曲がってまた曲がっていたの
で 混 乱 さ せ ら れ て し ま い、 そ
の 夜、 宿 泊 す る こ と に 決 め て
い た「 ビ ー（ Ｂ ）
」という美し
い村がどの方向にあるのか自
分でもよく分からなくなって
しまった。
日中、太陽は、正しく言えば、
ほとんど照っていなかったの
だが、不愉快なくらいに暑かっ
た。 イ ン デ ィ ア ン サ マ ー の 際
の霧に似ている煙のような霧が
すべてのものを包んでいて、そ
れが道についての私の確信の無
さをいっそう増大していた。
そのことを私がたいへん心
配していたのではない。
もし日没前か暗くなる前に
そ の 村 に 行 き 着 け な く て も、
（土地が肥沃だからという理由
よ り も、 多 分、 絵 の よ う に 美
しいという理由であろう）こ
の近隣はたいへんまばらでは
あったが人が居住していて、小
さなオランダ風の農家や同じ
ような建物が姿を見せること
は大いに有り得ることだった。
それはともかく、ナップサッ
ク を 枕 に し、 私 の 猟 犬 を 歩 哨
にしての空の下での一晩の野
営 も、 私 を 楽 し ま せ る 事 に な
ろうと思えた。
だから私は全く気軽に、犬

in the valleys, that I no longer
knew in what direction lay the
sweet village of B―, where I had
determined to stop for the night.
The sun had scarcely shone
－ strictly speaking － during
the day, which nevertheless, had
been unpleasantly warm.
A smoky mist, resembling that
of the Indian summer, enveloped
all things, and of course, added
to my uncertainty.
Not that I cared much about
the matter.
If I did not hit upon the
village before sunset, or even
before dark, it was more than
possible that a little Dutch
farmhouse, or something of
that kind, would soon make
its appearance － although, in
fact, the neighborhood (perhaps
on account of being more
picturesque than fertile) was very
sparsely inhabited.
At all events, with my knapsack
for a pillow, and my hound as a
sentry, a bivouac in the open air
was just the thing which would
have amused me.
I sauntered on, therefore, quite
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私の鉄砲を、ところまで，とうとう，ちょうど私が思い始
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める，このいくつもある小さな林間の空き地が，導いてい

の山地用荷車でも、あの最もそびえている車の、私が知っ

空いていることを，森を通して、もし森の表現が重すぎな

る，こちらへあちらへと、意図しているだろうと，径であ
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いのであればだが，呼ぶのに，このような集まりを，軽い

らかだった。そして、高い灌木とたいへん生い繁った下生

ているとは思えなかった。

道は、しかしながら、除いて，
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木々の、そして、除いて，特徴を，明らかな車の轍（わだ

られるものだった、印されているものだった，しっかりと

た，何も，出会っている下は、通行にさえ、ヴァージニア

宮下忠雄

径の、もっとも見込みのある馬車の道あとへ。

した、しかし、こころよく湿った表面に、見える，緑のジェ

た。

草だっ

間違え

ち）の、なかった，類似は，どんな道とも，私がかつて見

ノア ビロードのように，何か他のものよりも。

た，明らかに、 しかし、草である，私たちが滅多に見な

跡なのは，軽い車輪の、明

徒歩旅行をしている際に，昨年の夏、 ・1 の
2 川沿いの郡を，
ニューヨーク州の、私は気付いた，日が傾くころに，すこ

道は、この一時間ほど、曲がっていて、また曲がっていて、

い，英国以外では、 とても短く、厚さがあり、同じ高さで、

は，以前は邪魔していた，その道を、注意深く配置されて、

轍の跡は，私が言っている、ほんのわずかに認め

し戸惑っていることに，道について，私がたどっている。

混乱させられたので、道自身が努めているようで，谷のな

鮮やかである，色が。

惑いと賛嘆の念をもって。

決めていた，宿泊することを，その夜は。

投げられたのではない、両側に沿って，その道の、明らか
煙のよう

私が心配していたのではない，たいへ

た。

た。

真直ぐな線はほとんどなく、長い途切れのない線もなかっ

どの箇所にも変化

いくつかの石

よりたいへん明らかに，より長く見つめるにつれて。 一

とんど照っていなかった、正しく言えば、日中は、それは、

にするように，その境界を、本当は、半分は丁寧で明確な、

そして私の

それがさせることになった，私を，座らせる，一つに，花

かにいるように、 私は もはや 分からなくなった，どの方

た，車の道には、木切れや枯枝さえも。

人の芸術家が、その芸術家が，最も透徹した眼をもってい

にも拘わらず，不愉快なくらいに暑かった。

半分は適当に無頓着に、そして全体としては絵のような区

その土地は、起伏していた，著しく。

が咲き乱れている石の、そして見つめさせた，上手や下手

向にあるのか，気持ちのいい村が，Ｂ―の、そこに、私は

る，形態について、指揮監督していたのだ，すべてこれら

な霧が，似ている，それに，インディアンサマーの、包ん

分線になっていた。

少しの妨げになるものもなかっ

を，この仙境のような通り道の， 分かそれ以上も，戸
30
一つのことが、
なってきた，

の配置について。

でいた，すべてのものを、もちろん、高めていた，私の不

太陽は、ほ

るために，ちょうどの中間を、小奇麗で優雅なものと，一

安な気持ちを。

驚かさなかった，私を、すべての道路は、通常の意味で、

れた，二度までは、通常、しかし、それよりは多くはなかっ

そこには

所産である，
人工の。あるいは私は言っているのでもない、

た，どの地点においても，視野の。

最大の注意が払われていた，維持す

方で、そして、あのピトレスコ（絵のように美しい）の，

本当の意味で，このイタリア語の，他方で。

あったと，大いに驚きが，過剰さに，人工の，現わされて

があった，統一性のなかに。それは作品であった，「構図」

私は曲がっていた，

どう

歩哨にしての、一晩の野営は，空の下での、そんな事柄だっ
た，楽しませてくれるであろう，私を。
私はぶらぶら

も）
、まばらではあったが人が居住していた。
それは
ともかく、私のナップサックを枕にし、そして私の猟犬を

しかし、実際、あたりの近隣は（多分、理由で，むしろ絵
のように美しいという，土地が肥沃だからという理由より

り得ることだった、ある小さなオランダ風の農家が、ある
いは何かが，その種類の、すぐにその姿を見せることは、

ん，そのことを。
もし私が行き着けなくても，その村
に，日没前に、いや、たとえ暗くなる前にでも、大いに有

ていた，どこにも，華やかに，石のあいだには。

小さな茂みが，野性の花の、育っ

推測したらよいか，
この全てを、
もちろん私は分からなかっ

いる。 全ては，なされたように見える、されたであろう，

という、そこでは、たいへん気難しい批評者でさえも、提

これは人工のあとである，たしかに、そのことは

ここで、あの自然がもたらす「可能性」によって（それら

言できないだろう，少しの修正も。

その同じ効果は，屈曲や色彩から受ける、見て取

は書かれている，本に，ランドスケープ ガーデニング（造

右の方へ，私が入ったとき，この道に、そして今、立ち上

そ

園術）に ついての）
、僅かの人力と費用でできる。

がり、私は歩みを続けた，同じ方向に。

その道は、と

うなのだ。それは量ではなく、品格であった，その人工の、

しょうてい
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2 川沿いの郡を，ニューヨーク州の、私は気付いた，日が傾くころに，すこし戸惑っていることに，道について，私がたどっている。

私が心配していたのではない，たいへん，そのことを。

聴訳

聴訳倶楽部

その土地は、起伏していた，著しく。

そして私の道は、

煙のような霧が，似ている，それに，インディアンサマーの、包んでいた，すべてのものを、もちろん、
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それ

もし私が行き着けなくても，その村に，日没前に、いや、たとえ暗くなる前にでも、大いに有り得ることだった、ある小さなオランダ風の農家が、

太陽は、ほとんど照っていなかった、正しく言えば、日中は、それは、にも拘わらず，不愉快なくらいに暑かった。

にっちゅう

この一時間ほど、曲がっていて、また曲がっていて、混乱させられたので、努めているようで，谷のなかにあるように、 私は もはや 分からなくなった，どの方向にあるのか，気持ちのいい村が， ―
Bの、そこに、私は決めていた，宿泊するこ
とを，その夜は。
高めていた，私の不安な気持ちを。

ナレーター・・・・・

いくつか秘密があるのです、許さない，それ自身が話されることを。

人々は、
死ぬのです，
夜毎に，

あるいは何かが，その種類の、すぐにその姿を見せることは、しかし、実際、あたりの近隣は（多分、理由で，むしろ絵のように美しいからという，土 地 が 肥 沃 だ か ら と い う 理 由 よ り も ）、 ま ば ら で は あ っ た が 人が居住していた。

文字が細かいので集中

ここでは上記しました「聴訳五滝表現」のほかの表現の仕方として、小さな文字で、
たて長に、ポーの二つの文章の聴訳文の全文を示しました。

して見続ける必要があり、集中力を持続させることに効果があります。―ただし、洋
数字を和数字に直すことをしていませんが、ご容赦ください。

――ラ・ブリュイエール

エドガー・アラン・ポー著

左の「群集の人」は、別途、電子書籍として発行しているものです―その聴訳文
です。

『人，群集の（群集の人 』)

セ グランド マルア、デ ネ プヴォア エトレ セウル

うまく言ったものです、
あるドイツの書物が「エル ラスト シヒ ニヒト レスン」―「これは許さない，これ自身が読み解かれてしまうことを」。

こうして、本質は，あらゆる罪悪の、露われない。

それまで数カ月の間私は健康を害していたのだがその時は回復期に向かっていた、

しばしば、そうです、良心は，人の、負わされているので，荷を，とても重い恐怖の、それは投げ下ろすしかない，ただ，墓穴の中へ。

あまり前

ベッドで、激しく求めながら，手を，懺悔聴聞僧たちの、見つめながら，その人たちを，悲しそうに，その眼を、 死ぬのです，絶望で一杯になって，心は、引きつらせながら，のどを、その恐ろしさのために，幾つかの秘密の，苦しませない筈の，
自分を，言い顕わしてしまえば。

のことではなかった。遅い頃，夕方の，ある秋の日の、私は腰を下ろしていた 大, きな弓形の窓のところに Ｄ, ―コーヒーハウスの ロ, ンドンの。

しょうてい
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徒 歩 旅 行 を し て い る 際 に， 昨 年 の 夏、

・1 の
2 川沿いの郡を，ニューヨーク州の、
私は気付いた，日が傾くころに，すこし

とまど

戸惑っていることに，道について，私が

たどっている。

その土地は、起伏していた，著しく。

そして私の道は、この一時間ほど、曲がっ

ていて、また曲がっていて、混乱させるよう

に，道自身が努めているようで，谷に存在

LANDOR'S COTTAGE
A Pendant to "The Domain of Arnheim"
by Edgar Allan Poe
DURING A pedestrian trip last summer, through one or two of the river counties of New York, I found
myself, as the day declined, somewhat embarrassed about the road I was pursuing.
The land undulated very remarkably;
and my path, for the last hour, had wound about and about so confusedly, in its effort to keep in the
しようと、私は もはや 分からなくなっ

た，どの方向にあるのか，気持ちのい

い村が， の
B 、そこに、私は決めていた，
宿泊することを，その夜は。

にっちゅう

太陽は、ほとんど照っていなかっ

た、正しく言えば、日中は、それは、

にも拘わらず、不愉快なくらいに暑

かった。

煙 の よ う な 霧 が， 似ている，それ

に，インディアンサマーの、包んでいた，

すべてのものを、もちろん、高めていた，

私の不安な気持ちを。

私が心配していたのではない，たいへん，

そのことを。

もし私が行き着けなくても，その

村に，日没前に、いや、たとえ暗くな

る前にでも、大いに有り得ることだった、

ある小さなオランダ風の農家が、あるい

は何かが，その種類の、すぐにその姿

を見 せることは、しかし、実 際、あ

たりの近 隣は（ 多 分、理由で，むし

ひよく

ろ絵のように美しいところという，土

きょじゅう

、まばらではあっ
地の肥沃さよりも）

たが居住されていた。

valleys, that I no longer knew in what direction lay the sweet village of B―, where I had determined to stop for
the night.
The sun had scarcely shone － strictly speaking － during the day, which nevertheless, had been unpleasantly
warm.
A smoky mist, resembling that of the Indian summer, enveloped all things, and of course, added to my
uncertainty.
Not that I cared much about the matter.
If I did not hit upon the village before sunset, or even before dark, it was more than possible that a
little Dutch farmhouse, or something of that kind, would soon make its appearance

－ although, in fact, the

neighborhood (perhaps on account of being more picturesque than fertile) was very sparsely inhabited.

それはともかく、私のナップサッ

ほしょう

クを枕にし、そして私の猟犬を歩哨

にしての、一晩の野営は，空の下での、

そんな事柄だった，楽しませてくれる

であろう，私を。

私はぶらぶら歩き続けた、だから、

全く気軽に、犬のポントが持って，私

の鉄砲を、ところまで，とうとう，ちょ

うど私が思い始める，このいくつもあ

る小さな林間の空き地が，導いている，

こちらへあちらへと、意図しているだろ

みち

うと，径であるのを，まさに、私は導

かれた，
一つによって，
それらの径の、
もっ

とも見込みのある馬車の道あとへ。

間違えているとは思えなかった。

跡なのは，軽い車輪の、明らかだっ

た。そして、高い灌木とたいへん生

い 繁 っ た 下 生 え と が、 出 会 っ て い

た，
頭上で、
邪魔になるものはなかっ

た，何も，出会っている下は、通行

にさえ、ヴァージニアの山地用荷車でも、

あの最もそびえている車の、私が知ってい

る、その種類の車で。

At all events, with my knapsack for a pillow, and my hound as a sentry, a bivouac in the open air was just the
thing which would have amused me.
I sauntered on, therefore, quite at ease － Ponto taking charge of my gun － until at length, just as I had
begun to consider whether the numerous little glades that led hither and thither, were intended to be paths at all,
I was conducted by one of them into an unquestionable carriage track.
There could be no mistaking it.
The traces of light wheels were evident; and although the tall shrubberies and overgrown undergrowth met
overhead, there was no obstruction whatever below, even to the passage of a Virginian mountain wagon － the
most aspiring vehicle, I take it, of its kind.

あ

道 は、しかしな がら、除いて，空

いていることを，森 を 通 して、もし

森の表 現 が重す ぎないのであれ ばだ

が，呼 ぶのに，このような集まりを，

軽い木々の、そして、除いて，特徴を，

明らかな車の轍（わだち）の、
なかった，

わだち

類似は，
どんな道とも，
私がかつて見た。

轍の跡は，私が言っている、ほんの

わずかに認められるものだった、印さ

れているものだった，しっかりとし

た、しかし、こころよく湿った表面

に、 見 え る， 緑 の ジ ェ ノ ア ビ ロ ー

ドのように，何か他のものよりも。

草だった，明らかに、 しかし、草であ

る，私たちが滅多に見ない，英国以外で

は、 とても短く、厚さがあり、同じ高さ

さまた

で、鮮やかである，色が。

少しの妨げになるものもなかっ

た，車の道には、木切れや枯枝さえ

も。

いくつかの石は，以前は邪魔してい

た，その道を、注意深く配置されて、

投げられたのではない、両側に沿って，

The road, however, except in being open through the wood － if wood be not too weighty a name for such an
assemblage of light trees － and except in the particulars of evident wheel-tracks － bore no resemblance to any
road I had before seen.
The tracks of which I speak were but faintly perceptible

－ having been impressed upon the firm, yet

pleasantly moist surface of － what looked more like green Genoese velvet than any thing else.
It was grass, clearly － but grass such as we seldom see out of England － so short, so thick, so even, and so
vivid in color.
Not a single impediment lay in the wheel-route － not even a chip or dead twig.
The stones that once obstructed the way had been carefully placed － not thrown ― along the sides of the
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through one or two 一・二の
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about the road 道について，
I was pursuing. 私がたどっている。
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聴 語 順 訳 ：宮下忠雄

for the last hour, この一時間ほど、
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had wound about 曲がっていて、
and about また曲がっていて、

so confusedly, 混乱させるように，
in its effort 道自身が努めているようで，
to keep in the valleys, 谷に存在しようと、
that I no longer knew 私はもはや分からなくなった，
in what direction lay どの方向にあるのか，
the sweet village 気持ちのいい村が，
of B―, Ｂ―の、
where そこに、
I had determined 私は決めていた，
to stop 宿泊することを，

A smoky mist, 煙のような霧が，
resembling 似ている，
that of それに，
the Indian summer, インディアンサマーの、
enveloped 包んでいた，
all things, すべてのものを、
and of course, もちろん、
added to 高めていた，
my uncertainty. 私の不安な気持ちを。

for the night. その夜は。
Not that I cared 私が心配していたのではない，
The sun had 太陽は、
scarcely shone ほとんど照っていなかった、

much about たいへん，
the matter. そのことを。

－ strictly speaking 正しく言えば、
にっちゅう

－ during the day, 日中は、
which それは、
nevertheless, にも拘わらず、
had been unpleasantly 不愉快なくらいに
warm. 暑かった。

If I did not hit もし私が行き着けなくても，
upon the village その村に，
before sunset, 日没前に、
or いや、
even before dark, たとえ暗くなる前にでも、

