
The rhythm of ‘laughing’ is strange. It is 
interesting that gags, whether funny or not, 
may cause laughter through rhythm. The 
humour in Manzai’s boke and tsukkomi 
depends on the t iming.  I f  the t iming's  
wrong, it's not funny.

Henri Bergson was a famous early 20th 
century French philosopher who wrote a 
book entitled, “Le Rire” (Laughter). In front 
of an audience a speaker stumbles on a 
staircase, which causes laughter from the 
audience. Bergson asked, why is this so? 
His  answer  was that  at  the  moment  a  
human looked l ike a machine that was 
breaking down, the authority of the person 
was diminished and the malfunction caused 
us to laugh. In laughter there seems to be a 
triangle composed of a laughing subject 
(audience), the target of the laughter, and 
the mechanism or structure. There is an 
aspect of the exposure of the machine that 
resides internally. The sudden appearance 
of this internal aspect causes laughter. 

It seems to me that laughter is the sound of 
destruction, which occurs suddenly when 
this triangle is broken. If a singular phrase 
of laughter were compared to a singular hit 
of drumming, the sound exists at the end of 
the strokes and,  at  the same t ime,  the 
beginning as well. A person who cannot 
share in laughing, might recognise the 
trustful relationship is destroyed. Those 
who share this  laughter  might  have a  

mutual understanding, which allows the 
following hits together with other people. 
In it there might be laughter as communal 
awareness.  This observation, however,  
seems to be too subjective.  

A chimpanzee is said to display a laughing 
posture. It might be taken as an explosion of 
emot ion .  I t  seems  tha t  ch impanzee ’ s  
‘laughter’ is fundamentally different from 
human’s. Why should only humans laugh? If 
laugher is the destruction of an equilibrium 
caused by interrupting a smooth surface, 
how about smiling? A friend of mine said that 
there are two types of people in front of 
artworks- one smiles and the other does not. 
In fact there are fewer people who smile in 
front of an artwork. There are a lot of people 
who do not smile, even among art critics and 
historians. In smiling, understanding and 
se l f -ass imi la t ion  are  invo lved ,  which  
chimpanzees do not have. Laughter can 
contain destruction, smiling does not have 
t ha t  k i nd  o f  e l emen t .  A  pe r son  who  
categorises an artwork and does not see the 
work itself, as it were, is laughing at the 
work, before establishing the relationship 
between the subject and the artwork. There 
might be a big gap between the extroverted 
or explosive rhythm of laughter and the 
introverted rhythm of smiling. In laughter 
t h e r e  i s  t im i ng ,  wh i ch  e xpand s  t h e  
centrifugal effect. On the other hand in 
smiling, timing can emerge in the subject 
from nowhere. 

「笑い」のリズムっていうものが不思議です。 

なんつうんですか、いわゆるギャグってい
うものは内容が面白くても面白くなくても
リズム次第で結果が大きく変わるんで面白
いな、と思います。 漫才のボケとツッコミも
タイミングを外しては全く笑いが取れな
かったりします。

ベルグソンという２０世紀初頭のフランス
の哲学者に「笑い (“Le Rire”)」という著作が
あります。満員の会場で、論者が演台に上が
るとき階段にちょっと躓く、ここで笑いが
起こる、なぜか？と問い、それは人間がその
瞬間狂った機械のメカニズムのように見え
るから、その「権威」と「狂ったオンボロ機
械」とのギャップで笑うのだというのです。
笑いには笑う主体と笑われる対称以外に、
こういった機械性や構造性といったトライ
アングルが関わっているようです。内在し
ているメカニズムという機械性が明らさま
になる局面がある、そのところに笑いが起
こるというわけですね。

笑いというのはこのトライアングルが瞬
時に壊れる音なのかなという気もします。
笑いの発作の一フレーズは一打のドラム
音に相当するとしますと、その音は終わり
を示すと同時に始まりをも示しています。
笑いを共有できない者は、この一打によっ
て信頼関係が破壊されたものとして認識
するでしょうし、一緒になって笑う者には

ドラムをほぼ同時期に僕打する共通意識
のようなものが生まれているのかもしれ
ません。そこに共通意識としての笑いのリ
ズムがある。

ある種のチンパンジーは笑う仕草をするら
しいです。ある種の感情的爆発ともとれま
すが、どうも人間の笑う仕草とは根本的に
違うようです。どうして人間だけが笑うの
か？笑いが構造の表面化への発露による均
衡の破壊だとすると、「微笑み」はどうで
しょう？ある友人は芸術鑑賞には二つの人
種がいる、作品を前にして微笑むものと微
笑まない人種だ、と。実は作品を前にして

「はは～」と合点したり作品の機微を直感し
微笑む人種は意外に少ない。たとえ美術評
論家でも美術史家でも微笑まない人が多
い。微笑みにはおそらくチンパンジーには
ない直感力と自己同化が含まれるのでしょ
う。笑いが破壊を含むのに対して、微笑みに
は破壊の要素はない。作品を類型化しただ
けで分かった気になり、作品自体を鑑賞し
ない御仁は、作品と主体との関係性を確立
する前に作品を笑ってしまっていることに
なるのではないでしょうか。笑いのエクス
トラバートの爆発的リズムと、微笑みのイ
ントラバートのリズムの間には大きなギャ
プがあるのかもしれません。笑いには笑い
が外へ波及していくタイミングというもの
があるのに対して、微笑みにはおもわず微
笑むタイミングがどこからか訪れると言え
るのかもしれません。
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