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ツイツタ一に用いられる「‑み」の用法
依田

綾乃

1.研究の目的,対象

ツイッターとは,自分の現状や感じたことなどを140字以内のつぶやき
(以下ツイートという)として発信することができるネットワークサービ
スである。
ツイッターでは人々は自分の感じたことを発信するため,感情を表す語
が多くみられる。その中で着目したのが「‑み」という語である。「悲しみ」
「楽しみ」などといった従来からある語が使用されているのはもちろん,
「さむみ」 「つらみ」などといった従来にはない語も使用されている。これ

らはツイッターの普及とともに現れた新語ではないかと考えられる。
米川(1989)によると,新語とは,新しくその言語社会に現れた語全般の
ことであり,大きく分けて,既存語に頼らずに新たに創造された語である

「新造語」,既存語を利用した語である「新用語ら

限定的社会の語が‑般

化した語である「新出語」の3つがある。新用語はさらに,既存語をもと
にして語形に変化を加えた語と,既存語に別の意味を付加した語がある。
不特定多数の人物にツイートを見られる可能性があり,,また140字とい
う少ない文字数制限があるツイッターは,人々は他人に見られることを考
慮したより短い言葉で情報を伝えようとするため,新語が発生しやすく,

意味や用法が変化しやすい。また発生,変化した言葉はタイムラインに表
示されるため普及しやすいという特徴もある。つまりツイッタ一には新造
語,新用語,新出語すべての性格が現れるのではないか,また, ‑つの語
の年代の変化をみていくことで新用語としての面を詳しく知ることができ
るのではないかと考えた。ツイックーの言葉を調査,分類することで,新
しい言葉の発生と普及の様子を探ることが本研究の目的である。
多くの「‑み」という語がツイートされている中で,本研究では形容詞
「ねむい」を名詞化した「ねむみ」 (‑)を扱うこととする。 「ねむさ」 「ねむ

け」という名詞が既に存在することから新たに発生した新造語であると考
え,また年ごとに‑定数見られることから,新しい用いられ方が発見しや
すいのではないかと考えたためである。
2.

ツイートの分類

ツイッターのタイムラインには他人がつぶやいたツイートも表示される
ため,ツイートの発信者と受信者とでツイートの意図や単語の意味用法が
異なることがある。新語は意味用法が定着していないものであるので,新
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語を発信した発信者の感じる意味用法と,受信者の感じる意味用法が異な
ることは多いと考えられる。そこでどのような意味用法が広まっているか
を探るべく,本章では,調査したツイート内の「ねむみ」の用法に関して,
ツイート内の品詞による分類,接尾辞の意味による分類,造語法による分

類をそれぞれ行い,考察する。
2. 1

ツイート内の品詞による分類

ツイートの「ねむみ」に該当する部分を「眠い」と置き換えたときに意
味が通じるものを形容詞的用法, 「ねむみ」に該当する部分を「眠気」 「眠
さ」に置き換えたときに意味が通じるもの, 「ねむみ」に呼称がついている
もの, 「ねむみ」を連体修飾しているものは名詞的用法とした。それ以外の
ものや分類できないものはその他とした。 (【表1】)

【表1 品詞による分類基準】
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「ねむみ」のツイート数及び品詞による分類の結果は以下の【表2】の通
りである。( )内の数字はその年の全体数を100としだときの割合である。

(以後,分類結果表は同様に割合を示す。)
【表2 品詞による分類結果】
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ツイート数は年々増加しているが,特に2009年から2012年にかけて大
きく増加している。これは, 2008年にiPhoneが発売されたことや,アン
ドロイド搭載スマートフォンが 2009年頃から増加したことによりツイッ

ダーを利用する人が増加したことが原因ではないかと考えられる。
また2010年以前と2011年以降で大きく分かれている。 2009年は1ツ
イートのみが形容詞的に使われているだけであり,2010年では形容詞的用
法と名詞的用法の割合がほとんど変わらない。新しく「ねむみ」という語
が出てきたものの用法が定着していない状態だと考えられる。2011年以降
は割合が安定していることから, 「ねむみ」という語が普及し始め,用法も
定着しつつあると考えられる。ただし2011年では形容詞的用法8割,名
詞的用法7割であったが, 2014年には形容詞的用法4割,名詞的用法6
割と徐々に変化しており,形容詞的用法が今後増加していく可能性もある。
ここで形容詞的,名詞的の用法を例を挙げてみていく。

(1)ねむみけど,お家帰ったらお天気最高にいいので洗濯するにした
( ・

の・つ

(2)ねむみだけど足が冷えて眠れない…
(1)は形容詞「ねむい」に接続助詞「けど」を付けたもの, (2)は「‑み」

が状態そのものを表すという特徴を考えると「ねむいという状態」に断定
の「だ」と接続助詞「けど」を付けたものであるため, (1)は形容詞的, (2)

は名詞的に分類される。いずれも眠い感情と逆接を表しており,意味的に
非常に似ている。

護的

(3)ねむみを感じるが明るいうちに動いておきたい
(3)は「ねむみ」に格助詞「を」が付いているものである。ここでの「ね
むみ」は感じる対象であり,名詞である。一方,形容詞には対象の意味は
ない。つまり「ねむみ」の品詞を見たときに,形容詞的なものには「ねむ
い」感情を表す意味しかないが,名詞的なもののなかには,意味は形容詞
に近いものと,そうでないものがある。
(4) (フがフが…

緑茶サンの自我拡散が実際心配だけど,ねむみましょ

うね…)

(5)ねむみしながら夢現に良いお年を言っちやった気がするんだよね

(4), (5)はその他に分類されたツイートである。 (4)は「ねむりましょう」

と捉えると意味が通じる。 (5)は活用していると捉えると,原形は「ねむみ

する」になる。これらは動詞的な用法である。形容詞「ねむい」を名詞化
した「ねむみ」と,動詞「ねむる」の連用形「ねむり」を混同させている
動詞化と, 「ねむみ」にさらに「‑する」を付加している動詞化の二つに分
かれていることがわかる。
2. 2

接尾辞の意味による分類

品詞による分類のうち,形容詞的に分類されたものは「ねむい」感情を
表す意味のみであったのに対し,名詞的に分類されたものには感情そのも
のの状態を表したり,動作の対象になったりと意味が複数ある。
感情の程度を表すのは本来「‑さ」名詞であり,感情の状態を表すのが
「鵜み」名詞である。だが「ねむみ」が表すのは状態だけに限らず,本来
ならば「‑さ」で表すものや, 「‑み」名詞の特徴である実体化されたもの
を表すことがある。そこで,名詞的用法に分類されたものを, 「ねむみ」が
どのような意味で使われているツイートか接尾辞の意味に沿って分類を行
った。

「ねむみ」が主体となっているものや,後ろの動詞が通常ならば人を主
語にとるものは擬人化しているとみなし「実体」と分類する。また,動詞
が通常は実体を目的語にとり,「ねむみ」が目的語に相当するときも「実体」
と分類する。これらは感情を実体化する「‑み」名詞の特徴に当てはまる
ものである。
続いて「‑さ」名詞の特徴に当てはまるものを「程度」と分類する。こ

こに分類されるのは感情の強さや程度を表す連体節や副詞により修飾され
たものである。英語で程度を表すものもある。主に, 【表1】において「連
体形による接続」として判断したものはここに分類される。ただし,程度
を表す連体節と実体を主語・目的語にとる動詞がともに存在するツイート

(4)

は, 「激しい痛みに襲われる」と言うことはあっても「激しい痛さに襲われ
る」と言うことはないことから, 「実体」を優先する。

以下は接尾辞の意味による分類ではないが,名詞的用法の中でも異質な
ため,別に分類する。
(6)甘みみたい

ねむみ

(7)ねむみは語呂もいい感じだなあ
(6), (7)のように「ねむみ」を感情ではなく言葉として捉えているもの

を,対象を高次的に見ているメタ言語から「メタ」と分類する。
「ねむみが・・・」など,主語ではあるが実体か程度か判断できないものは
意味分類できないものとして「その他」とする。以下, 【表3】は分類基準,
【表4】はその結果である。

【表3 接尾辞の意味による分類基準】
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【表4 接尾辞の意味による分類結果】
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名詞的用法全体との比率を見ると,分類できない「その他」を除いては
「実体」の割合が最も多く, 2012年を除いてはおおよそ「実体」が

隔日

3山4

割, 「程度」が2割強で安定している。これは接尾辞「‑み」の挿っ,感
情を実体化するという性質が表れていると言える。
次の(8)は「程度」, (9)は「実体」に分類されたツイートである。
(8)帰宅してお風呂入った(★<<*)ねむみがMAXなので寝ます
((̲̲))‥zzzZZ

(9)ねむみがやってきたから寝ます(一Q、)。○○
(8), (9)とも寝る理由に関してのツイートであるが,動作の理由が自分

の内からか他のものからかという点で違いがある。このように「程度」に
分類されるツイートでは感情が自分の中にある状態を表すものが多く,「実
体」に分類されるツイートでは自分の感情が外に出ている状態を表すもの
が多かっだ。
2011年以降に「メタ」が存在する。割合としては2%以下だが,「ねむみ」
を言葉として捉えているということは,そのツイートがタイムラインに表
示されたツイッター利用者は「ねむい」や「ねむさ」, 「ねむけ」といった
語と比較し, 「ねむみ」という語の意味を捉えることができる。つまり新語
の意味が普及するためには「メタ」のツイートが不可欠だと考えられる。
ツイート数が減少することなく「メタ」のツイートがほぼゼロになれば「ね
むみ」が社会に定着したと言えるのではないか。
2. 3

造語法による分類

名詞的用法には以下のようなツイートがみられた。
(10)ねむみ度
(11)ねむみ‑ランド

(10)は「ねむみ」に割合や程度を表す「度」という語を結合させた言葉
である。 (11)は「ディズニーランド」というすでにある語の一部を「ねむ

み」に変えてもじっている。このように,既存語の一部を「ねむみ」に変

えたり「ねむみ」と他の語を組み合わせたりして新しい言葉を作り出して
いるものがある。「ねむみ」を使ってさらに新語を発生させているのである。
そこで,新語の定義を「『ねむみ』という語を使った新しい語」として,名
詞的用法のツイートの中から新語を抜き出してみると,ツイート数は以下
の【表5】のようになった。

【表5 新語ツイート数】
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どの年も新語は名詞的用法全体の1割程度あることがわかる。「ねむみ」
の新しい用法を生み出そうとする人が一定数存在するということである。
これらの新語がどのようにして作られたかを明らかにするために,窪薗
(2002)と伊藤(2013)の造語法を参考にして語形成の分類を行ったところ,

「複合」 「派生」 「混成」 「反復」 「もじり」 「新造法」の6つに分類された。
以下, 【表6】は分類基準, 【表7】は分類結果である。

【表6 造語法による分類基準】
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【表7 造語法による分類結果】
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呼称である「さん」などを派生語とみなしたため, 「派生」の分類が比較
的高い。品詞による分類では2011年が転機となっていたが,新語はそれ
が落ち着いた2013年に大きな変化がある。 「反復」 「もじり」 「新造法」の
割合が高くなっているのである。このうち「新造法」は次の(12), (13), 「反

復」は(14)を例としてみていく。
(12)ねむみあ
(13)でんばちゃんで何かやらかしたら

皿9(￣凪つアキ

ヤーして下さい。

ねむみり。
(14)ねむねむみ」
(12)は「ねむみ」十「あ」, (13)は「ねむみ」十「り」であるが, 「あ」

や「り」に何かしらの意味があるわけではなく,語調を整えるために付い
ているものだと考えられる。 (14)は「ねむ」を反復している。反復法の特
徴である感情の強調を示していないわけではないが,新造法と同様,語調
を整えるために繰り返していると考えられる。つまり,なんとなく響きを
良くしようとしたり,文法にとらわれず思いつくままに言葉に表したりと
いった遊びの要素が大きくなったのではないか,そして,そういった遊び
の要素を楽しむ人が2012年頃から増加したのではないかと考えられる。
3.

「ねむみ」における新しい使われ方

3. 1

捜大化

「ねむみ」の使われ方で特徴と言えるのは擬人化している点である。

「ねむみ教授」 「ねむみさん」 「ねむみちやん」 「ねむみ様」 「ねむみ君」

ぇ欝誓罷誤露盤親臨舅擬庭●提議荒措詰急
ん兵衛』など。」と説明されている。小林(2014)は『人名ではない人名録一

語源探索』のなかで,野暮なことを表す「野暮助」,愚か者や嘘っさを表す
「与太郎」などの撰人名を挙げており,それらが江戸時代や明治時代から
存在していることを述べている。また.米)li(1997)の『若者ことば辞典』

のなかには,眠い人のことを指した「ねむお(眠男)」や化粧の濃い人を指
した「ケバ子」などがあり,時代を問わず擬人名は人々に定着していると
考えられる。小林(2014)によると,江戸時代や明治時代には男性名を使っ

た擬人名が多かっだ・ま}が,男性名の「助兵衛」や「苗軌は女性を指すこ
ともあったようである。一方,『若者ことば辞典』に掲載されている擬人名

護聞

は,疲れきって何もしたくない様子を表す「だる男」のように男女ともに
使うものもあれば,地味な様子を表す「ジミ男」 「ジミ子」のように男女の
使い分けがあるものもあるようで,現代には女性名の擬人名も少なくない。
これらの擬人名の後学部分を見ると, 「一助」 「一兵衛」 「二男」 「‑子」
など人名の‑部が使われているとわかる。 「‑み」も女性の名前(「‑美」
「‑実」)としてよく用いられることから, 「ねむみ」を擬人名として捉え

ることができるため,「ねむみ」を擬人化させた使われ方が多いと考えられ
る。

ただしこの擬人化という使われ方は「‑み」が擬人化するというよりは
感情が擬人化しているのではないかとも考えられる。『若者ことば辞典』に
掲載されている擬人名は「‑子」 「一男」が多かったことから,現代におけ
る擬人名は「‑子」 「‑男」が多いと考えた。そこで「ねむい」感情の擬人
名として「ねむみ」の他に男性名の「ねむお(ねむ男)」と女性名の「ねむ
こ(ねむ子)」があると考え,呼称「さん」 「ちゃん」 「くん」の付いている
ツイート数の調査を2014年1月に限定して行った。結果を以下【表8】

に示す。
【表8

擬人名の呼称付きツイート数】
さん

.

/

ねむみ

16

ねむお

6

ねむこ

釘

くん 俘xﾇb
46
28

10

14

この結果から,女性名である「ねむみ」より少ないものの,男性名であ
る「ねむお」もある程度ツイートされていることタ女性名を比較すると「ね
むみ」が「ねむこ」を大きく上回っていることがわかる。男性名も存在す
ることから「ねむい」感情を擬人名にすることは不自然ではないと考えら
れる。しかし「ねむこ」は極少数であることから女性名は「ねむみ」の方
が定着している。また「ねむこ」を検索したところ,アカウント名が「ね
むこ」であり自分の一人称として使用しているものが多かった。対して「ね
むお」と「ねむみ」は感情の状態のことを「ねむみ」という語で表してい
るものが多い。つまり自分が眠い人物であることを言うときには「ねむこ」
という擬人名が多く,突発的な眠気を感じている状態のことを言うときに
は,眠気のことを「ねむみ」という擬人名で表していると考えられる。眠
気を実体化して表すことのできる「ねむみ」という語が発生したことで,
擬人名により人と状態を区別しやすくなったということである。
3. 2

派生語の派生

もうーっ特徴と言えるのは,名詞派生である「ねむみ」を語幹としてさ
らに品詞を派生させた使い方をしている点である。

隔日

品詞ごとの分類で「ねむみする」という動詞の用法があったが,これは
形容詞「ねむい」の語幹に名詞化する接尾辞「‑み」を付けて名詞「ねむ
み」を派生し,さらに動詞化する接尾辞「‑する」を付けて動詞「ねむみ
する」を発生させている。
2013年, 2014年には「ねむみけ」 「ねむみさ」 「ねむみし」という派生

語が発生している。特に「ねむみし」は2013年までは見られなかったが,
2014年には15ツイート見られた。

「ねむみけ」 「ねむみさ」は名詞化する接尾辞「け」 「さ」が付いている
派生である。これは「ねむみ」だけでは程度か実体かが曖昧になってしま
うのを防ぐためにさらに接尾辞の意味を重ねていると考えられる。
「ねむみし」の構造は「ねむみ」十「し」であるが,この「し」は文語形
の形容詞を派生する接尾辞である。北原(2010)は形容詞の再構時の意識と
して以下のように述べている。

個別の形容詞の文語形を再樺する場合に,ク活用だシク活用だと区別
しているわけではないから,要するに「‑い」は口語形, 「‑し」は文

語形という意識に基づいた再構であるということになる。
ツイッターでは口語が使われることが多いが,あえて遊びの要素として
文語を用いることがある。「ねむみし」は文語体にしようとして行われた派
生だと考えられる。
ここまで動詞,名詞,形容詞への派生が起きていることを述べだが,他
に,形容動詞への派生と捉えることのできるツイートがある。
北原(2010)によると,形容詞とほぼ同じ働きをし,言い切ったときの形
(終止形)が「‑だ」になるものは形容動詞である。 2. 1の(2) 「ねむ

みだけど」は名詞「ねむみ」十断定「だ」十逆接「けど」という構造だと
したが,意味的に形容詞に似ていることから「ねむみだ」という形容動詞
としても捉えることができる。
このように「ねむみ」は他の品詞への派生が起きている。これらの派生
が起きているのは,新しい語を作って楽しもうとするツイッター利用者が,

語幹の概念を考えていないからではないかと考えられる。また,既存語で
同じように形容詞の名詞派生である「悲しみ」 「面白み」などは, 「悲しみ

さ」や「面白みする」へ派生することはない。 「ねむみ」に限って派生が起
きていると考えられるが,これは新語である「ねむみ」の意味や語構成が
定着しきれていないことが原因だと考えられる。既存語は既に意味が定着
しているため別の意味を作り出すことは困難だが,意味が定着しきってい
ない語に別の意味をもたせることは簡単である。
4

研究の成果と課題

4. 「

研究の成果

(10)

名詞化するはずの「‑み」が形容詞的に使われていること,また,,年を

経るにつれて形容詞的用法の割合が増加し,また動詞的用法も発生してい
ることが明らかになった。 「‑み」の用法は名詞的に限らず,また名詞的以
外の用法が広まりつつある。接尾辞に着目して分類すると,本来ならば「‑
さ」で表す感情の程度を「‑み」で表しているツイートが見られた。割合
としては「‑み」に特有の実体化する性質を使用しているツイートが多か
ったが,程度を表すものも少なくない。また,感情が自分の内にあるとき
は程度を表し,外に出ているときは実体を表すツイートが多かったのは「‑
み」の実体化の特徴が強く反映しているためだと考えられる。 「ねむみ」を
使った新語が多数存在したことから,それらの新語の造語法に着目して分
類すると, 「ねむみ」と他の語を組み合わせた新語が多く,他の語を組み合
わせないものは,反復で響きを良くしたり,既存語をもじったりといった
遊びの要素をもって作られていると考えられる。
新語の発生に関して,ツイッタ一に見られる「ねむみ」の特徴として,
擬人化した使い方が出現していることと, 「ねむみ」をさらに派生している
ことが挙げられる。擬人化に関しては, 「ねむい」からくる他の擬人名に比
べ「ねむみ」の数が多い。 「‑み」が実体を表すことから「ねむみ」は感情
そのものを擬人名として表すことができるため,眠気を感じている人を表
す擬人名と眠気そのものを表す擬人名の区別がしやすくなっている。「鵜み」
の派生に関して, 「悲しみ」など既存の「‑み」名詞からは「悲しみ」を語
幹にした派生は起こらないが, 「ねむみ」はそれ自体を語幹にして派生が起
きている。新語は意味や語構成が定着していないため,新たな意味を持っ
たり派生語自体が語幹になってしまったりすることがあると考えられる。
4. 2

今後の課題

今回の対象は2008年から2014年の7年分であったが,各年1月分に範
囲を限定したため2008年, 2009年のツイート数が少なく, 2010年から

2014年の5年分が主な対象となった。今後は,各年の調査する月を増やし,
2015年も対象に入れて調査することでより詳細な変化を考察していく必
要がある。また, 「ねむみ」と既存の「‑み」の違い, 「ねむみ」と他の新

しく発生している「‑み」とで用法の違いがあるかを探ることが必要だと
考えられる。

【注】
(1) 「ねむみ」と打って漢字変換しようとすると一発変換では出てこない。まず出て
くるのは「合歓み」であるため, 「眠み」と表示するには一度「眠い」や「眠気」な

どと打ち込んで一文字消し,それから「み」を付ける必要がある。予測変換機能は学
習機能を持つとはいえ,学習するほど頻繁に「眠み」と漢字で打ち込むのは手間でし
かないため漢字でのツイート数は少ないと考えたことから,漢字の「膿み」は対象に
しなかった。

(11)

(2)女性を表す擬人名がないわけではなくう

小林(2014) 『人名ではない人名録一語源

探索』には「おかめ」 「乙御前」 「お福」の3つが挙げられている。
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