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第1節第1項　 テルアビブ学派：翻訳規範論とポリ・シス
テム理論

翻訳研究の分野では、前 で見たようなナイダの等価性の翻訳論を り え

る道を開いたのは、1970 代に確立されたイーヴン＝ ーハーの リ・システ

ム理論、そして受 文化中心の翻訳論、規範論、記述的翻訳研究を展開したト

ーリー、あるいはプラハ学派やドイ の翻訳研究の れ、それらと 差し

つつ展開した「ルーヴ ン―アムステルダム学派」、などであるといわれてい

る。また、これらを として、1980 代中 、記述的翻訳研究から派生し

たとされる ルマンスやルフ ーヴルなどの「操作学派」（Manipulation School）

の展開を受けて
1
、1990 代 、ルフ ーヴルやバス ットなどを中心にして、

翻訳研究の「文化論的転回」が起きたとされている。そして、この転回により、

従来の翻訳研究に見られた言語学への従属に が たれ、カルチュラル・

スタディーズや「 スト・ ダン」社会学、あるいは スト・コロニアル研究

が主要な参照 として浮上し、その種の分野に見られる 向性、特に権力やア

イデンティティなどに関わる関心が「 スト・ ダン翻訳研究」や「 スト・

コロニアル翻訳研究」を特徴づけるものとなったと論じられている。

しかし、Ben-Ari（2013: 152-156）が述べているように、ト ーリー（Gideon 

Toury, 1941～2016 ）やイーヴン＝ ーハー（Itamar Even-Zohar, 1939 生まれ）な

どによって代表される「記述的翻訳研究」や「 リ・システム理論」（「テルア

ブ学派」）は、ロシア形 主義やタルト記号論の 下に展開したという歴

史がまさに示 するとおり、言語的テクストのみならず、 べ物や家 なども

含む全ての文化的転 一般を対象とする理論的な みの中で、特に文芸的な

言語テクストの翻訳の問題に焦点を当ててきたことが知られている。また、こ
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の学派は、「翻訳」が 標言語・ 標文化での システム内で たす機能へと

注 したことが示すように、社会文化を多様体、異質な システムの全体とし

て捉えるという視座をその特徴とした。加えて、ト ーリーの「規範」への

、翻訳を規範によって 制された 動と捉えるその視点も、イデオロギー論

を含む社会文化的コンテクストの中で翻訳を理論化する 向性として解するこ

とができる。さらに、それに 立つイーヴン＝ ーハーの リ・システム理論

における「 デル」や「レパートリー」という概念も、むしろ「規範」よりも

広く、 つ 面からメタ語用の社会文化的性格を できるという点において、

より れて社会文化的な翻訳理論の構 に 献するものであると評価できよう。

したがって、記述的翻訳研究は、当 より社会文化的な翻訳理論であったと

特徴づけることができる。つまり、バス ットやルフ ーヴルなどの「文化論

的転回」によって翻訳研究が めて「文化」を 面から うものへと変 した

という理解、言い換えれば、記述的翻訳研究が本質的に言語へと焦点化し、文

化を 次的に据えた みであったという理解は、少なくとも一面的な性格

―実際、翻訳研究内部での 的・イデオロギー的 合に関わる修辞的性

格
2
―を有するものであると見ることができる。

もちろん、社会文化の中で翻訳が持つ 的重要性を、より強 した点、そ

して同時代の スト・コロニアル研究、フ ミニズム研究、イデオロギー研究

などの と、より直截、 つ明示的に連繋した 論を展開したなどの点にお

いて
3
、文化論的転回は、記述的翻訳研究とは異なった角度を伴って社会文化と

言語・翻訳の問題に り込んだという 象は 定できない。だが、他方で、「文

化論的転回」の 論的な言説が、当時、その 力や 力を拡げつつあった

翻訳研究内部での ニーをめ るイデオロギー 、たとえばイスラエル

や 大 の ルギーやオランダなど（いわ る「テルア ブ ルーヴ ン学

派」）からイギリスや特にアメリカ合 国への翻訳研究の中心地の 動などに

も関わる変 と相関したものであったという理解にも、一定の真理があるよう

に われる。

ト ーリーが1970 代後 に提示した「規範」概念については、その歴史

的文 も含めて簡明な説明を与えているBaker（2009b［1998］: 189-190）が参考

になる。それによれば、ト ーリーの にあたるイーヴン＝ ーハーが1970
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代前 に ち立てた リ・システム理論の主要な成 の1つは、翻訳を受

する側、つまり 標テクスト側の社会システムの重要性や多 性を指摘・ 究

することにより、従来の翻訳研究における、 々の起点テクストと 的テクス

トとの間の関係―等価関係など―への焦点化によって不可視化されていた

翻訳に関わる多様で社会的な 側面への理論的、 つ 的な関心を 起した

ことであるとされている。そして、2つ の成 は、翻訳とは何か、何である

べきか、原 と翻訳とはどのような類の関係を持つべきなのか、といったこと

について、従来の翻訳研究とは違い、 的な見解を表明することを回避した、

という点である
4
。続いて、3つ の成 は、翻訳に関する全ての事 を、その

歴史的なコンテクストの中で、特に、受 側の社会文化で、受 が為された時

点で作用していた社会文化史的 を 究することにより、 する が

翻訳研究にはあるという主張を展開した、という点であるという。最後に、4

つ の成 としては、研究の射程を、従来の翻訳研究がそうであったように、

起点テクストや 標テクストへと狭隘に限定化するのではなく、翻訳の 文や

書評、翻訳者自 の内 的なエッ イ、などのような、翻訳に関するパラ・テ

クストや批評にまで拡張することへの関心を示したという点が挙げられている。

イーヴン＝ ーハーの リ・システム理論の示したこれら4つの特徴は、ト

ーリーの記述的翻訳研究や、その規範理論にとって、その前提となる基 の

を たしているとされている。

（なお、パラ・テクストとは、ナラティヴ論の大家ジ ラール・ジュ ット

（1930～2018 ）に由来する概念で、その下位範疇としてはペリ・テクスト（表

、タイトル 、 文など、本の中で、本文＝テクストの「 り」にあるもの）、

エピ・テクスト（関係書 、 や 聞での本の広 、書評、著者とのインタ

ヴューなど、本の「外」にあって本と に結びついているもの）があり
5
、たと

えばTahir-Gürçaglar（2014 ［2002］）などは、この概念 を用いて1940 代のト

ルコの 立翻訳 や民間翻訳出 における翻訳の有り様を記述・分析している。

言うまでもなく、パラ
4 4

・テクストとは、（テクストについての
4 4 4 4 4

）注釈などと同様、

（テクストに対して
4 4 4 4

）メタ
4 4

語用的な位相に主に属する現象である。）

たとえば、ト ーリーの規範論では、ある特定の時代の、ある一定のシステ

ムにおいて、 その時代の主 と見なされている規範、 前の時代から され


