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【論　　文】

マラプロピズムの形態的・語彙的分析

吉　田　明　子

1. はじめに

　言葉の誤用とは通常、話し手が無意識に語を言い間違えることによって
起こる現象である。しかし、誤用の中には故意に言い間違いを犯すことで
笑いを誘う種類のものがある。この種の誤用に当てはまるものがマラプロ
ピズム（ ）である。
　マラプロピズムとは、ある語を発する際に、綴りや発音の類似する別の
語、もしくは全く意味が異なる語に言い間違えることで、面白さや皮肉・
ユーモア等の効果をもたらす誤用である。OED2でマラプロピズムを調べ
ると、“ ”と定義付けされている。名称の由来は、
シェリダン（ ）の喜劇である
（1775年）に登場する、マラプロップ夫人（ ）1からきている。
彼女は以下のような言い間違いをしてしまう。（登場人物以外の斜体はマラ
プロピズムの部分であることを示す。以後、同様。）

*

*  本稿は第24回年次大会（2014年3月3日、於：東京外国語大学本郷サテライト）での研究発
表内容の一部に加筆・修正を施したものである。本稿の完成にあたり、編集委員長の野村忠
央先生（北海道教育大学旭川校）、そして匿名の査読委員のお二方には、内容や書式に関する
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遺漏は筆者一人に帰せられるべきものである。
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（1）  Mrs. Malaprop [Aside]
pineapple . . .      ( )

上記の （パイナップル）は正しくは （頂点）であり、こ
の言い間違いがマラプロピズムとなる 2。この現象はマラプロップ夫人に
限ったことではなく、16世紀にすでにシェイクスピア（

）の劇作品に多く登場している。マラプロピズムについて、梅
田（1989: 12）は「シェリダンより前にシェイクスピアにすでに現れてお
り、無教養な愚か者がよく使って観客を笑わせている」と述べている。
　本稿では、 とシェイクスピア劇作品で使用されるマラプロピ
ズムに焦点を当て、マラプロピズムに使用される語の特徴を形態的・語彙
的に分析することを目的とする。さらに分析を通し、マラプロピズムが観
客の言語的教養を測るための言語装置としての役割を果たしていると主張
する。

2. マラプロピズムという現象

　劇作品で使用されるマラプロピズムは、意図的な言い間違いによって観
客の笑いを誘う誤用であるため、その意図は作家によって仕掛けられてい
る。つまり、作品における言語的な技法として作用している。Webster’s 
Dictionary of English Usage (以下、WDEU) は、マラプロピズムについて次
のように説明している。

（2） —

’

(620)

　WDEUによれば、マラプロピズムには、二種類あり、一つにはシェイク
スピア時代前後の作家が、喜劇的な効果をねらうために、故意に難語を混
同させる種類のものと、もう一つには、人々が面白がらせるつもりがなく
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不注意で誤りを犯す種類のものがある。後者の無意識によるマラプロピズ
ムは、書き言葉よりも明らかに話し言葉においてよく見られるとしている。
両者のうち、劇作品で使用されるマラプロピズムは前者で、登場人物はうっ
かり言い間違いをしてしまうが、それは作家によって意図的に仕掛けられ
た面白さである。この点が後者との違いである。鈴木（2011: 11）は、「マラ
プロピズムは、詩人・作家による文字上の戦略なのである」と述べている。
　では、作家たちはどのような意図でもってマラプロピズムを作品中で使
用しているのだろうか。本節では、どのような語彙がマラプロピズムとし
て使われ、どんな特徴を持ち合わせた登場人物がマラプロピズムを犯すこ
とになってしまうのかを見ることにより、マラプロピズムの基本的な特徴
の一端を明らかにする。

2.1. 語彙の特徴
　マラプロピズムとして使用される語彙の種類は限定されており、その大
半はラテン語やフランス語由来の多音節語である。その理由として、16世
紀に起こった英語の語彙史上の出来事が挙げられる。16世紀は、外来語の
急激な増加により新たに英語となった語彙が劇的に増えた。この過程にお
いてマラプロピズムという現象が起こったのである。
　1453年に起こった東ローマ帝国の滅亡により、学者たちがヨーロッパ各
地に亡命し、そこからヨーロッパで古典学が生まれ、ルネッサンスが始まっ
たことと、同時期に印刷技術の発展・普及により、フランス語やラテン語
から英語への翻訳が盛んに行われたこと等が、英語の語彙の急激な増加と
ともにマラプロピズムの発生につながった（三輪 1995: 159）。16世紀以前
に文学や聖書に使われていたのは、フランス語やラテン語が主で、ルネッ
サンスの影響により、フランス語・ラテン語で書かれている古典の英語へ
の翻訳が盛んになり、この過程で大量の語彙の借用が起きたため、英語の
語彙が飛躍的に増加した（永嶋 2009: 244）。
　さらに印刷技術の普及・発展により、翻訳された英語の書物が多くの人々
によって読まれていたため、当時は上流階級だけでなく、下層階級の人々
も、特にフランス語・ラテン語からの借用により英語についてある程度の
知識があったと思われる。このような歴史的背景の中で、下層階級の人々
が自分の学識者ぶりをひけらかそうとした際に、フランス語やラテン語な
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どから新たに英語の語彙となった借用語を会話で使用した結果、正確な知
識がなかったために、言い間違いを犯し、混乱が起きてしまったことがマ
ラプロピズムの始まりであると考えられる（詳しくは、三輪（
164）を参照）。

2.2. 登場人物の特徴
　ルネッサンス期に実際の言語現象として、人々、特に無教養な人々の間
で起こったマラプロピズムは、当時の作家たちによって文学的技法として
使用されることになる。この点について (2006)は、以下のように説
明している。

（3） ’

‘ ’

　  ( )

　作家たちは喜劇において、コミック効果を発揮させるために、無教養で
社会的身分の低い登場人物を笑いの対象とし、彼らにマラプロピズムを犯
させている。シェーラー（1990: 123）によれば、「エリザベス朝時代の戯曲
において愛用された言葉のおかしみの表現手段は、無教養の平民を代表す
る者たち（従者、職人、警吏など）にロマンス語系の多音節語をとりちが
えたり歪めたりして」、言い間違いをさせている。シェイクスピア劇作品で
マラプロピズムを犯す登場人物の代表は、『ヘンリー四世Ⅱ部』 （The Second 
Part of Henry the Fourth 年）に登場する酒亭の女将のクイックリー
夫人（ ）や、『恋の骨折り損』（ ’s Labour’s Lost
年）の田舎者コスタード（ ）、『空騒ぎ』（Much Ado About Nothing, 

年）の警吏ドッグベリー（ ）である ³。この特徴は
のマラプロップ夫人にも引き継がれている。彼女は「教養を気取って故意
にむずかしい長い語」（大塚・中島 1982: 691）を言い間違えてしまう。
　当時の作家たちは、教養のない身分の低い登場人物にあえて上流階級や
知識階級が使用するような難解な単語を言い間違えさせること、つまりマ
ラプロピズムを犯させるというテクニックを用いて笑いやユーモア、時に
は皮肉等を表現していたということになる。
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　以上のように、本節では、マラプロピズムとして使用される語彙、そし
てマラプロピズムを犯す登場人物の特徴に触れ、その基本的な特徴の一端
を明らかにしてきた。マラプロピズムとして使用される語の大半は、16世
紀にラテン語・フランス語からの借用により新たに英語となった語彙であ
る。また、マラプロピズムを犯してしまうのは、無教養で社会的身分の低
い登場人物たちである。その要因として、ルネッサンス期に下層階級に属
する無知な人々が、実際の会話において、博識ぶって難語を言い間違える
という混乱があったことが挙げられ、これがマラプロピズムの始まりと考
えられている。 (2006: 278)は、“

. . .”と述べ
ている。当時の作家たちは、すでに現実世界で起こっていた言語現象であ
るマラプロピズムを、文学的な技法として演劇に取り入れたのである。

3. マラプロピズムの形態的側面

　マラプロピズムはシェイクスピア等の作家によって、演劇という形式の
中で使用されることにより、聞き手・観客を笑わせるという手法として取
り扱われた。2.1節で述べた様に、マラプロピズムとして使用される語彙の
種類は、ラテン語やフランス語経由の多音節語に限られているが、聞き手
である観客は誰もがマラプロピズムとなる語彙について正確な知識を持っ
ているわけではない。さらに、マラプロピズムとなる単語と正しい単語と
の両方の知識が観客の方になければ、言い間違いであることにも気付かれ
ず、観客の笑いを誘うことはできない。
　作家によって意図的に使用されるマラプロピズムから、その特徴である
可笑しみやユーモアの効果を最大限に引き出すためには、何らかの規則性
を持たせることが必要ではないだろうか。その規則性は、マラプロピズム
として使用される語の形態的側面によって説明づけることができると筆者
は考える。本節では、シェイクスピア劇作品と で使用されるマ
ラプロピズムの形態的側面について、 (1987)と三輪（1995）を扱
い、論じていく。
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3.1. Schlauch (1987)と三輪（1995）
　 (1987) は、シェイクスピア劇作品で使用されるマラプロピズム
を調査したところ、マラプロピズムに使用される語は形態素に従い、下記
のように接頭辞・接尾辞・語根の間違い、あるいは脱落によって分類が可
能であるとしている。

（4）

( )
 ( ) 

(1987: 92) によれば、“

”としており、形態素に従った分類が可能であること
が分かる。 (1987: 96) によると、（4）における分類の中で最も頻
度が高いものが、aで 28例存在する。次に、 で 21例、 で 22例となって
いて、両者はほぼ同数である。
　 (1987) の形態素によるマラプロピズムの分類をより細分化し、
網羅的に例を収集し、図表化を試みたものが三輪（1995）である。三輪
（1995: 164）は、マラプロピズムにはある一定の間違え方の規則があると
し、その規則を「間違え方の方程式」と称している。そして、登場人物は
この「間違え方の方程式」に基づいてマラプロピズムを犯し、観客は作者
の意図を理解して笑うと述べている。以下に (1987) による分類と、
三輪（1995）による分類とを、筆者がまとめた表を示す。

（5） (1987)4 三輪（1995）
1 接頭辞の間違い／脱落   （28例） A 接頭辞の間違い （34例）

B 接頭辞の脱落  （15例）
2 接尾辞の間違い／脱落／変形  （21例） A 接尾辞の間違い （26例）

B 接尾辞の脱落  （8例）
3 語根の間違い   （22例） 語根の間違い  （61例）
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(1987) において、3パターンに分けられていた分類は、三輪（1995）
では細分化され 5パターンとなっている。本稿では、この 5パターンを 1-
A型（接頭辞の間違い）、1-B型（接頭辞の脱落）、2-A型（接尾辞の間違
い）、2-B型（接尾辞の脱落）、3型（語根の間違い）とする。それぞれの
型の例文を以下の（6）-（10）に示す。

（6） Lancelot agitation 
  (The Merchant of Venice )

　（6）の （興奮・扇動）は、 （思考）のマラプロピズム
であり、それぞれの接頭辞が入れ替わっている。

（7） Dogberry piety, . . .
  (Much Ado About Nothing 4. 2. 76)

　この （信心）は （不信心）のマラプロピズムであり、否定
の接頭辞 （ ）である im が脱落することで、結果的に反対
の意味を表すことになる。 (1987: 92)は、“

” と述べている。

（8） Dogberry desertless
 (Much Ado About Nothing )

　 は正しくは （～に値する）であり、接尾辞の ing が
less と入れ替わったためにマラプロピズムとなっている。

（9） Quince gallant
 (A Midsummer Night’s Dream 1. 2. 20)

　 は正しくは （勇ましく）で、接頭辞の ly が脱落したこと
でマラプロピズムとなっている。
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（10） Mistress Quickly
 (2 Henry IV 2. 4. 158)

　語根の間違いはシェイクスピア劇作品で使用されるマラプロピズムで例
が最も多い。 （悪化させる）は、 （軽減する・緩和させ
る）のマラプロピズムであり、同様のマラプロピズムを『夏の夜の夢』の
織工ボトムと『ウインザーの陽気な女房たち』のクイックリー夫人も犯し
ている（三輪（1995: 168）参照）。

3.2. シェリダンのマラプロピズム
　三輪（1995: 170）は、 (1987)による、シェイクスピア劇作品で
使用されるマラプロピズムの分類を基盤とし、より多くの例文を収集・細
分化した「間違え方の方程式」は、シェリダンの (1775年 ) にも
当てはめることが可能だと述べている。三輪（1995）による、
で使用されるマラプロピズムの分類を（11）に示す。

（11） 三輪（1995）
1 A 接頭辞の間違い  （21例）

B
2 A 接尾辞の間違い  （4例）

B
3 語根の間違い    （29例）

三輪（1995）の調査によれば、 で使用されるマラプロピズムに
は、1-B型（接頭辞の脱落）と 2-B型（接尾辞の脱落）の例は見当たらな
かった（分類の型については、（5）を参照）。また、例文の割合も 1-A型
（接頭辞の間違い）と 3型（語根の間違い）が大部分を占めており、2-A型
（接尾辞の間違い）は、4例と極端に少ないことがわかる。
　以上のように、本節では、シェイクスピア劇作品と で使用さ
れるマラプロピズムについて形態素に基づいた分類を用いることで形態的
側面からの分析を試みた。シェイクスピア劇作品と において、形
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態素に基づいた分類、あるいは三輪（1995）がいうところの「間違え方の
方程式」を利用することで、マラプロピズムに規則性が生まれる。そのた
め観客は、登場人物が言い間違えを犯したことに気づき、マラプロピズム
に仕掛けられた言葉の滑稽さを理解することが容易になると考えられる。
そして、この仕組みは で使用されるマラプロピズムよりも、シェ
イクスピア劇作品で使用されるもののほうがパターンが多く、豊富に見ら
れる。

4. マラプロピズムの語彙的側面

　前節では、マラプロピズムの形態的側面を扱ったが、シェリダンのThe 
では、形態素に基づいた分類のパターンがシェイクスピア劇作品の

ものよりも少なかった。このことから、形態素に基づいた分類だけでは、
観客はマラプロピズムの滑稽さを理解できないのではないかという考えに
筆者は至った。そこで本節では、マラプロピズムに使用される語彙の分析
を試みる。

4.1. 専門用語の使用
　 (1987)によれば、シェイクスピア劇作品で使用されるマラプロ
ピズムには、例えば、次のような特定の専門領域に関する用語が含まれて
いる（詳しくは、 ( )を参照）。

（12）

下記の例文において、『空騒ぎ』の警吏のドッグベリーは夜警たちと擬似裁
判劇を繰り広げる中で、法律用語をマラプロピズムとして使用している。
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（13） Dogberry dissembly
 Verges
 Sexton. [sits]
 (Much Ado About Nothing )

(1987: 85) によると、 は （議会）のマラプロピ
ズムである。彼は警吏であるにも関わらず、法律家を気取って擬似裁判を
執り行おうとしてしまい、その結果、専門用語を言い間違えてしまうとこ
ろに可笑しさが生まれている。山畑（2004）は次のように述べている。

（14）  こうした滑稽な人物による法への言及は観客層の中に宮廷人や法曹学
院の子弟、大学生など、一部知的上流階級層が組み入れられてきた傾
向とおそらく無関係ではないと考えられる。       （山畑 2004: 128）

　法律用語に限らず、専門用語がマラプロピズムとして使用されるのは、
その専門領域の知識が豊富な知識階級や上流階級の観客をターゲットにす
ることで、そのような特定の観客のみをマラプロピズムに気付かせて笑わ
せる作者側の意図があったのではないだろうか。この傾向は、シェリダン
の にも多く見られる。

（15） a.  Mrs. Malaprop geometry. . . 
 (  1. 2. 222)

Mrs. Malaprop orthodoxy, . . . 
 (  1. 2. 224)

（15a）の （幾何学）は、 （地理学）のマラプロピズム
で、（ ）の （正教）は、 （正書法）のマラプロピ
ズムである。マラプロップ夫人もまた、学を衒うあまり専門用語を言い間
違え、マラプロピズムを犯してしまう。

4.2. 反意語の使用
　シェイクスピア劇作品で使用されるマラプロピズムには、特有の意味的
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な特徴が見られる。それは反意語（ ）がマラプロピズムとして使
用されているか、あるいは文脈上反対の意味に解釈できるというものであ
る。例文を下記に示す。

（16） Costard
  O’

 obscenely
 ( ’s Labour’s Lost )

（卑猥な）は、 （上品な）のマラプロピズムであり、
（猥褻に）は、 （相応しく）のマラプロピズムである。梅田

（1989）は、コスタードがマラプロピズムを犯したために、本人が意図し
ていることとは反対なことを言っていると述べている。

（17）  コスタードは、彼〔ボイエット〕を、フランスの淑女たちと一緒に、
「上品な」機知で「ピタリと」洒落のめしたと自画自賛しているつも
りである。しかし、実際には、「卑俗な（ ）」機知と、「猥褻なこ
とばで（ ）」洒落た、と意図とは真反対なことを言っている。

 （梅田 1989: 88）

　また、 (1986: 123)もマラプロピズムのタイプとして反意語を挙
げており、“ 5”と述べ
ている。さらに、三輪（1995: 169）においてもシェイクスピア劇作品で使
用されるマラプロピズムには「正反対の単語を用いた特殊例」があるとし
ている。このように、反意語がマラプロピズムとして効果的に使用されて
おり、マラプロピズムになる語と正しい語との意味の関連性から、観客に
二重の意味で可笑しさを感じさせることが可能になる。

5. 言語装置としてのマラプロピズムの機能

　これまで3節と4節を通して、シェイクスピア劇作品と におけ
るマラプロピズムの特徴を、形態的側面と語彙的側面から分析を行ってき
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たところ、次のことが明らかとなった。

（18） a. 形態素に基づいた規則性がみられる。
特定の観客に向けられた専門用語を使用している。
反意語の使用、あるいは反対の意味に解釈できる。

　この分析結果から、筆者はマラプロピズムには観客の言語的教養の高さ
を試すための言語装置としての機能を果たしているという結論に至った。
　 ( ) は、シェイクスピア劇作品で使用されるマラプロ
ピズムには、“ ” が提供されており、そのため “

’

”と述べている。つまり、観客は特別な手掛かりがなくて
も登場人物が犯したマラプロピズムの可笑しさに気づき、滑稽さを感じる
ことができると考えられる。
　シェリダンの （1775年）で使用されるマラプロピズムについ
ては、 (2008) が、マラプロップ夫人が犯すマラプロピズムを理解
するには、言語的洗練さを理解するための水準の高さが要求されると述べ
ている。

（19）

　 　 ( )

　喜劇において、マラプロピズムは観客の笑いを誘うための手段として、
16世紀にはシェイクスピア、そしてその約 2世紀後にはシェリダンによっ
て意図的に仕掛けられている。しかし、ただ言い間違えるだけでは、観客
はその滑稽さに気づかない可能性がある。そのため作家は、言葉の滑稽な
誤用と呼ばれるマラプロピズムの効果を最大限に生かすために、接頭辞や
接尾辞の取りちがえ・脱落、あるいは語根の取りちがえに限定させること
で規則性を持たせたり、観客の階級に合わせて専門知識になじみのある観
客のみをターゲットにして笑わせたり、反意語を用いることにより登場人
物が本来言わんとしていた言葉と反対の意味だと観客に気付かせるような
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工夫を施したのである。このように一種の言語装置としてマラプロピズム
が作品中で機能を果たしていたからこそ、観客はマラプロピズムに込めら
れた言葉の可笑しさやユーモアが理解できたという満足感を得ていたと考
えられる。

6. おわりに

　本稿では、シェイクスピア劇作品とシェリダンの （1775年）
で使用されるマラプロピズムの特徴を形態的側面と語彙的側面という 2つ
のアプローチから分析を試みたところ、マラプロピズムは観客の言語的教
養を試す言語装置としての機能を果たしているという結論に至った。言語
装置としてマラプロピズムが機能していることを明らかにするためには、
形態的側面・語彙的側面の両方を踏まえた分析が必要であると筆者は考え
る。
　しかし、シェイクスピア劇作品と では、言語装置としてのマ
ラプロピズムを使用する目的に違いが見られる。シェイクスピア劇作品で
は、あらゆる階層の観客が理解しやすくするためにマラプロピズムが機能
しているようだが、 においては、マラプロピズムの可笑しさを
理解するための言語的教養の高さがシェイクスピア劇作品のものよりも高
いのではないだろうか。この点を明らかにするのが今後の課題である。

注
は、フランス語のmal à propos ( )が語源で

ある。
 2. 八木（2006: 701）によれば、誤用された語を ( ) という。
 3.  その他の登場人物は、『ウインザーの陽気な女房たち』のクイックリー夫人、

スレンダー、『夏の夜の夢』の織工ボトム、『ヴェニスの商人』のラーンス
ロット・ゴボウ、『ハムレット』の墓掘りの道化、『アントニーとクレオパ
トラ』の道化等である（梅田（ ）参照）。

 4. （5）の (1987) の分類の邦訳は筆者によるものである。
( ) によると、シェイクスピア劇作品で使用される、

反意語（ ）のマラプロピズムの例は、26例である。
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