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北大文学研究科紀要 146 (2015)

GOOGLE日本語Ｎグラム の分析⑵

―小書きひらがな「ぁ」の新用法 ―

小 野 芳 彦

１ 用途の少ないひらがな〝ぁぃぅぇぉ"

現在，情報処理で用いられているひらがなはいくつあるであろうか。IT機

器で文字を処理する場合は，情報処理用の文字コードというものに変換して

計算処理するのであるが，原則を言えばコード（番号）はその情報処理シス

テムが勝手にきめればよい。ただし，情報処理システム間で情報交換をする

場合は，番号を勝手に決めるというわけにはいかない。有力な計算機メーカー

の情報処理用文字コードがその役割を果たしていた混沌の時代もあったが，

現在は，情報交換用コードというものが国内工業規格や国際規格として規定

されていて，それを利用するのが通例である。

日本語情報処理が始まった当初は，仮名を代表してカタカナのみが使用で

きる状況であり，イロハ47文字から「ヰヱヲ」を除く44文字に「ン」を加

えた45文字が仮名の数であった。人名・地名の読み仮名としてビジネスに活

用されるようになってからは，カナ小文字「ァィゥェォッャュョ」と「ヲ」

が追加され55になったが，濁音仮名・半濁音仮名はなく，濁点・半濁点を後

置する方式だった。この規格は現在も有効であり，そのコードに対応するカ
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本稿でGoogle日本語Ｎグラムと呼ぶのは，Google社がクロールしたインターネット上

の日本語Web文章の2007年７月の時点のスナップショットをもとに，Google社研究

員の工藤拓・賀沢秀人両氏が日本語の単語n-gramとその出現頻度を抽出してまとめた

大規模言語リソースである（工藤・賀沢2007）。

★字取りあり★



ナ文字を他から区別する場合には，それを俗に「半角カナ」と呼んでいる。

本稿では，このかたちでの仮名の表記方式を「半角カナ方式」とよぶ。

その後，本格的に日本語処理を行うために漢字を含めた日本語文字セット

JIS X 0208が規定され，カタカナとひらがなは別々のコードが当てられた。

同時に，わ行の「ゐゑ／ヰヱ」が扱えるようになり，清音の仮名はひらがな・

カタカナおのおの47となった。撥ねる音（「ん」）を含めると，図形としては

それぞれ48個の字形が区別される。この仮名図形の弁別は，明治以来の「一音

一文字表記」方式を踏襲したものであり，最も妥当な方式と言えるであろう。

ただ，日本語の音韻は清音と撥音だけではない。

濁音・半濁音はひらがななら「が」・「ぽ」のように，濁点・半濁点を特定

の清音の仮名に付すという表記をする。濁点と半濁点は，ヨーロッパ語の「Ç」

や「u」における「 」や「 」のような分音記号であり，半角カナ方式では

清音カナに濁点・半濁点を後置して濁音・半濁音を表記する ことはすでに述

べた。このように，濁点・半濁点を独立した文字として扱うのではなく，濁

音・半濁音仮名を用いる方式を本稿では「全角方式」と呼ぶ。

つまる音（促音）は，古くは表記しないこともあったが，清音「つ」を代

用する方式が主となり，20世紀後半からは活字では小書きの「つ」を右に寄

せて印字する方式が定着した。半角カナ方式も，そのような小書きの「ッ」

を清音「ツ」とは別の字として扱うようにしているし，全角方式もそれを踏

襲している。拗音の母音部を表すにも，小書きの「ャュョ」が同じく使われ

る。明治時代にはもう失われかけていた合拗音を表わす小書きの「ゎ／ヮ」

は半角カナ方式にはないが，全角方式には含まれている。

以上の日本語の固有の音韻を表すには，清音プラス「ん」の仮名48文字に

濁音・半濁音仮名25文字と促音・拗音を表す小書きの５文字を合わせた78文

字があればよいことがわかる。

現代はグローバル社会であり，仮名が日本語固有の音韻を表せるだけでは

北大文学研究科紀要

現在のUnicodeによる濁音符・半濁音符の重ね打ち方式では，濁音符・半濁音符を前置

することになっている。
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表記システムとしての完成度を保つことはできない。江戸時代から，外国語

の音（外来音）や擬音語・方言・嘆声などの特殊音を仮名でどう表記するか

について試行が行われてきた。そして，外来語や外国語はカタカナで表記す

るという習慣と結びついて，カタカナ２文字で外来音・特殊音を表記する組

み合わせ方式が定着した。母音部を表記するのに使われるのが小書きの

〝ァィゥェォャュョ"である。〝ャュョ"は開拗音のものと共通であるので，

純粋に増えるのは〝ァィゥェォ"の５文字ということになる。〝ャュョ"をヤ行

拗音仮名と呼ぶのにならって，〝ァィゥェォ"をア行拗音仮名と呼ぶ人もいる。

それでは，小書きのひ
・
ら
・
が
・
な
・
〝ぁぃぅぇぉ"は何をあらわすか。特殊音と

して外来語・外国語でない用例があると指摘されている単語は「おとっつぁ

ん」と「ごっつぉう」ぐらいしかない 。カタカナの〝ァィゥェォ"とは違っ

てほとんど出番のない文字である。もちろん，情報処理システムを構築する

側にとっては，無くては困る文字である。たとえば，ローマ字漢字変換のキー

入力途中に入力文字列をひらがなに変換して示すのが慣例になっている

が，外国音表記を入力した場合にはそれがないと困る 。

GOOGLE日本語Ｎグラムの分析⑵

『広辞苑』には1991年改訂の第４版から，「おとっさん【御父様】」の解釈に「おとっつぁ

ん」とも。>と書かれているが，それ以前の版にはこの語は見つけられなかった。また，

1934年発行の『大言海』には「とッ-つァん」の表記で ととさま（父様）ノ卑語。>と

記されており，小書きのひらがなは用いられてはいなかった。

語ではなく成句であるが，1955年発行『広辞苑』第１版（1964年第12刷）には，「つ

ら【面】」の関連成句として「つらぁ見ろ」（―ぁ見ろ）があり，その類義句として「ざ

まぁ見ろ」が記されていて，正書法では長音を「あ」で示すところを小書きにする例が

二つ見られる。

ちなみに，『広辞苑』の単語の見出し表記に出現する小書きのひらがなの最もふるいも

のは第１版からみられる擬声語（感動詞）「ちぇ」の「ぇ」である。

このため，ローマ字からひらがなに自動的に変換しているにもかかわらず，キーボード

では「無変換キーを押す」という操作をさせるし，またそのように説明することで合理

的な入力モデルを形成するさまたげになっている。

実際，JIS X 0208方式に準拠すると「
〟

う」が無いため，「ヴぇにす」のような異様な表

記が出現する。それに倣えば「ふァいと」変換してみせるように対処することも可能で

はある。いや，仮名漢字変換システムが世話をやくのなら，単語全体を「ヴェニス」「ファ

イト」にするほうがましではないだろうか。
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こういう文字は，あればいろいろ使ってみたくなるのが人情である。イン

ターネットの世界は変化も早いし激しい。文字が情報処理用に導入された当

時まったく想定されなかったような使い方が見られている。それを，GOOGLE

日本語Ｎグラムから示してみよう。

２ 組文字として使われているか

前節で述べたように，〝ァィゥェォ"は組文字の２文字目として特殊音の母

音部分を表記するものである。1991年「外来語の表記」が内閣告示第二号と

して発布されているが，その中の第１表（右）と第２表に組文字が書かれて

いる。加えて留意事項その１に示されている特別な音の書き表し方の例を補

充して示すと次のようになる。

き k
く k
ぎ g
ぐ g
し s
す s
じ z
ず z

と／て t
ち

つ

ど／で d
に n
ひ h
ふ

び b

フィ フェ ファ フォ フュ

ォ ゥ

う w

ディ ドゥ／デュ

ツィ ツェ ツァ ツォ (つ)

チェ

ティ トゥ／テュ

ジェ

44

シェ

グァ

ギェ

クィ クェ クァ クォ

ィ ェ ァ ／ュ

ぴ p
み m
い j
り r

わ／

北

ヴ v ヴィ ヴェ ヴァ ヴォ ヴ／ヴュ

ウィ ウェ ウォ

イェ
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服部四郎1979は，このような特殊音・外国音のうち，もともと日本語で発

音できる子音と母音の組み合わせで，使われていないものをアキ間と呼んで

いる。その発音は日本語にとって容易であり，古くから表記が工夫されてい

た。

この表を見ると，組文字の前半部にくる可能性がある仮名が最も少ないの

はァ列で，〝クグツフヴ"の５つで，しかもすべてがウ段の仮名である。この

５文字以外であれば何らかの表記の意図があるはずである。それを本稿で推

定してみよう。

2．1 組文字の前半部

前述したように，辞書形に小書きのひらがな「ぁ」を含む単語は極めて少

ない。GOOGLE日本語Ｎグラムを作成する過程で使用した形態素解析エンジ

ンMeCabにとって，小書きの「ぁ」を含むような文字列を的確には解析でき

ない。したがって，GOOGLE日本語Ｎグラムは単語Ｎグラムであるが，そこに

集計されている小書きのひらがな「ぁ」を含む単位が形態素であるとは限ら

ない。

図１ 高頻度の「ぁ」を含む形態素

― ―245

 

GOOGLE日本語Ｎグラムの分析⑵



ユニグラムから「ぁ」を含む単語を抜き出すと，異なり11108個の「ぁ」

で始まる単語と異なり1839個の「ぁ」を２文字目以降に含む単語が見つかる。

もちろん，「ぁ」で始まる単語は辞書にある語ではなく，MeCabが臨時に形

態素であると認定したものである。

「ぁ」を２文字目以降に含む単語も大部分が臨時の形態素であるが，高頻度

のものからだけでも，「ぁ」の用字の傾向を見てとることができる。図１は，

「ぁ」を２文字目以降に含む語の上位20位までの頻度を示したものである。

なお，縦軸は対数目盛りである。18位は，Unicodeで新たに表記可能となっ

た重ね文字「ぁ
〟
」で，システム依存度が高い特殊例であるので，ここでは論

じない。

品詞別に分析してみる。もっともありふれているのは名詞であるが，上位

20には「とっつぁん」しかない。また，感動詞「ごちそうさま」の音便縮約

形「ごっつぁん」が同じく上位20に含まれる。この二つでは特殊音「つぁ」

を表記しているが，その他では母音アを伸ばす印として「ぁ」が使われてい

る。これらの上位の語は嘆声と解釈できる語であり，形態素解析エンジンが

使用している辞書には感動詞や終助詞として登録されている既
・
知
・
語であった。

図２ 「ぁ」が後続する仮名・記号の頻度・順位プロット
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2．2 組文字「Ｘぁ」の読み

前節で述べたように，「ァ」が外来音表記で使われるのは「クァ・グァ・ツァ・

ファ・ヴァ」の５つである。それらを含む外来語を平仮名で書いた例は，

GOOGLE日本語Ｎグラムに数多く見つかるが，ユニグラム上ではなく，バイグ

ラムに分割されて集計されていることが多い。そこで，単語「ぁ」が後続す

る単語バイグラムの最後尾の文字を手元で集計してみた。いわば，文字単位

のＮグラムに変換して集計し直したことになる。

図２に示すように，その頻度と順位の関係は Jipfの法則に従っている自然

な分布である 。上位にはあ段の平仮名が並んでおり，「ぁ」が長音の表記に使

われていることが確認できる。また，外来音・特殊音表記で使われるものが，

ふぁ（５位），ヴぁ（９位），つぁ（13位），くぁ（24位）という順位で見つ

かる。

ぐぁは，上の４つとは異なり，ユニグラムの中に高頻度で見つかるだけで，

「ぁ」とのバイグラム中には見えない。MeCabが「ぐ」で始まる単語を基本

的に未知語と見なすためであろう。

ぐぁは単独では蛙の鳴き声などの音の表記であるが，「ぐわ」，「ぐゎ」，「ぐ

あ」という表記も同じ音を表している。たとえば，「がんばる」の「が」をゆっ

くり強く言うことを表現したと思われる「ぐぁんばる」類は，いずれの組み

合わせの表記もユニグラムにあり，頻度も大差はない（ぐぁ 8213，ぐあ

1491，ぐゎ 1376，ぐわ 5385）。「ぐあ」「ぐわ」については，「ぐあ」「ぐわ」

「ぐ-あ」「ぐ-わ」と明らかに分けられるものを除いて，この４つの形式を含

む未知語を集計すると，ぐぁ 54281，ぐあ 80198，ぐゎ 35841，ぐわ 180973

であり，「ぐぁんばる」類と同じように「ぁ」「あ」「ゎ」「わ」間で頻度に大

差は見られない。

このように，「ぐぁ」は「が」の４つの変異形のうちのひとつとしての位置

づけである。同様に，「ください」→「くだす-ぁい（340），くだす-あい（36），

Zipfの法則とは，出現頻度と出現順位の積が一定であるというものであり。頻度と順位

を対数軸でプロットすると，直線上に並ぶことで分かる。

― ―247

 

GOOGLE日本語Ｎグラムの分析⑵



くだす-ゎい（119），くだす-わい（84）」，「なんと」→「ぬ-ぁんと（5323），ぬ-ゎ

んと（881）」，「やばい」→「やぶ-ぁい（1198），やぶ-あい（112）」のように，

「すぁ」「ぬぁ」「ぶぁ」はあ段の「さ」「な」「ば」をゆっくり強く言うことを

表現している。そして，これらでは「ぁ」を使用することが中心となってい

る。

以上の例や「ぶ-ぁんずぁい（53）」「う-ぁかやまけん（53）」「ぷぁぷぁで

ちゅよ（60）」「むぁいにち（181）」などから，う段の仮名に「ぁ」という文

字組は，対応するあ段の仮名（「う」の場合は「わ」）が表す音の変種として

使われていることがわかる。主に外国音を表すとされた「ふぁ」にも「は」

の変種をあらわすような笑い声の擬声語が見られる。

い段の仮名に「ぁ」という文字組は，同じ行のあ段拗音［ a］から二重母

音［ ia］，連母音［ i.a］に至る一連の音の一つを表現しようとするものであ

ろう。たとえば，

･あり-ぁ（1183），あり-ぁしない（82），あり-ぁしません（23），あり-ぁせ

ん（22）（「ありは（しない）」のぞんざいな発音）

･あり-ぁと（187），あり-ぁとぉ（68），あり-ぁとございあした（52），あり-

あ-と（719），あり-あ-とう（5170），あり-あ-とお（86），あり-や-と（8265）

（「ありがとう（ございました）」のぞんざいな発音）

などに見られる。

2．3 母音「あ」の長音表記方式

「現代仮名遣い」（内閣告示第一号1986年７月）によると，ひらがなで書く

場合，あ段の長母音は小書きではない「あ」をあ段の仮名の後ろに添えるこ

とになっているし，「外来語の表記」（内閣告示第二号 1991年６月）により

カタカナで書く場合は，長音は原則として長音符号「ー」を後ろに続けるこ

とになっている。つまり，正書法に従う限り，小書きのひらがな「ぁ」の出

る幕はないのである。

― ―248
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2．4「ぁ」による長音表記

長音に小書きの仮名を使うことが報告された文献は，管見では，佐竹1980

や佐竹1995がある。佐竹は，これらの文献で，当時の若者雑誌に顕著に見ら

れる文体を新・言文一致体と名付けているが，その特徴のひとつを以下のよ

うに述べている。

「まぁ
﹅
，よくよく無視されたものだねぇ

﹅
」（中略）などの「ぁ」「ぇ」の小

字（本稿で言う小書きの仮名）（中略）は，若者が話ことばのニュアンス

をできるだけ表そうとして，好んで使う表記法のようである。

（佐竹1975，p.52，圏点は佐竹による）

また，小書きのカタカナ「ェ」を使った表記の意図を推測して，以下のよ

うにも述べている。

たとえば／・イタリアってほんっとにいいですねェ。／という用例が見

られる。これは，テレビの映画解説をする水野晴郎氏のお得意のセリフ

「いやあ，映画って……」のもじりであろう。（中略）また，「ねェ」も「ね」

でもなく「ねえ」でもない感じを表したものであろう。

（同上，p.52）

ここで例に挙げられた文がどの文献からの引用であるかは明示されていな

いのでいつの時点のものか判明しないが，論述の対象としている若者雑誌に

ついては記されており，古いもので1974年創刊の『ビックリハウス』や1977

年創刊の『POPEYE
ポ パ イ

』が含まれているという。つまり，小書きのひらがなが

母音を長音風に発話した場合の表記として盛んに使われはじめたのは1970

年代かららしいと推察できる。

単純な短音や長音と微妙に異なる音とは，音の継続時間や強弱・高低の差

異ということであろう。文字の大きさを小さく変えることで表すことができ

るとみなせるのは，継続時間が短音と長音の中間である場合か，音が弱まっ

ていくことぐらいである 。音が弱まることは継続時間の短縮に結び付くの

トーンの変化を表すと解することも可能ではある。トーンの変化とは日本語では句のイ

ントネーションあるいは語のアクセントが平常と異なるということであり，アクセント
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で，結局，短かめの長音を表記しようとしていると考えることができる。こ

れを，本稿では半長音と呼ぶことにする。

2．5「ぁ」のくり返し

この仮説は，この種の表記の発祥の時期には妥当であったと思われるが，

現在も変わらずそうであるとは思えない。

根拠のひとつは，現在「ぁぁ」のような小書きの仮名の連続がかなりの数

見られることである。前節で述べたユニグラム中の「ぁ」を２文字目以降に

含む異なり1839語のうち，異なり320語が「ぁ」の連続を含んでいる。さら

に，その「ぁぁ…」を一つ縮めた語形も同じくこの1839語にあるというもの

が，245語ある。つまり，「ぁ」を短めの長音表記に用いるというより，音の

継続時間を「ぁ」の連続長で表現しようとしていることを意味している。

最も豊富な形式を見せる嘆声語「ぎゃぁ」「ぎゃぁぁ」「ぎゃぁぁぁ」……

は，「ぁ」の数が１個から18個までのすべてがユニグラムにあり，22個のも

のも見られる 。この一群の嘆声語について，その頻度と順位の関係が Jipfの

法則に従っている自然な分布であることを図３に示す。この語群では，「ぁ」

の個数が２のものが相対的に少なく，５個のものと６個のものの間の頻度で

ある 。そのことを除いて，「ぁ」が多いほど頻度が小さくなっていて，驚きの

程度を母音の長さで表現する意図があると解釈して間違いなかろう。さらに，

「ぁ」が半長音を表すという意識が残存していれば，「ぎゃあ」よりさらに長

が語に固有であることを勘案すれば，イントネーションの差異，つまり，デフォルトの

下降調ではなく上昇調であることを表すと解するのが妥当であろう。上昇調は文中なら

「半疑問」，文末なら「疑問」の表明と取られるが，それを表記するには「？」を付加す

るのが通例であるように思う。

19個以上も存在しないわけではないと思われるが，22個のものが出現頻度55である以

外は頻度50をきっていて，カットオフされているのであろう。

個数２が少ないのは，形態素解析エンジンの影響もある。「ぎゃぁぁ」は，文脈によって

は一割ほど「ぎゃ」と「ぁぁ」の二つの形態素に分割されてしまうことがバイグラムか

ら判明する。そのような分割された延べ454語を含めると，「ぁ」が５個のものより多く

はなるが，３個・４個のものには及ばない。

― ―250

北大文学研究科紀要



く伸ばす音を表すには「ぁ」２つでは不足するという意識が働くから，３つ

以上に増やす傾向が生まれるのではないかと思われる。

2．6 長音表記の各種との比較

先に述べたように，ひらがなであ段の長音を表記するには，「あ」を添える

のが正書法である。しかし，カタカナでの正書法である長音符号「ー」を続

ける表記法（いわゆる棒引き仮名遣い）も，20世紀の初めには公式にひらが

なの長音を表記すると定められていた時期があったほどであり，現代でもく

だけた文章でよく見られる。さらに，区間を表す記号「～」を，佐竹の指摘

するように，長音符号の代用とすることも行われている。これらとは異なる

表記法の変種として，長音の「あ」を小書きにかえるのが，本稿の半長音用

法である。これら４種の長音表記法が，音の長さを表すためにどのように使

われているのかを，バイグラムを中心として見ていく。

例として取り上げるのは，前節でも例とした「ぎゃぁ」である。表記の変

種は以下のとおり。

ぎぁ ぎあ ぎゃぁ ぎゃあ ぎやぁ ぎやあ ぎゃー ぎゃ～ ぎやー

ぎや～

伸ばした音の終端を意識した「ぎゃあっ」や「ぎゃ～ッ」「ぎゃー・・」な

図３ 「ぎゃぁ＋」の頻度と順位
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ども含めた。これらの，「あ」「ぁ」「ー」「～」の数を増やした表記を抽出し

て使用頻度を集計した。図示の便宜を考慮して，多数の変異形を以下のよう

に類型化して集計している。

１ すべて「ぁ」 ぁぁ型

２ 前部が「ぁ」で後ろに「あ」が混ざる ぁあ型

３ 前部が「あ」で後ろに「ぁ」が混ざる あぁ型

４ すべて「あ」 ああ型

５ 最前部が「あ」で後ろに「ー」が付く あー型

６ すべて「ー」 ーー型

７ すべて「～」 ～～型

図４には，長音要素文字の個数が２から９のものそれぞれについて，この

７つの類型の割合を示した。

長さ３では「ああ」型が最も多くなっているが，これは，「ぎゃあ」や「あ

あ」が形態素辞書に登録された既知語であるため，長さ４以上の「ああ」型

が「ぎゃあ-ああ-あ……」のように形態素分割されてしまうからである。バ

イグラムでは，「ぎゃあ-ああ」は頻度77539であるが，トライグラムを使っ

てその先を見てみると，「ぎゃあ-ああ-あ」（頻度12550），「ぎゃあ-ああ-あぁ」

（頻度179），「ぎゃあ-ああ-ああ」（頻度51255）などが見え，純粋の長さ３の

図４ 類型別長さ分布
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「ぎゃあああ」は頻度12277以下である。「ぎゃあ-ああ-あ」や「ぎゃあ-ああ-

ああ」についても，その先を確認することはできるが，日本語Ｎグラムデー

タはN＝7までしかないので，長さ18まで連続して観測される「ぁぁ……」

に相当するデータを確認することはできない。

図５は，長さ別にみた類型の頻度である。ああ型の９回繰り返しが突出し

て多いのは，前述の補正を５-グラムまでで打ち切ったためである。つまり，

９回の繰り返しの集計数23210には10回以上の繰り返しが繰りこまれてい

るということである。

さて，図からは，ぁぁ型の文字数と頻度の関係がーー型と似ていることが見

て取れる。また，あぁ型とあー型も似ている。このふたつのことは，「ぁ」が

「ー」と似たような意識で使われていることを示唆する。一方，ぁあ型は文字

数による頻度の減衰が顕著でなく，どちらかというとああ型に似ている。つ

まり，純粋に継続時間の長さを「ぁ」や「ー」の長さに反映させる意識はみ

られるが，「あ」の付加ではそのような意識が薄くなっているのではないだろ

うか。

では，「あ」の付加は何をあらわしているのか。それは，あらためて母音を

発音したという状況を表記しようとした可能性が考えられる。まさしく，

図５ 長音表記文字列の類型ごとの頻度
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MeCabが分析したように「ぎゃあ-ああ」…などと発音したことを表してい

るのかもしれない。「ぁ」の長音表記用法の登場は，連母音と長母音の書き分

けを生みだしたことになり，さらに，形態素境界を表記しない日本語の漢字

仮名交じり表記にあって，新種の形態素境界の表記法を生みだしているとい

うことにもなるのであろうか。

３ 特殊音をあらわさない「ぁ」

文頭（ Ｓ>で表す）や句読点記号類に続く「ぁ」で始まる語の「ぁ」は，

特殊音も長音・半長音も表すことができない。バイグラムを見ると，中頻度

から低頻度にそのような「ぁ」が見られる。これらを，特徴ある語群に分け

て頻度1000弱まで一覧する。

上位の中で目立つのは，

ぁたしの（39164），ぁたしも（37646），ぁたし（34654），ぁたしゎ（28217），ぁたし

は（21952），ぁたしが（12088），ぁたしと（2367），ぁたしらしくぃけば（2075），ぁた

しに（1637），ぁたしを（1274），ぁたしわ（882）

で，「あたし」の「あ」を小書きにしているものである。

ぁなたの（13378），ぁなたゎ（3328），ぁなたが（2965），ぁなたに（1721），ぁなた

（1572），ぁなたと（1475），ぁなたは（1450），ぁんた（1208），ぁなたを（983）

「あなた」あるいは「あんた」は，「あたし」より頻度が低いが，「は」を「ゎ」

と表記するなどの傾向は共通に見られる。

会話調の文章では，挨拶の言葉があるが，以下のように「ぁ，ぃ，ぅ，ぉ」と

小書きにするものである。

ぁりがとぅ（10741），ぁりがとぅござぃます（10522），ぁりがと（8175），ぁりがとぉ

（5491），ぁりがとぅござぃました（4842），ぁりがとうございます（4058），ぁりがとう

（2268），ぁりがとぅございます（2089），ぁりがとぉござぃます（1894），ぁりがとぉご

ざいました（1665），ぁりがとうございました（1429），ぁりがとぅございました

（1014），ぁりがとうござぃます（828）

嘆声なども，「ぁ」を小書きにする。この場合は，実際に「あ」を小声で言
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うという表現かもしれない。

ぁは（4612），ぁはは（1710），ぁゎゎ（893） ぁら（2570）

以下は，ア系の指示詞の「あ」を小書きにするものであるが，これは，小

声を表すとは考えにくい。

ぁの（14480），ぁれ（13444），ぁれゎ（2242），ぁんなに（2214），ぁのぉ（1330），ぁ

のね（1324）

文頭の副詞・接続詞で口語的なものである「あと」も「あ」を小書きにす

る。

ぁと（86981），ぁとゎ（6795），ぁとは（1116），ぁとね（1116）

文章語的なものも，いくつか存在する。

ぁまり（4669），ぁまりにも（1521），ぁぇて（889）

フィラーとして文頭・句頭に使われる気づきをあらわす「あ」と結合した

副詞・接続詞が，会話的雰囲気を醸し出している。

ぁまぁ（3403），ぁで（3246），ぁそ（2809），ぁでも（1711），ぁそして（1428），ぁと

りあえず（1364），ぁちなみに（1346），ぁもう（876）

動詞「ある」や「あう」も「ぁ」と書くことがある。

ぁる（11703），ぁり（7757），ぁぅ（5604），ぁって（3157），ぁりのまま（2177），ぁりぇ

なぃ（1022），ぁりのままに（680）

名前，特に女性の名前は「あいうえおやゆよ」が小書きに書かれる。先頭

の「ぁ」だけに限られる場合も見られるが，「ぁ」で始まるものだけを抽出し

たデータなので，先頭だけを小書きにするのが流儀なのかどうかは確認して

いない。

ぁゃ（33366），ぁぃ（19901），ぁゅ（10160），ぁみ（8020），ぁん（7640），ぁぃぁぃさ

ん（5648），ぁい（5007），ぁんな（4825），ぁゆ（4799），ぁや（4628），ぁずちゃんさん

（4509），ぁき（4018），ぁぉぃ（3962），ぁゃゃ（3334），ぁゃちんの（2908），ぁこ

（2549），ぁゅみ（2240），ぁみにぃ（2166），ぁきなっち（2119），ぁな（1965），ぁぃぁぃ

（1932），ぁぃり（1824），ぁゅみの（1385），ぁりさ（1332），ぁんずの（1306），ぁさみ

（1285），ぁやぁやの（905）
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以上に挙げた表記法は，近年，プライベートな電子メールの文章の書き方

として，知られているものに近いようである。そのような書き方を指南する

文献やWebサイトは未見であるが，テレビのバラエティー番組などでの指

南は何度か耳にした。プライベートな親近感を演出する手段として，2000年

前後から流行し始めたものと思われる。

このような表記が生まれる背景には，携帯メールの仮名入力法が関係して

いる可能性がある。携帯電話での仮名入力法は，テンキ―（実際は#と＊を加

えた12キー）が50音の各行に対応していて，たとえば，１のキーを押すた

びに「あいうえおぁぃぅぇぉ」の順に切り替わるという方式が標準的なもの

である。大部分の仮名は同一キーの連続打鍵になるため，打鍵の過剰が頻発

する。打鍵の過剰によって目的の仮名を行きすぎた場合，５または10または

15回打鍵して，一回りさせなければならない。「あ」行の場合，10回の打鍵

が必要であるが，５回の打鍵で小書きの仮名になり，外見上一回りしたよう

に見えてしまう。そのため，「あいうえお」を「ぁぃぅぇぉ」に書いてしまう

ことが起りやすい。

一端，このように，「あいうえお」が小書きに書かれた場合，その語が獲得

するイメージが，半長音による語感の軽さや会話調の気安さであり，外国語

の特殊音が持つハイカラさであるとしたら，以後も，プライベートな電子メー

ルで採用される可能性は高いのではないだろうか。

また，キーボードによるカナ入力では，小書きにするにはシフトキーを同

時に押さなければならないし，ローマ字入力の場合は，ｘ（またはｌ）キー

を先行させねばならず，偶然小書き表記になることは起りにくい。仮名小書

き流行の時期が，PCによる電子メールの普及の時期ではなく携帯メールの

普及の時期と重なるのが，携帯電話メール原因説の根拠である。

一方，心理学や大脳科学から見ると，この表記法には重大な欠陥がある。

小書きの仮名が長音や特殊音・拗音を表す限り，その前に音節境界はない。

このように，「あ」を「ぁ」に置き換えてしまうと，従来のひらがな語形を崩

してしまう。音節境界ではないという従来の制約が崩れ，語境界・形態素境

界が「ぁ」の前に設定される可能性が出てくると，今までは，「ぁ」を前の仮
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名につなげて語を判定していたのに，そこに語境界が存在する可能性を常に

見込んで語を認識しなければならない。このような表記が普遍化すれば影響

は小さくなるかもしれないが，現時点では，日本語の文章の読書イメージを

大きく損ねるものなのである。

まとめ

本稿では，小書きのひらがなの正書法にない表記方式について，「ぁ」を代

表例として検討した。

第一の用法，正書法にある外来音・特殊音を表す小書きカタカナのひらが

な化は，外来語・特殊音をひらがなで表記することによる表記の際立ちをね

らったものであり，一般的には，和語のやわらかい語調を導入しようとする

意図が見える。

それが，和語漢語で直音・拗音などにも適用される第二の用法では，特殊

音のように見えるものに拡大されている。容易に元の発音が想起できること

から，強調を表したり，訛りを表したりするものであり，会話の臨場感を表

記しようとする意図が見て取れる。

第三の用法は，半長音用法である。さらに，長音符号や母音仮名の複数回

のくり返しで長く伸ばす母音（長音の強調）を表現する単位に加わる第四の

用法も生みだしている。半長音用法は，長音の弱めを狙っている意図が見え

るが，「あ」による長音を全面的に小書きの仮名に置き換えてしまう傾向があ

るようにもうかがえる。繰返し長音用法は，長音に表記法の混乱をもたらし

ており，表現意図が直接には伝わりにくくなっている。

第五の用法，「あいうえおやゆよわ」の置き換えは，私的感・親近感を演出

する意図が見える新しい用法である。しかし，心理学・大脳科学の見地から

は，日本語の漢字仮名交じり表記の読みやすさを損なうものになっている。
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