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日本語の若者言葉について 

主 旨 

本稿は日本語における若者言葉について考察をする。若者言葉は現代日本語

の一部として急に発展し、ますます注目される。また、若者言葉は自分そのも

のの特徴を持ち、今という瞬間を反映し、社会や文化全体の鏡にもなっている。 

本稿はまず、第一章で若者の定義と生まれを紹介する。若者言葉は中学生か

ら三十歳前後の男女が仲間内で使う特有の言葉である。その生まれはそのとき

の時代背景と深く関わり、時代の動きを反映してくる。第二章では、若者言葉

の明らかな特徴を説明し、その豊かな造語法を分析する。若者言葉は一般的に

俗語として取り扱われるが、ちゃんとした造語法を持っている。この一章で、

例を挙げ、その造語法について分析する。第三章では、若者言葉にみられる現

代日本若者の心理とその効用について少し分析する。現代の日本の若者は独自

の文化を形成し、若者言葉はその「若者文化」を反映して、現代の若者の心理

を表わしている。そして、若者言葉もコミュニケーションなどにおいて大きな

効果を果たしている。このような考察を通じて、より一層日本若者の心理と意

識を理解することができ、日本の社会言語文化に対する認識を深めるだろう。 
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摘  要 

     本文对日语中的年轻人用语进行了考察。年轻人用语作为现在日语的一部

分迅速发展着，越来越引人注目。并且，年轻人用语有着自身的特征，放映了现

在这一瞬间，成为社会和文化全体的镜像。 

     本文将首先在第一章中介绍日本年轻人用语的定义以及产生的原因。年轻

人用语指的是从中学生到 3 0 岁左右的年轻人之间使用的特殊用语。它的产生

与当时的时代背景密切相关，反映了时代的动向。第二章中，将说明年轻人用语

的显著特征，分析其丰富的构词法。年轻人用语虽然一般作为俗语来看待，但却

有着完善的构词法。这一章中将结合例子，对构词法进行分析。第三章中，会对

年轻人用语中所表现出来的现代日本年轻人的心理以及其效用稍微进行分析。年

轻人用语反映了“年轻人文化”，体现了现代年轻人的心理。而且年轻人用语在

交流等方面发挥着很大的作用。通过这样的考察，可以更好的理解日本年轻人的

心理意识，并加深对日本社会语言文化的认识。 
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はじめに 

 言語は時代の発展と伴って、絶えず変化するものである。この複雑な言語現

象において、若者言葉は特殊社会群体が使っている言語として、特に時代性を

持っている。若者たちは社会環境、心理などの影響を受け、自身の言語の中で、

いつも正規の言語表現を突破し、大量の独創的な言葉と表現を用い、自分の個

性を表わす。従って、若者言葉は時代性が強く、伝播範囲が広く、豊かな社会

心理意義を持ち、人々が関心を寄せている言語現象になった。本稿は日本の若

者言葉について分析し、研究を行う。日本語の若者言葉の特徴などについての

研究を通じて、日本若者言葉の生まれと発展に対する理解を深める。 

 現代に至るまでには、日本の若者言葉に関する研究が数多くある。そのうち、

若者言葉に関する文献と資料も多い。《关于日本年轻人语言及其发生的要因》

（于娜    时代文学 2009年 22期）の中で、日本語が勉強すればするほど難し



くなり、その一つの原因は日本語がずっと変化し、またその変化が非常に速い

ことにあり、特に若者言葉もその難しさを増加すると指摘している。しかし、

この文は若者言葉の生まれの原因と背景を分析しただけであり、その特徴を研

究しない。また、《探析日本年轻人用语》（万艶紅 曹二玲 职业时空 2008

年 9期）という文章は日本若者言葉の背景、特徴及びその影響を全面的に分析

し、日本若者言葉が日本語学習過程における不可欠な一部分であると指摘した

が、具体的な実例を持って分析を行わないので、強い納得性を持っているとは

いえない。 

本稿はこれらの文献を参考しながら、日本若者言葉の生まれ、特徴、造語法

などについて実例をもって分析した後、日本若者言葉にみられる若者の心理と

その効用を少し研究する。このような研究を通じて、日本若者言葉を切口とし

て、日本言語文化に対する理解を深めようと考えている。 

 

 

 

 

1.日本若者言葉の定義と生まれ 

1.1日本若者言葉の定義 

 日本の若者言葉とは主として、中学生から 30代前後までの少年、青年が日

常的に用いる俗語・スラングなどであり 、若者以外にあまり使わない言葉の

ことである。これらの若者言葉には古くより使われ始め、世々代々の若者に受

け継がれるものがあれば、最近に新しく出てきた言葉もある。若者言葉は一定

の時代背景と社会環境の産物といえるだろう。このような言葉は語法規範に拘

らないものが多いので、一度に日本語教育者に疑われることがある。しかし、

新しい事物として相当な影響力を持っている。元々は若者言葉であったものが、

世間に広く認知され、一般化することも少なくない。 

 ところが、全ての若者が若者言葉を使っているわけではない。性別、地域、

年齢、所属する集団によって若者言葉も変化している。そして、「キモイ」（気



持ち悪い）などの侮蔑意味を持っている言葉などを使うと、自分の品格を問わ

れる恐れがあるので、敢えて用いない若者もいる。 

1.2日本若者言葉の生まれの原因 

 以上は簡単に日本の若者言葉の定義を紹介したが、この一節ではその生まれ

る原因について少し分析しようと思う。日本の若者言葉の更新は非常に速い。

日本の若者は十分に自分の創造力を発揮し、新しい言葉を通じて、娯楽効果を

作る。これらの言葉の誕生は日本語自身の特徴と日本社会背景と深く関わって

いる。 

 まず、日本語は粘着語であり、強い造語能力を持っている。日本語の造語方

法は非常に簡単である。一つの言葉の前後に新しい日本語あるいは英語の接辞

を加えると、新しい言葉になる。これは若者言葉の大量誕生に対して、優れた

先天条件を提供する。1 

 そして、日本若者言葉の生まれも日本の社会背景と深い関わりを持っている。

米川明彦は 『現代若者ことば考』の中で、若者言葉が個人が各種の束縛と規

範を抜け出し、自由を求めている日本近代化の過程において生まれてきたもの

と指摘した。従って、若者言葉は強い時代性を帯びている。例えば、70 年代

前半まで続いた経済高度成長期の日本社会で、「まじめ」、「努力」「汗」「能

率」が価値基準として高い地位を占めていたが、70 年代後半から豊かになっ

たことで、目標を喪失し、豊かさを楽しむ高度消費社会へと変化していったそ

こで、先の「まじめ」が軽蔑され、「マジ」という若者言葉になってしまった。

80 年代に入ると、消費を主な目的とする社会背景において、若い女性がマー

ケットのターゲットとなり、時代のトレンドを握るようになったといわれてい

る。そこで、女性の消費傾向は若者言葉と結びつけられる。90 年代、とくに

21 世紀以来、情報化社会の影響で、パソコンとインターネットに関する言葉

は若者用語の主な部分となる。「チャッ友（チャット友達）」、「ネッ友（ネット

上の友達）」などの言葉は若者の間に流行っていた。2これからみると、若者言

葉の誕生はその社会背景から深い影響を受けている。 

2.日本若者言葉の特徴と造語法 

                                                              
1万艳红 曹二玲 探析日本年轻人用语[J]  职业时空 2008 年 9 期 P137 



2.1若者言葉の特徴 

 日本の若者言葉はその誕生が深い原因を持っているだけではなく、明らかな

特徴も見られる。ここで、使用の範囲とその目的からその特徴について少し説

明する。 

 若者言葉は仲間内で使い、よそ者、つまりまったく他人には当然のこと、名

前を知っている人でも仲間意識がない人々に対しては使わない。そこから、若

者言葉はよく、よそ者には何を言っているのか分からない隠語めいた語に聞こ

える。 

 そして、若者の果たす機能からみると、会話促進、娯楽、連帯、イメージ伝

達、緩衝、浄化などの特徴がある。会話のノリを楽しむために語を省略したり、

倒置したり、して、新しい語形を作り出し、また本来の意味を変えて別の新し

い意味で使用し、さらに今までにない新しい用法を見出している。 

 日本の近代化によって、個人の解放、自由を追求した結果、現在、個人の自

由は行き着くところまで来た感があるが、とりわけ若者は最も先鋭的に個人の

自由を出張し、服装、考え、行動、言葉などの面から従来の規範からの自由を

求めている。その中で言葉からの自由に、新たな語を作り出し、新たな意味と

用法で使っているのが若者言葉といえる。 

2.2造語法 

  実際に意味不明にみえる若者言葉はちゃんとした造語法がある。大きく分け

ると、既存の語とは無関係な新語を造語する方法と、既存の語を利用して新語

を造語する方法の二つに分類される。 

2.2.1 既存の語と無関係な新語の造語 

 まったく新しい語を作るのはマンガなどの擬声語、擬態語によくみられるが、

若者言葉には次のような言葉がある。 

ゲロゲロ：嫌な感じがする時に発する語 

例：A:あした哲学休講やろ？ 

    B:えっ？あれ取り消しになってたよ 

  A:うっそー、ゲロゲロ 

                                                                                                                                                                                   
2 董冰 论日语中的年轻人用语[J] 日语知识 2002 年 8 期 P14 



ルンルン：心が弾む時に言う語 

ウルウル：悲しいさま、涙が出るさま 

ギンギン：力がみなぎっているさま 

ギョエー：気持ち悪い時やびっくりした時に発する語 

このような擬音語、擬態語などの造語は既存の語を無視し、造られた。こう

した音を繰り返すことによってリズミカルになり、面白さが出る。 

2.2.2 既存の語を利用して新語の造語 

１）借用： 

若者言葉は外国語から借用することが多い。本来の意味が変えられ、遊びの

精神から生まれたが多い。 

アウト：だめ。「ダサイ」「オフ」とも言う。 

アメリカン：アメリカンコーヒーが薄いことから、頭髪の薄いこと。また、

話などの中身がないこと。 

カセット：録音用カセットテーブは「音入れ」だから「おトイレ」の意。 

クリスマスケーキ：二十四日を過ぎるとクリスマスケーキが売れなくなるこ

とから、二十四歳を過ぎても結婚しないでいる女性を指す。 

マックス：とても、非常に。「マック」とも言う。 

デビュー：今までダサかった人がおしゃれになってあか抜けすること。また

は悪いことを始める。 

例）A:○○って知ってる？ 

    B:同じ口腔だったけど、離したことない。暗かったし。 

  A:え、おしゃれで面白いひとでしょ。 

  B:うそ、じゃ大学デビューなのかな。 

２）省略： 

これは語句の一部を省略する方法である。この省略は色々とある。省略の多

い語はもともとの言葉に戻しにくい。 

 きもい：気持ち悪い 

 さてん：喫茶店 

 ホムペ：ホームページ 



 イタメル：いたずらメール 

 あけおめ：あけましておめでとうございます 

３）動詞の派生―る言葉： 

 「る」をつけた派生動詞は「タクシーに乗る」を「タクる」、「コーヒーをと

る」を「コピる」というように述語動詞を「る」で代行させて短く簡潔に表わ

すことで、会話のテンポをよくし、会話測深に一役買っている。中でも、コン

ビニやファーストフード店に行くことを表わす語が多い。 

マクる：マクドナルドに行く 

ローソる：ローソンに行く 

オケる：カラオケに行く 

デニる：デニーズで食事する 

タコる：たこ焼きを食べる 

コンパる：コンパをする 

４）形容詞、形容動詞の派生： 

 これには活用する接尾語「い」「っぽい」をつけて形容詞を造る方法と、英

語の接尾語「チック」「フル」「レス」をつけて形容動詞を造る方法とがある。

「チック」はどんな語にも付きやすく、造語しやすいが、「フル」「レス」は臨

時的で、例は少ない。 

 今い：当世風のさま 

 いもい：田舎っぺのようなさま 

 水っぽい：水商売風のさま 

 アホっぽい：アホであるようなさま 

 変チック：少し変 

 ヤバチック：少しヤバイ 

 元気レス：元気がないさま 

 その他、「てるてる言葉」というものもある。例えば、「ゴリってる」はゴリ

ラのような顔のさまを言う。この形式は動詞であるが、意味的には形容詞であ

る。 

 ぎょどってる：挙動不審の様子である 



 つちってる：化粧しないこと。疲れがたまって顔色がわるいこと 

 ロリッてる：大学生の女の子が小学生風の可愛い格好をするさま 

 オニってる：激しくする。ひどいことする。 

５）動詞の複合： 

 「する」をつけてサ変動詞を作る方法である。この造語法は本来、動きを表

わす運動性の意味を持つ名詞に付くが、若者言葉では人に関する語をはじめ、

運動性の意味を持たない名詞に付く。これは上にくる名詞のイメージがはっき

りしている場合である。従って、イメージ伝達機能を果たす。 

 お茶する：喫茶店に行く 

 大人する：めかす 

 おばさんする：中年のおばさんのような言動をする 

 女子大性する：ミーハーっぽく騒いで遊び回る 

 マルシアする：変な日本語を使う 

６）名詞の複合： 

 主体の状態を表わしている。 

与謝野晶子状態：髪が乱れている 

空腹状態：お腹がすいている 

おやじ状態：おやじのようなさま 

クラゲ状態：暑くてだれたさま 

勉強モード：勉強している 

以上、よく見かける若者言葉の造語法を分類し、まとめてみた。検証してみ

ると、若者言葉は一般語と違い、造語法がかなり豊富であり、ユーモアを含ん

でいるということに気づく。この豊富な造語法によって作り出された若者言葉

は現代日本語をカラフルにしているといえるだろう。 
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3. 日本若者言葉にみられる若者の心理とその効用 

3.1若者言葉にみられる若者の心理 

3.1.1 仲間意識 

 若者言葉は若者の間に通用している言葉として、現代の若者の心理を反映し

ているというわけである。まず、この心理は若者の仲間意識にある。仲間意識

を持つのは若者言葉を使用する最も大きな目的と言える。若者が省略語を使う

のも、仲間だけに通じる言葉を使って仲間意識を持ちたいのである。気持ちの



方も、普通の言葉で伝えるのではなく、擬音語などですごく感覚的に伝えたい

のである。また、面白い言葉を使い、遊びたい心や笑いを取りたいという欲求

を満たしているのである。若者たちは傷つきやすい年頃であるために、わざと

「～系」などの接辞をつけ、あいまいに表現し、傷ついたり、傷つけたりする

のを防ぐことができる。こんなふうに若者言葉を使うと、人間関係の調和を維

持し、強い仲間意識が見られる。 

3.1.2 個性化を求める 

若者は拘束を嫌い、自由を求めることは親や教師への反抗になったり、不良

行為や家出になったりもするが、自由を求めるのは何も行為ばかりでなく、言

葉の規範からの自由もある。いつの時代にも若者は既成の言葉を破ってきた。

彼らは言葉の正用、正しい語形、文法ということから自由になりたいと願って

いる。そして、若者は既成の言葉が古く、またおもしろさがなく、力もないと

感じている。そこで、規範を破る形で新語を造り、新鮮さ、奇抜さ、おもしろ

さ、インパクトの強さを出し、それを使い、会話を楽しんでいる。従って、若

者言葉には若者の個性化になり、自由を求めるという心理が明らかに見られる。 

3.2 若者言葉の効用 

3.2.1 会話が楽しくなる 

 現代の若者言葉は会話の娯楽や会話促進などのための手段として、コミュニ

ケーションにおいて非常に効果的である。若者は会話を面白くするために、面

白い話題を選ぶだけでなく、おもしろい言葉も作ったり、会話を楽しんでいる。 

 例えば、ピッコロ大魔王という言葉。意味は飲み会で飲みすぎ、吐いてしま

うことである。これは『ドラゴンボール』というアニメに出てくるキャラクタ

ー名であり、彼が自分の分身を口から出すとき、とても激しい顔をするところ

から由来する。会話の中で、「機能吐いちゃった。すごかったよ」というふう

に眉をしかめながら淡々と語るよりも、「ピッコロ大魔王」を使い、自分の吐

くときの激しさをありありと表現するのがおもしろい。このような言葉を使う

ことによって楽しみ、会話を盛り上げている。 

3.2.2 連帯感が強まる 

 若者言葉は仲間内の言葉なので、使うことによって、仲間同士に親近感を持

たせ、「ウチの人間」という仲間意識を強めるわけである。それに、使えば使



うほど連帯感が強化される。よそ者には通じないものの、仲間同士の間に使う

ことによって、代わらね間柄であることが確認され、さらに仲間意識が強化さ

れている。 

3.3.3 緩衝に効果的 

 また、若者言葉は相手の感情を傷つけたりするのを避け、言葉の暴力性を緩

和する働きを持っている。近年、若者は他人と深く付き合うと傷つけられるこ

とになりはしないかと恐れ、人とあまり関わろうとしないと言われている。 

自分が傷つけられるのを避けるために、他者に対する批判的な言葉を言い換え、

やわらかくしている。こういう意味で「ノリ」の会話をしている間にも傷つけ

られることのないように気を使っている。例えば、「いい加減なやつ」と面を

向かって言うと、相手は腹を立てるが、「アバウトなやつ」と言うと、それほ

どでもない。語感がずっとやわらかになる。その他、「自己中心」と言わずに

自己中」と言い、「不器用」と言わずに「ブッキー」というなど、いずれも冗

談っぽく聞こえ、刺々しさがなくなり、言われても気まずい関係になりにくい。 

若者言葉はソフト化する用法をもって、会話をスムーズに運ぶ効果を果たして

いる。 

終わりに 

 本稿は日本語における若者言葉を少し考察した。日本の若者言葉は日本の若

者によって作られたものが、日本の若者はまず、日本人なのである。若者言葉

も日本人の精神を表している。相手に自分の考えをはっきり伝えたり、思いを

ぶつけるということを避けた表現が見られる。これは若者だけに関らず、日本

人全体に言えることである。若者言葉から日本人の国民性格もみられる。若者

言葉も社会現象の一種である。日本語学科の学生としての私たちは日本の若者

言葉を研究し、標準的な日本語と一緒に身につく必要があると思う。これは毎

日発展している日本をよく分かるのに役に立つことである。 
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