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＜プログラム＞ 

 

 

翻訳セミナー in Niigata 

翻訳ってなんだろう  ～翻訳と編集の舞台裏から～ 

 

日時：2014年 12月 13日（土）午後 1時～5時 

場所：新潟県立大学 1313大講義室 

 

 

進行 山田佳子 

 

あいさつ   1:00～1:10   

基調講演   1:10～1:45 館野晳 日本における韓国文学翻訳の過去・現在・未来 

 

翻訳の舞台裏 1:45～2:45    

渡辺直紀         韓国文学評論の翻訳の舞台裏 

吉川凪         詩翻訳の怖ろしさ 

きむ・ふな       韓国語ネイティブの日本語翻訳 

 

   休憩 2:45～3:00 

 

編集の舞台裏 3:00～4:00   

関正則（平凡社）   翻訳編集の楽しみと悩み 

中川美津帆（フリー)  読者と翻訳者のあいだに立って 

西泰志（文藝春秋社） 編集者から見た良い翻訳(者)とは 

 

全体座談会  4:00～5:00  司会 波田野節子 

 

  

主催：新潟県立大学 後援：韓国文学翻訳院 / 駐新潟大韓民国総領事館  



3 

 

 

ご挨拶 

                                

 新潟県立大学学長 猪口孝 

  

このたびは、お忙しいなか、新潟県立大学主催の翻訳セミナー「翻訳ってなんだろ

う～翻訳と編集の舞台裏から～」においでくださってありがとうございます。 

このセミナーは、本大学が行なってきた「新潟発の韓国文学イベント」の第 4弾で

あります。これまではオ・ジョンヒ、キム・ジュンヒョク、シン・ギョンスク、キ

ム・エランという韓国の有名作家の方々をお迎えしてまいりましたが、今回は作家で

はなく、彼らが書いた文学作品を翻訳する翻訳家、そして翻訳家が訳した作品を読者

に届ける編集者にスポットを当てるという個性的な企画を立てました。出演者の方々

は、現場の第一線で活躍なさっている方ばかりです。 

地方都市でこれだけの活動をつづけている例は、あまりないのではないかと思いま

す。これからも新潟県立大学は、新潟という地方の文化的拠点として国際的な役割を

果していく所存です。どうぞ、今日は知的で国際的な楽しいひと時を、この新潟県立

大学で過ごして行かれてください。 

 

 

 

  

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bokutakusha.com/leviathan/leviathan.html&ei=PbV8VKzeNaHDmwX9vIHIDw&bvm=bv.80642063,d.dGY&psig=AFQjCNGd43HZLg7_qUzwMxJUAnP-5hSjbw&ust=1417545355199200
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  日本における韓国文学飜訳の過去・現在・未来         

 

 舘野 晳（日本出版文化国際交流会理事）       

 

 

日本と韓国、文学書の翻訳出版状況 

 

 韓国では日本の小説が数多く翻訳出版され、ひろく読まれていることは日本でも多少は

知られている。大韓出版文化協会の「出版統計」によれば、2013年の新刊刊行点数は 4

万 3146点、うち「文学」は 9296点（全体の 21.6%）である。さらに「文学部門の翻訳

書」は 2130点（「文学」の 22.0%）で、国別に見ると「日本」は 812点（38.1%）で第１

位を占め、アメリカ（473点）、イギリス（217点）、フランス（149点）などを大きく

引き離している。 

 韓国で大型書店を訪ねてみると、韓国語に翻訳された日本の小説やエッセイが目立つ場

所に陳列されており、いつも若い女性たちが群がっている。これは人気と売れ行きの関係

でそうなっているのである。このあたりの事情は、尹相仁ほか著『韓国における日本文学

飜訳の 64年』（出版ニュース社、12）所収のデータを見れば明白である。同書には飜訳

作品の書誌目録も収録されているから、日本の作家のどのような作品が飜訳紹介されてい

るのかも一目瞭然である。一読をお勧めしておきたい。 

 さて、その逆のバージョン、「日本における韓国文学の飜訳出版」の場合はどうだろう

か？ こちらのほうは日本側がかなりお粗末な状態になっており、データを示すのもはば

かれるほどである。2000年から 13年までの 14年間に、日本では 297点（タイトル）が

飜訳出版された。年平均では 21.2点となる。内訳は小説が 202点（文学飜訳書全体の

68％）、詩が 47点（15.8％）、評論 17点、エッセイ 15点、古典 12点、戯曲 4点であ

る。刊行数で見ると、韓国は 2013年だけで 812点になっており、日本は 14年間の合計で

297点だから、年平均で 21.2点。両者を対比すると、ほぼ 14対 1に相当する。このよう

に彼我の開きはとてつもなく大きい。 

 なぜ、これほど大きな差が生じているのか？ その要因の分析は別の場で述べることに

して、次に、これまで日本でどのような韓国・朝鮮文学が飜訳刊行されてきたかを追跡し

てみよう。 

 

どんな作品が刊行されてきたのか  
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[40年間に 14点！（1945年以前）] 韓国・朝鮮の文学作品の翻訳出版はいつから開始さ

れたのか？  

 任展慧『日本における朝鮮人文学の歴史』（法政大学出版局、94）よれば、文学評論で

は 1883年の李樹廷「蛇壇説」、詩では 1896年の安衡中「述懐」、小説ではかなり遅れて

1907年に白岳春史「多情多恨」が雑誌に掲載されたのを嚆矢としている。また、三枝寿

勝は「韓国文学関連日本語文献一覧」（『韓国の近現代文学』法政大学出版局、01、所

収）において、1924年の細井肇編『朝鮮文学傑作集』（奉公社）を最初の単行本に挙げ

ている。  

 任展慧は、韓末期と植民地時代を経て 1945年 8月 15日（敗戦）に至るまでの約 40年

間に、日本における朝鮮人の文学活動によって発表された朝鮮語及び日本語の作品数を、

合計 1488篇（朝鮮語 788篇、日本語 700篇、日本語単行本は 70点）であるとし、これら

の著者と作品名を前掲書で明らかにしている。ここで中心を占めているのは、朝鮮人留学

生組織の機関誌、同人雑誌、会報などに発表された作品である。だから発表媒体の性格か

らも読み手の多くは朝鮮人と推定される。したがってここで指摘された数字によって、日

本での翻訳紹介が「多かった」とか「活発だった」と見なすことはできない。 

 他方、三枝寿勝は前掲書の「文献一覧」において、1945年 8月までの飜訳出版物とし

て李光洙『有情』（40）、李泰俊『福徳房』(41)、金素雲編訳『朝鮮詩集』(43)など 14

点を挙げている。この「一覧」では朝鮮人留学生組織の機関誌・会報などは調査対象外と

している。調査対象は商業出版物であり、該当する出版物の点数は僅かなものだった。だ

から戦前・戦中期において、日本の一般読者が朝鮮の文学作品に接する機会はごく限られ

たもので、作品数は多くはなかったと判断することができる。 

 結論的に「当時、日本社会の植民地朝鮮の文学に対する関心は薄く、翻訳出版された作

品点数は極めて少なかった」とだけ言っておきたい。 

 

[北朝鮮作品の紹介が先行する（1945~70年）] 敗戦後、最初に翻訳紹介された小説作品

は、李箕永（金達寿・朴元俊訳）『蘇える大地』（ナウカ社、51）だった。詩は閔丙均他

（許南麒訳）『朝鮮はいま戦いのさなかにある』（三一書房、52）である。ここから

1965年頃までの約 15年間は「北朝鮮」系作家の作品が時折り翻訳出版されている。その

数は決して多いものではなく、韓雪野『大同江』（55）、韓雪野『歴史』（60）、韓雪野

『黄昏』（60）、李箕永『故郷』（60）、『三人の青年——現代朝鮮小説集』（60）、石潤

基『戦士たち』（64）、黄健『ケマ高原』（65）など約 30点だった。 

 他方、韓国側の作品紹介は皆無に近い状態だった。当時の日本の一般的な朝鮮半島認識

としては、北朝鮮は日本の植民地支配や朝鮮戦争による国土破壊にもめげずに、社会主義

建設に邁進する国、経済発展の目覚ましい国として称賛の対象になっていた。これに対し

韓国は、軍事独裁政権が支配する政経癒着の 
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腐敗した国というものであり、多くの住民は生活の貧困にあえぎ、将来に希望を見いだせ

ない絶望的な状況にある、と印象づけられていた。 

 したがって韓国文学に対しても、紹介に値する作品は存在しないとの認識が支配的で、

その紹介はごく限られたものだった。また、当時の日本では、韓国文学に関する情報が決

定的に不足しており、韓国語を読むことができ、韓国文学を理解できる日本人はほとんど

いなかった。だから文学作品の紹介や翻訳となると、つい朝鮮総連系の文化人に頼らざる

を得なかった。したがって作品紹介にも偏りが生じてしまったのである。   

 この時期の韓国の文学作品の紹介となると、まず金素雲の仕事を挙げねばならない。飜

訳に『朝鮮詩集』（52、54）、『ネギをうえた人（民話集）』（53）、『ろばの耳の王さ

ま（童話集）』（53）。日本語によるエッセイに『恩讐三十年』（54）、『希望はまだ棄

てられない』（55）、『アジアの二等船客』（56）などがあった。金素雲のその後の飜訳

としては、岩波文庫版『朝鮮童謡選』『朝鮮民謡選』(72)があり、優れた飜訳の手腕と日

本観察の緻密さを示してくれる。 

 また、戦前に出た飜訳書を戦後に重版したケースもあった。李泰俊『福徳房』（55）、

韓雪野『大同江』(55)、『現代朝鮮文学短篇集』（55）がそれである。 

  ここで指摘しておきたいのは『ユンボギの日記』（太平出版社、65）のヒットであ

る。ユンボギ少年が、けなげに幾多の困難に立ち向かう様子を綴ったもので、そのひたむ

きさが日本の読者の心をがっちりとつかんだ。だが、結果的には韓国社会の貧しさと不条

理を強く印象づけることになり、日本人の韓国認識の転換を促すことにはならなかった。 

 

[日本人による飜訳の開始（1971~2000年）] 1970年 12月に『朝鮮文学』という 64頁の

雑誌が創刊された。その母体は 3年前に日本人の同人 5名が朝鮮文学の紹介を思い立って

始めた読書会だった。その後、会の拡大につれて研究対象とした作品が増えたので、一般

向けの飜訳書を出すことになった。それが朝鮮文学の会編『現代朝鮮文学選（Ⅰ.Ⅱ）』

（創土社、73.74）である。日本人が朝鮮語の原書を読み、作品の取捨選択をし、飜訳・

編集した最初の画期的な仕事だった。収録作家は南廷賢、趙廷来、崔仁勲、朴順女、金東

里、蔡萬植、黄順元から越北した李泰俊、朴泰遠、中国在住の金学鉄まで、収録作品は 2

巻で 27篇だった。 

 こうして、この頃から韓国の文学作品が相次いで飜訳刊行されるようになった。崔仁勲

『広場』（78）、李清俊『書かれざる自叙伝』（78）、『趙世煕小品集』（80）、尹興吉

『黄昏の家』（80）、金東里『巫女・乙火』（82）、朴景利『土地』（8巻、未完結、

83~86）などである。 

 また、作品集もかなりの数になった。金素雲編訳『現代韓国文学選集』（6巻、

73~76）を手始めに、李氶玉編訳『現代韓国小説選』（3巻、78~85）、古山高麗雄編『韓

国現代文学 13人集』（81）、大村益夫ほか編訳『朝鮮短篇小説選』（2巻、84）、中上

健次編『韓国現代短編小説』（85）、大村益夫ほか編訳『韓国短編小説選』（88）、李氶
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玉ほか監修『朝鮮文学選（1）解放前篇』（90）、姜尚求編訳『韓国の現代文学』（6

巻、92）、めんどりの会編訳『ガラスの番人——韓国女性作家短篇集』（94）、ほんやくの

会編訳『冬の幻——韓国女性作家作品集』（65）という具合である。これらの作品集に収録

されたことで、韓国の近現代の文学作品がやっと日本人読者にも知られるようになった。

だが、いまではこれらの作品集を読もうとしても、大型書店にはなく、公立図書館でも常

備されていないことが多い。そもそも版元に残されているケースが稀なのである。 

 さて、この時期に「金芝河ブーム」が起こったことも記憶に留めておきたい。詩集・評

論集など 11冊あまりが、71年から 76年にかけて集中的に刊行された。金芝河が投獄さ

れて法廷で裁かれ、それをメディアが克明に報道したためである。軍事政権に抵抗する詩

人のイメージは日本人の心に強く残った。いま中年以上の日本人に知っている韓国人文学

者の名前を尋ねると、真っ先に金芝河の名前が挙がるのは、当時、メディアや単行本が、

彼の作品や行動をひろく伝えられたからである。 

 さらにこの時期には、これまでよりも韓国文学の紹介の幅が拡大し、多様化したことを

指摘しておきたい。韓国に関する情報が豊富になり、人と物資の往来が盛んになったこと

の反映だろう。軍事政権の退陣、民主化の進展、ソウルオリンピックの開催なども、日本

人が韓国に親近感を寄せるきっかけになった。 

 韓国で大衆的な人気を得ていた金洪信の『人間市場』（86）、『日本上陸——続人間市

場』（88）、金辰明の『ムクゲノ花ガ咲キマシタ（上下）』（94）、蒋正一の『アダムが

目覚めるとき』(92)などが登場したが、売り上げの面でヒットしたのは、馬光洙『楽しい

サラ』（94）だった。韓国で発禁、著者は逮捕というニュースが伝えられたためである。 

 いま日本の大型書店に行くと、韓国映画やテレビドラマの原作、シナリオ、ノベライ

ズ、歴史的背景、撮影秘話、主演俳優の紹介など、関連する出版物が幅を効かせている。

これらのすべてを「文学作品」と見なすことはできないが、日本人の韓国文化・文学への

接近に一定の役割を果たしたことは疑いないだろう。その意味で李清俊『風の丘を越えて

ー西便制』（64）の刊行は、その後の賑わいの口火になったと言える。『西便制』は日本

市場でヒットした韓国映画の第 1号であり、映画に続いて原作が飜訳発売されたことも、

これが最初だったからである。その後はいま書店で見かけるように、「まず映画・ドラマ

ありき」の状態が続いている。 

 最後に、この時期に刊行された重要な作品を挙げておこう。沈熏『常緑樹』（81）、李

光洙『有情』（83）、黄晳暎『客地ほか五篇』（86）『武器の影』（8９）『張吉山

（1~3）』(94~96)、高銀『華巌経』（95）、金源一『冬の谷間』（96）、趙廷来『太白山

脈（全 10巻）』（99~2000）などである。 

 

[模索が続く韓国文学の紹介（2001年以降）] 厳密に年次を限定することはできない

が、ワールドカップの共同開催（02）と、ドラマ『冬のソナタ』の放映開始（04）が、日



8 

 

本人の韓国認識を大きく変えたことは確かだろう。もちろん、政治的・歴史的課題は数多

く残されているが、市民レベルで語り合う際の共通基盤が存在することは確認できた。 

 文学作品の紹介状況を見てみると、先にみた日本→韓国の場合のように、大きな潮流が

形成され、その流れは途絶えることなく現在も続いている。けれども韓国→日本となる

と、「韓流」映画・ドラマ・アニメの場合のように、力強い動きは見られない。せいぜい

途切れない程度に、作品を紹介するルートが確保された段階だろうか。この時期に刊行さ

れた作品を概括すると次の通りである。 

 まず、平凡社の「朝鮮近代文学選集」が 6巻目に到達した。李光洙『無情』（05）、姜

敬愛『人間問題』（06）、『短編小説集』（14篇、06）、蔡萬植『太平天下』（09）、

『金東仁作品集』（12篇、11）、廉想渉『三代』（12）である（廉想渉は『万歳前』

（03）もあった）。久しぶりの本格的選集であり期待は大きい。ぜひ完結に漕ぎ着けてほ

しい。 

  続いて 1920~30年代の有名作家の作品が何点か刊行された。李光洙『端宗哀史（上

下）』（14）、崔曙海『脱出記』（12）、『玄鎮健短篇集』（08）、廉想渉『万歳前』

（03）、蔡萬植『濁流』（99）、朴泰遠『川辺の風景』（05）などである。 

 さらに、現役作家を中心に編まれた短編作品集がいくつか出ている。三枝寿勝ほか訳

『現代韓国短篇選（上下）』（02）は、中堅・新鋭作家の作品 13篇、安宇植編訳

『6stories』(02)は女性作家の 6篇、加藤建二編訳（03）は 6篇、朴杓禮編訳『韓国女性

作家短編集』（04）は 6篇、猪飼野で鮮于燁の作品を読む会編訳『火花』（04）は 6篇、

金京子編訳『秘密の花園』は 8篇、安宇植編訳『いま、私たちの隣に誰がいるのか』

（07）は 7篇、『いまは静かな時』（10）は 10篇の短編小説を収めている。これらの合

計では 70篇になるから、決して少ない数字とはいえないだけう。 

 長編では朴景利『土地（青少年版）』（11.12）全 6巻が完結した。飜訳者（金容権）

の労を称えたい。最近はどうやら長編の刊行は困難になったようで、黄晳暎の大河小説

『張吉山』は 3巻で中断されたままになっている。 

  現役の著名作家となると、その黄晳暎の『懐かしの庭』（02）、『客人』（04）、

『パリデギ』（08）と 3点があり、人気の孔枝泳は『サイの角のようにひとりで行け』

（98）、『愛のあとにくるもの』（06）、『私たちの幸せな時間』（07）、『楽しい私の

家』（10）、『トガニ』（12）と点数では群を抜いている。一方、申京淑は『或る失踪』

（97）、『離れ部屋』（05）、津島佑子との往復書簡『山のある家 井戸のある家』

（07）、『母をお願い』（11）と続いたが、『母をお願い』は意外にも文庫版だった。 

 ほかに、『李浩哲『南のひと北のひと』（00）、『板門店』（0９）、李清俊『あなた

たちの天国』『隠れた指・虫物語』（10）、李文烈『ひとの子』（96）、『皇帝のため

に』（99）、呉貞姫『金色の鯉の夢』（97）、『夜のゲーム』（10）、蒋正一『LIES/

嘘』（01）、『コリアン・サラリーマンの秘密の生活』（02）、崔仁浩『他人の部屋』

『夢遊桃源図』（12）、李承雨『生の裏面』（11）、『植物たちの私生活』（12）、『真
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夏の視線』（13）、姜英淑『リナ』（11）、金熏『孤将』（05）、宋基淑『光州の五月』

（08）、洪盛原『されど』（10）、韓水山『軍艦島』（09）、鄭智我『歳月』（14）、朴

珉奎『カステラ』（14）などもあった。 

 ここで見過せないのは、東京の CUONと大阪のかんよう出版の奮闘ぶりである。CUONは

「新しい韓国の文学シリーズ」と銘打ち、韓江『菜食主義者』（11）にはじまり最新刊の

黄仁淑『野良猫姫』（14）まで、11冊（うち 2冊は詩集）を刊行してきた。いずれも現

在の韓国社会の一面を軽やかに描いた若手作家であるが、編者の作品選択の確かさを感じ

させる。先輩作家とのテーマ・手法の距離からも、変化しつつある韓国文学を実感させら

れる。 

 かんよう出版は、朴婉緒『慟哭、神よ答えたまえ』（13）、権ヒョンヨン『徳恵翁主』

（13）、金タククワン『愛より残酷、ロシアン珈琲』（13）などを刊行してきた。これま

で日本で刊行された韓国文学の世界とは、異なる分野に果敢に挑んでいるのが特色だろ

う。 

 

未来、これからの課題 

 日本における韓国文学の飜訳状況を、過去から現在までを概観してきた。冒頭、韓国に

比べて日本での韓国文学の翻訳紹介が貧弱だと述べたが、これまで挙げてきた作品のリス

トを眺めてみると、満足のいく結果ではなくても、かなりの水準まで、飜訳出版がなされ

ていると判断してもいいだろう。 

 韓国近現代文学史を飾った有名作家の作品が漏れなく紹介されているか、と反問されれ

ば、遺漏もかなり目に付く。事例を挙げて「この作品は出ていないではないか！」と言わ

れれば、確かにその通りだろう。けれどもこの 1世紀あまりの飜訳紹介の結果、多くの作

品が日本語で読める状態になったことは確かである。 

 ここで、第 1に望みたいのは、これらの翻訳書を読みたいときに、読める状態にしてほ

しいことである。これは出版社と書店、そして公共図書館に対するひとりの読者としての

希望である。 

 次に、出版社が韓国の文学作品を出しやすいような仕組みを作ってほしいことである。

現在もいくつかの機関が飜訳・出版の支援をしているが、これらの内容をさらに充実させ

て、刊行にともなうリスク回避の手段を講じていただきたいと思う。 

 第 3に、飜訳の質を高めるための努力である。長く韓国文学の日本語訳を読んできた

が、飜訳のレベルは決して高いとは言えないと思われる。相互研鑽の場を設けて精進する

ことが望まれる。 

 最後に、韓国文学作品に関する情報交換の場が求められているという点である。東京で

は 2年ほど前から、「K-book振興会」という民間有志団体が、韓国の出版情報を出版社

やメディアにつなぐ仕事をしているが、これが思わざる成果を生んでいる。出版社からも
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歓迎されており、メディアに紹介される機会も多くなった。まだ試行錯誤の段階である

が、これをステップにさらなる発展を目指したい。 

 

 以上、思いつきの域を出ないかもしれないが、長らく日本語に飜訳された韓国文学を読

んできた者としての感想を述べてみた。ご意見、感想をいただければ幸いである。                       

（2014.11.17） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************** 

中国大連生まれ。法政大学経済学部卒業、東京都庁勤務（定年退職）。（社）出版文化国際

交流会理事。日本出版学会会員。韓国関係の出版物の企画・飜訳に従事。著書:韓国式発

想法』（NHK 生活人新書）、『韓国の出版事情ガイド』（出版メディアパル）、飜訳書:『韓国の

政治裁判』（サイマル出版会）、『分断時代の法廷』（岩波書店）、『哭きの文化人類学』（勉誠

出版）、『ソウルの人民軍（歴史の前で）』（社会評論社、共訳）、編著書:『韓国・朝鮮と向き合

った 36 人の日本人』（明石書店）、『36 人の日本人、韓国朝鮮へのまなざし』（明石書店）、

『新韓国読本』（全 10 巻、社会評論社、共編）など。 

****************************************************************************** 
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韓国文学評論の翻訳の舞台裏 

                            

渡辺直紀（武蔵大） 

１ 

 私は、韓国文学の勉強を本格的に始めて、もう 20年以上になり、これまで韓国文学の作

品や評論などもそれなりに訳してきましたが、今回、パネリストとしていらしている方々

のように、それらの作業を旺盛にやってきたとはとても言えません。また、さらにお恥ず

かしいことに、訳したもののほとんどが、自分の読書の過程で、この作品がいいと考えて

訳したものよりは、出版社や編集者らの要請によって訳したものの方が圧倒的に多いので、

そのような意味でも、主体的に翻訳者としてふるまってきたとは到底言えません。ただ、

そのように無原則に仕事を引き受けてきた甲斐というものもあって、それぞれ世代が異な

る作家たちのスタイル、すなわち文体を、みずからの訳業を通じてじっくりと感じ取ると

いうこともそれなりに経験できました。パク・ワンソとペ・スアは文体が違いますし、パ

ク・ミンギュとソン・ソクジェももちろん文体が違います。その違いがどこからくるのか、

日本語と韓国語では語順や助詞使用が類似していますから、ひとつひとつ翻訳をこころみ

ていくところで、作家たちがみずからの渾身の文章をつむぎながら、人物を造形したり、

風景を描写していく努力の痕跡を、訳していく文章の順序に沿って垣間見ることができる

のです。それは一方で、文学を研究している者としても、とても勉強になる作業で、その

ような楽しい作業を、注文生産式ではありますが、させてもらったことにとても感謝して

います。 

 ただ、悲しいのは、やはり、自分が訳したいと思った作品が、出版の陽の目を見ないこ

とでしょう。私も大昔、出版社で編集者をやっていたことがあるので、企画の通し方／通

り方については、それなりに心得ているつもりですが、やはり、自分がやりたい仕事とな

ると、思い入れが強すぎるせいか、なかなかうまくいきません。まあ、もしかしたら、韓
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国文学の翻訳の現場は、まだまだ翻訳者の売り込みで企画が通ることよりも、出版社や編

集者の企画が先行して進むことの方が多いのかもしれません。日本における韓国文学の読

書市場は、昨今、クオンのような出版社の奮闘にもかかわらず、まだまだ小さいので、出

版社としても単に読書家たちの感覚だけで、出版企画を進めるということには臆病になら

ざるを得ないのでしょう。単行本の刊行は１冊売っていくらの世界ですから、企画の成否

が結果としてとてもはっきり出てきます。出版社もボランティアでやっているわけではあ

りませんから致し方ないことです。ですが、ただ読んだから訳した、というのではなく、

数多くの読みっぱなしの読書目録のなかでも、これは自分の言葉にしておきたい、するべ

きだと、翻訳者が考えた瞬間があったというのはとても貴重なことで、そこに翻訳者の情

熱といいますか、使命のようなものが必ずや介在すると思うのです。そのことが、率直に

いって、どのような体験なのかということ考えたりもします。おそらく、ある言語で書く

ということは、その言語による物書きの流儀を真似たりなぞったりするよりは、その言語

が背負っている歴史や言説、コードに切り込んでいくことですから（多和田葉子『エクソ

フォニー』）、そのことを、外国語の文学や文章を読みながら思いつくということは、す

なわち、なにか解体的な衝動を秘めながら、豊かなもの、あるいは場合によっては普遍的

なものを獲得していく快感にも似たものを感じてのことなのかもしれません。そのことが、

また文学作品を通じておこなわれるとなれば、つまり、その作品は、翻訳を通じて豊かな

ものを獲得する、以前の西洋中心、英・独・仏中心の正典（キャノン）の目録ではなく、

真に「世界文学」のライブラリーになっていくということなのでしょう（David Damrosch

『世界文学とは何か？』）。 

 

２ 

 これまでも私はいくつかの場所で、日本における韓国文学の翻訳について意見を求めら

れるということが何度かありました。2011 年 3 月にソウルで日本の国際交流基金の主催

で、こちらにいらっしゃる舘野皙さんの音頭で、日本における韓国関係の出版物の刊行の

現況を考えるシンポジウムが開催され、私も参加させてもらいました。私はそこで、やは



13 

 

りこちらにいらっしゃる波田野節子先生が大活躍されている、平凡社の韓国長篇小説の翻

訳シリーズのことや、作品社の李箱作品集、朴泰遠の長篇『川辺の風景』の刊行など、当

時の過去 5年間の韓国文学翻訳の盛況ぶりを紹介しました。今から考えても、この 2005年

から 2010 年ほどまでの時期の活況ぶりはかなりのものだったと思います。このように日

本の出版社はそれなりにかなり努力しているのだ、という私の指摘に、韓国側の参加者は、

それでもまだ足りないと言いたげだったことを覚えていますが、それよりもこの会議は、

会議の最中に日本で東北大震災が起こり、当然といえば当然ですが、関係者の方がそのこ

とを会議中に知らせたために、私を含めて日本から参加した方たちは、途中からどうも議

論に身が入らないようではありました。 

 その会議よりも前、2008年 10月に韓国文学翻訳院の主催でソウルで開催された会議は、

カナダのブリティッシュコロンビア大学の Bruce Fulton 先生や、また数年前に亡くなら

れた安宇植先生などともご一緒でき、とても貴重なご意見をうかがうことができました。

このとき私は自分の発表で、当時、他界されたばかりだった李清俊先生の代表作『あなた

たちの天国』（1976）を手がかりとして、自分が韓国や韓国文学に接近しようとしてきた

態度や心理について、多少反省的に述べました。それは、日本が朝鮮を植民地として支配

した事実に対して、旧宗主国の人間として持つ贖罪の意識（Colonial Guilt）の問題です。

贖罪意識をもつこと自体は悪いことではありません。ですが、その意識を形成している歴

史的な諸関係や構造が改善されることなく続くとき、この意識を持ち続けることは、場合

によってはきわめて面倒な問題を引き起こし、謝り続ける主体として、文学作品を見る目

も限定的なものに仕立てていきます。私にとって、まさしくそのような贖罪意識をもって

接近し、逆にしっぺ返しを喰らったのが、この『あなたたちの天国』という長篇小説でし

た。この小説はハンセン病患者の隔離施設・小鹿島病院に院長として赴任した善意の独裁

者が、地上の楽園の建設を謳いながら、病院の患者を干拓地開拓の労役に動員し、そして

一大破局を迎えるという、実話をもとにしたフィクションです。この善意の独裁者は、こ

の作品が発表された当時の韓国の大統領を彷彿とさせますし、また、実際にその病院が植

民地時代に作られた当時の日本人院長の「施恵意識」がどのようなものであったかを明瞭
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に物語っています。作家は、作品のなかで、この院長に対抗する存在であった病院職員の

男の述懐を通じて、運命をともにすることができない主体の間でやりとりされる、いかな

る善意や恩恵も虚偽であり、それは純粋な善意や恩恵ではありえないことを示しました。

私は、善意の独裁者や恩恵を施そうとしていた元院長に対する批判的な視角を得ようと、

この作品に接近し、そしてそのような自分の身のこなし自体が、またある種の「施恵意識」

のなせる技であることに気付いて茫然としました。 

 90年代中盤に韓国で大学院に通っていたとき、この作品をテキストとして読んで、この

ような経験をしたわけです。その後、何度か、この作品のよさを日本語で紹介したことも

ありました。また、李清俊先生とお会いする機会に恵まれたとき、この作品にまつわる数々

の興味深い逸話をお聞きしながら、これはいつかきっと日本語に翻訳したいと申し上げ、

先生のサイン入りの作品をあらためて頂くということもありました。ですが、その約束を

果たせないまま、先生は 2008年に他界されてしまいました。肺がんだったようですが、抗

がん剤治療を拒否し、そのまま永眠されたと聞きました。このときほど、もたもたして作

品を翻訳せずにいたことが悔やまれたことはありませんでした。その後、幸いにも、姜信

子さんがみすず書房から、この作品を翻訳して出してくれました。いや、彼女が私のため

に出してくれたわけでも、私が依頼したわけでも何でもなく、姜さんがご自身のお仕事と

して進められた結果ですが、私は、自分が翻訳できなかったことに恥じ入りながらも、自

分が「自分の言葉にしたい」と考えた、その想いが伝わったようで、とてもうれしかった

です。 

 考えるに、私は文学作品を読むとき、その作品が持つ意味とか意義のようなことを考え

る、妙な理屈をこねる癖がついてしまっているので、なかなか翻訳の作業に取りかかれな

いのかもしれません。先日、他の仕事で、ヤン・ユノクさんという、韓国で、村上春樹の

『1Ｑ84』をはじめ、日本文学の翻訳を専門にされている翻訳家の方に、ここにいらっしゃ

る、きむ・ふなさんなどとも一緒に東京でお会いすることがありましたが、彼女はとにか

く訳していること自体が楽しいので、仕事が入っていると、もういてもたってもいられず

に、自宅にいるときはつねに机に向かってしまうのだそうです。最近、やや低調になって
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きたとはいえ、それでも韓国の日本文学の読書市場は、日本の韓国文学の読書市場などと

は比べようもないほど大きなものです。そのような一種めぐまれた環境のなかで、一流の

翻訳家として相応のキャリアを積み重ねながら、翻訳を専業でやられているからという面

もあるでしょうが、それよりも何よりも、天性の翻訳家というのはこのような人のことを

言うのか、自分はじゃあ何なのだと、つい自問自答してしまいました。 

 

３ 

 

 私は、この発表のタイトルを「韓国文学評論の翻訳の舞台裏」としながら、評論関係の

翻訳についてはほとんどお話ししていませんでした。いまお話ししたように、私は理屈を

こねるのが好きな性分なので、このような文学評論や文学史研究の翻訳の仕事が回ってく

るのかもしれません。本にはなっていませんが、私は、韓国の季刊誌『創作と批評』の日

本語ウェブ版の翻訳者もやっています。主として対談記事の翻訳が私に回ってきます。み

なさんもご存じかと思いますが、韓国では有名新聞や出版社、地方自治体、その他、かな

り多くの各種団体や運動体などのウェブページが、英語のページとともに、日本語のペー

ジを持つようになりました。短い紙数で議論を重ねるという、評論や批評自体のフォーマ

ットが、インターネットのウェブページというメディアに似合っているためか、最近の評

論家は、本を出すよりも、ウェブページや自らのＳＮＳの運営に没頭することの方が多く

なったかもしれません。ですから、言うまでもなくその翻訳自体も、ウェブ上でなされる

ことが多くなりました。余談ですが、韓国文学翻訳院も、英文版だけでなくて日本語版の

電子ジャーナルなどをウェブページを通じて運営してくれれば、日本における韓国文学の

読者の底辺拡大にもさらに寄与されるだろうと思います。 

 社会批評や文芸評論の翻訳は、世論であったり、文学作品テキストであったりするもの

の一次的情報を、より立体的・動的に伝えるために有用です。韓国ではこのような出来事

が話題になっているけど、この評論家はその出来事について、他の評論家とは異なった意

見を持っていることを示すことで、多様な議論がどのように展開しているかを伝えること
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ができます。また、文学作品であっても、単に文字情報で伝わる物語内容だけでは素朴な

読み方しかできませんが、そのテキストをどのように読むべきかを提示する文芸評論がひ

とつあれば、外国の作品読者にとっても、また新たなイマジネーションを自らのなかに喚

起できる契機になります。 

 今年、私が翻訳・刊行した金明仁さんの文学評論集『闘争の詩学―韓国文学と民主化闘

争』（藤原書店）は、彼が 1980年代に運動圏の著名な評論家だったころの社会評論から、

ごく最近発表されたエッセイまでが収められていますが、訳書が出てから意外と各所から

問い合わせや質問があったのが、この本の一番最後に収められている中国朝鮮族の作家・

金学鉄（1916-2001）に関するエッセイでした。植民地時代には独立運動家（朝鮮義勇軍分

隊長）で日本に滞在中は投獄されたことがあり、戦後は北朝鮮を通じて中国の延辺に渡り、

作家として活躍した彼の業績については、大村益夫先生の研究と紹介がまずもって読まれ

るべきですが、金明仁さんのこの評論集で、初めて彼の存在を知ったという人も結構いた

ようです。長篇小説が多く、『海蘭江よ、語れ』（1954）や『激情時代』（1986）などが

代表作で、自伝『最後の分隊長』も有名ですが、日本では短篇数編以外はほとんど翻訳さ

れていません。大村先生にお聞きしたところ、「もう、作品を翻訳する力は残ってないな」

とのこと。私の翻訳予定リストにも、当然、これらの作品は入っていますが、さて、いつ

そのような時間が持てるか、はなはだ心もとないかぎりです。 

 また、現在すでに訳出を終えているものに、延世大の金哲先生の『腹話術師－小説から

読む植民地朝鮮』という本があります。植民地朝鮮の小説に関するテーマ批評ですが、話

題は、英語使用から恋愛、鉄道、方言、裁判、食べ物、金鉱など、多岐に渡ります。著者

の金哲先生の主旨は、韓国における近代語の形成と小説ジャンルの確立が、順調な過程を

経て実現したわけではまったくなく、近代性（modernity）と植民地性（coloniality）が

複雑にからみあいながら成就したことを、具体的な事例をあげながら示すというところに

あります。本書で言及されている小説作品の多くは、日本語にも訳出されていますが、や

はり、まだ一部は紹介されていない作品も結構ありますので、いい意味での植民地朝鮮文

学の案内書になるだろうと予感しています。 
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****************************************************************************** 

武蔵大学人文学部教授（韓国文学）  1965年東京生まれ。慶応大法学部卒。出版社勤務など

を経て 1994年に渡韓。韓国・東国大大学院博士課程修了。高麗大招聘専任講師などを経て、

2005年から武蔵大学人文学部教員。主要業績として、『戦争する臣民、植民地の国民文化―植

民地末朝鮮の言説と表象』（共編、ソミョン出版（韓国）、2010）、『移動のテキスト、横断する帝国』

（共著、東国大学校出版部（韓国）、2011）、『近代韓国、「帝国」と「民族」の交差路』（共著、本とと

もに（韓国）、2011）、「林和の言語論」（国語国文学 138、2005/1）、「林和の詩作品における抒情

性の位相について」（朝鮮学報、2006/10）、「李光洙と『新時代』」（植民地文化研究 10号、

2011/7）、「The Colonial and Transnational Production of Suicide Squad at the Watchtower and 

Love and the Vow」（Cross-Currrents: East Asian History and Culture Review, Vol.2, No.1、

2013/5）など。翻訳に、『闘争の詩学』（藤原書店、2014）、『韓国の近現代文学』（法政大学出版

局、2001）、ペ・スア「灰色の時」（短篇）、パク・ワンソ「親切な福姫さん」（短篇）、パク ミンギュ「ロ

ードキル--Roadkill」（短篇）など。  

******************************************************************************  
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詩翻訳の怖ろしさ――「鴉片」翻訳の試み 

                         
                

吉川凪（よしかわ なぎ）翻訳家 
 

はじめに 

 

詩の翻訳作業においては、文芸翻訳特有の難しさが極端な形で現れますが、基本的な問

題は小説やエッセイの翻訳とも共通するものです。ここでは同一の韓国語原詩にもとづく

数種類の翻訳詩を検討しつつ、翻訳者が直面する問題について考えたいと思います。 

 

 

１．４種類の翻訳詩 

 

まず、この旧かな旧漢字、文語体の詩を見て下さい。 

（漢字は今の字体に直してあります。[ ]の中の文字はルビを示します） 

 

Ａ（金素雲） 

 

しめやげる南蛮の夜 

蟠祭の焚火はゆらぎ、 

 

玉石と冷え透る魄[たま]ありて 

紅疫の衢[ちまた]をぞ目指すなる。 

 

衢にノアの海嘯[つなみ]はうづまき 

危ふき島の上に 星一つ。 

 

爾[なれ]は香はしき裸身もて 

春の海の風孕める帆と駈り来よ。 

 

虹のごと恍惚たる生の栄光 

罪饐[す]ゆるとも わが世 生くべかりけり。 

 

明治後期の象徴詩人、あるいは上田敏の訳詩集『海潮音』（1905、明治 38）を連想さ

せるような文体ですが、これは李陸史の詩「鴉片」の翻訳です。原詩は 1938（昭和 13）

年に発表されたもので、日本でも韓国でもモダニズム文学、すなわち近代的、都会的な口

語体の詩が主流を占めていた時代の作品です。この詩の原文も、難しい漢語は使っている

とはいえ、Ａのような古めかしい文体ではありません。この擬古趣味とも言うべき訳詩

は、1944（昭和 19）年の金素雲『朝鮮詩集』（中期）に収録されたています。 
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韓国の雑誌に掲載された詩は次のようなものです。 

 

나릿한 南蠻의 밤 

蟠祭의 두레ㅅ불 타오르고  

 

玉돌보다 찬 넉시 있어 

紅疫이 발반하는 거리로 쏠려 

 

거리엔 「노아」의 洪水 넘처 나고 

위태한 섬우에 빛난 별하나 

 

너는 고 알몸동아리 香気를 

봄바다 바람실은 돗데처럼오라 

  

무지개가치 恍惚한 삶의 光榮 

罪와 겻드려도 삶즉한 누리. 

 

表記を現代式に直してみます。こうしてみると、現代の韓国語とあまり違いはありませ

ん。 

 

느릿한 남만(南蛮)의 밤 

번제(燔祭)의 두렛불 타오르고 

 

옥돌보다 찬 넋이 있어 

홍역이 발반하는 거리로 쏠려 

 

거리엔 「노아」의 홍수 넘쳐 나고 

위태한 섬 우에 빛난 별 하나 

 

너는 고 알몸똥어리 향기를 

봄바다 바람 실은 돛대처럼 오라. 

 

무지개 같이 황홀한 삶의 광영 

죄와 곁 들여도 삶직한 누리. 

 

나릿하다：動作が敏捷でなく、のろい感じ。느릿하다と同じ。 

南蛮：中国で南方の野蛮人。 

日本ではオランダ（紅毛）に対してポルトガル、スペインのこと。キリシタン。 

あるいは室町末期から江戸時代にかけてシャム、ルソン、ジャワなど南洋諸島ま

たはその地を経由して渡来した西欧の人や品物。珍奇、異風な物。 

燔祭：動物を火あぶりにして生贄にすること。『創世記』のアブラハムによるイサクの燔

祭は有名。＜蟠祭＞はハングルでは＜반제＞。中国の古い聖書関連の書籍では使用例が見

られる。 
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두레： 農繁期に協力して作業するための組織 

紅疫：麻疹（はしか）を意味する韓国語。日本では使われない漢字語。 

발반(發斑)하다：発疹ができる。 

고：그（その） 

알몸동아리: 몸똥아리は몸똥이, 몸똥어리（身体）の慶北方言 

-ㅁ직하다：～する価値がある、～するにふさわしい 

누리：세상（世の中）の古風な言い方 

 

（直訳） 

のろのろした南蛮の夜 

燔祭の火は燃え上がり 

 

玉石より冷たい魂があって 

はしかが発疹する街に傾き 

 

街にはノアの洪水が溢れ出し 

危うい島の上に光った星一つ 

 

お前はその裸の香気を 

春の海の風を載せた帆柱のように来い ≪非文≫ 

 

虹のように恍惚とさせる生の光栄   

罪と取り合わせても生きたくなる世の中  

 

では、過去に発表された翻訳詩それぞれの違いを検討します。個性が特に顕著に表れてい

ると思われる箇所にアンダーラインを引き、≪ ≫に引用者のコメントを示しました。 

 

Ｂ（伊吹郷） 

 

もの憂い南蛮の夜 

燔祭のかがり火は燃えあがり ≪두렛불を生贄を焼く火ではなく、かがり火と解釈

≫ 

 

玉石よりもつめたい魂が在り 

紅疫[はしか]が蔓延した巷におしよせて  ≪魂が複数ある感じ≫ 

 

ちまたにはノアの洪水が満ちあふれ 

あやうい島のうえに輝いていた星ひとつ 

 

おまえはその裸身の香りをもって 

春の海 風はらむ帆船のごとくやってこい 

 

虹のように恍惚とした生の栄光       ≪恍惚としている主体は？≫ 

たとえ罪になろうとも生きるに価するこの世 ≪たとえ→たとい≫ 
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       ≪罪になるのは話者？≫ 

 

＊「帆船」に対して「原文は『帆柱』」という訳注。その他、燔祭、ノアの洪水にも訳注

がある。また、訳者による解説の中で「『鴉片』のなかの『ノアの洪水が満ちあふれ』る

巷とは日本（人）の勢力があふれている祖国の巷をさしていると解すれば、『あやうい

島』とは朝鮮半島そのものである。」という記述がある。 

 

Ｃ（安宇植） 

 

気だるい南蛮の夜 

燔祭[はんさい]の焚き火は燃え上がり 

 

玉石より冷たい魂があって 

麻疹[はしか]がはびこる巷を目指す 

 

巷ではノアの洪水が渦を巻き 

危うい島の頭上に輝く星一つ 

 

おまえはその裸身の香気を 

春のつど風を運ぶ帆となって来たれ ≪『陸史詩集』（1946）の誤植を踏襲≫≪

非文≫ 

 

虹のごとく恍惚たる生の栄光 

罪と背中合わせに 生きるに足るこの世  ≪やや意味不明≫ 

 

 

Ｄ（金時鐘） 

 

けだるい南蛮の夜 

〓祭＊の焚火は盛り、 

 
玉石[たまいし]よりも濃密な魂があって  ≪차다を動詞（満ちる）と解釈≫ 

紅疫[はしか]がはびこる巷へとなだれてゆき、 ≪魂が複数ある感じ≫ 

 

巷にはノアの洪水[おおみず]が逆巻いて 

危[あやう]い島のま上に光る星ひとつ、 

 

そなたはその剥[む]き身のかぐわしい香りをかかえ 

春の海の風をはらんだ帆のようにきたり給え。 

 

虹のごとうっとり見とれる生の栄光  

罪と取り合わせようとも生きるだけのことはあるこの世。  

 

＊タイトルは「阿片」。〓は火ヘンに祭。また、「キリスト教で、旧約時代に羊を屠

り、肉を焼いて天主に供えた祭祀。ユダヤ教では安息、または毎月初日と無酵節、贖罪節

に朝夕とり行う」という訳注がついている。 
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２．翻訳作業の諸問題 

 

では、実際に詩を翻訳する際にぶつかる以下の問題を、これらの訳詩を通して検討してみ

ます。 

 

① 底本をどう定めるか 

 

② 誤植、原文の間違いをどう判断するか 

 

③ 文法的に合わない文章をどう訳すか 

 

④ 日本語にない概念やリズム、日本語と似て非なる言葉をどう訳すか 

  

⑤ 訳註、解説をどうつけるか 

 

⑥ 作意をどう解釈するか――外在的要素と内在的要素 

 

 

 

３．試訳 

 

これが正解であるとか、既存の翻訳より優れているということではありませんが、原文に

はない＜私＞を出すことにより分かりやすさを狙ってみました。その分、大胆な訳文にな

っています。 

 

Ｅ（吉川凪） 

 

時がのろのろ流れる南蛮の夜 

生贄[いけにえ]祭りの火は燃えさかり 

 

玉石より冷たい魂があって 

麻疹はやる街に魅[ひ]かれる 

 

街はノアの洪水[おおみず]あふれ 

危うい島の上 輝いた星ひとつ 

 

お前はその裸身の香りを 

春の海風はらむ帆に乗せて来い 

 

虹のごと蠱惑的[こわくてき]な生の栄光 

世に罪は在れども 私は生きたい 
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原詩が非文である第四連は、Ｃを除けば、意外に解釈の差は少なく、文法的に整合性の

ある訳文になっています。Ｃは非文のまま訳しています。最終連は自然な日本語に訳しに

くく、迷うところです。 

別の案も２つ示します。 

 

a.  虹のごとく私を酔わせる生の栄光 

世に罪は在れども 生きていたい 

 

b.  虹のように恍惚とさせる生の栄光 

世に罪は存在するけれど 生きるだけの価値はある 

 

他にもいろいろ考えられるでしょう。 

 

 

４．さいごに 

 

 文芸作品を翻訳するということは、翻訳者の解釈を示す作業にほかなりません。自分な

りに理解したうえで訳さない限り読者には何も通じないし、表現力のない翻訳者や甚だし

く合理性に欠けた解釈をする翻訳者によって紹介されたために原作の評価が落ちてしまう

こともあります。詩のように人によって解釈が分かれやすいジャンルにおいては、特にそ

の危険が大きくなるでしょう。詩を翻訳するということは、本質的に怖ろしい営為なので

しょう。 

 

[参考文献] 

金素雲 訳篇、朝鮮詩集（中期）、興風館、1944 

金素雲 訳篇、朝鮮詩集、岩波文庫、1988（第八刷） 

伊吹郷、青ぶどう――イユㇰサ詩文集、筑摩書房、1990 

安宇植訳、李陸史詩集、講談社、1999 

金時鐘、再訳 朝鮮詩集、岩波書店、2007 

심원섭 편주, 원본 이육사 전집, 집문당, 1986.6 

박현수, 원전주해 이육사 시전집, 예옥, 2008.4 

 

 

 

 

 

******************************************************************************  

大阪生まれ。仁荷大学国文科博士課程修了、文学博士。著書に『최초의 모더니스트 정지용』

（서울: 역락、２００２）、『朝鮮最初のモダニスト鄭芝溶』（土曜美術出版販売、２００７）、『京城のダ

ダ、東京のダダ――高漢容と仲間たち』（平凡社、2014）、翻訳書に金重美『ねこぐち村のこどもた

ち』（廣済堂、2002）、姜英淑『リナ』（現代企画室、2011）、『申庚林詩集』（クオン、2012）、パク・ソ

ンウォン『都市は何によってできているのか』（クオン、2012）などがある。 

******************************************************************************  
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韓国語ネイティブの日本語翻訳 

                                  

きむ ふな 

 

 私が韓国人で、韓国の文学作品を日本語で翻訳していることは、この名前および訳者の

プロフィールでご存じのことと思います。 

私に与えられた「韓国語ネイティブの日本語翻訳」というテーマは、主催者側のご提案

によるものです。最近は母語でない言語をもって翻訳する人も少なくはないように思いま

すが、それでもまだ珍しいからでしょう。こうしたテーマは、今の私には「なぜネイティ

ブではない人が？」とか「そんな日本語で？」と言われるようでひるんでしまいます。私

の方から他のテーマを提案することもできましたが、やはり非ネイティブによる日本語翻

訳家という事実からは逃れられないでしょう。 

時々、在日韓国人かと思ったという方もいらっしゃいますが、訳書のプロフィールには

韓国生まれであること、韓国の大学で日本語を学んだことを明らかにしています。日本語

ネイティブではない私が日本語翻訳をしていることについては、私自身畏れ多いことであ

ると常に意識しています。 

単に二つの言語を置き換えるだけではない文学作品の翻訳は、訳す側の言語で語彙をど

れほど豊かに持ち合わせて、それを駆使するかが問われると思います。私は大学で日本語

を学びはじめ、今もその過程にあります。成長とともに体内化した韓国語は母語で、後天

的な学習によって得られた日本語は外国語です。これは私の翻訳書を読む読者の方々には

少なくない不安材料であるだろうと思います。それでも何とか読んでいただけるのは、周

りの日本人や編集者の皆さんのおかげです。だから、こうした翻訳について語る場は

「바늘방석（直訳：針の座布団）」に座っているようで極力避けてきたし、この思いはこ

れからも変わらないと思います。 

 

 

翻訳との出会い 

 

 今年の上半期に、『花子とアン』という NHKの朝のドラマが高い視聴率を記録し話題と

なりました。翻訳者で児童文学者である村岡花子（1893－1968）の半生を原案にしたドラ

マで、普段、あまりドラマを観ない私も興味をもって観ていました。ちなみに、彼女の代

表作と言われるモンゴメリの『赤毛のアン』は、韓国でも『빨강머리 앤』という日本と

同じタイトルで知られています。原題『Anne of Green Gables』のグリーンゲイブルズ
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は、主人公のアンが住むことになるカスバート家の屋号で、直訳すると「緑の切妻屋根」

という意味になります。当初、村岡は『窓辺に倚る少女』という題を考えていたが、編集

者の提案によって『赤毛のアン』になったのだと知られています。それが韓国でも同じタ

イトルだというのは、日本語訳からの重訳か日本でのタイトルを借りたことになります。

韓国の初期近代文学や外国文学の翻訳が、日本という窓口を通して行われたことを改めて

見せつけられた感じがします。 

 ドラマで主人公の村岡は子どもの頃から本を読むのが大好きで、女学校時代にすでに翻

訳家を目指していたと描かれます。100%事実ではなくでも、これは世間で思われる翻訳家

のイメージに近いかもしれません。なりゆきで日本文学の韓国語訳をはじめ、なりゆきで

韓国文学の日本語訳をしている自分とはあまりにもかけはなれた話で、赤面するしかあり

ませんでした。 

 

大学で日本語・日本文学科を専攻し、大学院に進学して日本文学を学ぶことを選んだ時

も、将来、翻訳家になることは考えていませんでした。そんな私にはじめて翻訳という道

があることを教えてくれたのは、ふとしたきっかけでお手伝いをすることになった日韓の

作家交流です。10年余りにわたって、両国を行き来しながら行われた日韓文学シンポジ

ウムに初めて参加したのは、1995年の秋、松江でのことです。当時、私は国際交流員と

して島根県庁に在籍していました。松江でこのような日韓両国の文学者が集まる催しが開

かれることや日本の作家への関心より、韓国内でもなかなか会えない母国の作家たちと一

度に何人とも会えることに興奮していたことを覚えています。 

しかし、このシンポジウムを通して私がもっとも驚いたのは、参加した韓国を代表する

作家の作品が日本では全く翻訳・紹介されていないことでした。作家は作品をもって語ら

れるべきで、文学交流は相互の作品を読むことからはじまって当然ですが、作品が読めな

いので、テーマも話の内容も観念的で表面的なものになりがちでした。韓国では 90年代

に入り、村上春樹と村上龍などが紹介され、若い読者の間で日本文学が読まれていまし

た。しかし、シンポジウムに参加した日本の作家の多くも韓国では作品がまだ紹介されて

いなかったのです。川端康成や三島由紀夫に代表された日本文学が、一気に両村上やよし

もとばななになり変わった時期でした。そうした日韓両国の文学紹介の状況に対する違和

感から、まずは私が出会った日本の作家の作品を翻訳しはじめました。 

 

 津島佑子さんや柳美里さん、重松清さんなどの作品を翻訳しているなかで、2002年の

日韓ワールドカップ同時開催に合わせて、韓国のコン・ジヨンさんと辻仁成さんとのコラ

ボレーション作（長編小説）『愛のあとにくるもの』（幻冬舎）の両方を翻訳したことが

本格的に日本語翻訳するようになったきっかけです。このコラボレーションのあとは、津

島佑子さんと韓国のシン・ギョンスクさんの往復書簡『山のある家、井戸のある家』（集

英社）の翻訳を手がけました。『愛のあとにくるもの』は制作過程の通訳やお二人のメー
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ルのやり取りを翻訳したので、作品が生まれるまでの過程を間近で見ることのできる貴重

な体験になりました。また『山のある家、井戸のある家』は、読者を前提にしたものでは

あるが、相手に送る手紙を訳者である私が先に読んでしまうという不思議な体験をしまし

た。 

 

日本における韓国文学の状況 

 

 私は今、日本で暮らしています。原書とパソコンがあえればどこでも仕事ができること

は、翻訳という仕事の魅力の一つです。だから、日本に移り住んでからも、しばらくは日

本語作品の韓国語訳を仕事の中心としていました。しかし、昨年出した津島佑子さんの短

編集『黙市』をもって、自分のなかでは韓国語への翻訳からしばらく離れていたいと思っ

ています。 

理由の一つは、あまりにも一方通行的な日韓文学作品の翻訳出版の現状にあります。毎

年、韓国で翻訳される日本の文学作品の数と日本における韓国文学作品はあまりにもかけ

離れています。韓国で飽和状態とも言える日本文学の翻訳ではなく、せっかく日本にいる

のだから、自分の好きな韓国作家の作品を日本の読者に届けたいと思うようになりまし

た。 

そしてもう一つは、日本で暮らす時間が長くなるにつれ、自分が韓国語から切り離され

た環境にいることに対し、不安や焦りのようなものを感じはじめたからです。作家の多和

田葉子さんや詩人の伊藤比呂美さんは、それぞれドイツとアメリカで執筆をされていま

す。韓国でもキム・ヨンハさんなどが、わざと母語の環境から離れて生活する時期を持っ

たりしています。二つの言語が衝突し、そこから発せられるエネルギーは、作家にとって

新たしい言葉の実験や作品の創作へとつながります。しかし、テキストが与えられる翻訳

に、そのような実験は許されるのでしょうか。古典など同じ作品が何度も新訳されること

がありますが、それはあくまでも時代に合った言葉使いや解釈のためでしょう。 

 

韓国語ネイティブの日本語翻訳 

 

短編の翻訳を除き、単行本となった日本語の翻訳書はまだ 5冊に過ぎません。経験の浅

い私には、いつもさまざまな壁が立ちはだかります。具体的な例をあげれば切りがなく、

それらがすべてクリアーされたとも思いません。だから、どこか告白のような、許しを請

うような発表となってしまいました。 

母語で書かれ、自分が翻訳したいと選んだ作品を訳出する場合、私がもっとも気をつけ

なければならないのは、日本語ネイティブの翻訳者より、韓国語ネイティブの自分の方が

作品を深く理解していると勘違いしないことです。その勘違いは、私の持つ貧弱な日本語

の語彙とともに、さまざまな方向から翻訳の邪魔をします。原書を早く難なく簡単に読め
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るからこそ見逃した意味や隠された価値を、翻訳の過程で気づかされることが多々ありま

す。あまりにも自然と作品に溶け込んでいて、作家自身さえ気づかなかったメッセージが

翻訳の過程で、異国の読者に読まれる過程で新たに光が当てられるケースは、長い翻訳の

歴史のなかでいくらでもありました。 

同じ言語体系をもち、70％が漢字に由来すると言われる韓国語から日本語への翻訳は、

他の言語に比べて翻訳しやすく、かかる時間も短いと思います。しかし、表音文字である

ハングルが表意文字である漢字と表音文字の仮名が混合する日本語に翻訳された時、意図

しなかった漢字特有のイメージの喚起力に戸惑うことがあります。ページをめくった時、

ハングルのページでは目立たなかった単語が、漢字によって強調されるような気がするの

は私だけでしょうか。 

文学作品の翻訳とは、行間を埋めて補うこととよく言われますが、この意味内容を重視

した翻訳に対する疑問もあります。原文に忠実でありながら自然で滑らかな、バランスの

とれた翻訳を目指しますが、それでも同じ語順である文（センテンス）のなかの単語の省

略や書き加え、倒置、句点のつけ方にも迷います。翻訳によって取りこぼされてしまう原

文の響きやリズム、漂う息づかいを、どうすれば拾い上げることができるのか悩んでいま

す。 

 

ヴァルター・ベンヤミンは「翻訳者の使命」のなかで、翻訳者は「自国語を外国語によ

って拡大しなければならない」と述べています。これには自分の研究テーマでもあった在

日作家の作品が日本文学のなかで果す可能性について述べた川村湊さんの言葉を思い出さ

ずにはいられません。 

 

「国語」としての日本語ではなく、マイノリティー言語としての日本語。在日朝

鮮人の日本語詩人たちが実証してきたのは、こうした「日本語」の可能性にほかな

らない。粗野でありながら端正。観念的でありながら肉感的。日本語でありながら

非日本語。 

そうした日本語の多義的、多様な可能性を示したことにおいて、在日詩人たちの

「活動」は評価されるべきである。 

 

川村湊『生まれたらそこがふるさと－在日朝鮮人文学論』、平凡社、1999 

 

場違いの引用とは思いますが、韓国語ネイティブの日本語翻訳者である私にとって、勇

気づけられる言葉です。登場人物や地名が違うだけで、まるで日本人作家が書いた作品を

読んでいるようでは、翻訳文学を読む必要はないかもしれません。その背景にある文化や

社会をくみ取り、伝えることも翻訳の仕事なのかもしれません。 
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翻訳とは、二つの言語の間に橋を架ける作業ですが、固有の歴史や文化、環境や思想な

どすべてが溶け込んだ文学作品の翻訳は、橋を架けるには困難な海峡のようです。言葉と

言葉の狭間にいる翻訳者である私が、いつか無事にその海峡を越えることができればと思

っています。 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************  

韓国生まれ。 韓国の誠信女子大学、同大学院を卒業し、専修大学日本文学科で博士号を

取得。現在は日韓の文学作品の紹介と翻訳に携わっている。 翻訳書に、津島佑子・申京

淑の往復書簡『山のある家、井戸のある家』（集英社）、孔枝泳『愛のあとにくるもの』

（幻冬舎）、 李垠『 美術館の鼠』（講談社）、『いまは静かな時‐韓国現代文学選集』

（共訳、トランスビュー）など。韓国語訳書に津島佑子『笑いオオカミ』(第 1回板雨翻

訳賞)など、著書に『在日朝鮮人女性文学論』（作品社）がある。  

******************************************************************************  
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翻訳編集の楽しみと悩み ―幾つかのエピソードから 

 

 

関正則（せき・まさのり） 

 

１．欧米の人文書翻訳編集から 

1997年に東京書籍から平凡社に移籍し、翻訳書として私が企画し、編集に携わった書

籍は、やはり欧米の作品、特にドイツの哲学書が多かった。以下主なものを挙げてみる。

（ＨＬは、平凡社ライブリーを指し、発行年だけのものは単行本として刊行したことを示

す。） 

ヘーゲル『キリスト教の精神とその運命』（ＨＬ1997年)、アドルノ『不協和音』（Ｈ

Ｌ1998年）、ヤスパース『戦争の罪を問う』 (ＨＬ1998年)、アドルノ『音楽社会学序

説』（ＨＬ1999年）、カール・バルト『ローマ書講解（上・下）』(ＨＬ2001年)、『ア

ドルノ音楽・メディア論集』（2002年）新訳、カント『純粋理性批判（上・中・下）』

（ＨＬ2005年）、アドルノ『新音楽の哲学』（2007年）新訳、ハイデッガー『芸術作品

の根源』（ＨＬ2008年）新訳、アドルノ／ホルクハイマー『ゾチオロギカ』（2012年）

新訳、ハイデッガー『技術への問い』(ＨＬ2013年) 新訳。 

  こうして挙げてみると、非常に偏っているようにみえるが、これら以外に、平凡社の

先輩が企画したものを引き継ぎ、ゴードン、リンダル『ヴァージニア・ウルフ: 作家の一

生』（1998年）、ルイス・ネイミア『1848年革命』（1998年）、ウルリヒ・イム・ホー

フ『啓蒙のヨーロッパ』（1998年）、リン・ハント著『フランス革命と家族ロマンス』

(1999年)、ファーティマ・メルニーシー『イスラームと民主主義』（2000年）、ジョゼ

ップ・フォンターナ『鏡のなかのヨーロッパ』 (2000年）なども、編集担当した。 

 この時期の自分の仕事と会社の出版社としての情況を振りかえって、気づくのは次のよ

うなことである。 

①欧米の新しい研究に目を光らせ、その中で傑出した人文書を見つけ翻訳出版するという

日本の優れた人文書出版社の一角に平凡社も位置していたが（その代表的な事例が、サイ

ードの『オリエンタリズム』1986年だが）、2000年頃から、そうした先鋭な志向はある

意味で後退した。 

http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%BC%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8A&search-alias=books-jp&text=%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%BC%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8A&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%BC%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8A&search-alias=books-jp&text=%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%BC%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8A&sort=relevancerank
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②平凡社ライブラリーは、当時毎月２，３点の書目を出していたので、移籍した当初 90

年代までは既訳を改訳、その後は新訳刊行するケースが多い。私は、ドイツ系の現代古典

セレクション形成を意図していた。 

③著者没後 50年以上の古典的な作品、あるいは「翻訳権の 10年留保」*を利用して、版

権フリーのものを狙ったものが多い。（＊日本の現行著作権法は 1971年１月１日に施

行。それ以前のベルヌ条約には、「翻訳権の 10年留保」すなわち「発行から 10年以内に

日本語に翻訳出版されていなければ翻訳権は消滅し、自由に翻訳出版できる」という規則

があった。つまり 1970年 12月 31日までに発行された外国語著作物は、それから 10年

間、日本語に翻訳・出版されていなければ、自由に翻訳して出版できたのである。） 

 

２．東アジアの翻訳出版へ 

2000年頃から、私は、主に韓国や台湾の本の翻訳出版を手掛けるようになった。その

きっ 

かけについては野間秀樹編『韓国・朝鮮の知を読む』に少し書いたので、今回は省略す

る。１で記した「欧米の人文書翻訳編集」から「東アジアの人文書翻訳編集」へと仕事の

重心が移っていったのは、一言でいえば、仕事を通して「人と人との繋がりの濃さと複雑

さ」に魅かれていったからである。地理的・歴史的に近い人びとの関係は、おのずと深く

複雑となる。しかも、それは日本や朝鮮・中国の現代史と深くかかわっていて、そうした

歴史を知ることによってしか、人としての関係を深めることはできない。そうしたある種

の緊張感（喜び・苦しみを含めた）が「東アジアの人文書翻訳編集」にかかわる醍醐味で

ある。 

 

①平凡社と一潮閣とのご縁 

1962年 IPA（世界出版連合）の第 16回バルセロナ大会に日本書籍出版協会から、野間

省一会長（講談社）、下中邦彦副会長（平凡社）ら 4名が初めて参加した。この時、韓国

代表として参加した韓萬年一潮閣社長と下中邦彦と同宿し、朝まで酒を飲みかわし親交を

深めたことが機縁となり、平凡社と一潮閣の付き合いが始まった。 

一潮閣は、朝鮮戦争停戦直後の 1953年 9月 14日に韓萬年氏が創立、義父にあたる兪鎮

午（ユジノ）の『憲法解義』をはじめとする学術書を中心に、1966年～69年に季刊誌

『創作と批評』（4号～14号）、1970年～76年に季刊誌『文学と知性』（創刊号～27

号）を刊行するなど、韓国言論出版界をリードしてきた韓国を代表する出版社である。

2002年 6月に逝去された下中邦彦の「お別れの会」（7月 17日青山葬儀所）には、当時

病床にあった韓萬年さんの弔辞を子息・韓敬九（現ソウル大学教授）が代読している。 

私は、初めて韓国を訪れた 2002年３月にソウルのロッテホテルで韓萬年さんと初めて

会った（因みにこの最初の訪韓の時、高銀氏、玄基榮氏、韓萬年氏の四男韓洪九氏にも面

談している）。その時、私が編集した金石範の本を渡すと、韓萬年氏が「私はこの人は嫌
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いだ。偏屈すぎる」と急に嫌な顔され、ひどく恐縮した。韓萬年さんは 2004年に亡くな

られたので、その時のことはもはや確かめようもないが、光州事件の翌年 1981年 3月、

『季刊三千里』の編集委員であった金達寿、姜在彦、李進煕氏らが全斗煥軍事政権下に訪

韓し、その訪韓を金石範氏が激しく批判し『季刊三千里』編集員を辞めたという話を聞い

ていた。ひょっとして韓萬年氏は、その時金達寿らを招聘する側にいたのではないかと考

えている。 

一潮閣は、韓萬年没後、三男韓敬九さんの奥様・金時妍（キムシヨン）が社長を継がれ

ているが、その後も 2005年に発足した「東アジア出版人会議」の場でよくお目にかか

る。 

 

②困惑した「親日」問題 

昔、私の先輩編集者・竹下文雄さんが、金昌国さんという年配の韓国人と親しくなっ

た。植民地時代に京城師範附属第二国民学校を卒業したのだが、日本人教師に恵まれ、大

の日本文学ファン・温泉ファンになり、日本語も流暢で教育者として大成した方だった。

竹下さんは金さんと意気投合し、彼の半生記の出版は、あとタイトルを決めるだけとなっ

た。竹下さんは金さんの「親日」ぶりに心を打たれ、『ある韓国人の「親日家」への軌

跡』といったタイトルを提案した。すると、金さんは「それだけは勘弁してくれ」といっ

て峻拒され、結局『韓国人が知日家になるとき』というタイトルになった。「親日」とい

う概念をめぐる初歩的問題だが、日本人にとってはなかなか理解しがたい、日韓に横たわ

る深刻な問題の一つである。 

 

③「日帝」は過去の亡霊か 

韓国の近現代史の叙述では、日本に対する「日帝」という呼称はごく普通に使われる。

これを日本語に翻訳する場合「日本」というニュートラルな国名に置き換えてしまうと、

「日帝」という語に込められた韓国・朝鮮人の歴史的な含意がきれいに失われてしまう。

一方、日本語読者にすれば、「日帝」は「米帝」のようにかなりイデオロギー的に厳しい

用語なので、読者の拒否感情を煽るだろう。随分悩んだことがあるが、文脈上韓国人とし

て日本の侵略行為あるいは独立運動弾圧の主体としての日本への問責を含意する場合にの

み「日帝」を使うことにしている。これに似た問題で、韓国では 1910年から 1945年を

「日帝強占期」と呼ぶ場合が多い。1910年の「日韓併合条約」の合法性、正当性を否定

し、「強制的に軍事力で占領されていた時代」とする考えに基づく用語法である。これを

日本でよく使う「植民地時代」に置き換えてよいのかどうか、歴史認識の基本に関わる問

題でもあるので、これも随分悩んだ。韓萬年氏の四男韓洪九氏の『韓洪九の韓国現代史』

（平凡社 2003年）を出すとき、ソウルまでいって韓洪九さんに相談して、確か「日帝強

占期（植民地時代）」と表記することになったと記憶している。（後日、韓洪九さんか

ら、この日本語版を病床の父・韓萬年さんに見せると、日頃一般向けの本を書く暇があっ
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たら専門的学術書を書けといって怒っていた父が、平凡社から出版された日本語版を見て

涙して喜んだという話を聞いた。） 

 

④最も基本的問題である「朝鮮／韓国」問題 

最も基本的な問題で、今も頭を悩ますのが、やはりこの「朝鮮／韓国」問題である。平

凡社の『朝鮮を知る事典』は、1987年 7月以来、「全体を表す地域名称は一般的には朝

鮮あるいは朝鮮半島であり、朝鮮民族・朝鮮人という用語も広く使われている」点から

「朝鮮」をその総称として採用してきた。しかし、2014年 1月の新版から監修者代表に

吉田光男（東大名誉教授）を迎え、「韓国という名称も広く定着しており、本版の現代部

分はほとんどが韓国の記述であることを反映して」、その書名を『韓国朝鮮を知る事典』

に改めた。今日、現在のほとんどの日本人が直接触れるのが、「韓国人」「韓国語」ある

いはもはや「朝鮮」には還元できない「韓国文化」であるのだから、こうした判断はやは

り妥当であると言わざるを得ないが、しかしいまだに困惑すべき局面がある。 

・サゲジョル社『アトラス韓国史』（初版 2004年）を日本語に翻訳し、『韓国歴史地

図』（平凡社 2006年）として刊行したときも、「（現在より 10万年以上遡る旧石器時代

に）韓半島に韓国人が」暮していたという記述は、「朝鮮民族」に改めざるを得なかっ

た。しかし、ちょうどその頃、来日された韓国文学翻訳院の院長から、小社が刊行する

「朝鮮近代文学選集」というシリーズ名について、「韓国文学」としてほしいと言われた

ときはやはり困った。とりあえず、1948年の南北分断以前の朝鮮半島における文学を扱

っているので、「朝鮮文学」と呼ばざるを得ないのだと答えたのだが、院長は「当事者の

考えを尊重すべきではないか」と言い残され、これにはひどく恐縮した。「朝鮮語」「朝

鮮史」「朝鮮文学」といった呼称には、分断以前のあるいは分断を克服し得た統一朝鮮・

朝鮮全体への思いを込めての表現なのであろうが、それすらも半島分断に責任を負うべき

日本人の独りよがりのなのかもしれないと考えると複雑な思いがする。韓国からの留学生

に「朝鮮人」と呼ばれるとどんな気がすると尋ねたら、日本人のみなさんが「江戸人」と

呼ばれたらどんな気がしますか、と言われたので笑ったしまった。彼らにとって、「朝

鮮」とは、分断以前や統一後といった理念的な表象を示す言葉ではなく、せいぜい「朝鮮

時代」という歴史的過去を示す言葉なのかもしれない。今も日本に残る「チョーセン」と

いう差別的語感と共に、「朝鮮／韓国」問題は、朝鮮半島に向き合うときの最も基本的な

問題であり続けている。 

 

⑤「漢字語」問題 

言うまでもなく、現代の韓国語表記ではほとんど漢字は使われない。漢字・仮名を混用

する日本人からすると漢字語もすべてハングル表記では、（特にいわゆる漢字の同音意義

語の区別などで）不便はないかと思うのだが、親しい韓国人によれば文脈から分かるから

不便はないという。しかし、先に挙げた『韓国歴史地図』が版を重ね好評だったので、同
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社の『アトラス中国史』を翻訳し『中国歴史地図』として編集した時には、ほとほと困っ

た。当然のことながら、中国史の本なのだから、漢字表記の人名・地名・用語が続出す

る。たまに漢字がふられていたりするのでが、例えば日本語翻訳では「儒家の経書を燃や

し、儒生を穴に埋めるといういわゆる「焚書坑儒」事件を起こした」（平凡社版 29頁）

という文章の韓国語原文は、「焚書坑儒」はさすがに漢字がふられているが、それ以外す

べてハングルである。韓国語読者は、こうした文章をいきなり目にして「儒家」「経書」

「儒生」といった漢字語の意味が理解できるのか目のくらむ思いがした。この本の編集で

最も肝を冷やしたのは、호족（胡族）を通常の韓日辞典に載っている「豪族」と訳してい

ることに、校了間際まで気づかなかったことである。中国の北魏時代に漢族とモンゴル系

の胡族との融和を図る政策がとられ、それがその後の少なくとも華北の中国文化の基軸に

なるという趣旨であったので、この誤訳は致命的だったはずである。 

 

⑥日韓ナショナリズム批判の相克 

もはや「翻訳」というレベルを超えるが、最後に、私が韓日の翻訳に携わって、今も最

も頭を悩まされている問題に触れて稿を閉じたい。2006年に日本語版を翻訳出版した朴

裕河さんの『和解のために』は、幸い朝日新聞社から大仏次郎論壇賞を受賞し、平凡社ラ

イブラリーに収めるまでに版を重ね一般の読者には好評であった。しかし、私の周辺の、

日本の戦後の保守政治に対して批判的な立場をとる知識人、特に在日知識人からは、大変

厳しい批判を受けた。韓国知識人が韓国ナショナリズムに批判的であるのは理解される

が、日本の保守政治に「甘い」のは、いわば「親日」の記憶を呼び戻すものとして日韓相

互において警戒される。事実、彼女を「ニューライト」と呼ぶ人もいた。私はかつて直接

彼女に「あなたが韓国人として韓国政治に厳しくあろうとしていることを私が理解するが

（その批判の内実を十分理解しているとは思わないが）、あなたも日本人である私や私の

友人たちが日本の政治にまだまだ厳しくあらねばならないことも理解してほしい」といっ

た趣旨のことを言ったことがあるが、そうした思いは今も変わらない。日韓の歴史と政治

は、複雑に入り組んでいるので、自らに厳しく相手に寛容であるという徳目は、常に反転

してしまう罠を潜めている。 

******************************************************************************  

1955 年、広島県生まれ。1979 年、早稲田大学政治経済学部卒業。同年東京書籍に入社。 

97 年から平凡社で、平凡社選書、平凡社ライブラリーなど、翻訳書・人文書の編集に携わる。韓

国・朝鮮関係の翻訳書では、玄基榮（中村福治訳）『地上に匙ひとつ』、韓洪九（高崎宗司ほか

訳）『韓洪九の韓国現代史』Ⅰ・Ⅱ、曺恩（中村福治ほか訳）『沈黙で建てた家――朝鮮戦争と冷

戦の記憶』、李光洙（波田野節子訳）『無情』ほか「朝鮮近代文学選集」既刊 6巻、吉田光男ほか

訳『韓国歴史地図』など。ほかに、『金石範作品集』全 2巻、朴正鎮『日朝冷戦構造の誕生――

封印された外交史』などの編集を担当した。 

******************************************************************************  
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読者と翻訳者のあいだに立って 

                                                     

中川美津帆（なかがわ・みつほ） 

 

韓国の書籍の翻訳編集に関わるようになって十年ほど経ちます。 

 ノンフィクションや実用書は実は二冊ほどしか担当したことがなく、文学作品がほとん

どです。おそらく、そのせいもあるのでしょうが、編集作業をするにあたって、あまり韓

国の作品であることを強く意識したことはありません。 

 もっとも意識していることはなんだろうとあらためて考えてみると、「韓国の読者が味

わった読書体験をそっくりそのまま日本の読者に届けること」と「それにいかに肉薄でき

るか」という点に尽きるような気がします。 

 これは、やはり私が小説作品を多く担当してきたせいだと思います。小説は共感のメデ

ィアであって、人間の心理や人と人との関係性といった、人間そのものが描き出されたも

のに、国や文化による違いはほとんどないと思うからです。 

 あるのは言葉によるニュアンスの違いだけです。このニュアンスの違いを解消し、作家

の生み出した人間をそのままのかたちで日本語表現としてよみがえらせるために、どこま

で意訳するかという壁によくぶちあたります。そんなときはいつもこの「ネイティブと同

じ読み心地を」読者に届けることを目指し、そこを原点に据えつつ、翻訳者のかたとやり

とりしているような気がします。 

 

 「韓国の読者と同じ読み心地を、日本の読者に届ける」ということにおいて、なかでも

印象深いのは『ハル——哲学する犬』でのやりとりです。 

 『ハル』は 2004年に韓国で刊行され、その翻訳が 2006年に蓮池薫さんの訳でポプラ社

から出ました。 

 原作者のクォン・デウンさんは韓国で「月の詩人」と言われる詩人で、この『ハル』も

また、月の詩人の名にふさわしく、人間の存在や人生を俯瞰したような詩であふれていま

す。 

 この本のなかに「白い雲の浮かぶ日（휜 구름의 날들）」という詩があります。 

雪が溶け、季節が春へと移ろっていく、そのまぶしさ。そして、だれもが喜ぶ季節が到来

するなかで、そんなはしゃぎから取り残された、ひとりの男性の心情をうたった詩です。

皆と一緒にうきうきした気持ちになれない理由は、別れた恋人への思いを断ち切れないか
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らなのですが、この詩はラストで「やはりあなたに会いたい」という彼の感情をうたって

前向きに締めくくられています。 

 その該当部分が 

 

지금은 아이 낳고 잘 사는 

옛날 애인 봄 단장하는 집에  

때묻은 손으로 자장면 배달이나 가고싶다. 

 

という一節です。 

 直訳すると、こうなります。 

 

今は赤ちゃんを生んで、元気で暮らす昔の恋人 

春の装いを施した家に 

垢で汚れた手で、ジャージャー麺を配達しに行きたい。 

 

 ここの一節の訳を迷っています、という相談を翻訳者から受けつつ、原稿を受け取った

のですが、正直、「別れた恋人への復讐……なのか？」「怖い」「ストーカーじみてい

る」というのが、この箇所の訳を読んだ第一印象でした。 

 昔の恋人を思うあまりに常軌を逸した行動に走る男、とも読めるラストは、明らかにこ

の詩集の世界観から浮いて、分離しているように見えました。 

 「韓国の読者はこの箇所に違和感を覚えないのですか？ どんなニュアンスで受けとめ

ているのですか？」と翻訳者に訊いてみると、「違和感はない」と。むしろ、ここで「ジ

ャージャー麺」というアイテムを登場させることで、さりげなさまで演出していると。そ

れほどジャージャー麺の出前は、韓国の日常にとけ込んでいるものだと。 

 ならば、韓国の読者が感じたこの詩の味わいや空気感を、どうすれば、日本の読者に届

けることができるのか……最終的に訳が固まるまで、次のようなやりとりがありました。 

 まず最大の違和感は、「ジャージャー麺」にあるのだろうと。日本の出前ではあまりメ

ジャーではないジャージャー麺が、原書で演出したかった「さりげなさ」を、かえって遠

ざけてしまっているのだろうと。 

 では、韓国におけるジャージャー麺のような存在の、日本のデリバリーメニューは何な

のか、ということになります。「蕎麦ですかね？」「うどん？」「いや、丼？」「鮨で

は？」などというやりとりを経て、一番、さりげなく映る、つまり一般的によく利用され

るデリバリーメニューは、ピザではなかろうか……？という結論に至りました。 

 しかし、 

 

 ピザを届けに行きたい。 
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としたところで、やはり、さりげなさは出ず、むしろ、ジャージャーとは違った唐突感が

新たに生まれてしまいます。 

 結局、メニューの問題ではなく、そもそもデリバリー文化そのものが日本は韓国ほど日

常に根ざしていないがために、さりげなさの比喩表現としては不向き、との結論に至りま

した。 

 最終的には、韓国の読者の読み心地に近づけるよう、男性が昔の恋人を訪ねたくなる気

持ちを、できるかぎり、さりげなく爽やかに受けとめてもらえるよう、 

 

そして、今はもうだれかのお母さんになって、 

幸せに暮らす昔の恋人。 

春のよそおいに包まれた、そのひとの家を 

いますぐに訪ねてみたくなるのです。 

 

という翻訳に着地しました。 

 

 ネイティブと同じ読み心地の訳を目指す際に、このジャージャー麺の例にも見られるよ

うな文化や習慣の違いによる、言葉のニュアンスや意味の幅の違いも悩ましいのですが、

もうひとつ悩ましかったのは、感情表現のニュアンスの違い（ストレートに翻訳すると、

日本人にとっては少々激しく感じられるような感情表現）です。 

 こちらの最たる例は「사랑해요」でしょうか。思い返してみると、「사랑해요」がその

まま「愛しています」という翻訳に落ち着くことはかなり少なかったように思います。 

 ただ、ここ最近は、この感情表現のニュアンスの違いについて、翻訳者のかたと悩んだ

り、やりとりすることが減ってきたように感じています。ここしばらく関わっている作品

が、2000年以降に韓国で刊行された、比較的新しいものが多いせいかもしれませんが、

韓国の若手の作家の小説作品に触れると、情緒面とその表現において、日本と韓国はどん

どん似てきているように感じます。 

 

 時代を経るにつれて、日韓ともども、言葉の意味やニュアンス、文化や気質などが少し

ずつ変わっていくことは避けることはできませんが、どれだけ言葉を取り巻くものが変わ

ろうとも、いかにネイティブと同じ読書体験を日本の読者に届けることができるか、とい

うスタンスだけは変わることはないでしょう。これからも、その時代時代に応じた、日本

人の読者にとってもっともしっくりくると思われる翻訳表現を、翻訳者のかたと一緒に探

し出していきたいと思います。 
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****************************************************************************** 

出版社勤務を経てフリー編集者に。『どきどき僕の人生』『設計者』『ハル 哲学する犬』『ハル２ 

哲学する犬からの伝言』『親ホメ日記——しあわせ家族になれる魔法』ほか、数々の韓国文学の翻

訳編集を手がけている。出版社勤務を経てフリー編集者に。『どきどき僕の人生』『設計者』『ハル 

哲学する犬』ほか、数々の韓国文学の翻訳編集を手がけている。 

****************************************************************************** 
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編集者から見た良い翻訳（者）とは 

                            

西 泰志（にし・たいし） 

 

■翻訳とは割の合わない仕事――訳者への感謝 

 翻訳とは、やりきれない仕事だ。そもそも不可能性を帯びているからだ。それぞれの言

語は、他の言語では絶対に表現できない何か――固有性――をもっている以上、完璧な翻

訳など原理的にありえない。それでいて、翻訳は、ほとんどの場合、減点主義で評価され

てしまう。だから翻訳というのは、割に合わない仕事だ。 

 編集者の仕事は、そういう訳者の苦労のうえに成り立っているので、まずそのことに感

謝したい。 

 

■「翻訳」と「編集」はつながっている 

 「編集者から見た良い翻訳、翻訳者とは」を考えるために、まず「編集、あるいは編集

者とは？」ということを考えたい。 

 昨今のインターネットや電子書籍の普及によって、商業出版社と編集者の役割や存在が

曖昧になってきている。極端に言えば、出版社も編集者もいらないのでは？ 著者と読者

がダイレクトにつながって、両者をつなぐ電子書籍のプラットフォームを提供する会社さ

えあれば、いいのでは？ 中間搾取がなくなることで、コストも下がり、便益も増すので

は？ と。 

 しかし、商業出版社と編集者の存在がなくなれば、これまでわたしたちが考えてきたよ

うな「本」や「出版」は消滅するだろう。 

 そもそも「編集」とは何か？ 

 情報機器の発達により、誰でも自分の考えを容易に、安価に発信することが可能になっ

ている。それに比べ、「本」の「出版」には、多大な「お金」と「時間」がかかる。「だか

らその無駄を省けば」ということになる。しかし、ここに、時間とお金のかかる「編集」

を通してこそ、多くの人によりよく届きうる本が生まれるという逆説が存在する。 

 注文生産とちがって、出版は、買い手がいるのか分からないうちに、初版の部数と定価

を先に決めて、本という商品を生産しなければならない。要するにギャンブルだ。ギャン

ブルだから、常に勝つことは不可能。けれども、時間もお金もかけて、このギャンブルに

負け続ければ、出版社も編集者も食べていけない。 

 しかし、だからこそ、必死で、本を読者に届けようとする。この必死な思いこそ「編

集」だ。多くの読者に届くには、文章はこれでよいのか？ 構成は？ 目次は？ タイト
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ルは？ 小見出しは？ 本文の組み方は？ ページ数は？ 価格は？ 部数は？ 装丁

は？ 帯のキャッチは？ さらには書店や読者への宣伝の仕方は？……という具合で、こ

の全過程が大きく言えば、商業出版における「編集」なのである。 

 そして、翻訳という営みも、もし本という商品の形をとって完結するのであれば、「翻

訳」と「編集」は最終的にはつながっている。 

 ついでに言えば、日本は、右肩下がりとはいえ、商業出版が盛んな国のひとつ（人口が

約半分の韓国も同様だと思う）。人口規模で英語や中国語にはとても及ばないが、日本の

商業出版は、日本の知と文化を支える基盤だ。江戸期においても、明治期以降の近代化の

過程においても、さらには戦後期においても、知と文化の隆盛の背後には常に商業出版が

存在した。商業出版は、どこでも、いつでも成立するものではない。人口や識字率など文

化的・歴史的条件が一定の水準を満たしていなければ、成立しない。だから、商業出版が

いまだに存在している、ということ自体が、ひとつの「僥倖」と言える。さらに言えば、

大学教育が日本語で行われていることも。 

 

■翻訳書のタイトル 

 訳者とのあいだでよく問題になるのは、翻訳書のタイトル。 

 翻訳書のタイトルは、直訳だったり、意訳だったりする。訳者は、訳者の立場から、直

訳を望む。訳者の職業倫理として当然のことだ。しかし、編集者は、読者に届けるため

に、場合によっては、意訳を積極的にすべきだと考える。 

 タイトルだけではない。章タイトルや小見出しを改めたり、新たに加えたり、本の性格

によっては改行を加えたりもする。 

やたらに手を加えることが必ずしもよい編集ではないが、文化的背景や言語を異にする

読者に届けるためには、時に、こうした「編集」が必要だ。その点に理解ある訳者が、編

集者にとってよい訳者である。 

 

■「翻訳力」とは「日本語力」 

 編集者からみて、力のある訳者とは、日本語能力の高い訳者だ。 

 もちろん、元の言語の運用能力は重要である。しかし、よい訳者と悪い訳者を最後に分

けるのは、日本語能力だ。実際、「いい訳だなあ」と思うのは、訳語の日本語の文章に自

分自身が思わず惹きこまれているときだ。 

 優れた訳者の訳は、単語レベルで移し替えるような訳ではない。あたかも原著者が日本

語を話せたとしたら、どんな日本語の表現を選ぶだろうか、というような訳で、「単語」

と「単語」の間の翻訳ではなく、「原語（英語、仏語、朝鮮・韓国語）の言語体系」と

「日本語という言語体系」の間を橋渡しするような翻訳だ。 

 だから優れた訳者が辞書を引くのも、原語の意味を理解するためではない。そのとき念

頭にあるのは、むしろ日本語の方で、訳語としてよりよい日本語の語彙や表現はないか、

という目的のために辞書を引く。 

 

■原書への愛と翻訳の喜び 
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 翻訳は、損ばかりの割に合わない仕事であるのに、訳者がある著者のある作品を訳すの

はなぜか？ 

 訳者自身が、そこに快楽や喜びを感じるからではないか？ そういう喜びや愛がないよ

うな訳は、結局、読者にも伝わらない。よい翻訳は、これを伝えたい、という強い気持ち

からしか生まれない。 

 翻訳は、テクニックも大事だが、究極的には、テクニックの問題ではない。「これを伝

えたい」という思いで、自分のからだを通して出てきた言葉で訳されたものが、よい翻

訳。全身を使って、言葉を尽くして訳そうとする人こそ、よい翻訳者。そこから、すばら

しい日本語の文章が生まれてくる。 

しばしばいわれるように、やはり、翻訳はひとつの作品であり、よい翻訳者とは、翻訳

の魅力に囚われた人だ。 

 

■「正しいけれども愛のない訳」と「誤訳があっても愛のある訳」――誤訳について 

 「誤訳」ということを考えてみたい。 

 誤訳はないにこしたことはない。しかし、語学力がいくらあっても、翻訳がいくら速く

ても、自分の訳文に淡白な訳者の訳は、魅力を欠く。まちがってはいない。むしろ正し

い。しかし、読んでいて魅力を感じない。困ったことに、そういう訳がある。 

 私は学生のとき、あるフランスの思想家の本を、ある日本人の先生の訳で読み、非常に

惹きこまれた。また、その訳者が、その思想家について論じた本に魅せられた。 

 ところが、大学を卒業して、出版社に入ってから、日本のフランス語の翻訳の大家の先

生が、出版当時、翻訳雑誌において、私が愛読した先生の訳を徹底的にやっつけた、とい

うことを知り、憤りを覚えた。というのも、たまたま、その大家の先生とも面識はあった

けれども、その先生から、その思想家の魅力を教えてもらったことなどなく、その思想家

のエッセンスを教えてくれたのは、批判した大家の先生ではなく、批判された側の先生だ

ったからだ。 

 他人から誤訳の指摘を受けないけれども、関心も、愛情も、真の理解も欠いた、「正し

い訳」、裁判所での言葉のやりとりのように、ただただ他人から後ろ指を指されないよう

に配慮された言葉で訳された、「正しい訳」はよい訳なのか？ 私はそういう「正しい

訳」より、「伝えたい」という思いに満ちた訳の方が、最終的には、よい訳だと思う。 

 

■韓国・朝鮮語と日本語 

 私自身の経験から話がフランス語に偏ってしまったが、翻訳の心得としては、フランス

語と韓国・朝鮮語では、異なるものが求められるのかもしれない。というのも、日本語と

韓国・朝鮮語は、フランス語と比べて、文法的に非常に似ているからだ。 

 今は、機械翻訳がかなり発達している。それでも欧米語ではなかなか役に立たないの

に、実際に必要があって使ってみると、韓国・朝鮮語では、かなりよい線をいっているよ

うに思える。それは、おそらく文法が近いから、単語レベルで置き換えただけでもそれな

りに文が成立するからだと思われる。 

 しかし、機械翻訳は、あくまで機械翻訳だ。翻訳は、訳者の身体を通じて生み出される
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作品。だからむしろ、文法が近い、朝鮮・韓国語の翻訳では、全身を通した言葉であるか

どうか、という翻訳の最も大事なところがいっそう問われるのではないか？ 

 

■訳者との信頼関係 

 著者と編集者の関係と同じように、訳者と編集者という関係も、実は最後は、人間関

係。人間同士の関係である以上、好き嫌いや相性も関わってきてしまうが、いずれにして

も、信頼関係があるほど、よい仕事ができる。 

 

  

  

 

  

 

****************************************************************************** 

1974年生まれ。慶應義塾大学政策・メディア研究科修士課程修了。1999年 4月より藤原書店に

勤務。韓国・朝鮮語書籍を含む翻訳出版にも携わる（李承雨『生の裏面』『植物たちの私生活』、

『高銀詩選集 いま、君に詩が来たのか』、宋友恵『空と風と星の詩人 尹東柱評伝』、宋基淑『光

州の五月』などを担当）。2012年 8月より文藝春秋に勤務。現在、文春新書・文春学藝ライ

ブラリー編集部に在籍。 

****************************************************************************** 

 

 

 

 


