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（1）バッケンからバックへ

『資本論』第１巻第24章「いわゆる原始的蓄積」第３節「一五世紀末以後の被収奪者に対する血の立
法、労賃引き下げのための諸法律」に含まれる「エドワード六世、―彼の統治第一年たる一五四七
年の一條例」に関する引用の邦訳に誤訳が存在することは、前稿において（「英国一五四七年三号法
―  『資本論』邦訳誤訳例」、『経済学研究』第82巻第５・６合併号、172～187頁）指摘した。以下に
列挙する通り、マルクスが、〈auf Stirn oder Backen〉 （額か頬に）と英語から正しくドイツ語訳した部
分を、〈額なり背なりに〉（高畠素之訳）、〈額または背に〉（長谷部文雄訳）、あるいは〈額か背に〉（向
坂逸郎訳、岡崎次郎訳）と誤訳したわけである。

ドイツ語原文：Wenn sich der Sklave für 14 Tage entfernt, ist er zur Sklaverei auf Lebenszeit verurteilt 

und soll auf Stirn oder Backen mit dem Buchstaben S gebrandmarkt, ...... werden.

（Karl Marx. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Karl Marx-Friedrich Engels Werke. 

Band 23. Dietz Verlag Berlin. 1962. S.763） 

（高畠素之訳）「逃亡十四ヶ日に及ぶと、奴隷は終身奴隷にされ、額なり背なりにＳの字を烙印され
る」（『資本論』新潮社版、第一巻、1925年、987～988頁）。
（長谷部文雄訳）「奴隷が逃亡一四日に及べば終身奴隷の宣告を受けて、額または背に S の字を烙印

され」（『資本論』青木文庫版、第４分冊、1952年、1122頁）。
（向坂逸郎訳）「逃亡一四日間に及べば、奴隷は終身奴隷の宣告を受けて、額か背に、S 字を烙印さ
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れ」（『資本論』岩波文庫版、第３分冊、1969年、373頁）。
（岡崎次郎訳）「奴隷は、一四日間仕事を離れれば終身奴隷の宣告を受けて、額か背に S 字を焼きつ

けられ」（『資本論』国民文庫版、第３分冊、1972年、393頁）。

  高畠・長谷部・向坂・岡崎という人々の誤訳の背景としては、英語が言語世界で最大の通用力を有
していたことが考えられる。日本の学校制度においても、戦前から外国語学習は、まずは英語から始
められるのが通例だった。ドイツ語学習は、戦前においては旧制高校から始められ、第二外国語の域
に留まっていた。事実、日本における第一の『資本論』完訳者となる高畠素之の場合でも、1909年、
２カ月の下獄中に読んだのは英語版『資本論』であった（田中真人『高畠素之―日本の国家社会主
義』現代評論社、1978年刊、54～55頁）。

そして、その英語版『資本論』について言えば、これまでのところ、大まかに言って三種類の英訳
版が刊行されているが、該当する個所を見ると、いずれにおいても、以下に示す通り〈auf Stirn oder 

Backen〉（額か頬に）を〈on forehead or back〉（額か背に）と誤訳する事態が生じているのである。
（1）  translated by Samuel Moore & Edward Aveling and published in 1887.

     “If the slave is absent a fortnight, he is condemned to slavery for life and is to be branded on forehead or 

back with the letter S.” （Capital: A Critical Analysis of Capitalist Production By Karl Marx, edited by 

Frederick Engels. London, Swan Sonnenschein, Lowley & Co. p.759）.（以下においては、1887English 

edition と記す）。
（2）  translated by Eden & Cedar Paul and published in 1928.

     “Should a slave absent himself for a fortnight without leave, the offender is to be condemned to slavery 

for life, and is to be branded on forehead or back with the letter S.” （Capital. By Karl Marx. London, 

Everyman’s Library. p.814） （以下においては、1928English edition と記す）。
（3）  translated by Ben Fowks and published in 1976.

     “If the slave is absent for a fortnight, he is condemned to slavery for life and is to be branded on forehead 

or back with the letter S.” （Capital: A Critique of Political Economy By Karl Marx. London, Penguin 

Books. p.897） （以下においては、1976English edition と記す）。

  誤訳の焦点は、「頬」を意味するドイツ語〈Backen〉を、「背」の意味の英語〈back〉に見間違えた
点にある。実に不幸な偶然の悪戯としか言いようがない。〈Backen〉と〈back〉との間には、大文字と
小文字の違いを除くと、back-en と back という具合に、en の違いだけしかない。作業を急ぐ翻訳者の
心理を考えると、ドイツ語〈Backen〉に遭遇して、「背」の意味の英語〈back〉に錯覚して誤訳の罠に
落ち込むのは、極めて生じやすい現象ではある。

しかし、誤訳である事実は厳然として存在する。英語の言語世界における大きい通用力の故に、日
本語版『資本論』にまで「頬」を「背」と間違う誤訳を生じさせる要因になったと考えられる。さら
にドイツ語原書と併せて英語訳書を参照した中国語版においても、英語の通用力の大きさがドイツ語
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原文の影を薄くして、次の形で誤訳が生じさせたのである。
「要是奴隶逃亡到十四天、他就要被判决为終身奴隶、在額上或背上、打上 S 的烙印。」
（马克思『资本论－政治经济学批判』郭大力、王亚南　訳、新華書店発行、1953年第１版、1963年第

２版、811頁）。

  英語翻訳者たちが、文字の外形を見て錯覚に陥り言葉の内面の意味に注意を払わなかったことが惜
しまれる。「奴隷 slave」の頭文字の S 文字の烙印を押すのは、奴隷身分であることを明示するためで
ある。とすれば、額か頬に烙印してこそ意味がある。衣服を着用すれば眼につかない背中に烙印を押
す意味は薄い。特に「額か頬に」という選択肢として対比して考えると、「背」は選択肢として均衡を
失することが気づかれるはずである。ドイツ語と英語の間には様々の類似点は在るにしろ、基本にお
いては外国語である。その点を考慮して、言葉の内面の意味に注意を怠らなければ、三種類の英語版

『資本論』が揃ってドイツ語〈Backen〉を英語〈back〉に錯覚するという弱点は避けられたはずである。
こういう弱点の存在に関しては、言語世界における英語の通用力の大きさの逆効果が考えられる。

英語の世界規模の通用力ゆえに、ドイツ語に対して英語が外国語だという意識が希薄化しがちであっ
て、ドイツ語〈Backen〉をついつい英語〈back〉として読んで仕舞うことになるのだろう。英語〈back〉
というドイツ語〈Backen〉に形のよく似た言葉が存在しなければ、英語版の翻訳者たちは、〈Backen〉
をドイツ語として認識して、既知であればそのままで、未知であれば辞書を引いて、〈cheek〉と訳し
たはずである。

（2）外観を見て内面も視る

物事の判断においては外見に惑わされずに内面を視ることが大切だ。外観を見て内部の実体を視な
い場合には誤りを犯し易い。シェイクスピア（1564～1616）は、『ヴェニスの商人』の第３幕第２場
で、そういう意味合いの台詞を残している。英語版『資本論』の翻訳者たちに是非とも耳を傾けて欲
しかった言葉である。
『ヴェニスの商人』ですぐに思い起こされるのは、ユダヤ人高利貸シャイロックとヴェニスの商人ア

ントニオとを巡る劇であるが、いま一つの筋は、アントニオの親友バサーニオがベルモントの富豪の
跡継ぎ娘ポーシャに求愛し結婚に至る劇である。ポーシャの許には多くの求婚者が殺到している。し
かし彼女自身は自由に誰かを選ぶことも拒むことも許されていない。亡父の遺言によって、金、銀、
鉛の三つの箱のうちから正しい箱（そのなかにポーシャの絵姿が入っている）を選んだ求婚者と結婚
する定めである。バサーニオが箱選びをする前に、モロッコ王とアラゴン王が、それぞれ金の箱、銀
の箱を選んで失敗している。二人とも外観の美しさに惑わされたのである。こうしてポーシャは、正
しい答えを知っているが、しかし答えを教えることも禁じられている。バサーニオに好感を抱くポー
シャは、別室で召使たちに歌を歌わせて、正解を示唆する。
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SONG.  　　歌
Tell me where is fancy bred,　　　　　　　　 浮いた心はどこで生まれる？
Or in the heart, or in the head?　　　　　　　 胸の中でか、頭でか？　
How begot, how nourished?　　　　　　　　  どうして生まれ、どんなに育つ？　
Reply, reply.　　　　　　　　　　　　　　　 さ、答えておくれ、答えておくれ。　　

It is engender’d in the eyes,　　　　　　　　  浮いた心は目で生まれるの、
With gazing fed; and fancy dies　　　　　　　 見つめて育ち、そこで死ぬ、
In the cradle where it lies.　　　　　　　　　 生まれ育ったそのゆりかごで。
Let us all ring fancy’s knell:　　　　　　　　  さ、浮いた心を弔う鐘を、
I’ll begin it, —Ding, dong, bell.　　　　　　　 ならしましょうよ―ディン、ドン、ベル

ALL 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　一同
Ding, dong, bell.　　　　　　　　　　　　　 ディン、ドン、ベル。

BASSANIO  　　バサーニオ
So may the outward shows be least themselves:  そうだ、外観はまったく中身を示さないことがあるものだ―
The world is still deceived with ornament.  世間はつねに虚飾にあざむかれてしまうのだ―

（英文：The Merchant of Venice.『ザ・シェークスピア』全原文＋全訳文＝全一冊、第三書館、405頁。
邦訳：大山敏子訳「ヴェニスの商人」旺文社文庫、1966年、94～95頁）。

  筆者が注目するのは、〈So may the outward shows be least themselves〉という一句である。着実な定
見でない一時の出来心（fancy）は、心の中でもなく頭の中でもなくて、目の中で生まれ育ちそして死
んでゆく。そういう歌の心を汲み取って、バサーニオは、「外観が示すもの〈（what） the outward shows〉

（〈the outward shows〉は、関係代名詞 what を補って〈what the outward shows〉と成ると解される）」
が「最も少なくそれ自身であることもある〈may be least themselves〉」つまり「実体から最も隔たっ
ていることもある」と考えて、熟慮の末に「鉛の箱」を選び、ポーシャの肖像画を確保することにな
る。歌詞のなかで〈bred〉〈head〉〈nourished〉と韻を踏むことで「鉛〈lead〉」を暗示していることも、
バサーニオを正解に導くのに役立ったのかも知れない（大山、前掲書、95頁）。
〈So may the outward shows be least themselves: The world is still deceived with ornament.〉というバ

サーニオの言葉一つを見ても、日本の翻訳者の細心の努力の積み重なりが看取できる。幕末以降、西
欧の文化文明の摂取のなかで生きてきた日本人は、英語に対して日本語は明確に通用力劣位の外国語
であるという意識を以て接してきた。その点は、中野好夫の述べる翻訳作法にうかがい知ることが出
来る。「従来の坪内、澤村両氏の翻訳、市河、細江両氏の注釈には教へられるところ多大であったばか
りでなく、最上の表現と敬服したものは敢て借用させていただいた。故意に前訳を避ける努力は無意
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味であると信じたからである」という具合に、一方で先行翻訳の参照を怠らない。と同時に、原文の
内奥に深く密着することを基本とする。「翻訳は、個々の語句よりも、まづ原作の精神、雰囲気に対す
る訳者の全責任的解釈の上に於てなされねばならぬと信じている」（中野好夫訳『ヴェニスの商人』「は
しがき」岩波文庫、1939年、３頁）。そういう外観に囚われず内面の精神を把握する翻訳作法が脈々と
受け継がれてきた。比較的容易に参照できる当該個所の翻訳を列挙すると、次の通りである。

①   坪内逍遥訳、「全くその通りに、目に訴ふることをのみ主とするものは内容の乏しいものぢや。
とかく世人は虚飾に欺かれる。」（『ヹニスの商人』早稲田大学出版部、1914年、110頁）。

②   中野好夫訳「だから物の外観といふものは最もひどい偽りであるかもしれぬ。世間といふもの
はいつも虚飾に欺かれる。」（『ヴェニスの商人』岩波文庫、1939年、129頁）。

③   大山敏子訳「そうだ、外観はまったく中身を示さないことがあるものだ―世間はつねに虚飾
にあざむかれてしまうのだ―」（『ヴェニスの商人』旺文社文庫、1966年、95頁）。

④   福田恒存訳「なるほど、そうかもしれぬ、外観は中味を裏切るものだ―いつの世にも人は虚
飾に欺かれる。」（『ヴェニスの商人』新潮文庫、1967年、77頁）。

⑤   松岡和子訳「そうだ、見かけの美しさは中味とは別ものかもしれない。世の人々はいつも虚飾
に欺かれる―」（『ヴェニスの商人』ちくま文庫、2002年、105頁）。

⑥   大場建治訳「うん、外観が中身とまるで異なるということもある。世間は常に虚飾に欺かれる。」
（『ヴェニスの商人』研究社、2005年、133頁）。

⑦   河合祥一郎訳「なるほど、外見は内実を写しはしない―。世間はいつも見せかけに騙される。」
（『新訳　ヴェニスの商人』角川文庫、2005年、77頁）。

⑧   安西徹雄訳「そう、確かに、見かけと中身とは、往々にして似ても似つかぬ。人はいつでも、
見た目の美しさに、つい欺かれるもの。」（光文社文庫、2007年、111頁）

 〈The world is still deceived with ornament.〉という第二の文章については、理解に特別の面倒はない。
面倒が伴うのは、〈（what） the outward shows〉が主語部分で、〈may be least themselves〉が述語部分を
成す構成の第一の文章である。主語部分について、坪内逍遥は「目に訴ふることをのみ主とするもの」
と、相当にもってまわった苦心の訳語を配したが、中野好夫になると「物の外観」と簡潔な名詞にな
り、以下各翻訳者「外観」ないし「見かけ」が通例化している。述語部分については、坪内は「内容
の乏しいもの」、中野は「偽り」という風に、主語の形状を修飾する語句に翻訳したが、大山以下は

「中身」または「中味」と名詞化している。こうして、近年においては、「外観」（それを見る目）と
「中身・中味」（それを視る心）との二項対立的文章として翻訳される傾向が定着した感がある。安西
徹雄の場合には、二項対立的理解が行き過ぎて、歌の２行目〈Or in the heart, or in the head?〉を「心
でなのか、それとも目でか」と誤訳を犯すことにもなっている（安西、前掲書、110頁）。言うまでも
なく「心でなのか、それとも頭でか」と訳さねばならないところである。
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（3）ヴァンゲと翻訳したら

「目に訴ふることをのみ主とするもの」が「外観」に転化し、「内容の乏しいもの」が「中身・中味」
に推移する、というように、日本人の翻訳は大きく文字面の変化を経験している。それとは対照的に、
英語版『資本論』において1887年版、1928年版、1976年版、三種類揃ってドイツ語〈auf Stirn oder 

Backen〉を英語では〈on forehead or cheek〉と訳すべきところが、現実には〈on forehead or back〉と
誤訳が続いている。

この点だけを抜き出してみると、英語版『資本論』の翻訳では、英語から英語への「翻訳」が行わ
れているかのごとき印象を与えるかも知れない。だが実際には、各々の翻訳者が底本とするドイツ語
原書に取り組んでドイツ語から英語への翻訳に苦労を重ねているのだと考えられる。前述した通り、

「〈Backen〉と〈back〉との間には、大文字と小文字の違いを除くと、back-en と back という具合に、
en の違いだけしかない」。「実に不幸な偶然の悪戯としか言いようがない」事情が〈cheek〉と訳すべ
きところを〈back〉と錯覚させる原因として作用していたのである。
「頬」を意味するドイツ語には、マルクスが用いた〈Backen〉（北部ドイツで〈Backe〉、南部ドイツ

で〈Backen〉）のほかに、〈Wange〉という言葉も存在している。筆者の九州大学教養部勤務時代に教
養部長を兼務された故・緒方道彦先生（生理学専攻）から、医学用語としてドイツ語が主流だった時
期、解剖学で「頬」を指す用語として〈Wange〉が使用されていた、と聞いたことがある。日本語で
も「ほお」という言葉のほかに、「ほっぺ」ないし「ほっぺた」という口語調の言い方がある。強いて
区別を求めると〈Wange〉が文語調で、〈Backen〉は口語調という事なのかも知れない。

それはともかく、逃亡奴隷に烙印を押す場所について、マルクスが〈auf Stirn oder Wange〉と明確
にドイツ語だと分かる言葉に訳していたならば、英語への翻訳に余り神経質にはならない英語版『資
本論』翻訳者といえども、正確に〈on forehead or cheek〉と訳したに相違ないと考えられる。

（4）三種の英訳『資本論』

英語版『資本論』において各々の翻訳者が底本とするドイツ語原書に取り組んで英語への翻訳に苦
労を重ねている事例を挙げてみる。それに先立って、三種の英訳『資本論』について簡単な説明を加
えておく。

英語版の制作は、『資本論』ドイツ語初版印刷中の1867年から、エンゲルス（1820・11・28～95・
８・５）とマルクス（1818・５・３～83・３・14）の間で話題になり、エンゲルスが友人サミュエル・
ムア（Samuel Moore、1830～1912）を英訳者としてマルクスに推薦した。ムアは、ケンブリッジ大学
で数学の学位を得た後、マンチェスターで実務に就いていた時エンゲルスと知り合っていた。しかし
ムアがその後法律を学んで裁判官になったため、本務多忙で時間が取れずに企画は進捗を見なかった。
1883年のマルクスの死去を契機に、英語版の作業が急がれることになった。マルクスの末娘エレノア

（Eleanor Marx、1855～98）が引用部分の点検・復元、その夫エドワード・イーヴリング（Edward 
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Aveling、1849～98）が歴史叙述部分の翻訳を分担する形で、経済理論部分の本体を担当するムアに協
力した。1884年、85年を費やして翻訳作業が進行して、1886年１月にエンゲルスの手許に訳稿が集まっ
た。エンゲルスは、８月までに校閲を終えて印刷所に渡し . London, Swan Sonnenschein, Lowley & Co.か
ら1887年１月初めに出版の運びとなった。（杉本俊朗「『資本論』英語版解題」、『資本論辞典』青木書
店、1961年刊、707～709頁）。底本となったのは、エンゲルスが編集した1883年のドイツ語第３版で、
併せて1875年までに刊行されたフランス語版の参照が重視された。そのために、1887年版の章別編成
は、フランス語版を踏襲して、８篇33章構成になっている。

  英語版『資本論』の第二弾として、イーデン・ポールとシーダ・ポール〈Eden & Cedar Paul〉夫妻
の翻訳書が1928年に London, Allen & Unwin. から２冊本の形式で刊行された。1930年には London, J. M. 

Dent &Sons. の叢書 Everyman’s Library 含まれて現在に至っている。
イーデン・ポール（1865～1944）は医学を学んだ後、1890年代に来日して医学教師や新聞編集人を

務めた。英国に帰国後、歌手出身の妻ともども多くのドイツ語、フランス語、ロシア語のマルクス主
義関係の書物を翻訳した。（杉本、前掲書、714～715頁）。底本は、エンゲルス編集のドイツ語第４版

（1890年刊行）で、章別編成もドイツ語版に即して７篇25章構成となっている。

  ポール夫妻の英語版『資本論』からほぼ半世紀を経て1976年に、ドイツやロシアの社会問題につい
て多くの歴史研究書を著わしているベン・ファークス〈Ben Fowkes〉の英語版翻訳書が登場する。底
本は、いわゆるマルクス＝エンゲルス全集版第23巻〈Das Kapital, Bd.1, Karl Marx-Friedrich Engels-Werke, 

Bd.23. Berlin.1962〉と考えられる（1976edition, p.88）。しかし章別編成は1887年版方式に戻って８篇33
章構成となっている。翻訳者ベン・ファークスは、新しい翻訳の必要な理由として、次の二つの事情
を指摘する。第一、「英語語彙そのものがこの間に変化を遂げている。1887年版は、この語彙変化の波
のために改訂を免れなくなっている。例えば、〈labouler〉という言葉は蔑称の意味を帯びるようになっ
ていて〈worker〉による代替が不可欠である」。第二の理由は、1887年版には、読者の読解の便宜のた
めに難解な文章を省略した個所があり、現在では省略部分を復元した原書通りの全文翻訳が必要だ、
というところにある（1976edition, p.86）。

（5）労働力と労働力所有者

英語版『資本論』において1887年版、1928年版、1976年版、三種類揃ってドイツ語〈auf Stirn oder 

Backen〉を英語で〈on forehead or back〉と誤訳が続いている。しかし、明確にドイツ語だと分かる部
分については、それぞれに訳し分ける努力が認められる。
『資本論』第１巻第４章「貨幣の資本への転化」第３節「労働力の購買と販売」〈4. Kapitel・Verwandlung 

von Geld in Kapital. 3. Kauf und Verkauf der Arbeitskraft.〉に、「労働力〈die Arbeitskraft〉」が登場し、次
に「その所有者〈ihr Besitzer〉」が問題となっている文章がある。その部分を、それぞれの翻訳者がど
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ういう形で英語に移したか、表題と共に比較してみたい。

  まずドイツ語原文と邦訳文を示す。この部分のドイツ語原文は、1867年初版以来1962年の全集版ま
で（「商品」の綴り方が初期の〈Waare〉から現行の〈Ware〉に変化したことを別にすると）基本的に
変更がなく同一である。

（0）   Die zweite wesentliche Bedingung, damit der Geldbesitzer die Arbeitskraft auf dem Markt als Ware 

vorfinde, ist die, daß ihr Besitzer, statt Waren verkaufen zu können, worin sich seine Arbeit vergegen-

ständlicht hat, vielmehr seine Arbeitskraft selbst, die nur in seiner lebendigen Leiblichkeit existiert, als 

Ware feilbieten muß. （Karl Marx. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Karl Marx-

Friedrich Engels Werke. Band 23. Dietz Verlag Berlin. 1962. S.183）
「貨幣所有者が労働力を市場で商品として見出すための第二の本質的条件は、こうだ。すなわち、そ

の（＝労働力の）所有者は、彼の労働を対象化した商品を販売することはできずに、代わりにただ自
分の生きている肉体のうちにだけ存在する自分の労働力そのものを商品として売り出さなければなら
ないという事である。」（岡崎次郎訳、国民文庫版、第１分冊、296頁）（向坂逸郎訳、岩波文庫版、第
１分冊、293頁）（訳文には改変した部分もある）。

（1）translated by Samuel Moore & Edward Aveling

〈Chapter Ⅵ . The Buying and Selling of Labour-Power〉
The second essential condition to the owner of money finding labour-power in the market as a commodity 

is this—that the labourer instead of being in the position to sell commodities in which his labour is incorpo-

rated, must be obliged to offer for sale as a commodity that very labour-power, which exists only in his living 

self. （1887 edition. p.147）

（2）translated by Eden & Cedar Paul.

〈Chapter IV．Transformation of Money Into Capital. 3. Purchase and Sale of Labour-Power〉
The second essential condition, if the owner of money is to find labour power in the market, is that the 

worker, the owner of labour power, shall be one who, instead of being able to sell commodities in which his 

labour has already been embodied, has to offer for sale his labour power itself, something which does not exist 

apart from his living personality. （1928 edition, p.155）

（3）translated by Ben Fowkes .

〈Chapter Ⅵ . The Sale and Purchase of Labour-Power〉
The second essential condition which allows the owner of money to find labour-power in the market as a 

commodity is this, that the possessor of labour-power, instead of being able to sell commodities in which his 

labour has been objectified, must rather be compelled to offer for sale as a commodity that very labour-power 

which exists only in his living body. （1976 edition, p.272 ） 
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 「労働力〈die Arbeitskraft〉」と「その所有者〈ihr Besitzer〉」に注目する。〈Arbeitskraft〉は女性名
詞なので、それに対応して「その（＝労働力の）所有者〈ihr Besitzer〉」が文法的には「彼女の所有
者」という形になっている。逐語訳すれば〈the labour-power〉と記した後を受けて〈it’s possessor〉
ないし〈it’s owner〉となるべきところである。
〈die Arbeitskraft〉の英訳については、三種とも〈the labour-power〉としていて、特に問題にするこ

とはない。注目してよいのは、〈ihr Besitzer〉にどういう英語を充当するかである。逐語訳すれば〈it’s 

possessor〉ないし〈it’s owner〉となるところを、1887年版では〈the labourer〉と英訳したわけで、外
観だけでなく内面の意味を汲み取って英語化していると言えよう。1928年版では〈the worker, the owner 

of labour power〉と訳されている。〈it’s owner〉をより詳しく〈the owner of labour power〉と記し、そ
の同義語として〈the worker〉を前置する構成であり、翻訳者の独自の配慮によって明確な理解が得
られることになっている。1976年版では、〈the possessor of labour-power〉という訳語が採用されてお
り、先行の二種の英語版のいずれとも異なる語彙が用いられている。
〈auf Stirn oder Backen〉に関しては三種共通に〈on forehead or back〉と誤訳したのに対して、〈ihr 

Besitzer〉については、三種各々〈the labourer〉と〈the worker, the owner of labour power〉と〈the 

possessor of labour-power〉に訳し分けているのである。1928年版と1976年版において前訳と異なる訳
出の努力が為されたのかも知れない。

いま一つ注目すべきは、Fowkes が第６章の表題を「労働力の販売と購買」（Chapter Ⅵ . The Sale and 

Purchase of Labour-Power）としていることである。ドイツ語原文に対して、「購買」と「販売」が逆
転している。これは、厳しく言えば誤訳に属するものである。ドイツ語版第４章第３節（1887年版と
1976年版では第６章）は、貨幣所有者による労働力の購買から議論が始まり、その後で労働者による
労働力の販売、その労働力の価値の決定方式に説明が及ぶという構成になっている。その意味で、「労
働力の購買と販売」の表題が適しており、1976年版の「労働力の販売と購買」は、翻訳として不正確
であり、内容上も不適当である。なぜ Fowkes が不正確で不適当な入れ替えを行ったのかは、不明で
ある。全く単純な間違いかも知れない。先行する二書の表題は、1887年版〈The Buying and Selling of 

Labour-Power〉、1928年版〈Purchase and Sale of Labour-Power〉となっている。「故意に前訳を避ける
努力」（前出・中野好夫）の表れとして、「購買」と「販売」を入れ替えて〈The Sale and Purchase of 

Labour-Power〉としたのであれば、翻訳の独自性への拘りとして評価すべきことかも知れない。

（6）中国版と日本版の訂正

英国一五四七年三号法に出てくる〈auf Stirn oder Backen〉を、四種の邦訳書で「額か背に」と誤訳
し、三種の英訳書で〈on forehead or back〉と誤訳している、そういう事実を筆者が「発見」したのは、
1979年春のことだった。当時その「発見」に伴う二つの作業を行った。一つは、御茶の水書房を版元
としていた月刊誌『社会科学の方法』に随筆「マルクスは頬と訳した」を執筆・寄稿したこと。二つ
は、その時点で存命であった三人の『資本論』邦訳者（長谷部文雄、向坂逸郎、岡崎次郎の御三方）
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に宛てて誤訳の件を知らせる手紙を書いたこと（前記拙稿、180頁）。
当時はその事実を知らないままに中国語訳『資本論』にも誤訳がある旨を前記「マルクスは頬と訳

した」に書き記した。実際には、1975年６月に、中共中央・马克思・恩格斯・列宁・斯大林・（マルク
ス・エンゲルス・レーニン・スターリン）著作編集局訳で Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. 

Erster Band. Karl Marx-Friedrich Engels Werke. Band 23. を底本とする中国語版『資本論』ZIBENLUN の
新訳書が刊行されていた。そして、該当する文章は、「如果奴隶逃亡达14天、就要判为终身奴隶、幷在
额头或脸颊打上 S 字样的烙印」（马克思『资本论』第一巻、人民出版社発行、1975年第１版、803頁）
というように、正しく「額か頬に S 字を烙印される」と翻訳され訂正されていた。

日本においても、1983年には、次のような形で正しく翻訳された新訳書が刊行されることになった。
「奴隷は一四日間仕事を離れれば、終身奴隷の宣告を受け、額か頬にＳ字［英語の奴隷スレイヴの頭文字］
の烙印を押され」（社会科学研究所監修、資本論翻訳委員会訳『資本論』第４分冊、新日本出版社、
1983年、1259頁）。その後刊行された二書においても、以下のように当該個所の誤訳は解消されてい
る。（「奴隷が一四日間にわたって逃亡したら、終身奴隷の刑を受け、額か頬にＳの字を烙印される。」
今村仁司・三島憲一・鈴木直・訳。『資本論』第一巻（下）、筑摩書房、2005年、533頁）。（「この奴隷
が一四日間にわたって逃亡していた場合には、終身奴隷の判決が下され、Ｓの文字が額か頬に烙印さ
れる。」中山元・訳。『資本論－経済学批判』第１巻Ⅳ、日経ＢＰ社、2012年、411頁）。

（7）今では歴史的記念物か

そういう中国語版や日本語版の動きに対して、かつて中国語版や日本語版の誤訳を誘導した本家の
英語版はどういう状況にあるか。筆者が、1887年英国版を当時刊行していた Lawrence ＆ Wishart Ltd.

に誤訳の件を報知したのは、「発見」後３年ほど経過した1983年春のことだった。間もなく次のような
簡単な（しかし期待可能な）返信が届いた。

  15 April 1983
Dear Professor Fukudome,

                      Thank you for your letter pointing 

out the regrettable error in Samuel Moore’s translation of 

Volume 1 of Capital. We shall endeavor to correct it at the 

earliest opportunity.

                                           Yours sincerely

                                           Nicholas Jacobs 
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  英語版マルクス・エンゲルス全集（Karl Marx-Frederick Engels-Collected Works）の刊行が、Progress 

Publishing Group Corporation （Moscow） — Lawrence & Wishart Ltd. （London） — International Publishers 

Co. Inc. （New York City）三社の連携の下で1975年から始まっていた。その全集の第35巻として『資本
論』第１巻が1996年に刊行された。

その序言は、言う。「マルクス・エンゲルス全集第35巻は、マルクスの基幹経済書である『資本論』
第１巻を収録している。第１巻は、資本の生産過程を取り扱っている。現在刊行されるこの第１巻は、
フレデリック・エンゲルスによって編集され1887年に出版された最初の英語版（ドイツ語版初版の序
言と再版の後書を含んでいる）に基づいている。さらにこの巻には、最初のフランス語版（1872～75
年刊行）の序言と後書が含まれている。さらにまた、ドイツ語版第３版（1883年刊）の序言と第４版

（1890年）の後書も含まれている。〈Volume 35 of the Collected Works of Marx and Engels contains Volume 

I of Capital, Marx’s principal economic work. Volume I deals with the process of production of capital. /The 

present publication of Volume I is based on the first English edition （including the preface to the first and the 

afterword to the second German editions）, prepared by Frederick Engels and published in 1887. The present 

volume further includes the preface and the afterword to the first French edition（1872-75） of Volume I, and 

also the preface to the third（1883） and the fourth（1890） German editions.〉」。さらに、誤字や誤植につ
いてこう強調されている。「この第１巻の出版を準備する過程で最初の英語版に残っている明白な書き



－102－

経　済　学　研　究　　第83巻　第２・３合併号

損じや印刷所の誤植については、断りなしで訂正している。〈In preparing this publication of Volume I , 

obvious slips of the pen and printer’s errors in the first English edition have been corrected by the Editors 

without comment;〉」（p.XIII）
さらに、編集委員会の陣容を見ると Eric Hobsbawm, John Hoffman, Nicholas Jacobs, Monty Johnstone, 

Jeff Skelley, Ernst Wangermann, Ben Fowkes という人々がイギリス部会を構成している。1976年英語版
の訳者 Ben Fowkes の名前があり、1983年春誤訳訂正の約束の書簡の発信人 Nicholas Jacobs も含まれ
ている（p.IV）。

英国一五四七年三号法のなかでマルクスが〈auf Stirn oder Backen〉とドイツ語に移した部分が、〈on 

forehead or cheek〉と正しい英語に翻訳される、と当然にも筆者は期待した。しかしながら、その期待
は実らなかった。以下に示す通り、〈on forehead or back〉は、訂正されないままに残っていた。

“If the slave is absent a fortnight he is condemned to slavery for life and is to be branded on forehead or 

back with the letter S.” 〈Karl Marx: Capital, Vol.1, Karl Marx-Frederick Engels-Collected Works, Volume.35. 

1996. p.724〉

  マルクスが「頬」を意味する〈Wange〉というドイツ語を使わずに〈Backen〉に翻訳したために、
「背」の意味の英語〈back〉に見間違えられたこと、それが事の始終を決したと言えよう。翻訳という
辛苦の作業の進行を急ぐ翻訳者の心理を考えると、〈Backen〉の〈back〉への錯覚は、極めて生じやす
い。言語世界での英語の通用力の逆効果もある。英語の世界規模の通用力ゆえに、ドイツ語に対して
英語が外国語だという意識が希薄化して、〈Backen〉をつい何気なく〈back〉と読んで仕舞うことにな
る。エンゲルスの権威も逆効果として作用する。1887年版は、マルクスの盟友エンゲルスが監修した
英語版初版だから、よもやつまらない誤訳などあるはずがない、と思って仕舞う。日本人の翻訳者が
シェイクスピア作品に対するときの細心精緻の神経の配り方は英国人には望めないのであろう。実に
不幸な幾つも重なった偶然の悪戯としか言いようがない。

こうして、〈auf Stirn oder Backen〉を〈on forehead or back〉と誤訳している英語版『資本論』は、今
や歴史的記念物として存在することになっているのかも知れない。

以下、英国一五四七年三号法を巡るマルクスの記述に対応する部分全体について、英語版『資本論』
の事情を確認しておきたい。事柄の性質上、『資本論』独逸語原文、日本語訳文を先に見て、その後に
各種英語版を掲載して若干の比較対比を試みる。

（8）『資本論』独逸語原文

Edward VI. : Ein Statut aus seinem ersten Regierungsjahr, 1547, verordnet, daß, wenn jemand zu arbeiten 

weigert, soll er als Sklave der Person zugeurteilt werden, die ihn als Müßiggänger denunziert hat. Der 

Meister soll seinen Sklaven mit Brod und Wasser nähren, schwachem Getränk und solchen Fleischabfällen, 

wie ihm passend dünkt. Er hat das Recht, ihn zu jeder auch noch so eklen Arbeit durch Auspeitschung und 
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Ankettung zu treiben. Wenn sich der Sklave für 14 Tage entfernt, ist er zur Sklaverei auf Lebenszeit verur-

teilt und soll auf Stirn oder Backen mit dem Buchstaben S gebrandmarkt, wenn er zum drittenmal 

fortläuft, als Staatsverräter hingerichtet werden. Der Meister kann ihn verkaufen, vermachen, als Sklaven 

ausdingen, ganz wie andres bewegliches Gut und Vieh. Unternehmen die Sklaven etwas gegen die 

Herrschaft, so sollen sie ebenfalls hingerichtet werden. Friedensrichter sollen auf Information den Kerls 

nachspüren.  Findet sich, daß ein Herumstreicher drei Tage gelungert hat, so soll er nach seinem Geburtsort 

gebracht, mit rotglühendem Eisen auf die Brust mit dem Zeichen V gebrandmarkt, und dort in Ketten auf der 

Straße oder zu sonstigen Diensten verwandt werden. Gibt der Vagabund einen falschen Geburtsort an, so soll 

er zur Strafe der lebenslängliche Sklave dieses Orts, der Einwohner oder Korporation sein und mit S 

gebrandmarkt werden.  Alle Personen haben das Recht, den Vagabunden ihre Kinder wegzunehmen und als 

Lehrlinge, Jungen bis zum 24. Jahr, Mädchen bis zum 20. Jahr, zu halten.  Laufen sie weg, so sollen sie bis zu 

diesem Alter die Sklaven der Lehrmeister sein, die sie in Ketten legen, geißeln etc. können, wie sie wollen. 

Jeder Meister darf einen eisernen Ring um Hals, Arme oder Beine seines Sklaven legen, damit er ihn besser 

kennt und seiner sicherer ist 221.  Der letzte Teil dieses Statuts sieht vor, daß gewisse Arme von dem Ort oder 

den Individuen beschäftigt werden sollen, die ihnen zu essen und zu trinken geben und Arbeit für sie finden 

wollen.  Diese Sorte Pfarreisklaven hat sich bis tief ins 19. Jahrhundert in England erhalten unter dem 

Namen roundsmen （Umgeher）.

221    Der Verfasser des  „Essay on Trade etc.“, 1770, bemerkt: „Unter der Regierung Edwards VI. scheinen sich die 

Engländer in der Tat mit vollem Ernst auf Encouragierung der Manufakturen und Beshäftigung der Armen 

verlegt zu haben.  Dies ersehn wir aus einem merkwürdigen Statut, worin es heißt, daß alle Vagabunden gebrand-

markt werden sollen“ usw. （l. c. p.5.） 

  （Karl Marx. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Karl Marx-Friedrich Engels Werke. Band 

23. Dietz Verlag Berlin. 1962. S.763）

（9）『資本論』日本語訳文

国民文庫岡崎次郎訳より、「額か背に」という誤訳部分を「額か頬に」と訂正している。末尾部分の
「注記二二一」において「エドワド六世」とあるのは、岡崎訳文のままである。さらに、言うまでもな
く、ここで横書きで示したものが日本語訳書では縦書きである。

 〈エドワード六世。その治世の第一年、一五四七年の一法規は、労働することを拒むものは彼を怠惰
者として告発した人の奴隷になることを宣告される、と規定している。主人は自分の奴隷をパンと水
と薄いスープと彼にふさわしいと思われるくず肉とで養わなければならない。主人は、奴隷にはどん
ないやな労働でもむちと鎖とでやらせる権利をもっている。奴隷は、一四日間仕事を離れれば終身奴
隷の宣告を受けて、額か頬に S 字を焼きつけられ、逃亡三回目には国にたいする反逆者として死刑に
処される。主人は奴隷を、他の動産や家畜とまったく同様に、売ることも遺贈することも奴隷として
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賃貸しすることもできる。奴隷たちが主人に逆らってなにごとかを企てれば、やはり処刑される。治
安判事は告訴にもとづいてこういうやつらを捜査しなければならない。浮浪人が三日間ぶらついてい
たことがわかれば、出生地に送られ、灼熱の鏝で胸に V 印を焼きつけられて、その地で鎖につながれ
て街路上やその他の労役に使われる。もし浮浪人が虚偽の出生地を申し立てれば、その地の住民また
は団体の終身奴隷にされ、S 字を焼きつけられる。だれでも、浮浪人からはその子供を取り上げて、男
は二四歳まで、女は二〇歳まで徒弟にしておく権利をもっている。もし彼らが逃亡すれば、この年齢
になるまで親方の奴隷にされ、親方は彼らを好きかってに鎖につないだりむち打ったりすることがで
きる。だれでも主人は、自分の奴隷の首や腕や脚に鉄の環をはめて見分けやすいようにし、自分のも
のであることを確実にしておくことができる二二一。この法規の最後の部分は、ある種の貧民が、彼ら
に飲食物を与えて仕事を見つけてやろうとする地区または個人によって使用されるべきことを規定し
ている。この種の教区奴隷は、イギリスでは一九世紀になっても長く roundsmen（回り歩く人）とい
う名で保存されていた。

二二一  『産業および商業に関する一論』、一七七〇年、の著者は次のように述べている。「エドワド六世の治下で
は、イギリス人は、じっさい、非常に熱心に、工業を奨励し貧民を働かせることに努めていたようである。
このことは、浮浪人はすべて焼き印を押されるという奇妙な法規があったということからも知られるであ
ろう。」（同書、五ページ。）（『資本論』岡崎次郎訳、国民文庫版、第３分冊、1972年、393～394頁）。

（10）英語版『資本論』1887

英訳『資本論』1996年版は、最初の英訳1887年版に基づいておりそこに含まれる明白な誤字や誤植
（obvious slips of the pen and printer’s errors）を訂正されるはずであった。英国一五四七年三号法を巡
るマルクスの記述に対応する部分について、1887年版と対比するとき、誤訳が訂正されなかったこと
は、前述の通りである。その他に異同が見られるか否か、まず1887年版の該当箇所を挙げて、その次
に1996年版の対応する部分を示して比較点検してみたい。

Edward VI.: A statute of the first year of his reign, 1547, ordains that if anyone refuses to work, he shall be 

condemned as a slave to the person who has denounced him as an idler. The master shall feed his slave on 

bread and water, weak broth and such refuse meat as he thinks fit. He has the right to force him to do any 

work, no matter how disgusting, with whip and chains. If the slave is absent a fortnight, he is condemned to 

slavery for life and is to be branded on forehead or back with the letter S; if he runs away thrice, he is to be 

executed as a felon. The master can sell him, bequeath him, let him out on hire as a slave, just as any other 

personal chattel or cattle. If the slaves attempt anything against the masters, they are also to be executed. 

Justices of the peace, on information, are to hunt the rascals down. If it happens that a vagabond has been 

idling about for three days, he is to be taken to his birthplace, branded with a redhot iron with the letter V on 

the breast and be set to work, in chains, in the streets or at some other labour. If the vagabond gives a false 
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birthplace, he is then to become the slave for life of this place, of its inhabitants, or its corporation, and to be 

branded with an S. All persons have the right to take away the children of the vagabonds and to keep them as 

apprentices, the young men until the 24th year, the girls until the 20th. If they run away, they are to become 

up to this age the slaves of their masters, who can put them in irons, whip them, &c., if they like. Every 

master may put an iron ring round the neck, arms or legs of his slave, by which to know him more easily and 

to be more certain of him.1  The last part of the statute provides, that certain poor people may be employed 

by a place or by persons, who are willing to give them food and drink and to find them work. This kind of 

parish-slaves was kept up in England until far into the 19th century under the name of “roundsmen.”

　1    The author of the Essay on Trade, etc., 1770, says, “In the reign of Edward VI. indeed the English seem to have 

set, in good earnest, about encouraging manufactures and employing the poor. This we learn from a remarkable 

statute which runs thus: ‘That all vagrants shall be branded, &c.’ ” l. c., p.5

（Karl Marx: Capital, A Critical Analysis of Capitalist Production. Translated by Samuel Moore and Edward 

Aveling , edited by Frederick Engels. London, Swan Sonnenschein, Lowley & Co. 1887. pp.758-759）

（11）英語版『資本論』1996

英訳『資本論』1996年版の対応部分は以下の通りである。1887年版との違いは、下線を付した四個
所だけ。第一の〈1547 624〉では、〈注記624〉で、問題のエドワード６世第一年の条例名が〈An Act for 

Punishment of Vagabonds ―［1547］〉（1547年の浮浪者の処罰のための条例）であることが書き添え
られている（p.804）。第二の〈fortnight he〉では、1887年版においては〈fortnight, he〉という形で付
いていたコンマ（,）が1996年版では消えている、極小の違いである。第三は、「産業に関する一論」の
書名がイタリック体に変化している、これまた極小の違い。第四の  ［J. Cunningham,］  では、匿名で
あった「産業に関する一論」の著者名が判明したので書き加えたということである。

  Edward VI.: A statute of the first year of his reign, 1547 624, ordains that if anyone refuses to work, he shall 

be condemned as a slave to the person who has denounced him as an idler. The master shall feed his slave on 

bread and water, weak broth and such refuse meat as he thinks fit. He has the right to force him to do any 

work, no matter how disgusting, with whip and chains. If the slave is absent a fortnight he is condemned to 

slavery for life and is to be branded on forehead or back with the letter S; if he runs away thrice, he is to be 

executed as a felon. The master can sell him, bequeath him, let him out on hire as a slave, just as any other 

personal chattel or cattle. If the slaves attempt anything against the masters, they are also to be executed. 

Justices of the peace, on information, are to hunt the rascals down. If it happens that a vagabond has been 

idling about for three days, he is to be taken to his birthplace, branded with a redhot iron with the letter V on 

the breast and be set to work, in chains, in the streets or at some other labour. If the vagabond gives a false 

birthplace, he is then to become the slave for life of this place, of its inhabitants, or its corporation, and to be 
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branded with an S. All persons have the right to take away the children of the vagabonds and to keep them as 

apprentices, the young men until the 24th year, the girls until the 20th. If they run away, they are to become 

up to this age the slaves of their masters, who can put them in irons, whip them, &c., if they like. Every 

master may put an iron ring round the neck, arms or legs of his slave, by which to know him more easily and 

to be more certain of him.1   The last part of this statute provides, that certain poor people may be employed 

by a place or by persons, who are willing to give them food and drink and to find them work. This kind of 

parish-slaves was kept up in England until far into the 19th century under the name of “roundsmen.”

　1    The author of the Essay on Trade, etc.. ［J. Cunningham,］ 1770, says, “In the reign of Edward VI. indeed the 

English seem to have set, in good earnest, about encouraging manufactures and employing the poor. This we learn 

from a remarkable statute which runs thus: ‘That all vagrants shall be branded, &c.’ ” l. c., p.5

（Karl Marx: Capital, A Critique of Political Economy. Volume I. Translated by Samuel Moore and Edward 

Aveling, edited by Frederick Engels. London, Lawrence & Wishart, 1996. p.724）

（12）英語版『資本論』1928

Then Edward VI came to the throne. The statute passed in 1547, the first year of his reign, declares that if 

any one refuses to work he will be assigned as a slave to the person who has denounced him as an idler. The 

master shall feed his slave on bread and water, weak broth, and such refuse meat as he thinks fit. He is enti-

tled to force the slave to do any work, no matter how disgusting, using whip and chain. Should a slave absent 

himself for a fortnight without leave, the offender is to be condemned to slavery for life, and is to be branded 

on forehead or back with the letter S. If he should run away thrice, he is to be executed as a felon. The master 

can sell him, bequeath him, let him out on hire as a slave, like any other personal chattel or brute beast. If the 

slaves conspire against their masters, again execution is the punishment. Justices of the peace, on informa-

tion, are to hunt the rascals down. If it happens that a vagabond has been idling anywhere for three days, he 

is to be sent to his birthplace, then branded on the chest with a V, and thereafter he is to be set to work in 

chains upon the roads, or at some other labour. Should a vagrant give a false birthplace, then he is to become 

the life-long slave of this place, its inhabitants, or its corporation, and to be branded with an S. All persons 

have the right to take away a vagabond’s children and to keep them as apprentices, the lads until the age of 

24, the girls until the age of 20. Should they run away, these young persons are to become the slaves of their 

masters until the attainment of the before-mentioned age. The masters can put them in irons or whip them, 

etc., if they please. Every master can have an iron ring welded round the neck, the arms, or the legs of his 

slave for better recognition, and for safekeeping.1   The last part of this statute provides that certain poor 

people may be employed by a place or by persons who are willing to give them food and drink and to find them 

work. Under the name of “roundsmen”, parish-slaves, of this kind were kept in England until far on into the 

nineteenth century.
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　1    The author of the Essay on Trade, 1770, write: “In the reign of Edward VI, indeed the English seem to have set, 

in good earnest, about encouraging manufactures and employing the poor. This we learn from a remarkable statute 

which runs thus: ‘That all vagrants shall be branded, etc.’ ” Op. cit., p.5

（Karl Marx: Capital, Volume I. Translated by Eden and Cedar Paul. London, Allen and Unwin. 1928. Here 

cited from Everyman’s Library Edition. 1967. pp.814-815）

（13）英語版『資本論』1976

Edward VI: A statute of the first year of his reign, 1547＊, ordains that if anyone refuses to work, he shall be 

condemned as a slave to the person who has denounced him as an idler. The master shall feed his slave on 

bread and water, weak broth and such refuse meat as he thinks fit. He has the right to force him to do any 

work, no matter how disgusting, with whip and chains. If the slave is absent a fortnight, he is condemned to 

slavery for life and is to be branded on forehead or back with the letter S; if he runs away three times, he is 

to be executed as a felon. The master can sell him, bequeath him, let him out on hire as a slave, just as he can 

any other personal chattel or cattle. If the slaves attempt anything against the masters, they are also to be 

executed. Justices of the peace, on information, are to hunt the rascals down. If it happens that a vagabond has 

been idling about for three days, he is to be taken to his birthplace, branded with a red hot iron with the letter 

V on the breast, and set to work, in chains, on the roads or at some other labour. If the vagabond gives a false 

birthplace, he is then to become the slave for life of that  place, of its inhabitants, or its corporation, and to be 

branded with an S. All persons have the right to take away the children of the vagabonds and keep them as 

apprentices, the young men until they are 24, the girls until they are 20. If they run away, they are to become, 

until they reach these ages, the slaves of their masters, who can put them in irons, whip them, etc. if they like. 

Every master may put an iron ring round the neck, arms or legs of his slave, by which to know him more 

easily and to be more certain of him.1   The last part of the statute provides that certain poor people may be 

employed by a place or by persons who are willing to give them food and drink and to find them work. Slaves 

of the parish of this kind were still to be found in England in the mid nineteenth century under the name of 

‘roundsmen.’

　1   The author of the Essay on Trade, etc., 1770, says, ‘In the reign of Edward VI indeed the English seem to have 

set, in good earnest, about encouraging manufactures and employing the poor. This we learn from a remarkable 

statute which runs thus: ‘That all vagrants shall be branded, etc.”’ （p.5）

＊  An Act for the Punishing of Vagabonds, 1 Edward VI, C.3.

 （Karl Marx: Capital, A Critique of Political Economy. Volume One. Translated by Ben Fowkes. London, 

Penguin Books. 1976. p.897）



－108－

経　済　学　研　究　　第83巻　第２・３合併号

  英語版『資本論』1928と英語版『資本論』1976とを、英語版『資本論』1887と対比すると、冒頭部
分を見ただけで、1928年版の1887年版に対する独自性、1976年版の1887年版との類似性が一目瞭然で
ある。1928年版では、まず「それからエドワード６世が王位に就いた。」という独立の一文が置かれて
いる。その次に「その最初の年1547年に通過した條令が」「that 以下のことを declares」ということで、
條令の内容に入っていく構成になっている。1887年版と1976年版では、「エドワード六世、その治世の
第一年、1547年の條令が」「that 以下のことを ordains」という形で條令の内容に入っていくわけで、構
成も動詞も1887年版と1976年版では共通であるが、1928年版とは完全に異なっている。條令の内容の
説明についても、ほぼ同様に1928年版の独自性、1976年版の類似性が指摘される。ただ、〈Backen〉を

〈back〉と勘違いするところだけは三者共通である、不幸な偶然の重なり故に。
  （2016年７月６日、脱稿）
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