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概要： 本論文では, 日常生活の中で度々遭遇する, 人が笑う, という現象について, 漫才における

笑いに着目して考えた. 漫才においては, 基本的に「ボケ」と「ツッコミ」の二者によるコミュニ

ケーションが行われ, その中で緩急の変化が生まれることで, 笑いが起こる. この漫才おける笑

いを 6 条件に分類し, 言葉のやり取りの時間変化を二項関係で表し，そこから代数構造である束

を得た．この束によって６条件を評価する時，特に縁取りと呼ばれる構造が現れる事を示し得た．

さらに，束上の確率を計算し, 条件ごとに違う傾向の確率の変化が見られることを示した. この確

率の変化こそが, 笑いにおける緩急の変化を表していると考えられる. 
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1. はじめに 

本論は，笑いの問題として, 日本の伝統的

な話芸である漫才における笑いについて考え

た. 漫才とは, 一般的に二人の話者によってな

される話芸であるが, お笑い芸人の千原ジュ

ニアは, ラジオ番組の中で「ツッコミとは, 笑
いを縁取ることで, より引き立たせること」と

言っている. 本論文では, 漫才における笑いを

条件によって分類し, それぞれを体系化し, そ
れを二項関係で示し, そこから束を形成し, 条
件を数理構造によって評価した.さらに束上で

主観的確率を定義し，漫才におけるボケ・ツッ

コミ, 二者のコミュニケーションの中で生ま

れる緩急の変化を, 定義した確率の変化によ

って示した. 最終的に, 笑いにおける「縁取り」

を, 二項関係や束, 確率の変化から論じた. 
 
2. 漫才における笑いの分類 

ベルグソンは笑いを起こすメカニズムと

して, 「反復」, 「逆転」, 「交錯」の三つを定

義した. さらに, 笑いが起きる現象についての

様々な研究から, 漫才における笑いの条件と

して, 以下の６条件を与えた; 1.交錯; 2. 逆転 
(縁取り); 3. 方向転換; 4. 反復; 5. 誇張; 6. 歪

曲. これらは, 漫才における話の展開が複数の

ブロックに分割され, それらが意味的に交錯

し、逆転し、方向転換を起こしていることなど

を示している. 
3. 条件ごとに二項関係に表す 
意味的な転回を示す新たなブロックが出

現するまで, 弱い前提と弱い帰結が連鎖して

いく. ただし各々の結びつきは分かるものの, 
全体のブロックにおける前提と帰結は分離さ

れ, ストーリーの展開がわからない事で鑑賞

者の緊張感が高まる.ここにツッコミでありボ

ケでもある新たなブロックが与えられること

で緊張感が緩和され, 笑いが引き起こされる

と考えられる（図１左）. 
   「逆転」では, 連続した前提・帰結の系列が，

前提と直後の帰結の対応関係だけで成立し, 
その直後の前提は無関係となる.この関係を二

項関係で表したものが図１右の図である. 関
係のあるところを青色格子, 関係のないとこ

ろを白格子で表している. 意味のわからない

独白が延々と続くブロックは対角行列で表さ

れることになる. ここに「ツッコミでありボケ」

が放たれると，それは独白パートの全ての言葉

と関係を持つことになる.これがすなわち, 「縁

取る」と考えられる（図１右）. 
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   図 1. ボケ・ツッコミの構造と二項関係 
 
この解析を反復, 誇張, 方向転換に行ったもの

が図２である. 例えば方向転換の場合, 通常の

常識的な会話の中で, 唐突にボケがやってく

るので, それまでに現れた言葉とは全く無関

係な言葉が放たれることで, 「縁取り」とは対

応関係が逆になる.  

 

図２. 反復・誇張・方向転換の二項関係. 
 
 交錯, 歪曲, 逆転は, 縁取りの強さの系列と

して体系化できることが判明した. これらは

行と列を入れ替える時, 全ては対角行列の重

複で表すことができた（図３）. 

 
図３. 交錯, 歪曲, 逆転の二項関係と束. 

 
二項関係から束を構成するとき, 対角行列は

古典命題論理に対応するブール代数となる. 

すなわち交錯, 歪曲, 逆転は, ブール代数の重

複で示せることが判明した.  
 
4. 縁取りの意味 
各条件における二項関係から束を形成し,

確率を計算すると, 条件ごとに異なる傾向の

確率の上昇が見られた(図４).  

 
図４. 束における客観確率と主観確率 

 
漫才における「縁取り」は, ボケが文脈の安定

しない弱い前提と弱い帰結を繰り返していき, 
鑑賞者に緊張感を与えるのに対し, そこに笑

いのクライマックスとして, 外部からそれま

でに現れたそれぞれの弱い前提・弱い帰結とす

べて関係を持つツッコミをボケのように到来

させることで, ブール代数上の要素が失われ, 
二項関係から得られる束の要素の確率が急激

に上昇し, その瞬間に笑いが起こる. この確率

の変化(上昇)が, 鑑賞者の緊張から安心への変

化を表しており, これがすなわち「縁取り」な

のである. 
 
5. 結論 

漫才における笑いを, 定義した 6 条件を用

いて, 二項関係, 束に関して分類をした.得ら

れた束から確率を計算し, 確率の上昇として

緊張感の緩和が表現された. 
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