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近現代の翻訳論

◦ 翻訳論にはいくつかの種類がある

A) 文学者が翻訳の文章について述べたもの
例：三島由紀夫

B) 翻訳者が体験をもとに所感を述べたもの
例：二葉亭四迷他多数

C) 翻訳という職業について紹介したもの

D) 語学者が個別言語の翻訳について論じたもの

E) 言語学者が翻訳一般について論じたもの

F) 翻訳の歴史について研究したもの

等々



翻訳についての様々な主張
じゆうのたちなごりのきれあじ

 坪内逍遙『自由太刀餘波鋭鋒』附言

 森田思軒「翻訳の心得」

 二葉亭四迷「余が翻訳の標準」
http://www.aozora.gr.jp/cards/000006/files/384_22428.html

 岩野泡鳴『表象派の文学運動』訳者の序

 大山定一vs吉川幸次郎 『洛中書問』

 谷崎潤一郎『文章読本』西洋の文章と日本の
文章

 三島由紀夫『文章読本』翻訳の文章

http://www.aozora.gr.jp/cards/000006/files/384_22428.html


坪内逍遙『自由太刀餘波鋭鋒』附言
原本は（中略）［日本の］院本とは全く體裁を異にしたる者なるを今此國の

人の為にわざと院本體に譯せしかば、原本と比べ見ば或は不都合の廉多あるべ

し見んひとこれを諒せよ全文意味の通し易きを専要とし浄留理にてそめ易き

所は之にしたがひ臺辭にして解し易き所も又之に從ふ蓋し原本乃意を失はざ

らんを力むるのみ（中略）原本の意は成るべく失はざらんを力むるといへど

も中には彼我思想の異なるままにいかやうにも譯しかたき條なきにあらず、そ

れらは譯者の意匠をもてことさらに取捨しまたは骨を換へたるもあり

 『ジュリアス・シーザー』の翻訳に日本の読者にとってわかりやすく馴染みの

ある浄瑠璃の戯曲形式である「院本体」を用いた。

 起点言語と目標言語間の差異のため、訳出しなかった部分や変更した箇所があ

る。

→ 目標言語をより重視する翻訳



森田思軒「翻訳の心得」
 一 経語、典語、詞語等、都べて原文に無縁なる某国特種
の語を混入せざる事

 二 但し国々にて某の場合には是非某の語に限る語あり。
斯る場合には、其の語源は彼我相同じきや否やを問ふに遑
あらず、必ず之を用ひねばならず

 三 某国のみに格別なる意趣思想を有さゞる成語

成句やことわざ等の慣用句を安易に用いない

起点テクストに用いられた語の語源と対応する目
標言語の語源が異なっていても目標言語の慣習に
合わせて訳語を選択する

目標言語において特有の意味や思想が付随する慣
用句類でない訳語は用いてもかまわない

→起点テクストと目標テクストの
バランスを重視



『余が翻訳の標準』二葉亭四迷

 外国文を翻訳する場合に、意味ばかりを考え
て、これに重きを置くと原文をこわす虞（お
それ）がある。須（すべか）らく原文の音調
を呑み込んで、それを移すようにせねばなら
ぬと、こう自分は信じたので、コンマ、ピリ
オドの一つをも濫（みだ）りに棄てず、原文
にコンマが三つ、ピリオドが一つあれば、訳
文にも亦ピリオドが一つ、コンマが三つとい
う風にして、原文の調子を移そうとした。

→原文の音調をも再現する翻訳

http://www.aozora.gr.jp/cards/000006/files/384.html


『余が翻訳の標準』二葉亭四迷

 文体は其の人の詩想と密着の関係を有し、
文調は各自に異っている。従ってこれを翻
訳するに方（あた）っても、或る一種の文
体を以て何人にでも当て嵌める訳には行か
ぬ。各別（それぞれ）にその詩想を会得し
て、心身を原作者の儘にして、忠実に其の
詩想を移す位でなければならぬ。これ実に
翻訳における根本的必要条件である。

→文体と詩想を再現する翻訳

http://www.aozora.gr.jp/cards/000006/files/384.html
http://www.aozora.gr.jp/cards/000006/files/384_22428.html
http://www.aozora.gr.jp/cards/000006/files/384.html


『余が翻訳の標準』二葉亭四迷

原文を全く崩して、自分勝手の詩形とし、
唯だ意味だけを訳す。ーー中略ーー兎に
角原詩よりも訳の方が、趣味も詩想もよ
く分る、原文では十遍読んでも分らぬの
が、訳の方では一度で種々の美所が分っ
て来る、しかも其のイムプレッションを
考えて見ると、如何にもバイロン的だ。

→原作の詩想を発揮する翻訳

http://www.aozora.gr.jp/cards/000006/files/384.html


岩野泡鳴による新語法の試み

『表象派の文学運動』・「訳者の序」
◦ 「ぼくは緩慢な意訳をも、昔の変な直訳が
行けないと同様、行けないとする者だ」

◦ 今日の翻訳家は原文の口調や語勢までは注
意しないが、それは「誤訳ではないまでも、
不親切な訳といはなければならない」

◦ 自分のやり方は「接続詞、接続代名詞、も
しくは接続副詞でつながれる混成句または
複成句をも、努めて原文の順序通りに送っ
て行った。これが原文の口調や語勢を、さ
らにまた原文のくせを、忠実に維持する所
以だからである」



岩野泡鳴による新語法の試み

『表象派の文学運動』・「訳者例言」
◦ 「訳文のむつかしいのは、原文の語法と発
想を出来るだけそのまま再現してあるから
である」

◦ 本書をすぐ理解するだけの相当な素養が出
来るまで読まないでいる方がよかろう（と
云ふのは、訳文のほうへ先づけちをつけら
れるのは訳者のはなはだ不本意とする所だ
から）」

◦ 「凡て日本文としてもあらゆる常套を脱し
ているつもりだ、清新な思想には清新な語
法が必要だと云ふ意味で」



岩野泡鳴による新語法の試み

 『表象派の文学運動』原文と本文の比較
France is the country of movements,
仏蘭西は諸運動の国であって、
and it is naturally in France
自然と仏蘭西において
that I have studied the development of a principle
一主義の発展を研究したが
which is spreading throughout other countries,
この主義が他の諸国に弘まっていくのは、
perhaps not less effectually,
if with less definite outlines.

たとえはッきりした輪郭が少ないとしても、
恐らく少からず有効にだ。



同じ文章の一般的な翻訳

perhaps not less effectually,
if with less definite outlines.

それは、輪郭の明瞭さを減じはして
も、だからといって効果を減ずるこ
とはなしに、他の国々に広がりつつ
ある。



同時通訳の「順送り訳」（参考）

 France is the country of movements,
フランスは運動の盛んな国です。
and it is naturally in France
そこで必然的にフランスでは
that I have studied the development of a principle
ある主義の発展について研究しました。
which is spreading throughout other countries,
その主義は他国にも拡大しつつあります。
perhaps not less effectually,
おそらくその有効性が失われることはないでしょう。
if with less definite outlines.
輪郭が多少ぼやけることはあるかもしれませんが。



『洛中書問』
文学の翻訳は文学か

 大山定一（ドイツ文学者）と吉川幸次郎
（中国文学者）の翻訳に関する往復書簡

 昭和十九年、雑誌『学海』に連載

 戦後になってから『洛中書問』として一
冊にまとめられ出版

 大山：文学翻訳は文学でなければならぬ
吉川：翻訳は学問研究の方便であり原文
の持つ観念を忠実に伝えればよく、読者
への過度の関心は無用



大山定一翻訳によるゲーテの詩

旅人の夜の歌 二

山々は

はるかに暮れて

梢吹く

ひとすじの

そよぎも見えず

夕鳥のこえ木立に消え

あわれ はや

わが身も憩わむ



「旅人の夜の歌」 原文との対照

Wandrers Nachtlied II

Über allen Gipfeln

Ist Ruh, 

In allen Wipfeln

Spürest du 

Kaum einen Hauch; 

旅人の夜の歌 二

山々は

（すべての山々のいただき
に）

はるかに暮れて

（休息がある）

梢吹く

ひとすじの

そよぎも見えず



「旅人の夜の歌」 原文との対
照

Die Vögelein schweigen

in Walde. 

Warte nur, balde

Ruhest du auch.

夕鳥のこえ木立に消え

（鳥が森の中で沈黙す
る）

あわれ はや

（待つがよい やがて）

わが身も憩わむ

（お前も休息する）



参考
生野幸吉訳 旅人の夜の歌

峰はみなしずもり

梢に風のそよぎなく

小鳥は森にふかく黙す

待て しばし

やがておまえも憩えよう

Über allen Gipfeln

Ist Ruh, 

In allen Wipfeln

Spürest du 

Kaum einen Hauch;

Die Vögelein
schweigen

in Walde. 

Warte nur, balde

Ruhest du auch.



『洛中書問』 吉川幸次郎の見解

 大山訳のゲーテの詩は「逐字訳」ではな
い

 翻訳は要するに方便であり、童蒙に示す
ためのものである

 外国文学研究はあくまでも原語で行うべ
き

 方便であるなら原文の持つだけの観念を、
より多からず、またより少なからず伝え
るほうが童蒙には便利

 日本の読者に対する過度の関心はかえっ
て日本の学問の能力をそこなうおそれな
きに非ず



『洛中書問』 大山定一の見解

 翻訳が作品の内容を正直に伝えるだけのも
のなら、所詮通弁の取るに足らぬ仕事だ

 文学作品の翻訳は、もしその作品が日本に
おいて生まれたものであるなら、こうなっ
ていたであろう、という翻訳であるべきだ

 外国文学の翻訳は、日本に当然なければな
らなかった作品を翻訳の対象とする。シュ
レーゲル訳のシェイクスピアは「ドイツ語
のシェイクスピア」と呼ばれる。ドイツ語
で当然書かれるべくして書かれなかった作
品が、翻訳という形で示された好例である。



谷崎潤一郎『文章読本』

初版1934年刊行
中公文庫1994年版よ
り引用

書くための文章読本
「西洋の文章と日本
の文章」（P44～
60）に見る谷崎潤一
郎の翻訳観

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4122025354/sr=8-1/qid=1192936165/ref=dp_image_0/249-1167436-4598764?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1192936165&sr=8-1


谷崎潤一郎『文章読本』
外国語の及ぼす影響

全く系統を異にする二つの国の文章の
間には、永久に踰ゆべからざる垣があ
る、折角の長所も垣を踰えて持ってく
ると、帰って此方の固有の国語の機能
をまで破壊してしまうことがある。

われわれは明治以来、西洋文の長所を
取り入れるだけ取り入れた、我が国文
の健全な発展に害を及ぼしつつある

取り入れすぎたために生じた混乱を整
理することが急務



谷崎潤一郎『文章読本』
日本語の特色

 日本語は語彙が乏しい。
例「まわる」：転・旋・繞・環・巡・周・
回・循などの意味を一語で

 漢語や外来語を取り入れ語彙の乏しさを補っ
てきた

 語彙の乏しさ即ち文化の低さではなく、我ら
の国民性がお喋りでない証拠、日本では能弁
の人を軽蔑する傾向がある

 日本語はお喋りに適しないように発達した、
くどくど言わなくてもわかる言語

 国民性を変えず国語だけを改良しようとして
も無理



谷崎潤一郎『文章読本』
英文和訳の困難

 精密な描写、形容詞の多用に適した構造の英文
をそのまま日本語に訳してもゴチャゴチャとし
て言いたいことが伝わらない。

 His troubled and then suddenly distored and 
fulgurous, yet weak and even unbalanced face
彼の困惑した、そうしてそれから突然にゆがめ
られ、閃々と輝いているところの、だが弱々し
く、そうして平衡をさえ失っている顔

 読者はただ言語の体積を感ずるにとどまり、ど
ういう顔つきを言っているのかよくわからない



谷崎潤一郎『文章読本』
和文英訳の困難

 同じことでも英文ではいかに言葉が多
くなるか

 かの須磨は、昔こそ人のすみかなどありけれ、
今はいと里ばなれ、心すごくて、海女の家だ
に稀になむ聞き給へど、ひとしげく、ひたた
けたあむ住まひは、いと本意なかるべし。
There was Suma. It might not be such a bad place to choose. There 
had indeed once been some houses there ; but it was now a long 
way to the nearest village and the coast wore a very deserted 
aspect. Apart from a few fissherman’s huts there was not 
anywhere a sign of life.This did not matter, for a thickly populated, 
noisy place was noto at all what he wanted;



谷崎潤一郎『文章読本』
和文英訳の困難

◦原文は言わなくても分かることは
なるべく言わないですますように
し、英文は分かり切っていること
でもなお一層分からせるようにす
る。

◦英文はより精密、不鮮明でない。



三島由紀夫『文章読本』

初版1959年刊行

中公文庫1994年版
より引用

読むための文章読
本

 第六章 「翻訳の文
章」（P91～100）に
見る三島由紀夫の翻
訳観

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4122024889/sr=8-3/qid=1192936165/ref=dp_image_0/249-1167436-4598764?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1192936165&sr=8-3


三島由紀夫『文章読本』
 翻訳の初期

◦ 多少の誤訳があっても雅文体や漢文混じりの日本人好
みに翻訳されたものが歓迎された。

 明治の翻訳文学

◦ 二葉亭四迷の頃から独特の西欧的雰囲気をもった文体
が日本語で作られ始めた。

 欧文脈の成立

◦ 徐々に翻訳調という奇妙な直訳調が跋扈するようにな
った。

 翻訳調と日本語の融合

◦ 日本語の文章そのものに翻訳調が入り込み、翻訳の文
章を日本語として読むような状態となった。



三島由紀夫『文章読本』
 全体的効果を再現する翻訳

◦ 如何に語学的に正確であっても、日本語で読んでよい
翻訳とは言えない。

作品としての全体的効果がうまく移されているかどう
かが重要。

 翻訳の二つの対照的な典型的な態度

◦ 個性の強い文学者の翻訳になるもの：外国の文物や風
俗が完全に日本語に移されないことを承知の上で、あ
たかも自分の作品であるかのごときクセの強い翻訳を
作る態度

◦ オーソドックスなやり方：とうてい不可能ながらも、
原文のもつ雰囲気や独特なものをできるかぎり日本語
で再現しようとする良心的な語学者と文学の鑑賞力を
豊富に深くもった語学者との結合した才能をもつ人が
試みる翻訳



三島由紀夫『文章読本』

 読者のとるべき態度
◦ わかりにくかったり、文章が下手であったりしたらす
ぐに放り出してしまうことが原作者への礼儀。読者が
翻訳の文章を読むときにも、日本語及び日本文学に対
する教養と訓練が必要。

 翻訳文は日本語であり、日本の文章であ
る
◦ 読者は語学とは関係なく自分の判断でよい翻訳と悪い
翻訳を見分けられる。


