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英文和訳における原文と訳文の語順の違い
横山知幸

Word Order Differences between Source Text and Target Text
in English-Japanese Translation
Tomoyuki YOKOYAMA
This article analyzes a nineteenth-century English reader. It is a self-study book and has interlinear word-for-word
Japanese translation with numbers indicating the order for translating English words into Japanese words. This type
of self-study book, widely used in Japan in those days, is the prototype of the translation method in Japan. A simple
computer program for the data analysis software called "R" was written to analyze the order for translating English
words into Japanese words in this type of translation. The results suggest that the basic movement in English-Japanese
translation is a combination of one rightward and one leftward movement, which means translating forward first and
then translating backward. More complicated zigzag movements seem simply to be further combinations of this basic
movement.
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本研究では、先ず、英文和訳における訳と語順に

外国語教育においては、そもそも「訳」など行っ

関する基礎的事項を確認する。次に、英文和訳の「原

てはならないという考え方が、日本にも根強くある。

型」とでも言うべき和訳方法を、日本におけること

平成 21 年の『高等学校学習指導要領解説 外国語編・

ばの使われ方の中に、簡潔に位置づけようと試みる。

英語編』には、ついに、訳の全面否定にもう一歩近

最後に、その「原型」的な和訳方法による「実際の

づいた次のような記述が現れた。

訳文」を、リーダー一冊分、コンピュータで処理し、
英文和訳における原文と訳文の語順の違いを、一部

英語による言語活動を行うことを授業の中心と

だが客観的に明らかにする。

するためには、読む活動においては、生徒が、

通常の英文和訳も、以下で説明されるように、基

生徒の理解の程度に応じた英語で書かれた文章

本的には、上記の「原型」的な和訳方法の延長線上

を多く読み、訳読によらず、概要や要点をとら

にあるので、本研究は、通常の和訳や翻訳の問題を

えるような言語活動をできるだけ多く取り入れ

考える上での基礎的研究としても利用可能である。

ていくことが重要である。［下線は引用者］

また、この「原型」的な和訳方法では、
「訳す順番」
が数字で明示される。つまり、既に数値データ化さ

しかし、クック（2012: 35）は、訳を完全に否定

れている希有な資料が提供されるので、和訳の際の

する「直接教授法」的な考え方に対して、歴史的な

語順が「客観的」に分析できるという利点がある。

視点から丹念な検討を行い、次のように述べている。
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さまざまな教育現場における訳を一切禁じ、ま

大した問題ではないだろう。単純に英文を後ろから

た何十年もの間理論・研究の中で訳をないがし

前に和訳して行けばよい。語順が問題になるのは、

ろにしてきた原理は、改革運動が展開した学術

日本語と英語の語順が一致する部分と逆転する部分

的な議論の血をひくものとは言えない。

があり、訳語の並べ方が交錯するからに他ならない。

つまり、このような訳を全面的に否定する考え方

Ⅲ．変体漢文

は、外国語教育理論分野に見られる特殊な考え方で
あり、実証的研究に基づいたものではない。外国語

さて、歴史的に見れば、日本が位置する東アジ

学習における「訳」は、研究されることなく否定さ

アで最も有力であった言葉は、漢字・漢文である

れて来たのであり、これからの研究が、もっと必要

が、漢文は SVO の語順である。そして、日本語には、

だと考えられる。

もともと文字がなかったので、はじめは日本語を「書

また、英語と日本語は、語順が異なる。文を構成

く」ことは容易ではなかった。沖森（2003: 89-90）は、

する「主語」、「動詞」、「目的語」などの要素をなら

日本における漢字だけで書かれた「漢字文」につい

べる順番が、部分的に逆になることが少なくない。

て、次のように述べている。

例えば、単純な他動詞の構文では、英語では SVO、
日本語では SOV の語順になる。これを和訳する場

六世紀初頭までの漢字文は、漢文の枠組みに

合、先ず英文の最初にある主語を訳したあとで、二

従って表記されていた。……それは、日本語

番目にある動詞を「素通り」して、最後にある目的

を漢文に翻訳して表現するという段階であった。

語を訳し、そのあと逆戻りして、先ほど「素通り」

ところが、六世紀中葉になると、固有名は訓に

した動詞を訳すことになる。つまり、「素通り」と

よって表記されるようにもなっている。……漢

いう行為と関連しながら、訳す方向が、
「左から右（訳

文の枠組みから逸脱しかけようとしているレベ

し下ろし）」、「右から左（訳し上げ）」と、一度だが

ルである。そして、日本語独自の表現を書き記

「逆転」する。複雑な構文の場合、多様な「素通り」

す、たとえば、日本語のままの語順に従い、謙

や「逆転」が生じ、
「訳し下ろし」と「訳し上げ」が、

譲表現や付属語の類などを表記する段階にいた

ジグザグに交錯することもある。

るのである。このレベルのものは原則として訓

もっとも、英語と日本語では、構文的に語順が「完
全に逆」になるわけではない。言語類型論的に言

を前提とした漢字文であって、もはや和文と呼
ぶ以外にない。［下線は引用者］

えば、英語の語順は SVO であり、日本語の語順は
SOV である。松本（2006: 211）によれば、世界の

つまり、日本語を書くということに関して言えば、

諸言語の語順のタイプとその割合は、SOV（49.3%）、

漢字文は、中国語への翻訳から始まり、中国語から

SVO（35.0 %）、VSO（11.2 %）、VOS（2.8 %）、OVS

の逸脱を続けることで、最終的に日本語のとしての

（1.0%）、OSV（0.6%）である。日本語は最大グルー

独自の表現が可能になるのだろう。このような側面

プに属し、英語もそれに次ぐグループに属してい

では、語順の問題は最初から存在することになる。

る。さらに細かい側面に目を向ければ、同じ SOV

さらに、日本における漢文的文章も、一様ではない。

や SVO と言っても、語順に大きな違いがある場合

飛田（他編）（2007: 486）から、峰岸明氏による漢

もある。角田（2009: 3）は、日本語（SOV）、英語

文の説明を、一部分引用する。

（SVO）、タイ語（SVO）の細かい語順比較を行い、
「日
本語とタイ語は語順に関してかなり一貫して逆であ

……本来の漢文の構文を具備したものは、純漢

る」のに対して、「英語の語順は一貫性がない。日

文と称される。一方、日本語の語序の混入した

本語と同じになったり、タイ語と同じになったりす

漢文体の文章には、和化漢文・変体漢文などの

る」と述べている。だからこそ、英文和訳に際して、

称がある。［下線は引用者］

複雑なジグザグ運動が生じることになるのかもしれ
ない。
もし、日英語で語順が完全に逆なら、語順など、

純漢文以外のものの呼称は色々あるが、ここでは
「変体漢文」と呼んでおく。変体漢文は、英語関係

英文和訳における原文と訳文の語順の違い

者にも既視感を持たせる。英文を書こうとしながら、
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う意味でこの名がつけられた。

英語から（少なからず日本語からの影響によって）
何らかの点で逸脱したものを、英語教師は日常的に

日本人英語学習者の使う英語は、もちろん日本語

目にする。金（2010: 192-193）は変体漢文を次の四

ではないが、完全に英語とも言い切れず、両者の中

つに分類しているので、要点を簡潔に引用してみる。

間に位置する独自の発達途上の体系である。日本人
漢文学習者の使う漢字文も、それに類似したもので

書き手が規範的漢文を書くつもりが、漢文

あろう。そして、言語の接触と学習で生じた様々な

の語法に習熟しておらず、誤解によって変則

中間言語的文体が、広く色々な目的で使用されるこ

的、破格となったもの。

とになると、もはや学習者の発達途上の言語体系と

①

②

①と同じであるが、その誤りの中に書き手
の母国語の語法や語彙が無意識に反映してい

いう枠の中には収まりきれず、一般的な言語運用一
部になって行くのかもしれない。

るもの。
③

②で無意識的であったものを意識的に用い、

Ⅳ．漢文訓読

自国の語法、語彙によって漢文を変形させた
もの。

漢文学習には、もう一つの側面がある。漢文の

漢字を表音的に用いて自国語を記述したも

「訓読」である。湯沢（2010: 17-18）の説明によると、

の。漢字で書いてあるだけで、漢文ではない。

最初から一種の直訳である「訓読」のみを用いて漢

④

文を読み進めていく方法が平安時代を通じて音読を
日本語の歴史的研究では、漢文から日本語の文へ

圧倒するようになり、儒学においては平安中期頃に

という視点で説明されるのであろうが、英語関係者

完全に音読を駆逐するらしい。そして、漢文を経由

の関心からすると、「日本語と中国語を両極に持つ

して生み出された訓読のことばは、それまでの日本

連続体」という捉え方をしてもらう方が、わかりや

語とは異なる性質を持つことになるようだ。神野志

すい。乾（2003: 43）は、変体漢文に関して、次の

（2007: 41-42）は、次のように述べている。

ように述べている。
大事なことは、それを、単に日本語とは言え
……日本語文と中国語文との間には、日本語文

ないということです。もっとはっきり言えば、

らしくない日本語文や中国語らしくない中国語

人工的なことばだと言うほうがあたっている

文が連続として存在することになる。それが漢

でしょう。つまり、訓読することが、ことば（書

字で書かれていることによって、漢文か和文か

記言語）を作るものでもあったということです。

の議論が生じるのであり、そこに中間的なさま
ざまな文体ないしは表記体が考えられてよい。

そして、漢文訓読とひとことで言っても、時代や
流派によって違いがあるようだ。齋藤（2011: 5）に

もし、日本語と中国語との間の様々な表現を、連

よると、近世の漢文訓読では、後期になると訓読法

続体として考えてもよいのであれば、その連続体は、

が簡略になり、「①補読語（読み添え語）の減少」

いわゆる「中間言語」という概念に類似したものと

と「②音読の増加」が見られるという。つまり、訓

なる。鈴木・白畑（2012: 142-143）の中間言語に関

読とは言いながら、漢文をそのまま音読する、つま

する説明を以下に挙げる。第二言語とは、ここでは、

り、訳さないという方向に進んでいる。さらに、齋

日本人学習者にとっての漢文や英語を考えておけば

藤（2011: 262）は、この後期の訓読への転換点は、
「荻

よいだろう。

生徂徠・太宰春台が訓読自体を否定した時期にほぼ
一致する」とも述べている。英語教育では、和訳な

第二言語学習者の発達途上の言語体系を総称し

どしない方がよいのだとする考えは、かなり新しい

て、 中 間 言 語（interlanguage） と よ ぶ。1970

ものだと思われている場合もあるが、決してそうで

年代前半に、「母語でもなければ、第二言語で

はない。

もない、その中間の位置にある言語体系」とい

それでは、なぜこのような極端な訓読が行われた
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のだろうか。齋藤（2011: 267）は、このような訓読

先に「素通り」され、あとで訳されることがわかる。

の典型例では、「訓読文を意味のある日本語として

また、先に訳された動詞の主語が、あとで「素通り」

とらえようとしたものではなく、もとの漢文に戻れ

されている。二番目の長い文では、訳す方向が三回、

ることを重視し、そのために、極端なまでに機械的

逆転していることもわかる。

な訓読法を行っていた」のだと述べている。つまり、

英文訓読は漢文訓読によく似ているが、漢文訓読

自然な日本語への翻訳を目指すのではなく、外国語

とは異なり、英文に密着した日本語訳の文体を発達

学習の便宜という性質を強めたということであろう。

させなかったようだ。古田島（1997: 207）は、英文
訓読では、訳語を並べる順番が、漢文訓読より自由

Ⅴ．英文訓読の仕組み

度の高いものであることを指摘し、「語順に関する
かぎり、漢文訓読には英文訓読よりもずっと強い制

近世以降の西洋語の学習でも、漢文訓読と類似の
方法が用いられるようだ。現代の英文和訳につなが

約があるのです」と述べている。湯沢（2010: 19）は、
次のように主張する。

る欧文訓読を考える場合、リーダーなどの「独案内
（ひとりあんない）」と呼ばれる独習書を見るのがよ

……直訳の仕方が根本的に異なる。漢文訓読の

いと思われる。これこそが、英文和訳の「原型」と

場合はその方式がほぼ固定しているのに対して、

でも言うべき和訳方法である。後で分析対象になる

英文直訳は人により場合によりかなり異なる。

明治期の独案内の特質を説明するため、生駒蕃［訳］

固定度が低い。はっきりとした決まりがないに

『ウヰルソン氏 第一リードル独案内』同志出版舎（明
治 18 年）から、連続する二文を例として下に示す。

等しい。この点において、英語の教科書の「虎
の巻」の直訳は、訓読により近い。

独案内は英文の訓読と言ってよいが、少なくとも、
「英文」、「逐語訳」、「和訳の順番を表す数字」が提

ここで言う「虎の巻」とは、上の「独案内」や、

示される。なお、下の例では、漢字の旧字体等は現

独案内の語順を日本語風に変換し、訳文のみを提示

代の通常の字体に変更し、仮名の合字は現代の通常

する「直訳本」、および、その子孫にあたる自習書

の表記に書き換え、漢数字は算用数字に変更し、単

を考えればよいのかもしれない。

純な誤植と思われる部分は、文脈に照らして修正し
てある。

日本において、英文和訳から、英作文などの「英
文を表出する活動」へと、円滑に学習が進まない原
因の一つは、原文の英語と訳文の日本語の間の言語

Do

you

see

為スカ    汝ハ

的距離の大きさにあるのではないだろうか。それが、

Jane?

  見   ジェーンヲ

英文和訳における語順の自由度の高さという形で現

4              1        3           2
She

  has

彼女ガ

モツ

a

bird,

and

鳥ヲ  而シテ

れるのだろう。また、語彙的側面でも、英文訓読では、
has

英単語をカタカナ発音で読むだけで済ませることも

彼女ガ  タ

少ないので、近世後期の漢文訓読のように日本語か

she

1             3           2         4          5      10  

ら離れる方向に向かったわけではないだろう。しか

put

cage.

し、訓読が一般に持つ性質として、自然な日本語へ

鳥籠ノ

の翻訳よりは外国語学習の便宜のためのものという

it

置イ  其ヲ

in
中ニ

a

9        8       7              6
独案内の訳し方では、冠詞のような一部の訳さな

性質は、共有しているのかもしれない。

Ⅵ．英文訓読の末裔

い「置字」をのぞき、各単語に訳語を与え、その訳
語を日本語として再配列するための番号を付ける。

ここまで、漢文や欧文の訓読を検討してきたが、

その番号順に読めば、直訳ができ上がる仕組みであ

少なくとも欧文訓読は、より一般的に言えば、「行

る。その後に、直訳の日本語としての不適切さを修

間 訳（interlinear translation / interlinear gloss）」 に 分

正した意訳が置かれることもある。上の例において、

類できる。洋の東西を問わず、昔から言語学習など

「訳す場合の語順」を見ると、動詞や前置詞などは、

に広く用いられてきた方法である。

英文和訳における原文と訳文の語順の違い

しかし、「独案内」の英文訓読は、文法項目・構
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さて、英文訓読体の訳文が、多くの場合、日本語

文や慣用句の訳し方などで、現在の英文解釈の水準

として不自然な原因を考えると、最も重要な点は、

から見ると、不十分な点も少なからず存在するし、

原文の語用論的・社会言語学的側面への配慮が欠け

誤訳と言ってよい部分も混じっている。明治以降の

ていることだと思われる。原文の各単語の文脈上妥

受験参考書の発展などによって、そのような和訳上

当と思われる意味、そして、文法構造を伝えるだけ

の不備は大きく解消されて行ったと思われるが、受

のものである。逆に言えば、コミュニケーションの

験参考書の発展に関しては、江利川（2011）に非常

場面など、他の側面は犠牲にしても、各単語の文脈

に詳しい考察がある。

上妥当と思われる意味、そして、文法構造をできる

そして、英文訓読の流れは、21 世紀の今でも、

だけ伝えようとする訳文だと言うべきだろう。

一部の大学受験用などの学習参考書などに見ること
ができる。次の引用は、杉野隆・桑原信淑『大学受

Ⅶ．目標言語と中間言語

験スーパーゼミ 徹底攻略 英文解釈の技術 100 CD
付 新装改訂版』桐原書店（平成 21 年）からのもの

翻 訳 研 究 で も 言 語 教 育 で も「 目 標 言 語（target

である。この参考書は売れ筋のようで、現在では「基

language）」という用語を使うが、それぞれの分野

礎編」と「入門編」も出版されている。この行間訳

で意味が異なる。英文和訳を行う日本人英語学習者

に数字をつければ、独案内と全く同じ形式になる。

の場合、目標言語とは、英文和訳の作業のみを考え

冠詞はもちろん「置字」であり、no one の訳も、こ

ると、和訳の目標となる言語である「日本語」であ

れ以上は考えられない超直訳だ。

るが、英語学習の全体を考えると、学習者の習得す
べき目標となる言語である「英語」である。

それは
That

である       
is

ことができる
can

a

質問

   ゼロの人が

question

no one

そして、英語学習者が会話や作文で表出する「英
語のようなもの」が中間言語であるならば、英語学

に答える

習者が英文和訳で表出する「日本語のようなもの」

answer.

も中間言語であると考えるべきではないだろうか。
学習者の学力の向上により、前者のタイプの中間言

また、一般的な英文訓読では成立しなかった「ほ

語は、次第に英語に近づいて行き、後者のタイプの

とんど英文そのままの極端な英文訓読体」も、大学

中間言語は、次第に日本語に近づいて行く。目標言

受験用などの学習参考書を広く探せば、わずかだが

語が二種類考えられるならば、中間言語も二種類考

見つけることができる。
『読み下し英文解釈［読む単］

えるべきだろう。ここまでの説明を総合的に検討し

国立大学編』教育社（平成３年）のカバーにある使

てもらえば、漢文訓読や英文訓読による直訳文は、

用方法の説明から、訳しかたの説明を、下に簡略に

漢文や英語とも違うし、完全に日本語とも言えない

引用する。英文テクストから、英単語まじりの読み

ので、ある種の「中間言語」だと主張しても、それ

下し訳を作り、さらに、残っている英単語を日本語

ほど強い反論を受けないのではないだろうか。既に、

化すれば、全訳ができあがる仕組みである。

横山（1995）、横山（1996）、および、横山（1998）
では、日英語間で二種類の中間言語を考えるべきだ

［テクスト］Human beings are unique among all the

と主張しているが、本研究では目標言語が実は二種

creatures of the animal kingdom in their capacity to

類あるのだと強調することで、二種類の中間言語が

create and sustain culture.

存在する理由を、以前より明確に説明できるだろう。

［読み下し訳］human beings は、culture を create し

上で述べたように、英文和訳における直訳文は、

sustain する capacity を持っている点で、animal

厳密に言えば中間言語だと考えるべきだろう。英文

kingdom のすべての creatures の中で unique であ

をもとにしているので、「～が（は）」で表される

る。

「主語」が、原則として存在する。さらに、
「代名詞」

［全訳］人間は、文化を創造し維持する能力を持っ

の使用が日本語としては異常に多く、何・誰を指し

ている点で、動物界のすべての生きものの中で

ているのか不明になることも多い。コロケーション

唯一無比である。

が、通常の日本語とは異なる場合も少なくない。ま
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た、既に述べたように、通常、語用論的・社会言語

一から半分近くの語は一回も素通りされないが、半

学的側面を無視しているので、例えば、丁寧さや親

分近くの語は一回素通りされることなどである。

疎の程度なども、基本的には表現されない。その他

しかし、この一連の研究では、訳す順番の数値デー

多くの点で、日本語とは異なると考えられるのだが、

タのみを用いたので、どのような品詞や文構成要素

この論文では直訳に関して、いちいち「中間言語」

が、和訳の際の語順に関わっているのか不明であっ

という表現は使わないことにする。表記が非常に煩

た。そこで本研究では、品詞・文構成要素のデータ

雑になるからである。しかし、下で行う語順の分析

を新たに作成し、これと訳す順番の数値データ、お

は、単純な英語と日本語の語順の比較ではなく、英

よび、原文の英文データを対照することによって、

語とある種の中間言語との比較である点を、ここで

ある程度ではあるが、今まで不明だった点を明らか

強調しておく。例えば、自然な日本語なら英文の「主

にする。

語」に対応するものなど存在しない文脈でも、原則

本研究において分析の対象とするのは、既に上で

的に必ずそうしたものが存在する。そのような逐語

も例として用いたが、『ウヰルソン氏 第一リードル

訳の中間言語だからこそ、全ての文で語順の比較が

独案内』（以下、『ウヰルソン』と略称）であり、分

可能になっていることは、決して忘れないようにし

析された総文数は 883 である。1 この書物は、ウィ

て欲しい。英語の“Where am I?”を、自然な日本

ルソンリーダー［Willson’s Readers］の第一読本の

語の「ここはどこ？」と訳しても、語順の比較はで

独習書である。もとの英語読本シリーズは、米国の

きない。

英語母語話者用だが、日本でも明治期には英語教科

もう一つ確認しておくと、英文和訳における直訳

書として広く用いられた。独案内の「訳順付行間逐

文が中間言語なら、通常とは逆に、和訳を原文の英

語訳」は、既に説明してきたように、英文和訳の原

文に近づけて行くこともできるはずだ。前節で引用

型とでも言うべきものである。何より、訳者によっ

した二つの教材の直訳部分を吟味すると、最初のも

て訳す順番が明示されているので、分析対象として

のは語順が英語のままであり、二つ目のものは語彙

は他に類例がないほど好都合なものだ。既に数値

の多くが英語のままである。実は、英文を英文のま

データ化されている。現在では、国立国会図書館

ま理解する方に向かっているとも言える。フレーズ

の「近代デジタルライブラリー」（http://kindai.ndl.

リーディングなども、この仲間だと考えることもで

go.jp/）で、数多くの独案内を見ることが可能である。

きよう。

次 に、 分 析 に 用 い た 二 種 類 の ツ ー ル を 説 明 す
る。先ず、『ウヰルソン』の英文の各単語を、品詞

Ⅷ．分析対象と分析ツール

に分類し、その品詞を示す記号を付加するために、
Python で書かれた自然言語処理用のフリーソフトで

本研究の執筆者は、これまでも、英文和訳におけ

ある NLTK (Natural Language Toolkit) を用いた。2 使

る語順の問題に関して、独案内のデータ分析を行っ

い方は、Bird（他）(2010) を参照し、必要に応じてネッ

てきた。 横山 (2005)、 横山 (2007)、 横山 (2008)、 横

ト上の情報を検索した。上で例示した『ウヰルソン』

山 (2009)、横山 (2010)、横山 (2011)、横山 (2012) である。

の二文を用いて、「簡易的な品詞タグ」を付けるた

現在わかっているのは、⑴一文レベルでは、原文

めの Python のスクリプトと、そのタグ付けの結果

と訳文の語順は、逆転するより一致する傾向の方が

（text3）を出力したもの、そして、NLTK の簡易的

多少強い、⑵文が長くなると、原文と訳文の語順は、

な品詞タグの表を下に示す。3 スクリプトの中程に

一致する傾向が強くなる、⑶訳し上げと訳し下ろし

ある二文を、リーダーの全文にすれば、リーダー全

の割合は、かなり拮抗している、⑷訳し下ろしより

体の品詞タグを得ることができる。本研究で NLTK

訳し上げの移動距離の方が小さい、⑸文が長くなっ

を用いたのは、広く知られているソフトであること

ても、訳し上げと訳し下ろしの割合はあまり変化し

と、出力結果を多少編集すれば、後述の R というデー

ない、⑹訳し上げより訳し下ろしで始まる文の方が

タ解析ソフトで扱うことが容易なためである。

ずっと多い、⑺訳し下ろしで始まる場合、訳す方向

出力された品詞タグを検討すれば、一部は、明ら

の変化は奇数回の方が多い、⑻訳し上げで始まる場

かな誤分析であるか、日本の学校英文法的分析にそ

合、訳す方向の変化は偶数回の方が多い、⑼三分の

ぐわないことがわかる。このような部分は、手作業

英文和訳における原文と訳文の語順の違い

で丹念に修正した。それでも、ゼロから手作業でタ
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NP

proper noun

Alison, Africa, April,
Washington

NUM

number

t w e n t y - f o u r, f o u r t h ,
1991, 14:24

PRO

pronoun

he, their, her, its, my, I,
us

P

preposition

on, of, at, with, by, into,
under

品詞に関してはできるだけ『ジーニアス英和大辞典』

TO

the word to

to

（大修館、2001 年）を基準にしたが、最終的な判断は、

UH

interjection

ah, bang, ha, whee,
hmpf, oops

V

verb

is, has, get, do, make,
see, run

VD

past tense

said, took, told, made,
asked

VG

present
participle

making, going, playing,
working

VN

past participle

given, taken, begun,
sung

WH

wh determiner

who, which, when, what,
where, how

グ付けを行うよりは遙かに効率的であり、また、タ
グ付けに、ある程度の客観性を持たせる効果がある。
なお、あくまでも簡易的な品詞タグであり、例えば
関係詞のカテゴリーがないので、本研究では関係詞
は、that を含めて WH (wh determiner) の中にまとめ
た。そして、文型に関しては安藤（2008）を参考にし、

本研究の執筆者自身によるものである。
［スクリプト］
import nltk
from nltk.tag.simplify import simplify_wsj_tag
text1 = nltk.word_tokenize('''
Do you see Jane?
She has a bird, and she has put it in a cage.
''')
text2 = nltk.pos_tag(text1)
text3 = [(word, simplify_wsj_tag(tag)) for word, tag

表１ （Simplified Part-of-Speech Tagset）4

in text2]
上のような手順で作成したデータの分析には、
［タグ付けの結果（text3）］

「R」という広く使われているフリーソフトを用い

[('Do', 'NP'), ('you', 'PRO'), ('see', 'V'), ('Jane', 'NP'),

た。本研究のスクリプトを書くために、多くの書物

('?', '.'), ('She', 'PRO'), ('has', 'V'), ('a', 'DET'), ('bird',

やウェブ・サイトからヒントを得たが、主なものと

'ADJ'), (',', ','), ('and', 'CNJ'), ('she', 'PRO'), ('has', 'V'),

して、間瀬 (2007) とスペクター (2008) をあげておく。

('put', 'VN'), ('it', 'PRO'), ('in', 'P'), ('a', 'DET'), ('cage',

本研究では、
『ウヰルソン』の訳す順番の数値デー
タを s1、そして、品詞・文構成要素データ、および、

'N'), ('.', '.')]

原文の英文データを s2 という名称の R 用の「リス
Tag

Meaning

Examples

ト」にして、一括して計算を行った。後で提示する

ADJ

adjective

new, good, high, special,
big, local

ちに実行する。

ADV

adverb

really, already, still,
early, now

CNJ

conjunction

and, or, but, if, while,
although

DET

determiner

the, a, some, most, every,
no

EX

existential

there, there’s

して、s1 とパラレルになるようデータ化したもの

FW

foreign word

dolce, ersatz, esprit, quo,
maitre

である。この修正過程の最後で、下の表２に示す文

MOD

modal verb

will, can, would, may,
must, should

グの右側に、これも手作業で付け加えた。

N

noun

year, home, costs, time,
education

分析用スクリプトは、s1 と s2 を R に読み込んだの
先ずは、『ウヰルソン』から取った二文で、デー
タの例を下に示す。はじめの s1 は、各文を訳す順
番を示す数字をリスト化したものである。次の s2
は、NLTK によるタグ付けの結果に、エディタで一
括して各種修正を加え、R で処理可能な表現形式に

構成要素のタグを、アンダーバーをはさんで品詞タ
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Tag

Meaning

_S

主節の主語

_O

主節の目的語

_C

主節の補語

_m

主節の主動詞

_SS

従属節の主語

_OS

従属節の目的語

_CS

従属節の補語

_s

従属節の主動詞

_OP

前置詞の目的語

_OV

準動詞の目的語

_CV

準動詞の補語

表２（文構成要素タグセット）

記号（#）でコメントアウトされている部分があるが、
これに関しては、後で説明する。s1 と s2 を R に読
み込んだのちに下を実行する。
f_YE <- function(x) x[1:length(x)%%2==0]
f_YO <- function(x) x[1:length(x)%%2==1]
f_YD <- function(x) if(x[1]>0) 1 else -1
f_Y1 <- function(x) diff(order(x))
f_Y2 <- function(x) if(x > 0) rep(1, abs(x)) else
rep(-1, abs(x))
f_Y3 <- function(x) unlist(lapply(x, f_Y2))
f_Y4 <- function(x) c(0, x)
f_Y5 <- function(x) c(1, x)
f_Y6 <- function(x) abs(x)

s1 <- list(

f_Y7 <- function(x) abs(min(x))+1

c(4,1,3,2),

f_Y8 <- function(x, y) x+y

c(1,3,2,4,5,10,9,8,7,6)

f_Y9 <- function(x, y) x*y

)

f_Y10 <- function(x, y) x[y]

s2 <- list(

f_Y11 <- function(x, y) x[-y]

c("Do", "MOD", "you", "PRO_S", "see", "V_m",

f_Y12 <- function(x, y) paste(x, y, sep="-")

"Jane", "NP_O"),

f_Y13 <- function(x, y){y <- rle(x);

c("She", "PRO_S", "has", "V_m", "bird", "N_O",

y$lengths*y$values}

"and", "CNJ", "she", "PRO_S", "has", "MOD",

f_Y14 <- function(x) x[1]

"put", "VN_m", "it", "PRO_O", "in", "P", "cage",

f_Y15 <- function(x) x[-length(x)]

"N_OP")

f_Y16 <- function(x) x[length(x)]

)

f_Y17 <- function(x) unlist(lapply(x, f_Y16))
f_Y18 <- function(x) x[1]

このダグ付け作業では、判断に迷う語句が少なか
らず存在したので、80 項目以上からなる基準のメ

f_Y19 <- function(x) unlist(lapply(x, f_Y18))
f_Y20 <- function(x) x+1

モを作成した。本研究には、そのメモや s1 と s2 の
実データを示すスペースがないので、関心のある研

s3 <- s2

究者は問い合わせて欲しい。
s2 <- lapply(s2, f_YE)

Ⅸ．分析用スクリプト

w0 <- lapply(s1, f_Y1)

データ分析のための R 用のスクリプトを下に示

t1 <- sapply(w0, f_YD)

す。
「f」で始まっている行は、関数の定義であり、
「w」

#s1 <- s1[which(t1==1)]

や「s」で始まっている行が、実際の計算等を行っ

#s1 <- s1[which(t1==-1)]

ている。なお、このスクリプトでは、最終的に、
「素

#s2 <- s2[which(t1==1)]

通り」を示す場合は、各「品詞 _ 文構成要素タグ」

#s2 <- s2[which(t1==-1)]

の左に、
「1」と「-1」という数字を付加する。これは、
その語にいたる直前の移動が、それぞれ、
「左から右」

w1 <- lapply(s1, f_Y1)

と「右から左」であることを示す。また、シャープ

w2 <- lapply(w1, f_Y3)

英文和訳における原文と訳文の語順の違い

w3 <- lapply(w2, f_Y4)

w70 <- sapply(w60, length)-1

w4 <- lapply(w3, cumsum)

w71 <- 0:max(w70)

w5 <- sapply(w4, f_Y7)

f_T1 <- function(x) w65[which(w70==x)]

w6 <- mapply(f_Y8, w4, w5)

w72 <- lapply(w71, f_T1)
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w7 <- lapply(w2, f_Y5)
f_T5 <- function(x) w21[which(w70==x)]
w10 <- lapply(w1, f_Y6)

w80 <- lapply(w71, f_T5)

w11 <- lapply(w10, f_Y5)

w81 <- lapply(w80, f_Y17)

w12 <- lapply(w11, cumsum)

w82 <- table(unlist(w81))

w13 <- mapply(f_Y10, w6, w12)

w83 <- lapply(w81, table)

w14 <- mapply(f_Y11, w6, w12)

w84 <- lapply(w80, f_Y19)

w15 <- mapply(f_Y10, w7, w12)

w85 <- table(unlist(w84))

w16 <- mapply(f_Y11, w7, w12)

w86 <- lapply(w84, table)

w20 <- mapply(f_Y10, s2, w6)

s3 <- lapply(s3, f_YO)

w21 <- mapply(f_Y10, s2, w13)

#s3 <- s3[which(t1==1)]

w22 <- mapply(f_Y10, s2, w14)

#s3 <- s3[which(t1==-1)]
f_T6 <- function(x) s3[which(w70==x)]

w30 <- mapply(f_Y12, w7, w20)

w90 <- lapply(w71, f_T6)

w31 <- mapply(f_Y12, w15, w21)

w91 <- mapply(f_Y10, s3, w13)

w32 <- mapply(f_Y12, w16, w22)

f_T7 <- function(x) w91[which(w70==x)]
w92 <- lapply(w71, f_T7)

w40 <- lapply(w20, table)

w93 <- lapply(w92, f_Y17)

w41 <- lapply(w21, table)

w94 <- table(unlist(w93))

w42 <- lapply(w22, table)

w95 <- sort(table(unlist(w93)))

w43 <- table(unlist(w20))

w96 <- lapply(w93, table)

w44 <- table(unlist(w21))

w97 <- lapply(lapply(w93, table), sort)

w45 <- table(unlist(w22))
f_T8 <- function(x) matrix(unlist(w72[[x]]),
w50 <- lapply(w30, table)

ncol=x-1, byrow=TRUE)

w51 <- lapply(w31, table)

w100 <- lapply(2:8, f_T8)

w52 <- lapply(w32, table)

#w100 <- lapply(c(2:7), f_T8)

w53 <- table(unlist(w30))
w54 <- table(unlist(w31))

w110 <- mapply(f_Y10, s3, w6)

w55 <- table(unlist(w32))

w111 <- mapply(f_Y10, w110, w63)
w112 <- lapply(w111, f_Y15)

w60 <- lapply(w2, f_Y13)

f_T9 <- function(x) w112[which(w70==x)]

w61 <- lapply(w60, f_Y6)

w113 <- lapply(w71, f_T9)

w62 <- lapply(w61, cumsum)
w63 <- lapply(w62, f_Y20)

f_T10 <- function(x) matrix(unlist(w113[[x]]),

w64 <- mapply(f_Y10, w20, w63)

ncol=x-1, byrow=TRUE)

w65 <- lapply(w64, f_Y15)

w120 <- lapply(2:8, f_T10)

w66 <- table(unlist(w65))

#w120 <- lapply(2:7, f_T10)
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Ⅹ．「素通り」と「逆転」の概観
先ず、『ウヰルソン』において、「どのような語が
どちらの方角から素通りされているのか」を検討す
る。移動の大まかな傾向を考えることになる。素通
りされる語のデータが、w55 に入っているが、項目
数は全部で 126 もある（length(w55) で出力）。スペー
スの関係で、事例数が 80 以上のもの、つまり第 22
位までを、下のスクリプトでグラフ化してみる（図
１）。図の各バーの中に、延べ語数を示す。
text(0, (barplot(subset(sort(w55), sort(w55)>=80),
horiz=TRUE, las=1, cex.names=0.7)), cex=0.7,
pos=4, subset(sort(w55), sort(w55)>=80)[])
図１から、第１位の 1-V_m（過去形・現在分詞・
過去分詞以外の主動詞で、主節にあって、左から右
に素通りされる）と第２位の 1-P（前置詞で、左か

図１（「素通り」の上位 22 位まで）

ら右に素通りされる）が、圧倒的に多いことがわか
る。これが最も重要であろう。英語の SVO や SVC

素 通 り さ れ る 延 べ 総 語 数 を 求 め る た め に は、

などは、日本語では SOV や SCV などになるので、

「sum(w55)」を出力すればよいが、全体で 7394 語で

先に目的語や補語を訳すために、動詞を素通りする

ある。図１で説明してきたもののうち、動詞・助動

ことは理解しやすいが、目的語を取るという点では

詞と前置詞（TO［前置詞と不定詞］を含む）を合

動詞に似ている前置詞も、訳す際の語順の違いに深

計すると、2636 となり、約 36%になる。素通りさ

く関わっている点が、非常に重要だと思われる。第

れる語は、かなり多様であるが、中心となるのは、

３位は、1-MOD（助動詞で、左から右に素通りさ

動詞関連と前置詞関連だと推測すべきであろう。

れる［MOD は、便宜上、助動詞全般を含む］）であ

次に、「訳す方向が逆転する場合、どのような語

るが、動詞に準じて考えれば、素通りされることは

で逆転が生じるか」を検討する。逆転が生じる点の

理解しやすい。第７位は、1-V_s（過去形・現在分詞・

語のデータが、w66 に入っているが、項目数は全部

過去分詞以外の主動詞で、従属節にあって、左から

で 69 もある（length(w66) で出力）。スペースの関

右に素通りされる）である。これは、第１位の動詞

係で、事例数が 50 以上のもの、つまり第 10 位までを、

を強めるデータだろう。第 16 位は、1-V（過去形・

下のスクリプトでグラフ化（図２）してみる。図の

現在分詞・過去分詞以外の動詞で、主節や従属節の

各バーの中に、語数を示す。

主動詞ではなく、左から右に素通りされる［to 不定
詞の原形部分などがこれに相当する］）である。第

text(0, (barplot(subset(sort(w66), sort(w66)>=50),

20 位は、1-VD_m（動詞の過去形で、主節の主動詞

horiz=TRUE, las=1, cex.names=0.7)), cex=0.7,

でもあり、左から右に素通りされる）である。これ

pos=4, subset(sort(w66), sort(w66)>=50)[])

らも、第７位と同様に、第 1 位の動詞を強めるデー
タであろう。
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方向が逆転する回数は、１、３、５と言うように、
「奇
数」がほとんどで、偶数は圧倒的に少ないこと、そ
して、訳しはじめの方向が「右から左（訳し上げ）」
で始まる場合は、それとは異なり、訳す方向が逆転
する回数は、２、４、６と言うように、
「偶数」が多
いことである。本研究では、この現象の原因を説明
することが可能になった。
先ず、訳し下ろしで始まる場合と訳し上げで始ま
る場合に分けて、訳す方向の「逆転数」をグラフ化
（図３・４）する。下の「hist」で始まるスクリプト
で表示できるが、訳し下ろしで始まる場合と、訳し
上げで始まる場合では、元データをそれぞれの部分
集合に分ける必要があるので、s1 と s2 のデータを
再読み込みした後で、データ分析用のスクリプトの
中で、シャープ記号でコメントアウトされている部
図２（「逆転」の上位 10 位まで）

分のシャープ記号を、下のように変更し、データ分
析用のスクリプトを最初から全部再実行する。

第１位は N_OP（名詞で、前置詞の目的語）であり、
これが圧倒的に多いことがわかる。第２位は、V_

［訳し下しで始まる場合］

m（過去形・現在分詞・過去分詞以外の主節の主動
詞）である。第４位は、N_O（名詞で、主節の動詞

ヒストグラム用のスクリプト

の目的語）である。第５位は、MOD（助動詞［MOD

hist(w70, breaks=seq(-0.5, 14.5, 1), col="gray")

は、便宜上、助動詞全般を含む］）である。第６位
は、N_C（名詞で、主節の動詞の補語）である。第

データ分析用のスクリプトの変更点

７位は V_s（過去形・現在分詞・過去分詞以外の従

s1 <- s1[which(t1==1)]

属節の主動詞）である。第８位は、ADJ_C（形容詞で、

#s1 <- s1[which(t1==-1)]

主節の動詞の補語）である。第９位は、PRO_OP（代

s2 <- s2[which(t1==1)]

名詞で、前置詞の目的語）である。第 10 位のうち

#s2 <- s2[which(t1==-1)]

の一方は、P（前置詞）である。
訳す方向が逆転する点の総数を求めるためには、
「sum(w66)」を出力すればよいが、全体で 2197 であ

s3 <- s3[which(t1==1)]
#s3 <- s3[which(t1==-1)]

る。図２で説明してきたもののうち、動詞・助動詞
と動詞の目的語・補語、前置詞と前置詞の目的語

［訳し上げで始まる場合］

を合計すると、1279 となり、約 58%になる。訳す
方向が逆転する点になる語も、かなり多様であるが、

ヒストグラム用のスクリプト

その中心となるのは、やはり、動詞関連と前置詞関

hist(w70, breaks=seq(-0.5, 8.5, 1), col="gray")

連だと推測すべきであろう。
データ分析用のスクリプトの変更点

Ⅺ．「逆転」の奇数優位性の原因

#s1 <- s1[which(t1==1)]
s1 <- s1[which(t1==-1)]

ここから、もう少し細かい分析に進む。横山（2011）
では、訳す方向の逆転に関して、ある重要な特徴を

#s2 <- s2[which(t1==1)]
s2 <- s2[which(t1==-1)]

指摘した。それは、訳しはじめの方向は、大多数が
「左から右（訳し下ろし）」であり、その場合、訳す

#s3 <- s3[which(t1==1)]
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s3 <- s3[which(t1==-1)]

この訳し下ろしで始まる場合の「奇数優位性」が、
なぜ生じるのかを検討するために、「右」と「左」

#w100 <- lapply(2:8, f_T8)
w100 <- lapply(c(2:7), f_T8)

という移動方向の組み合わせの原理を考えてみる。
もし、英語では SVO のような語順が基本であり、
日本語では SOV のような語順が基本であれば、訳

#w120 <- lapply(2:8, f_T9)

す場合の方向移動の基本形は「右左」となり、先ず

w120 <- lapply(2:7, f_T9)

訳し下ろして、次に訳し上げることになる。この基
本形に、訳す方向が逆転する点を一つずつ加えてい
くと、次のような形式になる。
右左［逆転数１］( 基本形 )
右左右［逆転数２］
右左右左［逆転数３］
右左右左右［逆転数４］
右左右左右左［逆転数５］
このような組み合わせは、いくらでも長くできる
が、逆転数が偶数になる場合、
「最後に左から右（訳
し下ろし）に移動する」という性質が生じる。そう
すると、『ウヰルソン』の「訳し下ろしで始まる文」
のデータでは、「最後に訳し下ろす」タイプの文が
極端に少ないことになる。その理由を、結論だけ簡
単に述べる。w97 には、各英文を日本語に訳す時に
「最後に訳される語」が、逆転の回数ごとに分類され、
表の形式で入っている。それを見ると、逆転数が二

図３（訳し下ろしで始まる場合の「逆転数」）

回の文は 31（sum(w97[[3]]) で出力）あるが、その
うち 23、つまり約 74%は、最後が否定の副詞「not」
である。同様に逆転数八回まで見る。逆転数が四回
の文は 14（sum(w97[[5]]) で出力）あるが、そのう
ち 10、つまり約 71%は、最後が「not」である。逆
転数が六回の文は９（sum(w97[[7]]) で出力）あるが、
そのうち５、つまり約 56%は、最後が「not」であ
る。逆転数が八回の文は４（sum(w97[[9]]) で出力）
あるが、そのうち３、つまり 75%は、最後が「not」
である。w90 と w92 に、それぞれ、「原文の英文」
と「英文の単語を、日本語に訳す順番に並べかえた
もの」が、各英文の逆転数ごとに分類されて入って
いるので、そこから下に例を挙げて説明する。最後
に「not」が来ると、例えば、「be + not」は「アラ +
ヌ」と訳されることが多く、また、「do/does/did +
not」は、助動詞の方にも訳をつけ、「（～シ）ナサ
+ ヌ」と完全に逐語訳されることが多いので、訳の

図４（訳し上げで始まる場合の「逆転数」）

最後で、「左から右（訳し下ろし）」への移動が生じ
ることになる。
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"It" "was" "not" "big" "rat"

じ傾向だ。ところが、二回目の逆転点のタグを見る

"Owls" "do" "not" "hoot" "in" "day" "time"

と（sort(table(w100[[3]][,2])) で出力）、動詞は多いが、
目的語や補語は少なく、助動詞も多いなど、現状で

"It" "big" "rat" "was" "not"

は十分説明できないが、どうやら、一回目とは異な

"Owls" "day" "time" "in" "hoot" "do" "not"

る傾向がありそうだ。三回目の逆転点のタグを見る
と（sort(table(w100[[3]][,3])) で出力）、一回目と同様

つまり、全てではないが、偶数回の場合の最後の

の傾向があり、前置詞の目的語（約 29%）が圧倒

移動の大半は、否定の副詞の「not」によるもので

的に多く、これに動詞と準動詞の目的語や補語、動

ある。したがって、「右左」の移動がまず基本形で

詞それ自体を加えると、合計約 80%になってしまう。

あり、基本形を組み合わせることで複雑な文が作

逆転数が４以上の場合、データとなる文の数が少な

られるので、逆転数が奇数優位になるのだと仮定

くなってしまうので、はっきりとした判断はしにく

することに、大きな無理はないと思われる。なお、

いが、逆転数が３以下の場合と同様の傾向があると

w90[1] を出力すると、訳す方向の逆転が一度もない、

考えてもよいのではないかと思われる。各逆転数の

つまり、「日本語と語順が完全に一致する」英文が

奇数回は、逆転数が 1 と類似の傾向を示し、偶数回

得られるが、全部で 14 あり、そのうち、８が感嘆

は、それとは異なる様相を示すと思われる。

文で、４文が単純な SV の文である。下に例を挙げる。

逆転数が３の場合のグラフを、例として示そう。
一回目、二回目、三回目の逆転点のタグを、それぞ

"How" "fast" "horse" "runs"

れ、図５、図６、図７で示す。図５は、下のスク

"lion" "roars"

リプトでそのまま出力できる。図６と図７の場合
は、少し変更が必要で、w100[[3]][,1] を、それぞれ、

上の「右左が基本形」とする仮定を補強するため

w100[[3]][,2] と w100[[3]][,3] に変える。

に、w100 を検討する。これには、訳す方向の逆転
数が１から７の場合（それなりの数の文が存在する

text(0, (barplot(sort(table(w100[[3]][,1])),

のでここを分析対象とする）のみだが、「逆転点の

horiz=TRUE, las=1, cex.names=0.7)), cex=0.7,

語のタグ」が、行列の形式で入っている。逆転数が

pos=4, sort(table(w100[[3]][,1]))[])

１の場合を取り出すと（sort(table(w100[1])) で出力）、
前置詞の目的語（約 26%）が圧倒的に多く、これに
動詞と準動詞の目的語や補語、動詞それ自体を加え
ると、合計約 89%になってしまう。逆転数が２の場
合、データ数がそれほど多くないので、明確な判断
はしにくいが、それでも、一回目の逆転点のタグを
見ると（sort(table(w100[[2]][,1])) で出力）、前置詞の
目的語（約 23%）が一番多く、これに動詞と準動詞
の目的語や補語、動詞それ自体を加えると、合計約
77%になる。これは、逆転数が１の場合と同じ傾向
だ。ところが、奇数回である一回目と異なり、偶数
回である二回目の逆転点のタグを取り出してみると
（sort(table(w100[[2]][,2])) で出力）、助動詞が非常に
多いこと以外、はっきりと見て取れる傾向は出てこ
ない。逆転数が３の場合、一回目の逆転点のタグを
見ると（sort(table(w100[[3]][,1])) で出力）、前置詞の
目的語（約 39%）が圧倒的に多く、これに動詞と準
動詞の目的語や補語、動詞それ自体を加えると、合
計約 81%になる。これも、逆転数が１の場合と同

図５（逆転数 3 の場合の一回目）
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"See" "moon"
"See" "sun" "rise"
"moon" "See"
"rise" "sun" "See"
補足すると、SVOC の構文の OC の部分は、現在
とは異なり、「O が C する」 ではなく「C する O」
と後ろから訳し上げるので、このような語順になる。
文の意味理解には、これでもあまり問題はないだろ
う。これらは、SVO の S がないので、後ろから訳
し上げる方向のみになると思われる。
訳し上げで始まる文は、総数が少ないので、w90
と w92 を利用して、逆転数が１以上の場合も、全
文を眺めてみた。逆転数が１の場合は、文数が３し
図６（逆転数 3 の場合の二回目）

かないので、はっきり特徴を指摘できないが、感嘆
文と疑問文と命令文が１ずつだ。逆転数が２の場
合は、文数は 28 だが、逆転数が０の場合と同じで、
命令文が５で約 18%を占めており、比較的多いこ
とが指摘できる。また、疑問文が 10 あり、約 36%
を占めており、かなり多いことも指摘できるだろう。
加えて、例外的だが、初歩の計算文が９で、約 32%
もある。逆転数が２の場合の三つのタイプの例を下
に示す。
"Take" "good" "care" "of" "book"
"What" "is" "zebra" "like"
"Twice" "six" "are" "twelve"
"book" "of" "good" "care" "Take"
"zebra" "What" "like" "is"
"six" "Twice" "twelve" "are"

図７（逆転数 3 の場合の三回目）

逆転数が３の文数は５で、そのうち 4 が疑問文で
80%を占める。逆転数が４の場合、文数は 12 だが、

次に、訳し上げで始まる場合を検討してみる。

そのうち、長い肯定文で主語に前置詞句がついたも

w90[1] を出力すると、訳す方向の逆転が一度もない、

のが７で、約 58%を占める。逆転数が４の場合の「主

「日本語と語順が完全に逆になる」原文の英文が出

語に前置詞句がついた文」の例を挙げておく。

力されるが、全部で９であり、そのうち８が命令文
である。w92[1] の「英文の単語を、日本語に訳す

"One" "of" "men" "has" "cap" "and" "cane" "in"

順番に並べ替えたもの」といっしょに、二文を例と

"his" "left" "hand"

して挙げる。
"men" "of" "One" "his" "left" "hand" "in" "cap"
"and" "cane" "has"
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逆転数が５以上は、文数も少なくなるが、全体と

the wind blows.

しての傾向は同じであるように思われる。

風ガ

吹ク

2

5

訳し上げから始まる文は、やはり、命令文や疑問
文など、やや特殊な構造が多く、また、主語の後に
後置修飾が入り、その部分からの訳し上げが、最初

このような場合、本研究のタグ付けの方法では原則的に

の訳す方向に影響を与えている場合が多いと思われ

対処できないので、次のように、再読文字は同じ単語が

る。通常の「右左」の移動（の組み合わせ）に、一

二回連続して存在しているものとして分析を行った。

つ移動が加わったり、逆に、一つ移動が減っている
のではないかと仮定しておいても、それほど無理は

The

ないだろう。

vane

shows

風信器ハ

示ス

1

7

ここまでの分析を総合すれば、やはり独案内の基
本的な訳のパターンは、「右左」、つまり、「訳し下

which which
カヲ ドチラノ
6

3

way
方ニ
4

the wind blows.

ろし + 訳し上げ」であり、「右左」が二回三回と組

風ガ

吹ク

み合わされて、「右左右左」、「右左右左右左」のよ

2

5

うに、複雑なパターンに見えるものを構成していく
多少分析結果に影響が出るかもしれないが、再読文字の

と考えておいてよいのではないかと思われる。

数はそれほど多くはないので、本研究ではこの方法を採
用する。

Ⅻ．おわりに

なお、『ウヰルソン』のもとのリーダーは、単に外国

本研究は、まだ、タグを使った研究の第一歩に過

語の教科書として使用されただけでなく、明治６年文部

ぎず、大まかな特徴を見つけようという段階である。

省より出版された『小学読本』(国語の教科書)の原典と
もなっている。色々な意味で重要な書物である。

それでも、訳し下ろしと訳し上げのパターンを、一
部だが明らかにできたと思う。素通りや訳す方向の

２

使用したPythonとNLTKのバージョンは、それぞれ、

逆転には、主として、動詞関連と前置詞関連の語が
強く関係していると推測されるし、訳し下ろしで始

2.6.6と2.0b9である。
３

ここで示したスクリプトは、下記のサイトで提示され

まる場合の「奇数優位性」には、「not」が大きな影

ていたものに、本論文の執筆者が、多少の修正を加えた

響を与えていた。本研究の前半で述べたように、
「独

ものである。

案内」の訳は、たしかに、十分な日本語とは言えな

http://stackoverflow.com/questions/5787673/python-nltk-how-

い側面もある。しかし、和訳の原型であることもま

to-tag-sentences-with-the-simplified-set-of-part-of-speech-tags

た確かであり、英文和訳の語順研究の出発点をここ

４

この表は、下記のサイトから取ったが、このサイトは
実は、参考文献の『入門 自然言語処理』の英語版が、

に求めても、不都合はあるまい。

ネット上で公開されているものである。

注
１

http://nltk.org/book/ch05.html
これまでは、『ウヰルソン』の場合、分析に不適切な

文は除外して、884文を分析対象としてきたが、PartIV
のLesson14にある最初の文は、明白な誤訳が二カ所もあ

参考文献

り、語順の分析上も問題が大きいので、今回の分析対象

Bird, S., Klein, E. & Loper, E. [萩原正人、中山敬広、水
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