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Abstract: 
The first-in first-out (FIFO) translation strategy is practiced widely by experienced 
English-to-Japanese translators despite the two languages’ inverse word orders. 
Meanwhile, leading translators often suggest in their practical guidebooks that the 
strategy is essential for creating idiomatic Japanese. The purpose of this research is to 
give answers to the following two questions; 1) With what manner of Japanese 
expression do they materialize FIFO English-to-Japanese translation? and 2) How does 
FIFO translation strategy give some effect on making idiomatic Japanese? This paper 
focuses on how main clause transitive verbs and their direct objects in STs are rendered 
in TTs through the strategy. Analysis revealed commonalities in TTs nature: each TT 
takes on a non-Agent/Patient, Reference Point/Target construction in which an 
antecedent constituting the Reference Point embodies translated counterparts of both the 
ST subject and its verb, while a subsequent expression constituting the Target embodies 
the translated counterpart of the ST object. Accompanying this, the translation pair 
exhibits a translation shift from the English-typical Agent/Patient sentence pattern to a 
Japanese-typical Reference Point/Target pattern.  

 
 

1 序 
1.1 翻訳技法としての順送り訳 

順送り訳は翻訳方略の 1 つであり、現代の熟練した訳者の翻訳や通訳に頻出する。順送り訳

とは、原文の冒頭から順に意味のまとまり（意味単位）ごとに訳出していく方略である (亀井

1994: 21、田辺ほか 2008: 52、染谷 2012: 1042、水野 2015: 136)。ここでその対訳例をあげ

る。 
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(1) 対訳例(安西 1982: 55) 
原文: Whoever 1/ has to deal with young children 2/ soon learns 3/ that too much 

sympathy 4/ is a mistake 5/. 
訳文: 誰でも 1/子供の相手をしていれば 2/すぐに気のつくことだが、3/あまり同情しすぎる

と 4/失敗する 5/。 
 

対訳例(1)においては、冒頭から意味単位ごとにスラッシュ(「/」)が施してある。それぞれスラ

ッシュごとに原文と訳文の意味単位が対応し、なおかつ意味単位の順序が保存されていること

がわかる（スラッシュに付帯した上付き文字の数字を参照。）。 
なお、この例で見るように、あるセンテンスに順送り訳方略が用いられていても原文の細部の

語順がことごとく訳文の語順に保存されるわけではない。例えば(1)では「 to deal with young 
children」に対応する訳文の箇所は「子供の相手をして」であり、「 to deal with」、「 young 
children」の対訳成分がそれぞれ「～の相手をして」、「子供」だとすると原文の語順は訳文の語

順に保存されてはいない。したがって具体的に順送り訳の事例を詳細に観察するにあたっては、

原文のどの箇所が訳文において順送り訳をなしているのか特定する必要がある。 
 

1.2 順送り訳を採用する翻訳家の意図の例 
翻訳家安西(1982: 16)は、意味単位の順序のことを「思考のながれ」と言い表し、その上で、

日本語らしい訳文を産出する前提として「原文の思考の流れにできるだけ忠実に従うように工夫

するべきである。」としている。また別宮(1979: 120)は「書かれた順序に従って訳していくのが、

翻訳ではひじょうに有力な手段になります。[…]日本文の組み立てがうまくいくということだけでな

く、[…]原文の感覚や論理を生かすためにも、その方法をとらなければならないことが往々にし

てあるのです。」としている。ここでいう日本語らしさとは Whorf(1956: 158-159)の言う「好まれ

る言い回し（fashions of speaking）」をテクストレベルで実現しようとするものと言えよう。同様に

順送り訳と日本語らしさとを関連付けている翻訳家がしばしば見られる(亀井 1994: 21、田辺ほ

か 2008: 52)。このことからこの方略が日本語らしさの具現に関与していることが予想される。 
 

1.3 課題 
そこで、以下の課題を設定した。 
 

(2) 課題 
〈課題 1〉英日翻訳において、順送り訳はどのような日本語表現で実現しているのか。 
〈課題 2〉英日翻訳において、順送り訳はどのように日本語らしさに関与しているのか。 

 
2 本稿の範疇と分析の枠組み 
2.1 本稿の範疇 

本稿では文書翻訳において特に原文の主節他動詞 V とその直接目的語 O、及び各々の対

訳成分 V´、O´に着目し、原文主節 VO が訳文において順送り訳となっている訳文について分

析する。これに着目したのは、英日語がそれぞれ VO、OV という異なる基本語順3を骨格に持
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つため、英日翻訳において順送り訳を行うには日本語表現上の工夫を要するからである。 
 

2.2 順送り訳の操作定義 
本稿における順送り訳の操作定義は、テクストに明示されている語により構成されている意味

単位の順序をもって措定した。以下の通り。 
 

(3) 順送り訳の定義 
原文テクスト内にある意味単位 a、 b が<a, b>という生起順序をなし、訳文テクスト

内の対応する意味単位 a′、b′も同じく<a′, b′>という生起順序をなすとき、この訳文は

a、b について順送り訳をなしているという。 
 
一例として対訳例(4)を示す。(4)では下線部が V 及び V´、二重下線部が O 及び O´である。

ここで原文主節の V と O が<V, O>という生起順序をなし、訳文の V′と O′が<V′, O′>という生

起順序をなしているので、この訳文は V、O について順送り訳をなしているという。 
 

(4) 対訳例 ((1)の再掲) 
原 文 : Whoever has to deal with young children soon learns that too much 

sympathy is a mistake. 
訳文: 誰でも子供の相手をしていればすぐに気のつくことだが、あまり同情しすぎると失敗

する。 
 

2.3 分析の枠組み 
分析の枠組みとして、トゥーリーの記述的翻訳研究(Toury 1995)の手法を用いた。この手法

では、対象とする対訳例には翻訳の等価が成り立っているものとみなした上で翻訳シフトを観察

し、そこに通底する規範を考察する。 
本稿では熟練した翻訳者の対訳を言語資料とする。これは、熟練した翻訳者らが翻訳等価

の実現を試みたその結実としての対訳を観察し、そこに現れている言語的性質をあらためて浮

き彫りにするためである。 
なお、収集した言語資料のうち、上記「2.1 本稿の範疇」で述べた趣旨に従い、原文主節

VO について順送りをなしている対訳例を分画し、分析に供した。これは順送り訳に関する一連

の言語学的研究を進めるにあたり、その一環として本稿では先ず原文主節 VO に関する順送り

訳例を観察対象として絞り込み、そこに現れる日本語文の特徴を捉えるためである。したがって、

一般に熟練翻訳者の翻訳文の内には順送り訳ではないものもある。原文主節 VO に対する訳

文が順送り訳である場合とそうでない場合との比較、あるいはどのような場合に順送り訳が行わ

れるのか等については別稿で論じたい。 
 

3 先行研究 
3.1 認知言語学による類型論の分析 

ここでは認知類型論において日本語表現が参照点構造という点で特徴的であると指摘され
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ていることについて、先行研究を概観する。より一般的には、世界の諸言語の中で相対的に日

本語の特徴を論じるべきだが、ここでは概略を述べるに留めるために特に英語との対照を例に

とりながら日本語の特徴を明らかにする。なお、日本語は言語類型論的にいくつかの特徴を持

つが(中村 2019: 343)、ここではそのうち参照点構造に限って述べる。 
英語の言語表現の観察を通して Langacker(2008)は、英語が動作主志向であると主張し、

これは英語話者が一つの事態を表現する際に、その事態を引き起こしている動作主(agent)を
第一に捉えて主語とし、その動作の影響が及ぶ対象物（＝受動者(patient)）を第二に捉えて目

的語とするのが典型的であるからだとしている4。中村(1998, 2009, 2019)は日本語との対照で

英語表現について述べ、英語では動作主と受動者を際立たせた形で捉え、動作主-受動者と

いう形式で言語表現することが顕著であるとした。さらに濱田(2012)はこれを受けて、動作主-
受動者という表現が英語話者にとって一つの枠組みとなっていることから、たとえば（5a）のように

目的語となっている対象物に物理的な影響が及ばない表現であっても同じ枠組みを用いる場

合があることを示している5。 
 

(5) a. I met Hanako in the station. 
b. 駅で花子に会った。   (濱田 2012: 72) 

 
一方、日本語の言語表現の観察を通して中村(1998, 2009, 2019: 347-349)は、日本語にお

いて参照点構造が特徴的であることを指摘した。 
言語表現における参照点構造とは、ある言語表現を手掛かりにして別の言語表現を解釈す

るという構造である。この時の手掛かりを参照点(reference point)といい、もう一つ言語表現を

標的(target)という。例えば以下に示す例(6)において、「テーブルの上」という言葉が参照点、

「ボールペン」という言葉が標的であり、この場合の「ボールペン」は「テーブルの上」という手掛

かりをもとに解釈される特定のボールペンである。言い換えれば、「テーブルの上」という領域

(dominion)において探索されうるボールペンであるともいえる。この例からもわかるように、一般

に言語表現において参照点は、読み手からすると標的を解釈する手掛かりになるし、また、書き

手からすると参照点は、それを土台として読み手に標的を解釈させるための足掛かりになる。 
 

(6) 参照点構造(連体助詞「の」の例) 
「テーブルの上のボールペン」 

 
また、一般に言語表現における参照点の重要な性質の一つとして Langacker (2008: 157. 

邦訳 p.696)は(7)のように述べている。 
 

(7) 参照点の性質 
「R’s dominion is the range of associated knowledge, within which T is interpreted.

（参照点のドミニオンは結合された知識の集合体であり、ターゲットはその中で解釈される

ことが要請される）」6。 
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これを言い換えると、標的は参照点が形成する領域の中から探索されるといえる。本稿では

参照点のこの性質に着目する。 
さて、日本語において参照点構造が特徴的であることについて、第一に重要な根拠として挙

げられるのは取立て助詞「は」を含む文（例(8)参照）が広範に用いられることである。Langacker 
(1999:195, 2008:556)及び尾谷  (2005 130-139)は「は」を伴う名詞句がその文の解釈におけ

る参照点であることを指摘している。この「は」の性質について概観すると、この「は」は文の主題

(topic)をマークする文法成分であり、この「主題」は主語とは性格を異にする7。例(8)では「象」

が主題(topic)、「鼻」が主語(subject)である8。 
 

(8) 参照点構造(取立て助詞「は」の例) 
「象は鼻が長い。」9 

 
本稿の依拠している日本語の文法体系10において主題の定義は「その文が何について述べ

るのかを示すもの」11である。したがって、主題を文法成分として含む文は主題を手掛かりとして

その文が述べられているのだから、主題は文の中で参照点の働きをなすといえる。言い換えれ

ば、そのような文は参照点構造を持つのである。一例である(8)は「象」を参照点、「鼻が長い」

を標的とする参照点構造を持つ。 
この文法成分としての主題が日本語で広範に用いられることは、世界の諸言語の中での日本

語の特徴である。これはかつて Li and Thompson(1976)が日本語を主題優勢言語 (topic-
prominent language)として分類したときにすでに指摘されている12。ここで、すでに議論したと

おり、文法成分としての主題は文の中で参照点となるから、日本語は言語として主題による参照

点構造が広範に見られるといえ、一つの日本語の特徴となる。 
さらには、取立て助詞「は」による主題以外にも日本語の文表現において頻繁に種々の参照

点構造が見られる。その一つとして、順接条件節が主節に先行することがあげられる13。例を示

すと（9）において、「水を冷やせば」という条件節は後続する主節の「氷になる」の前提となる事

象である。前提は別の事態を解釈する手掛かりとなるものであるから、この文においては「水を

冷やせば」が「氷になる」の参照点をなす参照点構造である。(Talmy 1978, 尾谷 2005:14414

参照)。 
 

(9) 参照点構造（順接条件節の例） 
「水を冷やせば、氷になる。」 

 
また、場所や時間が副詞的成分として前置される文も参照点構造であるが、日本語ではこの

成分が文中で前置されることがしばしばある。例えば前述の(5b)において、「駅で」という場所表

現は後続する「花子に会った」という事象を解釈する土台となるものであるから、この文において

は「駅で」が「花子に会った」の参照点をなす参照点構造である(濱田 2012: 72 参照)。 
前述の（6）で見たような連体助詞「の」を伴う表現も種々の意味を担いながら日本語に頻出

するが、これも参照点構造である(尾谷 2005: 77-92)。 
このように参照点構造という特徴は日本語の文レベルの表現に広範にみられるが、中村
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(1998, 2009, 2019)によると、この特徴はテクストレベルにも及んでいる。例えば、文章構成にお

いて英語では結論を冒頭に置くが、日本語ではお膳立てが先行し、結論が最後に置かれること

も参照点構造とみられる(中村 2019: 348)。 
 
4 対訳例の分析 
4.1 分析手順 

分析は以下の手順を追った。 
 

i   言語資料として、熟練した翻訳者による対訳例を収集し、本稿の範疇にあたる順送り訳

例を分画する 
ii  各訳文を文法分類により整理する（4.2 参照） 
iii 訳文表現を認知言語学の知見を参照しつつ考察する 

 
今回分画した言語資料においては V´（あるいはその一部）はすべて述語部以外、すなわち

前置文、等位節、副詞節、提題部、補語部のいずれかの区分に位置していた。そこで以下では

4.2 で定義する構造模式に従い、訳文において V´の位置する区分ごとに対訳例を整理して述

べる。 
 

4.2 日本語の構造模式 
本稿では訳文の分類にあたり、日本語の文連続の構造を(10)のような模式で捉えた15。 
 

(10) 日本語の構造模式 
【前置文 a】。【<等位節 b>、<副詞節 c>〔<提題部 d><補語部 e><述語部 f>〕】。  

（なお、単文は〔<提題部><補語部><述語部>〕のみで構成される。）  

（例文）  

【街には顔がある a】。【<東京ではもんじゃ焼きが多いが b>、<どこに行っても c> 

〔<大阪では d><たこ焼き屋がすぐ近くに e><ある f>〕】。  

 

なお、一般的には日本語文において、副詞節、提題部、補語部の順序は模式のごとく固定さ

れているわけではない。 
 

4.3 前置文 
ここでは前置文に V´が位置している例を示す。この範疇の対訳例では、多くにおいて原文の

O が that 節であり、翻訳の際に原文の SV までで切ってそこまでを訳文の一つの文として訳出

している。 
対訳例(11)では網掛け部が訳文における前置文である（以下同様。）。なお、下線部が V 及

び V´、二重下線部が O 及び O´である（以下同様。）。 
 
(11) 対訳例(田辺 2008: 56)（伝達） 
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原文 : The scientists argue that the development of global biogeochemistry models 
must build slowly from the strong foundations that NPZD models have provided us. 

訳文: 科学者たちは主張する。全球的生物地球化学モデルは、NPZD モデルがもたらし

た堅固な基盤の上に.時間をかけて構築されるべきである。 
 
(11)の SVO に関する部分を概括すると(12)のようになる。（コロン「：」の左辺が原文、右辺が

訳文。［φ～］はゼロ（音声や文字のない言語成分）を示す。以下同様。） 
 

(12) 上記対訳例の要点 
S argue that-O ： S´は［φと］主張する。O´。 

（「that-O」は O が that 節であることを示す。以下同じ。）  
 
この訳文では、S´「科学者たち」と V´「主張する」が前置文にあり、O´が後置文にある。この

訳文は 2 文からなり、この 2 文がひとつの意味のまとまりのある文連続、すなわち「談話」を構成

しているが、一般に談話にはしばしば参照点構造が認められる (Langacker 1999: 234-236, 
365)。この訳文では特に以下のような点で参照点構造をなしているといえる。読み手は「主張す

る」16を読んだときに、前後文脈のどこかに［φと］に対応する主張内容があるものとして探索を

始める。つまり前置文を手がかりとして後置文を探索し、解釈する。したがって、この訳文で前置

文は後置文の参照点であると言える。本稿の分画には上記と同様の翻訳シフトを示している例

が他にもあった。 
また類似例として (13)では前置文の V´が他動詞であり、その必須格である目的語がゼロ

（［φを］）で表現されている。このゼロは後置文を後方照応している。言い換えればゼロは動詞

「さとった」の思考内容からなる領域を読み手に想起させ、後置文はそれにあたる内容を持つ。

よって、ゼロは後置文の参照点である。したがって、ゼロを含む前置文も後置文の参照点と考え

られる。本稿の分画には上記と同様の翻訳シフトを示している例が他にもあった。 
 

(13) 対訳例（安西 1982: 224）（思考） 
原文: She realized in a sudden that to him she was just the same as she had ever 

been. He had loved her always as she was. 
訳文: 彼女は突然さとった。この人の目には，私の姿は昔も今も，少しも変ってはいない

のだ。  
 

S realized that-O ： S´は［φを］さとった。O´。 
 
やや異なる翻訳シフトを示す例として(14)がある。 
 

(14) 対訳例（安西 1982: 196）（懇願） 
原文: Roger begged her to have patience: … 
訳文: ロジャーは彼女に頼んだ。お願いだから、もう少しだけ我慢してくれないか。 
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S  begged IO DO ： 

 S´は IO´に［φを］頼んだ V´。お願い V´2 だから、DO´くれないか V´3。 
 
(14)では V´「頼んだ」が DO´「もう少しだけ我慢して」に先行していることから VO についての

順送り訳であると考える。ここでは V´の一部である V´2、V´3 が後置文に表現されている。前置

文においては V´の必須格である直接目的語がやはりゼロ（［φを］）で表現されていて、後置文

を後方照応している。したがってこの場合も(13)の訳文と同様に前置文が後置文の参照点とな

っている。なお、V´2、V´3 については 5.3.2 の考察を参照されたい。 
 
他に本稿の分画の内、この範疇に当たるものはいずれも同様に参照点構造をなしていること

が説明できた。 
 

4.4 等位節 
ここでは等位節に V´が位置している例を示す。等位節の例としては一般に「～［し］て、」や

「～〔し〕、」などがある。この範疇の対訳例では、原文の O が that 節であり、翻訳の際に原文の

SV までで切ってそこまでを訳文の等位節として訳出している。 
以下の対訳例(15)では網掛け部が等位節である（以下同様。）。 
 

(15) 対訳例(安西 1982: 211, 214)（通信） 
原文: I wired that I should be glad to see him.   
訳文: すぐ電報を打ち返して、どうぞと返事をしておいた。 
 

S wired that-O ： ［φ(S´)は］電報を打ち返して、O´と返事をしておいた。 
 

(16) 作例（上記の原文に対する訳文作例） 
訳文: 電報を打って、ぜひお会いしたいですと伝えた。 

 
S wired that-O ： ［φ(S´)は］電報を打って、O´と伝えた。 

 
対訳例(15)の構造について作例(16)をもって説明する。作例は文脈を考慮しない訳例であ

る。作例では、原文主語 S「I」の対訳成分 S´はゼロ（［φ(S´)は］）として等位節に含意されてい

る。V´は等位節にあり、O´は主節にある。なお V のもう 1 つの対訳成分 V´2 が文末に「伝えた」

という動詞で表現されている。(15)は言語資料にみられた対訳であり、文脈17を反映した翻訳に

なっているが、S´、V´と O´の構成は作例と同様である。 
一般に等位節は文脈により「対比、前触れ、継起、原因・理由、逆接、順接条件、付帯状況18」

の用法を持つことから、等位節は今あげた各々の用法にもとづく領域を形成する。読み手は各

領域を想起し、主節を探索する。具体的には、(16)の訳文の等位節は継起用法（時間の流れ

に沿って順に生起する複数の事態をつなぐ）19である。読み手がこの等位節を理解し、さらに後
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続する主節を理解した時点で、読み手は主節が等位節の継起用法にもとづく領域の中にあるこ

とに気付き、それに従って主節を解釈する。したがって等位節は主節の参照点であると言える。  
なお、文末の V´2 については 5.3.2 の考察を参照されたい。 

 
4.5 副詞節 

ここでは副詞節に V´が位置している例を示す。一般に副詞節の例としては「～〔する〕と、」や

「～〔すれ〕ば、」などがある。分画した対訳例では、原文の O が that 節や長い名詞句であり、

翻訳の際に原文の SV までで切ってそこまでを訳文の副詞節として訳出している。 
以下の対訳例(17)では網掛け部が副詞節である（以下同様。）。S´と V´が副詞節にあり、O´

が主節にある。 
 

(17) 対訳例(田辺 2008: 135, 付録 15)（結果開示） 
原 文 : And surveys [in developed countries] suggest more couples want both 

partners to be in paid employment than is the case currently.  
訳文: 〔先進国における〕調査を見ると、今より共働きが増えていることを望むカップルが

増えていることがわかる。 
 

上記対訳例の要点 
S suggest that-O ： S´を見ると、O´がわかる。 

 
この訳文の場合、「〔先進国における〕調査を見ると」が順接条件節であり、順接条件節は副

詞節の範疇に属する。一般に順接条件節は主節の前提となる。このことから順接条件節で示さ

れている事態はそれを前提とする事象からなる領域を読み手に想起させ、主節はその領域の

中に探索される。したがって、順接条件節は主節の参照点をなす。 
なお、(17)では、V「suggest」が V´「見る」と V´2「わかる」で表現されている。これについては

5.3.2 で考察する。 
(17)と同様に V´が順接条件節にある例は数多い。(18)もその例である。 

 
(18) 対訳例(亀井 1994: 103)（利便提供） 

原文: The Auction Market Information (AMI) telex provides the latest livestock 
prices and throughputs from 200 auction markets in Great Britain.  

訳文: 競売市場情報（AMI）テレックスをご利用になりますと、最新の家畜価格と英国の

200 にものぽる競売市場からの入力情報が得られます。 
 
S provides O ： S´をご利用になりますと、O´が得られます。 
 

なお、(18)の訳文では、V のもう 1 つの対訳成分 V´2 が主節に「得られる」という自動詞的表

現として表れていることが特徴的である。これについては 5.3.2 の考察を参照されたい。 
以下の例(19)は上記の類似例である。この用例における「～によれば」は、情報源を表す表現
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であり、条件節が文法化した複合格助詞と考えることもできる20。 
 

(19) 対訳例(田辺ほか 2008: 付録 12)（意見陳述） 
原文 : The report, by London-based Goldman economist Kevin Daly, concludes 

that developed countries don't have to choose between babies and women in the 
workforce. (ibid.:134) 

訳文:ゴールドマン・サックス（本社口ンドン）のエコノミスト，ケビン・デイリーが執筆したこ

の報告書の分析によれば、先進国では子育てと女性の社会進出の間で悩む必要は

ない。 
 

S concludes O：S´の分析によれば、O´。 
 
一般に情報源を表す「～によれば」という表現は、その情報源の提供する情報を後置する表

現である。したがって、この前置表現があることで何がしかの情報からなる領域を読み手に想起

させ、後置表現がその領域の中で探索される。したがって、「S´の分析によれば」という前置表

現はそれに後続する節の参照点をなす。 
本稿の分画においては、これと同様に V´が「～によれば」という前置表現の中にある例も数

多い。 
(20)の「思うに」は、意見陳述をするときの表現で、副詞節に分類される(安 2017)21。意見陳

述をする動作主は省略されているが、これは発言者としての第一人称の省略と考えられる。 
 

(20) 対訳例(安西 1982: 68, 71）（意見陳述） 
原文: I suggest to you that the knowledge a novelist imparts is biased and thus 

unreliable, …. 
訳文: 思うに、小説を読んで得られる知識などというものは、（作者の）偏見を帯びている

ことが多く、当てにならぬ場合が少くない。… 
 

S suggest that-O ： ［φ(S)が］思うに、O´。 
 
この訳文は特に以下のような点で参照点構造をなしているといえる。「思うに」という表現は、

何らかの思考内容が後続することを読み手に想起させる。言い換えれば「思うに」はその思考内

容からなる領域を読み手に想起させると言えよう。主節にはその思考内容が表現されている。よ

って、「思うに」という表現は主節の参照点であると言える。 
(21)は原文の従属節に主節が挿入されている例である。訳文の「～言わせれば」は順接条件

節の一用法としての「発言の前置き」に類似したものと思われる。条件節の後方にその発言内

容が想起される22。 
 

(21) 対訳例(安西 1982: 197-198）（意見陳述） 
原文: The telephone, she said, was the invention of the devil. … 
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訳文: 彼女に言わせれば、電話は悪魔の発明したもので、…。  
 
S said O ： S´に言わせれば、O´。 

 
(22)は V が否定形をとる場合である。 
 

(22) 対訳例(安西 1982: 181）（利便提供） 
原文: All the wealth of the world could not buy you a friend or pay for the loss of 

one.  
訳文: 世界じゅうの富を投げ出してみたところで、友人を買うことなどできはしないし、友

人を失った代償になるものでもない。  
 
a. S could not buy O： 

「S´を投げ出してみたところで、O´を買うことなどできはしない」 
b. S could not pay for O： 

「S´を投げ出してみたところで、O´〔の〕代償になるものでもない」 
 
(22a)、(22b)はそれぞれ「could not buy」を「投げ出してみたところで、[…]買うことなどでき

はしない」、「could not pay for」を「投げ出してみたところで、[…] 代償になるものでもない」と

翻訳したものである。この訳文は以下のような点で参照点構造をなしているといえる。いずれも

逆接条件節「～[した]ところで」という表現をもとに、その条件では起こり得ない事態を読み手に

想起させる。主節にはその事態の具体例が表現されている。したがって、これら逆接条件節から

なる表現は主節の参照点であると言える。 
 
なお、分画した言語資料の内、副詞節に V´がある対訳例全部について同様に分析できた。 
 

4.6 提題部 
ここでは提題部に V´が位置している例を示す。提題部の例としては「～は、」や「～なら、」、

「～だが、」23などがある。分画した対訳例では、原文の O が that 節であり、翻訳の際に原文の

SV までで切ってそこまでを訳文の提題部として訳出している。 
以下の対訳例(23)で網掛け部が提題部である（以下同様。）。 
 

(23) 対訳例(亀井 1994: 144-145)（思考） 
原 文 : Thomas Jefferson believed that to preserve the very foundations of our 

nation, we would need dramatic change from time to time.  
訳文: トーマス・ジェファーソンの思想は、わが国の真の基礎を保持するためには、時折

劇的な変化を必要とするということでありました。 
 

S believed that-O ： S´の思想は、O´でありました。 
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この訳文では S´と V´が提題部にあり、O´が補語部に位置している。原文の SV が訳文では

「S´の V´」と表現されていることが特徴的である。 
この訳文では取立て助詞「ハ」により主題が提示されているのだが、取立て助詞「ハ」が参照

点構造を形成することは Langacker(1999:195, 2008:556), 尾谷(2005)等に述べられていると

おりである。したがって、この訳文の提題部はそれ以降の表現の参照点となっている。 
なお、V のもう 1 つの対訳成分 V´2 が主節に「ありました」という自動詞で表現されているが、

これについては 5.3.2 の考察を参照されたい。 
対訳例(24)もやはり S´と V´が提題部にあり、O´が補語部に位置している。やはり原文の SV

が訳文では「S´の V´」と表現されていることが特徴的である。これも提題部がそれ以降の後置

表現の参照点となっている。 
なお、V のもう 1 つの対訳成分 V´2「聞こえてきた」が主節に自動詞で表現されていることが

特徴的である。これについては 5.3.2 で考察する。 
 

(24) 対訳例(安西 1982: 24-25)（聴覚） 
原文: He heard the Austrians shout themselves hoarse with joy…. 
訳文: 彼の耳には、オーストリア人たちが声をからして歓呼するどよめきが聞こえてきた。

… 
 

S heard that-O ： S´の耳には O´が聞こえてきた。 
 
対訳例(25)でもやはり S´と V´が提題部にあるのだが、「考える」という動詞までを節として表

現し、それを「べき」で受けて、そこまでを名詞句として主題にしている。O´は補語部に位置して

いる。 
 

(25) 対訳例(田辺ほか 2008: 56) （思考） 
原文: Both the ruling and opposition parties must seriously consider whether the 

present system can be changed so that money is put to better use. 
訳文 :与野党が真剣に考えるべきは、現在のシステムを変えて、財源をもっと有効に使

えないかどうかということである。 
 

S must consider whether-O ： S´が考えるべきは、O´である。 
 

対訳例(26)の訳文に見られる「～だが」は、「～だが」の主題用法である24。「～だが」を含む

節が文の主題をなし、文が何について述べるのかを示している。主題からその文の叙述範囲が

想起されるのであるから、その文は「～だが」節を参照点とする参照点構造をなしている。なお

SV が訳文で「誰でも子供の相手をしていればすぐに気のつくこと」として、「～していれば」という

条件節を用いて表現されていることが特徴的である。このことで、SV も参照点構造で表現され

ている。 
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(26) 対訳例((1)の再掲)（気付き） 
原 文 : Whoever has to deal with young children soon learns that too much 

sympathy is a mistake. 
訳文 : 誰でも子供の相手をしていればすぐに気のつくことだが、あまり同情しすぎると失

敗する。 
 

S learns that-O ： S´をしていれば…気の付くことだが、O´。 
 

(27)は上記の類似例である。ここでも「～だが」は、「～だが」の主題用法であり、主題部が文

において参照点をなしている。原文で現在完了形である「have V」が訳文では「V'にいたった」

として表現されている。なおこの訳文で SV が「永年研究した結果、私も確信するにいたった」と

して「S'の結果 V'だが」の形で表現されていることが特徴的である。この部分を詳細に見ると、

やはり参照点構造となっており、「結果」という語が後半部を想起させる参照点である。 
 

(27) 対訳例(安西 1982: 41)（証拠） 
原文: Years of study have convinced me that the real job is not to understand a 

foreign culture but to understand our own. 
訳文:永年研究した結果、私も確信するにいたったのだが、本当に重要なのは、外国の

文化を理解することではなく、実はわれわれ自身の文化を理解することなのだ。 
 

S have convinced me that-O ：  
S´の結果、私も確信するにいたったのだが、O´なのだ。 

 
対訳例(28)では取立て助詞「は」による提題部の中にある V´「読んだ」が O´「本」を修飾して

いる。さらにこの提題部が補語部にある O´2 に先行している。このことで大局的には V´が O´と
O´2 に先行している。 
 

(28) 対訳例(安西 1982: 134)（閲読） 
原文: In the course of a reasonably long life, I must have read many hundreds of 

books. 
訳文 : 私などまず長生きしてきたほうだろうが、そのあいだに読んだ本は、おそらく何百

冊になるにちがいない。 
 

S read O ： 〔S´が〕読んだ O´は…O´2 になる…。 
 

なお、分画した言語資料の内、提題部に V´がある対訳例全部について同様に分析できた。 
 

4.7 補語部 
ここでは補語部に V´が位置している例を示す。補語部とは文の中で格助詞「～が」、「～に」、
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「～を」等でマークされる主語、補語、及びそれに係る修飾語、状況語、修飾節を含む部分のこ

とである。分画した対訳例では以下の対訳例(29)があった。網掛け部が補語部である。 
 

(29) 対訳例 (安西 1982: 145)（視覚） 
原文: The next morning I woke early, drew the curtains, and saw the breath-

taking view across the valley. The range that had been palely visible in the 
moonlight was now a deep green meeting the blue of the sky, and … 

訳文: 翌朝早く起き、カーテンをあけたとたん、眼前の風景に、思わず息を呑んで

しまった。谷をへだてた山脈は、昨夜月光に照らされていた時はぼんやりとしか

見えなかったが、今はくっきりと深い緑で、それが空の青さに映え、… 
 
訳文において、原文主語 S「I」の対訳成分 S´はゼロ代名詞として文に含意されている。V´

「眼前」は補語部にある。さらに原文目的語主要部 Oh「view」の対訳成分 Oh´「風景」も補語部

にあり、V´が Oh´に先行している。このことで VO の順送り訳が成立している。 
原文は S-V-Oh という動作主-受動者構造をなしているが、訳文の着目箇所の構造は、V´

「眼前」が連体助詞「の」を介して Oh´「風景」を連体修飾していることから、V´が Oh´の参照点

になっている25。さらに O の対訳成分全体を詳しく見るために対訳成分 Oa´「思わず息を呑んで

しまった」と Op´「谷をへだてた山脈」を観察すると、先ず「風景に」の格助詞「に」が感情・感覚

の起因を示す用法26であることから、「風景に」(Oh´)が「思わず息を呑んでしまった」(Oa´)の領

域を規定していて、Oh´→ Oa´という参照点構造をなしている。また、ここまでの部分が特に「風

景」という語を手掛かりにして「谷をへだてた山脈」(Op´)の参照点となっている。よって V-O の

対訳成分は((V´→ Oh´)→ Oa´)→Op´という参照点の連鎖構造をなしている。したがって原文の

S-V-O という動作主-受動者の事象が訳文では S´を含意する上記の参照点構造で表現されて

いると言える。 
 

5 分析のまとめと考察 
5.1 課題への回答 

分画した訳文にはいずれも以下の二つの特徴がみられた。①訳文はいずれも前置文、等位

節、提題部などの前置表現を参照点とする参照点構造をなしていて、原文の動作主-受動者

構造ではない。②参照点にあたる前置表現内に S´及び V´（あるいはその一部）があり、標的に

あたる後置表現内に O´がある。 
この観察結果から、本稿で分画した主節他動詞とその目的語に関する順送り訳について以

下のことがわかる。 
先ず〈課題 1〉に関して、①から訳文はいずれも参照点構造で表現されていると言える。また、

②から、順送り訳が実現しているのは、訳文の参照点構造を基盤として V´が O´に先行する位

置にあることによるのがわかる。これが〈課題 1〉に対する回答である。 
次に、〈課題 2〉に関して、①から訳文はいずれも参照点構造を呈しているのだが、参照点構

造は日本語に顕著な表現形式である。したがって VO の順送り訳を通じて原文の動作主-受動

者構造という表現形式が日本語に顕著な表現形式にシフトしていることから、SV の順送り訳は
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日本語らしさに寄与していると言えよう。これが〈課題 2〉に対する回答である。なお、日本語の

特徴として自動詞的表現が指摘されているところ、(池上 1982: 105-107; 中村 2019: 347)、
V´2 がしばしば自動詞であることも順送り訳が日本語らしさに寄与している一要素であると言える。 

 
5.2 研究手法に関する検討 

本稿ではトゥーリーの記述的翻訳研究の手法を用いた。この手法では、対象とする対訳例に

翻訳の等価が成り立っているものとみなした上で翻訳シフトを観察し、そこに通底する規範を考

察する。前提とした翻訳等価に関して、ここで留意しておきたいこととして、原文主節 VO の順

送り訳において原文と訳文の間で統語面での等価が成り立っていないことは対訳例から明らか

である。この点について北村 (2020)は、原文主節 VO の順送り訳例の観察から翻訳等価の一

要素として「認知的事態における等価」が成立している可能性を指摘し、研究手法の妥当性を

確認した。さて、本稿における分画では翻訳シフトとして原文の動作主-受動者構造から訳文の

参照点構造へのシフトという、英語を特徴づける文構造から日本語を特徴づける文構造へと表

現構造のシフトが見られた。この観察から、言語資料の翻訳者らは訳文に日本語らしさ求める

「同化翻訳」を翻訳規範の一つとして持っていたことが示唆される。このことは翻訳者らが主観

的に述べた翻訳指針とも符合している（1.2「順送り訳を採用する意図の例」参照。）。 
 
5.3 観察結果の一般性について 

本稿で分画した言語資料においては、原文主節 VO の順送り訳は訳文の参照点構造を基

盤に実現していることが観察された。ここではその観察結果が一般的に英語を原文とした主節

VO の順送り訳における傾向を示しているものかどうか検討しておきたい。本稿で取り上げた分

画においては、訳文がもれなくいずれも参照点構造を示していたが、これは今回の分画に限っ

た偶然であろうか。それとも一般性のある性質だろうか。 
 
5.3.1 「言語の鋳型」と「切って訳すこと」 

これについて、まず日本語そのものが参照点構造を取りやすいことは数々の先行研究で指摘

されているとおりである。Sapir (1921, Chapter 1. 邦訳 p.42)は、言語は「思考の鋳型(mold)」
であると言ったが、日本語の鋳型の一つとしてこの参照点構造があげられよう。そうであれば翻

訳者は日本語話者としてごく自然にこの鋳型を用いて自らの思考を表現することができるだろう。

本稿の訳文例を見ると、翻訳者はこの鋳型に S´、V´、O´の順で流し込んだかのように見える。 
この件についてより詳細に検討するために本稿で見た訳文例の特徴を総括すると、以下の

(30)に示す模式が得られる。 
 

(30) 訳文の模式 
<S´, V´> ―――→ O´ 
参照点 想起関係 標的 
 

(30)のうち、<S´, V´>の部分は、翻訳実務でいう「SV で切って訳す」という作業で訳出した部

分である。「切って訳す」という作業には、切って訳した部分をもって文脈の一部分を形作り、原
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文の後続部分をさきほどの文脈に即しながら訳出し、訳文を完成するという含意があるであろう。

具体的には、原文 SVO のうち先ず<S´, V´>が切って訳される。あとは O´を表現すればよいこ

とになるのだが、この時、<S´, V´>で文脈の一部分を形作り、それを足掛かりとしつつ、日本語

の鋳型に合わせながら、その文脈に即すように、足掛かりから想起されるような事象として O´を
訳出すれば、この作業そのものが参照点構造を産出する趨勢を持つ。すなわち切って訳した箇

所が前提になり、それを土台に後文脈が表現されるのである。ここで後文脈は前提部分をもと

に解釈されるのであるから、前提部分が参照点、後文脈が標的である。ここで留意しておきたい

のは、ひとまとまりの訳文は、原文 1 センテンスにおけるような動作主-受動者構造を構成してい

ないことである。<S´, V´>を足掛かりとして参照構造の鋳型に従って O´へと表現をつなげるとき、

原文の動作主-受動者という構造を失うのである。こうして原文 SVO の動作主-受動者構造から

順送り訳 S´-V´-O´の参照点構造へという翻訳シフトが起きることが考えられる27。したがって、

翻訳者の意向として日本語の鋳型を使用するという方向性がある場合、「切って訳す」という翻

訳実務上の作業の性質から類推して、本稿分画で見た原文主節 OV の順送りに関する観察結

果は一般性が高いものと考察する。 
ただし、ここで大きな課題となるのは、翻訳者がいかに<S´, V´>を言語化するかである。本稿

の分画においても分析に見るように<S´, V´>が多様な形態をとっている。現実の翻訳行為にお

いて、原文 SV の示す事態を翻訳者がどのように捉えることで文脈に即した訳文表現が選択さ

れているのかは今後の研究課題である。 
 
5.3.2 「推移的表現」と「参照点構造」 

次に、一般に日本語らしさの一側面として指摘されている推移的表現（池上 1982: 71）と、参

照点構造との関係について考察しておきたい。 
池上 (1982)は、日本語では情景を「推移」としてとらえる傾向があり(ibid.: 71)、また「事の成

り行きという観点」から表現する傾向があるとした(ibid. :108）。この点で、英語において「〈動作

主〉としての〈人間〉に注目し、それを際立たせるような形で表現する」(ibid.: 108)のとは傾向が

異なることを指摘した。 
本稿の分画では原文 SVO の動作主-受動者という関係が、訳文においていずれも(30)の模

式であらわされる参照点構造で表現されていた。参照点の性質として読み手の意識は参照点

から標的に導かれる。言わば、ある場面から別の場面へと読み手の意識が推移するのである。

これにつれて読み手の着目点は参照点から標的に推移する。この経路を心的経路（mental 
path）という。本稿の分画では訳文の<S´, V´>が文、節、または句として一つの意味的なまとまり

を持つ前置表現をなし、これが参照点として働いていた。またここで O´を含む後置表現が標的

であった。読み手の意識はこの参照点から心的経路を経由して標的へと推移する。これを言い

換えれば、本稿で見た訳文はいずれも複数の場面を持ち、読み手の意識の中ではその場面が

推移する形で表現されているといえよう。これは池上のいう日本語の推移的表現の一形態と言

えるのではないだろうか。 
具体的にみると、前置文に<S´, V´>がある場合の下記(31)では、前置文と後置文がそれぞ

れ独立した文として各場面を表現している。そして前置文と後置文がゼロを介して照応関係を

もっており、これにより参照点構造が成立している。読み手はこれらを二つの場面間の心的経路
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をたどることにより、これらを情景の推移として理解するといえよう28。 
 

(31) 前置文に<S´, V´>がある場合（(11)訳文の再掲） 
訳文: 科学者たちは主張する。全球的生物地球化学モデルは、NPZD モデルがもたらし

た堅固な基盤の上に.時間をかけて構築されるべきである。 
 

また、副詞節に<S´, V´>がある場合の(32)では、前置節と後置節がそれぞれ独立した節とし

て各場面を表現している。そして前置節が条件節として後置節の前提をなしていることから、参

照点構造が成立している。そして読み手はこれら二つの場面間の心的経路をたどることにより、

これらを情景の推移として理解するといえよう。具体的には、(32)の第一場面は「調査を見る」と

いう情景であり、第二場面は「調査結果がわかる」という情景である。 
 

(32) 副詞節に<S´, V´>がある場合（(17)の再掲） 
原 文 : And surveys [in developed countries] suggest more couples want both 

partners to be in paid employment than is the case currently. 
訳文: ［φ(S´:一般読者)が］〔先進国における〕調査を見る V´と、今より共働きが増えてい

ることを望むカップルが増えていることがわかる V´2。 
 
ここで(32)の訳文の場合、V「suggest」が V´「見る」と V´2「わかる」で表現されている。前置

節（第一場面）にある V´は S´の動作の端緒であり、主節（第二場面）にある V´2 はその動作の

結果であるといえる。これを情景推移という側面から見ると、V´は情景推移の起因となるもので

あり、V´2 は情景推移の結果である。 
推移的表現のもう一つの例として、提題部に<S´, V´>がある場合の(33)を見る。ここでは提

題部の<S´, V´>が主題として働き、後続部分を理解するための手掛かりを担っている29。このこ

とで参照点構造が成立している。読み手はこの参照点と標的という二つの場面間の心的経路を

たどることにより、この情景を推移として理解するといえよう。具体的には、(33)の第一場面は「彼

の耳」という情景であり、第二場面は「どよめきが聞こえてきた」という情景である。  
 

(33) 提題部に<S´, V´>がある場合（(24)の再掲） 
原文: He heard the Austrians shout themselves hoarse with joy…. 
訳文: 彼の耳には、オーストリア人たちが声をからして歓呼するどよめきが聞こえてきた。

… 
 
ここで(33)の場合は、V「heard」が V´「耳に」と V´2「聞こえてきた」で表現されている。「heard」

という動詞と比較すると、前置節（第一場面）にある V´「耳に」は「heard」という聴覚に意識を向

けた際の起点であり、主節（第二場面）にある V´2 はその意識を向けた結果である。これを情景

推移という側面から見ると、V´は情景推移の起点となるものであり、V´2 は情景推移後の結果を

叙述している。 
このように本稿で取り上げた分画では訳文中の参照点、標的がそれぞれ一つの文や節、句を
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なしている。これらの参照点と標的のそれぞれを一つの場面と見ると、訳文は二つの場面の推

移として情景が表現されていることがわかる。このことは原文が動作主-受動者という一つの事

態として表現されていたのとは対照的である。また、本稿分画の訳文の内、原文の V が訳文で

は複数の V´で表現されている事例が対訳例(14)、(15)、(16)、(18)、(22)、(23)に見られるが、

そこに共通するのは、第一場面に現れる V´が情景推移の起因あるいは起点となる叙述であり、

第二場面に現れる V´2 が情景推移後の叙述であるということである30。 
 
以上に述べた性質が原文主節 OV の順送り訳一般について事実であるのか否か、参照点構

造以外の原文主節 OV の順送り訳があるのか、あるいはより一般的に英日順送り訳を俯瞰した

ときに上記の議論が成り立つか否かは、今後の研究でより明らかにしたい。 
 

6 結論 
順送り訳は、通訳研究においては通訳時に短期記憶容量の制限があることから原文の前方

から順に訳出する要請がある点に着目して論じられることがある。一方、文書翻訳という訳出時

間の制限が緩い場合においても順送り訳が行われることがあり、その要請のひとつとして日本語

らしい訳文の産出という要素がある。本稿では後者について、順送り訳と日本語らしさの関連に

ついてその一端を解明しようとした。 
本稿で分画した言語資料においては、英日翻訳における主節他動詞 V とその直接目的語

O の順送り訳は、訳文の参照点構造を基盤に実現していることが観察された。具体的には、訳

文のうち参照点である前置表現に対訳成分 V´が表現され、なおかつ標的である後置表現に対

訳成分 O´が表現されることにより、V´-O´という順序が実現しているのである。また、日本語にお

いては言語類型学的にみて参照点構造が顕著であることから、原文主節 VO の順送り訳が参

照点構造を持つことで日本語らしさに寄与していることがわかった。なお、一般には訳文の日本

語らしさは参照点構造のみが担うわけではなく、中村(2019: 343)に見られるような日本語の数

ある特徴が訳文に織りなされ実現するものと考えられる。 
本稿で得た原文主節 OV の順送りに関するこの観察結果は、「切って訳す」という翻訳実務

上の作業から類推して一般性が高いものと考察したが、本稿は限られた事例に基づいているの

で、より一般的な議論については今後の研究にゆだねたい。 
 
【註】 

 
1 本稿は北村(2020)の一部である参照点構造の論考について詳述したものである。 
2 染谷(2012: 104)は「意味単位」を「sense group」と呼んでいる。 
3 日本語の基本語順と語順の許容範囲について野田(2000)を参照。 
4 Langacker (2008: 367. 邦訳 p.480)は動作主志向の言語についてこのように述べている。動作主

志向の言語は「感覚や意志を持ち、世界に強く働きかけ、周りの環境を制御・維持していくために

エネルギーを使う、生物としての人間の役割を反映する」。 
5 中村(1998, 2019)、濱田（2013）では動作主と受動者について、それぞれより抽象的な trajector

と landmark という用語を用いて説明している。 
6 「参照点とは、ターゲットを適切に解釈・同定するためのドメインを聞き手に喚起させるための手掛

 



 
 MITIS Journal 

85 

 
かりである。」(尾谷 2005: 56)も参照。 

7 池上(1982:85)は主語と主題の違いについて、このように述べている。「主語は述語に対して文法

的な支配力を持つが、主題は叙述に対してそのような力はない。主題は，それに続く叙述に対して

言わばその舞台を設定するというような働きを持つ。それは（文字通りにも，また比喩的にも）何か

が起る〈場所〉を前もって示しているものであると考えてよい。」 
なお、池上 (1982)において、「主題」という概念の導入部分では Halliday に言及しているが

(ibid.: 77)、その後の議論における例示では取立て助詞「は」について言及していることがほとんど

である。上記の引用においても、文法成分としての主語との対比で「主題」について述べているの

で、やはり文法成分としての「主題」について解説しているものと考えられる。文法成分としての

topic と Halliday の theme の関係について言うと、Li and Thompson(1976)でいう topic や本稿

の依拠する日本語文法体系でいう「主題」は文頭にあることが多い。そのため、実際の用例では

Halliday の主題概念と重なる部分が多い（脚注 12 参照）。なお、学校文法では取立て助詞「は」

と格助詞「が」を共に主語をマークするものとして取り扱い、「は」を主題とする概念を持っていない

(文部科学省 (2017))。 
8 ここで述語である「長い」は「鼻」の属性を述べたものであるから「鼻」が主語である。しかし、「長い」

は「象」の属性を述べたものではない。しかしながら、「鼻が長い」は「象」について述べたものであ

る。したがって、「象」は主題である。 
9 この用例は Li and Thompson(1976: 462)において、主題を持つラフ語の例として類似の文が提

示されている。 
10 本稿では、日本語の文法体系は日本語記述文法研究会（編）(2003-2010)に従う。 
11 日本語記述文法研究会（編）「現代日本語文法５」(2009: 175)。 
12 Li and Thompson(1976)のいう topic は theme とは別の概念であり、同論考は topic を文の文法

成分として考察している。この点でテクスト形成部門での範疇とする Halliday(1994)の theme と

は定義が異なる。Li and Thompson(ibid.)が topic を文法成分として分析していることは、同論

文の目指すものが「 a typology based on the grammatical relations subject-predicate and 
topic-comment.」と冒頭に掲げられていることや(ibid.: 459)、主題優勢言語のリス語に関する考

察の箇所で「The only relevant notion in the syntactic structure of Lisu sentence is the 
topic, […].」としていることなどから分かる。ただし、この topic が談話(discourse)に影響を及ぼ

すことは数か所で述べられていて、ある箇所では「The topic is the ''center of attention''; it 
announces the theme of the discourse.」 (p.464)と述べている。なお、 topic がプラハ学派の

theme と異なることは同論文の脚注 3 に明示されている。 
13 副詞及び副詞節の語順に関する詳細な分析は野田(2013)にある。 
14 「接続詞は前節を参照点として経由し、ターゲットである後節の理解を助けるという参照構造がベ

ースになっている。」(尾谷 2005:144) 
15 本稿の従う文法体系（註 11 参照）においては、日本語の複文を構成する節を、主節の他に補足

節、名詞修飾節、副詞節、等位節、並列節に分類する。いわゆる重文は等位節を含む複文として

考える。文連続として【前置文】が複文に先行する場合を想定し、その骨格を模式化したものが

(10)である。 
16 この議論についてはゼロを用いずに Langacker (2008)の精緻化サイトの概念を用いても説明で

きるものと思われる。精緻化サイトと参照点の関連については稿を改めて論じたい。 
17 英日翻訳で実際の訳文産出において文脈情報が頻繁に参照されていることについては、稿を改

めて論じたい。なお、(15)に至る前文脈は以下の通り。  “I knew he liked to talk to me, but I 
never thought he looked upon me as anything but a club acquaintance, so I was not a little 
surprised when one day I received a telegram saying that he was spending his vacation on 
the Riviera, and would like to stay with me for two or three days on his way to Italy. I 
wired that I should be glad to see him.” 例えば(15)の訳文では「打ち返して」の「返して」の部

分が、「wired」という行為において相手への返答を意図しているという文脈情報を参照している。 
18 日本語記述文法研究会（編）「現代日本語文法６」(2008: 267) 
19 日本語記述文法研究会（編）「現代日本語文法６」(2008: 283) 
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20 日本語記述文法研究会（編）「現代日本語文法６」(2008: 99)。庵ほか(2001: 27)。 
21 これと類似例として、順接条件節は思考や発言を表す動詞に接続して、発言の前置きとして機

能する場合がある。例として、「思えば、あなたとのつきあいもずいぶん長くなりましたね。」、「考え

てみれば、この何年も映画を見ていない。」など。日本語記述文法研究会（編）「現代日本語文法

６」(2008: 98)。 
22 註 21 参照。 
23  「～だが」という表現には主題を提示する用法と逆接条件節の用法とがある。主題を提示する用

法としては、「その発話までに主題となっていなかったものを新たに主題として提示するのに用いら

れる。」（日本語記述文法研究会（編）「現代日本語文法５」(2009: 254)） 
24 註 23 を参照。 
25 「3.1 認知言語学による類型論の分析」の例(6)について述べた連体助詞「の」に関する議論を参

照 
26 日本語記述文法研究会（編）「現代日本語文法５」(2009: 81-82)。 
27 日英方向の順送り訳では原文日本語の参照点部分が訳文英語の動作主として表現されることが

ある。例えば「練習すればうまくなる。」という原文の参照点「練習すれば」を訳文では「practice」と

いう語を用いて動作主とし、さらに英語らしく動的な表現を取れば「Practice makes perfect」と翻

訳される。これは動作主を設定したのちに英語の動作主-受動者という鋳型のもとに訳文を産出し

たものと考えられる。 
28 もっとも(31)の前置文にある V´の目的語がゼロで表現されていることから前置文は S´-O´-V´とい

う動作主-受動者の関係を持つともいえる。しかし、原文では 1 センテンス内で動作主-受動者の

関係を持っているが、訳文は二つの文で構成されており、その前置文、後置文がそれぞれ文とし

てのまとまりを持ち、独立した事態を表現しているという点で異なる。 
29 註 7 の池上(1982:85)の引用を参照。主題は舞台としての働きをなす。 
30 認知文法論において Langacker (2008: 157)が英語単文の trajector と landmark との関係を参

照点とターゲットとして考察する中で、動詞を target process と言い、「 The overall target 
process, T, has been factored into two subprocess, T1 and T2」としていることから、V´、V´2 に

ついては T1、T2 との関連で論考を進められるものと思う。 
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