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朝鮮半島における西欧探偵小説の

日本語翻訳と受容*
―― 1910年以前、�朝鮮新聞�に掲載された翻訳探偵小説を中心に

30
李炫喜

✉yuki0106@hanmail.net

The detective story had not still been established as a literary genre on 

the Korean Peninsula until 1910. There were a few detective stories, 

however, in Japanese-language private newspapers such as Hanamegane

(｢鼻眼鏡｣), Nisegouto(｢偽強盗｣), and Daininokekkon(｢第二の血痕｣). These 

were originally the works of Conan Doyle, translated by Kokuchou (黑潮). 

They are identifiable as Doyle’s works by the presence of Sherlock Holmes 

in the opening scenes. However, in the process of translation, Kokuchou 

changed all the names of characters into Japanese. He also attempted to 

overcome the limit of space in a serial story of a newspaper by changing 

the first-person point of view into the third one. In addition, Kokuchou 

intervened in the text as a narrator, weaving in the truth of the 

complicated case through deduction. The intention was to help the Japanese 

readers of the day, who were unaccustomed to detective stories, to 

understand and enjoy each case.

These stories were introduced in the Chosen Shinbun(朝鮮新聞) in 1909, 

pre-colonization. There were a number of copies among the private 

newspapers, as Japan was extending its imperial hand toward the Korean 

peninsula. It can be supposed that these stories, based on the British Empire 

and the capital of London had the appeal of the enjoyable reasoning of 

detective stories. For the readers of the Chosen Shinbun, the detective 

Asaiwa must have been felt like a hero who protected the nation and 

society in a crisis. Through these stories about good versus evil, it seems 

that the readers of the Chosen Shinbun attempted to adapt to social change 

and satisfy a curiosity about a desire for Western culture. 

Keywords Chosen Shinbun(朝鮮新聞), Translated Detective Stories(翻訳探偵

小説), Conan Doyle(コナン ․ ドイル), Sherlock Holmes Series 

(シャーロック ․ ホームズシリーズ), Kokuchou(黒潮)

* This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National 

Research Foundation of Korea (NRF-2016S1A5A2A03926907).
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1 はじめに 

1880年代以後、日本の朝鮮半島への進出により、日本人は全国各地で日本人居留地を

形成し、100種類に及ぶ多様な新聞を刊行した。1881年12月10日から六ヶ月間釜山で発

行された�朝鮮新報�が最初の日本語新聞である。それ以来日韓併合条約が結ばれる1910

年以前まで、朝鮮半島で発行された日本語民間新聞は約10種類以上確認できる1。朝鮮半

島での日本語新聞は当時の時代性を反映する多様な情報が流通する場として機能してお

り、その記事からは在朝日本人社会の実像や当時の朝鮮での生活が窺える。特に読者を

引き寄せるための文芸物が数多く掲載されているのだが、その文芸物の中には当時とし

ては新しいジャンルであった探偵小説もあり、興味深い。

探偵小説というジャンルを西欧から受容する初期の時期である1910年以前、日本語民

間新聞に探偵小説と関わりのある作品を調べてみると【表1】のように約10種類が確認

できる。

【表1】1910年以前日本語民間新聞で探偵ジャンルと思われる作品
2

新聞名 掲載期間 作品題目 作家名

朝鮮日報
1905.1.20-1905.3.27 佛蘭西騎兵の花

英國 コーナン ․ ドイル

日本 梅村隱士

1905.1.24-1905.2.20 露探狩り 黒潮

京城新報

1908.11.17/18/19 探偵實話 奇緣 ひで子

1908.11.20/21/22 後の奇緣 ひで子 

1908.11.26/27/28/29/12.1 續奇緣 ひで子

1908.12.6/8/9/10/11 實話 地獄谷 かへで

朝鮮新聞

1908.12.1-1909.04.16 警察大臣 ポレース/藝陽外史

1909.6.1-1909.7.4 小説鼻眼鏡 黒潮譯

1909.7.6-1909.8.5 僞强盜 黒潮譯

1909.8.6-1909.9.5 探偵奇談 第二の血痕 黒潮譯

その中でも1909年8月から�朝鮮新聞�3に連載された黒潮訳の｢探偵奇談 第二の血痕｣

1 現在紙面が保存されている新聞は�京城新報�(1907-1912)、�朝鮮新報�(1892-1908)、�朝鮮新聞�

(1908-1942)、�朝鮮日報�(1905-?)、�釜山日報�(1907-1945)、�朝鮮時報�(1894-1941)などで、それほど多

くはない。

2 1910年以前日本語民間新聞で探偵ジャンルと思われる作品を整理したのが【表1】である。【表1】は現

在紙面が相当分保存されている�朝鮮日報�(1905-?)、�京城新報�(1907-1912)、�朝鮮新報�(1892-1908)、�朝

鮮新聞�(1908-1945)の四つの新聞を対象として、1910年以前の時期に限定して調査した。(拙稿｢韓半島で

刊行された日本語新聞�京城新報�文芸物研究――｢探偵実話奇縁｣を中心に――｣(�日本学研究�檀国大学日

本研究所, 2018), pp.226-227.

3 仁川で発行されたこの新聞は1890年1月28日�仁川京城隔週商報�として創刊され、1891年8月15日から題号

を変えて�朝鮮旬報�、1892年4月15日に再び題号を�朝鮮新報�に変更した。そして1908年12月1日から�朝

鮮新聞�として新しく発行されることになる。�朝鮮新聞�は1919年12月18日、仁川から京城に本社を移転

した。鄭晉錫｢日本人発行新聞の嚆矢、朝鮮新報ー朝鮮新聞｣(�朝鮮新報�第1巻, 2008), pp.9-11. 1909年当時



朝鮮半島における西欧探偵小説の日本語翻訳と受容  97

は｢探偵｣という表題からも分かるように、翻訳探偵小説として朝鮮半島で流通していた

といえよう。さらに黒潮は当新聞にこの作品以外にも二作を翻訳して連載した。｢小説 

鼻眼鏡｣(1909.6.1-1909.7.4)、｢偽強盗｣(1909.7.6-1909.8.5)がそれである。これらの三つ

の作品は1909年6月から9月まで、約三ヶ月にわたって掲載されている。このように一

人の翻訳者が探偵小説を翻訳し相次いで連載しているのであるが、探偵小説というジャ

ンルが広く知られていない当時の朝鮮に、三つも新聞文芸物として連載されることは稀

有なことであると言えるだろう。

本論では1909年�朝鮮新聞�に連載されたこれら三つの作品を対象として当時の翻訳探

偵小説の受容の様相を見ることにする。そのためにまず、三つの作品の原作を調べ、翻

訳事情を考察し、原作との比較分析を行う。新しいジャンルであった翻訳探偵小説が朝

鮮半島で、日本語により�朝鮮新聞�に掲載された意味を考えてみたい。 

2 �朝鮮新聞�の翻訳探偵小説の原作と日本語での受容

2.1 ｢小説 鼻眼鏡｣、｢偽強盗｣、｢探偵奇談 第二の血痕｣ の原作

｢小説 鼻眼鏡｣、｢偽強盗｣、｢探偵奇談 第二の血痕｣は1909年6月1日から9月5日まで�朝

鮮新聞�に掲載された。これらの作品は黒潮訳と書かれており、翻訳された作品であるこ

とは明らかだが原作者名は記されていない。これらの作品の冒頭には、登場人物の簡略な

情報が明記されている。

① 素人探偵浅岩徹三と工藤源次郎は二人共独身者であるから、米屋町に一軒の二階

を借って、一人の老婆に炊事をさせているのである。(｢小説鼻眼鏡｣第1回、�朝

鮮新聞�1909年6月1日、一面、傍線引用者)

② 素人探偵で有名な浅岩徹三は工藤医学士と二人で散歩から帰って見ると机の上に

一つの名刺が乗って居る。(｢偽強盗｣第1回、�朝鮮新聞�1909年7月6日、一面、傍

線引用者)

③ 素人探偵界のチャンピオンなる浅岩徹三は医学士工藤源次郎の助けを以て種々な

る探偵事件に成功した、彼の自転車乗りの少女を不思議の運命から救出した以

来、数十の大事件を引受けた内に、今茲に記さうとするのは第二の血痕或は愛情

の罪と題す可き巧妙な探偵奇談である。(｢第二の血痕｣第1回、�朝鮮新聞�1909年

8月6日、一面、傍線引用者)

三つの引用文の傍線の部分を見ると素人探偵｢浅岩徹三｣と医学士の｢工藤源次郎｣が登

場する探偵小説であることが分かる。そして三つの小説の主人公が引用文①、②、③を

同じ民間新聞である�京城新報�の発行部数は合計480,000部数で、�朝鮮新聞�は1,623,960部を発行してお

り、民間新聞としては一番の発行部数を示している。(市川まりえ｢1905-1910在韓日本人民間言論統監府

政治観｣�韓国史論�55, 2009), p.353.
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見ると分かるように同じ人物であることから三つの小説はシリーズ物だと判断できる。

これらの情報から｢シャーロック ․ ホームズシリーズ(Sherlock Holmes Series)｣ではな

いかと推測し、コナン ․ ドイル(Arthur Conan Doyle：1859-1930)の作品を調べた結果、

①は｢The Adventure of the Golden Pince-Nez｣、②は｢The Adventure of the Charles 

Augustus Milverton｣、③は｢The Adventure of the Second Stain｣という題目で1904年�

ストランド ․ マガジン(Strand Magazine)�に掲載された短篇であることが確認できた。

当時の�朝鮮新聞�の文芸物は在朝日本人が創作したものも少なくないが、日本で発表

した作品をそのまま載せる傾向が強い。そうだとすれば、これらは日本で翻訳され朝鮮

半島に紹介されたのではないかと思い、日本での作品の翻訳時期を調べてみた。原作か

ら翻訳が行われた国や時期を整理したのが【表2】である。

【表2】三つの作品別イギリス ․ 日本 ․ 朝鮮での翻訳時期

国名 年月 掲載誌 作品名 作家 ․ 翻訳

イギリス 1904.4 The Strand Magazine
The Adventure of the Charles Augustus 

Milverton
コナン ․ ドイル

日本 1908.7 英学界 あらしの夜 久保田正次

朝鮮 1909.7.6-8.5 朝鮮新聞 僞强盜 黒潮

イギリス 1904.7 The Strand Magazine The Adventure of the Golden Pince-Nez コナン ․ ドイル

日本 1908.2 文芸倶楽部 探偵小説 鼻眼鏡 勝間船人

朝鮮 1909.6.1-7.4 朝鮮新聞 小説 鼻眼鏡 黒潮

イギリス 1904.12 The Strand Magazine The Adventure of the Second Stain コナン ․ ドイル

日本
1905.11.8/12.8 日露戦争写真画報 奇談 外交文書の紛失 千葉紫草

1907.4.21.-5.4 静岡民友新聞 二つの汚点 梅水郎

朝鮮 1909.8.6-9.5 朝鮮新聞 探偵奇談 第二の血痕 黒潮

【表2】を見るとコナン ․ ドイルの三つの作品は黒潮が�朝鮮新聞�に載せる以前、時

期はみな異なるが、すでに日本語で翻訳が行われ雑誌や新聞によって流通していたこと

が分かる
4
。川戸道昭は日本での｢ホームズシリーズ｣の受容について探偵小説を愛好す

る大衆作家による紹介の流れとともに、もう一つの流れとして｢英語を教える教育者た

ちによる紹介がある｣
5
と言及している。実際、1908年�英学界�で久保田正次が翻訳した

｢あらしの夜｣の紙面構成を見ると、原作の英文と日本語の翻訳文が横並びで載せられて

おり、その下の部分には原作からの英単語の日本語の意味が綴られていた。

だとすると朝鮮半島での｢ホームズシリーズ｣の受容
6はどのような流れでなされた

4 日本でのコナン ․ ドイルの｢シャーロク ․ ホームズシリーズ｣の翻訳は、1894年1月から2月にかけて｢The 

Man with the Twisted Lip｣が雑誌�日本人�に｢乞食道楽｣という表題で連載されたのが最初である。

5 川戸道昭｢明治時代のシャーロック ․ ホームズ――ドイルの紹介と初期の探偵小説｣�明治翻訳文学全集新聞

雑誌編8ドイル集�(大空社, 2001), p.344.

6 朝鮮半島でコナン ․ ドイルの作品が韓国語で翻訳された時期は1918年｢探偵奇譚—忠僕(탐정긔담—충복)｣が
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のだろう。この問題については後にまた取り上げるとして、ここで確認できるのは三

つの作品がすでに日本で訳されているが、黒潮という名で訳されたものは�朝鮮新聞�に

載せられた作品が初めてだという点である。�朝鮮新聞�で翻訳された三つの作品が原作

から約5年の間、日本と朝鮮で日本語として翻訳されており、特に�日露戦争写真画報�の

｢奇談 外交文書の紛失｣は原作との時間差が1年にも満たない。このことは当時の状況か

ら考えても非常に早い翻訳であったと言えるであろう。

2.2 翻訳者である黒潮

これらの作品を翻訳した黒潮は、�朝鮮新聞�で三つの翻訳版を掲載した以外、記事や

文芸物の中からその名を発見することができなかった。しかし、【表1】で示したよう

に黒潮という同じ筆名で｢露探狩り｣(1905.1.24-2.20)という作品が�朝鮮日報�に掲載され

ている。｢露探狩り｣を研究した兪在眞は1905年に黒潮が｢露探狩り｣以外にも、当新聞に

創作小説として｢戦勝｣(1905.1.15-1.22)を連載、俳句や論説を書くなど、�朝鮮日報�の記

者として当時、釜山に居住していたと述べている
7
。

それを端緒として黒潮について詳しく調べると、｢黒潮｣という号を使用し、兪在眞

の研究とも重なる人物として上田務を取り挙げることができる。日高佳紀は、黒潮は

1910年にカナダの�大陸新聞�で主筆をしながら長編小説｢馬賊王｣(1910.4.14-6.29)を書い

た人物であるが、カナダ渡船以前の経歴については不明な点が多い8と述べている。彼

の論文では中山訒四郎の｢帰国せる先輩有志の事歴｣から上田務に関する記述を引用して

いる
9
。それをまとめると、黒潮である上田務は福岡修猷館出身で、東京で電気工業を

専攻し、福岡中学で教鞭を取っていた。そして台湾に渡り、1895年には台湾、南清地方

を遊歴した。それから�九州日之出新聞�に入り、外交記者となる。その後1902年に上京

して黒龍会の機関雑誌である�黒龍�の編集を担当したのである。そして�佐世保軍港新

聞�10を起こす。さらには�朝鮮日報�、�中国民報�、�二六新報�、�満州日日新聞�、�安

東タイムズ�などに執筆した。1909年にはカナダに渡り�大陸日報�に入って｢馬賊王｣を

連載し、北米から帰国後、満州や朝鮮で言論活動をした。彼がカナダに渡った1909年は

6月から9月までこれらの三つの作品を�朝鮮新聞�に掲載した時期と重なる。

最初である。原作は｢The Adventure of the Three Students｣(1904.6)である。鄭惠英�植民地期文学と近代

性�(ソミョン出版, 2008), p.160.

7 兪在眞｢｢露探狩り｣研究――大韓帝国末期居留日本人のアイデンティティの形成と日本語民間新聞の文芸物｣

(�人文社会�21号, 2018), pp.360-361.

8 日高佳紀｢カナダで満州馬賦小説を読むということ――初期�大陸日報�と文学――｣(�奈良教育大学国文：

研究と教育� 2008), p.1.

9 日高佳紀｢カナダで満州馬賦小説を読むということ――初期�大陸日報�と文学――｣(�奈良教育大学国文；

研究と教育�奈良教育大学国文学会, 2008), pp.4-5. 中山訒四郎｢帰国せる先輩有志の事歴｣(�加奈陀同胞発展

大鑑�附録, 1919)から再引用.

10兪在眞によると、�佐世保軍港新聞�の社長は志田宗一で、この新聞が廃刊になるまで社長の変更がなかっ

たことを確認し、志田宗一と上田務を同人物としてみることはできないと主張している。同注6, p.361.
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上田務は1925年に亡くなる以前、朝鮮において�朝鮮統治論�(安東印刷所、1920)を出

版した。�満日�を研究した栄元は、黒潮は1907年10月に東京の�満洲日日新聞�に入社

し、1908年1月には当新聞の奉天支局の通信員として働いた
11

と述べている。これらの

経歴から見ると、黒潮である上田務は、日本から満州や朝鮮、そしてカナダにまで場を

広げて活躍したジャーナリストであり、作家であったことが分かる。そして国粋主義団

体である�黒龍�の編集に携わったことから彼の言論人としての立場が垣間見られる。

しかし、朝鮮での詳細な経歴はまだ不明な点が多い。朝鮮での活動が明確には把握で

きないため、彼が1908年に中国で通信員として働き、1909年にはカナダに渡ったとす

ると、�朝鮮新聞�に掲載した三つの翻訳作が、中国で通信員をしながら�朝鮮新聞�に

送ったものなのか、それともその間に彼自身が朝鮮に渡って来て翻訳したものなのか、

その事情は分からない。それに関してはさらに調査する必要があるだろう。しかしな

がら｢帰国せる先輩有志の事歴｣には黒潮に関して重要な情報が含まれている。それは

｢帰国せる先輩有志の事歴｣の中に｢君は天資卓犖学識深く、殊に英文和訳に長ず｣
12

と書

かれており、黒潮が英文を訳すことができる人物であることが明らかにされているの

だ。だとすると、黒潮は�朝鮮新聞�の三つの翻訳版の底本として、コナンドイルの原文

を見て翻訳を行った可能性が高いのである。

2.3 日本と朝鮮の翻訳版の関連性

これらの情報から原作と翻訳した作品の関連性を見るために主要登場人物の名を取り

上げて比較して見た。それをまとめると【表3】になる。

【表3】 作品別主要登場人物名

国名 作品 登場人物

イギリス 三つの作品 Sherlock Holmes John H. Watson

日本

あらしの夜 相馬 和田<私>

探偵小説 鼻眼鏡 本田 渡邊<私>

外交文書の紛失 余<私> 登場しない

二つの汚点 堀江無双 和藤<自分>

朝鮮 三つの作品 浅岩徹三 工藤源次郎

11 栄元｢租借地大連における日本語新聞の事業活動――満州日日新聞を中心に――｣(総合研究大学院大学文化

科学研究科, 博士論文, 2016), pp.201-205.

12 注10と同じ。
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【表3】を見ると、日本でも朝鮮でも登場人物は原作とは異なり、みな日本名になっ

ている。そして主人公である二人の名前は翻訳する人によってそれぞれ別の名前に翻訳

されていた。日本版の翻訳では原作の｢Watson｣により近い発音になる｢和田｣、｢渡邊｣、

｢和藤｣などの｢わ(W)｣で始まる名前を使っている。

｢Holmes｣にも例外はあるが、｢本田｣、｢堀江｣の｢ほ(H)｣から始まっている。ただ、｢外

交文書の紛失｣では｢ワトソン｣に該当する人物が削除されており、｢ホームズ｣は｢余｣とし

て登場し、名前すら出てこない場合もある。それに対して、朝鮮版では原作とは関係なく

｢浅岩｣、｢工藤｣として設定されている。

三つの作品の背景になる地名も日本での翻訳版では原作に忠実にカタカナで明記した

ものがある。例えば、原作の｢The Adventure of the Second Stain｣では殺人現場の地域を

取り上げて殺人事件の新聞記事を挿入した部分があり、その記事のタイトルは｢MURDER 

IN WESTMINSTER｣である。それを日本の翻訳作の｢奇談 外交文書の紛失｣では｢ウヰス

トミニスターの殺人‼｣、｢二つの汚点｣では｢ウエストミンスターの殺人｣と訳されてい

る。それに対し、朝鮮半島で訳された｢探偵奇談 第二の血痕｣では｢紙屋町の殺人事件｣と

翻訳している。つまり｢紙屋町｣のように日本の架空の地名に入れ替えられている傾向が

強い。そして前述したように黒潮が上田務であれば、英文和訳にすぐれた人物であるこ

とで直接原作から翻訳を行ったと思われ、日本版からの影響がみられないのだろう。

ここで問題になるのは黒潮の作品が翻訳か翻案なのかである。訳する時、原作での

カタカナの名より、日本名にしたのは｢当時の読者に親近感を抱かせ｣
13

ようとしたから

である。それは原作を訳する方法の一つである翻案の方式を取ったものと思われる。

が、一般的に翻案小説といえば、人物 ․ 地名 ․ 風俗などを訳される国に事情に合わせて訳

すのである。しかし、黒潮が訳した三つの作品は人物名は日本名にしているが、その他

に関しては日本化されていない。その一例として上に述べたように地名をみな日本名に

したが、作品の舞台となる国は｢英国(イギリス)｣で、登場人物が住んでいる都市も ｢倫

敦(ロンドン)｣としてフリガナが付けられていることから、翻案と翻訳の混在が見られ

る。その他に日本の風習によって翻案された所は見られない。1900年前後の翻訳事情は

翻訳と翻案との境界が不分明な時期であった
14

。よって�朝鮮新聞�は分かりにくい人名

や地名などには日本名を加え、多く知られている｢英国｣や｢倫敦｣はそのまま使用したの

である。しかし、翻案が完全に日本化して脚色するものだとしたら、黒潮の作品は翻訳

としてみるべきであろう。

以上のように朝鮮半島で翻訳されたコナン ․ ドイルの三つの作品には、すでに翻訳さ

れていた日本での翻訳作の影響は見られない。朝鮮半島が完全に植民地化される以前で

ある1909年は、探偵小説がまだ大衆に親しまれていない時期である。というより、全

く知られていなかったと言っても過言ではないこの時期に、しかも日本で刊行された翻

13 小林司, 東山あかね �裏読みシャーロック ․ ホームズ――ドイルの暗号� 原書房, 2012), p.204.

14 堀啓子 ｢明治期の翻訳 ․ 翻案における米国廉価版小説の影響｣(�出版研究�日本出版学会, 2008), p.29.
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訳版とも全く関係なく、このような一連の作品が独自に訳され�朝鮮新聞�に載せられた

ということは、何を意味するのだろう。ほぼ同時期に日本と朝鮮半島で紹介されたコナ

ン ․ ドイルのこれらの作品は、探偵小説というジャンルの東アジアでの受容の一面を見

せてくれるのではないだろうか。

3 黒潮が翻訳した三つの探偵小説の特徴

3.1 形式から見た翻訳作

�朝鮮新聞�に連載されたこれらの作品では、前述したように翻訳者によって作品の

主人公の名前及び、背景になる場所の翻訳が原作とはみな異なっていた。そして黒潮が

上田務であると推定すると、それまでの翻訳を参考にしたのではなく、原作からそのま

ま翻訳をしたと思われる。従ってここでは原作であるコナン ․ ドイルの三つの作品と朝

鮮半島で黒潮が訳した翻訳版を比較し、黒潮がどのように改変したのかについて、特に

原作と翻訳作で一番異なる点として｢語り手｣の視点の違いに焦点をあてて考えてみた

い。

コナン ․ ドイルの原作と黒潮が訳した作品には大きな相違点がある。それは｢語り手｣

の違いである。

① It was a wild, tempestuous night towards the close of November. Holmes and I

sat together in silence all the evening, he engaged with a powerful lens 

deciphering the remains of the original inscription upon a palimpsest, I deep in 

a recent treatise upon surgery.(｢The Adventure of the Golden Pince-Nez｣ �The 

Strand Magazine� 1904.7、p.3. 傍線引用者)

② 今宵も先日海藻邊矢郎の家に忍入った時の様に風の烈しい晩で、十一月も最早暮

れやうとするのである、浅岩と工藤は二人とも同じ居間で勉強している。浅岩は

強度の凸鏡で古文書の抹殺してあるのを調べている、工藤は外科病の最新学術を

研究しているのであった。(｢小説鼻眼鏡｣第一回 �朝鮮新聞� 1909年6月1日、一面.

傍線引用者)

この引用文は｢The Adventure of the Golden Pince-Nez｣と｢鼻眼鏡｣の導入部分であ

る。引用文①の原作では｢I｣である｢Watson｣の視点から｢Holmes｣を描写している。つま

り｢Holmes｣が事件を解決する過程を同僚の｢Watson｣である｢I｣が語る一人称観察者視点

で描かれているのだ。日本での翻訳作では【表3】で示したように原作に従い｢Watson｣

を｢私｣もしくは｢自分｣とした一人称視点として訳されている
15

。それに対し、引用文②

15 ｢あらしの夜｣、｢探偵小説 鼻眼鏡｣、｢二つの汚点｣ではワトソンの翻訳名である和田、渡邊、和藤の視点

で描かれている。｢外交文書の紛失｣だけはワトソンが登場しないため、｢余｣が｢ホームズ｣になっている
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では、黒潮は｢浅岩｣と｢工藤｣という登場人物名を挙げ、三人称小説に変えて翻訳を行っ

た。これは他の二作品でも同じである。黒潮はどうして語りの視点を変え、翻訳したの

であろうか。

黒潮の翻訳版が連載された当時は西欧は無論、日本でも一人称小説は数多く存在して

いる。特に原作の一人称観察者視点は｢ワトソン｣の語りにより、彼の視点に沿って｢ホー

ムズ｣が事件を解決する過程を楽しむのに最適である。読者も｢ワトソン｣の視点に立つこ

とで、探偵小説でのトリックなどを推理しながら読んでいく効果がある。しかし黒潮の

三つの作品は作家が作品の外側で語る三人称の中でも観察者としての語り手法を使って

いる。しかも三つの作品の登場人物のセリフ部分を除く地の文では人物を示す｢I｣や｢He

․ She｣の人称代名詞に対して、人物の名前に入れ替えて翻訳を行っていた。

① She looked back at us from the door, and I had a last impression of that 

beautiful haunted face, the startled eyes, and the drawn mouth. Then she was 

gone. (｢The Adventure of the Second Stain｣�The Strand Magazine�1904.12、

p.609. 傍線引用者)

望月伯爵夫人は是にて浅岩が室を離し去らうとして、戸口の所で後を振り返っ

た、其美しい顔と物に驚いた眼と締まった口とは再び浅岩等を眼に映ったが、其

儘夫人の姿は見えなくなって終わった。(｢第二の血痕｣ �朝鮮新聞�1909年8月19

日、一面. 傍線引用者)

② A cigarette glowed amid the tangle of white hair, and the air of the room was 

fetid with stale tobacco-smoke. As he held out his hand to Holmes I perceived 

that it also was stained yellow with nicotine. “A smoker, Mr. Holmes?” said he, 

speaking Well-chosen English With a Curious Little Mincing accent. (｢The Adventure

of the Golden Pince-Nez｣�The Strand Magazine� 1904.7、pp.10-11. 傍線引用者)

そして室内は煙草の香に満ちて居る、博士が浅岩と握手せんとして差出した手の

指のまた煙草のヤニが為に黄色になっている、博士は非常な喫煙家だ。博士は一

瞬奇妙な音調で浅岩に向ひ。｢煙草はお好きですか、(後略)｣(｢鼻眼鏡｣第13回 �朝

鮮新聞� 1909年6月17日、一面. 傍線引用者)

③ He shrank away and then fell forward upon the table, coughing furiously and 

clawing among the papers. Then he staggered to his feet, received another shot, 

and rolled upon the floor. “You’ve done me.” he cried and lay still. (｢The 

Adventure of the Charles Augustus Milverton｣ �The Strand Magazine� 1904.4、

p.381. 傍線引用者)

拳銃の彈丸四発を受けた海藻邊八郎は身を縮まして、卓の上に掛向けに倒れ烈し

く咳嗽をして書類を掴み廻っていたが、それから一度身を起こして突っ立ったけ

れども、夫人が又もや残りの一発を喰はせたので八郎は｢うぬ、遣ったな｣と唸っ

て床の上に転がり倒れたまま最早身動きもしなくなった。(｢偽強盗｣第22回 �朝鮮

新聞� 1909年8月1日、一面. 傍線引用者).

が、一人称小説としては変わりはないと思われる。
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上の引用文の傍線を見ると、①は｢she｣に当たる部分を｢望月伯爵夫人｣、｢夫人｣とし

て訳し、②も｢he｣は｢高橋博士｣の｢博士｣として、③の｢he｣は｢海藻邊八郎｣、もしくは

｢八郎｣を使っていることが分かる。このような人称代名詞に代わって、人物の名前、職

業などを用いて翻訳することは近代以後の日本語翻訳作品にはよくある手法である。そ

れは日本での翻訳作でも同じものである。このような手法は｢工藤｣の部分を原作と同じ

く一人称の語り手<私>と置き換えてもおそらく内容に問題が生じない。｢ワトソン｣から

の語りを三人称にしてしまうことで、一人称小説の持つ特徴は半減すると思われる。し

かし、これにより｢ワトソン｣による一人称の語り手から三人称観察者の語り手への入れ

替えは翻訳者の介入を可能にする。

① 星探偵は高橋博士邸の下女瀧口サダが同家書記清水勇の死んで居た現場を見出し

た時の話を浅岩等に物語るやう。(｢鼻眼鏡｣ �朝鮮新聞�1909年6月5日、傍線引用

者)

② 流石の名探偵浅岩徹三も彼の海藻邊八郎の前では身が縮まる様に覚へると云うそ

のモグリの親玉を浅岩の方から招いたと云ふのは抑々何の為だろう。工藤医学士

が不審に思ふて其の理由を尋ねたのは当然である。(｢偽強盗｣第三回 �朝鮮新聞�

1909年7月9日、傍線引用者)

③ 此国務大臣二人が陸軍や警察の力を借らないで一個の素人探偵たる浅岩徹三の技

量に求むる所があるのは抑々何事であらう。(｢第二の血痕｣第一回 �朝鮮新聞�

1909年8月6日、傍線引用者)

引用文①は｢鼻眼鏡｣の5回、②は｢偽強盗｣の3回の冒頭で、前回までの内容の概要部分

であり、原作にはないものである。そして引用文③は｢第二の血痕｣で事件の依頼者につ

いて語る場面であり、また原作にはない。このように事件に関する説明を改めて整理し

たり、内容を理解しやすくするための翻訳の介入が他にも多くみられる。例えば、｢鼻

眼鏡｣では11回に｢此話は曾て寶と孌と題して譯出したことがある｣
16

という地の文が出

てくる。それは黒潮の積極的な介入として見ることができるだろう。

このように原作の一人称から三人称に語り手を変えることによって探偵小説での事

件の真相を客観的に説明することができる。これは、まだ慣れていないジャンルで

あった探偵小説を紹介するにあたり、読者が各自の推理により犯人を当てるという探偵

小説の持つ本来の楽しみよりは、内容を伝えることに注力していたからではないだろう

か。それは当時の�朝鮮新聞�の紙面構成からも垣間見られるが、黒潮の三つの作品はみ

な新聞の第一面に構成されているということは注目すべきであろう。

16 黒潮譯｢小説鼻眼鏡｣�朝鮮新聞�(1909.6.13).
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【図1】�朝鮮新聞�｢鼻眼鏡｣第一回6月1日

�朝鮮新聞�の紙面の第一面は<図1>と<図2>を見ると分かるように大概8段か9段で構

成されている。一番下の2段には広告が載せられ、その上から3段は講談が連載されてい

る。原作は�ストランド ․ マガジン�に一作品が短篇として全部載せられたのに対して、

黒潮の作品は連載物として2段、もしくは1段で終わる場合も多い。黒潮がジャーナリス

トとして日本、朝鮮、満州、カナダの新聞に携わったことを考えると、新聞というメ

ディアの特徴でもあるだろうが1回分の内容が少ないことを踏まえた上での彼の工夫と

して、読者が理解しやすいように三人称に変えたのではないだろうか
17

。

以上をまとめると、黒潮が翻訳にあたり｢ワトソン｣による｢一人称観察者視点の語り｣

を、(おそらく翻訳者と思われる)｢三人称観察者視点の語り｣に変更したのは二つの理由

が考えられる。一つは、｢ワトソン｣の立場に沿い、様々なヒントをもとに読者各自の想

像力を働かせて犯人を当てるという探偵小説のジャンルの持つ本来の楽しさにまだ慣れ

ていない当時の読者大衆を配慮したからであろうということ。もう一つは、作品全体を

一気に通読できる雑誌とは異なり、20回以上にわたって少しずつ読んでいく｢連載小説｣

であるという新聞メディアの環境を考慮した結果であろうということである。

17 日本の新聞で掲載された｢二つの汚点｣(1907)の場合は同じ新聞メディアでも一面の2段もしくは3段を費や

しており全12回で作品の連載が終わっている。

【図2】�朝鮮新聞�｢偽強盗｣第八回7月15日
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3.2 内容から見た翻訳作

では黒潮が訳した三つの作品の事件の依頼内容を簡略に紹介する。まず｢鼻眼鏡｣は星

刑事からの、高橋博士の書記であった清水が博士の屋敷においてナイフで刺されて死亡

した事件を一緒に解決してほしいという依頼で事件解決に挑む。そして｢偽強盗｣では結

婚を控えた令嬢から昔自分が書いた恋書をネタに高い金額を要求してきた海藻邊八郎と

交渉してほしいという依頼を受ける。最後に｢第二の血痕｣は重要な外交文書が盗まれた

事件で、その文書の行方を捜してほしいという依頼を受ける。これらの事件依頼に応じ

た浅岩と工藤は三つの事件を見事に解決する。

探偵小説というジャンルは西欧の民主主義制度、つまり万民平等の思想に基づいてお

り、科学的捜査や理性的推理による犯人の逮捕がその根幹になっている。それを読む読

者はイギリスのロンドンを舞台に駆け回りながら事件を解決していくホームズ ․ 浅岩を

通してある種の快感を覚えただろう。そしてこのようなホームズ ․ 浅岩という探偵は社

会を不安な要素から守り、正義を実現するという安心感を与える存在であったに違いな

い。

それでは、黒潮が訳した三つの作品の中で社会を不安にさせる者は誰であっただろ

うか。

<翻訳作>

① ｢妾は此人の妻です。(高橋博士を指して)此人は英国人ではありません、露西亜人

です。｣高橋博士と呼ばれた此家の主人は初めて口を開き｢どうか言って暮れる

な、お花、頼む頼む｣(｢小説鼻眼鏡｣第23回 �朝鮮新聞� 1909年6月31日、一面. 傍

線引用者)

② 作日に巴里の市内のオースツツ街の小さき別荘に住せる古苗ルミ子と云へる婦人

が発狂せりとの訴えあり。(｢第二の血痕｣第15回 �朝鮮新聞� 1909年8月23日、一

面. 傍線引用者)

引用文①,②は人を殺害する犯人が初めて登場する場面である。下線を見ると分かる

ように｢鼻眼鏡｣ではロシア人の女性である｢お花｣が、｢第二の血痕｣ではフランス人の女

性の｢古苗ルミ子｣が犯人である。ここで犯人がイギリスの人ではなく、ロシアとフラ

ンス国籍の人であることに注目したい。｢ホームズ ․ シリーズ｣では、外国から入ったも

のによって事件が始まり、その危険からイギリスを守るためにホームズが活躍すると

いう類型がある
18

。このような類型は三つの作品でも見られる。例えば、｢第二の血痕｣

で使われた殺人凶器は｢印度製の短刀｣であり、事件の端緒になったのも｢外国から来た

手紙｣であった。要するに、社会を不安にさせたものは｢外部人｣もしくは｢外部からのも

の｣であったのである。

18 ここで言う外国は植民地だけではなく、イギリスを除いた国々を対象にしている(Rosemary Jann.

Sherlock Holmes Codes the Social Body, ELH 57, 1990), pp.692-693.
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そして探偵の浅岩には犯人を見つけ出し、事件を解決することに｢愛国心(patriotism)｣

を付与している。｢第二の血痕｣では外国から送られた一通の手紙でイギリス及びヨー

ロッパ全体が戦争に巻き込まれるかもしれないという設定がそれである。そこで事件の

依頼者望月伯は書類の内容を話す前に浅岩にこのように言う。

然らば私は浅岩君及び其の同僚の工藤君の名誉に信頼してお話しをするが、私は

又両君の愛国心に訴へて此事を絶対の秘密として貰はなければならぬ。若し其事が

社会に漏るれば我国に大なる不幸が降りかかるのだからな。(｢第二の血痕｣�朝鮮新

聞� 1909年8月10日、一面. 傍線引用者)

望月伯は探偵浅岩と工藤に対して、一国民としてこの手紙の内容が世間に漏れないよ

う｢愛国心に訴え(I may appeal to your patriotism also)｣たのである。｢植民地開拓時期

の帝国の首都、産業化時代のロンドンのど真ん中で起きた事件を解決するため、科学的

論証と合理主義精神で武装した探偵｣
19

が、探偵浅岩、原作では｢Holmes｣である。要する

に社会の外部から訪れる危機を見事に解決してイギリスの社会を守るということで探偵

は存在するともいえるだろう。｢偽強盗｣ではイギリスの一番の悪党が登場し、その人が

脅迫されているある人から殺されることで事件がまとまるので、社会を守るという意味

では変わりはない。

前述したようには黒潮の訳には地の文による前回の説明などが付け加えられてはい

るが、内容に関しては原作を充実に訳している。三つの作品が掲載された1909年の朝鮮

は植民地化される直前の時期であり、日本から渡ってきた在朝日本人が勢力を拡張して

いた時期でもある。�朝鮮新聞�は発行地であった仁川以外でも、日本はもちろん台湾、

中国においてまで広く読まれていた20。｢第二の血痕｣の掲載は�朝鮮新聞�の読者である

在朝日本人の西欧の新しい文物に対する好奇心と憧れに応じたものである。さらに、浅

岩の行動に沿って読んでいくうちにイギリスを守るために活躍する浅岩の愛国心が読み

取れたと思われるのではないだろうか。西欧の近代文明を取り入れ、近代社会へと変化

していく日本とそれに従う在朝日本人に、イギリス社会を守ることがまさに日本社会を

守ることであるような安心感と共に誇りを味わわせたと思われる。

3.3 �朝鮮新聞�に載せられた｢シャーロック ․ ホームズ｣

｢シャーロック ․ ホームズシリーズ｣が連載されている�朝鮮新聞�の発行地は仁川で

19 朴珍英 ｢千里駒 ․ 金東城とシャーロック ․ ホームズ翻訳の歴史｣(�尙虛学報�尙虛学会, 2009), p.308.

20�朝鮮新聞�の1909年度の発行部数は仁川499,200部、仁川以外の朝鮮各地1,006,360部、日本100,800部、臺灣

5,600部、清国12,000部、合計1,623,960部である。この統計は朝鮮総督府�朝鮮統監府統計年報�(第二次、第

三次), �朝鮮総督府統計年報�を市川まりえがまとめた論文から引用したものである(市川まりえ, 前掲論

文, p.353).
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[図3]�朝鮮新聞�1909年7月4日. 1面.

ある。仁川は早くから外国の文物が取り入れられた港町であり、ソウルと隣接している

ことから、立地条件が良い地域でもある。1910年以前の�朝鮮新聞�に限定すると四面構

成で、文芸物は一面と三面に主に掲載されている。黒潮が訳した三つの作品が載せられ

た1909年6月から9月にかけての一面の文芸物を調べると文藝欄が設けられてその欄に俳

句や随筆などが掲載されて、さらにその下に講談が載せられていた。

当時の新聞には作品関連予告が度々登場する。この予告には作品名や作家そして作品

に関する簡単な説明が記せらされている。これらの作品に関する広告を調べてみると、

｢鼻眼鏡｣の最終回である1909年7月4日に｢鼻眼鏡｣を掲載し、その下の段に次の作品であ

る｢僞強盗｣に関する予告が載せられているのを発見した。

偽強盗

小説鼻眼鏡は非常なる歓迎を受けて完結す、

鼻眼鏡に次いで明紙上よりあらはるるもの即ち偽

強盗、其内容は云はぬが花、夏季消夏の好読み物

なり。

三つの作品の中、予告はこれ一つしかない。｢僞強盗｣の予告を見ると、｢鼻眼鏡｣が

｢非常な歓迎を受けて｣いる所から結構人気があったことが分かる。そして次の作品｢鼻

眼鏡｣は｢夏季消夏の好読み物｣であると広告している。この予告を見る限り、この作品

は夏に向けて企画された作品であり、前編の好評を受けてさらに人気が続くであろう作

品を掲載しようとしたことが把握できる。そして内容的にも探偵小説は事件をスカッと

解決するという爽快さや最後まで読んでスッキリするという快感があり、夏向けの作品

として探偵小説が選ばれたのではないかと思われる。このように作品の娯楽性を全面に

だして読者の目を惹きつけるための読み物として扱われたのである。しかし広告では

作品の情報として原作や、翻訳した者についての説明はない。夏向けの読み物であるこ

と、つまり娯楽性だけを強調している。新聞での｢小説｣の役割は多くの読者を集めるこ

とであり、それゆえに娯楽性を追求してきた。もちろんこれらの作品も探偵小説として

娯楽的な要素が含まれている。が、それだけを求めて掲載されたとは考えられない。

日本の場合、1900年代の新聞小説の中で、西欧からの翻訳を通じて受容した探偵小説

は政治小説と繋がっているといわれている。そこでは日露戦争前後、ロシアの状況を素

材とするスパイ、暗殺、暴動、事件、事故など、翻訳小説が多く連載されたことを根拠

として提示できる。これに関しては翻訳作ではないが、黒潮が創作作品として1905年1

月24日から�朝鮮日報�に掲載した｢露探狩り｣というロシア探偵関連スパイ物が挙げられ

る。�朝鮮新聞�の紙面構成にも上述した言説が窺える箇所がある。1909年8月8日の一面
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の構成を見ると、文芸物は｢探偵奇談 第二の血痕｣の3回とその下の段に講談の｢水戸黄門

記｣6回が掲載されている。この講談は8月3日から｢偽強盗｣の連載が終わる前に伊藤潮玉

講演で連載が始まっている。

ここで注目したいのは紙面一番上の段でそこには｢韓国司法制度｣(上)が掲載されてい

る。それから8月10日から8月12日まで、｢新協約第二條と帝国憲法｣(1) ․ (2)、｢韓国司法

制度｣(中) ․ (下)が文芸物である｢探偵奇談 第二の血痕｣と｢水戸黄門記｣の上の段に配置さ

れていた。このような｢司法制度｣や｢帝国憲法｣という法律関係の言説と｢探偵奇談｣とい

う表題の西欧の探偵小説を載せ、またその下の段に日本の古典的な罪を裁いていく内容

の｢水戸黄門記｣を並置して構成したことからも、�朝鮮新聞�の紙面の中で文芸物が担っ

た役割や機能が窺えるのではなかろうか。実際1909年7月12日、朝鮮では司法権に関し

て大きな変化があった。それは｢韓国司法及監獄事務委託に関する覚書｣という日韓協定

である。つまり、朝鮮の司法や監獄事務に関するすべてを日本に委任する協約をしたの

である。その事件をめぐる多様な記事が�朝鮮新聞�でも相次いで載せられていた。この

事件とともに一面に掲載された｢探偵奇談｣から始まる西欧の翻訳探偵小説はそれ自体に

意味があると思われる。

日本での探偵小説が｢日淸戦争以後噴出した社会的な悪を暴露する社会的フレーム｣21

として機能したとすれば、朝鮮半島での翻訳探偵小説は当時朝鮮に渡ってきた日本人が

巻き起こす犯罪に対する�朝鮮新聞�の編集意図としてみることもできる。言い換えれ

ば、当時の探偵小説ジャンルは探偵小説を通して、西欧の民主的制度、万民の平等を体

現する裁判、科学的捜査などを読者に味わわせた。そして探偵小説において、このよう

な啓蒙的な立場は意図的であった。実際、当時朝鮮に渡ってきた人々がいろいろな事件

を巻き起こすことが種々新聞記事に掲載されている。したがって�朝鮮新聞�に掲載され

た三つの作品は娯楽性とともに社会的な道徳性とも結合するものであったと思われる。

それは｢偽強盗｣でも垣間見える。浅岩が悪党である海藻邊の屋敷に侵入しようとする場

面で｢仮令法律上の罪人にならぬとも徳義上正当な行動を探るのならば君だって許して

呉れるだらう｣
22

と言って、悪党を戒めて自分は法の裁きを受けるということである。

上述したように当時の新聞小説は読者を引き寄せるために娯楽性が高いものを選択し

て掲載した。�朝鮮新聞�の広告からも｢ホームズシリーズ｣三篇が娯楽性を追求して読者

層を広めようとしたことはたしかである。しかし、当時日本でもコナン ․ ドイルの作品

は現在のように人気がある読み物ではなく、コナン ․ ドイル作品が流行したのは大正に

なってからである。この観点から�朝鮮新聞�の紙面構造をみると、法律というテーマの

もとに構成されたといえるのではないか。だから朝鮮と日本の法律に関する言説を載せ

た真下で、罪を犯すと警察もしくは探偵がその罪を暴き、犯人を必ず処罰するという善

悪の論理を付与する倫理的構造を反復し、見せようとした。そして｢水戸黄門記｣という

21 崔範洵｢日本新聞小説の歴史的前提と日本近代文学史との間隙｣(�日本語文學�日本語文學會, 2015), p.534.

22 �朝鮮新聞�1909.7.18.
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伝統的な道徳意識と新しい形式を組み合わせ、近代的な法律へと円満に移行しようとし

たといえるだろう。

4 おわりに

本論では朝鮮半島で発行された日本語民間新聞である�朝鮮新聞�に1909年に掲載され

た翻訳探偵小説、｢鼻眼鏡｣、｢偽強盗｣、｢第二の血痕｣の原作やそれを翻訳した黒潮を調

べるとともに原作と翻訳作の翻訳様相を考察した。その結果、黒潮が訳した三つの作品

の原作は1904年に発表されたコナン ․ ドイルの｢シャーロック ․ ホームズ｣の短編である

ことが明らかになった。｢シャーロック ․ ホームズ｣が朝鮮半島に韓国語として翻訳され

たのは1918年になるので、黒潮が訳した三つの作品は朝鮮では日本語ではあるがコナン

․ ドイルの｢シャーロック ․ ホームズ｣が登場する作品としておそらく最初に紹介された

と思われる。

黒潮の訳したこれらの作品は登場人物をすべて日本人名にし、日本人化するような翻

訳手法を取ることで、読者が身近に感じられるように工夫した。そして原作の｢一人称

観察者視点の語り｣を｢三人称観察者視点の語り｣に変更することで新聞連載小説が持つ紙

面の限界を乗り越えようと試みた。この語り手の変更は黒潮という翻訳者の介入も可能

にし、推理を伴う複雑な事件の真相を作品内に説明として組み込むことで、当時の読者

に馴染みがない探偵小説というジャンルを楽しめるようにしたのである。三つの作品

はまだ植民地化されていない1909年の時期ではあるが、その機運が高まっている朝鮮半

島で、その渦中にいる在朝日本人を対象として、民間新聞の中でも発行部数が多い�朝鮮

新聞�に掲載された。帝国であるイギリス、その首都のロンドンを背景としたこれらの

作品は探偵小説ならではの推理を楽しむのに十分な作品であった。そして、�朝鮮新聞�

にこれらの翻訳探偵小説を掲載することで、当時の読者がもっていた西欧の新しい文物

に対する好奇心と憧れに応じる反面、明確な善悪構図を通じて近代的社会の変化に適応

させようとしたと思われる。本論では原作と朝鮮半島での翻訳作を比較してみたが、日

本版との翻訳の比較研究は今後の課題にしたい。
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