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ラ・マンチャの男 
 

ツルゲーネフは、近代人の典型としてハムレットとともに、ドン・キ

ホーテの名を挙げた。ドストエフスキーは、ドン・キホーテについて「人

間の魂の最も深い、最も不思議な一面が、ここに見事にえぐり出されて

いる」と評した。 
 
梅雨時の寝苦しい夜のこと、私は浅い眠りへと落ちていった。すると、

突如として私は、広い平原にただ一人たたずんでいた。どうやら、ここ

は、スペイン南部のラ・マンチャ地方らしい。いや、よくわからないの

だが、きっと、そうにちがいない。 
ときは夕暮れ。大きく真っ赤な太陽が西の地平線へと沈もうとしてい

る。すると、その赤く染まった地平線から、一人の男を乗せた馬がゆっ

くりと私のほうへ向かってくる。その横には一人の小男を乗せたロバも

いる。おお、あれこそは、わがドン・キホーテとその愛馬ロシナンテ、

そして従者サンチョ・パンサではないか！ 
ドン・キホーテのほうも、平原に一人立ち尽くしている私に、どうや

ら気がついたようである。愛馬ロシナンテの歩みを止めると、錆び付い

た甲冑をぎしぎしといわせながら私のほうを向き、厚紙でつくられてい

るという頬面を少し動かして私を見据え、大声でこういった。 
「そこの若き御方、御名を名乗られい！ それがしは、その名も高き

愛馬ロシナンテにうちまたがり、古来
いにしえ

より人に知られしモンティエルの

野に足を踏み入れたる、音に聞こえし騎士、ドン・キホーテ・デ・ラ・

マンチャである！」 
針金のように細いが背筋のすっくと伸びた体。落ち窪んだ眼のなかに

宿る一条の強き光。しわがれてはいるが張りのある声。しわとしみだら

けの顔。やせこけた老馬ロシナンテにまたがったドン・キホーテは、ま

さしく私の思い描いていた、そのドン・キホーテであった。私はあわて

て答えた。 
「私の名は成瀬です。あの、東京からきた成瀬です。翻訳者をやって

います。」 
「ふむ、翻訳者とな？ それは御国において、いかなる騎士の位であ

るのか。」 
「いえ、翻訳者は騎士ではありません。どちらかといえば、ただの人

です。」 
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「騎士ではないとな。では、それがしから名誉ある決闘を申し込むに

は、いささか不足である。」 
どうやらドン・キホーテは私と決闘をする気でいたらしい。私は翻訳

者が騎士ではないことに心から感謝した。 
「では、聞くがの、若き御方。翻訳者とは、そも何者か。」 
「翻訳者というのは、ある言語で書かれたテキストを別の言語に移し

変える作業をする人のことです、っていっても、わかんないだろうなあ

……。えーと、そうだ！ たとえばですね、ドン・キホーテさんのこと

について書かれたスペイン語の本も、翻訳者の手でほかの言葉に移し変

えられているんですよ。だから私もドン・キホーテさんのことを知って

いるんです。」 
「ほう、それがしのことを書いた書物があるというのか。」 
「あるどころか、世界中で読まれていますよ。」 
それを聞くとドン・キホーテのしわだらけの頬が少しだけ緩んだよう

にもみえたが、その表情はすぐにもとの謹厳なものへと戻った。 
「世界中にわが名が知られしことは名誉なことではあるが、しかし、

そのことがそれがしの旅の目的ではござらぬ。」 
「じゃあ、ドン・キホーテさんの旅の目的ってなんですか」 
「知れたこと、麗しきドゥルシネーア姫を、わが命にかえてもお守り

することである！」 
そういうと、ドン・キホーテは昂然としてやせこけた胸を張った。ち

なみにドゥルシネーア姫とは、ドン・キホーテの家の近くの村に住んで

いる村娘のことである。 
「愛する人のために命をかけるなんて、かっこいいですよねえ。だか

らといって、風車にとびかかっていくというのは、ちょっとやりすぎで

すよ。」 
「風車などというものは、それがしは存ぜぬ」 
そうだった。このドン・キホーテの旅は、まだそこまで進んでいない

のだった。 
「ところで若き御方、それでは聞くが、貴公の旅の目的は何でござる

のか。あるいは、なぜその翻訳者なる仕事をしておるのか。」 
私はその問いかけに驚いた。そして少し考えてから、答えた。 
「私の旅の目的は、じつは私にもよくわからないのです。ドン・キホ

ーテさんのように、愛する人を守るためだといえばたぶん嘘になります

し、でも、ほかになにか明確な目的があるわけでもないんです。なぜ私

はここにいるのか、それが私にはよくわからない……、なんだかハムレ



 

5 

 

ットみたいですけどね。」 
「ハムレットなる御仁がいかなる方かは存ぜぬが、それは間違ってお

る！」。 
私の話をじっと聞いていたドン・キホーテが突如としていった。 
「目標なき人生など人生の名に値せぬ。神によって造られし我々は神

の思し召しによってこの地上に立つものである。この限りなき神の恩寵

を決して無駄にしてはならん！」 
「いや、そういわれても、私はキリスト教徒じゃありませんし。困っ

たな……」 
「ふむ、貴公は異教徒であったのか。それでは話にならぬ。では、あ

らためて聞くが、貴公が翻訳者なる身分についておるのは、何が目的で

あるのか。」 
「これには、まあ、それなりの目的があります。ひとつは、もちろん

食べていくためなんですけども、もうひとつは、翻訳をもっとよいもの

にしたいからです。いまの翻訳は根本的に何かが違うと思うんです。だ

から、自分の手でそれをなんとかしたいんです。」 
「ふむ、それが貴公の夢であるのか？」 
「はい、それが私の夢です。」 
「では、それを旅の目的とすればよい。」 
私はうろたえた。ドン・キホーテは、翻訳に私の人生をかけろといっ

ているのだ。 
「あっ、いや、でも、そんな夢ばっかり追っていたら、食べていけな

いし……、それに夢は夢であって、本当に実現するかどうかなんて、わ

からないし……」 
「食べていくことぐらいは、なんとでもなろう。実現するかどうかは、

やってみなければわからんではないか。」 
「いや、それはそうですけれど……、でも、やっぱり……」 
「夢を追いかけて、それがかなわぬことが、怖いのか。」 
「……はい。」 
「ふむ」 
しばらくドン・キホーテは私の顔をじっと見つめていた。そして急に、

その表情を和らげた。 
「時間は、まだたっぷりとあるはずである。よく考えるがよい。だが、

これだけは忘れてはならんぞ。夢をかなえることが生きることではなく、

夢を見続けることが生きることなのだということを、な。」 
そういうと、わが誇り高きドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャは、忠
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実なる従者サンチョ・パンサとともに、いままさに暮れなんとする太陽

の赤き光を背中いっぱいに浴びながら、悠然として地平線の向こうへと

消えていったのである。 
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はじめに 

翻訳の世界に足を踏み入れてから 30 年以上がたった。そのあいだに、翻訳者として

仕事をしたり、小さな翻訳会社の経営をしたり、翻訳の研究に没頭したり、翻訳学校

の先生をしたりと、翻訳に関するさまざまな領域をめぐり歩いてきた。 
社会人として最初から翻訳の世界に入ったわけではない。大学の経済学科を出て商

社に勤めたのだが、自分が商社マンにはまったく向いていないことに気づいて、すぐ

に辞めた。それから（本来ならばもっと若いときにそうするべきだったのだろうが）

自分の人生についてはじめて本気で一生懸命に考え、子供のころから大好きだった言

葉に関する領域を一生の仕事にしようと決めた。その後、大学に戻って言葉の研究を

したのち、高校の先生になり、それから翻訳関係の小さな会社に就職して、そこで本

格的に翻訳という仕事に向き合ったというわけである。 
じつは最初、私は翻訳という仕事を、どこか馬鹿にしていた。「人の褌で相撲をとる」

という諺があるが、ようするに翻訳とはコバンザメのようにオリジナル作品のおこぼ

れをもらうだけの仕事であり、それは自分自身の作品がつくれない人間のするべきも

のと思っていたのである。はやくこんなマガイモノの世界から抜け出して、自分自身

の作品をつくりたいと思っていた。 
しかし、実際に翻訳の仕事をおこない、翻訳の研究を進めていくうちに、その考え

が大きく変わっていった。本物の翻訳とは、たんに原文のテキストを異なる言語にコ

ピーするだけのことではなく、原文の作者と訳者の心を一体化させつつ、言語的な差

異や文化的な差異、さらには認識的な差異までも乗り越えて、新たな価値をつくりだ

すという、きわめて創造的な行為であることに気づいたのである。そしてこのことに

気づいたとき、私は翻訳を自分の一生の仕事とすることに決めた。 

「心の翻訳」シリーズの４つの目標 

本書を含む「心の翻訳」シリーズでは、以下の４つの目標を設定している。 

翻訳の関係領域を広く深くカバーする 

第一に、本「心の翻訳」シリーズは、翻訳という営みに関係する領域をできるかぎ

り深く広くカバーしようとしている。翻訳の真の価値を見極めるためには、翻訳が思

考や社会に果たす役割、言語の本質、人間の思考プロセスといった思想的な領域から、

翻訳論や翻訳技法、ビジネスとしての翻訳のあり方や進め方といった具体的な領域に

至るまで、翻訳に関わるあらゆる領域を、包括的かつ有機的に考察することが必要不

可欠である。そのため、「心の翻訳」シリーズでは、日本語や英語といった言語の領域
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のみならず、思考や認識の領域にまで踏み込んでの考察や、具体的な訳出技法まで、

非常に幅広い領域について論じている。 

英文和訳に代わる新しい翻訳モデルを提示する 

第二に、上に述べたような考察をもとに、本「心の翻訳」シリーズでは、英文和訳・

和文英訳モデルに代わる新しい翻訳モデルである「心の翻訳」モデルを紹介している。

その新しい翻訳モデルは、従来のような言葉と言葉をつなぐだけの翻訳モデルではな

く、本質的に異なる２つの世界に生きる人間と人間の心と心をつなぐことを中心に据

えた翻訳モデルである。 

英文和訳は、過去百数十年にもわたって日本に君臨してきた翻訳モデルである。そ

のルーツをたどれば、千数百年の伝統を持つ漢文訓読にもつながる。英文和訳を使っ

て、これまで膨大な数の翻訳書がつくられ、それが日本の西欧化（近代化）を支えて

きた。英文和訳という翻訳モデルなくして、近代日本は成立しなかったといっても過

言ではないだろう。しかし、そうした光の部分の一方で、英文和訳モデルには大きな

影の部分がある。英文和訳モデルで訳された翻訳書があまりにも数多く出版されたた

めに、日本語は歪み、さらには、日本語に対する日本人の感性さえも歪んでしまった

のである。 
英文和訳の日本語が基本的に悪文であることは、誰もが感じているに違いない。と

ころが、それでも多くの日本人は、翻訳であるからには歪んだ日本語になるのは仕方

がない、翻訳とはそういうものだと思い込んでいるのである。そして、そうした歪ん

だ日本語を受け入れているうちに、それが普通だと感じるようになり、自分でもそう

した日本語を書きはじめ、さらには一部の日本人たちは、そうした日本語しか書けな

くなってしまったのである。 
いまから 70 年以上前に、作家の谷崎潤一郎は次のように述べている。 

 
私はよく、中央公論や改造等の一流雑誌に経済学者の論文などが載っている

のを見かけますが、ああいうものを読んで理解する読者が何人いるであろう

かと、いつも疑問に打たれます。それもそのはず、彼等の文章は読者に外国

語の素養があることを前提として書かれたものでありまして、体裁は日本文

でありますけれども、実は外国文化の化け物であります。そうして化け物で

あるだけに、分からなさ加減は外国文以上でありまして、ああいうのこそ悪

文の標本というべきであります。 
（『文章読本』、谷崎潤一郎、中公文庫、p70） 

 
谷崎は、日本の学者たちの文章を「体裁は日本文だが実は外国文化の化け物」だと

ばっさりと切り捨てている。この状況は、いまもほとんど変わっていない。なぜ状況

は変わらないのか。それは、私たちが英文和訳という翻訳モデルに代わるべき新しい
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翻訳モデルをつくりだしてこなかったからだと私は考える。代わるべきモデルがない

のだから、たとえ英文和訳の弊害が明らかであるとしても、一部の名人芸的な翻訳技

能の持ち主を除いては、英文和訳という翻訳モデルを使わざるを得ないのである。 
本「心の翻訳」シリーズでは、日本人がそうした歪みから抜け出すために、英文和

訳・和文英訳に代わるべき新しい翻訳モデルをご紹介する。それが「心の翻訳」モデ

ルである。この新しい翻訳モデルをしっかりと勉強すれば、誰もが一定水準以上の翻

訳ができるようになる。そもそも、モデルとはそういうものなのである。 

翻訳学習の総合教科書として 

第三に、本講座は、翻訳学習の総合教科書としてつくられている。翻訳に関しては、

これまでに数多くの良書が発表されてきている。だが、そうした翻訳関連書のほとん

どが、翻訳に関する特定トピックについて論じたものであり、翻訳の総合教科書とし

て利用するには十分とはいいがたいものであった。また、数多くの優れた翻訳論や実

践が残されているにもかかわらず、それを無視した翻訳論議や実践がいまも一部で行

われている。先達が残してくれた貴重な資産を、現在の翻訳者たちは十分に使いこな

せていないのではないだろうか。そしてその理由のひとつが、翻訳学習に関する総合

的な教科書がないからではないかと、私は考えている。そこで、そうした教科書を自

分の手でつくってみようと考えたわけである。 
私が翻訳学習のための総合教科書をつくりはじめたのは、サイマル・アカデミーで

の翻訳コースの講師を引き受けてから数年がたってからのことだった。それから 10 数

年をかけて、ようやく翻訳を総合的に学習できる教科書を自分なりのかたちでつくり

あげることができた。夏休みの自由課題作品をつくりおえた小学生のように、今はた

だほっとしているところである。もちろん浅学非才の身であるので、教科書として足

りないところだらけであり、誤解や間違いも数多くあるに違いない。今後少しでもよ

いものにしていくために、忌憚のない意見やアドバイスをいただければ幸いである。 
また本「心の翻訳」シリーズをきっかけとして、本シリーズとはまったく異なるタ

イプの翻訳学習の教科書が今後生まれてくることを強く期待する。本講座には私の翻

訳観が色濃く反映されているが、そうした翻訳観とは異なるアプローチでつくられた

翻訳の教科書がつくられてほしいと願っている。そのような選択肢が増えれば増える

ほど、日本の翻訳はよいものになっていくだろう。 

日本語人の英語教育のために 

第四に、本「心の翻訳」シリーズは、日本語人のための英語教育に一石を投じるこ

とを目指している。ここでいうところの「日本語人」とは、日本語で世界を捉え、も

のごとを考え、日本語で自分を表現し、日本語で生活を送っている人間のことを指す。

人種や国籍などは関係がない。 
日本語での世界の認識や思考のあり方をメインシステムとして有している「日本語
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人」にとって、英語を学ぶことの目的とは、英語を認識と思考のサブシステムとして

獲得することにある。メインシステムを日本語から英語へと切り替えることではない。

そんなことをすれば、その人は「日本語人」ではなくなってしまう。 
残念なことに現在の英語教育の多くは、日本語人のための英語教育ではなく、「英米

人になるための」英語教育であるように思われる。現在の英語教育の中核となってい

るコミュニカティブ・アプローチは、英語国への移民が普段の生活や仕事に困らない

ようになるために開発された英語教授法であるから、それが英米人になるための英語

教育であることは当然のことといえる。ところが、日本の英語教育界は、そのことを

深く考えもせずにコミュニカティブ・アプローチを無批判のうちに受け入れてしまっ

た。そしてついには小学生低学年の子供たちにまで英会話の真似事をさせるカリキュ

ラムを文科省が決定したのである。これによって、日本人の認識と思考のメインシス

テムである日本語を鍛える教育機会は、必然的に減少する。また、英語をサブシステ

ムとして獲得するための機会も大きく損なわれることだろう。浅はかで、愚かしいと

しか、言いようがない。 
たしかに、過去の文法訳読法のように、英語学習を暗号解読として捉えて日本語に

置き換えてから理解するやり方では、英語を英語として習得することはできない。し

かしだからといって、英語を日本語と安易に切り離してしまい、英語だけを単独で学

習することは非常に危険である。それは「英米人になるための」英語教育ではあって

も、「日本人のための」英語教育ではないからである。したがって、日本人のための英

語教育においては、日本語の世界と英語の世界のあいだを自由に往来できる能力を身

につけること、すなわち、本当の意味での翻訳能力を習得することが必要不可欠であ

る。本シリーズで展開される「心の翻訳」は、そうした観点からみて、日本人の英語

教育を変革するうえで非常に重要な役割を果たすものである。 
本シリーズの原稿をつくりあげる過程では、数多くの方々からの多大な協力を得た。

なかでも、元サイマル・インターナショナルの宮城雅之氏には、大きな御支援をいた

だいた。宮城氏の助力なくして、本シリーズは成り立たなかったといって過言ではな

い。またサイマル・アカデミーの翻訳講座のご担当の方々には、たいへんにお世話に

なった。心からの御礼を申し上げる。 
最後に、妻の朝恵に心よりの感謝の意を表したい。経済的な側面をほとんど顧みず、

どこかに出かけることもなく、ただ毎日本に囲まれながら真夜中まで書斎で書きもの

をしている私を、彼女は全面的に支えてくれている。彼女なしでは、この仕事は決し

て成り立たなかった。そういう意味で、本シリーズは私と彼女との共同作品である。 
 
2017 年春 
成瀬由紀雄 
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『心の翻訳モデル』は、翻訳のパラダイム転換の起点となるものである。言葉では

なく心の働きを翻訳するという視点から、これまでブラックボックスだった英日・日

英翻訳のメカニズムを総合的に解明したものである。 
本モデルでは、翻訳対象を「社会的要請」「個人的要請」「思考（理知）」「情報構造」

「情意」「文体」「創発」の 7 つの要素に分けて分析するとともに、「思考の基本単位」

「動的理解」「SPM 分析」「構造図」などの多彩なツールを用いて、翻訳という営みを

根底から理解していく。できるだけ多くの方が本モデルを通じて本当の翻訳の世界を

体験していただければ幸いである。 
 
成瀬由紀雄 
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1 章 翻訳の前提 

 

1. ⾔語・思考・認識 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
言語・思考・認識の関係を氷山に例えてみたい。この氷山が表わしているのは人間

の心である。その大部分は海の下に沈んでいる。海の上に見えているのは、わずか一

部分だけに過ぎない。それが言語である。そして海の下に見えない大部分が思考と認

識である。 
これまでの翻訳では、海の下にある思考と認識のことをあまり考えてこなかった。

見える部分の言語だけを移し替えようとしてきた。しかし「心の翻訳」モデルでは、

翻訳すべき対象は氷山のすべて、つまり人間の心の働き全体だと考える。したがって

翻訳者は海の上に見える部分だけでなく、海に下に沈んでいる部分も訳さなければな

らない。言語、思考、認識という 3 つの領域を理解して、言葉と言葉だけではなく、

心と心をつながなければならないのである。 

⾔葉のレンズをとおして世界を認識する 

私たちはこの現実世界をふたつの方法で認識している。ひとつは「いきもの」とし

ての認識である。その認識のもとでは、固体は固体として、流体は流体として認識さ

言語 

思考 

認識 
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れる。この認識のあり方は人間も犬も猫も同じであり、生きるうえで非常に重要な認

識方法である。 
しかし「いきもの」としての認識では、固体を固体だと認識はできても、それを「椅

子」とは認識できない。流体を流体と認識できても、それを「池」とは認識できない。

こうした認識ができるのは、人間が「言葉」を持っているからである。犬や猫や鳥は

そういう意味での言葉は持っていない。彼らの世界には「椅子」も「池」も存在しな

い。言葉があるからこそ、椅子も池も春も愛も、そこに存在するのである。 
しかし、ここに問題が生じる。言葉によって「椅子」や「池」を認識しているとい

うことは、言葉が違えば世界認識が変わるということである。つまり、英語を母語と

している人の世界に対する認識と、日本語を母語にしている人とでは、世界に対する

認識が同じでないということになる。 
ここに自然の世界があるとしよう。この世界を、人間はまず犬や猫や鳥と同じ方法

で認識する。このように認識された世界のことを「ナマの世界」と呼ぶことにする。

つぎに、人間は「ナマの世界」を言葉という「レンズ」をとおして認識する。すると、

そこに「椅子」や「池」や「春」や「愛」が生まれてくる。この「椅子」や「池」や

「春」や「愛」を含んだ世界が、私たちの生きる人間の世界である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そしてこの「言葉のレンズ」には、さまざまな種類がある。英語というレンズをと

おすと、世界は英語の世界になる。日本語というレンズをとおすと、世界は日本語の

世界になる。このふたつの世界は大きく異なっている。 
  

言葉のレンズ 

自
然
（ナ
マ
の
世
界
） 

人
間
の
世
界 
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もちろん同じ人間どうしであるから、根本的にすべてが違うわけではない。しかし

その違いは一般に考えられているよりもはるかに大きく、特に英語と日本語の世界認

識の違いは非常に大きいのである。 

「モノ」と「コト」 

人間は基本的に、この世界を「モノ」と「コト」とに分けて認識している。ただし

この世界が最初から「モノ」と「コト」とに厳然として分かれているわけではない。

人間がそれぞれの言語を通じて世界を「モノ」と「コト」とに切り分けているのであ

る。 
一般的に文法では「モノ」のことを「名詞」、「コト」のことを「動詞」と名付けて

いる。言語学者の研究によると、世界の言語には形容詞や副詞にあたる語彙区分を持

たないものはあるけれども、名詞と動詞にあたる語彙区分を持たないものはひとつも

ないということだ。「モノ」と「コト」との区別は、人間としての共通の世界認識とい

ってよいだろう。 

天の視点・人の視点 

同じモノやコトであっても、視点が違えば、まったく違うかたちで認識される。そ

の認識の違いによって、言語の形式や表現方法も大きく異なる。 
視点には、大きく分けて「天の視点」と「人の視点」が想定できる。「天の視点」と

は、全体を上から鳥瞰的にながめる視点である。「人の視点」とは、地上の一点からま

英語レンズ 

英
語
の
世
界 

自
然
（ナ
マ
の
世
界
） 

日
本
語
の
世
界 

日本語レンズ 

自
然
（ナ
マ
の
世
界
） 



 

19 

 

わりをみまわす視点である。たとえば、レーシングドライバーとなってレーシングカ

ーを運転しているところを想像してみてほしい。そのとき、あなたはどのような視点

からモノやコトをみているだろうか。2 つの視点が考えられる。ひとつは、コックピ

ットのなかから外をみる「人の視点」である。その目には、下図のような光景が見え

ていることだろう。 
 

「人の視点」 

 
 
 
 
 
 
 
 
もうひとつは、上空から下をみる「天の視点」である。その目には、下図のような

光景が見えていることだろう。 
 

「天の視点」 

 
 
 
 
 
 
 
私たちは、物理的には「人の視点」でつねに世界を見ているのだが、それと同時に、

可能なかぎり「天の視点」での光景を頭の中で思い浮かべようとしている。そうする

ことで、自分の位置を主観的だけでなく客観的にも捉えることができるからである。 
どの言語でも「人の視点」（主観的視点）と「天の視点」（客観的視点）の両方を使

って世界を認識している。しかし言語によって「人の視点」（主観性）を強く持つ言語

もあれば「天の視点」（客観性）を強く持つ言語もある。日本語は「人の視点」から世

界を捉える傾向がきわめて強い言語のひとつである。一方、英語は「天の視点」から

世界を捉える傾向がきわめて強い言語である。 
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2 章 翻訳の基盤 

 

1. 翻訳の基盤 

翻訳「術」「論」でなく翻訳「観」が考察の出発点 

何かを考察する際には、まず「術」「論「観」という 3 つのレベルを峻別することが

非常に重要である。「術」とは、具体的な技術のことである。翻訳でいえば、この英語

認識はこう処理すればよい、この日本語表現はこの手法ではこの英語表現になるとい

ったことである。「論」とは、なぜそうなるのかの仕組みを考えることである。そして

「観」とは、そうした「術」「論」を支える人間や世界に対する見方そのものである。 
「観」が確立していなければ、「術」「論」に意味はない。原点となる「観」を明確

にすることが、すべての考察と実践の出発点である。 
翻訳に関する論議を行う場合も、最初に翻訳「観」を決めなければならない。お互

いの翻訳観を確認せずに議論しても、議論は噛みあわないだろう。 

「⾔葉の変換」という翻訳観 

翻訳にも、さまざまな「観」を設定できる。最も一般的なものは、翻訳をひとつの

言語から別の言語へと移し替える作業と捉える翻訳観である。おそらく、ほとんどの

人が、そのような見方のもとに翻訳を捉えていることだろう。 
言葉の変換としての翻訳には多様なものがある。そのうちの現在の代表例と呼べる

ものはコンピューター翻訳である。翻訳を情報処理のひとつだと捉えて、その処理を

コンピュータープログラム上で最大限に効率よく行うことが、その目標となる。 
人間による翻訳でも、翻訳とは言葉を言葉に移す行為と捉える考え方が主流である。

ただし、たんに言葉を機械的に一対一対応させるだけでは不自然な訳文ができてしま

うため、人間によるチェック機能を働かせる点がコンピューター翻訳とは違うところ

である。 
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2. 心の翻訳モデルの翻訳観 

⾔葉ではなく人間を中心に据えた翻訳観 

心の翻訳モデルの翻訳観の最大の特徴は、言葉ではなく、人間を翻訳の中心に据え

ることにある。 
翻訳とは、たんに異なる言語体系を正確に変換する行為ではない。それは人間の心

をつなぐことによって新しい価値を生み出し、人間とその社会や文化のために役立つ

何かをつくりだしていく営みである。 
そうした翻訳をするためには、まず人間の心とは何かを深く理解しなければならな

い。さらには、人間とは何か、その人間がつくりだした社会や文化とは何かを深く理

解しなければならない。そうした総合知を身につけることが翻訳学習の要諦である。

翻訳研究とはすなわち人間研究なのである。 

実践につながってこそ翻訳研究 

心の翻訳モデルの翻訳観の根底には、人間と社会に対する新しい価値の創造がある。

したがって心の翻訳モデルでは社会での実践を最重視する。翻訳は料理と同じように

日々の営みである。実際に台所で使えない料理理論に意味がないように、実際の翻訳

に利用できない翻訳理論に意味はない。 

効率性や簡便性はほどほどに 

日々の営みであるからこそ、翻訳には効率性や簡便性が求められる。ときには出来

合いのインスタント食品を食卓に出さざるを得ないように、翻訳でも出来合いのフレ

ーズを再利用するケースも起こり得る。これは仕方のないことである。 
しかし、効率性や簡便性の追求に重点をおいてはいけない。毎日インスタント食品

ばかりでよいはずがない。言葉も同じことである。心のこもった言葉に数多くふれて

きた人間には豊かな心が育つものである。その反対に、心のこもっていない言葉に数

多くふれて育ってきた人間は、心のこもった言葉とそうでない言葉の区別がつかなく

なりがちである。これは人として不幸なことであり、社会にとっても大きな損失であ

る。 
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心に響く翻訳文を 

ベテラン翻訳者のなかには次のようなテクニックを身につけてしまった人たちがい

る。 
第一に「自然な」訳文の作り方である。具体的には、無生物主語はこう訳す、受動

態はこのようにする、関係代名詞節はこうして処理する、といったさまざまな「翻訳

テクニック」である。第二に専門用語の選び方である。それぞれの分野にあわせて専

門辞書のなかから最も「正確」な訳語を選び出すための知識と技術といってもよい。

そしてこうしたことを習得した翻訳者のつくった訳文は、一見すると、とても「自然」

で「正確」に見える。 
だがこうした「自然さ」や「正確さ」に重点を置き過ぎるためだろうか、そうした

翻訳者のつくる文章の多くが、言葉にとって絶対に失ってはいけないもの、豊かな生

命感に欠けている。彼らの文章を読んでいても、心には何も響いてこない。それは、

まるで美しい「造花」のようである。 
翻訳文は「造花」であってはならない。生きた本物の花でなければならない。豊か

な生命感にあふれ、かぐわしい香りを放つ、サクラでありバラでなければならない。

翻訳という仕事は、たとえば英語の花に似せた日本語の造花をつくりだすことでは、

決してない。もとの花とよく似てはいるが、しかし正真正銘の日本語の花をつくりだ

していくことが、翻訳という営みの本質なのである。 
こうしたことをいうと、それは文学などの翻訳の話であってビジネス翻訳とは関係

がないのではないかという意見もある。そんなことはない。政治であれ法律であれビ

ジネスであれ、言葉はつねに生きていなければならない。つくりものでよしとした途

端、そこにある人間の営みもまた、その生命力を失う。政治は腐敗し、法律は束縛と

化し、ビジネスは単なる金儲けの道具となる。翻訳者はつねに心をこめて、生きた訳

文をつくりださなければならない理由がここにある。 
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3. 心の翻訳モデルの翻訳の前提 

上に述べた翻訳観をもとにして、心の翻訳モデルでは翻訳に対して以下の前提を設

けている。 

■前提 1 

完全な翻訳はあり得ない。訳文は翻訳者によって異なる 

この前提の前半部分、つまり「完全な翻訳はあり得ない」という考え方については、

ほとんどの翻訳関係者と共有できるのではないだろうか。いっぽう、後半部分つまり

「訳文は翻訳者によってそれぞれ異なる」については、一部の翻訳関係者とは共有で

きない可能性もある。しかし同じ楽譜でも演奏者が変われば別の演奏になるように、

翻訳でもＡさんの訳文とＢさんの訳文とが違ってくるのは当然のことである。まった

く同じ訳文ができるほうが逆におかしいのだと心の翻訳モデルでは考える。 

■前提 2 

翻訳は原文に忠実かどうかでなく、生み出した価値の大きさで評価する 

翻訳の目的は「原文を超えた新しい価値を生み出す」ことにある。原文にはない新

しい価値を生み出さない翻訳は良い翻訳とはいえない。 
ここでいう「原文を超えた新しい価値」とは非常に広い概念である。ある言語でし

か読めなかった内容を別の言語でも読めるようにしたのであるから、それだけでも翻

訳という営みにはすでに「新しい価値」があるといってよい。さらに訳文が原文より

もわかりやすかったり、これまでにない知識を紹介していたり、新しい表現をつくり

出していたりすれば、新たな価値が上乗せされる。このようにして新たに生み出され

た価値の総合点として翻訳を評価しようというのが心の翻訳モデルの考え方である。 
これまでの翻訳では、おもに原文に忠実かどうかという観点から評価がなされてき

た。原文に忠実であれば価値が高く、忠実でなければ価値が低いというわけである。

しかし前提の 1 でみたように、完全な翻訳はあり得ないわけであるから、語学力や知

識の不足による明白な誤訳は論外として、すべての翻訳はある程度原文に忠実であり、

ある程度原文を裏切っている。その忠実さや裏切りの度合いを細かく評価することが

翻訳の価値を高めるとは思えない。また、原文にあまりに忠実であろうとすると、ほ

かに生み出すべき価値を見失ってしまう可能性も大いにあり得る。原文にただ盲目的

に忠実であろうとする「直訳」はその一例である。 
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■前提 3 

⾔葉ではなく「思考」（心の働き）を翻訳する。 

本講座が採用する心の翻訳モデルでは、翻訳の対象は言葉ではなく「心」の働きだ

と規定している。だから「心の翻訳」モデルというのだが。 
なぜ翻訳の対象が「言葉」ではなく「心」なのかといえば、簡単にいえば、言語と

は自然物のように人間から分離した客体的な存在ではなく、人間の心を表す主体的な

精神活動そのものであるからである。したがってそれを扱う翻訳とは、必然的に言葉

を移すものではなく、心そのものを移すものになるはずである。 

■前提 4 

「思考の基本単位」を翻訳の基本単位とする 

言葉ではなく思考を翻訳するという前提を立てると、翻訳の基本単位は必然的に言

葉ではなくなる。直訳や英文和訳のように、語や句や節や文を翻訳の基本単位として、

語の一対一対応、句や節の一対一対応、文の一対一対応をするという考え方がとれな

くなるのである。 
心の翻訳モデルでは、訳出の基本単位として「思考の基本単位」およびそれが組み

合わされた「思考の複合単位」という概念を採用している。そして私たちの思考とは

それらが組み合わされた高度な複合体であると規定する。 

■前提 5 

テキストを全体として翻訳する 

心の翻訳モデルでは、テキストを全体のまま捉えて翻訳するという作業が、分析統

合的な作業とともに必要不可欠であると考える。分析統合と全体把握の両方の観点か

ら翻訳を捉えることで、翻訳としての総合的な価値の向上を目標とする。 

■前提 6 

英日翻訳と日英翻訳に同じ手法を用いる 

これまでの翻訳論や翻訳技法の最大の欠陥は、英日翻訳と日英翻訳を総合的に論じ

たものがほぼ存在しないことにある。直訳/英文和訳の手法を和文英訳に採用すること

はできない。それを採用しても価値の高い和文英訳にはならないことは誰もが承知し

ている。 
心の翻訳モデルでは、翻訳の理論と技法はつねに双方向であるべきだと考える。さ
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らに、日本語だけに通用するものではなく世界のどの言語の翻訳にも通用するもので

なければならないとも考える。世界で最も困難な翻訳実践である英日・日英翻訳を極

めることで、世界のどの言語でも通用する翻訳モデルをつくり出していくことが、心

の翻訳モデルの最終目標である。 
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4. 翻訳の規律 

以下に、実際の翻訳作業の際に翻訳者が必ず守るべき規律を 2 つ挙げる。実際の翻

訳作業での規律は、この 2 つだけである。この 2 つの規律を守ることができれば、そ

の翻訳は必ずよいものになると断言できる。 

■規律 1 

わかっていないことは訳してはいけない 

わかっていないことは訳してはいけない——まったく当たり前のことのように思え

るかもしれない。しかし、この当たり前のことが多くの翻訳者のあいだで守られてい

ない。実際の翻訳では、わかっていないのに訳されてしまっているケースがきわめて

多いのである。その理由は、多くの翻訳者が「わかっていない」ということをわかっ

ていないからである。なんとなく、わかっているつもり
．．．

になっている。 
英日翻訳の例で、具体的にみてみよう。まず英語の語彙力である。もし辞書を使わ

なければ原文テキストが読めないようならば、それは「わかっていない」ということ

である。わかっているのならば、辞書など必要はないはずである。知らない語や表現

があるテキストは正確に読むことができない。日本語のテキストで考えると当たり前

のことなのだが、これが英語テキストとなると、辞書で意味を調べてそれがわかれば、

テキストの意味も十二分にわかると考えてしまうのである。 
構文力も同じである。前からスムーズに一度も後戻りせずに読めてこそ、センテン

スやテキストが「わかる」のである。文法知識を駆使して構文解析をしなければわか

らないのであれば、それは「読んでいる」のでない。「暗号解読」をしているのである。 
すなわち、わからない語彙がなく、前からスムーズに読んでテキストの内容や魅力

を瞬時かつ的確につかまえることができること——これが「わかっている」ことの必

要条件である。 
つぎに、知識である。たとえば、ここに経済学のテキストがあるとしよう。これを

訳すためには、それを書いた経済学者の伝えたいことを完璧に理解できるだけの知識

がなければならない。すなわち、経済分野の翻訳者にはエコノミストと同じだけの経

済学知識が必要になる。同様に、医学論文であれば医学研究者と同じだけの知識が、

ファイナンス理論であればファイナンス専門家と同じだけの知識が、翻訳者には必要

である。これはなにも学問の世界だけの話ではない。中世ヨーロッパに関するテキス

トを訳すためには中世ヨーロッパに関する知識が、バレエに関するテキストを訳すに

はバレエに関する知識が、ファッションに関するテキストを訳すにはファッションに

関する知識が、必要不可欠である。 
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ようするに、翻訳者は訳すべきテキスト分野の専門家と同等の知識を持っていなけ

ればならないのである。これが「わかっている」ことのもうひとつの必要条件である。

ところが、こうした知識レベルに達してもいないのに翻訳をしようとするケースが非

常に多い。考えてみてほしい。泳げないのに水泳の教則本が書けるだろうか。ピアノ

が弾けないのにピアノの弾き方について語れるだろうか。ところが、一部の翻訳者は

このような、できもしないことを実際に行っているのである。 
おそらく、悪気はないのだ。ただ、自分には翻訳ができないということが「わかっ

ていない」。それだけのことだと思うのだが、いずれにしろ、そうした翻訳は有害無益

の一言である。 

■規律 2 

おかしな文章は書いてはいけない 

「わかっていないことは訳してはいけない」が読むことに対する規律であるのに対

して、「おかしな言葉は書いてはいけない」は書くことに対する規律である。 
おかしな文章は書いてはいけない。これもまた当たり前のことのように思われる。

しかしいまの翻訳の世界では、これが決して当たり前ではない。それどころか、「翻訳

なのだから少々おかしな表現になるのは仕方がない」「翻訳であるからには表現は斬新
．．

であるべきだ」などといった考え方さえ、一部には存在する。翻訳を通じておかしな

表現や言葉を生み出され、一部の領域では積極的に受け入れられてさえいるのは、翻

訳者の翻訳に立ち向かう姿勢が大きくゆがんでいるからである。こうした日本の状況

のことを、外山滋比古は「翻訳未熟社会」と呼んでいる。 
翻訳者を本気で目指すのであれば、おかしな文章は絶対に書いてはいけない。翻訳

者は作家である。そして作家の原点は、自分の文章にプライドを持つことである。自

分でもおかしいと思うような文章をつくることは、文章を書く人間としての自殺行為

にほかならない。翻訳だからという言い訳は、ただの甘えにすぎない。創作であれ翻

訳であれ、つねに自分が書ける最良の文章を世に送り出すのだという気概こそが、こ

れからの翻訳者に求められる必須条件である。 

理想と現実のはざまで 

まとめておこう。まず、わかっていないことを訳してはいけない。辞書をひかなけ

れば読めないようならば、そのテキストは訳せない。内容に理解できない点があるな

らば、そのテキストは訳せない。辞書なしですらすらと読みこなし内容や魅力が完璧

に頭に入ってきてこそ翻訳という作業が可能となる。つぎに、おかしな言葉を書いて

はいけない。翻訳だからといって、創作よりも文章のレベルが劣ってよいということ
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は許されるものではない。読者にとって読みやすく魅力的な文章を書けてこそ翻訳が

可能となる。そしてこの 2 つの規律を守ることが翻訳者としての必須条件である。 
もちろん、これは理想論である。この論に従えば、翻訳者になるには、辞書も使わ

ずにすらすらと原文を読みこなし、専門家をも凌駕する広範かつ深遠な知識を有し、

作家も凌ぐ文才を持っていなければならない。そんなスーパーマンなど、いるはずも

ない。 
現実の翻訳者は、もちろんスーパーマンではない。平々凡々たる人間である。だか

らこそ、目の前にある原文テキストをなんとか自分のものにするために、辞書を使い、

ネットを使い、参考書を読み、あらゆる手練手管を駆使して必死でテキストと格闘を

する。それでも、出てくる訳文のレベルは創作にくらべると往々にしてかなり落ちる。

落胆しながらも、それでもなんとかして創作のレベルにまで近づけたいと、また必死

でもがくのである。 
理想と現実のはざまでもがくこと、必死でもがき続けること。これが現実の翻訳者

のあるべき姿だと私は考える。たしかに、現実の翻訳者はスーパーマンではない。し

かし、それでも現実に安易に妥協せず、押し流されず、翻訳者としての理想のすがた

に一歩でも近づこうとする姿勢こそが、これからの翻訳者にとってなによりも大切な

資質ではないだろうか。 
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3 章 心の翻訳モデル 

 

1. なぜ翻訳「モデル」か 

翻訳のモデル化の最大の意義は、モデル化をすることによって、翻訳が属人的な「名

人芸」から社会的な「スキル」へと変わることにある。 
踊りにしても焼き物にしても、ほとんどの伝統芸能や伝統美術にはマニュアルがな

い。芸の本質はマニュアル化ができないからである。一芸に秀でるためには、先達に

教えを乞いながら長い修行を重ねること以外に方法はない。もし翻訳がこうした伝統

芸能の世界に属するものであるならば、モデル化の必要はなく、そもそも不可能であ

る。 
しかし、翻訳は伝統芸能とは違うものである。少なくとも、まったく同一領域に属

するものではない。比喩的にいえば、翻訳は大工仕事に似ている。職人芸的なところ

もあるのだが、同時にマニュアル化つまり手続き規則化できる部分もかなりあるのだ。

そこで、マニュアル化できる部分についてはマニュアル化して万人に平等に学べるよ

うにしておき、マニュアル化ができない部分についてはそれぞれに独自の創意工夫を

するというのが、翻訳における最も効率的な道筋である。 
翻訳のマニュアル化（手続き規則化）には、そのベースとなるべき質の高い翻訳モ

デルが必ず存在しなければならない。しかし明治以降に用いられてきた英文和訳モデ

ルとその派生モデルは翻訳モデルとしてのクオリティが低く、また現代社会のニーズ

を十分に満たしていない。したがって、私たちには英文和訳/和文英訳モデルに代わる

新しい翻訳モデルが必要となる。その新しい翻訳モデルのひとつが「心の翻訳モデル」

である。 
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心の翻訳モデルを詳細にみていく前に、まず従来の「和訳モデル」およびその派生

形である「英文和訳＋編集モデル」について述べておく。以下の図は、英文和訳モデ

ルのイメージ図である。
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＝「受身形」＝「～れる、られる」というようにである。たとえば、The meeting was 
held on Wednesday.は、「その会議は水曜日に開催された。」と訳すのであり、「会議

があったのは水曜日だった。」とは訳さないのが原則である。  
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3. 「英文和訳＋編集」モデル 

しかし実際には、こうした一対一対応だけでは英語と日本語とがうまく対応しない

ことは、誰の目にも明らかである。そこで、その際には別の語や文法事項を選ぶこと

になる。それでもうまくいかない場合には文全体を書き換える。これが「英文和訳＋

編集」モデルである。 
英文和訳＋編集モデルは、現在の翻訳で最もよく用いられている翻訳モデルである。

具体的には、まず英文和訳モデルで「下訳」と呼ぶべきものをつくる。その「下訳」

のなかで、日本語として不自然な部分については書き換え（編集）をしていくという

手法である。 
こうしてできあがったものが翻訳の最終作品となるのだが、それは一見すると自然

な日本語に仕上がっているので翻訳として過不足のないものにみえる。しかし実際に

は、これはあくまでも英文和訳モデルの一対一対応の派生物であり、その枠組みから

抜け出ることはできない。英文和訳の一対一対応/一対多対応をつうじて英語から日本

語へと移せなかった部分やそれによって歪んでしまった部分については、そのまま残

されるか、あるいは後の編集作業によってさらに歪められてしまうケースが多いので

ある。また原文では非常に平明な文体で書かれていたものが英文和訳＋編集モデルで

は非常に重々しい文体に変わってしまったり、原文ではユーモアとして語られていた

題材がシリアスな題材に変わってしまったりするケースもよく見られる。 
「英文和訳＋編集」モデルでの訳文は一見すると自然な日本語になっているだけに

こうした誤訳が見逃されやすく、その意味では、単なる英文和訳モデルよりも更に深

刻な問題を含んでいるといってよいだろう。 

英文和訳モデルでは本当に駄目なのか 

読者のなかには、それでも英文和訳でなんとかなるではないかと考えておられる方

もいるかもしれない。たしかに英文和訳がパーフェクトなやり方とはいえないことは

認めるにしても、これまでも「英文和訳＋編集」モデルを使って実際に翻訳をなんと

かこなせてきたではないか、それを全否定するのは少しストイックすぎるし、逆にそ

うした完璧主義は実利的にはマイナスなのではないのか、といった考え方であろう。 
そうではない。英文和訳モデルのような言葉の一対一対応モデルを使っているかぎ

り、翻訳はおろか、まともな英文理解さえもできないのである。 
このことを明確に述べておられるのが、工業英語の第一人者である岡地栄氏である。

岡地氏は著書『和英てにをは発想辞典』のなかで次のように述べている。 
 

読解ではまず単語を調べる。単語をつないでみる。文法的知識を動員する。
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すると天来のごとくぱっと意味が閃くのだ。意味が分かるとは、ある意識内

容を持つことである。そして読解では、ある意識内容を持つことで能時終れ

りとするのである。我々は日本人だから我々の意識内容はもちろん日本語で

構成されている。したがって我々日本人は原文の意味が分かったとたん、原
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

文との隔絶が起こるのである。すなわち意味が分かってしまうと、英語を身
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

につけるつもりでその意味が分かった英文を読んでみても、原文は既に分か
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

って潜在意識にある意味を逐次ただ現在意識に呼び出すための役割りしかな
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

くなる
．．．

。（傍点、成瀬）すなわちある意識内容（日本語で構成されている）が

浮かぶと、それは我々の注意を強くひき、原文の音、いいまわしは現在意識

の辺境に追いやられてしまう。これでは英語そのものは身につかない。 
『和英てにをは発想辞典』 岡地栄 アイピーシー  pp.14-5 

 
英文和訳では、英単語（society や run や if や but など）を日本語の単語（「社会」

や「走る」や「もし」や「しかし」など）に置き換え、英語の文法事項（Subject や

Object や Past Tense や Passive Voice など）を日本語の文法事項（「主語」や「目的

語」や「過去形」や「受動態」など）に置き換えることを、「意味が分かる」と称して

いる。 
しかしそうしたかたちで「意味が分かってしまうと（略）意味の分かった英文を読

んでみても、原文は既に分かって潜在意識にある意味を逐次ただ現在意識に呼び出す

ための役割しかなくなる」のである。そのために「原文の意味が分かったとたん、原

文との隔絶が起こる」。 
ようするに英文和訳における原文の英語とは、じつは、もはや英語ではないのであ

る。それは、日本語の意味を呼び出すための単なる呼び出し記号にすぎない。この場

合、私たちは英語を読んでいるのではなく、英語のかたちをした記号を通じて日本語
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を読んでいる
．．．．．．

のだ
．．

。それを文字として顕在化させたのが、「英文和訳」という日本語で

ある。 
さらに恐ろしいことは、この方法に慣れてしまうと、こうしたやり方が正しい英語

理解なのだと思い込み、この「英文理解」をベースにつくられた英文和訳文が少なく

とも間違ってはいないと考えてしまうことである。多くの翻訳者も含めて日本人のほ

とんどが、この「英文和訳病」に侵されている。この病を治さないかぎり、本当の翻

訳はできない。 

和文英訳モデルはこれまで存在しなかった 

ここから少し視点を変えて、英語から日本語ではなく、日本語から英語への翻訳の

現在までのあり方を考えてみよう。英文和訳モデルとは英語を日本語に置き換えて西
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欧文明を取り入れるためのツールであるから、日本語を英語に置き換えて西欧文明そ

の他に発信するという発想はどこにも見当たらない。したがって、英文和訳と同じ原

理のモデル、つまり日本語の語彙と英語の語彙を対応させて日本語の文法と英語の文

法を対応させたとしても、それだけではまともな英語にはならないことは誰もがよく

知っている事実である。 
ようするに本当の意味での和文英訳モデルは、これまで日本には存在しなかったと

いうことである。多くの日本人は、英文和訳モデルを使って曲りなりに英語のテキス

トを読める（と考えている）。その一方で、いざ英語を書こうとしても、そもそもモデ

ルがないために「曲りなり」にさえも書くことができないのである。 
このことは、西欧の文明文化を輸入することだけに専念した明治期以降の「追いつ

け追い越せ」型日本のあり方を象徴するものといえる。「日本人は英語の読み書きはで

きるが、聞いたり話したりはできない。これは従来の英語教育が悪いからだ」といっ

たコメントが以前から数多くなされてきた。この意見は、根底的に間違っている。日

本人は英語の読み書きが本質的にできていない。なかでも英語を書くということにつ

いてはまったくできていない。ゆえに「日本人は英語の読み書きはできる」とのコメ

ントにはいかなる信憑性もない。 

新たな翻訳モデルへ 

時代は変わった。「追いつけ追い越せ」の情報受信型の時代は、もはや過去の出来事

となった。これからは世界をリードする情報発信型の国へと日本は変わっていかなけ

ればならない。こうした時代では英語でのインプット能力だけでなくアウトプット能

力も必要不可欠となる。その時代に生きる私たちにとっていま最も必要なのは、イン

プットだけでなくアウトプットにも適する総合的な翻訳理論とモデルである。そして

そのために、私が新しい翻訳モデルのひとつとして考案したのが「心の翻訳モデル」

なのである。 
新しい翻訳モデルをつくる際に私が目指したのは、単なる翻訳モデルをつくること

だけを目的とするのではなく、私たちがどのように世界を認識し思考をしているのか、

それをいかにして言葉として表現しているのか、それが社会の中でどのようなかたち

で受容され機能しているのかのすべてを詳細に検討し、そのうえで日本語と英語の読

み書きの相互変換モデルと技法を構築することだった。これを寺院に例えると、大仏

殿だけを建てるのではなく、南大門、本堂、講堂、金堂、東塔、西塔、鐘楼などがす

べてそろった仏教世界観の全体を構築しようとする試みである。 
心の翻訳モデルを使えば、英語から日本語への翻訳だけでなく、日本語から英語へ

の翻訳も同一の翻訳理論と翻訳手法を使うことができる。さらにいえば、日本語と英

語だけでなく、あらゆる言語での双方向での翻訳対応が原理的に可能である。 
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4. 心の翻訳モデルとは 

「ゲーム・チェンジャー」としての心の翻訳モデル 

従来の存在を根底から覆すような新しい可能性や思想を持つもののことを「ゲー

ム・チェンジャー」と呼ぶ。自動車の登場によって馬車はなくなり、電子計算機の発

展によってそろばんは机の上から消えた。そして心の翻訳モデルの登場によって、英

文和訳モデルは馬車やそろばんと同じ運命をたどることになろう。 

心の翻訳モデルでの翻訳対象は⾔葉ではなく思考（心の働き） 

心の翻訳モデルでの翻訳の対象は言葉そのものではない。思考あるいは心の働きで

ある。言葉とは思考（心の働き）の反映だと心の翻訳モデルでは位置づける。 
したがって心の翻訳モデルでは、原文から訳文へと直接的に翻訳がおこなわれるの

ではなく、まず原文を通じてそれを書いた人の心の働きを理解する。そしてその心の

働きに対応する心の働きを翻訳者が自分の心のなかにつくりだし、それを別の言語と

して表出する。これが心の翻訳モデルにおける翻訳プロセスである。図にすると以下

のようになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本語表現 英語表現 

言
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世
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思考 

英語 
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心の翻訳モデルの全体図 

以下に示すのが心の翻訳モデルの全体図である。 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
心の翻訳モデルでの翻訳対象となる要素は、①社会的要請、②個人的要請、言葉の

なかの③思考、④情報構造、⑤情意、⑥文体、⑦創発の 7 つである。 
心の翻訳モデルでは日本語と英語とのあいだでこれらの要素を対応させて翻訳をし

ていく。ただし、そうした各部分の翻訳の総和が最終的な翻訳になるというわけでは

なく、それぞれの要素のあいだでの包括関係を前提とする。 
すなわち、まず社会という大きな枠組みでの対応関係を考え、そのなかでの個人と

して対応関係、そのなかの心の対応関係、この心のなかでの言葉の諸要素としての対

応を考えていくのである。さらに心の翻訳モデルでは、こうした要素分析からこぼれ

落ちてしまう価値を「暗黙知」として捉え、それを翻訳することを「創発」と呼んで

いる。 
以下、翻訳要素についてひとつずつ詳しくみていく。 
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