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はじめに 

本書は『英日・日英翻訳者のための「心の日本語文法」入門』テキ

ストの演習問題集です。皆さんはできるならばまず上述テキストを

読んでからこの演習問題集に取り組んでください。 

文中にも述べましたが、気をつけていただきたいのは、「心の日本語

文法」モデルでは文章解釈において絶対的な正解はないという立場

をとっていることです。したがって、ここで紹介されている「参考

解答例」も「正解」ではなく、私の認識によってつくられた参考解

答例の 1 つにすぎず、そのほかにも解答例となるべきものがいくつ

も存在します。ですから皆さんも参考解答例を参考にしながら、自

分なりの解答例を考えられることをお勧めします。 

ではスタートです。頑張ってください。 

 

成瀬由紀雄 
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1 思考の分析(1) 

問 1 次の⼿紙文の文をそれぞれ「認識」「判断」「伝達」の 3 層に分けてく
ださい。 

 
【原文】 
貴社ますますご清栄のことと大慶に存じ上げます。山田商事 営業部の山

田 
太郎でございます。 
さて、おかげさまで小社は来る○○月○○日に創立○○周年を迎えること

となりました。これもひとえに皆様方のご高配の賜物と厚く御礼申し上げま

す。 
そこで、創業以来前進して参れましたことを皆々様方に深く感謝し、下記

の通り心ばかりの記念パーティーを催したいと存じます。ご多用中のところ、

まことに恐縮ながら、何とぞご光来の栄を賜りますようお願い申し上げます。 
まずは、略儀ながら書中をもちましてご案内申し上げます。 

 

問 2 問 1 で 3 層に分けた各文の「伝達」の部分をカットして「認識」「判
断」だけの文をつくってください。 

 
【原文】 
貴社ますますご清栄のことと大慶に存じ上げます。山田商事 営業部の山

田太郎でございます。 
さて、おかげさまで小社は来る○○月○○日に創立○○周年を迎えること

となりました。これもひとえに皆様方のご高配の賜物と厚く御礼申し上げま

す。 
そこで、創業以来前進して参れましたことを皆々様方に深く感謝し、下記

の通り心ばかりの記念パーティーを催したいと存じます。ご多用中のところ、

まことに恐縮ながら、何とぞご光来の栄を賜りますようお願い申し上げます。 
まずは、略儀ながら書中をもちましてご案内申し上げます。 

 

問 3 次の報道文のなかの文をそれぞれに「認識」「判断」「伝達」の 3 層に
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分けてください。 

 
【原文】 
日本銀行は２９日から金融システム安定化の一環として、民間銀行の保有

する株の買い取りを始めた。買い取りの対象は保有株式が中核的自己資本の

範囲を超える大手行や地方銀行。初日はりそなグループや中央三井信託銀行

など数行が数十億円規模で買い取りを要請した模様だ。０３年９月までに１

行あたり５０００億円を上限に、総額２兆円をめどに買い取る計画。ただ、

どれだけ活用されるかは未知数だ。日銀への株売却に「難色を示す取引企業

も少なくない」（大手行幹部）。  
 
 

☆☆☆ 
 

２ 思考の分析(2) 

問 1 次の文の「認識」部分について「思考の展開図」をつくってください。 

 
【原文】 
私たちは、たまたま自分が身につけたものがもっとも自然なものと思い込

み、違った可能性があることを考えさえしないで過ごしてしまいがちである。

しかし、同じ夜空に散りばめられた星でも、民族が違えば必ずしも同じ配列

（つまり、星座）をそこに認めないのと同じように、言語が違えば、同じ対

象でも多かれ少なかれ違った枠を通して眺めているということが起こる。こ

のようにとらえられた言語は、単なる表現、伝達の手段以上の何かであるこ

とは確かである。これが現代における言語についての認識を支えている一つ

の柱である。 
――「生きることと食べることの意味」（福岡伸一、大修館高校国語現代文）

より抜粋 
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問 2 次の複数の思考内容を「再展叙」機能をつかって、できるだけひとつ
にまとめてください。 

 
【原文】 
現代日本の各界リーダーの大半はアメリカ帰りである。アメリカは多くの

点で魅力ある国である。例えば、能力が他のどの国より公正に評価されてい

る。一般的に能力の高い、長期滞在の外国人にとって、アメリカはどこより

も住みやすい国と言える。しかし彼等には、国民の大半を占める能力の高く

ない人々が、実力主義や競争社会の中でどれほどの苦悩や欲求不満にあえい

でいるかは見えにくい。 
（『祖国とは国語』、藤原正彦、新潮文庫より） 
 
 

☆☆☆ 
 

3 思考の展開 

問 次の文の問題点を指摘し、より明確な文に書き換えてください。 

 
【原文】 

1. 昨日新宿でよく知っている山田さんの妹さんに会った。 
2. 山田さんは音楽を聴きながら走っている人を見ていた。 
3. トンビが上空からバッタを狙っているカエルを見ている。 
4. 得点を入れた山田と斉藤のプレーが素晴らしかった。 
5. いつの時代でも危険な大学の権威主義に染まってはならない。 
6. 同じ危険クラスに所属し営業利益の期待値の相等しい２つの企業につい

て、一方の企業が適度の負債の導入によって他方の負債を全く利用してい

ない企業よりも高く評価されているとしよう。 
7. ヘッジ対象リスクにかかわるヘッジ対象の損益とともに「公正価格ヘッジ」

として指定され「ヘッジ手段」として適格であるデリバティブの損益は同

一会計期間に当期損益に含まれる。 
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☆☆☆ 
 

4 思考の構造化 

問 次の文の「思考の構造図」をつくってください。 

 
【原文】 

1. 1
526 年に博多の豪商によって発見された島根県の石見銀山の銀は鉱山の

ある佐摩村の名から「ソーマ銀」と呼ばれ、その品質の高さから東アジア

交易でも高い信用を得て大量に流通した。 
2. 「

乗数効果」とは、投資が増大すると、それが様々な産業の生産や所得、消

費の増大をひきおこし、最終的に当初投資額の何倍かの国民所得の増大を

もたらすという理論である。 
3. い

ま注目を集めている子供の貧困に関するある研究によれば、未婚の子を含

む世帯の貧困率は約 15％。特にひとり親世帯で高く、また 1990 年代後

半から増加傾向にある。 
4. 催眠商法とは、締め切った会場に人を集めて景品を配ったり巧みな話で雰

囲気を盛り上げ冷静な判断力を失わせて高額な商品を買わせる商法であ

る。 
5. 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの（日本国民であつた者を除く。）

は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、

その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民で

あつたときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得する

ことができる。 
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【参考解答例・解説】 
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1 思考の分析 

問 1 次の⼿紙文の文をそれぞれ「認識」「判断」「伝達」の 3 層に分けてく
ださい。 

 
【原文】 

貴社ますますご清栄のことと大慶に存じ上げます。山田商事 営業部の山田 
太郎でございます。 
さて、おかげさまで小社は来る○○月○○日に創立○○周年を迎えることと

なりました。これもひとえに皆様方のご高配の賜物と厚く御礼申し上げます。 
そこで、創業以来前進して参れましたことを皆々様方に深く感謝し、下記の

通り心ばかりの記念パーティーを催したいと存じます。ご多用中のところ、

まことに恐縮ながら、何とぞご光来の栄を賜りますようお願い申し上げます。 
まずは、略儀ながら書中をもちましてご案内申し上げます。 
 

☆☆☆ 

貴社ますますご清栄のことと大慶に存じ上げます。 

【参考解答例】 
� 認識：なし 
� 判断：なし 
� 伝達：「貴社ますますご清栄のことと大慶に存じ上げます」（儀礼） 

 
【解説】 

「いつも世話になります。」「どうぞよろしくお願いします。」のように、日本のビジ

ネスやあらたまった手紙などに書く慣用表現では、相手への気遣いを表している文が

冒頭や末尾にしばしば現れます。これらは言語表現としてみると具体的な命題内容（い

つもお世話になっていること、なにかをお願いしたいこと、相手がよい状態にあるこ

と）が含まれているようにみえますが、書き手の実際の心の働きとしては、そうした

実際の命題内容を表現しようとする意図は基本的に存在しないと私は考えます。 
したがって、これらの表現における認識（命題）の部分は存在しないと考えます。

命題が存在しないのですから、命題に対する判断・態度（対事的モダリティ）もあり

ません。したがって「貴社ますますご清栄のことと大慶に存じ上げます」という言語

表現が持つ働きは、相手への伝達（対人的モダリティ）の働きだけだと私は考えます 
しかしながら、「いつも世話になります。」「どうぞよろしくお願いします。」と手紙に書くときには本当にそう思って
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書いているのだ、という人も、中にはいるのかもしれません。その場合には、「いつもお世話になります。」「どうぞよ
ろしくお願いします。」などの言語表現のなかには、それなりの認識（命題）が存在することになります。その場
合には、 

 
� 認識：「あなたの会社が繁栄している」「それが喜ばしい」 
� 判断：「ます」（その命題に対する断定） 
� 伝達：「貴社」（相手に対する尊敬）、「ご清栄」（ていねい）、「大慶」（ていねい）、

「存じ上げます」（ていねい） 
 
などと、なるでしょう。まあ、こんなふうに言葉通りの意味として「貴社ますますご清栄のことと大慶に存じ上げ

ます」という言語表現を使う人なんて、実際にはまずいないでしょうし、もしいたとしたら、それはかなりおかしな人
です。 

「心の日本語文法」では、「日本語人が認識したことや思考したことは、どのように

日本語として表現化されるのか」という方向性で考察をおこなっています。一般的な

文法の考察の方向性（その日本語表現にはどのような認識や思考が含まれるのか）と

は真逆なのです。そのため、その言語表現を発している日本語人の認識方法や思考方

法次第では、分析の結果が 1 つに定まらない可能性がつねにあります。この点が、多

くの人にとって「心の日本語文法」の考え方を非常に理解しづらいところだと思いま

す。 
けれでも、少し考えてみてほしいのですが、人間の心の動きなどというものは、そ

もそもかなりいいかげんなものなのではないでしょうか。たとえば、誰かに「いつも

お世話になります」と言った際に、それは単なる儀礼的挨拶なのですか、それとも本

当にそう思っているのですか、などと問われても、まあどちらもです、などと答えざ

るを得ないケースも、ままあるように思われます。 
「心の日本語文法」は、こうした人間の心の「曖昧さ」、よくいえば「柔軟さ」を許

容するモデルです。そのため、その分析も、よくいえば柔軟、悪くいえば非常にいい

かげんになります。ところが、客観性と厳密性を必要条件とする通常の近代科学的な

学問体系では、このような柔軟さ（いいかげんさ）を決して許容しません。したがっ

て「心の日本語文法」の分析はそうした学問としては成立しません。私自身は「心」

モデルを既存学問体系になじませる気が最初からありませんので、それでも問題は何

もないのです。しかしながら既存の学問の分析方法に慣れ親しんでいる方々にとって

は、ここでおこなっている「心」モデルのような分析や考察のあり方は、なかなか理

解しがたく、またなかなか受け入れがたいものであるのかも知れません。 
「心」モデルの最終的な目標は、日本語人が日本語人としての世界観や思考のあり

方を基盤としつつ、英語の世界観や思考のあり方を習得し、その両方の世界観や思考

のあり方を踏まえたうえで、日本語の心と英語の心とをスムーズに往来できるように

なることです。この大目標を達成するためには、既存の学問的なアプローチだけでは
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まったく不十分だと私は判断しています。したがって、既存の学問的な分析手法や考

察手法を参考としつつも、その枠を乗り越えて、心の動きを中心とする新たな分析と

考察を行うことによって、日本語の世界と英語の世界の自由な往来が初めて可能にな

ると、私は考えています。 
 

☆☆☆ 

山田商事営業部の山田太郎でございます。 

【参考解答例】 
 
� 認識：なし 
� 判断：なし 
� 伝達：「山田商事営業部の山田太郎でございます」（儀礼的あいさつ） 
 

【解説】 
まずこの手紙の全体像を考えてみますと、この手紙の差出人が山田商事営業部の山

田太郎であるという情報は、この本文の前に当然ながら提示されています。したがっ

て、ここでわざわざ改めて情報提示する意味はありません。それを敢えておこなうの

だとすれば、そこには命題内容として提示することではない他の働きがあると考える

のが普通ではないでしょうか。それが、伝達領域での「儀礼的あいさつ」という働き

であると私は考えます。このように「貴社ますますご清栄のことと大慶に存じ上げま

す」に続いて自分の名と所属を敢えてもう一度名乗ることによって、儀礼的なあいさ

つを更に手厚いものにしようとしていると、私は考えます。 
一方で、「⼭⽥商事営業部の⼭⽥太郎であるということ」という命題（認識）を言語的に提⽰することがこ

の書き手の心の動きなのであると判断するならば、その場合の分析は次のようになります。 
 
� 認識：山田商事営業部の山田太郎であるということ 
� 判断：（私は）「である」（命題に対する断定） 
� 伝達：「でございます」（ていねい） 

さて、おかげさまで小社は来る○○月○○日に創立○○周年を迎えることと

なりました。 

� 認識：「山田商事が○○月○○日に創立○○周年を迎える」 
� 判断：「山田商事が～」（命題に対する断定） 
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� 伝達：「さて」（話題転嫁）、「おかげさまで」（謙譲）、「小社」（謙譲）、「迎える

こととなりました。」（ていねい） 
 

【解説】 
「山田商事が○○月○○日に創立○○周年を迎えること」という認識（命題）と判

断（対事的モダリティ）に、いくつもの伝達（対人的モダリティ）表現が加えらえた

例です。 
さて日英翻訳として考えると、ここまでの文（「貴社ますますご清栄のことと大慶に

存じ上げます。山田商事営業部の山田太郎でございます」）には認識（命題）が（私の

分析では）存在しませんので、英語表現に移すことが、そもそもできません。したが

って「心の翻訳」モデルでいうところの「ゼロ翻訳」という技法を用います。すなわ

ち、言葉としては翻訳をしません。 
それに対して、この「さて、おかげさまで小社は来る○○月○○日に創立○○周年

を迎えることとなりました。」には、「山田商事が○○月○○日に創立○○周年を迎え

ること」という認識（命題）および判断（対事的モダリティ——断定）が含まれてい

ると、私は考えます。しかしそれと同時に、この文にはさまざまなかたちの伝達（対

人的モダリティ）要素が含まれていることにもご注意ください。これらの要素に関し

ては、英語表現に移すことは非常に難しく、またその価値も低いものです。したがっ

て、通常であれば翻訳する必要がありません。 
結果的に、ここまでで日本語から英語へと翻訳するべき要素は「山田商事が○○月

○○日に創立○○周年を迎えること」という認識（命題）のみになるでしょう。具体

的には次のような英文が考えられます。 
 

On the day of xxx, Yamada Corporation commemorates its xx anniversary. 

 

☆☆☆ 

これもひとえに皆様方のご高配の賜物と厚く御礼申し上げます。 

� 認識：なし 
� 判断：なし 
� 伝達：「これもひとえに皆様方のご高配の賜物と厚く御礼申し上げます。」（謝意） 
 
【解説】 
これも、解釈の仕方次第では、「読み手全員が会社の存続に貢献してきたこと」という認識（命題）が含

まれていると考えることは可能ですが、私はこれが単なる儀礼的な謝意表現であると判断しました。とすれば、
日英翻訳の対象とすることは非常に難しいと私は考えます。 
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