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はじめに 

日英・英日翻訳者にとっての最大の課題は、翻訳理論・技法ではありませ

ん。日本語力と英語力です。翻訳の基盤となるべき日本語力と英語力が十分

ではないために翻訳理論・技法を習得してもそれを十分生かすことができな

いケースが数多くみられます。これは本当にもったいないことです。 
英語の学習については誰もがそれなりにおこなっていることでしょう。英

文法についても当然おこなっているはずです1。 
しかし、日本語文法についてはどうでしょうか。ほとんどの人が十分な学

習をされていないと私は考えます。そしてこのことが、私たち日本語人翻訳

者にとっての最大の課題なのです。 
『英日・日英翻訳者のための「心の日本語文法」入門——日本語で認識し、

考え、表現するとはどういうことか』は、従来の文法とはまったく異なり、

心の働きを翻訳するために考案された唯一の日本語「文法」です。これを利

用することによって、他の日本語文法では生み出せない、認識や思考までを

つなぐ訳文をつくりだすことが可能になります。 
本書を読み、そのうえで「演習編」（別売）でのトレーニングをしっかり

とおこなえば、皆さんの翻訳のための日本語力が大きく向上することをお約

束します。 
 

成瀬由紀雄 

  

                                          
1 ただし一般に学習されている「英文法」にも本質的な問題点があるのですが、その点については別書である

『⼼の英文法――』英語で認識・思考・表現するとはどういうことか』でとりあげます。 
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1 思考の分析(1) 

まず、日本語での思考を分析します。日本語での思考を正しく分析することによっ

て、これまで見えていなかった日本語のさまざまな特性が明確に見えてきます。また

日本語の思考を正しく分析できる能力は、日本語から英語への翻訳の際の重要な基盤

ともなります。 

認識、判断・態度、伝達 

日本語の思考を文で表現する場合には「認識」「判断・態度」「伝達」という 3 層の

入れ子構造になっています。以下、いくつかの例題をつうじて、その特性をみてみる

ことにしましょう。 

【例題１】 
昨日の試合はペンギンズがベアーズに勝ったようですね。 

［解説］ 

この文の構造を「認識」「判断・態度」「伝達」という 3 層の入れ子構造として分析

してみると、次のとおりです。 
 
 
 

昨日の試合は ペンギンズがベアーズに勝った ようです ね。 
 
 
 
①「認識」—「昨日の試合で

．
ペンギンズがベアーズに勝った」 

②「判断・態度」—「昨日の試合は
．

」「ようだ」 
③「伝達」—「です」「ね」 
 
学問的には「認識」を「命題/叙述内容」、「判断・態度」を「対事モダリティ」、「伝

達」を「対人モダリティ」などと呼ぶのが一般的です。しかしその内容は「認識」「判

断・態度」「伝達」と同じことです。 

③ ② ① 



 

 

以下、各要素について簡単に説明をしていきます。

 
認識（命題

この日本語文で「認識」されている内容は「昨日の試合

勝った」ことです。

 
判断・態度（対事モダリティ）

「明日の試合は」の「～は」は、「～」の部分をその文のトピック（主題）として扱

うという話し手

同時に、この「～は」は、「昨日の試合で」の「で」の役割も兼務しており、「認識」

での役割の一部も担っています。「～は」が、「認識」「判断・態度」の両方の役割を担

っているというのは、日本語が持っているユニークな特徴のひとつです。

「～

話し手

ペンギンズがベアーズに勝ったこと」が断定できずに類推しているという話し手

手の判断・態度を示しています。

 
伝達（対人モダリティ）

「～ようです」のなかの「～です」の部分は、相手に対する「伝達」の部分です。

この「～です」は、相手に対する丁寧な気持ちを伝えるという役割を担っています。

日本語では、人に対する「伝達」の部分までを

とえば、「～ようです」のかわりに「～ようだ」にすると、それによって中立的な伝達

表現になるのではなく、相手に対する丁寧な気持ち

現になります。この「伝達」（対人モダリティ）の不可欠性が、日本語という言語の最

大の特徴のひとつです。なお英語では、この伝達（対人モダリティ）の部分は不可欠

な要素ではありません。したがって、話し手

的なかたちで表現することが可能です。

最後に付加する「～ね」も、相手に対する「伝達」（対人モダリティ）の部分です。

ここでは、相手に対して確認を求める役割を持っています。この部分は不可欠な要素

ではありませんので、別になくてもかまいません。

 

以下、各要素について簡単に説明をしていきます。

認識（命題/叙述内容）

この日本語文で「認識」されている内容は「昨日の試合

勝った」ことです。

判断・態度（対事モダリティ）

「明日の試合は」の「～は」は、「～」の部分をその文のトピック（主題）として扱

うという話し手

同時に、この「～は」は、「昨日の試合で」の「で」の役割も兼務しており、「認識」

での役割の一部も担っています。「～は」が、「認識」「判断・態度」の両方の役割を担

っているというのは、日本語が持っているユニークな特徴のひとつです。

～ようです」

話し手/書き手の「

ペンギンズがベアーズに勝ったこと」が断定できずに類推しているという話し手

手の判断・態度を示しています。

伝達（対人モダリティ）

「～ようです」のなかの「～です」の部分は、相手に対する「伝達」の部分です。

この「～です」は、相手に対する丁寧な気持ちを伝えるという役割を担っています。

日本語では、人に対する「伝達」の部分までを

とえば、「～ようです」のかわりに「～ようだ」にすると、それによって中立的な伝達

表現になるのではなく、相手に対する丁寧な気持ち

現になります。この「伝達」（対人モダリティ）の不可欠性が、日本語という言語の最

大の特徴のひとつです。なお英語では、この伝達（対人モダリティ）の部分は不可欠

な要素ではありません。したがって、話し手

的なかたちで表現することが可能です。

最後に付加する「～ね」も、相手に対する「伝達」（対人モダリティ）の部分です。

ここでは、相手に対して確認を求める役割を持っています。この部分は不可欠な要素

ではありませんので、別になくてもかまいません。

以下、各要素について簡単に説明をしていきます。

叙述内容） 
この日本語文で「認識」されている内容は「昨日の試合

勝った」ことです。 

判断・態度（対事モダリティ）

「明日の試合は」の「～は」は、「～」の部分をその文のトピック（主題）として扱

うという話し手/書き手の「判断・態度」（対事モダリティ）を表している部分です。

同時に、この「～は」は、「昨日の試合で」の「で」の役割も兼務しており、「認識」

での役割の一部も担っています。「～は」が、「認識」「判断・態度」の両方の役割を担

っているというのは、日本語が持っているユニークな特徴のひとつです。

ようです」に含まれる要素「～

書き手の「判断・態度

ペンギンズがベアーズに勝ったこと」が断定できずに類推しているという話し手

手の判断・態度を示しています。

伝達（対人モダリティ） 
「～ようです」のなかの「～です」の部分は、相手に対する「伝達」の部分です。

この「～です」は、相手に対する丁寧な気持ちを伝えるという役割を担っています。

日本語では、人に対する「伝達」の部分までを

とえば、「～ようです」のかわりに「～ようだ」にすると、それによって中立的な伝達

表現になるのではなく、相手に対する丁寧な気持ち

現になります。この「伝達」（対人モダリティ）の不可欠性が、日本語という言語の最

大の特徴のひとつです。なお英語では、この伝達（対人モダリティ）の部分は不可欠

な要素ではありません。したがって、話し手

的なかたちで表現することが可能です。

最後に付加する「～ね」も、相手に対する「伝達」（対人モダリティ）の部分です。

ここでは、相手に対して確認を求める役割を持っています。この部分は不可欠な要素

ではありませんので、別になくてもかまいません。

以下、各要素について簡単に説明をしていきます。

この日本語文で「認識」されている内容は「昨日の試合

判断・態度（対事モダリティ） 
「明日の試合は」の「～は」は、「～」の部分をその文のトピック（主題）として扱

書き手の「判断・態度」（対事モダリティ）を表している部分です。

同時に、この「～は」は、「昨日の試合で」の「で」の役割も兼務しており、「認識」

での役割の一部も担っています。「～は」が、「認識」「判断・態度」の両方の役割を担

っているというのは、日本語が持っているユニークな特徴のひとつです。

に含まれる要素「～

判断・態度」を示します。

ペンギンズがベアーズに勝ったこと」が断定できずに類推しているという話し手

手の判断・態度を示しています。 

 
「～ようです」のなかの「～です」の部分は、相手に対する「伝達」の部分です。

この「～です」は、相手に対する丁寧な気持ちを伝えるという役割を担っています。

日本語では、人に対する「伝達」の部分までを

とえば、「～ようです」のかわりに「～ようだ」にすると、それによって中立的な伝達

表現になるのではなく、相手に対する丁寧な気持ち

現になります。この「伝達」（対人モダリティ）の不可欠性が、日本語という言語の最

大の特徴のひとつです。なお英語では、この伝達（対人モダリティ）の部分は不可欠

な要素ではありません。したがって、話し手

的なかたちで表現することが可能です。

最後に付加する「～ね」も、相手に対する「伝達」（対人モダリティ）の部分です。

ここでは、相手に対して確認を求める役割を持っています。この部分は不可欠な要素

ではありませんので、別になくてもかまいません。
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「～ようです」のなかの「～です」の部分は、相手に対する「伝達」の部分です。

この「～です」は、相手に対する丁寧な気持ちを伝えるという役割を担っています。

日本語では、人に対する「伝達」の部分までを

とえば、「～ようです」のかわりに「～ようだ」にすると、それによって中立的な伝達

表現になるのではなく、相手に対する丁寧な気持ち

現になります。この「伝達」（対人モダリティ）の不可欠性が、日本語という言語の最

大の特徴のひとつです。なお英語では、この伝達（対人モダリティ）の部分は不可欠

な要素ではありません。したがって、話し手/書き手の「認識」「判断・態度」を中立

的なかたちで表現することが可能です。 
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ここでの「ようだ」は、「昨日の試合

ペンギンズがベアーズに勝ったこと」が断定できずに類推しているという話し手

「～ようです」のなかの「～です」の部分は、相手に対する「伝達」の部分です。

この「～です」は、相手に対する丁寧な気持ちを伝えるという役割を担っています。

日本語では、人に対する「伝達」の部分までを必ず
．．

表現しなければなりません。た

とえば、「～ようです」のかわりに「～ようだ」にすると、それによって中立的な伝達

表現になるのではなく、相手に対する丁寧な気持ちがないという気持ちを伝達する表

現になります。この「伝達」（対人モダリティ）の不可欠性が、日本語という言語の最

大の特徴のひとつです。なお英語では、この伝達（対人モダリティ）の部分は不可欠

書き手の「認識」「判断・態度」を中立

最後に付加する「～ね」も、相手に対する「伝達」（対人モダリティ）の部分です。
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