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蘭学における発達の概念の導入について (2)

— Pompe van Meerdervoort, J. L. C.による西洋医学教育の実施前まで

田 中 昌 人

On the Introduction of the Concept "Ontwikkeling" in Japan 

-In Dutch Learning from 1844 to 1859 -

TAN AKA Masato 

本稿では，前稿に続く 1850年代末までを取り上げる］）。中国における阿片戦争 (1840-1842)

後， 日本の開国までの蘭学をめぐる状況に留意しつつ，開国後，闇学が盛んになり始めた時期に

おける ontwikkelingの概念の導入を資料的に考察する。これまでの調杏で明らかになってきたこ

とが2つある。 1つは，各地の蘭学熟で使用された和蘭文典の写本や覆刻本の一部に ontwikkel-

ingなどの語が用いられており，その訳出には多様な努）Jが重ねられてきていたことである。 2

つは，蘭医学では小児科医書だけでなく，生理学や病理学などの医学書で ontwikkelingの概念が

数多く導入されてきていたことである。前稿に続き，本稿第 1部では闇語学，第 2部では蘭医学

における導入を扱う。

1 蘭語学の普及•発展

闇語学の諸成果の刊行が陽の目を見るようになった時期で注目されるのは1855・安政 2年であ

る。前年． H米和親条約が調印され，引き続きイギリス，ロシア，オランダとも和親条約の締結

が進んだ。幕府は「洋学所」を置き，軍制を試み，長崎では海軍伝習を始めるなど．外交．交易，

軍事，科学等の分野で，幕府の統制下に実効ある知識と技術の摂取をはかり始めた。それらが摂

取できるのはオランダ語を介してであった。この時に．条件と自覚をもった蘭学者達は，なお妨

害にあいつつも一定の庇護と工夫をこらして．それまでの日本におけるオランダ語学の到達水準

を示す 3種類の刊行物の出版に成功した。

1つは，桂川甫周編『和闇字彙」 (1855-1858・安政 2-5年）である2),3）。これは Halma,

F.の［Woordenboekden Nederduitsche en Fransche Taalen」 (1729) を稲村三伯らが「波留麻和

解J(1796 ・寛政 8年）として訳出し，さらに Doeff,H.その他によって『（道繹法児馬）』（1833・ 

天保 4年）として作成された，いわば江戸，長崎の通詞，闇学者などの努力に成る共同の労作で

ある。これまでは刊行が許されなかったが，桂川甫周らの尽力によって公刊されたものである。

但し，その内容は原典と和訳の双方において時代的制約を受けている。特に18世紀後半から19世
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紀前半に至るヨーロッパ等でオランダの置かれた位置や西欧文化の発展，それらに基づくオラン

ダ語の変化，オランダ語の語彙や文法の整備の成果を反映していない面があった。 18世紀後半に

オランダ語として登場してくる ontwikkelenは採録されておらず，採録されている wikkelenは和

訳されることなく，例文訳が行われるに留っていた4)0 

いま 1つは馬場穀里『閾語冠復辞考J(1855 ・安政 2年）である5),6）。これは接頭辞，接尾辞

に限定されていたが，さまざまな語意の理解が進んできた所で，前稿で取り上げた蘭語学者達の

労作の集積として刊行された。接頭辞 ontの論究に関しても総合的な到達水準が示されているが，

オランダにおける文法近代化における移行期の特徴を示さざるを得なかった。 ontwikkelingの説

明は行われていない。本書については別稿で検討を加える。

3つめは，大庭雪斎訳「謀和闇文語』 (1855・安政 2年）である7,8)。本訳書の原典は，マート

シカッペイ共益社 (DeMaatschappij : tot Nat van't Algemeenー以下， Maatschappijと客称

-)9)ー③の「GrammaticaJ （第 2版・ 1822) と『Syntaxis』 (1810) である9)―①,31)。両害は日本

においても 1840年代からオランダ語学習の入門書として原典覆刻版が作成されて最もよく用いら

れた。現在も各地に保存されており，学習の書き入れが残されている。 ontwikkelingなどの語へ

の書き入れも多様に見出されるので大庭雪斎の訳とともに本稿で検討を加える。

1857 ・安政 4年になると，これらを含む諸成果と，幕府が蕃書調所に幕臣とその子弟を入学さ

せ，翌年からは陪臣の入学を認めて闇杏講読を始めるという時代的要請が生ずることによって，

一般に向けてもさらに多くのオランダ語入門手引書が刊行され，引き続く他の西欧語の学習の開

始と共にあって， しばらくは闇学を介して西欧諸学・文化の導入が推進されることになった。

1) 大庭雪斎『諜和蘭文語前編』（1855・安政 2年）における ontwikkelingなどに対する訳語

の吟味7),8)

1840年代になって各地の閣学塾で用いられてきた和闇文典の覆刻版としては Maatschappijの

「Grammatica」や『Syntaxis」,『Rudimentia』，さらに Weiland,P.の rNederduitscheSpraakkunst」

などがあった。最も用いられたのは Maatschappijの「GrammaticaJ と「Syntaxis」と見られてい

る。大庭雪斎の「謀和闇文語前編」は Maatschappij 『Grammatica,of Nederduitsche Spraakkunst』

第2版 (1822)の和訳である9)ー①。意味には「語法学」を，漢字は「瓦鸞麻知加」をあてている。

大庭雪斎 (1805-1873) は，佐賀藩士で漢学の素蓑の上に，島本良順， Siebold.Ph. Fr. von, 

緒方洪庵の下で蘭学を修め，本書を刊行して佐賀藩蘭学寮， さらに好生館で指導に当り，その内

容は医学，窮理学，数学などに及んだとされる。見識をもって閾学を摂取したことは，本書の「例

言」にもうかがえる。即ち，地球上には多くの国があるので，一国を中心に他を外夷とみたり，

貴賎を決めることはできないと述べる。外夷といえども天理を究明して他に長たらんと欲してい

るのであって，どの国も「全地球ヲ以テ巳レカ有卜為ント欲スルヤ必セリ」とみて，「故二 國

家二忠セント欲スル者ハ，支那和湖佛良英吉利等ノ外夷ヲ撰ハス，其天理ヲ講スルノ深i箋ヲ知リ，

其伎佃ノ巧拙ヲ察シ，努カシテ之レカ右二出ン事ヲ勉強スベシ」 (1~ 2)等と説いている。
ホールセ，セルス

大庭雪斎は接頭辞を含む voorzetselsを「冒 僻」と訳した10)。§ 166では，冒辟について「雨

賓僻（名詞）一以下，本稿引用文「 」内の（ ）に現代訳を副えたー間ノ系累ヲ示し，或ハ

賓僻卜活僻（動詞）トノ中間ノ系累ヲ示サンガ為二，冒僻卜名ル僻ヲ用ユ。其冒僻ノ名アル者ハ，
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常二賓僻ノ冒頭二在ルガ故ナリ。且ツ冒辟陪僻（形容詞） 卜合井シ，亦夕活辟卜合井シ用ユ。其

活辟卜合併セル者ハ，〔ー五七〕章ノ論卜，下條トニ於テ瞭然タルガ如ク，或ハ分析ノ者アリ，

或ハ搬帖ノ者アリ」（ニー71) と訳出している。§ 157はzamengesteldewelkwoordenである。
サーメンゲステルデウェルキウォールデン

合 井 活 僻（複合動詞）と訳し，§ 157では，「賓辟卜合井スル」，「副僻卜合井スル」，

「冒辟卜合井スル」（ニー66,67) ことを指摘し， § 159では「活篇辛ノ活憫分二強音ヲ受ル者ハ直
ォ／シケイドバーレ

二冒辞ヲ其前二冒ス」のでこれに onscheidbareとして「槻 帖」（ニー67) の訳をつけている。

続けて， § 160では「冒僻ヲ合井セル活辟二誦呼ノ強音冒篇辛上二落ル者ハ，前者(§ 159ー田中註）

ト相反シ，嬰渦二於テハ其冒辟ヲ分析ス」として scheidbareに「分析」（ニー67) の訳をつけて

いる。さらに， § 168では「他僻トノ合井二於ル冒僻ノ用法」を示すとして，「活辟 komen及ビ

之ヨリ韓セル買辟 komstkomingノaan卜合井セル者ハ aankomen （付キ来タル）， aankomst （付

キ来リ）， af卜合井セル者ハ afkomen （離レ来ル）， afkomst （離レ米リ）， be卜合井セル者ハ be-

komen （来タス）． bekomst （来タシ）． her卜合井セル者ハ herkomen （回リ来ル）， herkomst （回

リ来り， in卜合井セル者ハ inkomen （入リ来ル）， inkomst （人リ来リ）， ont卜合井セル者ハ

ontkomen （解ケ来ル）， ontkomst （解ケ来り， over卜合井セル者ハ overkomen （越へ来ル），

overkomst （越へ来り」（ニー71,72)などと訳している。そして§ 169では，「強音アル槻帖冒僻」

として，「ant, be, ge, her, on, ont, ver, wan」(=-72) の8種類をあげている。

ここでも ontの用例に ontwikkelingがあがっているのではない。しかし，原典第 2版の§ 138 

の説明文中には ontwikkelingが用いられており，大庭雪斎はこれに訳をつけている。「諄和蘭文

語前編』の第 2分冊「前編 中」で「第二編 各異文語分（品詞論）」の§ 121から始まる「活僻

（動詞）」の「 4 Over de vervoeging, en bijzonder over de deelwoorden, en over de wijzen en 

tijden der werkwoorden」を「活僻嬰盈井判僻井活僻ノ法，時刻」と訳しているが，その「一三八」

の説明文中である。原典では次のようになっている9)ー①゚

「§ 138 Ter nadere kennis van de vervoeging der werkwoorden, moet men vooral een naauw・

keurig begrip van hunne wijzen en tijden hebben, bij welker nadere ontwikkeling ook de 

onderscheiding van getallen en personen kennelijk zal worden. De wijzen zijn vier in getal, de 

onbepaalde namelijk, de aantoonende, gebiedende en aanvoegende.」（69-70)

この部分は「GrammaticaJ の初版 (1814) では§ 137であるが，内容は第 2版 (1822) の§

138と同ーである9)ー②。したがって， ontwikkelingは少くとも 19世紀の10年代初期にオランダ語

の「Grammatica」に登場していたことになる。大庭雪斎はこの部分を次のように訳した。

「（一三八）活偽辛ノ嬰高ヲ審ニセント欲セハ，裳二先ツ其法卜時刻トヲ精詳二理會スペシ。若

シ能ク之ヲ了解スルニ及バ、，即チ夫ノ藪卜人トノ区別モ，亦夕将二瞭然タルヲ得ルアラン。法

ノ藪四個不定法，顕示法，命令法，疑示法，是ナリ」（ニー30)

ontwikkelingは「了解スル」と訳されている。

2)飯泉士譲撰『和蘭文典字類前編」 (1856・安政 3年）の場合II).33)

Maatschappij 「Grammatica」第 2版 (1822) は，熊坂健「和蘭文典前編」 (1840・天保11年），

箕作玩甫『和蘭文典前編J(1842・天保13年）等として覆刻刊行された。本字類はこれら覆刻版

をもとにそこで用いられている約2000語をアルファベット順に配列して品詞名と訳語をつけたも
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のである。この中に ontwikkelingが次のように収録されている。
↓ +rヘド・9、

「ontwikkeling ~溢」 (43)

この字類にはもう 1つ「トキ＂ん」の訳が与えられている語がある。「 ophelderen 器盆て廿益Fぺ」

と「opheldering ~ 堂」 (44)がそれである。こちらは上がるなどを表わす接頭辞 opが附いて，
トキアカシ

不思議なことなどが解明されて精神的に尚まる意味なので， ontwikkelingの「 解 」とはやや

異なるが，それを文字による区別で示すことはこの段階ではまだできていない。

なお， Harris,T.の来航した1856・安政 3年とその翌年にかけては Maatschappij「GrammaticaJ

の訓点や部分訳を行ったものが相次いで刊行された12).13）。しかし，いずれも原典の第 2編「Over

de Qnderse heidene Taal of Rededeelen」の§ 25からである。刊行本の内容幅の順に示すと，小川

玄龍「裔闇麻知加訓諄」 (1856・安政 3年）は§ 52まで，著者未詳「訓黙和闇文典」 (1857・安政

4年）は§ 68まで，竹内宗賢「和闇文典読法」 (1856年・安政 3年）は§ 120まで，遠田天藉「和

蘭文典諜語答J(1856年・安政 3年）は§ 129まで，小原享繹「挿諜俄蘭磨智科」 (1856・安政 3年）

は§ 135までである。いずれも ontwikkelenの含まれている§ 138にまでは達していない。

3) Maatschappij 「Grammatica]の和訳手稿本および写本等の検討

これまでの調究で 7種類の手稿本ないし写本等で§ 138を含む学習が行われ， ontwikkelingに

訳語や発音が付けられていることが明らかになった。以下で取り上げるもの以外に．例えば大阪

大学附属図書館の適熟文庫には．「GrammatigaJ とする本書の全写本があり， § 138のontwikkel-

ingはontwikkeringになっているなど，学習上の興味がひかれる資料はあるが，該当個所に書き

入れのないものは割愛した。

① 淡輪雉斎「GranmmatikaJ (1838 ・天保 9年） 14).15) 

この資料は熊坂健や箕作玩甫による覆刻版が刊行されるより以前に，前稿第 2部で取り上げた

「幼幼精義」 (1843・天保14年開彫）の訳者堀内素堂と親しかった坪井信道に江戸で教えを受け

た淡輪護斎が．原典の§ 25から§ 175までを全文筆写して訳と説明を記したものである。

書名の「Grammatica」が誤記されており． § 138でも ontwilkeningと綴った後で nをrに訂正

している。なお， KKをlkとするのは坪井信道の師である宇田川玄真の「検施韻府」に用いられ

た筆記様式である。この記尾に「トキアカシニ」 (107) の訳がつけられている。したがって前節
トキアカン

で取り上げた飯泉士譲撰「和闇文典字類前編」 (1856) で採用された訳「 解 」は，淡輪蝿斎

の写本と書き入れが後世のものでないとすれば，飯泉士譲より 18年前に，江戸ではすでに用いら

れていたことになる。

② 訳者未詳「和蘭文典前編一賀蘭麻智架摘語解ー」（時期未詳） 16).17) 

本資料およびそこに一括される蘭語学，蘭学関係の諸資料は高岡の佐渡家九代蓑順の時に弟の

協力を得て蒐集されたと伝えられている。養順の弟は坪井信道の養子となり坪井信良と称した。

加賀藩では宇田川玄真門を重用しており，「賀蘭麻智架摘語解Jにも，その影響がkk→ lkの筆

写様式として現われている。しかもここには「ontwilkeling 説明シ 結付ヲ解クト意ヨリ韓シ

タル也」というように訳語と語源的説明が行われている。

③ 訳者未詳「諄瓦鸞磨智科 (Garanmatika)」（時期未詳） 18),19) 

本資料は尾張徳川家旧蔵書を基本にした蓬左文庫の水野正信旧蔵書に収められており，長男正
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遠の蔵書印がある。尾張の蘭学は， 1816・文化13年に吉雄俊蔵が名古屋に観象堂を開いて教授，

翻訳，医療，暦象にたずさわったことに始まる。吉雄俊蔵の没後， 1847・嘉永元年に尾張藩は長

崎から白石平兵衛を迎えて上田仲敏に菌学を学ばせた。上田仲敏は琥を菊酒家と称し，後に伊藤

圭介らと尾張城内に洋学館を開いている。本資料の版心に「伎久酒耶」の銘があるのでこの頃の

ものであろう。ここでも『Grammatica」が誤記されている。「瓦鸞磨智科」は大庭雪斎の『繹和

蘭文語前編』の別名『瓦鸞麻知加」と類似しているので本資料は九州の系統を汲んでいるとみら

れる。§ 138の ontwikkeling の上部には横向きに「溢R,＇、 ~I卜」と読める訳があてられている。

なお， § 149のontvouwingにも「解明シ」をあてている。

④ 訳者未詳「ガランマチカ和解』（時期未詳） 20).21)

本資料は静嘉堂文庫所蔵の大槻文庫本である。版心に春水堂の銘がある。なお， l石］文の写本は

黒羽藩作新館文庫にもある20)。いずれも直繹形式で§ 138は次のようになっている。

「§ 1百 3三十 8ハテルナーデレ ケンニス ハンデフルフーキングテル ウェルキウヲ

ルテン動字の フルフーキング結ひ付乃ナーデレ委しき ケンニス志＇）ぬまて ムー

ト メン 人が ホールアル とり分けヱンナーウケウリフ精密なるベクリップハン

ヒュン子それのウェイセン法やヱン さうして ライデン時のベクリップ理會を

ヘッペン ムート もたねハならぬベイ ウウュルケルそれのナーデレ委（し）き ヲン

ト ウ井ッケリング引起しにそふて ヲーク 又デランデルシケイジングハン ゲタルレ

ン箪複やヱン さうしてベルサー子ン 人稲の ヲンデルシケイヂング区別がケン子

レイケ いち志るしく ウヲルデン なるでサ ル あらふ所のものなり 0 デ ウェイセン

法がセインヒールイン ゲタルデヲンヘ ハ ー ル テ 不 定 法 ナ ー メ レ イ キ 即 テ アー

ンドイ子ンテ匝説法ゲヒーテンテ使令法ヱン さうして アーンフーケンデ未定法な

るケタル藪に於て ヒール四ツでセインある」

「ヲントウ井ッケリング 引起しにそふて」は，比較的初期の訳とみられる。動字の法として，

不定法．直接法，使令法，未定法があるとしていることと共に訳語の系統とその発展について検

討が求められる。

⑤ 訳者未詳「和蘭文典前編直諜 乾j（時期未詳） 22)

本資料には「藝藩渡氏」として渡氏の朱印があり，地部に「文典前扁」と朱書されている。§

138は次の如くである。

「第百三十八章活辞ノ結付ノ精シキ知リマデニ人ガ取分ケ彼ノ法卜而時卜精密ナル理曾ヲモタ
ヲ/卜汁，ケリング

子バナラヌ夫ノ精キ鮮 明シニ添テ亦数卜而人ノ区別ガ著クナルデアロフ所モノナリ 〇法

ガ数二於テ四ツアル不定法即匝総法使令法未定法」

これは，先の大槻文庫，作新館文庫旧蔵本のオランダ語の片仮名読みを省略して訳に訂正を加

え，平仮名訳を片仮名訳にして朱筆訂正をしているという特徴をもっている。訂正の主なものは

「動字」を「活辞」に，「委しき」を「精シキ」に，「志リぬまて」を「知リマデニ」に，「それの」
ヲ／卜 it，ケ＇1ング

を「彼ノ」に，「引起しにそふて」を「鮮明 シニ添テ」に．「箪複」を「数」に，「人称」

を「人」にしている。その上で朱筆は，「知リマデニ」に朱点を打って「学問二」の文字が添え

られ，「彼ノ法卜而時卜」の次に「ノ」が加えられ，「鮮明シニ」を朱線で消して「ホグシダシニ」

との添え書きがある。「亦数卜而人ノ区別」のところは，「数」に朱点が付けられて「限複」が添
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田中：蘭学における発達の概念の導入について (2)

えられ，「人」の次に「称」が加えられている。ここは大槻文庫本などと同じになったことになる。

「未定法」では「未定」に朱点が打たれて「疑問」が添えられている。「疑問法」にかえられた

ことになる。

ここでは， ontwikkelingが「引起しに」から「鮮明シニ」となり，さらに朱筆で「ホグシダシ

二」と訂正が重ねられ，この部分だけ和訳にオランダ語の発音が片仮名で「ヲント井ッケリング」

と付けられていることが注目される。「ホグシダシニ」は，本稿 8)一①で佐倉藩の木村軍太郎が

覆刻版の書き入れに「ホゴシ出ス」をあて， 7）一⑤で取り上げる水戸藩の菅政友が「Syntaxis」

の対繹で ontwikkeltの訳に「フグシ出ス」を用いていることとあわせて，訳語の系統の解明が待

たれる。時期と地域と階層が関連しているのであろうか。

⑥ 佐竹得照「和蘭文典前篇直諜」（時期未詳）23),24)

本資料には「住吉町福恩寺蔵書」とある。佐竹得照は真宗大谷派の僧であり，尾張で上田仲敏，

伊藤圭介とともに藩邸内の洋学堂などで蘭学を修めたとされる。§ 138は同じ尾張藩の 3)一③の

資料より訳がこなれている。

「O第百三十八章 動詞ノ結付ケノ委シキ意味ニマテ人ガ取リ分ケテ彼の法ヤ時ノ理會ヲ綿密

ニモタ子ハナラヌ夫ノ精キ説キ明カシニ添テ単複ヤ而シテ人ノ振別力著シクナルテモアラフ処ノ

モノナリ 法ガ即不定法直説法命令法疑問法ナル数二於テ四ツテアル」

これを 3)ー⑤の資料とくらべると，「活辞」が「動詞」に，「精シキ知リマデ」が「委シキ意

味ニマテ」に，「法卜而時卜精密ナル理會ヲモタ子バナラヌ」が「法ヤ時ノ理會ヲ綿密ニモタ子

ハナラヌ」に，「精キ鮮明シニ添テ」が「精キ説キ明カシニ添テ」に，さらに「未定法」が朱筆

訂正をした「疑問法」に改められている。 ontwikkelingは「説キ明カシニ」となっている。

⑦菅政友「和蘭文典成句篇射繹 ー」（時期未詳）25),26),27)

資料名の「成句篇」は誤記である。「一」の内容は rcrammaticaJ の第 2編§ 25からの封訳で

ある。菅政友は水戸藩主徳川斉昭の命で豊田天功の監督の下に 8人の学生の 1人として神文宜誓

を行い， 1855·安政 2 年に緒方洪庵門下の下間良弼に，その後1856• 安政 3 年からは京都の闇学

者栗原唯一に蘭学を学んだとされる。訳の§区分はなく，該当個所は次のように訳されている。
ケンニス

「働詞ノ配偶ノ委キ識別二迫人力殊二彼ノ法ヤ及時ノ綿密ナル理解ヲ持子バナラヌ夫ノ委キ
オントイクケリング ケ 9 j’ レーキ ウヱルケル

入レカヘ二傍テヌ単複ヤ及人称ノ福別力著シクナルテ有フ所ノ者ナリ 法力藪二於テ四ツアル則
，，，ピイナンデ アニンフーゲンデ

不定法匝説法使令法及疑問法 」

これを 3)一⑥と比べると，「動詞」が「働詞」に，「結付ケ」が「配偶」に，「委シキ意味ニマ

テ」が「委キ識別二辿」に，「理會ヲ綿密ニモタ子ハナラヌ」が「綿密ナル理解ヲ持子バナラヌ」

に，そして「精キ説キ明カシニ添テ」が「委キ入レカヘ二傍テ」となって，「入レカヘ」に「オ

ントイクケリング」と片仮名が振られている。

以上， 3）一④から 3)一⑦までの直繹形式を基本とした 4編をみると， § 138では werkwoor-

denとontwikkelingの訳に苦心をしていることがわかる。「動字」と「引起しにそふて」，「活辞」

と「解明シニ→ホグシダシニ」．「動詞」と「説キ明カシニ」．「働詞」と「入レカヘ二」と，共通

の直繹形式の中でこの 2か所の訳語だけが4資料とも異っている。 werkwoordenの和訳は他の品

詞ともども意味はとらえた上でそれをどう表現するかの問題であるが． ontwikkelingの方は意味

をとらえる上での困難が大きかったことがうかがえる。
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4) Maatschappij 「GrammaticaJ の覆刻刊行本への書き入れの検討28),29)

これまでの手稿本等と異なり，ここで取り上げる資料はいずれも 1940年代なかば以降に，各地

の蘭学塾などで用いられた数種の覆刻本に学習者によって書き人れが行われたとみられるもので

ある。これまでに 7種類を見出すことができた。

① 木村軍太郎 (1849・嘉永 2年）によるもの29)一①

木村軍太郎は Perry,M.C.来航以前の1849年に佐倉藩の命で坪井倍道門下の杉田成郷の塾で

蘭学を学び，後に高島流砲術家として活躍した。本資料は佐倉藩所蔵の覆刻本で箕作玩甫の覆刻

した「SyntaxisJ と合本されている。覆刻本が1840年代に作成されて，各地の藩校に旧蔵されて

いるものにはこのような藩命に基く要請も少くなかったのであろう。§ 138のontwikkelingには

黒細筆で「トキアカシ」 (36) の書き入れがある。なお後記するように「Syntaxis」の該当語に

も書き人れがある。 (8)ー①参照）佐倉藩所蔵の「Grammatica」覆刻本は他に 8冊見在するが，

該当個所に書き入れを認めることはできなかった。

② 本間貞順 (1859・安政 6年）によるもの29)ー②

本資料は同志社大学図書館荒木英学文庫所蔵本である。訳を黒細筆で入れ，朱で訂正しつつ返

り点を送ったとみられ， § 138は次のようになっている。（ ）内は朱字である。

I・/;)於クワシキ Jll!念 附會 l8わ］ デアラ 7 人か 味

「s.138 Ter nad-ere kennlS van de vervoeglng der werkwoorden. moet men vooral een 
（四I

d化術（ナル） 呪駐 、 モ‘ノ ソフテ ・Jレ→ クワンキ ヒロガリ 人

naauweurig heg_rip v~n hunne wijzen en tijden heh.hen, hij welker nadere ontwikkeling ook de 

種々 (|メり11J)) 藪（ヤ） ｛及' (Jll!會セ） デアラフ カタル ンカタ lハ） 四 I/) 於 齢

onderscheiding Van getallen en personen kennelijk z al worden. De wijzen zijn vier in get.al, de 

也接（法） 使＇が 1KI 疑問 (ll.l 

onhepaalde namelijk, de aantoonende, gehiedende en aanvoegende.」（36)

これまでの資料の訳語とは異り， werkwoordenは「活詞」で ontwikkelingは「ヒロガリ」となっ

ている。

③ その他，記入者と記入年が不明のもの

い） 千葉大学附属図書館亥鼻分館には佐倉順天堂蔵書印と岡本道庵，津田禎蔵の署名がある箕

作氏覆刻本で§ 138のontwikkelingの下に「鮮明シニ」 (36)と朱筆で書き入れたものがある29)ー③0

もう 1か所の書き入れは「理會ヲ」であるので， 3）一⑤と同じ系統とみられる。

(ii) 同志社大学図書館荒木英学文庫には，②で紹介したもの以外に ontwikkelingの上部に「ト

キアカシ」と訳をつけ，オランダ語の下部に「ウ井ッキリング」 (36) と発音を記入した後，発

音仮名を抹消したものがある29)-瓦

(iii) 同文庫にはいま 1つ， ontwikkelingの下部に「トキアカシ」 (28) と訳をつけたものがあ

る29)一⑤

(iv) 雄松堂マイクロフィルムに収録されている熊坂健の覆刻本には ontwikkelingの下部に

「船」（36) の書き入れが行われている29-R。

(v) その他，訳語の系統の異るものとしては，九州大学附属図書館所蔵の箕作玩甫の覆刻本に

は「発明二」 (28) との書き入れがある29)ー⑦。
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田中：蘭学における発達の概念の導入について (2)

5)大庭雪斎「諜和繭文語後編」 (1857・安政 4年）における ontwikkeltなどに対する訳語の

吟味30),31)

大庭雪斎「諄和蘭文語後編」は Maatschappij 『Syntaxis,of Woordvoeging der NederduitscheJ 

(1810) の和訳である31）。これは「成句論」である。漢字は「聖太幾施斯Jをあてている。そ

の§ 175で文章構成上の最も陥入り易い誤りが述べられており，その中に次の説明がある。

「§ 175 （中略） Teropheldering moge het volgend voorbeeld dienen: werkzaamheid versterkt 

het ligchaam, ontwikkelt de vermogens der ziele, en alle kwade gedachten en verkeerde lusten wor-

den door dezelve geweerd.」（89-90)

この後半部分を「enweert alle kwade gedachten en verkeerde lusten.」とした方が適意でわか

り易く文章として勝れていることを述べているのであるが，その前半部分の文章に ontwikkeltが

含まれているので，訂正個所の説明より前の例文訳を紹介し， ontwikkeltにつけられている各訳

語を取り出して以下，検討する。
茫盃 K 全-や 恙 4 さ 零 r なせゞ ⇒

「今其鮮繹二次例ヲ用ル Jヲ得。 werkzaamheidversterkt het ligchaam, ontwikkelt de 
堵ミ r ..;, 涯・入，トドへ叶之 配什 喰くや 上 臣轡卜← ⇒ 蝉ヽ ・介14や 之， 田，卜 刃△ 91 益や

vermogens der ziele, en alle kwade gedachten en verkeerde lusten worden door dezelve geweerd. 

〔安孟K全,.....,や琴如湮<さ令‘沓宍『<紺赳 K会匡ふトI'---11'叶会胤q廿洲 <..L臣徳卜ぷ全裸りらr,..Lや

吋 Il缶 1卜坦や全，〕此成句ノ末暇ヲ左ノ状態二髪スルトキハ，流行ノ適意ナルト，容易ナルト，
匡．い卜 ぢへ fへ 9卜d→ 酎+

分明ナルトニ於テ，著シク勝サレル J' 誰レカ之ヲ覚セサランヤ。 en weert alle kwade 
喩＜ ↑ + 巨轡卜ふ ⇒ 叫•9•9 へ↑

gedachten en verkeerde Justen. 〔至ぶ IトI'---11'叶全固牡ヤ神＜土巨莞！トぷ会燕ff9,.....,..L『益へ〕」（五一

34-35) 

「ontwikkeltde vermogens der ziele」には「心ノ威カヲ発生スル」の訳があてられている。

6) 高橋重威撰「和蘭文典字類後編』 (1858• 安政 5 年）の場合32),33)

Maatschappij 「SyntaxisJ (1810) も，熊坂健『和蘭文典後編J （時期未詳）．箕作玩甫「和蘭

文典後編成句論J(1857 ・安政 4年）などとして覆刻刊行された。本字類も飯泉士譲撰「和闇文

典字類前編」 (1856・安政 3年）の場合のように．これら覆刻版をもとにそこで用いられている

約2300語をアルファベット順に配列して品詞名と訳語を「平易ヲ以テ意味ノ通暢スルヲ本旨」 (1)

としてつけたものである。この中に ontwikkeltが次のように収録されている。
,.,_.,., n 

「ontwikkelt 匡器徊製k」(56)

この「奮起（ヒキオコ）ス」は奮い起たす意味であって．本字類でもう一つ「ヒキオコシ」の
凶廿"n、言

訳が与えられている「opwekken 匡器 悪掴 」 (58) とは意味が異ることは漢字によって示さ
トキアカス

れている。なお，飯泉士譲撰「和蘭文典字類前編』 (1856) で． ontwikkelingと同じ「 鮮 」
↓ +fへや

の訳が与えられていた ophelderenは「匡挙如共岩 k」,ophelderingは「ぷ共器」 (57) と改

められている。「後編」には ontwikkelingは収録されていないが．これで「和蘭文典字類Jにお
トキアカン トキアカシ

いては「 鮮 」と「詳説」の区別が一先ずついたことになる。「解き明かす」は問題を解いて

わかりよくすることであり．「説き明かす」は意味を説いてわかりよくすることであるが．この

区別が蕃書調所におけるオランダ語の理解においてもでき始めたのであろうか。

1856-1857年にかけては Maatschappij 『GrammaticaJ の訓点や部分訳を行った入門初級用の

手引書が相次いで刊行されたが．「SyntaxisJ に関してはそのような手引書は刊行されず．直諜
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形式のものも見出されていない。

7) Maatschappij 「Syntaxis」の和訳手稿本および写本等の検討

これまでの調杏によって， 5種類の手稿本等で§ 175の訳を見出すことができた。内 4種類は

「GrammaticaJ と同じ学習者によるものである。以下に 5) であげた原典の部分の和訳を中心

に紹介，検討する。

① 訳者未詳「和闇文典後編一世印太吉思斯摘語解一j（時期未詳） 34).17) 

本資料は扁岡の佐渡家九代養順によって蒐集されたものである。同一の資料に写本と摘語解と

覆刻本の 3種類あることが rGrammatica』の場合と同様．他所の資料にはみられない特色である。

ここでも写本と覆刻本には書き入れが認められないが， r世印太吉斯摘語解」では「ontwikkelt

活澄ニスル」の訳があてられている。

②訳者未詳「和蘭文典後編直諄 坤』（時期未詳） 35)

本資料には「藝藩渡氏蔵書」と記され，地部には「文典後扁」と朱書されている。§ 175の例

文訳は次のようになっている。
7 9し入テルト ヲ/トイ，ケルト

「O鮮マテニ次ノ例ガ用立湯ガシ働強キ事ガ体ヲ強メル心ノ勢ヲ発生ス而シテ諸ノ悪キ考卜
7 9しケールデ リュステン ゲ上ールド

及間違フタル好ミガ夫二由テ防ガル、」

この部分には朱筆訂正はない。大庭雪斎の『繹和闇文語後編」とくらべると．「精勤スル事」

が「働強キ事」に．「心ノ威力」が「心ノ勢」に，「楽ミゴト」が「好ミ」になっているが．
ヲ／トイ，ケルト

ontwikkeltの訳は大庭雪斎と同じく「発生ス」で，この部分は「心の勢ヲ発生ス」である。

③ 原貞泰「設卯多幾斯和蘭陀語法」（時期未詳） 36)

本資料には「西肥佐嘉 原梅南貞泰」の署名がある。その「第三篇属文及文開」に「合井句錯

誤」とあり，大庭雪斎が第 3編を「章句ノ合併及ヒ其各異類」（文章の結合とその種類）とし．

§ 175を含む見出しを「句々ノ合井二於ル最尤ノ謬誤」としているのとは巽るが．佐賀の蘭学と

しての系統を残しているようにも思われる。
壬さ く 涯ヽ 零＂ 圭 珊 X

「即チ次例二於テ之ヲ察スベシ『werkzaamheidversterkt het ligchaam ontwikkelt de 
奪 r 、 主要 足・9‘'卜翌i-- '""" '--亜 土や 呵く ⇒ し1任l，ト 丘ヤ

vermogens der ziele, en alle kwade gedachten en verkeerde lusten worden door dezelve geweerd. 

四腔ヲ厘三l精神ノ勢ヲ匝国三］而シテ諸ノ悪キ考ヘヤ違ヘル楽ミガ之二由テ、匪三五こ口」

同じ佐賀の大庭雪斎とくらべると「精勤スル事」が「出精ハ」に，「悪キ考へ」が「悪キ了簡」

に，「之レニ由テ防ガルル」が「ソレニ由テ拒ママル」になった上で．問題としている部分は「心

ノ威カヲ発生スル」が「精神ノ勢ヲ催進ス」となっている。

④ 佐竹得照「和闇文典後編直繹j（時期未詳） 37).24) 

本資料の地部には「文典後編直諜』．背に「福恩寺蔵」とある。 3) 一⑥とセットで保管され

ていたものである。§ 175の該当個所は次の如くである。

「説明二迫次ノ例ガ用立チ得ガシ働ク事ガ1本ヲ強メル精神ノカヲ発出シ而シテアラュル悪キ考

ヘヤ而シテ麒語シタル好ミカソレニ由テ防カル」

大庭雪斎の例とくらべると「精勤スル事」が「働ク事」となって， 7）ー②の例の「働キ強キ事」

の「強キ」がなくなっている。又，「間違フタル楽シミ事」が「麒語シタル好ミ」になり，該当

部分は「心ノ威カヲ発生スル」が「精神ノカヲ発出シ」となって． ontwikkeltには「発出シ」が
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田中：蘭学における発達の概念の導入について (2)

あてられている。なお，京都大学文学部文学科閲覧室にある写本ではこの「精神ノカヲ発出シ」

を除く前後の例文の部分に下線が引かれている。

⑤菅政友『和蘭文典成句編封諜 二」（時期未詳） 38),25), 26), 27) 

本資料は水戸藩の藩命で学んだ菅政友の 3) ー⑦とセットになっているものである。§番号は

ない。和訳文中の（ ）内は訂正文である。
ゥJ ルキサ・ームヘート・

「解キ明シニ迫次ノ例力用立得ガシ働ク事力（「働ク」の横に「強キを書き添えている）
フルステルクト オントイ，ケルト・ ゲウェールド

怜ヲ強メル精神ノカヲフグシ出ス而アラュル悪シキ考ヤ而間違タル安シカ夫二囚テ防力

ル、」

ここでは大庭雪斎にくらべて「精勤スル事」が「働ク事」に，「楽ミ事」が「安シ」になって，
オントイ，ケルド

該当個所には「精神ノカヲフグシ出ス」があてられている。 ontwikkeldを「フグシ出ス」と訳

しているのは 3)一⑤の ontwikkelingを「ホグシダシニ」としているのとほぼ同じ系統の訳語の

つけかたである。なお， 8）―①，②も参照。

以上のように，和訳手稿本および写本の 7)ー①から 7)一⑤までの資料の§ 175をみると，こ
ヲントイ，ケルト

こでも ontwikkeltをふくむ部分の和訳に苦心が払われていることがわかる。「心の勢ヲ発生ス」．
オントイ，ケルド

「精神ノ勢ヲ催進ス」，「精神ノカヲ発出シ」，「精神ノカヲフグシ出ス」がそれである。これに

大庭雪斎の「繹和蘭文語後編』 (1857) の「心の威カヲ発生スル」を加えてみると，ここでみる

限り「心」には「発生スル」が対応し，「精神」になると「発出スル」．「催進ス」，「フグシ出ス」

などが対応している。この対応関係については，後に中村正直が Mill,J.S.の「OnLiberty」(1859)

を『自由之理J(1871-1872 ・明治 4~ 5年）として訳した際に， developmentの訳語として「心

智ノ発生」，「智識才能ノ発出」，「獨自一己ナルモノ（人格）ノ発達」をあてて，心的技能の組織

化のレベルの違いを訳語でも表わそうとした努力ともあわせて検討が必要と考える39)。また，

ontwikkeltに対して，訳者未詳『世印太吉思斯摘語解」（時期未詳）では「活溌ニスル」，高橋重

威「和闇文典字類後編J(1858) では「雀起（ヒキオコ）ス」をあてている。これらはいずれも

「opwekken ,1愴」とは異なり，又いずれも菫なる「発生」よりも一段と勢いのあるレベルを

示す訳をあてていることが注目される。

8) Maatschappij 「SyntaxisJの覆刻刊行本への書き入れの検討40).41).28ー②

これまでの調査では 4種類の；資料を見出すことができた。

① 木村軍太郎 (1849・嘉永 2年）によるもの41)-(l) 

佐倉藩所蔵の箕作玩甫の覆刻刊行した「SyntaxisJで，熊坂健の覆刻刊行本 rcrammatica」に

合本されており，合本の最後には「Duboekbehoort aan K. Gfntaro」の署名がある。§ 175の

ontwikkeltには黒細筆で「ホゴシ出ス」 (44) の訳がつけられた後，別の筆跡の鉛筆でやや大き

く「生スル」 (44) と加記されている。

② その他，記人者と記入年が不明のもの

い） 佐倉藩所蔵の箕作玩甫の覆刻刊行本で，該当文学の上に，右から左への横書きで「コボシ

出シ」 (44) と記入されているものがある41)ー②。佐倉高等学校鹿山文庫には『SyntaxisJが 8冊

所蔵されているが， § 175の該当個所に書き人れがあるのは，前記木村軍太郎署名のものとこの

2冊である。
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(ii) 東北大学附属図書館医学部分館に青木純造寄贈の箕作玩甫覆刻刊行本がある。これには該

当文字の上に「生スル，ホゴシダス」 (44) の記入がある41)ー③。 8)一①の木村軍太郎の書き入

れとは順序が反対であるが，類似種の書き入れが見出されたことになる。

(iii) 東北大学附属図書館藤原文庫には箕作玩甫覆刻刊行本の§ 175の該当行の右襴外に薄群青

色の貼紙をちぎり貼って，その上に黒の細筆で「イキヲヒ00000」(44) と記されたものが

ある。 ontwikkeltde vermogensに附した訳である41)一④。

以上のように Maatschappij 「GrammaticaJ と「Syntaxis」の説明あるいは例文でみる限り．両

者の学習がここまで進んでいる場合には．学習者によって． ontwikkelingとontwikkltの語源が

共通しており，接頭辞ontによって意味が変ったのであり，かつその品詞の違いまで判り始めて

いることがうかがえる。稲村三伯「波留間和解』 (1796) などに比べると類似語との異同が明ら

かになった上で．文法がわかり．文意にふさわしい訳語が与えられ始めている。その結果． 19世

紀半ば頃から次第に ontwikkelingに「解き明すこと」との理解ができ，それによって文意を正確

に把握することができ始め． ontwikkeltは勢よく内から発生することとして能動態にふさわしい

文意の理解が進み始めている。これらには熟間の交流による努力もあったことであろう。関東を

中心に佐倉藩．水戸藩などの藩命を受けてやや後に学んだ士族出身とみられる階層に「ホグシ出

ス」の訳が与えられていること，九州．西 H本側には「説キ明シ」．「発明」．「明ニナル」．「大メ

ル」など多彩であることも興味がもたれる。

9) その他の覆刻刊行和蘭文典類の場合

以降でのべる文典類には ontwikkelingは用いられていない。しかし，これらをみると，接頭辞

ontの説明も近代的文法体系の中で共通してきているのであって， wikkelenをもとに考えれば文

典によって理解が異る事態はなくなってきていることがうかがえる。

① 柳下元良・金子忠範校「新定和闇文範前編J(1856 ・安政 3年） 42),28)ー②

これは， Maatschappij 「Rudimenta,of Gronden der Nederduitsche Taal.』（1827) の覆刻本で

ある。 onasscheidbarevoorzetselsにつしヽては「be,ge, her, mis, on, ont, ver, wan」(4,8) の8

種類をあげている。 rGrammatica」の antがな <,misが加えられている。 ontについては「ont

geeft meestal eene ontrooving te kennen, als : slaan, ontslaan ; heiligen, ontheiligen.」（48) と説

明されている。京都市立西京商業裔等学校平野文庫本には ontroovingの部分に「奪取」の書き入

れがある。

② 木村海蔵校正「和蘭洵乙闇土文範」 (1856・安政 3年）43),28)ー②

これは， Weiland,P. 「NederduitscheSpraakkunst』 (1846) の覆刻刊行本である。 Weiland,

P.はSiegenbeek.M.らと一緒に， 19世紀初頭に，オランダ語の綴りの規則や文法を定める仕事

に従事した。その成果の一つとして本書は1804年にでき，バタビア共和国政府から出版されて，

以後版を重ねたものである。この§ 363では onscheidbarevoorzetselsとして「be,ge, her, ont, 

ver」（地ー52) の 5種類をあげて， § 367では ontを取り上げ， ontleeren,onthoofden, ontman-

nenとontbonden, さらに ontbranden,ontblooten, ontslapenなどにわけている（地ー52)。

③ 福井藩「和闇語学原始」（時期未詳）44),28)ー②

- 22 -



田中：蘭学における発達の概念の導入について (2)

これは，『Eerstebeginselen der Nederduitsche Spraakunst」 (1844) の覆刻刊行本である。原本

は杉本つとむによると，オランダ領東印度における学校用の教材とみられるとのことである。こ

こでは onscheidbarevoorzetselsとして，「ge,ont, her, be, wan, ver, mis」(23) をあげている。

これら Maatschappijを含む各種の覆刻本に共通してきたのは， voorzetselsにおいては，これ

をscheidbareとonscheidbareにわけて，発音の変化とあわせて把え，精選すると共に，語意を

より普遍的，本質的なものにおいて認識できるようにすることであった。この 3覆刻本では

ontwikkelingの語は用いられていないが，文法全体を1本系的に学び，個々の問題を位置づけて総

合的に文章に則して理解する教材としての内容は整ってきた。

10) 1857 ・安政 4年刊行のオランダ語手引書において

これ以後， 1857・安政 4年になると，幕府は外交および軍事上の必要から古賀謹一郎を頭取と

して，蕃書調所を設け，幕臣とその子弟を入学させて， Maatschappijの「GrammaticaJと「Syntaxis」

を用いて蘭語学の句読から始まる教育を行い，翌年には陪臣の入学を認めた。各国との通商条約・

貿易章程が調印され，オランダ語が公用語として用いられるという機運の下で，近代化されたオ

ランダ語文法の簡便な解説書などの需要が高まり，相次いで刊行された。

可野亮「蘭學独案内」 (1857・安政 4年）45).28)―②.50)，香虐閑人『和蘭文典便蒙」 (1857・安

政 4年）46).28)―②.50)，柳河春三「洋學指針J(1857 ・安政 4年） 47).28)―②.50)等がそれで，いずれ

もvoorzetselsはMaatschappijの rcrammatica」を基本とした説明となっている。覆刻本やこれ

ら入門和書を学ぶことによって，それまでの蘭語学習においては，単語の語義を認識するために，

例えば語に接頭辞や接尾辞がつくことによって，意味がどう変るかということに関心が向き，文

法も個別項目ごとに理解され勝ちであったのが，変り始めた。狭義の語義変化に対する関心と共

に，それだけでなく発音の変化も含めて文法の全体体系を学習して，それとの関連で文意を正し

く理解できる条件が整ってきた。その下でオランダ語をその歴史的変化と文法の近代化において

理解すると共に，翻訳を通じて日本語とその内容の吟味も進むことになった。

いま一つ，この年に弘前の佐々木元俊によって覆刻された書に遠西葛拉欧児私「蕃語象脊』

(1857 ・安政 4年）がある48)。原典は Kramers,J.J.『Kramers'Woordentolkverkort」(1854)で，

オランダにおける外来語辞典である。この中には次の内容が含まれている。

「developperen,ontwikkelen, ophelderen. de verb is ad verbera, van slagen tot woorden.」（113)

これまでの所，書き入れは見出されてないが，蘭和辞典に ontwikkelingが収録されていない時

に，この覆刻本で developperenにontwikkelenが対応していることが注目される。前後して刊行

された「和闇文典字類前編J (1856) ではここで用いられている ontwikkelenとophenderenに
トキアカス トキアカス

「 解 」がつき，「和闇文典字類後編」 (1858) になって後者に「詳説」があてられた経過が

あるので，蕃書調所を中心にこの developperenに対応するオランダ語に日本語がつけられてい

く過程で本覆刻本の果たした役割は別途研究される必要があろう。

かつて吉雄権之助 (1785-1831)は，師中野柳圏の「作文必用諄書須知 属文錦嚢』（時期未詳）

を増補改訂した「里訂属文錦嚢」（時期未詳）において， Halma,F.とMarin,P.で品詞等の説

明が異なることを指摘し， voorzetselその他についても Halma,F.には「誤ルモノ甚夕多シ」，
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「華麻検閲ノ際宜ク意ヲ留テ文蛸スベシ」と再三注意を喚起していた52)。それは18世紀前半を

中心に作成された原典の時代的制約がしからしめた所なのであった。 19世紀に入り，オランダ文

法の近代化がさらに進み， Weiland,P.やSigenbeek,M.などによって新たにオランダ語の綴り

や文法を定める仕事が行われて，ようやく普遍的な体系性をもったオランダ語の文法教育が行わ

れるようになった。先ず，オランダにおける国民教育としてのオランダ語の文法教育が可能になっ

た。それが19世紀前半であった53)。H本における1850年代後半は，まさにそのような文法教育

がさまざまな文法害，紹介者， 日本語による入門書等によって用いられ，標準的な学習が行われ

るようになってきた時でもあった。吉雄権之助らそれまでの闇語学者が苦しんだ問題は一先ず解

決をみることになる。

ontwikkelingなどの理解も，このような条件と，その概念を用いる学問の発展や，人びとの認

識が新たになることとの関連において進み始めたとみることができよう。これに関しては，恐ら

くは， 18世紀後半のオランダでバタビヤ共和国ができ，科学や啓蒙思潮さらに民主主義の啓培の

上に， ontrollen,ontwinden, ontvouwen, ontzwachtelenなどの事実と共にあって， さらに本質的

で普遍的，かつ生産的な意味をもった語として ontwikkelenが登場し， Maatschappijの文法書や

Weiland, P.の辞害に採用されてくることによって， Sewel,W.やHalma,F.さらに Marin,P. 

の辞書などとは際立った迎いをもたらしてきたのではなかろうか。 ontwikkelingの語が定着して

いく傾向は， これ以後，フランス，イギリス， ドイツなどからの各種の科学，思潮，文化の影響

が強まることによって顕著になって｀いくので別稿で取り上げる予定である4)一②。いずれにせよ，

19世紀初頭にオランダでいわば市民権を得たとみられる ontwikkelingなどの語は半世紀後の日本

において，ごく一部の秀れた学習者によってであったとはいえ，蘭語学の習得において理解され

る道がここに拓かれ始めたといえよう。

2.蘭医学の分野において

前稿第 2部では堀内素堂重訳「幼幼精義』 (1843・天保14年開離）を取り上げ， Hufeland,

c.w.のドイツ語原典から Saxe,J.A.によるオランダ語訳を経て，堀内素堂によって ontwikkel-

ingなどの語がどのように理解・翻訳されて導人されたかをみた凡

本稿第 2部では，その後幕府の方針として翻訳刊行が差し止められていた間に，堀内素堂その

他の蘭学者による別の翻訳手稿の中で ontwikkelingがどのように訳出されていたのかを調究・比

較検討する。原典の 1つは， Richerand,A.B.B.の「Nouveauelements de Physiologie』(1801)

である。原典のいま 1つは Hufeland,C. W.の『EnchicidionMedicumJ (1838) である。いずれ

もオランダ語訳をもとに複数の和漢訳が行われ，刊行されることなくきたが，その一部には開国

後， 1855年以後に翻訳され刊行されることになったものもある。

1)堀内素堂・黒川良安・青木研造重繹『醤理學源」 (1844・天保15年） 54),55)，箕作玩甫重謁『人生

鏡原」（時期未詳） 56),57) ，廣瀬元恭重謁「利掻蘭度人身窮理書』 (1855• 安政 2 年） 58),59),60)

堀内素堂 (1801-1854) は前稿第 2部 5)で述べたように宇田川玄真の門下生であり，同門の
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坪井信道と親交が厚かった。黒川良安 (1817-1890)，青木研造 (1815-1870) は長崎で学び，

また坪井信道の門下生となっている。広瀬元恭 (1821-1870) も坪井侶道の門下生である。坪井

信道 (1795-1848) は江戸で1829・文政12年に安懐堂， 1832・天保 3年に日習堂を開熟し，本稿

第 1部で取り上げた Weiland,P.やMaatschappijの和闇文典を用いた教育を行ったとされる61)。

箕作玩甫 (1799-1863) は堀内素堂，坪井信道と同じく宇田川玄真の門下生であり，蛮社の獄の

後1939・天保10年から天文方に出仕，多くの訳稿を行うかたわら1842年・天保13年には Maats-

chappij 「GrammaticaJ, 1848・嘉永元年には同 fSyntaxisJ の覆刻本を刊行し，これは各地で用

いられた。したがって，ここに取り上げる 3種類の重訳は， 19世紀になって作成された近代的な

オランダ文法書を学んだ字田川，坪井門下生によって行われたものである。

膚理學源」，「人生鏡原」，「利播闇度人身窮理書」とも，その原典はフランスで後にルイ 18世

の待幣になった外科医 Richerand,A. B. B. (1779 -1840) の初期の著書「Nouveauelements de 

Physiologie」(1801) を， Erpecum,A.が『A.Richerand's Nieuwe Grondbeginselen der Natuur-

kunde van den Mensch. J として闇訳した書である62),63)。Richerand,A.B.B.の改訂に応じて

Erpecum, A.の改諜も行われ， 日本には1821, 1826, 1835年のオランダ語版が見在している。 3

種類の重訳書のオランダ語版は1826年版と同じ内容である。 3重訳害とも， Richerand,A. B. B. 

の書の「Prolegomenes」を Erpecum,A.が「Inlei ding」とした序説の§ Iから§ VIの終りまでの

訳出で， I醤理學源Jと「人生鏡原』は漢訳未刊，『利描蘭度人身窮理書Jは和訳で刊行された。

この他に蘭訳本の全体の抄訳として，字田川棺庵重訳「醤學原本 Natuurkunde van den 

Mensch 稿本』がある64)一①。これは版心に「舎密全書」とある原稿用紙に，主として舎密に関

係する事項を12編， 239瑣目にわたって抄訳したものである。これ以外に原典の眼科の部分を中

心に訳出したものとして，箕作玩甫「リシェラン眼目究理』（時期未詳），訳者未詳「里施蘭土氏

非叔條義新書」（時期未詳）がある64)―②.R。いずれも Erpecum,A.の蘭訳からのものであるが，

ここには ontwikkelingを含む個所の逐語訳を見出すことはできなかった。

3種類の重訳書の序論で ontwikkelingなどの語が含まれている個所は， § mに5か所， § Wに

3か所， §Vに5か所， § VIに4か所の合計17か所を見出すことができた。この内，訳出の特徴

がほぼ出揃っている前半の 9か所について，以下に該当語が使用された順に通し番号をつけ，各

引用文の後の括弧内に参照資料の収録巻・頁を記示して検討を行う。各個所ごとの資料配列の順

序は， Richerand,A.B.B. (1804), Erpecum, A. (1826)，堀内素堂他 (1844)，箕作玩甫（時期

未詳），廣瀬元恭 (1855) の順とし，オランダ語版における楳同ば必要に応じて記した。章見出

しの和訳は廣瀬元恭を用い，箕作玩甫の稿本にある朱筆訂正などは（原稿→訂正）とした。

① 序論の§ Iと§ IIでは解剖学に対する生理学の特徴を述べ，生理作用と構成物質や元素な

どを論じた後 § m「Differencesentre les corps organise et les corps inorganiques」(「ken-

merken van Onderscheid tusschen de bewerktuigde en de onbewerktuigde Ligchemen」,「機生罷無

機生怜之屈別之論」）では，生物と無生物の区別を取り上げている。無生物の特徴を 4点にわたっ

て論じた後，生物の特徴を述べたところで ontwikkelingが用いられている。

(Richerand, A.B.B.) 「Lamultiplicite, la volatilite de leurs elemens, la co-existence necessaire 

des liquides et des solides, la nutrition et le developpement par intussusception, tandis que 

l'accroissement des corps bruts ne s'opere que par juxta-position, l'origine par generation, la 
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fin par une veritable mort;」（18)

(Erpecum, A.) 「Demenigvuldigheid, de vlugheid van hunne grondftoffen, het noodzakelijk 

medebeftaan der vochten met de vaste deelen, de voeding en ontwikkeling door opneming of 

binnenvoering, terwijl de onbewerktuigde ligchamen alleen door bij-of aanvoeging groeijen, de 

oorfprong door teling, her einde door een wezenlijken dood;」（ 8)

（堀内素堂他）「夫機生。元素。甚多。而又更大具揮発性。一也。流凝。合為体。二也。自内養

之。自内生之。（無機生体者。自外養之。自外育之。）三也。始於生。終於死。四也。」

（箕作玩甫）「若夫元素衆多（饒衆→衆多）而飛窟液器相須発遂其生資養長茂於I翁而納之而不似

（肖→似）没機性之槻帖而長始子生産而終干死凶」

（廣瀬元恭）「夫機性憫ノ如ハ基素甚夕多ク且ツ更二揮撥性ヲ具ルーナリ流質卜合シテ全罷ヲ為

スニナリ養ヲ異類二資テ内ヨリ之ヲ養ヒ内ヨリ之ヲ生スシナリ生二始リ死二終ル四ナリ」

(I -10) 

生物の 3つめの特徴として，外界から栄養を摂取して代謝を行い，内発的な生命活動が生じて

くるところで， develoopementのオランダ語として ontwikkelingが用いられている。漢訳は「生」，

和訳は「生ス」である。

②，③，④ § IIIの終り近くでは，生物と無生物の本性を述べて用いられている。

(Richerand. A. B. B.) 「Danles animaux et dans les plantes, la nutrition est l'effet d'un meca-

nisme interieur; leur accroissement est un developpement du dedans au dehors. Dans les 

mineraux, au contraire, l'accroissement ne peut meriter le nom de developpement, ii se fait a 
l'exterieure par l'application de nouvelles couches; c'est le meme etru qui passe a d'autres 

dimensions, tandis que le corps organise se renouvelle a mesure qu'ii s'accorit. 

Les corps organises naissent par un germe qui, d'abord, a fait partie d'un autre etre, et qui 

s'en detache pour se developper et s'accoitre.」（23~24)．

(Erpecum. A.) 「Bijde dieren en planten is de voeding het gevolg van eene inwendige bewerk-

ing: derzelver groei is eene ontwikkeling van binnen naar buiten. Bij de delffen integendeel, 

kan men de groei den naam van ontwikkeling niet geven; zij gefchiedt uitwendig, door de bi-

jvoeging van nieuwe lagen. Het is hetzelfde ligchaam, dat tot andere afmetingen overgaat, ter-

wijl het bewerktuigde ligchaam zich zelf vernieuwt, naar mate het toeneemt. 

De bewerktuigde ligchamen worden door eene kiem geboren, die te voren een gedeelte van 

een ander ligchaam uitmaakte, en welke zich van hetzelve losmaakt om zich te ontwikkelen en 

te groeijen.」（13-14)

（堀内素堂他）「是故。動植二物。其養在内。而其生息。自内発生於外也。鎖属則否。自外添以

増也。不能命以発生字面也。大氏。己自息之。而陳謝新生。為日新之体者。機生也。外相漆

以為其大。陳々相茉不能為日新之体者。無機生也。

几機生体。皆是所因種子以生也。然而其種子者未分為吾身之前。則是父母休也。父母之1本

分此種子。以発生之。培育之。而為吾身者也。」
ヲノトウ，ヶレ／

（箕作玩甫）「為動興植之養後於餡之内轄其発 育従内張於外坑物反是其長不得各発硫獨頼新

片槻帖従外而長大而其倣長大之部｛乃是被ル，新一尺度之体而巳機性則其身新（巳→新）長而
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（而を追加）其奮者亦（この間の「致」を削除）新陳代謝

機性之体自殆生而殆之始1乃是原体之一部耳其者已生乃脱於其初之所寄託自発育長大」

（廣瀬元恭）「是故二動植二物ノ蓑ハ内二有テ其生育ハ外二§が出生長シ奮ハ謝シ新ハ生テ日新ノ

罷ヲ為ス籟属ノ如キハ否ス其成形ノ始ヨリ面上相襲シ相畳テ以テ新陳交代ノ機ヲ具ヘサルナ

几ソ機生罷ハ皆是レ種子二囚テ以テ生ス而其種子未夕分レサル我怜ノ前ヲ云ハ則是レ父母

ノ怜ナリ其怜ヨリ此種子自ラ分テ以テ登生養育シ而我開ヲ為モノナリ」 (I-15~16)

ここでは，生物は栄蓑摂取と新陳代謝によって，今日でいう内的な必然性に基く新形成物がも

たらされることを述べ， ontwikkelingに対して堀内素堂他は「発生」を，箕作玩甫は「発育」に

「ヲントウッケレン」と片仮名を振り， さらに「発籠」も当てている。廣瀬元恭は「発出生長」，

「発生養育」などの訳語をあてている。

⑤ § mの最後の部分は， Richerand,A. B. B. (1804)に比べると， Erpecum.A. (1821, 1826, 

1835) では補充されている。フランス語の改訂内容は未詳であるが，オランダ語版には次の補充

が含まれている。

(Erpecum, A.) 「Dedeelen van een levend ligchaam groeijen, en worden ontwikkeld en verf-

terkt door de oefening.」(14)

（堀内素堂他）「夫活体之生。役使之則益雀益健。」

（箕作玩甫）「生体諸部分使用之則日自長大（この間の「自」を削除）発育又随而彊盛焉」

讃瀬元恭）「几活憫ノ性タル之ヲ役使スレハ益々奮益々健にして」 (I-17) 

心身共にその機能は切磋琢磨することによって健かになることをのべている。 ontwikkeldに，
ヒキオコ

飯泉士譲撰「和蘭文典字類前編J(1856) で「ontwikkelt 侶起ス」，つまり奮いたたす意味が与

えられることになるが，そのような理解がすでに共有されていたことが明らかとなった。

なお，この他，オランダ語訳の1835年版には16-17ページに ontwikkelingとontwikkeldを含

む文章が補充されているが，いずれも和漢訳は行われていない。

⑥，⑦，⑧ Richerand, A. B. B. (1804) とErpecum, A. (1821) には見当らないが，

Erpecum, A. (1826, 1835) では，§ w「Differencesentre Jes vegetaux et Jes animaux」

(「Onderscheidsteekenentusschen de PJanten en de Dieren」,「動物植物之匪別之論」）の最後に

追加があり，新たに ontwikkeldeの使用がみられる。

(Erpecum, A.) 「Bijde minst ontwikkeJde misgeboorten, onvolkomen voortbrengseJen in hunne 

geregeJde ontwikkeling terug gehouden, heeft men aJtijd eenige gedeelten van het darmkanaaJ 

met de navelftreng ontwikkeJd gevonden. terwijl aJ de overige organen kunnen ontbreken, zon-

der daar zelfs, niettegenftaande zijne belangrijkheid, het hart van uit te zonderen.」（22-23)

（堀内素棠他）「是故以半産児。説其成形前後之序。腸輿賠帯。先銹成其形。而他諸蔵。未得成

其形。雖如彼心之為重器。亦蝦未得成其形。」

（箕作玩甫）「即小産者害其秩然遂次之陶形力也検其胎毎止見結腸少許輿腑帯已其餘器即清要如

心臓猶（亦→猶）皆不見其結成焉」

（廣瀬元恭）「又賞テ半産児ヲ以テ其成形前後ノ序ヲ験スルニ謄帯卜腸卜己二其形ヲ成スト雖卜

モ其他ノ諸器二至テハ心臓ノ如キ璽器タリト雖トモ未夕成形スルヲ見ズ」 (I-26) 
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ここでは腸が「人身保生緊要ノ霙器」であり「動物生機ノ根本」であるとして，流産事例をも

とに胎児の初期発生においても， まず賄帯と腸からその形ができていくとの意見が述べられ，

ontwikkelingには発生の初期における「成形」の意味が与えられている。

⑨ §Vは「Dela Vie」(「Overhet Leven」,「生機之論」）である。これまでの生物と無生物，

動物と植物の区別の次に時代的制約の下にあるとはいえ，生命とは何か，が論じられている。下

等動物から高等になるにしたがって器官が精密になり機能も裔まり適応性が増すことを述べたと

ころで ontwikkelingが用いられている。

(Richerand, A. B. B.) 「lesporprietes qui la caracterisent et annoncent sa presence, d'abord 

obscures, devenir de plus en plus apparentes, croitre en nombre comme en developpement et 

en energie;」（31)

(Erpecum, A.) 「Wijzullen de eigenfchappen, die het kenmerken en welke deszelfs daarzijn te 

kennen geven, in het eerst duister, langzamerhand duidelijker zien worden, en zoo we! in aan-

tal als in ontwikkeling en kracht toenemen.」（23)

（堀内素堂他）「是故最下之生。則欲徴其生機。而不可見。至其先。機益見益発。則機器亦益多。

発生之徳。幹旋之力。亦益大也。」

（箕作玩甫）「乃チ知：］其性初則雖トモ曖昧不レ可レ観9レ既―／ア而漸，致ノ著ー明ヲ而バ其藪乃＋加,, (0 

胎児止有動機未現覺機己産覺機始加之類欣）而長—成輿ー威—力乃千1す；し 9しヲ突」

（廣瀬元恭）「是故二最下ノ生ハ其生機ヲ徴セント欲スレトモ得ル事能ハス其生機益々見レ益々

発スルモノニ至テハ則機器ノ設ヶ益々多ク§が生ノ徳幹施ノカ亦大ナリ」 (IIー 1~2)

ここでは，堀内素堂らと廣瀬元恭によって， ontwikkelingに「発生」の訳が，箕作玩甫によっ

ては発生によってもたらされる「長成」が与えられている。箕作家所蔵本にはここを含む部分に，

京都大学富士川本にはない送り仮名，送り点がある。

ここまでで ontwikkelingが 5か所， ontwikkelenが 1か所， ontwikkeldなどが 3か所に使用さ

れて，品詞の特徴や文意にふさわしく翻訳・導人をすることができ始めており，廣瀬元恭の和訳

語にはここでみたところでは堀内素堂らの漢訳語と共通する部分が多いこと等が判明した。

これ以後， § VIの「DesProprietes vitales; sensibilite et contractilite」(「Overde Levenseigens-

chappen; Gevoelighd en zamentrekkingskracht」,「覺力動力之論」）の終り迄のところでは，主と

して生命に具わっている本源的なものとして「貨力」と「動力」があることが述ぺられている。

これがあって始めて「萬生」の「生生養育」が得られることを一年草から高等動物に至るさまざ

まな働きにおいて述べている。そして「覚力」には「触性覚力」と「潜在覚力」の二様の働きが，

「動力」には「随意動力」と「不随意動力」の二様の働きがあり，さらに「不随意動力」には「顕

動力」と「潜動力」があるなどとされている。これを理解するためには，廣瀬元恭の訳によると，

「流二沿ヒ源二遡リ宅末ヲ分剖シテ思慮ヲ凝シ日ヲ積ミ月ヲ重テ而シテ后二其真憫ノ理或一且恥

然タル事ヲ得ル事有ン」 (ID-1) と述べられて，反対論を批判してもいるのであるが，「覚力，

動力」の理解は困難であったと思われる郎）。その後，同じく坪井侶道門下で同時代の

Richerand, A.B.B.を含む西洋諸家の説を吟味集成した緒方洪庵『病学通論』 (1849・嘉永 2年）

では生気論の立場をもとにしつつも，この概念は改められている。

西欧では， 1838, 1839年になると， Schleiden,M.J.やSchwann,T.によって細胞は植物にも
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動物にも共通しており，生物は細胞とその生成物で構成されるという細胞説が唱えられることに

なる。それによって生理学の研究は新しい段階に進むのであるが，その10年程前には Richerand,

A.B.B.にしても次に取り上げる Hufeland,C. W.にしても，生気論的な色彩が拭えなかった。

しかし，実験的手法は重視され始めており， Richerand,A. B. B. (1804) やErpecum,A. (1821) 

には取り上げられていなかった研究が数年後の1826年の改訂版には登場するなど新しい実験的成

果にば注目が払われていた。

ここで先の 9か所に続いて ontwikkelingなどが使用されている 8か所を指摘しておく 66)0 

その内， 2か所は動物の再生現象を説明しているところで用いられている。再生は内的な「生

カノ作用」が与かっている例とみて「sedeveloppe」(38) を「zichontwikkelt」(30) として説明

しているが，これに「生ジテ」の訳が与えられている。 1826年版ではこれを限定し「ontwikkeling」

(30) を含む補充が行われている。すなわち，再生するのは堀内素堂他訳によると「生力発生乃

要具」ではない部分であるとなっている。箕作玩甫はこの「生力」を「生活力」，廣瀬元恭は「生

機」としているが三者とも ontwikkelingに「発生」をあてて，再生するのはそのような器官では

ない部分であるとして，内的なものの再生現象の限定を行っている。

もう 2か所は1826年版で登場するのであるが， Beclard,H.の行った原初的組織の実験的形成

の研究を紹介したところで用いられている。⑥，⑦,⑧で論じられているように，当時は発生的

にみて腸が「動物生機ノ根本」とみられていた。その原初的組織が，脳細胞のある部分をすりつ

ぶして液状にしたものを蛋白質のある表皮上におくと「脈管ヲ生ズル」という報告の紹介を肯定

的に取り上げて用いている。これは受精卵から器官原基が形成されることなどをいっているので

はなく，複数の液状物質の合成的変化によって原初的組織が形成されることを認めるものであっ

て，今日からみると誤りである。しかし，このような合成によって新形成物が生じてくるとみた

場合の説明にも，「ontwikkeld」(37) や「ontwikkeling」(37) が用いられた。三者の重訳ではこ

れに「生」，「生ズ」をあてている。

次は§ VIである。神経の働きをのべた後で「触生貨｝J」にあたるものを取り上げた所で用いら

れている。「潜性党力」が人間の身体すべてに具わっているのではなく，幾つかの器官が刺激を

感受し，それが脳に達して「吾意」に記憶が行われるものであるのに対し，この「触性党力」は

人間の身体中に具わっているものであるとされる。特に「栄養ノ官能」にかかわる所にある場合

に注目して，「ilsse developpent」(48) を「zijzich ontwikkelen」(56) として用いているが，こ

こを堀内素堂らと廣瀬元恭は「之ヲ発生シ」と訳している。

ここで取り上げた 5か所中 4か所に共通しているのは，「生機発生之要具」ではないが，その

発生の原初的組織であるという意味で「人身保性緊要ノ霊器」であり「動物生機ノ根本」とみら

れた「腸」ないし，更に原初的な「脈管」の形成に zichontwikkelenなどが用いられ，これを「発

生ス」「生ズ」と重訳していることである。今日からみれば誤っているとはいえ，器管形成の中

でも，最も原初的とみられた器官の発生に対して用いられている事が，「生機発生之要具」のレ

ベルに用いられている場合と共に注目される。

§ VIの最後で 9項目のまとめをしているが，その直前とまとめの 2か所の計 3か所で ontwik-

kelingが用いられている。 1つめは「覚動ニカ」の発生に影響する年齢や季節，病気の有無など

の要囚を指摘した後，今日でいう内分泌や神経，筋組織などの内的な要因を述べたところである。
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2つめは，まとめの 7番目の所で，「覚力」は小児と女性で最も高く鋭敏であるとした後，但し「党

カノ原資」が「生活作用之発生」に使用されるために，これを使用することが多ければ「覚力」

としては衰えざるを得ないと述べている。 3つめは， まとめの 8番目である。内的組織の発生が

盛んであると「党力」は減ずるとしたところで用いられている。まとめの 2か所で用いられた「生

活作用之発生」は，再生現象の所にでてきた「生活力発生の要具」と同じレベルにおける

ontwikkelingの使用である。堀内素堂らと廣瀬元恭は 3か所とも「発生」をあて，箕作玩甫は「覚

カ」を減ずることになる作用の発生では，それによってもたらされるものに対しては「長成」，

「成長」，「長」の訳を与えている。

全体として， ontwikkelingなどの訳語についていえば，今日の科学の水準から見ると誤りは多

いとしても，生物の特徴を把え，その本源的な力量が内的な必然性をもって新しい姿や形をとも

なって現われてくるとみられたことに対して用いられていることが明らかとなった。 ontwik-

kelenには「生ズル」が， ontwikkeldにはそれが奮い起って現われてくる場合として，そして

ontwikkelingには「発生」の訳が3者の訳出において共通してい用いられている。その上で，発

生によってもたらされる組織や器管の「成形」などとして訳出されている。そのレベルは，より

内的，原初的組織の形成に対して用いられると共に「生活作用之要具」のレベルに対しても用い

られている。但し「覚力」が内的要因によって減衰させられることになるとみた作用の発生では，

箕作玩甫のみがそこでもたらされるものにふさわしく「長成」，「成長」，「長」との訳を与えられ

ている。文意を把しての訳語のI夫には長ずるものが認められる。

なおこの時期，堀内素堂 (1801-1854) には未刊となった r保嬰瑣言」 (1852・嘉永 5年）が

ある67）。これは，「産誕の第一期」を把えて，「小児初生総論」，「悶膝生」，「断膳帯」，「拭口内」，

「浴」，「水洗」，「暴大氣」，「接母怜」，「楢照衣被」，「居所」，「動静」，「精神五知之骰」，「頭髪」，

「踪腸冑」，「始乳」，「母乳」，「乳母」，「乳食互用井断乳」，「無乳而養」，「小児病候大客」の20項

目についてのべたものである。乳児期は「ー大変化の時」 (1, 2)である。「其生生の機進行し

て休せさるの時なるを以て又事を支阻させるを本旨とすべし又時に先たちて助長骰生せしむこと

勿れ」 (3) とする。「初生骰生成育の日に調護を誤れハ終身」（ 3) その影響が及ぶので「生育」

は「自然の理」でのぞむことが重要であると述べる。「要するに登生を支阻せず又之を促進せず

自然の天理に順適して其調護を誤らず」 (18) である。「生歯の候」は「諸病危篤の症を発すべき

の時」 (18) だから気をつけることを述べ，「八月十月を経たら）」「徐々に自ら運動」させること

が「健康を保し生育を遂げ諸力の発生を牡に」 (29) すると指摘する。「精神五知之発生」も，触

と味は最初に「発生」し，視，聴，嗅はその後で「発生」するが，「登生をハ早く喚起せしめす

唯應徐々緩々に自然に登生するを良」 (29) とする。前稿で紹介した「幼幼精義J(1843開離）で

ontwikkelingに「発生」の訳をつけ，乳児期を「発生期」に位置づけていた堀内素堂は，この「保

嬰瑣言J(1852) でも一貫して発生の語を用いている。訳書か否か検討を要するが，当時，乳児

期だけを取り上げて，これだけ多面的にかつ「身体の生育発生之順序」 (34) に留意して保嬰を

述べた書は他になかったのではなかろうか。「幼幼精義」と伺じく米澤日渉園からの刊行を予定

していたが実現しなかった。
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2)青木浩斎重繹「察病亀鑑J(1853・嘉永六年）68),69)，山本美致美重諜「扶氏診断」 (1858・ 

安政 5年）70),71)，緒方洪庵菫謀「扶氏経験遺訓J(1858-1861 ・安政 5～文久元年） 72),73) 

青木浩斎 (1814-1883) は還俗して医を学び箕作玩甫について蘭学を修めたとされる。山本美

致美については未詳である。両者の原典はドイツのワイマールの宮廷医で，後にベルリン大学の

教授となり， Kant,I.やGoethe,J. W. vonらと交流のあった Hufeland,C. W. (1762-1836) の

最晩年の著書「EnchiridionMedicum, oder Anleitung zur medic. Praxis.」（第 2版・ 1836) を，

Hageman, H.H.が蘭訳した書 (1838) である74)、75)。「察病亀鑑J' 「扶氏診断Jとも，その第 1

章と第 2章を重訳したものである。なお，第 5章から第19章までと第22章は緒方洪庵 I扶氏経瞼

遺訓」 (1857・安政4年）としてようやく刊行の許可がおり，第20章は杉田成郷「済生三方」 (1861・ 

文久元年），第21章は杉田成郷「医戒」 (1861・文久元年）として刊行された。

緒方洪庵 (1810-1863) は，中天遊に西洋医学と蘭学を学んだ後，坪井信道に師事した。杉田

成郷 (1817-1859) も坪井信道の門下生である。緒方洪庵は大阪で適々斎熟を開き，入門書とし

てMaatschappijの「Grammatica』と『Syntaxis」を用いてオランダ語の指導をしつつ闇医学を教

え，牛痘による種痘の普及に努めたc この間に Hufeland,C. W. rEnchiridion Medicum」 (1836)

の蘭訳本を重訳したものであるが，その巻之25, 第15編が「小児病」であり，その中の「小児固

有ノ諸件」では 5か所で ontwikkelingが用いられている。 Hufeland, C. W.「EnchiridionMedicum』

ではこの語は他でも用いられているが，ここでは第 1章の該当 4個所を前節のように，

Hufeland, C. W. (1836), Hageman, H. H. (1838)，青木浩斉 (1853)，山本美致美 (1858) の順

に紹介，比較し，その後で第19章「小児病」の「小児固有ノ諸件」の該当 5個所を Hufeland,

C. W. (1836), Hageman, H. H. (1838)，緒方洪庵 (1857) の順に紹介，比較し，検討を加える。

青木浩斎重訳によると， Hufeland, C. W.の見解は「疾病ノ治スルハ自然良能ノ螢為」による

のであって，「賢術ハ唯々之レカ輔相」であるとされる。疾病が現われるのは「憫内ノ生機。常

ヲ錯リ病的運螢ヲ起スニ基ス」のであって，「其怜内非常ノ嬰機。常二復故スルニ非サレハ外候

去ル事ナシ」として，瞥術は「外表二現ル、所ノ諸作用二就テ生機ノ淵源二遡リ良能ノ神機ヲ差

定」することにあるとして 7則が述べられている。続いて「診察括套」で，診察は「病名ヲ辮認

スル」，「外証ヲ監識スル」だけでなく，「外候表証ノ甚礎タル猜内ノ本態即チ根治ヲ要スル所ノ

射的ヲ看破」し，「之ヲ賓践二憑披スル」こと，「治療ノ主方ヲ確定スル為ノ要伎ナリ」として，

「病二罹ル人ノ怜質。各自固有ノ痕賦ヲ詳察」することの重要性を述べている。それによって，

「同一ノ病」でも「頗ル嬰易ヲ現シ病ノ景況。韓換。治法二関係スル事亦晰然タリ」，「惑治ノ常

否。効害ノ差異ハ全ク此識別ノ疎密二在リ」として， 10項目の説明をしてから後，疾病の観察に

進んでいる。 10項中， 2則目で 1か所， 4則目で 3か所に ontwikkelingなどが用いられている。

① 2則目の小見出しを 4人の著訳者の順に記すと「DieAbkunst, Erblichkeit」, （「De

afkomst, erfelijkheid」,「父母遺停」，「博屍」）である。父母から受けた病気やその素囚は年数を

経て現われる場合と，ある発達の時期がくると現われる場合と，外因によって芽生えてやがてそ

の病状がはっきり現われてくる場合とがあるとして，発達の時期がくると現われる場合について

次のように用いられている。

(Hufeland, C. W.) 「Denndurch die Zeugung gehen nicht bloss wirkliche Krankheiten, sondern 

mehr noch die Anlage zu Krankheiten iiber, die sich dann erst im Laufe des Lebens, in gewis-
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sen Entwickelungsperioden oder unter begiinstigenden Umstanden offenbaren und zu wirk-

lichen Krankheiten ausbilden. (6) 

(Hageman, H. H.) 「Wantdoor de voortteling gaan niet slechts werkelijke ziekten, maar nog 

meer de aanleg tot ziekten over, welke zich later eerst in den loop van het !even, in zekere ti-

Jdperken van ontwikkeling of onder begunstigende omstandigheden openbaren, en in werkeli-

jke ziekten overgaan.」（10)

（青木浩齋）「益シ父母ヨリ受ル所ノ現病及ヒ其素因。生後年紀ヲ経テ初テ登スルアリ或ハ生育

逐序ノ時限二営テ務スルアリ或ハ外来ノ誘因二囚テ萌芽シ而シテ遂二確然タル病ヲ倣スル至

ルアリ」 (14)

（山本美致美）「又能其素囚ヲ艇ケテ他年務生ノ期二至リ偶外来ノ誘囚ヲ得テ初メテ登動シ遂二

顆然ノ病ヲ致ス事アレハナリ」（13)

Hufeland, C. W.が Entwickelungsperidenを用いているのに対して， Hageman,H.H.はti-

jdperken van ontwikkelingをあてている。 Hufeland, C. W.のこうした概念に対して，前稿では

Saxe, J.A.がやや匝訳をしていることを示唆したが， Hageman,H.H.にもその傾向がみられる。
ォ／トウェケ

前稿で述べたように堀内素堂は「幼幼精義 名称義略』 (1843開離）で「§が生期 原名温多物法
リノク・テ イ ト

林屈釜乙度」をあげて説明をしていたが，青木浩斎は「生育逐序ノ時限」，山本美致美は「務生

ノ期」の訳をあてている。

② 4則目の小見出しを 4人の著訳者の順に記すと「DasLebensalter, die Periode des 

Lebens」, （「Deoudordom, het tijdperk deslevens」,「年齢」，「年齢」）である。年齢によって疾病，

病囚，死亡の様子が異るとして，生涯を年齢によって，生後生歯まで， 14歳まで（この間が 7歳

までと 8歳以後に区分される）， 21乃至24歳まで， 50歳まで， 60歳まで，それ以後，の 6つの時

期に区分して，生力などと疾病にみられる特徴を述べている。この内，生歯までと 8歳より 14歳

頃まで，さらに24歳ごろから50歳までの 3期で ontwikkelingが次のように用いられている。

(Hufeland, C. W.) 「DieSauglingsperiode (bis zu der ersten Dentition): unvollkommenes, halb 

vollendetes Leben, noch fortdauernde Entwickelung und Schopfung, grosse Reizbarkeit und 

Empfindlichkeit, heftige Affcirbarkeit von kleinen Reizen, Geneigtheit zu Krampfen und Con-

gestionen nach dem Kopfe, die grosste Sterblichkeit, der vierte Theil.」（ 6)

(Hageman, H.H.) 「Hettijdperk van den zuigeling (tot aan het eerste tanden krijgen): onvolko-

men, half volmaakt leven, nog voortdurende ontwikkeling en vorming. groote prikkelbaarheid 

en gevoeligheid, hevige aandoeningen door kleine prikkels, neiging tot krampen en ophooprng-

en van bloed naar het hoofd, de grootste sterfelijkheid, het 4<le gedeelte.」（11)

（青木浩斎）「一則乳養期。及チ初生より生歯二至ルヲ日フ此期ハ機怜。半成未全ニシテ尚ヲ漸々

萌務形成ス故二閲動。獨覺共二敏捷ニシテ瑣細ノ刺戟モ忽チ劇キ感動ヲ起シ痙攣及ヒ頭脳ノ

積血二罹リ易ク而シテ死亡又最モ多シ大概生児十中ノ四ハ此期二死ス」 (15)

（山本美致美）「人生レショリ生悩ノ候二至ル間ヲ哺乳期卜謂フ是レ生機漸クニ半成シ発育紺テ

休マス知党刺衝ノニ機太夕鋭敏ニシテ僅絨弱ノ刺衝二鯖ルルモ尚ホ大二感動シ動モスレハ痙

攣頭脳血積ノ憫ヲナス頁二此候ハ性命最危ノ期ニシテ大抵十ノ四ヲ殖ス」 (14)

Hufeland, C. W.は少くとも 19世紀の生存期間中は一貫して生後第 1期を生歯期までとして，
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ここでは「DieSauglingsperiode」と命名， Hageman,H.H.は「hettijdperk van den zuigeling」

と訳している。「ontwikkelingen vorming」は堀内素堂「幼幼精義」 (1843開離）では「発生成育」

をあてていた。青木浩斎は「崩芽形成」，山本美致美は「発育」をあてている。ただし， Saxe,

J.A.のは「Entwicklungund Ausbildung」の蘭訳であったが， Hageman,H.H.は「Entwicklung

und Schopfung」を闇訳しているのであって， Hufeland,C. W.のいいあらわそうとした特徴は

Hageman, H.H.の段階で損われている。

③ Hufeland, C. W.は当時の実態として，生歯期までに10分の 4が，以後 7歳までに10分の

3が死亡する，つまり出生の 7割が7歳までに死亡することを認識した上で，死亡率の減少する

8歳以後を含めて生歯から14歳までを「Daskindesalter」とした。これは「Dekinderlijke leeftijd」

と蘭訳され，青木浩斎は「核童期」，山本美致美は「幼期」と和訳している。ただし， Hufeland,

c.w.は死亡率の少くなる 8歳から 14歳までを「Pubertatsentwickel ung」としてその特徴を述べ

たのであるが，蘭訳された「ontwikkelingder manbaarheid」から上位概念にふさわしい下位概

念の和訳をすることは難しかったようである。

(Huf eland, C. W.) 「GrosseSterblichkeit. ein Drittheil aller Gebornen; bis zum 14. Jahre, der 

Pubertatsentwickelung, mehr Harmonie in den Functionen und Kraften, weniger Krankheitsan-

lage, geringe Sterblichkeit.」（ 6)

(Hageman. H.H.) 「Grootesterfelijkheid een derde gedeelte der geboren en: tot aan het 14 e jaar 

de ontwikkeling der manbaarheid, meer overeenstemming tusschen de verrigtingen en de 

krachten, minder aanleg tot ziekten, geringe sterfelijkheid.」（11)
,,1アと

（青木浩斎）「乙ハ八歳ヨリ十四歳二至ル此間。成男。成婦ノ機力漸ク萌生シ身怜卜官能ノ射衡

平等ヲ得テ疾病ノ素因。死亡倶二鮮少ナリ」 (15)

（山本美致美）「其七歳ヨリ十四歳二至ル間ハ登育梢完ク成リ氣カト機能卜相合スル事ヲ得是二

於テ病因初メテ減シ随テ死喪モ亦解ナシ」 (14)

青木浩斎は「成男・成婦ノ機力漸ク萌生」としているが，山本美致美の「発育梢完ク成リ」か

らはこの時期の発達的特徴は伝わりにくい。

④ Hufeland, C. W.は14歳から 21歳乃至24歳までを「DiePeriode der Jugend」とした。

Hageman, H.H.はこれを「Demanbare leeftijd」とし，青木浩斎は「成男成婦期」，山本美致美

は「成人期」と訳した。続く， 24歳から 50歳までを Hufeland. C. W.は「DiePeriode des 

erwachsenen, ausgebildeten Lebens」としたのに対し， Hageman,H.H.は「Hettijdperk van het 

volwassen, ontwikkeld !even」をあてた。どうも Hageman,H.H.の薗訳は Saxe,J.A.の訳より

もontwikkelingなどを介して意味を伝える所で Hufeland,C. W.の意味が日本語に伝わりにくく

なっている。

(Hufeland. C. W.) 「DiePeriode des erwachsenen, ausgebildeten Lebens, vom 24. bis 50. Jahre: 

Stillstand, weder Zunahme noch Abnahme, Gleichgewicht, die wenigste Kranklichkeit und 

Sterblichkeit.」（ 6)

(Hageman, H.H.) 「Hettijdperk van het volwassen, ontwikkeld leven van het z4e tot het 50e 

jaar: stilstand, noch toe-noch afname, evenwigt, de minste ziekten en sterfelijkheid.」（11)

（青木浩斎）「四則強牡期廿四歳ヨリ五十歳二至ル此期ハ平穏ニシテ著大ノ増減ナク躯怜の諸況
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平均ニシテ疾病。死亡倶二最モ少シトス」 (16)

（山本美致美）「二十四歳ヨリ五十歳二至ル間ヲ大成期と謂フ人コ、二至リテハ活氣正二充満シ

テ盛ナラス衰ヘスー身ノ万機悉ク相協ヘル候ニシテ疾病死喪モ亦最モ稀ナル期トス」 (15)

Hufeland, C. W.は教養ある熟達した人間になることを念頭においているのであるが，その意

味は伝わりにくい。これ以後， 50歳以上， 60歳以上を Hufeland, C. W.は「DiePeriode des Alters」,

「DasGreisenalter」とし， Hageman,H.H.は「Hettijdperk van den ouderdom」,「Degrijsheid」

と訳している。青木浩斎は「老衰期」，「白髪期」，山本美致美は「老期」，「黄考期」である。

全体として Hageman,H.H.の訳は， ontwikkelingなどに関する限り， Hufeland,C. W.の表現

しようとしたものを十分伝えておらず， 日本語の重訳では後に刊行された山本美致美において一

層それが捨象されている。

緒方洪庵は「病学通論」 (1849・嘉永 2年）で「生カ レーフェンス，カラクト」の「本原宵

二未夕究識スベカラスト雖トモ」 (I-5)，「有機怜二票舎セル蓋妙不測ノカナリ」，「益シ其有

機憫二在ルヤ，無生ノ物質ヲ化シテ生活区域二輸シ，諸器ヲ螢ミ諸液ヲ醸シ，活動ヲ起シ生命ヲ

保続セシム 而シテ其妙用千態萬状卜雖トモ之ヲ統フレハ畢克唯骰生化育ノ機卜感覺活動ノ用ト

二般ノミ」 (I-8）との認識で諸力の説明を行い，疾病の機制をのべている73)一⑥。その後で，

「諸病又。男女。稟賦。罷質。年齢。衣食。生産等二準フノ区別アリ，亦夕察病施治心究ノ要務

ナリ」 (ill-18) として，これは病囚論でのべると記していたが， 1849・嘉永 2年には「外科・

眼科等外治相用候分」以外の蘭医学は禁止されたので，続稿は出版されなかった。開国後，よう

やく許可された『扶氏経瞼遺訓1」(1858-1861)では第 1章，第 2章の「実亜伽乃失私」 (Diagnostiek)

を訳さなかったので，この点についての見解は十分明らかではない。ただ，「扶氏経瞼遺訓」の

巻之二十五，「第十五編 小児病」の「穂論」に続く「小児固有ノ諸件」では 9件にわたってこ

の点が取り上げられており，その 1, 5, 6, 7, 9の5個所で ontwikkelingなどが用いられ訳

出されている74).75).72)0 

① 「Kinderkrankheiten」, （「Ziektender Kinderen」,「小児病」）では，病者の 3分の 2 (?) 

が小児でありながら，「病機モ法術モ全ク大人卜異ナル者」があることが十分理解されていない

として「小児固有ノ諸件」をのべている。

(Hufeland, C. W.) 「1)Der Grundcharacter ist: ein fortdauerndes Werden, kein Sein, sondern 

eine fortgesetzte Entwickelung des noch unvollendeten Organismus.」（374)

(Hageman, H.H.) 「1)Het grondkarakter is een voortdurend worden, geen zijn, maar eene 

voortgezette ontwikkeling der nog onvolmaakte bewerktuiging.」(698)

（緒方洪庵）「〔第一〕時々刻々二生成化育シテ恐モ定住スル常態ヲ有セス」 (XXV-1)

生後生歯の終りまでは，「大気界」から「五神界」，さらに「神織界」に到り，「新器日々に生」

れ，「旧器愈々完備」するなど，「一定の常態」に達しようとする「機撥」の生活で，これは疾病
キリシス

のようでさえもあるという。ここから，「他二在テハ疾病吉利渭ノ狭證タルヘキ者此二在テハ生

成化育ノ機撥トナルナリ」 (XXXV-2) とのべられている。

② 自立生活に移る「転換」は「大跨ノ一歩」で，そこではさまざまの器官の患いが生起し易

いことを述べた中で次のように用いられている。
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(Huf eland, C. W.) 「5)Vorherrschen des vegetativen Lebens und der Reproduction, Wach-

sthum, Zunabme, Ausbildung.」（374)

(Hageman, H. H.) 「5)Overwigt van het plantenleven en van de wederherstelling, wasdom, 

toeneme, ontwikkeling」(699)

（緒方洪庵）「〔第五〕榮養補給ノ運螢偏勝シテ其機長育陵生二専ハラナリ」（渭ー 3)

「故二消食機。類化機。腺。水脈ノ運営殊二要路二常テ亦疾患二罹リ易し」とする。ここで

Hageman, H.H.はausbildungをontwikkelingと蘭訳している。

③ 続いて次のように用いられている。

(Hufeland, C. W.) 「6) Ungleiche und unverhaltnissmassige Grosse und Entwickelung der 

Organe, daher ungleiche Vertheilung des Bluts und der Safte.」（374-375)

(Hageman, H.H.) 「6)Ongelijke en onevenredige groote en ontwikkeling der deelen, van daar 

ongelijke verdeeling des bloeds en der vochten」(699-700)

瀦方洪庵）「各器ノ長育大小不齋ニシテ平均ナラス故二血液及ヒ諸液の分賦平等ナル事能ハス」

(XXV-3) 

ここから「脳髄，肝臓，腸胃等」に「殊二疾患ヲ生ジ易シ」とされている。

④ 「生歯ノ期」，「成長ノ期」には真の病ではないが疾患がよく務動し，除去されるとして，

これに Hufeland,C. W.は「Wichtigkeitder Entwickelungsperioden」と名づけ， Hageman,H.H. 

は「Gewigtder ontwikkelings-tijdperken」と蘭訳している。緒方洪庵はこれを「怜機務動ノ期」

と訳している。

⑤ Hufeland, C. W.は成長や疾病，死亡などから小児期を生歯まで， 7歳まで， 14歳までの

3期に区分しているが，その第 1期のところで次のように用いられている。

(Huf eland, C. W.) 「dieerste von der Geburt bis zum geendigten Zahngeschaft; sie ist die 

wahre Fortsetzung der Generation, die Zeit der Entwickelung und Ausbildung,」（375)

(Hageman, H. H.) 「heteerste van de geboorte tot het einde van het tandenkrijgen; dit is de 

ware voortzetting der generate, de tijd der ontwikkeling en vormaking,」（700)

（緒方洪庵）「［第 1期〕生誕ノ初ヨリ生歯ノ李に至ル是レ発成長育最モ盛ナル期」 (XXV-5)

この後「小児診法」，「小児播生法」，「初生児諸病」でも， Hageman,H.H.によって ontwik-

kelingなどがあてられた個所が 9か所ほどある (702-709)。その内， Hufeland,C. W.が En-

twickelungなどを用いているのは 6カ所で，他は， ausbilden, weg, warmeerzeugungである。

緒方洪庵訳は「怜機務動」，「諸種ノ疾病之レヨリ崩起スル」，「造為登成ノ機撥」，「諸器諸カノ登

成長育」などで，疾病の場合もふくめて内的なものが発現してくることに対して用いられており，

さらにそれが「萌」，「助長」，「喚起」，「成長」，「登生」してくることに対しても ontwikkelingの

訳があてられている (XXV-4-15)。

以上から， Richerand,A. B. B.の生理学書や Hufeland,C.W.の病理学書の蘭訳本の和漢訳を

通じて ontwikkelingの概念などが数多く導入されてきていたことが明らかとなった。前稿でみた

ように，宇田川玄真と坪井信道門下の堀内素常によって訳出刊行された後，引き続き堀内素堂，

黒川良安，青木研造，箕作玩甫，廣瀬元恭，青木浩斎，山本美致美，緒方洪庵等によって，「発生」
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を基本に内容にふさわしい訳出が行われてきたことが明らかとなった。 Hageman,H.などの菌

訳に制約されつつも，訳出は殆んど省略されておらず，各訳者によってこの語は訳出が必要な概

念としてとらえられている。医学における，主として良性のものに対してであるが，病的なもの

に対しても，それが外的なものの影響を受けつつも，内的なものが発生してくるものであれば，

それに対しても用いられている。この語の訳は内科関係の闇医訳書の刊行が禁止されていた10数

年ほどの間に闇医学の精鋭達によって引き継がれ，東西各地の蘭学塾で吟味されてもいる。幕府

の方針に基づき，開国後閾語学書の刊行ともほぽ重なるのであるが，この概念は1855年から1858

年にかけて，堀内素堂「幼幼精義』 (1843開雌）後10年あまりを経た時点で俗語訳で刊行された

蘭医学書に早速，導入されることになった73)―②.76)0 

その他に，これまでの調査によって，この頃に相前後して新宮涼民・新宮涼閣重訳「小児察病

治療則ーー名小児全書ーJ(1857 ・安政 4年）も刊行されている77).78)。この原典はオーストリ

アの Plenk.J.J. (1733-1807)の「Doctrinade cognoscendis et curandis morbis infantum」(1807)

で， ラテン語の蘭訳者は未詳であるが「Handleidingtot de kennis en genezing van de ziekten der 

kinderen. J (1808) を菫訳したものである79).80)。ここにも ontwikkelingが用いられている。

この書の「総論」では，「凡ソ小児 J諸病其長成二随ヒ之ヲ大別シテ三トス 其ー初生疾病

分娩後匝チニ病ムモノ是ナリ 其二乳児疾病哺乳時間患ルモノ是ナリ 其三食児疾病既二食

スルヨリ成童二至ルノ間患ルモノ是ナリ」 (1) として，疾病の「由略」を「憫質弛緩柔脆ニシ

テ知鎚鋭敏感動迅速二由ル」，「血液大二頭脳二上衝スルニ由ル」，「形腔成長二従フ殊二歯ノ生ス

ルニ由ル」，「難産胎屎停滞滑液漏泄二由ル」，「寒氣或ハ日光二鯖ルニ由ル」，「不良乳汁粉類及ヒ

乳製食物ノ過飽二由ル」，「腸胃薄弱ナルガ故二粘液酸敗液汚物銃晶ヲ生スルニ由ル」，「身憫ヲ不

潔ニスルニ由ル」（ 1) の 8項がまとめられている。 3期のオランダ語訳は「Ziektenvan Eer-

geborenen」,「Ziektenvan Zuigenden」,「Ziektenvan Gespeenden」 (1) であり，疾病の「由略」

の3件目は「uitop een volgende ontwikkeling van de Deelen des Ligchaams, inzonderheid van de 

Tanden」(2) となっている。 19世紀に人って ontwikkelingが用いられ始めていることがわかる

が，ラテン語の原本では「Acorporis Partium, imprimis den ti um successiva evolutione」(1) で

あり，両者の対応には19世紀初頭の特徴が示されている。新宮涼民らはこの ontwikkelingを「成

長」と訳している。

石田純郎によると， Plenk,J.J.以前の18世紀には「医学者であった内科医によって担われた

科学であった内科」と「転人であったギルド外科医によって担われていた技術であった外科」と

が階級として分化し，別々に教えられていたが，フランス革命後の階級変動の中で，これが軍医

学等の立場から一体化して教えられることになったとされる。 Plenk,J.J.はその移行期にあっ

て，ウィーン陸軍軍医学校教官としてその推進役を果したと指摘されている。この流れの中で

ontwikkelingの概念などが用いられたとみられる。

この点に関連して日本側から見れば，宇田川玄真が蘭語学や蘭医学を摂取していた頃とそれ以

後の時代で変化してきた点が 2つある。 1つは，本稿第 1部で取り上げたように，オランダ語の

辞書と文法書において19世紀初頭にオランダで近代化がはかられたものが導人され，それが各地

の闇学熟で用いられ，さらに覆刻版によって基準となる系統的な学習が広がってきたことである。

特に，入門文法書として Weiland,P.やMaatschappijのものが用いられることによって，大槻

- 36 -



田中：蘭学における発達の概念の導入について (2)

玄澤馬場貞由．宇田川玄真．大槻玄幹，吉雄権之助らが遭遇していた18世紀のオランダ文法の

もっていた未整理状況と H本における学習システムの未確立による学習上の困難は一先ず解決を

みた。これら先達の闇語学上の努力は貴重な遺産として新しい時代のものに修正されて引き継が

れた。その担い手達が学んだ新しい文法書において ontwikkelingやontwikkeltの語を用いた説明

が行われていたことが注目される。大庭雪斎訳の「諜和蘭文語」．飯泉士譲や高橋重威撰の「和

蘭文典字類』のみならず，幾種類もの写本や学習上の書き人れから．当時の Halma,F.などの

和蘭辞書になかったこれらの語を理解するための努力が払われたことが明らかとなった。

いま 1つは，やはり 19世紀における近代化の 1つの流れとして，蘭医学の内容の発展があり．

そこでの用語にも内容の発展にともなう変化がもたらされたことである。例えば宇田川玄真がわ

が国最初の西欧小児科学書として訳して未刊に終った『小児諸病緊法治法全書」（時期未詳）は

スェーデンの Rosenvon Rosenstein, N.「Underrattelserom Barnsjukdomar och deras Bote-Medel」

(1764) をオランダの Sandifort, E.が『Handleidingtot de kennis en Geneezing van de ziekten 

der kinderen」 (1779) として訳したものの重訳である81).82).83).84)。綴字法は古いが．後に出版

された Plenk,J.J.の蘭訳本はこれと同名である。ここでは人痘種痘法の採用や育児法の改善，

例えばSwaddlingの風習の廃止を述べるなど当時の革新的な内容が含まれているが．これまでみ

た所では ontwikkelingなどの語は用いられていない。 Swaddlingの布を解くことに対しては

スェーデン語では ontzwagtelenが用いられ．オランダ語では ontzwachtelenがあてられている。

このような時代からの変化が Plenk,J.J.やRicherand,A.B.B.さらに Hufeland,C. W.の摂

取をした闇医学者たちにはあった。しかも種痘に関していえば人痘法から牛痘法への移行によっ

てその予防は画期的な成果をあげ始め．治療法においても生気論的な立場にあったとはいえ．内

発的なものへの重視が発達的観点を準備することになった。生理学や病理学，診断学においても

発達区分に対して共通した関心が向けられている。 ontwikkelingの概念はこうして生存の可能性

の増大．外的な働きかけに対する内発的なものへの新たな着目をもとに．「発生期」の段階区分

などとして時期の実態が把握されてきた。日本への導入は宇田川玄真や坪井信道に学んだ堀内素

堂によってなされたとみられるが．それは Plenk,J.J.やHufeland,C. W.の小児科学において

のみならず．ここに取り上げたように Richerand,A.B.B.の生理学を導入した堀内素堂．黒川

良安．青木研造の「醤理学源J(1844)，箕作玩甫の「人生鋭原」（時期未詳）によってその意味

が共有されていった。民間においてのみならず．幕府天文方から後には蕃書調所の中心となった

箕作玩甫において秀れた認識ができていたことも注目される。こうして新しい担い手となった闇

学者たちによって共有され．幕府の統制に遭いつつも，さらにその認識を共有する可能性が育＜

まれた。それは開国後蘭医学の解禁によって刊行された廣瀬元恭「利描蘭度人身窮理書j(1855) 

として．さらに Hufeland, C. W.の病理学を導入した青木浩斎の「察病亀鑑』 (1853)，山本美致

美の I扶氏診断」 (1858)，緒方洪庵『扶氏経瞼遺訓l」 (1858-186]）の中に示されている。

ここで， Richerand,A. B. B.や Hufeland,C. W.のものは．宇田川玄真や坪井1言道が導入した

Boerhaave, H.の流れとは異なる生気論的立場に立っていたが．その相違についてまでの認識は

できていなかったとされている85)。また．生気論的立場は自然治癒力を重んじたものの，この

後にくる細胞説の発見の前夜という時代的な制約を受けていた。 ontwikkelingの和漢訳はそのよ

うな時代において引き継がれ，やがて刊行されることになったのである。 Maatschappij
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f Grammatica」, rsyntaxis」の覆刻版を刊行し，堀内素堂「幼幼精義」 (1843開雌）第二篇の序

文，緒方洪庵『扶氏経瞼遺訓J(1858-1861) の序文を記すなど，新しい一歩を劃する書の刊行

にあたって果した箕作玩甫の役割も注目されるところである。彼の「人生鏡原』の訳出をみるな

らば，これら序文等を寄せた書中において，各訳者たちが例えばontwikkelingをどのように訳出

しているかについては十分理解し，吟味し得たと思われる。しかし，西欧医学の流れの変化を認

識することは，ここまでの段階においては，まだできていなかったとみられる。

差し当り，国内においては，漢方から漢闇併存への流れの変化を実現することが重要な課題で

あった。 1858・安政 5年に藩主堀田正睦の老中首座辞任を強いられた佐倉藩では，それまでの洋

学振典の実績をもとに， 1859・安政 6年には天保改革の柱であった「文武芸術ノ制」において，

増引が免除される文武の術に闇学による「兵学修行」と「蘭家医師」を加えることが実現した。

その際，閣家医師の修行に対しては『GrammaticaJ と「Syntaxis」の卒業， Richerand,A.B.B. 

の rNieuweGrondbeginselen der Natuurkunde van den Mensch」(1826) と． Conradi,J.W.H. 

の「Handboekder Algemeene ziektekunde」 (1833)，それに Hufeland.C. W.の「Pathologie」

(1835-1837) のそれぞれ「lnleiding」にあたる部分の蘭訳本の卒業を基礎とした上で，「本道」，

「外科」，「眼科」，「産科」の各科に修得すべき指定文献をあげて，その修得すべき基準が示され

た86)。本稿で比較検討してきた書の範囲すべてを卒業することが蘭方医の基礎資格に含まれて

いたことが注Hされる。この制度は他藩にさきがけていたと見られ，また佐倉藩でも佐藤尚中が

長崎で Pompevan Meerdervoort, J. L. C.から西洋医学教育を学んで帰った1862・文久 2年以後，

1866・慶応 2年には，藩医から漢方医を廃し，医学所の職制度を改め，佐倉養生所を創設し，カ

リキュラムを改めている87）。したがって佐倉藩における 1859年の制が佐藤尚中らによって実際

に実施された期間はどれだけであり，成果の評価はどうであったのかなどについては未詳である。

したがって長期間，他藩もふくめて求められた修得水準とはいえない。すでに，それは西洋医学

の基礎をなす生理学，病理学としても古いものとなっていた。しかし，当時の緊迫した厳しい時

代的制約下にありながら，先覚者たちが新たに蘭家医師として世に出る者の甚礎資格の中に，

ontwikkelingの概念の理解を含む学習内容の修得を求めていたことは注目される。識者が翻訳す

る際にどのように理解し，いかなる訳をしたか，という段階の問題から，有貨格者に共通して求

められる専門の某礎として，また教養の基礎として，自らを啓培していく際に，この概念につい

ても認識を得ておくことが必要とされたとみられるのである。 1858年から1859年にかけては，そ

のような側面をもつ時代的要請が日本の蘭医学者を把えていた。幕府の医学所も改革されて，遂

に，この1859・安政 6年には漢方，蘭方いずれを学ぶことも相許されるというように，時代の包

みがまさに開かれることになったのである。

これ以後，次稿で述べるように，海軍伝習の教師として派遣された一員の中にあった海軍軍醤

Pompe van Meerdervoort. J. L. C.は松本良顛を介して西洋医学教育におけるお雇い外国人教師の

第 1号として幕府に採用されることになった。 1859年から1860にかけて ontwikkelingの概念はこ

のオランダ人教師による体系的な西洋医学教育におけるオランダ語の講義の中で用いられ，その

和訳によって学ばれることになる。それは体液細胞説に立つ病理学などであったが，生気論の立

場から体液細胞説に移ることを通じて， どちらにおいても，外的なものの影響を受けつつも，内

的なものが新たな姿・形をとって発生する実態に対して与えられる概念として， しかも良性のも

- 38 -



田中：蘭学における発達の概念の導入について (2)

のに対してだけでなく悪性のものの発生に対しても用いられていく。それらによって医学の発展

によって消滅する用語としてではなく，医学の科学的な発展の中で必要な概念として一層確実に

登場してくる。そのことは，内的なものの生成の科学的な解明が進むならば，その概念の当否も

含めてさらに概念の普遍化と深化がはかられ，それぞれの場合にふさわしい個別的表現が用いら

れ，諸概念との関連についての吟味を行うことが可能になっていくことにもなるであろう。

蘭学におけるこの概念の導入に関する次の研究課題は， 日本の蘭医学では Pompevan 

Meerdorvoort, J. L. C.の体液細胞説に立つ病理学から Ermerins,C.J.の細胞病理学の導入に至

る過程において ontwikkelingなどはどのような概念として定着したのか。また，物理・化学の発

展における技術的認識，さらに啓蒙思潮の発展と人文・社会科学の発展による政治・経済・教育

などの近代化に求められる認識などにおいてはどのような概念として導入されたのか，これらの

事実を明らかにすることである。それによって，ここまでのところでは ontwikkelingは主として

牛後の，人体内における諸機能や新形成物の発生の意味で把えられ，外的価値は外的影響に対し

て受動的で，内的なものの発現は外的価値に対しては初期の相対的独立性をもって認識されてい

るようにみえるが，それがどうなるのであろうか。前稿で指摘した堀内素堂『幼幼精義』におけ

る「生生発達」などのような発達の語の用法はここで取り上げた1844年から1850年代末までの時

期の閾和訳では見出されていないが，発達の訳などとの新たな遭遇は，社会科学を含む闇学にお

いては，いつ， どのように行われたのであろうか。これらを明らかにするための事実を求めて，

時代的探索はいよいよ幕未明治期， 1860年代に始まる次の時代に向かわなければならない88)0 
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② 田中昌人：日本における発達の概念の導入について一 江戸時代に渡来した日本見在17・ 18 

恨紀flj行洋辞書の検討 京都大学教育学部 B部門共同研究報告論集． 1994. （印刷中．引き続

き19世紀前半を執筆中）

5) 馬場穀里著：蘭語冠復辞考 全．束都翠雲軒蔵板． 1855・安政 2年．京都大学文学部文学科閲覧
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室所蔵本．

6) 馬場貞由の場合については，田中昌人：註 1) の文献． 189-192. 参照。

7) 雪斎大庭先生醗繹：諜和蘭文語前編上一，前編中 二（前編後は未刊）．片多哲蔵蔵梓． 1855・ 

安政 2年．物集家図害印と朱字記入のある京都大学附属図書館所蔵本を用いた。§ 138に書き入れ

は認められない。

8) 大庭雪斎のオランダ語に関しては次を参照した。

① 古田東朔：大庭雪斎．蘭学資料研究会「研究報告」第142号． 1963(「復刻版」第10巻． 1986.

9 -17.) 

②杉本勲：佐賀支藩の蘭学について 小城藩の場合 ．史淵第100輯． 1968. 73-88. 

③ 杉本勲：大庭雪斎訳述考．蘭学資料研究会「研究報告」第211号． 1968. （「復刻版」第16巻．

1968. 237-245.) 

④ 杉本つとむ：江戸時代蘭語学の成立とその展開 11 蘭学者による蘭語の学習とその研究

--．早稲田大学出版部． 1977. 1166-1202, 同N 蘭語研究における人的要素に関する研

究 ． 1981. 864-871. 

⑤斎藤信：大庭雪斎の「訳和蘭文語」について．杉本勲編「近代西洋文明との出会い 黎明

期の西南雄藩ー一」．思文閣出版． 1989.212-228. 

⑥ 大庭景利•安田雄平共訳：大庭雪斎「民間格致問答」．葦書房． 1992.

9) 原典は次を参照した．

① Grammatica, of Nederduitsche Spraakkunst. uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van't 

Algemeen. Tweede Druk. Amsterdam. den I't•" van Lentemaand. 1822. 国立国会図書館憲政資料

室箕作玩甫・箕作麟祥文書 No.145. 箕作家所蔵本．

② 原典初版本 (1814) との巽同については，京都大学附属図書館相互利用掛からオランダの

Koninklijke Bibliotheekに依頼して取り寄せた複写本の§ 137, 70ページを参照．

③ Maatschappijについては，池田哲郎：和蘭「共益会社」本について，閾学資料研究会「研究

報告」第67号． 1963. 「復刻版」第 4巻． 1986. 185-197. 

10) voorzetselsの訳や解釈については，次のまとめの中にあるが，実際にはもっと多くの訳が試みら

れた．

① 大槻文彦：註51)ー① （其三）を参照．

② 古田東朔：品詞分類概念の移入とその受容過程．蘭学資料研究会「研究報告」第130号． 1963.

「復刻版」第 9巻． 1986. 171-195. 

③井田好治：英文法訳語の発達 特に八品詞を中心として一~．九州大学教養部言語研究会

「言語科学」第 2号． 1966. 18-28. 

④ 杉本つとむ：江戸時代蘭語学の成立とその展開 V 翻訳の方法に関する研究，資料・穂

索引 ．早稲田大学出版部． 1982. 256-283. の「蘭文典にみえる文法用語（訳語）一覧」

11) 飯泉士譲撰：和蘭文典字類前編．志筑扁橋氏蔵梓． 1856• 安政 3 年．津山洋学資料館所蔵本．

12) Maatschappij rcrammatica」の§ 138までの訓点や部分訳を行った書や原稿， ノートの類としては

次のものを参照した。

①小川玄龍：寓蘭麻知加訓諜 上巻．榊原氏蔵梓． 1856・安政 3年．京都大学文学部文学科閲

覧室所蔵本．

②竹内宗賢：和蘭文典読法 巻之ー．巻之＝．楽善堂蔵版． 1856・安政 3年．京都大学文学部

文学科閲覧室所蔵本．

③ 遠田天籟：和蘭文典諜語答．楽善堂蔵板． 1856• 安政 3 年．早稲田大学図書館特別資料室洋

学文庫所蔵本．

④ 小原享諜：挿繹俄閾磨智科．小原竹棠蔵板． 1856・安政 3年．早稲田大学図書館特別資料室

洋学文庫所蔵本．

⑤ 訳者未詳：訓点和蘭文典．総摂館蔵 1857・安政 4年．早稲田大学図書館特別資料室洋学文

庫所蔵本．
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⑥ 矢野秀和：和蘭文典直諜前・後．時期未詳．東京大学資料編纂所所蔵本（維新史料本）．これ

は抄訳原稿本とみられる．

⑦ 古田東朔：幕末期の翻訳草稿二つ．文学・語学第33号．三省堂． 1964. 54-60. にも天理大

学図書館所蔵の訳者未詳「ガラムマーチカ国字解Jがあり， § 25から§ 31まで筆写され訳出さ

れていることが紹介されている．

⑧ 束北大学附属図書館所蔵和漢書古典分類目録に「ガラマテの語学』というのがあるが，これ

は「ガラマチカ 語学」の誤記である． Maatschappij 「Grammatica」で学んだ学習者による品

詞を中心とした学習帳である．

⑨ 山形県米沢市立図書館には高野長英直筆とされるオランダ文法害「HollanschsSpraakkunstJ 

のコピーがある．これは Grammaticaを10章にまとめたもので，全分野を網羅してはいるが，本

稿で必要な節の訳出の対応をみることはできない．

13) 杉本つとむ：江戸時代の蘭語学の成立とその展開 1I ――—蘭学者による蘭語の学習とその研究

--．早稲田大学出版部． 1203-1236.

14) 淡輪媛斎： Granmmatika. 1838. 天保9年．鳥取大学附属図書館所蔵本．

15) 淡輪崚斎については，斎藤信：天保時代におけるオランダ語教授の一例について．名古屋市立大

学教養部紀要「人文社会研究」第 9巻． 1964.95-114. および斉藤信 8)一⑤の論文参照．

16) 訳者未詳：和蘭文典前編＿賀蘭麻智架摘語解 ．時期未詳．石川県金沢市立図書館蒼龍館文

庫所蔵本．

17) 甜岡佐渡家旧蔵の蒼龍館文庫には， Maatschappij 「GrammaticaJの写本と摘語解と覆刻本が残さ

れている。坪井信道の養子となった坪井信良の時代に作成された写本とみられている。佐渡家の

由緒および坪井信良については，宮地正人編：幕末維新風雲通信＿蘭医坪井信良家兄宛書翰集

．東京大学出版会． 1978. を参照。

18) 訳者未詳：諜瓦鸞磨智科 (Garanmatica)．時期未詳．愛知県名古屋市蓬左文庫所蔵の水野正信旧

蔵本．

19) 水野正信については，名古屋市蓬左文庫編：蔵書にみる幕末の尾張藩 （2) 藩主慶勝と陪臣

水野正信 ．蓬左． No.42. 1990. 1 -4. を参照．水野正1言の長男正遠が尾張洋学館を創設し

た上田仲敏の弟子であった上田仲敏については堀川柳人編：尾張蘭学者考．尚徳蔵版． 1933.

59-78. を参照．また，水野正信の三男初三郎は蝦夷地で池田伊右衛門の養子になり， 1860・万

延元年に函館奉行支配諸術調所で「グラマチカ』を学んでいる．この件については水野正信編：

蝦夷地形勢ータ話．愛知県名古屋市蓬左文庫所蔵の水野正信旧蔵本を参照。

なお，中村保夫は18)の写本を水野正信とみている．中村保夫：水野三四郎正信について，名古

屋郷土文化会発行「郷土文化」第15巻第 3号． 1960. 6-11. 

20) 訳者未詳：ガランマチカ和解．時期未詳．静嘉堂文庫大槻文庫所蔵本および栃木県那須郡黒羽町

教育委員会所蔵黒羽藩校作新館旧蔵図書所蔵本．

21) 大槻家旧蔵蘭書については，片桐一男：静嘉堂文庫所蔵大槻家旧蔵蘭書考．蘭学資料研究会「研

究報告」第71号． 1960. （「覆刻版」第 4巻． 1986.251-273.）を参照。

22) 訳者未詳：和蘭文典前編直諜 乾．時期未詳．藝藩渡氏蔵書印．早稲田大学図書館特別資料室洋

学文庫所蔵本．

23) 佐竹得照：和蘭文典前編直諜．時期未詳．同朋学園大学部附属図書館所蔵本．

24) 佐竹得照旧蔵本については，同朋学園大学部附属図書館：第二秋季特別展目録．同朋学報第20号．

1969. 172-184. および同朋学園大学部附属図書館：近世自然科学関係図害展観目録＿佐竹得

照旧蔵本を中心として ．同朋学報第23号． 1970. 132-150. を参照。

佐竹得照については，堀川柳人編：尾張蘭学者考．尚徳堂蔵版． 1933. 99-106. を参照。

25) 菅政友：和蘭文典成句篇射諜 •一．時期未詳．茨城大学附属図書館菅文庫所蔵本．「成句篇封諜

ー』となっているが，誤記で，内容は Maatschappij 「Grammatica』の第 2篇以降のものである．

26) 菅政友については，國書刊行会・市島謙吉編：菅政友全集． 1907. 国会図書館所蔵本．

27) 水戸の洋学については次を参照した．
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①沼尻源一郎：洋学初期の外語辞書をめぐって 束関東現存害を中心に＿．沼尻源一郎編

：水戸の洋学．柏書房． 1977. 9 -39. 

② 鈴木咲ー：水戸藩学問・教育史の研究．吉川弘文館． 1987.第7章「水戸藩の洋学と排耶思想」．

166-235. 

28) Maatschappij 「GrammaticaJの覆刻刊行本については，下記を参照．

① 伊藤栄＝ ：熊坂健とその著書「和蘭文典前編」について．福島史学研究第 8号． 1969.19-20. 

②杉本つとむ：江戸時代蘭語学の成立とその展開 1I 蘭学者による蘭語の学習とその研究

--．早稲田大学出版部． 1977. 1141-1165. 

29) Maatschappij 「Grammatica]覆刻本§ 138のontwikkelingに書き人れがある資料の所蔵は次の如く

である．

① 千葉県立佐倉裔等学校図書館鹿山文庫所蔵本．

② 同志社大学図書館荒木英学文庫所蔵本．

③ 千葉大学附属図書館亥鼻分館東洋医学古書コレクション所蔵本．

④，⑤ 同志社大学図書館荒木英学文庫所蔵本．

⑥ 雄松堂フィルム出版：マイクロフィルム版．初期日本蘭仏独露語文献集．雄松堂書店． 1985.

RlO. 

⑦ 九州大学附属図書館所蔵本．

⑧ この他に，松村明：丹波修治旧蔵「和蘭文典』の訳語書き入れについて．松村明「洋学資料

と近代日本語の研究」東京堂出版． 1970. 97-116. によると丹波修治旧蔵の「和蘭文典」の前

編と後編に書き入れがあるとのことであるが，本稿で問題にしている個所にそれがあるかどう

かは，これまでのところ実見できていない。

30) 雪斎大庭先生醗諜：繹和蘭文語後編上三，後編中 四，後編下五．片多哲蔵蔵梓． 1855・ 

安政 2年．物集家図書印と朱字記入のある京都大学附属図書館所蔵本を用いた。後編下の§ 175に

は朱点と朱線があり，該当個所の襴外上段に「能動態ヨリ受動態二移セルニ生ズ）レ者」と朱記さ

れている。 ontwikkeltに書き入れは認められない。

31) Syntaxis, of Woordvoeging der Nederduitsche Taal, uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van't 

Algemeen. Te Leyden, Deventer en Groningen, Bij D. du Mortier en Zoon, J.H. de Lange, en J. Oom-

kens. 1810. 89-90. 国立国会図書館憲政資料室箕作玩甫・箕作麟祥文庫 No.146. 箕作家所蔵本．

32) 高橋重威撰：和蘭文典字類後編．志筑鎌田氏蔵梓． 1858・安政 5年．津山洋学資料館所蔵本．

33) 「和蘭文典字類（前編・後編）』については，杉本つとむ：江戸時代蘭語学の成立とその展開 1I 
ー一蘭語学による蘭語の学習とその研究 ．1977. 1268-1275. を参照。

34) 訳者未詳：和蘭文典後編 世印太吉思斯摘語解 ．時期未詳．石川県金沢市立図書館蒼龍館

文庫所蔵本．

35) 訳者未詳：和蘭文典後編直諜 坤．時期未詳．蘇藩渡氏蔵書印．早稲田大学図書館特別資科室洋

学文庫所蔵本．

36) 原貞泰：設卯多幾斯和蘭陀語法．西肥佐嘉 原梅南貞泰（花押）．時期未詳．天理大学附属天理図

書館所蔵特別本．

37) 佐竹得照：和蘭文典後編直繹．時期未詳．同朋学園大学部附属図書館所蔵本．なお，京都大学文

学部文学科閲覧室には訳者未詳で本資料と同じものがある．

38) 菅政友：和閣文典成句篇封諜 ＝．時期未詳．茨城大学附属図書館菅文庫所蔵本．

39) 田中昌人：文明開花期における発達の概念の導入について—-Hepburn, J.C.と中村正直の場合

—京都大学教育学部紀要第34号． 1988. 93-126. 

40) Maatschappij rsyntaxis」の覆刻刊行本については，杉本つとむ：註28)ー②を参照．

41) Maatschappij「SyntaxisJ覆刻本§ 175のontwikkeltに書き入れがある資料の所蔵は次の如くである．

①，② 千莱県立佐倉高等学校図書館鹿山文庫所蔵本．

③ 東北大学附属図書館医学部分館所蔵本．

④ 東北大学附属図書館藤原文庫所蔵本．
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⑤ 松村明：註29)一⑦を参照。

42) 柳下元良・金子忠範覆刻：新定和蘭文範前編．峰玄甚蔵． 1856・安政 3年．京都市立西京商業裔

等学校平野文庫および石川県金沢市立図書館蒼龍館文庫所蔵本．

43) 木村海蔵校正：和蘭吻乙蘭土文範初版 天，地． 1856• 安政 3 年．石川県金沢市立図書館蒼龍館

文庫所蔵本．蒼親館文庫の「洵乙蘭土語解」（手稿本）にも該当語は認められない．

44) 福井藩：和蘭語学原始．高裔所徳温賓學校利用． 1844年版．石川県金沢市立図書館蒼龍館文庫所

蔵本．

45) 可野亮：蘭学独案内 巻之＝．下学堂蔵板． 1856・安政 3年．註32)一⑤雄松堂マイクロフィルム

R15. 所収．

46) 香慮閑人：和蘭文典便蒙．瑞井堂蔵板． 1857・安政 4年．早稲田大学図書館特別資料室洋学文庫

所蔵本．

47) 柳河春三：洋學指針．丹鶴書院執事上櫻以頒同社． 1857・安政 4年．雄松堂マイクロフィルム32)

―⑤.Rl7.所収．

48) 遠西葛拉獣児私：蕃語象脊．弘前 佐々木元俊蔵板． 1857• 安政 4 年．京都大学文学部文学科閲

覧室所蔵本．

49) 1857年当時，刊行の蘭和を含む下記の刊行辞書にはまだ ontwikkelingなどの語は収録されていな

かった．

① 茂亭村上義茂著：五方通語．達理堂蔵． 1857• 安政 4 年．国立国会図書館古典籍資料室所蔵本．

② 竹堂折井正邑閲・培蘭牧天穆著：蘭語通．折井蔵版． 1857・安政 4年．京都大学文学部文学

科閲覧室所蔵本．

③鶴峯戊申：和蘭熟語集 初編．奇雲姦蔵板． 1857• 安政 4 年．群馬県伊勢崎市立図書館所蔵

本（没楽天僕旧蔵）．

④ 公荘徳郷・窪田耕夫同輯：洋學須知附録熟語箋．来青堂． 1859・安政 6年．早稲田大学図書

館特別資料室洋学文庫所蔵本．

50) 杉本つとむ：江戸時代蘭語学の成立とその展開 II 蘭学者による蘭語の学習とその研究 ． 

早稲田大学出版部． 1977. 1237-1301, 同皿 対訳語彙集および辞典の研究―-.1978. 870-

903. 

51) 当時におけるオランダ文典の導入については次の資料を参照した．

① 大槻文彦：和蘭文典文典の諜述起原．史學雑誌第 9編第 3号． 1898. 1 -13, （其二）同誌第

9編第 5号． 1898. 16-31. （其三）同誌第 9編第 6号． 1898. 1 -11. 

② 斉藤信：日本に於けるオランダ語発達の概況．鳥取大学学藝学部研究報告第 1号． 1950. 58 

-69. 

③ 板澤武雄：辞書及び文法書の編纂と蘭学の発達．「H蘭文化交渉史の研究J吉川弘文館． 1959.

④池田哲郎：オランダ語研究史序説 江戸時代に輸入された辞典と文法害—．福島大学学

芸学部論集第12号． 1961.86-95. 

⑤ 井田好治：文化年間における長崎の西洋（蘭•仏・英）文法論．九州文化史研究所紀要第12号．

1967. 81-124. 

⑥ 佐藤良雄：和蘭文典の日本文典に対する効用．緒方富雄「蘭学と日本文化」東京大学出版会．

1971. 131-139. 

⑦杉本つとむ：江戸時代蘭語学の成立とその展開—長崎通詞による蘭語の学習とその研究

．早稲田大学出版部． 1976.

⑧ 杉本つとむ：江戸時代蘭語学の成立とその展開 II 蘭学者による蘭語の学習とその研究

．早稲田大学出版部． 1977.

⑨ 杉本つとむ：江戸時代蘭語学の成立とその展開 m--—対訳語彙集および辞典の研究—.

早稲田大学出版部． 1978.

⑩ 杉本つとむ：江戸時代蘭語学の成立とその展開 N-蘭語研究における人的要素に関する

研究 ．早稲田大学出版部． 1981.
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⑪杉本つとむ：江戸時代闇語学の成立とその展開 V 翻訳の方法に関する研究，資料・穂

索引 ．早稲田大学出版部． 1982.

⑫ 斎藤信：日本におけるオランダ語研究の歴史．大学書林． 1985.

52) 吉雄権之助述：訳文必用属文錦襄．時期未詳．京都大学文学部文学科閲覧室所蔵本．吉雄如渕撰

：和闇属文錦襄抄．時期未詳．天理大学附属天理図書館所蔵特別本．

53) 19世紀後半にオランダで新しく刊行された文法書では，入門者用の精選が更に進み．例えばvoor-

zetsels onscheidbaarの例示も次のようになっている。

① Weiland. P. : Nederduitsche Spraakkunst. Dordrecht. 1854. 国立国会図書館古典籍資料室所

蔵本． ここでは「be,ge, her, ont, ver」(108) が例示されている．なお．本書では形容詞の小

見出しに「Nadereontwikkeling der bijvoegelijke naamwoorden」(52)が用いられている。

ただし，佐賀県立武雄尚等学校図書室武雄蘭書所蔵本の同書 (1846) には，すでに「Nader

ontwikkeling van de deelen der rede」(50) の見出しがあるので，言語学者 Weildnd,P.におけ

るontwikkelingの用法の研究は別途行われる必要がある。

② Sandwijk, G. van : Beknopte Nederlandsche Spraakkunst. Purmerende. 1855. 国立国会図書

館古典籍資料室所蔵本．ここでは「be,ge, her, ver, on, ont」(34) が例示されている。

③ Maas, J. : Nederlandsche Spraakkunst. Amsterdam. 1855. 東京大学史料編纂所図書室菊地大

麓旧蔵書中箕作家旧蔵閾書所蔵本．ここでは，「be,ont, ant」(55) が例示されている．

これまでのすべてにおいて ont は—•貰して採用されている点が注目される。

54) 理施闇度原本．堀内索棠•黒川良安•青木研造：瞥理卑源． 1844. 武田科学振典財団杏雨書屋所

蔵本．

55) 各訳者については下記を参照。

① 堀内亮一編：堀内素常．杏林舎． 1932.

② 「黒川良安没後百周年記念号」．北陸医史第12巻第 1号． 1991.

③ 豊田稔坊編：幕未の名医行木兄弟．豊田稔・—·liJ. 1971. 

56) 利奢闇度著．漢越而白朱譲諜， （箕作玩甫重訳）：人生鋭原．時期未詳．国立国会図書館憲政資料

室所蔵本（箕作玩甫文書 5). および京都大学医学部図書館所蔵富+.川本．箕作玩甫文書の方には

一部に朱筆で書き入れや墨筆の送り仮名．返り点があるので．本稿引用にはこれを用いた。

57) 箕作玩甫については下記を参照。

① 呉秀二：箕作玩甫．大日本図害． 1914.

② 蘭学資料研究会編：箕作玩甫の研究．思文閣出版． 1978.

③ 杉本つとむ：江戸時代蘭語学の成立とその展開 W 蘭語研究における人的要素に関する

研究 ，早稲田大学出版部． 1981. 661-676. 

58) 廣瀬元恭諜：利描蘭度人身窮理書．時習韮蔵版． 1855. 京都大学医学部図書館所蔵富士川本．

59) 廣瀬元恭については下記を参照。

① 阿知波五郎：廣瀬元恭~ ，緒方富雄編「江戸時代の洋学

者たち」新人物往来社． 1972. 224-228. 

60) 内山孝一：明治前日本生理学史， H本学士院編『明治前日本医学史 第2巻」． 日本学術振輿会．

1955. 83-327. 

61) 坪井信道については下記を参照。

① 中貞夫：洋学者坪井信道．弘学社． 1943.

② 仲田信．：埼至県医学校と日習‘欺閾学熟．浦和市尾間木史碩保{f会． 1972.

③ 杉本つとむ：江戸時代蘭語学の成立とその展開 W 蘭語研究における人的要索に関する

研究 ，阜稲田大学出版部． 1981. 585-595. 

62) Richerand, A.B.B. : Nouveau Elements de Physiologie. Paris. 1804. 武田科学振興財団杏雨害屋

所蔵本．

63) Erpecum, A. V. : A. Richerand's Nieuwe Grondbeginselen der Natuurkunde van den Mensch. 

Amsterdam. 1826. 大阪大学事務扁適熱記念会所蔵本．なお，本害の1821年版は京都大学附属図書

-44 -



田中：蘭学における発達の概念の導入について (2)

館特別資料室（山脇家1H蔵）， 1835年版は長野県長野市松代真田宝物館，福井県立大野高等学校図

書館大野藩等旧蔵図書および千葉県立佐倉麻等学校図書館鹿山文庫所蔵本．

64) 他に63) の書を和漢訳して未刊になった書には次のもがある。

① 宇田川棺芹諜：瞥學原本 稿本．時期未詳．早稲田大学附属図書館特別資料室洋学文庫所蔵本．

② 箕作玩甫訳：リシェラン眼目究理．時期未詳．武田科学振興財団杏雨書屋所蔵本．

③ 訳者未詳：里施閾土氏非叔禄義新書．時期未詳．武田科学振興財団杏雨書屋所蔵本．

なお，里・施・闇士氏叔禄義新書 (35丁，迎翠韮主人自写）が東京大学図書館土牛家旧蔵古

医籍として所蔵されているとのことであるが未見である．

65) Richerand, A.B.B.の生理学の日本への導入に関しては次を参照。

① 内山孝一：註60) を参照。

② 内山孝一：オランダ伝来の生理学書とその和訳本についての研究． 日本医史学雑誌第10巻第

1号． 1962. 22-24. 

③ 阿知波五郎：扶獣闇度「原病学」と理播蘭度「人身窮理書」． 日本医史学雑誌第11巻第 1号．

1964. 13-14. 

66) 「党動二）J」を用いての説明に入ってから ontwikkelingなどの語を使用している個所は，

Richerand, A. B. B. (1804) の38, 48, 58, 64の各ページ， Erpecum,A. (1826) の30, 37, 56, 

68, 75の各ページである。

67) 堀内寛忠龍著・堀内淳忠迪校：保嬰瑣言． 1852・嘉永 5年．千葉大学附属図書館亥鼻分館東洋医

学古書コレクション所蔵三宅春齢旧蔵本．なお，本書は堀内亮一編：堀内素咲．杏林舎． 1932.

では未詳となっている。

68) 扶欲蘭度著， I合傑油訳，青木担浩齊菫繹：遠西名瞥扶獣闇度 察病編鑑．合章軒蔵.1857（流布本）．

京都大学医学部図書館所蔵富士川本．

69) 青木浩斎については下記を参照。

① 佐藤栄七： 「察病亀鑑」の翻訳について．蘭学資料研究会「研究報告」第85号． 1961. （「復

刻版」第 5巻． 1986. 161-166.) 

② 中野操：「察病亀鑑」の訳者青木浩斎について．闇学資料研究会「研究報告」第113号． 1962.

（「復刻版」第 7巻． 1986. 225-230.) 

③ 森納：鳥取藩医•青木浩斎について． 日本医事新報第2946号． 1980. 181. 

70) 扶樫閣度著，玲傑満諜，山本美致美繹・大槻哨俊斎閲：扶氏診断．遮葵棲蔵版． 1858. 京都大学

医学部図書館所蔵富士川本．

71) 山本美致美については研究論文を見出すことができなかった．校閲した大槻俊斉については，緒

方富雄：大槻俊斎とその時代・閣学資料研究会「研究報告」第64号． 1960.（「復刻版」第 4巻． 1986.

125-139.) を参照。

72) 獨扶歌闇士著：闇 華傑満蘭訳，緒方洪庵・緒方郁蔵重諜，大庭窓景徳参校，今泉元甫書写：

扶氏経験遺訓．適々斉蔵． 1957. は東都大学医学部図書館所蔵富士川本．

73) 緒方洪庵については下品を参照。

① 大阪大学編刊：緒方洪庵と適塑 1953.

② 古田束朔：江戸期における翻訳害の文章形式．緒方富雄編『闇学と日本文化J.東京大学出版

会． 1971. 141-151. 

③緒方富雄：緒方洪庵伝 第 2版増補版岩波書店 1977.

④ 杉本つとむ：江戸時代闇語学の成立とその展開 W 蘭語研究における人的要素に関する

研究 ．早稲田大学出版部． 1981. 650-660. 

⑤ 中村昭：緒方洪庵「扶氏経験遺訓」翻訳過程の検討． H本医史学雑誌第35巻第 3号． 1989.

1 -32. 

⑥ 『病学通論」は，洪庵緒方先生諜本：病學通論．適適齋蔵．青袋閣． 1849・嘉水 2年．大阪

大学事務局適塾記念会所蔵本．

74) Hufeland, C.W. : Enchiridion Medicum, oder Anleitung zur medie. Praxis. St.Galen.第 2版
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1836.武田科学振典財団杏雨害屋所蔵本・

75) Hageman, H.H.: Enchiridion Medicum. -Handleiding tot de geneeskundige praktijk erfmakmg van 

een vijftigjarige ondervinding door C.W. Hufeland. Amsterdam. 1838. 大阪大学事務局適塾記念会お

よび武田科学振興財団杏雨書屋所蔵本．

76) この本は分冊覆刻されて学習され，各地に普及したが，それだけでなくここで取り上げた

「Diagenostick,idtuo, gnomiek」についても闇文を策写して学習し各地へ持ち帰っていることが．

例えば．群馬県伊勢崎市立図書館所蔵の設楽天僕貸料によっても明らかである。設楽天僕 (1818

-1883) は依田元甫，戸塚静海． さらに緒方洪庵， Pompevan Meerdervoort. J.J.について蘭学，

蘭医学を学び伊勢崎で医院を開き．学校の建設にあたっている。現存の蘭文写本にも Richerand,

A.B.B.: Natuurkunde van den Mensch.や Hufeland,C. W.: Diagenostiek, idtuo. gnomiek.の蘭写

本．さらに Millot,J. A.: Volleedig Samenstel der Voortteeling, in zich bevattende. 1801. も所蔵さ

れている。 19世紀初頭の Millot,J.A.の原本の写本にも ontwikkelingが筆記されているが設楽天

僕がどのような訳を与えていたかは明らかでない。

77) 牙骨夫幡布欽吉著；新宮義正涼民•新宮義健涼閣重諜：小児察病治療則 小児全書 ．1857 ・ 

安政 4年．京都大学医学部図書館所蔵富士川本（新宮涼閣より参河国羽田八幡宮への奉納本）．

78) 新宮涼民等については．山本四郎：新宮涼庭伝． ミネルヴァ書m.1968. を参照。

79) Plenk. J.J.: Handleiding tot de Kennis en genezing van de ziekten der kinderen. Amsteldam. 1808. 

なおこの原典はラテン語で Doctrinade cognoscendis et cu rand is morbis infantum. Viennae. et 

Tergesti. 1807. である。いずれも京都大学附属図書館相互利用掛からオランダの Universiteitvan 

Amsteldam.への依頼によって寄贈を受けたコピーによる。

80) Plenk, J.J.の『小児全書』については，石田純郎：プレンクと「小児全書』 (1)．科学医学貸料

研究第192号． 1990. 8 -12．同上（ 2). 同上誌第193号． 1990. 6 -12, 同上 (3)．同上誌第

196号． 1990. 12. を参照。

81) Rosen von Rosenstein, N.: Underrattelserom Barnsjukdomar och deras Bote-Medel. Stockholm. 1764. 

本書は京都大学付属図書館相互利用掛からスェーデンの LundsUni versitet, Uni versitetsbiblioteket 

への依頼によって入手したコピーによる。

82) Sandifort, E.: Handleiding tot de kennis en geneezing van de ziekten der kinderen.'s-Gravenhage 

1779. 本書は京都大学附属図書館相互利用掛からオランダの Bibliotheekder Rijksuniversiteit Gro-

ningenへの依頼によって寄贈を受けたコピーによる。

83) 宇田川玄真諜：小児諸病竪法治法全書．時期未詳．京都大学医学部図書館所蔵富士川本．

84) 阿知波五郎：宇田川玄真「小児諸病』．坪井信道「診候大概』，箕作玩甫「斯微旬•発斑熱j につ

いて． 日本医史学雑誌第15巻第 2号． 1969.36-37. によると，「（「小児諸病」は近藤正斎の「保

嬰全害」のことである）」とされている。

85) 阿知波五郎の下記の書を参照。

① 阿知波五郎：闇学前半期医学思想の源流 Herman Boerhaave （蒲爾化歌）医学の本質 ． 

閾学資料研究会「研究報告」第202号． 1967. （「復刻版」闇学資料研究第15巻． 1982.357-379.) 

② 阿知波五郎：闇学医学思想に及ぽした歎爾満・蒲爾花獣の影響．蘭学貸料研究会「研究報告」

第208号． 1968. （「復刻版」蘭学資料研究第16巻． 1982. 131-156.) 

③ 阿知波五郎：生気論医学 (vitalisticmedicine)受容期 (1820-1855)Christoph Wilhelm Hufe-

land (1762-1836)の影響 (1). Modern Medicine 4 (1). 1975. 77-82. 

④ 阿知波五郎：近代日本の医学 西欧医学受容の軌跡一ー思文閣出版． 1982.

86) 篠丸頼彦：佐倉時代の尚中． 日本医史学雑誌第29巻第 3号ー~ ． 

1983. 3 -16. ここで基礎資格として修得することが求められた書の多くは現在．千葉県立佐倉

裔等学校図書館鹿山文庫に所蔵されている。

87) 小川鼎三：順天‘韮史 佐藤尚中伝（ 6). 順天堂医学第19巻． 1973.273-279. 

88) 田中昌人：蘭学における発達の概念の導入について (3)—内田正雄「和蘭學制』 (1869) まで

（未刊）
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