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1. 「役割語」の定義と本質
「役割語」という概念は、金水 (2000) および金水
(2003) でその概略と問題点が提出された。金水 (2003)
には次のような定義が掲げられている。
ある特定の言葉遣い（語彙・語法・言い回し・
イントネーション等）を聞くと特定の人物像（年
齢、性別、職業、階層、時代、容姿・風貌、性格
等）を思い浮かべることができるとき、あるいは
ある特定の人物像を提示されると、その人物がい
かにも使用しそうな言葉遣いを思い浮かべること
ができるとき、その言葉遣いを「役割語」と呼ぶ。
（金水 2003: 205）
即ち、役割語とは、人物像＝人物の「属性」
（カテゴリ
ー）と心理的に結びつけられたスピーチスタイルのこと
である。このような連合は、むろん、個々の話者の心理
的状態として記述できるが、重要なのは、そのような状
態が言語共同体の中で共有されている場合であり、むし
ろそのような、社会的に共有された心理的連合をこそ、
役割語の本質と捉えたい。またこの意味で、役割語は「ス
テレオタイプ」の言語的側面であるとも言える。
社会的に共有されているからこそ、役割語は言語を用
いた表現（特にフィクション）に頻繁に利用される。ま
たそのような表現を受容することにより、共同体の若い
話者に、役割語の知識が伝えられることになる。これは、
ステレオタイプの中でも特に「文化的ステレオタイプ」
(Cf. Devine 1989, 上瀬 2002) と呼ばれるものの特徴を
備えている。
役割語は、作品における表現において顕在し、また効
果的に利用されて目立つので、表現論的あるいは文体論
的に捉えられ易い。さらに、作品の表現を通じて新たな
ステレオタイプが生み出される場合もあるだろう。しか
し、役割語の本質は、先に述べたように、共同体におい
て潜在している連合の集合であり、作品における表現は
その一面に過ぎない。役割語の知識は、フィクションの
みならず、話者の日常的な会話にも影響を与える。

2. 役割語の属性面
上に見たように、役割語は、人の属性と結びついたス
ピーチスタイルであるから、役割語について考察する場

合は、属性面と言語面の双方からアプローチしなければ
ならない。特に、対照研究を行う場合、言語面について
は対照言語学的考察が必要であることは言うまでもない
が、属性の認知に関する対照社会学的視点もまた必要で
ある。
日本語の役割語を例に、まず属性面について概観して
おく。主たるグリッドを示しておこう。
z 年齢：幼児、少年・少女、青年、壮年、熟年、老年
等
z 性別：女、男、男性的女性、女性的男性等
z 社会的階層・職業：下層・上層、知識人、芸術家、
事務員、肉体労働者、農民、漁民、商売人、やくざ、
学生、暴走族、体育会系等
z 地域性：都会人、田舎者（方言話者）
、大阪人・関西
人、九州人（博多者、鹿児島人等）
、土佐人等
z 国籍・人種：外国人（西洋人）
、中国人、黒人、
“ア
メリカ・インディアン”等
z 時代：武士、江戸っ子、大名、公家、王様、お姫様
等
z その他：宇宙人、ロボット等
むろん、これで全ての属性が尽くされている訳ではな
く、中間的・横断的属性をも考えれば、そのヴァリエー
ションは膨大である。また、文脈・状況に依存した、臨
時的属性を導入する可能性もある。後述するように、定
延 (2006) では、話者の生理的・社会的属性とは独立に、
個々の場面での話し方が指し示す属性を「発話キャラク
ター」と呼んでいる。例えば、若い男子学生であっても、
時によっては知識人を“きどって”話す場合などに、
「知
識人の発話キャラクターを用いている」などと言うふう
に用いる。

3. 役割語の言語面
役割語の言語面は、当然、個別言語によって大きく異
なる。日本語の場合、各役割語の特徴は、人称代名詞（特
に 1 人称）および語尾の表現に現れやすい。例えば一人
称代名詞には「わたし、わたくし、あたし、あたい、わ
て、わし、わい、あちき、あっし、おれ、おれさま、お
ら、おいら、ぼく、ぼくちゃん、うち、われ、拙者、そ
れがし、まろ、朕」等があり、それぞれにかなり明瞭な
人物属性と結びついている。また語尾の表現としては、
断定の助動詞（
「だ、です、である、でございます、でご

ざんす、でごわす、でごんす、でやす、でやんす、であ
りんす、じゃ、や、でおます、だす、どす、にて候、な
り」等）
、終助詞（
「わ、よ、ね、のう、ぜ、ぞ、わい」
等）が特に重要である。その他、次のような要素が役割
語の形成に関わり得る。まず、語彙面から挙げる。
z （狭義）敬語（尊敬語、謙譲語、丁寧・丁重語）の
使用・不使用、また敬語の段階。
z 美化語、雅語、卑語の使用・不使用：お～、ご～、
めし、野郎、くそ、しょんべん、あほ、ばか、～や
がる等
z 漢語、外来語の使用頻度
z （上項と関連するが）専門用語、業界用語、ジャー
ゴン、略語等の使用・不使用
z 感動詞、笑い声、生理音等：あら、まあ、おい、こ
ら、はい、はっ、うむ、おお、ははは、ほほほ、う
ふふ、ひっひっひ、きゃー、うっふん等
次に、文法・語法的側面を挙げる。
z 助詞の省略・非省略：
「水がほしい」 vs. 「水φほ
しい」等。
z 言いさし表現の使用：
「あたし……うれしくて……」
等
z ピジン的特殊語法：
「時間無いアル、
早く払うヨロシ」
等
次に、音声的側面を挙げる。
z 音便、母音融合、音素の脱落・挿入等：
「分かんない」
「知らねえ」
「赤っ恥」
「そりゃあそうだ」
、
「行くの
だ」 vs. 「行くんだ」等
z アクセント、イントネーション
z テンポ、雄弁さ
z 声質：咽頭のゆるみ、緊張等。Cf. 勅使河原 (2006)
「善玉 1 型・2 型」
「悪玉 1 型・2 型」
最後に、語用論、ディスコース的側面。
z 命令形の使用・不使用：
「やめろ」
「やめてくれ」cf.
「やめて」
「やめてちょうだい」
z 講義的口調の有無
z 感嘆文の使用の多寡
z 話題の選択権 等々
語彙、語法・文法に関しては、言語差が大きく、役割
語に関する日本語の特徴が非常によく出ていると言える
が、音声面、語用論・ディスコース的側面のある部分に
ついては、かなり言語普遍的な部分があるものと予測さ
れる。

4. コミュニケーションと役割語
山口 (2006) では、フィクションにおいて、よく考え
ると不自然な役割語の使用も読者に受け入れられてしま

うのは、それが巨視的コミュニケーションの表現だから
であると述べている。山口は、フィクションの中での登
場人物同士のコミュニケーションを微視的コミュニケー
ション、作者から読者・受容者へのコミュニケーション
を巨視的コミュニケーションと規定し、微視的コミュニ
ケーションを通して、話者の属性が巨視的コミュニケー
ションとして読者・受容者に伝達される。山口は巨視的
コミュニケーションの他の例として、状況説明やグルメ
的な味の描写など、異常に詳しすぎる説明的なせりふを
挙げながら、役割語もそれらと同様、巨視的コミュニケ
ーションとしての機能を果たしているので不自然さが目
立たないのだとしている。
山口の言う巨視的コミュニケーションは、メタ・コミ
ュニケーションと言い換えることもできる。メタ・コミ
ュニケーションであるならば、フィクションに限らず、
日常においても常に存在すると言ってよい。即ち、スピ
ーチスタイルの選択によって、話し手の属性を聞き手を
中心とする周囲の参加者に伝達する機能である。これは
一般にコード・スイッチングやスタイル・スイッチング
と呼ばれる現象と連続するもので、標準語と方言の切り
替え、普通体と丁寧対の切り替えといった現象も、それ
によって話し手の属性が伝達されているとすれば、メ
タ・コミュニケーションの一部である。むろん、
〈博士語〉
のような“派手な”役割語が日常会話で選択されること
は、遊びの要素が入った会話でなければ有り得ないが、
男性の発話における「ぼく」と「おれ」の選択・切り替
えなどを観察すると、日常会話におけるスタイルの選択
や切り替えが、フィクションにおける役割語の選択と共
通の知識を参照していることは明らかである。
加えて、日常会話における遊びの要素としての役割語
の使用についても言及しておこう。親しい間柄での会話
では、臨時的に〈博士語〉
〈お嬢様語〉
〈田舎者〉
〈武家語〉
といったさまざまな役割語類似のスタイルがパッチワー
ク的に用いられることがある。定延 (2006) ではこうい
った現象を「発話キャラクター」という概念で説明して
いる。これは、例えばマンガの中で、登場人物の頭身や
衣装がコマごとにころころ変わる現象とも似ていて、主
に若い話者による、一種の会話の遊びと見ることができ
る。音声会話だけでなく、携帯メールのやりとりでも観
察される。臨時的な方言的語彙・語法の使用や、
「そうだ
プー」などなど「キャラ助詞」
（定延 2006）の使用も、
こういった遊び的会話のなかでよく見られる。このよう
な、会話における遊び的な役割語の適用は、会話の雰囲
気を和ませ、
（同調できる者にとっては）会話の参加者同
士の一体感を醸し出す効果を持っている。

5. 言語イデオロギーと役割語

役割語が文化的ステレオタイプの一種である点で、容
易に、規範として人々の言語使用や属性への評価に制約
を与え得ることは言うまでもない。金水 (2003) では、
東北方言が黒人奴隷のことばとして翻訳に用いられるこ
と、ピジン日本語の一種である〈アルヨことば〉が中国
人の表象として用いられることの問題について指摘した
(金水 2006 も参照）
。中村 (2006) では、明治時代の「女
学生ことば」の成立を例に挙げて、
「女ことば」とは、女
たちが実際に使ってきたことばづかいではなく、
「女こ
とば」という抽象的な規範であるという考え方を提案し
ている。中村 (2006) によれば、
「女学生ことば」の成立
は、(1)性別化、(2)選択、(3)否定、(4)セクシュアリテ
ィ化の四つの過程に区別することができるとしている。
それぞれ、つぎのような段階である。
1. 性別化―書生言葉の使用を否定することで学生
を性別化する
2. 選択―「てよ・だわ言葉」と西洋語を女子学生
の表象として選ぶ
3. 否定―「てよ・だわ言葉」を軽薄さの表象にお
としめる
4. セクシュアリティ化―「てよ・だわ言葉」を性
の表象にする。
さらに、この過程について中村は次のようにまとめてい
る。
「女学生ことば」の創生は、当時の政治過程と密接
な関係にあった。作家による「てよ・だわ言葉」の
選択は、
「女学生ことば」が正統な国語として認めら
れる道を阻み、ジェンダー化された「男の国語」の
創生を補強する。この意味で、
「女学生ことば」の構
築は、性別化された国民化を言語の側面からうなが
した政治的過程であった。
（中村 2006: 134）
中村 (2006) の主張には説得力があるが、さらにジェ
ンダー・イデオロギーだけでなく、役割語一般の観点か
ら、特定のスタイルが種々のイデオロギーと結びついて
いくダイナミズムについて確認していく必要がある。

6. さいごに
役割語は、言語はもちろんのこと、心理、社会、歴史、
文学等さまざまな領域に広がる問題であり、広い観点か
らアプローチすることによって新たな展開が期待される
研究領域である。役割語をキータームとして、さらに学
際的なネットワークを広げていきたい。
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