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1 はじめに 

 本稿のテーマは、アイロニーである。一般に、愚弄やあざけりといった否定的感情を伝

える発話であると考えられているアイロニーは、モダリティすなわち発話に現れる話者の

主観性に関わる言語現象の 1 つであると言える1。 

 本稿の目的は、Carel (2011a)、(2011b)、(2012)で展開されている、意味論的ブロック理論

théorie des blocs sémantiques を応用したアイロニーの分析を発展させることである2。Carel 

(2011a)、(2011b)、(2012)の分析は、後述するように反語法を用いたアイロニーだけに研究

対象を限っていたが、本章では、同様の分析を誇張法を用いたアイロニーについても行う

ことにより、意味論的ブロック理論の枠組みにおいて、この２種類のアイロニーに対して

統一された説明を与えることが可能であることを示す。 

 

 

2 分析対象：2 種類のアイロニー 

2.1 観察 

 まず、次の 2 つの発話を観察してみよう。 

 

(1)［2012 年のフランス大統領選挙期間中に、候補者の 1 人であったサルコジが、自身の選

挙予測調査の結果が思わしくないので、元気のない側近たちを見て行った発話］  

C'est toujours encourageant de venir vous voir ! Vous avez l'air enthousiastes, vraiment !  

(It is always encouraging to see you! You seem excited, really!) 

(君たちと見るといつも元気が出てくるよ！本当に、君たちはやる気いっぱいに見える！) 

(Le Figaro) 

(2)［同じく 2012 年のフランス大統領選挙期間中に、候補者の 1 人であったオランドが、

選挙予測調査の結果、いまだ自分がリードを保っているものの、サルコジが徐々に追い上

げてきていることを知って行った発話］ 

Parfois, il [Sarkozy] reprend confiance parce qu'à la lecture de certaines enquêtes, il serait battu 

moins nettement que prévu. 

(Sometimes, he [Sarkozy] regains confidence because in reading some surveys, he would be beaten 

with less difference than expected.) 

(彼［サルコジ］は自信を取り戻すこともある。いくつかの調査を見ると、予想していたよ

りはこっぴどく負けはしないようだから。) 

(Le Figaro) 

 



(1)も(2)も、アイロニカルであるという印象を与える。ユーモラスではあるが，これらの批

判あるいはからかいは、違和感を与えるという点において類似性が認められよう。 

  (1)は、「元気のない側近を見ると、元気が出て来る」と言いながら、「元気のない側近

を見ると、元気がなくなる」と言外に伝えていると解釈することが可能であり、字義通り

の解釈と言外に伝えている内容とが反対の関係にある。これに対し、(2)は、「こっぴどい

負け方をしないだろうことを知り、サルコジは自信を取り戻している」と言いながら、「こ

っぴどい負け方をしないだろうことを知り、サルコジは悲しんではいない」と言外に伝え

ていると解釈することが可能であり、言っていることが言外に伝えていることに対して、

強すぎるあるいは大げさすぎる。つまり、(1)の意味内容も(2)の意味内容も、どこかしらお

かしいと感じるのだが、それぞれが異なる違和感を与える。さらに、(1)の話者は、元気の

ない側近を見ていると元気が出てくることを主張するかのようなふりをしているのに対し

て、(2)の話者は、選挙予測調査の好転によるサルコジの自信回復を主張しているのかそれ

とも主張するかのようなふりをしているにとどまっているのか、やや微妙である。言い換

えると、(1)の話者は発話の意味内容に全く持って同意していないが、(2)の話者は発話の意

味内容に対して少しは同意するが、完全に同意しているというわけではない。(2)では、調

査結果を受けてサルコジが自信を取り戻すまでに至ったかどうかについて話者は責任を取

らないが、少なくとも調査結果がサルコジにとって悪くないものであったことについては

責任を取っている。 

 

2.2 観察のまとめ 

 以上の観察から、(1)を反語法を用いたアイロニー、(2)を誇張法を用いたアイロニーと呼

ぶことが可能であると思われる。つまり、アイロニーを「工夫をこらした上手い批判やか

らかい」というように広く捉え、そのサブクラスとして反語法や誇張法など、さまざまな

技法を用いたアイロニーが存在すると仮定するのである。具体的には、(1)のように字義通

りの解釈と言外に伝えていることの間に反対の関係があるときに成り立つアイロニーを反

語法を用いたアイロニー、(2)のように言っていることが言外に伝えていることに対して強

すぎるあるいは大げさすぎるという解釈が成り立つアイロニーを誇張法を用いたアイロニ

ー、と分類することができよう。なお、反語法を用いたアイロニーは、アイロニーの狭義

の定義（たとえば [...] comme chacun sait, on dit le contraire de ce que l'on veut faire entendre. 

(Aquien and Molinié(2007 : 210) や、L'ironie consiste à dire par une raillerie, ou plaisante, ou 

sérieuse, le contraire de ce qu'on pense, ou de ce qu'on veut faire penser. (Fontanier (1827 / 2009 : 

145-146) など）に合致するという意味で、典型的アイロニーであるといえる。これに対し

て、誇張法を用いたアイロニーは、アイロニーの狭義の定義には合致しないという意味で、

非典型的アイロニーのうちの 1 つであるといえる。すなわち、本章の分析対象は、典型的

アイロニーである反語法を用いたアイロニーと非典型的アイロニーのなかの 1 つとみなさ

れる誇張法を用いたアイロニーという 2 種類のアイロニーである、ということになる。 

 

  

3 分析方法：意味論的ブロック理論 

 前節では、2 つの例文の直感的観察を通して、分析対象となる言語現象の性質を示した。



ここでは、前掲の例文に対して理論的分析を行う際に依拠する意味論的ブロック理論の枠

組みをごく簡単に紹介する3。 

 

3.1 背景 

 一般に、発話の意味内容というと、それが指示する事物や世界の状態であると考えられ

ており、真理条件や命題の概念を用いて記述されるのが通常である。これらの意味論をこ

こでは指示的意味論と呼ぶことにする。このタイプの意味論は英語圏では特に影響力が強

いが、フランスでは、Anscombre et Ducrot (1983)の言語内論証理論 théorie de l'argumentation 

dans la langue に代表されるように、指示的意味論を拒否し、発話の内部や外部に展開する

言語的論証こそが発話の意味内容であるとする意味論が発展してきた。これらの意味論は、

論証の概念を用いて指示的意味論では捉えきれない意味の側面を明らかにすること、究極

的には、指示的意味論でしか捉えられないとされている現象でさえも論証の概念を用いて

説明することを目標としている。意味論的ブロック理論も、論証的意味論に属する理論の

1 つである。 

 

3.2 発話の内容 

3.2.1 論証的相と論証的連鎖 

 意味論的ブロック理論では、すべての発話は論証的言説にパラフラーズすることができ、

このパラフラーズされた論証的言説こそが発話の意味内容であると考える。ここでいう論

証的言説とは、レトリック的言説のような説得的機能を持つ論証のことではなく、ある種

の接続詞で結ばれた x conn. y という統語論的形式を取る言語表現のことである4。具体的

には、意味論的ブロック理論においては、発話の意味内容すなわち論証的言説は論証的相

aspect argumentatif と論証的連鎖 enchaînement argumentatif という 2 つの概念を用いて記述

される。1 つの発話は、論証的相と論証的連鎖の 2 つの概念により記述され、この 2 種類

の論証的記述がセットとなって 1 つの発話の意味内容を構成する。発話の意味内容は、論

証的相と論証的連鎖によって構成されるという点で、常にダブルであるということがポイ

ントである。なお、論証的相は論証的連鎖を抽象化したものであり、論証的連鎖は論証的

相を具体化したものである。たとえば、論証的連鎖に現れる時制や主語などは論証的相に

おいては取捨される。また、これらの論証的言説には donc、si、parce que などの順接の接

続詞を含むもの（規範的連鎖 enchaînement normatif）と、pourtant、même si、bien que など

の逆説の接続詞を含むもの(背反的連鎖 enchaînement transgressif)が存在する。具体例をあげ

よう。 

 

(3) Ce sermon est monotone.  

   (This sermon is monotonous.) 

   (この説教は単調である。) 

(4) UNIFORME DC ENNUYEUX 

   (UNIFORM DC BORING) 

  (均一である DC 退屈である) 

(5) Ce sermon est uniforme donc il est ennuyeux. 



   (This semon is uniform therefore it is boring.) 

  (この説教は均一であるゆえに退屈である。)             (Carel : 2012) 

 

 (3)が記述の対象となる発話、(4)が論証的相、(5)が論証的連鎖にあたる。つまり、(4)と(5)

がセットになって(3)の意味内容を構成するということである。なお、DC は donc、si、parce 

que などに共通の順接の関係づけを表すメタレベルの結合子である。さて、指示的意味論

では、(3)の発話は、ce sermon が monotone という客観的に実在する属性を持っている状態

を表している、というように説明されよう。意味論的ブロック理論では、(3)は、monotone

という語が中心となって論証的相(4)を表現し(exprimer)、その具体化である論証的連鎖(5)

を想起させる(évoquer)ものであると考える。このように、ある発話をパラフラーズするこ

とにより、当該発話の構造がクリアになり、意味内容を指示物や世界の状態に還元するこ

とで見えなくなってしまった部分が再び見えて来るのである。別の例を見よう。 

 

(6) Ce sermon n'est pas monotone. 

   (This semon is not monotonous.) 

  (この説教は単調ではない。) 

(7) UNIFORME PT NEG ENNUYEUX 

   (UNIFORM PT NEG BORING) 

  (均一である PT NEG 退屈である) 

(8) Ce sermon est uniforme et pourtant il n'est pas ennuyeux. 

   (This semon is uniform and however it is not boring.) 

   (この説教は均一であるが退屈でない。)                               (Carel : 2012) 

 

それぞれ、(6)が記述の対象となる発話、(7)が論証的相、(8)が論証的連鎖にあたる（つま

り、(7)と(8)がセットとなって、(6)の発話の意味内容を構成するということ）。なお、PT は

pourtant、même si、bien que などに共通の逆説の関係づけを表すメタレベルの結合子で、

NEG は否定の演算子である。ここでも同様に、(6)の neg. monotone が中心となり、論証的

相(7)を表現し、論証的連鎖(8)を想起させる、と考えられる。 

 

3.2.2 論証的相と論証的連鎖のずれ 

 意味論的ブロック理論においては、発話内容は論証的相と論証的連鎖の 2 つからなるこ

とを確認してきた。論証的連鎖は論証的相の具体化であり、論証的相は論証的連鎖の抽象

化である。ここでは、アイロニーの分析においてポイントとなる、論証的相と論証的連鎖

の間のずれ décalage の概念について見ることにする。以下の例文について考えてみよう。 

 

(9) Pierre est intelligent.  

  (Pierre is smart.) 

   (ピエールは頭が良い。) 

(10) DIFFICILE PT COMPREND 

   (DIFFICULT PT UNDERSTAND) 



  (難しい PT 理解する) 

(11) Même si c'est difficile, Pierre comprend. 

   (Even if it's difficult, Pierre understands.) 

  (難しくともピエールは理解する。)                  (Carel : 2012) 

 

(9)が発話、(10)が(9)の発話が表現する論証的相、(11)が(9)の発話が想起する論証的連鎖で

ある。このタイプの例では、difficile と comprendre という語が論証的相と論証的連鎖の 2

つともに共通して現れるため、(10)の論証的相が(11)の論証的連鎖を反映したものであるこ

とは自明であり、1 つの発話に論証的相と論証的連鎖という 2 つの意味内容を想定するこ

とは、冗長に見える。しかし、すべての発話がこのケースにあてはまるとは限らない。た

とえば、次の例を見よう。 

 

(12) Ce soldat a traversé avec courage les lignes de l'ennemi. 

    (This soldier bravely crossed the lines of the enemy.) 

  (この兵士は勇敢にも敵線を突破した。) 

(13) DANGEREUX PT FAIT 

    (HAZARDOUS PT DO) 

    (危険である PT 行う) 

(14) C'était les lignes de l'ennemi pourtant ce soldat les a traversées. 

    (It was the enemy lines however this soldier has crossed it.) 

    (それは敵線であったが、この兵士は突破した。)            (Carel:2012) 

 

(12)が発話、(13)が対応する論証的相、(14)が論証的連鎖である。先ほど見た例とは異なり、

(13)の論証的相に現れる dangereux と fait という 2 つの語が(14)の論証的連鎖には現れてい

ないことが分かるだろう。このような場合、意味論的ブロック理論においては、論証的相

と論証的連鎖の間にずれがある、と言う。この例の場合、論証的相と論証的発話の間のず

れは凡庸なずれ décalage banal である。なぜなら、lignes de l'ennemi という言語表現が一般

常識的に、そして言語的にも、dangereux という語に結びつけられるのは自明のことだから

である。これに対して、凡庸ではないずれが論証的相と論証的連鎖の間に存在するケース

もある。以下の例を見よう。 

 

(15) Pierre a, avec courage, goûté les endives. 

    (Pierre tasted courageously endive.) 

  (ピエールは勇敢にもエンディーブを食べた。) 

(16) PENIBLE PT FAIT 

    (PAINFUL PT DO) 

  (つらい PT 行う) 

(17) Il s'agissait de goûter des endives pourtant Pierre l'a fait. 

    (It was a matter to taste of endive yet Pierre did.) 

    (それはエンディーブを食べることだったのに、ピエールはした。)      (Carel : 2011b) 



(15)が発話、(16)と(17)がそれぞれ(15)の発話に対応する論証的相と論証的連鎖である。(15)

の発話では courage という語がポイントとなって、(16)の論証的相 PENIBLE PT FAIT が表

現されるわけだが、エンディーブを食べるというピエールの行動を penible というカテゴリ

ーに分類することの意外性がずれを生んでいると考えられる。このように、ある発話に対

応する論証的相と論証的連鎖の間に凡庸でないずれが存在する場合、意味論的ブロック理

論では、当該の発話はユーモラスな効果を持つと考えられている。 

 

3.3 内容の提示方法：発話機能 

 ここまで、意味論的ブロック理論における発話の意味内容の概念（特に論証的相と論証

的連鎖、両者の間に生じるずれ）について、説明してきた。意味論的ブロック理論では、

さらに、これらの発話の意味内容がそれぞれ何らかの発話機能fonction textuelleを持ってい

ると考える5。発話機能とは、発話の意味内容の、テクストや談話の展開における可能性の

ことである6。テクストや談話の展開の可能性の違いに応じて、発話機能は3種類に分類さ

れる。前景化mettre en avant、背景化mettre en arrière、排除exclureの3つである。それでは、

以下、機能を１つずつ見ていこう。 

 

3.3.1 前景化 

 前景化とは、ある発話が何らかの意味内容を含むとき、後続の発話でこの意味内容が談

話的展開の対象になる場合のことである。このようなとき、意味論的ブロック理論では、

話者は内容を前景化した、とか、これは前景化された内容である、などと言う。例を見よ

う。 

 

(18) Il fait beau. Allons nous promener.  

    (It's sunny. Let's go for a walk.) 

  (いい天気だ。散歩に行こう。)                    (喜田:2012) 

 

(18)では、Il fait beau の発話内容は、後続の発話で展開されているために、前景化されてい

る。 

 

3.3.2 背景化 

  背景化とは、ある発話が何らかの意味内容を含むとき、話者によってその内容が容認さ

れるものの、後続の発話でこの意味内容が談話的展開の対象にならない場合のことである。

このようなとき、意味論的ブロック理論では、話者は内容を背景化した、とか、これは背

景化された内容である、などと言う。たとえば、前提された内容は、背景化された内容で

ある。以下に例をあげる。 

 

(19) Pierre a cessé de fumer. 

    (Pierre quitted smoking.) 

  (ピエールは喫煙をやめた。)                    (喜田:2012) 

 



(19)はいわゆる前提という現象に関わる発話である。(19)の発話には、定立された内容［ピ

エールはもはや煙草を吸っていない］と前提された内容［ピエールは煙草を吸っていた］

を想定することが出来るが、テクストや談話の展開の中で対象となるのは、前者の内容だ

けである。つまり、定立された内容［ピエールはもはや煙草を吸っていない］は前景化さ

れた内容であり、前提された内容［ピエールは煙草を吸っていた］は背景化された内容で

ある、ということになる。なお、前景化された内容と背景化された内容は、話者によって

ひきうけられた pris en charge 内容である。 

 

3.3.3 排除 

 排除とは、ある発話が何らかの意味内容を含む時、話者によってその内容が承認される

こともないし、後続の発話でこの意味内容が談話的展開の対象になる、つまり進展するこ

ともない場合のことである。このような時、意味論的ブロック理論では、話者は内容を排

除したとか、これは排除された内容である、などという。これは、ある内容が談話やテク

ストのオーガニゼーションから排除されたということを意味する。排除された内容の典型

的な例として、否定にかかわる現象があげられる。 

 

(20) Pierre n'est pas là. 

    (Pierre is not here.) 

  (ピエールはここにはいない。)                   (喜田:2012) 

 

否定文の中に存在すると想定できる肯定的内容［ピエールがここにいる］は、容認される

こともなく、後続の発話の中で展開されていくこともない、排除された内容である。この

肯定的内容を排除するのが、否定の表現 ne... pas のはたらき、ということになる。 

 

 

4 意味論的ブロック理論に基づくアイロニーの分析 

 このように、意味論的ブロック理論では、発話の意味内容を 2 種類の論証的パラフラー

ズで記述し、さらに、それらが談話やテクストの中でどのように展開されていくのかに従

って、発話の意味内容を 3 種に分類する。以下では、この道具立てによって、アイロニー

発話の分析を行っていくことにする。 

 

4.1 意味論的ブロック理論に基づく反語法を用いたアイロニーの分析 

 まずは、本稿の冒頭で見た反語法を用いたアイロニーの分析である。以下に例を再掲す

る。なお、このタイプのアイロニーの分析はすでに Carel(2011a)などで展開されており、こ

こでの分析もそれに依拠している。 

 

(1)［2012 年のフランス大統領選挙期間中に、候補者の 1 人であったサルコジが、自身の選

挙予測調査の結果が思わしくないので、元気のない側近たちを見て行った発話］  

C'est toujours encourageant de venir vous voir ! Vous avez l'air enthousiastes, vraiment !  

(It is always encouraging to see you! You seem excited, really!) 



(君たちと見るといつも元気が出てくるよ！本当に、君たちはやる気いっぱいに見える！) 

(Le Figaro) 

 

(1)の発話 C'est toujours enourageant de venir vous voir ! は、(21)のような論証的相を表現する

と同時に、(22)のような論証的連鎖を想起すると考えられる。 

 

(21) ÉNERGIQUE DC ENCOURAGEANT  

    (ENERGETIC DC ENCOURAGING) 

  (元気に溢れているDC元気づけられる) 

(22) Vous avez de petites mines et donc c'est toujours encourageant de venir vous voir ! 

    (You look pale and so it is always encouraging to see you!) 

  (君たちは元気がないから、君たちをみるといつも元気が出てくるよ！) 

 

発話 C'est toujours enourageant de venir vous voir ! の意味内容である (21)の論証的相と(22)

の論証的連鎖の間には、ずれが認められる。なぜなら、元気のないことを、元気に溢れて

いる、つまり、énergique というカテゴリーに分類しているからである。このずれは、(12)

で見たような凡庸なずれではない。むしろ、(15)で見たような凡庸ではないずれである。

その証拠として、元気のないこと、つまり論証的連鎖に現れる petites mines という言語表

現に結びつけられる論証的相は以下のようなものになることがあげられる。 

 

(23) NEG ENERGIQUE NEG ENCOURAGEANT 

    (NEG ENERGETIC DC NEG ENCOURAGING) 

  (NEG 元気に溢れている DC NEG 元気づけられる) 

 

つまり、発話 C'est toujours enourageant de venir vous voir ! が表現する論証的相と想起する

論証的連鎖の間には矛盾関係が観察される。このようなタイプのずれを意味論的ブロック

理論では、不合理なずれ décalage absurde と呼び、反語法を用いたアイロニーをこの概念に

よって説明する。さらに、発話 C'est toujours enourageant de venir vous voir ! の意味内容、

つまり、(21)の相と(22)の論証的連鎖は、排除された内容である。話者は、この発話の内容

について容認も主張もしないし、その内容を談話において展開することもない。この内容

は談話のオーガナイゼーションから排除されたということである。 

 同様の説明が、(1)の中に現れる発話 Vous avez l'air enthousiastes, vraiment ! についても成

り立つ。発話 Vous avez l'air enthousiastes, vraiment ! は、(24)のような論証的相を表現する

と同時に(25)のような論証的連鎖を想起すると考えられる。 

 

(24) ÉNERGIQUE DC ENTHOUSIASTE  

  (ENERGETIC DC ENTHUSIASTIC) 

  (元気に溢れている DC やる気に溢れている) 

(25) Parce que vous avez de petites mines, vous avez vraiment l'air enthousiastes ! 

    (Because you look so pale, you look really enthusiastic!) 



  (元気がないから、本当に君たちはやる気いっぱいに見える！) 

 

ここでも、論証的相(24)と論証的連鎖(25)の間には矛盾関係、つまり、不合理なずれが観察

される。なぜなら、元気がないこと、petites mines という言語表現には、以下のような論

証的相を結びつけることが可能であると考えられるからである。 

 

(26) NEG ÉNERGIQUE DC NEG ENTHOUSIASTE 

    (NEG ENERGETIC DC NEG ENTHUSIASTIC) 

  (NEG 元気に溢れている DC NEG やる気に溢れている) 

 

また、ここでも、発話 Vous avez l'air enthousiastes, vraiment ! の内容を構成する(24)と(25)

は、排除された内容である。話者は意味内容を承認も主張もしなければ、後続の談話で展

開していくこともしない、ということになる。 

 このように、意味論的ブロック理論の枠組みでは、(1)のような反語法を用いたアイロニ

ーにおいては、発話の意味内容である論証的相と論証的連鎖の間に不合理なずれが存在し、

発話の意味内容は排除される。(12)と(15)の比較からも分かるように、論証的相と論証的連

鎖の間にずれが存在しても、そのずれが凡庸なものである限り、ユーモラスな効果は特に

観察されない。しかし、ずれが凡庸なものではなくなると、ユーモラスな効果が生まれ、

さらに、このずれが不合理なものになると、アイロニカルな効果も生まれてくるのである。 

 

4.2 意味論的ブロック理論に基づく誇張法を用いたアイロニーの分析 

4.2.1 分析 

 ここまで、Carel (2011a)などで展開されている分析に基づいて、反語法を用いたアイロニ

ーの分析を行ってきた。しかし、冒頭で示したように、アイロニーには反語法以外のテク

ニックを用いてその効果をあげているものもあるにもかかわらず、それらのタイプのアイ

ロニーは、これまで意味論的ブロック理論の枠組みの中で分析されてこなかった。以下で

は、意味論的ブロック理論の道具立てを用いて、反語法以外のテクニックを用いたアイロ

ニーの 1 つである、誇張法を用いたアイロニーの分析を行う。以下に例を再掲する。 

 

(2)［2012 年のフランス大統領選挙期間中に、候補者の 1 人であったオランドが、選挙予測

調査の結果、いまだ自分がリードを保っているものの、サルコジが徐々に追い上げてきて

いることを知って行った発話］ 

Parfois, il [Sarkozy] reprend confiance parce qu'à la lecture de certaines enquêtes, il serait battu 

moins nettement que prévu. 

(Sometimes, he [Sarkozy] regains confidence because in reading some surveys, he would be beaten 

less crealy than expected.) 

(彼［サルコジ］は自信を取り戻すこともある。いくつかの調査を見ると、予想していたよ

りはこっぴどく負けはしないようだから。) 

 

(Le Figaro) 



(2)の発話は、(27)のような論証的相を表現し、(28)のような論証的連鎖を想起すると考え

られる。 

 

(27) NEG DÉFAITE DC NEG TRISTESSE 

    (NEG DEFEAT DC NEG SADNESS) 

  (NEG 敗北 DC NEG 悲しみ) 

(28) Parfois, il reprend confiance parce qu'à la lecture de certaines enquêtes, il serait battu moins 

nettement que prévu. 

(Sometimes, he [Nicolas Sarkozy] regains confidence because in reading some surveys, he would 

be beaten with less difference than expected.) 

(彼［サルコジ］は自信を取り戻すこともある。いくつかの調査を見ると、予想していたよ

りはこっぴどく負けはしないようだから。) 

 

ここでも、論証的相(27)と論証的連鎖(28)の間にずれが観察される。このずれは、凡庸なも

のではない。悲しくはないということ、つまり neg tristesse という表現を reprend confiance

という言語表現のカテゴリーに分類することは意外な方法であり、(15)の例との共通性を

感じられる。しかし、このずれは、4.1.で見たような矛盾関係、つまり、不合理なずれに

までは達していない。論証的相において観察される表現 neg tristesse「悲しくはない」と論

証的連鎖において観察される表現 reprend confiance「自信を取り戻す」の関係を見てみると、

矛盾と言うよりもむしろ、論証的連鎖が論証的相に対して強すぎる関係にある、と言えよ

う。このことがずれの原因になっていると考えられる。本稿では、このようなタイプのず

れ、すなわち、論証的連鎖が論証的相に対して強過ぎる関係にあることから生じるずれを、

強弱に関わるずれと呼び、不合理なずれと区別することとする。このように、誇張法に基

づくアイロニーは、強弱に関わるずれという概念を導入することで、説明することができ

る。また、発話の内容がどのように提示されるかという視点から考えると、(1)のような反

語法を用いたアイロニーとは異なり、(2)のような誇張法に基づくアイロニーの論証的相

（ここでは(27)に相当する）の発話機能は、前景化された意味内容のそれであり、論証的

連鎖（ここでは(28)に相当する）の発話機能は、排除された意味内容のそれである。つま

り、話者は、発話の意味内容の大筋は主張し、後続の談話の展開に用いるが（すなわち NEG 

DEFAITE NEG TRISTESSE は主張する）、細部においては否認し、後続の談話の展開に用い

ない（il reprend confiance...については主張も同意もしない）ということである7。 

 

4.2.2 予想される反論と回答 

 この分析に対して、次のような反論が予想される。すなわち、(2)の発話に結びつけられ

るのは、 (27)ではなく、むしろ(29)や(30)のような論証的相ではないか、というものであ

る。 

 

(29) SUCCÈS DC CONFIANCE 

    (SUCCESSE DC CONFIDENCE) 

  (成功 DC 自信) 



(30) GAGNER DC CONFIANCE 

    (WIN DC CONFIDENCE) 

  (勝利 DC 自信) 

 

あるいは、(2)に結びつけられるのは、発話そのものに近い、(31)や(32)のような論証的相

ではないか、そして、その場合、そもそも論証的相と論証的連鎖との間にずれなど存在し

ないではないか、というものである。 

 

(31) NEG DEFAITE DC CONFIANCE 

  (NEG DEFEAT DC CONFIDENCE) 

  (NEG 敗北 DC 自信) 

(32) NEG DEFAITE DC JOIE 

    (NEG DEFEAT DC JOY) 

  (NEG 敗北 DC 喜び) 

 

これに対する回答は、(2)の発話の中にある parce que という表現に注目することで得られ

る。parce que は、parce que によって導入される節の中に論証的相を探せ、という指示を与

えると考えられるからである。さらに、parce que x, y という統語論的形態を取る言語表現

は常に肯定の議論を行うため X DC の形式の論証的相を、parce que neg x, y という統語論的

形態を取る言語表現は常に否定の議論を行うため NEG X DCの形式の論証的相を表現する

ことを強制すると考えられる。(2)の発話は、parce que neg x, y の形を取っている。なお、

parce que で導入される節の中に存在する劣等比較マーカーmoins は、否定表現とみなす。

ちなみに、このことは次の例からも確認できる。 

 

(33) La deuxième est toujours moins bonne (il enlève la pipe de sa bouche, la contemple) que la 

première je veux dire. (Il remet la pipe dans sa bouche.) Mais elle est bonne quand même. 

(The second is always worse (he removes the pipe from his mouth, contemplates it) the first I mean. 

(He puts the pipe in his mouth.) But it is still good.) 

(ふたくちめはいつもあまり美味しくない(パイプを口から離し、考え込む)ひとくちめに比

べると。だが、ふたくちめもやはり美味しい。) 

(Beckett, En attendant Godot) 

 

これは、ベケットの『ゴドーを待ちながら』の中でポッゾという登場人物がパイプでの喫

煙について語る場面であるが、Mais elle est moins bonne の mais「しかし」の存在が、それ

に先立つ発話 Le deuxième est toujours moins bonne の意味が bonne の意味と論証的に反対で

あることを示している。つまり、elle est moins bonne は、elle est peu bonne あるいは elle n'est 

pas vraiment bonne と同価の表現であり、このことから moins は否定表現の１つとして認め

られると言える。さて、このように考えると、統語論上 parce que neg x, y の形式を持つ(2)

の発話は、NEG X DC の形式を取らなければならないので、X DC の形式を取っている(29)

と(30)は容認されないことになる。また、(31)と(32)は、parce que が導入する節の中に見つ



かる論証的相ではないために容認されないことになる。とすると、やはり、(2)の発話には 

(27)の相を当てはめるのが妥当だと考えられ、ずれの存在を認めることが妥当であると言

える。 

 

4.2.3 もう 1 つの例 

 ずれの存在を確認するため、ここで、もう１つ誇張法に基づくアイロニーの例をあげよう。 

 

(34)［2012 年のフランス大統領選挙戦期間において、中道左派のオランドが欧州各国を訪

問した際、中道右派の首脳たちがオランドとの会見を拒否するということが起きた。これ

に対して、中道右派の前大統領サルコジの再選を助ける為の共謀ではないか、という憶測

や報道があった。このような文脈で、オランドが行った発話］ 

Je vois les amitiés et plus particulièrement leur devoir de solidalité. Celui qui s'exerce à l'égard du 

président sortant me touche tout particulièrement. 

(I see friendship and in particular their duty of solidality. Their exercise in respect of the president 

touches me in particular.) 

(友情と、それと何よりも団結の義務だろう。大統領のために果たされている団結の義務に

は格別に感動させられる。) 

(Le Figaro) 

 

(34)の発話は、devoir という語が中心となって、(30)のような論証的相を表現し、(31)のよ

うな論証的連鎖を想起すると考えられる。 

 

(35) EXERCER UN DEVOIR DC NEG CRITIQUE 

    (EXERCISE A DUTY DC NEG CRITIQUE) 

  (義務を果たす DC NEG 批判) 

(36) Je vois les amitiés et plus particulièrement leur devoir de solidalité qui s'exerce à l'égard du 

président sortant et donc cela me touche tout particulièrement. 

(I see friendship and in particular their duty of solidality exercising in respect of the president and 

therefore I am touched in particular.) 

(大統領に対する友情と、それと何よりも団結の義務の遂行が認められるので、格別に感動

させられた) 

 

ここでも(2)と同様、論証的連鎖が論証的相に対して強過ぎるということから、強弱に関わ

るずれが生まれている。つまり、論証的連鎖の中の touche tout particulièrement「格別に感

動させられる」という言語表現は論証的相の中の neg critique「批判はされない」という表

現の中にカテゴライズするには強過ぎるということである。意味内容の提示の仕方に関し

ても、(2)と同様の説明ができる。つまり、話者は意味内容を大筋では主張し、後続の発話

で展開するが、細部については拒否し、後続の発話において発展させることはしない。(34)

の意味内容である論証的相(35)の発話機能は、前景化された内容のそれであり、論証的連

鎖(36)の発話機能は、排除された内容のそれである。 



5 分析から導かれる帰結：発話内容の提示方法によるアイロニーの定義から発話内容その

ものの性質によるアイロニーの定義へ 

 前章では、意味論的ブロック理論に基づき、反語法に基づくアイロニーを不合理なずれ

という概念で、誇張法に基づくアイロニーを強弱に関わるずれという概念で、それぞれ説

明することを試みた。また、反語法に基づくアイロニーの発話内容は排除されること、誇

張法に基づくアイロニーの発話内容は前景化あるいは後景化される、つまり引き受けられ

ることが可能であることを確認した。ここでは、これらの分析から、フランス語学の分野

におけるアイロニー研究に関する問題を１点指摘したい。 

 フランス語学の分野では、Sperber & Wilson(1978)や Wilson & Sperber(2012)のエコー理論

と Ducrot(1984), (2010)のポリフォニー理論以来、アイロニーは伝統的に発話内容の提示方

法によって定義されてきた。これらの研究の主張は、アイロニー発話の話者は発話内容を

ひきうけることはせず、発話内容を排除するという点に集約できる。しかし、実例の分析

を通して確認したように、ある種のアイロニーの発話内容は前景化あるいは後景化される、

つまり、ひきうけられることが可能である。この観察は、アイロニーを発話内容の排除と

いう発話内容の提示方法によって説明しようとする伝統的アプローチの再考を促すもので

ある。というのも、ある時は拒絶され、またある時は前景化されたり、後景化されたりす

る、というように、アイロニー発話の内容の提示のされ方は多様であるという観察が正し

いとすると、排除という発話内容の提示の仕方でアイロニーをひとまとめに説明すること

が不可能になるからである。発話内容が排除される反語法に基づくアイロニーのみをアイ

ロニーとみなし、誇張法に基づくアイロニーのような発話内容がひきうけられるタイプの

例はアイロニーでないと主張することによって、アイロニーを排除という発話内容の提示

方法で定義し続けようと努力することも可能かもしれない。しかし、このような試みは、

実例の観察からもわかるように、反語的ではない言語表現がアイロニカルに感じられるこ

とがあるという言語使用者の直観に反するものである。やはり、典型的アイロニーと非典

型的アイロニーの間には類縁性が存在すること、そしてこの類縁性を言語学的に記述して

いく必要性があることを認めるのが妥当であると考えられる。本章の分析結果は、種々の

アイロニーに共通の性質は、伝統的アプローチが想定しているような発話内容の提示方法

ではなく、発話の内容そのものの中に認められる可能性があることを示唆している。拒絶

という発話内容の提示方法によるアイロニーの定義から、発話内容に凡庸でないずれを生

じさせる、論証的連鎖による論証的相の、不実な言明化 formulation infidèle という発話内

容そのものの性質によるアイロニーの定義へと移行する必要性が出てきたのである。 

 

6 結論 

 本章では、これまで反語法を用いたアイロニーに分析対象が限られていた意味論的ブロ

ック理論によるアイロニーの分析を、誇張法を用いたアイロニーにも分析対象を広げるこ

とによって、延長させることを試みた。分析の結果、反語法を用いたアイロニーも、誇張

法を用いたアイロニーも論証的相と論証的連鎖の間にずれが認められ、反語法を用いたア

イロニーの場合には、両者の間の矛盾関係に基づく不合理なずれ、誇張法を用いたアイロ

ニーの場合には、論証的連鎖が論証的相に対して強すぎるという強弱に関するずれが存在

していることが観察された。さらに、これらの意味内容は、反語法を用いたアイロニーの



場合には排除され、誇張法を用いたアイロニーの場合には、前景化あるいは後景化される

ことを確認した。このことから、伝統的なアプローチに見られる発話内容の提示方法によ

るアイロニーの定義（発話の意味内容の排除）から、発話内容そのものの性質によるアイ

ロニーの定義（論証的連鎖による論証的相の不実な言明化）へと移行していくことの必要

性が示唆された。今後、反語法、誇張法以外のテクニックに基づくアイロニー（例えば緩

叙法）にも分析対象を広げることによって、意味論的ブロック理論の枠組みにおけるアイ

ロニーの分析をさらに展開していくことが可能であると考えられる。 
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1 たとえば Grice (1989: 53-54)は次のように述べている。 

A and B are walking down the street, and they both see a car with a shattered window. B says, 

Look, that car has all its windows intact. A is baffled. B says, You didn't catch on; I was in an 

ironical way drawing your attention to the broken window. The absurdity of this exchange is I 
think to be explained by the fact that irony is intimately connected with the expression of a  

feeling, attitude or evaluation. I cannot say something ironically unless what I say is intented 

to reflect a hostile or derogatory judgement or feeling such as indignation or contempt. 

 
2 理論に関する用語の日本語訳は大久保(in printing)および喜田(2012a)、(2012b)を参考にし

た。 

 
3 理論に関するここでの記述は Carel (2011a)、(2011b)、(2012)、Carel and Ducrot (submitted)、

大久保(in print)および喜田(2012a)に基づいている。ただし、発話機能に関する用語(前景化、

背景化、排除)については Carel (personal communication)。読者の理解のために、呼称を変

更したが、定義についての変更はない。 

 
4 conn.は connecteur の略である。 

 
5川口(2006)に記述があるように、Ducrot はモダリティに代わる概念としてポリフォニーを

提案した。発話機能はもともと Ducrot (1984)にはじまる発話行為理論の 1 つであるポリフ

ォニー理論 théorie de la polyphonie を発展させた論証的ポリフォニー理論 théorie 

argumentative de la polyphonie の概念であった。その後、論証的ポリフォニー理論は発話機

能以外の概念をすべて放棄し、残った発話機能のみが意味論的ブロック理論の中に吸収さ

れた。これは、意味内容だけでなく、発話行為もすべて論証的であるという考えに基づく

ものである(Carel: personal communication)。なお、発話機能という訳語は fonction textuelle

の直訳ではないが、これは大久保(2014)などにおいて、すでに定着している日本語訳に従

ったものである。 

 
6 テクストや談話の展開とは、次のことを指す。「発話 E1 の「談話的展開」とは、E1 の直

後に別の発話 E2 を意味的に関連づけながら接続することである。例えば、Il fait beau に

Allons nous promener を接続することは、前者の談話的展開の一つである。(喜田 2011:218)」。 

 
7 (2)の発話では、前提された内容を用いてオランドがサルコジを密かに攻撃していること

が分かる。たとえば、「自信を取り戻す」ということは「自信を失っていた」ことであり、

「予想よりもはっきりとは負けていない」ということは「はっきりと負けることが予想さ

れていた」ということである。 


