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スペイン語で旅する

おくのほそ道
伊藤昌輝 訳・注

ガジェゴ・アンドラダ 監修

簡潔で格調高い、世界に誇る芭蕉文学を
スペイン語と日本語で味わう！！
1

1. Preludio del Viaje

漂泊の思い

Los meses y los días son viajeros de la eternidad 1. El año
que se va y el que viene también son viajeros. Para aquellos
que dejan flotar sus vidas a bordo de barcos2 o envejecen a
lomos de sus caballos, cada día es un viaje. El viaje mismo se
convierte en su hogar. Entre los antiguos, muchos murieron
en pleno camino 3 . Yo también, incapaz de refrenar mis
pensamientos de vagabundeo –ni recuerdo desde hace cuánto
tiempo–, recorrí la costa, igual que un jirón de nube se deja
llevar por el viento. Al correr el otoño pasado, volví a mi choza
a orillas del río4 y barrí las telarañas. Poco después, el año
llegó a su término. Entonces me vinieron deseos de cruzar el
paso de Shirakawa en primavera, cuando la neblina cubriera
cielo y campos, hasta llegar a Oku. Poseído por un duende
viajero y con las señas que me hacían los espíritus del camino,

月日は永遠に旅を続ける旅人であり、来ては去り去っては来る年々も、ま
た同じように旅人である。船頭のように舟の上に生涯を浮かべ、馬子の
ように馬の轡を引いて老いていく者は日々旅の中にいるのであり、旅を住
まいとしている。昔の詩人・歌人も旅の途上で亡くなった人は多い。私も
いつのころからか、ちぎれ雲を吹き飛ばす風に旅心をそそられて漂泊の
思いが止まず、近年は、海ぎわの地をさすらい、去年の秋は隅田川のほ
とりのあばら家に戻りその蜘蛛の古巣をはらい一旦落ち着いたのだった。
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が、やがて年も暮れた。すると、春霞の立ちこめる空のもとに白河の関

Literalmente: “Viajeros de cien generaciones”.

2

Los barqueros viven desplazándose cotidianamente, igual que los arrieros.
Con frecuencia Bashô trae a colación barcos y caballos, a modo de alegoría del
viaje.

を越えたいと、そぞろ神が私にとりついて心を狂わせ、道祖神の手招き
にあって、取るものも手につかない。

3

Bashô estaría evocando a los poetas antiguos que veneraba, como Saigyô
(1118-1190) o Sôgi (1421-1502) de Japón, y Li Pai (701-762) o Du Fu (712770) de China. Todos ellos, fallecidos durante el camino, dan testimonio de la
importancia que tenía el viaje en la China y el Japón antiguos, como punto de
intersección entre la práctica artística y la espiritual.

四六判・並製・240 頁

定価 1,944 円 (8% 税込 )
ISBN978-4-88463-122-2
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Choza de Bashô situada en Fukagawa, a orillas del río Sumida en Edo (actual
Tokio).
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舟と馬は、芭蕉が具体的に旅を表現する際に取り上げる素材。

杜甫など。
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隅田川のほとりのあばら家。芭蕉庵をさす。
人の旅心をそそのかす神か。
道行く人を守る神。
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本文サンプル

伊藤昌輝 ( いとう まさてる）
元駐ホンジュラス大使、駐ベネズエラ大使。
訳書に「コルテスの報告書簡」（法政大学出
版局）日本文学のスペイン語訳に「閑吟集」
( アルゼンチン）、
「梁塵秘抄」（ベネズエラ）、
「芭蕉文集」( アルゼンチン )、「世間胸算用
」( ベネズエラ )、「スペイン語で奏でる方
丈記」
「スペイン語で詠う小倉百人一首」
「ス
ペイン語で親しむ石川啄木 一握の砂」（大
盛堂書房 ) がある。

旅の芭蕉は、自分の眼で水かさの増した最上川の流れを
見、自分の耳で「岩にしみ入る蝉の声」を聞いた。

自然への愛をこめて世に送り出された『おくのほそ道』

５ヶ月2400キロに及ぶ旅全行程が、
言語と時空を超え世界の古典となった一冊！！！
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・hontoネットストア http://www.honto.jp
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