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この度は、栄誉ある賞をいただき誠にありがとうございます。執筆にあたりご協力いた
だきました皆様へこの場をお借りしてお礼申し上げます。論文執筆を口実に、様々な方々
のお話をお聞かせいただきました。「エモい」という言葉を通して、周囲の方々をより深
く知り、好きになる事ができました。大変お得な機会をいただきました。今後も、精進
してまいります。本当にありがとうございました。

1 はじめに

社会的背景やインサイトを考察する。その上
で、広告会社と生活者のこれからの向き合い
方を提示したい。

2018 年、｢エモい｣ という言葉が 10 代女子
の流行語において１位となった（注１）。｢エモ
い｣ とは、
「感情が動かされた状態」
、
「感情
が高まって強く訴えかける心の動きなどを
意味する日本語の形容詞」だとされる（注 2）。

2 「エモい」とは何か
「エモい」
の語源に関しては英語の
「emotional」
、

平安時代における「をかし（知的な発見）」
「あ

古語の「えもいはれぬ」「えもいえず」など

はれ（情緒的、感情的）
」といった意味だと

諸説ある。今は、若者言葉として認知されて

いう説もある。一方で、
「エモい」や「ヤバい」

きているが、元々は 1980 年代に台頭した「エ

といった表現は、若者の語彙力や感性も低下

モーショナル・ハードコア（エモコア）
」とい

させるという批判（注 3） や、何にでも使えす

う音楽ジャンルが初期の用例である。その後、

ぎて混乱するという見解もある。しかし、こ

カルチャー好きの若者へ伝播し、現在のネッ

のような新語や若者発祥言葉、ネットスラン

トスラング的な用法へ広まっていったと考え

グに対して無暗に警鐘を鳴らすのは些か無粋

られている。日本で一般的な認知を得たのは

ではないか。むしろ「エモい」を使う生活者

2016 年「三省堂

は、そうした批判を見越し、ムーブメントと

の新語」にて第２位になった頃だろう。2017

して意識的に楽しんでいるようにもみえる。

年には日経 MJ にも登場し、
『「ヤバい」に続

情報取捨選択の素養を持ち合わせていると言

く若者ことば』として紹介されている（注 4）。

われる、ミレニアル世代や Z 世代は特にそう

落合陽一氏は、
「人間にとってエモいこと

だろう。本論では、
「エモい」を因数分解し、
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い」と指摘している（注 5）。ロジカルの対極

②コンテンツ（アイドル、音楽やアニメ等の

にある、一見無駄にも見えるもの、すなわち

カルチャー及びスポーツ等）に関する投稿

AI にはない人間だからこそ生まれる感情や

登場人物との関係性やコンテンツを通し

情緒の揺らぎを表しているとも言える。
「エモい」は、なぜここまで浸透したのだ

て沸き上がった感情が吐露されている。過去
との対比構造が多い。音楽や映像の「エモい」

ろうか。
「ヤバい」と同様に、使用用途が広

場面を切り取った内容の割合も高かった。

く、汎用性が高いという単純な理由もある

・
「この CM、本気でエモいな…まんまガキ

だろう。一方で、つかみ所の無いイメージ

の頃の自分過ぎて気付いたら涙出てた…（動

もある。
「エモい」が実際にどの様に使用さ

画）
」（注 7）（RT35,706、いいね 105,879）

れ て い る の か、 以 下 で は、SNS（Twitter、

③様々な事象に関する投稿

Instagram）上の生活者の発言に基づく定性
的な分析を行なった。

車や文具、唐揚げまで、有機物／無機物関
わらず、様々な事象に対して広い用途が存在。
SNS によっても違いがある。Twitter は文

3 「エモい」の SNS 分析
Instagram で は、
「# エ モ い 」128,231 件。

字ベースのコミュニケーションが主流のた
め、物語調や説明的な表現が多くみられた。
一方で、Instagram では短文、あるいは写真
のみで「エモさ」を訴えかける投稿が主で

関連するハッシュタグには、
「# エモ」24,731

あった。ただし、いずれも感情の高まりや心

件「# エモいとは」4,168 件、
「# エモい写真」

が動いた際にこの言葉が使われている。そこ

2,817 件、
「# エモい夏」1,203 件、
「# エモい夜」

には、懐かしさや切なさ、感傷的な気分や感

1,114 件等の投稿があった。Twitter で「エモ

慨深さも伺える。そして、個人の主観的な思

い」を検索した結果、
「いいね」が 100,000 を

い入れや過去体験が投影されている。

超える投稿が５件、30,000 を超える投稿が 20

「エモい」に近い言葉として「ヤバい」があ

件だった（全て 2019 年９月 26 日現在）。各

る。
「ヤバい」は、外発的／客観的事実や要

SNS における投稿は、大きく分けて下記の

因への感想や共感である。一方で、「エモい」

シーン・文脈に分類される。

は、より主観的な意味合いが強い。ある事象

①実体験に基づく投稿

やエピソードに関して、自分自身の過去の体

学生の場合は体育祭・文化祭など学校にお

験に基づいた共感である。ライターの嘉島唯

けるイベントの際の投稿。時節に触れた話題

氏は、エモさは「固有名詞×日常性」で作れ

をはじめ、天気や空気感に言及する投稿も多

るという。「決して同じ体験をしたわけでは

くみられた。また、
「青春」やノスタルジー

ないけれど、映像が頭に浮かび、追体験した

を感じる写真を添付した投稿も多く見られ

ような気分になる。この時、人は文章にエモ

た。フィルムカメラで撮影された様な味わい

さを感じる」（注 8）と説いている。そこには、

があり、想像の余地のある写真が多数を占め

懐かしさや、寂寥感で胸の奥が閊えるような

る。キラキラした加工が施された「インスタ

感覚、より複雑な感情が内包される。一人ひ

映え」
とは異なる自然体な写真が主であった。

とり異なる、その瞬間の体験が切り取られる。

・
「今日で上半期終了と知りエモい」（注 6）
（Ｒ

「エモい」の浸透理由として、SNS 投稿や

Ｔ 2,816、いいね 36,152）

シェア文化も大きく寄与している。言葉に出
来ない概念的な情報を「エモい」という共通
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言語によって不特定多数へ共有する。多くの

典型的な幸せ神話は喪われた。多様化により、

人が共通して持ってはいるが、まだ名前の無

画一化された基準が失われたが故に、迷いが

い感情へ「しっくり」くるキャッチーさを与

生じるようになった。人々は「精神的な充足」

える。また、
「嬉しいのに悲しい」
「綺麗すぎ

の基準を失い、
「自分だけ」の価値観や「物語」

て泣ける」といったように、ポジティブでも

の形成を望むようになった。一方で「ありの

ネガティブでもない絶妙な狭間や揺らぎを表

ままの自己」を肯定する動きもある。現代社

現する。
「エモい」という言葉は、
表現をポッ

会においては、受け手によって多様な意味付

プな印象へ転換する装置になっている。

けが可能で、余白や自由を感じる事ができる
柔軟性が必要である。言い換えれば、新規性
があり特別感を感じる物語や「複雑でわから

4 「エモい」に見る生活者のインサイト

ないけれど共感出来る＝エモい」が求められ
ているとも言える。このように「エモい」が

現代社会は、文化・産業・技術・情報に至

浸透した背景には、ある種の承認欲求や自己

るまで、様々な物事が飽和状態にある。AI

肯定感、すなわち「精神的充足」を求める現

や５G、DX をはじめ、日々技術革新は進む。

代の生活者のインサイトがあるのではないだ

テクノロジーによって生活は便利になり、機

ろうか。
ネオマーケティング社が行なった「若者の

能面での利便性はある程度満たされてしまっ

消費トレンド」調査において、「アナログ的

ている。
このような社会では、モノや情報だけで

な商品やサービスを使ってみたいか」という

なく、幸福の価値基準や自己のアイデンティ

問いに対し「使ってみたい」と答えたのは全

ティーまでもが多様化している。
「名門大学

体の 64.0％、SNS 投稿者では 75.3％となった。

へ進み、大企業へ入社すれば安泰」といった

具体的な商品・サービスについては、
「アナロ

体験／追体験
精神の充足
色々あったけど
振り返ってみると
良い思い出だな

街で偶然、学生時代の
恋人が好きだった曲が
流れてきた

過去想起
（共感）

学校からの帰り道
イヤホンを片耳ずつ分け
合って一緒に聞いたっけ…

肯定感
感情の高まり

（曲名）
「歩いてたら○○
流れてきてめっちゃエモい…」
→他者からリアクション

承認
「エモい」
共有／シェア／拡散
あの頃若かったな
楽しかった青春
もう戻らない日々、切ない
なんだかセンチメンタル

図１．エモさによる「精神的充足」の生成過程
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グ手帳」
「手書きの手紙」
「着物・浴衣」
「純

マス主体の広告でも、デジタルメディア主体

喫茶」
などが挙げられた。
「温かみがある」
「プ

の広告でも、大きな違いはない。いずれにし

ロセスが楽しい」
「手間をかけることによって

ても、マーケターに求められるのは、生活者

味が出る」等の理由だという。
「今後、積極

やメディアに対する繊細な向き合いである。

的にお金を使いたいと思うこと」では、「思

そして、カスタマージャーニーマップを作

い出に残る体験（ライブイベントや旅行な

成し、データドリブン・マーケティングによ

ど）
」が 45.1％、
「感動的な体験（ライブイベ

る個人データを上手に活用することで、個人

ントや旅行など）
」が 31.1％となった（注 9）。

の文脈を正しく理解したコミュニケーション

多くの若者が感情を揺さぶられるような、ア

設計が可能となる。そこでは、個人情報のロ

ナログでエモーショナルな体験＝「AE 消費」

グや分析ツールを利用し、生活者の感情の高

（注 10） を欲していることが伺える。生活者を

動かすのは、体験を通して得られる自己肯定

まるピーク時に広告と出会う設計が理想とな
る。

や承認である。そして、そうした精神的な充

現代のコミュニケーション環境に即した

足はどのようにして生み出されるのか。以下

文脈理解と世界観構築の事例として、「もし

では、エモ由来の精神的な充足の生成過程を

も平成元年に僕らがいたら」という動画が

図１に示す。

挙げられる。改元直前の 2019 年４月 26 日に

すなわち、
「①体験や追体験を通して、過

WEB 上で公開されたもので、ヒカキン等の

去の感情や思考を棚卸し・想起する。②過去

人気 YouTuber ７組がスマホのない平成初

の甘やかな記憶を随想する。
③随想の結果「エ

期にタイムスリップし、YouTuber として活

モい」と感じる。④場合により、オンライン

動する様子を描く。挿入歌は、華原朋美が担

オフライン問わず、他者へ共有する。⑤過去

当。YouTube 上の動画は、128 万回再生を超

から現在までの自己を肯定する。⑥精神の充

え６.7 万の高評価が付いている。Twitter で

足を得る。
」といった循環構造を形成するこ

も「エモい」と言及したツイートが 54,000 以

とである。
「エモい」は一見思考停止にも見

上の RT、200,000 以上の「いいね」を獲得し

える。しかし実際は「エモい」へ至るまでに、

た（注 11）。

自分ゴト化して、共感・共鳴するという段階

各 SNS では、自分自身の過去と紐付けた

を経る。また、エモさを感じて、過去を随想

語りが多く見られた。平成に青春時代を過ご

する過程で自己肯定感が高まり、
「精神的充

し、懐かしむ人達や、平成に生まれ平成に育っ

足」へと、つながっていく。

た人達。こうした人達が世代を越えて、一つ
のコンテンツに「エモさ」を感じた。そこに

5 「エモい」と広告

は一人ひとりの「平成」があり、一人ひとり
の「物語」が存在する。誰もが持つ思い出や
懐かしさといった価値観の共有、つまり「エ

広告の機能としては、精神の充足による

モい」が生み出されたのだ。それは、図１の

「消費」を如何にして喚起するか、生活者の

エモさによる「精神的充足」の循環構造その

「共感」と「承認」をどのような形で刺激で

ものだともいえる。

きるかが重要である。そのためには、生活者

個人の文脈や社会背景を正しく理解したコ

が「これは自分の物語である」と自分ゴト化

ミュニケーションよって、エモさ、ひいては

できるストーリーの設計が鍵となる。
これは、

「精神的充足」の喚起が可能となるのである。
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