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１．はじめに 

  一つの外国文学テクストが複数の日本語訳を生み出すことは、珍しいことではな

い。旧訳の言葉遣いが古い、誤訳が多い、新たな解釈がなされたといった理由で新訳

が出版される。このような一つの原文テクストに対する複数の日本語訳の存在は、具

体的な訳出や解釈の変化をめぐるテクストレベルの問題だけではなく、出版時期によ

って求められる「翻訳」の変化という翻訳のコンテクストの問題を前景化する。つま

り、新旧の翻訳テクストを比較することで、翻訳テクストとそれを取り巻くコンテク

ストがどのような関係にあったのか、通時的に概観することが可能になると考えられ

る。 

本稿の目的は、W. B. イェイツ作 At the Hawk’s Well と出版時期の異なる日本語訳を

題材に、翻訳テクストとその生成を規定するコンテクストの関連の一端を明らかにす

ることである。翻訳テクストとコンテクストの関連を考察する上で、本稿は翻訳研究

(translation studies)で論じられている翻訳規範（translation norms）の概念を援用する。

翻訳規範には数種類の議論がなされているが、翻訳研究の先駆的研究者ギデオン・ト

ゥウリーの概念では、翻訳規範は次のように説明されうる。 

・ 翻訳テクスト生成時に、どのような翻訳をするか、訳者の選択決定を左右する 
・ 目標文化のコンテクストによってこの規範は形成される 
・ 「規範(norms)1」という用語が用いられてはいるが、翻訳者がそれに服従すべき

規則としてあらかじめ存在するのではなく、テクスト分析を通じて遡及的・記

述的に発見される 
 つまり、翻訳規範の概念は、翻訳テクストがどのように生成されるかは目標文化の

コンテクストによって規定されるという立場から論じられるものであり、本稿の目的

と合致すると考えられる。 
 具体的には次のような手順で論を進めていく。まず、昭和初期と後期にそれぞれ出

版された各二編の At the Hawk’s Well の日本語訳を分析する。次に、明治・大正以降に

確立した英文学研究を、翻訳を規定する具体的なコンテクストとして設定する。そし

て明治・大正期以降の研究姿勢やそこから生じる翻訳論と At the Hawk’s Well の日本語

訳を対照し、そこから実際の翻訳テクストがコンテクストとどのように関連しあって

いるか、どのような規定を受けているか、考察していく。 
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２．翻訳規範（translation norms） 

具体的なテクスト分析を進める前に、まず、本稿が依拠する翻訳規範(translation 
norms)の概念について簡潔に説明したい。 
翻訳規範は、翻訳研究の先駆的研究者であるギデオン・トゥウリーによって 1978

年に最初に議論の遡上に載せられた概念であり2、その後現在に至るまで、翻訳研究

（translation studies）の分野で頻繁に論じられてきた。 
翻訳者は常に、社会や文化、読者といったコンテクストが求める翻訳像に対峙して

どのように翻訳するかを決めている。つまり、社会や文化が求める翻訳像が翻訳規範

であり、翻訳者はこの翻訳規範にどう対処するかを迫られる。社会や文化がどのよう

な翻訳を求めるかは、様々な交渉によってその合意が形成され、慣例化し、その結果

ある翻訳規範が生じるため、翻訳規範は固定された規定的な存在ではなく常に変化し

ていく。そのため、翻訳テクストそのものや当時の翻訳論などを記述的に分析して再

構成することでのみ翻訳規範の存在を可視化することができる。 
この概念は、トゥウリーやテオ・ハーマンが明言しているように、社会学で考察さ

れる交渉・合意・慣例・規範・規則・サンクションといった社会化(socialisation)に関

わる概念に基づいている3。1970 年代末以前の翻訳研究が原文と翻訳テクストの等価

を前提とした個々のテクストレベルの議論を中心に据えていたことを考えれば、この

翻訳規範の概念が翻訳の社会・文化的コンテクストを重視し始めたことは、翻訳研究

にとって重要な転換点の一つだったと考えられる4。 
トゥウリーだけではなく、アンドリュー・チェスタマン、クリスティアン・ノード

ら著名な翻訳研究者達がこの概念の理論化を試みる論文や著書を積極的に発表し、翻

訳規範を二ないし三種類に分類しているが、現在、翻訳研究の数多くの研究論文がこ

の概念に依拠するようになっている5。彼らの規範分類の詳細を論じることは本稿では

差し控えるが、この三人の分類に共通する規範として、翻訳とはどのようなものと考

えられるかに関わる規範を第一に置いていることが挙げられる。すなわち、トゥウリ

ーは起点文化と目標文化のどちらを重視するかという「基本的規範(initial norms)6」を、

チェスタマンは社会・文化・読者が翻訳とはどのようなものであって欲しいと期待し

ているかという「期待規範(expectancy norms)7」を、ノードはある文化がどのようなテ

クストを翻訳として許容するかという「構造の慣例(constitutive conventions)8」を、そ

れぞれ設定している9。 
上記のいずれの規範にしても、翻訳を取り囲む目標文化のコンテクストがどのよう

な翻訳を求めているかを説明するものである。本稿ではこれらの規範概念に基づいて

翻訳テクストと英文学研究というコンテクストの関係を考察し、翻訳テクスト出版当
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時の翻訳規範の変化を辿りながら、翻訳テクストが英文学研究にどのように規定され

たか、あるいはどのように反応してきたのか、一端を明らかにしていきたい。 
 

３．At the Hawk’s Well と日本語訳 

（１）W. B. イェイツと At the Hawk’s Well 
 20 世紀初頭に活躍したアイルランドの詩人・劇作家の W. B. イェイツの手による戯

曲 At the Hawk’s Well (1917) は、周知の通り、日本の能に影響を受けて書かれた。ただ

し、イェイツが直接能に接したのではなく、アーネスト・フェノロサとエズラ・パウ

ンドを介した間接的な受容だった。 
フェノロサは 1898（明 31）年、英文学者平田禿木の通訳を介して観世流初代梅若

実に入門し、能楽を研究するとともに能台本の英訳を試みたが未完に終わった。その

遺稿をフェノロサ夫人がパウンドに託し、彼が英訳を完成させた10。イェイツはそれ

を読んで能という演劇形態を知り11、そこから自らの求める新しい演劇形式を作り上

げたのである。イェイツは能の影響を受けて Plays for Dancers と名付けた戯曲四編を

発表したが、その中の最初の作品が At the Hawk’s Well である12。この作品は完全に能

の形式に則ったものではないが13、仮面の使用、超自然のモチーフ、音楽・踊りと芝

居の融合といった能の特徴は明らかである。さらにイェイツが能を知り、自らの作品

に自らのやり方でそれを組み込むことによって、当時彼が追究していた新しいアイル

ランド演劇の確立やアイルランド文芸復興の一つの実現を見たと言えるだろう14。 
 
（２）日本語訳 ① 平田禿木訳『鷹の井』1920, 1928、松村みね子訳『鷹の井戸』1927 
 本節では、At the Hawk’s Well の日本語訳の中から、昭和初期に出版された日本語訳

二編を考察する。平田禿木訳の『鷹の井』は 1920 年に雑誌『英語文学』に掲載された

後、1928 年に『世界戯曲全集』中の一編として再度出版されている。松村みね子訳『鷹

の井戸』は 1927 年に『近代劇全集』に採録された。両全集とも、当時流行したいわゆ

る「円本15」の一つである。同時期には他に、南江二郎訳『鷹の泉』(1928) 、長沢才

助訳『鷹の泉』(1932)、岡田哲蔵訳『鷹の井』(1932)の三編の翻訳も出版されているが
16、本稿では「円本」に収録されて世間に広く読まれたと考えられる平田訳と松村訳

に限定して考察する。「円本」は昭和初期に大衆向けに出版されたものだが、英米と

アイルランドの戯曲を扱った巻に限ってみても、訳者には平田や松村以外にも、小山

内薫、沢村寅二郎、井上思外雄といった著名な英文学者・翻訳者の名が連ねられてい

る。そのため、平田や松村の翻訳テクストと英文学研究というコンテクストとの関連

が、他の三編の At the Hawk’s Well 日本語訳よりも特に明確だと言っていいだろう。 
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 まず原文について簡単に述べておく。この作品の時代設定は「アイルランドの英雄

時代」と明記されている。登場人物は三人の楽人 Three musicians（個別の台詞や歌を

与えられているのは二人）、不死の水を持つと言われる井戸の番をする女（鷹）The 
Guardian of the Well、その井戸の水が湧くのを待ち続ける老人 The Old Man、不死の水

を求めて来る若きクフーリン（ケルト伝説の英雄）The Young Man のみである17。実際

にストーリーが展開し始める前に、まず舞台装置や道具・楽器・照明・役者の仮面等

についての詳細な指示を出すト書きが書かれる。それに続いて楽人三人の謡、再びト

書き、三人の謡、再度ト書きが書かれる。この三回に分けて書かれたト書きには、三

人の楽人が大きな黒い布（鷹を暗示する金色の模様が描かれている）を広げたり折り

畳んだりする象徴的な動作が細かく指示されている。 
 次に平田禿木訳『鷹の井』を見てみたい。平田訳は本筋が展開する前の三回のト書

きを簡略化して一つにまとめているが、そのト書きの日本語訳の特徴として、１）布

を用いた動作の指示の簡略化、２）楽人が楽器や照明を携えて登場する旨の説明や、

アイルランドの伝説で見られる言葉（’a speckled shin’）の説明18の省略、３）時代設定

のト書きの省略、という点が指摘できる。１）と２）の特徴からは、平田が実際の能

を念頭に置き、できる限りこの作品を能の約束事に則って訳そうとしていることが窺

える。つまり、能の場合、ストーリーが舞台上で展開する前に謡い以外によって演技

や何らかのパフォーマンスが行われることはほとんどなく、また全ての動作は簡潔で

最低限の動きしかない。平田がこの能の形式を念頭に置いていると考えれば、イェイ

ツが原文で細かく指示した布を用いた動作を簡略化したのも納得がいく。 
２）の特徴についても、実際の能では楽器を担当する囃子方や謡を担当する地謡は、

役者の登場前に既に舞台に座っているのが普通である。At the Hawk’s Well を能に限り

なく近づけて訳していると考えれば、楽器について敢えてト書きに明記する必要はな

い。また、能では登場人物や地謡が照明を持って舞台に登場することはあり得ない。

平田はこのような能の約束事に則ったト書きを書いていると考えられる。アイルラン

ド伝説で語られる言葉の説明を省略するのも、能という日本の伝統の枠組みを重視す

るならば、敢えて訳出する必要はないと判断したのかもしれない。 
３）の年代やケルト伝説に関する言及の省略についても、平田が能の背景を意識し

た翻訳をしているのだと考えれば、これも敢えて翻訳する必要がないと判断したと推

測できる。 
 上記で指摘した点以外にも、平田が能の約束事に則って日本語訳していると考えら

れる点が散見される。イェイツの原文では青い布を用いて井戸を表すとト書きに記し

ているが、平田はその一文を省略してしまっている。装置や道具を簡略化する能の場
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合、青い布で井戸を表すという演出は考えられない。また、原文では楽人が’speaking’
となっているト書きを「歌ふ」に変えたり、あるいはそのト書きを省略したりしてい

る19。能では基本的に地謡は「語ら」ないことを考えれば、ここでも、平田は実際の

能の舞台を念頭に置いていることが窺える。また、平田訳の文体は完全な文語体であ

り（後述する同時代の松村訳はむしろ口語体で訳されている）、このことからも平田

が実際の能を手本としていると考えることは妥当だろう。 
 さらに、具体的な台詞の日本語訳からも例を見てみたい。例えば、幕開きの楽人の

歌の一節： 
 
What were his life soon done! 20 
 

平田はこれを次のように日本語訳している。 
 
我は夢見ぬ、見る間に果てしさる生を 21 

 
「我は夢見ぬ」は原文には見られない文である。イェイツによる幕開きの楽人の謡は

これから始まる物語を象徴する歌になっており、実際の能の幕開きの謡いと似た特徴

を持つ。この作品の最後で、鷹の化身になった女の舞によって一種の夢、狂気に誘わ

れたクフーリンは、不死の水を飲むことができなくなる。夢幻能22のテーマを連想さ

せるこのシーンを、平田は強く意識していたのではないか。そのために、幕開きの楽

人の謡を夢幻能の物語のより強い象徴にするために、日本語訳で「我は夢見ぬ」とい

う一文を足したのではないだろうか。 
 老人が井戸の番人の女を描写する台詞にも、平田はかなり変更を加えている。原文

では、鷹の姿をして飛び回る女を老人が次のように語る。 
 
                The Woman of the Sidhe herself,  
      The mountain witch, the unappeasable shadow,  
    She is always flitting upon this mountain-side, ... 23  
 
平田はこの台詞を次のような訳文で語り直す。 

 
シイが族の女その者、 
山の魔女、度し難き怨寧ぞ其は。 
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あるは鷹、あるは狼、あるは逃げ惑ふ鹿と、 
気の向くままにさまざまに、姿變へ、 
いつも彼の山際をとびあるくなり ― 24 
 

鷹、狼、鹿と様々なものに化身する鎮めがたい怨念を持つ女、というイメージはま

さしく夢幻能のモチーフである怨霊のイメージである。「シイが族の女」という訳も、

日本人には全く未知の「シイ25が族」という言葉によって、夢幻能の非現実世界のイ

メージを強固にしていると考えることも可能だろう。 
 以上の例からわかるように、平田禿木の日本語訳は、能という日本演劇の伝統の中

に At the Hawk’s Well を位置づけており、日本文化の枠組みの中で日本人が読むことを

重視していると考えられる。 
では、平田訳と同時代に出版された松村みね子訳『鷹の井戸』はどうか。松村訳は

平田訳のような大きな書き換えや省略もなく、比較的原文に書かれている通り翻訳し

ている。また、平田訳のような明らかな文語体ではなく口語体を用いている。しかし、

細かな点において平田訳との次のような共通点が見られる。１）平田同様、ケルト神

話に出てくる’a speckled shin’を説明する一文の省略、２）the Guardian of the Well を、

井戸に水が湧く前は「少女」、彼女が舞った後、水が湧いてからは「鷹」と訳し分け

ている（平田も前者を「娘」、後者を「鷹」と訳し分けている）、という点である。 
１）について、平田がケルト神話への言及を避けたのは彼が能の枠組みにこの作品

を位置づけたことによると述べたが、この一文を訳さなかった松村の選択も本質的に

平田と同様のものだと考えられる。つまり、一般の日本人読者ならば確実に未知であ

るケルト伝説の老人のイメージには敢えて言及せず、日本人読者の理解の範疇を考慮

したと見られる。 
２）についても、平田と松村両者の翻訳ストラテジーが本質的に似通っていること

を窺い知ることができる。原文では The Guardian of the Well は常に代名詞 she で指示

される。しかし、平田・松村両者の日本語訳が The Guardian of the Well の鷹の姿での

踊りを境に「娘」と「鷹」、「少女」と「鷹」と訳し分けることによって、鷹の化身

となる女という、原文には見られない夢幻能のモチーフのイメージが新たにこの作品

に付与されている。 
先に松村訳は比較的原文に書かれている通りの翻訳になっていると述べたが、その

中にも上記と同じような日本的イメージの投影は見られる。例えば、前述した老人の

台詞 ”The Woman of the Sidhe herself” を松村は「精
シ イ

の女」と訳している。Sidhe の発音

と「精」という漢字の読みの類似性を利用したこの訳語は、”speckled shin”の説明を訳
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出しなかったのと同様、ケルトのイメージよりむしろ日本的イメージを作品に付与す

る翻訳方法が選択されたことを示していると考えられる。 
このように、松村訳もやはり日本文化の伝統や背景を重視し、外国文学でありなが

ら日本人読者の感覚を投影させるような日本語訳を作り出していると言うことができ

るだろう。 
 

（３）日本語訳 ② 高橋康成訳『鷹の井戸』1971、風呂本武敏訳『鷹の泉』1980 
次に、昭和後期に出版された二編の翻訳を考察する。前節で述べたように、At the 

Hawk’s Well は昭和初期の同時期に既に五編の翻訳が発表されている。その後 40 年を

経て、新たに訳し直されたのが高橋康成訳『鷹の井戸』である。この翻訳は『現代世

界演劇』(1971)『世界文学大系』(1975)という二種類の文学選集に収録されている。風

呂本武敏訳『鷹の泉』は Collected Plays of W. B. Yeats (1966) の翻訳である『イェイツ

戯曲集』(1980)内の一編である。両訳とも平田・松村訳同様、文学研究者達が翻訳を

担当した文学選集に掲載されており、英文学研究というコンテクストの内部に位置づ

けられていることは明確である。 
まず、高橋訳『鷹の井戸』から見てみたい。この日本語訳には、平田訳・松村訳に

見られるような省略箇所や訳者による日本文化の投影などはほとんど見られない。平

田も松村も省略した’a speckled shin’ の説明も忠実に訳出されている。松村訳で言及し

た Sidh も単に「妖精
シ ー

」、The Guardian of the Well も一貫して「井戸を守る女」と訳さ

れ、平田訳や松村訳に見られるような日本的なイメージは全く見られない。 
高橋訳の顕著な特徴として、様式を重視した文体を挙げることができる。この戯曲

は主として老人と若きクフーリンの対話で筋が進むが、老人らしさと若者らしさの対

比が著しく強調されている。例えば、老人の台詞には「～じゃ」「～のう」「～わい」

等の老人の言葉遣いとして典型的に用いられる語尾が多用される。また、‘And are there 
not before your eyes at the instant’26を「それ、ごろうじろ、そなたの目のまえにあるじゃ

ろうが27」、’you will leave it’28を「行ってくりゃれ29」、といった、時に過剰なほどの

古くさい言い回しによって老人らしさが強調されている。一方、クフーリンの台詞は

柔らかく丁寧な言葉遣いで訳され、老人の言葉遣いと比較するとデフォルメされた老

人と若者の描き方が明確に対比される。例として、不死の水が湧くのを待ち続ける老

人のもとにクフーリンがやってくる場面を挙げる。 
 
  Old Man :            …Do you know anything? 
              It is enough to drive an old man crazy 
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              To look all day upon these broken rocks, 
              And ragged thorns, and that one stupid face, 
              And speak and get no answer. 
    Young Man:             Then speak to me, 
              For youth is not more patient than old age; 
              And though I have trod the rocks for half a day 
              I cannot find what I am looking for. 30 
 
    老人： おまえは知っとるのか、知らんのか？ 
      日がな一日、この砕けた石ころや、 
      刺だらけの茨や、おまえの愚かしい顔とにらめっこをし、 
      いくらものを言うても答えは梨のつぶてとあっては、ええい、 
      この老いの身も気が狂うてくるというものじゃ。 
  若者： では、ぼくにものを言ってください。 
      老人より若者の方ががまん強いはずはないのですから。 
      ぼくはこれでもう半日も岩のあいだを歩き回ったのですが、 
      捜しているものが見つからないのです。31  

 
高橋訳では、死への恐怖と焦りを怒りに転化する老人と、若々しく自尊心に充ち、

英雄としての落ち着きをも示す若者という様式的な対比が明確に描かれている。上記

の台詞以降も、老人とクフーリンの台詞はこのような様式的な対比のもとに訳出され

ている。しかし、原文ではそこまで両者の特徴をデフォルメした書き分けがなされて

いるとは言い難い。 
このように登場人物の様式を重視し、老人らしさと若者らしさというおそらくどの

文化であっても共通に理解できる、いわば普遍的な特徴を強調した訳出は、前述の平

田や松村の翻訳が日本的な背景や日本人読者独自の理解を強調したのとは反対に、起

点文化・目標文化の違いに関わりのない普遍的な作品理解を求めたことの現れと考え

ることができるだろう。 
では、昭和後期に出版されたもう一つの日本語訳である風呂本訳『鷹の泉』はどう

か。この翻訳テクストも原文に書かれているとおり翻訳しており、平田訳や松村訳の

ような省略箇所や日本的な解釈が差し挟まれることはほとんど見られない。先程から

例示している the Guardian of the Well は一貫して「泉の女」と訳されており、女が鷹の

化身の怨霊になるという独自のイメージを付与した平田・松村両訳とは異なり、原文
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に書かれたままに訳出されている。また、様式を強調して登場人物の個性の対比が際

立っていた高橋訳と比較しても、風呂本訳では老人も若者も語調に大きな変化はなく、

非常に簡素でニュートラルな言葉遣いが用いられている。彼の訳文は、原文に書かれ

たままで何も足さない、かつて野上豊一郎が主張したような「無色透明」の翻訳と言

うことができるだろう。 
野上は彼の『飜譯論』(1938)の中で、「飜譯の第一必要條件は、忠實といふことで

ある。原物に最も近いものを作り出す飜譯者が最上の飜譯者32」である、と述べ、そ

のためには翻訳者が「表現の移し替に於いて解説者的もしくは註釋者的態度を執つて

はならない33」と論じる。つまり、原文と訳文とが形式的にも内容的にも「同等」「同

質」「同量」になっていなければならず、原文と異なった色調が翻訳に現れてはなら

ないのだから、原文と同じ色調が出せないのなら、原文に何も足さず、何も引かず、

「無色透明」な翻訳を目指す方がよい、というのが野上の主張である34。 
この野上の主張は次のような考えを前提にしている。即ち、日本の文学はそれまで

「世界的見地から見て甚だしく地方的なもの」だったが、昭和の時代に入りやっと「思

想的に文学的に世界の一つの大きなサークルの中に」日本も仲間入りができたのであ

り、今や日本人読者は世界の文学を世界の人々とともに読み、感じ、考えることがで

きる、と野上は述べている。こうして「世界的環境」に立つことによって、日本の文

学に「地方的でない、もつと近代的な別なもの」を期待することができるのであり、

「もつと近代的な別なもの」は「外國語の知識と飜譯」によって実現されると言うの

である35。野上の翻訳論の前提は、換言すれば、起点文化である欧米の作品を「地方

的」である日本の価値観に還元することなく、原文に最も近い形で、起点文化と同じ

ように普遍的に理解することが肝要なのであり、それを促すことが翻訳の役割である、

ということだ。だからこそ、原文に日本の価値観も訳者の解釈も介入させないいわゆ

る「無色透明」の翻訳が主張されることになるのだろう。 
風呂本の翻訳は、シンプルに原文に書かれた言葉を翻訳するという方法によって、

野上の主張したような翻訳を実践していると考えられる。高橋訳の『鷹の井戸』が老

人らしさと若者らしさの対比という普遍的特徴を強調した色合いを持つ一方、風呂本

訳はむしろ何も強調しない無色透明な翻訳テクストを生起させている。しかし、起点

文化でも目標文化でも変わらぬ普遍的な作品理解を求めているという点では、両者が

追求した翻訳は本質的には共通していると言うことができる。 
 
以上、At the Hawk’s Well の日本語訳四種類を時代別に二つに大別して考察してきた

が、ここで両者の特徴をまとめておきたい。昭和初期に出版された平田禿木訳・松村
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みね子訳は能のイメージを強く保持しており、イェイツが受けた能の影響を日本の自

分たちのものとして回収している。彼らは、外国文学である At the Hawk’s Well を能と

いう日本独自の芸術の中に位置づけ、それに則って日本人読者がこの作品を読むこと

を念頭に置いて日本語訳したのだと考えることができる。平田の場合は、彼はフェノ

ロサの能入門に際し自分が通訳したという経験から、自分が能とフェノロサを仲介し

た－つまり能と西洋を仲介した－という自負があったろうし、イェイツが能の影響を

受けて At the Hawk’s Well を書いたことを知っていただろうから、彼の日本語訳が能の

イメージに偏っているのはその理由もあると考えられる。しかし、そのような個人的

な関わりをさておいても、平田が英（アイルランド）文学の作品が日本で読まれると

いう点に焦点を当て、その作品を日本文化の中に新たに位置づけることを求めたこと、

松村もまた同様に日本での読みを重視したと思われる翻訳を行ったことは、注目に値

するだろう。 
一方、昭和後期に出版された高橋訳・風呂本訳は、口語体を用いた現代劇風の翻訳

であり、能のイメージといった日本固有の解釈に作品を回収するようなことはせず、

原文テクストの普遍的な作品性を保持しようとしていることが窺える。両者の日本語

訳が出版されたのが、明治以降の英文学研究の伝統の土台の上にさらに英文学研究が

発展し、翻訳の数もますます膨大になり、英文学を読むことがごく当然になりつつあ

る 1970 年、80 年代であることを考えれば、翻訳を介してであっても普遍的に一つの

作品を理解することが可能であるという前提は、自然なことかもしれない。それでも、

高橋訳は普遍的特徴を強調し、風呂本訳は特に共著して色合いを強めることがないと

いう正反対の翻訳態度であるにもかかわらず、両者が英文学の作品を起点文化でも目

標文化でも同様に、普遍的に、理解することを前提に訳された点で一致していること

は興味深い点である。 
 

４．英文学研究と翻訳規範 
At the Hawk’s Well という一つの作品の翻訳が、昭和初期と後期という時代によって

全く異なる翻訳態度を示していることを前章で考察したが、本章ではこの両者の違い

を明治以降の英文学研究と翻訳観の流れの中に位置づけるとともに、翻訳規範の観点

から記述していく。 
明治初期の英文学受容は、まずは 1877 年以降立て続けに出版されたリットンやデ

ィズレリらの政治小説の翻案や「豪傑訳」から始まった。登場人物の名前や時代設定

を日本のものにしたり、原文を大幅に省略したり、あらすじだけを生かして後は全く

書き直したりと、原文の尊重ではなく、西洋の文化・思想を日本人読者が容易に理解
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できることを目的にした日本語訳が主であった。トゥウリーが措定した起点文化と目

標文化のどちらを志向するかをめぐる規範である「基本的規範」の概念で言うなら、

この時期の翻訳には、極端なまで目標文化志向の翻訳を行うことが規範になっていた

のである。 
このような豪傑訳一辺倒であった翻訳態度が変化するのが、1885 年出版のリットン

作 Kenelm Chillingly の日本語訳『繋思談』（藤田鳴鶴、尾崎庸夫訳）、1888 年の森田

思軒による『翻訳の心得』をきっかけとしていることはこれまでも指摘されている36。

森田らは勝手気ままな従来の豪傑訳の不備を批判し、できる限り一字一句までも原文

に忠実に訳すべきだという逐語訳擁護の姿勢を表明した。目標文化志向の「基本的規

範」が支配的であった当時の翻訳に、新たな翻訳方法が提示されたのである。目標文

化志向の規範に則るべきか、全く正反対の翻訳方法が適切か、様々な議論や翻訳実践

を通じて、広く認められる翻訳の方法が「交渉(negotiations)」されたと考えられる。 
「交渉」とは、社会の合意や規範を形成するために常に社会で行われている営為で

ある。トゥウリーは翻訳を社会的行為と捉え、彼の翻訳規範論において規範形成の過

程として「交渉」を次のように説明する。 
 
社会の秩序やそれに伴うあらゆるものは、常に［合意や妥協を求めて］交渉／再

交渉される。・・・従って、交渉の過程では、合意や慣例、決まった行動が調整

され、そしてそれらが変化していく。交渉で得られたものはほぼ、暫定的なもの

である。37 
 
森田らによる極端な逐語訳志向は、その後二葉亭四迷38、上田敏39、森鴎外40らによ

って批判されることになり、上田の『海潮音』の序文に代表されるように、原文に忠

実であるべきは原文の表記・形式に対してではなく内容・本質に対してであるべき、

とする翻訳態度をその対局に持つようなった41。このような一字一句原文の形式に忠

実であるべきか、書かれた内容に忠実であるべきかについての議論が、その後常に翻

訳論の中心に据えられ、換言すれば、常に翻訳方法についての「交渉」が行われてい

くのである。 
以上のように、豪傑訳－精密訳をめぐる「交渉」は極端な二項対立の翻訳観からの

変化を促した。さらに、形式－本質への忠実をめぐる「交渉」を通じて極端な二項対

立の「基本的規範」から脱却し、原文の一字一句に忠実を目指す翻訳であれ、内容に

忠実な翻訳であれ、原文に忠実であることが翻訳の絶対条件として求められるように

なったのである。この時点で目標文化志向の翻訳規範から一転し、起点文化志向の翻
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訳規範が確立したと言える。また、チェスタマンの「期待規範」で説明するならば、

社会や読者が翻訳に原文への忠実を期待する翻訳規範が生じたと言うことができる。 
さらに言えば、欧米をモデルに急速に近代化を図らざるを得なかった明治という時

代を通して膨大な量の西洋文学を紹介するに際し、様々な試行錯誤を経て、形式重視

にせよ内容重視にせよ、見習うべき対象である欧米の文学を日本語で「忠実に再現す

る」ことが一つの翻訳規範として機能し始め、この規範の確立によってこの確固たる

方向性を持った日本の翻訳状況の発展につながったと考えられる。 
このような原文への忠実を求める明治の翻訳規範は、その後の英文学研究と翻訳論

が進む方向をこの時既に決定していたと考えられる。というのも、大正期に確立する

英文学研究は、まさしく原文の忠実な理解を目的とし、そこから生まれる翻訳論も、

当然のことながら明治期に機能し始めた翻訳規範を踏襲していたからである。 
大正年間に入ると、明治後期に相次いで開設された東京や京都等の帝国大学英文科

や他の私立学校の隆盛により、英文学を盲目的に紹介する明治の受容態度が、研究と

しての英文学受容の確立へと発展する。当時の英文学研究は、原文テクスト及び原文

が書かれた文化背景を正確に理解することを重視しており、その研究姿勢を体現する

ように、大正末期から昭和初期に向けて詳細な注釈がついた英文学叢書の刊行が相次

いだ。原文の厳密な理解を目的とする研究姿勢は、矢野峰人の言葉を引用すれば「文

献学的書誌学的方法の過重42」とも呼べるものだったが、その後このような研究姿勢

が主流となっていく43。こうして原文の忠実な理解が目的となったことにより、大正

から昭和にかけての英文学研究は、福原麟太郎の言を借りれば「昭和に入ってからの

日本の英文学界における著しい変化は、英文学研究法がその鑑賞とともに、英本国の

それに近似44」することが可能になるまでに発展したのである。 
この大正期の英文学研究の確立は、次のようにも捉えることができる。明治期に生

じた原文を忠実に理解しようとする翻訳規範が、欧米の文学を日本が見習うべきモデ

ルと崇めた受動的ならざるを得ない外国文学受容から生じたものだとすれば、大正期

はその受動的な受容が、日本人読者も起点文化で読まれているのと同様に英文学テク

ストを理解するべきという目的に姿を変えて、自らの中に積極的に内面化される段階

に進んだ。こうして原文の正確で緻密な理解を求める英文学研究は確固たる立場を固

め、原文への忠実を求める翻訳規範はさらに強化されていったと言えるだろう。 
こうして、起点文化のそれに近似するまでに発展した英文学研究は、昭和の時代に

入ってから特に活発に議論された翻訳論にも当然影響を与えることになる。前述の野

上豊一郎が『飜譯論』の中で、日本人は昭和の時代になって西洋各国と同じ理解で文

学を読むことが可能になったのであり、「地方的ではない、もっと近代的な」「世界
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的環境に立つ」ことが翻訳によって可能になる（つまり、そういう翻訳を目指さなけ

ればいけない）と指摘しているのも、大正から昭和期に確立された英文学研究の姿勢

から生み出されたものと考えられる45。 
以上のような昭和初期までの英文学研究の発展は、翻訳に新たな局面をもたらすこ

とになる。原文への忠実な理解を目指す英文学研究が、一方で翻訳の可能性に対して

懐疑的な態度を生じさせ、他方で翻訳の創造性という異なる可能性を論じさせたので

ある。1933 年、実際の翻訳が原文の忠実な理解を達成できていないとして翻訳不可能

性を訴える杉村楚人冠や小宮豊隆の翻訳論46が発表されると、それを契機に様々な翻

訳論が発表された47。小宮は俳句の英訳について、俳句は背景にある日本の伝統や文

化を知らなければ理解できず、外国人が理解できるような翻訳を再生産できない以上、

厳密に忠実な翻訳は不可能であると述べる。俳句の英訳という限定された対象を論じ

てはいるものの、小宮にとって翻訳とは原文を厳密に忠実に写し取るものでなければ

ならないという前提があることが明確に記されている。楚人冠の翻訳論も小宮に賛同

するものであり、同様の前提に基づいて特に英語から日本語への翻訳を懐疑的に捉え

ている。彼らが述べたような翻訳論が、厳密な原文理解を目的とする英文学研究態度

と共通の外国文学観を持っていることは明白だ。前述の野上の翻訳論も、基本的には

同様の視点からなされている。原文への忠実を翻訳に期待する「期待規範」が、英文

学研究の姿勢によって強化されていると考えられる。 
一方、これらの翻訳論に対し、異なる立場が提示され始める。山宮允48や澤村寅二

郎49、大山定一ら50は、翻訳は創造的な産物であり、厳密に原文のまま写し取ることが

その目的ではないという立場をとる。彼らの論の根底には、前述の矢野峰人の言葉に

示唆されていたような、厳密な原文理解を求める外国文学研究の姿勢とそこから生じ

る翻訳観に対するいくばくかの疑問と、外国文学を日本で読むことに対して、主流た

る研究姿勢とは異なるアプローチの提示を読み取ることができる。例えば澤村は次の

ように述べている。 
 
  ・・・原作を讀まなければ本當の外國文學の妙味を分からないと云つて、 
飜譯を軽蔑して原作を偏重する風は、おそらく一面には十九世紀科學精神の 
事實を重んずる傾向の一つの現はれであるだらうが、又一面には維新以來猫 
も杓子も外國語を研究し、分りもせぬ外國語を分つたやうに思つて、或は分 
つたように見せて得意がる外國語崇拝の一つの変形と見てもよいであらう。51 

 
この澤村の言及からは、原作の忠実な理解を求める外国文学研究姿勢や翻訳観に対し
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て距離を置き、主流たる研究姿勢とは異なる姿勢を求めていることが窺える。 
 ここで再び、翻訳方法をめぐる「交渉」が顕著になっていることが指摘できる。つ

まり、それまでの原文への忠実を翻訳に求める「期待規範」に対し、この規範とは異

なる方向性の模索が提示されたのである。 
前章で考察した昭和初期に出版された平田禿木や松村みね子の翻訳は、この「交渉」

の一例であったと考えられる。彼らの翻訳は、まさしく当時の英文学研究制度や翻訳

観とは異なる方向性を翻訳に求めた例である。平田訳が掲載された『世界戯曲全集第

九巻 愛蘭劇集』に付された小山内薫の解題によれば、この翻訳が出版された 1928
年には既にイェイツに関する「大部な研究さへ發表されている今日だから、今更解説

の要もあるまいと思はれる52」ほど、イェイツに関する研究は進んでいた。1934 年に

は研究社英米文学評傳叢書シリーズにイェイツの巻が出版されている。このように、

大正期に確立した厳密で詳細な原文理解を目指す英文学研究制度の中にイェイツ研究

は根を下ろしていたが、平田と松村の日本語訳はこの研究姿勢に基づくような忠実で

厳密な日本語訳からはほど遠い。彼らの翻訳は、At the Hawk’s Well を能という日本の

伝統文化の中に位置づけて翻訳をし、この作品が日本の文化という状況下でどのよう

な位置に置かれ、起点文化にあるときとは異なる新しい作品性をどのように実現でき

るかという点に焦点が当てられていた。つまり、それまでの原文への忠実を求める支

配的英文学観やそれに基づく翻訳規範とは異なる翻訳が提示されているのである。彼

らの翻訳は、前述の 1933 年に端を発した翻訳論議に先立ち、当時の制度的な英文学研

究によって強化された「期待規範」とは異なる翻訳の方向性を既に実践していたので

ある。 
 明治期に翻訳方法をめぐる「交渉」がなされたことによって、自由訳か精密訳かの

両極端な翻訳姿勢が一つの新たな翻訳規範へと進展したことは既に述べた。昭和初期

の「期待規範」とそれとは異なる翻訳の「交渉」も同様に、両者のせめぎ合いの中で、

翻訳そのものを発展させていく可能性があったかもしれない。つまり、規範に則るも

のとそこから逸脱するものという複数の翻訳を社会・文化が許容することにより、日

本の翻訳状況をさらに豊かにしていく可能性があり得たと考えられる。 
制度に則った厳密で忠実な理解を目的とする翻訳は、研究成果として重要なもので

あるに違いない。忠実な原文の再生は読者に正確な原文の情報を与えるはずだからだ。

他方、英文学研究が進化する中で、研究姿勢とは異なる指向を持つ翻訳があることも

必ずしも否定されるべきではない。起点文化とは全く異なる文化を持つ日本人読者が

日本語で作品を読む状況は、それだけで作品の独自の発展を促すだろうからだ。明治

期に異なる翻訳方法の「交渉」によって一つの翻訳規範が形成されて日本の翻訳状況
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が発展したように、異なる翻訳姿勢が翻訳規範として共存し、何らかの新たな進化を

促し得る、そのような状況が昭和初期にも再びあったのである。 
しかしながら、日本の翻訳が発展する可能性を秘めていたであろうそのような状況

は、第二次世界大戦によって中断を余儀なくされる。戦後の英文学研究は、戦前まで

の研究の蓄積のもとに、再び原文と起点文化理解を最重要視する研究制度として発展

していくことになる。この背景には、戦勝国である英米の文化を再び日本が目指すべ

きモデルと見なして追随するという一般的な傾向がまずあったことは疑う余地はない

だろう。さらに、明治から戦前までの研究の蓄積の上に、異文化の文学を対比するこ

とによって普遍的な文学理解を目的とする比較文学の手法の導入53、文学研究者の英

米への留学が盛んになるなどの文学研究を取り巻く環境の変化があった。つまり、昭

和後半に向けて、原文と起点文化を忠実に理解し、起点文化と日本の区別なく作品を

理解することが重視される研究制度の再編成が促されてきたと言えるだろう。この戦

後の英文学研究再編成の流れは、明治期に盲目的に行われた一方向的かつ受動的な導

入が大正以降に確立された明治期の導入方法を内在化させた普遍的理解を目的とする

研究制度に発展していった流れと、基本的に同質と考えられよう。 
高橋康成訳『鷹の井戸』・風呂本武敏訳『鷹の泉』は、まさにこの再編成の中でな

された日本語訳である。高橋と風呂本の翻訳が、具体的な訳出の特徴は全く異なって

いながら、両者ともに起点文化と目標文化の区別のない普遍的な原典理解を目的とす

る翻訳だったことや、風呂本訳に見られる特徴が厳密な原点理解を目的とする英文学

観を持つ野上豊一郎の翻訳論を踏襲するものと見られることは前章で述べた。彼らの

翻訳は、日本においても原文を起点文化で理解するのと同様に普遍的に理解できると

いう前提に立っているが、この前提は、大正期に英文学研究制度が自らのうちに内面

化させた英文学理解の前提と同様のものである。明治から大正への英文学研究の発展

と戦後から昭和後期にかけてのその発展とが共通する特徴を持っていると考えれば、

高橋・風呂本訳はまさに、起点文化と同質の普遍的作品理解を目指す研究制度の流れ

に沿って必然的に生じた翻訳と考えることができるだろう。 
昭和後期の場合、戦後から再編成された英文学研究によって翻訳規範が作られたと

考えられる。戦後の英文学受容において、翻訳は、文化の違いにかかわらず起点文化

の読者と同じように作品を読むことのできる媒体としての役割を期待する「期待規範」

を背後に持つのであり、少なくとも高橋、風呂本の日本語訳はこの「期待規範」に則

った翻訳をして、この翻訳規範を強化していると言うことができる 
 
以上のように、At the Hawk’s Well の複数の日本語訳は、昭和初期には翻訳論の新た
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な方向性を探る実践の先駆けであり、昭和後期には英文学研究の強化という役割を担

いながら、明治以来の英文学受容と研究というコンテクストに密接に関係してきたこ

とが明らかになった。翻訳テクストはその時代のコンテクストにおいて、翻訳規範の

交渉を行い、また規範を強化するという点において、単に英文学研究のコンテクスト

が生み出したテクストとして存在すると言うよりは、このコンテクストの構成要因と

して存在すると捉えることができるだろう。 
 
５．おわりに ― 翻訳の可能性へ 
 本稿では、At the Hawk’s Well の日本語訳四編を題材に、英文学研究という一つのコ

ンテクストを設定し、そのコンテクストと翻訳テクストの関連を翻訳規範の概念を援

用しつつ考察してきた。要約すると、以下の点が挙げられる。 
・ 明治―大正までは翻訳方法の「交渉」が一つの原文への忠実を求める翻訳規範

を確定させ、これが英文学研究という制度的なものを作り上げる土台となった

と考えられる。 
・ 大正―昭和初期は、起点文化と同等の作品理解を求めるという目的が内面化さ

れた英文学研究制度が確立される中で、翻訳規範に則る翻訳とそれとは異なる

翻訳姿勢との「交渉」を通じて、翻訳そのものが複数の方向性を持って発展す

る可能性があった。実際に当時出版された At the Hawk’s Well の二編の日本語訳

は当時の研究制度の姿勢とは異なる方向性を模索していたと考えられる。 
・ 戦後―昭和後期は英文学研究制度の再編成がなされ、明治－大正－昭和初期ま

での研究制度の発展と同等のものを再び経験した。少なくとも、この時期に発

表された At the Hawk’s Well の日本語訳はこの制度と翻訳規範に則り、それを強

化していると考えられる。 
以上の考察はAt the Hawk’s Wellの日本語訳という限られたテクストを元にした記述

であり、本稿によって明治から昭和後期までの翻訳文学の全体像を俯瞰できるとは言

えないが、限られた対象からの考察ではあっても、それを英文学研究の流れや翻訳論

などの中に位置づけることによって、明治以降の日本の翻訳の流れを、一筋ではある

が追うことは可能であった。 
これまでの考察から、もう一点指摘できることがある。明治や昭和初期にはある翻

訳規範が強化・発展した結果、そこで翻訳方法の「交渉」によって翻訳の新たな方向

性が提示され、さらに翻訳状況が豊かになる可能性を生み出した。この過去の状況を

踏まえると、昭和後期に再び普遍的な作品理解を求める英文学研究や翻訳観が強化さ

れ現在に至っているとすれば、この強化された翻訳規範に対し、再び異なる方向性を
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提示する動きが見られる可能性が生まれると推測できる。 
実際、平成の時代に入ってから現在までに、この動きが次第に顕著に現れ始めてい

る。例を挙げるなら、英文学研究の成果として原文の厳密な理解を求めた正確・緻密

な日本語訳である丸谷才一・高松雄一・永川玲二訳の『ユリシーズ』(1964、1996-7)
に対して、それとは全く異なる姿勢で訳出した柳瀬尚紀訳『ユリシーズ』(1996)、1950
年代のアメリカと少年の雰囲気を普遍的に理解できるような名訳だった野崎孝訳『ラ

イ麦畑でつかまえて』（1964, 1984）に対して、現代の日本の若者を想像できそうな村

上春樹訳『キャッチャー・イン・ザ・ライ』（2003）、現代の読者が読みたがってい

る物語を抽出しようとする54鴻巣友季子の新訳『嵐が丘』(2003)などがある。これらの

新訳は、原文への厳密な忠実と普遍的なテクスト再生を求める翻訳規範とは相容れな

い部分が大きい。また、実際の翻訳だけではなく、近年出版されている様々な翻訳論

も、翻訳の本質を捉え直そうという視点が顕著に見て取れる55。 
このような現在の状況と、平田や松村らの翻訳や新しい翻訳論議が活発に行われた

昭和十年前後の状況は類似していると言えよう。当時の翻訳が複数の方向性を見出し

て発展していく可能性は残念ながら第二次世界大戦のために実現しなかったが、現在

は研究制度や翻訳規範に則った翻訳と、それとは異なる翻訳それぞれの模索が、容易

に両輪となって共存できる環境になってきている。 
研究成果として正確で普遍的な一つの読みを提供する翻訳と、日本語で日本人読者

が読む新たな作品の可能性を提供する翻訳、この両者のせめぎ合いの中から新たな翻

訳規範が生じる可能性もあるだろう。その翻訳規範とも異なる翻訳姿勢さえ現れてく

るかもしれない。様々な翻訳スタイルが社会や読者に認められ共存するとき、翻訳の

限界や翻訳で失われるものばかりが強調されてきた状況は、劇的に変化するかもしれ

ない。和田忠彦が示唆したように56、これまで当然視されてきた原文を出発点とする

一方向的な〈再生産〉行為としての翻訳だけではなく、積極的な〈生産〉としての翻

訳の可能性が開ける道筋も見えてくるのかもしれない。 
 

                佐藤美希 
北海道大学大学院 国際広報メディア研究科博士後期課程 

 
［註］

 
1 古野ゆりは’norms’の訳語として、「規範」とするとその規制的意味が強く聞こえるため「ノーム」と訳

出しているが（古野ゆり「日本の翻訳：変化の現れた 1970 年代」『通訳研究』第２号 2002, p. 121）、

後述するようにトゥウリーの翻訳規範は社会学に依拠した概念であり、日本において社会学の norm は「規
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範」という訳語が定着していると考えられるため、本稿では「規範」という訳語を用いることとする。 
2 Gideon Toury, ‘The Nature and Role of Norms in Literary Translation’, in Holmes, Lambert, and van den Broeck 
(eds.), Literature and Translation: New Perspectives in Literary Studies (Louven: Acco, 1978) 
3 Gideon Toury, ‘A Handful of Paragraphs on “Translation” and “Norms” ‘, in Christina Schäffner (ed.), Translation 
and Norms (Clevedon: Multilingual Matters, 1999), pp. 9-31,  Theo Hermans, ‘Some Concluding Comments on the 
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の翻訳の前提を退け、目標文化の社会・文化を重視する議論を積極的に展開した。日本の場合は、柳父章

が日本のコンテクストを重視した翻訳論を 1970 年代から既に発表している。 
5 翻訳研究の多くの論文が翻訳規範の問題を扱っていることは、Mona Baker (ed.) Routledge Encyclopaedia 
of Translation Studies (London and New York: Routledge, 1998), p.163 にも言及されている。 
6 Gideon Toury, Descriptive Translation Studies and Beyond (Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins,1995), 
pp.56-7 また、’initial’の訳語として「基本的」を当てたのは、前掲の古野の論文に従った。 
7 Andrew Chesterman, Memes of Translation (Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 1997), pp.64-70 
8 Christiane Nord, ‘Scopos, Loyalty, and Translational Conventions’ in Target 3, 1 (1991), pp.91-110 
9 これ以外の規範としては、テクストレベルでの訳出方法の選択、翻訳者の職業意識などに関わる規範が

それぞれ設定されている。 
10 Ezra Pound and Ernest Fenollosa, Certain Noble Plays of Japan (Dubdrum, Ireland: Cuala Press, 1916) 
11 イェイツは Certain Noble Plays of Japan に序文を書いている。  
12 Plays for Dancersには他にThe Only Jealousy of Emmer, The Dreaming of the Bones, Calvaryの三作品がある。 
13 例えば、この作品では主役ではない鷹がクライマックスで舞を舞うが、能では舞うことができるのはシ

テ（主役）であり、イェイツはこの形式に則っていない。 
14 このことは、Pound and Fenollosa の Certain Noble Plays of Japan に寄稿したイェイツの序文からも明らか

である。また、能に対する誤解があったとしても能に触れることでイェイツが新たな演劇性を追究したこ

とについては、長谷川年光『イェイツと能とモダニズム』（ユーシープランニング 1995）、山田正章「Yeats
と能」（同志社女子大学総合文化研究所紀要 第６巻 1989 pp.41-9）などに詳しく論じられている。 
15 昭和初期に一冊一円の予約金で予約出版された多くの文学全集が「円本」と呼ばれている。「円本」は

非常に人気が高く、それぞれ数十万部の予約販売が行われた。 
16 佐野哲郎、風呂本武敏、平田康、田中雅男、松田誠思編『イェイツ戯曲集』（山口書店 1980） p.274 
17 この戯曲のあらすじは、次の通りである。不死の水が湧くと云われる泉の前で、一人の老人がその水を

待ち続けている。そこに泉の話を伝え聞いたクフーリンがその水を得ようとやってくる。しかし、水が湧

き出す瞬間に水を待つ二人の前で鷹の姿をした番人の女が踊り出すと、老人は眠りこけ、クフーリンはそ

の間夢とも狂気ともつかぬ状態になり、二人とも水を得ることはできない。老人は鷹の女に何度も欺かれ

たことを怨み、正気に戻ったクフーリンは死ぬまで戦いに明け暮れる運命になったことが暗示される。 
18 “The words ‘a speckled shin’ are familiar to readers of Irish legendary stories in descriptions of old men bent 
double over the fire”という一文がト書き中に書かれている。（At the Hawk’s Well in Complete Works of W. B. 
Yeats, London: Macmillan, 1966, p. 208） 
19 １カ所だけ、この’speaking’を「語る」と訳している箇所がある。 
20 At the Hawk’s Well in Complete Works of W. B. Yeats, p.208. 以下、At the Hawk’s Well からの引用は全て

Complete Works of W. B. Yeats からによる。 
21 平田禿木訳『鷹の井』『世界戯曲全集 第九巻 愛蘭劇集』（世界戯曲全集刊行會 1928）p.35-46 
22 伝統的に能は主題によって二つに大別できる。一方が現実の人間界の出来事を筋立てとする現在能、他

方が幻や精霊、怨霊などをモチーフとする夢幻能である。 
23 Complete Works of W. B. Yeats, pp.214-5 
24 前掲『鷹の井』p.42 
25 Shidh とはアイルランドの民間伝承の妖精を意味する。 
26 Complete Works of W. B. Yeats, p.212 
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44 同上  
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昭和期に制度として確立していく英文学研究の中心人物の一人だった。 
46 杉村楚人冠「反譯か反逆か」（『改造』1933. 9, pp.10-17)、小宮豊隆『發句飜譯の可能性』（『文藝春

秋』1933. 8, pp.52-6） 
47 山宮允が『譯詩論』（英語英文學刊行會 1934）の中で 1933 年の小宮、杉村以降に雑誌等に発表された

主な翻訳論を列挙しているが、４ヶ月ほどの間に 16 編の翻訳論が相次いで世に出されている。 
48 山宮 同上  
49 澤村寅二郎『飜譯論』（英語英文學刊行會 1934） 
50 吉川幸次郎・大山定一『洛中書問』（筑摩書房 1974）（1944 年に交わされた書簡集） 
51 澤村 前掲 p.13 
52 小山内薫「作者小傳及び解題 － 戯曲家としてのイエイツ」（『世界戯曲全集第九巻 愛蘭劇集』p.593） 
53 亀井俊介編『現代の比較文学』（講談社 1994）pp.3-4 に、比較文学という言葉が戦後になって爆発的

に用いられるようになったことが指摘されている。 
54 鴻巣友季子『翻訳のココロ』（ポプラ社 2003）pp.134-5 
55 例えば、新元良一『翻訳文学ブックカフェ』（本の雑誌社 2004）、斎藤兆史・野崎歓『英語のたくら

み、フランス語のたわむれ』（東京大学出版会 2004）、鴻巣友季子 前掲書、和田忠彦『声、意味ではな

く－わたしの翻訳論』（平凡社 2004) などが挙げられる 
56 和田忠彦は、『声、意味ではなく－わたしの翻訳論』（前掲書）の中で次のように書いている。 
「・・・私たちが〈翻訳〉という時想定する作業が・・・単一の方向性を暗黙の前提とする作業ではなく、

それぞれの言語の、そしてその背後にある文化の差異をまるごとかかえこんだうえで、あらゆるテクスト

間の果てしない往還運動をうながす契機としての〈翻訳〉（中略）。［この〈翻訳〉は］いわば〈再生産〉

から〈生産〉へ導こうとする無謀な試みでしかないのかもしれない。だが少なくとも、〈翻訳〉というも

のが、虚構と現実の関係と同様に、原テクストに依存する点において〈寄生的〉であるがゆえに際立たせ

てしまう〈差異〉を、むしろ原テクストを〈異化〉することによって構築しうるものだと考えるとき、〈翻

訳〉は、そうした文化的差異の充填された異質な言説を組織化しうる唯一の〈書き直し〉として、あらた

な可能性を手にすることになるだろう。」(pp.8-9) 
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