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英文和訳における SVO 型語順から SOV 型語順への
変換に関わる諸側面 :

明治期の英語リーダー独習書の分析
横 山 知 幸

Aspects of the Change from SVO to SOV Word Order
in English-Japanese Translation:

Analysis of a Meiji Era English Self-study Book

This article investigates word order differences in English-Japanese translation. The first half of this article 
focuses first on the word order differences between English and Japanese from the viewpoint of linguistic typology, 
and second on historical developments of interlinear word-for-word translation in Japan. The latter half of this article 
analyzes a nineteenth-century English self-study book, which 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 
is the prototype for the basic 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. The results explain 
some important aspects of how and why a few word order differences between English and Japanese develop into 
complicated zigzag patterns in the basic translation method in Japan.
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Ⅰ．はじめに

　本研究は、SVO 型の英語を SOV 型の日本語に訳
す場合に生じる「語順の変換」という現象に、時間
的にも空間的にも、大きな広がりを持った視点から
考察を加える。
　本研究の前半の理論的説明部分では、先ず、言語
類型論的に語順を、修飾語が被修飾語の「前」に置
かれるタイプ（SOV 型）と修飾語が被修飾語の「後」
に置かれるタイプ（SVO 型）に二分する考え方を
説明する。そして、英語を含めて多くの欧州の印欧

語が、古い時代の SOV 型の語順から新しい時代の
SVO 型の語順に変化する歴史を確認する。加えて、
その変化の程度・様相を理解することが、現代の英
語教育での語順指導にも光を当ててくれることに言
及する。次に、古典的な印欧語であるサンスクリッ
ト語（SOV 型）で書かれた仏典が、東アジアにお
いて漢文（SVO 型）に翻訳される過程で、後の時
代の「漢文訓読」に応用されることになる「語順の
変換」という仕組みが生まれるとする考え方を取り
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上げる。そして、現代の英語教育においても、日英
語の語順の違いを指導する際には、漢文訓読的な「語
順の変換」を逆方向に用いる場合が多いことを確認
するために、漢文訓読における伝統的な「復文法」、
および、「復文法」と同様の方法を中国語母語話者
が用いる「和文漢読」の二つを、近年の英語教育に
おける語順の指導法と比べながら検討する。最後に、
漢文訓読の発展型である「欧文訓読」を、「英文訓読」
と「独文訓読」の例を用いて、欧州における類似の
例も参照しながら、出来るだけ広い視点から総合的
に検討する。
　本研究の後半の数値分析部分では、「独案内（ひ
とりあんない）」と呼ばれる明治期の自習書を、一
冊分ではあるが、コンピュータを利用して分析する。
このタイプの書物は、「英文訓読」の典型例であり、
現在の「英文和訳の原型」でもある。本研究の執筆
者によるこれまでの研究、すなわち、横山（2013）
と横山（2014）では、先ずは訳さずに「素通り」し
て後で戻って訳すという現象こそが、英文和訳にお
ける「語順の変換」を引き起こす原因になることを
指摘した上で、「素通り」の様相をある程度まで明
らかにしているが、本研究ではさらに分析を進め、

「訳す前に素通りされる語」について、「素通りされ
る回数」ごとに分けて、詳細な検討を行う。この検
討により、SVO 型の英語から SOV 型の日本語への
変換が行われる場合に「素通り」を引き起こす原因
となっているのが、文法的役割を担う語を中心とす
る比較的少数の語群である可能性を提示する。そう
した語群に関する理解が、語順に関する指導を助け
る可能性に関しても言及する。

　松本（2006: 129-133）によると、言語の語順は大
きく二種類に分けられる。修飾語が被修飾語の「前」
に置かれるもの、つまり、連用修飾語（目的語や補
語を含む）が動詞の「前」、連体修飾語（関係節を
含む）が名詞の「前」、比較対象語が比較形容詞の

「前」、動詞が助動詞的成分の「前」、名詞が接置詞（後
置詞）の「前」の置かれるタイプと、逆に、修飾語
が被修飾語の「後」に置かれるもの、つまり、連用
修飾語（目的語や補語を含む）が動詞の「後」、連
体修飾語（関係節を含む）が名詞の「後」、比較対
象語が比較形容詞の「後」、動詞が助動詞的成分の

「後」、名詞が接置詞（前置詞）の「後」に置かれる
タイプの二種類である。前者は動詞の前に目的語が
来るような「前進的支配（OV 型）」の語順であり、
後者は動詞の後に目的語が来るような「後退的支配

（VO 型）」の語順である。本研究において「支配」
とは、松本（2006: 129-133）からは多少ずれるかも
しれないが、修飾の考え方を少し広げて、見方を逆
にして表現したものだと考えておく。「前進的支配」
では、「前から後ろを修飾」することになり、「後退
的支配」では、「後ろから前を修飾」することになる。
下に、松本（2006: 131）から英語の例を、本研究で
の説明に即して変更して提示する。

　　 動助辞  動詞  接置詞  名詞　 　 連体修飾語
（Ⅰ）  did not    go   　to   the house   of my friend.
［支配］
［修飾］
　
　これを文構成要素ごとに和訳すれば、主語以外の
部分を完全に後ろから前に訳し上げ、「（私は／）私
の友人の／家／に／行か／なかった」となる。日本
語は、非常に首尾一貫した OV 型で、後ろから前に
支配関係が及ぶが、英語は基本的には VO 型であっ
て、前から後ろに支配関係が及ぶことが多いものの、
名詞を修飾する形容詞は前から後ろにかかるなど、
OV 型の性質も持っていて、一貫しない側面がある。
例えば、my favorite food では、my も favorite も food
にかかる（支配される）のだが、これは日本語と同
じで OV 型の語順となる。英語の持つこの混合的語
順特性が、英文和訳などの語順の問題を複雑にする。
さて、ここまでは主語の部分を無視して議論を進め
てきたが、両者の語順に主語を加えて文型風に表記
すれば、それぞれ、SOV 型と SVO 型になる。

　現在の英語の語順は SVO 型の性質が強いが、大
昔からそうであったわけではない。本節では、印欧
語、特にゲルマン語（英語もその一つ）の語順の歴
史的変遷から、英語の語順の基本的側面を考える。
　松本（2006: 144）は「印欧語本来の統語型は OV
型のそれであったという帰結はほぼ必然的といって
よいであろう」と述べている。つまり印欧祖語の語
順は、主語を加えて表記すれば、SOV 型であった

Ⅱ．二つの主要な語順（SOV と SVO）

Ⅲ．英語の語順の歴史的変化（SOV → SVO）
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ということになる。一般に印欧語について語る場合、
屈折の大きい古典語では、語順は自由であるとされ
ることも多いが、基本的な語順はやはり存在すると
考えられている。サンスクリット語やラテン語では、
SOV という配列が基本であり、日本語に近い。
先ず、辻（1974: 250-251）から、サンスクリット語
に関する説明を引用する。

…… 主語は …… 一般に文頭に立ち、動詞的述
語（特に人称動詞）は文末に置かれる。この両
者の中間に他の要素が配置され、述語に関係の
深いものほどこれに近づく。例えば目的語は動
詞の直前に置かれ、副詞的修飾語はさらに離れ
て挿まれる ……

　次に、欧州に目を向け、中山（2007: 19）から、
ラテン語に関する説明を引用する。

…… あまり修辞的な色をつけない標準的語順
を想定すると、「主語 ― 間接目的語 ― 直接目
的語 ― 副詞 ― 動詞」というような語順になる
と思われる。

　しかし、ラテン語からイタリア語、スペイン語、
フランス語などのロマンス諸語へという変遷の中で、
語順が SOV 型から SVO 型に変化する。下にパトー
タ（2007: 169）から、イタリア語の説明を引用する。

…… 後期ラテン語では語順 SVO が確立し、イ
タリア語へ引き継がれた …… イタリア語の起
源以来、SVO モデルが自然な語順だったのは
確かだが、ジョヴァンニ・ボッカッチョ、ヴィッ
トリオ・アルフィエーリ、ピエトロ・ベンボ、
アレッサンドロ・ヴェッリといった多くの文学
者がラテン語を真似て語順 SOV を使っていた
こともまた事実である。

　さて今度は、英語の属するゲルマン語での変化を
考える。河崎（2006: 75-77）によると、ゲルマン祖
語でも基本的な語順は SOV だったが、現代のゲル
マン諸語へという変遷の中で、SVO の語順に変化
したと考えられているようだ。ただ、その変化は完
全ではなく、現在のドイツ語でも、主語は動詞より
先にくるとは限らず、定動詞が２番目におかれる

（verb-second 現象）という大原則があるものの、基
本的には SVO の語順になっているが、副文（従属節）
では SOV の語順が残っている。下に、河崎（2006: 
77）からの引用を示す。

……SOV の型のほうが、ゲルマン祖語から受
け継がれた本来的な型であり、現代ゲルマン語
では通常の型である SVO の型が改新形である
とみなされる。このことはさらに、副文におけ
る「混在」の状況によって裏づけられる ……

　そして英語の語順だが、古英語の段階では、現代
のドイツ語に似た状況を考えればよいようだ。安藤

（2002: 131-134）の説明を基にして、簡略な記述を
試みれば、古英語の場合、verb-second 現象はある
ものの、基本的語順は SVO（O が代名詞の場合は
SOV）であり、副文（従属節）では SOV であるこ
とになる。古英語（OE）から現代英語（PE）への
語順の変化を、中尾・児馬（1990: 196）から、下に
引用する。

……OE では従属節においては SOV が支配的
で、主節においては SVO が支配的な語順であっ
たのが、PE では主・従節を問わず、SVO になっ
たということである。

　なお、橋本（2005: 176）によれば、「SVO 語順は
15 世紀に確立した」ということらしい。
　さて、ここで重要な点として、河崎（2006: 81）は、
ゲルマン語が SOV から SVO へと語順を変化させた
際に、定形動詞を修飾する語句の配列順序に、二つ
の可能性が生じ、英語とドイツ語は違う配列を持
つようになったと言う。下に例文を含めて引用す
る。（a）は英語の場合、（b）はドイツ語の場合であり、
両例文は、単語レベルで対応しているが、定形動詞
を起点にした語句の配列が、完全に逆になっている。

　  （a）移行した定形の位置に応じて修飾語の配置
　　　を再構成する。
　　Mary gave the money to her friend 
                     0           1               2
　　in her room yesterday.
                 3              4
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　  （b）修飾語は元の位置にとどまり、定形のみが
　　　移行する。
　　Maria gab gestern in ihrem Zimmer 
                    0        4               3
　　ihrem Freund das Geld.
                  2                1

　日本語は SOV 型で、非常に首尾一貫した OV 型
の語順なので、英語の修飾語の配列よりはドイツ語
の修飾語の配列に近い。従って、例えば在間（1992: 
35）のような説明を目にすることになるのだろう。

……日本語をドイツ語に直す場合、日本語と同
一の順序でドイツ語の語句を並べ、定動詞の位
置を適当な位置（平叙文の場合は第２位）に移
すことによって、正しいドイツ語の文を作るこ
とができるのである。

　実際の外国語学習では、例えば角田（2009）の日
英語の語順比較に関する説明で述べられているよう
に、他にも様々な側面で語順が一致したり異なった
りする場合があるので、動詞の後の語順を逆にすれ
ば全ての問題が解決するわけではない。しかし、単
純な構造の文の場合には、上で述べられている性質
をかなり利用出来るかもしれない。この点に関して
は、次節で考察を加える。

　英語と日本語では、動詞の後の部分が鏡に映した
ように逆になる「鏡像関係［安藤（1986: 56-65）を
参照］」が見られることを基本とし、もう少しだけ
他の語順対応規則を加えて、語順の変換のための「文
型的パターン」にまとめてしまう指導法がある。
　田地野彰氏の有名な「意味順」の英作文指導も、
基本的には前節で示したものと同様の鏡像関係の
原理を発展させたものであると思われる。田地野

（2014: 6）には、文型的パターン作成の手順が、下
のように書かれている。

①文を主部と述部に分ける
②述部を鏡に映して英語の並び順にする
③英語の並び順をルール化する

　そして、田地野（2011）、田地野（2014）では、
次の要素配列順序が多くの部分で用いられている。
動詞以下の配列が、日英語で完全に逆転している。

　だれが／する（です）／だれ・なに／どこ／いつ

　次に、田地野（2014）の多くの作文練習に示され
ているように、このルールを「逆用」して、下の手
順で英文を作成することになるのだろう。

①日本語を意味のまとまりで区切る
②区切ったかたまりをボックスに入れる
③日本語に英語を置き換える

　このルールの「逆用」の例を一つ、田地野（2014: 
38）から下に引用してみる。

①私のおばは／そのとき／部屋で／本を読んで
　いた。
②私のおばは／読んでいた／本を／部屋で／そ
　のとき。
③My aunt / was reading / a book / in her room / 

then.

　同じく有名な田尻悟郎氏の実践においても、横溝
（2010: 120-124）などを見ると、英作文の語順指導
では、「意味順」と似ている手順が多く、やはりこ
こで論じているような文型的パターンを、独自に発
展させて応用しているように見受けられる。
　ここで行われていることは、和文英訳のように見
える。日本語で考えた表現を、簡単なルールに従っ
て、英語に変換しているように見えるはずだ。し
かし、例えば、「富士山が見える」といういかにも
日本語らしい文にこのルールを当てはめると、「Mt. 
Fuji sees.」のような文にしかならないのではないだ
ろうか。「I see Mt. Fuji.」などという文は出来上が
らないだろう。このような指導で用いられる「日本
語」の文は、解答の英文を直訳したような文であり、
もとの英文が透けて見えるようなものが多い。ここ
では、「英語 → 日本語 → 英語」という二重の変換
作業の後半部分のみが行われていると考えるべきで
あろう。この点に関しては、第 6 節でさらに考察を
加える。

Ⅳ．和文英訳による語順指導の背景（[SVO → ]
SOV → SVO）
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　現代の「英文和訳」や「和文英訳による英作文」も、
日英間で語順の転換を行うという点では、実は、古
くから続く漢文訓読の仕組みと同じである。本節と
次節では、その流れを、日本における言語学習の中
に、明確に位置づけようと試みる。
　その前に漢文の語順を確認する。古田島・湯城

（2011: 34-44）は、学校英文法の五文型と比較しな
がら、漢文の語順を簡潔に説明している。漢文では、
主語は省略可能であるものの、英語の五文型の全て
に対応する語順が存在すること、SVC の構文では
動詞が省略され得ること、そして、連体修飾も連用
修飾も「修飾語＋被修飾語」の語順になることなど
が述べられている。漢文の語順は、VO 型の性質が
強いが、修飾関係は OV 型であり、総じて英語に近い。
　さて、漢文訓読という発想の源流に関して、金

（2010）、金（2014）は、梵語（サンスクリット語）
で書かれた仏典の漢訳にあると考えている。サンス
クリット語は SOV 型であり、漢文は SVO 型なので、
仏典の漢訳では、多くの場合、語順の変更が必要に
なる。この点に関して、金（2014: 7）は次のように
説明する。

言うまでもなく、漢文訓読における語順の変換
は、その大部分が漢文の動詞前置を日本語の動
詞後置に改めることである。これは仏典漢訳に
おける「迴文」を逆に行うことであり、その発
想の原点は「迴文」にあったと見てよい。

　上の「迴文」の具体例を、船山（2013: 59）から、
仏教史書である『仏祖統紀』における「綴文」の説
明（現代日本語訳）を引用して、下に示してみる。

およそ梵語は多くの場合、動詞目的語を先に、
動詞要素を後に表記する。たとえば、（漢語の）

「念仏」を（梵語では）「仏 – 念」、「打鐘」を「鐘 
– 打」（の語順）とするように。それゆえ、字
句の順序を入れ替えて文章化し、この土地（中
国）の文章に合うようにする必要がある。

　もし漢文訓読の発想の源流が、SOV 型のサンス
クリット語と SVO 型の漢文との接触から生じた語
順変換にあり、さらにそれを、SVO 型の漢文から

SOV 型の古代の韓国語や日本語への語順変換に応
用したのであれば、幕末・明治期の日本人が、SOV
型から SVO 型へほぼ移行してしまった英語などの
西洋語（オランダ語やドイツ語は SOV 型の語順を
相当に残してはいるが）に接触した場合、同様の方
法を用いることは自然だったのではないだろうか。
この「欧文訓読」に関しては、第 7 節で詳しく説明
する。

　漢文訓読の続きには、「復文」と言って、日本語
の語順になった書き下し文を、元の漢文に戻す作
業がある。李（2002: 54）は、「復文を発案し、そ
れを最初に漢文教育に用いたのは伊藤仁齋（寛永
四 1627 年～宝永二 1705 年）である」と述べている。
さらに、その目的について、李（2002: 56）は「復
文はあくまで漢文作文の際、語順の転倒や言葉の誤
用、いわゆる和習を防ぐために発案されたことが明
らかである」と言う。また、古田島・湯城（2011: 
118）は復文を、「英語の単語整序問題とほぼ同じ性
質を有し、漢文の構文・語順を理解するのにきわめ
て有益な練習作業である」と説明する。こうした考
え方を見ると、やや極端に言えば、漢文訓読や復文
に習熟し、音読された漢語を多く含む漢文訓読体の
日本語で考えれば、その訓読体の文の語順を漢文風
に変更し、漢文として表現し直すことは、それほど
難しいとは言えないのであろう。外国語で直接考え
るわけではないが、外国語と対になった外国語的性
質の強い中間的な言語で考え、それを外国語で表現
するという仕組みである。1

　復文が日本人の漢文学習者にも不可能ではないな
ら、逆の方向で、中国人日本語学習者が漢文訓読体
の日本語を「和文漢読」することは、さらに容易に
なる。なぜなら、訳文の作成・編集に強力な母語の
力が利用出来るからだ。実際のところ、日清戦争以
降中国から留学生が大量に日本に来ていた時期に、
梁啓超という人物が『和文漢読法』という書物を著
し、かなり広く用いられたようだ。この時代は、漢
文訓読体が広く日本語として用いられていたことが
背景にある。古田島（2008: 42-43）は、このタイプ
の漢訳法を次のように説明している。

Ⅴ．漢文訓読（[SOV → ]SVO → SOV）

Ⅵ．復文法・和文漢読・和文英訳による語順指
導（[SVO → ]SOV → SVO）
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……『和文漢読法』の〈日本文から仮名文字を
削り、残った漢字の順序を適宜に入れ換えれば
中国語として読めるのだから、日本文は容易に
読解できる〉という趣旨は、我らが漢文訓読の
裏返しにすぎない……書き下し文の仮名文字を
削り、漢字を適宜に入れ換えて古典中国語に復
原する復文作業は、『和文漢読法』が奨める日
本語の読解作業とほとんど異なるところがない。
つまり、『和文漢読法』は、方法上の理念は漢
文訓読の裏返しながら、実際の作業としては復
文そのものなのである。

　ここで和文漢読そのものではないが、同一の日本
語（漢文訓読体）からの漢訳と英訳が存在するも
のの例として、「教育勅語」の一部を引用してみる。
明治 42 年に文部省が著した『漢英仏独教育勅語訳
纂』からとった（教育勅語自体は明治 23 年発布）。2

これを見れば、いかに漢文訓読体の日本語と漢訳が
近いのかが分かる。漢訳の方が原文で、それを訓読
したのだと言っても、誰も疑わないだろう。日本語
と英訳との間には、これほどの言語的な近さはない。

（原文）爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和
　　　  シ朋友相信シ ……

（漢訳）爾臣民孝于父母友于兄弟夫婦相和朋友
　　　  相信 ……
（英訳）Ye, Our subjects, be filial to your parents, 

affectionate to your brothers and sisters; 
as husbands and wives be harmonious, as 
friends ture ……

　そして、現代の英語教育で行われる「和文英訳を
利用した英作文」も、広い意味では、「復文法」で
ある場合が多いことを、伊藤（1995:95-96）からの
引用でもって下に示す。

たとえば、「水がなければどんなものも生きて
ゆくことはできないでしょう」…… とかいっ
た 問 題 は ……Without water, nothing could live. 
…… のような英文がまず問題を作る人の頭に
あり、この英文を、日本語としての自然さを多
少犠牲にしても、できるだけ直訳することで作
られたものなんだ。こういう問題では、学生の
作る答が、最初の英文と完全に一致すること

…… が理想になっている。その意味で、これ
はもとの文章にかえす問題、つまり復文問題と
呼べると思う。

　本節の議論に照らせば、第 4 節で述べた田地野彰
氏や田尻悟郎氏の方法も、広い意味では立派な復文
法であり、日本語らしい日本語から出発し、工夫を
凝らして英文を考案するのではなく、英文とその直
訳体の日本語から出発し、ルールに従って語句と語
順の復元を行うという点では、十分に漢文訓読の延
長線上にあると言ってよいだろう。この場合の原文
は、文字表記こそ日本語だが、背後には英文があり、
整序問題に近いものだと考えるべきだろう。

　幕末・明治以降の西洋語の学習においても、漢文
訓読と類似した方法が用いられる。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、例を一つ示す［以下、『ウヰルソン』
と略称］。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た。

　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

　この和訳方法は、行と行との間に訳語が挿入され
る「行間訳（interlinear translation / interlinear gloss）」
である。この漢文訓読にまで遡ることの出来る方法
こそが、英文和訳の「原型」とでも言うべき和訳方
法である。現在では、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

Ⅶ．欧文訓読の仕組み（SVO → SOV）
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多くの独案内の実物画像を見ることが出来る。
　独案内では、冠詞のような一部の訳さない「置字

（おきじ）」をのぞき、各単語に訳語を付加し、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。現在では、逐語訳であって
も、訳順を示す数字はまず見かけないが、基本的な
仕組みは同じだ。現在と同様、直訳の後に日本語の
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。
　漢文訓読と同じで、一部の語は「再読文字」とし
て扱われ、二回読まれる。下に『ウヰルソン』から

「let」の例を挙げる。

　They      will            let                 us        
  彼等ガ　アロウ　シテ　シムルデ　我々ヲ
      1          7         3           6            2
　go      in.
  行カ  中ニ　
    5       4

　本研究では、再読文字は同じ語が二つ連続して存
在していて、それぞれに訳が付けられているのだと
考える。本研究の後半の数値分析では、下のように
書き換えたものから、数値データを作成している。

　They      will        let         let          us        
  彼等ガ　アロウ　 シテ　シムルデ　我々ヲ
      1          7          3           6            2
　go      in.
  行カ  中ニ　
    5       4

　独案内における訳語の付け方は、単純で粗雑な和
訳の方法に見えるかもしれない。しかし、次のドイ
ツ語の例を検討すれば、それほど杜撰なものには見
えなくなるかもしれない。『ボック氏第一読本独案
内』から、同一の部分の異なるタイプの訳を引用す
る。最初のものは、中村道夫［訳］『ボック氏第一

読本独案内』金刺芳流堂（明治 28 年）から、次の
ものは、近藤衡平［訳］『ボック氏第一読本独案内』
伊藤誠之堂（明治 26 年）からとった。なお、ドイ
ツ文字はラテン文字に、漢字の旧字体等は現代の通
常の字体に変更し、原文では語の左肩にある算用数
字は、英語の例に合わせて、語の真下に移した。ま
た、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。3

　Der 　　Jäger　　 jägt 　　das 　　Wild 
　　　　  猟師ガ 　  猟ル　　　　　  野獣ヲ
                  1            7                       2
　in 　　Feld 　　und 　　Wald.
 於テ　　 野　　  及ビ　　 森ニ
   6          3            4           5

　Der 　　Jäger　　 jägt 　　das 　　Wild 
　 ガ　　　猟師 　   猟ル　　 ヲ　　  野獣
     2            1            9          4           3
　in 　　Feld 　　und 　　Wald.
 於テ　 　野　　  及ビ　　 森ニ
   8          5            6           7

　基本的な訳語は両者とも同じであるが、一部の
重要な語で両者の訳は全く異なる。それは、der と
das であり、それぞれ、男性主格の定冠詞と中性目
的格の定冠詞である。ドイツ語の場合、英語より格
変化が多く残っていて、文中の名詞の役割が、語形
変化によって分かることが多いが、その格変化を示
す役割を担うのが、名詞そのものではなく、名詞を
修飾する冠詞などである場合が多いからであろうか、
後の方の独案内では、定冠詞が「置字」扱いされず、
日本語の助詞を用いて訳されている。かなり興味深
い工夫であろう。もっとも、上の例にはないが、不
定冠詞の訳は「一ノ」なので、冠詞類の訳し方に一
貫性はない。それでも、独案内が広く用いられた時
代においても、冠詞の機能が理解され、訳しかたが
模索されたことが十分に理解されるだろう。
　もっとも、実を言えば、「行間訳」は、洋の東
西を問わず、昔から言語学習や教典理解などに広
く用いられてきた方法である。Lehmann（2004: 3）
は、行間訳の先駆けの一例として、Humboldt（1836: 
169）で用いられている方法を説明している。ここ
では、それを独案内にかなり近い方法だと見なして、

Ⅷ．欧文訓読における「置字」と「語順」
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下に原典から引用する。上が原文（古典ナワトル語）
で、下が独訳であり、数字が読む順番を示している。

   1   2      3       4   5   6        7      8    9 
  ni-  c-  chihui  -lia  in  no-  piltzin  ce  calli

   1       3      2    4     5      6       7      8      9
  ich  mache  es  für  der  mein  Sohn  ein  Haus

　この Humboldt の原典を見ると、確かに数字は行
間にあるものの、原文と訳文は一つの文中に連続し
て書かれているのだが、上では分かりやすいように
二行に分けた。上の例は、数字を原文と訳文の両方
に付けることで、訳文をドイツ語の語順に近づけて
いる点で、日本の独案内とは大きく異なる。それで
も、数字で語順を示すという発想において、日本の
漢文訓読や欧文訓読は、必ずしも孤立した存在では
ないことも見て取れる。

　本節から始まる数値分析では、横山 (2013)、横山
(2014) と同じ基礎データを用いているが、表記法に
関して部分的に修正・簡略化している。そこで、本
節の以下の部分で、横山（2014: 62-63）の記述を部
分的に修正しながら利用して、今回の基礎データの
表記法が明確になるように説明する。
　本研究の数値分析の対象は、既に上でも例文を引
用した『ウヰルソン』であり、分析された総文数は
883 である。これは、ウィルソンリーダー［Willson’s 
Readers］の第一読本の独習書である。ウィルソン
リーダーは、米国の英語母語話者用の初等教育レベ
ルの教科書だが、日本人用の英語教科書が整備され
る前には、英語母語話者用の教科書が広く用いられ
た。
　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。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。4 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。5 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、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
究の執筆者自身が、総合的に考えて下した。

［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'), ('.', '.')]

Ⅸ．数値分析の分析対象と分析ツール

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
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　上の品詞タグは、下の表２に示される文構成タグ
をさらに付加され、基礎データの重要な一部分とな
る。本研究の文構成タグと横山 (2013)、横山 (2014)
の文構成タグとの違いは三つで、(1) 主動詞の主節・
従属節の区別をなくして主節の主動詞の表記に統合
し、(2) 主語・目的語・補語の主節・従属節の区別
をなくして主節での主語・目的語・補語の表記に統
合し、(3) 準動詞の目的語・補語の表記を主動詞の
目的語・補語の表記に統合した。非常に簡略な表記
になっている。このような簡略化を行ったのは、こ
れまでの複雑な表記が、データを細分化してしまう
ので、逆に分析結果の全体像を不明瞭なものにして
いるのではないかという疑念が生じたからである。
　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、多くの分野で広く用いられてい
る。今回の 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)、間瀬 (2014)、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
で示す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")
)

　本研究のスクリプトの作成には、横山（2014）と
同様の考え方を用いており、それ以前の本研究の執
筆者による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。下に前出の例文の一部を示して説明
する。

　　（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

表１（Simplified Part-of-Speech Tagset）6

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

_OP

Meaning

主語
目的語
補語
主動詞
前置詞の目的語

表２（文構成要素タグセット［簡略版］）

Ⅹ．コンピュータ分析用スクリプト
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　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、本研究全体にあてはまる。本研究の考え方で
は、全ての文が「訳し下ろし」で始まることになる。
なお、本節で示すスクリプトは、横山（2014: 64-
65）のスクリプトを発展させたものなので、本節の
スクリプトに関する説明は、基本的に横山（2014: 
63-64）とほぼ同じものである。
　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。最初の例文では、最後に訳す「Do」
のあと、次の文に行くまで「you see Jane」の三語を「素
通り」するとは見なさない。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。
　次に、データ分析のための R 用のスクリプトを
全て示す。

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_8a <- function(x) which(x==1)
fy_8b <- function(x) which(x==2)
fy_8c <- function(x) which(x==3)
fy_8d <- function(x) which(x==4)
fy_8e <- function(x) which(x==5)
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
         r <- lapply(y, as.list)
         s <- function(x,y) ifelse(x>y, x, 0)
         t <- mapply(s, q, r)}
fy_23 <- function(x,y){
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         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)
w87 <- max(unlist(w84))
w88 <- max(unlist(w85))
w89 <- max(unlist(w86))
w91 <- lapply(w84, fy_8a)
w92 <- lapply(w85, fy_8a)
w93 <- lapply(w86, fy_8a)
w94 <- lapply(w84, fy_8b)
w95 <- lapply(w85, fy_8b)
w96 <- lapply(w86, fy_8b)
w97 <- lapply(w84, fy_8c)
w98 <- lapply(w85, fy_8c)
w99 <- lapply(w86, fy_8c)
w100 <- lapply(w84, fy_8d)
w101 <- lapply(w85, fy_8d)
w102 <- lapply(w86, fy_8d)
w103 <- lapply(w84, fy_8e)
w104 <- lapply(w85, fy_8e)
w105 <- lapply(w86, fy_8e)
w101a <- mapply(fy_4, s3, w91)
w102a <- mapply(fy_4, s3, w92)
w103a <- mapply(fy_4, s3, w93)
w104a <- mapply(fy_4, s3, w94)
w105a <- mapply(fy_4, s3, w95)
w106a <- mapply(fy_4, s3, w96)
w107a <- mapply(fy_4, s3, w97)
w108a <- mapply(fy_4, s3, w98)
w109a <- mapply(fy_4, s3, w99)
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w110a <- mapply(fy_4, s3, w100)
w111a <- mapply(fy_4, s3, w101)
w112a <- mapply(fy_4, s3, w102)
w113a <- mapply(fy_4, s3, w103)
w114a <- mapply(fy_4, s3, w104)
w115a <- mapply(fy_4, s3, w105)
w101b <- mapply(fy_4, s4, w91)
w102b <- mapply(fy_4, s4, w92)
w103b <- mapply(fy_4, s4, w93)
w104b <- mapply(fy_4, s4, w94)
w105b <- mapply(fy_4, s4, w95)
w106b <- mapply(fy_4, s4, w96)
w107b <- mapply(fy_4, s4, w97)
w108b <- mapply(fy_4, s4, w98)
w109b <- mapply(fy_4, s4, w99)
w110b <- mapply(fy_4, s4, w100)
w111b <- mapply(fy_4, s4, w101)
w112b <- mapply(fy_4, s4, w102)
w113b <- mapply(fy_4, s4, w103)
w114b <- mapply(fy_4, s4, w104)
w115b <- mapply(fy_4, s4, w105)

　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)、横山 (2014) 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) 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、(11) 訳す方向の逆転数
の圧倒的奇数優位性は、日英語の基本的語順の違い
と言語の線状性が原因であると思われる、(12) 訳し
上げの多くは、動詞、助動詞、前置詞、副詞（特に
not）、to、接続詞、WH で始まる語が原因であると
推測されることなどである。
　さて、英文和訳において、原文と訳文の語順が逆
になる「訳し上げ」という問題の原因が、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、多くの場
合、訳される前に素通りされ、後から訳されること
になる。本節では、訳される前に「素通り」され
る語の問題を、出来るだけ詳しく扱う。横山 (2014)
において、数値だけは示すことが可能になったもの
の、詳しい分析がまだ出来ていなかったからである。
　ここで、『ウヰルソン』において、「訳される前に
素通りされる語」の数を、素通りされる回数ごとに、
下のコマンドで表にしてみる。

table(unlist(w84))

　先ず、訳す前に一回だけ素通りされる語（=w101b）
の分類タグを、下のコマンドでグラフ化（図１）し
てみる。3552 語もあるので、横山 (2014: 71) で示し
た「回数ごとに区別しない、訳される前に素通りさ
れる語の全体的分布」とほぼ同じになる。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、TO［前置詞の to や to 不定詞の to
の部分］、接続詞、副詞、WH で始まる語で、合計
2977 語となり、総語数が 3552 語なので、約 84％を
占める。7 重要なことだが、これらの語はみな、動
詞をのぞけば、少数の文法的な語ばかりである。動
詞でさえも、頻出するものの数は少なく、名詞など
に比べれば全体の数も少ないし、文法構造の中核を
担うのが動詞の役割だと思われる。今後の研究で精
査する必要はあるが、語順の問題は、比較的少数の
文法的役割の強い語彙が中心的役割を担っている可
能性が高いように思われる。

Ⅺ．分析結果（SVO と SOV の混在による問題）

表３（訳される前の素通り）

１回 ２回 ３回 ４回

3552 語 382 語 61 語 6 語
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text(0, (barplot(subset(sort(table(unlist(w101b))), 
sort(table(unlist(w101b)))>=1), horiz=TRUE, las=1, 
cex.names=0.7)), cex=0.7, pos=4, subset(sort(table(unlist(
w101b))), sort(table(unlist(w101b)))>=1)[])

　次に、訳す前に二回だけ素通りされる語（=w104b）
の分類タグを、前出のコマンドの「w101b」を「w104b」
にしたコマンドで、グラフ化（図２）する。そして、
具体的にどのような語が、訳す前に二回だけ素通り
されるのか（=w104a）も、前出のコマンドの「w101b」
を「w104a」にしたコマンドで、グラフ化（図３）
してみる。ただし、スペースの関係もあり、図３だ
けは、事例数が 2 以上の語のみを表示するので、前
出のコマンドの「>=1」は「>=2」にする。
　二つの図を見ると、副詞が最大数で、その大半が
否定の副詞「not」であることがわかる。否定の「not」
は一般に次のような前後関係で用いられる。

BE 動詞 + NOT + 補語　
DO/DOES/DID + NOT + 一般動詞

　「BE 動詞」の場合、主語を訳した後に右へ進み、
「独案内」では一般的である「（補語デ）＋アラ＋ヌ」
と訳せば、「NOT」は二回素通りされることになる。
また、「DO/DOES/DID + NOT」は、「独案内」の場
合、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、この場合も、

「NOT」は二回素通りされることになる。
　その他では、接続詞が比較的多く、「and」と「or」
で合計 30 となる。そして、補語などになっていない、
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図１（訳される前に１回だけ素通りされる語）
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図２（訳される前に２回だけ素通りされる語）
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図３（訳される前に２回だけ素通りされる語）
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つまり、恐らくは「名詞を修飾している形容詞」も
少なくない。こうした事例の場合、次のような構造
を考えれば良いのかもしれない。

A（形容詞）＋ B（名詞）
A ＋ B（AND /OR）＋ C

　こうした構造を一般化すれば、 (A ＋ B) や (A ＋ B
＋ C) になるが、この (A ＋ B) や (A ＋ B ＋ C) の全
体を一度素通りし、後で（A ＋ B）や (A ＋ B ＋ C)
をこの順番で訳すと、「B」あるいは「B と C」が、
二回素通りされることになる。
　実は、否定の副詞「not」の場合も、(A[=BE 動詞 ]
＋ B[=NOT]) や (A[=DO/DOES/DID] ＋ B[=NOT]) と
考えれば、上と同様のパターンになる。今後、素通
りの具体例を詳細に検討する際には、このようなパ
ターンを中心に見ていくのが有望だと考えられる。
ここでもやはり、文法的役割の強い語彙が、語順の
問題の中心的役割を担っている可能性を示唆するよ
うに思われる。
　なお、図３の各語ごとにグループ分けして、それ
ぞれの語が用いられている文を出力するには、下の
関数の定義とコマンドを実行して、w1001 を出力す
ればよい。もっとも、これでは当該語が文中に複数
回用いられている場合でも一文しか出力出来ず、ど
の語を指しているのかを明示出来ないので、まだ不
十分ではあるが、実用上は、かなりの程度まで分析
出来る。

w1000 <- names(sort(table(unlist(w104a)), 
                decreasing=TRUE))
fy_30 <- function(x){
         q <- x
         r <- function(x) ifelse(q==x, 1, 0)
         s <- lapply(w104a, r)
         t <- lapply(s, sum)
         u <- unlist(t)
         v <- which(u>0)
         w <- s3[v]}
w1001 <- lapply(w1000, fy_30)

　今度は、訳す前に三回だけ素通りされる語
（=w107b）の分類タグを、前出のコマンドの「w101b」
を「w107b」にしたコマンドで、グラフ化（図４）

する。そして、具体的にどのような語が、訳す前に
三回だけ素通りされるのか（=w107a）も、前出の
コマンドの「w101b」を「w107a」にしたコマンドで、
グラフ化（図５）する。なお、図５の各語ごとにグルー
プ分けして、それぞれの語が用いられている文を出
力するには、前出の「w1000」で始まる関数の定義
とコマンドを、「w104a」の部分を「w107a」に変更
してから再度実行して、w1001 を出力すればよい。

　さて、図５の具体例を検討すると、12 例で最も
多い「do」は、全て次のような疑問詞で始まる疑問
文の構造で用いられている。

"What" "else" "do" "you" "see"
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図４（訳される前に３回だけ素通りされる語）
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図５（訳される前に３回だけ素通りされる語）
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　そして、「Let/let」、「what」、「how」は全て再読文
字であり、合計で 17 例になる。再読文字が、訳さ
れる前に三回素通りされることは、本研究の第 7 節
の例文で確認して欲しい。また、「would」と「suppose」
の例は、それぞれ次のような疑問文での用法である。

"Which" would" "you" "like" "best" "to"
"live in" "city" "or" "country"

"What" "do" "you" "suppose" "he" "is"
"thinking" "about"

　ここまで説明した例を合計すると 33 で、約 54％
になり、全体の半分を超える。全体として再読文字
と疑問文に関わるものが多いということになる。他
の語は例の数が少ないので、明確な様相は言いにく
いが、多かれ少なかれ、文法構造を複雑にする少数
の語彙を考えるべきなのかもしれない。
　さて、訳す前に四回素通りされる語は 6 語である
が、下のコマンドで表を出力（表４）してみる。な
お、各語でグループ分けして、それぞれの語が用い
られている文を出力するには、前出の「w1000」で
始まる関数の定義とコマンドを、「w104a」の部分
を「w110a」に変更してから、再度実行し、それか
ら w1001 を出力すればよい。

sort(table(unlist(w110a)), decreasing=TRUE)

　6 語のうち、半数の 3 語を占める no は、実は再
読文字の用法である。下に w1001 の出力から一文
を、非常に簡略化した表記で引用する。『ウヰルソ
ン』では、再読文字の no は、「一ノ～ヌ」のように
二回に分けて訳される。訳す前に三回素通りされる
語の場合も、再読文字が多かったが、加えて no は
否定語なので、もっと素通りされる可能性が高くな
る。それがさらに下の例では、it ～ to ～の構文な
ど他の複雑な構造と組み合わされた結果、このよう
に何度も訳す前に素通りされることになったと思わ
れる。

"Ann" "it" "is" "of" "no" "no" "use" "to" "hold" "up" 
"your" "hands" "in" "that" "way"
アーンヨ 1 ／其コトガ 10 ／アラ 14 ／付テ 13
／一ノ 11 ／ヌ 15 ／用ヒニ 12 ／コトノ 9 ／保
ツ 8 ／上ニ 7 ／汝ノ 5 ／手ヲ 6 ／於テ 4 ／其ノ
2 ／シカタニ 3

　他の語は例の数が少ないので、ここでも明確な様
相は言いにくいが、やはり、多かれ少なかれ、文法
構造を複雑にする語彙を考えた方が良いのだろう。

　本研究は、理論的には、「独案内」を、時間的に
も空間的にも、かなり広い範囲の言語の運用の中に、
明確に位置づけることが出来たと思われる。もは
や、「独案内」を、未熟で一時的な過去の事例とし
て扱うべきではないだろう。そして、数値的分析で
は、動詞、助動詞、前置詞、TO［前置詞の to や to
不定詞の to の部分］、接続詞、副詞、WH で始まる
語が主として語順の転換を引き起こしていると思わ
れるが、これは、全てではないかもしれないが、英
語では「後退的支配（VO 型）」の語順であるもの
が、日本語では「前進的支配（OV 型）」の語順に
なっているからだと考えるべきであろう。また、訳
される前に何度も素通りされる語は、等位接続詞な
どで結ばれて日本語と同じ語順になった部分に加え
て、英語でも日本語と同じ「前進的支配（OV 型）」
の語順である部分が、まとめて素通りされ、後から
訳されている事例が少なくはないと考えるべきだと
思われる。さらに、この問題については、「do/does/
did」や「not」などが関係する事例が少なくないこ
とから、少なくとも独案内のような超逐語訳では、
疑問文や否定文が語順の問題を複雑化させているこ
とも、明確に示すことが出来たのではないかと思わ
れる。
　既に述べたように、全体としてみると、語順の問
題は、比較的少数の文法的役割の強い語彙が中心的
役割を担っている可能性が高いように思われる。語
順の問題に関する指導は、少なくとも英文和訳に関
する限りは、このような少数の語彙に使い方に習熟
するだけで、大部分は解決するのかもしれない。そ
ろそろデータの数をもっと増やして、もっと詳細な
側面を検討すべき段階に来たとのではないか思われ

表４

no kinds not think

3 1 1 1

Ⅻ．おわりに
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るが、その点は今後の課題にしたい。

注

１　このような中間的な言語に関しては、横山（2013）で
詳しく説明したので、そちらを参照して欲しい。

２　歴史的な文献や教材等の出典は、「著者名・発行年方
式」では提示が困難なので、本文中で説明する。

３　ただし、「jägt」は、普通の語形ではないが、念のた
め原文のままにしてある。

４　ここで用いたスクリプトは、下記のサイトに提示され
ているスクリプトに、本研究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

５　本文中の例で言えば、DoがNP（=固有名詞）に、bird

がADJ（形容詞）に、has put のhasがV（=過去形、現在
分詞、過去分詞以外の動詞）にというように、不適切
に分類されているが、このような場合は、手作業で、
MOD、N、MODというように分類し直した。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モを作成した。それを示す
スペースがないが、関心のある研究者には、元データや
スクリプトなどと一緒に、電子ファイルで提供する用意
があるので、問い合わせて欲しい。

６　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

７　本研究では、タグの簡略化を行っているので、デー
タの分類範疇が細分化されすぎない。集計結果を、完全
な形か、それに近い形で提示出来る。詳しくは、横山 

(2014) のデータ提示との比較を試みて欲しいが、実例を
一つ示せば、訳し上げを引き起こす力を持つ可能性が高
い語句の割合を、横山 (2014) では素通りの回数ごとに
分けずに全体で約74％と示したが、今回は素通り一回の
場合で約84％を占めると、より高い影響力があることを
明確に示すことが出来ている。
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