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要  旨 

  本論の題目が「日本語の省略表現について」といって、日本語の省略表現を通し

て日本人について考えてみると、日本人の感性の鋭さ、また感情の豊かさがわかる。

日本語の簡略からみる、以心伝心の曖昧さは日本人の独特のものである。 

  省略を極める日本語表現は日本の歴史的背景、日本人の国民性により、長い年月

をかけて、言葉に頼らない独特な意志伝達の手法を確立させてきる。日本語の簡略

表現を中国語に訳すのはおそらく難しいと思われるが、日本語の特性を理解したら、

このような日本語の表現を中国語に訳すのはそれほど難しくないと思う。 
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内容提要 

本文以《关于日语的省略表现》为题，通过日语省略表现来体现日本人敏锐的感

性和丰富的感情。从日语的简略表现来看暧昧语是日本人独特的以心传心的技巧。 

极为省略的日语表现有着很深的历史背景，通过经年累月的积累，形成了一种不

依赖于语言的意志表达方式，这与日本的国民性也是相适应的。日语中的简略表现翻

译成汉语是很麻烦的，只要理解了日本语的特性，像暧昧语这样的表现形式从日语翻

译成汉语也就不是很难了。 
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日本語の省略表現について 

 

はじめに 

 

  省略表現の多用が日本語の特徴である。主語などの単語もよく省略し、文脈や背

景についてみんなが共通する認識をもっていることを前堤としている表現方法で

ある。日本語から中国語に翻訳する場合に問題になるのは大きく別けて三つあると

思われる。すなわち、日本語の省略表現の曖昧さ、日本語独特な表現、単数・複数

の不明瞭性がある。本論の題目が「日本語の省略表現について」という、日本語の

曖昧さを通して日本人について考えてみると、日本人の感性の鋭さ、また感情の豊

かさに気が付く。 

  日本語では必須成分の省略が多く、それが日本語学習者の読解・作文の両面にお

いて難題となっている場合が少なくない。日本語でも省略は起きる。前後関係から

分かることはよく省略される。 

  省略を極める日本語表現は日本の歴史的背景、日本人の国民性により、長い年月

をかけて、言葉に頼らない独特な意志伝達の手法を確立させてきる。むやみに言葉

を使わず、ギリギリまで切り詰めて表現したり、心地よい真綿にくるんだようなお

ぼろげな表現をすることで、その言外のメッセージを読み手や受け手に推察させる

という手法は、情報の発信・受け手がともに同じ精神を共有する単一民族だからで

きることだと言ぅ。言い換えれば、日本語の言語表現は、言葉を発する側だけでな

く、受ける側も同じく積極的に参加することが求められた両方の交流である。 

 

第一章．日本語の省略表現 

1.1 習慣性の省略 

  山下秀雄の『日本のことばとこころ』におもしろい話が出ている。アメリカ人の

学生に日本語を教える教室へ出て、この前の授業でちょっと触れた敬語の話をしよ



うとする。 

 復習の意味で、あなたがには敬語というものを知っていますか、と尋ねとする。

彼らは何と答えるか。 

 先生はそれを先週私たちに教えましたから、私たちはそれを知っています 

という答えがかえってくるそうだ。 

 これは文法の面から言うと、間違いはなにもない。題目語と述語はちゃんと整っ

ているし、助詞の使い方も完全だ。しかし「先週教えましたから」は日本人なら決

して言わない言い方である。そう言ったらそのあとに「お蔭で私たちは迷惑しまし

た」とでも続きそうだ。また「知っています」と言うと、いばっているような印象

を与え、「だから教わらなくてもいい」と言っている感じになりかねない。では、

日本人だったらどう言うか。 

  先週、教わりました 

 これでいいのだ。あるいはもっと丁寧に言うならば、「先週、教えていただきま

した」。これが日本式だ。しかし、このような言い方が日本語では標準的な言い方

だ、ということを教えることは、きわめて難しいそうだ。 

 

 1.2 特殊な場所の省略 

   日本人は、初対面の人へのあいさつで「はじめてお目にかかります」と言って、

それでおしまいにする。外国の人は、それはあたり前じゃないか、それでほんとう

にあいさつになるかと言う。たしかに、その次に、「どうぞよろしく」というのが

なければあいさつになりそうもない。しかし、日本人の間では、次にはそう言うも

のだということが、了承されている。つまり言外に含まれているのだ。 

 選挙があると、候補者たちはトラックに乗って「○山○夫です」「○山○夫です」

と自分の名を連呼してまわっている。あれも外国の人は不思議がるが、「どうぞよ

ろしく」が言外に含まれているつもりなのだろう。 

 「私は夜一人で音楽堂へいってみた。そこには誰もいなかった」――日本人はこ

れでちっとも不完全な文とは思わない。ところが、中国語ではこれでは不十分だそ

うだ。「私以外には誰も」と言わなければ論理的ではない、間違って聞こえる、と

は、さても理屈っぽいことだ。 

 本屋に行く。山下秀雄の『日本のことばとこころ』はないか、と尋ねられて、本

がない場合に店員はどう言うか。「ございませんでした」と言うことが多い。「ござ

いません」で十分なはずであるが、「ございませんでした」と「でした」をつける。

理屈を言う人は、現在のことを言っているのだから「ございません」と言えばいい

のではないか、なぜ「でした」をつけるか、と言うが、これはやはり、言外に言葉

が省かれているのだ。つまり「私どもとしては、当然、その本を用意しておくべき



でしたけれども、不注意で用意しておりませんでした」という意味で「ございませ

んでした」と言うのである。 

 

1.3 俳句の節約精神 

  言葉を節約するという精神が最もよく表れているのが「俳句」だと言えるだろう。

今では、この日本特有の芸術は、海外でも研究が進み、日本語以外の言語での創作

活動も行われている。日本人なら誰でも知っている松尾芭蕉の有名な俳句に、 

  「古池や蛙飛び込む水の音」   

という一句がある。これを、中国語に翻訳することは 

   青蛙入古池，古池发清响。 

  つまり、「時の流れの静けさのなかで、池がぽつんとひとつ、眠っている（…）

忘れ去られたかのように、水面は動かず、音もせず（…）そこへ、突然、一匹の蛙

がぽんと飛び込む」といった情景描写をした表現になっている。俳句の翻訳におい

て、ここまでの描写を入れることについては、是か非かの議論もありそうですが、

日本語のフレーズを中国語に翻訳する場合、往々にして、ある程度の「補い」をし

なければ、（芸術ではなく）一般的にわかりやすい中国語表現にならないのは事実

でぁる。俳句だけではなく、通常の文章ですら、日本語は知らず知らずのうちに、

言葉を省略した言語表現になっているのではないかと思われる。そして、それが日

本語として自然な文章であるわけである。ちなみに、最初の例の「―」もそうです

が、「. . .」は、「古池や」の「や」であり、俳句における「切れ」（「間」）を表す

とされている。 

 

 

第二章．文法から見る簡略の日本語 

 

  日本語は、こういうことから＜省略＞の多い言語だという定評がある。古典文法

学者・松尾捨治郎は、＜省略＞の多いことを日本語の三大特色の一つとした。たし

かに、日本語には他の国語ではっきりことばに出していうところで、出し惜しみし

た簡潔表現の多いことはたしかである。 

 

 2.1 主語や修飾語の省略 

よく言われることは＜主語の省略＞である。が、日本語では、主語を省略したとい

うのは不適当で、実は＜主格補語なしの表現＞をするのである。 



（１） 暖かになりましたね 

（２） ほんとうですね 

 こんな場合、日本人は何かが省かれたとは感じない。はじめからこういう表現を

めざしているのである。理屈では、（１）は「気温が」が省かれていると言える。

が、実際には「気温が暖かになりましたね」などとはほとんど言わね。（２）も、

「あなたの言うことは」と言う題目が省かれたわけではない。「暖かになりました」

全体がこの場合「ほんとうだ」に相当するのである。 

 では、主語が省かれたと言える例はないか。ないわけでもない。次のようなのは

主語の省略と言えないまでも、主語の節約である。 

  何もございませんが、どうぞ召上って下さい 

 これは、「召上っていただくようなものは」という主語が言われなかったといっ

ていい。 

  

 

  

 

2.2 主語が不明 

 日本語では主語を省略できるが、中国語では基本的に主語が必要である。主語は、

日本語と比べて中国語の方が頻繁に用いられると言われている。確かに、日本語は、

英語や中国語に比べて主語の出現頻度が低い。いったいどのような条件で省略でき、

どのような条件では省略できないのかということについて、さらに研究すべきであ

る。中国語の場合は主語を用いることができるので、これをよく考えに入れて、で

きるだけ受動態を避けるようにして書く。これは受動態は「誰によるものであるの

か」がわかりにくくなり、文章が曖昧になるからである。 

  山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。…… 

 これは、夏目漱石の『草枕』の巻頭であるが、教育の雑誌で、上の文章の訳を一

般からつのったことがある。ところが、応募者のうちには、「登った」「考えた」の

主語を私とした人と、彼とした人とがあったそうだ。なるほどここの文章には、登

った人、考えた人が誰であるかの明記がない。読者は、登ったのは「余」であるこ

とを知っているが、それはかつて『草枕』の本文を先の方まで読んでおぼえている

からだ。 

 

 2.3 補語の省略 

  主語以外の補語では、「ある」という動詞の補語が、昔からよく言外におかれる。



『平家物語』の、 

  我世にありし時は、娘どもを女御、后とこそ思ひしか…… 

の「あり」は、その前に「りっぱに」というような語が省かれている。         『徒

然草』の、 

  あるにも過ぎて人は物を言ひなすに…… 

の「ある」は、その前に「実際に」が省かれている。「たくさんある」という語句

も、ただ「ある」と言うことができる。 

「こんな嬉しいことはめったにない」を略して、「こんな嬉しいことはない」とい

う表現は、よく西洋人を驚かす。「嬉しいと言ったらない」の「ない」は、「ほかに」

と「こんな嬉しいことは」という二種類の語句が省かれている。「よい」は、 

 「持ってやろうか？」「いいわ」 

というような時に補語の省略が見られる。「持ってくれなくても」という語句が省

かれているのだ。「いいわ」の意味で「たくさん」という時の「たくさん」も同様

な例だ。この「いいわ」「たくさん」の類いは、外国人泣かせの語句として定評が

ある。この「たくさん」は、文字どおりに解して、「たくさん持ってくれ」の意味

にとる方が、確かに自然だ。 

 一般に昔の文では、今の人ならばはっきり言葉に出すようなところを言外におく

ことが多い。古典作品を読む場合、注意が必要なゆえんである。 

 

  

2.4 受ける語句 

  主語、その他の補語、修飾語の類いだけ残して、それを受ける言葉をつけないこ

と――、これは日本語に限らず、はかの言語にも多い。が、日本語では特に多いら

しい。これは、日本語の文脈で動詞が最後に来ること、したがって言わないでも察

しがつくこと、動詞をいうと断定の語気がこもる、それを避けること、そんなよう

なことから来るものだ。 

  お乗りはお早く 

  三つ子のたましい百まで（ことわざ） 

 次の標題もこの応用である。 

  春は馬車に乗って       横光利一 

  おもちゃは野にも山にも    島崎藤村 

 この種の、言葉の節約は、特に女性が多くやる。『金色夜叉』の熱海の海岸での

お宮の言葉、 

  貫一さん、それじゃああんまりだわ 

もこれだ。つまり、あんまりどうであるかは省略しているが、これが日本的である。 



 こういうことは『源氏物語』の昔からあった。『源氏物語』を読みにくいという

のは、このような場合に形容詞をはっきり使わず、読者に想像させるところにもあ

る。国文学者・折口信夫は、物語文学に多い「あはれにおぼす」という類いの言い

方は、「あはれに何々におぼす」という形であうべきものが形容詞の何々が省かれ

たものと解釈し、「いとあさまし」とあれば、「あさましく何々」の何々が省略され

た言い方と解釈した。 
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第三章．日本人の習慣から見る簡略の日本語 

 

言葉は民俗であり、日本語の性格を知れば、日本人の生活やものの考え方、更に文

化の特質を明らかにすることができる。日本語の習うを通し日本人がどういう民族

なのか考えてみたかったからである。 

一体、なぜ日本人は、このように言葉を節約するのだろうか。日本人の間には、そ

もそも物は言わない方がいいという気持があるらしい。 

 

3.1 日本人の寡默好み 

  昔、日本の中学校時代に読んだ漢文の教科書に、貝原益軒の逸事が出ていたが、

どこかの渡し舟の中で、乗り合わせた一人の若造が滔々と経書を講義するのを益軒

は默って傾聴していたという話で、作者はその奥ゆかしさをほめたたえていた。 

 テレビで野球と相撲を比較して見ていると、野球の方ではアンパイアの判定に不

服の場合、選手が色をなしてくってかかることがあるが、相撲では行司がどんなに

自分に不利な判定をしても、勝負をした当人は、默然として前を向いてすわったま

ま、一切の発言を検査役に委任しているのが目につく。 

 日本の女性は、レストランへ誘われて「何を食べる？」と聞かれた場合、「何で

も」と答えるのをよしと教育された。 

 尾崎紅葉の『金色夜叉』の熱海の海岸の場面で、お宮は貫一に「きさまは心が変

わったな」と叱責されるが、お宮は「ひどいわ」とか「あんまりだわ」とかの一点

ばりで、何も申し開きをしない。お宮の胸の中には千万言を費しても弁解したいこ

とがあったであろうが、それを言わずに貫一に足蹴にされて別れる。をれが多くの

読者の同情を集めたのだった。 

 

 3.2 論理的におかしい表現 

 日本語の表現は略しすぎたために、論理的にはおかしいと思われるものもある。 

 日本人の場合、反対に言って通じさせる場合がある。夏目漱石の『吾輩は猫であ



る』に、 

  令嬢の方でも慥かに意があるんだよ。いえ全くだよ。――え？――細君が僕に

そう言ったよ。 

  何でも時々は寒月君の悪口を言う事もあるそうだがね。 

というところがある。これは苦沙弥先生には通じなかったようだが、その人に対し

て関心が深くなると、その人のことをつい話題にする。とくに明治ごろの女性は、

その人を好きとは言えなかった。わざと悪口を言ったり、嫌いと言ったりして、そ

の人への愛情を人に悟られたのである。あるいは悟らせる場合もあったかもしれな

い。 

 日本の歌謠曲にも「松の木小唄」の、 

  いやよいやよと首を振る 

とあって、ほんとうは愛情をもっていることを歌っている。 

 

終わりに 

 

  日本語のこのような簡略表現は、時に中国語を上回るということは注意しておき

たい。日本人は中国語こそ簡略表現の極致のように思っているが、時には日本語に

かなわないようだ。 

 なぜ日本人は、曖昧さように言葉を使うのだろうか。 

この二点に尽きるだろう。 

人の感情を傷付けたくない。（嫌われるのを極度に恐れているので感情をあまりだ

せない） 

 良い人間を築関係きたい。（人と同じ感情を共有することで人間関係を形成） 

日本語の簡略から曖昧さは日本人独特の以心伝心の特質を読者にまで共有させて

いるのだ。 
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