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日本におけるペルシア語事情  

―翻訳と外国語教育の現状を中心に― 

 

吉枝  聡子  

 

1. はじめに 

 

ペルシア語は、印欧語族インド・イラン語派に属する言語で、イラン、アフガニスタ

ン、タジキスタンの公用語である。イランではペルシア語、アフガニスタンではダリー語、

タジキスタンではタジク語と、国によってそれぞれ異なる名称で呼ばれるが、相互理解

は十分可能で、いずれもペルシア語の変種と考えて差し支えない。なお、ペルシア語

とダリー語はアラビア文字（正確にはアラビア文字に 4文字足したペルシア文字 32文

字）で、タジク語はキリル文字で表記される。言語人口は約 6,200 万人 1とされる。 

日本人にとってはまだ馴染み深いとは言いがたいペルシア語であるが、実はシルク

ロード交易を通じて、同じイラン系言語のソグド語や中期ペルシア語テキストが 8 世紀

頃に渡来したと考えられるなど、その交流の歴史は意外に長い。シルクロードが華や

かなりし時代、ペルシア語は、今日のイランから西トルキスタン（現在の中央アジア）に

至る、広大な世界でのリンガフランカとして用いられ、高いプレスティジを享受してきた。

このような地位との対比から、またその響きの美しさから、ペルシア語は、西欧世界で

はしばしば「中東のフランス語」または「中東のイタリア語」と称される。またペルシア語

は、その最大の特徴として、古典詩を中心とする豊富な文学伝統を有していることで

知られ、ペルシア文学作品を読み解くことは、ペルシア語学習を志す者にとって何よ

りの醍醐味の一つとなっている。日本におけるペルシア語教育も、初期はペルシア文

学翻訳の歴史と共に発展してきた背景がある。本稿では、7 世紀以降に成立した現

代ペルシア語を対象に、ペルシア文学史の流れを簡略に概説した上で、日本におけ

るペルシア語教育の歴史と現状、またその問題点を考察することを目的とする。  

 

2. ペルシア語とペルシア文学  

 

ペルシア語を代表とするイラン語派の歴史は、2500 年以上前のアケメネス朝期に

                                                        
1 SIL Ethnologue (https://www.ethnologue.com)による。  
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遡る。イラン系言語は、東西を結ぶ主要交易上の要衝とされる地域に分布している。

その地理的優位性から、シルクロードの繁栄時には、交易上の覇権を握ったイラン系

民族の言語が優勢言語となり、異なる系統の言語を話す民族間の共通語として用い

られてきた。中期ペルシア語（パフラヴィー語と呼ばれることもある）やソグド語、バクトリ

ア語といった言語がその代表例である。  

7 世紀に入ると、イラン民族にとって、政治、宗教、社会、文化、言語などの全てに

わたる、最大の転換点が到来する。アラブ民族の侵入とイランのイスラーム化である。

ここからおよそ 200 年のあいだ、イラン語史では、ペルシア語による文献資料はほとん

ど確認されていない。イラン人研究者はこの時期を「沈黙の 2 世紀」と呼ぶ。散文体

による最初のテキストが現れるのは 10 世紀に入ってからであり、この間にペルシア語

は、それまで使用していたアラム系文字に代わって新たにアラビア文字を導入し、ア

ラビア語からの大量の語彙を採り入れ、後に近世ペルシア語として生まれ変わるため

の力を着々と蓄えていたと考えられている。  

このようにして、10 世紀のサーマーン朝期に、アラビア文字を表記媒体とする近世

ペルシア語 2が、装いも新たに登場することとなった。これ以降ペルシア語は、古典詩

を中心とする豊かな文学伝統を開花させ、幾多の知識人、哲学者、思想家を輩出

することになる。特にサーマーン朝や、ガズナ朝、セルジューク朝などのトルコ系諸王

朝期には、ペルシア語振興政策のもとで、王侯や宰相の保護を受けた宮廷詩人が

活躍し、ペルシア古典詩は興隆期を迎えた。「ペルシア詩人の父」と呼ばれるサーマ

ーン朝期のルーダキー（940 没）を初めとして、ガズナ朝期にはイラン民族・英雄叙事

詩の最高傑作『シャーナーメ（王書）』を著したフェルドウスィー（1025 没）、『ルバーイ

ヤート』（四行詩集）で名高いウマル・ハイヤーム（12 世紀）などが、その代表的詩人と

してあげられる。 

12 世紀後半から 14 世紀にかけての時期はペルシア古典文学の黄金時代というこ

とができ、ロマンス叙事詩で著名なニザーミー（1209 没）、教訓文学で知られる詩人

サアディ（1292 没）など、現代でも西欧世界で広く翻訳され、邦訳もされている作品を

創出した。さらに 14 世紀には、しばしばペルシア文学史上最大の詩人と称され、イラ

ン人に最も愛されている詩人の一人、ハーフェズ（1390 没）が登場した。神秘主義的

要素を内包し、独自の技巧を駆使して、読む者の想像力をかき立てるハーフェズの

                                                        
2 言語学的には「近世ペルシア語」と「現代ペルシア語」は同一の言語に分類されるが、イラン語

史では、今日用いられているペルシア語と対比して、古典文学で使用されていた、文法・文体上

で古形を残すペルシア語を、特に「近世」または「古典ペルシア語」として区別することがある。  
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抒情詩（ガザル）は、イラン人がその詩を用いて「ハーフェズ占い」を行うなど、今日で

も最も人気のある作品となっている。  

さらに、ペルシア語は、それまでの東西交易上の利権や諸王朝による保護を基盤

とした地位に加えて、スーフィズム（イスラーム神秘主義）との関わりから、アラビア語に

代わってイスラームの教えを東方へと伝える役割を果たした。特に 13 世紀以降のモ

ンゴル系王朝期には、それまでの宮廷詩人による頌詩・叙事詩に代わって、スーフィ

ズムの影響を受けた神秘主義詩が主流となり、13 世紀のルーミー（1273 没）によって

最盛期を迎え、神秘主義詩は完成の域に達した。かくて、ペルシア語は、今日のイラ

ン～西トルキスタン～インドに至る、広大な地域の共通語であるばかりでなく、文化教

養語としての確固たる地位を確立することとなった。東洋史では、ペルシア語が影響

を及ぼしたこの地域は、「ペルシア語文化圏」と呼ばれる。16 世紀以降は、サファヴィ

ー朝によるシーア派国教化政策の結果宮廷詩人は冷遇されるようになり、ペルシア

文学は衰退・停滞時代を迎えたが、これ以降、ペルシア文学の拠点は、ペルシア語

を宮廷言語としていたムガル朝インドへと移行し、本格的なペルシア語辞書が編纂さ

れるなど、独自の文学伝統を生み出すこととなった。  

19 世紀のガージャール朝以降の文学は、ペルシア文学史では「ペルシア近・現代

文学」として扱われる。この時期には、立憲革命期（1906-1911）における散文の発達

と新聞の普及に伴い、デホダー（1879-1956）らによる、イラン人大衆の啓蒙を目指し

た、いわゆる立憲主義文学が登場した。ちなみにデホダーの編纂したペルシア語辞

典（Loghatnāme-ye Dehkhodā）は、今日に至るまで最も大部なペルシア語－ペルシ

ア語辞書であり、現在でも研究者・学習者の間で、ペルシア語の最終参照辞典とし

て広く活用されている。続くパフラヴィー朝期（1925-1979）は、それまで格下の言語と

考えられていた俗語・口語を多用し、散文学の祖と言われるジャマールザーデ

（1892-1997）、その路線を継承したサーデク・ヘダーヤト（1903-1951）らを輩出した。

第一次世界大戦後には、それまでの古典詩スタイルの踏襲から自由詩への手法転

換を試みる詩人も現れ、また 1960 年代に入ると、それまでの西欧文学を採り入れた

手法はジャラール・アーレ・アフマド（1923-1969）等により批判的に語られるようになっ

た。 

1979 年のイラン・イスラーム革命を経た現代のイランでは、国内での作家による文

芸活動に加えて、革命時にイラン国外に移住したイラン人による、欧文による小説も

しばしば注目を浴びるようになっている。しかしながら、このような近現代文学へ至る

様々な変遷の中にあっても、ペルシア古典詩に対するイラン人の敬慕は一貫して揺
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らぐことはなかった。今日でも、イラン人が、他愛もない会話の中で、有名な古典詩人

の詩句や格言を引用する場面は日常的に見ることができるし、書店には専門家によ

る文芸研究書以外に、人気のペルシア古典詩人に対する私家版研究書がずらりと

並ぶ。日本の近年の出版業界の停滞など、どこ吹く風といった様相だ。ペルシア古

典文学は、現在でもペルシア語を母語とする人びとの誇りであり、自らの帰属意識や

民族意識の礎となっている。  

 

3. 日本で翻訳されたペルシア語文献  

 

3.1 日本で発見された最古のペルシア語テキスト 

 

ここでは、日本で翻訳・紹介されたペルシア語テキストや文献について、その歴史

を辿ってみたい。日本では、東京国立博物館所蔵の白檀（8 世紀と推定される）に見

られる、パフラヴィー語（中期ペルシア語）とソグド語の 2 つのイラン系言語の文字テキ

ストを除けば（杉田 1995:17-20）、天台の慶政上人（1189-1268）がもたらしたペルシ

ア詩断片が、日本に現存する最古のペルシア語テキストである。これは、現在高山寺

方便智院旧蔵「上本墨南番文字」（重要文化財）として知られており、ペルシア詩と

上人自身による漢文の付記を含む。これによると、慶政上人は 1217 年中国福建省

泉州の船上で、3 人の外国人に「南番文字」による経文の一部を書いてもらい、持ち

帰ったと記している。実はこれは、ペルシア語の詩であった。この「経文」は、4 行ずつ

2 カ所に分けて書かれており、明治 42 年、当時京都帝大文科大学講師（のち京大

総長）であった羽田亨がペルシア語であることを最初に指摘し、東京外国語学校（の

ちの東京外国語大学）のヒンディー語科教授であったムハンマド・カットゥーラーによ

って、その一部がフェルドゥスィー（934-1025）による『シャーナーメ（王書）』の一部で

あることが確認された。その後、東京外国語大学の黒柳恒男・岡田恵美子両教授に

よって、これらがグルガーニー（1054 没）による『ヴィースとラーミーン』、後半が『シャー

ナーメ』の一部であることが確認された（杉田 1995:25-34）。 

 

3.2 日本におけるペルシア語文学の翻訳  

 

近代期の日本では、明治政府における外務省の理事官で、通商・外国の開始を

調査交渉する目的で 1880 年にイラン（当時のガージャール朝ペルシャ）に派遣され
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た、吉田正春によるイラン訪問記『回疆探検  波斯之旅』（1894、新装版 1991）など

が出版されているものの、まだまだイラン（当時のペルシャ）については、その存在や

位置も確かに認識されておらず、ましてやペルシア文学を初めとする言語文化につ

いては、ほとんど紹介されていなかった。しかしながら 19 世紀に入ると、いわゆるオリ

エンタリズムの影響下にあった西欧諸国では、ゲーテ（1749-1832）がハーフェズの詩

にインスピレーションを受けて『西東詩集』（1819）を発表し、敬愛する詩人ハーフェズ

について詩を詠み、また、E.フィッツジェラルド（1809-1883）がオマル・ハイヤーム『ル

バーイヤート』（四行詩集）を英訳・出版するなど、ペルシア文学は一躍注目を集める

ようになった。このような流れを受けて、日本でも、明治時代に『ルバーイヤート』の一

部を蒲原有明が日本語に重訳して紹介し、後に森亮（1991-1994）が邦訳・出版して

フィッツジェラルド版の定訳となるなど（森 1949）、ペルシア文学は主に欧文訳からの

重訳という形で、日本に紹介されるようになった。  

またこの時期には、少数ではあったがペルシア語からの直接翻訳を試みる動きも

見られた。言語学者・文献学者であった荒木茂（1884-1932）は、1920 年に『中央公

論』で日本人初の原文からの直接翻訳となるオマル・ハイヤームによる「四行詩」訳を

発表した（著者は未見）。この後、1949 年には小川亮作（1910-1951）がペルシア語

原典からの邦訳『ルバーイヤート』を出版した。原詩の情趣を大切にし、詩の響きにま

で忠実であることに細心の注意を払った小川訳は、現在でも日本の愛好家に広く読

み継がれている。 

その後、ペルシア文学は、ペルシア語原典からの直接邦訳が主流となっていく。ペ

ルシア語教育の草分け的存在である蒲生禮一（1901-1977）は、ペルシア語教育の

基盤を固める傍ら、フェルドゥスィー『王書』やサアディー『薔薇園』などを翻訳した。

蒲生氏の薫陶を受けた黒柳恒男（1925-2014）は、東京外大においてペルシア語科

を設立するとともに、フェルドウスィー、サアディー、ハーフェズを初めとするペルシア

語古典文学の翻訳を本格化させ、ペルシア文学についての研究書を出版するなど、

その研究・紹介に努めた。同氏に続き、岡田恵美子（1932-）は、ニザーミー、グルガ

ーニー等のロマンス叙事詩を中心に功績を残し、現在でも精力的に翻訳活動を行っ

ている。 

ペルシア語が文学史上に残したもう一方の功績である神秘主義文学作品につい

ては、近年、ペルシア文学史上最高の神秘主義詩人ジャラール・ウッディーン・ムハ

ンマド・ルーミー（イランではモウラヴィーとして知られる）による、『精神的マスナヴィー』

（Masnavī-ye Ma'navī）を初めとする著作が、欧米諸国を中心にブームになっている。
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しかしながら、これらのスーフィズム関連文献については、日本ではまだ本格的に紹

介されるには至っていない。ペルシア神秘主義文学については、井筒俊彦

（1914-1993）による『ルーミー語録』、東京外国語大学の藤井守男による『イスラーム

神秘主義聖者列伝』（アッタール）等が翻訳されているのみであり、今後さらなる出版

が行われることが望まれる。  

その他、近年では、とかく古典文学に着目されがちであった流れに対し、近・現代

ペルシア語文学の翻訳も徐々に出版されるようになってきた。中村公則、石井啓一

郎らによるイラン近代文学の代表者ヘダーヤトの優れた翻訳、また山田稔による J.ア

ーレ・アフマドの翻訳に加えて、最近年では大阪大学の藤元優子（2014）、また鈴木

珠里、中村菜穂、前田君江（2009 ほか）らにより、近現代詩・現代文学の翻訳や紹

介が行なわれている。 

 

4. 日本におけるペルシア語研究・教育  

 

4.1 ペルシア語研究・教育の流れ 

 

上記のように、日本におけるペルシア語は当初、主にペルシア古典文学への関心、

また東洋史との関わりから注目されることが主であった。そしてペルシア古典文学が

日本語に翻訳されるにつれ、その流れに少々遅れて追随する形で、ペルシア語研究

および教育も、徐々に開始されていった。  

日本におけるペルシア語研究草創期の代表として、荒木茂（1884-1932）と八木亀

太郎（1908-1986）をあげることができる。言語学者・文献学者であった碩学荒木茂は、

語学研究のための留学先アメリカでペルシア語を学び、その後アヴェスター研究の当

時の第一人者 A.Williams Jackson に師事した。帰国後は東京帝国大学でペルシア

語の研究を続ける傍ら、ペルシア語に関する研究資料の収集に努めた。同氏が著し

た『ペルシア文学史考』（1922、岩波書店）は、アヴェスター文学や中期ペルシア語に

まで言及した、日本で最初のイラン語に関する、本格的な概説書である。荒木氏が

所有していたペルシア語関係資料は、現在「東京大学荒木文庫」として東京大学に

保管されており、目録として『波斯関係図書目録：荒木茂氏蒐集』（田中於菟弥編

述 1934）、『東京大学東洋文化研究所所蔵荒木茂文庫目録』（青木健・永ノ尾信吾

編 2007）が作成されている。なお、イラン学関係資料としては、東京大学には荒木文

庫以外に、伊藤義教の古代・中世イラン研究関係書 849 冊が「伊藤文庫」として保
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管され、『東京大学東洋文化研究所所蔵伊藤義教文庫目録』（青木健・永ノ尾信吾

編 2004）が出版されている。これに続き、同氏の弟子であった言語学者八木亀太郎

が『研究社世界言語概説』の中で発表した記述（八木 1952）は、「ペルシア語」と題さ

れている 61 ページに及ぶ論説であるが、現代ペルシア語のみならず、古代～近代に

至る古代ペルシア語、中期ペルシア語、イラン系言語の分布域、現代ペルシア語の

概要などの幅広い分野にわたって、当時の欧米研究者による成果をよく咀嚼しなが

ら解説が行われており、なお必読に値する好概説と言える。  

以上の草創期を経て、日本における本格的なペルシア語研究・教育が開始され

たのは、1960 年代に入ってからと言ってよい。上述のように、インドにおけるムスリム系

王朝の教養言語であったペルシア語は、当初、日本でより長い研究伝統を持つイン

ド系言語または東洋史等の歴史研究との関連から、大学等の研究機関で教授され

ていた。まず大阪外国語大学（2007 年大阪大学に統合）では、大正 14 年に印度語

部の研修語としてペルシア語が開講され、研究科目となったのち、1961 年にペルシ

ア語科が開設された。東京外国語大学では、インド語科またはインド・パーキスターン

語学科のカリキュラムの一環として、しばらくペルシア語の講義が開設されていたが、

1980 年にペルシア語科が開設され、独立した語学科としてペルシア語カリキュラムが

開始された。インド語科時代にペルシア語研究・教育を行っていた蒲生禮一は、恐ら

く日本で最初の本格的なペルシア語教科書を開発する傍ら、ペルシア古典文学の

翻訳を行うなど、ペルシア語教育のための基盤の充実に努めた。  

次代の黒柳恒男は、パフラヴィ朝時代のイラン留学を経て、上述のようにペルシア

古典文学の翻訳・紹介において大きな功績を残し、また大学教育課程向けに開発し

た教科書をもとに文法書等を出版し、ペルシア語—日本語辞書の編纂を行うなど、ペ

ルシア語研究教育面での基本教材の拡充を行った。現在では、日本でペルシア語

教育の専門課程をもつ大学は東京外国語大学と大阪大学の 2 カ所であり、東京外

国語大学では言語文化学部・国際社会学部の両学部にまたがる専攻言語、大阪

大学では外国語学部ペルシア語専攻として、それぞれ年間 15 名弱の入学者を受け

入れている。この他にも、専門課程ではないが、東京大学、京都大学、九州大学、

名古屋大学、慶応大学、早稲田大学、上智大学、東海大学、中央大学、大東文化

大学等の 10 校を超える教育機関で、選択科目としてペルシア語の講義が開設され

ている。 

 

4.2 ペルシア語文法書・参考書・辞書類  
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ここでは、上の教育課程等で使用されてきたペルシア語文法書、辞書等の教材に

ついて、出版されているものを中心に簡単に紹介しておく。詳しくは資料編の項を参

照いただきたい。専門課程としてのペルシア語学科の開設当初は、日本語による教

科書、辞書等の教材が充実しておらず、欧文によるペルシア語文法書や辞書が、教

材として使用されていた。日本語によるペルシア語文法書・入門書が出版されるのは

1970 年代に入って以降である。日本で出版されている本格的な文法書は、そのほと

んどが、学内向けに開発された授業用テキストを元に改訂されたものであった。日本

語による最初期のペルシア語文法書（蒲生 1982、黒柳 1973）は、こうした経緯を経て

出版されたものである。現在日本で出版されているペルシア語文法書の中では最も

大部な、『ペルシア語四週間』（黒柳 1982）は、現代ペルシア語の文法事項に加え、

古典文法についても解説がなされており、古典文学テキストの講読を志す学習者に

も対応できるようになっている。また、2011 年に筆者が出版した『ペルシア語文法ハン

ドブック』は、従来の文法書で十分に解説されているとは言えなかった、学習者が疑

問をもちやすい文法事項や、表記上のバリエーション等などの事例について、詳説

するように配慮している。これらの文法書に加えて、出版には至らなかった、大学教

育課程や研修用に開発されたテキストも相当数存在するが、これについては中村

（2017）に詳解があるので、そちらを参照されたい。  

1980 年代以降は、教育課程等でペルシア語テキスト講読を目指す学習者を対象

とした文法書以外に、一般・初学者向けのペルシア語入門書や、初学者または独学

用のペルシア語文法書、会話集、語彙集などが広く出版されるようになった。この背

景には、1970 年代に大きな社会問題を引き起こしたオイルショックや、1979 年のイラ

ン・イスラーム革命等により中東への関心が高まり、また 1990 年代には大量のイラン

人が日本に滞在するなど、ペルシア語学習の動機がより実践的なものへと変化して

いった事情があった。 

なお、上記の文法書・一般書を概観して、一つ問題をあげておくならば、これらの

テキストでは、各自が個々の基準で執筆を行っているため、文法用語の統一がなさ

れておらず、初学者が複数の文法書を参照する場合に、混乱を招く可能性があると

いう点である。これは、現在のところ、ペルシア語教育関係者の間で情報交換・共有

を設ける機会が少なく、用語の統一などの諸事項について見解を示すべき、ペルシ

ア語教育に特化した学会等の組織が存在しないことが原因といえる。この点は今後

早急に改善していくべき問題と認識している。  
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ペルシア語辞書については、現在では、黒柳による一連の辞書（書誌情報の詳細

は資料編を参照）が、ペルシア語学習者にとって必携のものとなっている。これらのシ

リーズ辞書のうち『新ペルシア語大辞典』は、収録語彙  80,000 語、用例中の単語を

含めると 110,000 語を含む労作である。これらの辞書は、ペルシア語文法学習と初級

〜中級テキスト講読、また古典文学等を読むには適しているが、時事用語や生活関

連語彙や関して収録が十分とはいえず、また説明が不正確である点が認められるな

ど、最終的なペルシア語参照辞書として使うには、さらなる改善を期待する点もなお

認められる。また最大の問題は、欧米で出版されているペルシア語辞書に比べて価

格が割高であるという点である。しかしながら、現在のところ実用に足る唯一のペルシ

ア語・日本語辞典であり、また定期的に改訂がなされてきていることから、日本語を母

語とするペルシア語学習者にとっては、不可欠の辞典となっている。 

 

4.3 近年のペルシア語教育の潮流  

 

近年では、e ラーニング等による外国語教育システム開発の潮流を受けて、ペルシ

ア語についてもまたオンライン上で学習教材が行われるなど、多様化する社会のニー

ズに対応するべく、新たな学習上の試みがなされてきている。ここでは最後に、著者

の所属先である東京外国語大学を中心に、最近年の新しいペルシア語教育のとり

組みについて、少し紹介しておきたい。  

 

①ペルシア語会話モジュール 

「東京外国語大学言語モジュール」の一環となるもので、ペルシア語を含む、東京

外大で専攻語を持つ 27 言語による言語について、発音、文法、会話、語彙をモジュ

ール形式で学べるようになっている。ペルシア語については会話モジュールを公開し

ており、40 の場面テーマに従って、口語を中心としたペルシア語ダイアログを学ぶこと

ができる。各会話ダイアログには「教室用」と「学習用」のモードがあり、「教室用」モー

ドは、各ダイアログの動画を再生しながら、ペルシア文字、発音（ラテン表記）、語彙

説明をオプションで選び、音声と同時に確認することが出来るよう設定されている。ま

た「学習者」モードでは、独習者向けに、ロールプレイ、音読、ディクテーション、コピ

ーイングなどが選択できる。  

 

・東京外国語大学言語モジュール：  
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http://www.coelang.tufs.ac.jp/mt/  

 

・東京外国語大学言語モジュール：ペルシア語  

http://www.coelang.tufs.ac.jp/mt/fa/  （言語紹介） 

http://www.coelang.tufs.ac.jp/mt/fa/dmod/ （教室用会話モジュール）  

http://www.coelang.tufs.ac.jp/mt/fa/dmod/lp/ （学習者用会話モジュール）  

 

＜「ペルシア語会話モジュール」教室用ページ例＞  

 

 

これ以外にも、大阪大学でも「高度外国語教育独習コンテンツ」の一環として、ペ

ルシア語 e ラーニングシステム「ペルシア語独習コンテンツ」が公開されている。詳しく

は以下を参照されたい。  

 

・大阪大学高度外国語教育独習コンテンツ  

http://el.minoh.osaka-u.ac.jp/flc/index.html  

・ペルシア語独習コンテンツ： 

http://el.minoh.osaka-u.ac.jp/flc/per/contents/index.html  

 

②中東記事翻訳プロジェクト「日本語で読む中東メディア」  

東京外国語大学における「中東イスラーム研究教育プロジェクト」（2005-2009 年）
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の一環として始まり、現在でも継続している記事翻訳プロジェクトである。アラビア語、

ペルシア語、トルコ語の新聞を、それぞれを専攻語とする学生が下訳し、校閲者のチ

ェックを経て掲載されるという方式で運営されている。近年では東南アジア（ベトナム

語、インドネシア語、ビルマ語）、南アジア（ウルドゥー語、ベンガル語）の言語もプロジ

ェクトに加わっている。ペルシア語については、Jām-e Jam、 Irān、 Mardom Sālāri、 

Hamshahri の 4 紙について、ペルシア語記事の和訳を読むことができ、翻訳元のペ

ルシア語記事も原語テキストでの確認が可能である。本サイトは大学における各専攻

語教育カリキュラムの一環として活用されており、ペルシア語専攻では通常 2 年次以

上の授業で、本サイトでの下訳を必修課題として採り入れている。  

 

・日本語で読む中東メディア：  

http://www.el.tufs.ac.jp/tufsmedia/common/prmeis/fs/index.html  

・ペルシア語記事  

http://www.el.tufs.ac.jp/prmeis/news_j.html  

 

＜日本語で読む中東メディアトップページ＞  
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＜日本語で読む中東メディア：ペルシア語記事一覧ページ＞  

 

③CEFR-Jｘ27 プロジェクト 

CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）は、近年ヨーロッパ諸国において、外国語学

習者の修得状況を示すために提言されている、新たな共通指標である。近年では、

これを基に、日本における英語教育に準拠させた到達度指標として再構築すること

を目指した、「CEFR-J プロジェクト」が進行中である。これを受けて、東京外国語大学

では、この指標を大学の専攻語に拡大した「CEFR-Jx27 プロジェクト」を開始し、外国

語教育における到達度の可視化のためのプログラムを開発している（プロジェクト名

「CEFR-J におる本学 27 言語の外国語教育の教育方法の改善と評価の可視化」）。

現在、各言語における B2 レベルまでに設定した CAN-DO リストの作成と、B2 レベル

までの語彙表をもとに開発された「27 言語単語学習アプリ」が試用段階にある。 

 

・東京外国語大学  CEFR-Jx27 プロジェクト概要ページ 

https://tufs-sgu.com/cefr-jx27/ 

 

5. おわりに 

 

以上、日本におけるペルシア語研究教育の概観を目的として、現在に至るペルシ

ア文学の流れを概観し、ペルシア語文学作品翻訳の歴史と、草創期から最近年に

至るペルシア語教育と教材開発の現状について紹介してきた。文中でも述べたよう

に、本稿では、日本で出版され入手が可能な文献を中心に紹介を行ったが、これら

の背景として、出版に至らなかった幾多の教育課程向け教材テキストや、私家版とし



 

 
『複言語・多言語教育研究』 日本外国語教育推進機構会誌 No.6 (2018) pp.91-108 

 

 - 103 - 

て刊行された辞書等、研究者や教育関係者による様々な成果の蓄積があることを付

言しておきたい。また今後の課題としては、ペルシア文学については、古典文学の佳

品を紹介することはもちろんであるが、神秘主義文学や近現代文学など、なお出版

が立ち後れている分野で新たな翻訳作品が発表されることを切望している。またペル

シア語教育分野では、学習教材の整備に加えて、最近年の潮流である学習到達度

の可視化を目指した、CEFR-J 準拠のテキストや読本等の教材開発の一層の必要性

などが、今後の課題としてあげられる。  

（東京外国語大学） 

 

 

 

資料編 ：日本で翻訳されたペルシア語文学作品 ・ペルシア語文法関連書（引用

文献を含む） 

① ペルシア古典文学翻訳（翻訳については著者順）  

ファリード・ゥッディーン・ムハンマド・アッタール著、藤井守男訳（1998）  『イスラーム神秘

主義聖者列伝』国書刊行会 .  

アッタール著、黒柳恒男訳（2012） 『鳥の言葉』（平凡社東洋文庫）平凡社 .  

フィッツジェラルド、森亮訳（1941）  『ルバイヤット―オーマー・カイヤムの四行詩―』ぐろり

あ・そさえて .  

オマール・カイヤム著、エドワード・フィッツジェラルド英訳、堀井梁歩邦訳（1947）  『ルバ

イヤット（異本留盃邪土）』南北書園 .  

オマル・ハイヤーム作、小川亮作訳（1949） 『ルバイヤート』岩波文庫 .  

安斎七之介訳（1973） Ruba’iyat of Omar khayyam as rendered into English verse by 

Edward Fitzgerald.太玄書房 .  

オマル・ハイヤーム著、黒柳恒男訳注（1983） 『ルバーイヤート』大学書林 .  

オーマー・カイヤーム著、エドワード・フィッツジェラルド英訳、秋國忠教邦訳（1996）  『新

釈  ルーバイヤート』開拓社 .  

陳舜臣訳・注解・解説（2004） 『オマル・ハイヤーム ルバイヤート』集英社 .  

エドワード・フィッツジェラルド英訳竹友藻風邦訳（2005） 『ルバイヤート』マール社 .  

オマル・ハイヤーム著、ジャスティン・ハントリー・マッカシー英訳、片野文吉訳（2008） 『ル

バイヤット』（ちくま学芸文庫）  筑摩書店 .  

オマル・ハイヤーム著、岡田恵美子編訳（2009）  『ルバイヤート』（平凡社ライブラリー）平

凡社 .  

カイ・カーウース／ニザーミー著、黒柳恒男訳（1989）  『ペルシア逸話集』（平凡社東洋

文庫）平凡社 .  

F.A.グルガーニー著、岡田恵美子訳（1990） 『ヴィースとラーミーン』平凡社 .  
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サアディー著、蒲生禮一訳（1964）  『薔薇園（グリスターン）イラン中世の教養物語』（平

凡社東洋文庫）平凡社 .  

サアディー著、黒柳恒男訳（1985） 『薔薇園（ゴレスターン）』大学書林 .  

サアディー著、沢英三訳（2004）  『薔薇園（ゴレスターン）』岩波文庫 .  

サアディー著、黒柳恒男訳（2010）  『果樹園（ブースターン）』（平凡社東洋文庫）平凡

社 .  

ジャーミー著、岡田恵美子訳（2012）  『ユースフとズライハ』  （平凡社東洋文庫）平凡

社 .  

ニザーミー著、岡田恵美子訳（1987）  『ホスローとシーリーン』（平凡社東洋文庫）平凡

社 .  

ニザーミー著、岡田恵美子訳（1981）  『ライラとマジュヌーン』（平凡社東洋文庫）平凡

社 .   

ニザーミー著、黒柳恒男訳（1989） 『七王妃物語』（平凡社東洋文庫）平凡社 .  

ハーフィズ著、黒柳恒男訳（1976） 『ハーフィズ詩集』（平凡社東洋文庫）平凡社 .  

フェルドウシー著、樋口正治訳（1941） 『イラン王書  ロスタムとソーラブ』天元社 . 

フェルドウスィ―著、黒柳恒男訳（1987） 『王書』（平凡社東洋文庫）平凡社 .  

フェルドウスィー著、黒柳恒男編訳（1989）  『ペルシアの神話－「王書」（シャー・ナーメ）

より』泰流社 .  

フェルドゥスィー著、岡田恵美子訳（1999） 『王書』岩波文庫 .  

フェルドウスィー、ニザーミー著、岡田恵美子編訳（2004）  『ペルシアの四つの物語』平

凡社 .  

ルーミー著、井筒俊彦訳・解説（1978）  『ルーミー語録』（イスラーム古典叢書）岩波書

店 .  

 

＊研究書・一般書ほか  

岡田恵美子著（1985）  『ペルシアの神話—光と闇のたたかい（世界の神話５）』筑摩書

房 .  

蒲生禮一著（1964a） 『ペルシアの詩人』（紀伊國屋新書）紀伊國屋書店 .  
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Persian language in Japan:  

Translations of Persian works and current state of Persian language 

education 

 

Satoko YOSHIE 

 

Persian is one of the Indo-Iranian languages of the Indo-European 

language family and is spoken in Iran, Afghanistan, Tajikistan and some 

other surrounding countries. Termed as 'French in the Middle East' in 

European countries, it had traditionally been the lingua franca or the literary 

language in the so-called 'Greater Persia' or 'Persianate World' containing 

West and Central Asian lands, and it has been renowned for its long history 

of literature during the Turko-Mongolian dynasties. The purpose of this paper 

is 1) to provide the overview of the tradition of Persian literature by 

introducing major translation works into Japanese, and 2) to show the 

current state of the Persian studies and Persian language education in 

Japan. 


