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1. はじめに─「しゃれ」・「だじゃれ」の定義
1.1

定義 - 日本語

日本語では「しゃれ」と「だじゃれ」は区別されて定義されている。
しゃれ（洒落）
座興にいう気のきいた文句。ことばの同音をいかしていう地口。
（広辞苑 :1202）

「地口」は次のように定義されている。
地口
俚諺・俗語などに同音または声音の似通った別の語をあてて、違った意味を表
す洒落。
（広辞苑 :1111）
だじゃれ（駄洒落）
つまらないしゃれ。まずいしゃれ。
（広辞苑 :1584）

以上、
『広辞苑』(1991) からもわかるように、日本語では「しゃれ」と
「だじゃれ」を別物とし「だじゃれ」は「しゃれ」に対し、つまらないもの
と考えている。
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1.2

定義 - 英語

次に、
「しゃれ」や「だじゃれ」の英訳語として一般的に知られている英
単語、pun の定義を COBUILD 第 5 版 (2006) と『ジーニアス英和大辞典』

(2001) で見ることとする。
pun A pun is a clever and amusing use of a word or phrase with two meanings, or
of words with the same sound but different meanings.
(COBUILD: 1158)
pun（同音異義による）だじゃれ , 地口（じぐち）, ごろ合せ
（ジーニアス英和大辞典 :1754）

COBUILD の定義の中には clever and amusing の語句が使用されている。
ここから、COBUILD の定義は広辞苑における、
「しゃれ」と「だじゃれ」
の両方の意味を表していることが分かる。つまり、英語の pun は一般的に
認識されることの多い「だじゃれ」としての意のみならず、肯定的な意を
持つ「しゃれ」の意も含むのである。また、
『ジーニアス英和大辞典』の定
義の中に「地口」とあるように、これは『広辞苑』でいうところの「しゃ
れ」にあたるので、
「しゃれ」と「だじゃれ」の両方があてられている事が
わかる。

2. 「しゃれ」・「だじゃれ」・pun の分類について
松井（2007）は pun に関して、広告での使用を基に次の 8 つのタイプに
分類した。
タイプ 1（商品名で play-on-word する）

SUNLIGHT IS BEST (Soap called ‘Sunlight’, Myers 1994:64)
タイプ 2（語の多義性を利用する）

Satisfy your thirst for knowledge (Budweiser beer school)
タイプ 3（語の意味を取り違える）

A: How do you get down from elephants?
B: You don’t, you get it from ducks.
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タイプ 4（2 語に跨って play-on-word する）

I can’t afford a Ford.
タイプ 5（タイトルの一部を利用する）

A ‘spirited’ victory for anime(‘Spirited away’ by Hayao Miyazaki)
タイプ 6（語の一部 (maize) で play-on-word する）

IT’S-A-MAIZE-ING (‘Corn Palace’ in SD)
タイプ 7（類似音で play-on-word する）

(1) Wallcome to the World’s Most Famous Drugstore (Drug store called
‘Wall Drug’)
(2) Fan-kaz-tic! (Matsui Kazuo’s debut of Major League)
タイプ 8（音を追加して play-on-word する）

(1) Mojohjima (Johjima’s activity in Major League)
松井は上の 8 種類について次のように解説している。
‘ タイプ 4’ の ‘ 別義同語反復 ’(antanaclasis) は ‘ 同音異義語 ’(homonym) を反復
するやや高等な特殊技能で、英語に比べて音の単位が極端に少ない音韻的理由
から日本人（語）が得意とする ‘ 掛けことば ’(paronomasia) に類似している。そ
して ‘ タイプ 7’ はだじゃれの極め付きで、大衆紙のヘッドラインなどによく見
られる言葉遊びの手法である。(2) は 2004 年、お伽噺のようなデビュー（メジ
ャー開幕戦、先頭打者初打席、初球ホームランを含む 3 安打、2 四球（うち敬
、全 5 打席出塁）を飾った松井稼頭央の活躍を報じるあるニューヨークの
遠 1）
新聞のヘッドラインである。‘ タイプ 8’ は（1）の城島の魔法 (mojo) のかかった
ような活躍でチーム状態が良好で、彼が打席に立った時にスコアボード横の電
光掲示板に映し出された文字である。その時、彼はおそらくその意味が読み取
れず、きょとんとした表情が何とも印象的だった。
（松井 2007:82）

松井による 8 種類の分類中、本論文ではタイプ 4 の「2 語に跨って play-

on-word する」とタイプ 6 の「語の一部で play-on-word する」及びタイプ 7
の「類似音で play-on-word する」に関し広告や看板の実例と共に考察する
こととする。
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2.1. Pun が多用される理由
広告や看板中の pun の使用頻度はかなり高く、｢だじゃれ｣ というよりは
むしろ「しゃれ」と評価されるものも多いはずであり、pun の本来の定義
から考えると高く評価されてもよさそうに思える。だが、その使用に関し
松井（2007）は、絶えず人の注意を引くことを考えている広告の世界での
その有効性は高いとするが、その品位そのものに関しては、タブロイド紙
などでもっぱら使用される、あまり高く評価されたレトリックではないと
している。
それにもかかわらず pun が多用される理由として、Tanaka(1994) は次の
ように記している。
・Because a pun takes longer to process, it sustains the addressee’s attention over a

period of time, and, once comprehended, it is often remembered.
・Solving a pun can give rise to a pleasant feeling, springing from a kind of

intellectual satisfaction.
(Tanaka 1994:69-70)

pun は理解するために時間が掛かるがゆえにひとたび理解されると記憶
に残るという特徴がある。また、理解するために人の知的満足心がくすぐ
られると Tanaka(1994) は記している。そして、次のようにも記している。
Without an ‘attention grabbing’ device such as a pun, an audience might pay no
attention to an advertisement, which would thus achieve no effects at all.
(Tanaka 1994: 65)

pun のような人の注意を引くレトリックを用いなければ広告に目を向け
てもらうことができず、その結果広告としての役目を持たなくなると述べ
ている。

116

「しゃれ」・
「だじゃれ」と Pun に関する一考察

2.2. 実例研究
2.2.1

日本の例

図1
これは東京メトロの広告である。
「東京はもう、チョコっと春色。
」と読
める。2 月 14 日のバレンタインデーに向けた広告である。地下鉄の広告な
ので、特にバレンタインデー商戦のチョコレート販売を考えたものではな
く、むしろ都内観光に関する広告と考えられるが、
「チョコ」と記し、チョ
コレートを連想させることでバレンタインデーに敏感な若者の目に留まる
工夫を行っていると考えられる。これはタイプ 6 に分類されよう。
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図2
これは東京のある百貨店の広告ポスターである。
「着たい冬、来たる。
」
と読める。これは、
「着た」と「来た」を pun として用いた例である。松井

(2007) の、I can’t afford a Ford. と同類あたる、タイプ 4「2 語に跨って playon-word する」の例である。
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2.2.2

外国の例

図3
これはカナダマニトバ州ウイニペグ市内を走っていたゴミ収集車である。

A Clean Site is a Good Sight! という文が記されている。site と sight は同音
異義語であり、これは松井（2007）のタイプ 4「2 語に跨って play-on-word
する」に近いものと考えられる。
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図4
これは英国ケンブリッジ市にある理容院である。店名が essensuals とな
っている。当然これは造語であり、essential と sensual を混合させて作った
ものと考えられる。これは、IT’S-A-MAIZE-ING (‘Corn Palace’ in SD) の例
を示した、松井 (2007) のタイプ 6「語の一部で play-on-word する」の例を
示していると考えられる。
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図5
これは英国ケンブリッジ市にある不動産店である。店名が haart となって
いる。当然、これは造語である。その後に、...is where your home is となっ
ており、店名の haart は heart の pun として使用されていると考えられる。店
の看板を和訳すれば、
「あなたの家を見つけられる不動産店の haart」と考
えられ、人にとって最重要な heart（心臓、心）と haart を pun と考えれば、
「haart(heart) はあなたの家（心）のある場所」と考えられる。
つまりこれは、松井 (2007) のタイプ 7「類似音で play-on-word する」の
例を示していると考えられる。

3. おわりに
英語での pun の定義が、日本語のそれほど明確には分けられてはいない
ために、その使用に関しあまり肯定的でない意見もあるが、実例を考える
と広告主の苦労や努力がうかがえる「しゃれ」としての力作が多く、無下
に卑下できないと考える。
本論文は松井 (2007) の分類の一部を基に実例研究を行ったが、その 8 つ
のタイプ分けに関しては今後再分類も十分考えられよう。
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