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【概要】 
 「役割語」とは、特定の人物像（キャラクタ）と結びついた話し方（語彙、語法、言い回し、音調、声質等）のことで、例えば

日本語で「わしは知っておるんじゃ」という話し方は〈老人語〉、「私が存じておりますわ」であれば〈お嬢様語〉というような例

を挙げることができる。金水 (2003) 『ヴァーチャル日本語 役割語の謎』発刊以来、役割語について歴史的、社会的、ジェンダ

ー論的、文学的、教育的等さまざまな観点から議論が深められてきた。その成果は現在までに、金水（編） (2007) 『役割語研究

の地平』、同 (2011) 『役割語研究の展開』という 2 冊の論文集にまとめられている。本講演では、役割語研究の達成について概説

するとともに、特に日本語教育における役割語研究の貢献について考えを述べたい。 

1. 役割語とは何か 
(1)  a. おお、そうじゃ、わしが知っておるんじゃ。 

b. あら、そうよ、わたくしが知っておりますわ。 
c. うん、そうだよ、ぼくが知ってるよ。 
d. んだ、んだ、おら知ってるだ。 
e. そやそや、わしが知ってまっせー。 
f. うむ、さよう、せっしゃが存じておりまする。 
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(2) 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 頁） 
 人物像（キャラクタ）と話し方（語彙、文法、音調等）との心理的連合（の社会的共有）。 
2. ケーススタディ：老人語、性差 
 老人語：江戸時代後期、江戸の町における上方系言語の話者が上流町人、老人に偏っていたことを反映し、

ポピュラーカルチャーを通じ、現代にまで受け継がれた。（金水 2003） 
 男ことば：江戸時代の江戸言葉と、明治時代の書生言葉が原型。（金水 2003; 2011b） 
 女ことば：主に、明治時代山の手の女学校で発生した女学生ことば（テヨダワ言葉）が元になっている。（金

水 2003; 中村 2007） 
 現実から仮想現実へ。仮想現実における原型から拡張類型へ（金水 2008b） 
3. さまざまな研究の展開 
 対照研究：韓国語（鄭 2007; 定延 2007）、英語（山口 2007）、ドイツ語（細川 2011）、中国語（定延・張 

2007; 川崎 2010）、スペイン語（福嶌 2010）等 
 翻訳：ガウバッツ (2007)、金水 (2011a)、鄭 (2011) 
 役割語知識の習得：菅 (2011) 
 キャラクタ論：定延 (2011)、金水 (2011b) 
 言語接触とピジン由来の役割語：金水 (2003; 2007; 2008a)、依田 (2007; 2011) 
 メディアと役割語：太田 (2011) 
 日本語教育：恩塚（2011）、金水 (2011c / 印刷中) 



4. 日本語教育における役割語の貢献 
 理解言語としての役割語 
 学習者のキャラクタ形成の支援として 
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