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Abstract: Japanese puns are the language play by generating expressions 

with similar sounds. I categorize Japanese puns from the some 

points of view; elements of puns, structures of elements to 

construct puns, involved meanings to pun and the similarity of 

sounds.  The similarity of sounds is hypothesized by the similarity 

of articulations, which is calculated by the indices from how and 

where a sound is articulated.  The similarity of consonants by this 

method is tested by 50 examples and about 80% of pairs in them 

are judged similar.  

 

1. はじめに 

 駄洒落、洒落は国語辞書によると、以下の

ように定義されている[1]。 

 

だじゃれ【駄洒落】少しも感心出来ない、つ

まらないしゃれ。 

しゃれ【洒落】［その場の思いつきとして］類

音の語に引っかけて、ちょっとした

冗談や機知によってその場の雰囲気

を和らげたり、盛り上げたりする言

語遊戯。 

 

 また、ビンヌテッドらは『駄洒落(pun)は、

「類似した発音を持つ複数の語を組み合わせ

ることによって、おかしみを誘発する言語表

現」とおおまかに定義できる』としている[2]。 

 本稿では、「駄洒落を類音の(複数の)語を組

み合わせる言語遊戯」として定義し、「つまら

ない、感心出来ない」といった洒落の評価を

無視することにする。 

 駄洒落研究は、修辞の一種であると同時に、

「その場の雰囲気を和らげる」といった定義

からもわかるようにヒューマンインタフェー

ス研究としても捉えることができる。 

 滝澤らは重畳型の駄洒落を対象としたシス

テム DUJAL を提案している[3][4]。このシス

テムでは、音韻列整合度を音韻列中の照合語

句の長さと同定信頼度と呼ぶ各音韻の類似性

および照合語句の長さ・語句数から指標化し

ている。音韻列整合度から得られた照合語句

より概念ネットワークを用いて意味的なつな

がりの強度から駄洒落度を計算している。 

 北垣は、同音を持つ劣俗概念を動物名に限

定して抽出することによって駄洒落生成を行

っている[5][6]。 

 本研究では、まず駄洒落の構造をさまざま

な観点より分析する。その後、駄洒落候補と

なる単語列を生成するために、類音性を調音

位置・方法の類似性と定義する試みについて

述べる。 

 

2. 駄洒落の構造 

2.1 駄洒落の要素 

 駄洒落は類音を持つ言語表現相互間の関係

である。駄洒落が出現する際には、以下の 3

要素が認められる。 

(a) 対照表現：駄洒落表現がしゃれようとし

てかけている表現 

(b) 洒落表現：類音を用いて洒落として表現

されている形 

(c) 中立表現：駄洒落表現の元となった形。 

 

 洒落表現とは、対照表現と中立表現の音の

類似を基盤として、中立表現を変形した形の

洒落表現として表現するものである、と定義

できる。 

 中立表現からの変形は、対照表現の明示性

が大きいほど少ない傾向にある。 

 

2.2 駄洒落構造 

 滝澤らは、日本語における駄洒落は大きく

併置型と重畳型に分類している[4]。 

本研究では、駄洒落要素の組み合わせによ
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って以下の 3 型に分類する。 

  

2.2.1 直示型 

 実際の言語表出上に対照表現、洒落表現を

有する。 

 この場合の多くは、対照表現がまず出現し、

それに類似する洒落表現がその後に引き続い

て出現する。滝澤らによる併置型がこれにあ

たる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 直示型駄洒落の構造 

例） 

・ホットケーキはほっとけえ。 

 対照表現：ホットケーキ 

 洒落表現：ほっとけえ 

 中立表現；ほっとけ 

・鯛がつれたとはめでたい。 

 対照表現：鯛 

 洒落表現：めでたい 

 中立表現：めでたい 

・バザールでござーる。 

 対照表現：バザール 

 洒落表現：ござーる 

 中立表現：ござる 

 

 もっともよく用いられる駄洒落のパターン

である。上記の例では、対照表現と洒落表現

が同一文中に出現するが、これに限るわけで

はない。 

 対照表現と洒落表現が逆転して出現する場

合も見られる。 

例） 

・かろうして過労死を免れた。 

 対照表現：過労死 

 洒落表現：かろうして 

 中立表現：かろうじて 

 

2.2.2 連想型 

 対照表現が間接的に表出中に表現されるタ

イプ。連想型は、直示型の変形である。 

 ここで、間接的に表現されるとは、類義語

や同義語によるもの。あるいは、語ではなく

文全体の意味によるものなどが存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2 連想型駄洒落の構造 

例） 

・となりの家に垣根ができたってねえ。へえ。 

 類似表現：垣根 

 対照表現：塀 

 洒落表現：へえ 

 中立表現：はい1 

・火星がへをひったらわー、くせい。 

 類似表現：火星 

 対照表現：惑星 

 洒落表現：わー、くせい。 

 中立表現：（わー、）くさい。 

 

2.2.3 暗黙型 

 出現しない対照表現を下敷きとして、その

洒落表現を生成する。 

 実際の表現と対照表現の間には意味的な関

係はなく、単に価値劣化などを引き起こす対

照表現(洒落表現)によっておかしみを演出す

る場合が多い。滝澤らによる重畳型がこれに

あたる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3 暗黙型駄洒落の構造 

例） 

・そんな人はほっとけーき。 

 対照表現：ホットケーキ。 

 洒落表現：ほっとけーき。 

 中立表現：ほっとけ。 

 

 また、広義の文脈と捉えることのできる聞

                                                      
1 この例では、もともとの中立表現は「へい」

とすべきかもしれない。 
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き手や話し手を対象表現とする場合もある2。 

例） 

・飲みすぎかいや？ 

 対照表現：カイヤ（話者の名前） 

 洒落表現：かいや 

 中立表現：かい（あるいは、か） 

 

2.3 価値劣化 

 駄洒落表現においては価値劣化を起こす表

現（価値を貶める表現）を用いることにより、

おかしさを演出しようとする場合がある。 

 北垣は、劣弱性と通俗性がおかしみの原点

であるとして、それらをまとめて劣俗性と呼

ぶ[5][6]。 

 言語の面から見ると語自体の持つ意味フィ

ールド（概念上）の劣俗性（劣俗概念）と使

用フィールドにかかわる劣俗性（劣俗使用）

の 2 種類を見ることができる。概念上の劣俗

性は対照表現、あるいは洒落表現中に出現し、

意味（表現）全体を劣化させる。これに対し

て、劣俗使用表現は、中立表現から洒落表現

への変形において多く用いられる文体的な修

辞であると見ることが可能である。 

 

2.3.1 劣俗概念表現 

 語義中に劣俗である、と通常見られる概念

を含んでいる語。たとえば、「食」「金銭」「排

泄」「性」などを意味する概念である。あるい

は、直接には意味しないまでも連想させるよ

うな概念も含む。 

例） 

・フリントン大統領 

・クリキントン大統領 

 

2.3.2 劣俗使用 

 使用場面や使用者が劣俗であると見られる

表現である。中立表現から洒落表現への変形

において見られる。 

 

(A) 使用場面に関わる 

・通常の会話で一般に用いられるが、正式の

場面などでは用いられないような表現。 

 

 (a) 俗語、口語表現 

例） 

・わー、くせい（感嘆詞の挿入） 

                                                      
2直示型の変形と捉える方がふさわしいかも

しれないが、文面に対照表現が明示的にも連

想的にも出現しないので、暗黙型に分類した。 

・ほっとけえ（終末の長音化） 

・薄切りはすらいっす。 

 

(B) 使用者 

 一般の人が用いるのではなく、特殊な人や

集団によって用いられる（と想定される）表

現。 

 

 (a) 幼児語 

例） 

・運動場を使っていいですか？ 

 ― うん、どうじょ。 

 

 この中には舌足らずの表現を模したものも

含む。 

例） 

・扉からとびらした。 

 

 (b) 方言3 

例） 

・映画ってそんなにええが？ 

・からすなんてばからすい。 

・工事現場では高次元ば知識が必要。 

 

 (c) 擬似外国人表現 

例） 

・おとさんはおとさんです。 

・どじょうにはどじょします。 

・彼のこと知らないですか？ちゃんとしてく

ださい。 

 

2.4 分節構造 

 さらに、洒落表現と対照表現、中立表現の

間の分節の構造は以下のように分類できる。 

 

2.4.1 同分節型 

 基本的に単語と単語の間の類似。 

例） 

・二次会はにじかい。 

 

2.4.2 異分節型 

(a) 分解型 

 2 語以上のものと 1 語を 

                                                      
3 地域方言に限定されるわけではないが、多

くの場合地域方言が用いられる。 

 社会方言は一般的な価値概念としての広が

りが少ないのであまり用いられない。隠語と

いった形に分類したものは社会方言と呼ぶこ

とも可能であろう。 
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例） 

・芝居はもうおしばい。 

 

(b) 抽出型 

 一部がマッチする。 

例） 

・おおさま走ってショッキング。 

・敵はてきびしい。 

 

(c) 誤分節型 

 単語や文節の境界位置を（意識的に）ずら

すことにより 2 重の意味をもたせるもの。重

畳型の変形とみなされるが、駄洒落と意識し

ていない場合も多い。 

例） 

・今日はだいぶつかった。 

 

 なお、異分節型の駄洒落は、かな漢字変換

における誤変換において意図せず出現する場

合がある。 

 

もちろん、対照表現-洒落表現の構造と、中立

表現-洒落構造の構造の 2重の構造となってい

るのが普通である。 

例） 

・おおさま走ってジョキング 

 

2.5 同音・類音構造 

 洒落表現と対照表現あるいは中立表現の間

の類音の構造は以下のように分類される。 

 

2.5.1 同音型 

 まったく同一の音声を持つもの。 

例） 

・このイクラいくら？ 

・らくだは楽だ。 

 

2.5.2 置換型（モーラ数が変化しないもの） 

 音の一部が類似の音に置き換わるもの。 

例） 

・ぼうしても防止してほしい。 

 

2.5.3 挿入型（モーラ数が増えるもの） 

(a) 長母音化 

 母音を長母音化することによる。 

例） 

・土壌はどうじょうもない。 

 

(b) 拗音分解 

 拗音を持つ口蓋化子音音節を分解し、2 モ

ーラとする。 

例） 

・みょうな意味よう。 

 

(c) 撥音化 

 撥音を挿入する。 

例） 

・もう夜か？ ばんかやろう。 

 

(d) 促音化 

 促音を挿入する 

例） 

・クラッシュした家で暮らっしゅ。 

 

2.5.4 省略型 

 省略型は、挿入型の関係が逆転したもので

あると考える。） 

(a) 短母音化 

 長母音を短母音化する。 

(b) 拗音化 

 「い」段の音節+半母音音節を 1 拗音とする。 

(c) 非撥音化 

 撥音を削除する。 

(d) 非促音化 

 促音を削除する。 

 

3. 調音位置・方法に基づく音類似 

3.1 基本的考え方 

 日本語の調音方法[7][8]に基づく音類似は、

母音・子音それぞれについて調音方法の要素

となる多次元空間上に音を配置し、その空間

上の距離を音の類似度と定義する。 

 これは、基本的に「調音方法や調音位置の

類似している（言い換えれば発声方法の類似

している）言語音は類似する」といった仮定

に基づく。この仮定は、やや単純化しすぎて

おり、実際には調音位置が近くとも類似して

いる音声とはいえない場合もある。しかし、

音響上の「聞こえ」による種種の特徴量に基

づく類似度よりも簡便である。したがって、

本研究では簡便化手法として取る。 

 また、上記の調音方法・調音位置に関して

は、音素よりもやや細かに分類した言語音を

取り上げる。環境による異音をそれぞれ別の

音要素として類似度を計算する。 

 

3. 2 類似性の要素 

3.2.1 母音の類似性要素 
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 母音において以下の 3 種類を軸とする。 

(1) 口の開き 

(2) 舌の口腔内での前後位置 

(3) 唇の丸め（「お」のみ 1、それ以外は 0） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1 母音の舌の位置と軸指標 

 

3.2.2 子音の類似性要素 

 

 子音においては、以下の 5 種類とする。 

(1) 調音位置（子音発声においてもっとも狭

い狭めができる位置） 

(2) 有声性（無声音であるか有声音であるか） 

(3) 閉鎖性（狭めの位置でいったん完全に閉

じられるかどうか） 

(4) 摩擦性（狭めの位置で息が摩擦を起こす

形で発音されるか） 

(5) 鼻音性（鼻腔を息がとおるかどうか） 

図 3.2 子音の軸と指標 

 ここで、音は、調音音声学的な意味での子

音の区別とする。したがって、「は」行の子音

は、「は」「ほ」「へ」などの場合のように咽頭

子音、「ひ」の場合の硬口蓋化子音、「ふ」の

場合の両唇子音の 3 種類に分類されることに

なる。 

 また、口蓋化子音は、口蓋化される前より

も硬口蓋に近い位置であるとして扱うことに

する。したがって、「か」の子音と「き」の子

音は調音位置がずれるものとして扱う4。 

 

3.3 類似度の定義 

 子音と母音の間の類似度は定義しない。 

 母音の類似度は、母音調音上の 3 軸によっ

てできる空間上の各母音間の距離とする。 

 子音の類似度も同様に子音調音上の 5 軸に

よる各子音間の距離とする。 

 2 音（x, y）間の類似度は、以下の式で求め

ることにする。 

2

1

))()((),( ypxpVyxSim i

k

i

ii  


 

ここで、 

k は要素数（母音は 3、子音は 5） 

)(xpi は音 x に関する軸 I の値 

iV は軸 i における重みとする。 

なお、現在 iV はすべて 1 と定義している。 

 

4. 実例に出現する子音類音の類似度 

 本報告では、上記仮定に基づく音類似性が

実際の駄洒落においてどの程度の適合性を持

っているかを検証する。 

 対象としては明示型の駄洒落に限定する。

既存の駄洒落[9]より 50 例を取り上げて類似

度を検証した。単純化のために、対照表現と

洒落表現における音節数が一致し、置き換わ

る音が 1 以内のものを選択して検証した。全

例を通して、母音については同一であり、母

音類似度の評価とはなっていない。 

 この類似度の値で評価すると同時に、類似

順位でも評価する。類似順位は、同一のもの

を 0 とし、類似度の高い順（距離の短い順に）

1, 2, と付けることにした。同一の類似度の場

合は、同一とする。 

 実際の駄洒落に今回提案する類似度、類似

順序を適応すると表 4.1、4.2 のようになる。 

 まったく同音のものは 7%あり、類音の評価

からは除くこととする。 

 まったく同音のものを除くと約 80%のもの

が、類似順序 5 以内、類似度 1 以内に収まっ

ており、有効性が検証できた。これらのほと

んどは、子音の有声性・閉鎖性・摩擦性の軸

のいずれかが逆転する、もしくは調音位置の

                                                      
4 渡り音も扱う必要があり、単語内の音節構

造連続（音環境）による音変化も視野に入れ

る必要があるが、今回は導入していない。 

前 奥 

狭 

広 

い 

あ 

え お 

う 

0 1 

1 

口の開き 

舌
の
位
置 

調音法指標 調音位置指標
0 1 1.5 1.8 2 3
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硬口蓋化は、元の調音位置により位置を区別する。
s'などの'は、硬口蓋化を示す。s'は、「し」などの子音部。
fは、「ふ」の子音部、h'は、「ひ」の子音部。
流音(r)や半母音についてはさらに検討が必要である。

閉
鎖

摩
擦

鼻
音

有
声
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ずれが加わるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特に本類似性では類似しているとは判断で

きない順序数 15 以上のものは、p/k、p/h の

交替である。p 音の類似性に関しては特殊な

条件を考える必要があろう5。 

 

5. おわりに 

 本研究では、まず、日本語の駄洒落の構造

を以下の角度から分析した。 

(1) 駄洒落の要素と構造 

(2) 駄洒落における価値劣化の構造 

(3) 駄洒落における分節構造 

(4) 駄洒落における類音の構造 

 

 さらに、駄洒落における類似音を生成する

ために、調音位置・調音方法の近接性に基づ

く音と音の類似性を定義した。この方法は、

母音、子音それぞれに調音位置・調音方法の

軸を定め、それぞれを空間軸とした空間上に

各音を配置する。音の間の類似度はこの空間

上の点間の距離（近いほど類似度が高い）と

                                                      
5  音の劣俗化を仮定するべきかもしれない。

p 音を発するということに価値劣化の意味合

いがあり、おかしみを音の類似以上に重視し

ていることが考えられる。あるいは、かなの

類似性からの連想と捉えるべきかもしれない。 

例） 

・民法はみんぽうがよい。 

定義した。 

 上記の類似度を検証するために、併置型・

置換タイプの駄洒落を対象に洒落表現と対象

表現間の類似性を検証した。この結果、置換

タイプのものにおいては、調音位置・調音方

法の近接性に基づく音と音の類似性が確かめ

られた。現在、本報告で提案した類似性に基

づく駄洒落候補自動生成・駄洒落候補自動抽

出を行うプロトタイプシステムを試作中であ

る。 

 駄洒落の構造に関しては、駄洒落をさらに

収集した上で再検討していく。 

 類似性に関しては、子音の類似性に関して

流音、半母音などの見直しを行う。また、母

音の類似性に関して検証する必要がある。こ

のために、モーラ単位での類似性を検討する。 

 さらに、置き換えによらない音の類似性を

どのように尺度化するかを検討する。また、

言語音の音響情報の類似性に基づく類似性、

音環境（文脈）による音変化に伴う類似度変

化などを検討する。 
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表4.1 類似度に基づく評価 表4.2 類似純度に基づく評価

類似度 度数 割合 割合

0 7 14.0% 同一を除く

≦0.5 9 18.0% 20.9%

≦1.0 24 48.0% 55.8%

≦1.5 7 14.0% 16.3%

＞1.5 3 6.0% 7.0%

合計 50 100.0% 100.0%

表4.2 類似順序に基づく評価

類似順序 度数 割合 割合

0 7 14.0% 同一を除く

≦ 5 35 70.0% 81.4%

≦10 4 8.0% 9.3%

≦15 1 2.0% 2.3%

＞15 3 6.0% 7.0%

合計 50 100.0% 100.0%


