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日本語における男性用語について 

 

摘        要 

 
在日语中，有着男性用语和女性用语的区别。这也是日语的一种特色。关于

日语中男女用语的差别，至今为止的研究大多以女性用语为中心来进行的，关

于男性用语的研究相对来说比较少。因此，本文将对日语中的男性用语来进行

研究，加深对日语的理解。 

首先，划分为平安时代、室町时代、江户时代、明治时代、昭和初期至战争

结束这样的五个历史时期，分别来说明男性用语的变迁。平安时代由于假名的

发明，男女用语的差异开始明显起来。女性使用假名，男性使用汉字。进入室

町时代，由于武士的活跃，具有特色的男性用语—武士语出现了。之后，到了

江户时代，伴随庶民文化的繁荣，出现了六方词这样的男性专用的语言。明治

时代是日本近代社会的开端，这个时候的言文一致运动给日语带来了巨大影响。

这一时期的“书生语”也对男性用语产生了影响。而从昭和初期，日本开始走

向军国主义，男性用语中引入了军队的语言。 

说明了男性用语的变迁后，就会详尽地分析其特征。主要从人称代词、终助

词、接头词、敬语、感叹词这 5 点出发，和女性用语进行比较，总结男性用语

的特征。跟女性用语相比较，男性用语听起来粗鲁，强加于人，有着优先考虑

自己的特征。但是，随着社会的进步以及民主化，男女用语的差别变了。 

通过上述研究，在加深对日语中男性用语的理解的同事，对于日本的社会语

言文化的现状和发展，也有了新的认识。 
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要        旨 
 

日本語で、男性用語と女性用語という区別がある。これは日本語の重要な

特徴だと思われている。日本語の男女用語の区別について、今までの研究は

主として女性用語を中心として行う。男性用語に関する研究はわりとすくな

いのである。従って、本稿は日本語における男性用語について、研究を行い、

日本語に対する理解を深める。 

まず、平安時代、室町時代、江戸時代、明治時代、昭和初期から終戦まで

という五つの歴史時期に分け、それぞれの男性用語の変遷を説明する。平安

時代に名の発明によって、男女用語の性差が著しくなった。女性は仮名を使

い、男性は漢字を使った。室町時代に入ると、武士の活躍によって、特徴の

ある男性用語―武士語が生まれてきた。その後、江戸時代になると、庶民文

化の繁栄と伴い、六方詞という男性専用の言葉遣いが現れてきた。明治時代

は日本近代社会の始まりであり、この頃の言文一致は日本語に対して大きな

影響を与えてきた。この時期の「書生言葉」も今の男性語に対して影響をも

たらしてきた。昭和初期から、日本は軍国主義国家へ進み始め、男性用語は

軍隊の言葉遣いを取り入れた。 

男性語の変遷を説明した上、その特徴を詳しく分析する。主として、人称

代名詞、終助詞、接頭語、敬語、感動詞という五つの面から、女性語と比較

しながら、男性語の特徴をまとめてみる。女性語より、男性語は乱暴で、押

しつけがましく聞こえるが、自分を最優先するという特徴を持っていると思

われる。しかし、社会の進歩と民主化によって、男女用語の性差はさくなる。 

以上の研究を通じて、日本語の男女用語に対して、理解を深めるとともに、

日本の社会言語文化の現状と発展に対して、新たな認識を持つようになる。 
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序        論 
 

日本語は他の言語に比べ、対人的機能に敏感な言語だと思われる。そのため、

話し手はたえず聞き手との関係に配慮し、言語活動を営まなければならない。

日本語に男性用語・女性用語の別が生まれ、発達したのも、こうした対人的機

能の敏感さによるところが大きいのかも知れない。人称代名詞を例とすると、

「僕」、「俺」、「君」は男性用語であり、「あたし」、「あたくし」、「あ

たい」は女性用語である。日本語の男女の相違が世界の言語の中で大きいと思

われる。また、言葉の男女差というものが歴史的にあった。この相違の原因が

いろいろとあるが、日本の男性中心社会と深く関わっていると思う。 

日本は古くから男性を中心とする社会であり、言葉も高い地位を持つ男性に

よって統制されている。女性用語は柔らく聞こえるが、男性用語は正式な言葉

として使われてきた。従って、本研究は日本語における男性用語について研究

しようと考えている。言葉は使う人間の考えかた、文化まで関連している。こ

れを切り口として、日本語の発展と日本の言語文化に対して、理解を深めるこ

とができると考えている。 

本研究は先行研究を踏まえ、時代によって日本語の男性用語の起源と変遷を

分析し、人称代名詞、終助詞、接頭語、敬語、感動詞という五つの方面から例

を挙げて、日本語の男性語の特徴を論述したい。 

 

 

 

 

 

 

本        論 



 

1 先行研究と本研究の立場  

1.1 先行研究 

現在に至るまでに、日本語の男女用語の相違について、多くの研究を行われ

た。しかし、今までの研究は主として女性用語をめぐって、展開されている。

例えば、中村桃子の『女ことばと日本語』は「女ことば」という入口から、日

本語の歴史をたどってみた。井出洋子は『女性語の世界』の中で、人称代名詞、

呼称、終助詞などを分析し、丁寧さ、発話行為の視点から日本語の女性用語の

本質を研究した。また、顾海根は『日本語概論』の中で、語彙、文法、表現な

どの面から、女性用語の特徴を詳しく分析した。譚建川の『语言与性别:日本

的相关研究与展望』は日本語の男女用語の性差に関する研究現状を説明し、今

後の研究方向を予測した。女性用語は日本語の伝統的な特徴を代表でき、女性

用語と比べて男性用語は乱暴で、漢語が多くて堅苦しいので、今までの研究の

主な方向ではないと思う。それに関する専門的な研究文献がわりと少ない。日

本語における男性用語について、必ずしも女性用語のように盛んに研究されて

きたわけではない。従って、詳しい分析探究が女性用語ほど多くないのである。 

数が少ないであるが、代表的な文献について紹介する。例えば、大塚いわお

の『日本男性解放論』は日本男性解放論―母性からの解放を求めてから、日本

社会において男女の性差がどのような影響をもたらしているか、従来の日本の

女性学や日本のフェミニズムに再考を促す形で考察している。この本のは日本

男性の言語行動の本質について、性格、社会地位、家庭制度などの面から、深

く分析した。例えば、「日本男性は、総じて、世界的に見て魅力に乏しい存在

であるとされている。日本男性が、なぜ魅力に欠けるダメな存在なのか、どう

した点を改善すべきなのか、以下に考えられる点を列挙してみた。（1）所属す

る組織との一体感を追求し、集団主義、安定指向、年功序列(先輩の言うこと

を何でも聞き、後輩に対して威張る)意識が強い、といったように女性的な性

格を持つ。（2）本当は社会の中では、女性に従属する下位者なのに、上位者と

思って、命令口調で威張る。 



また、八幡和郎は『武士語でござる』の中で、武士語について詳しく研究を

行った。武士語は古い男性語であるが、今の男性語は武士語から影響を受けて

きた。従って、この本は男性語の研究に対して、大切な文献だと思われる。 

1.2 本研究の立場 

本研究は日本語の男性用語をめぐって、論述を展開しよう。今までの研究を

参考しながら、男性用語の起源と変遷を説明し、その独自な特徴をまとめてみ

る。本研究は男性用語が女性用語と共に日本語固有の特徴と言語文化を明らか

に反映してくると思っている。 

2 日本における男性語の起源と変遷について 

男性語とは男性特有の言い回しや言葉遣いである。男性語は男っぽく、力強

そうな感じがある。男性語を男性だけが使用し、女性が使用しない絶対男性語

と女性より男性が多く使用する傾向のある相対男性語の 2種に分けられる。こ

こでいう男性語は主に絶対男性語のことである。男性語の起源は侍語、近世初

頭に流行した奴言葉（旗本奴の言葉）、幕末から明治時代の書生言葉、明治以

降の学生言葉、日本軍の言葉などにあると思われる。日本語の方言で、言葉遣

いの性別差が殆どない地域も多い。本研究はまず、日本語における男性語の起

源と変遷をたどってみる。 

2.1 平安時代 

  平安時代（794 年－1192 年頃）は日本古代の最後の歴史時代である。その前

は縄文時代[1]、弥生時代[2]（約紀元前 3 世紀―3 世紀）、古墳時代[3]（約 3 世

紀後半―8 世紀初）、飛鳥時代[4]（約 6 世紀終末―710 年）、奈良時代[5]（710

年―784 年）である。平安時代前の長い歴史時期において、日本は言葉のみが

あり、自国の文字を持っていなかった。漢字が日本へ伝えられてから、日本人

は漢字で表記し、日常の事務を処理しはじめた。また、日本は漢字を載せもの

                                                        
[1]
 縄文時代。冰期が后の日本石器時代を切り開いた。約 1万 2000 年から紀元前 4 世紀前後だった、が

狩猟、操業と実物採取を生活の基調の下、住居は縦の穴が中心になっている。 
[2]
 弥生時代。日本の縄文時代の後で、古墳時代の前、紀元前 3世紀から西暦 3世紀である。 

[3]
 古墳時代。日本の文化史の段阶の一つで、弥生时代は 3世紀後半から 7世紀である。

 

[4]
 飛鳥時代。日本奈良盆地を飛鳥の地方建都時代を切り開いた。古天皇とは(592)から御宿かわせみ

(645)。 
[5]
 奈良時代。和銅三年(710)から延暦三年(784)まで、文化史でびんは、日本では律令制国の全盛期だ

った。 



として、中国からいろいろな先進文化を導入してきた。この時期で、日本語の

男女性差がまだ明らかなものではない。 

                                                       

平安時代に入り、国風文化が絶えず発展するにつれ、自国の文字―仮名が発

明されました。仮名とは漢字を基に作られ、発達した音節文字であり、平仮名

と片仮名に分ける。仮名は中国伝来の漢字（真名）に対しての語である。仮名

文字の発明とともに、藤原氏を中心とする平安王朝時代に日本独自の文化が熟

し始め、やがて宮廷生活を舞台とした和歌、物語、随筆などが作り出された。

「古今和歌集」[6]「源氏物語」[7]「枕草子」[8]等はその代表的なものである。

平安時代に、平仮名が非常に流行って、特に宮廷の女性に広く使われていた。

男性と政府は依然として、漢字を使っていた。日本語において、初めて男女用

語の差異が発生してきた。以後も和語と漢語という語彙上の対立として引き継

がれた。 

今では、男性は漢語をよく言うに対して、女性語は和語がたくさんあるが、

漢語が少ないそうである。例えば、「心情」「旅馆」「忠告」「休息]などの意味

を表す時に、男性は「心情」「旅馆」「忠告」「休憩」を言う。それに対して、

女性は「気持ち」「やどや」「いさめ」「休み」を言う。 

2.2 室町時代 

  平安時代の後、日本の歴史は中世時代に入り、この時期は王朝が更迭し、戦

乱も多かった。鎌倉時代、南北朝時代と室町時代、三つの時代に分ける。鎌倉

時代は本格的な武士政権の統治が始まり、武士が高い地位と権威を獲得した。 

特に、室町時代で各地で戦乱が絶えず起き、武士たちが大いに活躍していた。

文化上にも、武士の影響が深かった。武士特有の表現や言い回し―武士語が生

まれてきた。武士語は堅苦しく聞こえるが、典型的な男性語である。例えば、

武士達は「引く」（「退く」）という語の使用を避け、「開く」と表現した。また、

受身の意味を使役の形で表すことも著しい特徴であり、「射られ」を「射させ」、

 
[6]
『古今和歌集』。平安初期には日本の编日本第一本勅撰和歌集で、スタイル优美細密に拘ってそれとテ

クニックだ。 
[7]
『源氏物語』。長編小説には、計 54 巻、11 世紀を本にまとめた。日本语の作品の傑作だ。 

[8]
『枕草子』。日本の平安时代中期のエッセイ、清少纳言著、『源氏物語』のための同じ平安女子文学の

代表作とも呼ばれた随筆文学の祖だった。 
 
 



「討たれ」を「討たせ」、「焼かれ」を「焼かせ」のように言ったのである。こ

れらは負けることを嫌う武士の心理を反映したものである。 

 次に、諸国から参集した武士達は、当初はまちまちな方言を話していたと思

われるが、その後、幕府が統制のもとに武家社会を構成していく中で、公用語

としての武士言葉が形成されていた。 

2.3 江戸時代 

  1603 年、徳川将軍家[9]が江戸（今の東京）幕府を樹立し、265 年間にわたる

日本への統治を始めた。江戸時代は征夷大将軍徳川氏を中心として、武士階級

が支配していた封建社会であった。この時代に儒学が盛んに論じられるように

なった。この時代の儒学は主に朱子学を中心として、朱子学の説く身分秩序が

江戸時代の幕藩体制[10]と士農工商の身分制度を支える思想的支柱として受け

入れられ、官学化されたのである。主な身分制度は支配階層の武士と被支配階

層である百姓・町人の以上 3 つの身分を基礎としていた。この制度によって、

武士たちが特権を持つ階層となった。また、政権が安定し、社会経済文化が非

常に繁栄である。 

17 世紀の頃、江戸で旗本奴というものが現われてきた。旗本奴とは旗本の

青年武士やその奉公人、およびその集団、かぶき者であり、派手な異装をして

徒党を組み、無頼をはたらいた。代表的な団体が 6つあったことからそれらを

「六方組」とよび、旗本奴を六方とも呼ぶ。六方、いわゆる旗本奴が好んで使

用した粗野な言葉を六方詞と称される。六方詞は江戸における関東方言を基調

として、男性専用の言葉遣いである。次のような言葉がある。なだ（涙）、こ

んだ（事だ）、ぶっかける（打ちかける）、ひやっこい（冷たい）、さむっこい

（寒い）、ほじゃく（言う）、わんざくれ（どうにでも）、なれ（わざくれ）、し

ねえ（しない）、てめえ（手前）など。また、文末の助動詞「べし」は「べい・

べえ」の形で使用される。六方詞は奴語とも呼び、日本語における男性語の重

要な起源と考えている。 

2.4 明治時代 

                                                        
[9] 徳川将軍家。天保改革を推進した。 
[10] 幕藩体制。日本の江戸時代の政府統治機構は、完成は 17世纪の前半叶封建支配体制を構築した。 



  1867 年、徳川幕府が朝廷に対し大政奉還を行なった。明治天皇が即位し、

新政府は天皇を中心とした新しい国家体制を築くことを目指し、江戸を東京と

改め、また天皇親政体制の転換と伴って明治維新と呼ばれる一連の改革を行っ

た。明治維新[11]は日本を近代国家へと変貌させ、日本の各方面に大きい影響

を与えてきた。この時代に、文学者たちは日常に用いられる話し言葉に近い口

語体を用いて文章を書くという言文一致[12]の改革運動を興した。その前に、

日本語において、文語は日常の話し言葉との乖離が大きかった。二葉亭四迷の

『浮雲』[13]は言文一致の始まりとして知られている。山田美妙における「で

す・ます」調の試みは後世へ大きな影響を与えた。多くの作家が言文一致の新

文体を模索しただけでなく、当時の新聞や雑誌記事なども並行的に言文一致の

試みを行った。この時期において、旧制高等学校･大学に在籍する男子学生た

ちは高等教育機関に通える男子に限られたエリートを誇示するために、｢書生

言葉｣と呼ばれる特徴的な仲間内言葉を作った。書生言葉では外国語（原義そ

のままで使用）や漢語（「僕」「君」「失敬」など）、「〜したまえ」などが多用

され、のちに堅く気取った男性語の原型となったと思われる。 

2.5 昭和初期から終戦まで 

  1926 年、昭和天皇が即位し、暴力と戦争の時代が始まった。昭和初期から、

政府は国家と社会において軍隊を優先させ、戦争を肯定する立場から軍事力を

国家戦略の軸として最重視し、軍国主義の国家体制を施行し、対外侵略をし始

める。軍国主義のもとで、日本の政治、経済、文化、教育、社会構造など国民

生活のあらゆる分野は軍事組織化されようとしていた。軍国主義は日本男性の

言葉遣いに対しても影響をもたらした。当時は国民皆兵であったので、男性は

全員徴兵され、軍隊経験を持っていた。日本の軍隊で使われていた言葉は日常

生活の中で用いられるようになった。例えば、「貴様」という言葉は元々相手

を尊ぶ場合の尊称であったが、軍隊内部では部下を呼び捨てるときに使われた

ために、転じて相手を見下げて呼ぶ言葉となり、次第に日本国中に広がってい

た。「貴様のせいで何もかもだいなしだ！」というふうに、今は「貴様」が一

                                                        
[11] 明治維新。日本の政治的変化に 19 世紀後半、江戸時代に幕藩体制の崩壊から政府樹立近代国家統合

までは、近代日本の始まりだ。 
[12] 言文一致。言文一致、約口の形で作文がある。 
[13] 『浮雲』。小説で、日本の二叶亭四著、近代日本小説を采用している言文书の先駆者と一致している。 



般的に男性の間に使われ、卑下の意味を持っている。 

  1945 年、日本は第二次世界大戦に敗れ、連合国軍最高司令官総司令部に占

領され、一連の民主化・自由化を進めた改革を行っていた。改革に伴い、日本

の女性が解放され、女性の社会地位が大いに高められた。男女同権などの理念

が主張された。民主化の中で、男女平等を実現させるために、男女用語の差も

小さくなってきた。女性たちは社会進出の中で、元々男性に使用された言葉を

使うようになり、また女性が主に使っていると考えられていた言葉を女性があ

まり使わなくなってきてもいる。例えば、主に男性が使う傾向のある言葉「ぜ」

「ぞ」「だよ」「だな」などの文末形式、「だめだよ」「そうだよ」のような「だ」

の使用は若い女性の間によく使われているようになっている。特に私的な、親

しい女性同士の雑談といった場面で、女性が男性語を使うことに、当人たちは

違和感を持たないのが普通である。また、女性専用形式とされる「だわ」がほ

とんど死語化している。女性による男性語への越境状況に対して、男性は女性

語に越境することはあまりなく、男らしい言葉遣いを使っている。親しい男性

同士の雑談や親しい異性との日常会話でいつも男性語を使っている。かりに男

性が女性語を使うと、変だという印象を男性にも女性にも抱かせるのが現状で

ある。 

2.6 まとめ 

  男性語は最初の漢文から今の言葉まで変化をしているが、女性語より力強く

聞こえ、男性の権威と度胸を反映してくると考えている。また、これも日本の

男尊女卑的な性差別意識と深く関わっている。 

しかし、今は男女共同参画社会の実現に向け、公的な発話場面では男性語の

使用が抑えられ、男女共通の中性的な言葉が使われている。私的な日常会話で、

男性語を使うのが普通である。このように、男性は中性化した男女共用の言葉

と男性語の 2種類を使ってコミュニケーションしている。この変化は男女平等

を実現させるための男性の理解と自覚を示し、社会発展によるものでもある。 

 

特别提醒： 



本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经

被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这

些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时

间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一

性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的

写手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。

这是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使

用。对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的

论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同

一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断

版权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600

元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再

买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目

录等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找

老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买

论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某

一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重

复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 

 

 

3 日本語における男性用語の特徴について 

世界で、どちらに言葉、多かれ少なかれに至るまで男女差別が存在している



のには、日本語は男女性別の差が大きいの言葉を話し、特に辞典はさらに鮮明

と典型である。金田一春彦さんは『日本語概説』[14]中を挙げたのが代表的な

例であり、を説明する男女の言葉の差は、尾崎紅葉[15]の『金色夜叉』[16]の巻

頭を描いた衆人のカードのシーン、一座の男女が見る富豪富山唯続の指に星座

と光るのダイヤの指輪をみると、ため息をついた。 

①「ダイヤモンド！」 

②「うむ、ダイヤモンドだ。」 

③「なるほどダイヤモンド！」 

④「まあ、ダイヤモンドよ」 

⑤「ダイヤモンド？」 

⑥「見たまえ、ダイヤモンド」 

⑦「あら、まあダイヤモンド？」 

⑧「すばらしいダイヤモンド」 

明らかに、講②と⑥のは男性、講④と⑦のは女性が日本人であることを、お

そらくすれば、想像できる話し手は大体の年齢、身元などだ。このような物言

い変異、言語の差别は日本語独特の表现に、日本語の中で男性用語の特徴を例

で証明、そして男女用語とは対照的なやり方で、人称代名詞、終助詞、接頭詞、

感動詞と敬語のいくつの方面を説明した。 

3.1 人称代名詞の場合 

男性語の起源と変遷を紹介した後、ここで日本語における男性用語の特徴を

分析しよう。まず、男性用語の特徴として、口頭での一人称表現の多彩さが挙

げられる。「俺」「僕」「わたし」「わし」「おいら」「自分」などがある。女性は

男性に比べて一人称の自由度が低く、「わたし」や「あたし」以外はほとんど

使われていない。なお、「俺」や「わし」などは近世には女性も用いた表現で

あり、現在でも一部の方言では男女問わず用いられる。二人称は改まった場所

では「あなた」が使われるが、私的な場所では「お前」、「君」、「てめぇ」など

が使われる。「君」は尊敬の意味があるの言葉である。 

                                                        
[14]
『日本語概説』。金田一春彦。日语概说[M].北京大学出版社、2002。 

[15] 尾崎紅葉(1867-1903)日本の小説家、本名徳太郎、、東京生まれ。は近世の文学と近代文学の間の橋渡

しの役割を担ってきた作家だ。 
[16]
『金色夜叉』：長編小説、尾崎红叶著、明治 33 から 35 年に発表され、未完成した。 



永野賢[17]は、『日本语の试験の前・現職の学』ので、一つの話、狼、狐、猿、

兎、モグラ近づけて、昼寝をしたいの时、別れは君の: 

狐狸は狼に「わしはちょっと昼寝をしたい。おまえ、見張りっていろ」と言

う。 

狐狸は猿に「あたしはちょっと昼寝をするよ。あんた、すまないが見張って

いておくれ」と言う。 

猿は兎に「ぼくちょっと昼寝するからね。きみ、見張っていてね」と言う。 

兎はモグラに「あたい、ちょっと昼寝するわ。あなた、見張りをしてくださ

らない？」と言う。 

さまざまな動物を冠に違った性別役で、地位や、生き生きして、人間と世界

みたいになる。 

例えば、いったい君は誰からそんなことお聞いたんだね。「お前]」は親切の

言い方で、女性が使う場合もある。恋人を指す時に「きみ」を呼んでいる。軍

隊では「貴様」がよく使われた。三人称は「あいつ」「奴」「連中」などである。 

3.2 終助詞の場合 

終助詞の場合、女性が「の」、「わ」、「のよ」、「のね」、「わよ」、｢わね｣、「の

よね」、「わよね」をよく使うが、男性が「さ」、「よ」、「ぞ」、「ぜ」などを使う。 

対話は両異性間の対話、だった。 

甲：部屋の雰囲気は変わったけど、前のほうが…… 

乙：おいおい、ベッドを中央にするって言ったのは、君だぜ。 

甲：でもなんだか、落ち着かなくって。それに椅子が二つあるのに、ソファ

なんか買うんじゃなかった。 

乙：まあ、そう言うなよ。しばらくこれでやっていこうよ。 

  例えば、「なんだ、君かよ」、「行くぞ｣、「危ないぞ」、「強いぜ」、「すごく綺

麗だぜ」など。柔らかい女性用語と比べて、やや乱暴な表現であり、目上に対

して使うと無作法とされる。また、書生言葉由来の古風な言葉として「たまえ」

などがある。例えば、「日本語で話してたまえ」の「たまえ」は男性の上司が

目下に命令するときによく使われる。終助詞の使い方に男性はよく存在、禁止、

                                                        
[17] 永野賢。国立国語研究所がある。 



命令などの形で語感が強い。終助詞は男性らしい感じを出すのに大きな役割を

果たしていると思われている。また、男性がよく自分の言いたいことをはっき

りさせて、きっぱりという。従って、いつも句末は命令形、或いは命令の気持

ちがある語調で終わる。その他、倒置という形もよく使われる。 

3.3 接頭詞の場合 

  女性用語は「お」、「ご」などの接頭語をよく使う。例えば、「お着物」、「ご

案内」、「お台所」など。相手に関する語につくと尊敬語になる。また、女性の

生活に身近な言葉は、和語、漢語は関係なく「お」が使われてきたようです。

しかし、男性用語は女性用語より「お」、「ご」のような接頭語の使用率が低い。

また、男性は強調の接頭語として、「ぶん」や「ぶっ」（「ぶん投げる」「ぶっ叩

く」など）、「くそ」や「ばか」（「くそ暑い」、「ばかでかい」など）を好んで使

う者もいる。このような接頭語は語彙の上に付き、意味を強め、荒々しい動作

と程度が甚だしいことを表現し、乱暴な言い方だと思われている。 

3.4 感動詞の場合 

男性の一般的な「見事、うまい、よし、へる、食う」で、これに対応するこ

とにし、女性は「すてき、おいしい、よろしい、すく、いただく」などが挙げ

られた。 

例えば： 

1、「おなかがすいた」の場合： 

男性：「腹がへる」 

女性：「おにいたがす」 

「きれいな部屋」の場合： 

男性：「見事な家だ」 

女性：「とてきてもすきなお宅ね」 

2、「食事」の場合： 

男性：「めしを食う」 

女性：「ご飯をいただきます」 

3、「寿司がおいしいです」の場合： 

男性：「こまいの寿司、うまいな」 



女性：「このお寿司、おいしいですね」 

感動詞は話し手の感動、呼び掛け、応答の気持ちなどを直接的に、未分化な

形で表す語である。感動詞において、男女用語の差が大きい。応答の意味を表

す時、男性はよく「あ」、「いや」などを使う。女性はよく「ええ」、「いいえ」

を使う。その他、挨拶では男性は「な」、「あ」、「おい」、「やい」、女性は「あ

れ」をよく使う。驚くでは男性は「おお」、「ほう」、「いよう」、女性は「あら」、

「まあ」、「きゃあ」を使うそうである。例えば、「おお、たいしたもんだ。」（男

性）「あら、大変だ。とんだことをしたわ」(女性)男性はよく強い語感や粗末

の感嘆詞が使われる。女性はそのかりに柔らかい言葉を使う。感動詞の使用頻

度は井出祥子の「大学生の話しことばに見られる男女差異」によると 1000 発

話のうち男女比が 655 対 395 だそうである。この統計から分かるように感動詞

の種類が多様で独創的であるのは男性のほうである。例えば、男性は喜ぶ時に

「ああ」、憤怒の時に「こう」、後悔を表す時に「くそ」、「ちえ」を使うそうで

ある。 

3.5 敬語の場合 

敬语を使っての目的は、相手に対して尊敬や敬远く离れて、これ以外に、敬

语を使うほかの役割は、自分を表現する教養程度高い。比較男性语と女性の用

語で、その最大の违いは、女性の談話恭しいや谦虚され、マナー、洗练さだっ

た。は男性や女性、敬语を使うものの、行政安全部の調査で確認された男性よ

りも女性は敬语を使います。一般的には男性と女性のいずれも、敬语を使うが、

家庭の中で、友人や同僚との間には、男性の使用が通俗的な言叶を使い、女性

は依然として使用聞き及ん丁寧な言叶が出てくる。 

敬語において、日本語の男女差も存在している。女性より、男性の敬語と丁

寧語の使用率が低い。これは日本古くからの男尊女卑と関わっていると思われ

る。もちろん、正式の場合には、男性も礼儀にある言葉を使う。でも、普通の

は⎾だ⏌常体を使う。たとえ敬語を使れば、女性より尊敬の意は高くない。ま

た、女性用語の中に「あそばせことば」、「ざますことば」などの特別な敬語が

ある。例えば、「はやく御入りあそばせ。御風邪を召しますよ」、「いったい何

をあそばすつもりやら」。それに対して、男性の敬語がもっと簡単で、繰り返



しがが少ない。 

いずれにしても、社会は、階層別、地域別、年齢、性別など様々な集団で構

成されたとして、日常生活の中で使っている言葉は、人々の使用が自分の社会

集団文化システムの具体的な姿だ。や他の国家の言後に比べて、日本語の中で

男性用語と女性用語の差はさらに鮮明であるが、それは集中を反映したものだ。

長い間日本封建社会、男尊女卑の思想は言語の影响を受けて、反映する日本民

族の男性文化と女性文化の違いにより、全体としては,男性語が勝手に、修飾

語が少なく、丁宁さの程度が言語態度が直接、強硬になっている。社会の発展

と進歩、日本語は常に変化で、男性の言葉も徐々に変化が発生して、女性と用

語で差別が狭くなっている。しかし、とにかく「日本男児の本質的特徴に変化

はないとし」、「言葉も风格がない」としながらに変更される。 

 

結        論 

 

本研究は日本語における男性用語について論じた。今まで、日本語の女性語

に関する研究が多かったが、男性語について詳しい研究が割に少ない。本研究

はまず、歴史から男性語の起源と変遷を遡った。平安時代の前に、日本語の男

女差がまだ明らかではなかったが、平安時代に入ると、仮名の発明によって男

女用語が区別されるようになった。女性が仮名を多用し始めたのに対して、男

性は依然として漢文を多く使っていた。室町時代以後、武士文化の発展に伴い、

典型的な男性語が現れてきた。後世の書生言葉と軍隊用語も日本語の男性語に

対して、大きい影響を与えてきた。しかし、第二次世界大戦の後、民主化の推

進につれ、女性の地位が次第に高められ、男女平等の思想が広まっていた。こ

の背景において、男女用語の差は縮まっているが、男性は言葉遣いの中で、男

性らしい特徴を持っている。一般的にいえば、男性用語は女性語に比べ、ぞん

ざい、断定的、押しつけ的、自分を優位に立たせる態度を明確にするといった

面がある。ここで、人称代名詞、終助詞、接頭語、敬語、感動詞という五つの

面から男性語の特徴を分析した。 



以上の研究を通じて、日本語の性差への理解を深めたと同時に、日本語の言

語文化に対する理解も深くようになった。欧米社会文明の影響および日本社会

の民主化の発展により、男性用語と女性用語の違いがだんだん縮まっている。

そして、男性用語は「年齢」とはかなり関係がある。それらのこと、そして中

国語の男性用語との対照は今回触れていないので、今後の課題として研究させ

ていただきたい。 
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