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再考 オリンピック放送の「役割語」
～“日本人選手を主人公とした「物語」”という視点から～

メディア研究部  太田眞希恵  　

観点から明らかにするとともに，テレビというメ
ディアにおける「役割語」を考える際には「場
面」の違いに着目する必要があることについて
指摘した。本稿は，その続編である。

リオデジャネイロオリンピックでは，ウサイ
ン・ボルト選手の発話を翻訳した文字テロップ
に，③④のようなものもあった。ここでは1人
称代名詞は「俺」ではなく「私」や「僕」が使わ
れ，④の文末は「です」となっている。

③　

④

同じウサイン・ボルト選手の発話でありなが
ら，1人称代名詞の使い方に違いがあったり，
文末にぞんざいな表現が使われる翻訳が現れ
るものもあれば（②），丁寧な表現が使われる
翻訳もある（④）。このような違いはどこからく

リオデジャネイロオリンピック関連のテレビ放送に出た外国人選手インタビューの翻訳テロップを，「役割語」と
いう観点を導入して分析し，ノンフィクションの分野であるオリンピック放送に「役割語」が出現する理由について
考察した。ウサイン・ボルト選手は，北京オリンピック時の分析と同様に「俺」や男性役割語の使用が目立つ一方
で，「これが最後のオリンピック」と話しているときには「私」や「です・ます体」が使われやすいことから，役割語
の使われ方には「話の内容」も関係してくることがわかった。その他，“ライバル”の発話や“感情”を伝える発話
では役割語が使われやすいことが明らかになったほか，メディア研究でこれまで指摘されてきた知見を踏まえ「オ
リンピック放送は“日本人選手が主人公の『物語』”である」という視点をもって考察していくと，オリンピック放送
の外国人選手インタビューの翻訳に「役割語」が出現しやすい理由が見えてきた。

1. はじめに

1.1. 本稿の目的

①　

②

　①②は，リオデジャネイロオリンピックを伝え
るテレビ番組に出た翻訳文字テロップである。
発話者はウサイン・ボルト選手（ジャマイカ・陸
上）。どちらも「俺」が使われている。

筆者は，2008年の北京オリンピックのとき
に，放送に出た外国人選手のインタビュー翻訳
テロップを分析し，太田（2009）（以下，「前稿」
とする）で，ウサイン・ボルト選手のインタビュー
では1人称代名詞に「俺（オレ・おれ）」が現れ
たり，文末に「ぜ」「だぞ」などの男性語が現
れたりしやすい理由について「役割語」という

NHK 8月19日（2016 年，以下同じ）（表5-3）

NHK 8月19日（表5-4）

テレビ東京 8月14日（表5-29）

日本テレビ 8月10日（表5-9）

俺はナンバーワンになりたいんだ
200mでは世界記録を狙いにいく

これが私の最後のオリンピックだ

拍手が足りないぞ　みんな
俺はウサイン・ボルトだぞ

僕はなぜか他の種目より
200mでいつも緊張するんです
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るのか。本稿では，オリンピック放送における
「役割語」の使い方についてより詳しく分析する
とともに，「役割語訳」が出現しやすいテレビの
オリンピック放送やスポーツ放送について，メ
ディア研究のこれまでの知見を踏まえた分析を
おこなうことを目的としている。

1.2. 役割語とステレオタイプ
「役割語」とは，金水敏が以下のように定義

したものである（金水（2003））。

ある特定の言葉づかい（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

づかいを思い浮かべることができるとき，そ

の言葉づかいを「役割語」と呼ぶ。

代表的な例は，マンガやアニメなどフィクショ
ンの世界に多く登場する〈博士語〉（「そうじゃ，
わしが知っておる」）や，〈お嬢様ことば〉（「そう
ですわよ，わたくしが存じておりますわ」）のよ
うなことばづかいである。現実にはそのような
話し方をする「博士」も「お嬢様」もいないのだ
が，日本語話者であれば，その話し方と人物
像をほぼ100％まちがいなく結びつけることが
できるという意味で，「役割語」は“ヴァーチャ
ル日本語”として，私たちの間で共有されてき
た。そして，前述したような外国人スポーツ選
手のインタビュー翻訳文のことばづかいも，フィ
クションではないものの，実際に選手が日本語
を話しているわけではないという点と，制作者
が選手のキャラクターに合わせて翻訳語を選ん

でいるという点で，やはり役割語であるとされ
ている（金水ほか（2008））。

日本語の役割語は，豊富な人称代名詞と文
末表現を「足し算式」に組み合わせることがで
きる（山口（2007））ため，英語などに比べ「派
手な役割語のヴァリエーションを豊富に持」（金
水（2008））っている。一方で，役割語は，あ
る集団の人びとに対して多くの人がもつ共通の
イメージと結びついているという点で，「言語上
のステレオタイプに他ならない」（金水（2003））。
前稿で指摘したとおり，ウサイン・ボルト選手
の 1人称代名詞が「俺」と訳されるのは，多く
の日本人が彼に抱くイメージと一致するという，
一種の「ステレオタイプ」と連動しているためな
のである。

1.3. 北京オリンピック放送時の分析結果
北京オリンピック関連放送を分析した前稿で

指摘した点は下記のとおりである。
テレビのスポーツ放送における翻訳テロップ

に役割語が出現する人物像には，いくつかのパ
ターンがある。

1 スーパースター（男性）
「～んだ」「～だよ」「～さ」などの男性役割
語を多用し，「男らしさ」＝「強さ」という
機能を付加。

2“○○の女王”と呼ばれる女性選手

写真1　ウサイン・ボルト選手 1）

権利の都合上、写真は掲載できません

俺はナンバーワンになりたいんだ
200mでは世界記録を狙いにいく
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「～（だ）わ」「～の」など女性役割語が多
用されるが，その機能は「和らげ」による

「女らしさ」ではなく，頂点に立つ女性の
もつ「強さ」。

3 ライバル対決で出てくる男性選手
男性役割語が使われ，「強さ」と「攻撃性」
を付加。

4 濃いキャラクター性のある選手
役割語で“親しみキャラ”などを演出する
ことがある。

5 競技者としては恵まれた立場にない選手
「です・ます体」で“思い”や“訴え”を表
す。

2. 対象データと
本稿における「役割語」の定義

2.1. 対象としたデータ
リオデジャネイロオリンピックは，開会式の

行われた8月5日から8月21日の閉会式まで17
日間開催されたが，サッカー男子予選などは開
会式の前に始まった。そこで，今回は以下の
データを調査対象とした。

抽出したインタビュー数は187 5），778文であ
る。このうち男性のインタビュー数は138，女
性のインタビュー数は49であった。

本稿では，これらのすべてのデータを対象と
して分析していく。

2.2.「スポーツ放送における役割語」の定義
本稿では，以下の文末表現と1人称代名

詞を「テレビのスポーツ放送における役割語」
（以下，「役割語」という）と定義し 6），これら
の役割語が出現している翻訳を「役割語訳」
と呼ぶ。
文末表現：「さ」「な」「（な）の」「（だ）ぜ」
「（だ）ぞ」「（だ）ね」「（だ）もの」「（だ）
もん」「（だ）よ」「だろ」「んだ」「かしら」

「かな」「よね」「わ」「です・ます体」
1人称代名詞：「俺」「僕」

リオデジャネイロオリンピック関連のテレ
ビ放送から収集した全データのうち，役割語
訳が出現したインタビュー数は全体では117

（総数187）で，男性は87（総数138），女性は
30（総数49）であった。

また，文体の内訳は表1のとおりで，「だ
体」が圧倒的に多いことがわかる7）。

3. リオデジャネイロオリンピック放送の
翻訳テロップと役割語

ここからは，リオデジャネイロオリンピック関
連の放送に実際に出てきた，外国人選手の翻

期間：2016年8月5日～ 23日
（サッカー男子予選の中継が始まった日～閉
会式の中継が放送された翌日まで）2）

対象番組：NHK（総合テレビ），および民放（地
上波，全国放送網のキー局である5局／日
本テレビ・テレビ朝日・TBSテレビ・テレ
ビ東京・フジテレビ）における，オリンピッ
ク関連の放送（ニュースおよび番組）3）

対象インタビュー：外国人選手のインタビュー
（会見での発言も含む）のうち，翻訳文字テ
ロップが付いているもの 4）

だ体 だ体＋です・ます体 です・ます体
124 （66%） 45 （24%） 18 （10%）

インタビュー数：187

表1　文体の内訳／全データ
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訳テロップを分析していく。

3.1.“スーパースター”の発話はどう訳されたか
      ～ボルト選手とフェルプス選手～

前稿では，2008年北京オリンピックで活躍
したウサイン・ボルト選手とマイケル・フェル
プス選手（アメリカ・競泳）の翻訳テロップを
分析し，“スーパースター”の役割語について
p.27-1 の指摘をした。今回のリオデジャネイ
ロオリンピックにも，ボルト選手とフェルプス選
手はともに出場。ボルト選手は北京オリンピッ
クと同じ3つの金メダル 8），フェルプス選手は5
つの金メダルと1つの銀メダルという世界トップ
レベルの活躍で，8年たった今回も“スーパース
ター”としての実力が衰えていないことを証明
したが，ともに，この大会が自分にとって最
後のオリンピックであると公言していた。

そんな2人の翻訳テロップからは，前回とは
別の様相も見えてきた。

3.1.1. ボルト選手の翻訳テロップ

ボルト選手は，全選手の中でももっとも多
い68のインタビューがあった。そのうち，文体
の違いによる内訳を示したものが表2である。

「だ体」が圧倒的に多いことがわかる。
また，文の数としては335となるが，この

うち文末に役割語が使われていたものは152
で，表3がその内訳である。「（だ）よ」「んだ」

「（だ）ぞ」「だぜ」「さ」などの男性役割語が
使われている。この点では，北京オリンピッ
クのときと同じく，男性役割語を多用して

「男らしさ」＝「強さ」という機能が付加され
た“スーパースター”らしいことばづかいが
選ばれたものが多数あったことがわかる。

1人称代名詞の使われた数は表4のとおり
で，「俺」がもっとも多いが，「私」も10あった。

3.1.2. ボルト選手の“Ｉ”が
  「私」と訳されるとき

ボルト選手に使われた1人称代名詞のうち，
「私」と訳されたものに注目してみる。
表5に，実際に放送に出た翻訳テロップを

明示した。紙幅の関係で，1人称代名詞が使
われているものと，「これが最後のオリンピック」

だ体 だ体＋です・ます体 です・ます体
54 12 2

インタビュー数：68

俺 僕 私
16 15 10

表 2　文体の内訳／ウサイン・ボルト選手

表 3　文末の役割語の内訳／ウサイン・ボルト選手

表 4　1人称代名詞の内訳／ウサイン・ボルト選手

（だ）よ んだ （だ）ね な さ （だ）ぞ だぜ だろ です・ます体
48 22 19 4 3 3 1 1 51

※「です・ます体」は「でしょう」「ました」「ません」なども含む 文の数：335

写真 2　ウサイン・ボルト選手

権利の都合上、写真は掲載できません

これが私の最後のオリンピックだ
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番
号 翻訳テロップ表記 １人称

代名詞
内
容

場
面

放送局
放送日

1

最高の気分だ
表現できないくらい うれしい

● 〇 NHK
8.15. 月

必ず勝つと
世界に対して言い続けてきた

自分を誇りに思うし とても幸せだ

彼はスタートが得意だから
予想どおりの展開だった

自分の走りをすることだけに集中した

今回が最後になると思うが
（今後のことは）1 年ずつ考えていきたい

2

ハッピーだ　とても嬉しい　最高の気分だね
メダルを取ると宣言してきた　達成できて嬉しいよ

僕 〇 NHK
8.16. 火 

プレッシャーはなかった　最初はいつもと違ったけど
準決勝のあとは落ち着いていたよ

気分も良かったし　自信もあった
準決勝で勝てたことが大きかったね

ああ もちろんさ！　僕はそのためにいるからね
ここで 2 つの金メダルを取るために来た

ただ 難しいことだともわかっている
100m が終わったばかり　200m はこれから考えるよ

分からないな　この先１年間考える
コーチには今の段階で断言するなと言われている

どうするかは まだこれからだね

まずは 1 日休むよ　その後 200m の準備を始める
お祭りは全て終わってからだね

3 俺はナンバーワンになりたいんだ
200m では世界記録を狙いにいく 俺 NHK

8.19. 金 

4
幸せだった
最後の個人レースのお別れをしていた 私 ● 〇 NHK

8.19. 金 
これが私の最後のオリンピックだ

5

これが最後の五輪だ

私 ● NHK
8.21. 日

私はいつも挑戦してきた
立ち向かい なすべきことをしてきた

人々を触発し
元気を与えられてうれしい

6

～略～

NHK
8.22. 月

俺はテレビモニターで
レースをみたいんだ 俺
頭をどけてくれ

俺はこのオリンピックで
誰も成し遂げていない 3 連覇を達成して 俺
自分の立ち位置を証明したいんだ

ガトリンはスタートが得意だから
予想どおりの展開だった

自分の走りをすることだけに集中したよ

～略～

7
五輪はこれで最後だ

● 日本テレビ
8.9. 火（200 ｍでの世界記録更新が）

最大の目標　ベストを尽くす

8

僕にとって
五輪はこれで最後だ

僕 ● 日本テレビ
8.10. 水200 ｍでの

最高記録更新が最大の目標

達成するためベストを尽くす

9

僕はなぜか他の種目より
200m でいつも緊張するんです 僕

日本テレビ
8.10. 水

そうですね

リオで五輪は終わりですね ●

～略～

10
オリンピックはこれで最後だ

● 日本テレビ
8.12. 金 200 ｍでの世界記録更新が

最大の目標　ベストをつくす

11

～略～

日本テレビ
8.15. 月 

私にとってオリンピックは
間違いなくこれが最後

私 ●
もう 1 シーズンだけやって
今後のことを考えます

～略～

12

これ以上ないというくらい
最高にいい気分です

● 〇 日本テレビ
8.16. 火 

絶対にいけると
いいレースができると思っていました

自分を誇りに思います 

（五輪では）
これが最後のレースだと思います

今後のことは
時間をとって考えたい

13

～略～

日本テレビ
8.16. 火 

私にとってオリンピックは
間違いなくこれが最後だ 私 ●

～略～

14

僕が笑っていたのは（2 位の）ドグラス選手が
何をしていたか分からなかったからさ

僕 〇 日本テレビ
8.18. 木

すでに予選を通過する資格を得ているんだ
（彼に）僕を速く走らせる必要はないと言ったよ

僕はみんなと競うのが楽しみだよ
（決勝は）厳しいレースになるが

自分の走れる最速で走るよ
それで結果がどうなるかだね

15

～略～

日本テレビ
8.20. 土 

そうだ　これが最後のオリンピック

● 〇これまで成し遂げたことに
とても誇りを思っている

それは難しい

16

～略～

テレビ朝日
8.10. 水

オリンピックは間違いなく
これが最後だね

●
すごく厳しいトレーニングだから
もうあと 4 年なんてできないよ 

17

ただ一生懸命やっただけ
自分を疑う人はいるけど僕は疑ったことはない 僕 〇

テレビ朝日
8.15. 月 

“誰も止められない”
いや“不滅”と誰かが俺を呼んでいた 俺 〇
だから 残り 2 レースで俺は“不滅”になるな

バンニーキルクが世界記録を出したとき
本当にすごいと思った　とうとうやったと

僕
僕以外で世界記録を取れるとしたら
彼しかいないとコーチとも話していたんだ

18
もう以前のように
僕の足には力強さはないよ 僕 テレビ朝日

8.19. 金 
僕は衰えてしまった

19

これが最後の五輪です
●

TBS
8.9. 火

やるべきことは全てやりました
リオ五輪も楽しみです

北京五輪です

200m で世界記録を更新できるとは
思わなかった

ただ勝ちたいと思い　人生の中で一番
一生懸命 200m を走り切りました

表 5　ウサイン・ボルト選手の翻訳テロップ（抜粋）
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フィニッシュで身を乗り出したのは
あのときだけです

私

リオでのゴールと私の夢は同じです

金メダル 3 つと 200m の世界新です

頑張れ　リオで全てを出せ
俺

でも俺には勝てないけどね

20

これが最後のオリンピックです
●

TBS
8.10. 水

やるべきことは全てやりました
リオ五輪も楽しみです

～略～

リオで全てを出すんだ
俺

でも俺には勝てないけどね

21

～略～

TBS
8.10. 水

今回が絶対に最後だよ

●
ロンドン五輪のあと
もう１回五輪で結果を残せると思ったんだ

だから今回　誰も手が届かないような
結果を残して競技のレベルを上げたいと思っている

桐生に会ったら直接言うけど
ボコボコにしてやる

俺
頑張れ！リオで全てを出せ！
でも俺には勝てないけどね

22

会ったら
「ボコボコにしてやる」と伝えるよ

俺  TBS
8.14. 日 冗談は抜きにして

頑張れ　リオで全てを出し切れ

 俺には勝てないけどな

23（4 年後東京五輪は）これが最後の五輪のつもりだけど
先の話だから何が起きるか分からないよ ● 〇 TBS

8.15. 月

24

今回が最後

私 ●

TBS
8.15. 月

だから今回は誰も手が出せない結果を残して
競技のレベルを上げたいと思っている

私は 1 番になるために生きている
だから 1 番になれない自分は認められない

勝つために私はここに来たので
とてもうれしいです

私 〇完璧な走りではありませんが
勝つことができました

何回経験しても
勝利に飽きることはありません

25

～略～

TBS
8.16. 火

これ（リオ）が俺の最後のオリンピックになるよ

俺 ●リオデジャネイロオリンピックに向け
ベストコンディションにもっていけば

最高の舞台にできるでしょう

俺が勝ち続けることでジャマイカは発展していく
俺

スポーツこそが国に幸せをもたらすものだと信じている

～略～

私のキャリアは終わりに近づいている
毎回準備をして大会を迎えるのは厳しいことだけど

私 ●
オリンピックは精いっぱいの力で金メダルをとり
最後を飾りたい

私の目標は金メダルを 3 つ（100m・200m・4 × 100R）
獲得することです 私
そして 200 ｍで世界記録を出すことです

26
そうです　リオが最後です

私 ●
TBS

8.17. 水
私の目標は金メダルを
3 つ獲得すること

そして 200 ｍで世界記録を
出すことです

～略～

27

間違いなくリオが最後の五輪になる ●

TBS
8.21. 日

NO.1 になるために生きている
僕僕の夢はリオ五輪で

3 大会連続の 3 冠を達成することだ

～略～

3 大会連続 3 冠のプレッシャーや
ストレスから解放されてホッとしている

僕

でも間違いなく五輪が恋しくなるだろう

五輪はアスリートにとって
最も大きい大会だからね

だけど やれることは全てやった

世界に自分が
最も強いアスリートだと証明できたし

僕にとってはミッション達成だよ

28
やれることは 全てやったよ

僕 〇 TBS
8.22. 月僕のミッションは達成した

29

最後のオリンピックだね ●

テレビ東京
8.14. 日 

拍手が足りないぞ　みんな
俺はウサイン・ボルトだぞ 俺

1 年中練習ばかりだけど
僕の走りで人々が元気になる

僕 ●そんな陸上を本当に愛しているんだ

最後のオリンピックも本当に楽しみだよ

30
最高の気分としか言いようがないね

俺 〇 テレビ東京
8.15. 月 俺はやると言っただろう

自分を誇りに思うよ

31 リオデジャネイロ五輪が最後の五輪になる
もう十分やった ● フジテレビ

8.9. 火

32 リオ五輪が最後の五輪になる
もう十分戦った ● フジテレビ

8.10. 水

33
これが最後の五輪になる
十分やった　何度も自分自身を証明してきただろ ● フジテレビ

8.13. 土
～略～

34
～略～

フジテレビ
8.14. 日これが最後のオリンピックになる

十分やった　何度も証明してきただろう？ ●

35

これが最後のオリンピックになる
もう十分やったよ ●

フジテレビ
8.15. 月俺はモハメド・アリとかペレとか偉大な仲間に

入りたい　今日その一歩だ 俺 〇

36
～略～

フジテレビ
8.16. 火俺はモハメド・アリとかペレとか

偉大な仲間に入りたい　今日はその一歩だ 俺 〇

37 オリンピックは僕の好きな大会さ
（決勝では）全力を尽くすよ 僕 〇 フジテレビ

8.18. 木

38

もちろん　ここに来られて嬉しいです

俺 〇 フジテレビ
8.21. 日

観客も素晴らしくエネルギーをもらいました

不滅だと言われているが
俺はエリートの一員になりたいんだ

モハメド アリやペレと一緒の存在になりたいんだ
それに向けてのステップだ

注）① 「翻訳テロップ表記」の区切りは，1 マスが 1 枚のテロップを表す。
このうち，一連の発話（インタビュー）として，各テロップが連続で出されたものは　
点線で区切り，発話が分かれた形となっていたものは実線で区切った

（表 11，16 も同じ）。
② 太字イタリックが「役割語」。なお，本文中で述べたとおり本稿では「私」は

「役割語」としては扱っていないが，表内ではわかりやすさのため「私」も
太字イタリックで示した。

③「内容」欄の●印は，「最後の五輪」について言及したものを示す。
④「場面」欄の〇印は，レース終了直後のインタビューであることを示す。
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という点について言及しているものを抜き出し
た。

表5の「内容」欄に●印が付いているもの
は，ボルト選手が「これが最後のオリンピック」
であることに言及したものである。そのうち，
1人称代名詞が使われているものは10あるが，

「私」が使われているものが7つでもっとも多
い。次に，文末に注目してみると，「です・ます
体」は，1人称代名詞が「私」のもの（表5-11，
19，24，25，26）や，話 題の内 容が「最後 の
オリンピック」であるもの（表5-9，11，12，19，
20，26）と親和性が高いこともわかる。

これは，「水の怪物」と言われてきたマイケル・
フェルプス選手にも共通する。彼もまた，これ
が最後のオリンピックになるかもしれないと公
言していた。そのためか，フェルプス選手につ
いての今回の報道とインタビューは⑤のような

「最後のオリンピック」に関係したものが目立ち，
翻訳テロップには「私」や「です・ます体」が
使われていた（表 6，7）。

⑤　

これは，8年前，前人未到の8冠を達成し
た北京オリンピックで，そのインタビューに

“スーパースター語”（役割語「よ」や，「んだ」
「だよ」などの男性役割語が多用され，1人称

代名詞はすべて「僕」）が使われて訳されてい
たのとは大きく異なる。

今回のオリンピックで5つの金メダルを獲得
し，オリンピックにおける金メダルの通算獲得
数は歴代最多の23個となった「水の怪物」フェ
ルプス選手であったが，今回はその記録や“怪
物ぶり”よりも，「最後のオリンピック」への “感
慨”が強調され，インタビューもまたその内容
に合わせた文体になったものと言える。このよ
うに見ると，テレビの翻訳テロップの文体は，
前稿で指摘した「場面」に加えて，「話の内容」
にも大きく関係することがわかる9）。

3.2.“ライバル”の発話はどう訳されたか
前稿では，“スーパースター”と同じように男

性役割語が使われる例として，「ライバル対決」
に登場する男性選手を挙げ，その役割語には

「強さ」のほか，相手を倒そうとする人物像と
して「攻撃性」という機能が付加されていると
指摘した（p.28 -3）。

今大会でも，日本人選手の「ライバル」や
「対決相手」に役割語が使われている例があっ
た。

3.2.1. “ライバル”は役割語を話す
          ～ナイジェリア代表・ミケル選手～

開会式前日の8月4日（日本時間の5日），サッ
カー男子の予選が始まった。日本チームの初
戦もこの日で，メキシコ大会以来 48年ぶりのメ
ダルをかけた日本チームにとって，もっとも重
要な試合であると位置づけられていた。また，
この試合は，対戦相手のナイジェリアチームが，
資金難で航空券の手配ができないなどのトラ
ブルが続きブラジル入りできずにいたことも大き
な話題となった。

※下線は筆者（⑥以下も同じ）　　フジテレビ8月21日

だ体 だ体＋です・ます体 です・ます体
2 1 1

インタビュー数：4

表 6　文体の内訳／マイケル・フェルプス選手

表 7　1人称代名詞の内訳／マイケル・フェルプス選手

俺 僕 私
0 1 7

リオは最後のオリンピックになる可能性があります
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ナイジェリアチームは試合当日の早朝（試合
開始の6時間半前）にようやくブラジルに到着。
空港で取材を受けたキャプテンのジョン・オビ・
ミケル選手が語ったことばは，次のように訳
された。

⑥　

ミケル選手のインタビューは7つあったが，そ
のうち4つで「だよ」「よ」「ね」という役割語
が使われて訳されていた。日本チームが命運
をかけた初戦の対戦相手であり，アフリカ予
選 1位という強豪でもあるナイジェリアチーム
は日本の“ライバル”と意識され，役割語訳が
出やすかったのではないかと考えられる。

また，日本人選手のライバルではないが，
ウサイン・ボルト選手のライバルとして紹介さ
れたジャスティン・ガトリン選手（アメリカ）の
インタビューにも，次のような男性役割語「さ」
が使われていた例があった。

⑦　

3.2.2. オリンピック報道における
 「ライバル・フレーム」

上瀬（2007）は，テレビニュースにおけるオ
リンピック関連報道で“外国”がどのような形
で登場するかを分析した結果，外国がニュー
スに登場する際には日本チームの対戦国として，
外国人が登場する場合は日本人選手のライバ
ルとして現れるのがほとんどであることを明ら
かにし，オリンピック報道には「ライバル・フレー
ム」が存在すると指摘している。そこでは，「日
本（選手）との過去の試合が因縁として紹介」
されるなどして「日本選手とのライバル物語が

より詳細に設定され」て描かれるほか，「フレー
ムの中に設定されたライバルの姿が，送り手
の中にあるステレオタイプを反映させたものに
なりがち」だという。

この指摘を踏まえると，日本人選手の対戦
相手に付けられる役割語訳は，「ライバル・フ
レーム」にのっとって登場した外国人選手に，
話し方の面からも“この選手は日本人選手の
ライバルである”という記号を付けることで，
その「フレーム」をより明確なものに強化する
役割を果たしているとも考えられる。

上瀬（2007）はさらに，オリンピック報道に
現れる「ライバル・フレーム」は，外国や外国
人選手を直接非難するような形で提示されるこ
とは非常に少なく，「むしろ，敵がいかに強くす
ばらしいかを語り，他者を持ち上げることによっ
て，日本選手の価値をより高める方法を多用し
ている」としている。前稿で指摘した“ライバ
ル”に男性役割語が使われたパターンは，まさ
にこの例である。北京オリンピック時に北島康
介選手の“ライバル”であったダーレオーエン
選手（ノルウェー）のインタビューには，⑧の
ように男性役割語が使われた翻訳テロップが
付いていた。

⑧　

男性役割語によって「強さ」と「攻撃性」が
付加され，この“ライバル”は「強くすばらしい」
存在であることが明示される。それは同時に，
この「強くすばらしい」存在を打ち負かすこと
ができる北島選手は，もっと「強くすばらしい」
選手なのだということにもつながる。役割語が

「日本選手の価値をより高める方法」の1つとし
て使われているのである。

NHK 2008年北京オリンピック

フジテレビ8月13日

TBS 8月6日

リオの表彰台はアメリカが独占さ

レースごとに調子が上がっている
オレは強いんだ　気分がいいぜ

自信はあるよ　実力があると思うし
今夜の試合で良いパフォーマンスを見せ勝ちたいね
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3.2.3.“高潔なライバル”
　　　～ベルニャエフ選手～

今大会の報道でも，「敵がいかに強くすばら
しいか」を示すことで「日本選手の価値をより
高める」ことになる翻訳テロップが多用された

“ライバル”がいた。内村航平選手と体操「個
人総合」種目で金メダルを争ったオレグ・ベル
ニャエフ選手（ウクライナ）である。ただし，
ベルニャエフ選手の場合は，男性役割語が使
われることはなく，むしろ「です・ます体」や

「私」が出てきやすい“ライバル”であった（表
8，9，10）。

ベルニャエフ選手のインタビュー数は20で，
ボルト選手の次に多く，非常に注目された選
手であることがわかる。特に注目されたのは，
内村選手との大接戦を演じた「個人総合」競
技終了後の記者会見の場で，記者が内村選手
に投げかけた「内村選手は審判から好意的に
見られているのではないか」との質問に対する
対応である。ベルニャエフ選手はその質問につ
いて自分からもひとこと言わせてほしいと切り
出し，以下のように答えた。

⑨

この態度と発言の内容は，各メディアで大
きく取り上げられた。ベルニャエフ選手の翻訳
テロップのうち，この質問に対する発言のも
のを表11にまとめた。今回の放送に出たベ
ルニャエフ選手のインタビュー（会見での発言
も含む）全 20のうち，13がこの質問に対する
発言である。これらのインタビュー（ここでは
会見での発言）前後のナレーションでは，「採
点への不満をいっさい口にしなかった」「会見
でのフェアプレー精神は日本人の記憶にも強
く残りました」など，ベルニャエフ選手への称
賛のことばが並んでいた 10）。

上瀬（2007）は，“ライバル”である外国人を，
「良いライバル」と「悪いライバル」に大別する
視点があるとし，「良いライバル」は「強い日
本（人）をフェアな方法で引き立てられる外国

（人）」，「悪いライバル」は「強いあるいは強い
はずの日本（人）をアンフェアな方法で貶める
外国（人）」であると指摘している。今回，内
村選手と大接戦を演じた末に銀メダルとなっ
たベルニャエフ選手は，内村選手を「フェア
な方法で引き立て」た「良いライバル」である
うえに，記者会見で内村選手への“失礼な質
問”を痛快なひとことで切り返した態度から

“高潔なライバル”として認識されることと
なった。それゆえに，翻訳テロップには，そ
のイメージに似合う「です・ます体」が使わ
れたと考えられる。表 8，9，10のとおり「で

だ体 だ体＋です・ます体 です・ます体
12 6 2

インタビュー数：20

表 8　文体の内訳／オレグ・ベルニャエフ選手

表10　文末の役割語の内訳／オレグ・ベルニャエフ選手

表 9　1人称代名詞の内訳／オレグ・ベルニャエフ選手

俺 僕 私
0 0 5

（だ）よ ね です・ます体
5 1 38

文の数：89

日本テレビ 8月12日（表11-3）

審判はもちろん好みがあります

今回の得点ですが彼はもっと
高い得点を出していたこともあるので

それはムダな質問です

彼は伝説の体操選手だと思います
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す・ます体」が多く現れ（全 20のインタビュー
のうち8つ，文末の役割語としては38），1人
称代名詞はすべて「私」であるのは，ボルト
選手などとは大きく異なる訳され方である。

表11　オレグ・ベルニャエフ選手の翻訳テロップ（抜粋）

番
号 翻訳テロップ表記 内

容
放送局
放送日

1

結果に疑いはない
内村選手は常に高い点数をとってきた NHK

8.17. 水 内村選手のような最強の選手と
競技できたことはすばらしい経験だ

2

スコアはフェアで神聖なもの

NHK
8.22. 月

内村選手は 彼のキャリアのなかで
いつも高い点数をとっている

今の質問は 無駄な質問だったと思う

3

審判はもちろん好みがあります

日本テレビ
8.12. 金 

今回の得点ですが彼はもっと
高い得点を出していたこともあるので

それはムダな質問です

彼は伝説の体操選手だと思います

4

個人的なフィーリングは
みんな持っている

日本テレビ
8.23. 火

スコアはフェアで神聖なものだ

航平さんはキャリアの中で
高い点数を取ってきた

今の質問は無駄だと思う

私達はまだ
航平さんと戦いたいし

少しでも肩を並べたいと
思っている

そして次に戦う時は
もっと点をとって

彼に追いつくことが
できるかもしれない

追いつけるように
努力を続けていく

5

先ほどの質問を私にも言わせて下さい

テレビ朝日
8.11. 木

審判も選手の好き嫌いはあると思う
ただスコアは常にフェアなものです

だから内村選手が良い演技をして
高得点を出したのはフェアな判断なのだから

なんの疑問の余地もありません

6

審判が出したスコアはフェアだと思う

●

テレビ朝日
8.11. 木

内村選手はキャリアの中で
今回よりも高得点をとっている

（内村選手の）スコアに疑問はないよ

体操は水泳や陸上のように
有名ではないかもしれない

でも内村はもうすでに伝説だ

7

審判が出したスコアはフェアだと思う

● テレビ朝日
8.12. 金

内村選手はキャリアの中で
今回よりも高得点をとっている

（内村選手の）スコアに疑問はないよ

内村選手はもうすでに伝説だ

8

スコアはフェアで神聖なもの

● TBS
8.12. 金

航平さんはキャリアの中で
いつも高い点数を獲得している 

それは無駄な質問だよ

9

審判が出したスコアは
フェアだと思う

● TBS
8.13. 土 ご存じのように内村選手の得点は

最高の演技をした結果なのだから何の疑いもないよ

10

審判が出したスコアは公平だと思う

TBS
8.15. 月

彼（内村選手）がこれまでにもっと高い点数を
取っていることを皆が知っている

スコアに疑問を挟む余地はない

伝説となっている人と
競い合うことができるなんて本当に素晴らしい

11 内村選手はキャリアの中でいつも高い点数を取ってきている
今の質問はとても無駄なものだと思います

テレビ東京
8.13. 土 

12

内村選手はキャリアの中で
常に高い点数をとってきた フジテレビ

8.11. 木今の質問は
全く無駄なものです

13

航平おめでとうございます

● フジテレビ
8.12. 金 

そして先ほどの航平への質問は
無駄な質問だと思いますよ

彼と一緒にできたことが
私にとっては素晴らしい経験でした

注）① 太字イタリックが「役割語」。
なお，本文中で述べたとおり本稿では「私」は「役割語」としては扱って
いないが，表内ではわかりやすさのため「私」も太字イタリックで示した。

② 「内容」欄の●印は，そのインタビュー前のナレーションで
「この質問に怒りをあらわにした」「いらだった表情で口を開いた」などと

          紹介していたもの。

写真 3　オレグ・ベルニャエフ選手

権利の都合上、写真は掲載できません

緊張のせいなのか 私には分かりません
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3.3. 競技者としては
恵まれた立場にない選手の発話は
どう訳されたか

前稿では，スポーツ競技者としては恵まれ
た立場にない選手が“思い”や“訴え”を語ると
き，その翻訳テロップには「です・ます体」が
使われる傾向があると指摘した（p.28-5）。今
回は，難民選手団の選手のことばに同じ使用
例があった。

難民選手団は，紛争地域から逃れた難民の
選手が国や地域に属さない形でもオリンピッ
クに出場できるようにと今大会で初めて結成
されたもので，シリアおよびアフリカ3か国

（エチオピア，コンゴ民主共和国，南スーダ
ン）出身の10人が参加した。このうち，放送
に出たインタビュー（会見での発言も含む）
がもっとも多かったポポル・ミセンガ選手（コ
ンゴ民主共和国出身・柔道）とユスラ・マル
ディーニ選手（シリア出身・競泳）について
表12〜15にまとめた。ともに「です・ます体」
の使用が多い。

また，ユスラ・マルディーニ選手については，
⑩のように女性役割語が使われたものもある。
この使い方は前稿でも指摘したもので，「弱さ」
を付加する女性役割語を使うことによって，
競技者としては恵まれた状況になかったこと
を相乗的に強調するものである。

⑩　

なお，女性役割語が他の機能で使われたも
のについては後述する（3.4.2.）。

3.4.“興奮”や“感情”を伝える
役割語の機能

3.4.1.“興奮”を伝える役割語

スポーツ放送の翻訳テロップで役割語訳が
出てくる理由について，前稿では「場面」の
重要性を指摘した。スポーツ放送においては，
レースや試合直後のインタビューが取り上げ
られることが多く，選手自身が興奮し勝利の
喜びに心躍らせた状態で答える映像および音

写真 4　ポポル・ミセンガ選手

だ体 だ体＋です・ます体 です・ます体
4 4 2

インタビュー数：10

だ体 だ体＋です・ます体 です・ます体
2 2 1

インタビュー数：5

表12　文体の内訳／ポポル・ミセンガ選手

表14　文末の役割語の内訳／ポポル・ミセンガ選手

表15　文体の内訳／ユスラ・マルディーニ選手

表13　1人称代名詞の内訳／ポポル・ミセンガ選手

俺 僕 私
0 5 6

よ です・ます体
6 20

文の数：38

フジテレビ 8月11日

内戦のせいで練習できないことがあったの

プールに爆弾が落ちたり
サッカーチームの選手がたくさん空爆で死んだわ

権利の都合上、写真は掲載できません

家族に今 僕はブラジルで戦っているからと
伝えたいです
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声の雰囲気を，文字としても伝えようとする
ため，「さ」「ね」「よ」「わ」などの終助詞が
使われる傾向がある，ということである。

今回も，例えばボルト選手であれば表 5
（p.30～31）のうち，「場面」欄に〇印を付けた
“レース終了直後”のインタビューでは，文末
に終助詞が付いて役割語訳となっているもの
が多い。

ほかにも，54歳のサンティアーゴ・ランヘ
選手（アルゼンチン）が，肺がんを乗り越え
て出場したセーリング競技で金メダルを決め
た直後に語ったことばに，次のような翻訳テ
ロップが付いていた。

⑪　

3.4.2.“感情”を伝える役割語

“興奮”以外にも，インタビューに答える選
手のさまざまな“感情”を伝える機能が付加
された，以下のような役割語訳があった。

・ベルニャエフ選手の“怒り”

表 11（p.35）の「内容」欄に●印を付けたも
のはどれも，インタビュー（ここでは会見で
の発言）前のナレーションで，ベルニャエフ
選手について「この質問に怒りをあらわにした」

「いらだった表情で口を開いた」などと紹介し
ていたものである。これらの翻訳テロップの
文末には終助詞「よ」が使われている。ここ
で使われている「よ」は，ベルニャエフ選手

の「怒り」「いらだち」という感情を付加する
ために付けられた記号であると解釈できる11）。

⑫　

・ミセンガ選手（難民選手団）の“恋しさ”

開幕直前の記者会見で，難民選手団のミセ
ンガ選手が，生き別れた家族について質問さ
れ，涙を流したあとに語ったことばが⑬である。
生き別れた家族への“恋しさ”が，「よ」で付
加されている。表 14にある「よ」が付いたも
のはすべて，生き別れた家族に向けて語った
ことばである。

⑬　

・「女性語」の“感情”表出機能

　～女は感情的になると「女性語」を話す～

女性役割語も以下のように，“感情”を伝え
る記号として使われることがある。

アニタ・ボータルチク選手（ポーランド・ハ
ンマー投げ）は，26歳で急逝した同じポーラン
ドの先輩カミラ・スコリモフスカ選手（ハンマー
投げ・シドニーオリンピック金メダル）の手袋
を着けて出場し，金メダルを獲得した。試合
後のインタビューには，以下のような翻訳テ
ロップが付けられていた。

⑭　

フジテレビ 8月12日（表11-13）

フジテレビ 8月18日

TBS 8月15日

テレビ朝日8月22日

そして先ほどの航平への質問は
無駄な質問だと思いますよ

いつもスコリモフスカの存在を
近くに感じているわ

本当に信じられないよ

（金メダルは）想像していなかったよ
とてもタフなレースだった

信じられない！
本当に信じられないよ！！

言葉にならないよ

私は今ブラジルにいて
オリンピックに出ているよ

テレビで見ているかい？
私は元気に生きているよ
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陸上女子5,000メートル予選で接触して転倒
し，互いに助け合ってゴールしたアビー・ダゴ
スティーノ選手（アメリカ）とニッキ・ハンブリン
選手（ニュージーランド）のインタビューでも，
女性役割語が多用されていた。

【アビー・ダゴスティーノ選手】

⑮

【ニッキ・ハンブリン選手】

⑯　

これらの企画を取り上げたコーナーでは，
そのテーマを表す画面テロップとして，それぞ
れ「思いを背負ってつかんだ金メダル」「世界
が称賛」の文字が出ていた。

亡き先輩の“思い”を背負った選手，ハプ
ニングの中で助け合ってゴールし「世界が称
賛」した2人の選手。このような“心温まるい
い話”には，彼女たちのことばからあふれ出
す“感情”を付加する記号として，女性役割
語が使われた。金山（2001）は，メディアスポー
ツにおけるジェンダーステレオタイプを挙げ
る中で，女性の描き方の特徴としてもっとも
典型的なのが「感情的な要素を出している時」
であると指摘している。ここで挙げた例は，「感
情的な要素」が出たシーンに女性役割語を使
うことで，“女性性”と“感情性”とを同時に
高めており，金山（2001）の指摘するステレ

オタイプにのっとった形であるとも考えられ
る 12）。

4. 役割語から見えてくる
オリンピック放送

オリンピック放送についてはメディア研究，
とりわけメディアスポーツ研究の分野で，こ
れまでさまざまな研究がなされてきた。本章
では，それらの知見と，オリンピック放送に
おける役割語の使い方とを合わせて見ていき
ながら，オリンピック放送およびスポーツ放
送について考察していく。

4.1. オリンピック放送への指摘①と役割語
4.1.1. オリンピック放送への指摘①
        ～オリンピック放送の“応援放送”化～

オリンピック放送は，自国・日本の勝ち負け
やメダル獲得の情報に偏りすぎで，“応援放送”
と化しているという指摘が以前からなされてい
る（渡辺（1996），横山（2007），岩崎（2013）
など）。これらの指摘は，3.2.で取り上げた，
オリンピック放送に出てくる外国・外国人のほ
とんどは日本・日本人選手のライバルとして登
場する（上瀬（2007））ということとも大いに関
係している。すなわち，オリンピック放送の関
心は「常に日本の有力選手のメダル獲得に向
けられ」「一様に日本の有力選手のメダル獲得
を期待し，一喜一憂しながら応援するという形
になっている」（横山（2007））がゆえに，そこ
に出てくる外国人は，日本人選手が対戦する
相手（＝ライバル）として登場するのである。

そうした意味で，日本のオリンピック放送に
おける登場人物の「主人公」は日本人選手であ
る。オリンピック放送のほとんどは，主人公で

テレビ朝日8月22日

テレビ朝日8月22日

私たちには助け合える機会があって
なぜだかその準備ができていたの

“不思議なパワー”としか言えないわ
だって説明できないんだもの

「私たち2人があの場に居たこと」
感謝してるわ

一緒に走ったわ

五輪にやってくるすべての人にとって
競い合うことよりも大切なことがあるの
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ある日本人選手を中心に展開し，その主人公
を取り巻く登場人物として，対戦相手（＝ライ
バル）である外国人選手がいたり，驚異的な
世界記録をたたき出す“スーパースター”の外
国人選手がいたり，“心温まるいい話”にまつ
わる外国人選手が出てきたりする。

つまり，日本の「オリンピック放送」とは，
日本人選手を中心とするこうした登場人物が繰
り広げる“スポーツの祭典”を，その記録や出
来事とともに日本の視聴者に伝えている放送だ
と考えることができる。

4.1.2.「主人公」（＝日本人選手）を取り巻く
 登場人物と役割語の関係
～役割語による“キャラクター3 階層”～

金水（2016b, c）は，フィクションに登場する
キャラクターは「役割語」の使い方の視点から
大きく3つの階層に分けて考えることができる
としている。

オリンピック放送はもちろんフィクションでは
ないが，役割語訳が使われるという点で共通す
ると考え，この3階層による分類を当てはめて
みると次のようになる。

4.1.3. オリンピック放送「class2」の役割語

オリンピック放送における「class2」は，上
記のとおり主人公を取り巻く重要な登場人物
で，日本人選手の対戦相手のほか，オリンピッ
クという“スポーツの祭典”を彩る注目の外国
人選手もここに入る。本稿でこれまでに紹介し
てきた外国人選手は，すべてがこの「class2」
である。ゆえに，その話し方はそれぞれの選
手のキャラクターや個性に合わせ，典型的な
役割語で訳されることもあるし，3.3.や3.4.で
挙げたように，その“場面”“立場”“感情”に
似合う役割語で訳されることもある。その結
果，「ヴァリエーションに富んだ」さまざまな話
し方が現れるのである。

4.1.4. オリンピック放送「class3」の役割語

では，「class3」に当たる登場人物には，ど
のようなものがあるだろうか。

今回の翻訳テロップデータの中には，出場
競技の試合内容や記録とは無関係な場面，無
関係な内容でなされた外国人選手へのインタ
ビューがあった（表16）。

【フィクションの登場人物と話し方】

class1：主人公（級の人物）。基本的に標準
語か，極めて標準語に近い言語を用いる。

class2：主人公を取り巻く重要な登場人物。
典型的な役割語，その変形，類例のな
い話し方など，個性の表現のために，
言語的にもっともヴァリエーションに
富んでいる。

class3：無名か，無名に近いその場限りの登
場人物。典型的な役割語使用者で，シー
ンの説明のための書き割りのようなも
のであり，個性に乏しい。

【オリンピック放送の登場人物と話し方】

class1：オリンピックという“スポーツの祭典”
に出場する日本人選手。日本語を話す。

class2：主人公を取り巻く重要な登場人物と
なる外国人選手（日本人選手の対戦相
手や，大会で活躍する選手，さまざま
なエピソードとともに紹介される注目
選手）。役割語も含め，その個性に合わ
せたしゃべり方をする。

class3：街角インタビューに出てくるなど，
その場限りで出てくるほとんど無名の
外国人選手（往年のメダリストなど，
元選手も含む）。典型的な役割語使用者。
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街角でさまざまな人に声をかけてインタ
ビューをしていた中でたまたま出会った外国
人選手へのインタビューや（表 16-2），空港
で帰国の途につく選手に，次回の東京オリ
ンピックに何を期待するかを聞いたりした
もので（表16-3～7），これらの「無名か無名
に近いその場限りの」外国人選手へのインタ
ビューは，「よ」「わ」などが付いた「役割語訳」
となっていることがわかる。

また，⑰⑱のようなものもある。今回のオ
リンピック放送に出てきた，過去の大会におけ
るメダリストや，世界の頂点に立ったことがあ
る“スーパースター”的な存在であった“元選手”
へのインタビューである13）。

【マイケル・ジョンソン氏】
（アメリカ・陸上200m, 400mの元世界記録保持者）

⑰　

【グスタボ・クエルテン氏】
（ブラジル・全仏オープンテニス優勝3回「ブラジルの英雄」）

⑱

この“元選手”たちは，本来は「有名」なの
だが，今回のオリンピックにおいては主役
を取り巻く重要な登場人物（＝「class2」）で

はなく，“かつてのスーパースター”と
いう役割を担って「その場限り」で登場
する「class3」に当たり，視聴者にとっ
てわかりやすい「典型的な“スーパース
ター”の役割語」（＝「強さ」を表す男性
語）が「シーン説明のための書き割りの
ようなもの」として使われている。

このように，男性であれば文末に「さ」
「（だ）ぜ」「（だ）よ」などが付く形，女性
では「わ」「よ」などが付く形は，外国人イ
ンタビューを翻訳した談話や吹き替えとし
てテレビや新聞によく出現すると指摘され
てきたもので（谷部（1996），中村（2007），
下條（2007, 2008）），“外国人翻訳口調”
とも言える役割語の一種である14）。

このように，オリンピック放送にも典型
的な役割語使用者である「class3」が存

表16　オリンピック放送「class3」の翻訳テロップ（すべて）

番
号 選手名 翻訳テロップ表記 放送局

放送日

1 ルイク姉妹
（エストニア・女子マラソン）

五輪マラソンで初めての
3 つ子なら誇らしいわ

NHK
8.18. 木 

2 ジョイス・ソウザ ダ シウバ
（ブラジル・レスリング女子）

ブラジルのレスリングよ

日本テレビ
8.22. 月

58 キロ級です　伊調馨と同じよ
私の試合はもう終わったわ
東京で会いましょう

3 マリー・ワテル
（フランス・競泳女子）

日本人はとても真面目なので
フジテレビ

8.23. 火
しっかりと準備された
オリンピックになると思うわ
テクノロジーも最先端だと思う

4 フローラ・モルナール
（ハンガリー・競泳女子）

リオよりももっと良いはずよ
ここでは交通のレベルが低かったけど フジテレビ

8.23. 火日本は優れているから
だってお金持ちの国でしょ

5 マーカス・ワトソン
（イギリス・7 人制ラグビー男子）

素晴らしいと思うよ
フジテレビ

8.23. 火ラグビーワールドカップも開催されるし
なんでもレベルが高いよね

6 オリバー・リンジー ヘイグ
（イギリス・7 人制ラグビー男子）

寿司が大好きだし
素晴らしいし フジテレビ

8.23. 火
次の大会に参加したいよ

7 マイッサ ラケル・ペッソア
（ブラジル・ハンドボール女子）

日本は先進国だから
多くの技術を駆使して

フジテレビ
8.23. 火アスリートだけでなく

誰にとっても素晴らしい大会
待ち遠しいわ

注） 太字イタリックが「役割語」。

写真 5　ルイク姉妹
NHK 8月20日

NHK 8月13日

その時から彼には大きな才能を感じていたよ

コーチをはじめ　僕を信じて
支えてくれた人たちとの記憶さ

権利の都合上、写真は掲載できません

五輪マラソンで初めての
3 つ子なら誇らしいわ
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在することがわかる。

4.2. オリンピック放送への指摘②と役割語
4.2.1. オリンピック放送への指摘②
         ～スポーツ放送の「物語」性～

テレビのオリンピック放送やスポーツ放送に
ついて，メディアスポーツ研究の分野からは，
その「物語」性も指摘されてきた（阿部（2002），
高橋（2006），森田（2009）など）。

ここでいう「物語」とは，「そのスポーツに
オーディエンスを引き込むため」（森田（2009））
に語られる，「特定の登場人物と一連の流れの
あるストーリーを持った「語り」」（阿部（2002））
であり，「スペクタクルな映像を用いて語られる
ことによって，そのスポーツに詳しくない人に
も，「わかりやすく」構成され」「わかりやすい

「楽しみ」を生み出し」（高橋（2006））ていく役
割を果たす。「スポーツ・ドキュメンタリーが引
き起こす感動」は，こうした「物語性に起因し
ている」（阿部（2002））とも指摘されてきた。

4.2.2.「物語」と役割語の関係

「物語」について注目してみると，役割語研
究では山口（2007）が，「物語」のセリフに役
割語が用いられる理由を，「微視的伝達」「巨
視的伝達」という概念を取り入れることによっ
て次のように説明している。「微視的伝達」と
は「物語の世界内で登場人物がやり取りをす
る伝達」を指し，「巨視的伝達」とは「作者か
ら観客へ向けられたコミュニケーション」を指
す。―「物語」内で展開されるはずの「会
話」は，“登場人物どうしのみでやり取りする会
話”であるので，本来であれば，日常会話で
対話者と話すことばのように，できるだけ自然
なものの方がよい。しかし「物語」には必ず読

者や観客がいるので，それを前提とした「セリ
フ」にならざるを得ない。単なる「自然な発話」
では観客が理解できないおそれがあるからだ。
そのため，登場人物の会話は「作者から観客
へ向けられたコミュニケーション」（＝「巨視的
伝達」）回路をとおって「観客」も理解できる
形に変換され，「セリフ」として現れることにな
る。それは，時に，「演劇に多い説明的なせ
りふ」となることもあるし，「記号」化されてい
るために観客にとって理解しやすい役割語が
用いられることもある，という指摘である。そ
して，次のようにも述べている。

役割語を話す登場人物は筆を割かずともど

のようなキャラクターなのかステレオタイプ

的に把握することができる。その分，作者

も読者もストーリー展開に集中できる。つま

り，通り一遍のステレオタイプ的把握になろ

うとも，役割語は物語を効率よく提示する

という巨視的伝達の要請に裏付けられてい

るのだ。

そこに「物語」があり，その「物語」の作者
や観客がいるとき，「役割語」は，「作者から
観客へ向けられたコミュニケーション」の回路
にのって，「物語」を効率よく伝えることのでき
る1つの手段として必要とされ，使われるとい
うことである。

このように考えると，オリンピック放送の翻
訳テロップに，役割語が出現する必然性も見
えてくる。

4.2.3. オリンピック放送に
         役割語が出てくる理由

既述のとおり，テレビで放送されるスポーツ
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ニュースやスポーツドキュメンタリーには，「物
語」が織り込まれている。もちろん，フィクショ
ンではないのでそこに“創作”が入る余地はな
いのだが，「特定の登場人物と一連の流れのあ
るストーリー」が，事実にもとづいて展開される
ことになる。「登場人物」にまつわる多くの“事
実”から，どの“事実”を選択し，それらをど
のように並べるのか，そして，それらの“事実”
をどのような映像と組み合わせ，どのような意
味をもたせて「ストーリー」の中にどう位置づけ
るのか。これらの一つ一つの選択が，「一連の
流れのあるストーリー」へとつながっていく。

そして，その選択の中には，「登場人物」が
外国人選手である場合，発言した外国語のイ
ンタビューをどのような日本語に訳出するの
か，ということも含まれる。発言の内容をゆ
がめることはないが，表現のしかたにある程
度の幅が出てくる場合もある。その外国人選
手がどういう人物なのか，「ストーリー」の中
でどのような「登場人物」として描かれてい
るのか，そのインタビューがどのような場面で，
どのような位置づけで出てくるものなのか…
等によっては，役割語を使って表現したほうが，
視聴者に，その登場人物のキャラクターを把
握させることが容易となり，「物語を効率よ
く提示する」ことができ，視聴者が「ストーリー
展開に集中できる」環境を作り出すことがで
きるのである。

このように，オリンピック放送で使われる
役割語訳は，外国人選手が語ったことば（＝
外国語）が翻訳される際に，その発言内容を

“制作者から視聴者へ向けられたコミュニケー
ションの回路”にのせ，そのニュースや番組
の「物語」を効率よく伝わりやすいような形
で視聴者に提示するために使われているのだ，

と考えることができる。

5. オリンピック放送と役割語
～より豊かな放送のために～

ここまで，リオデジャネイロオリンピック
放送に現れた翻訳テロップの役割語を具体的
に分析するとともに，オリンピック放送の役
割語がどうして現れるのかについて，メディ
ア研究がこれまで指摘してきた知見と合わせ
る形で考えてきた。

その結果，役割語は，日本人選手を「主人
公」とするオリンピック放送と強い親和性が
あること，また，その使用は，制作者の意図
する「物語」を視聴者に効率的に伝えるため
の1つの手段であることが明らかになった。
しかし，この「オリンピック放送・スポーツ
放送」と「役割語」の関係には，その使い方
によって功罪両面があることも忘れてはなら
ない。

本稿の冒頭でも述べたとおり，役割語は，
多くの日本語話者が，そのことばづかいから
その人物像を想像できるという意味において

「言語上のステレオタイプ」であり「社会的・
文化的ステレオタイプと連動した話し方」（金
水（2016a, b））である。オリンピック放送に
出てくる役割語もまた，多くの日本人がもつ

「社会的・文化的ステレオタイプ」と一致し
ているからこそ使われ，また，受けとめられ
ているという事実がある。

また，スポーツ放送を含め，メディアが送
り出す「物語」もまた，社会に共有されてい
るステレオタイプと無関係ではなく，あると
きはそれを補強し，あるときは「社会の共有
する経験や，コミュニティーにとって大切と
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される価値を導き出す力」（森田（2009））を
も発揮するものである。

では，ドキュメンタリーの分野にもかかわ
らず役割語と親和性の高い「オリンピック放
送・スポーツ放送」において，役割語はどの
ように使われるべきなのだろうか。それを考
えるには，金水（2008）にある次の指摘が多
くのことを示唆してくれている。

派手な役割語のヴァリエーションを豊富に持

つことは，日本語の使い手にとっては大きな

武器である以上に，重いくびきでもある。役

割語を適切に使用すれば，人物像や情景や

作品の意図までもが，極めて効率的に表現

されるであろうし，また読み手は，そういっ

た面での安定感を求めている。しかし，あり

ふれた役割語に身を委ねてしまえば，作品が

薄っぺらで通俗的なものに流れてしまう危険

性も絶えず存在する。

「役割語とは，言語上のステレオタイプに
他ならない」（金水（2003））―フィクショ
ンの世界に多く登場する役割語を，フィクショ
ンでない分野で使うときにこそ，こうした役
割語の本質を意識することが，「大きな武器」
として使えるようになるための近道なのかも
しれない。

（おおた まきえ）

注：
1） 本稿に掲載している写真 1 ～ 5 はすべて，オリ

ンピックの放送権者である NHK が放送（総合
テレビ）において使用した映像から，抜き出し
たものである。

2） リオデジャネイロの現地時刻は，日本時間から
マイナス 12 時間。そのため，開会式・閉会式
の生中継が放送されたのは，日本時間ではそれ
ぞれ 8 月 6 日・22 日。開会式の前日に行われ
たサッカー男子予選の生中継が放送されたの
は，日本時間の 8 月 5 日である。

3） オリンピック関連のニュースおよび番組を収集
するにあたっては，NHK 放送文化研究所が導
入している JCC 社の RCN アーカイバーという
システムを利用した。このシステムでは，テレ
ビ番組が伝えた内容を簡潔にまとめたメタデー
タが入力されており，キーワードを指定する
と，その語がメタデータに含まれている番組を
保存することができる。今回は「オリンピック」

「五輪」等のキーワードで検索した番組を保存。
それらの番組を視聴して確認するとともに，番
組の概要をまとめたメタデータに，外国人選手
名やインタビューが存在することを示す記号や
文字列等を入れて検索したうえで視聴して確認
し，外国人選手のインタビューを抽出した。

4） 音声での吹き替えのみが付いていて，翻訳文字
テロップがないインタビューは対象としていな
い。 一方，音声での吹き替えとともに文字テ
ロップが付いているものは，文字テロップを分
析対象とした。

5） ニュース番組などで 1 企画の中で同じ選手のイ
ンタビューが複数回に分かれて出現した場合
は，それらをまとめて 1 つのインタビューとし
て数えた。また，2 つのインタビューに同じテ
ロップが含まれていた場合，どちらかのインタ
ビューに異なるテロップが 1 枚でも含まれてい
たり，似た翻訳でもテロップ内に 1 文字でも違
うものがあったりすれば，それぞれ 1 つずつの
インタビューとしてカウントした。

6） 金水（2003）では「役割語」を考えるうえでもっ
とも重要な指標となるのは人称代名詞と文末表
現であるとしている。この指摘にならい，翻訳
テロップに出てくる 1 人称代名詞と文末表現に
しぼって論を進めていくものである。 本稿で
は，今回のオリンピック放送に出てきた 1 人称
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代名詞と文末表現のうち，通常のテレビニュー
ス等で発話の内容を伝えるための翻訳テロップ
には出てきにくいものを，役割語ととらえた。
ただし前稿と異なり，「です・ます体」も役割
語訳としてとらえ数えている。

7） 文の数で計算すると，全 778 文のうち，「だ体」
が 494（63%），「です・ます体」が 218（28%），

「だ体」か「です・ます体」かの判断不可が 66
（8%）だった。
今回のデータからもわかるとおり，テレビにお
ける翻訳文字テロップの典型的な文体は「だ体」
である。これには，画面の大きさという物理的
制約があるため，限られた文字数でテロップを
表現しなくてはならないというテレビならでは
の理由がある。この点においても，「さ」「よ」
などの終助詞が付いたり，文字数が増えてしま
う「です・ます体」が使われたりするのは，何
らかの機能が付加されていると考えることがで
きる。詳細は太田（2009）を参照。

8） 2017 年 1 月，IOC は北京オリンピックの陸上
男子 400 メートルリレーでジャマイカが獲得し
た金メダルをはく奪すると発表した。メンバー
の1 人がドーピング再検査で陽性となったため。

9） テレビ放送に現れる役割語訳に，話者のインタ
ビュー原語からの影響はないかについて検討す
るため，今回収集したインタビュー音声の一部
について，英語と日本語の細かい言い回しや
ニュアンスの違いがわかる翻訳者に分析を依頼
した（注 12 も参照）。それによると，ボルト選
手はジャマイカなまりのある英語で話し，時に，
文法的に正しくない言い回しや若者っぽい話し
方があるものの，日本語訳に現れた「私」「僕」

「俺」や「～です」「～ます」「～んだ」「～よ」
などに訳し分けられる客観的な根拠となるもの
は存在しないという結論となった。例えば，同
じ発話が違う翻訳テロップでは異なる言い回し
になったものや，原語ではほとんど同じ言い回
しだったものが翻訳テロップでは「です・ます
体」と「だ体」とに訳し分けられたものもある。
・I couldn't take not being number one, so I

live for that.
→ナンバーワンになるために生きている

（NHK 8 月 15 日）

→俺はナンバーワンになりたいんだ
（NHK 8 月 19 日）

・This is my last Olympics for sure.
→これが私の最後のオリンピックだ

（NHK 8 月 19 日）

→これが最後の五輪だ  （NHK 8月21 日）

・I think this is the last time for sure.
→これが最後の五輪です           （TBS  8月9日）

・（It is your last Olympics?）
Yes, definitely. It will be my last one for sure.
→最後のオリンピックだね

（テレビ東京 8 月 14 日）

 10） これらのインタビューが紹介されたコーナーで
は，内容を紹介する画面上部のテロップに「ベ
ルニャエフの“神対応”」との文字が表示され
たり，VTR を見たスタジオキャスターやゲス
トから「かっこいい」「スポーツマンシップに
あふれた気高さを見せてくれた会見だ」と，ベ
ルニャエフ選手を称賛するコメントが語られた
りもしていた。

 11） 会見でのベルニャエフ選手は興奮していない。
 12） ダゴスティーノ選手とハンブリン選手の，原語

（英語）は下記のとおり。原語に女性的な言い
回しがあるわけではない。

（D：ダゴスティーノ選手，H：ハンブリン選手）
D：We each had an opportunity to help 

each other. We were prepared to do that 
somehow, and there was just a power 
within us that I think we can’t explain. I’m 
just like thankful that we got to be there for 
that.

H：Yes, yeah for sure. I think that you can . . . 
everyone comes to compete, but there’s a 
way in which you can compete that means a 
lot to everyone.

 13） “元選手”のインタビューは，p.28 に挙げたデー
タのインタビュー数には含まれていない。

 14） お笑いタレントのなだぎ武と友近による「ディ
ラン＆キャサリン」はアメリカのテレビドラマ

『ビバリーヒルズ高校白書』の登場人物を模し
たコントで，このような文末表現を多用してい
た。こうしたコントが成り立つという意味で，
多くの日本人がこの話し方を“外国人（＝西洋
人）キャラ”の役割語として認識していること
がわかる。
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