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カーjし総フ口一レンツの初期日本研究をめぐって

辻朋季

はじめに

ドイツ入日本学者の先駆的相生とされるカーノいフローレンツ (KarlFlo町民

1865-1939)が、日本詩歌の翻誌Rのあり方をめぐり、日本の近代言語学の創始者

の一人である上田高年 (1867-1937) との関に激しい論争を繰り広げたことは、

比較文学研究やフローレンツ研究においてたびたび取り上げられてきたD ア

ローレンツは 1894年、日本詩歌の独訳を著書Dichtergruseaus deJη05約七

]apanische Dichtungen (W東方からの詩人の挨拶一一日本の詩到し以下『詩人の

挨拶』と路)1として発表したが、これに央付一る上回の響評が発端となって、両

者は翌年、計5自にわたって激しし守合争を繰り広げている口この議論の応酬は

今日、「上田ーフローレンツ論争j とも称されており、これは近代田本における

「最初の比較文学論争 2としても位置付けられている。

この論争では、短匂形式からなる百本詩歌と、行情誌とを基調とする西洋の詩

の相違点が浮き彫りになるとともに、西洋の翻訳論や文学理論に立脚するフ

ローレンツと、日本詩歌の独自性を標携する上回との問で、俳結発句をし功虻

定義すべきか、またその望ましい翻訳法とはやlJかが関われた格好になっているり

このように両者の主張の紹部に着Bし、個別の論点を挙げていけば、ご

の持つ「比較文学論争j としづ側面が浮かび上がるのも確かである。しかしそ

の一方で先行研究の多くは、自らの立ち位置を十分に相対北でさておらず、む

しろフローレンツが論拠とした西洋近代の理論や規範を内面化し、これを鮒北

半iJに正当化してしまっているように見えるD そのためこの論争に対しては、西

1 F1orenz， Karl: Did1tergruse仰 5dem Osten. Japanische Dichtungen， ube市.von C. F1orenz， C. F. 

Amelang / Hasegawa， l.eipzig / Tokio， 1894. 

2 千葉宣一 :Wモダニズムの比較文学部調1究』、おうふう、 1998年、 2白頁。なお千葉は、 1978

年出販の肢晃代文学の比較文学I~切移E: モダーニズムの史的動態~ (八木書j苫)において既に
上回ーフローレンツ論争を取り上げている。
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洋近代の文学理論を擁するフローレンツが終安信命争を制していたとか、逆に上

旧はm=諮発句を日本特有のジャンノレで、あると探携して排外主義的態度を顕わに

した、といった、極めて一面的な評価しか与えられてきていない 30

しかしながら、フローレンツの立場に依拠してこの論争を論じようとし¥うの

は、いささか近視眼的な見方であり、この論争が苧むより大きな問題性を看過

してしまし 1かねなしL例えば、(特に西洋語と非西洋語との潤での)翻訳行為に

影響を与えている言語問の非文拐司、的な力関係を批判的に論じた、近年のポスト

コロニアノレな翻訳研究の成果を援用するだ、けで、も、上回 フローレンツ論争ーか

ら様々な問題を引き出すことが可能である 4。拙稿で、も論じたように、フロー

レンツは、行情詩こそ最良の詩であるとしづ西洋の文学規範のもとで自本の詩

歌を捉え、それに従って原作の形式とは全く異なるす予情詩の形式を訳詩に)苦し¥

ている。そして彼は、自らの属する西洋の文化的価値の優位性・普遍性創業模

することで上田の社昨IJに対抗し、ゲーテの翻訳論などを自説の論拠としただけ

でなく、異文化の他者(J二田)に対しでもこれを規範として受け入れるよう追っ

ている。このように彼は、上回に応酬する過程で図らずも、自らの意識下に潜

む西洋中心主義的態度を露呈させているのである。

これらの視点に立脚すれば、 ヒ田-ブロ一レンツ論争争-は、従来の「同日本初の

比i較|校疫文学論午争1りj とし¥づう:意意義付付占けや、理理瑚d性|生的なフロ一レンツに対する上田の感i
i自的3杓句で、シヨ一ヴイニステイツクな抵抗といつたi単挙純な図式化を超えて、フローレ

ンツの日本研究に臨む姿勢や、彼の研究活動のあり方を社昨u的に検証するため

のさらなる議論の出発点にもなるだろう。またそれにより、 ドイツの日本学と

しづ学問に対する社倒的考察が可能になれば、異文化を研究するとしづ学術的

営為に内在する問題性を潤い直すことにもつながるのではないだろうか。

アローレンツが日本研究に着手した19世系羽ミヨーロッパと日本の間の学術

「交流」とは、西洋近代知を日本に一方通行的に流入・移植させるという形で

展原されていた。その際にドイツがイギリスやフランスと並ぶ主要な矢口の発信

源で、あったことは言うまでもない。しかも日本では、フローレンツが来日した

3 )]持i注2で示した千葉の二つの研究書の他、白藤マサ子:Wカーノレ・フローレンツの日本研究』、

釈火社、 1995年などを参H布。
4 辻)~~季: r J二IfI高年との頭指苦命争 (1895年)に見るカール・アローレンツの西洋中心主義j、

営改支大判晃代語・現代文化専攻(編): W論議現代語・現代文{叫、第3号、 2009'9三、 65却頁。
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1880年代になると、明治維新前後から取り組まれていた産業・技術分野での知

の移植が一定の成果を挙げ、代わって精子iや科学の分野で、の知識の吸収・学術基

盤の整備が重視されるようになり、 ドイツからの[お濯い外国人jがもたらす

精神文化は一一お雇い外毘人の招蒋数の相対的減少とし¥う傾向にもかかわら

ず一一日本に多大な影響を及ぼしていた 50 こうした日本への文化樹董がドイ

ツにとってどのような意味を持っていたのかを知るよで興味深いのが、 1鎚51=1三

から 1891年にかけて駐日ドイツ公使の織にあったフォン・ホノレレーベン

(立1eodorvon HollebeI¥ 1お8-1913)の次の言葉であるa 彼は、 ドイツ本国の

外務省に対し、「物質的な損害を被ることなく精神話での日本支配が組子してい

るJと報告していたと言われており矢このことは、フローレンツが日本研究

に取り系Uνだ日寺代の日独間の学術交流の場に「知的コロニアノレJとも言うべき

不均釘な力関係が栴生していたことを如実に秒繕ってし¥る。

では、こうした状況下でフローレンツはどのように日本研究活動を展開し、

ドイツの日本学の基礎を確立していったのだろうか。その際、日本文学に関す

るディスクーノレは、どのような権力の磁場のもとで、し 1かなるプロセスを経て

形成されてきたのだろうカ元こうした新たな問題提起のもと、アローレンツの

日本研究を、西洋近代知をめぐるコロニアノレな関係性のもとで捉え泣すべく、

本稿では、彼の来日 (1888年)から上回との論争 (1895年)に至る、初期の日

本研究活動を検証していきたい。その理由として、フローレンツが来日i直後か

ら精力的に告本研究を遂行し、多1I皮~こわたるテーマを扱って短期間に多数の業

績を挙げ、それにより先駆的な西洋人日本学者としづ地位と名戸ぎをし中)1手く擁

立したという点が挙げられる。つまりこの時期の彼の日本研究からは、母門主を

行うとしづ学術的営為と、研究者としての地位や権DJの獲得のような本来学術

5梅渓昇によれば、 1874年時点での工苦降、所管及ひ文部省所管のお1船、外国人は、それぞれ

イギリス人185人・ 25入、フランス人 13人・ 10人、ドイツ人6人・ 24人で、あったが、 1885

年には、イギリス人26人・ 11人、フランス人O人 .2入、ドイツ人O人・ 9人に変化してい

る。このことから、雇しヲふの際の力点が邸j~者から科学者に撞かれるようになったこと、

またお雇い外国人全体に占めるドイツ人の割合が相対的に上昇していることがわかる d事渓

昇:~お雇い外国人よ講談羽三手術文庫、 2∞7年、講談社、 221必6 頁)。

6H紅出1ann，Rudolf: "Einige A叩ektedes geistig-politischen Einflusses Deuおchlandsauf 

Japan vor der JahThundertwende"， in: Deutsdl.e Akademie der Wissensdl.aften zu Berlin 

肝rsg):Mitteilungen ä白 Ins仇お戸lrOIセnザorschuη~g， Bd. Xll， Akademie Verla島Berlin，1966/67，

S.463~l，l1ier:S.475. 
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とは関係のなし呼Ij害との関わりが見えやすいと考えられるのである。では、こ

の時期のフローレンツの日本研究の活発さは、果たして彼の任感な知的好奇心

や知認採決としりた要素からのみ説明で、きるのだろうカ弘

1.上回】フローレンツ論争の概要とフローレンツの日本「蔑視J

以上の疑問を検証するに当たりまず、フローレンツがどのような態度で日本

研究に臨んでいたのかを知る手掛、かりを掴むべく、上田高年との問に繰り広げ

られた1895年の論争について、ここで改めて紹介しておきたい。この論争につ

いては、拙稿をはじめ先行研究においても既に詳しく論じられているため、こ

こでの説明は簡Il!各化するものの、両者の主要な論点を整理するとおよそ以下の

通りとなる。

①発刊後間もない『帝園文皐』のtJt評欄に書評 7を掲載した上田は、フローレ

ンツが f詩人の挨拶』を刊行し、それによって日本の詩歌を欲十社に紹介した

ことを慶賀する一方、短句形式の原作が西洋の持|育詩の形式に改変されてい

る点を問題視した。そして発句「落花校にかへると見れ同槻蝶かな」のフロー

レンツによる独訳 8を臼本語に反訳し 9、「これノで、はあまりに原作が可愛想J

7上国高料三:rt出l~ Diditergruse aus dem Osten: Japanisdie Diditungen ドクトノレ・フロー

レンツ訳J、帝国文皐曾繍): W帝図文畢J、第一巻第二号、 1895年、 9ι99(36-3η頁。なお『帝

題!文執1については、原本の入手が困難であったことから、本論文では日本図書センター発

行の復刻版(1980年)を{吏j有した。また各頁の脇と肩に二手封讃の頁番号が付されているが、

引用資の掲載にi探してはj協に付された真番号を基本とし、肩のものは括弧内にZ司安する。
8 陪~Ï'.人のJ封;g;~ におけるアローレンツの独訳詩は以下の通り。

Augent詰USdiung.

Wie? sdlwebt die Blute， die eben自el，

Sdionwied町 zumZweig am Baum z1氾uck?

Dasware釦rwahrein selts訂nDing!

Idin益herむさmidiwld sdiarf除denBlick

Dafandich→swarnurein紬 me役erling.(Florenz: a.a.o.， S. 41.) 

9 J二閏による反訳は以下の通り。

見まちがひ

なにたッた今散ッた花がもう一度木の校に飛ひ翌帯ッたとiJ¥ほんとにさうならまこと不思議

むなんだ近くぺ子ってi棋を鋭くして見たら、ハ々ア、たッた一疋の蝶々だ、ッた。
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であり、「かかる短匂の翻拝は、二行伎にてなにとか工夫のつかざ、る者か、敢

て東西の識者に間ひ奉るJと問題提起し7L
②この寸評に対し 17ページにわたる反論 10を掲載したアローレンツは、主に

ゲーテの翻訳論に依拠して、形式の踏襲よりも詩情の伝iまを重要視する立場

に立って、形式を改変した自らの寵誌Rの正当化を図った。形式に拘泥して短

詩を独訳したのでは、涼作の持つ詩的妙味が十分長わらない上、短詩を低俗

なものと看{肘前十!においてはその価値が正当に評価されないとし、うのが彼

の論拠である。彼はまた、 ドイツの文芸持平家が『詩人の挨拶3を高く評価

しているとも述べて、これも自らの翻誌Rの正当化に用いている。

③上田はこれに反論 11し、フローレンツがゲーテやシラーにばかり依拠して翻

訳法や翻訳理論を諾っている点を痛烈に批判するとともに、表面的な面白み

からのみ日本詩歌を角将Rし濡菊け一るのではなく、涼作者や作品に関する知識

を得るべきであるとフローレンツに要求したむその際上回は、アローレンツ

が「落花枝lこjの発句を「異玉の持晴詩jと定義したことに対し、これは「濁

逸にはなき、日本には非常に発達せる、官時前受匂と申すものjであると述べ、

原作をす予清詩の形式に改変して翻訳を行ったフローレンツを牽制した。

④フローレンツはこれに再反論 12を行い、西洋における行情詩・叙司王j詩・

とし 1う詩の3大ジャンノレを引き合いにして、 f落花枝にjの発句が枠とし

か定義し得ないこと、またドイツにも形式の上で発句狂句に類するジャンル

があるが、高尚な文学とはほど遠いものであると述べ 自らの行ったf利詩

誠で、の翻献が最善の選宍であったことを重ねて強調した。また昨寺人の挨i$，JJ

の長IJ題をuberse也en(翻訳)ではなくuber出 gen(翻案)としたことも、彼

が直訳調の置き換えではなく3寺情の伝達を前晃している証で、あるとした〉

@上回は、フローレンツが自らの著作を「翻案jであるとしながら、ゲーテの

f翻訳j論に全面的に依拠していることを問題視するー方で、フローレンツ

(上自:前掲、 98(36)頁)。
10カ・ア・フローレンツ f 日本詩歌の精神と敵チH詩歌の精紳との地鮫考j 、帝溺文皐曾(~船・

前掲、第一巻第三号、 1895年、 1-17(69-85)頁。
11 上田高年:rフローレンツ先生の和欧詩歌比較考を諌む」、帝密文皐曾(編)向上、第一巻

第五号、 1895年、 51四59(65-73)頁。
12力・ア・フローレンツ:rと回文学士に答ふj、帝国文皐曾(編): I可上、第一巻第七号、 1895

年、 69-76(115ω122)頁。
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から批判された自らの立場のぶれ一一『詩人の挨拶』に尊敬と賞賛を寄せる

としながら、 ドイツの批評家による『詩人の挨拶』への高し清平価を f名替と

思わず、うれしとも感ぜざる」と語ったこと一ーを認め、「天に向ひて唾はく

も間前な男と見ゆ。[…]さてもさてもj と結んだ130 上回が新たな反論や批

判を控えたこともあり、論争は終結した。

以上の蹴;を追っておくと、確カか瓦ヰlにここのt紳静

た、上田の議論の持つナショナりスティックな側面を見て取ることもできる。

よってこの点を、後年の上田の反動的態度と関連付けて考えることももちろん

重要になってくるだろう。しかしだからと言って、例えl苦佐藤マサ子のように、

上田が箭沖を通して「日本の短歌は日本人にしかその妙味がわからぬものとい

う結論を出すーに至ったJ14と結論付けるのは早計である。上田は何も、 ドイツ

人は日本の言撤を訳してはならないとは述べていなしLむしろ彼は、フローレ

ンツが翻訳を通して日本詩歌を欧州に紹介したことを率直に言軒高している。上

田が問題にしたのはむしろ、フローレンツが表面的な角4釈によって自本の詩歌

を理解したつもりになっている点や、ゲーテの翻訳論など西洋の理論にのみ自

己正当化の論拠を求めるような態度である。

筆者はイt!Dゴで、フローレンツが詰寺人の挨拶』において実際に行った翻訳そ

のものに不備があったとも考えてはいない。当時のドイツと日本における、詩

に対する認識の差異 15の隔たりを考慮すればなおのこと、し¥かに優れた翻翻?訳者

で

が後者にプ力〕点を置いて、原作の詩情の伝達に忠実な翻訳を心がけたことは問題

にはならないし、彼が形式を改変して独訳することの論拠を日欧関の詩歌に対

する認識の相違に求めたことも、十分に説得力を持っている。

既に拙稿でも論じたように、この論争が浮き彫りにしたフ口一レンツの問題

点とはまさに、上回との論争が深まるにつれて顕在化した、彼の意識下に潜む

西洋中心主義的態度にこそある。フ口ーレンツは、日本人のためによかれと思っ

13上回同年:r再びアローレンツ先生に答ふ」、帝国文皐f曾改編):同|二、第一巻第九号、 1895

年、カー76(158-162)真。
14 白î~ :荷台掲、 70真。

15 まさにこの点を問題にしたフローレンツは、最初の反論のタイトノレを rsヰ三寺歌の精紳と

i創刊詩歌の1新1111との比較考j としている。
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て行った(と少なくとも彼自身は議議している)寵獄が上自に批判されたこと

に不快感を顕にし、ゲーテの翻訳論に教条約なまでに依拠して上回の反論に耳

を貸そうとせず、時には桝幼なまでにこれに反駁した。また西洋の文学理論や

叡訳論の普遍妥当性を標権し、これを患己正当化の論拠に用いた。その結東:彼

は、ゲーテの翻訳論に依拠した価値耕一範に立脚して、シュレーゲノレ (August

Wilhe1m von Schlegel， 1767-1845)によるシェークスピア (W逝i紅 nShakespeare， 

1564ヶ1616)作品の独訳を控思とする一方、十予清詩の形式を持たない5本の詩歌

は所詮西洋に従属する地位しか占めていないことを暗に認めることとなったc

このように、フローレンツの意識下に、臨洋の文学規範の揺るぎない優位性

を信奉する態度が確認、で、きた以上、日本文学に対する表向きの、つまり手議上

の賞賛を額面通り受け取ることは難しくなるだろう。例えばフローレンツは、

短句形式での詩作を日本人が好んできた点を「日本詩歌を盤新せる一大災厄J16 

と批半!Jしたが、それでは彼はなぜ、詩的価値に乏しいと告らが判断したこれら

の作品を敢えて独訳したのか、との疑問が生じてくる。また彼が、問洋の作i育
詩を最良のものと考える自らの信託嵐潜在の中で、原作の短歌ベヰj箆皆の持つ情感

や詣譲をどのように理主角卒し、言平イ面じぐし¥たのか、 といった点iこついても、検討す

の余地が生じてくる。そこで以下においては、『詩人の?封i$Jlの執事:に繋るまで

の、フローレンツの初期同又研究封支における日本文明こ射一る姿勢制釘正し

ていくことが一員穀豊となる。

2.フローレンツの初期日本研究の活発さと俳諮へのま艶導度

まず、民寺人の挨拶』の刊行に至るまでのアローレンツの研究動向を、佐H棄の
年譜考証なども参考にしながら追っていきたい。それにより、アローレンツの

初期日本研究を考える上で示唆的な、ある桁教が浮かび、上がってくる口

ライプツィヒ大学に在学中、指導耕受でサンスクリット学者のフォン・デア・

ガーベレンツ(Georgvon der Gabelenz， 184D-1893)のもとで¥当時呂本から

留学していた井上哲次郎 (185ι1944) と知り合った 17フローレンツは、 1886

16アローレンツ:r日本誤認大の精神と欧州、問歌の精紳との比較考ム 6(74)頁。

17宍二上とフローレンツの出会いについては、井上の著書『懐蓄銭せに詳しい(井上哲次郎:u'I哀
葱側、柄J大社、 1943年、特に217-221頁など)。但し同事土井上の晩年k=-3苦行されたi回線

であるため、特に年号をはじめとして記憶違いも多いため、その言己主内容の引用については
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年にライプツィヒ大学で博士号を取得すると、同年秋にはベノレリン大学で言語

学の研究を継続している。そして1887年にベルリン大学付属東f者苦学校が開校

すると、同校の日本吉前茸師に招鳴された井上のもとで日本語の本格的な習得を

開始している。井上から、日本研究を深めるには日オ主主新生が不可欠であると日

本への働充を強く勧められたフローレンツは、当時バノレリンに留学中だ、った有

賀長雄(18ω-1921、国際法学者・後の枢密院顧問)の帰国に同行して 1888年

4月に来日し、翌年4月に帝国大学の講部となる。帝国大学で、は折しも、文学

部内に新設 (1887年)されたドイツ文学キヰの講義を担当していた教育学者ノ¥ウ

スクネヒト (Ern立Hausknecht，1853-1928)が、 1890年に任期を終えて帰国し

ている。するとフローレンツは18911=1三、ハウスクネヒトの後任となる形で、帝

国大学の博言学(=言語学)及び独文学の劉受に任じられ、その後1914年の帰

国までここで教J椴を取り、日本の独文学者の育成に尽力することになる 180

その一方でフローレンツは、自らの専門分野である日本研究、特に『万葉集』

や『日本警高誌の言論卒など、日本古代の文学・歴史の研究に勤しんできた。来

日し 1888年のうちにドイツ東洋文化研究協会 (Deu包cheGesellschaft fur 

Natur四 undVolkerkunde Ostasiens， 以下OAGと略)の会員となった彼は、既

に翌1889年には、これまで、の自身の中国研究の成果をまとめた論文「中国の詩

歌についてJ19を、 OAGの紀要『ドイツ東洋文化研究協会幸則仏1itteilungen佐r

Dωtschen Gesellschaft戸rNatu子 uηdVol初旬ndeOSti回た郎、以下MOAGと略)の

第5巻第42号に寄稿している。 1890年には、有賀長雄の古代史研究の成果を

もとに論文「古代田本の国家・社会機構についてJ20を同じくMOAG(毘第44

号)に発表、翌1891年にも「現代の日本文学についてJ21と「日本詩歌におけ

注意が必要で、ある。

18東京帝国大学における独文学科の設立・発達の総緯については以下を参照司東京帝関大皐

(編)日掠帯i語大串制|伏側、府主帝園大皐、 1942年、必5-498頁。

り lorenz，Karl: "Bei凶 gezur chinesische:n Ly泳"， in: Deu色白Gesellschaftfur Nahlr-und 

Volkerktmde os泊siens[im Folgenden: OAG]価格):Mitteilungen der D印刷'1eIlGeseUsclψ 
furNαtur-und Volkerkunde Ostasiens [irn Folgenden: MOAG]， Bd. V， Heft 42， OAG， Tokio， 1889， 

S.43ゐ8.

20 Florenz， K訂 1:"Die s泊a出cheund gesellschaf仕icheOrg紅lISa丘o:nim alten Japan"， in: 
OAG伊frsgよMOAG，Bd. V， He丘44，OAG， Tokio， 1890， S. 164-182. 

21 Florenz， Karl: "Zur japanischen Litterahlr der Gegenwart勺担:OAG肘lrsg.):MOAG， Bd. V， 

Heft47， OAG， Tokio， 1891， S. 314-341. 
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る頭接、について 22という二つの論文を執筆(し吋とれも向第47号)し、さらに

1892年から 1897年にかけては、 MOAGの別冊 (Supplementband)において、

『弓本書長辻の翻訳を5度にわたって発表している。 u詩人の干対到は、フロー

レンツがこのように精力的に研究に勤しんでいた最中の1894年、彼の日本学の

分野での初の著書類賓として刊行されたものである 20

以上のように、好関動向と業績の数だけを見るならば、フローレンツは来日

直後から進取の気性lこ富み、 R本の文学や歴史の幅広い分野について研究する

など、弓本研究に活発に取り組んで、きたとも言えそうである。だが見方を変え

れば、し 1かに来R前からR本語習得を行っていたとはいえ、初期の段階からこ

れほど多岐に及ぶ領域を扱うのは、あまりにも手を広げすぎているのではない

だろうか。かくも広範な研究テーマを同時並行的に扱いながら、果たしてフロー

レンツは倍々の研究成果の質を担保できていたのだろう治、

この持期のフローレンツの研究業績の質や水準を検討する際に、重要な問題

提起を行っていると思われるのが、論争中に上回が行った、フローレンツに対ー

する以下の反論である。前述の通り、上回はフローレンツに対し、j:1本の詩を

訳してはならないと言ったわけで、はないが、他方で次のように、原作に関する

理解を深めてほしし 1と要望していた。

予は先生にむかひて、伊勢論語を熟談したまへとまではいはず。せめては託す:版

なる俳諮史{専だけにでもよろしき故、それを今…j控訴汗究せられんことを望む。 2'1

予は諜者が無分別にも知ッたかぶりに呑込主義を振廻はせし所にゲーテが未だ

いはざる議謬上の心得を溜養する必要を見る。日く如何に機逸人にても、日本の

22 Flor臼.12，Karl:"必主teration担 derjapanisdl.en Poesie"， in: OAG (Hrsg.):MOAG， Bd. V， Heft 

47， OAG Tokio， 1991， S. 3泣24-.一344

3 フロ一レンツは 1路88侶5年に、古代インドの文献Atharua-Veda (Wアタルヴァ・ヴェーダ~)の
第六巻の独訳から成る博士論文をライプツィヒ大学に提・出した。同論文は優れた新責として

大学から賞を授与され、その後 1888年に刊行された (Florenz，Karl: Das sechste Buch der 

Atharua-sβmhita， ubers. u・erklart，eine von d. Universit益tLeipzig 1885 gekr凸ntePreissduift， 

Druck d. Univ.-Buch合..v. E. A. Huth G凸出ng臼1，1887.)。但しこれはインド研究の期資で、ある

ので、日本研究の初の著書は『詩人の挨拶Jとし 1うことになる。

お上回:rフローレンツ先生の和歌33間企ヒ較考を諌む」、 52-53(6ふ6乃頁。
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詩歌だけには、今少し特別の教育を得て後、其論議に従事すべしと。お

これらの指摘は、少なくとも上田の践には、原作に対するフローレンツの理解

が表面的で、あって、原作や作者に関する背景知識や間テキスト的知識にも乏し

し1と映っていたことを示唆している。

こうした上回の主張にはもちろん、俳詰発句の独自の形式に対する上田のこ

だ、わりも読み取れるし、また「日本の詩歌だけにはJとしづ箇所に象徴的なよ

うに、彼の排外主義的態度の一端も垣間見られると言えよう。とは言え、彼が

フローレンツに対し、俳請について f特別の教育Jを求めたこと自体は決して

的外れなものではない。なぜなら外国文学の翻訳に取り組む際には、単に原作

の意味や情感を字義的に諸説卒するのみならず、作者や成立背景、またそれらを

取り巻く同時代の文学思潮や政治的・社会的動向などについても一定の知識を

有していることが望ましく、その意味で上田はフローレンツにもっともな要求

をしていると言えるからである。「如何に濁逸人にでもJとしづ表現からもわか

るように、西洋文学の理論や失知口識を擁するドイツ人で

取り巻く世界についての理瑚j解1拝卒制カがミ泌必要でで、あると上田は告釘了を束料Ijしているのでで、あるD

ここで留意すべきは、なぜ上田がフローレンツに「特別の教育」を求めたの

か、という点である。その背景には、俳詰に関するフローレンツの知識を上田

が疑問視していたという事情が挙げられる。 1894年(論争の前年)に出版され

たばかりの俳諮の概説書『俳諮史伝』を勧めていることからもわかるように、

上回は、『万葉集Jなどよ代の文学を重点的に研究していた当時のフローレンツ

の俳諮への理解が全く不十分であると感じていたに違いない。帝国大学の和漢

J判~I.を卒業し、日本文学にも造詣の深かったよ田の限にはなおさら、フローレ

ンツが『詩人のj対到において、「表面上より其匂を解釈」して「知ッたかぶり

に呑込主義を振廻jしているとi決ったとしても不思議ではないだろう。『伊勢助

語』や『論語Jのような原典の精読は困難で、あっても、簡単に入手可能でかつ

読みやすい『俳諮史伝』くらいは読んでおいてほしい、という上回のメッセー

ジは、フローレンツがこの当時、手頃な概説書も含めて、俳諸に関する基本文

献を読み込めておらず、この分野の知識に乏しかったことを物語っている。

ち 『帝国文皐』、第一巻第五号、 57(71)頁。
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3.論文「現代の日本文学についてJから見えるフローレンツの問題点、

上田ーアローレンツ論争を通して、上回はフローレンツに対し、俳諮をはじ

め各種のテーマに演する日本語の一次・二次文献も一通り学んだ上で司本詩歌

の番おR'こ取り組むよう要求していたc つまり上回は、フローレンツの日本研究

への取り組みが中途半端であると見ていたとも言えるのだが、これは単に上回

の個人的な偏見や、ブヨーレンツに対するコンプレックスの裏返しなどとして

片付けることはできない視点であるように思われる臼というのも、事実この時

期のフローレンツの研究が、かなりネ卦巽な形で行われていたことが、上回によ

る皮肉交じりの応掛を手掛かりにして裏付けることができるからである。言命守ヨ‘

の最後となった『帝感文皐』第一巻第九号の再反論の後半部分において、上回

が次のように述べていることに着目してみよう。

志かし紅葉山人はもみぢやまびとの名を以て、フローレンツ先生の故郷に矢口られ、

幸田露伴は伴幸太郎と滋名して、濁立なる判断の一連とかをもっといふ人の摘に

もてはやさる々 と噂し。 26

この言δ主は、フローレンツの初期日本研究を考えるうえでの重要な問題を提起

する契機を苧んでいる。というのも、「もみぢやまびと J と「伴幸太l~I~J という

二つの名前は、フローレンツの 1891年の論文「現代の日本文学についてlを踏

まえた、上田による痛烈な当て擦りであることがわかるからである。

として明治維新以後の日本文学の動向を解説し、特に言文致-運動に蝕発

されて日本文学が近代化の途とにあることを伝えたこの論文中で、アローレン

ツは、紅葉山人にうようさんじん)こと尾u餅よ葉 (1868-1903)や、幸田;議伴

(1867-1947)について、次のように記してし¥た口

尾崎はもみじやまびと(原文はMomiji-y出nabito:引用者)としづ筆名で執筆し

ている点に注意されたい。[...Jまた仏陀の精村ヨを世俗文学へと移植した小説も

ある。これを書いたのはハン・コウタロウ Q京文はKδt訂 oHan:51用者)で¥尾

お上回:r再びアローレンツ先生に答ふ」、 75(161)頁。
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11詩の友人だが、硯友社の一派lこiま加わっていなし¥27 

上回の再反論における「もみぢやまびむと「伴幸太郎Jが、紅葉や露伴に関

する上記の誤記を踏まえているのは明らかであろう叱上回は再反論を通して、

当代きつての著洛な作家を読み違えるミスを連発したフローレンツの、研究の

甘さを社民iJしていたとも言える。

とは言え、こうした表記のミスは、古今東西の翻訳の場においてもしばしば

生じるものである。特に漢字という、膨大な数にのぼる記号表現の中には、形

が国割以したものも多いうえ、日本語においてはその多くが音読み・言!肢みとい

う複数の読み方を持ち、不規則的に読まれることもしばしばである。中でも人

名や地名を読むのがし¥かに難しし小は、日本語母語話者ですら痛感しているこ

とであり、ましてや日本語を外国語として学ぶ者にとって、その困難さは察す

るに余りある。よって、し¥かにこうした誤りが少なければ少ない方がよいとは

言え、また誤記の頻出は訳文や翻訳者の信用に関わるとは言うものの、こうし

たミスが翻訳の現場において、半ば不可避的に生じてしまうという事情を考慮

す一れば、上回のように細かい表記の誤りばかりを列挙して、研究の不備を声高

にあげつらうことがそれほど適切であるとも思われない。

以上の点から筆者l士、フローレンツが漢字を多々読み間違えたこと自体が問

題であるとは考えていない。特に「もみじやまびむの誤記については、フロー

レンツ自身が 1892年 10月発行のMOAG第 5巻第 50号の巻末において、

K凸yるsa吋加と読むよう訂正表に掲載している 29から、これを蒸し返してフロー

レンツを掩討議した上田の姿勢もまた間われるべきであろう。私見では、むしろ

汐 F担出Florα1'eJ臼立孔:υ"Zuぽ叫r斗j陣a叩P訓 SdleJ1Li民凶r‘

濁また、 と自は指摘していないが、フローレンツのこの論文中には次の記述もある:f元禄時

代の最も重要な作家はサイカク O京文は臼ikaku:51用者)とジショウ切京文はJisho:51用
者)であるが、尾1I時(紅葉:号|用者)は前者のスタイルを手本としたJ(Ebd.， S. 316.日本語

訳は引用者による)0 rサイカク」が井原西鶴 (1642-1693)であると考えて問題ないだろうが、

フローレンツが幸田欝伴を「ハン・コウタロウJとしたことを考慮すると、西鶴と並ぶ元禄

期の有名作家として紹介されるべきは「ジ、ンョウjではなく「芭蕉J(松尾芭蕉、 1臼4-16弘)

ではないのかとの民念を抱かざるを得ない。

29 OAG (Hrsg.): MOAG， Bd. V， He丘50，OAG， Tokio， 1892， S. 501.巻末の訂正表においてフ

ローレンツは、 Mom抑制abitoと向'yosa中は漢字の読み違し 1から生じたもので、本来は

音読みすべきところを訓読みした結果にすぎないと弁明している(Ebd.)。
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問題は、一つにはこれらのミスが、日本語の母語話者1こ国有名詞の読み方を確

認するという、至って簡素な手続きを踏むだけで、も妨げる類のもので、あった点

にある。よって、こうした慎重さ・入念さを欠いたフローレンツの母汚E姿勢に

ついては、十分に検証する必要がある。

4 フ口一レンツの初期日本研究における日本人協力者への依存

では、フローレンツの局面には、漢字の読みをチェックしてくれる日本人の

知人や友人がし 1なかったのかと言えば決してそうではない、むしろ反対に、彼

の周回には、ライプツィヒやベルゾンで知過を得た井上や有賀の他、日新守点車市

(1868-1927)をはじめとする独文科の学生など、数多くの協力者がし、た。それ

どころか、『万葉集』や『日本書品目の読解を中心とする後の初期日本研究は、

藤代らに全面的に依存して行われていたのが実情であり、こうした日本人から

の協力なくしては、彼が短期間のうちにこれほど多くの石市毛業績を挙げること

は不可能で、あったと言っても過言ではない。それだけに--J習、な世論文「現代

田本の文学についてJにおいては数々のミスが見過ごされていたのか、アロー

レンツのB本研究に対する姿勢についての疑問は深まるだろう。

フローレンツの日本人への依存を裏付けるのが、 i母副代禎輔の死後に刊行され

た『詐華絵滴』に収録されたエッセイ IF先生と高梁の生¥l爵j却で紹介されて

しも、フローレンツの『万葉集』研究にまつわる逸話である。それによると、

月新℃は明治24(1891)年に学部の課程を終えて大寺ヰ民に進んだ持、アローレン

ツから「今迄は君の教師だったが是から君が先生となって日本文，阜の研究を~f:

f専って呉れJ31と『万葉集J翻訳への協力を要請されたとしづ白この分野の知

識に乏しかった藤代がフローレンツに対し、木村正詐(1827凶 1913)のi紘誌の

受け売りでもよければヲiき受ける、と答えると、フローレンツは「夫れで結構

だから是非頼む、毎週二回宛来し¥J32と語り、以来i新tはフローレンツの『万

葉集』の独訳に協力するようになったとしづ。

却 )j'斜吃素人(=禎qiili:号開者): ITl調告議行Jiiij、弘文堂、日27年、 138-146頁。なおこのエッセ

イの執筆時期は、「大正12(=1923:引用者)年7月24[ヨ夜j となっている(間 146頁)。

31 向上、 138頁。

氾向上、 139頁。
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この他にもフローレンツは、井上哲次郎や有賀長雄などからも協力を受けて

おり、例えば1890年の彼の論文「古代日本の国家・社会イ鋭曹についてJにおい

ては、論文の内容の多くが有賀の研究成果に負っていると自らも認めている 330

これらの点を踏まえると、フローレンツの初期の研究が、原典を独力で読解・

翻訳していくという性格のものではなく、むしろ月新tや井上、有賀などの全面

的な協力に支えられていたことがわかる。 ドイツ語やドイツ文学を教える見返

りに、 i新℃にが|寸の講義を「代返」してもらったフローレンツは、その講義内

容をドイツ諾で脅写説してもらうことで、労少なくして『万葉集』の内容を把握

し、翻訳の事嘩を進めることができたのである。

このようにフローレンツは当時、日本語の拍写力をさほど磨村止とも原典資

料の内容を把握できてしまうという、一見好都合ながら、しかし長期的には彼

自身が研究を進める上で好ましいとは言い難い状況下に置かれていた。もちろ

ん彼は、こうした閑却こし 1たからこそ、来日直後から多数の研究成果を矧:控ぎ

早に挙げることができたのだが、その反面こうした日本人協力者への「依存体

質Jのもとで¥地道な日本語習得や原典の読み込みが疎かになっていた点も否

めない。事実、 i童文学者の芳賀矢一 (1867-1927)はこの点を問題視し、フロー

レンツの研究の行く末を危倶している。佐藤マサ子が作成したフローレンツ関

連の年譜考証によれば、芳賀は1892年 12月25日{寸けの書簡において、

フローレンツは不棺変日本学勉強致j副長 {井しいつも他人の手を借りて翻訳を

なすのみにて基礎を作らぬ故、あの健にては今二三年やりても E本の書物はよめ

まじと被存候%

と、当時ライプツィヒ大学に留学中 35だ、った上回に伝えている。当特芳賀は、

おおorenz:"Die s也a出品eund..ペS.164 (Anm. 1). 

3'l 1-討事:荷台掲、 215頁。

お「現代のE本文学について」を収録したMOAG第5巻が刊行された 1891年の時点で既に、

上回はドイツに留学中で、あった。1890年、文部省から3年間のドイツ留学を命じられた彼は、

間年9月からまずベルリン大学に学び、その後 1891年6月からはライプツィヒ大学に移り、

フローレンツの師でもあるフォン・デア・ガーベレンツのもとで比較言語学などを学んでい

る。 1893年 8月に留学が満期を迎えた後も、彼はさらに6ヶ月間のフランス留学を命じられ

てパりで学び、 1894年6月に帰国している。上田』フローレンツ論争の発端となった翻訳詩

集 R寺人の挨拶』が出版されたのはその産後の同年8月のことである。詳しくは、上田万年
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藤代や、『広辞苑』の編者として有名な新村出(1876-1967) らとともにフロー

レンツのもとで比較言語学などを学んでいた。しかもフローレンツ自身が後に

久松潜-(1894-1976)に語ったところでは、フローレンツと芳賀の二人はその

後も「兄弟のように」親しくしていたというあ。それほどフローレンツと親交

の深かった芳賀が、留学先の上回にわざわざ上記の報告をしていることから、

芳賀には当時のフローレンツが「他人の手j に頼るばかりで¥日本語の野洋力

を向上させていないことがよほど患に余っていたに違いない

芳賀のこの書簡を考慮、に入れることで、フローレンツが論文{現代の日本文

学についてJにおいて数々の失態を演じた背景がより鮮明になってくるだろう。

藤代らの協力に依存した研究を行っていたフローレンツは、おそらくこの論文

の執筆に際しては f{也人の手j を借りずに独力で取り組んだ、ため、一一あたか

も芳賀の危d倶を具現化したかのごとく一一著名な作家の創立を読み違えるとし¥

う形で、自らの日ヰ守読売解能力の不十分さと現代文学への知識不足を露呈する

結果になってしまったものと考えられるのである。

5.西洋人日本研究者と研究分野のf閤い込みj

前節を通して、アローレンツが、多数の協力者に踏まれていながら、論文「現

代の詩本文学についてj を執筆する際には細部の確認を怠つ、てミスを連発し、

それにより却って現代見本文学への理角約二足を露呈する結果となったこと

み取れた-0 このことから、アローレンツの初期日本研究における二つ自の問題

点が浮かび、上がってくる口それは、アローレンツが、自らの石形E業総の内容を

追求して論文の質を高めるよりもむしろ、現代文学の動向や日本詩:款のような

(講述)・新村出(箪録)・古田東朔 (1交訂): ~密語学史』、教育出版、 1984 年、 251-263 頁を
参日正なお上回が留学先で、あった上和、ずれの都市におし 1ても MOAG を所殺する1î31~機関

が複数干お生していたし、郵送等によって資料の敢り寄せも可能だった点なども踏まえると、

上田は留学先で、何らかの形でフローレンツの1891年の論文を自にする機会を得ていたもの

と考えられる (MOAGの送付先についてはOAG(HrsgよMOAG，Bd. VI，百e丘60，OAG，

Tokio， 189スS.486-4卯のリストを参照)。よって既に1895年の論浄以前から、芳賀の書簡と

MOAG所収の論文「現代の日本文学についてJIこよって、フローレンツの日本石~f究姿勢に
対する上回の否定的な判屈が醸成されてし¥たと樹則できる。

お向上。

37上回:rフローレンツ先生の和臣灯寺歌比較考を讃む」、 57(71)頁。
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未開拓の領域を論じたとし¥う既成事実を打ち立てることに重点を置いていたの

ではないか、としづ疑問である。

上回もまた、 1895年の論争時に、この点を問題視していたようにも見える。

彼はフローレンツに対し、「表面のみより其句を解縛して、其角有宰上に多少の面

白井ミを見出したりとて、それを以て産に何々詩なりなど論断するに至りては、

ゲーテは知らず['..J日本普通の人間は主主も賛成致さざる」おと述べており、

ここにはゲーテを濫用してこれを自己正当化の論拠とするフローレンツの姿勢

と並んで、原作のiヨ本詩歌に対する生半可な理解のもとで翻訳を行うことへの

批判が込められていると角特Rできる。日本古代の研究に集i宇していたフローレ

ンツに、特に近世以降の日本文学に関する知識が不足していたことは容易に考

えられるが、彼はそれにもかかわらず、古代から明治会鯨庁後までの広範なm!f-1i;
の幅広いジャンルから作品を選び、自らの翻訳言諺長に取り込んでし 1る。それに

より彼は、西洋の読者に向けて、あたかも白土が日本の詩歌針支を知悉した専

門家であるかのように振る舞っている。しかし『万葉集』に収められた和歌か

ら、発句・狂句に至るまで、の趣向の全く異なる諸作品を、その字義上の意味だ

けを汲み取って一様に持情詩のスタイルに置き換えたフローレンツの線訳は、

上回の目には西洋諮への暴力的な同化のフ。ロセスにしか映らなかった。まさに

この点に、当時のフローレンツが個別の作品への理解を深めることよりも、幅

広い時代とジャンノレを(予備知識や翻訳の内容如何は二の次にして)自分が他

の西洋人初移取者に先んじて「取り上げJI扱う」ことに腐心していた様子が窺え

る。つまり陪寺人の挨拶』出版の背景には、まだ西洋で知られていない日本の

詩歌にタ乙織をつけることで、この分野での紹介者・第一人者としての地位を確

立しようとし 1う功名心が見え揺れしているのである。

こうした見方をするとき、フローレンツが、紅葉や露伴への理解不足にもか

かわらず、現代の日本文学の動向を紹介する論文を敢えて事館した理由もまた

説明付けられるだろう。ここでも、彼にとって重要なのは、現代文学の動向と

いう研究対象を自分が真っ先に扱って論じたとしづ事実を作ることにあり、ま

たそれによって現代文学の事憶通としての自己をアピーノレすることにあったも

のと考えられる。当時の西洋人研ヲ珪fのもとで未開拓だ、った研究分野に先鞭を

つけ¥その第一人者としての地位を築くこと、これが来日後間もないフローレ

お向上、 52(66)頁。
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ンツの旺盛な研究活動の原動力になっていたように見える。彼はそれによって、

西洋人の日本研究としづ領域内に、自らが優先的に論じられる場所にこでは

現代文学や短歌・ 6日皆)を確保できたのではないだろうか。つまり彼は、未開

拓の研究テーマについての業績を挙げ、 f一番乗り jをアピーノレすることによっ

て、研知橡に関するディスクールを立ち上げるとともに これを占有・管理

することができるようになったのだと角杯史で、きる。

来日直後の彼が、『古事言叫という、既にイギリス人日本研究者のチェンバレ

ン (BasilHall Chamberlおn，l850-1935)が翻訳を行っている:書物ではなく、 f日
本書高叫の独訳に打ち込んだ理由の一端も、こうしたアローレンツの[知の支

配欲J~こ求められよう。例えば被は、 1卯3 年の著書『日本の年代31U! のj芋言に

おいて、向蓄の内容が、自身がMOAGlllJ慌に 1892年以降発表してきた『日本

書来日の推古紀から天武紀の独訳の成果に基づくとしながらも、出版に際じぐ

これを大幅に加筆・修正する必要があったと述べているおむこのことからは、

来ヨ初期併加減究業績の「質よりも訟を爵見していた様子が窺えるだろう。

またこの序言で彼が、;まぼ同時期に出版されたアストンによる英訳 Wj:J本子:ぜ叫

との違いを強調している点幼からは彼が「同業者」アストンにう齢、ライバノレ

意識を抱きながら、言己主己研究をめぐる主導権争いを繰り広げてし 1た様子もj凶間

見られる。この{也、フローレンツが上回との論争時に、ベルリンIJ析にのど!

の師に当たるノレドノレブ・ランゲ (RudolfLange， 1850-1933)によるんツ行:長の独

訳を引き合いに出し、これを翻訳の失敗例として訴前平している 41ことも、向洋

人R本研筑渚による、知の強い込みjをめぐる競合の織烈さを物語・ってしも。

だが、日本に関する知をめぐるこうした「支配欲iは 単にアローレンツ

のみ見られた態度と言うよりもむしろ アストンやランゲをはじめどずる

の西洋人日本学者一の誰もが、それどころかi二回のように陪洋近代の学術起連誌を

取り入れた弓本の開諸もまた、多かれ少なカヰサ告いていたものではないだろ

うか。しかも、当時のヨーロッパにおいて、日本研究を専門とするポストを擁

39 F1orenz， Karl: J，叩仰ischeAnnalen， A‘D. 592-697: Nihongi. iゐnSuiJ.叶 TennobおJito-TennoくBud1

22-30>，2. neubearb. Aufl.， 日obur百ha，Tokio， 1903， S. 1 (Vorwort). 

40 Ebd. 

41 例えば濁逸i人ランゲ、氏の古今集春の歌及び夏の軟の律呂的反諜が、殆んど識者をして嫌

悪せしむるまで、にマヅキ感覚を起さしむるは何ぞやJ(フローレンツ:r日本詩歌の精紳と|欧

州、|言撤の精1枇の比較考」、 8(76)頁)。
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する研ヲヨ幾関が非常に限られていたという事情を考慮すればなおのこと、彼ら

研究者が、研究の内容よりも研究成果のアピールや、イ也の研究者との差異化を

目指さなくてはならなかったという事J清が明確になる。つまり彼らは、未開拓

の分野において新たな研究を開拓してその知を囲い込み、既に開拓された研究

分野で、は他の研ヲ諸への優位性創期穿しながら、日本研予諸としての社会的評

価や名声を得る必要があったと言えよう。よってフローレンツもまた、そうし

た状況下に置かれた西洋人日本研究者の一人として、知的営為とは直接関わら

ないこれらの利害から自由で、はなかったものと結論付けられるのである。

結びと今後の研究課題

前i!iiでの考察を通して、現代文学の動向や俳諮など、フローレンツが初期の

段階で、扱ったいくつかのテーマが、主制斗に知的関心の対象で、あったとは限らな

いこと、また学例制f究が必ずしも好奇心に基づく知的探究活動としては行われ

ていなかったことが明らかlこなった。つまり当日寺の彼にとっては、研究活動そ

のものよりも、研究業績を挙げることが優先されていたのであり、信寺人の十剣多』

で扱われた俳話などのテーマは、単にそのための素材でしかなかったようにす

ら見えてくる。実際にその後のフローレンツの掲漬を見ても、日本文学史を通

史的に紹介した彼の代表作『日本文学史』を別とすれば、。1=諮を含めて近現代

文学がさらに詳細に論じられた形跡はない。そのゆえ、いみじくもフローレン

ツが自らの翻訳の正当化の根拠とした「ドイツの文明伝平家による自著への賞

賛j、まさにこれを獲得することが、日本詩歌の翻訳に取り組んだ大きな目的の

一つで、あったことが見えてくるのである。つまりここで、は端的に言って、知的

探究心を満たすための研究活動、それに従事する研究者としづ構図が逆転し、

研現者のために研究対象が必要とされ、それを囲い込むために業績作りが行わ

れる、としづ屈折した状況が生じているのである。

フローレンツの初期日本研究に見られたこの間題はまた、大学や研究所と

いった、今呂の制度化された西洋近代型の学問の枠組みのもとで研究に携わる

私たち研究者も看過できなし 1ものであろう。抑Eや研ヲ諸lこ付与される権威や

生出位について自己社昨IJ的に問い直そうとする今日の文化研究にとって、 19世紀

の日本学のような、権力の不土三百貨のもとで、行われた研究活動は、研究対象に関

する知の1mい込みがもたらす弊害を考える上で、示唆に富んで、いる。フローレン
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ツは『詩人のt対到において、旬昆皆への知識不足にもかかわらず、これを『万

葉集Jの短歌の独訳と詞様、作情言寄局に置き換えた翻訳を行し¥お本のE寺歌全

般に通じた研究者として自らをアピーノレしたO その捺彼は、『万葉者誌など一部

の分野を除けばまだそれほど日本詩歌には精通していなかったにもかかわらず、

巨本に滞在する西洋人研究者としづ特権的立場を利用して原作に接近し、著作

の出版としづ或成事実を打ち立て、ヨ本人に代わって西洋の読者に向けて日本

詩歌について語っていたD

こうしたフ。ロセスは、エドワード・サイード (EdwardSaid，日35♂∞3)の

リエンタリズム』の言葉を借りるならば、日本詩歌の f代理表象jないし f自

らを語れない日本人に替わって日本詩歌を表象するJ42ものであると言うこと

ができょう。研究対象に与えわってj語るないし f諮ってやるj ことで権威を

獲得したお世紀西洋のオリエンタリストと同様、フローレンツもまた、日本に

ついて?代理表象」することで、日本学者としての自らの権)或付けを図ってい

たとは言えないだろう治、しかも、当時の被が西洋にもたらす f代坦表象j の

影響力は、例えば今日のドイツの日本学者のそれと比べてもはるかに大きかっ

たことは容易に察せられる。上回も論じたように、当時のドイツの社民平家の大

多数は「日本の詩歌には無学の輩J43で、あった。つまり彼らは司本詩文献の翻

訳の良し悪しを吟味できなかったために、アローレンツは翻訳の良し悪しを17号

われることなく、ただ翻訳詩集の出版と、 f出版したとしづ事実J~こょっ-て、日

本文学の紹介者として振る舞うことができたものと考えらオーしる

フローレンツによる、こうした知のい込みj と、そこでの

がもたらした弊警は、論文「現代の日本文学についてもjにおける、著名な現代

作家の名前の誤記という形で表面化したのみならず、西洋の活と京封ノドの規範

への日オζ詩歌の強制約・暴力的な同化の産物ともし 1える寺人州知幻とし¥う

作品において、最も顕在化していると言える。即ち、フローレンツのもとでは、

42 Said， Edw，紅dW: Orienta1is111， Georges Bordtardt， New York， 1978. (エドワード・w.サイー

ド〔今告訴己子訳、杉垣雄三・杉田英明監修J: Wオリエンタリズムふ平j、u土ライブラリー、平

凡社、 1993年、上巻58-60頁)。

必上回:Iフローレンツ先生の和歌詩歌比較考を讃むJ、58(72)頁。

必それゆえ上田は、『詩人の挨拶』が西洋文壇においてし¥かに賞賛されても、自分はそれを凶

器ーと思わず、うれしとも感ぜざるJ(向上、 59(73)頁)と述べて、フローレンツが自らの翻訳

34諜を自画自賛したことを痛烈に社制している。
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和歌や他罵楽から、俳句や狂句に至る、趣向のまるで違う作品が、誤を踏んだ

行情詩として一様に訳されているのである。

以上の考察から見えてきた、フローレンツの初期自本研究の問題点を要約す

れば、それは日本に関する知の「囲い込み」のもとで、生じる、研究対象の研究

者への従属としづ屈折した関係であり、そこで、時に暴力的な形で発現する異文

化表象である。但しこれは、当時の日本研究を取り巻く不均衡な力関係と、制

度的基盤のJ1危弱さから生じるべくして生じたものとも言えるため、単にフロー

レンツ個人に帰着できる問題で、はない。よって今後は、本稿の成果を、異文化

研究そのものに内在する問題性として考え、一般化していくことが重要になる

だろう。

他方でまた、研究活動自体に潜むこの問題性に対して、フロ一レンツがどこ

まで、i自主覚的で

しての地{位立など、本来学科qB":Jな研究行為とは関係のないような利害も含めて、

彼が司本研究に際し、英Ijせずして自らに付与された、あるいは意図して獲得し

た権限をどこまで意識し、また研究対象との潤にどのような関係を築いてきた

のか、検証していく必要がある。例えば彼は、自本詩歌を暴力的に西洋語と同

化させるような翻訳姿勢を疑潤祝した上回に対して、西洋文化の{厨立'i'~ミの信奉

と、その普遍化によって対抗しているが、ここで、は彼が持っていた権力が、二

・三重の抑圧をもたらしていた様子が垣間見られる。その一方で上回も、 ド

イツで学んだ言語有機体論をはじめ、後にフローレンツとの問に築いた協力関

係などにも支えられて、近代言語学の設立や国学者の排除、さらには由語政策

の遂行に努めるなど、言語政策者としての道を着実に歩んでし1る。よって今後

は、上回の盟百部ul究者としての地位確立のプロセスとも関連付けながら、ブロー

レンツの日本研究の動向をさらに検証していく必要がある。それによって日本

研究と研究君との、また日本研究者同士のネ鯨(主な関係性を読み解き、学問を取

り巻く利害と権力に対する批判的考察を深めていけば、異文化研究に対する自

己批判的な認識を得られるのではないだろうか。
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