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若者言葉からみる若者の特徴-名古屋大学生への調査を通じて- 

 

 

―はじめに 

現代では多くの言葉が日々生まれている。その多くが若者の間で発生し、それ

らの言葉は若者言葉として世間では扱われている。若者言葉には、既存の表現を

短縮したり、外国の言葉を別の意味で用いたり、様々な形態がある。若者世代以

外の世代の間にはあまりない独特な表現の若者言葉は、どのような目的で使用

されているのだろうか。また、若者たちはどのような意図を持ち使用しているの

だろうか。これらを明らかにしていき、現代の若者の特徴や傾向を見出すことが

今回の研究の目的である。 

若者言葉について研究するにあたり、先行研究として二つの論文を参考にし

た。菊池つばさ氏（2012）の「浸透する若者言葉の特徴についての考察 －由来

となった単語の比較から―」では若者言葉を、若者世代語（世代を受け継いで使

われている学生語）や、言語変化（新方言、新語）と定義づけて、若者言葉の機

能、発生の観点から三つに分類し、特徴や傾向を見出している。また、小玉有子

氏らによる「学生の感情を表す語彙と情動スキルの変化」という論文（2016）で

は、感情や気分を表現する語彙の変化と若者の感情表現能力を関連付けて、現代

の若者の特徴を明らかにしている。この先行研究では、学生の語彙の変化にはス

マートフォンや LINE、SNS などの普及が大きくかかわっているということが主

張されている。 

これら両方の先行研究では、アンケート調査が行われ、この結果をもとに考察

を立てている。しかし、両方のアンケート調査で若者言葉として挙げられている

言葉が多すぎるため、調査対象にする言葉を絞って検証していく必要がある。ま

た、過去の若者言葉との比較がなされていなかったため、１９８０年代前後に若

者言葉として浸透していた言葉を論文や文献を用いて調査し、現代と比較して

どのような違いがあるのかを調べていく。 

以上の事柄を踏まえて本稿では、現代の若者言葉と、それらを使用する若者の

特徴について明らかにしていく。その際に、１０代後半から２０代後半の人を対

象に若者言葉に関するアンケート調査を行う。さらに、過去の若者言葉やそこか

ら見られる当時の若者の特徴と比較していく。 

 

―研究方法 

 今日の若者世代の間でどのような若者言葉が使われていて、それらの言葉が

どのような意図で用いられているのかということを明らかにするために現代の

若者言葉については 10 代後半～20 代前半を対象に若者言葉に関するアンケー
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ト調査を実施する。 

 アンケート調査は名古屋大学の学生 60 人（1 年生:43 人、2 年生:17 人）を対

象に行った。 

若者言葉を「10 代後半から 20 代前半の若者が日常的に用いる言葉で、ほかの

世代であまりつかわれていないもの」（『現代用語の基礎知識 1948 年版』より）と

定義し、調査を行った。質問事項は以下の通りである。  

⑴  年齢 ⑵性別 

⑶・よく使う/耳にする若者言葉（複数） 

・最も使う/耳にする若者言葉 

・どのような意味で使うか 

・その言葉を使う理由 

・その言葉を使う相手 

また、SNS 上で頻繁に用いられている若者言葉として様々なウェブサイトに掲載

されていた「あーね！（あーなるほどね）」「あげぽよ（気分が高揚している状態）」

「とりま（とりあえずまあ）」「り（了解）」「ま（まじ）」「それな（そうだよね）」「フ

ロリダ（風呂に入るから SNS から離脱する）」の計七つの言葉について以下の項目を

調査した。またこれらは複数選択可能の項目である。 

⑷・他人が使っているのを見たり、聞いたりしたことのある言葉 

  ・意味を知っていた言葉 

  ・使ったことのある言葉 

 

―調査結果 

⑶の項目で多く上がった若者言葉は、同意の意味を示す「それな」や、〝すご

い“などいい意味でも悪い意味でも使うことのできる「やばい」であった。また、

これらの言葉を使う理由として様々なことが挙げられていた。たとえば「それな」

に関しては、言いやすい、短くなおかつ伝わりやすいので楽、相手に通じやすい、

などと、“同意を示す場面において安易に相手に伝えることができるため”とい

う理由でこの言葉を使う人が多いことがわかる。また、「やばい」については、

一言でその場に応じた感情を表現することができるから、いろいろな場面で使

えるから、いろいろな意味を示し使いやすいから、など、その言葉の多義性に着

目した意見が多くみられた。また、他にも「ワンチャン」、「まじ」、「うける」な

ど様々な若者言葉が挙がった。これらの言葉は個々がそれぞれ異なる意味を持

ったものであるが、どの言葉でも、使う理由として多かったのが相手への伝わり

やすさであった。（図 1 参照） 
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若者言葉  意味  使う理由  

やばい  すごい、おもしろ

い、危ない（悪い意

味、良い意味両方）

・いろんな意味で使うことができるから便利

・一言でその場に応じた感情を表現できるか

ら  

・いろいろな場面で使うことができる  

それな  同意、共感  ・短くて楽 ・楽に伝わる  

・相手にも通じやすいから  

・対応が面倒なときに使いやすい  

ワンチャン  もしかしたら、  

チャンスがある  

・みんなが使っているから  

・伝わりやすい  

まじ  すごく、本当に  ・語感が良い ・言いやすい  

うける  おもしろい  ・みんなが使っているから ・言いやすい  

図１ アンケート調査で挙がった若者言葉 

 

以上の結果から現代の若者言葉には、一般的な言葉で長いと若者世代が感じ

るような表現を極端に短くしたり、物事を表現するのに妥当な言葉が見当たら

ないときに曖昧な意味合いを持つ若者言葉を用いたりする傾向にあるように感

じる。特に多くの若者が頻繁に用いる「やばい」という言葉はこのような傾向が

顕著に表れている。 

次に若者言葉を使う対象を問う項目の回答結果をみていく。これらの言葉を

使う相手としてすべての回答で該当していたのは、同級生（友人）であった。さ

らに、その次に親、後輩が挙げられている（図 2）。若者言葉は比較的カジュア

ルな場面で用いられ、目上の人に対して使用する言葉としてはあまり適してい

ない物が多い。また、親しい間柄、同じまたは近い年代の人のほうが意味やニュ

アンスが伝わりやすいため、このような結果をもたらしていると考えられる。 
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 図 2 アンケート結果：若者言葉を使う対象 

⑷のアンケート調査の結果について検証していきたい。この項目では SNS 上

で多用される若者言葉についてそれぞれの使用状況を調査した。図 3 のグラフ

に示されているようにすべての若者言葉がほとんどの若者世代の人々によって

知られているということがわかった。 

図 3 アンケート結果：SNS で用いられている若者言葉の認知度 

 

しかし、「あげぽよ」や「フロリダ」の二つは“使ったことがある”という項

目に該当した回答が極めて少ない。「フロリダ」に関しては、この言葉自体を知

らないという人も多い。「あげぽよ」という言葉自体は、テンションが上がると

いう意味の“あげ”に響きがかわいいからという理由で“ぽよ”が末尾につけら

れたものであり、ほかの言葉が極端に省略した形であるのに対して、「あげぽよ」
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はむしろ無駄なものが付け足されているため実際に使用する人が少ないのでは

ないかと考える。では、「フロリダ」についてはどうだろうか。この言葉は「あ

げぽよ」以外の言葉と同じように“風呂入るから離脱”が省略された形である。

だが、この場合「フロリダ」という言葉は地名として既に存在していて、若者言

葉としての意味を連想し難い。これらが原因で実際に使う人が限られているよ

うに感じる。 

 ではそれ以外の言葉についてはどのようなことを述べることができるのだろ

うか。そうだよね、という同意や共感を表現する「それな」という言葉は、今回

取り上げた七つの言葉の中で「使ったことがある」と回答する人が最も多かった。

しかし、同様の意味をもつ「あーね」は使ったことがある人は 30％と、「それな」

を大きく下回った。このような結果の原因としてはニュアンスの違いが考えら

れる。「あーね」という言葉は「それな」という言葉ほど積極的な賛同を意味せ

ず、軽い相槌として使われている。 

 

「それな」の使用例： 

A：昨日テスト勉強をしていたから眠たい。 

B：それな。 

（ここでは B も A 同様、眠たいと感じてそれに共感していることを「それな」と

いう言葉で表現している。） 

 

「あーね」の使用例： 

A：昨日テスト勉強していたから眠たい。 

B：あーね。 

（ここでは B は A のように眠たいとは感じていないが A の言葉に対する相槌と

して「あーね」と言っている。） 

 

 このように「それな」と「あーね」には違いがあり、相手に同意を示すと同時

に、よりテンポの良い会話を進めることができる「それな」の方が若者にとって

は使いやすいことが考えられる。この違いが上記の差を生み出しているのだろ

う。やはりここでも、現代の若者は曖昧なニュアンスを相手に容易に伝えること

ができる言葉を若者言葉として使用しているということがわかる。 

また、「それな」「ま」「り」「とりま」「あーね」の五つの言葉はすべてある言

葉や表現の極端に省略された形である。SNS 上で用いられる若者言葉が存在し多

くの人に使用されている大きな要因としてスマートフォンの普及が挙げられる。

LINE や Twitter などをコミュニケーションツールとして用いる若者たちは、よ

り短時間で会話をし、意思疎通を試みているように感じる。そこで、同意を示す
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言葉や相槌をうつための表現が極端に短くなったものが先述した五つの言葉で

ある。このようにスマートフォンなどの端末でコミュニケーションを図るため

に発生した言葉は、実際の話し言葉としても使われるようになった。これは、人

とのコミュニケーションを円滑にさせていると同時に、スピーディーに会話を

終了させてしまい、人間関係にさほど執着せず、やや個人主義な現代の若者の特

徴を示しているようにも思える。現代の若者のこのような特徴は以下の図 4 に

も示されている（福重、2016）。「友達をたくさん作るように心がけている」とい

う項目では 2002 年の調査と比較すると 2012 年では「どちらかと言えばそうで

はない」または「そうではない」と回答した人が 51％から 77.5％まで増加して

いる。また、二つ目の項目では「友達との関係はあっさりしていてお互いに深入

りしない」に対して「そうだ」もしくは「どちらかと言えばそうだ」と回答した

人は 47.8％から 60.8％までに上っている。過去に比べると現代の若者は人間関

係にさほど執着していないことがわかる。 

 

 

図 4 友人との付き合い方についての回答の分布の変化（福重（2016）より） 

  

―過去の若者言葉との比較 

 それでは、過去の若者言葉と比較していく。1980 年代ではどのような言葉が

どのような目的で使われていたのだろうか。これらを明らかにして当時の若者
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の特徴を考察していきたい。1970 年代から 1980 年代にかけて、アメリカでは、

ラッシュ（Christopher Lasch）、セネット(Richard Sennett)、ローウェン

(Alexander Lowen)らによってナルシズム（自己を愛の対象とすること 『実用

日本語表現辞典』より）の時代に突入したといわれ始めた。日本でも同様のこと

が 80 年代に入り指摘されるようになった。特に若者は、周囲との関わりを避け、

自閉する傾向が強いといわれていた（富田、1994）。 

 例えば、「おわってる」という言葉。この言葉は一般的には“終了した”とい

う意味で用いられているが、1980 年代に登場した使われ方では“もうどうにも

ならないくらいひどい”というような意味合いを持つ。このように自らの置かれ

た状況曖昧な表現を用いて伝え、「自己を演出する」目的で若者言葉が使われて

いるという傾向は、現代の若者言葉にも共通する点だといえる。富田英典氏によ

れば、当時の若者は、短い言葉に、漠然としているが、彼らははっきりとしたイ

メージを込めて使っている。そのためには既存の表現では都合が悪いため多く

の造語や、新たな表現が生まれることになっているのだ。 

また、この時代には現代のように SNS などが普及しておらず、LINE などで楽

に意思を示すために生まれた「ま」や「り」などの極端に短くなった省略型の若

者言葉はあまりみられない。 

 過去の若者言葉と現代のものでは、現段階で、共通する点と異なる点があるこ

とがわかった。過去の若者の特徴については現代の若者と大きく変わる点はま

だ見られない。しかし、コミュニケーション手段の移り変わりなどの環境の変化

により差異が生まれていることも考えられる。 

 

―まとめ 

アンケート調査の結果から若者がどのような理由で若者言葉を使うのかが明

確になった。多くの回答が、使いやすさや伝わりやすさについて述べていた。こ

のことから、若者言葉とは、おおまかにその使いやすさゆえに使用されていて、

相手とのコミュニケーションがより安易になるような役割を果たしている。若

者世代は曖昧なニュアンスを表現するために多くの若者言葉を使っている。ま

た SNS で使用されている若者言葉については、ほとんどの言葉が認知されてい

るということがわかった。 

現代の若者言葉と過去の若者言葉を比較して、双方に通ずる物もあることが

明らかになった。1980 年代に若者言葉として使われていた言葉も現代のものと

同様、若者同士が漠然としたニュアンスを伝え合うことを目的に使用されてい

た。 

最後に本稿の意義と課題を述べる。 

今回の研究によって現代の若者がどのような意図で若者言葉を使っているの
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か、また彼らの特徴もいくつか明らかになった。学生を対象にアンケート調査を

行ったことで、若者世代の人がどのような言葉を実際に使っているのかが明確

になり、よりリアルタイムな結果を得ることができた。 

今回の研究に残された課題としては、若者を 10 代後半から 20 代後半（15 か

ら 25）としていたが、アンケート調査の回答者には偏りがあった。年齢別もし

くは学年別などで見ていくことによって、また新たな若者の特徴を明らかにす

ることができるように感じる。 
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