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Words that Cause Word Order Differences in English-Japanese Translation:
Words, their Parts of Speech, and their Functions in Sentence Patterns

The first half of this article focuses first on Zipf’s law, which suggests the existence of a small number of high 
frequency words and a large number of low frequency words in a vocabulary, and second on the development of the 
concepts of “parts of speech” and “sentence patterns” in the English language. 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. A simple computer script for the data analysis 
software called “R” was written to analyze the book. The results indicate that words closely related to word order 
differences have more high frequency elements than those not closely related to word order differences, and that the 
two types of words share most of the parts of speech and the functions in sentence patterns although the two types of 
words show different frequencies in terms of the parts of speech and the functions in sentence patterns.
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　本研究は、英文和訳で生じる「語順の変換」とい
う現象に、単語、単語の品詞、文型における単語の
機能という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、語彙
一般に見られる「ジップの法則（Zipf’s law）」を説
明し、一部の高頻度語彙と多くの低頻度語彙が存在
することを確認する。次に、英語における「品詞」
と「文型」についての考え方の発展をごく簡単に説
明しながら、「品詞」と「文型」を「語彙」と関連
づけて理解する。その後、「独案内（ひとりあんない）」
と呼ばれる明治期の自習書について説明する。これ
は、「漢文訓読」の流れをくむ方法であり、現在の

「英文和訳」の原型でもある。本研究の後半の数値
分析部分では、上述の「独案内」を、一冊分ではあ
るが、コンピュータを利用して分析する。本研究の
執筆者によるこれまでの一連の研究では、先ず訳さ

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「語順の違い」を引き起こす
原因になることを指摘している。特に、横山（2015）
は、「素通り」を引き起こす原因が、文法的役割を
担う語を中心とする比較的少数の語彙にある可能性
を指摘しているが、本研究では、「素通り」を引き
起こさない語彙との比較も行い、「語順の違い」を
引き起こす語彙に関して、より広い視点からの分析
を行う。こうした分析により、英文和訳や英日翻訳
で大きな問題となる「語順の違い」に、数量的な視
点から新たな説明を加える。

Ⅱ．ジップの法則（Zipf’s law）

　語彙を考察する場合には、ジップの法則（Zipf’s 
law）を念頭に置く必要がある。Zipf（1949）は、
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ある語の出現「順位」（rank）を r とし、その語の
出現「頻度」（frequency）を f とすると、両者の積
の C は、定数（constant）になるという法則を示し
ている。（ここで言う「順位」（rank）とは、各語を
出現頻度が高い順に並べた場合の順位のことを言い、

「頻度」（frequency）とは、各語が出現する回数を言
う。）つまり、次のような式に書けることになる。

　　r × f ＝ C

　これを変形すれば、次にようになる。

　　f = C / r

　このような関係を、一般的なイメージとして表現
すれば、下のようなグラフになる。

 
　これは「反比例」の関係であり、r の値が 2 倍、
3 倍、4 倍になると、f の値は、1/2、1/3、1/4 になる。

（図 1 と次の図 2 は、「r が 1 から 100」、「C が 10」
の場合のもので、後述する R を利用して作図1）し
たがって、順位が 1 位の時の頻度を f1 とすると、
順位が 2 位の時の頻度は f1/2、順位が 3 位の時の頻
度は f1/3、順位が 4 位の時の頻度は f1/4 となる。ま
た、図 1 を見ると、y 軸の値が高い部分は、x 軸の
僅かな値の範囲に限定され、x 軸のほとんどの値に
対応する y 軸の値は、ほとんどが非常に小さいもの
になることが、明確に理解できる。
　そして、このような関係の場合、f と r の対数値
を取ってグラフにすると、下のように直線になる。

　実際の分析では、きれいにジップの法則に従った
分布にはならないかもしれないが、大まかに見れば、
類似した分布傾向程度は見られることが多いと思わ
れる。このような分布では、一部の語彙が圧倒的な
使用頻度を示し、多くの語彙は低頻度となるので、
よく使われる典型的な表現形式をイメージすること
もできるだろう。例えば、British National Corpus の
高頻度語を 21 位まで頻度とともに示せば、下のよ
うになる。2多くは文法的な働きをする語である。な
お、各項目は、左から順に、「順位」、「頻度」、「語」、

「品詞」を示している。

  1  6187267 the det
  2  4239632 be v
 3  3093444 of prep
 4  2687863 and conj
 5  2186369 a det
 6  1924315 in prep
  7  1620850 to infinitive-marker
  8  1375636 have v
  9  1090186 it pron
10  1039323 to prep
11  887877 for prep
12  884599 i pron
13  760399 that conj
14  695498 you pron
15  681255 he pron
16  680739 on prep
17  675027 with prep
18  559596 do v
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19  534162 at prep
20  517171 by prep
21  465486 not adv

　高頻度語を用いた文は当然多く見つかる。Google
で検索すれば、「I do it.」は 139,000,000 件、「I have 
it.」は 122,000,000 件ヒットする。ここから発展さ
せれば、品詞や文型など、より高度な抽象化への筋
道も考えやすい。例えば、「膨大な数の具体的な名詞」
→「僅か 7 個の代名詞（I, we, you, he, she, it, they）」
→「たったひとつの S（主語）というカテゴリー」、「膨
大な数の具体的な名詞」→「僅か 7 個の代名詞（me, 
us, you, him, her, it, them）」→「たったひとつの O（目
的語）というカテゴリー」、「膨大な数の具体的な動
詞」→「僅かな数の高頻度の動詞（be, have, do…）」
→「たったひとつの V（動詞）というカテゴリー」
などである。

Ⅲ．品詞と文型

　高頻度語も、まとまった分量の語彙全体の中で見
れば、それなりの数になるので、一般的な議論を展
開するには、扱いやすい程度の数のカテゴリーに分
類する試み、すなわち、「品詞」分類が必要となる。
文法の整備が不可欠な所以である。英語の場合、実
用的な文法書の決定版となったのが、リンドレー・
マレー（Lindley Murray）の English Grammar（初版
1795 年）である。渡部（1988: 223）は、18 世紀末
に出版されたこの文法書について、次のように述べ
ている。

……この世紀の終りころに現われた一英文法書
によって英文法書界の多様性は一度に消え、た
だ一つの文典が英語国を支配すると言ってもあ
まり誇張でないような状況が現出する。

　この文法書における品詞は、それまでの英語の品
詞分類の流れをくみ、冠詞、名詞、形容詞、代名詞、
動詞、副詞、前置詞、接続詞、間投詞の 9 品詞であ
る。これを基にして、いくつかの項目を下位分類か
ら独立させれば、日本の英語学習における品詞分類
に近くなるだろう。
　次に必要なのは、単語と単語を結びつけて文を作
る方法について、実用的で簡潔な説明ができるよう

になることであろう。日本では伝統的に「5 文型」
が用いられてきた。5 文型の成立については、宮脇

（2012）によれば、やや込み入った背景があるよう
だが、時系列的には次のような順序になるようだ。

A. J. Cooper and E. A. Sonnenschein, An  English 
Grammar for Schools, Part II:   Analysis and Syntax, 
1889.

　　　　　　↓
C. T. Onions, An Advanced English Syntax, 1904.
　　　　　　↓
細江逸記『英文法汎論』、1917.

　宮脇（2012）による非常に丁寧な比較を見れば、
Cooper and Sonnenschein と Onions の提示している分
類形式が、細部に至るまでほとんど一致しているこ
とがわかる。そして、5 文型になじんでいる人間の
目には、細江が述べている第一公式から第五公式ま
での文が、先の二つと同様のものであることも明白
である。
　現在では、「義務的な副詞語句（A）」を認め、
SVA と SVOA の文型を含めた Quirk et al. （1985）の
7 文型、それに加えて「義務的な副詞語句を要求す
る形容詞」を認め、SVCA の文型を含めた安藤（2008）
の 8 文型もあるようだ。下に 8 文型を、それぞれ和
訳した際の語順にしたものと一緒に示す（ただし、
SVOO に関しては、二つの目的語に数字を加え、義
務的な要素 A を含むものは例文も引用した）。語順
の違いの主要な原因は、少なくとも「動詞」に関連
する部分であることは明らかだと思われる。

1  SV（SV）
2  SVC（SCV）
3  SVO（SOV）
4  SVO1O2（SO1O2V）
5  SVOC（SOCV）
6  SVA（SAV）Mary is here.
7  SVCA（SACV）John is very fond of cats.
8  SVOA（SAOV）He put the key in his pocket.

　それでも、具体的な英文の訳順を考えるには、も
う少し細かい点まで考察する必要がある。文型の各
要素が、複雑な内部構造を持つ場合もあるし、付加
的な修飾語句が存在する場合も少なくないからだ。
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数値データを得るための資料が必要だと思われる。

Ⅳ．英文訓読

　日本では、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た。英文
訓読と言って良い方法である。下に、そのような方
法の典型である独案内の例として、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）［以下、『ウヰルソン』と略称］から、連
続する二つの文を二組引用する。3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。現在では、「国立国会図書館デジタルコレクショ
ン（http://dl.ndl.go.jp/）」などで、数多くの独案内の
実物画像を見ることができる。

［第二部第十二課］
　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

［第二部第十三課］
　Is　　　that　  the　  bird　　 that 
アルカ　  其ガ　　　  鳥デ　　所ノ
　６　　　１　　　　 ５　　　４
　Jane　　　　　　lost?
ジェーンガ　　ウシナヒシ
　　２　　　　　　３
　Yes,　　it　　is 　  the　same　　bird.
　然リ　其ガ　アル　　　同ジ　  鳥デ
　 １　　２　　５　　　　３　　   ４

　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、逐語訳でも、訳

順を示す数字はまず見ないが、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、動詞や前置詞や関係詞など
は、先に「素通り」され、後で訳されることがわか
る。さらに、最初の文では、助動詞の「Do」にも
訳語が付加されている。二番目の文では、現在完了
の「have」と「過去分詞」を分離して、各語に訳を
つけている。
　また、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
考えて、数値分析用の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

　現在でも、訳順を示す数字こそないものの、独案
内のような訳を用いているものがある。売れ筋の中
学高校用参考書から、下に実例を二種類挙げる。

［中学］
『とってもやさしい英語 中学 1 年』旺文社、2011.
『とってもやさしい英語 中学 2 年』旺文社、2011.
『とってもやさしい英語 中学 3 年』旺文社、2011.

［高校］
桑原信淑『入門 英文解釈の技術 70』桐原書店、 

2008.
桑原信淑・杉野隆『基礎 英文解釈の技術 100』（新
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装改訂版）桐原書店、2008.
杉野隆・桑原信淑『英文解釈の技術 100』（新装改

訂版）桐原書店、2009.

　先ず、『とってもやさしい英語 中学 1 年』から一
般動詞の疑問文の例を下に示す（32 頁）。独案内と
同様に、「Do」にも訳語がつけられている。

　　Do　　　　you 　　run 　every morning?
～しますか　あなたは　走る 　　毎朝

　その他、『とってもやさしい英語 中学 2 年』では、
受動態の「be 動詞」と「過去分詞」に訳語が分け
てつけられている例もある（92 頁）。『入門 英文解
釈の技術 70』では、現在完了の「have」と「過去分詞」
を分離して各語に訳をつけた文すらある（この本で
は和訳が英文の上）。下に例を示す（31 頁）。

塩は　いる　を強いて　人が　こと　探検する
Salt　    has 　  forced 　  Man        to       explore,
こと　考える　そして　こと　旅する
  to         think,  … and          to       travel.

　さらに言えば、現在でも、if などは「もし……す
れば」と二回に分けて訳しているのだから、漢文訓
読流の「再読文字」もちゃんと存在する。

Ⅴ．数値分析の分析対象と分析ツール

　本節から始まる数値分析では、横山（2015）と同
じ基礎データと表記法を用いているので、本節の以
下の部分では、横山（2015: 148-149）の記述を元に、
簡潔に本研究での基礎データと表記法を説明する。
　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、異なり語数は 1353、延べ語数は 7933 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自
体は、米国の英語母語話者用の初等教育レベルの教
科書である。日本人学習者用の英語教科書が整備さ
れる前は、英米の英語母語話者用の教科書が日本人
用の英語教科書として広く用いられたので、このよ
うなリーダーの「独案内」も数多く出版されている。
　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、Py-
thon 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。
NLTK は、ペンシルベニア大学で 2001 年に作成さ
れたものだが、現在では数十の大学の課程で採用さ
れており、多くの研究プロジェクトにも用いられて
いる。使い方は、Bird et al.（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、リーダーの英文全部にす
れば、リーダー全体の品詞タグを得ることができる。
　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、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
してはできるだけ『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'), ('.', '.')]



126

（表 1  Simplified Part-of-Speech Tagset）5

 

　上の品詞タグは、下の表 2 に示される「文構成要
素タグ」をさらに付加して、データ分析用の基礎デー
タの重要な一部分になる。
　そして、基礎データ全体の分析には、「R」とい
うデータ解析用のフリーソフトを用いた。R は多く
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）、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
一部の品詞タグ（当然、全ての品詞タグではない）
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。

（表 2　文構成要素タグセット［簡略版］）

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")
)

Ⅵ．コンピュータ分析用スクリプト

　本研究のスクリプトは、横山（2014）、横山（2015）
と同様の考え方を用いており、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。
下に前出の例文の一部を示して説明する。

Tag Meaning Examples

ADJ adjective new, good, high, 
special, big, local

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

FW foreign word dolce, ersatz, esprit, 
quo, maitre

MOD modal verb will, can, would, 
may, must, should

N noun year, home, costs, 
time, education

NP proper noun Alison, Africa, April, 
Washington

NUM number twenty-four, fourth, 
1991, 14:24

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

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

TO the word to to

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

Tag Meaning
_S 主語
_O 目的語
_C 補語
_m 主動詞
_OP 前置詞の目的語
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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

　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。本研究の考
え方では、全ての文が「訳し下ろし」で始まる。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。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。念のために申し添えておくと、横
山（2014）より前の研究では、このような考え方は
せず、訳す順番が「1」の語から移動を算出してい
る。上の例では、最初の文の場合、「you」から訳が
始まるので、先ず「Jane」まで二語訳し下ろし、次
に「see」まで一語訳し上げ、最後に「Do」まで二
語訳し上げることになる。主語に後置修飾の語が続
いているような場合など、訳し上げで始まることも
ある。なお、本節の「仮想的なスタート地点」に関
する説明は、横山（2014: 63-64）、横山（2015: 149-
150）とほぼ同じものである。また、このスクリプト
では、綴りが少しでも違う語は別の項目とするので、

「Do」と「do」、「bird」と「birds」は別語の扱いで
ある。こうした語をまとめて一語扱いにした場合と、
分析結果において多少の違いが生じるが、全体の傾
向を見る上では問題ないと考えられる。
　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) diff(order(x))
fy_4 <- function(x) cumsum(abs(x))
fy_5 <- function(x) unlist(lapply(x, sum))
fy_6a <- function(x) which(x==0)
fy_6b <- function(x) which(x>0)

fy_11 <- 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_12 <- function(x){
         q <- x
         r <- lapply(q, unlist)
         s <- function(x) x[x>0]
         t <- unlist(lapply(r, s))}

fy_13 <- function(x){
         q <- x
         r <- 1:max(x)
         s <- function(x) which(x==q)
         t <- lapply(r, s)}

fy_14 <- function(x){
         q <- x
         r <- function(x) ifelse(x>0, 1, 0)
         s <- lapply(q, r)}

fy_15 <- function(x,y){
         q <- x
         r <- lapply(y, as.list)
         s <- function(x,y) ifelse(x<y, x, 0)
         t <- mapply(s, q, r)}

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

w1 <- lapply(s1, fy_1)
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w2 <- lapply(w1, fy_3)
w3 <- lapply(w2, fy_4)

w11 <- lapply(w2, fy_11)
w12 <- lapply(w11, cumsum)

w15 <- mapply(fy_2, w3, s1)
w16a <- mapply(fy_2, s3, w12)
w16b <- mapply(fy_2, s4, w12)
w17 <- lapply(w12, fy_13)
w18 <- mapply(fy_15, w17, w15)

w21 <- lapply(w18, fy_12)
w22a <- mapply(fy_2, w16a, w21)
w22b <- mapply(fy_2, w16b, w21)
w23 <- lapply(w18, fy_14)
w24 <- lapply(w23, fy_5)

w51 <- lapply(w24, fy_6a)
w52 <- mapply(fy_2, s3, w51)
w53 <- mapply(fy_2, s4, w51)

w61 <- lapply(w24, fy_6b)
w62 <- mapply(fy_2, s3, w61)
w63 <- mapply(fy_2, s4, w61)

w100 <- sort(table(unlist(s3)), decreasing = TRUE)
w101 <- names(w100)
w102 <- as.vector(w100)
w103 <- prop.table(w102)
w103m <- round(w103*100, 5)
w104 <- cumsum(w103)
w104m <- round(w104*100, 5)
w105 <- data.frame(w101, w102, w103, w104)
w105m <- data.frame(w101, w102, w103m, w104m)

w200 <- sort(table(unlist(w62)), decreasing = TRUE)
w201 <- names(w200)
w202 <- as.vector(w200)
w203 <- prop.table(w202)
w203m <- round(w203*100, 5)
w204 <- cumsum(w203)
w204m <- round(w204*100, 5)
w205 <- data.frame(w201, w202, w203, w204)

w205m <- data.frame(w201, w202, w203m, w204m)

w300 <- sort(table(unlist(w52)), decreasing = TRUE)
w301 <- names(w300)
w302 <- as.vector(w300)
w303 <- prop.table(w302)
w303m <- round(w303*100, 5)
w304 <- cumsum(w303)
w304m <- round(w304*100, 5)
w305 <- data.frame(w301, w302, w303, w304)
w305m <- data.frame(w301, w302, w303m, w304m)

w400 <- sort(table(unlist(s4)), decreasing = TRUE)
w401 <- names(w400)
w402 <- as.vector(w400)
w403 <- prop.table(w402)
w403m <- round(w403*100, 5)
w404 <- cumsum(w403)
w404m <- round(w404*100, 5)
w405 <- data.frame(w401, w402, w403, w404)
w405m <- data.frame(w401, w402, w403m, w404m)

w500 <- sort(table(unlist(w63)), decreasing = TRUE)
w501 <- names(w500)
w502 <- as.vector(w500)
w503 <- prop.table(w502)
w503m <- round(w503*100, 5)
w504 <- cumsum(w503)
w504m <- round(w504*100, 5)
w505 <- data.frame(w501, w502, w503, w504)
w505m <- data.frame(w501, w502, w503m, w504m)

w600 <- sort(table(unlist(w53)), decreasing = TRUE)
w601 <- names(w600)
w602 <- as.vector(w600)
w603 <- prop.table(w602)
w603m <- round(w603*100, 5)
w604 <- cumsum(w603)
w604m <- round(w604*100, 5)
w605 <- data.frame(w601, w602, w603, w604)
w605m <- data.frame(w601, w602, w603m, w604m)

w700 <- match(w501, w601)
w701 <- ifelse(is.na(w700), 0, 1)
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w706 <- w505m[which(w701==0), 1:3]
w707 <- cumsum(w503[which(w701==0)])
w708 <- round(w707*100, 5)
w709 <- data.frame(w706, w708)

w800 <- match(w601, w501)
w801 <- ifelse(is.na(w800), 0, 1)
w806 <- w605m[which(w801==0), 1:3]
w807 <- cumsum(w603[which(w801==0)])
w808 <- round(w807*100, 5)
w809 <- data.frame(w806, w808)

w1000 <- match(w201, w301)
w1001 <- ifelse(is.na(w1000), 0, 1)
w1006 <- w205m[which(w1001==0), 1:3]
w1007 <- cumsum(w203[which(w1001==0)])
w1008 <- round(w1007*100, 5)
w1009 <- data.frame(w1006, w1008)

w1100 <- match(w301, w201)
w1101 <- ifelse(is.na(w1100), 0, 1)
w1106 <- w305m[which(w1101==0), 1:3]
w1107 <- cumsum(w303[which(w1101==0)])
w1108 <- round(w1107*100, 5)
w1109 <- data.frame(w1106, w1108)

Ⅶ．分析結果：二つの側面

　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）、横山（2015）
である。現在わかっているのは、⑴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、⑵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、⑶訳し上げと訳し
下ろしの割合は、かなり拮抗している、⑷訳し下ろ
しより訳し上げの移動距離の方が小さい、⑸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、⑹訳し上げより訳し下ろしで始まる文
の方がずっと多い、⑺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、⑻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、⑼

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、⑽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、⑾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、⑿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、
⒀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ことなど
である。
　さて、ここから、第一節で提示した問題について、
考察を進めていく。先ず、三つのグラフを示す。ど
れもジップの法則を思い出させる反比例的な分布を
している。最初の図 3 は、『ウヰルソン』の語彙全体、
次の図 4 は、英文和訳において語順の違いを引き起
こす語彙、つまり、「訳す前に一回以上素通りされ
る語」、三番目の図 5 は、語順の違いを引き起こさ
ない語彙、つまり、「訳す前に一回も素通りされな
い語」のグラフである。全て、x 軸に語の出現順位
を取り、y 軸に語の出現頻度（出現回数）を取った
ものである。各グラフを出力するコマンドは以下の
通り。

plot(w102, xlim=c(0, 1400), ylim=c(0, 300), xlab="出現
順位", ylab="出現頻度(出現回数)")

plot(w202, xlim=c(0, 1400), ylim=c(0, 300), xlab="出現
順位", ylab="出現頻度(出現回数)")

plot(w302, xlim=c(0, 1400), ylim=c(0, 300), xlab="出現
順位", ylab="出現頻度(出現回数)")
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（図 3　語彙全体）

（図 4　訳す前に素通りされる語）
 

（図 5　訳す前に素通りされない語）

　次に、三つのグラフの x 軸と y 軸の値の対数値
を取ったグラフを下に示す。それなりに直線的なグ
ラフになる。少なくとも、一部の高頻度語彙と多く
の低頻度語彙の存在という一般的傾向は、『ウヰル
ソン』の語彙全体にも見られるし、その一部である

「素通りされる語」と「素通りされない語」につい
ても同様の傾向が見られる。
 

（図 6　語彙全体）
 

（図 7　訳す前に素通りされる語）
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（図 8　訳す前に素通りされない語）

　各グラフを出力するコマンドは以下の通り。

plot(log(1:length(w102)), log(w102), xlim=c(0, 8), 
ylim=c(0, 6), xlab="出現順位の対数値", ylab="出現
頻度(出現回数)の対数値")

plot(log(1:length(w202)), log(w202), xlim=c(0, 8), 
ylim=c(0, 6), xlab="出現順位の対数値", ylab="出現
頻度(出現回数)の対数値")

plot(log(1:length(w302)), log(w302), xlim=c(0, 8), 
ylim=c(0, 6), xlab="出現順位の対数値", ylab="出現
頻度(出現回数)の対数値")

　なお、「素通りされる語（素通り 1 回以上）」と
「素通りされない語（素通り 0 回）」の異なり語数と
延べ語数は、それぞれ、「821, 4001」と「909, 3932」
である。しかし、本当に「素通りされる語」と「素
通りされない語」には何の違いもないのだろうか？
それを明らかにするために、語彙全体を含めて、三
つのタイプの語彙に関して、y 軸に頻度 1 位から順
番に並べて行った「累積語数」を取り、x 軸にその
頻度順位までの語が全語数に占める割合（当然最大
値は 100％）を取ったグラフを重ね書きして提示す
る。一番下の点線が「語彙全体」を、真ん中の細い
実線が「素通りされない語」を、一番上の太い実線
が「素通りされる語」を示す。なお、割合の急激な
変化をイメージしやすくするために、y 軸は値が小
さい方が上になっているので、注意してほしい。

（図 9　累積的割合変化［語数は実際の数］）

　グラフを出力するコマンドは下の通り。

plot(w104m, 1:length(w104m), type="l", lty="dotted", 
xlim=c(0, 100), ylim=c(1400, 0), ann=F)
par(new=T)
plot(w204m, 1:length(w204m), type="l", lwd=2, 
xlim=c(0, 100), ylim=c(1400, 0), ann=F)
par(new=T)
plot(w304m,1:length(w304m), type="l", xlim=c(0, 100), 
xaxp=c(0, 100, 10), ylim=c(1400, 0), yaxp=c(1400, 0, 14), 
xlab="全語数に占める割合(%)", ylab="累積語数")

　どうやら、全体の分布傾向は同じでも、「素通り
される語」の方が、「素通りされない語」より少数
の語彙で大きな割合を占めているように見える。た
だ、両者は、多少とは言え数が違うし、語彙全体と
比べると当然ながら両者ともかなり少ないので、y
軸の方も％に変換したものが下のグラフである。グ
ラフを出力するコマンドとともに下に提示する。

plot(w104m, (1:length(w104m))/length(w104m)*100, 
type="l", lty="dotted", xlim=c(0, 100), ylim=c(100, 0), 
ann=F)
par(new=T)
plot(w204m, (1:length(w204m))/length(w204m)*100, 
type="l", lwd=2, xlim=c(0, 100), ylim=c(100, 0), ann=F)
par(new=T)
plot(w304m, (1:length(w304m))/length(w304m)*100, 
type="l", xlim=c(0, 100), ylim=c(100, 0), xlab="全語数
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に占める割合(%)", ylab="累積語数の割合(%)")

（図 10　累積的割合変化［語数は％に変換］）

　こちらで見ても、やはり同様の傾向がうかがえる。
では、どの程度の違いがあるのだろうか？下に「素
通りされる語」と「素通りされない語」の表を示し
て説明してみよう（それぞれ w205m と w305m で出
力する）。どちらの表も、左から順に、「語の順位」、

「語それ自体」、「出現回数」、「出現回数全体にその
語が占める割合（％）」、「その語までの出現割合（％）
の累積」が提示される。それぞれ、1 位から 20 位
までと、「その語までの出現割合の累積」が 80％を
超える前後三語を下に提示する。割合は四捨五入し
て小数点以下五位まで示す。

（表 3 訳す前に素通りされる語）

（表 4 訳す前に素通りされない語）

　「素通りされる語」の方が、「素通りされない語」
より、遙かに少数の語で高い頻度を占めており、「そ
の語までの出現割合の累積」が 80％を超えるのは、
それぞれ 203 番目の語、295 番目の語である。しかし、
横山（2015）で可能性を示唆したほどの大きな違い
ではなさそうだ。「素通りされる語」の方は、動詞、
助動詞、前置詞などが高頻度語として目につくが、
素通りされない語の方も、代名詞や等位接続詞や形
容詞的語句などが高頻度語であることがわかる。ど
ちらも文法的な語が高頻度で用いられるのだろうが、
素通りされない語の方が、多様性に富む特性を持っ
ていると言うことかもしれない。例えば、代名詞で
置き換えられる前の名詞などを想像すれば良い。代
名詞の he/she/it/they などは、代名詞で置き換えられ
る前に、多種多様な名詞（人名を含む）の形で先ず
登場しているはずである。
　そこで次に、品詞と文型の視点から、分析を進め
る。語それ自体の場合と比べて、少数のカテゴリー

1 is 194 4.84879 4.84879
2 to 187 4.67383 9.52262
3 of 140 3.49913 13.02174
4 in 134 3.34916 16.37091
5 are 108 2.69933 19.07023
6 Do 95 2.37441 21.44464
7 on 88 2.19945 23.64409
8 not 86 2.14946 25.79355
9 see 83 2.07448 27.86803

10 has 78 1.94951 29.81755
11 will 54 1.34966 31.16721
12 as 53 1.32467 32.49188
13 that 52 1.29968 33.79155
14 with 52 1.29968 35.09123
15 can 45 1.12472 36.21595
16 like 43 1.07473 37.29068
17 for 42 1.04974 38.34041
18 have 37 0.92477 39.26518
19 do 36 0.89978 40.16496

1 and 269 6.84130 6.84130
2 you 172 4.37436 11.21567
3 it 133 3.38250 14.59817
4 they 81 2.06002 16.65819
5 he 74 1.88199 18.54018
6 I 57 1.44964 19.98983
7 his 46 1.16989 21.15972
8 we 43 1.09359 22.25331
9 but 42 1.06816 23.32146
10 He 40 1.01729 24.33876
11 them 40 1.01729 25.35605
12 It 39 0.99186 26.34791
13 or 35 0.89013 27.23805
14 good 29 0.73754 27.97558
15 man 29 0.73754 28.71312
16 she 25 0.63581 29.34893
17 one 24 0.61038 29.95931
18 two 24 0.61038 30.56968
19 bird 23 0.58494 31.15463
20 old 23 0.58494 31.73957

294 roll 3 0.07630 79.98474
295 round 3 0.07630 80.06104
296 said 3 0.07630 80.13733

20 be 34 0.84979 41.01475

202 Lord 3 0.07498 79.93002
203 melons 3 0.07498 80.00500
204 might 3 0.07498 80.07998



英文和訳において語順の違いを引き起こす語彙 : 単語、単語の品詞、文型における単語の機能　133

ですむので、全てを下に提示してみる（それぞれ
w505m と w605m で出力する）。表の数字の見方は、
前出の表と基本的には同じで、違う点は、「語」が「品
詞（＋文型要素）」に変わっていることだけだ。な
お、下の「品詞（＋文型要素）」の二つの表を見ても、
一部の高頻度カテゴリーと多くの低頻度カテゴリー
という傾向がうかがえるかもしれないが、グラフに
してもきれいなジップの法則に従った線を描くわけ
ではない（対数値を取った場合も直線的とまでは言
えない）ので、本研究ではあえて提示しないが、関
心のある研究者は、執筆者に問い合わせれば、デー
タを提供されるはずである。

（表 5 訳す前に素通りされる語）

（表 6 訳す前に素通りされない語）

1 V_m 1000 24.99375 24.99375
2 P 574 14.34641 39.34016
3 MOD 530 13.24669 52.58685
4 ADV 206 5.14871 57.73557
5 N_O 189 4.72382 62.45939
6 TO 188 4.69883 67.15821
7 CNJ 141 3.52412 70.68233
8 VD_m 134 3.34916 74.03149
9 N_OP 132 3.29918 77.33067
10 V 112 2.79930 80.12997
11 PRO_O 78 1.94951 82.07948
12 WH 78 1.94951 84.02899
13 VN_m 74 1.84954 85.87853
14 ADJ 72 1.79955 87.67808
15 ADJ_C 57 1.42464 89.10272
16 N_S 53 1.32467 90.42739
17 WH_S 43 1.07473 91.50212
18 DET 38 0.94976 92.45189
19 N_C 38 0.94976 93.40165
20 V_C 37 0.92477 94.32642
21 WH_O 31 0.77481 95.10122
22 NUM 24 0.59985 95.70107
23 PRO 24 0.59985 96.30092
24 PRO_S 19 0.47488 96.77581
25 N 16 0.39990 97.17571
26 VG_m 16 0.39990 97.57561
27 WH_OP 15 0.37491 97.95051
28 VG 11 0.27493 98.22544
29 PRO_OP 9 0.22494 98.45039
30 NUM_S 8 0.19995 98.65034
31 WH_C 8 0.19995 98.85029
32 DET_S 7 0.17496 99.02524
33 DET_O 6 0.14996 99.17521
34 VN 6 0.14996 99.32517
35 DET_OP 5 0.12497 99.45014
36 NP_O 5 0.12497 99.57511
37 VG_C 4 0.09998 99.67508
38 NP_OP 3 0.07498 99.75006

1 PRO_S 685 17.42116 17.42116
2 CNJ 426 10.83418 28.25534
3 N_OP 416 10.57986 38.83520
4 N_S 397 10.09664 48.93184
5 ADV 292 7.42625 56.35809
6 N_O 249 6.33266 62.69074
7 ADJ 213 5.41709 68.10783
8 V_m 143 3.63683 71.74466
9 PRO 141 3.58596 75.33062
10 ADJ_C 95 2.41607 77.74669
11 N_C 93 2.36521 80.11190
12 PRO_O 92 2.33978 82.45168
13 N 66 1.67854 84.13021
14 NP_S 66 1.67854 85.80875
15 PRO_OP 65 1.65310 87.46185
16 DET 62 1.57681 89.03866
17 NUM 61 1.55137 90.59003
18 WH 61 1.55137 92.14140
19 DET_S 39 0.99186 93.13327
20 NUM_S 38 0.96643 94.09969
21 NUM_C 25 0.63581 94.73550
22 V 20 0.50865 95.24415
23 V_C 18 0.45778 95.70193
24 VG_m 17 0.43235 96.13428
25 P 16 0.40692 96.54120
26 WH_S 14 0.35605 96.89725
27 EX 13 0.33062 97.22787
28 VD_m 13 0.33062 97.55849
29 VN_m 13 0.33062 97.88911
30 NP_OP 11 0.27976 98.16887
31 NUM_O 10 0.25432 98.42319
32 WH_O 9 0.22889 98.65209
33 NP 8 0.20346 98.85554
34 NUM_OP 8 0.20346 99.05900
35 WH_OP 8 0.20346 99.26246
36 MOD 5 0.12716 99.38962
37 UH 5 0.12716 99.51679
38 DET_OP 4 0.10173 99.61851
39 NP_C 3 0.07630 99.69481
40 NP_O 3 0.07630 99.77111
41 DET_O 2 0.05086 99.82197
42 VN 2 0.05086 99.87284
43 WH_C 2 0.05086 99.92370
44 ADV_C 1 0.02543 99.94914
45 VG 1 0.02543 99.97457
46 VN_C 1 0.02543 100.00000

39 NUM_O 3 0.07498 99.82504
40 DET_C 2 0.04999 99.87503
41 PRO_C 2 0.04999 99.92502
42 NP 1 0.02499 99.95001
43 NP_OC 1 0.02499 99.97501
44 NUM_C 1 0.02499 100.00000
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　この二つの表を見ると、「品詞（＋文型要素）」に
よる分類の力は極めて強く、素通りされる語の場合、
10 番目のカテゴリーで、素通りされない語でも 11
番目のカテゴリーで、すぐに 80％を超えてしまう。
前者は、主動詞と前置詞と助動詞だけで、後者も主
語となる代名詞、接続詞、前置詞の目的語、主語
となる名詞、副詞で、すぐに 50％を超えてしまう。
その点は良いのだが、最大の問題は両者のカテゴ
リーの大半が重複することである。上から 11 位ま
でを見ても、V_m、CNJ、ADV、N_O、N_OP が重なっ
ている。「素通りされる語」の中で「素通りされな
い語」と重複しないもの、「素通りされない語」の
中で「素通りされる語」と重複しないものは下の通
りである（それぞれ w709 と w809 で出力する）。そ
れ以外は、全て重なっていることになる。あくまで
カテゴリーとして見た場合だが、重複していないの
はわずか数％でしかない。無論、重複すると言って
も、個々の「品詞（＋文型要素）」の出現頻度の順
位が、両カテゴリーでかなり違うことは表から明白
である。

（表 7 「素通りされる語」の非共通部分）

（表 8 「素通りされない語」の非共通部分）
 

　念のため、「実際の語」の場合も、「素通りされる語」
の中で「素通りされない語」と重複しないもの、「素
通りされない語」の中で「素通りされる語」と重複
しないものを、下に表形式で示してみる（それぞれ
w1009 と w1109 で出力する）。スペースの関係もあ
り、それぞれ、表全体の最初と最後の 5 語のみを提
示する。

（表 9 「素通りされる語」の非共通部分）

（表 10 「素通りされない語」の非共通部分）

　「品詞（＋文型要素）」の場合ほどではないが、重
複しない語は 30％少々なので、70％近くは重複し
ている。同一の語であっても、「素通りされる」場
合もあれば、「素通りされない」場合もあることに
なる。無論、重複すると言っても、個々の語の出現
頻度の順位が、両カテゴリーでかなり違うことは、
ここで全てを示すスペースがないのが残念だが、上
で示した上位 20 位までの表を見れば、ある程度ま
では明白である。
　ほんの少しだけ例を挙げてみよう。V_m や MOD
や P は、確率的には素通りされる可能性の方が圧
倒的に高いのだが、素通りされないこともある。例
えば、文末に動詞や前置詞が来てしまえば、その動
詞や前置詞は素通りなどできない。次のような文の
場合である。なお、ピリオドや疑問符など訳されな
い記号等は元々のデータの段階で削除してある。

"I" "hope" "you" "do" 
"What" "are" "canes" "made" "of"

　ちなみに、上に挙げた英文は、下のようなスクリ
プトを用いてまとめて見ることができる。w1501 を

6 TO 188 4.69883 4.69883
37 VG_C 4 0.09998 4.79880
40 DET_C 2 0.04999 4.84879
41 PRO_C 2 0.04999 4.89878
43 NP_OC 1 0.02499 4.92377

14 NP_S 66 1.67854 1.67854
27 EX 13 0.33062 2.00916
34 NUM_OP 8 0.20346 2.21261
37 UH 5 0.12716 2.33978
39 NP_C 3 0.07630 2.41607
44 ADV_C 1 0.02543 2.44151
46 VN_C 1 0.02543 2.46694

9 but 42 1.06816 1.06816
10 He 40 1.01729 2.08545
16 she 25 0.63581 2.72126
22 men 22 0.55951 3.28077
24 They 22 0.55951 3.84028

905 Your 1 0.02543 32.29908
906 youth 1 0.02543 32.32452
907 zebra 1 0.02543 32.34995
908 zebras 1 0.02543 32.37538
909 zebu 1 0.02543 32.40081

2 to 187 4.67383 4.67383
6 Do 95 2.37441 7.04824
21 Can 34 0.84979 7.89803
22 Is 29 0.72482 8.62284
25 at 27 0.67483 9.29768

810 went 1 0.02499 32.81680
812 whose 1 0.02499 32.84179
815 words 1 0.02499 32.86678
817 worth 1 0.02499 32.89178
818 woven 1 0.02499 32.91677
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出力すれば良い。

w1500a <- w53
w1500b <- c("V_m", "MOD", "P")

fy_20 <- function(x){
q <- x
r <- function(x) ifelse(q==x, 1, 0)
s <- lapply(w1500a, r)
t <- lapply(s, sum)
u <- unlist(t)
v <- which(u>0)
w <- s3[v]}

w1501 <- lapply(w1500b, fy_20)

　逆に、PRO_S や N_S は、確率的には素通りされ
ない可能性の方が圧倒的に高いのだが、素通りされ
ることもある。単に好みの問題で主語を後に訳す場
合もあるかもしれないが、例えば、次のような文で
は、文頭の疑問詞と文末の前置詞が続けて訳される
だろうから、主語でも素通りされるのも無理はない。
このような場合、what と with はひとかたまりにし
て、「何ヲ持テ」と先に what と with を訳してしま
うことも多いからである。

"What" "do" "they" "play" "with"

　また、次のような文では、主語の名詞のあとに関
係代名詞節が来ているので、当然主語の名詞は素通
りされることになる。

"man" "who" "lives" "in" "it" "is" "farmer"

　ちなみに、上に挙げた英文は、下のようなスクリ
プトを用いてまとめて見ることができる。w1551 を
出力すれば良い。

w1550a <- w63
w1550b <- c("PRO_S", "N_S")

fy_21 <- function(x){
q <- x
r <- function(x) ifelse(q==x, 1, 0)

s <- lapply(w1550a, r)
t <- lapply(s, sum)
u <- unlist(t)
v <- which(u>0)
w <- s3[v]}

w1551 <- lapply(w1550b, fy_21)

　結局、「語」の場合も「品詞（＋文型要素）」の場
合も、少数の高頻度のものと多数の低頻度のものが
あることになり、なおかつ、多くは、出現頻度は異
なるものの、「素通りされる語のカテゴリー」にも「素
通りされない語のカテゴリー」にも、重複して存在
していることになる。文法的規則の有効性と限界と
いった問題の本質は、このような性質に基づくもの
なのかもしれない。

Ⅷ．おわりに

　横山（2015）では、「素通り」を引き起こす原因が、
文法的役割を担う語を中心とする比較的少数の語彙
である可能性を指摘しているが、本研究での検討の
結果、「素通り」を引き起こさない語彙も、「素通り」
を引き起こす語ほどではないが、文法的役割を担う
語を中心とする比較的少数の語彙が中心となってい
ること示すことができた。しかし、両者の高頻度語
の割合の違いは、かなり大きいものである可能性も
あり、もっと多くのデータを調べる必要性があろう。
今後、ウィルソンかニューナショナルリーダーの「独
案内」の第二巻か第三巻あたりを用いて、データ数
を倍以上にする計画がある。
　本研究では、多くの語や品詞（＋文型要素）が、

「素通り」を引き起こす語彙と「素通り」を引き起
こさない語彙の両方で用いられることも示している
が、各語や各品詞（＋文型要素）の出現する頻度は、

「素通り」を引き起こす語彙と「素通り」を引き起
こさない語彙として用いられた場合ではかなり異な
る。語彙や品詞や文型などを用いた説明は、「そう
なる確率が高い（低い）」という言い方になるので
あって、「絶対にそうなる（ならない）」という言い
方はできないのだということは、ある意味当然であ
るのかもしれないが、今回明確な数値とともに示す
ことができたことには意味があると思われる。
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１　「図1」と「図2」を出力するRのスクリプトは以下の
通り。

r <- 1:100

f <- 10/r

plot(r, f, type="l")

plot(log(r), log(f), type="l")

２　http://www.kilgarriff.co.uk/BNClists/lemma.num

３　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。

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　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://www.nltk.org/book_1ed/ch05.html
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