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本書の特長
① キリシタン語学の入門ガイド
16・17 世紀、信長・秀吉・家康の生きた時代、カトリックの日本宣教のために作成さ
れたキリシタン文献。日本語の歴史を明らかにするこのキリシタン文献の最新研究をふ
まえて、平易に解説。研究・教育でキリシタン語学に関心のある人々が座右に備えるべ
き入門ガイド誕生。研究上の手引きとしてだけでなく、大学生・大学院生に指導する際
の手引きとしても有用。

岸本 恵実・白 井 純

② 国際的・学際的な研究をふまえた最新解説
宣教師たちの使用言語であるポルトガル語・スペイン語とラテン語、および日本以外
の宣教地域の言語を視野に入れた、
Missionary Linguistics（宣教に伴う言語学）の資料として、
国際的・学際的な研究がすすむキリシタン文献。その豊潤なエッセンスを、13 名の執筆
者が最新研究をふまえ、平易に解説する。

（大阪大学准教授）

編

（広島大学准教授）
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第2部

3. キリシタン時代の文法書

③ 理論編で基礎知識を身につけ、実践編で文献を読み進める
概説と最新の研究成果を紹介した理論編と、個々の文献の扱い方を学ぶ実践編の 2 部
構成。相互に参照しながら実際に文献を読み進めることで、大学生・大学院生が研究テ
ーマを見出し、レポートや論文の執筆につなげられるように構成。キリシタン文献の実
例を挙げ、実際に読みすすめる。

実

践

編

6.1. 日葡辞書

3. キリシタン時代の文法書

―日本語・ポルトガル語の対訳辞書―

6.1.1. 標題紙と本文冒頭（ブラジル国立図書館蔵本）

3.1. キリシタンの日本語文法に影響のあった文法家
キリシタンの日本語文法に直接の影響を与えた文法家は、当時のスペイン最大のラテン文法家
で初のスペイン語文法の著者でもあるアントニオ・ネブリハと、イエズス会の標準ラテン文法を
p.68

p.125

著したマノエル・アルバレスである。ネブリハの『ラテン文典』は、1481 年の初版以来、1599
p.57

年までだけでも 200 以上の版を重ねた。
これより古い文法家であるドナトゥス、プリスキアヌス、更に遡ってディオメデス、クィンティ
リアヌス、ウァッロ、…といった名は、いずれもネブリハやアルバレスの引用中に現れるだけで、
キリシタン語学書が独自に引用するものではない。また、アルドゥス・マヌティウス、デスパウ
第2部

実

践

編

テリウス、スカリゲル、及びポルトガルのカルドーゾのラテン文法も、同時代ではあるが、これ
p.72

④ 充実の付録・コラムと豊富な図版
カラー口絵など、多数の図版を収録。くわえてキリシタン語学に関わる重要な用語に
語句解説を加える。多分野にわたるコラムや、手もとに置いて役に立つ付録も充実。

らは、キリシタン語学書には、何の影響も与えていない
様である。

extensa（広本） で、これは中央に本文を置き、周りを

図1

小活字の scholion（教授用注） で囲んだ大きな folio（二

6.2.1. 標題紙と本文冒頭

（イエズス会文書会蔵本）
折） 判である。現存初出は 1495 年サラマンカ版（図、エ

ル・エスコリアル図書館等に所蔵）。別に、注を除いた第 3 版

edición abbreviada（略本）が、比較的小さな quarto（四折）
称は、Nebrija 自身が（後になって）tertia editio（第 3 版）

の説明を付した日本語辞書）

と呼ばれている。（ネブリハの諸版は、Martín Baños 2014 に詳

申
込
書

キリシタン語学入 門 
ISBN978-4-8406-2245-5 C1080 ¥2500E

お名前（ふりがな）
ご住所

〒

〔

p.85

p.68

1603 年・長崎にて本篇刊行、翌 1604 年・同じく長崎にて補遺篇刊行

不明（複数のイエズス会のパアデレ・イルマン）
標題紙・許可状・認定書・序文・例言・本篇・補遺篇

両方を持たない。エヴォラ本は許可状・認定書の順序は正しいが、その前に序文・例言が配されている。
）

判型

標題紙

クワルト

言語・活字

Aluari Grammaticam exponi. Quod si quotidianis fere experimentis compererit

所蔵
図 2 「本篇」本文冒頭

日本語・ポルトガル語、ローマン活字・イタリック活字

オックスフォード大学ボードレー図書館（イギリス）、エヴォラ公共図書館（ポルトガル）、

フランス国立図書館（パリ本）、ブラジル国立図書館（リオ本） この他、写本がアジュダ文庫（ポ
ルトガル）に所蔵されている。また、かつてマニラのサント・ドミンゴ修道院文庫に収められ

aut consulto Praeposito Generali illam 2alia quapiam ratione suorum consuetudini, &

取扱店（番線印）

6.4.1. 標題紙と本文冒頭（ボードレー図書館蔵本）

（但し、ボードレー本は許可状・認定書の順番が逆になっており、パリ本・リオ本はそもそも許可状と認定書の

イエズス会の日本語文法に強い影響力を持つ。

puerorum captus, licebit aut vti 1Emmanuele in Romanam methodum nuperrime redacto,

2022 年 3 月 25 日刊行予定

構成

61. Qua vtendum grammatica. Aequum est nostris in scholis non aliam, quam P. Emmanuelis

図1

八木書店 刊

著編者

アルバレスのラテン文法は、イエズス会が標準の文法
として、それ以外の教授を禁じたために、（当然ながら）

Praepositus Prouincialis illam accuratioris esse methodi, quam in sua Prouincia ferat

岸本恵実・白井 純 編

成立・刊行

しい）
。

【予約受付中】刊行次第、お届けいたします。ご注文は下記にご記入の上、最寄りの書店か、または小社までお申し込み下さい。

し語「A.［あ］」から始まる。

e irmaõs da companhia de Iesu.（イエズス会のパアデレ達とイルマン達によって編纂され、ポルトガル語

の間に様々な試みの版が現れるが、一括して「第 2 版」

図 Nebrija(1495) Introductiones latinae
(71r) Real Biblioteca de San Lorenzo de el
Escorial 本

6.4. 羅葡日辞書

本文冒頭

正式書名 Vocabulario da Lingoa de Iapam com a declaração em Portugues, feito por alguns padres,

と書いたためで、初出には無い。初版（1481）と第 3 版（1495）

https://catalogue.books-yagi.co.jp/

図2

標題紙

―ラテン語・ポルトガル語・日本語の対訳辞書―
本文冒頭は Dos vocabulos que comecam polla letra A（A の文字から始まる語彙）
に続いて、見出

6.1.2. 基本書誌

判として並行して出版され続ける。「第 3 版」という呼

〒 101-0052 東京都千代田区神田小川町 3 - 8
Tel:03-3291-2961 ／ Fax:03-3291-6300 pub@books-yagi.co.jp

6. 4. 羅葡日辞書

6.2. 落 葉 集

ネブリハのラテン文法には多数の版があるが、キリシ

タン文献に歴然と影響があるのは、その第―定訓に基づく漢字表記の整理―
3 版 edición

ていた本もあるが、戦後行方不明となり、2021 年現在依然として行方が知られていない。マ

ingenijs adaptare, salua tamen ipsa vi ac proprietate omnium praeceptorum Emmanuelis.

図1

42

標題紙

図2

本文冒頭

21

6.4.2. 基本書誌

〕冊

正式書名 Dictionarium Latino Lusnitaicum, at Iaponicum…（アンブロシウス・カレピヌスの 1 巻より抜
粋したラテン語・ポルトガル語・日本語の辞典。地名・人名を含む固有名詞と他の用例の少ない語を割愛した
p.68

定価 2,750 円（本体 2,500 円＋税 10％）

p.68

うえ、語の全ての意味と模範的用法を付け加えた。ラテン語を学ぶ日本の若者および日本語の習得に努めるヨー
ロッパ人の使用と便宜のために。）

成立・刊行

TEL

著編者

図 3 「色葉字集」本文冒頭

FAX

図 4 「小玉篇」本文冒頭

1595 年・天草にて刊行

不明（複数の外国人宣教師・日本人イルマン（修道士））

構成

標題紙・序・本文・補遺・正誤表

判型

クワルト

言語・活字
所蔵

ラテン語・ポルトガル語・日本語、ローマン活字

オックスフォード大学ボードレー図書館、フランス学士院図書館、ライデン大学図書館、

ロンドン大学 SOAS 図書館、北京国家図書館、（サンクトペテルブルク大学図書館？）

E-MAIL

オックスフォード本は勉誠社（1979）、フランス学士院本は清文堂出版（2017）の影印がある。
48
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19,000

この 2 本は保存状態が良く、異同は少ない。その他、北京にある 2 部のうちの 1 本の影印とし
て東洋文庫（1951） もある。近代、ベルナルド・プチジャン（Bernard Thadée Petitjean, 1829-1884）
67

目
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論
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4. 印刷技術

第2部

キリシタン版（Jesuit Mission Press in Japan）はすべて西洋式金属活字プレス印刷術（typography）
p.43

によって出版された。中国を起源とする活字印刷術は 15 世紀半ばにドイツのマインツでグーテ
ンベルク（Johannes Gutenberg, 1400? - 1468）によって改良されてベネチア、パリ、ローマ、ケルン、
印刷所がインクナブラ（incunabula：揺籃期活字本）を出版したが、日本におけるイエズス会の活字
p.85

印刷術は、ヴァリニャーノの起案した天正遣欧使節がヨーロッパから活字印刷機とローマン体ラ
p.68

テンアルファベット活字および前期国字本の仮名漢字活字を持ち帰ったことにより 1590 年頃に

中野 遙
白井 純

始まった。これは朝鮮式銅活字印刷術と並んで、日本における最も早い時期の活字印刷の実践で

6. 2. 落葉集 ―定訓に基づく漢字表記の整理―
6. 3. 日本大文典・日本小文典 ―通事ロドリゲスの文法書―

豊島正之
6. 4. 羅葡日辞書
―ラテン語・ポルトガル語・日本語の対訳辞書―
岸本恵実
6. 5. 天草版ラテン文典
―イエズス会標準ラテン文法の日本語対応版―
黒川茉莉
6. 6. ドミニコ会 コリャード文典
―イエズス会とは異なる視点から編まれた文法書―
岩澤 克
〔コラム〕イエズス会とドミニコ会
―ふたつのローマ字表記体系の差異が示すもの―
山田昇平

7. キリシタン文学書・宗教書を知る
7. 1. 日本語ローマ字本（口語）と CHJ の使い方 平家物語
―口語訳された『平家物語』―
川口敦子
7. 2. 日本語ローマ字本（文語） サントスの御作業
―写本と活字本の比較からみえるもの―
白井 純
〔コラム〕キリシタン文献・ローマ字本の
分かち書きについて
千葉軒士
7. 3. 日本語国字本（1） どちりなきりしたん
―日本で 4 回出版されたカトリック教義の基本書―
白井 純
7. 4. 日本語国字本（2） ぎやどぺかどる
― “退悪修善の道理” を説くキリスト教修徳書―
折井善果
7. 5. 写本 バレト写本
―日本語訳された福音書・聖人伝など―
川口敦子
〔コラム〕キリシタン語学研究の今後
丸山 徹
8. キリシタン版を読んでみる

白井

純・岸本恵実

録

ある。但し、活字はキリシタン版弾圧に伴いマカオに持ち出された後、行方不明となった。

Carter（2002）、Werner（2019）が詳しい他、国立国会図書館ウェブサイト「インキュナブラ

8.1. 本文・二次資料の参照
演習・講読のレポート作成では課題として本文の一部が割り当てられることが多く、その場合
はあらかじめ注釈を付けるべき本文が示される。ここでは『天草版平家物語』の注釈を想定し、
どのような資料を参照して注釈作業を進めればよいのか案内する。なお、ローマ字本の読解に
ついては本書「7.2. 日本語ローマ字本（文語）サントスの御作業」にも具体例を挙げているので、
→p.95

あわせて参照してもらいたい。

まず、参照可能な本文画像や翻刻、索引類を整理することから始める。
『天草版平家物語』は
キリシタン版のなかで最も研究が活発で研究書の層も厚いが、現時点で本文は国立国語研究所に

＊インクナブラ：インキュナブラともいい、15 世紀の活字本をいう。黎明期の活字印刷本については
西洋

印刷術の黎明」がカラー画像多数で理解しやすい。

p.43

よるカラーのオンライン公開画像（バレト「難語句解」を含む）が利用できるので活用したい。全文
p.118

検索は日本語歴史コーパス（CHJ）が利用できる。その他の本文や注釈に関する資料、研究書に
ついては、本書「7.1. 日本語ローマ字本（口語）と CHJ の使い方

4.1.2. 活字印刷の技法

平家物語」に詳しい紹介がある。
→p.87

8.2. 本文を読む

西洋式金属活字プレス印刷術は、活字製作、組版、インク、用紙、
印刷、校正、裁断、製本などの様々な要素から成り立っている。

8.2.1. 翻

金属活字は、①活字父型（punch）を堅い金属棒から削り出し、

刻

ここでは「那須与一が扇を射たこと」の一場面（p.337 の 4 行目以降）をもとに、ローマ字表記

②父型を柔らかい金属棒の側面に打ち込んで母型（matrix） を作

を忠実に転写する翻刻、漢字仮名交じり表記に置き換える翻字、難読箇所や当代語の特徴が現れ

成し、③母型を鋳造機（handmould） に固定し、④鉛とスズを主

る箇所への注釈という一連の基礎作業の進め方を示す。

成分とする融解合金を流し込み、⑤冷え固まったら枠を外して

付 活字（type録
metal） を取り出す、という工程によって制作され、1
ポルトガル語・スペイン語・ラテン語の調べ方

つの父型から手作業で活字を量産する（図 1）。
活字箱（case）に収められた活字は、文選工・植字工という職
ポルトガル語・スペイン語・ラテン語の調べ方

人により草稿にしたがって並べられ、活字固定と調整のため字

1. 基礎知識

間にスペース（space）やクワタ（quad）、行間にインテル（interline-

キリシタン文献は、ポルトガル語・ラテン語・スペイン語で書かれているのだから、これらの
言語を読まねばならない。

p.68

p.68

図1

金属活字の制作方法

（Gaskell, 1972 より転載）

p.68

leads）という込め物を配置して版面（composition）を構成し、並べた活字の外周を縛り、字面を上

Google 翻訳のようなオンライン翻訳サービスも、進化はしているものの、到底、キリシタン

図 1 『天草版平家物語』（大英図書館蔵）本文

文献の精確な理解に使える状況ではない。例えば、
『日葡辞書』序文の最初の一文

にして木製の印刷機（press）に固定する。

Sendo o Vocabulario meyo tam necessario, & importante para aprender qualquer lingoa, ha

muito tempo que os Padres da Companhia, que estamos em Iapão, desejauamos sair com

用紙は二折の大型本の判型（format）をフォリオ（folio）、四折本をクワルト（quarto）、八折本を

elle impresso pera os Padres, & Irmãos que vem de nouo a cultiuar（辞書は、どのような言語を

学ぶにも、必要且つ重要な手段であるから、かなり前から、日本在住のイエズス会の神父達は、新たに宣教
p.56

オクタボ（octabo）といい、キリシタン版の欧文やローマ字国字本もこれに基づく。重ねた用紙

に来たる神父・イルマン達のために、それを出版したいものと願って来た）。

p.85

付

録

は、「語彙 meyo が必要になる前に、会社の父親は、Iapão にいて、父親によって印刷されたも

を紙押さえに挟んで位置を調整した後、活字面にタンポ（ink ball）に含ませたインクを塗り、用

のと一緒に去りたいと願っていました。」という調子である。ここまで壊滅的なら、使えないこ

とはすぐに分かるが、一応もっともらしい訳が出て来たときこそ要注意で、翻訳ソフトを通せば、

紙を載せて裏側から強い圧力をかけて印刷される（図 2）。
〔付録〕仮名字体一覧

大体の意味は取れる等と思っていたら痛い目に遭う。
文献学に必要なのは、
細部に至る精読であっ
て、
「大体の意味を取る」ことではない。

p.142
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インクは油煙（炭素から成る煤）、亜麻仁油（植物性油脂）、辰砂（硫化水銀の鉱物）などを混合し煮

児玉幸多（1993a）『くずし字解読辞典 普及版』東京堂出版
まず、現代ポルトガル語、現代スペイン語、古典期ラテン語は、それなりに心得て置かねばな

らない。

児玉幸多（1993b）『くずし字用例辞典

普及版』東京堂出版

以下は、あくまで「それなり」の話である。RTP（ポルトガル国営放送）や、TVE（スペイン国営放
参考サイト（アプリケーション）
送）のニュースが「ながら」で分かり、Cicero の演説集くらいなら寝転がって読める、
という方々
は、以下は読むだけ無駄である。
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337-05 nantomo xôyǒmo nǒte, xibaxi tattaga:cajega ſucoxi
337-06 xizzumari, vǒgui iyogueni miyeta. Cofiǒ naredomo,
337-07 jŭſanzocuno cabura totte tçugai, xibaxi tamotte fa
337-08 naſuni, yumiua tçuyoxi, vrani fibiqu fodoni, nari
337-09 vatatte, vǒguino canamecara cami yſsũ bacari voite
337-10 fipputto iqittareba,

くずし字学習支援アプリ「KuLA」 大阪大学
KuroNet くずし字認識サービス

337-04 Yoichi

人文学オープンデータ共同利用センター

「それなり」という水準は、高校数学に似ている。高校数学の問題（典型的には大学の入試問題）
みんなで翻刻

国立歴史民俗博物館・東京大学地震研究所・京都大学古地震研究会

が自力では解けなくても、その解答を読めば逐一理解できる、という水準が、ここでいう「それ

翻刻は原文のローマ字表記の文字配置のまま転写するのが原則である。本書コラム「キリシタ

なり」である。自分で積分が導けなくても、積分の過程が解法として書いてあれば、その論理を
（大学入試には合格できないかも知れないが）、
辿って解答の結論にまで到達できるという水準であれば、

何が起きているかの理解はできている。一方、積分の過程が追えないとか、そもそも積分って何、
仮名字体表

というレベルでは、
「それなり」の心得のために、学習が必要である。コインブラ大学やサラマ
ンカ大学など、3 週間程度の語学集中コースを提供している大学も少なくなく、現地に短期留学
仮名 字母
前期本
後期本
仮名 字母
するのも効果的だが、あくまで基礎力を養ってからのことで、基礎力無しでの語学留学は、資金
亜

計

と時間の無駄である。
け
あ
（数ではスペイン語の比では無 介
幸い、スペイン語は良い入門書が豊富にあり、古典期ラテン語も、
阿
いが）
、良質の教科書が複数ある。ポルトガル語の入門書は、多くはブラジル・ポルトガル語だ
己
が、ポルトガルのポルトガル語の教科書も出た。どの言語も、接続法現在あたりまでの知識は必
こ
い
以
古
須で、ラテン語の場合は名詞・形容詞・代名詞の曲用、動詞活用では直説法・接続法の能動・受

前期本

後期本

仮名 字母
ち

川

徒

左

もっとも、曲用・活用などの記憶が怪しくても、手頃な文法表がオンライン上に沢山あり、また、
さ

Whitaker's word ( http://archives.nd.edu/whitaker/words.htm ) のような便利なソフトウェアもあるの 沙
え

衣

し
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寸
春

可
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之

志
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動、deponens、及び各前置詞の格支配、絶対奪格くらいは理解して置かないと、先に進めない。
う
宇

キリシタン文献へのアクセス方法 岸本恵実・白井 純
参考文献
岸本恵実・白井 純
ポルトガル語・スペイン語・ラテン語の調べ方

豊島正之・折井善果
仮名・ローマ字綴り対照表
千葉軒士・山田昇平
仮名字体一覧
白井 純
索
引

編

4.1.1. 活字印刷の歴史

p.69

―日本語・ポルトガル語の対訳辞書―

践

8. キリシタン版を読んでみる

アントワープなどのヨーロッパ各地に急速に拡大し、15 世紀後半には 300 都市の 1,200 を超える

6. キリシタン語学書を知る
6. 1. 日葡辞書

実

4.1. キリシタン版と活字印刷

実 践 編

付

理

せ

世

そ

曽

仁

き

幾
太

く

久
具

に
尓

た

多
堂

前期本

後期本
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用語解説

重要な用語を厳選し、本文中で簡潔に説明

カトリック／マカオ（Macau、澳門）／口語（話し言葉）／漢字音の t 入声／整版／インクナブラ（見本組左上頁参照）／
グーテンベルク聖書／丁合符号／宣教に伴う言語学（Missionary Linguistics）／キリシタン研究／土井忠生／ペドロ・
ゴメス／クリストヴァン・フェレイラ（沢野忠庵）／南蛮／ recto と verso ／キリシタン版／異体字／定訓／四つ仮
名／ジョアン・ロドリゲス／セルナンセーリェ／判型／マノエル・アルバレス／ラテン語／スペイン語・ポルト
ガル語／アレッサンドロ・ヴァリニャーノ／ローマ（Roma）／ヨセフス・スカリゲル／ディエゴ・コリャード／
アセント記号／イエズス会／ドミニコ会／不干ハビアン／耶蘇教叢書／養方パウロ・洞院ヴィセンテ／ことばの
和らげ／ハ行転呼音／異音／濁音前鼻音／対校／後藤版／定家仮名遣い／字音仮名遣い／仮名用字法（仮名文字遣）
／ルイス・デ・グラナダ／吉利支丹抄物／マノエル・バレト／出版許可／ウルガタ訳／フランシスコ・ザビエル
／大航海時代／アントニオ・ネブリハ／開合／抄物・狂言／切支丹物（芥川）／新村出／文献学

