日本語の「オノマトペ」のもととなる、英単語の onomatopoeia は、「命
名する、名づける」を意味する、ギリシア語の onomatopoiia に由来する。

onomatopoiia は name を意味する onoma と、動詞の to make を意味する poiein
が語形変化とともに一語になったものである。onoma は近代英語で「固有
名詞学」を意味する onomastics に見ることができ、poiein は poem や poet に
見ることができる。ここで、onomatopoeia の定義を確認する。

Onomatopoeia refers to the use of words which sound like the noise they
refer to. ‘Hiss’, ‘buzz’, and ‘rat-a-tat-tat’ are examples of onomatopoeia.
(Collins Cobuild 2018)
この定義の中にある the use of words which sound like the noise という表
現から、英語の onomatopoeia は「擬声語」と「擬音語」を表すことがわか
る。英語では定義の通り、
「擬声語」
「擬音語」のみを onomatopoeia の範疇
に入れているのが一般的である一方、日本語ではそれに「擬態語」を加え
るのが一般的である（田守 2002）
。次の章では、オノマトペを具体的に論
じていく。

6. オノマトペの特徴と具体例
6.1. オノマトペの種類
ここで、オノマトペを（a）擬声語、
（b）擬音語、
（c）擬態語に分け、そ
れぞれの特徴と具体的な例について考える。
（a）擬声語：人の声や動物の鳴き声を模写して作ったもの
わんわん、げらげら、こけこっこー、おぎゃー、ぺちゃくちゃ
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（b）擬音語：自然界の音や物音を表す
ざあざあ、がちゃん、ごろごろ、ばたーん、どんどん
（c）擬態語

など

事物の状態、動作、痛みの感覚、人の心理を表す

べとべと、にこにこ、ずきずき、きらきら、つるつる、さらっと、ぐ
ちゃぐちゃ、どんより

など

6.2. オノマトペの数
英語と日本語のオノマトペの数を比較すると擬声語、擬音語だけではな
く、擬態語をその範疇に入れる日本語のオノマトペの数が圧倒的に多いと
される。具体的な数として小倉（2016）は灰島（2005）を引用し、英語のオ
ノマトペ数を約 3000 語、日本語のオノマトペ数を約 12000 語としたうえで、
英語と比較すると、日本語のほうがオノマトペの数が多いと小倉（2016）は
言い、その理由として擬態語をその範疇に入れることに加え、日本語では
副詞を動詞と連結させて自在に擬態語オノマトペを作ることが出来るから
だと述べている。また、オノマトペはその使われ方によって属する範疇が
変わることがある。例えば、
「太鼓をどんどん叩く」というときには、太鼓
の音を表す「擬音語」であるが、
「日本語がどんどん上手になる」という文
では、物事の様子を表す「擬態語」になる。これも、日本語におけるオノ
マトペが多い理由となる。
朝日新聞（2014）によると、日本語のオノマトペは増えており、その理由
として、コンビニエンスストア（コンビニ）の存在をあげている。つまり、
コンビニでは商品の特徴を端的に表すことが重要であるがゆえに、オノマ
トペを用いた商品が増えているということである。次に、オノマトペがあ
る場合とない場合とでどのような違いが生じるのかを論じる。

6.3. オノマトペの有無による違い
隅田（2019）はオノマトペの持つ力を論ずる際に、オノマトペがある場
合の広告と、オノマトペがない場合の広告とを比較したうえで詳説してい
るが、その考えをまとめると次のようになる。
［オノマトペがある場合］
（a）その内容をすぐに理解できるような、具体的な描写力を持っている。
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（b）消費者が買いたいと思わせるようなインパクトのある表現となる。
（c）それ自体で出来事全体を表すことができる。具体的なイメージを簡
潔に伝えることができる。
［オノマトペがない場合］
（a）具体的なイメージを喚起しにくい。
（b）文章が長くなりやすく、一言だけでは出来事全体を描写することは
難しい。
（c）一目見ただけの印象だとお堅いものに見えやすい。
当然のことではあるが、オノマトペが使用されていない広告では、オノマ
トペがある広告の場合の逆になっている。

6.4. オノマトペの使用例
次に実際に商品にオノマトペが使用されている例を考えてみる。商品名
そのものにオノマトペを使用した商品は枚挙にいとまがない。また、別の
方法としては、商品そのものではなく、商品が認知されるための補助とし
て、コマーシャルなどでオノマトペを用いて商品を紹介する方法をとる場
合もある。それぞれ実例を提示する。
（a）商品名にオノマトペを使用したもの
（あ）さらりとした梅酒

チョーヤ梅酒株式会社

（い）熱さまひんやり

小林製薬株式会社

（う）メガネクリーナふきふき

小林製薬株式会社

（え）ガリガリ君

赤城乳業株式会社

（お）プッチンプリン

江崎グリコ株式会社

（b）商品を連想させるオノマトペを使用したもの
（あ）パリパリ meets メロメロ（ハーゲンダッツアイスクリーム）
ハーゲンダッツ ジャパン株式会社
（い）弾むぷにぷにモチ（雪見だいふく）

株式会社ロッテ

（う）ザクザク食感を楽しむ（ノアールクランチチョコレート）
ヤマザキビスケット株式会社
（え）とろける美味さ（不二家ネクター）
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（お）チン ! してふくだけ（電子レンジ用お掃除シート）
小林製薬株式会社
実例の（a）も（b）も、確かに隅田（2019）が論じている、オノマトペがあ
る場合の広告に関する（a）
（b）
（c）の説明通りの印象を与えられる。それで
はなぜオノマトペが多用されるのか、次にその効力を考察する。

6.5. オノマトペの効力
ここで、田守（2002: 2-3）の具体例から隅田（2019）が主張するオノマト
ペの効力について考察してみる。次の 1. から 3. のうち、（a）がそれぞれオ
ノマトペを用いた表現となる。

1.
（a）顔全体をすっぽり覆って、日焼けを防ぐサンバイザー
（b）顔全体を完全に覆って、日焼けを防ぐサンバイザー

2.
（a）下半身をゆらゆらさせて、キュッと引き締め !
（b）下半身をゆらゆらさせて、きつく引き締め !

3.
（a）爪を優しくサクッと切る
（b）爪を優しく軽快に切る
（田守 2002: 2-3）
これらの例では文章が長くなることはないが、隅田の言うようにオノマ
トペ以外の副詞を使って書き換えた（b）では、喚起するイメージがぼや
ける印象となると田守（2002）は論じている。これらの例を Tanaka (1999)
の London Transport の例の（a）Less bread. No jam. と（b）Take the tube. It is

cheaper and it has no trafﬁc jam. と同様に、関連性理論の視点から考察する。
6.6. オノマトペと処理労力
London Transport の広告の（a）Less bread. No jam. と（b）Take the tube. It
is cheaper and it has no trafﬁc jam. を比較すると、作り手が責任を持つ、もっ
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とも強い推意を持った広告は、読み手に処理労力を求めない、
（b）Take the

tube. It is cheaper and it has no trafﬁc jam. であるとすでに論じた。また、オ
ノマトペの持つ力として、その内容をすぐに理解できるような、具体的な
描写力を持っているという、隅田（2019）や田守（2002）に関しても論じ
た。この考えを、Tanaka (1999) の London Transport の例の（a）Less bread.

No jam. に当てはめて考えると、内容をすぐに理解できる具体的な描写力を
持った表現は、作り手が責任を持つ、もっとも強い推意を持った、そして、
読み手に多くの処理労力を求めない、
（b）Take the tube. It is cheaper and it

has no trafﬁc jam. となるが、田守（2002）が示す例で同様に当てはめて考え
ると、読み手に多くの処理労力を求めない例は、それぞれオノマトペが使
用された、
（a）の例であり、具体的には次のようになる。

1.（a）顔全体をすっぽり覆って、日焼けを防ぐサンバイザー
2.（a）下半身をゆらゆらさせて、キュッと引き締め !
3.（a）爪を優しくサクッと切る
ここで再度「強い推意と弱い推意」にあてはめて考察する。

1.
（a）顔全体をすっぽり覆って、日焼けを防ぐサンバイザー（強い推意）
（b）顔全体を完全に覆って、日焼けを防ぐサンバイザー （弱い推意）

2.
（a）下半身をゆらゆらさせて、キュッと引き締め !

（強い推意）

（b）下半身をゆらゆらさせて、きつく引き締め !

（弱い推意）

3.
（a）爪を優しくサクッと切る

（強い推意）

（b）爪を優しく軽快に切る

（弱い推意）

ここまで論じてきた、関連性理論による認知効果の考えを 1.2.3 の例にあ
てはめて考えると、強い推意を持った、そして、読み手に多くの処理労力
を求めない例はそれぞれ（a）になる。つまりこれを London Transport の例
から考えると、広告の作り手は強い推意で作成された広告は、読み手の注
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意を引きつけず、かつ読み手の頭の中に残らないと考えるために、強い推
意を持つ（b）Take the tube. It is cheaper and it has no trafﬁc jam. の使用を避
けるという考えに反することとなる。
内容をすぐに理解できるような、具体的な描写力を持っているオノマト
ペを広告に使用することは、高い認知効果を得るという、認知の観点から
考えると、関連性理論とは相いれないということになってしまうのではな
いだろうか。あるいは、オノマトペの持つ認知効果に関しては、新たな側
面があるのかもしれないが、それは本論文の理論展開では証明することは
できないので、新たな角度での研究が必要となろう。

7. おわりに
広告の作り手と読み手の立ち位置の変化を日経広告研究所編（2020）は
記している。広告の読み手が自ら能動的に広告に対峙するインターネット
の広告では、作り手によって出された広告情報は取捨選択され、必要のな
い情報は無視される傾向が強まっているという。そこでは、情報は必要な
ときに必要なものだけを受け取るという考えが強まっており、広告の読み
手が自らの考え方に近い情報やメディアのみとつながる、
「選択的接触」の
傾向が強まっているとも述べられている。つまり今後は、広告の読み手の
認知環境にあまり左右されない、誰にでも理解しやすい広告以外は選択さ
れなくなるという傾向が強まるのではないかと考えられる。
オノマトペの持つ力として隅田（2019）が論じた 3 点である、
（a）その内
容をすぐに理解できるような、具体的な描写力。（b）消費者が買いたいと
思わせるようなインパクトのある表現。（c）それ自体で出来事全体を表す
ことができ、具体的なイメージを簡潔に伝える。という 3 点を再度考える
と、日経広告研究所編（2020）がまとめるように、必要なときに必要なも
のだけを受け取るという消費者の傾向に非常に適しており、この知見から
考えると、オノマトペを広告に使用したり、商品名に直接オノマトペを使
用したりする事例はますます増えると予想される。
ただ、広告におけるオノマトペの多用に関し、処理労力と認知効果を中
心に据えたうえで、関連性理論の観点から論じた本論文の結論としては、
内容をすぐに理解できるような具体的な描写力を持つオノマトペは、必要
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とされる処理労力が低く、よって得られる認知効果も低いものであり、そ
れゆえに広告の作り手は高い効果を得ることが難しいとなる。
だが、オノマトペが広告に多く使用されているのは事実である。よって、
今後は処理労力と認知効果の観点とは異なる観点から、広告におけるオノ
マトペの使用について研究することが必要と考えられよう。
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