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長沼美香子 最近の出版物（２００８～）

4



RESEARCH QUESTIONS
はじめに
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Research Questions

幕末明治期日本

１．翻訳行為が遂行されたプロセスには、ど
のような参与者たちが関与していたか

２．翻訳プロセスや参与者たちのあり方が、
近代日本の西洋受容にどのような影響を及
ぼしたか
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「トランスレーション・スタディーズ」とは

HolmesによるTSの「地図」

7



HolmesによるTSの「地図」（Toury, 1995 in Munday, 2008）



近代日本における翻訳機関
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洋学研究教育行政機関の変遷

YEAR

1808 フェートン号事件（英国軍艦の入港）

1811 幕府天文台翻訳局（蛮書和解御用）

日本初の西洋百科事典『厚生新編』の翻訳（約30年間）

1853 ペリー黒船来航

1855 洋学所（翻訳局が天文台から分離）

1856 蕃書調所（幕府直轄の洋学機関として正式に設立）

1862 →洋書調所

1863 →開成所

1868 明治維新 開成学校→大学南校

1871 文部省（編輯寮） 若き箕作麟祥がトップ

1872 文部省（編書課・反訳課） 西村茂樹が編書課長

1873 文部省（編輯局） 西村茂樹が編輯局長

1877 東京大学（のちに帝国大学→東京帝国大学→東京大学） 10



大学南校繙訳局規則

一 当校に繙訳局ヲ開ケル所以ノ者ハ我邦ニ有益実用アル洋書ヲ繙訳シ国家政
教ヲ翼賛シ以テ開化ヲ進ムルニ在リ
一 訳文ハ務メテ質実簡潔ナランヲ要シ苟モ文華ヲ衒フ事ヲ禁ス

一 校合者疑難ノ條アラハ訳者ニ就キ質問シテ之ヲ校合スヘシ妄ニ私意ヲ以テ改
竄スヘカラサル事

一 写字生版下ハ勿論中清書及ヒ草稿タリトモ字画務メテ端正ヲ主トス草体読難
キノ字ヲ書スベカラス
一 訳書彫刻ハ写字生ノ中彫刻掛リ二員ヲ置テ之ヲ掌ラシムル事

一 局中置附ノ書籍ハ写字生ノ中書籍掛リ二員ヲ定メテ之カ管轄出納ヲ掌サトラ
シムル事

但博士助教以下校合者ニ至ルマテ書籍ヲ宅下スル時ハ右掛リ二員ノ中ヘ談スヘシ

一 急繙訳及ヒ急校合急写字等アル時ハ時刻ニ拘ハラス夙出晩退勉励スヘキ事
但休暇ノ日ト雖モ時宜ニ依リ出局或ハ居宅ニテ其業ニ従事スヘシ

一 疾病ニテ出務ヲ謝スル時ハ博士ハ互ニ其旨断状ヲ以テシ助教及ヒ写字督務
ハ博士監督ヘ断状ヲ以テシ写字生ハ写
字督務ヘ断状ヲ以テシ之ヲ長官ノ聴ニ達スベシ

但当病ニテ退局ノ時ハ当人ヨリ断ニ及フ事右ニ准ス

明治四年七月文部省設立の後間もなく同局は文部省に移管せられたり。 11



文部省『百科全書』とは
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STとTT

• ST（source text）：起点テクスト

• TT（target text）：目標テクスト
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起点テクスト（source text: ST）

Chambers’s Information for the People
• 19世紀英国ヴィクトリア朝のエディンバラで出版社を興したチェ
ンバーズ兄弟（兄William: 1800-83, 弟Robert: 1802-71）が編集し
た啓蒙書

• 初版1833-35年以降、第5版1874-75年まで版を重ねた

• B4サイズ2段組み各800頁で2冊本

• アマゾンなどで廉価なPB版が入手可能

• 現社名はChambers Harrap Publishers Ltd.

• 18世紀フランスのディドロとダランベールの『百科全書』（1751-
1772）に影響を与えた英国のイーフレイム・チェンバーズ
（Ephraim Chambers: 1680-1740）編の『百科事典』 Cyclopaedia
（1728）とは無関係

• 本格的な百科事典Chambers’s Encyclopaedia（1860-68）全10巻と
は同じ出版社 14



ST: Chambers’s Information for the People

15国立公文書館所蔵5セット
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文部省『百科全書』とは

目標テクスト
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文部省『百科全書』91項目（全97編）

天文学, 気中現象学, 地質学, 地文学, 植物生理学, 植物綱目, 動物及人身
生理, 動物綱目, 物理学, 重学, 動静水学, 光学及音学, 電気及磁石, 時学
及時刻学, 化学篇, 陶磁工篇, 織工篇, 鉱物篇, 金類及錬金術, 蒸気篇, 土
工術, 陸運, 水運, 建築学, 温室通風点光, 給水浴澡堀渠篇, 農学, 菜園篇, 
花園, 果園篇, 養樹篇, 馬, 牛及採乳方, 羊篇, 豚兎食用鳥篭鳥篇, 蜜蜂篇, 
犬及狩猟, 釣魚篇, 魚猟篇, 養生篇, 食物篇, 食物製方, 医学篇, 衣服及服
式, 人種, 言語, 交際及政体, 法律沿革事体, 太古史, 希臘史, 羅馬史, 中古
史, 英国史, 英国制度国資, 海陸軍制, 欧羅巴地誌, 英倫及威爾斯地誌, 蘇
格蘭地誌, 愛倫地誌, 亜細亜地誌, 亜弗利加及大洋州地誌, 北亜米利加
地誌, 南亜米利加地誌, 人心論, 骨相学, 北欧鬼神誌, 論理学, 洋教宗派, 
回教及印度教仏教, 歳時記, 修身論, 接物論, 経済論, 人口救窮及保険, 百
工倹約訓, 国民統計学, 教育論, 算術及代数, 戸内遊戯方, 体操及戸外遊
戯, 古物学, 修辞及華文, 印刷術及石版術, 彫刻及捉影術, 自然神教及道
徳学, 幾何学, 聖書縁起及基督教, 貿易及貨幣銀行, 画学及彫像, 百工応
用化学, 家事倹約訓

（青史社の復刻版より）21



目標テクスト（target text: TT）

文部省『百科全書』概要

• 1871（明治4）年創設の文部省による大規模な国家的翻
訳プロジェクト（1873-83頃）

• 文部省出仕の箕作麟祥（1848-97）と西村茂樹（1828-
1902）が中心人物

• 総勢76名の翻訳者と校正者（文部省・洋々社・開成所・慶
応義塾などの関係者）

• 若き日の高橋是清（1854-1936）、菊池大麓（1855-1917）、
永井久一郎（1852-1913）など錚々たるメンバー

• 「賃訳」（アウトソーシング）：１～４円／和訳200字

• 多種多様な異本：文部省印行分冊本、教科書として地方
で翻刻、丸善合冊本の予約出版
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文部省『百科全書』の位置付け

• さまざまな分野の萌芽的状況に関する資料の宝庫

・言語学：大槻文彦訳『言語篇』
・文学理論：菊池大麓訳『修辞及華文』
・教育学：箕作麟祥訳『教導説』
・考古学：柴田承桂訳『古物学』
・ゴルフ：カステール訳『体操及戸外遊戯』
・環境教育：錦織精之進訳『養生篇』 etc.
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各種の異本

和装、洋装、合本、教科書用
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文部省『百科全書』の人脈

表1（配布資料）を参照
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文部省『百科全書』の人脈

• 総勢76名の翻訳者と校正者

（重複含む）
①文部省など官のネットワーク（44名）

②開成所・私塾（箕作麟祥）のネットワーク（14名）

③慶応義塾（福澤諭吉）のネットワーク（14名）

④洋々社（西村茂樹）のネットワーク（7名）

⑤その他（12名）

⑥不明（6名）
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西村茂樹「往時録」

「此頃は洋書を読む者は
多く和漢の書に通ぜず、
是を以て訳成る毎に、必
す漢文に通する者をして
其文を修正せしむ、是を
校正といふ」
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西洋受容における国漢学者（校正者）
の役割

Proofreader or Reviewer?
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翻訳テクストにおける校正者の役割

• 翻訳プロセスの参与者は誰か？

• 翻訳行為には洋学者のみならず、国漢学者
も深くかかわっていた点を見逃していないか。

• 西洋語からの「翻訳語」が「漢語」であったこと
の示唆

• 現代日本におけるカタカナ語の氾濫
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