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〔要旨〕 本論は、『日本語大事典』（佐藤武義・前田富棋編集代表 2014、朝倉書店）の項

目名の英訳作業の流れと、英訳していく中で出くわした問題点をまとめたものである。

過去最大の項目数を誇る本事典は、すべての項目名に英訳を付記していることが大きな

特徴であるが、これらの項目名に英訳を付けることは必ずしも容易な作業ではなかった。

本論では実際の事例を挙げながら、用語をどう統一するか、直訳するか意訳するか、定

訳に従うべきかどうかなどといった翻訳に関わる問題について考察する。

1. 『日本語大事典』の「全項目に英文を付記」するということ

2014年11月に朝倉書店より『日本語大事典』が刊行された。それは、 10年近

くの編集作業を経た、執筆者595人の労力の結晶であった。計3,528項目 1を誇る

本事典は、かつてない規模の日本語・日本語学に関する知識の宝庫とも言え、日

本語学をはじめとし、日本文学・日本語教育等の日本語に関連する分野への貢献

が大いに期待される。

そして、本事典の最大の特徴の 1つは、 3,528項目のすべての日本語見出しの

下に英訳を付記していることである。これまでに、日本語・日本語学に関する研

究事典が多く刊行されてきたが、これほど多くの項目名に英訳を付したものは本

事典が初めてのものである。その帯にある如く、「本邦初、全項目に英文を付記」

したものである。

日に日にグローバル化が進む今日では、日本語を対象にする日本語学のような
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分野でも英語で発信することは不可欠となってきている。海外の学者に研究論文

を読んでもらうためには当然英語で書く必要があり、日本語の学術誌に論文を載

せるにも、少なくとも英文題名、多くの場合は英文要旨を付けることはもはや日

本語研究の学界でも常識となっている。しかし、このような事情であるにも関わ

らず、これまでは日本語学用語の英訳の基準となるような資料がなかった。この

ような意味では、本事典はまとまった数の日本語学用語に英訳を付記する、初の

試みとなったと言える。

初の試みということは、必ずしも作業が問題なくスムーズに進んだわけではな

い。しかし、最終的には日本語学を海外にアピールするための重要な道具になっ

たと言えるだろう。本稿では全体の欧文監修を務めた筆者が、今後同様な仕事に

取り組む人のための予備知識とでもなるように、本事典の編集に携わるようになっ

た経緯と、翻訳作業を進めていく中で出くわした問題、たどり着いた解決策、な

おかつ残る課題についてまとめることにしたい。

2.翻訳作業の流れ

2.1 2013年 9月の編集会議で決まったこと

本事典の「欧文監修」を務めるに至った経緯を簡単に述べると凡そ次のように

なる。先ず、朝倉書店から、各項目の執筆者に原稿を依頼する際に、一般項目や

非漢字圏の人名・資料に対応する「欧文表記」（基本的には英語表記を指すが、英

語以外の外国語資料の場合はその原語表記）をできるだけ提示するように、との

指示があった。当初、私の仕事は執筆者各自で提案した英訳のネイティブチェッ

クにとどまっていた。しかし、実際に項目一覧を見ていくと、執筆者595人各自

で英訳を考えていることもあって、全体的には著しく統一性に欠けていた。これ

ばかりではなく、中には英訳が示されていない項目や、日本語名称がローマ字に

置き換えられるにとどまっている項目も少なくなかった。

このような事情から、 2013年 9月に行われた編集会議（ネイティブチェックの

依頼が来たのはその 2週間ほど前のこと）で、私の仕事が執筆者の英訳提案のネ

イティブチェックから、欧文表記の監修へと変わった。すなわち、必要に応じて
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は執筆者案を改訳する権利と、英訳がない項目に英訳を新たに付ける権利を得た。

同時に編集委員の一人に引き上げて頂くこととなった。そして、具体的にどのよ

うな基準に沿って、欧文表記を定めていくかという方針を決めていった。

どこまで英訳を付けるかということもこの会議で大きく変わった。執筆者に原

稿を依頼する段階では日本語資料について、欧文表記を示す指示が特になかった。

だが、 2013年 9月の編集会議で、日本語資料の中で定訳があるもの（有名な古典

資料や学会・法人による大型出版物等）に英訳を付けたほうが利用の便が良いだ

ろうということから、定訳のある資料に英訳を付けることが決まった。会議で全

項目に英訳を付けるという案も上がったが、時間の関係により厳しいだろうとい

うことで却下となった。

2.2 最終的な方針が決まるまでの流れ

以上のような方針で最初の翻訳作業に入ったのである。だが、実際作業を進め

ていく中で、日本語資料の中で英訳を入れる資料と入れない資料の線引きは非常

にしにくいことが判明した。「定訳があるもの」に英訳を付けるという方針だった

が、どこまで使用されていれば定訳と言えるのか、また古辞書・抄物等、英訳は

どこにもないが、日本語資料として重要な位置を占める資料はどうするべきかと

いう問題があった。結局、私の判断で重要と思われる資料に英訳を付けていくこ

とになったが、重要資料なのかどうかの判断を私一人が決めて良いかどうかが常

に悩みとなった。しかし、刊行まで残りわずかな時間であったため、やむを得ず、

この方針で作業を進めた。

2014年の年明け頃にようやく初校の翻訳作業が終わった。しかし、日本語資料

の内、自分の判断で選んだ重要資料にのみ英訳を付記したため、どうしても中途

半端な印象は免れなかった。この事情を佐藤武義先生と朝倉書店の編集部の方々

に説明し、どうにかならないかと嘆いたところ、再校の段階で余裕があれば、初

校では訳せなかった書名は入れても良いという返事をもらった。刊行まで残りわ

ずかとなっていたため、おそらく無理だろうと半ば諦めていたが、幸いなことに

もう少し時間を頂いて、最終的にはすべての書名に英訳を付記することが可能と

なった。こうなると、英語付記がないまま残っていたのは日本人名のみとなった。
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さすがにここまでやって、最後までやり遂げないわけにはいかないということで、

最終校正の段階ですべての日本人名にヘボン式ローマ字を付け、いよいよ「全項

目に英訳を付記」という日本初の試みが実現したのである。

3. 項目名を英訳するにあたって参考となった資料

3.1 先行する日本語学関連事典の英語付記状況

翻訳作業を始めるにあたって、先ず、参考にできる資料を探す必要があった。

冒頭で述べたようにこれまでは多くの日本語学研究事典が刊行されてきたものの、

項目名に英訳を付けたものは非常に少ない。これまでの日本語学とその関連分野

（日本語文法、日本語教育、漢字研究）の研究事典の項目数と英語付記状況をまと

めると表 1のようになる。

表 1からわかるように、これまで刊行された日本語学関連研究事典の中でまと

まった数の項目に英語を付記したものは本事典を除き、『日本語学キーワード事

典』と『研究社日本語教育事典』の 2冊のみである。この 2冊は全項目あるいは

大部分の項目に英語を付記しているところは評価すべきであるが、項目数が本事

典より遥かに少なく、また事典の性質からそもそも掲載されていない用語が多い

（『日本語学キーワード事典』は術語のみで書名や人名の掲載はなく、『研究社日本

語教育事典』は題名の通り、日本語教育の術語を中心に掲載している）ため、多

くの分野に亘ってまとまった数の項目に英語を付記した事典としては、本事典が

初めてのものであると言って良いだろう。

表 1 日本語学とその関連分野の研究事典

刊行年 題名 編集者 出版社 項目数 執筆者 頁数 英語付記

1955 国語学辞典 国語学会 東京堂出版 2270 190 1249 なし

1958 日本文法辞典 松村明 明治書院 530(11 10 401 なし

1971 日本文法大辞典 松村明 明治書院 539111 31 1054 なし

1977 国語学研究事典 佐藤喜代治 明治書院 1258 131 1007 一部あり (5)

1980 国語学大辞典 国語学会 東京堂出版 1600121 280 1256 なし

1981 日本文法事典 北原保雄他 有精堂出版 115111 27 609 なし

1982 日本語教育事典 日本語教育学会 大修館書店 917 129 821 なし

1988 日本語百科大事典 金田一春彦他 大修館書店 687'3) 191 1535 なし



1990 日本語学辞典 杉本つとむ他

1992 日本語事典 野村雅昭他

1994 新版日本語学辞典 杉本つとむ他

1996 漢字百科大事典 佐藤喜代治他

1997 日本語学キーワード事典 小池清治他

2001 日本語文法大辞典 山口秋穂他

2005 新版日本語教育事典 日本語教育学会

2007 日本語学研究事典 飛田良文他

2009 漢字キーワード事典 前田富棋他

2012 研究社日本語教育事典 近藤安月子他

2014 日本語文法事典 日本語文法学会

2014 日本語大事典 佐藤武義他

(I)術語の項目数。

(21例言に「項目千六百余」とある。

131中見出し (A,B,C…)の数。

Iヽ＂事項編の項目数。

(51一般言語学用語の一部に英語を付記。

おうふう

東京堂出版

おうふう

明治書院

朝倉書店

明治書院

大修館書店

明治書院

朝倉書店

研究社

大修館書店

朝倉書店
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1090 6 271 一部あり 151

205 2 295 なし

1090 6 318 一部あり 151

542141 138 1800 なし

400 41 537 全項目あり

285111 30 976 なし

1001 438 1170 なし

1531 306 1340 一部あり 151

400 67 542 なし

554 17 490 大部分あり (6)

514 133 749 なし

3528 595 2456 あり

161日本語史項目は英語付記なし。それ以外の項目は基本的に英語を付記するが、一部ないも

のもある。

3.2 一般言語学関連事典の英語付記状況

このように参考にできる同分野の事典はなかったが、参考となるものが全くなかっ

たわけではない。日本語で書かれた一般言語学事典の中には英語を付記したもの

が何冊かある。中でも、特に言語学用語1,500項目に日本語・英語・ドイツ語・

フランス語を併記した

①亀井孝・河野六郎・千野栄一編 (1988-2001) 『言語学大事典（第 6巻）

術語編」三省堂

と、言語学用語7,276語を日英・英日の順に掲げた

②文部科学省編 (1997) 『学術用語集一言語学編』日本学術振興会

が欠かせない参考資料となった。しかし、① ・ ②はいずれも刊行からある程度の

年数が経っており、また語によっては採用する訳語に異同があるため、あくまで

も参考にしかできなかった。最終的には最新の用語を採用するために、①・②を

参考にしながら、以下のような英文言語学事典で確認作業を行うことが多かった。
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③ Matthews, P.H. (2007 [2nd Ed.]) The Concise Oxford Dictionary of Linguis-

tics. Oxford: Oxford University Press.（朝倉書店より初版の日本語訳あり。

2014年 5月に 3rdEd．が刊行）

④ Crystal, David. (2008 [6th Ed.]) A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 

Oxford: Blackwell. 

⑤ Richards, Jack C. & Schmidt, Richard. (2010 [ 4th Ed.]) Dictionary of 

Language Teaching & Applied Linguistics. Harlow: Longman.（南雲堂より日

本語訳あり）

3.3 研究事典以外の参考資料

一般言語学用語はこのように既存の事典・用語集によって多くのものが確認で

きたのだが、日本語学用語は前述したように、まとまった英訳を示した資料がほ

とんどなく、そのため、日本語・日本語学について記述した英文論文や参考図書

をできるだけ手もとに集めて用語を探し出すことになった。参照した資料をすべ

て挙げると枚挙に暇がないが、特に以下の資料を参照することが多かった。

⑥ Shirane, Haruo. (2005) Classical Japanese: A Grammar. New York: Columbia 

University Press. 

⑦ Frellesvig, Bjarke. (2010) A History ofルeJapanese Language. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

⑧ Iwasaki, Shoichi. (2013 [Rev. Ed.]) Japanese. Amsterdam: John Benjamins. 

⑨ Tsujimura, Natsuko. (2014 [3rd Ed.]) An Introduction to Japanese Linguistics. 

West Sussex: Wiley-Blackwell. 

英訳を付けていく中で、最も苦労したのは近代以前の文献資料の書名をどう訳

すかということであった。よく知られている古典文学作品については、以下に掲

げるような日本文学研究図書・アンソロジーが大変参考となったが、マイナーな

作品や辞書、語学書、抄物等に関してはほとんどの場合は最初から英訳を発案す

ることになった。

⑩ Miner, Earl, Hiroko Odagiri & Robert E. Morrell. (1985) The Princeton 

Companion to Classical Japanese Literature. Princeton: Princeton University 
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Press. 

⑪ Keene, Donald. (1999) Seeds in t力eHeart: Japanese Literature from Earliest 

Times tot力eLate Sixteenth Century. New York: Columbia University Press. 

⑫ Keene, Donald. (1999) World wit力inWalls: Japanese Literature of凸ePre-

Modern Era 1600-867. New York: Columbia University Press. 

⑬ Shirane, Haruo. (2002) Early Modern Japanese Literature: An Ant力ology,

1600-1900. New York: Columbia University Press. 

⑭ Shirane, Haruo. (2007) Traditional Japanese Literature: An Ant力ology,

Beginnings to 1600. New York: Columbia University Press. 

参考となる資料はこのように、一般言語学用語についてはある程度揃っていた

ものの、日本語学用語と有名な文学作品以外の書名に関しては消極的な状況にあっ

たと言わざるを得ない。このため、結局参考資料に拠らず自ら発案した英訳は少

なくなかった。

4. 衝突した問題とたどり着いた解決策

以上のような経緯で、『日本語大事典」の翻訳作業に入ったのであるが、日本初

の試みということもあって、当然ながら作業を進めていく中で衝突した問題が多

様にあった。本節では実際の翻訳エピソードを挙げながら、翻訳作業の中でどの

ような問題に衝突し、またどのようにこれらの問題を解決したかについてまとめ

ていきたい。

4.1 用語統一の問題

先ず、大きな問題の 1つは用語統一であった。作業に取り掛かってすぐ朝倉書

店から執筆者の翻訳案一覧を送ってもらったが、一覧を眺める中で最初に目に留

まったことは、項目と項目の間に統一性が全くないということであった。例えば、

「…表現」となっている項目の翻訳提案を見ると、表 2のように著しいバリエー

ションがあった。

執筆者案の中、「意志表現」「詠嘆表現J「疑問表現」「推量表現」「命令表現」は



46 

表2 『日本語大事典』における r..・表現」の英訳

項目名 執筆者の翻訳案 ジスクの改訳

意志表現 expression of volition volitional expression 

受身表現 passive expression passive expression 

詠嘆表現 expression of exclamation exclamatory expression 

婉曲表現 euphemistic expression, roundabout euphemism; periphrasis; circumlocution 

expression, euphemism 

可能表現 potential expression expression of potentiality 

間接表現 indirect expression indirect expression; circumlocution 

願望表現 desiderative expression of desire; desiderative 

疑問表現 expression of question interrogative expression 

敬意表現 honorific expression, polite expression honorific expression; expression of deference 

使役表現 causative construction causative expression 

自発表現 spontaneous expressions sヽpontaneous expression ， 

親愛表現 affectionate expression affectionate expression 

推量表現 expressions of conjecture conjectural expression; suppositiona1 

expression; speculative expression 

待遇表現 honorific expressions honorific expression;'attitudinal expression' 

(an umbrella term in Japanese linguistics for 

respectful, humble, polite, beautification, and 

derogatory language(、RHPBDlanguage')) 

比況表現 as-if expression comparative expression; similitude expression; 

exemplification 

否定表現 negative expression negative expression; negation 

文末表現 sentence-final expression 'sentence-final expression' 

命令表現 expression of imperative mood imperative expression 

＊英訳の中で直訳的なものや訳者による造語は‘'に入れて表記した。

それぞれexpressionを冒頭に置いているのに対して、「受身表現」「婉曲表現」「可

能表現」「敬意表現」「自発表現」「親愛表現」「待遇表現」「否定表現」「文末表現」

はexpressionを末尾に置き、残りの「願望表現」と「使役表現」は expressionとい

う用語をそもそも採用していない。また、「推量表現」と「待遇表現」ではexpression

がexpressionsのように複数形となっている。いずれも誤訳ではないが、統一性が

ないため、読者にとっては使い勝手が悪いと言わざるを得ない。これらの語を修

正・改訳する際、私は基本的に expressionを末尾に置くというルールを作り、統

一性をはかった。このルールは絶対的なものではなく、「可能な表現」とも読み取
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れる potentialexpressionと、「表現」の意味が最初から含意されている desiderative、

euphemismに関しては別の訳し方をしているが、 18項目の内、 15項目については

このルールに従った。これはあくまでも一例だが、執筆者 1人 1人から個別に翻

訳案を頂いていため、全体を通してこうした不統一な箇所が多かった。

4.2 定訳に従うべきかどうかの問題

専門用語の翻訳は一回定羞してしまうと、なかなか変わりにくい側面がある。

しかし、当然ながら定訳が必ずしも正確な訳であるとは限らない。例えば、学校

文法でいう「助動詞」は昔から auxiliary(Martin 1987、Frellesvig2010、

Iwasaki 2013等）、または auxiliaryverb (Shirane 2005) と訳されることが多いが、

学校文法でいう助動詞と、一般言語学でいう auxiliaryぱ性質が大きく異なるもの

である。 Crystal(2008) はauxiliaryを次のように定義している。

auxiliary (a屯．／n.)(aux, AUX) A term used in the grammatical classification of 

verbs to refer to the set of verbs, subordinate to the main lexical verb, which help 

to make distinctions in mood, aspect, voice, etc.; also called auxiliary verbs. In 

English the main auxiliaries are do, be, and力ave,e.g. s力eis leaving, does s力eknow, s加

加staken. The modal auxiliaries include can/could, may/might, s力al!ls力ould,will/ 

would, must, ought to and used to.（以下略） （p.46) 

allXiliary（形・名） （allX,AUX)動詞の文法的分類で用いる語で、語彙的動詞に従属

し、ムード・アスペクト・ヴォイス等の区別を示す動詞を言う。 allXi!iaryverbとも

言う。英語における主な allXiliaryはdo、be、力ave(…テイル、…テイルトコロダ等）。

例： s力eis leaving（彼女ハ今出テ行ッテイルトコロダ）、 doess力eknow（彼女ハ知ッテ

イルカ）、 S力e力astaken（彼女ハモウ取ッテイル）。英語における MODALattXi!iary（法

助動詞）は can/could（デキル）、 maylmig加（カモシレナイ）、 S力al/ls力ould（ベキ）、

will/would（ダロウ）、 must(…ナケレバナラナイ）、 oug力tto(••• タホウガヨイ）、 used

to（ムカシ…タモノダ）等を含む（筆者訳）。

意味の面から見れば、 5カallls力ould（ベキ）、 will/would（ダロウ）のように学校文法

でいう助動詞と重なるものもあるが、統語論の面では語彙的動詞に従属する切り
．．．． 
離された補助的な動詞を指し、日本語にあるような—(r)are- （レル・ラレル） （受
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身）、—（s)ase- （セル・サセル） （使役）、—（a)na- （ナイ） （否定）といった膠着性接

尾辞からは程遠いものである。しかし、誤訳であるにも関わらず（というより、

最初から助動詞という用語自体があまり適切ではない）、 auxiliary、auxiliaryverb 

が長年「助動詞」の英訳として利用されてきたことは確かで、日本語学の分野で

はもはや定着してしまっている感がある。

『日本語大事典』には「助動詞」という語を含む項目が22項目あるが、これら

の項目を訳していく中で、定訳でかつ誤訳である auxiliary、auxiliaryverbを用いる

べきかどうかが大きな悩みとなった。 Sibatani(1990)、K.iyose(1995)、Vovin

(2003)のように、助動詞という品詞をそもそも立てずに、動詞語幹に付く形態

をverbalsuffix（動詞接尾辞）と呼ぶ学者もいるが、これでは＝nar-（ナリ）、＝tar-

（タリ）、＝goto- （ゴトシ）のような体言に付く助動詞と、―(i)te （テ）、—（a)bal-(r)

eba（バ）のような動詞語幹に付くが、助動詞とは分類されない形態の説明がつか

ない。結局、助動詞のような曖昧な品詞を的確に説明しようとすると、ー語では

到底表しきれないことがわかった。このような事情を嘆きつつ、「助動詞」の項目

に次のような注記付き英訳を施し、

auxiliary [verb] ; verbal suffix; verbal [en]clitic (a term in traditional Japanese 

linguistics for inflectable (or non-inflectable but verb-like) postpositional bound 

forms) 

残りの「…の助動詞」項目については冗長な訳を避けるため、止むを得ず、「受身

の助動詞」→passiveauxiliary [ verb]、「打消の助動詞」→negativeauxiliary [ verb] 

のように、従来用いられてきたauxiliary[ verb]を当てることにした（［］は省略可

能な部分を示す）。

4.3 直訳するか意訳するかの問題

4.3.l 係り結び

語によっては定訳と言えるものがそもそも存在しないものも少なくなかった。

このような定訳のない語を訳すとなると、直訳するか、意訳するかが常に悩みと

なった。例えば、「係り結び」という概念は当然、英語には存在しない。英文の日

本語学文献に目を通すと、ほとんどのものはkakarimusubi、kakarimusubi、kakari-
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musubiといったローマ字表記に留まり、英訳を付したものは少ない。英訳を付記

する際に私も先例に従って、とりあえずkakarimusubiとローマ字表記を示したが、

海外ではあまり馴染みのない用語なので、できれば英訳も付けたいと思った。

先行文献を見ていくと、 Frellesvig(2010) はhanging-tyingという直訳を付けて

いる (p.247;なお、初出時以外はkakari-musubiと表記している）。しかし、これ

はあまりにも直訳で、裏にある日本語が最初から理解していないと、ほとんど意

味を為さない訳となっている。意訳を施したものには、 boundendingと訳すShirane

(2005: 520) と、 focusconcordと訳すIwasaki(2013: 8)等がある。しかし、これ

らの訳語はいずれも定着しておらず、また厳密には係助詞と文末形式の呼応とい

う意味がこれだけで表されているとは言い難い。悩みに悩んだ結果、 focusparticle 

bindingという訳を付けることにした。厳密にはbinding（束縛）より concord（呼

応）のほうが適切だと言えるため、 focusparticle concordという訳も考えたが、「結

び」という意味を残すために、最終的に半ば直訳・半ば意訳である bindingのほう

を選んだ。

4.3.2 『脚結抄』と『挿頭抄』

英訳を付けていく中でおそらく一番難儀したのは日本の古典資料である。特に

難解な題名をもつ古典資料については直訳すべきか意訳すべきか常に悩んだ。周

知の通り、『脚結抄』と「挿頭抄」は富士谷成章による近世の文法書である。「脚

結抄』は助詞、助動詞、接尾語（成章の分類でいう「脚結」）を解説したものであ

り、その題名は語の後ろに付く助詞・助動詞等を、膝の下で結ぶ脚結に讐えたと

ころから来ている。『挿頭抄』は代名詞、副詞、接続詞、感動詞、接頭語（成章の

分類でいう「挿頭」）を解説したものであるが、『脚結抄』と同様に、その題名は

語の前に来る代名詞・副詞等を、頭に飾る挿頭に誓えたところから来ている。こ

れらの題名をそのまま英語に直訳すると、よほどの専門知識を持っている者でな

い限り、意味を為さない題名になってしまう。その一方で、意訳すると、成章の

ネーミングのセンスが完全に失われてしまう。初校の段階で、日本語の原題を重

視するという立場から、『脚結抄』を、 [Belowthe Knee] Binding Cords、『挿頭抄』

をCrownof Flowersのように訳したが、担当の執筆者からあまりにも直訳で意味が
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通じないという意見を頂いた。

『脚結抄』『挿頭抄』にあまり詳しくない私は、英語の文献でどのように訳され

ているか、あれこれと探したが、見付けたのは以下のHabein(1984)の訳だけで

あった。

『脚結抄』 Descriptionof Binding Words 

『挿頭抄』 Descriptionof Ornamental Phrases 

しかし、 Miller(1986)がHabeinの書評で説明するように、これらの英訳は完全

な誤訳である。

Actually, in Fujitani's metalinguistic terminology, kazashi indicates bound forms 

used in syntax preceding other forms of the additional first and second categories 

of his grammar, while his category ayui embraced all those bound forms that 

follow the other forms to which they have reference. (p. 230) 

実際に富士谷が用いるメタ言語学的な用語では、「挿頭」は、本人が設定する

もう 2つの文法カテゴリー（訳注：「名」（体言）と「装」（用言））に先行する構文

に用いられる拘束形式を指し、「脚結」は、これらの形式に後行する拘束形式を指

す（筆者訳）。

Habeinの訳はこのように明らかな誤訳である。とはいえ、より正確な訳があるか

というとなかなか思いつかない。差し当たって、私はMillerが用いたboundforms 

という用語を採用し、『脚結抄』にATreatise on Anterior Bound Forms、『挿頭抄』に

A Treatise on Posterior Bound Formsという意訳を付け、もう一度執筆者に提案してみ

た。しかし、今度は執筆者から、「「脚結」はboundformと言えるものの、「挿頭」

の中ではboundformと言えるのは接頭語のみであり、やや不適切である。 bound

formの代わりに「機能語」 (functionword) を使ったらどうだ」という指摘を頂

いた。確かに「機能語」を用いると、 boundformではない代名詞、副詞、接続

詞、感動詞をも含めることができると思い、最終案として、

『脚結抄』 ATreatise on Posterior Function Words 

『挿頭抄』 ATreatise on Anterior Function Words 

という訳を採用し、最初に発案した直訳と併記して示すことにした。
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4.3.3 梅暦シリーズ

もう 1つ直訳するか意訳するかで悩んだ書名は為永春水の梅暦シリーズであ

る。『春色梅児誉美』『春色辰巳園』『春色恵の花』『春色英対暖語』『春色梅美婦

禰』の 5冊からなる為永春水の梅暦シリーズは江戸時代の代表的な人情本作品と

して知られ、『春色恵の花』以外の作品はすべて本事典の項目として収録されてい

る。この内、『春色梅児誉美』と『春色辰巳園』の 2冊については、これまでに

いくつかの英訳が試されてきたが、いずれも直訳的なものとなっている。

『春色梅児誉美』の英訳として、 The(Love-Tinted) Plum Calendar (Miner, Odagiri 

&Morell 1985: 245)、SpringColors: T,カePlum Calendar (Kato 1997: 213)、Colorsof 

Spring: The Plum Calendar (Keene 1999: 418) Spring-Color Plum Calendar (Shirane 

2002: 762)等があり、『春色』の訳には異同は見られるものの、いずれも「梅暦」

をplumcalendarと訳している。日本語の「梅暦」は暦の代わりに、春の訪れを知

らせる梅の花を言う語であるが、英語のplumcalendarにはこのような意味は当然

含まれておらず、「梅からできたカレンダー」あるいは「梅色のカレンダー」とい

う実質的な意味を為さないただの単語の羅列になってしまう。中村 (1962)がそ

の解題で指摘するように、「梅児誉美と題するこの作の転回は、暦の上でも、四季

をめぐって、再び、今度はめでたい春をむかえるように場面が配置されている」

(p. 17)のであるが、英語のplumcalendarではこのような「めでたい春をむかえ

る」という意味は全く伝わらない。このような迎春の意味を表すために、私は、

Colors of Sp1-ing: Coming of the Plum Blossom Seasonという新訳を作った。「春色」につ

いてはKeene(1999)の訳に従った。

『春色辰巳園』の英訳には TheGarden of the Southeast (Leutner 1985: 26)、Spring

Colors: T,カeGarden in the South-east (Kato 1997: 229) Loもe-TintedGarden of Love 

(Nara 2004: 69)、TheTatsumi Quarter (Deal 2007: 260)等があって、訳者によっ

てはかなりの異同が見られる。「辰巳園」とは江戸深川の遊廓の異称であるが、

Nara (2004)のGardenof Loveという訳は、辰巳（東南）の方角にある園という

婉曲的な、言わば日本的な浮世の表現を「愛の園」という剥き出し表現に置き換

えてしまった非常にもったいない訳である 2。とはいえ、「辰巳芸者」「辰巳言葉」

「辰巳の里」等の語があることからわかるように「辰巳」がほぼ固有名詞と言って
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良いようなものなのに、わざわざ LeutnerとKatoのように「辰巳」を Southeast

に置き換えることにも疑問を持った。そこで、「辰巳」を 1つの固有名詞と見て、

Colors of Spring: The Tatsumi Gardenという訳を付けることにした 30

4.4 日本国内と海外とでは分類が異なる概念の処理

4.4.1 日本語史の時代区分

国内の日本語研究と、海外の日本語研究との間で分類が異なる概念はいくつか

あるが、その中の 1つは日本語史の時代区分である。日本国内では、一般に日本

語史の区分を、大きく室町時代を境目に古代・近代の 2つに分けるか、より細か

く上代（奈良時代） →中古（平安時代） →中世（鎌倉・室町時代） →近世（江戸

時代） →近代（明治期～戦前） →現代（戦後）の 6つに分けるのが通例である。

上代、中古、中世については海外でも同じ区分を設けることが多いが、近世以降

についてはModernJapaneseという 1つの区分にするのが一般的である (Frellesvig

2010)。中には近世を EarlyModern Japanese、近代・現代をModernJapaneseのよ

うに区分する研究も見られる (Shirane2002、Deal2007等）が、近世→近代→現

代と分ける研究は管見の限り見られず、また「近代」という明治期から戦前の間

を指す英語はない。さらに、本事典では「中世前期の日本語」「中世後期の日本

語」「近世前期の日本語」「近世後期の日本語」という項目もあり、これらの時代

区分については新しい表現を発案しなければならなかった。

他にも使用例があったことから、「近世」はEarlyModern Japaneseと訳し、中

でも「近世前期」をEarlyEarly Modern Japanese、「近世後期」をLateEarly Modern 

Japaneseのように訳した。「中世前期」「中世後期」についても同様に、 EarlyLate 

Middle Japanese、LateLate Middle Japaneseという訳を付けた。これだけでは意味

が通じないだろうと思ったので、具体的にどの時代を指すかの注を施した。「現

代」については慣例に従って、 ModernJapaneseという訳を付け、狭義の戦後の日

本語を指すという旨の注を施した。「近代」についてはModernの一歩前にあるこ

とから、 Near-Modern Japaneseという新しい訳を付けた 4。最終的には以下のよう

な時代区分となった。

上代語 0 ld Japanese 
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中古の日本語 Early Middle Japanese 

中世前期の日本語 Early Late Middle Japanese (Japanese of the Kamakura era) 

中世後期の日本語 Late Late Middle Japanese (Japanese of the Muromachi era) 

近世前期の日本語 Early Early Modern Japanese (Japanese from the first half of 

the Edo era) 

近世後期の日本語 Late Early Modern Japanese (Japanese from the second half 

of the Edo era) 

近代の日本語 Near-Modern Japanese (Japanese from the beginning of Meiji to 

the end of World War II) 

現代の日本語 Modern Japanese (Japanese from the end of World War II to 

modern day) 

4.4.2 活用型の名称

4.2節では「助動詞」という学校文法用語の翻訳の困難さについて述べた。日本

の学校文法は日本語の文法を説明するために作られた体系であるが、あまりにも

日本語に特化したものとなっているため、英語に対応する概念がない場合がしば

しばある。ここに、一例として、日本語動詞の活用型の名称を見ていこう。

日本語動詞の活用型には、四段（五段）、上二段、下二段、上一段、上二段、ナ

行変格、サ行変格、力行変格、ラ行変格という 9種類（五段を入れると 10種類）

のものがある。これらの活用型の名称は、いずれも江戸時代の国学者が唱えたも

のであり 5、今の学術基準から見て問題が多い名称であると言わざるを得ない。こ

こでは論旨から離れるため、詳述は省くが、簡単にまとめると、活用型の名称は

音素という概念を取り入れる以前にできたものであるため、動詞と接尾辞の結合

をモーラ単位で切り離し、その結果得られたモーラ単位の「活用語尾」と「助動

詞」の初頭モーラを五十音図から見て、何行に渡って現れるかを基に付けられた

ものであり、通言語学的に見ると、ほとんど意味を為さない名称となっている。

英語の日本語学文献を見ると、 quadrigradeverb（四段動詞）、 uppermonograde 

verb（上一段動詞） （Frellesvig 2010)、あるいは four-gradeconjugation（四段活

用）、 upperone-grade conjugation（上一段活用） （Shirane 2005)のように直訳す
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る文献もあるが、直訳しても五十音図に頼った名称で記述的でないということに

変わりはない。日本国内では佐久間 (1966)をはじめとし、実際の、モーラでは

なく、音素レベルでの語幹に注目して、日本語の動詞を強変化動詞（語幹が子音

で終わる動詞）と弱変化動詞（語幹が母音で終わる動詞）のように分類する学者

もおり、英語の文献の中でも strongverb、weakverbのように日本語動詞を分類す

るものが見られる (Ogawa1970、Komai1979等）。さらに、同様な原理で、日

本語動詞を consonantverb（子音動詞）と vowelverb（母音動詞） （Bloch 1946、

Martin 1988、Vovin2003等）、 consonant-stemverb（子音語幹動詞）と vowel-stem

verb（母音語幹動詞） （Martin 1987、Bentley2001等）のように分類する学者も

いる。本事典では、 quadrigrade、uppermonogradeなどの直訳形がある程度定着し

ていることから、これらの用語を示しながら、 strongverb、weakverbという活用

の内実を反映した訳をも示すことにしたん本当はconsonant[-stem]verb、vowel

[ -stem] verbを共に載せるべきだったが、編集当時ではこれらの呼称については

不勉強のため、また知識がなかったので不記載のままとなってしまった。最終的

に採用した活用型の英訳をまとめると以下のようになる。

四段活用動詞 quadrigrade verb; strong verb 

五段活用動詞 quinquagrade verb; strong verb 

上一段活用動詞 upper monograde verb; weak verb with stem ending in /i/ 

上二段活用動詞 upper bigrade verb; weak verb with stem ending in /i/ or /u/ 

下一段活用動詞 lower monograde; weak verb with stem ending in /e/ 

下二段活用動詞 lower bigrade verbverb; weak verb with stem ending in /u/ or 

le/ 

カ行変格活用動詞 k-[row] irregular verb 

サ行変格活用動詞 s-[row] irregular verb 

ナ行変格活用動詞 n-[row] irregular verb 

ラ行変格活用動詞 r-[row] irregular verb 

なお、現在留学生向けに教えている英語による日本語史の授業では以下の名称

と略称を採用している。

四段活用動詞／五段活用動詞 consonant-stem verb (C) 
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上一段活用動詞 single vowel-stem verb i (SVi) 

上二段活用動詞 dual vowel-stem verb i (DVi) 

下一段活用動詞 single vowel-stem verb e (SVe) 

下二段活用動詞 dual vowel-stem verb e (DVe) 

カ行変格活用動詞 k-irregular verb (K-Irr) 

サ行変格活用動詞 s-irregular verb (S-lrr) 

ナ行変格活用動詞 n-irregularverb (N-Irr) 

ラ行変格活用動詞 r-irregularverb (R-lrr) 

5. まとめに代えて

本稿では「日本語大事典』項目名の翻訳作業の流れと、翻訳していく中で問題

となった点について述べてきた。日本語学用語に英訳を付記する事典がこれまで

なかったわけではないが、これほどの量の用語に英訳を付記した事典は本事典が

初のものである。初の試みということは当然ながら、万全ではない。再校の段階

で各項目の執筆者に確認を取っていただいたものの、最終的にどの訳を採用する

かという判断は基本的に私 1人で行ったため、稚拙な訳や主観が入った訳は決し

て少なくないと思われる。

今回の仕事を終えて、このような大規模な翻訳作業を 1人で行うことの限界を

強く感じた。これほどの規模の用語を正確に訳すには、やはり編集委員 1人では

なく、日本国内外の学者を集めて、グループで取り組む必要があると思った。実

際、一般言語学用語7,276語を日英・英日の順に示した文部科学省編『学術用語

集一言語学編』の編集にあたっては、 10人の研究者からなる言語学用語専門委員

会が最終的な案を定めており、これも 20人からなる「新言語学用語標準化の調査

研究」と 12人からなる「言語学における専門用語の規定と整理」という科研費プ

ロジェクトの結果を踏まえてのことであった。 3,528項目からなる本事典は、項目

の数で言うと、『学術用語集一言語学編』の約半分である。しかし、その中には

「係り結び」と「助動詞」のような日本語にしかない概念や、複雑な書名も多数含

まれており、用語の専門性から考えると、『学術用語集一言語学編』と同じくら
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い、あるいはもっと精密な調査が必要であると言える。

このような事情から、本事典で示した日本語学用語の英訳は今後さらに改善さ

れていくだろうし、改善されていってしかるべきだろう。将来、この仕事を顧み

たときに、日本語学用語に対する英訳の基準と言えるものがなかった時代に、本

事典が礎となり、日本語研究を世界に発信する 1つのきっかけになったと評価さ

れていれば、それ以上の喜びはない。

注

(1)最終校正時の調査に拠る。具体的な内訳は、一般事項1802項目、人名507項目（日本人

名395、外国人名 112)、資料・研究文献1219項目（日本語資料1106、外国語資料113) と

なっている。

(2) 「春色」を Love-Tintedと訳すことについても同じ文句が言える。

(3)先行文献に英訳が見つからなかった『春色英対暖語』については、その序に「曼‘く巌A爾
ゑいたいだんごそれはなぶさ たい あたりか かた よみ はな ゆかり げだい

英対暖語夫英に対して、暖に語ると読たまはゞ、花に由縁の外題といづべし」（為永

春水 (1838)『春色英対暖語』京橋弥左エ門町（江戸）文永堂。早稲田大学古典籍総合

データベースに拠る）とあることから、 Colorsof Spring: Cordial Exchanges with Spring Flower; 

（ここでexchangeは「対話」の意味で用いている）のように訳した。同様に英訳が見つか

らなかった『春色梅美婦禰』については、本事典の項にある「「梅美婦禰」は「梅見船」

の意」という記述から、 Colorsof Spガng:A Boat far Viewing Plum Blossomsという訳を付けた。

(4)後から確認したら、岡照晃 (2012)「近代文語論説文を対象とした濁点の自動付与アプ

リケーション」『第二回コーパス日本語学ワークショップ予稿集』 pp.305-314がその英題

に「近代」を Near-ModemJapaneseと訳していることがわかったので、厳密には新しい

訳とは言えない。

(5)例えば、本居春庭 (1808)『詞八衝』は「四段の活」「一段の活」（現在の上一段活用）

「中二段の活」（現在の上二段活用）「下二段の活」「変格の活」（現在の力行変格活用・サ

行変格活用・ナ行変格活用）を挙げており、黒沢翁満 (1856)『言霊のしるべ』は「一段

活」「上一段活用」「四段活」「四段再活」（現在のラ行変格活用）「上二段活」「下二段活」

「三段活」（現在の力行変格活用・サ行変格活用）を挙げているが、現在の活用型の分類

は、多少の改変はあるものの、凡そこの時代まで遡ると言って良いだろう。

(6)なお、日本語動詞が活用しないという立場からは、もともと屈折語の活用・曲用に対し
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て用いられる strongverb ・ weak verbの区別を当てはめるのは不適切であるとも言える。

参考文献(*3節で掲げたものは省略する。）

佐久間鼎 (1966)「現代日本語の表現と語法』増補版、恒星社厚生閣

中村幸彦校注 (1962)『春色梅児誉美』 H本古典文学大系 64、岩波書店

Bentley, John R. (2001) A Descriptive Grammar of Early Old Japanese Prose. Leiden: Boston; Kiiln: 

Brill. 

Bloch, Bernard. (1946) Studies in Colloquial Japanese I: Inflection.journal of the American Oriental 

Society VoL 66 No. 2: pp. 97-109. 

Deal, William E. (2007) Handbook to Life in Medieval and Early Modern Japan. New York: Oxford 

University Press. 

Habein, Yaeko Sato. (1984) The History of珈 JapaneseWritten Language. Tokyo: University of 

Tokyo Press. 

Kato Shiiichi. (1997) A History of Japanese Literature Ji-om the Man'yiishu to Modem Times. Trans. 

Sanderson, Don. Richmond, Surrey: Japan Library. 

Kiyose, Gisaburo N. (1995) Japanese Grammai・:A New Approach. Kyoto: Kyoto University Press. 

Komai, Akira. (1979) A Grammar of Classical]apanese. Chicago: Culver Publishing. 

Leutner, Robert W. (1985) S力ikiteiSanba and t力eComic乃aditionin Edo Fiction. Cambridge, Mass.; 

London: Harvard University Press. 

Martin, Samuel E. (1987) T.加］apaneseLanguage through Time. New Haven & London: Yale 

University Press. 

Martin, Samuel E. (1988) A Reference Grammar of Japanese. Rutland; Tokyo: Charles E. Tuttle 

Company. 

Miller, Roy Andrew. (1986) The History of the Japanese Wi・itten Language by Yaeko Sato Habein. 

Reviewed Work.Journal of Japanese Studies VoL 12 No. 1: pp. 227-232. 

Nara Hiroshi. (2004) The Structure of Detachment: The Aesthetic Vision of Kuki Shuzii, with a 

Translation oflki no Koz6. Honolulu: University of Hawaii Press. 

Ogawa, Kenji. (1970) New Intensive Japanese (Revised & Enlarged). Tokyo: The Hokuseido Press. 

Shibatani, Masayoshi. (1990) The Languages of Japan. Cambridge: Cambridge University Press. 

Vovin, Alexander. (2003) A Reference Grammar of Classical Japanese Prose. London: Routledge 

Curzon. 



編
集
委
員

小
野
正
弘

島
田
泰
子

陳

力

衛

新
野
直
哉

橋
本
行
洋

服

部

隆

諸
星
美
智
直

余
田
弘
実

T
e
l
.
0
3
-
5
3
1
9
-
4
9
1
6
 

郵
便
振
替

日
本
近
代
語
研
究

6

S
t
u
d
i
e
s
 o
n
 M
o
d
e
r
n
 J
a
p
a
n
e
s
e
 6
 

E
d
i
t
e
d
 b
y
 M
o
d
e
r
n
 J
a
p
a
n
e
s
e
 L
a
n
g
u
a
g
e
 

R
e
s
e
a
r
c
h
 Association 

発

行

二

0
一
七
年
三
月
三
一
日
初
版
一
刷

定

価

二

八

0
0
0円
＋
税

編
者
c
日
本
近
代
語
研
究
会

発

行

者

松

本

功

富
士
リ
プ
ロ
株
式
会
社

製
版
所
・

印
刷
所

製
本
所
株
式
会
社
星
共
社

発
行
所
株
式
会
社
ひ
つ
じ
書
房

-
1
 

〒
1201
東
京
都
文
京
区
千
石
ニ
ー
一
ー
ニ

1

0

 大
和
ビ
ル
ニ
階

F
8
0
3
,
5
3
1
9
,
4
9
1
7
 

0
0
1
2
0
,
0
0
,
1
4
2
8
5
2
 

造本には十分注意をしておりますが、落丁・乱丁などがございましたら、

小社かお買い上げ書店にてお取り替えいたします。

ご意見、ご感想がありましたら、小社までお寄せ下さい。
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