ア ン リ 0メ シ ョニ ックにおける 訳 論
―『 聖書』 の翻訳実践 か ら一
愛
は じめに
翻訳 とは往 々 にして、論 じる前 に成 されて しま う営み である。 なぜ とい うこ
とを問 うこともな く、必要 に駆 られて、あるいは状 況 に導かれ るままに、人は
翻訳 を行 う。それゆえ 「翻訳論 Jな るものには、 常 に屋上屋の よ うな印象が付
き纏 う。そ もそ も人間が成す事 に関する 「論」 とは、常 にある種 の 「遅れ」で
あ り、「追認」の一種 である。そ こに何が しかの 「発見 Jと 「考察」が伴 つてい
て こそ意義 あるもの となるが、翻 訳論 に見 るべ きものはあるだろ うか。
翻訳論 の系譜 としては、原文 へ の忠実 と、母国語 の 自然 さと、 どち らを取 る
か にまつ わ る論争が積み重ね られてきてお り、そ の流れ を追 うこ とはそれな り
に面 白い。例 えば、フランス において古典 主 義的規範 が強かつた時代 には 「不
実な美女」 が重 ん じられ、 ロマ ン主義時代 にいたって原文 へ の 忠実 を謳 う「貞
淑なる醜女」が尊 ばれ るよ うになつた とい う事実、ま た明治期 の急激な近代化・
西洋化 の時代 には、西 洋 の文物が取 り入れ られやす い よ う、登場人物 の名前や
舞台まで も 日本 に移 した翻訳 な らぬ 「翻案」や、思 い切 り日本的な文脈 に引き
寄 せた 「豪傑訳」 (野 崎歓 の言 による)が 流行 った といった事実 が ある。
しか し、不 実な美女 か、 貞淑な醜女かをめ ぐる問題 は、翻訳理論 の課題 とし
ては、 もはや陳腐化 して しま っているよ うにも思われ る。 翻訳 の問題 を別 の観
点か ら、また広 い視野 か ら捉 え直 した理 論 に触れたい と考 え、筆 者 のフ ィール
・メシ ョニ ック Hen五 Meschonnic
ドである仏語圏の文献を探 った ところ、ア ン リ
の翻訳論 に行 き当た った。そ こで本稿 においては、 メシ ョニ ックの翻訳論 の概
要 を紹介す る とともに、 ことに メシ ョニ ックの翻訳論 の 出発点 となつた彼 の聖
書 の翻訳実践 と、そ こか ら得 られた理論的成果 に焦 点 を当てて論 じていきたい。
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1.翻 訳者・ 詩人・ 理論家 としてのアン リ・ メシ ョニ ック
ア ン リ 。メシ ヨニ ックは、1932年 生まれのユ ダヤ系フランス人

1で

、60年 代か

ら文芸批評家 として頭角を現 し、 1970年 には聖書 のフ ランス語新訳 の試み 2で あ
る『 五巻 の 書』 Zo απσRο ″″π を上梓 、 1972年 に『 献辞 。こ とわ ざ』
励

sp"″ ′
besに より詩人 としてもデ ビュー し、1973年 には、キ リス ト教

atc.ε ′

的二元論的へ の痛烈な批判 と旧約聖書 のテクス トの再評価 を打 ち出 した『 記号
と詩篇』Z′ Sな″ ´′厖P♭ ″物

より、思想界 の注 目を浴びた。そ の後も、詩メヽ

'こ
に

翻訳者、思想家 として精力的 著作を世 に問 い続 け、211119年 に惜 しまれつつ没
している。 メシ ョニ ックは言語学 の教員 として長年 パ リ第八大学 で教鞭 を執 り、
一貫 して読み、書 き、訳 し、論 じ、詩作す る人間 として生 きた。
メシ ョニ ックの翻訳論 は、訳者 としての実践、詩人 としての実践 と相 即す る
形 で生 み出 されてきたもので ある。 この点 が、 メシ ョニ ックの翻訳論 を独 自な
ものた らしめて い る。翻訳 の問題 を、実践 の観点 か らだけではな く理 論的な課
題 として メシ ョニ ックがつ とに受け止めて いた ことは、1970年 か ら 1978年 にか
αp膨 ″α″ の第 2巻
け て上 梓 され た五巻 か らな る『 詩 学 の ため に』乃 ″″′
l1973年刊行 )が 「エ ク リチ ユールの考古学、翻訳 の詩学J Epis"mologie de
l'∝ 五ture,Po

que de la traductionと 題 されていることか らも明らかである。

『 詩学 の ために』 第 2巻 第 2部 は、メシ ヨニ ックの聖書翻訳 と並行 して執筆 され
たものであ り、 自らの翻訳理論 の提示 と、同時代の翻訳理論 の批判的検討 に充
てられている。
『 詩学 のために』第 1巻 (『 詩学批判 ―詩の認識 のために』の邦題
で 出版 されて い る)の 訳者 である竹 内信夫は、メシ ョニ ックの『詩 学 のた めに』
第 2巻 第 2部 について、「〈
書 くこと〉 の実践 として規定 された翻訳はそ こで詩 と
と評 してい る。
同質 の言語行為 として把握 され る
翻訳 の問題 は、 メシ ョニ ックの晩年 に至 つて も彼 の主要テーマ であ り続 けた。
3」

メシ ョニ ックは、 19"年 には『 翻訳 の詩学』な らぬ『 翻訳す ることの詩学』
乃 ι′
″滋 ′
に 2007年 には『 翻訳する ことの倫理 と政治学』E滋 ″″´´′
″″′滋 ′
′ο″″ Zο あ

=滋"j″

を上梓 している。 これ らは、アカデ ミズム に広 く見 られる

この出自は 重い意味を持つ。 メシ ョニ ックはナチズムの猛威 をのがれるため 第二次世界大戦
中、身を隠 しなが ら生きた。後 にメシ ョニ ックがヘ プライ語か らフランス語へ の聖書翻訳 に取 り
組む ことになるの も ユ ダヤ出自と無縁のことではない。
『詩学のために』の第 1巻 2″ ″″ ″″″ ″ ′が、
『 詩学批判 ―詩 の認識 のために』の邦題で竹内
信夫により訳 されている (未 来社、1982年 ).
同書所収 「訳者あ とがきJ215頁 。
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価値 中立的な科学的分析 の書 とは趣 きを異 にしてお り、新 たな価値定立の志向
に染 め上 げられ た、いわばマ ニ ュフ ェス トの書 として の趣 きを呈 している。時
に断定することも厭わず、逆説 をは らんだ独特 の畳 み掛け るよ うな文体 で綴 ら
れた これ ら晩年 の二冊 の翻訳論は、翻訳 について語 ることが極めてク リテイカ
ルな営み であ り、言語 を基盤 とす る文 化 の 問題 を照射す る試み とな り得 ること
を示 しているよ うに思われ る。以下、詩人 ・翻訳者 の顔 を持 つ アン リ・ メシ ヨ
ニ ック晩年 の翻訳論 の エ ッセ ンスを素描 して い くこととしたい。

2.翻 訳 の理論 と実践
先 に述 べ た とお り、 メシ ョニ ックの翻訳論 の特色 の一つは、翻訳者 として の
「理論」は経験 の
実践 に裏 づ け られ ていることである。メシ ョニ ックによれば、
「理 論 Jは「実践 」である との主張がメシ ョニ ッ
クの根幹 にある。理論 と実践 の並行性、そ の相互浸透 はメシ ョニ ックの仕事 に

省察的な付随物 に他な らない

4。

お い て徹底 した形 を取 つている。 19"年 に上 梓 された『 翻訳す ることの詩学』
は、 メシ ョニ ックの著作の 中で最 も規模 の大 きな翻訳論であ り、多岐 にわたる
問題が取 り上 げられ るが、長めの序文 を冠 した二 部構成 にな つて お り、第一部
は 「実践、すなわち理論」
、第二部 は 「理論、す なわち実践」 と題 されて い る。
それは、スタティ ックな「翻訳学」に対す る批 判 か らな ので あろ う。「理論 と実
践 は対 立 す る」、「理論家 と実践家 は対立す る」 とい つた翻訳 にまつわ る固定観
念 を排する ことをメシ ョニ ックは本書 の 目指す ところであるとしている メシ ョ
ニ ックの翻訳論 の 中に、常 にアジテ ー シ ョンに近 い響 きがあるのは、翻訳 とい
'。

う行為 につい て論 じること自体 が文 化的な創造 な のだ、あるいはそ うであるべ
きだ、 との意思が込め られているか らに他な らな い。
本書 の 中には、ふ んだんに翻訳 のテ クス トが取 り上 げ られ、そ の特質が論 じ
られている。 これは、理 論 と実践 を融合す るためではな く、何 が問題 とな つて
い るかの意識 ―すなわち 「理 論」 と、具体例 の特殊性 ―すなわち「実践」とを、
とメシ ヨニ ツクは述 べ てい る。いかなる翻訳 の例 が検討
されているかは、 メシ ョニ ックの 関心 の あ りか を端的 に伝 えるもの なので、以

区別するためである

6。

下 にそれ らのテクス トを列挙 しよ う。

̀ Henll MeschOnnic,あ ″′
″%′ ′%′ π′%′ 腐
。̀ろ ,a,p23
.

rみ

Edi● ons

滋
′,p23
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Veldier,1999,p9

『 聖書』
ホメロス『イー リアス』
孟浩然 「春眠不覚暁」
ダンテ『神曲』の地獄篇 I
シェークスピア『 ハムレット』およびソネッ ト27、 ∞、71
ゲーテ『 ファウス ト』

′

フンポル ト『歴史作家の仕事 について』
チェーホフ『 かもめ』
トラークル『若きエ リスに』
カフカ『少女』
ハイデッガーにおける o″ σ
み´の話
・
ロ
ー
イタ
カルヴィ ノの「ある冬 の夜、旅行者がもし…」
以上のよ うに、時代的にも地域的にも多岐 にわたるテクス トが取 り上 げられ
てお り、メショニ ックの視野の広がりが窺える。中でも最も多 くの紙幅が割か
れているのが『聖書』である。まさに『聖書』の翻訳は、メシ ョニ ックにとっ
て最も大きな質量を持つ翻訳実践であった。メショニ ックの翻訳論を通 して浮
かび上がって くるのは、彼があまたあるテクス トの中で も『聖書』を翻訳対象
としたことが、理論形成にとって決定的であった とい う事実である。なぜ決定

的であったのかに特に注目しながら、それがもたらした理論の骨子がいかなる
ものであるかについて、以下に述べていこう。

3.翻 訳の産物としてのヨーロッパ とぃう視点
メショニ ックの翻訳論は、無時間的 に措定されているものではない。メシ ョ
ニックは先行する翻訳 の歴史や翻訳論を踏まえながら、二十世紀とい う時代に
自らの翻訳論を位置づ けようとしている。メショニ ックによれば、翻訳の理論
を考えることは、翻訳の歴史を考えることと不可分なのである 『 翻訳するこ
との詩学』の二つの部分 に分かれた長い序文の後半部 には 「翻訳のヨーロッパ
は、まず翻訳消失のヨーロッパである との幾分謎めいたタイ トルが冠 されて
7。

8」

おり、三十頁ほどにわたる序文後半部は、ヨーロッパにおける翻訳の通史 とい
ｐ ｐ

″ 晟
あ あ
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うべ きもの とな ってい る。
この序文後半部 において 「不実な美女」か 「忠実な醜女」 かをめ ぐる周知 の
時代的背景 も把握 されているが、注 目され るべ きは、ヨー ロッパ 世界誕 生 に遡 っ
「ヨー ロッパ は翻訳 か ら、そ して翻
て翻訳 の歴史把握 がな されて いる点である。
とメシ ョニ ックは断言する。続 けて メシ ョニ ックは この
訳 の 中か ら生まれ た
ーゼ
つい
の
に
て以下 とお り敷行 してい く。
テ
'」

ヨー ロ ッパ は翻訳 な くしては成立 しなかつた。 しかも、翻訳 の原典 の全 き
消去 によって こそ形成 された のだ。それは、 ヨー ロ ツパ の基盤的テ クス ト、
すなわち二つの基 盤テ クス トに関わ ることである。二つ の基盤テクス トとは、
科学 と哲学 にお けるギ リシヤ語 であ り、旧約お よび新約聖書 にお け るヘ ブ ラ
イ語 で ある。ヘ ブライ ズムのものである隠蔽 の隠蔽 とい う事象 は、西欧 の政
治神学的歴史 に一 貫 して 見 られ る。それはキ リス ト教文献学的反 ユ ダヤ主義
の歴史であるЮ。
これ以上、説 明を付 け加 えるまでもない、簡潔 にして雄大な歴史把握 で ある。
ギ リシャ語 (に よる科学 と哲学 )と ヘ ブライ語 (に よる旧約お よび新約聖書 )
が ヨー ロ ッパ 文明 の成 立 において決定的であ つた とい うのに、ギ リシ ャ語 自体、
ヘ プライ語 自体 は ヨー ロ ッパ の各 国語 に翻訳 され ることによつて隠蔽 され、そ
の ことによって ヨー ロ ッパ が 自立す る とい うこの逆説。 メシ ヨニ ックは世界の
nし た
様 々 な文明 について検討
後、ヨー ロッパ が優れ て「翻訳」に依 拠 した文 明
である との結論 に達 し、 次 の よ うに述 べ ている。

枢要な基盤的テ クス トが翻訳 であ り、翻訳 として しか存在 しない とい う意味
で、唯 一 ヨー ロ ッパ だ けが翻訳 の大陸 であ り、 ヨー ロ ッパ にお け る偉大なる
翻訳 とい えば、まずは聖書 の翻訳 であ った。ギ リシャ語 の新約聖書 自体 がす
で に翻訳である

12。

″ p
'動
】
°

′ら
′
′ p38
シ ョニ ックは イン ド、中国 日本 の文イ
ヒについて、文明創始的テ クス トと当該 の言語 とに連
続性 がある文化であるとしている。文明創始的テクス トとして挙げられてい るのは、 日本の場合、
『古事記』 と『 日本書紀Jで ある。

11メ

12勁 2,pp 39‑40
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メショニ ックは、聖書のフランス語訳 にあたって、ラテン語によるヴルガー
タ訳からではなく、またギ リシャ語訳からでもな く、ヘ プライ語原典か ら訳す
のだが、それはおそらく、彼 自身のユダヤの出自と上記のごとき歴史観に由来
のヘ ブライ語からのフランス語訳 の試みは、メショニ ッ
するのであろう『
。聖書』
クにとってはヨーロッパ創始の時 に遡 り、 ヨーロッパ文明の問い返 しをも合意
する試み としてあつたのである。

4.翻 訳 の歴史性
前節において、ヨー ロッパがまさに翻訳の上に成立した文明であるとのメショ
ニ ックの歴史把握について触れたが、彼はヨーロッパ にお ける翻訳の歴史性を
いかなるもの と捉えているのだろ うか。メショニ ックは以下の よ うに述べてい
る。
ヨーロッパにお ける翻訳は、神的なるもの、聖なるものの歴史、政治神学的
歴史、そしてそこから抜け出そ うとする戦いの歴史 と交錯 している。ヨー ロッ
パの翻訳の歴史は政治的な歴史であると共 に詩的な歴史である
・ 。
このよ うに翻訳 の問題を歴史の中で捉えたとき、様々に浮かび上がって くる
の
も がある。翻訳 にまつわる広漠たる問題領域 が一挙に眼前に開かれる思いの
する一節 である。神学 と政治と詩学のぶつか りあ う場 として翻訳の歴史を捉え
ることができるとい うメシ ョニ ックの認識が述べ られている部分であるととも
に、そのようなもの として 自らの翻訳論を展開しようとの彼の意思表明の表れ
た部分でもあるlt
さて、翻訳を考える際に誰もが悩まされる「不実な美女か、貞淑な醜女か」
とい う問題は、 メショニ ックの歴史観の中では以下の ように捉え直されること
になる。少々長 くなるが、 ヨーロッパの翻訳通史とい うべ きものが簡潔 に示さ
れている部分なので引用 しよ う。
西欧において、聖なるもの、そしてその文学的翻訳は、聖なるものにおい
て始まった。それは、命名と神の言葉 としての言語活動 とい うコンセプ トと
鶴 あほ

,p411
認識論的であるとともに行為遂行的であるのが メシ ョニ ックの翻訳論 の一貫 した トーンで あ り、
そ こに文体の独特の熱気がある。
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calque》 が生
関わ ってお り、そのため、翻訳行為の限界を示す逐語的借用 《
つた
の
じることとな
。《
calque》 とは逐語訳であり、
独自 解釈学を伴 っている。
18世 紀まではヘ プライ語が起源の言葉 とされ、ヘ プライ語を頂点とする言語

のヒエラルキーが生まれ、聖なるものの究極 の形は、 コーランの場合のよう
に、
聖なる言語の限界の侵犯行為、
すなわち翻訳行為の禁止とい うことになつ
た。
最も優位な言語は国際語たるラテン語 に変わっ
中世 ヨー ロッパ においては、
た。世俗 の言語 は劣位のものと見なされていた。
中世は逐語訳が優勢であ り、
『哲学の慰め』の序文 において、真実を腐蝕 さ
せない唯一の方法を逐語訳に見ていたボエティウスを理論的支柱 としていた。
なぜなら、当時、翻訳はキ リス ト教の布教を旨としていたからである。 こ う
した翻訳の歴史の初期段階から今 日に至るまで、意味を訳すか、語を訳すか
の葛藤が繰 り返 されてきている。
世俗テクス トが優勢 になってからは、意味から意味へ の 自由な翻訳の原則
が生まれ、マンルプ以降、十七世紀から十八世紀 にかけてのヨーロッパでは
「不実な美女」力｀
盛んになる。そして、 ロマ ン主義 と固有性の重視から、再
び字義通 りの訳 が良 しとされるよ うになる。このよ うに翻訳は変化す るので
ある

15。

このような翻訳の歴史を把握することによって、 自らの生きる時代が照射さ
れて くることになる。メシ ヨニ ックは、二十世紀最後の年 に上梓 した『翻訳す
ることの詩学』において、二十世紀の翻訳 とい うものが どの ようなものである
かについて、以下のように述べている。
ようや く二十世紀になり、翻訳者により、またそれぞれ の背負 う伝統 によつ
て程度 は異なるものの、デイスクール dis∞ ursと 口誦性orali縫 とい う新たな
翻訳原則が明確 になつてきている。もはや言葉を訳すのではなく、テクス ト
を訳すのである

16。

翻訳論 の展開を、アクチ ュアルな創造行為であると考えてい るメショニ ック

ル 2,p42
動た ,p43
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にとって、二十世紀の翻訳の意義 の追究が最重要課題であることは言を挨たな
い。 ヨーロッパの翻訳の歴史を大づかみ にすることは、二十世紀のアクチ ュア
リティ認識の糧 となるのである。翻訳の通史が序文にはめ込まれているメシ ョ
ニ ックの
『翻訳することの詩学』には、
彼 のその ような思考の型が表れている
17。

「口
二十世紀の翻訳の特質として触れられている「ディスクール」とい う用語も、
誦性」とい う用語もメショニ ック独自の意味を吹き込まれたキー・コンセプ ト
であ り、この解釈は注意を要する。以下に章を改め、上記の用語 に注意を払い
つつ、メショニ ックの考える 「二十世紀の翻訳」とはいかなるものであるか、
明らかにしたい。

5.二 十世紀の翻訳の課題
すでに述べたとお り、メショニ ックの翻訳論全体が認識論でありかつマニュ
フェス トともい うべき性質を備えているので、 メショニ ックにおける 「二十世
紀の翻訳」 とは、彼自身の現状の認識であり、翻訳者であるメショニ ック自身
に課される課題の提示 でもあると捉えられる。その点を確認 した上で、前節 に
引用 した 「二十世紀になつて明確になつてきている翻訳原則」のコンセプ トに
ついて触れていきたい。
まず 「ディスクール」についてである。メシ ョニ ックによれば、二十世紀の
言語思想はラング langueか らディスクール dis∞ ursへ の移行 とい う問題 とし
て総括される。ラングが 251Xl年 の歴史を持つのに対 し、ディスクールの概念が
生じたのは 1930年 代 と新 しく、
いまだはかなく不安定な概念である。
ディスクー
ルとは、韻律的、 リズム的にラングに根 ざした主体、その日誦性、身体性を前
提とするものである。メシ ョニ ックに言わせれば、「文学 とは、ディスクール と
口誦性の最大限の実現
である。
「
つま り、 ディスクール」とは、誰が語 っているのか、どのよ うな身体が語 つ
18」

ているのか、 どのよ うな音律で、 どのよ うなリズムで語 られ、そして読まれる
のか、 といった問題を照射する概念 としてあるのだと言えよう。二十世紀の翻
訳においては、語それ自体の解釈の妥当性、とい うレベルではなく、語 る主体、
あるいは読む主体の振る舞いまで視野に収めた翻訳行為 とい うものが要請され
て くるのだと解釈されるだろ う。このよ うに考えるならば、
『翻訳することの詩
′『
翻訳することの詩学』の序文 には 「「不実なる美女」の精神 としての古典主義 と新古典主義」
「忠実訳の十九世紀」に続け 「翻訳行為演出の二十世紀」の節が設 けられている。

18

′
ら′
″,p91
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学』の序文において、メショニ ックが二十世紀の翻訳に冠 した一つの惹句 「翻
訳行為演出」の語 のニ ュアンスが明らかになる。
二十世紀の翻訳 において 「ディスクール」の概念がクローズアップされてき
た背景には、この時代が、優れてコ ミュニケーションの発達 した時代であり
アイデ ンテイティと他者性 とのインタラクシ ョンが密 になつてきたとい う事情
19、

が関わつている。アイデンティティが他者 との出会いにおいて、他者性によっ
て形作られることの経験が蓄積されたのが二十世紀とい う時代である"。 メショ
ニ ックは、ことに植民地主義の脱構築、またレヴィ=ブ リユールの論理 と前論
理 の相晨
「 した人類学の脱構築によって、二十世紀のアイデンティティと他者性
の関係性が変容 していつたものと見ているa。
二十世紀に顕著な翻訳原則 として挙 げられているもうひとつの鍵概念が「ロ
誦性」oralit6で ある。 これは、明らかに主体性、身体性 と結びついた概念であ
る。日誦性 とは即ち 「声 に出 して読めること」
、「声 に乗せ られること」 とパ ラ
ー
フレ ズす ることができる。このコンセプ トにも、意味の正確 さ、原テクス ト
ヘの字句的な忠実 さ、 といつたこととは別 の基準が示されていると言えよう。
そもそもメショニ ックは、しばしば問題 にされる「翻訳 の忠実」 とは何に対 し
ての「忠実」であるのか、と問い返している2。 語 に対 してなのか、意味 に対 し
てなのか。語 り、書 く主体 に対 してなのか ?メ シ ョニ ックは、こう答えている。
翻訳における「忠実性」とは、テクス トの内的一貫性、日誦性、ディスクー
ルのシステムとしての詩学を前提 とする23
メシ ョニ ックには、無人称的とい うより、身体を持つ主体 に関わ るものとして
捉えようとする傾向があるように思われる。翻訳論もそ うした思考の延長線上
にある。
もう一つ、メシ ョニ ックが二十世紀の翻訳における重要 コンセプ トとして挙
"メ シ ョニ ックは 1919年 に会議通訳が登場 した こと、第二次世界大戦後のニュル ンベ ル ク裁判 に
おいて 同時通訳が登場 したこと 米 ソ冷戦 の 中で、1954年 に翻訳機械が登場 したことについて触
れている。 (あ ″ ,p鬱 )
"メ シ ョニ ックは、圃 訳する ことの詩学』の中で「アイデンティテ ィは他者性によって しかもた ら
されない」 (あ ″ ,p77)と 述べ、「他者性 の訓練 としての翻訳の詩学Jと い うコンセ プ トを提示 し
ている.
″ ,p43
"あ
22 Hcni Meschonnic,E′ ″ %ι θ′ θ″′ %θ ′″′α′ ′
′
″
″
´ Verdier,2007
2'あ ″
'ク
,pl
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げているのが 「 リズムJで ある。 この概念 は、翻訳論 のみな らず、 メシ ョニ ツ
クの執筆活動 を貫 く最重要概念 と言 つて よい もので ある。 メシ ョニ ックにとっ
「意味Jを 超 えて、デ ィスクー
て リズム とは、ディスクール に固有 の もので あ り、
ルに固有 の性格 を与 える当のもの なので ある。 リズムには、表 現 主体 の歴史性
と身体 性が刻まれている2。 さらにメシ ョニ ックのこの概念 に踏み込んでみ よう。
言語 においては、意味が最 も重要だ と思われてきた。そ うではない ことを、
リズ ムは 明か してい る。 リズ ム は意味以 上のものを与 えるので ある
25。

このよ うにメシ ョニ ックは言 う。 リズム とは、言語 において、「意味」をもし
の ぐ力を持 つ もので ある とい うので ある。 メシ ョニ ックは、 とりわ けヘ ブライ
語 か らフランス語 へ の聖書 の翻訳経験 を通 じ、 この結論 に至つてい る。
聖書 とは、 リズムによって意 味 が作 られ るもので あ り、 これは どに リズム
が意 味を作 る類例 は他 に見 られ ない る。
聖書 は、重要な役割 を担 う。なぜな らリズ ムに よるデイスクールの、ユニー
クな組織化が見 られ るか らで あるη。
二十世紀 の翻訳 の条件 を考 える際の、有力なモデル とな つた聖書翻訳 とは、
メシ ョニ ックにとっていか なるもので あ ったのだ ろ うか。節 を改め論 じてい く
こととする。

6.聖 書翻訳 をめ ぐって
メシ ョニ ックは次 の よ うに語 つてい る。
ク ローデルが一 貫 して聖 書 をヴルガ ー タの ラテ ン語 で しか 読 まなか つたのは
偶然 のこ とではない。優れて詩的な意味で、 フランス語 の聖 書 は存在 しない

氣こ

うした コンセプ トは メショニ ックの初期の詩論であるん z/″ p″ ′
″%ι ′(Callimard,19rOl
にすでに萌芽が見 られ 以降 彼 の思 想の最 も大 きな支柱 となつてい く。
お
れ″″名 p5m
ρρ ″1,Hend Mesぬ onnic,あ ″ χθ″ ′
お ′♭
,′ ,p549
η ′ι
′
′,p91
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か らである お
メシ ョニ ツクは、信仰 の あ り方 か らして聖書 の重要性が高 かったプ ロテスタ
ン ト国 は、 真正 なる聖書訳 を持 つていると見 た。すなわちイギ リスにお けるキ
ング・ ジェームス王欽定訳聖書、そ してル ターの ドイツ語聖書 である。それ に
対 して、カ トリック国 で あるフランスは、 本 当の意味 でのフランス語聖書 を持
てていない と見た。そ の思 いが、ヘ ブライ語 か らのフ ランス語聖書訳 の敢行 に
つ なが つたのである。 メシ ョニ ックは、次 の よ うに語 つている。
おそ らく、聖なるものや神 にかかわ るあ らゆる形式 は、独特 のデ ィスクール
を必要 とす る。おそ らく、全て のそ うした形式 は通常 のデ ィスクールや話 し
言葉 とは異な つた、またそ うした ものか ら距離 をもつ 意味表現 の方式 である。
聖書 のためには、 言葉か らシンタックスヘ と脱 ヘ プライ化、脱 ユ ダヤ化する
よ うな通常 のフ ランス語化 ではない翻訳行為、 しかも翻訳 をエ キゾチズム と
す る直訳調ではな く、ある過剰か ら他方 の言葉 へ と達 し、同 じテンシ ョンを
保 つ よ うな翻訳行為 が、 フランス語 において見出 されな くてはな らない。聖
書 のデ ィス クールは特別 である。それは、 日誦性 の もので ある。神 にかかわ
るものは、翻訳 において こ うした日誦性 と不可分である"
「ある過
以上 の 引用 は、聖書 の翻訳 の特殊性 に言及 されて いる部分 で あるが、
剰か ら他方 の言葉 へ と達 し、 同 じテ ンシ ョンを保 つ よ うな翻訳行為 Jと い う言
葉 に、 原語 のエ ネルギ ー まる ごとフ ランス語 に移 し替 えん とす る聖書翻訳者 メ
シ ョニ ックの並 々 な らぬ意欲が伺 えるであろ う。メシ ヨニ ツクは『 聖書』の「詩
「古 い絵画 の鮮明な色合 いを見 られ るよ う表面 の埃
篇」を訳 した経験 につい て、
ぃ
と ぅ比喩 で語 つてい る。この ことを考 え合わ せ る と、埃 を被 り
を取 り払 う
古び て しまった 「ユ ダヤ性」や 「ヘ ブライ性」 を、 エ キ ゾチズ ム としてではな
30」

く、鮮明な もの として取 り戻す、 とい うことが メシ ョニ ツクの聖書翻訳 のひ と
つの要諦 であった と考 え られ るので ある。
「宗教的な ものによって隠 され て しま った 神 々 しいもの を、意味 によつて隠

お ′わ′
′,p536
却 IbiZ,p535

m

″″ ″Op.153
ρ,″ ′,Men五 Meschonnic,E′ み″″′″ ′οE==q ´′ ′
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されて しまった リズム を再び見出す こと31J― それが『 聖 書』「詩篇」の翻訳 の
挑戦 の意義であるとメシ ョニ ックは述 べ ている。 フランス語 の聖書翻訳 の多 く
が ラテ ン語訳 を基礎 にしているわ けであるが、 ラテ ン語訳 の原典 となつたギ リ
シャ語テクス ト自体、ヘ プライ語 か らギ リシャ語 に翻訳 された際にすで に リズ
ムが喪失 され、意 味 と形式 との 間 の分裂 を抱 えて しまっていた とメシ ョニ ック
は見 てい る。そ うした中にあ って、ヘ ブ ライ語原典か らフランス語 聖書訳を作
成す ることが、いかに困難であ り、 かつ意義 あ り魅力ある営み と映 つたかは想
像 できよ う。
おわ りに

以上に、アン リ・ メショニ ックの翻訳論 の骨子を素描 し、ことにそれがいか
に彼の聖書翻訳 とい う営みと相即しているかについて明らかにした。理論 はす
なわち実践であ り、実践 はすなわち理論である、と述べ るメショニ ックの翻訳
の実践 の諸相に立ち入 つて分析を加えるのは、彼の翻訳論理解にあたって も不
可欠の作業であるが、これについては他稿に期したい。
メシ ョニ ックは、批判理論で知 られるホルクハイマーの「伝統的理論は現状

のままの社会を維持する」という言葉を引きつつ、
「伝統的理論は現状のままの
理論 を維持 して しま う

32」

と付 言 してい るが、メシ ョニ ックの翻訳論 は、それ 自

体が創造であ り、作品で あ り、work in prOgressの 常 に開かれた未完 の もので
ある。翻訳 の問題 を考えるにあた って、 メシ ョニ ックの仕 事 か ら我 々 は多 くの
もの を受 け取れ るよ うに思 われ る。

'1勁 た ,pl
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