2018 年 1 月 24 日（水）青山ブックセンター本店
『ハックルベリー・フィンの冒けん』（研究社）刊行記念

柴田元幸トークイベント

『ハックルベリー・フィンの冒けん』と翻訳

柴田元幸がいちばん訳したかったあの名作、ついに翻訳刊行！

口語

体の語りの可能性を一気に押し広げたこの名作を柴田先生はどう訳し
たか？

この青山ブックセンターのイベントは大いに注目を集め、告

知から 2 週間で満席になった。

今

回は事前に参加者のみなさんに質問をいただいているので、それを先ほど控室でいくつか読ん
だのですが、意表を突かれるものもありました。
「ミシシッピ川と、先生に馴染みの深い多摩川

が訳している間に重なることはありましたか」とか（笑）。
ミシシッピ川は海みたいに広くて、多摩川は向こう岸がすぐ見えてしまうので、残念ながら重なるこ
とはありませんでした（笑）
。
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ぱっと見て多かった質問は、
「原文が標準的でない英語をどう訳したか」というものですが、
『ハック
ルベリー・フィンの冒けん』を訳すうえで、原文の特徴として 3 つのことが言えます。
ひとつは、英語が標準的ではなく、文法的に正しくないこと。
ふたつ目は、スペルの間違いなどがあり、ハックが書いたものであること。

3 つ目は、少し次元が違いますが、作品全体が行き当たりばったりに書かれていること。
本日はハンドアウトをお配りしているので、それを見ながらご説明します。

間違った英語のほうが、
時にはるかに雄弁
では、まず、英語の文法からはずれて、登場人物が雄弁になるという例を紹介します。 ハンドアウ
トの最初、Bernard Malamud, “Idiots First” (1961) からの引用をご覧ください。
“All my life,” Mendel cried, his body trembling, “what did I have? I was poor, I suﬀered

from my health. When I worked I worked too hard. When I didn’t work was worse. My
wife died a young woman. But I didn’t ask from anybody nothing. Now I ask a small favor.
Be so kind, Mr. Ginzburg.”
The ticket collector was picking his teeth with a matchstick.
“You ain’t the only one, my friend, some got it worse than you. That’s how it goes in

this country.”
“You dog you.” Mendel lunged at Ginzburg’s throat and began to choke. “You bastard,

don’t you understand what it means human?”
Bernard Malamud, “Idiots First” (1961)
「白痴が先」
（“Idiots First”）という短篇の後ろのほうです。バーナード・マラマッド自身はアメリカ
生まれで、完璧な American English を話しますが、お父さんお母さんはロシアからの移民で、英語に
も訛りがありました。そういう父母の世代のユダヤ的に訛った英語を小説の言語に取り込んで、今まで
にないスタイルを作った作家です。この作品はその典型で、老人が主人公で、彼にはもう中年になった
ちょっと発達が遅れている息子がいる。その息子をこの老父メンデルはカリフォルニアにいる親戚の許
に何とか送り届けようとします。ところが悪魔みたいな人が出てきていろいろな形で邪魔をします。そ
してようやく駅までたどり着いたというところ、今度は悪魔が駅員になって邪魔をします。それまでこ
の悪魔に対して全然頭が上がらなかったメンデルがついに怒りを爆発させるのがこの場面です。

All my life,「ずっと一生」、Mendel cried, his body trembling,「と身体をぶるぶる震わせながらメ
ンデルが叫んだ」
、what did I have?,「私に一体何があったか？」
、I was poor,「貧乏だったし」と。
そして I suﬀered from my health, こういうところが本当に、間違いの雄弁さですね。これは語法と
してはあっていますが、用法が間違っています。つまり、直訳すれば「私は自分の健康に苦しんだ」と
なるのかな。これは英語としてはおかしいです。病気になって健康を崩して苦しんだということですね。
だから、正しく言うならば、I suﬀered from my poor health とか、ここに poor や ill という言葉が
入らないといけません。でもこうして正しくすると、何だかいっぺんに説得力がなくなります。poor
の反復がまずいからといって ill にすると、もっとこのおじいさんには似合わない。いかにも折り目正
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しい人になってしまうので、やはりこの間違っている I suﬀered from my health という言い方が一番
切実に聞こえる。

When I worked I worked too hard,「働けば働いたで、もう働きすぎた」、When I didn’t work,「働
かなければ」
、つまり仕事がなければ、was worse となるわけですが、これもここに it が入らないと正
しくない。When I didn’t work it was worse. これでもいいけれど、When I didn’t work was worse.
と間違っているほうがやはり切実に響きます。

My wife died a young woman, これは正しくて、「若死にした」、But I didn’t ask from anybody
nothing は「でも誰にも何も求めたり、頼んだりはしない」、つまり、「人にすがったりしなかった」と
いうこと。これも、最後の nothing は anything が正しいですね。Now I ask a small favor, そうやっ
て誰にも頼んでこなかった自分が、
「今、ささやかなお願いをしたい」、Be so kind, Mr. Ginzburg は「お
願いだから」というように、その悪魔に頼み込みます。

The ticket collector と、ここではその悪魔が切符を集める駅員になっているわけですが、was
picking his teeth with a matchstick,「マッチ棒を爪楊枝がわりにして歯をせせっている」、You ain’t
the only one,「あんただけじゃないんだよ」、my friend, some got it worse than you,「あんたよ
りもっと辛い目にあってる人だっているんだ」。そして、That’s how it goes in this country の this

country とはもちろんアメリカのことです。「この国ではそうなっているんだよ」と冷たくあしらわれ、
そこでメンデルの怒りが爆発し、You dog you,「この、犬」と言って、Mendel lunged at Ginzburg’s

throat,「メンデルはギンズバーグののどに摑みかかった」、さらに and began to choke, 今まで弱々
しい老人だった人がもう怒りを最大限爆発させて、その悪魔の「首を絞め始める」。

You bastard は「この人でなし」、そして don’t you understand what it means human?, ここで
すね、特にその間違い英語の雄弁さがはっきり現れるのが。
「お前には人間らしさということがわか
らないのか」と言っているわけですが、正しくはここに to be が要ります。don’t you understand

what it means to be human? と、この it がいわゆる仮主語になって正しい英語になりますが、正し
くしてみると、すごく説教臭く、いかにも正義の人という感じになります。ですが、この自分がうまく
扱えない言葉で、間違いを含んで、切実に一生懸命言っている感じというのは 、やっぱり don’t you

understand what it means human? です。こうした間違った英語のほうが、はるかに雄弁になりう
るのです。
こういう間違った英語をどう訳すかというと、やはりストレートな形では訳しようがないですね。つ
まり、これに限らず、翻訳の中で間違いを再現するのはとてもやりにくく、困難です。読者は単に訳者
が間違えたんだろうと思ってしまいかねない。僕だってそう思うだろうし。だから、その間違いを間違
いとして伝えることはあまりできなくて、その間違いがどういうことを伝えているか、例えばこの場合
だったら、そういう切実さ、切迫感みたいなものであると思えば、何とか別の形で文章にその切実さを
伝えることを試みます。
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柴田先生はプロジェクターに英文を映し、その場で「標準的な」英語に
直す形で話を進めた。

『ハックルベリー・フィンの冒けん』は
間違いの切実さやおかしさといったものが満載
つづいて、
『ハック・フィン』第 8 章の一節を英文とあわせてご覧ください。
“ . . . Sometimes dey’d pull up at de sho’ en take a res’ b’fo’ dey started acrost, so by de

talk I got to know all ’bout de killin’. I ’uz powerful sorry you’s killed, Huck, but I ain’t no
mo’, now.”
Mark Twain,

(1884/5), Ch. 8

『ハック・フィン』の英語も間違いから生まれる切実さやおかしさに満ちています。その一番極端な例
が黒人奴隷のジムのしゃべる英語です。この一節は、ジムが持ち主から―― 彼は奴隷なのでずっと誰か
持ち主がいるわけで ―― 逃げて隠れていて、それと並行してハックが殺されたという噂が広まってい
て、隠れていたジムがハックが死んだという噂話を聞いたと語るところです。

Sometimes dey’d の dey’d は they’d で、pull up at de sho’ の de sho’ は the shore で「ときどき
その船を岸べによせて」
。en take a res’ b’fo’ dey started acrost の en は and で、res’ は rest, b’fo’
は before, acrost は across だから「ひとやすみしてから川のむこうがわに行く」
、そうやって川から
ハックの死体が出てこないか、川をさらっているんですね。で、ジムは so by de talk, つまり「その話
をきいていて」
（de は the）
、I got to know,「おれもわかったんだ」。all ’bout de killin’ は正しい言い
方にすれば all about the killing です。I ’uz は I was, powerful sorry は powerfully sorry が正しい。
つまり「おれはすごくかなしかった」
。you’s killed, これは正しくは you were killed です。I ain’t no

mo’, now, これは I’m not [sorry] anymore now ということです。
この一節を「標準化」すると、Sometimes they’d pull up at the shore and take a rest before

they started across, so by the talk I got to know all about the killing. I was powerfully sorry
you were killed, Huck, but I’m not anymore now. となります。
言っていることはまったく同じですが、伝わってくるものがまったく違います。あっ、もうひとつあっ
た。これは文法ではなく論理の間違え方が面白いのですが、I ’uz powerful sorry you’s killed「あんた
がころされておれすごくかなしかったよ」は、このままだと相手が本当に殺されていて、そのことが悲
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しかったという意味になります。正しくは、I was powerfully sorry to hear you were ... と言わない
といけない。このように直すところだらけです。でも直してしまったら、文章の味わいはあらかたなく
なってしまいます。

ジムと幽霊（『ハックルベリー・フィンの冒けん』79 ページより）

そういうジムの英語に慣れた後に、ハック自身の英語を読むと結構正しいように思えてきます（笑）。

18 章の引用をご覧ください。
I never felt easy till the raft was two mile below there and out in the middle of the
Mississippi. Then we hung up our signal lantern, and judged that we was free and safe
once more. I hadn’t had a bite to eat since yesterday; so Jim he got out some corndodgers, and buttermilk, and pork and cabbage, and greens̶there ain’t nothing in the
world so good, when it’s cooked right̶and whilst I eat my supper we talked, and had a
good time. I was powerful glad to get away from the feuds, and so was Jim to get away
from the swamp. We said there warn’t no home like a raft, after all. Other places do
seem so cramped up and smothery, but a raft don’t. You feel mighty free and easy and
comfortable on a raft.
, Ch. 18
I never felt easy till the raft was two mile below there, 彼らはまたトラブルから逃げてきました。
とにかくジムとハックはいろいろなトラブルから常に逃げ出そうとしているわけで、ここでもいかだ
で逃げていきます。two mile はもちろん two miles が正しい。言っているのは「いかだで 2 マイル下
流に行かないとおちつかない」
、and out in the middle of the Mississippi, つまり「ミシシッピのま
んなかまで出ないとおちつかない」
、そこまで行って Then we hung up our signal lantern, 前から来
た蒸気船に見えるように合図のランタンをつるすわけですね。そして and judged that we was free
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and safe once more,「ここまで来ればだいじょうぶだ、安心だとおもった」。ここは was を were に
すればいい程度ですね。

I hadn’t had a bite to eat since yesterday,「きのうからなにも食っていなかったから」、so Jim he
got out, この Jim he は「ジムが」という口語的な言い方で、これは間違いというよりよくある口語表
現ですね。some corn-dodgers, and buttermilk は「トウモロコシパンとか、バターミルクとか」
、

and pork and cabbage は「ブタにくとかキャベツとか」、and greens は「なっぱ」、これをみんな使っ
て料理すると there ain’t nothing in the world so good ――「世の中これほどうまいものはない」、も
ちろん there ain’t は there is が正しいです。when it’s cooked right は「これをちゃんとりょうりす
れば」
、whilst, これは while のちょっと古い言い方です。I eat とありますが、これは過去形なのでエッ
トと読みます。whilst I eat my supper we talked で「おれがメシを食いながら、ふたりでしゃべって」、

and had a good time は「たのしくすごした」。
I was powerful glad to get away from the feuds ―― 2 つの家族がいがみ合って、殺し合っていた、
それが feuds（宿怨）で、そこから「逃げられてすごくうれしかった」、and so was Jim to get away

from the swamp というのはその間ジムは沼地に隠れていなければならなかったわけで、それも大変で、
それからも「逃げられてうれしかった」
。We said there warn’t no home like a raft, after all, これも

there was が正しいですが「なんだかんだいって、いかだほどいいうちはないよなと、おれたちは言っ
た」、Other places do seem so cramped up and smothery, これはハックにしてはレベルの高い表
現ですね。
「ほかの場しょはすごくせまくるしくてイキがつまる感じだけど」
、but a raft don’t, まさに
ここが『ハック・フィン』という作品の言葉の真髄だと思います。「でも、いかだはそうじゃないんだよ」
という意味ですが、これを but a raft doesn’t と標準化すると、なんか全然感じが違ってしまいます。
そもそもきちんとした文章を書こうとする人だったら、but a raft doesn’t とも言わないだろうと思い
ます。もっと改まった、
例えば but not so with the raft とか、気の利いた別の表現を考えると思います。
でもそうではなくて、but a raft don’t というこのシンプルな言い方の響きがいいんですよね。そして、

You feel mighty free and easy and comfortable on a raft ――「いかだの上にいると、すごく自由
で気ラクで、気もちがいいんだ」と締めくくります。
『ハックルベリー・フィンの冒けん』にはいろいろなよさ、楽しさがありますが、こういうミシシッピ
の川を下るふたりの牧歌的な姿がまとまった形で書かれるのは、実はこの箇所が最後になります。この
後は嫌なやつが次から次へと出てきて、彼らの平和を乱すという展開が中心になります。これが 18 章
の終わりですが、ここから 19 章の最初の数ページがそういう牧歌的『ハック・フィン』のいわばクラ
イマックスです。といってドラマチックな出来事が起きるわけではまったくありません。19 章の頭には、
こういう挿絵（
『ハック・フィン』第 19 章、212 ページの挿絵）がまず出てきて、昼の間は川に出る
と危ないのでこうやって隠れて、よその船を見ているふたりの姿です。この挿絵は『ハック・フィン』
に収録した 174 点の挿絵の中でもっとも有名なものではないのですが、個人的にすごく好きな 1 枚です。
この後二度と、ふたりにこういう平和は訪れないと思ってこの挿絵を見ると、結構切なくなります〔19
章冒頭を朗読〕
。
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昼は隠れて（『ハックルベリー・フィンの冒けん』212 ページより）

参加者からの質問 1
では、皆さんからいただいたご質問にお答えします。複数あったのは、今ある程度お話した、語り
口の問題ですね。
「方言の訳し分けについてお伺いしたいです。数種類の方言が使われているかと思いますが、それぞ
れ日本のどこかの方言をベースにされているのでしょうか。また完全にその方言にしてしまうと、読
みにくい部分も出てしまうと思いますが、何か工夫された点などあれば、教えてください」
さっきご覧いただいたように、ジムの英語とハックの英語は同じ方言といってもかなり違うのは一
目瞭然だったと思います。マーク・トウェインに言わせれば、この 2 種類だけでなく、4 種類あると
いうことですが、その 4 種類が読み分けられる読者は、アメリカにもほとんどいないと思います。僕
もわかりません。だから、
「ハックのしゃべり方」と「ジムのしゃべり方」に加えて、
「その他大勢のしゃ
べり方」という程度で考えましたが、それぞれを日本のどこか特定の方言に当てはめることはしてい
ません。アメリカ小説の南部の黒人訛りの英語が翻訳されるとなぜか東北弁になるというのはよく言
われる話ですね。僕自身は方言を知らないので、よくある「おらは」というのが東北弁かさえもよく
わからないくらいです。
コロンビア大学でしゃべったときに、日本文学をよく勉強しているアメリカ人の大学院生に、
「日本
では黒人英語を訳すと東北弁になるそうだが、それはなぜか」と大真面目に聞かれたので、「アメリカ
南部の黒人が社会的に虐げられてきたということ、それと東北が――それは確か震災の直後だったので
――震災でも明らかになったように、中心である東京に搾取されてきたということ、その 2 つを考え
れば、南部英語が東北弁に変わるのは筋が通っている」と言ったら、向こうがすごく納得したような
顔をしたのであわてて「これは半分冗談です」と言い足しました。2 つの差別の、それぞれ重い歴史を、
そんな簡単にイコールで結んじゃいけませんよね。
方言を訳すときにどう訳したらよいかという問いに対する答えは 1 つではなくて、要するに「その
人が方言をしゃべることによってどういう効果が生じているのか」を考える必要があると思います。
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例えば、その方言がユーモアにつながっているのであれば、別に方言で再現しなくても、そのユーモア
を再現するように努めればいい。切実さ、切迫感がポイントであれば、それを伝えようとすればいい。
または、搾取する側とされる側という構造が大事なのかもしれない。ならばそれをいつも念頭に置いて
訳す。
『ハックルベリー・フィンの冒けん』の場合は今言った要素がすべてあると言えると思うのですが、加
えてその最良の部分は、
「方言のポエジー」というものがあると思います。詩的な美しさ、文学性。そ
れをどう再現したらよいかは、本当に至難の業で、単純にとにかくなるべく響きのよい文章にするしか
ないとしか言えません。
『ハック・フィン』はアメリカ小説の典型だと思うのですが、その最大の要素は、
「アメリカにおいては、
いわゆる文学性を排することで文学が成立する」ということです。いわゆる美文調と言われているよう
な凝った表現、美しいといかにも言いたくなるような表現、そういうのは全部作りものであって、それ
を排するところから文学が生まれるんだという考え方を、理屈で言うのではなくて、一番最初に、実は
一番見事に体現しているのがこの『ハックルベリー・フィンの冒けん』という小説です。
ヘミングウェイが「今日のアメリカ文学はすべてハックルベリー・フィンから始まっている」と言っ
ているのは、まさにそういうことで、ヘミングウェイはマーク・トウェインよりも、もっと真面目に、
いわゆる文学的表現を排除することをつきつめた人です。そういう意味では、マーク・トウェインより
ずっと徹底はしていますが、その分ちょっと息苦しいところはありますね。
「ハックの年齢については 12 歳くらいでしょうか」
はい、そのあたりだと思います。
「声変わりはしていますか」
していませんね。でないと女の子に化けて様子を探りはしないでしょう。
「ジムの年齢についてはどうお考えでしょうか」
子どもが複数いるということも考えると、30 代から 40 代ぐらいですかね。とにかくポイントは、ハッ
クがろくでなしの本物の父親から逃れて、ジムといういわば真の象徴的な父親に出会うということだと
思います。
「場面にあったよい訳が思い浮かばないときの気分転換はどのようなことをしますか」
とりあえず次へ行きます。極端なことを言うと、何でもいいから書いておいて、次へ行く。次もやっ
て、そこの文脈がよりよく見えるようになった時点で戻ると、あっ、こうやればいいじゃないか、とわ
かることがあります。ひとつでも納得いかないことがあったら次へ行かないというようにやっていると、
何もできません。翻訳に限らずですが、翻訳については特にそういう気がします。
「今、200 ページぐらい読み終えましたが、いろいろな言葉が詰め込まれていて物語を見失いそうに
なります。でも、こういうストーリーだからそれでもいいんじゃないかと思います。どうでしょうか」
まさにおっしゃるとおりで、最初にちょっと言った、この小説は行き当たりばったりで書いているの
ではないかということとも通じます。最近、マーク・トウェインを訳したり、ジャック・ロンドンを訳
したりとか、要するにちょっと前の小説を読んだり訳したりしていると、昔の小説はユルくてよかった
なぁと思うことがときどきあります。ロンドンが手紙で言っているのですが、
「よい小説が書けたら雑
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誌社に送る。悪い小説が書けたら雑誌社に送る」
。彼にとっては小説は芸術ではなく、売れるか売れな
いかという商品である。もちろん、それを真面目にやるけれども、それが芸術的にどう評価されるかは
二の次で、まずは商品、生活の糧ということですね。そういう姿勢で作ったので、ちょっとこれはない
んじゃないの、というものもあることは認めます。それはスコット・フィッツジェラルドだってそうだ
し、マーク・トウェインだってもちろんそうです。そういうユルさ。芸術的に、それこそヘミングウェ
イ的にびっしり緻密に組み立てていくのではないユルさで書いていくものには、独特のよさがあるので
はないかと強く感じます。
『ハック・フィン』についてもそうだと思っています。だから、前の方と後の方で随分感じが違ってい
て、多分マーク・トウェインは最後までストーリーを決めずに書いていたと思います。例えば、最初に
黒人奴隷のジムが出てきて、居眠りしているところをトム・ソーヤーにいたずらされる。いたずらされ
たことで、自分は魔女の背中に乗って世界中を旅したんだと言い出す。ずいぶん間抜けな黒人になって
いるわけです。それが後の方からはどんどんむしろジムこそが人間的に一番正しいという、倫理という
こと、道徳ということで言えば、彼がこの小説世界の真ん中にいることになります。だから、最初の頃
のジムと後の方のジムでは随分キャラクターに違いがあって、矛盾と言えば矛盾ではないかと。でも、
こうして小説を書いていくうちに人物がこういうふうに変わっていくのか、というたぐいの面白さもあ
ると思うんですよね。
もうひとつは、いやもっと一貫性があるのだという論じ方も、この点についてはできる気がします。
つまり、最初の頃のジムは奴隷であるわけで、奴隷として振る舞うよう、環境によって規定されている。
後半になると、ハックと一緒に逃げて、人を助けるとはどういうことかなど、倫理的な問題にも向き合
うし、その手本をハックに見せるような機会も生じる。ジムが振る舞える文脈が変わるので、文脈が変
わることで、ジムの中に元々あったかもしれない抑えられていたものが現れる。そう考えると、結構一
貫性があるとも言えます。
「トム・ソーヤーとハック・フィン、
『宝島』のジム・ホーキンスで育った女子ですが、読んで男の子
向けという感じですが、そもそもどれも書き手や原文でもそうなのでしょうか」
男の子の視点から書かれていることは間違いないですね。トム・ソーヤーの中ではまだ一応ヒロイン
と呼べる人がいるわけです。ベッキー・サッチャーというガールフレンドです。ベッキー・サッチャー
は『ハック・フィン』でも 1 回だけ出てきます。ハックが死んだんじゃないか、殺されたんじゃないか
と、みんなで川をさらうところで、もちろんまだ生きているハックがそれを隠れて見ているわけですが。
船の中にトム・ソーヤーがいて、誰がいて、誰がいて、ベッキー・サッチャー（Becky Thatcher）
もいるというところで、1 回だけ出てきます。実は初版ではそこが「ベッシー・サッチャー（Bessie

Thatcher）」と名前が間違っているんです。これにはトウェインのメモがあって「ベッシー？ ベッ
キー？（“Bessie” or “Becky”?）
」と書いています。要するに作者も覚えてなくて、とりあえず「ベッ
シー」と書いて、初版ではそのまま活字になってしまったんです。数年前に書いた自分の小説のヒロイ
ンの名前も覚えていないくらい、作者本人もあまりそういうことに興味はなかった。『ハック・フィン』
という小説をよくも悪くもある種さわやかな話にしているのは、セックスの話がほとんど出てこないと
いうこと。ハックはまだまったく性に目覚めていない。きれいなお姉さんも出てきたりするのですが、
そこにドロドロしたものは全然感じられない。もしかしたらそれを物足りないと思う人もいるかもしれ
ませんけど。あとはお父さん、おやじは出てくる、象徴的な父親であるジムもいる。でも、お母さんの
話は一切出てこないというのもすごく象徴的な感じがします。もちろんお母さん代理のような人はいっ
ぱいいて、みんなハックをしつけようとしているわけですけれども。
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「ヘミングウェイがあのラストはないほうがよいと言ったと記憶しますが、どう思いますか」
これは、なかなかむずかしい問題です。ヘミングウェイはハックが倫理的決断に達する、つまり自分
が法律を守って逃亡奴隷のジムを持ち主に引き渡す努力をするのか、それともジムが逃げるという犯罪
行為を助ける犯罪幇助を犯すべきなのか悩んで、もう地獄に落ちてもいいから、ジムを逃してやろうと
思うのが 31 章のあたりです。その後 10 章ぐらい全然別の話が続く。それをヘミングウェイはないほ
うがいいと言ったわけですが、もしその 10 章の茶番劇のようなものがなくて、ハックが立派な人とい
うところで終わったら、僕はこの小説を好きになるかというと、嫌いにはならないと思いますが、多分
好きになる度合いは減ると思います。

考える（『ハックルベリー・フィンの冒けん』387 ページより）

『ハックルベリー・フィンの冒けん』の
20 世紀版『キャッチャー・イン・ザ・ライ』
『ハックルベリー・フィンの冒けん』の 20 世紀版が『キャッチャー・イン・ザ・ライ』だとよく言わ
れていますが、ハックと、20 世紀の真ん中でニューヨークで生きるホールデン少年と何が一番違うか
というと、ホールデンはとても独善的です。ハックはそうではないですね。その独善的なところがもち
ろんホールデンの魅力です。例えば、配った資料の引用は、ホールデンがあるピアニストについて話し
ているところです。
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[ 資料の 4 番目の引用、J. D. Salinger,

(1951), Ch. 12]

He was putting all these dumb, show-oﬀy ripples in the high notes, and a lot of other
very tricky stuﬀ that gives me a pain in the ass. You should’ve heard the crowd, though,
when he was ﬁnished. You would’ve puked.
J. D. Salinger,

(1951), Ch. 12

そのピアニストは才能はあるけれど、すごくわざとらしい飾りをつけるんで、聞いていて吐き気が出
そうだとホールデンが言うところです。He was putting の He はピアニストです。all these dumb,

show-oﬀy の dumb は「どうしようもない」、show-oﬀy は「見世物っぽい、見せびらかしっぽい」です。
ripples in the high notes は高い方の鍵盤をすごく速く叩くことで、そういうテクニックを使ったり、
and a lot of other very tricky stuﬀ, ほかにも tricky な――この場合の tricky はうっとうしいというか、
ダサいというか、ダサいよりももう少し強いですかね――、すごく耳障りなことをやって、それが that

gives me pain in the ass,「聞いていてうんざりする」。a pain in the ass はあまり上品ではありま
せんが「うんざり［いらいら］させる人［もの］、面倒［厄介］なこと」の意味の決まり文句です。そ
して You should’ve heard the crowd, though,「でもそのピアニストの方はまだよくて、客の方を君
にも聞いてほしかったね」
、when he was ﬁnished は「演奏が終わったときの客たちときたら」、You

would’ve puked は「君もきっとゲロ吐いたよ」。
この「君」というのが誰かを、
村上春樹さんなどもすごく強調して言っていることですが、英語ネイティ
ブの人に聞くと、you は別に誰も指していないよと言うけれど、これはそうではないと思います。やは
りホールデンの見取り図の中では、
crowd（人々）というのがいて、
「自分」がいますよね。crowd（人々）
は皆間違っていて、
「自分」は正しい。正しい人は「自分」しかいない。そしてもうひとり正しいこと
がわかる「君」というのを半ば無意識に想定して、
「自分」はそのどこにもいない「君」
、
「自分」の正
しさを理解してくれる「君」に語りかけているという構図だと思います。だからその読者が「君」の立
場に自分を置けると、サリンジャーに本当にハマるのだと思います。

自分が正しいということを
声高に言わないのがハックの魅力
同じように、うんざりすることについてハックが話している場面の引用を見てみましょう。

[ 資料の 5 番目の引用、

, Ch. 24]

Well, the men gathered around, and sympathized with them, and said all sorts of kind
things to them, and carried their carpet bags up the hill for them, and let them lean on
them and cry, and told the king all about his brother’s last moments, and the king he
told it all over again on his hands to the duke, and both of them took on about that dead
tanner like they’d lost the twelve disciples. Well, if ever I struck anything like it, I’m a
nigger. It was enough to make a body ashamed of the human race.
, Ch. 24
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王と公爵が遺産を相続する兄弟のふりをして、散々周りの人たちから、兄を亡くしたということ
で同情を買うところです。この最後のところで、It was enough to make a body ashamed of the

human race. と言っていますが、さっきのサリンジャーのホールデンだったら、君もゲロを吐いていた
よと言うところを、make a body というのは古い英語で、you と同じ、人間一般を指します。「もうと
にかく人るいってものがはずかしくなってしまうほどだった」、それぐらいうんざりする光景だったわ
けですね。ここでハックはホールデンとは違って、自分と読者との特権的なサークルを作ろうとはして
いません。自分が正しいということを声高に言わないのがハックの、僕にとっての魅力です。

ハックルベリー・フィン。

参加者からの質問 2
では、またいただいた質問に答えます。
「すごく面白く読み進めているのですが、冷静になって考えるとかなり悲惨な境遇で、児童虐待と思わ
せるシーンも数々出てきますが、ハック本人もあまりそれを悲惨と受け止めていませんし、物語も暗い
トーンではないです。それは翻訳されるうえで工夫されたからなのですか」
いえ、翻訳によって悲惨さを隠したつもりはないです。確かに児童虐待のような状況もあるのですが、
虐待されたら逃げる力をハックは持っているし、実際逃げます。だから彼についてはそんなに心配しな
くても大丈夫ではないかと思います。
全体に明るい印象を持つというのは、まったくおっしゃるとおりです。今日試しに数えてみたのです
が、「おれはうれしかった」というような表現が結構多いと思って、全文を Word 文書にしてカウント
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してみると、glad「うれしい」という言葉は 47 回出てくるのに、sad「悲しい」という言葉は 5 回し
か出てきません。その 5 回のうち 2 回は saddish や sadful といった派生語で、5 回のどれもハック自
身の悲しみを表現しているものではありません。sorry という言葉はもう少し多くて、26 回出てきます。
それでも glad という言葉の 47 回よりはずっと少ない。happy はすごく少なくて、
8 回しか出てきません。
だから、すごく幸福というのはあまりないのですが、なんとなくうれしいという、さっき 19 章の冒頭
を朗読しましたが、あそこなど何も起きないですよね。ああいうふうにいい感じの環境の中で何も起き
ないこと、それがハックにとっての幸福なのだと思います。その幸福が、特に前半は随所に出てきてい
て、全体にはおっしゃるとおり、それほど暗い印象はないです。この後のマーク・トウェインはどんど
ん暗くなっていきますけれども。

フロアからの質問
いただいたご質問にまだ全部はお答えしていないのですが、今話した中でまた別の質問も出てくると
思うので、ここで皆さんから質問をお受けしましょうか。いかがでしょうか。
「先生はレアード・ハントさんの『ネバーホーム』も訳して昨年 12 月に出版されましたが、あちらの
語り手も女性の、おそらくスペルミスなどもあったのかなと思われるような文体だったのですが、お訳
しになるときにその文体について考えられたことはありますか」
はい、『ネバーホーム』の主人公アッシュ・トムソンもすごくボキャブラリーが限られています。ス
ペリングが間違いだらけとか、無学ということが強調されているわけではないですが、使える言葉は限
定されている。でも限定されているからこそ、普通の人には思いつかないような雄弁な表現も出てくる
という、ハック・フィンと同じような魅力があります。実は『ハック・フィン』と『ネバーホーム』の

2 冊を並行してこの夏に訳していたので、ハックとアッシュのふたりとも書ける漢字が限定されるわけ
ですけれど、その限定のされ方がふたりで違う。だから、ハックにはこの漢字は書けないけれど、アッ
シュには書けるというようなことがよくあって、一応一覧表を作ってやったのですが、結構混乱しまし
た。そういうのは、すべてこちらの勘なのですよね。ハックがどの漢字が書けるかといったら、もちろ
ん文字どおりには漢字なんて 1 つも書けないわけですが、でもなんとなく、この漢字が書けるとすると
しっくりくる、というのはやっているうちに段々定まってきます。
一番不安なのは、そういう訳者の工夫というのがやたらと目立ってしまって、作品を読んでいるとい
うより、訳者の努力を読んでいるみたいだなと思われると最悪なのですが、この 2 冊についてはそうい
う反応があるかもしれないのは覚悟しています。翻訳はいかにあるべきか、という議論がそこから生じ
てくれればいいのではないかと思っています。
「さっきの漢字のどれを使って、どれを使わないということですが、普通は児童文学とかになると、出
版社のほうから小学校何年生までに習う漢字を使ってくださいというのがあるじゃないですか。でも今
回のものはそうではなくって、ハックだったらこれは書けるだろうとか、これは書けないかもという先
生のイマジネーションの中で一個ずつぶち当たるたびに決めていったということですか」
そうです。編集者から指摘してもらったのですが、冒険の「冒」と「険」は、
「険」のほうが先に習
うんだってね。だけど、
「ぼう」が平仮名で「険」てね、これは違うって自信を持って思うんですよね。
やっぱり書けるのは「冒」のほうだろうと。横棒一本足りないかもしれないけれど。というようにやっ
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ているうちに、単なる思い込みかもしれないですが、段々固まっていきました。それは漢字に限らず、
登場人物がどうしゃべるかとか、すべてですけれども。
それに関連して、
「カタカナ、平仮名の使い分けはどう判別したか」というご質問もありました。大
きな抽象的な言葉のときはカタカナにしています。原文では綴りが間違っていたりして、大きな概念を
やたらありがたがるような風潮を暗にからかっている――ハックがではなくトウェインが――ところが
あると思うので。平仮名のところは単純に、本当は漢字で書きたいんだけれど、書けないというストレー
トなところで。平仮名が並びすぎると読みにくくなるので、傍点を打ったりするとか、そう使い分ける
ことで、カタカナ、平仮名、傍点付き、傍点なしとあることで、とにかく読みにくくはならないように
しました。
「英語でいうところのミススペリングは、日本語だったら漢字を書き間違えてしまうということがある
と思うのですが、いかがでしょうか。おそらくそれを出版物にすると、多分受け入れられないような感
じがするのですが、その可能性について先生はどのようにお考えですか」
この本ではこういうことをやろうとしているんだなということを一貫して見せられれば、それもあり
だと思います。例えば、
「リンゴの皮をむく」と出てきたら、
「皮」じゃなくて「川」になっているとか。
でも、これが一冊の中で一箇所しかないと、ミスプリじゃないかとか、ワープロの誤変換だと思われる
のが関の山なので。そういうことを系統的に方法としてやっているのだということを見せれば可能だと
思います。ただそれは相当、訳者の努力が前に出てしまって、うっとうしいと思う人のほうが多いかな
と思います。

会場に詰めかけた約 110 名の参加者のほとんどが『ハックルベリー・フィンの冒けん』を広げながら柴田
先生のお話に熱心に耳を傾けていた。トークイベント終了後、柴田先生にサインを求める人の列はしばら
く途切れることはなかった。
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ハックルベリー・フィンの冒けん

﹁トム・ソーヤーの冒けん﹂てゆう本をよんでな

い人はおれのこと知らないわけだけど︑それはべ

つにかまわない︒あれはマーク・トウェインさん

0

0

0

0

てゆう人がつくった本で︑まあだいたいはホント

のことが書いてある︒ところどころこちょうした

とこもあるけど︑だいたいはホントのことが書い

てある︒べつにそれくらいなんでもない︒だれだっ

てどこかで︑一どや二どはウソつくものだから︒

まあポリーおばさんとか未ぼう人とか︑それとメ

アリなんかはべつかもしれないけど︒ポリーおば

やダグラス未ぼう人のことも︑みんなその本に書

さん︑つまりトムのポリーおばさん︑あとメアリ

い て あ る︒ で︑ そ の 本 は︑ だ い た い は ホ ン ト の こ
0

0

0

気がするのである。

りないくらいのことはありそうだが）書けそうな

険」の「険」は無理でも、「冒」は（横棒が一本足

ら、字もある程度書けるようになって、たとえば「冒

いですが）、もし漢字文化圏の学校に通ったとした

（まあ六七（ろくしち）＝三十五と思っているみた

けばそれなりに学びとるところもあるようだから

ハックはまったくの無学ではないし、学校に行

タイトルの表記について（本文「解説」より）

リー・フィンの冒けん﹄より

︱︱マーク・トウェイン著／柴田元幸訳﹃ハックルベ

ろどころこちょうもあるんだけど︒

0

とが書いてあるんだ︑さっき言ったとおり︑とこ
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