『夜と朝』の文体について
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明治前半の翻訳文学界の第一人者で、優れた文学史家でもあった森田思軒は、益田克徳訳の『夜と朝』を、
「我邦文学世界ニ一変ヲ生スル」可

能性を秘めた作品と位置づけている （『夜と朝』「叙」文）
。それは、明治十八年に発表された『 嘲俗 繋思談』（リットン著『ケネルム・チリングリー』の

訳）が、小説の文体上もたらした変革の流れを更に一変させて、口語主体の文章へと転化させる予兆を感じさせる作品であると、思軒は受けとめ

ているのである。

この思軒の解釈は、その後多くの文学史家に支持されるところとなって、
『夜と朝』という作品は、初期の翻訳文学作品の中でもとくに注目を

要する作品の一つとみなされるようになった。たとえば、この方面の研究の第一人者・柳田泉は、
『明治初期翻訳文学の研究』
（春秋社、一九六一

年）という書物の中で、
『夜と朝』を「明治二十二年の翻訳小説のうち種々の点で最も注目すべき特色あるもの」と受けとめている。その主な特

色として、彼は、
「第一、全篇言文一致の点で『あひびき』をうける。第二、速記を用いた点で明治十九年の渡辺治の『政海之情波』と続く。第

三、翻訳の態度において涙香小史流である」という三点をあげている。
『夜と朝』よりも一年二ヶ月ほど前に世に問われた「あひびき」を最初に

あげて、
『夜と朝』はそれを「うける」としている点が思軒とは異なるが、
『繋思談』の「周密文体」（原文に忠実な欧文直訳体）がさらなる変化をと

げて「あひびき」や『夜と朝』の言文一致体へと発展していったと理解している点では思軒と同一の立場に立っている。思軒が「あひびき」では

なくて『夜と朝』をとりあげたというのも、
「あひびき」を軽視したためではなくて、たまたま「叙」文を頼まれたのが『夜と朝』であったため
に、それを「あひびき」にかわって口語文体の代表例として掲げたと受け取るほうが当たっているだろう。

問題は、そのことよりも、本当に、思軒や柳田が考えるように、
『夜と朝』という作品は『繋思談』から「あひびき」へといたる翻訳文学の流
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れを受け継ぐ作品であったのか、ということである。柳田は、
『夜と朝』の三つの特色を述べたあとで、最後にその訳例を引いて、
「この調子で逐

次訳にした方が、もっと意義のあるものとなったろう」と結んでいる。つまり、
『夜と朝』という翻訳は、
『繋思談』とは違って、意訳を中心とす

る翻訳であった。だからこそ、
「翻訳の態度において涙香小史流である」という第三の特色がでてくるのである。そのような態度で臨んだ翻訳作

品を、はたして、
「謹厳精緻」な訳文を旨とする『繋思談』の流れを受け継ぐ作品と位置づけることができるのかどうか。

怪

そして、もう一つ、柳田が二番目の特色としてあげている「速記を用いた点で明治十九年の渡辺治の『政海之情波』と続く」という点も、いま

ひとつ理解に苦しむ点である。速記を用いたというならば、むしろ明治十七年七月から十二月にかけて分冊刊行された三遊亭円朝の『 談 牡丹燈籠』

西 洋

と関連づける方が当を得ているのではないか。円朝は、
『牡丹燈籠』を発表した翌年に、
『夜と朝』と同じ速記法研究会から『 人情話 英国孝子ジョ

ージ スミス伝』という翻案を分冊刊行している。しかも、そのときの速記者は、
『夜と朝』と同じ若林蔵であった。そうした流れの上からみ

ると、本作品は、渡辺治の『政海之情波』よりは、円朝の速記本の流れをくんだ作品と受けとめるほうがより適切ということになるだろう。

原文に忠実ならざる翻訳態度といい、円朝の流れをくんだ口語文章といい、どうもこの『夜と朝』という作品は、これまで一般に理解されてき

たのとは異なる系列に属する作品のようだ。思軒が、
「我邦文学世界ニ一変ヲ生スル」予兆を感じたというその口語文体は、一体どこに由来して、

どのような文学史上の意義を有し、どのような影響を当時の文学社会に投じていったのか。そのことを、二葉亭四迷の言文一致体などとも比較し
ながら、以下に詳しく検証してみることにする。

一 『夜と朝』の口語文章
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を
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柳田は、
『夜と朝』は「全篇言文一致」という点で「あひびき」の流れを「うける」ものといっているが、実際にその口語文章がどのようなも

み や こ ロンドン

のであったのか、それを確認するために、
『夜と朝』の冒頭部分を原文とともに以下に引用してみることにしよう。

よう
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《英国の都会倫敦に程遠からぬ或村のお寺に迦霊といふ坊さんが居りました。勿論村のことですから別にたいした御宗旨の学問のある人が入

用といふこともなし、又智識和尚さんが住職になる訳もありません。此迦霊といふ坊さんは余程陽気な人で、鳥渡往来を歩くにも鼻歌を謳ふ
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とか、人が居ないと仮声をつかふて試るといふ様な、極く気楽な人であります。一体この村は山水の風景が佳くて、四季をり

に都の人が

に う ひ

遊びに来るといふ程の場所でもなければ、又大切な街道に当るといふ訳でもないから平常は人の往来も余程稀な所です。只此村で人を呼寄せ

. It is somewhat removed from the high road, and is, therefore,

るものは、小さな清らかな流れ川があッて、小魚が沢山釣れるのみです、貧乏な書生などが、暑中休暇には他の遊び場は雑沓する上に入費が
掛るから、僕は釣でもして遊ばふなどゝいふ連中が来ます。
》

―

IN one of the Welsh counties is a small village called A

but little known to those luxurious amateurs of the Picturesque, who view Nature through the windows of a carriage and four. Nor,

indeed, is there anything, whether of scenery or association, in the place itself, sufficient to allure the more sturdy enthusiast

from the beaten track which tourists and guide-books prescribe to those who search the Sublime and Beautiful amidst the mountain

homes of the ancient Britons. Still, on the whole, the village is not without its attractions. It is placed in a small valley,

through which winds and leaps, down many a rocky fall--a clear, babbling, noisy rivulet, that affords excellent sport to the brethren

of the angle. Thither, accordingly, in the summer season occasionally resort the Waltons of the neighbourhood --young farmers,

retired traders, with now and then a stray artist, or a roving student from one of the universities.....

At a time in which my narrative opens, the village boasted a sociable, agreeable, careless, half-starved parson, who never

failed to introduce himself to any of the anglers who, during the summer months, passed a day or two in the little valley.....

まず益田の日本語訳を通読して誰もが懐く印象は、これは相当にこなれた口語訳であるということではないかと思う。一部に見られる漢字の当

て字や旧かな遣いをのぞけば、今日のわれわれにもさほど抵抗なく読める文章となっている。とくに、それを声に出して読んでみたときの感じは、

落語や講談など日本の古い伝統話芸の口調を想起させるものがあって、むしろ懐かしささえ感じさせる文章である。

そのような性質をもつ『夜と朝』の口語文が、当時の読者の耳に心地よく響かなかったはずはなく、その頃の新聞や雑誌に掲載された『夜と朝』
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の批評をみると、ほとんどがその平易流麗な口語訳を讃えるものとなっている。そうした批評は、当時のいわゆる言文一致体の文章との対比のう

ちに論じられることが多く、明治二十年代の翻訳文学における文章上の特徴を考える上で欠かせない資料でもあるので、以下に、
『夜と朝』の文

章と他の言文一致体との違いが最も明確に識別されている『大阪毎日新聞』と『基督教新聞』の批評を紹介してみることにしよう。

《評者は言文の一致せん事を望むものなれども、去りとて近頃流行の言文一致体とか云へる文章を好まず。何となれば、彼の言文一致体は只

西洋流の文体を直訳したるが如き者にて、名は言文一致と云へ、其実決して言文一致の者にあらざればなり。試に彼の言文一致体の文章をば、

他人をして読ましめ、傍にありて聞くに、能く其意味を了解する事を得るや。寧ろ普通の平易なる俗文に劣るものはなきや。今此書〔『夜と朝』〕

は普通談話体を以て記述し、彼の流行の言文一致体にも在らず、又有り来りの俗文体にも非ず。即ち一新体を造り出したる者にして、斯る文

体こそ始めて真に言文一致と謂つべし。評者は甚だ此文体を好む。勿論、多少申分なきにあらねども、兎に角、翻訳平易明瞭にして渋難の所

ろなく近来の一好小説なり。
》（『大阪毎日新聞』評。『速記雑誌』第一号〔明治二二年一一月一五日〕の巻末に付された『夜と朝』の広告中に転載されたもの
を引用。
）

《益田克徳氏の訳述に係る「夜と朝」と題する小説を見るに、其文体均しく言文一致なりと雖も先きの我国文学界に現はれたる言文一致とは

自ら異なる処あり、文意解し易く句調流暢にして、毫も訳文の跡を見ず、若今日の言語に基ひて言文一致体を作らんとならば、此の小説こそ

最も上等のものならん。何となれば言文一致体は、只章句の末を言語と同じく為したるのみにて実際言語と相離る遠ければなり。吾人は益田

氏が斯く平易なる文章を以て訳せられたるを謝す。而て現今言文一致に熱心なる人々が、若其著作一般を世人に解し易からしめんと欲せば、
須く此「夜と朝」の如く文章を平易ならしむべし。
》（『基督教新聞』評。同上。）

以上の二つの批評において見逃せないのは、いずれの評者もその頃流行していた言文一致の文章に対して否定的な見解を示していることである。

『大阪毎日新聞』の論旨を要約すると、当今はやりの言文一致というのは名ばかりのもので、実際は西洋の文体を直訳したものにすぎない。試し
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にそれを人に読んでもらって聞いてみても、よく意味が通らないところがある。これでは普通の俗文体のほうのがまだましではないかと手厳しい。

『基督教新聞』のほうも、同様に、言文一致とはただ「章句」の末尾を談話体に換えただけで、実際の話し言葉にはほど遠いものがある、と否定

的な受けとめ方をしている。後世の批評家たちが、言文一致、言文一致と大騒ぎしてきたのとは対照的に、当時の批評家や読者の多くは、醒めた

目でそれを捉えていたことがわかる。彼らの言語感覚からすると、それは単に西洋の文章を直訳しただけの、耳障りな文章としか聞こえなかった

のである。このことは、当時のいわゆる言文一致体の文章を取り巻く状況を考える上で見逃すことのできない重要なポイントのように思われる。

明治二十年代までの口語文体というのは、それを受け入れる読者大衆の感覚を無視するかたちで試みられた一種の言語的実験の色彩を強くにじま
せるものだったのである。

二 速記本の影響

言文一致体が世に受け入れられるためには、当然、そうした先鋭的な実験を読者大衆のレヴェルにまでおろして、彼らの言語感覚にもなじみの

深い言葉に書き改めていく必要がある。つまり、一部の西洋言語通と一般読者の間に存在する文章感覚上のギャップを埋めるための調整的な試み

（
Night and Morning

）という小説を翻訳したもので、明治二十二年九月から翌年六月まで合計十二回に分けて分
1841

がなされなければならないということになる。そのような背景から世に送られたのが益田克徳の『夜と朝』という翻訳であった。これはイギリス
の作家ブルワー・リットンの

冊刊行されたものである。特徴的なのは、翻訳者の益田が「口訳」したものを、速記法実用化の草分けとして知られる若林蔵が傍らで「直写」

するという方法が採られていることである。若林の速記の助けを借りている点といい、分冊出版の方法といい、そこには明らかに明治十七年以降
盛んになる速記本の影響がみてとれる。

怪

速記本というのは、当時の落語や講談の口演を速記法を使って筆写したもので、有名な三遊亭円朝の人情話を若林蔵と酒井昇造が筆記した『 談

牡丹燈籠』（東京稗史出版社、明治一七年七月～一二月。十三冊分冊発行）に端を発する。その序文の中で若林が述べているところによれば、
『牡丹燈籠』

出版の狙いは第一に、
「速記法の効用の著大なるを」世に広めることにあった。速記法を使えば円朝の人情話を「恰も其実況を見るが如く」に再

現できる。その効果のほどを読者に実際に確かめてもらおうというのが彼らの狙いであった。その狙いが見事に的中して、円朝の名人話芸を「直
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西 洋
英国孝子ジョージ
人情話

円朝

スミス伝』（八冊、明治一八年七月）
、
『業平文治漂流奇談』（明治一八年一一月）

写」した『牡丹燈籠』はまたたく間に全国に普及していった。当然、第二弾、第三弾も用意され、
『 叢談 塩原多助一代記』（明治一七年一二月～一八
年一月。『夜と朝』と同じ速記法研究会出版）
、
『

と、矢継ぎ早に同種の速記本が世に送られていった。

そうした速記本の普及に関連して見逃せないのは、それが平易流麗な口語文による読み物を世に広める大きな推進力となっていったということ

である。若林は、同じ『牡丹燈籠』の序文の結末を、本書は円朝の人情話を「直写」したもので、文中に通常の文章語と異なる点が見られるが、

それは「我国に説話の語法なきを示し以て将来我国の言語上に改良を加へんと」する目的からそうしたのであって、読者もその意をよく理解して

これを愛読していただきたいと結んでいる。若林のいう「説話の語法」とはのちに言文一致体という言葉で呼び慣わされていく口語文体のことだ

が、その「説話の語法」が円朝という人情話の名人の話芸を基礎としていただけに、言文一致体の小説のよい見本を示すことになり、その後の文
章語のあり方に大きな影響を投げかけていった。

近代』）
。一般には「円朝の講談筆記」の影響ということで

たとえば、二葉亭の「あいびき」などもその影響を強く受けた作品の一つで、同作品の文章の結末が「ダ」調で表現されているのは「三遊亭円

―

朝の講談筆記」にならったためだといわれている （片岡良一編『岩波小辞典 日本文学

簡単に済まされているが、この文学・文章上の変革には、背後に若林ら、速記法の実用化を目指して力を尽くした人々の創意工夫が大きく与って

いたことを忘れてはならない。彼らの試みが画期的であったのは、一つにはその対象として日本の伝統話芸 （人情話や講談）を選んだこと、そして

それを「直写」するに当たってはっきりと「我国の言語上に改良を加へんと」する意図をもってしたことの二点である。そうした先見性に支えら

れた試みが、日本語の〈言〉と〈文〉とを近づける実地の試みとして、近代日本文学の歯車を大きく前進させることに貢献したことは想像に難く
ない。

み や こ

『夜と朝』の翻訳がそのような速記本の影響のもとに刊行されたということは、益田の口訳を若林が「直写」していること、連続の続き物とし

ロンドン

カ レ ブ

を

て刊行されていること、さらに発行人が若林で発行所が速記法研究会となっていること等々の点からみて間違いない。実際その訳文も「英国の都会

倫敦に程遠からぬ或村のお寺に迦霊といふ坊さんが居りました」というように、まるで円朝の人情話を聴いているような感じのこなれた口語文で

あった。そのために、この『夜と朝』という作品はいまだ連載も完了しないうちから講談に仕組まれて、東京府下各所の寄席で口演され、大変な
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人気を博した （『夜と朝』第十冊〔明治二二年三月〕の巻頭広告文）
。益田の口語訳が、講談や人情話等の伝統話芸に近いものであったということを裏づ
ける確かな証拠といえるだろう。

一方、この小説が若林らの速記本の影響下になったものであることを示すもっと直接的な証拠も存在する。それは『夜と朝』の一年後に発表さ

The Last Days of Pompeii

れた同じ益田の翻訳作品の中に見いだされる。益田の翻訳小説は、これまで、
「『夜と朝』の外にはない」（柳田泉「『夜と朝』の翻訳者益田克徳」『愛

ぽん

書趣味』一四号、一九二八年三月）
ということがいわれてきたが、実は『夜と朝』のほかにもう一篇、同じブルワー・リットンの

（ 1834
）を訳した「
栄華の夢」という作品が存在する。明治二十三年九月四日から十月四日まで二十四回にわたって『東京中新聞』に掲載さ
ぺい

れたその翻訳の冒頭には、
「小説の披露」と題する次のような説明文がそえられている。すなわち、これは「英国に有名なる小説の大家リットン

わ か り

卿のジー、ラスト、デース、オフ、ポンペー（小説）を夜と朝にてお馴染の有名なる益田克徳君が例の軽快なる句調を」もって口訳し、それを速

記者の酒井昇造氏が筆記したもので、
「寄席にて円朝の話しを聴くが如とく理解易く面白」い作品である、と。
『夜と朝』の評判がよかったせいか、

わ か り

益田は、同じリットンの有名な作品を、今度は円朝の『牡丹燈籠』のもう一人の筆記者である酒井昇造に筆写してもらい、
『東京中新聞』に寄稿

した。それが「寄席にて円朝の話を聴くが如とく理解易く面白」いものだから是非一読あらんことをと、勧めているのである。

三 「あひびき」との違い

このように益田の翻訳が講談や人情話を筆写した速記本の影響のもとになった翻訳であることは当時のさまざまな資料からみて間違いないよ

うに思われるが、ここでわれわれが考えてみなければならないのは、それが従来の言文一致体の翻訳に対してどのような位置をしめる口語訳であ
ったのかということである。

先にも指摘したように、二葉亭らの言文一致の翻訳は読者大衆の言語感覚を無視するかたちでなされた一種の実験的な試みであった。益田の『夜

と朝』は、そうした試みを、一般読者のレヴェルにまでおろして、彼らの言語感覚にもなじみのある「普通談話体」に置き換えるという調整的な

作業を行ったというのが、その文学史上の意味であったと考えられる。読み手の立場を優先させるそのような翻訳によって得られたものは少なく
ない。しかし、同時に、失われたものも少なくなかったということをわれわれは銘記する必要がある。
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まず、得られたものから簡単に説明すれば、その最たるものは読者の共感であった。当時の読者や批評家の多くは、伝統話芸の口調をとどめた

益田の口語文を何ら抵抗もなく受け入れることができた。というよりは、むしろそれを諸手をあげて歓迎した。先ほどの『大阪毎日新聞』の評者

などは、この作品は非常にわかりやすい「普通談話体」で書かれており、当節流行の「言文一致体」でもなければ、ありきたりの「俗文体」でも

ない、一つの新文体を提示するものだ、このような文体こそ真の「言文一致」ということができるだろう、と最大級の褒めようである。
『基督教

新聞』のほうも、昨今はやりの言文一致体の著作者が、もしその著作を一般読者に理解してもらおうと思うならば、
「須く此『夜と朝』の如く文
章を平易ならしむべし」と、その文体を手本にするように世の作家に勧めている。

しかし、よく考えてみると、これらの評者は一つ肝心なことを見落としている。それは当時の言文一致が生まれるにいたった歴史的必然性とで

もいうべきものである。明治の翻訳文体に一大転機をもたらした『繋思談』の「例言」に即して、それをもう少し具体的に説明すると、その翻訳

の根底にあるのは、小説とは文章による芸術であり、
「搆案」と「文辞」とがあいまってはじめてその「妙」が出現するという認識である。
「搆案」

と同時に「文辞」を重んじる姿勢がなければ新しい文学や文章語を生みだすことはとうてい不可能である。その認識に立って、西洋の「精緻ノ思
想」を写し取る新「訳文体」の創造に向かっていったのが、
『繋思談』の革命的ともいえる方向転換であった。

『大阪毎日新聞』や『基督教新聞』の評者にはこの歴史的背景がまったく見えていない。当時の言文一致体というのは、さらに特定すれば、二

葉亭らの翻訳というのは、そうした西洋の緻密な思想を写し取るための新文体の創造を目指してなされた試みであり、その中心に存在するのは、
西洋文脈を構成する要素を片言隻句に至るまで忠実に写し取ろうという徹底した「文辞」重視の姿勢である。

『夜と朝』の翻訳は、そのような「搆案」と「文辞」からなる西洋の作品に対して、どこまで忠実な翻訳であったのか。換言すると、どこまで

真摯に西洋の「精緻ノ思想」を写し取ろうという姿勢がみられるのか。そのことは、
『夜と朝』の翻訳をリットンの原文と照合してみればすぐに

―

カ レ ブ

を

（.ウェールズの州の一つにＡという小さな村がありました）
」という

もわかるところである。先に掲げた冒頭の一文を見ただけでも、原文・翻訳双方の間にはかなりのずれが存在する。まず書き出しの文章でいうと、

み や こ ロンドン

原文が「 In one of the Welsh counties is a small village called A

カ レ ブ

文章ではじまるところを、翻訳のほうは「英国の都会倫敦に程遠からぬ或村のお寺に迦霊といふ坊さんが居りました」と変更されている。場所が

ウェールズの小さな村からロンドン近郊の村に替えられたというだけならまだしも、中心をなす話題そのものが「Ａという村」から「迦霊といふ
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坊さん」に替えられている。原文では、さらにこのあと二十数行にわたって「Ａ村」の説明が続くが、翻訳ではそれはほとんど省略され、ただそ

カ レ ブ

の村が「人の往来も余程稀な所」であること、そこに小さな川が流れていて、
「小魚が沢山釣れる」ということしか記されていない。中心をなす

ストーリーが、そこに住む「迦霊といふ坊さん」にある旧友が会いにやってくることからはじまるために、そのストーリーの進行に必要な事柄の

カ レ ブ

みが訳出され、あとは省略されたというわけである。つまり、これは「搆案」と「文辞」からなる小説の「搆案」により注意が向けられた翻訳と
いうことになる。

ちよつと

うた

こわいろ

み

一方、文章細部の表現のほうはどうかというと、それもまた原文よりも日本語を重視したものといわざるをえない。たとえば、訳文に「迦霊と

いふ坊さんは余程陽気な人で、鳥渡往来を歩くにも鼻歌を謳ふとか、人が居ないと仮声をつかふて試るといふ様な、極く気楽な人であります」と

いうような言い回しがでてくるので、原文はどうなっているかと確かめてみると、ただ「 a sosiable, agreeable, careless, half-starved parson
」
ちよつと

うた

こわいろ

とあるにすぎない。直訳すれば「社交的で、愛想がよく、のんきで、半ば飢えかけた牧師」という簡単な表現で済むところを、最初の「 sociable,

」の部分を「鳥渡往来を歩くにも鼻歌を謳ふ」とか、
「人が居ないと仮声をつかふ」といういうような原文にない表現を用い
agreeable, careless

て潤色している。そうかと思うと、最後の「 half-starved
」のほうは、日本語に訳出しにくかったとみえ、一切言及せずに省略している。つまり、

そこにあるのは、日本語に馴染むものは残してそうでないものは削ってしまうという、徹底した日本語中心の翻訳態度である。そのような方法に

よって細部が描き出された物語を円朝風の伝統話芸の口調に合わせて口訳したというのだから、読者にとってこれほどわかりやすい翻訳はなかっ

たということになる。
『基督教新聞』の評者ではないが、昨今はやりの言文一致体の作者も、その著作を一般読者に理解してもらおうと思うなら
ば、
「須く此『夜と朝』の如く文章を平易ならしむべし」と勧めたくもなるところだろう。

しかし、読者にとってはそのようにわかりやすい翻訳ではあったが、これを西洋の「精緻ノ思想」を写し取るという立場から見た場合、必ずし

も優れた作品というわけではなかった。それどころか、
『繋思談』が示した方向とはまったく逆方向へと向かう、歴史の歯車を逆回転させかねな

い翻訳であった。つまり、
『夜と朝』の翻訳は、読者大衆の立場に立てばこれほどわかりやすい口語文はないということになるが、新しい文学・

文章語の創出という観点から見れば、得るところの少ないむしろ旧態依然の文学に属するものということになる。

要するに、この時代の新しい文学と読者の関係は、一方を立てれば一方が立たずということで、新しい文学・文体の創造ということに力点をお
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けば、読者がついてこられない。それに対し、読者の言語感覚に重点をおけば、日本の近代文学を前進させる歴史の歯車がまわっていかない。そ
こに明治二十年代の新文学・新文体の作者が直面する困難な状況があった。

四 『夜と朝』の位置づけ

この状況を打開する方法はただ一つ、読者の啓蒙教化に努める以外ない。しかし、人間の言語感覚などというものは、幼少期よりくり返しくり

返し頭に刷り込まれた言語の総体がつくりだすもので、一朝一夕にして変更可能なものではない。滝沢馬琴の戯作や陶淵明の漢詩によって育まれ

た語感や文学趣味を、いきなりツルゲーネフのそれに切り替えよといわれても所詮無理な相談であった。西洋文脈に違和感のない語感を育もうと

思えば、二葉亭がそうであったように欧文を徹底的に頭にインプットすることからはじめなければならない。それも、みずみずしい感性と柔軟な
思考力を備えた十代、二十代までのうちに。

しかし、旧文学によって文学・文章上の洗礼をうけた明治二十年代の一般読者にとって、それはすでに手遅れの状況にあった。日本文学の近代

化を推し進めようと思えば、将来に目を向けて、新たな読者の啓蒙教化に努める以外にない。坪内逍遥が、創刊間もない『早稲田文学』（第三号、

明治二四年一一月）で、
「外国美文学」の紹介を広く一般に訴えかけたのは一つにはそうした新しい文学に共感しうる新しい読者の開拓の必要性を

痛感したからにほかならない。二葉亭の画期的な試みが一般読者の理解を得るには、当然、十年、十五年のタイム・スパンを必要としたのである。

しかし、新たな世代はそれでいいとして、問題は、旧文学によって言語感覚を養われた明治二十年代の読者のほうである。彼らが西洋文学に対

する関心をもっていなかったというわけでは決してない。それどころか、長年の鎖国によって西洋文明との交渉を絶たれてきた彼らにとって、西

洋文学に対する憧憬の念は他の世代以上に激しいものがあった。そうでなくては、明治二十年をピークとする西洋小説の一大翻訳ブームは説明で

すなわち、欧文を直訳して「章句の末を言語と同じく為した」翻

きない。そのような人々の求めに応ずるための翻訳小説、そういうものも当然あってしかるべきであった。そして、それこそが明治二十年代の翻
訳小説の本質であったと考えなければならないのである。

―

このような流れに照らしてみれば、
『繋思談』に端を発する言文一致体が

訳文体 （『基督教新聞』の評）が、結局は読者大衆の共感を得られずに、日本の伝統話芸の助けを借りた口語文体に道を譲らなければならなかったと
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いうことの意味がよくわかってくるだろう。益田克徳の『夜と朝』という翻訳は、日本の土壌に新しい翻訳文体が根ざす以前の明治二十年代に、

を以下に掲げる。
】

【
『慶應義塾出身名流列伝』（明治四十二年六月、三田商業研究会編纂軒出版）に掲載された益田克徳の略歴

主として旧文学によって文学上の洗礼をうけた人々を満足させるために生まれた翻訳作品であったのである。

ます だ かつ のり

ほう

たかし

益田克徳 （元東京米穀取引所理事長）明治三十六年没（行年五十三歳）
つと

め

益田克徳氏は益田鳳氏の次男にして、三井物産会社専務理事益田孝 氏の令弟なり。世々土着与力を以て徳川氏に仕へ、佐渡奉行に属す。

ごんのかみ

鳳氏才幹あり、最も重用せられ目付役と為る。頗る治蹟あり。孝氏は夙に文武を修め、幕府に徴されて騎兵頭となり、後ち実業界に身を

い

投じて失敗し、再び仕官して造幣権頭に任じ、次で又官を辞し三井組に説いて三井物産会社を創立し、後同会社を三井合名会社となすに

しょうさく

及び、推されて専務理事となり以て今日に至れる人なり。

な むら

おもむ

克徳氏は嘉永五年正月を以て佐渡相川町に生る。幼名を荘作と称す。安政元年江戸に出で翌二年函館に移る。万延元年函館より江戸に帰

たふ

かく さ

りて英漢の学を修め、当時の英学者名村八五郎の養ふ所となりて名村一郎と称し、次で横浜に趣き又英学を修む。慶應年中海軍修業生と

なりて榎本釜次郎に属し、軍艦某号に搭じ、函館を脱走せんとするの途、風浪の為船は擱砂の難に遭ひ、氏等南部藩兵の捕ふる所となり、
江戸に護送せられ、禁錮百日に処せらる。

あきよし

明治初年高松藩に御預となり、高松に趣かんとして故ありて東京に止まるを得たり。此時より益田庄作に復して慶應義塾に入り、明治四

その

きつきよ

年高松藩に聘せられ、藩の子弟に英学を教授すること凡そ一年にして帰京し、司法省に出仕して検事となり、其間司法卿山田顕義に随ひ、

あふめい

欧米各国を巡視す。明治七年の夏駅逓総監前島密氏の下に在りて海上保険条例を編成す。

後ち民間に下り嚶鳴社に入り、沼間守一氏等と共に民権自由の説を唱ふ。明治十二年東京海上保険会社の創立に際し、其支配人として拮据

経営頗る力め、爾後同社の為に画策する所少なからず。同二十八年同社の事務を帯びて再び欧米に遊び、二十九年支配人を辞し、三十年
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監査役となる。二十五、六年の交東京帽子会社に入りて専務取締役となり、又東京米穀取引所理事長、明治火災、明治生命、王子製紙、

鐘が淵紡績、日本煉瓦の諸会社及び石川島造船所の重役として実業界に貢献せし所少なからざりしが、三十六年四月八日病を以て没す。

な

年五十二。

ただ

いうえき

氏人と為り風流温雅、劇務を処するの傍ら、心を茶道に潜め、造詣する所頗る深かりしのみならず、又造園の事に通じ、泉石の配置、按

せい

排等頗る巧妙を極め、兼ねて陶漆器の事に精しく、啻に率先して工芸家を扶導誘掖せるのみならず、自から手を下して製作せし所少から
ざりしといふ。

令弟益田英作氏は株式会社三越呉服店の取締役にして英才なり。令甥益田太郎氏は実業界に頗る勢力あり、又太郎冠者の雅号を以て劇作
に名あり。
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