
電子メール とことばのバ リエーション

小田 三千子

1.はじめに

本稿は、転送されたデマメール (hoax email)に 対する返信メールに見られ

ることばのバ リエーションを扱 う。

近年日本語において、若者を中心に、話しことばの男女差が無くなって来

たと言われる。Emailの 文章には、話しことばに近いものが多い。しかし40

歳代から60歳代の中高年者の書くEmailの 文章には依然として、いわゆること

ばの男女差が見られるように思われる。そこで、資料にどのようなことばの

バリエーションが見られるか調べて見ることにする。

研究の方法であるが、社会言語学的観点から、資料に見られる、いわゆる

男女差と日本語。英語の違いを分析する。その際、資料として、デマメール 転

送者である筆者に寄せられた日本語および英語による返信メールの文章を使

用する。

2.資料とその背景

2.1 受信したデマメール

筆者は2003年 4月 24日 に先生筋の米国人大学教授RTから、のちにデマメ

ールと分かる以下の英文のemailを受け取ったJjdbgmgr.eXeと いうフアイル

はウイルスなので、削除しなさい」という内容であった。

"Hello Everyone,

I have just been advised by one of my e-mail contacts that a virus

infected their address book which means my address book has also

been infected. Since you are in my address book, there is a good
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chance you will find it in you (sic) computer also. It is easy to correct

and takes only a minute. The virus (called jdbgmgr.exe) is not

deleted by Norton or McAfee anti'virus systems. The virus sits

quietly for 14 days before damaging the system. It is sent

automatically by messenger and by the address book, whether or not

you sent e'mails to your contacts."

実は、このファイル名は、マイクロソフ ト社の正規のJavaデバッグ用のプ

ログラムの名称であり、かならず しもウイルスが感染しているファイルでは

なかった。従って、ウイルスワクチンソフ トでウイルスが検出されない場合

は、削除すべきではない性質のものであった。そうとは知らない筆者は、生

まれて初めてこの種のemilを受け取 り、以下の指示に従い「jdbgngr.exe」 を

探 した。

"Here'g how to check for the virus and how to get rid of it. I did it for

mine and found it and deleted it.

YOUMUST DO THIS!!!!

1. Go to start, Find or search option

2. In the file folder option t1rye the name jdbgmgr.exe

3.Be sure you search your C: drive and all subfolders and any other

drives you may have

4. Click "find now"

5. The virus has a Teddy Bear icon with the name jdbgmgr.exe DO

NOT OPEN IT!!!!"

この「ウイルス」を見つけるとすぐに、筆者はemailに分かり易く解説されて

いる以下の手順に従い、削除した。さもないと「このウイルスは、システム内

に14日 間潜んだ後、システムを壊す」という脅し文句を真に受けたからである。

"6. Go to Edit (on the menu bar), choose "selectall (sic),, to highlight

the file without opening it.
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7. Now go to File (on the menu bar) and select delete. It will then go

to the Recycle Bin'

さらに筆者は夜を徹 して、コンピューターのア ドレスプックに登録されて

いる友人、知人にこのhoax emilを 転送 した。「ウイルスjdbgmgr.exeが 自分

のコンピューター内に見つかつたということは、メッセンジャーとア ドレス

ブックに登録されている宛て先のすべてに、このウイルスが自動的に送られ

たことを意味する。従って、ウイルスが先方で作動 しない中に、直ちにこの

メールを登録者すべてに転送するように」とい う以下の警告に説得されたか

らである。

“IF YOU FIND THE Ⅵ RUS,YOU MusT coNTIACT夏
“
L THE

PEOPLE IN YOUR ADDRESS B00K,SO THEY CAN ERADICATE

ITIN THEIRADDRESS B00K."

以前、「ア ドレスプックを作ると危険だ」というア ドバイスをくれた人があ

り、当時筆者はア ドレスブックを自分では作成 していなかった。 しかし、念

のために調べたところ、ア ドレスプックがコンピューターにより自動的に作

成されていたことが分かった。そこで、ア ドレスプックをプリン トアウ トし、

それを見ながら手作業で100件 を越えるア ドレスを入力 し、数時間かけて問題

のemailを 一人一人に転送 したのである。

この問題のemailは 、以下のことばで結ばれ、署名がしてあった。

“I'm sorw… I justぉ und Out yes"rday.R.■ ''

2.2 転送 したデマメールに対する返信メール

2.2.1 日本語による返信メール

① 30歳の日本在住の日本人男性MOからのメール

「Mです。以下のとおり、MIさ んのメッセージはデマに由来するもので

す。」という一行のメッセージと共に、情報処理振興事業協会セキュリティセ

ンター(IPA/1SEC)の HPア ドレスと「「jdbttgr.eXe」 に関するデマメール情
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報」が添付されて送 られて来た。

この添付ファイルには、以下のように述べられていた。

「ウイルスファイル削除に関する下記のメールが流されてお り、IPA/1S∝

にも問い合わせが多数寄せられています。これは、いわゆる「デマメール」

ですので、編されて削除処理を行わないように、また決 して他に転送 し

ないようにして下さい。
一

」

次に、添付ファイルは、誤って、jdbgmgr.exeフ ァイルを削除してしまった

場合の復元方法を知るためのURLを 紹介 し、続いてデマメールについて、

以下のように説明してあった。

「デマメールは、騒動を起こすために人為的に流されたウイルス等のデマ

情報 (ЮAX)で 、ウイルスの警告を装ってチェーンメールの効果を狙 う電

子版「不幸の手紙」と言えるものです。このような内容の情報を含むメー

ルを受け取っても転送したりしないようにして下さい。」

添付ファイルは更に続けて、デマメールの特徴と、それと判断 しにくい場

合の処理の仕方を説明していた。

「デマメールの特徴としては、「知 り合いに知らせてほしい」、「できるだ

け多くの人に転送してほしい」などの記述がよく見受けられますので、そ

れらにより判断できることが多いのですが、ときには、判断 しにくいケ

ースもありますので、念のため、最新の定義ファイルのワクチンソフ ト

により、ウイルス検査をして確認することをお薦めします。検査の結果、

ウイルスが検出されなければそのままで削除の必要はありません。また、

検査によリウイルスが検出された場合は、削除でなく、ウイルス駆除の

措置をとってください。(ま たは、オリジナルのファイルで置き換えてく

ださい。 )」

② 40歳代の米国在住日本人女性KOからの返信メール

「小田さま、ご無沙汰しております。コンピューター・ウイルスの情報、あ

りがとうございました。私も以前これを何度か受け取った事があるのですが、
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これは心配なさらなくてもいいものらしいです。テディーベアのアイコンの

ファイルは、もともとプログラムに入つているちゃんとしたファイルだそう

なので、そのままにしていて大丈夫です。でももし既に消してしまわれたら、

たしかmicrosoftか なにかのウエップで簡単にダウンロー ドできると思いま

す。はなはだ簡単ですが、取り急ぎお知らせまで。Oよ り」

③ 50歳代の米国在住の米国人男性LMか らの返信メール

「繊田先生へ、お久しぶりです。申し訳ありませんが、先生の方へ送られた

メールはデタラメ(hoax)です。指示通りにファイルをdeleteし ますと、パソ

コンが作動しなくなります。詳しいことは下記のホームページにあります。

一
宜しくお願いいたします。Mよ り」

HPの ア ドレスは以下の通 りであった。

http:〃ww_syman"c.cOm/avcenter″ encノdata4idbgmgiexe■ le.hoax.html

更に、 LMは別のメールで以下のように知らせてきた。

「織田先生へ、先ほどご紹介 したホームページに依るとファイルを復元 し

なくてもいいそ うです。それではこの辺で。Mよ り」

2.2.2 英語による返信メール

① 50歳代の米国在住の米国人男性MMからのメール

“()da‐ sensei,I just cOntacted Our c01mputer suuport(sic)stag, and

they tell me that this ls a hoax.I don't know ifany damage is dOneif

One deletes the prOgiram.  It nlight be best to check with your

"chntal support starryou haven't already.''
そ して、別件の事務的な文章が続 き、M(フ ァース トネーム)と署名 して

あった。

② 60歳代の米国在住の米国人女性 JFか らのメール

“Dear Mthiko,FLst,I want to thank you lor the vLus warning. I

働)und the■le on my hard drive,but before doing anything,I caned
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the Computing Services. They said it was a harmless frle, not a

virus, and told me not to delete it. It has something to do with

running Java files from the Internet and I would have to re.install it
if I needed it. I'm telling you that, so you will not worry about

infecting anyone'o ssmputer. About a year ago, my brother received

a virus from a friend in Canada, and the fiend didn't even know

about it."

続いて、JFは 3段落にわたつて近況を語り、大学での催しの写真数枚を

添付し、 Jと 署名していた。

③ 50歳代の米国在住の米国人男性CQからのメール

“Oda‐san,Hi.This is appaЮ ntly a hoax.I'uぉ rward you a

message that」 ves detans.Hope you're well。 ちぉurs,cQ"

そして別のメールで、ファイル復元が必要な場合にアクセスするためのU
RLが送られて来た。

“()da‐ san,thankso we're dOing Ok. IIere's whatI've been tOld: if

you need to reinstall the deleted me, please l。 ■。w the link

Http:〃Vil.nai.com′ �νcon"nυv_99436.htm and its instructiOn3.

ThiS link alSO haS inおrmatiOn abOut the hOaX.Y01rS,CQ"

④ 50歳代の米国在住の米国人男性AEか らのメール

“MichikO,IThe=nessage yOu receive is fhlse. It is not a、 月rus. :rhey

Want yOu tO delete a f■ e that you should keep. It is a IIoax. AE"

⑤ 50歳代のカナダ在住のカナダ人男性JMからのメール

“This is called a HOax v■ rus―■it is not real. YOu can read about these

at Norton's web site."
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2.3 デマメール転送者 (50歳代の米国人男性RT)か らの英語によるお詫

びのメール

最初のデマメール転送日の翌日4月 25日 に以下の詫び状がメールで届いた。

`翻[uch much much ap010reS tO eVeryOne.I juSt“ a�Zed the emailI

gOt was a hoax a壼 ;er l checked on the web regarding it.  I)lease

disregard the elma�  l sent earhen lf you have deleted the ttle, it

shouldゴt need to be reinstaned since t is only usel■ 1おr Java

developers.But r yOu need"reinstan t,pleaseお uow this link

http:〃vil.nai.colmノ viVcOntenυv_99436.htm and is instructions.This

link also has inお rmation about the hoax.I do apobgizeお r this,and

l hOpe l havent caused any incOnvenience!‐ ・‐
R''

RTか らのメールには、デマメールを転送 したことに対するお詫びと、削

除したファイルの復元方法およびデマメールについて説明したURLの 紹介

がしてあった。メールは、「ご迷惑をかけなければよかったが
一

」というこ

とばで結ばれていた。この詫び状が届く前に、筆者は、すでに136名 の友人・

知人に問題のデマメールを手作業で転送 し、更に、デマメールであることが

分かるや否や、同じ人々に訂正とお詫びのメールを同じく手作業で発送 して

いた。

3.ディスカッションと結論

3。 1 デマメールについて

デマメー‐ルは、 英語・でhoax emailと 呼ばれる。 Oxford English Dictionary

によると、HoaXと いうことばの初出は1800年少し前であり、Hocus v.の 縮約

形 で あ る 。 HOaxの 意 味 と し て “To deCeiVe Or take in by induCing tO belieVe

an amusing or mischievous fabrication or fiction; to play upon the

credulity of."が 挙げられている。「人に面白い作 り話を信 じ込ませて欺く

こと;信 じやすい被害者に迷惑をかけること」などの意味を持つ流言輩語で

ある。
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RTか ら受け取った転送メールには、デマメールの特徴がいくつか見られる。

1.RTが 書いた呼び掛け部分、Hello Everyoneは 、RTの署名で結ばれ

ている。 しかし、転送メール自体には署名がない。

2.「 ア ドレスプックに載っている人すべてにウイルスが自動的に送 ら

れ、」「14日 後に作動する」と述べることで、すべての人にメールを転送

することと、それを至急することを促 している。

3.大げさな表現や大文字、感嘆符が多用されている。例として以下のも

のが挙げられる。 (1)“YOU MUST DO THIS!!ll''(2)"DO NOT OPEN IT!!!!"

(3)“ IF YOU FIND THE VIRUS,YOU MUST CONTACT ALL THE PEOPLE IN YOUR

ADDRESS B00K, SO THEY CAN ERADICATE IT IN THEIR ADDRESS B00K.''

4.ア ドレスプックに載つている人々のコンピューターにウイルス入 リメ

ールが自動的に送られて、迷惑がかかっては申し訳ないという気持ち

を悪用 し、メールを転送するように説得 している

5.外部から入手できる客観的な証拠やWebsitesへ のリンクがない。

6.簡単な方法で、問題のファイルの検索や削除ができる。

7.問題のファイルのアイコンがテディーベアーであることに、微妙なジ

ョークが感 じられる。

3.2 返信メールに見られる男女差

3.2.1 日本語によるメールの場合

例文 1の 30歳代の身内の日本人男性MOか らのメールは、まず自分の名前

(フ ァース トネーム)を名乗 り、後に続く本文は、センテンスーつのみからな

つている。外部から客観的な証拠を得られるようにHPア ドレスが紹介され

ている。

これに対 し、例文 2の40歳代の元同級生の日本人女性KOか らのメールは、

まず「小田さま」という呼びかけで始まる。次に挨拶の後、複数のセンテンス

からなる、平易だが丁寧な話 し言葉が続いている。心配する必要のないメー

ルであることと、すでにファイルを削除 してしまった場合には対策があるこ
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とが書かれている。「microsoftか なにかのウエップで簡単にダウンロー ドで

きると思います」と書かれており、そのHPア ドレスは記されていない。苗字

で署名 してお り、年長者に対する距離感が感 じられる。

例文 3の50歳代の米国人男性 LMに よる日本文のメールは、KOのメール

より短いが、「織田先生へ」という呼び掛けの後に、やはり挨拶が続く。その

直後の「申し訳ありませんが」は、英語の “Excuse me''の 転移と考えられる。

デマメールに関して参照すべきHPのア ドレスが紹介されている。メールの

本文は、日本語的な表現「宜しくお願いいたします。」で結ばれ、苗字で署名

してある。 日本学関係者は、苗字で呼び合 うのが正当であると信 じて、実行

している人物である。メール全体に、丁寧さが感 じられる。

LMからの第二のメールは、「繊田先生へ」という呼び掛け部分の後、本文

のセンテンスは一つである。そして、先行する部分が短いが、日本語的な表

現「それではこの辺で」で結び、苗字で署名 している。メールというよりも手

紙を書く時に使 う表現を使つている。

3.2.2 英語によるメールの場合

例文 1の 50歳代の米国在住米国人男性MMの メールは、筆者の苗字に先生

をつけた呼び掛け “Oda―sensei"で 始まる。続いて、まず用件を書いている。

筆者が転送 したメールがデマメールであることと、情報処理センターに問い

合わせた方が良いというア ドバイス、そして別件の報告である。メールは、

ファース トネームで署名 してある。MMは 日本学者であるが、筆者の苗字に

先生をつけた部分のみに、日本らしさが感 じられる。

例文 2の 60歳代の米国人女性 JFは、筆者 と親 しい間柄の人物である。

“Dear Michiko"と 呼び掛け、筆者からのメールに対する礼が述べられている。

続いて、彼女の勤務校の情報処理センターと連絡を取った顛末が語られ、ウ

イルスは筆者のコンピューターから送られていないから心配 しないようにと

述べている。 ウイルス入 りのメールを発信 しながら、その事実に気が付きさ

えしない知人がいたことも語られている。続いて、JFは近況を長々と語 り、

写真数枚も添付 して、ファース トネームで署名 している。 JFは 、日本語は
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初級レベルだが、日本を2回訪れており、筆者の勤務校から派遣される交換

留学生のア ドヴァイザーを進んで引き受けている人物である。 |

例文 3の 50歳代の米国人男性 CQは筆者の先生筋の言語学者である。

“oda―san,Hi''と 呼び掛け、すぐに用件に入つている。筆者が送つたメール

が、デマメールであることと、詳細を別のメールで伝えることが述べられて

いる。挨拶の後、ファース トネームとラース トネームの頭文字で署名してあ

る。

CQからの後続のメールは、やはり“Oda― san"で始まる。ファイル復元の方

法をどこかに問い合わせてからこのメールを書いたようで、「ファイル復元の

仕方は以下のリンクの指示に従うように。」と書き、同じHPにデマメールに

関する情報も掲載されていることを告げている。そして、HPのア ドレスが

記載されている。

例文4の 50歳代米国人男性AEと 筆者とは、互いの勤務校で交換教授をし

た間柄である。AEからのメールは、“Michiko"で始まり、直ちに、筆者か

らの転送メールはデマメールであることを告げている。署名には、ファース

トネームとラース トネームの頭文字を使つている。

例文 5の50歳代カナダ人男性 JMは、カナダの大学の工学部教授である。

日本の大学で開かれたシンポジウムで始めて紹介され、のちにJMの勤務校

でも再会している。 JMは、メールを読むや、直ちに返信する人物である。

JMの メールには、呼びかけ表現も署名もない。用件のみが書かれている。

筆者からの転送メールがデマメールであることと、Nortonの HPを見れば、

デマメールであることが分かるということが記されている。

3.3 結論

本稿で扱った資料は、筆者がたまたま受信 したデマメールを転送 した結果、

相手から届いた返信メールである。その数には限りがある。 しかし、これら

の資料に関する限 り、40歳代から60歳代の人が書くメールの文章には、一見、

まだいわゆる男女差が存在するようにみえる。 日本語においても英語におい

ても、女性からのメールの方が長めで丁寧である。また、男性からのメール
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の方に、用件のみを述べ、デマメールの詳細が分かるHPア ドレスをはっき

り記載 したものが多い。

しかし問題は、 2.2.1の例文 3に示した、米国人男性 LMからの 日本語

によるメールである。デマメールである事実と、HPア ドレスの紹介をはっ

きり述べているが、「お久しぶ りです。」「申し訳ありません。」「宜 しくお願い

いたします。」「それではこの辺で。」などの挨拶表現が使われており、メール

の文章には珍 しい、丁寧な印象を与えているのである。

さらに、2.3で50歳代の男性RTが、英語によるお詫びのメールを “Much

mch much ap。 logies"で始め、“I do apo10giZe"で 結んでお り、大変丁寧

な印象を与えている。

以上の観察から、「これはデマメールだ。」ということを伝えるメールの丁

寧度は、40歳代から60歳代の場合も、英語であれ、日本語であれJordan(1990)

の言 う連続体上の度合でとらえる方が、男女差で示すよりもよリー般化でき

ると思われる。

(おだ みちこ)
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