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  はじめに

①

②

北京オリンピックを伝えるNHKの放送に出た
翻訳テロップである。このテロップを見ただけで，
日本語を母語とする私たちは，話者について何
らかのイメージを思い浮かべることができる。①
は力強さと自信をもっている男性，②は華やか
さ，または上品さをそなえた女性，というように。

実際の「話者」は，①は陸上男子100メート
ル・200メートル・400メートルリレーで金メダル
をとった“世界最速の男”ウサイン・ボルト選手

（ジャマイカ・写真1），②は“棒高跳びの女王”
エレーナ・イシンバエワ選手（ロシア・写真2）
である。ボルト選手は，英語で“I am NO.1．”
と発言したときの“Ｉ”が「オレ」と訳され，イ
シンバエワ選手は英語で話した内容が「～わ」
と訳された。

英語での1人称代名詞は“Ｉ”のみであるが，
これを日本語に訳すときには，いくつかの選択
肢の中から一つを決める。①の発言は，ボルト
選手が200メートルで金メダルを決めたときの
ものだが，彼の発した“Ｉ”という単語の日本

語訳には，「ぼく」でも「わたし」でも「わたくし」
でもなく，「オレ」が選ばれたことになる。イシ
ンバエワ選手の例で言えば，「秘訣なんてありま
せん」でもなく「秘訣なんてない」でもなく，「秘
訣なんてないわ」という女性特有の終助詞「わ」
が添えられた形で翻訳された。イシンバエワ選
手が話した原語（ここでは英語）に，女性特有
の表現が表れていたわけではないが，日本語
に訳したときには，女性であることがわかる訳
語が選ばれたということになる。

このように，日本語には，ある特定の人物像
と結びついた特殊なことばづかいがある。こ
れを，「役割語」といい，日本語学ではさまざ
まな側面から研究が進んでいる。金水敏は，

「役割語」を以下のように定義している（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，「そうじゃ，わしが知っておる」

ウサイン・ボルトの“Ｉ”は，
なぜ「オレ」と訳されるのか
～スポーツ放送の「役割語」～

   メディア研究部（放送用語）  太田眞希恵  　

オレがナンバー1だ

記録を出す秘訣なんてないわ
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のような〈博士語〉や，「そうですわよ，わたく
しが存じておりますわ」のような〈お嬢様ことば〉
で，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。しかし，現実にはそのような話し方をする

「博士」も「お嬢様」もいないはずだ。この点で，
役割語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“ヴァーチャル日本語”であると
されている。

また，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あ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指摘さ
れている（金水ほか2008）。

筆者は以前から，テレビの翻訳テロップの中
でも，特にスポーツ放送における翻訳テロップ
には，「～さ」「～（だ）ぜ」や「～（だ）わ」のよ
うな，私たち日本語話者が話しことばとして日
常的にはあまり使わないことばづかいが比較的
多く登場するような印象をもっていた 1）。なぜ，
現代の日本人はそんな話し方をしないにもかか
わらず外国人のインタビューには使われている
のか。特にスポーツ関連のニュースやドキュメン
タリーというノンフィクションの分野で使われて
いるのはなぜか。このような疑問を，「役割語」

という観点を導入することによって解いてみよう
というのが，今回の試みである。本稿で注目し
たのは次の2点である。

◎ スポーツ放送の翻訳で，役割語はどんな人
物・場面において出現するのか。

◎ その役割語を使うことにより，そこにはど
んな機能が付加されているのか。

これを，北京オリンピックテレビ放送におけ
る外国人選手インタビューの翻訳事例を対象に
分析する。

また今回は，NHK報道局スポーツ部のディ
レクターや，今回の北京オリンピックの放送を
担当したディレクター・プロデューサーなどを対
象に，アンケート調査や聞き取り調査を行って
テレビ制作者の意識もさぐった 2）。この調査に
より得られたものは大きく，翻訳テロップの役
割語を考える場合，「場面」というテレビならで
はの見方が必要になることがわかった。

役割語は日本人のステレオタイプ 3）と結びつ
いたものだとされる。実際，ウサイン・ボルト
選手の「おれ」と，マイケル･フェルプス選手
の「ぼく」は，少年マンガで使われてきた「お
れ」「ぼく」の人物像と合致している（詳細は第
3章）。こうした言語的ステレオタイプの表象で
ある役割語が，スポーツ放送の中ではどのよう
に使われているのか，具体的な事例をもとに見
ていくことにする。

写真 1：ボルト選手

写真 2：イシンバエワ選手

権利の都合上、写真は掲載できません

オレがナンバー１だ！

権利の都合上、写真は掲載できません

記録を出す秘訣なんてないわ
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1. 対象としたデータと
テレビ翻訳テロップの文体

1.1. 対象としたデータ
2008年の北京オリンピックは開会式の行わ

れた8月8日から8月24日の閉会式まで17日間
開催された。また，一部，女子サッカーの試合
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166 4），760文で
ある。このうち，NHKの放送で出現したのは
58インタビュー（176文）で，民放各社の合計
は108インタビュー（584文）であった。本稿で
は，NHKのデータを中心に論を進めていくが，
分析にあたっては民放各社のデータも参考に
した。また，テレビのスポーツ放送に出現する
役割語をより一般性をもたせてとらえるために，
ロサンゼルス大会（1984年）以降の夏期オリン
ピック6大会でNHKが大会直後に「総集編」
として総合テレビで放送した6番組 5）と，NHK
スペシャル『ミラクルボディー 第1 ～ 4回』（2008
年3 ～ 5月放送）のインタビューの翻訳テロップ
や吹き替え音声についても，参考データとして
採用した 6）。

1.2. 翻訳テロップの典型的な文体と形
ここで，北京オリンピックの放送でどのよう

な翻訳テロップが出されたのかという具体的な
データを見る前に，その文体について見ておき
たい7）。

今回得られたデータのうち，NHKの全58イ
ンタビューの文体の内訳を見ると，「だ体」が38

（66%），「です・ます体」が14（24%），「だ体」
と「です・ます体」の混用が6（10%）だった 8）。
また，ディレクターへのアンケート調査からも

「『だ体』を使うほうが多い」と答えた人が65％
だった 9）。

これらのデータと，インタビュー内容を限ら
れた少ない文字数で簡潔に伝えるという翻訳テ
ロップの特徴から考えた場合，スポーツ放送
における翻訳テロップの形として役割語が現れ
ていない典型的な例は，次のようなものだとい
える。
③ 

③は，中国・男子体操チームのエースである
楊威選手のインタビューであるが，文字だけを
見た場合，性別は特定できない。

この翻訳テロップの1人称代名詞は男性にも
女性にも使われる「私」であるし，文末にも性
別を特定する助詞が付いていないからだ。ま
た，文体も「無視していません」という「です・
ます体」ではなく，それより文字数が1文字少
なくて済む「無視していない」という「だ体」を
とっている。本稿ではこのような，

Ⅰ. 男性・女性を特定できない
Ⅱ.  「だ体」であり，「さ」｢よ｣「わ」などの終

助詞が付いていない
という2 つの条件を満たしたものを，翻訳文字
テロップの典型的な形としたうえで，さまざまな
テロップの翻訳文を見ていくことにする。

期間：2008 年 8 月 6 日～ 25 日（女子サッカー
の予選が始まった日～閉会式翌日）。

対象番組：NHK 総合テレビ，NHK 衛星第
1 放送，および民放（地上波，在京キー局
の 5 局／日本テレビ・TBS・フジテレビ・テ
レビ朝日・テレビ東京）における，オリンピッ
ク関連の放送（ニュースおよび番組）。

対象インタビュー：外国人選手のインタビュー
のうち，翻訳テロップがついているもの。 私たちは日本の実力を無視していない
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2. テレビ・スポーツ放送に
おける役割語

2.1.「スポーツ放送における役割語」の定義
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。本稿では，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る。

次章以降で詳述していくが，本稿において
「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）と定義したのは，実際に北
京オリンピック放送に出てきた翻訳テロップか
ら，「さ」「ぜ」「よ」「ね」「の」「わ」「だろ」「かし
ら」「でしょ」の文末表現と，男性語としての「だ
ね，だよ，んだ」，そして，「おれ（オレ･俺）」「ぼ
く（ボク・僕）」10）という「私（わたし）」以外の1
人称代名詞である。また，一部の「です」「ます」
についても役割語的機能があると考えることと
した 11）。そして，これらの役割語が出現してい
る翻訳を「役割語訳」と呼ぶことにする。

北京オリンピックのテレビ放送から収集した全
データ（NHK・民放5社／総数166インタビュー）
のうち，役割語訳が出現した翻訳テロップは，
83インタビューだった。このうち，男性は62（総
数106），女性は21（総数60）である（図1）12）。

また，これらに関連し，NHK報道局スポー
ツ部のディレクターへのアンケートで，翻訳テ
ロップをつくるとき「～さ」「～だわ」「～（なの）
よ」などを使うかどうかを質問したところ，回答
者24人のうち半数以上の15人が「よく使ってい
る」「ときどき使っている」と答えている13）。

本来なら1字でも少なくしたい翻訳テロップ
において，文末に「さ」「よ」「わ」などを添え
て文字数が増える役割語訳は，異質・特別な
ものだといえる。そこには，制作者が翻訳テ
ロップを作成するときに意識するかしないかに
かかわらず，なんらかの機能が付加されている
と考えてよい。そしてまた，その機能は，金水

（2003）で提示されているとおり，日本語母語
話者として日本で暮らしているだけで身につき，
共有しているものであるはずだ。

2.2.「役割語」が出るパターン
今回の収集データを分析していくと，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ことがわかった。

1）スーパースター（男性）14）

2）“女王”
3）ライバル対決
4）濃いキャラクター性
5）競技者としての“弱者”

これらに出てきた翻訳テロップの役割語を見
た場合，その多くは，形としては，男女の違いを
認識できる「男性役割語」と「女性役割語」であ
る。しかし，それらの機能を考えたとき，その役
割語には，単に話者が男性であるか女性である
かを示すことにとどまらず，その人物像やキャラク
ター性と結びついた何らかの機能が付加されて
いることがわかる。以下，上記の5つのパターン
について，それらの「男性役割語」「女性役割語」
に，“男性話者・女性話者を示す”という機能以

役割語訳
62

21

39

44 男

女

図 1　NHK・民放での外国人選手インタビュー
（総数 166）の内訳
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たウサイン・ボルト選手（ジャマイカ・写真1・3）
と，水泳で史上初の8冠を達成したマイケル・
フェルプス選手（アメリカ・写真4）だろう。

テレビの翻訳テロップの場合，前述したように
物理的・時間的制約があることから，簡潔に，
いかに文字数を少なく表現できるかが優先され
るため，話者の性差はつかない表現となること
が多い。その中で，スーパースターの翻訳テロッ
プには，数多くの男性役割語が使われ，〈スー
パースター語〉ともいえる役割語を形成している。

3.2.〈スーパースター語〉の文末表現
ボルト選手は，その名前と豪快な走りから“サ

ンダーボルト（稲妻）”という愛称をもち，その驚
異的な記録だけでなく，レース前にとる何かを
射ぬくかのような独特のポーズも注目された。写
真3は，そのポーズの意味を問われた質問に対
する答えである。文末は「～さ」と訳されている。
「さ」は，「ぜ」「ぞ」「よ」「わ」「な（あ）」「ね（え）」

などと同様，文末に用いられる終助詞である。
これらのうち，「さ」「ぜ」「ぞ」は，主に男性専
用のものとされている。

ボルト選手の翻訳テロップには，このような
男性特有の表現が数多く使われている。表1は，
NHKで放送されたボルト選手の翻訳テロップの
全データ（9インタビュー・25文）である。その
うち，役割語訳が出現したのは11文であった。
表1の翻訳テロップ表記欄の文字のうち，本稿

外のどんな機能が付加されているのかを中心に
見ていく。なお，例としてあげる翻訳テロップは，
すべてNHKの放送に出たものである。

3. スーパースターの役割語
──「オレはスーパースターさ　強いんだ─」

日本語の話しことばには，男女の違い（性差）
があるとされてきた。ただし実際には，その違
いは近代以降小さくなっているし，現代の男女
の実際の会話を分析した研究からは，話しこと
ばの男女差は計量的に見るとほとんどなくなっ
ていることがわかっている。それなのに，なぜ，
私たちは男性と女性の話しことばの違いをその
スタイルから認識することができるのだろうか。
ここに，マンガを代表とするフィクションの世界
で大きな役割を果たしている「男性役割語」と

「女性役割語」の存在がある15）（金水2007）。
そして，この「男性役割語」「女性役割語」はテ
レビのスポーツ放送でも多用されている。

中でも男性役割語を数多く使用しているのが
スーパースターの翻訳テロップである。

3.1. 男性役割語が多用される
　〈スーパースター語〉

オリンピックには，しばしば全世界が注目する
スーパースターが現れる。過去には，4大会続け
て出場し計9つの金メダルをとったカール・ルイ
ス選手や，ソウル大会で5つの金メダル（3大会
で計8つの金メダル）をとった競泳のマット・ビオ
ンディ選手などがあげられる。

北京オリンピックにおけるスーパースターと
いえば，陸上男子100メートル・200メートル・
400メートルリレーですべて世界新記録を出して
金メダルをとり，新たな“世界最速の男”となっ

写真 3：ボルト選手

権利の都合上、写真は掲載できません

世界に向けてという意味
だから世界に向けて指をさすのさ！
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で「テレビのスポーツ放送における役割語」と
定義したものを太字イタリックで表示し，さらに
男性役割語であるものを■で囲った。これを
見ると，ボルト選手の役割語はすべてが男性役
割語であり，文末には「さ」「だよ」「んだ」16）とい
う男性語表現が使われていることがわかる。

フェルプス選手の翻訳インタビュー（表2）では，
文末に役割語訳が出現した9文のうち，4文で

「だよ」「んだ」という男性語表現が使われている。

写真 4　フェルプス選手表 1　ウサイン・ボルト選手の全翻訳テロップ（NHK）

表 2　マイケル・フェルプス選手の全翻訳テロップ（NHK）

番号 翻訳テロップ表記 場面 放送日

1 世界記録に満足してはいない
目標はオリンピックの金メダルだ 8.8. 金

2

世界記録も大切だが
最も重要なのは五輪の金メダルだ

8.15. 金
世界最速の男であり続けたいし
五輪のチャンピオンになりたい

3 僕 はすでに世界記録を持っているから
記録より世界一だと証明できてうれしい ○ 8.17. 日

4 世界記録の更新よりも自分が
世界一だと証明できたことが大事だ ○ 8.17. 日

5 記録より世界一が証明できてうれしい ○ 8.18. 月

6 ここのトラックはスピードが出やすい
（世界記録は）自分のやる気しだいだ ○ 8.20. 水

7

オレがナンバー1 だ！
○

8.21. 木
オレがナンバー1 だ！

200m が最も好きな種目だから格別 だよ
○チャンピオンになることだけを考えてきた

世界記録も達成できて最高

8

世界に向けてという意味
だから世界に向けて指をさすのさ！ ※

8.21. 木
そうさ でも今は眠りたいだけ
起きて 22 歳になって喜びたい ○

9

世界記録かどうかは
どうでもいいことさ

※

8.25. 月

オリンピックチャンピオンに
なることが大事な んだ

ラスト20mで時計を見て
世界新記録が出るかもと思ったんだ

○
だから持てる力をすべて出して
ゴールラインまで走った
オレがＮＯ.1　オレがＮＯ.1 ○

注） ① 太字イタリックが「役割語」。そのうち，男性語表現を■
で囲んだ

② 「場面」欄の「○」印は，レース直後のインタビュー。（p.68
以降で詳述。）

③ 「場面」欄の「※」印がある，「8」の一部，および「9」は，
元のインタビュー音声に他の映像を重ねてあったため，場面
の特定はできなかった。

注） ① 太字イタリックが「役割語」。そのうち，男性語表現を■
で囲んだ。

② 「場面」欄の「○」印は，レース直後のインタビュー。（p.68
以降で詳述。）

番号 翻訳テロップ表記 場面 放送日

1
僕 には強い競争心があります

8.8. 金できるだけ長くトップにいたい
世界最強と言われていたいです

2

ママを探してるけど見つからないんだ

○ 8.11.月とにかく興奮している

最初の金メダルを取れて最高にハッピーだよ

3 できるだけ長くトップにいたいし
世界最強と言われたい 8.11.月

4
ここまでは思いどおりの泳ぎができている

8.13. 水（８冠までは）まだ半分以上ある
大事なのはこれからのレースだ

5

チャレンジするのが好きです
わくわくしています

8.14. 木
パスタやピザなど炭水化物を
よく食べよく寝ることです

最高の選手たちが競うのが五輪だ
○そのなかで史上最多の金メダルを

獲得でき感無量だ

6
かなりヒヤヒヤしたよ
でも勝ったことに間違いないし ○ 8.17.日
７つ目の金メダルをとれてうれしいよ

7 リレーの仲間を誇りに思うよ
彼らのおかげで達成できた記録なんだ ○ 8.24.日

8

彼は偉大だが僕 は第2のスピッツではなく
フェルプスとして先駆者を目指している

8.25.月

誰もなし得なかったことに
挑戦しているんだ

なんて言ったらいいのか
言葉が見つからないよ

○
すべての瞬間がすばらしい経験だった
一生忘れることはできないよ

権利の都合上、写真は掲載できません

７つ目の金メダルをとれてうれしいよ
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3.3.〈スーパースター語〉の1人称代名詞
次に，1人称代名詞を見てみる。ボルト選手

もフェルプス選手も，1人称代名詞として出てき
ているのは，男性専用の「オレ」か「僕」かの
どちらかであり，男女どちらにも使われる「私・
わたし」と訳されているものはない。ちなみに，
男性の選手でも「私」と訳される例はある。例
えば，③であげた中国男子体操チームのエース・
楊威選手のインタビューでは「私たち」と訳され
ているし，劉翔選手（中国・陸上男子110メー
トル障害）のインタビューでも，④のように「私」
と訳されている。

④

スーパースターの翻訳テロップで，文末表現
と1人称代名詞に男性役割語が使われる例は，
過去にNHKが放送したオリンピック総集編でも
見られる。例えば，ソウル大会（1988年）の水
泳で7つのメダル（金メダルは5つ）をとったマッ
ト・ビオンディ選手と，シドニー大会（2000年）
の陸上男子100メートル・400メートルリレーでと
もに金メダルをとったモーリス・グリーン選手の
インタビューはそれぞれ⑤⑥のように訳された。

⑤

⑥

では，スーパースターに使われる男性役割語
の機能はなんだろうか。役割語は，そのことば
を使えばその話者がどんな人物像であるかをひ
と目で判断することができる“記号”であるとも
いえる。男性役割語は，後述するように，スー
パースターだけでなく，ライバル対決の場面や
濃いキャラクター性をもつ選手にも使われてい
る。それぞれ，話者が男性であることを示す

だけにとどまらない別の“記号”が付加され視
聴者に提示されている。

3.4.─男性性の強調＝「強さ」の記号
世界中の人々がその活躍に注目する中で，み

ごとに偉業を成し遂げるのが，オリンピックのスー
パースターである。彼らの評判や実績は，オリン
ピックの大会が始まる前から，または始まると同
時にさまざまなメディアによって流され，人々の期
待や注目度はどんどん高まっていく。その実力は
それまでの大会などですでに実証済みであるわ
けだから，人々が抱く人物像としては，その大会
で金メダルをとる前から，“実力があり，偉業を成
し遂げることが期待される選手”ということにな
る。つまり，スーパースターは，大会に出てきた
時点で，その「強さ」が周知のものとなっている。

スポーツにおける「強さ」は，「男らしさ」と
強く結びついている（熊安2002）。その意味で
は，世界じゅうから強い選手が集まるオリンピッ
クの大会で「スーパースター」と言われる男性選
手は，いわば世界でもっとも「男らしい」男性と
もいえる存在である。だからこそ，彼らの発言
には，男性性を強調することができる男性役割
語が多用されて翻訳されることになる。

このように見てくると，〈スーパースター語〉で
用いられている男性役割語には，単に男性であ
るという記号にとどまらず，「男らしさ」＝「強さ」
という記号が付加されていることがわかる。

3.5. ボルト選手の“Ｉ”は
なぜ「オレ」と訳されるか

最後に，ボルト選手とフェルプス選手の違い
を見てみる。表3は，ボルト選手とフェルプス
選手の1人称代名詞の訳に，「私」「ぼく」「お
れ」がそれぞれ何回出たかをまとめたものであ

実力にほとんど差はありません
　私は本番で力を出せると信じています

この日のために練習してきたのさ
今は本当に最高の気分だよ

強敵が4人もいるしね
でもオレはやるよ！



63MARCH 2009

る。このうち「ぼく」「おれ」に注目してほしい。
NHK・民放の翻訳テロップすべての中で，ボル
ト選手では「ぼく」と「おれ」との両方が出てき
ているのに対し，フェルプス選手では「おれ」
と訳されたものはなく，すべてが「ぼく」であっ
た。ともにスーパースターではある2人であるが，
ここに，ボルト選手とフェルプス選手のキャラク
ターの違いが表れている。

ボルト選手は，前述したとおり，レース前の
独特のポーズや，100メートル決勝で両手を広
げ胸をたたいてゴールする姿など，その自信に
あふれたパフォーマンスにも注目が集まった。
そしてその様子は，金メダルを獲得し世界記録
を塗り替えたレース内容とともに常に報じられ
た。この点で彼は，強い個性をもった“キャラ
クター性の濃いスーパースター”だと言える。一
方，フェルプス選手は，8冠達成という前人未
到の記録そのものが注目されていたと言える。
レース内容や金メダルの数とともに報じられて
いたのは，彼が記録を達成するのに有利な肉
体的特徴をもっていることや，努力を惜しまず
厳しいトレーニングを続けてきたことなど，競技
と記録に直接関係のある要素だった。こうした
ことから，フェルプス選手は，“記録そのもの
が注目されたスーパースター”であった。

第6章で詳述するが，キャラクター性の濃い人
物には，やはり役割語が出現する。テレビのス
ポーツ放送における役割語として，男性専用の1
人称代名詞である「ぼく」と「おれ」の違いを考
えた場合，そこにより濃いキャラクター性を加え

たいときには，「おれ」が選ばれることになる。
また，2人の違いは，キャラクター性だけで

なく，競技の違いにも影響されているかもしれ
ない。陸上男子100メートルの世界記録保持者
はしばしば「世界最速の男」と称され，オリン
ピックの各大会で今度は誰がその座につくのか
に関心が集まり，大きく報道される。そのネー
ミングには，前項で指摘したように「男らしさを
スピードの世界において極めた，“もっとも男ら
しい男”」といったニュアンスがただよう。その
ため，その選手を特別な存在として表現するた
めに，力強さ・男らしさ・男くささがより強く表
れる「おれ」ということばが選ばれるのだろう。

3.6.「ぼく」と「おれ」の人物像
「ぼく」と「おれ」については，金水（2003 ／

2007）で，少年マンガに登場する主人公が使う
1人称代名詞をあげ，その人物像との結びつき
を指摘している。内容は，おおむね次のような
ものである。

戦後しばらくまでの少年マンガの主人公

は知恵・勇気・正義感にあふれた理想主

義的な人物（＝「賢い」ヒーロー像）とし

て描かれ，彼らは1人称代名詞として「ぼ

く」を使用していた。しかしその後，主

人公の人物像が変わり，野性的で強い身

体能力を備えた男子（＝「強い」ヒーロー

像）が登場するようになった。代表的なの

が，『巨人の星』の星飛雄馬や『あしたの

ジョー』の矢吹ジョーであるが，彼らは「お

れ」という1人称代名詞を使う。

ここで指摘されている，少年マンガにおける
「理想を追い求める賢いヒーロー像」＝「ぼく」，
「強く野性的なヒーロー像」＝「おれ」という構
図は，そのまま，スポーツ放送における「フェ

ボルト選手 フェルプス選手
私 3  17） 0

ぼく 5 5

おれ 6 0

表 3　1人称代名詞の使用回数比較（ＮＨＫ・民放）
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ルプス選手の人物像」＝「ぼく」，「ボルト選手
の人物像」＝「おれ」に当てはまっている。要す
るに私たち日本語話者は，「ぼく」「おれ」とい
う1人称代名詞を，その人物像とともに共有し
ている。だからこそ，前人未到の記録を達成し
た2人のスーパースターの発した“I”という1人
称代名詞が，1人は「ぼく」，もう1人は「おれ」
という日本語に訳し分けられても，訳語に疑問
をもつことなく，その人物像と結びつける作業
を頭の中で自動的に行い，受け入れることがで
きるのである。

  4. “女王”の役割語
──────────────────────「負ける気がしないわ─」

4.1.女性役割語が多用される〈女王語〉
男性役割語が数多く表れる〈スーパースター

語〉に対し，女性役割語が使われやすいのが，
“○○の女王”などと呼ばれる女性選手のイン
タビューである。NHKの北京オリンピック放送
では，ロシアのエレーナ・イシンバエワ選手（写

真2・5）に対し，「棒高跳びの女王」「夜空に舞
うフィールドの女王」と紹介されていた。

表4は，NHKで放送された，イシンバエワ
選手のすべての翻訳テロップである。いずれの
文にも「わ」「の」という，女性専用の終助詞を
付けて訳されている。

NHKが放送した過去のオリンピック総集編
をさかのぼって調べてみると，番組の中で“女
王”と呼ばれていた選手は2人いる。1人はロサ
ンゼルス大会（1984年）の女子体操で金メダル
をとった当時16歳のメアリー・ルー・レットン選
手。もう1人は，ソウル大会（1988年）の陸上
女子100メートル・200メートル・400メートルで
金メダルをとり，その華麗なファッションでも話
題になったフローレンス・ジョイナー選手である。
2人のインタビューも，それぞれ次のように女性
役割語が使用されて訳された。

⑦

⑧

NHKのオリンピック放送で見るかぎり，“女
王”には，ほかの女性選手にくらべると女性役
割語の使われ方が明らかに高い。“女王”の呼
称そのものが，女性役割語を使わせることに結
びつきやすいと考えられるが，ここには，単に

“女性的な表現”を使って話者が女性であるこ
とを示すことにとどまらない，別の記号が付加
されている。

4.2. 頂点に立つ“女王”の「強さ」の記号
一般に，断定・命令・主張・説得を含む表現

は男性的であり，一方の女性は断定・命令・押

写真 5　イシンバエワ選手

表 4　エレーナ・イシンバエワ選手の全翻訳テロップ（ＮＨＫ）

注） ① 太字イタリックが「役割語」。そのうち，女性語表現を■
で囲んだ。

② 「場面」欄の「○」印は，競技直後のインタビュー。（p.68
以降で詳述。）

番号 翻訳テロップ表記 場面 放送日

1

記録を出す秘訣なんてないわ

○ 8.24. 日スタジアム中が世界新を期待している
ことを感じたの

私にはそれで十分だったわ

2 みんな愛しているわ ○ 8.25. 月

いいスタートがきれたわ
誰もついて来ないんですもの

大学に入ったら
好き勝手するわ

権利の都合上、写真は掲載できません

みんな　愛しているわ
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しつけを避けた表現をするとされている。中で
も終助詞「わ（上昇イントネーションのもの）」は，
①詠嘆，②断定を和らげて言い放つ，といった
機能をもつ代表的な女性語とされてきた。しか
し，実際には，現代の日常生活の話しことばで

「わ」を使用する女性は少なくなり，尾崎（1997）
では，「衰退に向かっているものと思われる」と
している。また，ドラマや小説などで使用される

「わ」は，断定を和らげる働きをするものではな
く，むしろ主張度の強い場面や強気な態度・相
手を見下した態度を表す場合に用いられている
ということも指摘されている（水本･福盛2007／
山路2006）。そのうえで，イシンバエワ選手の翻
訳テロップに表れた「わ」をはじめ，“女王”たち
の女性役割語をあらためて見てみる。

まず，イシンバエワ選手のインタビュー（表4）

は，場面としてはいずれも，イシンバエワ選手自
身がもっていた世界記録を1センチ上回る5メー
トル5センチを跳び，新たな世界記録を更新し
た後での発言である。世界記録を更新して金メ
ダルをとるという，興奮した場面での発話であ
るから，そこには「詠嘆」の機能があることは
まちがいない。しかし，それだけだろうか。そ
れに加え，“女王”という頂点に立ったからこそ
表れる自信や誇りがこめられた発話だと受け取
れないだろうか。

次に，ジョイナー選手の翻訳テロップ（⑧）
を見てみると，他を寄せつけない強さで頂点に
立ち，そこから下を見てものを言っているような
余裕すら感じられる。

このように見ると，〈女王語〉に使われる女性
役割語は，従来言われてきた「和らげ」によって

「女らしさ」を表す機能として使われているので
はなく，水本・福盛・山路の指摘しているよう
な，その女性の「強さ」を表す記号として使わ

れていることがわかる。それを使うことで彼女
が他のすべての選手に勝って“頂点に立った女
性”（＝女王）となったことを際立たせる機能が
あるからこそ，“女王”のインタビューには女性
役割語が多用されるのである。

5. ライバル対決に表れる
男性役割語の「攻撃性」

スーパースターと同様，男性役割語が使わ
れるものとして，男性選手の「ライバル対決」
がある。

写真6は，水泳・男子100メートル平泳ぎで，
北島康介選手を追い詰めるライバルとして急浮
上したダーレオーエン選手（ノルウェー）のイン
タビューである。「オレ」「んだ」「ぜ」という男性
役割語が登場している。ほかにも，柔道男子
100キロ超級で，石井慧選手の最大のライバル
とされたリネール選手（フランス）には，次のよ
うな翻訳テロップがあった。

⑨

ライバル選手の翻訳テロップには男性役割語
が使われているが，ここに表れる記号としては，

〈スーパースター語〉で表れた「強さ」という記
号のほかに，相手を倒そうとする人物像として

「攻撃性」も付加されていると考えられる。特に

写真 6　ダーレオーエン選手

　おれは日本の選手を倒す
マシーンになるんだ

権利の都合上、写真は掲載できません

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



66 　MARCH 2009

注目したいのはダーレオーエン選手の「ぜ」であ
る。「ぜ」の機能は，「ぞんざいに注意を促した
り念を押したりする」，「一方的に聞き手に伝え
る」などと説明される。ダーレオーエン選手は，
北島選手が狙う2大会連続金メダルを阻むおそ
れのある選手として，大会が始まってから急浮
上してきた選手である。その人物像は，「ぞんざ
いに」「一方的に」発言する，攻撃性をもつキャ
ラクターとして色づけられたといえる18）。

日本のオリンピック報道は，しばしば自国選
手の勝ち負けに偏りすぎだとも指摘されるが（渡
辺1996），ここでもやはり，いわば「わが国の
ヒーロー」である日本人選手を倒そうとして挑ん
でくる外国人ライバル選手には，その「攻撃性」
を強調する記号としての男性役割語が使われ，
攻撃的で脅威であるというキャラクター性を高
めているという事実がある。

  6. “濃いキャラクター性”を
際立たせるための役割語

役割語で“親しみキャラ”を表現
写真7は，中米・トリニダードトバゴのデクス

ター・セントルイス選手（40歳）である。北京オ
リンピックに出場した選手30人中25人が陸上
競技にエントリーしたトリニダードトバゴで，た
だ1人，男子卓球に出場した選手として紹介さ

れた。レゲエ風の髪という容姿と，明るく陽気
な性格でオリンピックを楽しもうとしている姿勢
は，競技での勝敗や活躍を取り上げることが多
いオリンピック放送の中では，濃いキャラクター
性をもつユニークな存在である。

表5からは，セントルイス選手の翻訳テロッ
プのすべての文に役割語が登場していることが
わかる。「よ」「だろ」「んだ」「ね」など，文末に
複数の役割語を使うことで，セントルイス選手
は，インタビュアーの質問に気さくに答えてくれ
る，親しみやすく人なつこいキャラクターである
ということを印象づけている。

また，1人称代名詞には，ボルト選手やダー
レオーエン選手にも使われていた「オレ」が選
ばれているが，これは男性性や男らしさを付加
した「オレ」ではない。公の場で使われること
もある「私」「ぼく」に対し，親しい間柄で使う
1人称代名詞の「オレ」である。

この翻訳テロップ作成を担当したディレク
ターによると，セントルイス選手については，
実際に彼を取材した記者や通訳者から「ウィッ
トに富みユーモアのある人である」という情報を
得て，そのうえで翻訳テロップのことばづかい
を決めていったと言う。文末の役割語と「オレ」

写真 7　セントルイス選手

表 5　デクスター・セントルイス選手の全翻訳テロップ（ＮＨＫ）

注） ① 太字イタリックが「役割語」。そのうち，男性語表現を■
で囲んだ。

番号 翻訳テロップ表記 放送日

1

 オレ だって子どものころは陸上をやっていたよ

8.20.水

でもオレ の国は陸上が強いだろ
速い選手はたくさんいるんだ

だから卓球を始めたんだ

選手としてはだめだったね
でもオリンピックの雰囲気は楽しめたよ

卓球をやっていると世界の各地に
行けるしいろいろな人と会えるだろ

それが楽しいんだ

権利の都合上、写真は掲載できません

でもオレの国は陸上が強いだろ
速い選手はたくさんいるんだ
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という1人称代名詞が「親しみ」という記号とな
り，セントルイス選手の親しみやすいキャラク
ター性を際立たせている。

  7. 「です・ます体」の
役割語的機能

最後に，テレビの翻訳テロップという特殊な
領域では，「です・ます体」そのものが役割語
的機能をもっていることを指摘したい。
「だ体」が多いスポーツ放送の翻訳テロップの

中で，あえて「です・ます体」を選択して訳され
ているということは，なんらかの機能が付加さ
れていると考えてよい。北京オリンピック放送に
おける今回のデータからは，スポーツ競技者と
しては恵まれた立場にない選手（競技者としての

“弱者”）に使われる役割語的機能が見えてくる。

“思い”“訴え”に似合う「です・ます体」
世界じゅうのさまざまな国・地域から選手が

出場するオリンピック。その大会の様子を伝え
るオリンピック放送には，選手の競技における
活躍だけでなく，選手の大会出場までの軌跡
や，代表選手を応援する国の状況などを紹介す
る報道もある。こうした報道においては多くの
場合，選手の，スポーツ競技者としては恵まれ
ない環境で練習してきた背景や社会事情，直
面した困難や苦難を克服しようと努力してきた
姿などが描かれる。そして，インタビューでは，
主に彼らの“思い”が語られることになるのだ
が，「です・ます体」で訳されることが多い。

⑩

⑪

⑩は，オープンウォータースイミング（女子）と
いう水泳競技に出場したナタリー・ドゥトワ選手

（南アフリカ）のインタビューである。ドゥトワ選
手は，アテネオリンピックを目指していた2001年
に交通事故で左足を失ったが，その後も水泳を
続けて北京オリンピック出場を果たし，“片足の
スイマー”として注目された。⑪はアセナテ・マ
ノア選手（ツバル）のインタビューであるが，地
球温暖化により国が水没するおそれがあるツバ
ルは，国民に希望を与えたいと，オリンピック初
参加を決めて3選手が出場した。マノア選手は，
そのうち唯一の女性選手で16歳，陸上女子100
メートルに出場した。マノア選手を紹介する報
道では，島の人たちの期待を背負うとともに，
オリンピックに出場することで島の人たちを元気
づけたいと力いっぱい走る姿を伝えている。

このように，困難・苦難をその背景にもってい
る選手が“思い”を語り，“訴え”ともいえることば
を発するとき，その翻訳には「です・ます体」が使
われる19）。ていねいなことばづかいをさせることで，
その困難に向き合い一生懸命に努力してきた様
子を視聴者に想像させることができるからだろう。

さらに，最初にあげたドゥトワ選手とマノア選
手には，「です・ます体」のほかに，それぞれ，
⑫⑬のように「わ」「よ」という女性役割語訳も
あらわれている。

⑫

⑬

ドゥトワ選手のオリンピックでの結果は16
位。その競技終了直後のインタビューで，次の
ロンドンオリンピックへの出場について語ったこ
とばが，「出場したいわ」と女性役割語で翻訳
された。ここに出てきた女性役割語の機能は，

将来ツバルの子どもたちをオリンピックに
出場させることが私の夢です

障害があっても
努力をすれば夢は実現するのです

次回のロンドンオリンピックにも
出場したいわ

これはツバルの貝殻で出来た
ネックレスよ
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〈女王語〉で出てきた女性役割語がもつ「強さ」
とは明らかに違う。むしろ，その対極に位置す
る「弱さ」を付加し，彼女たちが競技者として
恵まれた状況になかったことを際立たせる機能
を果たしているといえるだろう。これは，「男ら
しさ」＝「強さ」，「女らしさ」＝「弱さ」という，
従来の「男性語」「女性語」の枠組みでとらえら
れた「女性役割語」の機能の一面といえる。

そして，「～わ」「（名詞＋）よ」という「弱さ」を
付加する女性役割語と，「です・ます」体のてい
ねいなことばづかいとの両方が，ある話者に使
われるとき，その「弱さ」は相乗的に強調され，
競技者としての“弱者”であることがより際立つ。
彼女たちのインタビューが“弱者の思い”“弱者
の訴え”である，ということを視聴者にわからせ
る記号としての役割を果たしているのである。

8. テレビメディアにおける「場面」の
重要性 ～実例と制作者意識調査から～

これまで，北京オリンピック放送の外国人選
手インタビューについて，どんな人物にどんな
役割語が使われ，どんな機能が付加されてい
たのかを見てきた。ここでは，役割語訳が出て
くる「場面」について見ていきたい。テレビとい
うメディアにおける「役割語」を考える場合，そ
の発言が記者会見でのものなのか，競技終了
直後のものなのかといった「場面」の違いに注
目すると，新たな側面が見えてくる。

“興奮”“感情の高ぶり”を伝える
─── ─役割語の機能

外国人スポーツ選手のインタビューが「～さ」
「～（だ）ぜ」「～（だ）わ」などという，日本人
が日常的な話しことばやインタビューではあまり

使わないことばづかいで翻訳される例が目立つ
点については，これまでも新聞における外国人
談話の翻訳を対象にした，谷部（1996）・中村

（2007）などの研究がある。これらは，「役割
語」ということばは使っていないが，やはり，日
本語における男性専用語・女性専用語について
分析していて，日本人の男性・女性の話しこと
ばについてのステレオタイプと結びついているこ
とを指摘している。

実は，筆者は，テレビのスポーツ放送につい
ても，このようなステレオタイプに大きく影響され
て役割語を使っているからこそ目立つのに違いな
いという仮説をもったうえで，今回の研究を始め
た。しかし，実際に分析・調査を始めると，もち
ろんその側面はあるものの，新聞というメディア
とは大きく異なる面があることに気づいた。それ
が，「場面」である。そこには，映像と音声を伴っ
たテレビというメディアならではの特性がある。

例えば，「だよ・んだ」「～さ」などの男性役
割語を多用するウサイン・ボルト選手やマイケル・
フェルプス選手のインタビューが，どんなときに
も〈スーパースター語〉で翻訳されるかというと，
そうではない。ここで，もう一度，ボルト選手
とフェルプス選手のすべての翻訳テロップをま
とめた表1，表2（p.61）を見て「場面」という欄
に注目してほしい。「○」印が付いているのは，
レース直後のインタビューであることを示してい
る。これを見ると，2選手の翻訳テロップの多
くは，彼らがレースを終えた直後，つまり，優
勝を決めた直後のインタビューであることがわ
かる。また，女性役割語を多用する〈女王語〉
のイシンバエワ選手については，すべてが競技
終了直後のものである（表4（p.64））。つまり，
テレビのスポーツ放送において紹介される，外
国人スポーツ選手のインタビューは，競技が終
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わって勝負がついた直後，興奮がさめやらない
状態の勝者に対してマイクを向けて聞いたもの
が圧倒的に多いのである。

勝利を決めたとき，選手はその喜びに心躍ら
せた状態でインタビューに答える。その口調は
多くの場合，興奮していて早口である。テレビ
のニュースや番組をつくる制作者としては，映
像と音声から伝わってくる興奮した口調と無関
係に，翻訳テロップのことばを考えることはあ
り得ない。しかも，翻訳テロップは限られた
文字数・時間でしか表示できないため，簡潔
な表現が求められる。その中で，選手自身が
感動し興奮した口調で語るインタビューの雰囲
気を，文字として伝えるのに便利な“記号”が，

「さ」「ね」「よ」「わ」などの終助詞なのである。
その意味では，これらの終助詞は「！」という
感嘆符と同じ役割を果たしているとも言える20）。

例えば，写真8はフェルプス選手が史上初の8
冠を達成した直後のインタビューであるが，これ
を，終助詞「よ」が付かないものと比べてみる。

⑭

⑭’
　

このときのインタビューでは，フェルプス選
手は感動と喜びでことばを詰まらせながら語っ
ていた。その映像と音声に合うように，少ない

文字数で加えられる“記号”として付けられた
のが，「よ」という終助詞である。⑭’は⑭に比
べ，臨場感が欠けているように感じられるだろ
う。つまり，スポーツ放送の翻訳テロップに出
てくる男性役割語・女性役割語の文末表現の
中には，本稿で指摘してきたいくつかの機能の
ほかに，選手の“感動”“興奮”“喜び”など“感
情の高ぶり”を表す機能が付加されているもの
が多い，ということである。

逆に言えば，感情の高ぶりと無関係な場面で
あれば，別のことばづかいが選ばれることにな
る。実際，フェルプス選手でも，表2-1や，表2-5

の上2つのインタビュー（p.61）のように，記者会
見などで着席して語ったものは「です・ます」体
で翻訳されている。また，民放の事例であるが，

「おれ」「～さ」ということばが似合うという印象
が強いボルト選手でも，ホテルの1室でソファー
に座り落ち着いた雰囲気の中で行った長時間の
インタビューでは，ほとんどが「です・ます」体
で訳され，1人称代名詞も「私」が使われていた。

この点については，NHK報道局スポーツ部
のディレクターに行ったアンケートもそれを裏付
けている。アンケートでは，次のような質問を
し21），複数回答で答えてもらったうえで，優先
順位の高いものからあげてもらった。

すべての瞬間がすばらしい経験だった
一生忘れることはできない  

すべての瞬間がすばらしい経験だった
一生忘れることはできないよ

写真 8　フェルプス選手

〔質問〕翻訳文字テロップをつくる際，日本
語のことばづかいを決定するのに重視して
いることは何か。（複数回答可）

〔選択肢〕
①話者の原語でのことばづかい。
②話者のキャラクターや映像から伝わってく

る雰囲気。
③企画意図。
④ことばづかいについて，意識したことはない。
⑤その他

権利の都合上、写真は掲載できません

すべての瞬間がすばらしい経験だった
一生忘れることはできないよ
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回答のうち，もっとも優先順位として高かっ
たのが，②「話者のキャラクターと映像の雰囲
気」であり，次に③「企画意図」，①「原語のこ
とばづかい」と続いた。

また，アンケートの自由記述欄には，下記の
ような記述もあった。

「（話者の）口調など参考にしながら映像の雰

囲気を壊さないことを意識している」

「“現場の映像・音”と“テロップ”のギャッ

プを埋めるためのフォーマットはないと思う

が，話し方やキャラクターなどから，多少，ゆ

るやかな判断を認めても良いのではないか」

「映像の勢いも大事だが，ことさら『だぜ』『だ

ぞ』のように強調して誘導するのは避けるよう

にしている。ただ，ダメといわれると表現の

幅が大きく狭まるので困る」

これらのアンケート結果からは，テレビ制作
者が翻訳テロップを制作する際には，目の前
にある映像情報（音声も含む）を見ながら，そ
こに写し出された話者のキャラクター性も考慮
に入れ，その映像の雰囲気にもっとも似合うこ
とばづかいを探り出していることがわかる。

テレビのようなメディアにとって，そこに出て
くる映像と音声は最も大きな力をもつ。仮に，
そこに写し出される雰囲気とはまったくかけ離
れたことばづかいの翻訳テロップをあてたとし
たら，視聴者に違和感を与えることになってし
まうからだ。

その意味では，取材したインタビュー談話を
まとめるときに，メモした文字だけを見たり，
レコーダーに録音した（映像を伴わない）音声
だけを聞いたりしながら行う活字メディアの翻
訳とは，違う側面が出てくるといえる。

  おわりに ～今後の課題～

今回の北京オリンピックでは，活躍を期待
されていたのにそれを成し遂げられなかった選
手がいた。中国の国民的英雄ともいわれ，国
民の大きな期待を背負って陸上男子110メート
ル障害に出場したが，けがによりスタート直前
に棄権した劉翔選手である。彼はアテネ大会
で，世界タイ記録（当時）を出して金メダルをと
り“スーパースター”となった。もし今回の北京
オリンピックでも金メダルを取り，その喜びのイ
ンタビューがあったとしたら，そのテロップはど
んなことばづかいで訳されていただろうか。「～
よ」「～さ」が付いていただろうか。同じ“スー
パースター”でも，ボルト選手とフェルプス選手
の文末表現や1人称代名詞に違いがあったよう
に，もし劉翔選手が覇者となった場合には，上
記2人とはまた違う役割語訳が登場したのでは
ないかと想像できる。

この研究を始めるにあたっては，役割語の
使われ方には，人種によっても違いがあるので
はないかと推測をしていたが，今回のデータか
らは，その違いを明確に打ち出すことはできな
かった。この点については，今後の研究課題と
したいが，放送現場のディレクターアンケートに
は，次のような記述があったことを紹介しておく。

「スポーツは他のニュースに比べ，テロップの

自由度が高く，それゆえ，おもしろさを求め

られると感じている。その一方，黒人ならフ

ランクなことば，白人ならていねいなことばな

ど，イメージ先行の訳が理由もなく検証もなく

なんとなく流されている気がする」

ここで指摘されたとおり，テレビの翻訳テロッ
プにおける役割語の使い方については，これ
まで検証されたことがなかった。本稿では，テ
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レビというメディアにおいては「場面」という要
素が大きく影響していることまでは考察するに
至ったものの，その使い方の是非や，言語的ス
テレオタイプに依拠している役割語が放送で繰
り返し使われることによる影響については触れ
ることができなかった。

これらの残された課題については，役割語
研究者・テレビ番組制作者等が参加して今月行
う予定のワークショップで，初の議論を試みる
が 22），これをきっかけに，今後，制作現場も含
め，広く議論し検証していく必要があるだろう。

（おおた まきえ）

注：
1）日常の話しことばを収録・分析した研究で，女

性／男性専用とされる終助詞のうち「わ（上昇
イントネーション）」「ぞ」「ぜ」などは，使用
実態としては，かなり少なくなっていることが
指摘されている。（『女性のことば・職場編』『男
性のことば・職場編』）

2）アンケート調査は，NHK 報道局スポーツ部のディ
レクター 32 人に送付し 24 人から回答を得た。質
問項目については p.72-73 に全文を掲載。紙幅の
都合で回答内容については今回は一部を掲載す
る。また，聞き取り調査は，北京オリンピック放
送を担当したディレクターやプロデューサー，およ
び，スポーツニュース・番組を担当した経験のある
ディレクターやプロデューサー，計 12 人に行った。

3）「ステレオタイプ（固定観念）」とは，「ブラジ
ル人はサッカーがうまい」「女性は手先が器用
だ」など，ある集団の人々に対して多くの人が
もつ共通イメージ。差別や偏見とも結びつきや
すく，社会心理学の中では国や人種，性別など
さまざまなステレオタイプの研究が行われてき
た。（上瀬 2002）

4）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インタビューとして数えた。

5）対象の 6 番組は次のとおり。①「ロサンゼルス･
オリンピック　世界が見た 16 日間」（1984.8.19.
放 送），②「オリンピックハイライト SEOUL
'88 完 全 保 存版 ～ソウルのドラマを再 現～」

（1988.10.10. 放送），③「'92 オリンピック 鳥たち
の歌　～バルセロナの 16 日～」（1992.8.11 放送），
④「夢の力 アトランタの熱き闘い」（1996.8.10. 放
送），⑤「君は輝いた ～シドニーオリンピック総

集編～」（2000.10.2. 放送），⑥「アテネオリンピッ
ク総集編 オリーブの歌～ 平和の祭典 17日間の
記録～」（2004.8.30. 放送）

6）翻訳文のことばづかいについては，テロップを作
成するディレクター個人の好みやくせ等による可
能性もある。そのため，今回はできるだけ多くの
データを参考にし，比較・分析することで，個人
差レベルでなく，より一般的な役割語の使い方
を導き出そうと試みた。

7）外国人のインタビューを日本語に翻訳して視聴者
に提示する方法としては，画面に出す文字テロッ
プと，音声による吹き替えとの 2 つがあるが，文
字テロップでは「だ体」が多く，吹き替えでは「です・
ます体」が多い。これは，文字テロップ＝「書き
ことば」，吹き替え＝「話しことば」という違いの
ほかに，画面の大きさという物理的制約があるた
めに，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。

（ふつう，「です・ます体」より「だ体」のほうが
文字数は少なくて済む。）また，文字テロップには，
話者がその内容を話している限られた時間内で，
視聴者が読める分量しか出せないという時間的
制約もある。ふつう，NHK では翻訳テロップは
横書きで，1 画面につき，1 行 16 文字，2 行まで
を目安としている。2 行で 32 文字が表示されて
いるテロップなら，6 ～ 7 秒は画面に出しておか
ないと視聴者は読み取れない。

8）文の数で計算すると，全 176 文のうち，「だ体」
が 120（68%），「です・ます体」が 52（30%），「だ体」
か「です・ます体」かの判断不可が 4（2%）だった。

9）ディレクターへのアンケートの質問内容は p.72
の問Ⅰを参照。回答は，

①「『です・ます体』を使うことが多い」 … 7人（29％）
②「『だ体』を使うことが多い」 ……… 16 人（67％）
③「どちらが多いともいえない」 ………… 1 人（4％）

②「『だ体』を使うことが多い」と答えた人のうち
その理由は，a.「文字数が少なく簡潔に表現でき
るから」が 13 人，b.「スポーツ選手のことばとし
て合うと思うから」が 1 人，c.「その他」1 人，a.b. の
2 つに「○」を付けた人が 1 人だった。

10）放送事例としては「おれ・オレ・俺」「ぼく・ボク・
僕」という各 3 種類の表記があった。本稿で翻
訳テロップの事例として紹介するときには，放送
で使われたのと同じ表記で引用し，それ以外では

「おれ」「ぼく」と表記する。
11）ただし，「です」「ます」については役割語的機能

の有無を判別できないものがあるため，役割語
訳が出現したテロップの数としては数えていない。

12）NHK のみのデータでは，役割語が出現した翻
訳テロップは 25 インタビュー（総数 58）で，
男性は 18（総数 35），女性は 7（総数 23）だった。

13） 質問文は p.73 の問Ⅸを参照。回答内容は次の
とおり。
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①よく使っている。 ……………………… 2 人（8％）
②ときどき使っている。 ……………… 13 人（54％）
③使わないようにしている。 ………… 4 人（17％）
④意識したことがないが，使ったことはあると思う。
 ………………………………………… 5 人（21％）
⑤意識したことがないし，使ったこともない。 
 …………………………………………… 0 人（0％）

14）「スーパースター」といった場合，通常は男女
の区別はなく称せられることばであるが，ス
ポーツ放送では多くの場合男性選手に対して使
う呼称であることから，本稿でも男性の選手に
ついて限定して使うことにする。

15）日本語の実際の話しことばの中に表れる男女に
よることばの違いでなく，フィクションの作品
などの中で“ヴァーチャル日本語”として表れ
る「役割語としての男性語・女性語」を「男性
役割語」「女性役割語」として区別する。

16）「んだ（のだ）」は，通常「説明」のモダリティ
とされ，男性専用語とはされていないが，以下
の 2 点から，テレビのスポーツ放送における役
割語としては，男性役割語に含めることとする。

①金水（2003）で下記のように指摘されてい
ること。
　男性的表現「これ，昨日買ってきたんだ。」
　女性的表現「これ，昨日買ってきたの。」
②今回収集した NHK・民放の翻訳テロップの
全データにおいて男性にしか使われておらず，
翻訳テロップに限定した場合，女性に使うのは
不自然だと考えられること。

17）ボルト選手に「私」という訳が出てきているが，すべ
て，ホテルの1 室でソファーに座り落ち着いた雰囲気
で行ったインタビューであるという点で，「場面」の違
いによるものだと考えられる（第 8 章で詳述）。

18）中村（2007）では，「『行くぜ！』『行くぞ！』
という言い回しは，典型的には，スポーツやけ
んか，戦争の場面に多く見られ」，このような

「『男ことば』は，スポーツ，けんか，戦争に付
随する，〈すがすがしさ〉〈肉体派〉〈単純〉〈不
良性〉〈暴力性〉〈攻撃性〉などに特徴づけられ
た〈男性性〉を表現する場合にのみ用いられる
言語資源」だとしている。

19）ほかに，戦争による混乱が続くイラクから出場
したダナ・フセイン選手（女性）では，6 文す
べての文末が「です・ます体」で訳されていた
し，内戦状態だったスーダンから難民としてケ
ニアに逃れ，その後，アメリカに移住してオリ
ンピック選手となったロペス・ロモン選手（男
性）でも「です・ます体」が使われていた。

20）この「場面」の重要性について気づいたのは，実際
に北京オリンピックの翻訳テロップをつくったディレ
クターやプロデューサーたちへの聞き取り調査による
ところが大きい。実際，「終助詞は，感嘆符『！』の
役割を果たしているのではないか」という点を指摘

したのは，北京オリンピックの放送を担当した，ある
プロデューサーである。

21）質問の全文は p.73 の問Ⅺを参照。
22）NHK 放送文化研究所「2009 年春の研究発表」

で 3 月 12 日に開催。（p.86 参照。）
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参考
NHK 報道局スポーツ部ディレクターへの「翻訳テロッ
プ」のことばづかいに関するアンケート
　それぞれの質問について，ご自分がスポーツのニュー
スや番組において，翻訳テロップをつくるときの考え方
にいちばん近いものに【○】をつけてください。

Ⅰ．翻訳文字テロップをつくるときの，文末表現
についてうかがいます。「です・ます体」と
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「だ体」，どちらを使うほうが多いですか。ま
たその理由はなんですか？
①「です・ます体」を使うことが多い。
　〈理由〉a.  日本語で話すインタビューは「で

す・ます体」が多く，テロップも
それに合わせたほうがよいと思う
から。

b.  「です・ます体」のほうが，てい
ねいなことばづかいで，放送の
ことばに合っていると思うから。

c. その他
②「だ体」を使うことが多い。
　〈理由〉a.  「だ体」のほうが，文字数が少な

くて簡潔に表現できるから。
b. スポーツ選手のことばとして，
「だ体」のほうが合うと思うから。

c. その他
③ 「です・ます体」と「だ体」，どちらが多

いともいえない。
Ⅱ．ウサイン・ボルト選手（ジャマイカ）が，北京オ

リンピック・陸上男子 200mで 1 位でゴールし
た後，人さし指を立て，興奮した様子でカメラ
に向かい「I am NO.1!」と言いました。テレビ
の放送で翻訳テロップを出す場合，あなたなら，
どんな訳文にしますか。①～⑤，および㋐～
㋔から，それぞれ 1 つずつ選んで【○】をつ
けてください。例：「わたしがナンバー1 です」
　「オレがナンバー1 だ」　また，それはどんな
理由からですか？
①わたくしが  ㋐です。
②わたしが  ㋑だ。
③オレが　　　　ナンバー 1 ㋒だぜ。
④ぼくが  ㋓よ。
⑤自分が  ㋔だわ。

Ⅲ．マイケル・フェルプス選手（競泳／アメリカ／男性）
が，競技で優勝したときに，上記のボルト選手
と同じように（人さし指を立て，興奮した様子で
カメラに向かい）「I am NO.1!」と言ったとしたら，
テレビ放送の翻訳テロップとして，あなたなら，
どんな訳文にしますか。また，それはどんな理
由からですか？

（以下，問Ⅳ～問Ⅷは，それぞれの選手につい
て，同じような場面で，それぞれの国のことば
で「I am NO.1!」と同じ内容を言ったとしたら，
どんな訳文にするかを質問。選択肢は問Ⅱと
同じ）

Ⅳ．劉翔選手（中国／ 110m ハードル／男性）
Ⅴ．デコス選手（フランス／柔道／女性）
Ⅵ．エレーナ・イシンバエワ選手（ロシア／陸上・棒

高跳び／女性）
Ⅶ．郭晶晶選手（中国／飛び込み／女性）
Ⅷ．ナタリー・ドゥトワ選手（南アフリカ／オープン

ウォータースイミング／女性）

Ⅸ．翻訳文字テロップをつくるとき，「～だぜ」「～
だぞ」「～さ」「～だわ」「～（なの）よ」「～か
しら」などのことばづかいについて，下記の選
択肢のうち，ご自分にいちばん近いものに【○】
をつけてください。
①よく使っている。
②ときどき使っている。
③使わないようにしている。
④ 意識したことがないが，使ったことはあると

思う。
⑤意識したことがないし，使ったこともない。

①②③は問Ⅹへ。④⑤は問Ⅺへ。
Ⅹ．Ⅸの質問で，①②③と答えた方にうかがいます。

①②の方→使う理由はなんですか。（どんなとき
に使っているかという具体例でもけっこうです。）
③の方→使わないようにしている理由はなんで
すか。

Ⅺ．（以下，全員お答えください。）インタビューの翻
訳文字テロップをつくる際，日本語のことばづ
かいを決定するのに重視していることは何です
か。（複数回答可・インタビュー内容を正確に
伝えることは大前提として，それ以外で重視し
ていることをお答えください。～中略～）
① 話者の原語（英語，フランス語，中国語など，

話者がしゃべった言語）でのことばづかい
を重視して，できるだけそれに近い日本語の
ことばづかいを選ぶ。

② 話者のキャラクターや映像から伝わってくる
雰囲気を重視して，日本語のことばづかいを
決めている。

③ 企画意図を伝えるのに，もっとも伝わりやす
いことばづかいを選ぶ。

④ことばづかいについて，意識したことはない。
⑤その他

Ⅻ．Ⅺの質問で複数回答した方は，その中で，よ
り重視しているもの・優先順位の高いものから
順番に番号を書いてください。（例：③，①，②）

ⅩⅢ．「～（だ）ぜ」「～（だ）ぞ」「～さ」「～（だ）わ」
「～（なの）よ」「～かしら」などの文末表現に
ついて伺います。それぞれの表現について，翻
訳文字テロップで，どんな人（人種・国籍・年
齢・性別・競技の種類など）に，どんな場面（会
見・競技後のぶら下がりインタなど）で，どん
な内容のインタビューのときに使ったことがあり
ますか。具体的にお書きください。また，具体
例が思い出せない場合は，自分ならどんなとき
に使いそうかを想像してお書きください。

ⅩⅣ．スポーツニュース・番組での，外国人選手イン
タビューの翻訳に関し，日ごろ思っていること
や気をつけていること，苦労していることなど
ありましたら，自由にお書きください。また，
今回のアンケートの内容についてのご意見・ご
感想などありましたら，お書きください。




