ヨー ロ ッパ 文化圏 へ の 中国詩 の移 入
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1.は じめ に
た とえば ヨーロ ッパ には,い つ,ど のように中国文化 が紹介 され,中 国文学 の書物 が訳 され始 め
たか とい うのは,大 変興味 のある問題 である。 マル コ・ ポー ロ (MarcO P010,12541324)が 十 三
世紀,元 代 の中国 に十余年滞在 した後 ,古 フランス語 (ancien francais)で 記 した 『世界 の叙述 』
の中で,こ の国 の断片的 な描写 を残 したことはよ く知 られて い る。 しか し,そ の中国描写 は「正確
さを欠 い た」うもの とされ る。 その約二百年後 ,十 六世紀 になって,同 じ くイタ リア人 のマ テオ・ リ
ッチ (MatteO Ricci,15521610)が 三十年 ほど滞在 したが,彼 の明代 の中国 の文化 の説明 ははるか
に抜 きんでていた。 マルコ 。ポー ロが漢語 を解 さなかったのに対 し,後 者 マ テオ・ リッチ は中国語
に通 じ,ポ ル トガル語 で 中国語辞典 の編纂 をも試 みて い る。 また 『四書』 の訳 もラテ ン語 で試 みた
らしい。 これ らが後代 の作品 に較 べ て,不 完全 な ものであったにせ よ,こ のような功績 か ら,マ テ
オ・ リッチを,ヨ ーロ ッパ での中国学の祖先 とみる向 きもあるり。
しか し,中 国 についての知 識 を一冊 の本 にして,ヨ ー ロ ッパ に知 らしめたフア ン・ ゴンザ レス =
デ 。メン ドーサ (Juan Gonzalez de Mendoza,15451618)の 存在 は,そ の影響力 か ら言 って も先
の二人 を凌 ぐ,黎 明期 を画す るものである。 メ ン ドー サ はスペ イ ン人で,マ テオ・ リッチ と同様
宣教師 として中国 に滞在 したが,1585年 ,『 シナ大王国記』をスペ イ ン語 で著すや い なや,パ リでそ
,

れがす ぐさまフラ ンス語 に訳 された (《 1'HiStOire du grand royaume de la Chine》 )の を始 め とし
て,ヨ ー ロ ッパ のすべ ての言葉 に次々 と訳 されていった。そ して彼 の同時代 のモ ンテーニ ュ (MiChel

de Montaigne,153392)の 『随想録』 や,他 のユマニ ス トたちの書物 に も引用 され,中 国 に関す
る書物 として は,十 六世紀 の ヨーロ ッパ人 に大 きな衝撃 を与 えた ものである9。
こうして大航海時代 の波 に乗 つて,極 東 の国,中 国の文物 は,主 に宣教師を媒介 として西洋 に紹
介 されていった ことは特徴的 である。勿論 ,そ の後 も, この方面 における宣教 師 の役割 は大 きい。
ヨーロ ッパ における中国研究 の中で は,フ ランスは最初遅 れ を とっていたが,十 七世紀後半 か らは
,

その領域 はスペ イ ン,イ タ リア人か らフランス人 の手 にわたる。 それ はル イ十四世 と宰相 コルベ ー
ル の時代 であ り,自 然科学 にも造詣の深 い宣教師たちが,積極的 に中国 に派遣 され,明 の皇 帝 に西
洋科学 な どを教授 し,同 時 に中国人 の側 か らは,彼 らに本格的 な言葉 の習得 へ の協力 がなされた。
・ フ ォ ンタネ (Jean de Fontaney,16431710)ネ 申父な どの存在 があつた。。
その中 には,ジ ャ ン・ ド
その後 も中国文化 の ヨーロ ッパヘ の移入 は,十 九世紀半 ばまで は宣教 師 を中心に行 なわれた。 し
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か し同 じ宣教師 と言 って も,十 九世紀後半のイギ リスにおけるジェームズ・レ ッグ (James Legge,

181595)の ような大物 の出現 に至 っては,中 国研究 も単 なる異文化圏 の文 化摂取 の域 を超 えて,学
問 として成熟す る。十九世紀 の ヨーロ ッパ で は,万 国博覧会 での東洋 の国々の存在 の誇示 と相倹 つ
て,い わゆるエ グゾティス ム (la chinOiserie)と い う文化的状況のカロ
速化 を見 ,さ まざまな中国関
係 の書物が訳 され,紹 介 されてゆ く。 それ らはかつての宣 教師の手 になるような啓蒙主義 を超脱 し
てお り,東 洋文化 の粋 を極 めようとした点で,純 文学的要素の強 い ものであった。
ジェームズ 。レ ッグは,『 道徳経』 を始め,『 四書』
・『五 経』 な どを訳 して い るが,そ の訳業 は現
在 で もなお,イ ギ リス,ア メ リカの中国学者 たちの貴 重 な文献 として不滅 である。
この小論 の 目的 は,こ うした中国の文物が ヨー ロ ッパ に移入 され,翻 訳 されてゆ く経緯 を,特 に
中国詩 に絞 って眺めてみることである。中国詩 を敢 えて採 り上 げるのは,こ の古典詩 は本質的 に東
洋的 と言 えるものであって,そ れが ヨーロ ッパ人 を意 き付 け,ヨ ーロ ッパ に紹介 された ことを,他
の分野 での紹介以上 にユニ ー クな ことだ と考 えるか らである。 この東洋 の詩 は,短 い漢字 の並びの
列か らなる芸術 であ り,中 国語 自体 の特色 と相倹 って,絵 画的な,共 時的要素 を持 つ。押韻 の構造
は,吟 ず るとい う意味で聴覚 にうったえるもので,音 楽 と同系 の ものである。後者 の特徴 は,ヨ ー
ロ ッパ の伝統詩 にも共通す る要素であるが,こ の漢詩 の持つ,視 覚性 と聴覚性 を同時に兼ね備 えた
芸術 は,中 国語 に通ず る ヨー ロ ッパ人 には大 きなイ ンパ ク トを与 えたであろう ことは,想 像 出来 る。
勿論 ,彼 らの手 になった翻訳詩 としての中国詩 は,今 度 は ヨーロ ッパ の言語構造 の中 に収 め られ
,

いわばその通時的構造 において当時 の ヨーロ ッパ人 を惹 き付 けたわ けである。われわれ はそのよう
な翻訳 による東洋 の詩 の紹介 とその流れを見 る ことは,有 意義 だ と考 える。 また,こ の点 での影響
とい う ことについて言 えば,黎 明期 の影響関係 とはい くらか異なって,フ ランス とイギ リスが面 白
い相関関係 にあった ことも事実 である。ゆえにここで は,十 九世紀 の中国詩 の翻訳 の小史 を, この
二 国を中心 に眺 めつつ,そ の特徴 を浮 き彫 りにしてみた い。
その前 に, この黎明期 にあたる前期 の,フ ランスにお ける状況 につ いて簡単 に触れ てお くことに
す る。
フランスで は十七世紀後半 には,数 学者 であ り天文学者で もあった,ル・コン ト神父 (Le Compte,

1658‑1708)や ,ブ ーヴェ神父 (JOachim BOuvet,1665‑1730),ま たア ミオ神父 (AmiOt)が い る。
重要なのはジャ ン=バ ティス ト・ ド・ アル ドネ
申父

(」 ean― Baptiste du Halde)で ぁ り,彼 自身 は一
も
の地
に
度 中国
足 を踏み入れ ることな く,北 京 の宣教師 たちの資料 に基づ いて,中 国 に関す る完璧
な四巻 本 の書 を著 した (《 Description gOographique,historique,chrOnologique,politique et phy―

この著作 は,十 八世紀 にお いて,中 国 につ いての最 も評
・プレマール神父 (JOSeph de Prё mare 1666 1735)
価 の高 い情幸艮源 とされた。さらに特筆すべ きは ド
L'Orphelin
de la maison de Tchao》 )を 訳 したが,さ
の存在である。彼 は,元 曲の 『趙氏孤児』 (《
らに彼 は「十九世紀以前の ヨーロ ッパ では最良 の中国語 の文法書」9を 書 く。 しか しそれが印刷 され
sique de l'Empire de la Chine≫ ,1735)。

たのは,十 九世紀 に入 ってか らにす ぎない (1831)。 また,こ の ド・ プレマ ール神父や ブーヴェ神父
らに共通 してい る特徴 は,キ リス ト教 の教 えが古代 中国 に既 に伝 えられ,中 国 の古典書 の中 に同 じ
思想が再現 されていると見 る傾 向である。 (ア ミオ神父 は「三」 とい う漢字 の並びに「三位 一体」の
・プレマール神父 も,漠 字 の成立 を,「 天」の神や「十」
教会の シンボル を見 ようとした し0,ま た ド
7ち
字架 との関連 で解釈 しようとした )
十 七世紀 の末 か ら十八世紀 にかけての重 要な人物 は,エ コラ・フレレ (Nicolas FrOret,16881749)
である。彼 は宣教師 で はな い。彼 が 中心 となって,そ れ以前か ら懸案 であった辞書 の編纂 が,エ テ
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ィエ ンヌ・ フールモン (Etienne Fourmont,16831741)と 滞仏の中国人 ,ア ルカー ド・ フ ォア ン
(Arcade HOang)な どの助 けを得て,十 八世紀 に入 って初 めて試 み られた。しか し これ は成就 され
なかった。十八世紀末 にはさらに宣教師,ア ン トワーヌ・ゴービル神父 (Antoine Gaubil,16891759)
の存在 も重要なので付記 してお く。
以上 のような前時代 の状況 をへ て,十 九世紀初頭 には,コ レー ジュ・ ド・ フランスに初 めて 中国
学 (la sinologie)の 講座 が 出来 ,中 国 に関す る文化 は,フ ランスにおいて学問 として根 を下 ろした
わけである。 しか し,初 代教授 のアベル・レミュザ (Abel ROmusat,17881832)の ように,『 仏国
記』や『老子道徳 経』の一部 を訳 した り,彼 を踏 襲 したスタエ スラス・ジュ リアン (StaniSIas Juhen,

17971873)も 『老子道徳経』を仏訳す るな ど,宗 教関係 ,と りわけ道教関連 の研究 が進 め られ,フ
ランスにおける中国学 はその後 ,道 教学の代名詞 になるほど, この方面 の研究 が発展 してゆ くこと
になる。
こうした環境 の中で は,中 国詩 その ものの紹介 はむ しろ遅れ をとってい た と言 うことがで きるだ
ろう。

2.中 国 詩 訳 の 黎 明 期 一 一 『 詩 経 』 の 翻 訳
十九世紀 に入 ると,こ れ まで とは異 なる状況 として,確 かに意識 して韻文 が訳 されてゆ く。 しか
しこの時期 の特徴 として,中 国詩 とい うのは,イ ギ リスで もフランスで も共通 して,古代 の詩集
『詩経』であ り,こ の民衆詩 の翻訳 が圧倒的 であった ことで ある。 この傾 向 は十九世紀半 ばまで と
,

りわけ顕著であった。もち ろん,二 十世紀 に入 ってか らは,よ り優れ た訳 が,イ ギ リスのアーサー・
ウェー リー (Arthur Waley,18891966)や ,フ ランスのマルセル・グラネ (Marcel Granet,1884
‑1940)ら によって,新 たに試 み られ るのだが,依 然 として この『詩経』 は中国詩 の象徴 のように
,

何処 において も中心的 に訳 されたので ある。
『詩経』 は民衆詩で はあるが,い わゆる古典 としての国家 の『四書』 の一つに数 えられて い た。
『四書』 は孔子 が編纂 した ものであると,特 に ヨーロ ッパ で はみなされ る傾 向があった。 それゆえ
に,『 詩経』 を,一 大詩本 ,聖 なる文学書 とみなす 向 きが強 かったのか もしれない。 ド
・プレマール
Chi― King》 に触れて い る。例 えば,テ ィー
神父 もその著述の中で,「 聖典 (livres sacrOs)」 として《
ル (Roy EarI Teele)も この考 え方 をす る。《
The earliest group of poems preserved in Chinese
literature is the Shih Ching… 》 0そ して孔子 による書物 だ と見倣 された ことを,や は り大 きな理 由

としている。しか し,別 の見方 もまた,可 能 である。 これ は純然 たる民 衆詩 であることを考 えると
この『詩経』の中に,ヨ ーロ ッパ 的な詩 の要素 を見 い だし,そ の意 味 で西洋人 には,『 詩経』はあま
たある中国詩 の中で も,比 較的近 しい,親 近性 のある詩 の世界 に見 えたので はな いか とい う見方 も
,

出来 るのである。 それは,中 国詩 に即 して言 えば,「 賦」 と「興」の形式 と,詩 が,比 喩 と象徴 に彩
られていると言 ってよいで あろうか。 さらには女性 の恋 愛感情 を飾 りな く,む しろ劉出 しに素直 に
表現 しているとい う ことに もよると言 えよう。このような条件 によって,ヨ ーロ ッパ での中国詩 は
,

まず何 よ りも,長 い間,『 詩経』の世界であった と想像 してよいのである。 ちなみにフランスで は
早 い時期 には,上 述の フレレが,1714年 の論文 ,《 De la Po6sie des chinois》 の中で,古 代詩 か ら《
Chi
―
Kine》 (詩 経 )ま でを詳 し く説明 して い る。この論文 は1823年 に,《 HiStoire de rAcadOmie Royale
,

(パ リで公刊 )の 中 に挿入 された。またイギ リス人で は,ジ ョン=
フランシス・ デー ヴィス (Sir JOhn Franncis Davis)が 1819年 に,『 漢文詩鮮 The POetry of the

des lnscriptions et Belles Lettres》
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を公干Jし て,『 詩経』を漢字 による原詩入 りで訳 し,解説 して い る。 またジ ェームズ 。レ ッ
グは,彼 自身 の『詩経』の英訳 ,The《 SEE― KING》 の中で,ジ ュズ ィッ ト会 のフラ ンス人 の,ラ
シ ャルム神父 (Father Lacharme)が 1713年 にラテ ン語訳 した ものを,最 も早 く訳 された例 と推定
してい る。ただしそれ は,長 い問 ,草 稿 のままで1830年 になって初 めてパ リの中国学者 ,ジ ュール・

chinese』

モール (JuleS MOhl)に よって出版 された。 しか し訳 の注 も少 な く,中 国学者 には退 屈 で あるばか
りでな く,出 来具合 の悪 さに恥 じ入 るとい った,フ ランス人の コメン トをも載 せている。 なお,こ
のラシャルム神父 の 『詩経』訳 は,1838年 ,ビ オ (Ed.Biot)に よって注釈 が施 され刊行 され る。
レ ッグは,こ うした先人の訳 に注意 して,自 分 の訳 が,専 門家 の 目に も,オ リジナルの詩 をよ く訳
した と思われ るものであれば と願 う, といった中国学者 としての 自負心 を語 つている。 レ ッグによ
る『詩経』の英訳がなされたのは,1871年 であるの。確 かに後年,こ の レ ッグの訳 を,ウ ェー リー は
英語訳での最上 の もの, と誉 めて い る。 なお レ ッグが示唆 したフランス人 神父 のラテ ン語訳 につ い
て は, ド・ プレマール神父 の (1878年 にペルニ ィ神父の手で,や は リラテ ン語 か らフランス語訳 さ
れた),件 の書物 の注 にお いて も触 れてある。
フランスで は,十 九世紀末 に,ク ヴルール (S.COuVreur)が 『詩経 Cheu King』 (1896)の 翻訳
を出版 してい る。 これ もまた後 に,ウ ェー リーによってフラ ンス語訳 の最 上 の もの と評価 されてい
る。 こうして,二 十世紀始 めまで若子 の 『詩経』訳 が輩出す る。 また ドイツで は1880年 にヴィクタ
ー・ フ ォ ン・ シュ トラウス (ViCtOr von Stra8)が 『詩経』 の全 訳 を発表す る ことによ り, ドイツに
10ち
こうして,レ ッグや,十 九世紀後半の,北 欧のベ ル ン
中国詩 の問戸 が 開かれた とい う ことで ある
ハ ル ト・ カールグ レン (Bernhard Karlgren)ら の,学 問的 レヴ ェルで も充実 した訳 の出現 に到 る
まで,『 詩経』の翻訳の伝統 は踏 襲 されたのである。
このよ うな状況の中で,中 国詩 が,『 詩経』を離れて,い わゆるその傑作 であるところの,李 白や
杜甫 の唐 詩 にフラ ンス人 の眼が向 けられ るのは,よ うや く半世紀 をへ て十九世紀半 ばになってか ら
・
の ことで ある。フランスで初 めて唐詩 の世界 その ものを紹介 し,評 半Jに なったのは,ジ ュディッ ト
ゴーチ ェ (Juditt Gautier,18451917)の 『 白玉詩書』 (《 Le L re de Jade》 1867)と エル ヴ ェ・
ド・ サ ン ドニ (le marquis d'Hervey de Saint― Denys, 1823‑92)の 『唐詩』 (《 POё Sie de l'Opoque
des Thang》 1862)で あった 。 この二つの翻訳書 が時期 を大 きくは違わず に,全 く趣 を異 にして刊
行 されたのは興味 ある偶然である。

3.中 国詩 訳 の 転 換 期 ― =唐 詩 の 訳
確 かに,フ ランスで十九世紀半 ばに至 って,(二 人 の人物 によって)漢 詩 の中で も頂点 を極 める唐
詩が訳 された とい うことは,画 期的な ことだ と言 える。 とい うの も既 に述 べ たように,フ ランスで
は十九世紀始 めにコレー ジュ・ ド・ フランスに中国学 の講座 が設立 されて以来 ,中 国学 は盛 んにな
1°
り,中 国学 で は歴史 の浅 い ドイツな どか らもパ リヘ学 びに くるような状況であったが , ここで主
として研究 された分野 は,純 文学 とい うよりも,思 想や宗教学 であ り,よ り端的 には道教学であっ
た と言 ってよいか らである。道教が ,あ たか も 《la sin010gie》 を指す くらい,学 問 として主流であ
ったのである。 フランスにおけるか ような伝統 はその後 ,二 十世紀 に至 って,エ ドゥアール・ シャ
ヴァンヌ (Edouard Chavannes,18651918)や ポール・ ペ リオ (Paul Pelliot,18781945)な ど
の出現 により,よ り完璧 な様相 を見 せ ることになる。 こうした背景 の中で,い わば主流でな い,文
学 の,さ らには唐代・ 宋代 の韻文が訳 された ことは,一 般人 にはもとよ り,学 者 たちをも驚 かせ る
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一つの出来事 であった といってよいわけである。 さて,こ の画期的な訳業 をなした二人 とは,先 述
したように,ジ ュディッ ト・ ゴー チ ェ (ペ ンネームのジュデ ィッ ト・ ヴァル テール,Judith Walter
において)と サ ン・ ドニ である。前者 は有名 な文人 の娘 であるとい う点で注 目される。他方 サ ン・
ドエ は中国学者 として,初 めて唐時代 の詩 と詩人 の解説 を付 け,フ ランスに李 白や社甫 の存在 を
,

大 きく知 らしめたのである。結果 として どち らが評半Jを とったか, とい うことになると,実 は中国
学者 の地 道 で正確 な解 説 と訳 にもかかわ らず,当 時 ,二 十 二才 になったばか りの,若 いジュデ ィッ
トの誤訳 を秘めた詩集 のほうであった。彼女 は当時 ,上 に挙 げたペ ンネームで美術評論 な どを書 き
有名 にな りつつ あった。父親 も有名人 であ り,世俗 的 にも美 しく知的な風貌の彼女のなす ことは
すべ て賛美 を以て迎 えられたのである。 しか し彼女 の方 の成功 ぶ りはそれだけによるもので はな い
だろう。 ここで は時期的 にや ゝ早 い,サ ン・ ドニ の本 の方か ら紹介 してお きたい。
,

,

サ ン・ ドニ は侯爵 の家柄 であった。彼 自身 につ いて の詳 しい説明 は見 あた らないが,彼 は,先 に
述 べ た コレー ジ ュ・ ド・ フランス教授の,ス タニ スラス・ ジュ リア ンの弟子 であったようだ。後 に
『離騒』も訳 して い る (1870)。 ドミエ ヴィル の説明 によれば,「 サ ン・ ドニ は1874年 ,コ レージュ・
ド・ フランスのジュリアンの席 を継 い だ。 この感 じのよい学者 は,当 時 に到 るまで実際,無 視 され
・
ていた中国 の詩 に興味 を持 った ヨーロ ッパ で最初 の人 物 の一人である」I劾 。しか し同時 に,彼 はサ ン
ドニ について,「 あまリパ ッとしない教授」 といった表現 も用 いてい る。 いずれにせ よサ ン・ドニ の
著 した『唐詩』が,当 時 としては大 きな功績 であつた はずだ。彼 の本 の副タイ トルには,「 中国語 か
ら初 めて訳 された唐代 の詩 」と記 されて い る。 最初 の,〈 中国人 における詩法 とプ ロ ソディ〉とい う
タイ トル のエ ッセ イの中で,1843年 にビオ編集 の『詩経』 を見て,こ の唐詩 の翻訳 を思 い たった と
その動機 が述 べ られて い る。 このエ ッセ イで は『詩経』を解説 し,「 国風」の一部 も訳出 して い るに
もかかわ らず,い ささか冗長である。 そのあ と,唐代 の主な詩人 の解説 を施 しなが ら,そ れぞれの
詩 を紹介 してい る。後 に,ア ーサ ー・ ウ ェー リー は,1918年 干J行 の 『百七十 の中国詩』 の中 の翻訳
者 に関す るノー トにお いて,こ のサ ン・ ドニ の訳 とジ ュディッ ト・ ゴー チ ェの訳 を較 べ て次 の よう
に評 して い る。
「 この本 (『 唐詩』)は 偉大 な学者 によるものであ り,信 頼 で きるものである。ただ し中
・ゴーチ ェの訳詩 は誤訳が あ
国のプ ロ ソデイについての知識の部分 を除 いて。 中](ジ ユディッ ト
エ
るが,)そ れにもかかわ らず,サ ン・ ド の ものよ りずっ と読 みやす い し,訳 した部分 の中国詩 につ
いての知 識 もよ り広 い。」13)誤 訳の目立 たない,中 国学者 による翻訳 で はあるが,ウ ェー リー は,欠
[。

点 の 目立 つ,詩 と文学 に優 れた若 い女性 の中国詩訳 の方 を評価 した。 その ことが二者 の翻訳書 の特
徴 をよ く言 い表わ して い ると思われる。 ジ ュディッ ト・ ゴー チ ェについては,彼 女 とその訳詩 につ
いて別 の論文 で論 じて い るので1° ,こ こで は簡単 に触れ るにとどめ,こ の二人 のフランス人 による唐
詩 の訳 の反響 と意義 を,フ ランス内外 か ら眺 めてお きたい。
ジュデ ィッ トは言 うまで もな く,十 九世紀 の幻想小 説家・詩人 ,テ オ フ ィル・ゴーチェ (ThOOphile

Gautier,181172)の 愛娘 であつたわけで,父 親 が 引 き取 り,同 居す るようになった,中 国人 の丁
以齢 (Tin― Tun Ling)に ,ジ ュディッ トは中国語 を学ぶ。当然 ,こ の中国人 は知識人 であ り,自 ら
も詩作 した。 ジュデ ィッ トは彼 の詩の何篇かを,李 白の ものな どと並 べ て,紹 介 して い る。 さらに
サ ン・ ドニ と異 なるの は,彼 女 のほうは,唐 代 の詩 に限定 せずに,1867年 の初版 か ら,宋 代 の蘇軸
なども扱 っているのである。 したがって,良 い意味 で広 が りを持 ち,悪 い意味 で は雑然 とした 中国
詩 の世界 を提示 して い るわけである。ともか く,彼 女 の崇拝者 には文 豪 ヴィク トール・ユゴー (ViCtOr
HugO,18025)や ,批 評家 のアナ トール・フランス (Anatole France,18441924)や サ ン ト=ブ ー
ヴ (Sainte Beuve,180469)な どがいて,こ の東洋 の装飾 を施 した,エ グゾティックな『 白玉詩 書』
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は刊行 され るや い なや,大評判 をとった と伝 えられ る。19さ らには1867年 はその夏 に万博 がパ リで開
かれた ことも注 記 してお きたい。彼女 の訳書 はその35年後 の1902年 に改訂版が 出 され,タ イ トル は
短 く『玉 書』 となる。 この版 にはすべ ての詩人 に漢字名 が記 され,「 恋人 たち」 とい う最初 に置 かれ
たカテ ゴ リーの中で は,『 詩経』の「国風」か ら,数 篇 が訳出された。漢の武帝の詩 ,さ らには宋代
の女流 詩人 ,李 清照 (李 易安 )の 詩 も六篇 ,紹 介 され る。 ジュデ ィッ トがその初版 でサ ン・ ドニ の訳
を見 なかったか,と い う ことについて は,伝 記作家 はノン,と 判断 して い る。少 な くとも何 ら影響
を受 けなかったようだ。一方,サ ン・ ドニ の方で は,古 詩型や律詩 な ど,長 い詩 が よ く取 りあげら
れて い るのに対 し,ジ ュディッ トの方で は,む しろ短 い絶旬 に彼女 の嗜好 があったように思われ る。
ジュデ ィッ トの『玉書 』 (《 Le Livre de Jade》 )は ,そ の後 も1908,1923,1928,1933年 と版 を重ね
た。一 方,サ ン・ ドニ の 『唐詩』 は,最 近で は1972年 に再版 されている。
さらにはサ ン・ ドニ の訳書で は,代 表的な唐代 の詩人が網羅 され,そ の中 には孟 浩然 ,玉 維 ,そ
してわずか二 篇 だが,白 居易 も納 められてい るのに対 し,ジ ュディッ トの方で は王維 の一 篇 ,《 POur
(原 タイ トル は多分 ,〈 酌酒興装迪 〉
)を 除 いて,後 の二 大唐詩人 はすっぽ りと抜
い
け落 ちて しまって る。

oublier ses pensё

es》

しか しなが ら,テ ィール はまた,十 九世紀の末 に翻訳 の二つ の流れがアメ リカに入 り,そ の流れ
が影響 を与 えた こと,そ の一つが フランスか らの,ジ ュディッ ト・ ゴー チ ェの『玉書』 であった こ
とを指摘 している (も う一つの流れ はステン トである)。 またサ ン・ ドエ の ことに も言及 し,ジ ュデ
ィッ トの訳 との 較 を行 なってい るが,こ こで はサ ン・ ドニ の方 を誉 めなが らも,こ の両者 の訳業
'ヒ HerVey Saint― Denys was a mOre accurate tFanSlator than Mme.Gautier,but
の意義 を讃 える。
《

both these French translators are notable for choice of fine exemples of fr'ang pOetry and for
the fluent prose they used in their translations Enghsh translators、

vere not to show either such

fine taste or such ease of manner in translating for more than a quarter of a century.》

16)

実 際 ,テ ィール ほ どに彼 らの詩 の選 択 や訳 を誉 めて い い ものか ,多 少 の躊 躇 もあ るが ,は っ き りし
てい る事 は, この二 人 の フラ ンス人 の唐詩 の訳 書 が ,(ア メ リカ を も含 む)英語 圏 の 中国学 者 た ち に
も,影 響 を与 えた とい う こ とで あ り,十 九世紀 後 半 の,欧 米 の漢詩 の翻 訳 の潮 流 に変化 を与 えた と
言 え る事 で あ る。
そ こで 次 に,十 九世 紀 後 半 か ら二 十世紀初頭 にか けて の,英 語 圏 の事情 を概 観 しつつ ,中 国詩 の
受容 の変化 を,文 献 を提 示 す る ことに よ り,一 瞥 して お きたい。

4.中 国詩 訳 業 の 転 換 期―― 十 九 世紀 末 か ら二 十 世 紀 初 頭
十九世紀後半か らヨーロッパでは,中 国詩 の翻訳 はもはや 『詩経』 を離れて,当 然の ことなが ら
唐代の詩文,さ らには宋代 の詩訳が主流 となっていった。すでに前章で述 べたように,こ の潮流 の
The Chinese Classics》 の第
変化 は,フ ランスか らもたらされたのである。 レッグの1871年 干」
行 の《
エ
い
四巻にお て,な おサン・ ド の『唐詩』の序に当たる部分の中国詩の中の女性像 について言及 し
ているし,1918年 の時点で も,ウ ェー リーが同 じく同書 について コメン トしていることは,既 に前
章で触れたとお りである。 とりわけジュデ ィッ ト・ ゴーチェの『玉書』 は英語訳のみならず, ドイ
ツ語,イ タ リア語,ポ ル トガル語,ロ シア語などの諸国語 に速やかに訳 された。171た とぇば英語圏で
は,ア メリカ人のウイ トール (James Whitall)が ,1918年 《
Chinese Lyrics from the Book of Jade
―Translated from the French of Judith Gautier》 と題 して,何 人かの中国詩人の詩を抜粋 して訳
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してい る。 しか し原詩 を見ず に,単 にフランス語訳 か ら英語 に置 き換 えて い ると考 えられ る。 また
もっ と最近 の例 で は,訳 で はないが, トレヴ ェルヤン (R,C.Trevelyan)が 1945年 に彼女 の訳詩に
18)と

言
虫れて,《 The best in any EurOpean language is the very free version of」 udith(3autier》
角
ってい る。英語圏 のジ ュデ ィッ トの 『玉 書』の訳 に対す る見解 は,概 ね,そ の訳詩 の もつ欠点 を認
めた上で,な おかつ好意的 な見方 をして い るのが大半である。 その傾 向 は本国 フランスにおけるよ
りも強 い, とい う印象 を抱 く。 フランスで は,彼 女の訳詩 のポエ ティックな様相 よりも,そ の不正
確な訳 ばか りが気 にな り,称 賛 もせ いぜい二十世紀始 めの,ジ ョルジュ・ス リエ (Georges Souliё )
の中国文学論 あた りまでである。 ただ もう一点 ,ジ ュディッ トの詩訳 の意 義 は,や はリウェー リー
によって確 かめられてお り,そ れ は,1902年 の改訂版 で宋代 の女流詩人 ,李 清照 の詩 を紹介 した こ
とである。 この女性詩人 を ヨー ロ ッパ に初 めて知 らしめたのは,ウ ェー リーの評価す るごとく,そ
れはジ ュディッ トに他 な らなかった。

19

十九世紀後半 か らは,フ ランスが唐詩 の訳 において先鞭 をつ けたに もかかわ らず,実 際 はイギ リ
スの方 が,そ の後 の中国詩 の翻訳 による紹介 な どには,整 然 とした発展 が見 られるとい う印象 を抱
く。 その ことに触れ る前 に,ま ず フランスのその後 の流れを見 るのに,詩 の翻訳 と中国詩文学 の紹
介 を行 なってい る文献 を提示す る ことに よって,一 瞥 してお きたい。 1853年 には,ポ ーチェ (M.G.
Pauthier)と バ ザ ン (M Bazin)の 編纂 による,『 中国 の文献 による近代 中国 もし くは この大帝国 の
歴史的,地 理的,文 学的描写』 (La《 Chine mOderne ou Description historique,gё ographique et
httOraire de ce vaste empire,d'aprё s des documents chinois》 )が 刊行 されて いる。 フランスで
は,い わゆる中国文学史 の類 いの紹介 は遅 い。十九世紀末 の1886年 にやっ と当時,フ ラ ンス副領事
であった,Camille lmbault Huart(185797)の ,十 四世紀か ら十九世紀 の中国詩紹介 (《 La PoOsie
chinoise du 14e au 19e Siё Cle》 )や 同 じ く1892年 の,近代詩 や詩人 ,衰 梅 の紹介 (《 POOSies modernes》 )
が 目につ く。
また,1885年 には モ ンテギ ュ (Emile MontOgut)の 東洋 の国 の書物 と心 を論 じた書物 (《 Livres
et Ames des Pays d'Orient》 )が パ リの ア シェ ッ ト社 より出版 された。 この中 には,李 白な どの詩
も若干 ,訳 されているが,訳 の文体 は全 く配慮 していない。彼 らの西洋文朝の枠内で東洋 の詩人 を
扱 お うとす る。李 白に関 して は,「 李 白にはリディア も,ピ ュラ も,ク ロエ もい ない。女性 たちは決
して彼 のうたには現われ ない。彼 の詩 には恋愛感情 な どの 占める場 な どな く,酔 いの燃 えるような
吐息が満浴 してい るばか りだ。中」 といつた風 である。
十九世紀末 にはさらに, この分野 での二人 のフランス人宣教師 による貢献がある。一人 はすでに
挙 げたクヴルール (SOraphin couvreur,18351919),も う一人 はヴィゲール (L6on Wieger,1856

1933)で ある。前者 のクブルール神父 はすでに『詩経』を訳 した ことで紹介ず みであるが,彼 はフ
ランスでは珍 し く,辞 書 を編纂 した。 これ は古文 の中国語 のための ものであ り,現 在 で も古文 を使
う者 には使用 されるとい う。また神父だけあって,訳 は常 にフランス語 とラテン語 を同時 に並 べ た。
後者 のブィゲール神父 はアル ザス出身であ り,も とは医者 であった。彼 には漢字 につ いての考察 の
Textes Philosophiques≫ (1906)も 著 し,そ の中で は『老
著書 がある (Les《 Caractё res》 1895)。 また《
子道徳経』や 『荘子』 な どを訳 して い る。彼 はフランス詩人・ 外交官 のポー ル・ クローデルに中国
語,中 国 の宗教 につ いて影 響 を与 えた人物で もあった。
ヴィゲール神父 の方 は,直 接 には詩 の翻訳 とは関係 がない と言 って よい だろう。 さらにはヨレー
ジュ・ ド・ フランスに設立 された中国学 の講座 には,レ ミュザ,ジ ュ リア ンの後 に,シ ャヴアンヌ
やペ リオやグラネや マスペ ロな ど,二 十世紀 の始 めにかけて中国学 の碩 学 が輩出す る。 しか し,彼
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らは直 接 には文学が専門 とは言 えず,こ こで は省略す る。
フランスで はこうした流れの 中で,ポ ール・ ドミエ ヴィル (Paul DemiOville,1894‑1979)の よ
うな著名 な中国学者 が登場 す ることによ り,中 国文学史 お よび詩 の紹介 の学問的 な作業 が行 なわれ
るに到 ったのであるが,こ れ は今世紀半 ばになってか らであった。
一 方,イ ギ リスで はどうであったであろうか。十九世紀初頭 にウエ ス トン (Stephen weston)が
断片的 に詩 を紹介 してい る。しか しその趨 勢 はや は り,世 紀末 か らむ しろ二十世紀 に至 って大 きく
充実 して くると言 つてよい。 その ことを説明す るのに,イ ギ リスで は中国語 の辞書 の編纂 が早 い時
,

・モ リソンによって『華
期 になされた ことの意義 は大 きい。 まず,十 九世紀前半 にはすでに ロバ ー ト
英辞典』が上梓 され,世 紀半 ばには, トーマス=フ ランシス・ウェー ド (Sir ThOmas FrancisWade,
181895)が 中国語 の辞書及 び発音表記 を統一化 させた。 その ことによ り,中 国語 のアル フ ァベ ッ ト
表示 にはイギ リスで は早 い時期 か ら秩序化 がなされたわけで ある。ウ ェー ドを継 い だジャイルズは
,

その詳書 を改良 し (Chinese English Dictionary),そ れ は現在 で も実用視 されてい る。 .
十九世紀後半 のイギ リスで は,ス テ ン ト (George Carter Stent)が 重要である。彼 は1871年 に中
The Jade Chaplet》 によって,テ イー ル をして,ア メ
国詩 を扱 い (《 Chinese Lyrics》 ),1874年 には《
リカの中国詩 の紹介 に二大潮流 を もた らした,二 人 の詩訳者 の一人 と言わ しめて い る。(も う一人 は
フランス人 のジ ュディッ トである。)彼 は,当 時始 まった雑誌 ,《 China Review》 な どにも訳詩 を掲
載 してい たが,こ の後者 の訳書 で は,杜 甫 を13首 挙 げ,そ れに対 し,李 白 には83の 詩 を紹介 してい
る。 この二大詩人 のあ とには白居易 を置 く。訳 には押韻 はない。彼 はすでに中・ 英 ポケッ ト辞典 も
出版 してい る。
次 は何 とい って も上述 のハ ーバ ー ト・ ジャイルズ (Herbert Allen Giles,18451935)で ある。
当時のイギ リスでは (宣 教師 の他 に,)中 国 の領事 に長 く勤務 して い た人 たちが,帰 国後中国語 の専
門家 になるといった場合 が多 かったが,彼 もまた,そ の二十年以上 に及ぶ 中国 での滞在歴 を生か し
て,ウ ェー ドを継 いで,ケ ンブ リッジ大学 の中国語 の教授 となった人である。 む しろ彼 が英語圏で
の,中 国詩 のアカデ ミックな紹介 とその定着 に貢献 が大 きかった といえるだろ う。 とりわけ中国詩
史の紹介 は,各 時代 の詩人 の位置や詩形式の推移 を把握す るのに重要な ものであった はずである。
Gems of Chinese Literature》
彼 はその東洋 の詩世界 の様相 を明快 にさせ得 たわけである。1884年 に《
を著す。 ここでは,紀 元前六世紀か ら唐代 の詩人 までを網羅 し,壮 大 な詩 の文 学史 が展開 されて い
る。そ してそれぞれ若干 の詩 を訳すのであるが,ジ ャイルズ 自身 が序 で述 べ て い るように,「 訳 の過
程 で は,言 葉 の正確 さを厳密 にした。だか らむ しろ学生 には便利 な ものだ と思 う」 とい う意識 のも
とに認 め られた ものである。ジャイルズ はほかに も著書があるし,先 に挙 げた《
China Review》 な ど
にも定期的 に中国事情 ,中 国詩 を紹介 してい る。
ジャイルズ と相前後 して,イ ギ リスで はロン ドンを中心 として,中 国詩 とその翻訳 の紹介 におい
て華 やかな時代 が訪れ る。 その中での中心人物 は何 といって もウ ェー リーである。彼 はいわゆる在
野 の人 物 であったが,訳 の正確 さとその詩的なセンスにはジ ャイルズ はもとよ り,後 に続 く,現 代
までの中国学者 は一様 に大 きな評 価 を与 えてい る。 とりわ けウェー リー は白居易 になかれたようで
ある。彼 は少 しずつ訳 し,《 Little Review》 な どに発表 した ものを,す で に引用 した『170の 中国詩』
(《 One Hundred and Seventy Chinse Poems》
)の 中 に収 めてい る。彼 の訳業 は枚挙 にい とまない
が,そ の中で も1923年 の,《 The Temple and Other poems》 は,唐代 に到 るまでの文学詩史 として
も精密 な仕事 である。 そうした状況 の中で,中 国語 は知 らな くとも,中 国詩 の訳業 の文 学性 ,詩 的
価値 の高 い ことで重要なのは,当 時アメ リカか らやって きたエ ズラ・パ ウ ン ド (Ezra Pound)で あ
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Cathay》 の中 には,Rihaku(日 本語 )
る。一 時期 ,彼 はウ ェー リー な どとも仕事 を共 にしている。《
Selected Poems of Ezra Pound》 (1935)に 収 め られた。
な どの詩 が訳 されていて,そ の一部 は後 に《

その序文 にはT.S.ェ リオ ッ トがパ ウ ン ドの訳 の鋭利 さを,逆 説的 に「半透明J(tranSIucencies)と
い う言葉 を用 いて称賛 して い る。 (な おパ ウン ドは後年,『 詩経』全体 の訳 も完遂 した ことを付 け加
えてお く。)
英米文化圏で は同 じ くバ イナー (Witter Bynner)や ローエル (Amy Lowell)な ども中国語 の知
識 はなかったものの,詩 訳 の試みをお こなって い る。 とりわ け後者のア ミィ・ ローエル は,の ちに
中国語の熟知 してい るアイスカフ(Florence Ayscougll)と の共訳 で,『 松花箋』(《 Fir― flower Tablets》
1921)の 詩の翻訳 を出版 した。これ は大 きな評 価 を得て い る。ほか にはバ イイ ング(Crammer Byillg)
が唐・ 朱時代 の詩人訳 のアンソロジー として出 した,《 A Feast of Lanternes》 (1916)や ,二 十世紀

初頭 のハ ー ト (Henry Hart)の 『百姓』 (《 POems Ofthe Hundred Names》 (1933)を 挙 げてお く。
1930年 代 のフレ ッチャー (W.J.B.Fletcher)の ,二 百余 りの唐代 の詩訳 は,押 韻 と原詩 を並 べ置 く
ことによ り,意 義 あるもの となっている

(《

Gems of Chinese Verse》

1932)。

以上 ,英 仏二 国 のそれぞれの中国詩 の翻訳 の推移 を簡 単 に眺 めて きた。時代 は この あ と現代 へ と
向か い,そ れ は欧米 にお ける中国文学の現在 の十全 な発展 へ と向か うわけであるか ら,一 応 ,そ の
時期 には触れな くともよいだろう。十九世紀後半 か ら二十世紀 にかけては,い わゆる転換期 として
の性格 が顕著 に現われ て い るように思われ るのである。
フランスで は,中 国語 の辞書 の編纂が遅れた。 その ことは発音表記 の不統一性 ,中 国語 に対 す る
認識の不完全 さ,詩 世界 へ の知識 の偏 りへ と繋 が り,全 うな中国文学 の理解 には到 らない。 その こ
とが上 述の フランスにお ける傾向に垣間見 られ るはずである。 つ まり文学史や ガイ ドブックの類 の
準備 がイギ リスに比 べ て遅れてい るわけである。(現在 は,新 中国 になってか ら1948年 制定 の表 記法
を,フ ランス人 も統一的 に採用 して い るようである。)一 方,イ ギ リスにお いてはその ような初期段
階 の煩雑 さはすでに,ウ エー ド辺 りの時期か らク リアされてい る。台湾 で は今 もなおウ ェー ド式 の
発音表記 が実施 されてい るとい う。彼 を継 い だジャイルズ は,さ らに中国詩の歴史書お よびガイ ド
ブックの類 を刊行 して い る。 その ことによって,イ ギ リスお よびアメ リカで は,早 い時期 か ら中国
の詩人 の位置 ,評 価 が正 当 に把握 で き,そ の ことによ り詩文学の研究が順当に熟成 されて い ったの
で ある。 また文献 のカタ ログにお いて もイギ リス,ア メ リカでの出版 は積極的である。 フランスで
Bibliotheca Sinica》 1878)
は,ア ン リ・ コル ディェ (Henri cordier)の 編纂 した作品 カタ ログの《
は,む しろ例外的な存在 の重みがある。
こうした背景が,フ ランス とイギ リスの中国 の詩の受 け入れ とその後 の摂取 の仕方 の違 い を際立
たせてゆ く。 それが単 に,フ ランス人 とイギ リス人 ,ア メ リカ人 の性格 の違 い によるものか は簡単
には言 い切れないが,両 者 のそれぞれの特徴 であることは明白である。 よ り主観的な見方が許 され
るならば,中 国詩 はフランス人 には今 だに くシノワズ リィ〉と捉 えられてい るので はないだ ろうか。
一 方,イ ギ リス人やアメ リカ人の方が この東洋 の詩 を理解 しやす い気質 にあるので はないか。
フランスで は1930年 代 あた りになって,よ うや く文学史 の類 が現われ る。た とえば,マ ル グ リエ
(G.MargOuliё s)に よる中国文学史 (L'≪ Histoire de la LittOrature chinoise》 1931)や ,フ ラン
スに留学 で滞在 してい る中国人 たちによって,い わゆる教科書的な中国文学史の本 が刊行 される(1933
Anthologle de la LittOrature chinoise一 Des origlnes a nos〕 Ours》 ゃTsen
年 のSung― Nien Hsuの 《

Tson Mingの 文学史的 エ ッセー な ど,い ずれ もリヨンで干J行 されてい る)。

門田員知子 :ヨ ー ロ ッパ文化圏 へ の中国詩 の移入

5。

結 論 と展 望

この小論 では,十 九世紀か ら二十世紀 にかけての中国詩 の ヨーロ ッパヘの受容 を, とくにフラン
二 国は このことにおいては相関関係があるにもかかわ らず
スとイギ リスの二国を中心 に概観 した。
い
とくにフランスにお て,そ の後,イ ギ リス とは異なった独 自の道 を歩むようになるのは,興 味深
ヤ勇
。
,

古典的詩 の 『詩経』 の翻訳 が,い わばその黎明期 の様相 を示 してい るが,そ の後 ,中 国詩 の世界
は徐 々 に正 当 に,ヨ ー ロ ッパ に伝播 され紹介 されてゆ く。中国学 の先鞭 はフラ ンスが取 った と言 う
ことは可能 である。 しか し,そ の後 の発展 にお いて は,両 国 はそれぞれの個性 にあった道 をた どっ
た。 フランスで は,ジ ュディッ トとい う独 自な存在 があったにもかかわ らず,い わゆる純文学 の方
面 よ りも,む しろ宗教や哲学 ,一 一総称 して道教 と言 い切 って しまうのはやや危険があるか もしれ
ないが一― , といった方面が主流 となるのである。中国文学者 の興膳宏氏 (京 都大学教授 )も ,そ の
「 ドミエ ヴィル小伝」 の中で次のような印象 を持 たれて い る。 (フ ランスで は)「 十九世紀 にあって
は,詩 歌や戯 曲の分野 で,当 時 としてはかな りの水準 を示す研究や翻訳 が見 られたが,二 十世紀前
半 の大家たちは,総 じて文 学 へ の関心 が薄 かった。 シ ャヴァンヌが『史記』 を訳 したのは,あ くま
で も史料 としての重 要性 か らだったし,グ ラネが 『詩経』 になかれたのは,社 会学的な価値 か らで
20)

ぁった。
」
逆 にイギ リスで は (現 在 のアメ リカの事情 はイギ リス と同 じで はないが),ジ ョン・ ニーダムのよ
うな科学者が道教 に関心 を抱 いたが,日 立 った ところで は,あ まり道教学者 の姿 は見当 らな い よう
に思われる。中国研究 は,彼 らにはあ くまで も文学研究で はなかったか と思われ る。結果 として
純粋 に東洋 の詩の翻訳 を通 じて詩 の宇宙 に浸透 して い ったのは,フ ランスのジュディッ トの訳業 を
評価 したイギ リスの方 であ り,ア メ リカ文化 圏 であつたので はないだ ろうか。 フランス人 には, こ
,

の詩の世界 はあまりにもエ グゾテ ィックな もの として,定 着 しがたい側面 があったのだ ろうか。
以上 のような考察 をへ て,次 回 には,中 国詩 その ものの解釈 を問題 にしたい と考 えて い る。 また
逆 に,ヨ ーロ ッパ文学 へ の中国詩 の影響 とい う ことに取 り組 む予定 である。 その比較 の観点 を与 え
て くれ るのは,た とえば詩人 であ り外交官 であつたポール・ クロー デルのよ うな フランス人 たちで
ある。 この論考 は平成七年度 の文部省科学研究費補助金 による研究調査 の報告 の一部 をなす もので
ある。
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Introduction des poё mes chinois en Europe:
1.une histoire so■ 1]■ aire
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sultat de mes recherches sur les situations des poё

introduits en EurOpe au XIXe siё cle:il est question de savoir comment ils y ont

mes chinois

ё
tO recus et comment ils y ont

OtO interprOtOs.

Notamment i'ai exanュ inO cette question mettant en lunュ
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re les cas des deux pays, de la France et de

l'Angleterre;parce qu'ils sont en corrOlatiOn intё ressante l'un avec l'autre sur ce s
j'ai parcOuru l'Ovolution de llnterprOtation des poё

et Et pour les deux pays,
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