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シェイクスピアの劇的言語を翻訳する
Bottom，　bless　thee；thou　art　translated．

河　合　祥一郎＊

　私の話は、シェイクスピアを題材として扱い

ますが、何もシェイクスピアに限った問題では

なく、翻訳の対象にしているテクストとはそも

そも何か、テクストに内包される文化的要素を

どのように捉えるかという問題です。

　副題にあげたBottom，　bless　thee；thou　art　trans－

lated．はシェイクスピアの喜劇A　Midsummer

Ni8ht　’s　Dreamのなかで、アテネの公爵の結婚

式にお芝居を上演してご覧に入れようとアテネ

の職人たちが稽古をしている最中、機織のボト

ムが悪戯者の妖精パックによってロバに変えら

れてしまい、その姿を見て叫ぶ仲間クィンスの

台詞です。お手元の資料の最初に掲げたのがそ

の引用です。

Snout．　OBottom，　thou　art　changed！What　do

　Isee　on　thee？

Botto〃2．　What　do　you　see？Ybu　see　an　ass－head

　of　your　own，　do　you？

euince．　Bless　thee，　Bottom，　bless　thee！Thou

　art　translated．

　A　Midsummer　Nigh〆s　Dream，3．1．110414

　ここで使われているtranslatedという言葉は、

Snoutの用いるchangedと実は同じ意味です。

　翻訳をしたら（translateしたら）、人間がロ

バ（ass愚か者）に変わるように原文が驚くほ

ど変わってしまったという翻訳者の嘆きを裏打

ちするかのような台詞ですが、シェイクスピァ

作品を翻訳する際にどのようなものが変わって

しまいがちなのか、どんなところに注意しなけ

ればならないのかを実例を交えてお話しするこ

とで、シェイクスピアの劇的言語を翻訳すると

はどういうことなのかを考えてみたいと思いま

す。翻訳によってtranslateされるもの（変わっ

てしまうもの）として3つの要素を挙げてみま

した。1．「劇的要素」、2．「詩的要素」、そし

て3として、それらをとりまとめるかたちで文

化的背景なども含めての「原語のニュアンス」

です。

1．劇的要素

＊東京大学教養学部助教授

a）近代演劇と違うエリザベス朝演劇の特徴

　（eg．幕場割のない迅速な舞台転換）

　副題にあげたBottom，　bless　theeという言葉が

古い綴りになっているように、シェイクスピァ

のテクストは本当は古い綴りですが、私たちは

現代化されたテクストを読むことが多く、その

際、編者によって校訂（emendation）が加えら

れていることに注意しなければなりません。こ

れは翻訳を行なう底本として何を用いるのかと

いう問題とも絡んできます。

　『ヴェニスの商人』の場合のように初版本で

あるFirst　Quartoが信頼できるのか、あるいは、

『ロミオとジュリエット』の場合のようにFirst

Quartoは海賊版であってsecond　Quartoが信頼

できるのか、それとも『ハムレット』の場合の
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ように、1623年に出版されたFolioこそシェイ

クスピア自身が書き直した版として信頼できる

のか、作品ごとに底本を定めていかなければな

りません。

　そのように古い版を研究する分野がtextual

criticism（テキスト批評ではなく、本文批評と

訳されます）です。ケンブリッジ大学では大学

院の一年目でこの本文批評が必須科目となって

おり、その教科書がPhilip　Gaskell，　A・New・lntro－

duction　to　Bibliography（Oxford，1972）ですが、

これによって古い本の成り立ちや構造を勉強し

ます。そして、シェイクスピアの時代は活字を

一つ一つ拾って印刷していましたから、植字工

が拾い間違いを犯すこともあり、その誤りを正

すのが校訂emendationであると考えられてき

たのですが、20世紀末には、版によって異同が

あるのは、書き換えが起こっているからだ、シェ

イクスピアは改訂を加えているということで、

Emest　A．　Honigmann，“Shakespeare　as　a　Reviser”

in　Textual　Criticism　and　Literary　lnterpretation，　ed．

J．J．　McGann（Chicago，1985）のような議論が出

てきました。したがって『リア王』の場合は、

The　Divison　of　the　Kingdoms’Shakespeare　’S　7WO

Versions　of’Kin8　Lear’，　eds．　Gary　Taylor　and　Mi－

chael　Warren（Oxford，1983）で論じられるよう

に、フォリオとクォートでは違う『リア王』な

のだということになって、オックスフォード版

では、それらを別々の作品として取り扱うよう

になったといういきさつがあります。

　問題は、フォリオとクォートで違うといった

面倒なケースがない場合でも起こります。

　たとえば『ロミオとジュリエット』は今述べ

たようにSecond　Quartoを底本にすればよく、

テクスト上難しい問題はありませんが、次の例

をご覧ください。

　ロミオとジュリエットが初めて出会う夜会の

場が第一幕で終わり、続いて「第二幕第一場

キャピュレット家の庭園の塀に沿った小径」と

いう場面でロミオが隠れ、ロミオと一緒に帰ろ

うとするマキューシオとベンヴォーリオがロミ

オを捜した末、諦めるという場面からの引用で

す。まず、昔の角川文庫の三神勲訳を読んでみ

ます。

ベンヴォーリオ　うん、行こう。だいたい

　むだな話だよ、

探したって。むこうは見つかりたくないん

　だから。　　　　　（退場）

第二場　キャピュレット家の庭園

　　　　　　　（ロミオ登場）

ロミオ他人の傷あとを笑えるのは、自分

　で痛手を負ったことがないからだ。

　　（ジュリエットニ階の窓に現われる）

ロミオ　おや！　なんの光だろう、あの窓

　からさすのは？

　このあと、ロミオはバルコニーにジュリエッ

トがいるのを見つけ、「ロミオ、ロミオ、どう

して貴方はロミオなの」で知られるバルコニー

の場面へと続くわけですが、クォートやフォリ

オでの原文はこうなっています。

Mercutio．　Come，　shall　we　go？

Benvolio．　　　　　　　Go　then，　for’tis　in　vain

　To　seek　him　here　that　means　not　to　be　found．

　　　　　　　　　　　　　　　　Exeunt

Romeo．　He　jests　at　scars　that　never　felt　a

　wound．

　But　soft，　what　light　through　yonder　window

　　breaks？

　つまり、第二場という幕場割りもなければ、

キャピュレット家の庭園という場面指定も原文

にはないのですが、現代の編者が校訂を加えた

英語のテクストをそのまま訳しているために、
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シェイクスピアのもともとのテクストとは変

わってきてしまっているのです。

　確かにロミオがバルコニーにジュリエットを

発見するとき、ロミオはキャピュレット家の庭

園に入り込んでいるので、庭園を舞台とする《第

二幕第二場》を区切るのは理にかなっているよ

うに一見思われますが、原典にはこのような区

切りがないどころか、シェイクスピアは「そん

なところで切ってくれるな」という明確なサイ

ンを残しています。それは、《第二幕第一場》

とされた最後のベンヴォーリオの台詞と《第二

幕第二場》とされた最初のロミオの台詞を並べ

てみればわかります。その二行の語尾に注意し

てください。foundとwound（ワウンドと発音）

で韻を踏む二行連句になっているのです。この

二行を切ることはできません。切れるのはむし

ろ、この二行連句のあとです。それまでのベン

ヴォーリオたちの「ロミオ探し」が、この二行

連句によって終止符を打たれ、次の瞬間、ロミ

オが目を上げて、「だが待て、あの窓からこぼ

れる光は何だろう？」とジュリエットに気づく

ところから新たな場面が始まっている　　とい

うのが、シェイクスピアの作ったドラマの流れ

なのです。この場面の区切りの問題は、『ロミ

オとジュリエット』に限ってもかなりいろいろ

なことを論じる必要があるのですが、詳しくは

この6月に出た角川文庫『新訳ロミオとジュリ

エット』の訳者あとがきに書きましたので、そ

ちらを参照していただければ幸いです。要する

に、シェイクスピアを訳すときは、そもそもシェ

イクスピアのテクストとは何なのか、現代の編

者が手を入れたテクストの向こうにあるシェイ

クスピアの意図を再考しなければならないとい

う問題があることになります。

　次にシェイクスピア作品のなかで恐らく最も

有名な『ハムレット』のTo・be，　or・not・to・beの場

面に触れたいと思います。

b）韻文と散文の違いによる劇的モードの変化

To・be，　or　not　to　beの独白から尼寺の場へと続

く第三幕第一場の流れを、途中省略した形で、

まずは福田1亙存訳で読んでみます。

　　生か、死か、それが疑問だ、どちらが男ら

　　しい生きかたか、じっと身を伏せ、不法な

　　運命の矢弾を耐え忍ぶのと、それとも剣を

　　とって、押しよせる苦難に立ち向い、とど

　　めを刺すまであとには引かぬのと、一体ど

　　ちらが。いっそ死んでしまったほうが。死

　　は眠りにすぎぬ一

　　　　　　　　　〔中略〕

　　ハムレット　なにもやったおぼえはない

　　オフィーリア　なぜそのような。よくこぞ

　　　んじのはず。やさしいお言葉があればこ

　　　そ、大切に思っておりましたのに。その

　　　香が失せましたからには、もうほしゅう

　　　はありませぬ。くださったお方のお気も

　　　ちが変れば、どんな贈り物も蝋細工同然、

　　　心の正しい女なら。本当に、ハムレット

　　　様。（胸のうちから宝石を取りだし、ハ

　　　ムレットの前のテーブルのうえに置く）

　　ハムレット　（敵方の一計をおもいだし）

　　　は、はあ！　では、オフィーリア、お前

　　　は、嘘のつけぬ女か？

　　オフィーリア　え？

　　ハムレット　それとも器量自慢か？

　　オフィーリア　なぜ、そのような？

　　ハムレット　いや、誠実でしかも器量よし

　　　とあれば、その二つはたがいにつきあい

　　　させぬがいいと思ってな。

　　オフィーリア　わかりませぬ。美しい女に

　　　は誠実こそ何より似つかわしくは？

　　ハムレット　いや、とんでもない。なまじ

　　　の美しさが、貞淑な女を手もなく不義に

　　　陥れる。美人を操の鋳型に入れて矯めな

　　　おすとなると、容易なわざではないそ。
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原文は次のようになっています。ここで注目

したいのは、韻文で始まっていた場面がいつの

まにか、尼寺の場では散文に変わっているとい

うことです。韻文から散文に変わるきっかけは

どこにあるのか、その点に注意してください。

Tb　be，　or　not　to　be，　that　is　the　question：

V叱ether’tis　nobler　in　the　n並nd　to　suffer

The　slings　and　arrows　of　outrageous　fortune，

Or　to　take　arm［s　against　a　sea　of　troubles

And　by　opposing　end　them。　Tb　die－－to　sleep，

Hamlet．　Inever　gave　you　aught．

Oρhelia．　My　honour’d　lord，　you　know　right

　well　you　did，

　And　with　them　words　of　so　sweet　breath

　　compos’d

　As　made　the　things　more　rich．　Their　pe血me

　　lost，

　Take　these　again；for　to　the　noble　mind

　Rich　gifts　wax　poor　when　givers　prove　un－

　　kind．

　There，　my　lord．

Hamlet．　Ha，　ha！Are　you　honest？

Oρhetia．　My　lord？

Hamlet．　Are　you　fair？

Oρhelia．　What　means　your　lordship？

Hamlet．　That　if　you　be　honest　and　fair，　your

　honesty　should　adlnit　no　discourse　to　your

　beauty．

Ophelia．　Could　beauty，　my　lord，　have　better

　commerce　than　with　honesty？

Hamlet．　Ay，　truly，　for　the　power　of　beauty

　will　sooner　transform　honesty　from　what　it

　is　to　a　bawd　than　the　force　of　honesty　can

　translate　beauty　into　his　likeness．

韻文から散文に変わるきっかけ、それは、松

岡和子さんの訳を挟み込んだ部分にあるfor　to

the　noble　mindのmindと、次の行のunkindが

韻を踏んで二行連句になっているところです。

松岡さんの訳ではこうなっています。

　お返しいたします。品位を尊ぶ者にとっては

　どんな高価な贈物も、贈り手の真心がなくな

ればみすぼらしくなってしまいます。

（松岡和子訳『ハムレット』ちくま文庫）

　ここの箇所を訳すに際して、松岡さんは、オ

フィーリアが自分のことを「品位を尊ぶ者」な

んて呼ぶのは変だなあと思いつつ、書かれてあ

るとおりに訳しておいたら、蜷川幸雄さんの演

出の稽古場で、オフィーリア役の松たか子さん

が、私この台詞を父ポローニアスに言わされて

いる台詞だと思って言っていますと言い、それ

を聞いたハムレット役の真田広之さんが、ぼく

もこの台詞を聞きながら、ポローニアスに言わ

されているなと感じるんですと言ったので、松

岡さんは目から鱗が落ちる思いがしたといいま

す。しかも、この二行連句はあまりにも形式的

で、ポローニアスが考えそうな台詞です。つま

り、こういうことになります。オフィーリアが

突然二行連句を用いて格言じみたポローニアス

の言いそうな台詞を言うので、ポローニアスが

背後でオフィーリアの糸を引いているのを感じ

たハムレットはHa，　haと叫び、　Are　you　honest

と尋ねるというわけです。この二行連句の直後

のThere，　my　lordから韻文は崩れ、散文へと流

れ込むわけですが、韻文の最後が二行連句で締

めくくられるというのはシェイクスピアが多用

する形式性でもあります。

　こうしたことを考えますと、今読み上げた福

田訳は、そうした文体によるドラマの理解に基

づいていないために、「は、はあ！」という大

切な瞬間に、原文にはない「敵方の一計をおも

いだし」という余計なト書きを加えて別のドラ

マを作っていることがわかります。しかも、そ

の直前にある「胸のうちから宝石を取りだし、
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ハムレットの前のテーブルのうえに置く」とい

うト書きも原文にはありません。

　さらに言えば、そもそも、このハムレットが

独白をする場面の冒頭に、福田訳では、「会議

の問につづく大廊下　壁掛が垂れさがっている。

中央にテーブル。一方の端に脆拝台。」と書か

れていますが、こうしたものも一切原文にあり

ません。これらは、いずれもジョン・ドー

ヴァー・ウィルソンが勝手に書き加えた実に散

文的なト書きであり、それをシェイクスピア作

品として受け入れてしまったことに福田訳の致

命的なミスがあると言えますが、何よりも問題

なのは、韻文を韻文として訳さず、すべて改行

をとっばらって散文に変えてしまっているため

に、韻文から散文への変化によって起こるドラ

マといったものを扱えなくなっているというこ

とでしょう。

　次に私の訳を紹介しておきます。問題となる

二行連句のところは、行末の音を機械的にそろ

えるのではなく、音の重なりによって技巧性が

感じられるように、「贈物」「おとるもの」の重

なり、上等、情の「じょう」という音の重なり

などを試みています。

　してくだった。その甘い香りが、失せま

した。

　お返し致します。気高い心には、わかる

のです。

　上等な贈物も情こもらざれば劣るもの、

と。

　さあ、どうぞ。

ハムレット　ははあ！　おまえは誠実か？

オフィーリア　殿下？

ハムレット　おまえは美しいか？

オフィーリア　どういうことでしょう。

ハムレット　もし誠実で操正しく美しいな

　ら、その操の正しさにおまえの美貌と口

　をきかせるな。

オフィーリア　美貌は、操の正しさとこそ

　交わるべきではないのでしょうか。

ハムレット　そりゃそうだ。美貌と交われ

　ば、操の正しさも、朱に交わって赤くな

　り、たちどころに男をたらしこむからな。

　操の力で美女が誠実になったりなどはし

　ない。（河合訳『新訳ハムレット』角川文庫

　より）

ハムレット　生きるべきか、死ぬべきか、

それが問題だ。

　どちらが気高い心にふさわしいのか。非

道な運命の矢弾を

　じっと耐え忍ぶか、それとも

　怒涛の苦難に斬りかかり、

　戦って相果てるか。死ぬことは一眠る

こと、

　　　　　　　　〔中略〕

ハムレット　何もやった覚えはない。

オフィーリア　殿下、くださったではござ

いませんか。

　甘いお言葉も添えて、贈物をかけがえの

ないものに

2．詩的要素

a）blank　verseの韻律（リズム）＝iambic　pen－

tameter（弱強五歩格）

　ロミオとジュリエットの第1幕第5場、二人

が出会う出会い場の場面で、ロミオが初めて

ジュリエットにキスをするときのソネット形式

で語られる口説きの14行の台詞の最初の4行で

す。弱強五歩格をわかりやすくするために、ア

クセントのある言葉を太字にしました。読んで

みます。

　　If　l　profane　with　my　unworthiest　h國

　　（いやしいわが手がもしもこの）

　　This　holy　shrine・the　gentle　sin　is　thjs：

　　　　　　　　　けが
　　（聖なる御堂を汚すなら、どうかやさしい
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おとがめを。）

My　lips，　two　blushing　piIgrims，　ready　st國

（このくちびる、顔赤らめた巡礼二人が、

控えています）

To　smooth　that　rough　touch　with　a　tender

kiss．（乱暴に触れられた手を優しい口つ

がけで慰めるため。）

（河合『ロミオとジュリエットー恋に落ちる

演劇術』みすず書房、理想の教室シリーズより）

　このリズムがiambic　pentameterであり、これ

でもし行末にライムがなければblank　verseと

いうことになるわけですが、ここではhandと

stand、　thisとkissが互い違いに韻を踏んでソ

ネットの第一スタンザを形成しています。さて、

私の訳は括弧の中で示した七五調のものです。

ソネットの高度な形式性を示すには、七五調の

ような日本の詩の形に置き換える方法があるわ

けですが、わざと少しその形式を崩していくこ

とで現代人の抵抗を減らしたところもあります。

　その他、先達の見事な例も参照しておきたい

と思います。

　このいや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けが

　此賎しい手で尊い御堂を汚したを罪とあ
　　　かお　　あか　　　　　　　　　　　　　　　　この

らば、面を赦うした二人の巡禮、此唇めの
キッス　　　　　　　　　　　　　　　よご　　　　あと　なめら　　　きよ

接燭を以て、粗い手の稼した痕を滑かに浄

めませう。（坪内適遙訳）

　坪内迫遙訳は、そのテンポのよさで処理して

いるといってよいでしょう。小田島雄志先生の

は、言葉を区切ってスペースをいれることで、

詩としての文体を強調する工夫をなさっていま

す。

　もしもこの　いやしいわが手が　あなた

の手にふれ、

　聖堂を　汚せば罰は　もとより覚悟。

　この唇　はにかむ巡礼が　やさしい口づ

けで

　手荒な手の　あとぬぐうべく　ひかえて

おります。

　　　　（小田島雄志訳、白水社Uブックス）

b）hal伺ineなどによるテンポのよさ

　さて、詩としてのリズム、テンポの良さなど

が問題になってくるわけですが、次にhalf－line

をとりあげます。例として掲げたのは、『ハム

レット』第一幕第二場、父の亡霊が出たことを

聞いたハムレットがホレイシオたちにそのとき

の様子をたずねる緊迫した場面です。まずは、

福田訳を読んでみます。

　ハムレット　で、その顔つきは、さぞ不快

　な？

　ホレーショー　怒りよりは、むしろ悲しみ

　に沈んだ表情とでも。

　ハムレット　青ざめてか、それとも燃える

　ような？

　ホレーショー　いえ、ひどく青ざめて。

　ハムレット　それで、目は、じっと？

　ホレーショー　たえず、こちらを。

　ハムレット　その場に居合わせたかった。

　　　（福田恒存訳『ハムレット』新潮文庫より）

原文はこうなっています。

　Hamlet．　What　look’d　he，　frowningly？

　Ho　ratio．　A　countenance　more　in　sorrow　than

　　ln　ange「・

　Hamtet．　Pale，　or　red？

　Horatio．　Nay，　very　pale．

　Hamlet．　　　　　And　fix’d　his　eyes　upon　you？

　Horatio．　Most　constantly．

　Hamtet．　　　　　　　1　would　1　had　been　there．

　先ほどの弱強五歩格の読み方に従えば、最後

のHoratioとHamletの台詞は、　Most　COnstantly．

Iwould　I　had　been　there．と二人の台詞が合わ
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さって弱強五歩格が形成されていることがわか

ります。つまり、And　fix’d　his　eyes　upon　you？

とIwould　I　had　been　there．が右寄せになってい

るのは、その前の台詞と合わさってそれぞれ一

行を形成しているからです。そして、この半分

ずつの台詞をhalf　lineと呼びます。私の翻訳は

ジョナサン・ケントというイギリス人の演出家

を招いたプロダクションで用いられましたが、

その際、ジョナサンは、この場面で、ここはhalf

－lineだから台詞のあいだに絶対間を空けては

いけない。畳み掛けるように言って緊張感を出

せと指示しましたが、そのときの私の訳は次の

ようなものでした。

ハム顔つきは、険しかったか。

ホレ　怒りというよりは悲しみの表情で。

ハム蒼ざめてか、紅らんでか。

ホレ　かなり青ざめて。

ハム　　　　　　　　目はじっと君を？

ホレ　見据えたまま。

ハム　　　　その場に居合わせたかった。

　　（河合訳『新訳ハムレット』角川文庫より）

　これはwoeとRomeoの韻を「至り」と「物

語」で表わそうとしたものです。

　こうした試みは、小田島雄志先生の十八番で

す。小田島先生の『ヴェニスの商人』からその

例をひくことで、先生の隠れた努力に光を当て

たいと思います。

　　　　第1幕第1場の最後：

見つかりさえすれば、もう手に入ったも同

然だ。

おれにたいする信用か好意がものを言うの

は当然だ。

Where　money　is，　and　I　no　question　make

To　have　it　of　my　trust，　or　for　my　sake．

　　　　第2幕第3場の最後：

約束を守ってくださるなら、私はこの苦し

みをいまに

抜け出し、キリスト教徒になるわ、あなた

のいい妻に

If　thou　keep　Promise　I　shall　end　this　strife，

Become　a　Christian　and　thy　loving　wife！

　こうしたhalf－lineに注意して、その効果を翻

訳に生かすように訳している翻訳家は小田島雄

志先生以外はほとんどいないというのが実情で

す。

c）rhyming　couplet（二行連句）などの押韻

　（ライム）の面白さ

角川文庫『新訳ロミオとジュリエット』の結

びの言葉はこうなっています。

かつてないほどの悲しみの至り。

これぞ、ロミオとジュリエットの物語。

For　never　was　a　story　of　more　woe

Than　this　of　Juliet　and　her　Romeo．

　　　　　　最終場の最後：

さあ、これからおれの人生はしあわせで

いっぱいだ

ただ一つ、ネリッサの指輪をなくすかどう

かだけが心配だ。

Well，　while　I　live，1’11　fear　no　other　thing

So　sore，　as　keeping　safe　Nerissa’s　ring．

　こうした二行連句は場面の最後に現われて、

場面を締めくくる働きをしていますので、日本

語でも音の遊びがなくても少なくとも格好よく

決められるインパクトのある台詞にしなければ

なりません。

　響きあう音が二行だけならば、あまり気にも

ならないかもしれませんが、この二行連句が繰
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り返されていく英雄詩体（Heroic　couplet）にな

ると、音によって選ばれた言葉の響きが重要に

なります。

　『ロミオとジュリエット』第1幕第3場でキャ

ピュレット夫人が、娘ジュリエットにパリス伯

爵を勧めるときのきわめて修辞的で形式的な台

詞をご覧ください。

This　precious　book　of　love，　this　unbound　lover，

To　beautify　him　only　lacks　a　cgy璽．

The　fish　lives　in　the　sea；and’tis　much　p瞳

For　fair　without　the　fair　within　to　hide．

That　book　in　many’s　eyes　doth　share　the　glgry

That　in　gold　clasps　locks　in　the　golden　stg1｝C．

So　shall　you　share　all　that　he　doth　poss塵，

By　having　him，　making　yourself　no　less．

貴重な恋のこの本は、まだ綴じられていな

　い自由勉＿

製本するのに必要なのは妻という名の表紙

　のみ。

美しき表の奥にあるべきは美しき奥方、
　　　　うお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すがた

水を得た魚のごとく、美が美を包む晴れ姿。
　　　　　　　　　　　　　　　おうごん
世の賞賛を受けたこの本が秘める黄金物亟

金の留め具でしっかり留めるのが真の世渡

　り。

あの方を夫に持てば、すべてはみなおまえ

　のもの。

おまえが失うものは何一つないのですもの。

　（河合訳『新訳ロミオとジュリエット』角川

　文庫より）

　すると、わかってくるのは、この台詞の重要

性は、言葉の中身にあるのではなく、外面的な

飾りにあるのだということです。キャピュレッ

ト夫人その人が世間体などの外面だけにこだ

わって、ジュリエットの心のうちには配慮して

いないこととも重なって、この台詞は、どうし

てもその虚飾性を示す訳にしなければなりませ

ん。

　一般的に言っても、このような技巧的な台詞

の場合、たとえばcoverという言葉が出てきた

のはloverと韻を踏むためであって、別に表紙

という意味がそれほど必要だったからではない

といったことがあります。劇作家がこれらの台

詞を執筆した動機を探れば、翻訳の方法も見え

てきます。言葉を選ぶ際、意味ではなく、音で

選んでいるなら、音にこだわらなければならな

いということです。

　ところが、その逆に音の響きを無視し、意味

だけを訳してよしとする翻訳がよくあります。

私はそうした訳を説明訳と読んでいますが、実

際の翻訳にはこうした説明訳が横行しているの

が実情です。

3．原語のニュアンス

a）言葉遊び

　さて、最後に原語のニュアンスですが、ある

意味でそれさえ伝えることが出来れば、翻訳は

成ったと言うこともできる大きな問題です。ま

ず、今までの話の流れにそって、言葉遊びにつ

いて考えてみます。

New　plays　and　maidenheads　are　near　akin，

Much　followed　both，　for　both　much　money

　gi’en，

If　they　stand　sound　and　well．　And　a　good

　play－

Whose　modest　scenes　blush　on　his　marriage

　day，

And　shake　to　lose　his　honour－is　like　her

That　after　holy　tie　and　first　night’s　stir

Yet　still　is　modesty，　and　still　retains

More　of　the　maid　to　sight　than　husband’s　pains．

これは、シェイクスピアがフレッチャーと書
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いた『二人の貴公子』のプロローグで、フレッ

チャーが書いたと思われる部分ですが、これも

heroic　coupletで書かれています。英文を読みま

すと、先ほどと同様に、というより、それ以上

に、言葉の響きを合わせるために書かれている

というところがあります。となれば、訳をする

にしても、その音を重視することになります。

新作芝居とかけて、処女と解く。

見物をわくわくさせて帯を解く。

大金払っても是非見たい、

芝居の初日は初夜みたい。

どきどきしながら幕開けて、

顔を赤らめ、膜捨てて、

すぐれた芝居は女の味わい、

まくがあいても乙女の恥じらい。

（河合訳、シェイクスピア＋フレッチャー『二

　人の貴公子』前口上、白水社刊）

　こうなってくると、ライムは言葉遊びの範躊

に入り込んできます。

　そしてシェイクスピアは、行末のみならず、

文中でも大いに言葉遊びをすることは有名な話

です。たとえば、あまり注目されてこなかった

シェイクスピアの『エドワード三世』から例を

見てみます。第2幕第2場、伯爵夫人の場とし

て有名な場面です。英雄であるエドワード三世

が、ソールズベリー伯爵夫人の美貌に目がくら

んで、彼女をロ説こうとし、逆に貞淑な夫人に

諭されて改心する場面です。この場面をシェイ

クスピァが書いたことは多くの学者が認めてい

ますが、なかでも次のような言葉遊びは、いか

にもシェイクスピアらしいものといえます。

王　なにを言う、美しき恋人？　覚悟はよ

　いか？

伯爵夫人　錯誤を犯す覚悟はできています。

　ですから、こうしてください。

Ki．　What　saies　my　faire　loue，　is　she　resolute？

Co．　Resolute　to　be　dissolude，　and　therefote

　this．

　このdissoludeはdissoluteと読みます。錯誤

（dissolute）と覚悟（resolute）の言葉遊びは、

シェイクスピアが『ヘンリー四世』第一部第一

幕第二場三四行と『ウィンザーの陽気な女房た

ち』第一幕第一場二五四～五行でも行っている

が、他の劇作家でその例はみつからないという

ことも、この部分がシェイクスピアの筆になる

と考える根拠となります。

　こうした言葉遊びは、シェイクスピア作品の

随所にみられます。

b）言葉の文化的意味

　再び、シェイクスピアの『エドワード三世』

からの引用ですが、ソールズベリー伯爵夫人が

スコットランドの攻撃から救出してくれる味方

を迎え入れる際、

伯爵夫人

mers　day）

ああ、うれしい夏の日。（OSom一

　と叫びますが、この「夏の日」には、すがす

がしいものという連想が働いています。それは

Shall　1　compare　thee　to　a　summer’s　day？（Sonnet

18）という有名なシェイクスピアのソネットの

言葉を見てもわかるのですが、日本では「夏の

日」は、むしろクーラーがないととてもやって

いけない高温多湿の、すがすがしいどころか、

むしろ忍耐を強いられる気候を連想させます。

こうなってくると、もう訳出不可能で、あとは

解説に頼るしかないということになりましょう。

　また、別の例で、hom（角）といえば、　cuck－

old、つまり寝取られ亭主を連想するといった

言葉の連想性が現在では失われているというこ

ともあります。
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　原文をよりよく理解したうえで、それを新た

に日本語で表わす力で勝負するのが翻訳です。

これはたぶんNew　Criticismが作者と同等な読

者の力を考えたのと同じで、翻訳者は異文化に

おいて作者と同等な立場に立つつもりにならな

いといけないということだと思います。しかし、

四百年前のシェイクスピアの場合、失われてし

まった文化的背景はあまりにも大きいのです。

失われた文化は翻訳不可能ですし、翻訳には正

解はありません。せめてシェイクスピア翻訳家

として心得るべきは、textual　criticismを始めと

する多大なシェイクスピア学の蓄積を翻訳に生

かし、演劇の現場に活かしていくということで

あろうと思います。
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