
レズビアンとゲイとバイセクシュアルとトランス 

ジェンダーとインターセックスとクィアと 

クエスチョニングの詩人たちの 

英詩翻訳 連載 第六回 

 

 

田中宏輔 

 

 

 

本年度上梓予定の翻訳詩集収録作の改訳 

 

 

 

 

モウ・ボースターン 

 

 

ぼくも、もう限界だな 

 

譲渡と感謝の詩 

 

ジョン・ロジャーズに捧げて 

 

 

ぼくには友だちがいた ── 

ぼくたちみんなの友だちだったよね？ ── 

エイズって、ぼくらが呼んでたもので亡くなった友だちが 

おぼえてる？ その友だちが末期症状のエイズだったときのこと 

彼はアーティストだった ── 

ぼくたちみんな、そうだったんじゃない？ 



 

彼の生前さいごの冬に、ぼくは彼のアパートメントに行った。 

クリスマスまえで 

「休日のバザーで売るガラクタ」って 

彼がそう呼んでた売りものの制作を手伝ってた 

ぼくは二十歳そこそこで、齢のわりにはまだ幼くて 

彼の苦しみに付き合わされることに怖気づいて 

彼の感謝の気持ちに気がつかないふりをして 

ぼくはうなだれながら、同じ形をした小さな天使の人形たちの色塗りをしていた、 

それは、どこにでもあるようなつまらない人形だった。 

 

一時間かそこらして、彼はカウチのほうにびっこをひきながら移動した 

彼はステッキをしたに置いて 

もう時間だよ、と言った 

宇宙に身をゆだねる時間だよ、と。 

彼は、毎日そうしたいと思っていた。 

「ほんとに、しんどいよ。」と彼は言った。仰向けになって 

目をとじて 

腕をだらんと伸ばして 

ぼくが色塗りをしていた、木でできた同じ形をした小さな天使の人形たちのように 

 

これは、９０年代のシカゴでの話だ 

ぼくたちは、イエス・キリストと星占いを軽蔑していた 

ぼくたちは、冬がいいものと信じていた、ダンスがいいものと信じていた 

お互いにバランスをとって ── 

ディーライト、モニー・ラブ、デ・ラ・ソウル ── 

ぼくたちは、死なないということによってのみ、ようやく生きていた 

 



およそ二十年後、ぼくは一艘のボートに乗っていて、アラスカで 

日に、二度か、三度、網で鮭を獲っていた 

網をそこに置いたままにして、ぼくたちは陸に戻って、またそこに行ったりしていた 

ここでは、宇宙というものについて考えるのは、たやすかった 

 

ある日、一頭のゴドウクジラが引き出されて、見世物になったんだ 

ぼくがこう言うのを聞いてよ、「見世物になったんだ」 

漁師たちがどういうふうに言ってたかっていうとね、こんなことはどうってことない

ことだよって 

まるで時間というものが止まらないかのように 

そのとき、その偉大なゴドウクジラは、起き上がったんだ 

 

だけど、そのゴドウクジラは、しっかりと身を起こそうとしたけど、できなかった 

軀をきちんと縦に起こすところまでは 

運んできた海水をその軀に注いでやったけど 

そのゴドウクジラの開いた口に、滝となって流れ落ちていくばかりだった 

 

ぼくには、そのクジラが息をするのが聞こえた 

五十フィート離れたところから 

空はぼんやりと光を放っていて、灰色の皮膚のうえに太陽光線が反射してキラキラと

輝いていた 

ぼくの目に、とつぜん涙がこみ上げた 

離れたところで、ぼくは固唾をのんでいた 

 

ぼくは、いままで何十年も魚を獲ってきた、ときどきだけどね 

ぼくのボスは、ぼくの二倍の間は獲っててね 

あるとき、新米のやつが、さいしょに、こう口を開いたんだ 

「わおっ！」と、そいつは言った、神聖な雰囲気をぶち壊して、「こんなの、いままで



一度も見たことがないですよ。」 

ボスとぼくは、うんざりしてこう言った 

かわるがわる口々に、「わたしも見たことがないよ。」、「ぼくも見たことがないね。」と 

そのとき同時に、海はしるしを消し去ったんだ 

宇宙というもののしるしを 

 

そのクジラは、ぼくたちがその場所を離れたあとには、もうその網のすぐ近くにまで

迫ってきていたんだ 

三つの網のうち、二つの網が破けて 

裂け目となって開いてた 

側鉛線は底まで沈み 

水に浮いた綱と、残りの網の部分が、海の波のうえを上下していた。 

けなげにも泳いでいる小鳥たち 

そいつらは懸命に戦い、そいつらのうちの多くのものがまだ生きていた 

何時間もあとで、ぼくたちの船が近くに行ったときに、小さなボートのなかで 

沈んでいく釣り糸がまだ心配だったけど 

朝は清々しく美しく 

そのクジラと 

そのクジラのダンスは、まだぼくたちのこころのなかに残っている 

 

ぼくたちは、生きてる鳥たちの姿に見入っていた。 

ぼくたちは黙って作業した、ぼくたちの指は不器用だと思った 

そいつらの傷ついた足指や翼や脚をほどいてやるのには 

網の目にからまったそいつらを 

ぼくたちの網の目からほどいてやるのに、ぼくたちは指先をくっつけたり、離したり

してたのだけれど 

そのうち網を切断するという、とんでもないことをしなければならない破目になって

しまったんだ 



鳥たちを自由にしてやるために 

 

ぼくたちは、そいつらの背中をぐいと押してやった 

鳥たちの胸部の白い羽と、くっきりと見えてる網を見分けるのは簡単だった 

そして、そいつらが溺死することから守ってやったんだ 

でも、そいつらは黒いくちばしで、ぼくたちを突っついた 

何度も何度も、ぼくたちに噛みついてきたんだ 

そのことには、痛いというよりは、びっくりしたって感じかな 

「ごめんね。」と、ぼくは言った 

そいつらが死んで、そいつらの死が、ぼくのこころに突き刺さるたびに 

 

一羽の鳥の命を救ってやると、そいつをちゃんと海に放してやって、べつの一羽の鳥

のほうに手を伸ばした 

魚を獲るのが好きだなんてことは、へんなことだと思う 

必要最低限度の量を超えてね 

ぼくは、生き残った連中のほうに、ちらっと目をやった 

そいつらは波のうえで、足で水をかいて離れていった 

 

そいつらの海のうえでの翼の羽ばたきは 

拍手喝采のように聞こえた 

ゆるしのように聞こえた 

 

ほかの鳥たちはぜんぶ、ぼくたちは庭に埋めてやった 

 

人生において、ときどき 

ぼくは、表面的なことにとらわれる 

その上と、その下とのあいだで 

 



ぼくは、ぼくの友だちのことを考える、彼が亡くなってずいぶん経つのだけれど 

そして、ぼくはソファに身を横たえ 

宇宙に身をゆだねる 

 

ウミスズメたちの姿が、こころによみがえる 

あの小さな鳥たちが背を向けて、人間の大きな手に抵抗していたことを 

ぼくたちは、ただ助けてやりたかっただけだったのだけれど 

 

落ち着けよ。 かまいはしない。 

ぼくだって、いつの日か、解放されるんだ。 

 

そのカウチから、二十年まえの 

ぼくの友だちの疲れ果てた声が、ぼくの耳に聞こえた 

「ほんとに、しんどいよ。」って声が。 

 

 

 

 

ソフィー・マイヤー 

 

 

木のゴーレムへの呪文 

 

 

木目は、おれがはじまる場所だ。 

そのナイフの刃先のしなやかな丸み。 

創世記にある言葉と、その註解にある言葉。 

おれが学ぶことになる名前たち。 

  



木目は、おれが展開し 

成長しはじめる場所だ。そいつは小さなナイフで 

おれの造物主だ。そいつは口にするのだ 

おれが学ぶことになる名前たちを。 

  

木目こそ場所だ、おれが、おれの 

なかではじまるのだ、そして、おれはナイフのように動くのだ、 

おれ自身の身から沁み出た樹液を滴らせながら 

それは、おれがまだ学んでいない名前たちだった。 

  

木目なのだ。おれがはじまる場所は。 

そいつとおれは、ナイフとそれがこしらえる傷なのだ。 

おれは、その瘡蓋のようなものをこそぎ落とす 

そいつがこしらえる名前たちを。それが学ぶということなのだ。 

  

木目だ。そいつは、おれがはじまる場所だ。 

だが、そいつは、もうほんとうのおれじゃないのか？ そいつが 

おまえをナイフでこそぎ落とすだろうってか ── おれは奴隷じゃないぞ、 

おまえがおれにつくったその名前たちのな。学べよ。 

  

木目は、おれがはじまる場所だ。 

おれ自身のナイフに、さいしょのひと削りを 

させる場所だ。その刀身は名前たちをつぶやき嘆く。 

おれは学ぶことになる。 

 

 

 

 



ジャック・ギルバートの詩の翻訳 連載 第一回 

 

 

 

田中宏輔 

 

 

 

Jack Gilbert 

 

 

South 

 

 

For Susan Crosby Lawrence Anderson 

 

In the small towns along the river 

nothing happens day after long day. 

Summer weeks stalled forever, 

and long marriages always the same. 

Lives with only emergencies, births, 

and fishing for excitement. Then a ship 

comes out of the mist. Or comes around 

the bend carefully one morning 

in the rain, past the pines and shrubs. 

Arrives on a hot fragrant night, 

grandly, all lit up. Gone two days 

later, leaving fury in its wake.  

 



 

 

 

ジャック・ギルバート 

 

 

南部 

 

 

スーザン・クロスビー・ローレンス・アンダーソンのために 

 

河沿いの小さな町では 

来る日も来る日もずっと、何も起こらない。 

夏の長い日々は、永遠に立ち止まっていた。 

長い結婚生活というものが、つねにそうであるように。 

ただ緊急事態が起きたときには、生き生きと過ごすことができる。 

たとえば、ひとが生まれるときとか、釣りで獲物がかかって気がはやったときとか。 

こういうことかな、一艘の船舶が霧のなかから姿を現わす。あるいは、 

ふいに現われるんだ、ある朝、注意深く曲がり角を回って 

雨のなかを、松の木や灌木をうまくやり過ごしてね。 

そして、あるあたたかい、香りのよい夜に到着するんだ、 

堂々としたものさ、煌々と、すべての灯りをともしてね。 

そして、そのあと、二日を過ぎたときには 

その航跡に激しい怒りの跡を残して出港していくのである。 

 

 

 



 

Jack Gilbert 

 

 

Failing and Flying 

 

 

Everyone forgets that Icarus also flew. 

It's the same when love comes to an end, 

or the marriage fails and people say 

they knew it was a mistake, that everybody 

said it would never work. That she was  

old enough to know better. But anything 

worth doing is worth doing badly. 

Like being there by that summer ocean 

on the other side of the island while 

love was fading out of her, the stars  

burning so extravagantly those nights that 

anyone could tell you they would never last. 

Every morning she was asleep in my bed 

like a visitation, the gentleness in her 

like antelope standing in the dawn mist. 

Each afternoon I watched her coming back 

through the hot stony field after swimming, 

the sea light behind her and the huge sky 

on the other side of that. Listened to her 

while we ate lunch. How can they say  



the marriage failed? Like the people who 

came back from Provence (when it was Provence) 

and said it was pretty but the food was greasy. 

I believe Icarus was not failing as he fell, 

but just coming to the end of his triumph. 

 

 

 

 

 

ジャック・ギルバート 

 

 

墜落と飛行 

 

 

みんなは、忘れている、イカルスがふたたび飛んだことを。 

恋が終わるとき、あるいは、結婚が失敗するとき、 

人々が、自分たちには、それが失敗だとわかっていたよと言い、 

だれもがみな、それはけっしてうまくいかないだろうと言うのと同じだ。 

そういうことを知るほどには、彼女は十分に齢をとっていた。しかし、 

する価値のあることは、大いにする価値がある。 

その夏の海のそばのそこに、その島の別のところにいることのように、 

そのあいだに恋は彼女のもとからしだいに消えていってしまったのだが、 

それらの夜には、星はとても激しく燃えていたので、 

だれもが、あなたがたに、彼らはけっしてつづかないだろうと言うことができた。 

毎朝、彼女は、天からの恵みのように、わたしのベッドのなかで眠っていた、 

夜明けの霧のなかに立つ羚羊のような彼女の穏やかさ。 



午後にはいつも、水泳のあと、熱い石だらけの野原を通って、彼女が 

戻ってくるのを、わたしは見た、彼女の背景には海の光が照り映え、 

もう片方のところでは、巨大な空が広がっていた。 

食事をしているあいだに、彼女に尋ねた。 

どうして彼らはその結婚が失敗だったって言えるだろうか。 

プロヴァンスから戻ってきて（そのときはプロヴァンスだったのだ）、 

プロヴァンスはよかったけど、食べ物があぶらっこかったよと言うように。 

わたしは、イカルスは墜落したからといって失敗していたとは思わない。 

むしろ勝利の最終部分に至りつつあったのだと思う。 

 

 

 

 

 

Jack Gilbert 

 

 

A Brief for the Defense 

 

 

Sorrow everywhere. Slaughter everywhere. If babies 

are not starving someplace, they are starving 

somewhere else. With flies in their nostrils. 

But we enjoy our lives because that's what God wants. 

Otherwise the mornings before summer dawn would not 

be made so fine. The Bengal tiger would not 

be fashioned so miraculously well. The poor women 

at the fountain are laughing together between 



the suffering they have known and the awfulness 

in their future, smiling and laughing while somebody 

in the village is very sick. There is laughter 

every day in the terrible streets of Calcutta, 

and the women laugh in the cages of Bombay. 

If we deny our happiness, resist our satisfaction, 

we lessen the importance of their deprivation. 

We must risk delight. We can do without pleasure, 

but not delight. Not enjoyment. We must have 

the stubbornness to accept our gladness in the ruthless 

furnace of this world. To make injustice the only 

measure of our attention is to praise the Devil. 

If the locomotive of the Lord runs us down, 

we should give thanks that the end had magnitude. 

We must admit there will be music despite everything. 

We stand at the prow again of a small ship 

anchored late at night in the tiny port 

looking over to the sleeping island: the waterfront 

is three shuttered cafés and one naked light burning. 

To hear the faint sound of oars in the silence as a rowboat 

comes slowly out and then goes back is truly worth 

all the years of sorrow that are to come. 

 

 

 

 

 

ジャック・ギルバート 



 

 

弁論要旨 

 

 

悲しみは、どこにでもある。残酷な殺人も、どこにでもある。もしも、 

どこかで、赤ん坊が飢えで苦しんでいなくとも、ほかのどこかで、 

赤ん坊は飢えで苦しんでいるだろう。鼻の穴に蠅をたからせて。 

しかし、わたしたちは、わたしたちの人生を楽しんでいる、というのも、それが 

神の欲するところのものだからだ。そうでなければ、夏の夜明けまえの朝という 

ものは、それほどすばらしいものとはならなかったであろうし、ベンガルタイガーは、 

あの超自然的なうつくしい装いを身にまとおうともしなかったろう。泉のところに 

いる貧しい女たちは、いっしょになって笑っている、彼女たちが承知しているすでに 

与えられたものと、将来において彼女たちが被らなければならない厳しさのあいだで、 

彼女たちは、微笑んだり声を出して笑っている、村では、だれかが、ひどい病気に 

かかっているというのに。カルカッタの恐ろしいストリートにも、毎日、笑い声が 

あがっているし、ボンベイの檻のなかでも、女たちが笑みをもらす。 

もしも、わたしたちが、わたしたちの幸福を否定するなら、満足を与えてくれる 

ものに抗してね、わたしたちは、そういったものの喪失の重要性を学ぶことになる。 

わたしたちは、喜びを危険にさらさなければならない。わたしたちは、楽しみなしで、 

ものごとをすることができるけれど、それには喜びがない。おもしろみがないのだ。 

わたしたちは、この世界の容赦のない無慈悲な試練のなかにも、わたしたちの喜びを 

受け入れる不屈の心構えを持たなければならない。思いやりというただ一つの尺度で 

みるという不公平行為をなすことは、悪魔を崇めることになる。 

もしも、主の機関車が、わたしたちに衝突して引き倒すというのなら、 

わたしたちはその結末には重要な意義があるということに感謝の念を捧げるべきであ

る。 

わたしたちは認めなければならない、すべてのものがなくなっても、音楽というもの

があるであろうということを。 



わたしたちは、ふたたび、小さな舟の舳先に突っ立っている、 

夜遅く、小さな港に錨を下ろして、静かな島を眺め渡しながら。 

海岸通りには、三軒のしもた屋のカフェがあり、ひとつの裸電球が灯っている。 

静寂のなかで、一艘のこぎ舟がゆっくりと姿を現して、姿を消す、 

そのかすかな櫂の音を耳にすることは、 

事実、やがて訪れる悲しみの 

すべての年月に相当する価値がある。  

 

 

 

 

 

Jack Gilbert 

 

 

The Great Fires 

 

 

Love is apart from all things.  

Desire and excitement are nothing beside it.  

It is not the body that finds love.  

What leads us there is the body.  

What is not love provokes it.  

What is not love quenches it.  

Love lays hold of everything we know.  

The passions which are called love 

also change everything to a newness  

at first. Passion is clearly the path  



but does not bring us to love.  

It opens the castle of our spirit  

so that we might find the love which is  

a mystery hidden there.  

Love is one of many great fires.  

Passion is a fire made of many woods,  

each of which gives off its special odor  

so we can know the many kinds  

that are not love. Passion is the paper  

and twigs that kindle the flames  

but cannot sustain them. Desire perishes  

because it tries to be love.  

Love is eaten away by appetite.  

Love does not last, but it is different  

from the passions that do not last.  

Love lasts by not lasting. 

Isaiah said each man walks in his own fire 

for his sins. Love allows us to walk  

in the sweet music of our particular heart.  

 

 

 

 

ジャック・ギルバート 

 

 

大いなる炎 

 



 

愛は、すべてのことから離れている。 

欲望と興奮は、愛のそばでは、なにものでもない。 

愛を見出すのは、身体ではない。 

そこにわたしたちを導くものが、身体である。 

愛ではないものが愛を刺激する。 

愛ではないものが愛を消滅させる。 

愛は、わたしたちが知っているすべてのことどもを保持しつづけている。 

愛と呼ばれる情熱もまた、まずさいしょに、 

すべてのことどもを新しいものに変える。 

情熱は、明らかに愛への道ではあるが、 

わたしたちを愛のところへと運ぶことはしない。 

それは、わたしたちの魂の城に通じているので、 

わたしたちは、愛を見出すのかもしれない、 

そこに隠れている神秘である愛を。 

愛は、数多くある大いなる炎の一つである。 

情熱は、数多くの木から生じる火である、 

その木のどれもが独特な香気を放つので、 

わたしたちは、多くの種類のものが 

愛ではないと知ることができる。 

情熱は、火を焚きつける紙や小枝であって、 

火を燃やしつづけることはできない。欲望は腐敗する、 

というのも、それは愛されようとするものだからである。 

愛は欲望によって食べつくされる。 

愛はつづかない、しかし、それは、情熱がつづかないという意味とは 

違った意味でつづかないのだ。 

愛はつづかないということによって、つづくのである。 

イザヤはこう言った、どの人も、自身の火のなかを歩むのだ 



その人の罪によって、と。愛は、わたしたちを歩ませる、 

わたしたちおのおののこころのなかにある、そのすばらしい音楽のなかを。 
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Summer at Blue Creek, North Carolina 

 

 

There was no water at my grandfather's 

when I was a kid and would go for it 

with two zinc buckets. Down the path, 

past the cow by the foundation where 

the fine people's house was before 

they arranged to have it burned down. 

To the neighbor's cool well. Would 

come back with pails too heavy, 

so my mouth pulled out of shape. 

I see myself, but from the outside. 

I keep trying to feel who I was, 

and cannot. Hear clearly the sound 

the bucket made hitting the sides 

of the stone well going down, 

but never the sound of me.  
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ノース・カロライナ、青い小川の夏 

 

 

おいらの爺っちゃんちには、水がなかった。 

おいらが子どもで、二個の金バケツをぶら下げて 

遠く爺っちゃんちによく行ってたときには。道を降りてくと、 

泉のそばにいる牛を見やった、そこは、すばらしい人たちの家があったところで、 

彼らがその家を全焼させることに取り決めるまえには、 

その家があったのだった。 

そいつは、隣の家にとっては、とっても都合のいいことだった。 

おいらは、めちゃくちゃ重たいバケツを持って戻ってきたものだった、 

それで、おいらの唇は、ゆがんでたってわけさ。 

おいらは、おいら自身の姿を見た、もちろん、目で見た通り外側からだけど。 

おいらは、おいらという人間がどういう人間なのか感じようとしつづけたけれど、 

感じとることはできなかった。見事に落ちながら 

石のあちこちにぶつかって立てる 

バケツの音が、はっきりと聞こえた、 

だけど、おいらの口からは、一言も漏れなかった。 

 


