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文章表現と会話における日本語の主語の省略

宮島　敦子

【キーワード】･ 主題、主語、省略条件、文章、会話、スペイン語

1．はじめに
　日本語学習者による作文の観察と砂川（1990）の主張に基づき、宮島（2015,･
2016b）は日本語の主語の省略を可能にする条件を（1）と結論づけた。1

　
（1）･ 該当主語が前文の主語と同一指示、同一意味的役割を担い、さらに前文の主

語の指示物と該当主語の指示物は同じ時空間にある。

　しかし、（1）の妥当性を確認する為に本学提供のインターネット日本語学習教
材、JPLANG･ 2の文法部分で提示されている文を分析したところ、会話の一部と
理解される様な文の主語省略については上記の規則だけでは説明できないことに
気がついた。
　砂川が提唱した主語省略の条件は小説等文章による談話 3を観察して得られた
ものであり、又、宮島（2015）の観察対象も日本語学習者の作文という文章表現
であった。従って、上記（1）の主語省略の条件は、会話における主語省略を許す
条件とは違ったものである可能性がある。

東京外国語大学
留学生日本語教育センター論集　44：133～146，2018

1･ 久野（1978）は「省略の主目的は」「自明のインフォメーションを省くことによって文の冗
長度をさげること」と述べているが、本稿での「主語の省略」とは「単文の統語的主語であ
る自明の名詞、代名詞の非明示あるいは音声的省略」を指す。また、本稿では主語（助詞

「が」で示される名詞、代名詞）のみならず、提題助詞「は」「も」で示される名詞、代名詞
の音声的省略、非明示についても考察する。Kuroda（1972）が指摘する通り、主題（topic）
及び主語の機能についての概念は時代、学派により異なっているからである。

2･ このインターネット日本語教材は会話、文法、ドリル、会話練習、聴解、読解、語彙の
七つのパートから成っている。

3･ 砂川（2005）は「談話」を「コミュニュケーションを行う為の言葉の運用プロセス」と定義
している。これに対し西原は「談話」を「ことばがコミュニュケーションのために使われ
るときに作る文脈を持ったまとまり」と定義し、「『談話』には話された談話と書かれた談
話がある」と述べている。本稿はこの西原の定義に基づき「談話」という用語を使う。
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　よって、本稿は JPLANG の「読解」の部分と「会話」の部分のテキストを観察し 4、
上述（1）の規則は文章からなる談話である「読解」部分の主語省略について正しく
予測できるのか、また、（1）は「会話」での主語省略にもあてはまるのかどうかを
観察し、（1）が「会話」に当てはまらない場合は、日本語での「会話」における主語
省略の規則とは、どのようなものであるのかについて考察する。

2．日本語学習者の作文から導いた日本語の主語省略の条件
　上述の様に宮島（2015）では･不適切に主語の省略が行われている日本語学習者
の作文の観察を行い、下記（2）の砂川（1990）の主張に基づき日本語の文の主語（及
び主題）省略の条件について考察した。
　

（2）･ 主語省略のための条件　（砂川　1990）
a.･該当主題の先行詞は直前の文で主題か主語である。
b.･主語の位置を占めていなくても該当主題の先行詞は直前の分裂文で主語的

な役割で表されている。5

　しかし、たとえ、該当主語の先行詞が直前の主語と同一指示であっても、以下
のような場合は主語が明示されている方がよい、と砂川は述べている。

（3）･ 主語明示を好ましくする要因
a.･脈絡の不整合により談話のとぎれが生じている　
b.･時空間的ギャップにより談話の境界が設定されている場合　
c.･主題の再設定：（単に）･談話を細分化する為

　（3a）は例えば以下の様な学習者の作文で説明できる。

4･ JPLANG は名詞文、形容詞文、自他動詞文、存在文　授受動詞、時制、尊敬語等、基本
的な日本語の文法事項を網羅している。語学テキストをコーパスとする利点の一つは現
れる文の構文に文法的な偏りが無くある言語の構文を偏りなく観察出来ることである。
また JPLANG では日本語と同じ命題の文がスペイン語等で表されているので、対照研究
の為にもこれをコーパスとした。

5･（2b）の事例が本稿の観察の中には含まれていないのでこの後、（2b）は本稿の主語省略の
条件から外している。
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（4）･ アメリが八歳の時、アメリのお母さんは事故で死んでしまった。さらにお父
さんも悲しさでふさぎこんでしまった。　　　　　医者なので定期的にアメ
リの健康検査をする。6･ （宮島　2014）

（4）は下線の 2 番目の「お父さん」が不適切に省略されることでこの文はわかりに
くくなっている。この事象について砂川は「脈絡の不整合」が主語を省略しにく
くしている原因、としているが、本稿は、これは該当主語と先行詞である前文の
主語の意味的役割 7の違いによるものである、と主張する。上記では最初の「お
父さん」の文「お父さんも悲しさでふさぎこんでしまった。」では「お父さん」の意
味役割は（「悲しみ」の）「経験者（experiencer）」であるのに対し、同一指示であり
ながら、二番目の省略された「お父さん」の意味的役割は（「医者であること」の）「主
体（＝主題（theme））」であると考えられる。この前文の主語と意味的役割が違っ
ていることが、該当主語の省略を阻む原因になっていると本稿では考える。（た
とえば 2 番目の文が「お父さんはとても傷ついていた。」の様な主語の意味的役割
が前文と同じく「経験者」であるような文であれば、主語が省略されても分かり
にくい文にはならない。）
　従って、本稿では砂川の（3a）の主張「脈絡が不整合な場合は主語を明示した方
が良い」の置き換えとして、「前文の主語と意味的役割が同じであること」を主語
省略の条件に付け加える。
　また、砂川の主語明示を好ましくする条件（3b）「時空間的ギャップによる談話
の境界」は以下の様な例が説明する。

（5）･ 舞阪永介は、協会の依頼でその講師を務めている。地方都市でも年に何回か
はゼミが開かれるので、招ばれて出向くこともある。彼は過去 2 回ロンドン
に留学して英連邦宝石学協会の学位をあたえられており、二年に一度、主に
ヨーロッパで開催される宝石学国際会議の正式メンバーにもなっている。

（砂川 1990：15）

　（5）では下線の彼は前文の「舞阪永介」と同一指示であるが、前文が現在のこと
を述べているのに対し、「彼」を主語とする文は過去について述べている。砂川が

6･ 以下、主語が省略されていると推察される個所は下線　　で示している。
7･ 本稿での意味的役割（role）の分類は Jackendoff（1990）に依っている。
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指摘する通り、このことが原因で「彼」を省略すると、理解し辛くなる。砂川は
これを上記（3b）･の様に、「時空間的ギャップにより談話の境界が設定されている」
場合、主語は明示した方が良い、と述べている。
　本稿はこれを、「省略された主語の指示物は、同一指示である前文の主語の指
示物と同じ時空間にある必要がある」、と言い換える。
　（3c）の［「談話の細分化のための主題の再設定］については以下の学習者の作文
が説明できる。

（6）･ それから（アメリは）もっとたくさんの人たちを［に］8　助けていった。
･ ある日、　　彼をみつけた。･ （宮島　2015）

　宮島（2015）は「見つける」の様な述語は談話の展開を示唆する、と主張した。
この様な談話の展開を示唆する述語と使われる場合、文章が新しい談話のまとま
りに入ることを示すために主語は明示されるのが好ましい様だ。従って、「主語
省略の条件」として「文の述語が談話の展開を示唆する述語ではないこと」という
条件を加えるべきであるが、この点についてはまだ調査が必要である。
　上記から、宮島･（2016b）では　日本語の主語の省略の条件を以下の様に提案し
た。
　

（7）･（≒ 1）･日本語の主語の省略の条件
･ 前文の主語と同一文法役割（主語）、同一指示、同一意味的役割であり、かつ、

前文の主語と同一時空間にある。

　ここで注意すべきことは、「前文の主語と同一（文法役割、指示、意味的役割、
空間）であることが省略の条件である」ということは、つまりは省略される主語（の
指示物）はすでにある談話に紹介された旧情報であり、また、その文は該当談話
において 2 番目以降の文である、ということである。

3．文章表現と会話の違いについて
　宮島（2016a）では、前述した「日本語の主語省略の条件」の妥当性、及び日本語、

8･ この学習者はこの文では「を」であるべき助詞を「に」としている。
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英語、スペイン語での主語省略の状況、及び主語省略条件を比較する為に本学提
供のインターネット学習教材 JPLANG の文法説明のパートで使われている文の
1 課から 10 課までの日本語とその訳である英語、スペイン語の 274 文を検証した。
この観察を通じ、英語では 274 文中 16 文でのみ、日本語では 74 文、スペイン語
では 102 文で主語の省略が観察された。各言語間で主語省略の比率がかなり違う
ことがわかり、また、どの言語においても発話行為「命令」9とその下位分類であ
る「勧誘」などでは主語省略が行われることが、わかった。又、人称が 6 タイプ
に細分化され、その動詞の活用形が詳細であることから主語の指示対象を推測し
やすいスペイン語では全般的に主語省略の割合が高いこと、さらにスペイン語
では 1 人称及び 2 人称の主語省略の比率が非常に高く、Real･Academia･Española

（2009）が主張するようにスペイン語では 1,･2 人称では主語を明示しないことが基
本であることが裏付けられた。
　その後、この観察を続け、JPLANG の 1 課から 28 課までの文法説明部分の
1055 文中、日本語では約 1/3 にあたる 375 文で主語が省略されているのに対し、
スペイン語では約半分にあたる 505 文で主語が省略されていることが分かった。
この結果からごく大まかに言えば、日本語ではある談話の総体で約 1/3 の文で主
語が省略されているのに対し、スペイン語では主語が省略される割合はずっと高
く、全文の半分以上の文で主語が省略されている、と予測することが出来ると思
う。
　しかし、前章で述べた通り、宮島（2015･2016b）では日本語の主語省略の条件
は「該当主語が前文の主語と同一の文法的役割（主語）、同一指示、同一意味的役
割を担い、同じ時空間にあること」と規定したにもかかわらず、JPLANG の文法
説明部分の主語なし文 375 文中、（8）の様に前文の主語と同一指示であったのは
74 文、つまり主語なし文中の 1/5 だけであった。

（8）･ a.･マナさんはもう来ましたか？･･いいえ、　　　　　まだ来ていません。
･ （文法 15-10）10

b.･兄は病気になりました。それで　　　　　学校をやすみました。
･ （文法 17-9）

9･ 山梨･（1986）はオースチンに基づき「命令」を平叙文、疑問文と並ぶ文法的な法と定義し「命
令」「依頼」「勧誘」などをその下位分類としている。･････

10･（　）内に JPLANG での出典箇所を示す。（9a）-（10f）では「文法」を略した。
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　そして主語なし文の残りの（375-74）301 文のうち 75 文（主語なし文の 1/5）は、
（9）の様に命令文かその下位分類である勧誘、依頼の文であった。

（9）･ a.･名前を呼びますから　　　　　返事をしてください。（10-3）
b.･　　　　　あそこで写真をとりましょう。（4-6）

　しかし、主語なし文の多く（3/5）は、下記（10）に見られる様に、前文の主語と
同一指示でもなく、命令文でもなく、明らかに（7）の主語省略の条件から逸脱し
て主語が省略されている。

（10）･a.･　　　　明日、雨が降るかどうかわかりません。（9-2）
b.･　　　　日本に文学を勉強しに来ました。（10-6-1）
c.･日本では　　　　朝、「お早うございます」とあいさつします。（12-6）
d.･　　　　ノートと鉛筆をもう買いましたか。（16-7）
e.･　　　　牛乳からバターを作ります。（23-7）
f.･ 　　　　今、飛行場に着いたところです。（28-8）

　上記（10）の主語省略の条件を逸脱して主語が省略されている文の多くは会話
の一部であると、解釈される 11。砂川の主語省略の条件は小説等、文章の観察か
ら出たものであり、また、宮島（2015）も日本語学習者の作文という文章表現を
観察対象としていた。従って、上記（10a-f）の会話の一部と解釈される様な文の
主語省略の要因を説明する為には会話における主語省略の条件を考察する必要が
ある。よって本稿では以下 4 章において、文章表現である JPLANG の「読解」部
分で上記の「主語省略の条件」の妥当性を検証したのち、5 章において「会話」部
分の観察を行う。12	13　

11･終助詞など発話マーカーを伴わない、例えば（10a）の様な文がなぜ、「発話」と解釈される
のかは非常に興味深い問題であるが、本稿ではこれに立ち入らない。

12･半澤（1990）は「ことばは音声と文字という性質の相異なる二つの媒体によって実現され
る」と述べ前者は談話であり、後者は文章である、とのべている。「談話」という用語には
様々な使いかたがあるので（注 3 参照）、本稿では前者（音声という媒体により実現され
ることば）には「会話」、後者（文字により実現されることば）には「文章」という用語を使
うことにする。

13･ 4 章、5 章の主語省略の観察のファクターとしては 1）前文の主語と同一指示であるか、2）
人称、3）述語のタイプ、4）発話行為のタイプを設定した。
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4．JPLANG 「読解」部分の観察
　JPLANG の読解部分は作文である「自己紹介」、説明文である「鎌倉」、「漢字」、

「ロボット」、「お盆の行事」、「地震」、「贈り物」、「海洋開発」、物語である「つるの話」）
「手紙」の 10 章からなっている。総計で 226 の文があるが、そのうちの 11 文は「　」
内の文なので会話の文と考え、観察の対象から除外し 215 文を観察の対象とした。
215 文のうち、55 例で主語が省略されているが、これは全体の 26 ％（約 1/4）に
あたる。「読解」部分は文章表現の総体である。従って、文法説明部分の文では、
約 1/3 の主語が省略されていることを考えれば、文章表現での主語省略の比率は、
かなり低いと言える。
　主語が省略されている 55 例のうち、前文の主語と同一指示である主語は 31 例
であるから「読解」部分の主語省略文の 65 ％は前文との同一指示が要因であると
言うことができ、上述（7）の「前文の主語と同一指示、同一文法役割、同一意味
的役割であり、かつ、前文の主語と同一時空間にあること」という主語省略の条
件は、正しいということが出来る。
　しかし、「読解」部分には下記（11）に見られる様な所謂、無人称（不定称）主語
であると解釈できる例が 19 例ある。従って、日本語の文章における主語省略の
条件には、「省略された主語が無人称主語である」という条件を主語省略の条件の
一つとして、付け加えるべきである。

（11）･a.･今、日本では、世界のロボットの約 70 ％を使っています。（「ロボット」）
b.･おぼんというのは、年中行事の一つです。七月にする地方もありますが、

田舎では、たいてい　　　8 月 13 日から 15 日ごろにします。（「おぼん」）
c.･･これからは人間の将来のために、この海を開発していかなければならない。
（「海洋開発」）

　
（11a）の主語は「日本人」、（11b）の主語は「人々」（11c）の主語は「人間」あるいは「私
達」であると考えられ、特定の人物を指示していない。不定人称文は「地震」「お
盆」「漢字」「贈り物」「海洋開発」などの説明文にみられるが、これらの文では出来
事、状態の内容（文の命題）を表すことのみが重要で、現実世界で主語が特定の誰、
あるいはどれであるかはあまり問題ではない様に思われる。
　このことから、日本語では「主語が誰 / 何であるか指示しなくてよい場合は主
語は省略できる。」と考えられる。また、さらに、現実世界で主語実在が誰 / どれ
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であるかを指示することが日本語における主語明示の一つの機能であることが理
解できる。
　55 例の内 2 例は（12）に見られる様に、前々々文の主語、あるいはタイトルと
同一指示であることが要因と思われる主語省略の例が 2 例あった。これらの該当
主語と同一指示の先行する主語は該当談話（段落）、あるいは談話全体（課）の主
題と思われる。談話の主題と主語省略の関係は考察するべき重要な問題だと思わ
れるが、例が少ないので今回の考察からは外す。14	15

（12）･私はタイで 10 か月くらい日本語を勉強しました。しかし、学校の勉強のス
ピードはとても速いです。日本語は難しいです。　　　まいにち、朝から晩
まで勉強します。（「自己紹介」）

　上に述べるように、文章表現では主語が無人称（不定称）である場合にも主語
を省略できることがわかった。従って、本稿では日本語の（文章における）主語
省略の条件を（13）と考える。

（13）･日本語の文章表現における主語省略の条件。
a.･前文の主語と同一文法役割（主語）、同一指示、同一意味的役割であり、かつ、

その指示物が前文の主語の指示物と同一時空間にあること。
b.･以下の場合、a に違反して主語を省略してもよい。
･ 省略された主語が無人称と解釈される。

5．JPLANG「会話」部分の観察
　
　JPLANG では 1 課から 28 課の各課に 10 程度のパートにわかれた「会話」がつ

14	「おくり物」の課では「贈り物」は一度も明示主語として使われていないが第 12 番目の文
「　　　それと同じである。」で非明示の主語になっている
15･また、55 例のうち 3 例は「手紙」の中に現れる以下の前文を持たない文であった。

（i）･ 先日は花火見学にご招待いただきまして、ありがとうございました。
（ii）･ 朝夕、だいぶすずしくなってまいりましたが、お元気のことと存じます。
（iii）･ニュージーランドの友達も見学したいと言っておりますので、もし、よろしければ、

いっしょにうかがいたいと思っております。
･ 文章ではあるが、「聞き手（読み手）」が決まっている手紙の中の文をどのように扱うべき

か判断していないので今回はこれらの文も考察から外している。
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いている。これらの会話を表す1030文から、（述語とそれが指定する項を持つ）文、
とは考えられない相槌など 84 例を除く 946 例を観察対象とした。
　この 946 例中、（14）の二番目の文の様に主語が省略されている、と考えられる
文は 527 例であった。

（14）･a.･いいえ、私はマレーシアの学生ではありません。　　　　タイの学生です。

　946 文中、527 文で主語が省略されているので、「会話」を示している文の 56 ％
（約 6 割）で主語が省略されている。会話を表す文の主語の省略の確率は文法説明
部分の文の主語省略の率（105/375 文で約 3 割）、読解部分の主語省略の率（52/204
文で約 2 割 5 分）より高い。学習者に日本語の構文を理解させる、というのは語
学テキストの本来の役割の一つであろう。このことを考え合わせれば、本稿の観
察対象の JPLANG「会話」部は実際の会話より主語の省略の割合が低く、おそら
くは実際の日本語会話では 6 割を超える割合で、文から主語が省略されていると
推察できる。このことから日本語の会話では、文章とは違い、その大半で主語が
省略されていることが推察される。
　では、日本語の会話における、主語省略の条件 / あるいは主語明示の条件とは
どういったものであるのか。
　今まで見て来たように日本語、あるいは日本語の文章表現における主語省略の
最も基本的な条件は前文の主語（あるいは談話（段落）の主題）と同一指示である
事、つまり「二番目（以降）の文の主語」であり指示物が旧情報であることだった。
　会話においても主語なし文の約 6 割（527 文中の 314 文）･が（14）（15）の様に前
の文の主語との同一指示による主語の省略であった。
･

（15）･a.･A･: マレーシアのアリさんはどの人ですか。
･ B･:　　　　わたしです。（1-4）
b.･A･: これ（= 辞書）は説明がくわしいですね。
･ B･: ええ、　　　　ねだんは少し高いですが、べんりですよ。（21-8）

　
　従って会話を表す文においても前文の主語との同一指示にたよるのが主語省略
を行うための基本である、と言える。　
　しかし「会話」では･以下（16）にみられる様に、主語なし文の約 40 パーセント
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に当たる 201 文で、それが前文がない「一番目」の文であるにも関わらず主語が
省略されている。（（16）では必要がある場合は先行する会話を［　］内に示し、状
況から復元できる省略された主語も（　）内に示している。）　

（16）･a.･（ここは）大きい公園ですね。（4-5）
b.･はい、（私は写真を）とりました。（4-8）
c.･（私たちは）疲れましたね。（7-6）
d.･（私は）おととい山田さんのところへ行きました、（8-7）
e.･もしもし（あなたは）ゴーさんですか。（9-1）
f.･（私は）タンです。こんばんば。（9-1）
g.･（あなたは）夏休みにどこかへ行きますか。（9-9）
h.･（これは）大きい大仏ですね。（11-6）

　（16）に見られる様に、前文を持たない文の主語を省略するという現象は 1 人称
単数（私）、1 人称複数（私達）、二人称単数（あなた）、二人称複数（あなた方）の主語、
そして、近称の指示詞（ここ、これ）で起こっている。
　ゲシュタルト心理学の「場の理論」に基づき「こそあど」の研究等を行った佐久
間（1983：44-47）は、会話について、「『はなしの現場』」あるいは「『発言の場』の成
立は、まず発言者が話し手としてひとつの極を形作り、これに対して立つ他の極
に話し相手が当たって、この両極が場の焦点的な地位を占めることによって可能
にな」るとし「話し手が相手と相対して言語活動をいとなみ、はなしのやりとり
をする現場では、情景が視聴の知覚面の前面にたちはだかって、共同の場をつく
りなしているのが常態で」あり、「いわゆる了解事項が直接の知覚体験へもたれか
か」る、と述べている。
　本稿は（16）の様な 1,･2 称の主語、近称の指示詞である主語が前文を持たない
文（談話の第一文）においても省略されるという現象はこの佐久間（1983）の「発言
の場」という概念で説明できると考える。すなわち、「発言の場」の前提である「話
し手」「聞き手」、そして、視覚の知覚面の全面にたちはだかる「これ」などを指示
する主語は　二番目の文の主語が前文の主語の指示にたよることで省略される様
に、話し手、聞き手の知覚にたよることで「了解事項」として省略されるのである。
　従って、会話における主語省略の条件として（17）を考えることが出来る。
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（17）･話し手、聞き手、近称の指示詞で表される事物が主語の指示対象である場合、
主語は省略できる。

　「会話」中でも、主語が省略されている 527 文中その 6 割にあたる 314 文では省
略された主語は前文の主語と同一指示であったので、上記（17）の主語省略の条
件は会話での主語省略について「前文の主語と同一指示」に付け加えるべき条件
であろう。従って、本稿では日本語の会話における主語省略の条件を（18）と考
える。
　

（18）･日本語の会話における主語省略の条件。
a.･前文の主語と同一文法役割（主語）、同一指示、同一意味的役割であり、かつ、

その指示物が前文の主語の指示物と同一時空間にあること。
b.･以下の場合、a に違反して主語を省略してもよい。
･ 主語の指示対象が話し手、聞き手、近称の指示詞で表される事物である。16

6．結語
　本稿では日本語では、文の主語省略の条件は、文章表現と会話とで違いがある
ことを見た。どちらの言語表現に於いても　日本語の主語省略は前文の主語との
同一指示にたよって行われることが基本であるが、文章表現ではさらに、不定人
称の主語が省略され、会話では、1,･2 人称、近称である主語が省略されやすい。
このことに基づき、宮島（2015,･2016b）が日本語学習者の作文の観察から提示し
た「日本語の文の主語省略の条件」を以下に修正する。

（19）･日本語の文の主語省略の条件。
a.･前文の主語と同一文法役割（主語）、同一指示、同一意味的役割であり、かつ、

その指示物が前文の主語の指示物と同一時空間にあること。

16	 JPLANG「会話」を成す 946 文中、1 人称単数が主語である文は 196 文で、「会話」全体の約
21 ％を占めている。一人称主語文 196 文のうち主語が非明示であるものは 163 例で一人
称主語文全体の 83 ％を占める。一人称主語が明示されているのは 34 例で、20 ％に過ぎ
ず、一人称主語であれば省略できる、と述べても過言ではないかもしれない。スペイン
語では 1、2 人称では主語を明示しないことが基本であると主張される（Real･Academia･
Española（2009））が日本語にもこれが当てはまるのか、考察が必要である。
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b.･以下の場合、a に違反して主語を省略してよい。
･ （文章表現で）省略された主語が無人称と解釈される。
･ （会話で）･指示対象が話し手、聞き手、近称の指示詞で表される事物である。

　3 章で述べたように、人称の違いにより詳細な活用形を持つスペイン語では、
活用形により、主語の指示対象が指定、あるいは推測されやすい為、主語が省略
される割合が高いと説明される。このことから日本語について考えると、人称に
よる動詞の活用の違いを持たない日本語では主語の明示は、現実世界に存在する
主語の指示対象を明確にする為に大きな役割を果たしている、と考えられる。さ
らに主語を明示することなく、主語の指示対象を推測させる（自明にする）為には、
日本語は、（19）が示す様に前の文、「発話の場」といった文外の要素にたよらなら
ければならない。
　一方、日本語の現象からスペイン語の現象について次の様に言うことが出来る。
3 章で述べたように、スペイン語では 1,･2 人称の代名詞主語を明示しないことが
基本であり、これは 1,･2 人称にはそれだけに使われる活用形があるからである、
とされる。しかし、この、1,･2 人称代名詞の省略に　日本語の様に「発話の場」の
メカニズムが関わっていないかどうか、検証する必要性があると思われる。17
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The Deletion of the Subject Noun
in Japanese Written Language and Spoken Language
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Key Words: Subject, Deletion, Written Language, Spoken Language, Spanish

In Miyajima (2015, 2016b), I concluded that the factors which permit the deletion of 
the	subject	of	a	Japanese	sentence	are	as	follows:	
(1)  The subject noun in question is co-referential and has a co-semantic role with the 
subject	of	the	previous	sentence;	and	the	reference(s)	of	these	subjects	is/are	in	the	same	
spatial-temporal space.

However, I noticed that in the spoken language, the subject noun can sometimes be 
deleted even when there is not a preceding sentence.

Therefore, I have investigated the deletion of the subject noun in the Japanese 
written language as well as in the spoken language.

I found that in the written language, the subject noun can be deleted if the subject 
indicates an unspecified large number of people and that in the spoken language, the 
subject noun can be deleted if it denotes the speaker, the hearer, or an item which can be 
expressed by a proximal deictic expression such as kore ‘this one’ or koko ‘here’.

Based on this investigation, I have added (2) to (1) 
(2)	However,	it	can	be	deleted,	violating	the	above:	(A)	if	its	reference	is	an	unspecified	
large number of people, and the sentence is being used in written language. (B) if its 
referent	is	the	speaker	or	the	hearer	or	an	item	which	can	be	expressed	with	“this	one”	or	
“here.”	

This	result	indicates	that	in	Japanese,	a	language	in	which	verbs	are	not	inflected	for	
person like Spanish language, the denotation of the subject noun is realized by the subject 
noun or by relying on factors external to the sentence, such as anaphoric relation or the 
space of the context.




