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摘 要 
 

  省略表达是日语三大特征之一，在日常会话中句末省略经常被使用。对于母

语非日语的学习者来说，不了解句末省略就很有可能无法理解对话的意思，从而

产生误解，给生活带来很多困扰。因此，只有了解日本的文化，掌握句末省略，

日常会话才能顺利进行。本稿在继承一部分先行研究成果的基础上，从母语非日

语的学习者的视点出发，通过大量对话实例的分析，对日常会话中经常出现的句

末省略现象进行研究。  

本稿以对会话实例的归纳、分析为中心进行研究。具体来说，主要体现在如

下几方面。首先收集日剧的剧本台词以及日本小说中含有句末省略表达的会话实

例，以这些会话实例为语料来源。然后从认知心理学角度对句末省略重新进行分

类、分析句末省略的原因、句末省略的作用并得出以下的结论。 

（1）从认知心理学角度对句末省略重新分类：主要分为含有断言意思的句末省

略，含有指示意思的句末省略，含有言明意思的句末省略，含有表出意思的句末

省略，含有质问意思的句末省略这五个大类。 

（2）根据认知心理学分析句末省略的使用原因：从日本的历史文化，社会环境

以及日语的特征角度得出以心传心，美的意识，少言为贵，集团意识四个原因。 

（3）根基认知心理学分析句末省略的作用：主要有追求简洁性，强调信息焦点，

避免直接言明，暗示其他的意思，保守说话人的秘密这五个。 
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要 旨 

 

省略は日本語の三つの特徴の一つであり、日常会話の中で文末省略はよく使

われている。母語が日本語ではない学習者にとり、文末省略を知らなければ、

会話の内容を理解できない可能性がかなり高く、誤解が生じやすいので、生活

にたくさんの迷惑をかけることもある。日常会話をスムーズに進めるように、

日本の文化を深く知り、文末省略を把握しなければならない。本稿は一部の先

行研究を踏まえ、母語話者ではない日本語学習者の視点から、認知心理学に基

づき、数多くの会話実例の分析を通し、日常会話によく出てくる文末省略表現

を対象にして研究するものである。  

具体的な段取りは次のようなことである。まずは近年来日本のドラマ脚本と

小説から、文末省略表現のある会話を実例としてデータを素材にする。それか

ら、筆者は認知心理学の方面から文末省略を新たに分類し、文末省略表現の使

用原因、及び文末省略の働きを分析した。分析の結果は以下の通りである。  

（１）認知心理学に基づき、文末省略を新たに次のように分類してみた：断言

という意味がある文末省略、指示という意味がある文末省略、言明という意味

がある文末省略、表出という意味がある文末省略、質問という意味がある文末

省略、という五種類の文末省略である。 

（２）認知心理学に基づき、文末省略の使用原因を考察する：「以心伝心」、

「美意識」、「少言貴」、「集団意識」という四つの原因である。 

（３）認知心理学に基づき、さらに文末省略の働きを分析する：「簡潔性を求

める」、「情報の焦点を強調する」、「直接な意味表明を避ける」、「他の意

味を暗示する」、「話者の秘密を守る」という五つの働きである。 
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はじめに 
 

  日本人は日常の会話生活で、無意識に省略表現を使っているが、中国の日本

語学習者は話し言葉や書き言葉において、よくこんなそんな間違いがある。特

に、日本人とのコミュニケーションにおいて、話し手による省略表現で誤解が

よく起こられている。実、文末省略の現象と理由は多くの研究者に分析されて

いる。日本の文化がよく理解できない日本語の初心者にとって、この文末省略

現象も理解できなく、会話しにくいように思われている。特に日本語の会話で

は、文末省略現象が屡々現れ、話が短くなって、簡潔な効果があるとはいえ、

理解しにくくなることもよくある。しかし、言語学、教育学、語用論、翻訳学

などの角度から考察された文末省略現象に関する文献がかなり多いが、認知心

理学方面からの考察にはあまり触れていない。 

 従って、本稿は主に日本語の日常的な会話における文末省略表現を研究対象

とし、日本のドラマの脚本や日常会話などを素材にして、認知心理学を踏まえ、

文末省略表現の分類、原因及び働きに関する研究を行う。 

 

一  認知心理学 

 

  認知心理学は知覚・記憶・思考など人間の 認知活動 について研究する心理

学 の一分野である。 

 

（一） 概念 
  認知心理学は、人間を高次の情報処理システムと捉えることによって、知

覚・理解・記憶・思考・学習・推論・問題解決など、いわゆる心の見えない部

分に関する様々な心的メカニズムや過程を研究対象とし、脳科学、神経科学、

神経心理学、情報科学、言語学、人工知能、計算機科学などとの関わりあいの

中で認知科学と呼ばれることもある。この場合は心理学の手法に留まらず、認

知心理学による研究成果に広く基づき、コンピュータの処理モデルを構築する

ことやそれを用いて人の認知モデルを再検証することなども含む。最近、意識

や感情、感性といった問題にも取り組むようになってきている。1 

 

（二） 情報加工心理学 
 狭い意味で、認知心理学は情報加工心理学とも言える。アメリカの

                                                             
1 ウィキペディア 

https://kotobank.jp/word/%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%B4%BB%E5%8B%95-1387260
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E8%A6%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E8%A6%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%86%E8%A7%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%98%E6%86%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%80%9D%E8%80%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E7%BF%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A8%E8%AB%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%A7%A3%E6%B1%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B3%E7%A7%91%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%A7%91%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%BF%83%E7%90%86%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%A7%91%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%80%E8%AA%9E%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%A9%9F%E7%A7%91%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%A7%91%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E8%AD%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E8%AD%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9F%E6%83%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9F%E6%80%A7
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A.Newell&H.A.Simon は情報加工に関する認知心理学を提出した。認知心理学

の大きな特徴の一つに、心的メカニズムや認知活動を情報処理過程としてモデ

ル化する点がある。 

生体が事態を理解し、解釈をを与え、分節・構造化し、コード化し、行動や

発話につながる一連の過程を言う。成瀬（1989）が言うように、人間には常に

「意味がるものとして見る」という「意味の恒常性」が働くが、情報処理過程

は経験に基づき、選択的に「意味をつくる」ことを目的とした能動的活動であ

る。 

また、情報処理過程には、視点・選択・経験・期待・記憶・評価など他の認

知機構が組み込まれ、そうした他の認知機構と言語との交換性を示す。このた

め、客観的には同一の事象であっても、情報処理過程が異なれば異なった形式

で実現される。 

 文末が省略された文では、話し手は背景、心理、知識、経験、考え方などに

より、情報を加工し、聞き手に文末の省略形式をもって発話行為をする。聞き

手もそれらの情報に基づき、省略された部分を復元し、会話を理解する。 

   

二  認知心理学に基づき、文末省略の分類 

 

本章では認知心理学理論に基づき、日本語における文末省略表現を「断言と

いう意味がある文末省略」、「指示という意味がある文末省略」、「言明とい

う意味がある文末省略」、「表出という意味がある文末省略」と「質問という

意味がある文末省略」の 5 種類に分けて研究してみる。具体的には、次のよ

うなものがあると考える。 

 

（一） 断言という意味がある文末省略 
断言というのは認識心理学から言えば、しっかりした根拠に基づき、間違い

なく、これこれだ、と相手に向かって言い切ることである。2 

（１）金麗：でも、なんで緑なのに青？ややこしいよ！ 

春子：そういう質問があろうかと思って... 

（『日本人の知らない日本語』） 

（２）真矢：何やってるの？授業はとっくに始まってるわよ。 

望： すいません。教科書教室において来ちゃって... 

（『女王の教室』） 
                                                             
2 新明解国語辞書電子辞書 
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（３）和美：許してあげてください。先生。 

ひかる：そうです。ほんのちょっと遅れただけなんだし... 

（『女王の教室』） 

  上の実例は全て断言という意味がある文末省略である。例（１）では「金麗」

は「春子」に質問し、「春子」は「金麗」が聞く前にその質問があると断言し

た。文末省略を利用し、断言した。例（2）も例（3）も全て断言の意味がある

事例であると考えられる。 

 

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
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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。 

 

 

 

（二） 指示という意味がある文末省略 
指示というのは認知心理学から言えば、相手がしなければならないことを具

体的に言って聞かせることである。3 

（４）恵里花：だったら、お願いお願い。 

西川：わかった。 

一同：ヤツタ～！ 

由介：よし。じゃあ、気合入れるぞ～！俺達は真矢なんかに... 

（『女王の教室』） 

（５）しおり：ありがとう。もうクラス替え、発表されてるから見てくれば... 

和美：はい。じゃ、後ほど。 

（『女王の教室』） 

（６）真矢：それで、なんとおっしゃったんですか？ 

上野：私達の方からしっかりと阿久津先生を指導しておく...というこ

とで今回だけは納得していただけました。ですから先生も二度と

このようなことがないよう... 

 例（4）では、「恵里花」は他の人に願い、「由介」は真矢に何かするとの

指示を提出した。例（5）も例（6）も命令や要求のような指示をした。 

 

（三） 言明という意味がある文末省略 
言明というのは認知心理学から言えば、言葉に出してはっきり言うことであ

る。あるいは、一定の意味内容をもった文を述べる行為である。または、述べ

られた事柄である。4 

（７）由介：だから俺は最初からそうしろっつってんだろ～ 

孝子：私はやめたほうがいいと思うけど... 

（『女王の教室』） 

                                                             
3 新明解国語辞書電子辞書 
4 スーパー大辞林 3.0 電子辞書 
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（８）進藤麗子：おかえり。お友達が来てるわよ。 

ひかる：何か用？ 

進藤麗子：光る、失礼じゃない？せっかく遊びに来てくれたのに... 

（『女王の教室』） 

（９）並木：それじゃあ、６年の担当会議やりましょうか。 

真矢：え～私学年主任としてなんでも協力しますので... 

（『女王の教室』） 

 例（7）では、「孝子」は「由介」の話に反対し、やめたほうがいいと忠告

し。自分の気持ちをはっきり伝えた。例（8）も例（9）も警告や約束などの意

味を言明した。  

 

（四） 表出という意味がある文末省略 
表出というのは認認知心理学から言えば、心中の感じ・考えなどを外へ表す

ことである。5 

（１０）恵里花 ：ひっど～い！あの『たまごっち』ゲットするの。すんごい

大変だったのに... 

桜：でもさ、ホント最低だよね。真矢のヤツ。 

（『女王の教室』） 

（１１）恵里花 ：ねえ、西川くんから明日のホームルームで真矢にガツンと

言ってくれない？ 

由介： 俺が言ってやってもいいけど... 

（『女王の教室』） 

（１２）恵里花 ：頼れるのは西川くんしかないの。 

由介：いや、俺も結構... 

（『女王の教室』） 

  例（10）では、「恵里花 」は「桜」に文句の気持ちを伝えた。例（11）も

例（12）も断りや躊躇いの感情を表出した。 

 

（五） 質問という意味がある文末省略 
  質問というのは認知心理学から言えば、わからないことや知りたいことにつ

いて、相手がそれに応じたことを述べるように求めることである。6 

（１３）島田：面白いが、あまりにも赤裸々で、試験官によって評価が分かれ

                                                             
5 新明解電子辞書 
6 新明解電子辞書 
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るな。 

珠緒：やっぱり、そうですが...？ 

（『下流の宴』） 

（１４）太田：でも、キャンプファイアーは中止と...？ 

校長：校長は僕ですから。 

太田：この件も職員会議にかけますから。 

（『ハンマーセッション!，Hammersession』） 

（１５）並木：あの人達をあれで追い出すわけにいきませんからね。 

上野：皆様のお気持ちはよく分かりました。今後の具体策についでは

ですね...？ 

（『女王の教室』） 

 例（13）では、「珠緒」は「島田」の話しの正確さに質問した。例（14）も

例（15）も相手の話しに質問し、信じない意味を伝達した。 

 

三  認知心理学に基づき、文末省略の原因の分析 

 

  日本語の会話では、文末省略現象が時々に見られて、話が短くなって、理解

しにくくなる例も多く出てくる。日本の文化をよく理解できない日本語の初心

者にとってはこの文末省略現象の原因が理解できなく、会話しにくいと思われ

ている。本章では、なぜ文末の省略が行わているのかに関して、考察してみた。 

 

（一） 以心伝心7 
日本は面積が狭く、海に囲まれている国である。その独特な地理環境のため、

日本人の考え方や生活習慣には同一性がある。全部の日本人は大家庭の成員の

ようである。彼らは同じ歴史と文化習慣を持っている。同一民族、同一文化、

同一言語の国であり、言語行動においては寡然、即ち非言語に依存する割合が

とても多い。言い換えれば、「言わなくても分かる」文化である。その一方で、

「目は口ほどに物を言い」というような風習は長い時間をかけて日本人の心の

奥底に残っている。それらの認知は日本人の意識に深く残っており、「以心伝

心」という社会が形成されてきた。 

 

                                                             
7 禅宗で、言葉では説明できない深遠、微妙な教理を無言のうちに弟子に伝えること。俗

に、無言のうちに相手に分からせる意にも用いられる 
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（二） 美意識 
 周知のごとく、曖昧性は日本語の最も著しい特徴である。この曖昧さは文末

省略を見ると、はっきり分かるようになる。日本人の認知心理の方面からみる

と、あからさまに話すことは無教養な行為であるだけでなく、聞き手にとって

も不尊敬の表現である。この曖昧な表現があるこそ、美しい、奥ゆかしいとい

う美意識が感じられる。また、「心あまりて言葉足らず」というような昔から

伝わってきたことわざは日本にとり、重要な美徳である。 

 精錬の美しさは和歌と俳句は日本文化作品の中で一番輝かしいことと思わ

れている。そもそも、俳句は世界中で最も短い詩として有名である。奈良、平

安時代から今まで俳句はずっと流行っている原因はこの精錬さにある。文字の

数は少ないといえども、意味が深くて日本人に好まれている。しかも、日本人

の意識の中で、一つの文字が千金の値打ちがあるという認知が心の中で残って

いる。このような風潮の影響で、省略という表現が生まれ、次第に使われるよ

うになった。 

 

（三） 少言貴 
 「言わぬが花」ということわざは日本人の心理と一致している。昔の日本人

は、言葉が魅力的なものと思い、その神秘さは人の話を事実にする力があると

信じている。その心理があるこそ、日本人は慎重になっている。 

  柴田武は「人は言葉だけでは信用できない8」といった。確かにその通りで、

日本人は言葉に対する信頼度が低く、耳が聞いたことより見たことのほうが説

得力がある。その心理の支配で、コミュニケーションの中で文末省略現象は多

いと考えられる。 

  日本人は、認知の中で「禍は口から」や「口より出せば世間」というような

ことわざをしっかり覚えている。話し違ったら、人に笑われるから、日本人は

なるべく省略を使ってミスを減らそうとしている。文末省略は主な表現である

と言っても過言ではない。 

 

（四） 集団意識 
  島国として日本人の集団意識が強いとされている。昔は閉鎖的な農耕社会の

ため、集団を構成し、人々が集まって人間関係を重視する心理を形生した。人

間関係を守りながら、それに従って振舞うことが要求される場合が多い。それ

に、社会の一員として、日本人は自分を突出して現れ出ることを免れる意識を

                                                             
8 柴田武.永遠の言葉[M].東京:平凡社.1979. 



日本語の文末省略現象に関する研究 ―認知心理学理論に基づく 

8 

形成した。社会活動の中で、人間関係をスムーズに維持するために相手のこと

を考え、人と口喧嘩するなどを避け、相手の尊敬を守り、遠慮深く控えめに行

動するという認知が強くなる。生活の矛盾や衝突を免れる。即ち「和」という

認知が徐徐に作られるようになった。 

 

四  認知心理学に基づき、文末省略の働き 

 

日常生活においては、会話をうまく進めるために、さまざまな言語表現を利

用している。その中で、文末省略は有力な表現の一つとしてよく用いられてい

る。それならば、会話における省略表現の働きが何なのかについて、本章では

認知心理学を踏まえ、文末省略表現の会話の働きを分析してみた。その結果、

具体的に、次のようなものである。 

 

（一） 簡潔性を求めること 
  日本には「一を聞いて十を知る9」ということわざがある。話し手は提供す

る情報をできる限り少なくすませ、聞き手は話し手にできる限り多くの情報を

提供してもらいたいというような文末省略は話を縮め、要らない重複を避け、

時間を節約し、余計な労力も省くことができる。 

（１６）徹：俺はちょっとトイレ行くの。忘れてて... 

真矢：言い訳は聞きたくなりません。あなた達が授業に出ることは許

しません廊下に出て反省しなさい。 

（『女王の教室』） 

（１７）真矢：それでは聞くけどあなた達は一体何のために勉強しているの？ 

孝子：将来いい大学に入りたいし... 

（『女王の教室』） 

（１８）藤井：お前、あのパソコンのデータ、全然違うじゃねえかよ。 

悟郎：いいなあ、青春って... 

（『ハンマーセッション!，Hammersession』） 

  例（16）では、「徹」はトイレに行くことを忘れ、授業に出たいという意味

である。例（17）では、「孝子」はいい大学に入りたく、勉強しているという

意味を表した。例（18）も短い話で自分の考えを表した。 

 

                                                             
9 物事の一端を聞いただけで、その全体を理解するほど、聡明である。 
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（二） 情報の焦点を強調すること 
  文末省略表現は最も重要な内容を強調する働きがある。話の内容は長すぎる

と、聞き手にとって要点がよく分からなくなる。相手に情報の焦点を伝える方

法の中で、文末省略表現はそれに役立つことが以下の例から伺える。 

（１９）真矢：あなたのおかげで授業始めるのが２分も遅れたのよ。みんなに

謝って... 

由介：皆さん、すいますんでした～。すいませんでした～。 

（『女王の教室』） 

（２０）上野：何度も何度も申し上げて恐縮ですが、問題を早急に解決できる

ようにもっと真剣に取り組んでいただかないと。そろそろ教職員

再教育センターに...なんてことになりかねませんよ。 

しおり：すいませんでした。 

（『女王の教室』） 

（２１）猿渡：だから言ったでしょ、油断するなって！あいつら何しでかした                               

んですか？ 

山口：何もしちゃいませんよ！急激な業績悪化で... 

猿渡：あぁ、先方さんの都合ですか。 

（『ごくせん 3』） 

  例（19）では、「真矢」は「由介」をみんなに謝らせ、この情報を強調した。

例（20）も例（21）も無用な内容を言わなく、相手に重要なことを伝えた。 

 

（三） 直接な意味表明を避けること 
  話し手は直接に言うこともないとはいえ、相手は話しの内容をきちんと理解

する。もし話し手は直接に言うと、相手の尊厳を傷つける可能性が高い。そし

て、不快をもたらし、仲が悪くなるかもしれない。 

（２２）真矢：行きたければ勝手に行きなさい。その代わり、もうテストに戻

ることは許しません。 

和美：そんな...  

（『女王の教室』） 

（２３）直美：もう、手伝ってくれなくていい。井野先生も... 

勇介：何言ってるんだよ。それじゃ店回んないじゃねえかよ。 

   （『女王の教室』） 

（２４）桃：西川くんだってひどいと思ってるんでしょ。真矢のやり方。 

西川：うん。まあ... 
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（『女王の教室』） 

  例（22）では、「和美」は「真矢」の話しに賛成ではないとは言え、直接に

言ったことはない。例（23）も例（24）も他人の気分を考え、直接な意味表明

を避けた。 

  

（四） 他の意味を暗示すること 
 時に、相手にある要求を提出する場合、或いは相手の願いと反対の意見を伝

えようとする場合では、直接的に言明すれば、相手に変な感じを抱かせる恐れ

があるので、「暗示10」の手段が常に用いられる。  

（２５）水野：じゃあ、一緒にやろうよ。いいじゃん、あの川口先生と二人三

脚でさ。 

香坂：そうだよ。 

井野：でも、勝負には勝負だから。それに... 

（『ドラゴン桜』） 

（２６）真矢：一生懸命働いてどうするの？社長にでもなるつもり？ 

誠：別にそんなんじゃ... 

（『女王の教室』） 

（２７）数学教師：生徒たちだけじゃないぞ。お前えらもだ。少しは休め！ 

桜木：それはわかっているんですけど... 

（『ドラゴン桜』） 

  例（25）では、「井野」は「水野」の提案に別の意見がある。「それに」と

いう言葉は「井野」の言いたいことを暗示した。例（26）も例（27）も相手の

話しに答えるときに他のことを暗示した。 

 

（五） 話者の秘密を守ること 
 日常の会話で相手は不合理な要求や変な質問をするときに、話し手が相手に

言いたくなければ、自分の秘密を守るために、文末省略表現を使う場合が屡々

ある。その場合では、話し手は文末省略表現をもって巧みに応答できる。  

（２８）恵里花 ：何いってんの。和美ちゃんが一番ひどい目にあったんだよ。 

和美：そうだけど...  

（『女王の教室』） 

                                                             
10 大辞林では、直接的にはっきりと示すのではなく、それとなく分かるように示すことと

いう意味である。 
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（２９）真矢：だったらなんで知らせてくれなかったの？おたくのご両親は。

間違って食べたら大変じゃない。 

和美：だからそれは...  

（『女王の教室』） 

（３０）真矢：どうしてですか？ 

近藤：そ...そうですね...あの...そうですね...。 

（『女王の教室』） 

  例（28）では、「恵里花」は「和美ちゃんが一番ひどい目にあったんだよ。」

と述べり、「和美」は何か事情がありながらも、言いたくなかった。例（29）

も例（30）も話者は秘密を持ち、相手に言いたくなかった。 

 

おわりに 
 

以上は、今までの文末省略に関する先行研究を踏まえ、日常的な会話やドラ

マから収集した会話文を研究対象とし、考察を試みたが、日本語の文末省略表

現は実に研究すべき領域が広く、自分自身の学力が不足で、この領域の僅かな

一部しか述べることができなかったが、まとめてみると、本稿の考察では主に

以下のことが分かった。認知心理学に基づき、主に、断言、指示、言明、表出、

質問という意味がある五つの文末省略を分類し、考察してみた。しかも以心伝

心、美意識、少言貴、集団意識という原因が日常生活の場合において働くこと

が明らかになった。なお、大体「簡潔性を求める」、「情報の焦点を強調する」、

「他の意味を暗示する」、「話者の秘密を守る」という 5 種類の働きがある

ことが分かった。文末省略表現はコミュニケーションの中で、意味を伝達する

面のほか、よりよい人間関係を維持する面でも役に立つ。 

  今後の課題として、機会があれば、もっと広い範囲で実際の会話の録音を記

録し、研究のデータを作り、その上で文末省略表現を分析する方がもっと説得

力があると思う。また、微力ながら、文末省略表現をもっと深く研究すること

で、今後の日本語の学習に役立てるよう期待している。 
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