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 はじめに

普及台数1億を超えた携帯電話，いわゆる
ケータイは，いまや通話や電子メールといった
通信機能のみならず，インターネットに接続す
ることでテキストや音楽，写真，さらに動画や
マンガ，ゲームに至るまで，様々な文化を媒介
する機能を急速に拡大させている。とりわけ
10代，20代への浸透は急で,いまの中学・高校
生（以下，中高生）にとってケータイはテレビ
を凌ぐ「最も大切なメディア」という声もある1）。

その中高生を中心にこの1，2年爆発的に広
まっているのがケータイ小説である。「作家」
がインターネット上に作られたサイトに無料
で自分のホームページ（HP）を作り，小説を
掲載する。そこに「読者」がケータイからア
クセスして好きな小説を選んで読み，さらに
付属する掲示板に感想を書き込んで作家と交
流する。これが全国の中高生の間で流行，瞬
く間に1日数千人が読む小説が現れ，出版社
が本を出すと軒並み数十万部，中には100万
部を超えるベストセラーが生まれる。最も人
気のあるケータイ小説サイトを営む「魔法のi
らんど」2）から発して書籍化された16の小説
の総販売部数は522万，3月には日販文芸書
ランキングの上位10作品中6作品をケータイ
小説が占めた。ケータイ小説は活字離れが進
む10代，20代の読者層を掘り起こし，不況
が続く出版界に異変をもたらしたのである。

ケータイ小説は当初，インターネットのサイ
トにパソコンで入力され，ケータイで見られて
いたが，ここ1，2年文章の入力もケータイで
行う，文字通りの「ケータイ小説家」が続々と
誕生した。ケータイ小説の流行はこうしたケー
タイから入力する作家の登場と軌を一にして起
こった。これはケータイが単に文化を受容する
ための媒体にとどまらず，ユーザーが自ら表現
し，不特定多数に発信するための手段として
活用され始めたことを意味している。

ケータイ小説サイトと出版社のプロデュー
サー，作家たちへの聞き取りを交えて，ケー
タイ小説流行のプロセスと背景を探る。

 流行への序走～ iモードと「BOOK」機能

ケータイ小説が流行に至るプロセスは1999
年2月のNTTドコモによるiモードサービス
開始に始まる。ケータイでのインターネット

ケータイ小説の画面。（稲森遥香『純愛』より）メールの
ように横書きで，短い話し言葉の会話体，ビジュアル性
を重視した絵文字や空白，改行の多用が特徴。

表現メディアとして展開するケータイ
～ケータイ小説流行の背景を探る～

             七沢　潔　　　
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のサービス利用が容易になったこの年の暮
れ，「魔法のiらんど」が立ち上げられ無料の
HP作成サービスを開始した。翌2000年3月
には利用者が開設したHPに，小説が書ける

「BOOK」機能が加わった。この機能を使うと
章や節に分けて少しずつ更新しながら書き進
めたり，表紙や目次が作成でき，しかも1ペー
ジ当たり1,000文字で最大500ページ，50万文
字までの入力が可能となる。まさに誰でもイ
ンターネット上に無料で自らの本を書き，公
開することができるようになったのである。

こうした動きに最も早く反応したのが，35歳
で脱サラして小説を書き始めたYoshiさん（注・
ケータイ小説家の名前の多くはハンドルネーム）
であった。Yoshiさんは援助交際を続ける17歳
の少女が心臓病の少年と出会い，愛に目覚めて
いく物語『DeepLove』を自らのケータイサイト
に配信，10代の間で話題となり，2002年12月，
スターツ出版から刊行されると，その後の3作
を含めたシリーズ全体で270万部のベストセ
ラーとなり，テレビドラマや映画にもなった。

Yoshiさんがサイトを立ち上げた頃，iモー
ドの利用者は少なく，Yoshiさんは自ら渋谷
センター街に立ち，サイト紹介のチラシを
配ったという。因みに小説を書くのに使って
いたのはケータイではなく，パソコンだった。

 「ケータイ小説家」の誕生
　　　　 ～きっかけはパケット定額制

Yoshiさんの処女作を書籍化し，以後多くの
ケータイ小説を刊行してきたスターツ出版の
編集プロデューサー・松島滋さんは，ケータ
イを使って小説を書く，いわゆる「ケータイ小
説家」の誕生は，2005年12月に出版された『天
使がくれたもの』でChacoさんがデビューした
ときだという。大阪在住の20代のOLだった
Chacoさんは早くからケータイでチャットし，
自分のHPを立ち上げるヘビーユーザーであっ
た。そのChacoさんが一度書き始めたものの
途中で2年ほど放置していた自作のケータイ
小説に再び着手したのは2004年に入ってから
だった。その前年の2003年11月，au（KDDI）
はそれまでの6倍以上の通信速度の高速デー
タ通信端末WINを発売，同時に他社に先駆け
て月額4,000円程でインターネットが使い放題
のパケット定額制を開始した。

「これで『パケ死』3）せんで済むようになると
思いました。それまでは1ヶ月に10万円近く使っ
て払えなくなり，止められたこともありましたから」

料金の心配から解放されたChacoさんが書
いた『天使がくれたもの』はネット上で話題とな
り，2004年の秋には1日1万人がChacoさんの

ケータイ小説流行までの主な出来事
1999 年 2 月 NTT ドコモ，i モードサービス開始
2000 年 3 月 ケータイHPサービス「魔法の i らんど」に「BOOK」機能
2001 年 小説『DeepLove』（Yoshi）パソコンで書かれ，ケータイサイトに掲載
2002 年 12 月 『DeepLove 第 1 部』書籍出版 →シリーズ 4 作で 270 万部販売
2003 年 11 月 au 高速通信端末WIN発売，パケット定額制開始
2004 年 3 月 小説『天使がくれたもの』（Chaco）ケータイで書かれ，ケータイサイトに掲載
2005 年 12 月 『天使がくれたもの』書籍出版 → のべ 43 万部販売

小説『恋空』（美嘉）ケータイサイトに掲載 → 1,000 万人がアクセス
2006 年 10 月 『恋空』 書籍出版 → 上下 2 巻で 124 万部販売
2007 年 1 月 小説『赤い糸』（メイ）書籍出版 → 1 週間で 100 万部販売
    2 月 第 1 回日本ケータイ小説大賞受賞作『クリアネス』（十和）書籍出版→ 日販文芸書ランキング 1 位に

（数字は2007年3月20日現在）
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HPを訪問するようになった。2005年12月，ス
ターツ出版から書籍が出されると問い合わせが
殺到，その後もロングセラーとなって現在43万
部に達している。

Chacoさんのデビュー後，ケータイで小説を
書く作家が続々と登場する。群馬県の町で車
の販売員をするSINKAさん，福岡の短大生の
凛さん，名古屋のデパートで働くSaoriさんな
ど，みな20代前半で居住地は日本全国に広が
る。そして読者数も急激に増加，美嘉さんの

『恋空』は書籍発売前にすでに1,000万人がネッ
ト上で読んだといわれ，2006年10月に書籍が
発売されると半年も経たずに124万部を売り上
げた。動きはさらに加速し，今年1月発売のメ
イさんの『赤い糸』は1週間で100万部売れた
という。ケータイ小説の読者層の80%が女性，
70%が15歳から24歳で，約半数が中高生だと
いう4）。また従来の文芸書と違って都市部に限
らず，地方にも読者が多いのが特徴である。

 いつでも，どこでも，誰でも書ける

Chacoさんの登場を契機にケータイ小説家が
急増した理由として，まず，若い世代の多くが
ケータイを肌身離さず持ち歩くため，いつでも，
どこでも小説を書けるようになったことがあげら
れる。Chacoさん自身，昼は訪問販売，夜は飲
食店で働くという忙しさの合間を縫って，電車
の中や公園のベンチでケータイのキーを押した。
愛用の機種はauのW42S。画面が大きく，文字
の大小が調節できること，キーに厚みがあって
押している感覚があるところが小説を書くのに
向いているという。また文章をコピーできる範囲
が広いため編集が楽で，書いている途中で電話
が掛かっても文字が消えなくて便利だという。

名古屋に住むSaoriさんの場合，2005年10

月にケータイのHPを開設した。彼女もまた，
デパートの婦人服売り場で9時から22時まで
接客し荷物も運ぶ重労働をしながら小説を書
き続けた。Chacoさん同様つい最近までパソ
コンを持っていなかったSaoriさんだが，ケー
タイは高校1年のときから6年近いキャリア
があり，両手の親指を駆使しての早押しには
自信があった。休日はもちろん，平日も昼の
休憩時間は一人で食事しながらキーを押し
た。家に帰るのは夜11時過ぎだが，それから
テレビを見ながら遅い晩御飯を食べつつケー
タイを手にする。時には寝床の中でも書き続
け，午前1時，2時まで起きていることもある。
Chacoさんもよく布団の中で書くというが，
読者も含めて利用者の多くが寝床まで持ち込
んでいるようで，「身体の一部になった」と形
容されるケータイの身近さが実感される。

激務の合間に寸暇を惜しんでケータイで小
説を書いたChacoさんやSaoriさんだが，も
ともと文章を書くことや本を読むことは嫌い
だったという。Saoriさんはホラー小説を書
いているが，他の作家の書いたホラー小説
をこれまでほとんど読まなかったという。ま
とまった文章を書いたのは高校の国語の授業の
課題くらい。Chacoさんもまた漢字を書くのが苦
手で語彙も少ないため手書きで文章を書くのは
ハードルが高い。本もつい最近になってから読む
ようになったという。二人に限らずケータイ小説
家の多くがもともと文学とは縁遠く，「本の虫」と
いった従来の文学青年像とはかけ離れている。

そもそも文章を読むのも書くのも苦手な
人々が200ページを超す小説を執筆するよう
になったのは何故だろうか?

理由は第一にケータイという身近なメディ
アが漢字変換や言葉のリード機能を備えて表
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現の技術上の困難をとり除き，なおかつ文体
が普段使うケータイメールのように短い会話
を積み重ねる独特のスタイルに特化したこと
にある。そこには従来の小説のように丁寧な
情景描写や背景説明はない代わりに，普段着
の簡潔な表現がスピード豊かに展開する。だ
から読書が苦手な高校生にとってもメールを
読む感覚で接することができる。スターツ出
版の松島さんもケータイ小説の特徴は「ケータ
イによるコミュニケーションを母体として生ま
れた」ことにあると指摘する。だから，書きた
いことがあり，ケータイメールなどに慣れ親し
んでいれば誰でもケータイ小説を書くことが
でき，多くの人に読んでもらえるのである。

 自分の過去と向き合うために書く

ケータイ小説が流行した理由はケータイ端
末やサービスの技術的進化だけでなく，小説
の内容にも求められる。

iモード開始後，いくつかの課金制のケータ

イ小説サイトや，アクセス数で順位を競うラ
ンキングサイトが作られた。書き手の中心は
プロの作家を目指す人々で，内容の多くはポ
ルノ小説だった。「魔法のiらんど」がこうし
たサイトとは桁違いの人気サイト（月間16.5億
pv）となったのは，いわば素人のChacoさん
や美嘉さんたちが始めた，「自分の体験に基づ
く恋愛小説」の力によるところが大きかった。

Chacoさんの処女作『天使がくれたもの』
は交通事故により不慮の死を遂げた恋人との
5年半を，Chacoさんの分身である主人公と
恋人の確執，周囲の友人たちとの心のぶつか
り合いを軸に描いている。高校時代からの実
話を元にしたこの小説をChacoさんがケータ
イサイトのHPに書こうと思ったのは，恋人
との突然の別れの衝撃から立ち直れず，友人
たちにも会わず引きこもり続けた後だった。
過去を忘れたい気持ちと，最後まで恋人に素
直な気持ちを伝えられなかったことへの後悔
が交錯する毎日に終止符を打とうと，過去を
見つめ直し，小説に綴ったのである。

『天使がくれたもの』は2004年3月から3 ヶ
月かけて更新しながら掲載されたが，次第に
読者が掲示板に寄せるメールが増えていっ
た。「泣きました」「主人公の行動にムカつい
たが自分も同じだと気づいた」「後悔しない
生き方をしたい」「死のうと思っていたが生き
たくなった」など10代から熱い思いが続々と
届けられ，評判はさらに口コミで広まった。

「Chaco さんはきれいごとでなく，たとえ
ば主人公が死に瀕した友人を前にしても自分
の恋のゆくえばかり気にしているなど，思い
返せば恥ずかしく，嫌になることも書いてい
ます。読者は誰もが経験しながらも隠してお
きたいことを Chaco さんに書かれて『みんな

Saori さんは 25 歳。愛用の機種 DoCoMo の D902i で 1 年
半の間に 20 作品を書き，『呪い遊び』など 2 作品が書籍
化された。
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一緒なんだ』と思い，共感するんです」
スターツ出版の松島さんはChacoさんのこ

うした目線の低さ，飾らない言葉遣いに加え
て，家庭に問題を抱える恋人とその友人の男
の子が住み，仲間の男女の溜まり場になって
いるマンションの存在が，同じように学校や
家庭，地域に居場所を見つけられず，心の拠
り所を求める子どもたちを惹きつけたのでは
ないかと見ている。ケータイ小説はそのメッ
セージが読者である中高生の心に届き，自分
と小説の登場人物たちの境遇を重ね合わせて
感じられたとき，ブレイクしたのである。

この傾向は，中学生時代ぐれてヤンキー
になりながら恋人と出会うことで立ち直った
SINKAさんの『また会いたくて』や，いじめや
流産をともに乗り越え結ばれた恋人と死別する
美嘉さんの『恋空』につながり，ケータイ小説は
さらに多くの読者を獲得していったのである。

 読者と共につくられる物語

インターネットがテレビや活字媒体と異な
る点は情報の発信者と受信者が直接やりとり
できる双方向性にある。ネット上のサイトに
作ったHPに小説を掲載し，それに対する感
想や批評，メッセージが同じHPの掲示板を
通じて遅滞なく作家に届けられるケータイ小
説のシステムでは，まさにこの双方向性が色
濃く発揮されている。

ケータイ小説の草分けといわれるYoshiさん
が処女作『DeepLove』の出版に漕ぎ着けたの
は，作品に感動した読者からの反響メールの結
果であり，Chacoさんの『天使がくれたもの』の
書籍化もネットで読んだ読者がスターツ出版に
電話し，涙ながらに「ぜひ本にして多くの人に
読んで欲しい」と訴えたのがきっかけだった。

Chacoさんは3年前，過去と向き合うため
小説を書き始めたものの，途中で辛くなり，
何度か挫折しそうになったが，読者からの
メールに励まされ気を取り直したという。そ
の後Chacoさんは『天使がくれたもの』を書き
上げ，当初決めたとおり亡き恋人の命日に初
めて墓参りしようと思いながら土壇場で躊躇
していた。すると読者から「ぜひ行ってほし
い」というメールが届いて再び背中を押され
たという。墓参りして友人たちと再会したと
掲示板で報告すると今度は「その時のことも
書いてほしい」とメールが寄せられ，予定に
なかった最終章を書き加えることになった。

話はそれで終わらなかった。読者から，主
人公に恋のさやあてをする元カレ（注：元の
彼氏の略）への批判が集中するとChacoさん
は「そんなことあらへん」と元カレの素顔を
描くため自らの中学時代の恋を2作目『Line』
として小説化。3作目『太陽と月』には1作目
に登場する友人がひたむきに恋を成就する姿
を描き，4作目『君がくれたもの』では亡き恋
人の命日に再会した友人や恋人の遺族から聞
いた話を元に，1作目と同じ歳月を恋人側の
目線で描いた。その企画のすべてが毎日100
件以上届く読者とのメールのやりとりの中か
ら生まれたという。同じくネット掲示板に発
して，書籍もテレビドラマも映画も大ヒット
した『電車男』を彷沸とさせる。Chacoさん
は「読者さんは家族と一緒」といい，その存
在なしには小説を書くことはできなかったと
いう。スターツ出版の松島さんは，Chacoさ
んと読者との対話が，期せずして読者が次に
読みたいものを探し出すマーケティングリ
サーチの役割を果たし，『天使がくれたもの』
に始まるシリーズ4作で111万部を売り上げ
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る原動力になったと分析している。
もちろん読者からのメールの中には中傷や

悪意に満ちたものもある。Saoriさんの元に
は「面白くない。やめちまえ」「傲慢だ」といっ
た誹謗や，「ずっと待っている。早く更新し
てくれ」といった悪意はないがプレッシャー
となるメールが届き，一時は書く意欲を失っ
たという。また実話ベースであるからこそ登
場人物への罵詈雑言は辛い。SINKAさんは
死別した恋人の分身である登場人物を酷評さ
れて苦しみ，一時小説の公開を中断した。し
かし「涙がとまらなかった」とか「読んでリス
トカットをやめようと決めた」といった声に
励まされ再開したという5）。

ネット社会の負の影響を受けながらも，
ケータイ小説を媒介にして，一度も会ったこ
とのない人々が仲間意識を持ち，セラピーの
ように互いの心の傷を癒し合っている。ケー
タイ小説は「共感」を糧に，空間を越えて心と
心が結びつくコミュニティ，新たな共同体を
形成してきたのである。

 ケータイ小説の，これから

自分の体験を元にした小説をケータイを
使って書く作家たちが登場することでブレイ
クしたケータイ小説は，いま分岐点に差し掛
かったといわれる。昨秋発表された第1回日
本ケータイ小説大賞6）で応募2,375作品の中か
ら選出された『クリアネス』は，プロ志望の作
家がパソコンで書いた作品だった。読者層や
市場の拡大のため作品の質の向上を求める出
版社の意向が反映されたと言われる。ケータ
イ小説が開拓した10代，20代の若い女性を中
心とした市場を狙って，大手出版社や映像化
を狙う映画関連会社の手で，新たなケータイ

小説サイトを立ち上げる動きもあるという。
「魔法のiらんど」のプロデューサー，伊東

寿朗さんはこうした動きに対し「ケータイ小説
は普通の若者の中から自然発生的に起こった
文化運動です。オンラインでの自発的な動き
をぬきに形だけケータイ小説を騙って売ろうと
しても，市場を破壊するだけです」と警告する。

これまで文化の受容者であった普通の生活
者が，ケータイのもつ表現技術上の補完力と
ネットワークに支えられ，潜在する才能を新
鮮で独創的なコンテンツに換えて世界に発信
する。そこに，誰もがコンテンツを作り，発
するWeb2.0時代の先駆けとしてのケータイ
小説の魅力が存在する。

40年前，イギリスの港町に育った若者たち
が，楽譜を読めなくともギターコードで作曲
して世界を魅了する全く新しいスタイルの音
楽を花開かせたように7），ケータイ小説が文
学の閉塞状況を打ち破り，新たな表現世界を
切りひらくことができるかどうか，今後に注
目したいと思う。　　　      （ななさわ きよし）

注：

1） BPO 青少年委員会主催の中学生フォーラム
（2006 年 12 月）での議論から。

2） 会員 ID 数 510 万のケータイのコミュニティ
サービス。連動するケータイ小説サイト「魔法
の図書館」（2006 年 3 月開設）には約 75 万の
小説が公開されている。

3） ケータイのインターネットサービスを，支払い
能力を超えて利用し，利用停止となること。

4） 第 1 回日本ケータイ大賞の応募者属性調査
（2006 年 11 月）などから。

5） SINKA さんの HP 及び『ケータイ小説家にな
る魔法の方法』（伊東おんせん著，魔法の i ら
んど監修，ゴマブックス）p.108-110 より

6） 毎日新聞社，スターツ出版，魔法のiらんど共催，
審査委員は作家・室井佑月 他。

7） ザ・ビートルズ・クラブ監修訳『THE BEATLES 
アンソロジー』（2000年 リットーミュージック）参照


