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This study aims to clarify the features of the characters’ laughter transcriptions as role 

languages in Manga.

Lately studies concerning role languages have been widely viewed, and the relationship 

between language and characters has been revealed gradually. Despite that part of role 

languages, such as ‘scholarly talk’ or ‘ladylike talk’ have been examined well, the features of 

laughter transcriptions have not been fully discussed yet.

 In this study, a questionnaire survey was conducted to Japanese native speakers to 

examine the images they have regarding laughter transcriptions of characters in Manga. Prior 

to that, the author has reported the relationship between laughter transcriptions and the sound 

symbolism. As a result, it was verifi ed that some laughter transcriptions pertain to associate 

with specifi c person images thus may well be regarded as role language. 

Moreover, the author broadly divided laughter transcriptions into two main kinds: 

universal one or individual one on the basis of langue-parole, and proposed their linguistic 

orientation.
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金水（2003）の出版以降、役割語関連の研究が盛んに行われ、言語とキャラクターとの関係

性が徐々に明らかになってきた。しかし、役割語研究の中でも〈博士語〉や〈お嬢様ことば〉

のように深く論じられてきたカテゴリーがある一方で、「笑い声表記」のように、未だその実

態がほとんど明らかにされていないカテゴリーもある。

本稿では、マンガに出てくる登場人物の笑い声表記がどのようなイメージを想起させるのか

を調べるために、日本語母語話者に対してアンケート調査を行い、それぞれの笑い声表記が持

つ音象徴と登場人物のキャラクターとの関係性について考察を行う。そして、いくつかの笑い

声表記が特定の人物カテゴリーと結びつき、役割語としての機能を有していることを確認した

上で、ラング・パロールを基軸に普遍性の高い笑い声表記とより個別的な笑い声表記とを分別

し、言語学的な位置づけを行う。

２．先行研究

2.1　役割語について

役割語とは、話者の人物像と緊密に結び付いた話し方の類型のことであり、言語的ステレオ

タイプの一種とされている。金水（2003）では役割語は次のように定義されている。

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。

（金水 2003: 205）
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例えば、次のような話し方から、どのような人物が想起されるだろうか 1。

（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、ぼくが知っているよ。

 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。

これらの話し方は、すべて論理的な内容は同じであるがすべて想起させる人物像が異なる。日

本語母語話者であれば、容認度に多少の差はあるだろうが、（1a）は男性老人、（1b）はお嬢様、

（1c）は男の子、（1d）は田舎者、（1e）は関西人、（1f）は武士といった人物像を思い浮かべ

るであろう。このように、異なる人物像を想起させるような言葉遣いが「役割語」とされて

いる。

金水（2003）以来、このような役割語関連の研究が盛んに行われ、これまで〈お嬢様ことば〉

や〈博士語〉など、様々な人物カテゴリーが立てられ分析されてきた 2。特に日本語の役割語

研究では、「わし」、「せっしゃ」のような人称表現や「～じゃ」、「～わ」のような文末表現が

中心に研究されてきたわけだが、本稿ではこれまであまり論じられていない「笑い声表記」を

取り上げる。笑い声表記については、金水（2003：207）において「はっはっは」「ほほほ」等

の笑い声も役割語の要素となり得ると指摘されているが、他にもマンガには、次の図 1のよう

に様々な笑い声表記が見られる。

図1：笑い声表記の例（その1）3
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金水（2003）の指摘の他にも、金水（編）（2014：171）に「役割語としての「（お）ほほほ」は、

発話者がお嬢様や上流階級の夫人であることを表す（〈お嬢様ことば〉〈奥様語〉）」との記述が

ある。しかしながら、管見の限りこれら以外に笑い声表記を役割語として分析した論考は見当

たらない。そこで次に、本稿の主旨とは直接関係はないが笑い声に関わる先行研究についてい

くつか紹介しておく。

2.2　笑い声に関する先行研究

橋元（1994）は、笑いのコミュニケーションにおける機能について説明している。笑いは機

能面から見ると、その効用がもっぱら自己完結する対自機能とはじめから他者に対する働きか

けが動機となっている対他機能の 2種類があるとされている。対自機能には、［1］単純に楽し

いから笑う、満たされたから笑うといった素朴な感情表出としての笑い、［2］たとえば授業中、

意見を求めて教師が誰かを指名しようという状況で、一人の学生の名が口にされた途端他の学

生の顔に一斉に笑みが広がるといった場合の緊張解放の笑い、［3］極度の失望・恐怖によって

精神的錯乱をきたすのを回避する防衛機能として働く心理的安全弁としての笑いの 3つがあ

る。対他機能には、［4］いわゆる嘲笑・あざけりのような攻撃的な笑い、［5］「照れ隠し」の

感情や「気配り」が表面化したような社交的な機能を持つ笑い、［6］たとえば電車に乗ろうと

して走ってきて、間一髪目の前でドアが閉まってしまったときに見せるような笑いの機能で、

単に「当惑の迷彩」を図ろうというだけでなく、他人に対して自らを風刺的に扱ったことを積

極的にアピールしようという意図を持った自己防衛的な笑い、そして［7］会話において言語

に付随したり、1つのターン的機能を果たすものとして表出されたりして、会話の進行上明確

な役割を担って発信される笑いないし微笑（会話進行調整的機能）の 4つがあるとされている。

この他、朴（2010）では、現代小説に出てくる「笑い」に関する音声象徴語を取り出し、橋

元（1994）を参考に 7つに分類した上で、日本語と韓国語の使用傾向について分析を行ってい

る。朴（2010）では、日本語は社交的機能の笑いが攻撃的機能の笑いよりも多く、韓国語では

社交的機能の笑いより攻撃的機能の笑いが多く出現し、両言語は逆の傾向を示すことが提示さ

れた。

2.3　笑い声表記の辞書的意味

笑い声は、一般的にオノマトペとして分析される。小野（編）（2007）では、本稿で考察対象

とする笑い声表記の関連項目について、辞書的意味として以下のように記述されている。
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以上は辞書的な意味であるが、その記述についてはまだまだ不十分な点が多く、どのような人

物がどのような場面でその表記を用いるのかが不明である。

笑い声 説明

かかか 愉快そうに、または、見下して高らかに笑う声。また、そのさま。

かっか 愉快そうに大声で笑うさま。

きゃきゃ 楽しげにはしゃぐ声。また、そのさま。

きゃっきゃっ 女性、子どもなどがたわむれ騒ぐ声。またそのさま。

くくっ おさえたように笑う声。また、そのさま。

くっくっ おさえきれないで、のどからもらす、笑い声。

けけ 何か企みをもって笑う声。小さないたずらなどに成功したり、他人の
失敗をみて笑うさま。

けっけっ 相手をからかったり、してやったりと愉快そうに笑う声。また、その
さま。

ははは 屈託なく快活に笑う声。また、そのさま。

はっはっ 屈託なく笑う声。また、そのさま。

ひひひ 気味の悪い、また下品な笑い声。また、そのさま。

ひっひっ おさえぎみに下品に笑う声。また、そのさま。

ふふ 息をもらして笑う声。含み笑いのさま。

ふっふっ 意味ありげに笑う声。また、そのさま。不適な笑いを浮かべるさま。

へへへ 人をばかにしてせせら笑う声。また、そのさま。照れたり、人にへつらっ
たりして笑うさま。

へっへっ 人にへつらって笑う声。また、そのさま。照れたり、得意になって笑
うさま。

ほほほ 口を手で覆いながら控えめに軽く笑う声。また、そのさま。

ほっほっ 大きな声で区切るように笑うさま。

表1：小野（編）（2007）による笑い声表記の説明
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３．笑い声表記のイメージに関する調査

以上のような研究動向を踏まえ、マンガに出てくる笑い声を参考に筆者が笑い声表記群を選

定し、それらについて小規模ではあるがアンケート調査を行った。

3.1　調査および分析方法

本調査では、日本語母語話者に対し、12種類のCVタイプの語根を基礎とするものの重複

形と、各語根に促音が付加されたものの重複形（「ハハハ／ハッハッハッ」「ヒヒヒ／ヒッヒッ

ヒッ」「フフフ／フッフッフッ」「ヘヘへ／ヘッヘッヘッ」「ホホホ／ホッホッホッ」「カカカ／

カッカッカッ」「キキキ／キッキッキッ」「ククク／クックックッ」「ケケケ／ケッケッケッ」「シ

シシ／シッシッシッ」「キャキャキャ／キャッキャッキャッ」「ヒャヒャヒャ／ヒャッヒャッ

ヒャッ」）4からイメージされる人物の性別、年齢、イメージについてたずねた。以下は、調査

用紙で提示した説明である。

 

そして、得られた調査結果をもとにどのような人物カテゴリーを想定することができるかを

考えていく。尚、性別における「中間」というのは、男性と女性の中間、いわゆる〈おかまキャ

ラ〉のような人物像を想定している。また年齢については、一人だけしか指定しなかった年齢

領域については除外して考えることにした。

3.2　調査結果

結果として、8名の日本語母語話者（30代から 40代の男性 3名、女性 5名）から回答を得

ることができた。以下、（2）から（13）に調査結果をまとめる。各項目の aは「CV語根の重

複形」、bは「CV語根＋促音の重複形」である。
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（2）a. ハハハ

 

　　b. ハッハッハッ

 

（3）a. ヒヒヒ

 

　　b. ヒッヒッヒッ

 



― 142 ― マンガの笑い声表記に見る役割語

（4）a. フフフ

 

　　b. フッフッフッ

 

（5）a. へへへ

 

　　b. ヘッヘッヘッ
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（6）a. ホホホ

 

　　b. ホッホッホッ

 

（7）a. カカカ

 

　　b. カッカッカッ
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（8）a. キキキ

 

　　b. キッキッキッ

（9）a. ククク

 

　　b. クックックッ
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（10）a. ケケケ

 

　　  b. ケッケッケッ

 

（11）a. シシシ

 

　　  b. シッシッシッ
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（12）a. キャキャキャ

 

　　 b. キャッキャッキャッ

 

（13）a. ヒャヒャヒャ

 

　　　b. ヒャッヒャッヒャッ
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４．考察

では、調査結果をもとに役割語の要素として認めることが可能であると思われる笑い声表記

について考えていきたい。役割語というのは観念的な概念であるため、一般的性質と個別的性

質の間で多数の母語話者に共通してカテゴリー化され得るような集合体の要素を抽出する必要

がある。

4.1　一定の人物カテゴリーが想定可能なもの

まず、金水（編）（2014）でも提示されていた〈お嬢様〉〈奥様〉の笑い声が「ホホホ」と表

記されるという点については、本調査でも確認できた（（6a））。ただし年齢調査からもわかる

ように想定される年齢は 30歳から 90歳と比較的高いようである。そのため、〈お嬢様〉とい

うよりは〈奥様〉という人物カテゴリーに属すると考えた方がより適切であると考えられる。

次に（6b）の「ホッホッホッ」という笑い声表記については、想定される年齢が高く、また

想起されるイメージも「王様」「長い髭を生やしてそう」「知識人」といったものがあるので、〈高

位者〉という人物カテゴリーを立てることができそうである。全体としては男性をイメージし

やすいようであるが、性別は関係がないと答えた人も 4名おり、また「マダム」をイメージす

る意見もあることから考えて、〈老人〉や〈博士〉ではなく、〈高位者〉という人物カテゴリー

にとどめておく方が無難であると言える。

三つ目は（12a）の「キャキャキャ」と（12b）の「キャッキャッキャッ」である。これら二

つの笑い声表記はいずれも想定される年齢が比較的若く、また想起されるイメージも、前者は

「楽しそう」「元気」「純粋な楽しさ」「機嫌がいい」、後者は「楽しそう」「ちょっと度を超えた」

「テンションが高くなった子供」となっており、子供（あるいは年齢が若く精神的に子供っぽ

い人物）がテンション高くはしゃいでいる姿が想起されるようである。これらのことから、こ

の「キャキャキャ」と「キャッキャッキャッ」は〈子供〉という人物カテゴリーを想定できる

と言えるだろう。

では次に、複数の笑い声表記に見られた〈悪役〉という人物カテゴリーに属するものを見て

いきたい。この〈悪役〉というカテゴリーに入りそうな笑い声表記としては、（3a）「ヒヒヒ」、

（3b）「ヒッヒッヒッ」、（5b）「ヘッヘッヘッ」、（9a）「ククク」、（9b）「クックックッ」、（10a）「ケ

ケケ」、（10b）「ケッケッケッ」、（11b）「シッシッシッ」、（13a）「ヒャヒャヒャ」、（13b）「ヒャッ

ヒャッヒャッ」があげられる。これらは、いずれもネガティブなイメージを想起させる笑い声

表記であるが、この中でもさらにより人物カテゴリーが限定されるものと、限定できそうだが

判断が難しいものとがある。まず、（3a）「ヒヒヒ」、（3b）「ヒッヒッヒッ」、（5b）「ヘッヘッヘッ」、
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（10a）「ケケケ」、（10b）「ケッケッケッ」は、男性をイメージさせる傾向が強い。そして特に「ケ

ケケ」と「ケッケッケッ」については、年齢幅が比較的狭く、また全体的に「少し頭がおかし

いアウトローなチンピラが人を小馬鹿にしたように笑う」イメージがあるようで、かなり想起

される人物カテゴリーが限定される。これについてはさらに詳細に〈チンピラ〉というカテゴ

リーを設定することも可能であるように思われる。次に、（9a）「ククク」、（9b）「クックックッ」、

（11b）「シッシッシッ」、（13a）「ヒャヒャヒャ」、（13b）「ヒャッヒャッヒャッ」についてであ

るが、これらはやや男性をイメージしやすい傾向はあるが女性をイメージする可能性も十分に

ある。ただし、表記の違いにより多少読み手に与えるイメージが異なる。例えば、「ククク」「クッ

クックッ」は「物陰で笑う」「陰湿」といったイメージがあり、「ヒャヒャヒャ」「ヒャッヒャッ

ヒャッ」は「馬鹿笑い」のように豪快に笑っている姿が想像される。

次に、ここまで見てきた人物カテゴリーに比べると、比較的幅のある〈男性〉、〈女性〉とい

うカテゴリーについて見ていきたい。まず〈男性〉を想起させる笑い声表記としては（2b）「ハッ

ハッハッ」、（7a）「カカカ」、（7b）「カッカッカッ」があげられる。これらは、同じく男性度の

高い〈悪役〉の笑い声表記に比べると必ずしもマイナスのイメージを与えるわけではない。そ

れぞれが偉そうなイメージを共有しつつも、「ハッハッハッ」は「尊大」「男らしい」「豪快」

といったややプラスのイメージを与える表記として用いられる傾向があるのに対し、「カカカ」

「カッカッカッ」は相手を見下すようなマイナスのイメージを与えるという違いがある。

最後は〈女性〉を想起しやすい笑い声表記、（4a）の「フフフ」である。この「フフフ」と

いう表記からは、一般的に上品で優しい女性がイメージされる。ただし、その一方で、調査結

果の中に「含み笑い」「良からぬことを思いついた」「ごまかし」という回答があったことから

もわかるように、何かを隠してそれをごまかすような時に用いる笑い声でもある。そしてその

ような場合であれば、おそらく男性でもこの笑い声表記を用いることは可能であるのではない

かと考えられる。

以上、笑い声表記から想起され得る一定の人物カテゴリーについて考察を行った。

4.2　性質を表すもの

次に一定の人物カテゴリーを想定できるほどではないが、人物の性質を表していると考えら

れる笑い声表記について見ていきたい。この種の笑い声表記には、（4b）「フッフッフッ」、（5a)

「へへへ」、（11a）「シシシ」があげられる。

まず「フッフッフッ」という表記は、特に性別が決まっているわけではない。また年齢幅

も比較的広く、これといった一定の人物を想起させるわけでもない。しかし、「偉そう」「年配」

「自信がある」「見下す」のような回答から考えると、何か「他人より自分が上にいると思っ
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ている人が余裕を持って他の人（あるいは事柄）を笑う」というような性質を表していると

言える。

次に（5a）「へへへ」であるが、この笑い声表記は「得意気」「お調子者」「照れ隠し」など

の回答から考えると、ある人物の「悪戯っぽい性質」をイメージさせる笑い声であると考えら

れる。今回の調査結果では、年齢幅が 5歳から 50歳と比較的広い範囲が指定される結果となっ

たが、仮に 8名中 3名以上が指定した範囲で考えてみると、年齢幅は 5歳から 30歳となり、

悪戯っぽい〈若者〉あるいは〈子供〉という人物カテゴリーを想起させる笑い声表記と分析す

ることも可能であろう。しかし現段階では、結論を急がず性質を表す表記の一つとして考えて

おくことにする。

最後に（11a）「シシシ」である。この笑い声表記はイメージ的にも様々な場面が想像される

ようで、「愛想笑い」「陰で笑う」「うれしい」「期待」など、回答も様々であった。これらを性

質として一つにまとめることは大変難しいことではあるが、強いて言うならば、例えば「うれ

しい」「素朴」「照れ隠し」「期待」といった回答からは「純粋な心から来る笑い」をイメージ

することができるのではないだろうか。ここでは、この「シシシ」という笑い声表記は、純粋

さを表す性質を持つ表記として考える。

4.3　除外項目

以上、21の笑い声表記について考察してきたが、ここでは、上記の考察で扱わなかった（2a)

「ハハハ」と（8a）「キキキ」、（8b）「キッキッキッ」について触れておきたい。

（2a）「ハハハ」は性別の指定がなくまた年齢の幅も広い。またそのイメージでも「一般的」「普

通」という回答が得られていることからもわかるように、この笑い声表記は一定の人物カテゴ

リーを想起させるどころか、基本的にはどのような人物にも用いることが可能な表記であると

言える。そのため、役割語としての機能を考える対象にはならない。

次に（8a）「キキキ」、（8b）「キッキッキッ」についてであるが、この二つについては、年齢

の指定が難しい上に想起されるイメージも様々で一定の人物像や性質をカテゴリー化すること

ができなかった。そのため、本稿では議論の対象から外すことにした 5。

以上、調査結果をもとに想定される一定の人物カテゴリーおよび性質について考察を行った。

4.4　促音化

調査結果を眺めていると、大変興味深い現象に気づいた。それは特にハ行音語根の笑い声表

記については、促音が付加される（すなわち「CV語根の重複形」から「CV語根＋促音の重

複形」になる）と、男性度が増す傾向があるということである。
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例えば、（2a）「ハハハ」から想起される性別が［男性 1／ナシ 7］であるのに対し、（2b）「ハッ

ハッハッ」では［男性 8／ナシ 0］となっている。同様に（5a）「ヘヘヘ」は［男性 3／ナシ 5］

であるが、（5b）「ヘッヘッヘッ」になると［男性 7／ナシ 1］になり、また（6a）「ホホホ」

の［男性 0／女性 8］が（6b）「ホッホッホッ」になると［男性 4／ナシ 4］になる。これらの

数値の変化を見ると、促音化により男性度が増していることがわかる。また（4a）「フフフ」

と（4b）「フッフッフッ」についても、「フフフ」が［男性 0／女性 5／中間 1／ナシ 2］であ

るのに対し、「フッフッフッ」は［男性 2／女性 1／中間 0／ナシ 5］となっている。［女性］

が 5から 1へと減り、［男性］が 0から 2へ、［ナシ］が 2から 5へと増えていることから考え

ると、これも同じように男性度が増していると言えるだろう。

ただし、（3a）「ヒヒヒ」と（3b）「ヒッヒッヒッ」については多少様相が異なる。（3a）の「ヒ

ヒヒ」は、もともと男性度が高いため、促音が付加され「ヒッヒッヒッ」になっても特に男性

度が増すことはない。むしろ「ヒヒヒ」の［男性 7／ナシ 1］が「ヒッヒッヒッ」になると［男

性6／女性2]になることからすると、多少女性度が増しているとも言える。しかしながら、「ヒッ

ヒッヒッ」も依然として男性度が高い状態が保たれており、促音化により男性度が増すという

仮説を否定するものではない。

ここで、音象徴の観点からこの現象について少し考えてみたい。浜野（2014：52）によると、

語末の促音は、以下の例文（14）からわかるように「音や運動が急激で、唐突に終結、収束す

ること」を示すとされている。

（14）a. ピッと笛をふいた。

　　  b. 稲妻がピカッと光った。

　　  c. 音信がパタッと途絶えた。

また、「ピッタリ、カッタン」などに見られる接中辞としての 1泊の促音の挿入は「運動に強

い力が加わっていること」、あるいは「状況が著しい」という意味を持つと述べられている 6（浜

野 2014：55）。これらのことから上述した促音化による男性度の上昇について考えると、促音の

持つ「音や運動の急激さ」や「運動に強い力が加わる」という音象徴の意味が男性のイメージ

と結びつき、その結果、促音が付与された「ハッハッハッ」「ヘッヘッヘッ」「ホッホッホッ」

のような笑い声表記の男性度が増したものと考えられる。
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4.5　母音の音象徴

前節で促音の音象徴について触れたが、他にもいくつか音象徴の意味と関わりがありそうな

ものがあるので簡単に紹介しておきたい。浜野（2014）によると日本語の五つの母音にはそれ

ぞれ次のような音象徴の意味があるとされている 7。

（15）母音の音象徴

        /a/：広がり、平ら、広範囲、目立つ

        /i/：線状、細い、高音、甲高い音、緊張

        /u/：突き出る

        /e/：野卑、強烈

        /o/：おだやか、目立たない

上記の音象徴をもとに笑い声表記について考えてみると、例えば、「ヘッヘッヘッ」や「ケケケ」

「ケッケッケッ」のような〈悪役〉を想起させる笑い声表記の語根の母音は /e/ であり、/e/

の持つ「野卑」という意味との結びつきを強く感じる。また「ヒヒヒ」や「ヒッヒッヒッ」あ

るいは「キキキ」や「シシシ」などからイメージされる人物の笑い声は、決して低い声ではな

く甲高い声であろう。他にも「ホホホ」から想起されやすい〈奥様〉や〈お嬢様〉には、落ち

着いたイメージがあり、また「ホッホッホッ」から想起される〈高位者〉という人物カテゴリー

からもやはり同様に落ち着きや余裕を持ったイメージが感じ取れるが、これらのイメージも母

音 /o/が持つ「おだやか」という意味とのつながりがあると考えられる。

このように、笑い声表記からイメージされる人物カテゴリーと音象徴の意味とは無関係では

ないように思われる。現段階では、はっきりとした結びつきを提示することはできないが、さ

らに調査を進めれば笑い声表記と音象徴との関係性に何らかの普遍的なつながりを見つけるこ

とができるかもしれない。しかしそれを確認するには他言語への翻訳等を幅広く調査し、さら

に本稿で行ったような調査をより大規模で実施する必要がある。これについては紙幅の関係も

あり別稿に譲りたい。

５．ラング的なものとパロール的なもの

最後に、役割語研究の対象とされてきた項目および本稿の調査対象である笑い声表記につい

て、より普遍的なものと個別的なものとにわけ、ラングとパロールという言語学の基本概念を

軸にそれぞれの位置付けを行う。
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5.1　ラングとパロール

ラング（langue）とパロール（parole）は、スイスの言語学者、フェルディナン・ド・ソシュー

ルによって提示された概念である。ソシュールは人間の持つ普遍的な言語能力・言語活動をラ

ンガージュと呼び、これをその社会的側面であるラングと個人的側面であるパロールに区別す

る。本来、人間の言語がいかなるものかを明らかにしようとする言語学の研究対象はランガー

ジュであるはずだが、ランガージュはそのままでは混質的である。そのため現実的に言語の本

質を探るためには、日本語や英語、中国語といった形で存在するラングを通して分析するほか

ない。ソシュールは、母国語であれば幼年時代に、第二言語であればもっと後に作られる心的・

潜在的機構をラングと名付け、ある特定のラングの中には音声の組み合わせ方、語同士の結び

つきなどに一定の法則があり、この法則の総体をラングと定めた。一方、現実の発話に現われ

た言語行為は、特定の話し手によって発せられた具体的な音の連続であり、ソシュールはこれ

をパロールと呼んだ。そして、ラングはパロールの条件であり法則の体系であって、パロール

によってしか顕在化しないものであるとした 8。

ランガージュの社会的側面であるラングと個人的側面であるパロールは、そのまま役割語お

よびキャラクター研究の中に基軸として取り込むことが可能である。以下、これらの概念を基

軸として各種現象の相対的な位置づけを行う。

5.2　役割語およびその周辺現象の位置づけ

これまで役割語・キャラクター研究において研究の対象とされてきた現象は大きく 3つに分

けることが可能であると思われる。一つ目は、〈博士語〉や〈お嬢様ことば〉のように一定の

人物カテゴリーを想起させる役割語群、二つ目は人物カテゴリーを形成できるほどではないが、

ある一定の人物の属性や性質に関わるような役割語の周辺的現象、そして三つ目は、ある特定

個人の性質をあらわすもので一定の人物カテゴリーを形成するにはほど遠く役割語の領域から

は外れる現象である。

一つ目の役割語については、これまで数多くの先行研究があり、またその研究成果が金水（編）

（2014）に整理されているので、そちらを参考にしてほしい。二つ目の現象については、例え

ば西田（2011）が取り上げたツンデレのような「属性表現」に相当するものがあげられる。ツ

ンデレとは、いつもはツンツンしているのに、二人になるとデレデレしてしまう、または付き

合う前はツンツンだが、仲が深まるとデレデレになってしまう状態のことで、普段とのギャッ

プに萌えの感情が刺激される属性とされる（西田 2011: 265）。また西田氏はツンデレ表現を「ツ

ンデレとされる（強気で不器用な）キャラクターが、特定の相手に対して、自分の心が動揺し
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たときに、それをごまかすために使用する表現」と定義している（西田 2011: 266）。以下の例 (14)

はツンデレ表現の例である。

（14）し、心配なんてしてないんだからね！

ツンデレ表現には、発話頭の「つっかえ」や接続助詞カラによる「言いさし」、終助詞ネ、ヨ、

発話末への促音要素の付加といった言語的特徴が見られる。

そして三つ目の特定個人の性質をあらわすものというのは、例えば、下の図 2に見られる『ナ

ルト』の主人公「ナルト」の文末表現「ってばよ」や、ナルトの息子「ボルト」の「ってばさ」

のようなキャラ助詞 9等が該当する。

 

この「ってばよ」「ってばさ」という文末表現は、それぞれ「ナルト」「ボルト」というキャラ

クターだけが持つ特有の表現であり、一定の人物カテゴリーに見られる表現と見ることはでき

ない。そのため、これらを役割語として扱うことは難しい。

ここで役割語の捉え方について一つ注意しておきたいことがある。役割語は知識の問題であ

り観念的な存在であるため、「役割語度」11 という一定の尺度を持って考える必要があるとい

うことである。言語というものは時間とともに形式的にも意味的にも変化をする。そのため、

言語現象を適切に捉えるためは一定の尺度を持ったスケール上で位置付けを行う必要がある。

ここでは、その尺度をラングとパロールという概念を基軸に考える。以上にあげた 3つの枠組

み（すなわち、「一定の人物カテゴリーを想起させる役割語群」、「人物カテゴリーを形成でき

るほどではないが、ある一定の人物の属性や性質に関わるような役割語の周辺的現象」、「ある

図2：ナルトとボルト 10
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特定個人の性質をあらわすもので一定の人物カテゴリーを形成するにはほど遠く役割語の領域

から外れる現象」）は、ラング的なものとパロール的なものというスケール上で、次のように

図示することができる。

 

図 3が示すように「お嬢様ことば」や「博士語」のような一定の人物カテゴリーに直結するも

のは役割語度が高く、役割語研究においても中心的な課題となりやすい。またツンデレのよう

な属性表現に関するものは、役割語研究としてはより周辺的な課題と言えるが、言語とキャラ

クターとの関係性を解明する上で欠かすことのできない課題であると言える。それに対し、「っ

てばよ」「ってばさ」という形式は、特定のキャラクターへの依存度が高く役割語度が低い。よっ

て言語研究の対象としてはそれほど重要な課題であるとは言えない。

5.3　笑い声表記の位置づけ

では、次に本稿で取り上げた笑い声表記についても上記と同様にラングとパロールのスケー

ル上において位置付けを行いたい。

まず、一定の人物カテゴリーを想起させるような笑い声表記としては、〈奥様〉の「ホホホ」

や〈高位者〉の「ホッホッホッ」など、4.1 節で確認した様々な笑い声表記があげられる。

次に一定の人物カテゴリーを形成できるほどではない役割語の周辺現象としては、4.2 節で

見た「フッフッフッ」や「へへへ」などがあげられる。また、ハ行音語根の笑い声表記の男性

度を増加させる促音化も周辺現象と捉えることができるだろう。

これらは役割語の問題として扱えるラング的なものであるが、パロール的な笑い声表記とい

うものはないのであろうか。実は日本のマンガを見ていくと、本稿で取り上げた笑い声表記と

はかなり異なる珍しい表記が様々確認できる。

図3：役割語の位置づけ
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例えば、図 4にあげた「チチチチ」や「シャババババ」のような笑い声表記は、何か一定の人

物カテゴリーを想起させるようなものではなくマンガの作者によって創作されたキャラクター

特有の笑い声表記であり、前述の二つに比べるとよりパロール的な笑い声表記であると言える

だろう。

以上、大きく三つに分けた笑い声表記のカテゴリーを、ラングとパロールのスケール上に位

置付けると以下のようになる。

 

図 5が示すように、笑い声表記についても役割語度が高く一定の人物カテゴリーを想起しやす

いものから個別性の高いものまで様々な表記があることが確認できた。

６．おわりに　　　　

以上、本稿ではマンガに出てくる登場人物の笑い声表記について調査を行い、各表記とそれ

らから想起される人物カテゴリーとの関係性について論じた。またラング・パロールを基軸と

図5：役割語としての笑い声表記の位置づけ

図 4：笑い声表記の例（その2）12
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してより普遍的な笑い声表記とより個別的なものとを分別し言語学的な位置づけを行った。

日本のマンガに出てくる笑い声表記には、本稿で取り上げたもの以外にも様々なヴァリエー

ションがある。例えば「ウフフ」「ぎゃっはっはっ」などのように、語頭の音によって登場人

物のイメージが変わる、或はキャラクターがより限定的になると思われるケースが多く見られ

る。また、「チチチチ」「ひぇっひぇっひぇっ」などのようにあまり一般的ではない用例も数多

くある。これらを含めた統合的考察については今後の課題としたい。

　

〈付記〉

本稿は、2015 年 10 月 25 日に台湾大学にて開催された「2015 年臺大日本語文創新國際學術研討會」

で行った口頭発表に加筆・修正を加えたものである。尚、本稿は、中華民国科技部 103 年度専題研

究計画「探討漫畫翻譯的可能性與其極限的基礎研究」（計画番号：MOST 103̶2410̶H̶031̶024̶）の

成果の一部である。
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注

１　金水（2011：34̶35）を参照。

２　金水（編）（2014）では 53種類の役割語のヴァリエーションが提示されている。

３　左の図：©尾田栄一郎／集英社『ワンピース』1巻（p.15）1997 年

　　右の図：©井上雄彦／集英社『スラムダンク』3巻（p.15）1991 年

４　オノマトペの語根は基本的にCVタイプの語根（Cは子音を、Vは母音を表す。例 : パン、パッ、

パパッ、ガンガン、ガーッなど）と、子音・母音・子音・母音の連鎖からなるCVCVタイプの語

根（例 : ピクリ、ピクッ、ピクピク、ガタンなど）とに分かれる（浜野 2014：5）。

５　尚、回答者Dの方は、（8a）「キキキ」、（8b）「キッキッキッ」（及び（10b）「シッシッシッ」）に

ついては年齢幅の指定が困難であるとのことから回答欄が空白であった。

６　ただし、これはCVCVタイプのものについての記述である。

７　議論の詳細については浜野（2014：41̶46）を参照のこと。

８　ムーナン（1970）の「訳者序（ⅶ -ⅷ）」を参照。ラングとパロールの詳細についてはムーナン

　　（1970：40̶49）を参照のこと。

９　キャラ助詞については、定延（2007: 27̶32）の議論を参照のこと。

10　左の図：©岸本斉史／集英社『ナルト』33巻（p.161）2006 年

　　右の図：©岸本斉史／集英社『ナルト』72巻（p.188）2015 年

11　金水（2003：67）では、役割語度を「ある話体（文体）が、特徴的な性質の話し手を想定させる度

合い」という暫定的・直感的な尺度として提示している。

12　左の図：©尾田栄一郎／集英社『ワンピース』9巻（p.188）1999 年

　　右の図：©ゆでたまご／集英社『キン肉マン』47巻（p.60）2014 年


