携帯メールにおけるジェンダー
―文末に現れる様々な記号の使われ方に注目して―
三宅 和子(東洋大学) 第 14 回社会言語科学会（2004 年 9 月 5 日）

１．はじめに
本研究は、携帯電話を使って送受信されるメール（
「携
帯メール」と呼ぶ）の言語表現、言語行動において、ジ
ェンダーがどのような特徴をもって現れているか、そし
てそれは従来の書きことば、あるいは話しことばのそれ
とどのように異なるかを論じる。

２．研究の背景
日本語は男女差が比較的大きい言語といわれてきた。
これまで「男=人間、規範」
、｢女＝女という性＝逸脱｣と
いう構図のなか、基準としてある「男ことば」とは異な
るものとしての｢女ことば｣に注目し、性差が研究される
ことが多かった。
女性語研究は、過去の使用に関しては物語、戯作、狂
言などの書きことばを通して、当時の使用実態を間接的
に知る形で行われた。古くは｢女房ことば｣や「廓ことば｣
のように、男性の使うことばとは異なる上、｢その時代の
一般的言語使用の実態｣とも異なる現象が焦点になるこ
とも少なくなかった。
現代語の研究では、書きことば、話しことばともに対
象とされるが、それぞれアプローチに特徴がある。書き
ことばと話しことばを比較すると、書きことばでは材料
として新聞や小説などが使用され、その背景にあるステ
レオタイプや規範性を探るものが多い。それに比して、
話しことばは自然談話を採録して文字化し、現実の使用
の実態に迫ろうとするものが多い。調査からは、内省や
一般に把握されていることとは異なる結果が現れること
も少なくない。
性差は特に文末表現、呼称に顕著に現れるとされ、こ
れまでそれを手がかりに研究されることが多かった。近
年の自然談話の研究から分かっていることは、女性専用
形式とされる｢てよ、だわ、こと｣などが使われなくなっ
たこと、女性的といわれる言語形式（
「〜なの」｢〜わよ｣
など）の使用も衰退する傾向が強いことなどである。加
えて、男性専用形式（
「〜ぜ、〜ぞ」など）を男性が使用
することが少なくなり、女性的といわれる形式を使用す
る率も増えているといわれる。これはまとめていえば、
性差が少なくなり、中性化しているという現象である(小
林 1993)。

この中性化は女性が男性的言語形式を積極的に使用す
ることによって促進されている面も観察される。
加えて、
言語使用の性差規範にも変化がみられるようだ。
鈴木(2004)は、男女の自然会話を文字化し、一文ずつ
男女どちらの発話かを若い被験者に判断させたが、その
結果、男性の発話の 20%弱が女性のものと判断された。
その性別判断の根拠として、
「〜だよ」
「〜よ」という文
末詞は女性が使う、といった根拠を上げている被験者も
少なくない。これは、従来男性的言語形式として理解さ
れていたものが、若者の間では異なって受け取られてい
ることを示している。従来の使用規範と実際の使用実態
とがずれてきているといえそうだ。
このような変化は、若者文化のなかで急速に起こって
いると思われる。携帯メールの使用が、現代の若者のコ
ミュニケーションに欠かせなくなっている現在、ジェン
ダー現象の変化を捉えうる貴重なデータとしても、携帯
メールは注目されるべきである。

３．書きことばと話しことばの「はざま」
携帯メールは、文字を使って行われるコミュニケーシ
ョンである点で「書きことば」である。しかし、その表
現や内容は、しばしば「メールで話した」とか「メール
会話」などといわれるように、使用者は「話しことば」
に近い感覚をもっている。つまり、携帯メールには｢書き
ことば｣と｢話しことば｣の両方の性格があるといえよう。
若者による携帯電話利用で、電話機能をはるかにしの
いで使われているのがメール機能であり、若者のコミュ
ニケーションは現在、携帯メール抜きには語れないほど
になっている。
若者がコミュニケーションの多くを携帯メールで行う
ようになるにつれ、日常的で自然な話しことばの特徴を
メールのなかに織り込もうと工夫する動きに拍車がかか
っている。書きことばにすると落ちこぼれてしまう会話
の情報、
とくに非言語表現や情動表現を補完するために、
絵文字・顔文字をはじめ、長音や小文字の使い方など、
様々な工夫がみられる(三宅 2003)。
いっぽう、メールの書きことば性を利用し、会話では
表現し難いものや表出しないものが表現されることもあ
る。例えば、(1)〜(3)のようなものである。
(1)のように自分のいったことをモニターしている自

分を表現したり、(２)のように送信者が、受信メールか
ら相手の様子をどう受け取ったかを絵で示したりしてい
る。(3)では「あたしは」では表せない音声的な情報を付
け足そうとしたというより、
書きことば遊びをしながら、
何らかのインパクトを与えているといえる。
(1)俺に惚れてもしらないぜ…(´д｀)
(2)声が死んでたね
(3)ァタシわ武蔵野

(笑) （泣） （爆） など
⑤ 疑問符・感嘆符
？ ！

など

⑥ 句点
「。
」
⑦ 空白
絵記号や句点を使わず文の切れ目として使われて
いると思われるもの
⑧ その他
①〜⑦以外のもの ↑↑↓↓
など

このような工夫は文末に多く現れ、携帯メール独特の
コミュニケーション空間を作り出している。これら文末
に現れる様々な記号の使われ方にも男女の差があり、コ
ミュニケーション・スタイルの異なりを反映していると
みられる。

ただし、1 文に 2 つ以上現れた上記の記号類は、それ
が同じ場所に同種のもので続けて現れた場合は１件と数
え、異なる場所に現れたり、同じ場所でも異種のものは
それぞれを 1 件と数えた。

４．文末表現としての絵記号類

５．絵記号類の使われ方とジェンダー

すでに述べたように、性差が文末に表れやすいために
これまでの研究はそこに集中する傾向があった。本研究
では、携帯メールで文末に顕著に現れる「絵記号類」に
注目し、性差を考える。
2004 年 5~6 月に収集した大学生間で交わされたメー
ル 658 件をデータとし、文末に現れる絵記号類を分類し
てその出現頻度や割合の違いをみた。
話しことばの単位を決めるのは常に難しいが、これま
で「発話」という単位が、書きことばの「文」と対置す
る形で使われることが多かった。携帯メールは書きこと
ば（
「打ちことば」
、
「押しことば」ともいわれる）であり
ながら、話しことば的な要素を多分に含むため、その単
位認定は、ますます難しくなる。本研究では、
「文」とい
う用語を使い、その定義を暫定的に、
「句点、絵記号類な
どで区切られた、ひとつの意味的なまとまりをもったこ
とばのかたまり」としておく。
この文末で現れる記号類を、以下の 8 種類に分類し、
分析の対象とした。①〜③が携帯メールでは特徴的に現
れるが、これらをとくに絵記号類と呼び他と区別する。

送受信者の性の違いによって、文末に現れる 8 種類の
記号の種類や数に違いがみられるであろうか。データの
送受信者を、M→Ｍ(M＝男性、F＝女性)、Ｍ→F、F→
M、F→F に分けて調べた。
図１．は 8 種類の文末記号がどのように使用されてい
るか、性別ごとに記したものである。4 種類の送受信文
の数は均等ではないため、
パーセンテージで示してある。
ここで分かることは、絵記号類+カッコ文字、疑問符・
感嘆符が文末の約 70 パーセントを占めており、特に F
→M では 80%を超えていることである。
句点は書きこと
ばの文の単位を決定すべき大切な記号だが、全体でもわ
ずか 20%強しか使用されていない。しかも、ここには大
きな性差があり、男性の句点使用を見ると、M→M では
文の 50％が句点で終わっていることに気づく。
これと呼応するように、絵文字・顔文字・記号の使わ
れ方には大きな性差がある。
こちらは女性の使用が多く、
F→F、F→M ともに 40%を超えるが、男性は M→M で
わずか 10%である。疑問符・感嘆符は男女を問わず 30%
前後使われている。
さて、ここで最も注目したいのは、女性・男性が同性
に対して送るメールと異性に対して送るメールでは異な
りをみせるという点である。
M→F は M→M に比べると、絵文字・顔文字・記号の
使用率が 10%から 20%強に増えている。また、カッコ文
字の使用は 2.5%から 0%になっている。F→F と F→M
を比較すると、絵文字・顔文字・記号をはじめとする様々
な記号の使用頻度にはほとんど差がなく、カッコ文字の
み使用が増加している。カッコ文字は同性間での使用頻
度は同じ程度であるのに、異性間の送受信では男性デー
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図 1．携帯メール文末の記号類の割合：男女比

タからは消え、女性データでは増加する。この現象が一般
化できるものなのか、理由は何なのかについては、今後の
調査で考えていきたい。
以上の比較を通して顕著なのは、男性が女性に対して送
るメールで、絵文字・顔文字・記号など、情緒記号とされ
るものを大幅に増やしているということである。これは男
性が女性に対して、自らのコミュニケーション・スタイル
を、女性のそれにシフトさせていると理解することができ
る。三宅編（2003）の報告においても、いくつかの異なる
角度の研究でこのことが指摘されていた。例えば、山崎
(2003)は男女の送信文字数と返信までの時間を調べたもの
だが、男性は女性に出すメールで、総文字数が男性どうし
の場合の 2.5 倍にまで達するのに、返信までの時間はわず
かしか増えていない。この調査では送信相手が親疎・目上
目下と様々であり、今回の 2004 年度データ（送受信は友
人間のみ）とは異なる。しかし、男性が女性に適応させて
文字数や絵記号類を増やし、しかもなるべく速くメールを
返す努力をしているようにみえる。
これまでの調査データでは、女性のほうが絵記号などの
特殊な文末形式を数多く、バラエティーをもって使う傾向
があった。また、女性はこれら絵記号の積極的な発案・使
用者であるとともに、暗号やギャル文字をはじめとする特
殊表記の開発を積極的に支えてきた存在でもある（三宅，
2004)。さらに、90 年代以来、ポケベル、ＰＨＳ、ケータ
イと続くパーソナル・コミュニケーション・メディアの牽
引役を果たしてきたことも見逃せない三宅，2001)。 その
意味で、男性が女性のコミュニケーション・スタイルに擦
り寄るように見えるのは、携帯メール文化のフロント・ラ
ンナーに近づく姿勢をとっているのかもしれない。
男性ほどではないが、女性にも男性に合わせる傾向がみ
られる。この両者からの接近は、異性間の「関係づくりへ
の配慮」がなされている結果と考えることもできよう。

きことばの両方の性質をもった携帯メールは、ことばとジ
ェンダーの研究に限らず、言語変化や若者の言語行動の研
究に格好な材料を提供してくれる。電子メディアを通した
コミュニケーションに関する研究は、まだ取り組まれ始め
て日が浅い。性差に関しても語彙、表現、表記、内容など、
今後調査すべきことは多い。
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図 2．メールごとの平均総文字数と返信までの時間

７．おわりに
ことばとジェンダーの関係を探るために、本研究では文
末に現れる絵記号類に注目して分析した。話しことばと書
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