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｢なんちやって」の用法の分析試論

金城克哉

本稿では一般に若者言葉・流行語とされる「なんちやって」という表現を取

り上げ，語用論の側面からの分析を試みる。こういった若者言葉・流行語は通

常，一過性のものであり，辞書に記載されることもなく，時代の移り変わりと

ともに使用頻度が低下し，いつしか忘れ去られてしまうものである。日本語の

一部であるにも関らず，上記のような側面があるためか，音韻・形態・統語・

意味といった各論で議論されることも稀である。２０年以上前に用いられ始めた

｢なんちやって」を本稿で検討に値するものとして取り上げたのは，以下で示

すようにその用法に語用論的にも談話機能上でも重要な特徴が見られるためで

ある。以下，用法の変遷を概観し，問題の所在を明らかにした上で考察を加え

る。考察の後半では言語学的な視点にとらわれず，この表現が「パロディ」と

捉えられる可能性を示す。

１．「なんちやって」の用法の変遷

言語学の立場からこの言葉自体を研究対象とした論文は管見ではほとんどな

く，各種雑誌記事などを基にその用法の経緯を辿らざるを得ないが，ジャーナ

リストの速水由紀子は「なんちやって」が最初に用いられ始めたのは1978年で

あると指摘する（1997:58）：

昨年あたりから，高校生の問で「なんちやって」ギャグが，また流行っ

てきた。

第一次の流行は1978年。電車の中でヤクザにからまれ大泣きした後

｢な－んちやってね」とボケをかます，なんちやっておじさんの噂が広

まった。（注１）
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同様な用法は現在でも見られる（(1)(2)ともにインターネット上で収集したデー

タ）：

(1)昨日はなぜなんだかビールを２缶も飲んじゃってしまった。明日は朝一か

ら授業だよ－と頭の片隅にはあったんだけどね－．ハメを外したいときも

あるさっ！なんちやって。で，やっぱり朝起きるのがしんどかつた（へoﾊ；

(2)Ａ：「全力で購入せよ！なんちやって」

Ｂ：「そろそろそのネタ飽たよ…」

これは『日本国語大辞典（第二版）』の指摘する「何かを述べたあとにそれ

が誇張だったり言い過ぎだったりしたのを，留保あるいは茶化す」用法にあた

る。（注２）

雑誌記事のタイトルにも上記用法が見られるが，以下に示すように，独立し

た発言として前言や直前の行為を「留保」するよう相手を促す用法が，ある時

期を境に連体修飾用法へと変化している：

(3)ａ．「美しい人はより美しく…なんちやって」（『週刊読売」1982.822）

ｂ・「バカうけコント師レオナルド熊の「人間辛抱だな～んちやって」

（『週刊現代』198349）

ｃ・「『下町のロッキー』小林光二の強敵はトルコ嬢ナンチャッテ」

（『週刊サンケイ』1984.2.9）

．．「『このおしゃべり野郎が…」なんちやって」（『週刊現代』198611.22）

ｅ・「『東洋』と『ジャズ』

1987.6.14）

の醤遁…ナーンチャッテね」（『週刊読売』

f・「『漫才師」が首相を辞めさせたな－んちやって」（『週刊ポスト』

1994.4.29）

ｇ「どこよりも早く，長嶋巨人優勝な～んちやって」（『週刊ポスト』

19946.24）
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ｈ「日本人と数学的人生論，な－んちやって」（『パート』1994.1212）

i，「ナーンちやって《古伊万里》調」（『月刊美術』1997.2）

』．「カンバン打者は違うね…ナンチャッて」（『週刊ベースボール』

1997.9.8）

ｋ・「世界水虫化計画，子育てで世界征服，孫子の兵法で世界征服…etc・

インターネット・カルチャーの新潮流か，ポスト・ノストラダムス的

錯乱か！？‐『世界征服計画』のなんちやって的大氾濫の不思議」（『Ｓ

ＰＡ１』1999.11.10）

1．「山形大入試ミス不合格者＆在学生の』恨み節一『いまさら再入学もう

無理』『私たち，ナンチヤッテ入学！？』」（『週刊朝日』２００１６８）

先に引用した速水の記事は1997年のものであり，その中で「昨年あたりから」

また流行り出したとされているが，（３Ｄに見られるように連体修飾用法が現

れたのもこの時期であると考えられ，その用法は2007年の現時点でも続いてい

る。インターネット上に見られる連体修飾用法の例を以下に示す：

(4)『なんちやってアコースティック・ブルース』（書名)，なんちやって動物

占い，なんちやってiPodshuffle，なんちやって世界紀行，なんちやって

アスリート，

ダイエット，

なんちやって合気道，なんちやってホステス，なんちやって

なんちやって主婦，なんちやってビーフシチュー，なんちやつ

て楊貴妃，なんちやって武士道ガイド，なんちやってハングル講座

２．問題の所在

この「なんちやって」が語用論の視点から考察に値するというのは次の理由

による。まず第１に（1-2）のデータが示すように，この言葉を用いることに

より，発話者自身が発言の取り消しを表明することになるという点があげられ

る（『日本国語大辞典（第二版）』の言う「留保」を参照)。これは発話行為理

論の点からも，またグライスの言う会話の公理の点からも，また会話分析の点

からも興味深い現象であると言えよう。ここで問題となるのは（ｉ）一旦発話
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行為として成立した発言を取り消すとはどういうことなのか，（ii）一見，グ

ライスの質の公理（偽と考えられることは言わない）に違反する行為はどういっ

た発話意図に基づくものであるのかということである。第２に，この言葉が用

いられ始めた当初には見られなかった連体修飾の機能は上記の前言取り消しの

機能とどのように結びついているのかということである。以下，上記問題点を

見ていく。

2.1．発話行為理論から見た側面

サール（Searll969）は発話行為が適切になされるための適切性条件を提唱

する。データ(1)おける「なんちやって」の前言，「ハメを外したいときもある

さっ！」は話者（筆者）の状況を述べる陳述（Stating）であるが，その適切

性条件は以下のようになる：

（5＝(1)の適切性条件）

ａ・命題内容条件：命題Ｐは事態，事実などの記述である。

ｂ・準備条件：話者（筆者）にとって，聞き手（読者）がＰを知っているか

否かは明らかではない。

ｃ・誠実条件：話者（筆者）はＰを信じている。

ｄ・本質条件：話者（筆者）は聞き手（読者）に情報提示を行う。

「なんちやって」によって前言の発話行為が適切になされたものではないと話

し手が自ら判断し撤回されるのであるならば，これら４つの条件のいずれかが

満たされていないということになるであろう。ではどの条件が「なんちやって」

によって撤回されるのであろうか。

本稿では「なんちやって」によって撤回される条件は誠実条件であると考え

る。その理由は２つある。第１に『日本国語大辞典」の指摘するように，「な

んちやって」には自らの発言を「茶化す」働きがあるとされるが，これは発話

者がその発言を「本当は意図したものではなかった」と認めることになるもの

であると考えるからである。他の条件，すなわち命題内容・準備・本質のそれ
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ぞれの条件を撤回（否定）してもそういった本来の意図とは異なるという結果

にはならない。第２に，(1)の場合に限らず，他のケースにおいても誠実条件が

撤回されていると考えられることがあげられる。このことを検証するために(2)

の命令のケースを見てみよう。

(2)では「全力で購入せよ！」という発言が「なんちやって」によって棚上げ

されているが，この命令文の適切'性条件は次のようになる（山梨1986を参照

のこと）：

(6＝（2Ａ）の適切`性条件）

a・命題内容条件：命題Pは聞き手による未来の行為を指す。

b・準備条件：（ｉ）話し手は聞き手がその行為を実行する能力を備えている

と信じている。（ii）話し手にとって聞き手がその行為をするかど

うか自明ではない。（iii）地位的に話し手は聞き手よりも優位な立

場にある。

c・誠実条件：話し手は聞き手がその行為を実行することを望んでいる。

d・本質条件：聞き手はその行為の実行の義務を負う。

このケースにおいても，当該発言が発話者の本意ではなかったと相手に伝える

ためには誠実条件，即ち発話者がその行為の実行を望んでいるという点を撤回

すればよい，ということになる。では，発話者が信じていないことや望んでい

ないことを発言し，その後それを撤回するということは会話の公理の面からど

う捉えられるであろうか。

2.2会話の公理から見た側面

よく知られているようにグライス（Gricel975）は発話の伝達内容を文字通

りの意味内容（ｗｈａｔｉｓｓａｉｄ）と含意される意味内容（whatisimplicated）

に大別し，語用論的含意には会話の公理が関係しているとする：
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(7)会話の公理

１．量の公理：ａ・必要な』情報はすべて提供する。

ｂ・必要以上の'情報の提供は避ける。

２．質の公理：ａ・偽と考えられることは言わない。

ｂ、十分な根拠を欠くことは言わない。

３．関係の公理：無関係なことは言わない。

４．様態の公理：ａ．わかりにくい表現は避ける。

ｂ・暖昧な表現は避ける。

ｃ、できるだけ簡潔に表現する。

ｄ，秩序立てて表現する。

2.1.で見たように「なんちやって」によって発言を撤回（留保）しようとす

る発話者は，自らが望んでいない発言をしてしまった，自らそう信じていない

ことを言ってしまったという点を認めるものであった。これを上記グライスの

公理にあてはめると，発話者は質の公理に違反してしまったためにそれを修

正する目的ですぐさま「なんちやって」発言をしたのだと考えられる。

質の公理の違反は皮肉や矛盾文，隠lli;iiなどに見られ，聞き手の推論によって

会話の含意が派生する。このような会話の含意は,慣例的な含意や一般的会話の

含意に下位区分され，一般的会話の含意は却下（キャンセル）可能であるとさ

れる。このことから，次の仮説が導きだされそうであるが，実はそうではない。

仮説：(1)や(2)に見られる発言は質の公理に違反しているため，何らかの会話の

含意を派生させる。「なんちやって」はその派生した含意を却下（キャ

ンセル）するために用いられる。

すなわち，「なんちやって」は発話行為の誠実性条件が満たされていないこと

を根拠に発言の撤回機能を担うということを2.1.で確認したが，それは前言

でなされた発話行為そのものをなかったことにするということであり，ここで

却下の対象となっているものは含意ではなく，文字通りの意味内容（ｗｈａｔｉｓ
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said）である。上記仮説が妥当でないとしたのは，含意を却下しただけでは発

言自体の撤回とはならないからである。

23．会話分析から見た側面

発話行為を撤回する用法の「なんちやって」は会話分析の立場から自己修正

(self-repair）であると見ることもできよう。シェグロフらは自己修正が他者

修正よりも高い頻度で起こり，そこに構造的な特徴が見られると指摘する

(SchegloffJeffersonandSacksl977)。そこでシェグロフらは修正される

べき箇所を「問題のありか（troublesources)」と呼び，それには言葉の置換，

人物指示の修正，次発話候補者選択の修正に分けられるとする（同上：370-37

2)。本稿で扱う「なんちやって」の場合は，しかしながら，修正は問題とされ

る発言全体を対象とするため，この分類にはあてはまらない。

(2＝再掲）Ａ：「全力で購入せよ！なんちやって」

Ｂ：「そろそろそのネタ飽たよ…」

すなわち，修正のマーカーとして「なんちやって」を捉えるならば(2)のデータ

で言えば「全力で」や「購入せよ」という発話の特定部分を修正する目的で発

せられたものではなく，発話全体（｢全力で購入せよ！」）を問題のありかとし

て捉え，それを修正すべきであると主張していることとなる。

(2)および（3a-j,3h）は自己修正の典型例と考えられるが，では，同じフレー

ズによって他者修正は可能であろうか。次の例を見てみよう。

Ａ：「全力で購入せよ！」

Ｂ：「なんちやって」

(2)

話者ＡとＢが第３者であるＣに向かって発言をしているという場面であればお

そらく（２１）は許容されるであろうが（水谷（1993）の言う「共話」を参照)，

ＡとＢの対話において，ＢがＡの発言を取り消す（撤回を促す）目的で「なん
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ちやって」ということはできないと思われる。これは2.1.で見たように「な

んちやって」が発話行為の誠実条件を覆すものあることに原因がある。当該発

話行為が誠実になされたかどうか，グライスの質の条件に違反していないかど

うかは，アイロニーの場合のように明らかに違反していると聞き手が判断でき

る状況にない限り，疑いようがない。またそれだけでなく，たとえ聞き手の側

が発言の誠実条件に疑いを抱いたとしても，それに対し疑うような問いかけ

(例えば「それは本気で言っているんですか」など）をすることはできても，

相手の発言そのものを撤回することはできない。

2.4．連体修飾用法

(4)で例を挙げたように，連体修飾としての「なんちやって」は形式名詞以外

の名詞（抽象・固有名詞を問わず）を修飾し，一般的に「にせ（もの）の」と

いう意味を持つとされる。（注３）この連体修飾としての「なんちやって」は22

-2.4.で見た発言の撤回とは別のものなのであろうか。関連があるとすれば，

この２つの用法はどのように結び付いているのであろうか。

この用法は若者用語とされるだけあってインターネットでも盛んに用いられ

ているが，名詞句それ自体を調べてもおそらく上記の疑問点は解決できないと

思われる。少々長くなるが問題の名詞句がある程度まとまったコンテクストの

中に現れるケースとして次に鴬沢のエッセイ（2003）を引用する。鴬沢は20代

の頃，「儒教＝長幼序列」だとして儒教を忌み嫌っていたという：

三十代も半ばを越えた今，私はかつて忌み嫌った「儒教」をとても便利

に活用している。長幼で「エラさ」を決めるのは，たいへんに便利なこ

とでもあるのだ。

そうした便利さに気付けたのは，結局のところ，自分のほうが年上で

ある，という機会が増えてきたからでしょう？と問われれば，私として

は素直に頷くしかない。（中略）若かったころ，私は儒教の否定的な面

しか見られなかったのだと思う。儒教の肯定的な面を見られるようになっ

た今（中略)，私はときにはそれを「年下の者に向かって命令口調で何
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かを頼む」というふうにも使う｡し，また別の方向では「ムカつく年長者

に対して自らの暴力を抑制する」というふうにも使っている。（中略）

付け加えれば，なにごとにも例外はある。海のように深い慈悲にあふ

れた儒教のココロを持った私として，例外的に売るべき喧嘩があった場

合は売るし，これまた例外的に買うべき喧嘩があった場合にはカネを出

してでも買う。そういう例外的なケースにおいては，相手の年齢とか性

別とか，あるいは相手が持っている権力などは，一切関係がなくなる。

長幼序列？はじめて聞く単語だね，などと言ってみたりもする。

海のように深い慈悲にあふれた私のココロの中にあるのは，だから

｢なんちやって儒教」なのだと思う。

30代になり，長幼序列という儒教精神を受け入れた鴬沢であるが，常にその精

神を持って人と接するわけではないという。自らの行動を振り返り，臨機応変

に儒教精神を持ち出したり引っ込めたりする態度を指して自分の中にある儒教

(精神）は「なんちやって儒教」であると結論づけている。いかなる場合にも

長幼序列を守るという立場からすればこのようなご都合主義は「まがいもの」

．「偽物」と指摘されるであろう。

次に「なんちやって」が再び使われ出した1997年当時の記事で速水は「なん

ちやって女子高生」について次のように指摘している：

若いフリーターや二十代の女性が，女子高生時代のメリットを享受す

るため，「なんちやって女子高生」に化けるケースもある。

在学中にバイクで事故を起こし強制退学させられたまま，フリーター

生活をしているアヤカ（19）もその－人。

夜は高校時代の友人と渋谷でよく遊ぶ。ナンパされたいときは必ず紺

のミニスカの制服を着ていく。「大人っぽいスーツなんか着ていると，

あんまり声かけてくれない。みんなと同じような制服着た女子高生だと，

相手が安心するんだよね」

こうした「なんちやって女子高生」になるのに不可欠なのは，やはり
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制服やカバン。（速水：５９）

「なんちやってプラグ｣，「なんちやってシャネル｣，「なんちやってベルサーチ｣，

｢なんちやってフェラガモ」等のニセブランド商品と同様，一見すると制服を

着てカバンを持っているため女子高生のように見えるが，実際には女子高生で

はない人物は，「なんちやって女子高生」と呼ばれるという。この場合もニセ

ブランド商品は「まがいもの」であり，女子高生でもないのに制服を着た女性

は「偽物」であるとされる。

発話行為をキャンセルする場合の「なんちやって」では，誠実条件が成り立

たないことを発話者本人が指摘することにより発言の撤回を訴える機能がある

としたのであった。発言撤回の機能が修飾語として用いられるのであれば，被

修飾語となる名詞を撤回することになると考えられそうであるであるが，一旦

なされた発言であれば，発言後に撤回するということも首肯できるものの，撤

回すべき言葉（＝名詞）にあえて「なんちやって」をつけるというのはどうい

うことなのだろうか。第３節ではこの点についてさらに考察を行う。

３．考察

まず，次の点に注目したい。仮に連体修飾の「なんちやって」が「にせもの

の」・「ニセ（の）」という意味で用いられるのであれば，これらは相互に交

換可能なはずである。次のテクストは，みずほ銀行が顧客を対象にインターネッ

トでニセ業者に注意を呼びかける実例(8)と「なんちやって」を用いた作例(8)

である。

(8)みずほ銀行の名前を偽って名乗り，電話，ニセのアドレス，ダイレクトメー

ルなどによる融資勧誘を行うニセ業者にご注意ください。

(8)みずほ銀行の名前を偽って名乗り，電話，なんちやってアドレス，ダイレ

クトメールなどによる融資勧誘を行うなんちやって業者にご注意ください。
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これら２つのテクストを比較すると，（８１)は(8)に比べユーモラスな文面となっ

ているという印象を受け，(8)を見てそういった悪徳業者に注意しようと本気

で考える顧客はいないと考えられる。それはなぜなのであろうか。

また，第２節において「なんちやって」が発言を撤回する機能を果たすこと

を見たが，これは個人的なやりとりの場合に限られるのであって，例えば次に

見られるような国会の厚生労働委員会の場で国務大臣が発言を取り消す場合な

どには用いられない（＊は場面において不適切な発言を指す）：

(9)国務大臣（柳澤伯夫）：私も，いろいろな年金の記号番号が言わば林立し

ているというようなことでは，実際の裁定受給というものが本格化してま

いりますと，これはもう本当に容易ならざる状況になる，そういうことを

控えて，統一的な，一元的な把握の方法として基礎年金番号を導入した，

そのこと自体は私は正しい選択であったと，このように考えます（＊なん

ちやって)。

（第166回国会平成19年６月７日参議院厚生労働委員会議事録より）

恐らくフォーマルな（例えば会議のような）場面において「なんちやって」を

用いて自らの発言を撤回しようとする者は国務大臣に限らず一般の会社員でさ

えも，ふざけている，もしくは不適切な発言をしたとして非難されるにちがい

ない。第２節でとりあげた発話行為・会話の公理・会話分析といったアプロー

チでは捉えられなかったが，これは「なんちやって」がインフォーマルな個人

的やりとりの場でのみ用いられるという制限を持ち，さらに自らの発言（前言）

が冗談であったということを指示するためである。

3.1．「なんちやって」≠発話行為撤回

先に第２節において「なんちやって」の機能を発言の撤回と結論づけたが，

上記述べたようにそれ以外の側面，すなわち「なんちやって」は自らの発言が

冗談であるということを示す指標であるということが新たに浮かび上がってき

た。この「冗談であるという指標」と「発言の撤回」とはどのよう}こかかわっ
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ているのであろうか。これは次のように捉えられるであろう

問題となる発言Ａ（発話Ａ）

発言Ｂ（発話Ｂ＝「なんちやって｣，発言Ａは冗談であった)。

よって，発言内容は真剣に受け取られるべきものではない（それは誠

実条件が満たされないことから裏付けられる)。

Step

Step

Step

●
●
●

『
・
ロ
ロ
ロ
ー
（
叩
”
塚
内
］
（
叩
”
『
、
叩
）

発言内容が真剣に受け取られる内容のものでなければ，それは情報としての価

値のないものとなり，「言わなかったこと」として解されてもよいことになる。

その一方で,例えば「発言を取り消します」という直接的な発言の撤回の場合，

前言の発話行為の適切`性条件が満たされているか否かは問われず，発言自体が

撤回される。

２．３．において聞き手の側（B）が「なんちやって」を用いて発話者（Ａ）の

発言を撤回するよう要求できないことを確認したが，下記（Bb）のように

｢その発言の撤回を求めます」というような表現であれば，相手にその旨要求

することが可能である：

(２） Ａ：「全力で購入せよ！」

Ｂ：ａ．「なんちやって」

b・「その発言の撤回を求めます」

（Ba）と（Bb）の可否の差は誠実条件を問題にしてそれが成立しないとする

｢なんちやって」に対し，適切性条件そのものを全く考慮に入れず発言自体の

取り消しが問題となっているためであると考えられる。

では，上記Step３とした「なんちやって」による「発言内容は真剣に受け

取られるべきものではない」という発話者の表明によって，発話者は何を行っ

ているのであろうか。ここで，２３で示唆した「自己修正」という概念を拡大

解釈し，本稿では「メタ修正」という概念を提示したいと思う。シェグロフら

は言葉の置換，人物指示の修正，次発話候補者選択の修正という「問題のあり
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か」が発話者自らによって修正されるのか，聞き手によって修正されるのかを

問題としていた。こういった修正は発話内容自体の解釈（発話文＝命題Ｐの意

味）に大きな影響を与えるものであり，修正は命題の意味を相手にきちんと捉

えてもらうために行うものであると言えるだろう。その一方で，発話者は例え

ば冗談の通じないような相手に（たまたま）冗談のつもりで発言をし，相手が

真剣にその内容を受け取ってしまわないように事後に解釈の基準を提示すると

いうことがある。本稿でこれまで扱ってきた「なんちやって」はこの後者のケー

スにあたる。この場合，命題Pの意味は明確に相手に伝わっているのであるが，

それを冗談として受け取るべきか否かの枠組みが話し手によって与えられる。

｢なんちやって」を用いて「真剣に受け取るべきではない」という修正が加え

られるというのは，このように命題の意味内容を越えたレベルでの事柄であり，

これを本稿では「メタ修正」とする。（注4）

認識の枠組み（真面目）認識の枠組み（冗談）■厩

発言Ａ 発言Ａ

図１．認識の枠組みとメタ修正（発言の場合）

３２メタ修正と連体修飾

「なんちやってシヤネル」などに見られる「なんちやって」は「にせものの」

という意味で用いられると一般に指摘されているが，これは副次的な意味であ

り，その実は「なんちやって」を伴った名詞句によって指示される事柄や物が

世間一般に捉えられているようなものではなく，冗談という枠組みで捉えなけ

ればならないと，聞き手は修正を喚起されているということなのではないだろ

うか。

それならば，このように「なんちやって」を用いた名詞句が現れるテクスト

全体の認識も変化を促されると考えられる。次のニュース記事を見てみよう：
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(１０）ルイ・ヴィトンなどの偽ブランド商品（＊なんちやってブランド商品）

が富山県内で販売されていた事件で，富山中央署などが商標法違反の疑い

で逮捕した岐阜市村雨町，アルバイト店員ST容疑者（42）が「年十回ほ

ど韓国に行って買い付けた」などと供述していることが，六日までに分かっ

た。

同署などは同日までに，Ｔ容疑者の自宅アパートからバッグや財布など偽

ブランド商品（＊なんちやってブランド商品）約千三百点を押収するとと

もに，同容疑者が商品を日本に持ち込んだ手口についても調べている。

（中略）

調べでは，Ｔ容疑者は数年前から年間約十回，韓国に渡航していたことが

分かった。同容疑者は渡航のたびに偽ブランド商品（＊なんちやってブラ

ンド商品）を購入し，日本に持ち込んだと見られる。

（富山新聞2006年７月７日）

この記事では認識の枠組みという点において名詞句「偽ブランド商品」と「な

んちやってブランド商品」は置換可能ではない。上述したように「なんちやっ

て」を用いることで冗談であるということが示されるため，それを含むテクス

ト自体もその認識の枠組みで処理されなければならないためである。（８）が

ユーモラスな文章として受けとられ，悪徳業者に本気で注意しようと考えない

のはこの理由によるものである。図２は発言の認識の修正と，「なんちやって」

を伴う名詞句を服含むテクスト自体の解釈修正が平行関係にあることを示す：

認識の枠組み（真面目） 認識の枠組み（冗談）口慨

なんちやって

シャネル
シャネル

図２．認識の枠組みとメタ修正（連体修飾の場合）

上記見てきたように，発言の（間接的）撤回の機能も，連体修飾の機能も共に
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聞き手の認識の枠組みを修正するよう促すものとして捉えることができる。次

に別の側面からこの連体修飾用法に注目してみよう。

3.3．冗談とパロディ

言語学の分野では語用論や文体の面から冗談（ジョーク）を取り扱った研究

が多く見られるが（上林2000,長谷川2003,小泉1997，森本2000,Raskinl985，

渡辺1995,Yamaguchil988等)，そこでの研究の焦点は冗談がなぜ面白みを

持ち，聞き手の笑いを誘うかという点にあり，本稿が対象としている「なんちやっ

て」のように談話途中での認識枠組み変更や名詞句，そしてその名詞句を含む

テクスト自体の認識枠組みの変更は考察の対象とはされてこなかった。本稿で

は以下，言語学的な視点から一歩離れ，哲学者ジュデイス・バトラーの用いる

｢パロディ」という概念を採用し近年盛んに用いられる「なんちやって女子高

生」のような用法の背景に触れておく。

バトラーはオースティンの行為遂行性の概念を拡大し，ジェンダー・アイデ

ンティティへ応用するが，そこでジェンダー化されたアイデンティティは行為

遂行型であるとした（Butlerl990)。パロディとは，既に存在する作品（本物）

を模倣し，その本物のもつ権威づけや優位'性に疑問を投げかけるものであると

される。パロディを行うことによってオリジナルの「本物らしさ」が疑問に付

され，オリジナルとコピーとの間の境界が不鮮明となる。特に，男性性や女性

性といったものは自明なものであると一般的に認められているが，実はそれら

は自明ではなく，ドラァグ・クイーンやドラァグ・キングなどのパフォーマン

スを通じてその「本物らしさ」の権威づけが揺さぶられるとしたのであった。

バトラーは次のように指摘する。「ジェンダーを模倣することによって，ドラァ

グはジェンダーの偶発性だけではなく，ジェンダーそれ自体が模倣の構造を持

つことを明らかにする」（同上：137-8)。

哲学的論証は本稿の意図するところではないが，「なんちやって女子高生」

などが「模倣」と呼ばれてしかるべきものであると言うことはできるであろう。

また，それによって，女子高生やブランド品などの現在「価値あるモノ」とさ

れている様々なモノが実は虚構であるということが見えてくるのではないだろ
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うか。速水は次のように指摘する：

「なんちやって」現象のウラには，どんな心理があるのか。

羨望の身分やブランドに，「もどき」でしか手の届かないテレや弁明。

それに本物じゃないという多少のやましさを，「なんちやって」と舌を

出すことでチャラにしてしまえる。

が，そうまでして自分をブランドや記号の枠にはめたい根底にあるも

のは，本来の「自分らしさ」への自信のなさと，精神的指標のない消費

社会に放り出された不安だ。（速水：６０）

「なんちやって女子高生」になりすましたり，「なんちやってシャネル」を

持ち歩く女`性の心理が自信のなさや不安に基づくものであるのかどうかは別の

分析に譲るとして，自らがそういった恰好をし，ニセブランドを承知で商品を

購入し身につけるという現象そのものは，バトラーの言うパロディに他ならず，

そういう行為をすることによって「女子高生」や「ブランド品」の権威づけを

揺さぶる働きをしていると見なす事ができるだろう。そうであればこそ，「な

んちやって」によって修飾される名詞が一般的に価値があるとされるものを指

すことも首肯される。

ある玩具メーカーが2000年以降，遊び心と実用性を融合させた新感覚の生活

玩具数種を「なんちやってシリーズ」として売り出しヒットしたという。中で

も「なんちやってビールサーバー」という商品は110万個の売り上げを記録し

たそうだが(注5)，これなどはまったくの玩具で実用的な面がなければパロディ

となりえないはずである。本物の持つ「本物らしさ」を兼ね備えつつ，本物で

あってはならないのがパロディである。パロディはパロディとして本物にはな

い「軽さ」がある。責任の所在云々という世界とは無縁であり，それだからこ

そ，そこに参加する者，参加するよう促される（認識修正を促される）者はそ

れを楽しむことができるのである。
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４．まとめ

本稿では「なんちやって」の用法について，まず語用論的な立場から発言の

撤回という用法があることを確認し，それは発話行為理論で言う誠実条件の不

成立に基づくものであるとした。しかしながら，その段階に留まらず，実際に

は「なんちやって」は発言および名詞句の認識の枠組み変更を促す機能を負う

ということが分析により明らかとなった。また，言語学的なアプローチではな

いが，「なんちやって女子高生」になりすましたり「なんちやってプラグ」の

ようなブランド品を身につけるという行為がバトラーの言うパロディに他なら

ず，本物のもつ権威づけを脅かす働きをしているのではないかということが指

摘された。

）王

1．速水の言う「なんちやっておじさん」というの}ま自らが「なんちやって」

という言葉を発する年配の男性を指す言葉であり，本稿で考察の対象とす

る「なんちやってシャネル」や「なんちやって女子高生」とは「なんちやっ

て」の用法に違いが見られる。本稿では「なんちやっておじさん」のよう

な用法については考察の対象外とする。

2．小学館『日本国語大辞典』第一版（1975）に「なんちやって」の項目は見

られないものの，2001年発行の第二版（第10巻，340ページ）には見出し

項目として取り上げられている：

［連語］（副助詞「なんて」に動詞「いう（言)｣，連語「ちゃう｣，

助詞「て」のついた「なんていっちゃって」の変化したもの）など

と言ってしまって。俗に，何かを述べたあとに，それが誇張だった

り言い過ぎだったりしたのを，留保あるいは茶化す意味合いで用い

ることが多い。

副助詞「なんて」の機能についてはKinjo（1996）を参照のこと。

3.1996年版『現代用語の基礎知識』には若者用語として「なんちやって」が

取り上げられ，「にせものの。有名ブランドの名を後につける。『そのバッ

ク，なんちやってシヤネルじゃないの？』」という記述が見られる。
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４．ハイムズ（Hymesl972）のＳＰＥＡＫＩＮＧグリッドを用いて表現すれば，

Keyの再定義と見ることもできる。

５．『fai』2001年11月号「失敗はイノベーションの母なり：売れる商品の孵化

法」

参考文献

上林順錦2000．「ジョークの語用論試論」『防衛大学校紀要人文科学分冊』

八十一輯，ppl83-97

小泉保1997．『ジョークとレトリックの語用論』大修館書店

鷺沢萌2003．「なんちやって儒教」『月刊しにか』voL14，No.１，ｐｐ２－５

清水均編1996．『現代用語の基礎知識1996』自由国民社

日本大辞典刊行会編1975．『日本国語大辞典』第８巻小学館

日本国語大辞典第二版編集委員会・小学館国語辞典編集部編2001．『日本国

語大辞典第二版」第10巻小学館

長谷川新一２００３「コトバの類似』性認知メカニズム：ジョークのメタファー認

知」『言語文化学会論集」voL20，pp49-59

速水由紀子1997．「ニセモノがバレたら…『なんちやって』」『アエラAera』

voL10，No.８，pp58-60

fai編集部２００１「失敗はイノベーションの母なり：売れる商品の孵化法｣，

『fai』No.１４６，ｐｐ８－１３

水谷信子１９９３「『共話」から『対話』へ」「日本語学』voL12，ｐｐ４－ｌＯ

森本俊之2000．「ジョークにおける伝達障害と修復について」Ｎａgoya

WorkingPapersinLinguistics，voL16，ppl93-204

山梨正明1986．『新英文法選書１２発話行為』大修館書店

渡辺政徳1995．「ジョークと関連』性理論：『ディセプティブ』ジョークのメカ

ニズムの語用論的分析」『上越教育大学大学院学校教育研究科言語系コー

ス（英語）研究論集』ppl51-165

Butler，Judithl990GenderTrouble：feminismandthesubversionof

identity・NewYork：Routledge、竹村和子訳『ジェンダー・トラブ

－５０－



)v : 7.r. ~ =7:b C: 71 T /7 -1 7 -1 O)fI~L~ 1999 lff±t±
Grice, H. P. 1975. Logic and conversation. In Cole and Morgan (eds.)

Syntax and Semantics 9: Pragmatics. New York: Academic Press,

pp.41-58

Hymes, Dell. 1972. Models of the Interaction of language and social life.

In Gumperz and Hymes (eds.) Directions in Sociolinguistics. New

York: Basil Blackwell, pp.35-71

Kinjo, Katsuya. 1996. A study of the Japanese particle nante: its mean

ing and pragmatic functions. Southern Review. No.11, pp.55-67

Raskin, Victor. 1985. Semantic Mechanisms of Humor. D. Reidel

Publishing Company.

Searle, J. R. 1969. Speech Acts: An essay in the philosophy of language.

London: Cambridge University Press.

Yamaguchi, Haruhiko. 1988. How to pull strings with words. Journal of

Pragmatics, vol. 12, pp. 323-337

-51-



A Study of a Japanese fixed phrase nanchatte

Katsuya Kinjo

Abstract

This paper examines the usages of a Japanese fixed phrase,

nanchatte, from pragmatic perspective. This phrase first appeared

around 1978, when it was used right after a speech act and it seemed

to cancelle what has been previously uttered. This usage has changed

and reappeared around 1997; this recent usage is characterized by its

noun modifying function. It will be argued, first, that this speech act

cancellation function is better understood by the failure of one of its

sincerity conditions. Second, taking the noun modifying function into

consideration, it will be suggested that these two usages are connected

with the notion of "meta-repair", which proposes the change of hearer's

recognition frame. It will be also pointed out that the use of "nanchatte

+N" can be captured as a "parody" in Butler's (1990) term.
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