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１．はじめに　

　2014年になって筆者が頻繁に目にするようになった流行語の一つとして，「壁ドン」なる語がある1）。「壁
ドン」とは，以下の⑴の波線部が説明するようなシチュエーションを表す語であり，以下の⑴が紹介するよ
うに，そのシチュエーションを採用，利用するテレビCMも現れた（以下，用例中の「壁ドン」には下線を
付す）。
　　⑴　2014年７月22日・読売新聞（朝刊）
　　　　見出し：　CM界　日清食品　「カップヌードル／壁ドン」編
　　　　本　文：  　（前略）CMは，今までと違う視点でこの国を楽しもうという「SAMURAI，FUJIYAMA，

CUPNOODLE」キャンペーンの第２弾。
　　　　　　　　 　「日本は漫画の国です。特に若者は漫画に夢中です。理想の恋人が漫画の登場人物とい

う人も少なくありません」。日本語と英語の同時音声による解説は，こう続ける。「あこが
れのシチュエーションは『壁ドン』です」

　　　　　　　　 　外国人ならずとも，年配の視聴者には説明が必要かもしれない。「壁ドン」とは，主に
恋愛漫画で見かけるしぐさ。相手を壁際に追いつめ，壁にドンと手をついて挟み込むこと
で，逃げ場をなくす。何となく偉そうに見えることが，「強引に迫って♡」と願う女性の
あこがれを呼ぶらしい。（後略）

　しかし，一方で，インターネットで「壁ドン」を検索すると，⑴で説明されるような異性を「壁際に追い
つめ，壁にドンと手を」つくシチュエーションを指す意味以外に，もう一つの意味が存在し，2014年以前は
そちらの方の意味で使用されていたと指摘する文書を多数，目にする。具体的には，以下の⑵，⑶のような
ものである。特に波線部にご注目いただきたい。
　　⑵　2014年８月12日 ７時配信「産経WEST」：
 http://www.sankei.com/west/news/140812/wst1408120004-n1.html
　　　　見出し：　現代女子が憧れる「壁ドン」、企業も食いつく
　　　　本　文： 　「壁ドン」って？　「壁ドン」とは、壁を背にした相手に向かって「ドン」と腕をつき、

相手の逃げ場をなくす行為のことで、“女子の憧れのシチュエーション”だという。少女
漫画で多用される「壁ドン」は当初、女子中高生の間で注目を集めたが、今ではアラサー
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女性にも波及している。さらには企業のＣＭや公式ツイッターでも使用され話題を呼んで
いる。

　　　　　　　　 　そもそも「壁ドン」はアパートなどの集合住宅で隣の部屋がうるさい時に壁を「ドン」
とたたき「うるさいぞ」と警告を発する行為のことだったが、今では、男性が女性を壁際
に追い詰め、手を壁に「ドン」とついて口説く、あるいはイチャつく恋愛シーンを指す言
葉になっているそうだ。女子中高生が憧れる「壁ドン」は、まさに後者をさしている。（後略）

　　⑶　2014年11月２日 11時配信「LAURIER（ローリエ）」：
 http://www.excite.co.jp/News/laurier/howto/E1414465355142.html
　　　　見出し：　これからは「デレツン」が主流？　「壁ドン」流行の理由とは
　　　　本　文： 　タイトルに使われている「壁ドン」という言葉，読者の中にはもうご存じの方が多いでしょ

う。もともとは迷惑行為（騒音など）をする隣人に対して，「うるさいぞ！」の意味で「（拳
で）壁をドンとすること」の略だったのですが，最近は違う意味の「壁ドン」が大流行し
ています。

　　　　　　　　　知らない人のために詳しく解説をしましょう。
　　　　　　　　 　「壁ドン」とは，男性に壁際においやられ，顔の横に手を「ドン」とおかれ，逃げられ

ない状態にされること。少女マンガによくある展開だそうで，女性たちは一度はこれをさ
れてみたいと熱狂し，大流行しているのだとか。知り合いの女性たちの間では，これをさ
れると「守られているような気分になる」「逃げ場がない気持ちがドキドキする」などの
妄想が繰り広げられている模様。（後略）

　⑵，⑶の記述を信用するならば，「壁ドン」という語の意味を以下の⑷のようにまとめることができるよう。
　　⑷　① 「壁ドン」は，2014年以前には，騒音を出すなど迷惑行為をする隣人に対し注意をする意味で壁

をドン（ドン）叩くという意味で使われていた（以下，「苦情場面の『壁ドン』」と表記する）。
　　　　② 2014年ごろから，（主に？）女性が男性に壁際に追い詰められ，壁に手をドンとつかれ，逃げ場

のない状態にされることを意味する用法が現れ，それが新聞やテレビとマス・メディアでも取り
上げられ，この意味での「壁ドン」が流行するようになった（以下、「恋愛場面の『壁ドン』」と
表記する）。

　上記の⑷は，現時点ではインターネット上の記述をもとに推測した結果をまとめたに過ぎないので，慎重
に検討する必要がある。その上での問題提起なのであるが，この「壁ドン」は，新語・流行語の意味の定着
に関連し，非常に興味深い事例ではないかと，筆者は考えている。マス・メディアが言語（変化）に与える
影響力を考察した研究はこれまでにも存在したが2），ある語（の意味）について，おそらくはマス・メディ
アの力によって，従来使用されていたものとは異なる意味が席巻するようになった事例についての研究は，
管見の範囲では見当たらない。そこで，⑷で示した「壁ドン」の二つの意味の使われ方の変遷とマス・メディ
アにおける「壁ドン」の使用状況を合わせて観察すれば，マス・メディアが言語（変化）に与える影響力に
ついて，先行研究では指摘されてこなかった側面から，考察を深めることができるのではないかと考えた。
　なお，「壁ドン」の二つの意味の変遷を巡って更に興味深いと思われることは，苦情場面の「壁ドン」し
か使用していない人間にとっては（人間の中には），恋愛場面の「壁ドン」は「誤用」であると嫌悪感を示
す向きも認められる点である3）。このことは，マス・メディア主導の言語変化（「壁ドン」の場合は意味変化）
に抵抗する層も存在することを示唆している。つまり，「壁ドン」の二つの意味の変遷を巡っては，言語変
化におけるマス・メディアの影響力に抗する層をも考慮に入れて，マス・メディアが言語（変化）に与える
影響力，特に新たな新語・流行語の発生，流行，普及に関与するマス・メディアの影響力の一端を考察でき
る可能性もある。これも，従来の研究には存在しなかった視点であろう。
　そこで本稿では，上述のような問題意識のもと，まずは，以下の２点を明らかにしたい。
　　⑸　①そもそも，「壁ドン」はいつ頃から，どういう意味で使用されるようになったのか。
　　　　②マス・メディアに「壁ドン」が登場したのはいつ頃で，どういう意味で使用されていたのか。
　本稿では，まず，２．節で，⑸の①の点を明らかにすべく，Google Trendsとインターネット上の質問サ
イト「OKWave」を利用し，そもそも，「一般市民」は「壁ドン」をいつ頃から，どういう意味で使用する
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ようになったのかを考察する。次に⑸の②の点を明らかにすべく，３．節で新聞・雑誌記事のデータベース
を利用し，マス・メディアに「壁ドン」が登場したのはいつ頃で，どういう意味で使用されていたのかを明
らかにする。その上で４．節では，２．節，３．節の内容に加え，現代の大学生への意識調査の結果を交え
つつ，「壁ドン」という新語・流行語をもとに，マス・メディアが言語（変化）に与える影響力，特に新た
な新語・流行語の発生，流行，普及に関与するマス・メディアの影響力の一端を考察する。最後に，５．節
で今後の課題について述べる。なお，２．節，３．節は用例をいくつも紹介しつつ論じた結果，長文にわた
るため，結論だけにご関心をお持ちくださった方は，ひとまず，４．節のみをご確認いただくだけでも構わ
ない。
　もっとも，今回は「壁ドン」という一語しか対象にせず，しかも，以下に述べる方法で，マス・メディア
が言語（変化）に与える影響力の一端を考察し得るか，議論の余地はあろう。しかし，本稿をきっかけに，（イ
ンターネットを利用しつつ）マス・メディアが言語（変化）に与える影響力の一端を明らかにする研究手法
の模索が始まることを意図して，不充分な段階ではあるが，あえて，筆者の試みを公表する次第である4）。

２．一般市民が使う「壁ドン」―インターネット上の検索結果－

　⑷でまとめたとおり， 2014年に入り「壁ドン」という語がマス・メディアで大々的に取り上げられるよう
になった結果，「壁ドン」という語に新たな意味が生まれた可能性がある。その可能性が正鵠を射ているか
を検証するには，マス・メディアに登場しない一般市民（以下，マス・メディアに登場しない市井の人々の
ことを「一般市民」と表記する）の言語の運用の実態を探る必要である。しかし，それはなかなか難しい。
一般市民の言語運用の資料を言語研究者が入手することは，なかなか困難だからである。
　だが，近年，インターネットや各種SNS（ソーシャル・ネットワーク・システム）の発達により，一般市
民も不特定多数に向かって情報を発信するようになった。すなわち，インターネットや各種SNSを利用すれ
ば，一般市民の言語の運用の実態を探ることが可能になると考えられる。
　そこで，本節では，インターネット上の文書を一般市民の言語運用の資料と見なしたうえで5），6）まず，２．１．
節で，Google Trendsを利用し，「壁ドン」がインターネット上でいつ頃から検索され始め，検索量がどの
ように増えていったのかを確認する。そのうえで，２．２．節で，インターネット上の質問サイト「OKWave」
を利用し，一般市民が使用する「壁ドン」の意味の変遷を通時的に素描する。

２．１　�「壁ドン」はいつ頃からインターネット検索エンジンで検索され始めたのか－Google�Trendsを使
用した調査―

　インターネット上では，「壁ドン」はいつ頃から使われ始め，インターネット上での言及，使用される量
がどのような推移を経て，現在に至っているのであろうか。
　インターネット上の文書におけるある語の言及・使用量の推移を観察する方法はいくつか存在している7）

だろうが，ここではGoogle Trends（https://www.google.co.jp/trends/）を使用することにする。
　Google Trendsを新語，流行語の通時的な研究に利用した先行実践としては，上村健太郎（2014）がある。
言語研究，特に新語，流行語研究にGoogle Trendsを利用する意義などについては，上村（2014）に詳しい
ので，ご関心のある方はそちらを参照されたい。ここでは，上村（2014）が簡潔かつ的確にまとめてくれた，
Google Trendsの使い方の説明の箇所だけを紹介したい。
　　⑹　 Google Trendsは，ある特定の語がGoogleで検索された語の総体と比較してどの程度の量があるの

かをグラフ化，数値化できるサイトである。検索が行われた期間のうち最も使用の多かった時点を
100と指数化し，他の期間の使用数を相対的に表したグラフが表示される。検索対象とする期間や
地域を指定することも可能であり，国や地域内における検索データも把握できる。Google Trends
において検索が可能な期間は2004年１月１日から，検索を行った当日までである。（中略）Google 
Trendsのデータは，同じ通信端末において短期間に繰り返し検索された語は除外されているため，
検索量の値が作為的な操作の影響を受けることは少ない。Google Trendsを用いることで，ある語
の検索数の増減傾向が把握できる。
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　⑹の上村（2014）の引用からも分かる通り，Google Trendsで分かるのは，Google Trendsで検索した語
のインターネット上での使用量

4 4 4

ではなく，Googleで検索された量
4 4 4 4 4 4

（検索量
4 4 4

）である。本節の節名が「「壁ドン」
はいつ頃から言及され／使用され始めたのか

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ではなく，「「壁ドン」はいつ頃からインターネット検索エンジ
ンで検索され始めたのか

4 4 4 4 4 4 4 4 4

」となっているのも，それゆえである。また，本節冒頭の「インターネット上では，
「壁ドン」はいつ頃から使われ始め，インターネット上での言及量がどのような推移を経て，現在に至って
いるのであろうか」という問題提起に直接は答える形にはならない検索量をもとに，以下，議論を進めるのも，
Google Trendsを利用するがゆえのことである。ただ，以上の点を承知しつつ，ここでは「Google Trends
での検索量≒

4

インターネット上での使用量」という前提のもと，以下，議論を進めることを，あらかじめお
断り申し上げる。
　さて，Google Trendsで検索対象地域を日本とし，「壁ドン」を検索したところ，以下の図１のような結
果を得ることが出来た（検索日は2014年11月２日）。また，図１の結果は日付と数値の対応関係が読み取り
にくいため，図１の結果をダウンロードしたものを表１として合わせて提示する。

図１　Google�Trendsによる「壁ドン」の検索結果

　図１，ならびに表１の検索結果の数値（表１では「検索量」と表記）が意味することについても，上村（2014）
による簡潔，かつ正確な説明を引用することによって，本稿での説明に替えたい。
　　⑺　 このグラフの数値は検索の実数ではなく，サンプリング調査に基づく推測値である。数値は調査し

た期間における検索ボリュームの最大値（中略）を 100 とし，その他の値を相対的に表示している。
このグラフは，Googleにおけるインターネット検索の全体量の増減の影響を加味して計算されてい
る。（中略）グラフの下降線は，検索回数が少なくなることを意味しているのではなく，インターネッ
ト検索の全体量と比較し，検索される割合が低くなっていることを示している。

表１　Google�Trendsによる「壁ドン」の週別検索量
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　⑺の上村（2014）の説明を踏まえつつ，図１，ならびに表１を眺めてみると，以下の⑻のような傾向が読
み取れる。
　　⑻① Googleで「壁ドン」が検索されるようになったのは，2012年４月以降のことである。すなわち，そ

のころから，インターネット上で「壁ドン」が使用され始めたと推察できる。
　　　② 2012年９月以降，検索量が増え始める（順調に増加する）。すなわち，その間，「壁ドン」の使用が

順調に増えていったと推察できる。
　　　③ 検索量が爆発的に増えるのは，2014年７月以降のことである（表１によると，2014年７月６日から

12日の検索量が51となり，それ以降，検索量がほぼ毎週50を超えるようになる。そして，2014年10
月12日からの１週間が，検索量が最高値の「100」を記録する）。すなわち，2014年７月以降，「壁ドン」
が爆発的に使用されるようになった，と推察できる。

　なお， ⑴の新聞記事で言及されているCMの放送開始が2014年７月１日であること（ ⑵で引用した「産経
WEST」より）や，2014年７月14日に「女子中高生を中心とした10代向けコミュニティーサービス「Candy（キャ
ンディ）」を提供する株式会社サイバーエージェント」が「現役女子中高生」を対象に行なった調査「「2014
年上半期に流行ったモノ・コト」において201票を獲得して１位となったのは『壁ドン』」と報じられた8）こ
と，などに鑑みると⑻の③の動きは首肯できるものであることを付記しておく。すなわち，2014年７月ごろ
から特にメディアで「壁ドン」が取り上げられ，その言葉に初めて触れた多くの人々が，急にGoogleで「壁
ドン」を検索するようになった，ということであろう。

２．２　「壁ドン」の意味の変遷―インターネット上の質問サイト「OKWave」を使用した調査―
　前節では，「壁ドン」という語がGoogleでいつ頃から検索され始め，どのような推移を経て，2014年の爆
発的な使用に結びついたのかについて，Google Trendsを利用して素描した。その結果は⑻にまとめたとお
りであるが，⑻のまとめでは⑷でまとめたような「壁ドン」の二つの意味がそれぞれいつ頃から使用され始
め，どのような推移を経て，本稿執筆時点（2014年11月）に至ったのか，不明である。その点を明らかにす
るためには，インターネット上の文書での「壁ドン」の用例を，ある一定期間に区切って検索し，その期間
内での用例の意味を一つ一つ検討する必要がある。しかし，インターネット上での文書は膨大であり9），そ
のような作業を行うことは事実上，不可能である。しかも，そのような作業を行うためには信頼できる「日
付指定検索」が可能な検索エンジンに頼る必要があるが，そのような検索エンジンを筆者は知らない（註７
も参照）。
　そのような事情も踏まえつつ，本節ではインターネット上の質問サイト「OKWave」（http://okwave.jp/）
を利用することにすることにした10）。インターネット上の質問サイトを利用した言語（日本語）研究の可能
性は，既に岡田祥平（2014b，2014c）で模索したのでそちらも参考にされたいが， インターネット上の質問
サイトは，書き手の多くが一般人（作家や記者など，文章を欠くことを生業としていない人々）かつ，校閲
が入っていないという点で，一般市民の言語運用の動態をとらえることができると考えられる上に，質問サ
イトであるため，使用例だけでなく言及例11）についても多量に採取できるというメリットがあると考えら
れる。すなわち，ある新語，流行語が定着するには，その語を生み出した当人でない限り，まず，①誰かが
使っているのを見聞きしたうえで，②自分自身が使用する，という過程を経ると思われる。そのような過程
を想定すると，「OKWave」での「壁ドン」の用例は，①の段階では「『壁ドン』はどういう意味ですか？」
と語の意味を質問する形になる一方（言及例），②の段階では「壁ドン」の意味を問うものではない形（使
用例）になることが予想される。さらに，「OKWave」では，「検索オプション」（http://okwave.jp/search/
option）を利用すれば，検索対象期間を任意に設定することができるが，複数回検索を試した結果，同様の
検索結果を返してくれたため，（一応）「OKWave」の「日付指定検索」は信頼性があると思われる12）。
　以上のような問題意識のもと，「OKWave」で「壁ドン」を検索し（検索対象期間は2014年10月31日まで），
そこでの用例を以下の⑼に示した五つのカテゴリに分類し，それぞれのカテゴリにおける用例数13）を１ヶ
月毎にまとめることにした。この作業を通じ，「壁ドン」の意味の変遷を計量的に記述していきたい（それ
ぞれの意味がいつ頃から使用され始め，いつの時点で恋愛場面の「壁ドン」の使用が優勢になったのかを明
らかにしていきたい）。なお，それぞれのカテゴリの意味するところを，各カテゴリの末尾の【　】内に簡
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単にまとめたので，そちらも参照されたい。
　　⑼①-A:　 「壁ドン」の意味を問う質問文中やその回答文中において，「壁ドンとは～」という具合に語

の意味の解説の文脈で，騒音を出すなど迷惑行為をする隣人に対し注意する意図で壁をドン
ドン叩くという意味で，「壁ドン」を使用しているもの。【苦情場面の「壁ドン」の言及例】

　　　①-B:　 騒音を出すなど迷惑行為をする隣人に対し注意をするという意味で，「壁ドン」を使用してい
るもの。【苦情場面の「壁ドン」の使用例】

　　　②-A:　 「壁ドン」の意味を問う質問文中やその回答文中において，「壁ドンとは～」という具合に語
の意味の解説の文脈で，（主に？）女性が男性に壁際に追い詰められ，壁に手をドンと突かれ，
逃げ場のない状態にされることという意味で，「壁ドン」を使用しているもの。【恋愛場面の「壁
ドン」の言及例】

　　　②-B:　 （主に？）女性が男性に壁際に追い詰められ，壁に手をドンと突かれ，逃げ場のない状態に
されるという意味で，「壁ドン」を使用しているもの。【恋愛場面の ｢壁ドン」の使用例】

　　　③:　　 「壁ドン」を苦情場面で使用するか，恋愛場面で使用するかを質問するもの。【「壁ドン」の
二つの意味に迷いが出ている例】

　　　④：　 上記①-Aから③に当てはまらない場合（苦情場面の「壁ドン」や恋愛場面の「壁ドン」では
ないもの。あるいは，文脈では意味の判断ができないもの）【その他】

　参考までに，今回は岡田（2014a，2014b）で利用した質問サイト「Yahoo! 知恵袋」（http://chiebukuro.
yahoo.co.jp/）ではなく「OKWave」を使用する理由を簡単に説明しておく。今回の検索で岡田（2014a，
2014b）で利用した「Yahoo! 知恵袋」ではなく「OKWave」を使用するのは，「Yahoo! 知恵袋」では「フレー
ズ検索」ができないのに対し，「OKWave」ではフレーズ検索が可能なためである14）。つまり，「Yahoo! 知恵袋」
で「壁ドン」をキーワードに検索すると，「壁をドンと叩いた」というような表現もヒットしてしまうのである。
しかも，そのようなものを除外する術がなく，いわゆる「ゴミ」（こちらが意図しないもの）が大量にヒッ
トしてしまう。一方，「OKWave」では「壁ドン」をキーワードに検索しても「壁をドンと叩いた」という
ような表現はヒットせず，「壁ドン」という文字列だけがヒットする15）。「ゴミ」が大量にヒットしてしまうと，
結局は，それを除外するのに膨大な手間がかかってしまうため，今回は「ゴミ」がヒットしない「OKWave」
を利用することにした次第である。
　さて，「OKWave」上で「壁ドン」を１ヶ月毎に期間を区切って検索し，そこでの用例を⑼に示した五つ
のカテゴリに分類し，それぞれのカテゴリにおける用例数を１ヶ月毎にまとめた結果が以下の表２，また，
表２を任意の期間にまとめて16）グラフ化したものが次頁の図２である。

表２　「OKWave」における「壁ドン」の用例数
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図２　「OKWave」における「壁ドン」の用例数の変遷

　以上の表２，図２から，「OKWave」における「壁ドン」の使用について，⑽のような傾向を読み取るこ
とができる。
　　⑽　① 苦情場面の「壁ドン」は，2010年８月以降，2014年10月に至るまで，一貫して一定数の使用が認

められる（表２，図２における①-B）。
　　　　② 恋愛場面の「壁ドン」は2013年11月頃から使用が認められ，特に2014年４月以降，安定的な使用

が認められる（表２，図２における②-B）。
　　　　③ 苦情場面の「壁ドン」，恋愛場面の「壁ドン」双方とも，言及例はほとんど見当たらない（表２，

図２における①-A，②-A）。
　　　　④ 「壁ドン」の二つの意味について言及されるのは，恋愛場面の「壁ドン」の安定的な使用が認め

られるようになった2014年８月以降のことである（表２，図２における③）。
　　　　⑤ ⑷で示したもの以外の意味で「壁ドン」が使用される場合も散見される（表２，図２における④）。
　以下，⑽については，簡単に補足をしたい。
　まず，⑽の①と②についてである。「OKWave」においては，2010年に初めて「壁ドン」の使用が以降，
一貫して，苦情場面の「壁ドン」の使用が優勢である。これは，「OKWave」のようなインターネット上の
質問サイトでは，苦情場面の「壁ドン」が使用される質問（主に，隣室の騒音に関する代表される，困った
隣人に対する対応を問う質問）が多くなされるのに対し，恋愛場面の「壁ドン」が使用される質問（主に，
恋愛相談）が少ない，という可能性も念頭に置いておく必要があろう17）。つまり，表２や図２での苦情場面
の「壁ドン」の使用が優勢という結果は，一般市民の使用傾向をそのまま反映したものではなく，インター
ネット上の質問サイトというテキストタイプが反映した結果であるということも，十分考えられる18）。
　⑽の③についてだが，ある新語，流行語が定着するには，その語を生み出した当人でない限り，まず，
①誰かが使っているのを見聞きしたうえで，②自分自身が使用する，という過程を経ると思われるため，

「OKWave」における「壁ドン」の使用についても，言及例から使用例へという流れの想定ができるのでは
ないかと上述した。しかし，実際は表２，図２からは，そのような過程の妥当性を裏付けることはできな
かった。これは，新語，流行語が定着には上述のような過程が存在するという筆者の仮説に妥当性が欠ける
ことを意味するののかも知れない。一方で，ある新語，流行語の意味を確認するためにわざわざ「OKWave」
のようなインターネット上の質問サイトを利用する人がいないため，今回のようにインターネット上の質問
サイトを利用した調査では，上述のような過程が存在することができなかった可能性もあると考えている。
　⑽の④についてだが，これは，ある新語，流行語に二つの意味が存在する場合であっても，人がその新語，
流行語を受容する際には，まず，一方の意味のみを受容するという可能性があることを意味していると考え
られる。そして，二つの意味が存在する新語，流行語は，双方の意味の使用がある程度安定的になってから，
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自分の知らない意味での用法に気付き，当該新語，流行語に二つの意味が存在することを認識する，という
過程が想定できる。同時に⑽の④の結果は，自分の知らない意味での用法に気付き，当該新語，流行語に二
つの意味が存在する認識が正しいか否か，広く一般に問うという意味で，インターネット上の質問サイトを
利用する人がいる，ということをも意味していると考えられる。これは，「ある新語，流行語の意味を確認
するためにわざわざ「OKWave」のようなインターネット上の質問サイトを利用する人がいない」と述べ
た前段落との説明と矛盾するように思われるかもしれない。しかし，⑽の④の場合は，当該新語，流行語に
二つの意味が存在する認識が正しいか否か，周りの人々のみならず，広く一般に問う

4 4 4 4 4 4 4

という意味で，新語，
流行語の意味を単純に確認する⑽の③で述べている事柄とは性質を異にする。一個人が広く一般に問う

4 4 4 4 4 4 4

でき
るツールは，インターネット以外に存在しないであろう。
　最後に⑽の⑤についてだが，「壁ドン」が苦情場面や恋愛場面以外の描写に使われたものとしては，例え
ば以下のようなものがあった。
　　⑾「初めての１人暮らし」という質問に対する回答：　2014年２月20日15時37分20秒に投稿
　　　　　あと、壁ドンもやって、隣の部屋の人に聞こえるか確認してもらうとか。
 http://okwave.jp/qa/q8483152.html
　　⑿「格ゲー 19)でイライラしない方法」という質問に対する回答：　2014年５月４日20時51分57秒に投稿
　　　　以前はゲーセンで主にCPUに負けると、思い切り利き腕で台パンしていました。（中略）
　　　　家で壁ドンや物に当たっても、自分以外はイラっとさせられてしまいます。
 http://okwave.jp/qa/q8580612.html
　これらの⑾，⑿は，単純に壁をドン（ドン）と叩くという意味であって，隣人への苦情の意味で壁を叩く
という意味や，異性を壁にドンと追いやるという意味ではない。すなわち，⑾や⑿は，壁からドンと音が鳴
る行為であれば全て「壁ドン」と呼ばれる可能性を秘めていることを意味している（⑿の「台パン」は「台
をパンと叩くこと」を意味している略語と考えられ，「台パン」の存在から考えると，「壁ドン」も「壁から
ドンという音を鳴らす行為」を総称して「壁ドン」と表現できる可能性を秘めていると言ってよかろう）。ただ，
現代日本社会において「壁からドンという音を鳴らす行為」の多くが，迷惑な隣人に対して注意をうながす
ために壁をドン（ドン）叩く場面，あるいは，異性を壁にドンと追いやる場面で起きるため，現在使用され
ている「壁ドン」の意味が，苦情場面や恋愛場面を描写することに特化していると考えられる。
　ただし，以上は，インターネット上の質問サイト「OKWave」の検索結果に基づく議論であり，他の可
能性も充分ありうる。たとえば，⑽の②で「恋愛場面の「壁ドン」は2013年11月頃から使用が認められ」と
まとめたが，インターネット上から「ユーザーの求める情報やニュースを自動収集してパソコンやスマート
フォンで読みやすく表示する「キュレーション」サービス」（2014年１月25日・朝日新聞・朝刊・週末be「（て
くの生活入門）注目のキュレーションサービス　自動で情報収集、記事が届く」より）の一つである「NAVER
まとめ」（http://matome.naver.jp/）には，2012年10月16日に作成された「どんどん意味分からなくなって
くる『壁ドン』の解釈」というまとめ記事（http://matome.naver.jp/odai/2134665210541872401）が存在す
る（西川由樹氏のご教示による）。当該記事は，「壁ドン」は苦情場面を描写する際に使うものと思っている
／思っていたと想像できるユーザーが，恋愛場面の「壁ドン」に接した際の驚きを表明したり揶揄をしたり
するTwitter20）のツイートがまとめられているのであるが，この記事の存在は，少なくともTwitter上では，
既に2012年秋の時点で，「壁ドン」には⑷に示した二つの意味が存在していたことが話題になっていたこと
を教えてくれる21）。ただし，Twitterユーザーは若年層に偏っているため（岡田2013の２．節の議論も参照），

「OKWave」以上に一般市民の日本語の運用の資料とは言い難い22）点にも注意したい。

２．３　本節のまとめ
　本節では，一般市民の「壁ドン」の使用状況を調べるため，インターネットを利用した通時的な調査を行っ
た。２．１．節では主に検索量の観点から，２．２．節では「壁ドン」の二つの意味の使用状況の観点から，
それぞれ調査を行い，まとめを行ったが，本節では二つの調査結果（⑻と⑽）を統合したまとめ，特に検索
量の推移と二つの意味の使用状況の関係性を考えたい。
　インターネット上での「壁ドン」の言及量（図１，表１，ならびに⑻）の推移と二つの意味の使用状況の
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推移（図２，表２，ならびに⑽）をあわせると，以下のような傾向を読み取ることができる。
　　⒀　① Googleでの「壁ドン」の検索量が認められる以前（2012年３月以前）から，既に苦情場面の「壁

ドン」は，インターネット上では使用されていたようである。（⑻の①，⑽の①）
　　　　② 恋愛場面の「壁ドン」の使用が認められるようになった2013年11月頃には，Googleでの「壁ドン」

の検索量が「10」を超える週が連続するようになった。すなわち，ある程度，「壁ドン」が人口
に膾炙し，インターネットで多くの検索がされるようになった時点で，恋愛場面の「壁ドン」が
使われるようになったと考えられる。（⑻の②，⑽の②）

　　　　③ Googleでの「壁ドン」の検索量が急増した時期（2014年７月）と「壁ドン」に二つの意味がある
ことが話題になり始めた時期（2014年８月）とは，ほぼ一致している。つまり，この時期から，「壁
ドン」に二つの意味があることが多くの人に意識され始め，その真偽を確かめるべく，インター
ネット上での検索量や「OKWave」での質問件数が増えたと考えられる。（⑻の③，⑽の④）

　⒀の①から③をまとめると，「壁ドン」はもともとは苦情場面の描写に使用されていたが，2013年後半に
なり恋愛場面の「壁ドン」も使われるようになり，2014年になると，「壁ドン」の使用が急増するとともに，「壁
ドン」に二つの意味があることも表面化する，ということになろう。また，⒀の①や②の事実は，⑵や⑶の
記事の指摘（もともと「壁ドン」は苦情場面の描写に使用されていた）が正鵠を射ていたことを裏付けている。
　それでは，なぜ，「壁ドン」は⒀にまとめたような使用状況の推移を見せたのであろうか。そのことを考
えるために，次節では，新聞・雑誌記事に現れた「壁ドン」を調べることにしたい。
　なお，⒀の①の事実は，Googleでの検索量が一定数に達する前から，インターネット上では「壁ドン」が
使用されていたことを意味する。この事実は，Google Trendsの検索量が「０」であっても，インターネッ
ト上での使用が「０」ではないことを意味しており，今後，新語・流行語研究にGoogle Trendsを利用する
にあたっては，注意を要したい点であることを付記しておく。

３．新聞・雑誌記事に現れる「壁ドン」�

　前節では，一般市民が使用する「壁ドン」の実態を明らかにすべく，インターネットを利用した調査結果
をまとめた。本節では，それと対比させるマス・メディアでの「壁ドン」の使用実態を探るデータとして，
新聞・雑誌記事に現れた「壁ドン」について，主に通時的な観点から考察を行いたい。
　本稿における新聞・雑誌記事の調査は，岡田祥平（2014a，2014b，2014c）でも利用した，@niftyが提供
しているサービス「新聞・雑誌記事横断検索」（http://business.nifty.com/gsh/RXCN/。以下，「新聞・雑誌
記事横断検索」と表記する）23）を利用することにする。このサービスの詳細，ならびに言語研究に利用す
る際の留意点などは岡田（2014a，2014b）を参照されたいが，当該サービスを利用する最大の理由としては，
当該サービスが「最大で1984年８月（朝日新聞記事情報）から，朝日，読売，毎日，産経の全国紙の他，地
方紙，専門紙，経済誌等の過去記事を一括して検索でき」（上記URLのページ内の説明文より），2014年11
月現在では「146紙誌・5000万記事以上」が検索の対象となっているという点である（http://business.nifty.
com/cs/bd-category/category/news1/1.htm）。また，「新聞・雑誌記事横断検索」に格納されている紙媒体
で発行された新聞・雑誌記事は，（本稿の⑵や⑶で紹介したような）インターネット上のニュースサイトの
記事とは異なり，インターネット上での新語，流行語には保守的な側面もあると考えられるため（この点に
ついては，岡田2014bの議論も参照），「壁ドン」もある程度人口に膾炙してから登場することが予想され，２．
節で取り扱ったデータと，より対照的なデータとして位置付けることが可能であると考えられる。一方で，「新
語・流行語に与えるマス・メディアの影響力」という本稿のタイトルに鑑みると，新聞・雑誌記事に調査対
象を限定したことは，課題が残ることも承知している。現代社会のマス・メディアの中でも重要な位置を占
めていると考えられるテレビを無視するのは，大きな問題であろう。しかし，本稿執筆時点では，新聞・雑
誌記事横断検索」のテレビ放送版，すなわち，過去のテレビ放送で使用された語を検索する術はない。そこ
で，本稿は「新語・流行語に与えるマス・メディアの影響力」というタイトルでありながら，新聞・雑誌記
事のみを検索の対象とした次第である。
　今回は，「新聞・雑誌記事横断検索」にデータが収載された全新聞・雑誌を対象に，2014年10月31日まで
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の期間において「壁ドン」の検索を行った。その結果，67件24）の記事がヒットした。すべて2014年に入っ
てから使用されており，ヒット件数の推移を表に示すと，以下の表３のようになる。

表３　「新聞・雑誌記事横断検索」における「壁ドン」の月別ヒット件数

　表３を見ると，新聞・雑誌記事においては，2014年３月以降に「壁ドン」の使用例が認められ始め，その後，
ヒット件数の増減を繰り返しつつ，2014年10月に入り，急激にヒット件数が増えたことが分かる。2014年11
月以降，新聞・雑誌記事における「壁ドン」のヒット件数がどのように推移するか，本稿執筆時（2014年11
月上旬）では分からないが，新聞・雑誌記事においては，「壁ドン」が2014年春頃から使用され始め，2014
年の秋に至って，数多く使用されるようになったという傾向を読み取ることができる。
　表３は「新聞・雑誌記事横断検索」における「壁ドン」のヒット件数の推移をまとめたものであったが，
具体的にどのような内容の記事でどのような意味で使われたのかということをつぶさに調べると，更に興味
深い事実を指摘することができる。そのような観点から作成したのが，表４である。表４は「新聞・雑誌記
事横断検索」で「壁ドン」を検索し，ヒットした記事の日付，掲載紙誌名，掲載紙面等の情報，見出し，⑷
で示した意味分類，記事中の説明の有無をまとめたものである（「記事中の説明の有無」というのは，記事
本文において，「壁ドン」がどういう意味の言葉なのかの説明があるか否か25），という意味である。
　表４からは，以下のような事実を読み取ることができる。①から③は全体的な傾向，④以降は通時的な観
察の結果をまとめたものである。また，上述した表３とあわせて読み取れる傾向を，⓪として⒁に提示する。
　　⒁　⓪ 新聞・雑誌記事においては，2014年３月以降に「壁ドン」の使用例が認められ始め，その後，使

用例数の増減を繰り返し，2014年10月に入り，急激に使用例数が増える。
　　　　① 67例中57例が恋愛場面の「壁ドン」である。また，苦情場面の「壁ドン」と恋愛場面の「壁ドン」

の双方が同時に使用される記事もあるが，苦情場面の「壁ドン」が単独で使用される記事はない。
　　　　② 新聞・雑誌記事（「テレビ番組放送データ」は除く。その理由については註25参照）に「壁ドン」

が使用され始めた時期には，記事中に「壁ドン」の意味の説明が存在したが，2014年８月以降，
説明なしで「壁ドン」が使用されるようにもなる（そのため，意味が判然としない「壁ドン」も
2014年10月になってから認められる）。

　　　　③１例ではあるが，苦情場面でも恋愛場面でもない「壁ドン」の使用が認められる。
　　　　④ 新聞・雑誌記事において「壁ドン」が使用され始めた３月から５月にかけての記事は，すべて映

画「L♥DK」26）に関連する内容である。
　　　　⑤ 新聞・雑誌記事において，映画「L♥DK」関連以外で「壁ドン」が使用されるのは2014年６月

以降のことである。
　　　　⑥ 新聞・雑誌記事において，「壁ドン」に二つの意味が存在することが指摘されるのは，2014年７

月以降のことである。
　　　　⑦ 2014年10月になると，「壁ドン」は苦情場面ではなく恋愛場面を描写する用法が「正しい」と解

説する記事も看取されるようになる。
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表４　「新聞・雑誌記事横断検索」で「壁ドン」がヒットした記事の情報一覧

　以下，⒁にまとめたことについて，補足の説明を加える。
　⒁の①についてであるが，新聞・雑誌記事で使用される「壁ドン」は，もっぱら恋愛場面を描写するもの
であるということを意味している。なお，苦情場面の「壁ドン」と恋愛場面の「壁ドン」の双方が同一記事
内で使用されるのは，（⑵や27））次頁の⒂の波線部にある通り，最近，恋愛場面を描写する際に使用される
ようになった「壁ドン」には，実はもう一つの意味があると紹介する場合においてである。このような例か
らも，新聞・雑誌記事では，苦情場面の「壁ドン」が使用される場合であっても，「壁ドン」の中心的な意
味は恋愛場面を描写するものであると意識しているということがわかる。
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　　⒂　2014年７月23日・岩手日報（朝刊）28） 

　　　　見出し：　★深よみＴＶ★　カップヌードルＣＭ　女子憧れの「壁ドン」
　　　　本　文：　 　流行語になりつつある言葉がある。「壁ドン」。 もともとは隣の家がうるさい時など

に壁をドンとたたく行為だったはずだが、今は若い女子が少女漫画の中で憧れるシチュ
エーションのナンバーワンらしい。（中略）

　　　　　　　　　 　今の「壁ドン」というと、漫画のヒロインが学校の廊下などで、イケメンに壁際に追
い詰められ、手をドンと押し付けられて迫られる場面のこと。その瞬間、ヒロインはび
くっとしながらも、イケメンが発する「おまえが好きだ」といったせりふに胸をキュン
キュンさせる。（後略）

　⒁の②についてであるが，新語，流行語が新聞・雑誌記事に掲載され始めた頃は，まだ，人口に膾炙して
いないがゆえに，読者の多くがその語の意味が判然としないと思われるため，当該語の説明が付与されるこ
とが多いと考えられる。実際，「壁ドン」の場合も，新聞・雑誌記事に使用され始めた2014年春頃は，以下
の波線部のとおり，説明がついた形で登場する。
　　⒃　2014年３月31日・毎日新聞（夕刊）
　　　　見出し： 　Interview：　剛力彩芽　願いかなって恋愛もの　映画「Ｌ♥ＤＫ」主演、「壁ドン」に

キュン
　　　　本　文：　  （前略）男性が女性に迫る時、「ドン」と片手を壁につけ、逃げられない状況に追い込

む今話題の「壁ドン」シーンもある。（後略）
　　⒄　2014年４月８日・中日新聞（夕刊）
　　　　見出し：　映画「Ｌ♥ＤＫ」１２日公開　“胸きゅん”な同居生活　剛力、山崎が高校生役
　　　　本　文：　  （前略）特に何度か登場する、壁を背にした葵に柊聖が迫るシチュエーション「壁ドン」

は、位置関係や角度を二人で細かく話し合ったという。「壁ドンは女の子の胸きゅんポ
イントだから結構こだわったよね」と顔を見合わせる。（後略）

　ところが，2014年８月以降，説明なしで「壁ドン」が使用されるようになる。
　　⒅　2014年８月29日・週刊朝日
　　　　見出し：　注目株の遅咲き中年男性俳優たち　武骨な石炭王「伝助」に胸キュン！ＮＨＫ朝ドラ
　　　　本　文： 　 （前略）さらに「円熟系」といえば、志賀廣太郎さん（65）。１月からの放送で好評だっ

たドラマ「三匹のおっさん」（テレビ東京系）で北大路欣也さん、泉谷しげるさんとと
もに堂々主演を張ったが、実は俳優デビューが45歳と“遅咲き”派。最近では日清カッ
プヌードルのCM「壁ドン篇」で少女マンガ風に描かれるなど、“枯れかわいい”中年
俳優の代表格だ。吉田潮さんが言う。（後略）

　　（19）2014年９月17日・スポーツ報知
　　　　　見出し：　［女神のOffトーク］白石アヤがDVDで完璧ボディー披露
　　　　　本　文：　  （前略）撮影では水着姿でバランスボールに乗ったり、テニスに挑戦したり。「運動

不足なので、キツかった。普段はインドア派なんです」と苦笑い。夏休みもほとんど
家にいたそうで「本を読んだりゲームをしたりしてました。出会いもなかったけど、
自分的には楽しめましたよ」とあっけらかんだ。妄想は膨らんでいるようで「教師と
の恋がいいですね。“壁ドン”をしてほしいです」と目を輝かせた。（後略）

　さらに，2014年10月になると，説明があるものの，詳細な説明ではなく「女性が憧れるという「壁ドン」」
（2014年10月11日・熊本日日新聞・夕刊・見出し「おしゃべり通信＝あこがれの「壁ドン」）や，「流行（は
やり）の壁ドン」（2014年10月31日・宮崎日日新聞・朝刊・見出し「宮日世相まんが／ 10月／選・コメント
／山本俊六郎／今月の優秀作品／選者の作品（山本俊六郎））という形でも使われるようになる。
　以上，⒁の②でまとめた事実からは，2014年春頃はまだ「壁ドン」は定着度が低く，それゆえ，新聞社・
雑誌社の多くが，記事中で「壁ドン」という語を使用する際には説明を付す必要があると考えていたこと，
しかし，2014年８月以降，説明なしでも「壁ドン」が使用できると判断した新聞社が出てきたということを
読み取ることができる。そして，2014年10月に至っては，「壁ドン」が広く浸透し，詳細な意味を説明しな
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くても「女性が憧れるという「壁ドン」」「流行（はやり）の壁ドン」という表現で，おそらくは「壁ドン」
は恋愛場面を描写する意味であるということを読み手に伝えることが可能になった29），と考えられる。
　もっとも，本稿執筆時（2014年11月上旬）においては，何の説明もなく「壁ドン」が使用されると，どの
ような場面を描写しているのか，判断に迷う場合も出てくる。たとえば，以下のような例である。
　　⒇　2014年９月17日・日刊スポーツ
　　　　見出し：　田中みな実／日曜日のヒロイン第922回
　　　　本　文：　  （前略）コンビを組むアンジャッシュ渡部建（42）は、ゴールデンタイムでは初の司会だ。
　　　　　　　　　 「『大地震予知』『芸能人のすっぴん』『壁ドン』 と（題材の）テーマが広くて、まだ形

が固まっていない。これから、どう変化していくか楽しみです。渡部さんに『バカだな、
こいつ』って思われないように、 勉強して臨まないと。（後略）

　この⒇の用例は，苦情場面の「壁ドン」なのか，恋愛場面の「壁ドン」なのか，少なくとも筆者には判断
に迷う。しかし，説明なしで使用しているということは，2014年10月時点で主流派となっている恋愛場面の

「壁ドン」である可能性が高いと思われる。
　なお，この件については，後述する⒁の⑤についての議論も参照されたい。
　⒁の③についてであるが，具体的には，2014年７月21日・デイリースポーツ・見出し「＜ＭＬＢ＞19日（日
本時間20日）ヤンキース　イ

マ マ

チ30）　無安打も…気迫の〓壁ドン〓」という記事である。ただ，この記事ので「壁
ドン」は見出しのみでの使用で，記事本文では使用されていない。この記事ではニューヨークヤンキースの
イチロー選手が守備の場面でフェンスに激突したことを報じており，そのフェンスに激突したことを見出し
では「壁ドン」と表現していると考えられる。つまり，この記事における「壁ドン」は，苦情場面の描写で
も恋愛場面の描写でもないことが分かる。また，当該用例からは，２．２節で触れた⑾⑿の用例から推察で
きること，すなわち，「壁からドンという音を鳴らす行為」であれば全て「壁ドン」と呼ばれる蓋然性を持
つことを示唆している。なお，苦情場面や恋愛場面を描写するものではない「壁ドン」は，以下に示す通り，
他にも，新聞・雑誌記事から看取することができた。
　　�　2014年９月９日・日刊スポーツ
　　　　見出し：　「壁ドン」わかりますか？／ブンシャ発
　　　　本　文： 　「壁ドン」のことを知ったのは、ほんの数カ月前だ。ある映画の舞台あいさつに行くと、

主催者に「舞台上で『壁ドン』をやります」と言われた。壁…ドン…？　吉本新喜劇で、
調子に乗った島田珠代が、勢いつけて壁にぶつけられるアレですか？（後略）

　　�　2010年10月19日：　サンデー毎日　 
　　　　見出し：　〔ミセス通信〕今週のテーマ　返してくれ
　　　　本　文： 　まだケータイがない時代、中学生の私は親に迎えを頼むのに公衆電話を使おうとしたが、

小銭がなかった。お財布には千円札１枚きり。仕方なく自販機でジュースを買ったら、お
つりが出てこなかった。真冬に寒さと怒りに震えて声を荒らげたのは言うまでもない。（北
海道・貸されるのは苦手・53歳・パート）

　　　　　　　　 それは一大事。壁ドン！ならぬ自販機をドンドン叩（たた）いている人を見たことがある
けど、怒りのキック＆体当たりはしたくなりますね。

　�は，「壁ドン」の意味を知らない記者が「壁ドン」という言葉を聞いて，「壁にドンとされるシチュエー
ション」として，「吉本新喜劇で、調子に乗った島田珠代が、勢いつけて壁にぶつけられる」場面を連想し
たということであるが，この例も，「壁からドンという音を鳴らす行為」であれば，どのような場合でも「壁
ドン」と表現されうる蓋然性を持つことを示唆していると言ってよかろう。
　また，�における「壁ドン」は，当該記事が掲載された時点で流行していると考えられる恋愛場面の「壁
ドン」なのか，迷惑な隣人への注意喚起という苦情場面の「壁ドン」なのか，あるいは，単純に壁をドンド
ン叩く様子を「壁ドン」と省略しているのか（三つ目の可能性の場合，苦情場面の「壁ドン」とは意味的な
重なりがあるが，「迷惑な隣人への注意喚起」という条件がないことに留意），少なくとも筆者にはにわかに
判断できない。この例も，そもそも「壁ドン」には，「壁からドンという音を鳴らす行為」であれば，どの
ような場合でも「壁ドン」と表現されうる蓋然性を持っていることの証左となろう。
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　⒁の④についてであるが，恋愛場面の「壁ドン」について解説した朝日新聞の記事（2014年10月23日・朝
刊・見出し「（ニュースＱ３）少女漫画発「壁ドン」、ときめきと人気止まらない」）において，「（筆者註：
恋愛場面の「壁ドン」の）火付け役は「別冊フレンド」（講談社）で連載の「Ｌ♥ＤＫ」（渡辺あゆ著）だと
藤本教授（筆者註：　漫画文化論をご専門とする藤本由香里・明治大学教授）は見る」という記述に符合す
る。すなわち，新聞・雑誌記事における恋愛場面の「壁ドン」の初期の使用例は，既に確認したように，漫
画「Ｌ♥ＤＫ」を原作とする映画に関する記事のみ

4 4

であり，その事実に鑑みれば，藤本教授の指摘も的外れ
ではない。
　⒁の⑤についてであるが，⒁の④のまとめと関連する。⒁の⑤は，新聞・雑誌記事においては，当初は漫
画「Ｌ♥ＤＫ」を原作とする映画に関する記事でしか

4 4

使われなかった恋愛場面の「壁ドン」が，他の状況，
場面でも使用されるようになった時期が2014年６月以降ということを意味する。具体的には，2014年６月21
日・朝日新聞・朝刊のラジオ・テレビ欄の投稿欄における「15日の「クイズ30」（フジ系）で、女子高生の
大半がわかったという問題「ステキな男子に壁際で迫られるような状況」の答えは、「壁ドン」。初めて聞く
言葉に、ビックリしすぎて目が点になりました。」という37歳の女性からの投稿の一節で，初めて，映画「Ｌ
♥ＤＫ」関連以外の記事で恋愛場面の「壁ドン」が使用された。この記事からは，2014年６月時点では，女
子高生においては恋愛場面の「壁ドン」が人口に膾炙していた一方で，まだその他の世代には恋愛場面の「壁
ドン」がそれほど知られていなかったという事実が分かる（前述の⒁の②に関する議論とかかわってくるが，
この37歳主婦に代表されるように，2014年６月時点では恋愛場面の「壁ドン」を知らない人々も一定数いた
ため，そのころの新聞・雑誌記事で「壁ドン」を使用する際には，「壁ドン」の説明が付けられていたと考
えられる）。
　⒁の⑥についてであるが，繰り返し述べてきているように，新聞・雑誌記事では，恋愛場面の「壁ドン」
が2014年春頃から使用されてきた。しかし，2014年夏頃になると，「壁ドン」が人口に膾炙するにつれ，新聞・
雑誌記事では使用されていない，苦情場面の「壁ドン」の存在が新聞・雑誌記事のほうで気付かれることに
なる。それが⒂の例である。また，2014年９月10日・産経新聞・大阪版夕刊・見出し「【今時流行ファッショ
ンおたく通信】vol. ６　憧れの「壁ドン」」でも，恋愛場面の「壁ドン」の解説に軸足を置きながら，「そも
そも「壁ドン」 はアパートなどで隣の部屋がうるさいときに、壁をたたいて「うるさいぞ」と警告する行為
を指すことが多かった」と苦情場面の意味も言及している。ただし，重要なのは，この時点では，まだ，苦
情場面の「壁ドン」を「間違い」とは見なしていない点である。また，2014年９月９日・日刊スポーツ・見
出し「「壁ドン」わかりますか？／ブンシャ発」は，恋愛場面の「壁ドン」にしか言及していない場合も看
取されたことを付記しておく。
　最後に⒁の⑦についてであるが，⒁の⑥にまとめたように，2014年秋になると，新聞・雑誌記事において，「壁
ドン」には二つの意味が存在することを指摘されるようになった。2014年10月になると，以下のような記事
も出てくる。
　　�　2010年10月10日：　テレビ番組放送データ
　　　　番組名：　日本テレビ／よみうりてれび　情報ライブ ミヤネ屋31）

　　　　本　文： 　若い女性を中心に虜にしている「かべどん」を解説。漢字で書くと「壁ドン」、迷惑
行為への警鐘だと思っている人もいるが、正体はイケメンが壁に手を付いて行き場をな
くすシチュエーション。マンガ「L♥DK」（講談社）のシーンが人気を呼んで女子の間
で大人気になり、映画の中でも壁ドンのシーンがある。さらにBOYFRIENDはアルバム

「SEVENTH COLOR」のイベントでファン待望の壁ドンを大サービスしていた。（後略）
　�，特に波線部をご覧いただくとお分かりになるように，�の波線部の記述は言外に「壁ドン」を苦情場
面に使用するのは「間違い」で，恋愛場面に使用するのが「正しい」というニュアンスを漂わせている。こ
れは，⒁の⑥で述べた新聞・雑誌記事，すなわち，苦情場面の「壁ドン」と恋愛場面の「壁ドン」の双方を
何らかの価値判断を混ぜずに記述した記事とは明らかに異なる傾向である。
　もっとも，�が通常の新聞・雑誌記事ではなく，「テレビ番組放送データ」であることに留意する必要は
あるかも知れない。註25で説明したとおり，「新聞・雑誌記事検索」に収載されている「テレビ番組放送デー
タ」の記事は放送されたテレビ番組の内容を文章でアーカイブ化したものであり，�の記述が当該番組内容
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を正しく反映しているかは保証の限りではない。しかし，少なくとも，2014年10月に至っては，恋愛場面の
「壁ドン」こそ「正しい」とする言説が生まれつつある可能性があることは間違いないだろう。
　今後，�のような言説が種々の新聞・雑誌記事というメディアで流布されるかどうかは現時点では不透明
であるが，もし，そのような言説が大量に種々の新聞・雑誌記事というメディアで流布されるとしたら，そ
のような言説が一般市民の認識に与える影響を考察する必要も出てこよう

４．考察

　以上，２．節では，インターネットを利用し，一般市民における「壁ドン」の使用状況を，３．節では新
聞・雑誌記事における「壁ドン」の使用傾向を，それぞれ見てきた。それぞれの媒体における考察のまとめは，
⑻，⑽，⒀，⒁で行ったので，ここでは繰り返さない。本節では，それらのまとめをもとに，１．節で述べ
た問題，すなわち，マス・メディアが言語（変化）に与える影響力，特に新たな新語・流行語の発生，流行，
普及に関与するマス・メディアの影響力の一端を考察したい。結論から書くならば，以下の�のようになる。
　　�　①「壁ドン」という語の発生は，マス・メディアによるものではないと推定できる。
　　　　② 「壁ドン」という語の流行，普及には，マス・メディアの力も無視できない。ただし，それは，

一方的にマス・メディアが「壁ドン」を流行，普及させたのではなく，一般市民における使用状
況の増加傾向を，マス・メディアが「拡大再生産」していると考えるべきである。また，マス・
メディアによる普及の力に反感を持つ勢力も，それに抗するメッセージを発信する。

　　　　③ 新たな新語・流行語の発生，流行，普及に関与するマス・メディアの影響力というのは，それほ
ど大きくない。

　まず，�の①についてである。これは，⑽の①で見たとおり，「壁ドン」は，インターネット上では，少
なくとも2010年８月から使用されている。一方，新聞・雑誌記事で「壁ドン」の使用が認められるのは，⒁
の⓪で見たとおり，2014年からに入ってからである。
　また，⒁の①で見たとおり，2014年になって新聞・雑誌記事で使われるようになった「壁ドン」は，すべ
て恋愛場面を描写するものであった。一方，「OKWave」における恋愛場面の「壁ドン」の初出は，2013年
11月５日の以下の２例である。
　　�　「告白して、返事待ち。男→女」という質問に対する回答：2013年11月５日９時31分１秒に投稿
　　　　　 （前略）女性は胸の高鳴りを大切にします。いわゆる胸キュンです。不意に手をつないだり、今

はやりの壁ドンだったり、何でもいいんです。（後略）
　　�　「相談に乗ってください」という質問に対する回答：　2013年11月５日17時12分８秒に投稿
　　　　　 （前略）鉄は熱いうちに打てです。メールで盛り上がった時期に呼び出して気持ちをぶつける様

に告白しましょう。壁ドンしながら、好きだ。気持ち抑えられそうにない。ってな感じで。（後略）
　�は興味深い例である。まだマス・メディアでは（ほとんど）「壁ドン」が取り上げられていない2013年
11月の時点で，「今はやりの壁ドン」と表現している。すなわち，一般市民，少なくともインターネット上
では，既に2013年11月時点で，「今はやりの壁ドン」と表現できるほど，恋愛場面の「壁ドン」が浸透して
いたとも考えられるのである（もっとも，３．節での分析は，完全に人口に膾炙された新語・流行語が掲載
される傾向にある，紙媒体で発行される新聞・雑誌の記事を対象としたものであることにも留意する必要は
ある）。実際，�と同日の投稿である�も，恋愛場面の「壁ドン」が，特に説明もなしに使用されている。３．
節でも論じたように，人口に膾炙していない新語・流行語は，当該語の前に当該語の説明が付与される可能
性が高いと考えられるが，�にはそのような説明がない。そのような事情を考えると，恋愛場面の「壁ドン」
も，マス・メディアで取り上げられる前から，一般市民にある程度

4 4 4 4

浸透していたと考えられる。
　以上のことから，�の①にまとめたとおり，「壁ドン」は（双方の意味とも） マス・メディア発祥のもの
ではないと推定できる32）。
　もっとも，それは，広く

4 4

一般市民に浸透していたとも考えにくい。というのも，図１や表２を見ても分か
る通り，�や�が使用された時期（2014年11月）はまだ「壁ドン」の検索量はそれほど多くはない

4 4 4 4 4

からであ
る。その一方で，この時期には，「壁ドン」は一定の検索量（「10」前後）が安定的に認められる

4 4 4 4 4 4 4 4 4

のも事実で
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ある。このことから，この時期は，恋愛場面の「壁ドン」が徐々に一般市民に浸透していく段階だったと考
えられる。
　そのことを象徴する用例が，�や�が使用された時期（2013年11月）の翌月である12月の「OKWave」
に認められる。具体的には以下のようなものである。
　　�　・「理想の存在」という質問：　2013年12月31日４時21分58秒に投稿
　　　　　 よく、漫画、小説等である、男性がやる、言動は本当にやる男性っているんですか？
　例えば、壁ドンや、俺様キャラ、過去のことが原因で女の人を信じられなくなる、無理矢理キス、王子さ
まキャラ、等々（後略）
・それに対する回答５：　2013年12月31日 ４時45分40秒に投稿
　壁ドンとかありますよね！一度されて穴が開いた事がありますよ。
 http://okwave.jp/qa/q8407580_4.html?by=agree#answer
・それに対する回答14：　2013年12月31日９時26分45秒に投稿
　 壁ドンなら，「壁を蹴ったら穴が開いちゃいました。どうしたら？」なんて人が，このサイトの利用者

（質問者）にいたのを見かけました。その程度で穴があく壁の存在に驚きましたけど。
　壁ドンの被害者からの相談投稿も見かけますね。比較的多いのかもしれません。（後略）
 　　　　　http://okwave.jp/qa/q8407580.html
・それに対する回答19：　2013年12月31日18時12分34秒に投稿
　壁ドンや俺様キャラは実際にいました。（後略）
 http://okwave.jp/qa/q8407580_3.html?by=agree#answer
　�は，「壁ドン」の二つの意味の「相克」が読み取ることができ，興味深い。すなわち，�の質問者は，
恋愛場面の「壁ドン」を意図して使用したにも関わらず，「回答14」は，「壁ドンなら，「壁を蹴ったら穴が
開いちゃいました」「壁ドンの被害者」といった表現から，苦情場面の「壁ドン」を念頭において使用して
いると考えられる。また，「回答５」は上記に引用した文章がすべてであり，文脈から意味が判断しにくかっ
たため，表２，ならびに図２では「⑤その他」に分類したが，どちらかと言えば苦情場面での「壁ドン」で
ある印象を受ける（実際，質問者は，「回答５」に対し，「ご回答、ありがとうございます。穴？ですか…」
と困惑気味の「お礼コメント」をつけている。それは，質問者が意図した恋愛場面の「壁ドン」で，「壁に
穴が開く」場面が想像できなかったためだと考えられる）。
　つまり，�の質問と「回答５」ならびに「回答14」では，「壁ドン」の二つの意味とですれ違いが起きている。
この原因は，第一義的には，�の質問者が自身の質問文中で「壁ドン」の意味を説明しなかったことに原因
があると思われる。その一方で，「回答５」ならびに「回答14」の回答者が，「壁ドン」の二つの意味の意味
を知っているにもかかわらず，質問者が自身の質問文中で「壁ドン」の意味を説明しなかったことを利用し，
あえて質問者の意図とは異なる苦情場面の「壁ドン」と解釈し，回答をした可能性もある。というのも，１．
節や註３で触れたとおり，苦情場面の「壁ドン」を使用している人間の中には恋愛場面の「壁ドン」に反感
を持つ者も多いからである。すなわち，「回答５」ならびに「回答14」の回答者もそのような考えの持ち主で，
恋愛場面の「壁ドン」を使用している質問者に対し，何らかの「反感」の意を示すため，あえて，苦情場面
の「壁ドン」と解釈した回答をした可能性は否定出来ない，ということである。
　勿論，以上に書いたことは推測の域を出ない。しかし，もし，「回答５」ならびに「回答14」の回答者が
苦情場面の「壁ドン」しか知らないのであれば，恋愛場面の「壁ドン」が使用されている質問の意図を，正
確に把握できず，そもそも回答しようという気にもならないはずである（苦情場面の「壁ドン」は「よく、
漫画、小説等である、男性がやる」「俺様キャラ、過去のことが原因で女の人を信じられなくなる、無理矢
理キス、王子さまキャラ、等々」と同じレベルでは並べられないからである）。それであるにもかかわらず，「回
答５」ならびに「回答14」の回答者が�の質問に回答をしたということは，上述したような蓋然性もあろう。
　なお，�の質問者の意図は，多くの場合，「回答19」のように，きちんと伝わっていることを付記しておく（「回
答19」以外にも，恋愛場面の「壁ドン」を使用している回答も複数あった）。
　いずれにせよ，新聞・雑誌記事に先行して，インターネット上では恋愛場面の「壁ドン」が使用され，さ
らには，「壁ドン」の二つの意味によるすれ違い（あるいは「相克」）が，2013年12月頃には既に生じていた
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ということは，強調しておきたい。そして，そのすれ違いの場面において，マス・メディアでよく使われる
恋愛場面の「壁ドン」に抗する動きが認められることや，註３で述べた事実を踏まえると，やはり�の②の

「また」以降に筆者が指摘した傾向も認めるべきであろう。
　さて，�の用例が看取された同じ2013年12月の「OKWave」には，実は，以下のような質問も投稿され
ている。
　�　 「『L♥DK』にちなんで質問！“壁ドン”されたい？」という質問：　2013年12月25日４時21分58秒

に投稿
　　　 こちらはOKWaveが主催するイベントカテゴリー【特別企画】『OKStars』からの質問です。（URL省略）
　　　2014年４月12日公開の映画『L♥DK』にちなんで皆さんに質問です！
　　　 『L♥DK』の中にも出てくる“壁ドン”について、（壁ドンについては下記URLご覧くださいね♪）（URL

省略）ズバリ聞きます！あなたは“壁ドン”されたいですか？してみたいですか？（後略）
 http://okwave.jp/qa/q8400304.html
　�は本文をお読みいただければお分かりになるとおり，映画『L♥DK』との連動企画で投稿された質問
である。すなわち，インターネット上でありながら，�はマス・メディアによる用例となる。
　映画『L♥DK』は，３．節で述べたとおり，新聞・雑誌記事において，恋愛場面の「壁ドン」使用の「火
付け役」と位置づけることができる。その映画の企画が既に2013年12月にはインターネット上で始まってい
たものの，2013年12月の時点では，その前の月と比較して，「壁ドン」の検索量は伸びてはいないし（図１，
表１），恋愛場面の「壁ドン」の使用もそれほど伸びてはいない（表２，図２。2013年12月のみ，恋愛場面の「壁
ドン」の用例数が若干増えているが）。また，⑻の③でみたように，Googleで「壁ドン」の検索量が爆発的
に増えるのは2014年７月以降，新聞・雑誌記事において「壁ドン」の記事件数が急激に増えるのは2014年10
月以降（⒁の⓪），さらに，「壁ドン」が一般社会に定着したと思われる時期，すなわち，新聞・雑誌記事に
おいて「壁ドン」が意味の説明なしで使われるようになったのは2014年８月以降のこと（⒁の②）である。
すなわち，�は，2013年12月の時点において，まだ，マス・メディアが恋愛場面の「壁ドン」を使い始めた
ものの，その意味での「壁ドン」を一般市民に浸透させることはできなかったということを意味していると
考えられる。
　テレビが言語変化に与える影響を指摘した文献の中に「日本語の実態をテレビが反映している」（石野
1995），「たいていは現実社会の言語現象の一部を切り取って伝えているにすぎず，「現実」は常にテレビよ
り先行している」（塩田雄大2014）という指摘があるが，「壁ドン」についてもそのようなことが言えそうで
ある。つまり，以上のような事実に鑑みると，2014年に入ってからの「壁ドン」の流行は，マス・メディア
が一方的に作り上げたものではなく，一般市民で流行りつつあったものを，マス・メディアが取り上げるこ
とにより，さらに「壁ドン」が一般市民に流行，普及していったもの，と考えるべきであろう。すなわち，「壁
ドン」におけるマス・メディアの影響力とは，一般市民における流行の「拡大再生産」ととらえるべきなの
である（�の②）。
　以上の事情を踏まえると，�の③でまとめた通り，新たな新語・流行語の発生に関与するマス・メディア
の影響力というのは，それほど大きくないように思える。最後に，そのことを，新潟大学教育学部の学生を
対象に行なった小さなアンケート結果からも考察してみよう。
　2014年11月，新潟大学教育学部の筆者の授業（「国語学講義Ⅱ」）の受講生49名（女性：　30名，男性：19名）
を対象に，「壁ドン」の二つの意味について，それぞれ知っているかを質問した。その結果が以下の表５である。

表５　大学生を対象にした「壁ドン」の二つの意味の認知度調査結果（単位：　人）

　表５を見ると，少なくとも現代の大学生では二つの「壁ドン」の意味を双方知っている者が大半であるこ
とが読み取れる。もし，「壁ドン」におけるマス・メディアの影響力が大きいのであれば，「恋愛場面の意味
だけ知っている」の人数が多くなるはずであるが（新聞・雑誌記事では，恋愛場面の意味の「壁ドン」しか
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取り上げていないため），実際はそうではない。
　また，苦情場面の「壁ドン」，恋愛場面の「壁ドン」が，それぞれどのような場面で使用されているかを
聞いたところ（複数回答可とした），以下の表６のような内訳になった。また，表６の結果を，それぞれの
意味における構成比でグラフ化したのが図３である。

表６　大学生を対象にした「壁ドン」の接触場面調査　（単位：　人。複数回答可とした）

図３　大学生を対象にした「壁ドン」の接触場面調査―意味別の回答構成比―

　表６と図３からは，現代の大学生における「壁ドン」という語の接触状況について，以下のような事実が
読み取れる。
　　�　① 苦情場面の「壁ドン」も恋愛場面の「壁ドン」も，インターネットやTwitter上で接触している

割合が３割程度と高い（図３のグラフの白色部分）。
　　　　② 苦情場面の「壁ドン」は「友人，知人が使っていた」という直接的な接触が多いのに対し（図３

のグラフの黒色部分），恋愛場面の「壁ドン」はマス・メディア（テレビや新聞・雑誌）で接触
した問回答も比較的多い（図３のグラフの縦線，及び横線部分）。したがって，恋愛場面の「壁
ドン」の流行，普及には，マス・メディアの影響力を認めることができる。しかし同時に，恋愛
場面の「壁ドン」でも，「友人，知人が使っていた」という回答も23.0％存在することも無視で
きない。

　�の結果は，ごく限られた範囲の大学生を対象にしたものだけに，この結果を元にした安易な一般化は危
険である。それでも，少なくとも現代の大学生では，新語・流行語の発生や流行，普及に関与するマス・メ
ディアの影響力はそれほど大きくないということが，�の②の結果から推察できる。
　また，�の②の結果からは，同時に，（テレビ，）新聞・雑誌記事というマス・メディアでは（ほとんど）
使用されていない苦情場面の「壁ドン」は「友人，知人が使っていた」という直接的な接触によって広がっ
ていることも推察される。つまり，�の②は，新語・流行語の発生や流行，普及には，人と人の直接接触も
無視できない影響力を持っているということを示唆している。これは，塩田雄大（2003a，2003b）33）の結
果，すなわち，「ある言語表現を使うかどうかにあたっては，テレビの影響は一般に言われているほど大き
くはなく，普段の社会生活で直接耳にしたことがあるかどうかのほうが要因としては強いのではないか」「新
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しいことばを使う／使わないということに最も影響を及ぼすのは「人的直接接触」なのではないか」（塩田
2003b）という結論と矛盾しない結果で，興味深い。
　その一方で，今回の調査結果からは，塩田（2003a，2003b）とは異なる傾向も見出すことができる。実
は塩田（2003）には，「非伝統的なことば・表現」に触れた経路の選択肢として「HPメール」というのもあっ
たのであるが，塩田（2003a，2003b）の調査時には「HPメール」の影響力はかなり小さい（したがって，
塩田2003a，2003bでは，「HPメール」は特に詳細な考察の対象外となっている。）。しかし，今回の調査では， 
�の①でまとめたとおり，双方の意味とも，「インターネットやTwitterで見た」という回答が約30％と，一
定の割合を占めている。このことは，塩田（2003a，2003b）の調査時とは異なり，少なくとも現代の大学
生にける新語・流行語の発生や流行，普及には，インターネットやTwitterの影響力が大きいということを
意味している。これは，少なくとも現代の（本稿執筆時の）大学生にとっては，インターネットやTwitter，
特にTwitterが情報入手や友人，知人とのコミュニケーションの有力な手段であり，人と人との直接接触に
近い働きをしているためだと推定できる。
　新語・流行語とインターネットの関係については，井上史雄（2005）が，「テレビの対抗勢力とも言われ
るインターネット，ケータイを通じての流行語は，あるとしても，テレビなしでは勢力が弱いだろう」と指
摘している。しかし，今回の大学生を対象にした小アンケートの結果からは，現代の大学生における新語・
流行語に関連しては，やはり，インターネットやTwitterの影響力の大きさは無視できないと考えるべきだ
ろう。
　また，現代の大学生を対象にした小アンケートの結果から，少なくとも大学生世代においては，上述した
とおり，新たな新語・流行語の発生に関与するマス・メディアの影響力というのは，それほど大きくないよ
うである。その傍証をさらに提示しよう。
　上述のアンケートでは，あわせて「壁ギュ」「股ドン」の意味を知っているかということも尋ねている。なお，
それぞれの語の意味は，以下の通りである。
　　�　壁ギュ： 　「（筆者註：　⑷の②の意味の）壁ドンをされた後に女性が行う返しの行動」で「壁ドン」

をされた女性が「嬉しさの表現をするために行うものとして、彼に対してギュと抱きつく
行為」（http://netyougo.com/slang/14564.html）

　　　　股ドン： 　「（筆者註：　⑷の②の意味の）「壁ドン」のちょっと変わった進化版」で「壁にもたれ
て立つ女性の前に、男性が立ちはだかるのだが、男性はそこで手をドンと壁にかけるので
はなく、足を女性の股の間に入れて、ドンと壁を蹴る」行為（「壁ドンに続く「股ドン」
は定着するか　「されたい」女子も多数」『NEWSポストセブン』2014月７月29日16時配
信　http://www.news-postseven.com/archives/20140729_268382.html）

　いずれも，⑷の②の意味の「壁ドン」の派生系としてテレビ番組で取り上げられた（らしい）34）のであるが，
上述のアンケート調査（49人対象）で，「壁ギュ」を知っていると回答した学生は二人，「股ドン」を知って
いると回答した学生は13人と，表５に示した「壁ドン」の場合と比べ，知っていると回答した人数はかなり
少ない。このことからも，新たな新語・流行語の発生に関与するマス・メディアの影響力というのは，それ
ほど大きくないと推定できそうなのである。

５．おわりに―今後の課題―

　以上，本稿では，「壁ドン」の二つの意味を軸に，インターネット上での調査結果と，新聞・雑誌記事を
対象にした調査結果をもとに，マス・メディアが言語（変化）に与える影響力，特に新たな新語・流行語の
発生，流行，普及に関与するマス・メディアの影響力はそれほど大きくないと結論づけた。その詳細につい
ては，既に繰り返し述べてきたので，ここでは触れないこととし，最後に，本稿の課題についてまとめる。
　１．節でも述べたとおり，本稿での議論は，あくまで「壁ドン」という一語について，考察を試みたもの
である。したがって，（筆者も気付かない）問題点が山積しているであろう。特に，３．節でも触れたとおり，「新
語・流行語に与えるマス・メディアの影響力」という本稿のタイトルに鑑みると，新聞・雑誌記事に調査対
象を限定したことは，検索技術，データベース化の限界があるとはいえ，大きな問題であることはいうまで
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もない。また，２．節で述べたとおり，一般市民の日本語の言語資料として，インターネット上での質問サ
イトを利用することにも大きな問題点がある。しかし，本稿をきっかけに，（インターネットを利用しつつ）
マス・メディアが言語（変化）に与える影響力の一端を明らかにする研究手法の模索が始まることを願いつ
つ，不充分な段階ではあるが，あえて，筆者の試みを公表する次第である。読者諸氏からのご叱正，ご指導
をお願い申し上げる。
　なお，最後になるが，「壁ドン」の二つの意味は，苦情場面を描写する場合から派生して恋愛場面を描写
する場合が生まれたのではなく，全く別ルートで，たまたま同じ形態の語が生まれた可能性があること（そ
して，その可能性が強いこと）を付記しておく。これは，既に本文中に述べたとおり，「壁ドン」は「壁か
らドンという音を鳴らす行為」であればどのようなものであっても使用される可能性を持つ語であることが，
本調査の用例からも明らかになったからである。そのような意味において，註３で紹介したインターネット
ユーザーの声も，根拠の無いこととはいえ，的外れではなかったといえよう。

謝辞
　本稿は，新潟大学教育学部国語科学生（本稿執筆時・３年生）の西川由樹氏から，2014年７月ごろ，「壁ドン」
に二つの意味が存在するとご教示を受けたことを機に，執筆するに至った（氏からご教示を受けるまで，筆
者は恋愛場面の「壁ドン」しか知らなかった）。また，その後も，西川氏からはこの件に関連しいくつもの
有益な示唆を頂戴すると同時に，氏との個人的談話が本稿の着想を広げることとなっている。記して御礼申
し上げる。勿論，本稿の内容についての責は，全て筆者である岡田にあることは言うまでもない。

付記１
　本文中にあるURLは，特に本文中でことわりをしない限り，2014年11月15日に最終確認を行った。
付記２
　本稿提出後に発行された『現代用語の基礎知識』の2015年版には，「壁ドン」が立項されている（堀内克明氏，
山西治男氏執筆による「若者」の章）。ただし，当該語の見出しを確認すると，「壁際に相手を追い詰めてど
んと腕をついて動けなくすること」という説明から推察されるとおり，恋愛場面の「壁ドン」しか言及され
ていない（その一方で，「男性が女性を…」のような限定条件はなく，恋愛場面であることを明示していな
い点にも留意する必要があるかもしれない）。

註
1） 自由国民社が「1948年の創刊以来，毎年の最新語・時事語・流行語から現代社会を理解するための基礎
用語まで，第一線で活躍する専門著者がわかりやすく解説してい」る「日本で唯一の新語年鑑」（http://
gendaiyougo.jp/about.html）である『現代用語の基礎知識』の2014年版（2013年11月刊行。本稿執筆時に入
手可能な最新版）にも，「壁ドン」の言及はない。つまり，2013年秋の時点では，「壁ドン」は人口に膾炙さ
れていなかったといえる。
2） 現代日本語研究におけるこの種の研究の代表的なものとしては，テレビが各地の地域方言に与えた影響
を考察した研究があげられよう。たとえば，柴田　武（1958）には，国立国語研究所が八丈島，福島県白河
市，山形県鶴岡市の３地点において実施した大規模調査，および牛山初男氏が長野県諏訪地方で行った調査
のいずれにおいても，「共通語化を進める」要因として「いわゆるマス・コミュニケーションの利用という
ことが強い条件として出て来ない」という指摘がある。その一方で，そのような見解は「世間の一般常識と
いうものには反している」と考えた馬瀬良雄氏は，国立国語研究所とは「視点を変えた調査と資料の分析か
らは，逆にラジオないしテレビ，特に後者は共通語化に積極的な役割を果たしているという結果が出るので
はないかと考え」，「長野市・広島市両方言の資料分析」の結果，「放送音声が地域語に与える影響の大きい」
と結論づけている（馬瀬良雄1997）。しかし一方で，馬瀬（1997）は，各地の地域方言のアクセントは単純
に共通語化しているわけではなく，その様相は複雑であると指摘する。また，石野博史（1995）は，「テレ
ビが日本語を乱している現況であるという見方に対して，少なくとも語彙・語法に関する限り，テレビの影
響はそれほどでもないと思われる」と指摘している。さらに，４．節で紹介する塩田雄大（2003a，2003b）も，
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言語変化に与えるテレビの影響力はそれほど大きくないと指摘している。以上のような先行研究を踏まえ，
塩田雄大（2014）は，テレビが「言語変化に関して必ずしも決定的な要因ではないと推定されるのは，テレ
ビはあくまで「言語の一モデル」を提供するだけで，それを採用するかどうかは，最終的には個々の話者の
意識的または無意識的な選択にゆだねられているから」と説明している。
　また，アメリカ英語についても，「テレビの影響によって方言の統一化が早まるかどうかということも時々
議論されるが，この説に対して，社会言語学者［Labov: 1972, Trudgill: 1986］および方言学者［McDavid: 
1966, p.48］の主流は否定的な意見を表明している」（ロング・ダニエル1991）という指摘があることを付記
しておく。
　なお，テレビと並ぶ代表的なマス・メディアである新聞や雑誌が言語（変化）に与える影響を考察した研
究は，管見の範囲では見つけることができなかった。
　　 ＊Labov , W. （1972）Language in the Inner City: Studies in Black English Vernacular, Philadelphia: 

University of Pennsylvania Press.
　　　McDavid, R. I. （1966） “Dialect Study and English Education,” in D. Stryker （ed.）, New Trends in 

English Education, Urbana, Illinois: National Council of Teachers of English, pp.43-52.
　　　Trudgill, P. （1986） Dialects in Contact, Oxford: Blackwell.
3） 恋愛場面の「壁ドン」の使用に対する揶揄，批判する声は，インターネットを検索すれば枚挙にいとま
がないが，ここでは一つだけ，以下のようなインターネット上のニュース記事を紹介しておく。以下は，⑴
の新聞記事で紹介されているCMに対してのインターネット上での反響をまとめたものである。
　　2014年７月８日 12時３分配信「AOLニュース」：　http://news.livedoor.com/article/detail/9020408/
　　　見出し：　あなたはどっち派？　カップヌードル「壁ドンＣＭ」に賛否両論巻き起こる
　　　本　文：　（前略）
　　　　　　　「壁ドンの意味ちげーだろwww」
　　　　　　　「あえて間違ってる？それともわざと？」
　　　　　　　「こっちの壁ドンを流行らせたいんじゃね？」
　　　　　　　「これだから腐女子はw」
　　　　　　　 というのもこの「壁ドン」という言葉、たしかに最近ではCMで描かれているような、「少

女マンガ的な行為」で使われることも増えてはいるものの、もともとはアパートなどで迷惑
な行為（騒音など）を行う隣人に対し、壁を「ドン！」とやる行為を指すフレーズとして広
まったもの。にもかかわらず、今回、後発的に広まったとされる「少女マンガ的な"壁ドン"」
のみをCMとして流したために、元々の意味で使い続けているユーザーから、思わぬツッコ
ミを食らってしまった格好だ。

　また，そもそも，以下に示す通り，インターネット上には，苦情場面の「壁ドン」と恋愛場面の「壁ドン」
との間には関係がなく，恋愛場面の「壁ドン」は苦情場面の「壁ドン」と別の経緯で生まれたと指摘する声
もあった。
　　18:  以下、＼(^o^) ／でVIPがお送りします 2014/07/04（金） 00:15:48.79 ID:qDJ1xbjh0.net
　　　　 （筆者註：　恋愛場面の「壁ドン」は）2chで言われてた壁ドンの意味（筆者註：　苦情場面の「壁

ドン」のこと）が変わったとは限らないんじゃないの
　　　　ネットやらない人たちの間でもこの意味で壁ドンていう言葉ができただけで
　　31:  以下、＼(^o^) ／でVIPがお送りします 2014/07/04（金） 00:20:13.66 ID:aLP9t9Yy0.net
　　　　前に>>18だって聞いたことあるな
　　　　2chの壁ドンとは別にツイッターで発生したとかなんとか
　　　　特定しようがないけど http://www.akb48matomemory.com/archives/1005529121.html
　以上の指摘は，同時に，苦情場面の「壁ドン」は巨大掲示板「２ちゃんねる」発祥であるという認識が，
ある種のインターネットユーザーの間に共有されていることを窺わせ，興味深い。
4） なお，本稿と同様に，新聞記事とインターネットに用いて新語・流行語を観察した研究としては，王　
敏東・陳　錦怡（2004）がある。王・陳（2004）では，台湾における新語・流行語が収められている『新詞



新潟大学教育学部研究紀要　第 ７ 巻　第２号292

語料彙編１』『新詞語料彙編２』（ともに台湾教育部編纂）から日本語，あるいは日本と関連のある語につい
て，台湾の新聞，及びインターネットでの使用状況を報告している。しかし，マス・メディアが言語（変化）
に与える影響力を解明するという姿勢の研究ではなく，使用状況の記述に徹している。
5） インターネットの利用者が一般市民を代表しているとは限らないことは，充分承知している。ただ，『平
成26年版　情報通信白書』（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h26/pdf/n5300000.pdf）
によると，平成25年度末のインターネット利用者数は10,044万人，人口普及率82.8％と，一定以上の人数が
利用しているのも事実である。特に，13歳から59歳までの世代におけるインターネット利用率は90％を超え
ている（一方で，60歳以上のインターネット利用率は70％代以下である）。このような事実に鑑みると，イ
ンターネットの利用者は，ある程度（少なくとも13歳から59歳までの世代について），一般市民の実態を反
映していると考えてもいいのではないか，と筆者は考えている（もっとも，当該白書では，インターネット
利用率には世代差の他に地域差もあり，大都市のある都道府県を中心にインターネット利用率が高くなって
いることも指摘しており，言語研究にインターネットを利用する際には，実は，この点も留意する必要はあ
ろう）。
6） インターネット上の文書は多種多様で，このような見方はあまりにも一面的過ぎることも，重々承知し
ている。しかし，本稿では，作業仮説として，このような立場をとることにする。なお，インターネット上
の文書を言語資料として利用することの先行研究の紹介や筆者の立場は，岡田祥平（2013，2014a，2014b）
で詳述したので，本稿では繰り返さない。
7） たとえば，岡島昭浩（2011）はGoogle検索（https://www.google.co.jp/）の「日付指定検索」を行うこと
を提案しているが，同時にGoogleの「日付指定検索」の日付認定方法が「あやふやである」という問題点も
指摘している。また，岡田祥平（2013）は，Twitter（詳細は註20も参照）のツイート検索エンジン「TOPSY」

（http://topsy.com/）の日付指定検索を利用し，ツイートという性格が限定された言語資料ではあるが，あ
る語の使用量の時間的推移を描き出すことに成功している。ただ，岡田（2014a）でも指摘したとおり，そ
の後，TOPSYの仕様が変更となり，TOPSYで日付指定検索をした場合には検索結果件数が表示されなくなっ
たため，TOPSYを利用し，ある語の使用量の推移を観察することは不可能になった。
8） 2014年７月14日マイナビウーマン配信「現役の女子中高生、2014年上半期に流行した「モノ・コト」は『壁
ドン』」（http://woman.mynavi.jp/article/140714-84/）。
9） たとえば，田野村忠温（2008）は，インターネット検索エンジンYahoo!が検索の対象としている「デー
タ量は実に新聞記事のデータ３万年分以上に相当することになる」と推定している。
10） 「OKWave」 は2001年1月 に 正 式 オ ー プ ン し た 質 問 サ イ ト で（http://www.okwave.co.jp/service/
okwave/index.html），「OKWave」のトップページ（http://okwave.jp/）の情報によると，2014年11月6日
現在の質問総数は766万件，回答総数が2,466万件であるという。
　 な お，「OKWave PC版 広 告 メ ニ ュ ー ガ イ ド（2014年10月 ～ 12月 期 ）」（http://faq.okwave.co.jp/faq/
show/68でダウンロード可能なzip形式ファイルに格納）によると，2014年６月時点での会員数

4 4 4

は250万人，
そのうち男性が59％，女性が41％，年代別構成比は以下の通りで，会員の性別や世代に若干の偏りがあるこ
とは否めないことを 付記しておく（そもそも，「会員≠利用者」であることも留意する必要がある。「OKWave」
の利用者

4 4 4

の属性情報は利用できるデータが見当たらなかった）。

付表１　「OKWave」の会員の年代別構成比

11） たとえば，「昨日，隣室がうるさかったので壁ドンした」という文に含まれる「壁ドン」が「使用例」で，
「『壁ドン』ってどういう意味ですか？」という文に含まれる「壁ドン」が「使用例」である。詳細は，田野
村忠温（2000）や岡田（2014b）等も参照。
12） 「OKWave」に掲載されているすべての質問，回答には，投稿年月日と時間が記載されている。その情
報を確認することによって，正しく（こちらが指定した範囲のとおりの期間の）検索をしてくれたかどうか
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が，判断できる。
13） 全ての質問文，回答文を目視で意味，用法の確認をした。なお，「OKWave」では，複数件の回答がある場合，

「ベストアンサー」に選ばれた回答は重複して表示されることもあるが，用例数のカウントの際は重複して
表示された回答は，当然除外して扱っている。また，「OKWave」での検索結果は，質問文，あるいは回答
文に「壁ドン」が含まれる質問の数を表しており，一つの質問における質問文や回答文に複数回「壁ドン」
が含まれていても，検索結果は１件となる。したがって，「OKWave」での検索結果の件数

4 4 4 4 4 4 4

と，表２の用例
4 4

数
4

は一致しない。
14） 岡田（2014b，2014c）執筆時には，「Yahoo! 知恵袋」では「フレーズ検索」ができないらしいというこ
とに，不覚ながらも気付かなかった。というのも，岡田（2014b，2014c）で取り上げた語は，「フレーズ検索」
をしなくても，「Yahoo! 知恵袋」でこちらの意図通りの検索を行ってくれたからである。
15） なお，「OKWave」は「パートナーサイト」と呼ばれる「OKWaveが様々なサイトや企業と提携して運
営しているサイト」をもっており，「OKWaveとパートナーサイトの質問と回答データは共通のデータベー
スで管理されて」いる。たとえば，「教えて！　goo」（http://oshiete.goo.ne.jp/）は「パートナーサイト」
であり，「OKWave」と「教えて！　goo」の質問，回答内容は（おそらく）同一である。しかし，検索の
アルゴリズムは異なっているようであり，「OKWave」では本文中ではフレーズ検索が可能なのに対し，「教
えて！　goo」ではフレーズ検索ができない，といった違いがある。そのような点で，同一の質問，回答内
容を対象にした検索であっても，「教えて！　goo」を利用するよりも「OKWave」を利用したほうが良い
と思われる。
16） 表２に提示した月別にグラフ化しても各月の用例数が少なく，グラフから何らかの傾向を読み取ること
が難しかったため，表２に提示した月を任意の期間にまとめてグラフ化することにした。期間は，基本的に
表２でデータが存在する連続する数ヶ月を一つとすることにした。
17） 隣人とのトラブルへの対応策は，インターネット上で質問し，広く，いろいろな人から意見を募り，知
恵を借りるということにもあり得るのに対し，恋愛相談は個人的な事情が絡むため，インターネット上で質
問するには必ずしも向いているとは言えない，ということである。
18） この点については，表２，図２の結果を見てから気づいたことである。このようなことを考えると，そ
もそも「OKWave」を対象に「壁ドン」の使用傾向を調べるのは不適当だったかもしれない。
19） 「格闘ゲーム」の略称であるらしい（http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B3%CA%A5%B2%A1%BC）。
20） Twitter（ツイッター）とは，「インターネットを通じて140字以内の『つぶやき』を不特定多数にリア
ルタイムに発信し，自分で選択した他人の『つぶやき』を受信するサービス」（津田大介2009）のことであ
り，その「つぶやき」のことを「ツイート」という。Twitterの詳細や言語資料としての性格は，岡田（2013，
2014a）で詳細に論じたので，そちらも参照にされたい。
21） しかも，当該記事で取り上げられているツイートは，多く，リツイート（自分のツイートに他人のツイー
トを引用すること）されている。つまり，当該ツイートが，他の多くのTwitterユーザーに共有されている，
ということである。
22） ただし，岡田（2013）には，本稿の註10で示した「OKWave」の会員の場合のように，Twitterユーザー
の年齢別構成比のデータは掲載されていないため，本稿で参考までに提示しておく。
　そのまま利用できる形で公開されているTwitterユーザーの年齢別構成比のデータを見つけることはでき
なかったのであるが，「リサーチバンク」が2014年5月2日から5月7日に10代から60代の全国男女1,800名を対
象に行なったTwitterに関する調査結果（http://research.lifemedia.jp/2014/05/140514_twitter.html）から，
筆者がTwitterユーザーの年代別構成比を求めたところ，以下の表のようになった。

付表２　Twitterユーザーの年代別構成比

　以上の表と註10の「OKWave」の会員の年代別構成比を比較すると，Twitterのほうが10代のユーザーが
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多く，20代，30代のユーザーは少ないということに気付く（40代以上については，大きな差は認められない）。
23） 今回，筆者が@niftyを利用したのは，たまたま筆者が@niftyの会員だったという理由だけで，他意はない。
全く同様のサービスが@nifty以外も提供されていることは，岡田（2014b）でも説明したとおりである。
24） 一つの記事に複数回，「壁ドン」が使用されている場合も多数含まれるので，件数＝「壁ドン」の延べ
語数ではないことを付記しておく。また，同一内容の記事であっても掲載媒体が異なる場合は，別個の記事
としてカウントしている（表４も参照）。
25） なお，表４の「説明の有無」の塗りつぶされたセルであるが，すべて掲載媒体が「テレビ番組放送デー
タ」である。「テレビ番組放送データ」とは「富士ソフト社が提供するテレビ番組放送ログのデータベース（株
式会社ワイヤーアクション制作）」で，「関東キー６局と関西キー６局で放送された番組内容の概要を記録し
た」（http://business.nifty.com/gsh/QTVL/）ものである。つまり，一般読者が読むことを前提として作成
されたものではないうえに，放送されたテレビ番組の内容を文章でアーカイブ化したもので，放送内容の詳
細ではなく，概略しか掲載されていない。したがって，一般の新聞・雑誌記事と性格が異なり，必ずしも読
者へのわかりやすさを目的にした文章ではないため，この項目については，「テレビ番組放送データ」と他
の媒体を同一視することは不適当と考え，「テレビ番組放送データ」のセルについては塗りつぶした次第で
ある。
26） 2014年4月12日公開。原作は渡辺あゆの漫画「L♥DK」（2009年２月から『別冊フレンド』・講談社で連
載中），監督は川村泰祐，主演は剛力彩芽（西森葵役），山崎賢人（柊聖役）。以上，映画の公式サイト（http://
love-ldk.jp/index.html）より。
27）⑵は産経新聞社配信のものであり，新聞・雑誌記事扱いにすることも可能ではあるが，インターネット
上のみでの公開の記事であるため，補足的に言及する意味で括弧の中に入れて紹介した。
28） 表４で示した2014年７月27日・東奥日報（朝刊），2014年７月28日・愛媛新聞（朝刊），2014年８月５日・
中国新聞（夕刊）の記事も，見出しは異なるが，本文は⒂と同一内容である。
29） もっとも，「女性が憧れるという「壁ドン」」「流行（はやり）の壁ドン」という表現だけでは，⑷の②
の意味とは断定できないため，本文中では「おそらく」という表現を加えた。
30） 本文の内容から判断して，野球選手のイチローのことを指しているようである。
31） 表４では，日本テレビ放送分とよみうりてれび放送分を別個のデータとして扱っているが，本文内容は
全く同一であるため，ここではこの両者の記述をまとめて提示する。
32） ただし，これは，あくまで今回の調査対象のデータから読み取れる推定であって，他の資料も対象にす
れば，異なる結論を導き出せる可能性を，勿論，筆者は否定しない。
33） 塩田（2003a，2003b）は，「全国満20歳以上の男女2,000人，有効回答数（率）1,369人（68.5%）」を対象
に「近年よく使われるようになった非伝統的なことば・表現」の使用の有無について，「接触経験」（「何を
通して見聞きしたことがあるか（あるいは見聞きした経験がないか）」（塩田2003a）を軸に分析した結果を
報告したものである。
34） ３．節でも触れたとおり，テレビ番組の場合，過去の放送番組の内容やそこで使われた語の確認を行
うことが非常に難しい。ただ，インターネットを検索したところ，「壁ギュ」は2014年７月29日放送の情
報番組「スッキリ!!」（日本テレビ）や，2014年８月29日放送のバラエティー番組「バイキング」（フジテ
レビ）で取り上げられたらしい（http://matome.naver.jp/odai/2140659457662528101，http://gossip1.net/
archives/1008378027.html）。また，「股ドン」は2014年９月10日放送のバラエティー番組「ホンマでっか!?
　TV」（フジテレビ）で取り上げられたのを筆者が直接確認した。
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