
Hiroshima Journal of International Studies  Volume 20 2014

キーワード：英語教育、英文和訳、語順、翻訳

英文和訳における語順の違いの測定：
ウィルソン第一リーダーの独案内の分析

横 山 知 幸

Measuring Word Order Differences
in English-Japanese Translation:

Analysis of a Meiji Era English Self-study Book

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 for the translation method in Japan. The 
basic movement in English-Japanese translation, a combination of one rightward and one leftward movement, derives 
from translating forward first and then translating backward. 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 explain some important aspects of how and why the basic movement in English-Japanese translation 
develops into complicated zigzag patterns.
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Ⅰ．はじめに

　本研究では、英文和訳における原文と訳文の語順
の違いの諸相を、実際のデータを用いて測定する。
例えば、原文が単純な「SVO」の文型の場合、先ず
主語を訳し、次に動詞を素通りして後ろにある目的
語を訳し、最後に前に戻って動詞を訳すことになる。
この程度のことは、直感的に理解出来るが、もっと
長く複雑な文になった場合、はたして我々はどのよ
うな順番で訳しているのか、それは何故なのかを考
えることは容易ではない。本件研究は、そのような
疑問に少しでも答えようとする試みの一つである。
　論文の構成としては、先ず、英文和訳の「原型」
とでも言うべき方法を概観する。次に、英文和訳に
おける語順の問題を、言語の「線状性」という視点
から検討する。その後で、最初に述べた「原型」的

な方法による「実際の訳文」を、リーダー一冊分だ
が、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について、これまでの研究で明
らかになっていない側面を中心に、数量的に測定し
た結果を示す。測定結果の背後にあると思われる基
本原理も、可能な限り具体的に論じてみる。
　通常の英文和訳や初歩の英日翻訳も、基本的に
は、上記の「原型」的な方法を発展させたものであ
る。従って、本研究は、通常の英文和訳や初歩の英
日翻訳の問題を考える場合にも、十分に参考になる
と思われる。また、上記の「原型」的な方法では、「訳
す順番」が数字で明示されている。つまり、既に数
値データ化されているので、語順が「客観的」に分
析できるという利点がある。さらに、本研究の測定
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結果には、普通に英文和訳や英日翻訳を行っていて
も気づくことの出来ない内容が含まれる。経験に基
づく直感を超えることに、数量的測定結果を示すこ
との最大の意義がある。

　初歩的な英文和訳における語順の問題を考える場
合は、主として原文の単語レベルで、原語と訳語の
対応関係を検討することになる。下に 2011 年発行
の『大人のためのとってもやさしい中学英語』（旺
文社）という学習参考書から、一つ和訳の例を挙げる。

　　　Does       he       speak       English?
 　　 ～しますか     彼は　　 ～を話す　　　  英語

　　　彼は英語を話しますか？

　ここでは、先ず各単語に訳語が与えられ、その後
で通常の訳文が書かれる。各訳語を英語の順番でつ
なぎ合わせると、「しますか彼はを話す英語」とな
るが、これが意味不明であることに説明はいらない。
各訳語を日本語の順番でつなぎ合わせ、「彼は英語
を話すしますか」としても、「話すしますか」の部
分が変だが、意味不明と言うほどではないし、その
点を修正した文全体の訳も示されている。実は、こ
の例文のような和訳の方法こそが、日本における二
言語間の訳文作成の「原型」に近いものである。

　前節で引用した参考書は、21 世紀の現在でも、
書店で普通に売られている。このような行間に訳
語を示す「行間訳（interlinear translation / interlinear 
gloss）」は、洋の東西を問わず、昔から言語の学習
などに広く用いられてきた方法であるが、日本の場
合、漢文訓読にまでさかのぼる。そして漢文訓読か
らオランダ語の蘭文訓読、英語の英文訓読へとつな
がり、現在も英文解釈や初歩の翻訳に影響を与えて
いる。乾（2010）から、安政六年にジョン万次郎が
著した『英米対話捷径』の一部を下に引用する。日
本語表記は横書きにして現代風に修正されたものを
用い、語順を示す返り点は見やすいようにカッコに
入れた。カタカナによる発音表記は興味深いが、こ
こでは検討しない。

いなさるるか（二） 　 あなた　　 しりて（一）　 （レ）わたくしを

　　   ツー                ユー             ノー                 ミー

　　 Do 　　　　you 　     know 　　 　me?

　これは、まさに漢文訓読と同じで、レ点や一・二
点の示す順番に読めば、「あなた　わたくしを　し
りて　いなさるるか」となる。
　このような和訳方法で最も重要なのが、明治期の
リーダーの「独案内（ひとりあんない）」と呼ばれ
る独習書だ。訳す順番を示す方法が「数字」に一本
化されたので、長い文の複雑な語順にも容易に対処
出来る。現在の基準から見れば、稚拙な訳や誤訳も
含まれるので、文法的に十分な訳とは言えないかも
しれないが、一応は和訳方法としても整備されてい
る。何より、国立国会図書館の「近代デジタルライ
ブラリー」（http://kindai.ndl.go.jp/）で、数多くの独
案内の実物画像を見ることが可能である点が、研究
を進める上では重要だと思われる。このような訳順
が明示された行間訳が、英文和訳の「原型」とでも
言うべき和訳方法である。下に、生駒蕃［訳］『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示す。独
案内では、少なくとも、「英文」、「逐語訳」、「和訳
の順番を表す数字」が提示される。下の例では、漢
字の旧字体等は現代の通常の字体に変更し、仮名の
合字は現代の通常の表記に書き換え、漢数字は算用
数字に変更し、単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。仮名による発音表記もある
が、引用では省略する。

　Do 　    you 　 see  　 Jane?
為スカ     汝ハ　  見   ジェーンヲ
    4           1        3          2
　She 　　has  a 　bird, 　 and 　　she　  has
 彼女ガ　 モツ　    鳥ヲ   而シテ　彼女ガ   タ
     1          3           2         4           5       10  
  put　  it 　  in   a  cage.
  置イ  其ヲ  中ニ　 鳥籠ノ
    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
い「置字（おきじ）」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、漢数字や算用数字で付ける。その番号順に読め

Ⅱ．英文和訳における語順

Ⅲ．漢文訓読と英文訓読
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ば直訳が出来上がる仕組みである。現在は、逐語訳
でも、訳順を示す数字はまず見かけないが、仕組み
は同じだ。直訳の後に、日本語としての不適切さを
修正した意訳が置かれることもある。上の例で「訳
す場合の順番」を見ると、動詞や前置詞などは、先
に「素通り」され、後で訳されることがわかる。ま
た、先に訳された動詞の主語が、後で「素通り」さ
れている。二番目の長い文では、訳す方向が三回、「逆
転」していることもわかる。

　ここでは、行間訳に言語の「線状性」という視点
から考察を加える。
　言語の基本は音声である。音声言語では、構成要
素が時間の流れに沿って、一つずつ発せられる。従っ
て、各構成要素が順番を持つことになり、その配列
は線状的なものとなる。時間軸に沿って並べられる
線状的配列である。イメージ的には直線を考えれば
わかりやすいだろう。多くの場合は無理に曲線を考
える必要はない。あるいは、一次元的配列と言って
も良いだろう。この線状的配列が紙などに文字で書
かれた場合、基本的には音声言語と同様に線状性を
持つのだが、さらに面としての広がりを持つことが
可能になる。例えば複数の直線が平行して存在する
面などを思い浮かべれば良い。これは二次元的配列
と言っても良いだろう。古い巻物などは一つの大き
な面だと考えても良いと思われる。通常の本のよう
に、こうした面が複数組み合わされた場合、立体的
な広がり、つまり三次元的な構造を持つようになる
と考えて良いだろう。二次元以上の広がりがあれば、
複数の直線などが存在出来るので、その平面的な広
がりや立体的な広がりを検索するような読み方が可
能になる。しかし、このような場合でも、個々の基
本的配列が線状的であることは変わらないので、英
文和訳における語順の問題を考える場合にも、最終
的には、同じような意味・機能を持った対応する要
素が、先に来るか後に来るかという前後関係の問題
に還元出来ると思われる。ここで、一般的な文字表
記の線状性を確認するために、クルマス (2014: 176)
の文字論的説明を引用しておく。

文字は、線状的に並べられる。空間的連続は、
時間的持続に何らかの形で対応している。（中

略）話し言葉の単位の線的順序と文字の単位の
線的順序との間にどの程度一致がみられるかは、
文字体系がどの程度単純であるかの指標となる。

　音声言語で原文と訳文を一つの線状的連続体で混
在させる必要性がある場合、いわゆる「文選読（も
んぜんよみ）」のような形態になると思われる。『国
語大辞典』（小学館、2003 年、スーパー・ニッポニ
カ版）から説明を引用しておく。

漢文訓読の一方法。一つの語をまず音読し、さ
らに同じ語の訓を重ねていう読み方。たとえば

「細細腰支」という一句を「細細（さいさい）と
ほそやかなる腰支（ようし）のこし」と読む類。
平安時代の博士家で「文選」を講義する際、こ
の読み方で教えたところからいう。

　このような一次元的な混在のバリエーションは、
茂住 (1989: 168) によれば、蘭学でも用いられたよう
である。さらに、後の英語学習にも用いられること
になる。音声言語で部分訳を多用して意味を伝える
には、このような一次元的配列に頼るしかないので、
現在の外国語の授業でも、多かれ少なかれ用いられ
ているはずである。2012 年発行の笠原禎一（著）『英
語高速メソッド 10 分間英会話トレーニング』（新
星出版社）から、ある程度類似した例を一つ引用し
てみる。ここでは、フレーズ程度のレベルで原文と
訳文が一次元的に混在している。

What 何を would you like あなたはお望みです
か？ to eat, 召し上がることを sir? お客様（旦
那様）

　原文と訳文を一次元的連続体に混在させる必要性
は、通常の二次元的広がりを持った印刷物では、あ
まりない。例えば、見開き対訳の形式などで、比較
的簡単に原文と訳文を示すことが出来るからだ。た
だし、対訳では部分的な対応関係を示すことが難し
い。もし部分的な対応関係を明確に示したければ、
独案内のような「行間訳」を用いるのが最も簡単だ

Ⅳ．言語の線状性と語順の差違

Ⅴ．原文と訳文の一次元的な混在

Ⅵ．原文と訳文の二次元的な混在
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ろう。二つの直線を平行に配列すれば良い。さらに、
原文と訳文だけでなく、原文の発音や訳文の漢字の
読み方なども加えて、三つ以上の部分的対応関係を
持った直線的配列を平行に配置することも可能であ
り、そうすれば、語句レベルの部分訳を示しながら、
読みやすい全文訳と発音を示すことも可能になる。
読み手は、自分の必要性に応じて、適切な一元的配
列の混合体を、その場その場で形成しながら、多様
な読みを行うことが可能になるだろう。上で示した
独案内の実例の場合、多少英語の出来る学習者なら、
次のように読むかもしれない。一次元的に書いてみ
よう。易しい部分は原文で理解し、固有名詞や多少
構造の難しい部分は部分訳とその結合を頼りにして
理解するものだ。

Do you see Jane ジェーンヲ ? She has a bird, and 
she has タ put 置イ（置イタ）it 其ヲ in 中ニ a 
cage 鳥籠ノ（鳥籠ノ中ニ）.

　さて、独案内の原文、訳文、訳順の数値という三
つの直線的配列を用いれば、英文和訳における語順
に関して、客観的な基礎データを作り出せる。次節
では、これに関する説明を行う。

　本研究は、横山 (2013) と同じ基礎データを用い
ているので、基礎データの作成方法に関しては、そ
こで述べたのと同じ内容を出来るだけ簡潔に繰り返
す。
　本研究において分析の対象とするのは、既に上で
も例として用いたが、『ウヰルソン氏 第一リードル
独案内』（以下、『ウヰルソン』と略称）であり、分
析された総文数は 883 である。1 この書物は、ウィ
ルソンリーダー［Willson’s Readers］の第一読本の
独習書である。もとの英語読本シリーズは、米国の
英語母語話者用の初等教育レベルの教科書だが、日
本でも明治期には中等教育レベルの英語教科書とし
て広く用いられた。日本人英語学習者用の教科書が
整備される前には、このような英語母語話者用の教
科書が広く用いられていた。その他にも、『ナショ
ナル』や『ユニオン』などのリーダーの名前が、英
語教育の歴史に関心を持つ多くの人間に知られてい
る。

　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
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
ある NLTK (Natural Language Toolkit) を用いた。2 使
い方は、Bird（他）(2010) を参照し、必要に応じて
ネット上の情報を検索した。上で例示した『ウヰル
ソン』の二文を用いて、「簡易的な品詞タグ」を付
けるための Python のスクリプトと、そのタグ付け
の結果（text3）を出力したもの、そして、NLTK の
簡易的な品詞タグの表を下に示す。3 スクリプトの
中程にある二文を、リーダーの全文にすれば、リー
ダー全体の品詞タグを得ることが出来る。
　品詞タグのうち、明らかな誤分析であるか、日本
の学校英文法的分析にそぐわない部分は、手作業で
修正した。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。また、MOD は、便宜上、助動詞全
般を含む。TO は、前置詞の to と to 不定詞の to の
部分を含む。文型に関しては安藤 (2008) を参考にし、
品詞に関しては出来るだけ『ジーニアス英和大辞典』

（大修館、2001 年）を基準にしたが、最終的な判断は、
本研究の執筆者自身による。

［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 in text2]

［タグ付けの結果（text3）］
[('Do',  'NP'),  ('you',  'PRO'),  ('see',  'V'),  ('Jane',  'NP'), 
('?',  '.'), ('She',  'PRO'), ('has',  'V'), ('a',  'DET'), ('bird', 
'ADJ'), (',', ','), ('and', 'CNJ'), ('she', 'PRO'), ('has', 'V'), 
('put', 'VN'), ('it', 'PRO'), ('in', 'P'), ('a', 'DET'), ('cage', 
'N'), ('.', '.')]

Ⅶ．分析対象と分析ツール
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　上の品詞タグは、下に述べる文構成タグをさらに
付加され、基礎データの重要な一部分となる。
　そして、基礎データ全体の分析には、「R」とい
うフリーソフトを用いた。R は、データ解析用のフ
リーソフトとして、非常に広く用いられている。R
用のスクリプトを書くために参照した主な文献とし
て、間瀬 (2007)、スペクター (2008)、石田 (2012) を
あげておく。
　次に、『ウヰルソン』から取った二文で、基礎デー
タのサンプルを下に示す。はじめの s1 は、各文を
訳す順番を示す数字をデータ化したものである。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
形式にして、s1 とパラレルになるようデータ化し
たものである。この修正過程の最後で、下の表２に
示す文構成要素のタグを、アンダーバーをはさんで
品詞タグの右側に、これも手作業で付け加えた。後
で提示する分析用スクリプトは、『ウヰルソン』の「全
文」から作成した s1 と s2 を R に読み込んだ後に実
行する。

s1 <- list(
c(4,1,3,2),
c(1,3,2,4,5,10,9,8,7,6)
)
s2 <- list(
c("Do",  "MOD",  "you",  "PRO_S",  "see",  "V_m", 
"Jane", "NP_O"),
c("She",  "PRO_S",  "has",  "V_m",  "bird",  "N_O", 
"and", "CNJ", "she", "PRO_S", "has", "MOD", "put", 
"VN_m", "it", "PRO_O", "in", "P", "cage", "N_OP")
)

　本研究では、本研究の執筆者によるこれまでの一
連の研究とは異なり、文頭から一語分前に、「仮想
的なスタート地点」があるものとして、「訳し下ろし」
や「訳し上げ」の移動語数を算出する。つまり、文
頭の語から訳が始まっても、その語に至るまで、最
初に「一語分だけ訳し下ろした」と考えることにす
る。下に簡略化した例文を示して説明する。カッ
コ内の数字は移動語数で、正の数は「訳し下ろし」、
負の数は「訳し上げ」を示す。訳し下ろしと訳し上
げを、それぞれ、正の数と負の数で表すことは、下
の各種分析におけるグラフや表でも同様に行う。今
回の分析では、全ての文が「訳し下ろし」で始まる
ことになる。

表１（Simplified Part-of-Speech Tagset）4

Tag

ADJ

ADV

CNJ

DET

EX

FW

MOD

N

NP

NUM

PRO

P

TO

UH

V

VD

VG

VN

WH

Meaning

adjective

adverb

conjunction

determiner

existential

foreign word

modal verb

noun

proper noun

number

pronoun

preposition

the word to

interjection

verb

past tense

present participle

past participle

wh determiner

Examples
new, good, high, special, big, local

really, already, still, early, now

and, or, but, if, while, although

the, a, some, most, every, no

there, there’s

dolce, ersatz, esprit, quo, maitre

will, can, would, may, must, should

year, home, costs, time, education

Alison, Africa, April, Washington

twenty-four, fourth, 1991, 14:24

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

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

to

ah, bang, ha, whee, hmpf, oops

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

said, took, told, made, asked

making, going, playing, working

given, taken, begun, sung

who, which, when, what, where, how

Tag

_S

_O

_C

_m

_SS

_OS

_CS

_s

_OP

_OV

_CV

Meaning

主節の主語
主節の目的語
主節の補語
主節の主動詞
従属節の主語
従属節の目的語
従属節の補語
従属節の主動詞
前置詞の目的語
準動詞の目的語
準動詞の補語

表２（文構成要素タグセット）

Ⅷ．分析用スクリプト
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　　（始点）　 Do 　    you 　    see  　     Jane?
　　　 0　　  (2)　　    1
                 　　　       1　　　 (2)　　   　 2
                           　　　　　   3　  (–1)    2
　　　　　　  4　  　  (–2)　　    3

　　（始点）　 She 　　 has    (a)　  bird.
　　　 0    (1)   1
       　　　　  1           (2)　　　　　2
               　　　　　　3 　 (–1)　   2

　上の例文では、それぞれ、最初に二語と一語、「訳
し下ろし」の移動があると見なす。そして、「文頭
の語」が「最初に訳される語」ではない場合、「始
点」から「最初に訳される語」までの間にある語は、

「素通り」されると見なす。最初の例文では、「Do」
が素通りされると見なすことになる。しかし、「最
後に訳される語」が文末の語ではない場合でも、「最
後に訳される語」から「文末の語」までの間にある
語は、次の文に向かうまでに「素通り」されるとは
見なさない。一見すると不整合のようだが、最初に
訳す語を見つけるまでは注意しながら読むが、最後
の語を訳し終わると、次の文まではあまり注意など
しないのが普通だろうと思われるので、このやり方
は実際の読み方や訳し方に即していると考える。
　では、データ分析のための R 用のスクリプトを
下に示す。

fy_ON <- function(x) x[1:length(x)%%2==1]
fy_EN <- function(x) x[1:length(x)%%2==0]

fy_1 <- function(x) c(0, x)
fy_2 <- function(x,y) x+y
fy_3 <- function(x,y) x/y
fy_4 <- function(x,y) x[y]
fy_5 <- function(x) diff(order(x))
fy_6 <- function(x) cumsum(abs(x))
fy_7 <- function(x) unlist(lapply(x, sum))

fy_11 <- function(x){
         q <- ifelse(x>0, 1, -1)
         r <- rle(q)
         s <- r$values*r$lengths}

fy_12 <- function(x){
         q <- x
         r <- rle(q)
         s <- r$values*r$lengths}

fy_13 <- function(x){
         q <- x
         r <- function(x) if(x>0) rep(1, abs(x)) 
                          else rep(-1, abs(x))
         s <- unlist(lapply(q, r))
         t <- rle(s)
         u <- t$values*t$lengths}

fy_14 <- function(x){
         q <- x
         r <- function(x) if(x>0) rep(1, abs(x)) 
                          else rep(-1, abs(x))
         s <- unlist(lapply(q, r))}

fy_15 <- function(x){
         q <- x
         r <- lapply(q, unlist)
         s <- function(x) x[x>0]
         t <- unlist(lapply(r, s))}

fy_16 <- function(x){
         q <- x
         r <- 1:max(x)
         s <- function(x) which(x==q)
         t <- lapply(r, s)}

fy_17 <- function(x){
         q <- x
         r <- function(x) ifelse(x>0, 1, 0)
         s <- lapply(q, r)}

fy_21 <- function(x,y){
         q <- x
         r <- lapply(y, as.list)
         s <- function(x,y) ifelse(x<y, x, 0)
         t <- mapply(s, q, r)}

fy_22 <- function(x,y){
         q <- x
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         r <- lapply(y, as.list)
         s <- function(x,y) ifelse(x>y, x, 0)
         t <- mapply(s, q, r)}

fy_23 <- function(x,y){
         q <- x
         r <- lapply(y, as.list)
         s <- function(x,y) ifelse(x==y, 0, x)
         t <- mapply(s, q, r)}

s3 <- lapply(s2, fy_ON)
s4 <- lapply(s2, fy_EN)

w1 <- lapply(s1, fy_1)
w2 <- lapply(w1, fy_5)
w3 <- lapply(w2, fy_6)

w11 <- sapply(s1, max)
w12 <- cumsum(w11)
w13 <- mapply(fy_2, s1, c(0,w12[-length(w12)]))
w14 <- unlist(w13)
w15 <- w14-sort(w14)
w16 <- abs(w15)

w21 <- lapply(w2, fy_11)
w22 <- lapply(w2, fy_13)
w23 <- unlist(w21)
w24 <- unlist(w22)
w25 <- unlist(w2)

w31 <- sort(unique(w23))
w32 <- function(x) which(x==w23)
w33 <- lapply(w31, w32)
w34 <- function(x) w24[x]
w35 <- lapply(w33, w34)
w36 <- lapply(w35, length)
w37 <- lapply(w35, sum)
w38 <- mapply(fy_3, w37, w36)
w39 <- abs(w31)
w40 <- (unlist(w36))
w41 <- mapply(fy_3, w38, w39)
w42 <- cbind(w31, w40, w38, w41)
w43 <- round(w42, 2)

w51 <- lapply(w21, length)
w52 <- unlist(w51)-1

w61 <- lapply(w2, fy_14)
w62 <- lapply(w61, cumsum)
w63 <- mapply(fy_4, w62, w3)
w64 <- lapply(w63, order)
w65 <- mapply(fy_4, w3, w64)
w66a <- mapply(fy_4, s3, w62)
w66b <- mapply(fy_4, s4, w62)
w67 <- lapply(w62, fy_16)
w68 <- mapply(fy_21, w67, w65)
w69 <- mapply(fy_22, w67, w65)
w70 <- mapply(fy_23, w67, w65)
w71 <- lapply(w68, fy_15)
w72 <- lapply(w69, fy_15)
w73 <- lapply(w70, fy_15)
w74a <- mapply(fy_4, w66a, w71)
w75a <- mapply(fy_4, w66a, w72)
w76a <- mapply(fy_4, w66a, w73)
w74b <- mapply(fy_4, w66b, w71)
w75b <- mapply(fy_4, w66b, w72)
w76b <- mapply(fy_4, w66b, w73)

w81 <- lapply(w68, fy_17)
w82 <- lapply(w69, fy_17)
w83 <- lapply(w70, fy_17)
w84 <- lapply(w81, fy_7)
w85 <- lapply(w82, fy_7)
w86 <- lapply(w83, fy_7)

　本研究の執筆者は、これまでも、英文和訳におけ
る語順の問題に関して、独案内を用いたデータ分析
を行ってきた。横山 (2005)、横山 (2007)、横山 (2008)、
横山 (2009)、横山 (2010)、横山 (2011)、横山 (2012)、
横山 (2013) である。
　現在わかっているのは、(1) 一文レベルでは、原
文と訳文の語順は、逆転するより一致する傾向の方
が多少強い、(2) 文が長くなると、原文と訳文の語
順は、一致する傾向が強くなる、(3) 訳し上げと訳
し下ろしの割合は、かなり拮抗している、(4) 訳し
下ろしより訳し上げの移動距離の方が小さい、(5)

Ⅸ．分析結果
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文が長くなっても、訳し上げと訳し下ろしの割合は
あまり変化しない、(6) 訳し上げより訳し下ろしで
始まる文の方がずっと多い、(7) 訳し下ろしで始ま
る場合、訳す方向の変化は奇数回の方が多い、(8)
訳し上げで始まる場合、訳す方向の変化は偶数回の
方が多い、(9) 三分の一から半分近くの語は一回も
素通りされないが、半分近くの語は一回素通りさ
れる、(10) 素通りや訳す方向の逆転には、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、訳し下ろしで始まる場合の奇数回の優位性
には、「not」が関わっていると思われることなどで
ある。
　先ず、具体的な語順の問題に入る前に、『ウヰル
ソン』の英文の性質を確認するために、「文の長さ」
の分布を確認しておく。文の要素は線状的に配列さ
れるのだが、その線の長さを先ずは確認する。文の
長さに関する統計要約量は「summary(w11)」で出力
出来る。平均値は約 9 語、中央値は 7 語であり、そ
れほど長くない。母語話者用の初歩のリーダーだ。

　Min.   1st Qu.   Median   Mean   3rd Qu.   Max. 
  2.000    5.000       7.000    8.984   12.000   38.000

　また、グラフは下のコマンドで出力することが出
来る。

hist(w11, breaks=seq(0.5, 38.5, 1), col="gray")

　横軸が文の長さを示す語数で、縦軸がその語数の
文の数を示す。
　次に、行間訳の線状性の程度を、グラフと基本的
統計量で確認してみよう。このようなグラフ化自体
は、横山（2011）で既に行っているが、ここでは線
状性という視点から議論を深める。リーダーの全文
を一続きの「線」と考えた場合、英文自体の語順を
示せば、「1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8……」となり、1 ずつ増
加するので、右上がりの直線になる。それに対し、
英文の各語が和訳される順番は、本来の英文の語順
からはズレているのが普通だ。もっとも、そのズレ
は文単位でしか起こらない比較的小さなものであり、
文を超えて語順が前後することは通常ないので、本
一冊分を小さなグラフにすれば、ほぼ直線にしか見
えない。一部をかなり拡大して初めて、凸凹が見え
るようになる。下に、『ウヰルソン』の英単語の下
に書かれている訳順を連番に修正し、先ずは全文の
場合を、そして、次にサンプルとして、5001 語目
から 5100 語目までの 100 語分の場合を、折れ線グ
ラフで示す。それぞれ、次のようなコマンドで出力
できる。

plot(w14, type="l")
plot(w14[5001:5100], type="l")
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（図１ 文の長さ）  
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（図２ 全文の線形表示）  

 

 

 

 

図２（全文の線形表示）
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　このような語順のズレを、今度は数値を用いて、
『ウヰルソン』の全文の場合で考える。w16 には、
各単語が訳される順番が、英文として本来読まれる
べき順番から何語分ズレているかが、絶対値で入っ
ている。統計要約量を「summary(w16)」で出力する。

　Min.   1st Qu.   Median   Mean   3rd Qu.   Max. 
    0.00      1.00        2.00       2.46      4.00     36.00

　ズレの平均値は 2.46 語であり、中央値は 2 語で、
最大値は 36 語にもなる。なお、グラフ化するには
次のコマンドを使う。

hist(w16, breaks=seq(-0.5, 36.5, 1), col="gray")

　このように、各英単語が和訳される時、英語とし
て本来読まれるべき順番から何語ズレているかを表
した数値を用いれば、英文和訳においてどの程度の
語順のズレが生じているかを客観的に説明出来る。
これを見れば、値が 0 ではない、つまり、語順がズ
レている語の方が圧倒的に多いことがわかる。直感
的にも、訳す順番が多くの場合ズレていることはわ
かるが、どの程度ズレているのかは、客観的に分析
しなければわからない。
　今度は、こうしたズレを生じさせている「訳し下
ろし」と「訳し上げ」の交錯の様相を考える。個々
の訳し下ろしや訳し上げの移動語数を、統計要約量
とグラフで示すが、コマンドは下の通り。

summary(w25)
hist(w25, breaks=seq(-19.5, 18.5, 1), col="gray")

　Min.      1st Qu.    Median    Mean    3rd Qu.     Max. 
-19.0000  -1.0000     1.0000    0.5007   2.0000   18.0000

　このようなグラフ化自体は、横山 (2009)、横山
(2010) で既に行っているが、やはり線状性の視点か
ら議論を深める。『ウヰルソン』では、一回一回の
移動語数は、訳し上げの方が訳し下ろしよりも小さ
いことがわかる。正の数と負の数の意味は既に述べ
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（図３ 5001 番目から 5100 番目までの線形表示）  
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（図４ 語順のズレ［単位：語］）  
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図３（5001番目から5100番目までの線形表示）
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（図５ 個々の「訳し上げ」と「訳し下ろし」［単位：語］）  
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図５（個々の「訳し上げ」と「訳し下ろし」［単位：語］）
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た通りである。
　このうち、-1 と 1 は「素通り」を生じさせないが、
それ以外の数値を示すものは「素通り」を生じさせ
ることになる。一見してかなりの数になることがわ
かる。
　さらに、本研究では、「訳し下ろし」や「訳し上
げ」が連続する場合に、「同一方向の移動」を一つ
にまとめて、「連続する訳し上げのまとまり」や「連
続する訳し下ろしのまとまり」を考察することが可
能になった。次は、これに関して議論を行う。
　下の表３は、w43 を出力して整理したものである。
数値は、四捨五入して小数第二位まで示している。
A は、同一方向への移動が何回連続しているものが
あるかを、リストのようにして示している。訳し上
げは 13 回まで連続している事例があるし、訳し下
ろしは 18 回まで連続している事例が見られる。B
は、それぞれの回数の同一方向への連続した移動が、

『ウヰルソン』全体で、何度現れるかを示している。

数百もの事例が見つかるものもあれば、たった一例
しかないものもある。C はそれぞれの回数の同一方
向への連続した移動が、全体として平均何語になる
かを示している。同じ連続移動回数でも、一回一回
の移動語数は異なるかもしれないので、合計した全
体の移動語数も様々な数値を取り得るが、ここでは
その平均を示している。D は、C を A の絶対値で
割ったもので、連続した移動を構成する一回一回が
何語になるかを、平均値で示したものである。例を
挙げよう。A の 6 は、訳し下ろしが 6 回連続する場
合を示しているが、この 6 回連続の訳し下ろしの事
例は『ウヰルソン』全体で 42 あり、平均した場合
は 6 回の連続移動全体で 11.17 語訳し下ろされるが、
11.17÷6≒1.86 なので、1 回あたりの移動語数の平均
値は、1.86 語となる。平均 1.86 語の訳し下ろしが 6
回連続する事例が 42 あることになる。
　この表を見ると、同一方向への連続移動の回数は、
概ね -8 から 8 の間に収まっており、それ以上の連
続の事例は、各 1 であることがわかる。連続回数が
大きくなると移動一回一回の平均語数は 1 に近くな
り、連続回数が少ない方が移動一回一回の平均は大
きくなるが、それでも 2 語程度の場合が多い。訳し
上げより訳し下ろしの方が、各連続回数の事例が、
僅かに多いように見える。また、各連続移動の移動
一回分の平均移動語数も、訳し上げより訳し下ろし
の方が多いと思われる。個々の移動の場合と同様に、
同一方向への移動が連続する場合でも、訳し下ろし
の方が、一度に多くの語数移動し、訳し上げの方が、
一度に移動する語数が少ないと考えるべきだろう。
　次に、横山（2011）で発見され、横山（2013）で
部分的に説明された「訳す方向の逆転数の圧倒的奇
数優位性」を、出来るだけ原理的に説明する。訳す
方向の逆転は、一回、三回、五回というように、奇
数回が圧倒的に多いのはなぜか？先ず、table(w52)
で分布を確認して、次のコマンドで、訳す方向が逆
転する回数をグラフ化する。

hist(w52, breaks=seq(-0.5, 14.5, 1), col="gray")

A
連続移動の回数

B
各回数の事例数

C
各回数の移動語
数の平均値

D

-13
-11

-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
18

1
1
8

18
34
89

172
210
434
564
353
507
369
235

81
42
14

8
1
1
1
1
1
1
1

-14.00
-13.00
-10.62
-10.78

-8.53
-7.09
-5.59
-4.70
-3.58
-2.10
2.26
5.52
7.31
8.29
9.93

11.17
11.00
13.75
12.00
15.00
14.00
14.00
17.00
15.00
19.00

-1.08
-1.18
-1.33
-1.54
-1.42
-1.42
-1.40
-1.57
-1.79
-2.10
2.26
2.76
2.44
2.07
1.99
1.86
1.57
1.72
1.33
1.50
1.27
1.17
1.31
1.07
1.06

各回数の移動一回分
の移動語数の平均値

表３（連続する移動）
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　今回の分析では、文頭の語の一語分前に始発点を
設定しているので、全ての文は訳し下ろしで始まる
ことになり、横山（2011）、横山（2013）と比べて
多少数値は変わっているが、もともと訳し上げで始
まる文はかなり少ないので、全体の分布傾向には全
く違いがない。
　先ず、安藤（2008）を参考にして、英語の基本
文型を和訳する場合の順番を、8 文型で考えてみ
る。安藤（2008:13-14）から、各文型の例文を一部
簡略化して下に引用する。文型要素の A は、義務
的に必要な副詞語句である。これらを和訳する場
合、冠詞を「置字」扱いにすると、SV 以外は基本
的に、主語を訳した後、動詞を素通りして、先に O、
C、A の部分を訳し、それから動詞に戻ることになる。
つまり、先ず、左から右に訳し下ろし、それから方
向転換し、右から左に訳し上げることになる。結果
として、「右左」という移動方向が生じ、一度だけ
訳す方向の逆転が起こる。

SV 　The sun rose.
SVC 　John is a teacher.
SVO 　I like apples.
SVOO 　Bill gave Sally a book.
SVOC 　They named the baby Kate.
SVA 　Mary is here.
SVCA 　John is fond of cats.
SVOA 　He put the key in his pocket.

　ここで、左から右への移動を「＋」、右から左へ
の移動を「－」で表記すると、下のような組み合わ
せが最も一般的だと仮定出来るのではないかと思わ
れる。これは当然、移動方向を直線的に並べたもの
になる。ここでも、「線状的」な配列を考える。

　　＋－

　この基本的な二つの移動方向に、＋か－をさらに
加える場合を考える。既にある＋の右か左に＋を加
えるか、既にある－の右か左に－を加えると、次の
ようになる。

　　［＋　＋］　－　　　＋　［－　－］

　これは結局「＋－」と同じことになり、訳す方向
の逆転は一回しか起こらない。これを何度繰り返し
ても同じで、逆転は一回しか起こらない。
　また、「＋　－」の「＋」か「－」の間に割り込
むように「同方向」の移動を入れても、結局「＋－」
と同じことになり、何度繰り返しても同じで、逆転
は一回しか起こらない。

　　［＋　＋　＋］－　　　＋［－　－　－］

　ところが、「＋　－」の「＋」か「－」の間に割
り込むように「逆方向」の移動を入れると、逆転数
が二回増える。

　　［＋　－　＋］－　　　＋［－　＋　－］

　つまり、一つの移動が三つに分割されるので、逆
転回数が二回増えることになる。元々、逆転が一回
あるのだから、合計三回になる。さらに＋か－を同
様に割り込ませた場合も、逆転数が二回増えること
になるので、何度繰り返しても、結局奇数になる。
　これまで述べてきた奇数回の逆転数を偶数回に変
えるためには、最初の＋の前に－を加えるか、最後
の－の後に＋を加える、あるいは、最初の＋を削除
するか、最後の－を削除する必要がある。途中の＋
や－を削除しても、同方向の連続が生じるだけで、
結局は奇数回になるからだ。従って、例えば、逆転
数が二回の場合は、次のような組み合わせになる。
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（図６ 訳す方向が逆転する回数）  
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　　－　＋　－　　　＋　－　＋

　これは、「訳し上げで始まる」か「訳し下ろして
終わる」ことを意味する。同様の変更をさらに加え
た場合、また奇数に戻る。偶数回になる組み合わせ
は、そもそも僅かしかないことになる。
　「訳す方向の逆転数の圧倒的奇数優位性」は、こ
のような単純な考え方で説明出来ると思われる。そ
して、横山（2013）で実証したように、訳す方向の
逆転回数を偶数にする一番大きな力は、否定の副詞

「not」である。独案内では、「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、最後に左から
右、つまり、「＋」の方向に訳を動かす移動が生じる。
また、横山（2011）、横山（2013）では、訳し上げ
で始まる場合の逆転数は、圧倒的に偶数回が多いこ
とを既に実証している。例えば、主語に前置詞句が
後置されているような場合、訳し上げで始まること
があるが、そのような事例である。
　最後に、「素通り」される語の問題を扱う。英文
和訳において、英語とは訳す順番が逆になる「訳し
上げ」という問題を生じさせる原因が、主として、
訳される前に「素通り」されて後で訳される語にあ
ることは理解しやすい。動詞などは訳される前に素
通りされて後から訳されることが多い。横山（2013）
でも、ある程度はこの「素通り」という現象を扱っ
たが、「訳される前に素通りされる語」と「訳され
た後に素通りされる語」を区別して出力するスクリ
プトを書くことが出来なかったので、分析が不十分
であった。今回の分析用スクリプトは、この二つの
グループの語を区別出来る。それぞれのグループの
語が w74b と w75b に入っているが、スペースの関
係もあり、事例数が 30 以上のものを、下のコマン
ドでグラフ化してみる。なお、同一の語が複数回素
通りされることもあるので、延べ語数となる。
　先ずは、訳される前の素通りを検討する（図 7）。

text(0, (barplot(subset(sort(table(unlist(w74b))), 
sort(table(unlist(w74b)))>=30), horiz=TRUE, las=1, 
cex.names=0.7)), cex=0.7, pos=4, subset(sort(table(
unlist(w74b))), sort(table(unlist(w74b)))>=30)[])

　このうち、訳し上げを引き起こす力を持つ可能性

が高いのは、動詞、助動詞、前置詞、副詞、TO［前
置詞の to や to 不定詞の to の部分］、接続詞、WH
で始まる語で、合計 3339 語となり、w74b の総数
が 4523 語（length(unlist(w74b)) で出力）なので、約
74％となる。実際の英単語は、w74a を見れば確認
できるが、全部で 308 語の副詞うち、約半分の 159
語を否定の not が占めている（sort(table(unlist(w74a)))
で出力）ので、恐らく、「語句間の関係を示す語」
で、その関係の対象となる語句を後に従えるものが、
大部分を占めていると言っても良いと思われる。そ
の典型的なものが動詞だ。こうした語が、「素通り」
ひいては「訳し上げ」に深く関わっている。
　次に、訳された後の素通りを、少しだけ検討する

（図 8）。

text(0, (barplot(subset(sort(table(unlist(w75b))), 
sort(table(unlist(w75b)))>=30), horiz=TRUE, las=1, 
cex.names=0.7)), cex=0.7, pos=4, subset(sort(table(
unlist(w75b))), sort(table(unlist(w75b)))>=30)[])

　こちらは、訳し上げの原因とはならないので、詳
しい分析は行わないが、第一位が 290 語の ADJ、つ
まり、補語になっていない形容詞である。訳された
後に素通りされる語は、w75b に入っているが、全
体で 3350 語（length(unlist(w75b)) で出力）しかない
ので、ADJ だけで約 9％を占める。このような ADJ
の多くは、名詞を修飾している形容詞であると思わ
れる。例えば、動詞の目的語を修飾する形容詞など
は、目的語を訳した後で動詞に向かう際に素通りさ
れることになるが、そのような類いの移動であろう。
　最後に、「訳される前の素通り」、「訳された後の
素通り」、「訳される前か後かを区別しない場合の素
通り」について、その延べ語数を表にまとめておく。
それぞれ、w84、w85、w86 に入っているので、そ
れぞれを表にまとめた。下のコマンドで出力したも
のを整理した。訳される前と訳された後の両方で素
通りされる語もあるので、表の数値は単純な足し算
にはならない点に注意が必要だろう。

table(unlist(w84))
table(unlist(w85))
table(unlist(w86))
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　この表を見れば、訳される前の素通りの回数の方
が、訳された後の素通りの回数よりも、ずっと多い
ことがわかる。また、語によっては何度も素通りさ
れていることもわかる。最大で五回の素通りが見ら
れる。このような側面に関する具体的な分析を行う
には、まだ十分な準備が出来ていないが、既にどの
ような語が何回素通りされるかを出力するスクリプ
トまでは完成しているので、今後の研究課題の一つ
にしたい。

　本研究は、タグを付加したデータを使った研究の
二つ目である。前回の研究よりは、データの処理も
精密になっていると思われる。今回で、「訳す方向
の逆転数の圧倒的奇数優位性」については、ほぼ
完全に理由を説明出来たと考えられるし、同一方
向の連続移動の様相も、かなり説明できたと思わ
れる。語順の違いを生じさせている語句に関して
は、数量的な説明も可能になって来た。英文和訳に
おける語順の違いの様相が、かなり明らかになりつ
つある。例えば、本研究で明らかにした「訳す方向
の逆転数の圧倒的奇数優位性に関する単純な論理的
説明」に、既に過去の研究で明らかにしている「訳
し上げより訳し下ろしで始まる文の方がずっと多い
という事実」を加えると、「英文和訳は、多くの場合、
訳し下ろしで始まり訳し上げで終わるが、その事実
は、英語と日本語の基本構文の語順が違うという単
純な性質と、言語が一次元的な線状性を持つという
単純な性質との組み合わせで説明出来る」可能性が
あるという主張を導くと思われる。複雑な諸要素の
相互作用などを説明に使う必要がないので、今後の
議論が明瞭になると思われる。また、日本語と英語
では語順が完全に逆転するわけではなく、一致する
部分も少なくないのだが、日本語と英語は語順が逆
になるという説明を見ることも多い理由の一つとし
て、英文和訳では、ほとんどの場合において訳し上
げで終わることになるので、語順が逆になる印象が
強いのではないかという仮説を立てることも出来る
かもしれない。英文和訳の語順に関しては、様々な
仮説が考えられるだろうが、本研究のような実際の
データを用いた基礎的研究は、検討すべき仮説を作
り上げる前段階の資料や視点を提供することが出来
ると思われる。
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（図７ 訳される前に素通りされる語）  
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（図８ 訳された後に素通りされる語）  

図８（訳された後に素通りされる語）

表４（訳される前の素通り）

表５（訳された後の素通り）

表６（訳される前と後を区別しない総回数）

１回 ２回 ３回 ４回

3552 語 382 語 61 語 6 語

１回 ２回 ３回 ４回

2025 語 538 語 71 語 9 語

１回

3965 語

２回

1299 語

３回

368 語

４回

49 語

５回

2 語

Ⅹ．おわりに
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注

１　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、Part IV

のLesson 14にある最初の文は、明白な誤訳が二カ所もあ
り、語順の分析上も問題が大きいので、今回の基礎デー
タ作成の対象から外したため、883文となった。なお、
二度訳が付けられる「再読文字」に関する処理方法もこ
こで説明しておく。実例をひとつ引用する。

　　The   　vane     　shows      　 which      　  way 

　　　　 風信器ハ　 示ス　 カヲ ドチラノ　方ニ
　　　　　　1       　    7           6            3             4

　　the   　wind   　blows.

　　　　　風ガ　   吹ク
　  　　　　 2             5

  

このような場合、本研究のタグ付けの方法では原則的に
対処できないので、次のように、再読文字は同じ単語が
二回連続して存在しているものとして分析を行った。

　　The   　vane    　shows   　which  　which        way 

　　　　 風信器ハ　示ス   　  カヲ    ドチラノ   方ニ
　　　　　   1        　   7              6      　　3       　   4

　　the   　wind   　blows.

　　　　　風ガ　    吹ク
  　　　　　 2              5

多少分析結果に影響が出るかもしれないが、再読文字の
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。

２　使用したPythonとNLTKのバージョンは、それぞれ、
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
ていたものに、本論文の執筆者が、多少の修正を加えた
ものである。

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

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

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、
ネット上で公開されているものである。

　http://nltk.org/book/ch05.html

Bird, S., Klein, E. & Loper, E. [萩原正人、中山敬広、水野
貴明 (訳)] (2010).『入門 自然言語処理』東京：オライ
リー・ジャパン.（Bird, S., Klein, E. & Loper, E.(2009). 

Natural Language Processing with Python. O’REILLY.）
安藤貞雄 (2008).『英語の文型：文型がわかれば、英語が

わかる』東京：開拓社.
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