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本研究について

• データ：男性相手との肉体的関係を求めている
女性のふりをする「逆援メール」

• 収集期間： 2009年3月～2012年2月
• 合計：約1,200 通
• コーパス作成：
– 差出人＋件名の同じものが2つ以上 => 削除
– 434通の“異なる” メール （Barron 2006: 887も参照）
– テキストファイル（.txt）に変換
– ChaSenでトーケン化（分かち書き）

(http://sourceforge.jp/projects/chasen-legacy/releases/27532)

– AntConcで（量的）分析
(http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/antconc_index.html)

全般的特徴

• 見せ掛けの女性が送信する

• 目的: 異性愛の男性受信者の興味を引いて

(1) メールを開くようにする

(2) メールに返信するようにする (Saeki 2005)

• 言葉だけによる性的欲望を引き起こす

• ジャンル: CMC＋“エロ文学”

逆援メールの２タイプ

1. “ORG mails”: 

出会い系組織より

2. “SHE mails”:

個人の女性より

(秋月 2008: 38も参照)

量的分析:

ORG SHE Not def.

217 199 18

50.0% 45.9% 4.1%



例: ORG mail (#09.03.24.1442)

1. 件名

2. 差出人

–名前 (f)

–アドレス

3. 本文

– イントロ

–要件

– リンク

例: SHE mail (#09.03.24.2023)

1. 件名

2. 差出人

–名前(f)

–アドレス

3. 本文

– イントロ

–要件

– リンク

研究課題

1. 性的性的性的性的タブーは、どのように表現されるタブーは、どのように表現されるタブーは、どのように表現されるタブーは、どのように表現されるかかかか

– 身体を指す言葉

– 「関係」のタイプ

2. 差出人の（偽）女性性は、言葉によってどの
ように作り出されるか

3. 受信者にメールを開かせる・読ませる・返信
させる仕組は何か

体 (34)身体 (18)からだ (13)カラダ (20) 

ボディ (1)

手 (20–8)指 (12)

顔 (39)

口 (9–8)唇 (2)舌 (25)

足 (50–41)脚 (142)太もも (5)

胸 (19)おっぱい (89)オッパイ(67)バスト
(14)乳 (66) パイ (3)

(お)尻 (139)バック (5)

アソコ (24–1?) あそこ (4) 

おまんこ (7) オま○こ (1) オマンコ (1)

クリトリス (7)

おちんちん (7)男根 (5)チンポ (3) 肉棒
(1)

身体を指す言葉
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恋愛 (43), 恋人 (37), ラブ (7) 

ロマンス (4)

デート (27), 出会い (191)

不倫 (42), 愛人 (18)

セックス (189), SEX* (40), ＳＥＸ (8), S◎X (1)

エッチ (90), えっち (8), Ｈ (8), H* (7)

プレイ (35)

性行為 (2), 性交渉 (2)

* リンク・アドレスを除く 0 200 400
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どのような関係か

割り切った/割り切りの 関係

体/身体/カラだ(だけ)の 関係

大人(の) 関係

セフレ 関係

逆援助 関係

性的 関係

不倫 関係

癒し合う 関係

楽しい/素敵な 関係
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＿＿「関係」

まとめ: タブー表現

1. 婉曲表現:

アソコ、割り切った関係、大人の関係、素敵な関係

2. 外来語・ローマ字:

SEX, H, セフレ, プレイ

3. 美化語: 

お尻、おちんちん、おまんこ

4. 文字隠し: 

オま○こ、S◎X、○○し放題♪

「文字隠し」その他の例



研究課題

1. 性的タブーは、どのように表現されるか

2. 差出人差出人差出人差出人のののの（偽）女性性は、言葉によってどの（偽）女性性は、言葉によってどの（偽）女性性は、言葉によってどの（偽）女性性は、言葉によってどの
ようにようにようにように作り出されるか作り出されるか作り出されるか作り出されるか

3. 受信者にメールを開かせる・読ませる・返信
させる仕組は何か

（偽）女性性の創造

• 「この類のメールは貴重なデータの宝庫である。
何しろ、ここには「ことば」だけを使って異性愛の
セクシュアリティを出演する工夫が凝縮している
…スパムメールの言葉づかいには、「このように
言われると、男性はこのサイトにアクセスしたくな
る」という、男性から見た好ましい「女性的セク
シュアリティ」が、非常にカリカチュアされた形で
現れているのである。」（中村2007：110，112）

• 役割語：「特定のキャラクターと結びついた、特
徴ある言葉づかい」（金水2003：vi）

例 (#09.06.17.0613) 終助詞



話し言葉 絵文字

♪ = 206

まとめ:（偽）女性性の創造

• 「女言葉」の役割

–終助詞

–絵文字

–敬語

• 談話的対立

–形式vs.内容

研究課題

1. 性的タブーは、どのように表現されるか

2. 差出人の（偽）女性性は、言葉によってどの
ように作り出されるか

3. 受信者受信者受信者受信者にメールを開かせる・読ませる・返信にメールを開かせる・読ませる・返信にメールを開かせる・読ませる・返信にメールを開かせる・読ませる・返信
させる仕組は何させる仕組は何させる仕組は何させる仕組は何かかかか

– 差出人

– 件名

– 本文



差出人

322

34

78

個人名

組織名

その他

個人名

• LN+FN (33.6%)
• 西山佳子 (#09.03.25.1329)

• 長沢みなみ (#09.03.28.0759)

• FN (26.5%)
• 未央 (#09.06.25.1544)

• みお (#09.07.13.1604)

• ミオ (#09.10.01.1833)

• mio (#09.10.31.2004)

• FN+LN (1.4%)
• Mayumi Fujimura (#09.11.14.2222)

• ケイト ・ リチャーズ (#11.12.17.1459)

• Name + (10.1%)
• 佐恵子 49 歳 (#10.09.20.1334)

• ミサのお尻 (#10.07.11.2035)

• ユン・スルンさん【韓国24歳。日本在住2年目】 (#10.11.02.1444)

組織名

• 即会い事務局
(#09.04.09.1026)

• 完全無料連絡所
(#09.10.29.0247)

• 株）パートナーリース事務局
(#09.06.12.0016)

• 逆援 SEARCH
(#10.03.06.2051)

• 秘密の愛人クラブ
(#09.10.30.1943)

• おでぶちゃん掲示板
(#10.09.25.0620)

件名: 文のタイプ

?

!

他



件名: 疑問文

• 今夜にでも会えませんか♪
(#11.06.07.0010.txt)

• 土曜か日曜って空いてますか？
(#09.04.26.1743)

• 39歳ってもうおばさんですか？
(#09.03.27.0424)

• お金出すので、定期的に会える関係になりませんか？
(#09.03.28.0810)

• 太めでもいいですか？
(#09.03.28.0812)

• 春菜のアナルオナニーは見て頂けましたか
(#09.03.26.0323)

=> 主に主に主に主にSHE タイプタイプタイプタイプ

件名: 感嘆符

• 出会えて無料！
(#09.04.02.1711)

• 【速報】現在、セフレ希望女性２２０％UP！
(#09.04.09.1026)

• 貴方の下半身を無料サポート!! 
(#09.12.21.0459)

• 【女性が男性を買う！！】
(#10.02.12.1033)

• 今から30分後に熟女となら100%エッチできます！
(#11.07.16.2205)

• 人妻の直アド！無料で即ゲット！
(#12.02.02.2258)

=> 主に主に主に主に ORG タイプタイプタイプタイプ

本文に多いキーワード

すぐ (69) ,直ぐ (4) ,スグ (1)

直接 (25),直で (1),直アド (14),直メ (2),

直メール (2),直行 (2),直アポ (1)

即アポ (17)即会い (8)即ヤリ (8),即 (6)

即逢い (5)即エッチ (4), …

簡単 (87), カンタン (6),かんたん (2), シ
ンプル (4)

安心 (76),ご安心 (32)気軽（44）

無料 (189), タダ (7)
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例:「覚えてないかしら！？」

(#09.10.24.0718)



リンクへの指し方

(#09.10.24.0718)

(#09.12.11.1109)

街の言語景観との類似点

主な結果

1. 性的タブーの表現の仕方
– 婉曲表現
– 外来語・ローマ字
– 美化語
– 文●隠し

2. 見せ掛けの女性送信者
– 女言葉
– 絵文字♪

3. 「開く」「読む」「返信する」ようにする方策
– 件名
– キーワード:すぐ、直、簡単、安全、安心、無料
– 知り合いのふり
– 直示表現、矢印 ←
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