柴田元幸
野谷文昭
（司会・聞き手）

その十一月十二日の作品です。タイトルは “The Inadequacy of
「翻訳の不十分さ」ととりあえず訳しておきますけ
Translation”

ど、まさに翻訳ということがテーマになっているので選びまし

た。さっそく本文をご覧ください。

「彼に会ったのは今まで一度だけであ
“I met him only once.”

る」
。 “He came to do a reading at the university.”
「大学へ朗読会
に来たのだ」
。

訳にはそんなに反映できないことですが “He came to do readではなくて、 at the university
になってい
ing at my university.”

るのは、あまり大学の外の人に向かって話しかけているという

感じではないんですね。 the university
となっているのは、ほと

んど大学の同僚、あるいはこの「私」というのが大学に勤めて

いるということを知っている人に向かってしゃべっているよう

な感じがあります。それを言い出すと、最初のところで I met
というふうに、突然「彼に」と、誰だかわからないのに、
him

語り始めています。この後を読んでいくと、 him
というのがス

柴田

うふうに事情が半分くらいわかっている人に向かって語りか

コットランドの詩人であることがわかるわけですけど、そうい
日本語への翻訳は、原理的にはほとんど誰でもできるものなの
で、理屈よりも実際にどうやって訳していくのかを、短い作品
を読みながら見ていただこうと思います。
取り上げるのは、ジェームズ ・ロバートソンというスコッ

ない。その

を「私の勤めている大学」とか余計な訳
university

を付けずに、単に「大学に朗読にやってきたのだ」と訳せばい

の年の暮れに、その三六五本の作品を一冊にして、 365 Stories

きました。次の年にそれを毎日一本ずつウェブに出して、そ

という人は二〇一三年に一年かけて三六五本の短い小説を書

ども、
「読んだ詩は」 “were very good.”
「とてもいいと思った」。

た」
。 “I thought the poems I had read”
ここまでが主語ですけれ

品 を い く つ か は 知 っ て い た け れ ど も、 翻 訳 で し か 知 ら な か っ

「彼の作
“I knew some of his work but only in translation.”

いだけのことです。

というタイトルで出版しています。今日読んでいただくのは、

トランドの作家の作品です。 November
とあり、そのすぐ下に
、十一月十二日と書いてあります。このロバートソン
twelfth

とがある程度見当がつきます。それは訳にはほとんど反映され

けている語り口ですね。 “I met him only once. He came to do a
ここまで読むだけで、そのくらいのこ
reading at the university.”

外国語大学に来ている方であれば、少なくとも英語から

翻訳家はどんなふうに仕事をしているか

翻訳せずには
いられない
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「同僚が言うには」
、 “that to hear him read”
“A colleague told me”
「この人が朗読するのを聞くのは」
“was
a
unique experience.”
であると」。
「ユニーク」とい
experience

「ちょっと他ではない

はもう

とは前の行にあることだし、その「同僚」と
colleague

いうのが少なくとも男性であるか、女性であるかということを

わからせるために、
とか she said
と言うだろうと思いま
he
said
とか she
とか言った方が、情報が多いです。な
he

んでこう書くのかちょっと不思議ですけど。そのあとを先に読

す。要するに

意味ですけど、英語は本来はもっと意味が強くて、唯一無二と

う言葉は日本語だと「すごく独特なものがある」というふうな

いう感じで、比較級、最上級は
には本来はないんですよ
unique
とかはあり得ないので。た
unique

方をする人もいますけれども。とにかく「彼が朗読するのを聞

だ現代ではそこまで厳密ではなくて

ね。唯一無二であれば、より

みたいな言い
more unique

むと
これは受験英語的に
“He
does
not
so
much
read as intone.”
言えば not so much~as~
。「～というよりは、むしろ～だ」と
いうことで、
「読むというよりもあれは intone
『歌う』感じだ
ね」というふうに。
「行けるんだっ
“You
should
go
if
you
can.”
の言葉を男の
colleague

たらぜひ行くといいよ。」。今僕もつい

ろ う と 考 え ま す。

う時、どう言うだ

語だったらこうい

に日常会話的なものは、そのままに訳すよりも、とにかく日本

にジェームズ ・ロバートソンは二〇一三年に三六五本のすごく

ものです。が、一つ全然別の事情があって、さっき言ったよう

たら

スタディーズの問題になり得ますけど、男性っぽくするんだっ

る。何故男性の方がしっくりくるかというのは、ジェンダー ・

言葉で訳しちゃいましたけど、何となく男性の方がしっくりく

これも「誰も彼の

短い作品を書いたわけですけど、その三六五本すべてがそれぞ

くのは、またとない体験だと同僚に言われた」
。 “Nobody sounds
「誰とも違うんだよ」くらいの訳です。こういう本当
like him,”

ようには聞こえな

をカウントしながらこれを書いていて、最後多分細かいところ

れ三六五の単語からなっているんですね。なので、彼はワード

でもよさそうな
“He said”

い」というふうに

のところは
“The colleague said”

日本語では言わな

ういうところで微調整が必要だったのかもしれない。

を色々調節して、 365 words
にしてるんですよね。だから、こ
語だと「誰とも違

い。やっぱり日本
うんだよ」とかそ
んなふうに言うと

し、観衆も（あるいは聴き手も）そんなにいなかった」。 “about
「せいぜい二十人というところだ」。 “When I
twenty, no more.”

時、言葉を補う必要があって、
「部屋はあまり大きくなかった

お客さんは「大きい」とは言わないので、日本語ではこういう

にいなかった」
。部屋は

その次、
「部屋はそんなに大き
“The
room
was
not
very
big,”
くなくて」
「お客さんもそんな
“and
neither
was
the audience”
というのは「大きい」というけど、
big
思うんです。

と思います。

“the colleague
こ こ で、 あ
said.”
れ？

普通だったらここ

5

「私がその部屋に着くと」
arrived”
“the
poet
was
already
there,”
「もう詩人はそこにいて」 “speaking to the organizer.”
「主催者と
話をしていた」。
から始まる段落の三行目ですね。 “I
The
room
「私はその部屋の後ろの方に行っ
went to the back of the room”
て」 “and sat on the chair that creaked.”
こういうところはやっぱ
り日本語と英語の語順が違うのが悔しいですね。要するに、ま

的には何の繋がりもないというふうに考えたわけですけど、必

というような響きに
cut

というような響きになるとはあまり考え
noon

ずしもそれは正しくなくて、やっぱり「ギシギシ軋む」という
言葉が、例えば

られない。それは例えば、「切る」が

なるとか。ある程度その音の感じと意味内容というのは、英語

の場合、動詞で特につながるんです。簡単にいうと、動詞の中

に意味と音が一緒に入ってる。それは、できるだけ再現した方

自体よりは目立つので、匙加減は必要です。

がいいと思っています。ただ、擬音語 ・擬態語の方が動詞の音

ず部屋に行って、 sat on the chair
「椅子に座ると」
、「その椅子

この英語の語順っていうのは、その経験に沿っているというか、

が座ってみたらギシギシなる」わけじゃないですか。だから、
出来事に沿った順番になってます。でも日本語でこのコンパク
トさでこれを訳そうとすると、どうしても、
「私は部屋の後ろ
に行って、ギシギシ軋む椅子に座った」となってしまいます。
もちろん、「部屋の後ろに行って、椅子に座ったら、その椅子
がギシギシなった」という訳し方でも良いわけだけど。でも、
そうするとこのもとのセンテンスのコンパクトさは失われます
よね。とにかく翻訳っていうのは、いろんなことをなるべく等

思われたと思いますけど、突然この

「その詩人が朗読
“I sat very still when the poet was reading”
している間じっと動かずに座っていた」
。
、もう身じ
very
still
ろぎもしないという感じですね。 “because I felt that”
「こうい
うふうに感じられたから」だと。
“every
sound, however small,
わかりますね。「どんなに
that did not come from his mouth,”
小さい音であっても」 “that did not come from his mouth,”
「そ
の詩人の口から出た以外の音はすべて」 “was an intrusion and a
である。今までかなり簡単な単語から成っていると
distraction.”

う、難しい言葉が入ってきました。多分これは英語だけじゃな

価にしたいわけです。だから、語順を等しくするか、全体の量
いと思うので、「ギシギシ軋む椅子に座った」とか「腰を下ろ

を等しくするかと考えると、ここはあまり長くしても意味がな

くて、いわゆる西洋語一般、でもフランス語とかまたちょっと

、 distraction
とい
intrusion

した」と、語順を変えて訳すだろうと思います。

叩く」とか、いわゆる擬音語とか擬態語がないというふうによ

しましたけれども、英語には「テクテク歩く」とか「ドンドン

をやっていて、いろんな局面で辛い。それから西洋語は、昔の

さっき言ったようにやっぱり語順の違いというのは本当に翻訳

をみんな言いたがるし、色んな意味においてその通りですね。

別かな、とにかく、西洋語と日本語とがすごく違うということ

く言われますけど、それは擬音語 ・擬態語をどう定義するかの

ラテン語は別だけど、大体主語をはっきり言う。日本語は主語

ついでに言うと、今

問題でもありますが、基本的にはやはり正しくないと思いま

はむしろ省くのが原則みたいな感じですよね。そういう色んな

のところを「ギシギシ軋む」と訳
creak

す。ほとんどの場合、動詞に擬音、擬態が入っているんですよ

違いはあるけれど、英語と日本語が結構似ていて、翻訳するう

えで、ありがたくもあるし、それについて気をつけなくちゃい

ね。 creak
っていう音がいかにも軋む感じがするじゃないです
か。ソシュールという偉い言語学者がいて、音と意味には原理
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けないことが、どっちも二つの言語からできているということ

うことですね。 intrusion
というのはまさに「侵入」ということ

な言葉、その二つから成っています。英語もそれと同じで、も

似合うような言葉と、中国語から入ってきた漢字を使う抽象的

とシンプルな、どっちかというと響きがやわらかい、平仮名が

日本語は大和言葉と漢語、つまり、日本にもとからあった割

物」なんだってことを文章自体がここで、今までとは違う「異

い音でも「侵入」であり、
「 邪 魔 」 で あ る。
「余計なもの」「異

感じで、詩人の口から出た音以外はすべて、どんなちっちゃ

いうことですね。要するに、これも言葉自体が実演している

では「邪魔」ぐらいでもいいですかね。「気をそらすもの」と

ですね。 distraction
というのは色んな訳がありますけど、ここ

ともとイギリスにいた人たちが使っていたアングロ ＝サクソン系

物」的な言葉が入ってきて、文章がその内容を表しているとい

です。

ランス語が外来語として、征服者の言葉として入ってくる。日

の言葉と、そこにローマ人が入ってきてラテン語、その後にフ

うことですね。こういう場合は、明らかにこの intrusion
とか
というのを易しい日本語にひらいて訳すんじゃなく
distraction

うが模範、お手本だったことは間違いないですよね。そういう

て、どっちもなるべく難しい漢字を使って訳したい。

本は中国に征服されたわけではないですけど、文化的には向こ
ふうに、易しい言葉には土着の言葉があって、難しい言葉には、
外から入ってきた外来語がその国の言葉として定着している。
そういう現象は日本語と英語で全く同じように起きているんで
すよね。少なくとも現代の小説についていうと、日常的に人が

をわざわざ読まなきゃいけないということに憤っているように

「それぞれの詩をまず英
“He read each poem first in English”
語で読んで」
、
スコットランドの言葉です
“and
then
in
Gaelic.”
ね。
「次にゲール語で読んだ」。 “He seemed to resent that”
「以下
のようなことをその詩人は憤っているように思えた」
。 “he had
「その英語バージョンの方
to bother with the English versions”

喋っている時に、英語でどっちが使われる頻度が多いかという
と、圧倒的にもともとイギリスにあった簡単な言葉、アングロ
サクソン系の言葉を使います。例えば、
「何かを手に入れる」

＝

とか、 acquire
と
obtain

る」
。この

と言うとき、 get
は多いけれど、それを

かいうのは、フランス語、ラテン語からきている言葉なので、

外国人が一生懸命勉強しても身に付かない、ごくシンプルな言

思えたが」
、 “nobody in the room except himself「”この詩人本
人以外は誰も」
、 “had Gaelic.”
「ゲール語を解さなかったのであ
の使い方とか、こういうのは本当に、なかなか
have

あらたまって言うときにはそういう言葉を使うけど、日常的に

い方ですね。

ここは歴史的な知識があるとちょっと足しになります。ス

で「ゲール語が読める」とか、「聞い
had Gaelic

は

てわかる」とかそういうことですね。

と言う方が多いわけですよね。そういうシンプルな言葉
get
を使うと、語りの響きもシンプルになる。長い抽象的な言葉を

使うと別の響きになります。

コットランドはイングランドに征服されて、スコットランドの

史がある。だから、自分たちの国でもゲール語、自分たちの言

人たちはイングランドの人たちに支配されてきた。そういう歴
ングロ ＝サクソン系の言葉で続いてきた中で、突然そこにラテ

語でなく、英語を使わなきゃいけない。今でもスコットランド

やっとここに戻りますけど、 “was an intrusion and a distracここで起きていることというのは、今までシンプルなア
tion.”
ン語起源の抽象的な、難しい言葉が入ってきたという、そうい
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きる心情だと、そういうことですね。

が、この詩人にとっては嫌である。そういう歴史的にも納得で

も征服者の方の言語をわざわざ使わなきゃいけないっていうの

の人の英語はなまっていることが多いですね。だから、ここで

とですよね。それで、
「知らない詩もあったけど、知っている

いて「あっ、この間読んだあの詩か」と分かるとかそういうこ

かを見て、
「ああ、あの人は誰だな」とわかるとか、何かを聞

がこの詩人は何度も」

ごく訳しにくい言葉です。ここでは「わざわざ英語バージョン

さっきさらっと流しちゃいましたけど、 bother
って言葉はす

詩もあった」
。 “and liked them as I had done before,”
「前と同じ
ようにやっぱり今回も気に入ったが」、
“but
he
kept
complaining
「ところ
that the translations were very poor, very poor indeed.”
「愚痴を言い続けた」
「この翻
complain

なんかを読まなきゃいけない」そんな感じですね。わかりにく

訳は実に貧しい、とにかく貧しい」というふうに、「翻訳は良

くないというふうに」。
「良くない」というよりも、「貧しい」

い英単語には、漢字一文字を当てはめて、何となくイメージが
つかめる場合があるんですけど、この

という言葉はま
bother

さに、
「煩」という字、
「煩わしい」という言葉が当てはまりま

と言った方がいいのかな。
“They
did
not
convey either the true
「原文の真の意味も伝
sense or the true sound of the originals.”

すね。色んな意味があるけど、すべてに共通して「煩わしい」

ことやらなくていいから」とか、そんなふうに使ったりもしま

誰かが何かわざわざ面倒な事やると、 “Don’t bother.”
「そんな

翻 訳 で は ダ メ な ん だ、 意 味 も 伝 わ ら な い し 響 き も 伝 わ ら な い 、

わるわけですから、言っても仕方ないんですけど、とにかく

当たり前と言えば当たり前で、当然別の言語になれば、音は変

えていないし」
、 true sound
「真の音も伝えていない」。それは

す。とにかく、その征服者の言語のバージョンでも読まなきゃ

という感覚がある、そういう動詞だろうと思います。だから、

いけないのは嫌そうだったけれども、他にゲール語が分かる人
ことを、つまり、誰もゲール語が分からなかったってことをわ

間がいない。 “I know this because he asked,”
「なんで私がその

と ブ ツ ブ ツ 言 っ て る。 “Somebody asked who had done them.”
「その翻訳誰がやったんですかと誰かが訊いた」。 “He had done
「これは私がやりましたと本人が言った」
。
them himself, he said.”
「それでみんな笑った」
。それは笑います
“There was laughter.”

すね。しかし、ここであんまり支配者に対する憤りとか、そう

ういうことが事実、真実なんだと」。ここは日本語と英語ひっ

じゃないんですと詩人は言った」
。 “The fact of the matter”
「こ

よね。ところが、 “He said it was no laughing matter.”
「笑い事

いうのを深く読み込むのも考えもので、皆さんもご存知のよう

かるかというと、その詩人が訊いて、
」 “and none of us put up
「誰一人手を挙げなかったからである」ということで
a hand.”

に、スコットランドはつい最近イングランドから独立するかど

くり返した方がいいだろうな。 “English could not convey what
「ゲール語が伝えてるものを英語じゃ伝
the Gaelic conveyed.”

えられないんです。伝わらないんです、それが事実なんです、

うかってことで、住民投票やって結局独立しない方を選んだぐ
らい、今ではイギリスの一部であることを、ある程度は肯定的

というふうに大真面目に詩人は言った」ということですね。

て、その詩人の本を買った」
。この

「その朗読が終わっ
“Afterwards I bought a copy of his book,”
はもちろん日本語で言
copy

に見てもいるので。
「その何本か詩を朗読し
“I recognized several of the poems,”
て、そのいくつかには覚えがあった」
。 recognize
というのは何
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う意味のコピーじゃなくて、
「一冊、二冊」というときには英

すけれども、そうすると、どうするかというと、 they
を切っ
「不十分です」というふうに主語を落と
inadequate

しました。つまり、直訳の

と思うんです。なので、その自然さの等価を一番重視して、こ

は 日 本 語 だ っ た ら、
「翻訳では不十分です」という方が自然だ

そうすると、自然さとしてどうするのが一番等価か。 “They are
は全く普通の言い方ですよね。そうすると、それ
inadequate.”

し て も い い ん で す け ど、 な ん か そ れ も や や 唐 突 な 感 じ が す る。

ちゃって、

十分です」はもちろん論外。日本語としてありえないと思いま

「それらは不
“They are inadequate.”

語では
と数えるわけですよね。
「彼の本を一冊買った」 “as
copy
「ほかにも何人も買ったけれども、私も買っ
did several others.”
た」
。 “Gaelic was on one page and English on the facing page.”
「左
のページにはゲール語があって、右のページに英語が載って
いた」。対訳で載っているわけですね。
「 “I asked him to sign my
「サインを求めて」 “and said that in spite of his reservations
copy”
。こういう
I greatly admired the English versions of his poems.”

こは「翻訳では不十分です」と僕は訳しました。まあ、「不十

ところはなかなか難しいですね。つまり、いわゆる間接話法を
間接話法っぽく訳すか、それとも直接話法っぽく、要するに

「自分の名前をサインしなが
“He said as he signed his name.”

分です」もあり得なくはないけれど。

うか、「翻訳は肯定できないという彼の姿勢にも拘わらず、私

ら彼は言った」
。 “I felt that he knew what he was talking about,”

しゃべっているみたいに訳すか。直訳すると「彼の迷い」とい
は英語版も大いに素晴らしいと思うと言った」というような感

ここは訳者によって本当に分かれるところだと思います。つま

英語版も素晴らしいと思いますよ」と、そのくらいここは変え

何のことかわからないですけれども、自分が何の話をしてるか

話しているのかわかっていると私は感じた」という日本語では

「彼は自分が何を
“he knew what he was talking about”

て、口語的に訳してしまっていいと思います。何でもかんでも

い方で、多分六歳、七歳ぐらいの子供でも、英語圏なら言える

わかるっていうのは

り、この

じですかね。流れとしてはもうちょっとくだいて、 “in spite of
は、
「ああいう風におっしゃいましたけれど、
his reservations”

口語的にわかりやすくすればいいというものではないんですけ

だと思いますね。少しやわらかめに「
『ああいうふうにおっしゃ

は、そうした方がいいことが多いです。ここなんかはチャンス

り硬いものになっちゃうので、いくぶんやわらかくできるとき

普通に言う。そうすると、ここも普通さを等価にしたいとすれ

だよ」みたいなときに

らめ言ってるんじゃなくて、ちゃんと考えてものを言ってるん

す ご く 簡 単 な 言 い 方 で す よ ね。 要 す る に、
「 思 い 付 き で、 で た

という言
“I know what I’m talking about.”

れども、やっぱりどうしても翻訳は普通にやっていると原文よ

いましたけれども、英語版も非常に素晴らしいと思いますよ』

ば、いわゆる直訳はあり得ないですね。例えば、
「じっくり考え
そうな顔をして」 “They are inadequate,”
ここは結構迷うところ

「そうすると相手はすごく悲し
“He looked very mournful.”

だろうなと感じた」とか、そんなふうに言うのがいいと思いま

た末の言葉だろうな」とか、
「きちんと考えた末に言っているの

と全く
“I know what I’m talking about.”
と私は言った」。

ですね。僕はこの小説の自分の訳を活字にしたんですけど、こ

す。
「じっくり考えた末のことなんだろうな」と思い、 “and that
と、ここは面白いですね。
「なんだか私も
I too was inadequate.”
こでは「翻訳では不十分です」というふうに「翻訳では」と足

9

、不十分なような、英訳でもいいと言ってしまう自
inadequate

分も足りないものがある。そういうふうに感じてしまった」。

えって、否定的な響き
が肯定に変わって終わ
るという仕掛けになっ
ています。だから、最

で、「私をそんな気持ちにさせてしまったことを謝るかのよう

かく褒めてくれた人が、なんだか申し訳なさそうな顔をしたの

じゃないか」というこ

て伝わるものはあるん

の不十分なものを通し

のはあるけれども、
「そ

終的には、不十分なも

「その
“That smile has stayed with me.”

そ の 後 に「 や が て 彼 は 私 に 向 か っ
“Then he smiled at me,”
てにっこり笑った」。 “as if to apologise for making me feel that
「そんな気持ちにさせてしまったのを詫びるように」。せっ
way.”

笑顔が今でも私の心に残っている」。ここはそのくらい強く訳

とを言っている話だと

に、にっこり笑った」。

してしまっていいだろうと思います、そういう終わり方です。

思いたい。一般的にも
そう考えないと外国語
文学者というか翻訳者

いうことがテーマですけれど、最後にひねりがあって、確かに

この小説、基本的には「翻訳では伝わらないものがある」と

じゃなくて、経験的に

ないからそう考えるん

よね。でもやっていけ

不十分なものを通して伝わる

詩の細部は英語の訳だけでは、詩人からすれば、伝わらないこと

ソンが意図したかどうかとは全く別に、翻訳の不十分さ、その

もそれは間違っていないと思う。作者のジェームズ ・ロバート

はやっていけないです

はあったかもしれない。でも、最後にこういうやり取りがあっ

不十分な中での意義ということを僕が翻訳者として考えるとき

て、片方がもう片方に笑顔を向ける。その笑顔がもう一人の心
に残るという。「これが文学だ！」とか、あんまり舞い上がる

に、この作品はすごく役に立ちます。

葉を「不十分」と訳すのは、なんか不十分だという気がする。

も、なにかそれ自体が「不十分」
。つまり、 inadequate
という言

るかもしれませんけれども、例えばそういうふうに訳せる。で

れを訳す人はほとんどが「翻訳の不十分さ」と訳す、ほかもあ

つも迷うところです。このタイトルですけれども、例えば、こ

けれど、まずこの

タイトルの
という言い方です
“The
Inadequacy
of Translation”
と い う 言 葉 を ど う 訳 す か が、 い
inadequate

つもりはないですけれども、やっぱりこの二行があるのとない
のとでは、全然違う小説になりますよね。すごく冷たい小説を
書きたければ、ここで終わっていいんですよね。 “I felt that he
knew what he was talking about, and that I too was inadequate.”
こ こ で 終 わ れ ば ま さ に、 タ イ ト ル だ っ て “The Inadequacy of
「翻訳の不十分さ」というタイトルだったし、「自
Translation”
と言って、簡単にいうと百八十度話がひっくりか
then

分も不十分だという気がした」で終わりでもいいんですけど、
その後に
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なくとも外国人には、いい辞典はロングマンという出版社から

そういう形容詞の細かいニュアンスを考えるうえで一番、少

英語で三六五語で書かれた文章を日本語で三六五文字で訳す

わ け で す け ど、 こ れ は 全 く 翻 訳 で は 再 現 し よ う が な い で す ね 。

けて書いた三六五の作品はすべて三六五の単語で書かれている

それから、さっき言ったように、このロバートソンが一年か

出ている『ロングマン現代英英辞典』という辞典です。この辞

のは不可能です。だいたい英語の一単語が日本語の二 ・五文字

もう少し何か別のことが入っているような気がする。

典は今オンラインで読めるので、活用をお勧めします。長い

に相当するので。おおよそ九百何字ですね。それですべてのこ

の 不 十 分 さ と い う の は、 ど う し て も 出 て き て し ま う。 だ か ら、

労は翻訳では再現できない。まさにそういうところでも、翻訳

だから、すべての作品をこの三六五語で書いたという作者の苦

そんなことしてどういう意味があるのか、ということはあって。

なるかわかりませんけど、訳すことは可能だと思いますけど、

の三六五の作品を、三六五の二 ・五倍の文字、ちょっと何字に

言葉を入れる必要はなくて、略称は
というんですね。
LDOCE
ウェブサイトにいくと、この LDOCE
の中身がひけるように
なっています。その LDOCE
で inadequate
をひくと “not good
つまり、「十分よくは
enough, big enough, skilled enough etc.”
ない、十分大きくはない」
、
だから「十分技術
“skilled
enough”
がない」 “etc. for a particular purpose”
「ある特定の目的にとっ
て良さが足りない、大きさが足りない、技術が足りない」と、

この話に教訓を読み取る必要はないですけど、しいて言えば、

辞書編纂にかかわって

だろうと思いますね。

りするかもしれない、とも考えられる。そういうことは言える

次に、その不完全なものを通して、何か大事なものが伝わった

で伝わらないものというのはあるということがまずある。でも

セージでもあると思います。確かに、完全さを考えれば、翻訳

それがこのロバートソンの短編自体の教訓、一種の隠れたメッ

そういう意味であると、これが一つ目の定義ですね。もう一つ
は、今度は文章で定義してあって、 “someone feels inadequate”
「
な気持ちを感じる」この中でまさにこの語り手が
inadequate
「自分も
な気持ちがした」と最後にあるわけだけど、
inadequate
「こういう人はこういう
“someone who feels inadequate thinks”
ふうに考える」 “other people are better,”
「ほかの人は自分より」
“more skillful,「”自分より技術がある」 “more intelligent etc.
「自分より頭がいい」とかそういうふうに感じる
than they are”
であ
“inadequate”

という。要するに「人より劣る」という、
「力が足りない」とい
うようなことですね。それらをひっくるめて

る。だから、「不十分」でもちろん間違いじゃないけれど、集

皆さんは学習用の英和辞典をもしかしたら、もうそんなに必

要とされないかもしれないですけれども、ロングマンの英英辞

合で言えば

「不十分」はこういう集合を表していて、交わる部分はほかの

典をもとにして、ロングマンは英和辞典も作っています。これ

という言葉がこの集合を表すとすると、
inadequate
言葉よりはずっと多いけれど、やっぱり全く同じではない。そ

はとてもいい英和辞典です、と言うと、僕も編者ではないんで

すけれども、編集顧問というのかな、作る段階で「こうしたら

という言葉を訳すときに
“inadequate”

ういうことをまさにこの
感じます。
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はすべてコーパスを使って、実際によく使われる表現を載せて

が多くて、現実にこういう組み合わせで使われることは少ない

ごく高いですけれども、辞書的に便利なように作ってある例文

辞典でもいいのがたくさんあって、日本の英和辞典の水準はす

和辞典と違って、例文が全て本物なんです。もちろん他の英和

ので、ほとんど他人事のように褒められるんです。他の学習英

若干手前味噌になるんですけど、そんな大した仕事はしてない

いいんじゃないですか」みたいなことを言う立場だったので、

になってしまいました。どう解決したかというと、実際そうい

日本語を見せる方がいいと思ったわけです。話はここで平行線

違うと思うので、その単語全体を見せるためにはむしろ色んな

辺で、ある日本語はこの辺でとか、重なり合う部分は一つ一つ

単語がこういう領域を表しているとすれば、ある日本語はこの

も、僕はそうではない。つまり、さっき言ったように、ある英

に使う方が一番忠実に決まっていると言うわけです。けれど

語を使うようにしてきた。彼らからすると、一番近い単語を常

とにかく英語のある単語に一番近い訳語を決めて、常にその訳

この人たちに決めてもらおうとなった。で、高校の先生たちは、

う辞書を生徒たちに使わせている高校の先生たちが出てきて、

という例文が多かったりするんですね。ロングマンの英和辞典
いるので、そういう意味でもとても良いです。
これはさらに余談になりますけれども、僕はこのロングマン

しているので、その英和辞典バージョンの製作にかかわれるの

愛用していて、何回も改訂されていますけれども、ずっと愛用

けない高校生の立場に立つと、そんな面倒なことはやっていら

んだけれども、それを記憶しなきゃいけない、暗記しなきゃい

を見せた方がその単語が立体的に見えるというのはその通りな

残念ながら、確かに一つの英単語に対して色んな日本語の定義

はとてもうれしかったです。すごく勉強になりましたけど、一

れない。やっぱり高校生はまず、特にあまり英語が得意でない

の英英辞典 LDOCE
というのは、自分が学部生の頃からずっと

つだけロングマン側と意見が合わなかったことがありました。

子たちは特に、一つの英単語に一つの日本語の単語だけで覚え

という言葉がある。それには実に色んな訳が当て
get

例えば、

たがるし、それをダメとは言えない。それで基本的には、極力

つの英単語に対してなるべく違う日本語を使って、例えば、例

て、だいたいこんなことを考えながら、翻訳者は仕事をしてい

以上、ごく短い作品を読みながら翻訳の舞台裏をお見せし

て、僕は敗北したわけです。

一つの英単語に対して一つの日本語にあてるというふうになっ

はまるわけですね。
「得る」になることもあるし、 get sick
なら

「～になる」というふうに当然変わることもありますよね。一つ
の英単語に対して、英和辞典を見ればわかるように、とにかく

文が三つあるとしたら、その三つとも違う日本語の訳語を当て

るという実例を見ていただいた感じです。

日本語で色んな定義がありうるわけです。僕は、個人的には一

た方が、その言葉が立体的にわかっていいんじゃないかと思っ
た。でもロングマン側は、ロングマンは英和辞典だけじゃなく
て、他に英独辞典とか、英仏辞典とかたくさん作って、ノウハ
ウも当然蓄積されていて、今まで彼らはそういうふうにやって
きていない。日本語でもフランス語でも何でもいいけれども、
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対話編

化的にも上流なんですよ。多摩川も僕の住んでるあたりになる

と、もう名前が「六郷川」って変わるんですよね。マンション

なんか無理して「多摩川」とか呼ぶんですけど、もう違う文
野谷

化圏。
野谷

それ以外にも、例えば、雑誌の編集とか、講演とか、活動がず

さ て 柴 田 さ ん は ま ず 訳 業 が も の す ご く 大 き い の で す が、

りますが、柴田さんは半ズボン履いてる。実は本郷にいるとき

いぶん多岐にわたっていますね。最近で言えば、あれは、発案

ありがとうございました。まず、つまらないことから入

もこういう格好をよくしていたんです。だから、とても教授

ますよね。

は古川日出男さんですかね。一種旅芸人みたいなことやってい

野谷

柴田さんというと、「翻訳」がまずあるけど、必ず「朗

柴田 『銀河鉄道の夜』の朗読劇。

とは思えなかったんです、最近ふとひょっとしてその原型に、

ハックルベリー ・フィンって、自然の中にいても、社会

ハックルベリー ・フィンがあるんじゃないかなと思ったんです
けど。

読」が入るんですよね。

柴田
の中にいても、英語で言うと

柴田

二◯◯◯年くらいから、新しい本が出ると、書店なんか

けど、臨機応変ですごく生き残り能力あるじゃないですか。で

でイベントをやるようになったじゃないですか。最初のうちは、

っていう言葉がある
resourceful

も、僕はないと思うから、だいぶ違います。

自分の話とか解説を用意

なつまらなそうな顔をし

柴田さんは東京都出身なんですけど、多摩川の下流、六

て聞いてる。それだった

野谷

柴田

ら、作品自体に触れても

して、原稿を読んだりす

言っても、あのあたりは東京の文化はないんですよね。だから、

らった方がいいんじゃな

郷のところですよね。これもこじつけかもしれないけど、あの

我々の同僚の沼野充義君という、ロシア文学、スラブ系の文学

るんだけど、なんかみん

では日本で第一人者ですけれども、彼は大森という、僕の生ま

いかと思って、朗読をや

あたりをミシシッピと重ねてるのかなとも思いました。

れ育ったところの隣町で生まれ育った。で、東京の中心から大

るようになりましたね。

ミシシッピよりだいぶしょぼいですよ。それに東京と

森までは文化がある。そこで無くなって、その次に僕の育った

野谷 トークショーの時

とか、必ず朗読を入れて

蒲田という町がある。
野谷

ますよね。

僕は、多摩川の中流のところなんですね。武蔵小杉、新
丸子。ですから、多摩川のことはすごくよくわかっているん

間、学生に頼まれて、学

柴田 そうですね。この
武蔵小杉、新丸子とか、そっちは結構上流で、まさに文

です。
柴田
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生の同人誌でフランス文学の野崎歓さんと一緒に対談をやった

ストエフスキーの思想』というような本が書かれて、それがす

柴田

そうですね。これも沼野君が言っていることだけど、
『ド

んですけれども、そこで分かったことは、二人とも政治家とか、

柴田 みんな「私にとっての村上春樹ベスト３は」とか、そう

ごく読まれていた。たぶん、「大江健三郎の思想」とまでは言

いうことを話す。それは別に悪いことでも、良いことでもない

総理大臣とかにはなりたくなかったし、会社の社長にもなりた

なるほど。それは翻訳とは関わっていますか。

のかもしれないけど、小説を享受する、エンジョイする方にシ

えたと思うんだけど、「村上春樹の思想」というのは誰も言わ

野谷

関わっていますね。多分それは僕だけじゃなくて、やっ

くなかったけど、ミュージシャンにはなりたかった。ミュージ

柴田

ないじゃないですか。

ぱり村上春樹以降の日本文学の日本語を考えてもそうなんです

フトした感じがしますよね。

シャンになれなかったから、その代償行為として、人前でのパ

けど、言葉の音楽性ということをみんな自然に意識するように

野谷

野谷 言わないですね。

なっている。つまり、その前は大江健三郎で、もちろん大江健

言い方ですけど、国分寺でね、津田塾で教えてる頃、国分寺の

フォーマンスとして朗読をやる、そう思えなくもないですね。

三郎は偉大ですけど、あの文章はやっぱり音楽的とは言えない

バーで働いていましたね。
『風の歌を聴け』の前。

のがあって。それを村上さんとか、もう亡くなっちゃったけど、

た文学ではあってはならない、そういう暗黙の前提みたいなも

柴田

野谷

それまでは、音楽的な、耳に快いようなものが、すぐれ

違いますね。

ンド』ね。あれ、僕がちょっと『翻訳の世界』で、いちゃもん

上春樹の関係を知ったのは、ポール ・セローの『ワールズ ・エ

わけですけど。その村上春樹なんですけど、実は柴田さんと村

知ってる。無口な奴だなと思って。それで、その後に賞をとる

野谷

柴田 つまり、飲み屋の親父として知っている。

僕 は 村 上 春 樹 自 身 を 見 た の は、
「見た」というのは変な

じゃないですか。

尾辻克彦ですね。赤瀬川原平の作家名ですけど。ちょっと前衛

性ということをすごく自然に活かして書いている気がするんで

今でもミュージシャンであったりする人たちが、日本語の音楽

ると川上未映子、町田康とか、ミュージシャン出身だったり、

るポップな日本語を文学に持ち込んだ。それが今の世代にな

柴田

けたんですね。

野谷

柴田 はい。怒られました。

つけたことがあって。

そ うそ う。ビー ルの 箱 な ん かを 運 ん で い た 頃。 そ れ で

的だけど高橋源一郎とか。そういう人たちが、新しい、いわゆ

す。で、自分が翻訳をやる上で作る日本語というのも、そうい

仕事をしたので、間違いの責任は僕にあるわけですね。
野谷

そのことを謝ったんですね、
「ごめんなさい」って。それでびっ

野谷 初めて柴田さんに直接お会いした時に、柴田さんはまず

その本については、僕が村上さんの翻訳をチェックする

ルビにスペイン語振ってあるけど、これは違うと文句つ

う空気の中でやっている気はしますね。
うな 気がし ます。 ですか ら、
「聴いちゃいけない」
「優しくし

くりしちゃってね。
「なんだ。全部チェックやってたのか」って。

確かに昔だと、教養主義的に哲学や思想が上にあったよ
ちゃいけない」というような風潮があった。
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から、翻訳はあまり読む気がしないという、そういう子供だっ

は、日本語として変だ」みたいなことはやたら気になって。だ

なったころから、英語もろくに読めないのに、「翻訳の日本語

勉強してないわけです。ただ生意気さだけはあって、大学生に

いし。だから、翻訳をどういうふうにやるのかというのは全然

かったし、翻訳学校とか、そういうところにも行ったことがな

柴田

体的にはどういうことですか。

ぶ上ですごく役に立ったとおっしゃっていますよね。それは具

野谷

柴田
村上春樹の訳のチェックの仕事をしたことで、翻訳を学

あれについては、そうですね。

だったらあると思いますけど。英語の方が、一つのセンテンス

とんどない。レイモンド ・カーヴァーみたいな極端に短い文章

日本語のセンテンスにしているケースは結構あるけど、逆はほ

います。つまり、長い一つの英語のセンテンスを二つ、三つの

ンスの数を数えれば、絶対に訳文の方がセンテンスは多いと思

柴田

野谷

柴田

例えば、僕の訳で原文のセンテンスの数と訳文のセンテ

と思いますけど。

そういうことなのかな。

んじゃないかな。

生はひらいた日本語に慣れていて、それを長いと意識している

じゃないですか。ひらくと長くなりますよね。だから、今の学

僕は自分が学生の頃は大学で翻訳の授業なんて全くな

たので、本当に翻訳のことを何も知らなかったんですね。だか

の中で主語が入れ替わる、センテンスの前半は が
I 主語で、後
が主語とか、そういうのが割と自然にできるけど、日
he
半は

本語でそれをやると、なんでわざわざつないでいるのかと響い

ら、人の翻訳のチェックをするなかで、
「あ、こういうふうに
やるのか」というふうに思ったという。要するに、仕事させて

てしまうことが多いので、そういうときには、結構切ってしま

か、そういうふうに訳すということですよね。

柴田 なるほど。さっきやったような、 “in spite of his reservaというのは「ああいうふうにおっしゃいましたけど」と
tions”

ととらえているわけですよ。

は、つまり、読者としての学生は、自分の文もかなり話し言葉

し言葉にしなくてはいけないのか」とありますね、ということ

野谷 それに関連するかわからないですけど、続けて「必ず話

それは極力残すようにしますけど。

うことが多いです。もちろん、息の長さが魅力の文章であれば、

もらって、勉強させてもらったみたいな感じですね。

第一の質問、
「日本語は長い文章が多く、英語は短い文

それではこの辺りで、事前に寄せられた質問を見ましょ

質疑応答

野谷
うか。
柴田

章が多いが、その辺はどのように対応するか」ということです

野谷 そうですね。あたかも会話をしているふうに訳したとい
あ

が。 こ れ を 質 問 し た 人 は 日 本 語 が 母 語？

うのは結構見られますよね。

英 語 が 母 語？

あ、日本人の方ですか。僕は印象としては日本語の方が短い気

いですね。要するに、原文の感じというのが、本当にもう「感

柴田 必ずそうしなければいけないということは、もちろんな
どうで すかね。 昔と 今では、 訳の 長さ が違 っている ん

がするんですよね。野谷さんそのあたりどうですか。
野谷
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するというのはあるけど、それはあくまで微調整の範囲です

直訳にすると、硬くなりがちだから、ある程度表現を口語的に

うことなので。さっきも言ったように、どうしても、いわゆる

感じ」とか、その「感じ」を等価にするためにどうするかとい

じ」と言うしかないですけど、
「やわらかい感じ」とか、
「硬い

が「ブラウンです」と言っ

いって、フロントで彼女

来た時にホテルに連れて

ね。彼女が日本に最初に

た目やや男性的ですか

柴田

レズビアンで、見

よね。

があります。杞憂だった

たら、レセプションの人

ただ、口語にすると、問題が一つあるのは、日本語の場

けど。

野谷

柴田

野谷

が、 “Mr. Brown?”
と言っ
たんで、日本の第一印象

合どうしても、原文のジェンダーがはっきりしていなくても、

りますよね、彼女。その

合男性か女性かというジェンダーの問題が出てきますよね。こ

男性的にしちゃうことの方が多いですかね。逆に言うと、女性

時、僕会わせてもらった

れは抽象的に書かれている場合には、区別の必要はないけれど

の言葉をいかにも女性的に「～だわ」とか、実はほとんどそう

んだけど、迫力がすごかったですね。

悪いかなと心配したこと

いう日本語は誰も使わないにも拘わらず、いわゆる役割語とい

柴田

も、それ、どうしていますか。

うのを、どうしても女性については使いがちですかね。レベッ

翻訳の中では使われがちです。つまり、翻訳小説読むと、六十

ても、男でも女でもありうるというよりは、なんか男でも女で

んの方が高級なんだけれども、やっぱり僕がそれをやろうとし

片方が男で、片方が女というふうになっていて。当然、野中さ

中柊さんは男だか女だか分らないように訳して、僕ははっきり

のかわからないという作品があるんです。同じ作品を作家の野

ドン ・キホーテは「わし」ですか。

に、やっぱり。

野谷 そうですね。僕が『ドン ・キホーテ』を訳しているとき

るわけだけどね。

も、それがリアルじゃなくて、噓っぽく響いてしまうこともあ

けど、そうやった方がリアルに響くっていうことはあって。で

十過ぎて「わし」と言う人なんてほとんどいないですよね。だ

背が高いですね。でも、本当に役割語というのはなぜか

もないような、どっちでもないようなものにしかならないとわ

柴田

自分に使える日本語というのは限りがあるから、僕の場

カ ・ブラウンという人の小説の中で、カップルがいるんだけ

過ぎるとみんな男は「わし」とかしゃべりますけど、実際に六

本郷に来たことあ

いは女と女なのか、あるいは女と男なのか、あるいは男と男な

ど、英語を読む限りではそのカップルが、男と女なのか、ある

かるので、それはやらないですね。

でも、あれは殿様言葉で、騎士ですからね。今回は「わ

レ ベッカ ・ブラ ウン とい うの は、彼女 自身がち ょ っと

し」というのもどうか、と思って、結局「私」にしました。教

野谷

野谷

どっちかわかんない様な人ですよね。
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スなんでしょうけど。ただ、柴田さんのものだと割合訳しやす

るんですね。それずいぶん考えました。まあ、ケースバイケー

例えば、サンチョにしても「俺」か「おいら」か、で違ってく

野谷 「余」だと限られちゃうんですよね。それに続く言葉が。

柴田 「余」ではダメなんですか。

養があるから、知的にしなくちゃいけないと考えて。

おわかりになると思いますけど、既訳、他の人の訳を見てもあ

柴田

けど、そのあたり意識されましたか。

よね。だけど比べると、もっとひらいている感じがするんです

野谷 あっちが先ですね。あれもかなりひらいてはいるんです

柴田 あっちが先です。

訳が光文社でありますよね。あっちが先でしたっけ。

だろうというふうになる。一つ結構困ったのは、スティーヴ ・

だいたいこの小説は「僕」だろうとか、この小説は「わたし」

を資料として配っていただきましたけれども、僕の訳だと最

今日その『ハックルベリー ・フィンの冒けん』の一ページ目

の役にも立たない。要するに結局見ても意味ないんですよね。

し て も、 そ れ を盗 む わ け に も い か な い。 で、 悪 か っ た ら、 何

いえ。結局、野谷さんも『ドン ・キホーテ』なさって、

いという気がします。白人中産階級の登場人物が多いですよ

ん ま り 意 味 が な い と い う か。 他 の 人 の 訳 を 見 て、 よ か っ た と

エリクソンという人の小説で、僕はこの語り手は「俺」だろう

初の文の

言わないですね。だから、案外そこは困らないですね。

ね。そうすると、まさか「わし」とは言わないですよね。

と思ったんですよね。編集者は「私」だろうと思って、結構意

ヤーの冒険』てゆう本をよんでない人はおれのこと知らない

柴田

見が合わない。それで、どうしたかっていうと、前半は「俺」

と い う の は ほ と ん ど 消 え て い て、
「『 ト ム ・ソ ー
you

で、後半は「私」にしたんですよ。適当なことやるなあと思う
でしょう。でも、これちょうど小説の真ん中で原子爆弾が落ち

わけだけど、
」となっている。上に原文がありますけど、 You
don’t know about me, without you have read a book by the name
とあって、 you
で始まって
of “The Adventures of Tom Sawyer,”

います。これには村岡花子さんの有名な訳があって、村岡さん

て、そこで ＳＦ的に世界が入れ替わる。それで、中の人物の状
況もガラッと変わるので、前半「俺」
、後半「私」というのは

はこの

だけど、あれはどっ

さ れ て い ま す よ ね。

これはずいぶん工夫

し ゃ べ り 方 で す ね。

けん』でのハックの

ベリー ・フィンの冒

その訳語の問題で言うと、最近話題になった『ハックル

ば、違う訳があり得るということですよね。

脈だと、僕の訳の方が絶対自然だと思うんだけど、文脈が違え

いというか、むしろ自然なんですよね。だから、本当に今の文

だとハックが

フィン』はその代表であったわけですよね。そういう文脈の中

リカはもう未来の指針、お手本であって、『ハックルベリー ・

したのは戦後すぐの日本で、日本の未来に希望があって、アメ

「 諸 君 」 は な い だ ろ う と 思 う わ け だ け ど。 村 岡 さ ん が あ れ を 訳

を「諸君」と訳しているんです。いまから見ると
“you”

案外正しい選択だったので、お互い納得しました。
野谷

ちが先なんでしたっ

野谷

訳語の賞味期限というのはどのくらいでしょうか。

と言うのを「諸君」と訳しても、おかしくな
you

け。土屋京子さんの
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ですね。

柴田

野谷

柴田
もうあんまり長くないから、その辺はあんまり悩まない

そうですね。僕もそれすごく悩んでいて。

さあ。とにかく自分が生きている間続けばいいですよ。

けど、別に「美しい、響きの良い言葉」「美しい思い」だけで

柴田 つまり、小説の言葉というものは、本当に当たり前です

素がないとやっぱり読みやすいことにはならないと思うんです。

もう一つは、日本語が自然かどうかという場合、いくつかの要

成り立っているわけではないじゃないですか。色んなものが合

すごくぶっ飛んだ訳をしたいときもあるんですけど、そ

野谷

普段訳文を推敲する努力のなかで、ここはもうちょっと難しく

ても、とにかく訳すと原文よりわかりにくくなりがちだから、

わさって小説になっているので、なんでも響きが良かったり、

まじめですね。

ういうときもこの訳どのくらいもつかなと考えちゃいますも

一つはね、
『蜘蛛女のキス』を訳したときに「マジで」と

スッと頭に入ったりとかいうことは目指さない。でも、どうし

柴田

のね。
野谷

しようとか、滅多に思わないですよね。もうちょっとわかりや

野谷 訳語と言ったら、柴田さんだったら、四つも五つも浮か

いう言葉を使ったんですね。スペイン語の翻訳では僕が初めて
マジですか。本当に（笑）。

ぶと思うんですけど、その中で選ぶときね、例えば、意味とし

すくならないかなと思うことが多いですよ。

柴田

ところが最近「ガチで」とか、そういう言葉が結構使わ

使ったらしいんですよ。「マジで」というのを。
野谷

て一番これがふさわしいけど、この流れだと、例えば、ちょっ

とひっかかっちゃうなというときはどっちを優先しますか。意

れるようになって。
柴田

味の方か、あるいは、響きというか、音の方か。

やっぱり自分が学生の頃、自分の先生の訳をたまに見

て、この人無理して若者の言葉を使っていてかっこ悪いなと

柴田

それも本当にケースバイケースです。でも、どっちかと

思った。だから自分がそれをやるのは、つい二の足を踏みま

いうと、流れというか、文脈でしょうね。あくまで、やっぱり

この流れの中で何が一番いい感じかということが大事。

じゃあもう一つ質問いいかな。
「目指している翻訳とい

すね。
野谷

野谷

すさに合わせたいですね。何でもとにかく読みやすくするとい

たけれども、読みやすさについても、あくまでも原文の読みや

柴田

ふうにのこのこ出てくる場合じゃないんですよね。日本は本当

柴田

どうですか。

であるべきだ」という考え方がありますよね。これに関しては

あと、これはよくある質問ですけども。
「翻訳者は黒子

うものに、読みやすさを考えますか」というのが。

うことではないですね。だから、自分の訳文について褒めても

に不思議ですよね。黒子に徹するとか言わなくたって、例えば、

さっき、とにかく色んなことを等価にしたいと言いまし

らっても、結構むかつくのは、サクサク読めると言われるの

アメリカなんかだったら、翻訳者のことなんか誰も考えないか
らね。

僕もそうだと思います。だから、本当に翻訳者がこんな

がね。
野谷

野谷 名前も出ないですよね。

そういう言い方腹立つね（笑）
。その場合、意味がちゃん
と伝わっているかどうかという問題がありますから。それから
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ないような状況ですよね。それが、日本だと割と翻訳者の話を

しは問題にされるけど、一般的には嫌でも黒子にならざるを得

ているんだろう、ぐらい。村上さんぐらいよく読まれると、少

柴田

テ茶はコーヒーでいいですよ」みたいに直しちゃうということ

柴田

野谷

柴田

じゃあ、プイグがその英訳を渡されて、「あ、ここのマ

英訳になるときに協力しちゃうんですね。

原文でですか。

訳を自分でやってしまうという。

名前も出ない。本当に。村上春樹のこの作品は誰が訳し

聞いてくれるという、全然違う文脈がある。

ですか。

あと、僕はスペイン語を訳すわけですけど、そのスペイ

野谷

そうですね。あれはびっくりしましたけど。

ですけど、省いてしまうというのは多いですけどね。そういう

野谷

柴田

例もあって。まあほとんど例外ですけど。

ン語は英語に訳された場合、結構とばされてるんです。あれは

英語から日本語に訳すときに、結構難解な文章になりがちであ

柴田

自主帝国主義みたいな。

る。それは、要するに、日本語の都合よりも英語の都合を考え

ベッカが日本に来て一緒にイベントやった時に、お客さんの質

あれは意外でしたね。そこまでする人はほとんどいない

ているからですよね。要するに、原文に忠実であろうとする。

問で、「この柴田という男があなたの文章を忠実に訳している

柴田

だけど、例えば、日本語から、あるいはスペイン語から英語に

とどうしてわかるんですか」というのがあって、なんと言った

野谷

訳す人たちは、英語の都合を考えます。とにかく、英語として

かというと、「わかりませんし、全く別の文章を書いているか

編集者のせいですかね。

読めなきゃダメなんだというふうに。だからスペイン語や、日

もしれないけれど、とにかく、何が書いてあっても、それで誰

何なんでしょうね。英語ではそういうことが許されるという、

本語は一種の言語としての他者ですよね。その他者の他者性を

くれて。

かが感動してくれるのなら、私はそれでいいです」って言って

おっしゃる通りで、例えば、英語に一応限定しますけど、

貴ぶというよりは、おれたちの言い方はこうだ、みたいに引き

野谷 男らしいというか、女らしいというか。

さっき レ ベッカ ・ブ ラ ウ ン の 名 前 が 出 ま し た け ど、 レ

寄せてしまう。だから、それは一種帝国主義的な姿勢として、
アカデミズムのトランスレーション ・スタディーズの中では批

に

柴田 まあ、その一方で、スティーヴン ・ミルハウザーみたい

野谷

を作って、
「ここはこういうことだ」とか、
「ここはこういう意

判されたりするわけだけど、出版業界を見る限り、翻訳者以上

あるいは自由に任せると言う人と、結構分かれますよね。例え

図があるから、この単語で終わること」とか、注文つける人も

に、訳者がどうやっているかが気になって気になって、自主的

ば、僕の知っている作家でいうとマヌエル・プイグという、
『蜘

います。でも、その

に出版社、編集者がそうしたがりますよね。

蛛女のキス』の作家はむしろサーヴィスしちゃって、アメリカ

ですね。聞き流してもわからないし、向こうは（笑）
。

それから、もう一つの質問は、「翻訳者の解釈が入るか

は結構ありがたいです。最高の注釈
notes

「翻訳者のためのノート」というの
“notes for the translator”

の文化に合わせちゃうことがあったんですね。例えば、
「マテ

野谷

作家によっては絶対これは変えるなと言う人もいるし、

茶」を「コーヒー」にしちゃったり、自らそういう文化的な翻
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入らないか」。僕はやっぱり自然に入っちゃうと思いますけれ
それは入らざるを得ないです。でも、幅というのは常に

どもね、そのあたりどうですか。
柴田

翻訳作品の見つけ方

て、それをいくら解釈自由だからといっても「小学校」とはな

でいますか。もし、読むのであれば、どのくらいの量を読むの

中から自分がどれを訳すかというのを決めるときに、どう選ん

質問者 たくさんの小説がアメリカで書かれていますが、その

らないじゃないですか。その幅がどのくらいかというのは、解

か、一冊丸々読んでから決められるのか、お聞かせ願えますか。

あるわけじゃないですか。例えば、 university
という言葉があっ

釈の問題じゃなくて、常識とか知識の問題で、それは持ってな

柴田 基本的に、自分が読んで面白かったものを訳します。そ

こで、アメリカでそれが評判になっているとか、なっていない

人によってはずいぶん解釈の幅を広げて、実際の原文よ

いとだめだろうなと思いますね。
野谷

とかは基本的に関係ないつもりです。ただ、複数あってどっち

かを強いて選ばなきゃいけないというときには、無名の方を選

りも一 ・五倍ぐらいにしちゃう人がいますよね。
柴田

ぶことにしています。自分がもし紹介しなかったら、紹介され

そういう人の訳は、やっぱり読んでいてつらいですね。

そういう人はやっぱり本当は翻訳をやるべきじゃなくて、多分

ずに終わるかもしれないものをなるべくやりたいと思っている

で読んでいます。でも読書量は少ないですね。なんだか、読ん

創作をやるべきなんですよね。作者と張り合う人は多分翻訳者
野谷

だものはみんな訳している感じです。僕訳すのは速いんですけ

ので。どのくらい読むかというのは、訳す本はもちろん最後ま

るんですね。もともと原文のリズムがあるとして、日本語には

ど、読むのは遅い。訳す方が速いんじゃないかって思うときも

に向かない。

完全に置き換えられないけれど、ある程度日本語にもリズムが

ないものを、とりあえず読み通すということができないので、

あるくらいで。あと、こらえ性もないです。あんまり好きじゃ

僕が思うに、そういう訳はたいていリズムが悪い気がす

ちゃうと、もうリズムがどんどん滞ってしまうというか、遅く

ないと対応できないと思うんです。それを解釈を加えて長くし

読み通したものについては、すべて紹介文を書くとか、訳して
いる感じですね。

なってしまって読みづらいですね。
柴田

質問者 本を手に入れる方法は？

やっぱり翻訳者って奴隷根性を持っている方がいいです

ね（笑）。
「この人にお仕えする」みたいな感じでやっている方

柴田

海外に行った時に本屋さんで本を見るというのと、書評誌。こ

三つですね。一番大事なのは、実際日本の洋書店とか、
がうまくいくと思います。
野谷

れは今はミネソタから出てる

そうですね。僕はそれを「リスペクト」と一応呼んでま
すけど。奴隷にはなりたくないですね。会場の質問者の手が上

いいです。あとは、色んな作家を訳して、作家の知り合いもだ

という書評誌が一番
RAIN TAXI
がっていますね。

んだん増えていくので、彼らがいいと言うものは、要するに、

僕が好きな作家たちだから、やっぱり僕も好きなことが多くて、
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彼らからの推薦というのも大きいです。その三つですね。

て、その場その場で何が一番大事かというのは決まってくる。

質問者

す。まあ今の場合について言えば、僕が翻訳者だったら極力そ

オリティですよね。何にプライオリティを持たせるかの問題で

僕には今、答えはないですけども、要するに英語で言うプライ
が違ってくるところ、例えば直訳でできなかったりすることが

ういう作者が工夫を凝らしているところは再現したいと思いま

英米語学科二年の後藤です。英語と日本語とで訳し方

あると思うんですが、そういった場合はやはり強引に訳された

すね。だから強引にやるかと訊かれれば逆に言うと常に強引に

やっているとも言えるのかもしれない。でも、強引さの中でも

りするのでしょうか。
柴田

います。

少なくとも何かに忠実であろうとはしているということだと思

いので、いつもは正しく訳せるがここでは正しく訳せないとい

う翻訳ではない。だから何らかの形で近似値にならざるを得な

〇％緻密な翻訳となれば原文と全く同じものですね。それはも

しょうね。でも、少なくとも自分の趣味を入れようとは思わな

柴田

うか。

質問者

（１）

も書いているけど、一〇〇％の翻訳というのは要するに一分の

まずそもそも、一〇〇％の翻訳はありえない。ボルヘス

一の地図みたいなもので、地図としては役に立たない。一〇

うのではなくて、むしろ常に何かは違っているし何かは失われ

いです。うまくいった翻訳程自分がやってない気がするんです。

訳される場合に自分の気持ちは入ってしまうんでしょ

ているという感じなんです。で、その中で何を残すかをその場

本当に比喩ですけど、原文が自分の頭じゃなくて身体を通り抜

昨日デイヴィッド ・ピースさんという、戦後の日本について

いる時程頭を使っていない、考えていない感じがする。その考

けて出てくる感じがする時はうまくいっていて、うまくいって

入 っ て い な い と 思 い た い で す け ど、 ま あ 入 っ ち ゃ う で

その場で考える。
のミステリを書いている作家の文章を読んでいたんですけど、

名詞がここにかかっていて、と考えているとうまくいかないの

えないために、たぶんその文法の知識とかそういうことが必要

ね、二行目はそれよりちょっと短く、三行目はもうちょっとそ

で、そういうことを考えなくて済むために、要するにお金持ち

になるだろうと思うんです。つまり、主語がこれでこの関係代

れより短く、四行目は短く、全体に三角形になっているんです

がお金のことを考えなくて済むのと同じで、文法を考えないた

ば十行の行があって、一行目がこのくらいの長さだとすると

よ、見た目がね。それが良い効果を生んでいるんです。例えば

めに文法の知識が必要なんだろうと思います。

彼の書く作品はレイアウト的にすごく凝っているんです。例え

これを訳す時にどっちがいいか。この長さを日本語でも再現し

どちらがいいか。要するに入試問題の英文和訳ではもちろん意

きれいな三角形が再現されてないというのがあったとします。

ります。もう片方には意味は正しく再現されているんだけど、

柴田 文体。トーン、英語だとヴォイス、声というふうに言う

した。

ご留意されているのかちょっと教えていただきたいと思いま

質問者 例えば作者の文体の再現については、どこまで先生が

ているんだけど意味はちょっとずれているというのが片方にあ

味が再現されるのが正しいわけだけど、翻訳はそうじゃなく
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いい」と。まあ、こいつに正確性を期待しても無理だなと思

とにかく「声を捕まえてくれれば
“Get the voice right”

言うと、正確にやれ、とは誰も言わないんですよね。みんなと

ちは作家に会って、何に気を付けて訳したらいいでしょうかと

じなので最近あんまりもう聞かなくなったんですが、最初のう

んですけども、とても大事だと思います。大体いつも答えが同

レーション ・スタディー

思います。でもトランス

何か貢献があるといいと

ら、翻訳の実践に対して

ション ・スタディーズか

のいわゆるトランスレー

柴田先生

アカデミズム

うのかもしれないけど（笑）
、それはともかくとして、本当に

問だから、やっぱり西洋

ズは西洋から生まれた学

かもしれないけど、その時にはもう速いトーンとか硬いトーン

ンをとっかかりにする。時々シンコペーションみたいのがある

うと、だいたいこの文章はこういう感じという、一貫したトー

づらいですよね。翻訳者はまず何にとっかかりを求めるかとい

らないっていうあの面白さですよね。ああいうのは本当に訳し

らしさっていうのは、声が定まらないこと、どこへ行くか分か

になるのは、町田康は翻訳されていない。町田康の文章の素晴

と し て 読 み や す い も の に し て し ま う 傾 向 が あ る わ け で す よ ね。

中国語らしさみたいなのを尊重するというよりは圧倒的に英語

本語を訳す、中国語から訳す、そういう時にその日本語らしさ

一番典型的だと思いますけど、簡単に言うと、英語圏の人が日

ヴェヌティみたいなのが

い。例えばローレンス ・

本の実情に全く合わな

がモデルなのでそれは日

にかく

内容以上に大事だと思います。それについてこの頃すごく気

トーンはとても大事です。もしかしたらいわゆる表面的な意味

とかやわらかいトーンとかいろいろあるけど、そのどれだかは

義が、例えばイギリスがインドを植民地にして、インドにイギ

それをトランスレーション ・スタディーズの人たちは、帝国主

リスを持ち込む。イギリスと同じような鉄道を作ってイギリス

ちゃに盛り込むのが面白さなので、あれは翻訳できないですよ
ね。でも最近の若手の優秀な日本文学翻訳者はみんな町田康や

と同じような建物を建てる。そういうのと同じで他の国の文学

見えている。ところが町田康はいろんなトーンを全部めちゃく

りたいって言っているから、そのうち訳されると思います。

ああの翻訳ツールとかもどんどん良くなっていくと思うんです

ＡＩとかを利用して何か変わってくるかもしれないですし、ま

将来で何かブレイクスルーのようなものはあるのでしょうか。

質問者

語をいかに他者に合わせるかということでずっと苦労してきた

とは分からないので、明治から考えると全く逆で、むしろ日本

中ではその通りです。けれども、日本の翻訳を、明治以前のこ

めるべきだ、みたいなこと言っている。それはもうその文脈の

の他者性を尊重しないような流れの中でやってきた、それを改

に踏み入って、それを一種植民地化してしまう。そういう他者

けど、何か今後変わってく予想のようなものはありますでしょ

わけですよね。だから英語圏の翻訳者があっちのものをこっち

一般参加の荒川と申します。今後これからの翻訳の

うか。
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かどうか分からないけども、自分たちのやることを俯瞰する上

きたら、それは結構その実際の翻訳の実践にも、すぐ役に立つ

れを俯瞰した上で翻訳はどうあるべきだという大きい論が出て

なっている。ほとんど逆方向なわけですね。そういう大きな流

ものをなるべくあっちに近付けるために苦労するという形に

に持ってくるという感じだったのが、日本の場合にはこっちの

して英語で書けるようになったような意図的な硬さがある英語

柴田

野谷 カズオ ・イシグロもそうですよね。

たちも、一人ひとり違う言語を発明しているわけだから。

ちろんあるけれど、その正統な英語という一応枠で括れる作家

ので、だからそのいわゆる正統な英語以外の英語というのはも

か。いわゆる方言はそれがある種極端な形で現れたに過ぎない

実はそうじゃなくてもう殆どネイティブな感覚であえてああい

に渡って一生懸命日本人が覚えた英語なのかなと思っていたら

そうですね。あれなんかほとんど日本人が一生懸命勉強

では役立つだろうし、俯瞰することで何か違った姿勢が出てく

ですよね。だからカズオ ・イシグロは二十歳ぐらいでイギリス

ちょっと話飛んじゃうけど、例えばサンドラ ・シスネロ

るんじゃないかなと、思ったりもします。
野谷

版が二つあって、一つはメキシコで、もう一つはスペインで訳

はくぼたのぞみさんが訳していますが、実はあれのスペイン語

すよね。彼女の『マンゴー通り、ときどきさよなら』、日本で

は大きくなっていると思います。逆にそこで怖いのは、どうせ

違う媒体を使って喋っているくらいの感覚で捉えられる度合い

全然違う人間が使ってる言語じゃなくて、同じ人間がたまたま

あと最近は年齢が下がるにしたがって、英語が、自分たちと

う文体を使っているわけです。

されているんです。訳者は当然違うわけです。メキシコの方は

同じ人間だからだいたいこんなもんだみたいな感じで、他者の

スという、チカーナつまりメキシコ系アメリカ人の作家がいま

エレーナ ・ポニアトウスカっていう、ジャーナリストで作家の

他者性みたいなのが、野谷さんの言葉を借りればリスペクトさ

柴田 仰ぎ見るではなくなったということですね。だからアメ

人が訳していて、スペインの方は知らない人なんですけど、当

ら。そういう場合、その翻訳はスペイン人はどういうつもりで

リカならアメリカ文化を仰ぎ見る必要は無いけれど、ひとつひ

れなくなるのが怖いですけどね。

やったんだろうという、そういう事が気になってしまうんです

とつの作品は、素晴らしいから訳そうと思うわけじゃないです

野谷 それは仰ぎ見るではなくなったということ？

けども、英語の場合そういうことはないですか。英語圏は広い

か。その仰ぎ見は残っていいと思うんです。

シコの方が近いんですね。つまりチカーナはメキシコ系ですか

からいろんな英語がありますよね。それを日本語に訳す時にそ

野谷 それがリスペクトだと思うけれど。

然訳が違ってくるんです。どっちが近いというとやっぱりメキ

の差異を意識しますか。

柴田 リスペクトね。そうですね。

そうですね。意識すると言えば、常にどんな場合でも意

柴田

野谷 梅垣さん、何かありますか？

梅垣 先程先生にお配りいただいた『ハックルベリー ・フィン

識すると言った方が良いのかもしれない。つまり方言をどう訳
すかとよく聞かれるんですけど。ある意味では小説の登場人物
は全ての登場人物がその人自身の方言を喋るわけじゃないです
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一番身近なものといえば、公園の土管のようなものかと。かと

は、このようなものが身の回りになく、ピンとこない。類似の

子どもが何人も中にはいれるような大きな樽。ところが日本で

のリトグラフがありますが、これは、
“sugar-hogshead”

リティッシュ ・ミュージアムのコレクションに、十九世紀半ば

いう文があるんですが、原文は、 “sugar-hogshead”
ですね。ブ

す。途中でハックが「ぼろ着を着てサトウだるにもどって」と

の冒けん』に関連して文化のことをちょっとお聞きしたいで

事が起こるので、まず原則あまり変えない。それじゃ日本の読

るから、ここを変えるとこっちと矛盾する、とか絶対そういう

うにと思って変えると、小説というものはすごくよく出来てい

原則変えないことですね。つまり日本の読者に分かりやすいよ

みが無くても、そのものは残した方が良いというか、とにかく

でもだいたいやっぱりそういう個別の物についてはあまり馴染

い切って変えちゃっていいだろうという所があったりします。

当に二択ですね。そのままにするか、もうこの文脈だったら思

く、結局虻蜂取らずになってしまうので、割とそういう時は本

特の文化的なアイテムを翻訳する仕方は難しいと思いますが、

メリカが舞台という文脈が壊れてしまう。このように、土地独

メディアなので、細部が一個二個分からなくてもちゃんと良さ

ですけれども、そこはやっぱり小説という非常に情報性が高い

者に分からないじゃないかという反論はあって、その通りなん

ごろの

いって、ここで「土管」と訳してしまうのは大きな冒険で、ア

そんなとき、何か冒険をされることがありますか。

ば、たぶんそれは大した小説ではないですね。詩だったら話は

分からなければこの小説の良さが伝わらないということであれ

が伝わると思うんです。細部が一個二個分からなくて、ここが

分のことをすごく責めて、 “I’m a number-one prick”
― 僕はど

バリー ・ユアグローという作家を訳した時、主人公が自

うしようもない、ダメな奴って言ったのを、僕は「僕なんか豆

全然別ですけど、小説の場合は一〇〇％、アメリカならアメリ

柴田

腐の角に頭をぶつけて死んじゃえばいいんだ」と訳したら、読

カの読者と同じように分からなきゃいけないと思ってやる必要

質問者 柴田先生が翻訳をされる時に、分かりやすく相手に伝

は無いというのが経験的に感じることですね。

者が「アメリカの小説に豆腐はないだろう」と。いや、豆腐は
というのが七〇年代にアメリカでベストセラー
The Book of Tofu
と死ぬんだぞと強弁したんですけど（笑）
、要するに今の「土

えるのが翻訳なのか、それとも言葉を自分が思った通りの感覚

になったし、アメリカの豆腐は結構硬いから本当に頭ぶつける
管」にするかというのと同じですね。そういうのがいわゆる

ないなと、じゃあ中間を取ればいいだろうと思うんですけど、

と同じで。でもそのまま訳すと確かに「砂糖樽」では馴染みが

と読者は考えてしまう。アメリカに豆腐はないだろうというの

れども、ミシシッピにはおっしゃる通り「土管」はないだろう

す。要するにやっていることは圧倒的に作者に似ているという

はなくて読者代表だと思うようになりました、なってきていま

の代理か読者の代表かという感じで、ただだんだん作者代理で

か、それとも作者の代理としてやるのかという感じです。作者

柴田 実感としては、その二分法よりも、読者のためにやるの

で伝えていくのか、どういう軸を持って翻訳されていますか。

経験上、その中間のものにすると、アメリカのアメリカ性が失

よりは読者に似ていると思います。つまり小説を読んで、これ

する、こっちに持ってくるという一つのやり方だけ
domesticate

われるし、日本人にとってもそんなにすぐピンと来ることもな

24

30周年記念特別講演

で圧倒的に読者の方を向いて、とにかく原文の良さを出来るだ

よりは読者の行為の延長線上にあると思うので。そういう意味

かもしれないけど、基本的には、作者の行為に似たものという

けど、その紙に書くという作業まで入るところが読者とは違う

しれないけど、その近似値を僕の場合はペンで紙に書くわけだ

ただそれを別の言語に移し替えて、まあ近似値に過ぎないかも

はこういうことだなと思うという意味では読者と変わらなくて、

主人公は、全体を読んでいけばこういう風に喋るなというのは

「私」はたぶんない。日本語の小説で考えれば、あの小説のあの

り得るかもしれないし「俺」もあり得るかもしれない。でも

あれが英語で書かれていたとして、訳すとしたら、
「僕」もあ

柴田 例えば、夏目漱石の『坊ちゃん』みたいな小説があって

ど、どのように決められますか。

によって小説自体のトーンががらりと変わると思うんですけ

から訳すので、あまり迷わないですね。強いて言えば、さっき

その登場人物とは長く付き合うから、少なくとも読み終わって

めに、背景とかあるいは語学的な知識とかいろんな知識がある

言ったバリー ・ユアグローなんかについて言うと、すごく奇妙

割と自然に決まってきますよね。小説は結構長いメディアで、

気がします。僕はこう思うみたいな部分がなるべく無くなるよ

な状況、奇妙な出来事が起きる状況の中に一人称の主人公がい

は入ってしまうかもしれないですけど、その主観を克服するた

うに、当然この文脈で考えればこうであるべきだと、ほとんど

て、それを外からまた別の人間が見ている感じがする。こうい

け伝えようと努めます。そこにはどうしても主観みたいなもの

の場合知識があれば自ずと見えてくるので。

うのは地の文では「私は何々である、私はこうだ」と訳すんで

例えば柴田さんの訳はとても透明な感じがすると言われ

野谷

すよね。中で登場人物としてその人が他の登場人物と喋る時は

「僕は」になる。そういう二重構造があったりします。本当に理

る、最近で言うと藤井光さんの訳も 透明な感じと言われます
ね。それは自分で似ていると思いますか。

屈でいろいろ考えてこう決めるという感じではなく、やってい

野谷

翻訳量は僕も負けないですけど、彼はものすごく読んで

確かに。

「 僕 」 と 言 う か 分 か ん な い け ど、 友 達 で 暫 く 付 き 合 っ て い れ ば

まあ簡単に言うと僕は人間で藤井君はお化けですね

柴田

るうちに自ずと決まってくる感じです。つまり、誰かと会って

柴田

分かるじゃないですか。それと同じような感じだと思います。

全然知らない人だったらこの人が自分のことを「私」と言うか

（笑）。だってあれどうやってあんなに出来るんですか。

いるでしょう。大学でフルタイムで教えてるでしょう。奥さん

時間が多いそうですね。それで一日二十四時間しかないって

空けていて。親としてむしろ子供の面倒は光君の方が見ている

れた文と原文を読み比べたり、あとは自分で訳してみたりして

つか翻訳の授業を取らせていただいたんですけど、実際翻訳さ

質問者 世界教養学科三年の田中です。大学に入ってからいく

は歴史学者だけど割と考古学者に近いから、しょっちゅう家を

ね、人間には出来ないですよ。お化けですね、あれは（笑）
。

と直訳は先生はどう使い分けられるのかというのを知りたいで

みたんですが、その時に意訳と直訳というものを学んで、意訳
質問者

す。例えばストーリーとか文体によって変えられるのか、それ

翻訳をする上で、男性の主人公が自分のことを「俺」
と言うか、
「僕」と言うか、
「私」と言うか、それをどうするか
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のか。

とも先生の中で何か決まりがあって直訳と意訳を使い分ける

は僕ももちろんやったけれども、それと同時にハックはこの小

の全ての翻訳はハックが語っているのは意識しているし、それ

説を書いているんですね。だからこそいろんなつづりの間違い

まず理屈を付け足せば、何が直訳かというのは結構難し

柴田

とかがあるわけです。それが今までの翻訳ではあまり意識され

訳か何が意訳かは実はそんなに簡単な問題じゃないかもしれな

でもそれを直訳とは言わない。そういうことがあって、何が直

ひらがながどうしても多くなるんです。そうすると読みにくく

すごく神経を使って、一覧表を使ってやりました。そうすると

意味でどれだけ彼が漢字を書けるように思えるかということに

がないだろう、
「 魑 魅 魍 魎 」 と か は 書 け な い だ ろ う、 そ う い う

ていない。ハックが書くのだったらこんなに漢字は書けるわけ

い問題です。例えば「さよなら」を “So long”
と言ったりする。
を文字通りに訳せば、
「すごく長い」じゃないですか、
So long

っていうのは「愛し
“I love you”

必要はなくて、むしろ消える方が良いので、意訳はある意味で

限意訳を施すというのが実感です。とにかく自分のエゴを出す

ると原文をかえって裏切ってしまうと思える所に関して、最低

レベルで言うと、基本的にはまず直訳で何でもやって、そうす

ね」だろう、と言ったという神話があるんですけど。そういう

にあたる日本語は「月が綺麗です
“I love you”

象的に、もったいぶってものを考えようとすることに対するす

にはハック自身は意識していないだろうけど、人々がすごく抽

にとって異物であるような言葉をカタカナにしています。そこ

カナにする言葉というのは、抽象的で概念的、要するにハック

いように、現実的な読みやすさということでやりました。カタ

して、とにかくひらがながズラーっと並んで読みにくくならな

なるんですよ。その中で傍点を付けたり一部カタカナにしたり

いです。まあそうは言っても

ているよ」であって「月が綺麗ですね」ではないだろうと。ま

は自分を出してしまうことですからね。実際翻訳をやってみる

ごく遠回しの批判という要素もほんのちょっとだけあります。

あそれは漱石が

と、ここはうまくいったな、自分が出せたなと思う所はだいた

そこに注目してもらえてすごく嬉しいです。

お話ありがとうございます。すごく素朴でな質問で、

い編集者に直される。そういう所はやっぱり翻訳者の頑張りが
前に出てしまっている。だからそういう意味では自分を消すこ

質問者

その中で柴田先生は、カタカナを使用されていますが、それは

いる英語が文字として表記されているのがとても面白いです。

質問者 『ハックルベリー ・フィン』で、ジムの音声の乱れて

ともう俺は英語が出来ないなと思います。ヘンリー ・ジェイム

柴田 ありますよ、もちろん。ヘンリー ・ジェイムズとか読む

に暮れることってないんですか。

けれど、トランスレーションの場合リーディングの時点で途方

とによって自己実現するという変な仕事です。

リズムの部分で意識があるのか、それとも教養だったりの無さ

ズ、トマス ・ピンチョン。

「ありません」と言っていただけたらいいかもしれないんです

を表すためにあえてカタカナを使っているのか、つまりこの翻

どに聞かれたりだとか、御存命の作家さんなら話を聞かれたり

質問者 そういう時はやはり大学にいらっしゃる専門の先生な
今までの翻訳と違う事をやりたいと思った時に、今まで

訳におけるカタカナの用い方についてお伺いしたいです。
柴田
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柴田

見えることが多い。単語一つの意味にしても辞書を引くより文

ているので、そうすると、あ、こういうことかなって文脈から

のは次へ行く。次へ行った後で見ると文脈が見えるようになっ

は、分からなければ本人に聞けばいいというのは本当にありが

脈からこういう意味かなと推測してそれが当たっていると、そ

するんですか。

たいです。でも読めもしないものはやっぱり訳そうとは思わな

ういう学び方の方が頭に入りますよね。だいたい母語だったら

訳す場合にはね。生きている作家を訳すことの良いこと

いから訳そうと思うのはある程度読めているものですよね。

そういう風に覚えているわけですもんね。

質問者 特殊なものを特殊なものとして認識する。

原作の一部を読んで、日本語訳がなかったので訳そう

質問者

んですけれども、とてもマイナーなものでそこに関しては資料

柴田 それなんですよ。

アの

も残っているわけでもない、専門家の人もそんなにいらっしゃ

質問者 別の問題もあって、存命でない方で、エッセイだった

がいて、「これは作者が作った架空のイディオムだからそのま

らないだろうという時、どれくらい突き詰めてどこら辺で諦め

と思っているものがあるんですが、部分的にどうしても分から

ま直訳すればいい」と出てきました。誰かに訊くこともできな

るとか折り合いを付けたりされますか。どうしても訳したい時

なくてお手上げになった所がありました。結果としてはイタリ

かったので、それが架空のイディオムだということすら分から

はもうこじつけにもなるかもしれないんですけど。

思ったらその人の他の作品もたくさん読んで、あ、この人はこ

知恵袋みたいな所で質問しているイタリア人の方
Yahoo!

なくて。そういう時のレファレンスはどうしたらいいんでしょ

柴田

柴田

ういう時にこういうフレーズを使うんだというのが見えるよう

それは問題によりますね。これはこの人の書き癖かなと

うか、毎回イタリアの知恵袋というわけにもいかないので。
ターネットにあるということですよね。インターネットが生

てもうちょっと特殊な、それこそ今「森友」とか「もりかけ」

にするのが理想的だと思いますね。でもその人の癖じゃなく

イタリアの知恵袋というのは要するにオンライン、イン

語を書く時、このフレーズは普通の言い方かなと調べる時に、

まれてから、話はずいぶん変わりましたね。訳す時以上に英

と言えば分かるわけですよね。例えば、二十年前に生きた人が

ズというのも、どうしても分からない時、それを

それと同じで。時代の文脈がわからないと意味がわからないの

たら、
「スイカで通るって何だ？」みたいに思うかもしれない。

に入れて何件ヒットするかというのでどれくらい普通
Google

れて、出てくるのが自分の読んでいる作品だけという場合は、

で、ある程度の雑学は必要ってことですかね。

で通る」というフレーズを聞い
Suica

独特な言い方と確信が持てる。そこまで行かなくても数件だっ

質問者

今の日本に来て、「 JR
を

たら特殊な言い方だと決めて大丈夫です。ただ、特殊であって

て、たかが一カ月ですけどレファレンス探しながら訳した自分

なのか見当がつく。ずいぶん楽になりましたね。架空のフレー

その人が作った言い方だったとしても、もちろん英語圏の読者

のスピードを考えると、果てしなく遠い所にいらっしゃるよう

に入
Google

は文脈からある程度どういう意味か見当がつくんです。でも、

で二人三人いらっしゃるんじゃないかって思えるくらいです。

柴田先生は訳されるスピードがすごいなと思ってい

翻訳者がその意味が分からないことは当然あるので、一番良い
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なって次へ行くっていうそれだけの違いかもしれないです。調

があると次へ行きたくなくて、僕は適当でまあこのぐらいか

柴田

みたいな使命感は僕にはないですね。みんなが好きなもの伝え

が代表的なものをちゃんとバランスよく伝えなければいけない

すね。アメリカ文学には専門家が沢山いることもあって、自分

という仕事自体には僕の好みがもろに出てしまっているわけで

もしかしたらあなたはとても真面目で納得出来ないこと

べたりとかは、もちろんしますけど。

ればいいじゃないかと思うので、そっちでは全然透明であろう

とは思わないですね。一方、訳文についてはもう極力自分がな

辞書だとかご友人に訊かれたりだとか？

柴田

いといいなと思うけど、それは村上春樹さんだって村上節が訳

質問者
ごく強いですね。最近それをますますやるようになったかな。

えているみたいですけど。みんな自分は透明でいるつもりだけ

文に出ていると思う人も多い中で自分ではやっぱり透明と考

そうですね。信頼出来るネイティブに訊くというのはす

に多いかというのがだんだん分かってきたので、ちょっとでも

ど実はもう見え見えなのかな。インヴィジブルではないのかな。

前より自分が見逃していること、気付かないでいることがいか
迷うと信頼出来るネイティブに相談することが増えましたね。

けないという、そういう使命感みたいなのあるんですか。

野谷さんは、ラテンアメリカ文学の全体像を伝えなければい

みたいなのも増えて、彼らも彼らで母語ではないから見逃して

野谷

それは僕が海外の日本文学者の翻訳をチェックしてあげる機会
いるところがあるので、そこはお互い助け合っています。あ、

バだったらキューバだけやっていれば違う感覚なんでしょうけ

どこかにはありますね。一国だけやっていれば、キュー

加藤さんかな。

いう関係にあるので。

そうすることによってそれぞれの国の特性が見えてくる、そう

ど、二十カ国近くあるでしょう、全体像として捉えてしまう。
質問者

柴田

世界教養学科の加藤です。柴田先生がさっきから「透

明」というお話をされていたんですけども、柴田先生自身の

手っ取り早い方法ではないですよね。むしろ評論なんかの方が。

だと言う、癖が無いしミニマルだし手で書いているので身体か

部分はすごくあります。例えば沼野先生は柴田先生が「透明」

り翻訳文学というジャンルを柴田先生が作りだしていっている

外に比べて特殊なステータスにあるとしても、その中でもやは

はちょっと悩ましいところです。ちょっと関西弁を使ったこと

北弁にしてこっちは大阪弁にするわけにはいかないから、そこ

するかというのが難しいですね。日本語にする時にこっちは東

ど、それがみんな語彙レベルでは違っている。それをどう表現

野谷

その場合全体像を伝えるということで考えると、翻訳は

り柴田先生らしさがものすごく出ていて、日本での翻訳者は海

トーンとかヴォイスがありますよね。柴田先生の翻訳にはやは

ら離れ切らないで読めるものですよね。沼野先生は違った意味

もありますけどね。

教育について会話重視という方向に日本は行こうとしています

質問者 ちょっと方向性を変えた質問ですけれども、最近英語

確かにそうですね。スペイン語圏の国は色々あるけれ

で癖があるタイプの翻訳だと思うんですが、媒介者と言いつつ、
たぶん先生も自身の翻訳のトーンというか自分らしさというの
訳文の中よりも、僕がどういう作家たちを紹介してきた

はどっかで感じているというところはありませんか。
柴田
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野谷 ラテンアメリカの作家は、フランス文学をフランス語で

ね、フランス語で分かるから、翻訳する必要が無いんだ」と

か知識とかは身に付いてしまえばお金持ちはお金のことを考え

読んじゃうわけですよ。だから翻訳は必要ないんですね。スペ

けれども、柴田先生が翻訳家になられるにあたって、例えば先

ないで済むように、文法の事を考えなくて済むとおっしゃいま

イン語に訳したものを改めて読むという必要が無いから。英語

（笑）。

したので、先生自身がどんな勉強をなさったのかというのをお

でも結構そうです。

生自身の英語学習法はどんなものだったのか。先ほど、文法と

聞かせ願えますか。

柴田 そうですね。

受験英語ですね。逆に受験英語が本気で役に立つのは翻

柴田

う言い方しますけど、文字から始まるわけだけど、文字を見れ

野谷 声の問題はさっきから出てきてますよね。で、よくあの

本語も英語もナチュラルで苦労しない人と、コツコツ受験英語

ばまずは音ですね。それからイメージとかあるいはその絵です

翻訳論で声が聞こえるというか、聞こえてくるまで読むとかい

的に英語を身に付けて喋る方は怪しい、聞くのも怪しいってい

ね。そういうのを喚起してくる作家は今までやってきた中でい

ですけれども、翻訳については、帰国子女で喋る分には全く日

う人がいた場合、どっちが翻訳者として向いているかは、全く

ましたか。

訳くらいかもしれないと思っています。他のことは分からない

分からないですね。むしろ受験英語的に勉強してきた人が向い

柴田

ザーかな。でもスティーヴンの場合は、言葉で言葉を超えたビ

ビジュアルということですか。スティーヴン ・ミルハウ

ていることが、論理的にそうである必要は無いんだけど経験的
には多いですね。いわゆ

的なものをいつも表そうとしていると思いますね。

ジュアル的なものを喚起するというよりは、もう言葉でとにか

ると思うんです。駒場の

野谷

るバイリンガルになって

教師をやっていた時、小

ルガス ・リョサには決定的に違いがあって、リョサは散文作家

く自分が持っているビジュアル的なイメージをきっちり描き切

林康夫さんというフラン

なんですね。で、ガルシア ＝マルケスはやっぱり詩的な文体を

英語が感覚として分かる

ス文学の人が、
「柴田君、

使うので、言葉がすごく多義的だったりあるいはメタファーを

アート ・ダイベックっていう作家は、言葉で言葉を超えた音楽

なんでそんなに翻訳する

いっぱい使うから、イメージを喚起するんですね。意味と同時

るって感じだからちょっと違うかもしれない。もう一人スチュ

の」って言って、
「翻訳し

に瞬間的に二つ三つ絵が浮かぶんです。そこが違うと思うんで

ようになると、翻訳する

た方が自分でも分かるよ

す。そういう作家がアメリカにはいないのかな。それがマジッ

必要をあまり感じなくな

うな気がするし」と言っ

ク ・リアリズムに繋がってくるのかなという気がするんですけ

スペイン語圏でいうと、例えばガルシア ＝マルケスとバ

たら、小林さんが「僕は
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どね。
柴田

ガルシア ＝マルケスの場合それがすごく視覚的なわけで

分には同じですけど。ゴーリーの場合、文章が詩になっている

ことも多いですけど、すごくコミカルな詩なので伝えるべきも

柴田

野谷
ガルシア ＝マルケスは当然ウィリアム ・フォークナーの

そうですね。僕にとってはね。

なると、再現したいものがたくさんあって、翻訳という形では

か絞れるので楽です。それを例えばワーズワースの詩を訳すと

ればいいとか、場合によっては情緒的な部分が伝わればいいと

のは割とはっきりとあります。ここはとにかくユーモアが伝わ

影響を受けたけれども、ウィリアム ・フォークナーが言葉を重

難しいんじゃないかと思いますけどね。

すか。

ねることによって浮かび上がってくるものはビジュアル的なも

か、自分で訳し直すんですか。

野谷

場合によりますね。見事な訳があったら借りますけど、

長編の中に詩が引用された場合は人の訳を使うんです

り憧れだったりとかそういうエモーショナルなものだと思いま

のというより、もっと情念的なものだと思います。怨念だった

柴田

結局訳文は見事だけど文脈には合わないということが多いから

すね。
野谷

自分でやることが多いですね。

例えばマルケスの場合、そう思いません？ 原文は二つ

三つイメージを喚起するんだけど、翻訳者によって一つだけ選

両方とも再現しようとしてもだいたい無理で、麻雀みたいに決

柴田

亀山

ら何か。

野谷

ばれちゃってるから、翻訳を通じては伝わりにくいのかな。

め打ちするしかない、こっちで行こうみたいにするしかないこ

一つだけ、お二人に質問ということでよろしいですか。翻訳者

しに日本語の翻訳だけあって、それでどこまで良さが伝わるか

柴田

野谷

詩については僕はもっと悲観的です。詩はただ原文もな

詩の場合は……

（笑）
。とにかく自分よりすごいことをやる人がいて、人じゃな

柴田

者のために何か言っていただけると嬉しいです。

資質というのはどういうものなのかということを、未来の翻訳

本当に聞き惚れてしまいまして、せっかくの機会なので

そろそろ終わりが近付いてきたので、ここで亀山先生か

とはある。翻訳ではそういう喚起的なものは消えちゃう場合も

にとっての資質と言いましょうか、優れた翻訳者であるための

はとても懐疑的ですね。最低原文と並べて見せる。かつ詳しい

くてもいいですけど自分にはとても作れないようなものがあっ

そうですね。ここで二つのイメージがあると分かっても、

あるでしょうね。

注釈があるとかそういう作業をしないと、たいていの場合無理

て、それに仕えることが嫌でないっていう気持ちでしょうかね。

亀山 それは献身でもあるわけですね。

さ っ き も 少 し 言 い ま し た け ど、 奴 隷 根 性 だ と 思 い ま す

じゃないかと思います。
野谷

柴田 献身、そうですね。あんまり献身しているかどうか自信

なるほど。あと柴田さんの仕事の中で絵本みたいなのが
ありますよね。あれはどういう位置付けになるんですか、自分

僕は中学生の頃に職業適性検査を受けて、やりたい事とやれ

はないですけど（笑）
。
エドワード ・ゴーリーですね。どれも楽しくやっている

の中では。小説ではないし。
柴田
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ることが全然違うという結果が出た。やりたいことは芸術的な
ないという結果が出て、この子どもはどうするんだろう、みた

は最後に。

野谷 そろそろ時間が来ましたが、手が上がっていますね、で

もう翻訳しているわけです。

いな話だったんです。結局、やってみたら翻訳は原文を正確に

質問者

ことらしくて、やれることは事務能力でした（笑）
。全然合わ

再現する事務能力が要求されて、もちろん芸術に関わる仕事で

オースターの『 4321
』は訳していらっしゃるでしょうか。

柴田 『 4321
』は来年の初頭ぐらいには訳すのを始めたいです。

ミーハーな質問かもしれませんが、昨年刊行された

もあるので、うまい具合にやりたいこととやれることが両立で
きた悪くない人生という感じです。

には出ると思います。八月は本が売れないので、九月かな。そ

その前に『インヴィジブル』という小説を先月訳したので、夏

僕は、きっかけというのは考えてみたら最初は英語から

野谷

ります。

の次が『サンセットパーク』。
『 4321
』はその次ですから、頑張

入っていますね。受験英語ですね。その頃に、英語の訳文を見
ると、日本語が変なのが結構あるんです。かなり受験英語的な
「であるところの」みたいな訳し方、それを見て、変だな、と
いう引っ掛かりが始まりかもしれない。

野谷

それでは今日は柴田元幸さんをお呼びして非常に貴重な

柴田

時間を持てたと思います。皆さんも楽しんでいただけましたで

そうですね。それはありますね。頭のいい人は翻訳に向

かないというのが僕の持論です。頭のいい人はその変な翻訳で

しょうか。最後に盛大な拍手をお願いいたします（会場拍手）。

編集 ・注 伊藤達也）

（二〇一八年六月十四日、於名古屋外国語大学七〇一教室、

国書刊行会、一九七五年。

（１）「学問の厳密さについて」ホルヘ ・ルイス ・ボルヘス著、
『創造者』鼓直訳、

注

も分かっちゃうから。ちょっと変な翻訳でこれじゃわからない
一応分かるんだけど変な日本語という感じですね。受験

よという怨念みたいなのが翻訳をやるエネルギーになるので。
野谷

違うんだなということで、文体ということを考えるわけです。

英語の日本語訳でもうまい人もいますから。そこで同じ訳でも
それともう一つは文庫本でシャーロック ・ホームズを読んだと
きに感じたことで、簡単に言うと創元文庫のシャーロック ・
ホームズと岩波文庫のシャーロック ・ホームズの訳が全然違
う。さっきの話じゃないけど一人称から違う。創元の方は爽や
かで「僕」なんですね。岩波は「吾輩」なんです。びっくりし
英文和訳と翻訳はどう違うんですかという話もそこです

たんです。これが同じシャーロック ・ホームズかと思って。
柴田

よね。英文和訳と言っても日本語として筋が通っているかどう
か、分かりやすいかを考えながら英文和訳している人はすでに
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