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翻訳語問答 

Ｓ：先生、聞いていいですか。 
Ｎ：ダメです、といっても、どうせ、聞くんでしょ。 
Ｓ：やだな、そういう態度って。先生としてよくないと思いますけど。 
Ｎ：質問は何ですか。 
Ｓ：このコースをとって、これで一年半ですけど。 
Ｎ：はい。 
Ｓ：どうしても納得できないんです。  
Ｎ：何がです。 
Ｓ：先生は授業でいつも「翻訳語を安易に使うな」っていいますよね。 
Ｎ：ええ。 
Ｓ：でも、ここは実務翻訳のコースですよね。 
Ｎ：まあ、そうです。 
Ｓ：もっとちゃんと聞いてくださいよ。 
Ｎ：聞いてます。 
Ｓ：実務翻訳の日本語って基本的に翻訳語ばかりじゃないですか。 
Ｎ：そうですね。 
Ｓ：いまやってる会計テキストの翻訳も、できるだけ自然な日本語にす

るっていうスタンスでやってきてますけど、なんか、違和感あるん

ですよね。自然にすればするほど、どこか無理があるっていうのか

な。 
Ｎ：･･････。 
Ｓ：先生に紹介された『翻訳語成立事情』とか『翻訳語としての日本の

法律用語』とかをちょっと読んでみたんですけど、『社会』『個人』

『恋愛』『存在』『自然』『権利』とか、それに『公務員』や『風

俗』までが翻訳語なんですよね。ようするに、現代日本語の語彙っ

て、ほとんどが西欧の概念の写しだってことですよね。 
Ｎ：素晴らしい！まさに本質を掴んでますね。 
Ｓ：へへっ、そんなに誉めたって、何も出ませんよ。 
Ｎ：まあ、続けてください。 
Ｓ：で、そうした語彙が西欧概念の写しだってことは、逆にいえば、そ

れらは自然な日本語では表現できないってことじゃないですか。先

生は「実務翻訳では翻訳語でも通用する」なんていいますけど、そ

うじゃなくて、実務翻訳では翻訳語しか通用しない
．．．．．．．

んじゃないです
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か。 
Ｎ：そうですね。 
Ｓ：そんなに簡単に認めないでくださいよ。いいかげんだな。 
Ｎ：そもそも近代日本社会というものが矛盾の産物であって、だからそ

こで使われている近代日本語へのコメントが矛盾するのは、当然と

いえば当然です。 
Ｓ：なんだかムチャクチャだな。 
Ｎ：うーん、なんていうのかな･･････、たとえばですけど、まあ、服装

みたいなものかな。私、時代劇、けっこう好きなんですが、なんで

時代劇かというと、たぶん和服がいいんですよね。和服になると女

性はきれいだし、男もなんとなく格好がつくんですよね。それが洋

服だと、まあ、女性のほうはおいておくとして、男のほうはやっぱ

りかなり貧相ですよ、欧米人と比べると。でも普段の仕事の場では、

我々はまず間違いなく洋服だし、いまは家での生活も洋服になっち

ゃいましたよね。本当は和服のほうが似合うのに、それでもみんな

洋服を着て暮らしているのが、現代日本人の姿です。これって、矛

盾じゃありませんか。 
Ｓ：洋服姿の日本人の男性がそんなに貧相だとは思わないけどなあ。劣

等感もちすぎじゃないですか。でも、それが翻訳語の問題とどう関

係するんですか。ようするに翻訳語なんか日本語じゃないけれど、

でも世の中全体がおかしいんだから翻訳語を使いなさいってこと

ですか。それって、かなりひどい結論のような気がしますけど。 
Ｎ：そういうことじゃあ、ないんです。ちょっと整理しましょう。まず

日本語の「自然さ」ということについてです。まずおさえておかな

くちゃいけないのは、いまの実務文書では純粋の和語だけの文章と

いうのはもはや自然ではないということです。毎日和服を着て暮ら

している人がいまでは周囲から変わっているとみなされるのと同

じです。 
Ｓ：また和服ですか、先生、和服がお好きですね。 
Ｎ：そしてこの純粋な和語の対極に、いわゆる翻訳語があるとします。 
Ｓ：その翻訳語が洋服にあたるといいたいんですね。 
Ｎ：そうなんですが、ここで大事なことは、この翻訳語は完全な洋服で

はなくて実は「洋服仕立ての和服」だということです。以前にも説

明しましたが、もし明治の近代化の際に服装と同じように言語も完

全取り替えをしていれば、たしかに現在の日本語は完全な洋服にな

っていたと思います。ただそれはもはや日本語ではないでしょうけ
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れど。でも明治の人々はそうしませんでした。そのかわりに翻訳と

いう言葉の「仕立て直し」の道を選んだんですね。私たちはいまそ

うやって明治期に洋服に仕立て直された和服の言葉、つまり「西欧

言語風日本語」で生活しているんです。この翻訳による日本語の変

容の具体的な姿を詳しく知るには、加藤周一と丸山真男という知識

人の標本みたいな人たちがつくった『日本近代思想体系 翻訳の思

想』という本を読んでみてください。明治初期のわずか 30 年ぐら

いで日本語が劇的に変化したことが本当によくわかります。 
Ｓ：知識人の標本かあ。私、あんまり好きになれそうじゃないです。 
Ｎ：べつに彼らを好きになれといってるんじゃありません。ポイントは、

「洋服仕立ての和服」すなわち「西欧言語風日本語」が、現在もな

お我々日本人に完全にはなじんでいない、ということです。つまり

自然ではないということです。ここからわかることは、私たち現代

日本人はもはや純粋な和語だけの文章を自然と感じることができ

なくなったと同時に、翻訳語にもまだ完全にはなじみきっておらず

自然と感じることができないという、きわめて精神的に不安定な言

語生活を送っているということです。どこを向いても身にピッタリ

とくる言葉がないのです。私自身、翻訳語が嫌いなくせに、翻訳語

なしでは翻訳ができませんからね。たしかに矛盾もいいところです。

でも、この矛盾は漱石の時代からの近代日本人の宿命みたいなもん

です。だから私の言葉は、こういった矛盾をはらんだ一人の現代日

本人としての言葉として考えていただきたいもんです！ 
Ｓ：おや、ひらきなおりましたね。やだな、大人はすぐこれだから。で

も、私自身は翻訳語を使ういまの日本語の文章にはそんなに違和感

がないんです。だいたいの翻訳調の文章は、それほど不自然には思

えないんですよね。 
Ｎ：翻訳調の日本語の問題点は、じつは“不自然さ”だけにあるのではあ

りません。 
Ｓ：あれ？なんか矛先をそらそうとしてませんか。 
Ｎ：より正しい方向に向けなおす、といってほしいものです。たしかに

言葉の自然さについては個人差や世代差が非常に大きいものです。

翻訳調に対する評価も究極的には個人や世代の嗜好だといわれて

しまえば、そうかも知れません。まあ、味覚と同じかな。日本人で

も、マクドナルドのハンバーガーがうまいっていう人が、かなりい

ますからね。 
Ｓ：あっ、私、あれダメ。 
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Ｎ：おや、はじめて意見があいましたね。だからこの言語の自然さとい

う点については、話せば話すほどに水掛け論というところがありま

す。でもじつは、翻訳語の最大の問題点はもっと別のところにあり

ます。それは翻訳語が、きわめて不正確だということです。 
Ｓ：それってつまり、先生がよくいう「Society は社会、Capital は資

本、Ｍoral は道徳、と訳してしまって、本当にそれでいいんですか？」

ってやつですか。 
N： なんだ、わかってるじゃないですか。 
S： そりゃあ、ダテに一年半もここに通ってませんよ。 
N： 翻訳語をふんだんに盛り込んだ日本語というのは、見た目はなんだ

か偉そうにみえますが、じつは大仰なだけで中身はたいしたことは

ない、というケースが多いんです。二流、三流の学者さんの書く論

文や、二流、三流の政治家の演説なんかがその典型です。皆さんの

つくる翻訳文でも、翻訳語をずらずらと並べておけばとにかく格好

がつくんですよね。で、いろいろと質問してみると、じつはテキス

トの中味をほとんどわかっていないというケースがずいぶんとあ

ります。 
S： ･･････。 
N： 大きな原因のひとつは、Society は社会、Capital は資本と訳して、

そこで思考を停止してしまうことです。たしかに「社会」という語

は Society という語を明治期に翻訳した訳語のひとつですが、しか

し両者の語に含まれる意味の広がりは大きく違います。この違いに

対して深く思いをはせないかぎり、原文テキストを読むという行為

は単にテキストの表面をなでるだけに終わってしまいます。これで

は本当に読んだことにはなりません。以前に紹介した『日本語は進

化する』のなかで加賀野井秀一は、こうした態度を「一知半解」と

呼んでいますが、多くの翻訳者が陥っているのは、まさにこの状態

です。 
S： お言葉を返すようですけど。 
N： なんでしょ。 
S： 先生は「Society は社会、Capital は資本、Ｍoral は道徳、と訳し

てしまって、本当にそれでいいんですか？」っていいますが、でも

それ以外に方法がなければ、そうするしかないんじゃないですか。

だって、Society をほかの言葉で訳すことはできないじゃないです

か。私だって、たしかに Moral を「道徳」と訳すときには少し違和

感がありますけど、でもだからといって「モラル」ってするのもヘ
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ンだし。結局、最後には道徳という訳語を選ぶと思います。先生だ

って、結局はそうなんじゃないですか？。 
N： そうですね。 
S： そうですねって、またいいかげんだな。ちょっとは真面目にこたえ

てくださいよ、先生なんだから。 
N： だって、いまの日本語は「洋服仕立ての和服」なんだから、からだ

にしっくりこなくても、それはまあ、それで仕方ない。 
S： じゃあ、どうすればいいんですか。 
N： まずはしっくりこないところがどこかをしっかりと調べることで

すね。そして手直しが少しでも可能だとわかれば、そこから少しず

つでも手直ししておくことかな。まあ、そんなところですかね、私

たち翻訳者にできる仕事というのは。 
S： じゃあ、そうした検討をきっちりとすれば、最終的には Society は

社会、Capital は資本、Ｍoral は道徳、と訳してしまって、いいん

ですね。 
N： さまざまな考察をして、それでも代わりとなる訳語がどうしてもな

いなら、まあ、そうすることになりますね。 
S： なんだか、頼りない話だな。 
N： いや、そんなことはない。ひとつひとつの言葉をそうやって深く深

く考え抜いて使うようにすることで、訳文のクオリティは確実に向

上していくはずです。逆にいえば、そうした努力を積み重ねないか

ぎり、日本語そのものが決してよくなってはいきません。こうした

努力は日本人全体が行うべきものですが、翻訳者はまさにそのリー

ダー的存在だと思いますよ。 
それに、英語という強力な言語が世界中を跋扈している現在、ひょ

っとすると日本語の将来は危ういかも知れません。我々の孫の世代

あたりには、日本での高等教育やビジネス活動のほとんどが英語で

行われるといった事態さえも生じかねません。その意味では、翻訳

者がいまの日本社会に果たす役割は決して小さくはないはずです。 
でもまあしかし、そんな大上段な話ではなくとも、いろいろと悩ん

だ末に使う「社会」「資本」「道徳」という訳語は、何も悩まない

で使う「社会」「資本」「道徳」という訳語とは、同じ語なのに、

その輝き方がまったく違うものなんです。 
S：ふーん……、先生のいうその「輝き方の違い」っていうやつは、書

き手だけじゃなくて、読み手にもわかるものなんですか。 
N：わかります！ 
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S：本当ですか。 
N：わかるはず、というか、わかってほしい、というか、わかると信じ

たい、というか……。 
S：まったく、いいかげんだな。 
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はじめに 

私たち日本語人にとって「日本語文法」は縁遠い存在である。理

由は簡単であり、日本語文法など知らなくとも私たちは何も困らな

いからである。私たちのふだんの生活で日本語文法を意識する場面

など皆無である。読み書きの際にも辞書のお世話にはなっても文法

のお世話にはならない。そんなものを知らなくとも私たちは日本語

の文章を読めて書けるからである。 

では私たちは日本語文法を知らなくてもよいのかといえば、そう

ではない。日本語がどのような言語なのかを知ることは、日本語人

が日本語人として自分自身の姿を知ることにほかならない。そして

自分自身を正しく知らないかぎり、他者を正しく知ることはできな

いのである。 

この「心の日本語文法」では、現代日本語を和漢洋の「三脚文明」

の反映として捉え、そのなかで私たちの心がどのように働いている

のか、それが日本語にどのように反映されているのか、という観点

からの考察をおこなっている。従来の文法の枠には収まりきれない

ものであるが、特に日本語の世界と英語の世界を自由に往来するた

めには、必ず知っておかなければならないことだと私は考えている。 

本稿をつうじて、皆さんが現代日本語に対する従来の見方を抜け

出して新しい見方を習得していただけることを願っている。 

 
成瀬由紀雄 
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（略） 
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3. ⽇本語文法モデル 

 
ここからは、2 つの個別の日本語文法モデルについて説明していく。最初に、学校

で教えられている学校国文法（橋本文法）モデルについて説明する。続いて「心の日

本語文法」モデルを紹介する。 

1. 学校国文法モデル 

学校国文法（橋本文法）モデルについては、「さまざまな日本語文法モデル」の項で

その概要を簡単に紹介した。本項では、その内容を具体的なかたちで紹介していく。 

音声主義・形態主義 

学校国文法（橋本文法）モデルの要となるのは、音声主義・形態主義である。学校

文法の生みの親である橋本進吉は、意味や内容といった主観性に左右されがちなもの

は出来るかぎり考察の対象から除外することによって客観性を維持するという研究姿

勢をとった。そしてその客観性の象徴が音声であり形態というわけである。音声・形

態という客観的な実在こそが言語学の研究対象の中心なのであり、「意味」や「内容」

といった主観的な対象は言語研究の中心になるものではないと橋本は考えた。まして

や山田や時枝のように「思想の表出」や「主体的表現」などといった主観的な概念を

言語学の研究対象として中核に据えることは極力避けるべきだと考えたのである。 

アメリカ構造主義と「科学」への渇望 

こうした橋本の考え方は、いまの視点からみれば、極端なまでの客観重視の姿勢に

も見えるが、しかし橋本が生きていた時代の世界の言語学界の状況から考えると、そ

れほど不自然なものではない。 
1960 年代のチョムスキーの生成文法登場以後の言語学しか知らない世代にはなか

なか理解しにくいかもしれないが、チョムスキー以前の米国の言語学界は、ブルーム

フィールド率いるアメリカ構造主義言語学がまさに席巻をしていた。アメリカ構造主

義言語学とは、当時の一大潮流であった行動主義科学のひとつであり、その最大の特

徴は、言語学研究から心理的要素を 100 パーセント排除することにあった。アメリカ

構造主義言語学では、言語研究を真の「科学」へと昇華させることに目指しており、

そのためには、言語研究手法でも「科学」原理に基づいたもの以外は一切認められな
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かった。ある程度の年配の方であれば、ご自身が通った中学や高校に Language 
Laboratory、通用「LL 教室」というものがあったことを覚えていらっしゃるかもしれ

ない。あれはネズミのオペラント学習と同じ原理のもとに、生徒に対して刺激・反応

トレーニングを与えることによって英語を習得させようとした Laboratory（実験室）

だったのである1。そこでは、人間としての心の動きを育てるといった目標は「非科学

的」だとして完全排除されていた。ようするに当時の言語学とは、強烈な「人間機械

論」の産物だったといってよいだろう。 
そのアメリカ構造言語学の総帥であったブルームフィールドは 1887 年に生まれて

1949 年に亡くなっている。そして橋本進吉のほうは 1882 年に生まれて 1945 年に亡

くなっている。二人はまさに同時代を生きた言語学者なのであり、両者ともに当時の

「科学」に対する信仰にも近い確信と、その裏返しとしての人間の「心」の研究に対

する不信を抱いていたものと思われる。 

「文節」の登場と普及 

橋本進吉の客観重視の姿勢から生まれた日本語の基本単位が「文節」である。なお

中学の教科書には「日本語の文は文節に分けることができる。」などと平気で書かれて

おり、まるで「文節」という単位が普遍的なものであるかのように扱われているが、

決してそうではない。「文節」とは、数ある日本語文法のひとつである橋本文法がつく

りだした概念にすぎない2。 
橋本の「文節」は、音声の区切りという物理的基準によって規定することができる。

具体的には、「ネ」という間投詞を入れることのできるところが文節の切れ目である。 
 

橋本のネ、「文節」はネ、音声のネ、区切りというネ、物理的なネ、基準によ

ってネ、規定することがネ、できますネ。 
 
そしてこの「文節」が積み重ねられて「文」ができると橋本は考える。これが橋本

文法モデルの構文論の基本である。以下に橋本が学説展開の最初に挙げた例文および

橋本自身による構文分析図を紹介しておく。 
  

                                          
1 LL 教室は膨大な教育予算をつぎ込んだあげく、結局のところ、ほとんど役に立たずいつのまに

か消えてしまった。その責任を誰もとらなかったのは今回の原発事故と同じ構造である。 
2 橋本のつくりだした「文節」概念に重大な欠陥があることは 50 年以上も前から多くの日本語学

者が指摘していることである。また日本語構文論をまともに探究する者であれば誰もが簡単にわ

かることである。ところがそうであるにもかかわらず、現在に至っても「文節」という概念が無

批判に教育現場で用いられているのには、おそらくそれなりの理由があるはずである。そしてそ

の理由は翻訳のあり方や日本人の主体性にも大いにつながることだと私はみている。 
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タテ棒で区切られた区分すなわち「私は」「昨日」「友人と」「丸善へ」「本を」「買い

に」「行きました」が「文節」である。橋本文法モデルでの文の構造は次のようなクシ

型図で表現することもできる。表されている構造自体は同じものである。 
 
 
 
 
 
 
 

 

学校国文法（橋本文法）モデルは役に⽴たない 

「文節」の最大の問題点は、それが実際に日本語文章を読んだり書いたりする際に

役に立たないことである。 
たとえば、中学の国語の時間の文法テストとして、 

 
問：次の文をタテ線（｜）で文節に区切ってください。 
ほら川の向こう岸にはきれいなひなげしの花がたくさん咲いているよ。 

 

という問題が出たとしよう。そして、その答えとして 

 
ほら｜川の｜向こう岸には｜きれいな｜ひなげしの｜花が｜たくさん｜咲い

ているよ。 
 

と分けたとする。そうすると、おそらくテストでは正解だとされることだろう。 
が、それがなんだというのか。それで実際に日本語がうまく書けるようになるのか。

私は 
昨日 
友人と     行きました。 
丸善へ 
本を     買いに 
 

私は｜昨日｜友人と｜丸善へ｜本を｜買いに｜行きました。 
（『国語法要説』1934 年、『国語法研究』1948 年刊所収） 
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あるいは日本語のことがよく分かるようになるのか。そんなことはない。何の役にも

立ちはしないのである。 
あるいは、つぎのような設問が出るとしよう。 
 

問：次の①～③の下線部に適する文法的な説明をＡ～Ｃから選んでください。 
 
「杉本君は①にぎやかで②おしゃべりで③うるさい。 
 
A. 形容動詞の連体形 
B. 形容詞 
C. 名詞＋助動詞 

 
答えは、①=A（「にぎやかで」＝形容動詞の連体形）、2=Ｃ（「おしゃべりで」＝名

詞＋助動詞）、3=B（「うるさい」＝形容詞）、である。 
しかし、こんなことはどうでもいいではないか。「にぎやかで」「おしゃべりで」「う

るさい」の 3 つの学校国文法的には異なるものであるということを知って、何の役に

立つかといえば、本当に何の役にも立たないのである。たとえそれができたからとい

って、文章がうまく書けるようになるわけでも、より精密に読めるようになるわけも

ない。日本語の本質がわかるわけでもなく、もちろん論理的思考が身につくわけでも

ない。何の役にも立たない。だから面白くない。だから誰もまともに学校国文法に取

り組もうとは思わないのである。 

「文節」の誤り 

橋本文法の「文節」という概念は、たんに役に立たないだけでなく、じつは文法論

として本質な欠陥を抱えている。そのため、意味や機能の観点から日本語の構文を考

えようとする場合、深刻な問題を生じる。もちろん橋本自身、構文論のなかに意味な

どといった曖昧な概念を出来る限り持ち込まないように努めたのであるから、これは

当たり前のことではある。 
たとえば、山田潔は次のように述べている。 

 
「文節」とは橋本進吉の考案によるものです。たとえば「材木の置場が見

える」を文節に区切りますと「材木の｜置場が｜見える」となります。そし

て、学校国文法では、この文節で文の組み立てを説明します。 
たとえば「材木の」は「置場が」にかかるとします。しかし実際には「置

き場」にかかるのであって、「～が」まではかかっていきません。また「が」

は「置き場」をうけると言いますが、実際には「材木の置き場」をうけてい
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ます。このようにして文節論による構文論は誤りを含んでいます。したがっ

て、構文論を扱うには、文節論の考えから離れる必要があるのです。 
（『日本文法学の系譜』 山田潔 昭和女子大学近代文化研究所 p.65） 
 

これを図によって説明すると、次のようなことである。まず、橋本文法の考えのも

とにして文節同士のつながりを図示する。 
 
 

材木の｜置場が｜見える。 
 
 

本を｜買いに｜行きました。 
 

この構文分析のあり方がおかしいことは、一目瞭然である。 
ひとつめの文では、山田潔が述べているように「材木の」がかかっているのは「置

場が」ではなく「置場」だけのはずであり、「見える」が受けているのは「置場が」だ

けではなく「材木の置場が」全体のはずである。 
ふたつめの文では、「本を」がかかっているのは「買いに」ではなく「買い」だけの

はずであり、「行きました」が受けているのは「買いに」だけではなく「本を買いに」

全体のはずである。 
形態ではなく、意味と機能の面からみての適切な構文分析は、次のようになるはず

である。 
 

材木の 置場 が 見える。 
 
 

本を 買い に 行きました。 
 
 

このように、学校国文法（橋本文法）モデルでの文節論による構文論は、意味と機

能の面では大きな誤りを含んでいる。したがって、音声・形態面からではなく、意味

や機能の面から構文論を扱うには、学校国文法（橋本文法）モデルの文節論の考えか

ら離れて別のかたちで考察をしていく必要がある。 

学校国文法モデルと英文和訳/和文英訳モデルは運命共同体 

それにしても、50 年以上も前から数多くの専門家のあいだで深刻な欠陥が指摘され、
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さらには何の役にも立たない「文節」という概念が、なぜ今に至るまで破棄されずに

生き残っているのだろうか。私はその最大の理由のひとつが、学校国文法モデルと英

文和訳/和文英訳モデルとの整合性にあると見ている。 
たとえば、「私は｜昨日｜友人と｜丸善へ｜本を｜買いに｜行きました。」を、学校

英文法による英文と重ねあわせると、次のようになる。 
 

私は｜昨日｜友人と｜丸善へ｜本を｜買いに｜行きました。 
↓ 
昨日｜私は｜行きました｜丸善へ｜友人と｜本を｜買いに｜ 
↓ 
Yesterday | I | went | to Maruzen | with a friend | to buy books. 

副詞 | 主語 | 動詞 |   副詞句     |   副詞句      |  副詞句 

 
みてのとおり「私は」が主語にあたり、「行きました」が動詞にあたり、「昨日」が

副詞にあたり、「丸善へ」「友人と」「本を買いに」が副詞句にあたる。このように、学

校国文法をつかって文を文節に分析すると、そのひとつひとつの「文節」が学校英文

法の概念と見事に一対一対応するのである。そもそも学校国文法とは、英文法をもと

にしてつくられた翻訳版なのであるから、これは当然のことではある。 
ところが、このあとに説明する渡辺文法モデルのように「文節」の概念を破棄して

日本語の思考に見合った構文論を展開してしまうと、このような日本語と英語との言

語形態上の一対一対応が存在しなくなってしまうのである。それは困る。なぜなら、

そんなことになれば、英文和訳/和文英訳という名の「魔法」が使えなくなってしまう

からである。 
文節概念をなくしてしまえば英文和訳/和文英訳という名の魔法が使えなくなって

しまう、だから文節概念はなくせない——これこそが文節が現在までも生き続けてい

る、じつは本当の理由だと私はみている（もちろんこれは無意識下のことであり、意

識的にそうしているというわけではない）。であれば、文節という概念、さらにいえば

学校国文法モデルをなくすためには、まず英文和訳/和文英訳モデルをなくさなければ

ならない。学校国文法モデルと英文和訳/和文英訳モデルとは、運命共同体なのである。 

翻訳と⽇本語文法 

うえにみたように、翻訳にとって、日本語文法をどのように捉えるのかは根源的な

課題である。 
もし日本語文法が西欧文法の本質的に同じものでよいのであれば、翻訳という作業

は本質的にそれほど厄介な仕事ではないだろう。たとえば、日本語にも英語と同一の

Subject があるものだとする。それが英文法をもとにした大槻文法以来の考え方であ
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る。そしてこれを「主語」と訳すことにする3。そしてこう考えるのであれば、英語か

ら日本語への翻訳作業とは、英語の Subject を日本語の「主語」に置き換えることを

意味するものである。場合によっては Subject にあたる「主語」が見当たらないこと

もあるだろうが、そのときには「省略された」と考えればよいのである。 
また、英語の重要な文法概念に Case があるが、これも日本語に同一のものがある

として、それを「格」とする。そして「…は」「…が」「…に」「…を」などを「格助詞」

とする。そうすれば、翻訳では英語の case を「格助詞」つまり「てにおは」に置き換

えればよいのである。たとえば、Objective Case を「目的格」として、それに格助詞

の「～を」を当てはめるという具合である。 
さらには、日本語にも英語と同一の Tense というものがあるとして、それを「時制」

とする。そして Past Tense は「過去形」、Present Tense は「現在形」、Future Tense
は「未来形」として。それぞれに「～だった」「～である」「～だろう」を当てはめる。 

さらには、日本語にも英語と同一の Voice というものがあるして、これを「態」と

する。そのうえで Passive Voice を「受動態」として、それに「…れる、…られる」

を当てはめる。以下、同じである。 
なぜこのようなことができるのかといえば、日本語の文法概念が、西欧文法の概念

と同一のものだと想定したからである。 
この場合、翻訳という作業が本質的に厄介な仕事ではないことは明らかである。な

ぜならここでの「翻訳」とは、英語の主語や動詞や目的語、そしてそれらに対する修

飾語句を見つけ出し、それらに対応する日本語を当てはめていくということにすぎな

いからである。ようするに、それはたんなる言葉の置き換え作業にすぎない。 
そしてこの言葉の置き換え作業こそが、従来の英文法と国文法を使っての「英文和

訳」にほかならない。 

真の翻訳は単なる置き換え作業でない 

ところが、もし日本語文法が西欧文法とは本質的に違うものだとするならば、つま

り日英の文法に同一概念を単に当てはめることはできないとするならば、そのとき翻

訳という作業は突如として非常に困難な仕事へと変身する。なにしろ「主語」も「目

的語」も「受身」も「時制」もなにもかもが、翻訳の基準としては使えなくなってし

まうのである。 

                                          
3 Subject という語が、いつ、誰によって、どのような意図で「主語」という語に訳されたのかについては、ほとんど研
究が進んでいない。平成 3 年に発刊された『近代語の成⽴ 語彙編』（盛岡健二編著、明治書院）では、
Subject が明治 6 年に『英和字彙（初版）』で「⾂ ⺠ 主 主格」と訳され、その後、明治 7-12 年ごろに活
躍した⻄周の著書では「主位」と訳されていることが述べられている(同書 p.142)が、残念ながら、それ以上の資
料が⾒つからない。そのほかの文法用語についても、いつ誰がどのように作りだしたのかについての研究は非常に遅れ
ている。こうした本質的な点の解明もまともになされていない状態で、十分な日本語の文法研究ができるはずがな
い。日本語の研究者たちは、この点について、どのように考えているのだろうか。 
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日本語文法が西欧文法とは本質的に異なるとする考え方には、英語と日本語のあい

だには世界の認識方法や発想において本質的な差異が存在するという考え方が根底に

置かれている。この考え方からすると、日本語文法には、英語文法の Subject とまっ

たく同一のものはあり得ない。同様に、Case や Tense や Voice と同一のものも日本

語文法にはあり得ない。とすると、Subject をたんに「主語」と訳すことができなく

なる。また Case は「格」ではなくなるので、Objective Case を単に「目的格」とす

ることができず、格助詞「～を」を Objective Case の対応語として使う必然性がなく

なる。Tense や Voice も「時制」や「態」ではなくなるため、「～た」「～だろう」「～

られる」などを Tense や Voice に一対対応させる処理もできなくなる。 
このように、英語と日本語では世界観や発想が根本的に異なるとした瞬間、翻訳は

本質的にきわめて厄介な作業へと変身する。「魔法」が解けたのである。 
もちろん、西欧語人も日本語人も同じ人間であるからには、世界の認識方法や発想

が決定的に違うということはない。人間はみな手が二本で眼がふたつである。だれも

が「歩いた」り「笑った」り「泣いた」り、なにかを「食べた」り「作った」りする。

したがって、世界の言語の構造がお互いに似ていることはいうまでもない4。 
このことを翻訳の観点からみれば、だからこそ「直訳」「英文和訳」でさえも、言い

たい内容の一部はそれなりに通じるということである。しかし、こうしてつくられた

「直訳」「英文和訳」が、どこか日本語「らしくない」ことは誰もが認めざるを得ない

はずである。 
そして、この「らしくない」という事実を翻訳の最重要課題として捉えるのかどう

かが、ここでの大きなポイントとなる。「心の翻訳」モデルでは、その「らしくない」

部分を言語のもつ「本質的な差異」（＝文化）だと捉え、それをいかに克服していくか

が翻訳という仕事そのものであると捉えている。 
  

                                          
4 だからこそ言語類型論では「名詞」「動詞」などの概念をすべての言語の共通概念として使うの

であるが、こうした観点からの概念化は、ここでの議論（翻訳）とはまた別の話である。 
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2. 「心の⽇本語文法」モデル 

ここからは、「心の日本語文法」モデルについて解説していく。 

「心の⽇本語文法」モデルは⽇本「語」モデルではなく⽇本語「人」モデル 

最初に、最も重要な前提を確認しておかなければならない。それは「心の日本語文

法」モデルとは、「日本語」という言語の文法モデルなのではなく、「日本語」を用い

て思考し表現する人間、つまり日本語人という人間のための文法モデルだということ

である。 
「心の翻訳」モデルの原点は、言葉を翻訳するのではなく人間の心の働きを翻訳す

るというものである。したがって、文法に対してもこうしたアプローチが採用される

のは当然のことなのである。だが、文法といえばどうしても「言語の法則」というイ

メージがつきまとうため、それが人間のためのものであるという前提が見えにくくな

ってしまいがちである5。 
日本語文法の場合も、文法そのものが重要なのではなく、その言葉を用いる人間に

とってその文法モデルが役に立つかどうかが重要なのである。そして「心の日本語文

法」モデルの場合には、日本語人が日本語の世界と英語の世界を自由に往来できるよ

うになるための有用なツールとなることを、その目標としているわけである。この点

をしっかりとまず認識しておくことが、非常に重要である。 

⽇本語人が思考を言語表現化する際の 3つの層――「認識」「判断」「伝達」 

我々が日本語の文法を考える際になによりも理解しておかなければならないのは、

日本語人が思考を言語表現化する際の基本的な「アプローチ」である。なぜなら、そ

のあり方は、欧米人が思考を言語表現するアプローチのあり方とは根本的に異なって

いるからである。 
日本語人はみずからの思考を言語表現する際に、以下の 3 つの層を一体的に利用し

ている。 
 
① 事象（ものごと）に対する「認識」の層 

                                          
5私のもうひとつの専門分野である経済の世界でも、このことは同じである。経済を研究するとい

うことは、そもそも人間を幸せにすることが目的なのであるが、どうしても経済そのものの動き

の方に目を奪われてしまい、やれ GDP が減ってたいへんだのなんのと、すぐに言い出すわけであ

る。本当は GDP が減ること自体が問題なのではなく、GDP が減ることによって人間が幸せでなく

なる可能性があることが問題なのであるが、なかなかその識別がつかない。 
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② 「認識」に対する「判断」の層 
③ 「判断」を相手に伝えようとする「伝達」の層 
 
事象（ものごと）への「認識」「判断」「伝達」——この 3 つのアプローチがそろっ

てはじめて、日本語人はみずからの事象に対する思考を言語化できる。 
これを図にすると、以下のようになる。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

この図が示しているのは、次のことである。 
まず、日本語人の心の働きの一番上の層には、①の事象（ものごと）に対する「認

識」の層がある。そして、その「認識」を支えるかたちで②の「判断」の層がある。

さらに、その「判断」を支えるかたちで③の「伝達」の層がある。 

⽇本語文の基本構造 

べつの角度からいえば、③の「伝達」の層が②の「判断」の層と①の「認識」の層

を含み、②の「判断」の層が①の「認識」の層を含むというかたちである。これを上

からの視点でみると、次のようになる。これが日本語文の基本構造である。 
 

 
日本語文の基本構造 

 
 
 
 
 
 

実際の言語表現としては、①、②、③は、以下のようなかたちで線状的に表現され

る。 

③ 「判断」を相手に伝えようとする「伝達」 

② 「認識」に対する「判断」の層 

① 事象に対する「認識」の層 

③ 自分の判断を他者に伝えようとする「伝達」の層 

② 認識に対する「判断」の層 

① 事象に対する「認識」の層 

⽇本語人が思考を言語表現化する際の 3つの層 



 

22 

 

 
③→②→①→②→③ 

 

「ほら川の向こう岸にはきれいなひなげしの花がたくさん咲いているよ。」を分析する 

以上のことを具体例でみてみよう。たとえば、「学校国文法」モデルのところでとりあ

げた以下の文は、学校英文法の文節概念を用いて分析すると、次のようであった。 
 

ほら川の向こう岸にはきれいなひなげしの花がたくさん咲いているよ。 
 

ほら｜川の｜向こう岸には｜きれいな｜ひなげしの｜花が｜たくさん｜咲い

ているよ。 
 

しかし、これを「心の日本語文法」モデルで分析すると、次のようになる。 
 
 
 
 
 
 

最初の「ほら」の部分は、「伝達」を表明する機能を担っている。ここでは相手に対

する「呼びかけ」「注意喚起」の機能である。 
 

ほら  
<相手への呼びかけ、注意喚起> 

 
次の「川の向こう岸には」の部分は、②の「認識」に対する「判断」を表明する機

能を担っている。ここでは、「～は」のかたち（係り助詞）を利用して「川の向こう岸

に」という叙述内容を場のなかでの話題（トピック）として「判断」して取り立てて

いる。それと同時に、この「川の向こう岸に」の部分は、①の事象に対する「認識」

の機能も担っている。ここでは、いま話している話題の事象の「場所」を指し示して

いる。 
 

（ほら）川の向こう岸には  
<「川の向こう岸には」をトピックとして主体的に取り立て> 
<「川の向こう岸に」を思考として認識> 

 ほら         よ 川の向こう岸には       きれいなひなげしの花がたくさん 咲いている 

③ ② 
① 



 

23 

 

 
このように、複数の機能を担う表現のことを、三上章の用語にあわせて「兼務の表

現」と呼ぶことにする。つまり「川の向こう岸には」の部分は、①の事象に対する「認

識」（「川に向こう岸に」）を表明する機能を担うとともに、②の事象に対する「判断」

（「川の向こう岸には」を表明する機能も同時に担っているということである。 
次の「（川の向こう岸に）きれいなひなげしの花がたくさん咲いている」の部分は、

①の事象に対する「認識」を表明する機能を担っている。簡単にいえば、話し手/書き

手が「川の向こう岸）きれいなひなげしの花がたくさん咲いている」という事象を心

のなかで認識理解したということである。 
 

（ほら川の向こうには）きれいなひなげしの花がたくさん咲いている  
<事象を思考として認識> 
 

この部分（「川の向こう岸に」を含む）が、西欧の言語学や論理学では一般的に「命

題」と呼ばれている部分である。 
西欧の言語学や文法学では、この「命題（認識）」の部分をおもな研究の対象として

いる。②の「判断」と③の「伝達」については、西欧言語学では「モダリティ」と呼

ばれる部分に近いものである6。 
モダリティについては西欧言語学では「認識」7を補助するものとしてしか扱われて

いない。なぜ西欧の言語学や文法学が②の「判断」と③の「伝達」を補助的なものと

してしか扱わないかというと、実際のところ西欧の言語では「判断」や「伝達」の機

能は、言語において補助的な役割しか果たしていないからである。 
しかし、日本語はそうではない。日本語の世界では、相手に対する「伝達」の表明

と自己認識に対する「判断」の表明（一般に「陳述」と呼ばれる）は、決定的に重要

である。特に「判断」の表明は、日本語構文にとって省略不可能な要素である。 

⽇本語にとって用言（動詞、他）は特別な存在 

「川の向こう岸にきれいなひなげしの花がたくさん咲いている」のなかの「咲いて

いる」の部分であるが、この用言（動詞、他）の部分は、日本語文において特別な存

在といえる。 
まず「咲いている」は、①の「事象に対する認識」の機能を担うのであるが、その

「担い方」が、それまでの「川の向こう岸にきれいなひなげしの花がたくさん」まで

の部分とは本質的に異なっている。 

                                          
6 ②は「対事モダリティ」、③は「対人モダリティ」と呼ばれる。 
7 西欧言語学では一般的に「命題」と呼ばれる。 
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前の「川の向こう岸にきれいなひなげしの花がたくさん」の部分は、「X に、Y が、

Z」といったかたちで話し手/書き手の思考を後ろへ後ろへと展開させていく。これを

渡辺実は「展叙」の機能と呼んでいる。この機能は、おもに助詞（「～が」「～を」「～

に」など）や用言の連体形や連用形（「～する○○」「～して」など）、一部副詞（「昨

日」「たくさん」など）が担っている。 
 

「展叙」 
話し手/書き手の思考を後ろへ後ろへと展開させていく機能。助詞、連体/連
用形、一部副詞などが担う。 

 
いっぽう、「咲いている」（用言）の部分は、次々と展開（展叙）されてきた思考を、

すべて一挙に「統合化」させる機能を持っている。これを渡辺は「統叙」の機能と名

づけた。文のなかでこうした「統叙」（思考の統合化）の機能を持っている成分は、用

言（動詞、他）以外にはない。 
 

「統叙」 
展叙されてきた思考を統合化する機能。用言のみがこの機能を持つ。 

 
さらに、「咲いている」（用言）の部分は、②の「事象に対する判断」（ここでは「断

定」の判断）の機能も同時に担っている。 
 

用言は「判断」の機能も持つ。 
 
したがって、「咲いている」という表現は、①それまでに表現された「川の向こう岸

にきれいなひなげしの花がたくさん」までの認識をすべて受けとめてひとつの思考に

まとめる「統叙」の機能、②「咲いている」という事象そのものを「認識」する機能、

③「咲いている」という事象に対する主体的な「判断」の機能、という 3 つの機能が

同時に含まれているということになる。 
ところで、「咲いている」に代表される「川の向こう岸にきれいなひなげしの花がた

くさん咲いている」という叙述内容は、陳述作用を経て、そのままひとつの文として

成立するだけではなく、 
 

（川の向こう岸にきれいなひなげしの花がたくさん咲いている）場所がいく

つか見える 
 

というように、さらにその先へと展開を続けていくこともできる。渡辺はこれを用
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言の「再展叙」の機能と名づけた。すなわち、「咲いている」という用言は、「陳述」

または「再展叙」のどちらかの機能を持つということになる。 
こうして「咲いている」という成分は、次の機能を同時に果たすことになる。 
 

【「咲いている」が併せ持つ機能】 
1. 「咲いている」という事態を認識する機能 
2. 「川の向こう岸にきれいなひなげしの花がたくさん」という思考を統合

化する機能（統叙） 
3. 「川の向こう岸にきれいなひなげしの花がたくさん咲いている」という

叙述内容に対する判断を示す機能(陳述)、またはその叙述内容をふたたび

展開させていく機能（再展叙） 
 

このように、多数の機能を同時に「兼務」しているのが「咲いている」という用言

成分である。その意味で用言成分は、日本語の文のおける、まさしく中核にあたる部

分であり、それだけ特別な存在だといえる。 

「伝達」の表現は文の最初と最後にくる 

最後の「よ」の部分は、最初の「ほら」の部分と同様に、③の「伝達」を表明する

機能である。ここでは最初の「ほら」と同じく相手に対する「呼びかけ」「注意喚起」

の機能を担っている。 
重要なことは、この伝達の表現には「再展叙」の機能がないことである。そのため、

これが表現されると文は再展叙ができなくなる。そこで必然的に文はここで終了する。

ようするに、 
 

川の向こう岸にきれいなひなげしの花がたくさん咲いている場所が… 
 
は可能であっても、 
 

川の向こう岸にきれいなひなげしの花がたくさん咲いているよ
．

場所が… 
 
という表現は不可能だということである。 
なお「伝達」というと、「～よ」「～ね」といったいわゆる終助詞だけが引き受ける

機能だと受け取られがちであるが、そうではない。たとえば、「である」体と「ですま

す」体の使い分けのよる丁寧さの表現なども相手に対する「伝達」の機能のひとつで

ある。そのため日本語では（花が）「咲いている」「咲いています」「咲いているのであ

る」「咲いているのだ」「咲いております」など、さまざまなかたちで相手への「伝達」
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のかたちを変えることができるのである。それに対して英語では、そうした伝達にお

ける細かな使い分けは考えられない。 

⽇本語文の応用構造 

ここからは、日本語文の応用構造について解説する。上に述べたように、「川の向こ

う岸にきれいなひなげしの花がたくさん咲いている」は、「川の向こう岸にきれいなひ

なげしの花がたくさん」までが「咲いている」という用言の「統叙」機能によって統

合化されてひとつの叙述内容となる。そしてその叙述内容に対して「咲いている」が

併せ持つ「陳述」機能が作動すると「川の向こう岸にきれいなひなげしの花がたくさ

ん咲いている。」という独立したひとつの文として完結する。 
しかし、「咲いている」が「統叙」機能ではなく、もうひとつの機能である「再展叙」

機能を作動させた場合には、 
 

川の向こう岸にきれいなひなげしの花がたくさん咲いている場所がいくつか

見える 
 
というように、文としては完結せず、その後も展開が続くことになる。用言が「陳

述」ではなく「再展叙」の機能を作動させつづけるかぎり、同様の展開がどこまでも

続く。たとえば次のようにである。 
 

川の向こう岸にきれいなひなげしの花がたくさん咲いている場所がいくつか

見えると一緒に散歩をしている私に山田さんが話しかけたときに私はたまた

ま別の方向をみていたので山田さんのいう場所がどこなのかのかがすぐには

わからなかったので私はその場所がどこなのかを山田さんに尋ねようとした

ところ山田さんが…… 
 
本当に、続けようと思えば、いつまででも続けられるのである。 
そのほかに、わかりにくい悪文を作りだす日本語文の応用構造としては、 
 

X は Y が Z する。 
 
という文構造の Y のなかに別の「y が z する」が埋め込まれて 
 

X は y が z すると Z する。 
 
のかたちになるケースが考えられる。これは一般的に「入れ子」と呼ばれている構
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造である。この入れ子がさらに二重入子、三重入れ子と増えていけば、その日本語文

は理解不能となる。そうした入れ子構造文の例としては、たとえば次のようなものが

挙げられる。 
 

山田さんは田中さんが鈴木さんが事故を起こしたところを見たといっている

のだと思った。 
 
おわかりになるだろうか。この文は、次のような入子構造になっている。 
 

山田さんは[田中さんが[佐藤さんが[鈴木さんが事故を起こした]ところを見

たと]いっているのだと]思った。 
 
入れ子構造を外す処理をすると、次のようになる。 
 

鈴木さんが事故を起こしたところを佐藤さんが見たと田中さんがいっている

のだと山田さんは思った。 
 

これならば、なんとか理解できるかもしれない。 
本田勝一は著書の『実戦・日本語の作文技術』(朝日新聞出版)のなかで、日本語の

悪文の代表例として次の文を挙げている。 
 

本件控訴の趣旨は、互に相関連する多岐にわたる理由をあて、原判決に法令

の解釈適用の誤りがあると縷縷論難しているものであるが、その骨子は、原

判決が、本件そそのかし行為によりその漏示がしょうようされた秘密は、そ

の漏示に対し刑事罰をもって臨むに値する実質秘に当たるものであること、

被告人の本件行為が国家公務員法（以下国公法と略称）111 条所定の同法 109
条 12 号の所為の「そそのかし」の構成要件に該当すること、及びその漏示の

しょうよう行為が、新聞の公共的使命を全うしようという目的をもってする

取材目的でなされたが、その手段方法について相当性に欠ける点があったこ

とを認めながら、本件しょうよう行為によって外交交渉の能率的効果的遂行

が阻害される危険の程度が、右のしょうよう行為によってもたらされる国民

的利益や将来の取材活動一般によって支えられる国民的利益の程度をりょう

がしていないとの判断を加え、この利益の比較衛量及び目的の正当性の程度

を考慮に入れれば、本件しょうよう行為は、正当行為性を帯びるといい得る

程度のものであるから、結論として、被告人西山の行為が、正当行為に該当

しないという点の証明がないことになるとして、被告人に無罪の言い渡しを
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