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グライスの格率への違反と笑い

有光

奈美＊

本論文は英語のジョークを取り上げ、それらの笑いの動機づけについて、「グライ
ス（Grice）の４つの格率への違反」という観点から分析を行うものである。笑いは、
人間に与えられている高度な認知機能である。笑いを作り出す側と受け取る側に適切
な準備ができている時、その笑いは笑いとして認識されることができる。グライスの
4 つの格率とは、言い換えれば話し手と聞き手の双方に期待されるプロトタイプ的な
適切な会話に求められる要素と呼べるものであり、そのプロトタイプからの逸脱が笑
いを生み出していると考えられることから、認知言語学の視点を用いて、それらがい
かなる逸脱であるか、認知図式で示して明らかにする。1
キーワード：笑い、グライスの 4 つの格率、違反、ずれ、プロトタイプからの逸脱

1．語用論におけるグライス（Grice）の位置づけ
1.1．グライスの背景
言語哲学者であるオースティン（Austin 1962）は、「名づける」「約束する」「誓う」「命令する」
のような動詞を発話することによって、発話することそのものが行為を遂行していることになる点を
明らかにした。そして、これらの動詞を「遂行動詞」と名づけた。こうした命令や約束などの行為を
発話内行為と呼び、そのことによって間接的に引き起こされる行為そのものを発話媒介行為として、
言語表現が発話内行為を引き起こせる力（発話の力）を重視した。言語を「使用する」という側面に
焦点が当てられて、言語表現とは、場面に応じてその持つ意味が柔軟に変化しうるということが指摘
され始めた。オースティンの後、サール（Searle 1969）によって、適切性条件などが唱えられ、発
話行為という名称が定着するようになり、その理論の精緻化が行われることとなった。

＊ 人間科学総合研究所研究員・東洋大学経営学部
1

本研究の執筆にあたっては、査読者より有用なコメントを数多くいただいた。ここに心よりお礼申し上げる。
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使用者、場面、文脈といった要素が、実際の意味を動的に決めており、辞書の中に書かれている固
まった意味を超えた意味の研究が始まることになった。例えば、「そこに牛がいる！」と言った場合、
それは、場面によってはただ単に牛のいる情景を述べただけかもしれないが、場面によっては「近く
に牛がいるから、危ない。さっさと逃げた方がいい」という意味にもなる。聞き手は、逃げるという
行為を選択することもあるし、逃げないこともある。また、「暑いですね」という発話が、ただ単に
状況を描写しているだけとも考えられるが、「暑いから、その窓を開けてくれませんか」という意味
にもなる。聞き手は、窓を開けるという行為を行うこともあるし、行為を行わないこともある。そこ
では、人間の上下関係、力関係も影響を与えており、社長が新入社員に「暑いですね」と言って窓を
開けさせることがあったとしても、新入社員が社長に「暑いですね」と言って社長に窓を開けさせる
ような場面は想定することが難しい。
したがって、場面に応じた適切な言語使用においてのみ、発話の力は発揮されるものであるという
ことが明らかになってきた。相手に何かの動作をさせよう、相手に何かをはたらきかけよう、相手を
「笑わせよう」というときに、様々な言語表現を選択することが可能なのである。
1.2．グライスの 4 つの格率
こうした経緯の中、グライスによって「協調の原理（Cooperative Principle）」が提唱された（Grice
1975）。協調の原理は、4 つの会話の格率（Four Maxims）から構成されている。
「量の公理（Quantity）：適切な量の情報を提供せよ。多すぎても少なすぎてもいけない」「質の公
理（Quality）
：真であると信じていることを言え。偽であるとわかっていることを言ってはいけない」
「関連性の公理（Relation）：関係の無いことを言ってはいけない」「様式の公理（Manner）：不明確
な表現や曖昧なことはいけない」である。
これらは本来適切で感じの良い会話を行うときに遵守することが望ましい約束事であるが、実際の
言語使用の場面においては、違反されていることも多い。そして、故意に違反している場面において
は、特別な効果を狙っているものと考えることができる。こうした効果を持たせたものが、婉曲表現
による拒絶であったり、皮肉であったり、笑いであったりする。
これらの協調の原理を意識的に違反することにより、協調の原理を遵守した言語使用をする以上の
効果を生むことを、本研究では意図的な「笑い」に注目して、具体的に分析していく。
本論文は、グライスの「協調の原理（Cooperative Principle）」が唱える 4 つの会話の格率の違反
について認知言語学の視点から分析を行い、笑いのメカニズムを明らかにすることを試みる。2

2．笑いとコミュニケーションの発達
2.1．乳幼児からの笑いの発達
笑いは人と人とのコミュニケーションを行う際の重要な道具であり、人間が生まれて間もない頃か
ら、はぐくまれ、発達してくる。充分に発達した後は、個人の性格や意志、経験といった様々な要素
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に影響されて、個性を作る。人間では、赤ちゃんの頃に「快」
「満たされた」
「満足」を感じた時に、
「快
の笑い」が見られるようになり、それに続いて、コミュニケーションの手段としての「社交上の笑い」
が見られるようになる。その後、緊張がゆるんだときに見られるという「緊張緩和の笑い」が加わる。
乳幼児からの発達については、一般に以下のような内容が報告されている。志水（2000:17-20）によ
ると、新生児の表情は生後 10 日までに視覚の発達に伴い、口の周囲に加えて目の周囲の動きが加わり、
生後 2 週間で顔の表情によるコミュニケーションが始まることが確認されている。相手の働きかけに
より表情が不特定に変わる。相手が笑いかけると笑い返すという意味での交流は、この時点ではまだ

２

昨今の言語学の意味論研究の一つのアプローチとして、関連性理論（Relevance Theory）が Sperber and

Wilson によって提唱されたが、本論文の方法論として関連性理論は扱わない。時代と共に言語研究の方法やパラ
ダイムは変化変遷していくものであり、どれが最も説得力を持つ道具立てとなりうるか、その選択は容易ではな
いのと同時に、それぞれの存在に注目すべき点があるが、認知言語学や語用論は、関連性理論の原理について限
界を感じ、強すぎる解釈が行われているのではないかと考えている。Sperber and Wilson は、関連性の原理には
二つの原理があるとして、「認知の原理（a principle of cognition）」と「コミュニケーションの原理（a principle
of communication）」を挙げている。「認知の原理（a principle of cognition）」は「コミュニケーションの原理（a
principle of communication）」よりも一般的で基本的な原理であるとされており、“human cognition tends to be
geared to the maximization of relevance.”と説かれている。また、「コミュニケーションの原理（a principle of
communication）」については、“every act of communication communicates a presumption of its own optimal
relevance.”（Sperber and Wilson 1995:260）と説かれている。そして、関連性とは、新情報が旧情報（文脈）と
結合し、話者にもたらす「文脈的効果（contextual effects）」であると説明している。この理論では、文脈的効果
には 3 種類があり、文脈的含意、既存情報の強化、既存情報の排除があるとしている。最適の関連性（optimal
relevance）すなわち、最小の労力で最大の効果が得られることが望ましいとする。人間には、論理的情報、百科
事典的情報、語彙的情報が入っており、特に、論理的情報を用いて推論プロセスの基盤を構築していると考えて
いる。そして、このことを、「導入規則（introduction rule）」ではなく「削除規則（elimination rule）」に基づく
演繹的想定形成能力であると呼んでいる。
関連性理論の限界は、こうした入力と出力を繰り返すルール基盤の意味解釈にある、と認知言語学や語用論で
は考えられている。意味の反転や、誤解、そしてジョークなどの理解・伝達のプロセスを扱い切れない点に関連
性理論の限界がある。関連性理論において、そのアプローチは演繹的装置によって推論を重ねることとされてい
るが、実際の意味解釈や意味創出の場にあっては、そうした演算的な記号操作では適切な分析がしきれないこと
がある。認知言語学や語用論では、こうした関連性理論の問題点、限界を指摘しつづけてきている。
ａ．Peter: Would you drive a Mercedes?
ｂ．Mary: I would not dive ANY expensive car.
例えば、このような会話があった時、関連性理論においては、次のように分析を試みる。
ｂ．の表意： Mary would not drive ANY expensive car.
推意的前提：Mercedes is an expensive car.
推意的結論（＝会話の含意）：Mary would not drive a Mercedes.
しかし、果たして本当にそうだろうか。これで、本当にメアリは運転しないと言えるのだろうか。認知言語学
や語用論では、これは強すぎる rich interpretation の限界であると考える。たとえば、ここで expensive を cheap
に置き換えてみる。すると、メアリにとってメルセデスは安い車ということになる。そして、答えとしては「そ
の車には乗らない」ということで同じことになる。しかし、ここでは、メアリはメルセデスを安い車だと思って
いる、感じている、信じているという解釈のスイッチが起こっている。そして、実際にこのような会話は日常生
活においてありえる。しかし、関連性理論の原理原則では、こうした表意と推意の間の演繹的装置による解釈が
強すぎ、その限界から抜けることができないのである。
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見られない。おおよそ 3～4 週間でほほえみは出現し、主に授乳後の満足に生まれる。このほほえみ
が人間の個体発生の上での最初の笑いと考えられ、表情としては生後すぐ存在している泣きに次ぐ、
早い段階での発達である。授乳後のほほえみは「お乳を飲んで満足して」示す快の表現であり、「快
の笑い」の始まりである。この笑いでは顔の表情筋（主として大頬骨筋）の発達が左右対称でないた
め非対称であることが多い。研究者によっては、その直前に母乳を飲んだときの快感を思い出し、そ
の動作を反復しているとの解釈を行う人もある。これは母親や他人をひきつけてそれらの人々との交
流に役立つ「社交上の笑い」の始まりではなく、まだ「快の笑い」に過ぎない。月齢 3～4ヶ月で、
乳児が他人の表情、特に相手のほほえみを弁別する能力を持つ。視覚の発達が未熟なため、単に笑い
に際して相手がむき出した歯に反応しているにすぎないとの報告もある。生後 3～4ヶ月で自分が笑
うと乳児が笑うことに多くの母親は気づく。動物においては、幼いサルであれば母親の体毛にしがみ
ついて親との緊密な関係を長時間保つ。人間では、乳児はまず泣くことにより母親をひきつけ、母親
がそばにきてからは、ほほえみで長くひきつけておこうとすると、イギリスの動物行動学者モリス
（Morris 1977）は考えている。サルとは異なり、人の乳児では手の力もなく、つかまれるような母親
の体毛もないからである。志水によれば、この時期、まだ真の意味でのほほえみを通しての相互の感
情の交流が行われたとは言われない。生後 5～7ヶ月経って、相手の表情からその人が怒っているか、
喜んでいるかなどの感情を汲み取ることができるようになる。6ヶ月を過ぎ、母親を中心とする周囲
に対して笑顔を見せると相手が喜ぶことを学ぶ。そして、相手が笑い返すとこれに応じてまた笑い、
笑いを介してのコミュニケーションが成立する。志水はこれが「あいさつの笑い」に代表される「社
交上の笑い」の始まりであると呼んでいる。
また、笑いの分類として「Ⅰ．快の笑い（①本能充足の笑い②期待充足の笑い③優越の笑い④不調
和の笑い⑤価値低下・逆転の笑い）、Ⅱ．社交上の笑い（①協調の笑い②防御の笑い③攻撃の笑い④
価値無化の笑い）、Ⅲ．緊張緩和の笑い（①強い緊張が弛んだ時の笑い②弱い緊張が弛んだ時の笑い）」
という下位分類が志水（2000:17-42）において提案されている。
志水は、いわゆるジョークによる笑いを、「Ⅰ．快の笑い④不調和の笑い」と位置づけている。し
かし、本論文では、「笑い」とは、確かに「Ⅰ．快の笑い④不調和の笑い」から生まれているかもし
れないが、そのことを意図的に行っているのであれば、「Ⅰ．快の笑い④不調和の笑い」を使うこと
によって、結果的には話し手と聞き手の間に「Ⅱ．社交上の笑い（①協調の笑い）」を生じさせてい
るのではないかと考える。志水は、「Ⅰ．快の笑い④不調和の笑い」について、以下のように説いて
いる。
その場面の流れから当然期待されるのと異質な行動は笑いをさそう。たとえば、
「成敗するぞ！」
とサッと鞘を振り払いおろした刀が、折れた竹光であったなどである。言葉や場面の意味の取り
違えなどもおかしみを誘い、ジョークや舞台でよく用いられる。
一方で、「Ⅱ．社交上の笑い（①協調の笑い）」については、以下のように説いている。

65

有光：グライスの格率への違反と笑い

「あいさつの笑い」をその代表とする。われわれは他の人と出会ったとき、特にその人と何ら
かの交流を持とうとしている時には、まず「おはようございます」「こんにちは」とほほえむ。
これは必ずしも快の表現ではなく、とりあえず交流を始めるときに「これからあなたと仲良く話
していきたい」というメッセージを伝えることが大部分であり、協調の意志の表現である。初対
面の時などは、相手がどんな人かわからないので、はじめからずっと真面目な顔でいるとなんと
なく雰囲気が重苦しくなるが、ニッコリほほえみ合うことにより感情的な距離が縮まり意志の疎
通もスムーズになる。
このことを筆者の主張と共にまとめると、以下のとおりである。
Ⅰ．快の笑い ①本能充足の笑い

②期待充足の笑い

③優越の笑い

④不調和の笑い

Ⅱ．社交上の ①協調の笑い
笑い

②防御の笑い

③攻撃の笑い

④価値無化の笑い

⑤価値低下・逆
転の笑い

Ⅲ．緊張緩和 ①強い緊張が弛ん ②弱い緊張が弛ん
の笑い
だ時の笑い
だ時の笑い

このような発達心理学の研究を踏まえると、ジョークとして笑ってしまう聞き手側の生理的な動機
になっているのは、「Ⅰ．快の笑い④不調和の笑い」であると言えそうであるが、ジョークを意図的
に作り出す側の話し手側の心理は、「Ⅱ．社交上の笑い（①協調の笑い）」であると言える。
2.2．「オカシサ」における「誤り」と「笑い」の発達
「オカシイ」現象の理解には、高度な知性が必要であることが報告されている。以下は伊藤（2009:77）
からの紹介である。
三歳くらいのこどもに、「むかしむかしあるところに、おじいさんとおばあさんがいました。
おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯にゆきました・・・」と話せば、そういうも
のかと思って聞いてくれると思います。これが、幼稚園の年長さんか小学校低学年くらいの子に、
「むかしむかしあるところに、おじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは川へ洗濯に、
おばあさんは山へ芝刈りに・・・」とか「山へ洗濯に・・・」などと、ちょっと内容を変えると、
「変だよ、お話がオカシイ」と指摘してきます。この差は小さな子供には判らないことが多い。
さらに、「おじいさんが川で洗濯をしていたら、大きな桃が流れてきました。おじいさんがビッ
クリしていると、あらあら、うっかりフンドシを川に流してしまいましたが・・・」なんて、変
な内容に変えてゆくと（私はそんな風に子どもたちと遊ぶのが好きなのですが）子供は効果てき
めんにケタケタと笑ってくれます。
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このように、子供は、基盤となる話の筋を知っていて初めて、それは違う、とか、それはおかしい
とか、それは面白いといったように、反応することができるのである。基盤となるものがわかってい
なくては、「そういうものか」ということで受け止めるだけになってしまう。この話はこのように進
むはずであるという期待や予測というものが働いているから、そこで、
「間違っている」
「オカシイ」
「面
白い」と認識することができるのである。こうした「オカシサ」を、単なる誤りではなく、どこから
「面白い」と認知することができるのか、このことを本研究では、グライスの 4 つの格率と、また、
認知言語学で用いられる道具立て、すなわち、スキーマ、プロトタイプ、拡張事例からの逸脱という
視点を用いて分析を行っていく。

3．認知言語学的視点から見た「笑い」
3.1．スキーマとは
ラネカー（Langacker）（2000b, 93-95; 2008, 16-18）は、言語現象の創造的な発現を可能とする認知
能力の中には、定着（entrenchment）、抽象化（abstraction）、合成（composition）、連合（association）
などの能力が考えられることを説いている。
山梨（2009:129）は、そのことを補いつつ、基本的認知能力として、スキーマを含めて以下のよう
に説明している。
最 初 の 定 着 と 呼 ば れ る 認 知 プ ロ セ ス は 、ル ー テ ィ ン 化（ routinazation ）、自 動 化
（automatization）、習慣化（habit formation）と呼ばれることもある。基本的に、定着の認知プ
ロセスは、繰り返しにより、複合的な内部構造を持つ対象が単一的なユニットとして操作可能に
なり、その内部構造の部分、部分の配列が意識されなくなるプロセスである。（以下の考察では、
便宜上、この定着の認知プロセスを経てルーティン化された単位（ないしはユニットは、［A］
のように角括弧で囲んで表示する。これに対し、この種の単位として確立していない対象は、
（A）
のように丸括弧で囲んで表示する。
抽象化の認知プロセスは、基本的に、複数の具体事例に内在する共通性を抽出していくプロセ
スである。スキーマ化（schematization）は、抽象化の認知プロセスの一種であり、具体レベル
において異なる性質を持つ事例の間の違いを捨象し、共通性を抽出していくプロセスである。こ
のプロセスにより抽出された共通の構造は、スキーマ（schema）と呼ばれる。
（以下の考察では、
スキーマとスキーマが具現化（instantiate）ないしは精緻化（elaborate）する具体事例の間の関
係は、実線の矢印を用いて A → B のように表示する。この関係は、B の具体事例は、A のスキ
ーマの条件をすべて満たすが、B は、A のスキーマよりも具体的な指定を受けていることを示し
ている。）
比較の認知プロセスは、基本的に二つの構造を比較（compare）し、両者の間の相違ないしは
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ズレを認識していくプロセスである。比較は、一方の構造が比較の基準（standard）、他方が比
較の対象（target）となる非対称な関係から成る。カテゴリー化（categorization）のプロセスは、
比較の認知プロセスの一種である。より具体的に言うならば、カテゴリー化の関係は、基準の方
が確立した単位であり、対象があたらしい事例であるような関係である。この関係は、本質的に
は非対称的である。この場合、カテゴリー化の基準とカテゴリー化の対象の間に不一致がない場
合（すなわち、対象が基準の指定の条件を全て満たしている場合）、この二つの構造は具現化な
いしは精緻化の関係にあり、［A］→（B）と表示される。これに対し、カテゴリー化の基準とカ
テゴリー化の対象との間に相違（ないしは、ズレ）が認められる場合、この関係は、拡張（extension）
の関係として位置づけられる。拡張の関係は、破線の矢印を用いて、［A］ ･･････････ （B）と表示され
▶

る。
上記の基本的認知能力の分析を踏まえ、本論文の英語ジョークを扱うと、それらが［A］ ･･････････ （B）
▶

という拡張関係に根ざしていることがわかる。具体事例は後述する。
3.2．プロトタイプとは
山梨（2009:131-132）は、認知プロセスの中でもカテゴリー化の能力に注目し、これが日常言語の
言語現象の創造性の記述・説明に際して重要な役割を担っていることを指摘している。
われわれには、ある存在を一般的なスキーマによって特徴づけられるカテゴリーの一例として
位置づける能力が備わっている。この種の能力は、一般に、スキーマに基づくカテゴリー化の能
力の一面を反映している。カテゴリー化の能力としては、さらにあるカテゴリーの典型的な事例
（すなわち、プロトタイプ）に基づいて新たな事例を拡張事例として取り込んでいく能力が考え
られる。一般に、この種の能力は、プロトタイプに基づくカテゴリー化の能力を反映している。
カテゴリー化にかかわる能力は、これらの能力に限られるわけではない。複数の事例の間に認め
られる類似性の認知プロセスを介して、これらの事例からより一般的なスキーマを抽出していく
能力も、カテゴリー化の能力の一種として注目される。
つまり、日常会話と、そこに生じる笑いにおいては、われわれが日常頻繁に用いているプロトタイ
プ的表現の積み重なりが、抽象的なスキーマの構成を行っており、そのスキーマが存在しているから
こそ、一瞬奇妙に感じられるような新しい表現であっても、何らかの意味伝達の意図が感じられ、そ
こから笑いのコミュニケーションが可能になっていると考えられるのである。
ラネカー（1993:2）は、カテゴリー化のメカニズムを以下のように図示している。
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スキーマ

プロトタイプ

拡張事例

スキーマからプロトタイプと拡張事例に向かう実線の矢印は、事例かの認知プロセスを示している。
プロトタイプと拡張事例は、いずれも上位レベルにあるスキーマからの具体事例として位置づけられ
ている。比して、プロトタイプから拡張事例に向かう破線の矢印は、拡張のプロセスを示している。
スタンダード：
同じＡのＢ
また、プロトタイプと拡張事例からスキーマに向かう破線の矢印は、類似性、共通性に基づいてスキ
ーマを抽出していく抽象化の認知プロセスを示している。太線で囲まれているプロトタイプは、スキ
ーマと拡張事例に比べて、後者よりも相対的に認知的な際立ち（cognitive salience）が高いことを示
していることを山梨（2009:132）は説いている。

ターゲット：

同じ穴のムジナ

同じ海のメジナ

同じ山のメジロ

同じ串のメザシ

3.3．拡張事例とは
日常言語の創造性は、上で見たようなプロトタイプの構文と拡張構文から成り立っており、こうし

(高)
＜容認性＞
（低）
たスキーマと事例に基づく拡張のメカニズムは創造性の源となっている。拡張構文は、プロトタイプ
の構文の条件の一部を破ることによって可能となるが、日常言語の通常の用法では、この条件の違反
が増し、違反が極端になればなるほど、容認性（ないしは文法性）の低い構文とみなされることが山
梨（2009:190）で指摘されている。あまりにも奇をてらったものであれば、プロトタイプからの逸脱
がありすぎ、どのような意味を伝達しようとしているのか、その意図が伝わらないことになってしま
Ａ：X？ B：Y.

スタンダード：

う。その一方で、プロトタイプの構文だけを用いても、笑いを喚起することは難しくなってくる。こ
のズレの塩梅が「おもしろさ」や「笑い」の鍵となっていると言える。

×

過度の逸脱
「笑い」とは、日常言語の新奇性を重視している事例であり、プロトタイプの用法からの逸脱を意

図的に行っているものである。しかし、そこにはプロトタイプに裏付けられたスキーマの存在が必要
であり、この認知基盤なしには笑いは十全に伝達されることがない。
ターゲット：

Ａ：X？ B：Y.

Ａ：X？ B：Y.

Ａ：X？ B：Y.

Ａ：X？ B：Y.

山梨（2009:196）は、音韻的な側面のズレまでを射程に入れて、以下のような事例を挙げている。
（1）ⅰ．同じ穴のムジナ
(小)
ⅱ．ａ．（#）同じ海のメジナ

＜笑い＞

（大）

（喪失）
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ｂ．（##）同じ山のメジロ
ｃ．（###）同じ串のメザシ
（2）ⅰ．全体的スキーマ＜同じＡのＢ＞
ⅱ．部分的スキーマ：ａ．＜Ｃジナ＞
ｂ．＜メジ - Ｄ＞
ｃ．＜メ -EF ＞

スキーマ

ここでは、いずれも＜同じＡのＢ＞という全体的スキーマを基盤にし、ＡとＢの語彙を別の語にず
らして、創造的な表現が紹介されている。しかし、これは無条件にずらしているわけではなく、部分
的スキーマを与えることで慣用表現としての「同じ穴のムジナ」という原型と類縁性を部分的に保っ

プロトタイプ
拡張事例
ているのである。#
の数は、拡張表現の相対的なずれの程度を示すものとされている。これらの表現
は、＜場所 - 存在＞のような意味的な側面においても類似性を保とうとしており、語呂合わせ、ナン
センスな言葉遊び、といったレベルの異なる創造性がそれぞれにおいて発現しているのである。
このことを、山梨は以下のように図示している。

スタンダード：

ターゲット：

同じＡのＢ

同じ穴のムジナ

(高)

同じ海のメジナ

同じ山のメジロ

＜容認性＞

同じ串のメザシ

（低）

山梨は、上の図を通して、「同じ穴のムジナ」をプロトタイプ事例として位置づけ、その他の具体
事例を拡張事例として位置づけている。そして、この図を「慣用表現の拡張と容認性」と題している。
山梨によれば、右に行くほど容認性は低くなっていることになる。しかし、この事例を考察すると、
Ａ：X？ B：Y.
スタンダード：
確かに「同じ穴のムジナ」がプロトタイプであることは慣用表現として間違いないように思われるが、

×

容認性という観点からすると、どの例も＜場所 - 存在＞という統一された構造を持っており、意味が
過度の逸脱
不明であるようなことはない。もっとも、慣用表現としての意味伝達の効果、すなわち、「同じ穴の
ムジナ：一見違っているように見えるが、実は同類である」という意味はプロトタイプ以外において

ターゲット： Ａ：X？ B：Y.
は、失われてしまっている。単に、ある場所において、ある生き物（あるいは生き物だったもの）が
Ａ：X？ B：Y.
Ａ：X？ B：Y.
Ａ：X？ B：Y.

(小)

＜笑い＞

（大）

（喪失）
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存在しているという意味に過ぎなくなっている。したがって、ことわざめいたおもしろさはプロトタ
イプ以外の拡張事例では失われてしまっていると言える。
（3）To be is to do!（Albert Camus）
To do is to be!（Jean Paul Sartre）
（#）Do be do be do!（Frank Sinatra）
山梨は上のような言葉遊びの事例も挙げ、そこでは最初の二行の思想性を皮肉っているようにも解
釈できることを指摘している。（山梨 2009:198）こうしたおもしろさをわざと消失させたような表現
がナンセンスな冗談であると考えられるが、この種のズレが、「笑い」の意味解釈の基盤となってい
ることを、以下の具体事例で指摘していく。

4．「笑い」におけるプロトタイプからの逸脱とグライスの 4 つの格率
4.1．グライスの 4 つの格率と笑い
量の格率とは、
「適切な量の情報を提供せよ。多すぎても少なすぎてもいけない」というものである。
質の格率とは「真であると信じていることを言え。偽であるとわかっていることを言ってはいけない」
というものである。関連性の格率とは「関係の無いことを言ってはいけない」というものである。様
式の格率とは「不明確な表現や曖昧なことはいけない」というものである。これらの格率からの逸脱
が、どのような笑いを生んでいるか以下で分析する。
本論文では 2 つの理由から主たる具体事例の対象を英語のジョークとしている。1 つ目には、筆者
は英語を教える立場にあって、学生に対する英語のジョークはちょっとした文法の確認や、単語の多
義や、異文化の紹介に有益だからである。学生からの質問にも、この文章のこの部分の何が面白いの
かわからないという質問は少なくない。そして、その部分が実は何らかのジョークになっていたとい
う経験を重ねてきた。ジョークは外国語学習において身近で有益な窓口であるはずなのに、理解した
り、自分から作ったりするのが容易でないように感じている学生は多い。英語ジョークのメカニズム
が少しでも解明されれば、英語の学習がしやすくなるのではないかと考えている。2 つ目に、日本語
の使用場面と異なり、英語のジョークは日常会話において特別なものではなく、マナーとも言える道
具である。「スピーチとスカートは短い方が良い」などというスピーチの紋切り型の始まりがあるよ
うに、スピーチの始めはジョークで始めると気が利いているとされることも多い。スピーチで笑いを
とることがポジティブに評価される傾向は現在は日本社会でも見られるが、もともとは英語文化圏か
らの影響であると考えられる。英語を通して日本語を見つめ直し、言語そのものを考える契機にした
いと筆者は願っており、その対象として英語ジョークを本研究では扱うこととした。以下のジョーク
は、丸山（2007）からの引用である。
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（4）Teacher: Matt, what is the unit of electric power?
Matt: What?
Teacher: Correct. Very good.
Matt: Huh???
電力の単位は watt であることから、what と同じ音で「しゃれ」になっている。このことは、音
の重なりと意味のズレによる「笑い」である。Matt は、
「電力の単位を答えよ」と言われているので、
教師の方は何かしらの単位に関する答えが来ると思っている。そのような期待予測があって初めて
「what（何ですか？）」と「watt（ワット）」に重なりが生じ、教師の誤解を招くことになっている。
したがって、これは関連性の格率への違反を動機付けとした例と言える。
（5）Ａ： Why is a football stadium so cool?
Ｂ： Because it’
s full of fans.
fan が扇風機とサッカーファンの掛詞になっている。ここでは B はわざと「真ならざること」を言
っている。したがって、「真であると信じていることを言え。偽であるとわかっていることを言って
はいけない」という質の格率を違反している。このように意図的に違反を行うことによって、笑いを
得ようとしており、A にとっても、仮に B が because of the air-conditioner と真であることを馬鹿
正直に答えるよりも、笑わせようとしている B の意図を感じて、この人は私と仲良くしようとして
いる、協調的な関係を築こうとしていると理解することにつながる。
（6）Ａ：How does a sick sheep feel?
Ｂ：Baah-aahd.
baa とは羊の鳴き声であり、bad は「悪い」の意なので、音が似ている。実際にはこのようななぞ
なぞ形式を日常言語においていきなり提示する場面はまれであるが、こうしたなぞなぞの動機づけや
笑いの構造は、日常的なジョークを単純化したものであり、われわれの日常生活の笑いの最も易しい
練習の場となっている。これも関連性の格率への違反を動機付けとした例と言える。
また、以下はパターンからの逸脱であり、特に関連性の格率への違反である。
（7）Customer: Waiter, waiter! There’
s a dead fly in my soup.
Waiter: Yes, sir, it’
s the high heat that kills them.
（8）Customer: Waiter, waiter! There’
s a dead fly swimming in my soup.
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Waiter: Nonsense, sir, dead flies can’
t swim.
（9）Customer: Waiter, waiter! There’
s a dead fly in the butter.
Waiter: Yes, sir. It’
s a butterfly.
（10）Customer: Waiter, waiter! There’
s a mosquito in my soup.
Waiter: Don’
t worry, sir. Mosquitoes have very small appetites.
（11）Customer: Waiter, waiter! There’
s a worm in my soup.
Waiter: There’
s not a worm, sir, that’
s your sausage.
（12）Customer: Waiter, waiter! There’
s a bug in my soup.
Waiter: That’
s strange, sir. It’
s usually a fly.
（13）Customer: Waiter, waiter! This soup tastes funny.
Waiter: So laugh, sir.
これらは、本来ウエイターの側が「謝罪」をすることを求められている場面である。にもかかわら
ず、このパターン化された対話においては、ウエイターが非を認めたり認めなかったりするものの、
最終的に謝ることをせず、客の側が取り残されて、第 3 者に笑われるという場面である。これらは、
全てするべきことをしていない、すなわち謝っていないという点において共通している。隣接ペア
（adjacency pair）の会話において、例えば、Hi！と言われれば、Hi! と応じ、また、How are you?
とたずねられれば、Fine. であるとか、Can’
t complain. と調子に関する何らかの返事をするように、
日常会話の多くは社会的にルール化されている。会話の隣接ペアにおいて、来るべきものが返答され
なかったり、あるいは、期待はずれや予想外であったり、それとも無言であったような場合、それは
本来来るべき返事が来た時以上の、非日常的な特別な意味や意図を伝達するのである。さらに、こう
したジョークはメタ的な要素を持っており、われわれはこのような事態に直接遭遇することは稀であ
る。稀であるからこそ、こういう話を聞いたとき、あるいは万一そのような目に遭ったときに、周囲
の人に話して聞かせたくなり、他人事として笑っていられると考えられる。

ターゲット：

同じ穴のムジナ

同じ海のメジナ

同じ山のメジロ

同じ串のメザシ
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(高)

＜容認性＞

（低）

4.5．対話型ジョークに見られる「笑い」の認知図式

Ａ：X？ B：Y.

スタンダード：

×過度の逸脱
ターゲット： Ａ：X？ B：Y.

(小)

Ａ：X？ B：Y.

＜笑い＞

このように、対話型については、Ａ：X？

Ａ：X？ B：Y.

Ａ：X？ B：Y.

（大）

（喪失）

B：Y. という決まりきったパターンがあり、それがタ

ーゲットのレベルにおいて、逸脱が大きければ大きいほど、笑いとしては大きなものになるのではな
いかと考えられる。しかし、あくまでもスタンダードが存在していることが必要であって、スタンダ
ードがなく、全く関係のない、Ａ：X？

B：Z. というようなやりとりがあった場合には、笑いは起

こらず、単なるグライスの格率からの逸脱であるとして扱われることとなる。上記の図は山梨
（2009:197）を基盤として筆者が本論文用に書き換えたものである。右に行けば行くほど笑いは大き
くなる。しかし、もとのスタンダードを想起不可能な程度にまで逸脱した場合、笑いは起きなくなっ
てしまう。それは、単なるグライスの 4 つの格率からの逸脱であり、感じが悪いだけの会話となる。

5．結語と考察
本論文は英語のジョークを取り上げ、それらの笑いの動機づけについて「グライスの 4 つの格率へ
の違反」という観点から分析を行った。笑いを作り出す側と受け取る側に適切な準備ができている時
とは、その期待となる枠組みがはっきりしている時である。期待や予測の形が裏切られた時に、笑い
が起こっていることがわかる。今後は量的な面を拡充させて、そのことを実証したい。また、逸脱に
も様々あり、このことについてより精緻な認知図式を描くことが可能であると考えている。期待され
るプロトタイプやスタンダードからの逸脱が笑いを生んでいるようであることは明らかになってきて
いるが、その逸脱の質やバリエーションについては、今後、さらに研究を重ねたい。
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Laughter and Violating Grice --- A Case Study of English Jokes---

Nami ARIMITSU ＊

本論文は英語のジョークを取り上げ、それらの笑いの動機づけについて、「グライ
スの 4 つの格率への違反」という観点から分析を行った。笑いを作り出す側と受け取
る側に適切な準備ができている時とは、その期待となる枠組みがはっきりしていると
きである。ジョークとして笑ってしまう聞き手側の生理的な動機になっているのは、
「Ⅰ快の笑い（④不調和の笑い）」であり、ジョークを意図的に作り出す側の心理は、
「Ⅱ
社交上の笑い（①協調の笑い）」であると位置づけ、期待や予測の形が裏切られた時に、
笑いが起こっていることを指摘した。逸脱の質やバリエーションについて認知図式を
描くことによって、適切な期待されるプロトタイプからの逸脱が笑いを生んでいるこ
とを明らかにした。

Laughter and Violating Grice--- A Case Study of English Jokes--Summary: This paper aims to reveal the motivation of laughter in English jokes. Examples
are observed and analyzed from the perspective of violation of Grice’s four maxims. When a
speaker and a hearer are well prepared for jokes, they have certain aims or expectations of the
event. However, as a background for the laughter, the hearer’s expectations are betrayed, and
common sense does not work. This paper synthesizes English examples by showing a simple
cognitive model for conversational patterned jokes, and claims that the gap and the deviation
from the prototype and the expectations of the hearer is the motivation for the laughter.
Key words : laughter, Grice’s four maxims, violation, gap and deviation from the prototype
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