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リービ英雄｢千々にくだけて｣論
複数性・翻訳・俳句

藤田祐史
✉fujita.yuji@a.mbox.nagoya-u.ac.jp

This paper analyzes the novel Levy Hideo wrote about 9.11, 

Chijinikudakete, focusing on the role of Basho’s haiku. What happens 

in this novel when Edward, the main character, remembers the haiku 

Shimajima ya Chijinikudakete natsu no umi) “All those islands! 

Broken into thousands of pieces, The summer sea)? What is broken 

into thousands of pieces? It is the sea, it is a building, and it is our 

words. Edward acquires multiplicity through remembering the haiku 

and listening to the sounds in the multilingual town he resides in, a 

provincial town where he has many hallucinations. This is his 

resistance to the hegemony of America because the United States 

unites to seek revenge for the terrorist attack. Edward’s weapons are 

words broken into thousands of pieces because they belong to daily 

life. But many of the words Edward hears don't belong to everyday 

life, for example, “avoid foreign entanglements,” “The evildoers shall 

be punished,” and “infidels.” He is confused by these words, but he 

listens to them, and he sees much life in these words and in his 

visions. What happens when Edward remembers Basho’s haiku? He 

translates English voices into Japanese, and he translates words into 

visions to resist unification.

Keywords Levy Hideo(リービ英雄), multiplicity(複数性), translation(翻訳), listening 

(聴くこと), haiku(俳句)
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1 はじめに

リービ英雄の小説｢千々にくだけて｣(2005)の作中に、主人公のエドワードが芭蕉の

俳句｢島々や千々にくだけて夏の海｣を思い出す場面がある。このとき、彼が俳句を思い

出すことによって何が起きているのだろうか。

2001年9月11日のアメリカで起きた同時多発テロ事件を背景に持つこの小説は、先行

研究では、｢越境文学｣あるいは一種の｢私小説｣として扱われてきた。宮田文久は作者で

あるリービ自身を、｢｢越境文学｣がもつ複雑なダイナミズム、複雑な問題系を捉えるの

に有効なアイコンである｣
1
と述べた上で、｢千々にくだけて｣を｢西洋の｢モデル｣｣と戦

う小説として位置づけている。また、柴田勝二はこの小説を｢私小説の逆説的な地平を

示唆する世界としても捉えられる｣
2
と評価した上で、最終的に｢マイノリティの言語と

しての意味をはらんでいる｣日本語を選択して書くリービ英雄を、テロリストへの報復

というかたちで暴力的に結集しようとするアメリカ・覇権主義に対峙させている。

本稿はそうした先行研究に対して、｢千々にくだけて｣というタイトルにも使われる

ことになった芭蕉の俳句に焦点を当てることで、新しい視点からこの小説を読み解いて

みたい。この俳句を思い出すことで何が起きているのか。英語と日本語を交えて思い出

すことで何が起きているのか。そして、なぜ芭蕉の俳句なのか。そうした問いに答え

ることによって明らかにされるのは、必ずしも政治的な読みに制限されない｢千々にく

だけて｣の読解であり、翻訳についての、俳句についての、具体性に富んだ知見を作中

に見出す契機となろう。当然ながら、小説で扱われている内容から考えても、この小説

の読解から完全に政治性を剥奪する必要はあるまい。実際、本稿でもつづく第2節で

は、先行研究で提示された結論を否定するのではく、俳句という別の視点からそれにつ

いて答え直そうとしている。しかしながら、第3節、第4節ではそこから論を広げ、翻

訳、芭蕉の俳句、という視点から小説内で起きていることを明瞭にし、この小説の地平

を広げることを模索する。

作者であるリービ英雄は、1950年アメリカの生れ。父親の仕事の関係で、台湾でそ

の少年時代を過ごした。高校卒業後、日本とアメリカを行き来するようになっていた彼

のはじめの大きな仕事は｢万葉集｣の英訳であり、その後30代後半に日本語で書いた小説

が、｢日本語を母語としない西洋出身者による日本文学｣として話題を呼んだ
3
。そして

現在の彼は日本だけでなく、中国もその関心の中心に据えながら、日本語での執筆をつ

づけている。本稿では以降、作者であるリービ英雄については分析の対象とすることな

1 宮田文久｢リービ英雄 千々にくだけて を読む――｢越境文学｣の可能性――｣( 日本大学大学院総合社会情

報研究科紀要 13, 2012.7).

2 柴田勝二｢テロリズムと私小説――リービ英雄の表現と 千々にくだけて ――｣( 総合文化研究 18, 2014). 

なお、引用した文章の｢逆説的｣とは柴田氏の言葉で、｢世界規模の重大性を帯びた出来事と連続していれ

ば、その極私的な世界が同時に世界を動かす歴史の証言としての意味をはらむことにもなるから｣と説明

されている。

3 リービ英雄の経歴については、リービ英雄 天安門 (東京：講談社, 2011)の｢年譜｣を参考にした。
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く、テクスト論的読解を進める。作家リービ英雄より、作中の翻訳家エドワードに注目

してこそ、この小説で起きていることがより明確となり、新たな読解につながると考

えるためである。

2 複数性への志向

リービ英雄を｢複数性｣という視点からとらえる先行研究は既にあり、例えば青柳悦

子は｢複数性｣をキーワードに、｢生活言語のほかにもうひとつ｢自分の｣言語、すなわち

精神世界をはぐくむ言語｣を選択したリービ英雄を論じている4。本節では、同じように

作中に見出される｢複数性｣への志向を論じるわけだが、あくまでも｢千々にくだけて｣の

主人公エドワードに依りながら、また、俳句という視点からこの｢複数性｣のあり方を確

かめ、小説全体の読解につなげてみたい。

それでは、エドワードが俳句を思い出す当の場面をまずは確認しておこう。下記の

引用は、その問題としたい場面の第一、小説の冒頭近く、日本で翻訳家として働いてい

るエドワードがカナダを経由してアメリカに向かっている、その飛行機の窓から外の

風景を眺めつつ芭蕉の俳句を思い出す場面である
5
。

もう一度手が背広のポケットへと動きだそうとしているのを押さえて、窓の中

に次々と現れてくる小島の形にじっと見入った。ほら、松島とは反対側の夏の海も

千々にくだけている、と自分の気分をまぎらわせる、そんな日本語を思い浮かべ

た。島々や、千々にくだけて、夏の海、と芭蕉の松島の句に集中しようとした。手

がまた動き出そうとした。エドワードはもう一度｢島々や｣の文字を必死に想像し

て、そして、

all those islands!

とさらに頭の中で響かせてみた。

エドワードが二十年前に、S大学の教授から聞いた、｢島々や｣の名訳だった。

All those islands!

Broken into thousands of pieces,

The summer sea.

エドワードは窓に視線をそそぎながらひとりで小さな声をもらした。

｢しまじまやall those islands!｣

すぐとなりの席にいる白髪の老女がまた妙な表情となってエドワードをにらん

だ。(pp.8-9)

4 青柳悦子｢複数性と文学――移植型<境界児>リービ英雄と水村美苗にみる文学の渇望――｣( 言語文化論集 

56, 2001.3).

5 以降、小論における｢千々にくだけて｣本文の引用は、全てリービ英雄 千々にくだけて (東京：講談社, 

2005)により、論文中では頁数のみを引用の後に記す。
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この引用の場面に出てくる発句｢島々や、千々にくだけて、夏の海｣は、元禄2年の

夏、芭蕉が東北、松島で詠んだとされる句である。この句の意は、｢松島の景色を眺め

ると、大小無数の島々が散在して、海が多くにくだけ分かれているように見える｣
6
と一

般に解され、夏の海の涼しさをつよく表そうとしたものとされている。ちなみに、こ

の句は｢奥の細道｣に収録されなかったこともあり、芭蕉研究者の間では評価の低い句と

なっている。

その俳句が、カナダの上空に背景を変えて、ここでは思い出される。このとき、主

人公のエドワードによって、この俳句が思い出されることで何が起きるのか。そうし

た問いに答えていく前に、もう一つ、この小説には、同様の句をまるで異なる状況で主

人公が思い出す場面がある。先にそれを引用してみる。

上から陥没し、流れ落ちる建物は、巨大なこぶしでつぶされる砂の城のように、

石と鉄がおびただしい滝となって細かくたてにこぼれだした。建物の横はばいっぱ

いに同じ細かい動きが映り、単調な灰色からエドワードは一瞬、テレビが白黒テレ

ビに変わったと思った。

Oh no, oh no

暗い横丁の隅から、男の声、女の声が聞こえた。

南の塔が崩壊したあとに、北の塔も、たやすく、流れ落ちた。

見ているエドワードの耳に、音が響いた。

ちぢにくだけて

たやすく、ちぢにくだけて、broken, broken into thousands of pieces

音の破片が頭の中を走りまわった。

エドワードは気が遠くなりはじめた。(p.40)

ここに書かれているのは、2001年9月11日のアメリカでの同時多発テロ事件、それを

エドワードがホテルのテレビで見て、聞いている場面である。そして、ここでも｢ちぢ

にくだけて｣と芭蕉の句の一部が思い出されている。が、ここでは、千々にくだけるの

は、島々ではなく、夏の海でもなく、二つの塔であり、その崩落を表現する言葉として

｢千々にくだけて｣は使用されている。さらに、この｢ちぢにくだけて｣は、｢broken, 

broken into thousands of pieces｣と繰り返され、音の破片として、彼の頭の中を走りま

わる。

引用した第一の場面では、事態はまだ単純であろう。芭蕉が｢奥の細道｣の旅の途上で

詠んだ句を、エドワードは時を越えて現代のカナダ上空で認識する。俳句の｢借景性｣と

いう性格は次節以降でも触れるが、ここでは元禄の東北松島の島々がカナダの島々に背

景を変え、日本語から遠く離れていく彼の頼りにするものとして、その句が召喚されて

いる。

6 岩田九郎 諸注評釈芭蕉俳句大成 (東京：明治書院, 1967), p.625.
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第二の場面になると事態は急変しており、エドワードは彼の乗った飛行機がテロ事

件のために乗り継ぎのための土地であったカナダの地方都市で停止することになり、彼

はその地のホテルにいてテレビの画面の傍にいる。ここにいたって｢千々にくだけ｣た

のは、世界貿易センターであり、｢島々｣や｢夏の海｣は後方に退き、｢ちぢにくだけて｣

の音が英語と日本語で繰り返される。

だが、このときくだけているのは果たしてビルだけであろうか。当該の場面を改め

て思い出すと、｢音の破片が頭の中を走りまわった｣とあるように、その場面にあって

ことばは叫び声にも似て、まとまりを持たず、きれぎれである。つまり、ことばこそ

が粉々になり、この世界に散らばってしまったことが示唆されている。事実その後の

第二の場面以降、ことばが｢ちぢにくだけて｣しまった世界が、エドワードが街に出

て、数々の文字や音や声を拾いはじめる小説の各状況として展開されていく。

そうしたことばの散在する世界での翻訳家エドワードの｢聴く｣態度の詳細について

は、次節で論じるが、ここではまず、｢千々にくだけて｣いるのは、夏の海ではなく、

二つの塔でもなく、人々のことばとなったこと、そして、エドワードはそれを否定的

ではなく、肯定的な出来事として経験していくことを確認しておきたい。

周知のように、旧約聖書によると｢バベルの後に｣7人々のことばはばらばらになった

とされている。｢創世記｣11章を引用すると、それは次のような物語である。

世界中は同じ言葉を使って、同じように話していた。(略)

彼らは、｢さあ、天まで届く塔のある町を建て、有名になろう。そして、全地に

散らされることのないようにしよう｣と言った。

主は降って来て、人の子らが建てた、塔のあるこの町を見て、言われた。

｢彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているから、このようなことをし始め

たのだ。これでは、彼らが何を企てても、妨げることはできない。我々は降って

行って、直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにしてし

まおう。｣

主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こ

ういうわけで、この町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱(バベ

ル)させ、また、主がそこから彼らを全地に散らされたからである。
8

この旧約聖書におけるバベルの物語の解釈は多種あろうが、一般には天にまで達し

ようとする塔を造ろうと思いあがった人類への神の罰として受け取られていよう。バ

ベルは混乱であり、災厄なのである。しかし、問題としている小説のエドワードは、

7 ジョージ・スナイダーが｢翻訳｣に焦点を当てた著書のタイトルは バベルの後に (東京：法政大学出版局, 

1999年)である。スナイダーは、この著の｢第二版序文｣で｢バベルの事件が災禍であると同時に(略)天から

人間に対して星が恵みの雨のごとく降り注ぐものとも言い得る｣(p.xxvi)と述べており、そうした見解は小

論で述べるエドワードの姿態にも通じている。

8  聖書 新共同訳 (東京：日本聖書協会, 1987), 旧pp.13-14.
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二つの塔がくだけた世界で、いわば、現代のバベルの後の世界で、複数の言語の飛び交

う地方都市を歩きながら、テロへの復讐から一塊りになろうとしているアメリカの動

きに対し、抵抗しているように映る。

｢千々にくだけて｣ということばが、カナダの町を歩くエドワードの脳裏に浮かぶこ

とも、声として洩れることも、小説の描写としてはない。しかし、冒頭の飛行機の中で

この句を思い出したように、塔が崩れるテレビの映像を見聞きしながらこの句を思い出

したように、この思いがけず滞在することになった北米大陸の街にいて、エドワード

は常にこの俳句と共にあるように映る。それも、｢ちぢにくだけて｣と日本語で思い出

すだけでなく、｢broken into thousands of pieces｣と英語でも思い出すことによって、

その複数性への志向が、英語と日本語に留まらず、北京語、アラビア語、広東語、韓国

語と多彩な言葉を引きつけ9、今起きていることを、単純な一つのことばではなく、複

数のことばで語ることを可能にする。

芭蕉の句を口にするとき何が起きているのか、が小論の問いであった。その答えは

主人公のエドワードがこの句を日本語と英語によって思い出す(口にする)ことによっ

て、複数性への志向を得る、とまずは答え得ようか。バベルの物語との関わりで言え

ば、災厄として語られていた旧約聖書の理解には、 千々にくだけて のエドワードの姿

を経て、肯定的な出来事としての理解が重ねられる10。では、それを実現しているの

は、エドワードのどのようなあり方なのか。次節では翻訳家としてのエドワードに注

目し、本節では十分に語らなかった日本語と英語で俳句を思い出すことの意味について

も考察を深めてみたい。

3 翻訳家、あるいは｢聴く人｣としてのエドワード

この小説の主人公エドワードの職業は翻訳家である。そして、翻訳家の彼はバベル

の後の街を歩き、様々な｢千々にくだけ｣たことばを聴き定めていく。それは例えば、

作中から順に幾つか挙げるなら、｢Please find my brother｣｢あにきを探して下さい｣と

いう若い女の声であったり、｢ground zero｣｢ばくしんち｣というテレビ画面の文字で

あったり、｢evildoers｣｢悪を行う者ども｣という大統領の発言であったり、｢Please 

discuss itの次の行は、with Miss Kato at Fuji Bankと書いてあった｣紙の切れはしで

あったり、｢ヌンヨ、ムニッカ、クーウォル｣というカナに留まる韓国語であったり、

｢avoid foreign entanglements｣｢異国とのからみごとはさけるべし｣という彼の母親が急

9 また、｢英語｣であっても、それは、｢米語そっくりのアナウンサーの声｣(p.36)であったり、｢フランス系

なのかわずかななまり｣(p.38)であったり、主人公が聴き取る声は様々である。

10 なお、当該小説と旧約聖書との結びつきについては、エドワードの妹に｢灰におおわれたデッキにわたく

しはひとりで立っていた。朝の空は、まるで旧約聖書の話みたいに段々と黒くなっていた｣(p.71)という

発言が見られる。この小説に現れる様々な時空間についての詳細は第3節で考察するが、ここでの段々と

黒くなっていく空という表現からは、黒のイメージが繰り返される｢ヨブ記｣が想像されようか。
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に口にした古めかしい英語であったり、中国からの観光客の陽気な笑い声であったりす

る。そうしたあれこれをエドワードは聞きながら、読みながら、口にしながら、街を

さすらい、休息し、また歩き、その破片を聴き取り、種々の像を結び合わせていく。

ロラン・バルトは｢聴くこと｣という文章の中で、文化人類学者たちの思考に依りな

がら、｢聴覚は、時間＝空間的状況の見定めに結びついているものと思われる｣11という

見識を示している。人は聴覚によって、すなわち、ドアの閉まる音であったり、台所

の水音であったり、聞き慣れた外の物音であったりから、自分の｢居場所｣を認識してい

る。では異国の地で、慣れ親しんだ音が聞こえてこない世界で、無数のことばの断片を

翻訳家が聴くとき、何が起きるのか。

Infidels

という英語の字幕が現われた。

異教徒ども

エドワードは一瞬、一千年前のテレビ討論を見ているような気がした。

砂漠の文字が目に飛びこみ、鉄とガラスの建物が砂の城に変わり、崩れるのが再

び脳裏に展開しはじめた。(p.65)

聞き慣れない幾つもの音は、時空を超えた像と結びつき、思いがけない世界を現出

(幻出)させる。音は幻を生んでいく。

東洋風に反りかえった文字の｢ORIENTAL GIRLS｣というタイトルだった。｢オリ

エンタル・ギャルズ｣と口の中でカタカナを転がしながら、エドワードは写真集

を、長椅子の、自分のひざのすぐとなりに置いた。

部屋には誰もいないと分かりながら思わず振りかえった。ケネディ大統領のと

き、母のワシントンの家の地下室で思わず振りかえったのだった(p.98)

結び合わされる像は、一千年前の砂漠であったり、少年時代の地下室であったり、

時間も空間も多様であるが、彼は粉々たる音声を聞き、それを幻の時空間に結びつける

ことで、分別していく
12

。｢声の海から島のように浮かび出る｣
13

とはベンヤミンがヴァ

レリーの詩を論じたことばだが、かくの如く、とめどなく像は音の海から生まれ、｢千々

にくだけ｣たことばの波にさらされる。そして、そうした彷徨のなかで、エドワードは

11 ロラン・バルト｢聴くこと｣沢崎浩平訳( 第三の意味――映像と演劇と音楽と―― 東京：みすず書房, 

1984), p.157.

12 そのようなエドワードのあり方は、実は物語当初から見られた。彼は飛行機で知り合った老女の｢戦争が

終わったとき｣という台詞に、次のような幻視を経験している。｢黙りこんでいるうちに、アメリカ合衆

国の出来事について｢戦争が終わったとき｣のことが日本語で引き合いに出されているのを今まで聞いた

ことがない(略)厚化粧の下から十代の少女の赤らんだ顔が現われて、ブランド物の花模様のドレスの老女

が、焼け跡の中で家に帰ろうとしているもんぺ姿の女学生に変わった｣p.25.

13 ヴァルター・ベンヤミン｢ポール・ヴァレリー｣久保哲司訳( ベンヤミン・コレクション2 東京：筑摩書

房, 1996), p.465.
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何か一つの像を守ろうとはしない。むしろ、｢殺すな｣とか｢復讐を考えるな｣という単

純すぎることばには吐き気を覚え
14

、白人の老女が一方的な思いで描いた(とエドワー

ドには思われる)原住民のいないトーテム・ポールの絵にめまいを感じている
15

。

何より、肝心の俳句を思い出す場面についても、エドワードは常に英語と日本語の

どちらかに寄りかかるのではなく、その同一性、共通性に安堵するのでもなく、むし

ろ、その異質な音のうちに、彼はたゆたい、幻を広げていくようなのだ。このとき、

音は異質な音であるゆえに、互いの音を補完し、保管する
16

。

しまじまや、とささやく自分の声にほぼ同時に、all those islands! というもう一

つの自分の声がこだました。ちぢにくだけて、という音も、broken into thousands 

of pieces と反響した。(p.13)

｢千々にくだけて｣という小説は、翻訳家エドワードの｢耳の物語｣、聴くことと見る

(幻視する)ことの連環の物語として読み得る側面を持っているが17、そのようにして｢

浮かび出てくるのは、もはや直接的な聴き取りではなく、ずらされ、他の航海の移され

た聴き取りである｣
18

。エドワードは単純な物語(テロ／報復)に対し、千々の声から成

る千々なる物語をもって、抗しようとしているのだ
19

。そしてその姿勢は、エドワー

ドが思い出したのが俳句であったことと、密接に関わってもいる。

俳句についての本格的な考察は次節に譲るものの、翻訳家、あるいは｢聴く人｣とし

てのエドワードを考えるに、前節でも触れた俳句の借景性という性格について改めて言

及しておこう。

14 ｢噴水のまわりを埋めつくした何百もの｢自己表現｣の前でエドワードは立ちつくした。鮮やかすぎる色と

単純すぎることばが次々と目に入った。見ているうちにエドワードはすこしずつ吐き気をもよおしてき

た｣p.56.

15 宮田前掲論文では、この場面について｢そこに｢生きたイヌイットの姿はどこにもない｣ことに注目したい｣

として、｢原住民をことごとく駆逐した挙句、その｢歴史｣がなかったかのように振舞う無頓着さ、あるい

はその殲滅された相手の魂たるトーテム・ポールを甘美な感情によって描くことができてしまうその鈍

感さ｣を批判している。なお、この老画家の名は作中で記されていないが、実在の画家エミリー・カー

(1871-1945)が想定されていよう。

16 引用した文章以外でも、どの場面でもよいのだが、例えば本文32頁に、空港のガードマンがエドワード

に｢You better call your sister in New York｣と声をかける。そしてそのことばは小説中ですぐに｢

ニューヨークの妹に電話したほうがいいぞ｣と変換される。意味がこの変換によって相通じるようにな

る、のが一等の目的ではない。二つの言語が並び、互いの音が共鳴することで、ことばそのものの存在

が鮮明になる。

17 リービ英雄自身は、本作について 我的日本語 (東京：筑摩書房, 2010)において｢ただそこにいて、聞

く。ここにいて、見る。(略)ノンフィクションに近いフィクションなのだが、｢見る｣｢聞く｣｢見る｣｢聞く｣

ことの連続から、おのずと言葉が紡ぎだされる｣(p.186)と述べている。

18 ロラン・バルト, 前掲書, p.170.

19 ここでの結論は、小論とは論法が異なるものの、宮田前掲論文(p.59)において｢時空間を異にする｢非アメ

リカ｣が幾重にも織り込まれることで、<9・11>は、暴力的｢モデル｣に回収されることなく受け止められ

るのである｣と言い表された結論に近接する。
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俳句というものは、それ自体が独立した価値を持っている文学形態であるが、そ

れとともに、どのような背景を与えられるかによって句の味わいが変化する文学形

態でもあるのだ。(略)単独で示された場合とか、｢銀河の序｣をともなって示された

場合とか、 おくのほそ道 の中で｢文月や｣の句と並べられて示された場合とか、そ

れぞれの場合によって俳句の様相が変化する(略)俳句という文学は背景と敏感に反応

し合うという特性を持っていると考えるべきなのである。
20

引用したのは、大輪靖宏が芭蕉の俳句｢荒海や佐渡に横たふ天の川｣について述べた一

節だが、俳句はもともと俳諧の発句であって、次に詠まれる句(付句)によって、その句

の味わいを一変させていく文芸である。そして大輪氏が指摘するように、俳句は背景

(文脈)と反応し合い、句の様態を決定していく文芸でもある。

上記のことを翻訳の問題と結びつけるならば、俳句の翻訳とは、いわば｢外側｣にあ

るのであり、その表現されたことばに一字一句意味の通じることばを見つけるより

も、むしろ、エドワードの場合であれば、その小説で語られた全体験がこの俳句の翻訳

になり、作者であるリービ英雄を持ちだすならば、彼の書いた小説がこの俳句の翻訳に

なる21。｢原作が伝達を事とするものであればあるほど、翻訳にとって資するところは

ますます少なくなり、ついにはあの意味の完全なる優位が(略)翻訳を無に帰してしま

う｣22。ある種の俳句の翻訳とは、ベンヤミンがそのように述べた例の正に逆さまなの

であり、俳句における意味の完全なる劣位が翻訳の役割を拡大する。

翻訳家エドワードの態度の検証というこの節の目的に戻るならば、彼は喚起した俳

句を頼りに、種々の音を、声を、文字を、聴くことによって、｢千々にくだけ｣たこと

ばにあまたの像を結びつける｢翻訳｣を敢行しているのだ。しかし、ではなぜそのとき

頼りにするものは、芭蕉の俳句でなければならなかったのか。次節ではその問いに答

えていきたい。

4 なぜ芭蕉の俳句なのか

エドワードは、なぜ他ならぬ芭蕉の俳句｢島々や千々にくだけて夏の海｣を思い出し

たのであろうか。なぜそれは芭蕉の俳句でなければならなかったのか。この問いは、

二つの問いに分けて検討するのが有効であろう。すなわち、なぜ、芭蕉なのか。な

ぜ、俳句なのか。

先になぜ芭蕉なのか、考えてみる。単純な答えとしては、エドワードと芭蕉の旅人

20 大輪靖宏 芭蕉俳句の試み―響き合いの文学― (東京：南窓社, 1995), p.115.

21 俳句の翻訳論を論じることは小論の目的ではないが、こうした見方は、俳句が｢翻訳可能｣か否かを問うて

きた小宮豊隆以来の論争に、新しい知見を示し得ると考える。別稿で詳しく論じたい。

22 ヴァルター・ベンヤミン｢翻訳者の使命｣内村博信訳(前掲書), p.409.
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としての一致が挙げられる。芭蕉がこの句を詠んだのが、 奥の細道 の旅の途上、それ

も東北の入り口近い松島であったように、エドワードも旅の途上、その目的の大陸に差

しかかった辺りでこの句を思い浮べている。こうした単純な符号が第一にある。

第二に、前節で論じたように翻訳家、あるいは｢聴く人｣としてのエドワードを思い

出すならば、芭蕉もまた｢聴く人｣であったことが思い合わされる。

古池や蛙とびこむ水の音

―――蛙とびこむ水の音

――――――――水の音

――――――――――音

芭蕉翁は聴覚型の詩人、音
、

の
、

世界
、、 23

引用は、自由律の俳人種田山頭火の日記の一節である。エドワードと芭蕉の｢聴く人｣

としての一致。芭蕉は聞こえてくる音にも(｢ちゝはゝのしきりにこひし雉子の声｣)、聞

こえるか聞こえないかの音にも(｢秋深き隣は何をする人ぞ｣)鋭敏であり、そして、その

音は彼の幻視に接続している24。こうした芭蕉との関係については、｢千々にくだけて｣

本文にも｢島々や｣の句とは別の句を思い出す場面として、次のような一節がある。

Ｓ大学の教授から、しづけさやは単なるquietではなく、むしろstillnessに近い、

と言われたのを、エドワードは思いだした。音が立たない、だけではなく、音が立

つような動きすらない。音も動きもない世界を想像しなさい、と言われたのであ

る。(110頁)

引用した箇所では、小説には明記されてはいないものの、エドワードはおそらく芭

蕉の俳句｢しづけさや岩にしみ入る蝉の声｣を想起している。この俳句も、元は｢奥の細

道｣の途上の句であり、｢島々や｣の句を詠んでからしばらく経っての作である。小説で

はその末尾近く、それまでずっとつづいていた音の雑踏から離れて、｢大きな静けさに

つつまれていた｣場所に主人公が入っていく場面でそれは呼び起されている。この場面

は、しづけさや彼にしみ入る千々の声、とでも表したくなる場面であり、翻訳家エド

ワードはこのひっそりとした空間で、それまでの幾多の音、声、文字を、それらに結

びつけた幻を、反芻し、｢帰ったあとに静江に説明する日本語｣(111頁)を作ろうとして

いる。

それから、第三に、｢しまじまや｣の句と｢しづけさや｣の句がもともと芭蕉によって

｢松島｣と｢立石寺｣で詠まれた句であることを思い起そう。｢中世人にとって[松島の]雄

23 種田山頭火｢其中日記(十三)｣( 山頭火全集第九巻 東京：春陽堂書店, 1987), p.60. なお、丸谷才一の小説

｢横しぐれ｣においてもこの箇所が引用されており、そこでは山頭火と芭蕉が共に聴覚の詩人であること

が示唆されている。

24 雉子の声に父母が浮かび、ありかなしかの物音に隣人の生活を思い浮かべる。
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島は、高野山や立石寺と同じく、死者をあの世へ送り出す機能をもった聖地にほかなら

なかった｣
25

。句を想起するとき、かつてその句が詠まれた空間もまた召喚されるので

あれば、エドワードは(意識的ではないにせよ)カナダの地に｢松島｣と｢立石寺｣を幻出し

ているのであり、テロによって亡くなった人々を弔っている。中世の人の情に通じて

いた芭蕉も、同地を訪れたとき、そこに納められているという夥しい遺骨に思いを巡ら

したであろう。なぜ芭蕉なのか、を問いにしていたのであったが、その答えは、この

ようなエドワードと芭蕉の旅人としての一致、｢聴く｣あり方の一致、そして彼らの死者

に対する鎮魂の情の一致に見出せはしないだろうか。

次に、なぜ俳句なのか、の答えについては、一つはここまで論じてきた主人公の態

度が、彼の滞在するカナダの地方都市の様態と類似したものであることに暗示されてい

る。もっとも、このことは俳句だけでなく、古き日本の詩人の一般的な態度でもあるの

だが、詩人はある土地に来て、自身の思いを詠むのではなく、その土地にふさわしい思

いを見出し、それを詠む
26

。エドワードの複数性への志向は、彼のさすらう異言語に満

ちたバンクーバーにふさわしいそれである。この地方都市全体が｢歌枕｣のように機能

し、複数性への志向を彼に与えているようなのだ。しかし、この土地はまた、彼に

とって｢あの国は乗りつぎの地で、めったに通らないところだから｣(7頁)という思いで

当初入ろうとした｢好感も持たなくもないが移民もしたくはない、入国しようと思った

ことがない国｣(28頁)でもあった。

人格的関係性と話し手と聞き手の構造に関していえば、翻訳者は内面的に分裂し

ており、複数性を生き、安定性を欠いている。せいぜい、翻訳者は｢乗り継ぎする主

体｣(subject in transit)としてしかその主体性を獲得することができない
27

引用したのは酒井直樹が翻訳者について論じた文章の一節である。まさしく、翻訳

家エドワードはカナダの地方都市で、文字通り｢乗り継ぎする主体｣として、その主体性

を獲得する。複数性を引き受けつつ、同時に不安定なまま街頭を漂う。けれども、その

状況は彼を損なうのではなく、この街にいて彼はもう、｢定住してどれほど経っても、

まわりからは｢こちら｣の人と見なされなかったが、アメリカにいる家族はいつの間に

か｢向こう｣の人となった｣(11頁)という類の悩みを抱えてはいない。代わりに、漸次蓄

積される｢声の記憶｣に彼は苦しむのだが、俳句を頼りにするこの｢翻訳家｣を街全体が作

りだしていくようでもある。この土地の島々を入国前に飛行機の窓から眺め、芭蕉の句

を詠んだとき、彼は既にこの地にふさわしい姿を与えられていたのだ。

25 佐藤弘夫 死者の花嫁――葬送と追想の列島史―― (東京：幻戯書房, 2015), p.63.

26 もっとも俳諧では歌枕の約束から｢ずらす｣詠みも試みられる。エドワードも彼の体験を与えることに

よって、芭蕉の句と一体になるのではなく、芭蕉の句の｢ように｣なる。芭蕉の句に彼自身の物語が二重

写しになるよう重ねられるわけだ。

27 酒井直樹 日本思想という問題――翻訳と主体―― (東京：岩波書店, 2012), p.25.



142  [特集] 文化翻訳/翻訳文化

そしてもう一つ、なぜ俳句なのか、の答えとしては、これも再び芭蕉について述べ

ることにもなるのだが、芭蕉の｢奥の細道｣の旅において、俳句(俳諧の発句)を詠むこと

は、はじめてその地で出会う人と対話をはじめるための大切な手段であったことを考え

たい。発句が投げかけられ、ことばとしての彼が投げかけられ、そこに座が作られ

る。芭蕉はどの土地へ行っても無縁の旅人であるよりも、｢ここにいる｣人として自身を

その土地の人に交えた。そのようにエドワードもまた投げかけているのではないか。

彼の存在を、偶然滞在することになった街にはりめぐらせて、各人各様の声を聴き取

り、各人各様であることを認め、間断なく時空間を紡ぎ合わせるために。

或る時全く唐突に芭蕉は江戸つ子でないといふことが三上の頭に浮んだ。併し

(略)芭蕉も江戸にゐる間はそこを自分がゐるところと考へてゐたことは何とかとい

ふ橋が隅田川に新たに掛けられた時に感激して発句を作つてゐることでも解る。そ

して旅行に出てばかりゐた。併しそれは或る所に住む極意でもあるやうで自分がゐ

る所が世界で一番いいと考へるものはそれが町の人間であつても田舎ものである。

もし自分がゐる所をさうして自分がゐる所と認めることがそこの住み心地であるな

らば人間は或る所にゐて人間の世界にゐる。

俳諧はそのことを語つてゐるやうだつた。その侘びその他はどうでもいいこと

で人間がどれだけ長い間或る所にゐても何れは死ぬことを認めた上で人間がゐてそ

れらしい暮しをしてゐるその姿を好む時にその辺から俳諧の領分が始る。
28

おそらく空港のロビーに溢れていた｢ここ
、、

に
、

いる
、、

ことのおどろき｣(29頁)の態度で

は、｢聴く人｣としてのエドワードは存在し得なかっただろう。｢異国人のようなまなざ

し｣のままでは、偶然に訪れた土地は、偶然のまま終わってしまったであろう。島々や

千々にくだけて夏の海。千々にくだけたことばの海に幾つもの像を浮かべていく彼の

行為は、自分の今いるところに｢人間がいてそれらしい暮しをしてゐるその姿｣を見出す

からこそ、成立する。

エドワードは小説の最終場面、テロ事件のために普段よりひと気の乏しい公園の奥

で、原住民のトーテム・ポールの周りに集まる｢もう一つの大陸の明るい声｣(114頁)を

耳にし、｢大空の中からやわらかな光がふりそそ｣ぐのを感じる。｢この陽気さが すべ

ての恐怖を乗りこえる――｣
29

、そんな詩句が喚起されるようなありふれた、だがそれ

故に尊い情景。日常性によって、一方的な非日常性に対峙すること。政治的圧力に対

し、必ずしも政治的でない俗の姿態で抗すること。なぜ俳句なのか、の答えは、俳句が

(どれだけ旅に出たとしても)どこまでも日常と向き合う文芸であることと不可分であろ

う。

28 吉田健一｢町並｣( 吉田健一著作集第三十巻 東京：集英社, 1981), p.278.

29 Ｗ. Ｂ. イエーツ｢碧空の色の石に｣加島祥造訳( イエーツ詩集 東京：思潮社, 1997), p.16.
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5 おわりに

主人公のエドワードが芭蕉の俳句｢島々や千々にくだけて夏の海｣を思い出すとき、

何が起きるのか。そうした問いに、ここまで答えてきた。

第2節では、作中で｢千々にくだけ｣たのがことばであることを確かめ、主人公の複数

性への志向を確かめた。｢千々にくだけて｣を｢broken into thousands of pieces｣と翻訳

するとき、ことばは二つに分かれる。しかし、それはバベルの後の災厄ではなく、エ

ドワードに複数の声を聴き取らせ、彼を自己閉塞的な存在に留めない力として働く。そ

して、それは同時多発テロの後の報復のために結束しようとしている社会への一種の牽

制となる。そのような構図を読みこんだのであった。

第3節では、そうしたエドワードの複数性への志向を翻訳家、あるいは｢聴く人｣とし

ての彼の態度のうちに見定めた。無数にくだけたことばを聴くエドワードは、夥しい

音、声、文字を幾つもの時空と結び合わせる。音の複数性は、幻の複数性につながり、

それはたった一つの強固な幻(復讐)に抗するものとして、翻訳家エドワードを支える。

第4節では、そのエドワードが思い出すのが、なぜ特に芭蕉の俳句であるのかについ

て考察を深めた。芭蕉とエドワードの旅人、｢聴く人｣、鎮魂する者としての一致、そし

て、俳句が常に日常を其底とする文芸であることに、非日常を作らんとする大きな物語

作者に対する彼の蟷螂の斧を見出した。

ある日、馴染みのない世界に放りだされる。そのとき、そこで誰かの作った唯一の

物語に身を任せるのは楽であろう。けれども、その世界を真に馴染みあるものに変えよ

うとするならば、一人の人間ではなく、何人もの人間の声を召喚して、信じ得る幻を作

るという方策は有効だろう。エドワードが芭蕉の俳句｢島々や千々にくだけて夏の海｣を

思い出すことで起きていることは、そうして集められたことばの反響であり、幻の横

溢であり、その道程を経ることによって、｢ここにいる｣我らの世界を作らんとする、

そうした試みであった。
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