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はじめに 
『「⼼の翻訳」理論と技法』シリーズは、成瀬が開発した「⼼の翻訳」モデルに含まれ
ている理論と技法について⼀冊 1 テーマのかたちで詳しく解説するものです。この
「SPM 分析」は、そのシリーズの第 1 弾となるものです。 
 
「SPM 分析」は、英語人の⼼（思考や認識）の働きとその表現方法を分析して
解明しようとするものです。この分析手法をマスターし、英文にこめられた書き手の⼼
の働きが理解できるようになれば、私たちの英文読解と英作文の⼒は飛躍的に向
上します。 
 
「SPM 分析」は「⼼の英文法」モデルの独自の分析ツールですが、特別なものではあ
りません。常識的に考えれば誰もが理解して納得できる、⼼と⾔葉の分析方法であ
り、誰もが使いこなすことができます。 
 
では、スタートです。ゆっくりと着実に進んでいきましょう。 
 

成瀬由紀雄 
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1．「SPM 分析」とは 

ほとんどの人は「SPM 分析」という⾔葉を知らないことでしょう。「SPM 分析」は成瀬が開発した「⼼の英文
法」モデルで使われている独自ツールの名称であって⼀般的な用語ではないのですから、無理もありません。
しかしこれまでにない独自のツールであるがゆえに、これまでには実現できなかった英文分析が「SPM 分
析」によって可能になることは確かです。 

「心の英文法」モデルとは 

「SPM 分析」をご説明する前に、そのベースとなっている「⼼の英文法」モデルの分析アプローチ方法につい
て簡単にご説明します。「⼼の英文法」モデルは、成瀬が開発した新しい英文分析理解のための独自モ
デルです。「⼼の英文法」モデルでは、英語人の認識のあり方や思考のあり方、つまり「英語人としての⼼
の働き方」をまず分析します。そしてその⼼の働きが英語でどのようなかたちで表現されているのかを分析し
て解明します。 
 
従来の「英文法」モデルでは英語という⾔語の形態や機能をまず分析して、それがどのような意味（⼼の
働き方の⼀部）を表しているのかを考えます。⾔語表現のあり方から認識・思考のあり方を読み取ろうと
するわけです。それに対して「⼼の英文法」モデルは認識・思考のあり方から⾔語表現のあり方を読み取ろ
うとするものです。⾔語から⼼へなのか、それとも、⼼から⾔語へなのか――両者はそのアプローチの仕ほう
がまったくの逆方向です。 
 

「SPM 分析」とは 

「⼼の英文法」では、人間の思考はトピックに関するさまざまなコメントの集合体と考えています。そして英
語の場合、基本的には、トピックとメインコメントの組み合わせが Subject(S)、Predicate(P)で表現さ
れ、それに付随するサブコメントが Modifier(M)で表現されていると想定します。 
 
思考のあり方によってトピックとコメント/サブコメントの組み合わせ方はさまざまですので、それに合わせて
Sentence での S、P、M の組み合わせ方もさまざまです。このさまざまな思考内容と⾔語表現を分析す
るのが「SPM 分析」です。 
 
では、実際にやってみましょう。 
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2. SPM 分析―例題 

【例題 1：簡単なビジネステキストの例】 

【原文】 

①You might want to invest in a company for many reasons. ②Perhaps it’s a leader 
in the industry. ③Or its CEO has a great record of turning companies around. ④
Or its products are on the cutting edge of technology. ⑤But if the company is not 
turning a profit (otherwise known as net income or earnings), or it doesn’t show 
strong potential to become profitable over the medium term, you probably wouldn’t 
want to invest in it. 

Understanding Finance, Harvard Business School Press 
 

【SPM 分析】 

①You might want to invest in a company for many reasons.  
 
You (S) (S は Subject の略) 
might want to invest in a company (P) (P は Predicate の略) 

for many reasons (M) (M は Modifier の略) 
 
②Perhaps it’s a leader in the industry.  
 

Perhaps (M) 
It (S) 
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’s a leader in the industry(P) 
 
③Or its CEO has a great record of turning companies around.  
 
Or  
its CEO (S) 
has a great record of turning companies around. (P) 
 
④Or its products are on the cutting edge of technology.  
 
Or  
its products (S) 
are on the cutting edge of technology. (P) 
 
⑤But if the company is not turning a profit (otherwise known as net income or 
earnings), or it doesn’t show strong potential to become profitable over the medium 
term, you probably wouldn’t want to invest in it. 
 
But  

if the company is not turning a profit (otherwise known as net income or 
earnings), (M{s-p}) (Modifier について何か説明したいときには{ }を用いる。ここでは Modifier のなかに S-P

構文が埋め込まれていることを示している) 

or  
it doesn’t show strong potential to become profitable over the medium term, 
(M{s-p}) 

you (S) 
probably wouldn’t want to invest in it. (P) 
 

【解説】 

Harvard Business School が発⾏している Pocket Mentor シリーズのひとつ、Understanding 
Finance の⼀節です。Harvard のテキストと聞くと、とても難しい英文ばかりというイメージがあるかもしれ
ませんが、そうではありません。そもそもビジネス関係の英文はそれほど複雑で分かりにくいものではありませ
ん。⼀般には難しいとみなされている Finance 分野であってもそれは同じ。⼀般的に日本語の財務関連
のテキストが複雑で読みにくいのは単に書き手の⾔語能⼒が低いだけのことです。⼀流の専門家がつくる
文章はつねに読みやすく分かりやすいものです。 
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構文はシンプルの SP のみの sentence がほとんどですが、最後の 1sentence だけが if 節の Modifier
を持っています。この最後の sentence でのある程度の複雑さは text のリズムの⾯から必要不可⽋であ
ることに注意してください。シンプルに SP だけを繰り返すのでは小学生の作文になってしまいます。 
 
ほとんど sentence の Subject が you や it など。この Subject のシンプルさが sentence をとても分か
りやすさの 1 つのポイントです。私たちが sentence をつくる際にも you, we などの総称を subject とす
ると非常に分かりやすくなります。幼稚になるので you, we などを Subject にするのは避けたほうがよいと
の意⾒もあるようですが、とすれば Harvard Business School の出版物は非常に幼稚なものということ
になります。幼稚かどうかは内容が決めることであって構文が決めるのではありません。語彙についても同じ
ことであって、ここで用いられているようなシンプルな語彙で⾼度な内容が⼗分に表現できます。 
 

☆☆☆ 

【例題 2 科学技術系テキストの例】 

【原文】 

①A capacitor consists of two conducting plates separated by an insulator. ②When 
the places are connected to opposite terminals of a battery or other electric source, 
charge flows into one plate and out of the other. ③As the charge accumulates, the 
potential difference between the plates rises until the potential difference between 
the plates is equal to that of the battery. ④The capacitor can then be disconnected 
from the battery, and the potential difference between the plates will remain, 
theoretically forever. ⑤If the plates of the charged capacitor are connected 
through a conducting path, a flow of current will discharge it. 
 

【SPM 分析】 

①A capacitor consists of two conducting plates separated by an insulator.  
 
A capacitor (S) 
consists of two conducting plates (P) 

separated by an insulator (M) 
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②When the places are connected to opposite terminals of a battery or other electric 
source, charge flows into one plate and out of the other.  
 

When the places are connected to opposite terminals of a battery or other 
electric source, (M{s-p}) 

charge (S) 
flows into one plate and out of the other (P) 
 
③As the charge accumulates, the potential difference between the plates rises until 
the potential difference between the plates is equal to that of the battery.  
 

As the charge accumulates, (M{s-p}) 
the potential difference between the plates (S) 
rises (P) 

until the potential difference between the plates is equal to that of the battery 
(M{s-p}) 

 
④The capacitor can then be disconnected from the battery, and the potential 
difference between the plates will remain, theoretically forever.  
 
The capacitor (S) 
can then be disconnected from the battery, (P) 
and  
the potential difference between the plates (S) 
will remain, (P) 

theoretically forever (M) 
 
⑤If the plates of the charged capacitor are connected through a conducting path, a 
flow of current will discharge it. 
 

If the plates of the charged capacitor are connected through a conducting path, 
(M{s-p}) 

a flow of current (S) 
will discharge it (P) 
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【解説】 

capacitor（コンデンサ）の説明文です。こうした科学技術系の sentence は次のような特徴を持って
います。 
①構文は SPM や MSP といったシンプル/ニュートラルなものが多い。 
②you や we といった総称は基本的に使われない。 
③受動態が多く用いられる。 
④専門用語は多いがその他の⼀般語彙についてはシンプルなものが主に用いられる。 
⑤Predicative Verb は現在形がほとんどで複雑な tense, aspect, mood が用いられることはない。 
⑥リズムなどの文体的な魅⼒についてはほとんど考慮されない。 
 
生粋の理科系タイプの人間にとっては⾔語とは情報を含む記号体系にすぎませんので、日本語であろうと
英語であろうとそれほど変わりはありません。理科系の人は英語の上達が早いとよくいわれますが、それはこ
うしたメンタリティに理由があると考えられます。すべてとはいいませんが、いわゆる生粋の文化系タイプの人
間にとっては英語学習の効率性という点からみて⾒習うべき点があるように思います。その意味で、こうした
科学技術系の英文テキストを過不⾜なく書けるようになるためのトレーニングは、いわゆる文化系の人間
にとっても非常に有益です。 
 

☆☆☆ 
 

【例題 3 報道テキストの例】 

【原文】 

Markets in Japan dropped sharply on Monday, with the Nikkei tumbling, after a 
sell-off on Wall Street as oil remained volatile and concerns about how central 
banks' easing measures will affect banks' earnings persisted.  
 

【SPM 分析】 

Markets in Japan (S) 
dropped sharply, (P) 

on Monday (M) 
with the Nikkei tumbling, (M) 
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after a sell-off on Wall Street (m) (Modifier に対する Modifier を表したいときには m を用いる) 

as oil remained volatile (m{s-p}) 
and  
concerns about how central banks' easing measures will affect banks' 
earnings persisted. (m{s{s-p}-p}) 

 

【解説】 

英語の新聞の経済⾯記事の sentence です。これまでの 2 つの例題との最⼤の違いは構文です。この
sentence はまず S-P から始まってその後に M→M→m→m→m と数多くの Modifier が続きます。その
Modifier の内部にさらに S-P が数多く埋め込まれています。 
 
内容的には、最初の S-P がトピック（Market in Japan）とそのメインコメント（dropped sharply）
を示したのち、それに対する補⾜としてさまざまな内容（時間、影響、背景理由）のサブコメントがさまざ
まなかたちで続いています。このように最初のトピック-メインコメントを述べたのちにどんどんとサブコメントをつ
づけていく文型は、Cumulative sentence、running sentence、Freight-train style などと呼ば
れています。なお文型に関する詳細については「成瀬由紀雄のサイト」の「さまざまな文型」をご参照くださ
い。 
 
この sentence はシンプルな sentence に小分けして次のように表現することもできます。 
 
1. Markets in Japan dropped sharply on Monday. 
2. The Nikkei tumbled. 
3. This sharp drop was after a sell-off on Wall Street. 
4. There are some background factors with the sell-off 
5. Oil remained volatile. 
6. Concerns about how central banks' easing measures will affect banks' earnings 

persisted.  
 
しかし、このようにバラバラに分けてしまっては「思考のまとまり」感がなくなってしまいます。また同じ内容表現
が繰り返されていて冗⻑にも感じられます。そこで「思考のまとまり」感を出すとともに冗⻑さをなくすために、
2, 3 については前置詞句の表現にパラフレーズ処理し、5, 6 については as 節としてひとつにまとめたのが、
この sentence です（4 については as が表現しています）。 
 
このようにして「思考のまとまり」感を生み出し、冗⻑性を減じたことで、単なるシンプルな sentence の集
合体よりも国際英語表現としての価値が上がったと考えられるわけです。その分、構文が複雑になりました 
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以下、略 


