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1.本 会 は日本 イ ェイツ協会 (The Yeats Society of Japan)と 称す る。
2.本 会 はわが国 におけるイ ェイ ツの研究 の促進 を 目的 と し、 あわせ
て海外 の研究 者 との密接 な連絡 お よび協力 を はか る。
特 にアイ ル ラ ン ドのイ ェイ ッ協会 との緊密 な る連繋 を保 つ。

3.本 会 は次 の役員 を設 け る。
(1)会

長

一

(2)委

員

若干名

名

4.会 長 は委 員会 の推薦 によ り定 め、委員 は会員 の選挙によ り定 める。
5.委 員会 の推 薦 によ り顧 間 を置 くことがで きる。
6.役 員 の任 期 は二年 と し、 重任 を さまたげな い。
7.委 員会 は会 長 をたす け会務 を行 う。
8.本 会 は次 の事業 を行 う。
(1)大 会 の 開催
(2)研 究 発 表会、 および講演会 の開催
(3)研 究 業績 の刊行
(4)学 会誌 の発行

9.本 会 の経 費 は、会費 その他 の収入 によ って支弁 す る。
10.本 会 の会費 は年額 5,000円 とす る。
11.本 会 に入会 を希望す る もの は、 申込書 に会費 をそえて申 し込 む こ
ととす る。

12.本 会 は支部 を置 くことがで きる。
13.本 会則 の変 更 は委員会 の議 を経 て大会 によ って決定す る。
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Questions and unresolved conflicts Purgatory,
No and the" Vision" Papers
George Hughes
Purgatory has always been a controversial play. It was criticized
when first performed for its departure from orthodox Christian ideas,
and is now frequently attacked for its reactionary view of the Anglo-

Irish, as well as its relation to Yeats's support of eugenics. Yet there
is also a history of powerfully impressive performances, and it is a
work which has a continuing impact in the modern theatre. Yeats himself told Dorothy Wellesley: "I have put there my own conviction
about this world and the next" (Letters 913)-as though he felt it were
possible to condense all his ideas on life and death into one scene of
"tragic intensity" (Letters 907). He also said in defense of the play:
"I think the dead suffer remorse and re-create their old lives just as I
have described. There are mediaeval Japanese plays about it, and much

in the folklore of all countries" (Torchiana 357).
Our understanding of Yeats's views on the relation between "this
world and the next' and on how the dead "re-create their old lives" has
been greatly enriched by the recent publication of Yeats's "Vision"
Papers. They contain transcripts of automatic writing and notebooks
which date back to 1918-1923, but it was on the material in these volumes that Yeats worked when he brought out the second edition of A
Vision in 1937, and the matters discussed in the scripts were obviously
still on his mind when he wrote Purgatory in 1938. The "Vision" Paper
s provide, (along with the publication of the manuscript versions of
Purgatory), extraordinary insight into the way topics emerge and are
explored in Yeats's mental world. It is not obvious at first how modern
problems of the Irish great house, or problems of Yeats's arcane theories concerning spirit visitations, could come together with themes and
1

No and then find effective and powerful
expression in a new dramatic form. I should like to suggest in what
follows that these conjunctions become clearer as we read Purgatory in
the context of the "Vision" Papers.
techniques from the Japanese

II

first key point about the "Vision" Papers for my purposes
here is that they reveal the significance of the process of question and
The

in the working out of Yeats's ideas. The editors are unsure exactly when and how Yeats and his wife began automatic writing, and
there are problems about sincerity (or about what Yeats called the
"dramatisation" of the medium); but, whatever the significance of
such issues, Yeats himself tells us, in the introduction to the 1937 edition of A Vision, that in a hotel on the edge of the Ashdown Forest, on
the afternoon of October 24lh 1917, four days after his marriage: "my
wife surprised me by attempting automatic writing" (8). The "Visiorf
Papers spring into being around that automatic writing. Before long
they had developed a system of question and answer: questions written
in one book and ansu/ers in another. The questions come from Yeats,
though presumably they discussed together what could be asked. The
answers come from Mrs. Yeats, who as a medium felt herself to be
writing under the influence of 'Thomas of Dorlowicz," her spirit control. In this way Yeats and his wife put together, according to Harper,
about 3,600 pages in a period of almost thirty months. The exchanges
finally stopped, according to Yeats in 1920, and he then began to put
together the manuscript of his prose work, A Vision.
answer

On January 5, 1918 Yeats was asking questions which Mrs. Yeats

(or perhaps we should say Thomas of Dorlowicz) was answering.

told

She

him:

Simplify your life nothing else. Dont look for work outside
your own.

What do you mean by outside by [sicJ own
All public work
Lectures? plays?

Lectures etc
The Noh plays.
Noh

all right-lectures if settled & not done at random from

restlessness (1. 208)

Obviously Mrs. Yeats (or Thomas

of Dorlowicz) could not have
had a work llke Purgatory in mind in 1918, but it is clear that she
was enthusiastic about the writing of Irish No plays. There are long
discussions in these scripts which the editors take to refer to the Only
Jealousy of Emer and Caluary. In January 1918 Yeats talks about the
Arte-and the reply by Mrs. Yeats is: "That is like the
Noh partially a dramatisation of the soul-it is all great art." (1. 270)
Later in August 1919 one of the spirits says: lou mustwrite poetry,"
and "l have also given you material for a Noh play." (2. 387)
Commedia DeIl

The question and answer process throws

up

such matters as the

No drama, but it is applied primarily to the topic of the activities of
spirits and ghosts which so concerned Yeats. He tried in his questions
to establish exactly what happens after death and was given various
technical terms to manipulate, like, for example, the lassionate body."
"How long does the passionate body meditate [after death]" he asks.

It does not meditate-it dreams....
Of what

does

the passionate body dream immediately after

death?

On those

it

loves most

& would be with

How does
As in life

it

see them

in the

dream?

it

really see them or only dream
As they have been & as they are (1. 315)
Does

completely clear, but these explorations
provide the material that Yeats was to work up into ,4 Tision-with an
The answers are

not

important difference. When Yeats wrote the 1925 version of A Vision
he didn't write it as a series of questions. It became an apparently confident statement: "The Passionate Body like the Celestial Body never
ceases to dream, moving through events, however, not in the order of
their occurrence but in that of their intensity.... The man is now in
what is called the Dreaming Back, and
cient and modern tradition,

the

it is now that, according to an-

murderer may be seen committing his

murder night after night, or perhaps upon the anniversary

of its first

committal...." (226)
When

Yeats then came to revise this

section

- or rather

rewrite

it-for

the 1937 edition of. A Vision, he obviously consulted the automatic scripts again at length, since he refers to them in more detail in
new footnotes. But again the information in the second version of

as a firm

of a systematic account of life
after death, though Yeats can't really have been so confident of what he
had said, since he changed so much. "ln the Dreaming Bach," he now
says, "Lhe Spirit is compelled to live over and over again the events
that had most moved it; there can be nothing new, but the old events
stand forth in a light which is dim or bright according to the intensity
of the passion that accompanied them" (226). He adds shortly after:
"all spirits inhabit our unconsciousness or, as Swedenborg said, are the
Dramatis Personae of our dreams. One thinks of those apparitions
haunting the places where they have lived that fill the literature of all
countries and are the theme of the Japanese No drama' (227).

A

Vision emerged

statement

4

u
Obviously Yeats was eager to find confirmation of the complex
and arcane spirit theories that developed in the automatic writing sessions; he especially liked confirmation that came from other cultures
and other periods. His memories of Japanese drama (whether from his
work on lhe Pound,/Fenollosa translation or, as I shall consider later,
from the Stopes translation) were an important reassurance to him. At
the same time there was also the possibility that he could confirm his
ideas by echoing Japanese drama in an Irish No of his own invention;
and this possibility must have been presented to him forcefully as he
worked on the automatic writing scripts in the 1930s.

shifts the spirit theories into a different mode, since the statements of A Vision are placed once more in
a context of uncertainties and questions. If ideas are dramatized within
Western-style dramatic conflict, they cannot be reduced to one central
assertive voice. Even when those ideas come largely from one direction
(as they do in Purgatory) lhey are constantly undercut by potential
questions about the dramatized personality and by different possible

A return to drama,

versions

however,

of the experience shown on stage.
N

Purgatory obviously represents a re-thinking of the techniques associated with Yeats's earlier attempts at a kind of Irish No (as, in its
rather different way does The Words upon the Window-parw). Earlier in
his career he had used "no scenery...three musicians...drum and gong or
flute and dulcimer." He had decided: "lnstead of the players working
themselves into a violence of passion indecorous in our sitting-room, the
music, the beauty of form and voice [should] all come to climax in pantomimic dance" (151). But in Purgatory there is no dance. Nor does it
have masks, screens or the unfolding cloth that Yeats had experimented
with. But Yeats defended Purgatory with a reference to the No, and it
5

familiar feature of No
is little doubt that Purgatoty attempts to re-create a
bridge between the Western dramatic tradition and the No-and it does
so in a uniquely successful way.
does have the returning ghosts which are such a

plays. There

Purgatory starts with an old man and boy on stage and "A ruined house and a bare tree in the background." The old man says to
the boy:
Study that house.

I think about its jokes and stories;
I try to remember what the butler
Said

to a

drunken gamekeeper

In mid-October, but I cannot,
If I cannot, none living can.
Where are the jokes and stories

of a

house,

Its threshold gone to patch a pig-sty?

(1041)

man is telling the boy to stud,y the house-not just to
look at it, or to watch it, but to stu.dy iL. He tells him to do this
twice in the play, and also tells him later to study the tree. The verb
The old

"study" indicates a.desire to question'the object, to examine the possibility that it might reveal meaning as an emblem - as related in some
way to a symbolic system. The old man tells the boy to watch the
shadow of a cloud fall on the house because "that's symbolical." Such
things, in other words, are not to be seen passively. The boy unfortunately doesn't or can't study the house. When the old man says 'study
that fiee,,/ What is it like?' He replies "A silly old man." (1041)
This studying of symbols has nothing to do with the methods of
it does suggest the techniques of meditation that lay behind the
"Vision" Papers. We should note however that the meanings of the
house are, and always were for Yeats, complex; they are not simply
No, but

6

to occult theories. In the earliest version of the
picture
of an Anglo-Irish house does not occur.
manuscript the vivid
Instead the old man describes the house as a dark evil place-no jokes
and stories, butlers and gamekeepers. In a later ms. version the boy
says "I hate that house-it looks to me an evil." And the old man replies that it is no worse than any other. He says "lt is not the house
[but what isJ living in it & Iives in it still that is evil" (Siegel 37; 59).
It changes through these versions from a setting like that in Greek tragedy-as tn Oedipus the King or Agamernnon-to a place with a modern
history-perhaps even like Yeats's own tower. The house which the old
man instructs the boy to study comes to be linked to his own
imagination-until in the final version he seems to hold the life of the
house in his own mind: "If I cannot [remember], none living can"
exhausted by reference

(1041).

Paul de Man in his famous essay on "Image and Emblem in
Yeats' insisted that Yeats was unable to unify emblem and natural
images in his work, and that the emblematic meanings always came
first for him. Such seems roughly to be the case here, but what may be
more significant is the way in which the emblematic meanings, the
systems of symbols Yeats uses, are not fixed or definite as de Man
would have us believe. Although the ruined house, like the tree, has to
be studied, there is no clear indication either inside or outside the play
of its exact meaning.
The old man in Purgatory goes on

to tell the Boy that this

house

to his grandmother, but his mother married a "groom in a
training stable" and died after he was born, whereupon the groom (his
father) squandered all the money and lost the house. He now describes
the place, in a way that seems almost to erase the evil of the manuscript versions, within an elegy for Anglo-Irish aristocratic life :

belonged

Great people lived and died in this
7

house;

Magistrates, colonels, members of Parliament,
Captains and Governors, and long ago
Men that had fought at Aughrim and the Boyne.

that had gone on Government work
To London or to India came home to die,
Or came from London every spring
To look at the may-blossom in the park. (1043-4)
Some

in this way the house is seen as having embodied the
life of an Anglo-Irish administrative class: it has fostered power,
Described

responsibility, high-minded imperialism and aristocratic grace. But evil
returns rapidly to cloud the picture, since the house is in fact ruined, its

virtues squandered and its fabric destroyed. The speech comes to an
astonishing culmination when the old man says his father "killed the
house"

to kill a

house

Where great men grew up, married, died,

I

here declare

a capital offence. (1044)

This speech has, unsurprisingly, provoked hostility among contemporary critics: it is fiercely unbalanced, written in anger and
disgust at the destruction of a way of life, a form of culture- of what
Yeats at least sees as civilization. Much in it is no doubt personal to
Yeats; and it could certainly be said that its combative spirit and excessive anger is directly against the dramatic tradition of the No-at least
according to Zeami's prescriptions for the form. Part of the anger in
the speech no doubt springs from a strong nostalgia Yeats had for the
kind of house his own family had been far too unsettled to occupy, and
for the house in which Lady Gregory had treated him so well. Hrs anger was no doubt also spurred on by the fact that he had seen so many
big houses burning around him (192 were burnt in the years l92l-23
alone.) Yeats had also seen what he thought were the hard-won liberties
8

of the Protestant tradition (like

right to divorce, or freedom from
censorship) destroyed by the new government in Ireland. When he associated the house with words like 'Aughrim" and the "Boyne" -which
the

have a strong historical and poiitical resonance, and which even

in his

own earlier work represented disaster for Irish nationalism - he must
have been deliberately setting out to provoke a new generation of
Catholic nationalist critics.

is made by a character in a drama, not by Yeats; but
Harold Bloom attacks those readings that suggest Yeats is merely giving the view of the character. Bloom points out that these are Yeats's
own attitudes (or a version of them). Yeats was himself worried about
degeneration and decline in the West. He printed Purgatory in On The
Boiler, and the prose writings contains statements made in his own
voice in support of eugenics, for example, which are in accord with the
views of the old man. Yeats was also capable of vicious class prejudice.
The anger expressed in Purgatory has been compared to the feelings
Yeats had in 1903 when he heard that Maud Gonne was going to marry
John MacBride. He condemned Maud Gonne for betraying her class, and
MacBride was indeed to become for him , like the villainous father of
The speech

Purgatory,

a

"drunken, vainglorious lout."

But whether the views of the old man can be identified with
Yeats's or not, it must be underlined that the dramatic form will not
allow them to be presented in Purgatory as straightforward statement.
conflict and development forces contradictory possibilities onto the
drama. The old man has come to the ruined house to see the ghost of
his mother; he kills his son in an attempt to bring to an end the return
of the ghosts, the cycle of violence and the spread of pollution. But in
fact he cannot do this: his act of murder simply speeds up the process.
However we may be drawn by the pathos he evokes, or by his misreading of his predicament, the logic of the narrative does not endorse his
actions. He hears the hoof beats of his father's horse coming back
o

again, and the play ends with his cry

of

despair

of the plot then leads the old man towards destruction
and madness, but this does not mean that his feelings for the ruined
house are simply to be despised or discounted. It is helpful here, I think,
to recall Ruskin's chapter in the Seuen Lamps of Architecture on the
Lamp of Memory, where he speaks of the importance of houses in a
landscape, and emphasizes how houses must be built to last from generation to generation, to take on the "golden stain of time" (215).
The logic

for Ruskin, like Yeats, are a form of the evidence of civilization,
symbolically related to the moral and aesthetic life of those who built
them; to destroy them wantonly is a crime: "The dead have still their
right in them" (225). "When men do not love their hearths, nor reverence their thresholds," Ruskin says, "it is a sign that they have
dishonoured both....Our God is a household God, as well as a heavenly
one; He has an altar in every man's dwelling, let men look to it when
they rend it lightly and pour out its ashes." (209)
Houses

The anger

in Yeats's play is

grossly unbalanced, but

it

derives

from the same concern that Ruskin shows towards a tradition which
could be handed on from generation to generation, one which had its

in buildings that had passed through many hands
and been the stopping place for many families. All kinds of questions
symbolic expression

arise from the situation of destruction, questions about the role of
elites, about responsibility and authority, about degeneration and sexua
tity-but Purgatory proposes far more questions than answers. Francis
Fergusson argued some time ago in his ldea of a Theater that an effective theatre need not show a scene which is an exact likeness of the
everyday world (like the pedantically furnished rooms of contemporary

a "focus of the life of the times, and
therefore significant in however sinister a sense' (224). Yeats's ruined
house is exactly such a scene in relation to its times. It is not a place
that holds hope for the future, but it is a focus of genuinely conflicting

realism), but

its

scene must be

10

political, social and personal aspirations. It is significant, if for no
other reason, in the sinister questions it poses about continuity, tradition and civilization.
V
Yeats, as we have seen, himself specifically relates Purgatory to
mediaeval Japanese drama. The story of the No play Motomezuha (as
Sung Hae-Kyung has pointed out in her work on Yeats and the No) had

for a long time, and it seems likely that he was
thinking of it when he talked about "mediaeval Japanese plays" in relation to Purgatory. What caught Yeats's attention in Motomezuha was
the idea of the ghost of the heroine at the end of the play. She is so
worried by her sin which, he says, "seems a greal sin because of its unforeseen and unforeseeable consequence." She is trapped in flames which
are "her own conscience made visible" (1925. 225). The priest in
Motomezuha explains to her that if she would only cease to believe in
the flames they would cease to exist. As with the mother in Purgatory
resolution and purgation seem a possibility, but do not take place.
stayed in Yeats's mind

Motomezuha does

not appear among the Fenollosa papers

on

which Yeats worked with with Ezra Pound; he must have read the play

in the earlier volume

(It

of

translations from the No published in 1913 by

in Stopes's book under the tille The Maid,en's
Tomb.) Stopes's version of the No is now largely forgotten, but it was
the first complete book of translations, and in her introduction she was
also the first to make the connection between Irish drama and the No.
"As Synge and the Irish poets speak for the Irish people the things that
matter most to them and that yet go all unexpressed in their outward
life," she says, " in the same sense, only to a greater extent, do the No
dramas represent the old spirit of Japan" (1) Later on she compares
the effect of the name Deirdre in Deirdre of the Sorrou,rs to the way in
which "feelings are created in a Japanese play by single words and
names."(2l) Such comparisons obviously struck home to Yeats, and
Marie Stopes.

appears

11

indeed he repeated the connection between Synge's work and Japanese

lit-

erature when he wrote to the Japanese translators of Synge in 1921. He
said how Synge's stories were very like those in Japanese literature, and
added: "Shortly before his last illness Synge told me that he meant to
write no more peasant-plays and his last piay, his unfinished "Deirdre

of the Sorrows" is about old Irish kings and

queens though

written in

the peasant dialect: and had he lived I think he would have been helped
by your literature as I have been helped by it." (Bushrui 263)

out in her introduction to the translations
how much "classical allusion and quotation," is used in the No. "While
it does not appeal at all to us," she said, it "is one of the features
which principally delights the Japanese literati." (24) Yeats seems to
have decided that it could delight Western literati too, and tried to
achieve the same effect in Purgatory, quoting from Rossetti and Scott,
as well as gesturing towards Hamlet, Lear and Greek tragedy. Stopes
says in relation to the No - as Yeats would undoubtedly have claimed
for Purgatory-that this technique "is considered not only to show the
degree of knowledge which the author possessed, but also to add greatly
to the richness and suggestiveness of the piece by bringing to the memStopes also pointed

ory other cognate scenes and ideas." (24-5)
Marie Stopes's book is illustrated, and it reproduces a print of
the heroine of. Motomezuka at the point which most interested Yeats,
where, as he says "if she but touch a pillar... it bursts into flames" because she is going through a kind of hell or purgatory (1925.225).
Yeats gave his own version of the story of Motomezuka many times
(in "Swedenborg, Mediums and Desolate Places," in Per Amica Silentia
Lunae, in his "Note on 'The Dreaming of the Bones'" in Four Plays for
Dancers and in both versions of A Vision.) He emphasized that the
suffering of the ghost would cease if only the young woman ceased to
believe in her sin and its "unforeseeable consequence" ): and this is the
situation that is repeated in Purgatory.
t2

In Yeats's drama the woman's ghost must come back to habitations and familiar spots to relive its transgressions. The old man thinks
that others may help her to escape, that "when the consequence is at an
end,/The dream must end" (1042). He even thinks he has brought this
about:
Dear mother, the window is dark again,

But you are in the light because
I finished all that consequence. (1049)
The emphasis here on "consequence" echoes

in his

accounts

exactly Yeats's

focus

of Motomezuka.

in Purgatory, and has murdered his
son, his mother's soul seems briefiy to be represented by the iighted
Once the old man has acted

tree.

(

"Study that tree," the old man says.

"lt

stands there like a puri-

fied soul" 1049.) This has nothing to do with the story of Motomezuka
(though tree spirits do quite often appear in human form in No); and

to

understand

its

significance

for Yeats we need to fight our

through some very confusing sections of

A Vision Yeats's point

way

seems

to be that after death the spirit takes on symbolic form:"The Spirit is
not those changing images....but the light" (1937. 220). So the ghost
first appears in Purgatory it a woman's shape (the 'passionate body"),
and then as a spirit can be seen like a tree standing in "all coid ,
sweet, glistening light." Some connection with Japanese ideas was presumably also in Yeats's mind, since he insists in A Vision that the
kind of analogy proposed by the play (of dream images and spirits) appears in Irish literature "in Japanese plays, in Swedenborg, in the
phenomena of spiritualism, accompanied as often as not by the belief
that the living can assist the imaginations of the dead (1937. 22L)

13

VI

man it Purgatory told the boy to study that tree, and
the instruction takes us directly back again to the "Vision" PapersThe old

because that was exactly what the controls were telling Yeats himself to
do in October 1918. Thomas of Dorlowicz says on October 23: "I am
not coming today-you are too tired you are not to write dialogue for

| want

you to take the tree and
meditate on it as al one-,/ The tree is personality-remember the tree
I drew for you" (2. 94). Later on the same day the writing asks "Tree
is this Christ in Time," and is answered: "The mask of Christ" (2. 95).
3 days & you are to write on the lree,/

off

saying "Your tree is purely intel1ectua1....
You have missed the significance of the mask hanging on the tree The tree on the tower the tree growing on an island etc-The tree in a
The next session starts

is symbolic of the whole circle" (2. 96). These questions and
swers then lead on to the discussion of. Caluary
sense

The symbolic tree

an-

in Purgatory may suggest various trees in

in "Vacillation,' in "The
In his prose Yeats talks of the Sephirothic tree of the

Yeats's poems-in "Among School Children,"

Two Trees.'

Golden Dawn,

the

Tree

of Life, in which

he says "there are ever-sighing

souls moving in its branches" (1924.54'). In his essay on Magic, Yeats
quotes f.rom Th.e Kabbalah Unueiled: "The Tree,...is the Tree of the
Knowledge

of

Good and Evil...in

its

branches the birds lodge and build

their nests, the soul and the angels have their place" (1924. 54). Yeats
praised William Morris as the poet of the Green Tree, though in discussing him he also mentions "the Dry Tree, the image of the ruined land'
(1924. 66). Surely it is not irrelevant here that Dante's Purgatory is
also constructed around a vision of trees: first a fir tree that symbolizes abstinence, then a tree grown from a shoot of the tree of knowledge
but one that refuses prayers, and finally the tree in Canto XXXII, beneath which Beatrice sits. Dante's, however, is a tree covered with
apple-blossom, while the tree of Yeats's play is, we should note,
t4

stripped bare, and riven by thunderbolt. The old man thinks it shows
that the necessary purgation has taken place, but at the end of the play
he realises

that it has not.

Although possible allusions of this kind are of interest to modern
literati stul,ying an Irish No play, it is impossible to guess how much
would be communicated to a Western (or for that matter to a
Japanese) audience at any single performance of Purgatory. One might

that the dramatic impact of Purgatory is something apart from its network of allusions to occult ideas or the literary
tradition. Kunio Komparu says that a No play is, "an exploration, an
evocation, and indeed a song of praise." (151); while Purgatory, we
might say, is rather a play that foregrounds its angry conflicts in a
very Western fashion. Yeats after all relished a struggle-in an interview with an Indian professor in 1937 he is said to have waved a
Japanese sword at him and cried out "Conflict, more conflict!" (Torchiana 166). The mood of the old man in Purgatory seems at times rather
similar. Pathetic figures rise from the dead in No: they rehearse their
past; but they don't start committing new murders on the stage.
be tempted

to

suggest

For all its Western elements of conflict, however, Purgatory is
obviously also intended to break out of the conventional patterns of
Western drama. Yeats was determined throughout his career to find a
dramatic way that had not been taken by the commercial theatre, and
he had long admired forms of drama whose climax was not simply"an
excitement of the nerves." (1924.247). The conflicts in Purgatory turn
in the end on the exploration of the old man's consciousness and the
evocation of his states of mind. In this respect it does echo the Japanese
art form. Moreover, there is no resolution of conflict in the way a
Western audience might expect or hope for.
in Purgatory is watching his mother's ghost
relive the night of her first sexual encounter with her husband he
When the old man
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suddenly sees

a problem and

asks

Can she renew the sexual act

And find no pleasure in

If

it,

and

if

not,

pleasure and remorse must both be there,

Which is the greater?

He doesn't know the answer and says

I

lack schooling

Go fetch Tertullian; he and I
Will ravel all this problem out... (1046)

As Peter

play;

Ure first

pointed out, no answer is in fact given

in

the

with its esoteric question, its
its situation in the dramatic scene, as typical of
Yeats's dramatic method here. It helps to read Purgatory beside the
and we might take the incident,

learned reference, and

"Vision" Papers because they share the same urge to question, and the
same inability to come up with fixed, clear, satisfying answers.

of Yeats's explorations in Purgatory are part
to make it interesting'as a work of art-more interest-

The open-endedness

of what continue
ing than works like On The Boiler or even A Vision. It shares much with
these. works, as we have seen; but the dramatic form that Yeats has
partially borrowed and partially invented allows him to suggest that he
tried elsewhere to force to a conclusion. The play makes obvious that
these matters are not in fact settled or resolved. Purgatory is, as Mrs.
Yeats said of the Commedia Dell Arte "like the Noh partially a
dramatisation of the soul-it is all great art."
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論文

イェイツを読む ヒーニー
欄 木

イ
申 明

シェイマス ●ヒーニーはしば しばイ ェイツ以後最大 のアイルラン ド詩人 であ
ると評価 されて い る。 このふた りの文学的関係 を網羅的に検証 しようとすれば
優 に一冊 の書物 がで きあがるであろう。が、 ここでは基礎固めとして、 ヒーニー
の詩 と散文 をひとつふ たつ読みなが ら、彼 がイェイツか ら何 を学 んだのか とい
う問題を考えるた めにひとつの視点 を据 える試みを してみたい。
ヒーニーの最新詩集 S“ れgrん れgs(1991)の 後半 には、48篇 の12行 詩か ら
xxii"の 詩 はイェイッの亡霊
なる連作 “
Squ『ings"が 収録 されている。 その “
への質問集 にな ってい る。
Where does

spirit Inside or outside

Things remembered, made things, things unmade?

What came first, the seabird's cry the soul

in the dawn cold when it cried?
Where does it roost at last? On dungy sticks
In a jackdaw's nest up in the old stone tower
Imagined

Or a marble bust commanding the parterre?
How habitable is perfected form?
And how inhabited the windy light?
What's the use of a held note or held line

That cannot be assailed for reassurance?
(Set questions for the ghost of W.B.) (ST, 78)
ヒーニーは、死後 の世界 で霊魂 になったイェイツに、彼 が生前霊魂 について書
19

いたことがどれほど真実 であ ったか確かめようとするような質問 を、次 か ら次
へ と投 げかけて い る。 これ らの質問 か らは、 イェイッの い くつかの詩 へ の巧 み
な言及 を聞 き取 ることができる。
Nineteen Hundred and Nineteen"
まず、 Ⅱl.1-2に かけての疑 問文 には、 “
のパ ー トⅢ最終連 の “
What my laborious life imagined,even/The half―
imagined,the half― written page''が 重 なって くるよ うだ。 さ らに これ に続

the seabird's cry or the sou1/1magined in the dawn cold when it
く“
A vision―
In Memory of Alfredd Pollexfen"末 尾 の “
cried?''の 前半 には “
ary white sea― bird/Lamenting that a man should die''

が 、1後 半 に は

oneノ/POem may be aS COldノ /And passionate as
The Fisherman'':末 尾 の “
“
the dawn"が かすかに響 いてい る。 そのうえ、 ヒーニーの海鳥 が「 鳴 き叫 ん

cry"の
で いる」 のと同様、 イェイツのふたつの詩 の今引用 した くだ りに も “
トーンが支配的である。前者 では海鳥 の鳴き声 に詩人 が唱和す る(“ And with
that cry l have raised my cry")の だ し、 後者 で は釣人 のための詩 を書 く
という宣言 を叫んだ

(“

And cried")の だった。 ヒーニーは、 たん にイ ェイツ

の語句を流用するのではな く、詩句 の トー ンを 自分 の詩 に移植 しようとしてい
Ancestral Houses''の 庭 と、 次 の行 の
る。 さ らに、 1.7の 庭園 イメ ー ジは “
perfected fOrm"は
“

“
Sailing to Byzantium"の 金細工 の鳥 と、 そ して、 1.9

Why
の特異 な表現 “
The Grey Rock"の 終 りの近 くの “
the windy light"は “
are they faithless when their might//1s from the holy shades that
rove/The grey rock and the windy light?と

響 き合 っている。

ところで、 これ らのェ コーの出典 を特定 して、個 々の箇所 にイェイツが こめ
たであろう含意を ヒーニーの詩行 か ら回収 しようとす るの は実 りある作業 とは
お もえない。 というの も、先輩詩人 にたいす る ヒーニーのス タンスの あ りかた
がまず測定 されるべ きだか らである。 イェイツヘ の問 いか けひとつ ひとつ を シ

On
リアスな もの と受 け取 ることも可能 か もしれな い。 だが、 た とえ ば 、 “
dungy sticks//1n a iackdaw's nest up in the old stone tower''

は明 らか

にイェイッの “
Stare's Nest by My Window"の 冒頭部分 を思わせるものの、
ヒーニーの詩行 の トー ンは シ リアスというよりむ しろ卑俗で滑稽で、 アイル ラ
ン ドの内乱時 に塔 にこもった老詩人をか らか っているようにさえ読 める。 しか
し、 それな らば、 これ らすべて の問 いか けが現実世界 の東縛 か ら遊離 して いこ
うとす るイ ェイツの霊魂観 をただ単 に茶化 したものだ と考 えようとす ると、 こ
ん どはイェイツのい くつかの詩 に手 の込んだ言及 をしたことの意味が曖味 になっ
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て しまう。 ヒーニーがイェイッを自分 の詩 にとりこむ しかたは悪意 にもとづい
たパ ロデ ィではない。 となると、
「 この詩 は、 イェイッの霊魂 観 を賞賛 して い
るともとれるし、茶化 しているともとれ る」 という折衷案 が この詩 を評す る模
範解答 となりそうなものだが、 このように判断 を棚上げに して しまうことは、
最後 の質問が許 さない。
``What's the use of a held note line//′ 1lhat cannot bi assailed for re―

assurance?"は 、 きわめてつかみどころのな い疑問文 である。単語 ひとつ ひ と
つの意味 が揺 れ動 いていて読者 を焦 らすようにできあが っている。 まず、イ ェ
イッの内面 のことを思 い起 こして、彼 が心 のなかに温 めておいた思想や うたの
断片 が使 えな くなって しま っていることを言 っているととることが可能だろう。
もちろん ヒーニーのこととして読む こともで きる。何を尋ねて も、死 んで霊魂
の世界 に住 むイェイツはは っきり答えて くれ ない。 だか ら、 メモなど書 きため
て も無駄なのではないか、 という後輩詩人 の 自間のよ うにも解釈できる。三つ
目と して、 イェイッと ヒーニー、 つ まり先輩詩人 と後輩詩人 の関係 について何
かを言 っていると読んで もそれ ほど突飛 で はないだ ろう。す なわち、 イェイツ
が遺 した思想や詩 の音楽

(“ held",“

note",“ line"に は微妙 なかたちで音楽 ヘ

の暗示 がある)を 、後輩詩人 がひとつの基準点、あるい はお守 りのよ うな もの
として使 えないとしたら、 そんな遺産にはどれほどの存在価値 があるとい うの
か、 という問 いで ある。確かにイェイツの詩的遺産 は後輩詩人 たちが共有す る
にはあまりにも特異 なので、規範 というにはほど遠 いところがある。 とくに中
期以降 のイェイッの、 ア ングロ・ アイ リッシュ性 に居直 った高踏的で奥義 に達
したかのようなポーズを批判 して、 アイル ラ ン ドの現代詩人 はイェイツか ら学
ぶ ことなどあ りは しないとい う立場を とる批 評家 たち もい る。 (Garratt,42-

43)し か し、一方 で、 たとえ「 目の上 の こぶ」 としてではあって も、 イェイツ
が今世紀 のアイルランド詩人 たちにとって圧倒的な存在感をもつ先行者 であ っ
た ことに疑 いの余地 はない。 だとした ら、
「 この詩 は、 イェイッの霊魂 観 を賞
賛 しているともとれるし、茶化 していると もとれる」 とい う解釈 は模範解答 と
しては失格 である。 この解答 は「 この詩 は、 イェイツの霊魂観 を賞賛 して いる
と同時 に、茶化 して もいる」 と修正すべ きであろう。 イェイッを語 る ヒーニー
の ことばのつかみどころのなさに、たとえば「 影響の不安」 というラベルを貼 っ
てすませ るだけでは何 も言 ったことにな らな い。必要 なのは、 ヒーニーがイ ェ
イツに対 して、責任を放棄 し、判断停止 を して しまうかわ りに、「 賞賛す ると
同時 に、茶化す」 とい う積極的かつパ ラ ドクシカルな態度 をとっていることの
21

意味を考えてみることだと思 う。
*

イェイツの亡霊に質問 を しかけるより10年 以上 も前 の講演のなかで、 ヒーニー
は彼 のことをやや肩 の力を抜 いた調子 で語 りは じめたことがある。

for entertainment and instruction, I wish to observe him in action as a young poet, and then as an established poet and public
So

figure; and in each case I hope to make clear what
have been exemplary in his bearinc. (P, 102)

I

consider to

この語 り口にうかがえるような余裕 は、 オースティン・ クラー クやパ トリッ
ク・ カヴァナーの世代 には思 い もよらなか っただ ろ う。 (Gttratt,243)彼 ら
の世代 にとってイェイツは巨大 な範例 か、 さもな くば難攻不落 の城砦 であった
はずだ。彼 らはイ ェイツの圧倒的 な影 にのみ こまれまいとして抵抗 した世代で
あ った。一方、 ヒーニー はイ ェイツか ら直接 の影響 をうけるには遅 く生まれす
ぎたために、 かえって有利 な立場 を享受 している。 ヒーニーが生まれたのはイェ
イツがその長 い生涯を終えた年 だ った。 どうや ら彼 は少年時代 か らイ ェイツの
詩 を愛読 して いたので はない らしい。 イェイツを敬遠 して いたのかど うかはわ
か らない。 ヒーニーは1973年 夏 にイェイツゆかりの地スライゴーで行われたイェ
イツ ●サ マース クールで 自作朗読 を して いるが、 イェイツを意識的 に読みはじ
めたのは、 この夏 か ら数年 さかのぼる頃だ ったよ うである。(Parker,122)

Yeats as an
さきほ ど引用 した の は、 1978年 に発 表 され た講 演原稿 “
ニ
ー
がは じめて書 いた まと
Example?"の 序論 の終結部 である。 これは、 ヒー
まったイェイツ論 で、彼 が先輩詩人 の人物 と詩を全体 としてどう受 けとめたか
が いちばんは っきり伝わ って くるように思われる。 しば らくこの エ ッセイの内
容 をたどってみることに したい。University of Surreyで の講演原稿 である
エ ッセイ は、先輩詩人 との気負 った対決 で も卑屈 な挨拶でもない。つ まり、 ヒー
ニーはイェイツのことを裁 いた りあばいたりしているので もなければ神秘化 の
上塗 りを して い るわけで もない。 かといって冷静 で客観的な態度 を装 った「研
究」 に逃げて いるわけで もない。 ヒーニーはイェイツに真正面 か ら向 き合 い、
先輩詩人 におおいかぶさった神秘 や ら神話や らの古色 がついたほこりをていね
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いな手 つ きで払 って いる。 オーデ ンのイェイッ論 の タイ トルに疑問符をつ けた
ところにはイェイツが安易 な「模範」 とはな らな いだ ろうとい う懐疑が暗示 さ
れているが、 このエ ッセイか ら読みとれる ヒーニーのス タ ンスは最初 に読 んだ
詩 の場合 よ りもず いぶん分 か りやす い。 ヒーニーはイェイツの人物 と詩 とを共
感をもって理解 しようとしている。彼 は、まず、 イェイツの思索 と現実 の行動
が結びついてお り、人生 と作品が不可分 であったところを賞賛する。 ヒーニー
A pOet is by the very nature of things a man
はそれゆえ、 イェイッの “
who lives with entire sincerity,or rather,the better his poetry,the more

Above an,it is necessary that the
sincere his life"(P,100)、 そ して、 “
lyric poet's life be known, that we should understand that his poetry is

no rootless flower but the speech of a man"(P,100)と い う意見 に同感
する。詩人 のことばとその人間存在 に倫理性を読み込 もうとす る ヒーニーの立
場 はす ぐれて ロマ ン派的 な文学観 である。 だか ら、 ヒーニーはたとえばウォ レ
ス・ ステ ィー ヴンズの想像力擁護論 は賞賛す るが、いたって穏健 な社会人であっ
たスティー ヴ ンズ という人物 にはどこか物足 りない気持 ちを抱 いている。
こういう観点 にたって、 ヒーニ ーはイェイツの生涯をたどる作業 をはじめる。
イェイツの中期 の変節 をあつか ったあたりを読むと、 ヒーニ ーが相手 に没入す
るような思 い入れにも感情的 な反感 にもとらわれていないことがよ くわかる。
ヒーニーの見 るところでは、 イェイツはごく若 いころか ら自己神秘化 の方法 と
効果 をほとんど本能的 に身 につ けて いたが、民衆 のための文学活動 にいきづ ま
り、中産階級 の俗悪 さにも幻滅 した中期 のイェイツは突如、 高踏的 なポーズを
とるようになった。 (P,106)こ の時期 のイェイツの風貌 を伝 える証言 として、
ヒーニーはイェイツに批判的 だ ったジョージ・ ムーアの エ ッセイを引用 しなが
ら、世 の中 を敵 にまわ して必死 に 自分 の思 うと ころを演説 しているにもかかわ
らず傲慢 なポーズゆえに誰か らも真面 目にと りあ って もらえな いイェイツの姿
を印象づ けている。 アメ リカか ら帰 ったばかりで、贅沢な毛皮の コー トをまとっ
て昂然 と演壇 に立 つイェイツ本人 は、 自分をつ くりなおそ うとしているのだが、
この突然 の変貌 は周囲 をとまどわせ るだけで、彼 は敵ばか りをふや したのだっ
た。 モー ド。ゴンに “
Smy Willie"と 言われ、 オ ー デ ンの有名 な エ レジー も
You were silly like us,your gift survived it all"と 書 かれた、 イェイツ
“
という人物 の愚か なところ、今 か らみると滑稽 にみえるところが指摘 されて い

る。 ところが、 ヒーニーは結局 このよ うなイ ェイツの頑固 さその ものを評価す
る。一見無責任で極端 な変貌 は自分 に対する正直さから出ていたのだ し、主義・
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主張 の変化 はことばの深 い意味において ヽnnocent"な ものだ ったのだ、 と肯
定 して しまう。

of the Coole
of that word, not

The reactionary politics implied by Yeats's admiration

Park milieu are innocent in the original sense
nocent, not hurtful. . . . The silliness of the behaviour is continuous
with the sumptuousness of the poetry of the middle period. Yeats's
attack upon his own middle class really springs out of disappointment: why aren't they taking the lead culturally now that they are
in the lead economically? Of course Moore is right to say he belongs
to them, and of course Yeats's pretensions looked ridiculous to his
contemporaries. But this was his method of signifying his refusal to
'serve that in which he no longer believed'. (P, 108)

信 じて いない ものには 加担 しない とい う至極明快な態度 は、 外的 な制度 で は
ないものに忠実 であろうとして いることの あ らわれである。 自己神秘化 が 自分
自身 と社会 に対す る誠実 さを維持 してゆ くためのイェイツの戦略 であったこと
を、 ヒーニーは見抜 いてい る。 イェイツという人物 の滑稽 なまでの気 どりや強
引 さは、実 のところ自分 の詩 の高潔 さ Cntegrity)を 守 るため の 自己防衛手
段 だった。 (P,101)こ う考えることによって、 イェイツの 自己神秘化 を論 じ
る者 が陥 りやす いイェイツその ものの神秘化 か ら、 ヒーニーはまぬかれている。
たとえば、
「 自我 を貫 き通 した、孤高 の鷲 のよ うに英雄的なイ ェイッ」 とい う
ような評価 にとどまっていれば、 ヒーニー はイ ェイツのつ けた仮面を拝み見 て
いる賞賛者 の一人 にす ぎなか っただ ろう。 ところが、 ヒーニー は仮面 に隠 れた
イェイッの素顔を見 ている。 しか もむ りや り仮面を引 き矧がす のではな くて、
仮面 の脇 か ら素顔 がのぞ くのを じっ くり待 っている。
ヒーニーのイェイツ論 のいちばんあざやかな特徴 は、 イェイツが うっか り弱
さをみせるときに注 目 して、 それに積極的 な価値 をあたえたことだろう。

... the finally exemplary moments are those when this powerful artistic control is vulnerable to the pain or pathos of life itself. (P,
109)
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彼 はイェイツの豹変ぶ りを追 いか けなが ら、彼 のなかにふた りのイェイツが
互 いに補 いあうようにして混在 して い ることを見 いだ した。す なわち、 パ ー ネ
ルを原型 とし、詩 “
The Fisherman"で 類型化 した冷酷 で尊大 な人物像 に 自
分 を作 り替え ようとしたパ ブ リック ●マンが片方 にいる。 そ して、 もう一方 に
は、謙遜 で傷 つ きやす い素顔を もった、 やさ しい人生観 の持 ち主がいる、 とい
う構図である。 ヒーニーはこのエ ッセイのは じめ のところで、 ロバ ー ト・ ロー
ウェルの詩 “
Dolphin"に おいて、詩人 の声 の根源 のところで誇 り (praide)
と傷 つ きやす い (vulnerability)が 結合 していると述 べ、 だか らこの詩 はイ ェ
イツの エピタフとしてもふ さわ しい、 と語 っていた。 (P,98)こ れと同 じ構図
である。 この構図 のなかで ヒーニーが光を当てようとするのは、謙遜 なほうの
イェイツである。
ヒーニーはエ ッセイの後半 では、公的な仮面 をつ けることによ ってイェイツ
がつ くりあげた肩肘張 った自己イメージを相対化 してゆ くような、や さしい脆
い ところが表れ た詩 をとりあげて味 わお うとす る。 “
There are several pO_
erlls where this tenderness towards life and its uncOmpleteness is at Odds

with and tending tO gain sway Over the cOns01atiOns Of the artificial
work"(P,111)と 言 って ヒー ニ ーが 引合 いに 出す の は “What Then?"と

The Man and the Echo"で ある。 そ して、 エ ッセイの しめ くくりには、
“
“
The Stare's Nest by My WindOw'' と “
Cuchulain COmfOrted'' の 2篇 を
もって くる。

I want to finish with two poems, one of which sets the dissatisfied
poet in the midst of civil war, the other of which sets the violent
hero in the middle of the dead. They ask, indirectly, about the purof art in the midst of life and by their movements, their
images, their musics they make palpable a truth Yeats was at fiest
only able to affiem abstractly, in those words which he borrowed
from Coventry Patmore: 'The end of art is peace.' (P, 112)

pose

これ らふ たつ の詩 に、 イ ェイツが 若 い頃 に は “
The end of art is peace"
とい う抽象 的 な表現 で しか述 べ ることので きなか った考 えが は っ きりあ らわれ
て いる。 とい うの はどうい うことか。 ヒー ニ ーの コ メ ン トに耳 を傾 けよ う。 ま

The Stare's Nest by MIy Window"に つ いて。
ず、 “
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fur coat of attitude is laid aside, the domineering intellect and the equestrian profile, all of which gain him a power
elsewhere, all laid aside. What we have is a deeply instinctive Y et
intellectually assented-to idea of nature in her benign and nurturant
azpeet as the proper first principle of life and living, the maternal
is apprehended, intimated and warmly cherished and we are reminded, much as Shakespeare might remind us, of the warm eggs in
the nest shaking at the impact of an explosion. The stare at Yeats's
window and the temple-haunting martlet in Macbeth's castle are
messengers of grace. (P, 112)
Here the great

内乱時 に塔 にたて こ もったイェイツを論 じるさいに ヒーニーは、老詩人 がそ
こで 自閉的 に耽 った抽象思考 や隠喩 の レ トリックには力点 を置かずに、 イェイ
ッの 日常感覚 のありかたに注目する。 イェイツはこの詩 を書 きなが ら、見 た も
のを 日常 の ことばで しずかに歌 うことによ って 自 らの怒 りや憎 しみが鎮静 して
ゆ くことを発見 しただろう。そ して、その詩 を読んだ ヒーニーは、 イェイツが
ごう慢な ポーズを捨てたあとに気づいた ものが暖 か く生命を育む自然 の「 母」
的 な面 だ ったことを指摘す る。
Cuchulain Comforted''を 読 む さいに も引 き
この視点 はもうひとつの詩 “
継 がれ る。 この詩 はイ ェイツが死 の 2週 間前 に、生涯 ただ一度 だけ『神曲』 の
三 韻句法 の ″αrjれ α)で 書 いた作品 で、 ヒー ニ ー は この詩 を「 冷酷 な 」

Under Ben Bulben"の 代 りにイェイッの墓碑銘 に した らよ い と考 え、 全詩
“
集 の最後 に置 いた らよいと考 えて いる。

if

first, perhaps they call us back
at the very end also.... We witness here a strange ritual of surrender, a rite of passage from life into death, but a rite whosw
meaning is subsumed into song, into the otherness of art. It is a
poem deeply at one with the weak and the strong of this earth, full
of a motherly kindness towards life, but also unflinching in its belief in the propriety and beauty of life transcended into art, song,
words. The language of the poem hallows the things of this worldeyes, branches, linen, shrouds, arms, needles, trees, all are strangely
And

the maternal instincts are the
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in the context-yet the figure the poem
world. (P, 113)
chaste

makes

is out of this

この詩 のなかで は、
「 たけだけ しく、有名 であった」男 が冥界に下 りて きて、
生前 は憶病者 であった死者 たちに囲 まれてみずか らの死衣を縫 いはじめる。 ヒー
ニーはここにあらわれた人生 にたいするやさ しさを称揚 し、静 かにす べ てが和
解 して「 うた」 へ と昇華 してゆ く冥界 の原理を「母」的 な ものとと らえ る。 こ
の和解 の世界 が、 “
The end of art is peace''の

peace"と 関係 が あ ると し
“
た ら、 それはおそ らくイ ェイツ/ク フー リンの、 自分 自身 との和解 の ことを指
して いるだろう。
“The end of art is peace''と い う表現 は九来 ア リス トテ レスの “
The end

of the city is peace and the laws that are necessary for the good life"

,1280v35ff)を もじって コヴェン トリー・ パ トモアが言 ったのを、
“
イェイッがアイルランド演劇運動 を回顧 した エ ッセイ “
Samhain:1905''の な
かで引用 したものである。 ヒーニ ーはこの表現 をさきほど引用 したところで使 っ
(Pο ttι

ているだけでな く、 この表現 をふ くむイェイツのパ ラグラフを、われわれが問
題 にしているエ ッセ イが収録 されている散文集 Pた∝αpα ι
Jο ぉ の扉 ペー ジに
エ ピグラフと して掲 げて い る。 そ の一節 で、 イェイ ツは戯 曲 Gα ι
ん′
θ んj
“
πο ′
流αれ (1902)に ついて、 この作品 は世論 を動 かそ うと して書 いたの
かと
“
い う質問を受 けたときのことを語 っている。彼 はそんなつ もりは決 してな く、
ある晩みた夢を自分 の楽 しみ の ために作品化 しただけだと言 い、作品を書 くこ
とと受け手 の関係 について次 のよ うに述べ る。

If

we understand our own minds, and the things that are striving to

utter themselves through our minds, we move others, not because we
have understood or thought about those others, but because all tife
has the same root. Coventry Patmore has said, 'The end of art is
peace,' and the following of art is littte different from the following of religion in the intense preoccupation it demands.
(Explorations, 199)
この コンテクス トでみるか ぎり、 イェイツにとっては、あ らゆる人 間 の生は
同 じ根を共有 しているので、 自分 の精神 に深 く測鉛 をおろ して、声をあげよう
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として いる思想 を捜 し出 し、 その声 にたんねんに耳 を傾 けて、 それに表現 を与
えてやる ことがすなわち他人 を も感動 させ る作品を生み出す ことになる。 した
peace"は 創作者 がみずか らの内 な る声 の源 に忠
が って、芸術が 目的 とす る “
のタイ ト
実 であろうとする ことによ って達成 され るとい うことだろう。散文集
ル Prθ Occlι αιjOれ Sを 思 い 起 こ せ ば 、「 "the intense preOccupatiOn"を 要 求
ρ

パ トモア/
す る ことにお いて宗教 と芸術 のふ たつ は ほとん ど違 わ ない」 とみ る
イ ェイ ッの延長線 上 に、 ヒー ニ ーが 自分 を位置 づ けよ う と して い る ことがわか
る。

The Harvest BOw"で もうい
Jα Wο 浅 (1979)所 収 の詩 “
ヒーニーは 几θ
い
the end of art is peace"を 引用 している。 ハ ー ヴェス ト・ ボウと
ちど “
この
うのは、収穫 された麦藁 を編んでつ くる輪形 の〆縄 のよ うなものである。
の
を思 い
詩 で詩人 は、 このハ ー ヴェス ト・ ボウを手仕事でつ くる寡黙 な父 面影
だ しなが ら、詩 あるいは芸術 をつ くる ことの 目的 は何か とい うことを考えは じ
める。問題 の引用 は最後 の連 に出て くる。 6行 ずつ 5連 か らなる詩 の後半 3連
・ ボウをもてあそびなが ら、 その輪 の向
を引用 しよう。詩人 は、 ハ ー ヴェス ト
こう側 を覗 いてみる。す ると、少年時代 の記憶 の風景 が見えて くる。

if I

spy into its golden looPs
I see us walk between the railway slopes
Into an evening of long grass and midges,
And

Blue smoke straight up, old beds and ploughs

in

An auction notice on an outhouse wallYou with a harvest bow in Your laPel,
Me with the fishing rod, already homesick
for the big' lift of these evenings, as your stik
Whacking the tips

off

weeds and bushes

of time, and beats, but flushes
Nothing : that original townland
Still tongue-tied in the straw tied by your

Beats out
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hand'

hedges,

of art is peace
Could be the motto of this fraii
The end

device

That I have pinned up on our deal dresserLike a drawn snare
Slipped lately by the spirit of the corn
Yet burnished by its passage, and still lrarm. (FW,

58)

それに して も、“Zん θθ
んαο
ιι
s pθ α ''と はどういう意 味 だろ う。
「芸
/α ′
“
っていたは
の
イェイッはその
なのか
して
は
意味で使
ずだ。そ
、
。
術 目的 平和」
ヒーニー が「 アイルランドの平和」 の意味を ここに込 めて いることはおそ ら
く間違 いない。 しか し、 それだけではなさそうだ。す くな くとも、「 平和 にな
れば芸術 はもうい らない」 とい う悲痛な祈 りにも似 た皮肉 や、「 究極 の芸術 は
黙 って しまうこと」 とい う諦念 の声が重 なって くる。 いずれに して も、 この場
合芸術 はたんなる飾 りではない。 パ トモアか らイェイツヘ と引き継がれた芸術
観、す なわち、 アー ト (人 間の手 が ものをつ くりだす いとなみ)が 人間存在 の
本質 に深 くかかわ っているとい う認識を、 ヒーニーは父 の姿 に確認 して い る。
寡黙 な父はまるで無言 の うちに自分 自身 と対話するかのように して、 みずか ら
の もつ知恵を こわれやす いハ ー ヴェス ト
・ ボウは一人称で書 くリリックととて
もよ く似 ている。 だ とすれば、 リリックを書 く者にとって、
「 平和」 とい う公
的で政治的 な事業 の第一歩は自我 に対 して忠誠 をつ くす ことか らはじまるはず
だ。忠実 であるべ き対象 は国家 で もイデオ ロギーで もな く、 自分 の内部か ら聞
こえて くる声である。 ヒーニーはこの簡潔 で力強 い知恵 を父か ら受け継 いだ。
そ して、父 の背後 にはイェイツの姿 がかすかに見えているようである。
イェイツか らヒーニーが学 んだこと、 あるいはおそ らくイ ェイツとい う鏡に
自分 を映す ことによって ヒーニーが確認 したことは、人生 と芸術 との距離 を保
ちつつ、 自分 との対話 か ら詩 をすむぎだ して い くとい う、 自我 への忠実 さであ
る。 それは一人称 で書 くリリック・ ポエ ットとしての ヒーニーの前提条件であっ
たろうし、 ヒーニ ー とイェイツをつな ぐ共通 の芸術観であるともいえるだろう。

Yeats as an Example?"の なかで、 ヒーニーは、 イ ェイッの人生 と詩 を
“
アイル ラン ドの歴史 の流れのなかの客観的事実 として固定す るというよりむ し
ろ、彼 の人生を ドラマに満 ちた詩人 の人生 のひとつの典型 とみている。 ヒーニー
によれば、 イェイツは理想的な中年詩人 であって、生涯詩を書 き続けたことは
彼 の宿命 で もあ った。
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He is, indeed, the ideal example for a poet approaching middle
age.... He proves that deliberation can be so intensified that it becomes synonymous with inspiration. Above all, he reminds you that
art is intended, that it is part of the creative push of civilization itself: from 'Adam's Curse' to 'Vacillation' and on until the last
poems, his work not only explicitly proclaims the reality of the poetic vocation but convinces by the deep note of certitude registered
in the proclamation itself.(P. 110)
ヒーニーは、詩 のことばにこつ こつ と彫琢を加 えてゆ くイェイツの詩 のつ く
And from the for―
Vacination"か ら “
り方を上 のよ うに批評 したあとで、 “
tieth winter by that thought//Test every work of intellect or faith,
//And everything that your own hands have wrought,....'' とい う一 節 を
引用 して い る。 ヒーニーがこの エ ッセイを書 いたとき39歳 だったことを考える
と、 ヒーニーがイェイッを語 りなが ら自分 自身 の詩人 としての理想を重ねて い
るらしいことがわか る。 ヒーニー はイェイツの生涯 と作品 をたどることによ っ
て、 自分 の詩人 としての将来 の見通 しを測 っている。 その意味では ヒーニーは
イェイッを「 先例」 としてとらえて いる。 ヒーニーはイ ェイツとい う強大 な先
行者 に呑 み こまれて しまわないように、 自分 と相手 との間 に横 たわる時間的距
離 を利用 して きた。 しか し、 イェイツと正面 か らぶつか りあうことを回避 しつ
つ相手 のふところへ回 り込む ように しなが ら、 いちばん大事 なところでは相手
にぴったり寄 り添 って一緒 に苦悩 しているのだ。
言 うまで もな く、 自分 との葛藤 か ら詩 を紡 ぎだす リリック・ ポエ ッ トの 自我
は、彼 が置かれた歴史的・ 社会的状況 を離れては存在 し得 ない。冒頭 で読 んだ
最近 の詩 で、 ヒーニーがイェイッを「賞賛 すると同時 に茶化す」 ような態度 を
と っていたの は、 いまや老境に近 づ きつつ ある詩人 の心 の揺 らぎ、 い うな らば
ヒーニーなりの “
vacillation''を 暗示 して い るように思われる。 だ と した ら、
これ こそまさに「 イェイツ的」 とい うべ き老 いの迎えかたではないだろうか。
ここには円熟すればす るほど内面 の声が分裂 してゆ くとい うパ ラ ドクシカルな
He proves that deliberation
境地 がある。 た った今引用 した一節 にあ った “
can be so intenified that it becornes synOnyn10us with inspiration'' や、
rrhe longer we think of Yeats, the more he narrows the gap wihich ety―
“
mЮ 10gy has fOrced between mystery and mastery".(P, 103)と い ったよ
30

Yeats as an Example?''の なかのパ ラ ドクシカ ル な イ ェイ ッ評 に、
うな、 “
ど うや ら最近 の ヒー ニ ー 自身 が 引 き寄せ られて きて い るよ うに思 われ るので あ
る。
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研究発表

仮面〉
老 い〉と〈
イェイツにおける〈
小

堀

隆

司

(一 )
眩 しいまでに生命力 の濃 る現実 には堪 えきれず、老人 の住むべ き場所を ビザ
ンチゥムの聖なる都 に求 めて旅立 ったイェイツは、拒絶 したつ もりの現実を実
は拒絶 しきれてはいなか った。 なによ りも拒絶すべ きもの は、 この現実 であり
老
生命力であ ったはず だが、聖 なる都 に辿 り着 いてみると、老詩人 は自らの く
い〉 を敢 えて拒絶 しようとする。 そうした 自身 を拒絶 しようする気概 は、拒絶
と同時 に 〈
老 い〉 を仮面 として歌 うとき、初 めて湧き起 って くる。 い うまで も
な く、 イェイツにと って仮面 を被 るとい うことは、現在 の 自分 と正反対 の もの
老 い〉 を歌 って
になろうとする意志 の表 れである。 とすれば、仮面 として の く
老 い〉 の生 とはかけ離れた様相を帯
そこに演 じられる生 は、拒絶 されるべ き 〈
老 い〉 は、青年 の、 あるいは老
びて くるにちがいない。 つ まり仮面 としての く
年 の、 といったような限定 された生ではな く、 い うな らば人間 のあるべ き生 の
地平 に 自 らの生を織 り込 もうとす る。
老 い〉 を仮面 として初 めて歌 い
老人 に適 しい新 たな生の旅立 ちを告げつつ く
ムヘ
ン
の船出」 であ る。「 死 にゆ くも
あげた作品 とは、 ほかな らぬ「 ビザ チウ
の」 であることを忘却 したまま束 の間の生 に浴 している若 い「 男女」をはじめ、
木立 で囀 る「鳥たち」か ら、
「 鮭 の登 りくる浅瀬」 や「 鯖 の群 が る海」 とい っ
老 い〉 の現在 か らはほど遠 い。生 の黄昏す ら忘却
た自然 の風景まで も詩人 の く
してひたす ら過剰 なる生命を燃 やす ことに詩人 は堪え られな いのだ。「官能 的
な調 べ」 に慎悩す る自身を捨て去 ろうとす る詩人 は、 また、 役立 たず の まま
老 い〉 の身 を捨てた くもある。
「棒切 れに掛か ったば ろぼろの上着」 のよ うな 〈
「 肉体 に纏 った服がぼろぼろにな ってい くたび」 に「 魂」 が「 手 をたた いて」
よ り声高 に「歌 う」 ことがで きるのであれば「 ぼろ服」 を脱 ぎ捨てる必要 もな
いが、所詮 それは叶わぬ希 いにす ぎない。 く
老 い〉 の もた らす こうした苦境 に
あ って、詩人が求 めるのは、 さ しず め「不易 なる知性 の記念碑」 である。

An aged man is but a paltry thing,
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A tattered coat upon a stick, unless
Soul clap its hands and sing, and louder sing
For every tatter in its mortal dress,
Nor is there singing school but studying
Monuments of its own magnificence;
And therefore I have sailed the seas and come
To the holy city of Byzantium.
なお も老 いつつ あるとい う老詩人 の現実 は、
「 魂」 が「歌」 を うた う ことに
よって肉体化する ことがいかに不可能 であるかを彼 に突 きつ ける。そ して、過
剰 なる生が充満 してい る眼前 の現実 は、
「荘厳 なる魂 の記念碑」 につ いて「 学
ぶ」 ことはで きるものの、やはり「魂 の歌」 を「 歌 う」 ことがで きない。現実
は、 いや増 しに 〈
老 い〉 の深まりゆ く場所 であると同時 に、生 の過剰 さがなお
も充満 して い る場所 で もあるのだ。 しか し、 たとえ詩人 の眼 にする現実が「魂」
に関 して知 的 に しか「 学 ぶ」 ことのできない場所 と映 ったに して も、彼 のひた
す ら求 める 〈
現実〉は「魂」 その ものを「歌 う」場所でな くてはな らない。永
遠 なる内的世界

(「

魂」)を 「学 ぶ」 ことしかで きない現実に対 して、 その内的

世界 を「 歌 う」 べ き現実を、彼 は理想 として掲げ るのである。
「魂」 の肉体化、
つ まり「 魂 の歌」 を「歌 う」 べ く、 こうして詩人 はいま現在 の現実を捨 ててあ
るべ き現実を求めつつ ビザ ンチ ウムヘ と渡 ってい く。 だが、 ビザ ンチ ウムは決
して「魂 の歌」 を「歌 う」 ことので きる場所 とはな らない。
聖なる都 ビザ ンチ ウムに辿 り着 くと、詩人 は「 聖なる焔」 のなかへ と俗 なる
「我が心」を焼 き尽 くして「永遠 の芸術」に同化 したい希 いを、
「我 が魂 の歌 を
うたう師」 に語 りかける。 ところが、 このよ うに新たな生 の誕生 (再 生)を 待
ち望む老詩人 は、 なお も俗 へ の「 欲望」 に悩 まされて い る。 それは滅びる運命
にある「 死 にゆ くもの」、 つ まり現実 の俗 なる生 に執着 し、
「 己れの何 たるかを
認識で きな い」 でいる「我 が心」 か ら依然 として脱け出せないがためである。
ここに見 られる「 我 が心」 と「我 が魂」 の葛藤 は、 自身 の救済 が不可能 なこと
を予想 させ るかに思われる。
「魂 の歌」 を「 歌 う」 べ き永遠 な る「 黄金 の鳥」
が ビザ ンチウムにおいて「 過去、現在、未来」 という生成変化 の世界を歌お う
とするとき、 その不可能性 は決定的 となる。
決定的 とな った救済 の不可能性 は、 だが、 そこか らひとつの可能性 が生れ出
て くる。 〈自然 の鳥〉 を超越 した「黄金 の鳥」 とは、 い うまで もな く、永遠 な
33

る「 魂 の歌」 を「歌 う」 べ き く
超 自然 の鳥〉 として位置づ けられるが、 と同時
に現実 の生成変化を歌 うので あ ってみれば、その一方 では 〈自然 の鳥〉 として
生 きられなければな らない。 〈自然 の鳥〉 とも呼ぶ ことのできる「黄金 の鳥」
はこのよ うに自らの裡 に矛盾 を抱えた双面的な位相を帯びて いる。 ビザ ンチウ
ムに住 まう「 老人」である「 私」 の生が この「黄金 の鳥」 に仮託 されて い るこ
とを考 えると、 その生 は彼方 へ の志向にお いて現実 を否定す ると同時に肯定す
るという新 たな境位 に位置 して いるといえよ う。 自然 を超越 した地平になお も
自然 を感 じさせること、現実か らの超越が現実 への内在 と通底 して いること、
つ まり超越 と内在 という二 つの位相 を同時 に抱 え込むところに「 黄金 の鳥」、
もしくは「 老人」 の生 の有様 を垣 間見 ることができる。察するに、あの「魂」
の肉体化 も永遠 のなかに時間 を、聖 なる都 に俗 なる「 心」を持 ち込んで初 めて
「魂」 は うた うべ き
可能 となるのではないか。 そのような境位 にあって こそ、
歌 を「歌 う」 ことができるのではないか、あ るいは詩人 自らが「 魂 の歌」 を う
たうことができるので はないか。 いずれに して も、 こうしたひとつの可能性 は、
救済 の不可能性 と表裏一体 とな って初 めて拓 けて くるにちがいない。
現実 か ら彼方へ、俗 なるものか ら聖なるものへ、また時間か ら永遠性 へ、 あ
るいは「 心」か ら「魂」 へ の転移 と、 さらにそのまた転移 の逆転 とは、 そもそ
存在〉
も老詩人だけが志向す る姿勢 ではあるまい。 それは人間が抱 えて きた 〈
と〈
生〉 の問題 を前 に したとき、必ずや共通 して採 る志 向である。 まさに「 ビ
老
ザ ンチウムヘの船出」 のなかで老詩人は、 こうした志向を採 るに至 った。 〈
い〉 とともに衰退 しつつ ある生命か らも、今 の瞬間を燃焼 させる生命か らも訣
別 して、老人に適 しい永遠 の世界 (ビ ザ ンチウム)へ と参入 して転移を果 した
が、 しか し、 その聖なる都 は、
「黄金 の鳥」 が物語 っているよ うに、転移 の逆
老 い〉 を歌 うことによって、
転 を詩人 に送 り返す のであった。 それは自 らの 〈
老 い〉 を歌 う
老年 の生 も青年 の生を も超えるべ き生 の地平 を披露 している。 〈
老 い〉 を拒絶す る詩人 であ ったのだ。 このよ うにイ ェイツが歌 った
詩人 は、 〈
老 い〉 は
老 い〉 を老人の被 るべ き仮面 とするな らば、 イェイツが拒絶 した 〈
〈
パ
ースペ
クティ
あるがままの素顔 として見 ることができよう。仮面 と素顔 という
老 い〉 が二重化 されて い
ヴの もとにイ ェイッの く
老 い〉 を眺めたとき、その 〈
老 い〉 はさらに複雑な重層性を学 んで
るのに気 づか されるが、二重化 された 〈
い く。
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∈二)
老 い〉を巡 る仮面 と素顔 の相克 を劇的
「塔」 の冒頭 に見 られ る一節 もまた 〈
に描 いてい る。

What shall I do with this abserdityO heart, O troubled heart-this caricature,
Decrepit age

that has been tied to

me

As to a dog's tail?
Never had

I

more

Excited, passionate, fantastical

Imagination, nor an ear and eye
That more expected the imposibleこれ までにない烈 しい生 命 の躍動 と、 〈
老 い〉 が もた らす生 の零落 とを同時 に
抱 え込むという「 不条理 な有様」 に圧倒 されたまま、詩人 はまるで「 犬 の尻尾
のよ うに」纏 いついて離れ ない老 いばれた 自分 の姿 を 自嘲的 にさらけ出す。 し
か し、彼 は 〈
老 い〉 というものが若者以上 に烈 しい生を身 に纏 うところに、老
人 としてのあるべ き生 を創造 しようとする。 つ まり、仮面 としての 〈
老 い〉 の
生をその まま人 間 の あるべ き生 のなかへ と組み込 もうとす るのである。 これま
で以上に「 興奮す るような、熱情的 に して夢幻的 な想像力」、 あるいは「 不可
能 なこと」 を予期す る「 耳」 や「眼」 を持 ったことはな い とイェイッは驚嘆す
るが、 それはもはや老人 にだけ起 るものではな く、 よ り広 く人間の意識に起 り
得 ることではないだろうか。 これほどまでに老詩人 の生 は烈 しさを極めている。
危険 なまでに烈 しいその情動 は、詩人 の最晩年 に至 って も鎮 まることを知 らな
い。 たとえば『 最後詩集」 の「 拍車」 でイェイツは、詩作 の原基がそのような
どうにも抑 え難 い情動 にこそあるのだとい うことを訴えて い る。萎 え衰 えた想
像力に活力を与えて老詩人に歌 をうたわせるこの情動 とは、果 して何であろう
か。 それは「 欲情 と激情」 を措 いてはほかにないのだ、 とそのようにイェイツ
は激 した日調 で語 っている。年を とるたびに、詩人 の情動 は肉体 の衰 えとは逆
行 してますますその烈 しさを強 めてい く。
それに して も、老 いの身 には持 ち堪え られそうにもないこの「 眼」 と「 耳」
による「 想像力」 は鎮 めておかなければな らない と、詩人 は直感す る。 そこで
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彼 は「詩神」 を追放 して、老人 が静 かに思 索 で きるよ うにと「 プ ラ トン」 や
「 プ ロティヌス」 を呼 び寄せる。 しか し、 それは抽象的 な議論 を後 ろだて に し
て老人の手 には負 えないその騒 ぐ心を抑えるがための便法 にすぎな い。 ともあ
れ彼 は静 かな思索 のなかで過去 へ の回想 を巡 らして い くのだが、 に も拘 らず
老 い〉 の抱 える烈 しい情動 としての「想像力」 はそこに留まらせてお くこと
〈
ができない。 な らば、何をどうす るのか。静 かに回想 して いた詩人 は、呼 び寄
せたはずの「 プラ トン」 と「 プ ロテ ィヌス」 を追放 し、すでに追放 した「詩神」
を再 び呼び寄せて「 魂 の歌」 を うたお うと決意するので ある。両極 の一方 へ極
端 に走 った り、両極 の志向を同時 に抱 えたり、 あるいはその間を往環 したりす
老 い〉
る生の有様 を描 くところにイ ェイツ詩 の特徴 があるように、彼 の描 く く
の姿 にも同様 の特徴 が窺 える。す なわち抑 え難 く烈 しい「 想像力」 か ら静證 な
回想行為 へ転 じて、再 び烈 しい生 に立ち戻ろうとするところに、 一方 の極 か ら
他方 の極 へ の転移 もしくは両極 の狭間 における浮遊 を、 あるいは往環す る生 の
老 い〉
姿 を認めることがで きる。 このように両極 の間 にあ ってイェイツは、 〈
を超えてあるべ き生を生 きようとする老詩人 を演 じてみせるので ある。
「不可能 なこと」 を予期す る「 想像力」 にた じろぎはしたものの、敢 えてそ
れを く
老 い〉 の身 に受 け容れ るという、 これこそ不可能 に思える事態 が ここに
は起 っているか もしれない。 しか し実際 の詩 では、 イェイッは「 我 が魂 に強引
「 魂 の歌」 を「学
にも学 び舎で学ばせて魂を創 らせる」 と語 っているだ けで、
ぶ」 ことはあって も、それを「歌 う」 とは一 言 もい っていない。 飽 くまで も
「歌 おう」 とする気配が感 じられ るだけである。詩人 は聖 なる都 ビザ ンチ ウム
ではな く、不毛 なる現実 を見守 るバ リリー塔 に住 まうのであ ってみれば、「魂
の歌」 を「学 ぶ」場所 しかな いこの現実 で「 歌 う」 ことは、 もとよ り不可能 だ
というべ きだろうか。
とはいえ、
「 魂」を「学 ぶ」 ことと「 歌 う」 こと
「魂 の創造」 という行為 が、
の間 に生 じた深 い亀裂 に架橋す る可能性を秘 めている。

Now shall

I

Compelling

make my soul,

it to study

In a lerned school
Till the wreck of body,
SIow decay of blood,
Testy delirium
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Or dull decrepitude,
Or what worse evil comeこうした現実 において「魂 を創 る」 とは、 その一方 で「死へ の準備 をする」 と
いった もう一つの意味を蔵 して いる。 それを考 え合 わせ ると「 魂 の創造」 は
再生〉
〈
再生〉 へ の飛躍 を暗示 して いよ う。 まさにあの「不可能 なこと」 が く
として の「魂 の創造」 の裡 に く
可能 なこと〉 となって蘇 って きは しまいか。 そ
のとき、初めて「我 が魂」 はうたうべ き歌を「学 ぶ」姿勢か ら転 じて実際 にそ
れを「歌 う」姿勢 へ と飛躍す るのではないだ ろうか。 もっと も、 その飛躍 が現
実 の ものとなる保証 はどこに もな く、やはり予想 の域を出るものではないが。
「学 ぶ」 ことか ら「歌 う」 ことへ飛躍す るとい った転移 を困難 な ものに して
いるのは、 では、 いったい何 であろうか。 それは `till' とい う接続詞 によ っ
て分断 された乗 り越 えることのできない壁である。 `t皿 '以 下 に見 られ るよ
うな状況が成 り立 つのでな ければ、
「 魂 の歌」 を うたうとい う本来性 は実現 さ
れない。
「肉体 の破滅」や「 血 の衰退」、「精神 の錯乱」 や「 老衰」 とい った
老 い〉や 〈
死〉 そのものが眼前 の何気 ない自然 の風景 と同化 されるとき、そ
く
の本来性 は現実 の ものとなるのである。人間 の 自然 と外部 の 自然 とが照応 して
初 め「魂 の歌」を うたうことができるわけだが、 このよ うな照応 し難 い両者 の
老 い〉 を不可能 なことに賭 けようとする。
調和 を待望 しつつ、詩人 は 自 らの く
す なわち「魂」 が 自身 の歌 を うたう時を待 ち望みなが ら、詩人 は「我 が魂 に強
引 にも学び舎で学ばせて魂 を創 らせる」 ことをつづ けなければな らない。 そう
した不可能事 が可能 なものへ と反転す るには、 まさに詩人 の く
老 い〉 が仮面 と
して生 きられるのでなければな らない。
(三 )

老 い〉 はさ らに『最後詩集』 のなかの「 1ェ ーカーの草地」
仮面 としての 〈
で「老人 の熱狂」を演 じて 自 らの生を く
存在〉 に肉迫 させようとす る。「塔」
った
で語
、 あの不可能事 を予期す る「想像力」 は、人生 の黄昏 にあ っては「萎
えた想像力」 と化 して しまい、 もはや「真実」 を知 らしめる弾機 とはならない。
しか し、 く
老 い〉 の身 にとって危険 なまでに烈 しか った情動、 そ して不可能な
ことを予測す る「想像力」 に代 って、 いまや「 老人 の熱狂」がその不可能 なこ
とにカロ
担 しようとす る。
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Grant me an old man's frenzy,
Myself must I remake

TilI I am Timon and Lear
Or that William Blake
Who beat upon the wall

TilI Truth

obeyed his call;

「老人 の熱狂」 とは、 たとえば最後 まで人間を呪誼 しつづ けた「 タイモ ン」、
荒れ狂 う嵐に向か って絶叫す る老 い果 てた「 リア王」、 そ して「 真理 が彼 の要
求 に従 うまで/壁 を叩 きつづ けた」 とまでイ ェイツに言 わせたあの「 ブレイク」
他
に、 自分 が変身 しようとする生 の衝動 をその裡 に抱 えて いる。 このように く
他者〉 とい
反対我〉 となることを求める「 老人 の熱狂」 は、 〈
者〉 もしくは 〈
う仮構 された地平を目ざす ことの不可能性 に賭 けようとす る「 私」 の意志、あ
るいは「 ダイモ ン」 にほかな らない。
「 老人 の熱狂」 を抱 え込みたいと願 う詩人 は、 また「 老人 の鷲 の精神」 を手
に入れたいと懇願す るので もある。
「 老人 の鷲 の精神」 は、 同 じ詩集 のなかの
「 あれ らの像」 に見 られ るように、歌 うべ き詩 のテーマを求 めて下界 を見降 ろ
しつつ中空 を漂 う「鷲」 や、墓碑銘 に刻 まれたあの生 と死 に注 ぐべ き「 冷 やか
な眼」 を街彿 させる認識 の眼差 しを持 っている。

Find in middle air
An eagle on the wing,
Recognize the five

That make the Muses sing
生 の叫 びとしての「 老人 の熱狂」を演 じよ うとす るイ ェイ ツは、 と同時 に
「 老人 の鷲 の精神」 という認識 の視座 に立 って現実を俯厳 しよ うとす る。 外界
生〉 と く
認識〉 の
を眺めやる認識 の眼差 しだけな らば、可能 と思われるが、 〈
二律背反 を同時に惹 き受 けるとい う更 なる不可能性 に、詩人 は挑むので ある。
老 い〉 の姿 は、認識 の もつ静観的 な姿勢以
それに して も、 イェイツにおける く
上に、烈 しい生 の叫 びに繋縛 されて いる姿 に、 つ まり「 老人 の熱狂」 という仮
面 としての生に こそ、 その固有 な特徴 を発揮 して いる。
老 い〉 の生 は、
「 老人 の熱狂」 のほかに、
仮面 としての く
「 苦悩」 をもって生
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きる姿勢 に窺 える。
「手 に負 えぬ邪 な老人」 は、 自身 の救済 に背 を 向 けて 自ら
「 苦悩」す ることに生 の意味を見出そうとする老人を描 いている。

'AIl

men live

in suffering,

I know as few can know,
Whether they take the upper road

Or stay content on the low,
「 老人 の熱狂」 の変奏
「苦悩」 こそ生が生であるための根拠 と考 える見方 は、
されたものと見 なせよう。神 に救済 されることによって、 自身 の生が完成する
ことを望 んだ りはしないこの「 老人」は、生 の完成 に意識的であ りなが らも、
決 して完成 されることのない生 に「苦悩」 を覚 え、 また「 女」 と戯 れたりする
卑俗 な「 猥雑 さ」 にとりこまれて生 きようとする。 この「苦悩」 と「 猥雑 さ」
は、一方で生 の救済 と完成 を意識 しているぶんだ け、 いささか複雑 な様相 を帯
びて いる。
「苦悩」 と「 猥雑 さ」 を生 きる老詩人 もまた、 ビザンチウムヘ と船出 していっ
たあの老詩人 が 自 らの く
老 い〉 を拒絶 したように、生 の救済 と完成を拒絶 しよ
うとする。 この拒絶す る老詩人 は、すべてを完結 させようともせず、 いまだ悟
ろうともしないで、
「苦悩」 しては「猥雑」 な生に生 きるが、 しか し、 救済 と
完成 になお も意識的であるため、 その一歩手前 で立ち尽 くして い る低迷 の詩人
であるともいえる。
またイ ェイツは、
「 老年 へ の祈 り」 (詩 集『 二 月 の満月』所収)の なかで「賢
い老人」を拒絶 して「愚 かで熱情的な人間」を く
老 い〉 の典型 として謳 いあげ
る。

I pray - for

fashion's word is out
And prayer comes round againThat I may seem though I die old,

A foolish,

passionate man.

老
「 賢 い老人」 であるより、 む しろ「 愚かで熱情的 な人間」であ りたいと 〈
い〉 への祈 りを こめて希 う詩人 は、秩序 立て られた く
知〉 とは無 縁 である。
〈
知〉 という完結 された世界 に生 きる「賢 さ」 よりも、
「 熱情」 に憑かれたま
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ま混沌 とした世界 に生 きるとい う「愚 かさ」 のほうが く
存在〉 に肉迫 して い く
知〉が もた らす「賢 さ」 は拒絶 されなければな
力 を秘 めている。 それゆえ、 く
らない。 たとえば、永遠 の歌 を うたおうとするものにとって は、 この合理的 な
〈
知〉 の枠組 のなかでひたす ら思索を巡 らす ことだけは避 けなくてはならない。
詩人 とは、 まず もって「 骨 の髄」 で思考す るのでなくてはならないからだとイェ
イツはいう。
「 愚 かさ」 と「 熱情」 と、 それ に「骨 の髄」 による思 考 とは、
く
存在〉 に至るべ き生 の根源的 な要素 として人間存在 の問題 には欠 かす ことが
できない。
知〉や「賢 さ」 を拒絶す る「 老人」 はさ
救済 や完成 を拒絶す る「老人」、 く
らに「 だったらどうなんだ ?」 という詩 のなかの「 プラ トンの亡霊」 とな って
現れる。

'The work is done,' grown old he thought,
'According to my boyish plan;

Let the fools rage, I swerved in naught,
Something to perfection brought.'
But louder sang that ghost, 'What then?'
「世 に名 をはせ る人 間」 になるだろうと、若 い頃 に友人か ら言 われたが、 自
分 もそうなるであろうと思 った この詩 の「 老人」は書 く本 も売れ、富 も築 き、
すべて事 は完璧に運んだと思 った。すると、
「 老人」 の分身 ともい うべ き「 プ
ラ トンの亡霊」が完璧 に運 んだ物事 に対 して「 だった らどうなんだ ?」 と呟 い
て、完成 されたと思われる「 老人」 の境涯を根本か ら覆 して しまう。
(四 )

老 い〉 こそ歌 ってはいな
「老人 の熱狂」 へ と高揚す るような仮面 としての く
いが、 イェイツは「 老人」が狂気に走 らぎるを得 ないわけを当然 のことと して
冷静 に語 った りもする。 たとえば「 どうして老人は狂 ってはな らな いのか ?」
は、仮面 ともいうべ き 〈
老 い〉 の狂気 について語 り手 の「老人」 が素顔 さなが
らにその思 いを晒け出 して い る。 しか し、 そ うした素顔 は仮面 に対立す るもの
というよりも、む しろ仮面 としての「 老人 の狂気」を受容す ることができるよ
うな地点 にある。魚釣 りにかけては誰 に も負 けな い腕 を発揮 して いた健全 な
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「若者」 がやがてその腕 をペ ンに託 して い くが、結局 は飲んだ くれ の ジ ャー ナ
リス トになり下 って しま ったこと、教養 を身 につけた美 しい女性 がやがてその
美 しさと引きかえに愚かな男 と結ばれて しま ったこと、 こうした事実 を眼に し
てきた「 老人」 は若者 とちが って、 さらに次 のよ うな ことを十分 に承知 して い
る。

Young men know nothing
Observant old men knew

of this

it

sort,

well;

And when they know what old books tell,
And that no better can be had,
Know why an old man should be mad.
善人 が飢え、悪人が偉 くなるような理不尽 な世 にあって、世 の中の良 くな ら
ないことを承知 している「 老人」 は、
「 老人」 とい うものがど う して狂気 に駆
られるのか、 その理由を知 っている、 とイ ェイツは語 る。冷静 な傍観者 あるい
は認識する者が、 自身 をも含 めて狂気 に走 るその理由を知 ってい るとい うこと
は、 もはや彼 には認識 と生 の分裂 が起 っていないこと、 いまや彼 には分裂 しが
ちな認識 と生の ス タイルが一体 とな った ことを物語 っている。 それゆえ、生 の
狂気 (仮 面)を 理解できる冷静 な傍観者 が、 そうした狂気に対す る素顔 を表 し
ているとす るな らば、 いわゆる生 と認識 (傍 観)の 関係 はそのまま仮面 と素顔
の関係 に連結 されていることが解 る。 このようにイ ェイツ詩 のなかではこの詩
はいささか特異 なスタイルを採 っているが、敢 えて いえば、 その重心 はやはり
認識 の側 に傾 いていると考 え られよう。
それと同 じよ うに、
老 い〉 のあるべ き姿を
「苦悩」 に く
「 亡霊」 とい う詩 は、
見 る老人 とは対照的 に、生 と死 の臨界点 に立つ老人 の「喜 び」 を歌 っている。
生 の「苦悩」 という重荷 をつ いに降ろ して「 喜び」 に浸 る姿 は、 あるがままの
素顔 を見せているかのよ うだ。

a man grows old his joy
Grows more deep day after day
His empty heart is full at length.

When

年 をとるたびに「喜 び」は深 まり、
「 虚 ろな心」 はついに充 たされ る、 とはま

さに「苦悩」 する重 い心の対極 に位置 して いる。 日に日に「喜び」 の深 まりゆ
く老人 は、死後 の 自分 の姿 (「 ハ ンガーに掛 か った外套」)を 視 ると、それに向
か って軽 やかに嘲笑す ら浴 びせかけることができる。 しか し、 自身 を虚 しくし
て「 喜 び」 に浸 っているのは、迫 り来 る死が老人を圧倒 して いるか らにほかな
、つ まり絶対的
らない。
「 それ 自身 の謎 と恐怖を開示す る/あ の深 まりゆ く夜」
な死を受 け容れる「 力」 が、 いまこそ老人には必要 なのである。 その「 力」 と
は、 いかに く
老 い〉 を仮面 として生 きなければな らないかとい う問題を、再 び
老 い〉 を支 えるべ き「 力」は、 な らば、
老詩人 に突 きつ ける。仮面 としての く
「喜 び」 が死 を迎 え入
どのよ うな仮面を造形 して い くのだろ うか。 もっと も、
れるためのポーズ (仮 面)で あるとも考え られるが、 しか しイ ェイツはそれ と
は異な った生 の形式 が誕生するのをこの「 力」 に期待 しているのではないだろ
うか。
(11)

老 い〉 の生を仮面 に仕立てて描 こうとするイェイツは、時 に「魂 の歌」 を
〈
うた い、時 に「 魂 の創造」 に心血を注 ぎ、 あるい は「 老人 の熱狂」 を演ず るな
老 い〉 はともに生
老 い〉 の姿 を浮 き彫 りに した。その 〈
かで、仮面 として の 〈
の不可能性 に自らの生 を賭けたものであったが、 さらに救済 を拒絶 して「 苦悩」
に生 きる老人、賢 さを拒絶 して「 愚 かで熱情的 な人間」 であろうとする老人を
老 い〉 における生 の狂気 を必然 な もの
描 き出 した。また一方で、 イェイッは 〈
として受 け容れようとす る老人、 つ まりそうした生 に対す る認識 の視座 に位置
老 い〉 の身 に
す る老人を歌 い、 そ して「苦悩」 か ら解放 されてあるがままの 〈
「喜 び」を覚える老人を も歌 った。
存在〉 に至ろうとするが、仮面 と
イェイッの歌 う 〈
老 い〉 は仮面を被 って く
しての老人 の生には、時 としてその仮面 の陰 に素顔 と呼ぶべ き正反対 の ものが
見え隠れ している。葛藤 とも拮抗 ともいえる仮面 と素顔のこうした相克 は、イェ
イッの死の間際 まで持 ち越 されて い くので ある。 かつて詩「動揺」 にお いて、
イェイツは矛盾す る両極端 な生を揺 れ動 きつつ もひとつの地平に採 り込 んでい
た。 しか し、最晩年 に至 っては、 その両極端 な生 へ の思 いは完全に分裂 して い
老 い〉 は終局 にあ って、
るかに見受 けられる。 ある見方 をすれば、イ ェイツの く
複雑 に絡 む生 の有様 を、 たとえば生 の救済 か、 それへ の拒絶 か、 と大 きく揺 ら
ぐ生を捨てたとも、 それに耐えたともいえる。
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「 動揺」 に窺 えるように、 ひとつの作品 のなかにその両極端が複雑 に絡 んだ
生 の有様 を描 きこそ しな いが、死 ぬ数週間 の間 にイェイツはさほどの間隔 を置
かず して二 つの両極端 な生を二つの詩 に書 き残 している。 い うまで もな く「 慰
め られるクフー リン」 と「黒 い塔」 である。 それ らは生の救済 とその救済 へ の
拒絶 をテーマ としている。 なるほど、両極端 な生への思 い はこのように見事 に
分裂 して い る。 が しか し、 まさに死 の瞬間 を迎え入れようとする詩人 にとって、
この間隔は無 きに等 しいと考えて も不思議ではないだろう。揺 らぐ思 いを抱え
なが ら、あれか これか と自身 の生を極端化す ることによって、 イェイツはそこ
に最後 の生 の形式 を確立 したのである。
詩人 は救済 された くもあり、拒絶 した くもあるといった両極端 な生 に最後 ま
で思 いを致 した。あ るいは熱狂的 な生を演 じようとするその一方 で、現実を諦
観す る姿勢 にも執着 していた。 このよ うに一途な心 の有様を、 どちらとも決 め
かねて動揺 しつづ けると ころにイェイツ詩 の く
老 い〉における特色 の一端 が窺
える。一途 さと揺れを同時 に歌 う詩人 は、別言すれば救済 を求 める「 クフー リ
ン」 とそれを拒絶する「黒 い塔」 の兵士を、 たとえ別個 の作品 に描 いたとはい
え、死 の間際 でほとん ど同時 に書 かれた事実 を考 えてみると、老詩人 イェイツ
が この救済 と拒絶を同時に描 ききるところに、 〈
老 い〉 はもとよ り人間以上 の
何 かを感 じる。 これがイェイツの最後 の仮面 であるとはいえないだろ うか。
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イ ェイツの詩 の成長 とパ ウ ン ド
鵜

野

ひ ろ子

1916年 4月 にグレゴ リー夫人 に宛てた手紙 の中で、 イェイツは マ ク ミラン社

で出す ため一冊 の詩集 の改訂 に追われて いると語 っている。 1916年 以前 の詩集
でその後出された改訂版はとい うと、1925年 の『 初期 の詩 と物語』 の中 に、
「愛 の悲 しみ」 (“ The SOrrOw of LOve"な ど初期 の詩 が大幅 に改訂 されて入
れ られて い る。 9年 もの歳月 をかけてなされたと思われるこの改訂 には、 よほ
どイ ェイッの詩 に対す る考 え方 の変化 が窺 えるのではないか と思 う。 1916年 と
いえば、 1913年 か ら16年 にかけて 3回 に渡 って、冬 の間パ ウ ン ドがイ ェイツの
秘書 として、イ ェイッと共 にサセツクスのス トー ン・ コテジで過 ごした直後 で
ある。その三冬 の間パ ウンドはイ ェイツのために本 を読み上げたりす る合間に、
フェノロサか ら受 け継 いだ 日本 の能 や中国 の漢詩 の翻訳 を完成 させ、次 々と出
版 して いた。 そ してその能 の駅訳 を読んだイ ェイツが劇 に関 して大 きな影響 を
バ
受けたことはよく知 られて いる。今回 は、事実関係 については ロンゲ ン ック
の『 ス トーン ●コテ ジ』 などを参考 に、当時 の二人 の詩 に関す る活動をながめ、
初期 の詩「愛 の悲 しみ」 の改訂 を具体的に検討す ることによ って、 パ ウ ンドの
イェイッの詩 に与 えた影響を考察 したい。
、彼
1908年 、
「誰 よりも詩 について知 っている」 イェイッの「足元 に座 って」
か ら詩 を学 びたいがために、 ロン ドンにや って来 たパ ウ ンドは、翌年 4月 初 め
てイェイッを訪 ねた。ちょうどその頃か らイ ェイツはそれまでの作品 の空白期
パ
間を脱 してそれまでとは違 った詩 を書 き始 めた。 それについて1910年 に ウ ン
ドは、 イェイツは新 しい詩 を創造中だ……彼 と僕 は今 では非常 に類似 した目的
『影響関係』 はま った
をもって、同一の活動 を して いるようなものなんだ・…・
くない。 イェイッは彼 自身 の中 に、 たまたま僕が彼 の前 にすでに触れていた新
しい空気 の心髄をみつ けたんだ」 (傍 点 は筆者)と 、語 っている。 1914年 には、
・ トロイ」 (“ No
1910年 の「 ノー・ セカンド

Second Troy")の 頃 か ら、 イェ

イツの詩 にかつてあ った「 セ ンチメンタルな調子」 や「 短調」 が消 えつつある
点 などを挙げ、 イエイツが詩人 としてますます健在で変化 しつつ ある ことを強
調 し、 イェイツは「不滅」 だ と書 いている。
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一方、 イェイツばパ ウン ドを若 い世代 の詩人 たちの中て「唯一の噴火 口」 だ
と言 い、パ ラ ン ドには中世 が詰 ま っていて、私 が現代的抽象性 か ら明確な もの
へ、具体的 な ものへ と戻 る助 けを して くれて います。彼 と一つの詩 について話
し合 っていると、一つの文を自分 自身 の言葉 に変 えて くれるように思 います。
すべてが明確 に、 自然 になって い くのです」 と書 いて い る。 この「抽象性 か ら
明確 な ものへ、具体的な ものへ」 というイェイツの方針 は、当時パ ウ ン ドがイ
マジズム運動で提唱 して いた主張 とまさに「同一の」 ものと言 える。実際パ ウ
ンドは、イ ェイツは象徴派詩人だがイマジズムの詩 を書 いて いるとも言 ってい
る。 このよ うに、 まさにパ ウンドが言 っていたよ うに、 この頃 イェイツとパ ウ
ン ドは偶然「類似 した目的」を持 って、
「同一 の」方向 に向 か っていたので あ
る。
この「同一の」方向 にはもう一つ、二人 のスウェデンボルグに対す る興味が
ある。 トリフォノボウラスによれば、 パ ウ ン ドば大学時代 スウェデンボルグな
どを読んで いたが、 ス トーン 0コ テ ジでの最初の冬、再度 イェイツと共にスウェ
デ ンボル グの心霊論 を研究 した。 1907年 にはパ ウン ドはスウェデ ンボルグの言
う「天使 の言葉」 こそ、芸術的、詩的言葉 であると言 っているが、 ソスノフス
キは、 その「 天使 の言葉」 こそパ ウ ン ドの唱 えたイマジズムの根底 を成 して い
ると、主張 している。
「 その情愛 か ら直接 に発 出 し……人
「 天使 の言葉」 とは、
間が半時間かか って も表現 できないものを 1分 で表現する こと もで き……数頁
を費や して書かれて い るもので も 2、 3語 で示す こともできるのであ る。」 こ
のよ うに、イマジズムでパ ウ ンドが主張す る「 一瞬 の内 に、知的感情的 な観念
の複合体を表す」 イメージこそ、情愛 と思考 が完全 に結 びついた「天使の言葉」
を手本 に した ものであり、 また彼 の言 う感情 にぴ った り呼応 した「絶対的 リズ
ム」 こそ、
「天使 の言葉」 の「調和 のとれた音調」 だと、 ソスノフスキは言 っ
ているのである。
またスウェデ ンボル グは、抽象的 な観念 は天界 には存在 せず、天国 は感覚 で
とらえ うる個 々の物 か ら成 ってい ると言 う。人間 においては、観念 とい う形を
とる多 くの ものが、天界 では目に見え るものとして存在す る。 自然界 に存在す
る物 の中 に霊界 の物 が照応 しているゆえ、詩人 は自然界 の存在物 に注 目しなけ
ればな らない。 あ らゆる自然界 の事物 は観念 を完全な形態 で表 したものである。
すなわち、明白で、具体的なのである。
このように、 パ ウン ドがスウェデ ンボル グに詩 の形態 に関 して影響 を受 けて
いたことがわかるが、 これはとりもなおさず、 イエイツに も当てはまる ことで

あろう。イエイツもパ ウ ンドも以前か らスウェデ ンポルグに興味 を持 っていた
こと、 そ して ス トー ン ●コテ ジで共 にそれを読みなお した事実から推測す ると、
二人 ともこのよ うな スウェデンボル グ的な言葉や物 の見方 をそれぞれ持 ってい
たところが、 ここで互いに同士 を見 いだ して、ますます確信を深 め、実践 に向
か っていったのではな いか と思 う。
イェイッはパ ウ ン ドの批評力 を高 く評価す る一方、彼 の作品 に関 しては実験
をや り過 ぎて時に失敗 して いると、批判 して いるように、 パ ウ ン ドか ら詩 に関
して全 く新 しい影響 を受 けたわけではない。 しか し実際、 1914年 には、 イェイ
ッは抽象的表現 を除 くため、 パ ウ ンドと共 に自分 の作品 をすべて点検 して いる
ように、 自分 と「 類似 した」考えを持 ったパ ウ ンドに 自分 の脱線 を修正 させ、
それと同時に、爆発す るような創造力を持 ち、 自信 に満 ちあふれた若 いパ ウ ン
ドの主張によ って、 自分 の方向が間違 っていないことを確認 して いたのではな
いだ ろうか。
エルマ ンによれ ば、 イ ェイッは1929年 に次 のよ うに語 ってい る。

例 えば「愛 の悲 しみ」を一 書 き直 して いた時、私 は今 日の 自分 と
かけ離れた過去 の 自己を、芝居 をす るように装 うことによ って、普通 より、あ
詩 を一

るいは過去 の時点 で感 じたよりも強 い情熱 や確信 に触 れるとい う経験を した。
エズ ラはプロペル ティウスや中国 の詩人 の作品を再創造する時、彼 の懐疑主義
か ら免 れて いる……。
イェイッはさらに、実感 の伴 わない ものを書 いて はな らない、 それゆえ猟訳
の際 も、パ ウ ン ドのように読み手 に理解不可能 な事柄 は省略 した「 再創造」 で
パ
良 いと、パ ウ ン ドの翻訳を是認 して いる。 しか しこの言葉 はむ しろ、 ウ ン ド
のそのような「 再創造」 と呼べ るような翻訳 の態度 を、 イェイツが自分 の詩 の
改訂 に取 り入れ た、 とも解釈 できる。
では具体的に「 愛 の悲 しみ」 の1899年 版 と1925年 の決定版 を比較すると、決
定版 の方 が、第 1連 の調和 の取 れた美 しさと第3連 の苦悩 との コン トラスがより
明確 にな っていて、 しか も客観的である。 また決定版ではオデュッセウスとプ
リアモスという具体的な伝説的人物 にたとえることにより、突然現 れた少女 の
イメージを具体的に して いる。決定版 では、それまで自然 の美 や調和が本当 の
人 の姿 や叫びをか き消 していたのであるが、あ る少女 の登場によって、たちま
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ちその同 じ自然 に苦 しみや愁 いの様相 が加わ り、 しか もそれがそのまま人間 の
真 の「姿」 やその「 叫び声」 その ものを表すようにな った、 と言 うのである。
これはこれまで見 て きたように、
「 自然 の事物 が観念 を表す」 と言 うスウェデ
ンボルグの考 えであり、 また、 セ ンチメンタルな ものを避 け、醜 くあろうとも
人間 の真実 の「姿」 や「 叫び声」 を表 さなければな らな いとい う、イ ェイッの
詩 における新 たな信念 を表 したものと言 える。 しか も、そのよ うな新 しい詩 に
生まれ変わるき っか けは、第 2連 で登場す る「 少女」 なのである。従来、 この
美女 ヘ レネを思わせ るこの「 少女」 は実生活 ではモー ド・ ゴンだと言 われてき
た。 しか し私 はこれはパ ウ ンドの出現 を も暗に指す ものだと、考 える。 1915年
に『 キ ャントウズ』 (劉 物 Gα ttOめ にとりかか ったパ ウ ン ドは、 その中で 自 ら
をオデユ ッセウスに見立 てて苦難 の路 を辿 っていた。 しか もこの発表 で見てき
たように、 プ リアモスのように誇 り高 いパ ウ ンドとの交流 によって、 イェイツ
の詩論 は変化 の度合 いを増す ことになったのだか ら、 パ ウ ン ドこそが この「 少
女」 のよ うな存在であ ったのでばないだろうか。
ス トーン・ コテ ジでの共同生活 の冬わ った後 も交流 は続 き、晩年 のイェイツ
は何度 もラパ ロにパ ウ ン ドを訪 ね、 1928年 にはパ ウ ン ドに 自分 の詩 に句読点 を
付け るのを手伝 って もらっている。 このような二人 の長 い交流を眺 めると、 パ
ウ ンドはイ ェイツ も利用 して自分 の名声 を高 めよ うとした、などと言 うのは全
く謂 れのないものだと言 える.今 回はパ ウ ンドのイェイツの詩 に対す る影響 だ
けを見たが、二人 は互 いに影響 を与 えあっていたであろうし、互 いに尊敬 し、
認 め合 って、強 い友情 の絆 で結 ばれていたのだと思 う。
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シンポジウム〉
く

Great Famineと ア イ ル ラ ン ド文 学
司会と構成 虎 岩

正

純

馬鈴薯がアイル ラ ンドに入 ったの は多分16世 紀 の終わ り頃だった、 とい う。
湿 って いて、低 い気温 の気候、 それに砕けやすいもろい土質 が、馬鈴薯 に合 っ
ていて、 いた るところで栽培 されるようになる。 イ ングラ ンドの苛酷 な植民地
支配 と複雑 な土地貸借関係 のなかで、土地を持たな い大量 の貧農が作 り出され、
貧困が一般化 して い く過程が確実 に進みなが ら、人 口の増大をもたらしたのは、
馬鈴薯 と泥炭 があったか らだ、 と言われるほど馬鈴薯 がアイル ラ ン ド人 の生活
にはた した役割 は大 きい。土地所有者である不在地主 のために農耕 を し、 自分
の消費する作物 の面倒を見 きれな い貧農 にとって馬鈴薯 はまことに重宝な植物
(食 物)だ った。
「怠 け者 の植床」(lazy― beds)と 言われたように、 5月 に、ちょっ

と土をはじって種芋 を置き土 を被 せて放 っておけば、 8月 末 には収穫 で きる。
芋 は冷暗所 に貯蔵す れば翌年 の 5月 まで保 った。夏 の間 だけは出稼 ぎを したり、
物乞 いを したりして凌 ぐと、 8月 末 には「 新 じゃが」 が手 に入 る。貧 しければ
貧 しいほど、馬鈴薯 だけに頼 った。早婚 と栄養価 の高 い馬鈴薯が人口を支えた。
ある統計 によると、 1831年 にはアイル ラン ドの総人 口は7,767,401人 で あ り、
10年 後 の1841年 には8,175,124人 に膨 れ上がるのである。 大飢餓前夜 の人 口で

ある。
1845年 か ら始 まり、繰 り返 し襲 った胴枯れ病 (bhght)に よる壊滅 的 な馬鈴

薯 の不作 とイ ングラ ン ドの処理 の拙劣 さのために、貧農や貧困者 たちを中心 に
100万 人か ら150万 人が死亡 し、 およそ100万 人が国外 に脱出 し、結果 として200

万人以上 の人口減少をもた らした。同 じ統計 によると、 1851年 は6,552,386人 、
1881年 には5,174,836人 、1901年 には4,458,775人 にまで減少す るので あ る。 こ

れが大飢餓 (Great Famine;Great Hunger;Potato Famine)の 抽象的 な核
心である。
この事件 はその前 と後 とで、 アイルランド人 の性行、感性、考 え方、政治 な
どを決定的 に変 えて しまったことで、重大 な歴史的事件 だった。少 し陰気 な無
力感、 イ ングラ ン ドに対する深 い不信感、 アイルラン ド語 の急速 な凋落、 アメ
リカとの親愛感 の強化、Young lrelandか ら I.R.A.に 至 る暴力的報復 の容
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認 など現代 の問題 につなが る諸相 の萌芽 ともなった。
イ ングラ ン ドはやるべ きことをや った、穀物 も豊作だ った、死 んだのは疫病
で死んだのであって、飢 え死 にではなか った、 などという revisiOnistの 歴史
家 もいるようだが、 こうした単純化 は歴史家 に必要 な知的想像力 の欠如 の産物
で しかない。
文学 は「 いかに書 くか」 も問題であるが、同時 に文学 は「具体的 に記憶する
装置」 で もある。大飢餓は文学 を とお して民族 の経験 として記憶 され続 ける。
このシンポジウムでは歴史家 の観点 か らまず全体を展望 し、つ ぎに詩、小説、
劇 のモチーフと してどのように扱われてい るか、その意味を探 りたいと思 う。
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現代 アイル ラ ン ド詩 にお け る Famineの イ メ ー ジ
ヽ
Kavanaghか ら:Heaney ′
一
ー
鈴

木 史 朗

I

1950年 代後半 の統計 によれば、 1人 当た りのジャガイモ消費量 において、 ア

イル ラ ンドはポー ラ ン ドや東 ドイツに次 いで世界第 3位 で あ った (1)。 今 も っ
て食生活 に占めるジャガイモの位置 は高 いのである。 この ことは、貧 しさのゆ
えとばか りは言 い切れ ない一面を もっている。 つ まり、 アイル ラ ン ド人 には、
ジャガイモ料理 の好 きな人が多 いことの証左であるともいえるのではなかろう
か。 ともすれば単調 になりがちな ジャガイモの調理法を工夫 して、変化 に富 ん
だ料理 が食卓 に供 されて いるのである。
しか し、 また同時 に ジャガイモは 1世 紀半 にわた って民族受難 のシンポルで
もあ った (2)。 Patrick Kavanaghの 小品 で ある`Restaurant Reverie'の 冒頭
の 4行 は、

A half-potato on my plate
It is too soon to celebrate
The centenary

of

'48

Or even '47 6).
で始 ま っている。皿 の うえの調理 された半分 のイモに さえ、 Famineへ の連想
が纏 いついて離 れな いのである。 このスタ ンザの最後 の 2行 は、次 のよ うなイ
モヘの語 りかけで結 ばれて いる。

But I am thankful still to you
For hints of history given.
さ らに第 2ス タ ンザの最後 の 4行 で は、
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far away
In what you symbolise to-day
For me-the half that went astray
Of life, the uncompleted.
There's something lonely

と述 べ られてお り、皿 のイモの片割 れが北 アイル ランドを象徴 しているかのよ
うな印象を読者 に与 えている。種 イモ は通常半分に切 られて蒔かれるところか
ら、 このイモには再生 と復活 へ の祈 りが込め られているので はないかとさえ感
じられるので ある。
Ⅱ

Kavanaghは 1942年 に ■れθ G″ αι〃 んrrの 一 部を Cyril Connolly主 宰

“
のπOr;“ れ誌に発表 して い る。 ところが、 かの悪 名高 い検閲制度 のために即
日発禁処分 の憂 き目を見 ることにな るので あ る。 `Pat opened his trousers
wide over the ashes'(V,33)①

という箇所 が 自慰 の場面 であ り、 猥褻文書 で

あると判定 されたもののよ うだ。 ともあれ、 この年 に Cuala Pressか ら 250
部限定 で完本 が出版 されて いる。
この詩 の表題 が読者 に与 える第一 印象 は、当然 Famineの ことを題 材 に し
た作品 に違 いないとい うことであろ う。 しか も読み始 めるとす ぐに「 イモ掘 り」
の場面 に出 くわすわけだか ら、それは殆 ど確信 に近いものになりかけるのだが、
さらに読み進んで行 くうちに、 どうも少 し違 うようだとい う感 じを抱 くように
なるのである。
この詩 はPatrick Maguireと い う農民 の生涯を描 いた ものといえるが、 まず
時代的 には、 1840年 代 ではな くて、20世 紀 であることが誰 の 目にも明 らかなの
である。舞台 にな って い る場所 が特定 されて いるわけではな いが、 Kavanagh
自身 が生 まれ育 った County Monaghanの どこか片田舎 であるらしい ことは
容易 に想像 しうる。

He stayed with his mother

At

till

she died

the age of ninety-one.

too long,
Wife and mother in
She stayed

one.

When she died
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The knuckle-bones were cutting the skins

of her son's backside

And he was sixty-five. (II, 2-8)
とあるように、Pat Maguireが 読者 の前 に姿 を現 した ときには、 かれは少 な
くとも65歳 を過 ぎた老農夫 としてである。 かれの生涯 はわき目もふ らずに、た
だ黙 々と農作業 を続 けて来た年月であ った。 それは教会 と母親 と大地 への恭順
の一生で もあ った。

He had a cigarette

to

smoke and a pound

to

spend

On drink the next Saturday. (\ry,10-12)
とか、 `He eats fresh food'(XL6)と あるように、裕福 ということか らは程遠
いとして も、毎 日の農作業 を続 けて いる限 りにお いては、 自らの生計をたてて
い くに十分な実入 りが期待 できたのである。 したが って表題 の `hunger'と い う
語が「 空腹」を意味するものでないことは明白だ。

And he is not so sure now

if

his mother was right

When she praised the man who made

a field his bride.( I ,56-7)

Pat Maguireは 生涯独身を貫 いたのだが、次 の場面 のよ うに女性 に出会 う
といつ も不可解 な反応を示 した。 まるで女性 にまみえ ることが「罪」 であるか
のよ うな態度をとるので ある。

in June when he was walking
Among his cattle in the Yellow Meadow
He met a girl carrying a basketAnd he was then a young and heated fellow.
Too earnest, too earnest! He rushed beyond the thing
To the unreal. And he saw Sin
Written in letters larger than John Bunyan dreamt of.(IV,31-7)

Once one day

かれには葬 られて い る土 の下 で も、
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If he opens his eyes once in a million
Through a crack in the crust

years

of the earth

-

he may see a face

nodding in

Or a woman's legs. Shut them again for that sight is
(xrv,46

sin.

-8)

とい うよ うな場面 が 想像 され る。 それで いて ,一 再 な らず `masturbation'の 情
景 が描 かれて いた りす る 0。 このよ うに見 て くると、 `hunger'と い う語 は、 性
的 な飢 え、 つ ま り女 性 に対す る飢 えを意 味す る もの で あ る ことが明 らか にな っ
て くるので あ る。
Ⅲ

さて、 つ ぎに `Spraying the Potatoes'と い う詩 に も一 瞥 を加 えてお きた
い。 これは農薬 を ジ ャガイモ畑 に散布 している情景を描 いたものなのであるが、
`And poet lost to potato― fields,'⑥ とあるので、 この作業 を しているの は詩

人、 つ まり Kavanagh自 身 であることがわかる。 かれは、Burnsの よ うにそ
の生涯を農民 として過 ごしたわ けではな いが、少 な くとも前半生 は農民詩人 で
あったということがで きるのではあるまいか。Famineの 時代 には、 このよ う
な方法 で ジ ャガイモを病害か ら守 るすべ はなか ったが、 かれが農業 に従事 して
いた頃 には、作物 の防疫法が確立 して いたのである。詩 のなかで、

A wasp was floating
Dead on a sunken briar leaf
Over a copper-poisoned

ocean.

とか、 `Remembering the lime and cOpper smell'と あ るので、 この農薬
はわが国では「 ボル ドー液」 と呼 ばれて い る `Bordeaux mixture'の ことで
あると思われる。 これに類す るもの と して は `Burgundy mixture'と い うの
もあるそうだが、 いずれ も主成分 は bluestone(硫 酸銅)の ようだ。 ボル ドー
とかブルゴーニ ュという地名 か らも想像 できるように、本来 はブ ドウを疫病 か
ら守 るために開発 されたものであった。
ジャガイモの胴枯れ病 の研究 で著名 な Austin Bourkeに よれば ①、 Garret
Hugh FitzGeraldと い う人物が、1846年 3月 9日 付 けの ある地方紙に投書 し
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て、胴枯 れ病の防疫法 を探求 し、実験 を重ねた結果、種イモを硫酸銅 の溶液 に
浸 してか ら蒔 くと効果 があると述 べ ているとのことである。 これはボル ドー液
が ジ ャガイモの防疫 に有効 であることが実証 される40年 以上 も前 のことであっ
た。当時 その筋 の者 が この示唆 を真剣 に受 け止 めておれば、 1846年 の Great

Famineに は間 に合わ なかったとして も、 それ以後 の40年 間 に間欠 的 に発生
した胴枯れ病 の被害 は食 い止 めることがで きたのではないかという議論 もある。
とはいえ、当時胴枯 れ病 の原因 については、菌類 によるものであるとい う説 も、
しょせんは対立するい くつかの学説 の うちの一つにす ぎず、 この方法 が公認 さ
れる素地 は全 くなか ったといってよい。 また種 イモを硫酸銅 の溶液 に浸す とい
う方法が、必ず しも効果をもた らす とは限 らなか った筈 である。 ボル ドー液 を
葉 に噴霧す ることによ って、胴枯 れ病を防 ぐことができるという結論 に達す る
のには、数多 くの試行錯誤 を重ねる必要があ ったのである。
seamus Heaneyは `The Placeless Heaven'と 題す るエ ッセイのなかで次
のよ うに述 べて いる。

I

found 'spraying the Potatoes' in the old Orford Booh of
Irish Verse, I was excited to find details of life which I knew
intimately - but which I had always considered to be below or
beyond books - being presented in a book. The barrels of blue
potato spray which had stood in my own childhood like holidays
of pure colour in an otherwise grey field-life - there they were,
standing their ground in print 0).
When

ジャガイモ畑 でボル ドー液 を散布 して いる、 このごくありふれた日常的 な営 み
も、 い ま述 べてきた経過を湖 って行 けば、 Great Famineへ い きつ くとい う
ことなのである。
Ⅳ

Heaneyは 同 じエ ッセイのなかで、 Queen's Universityの 学生 であった頃
rと 接 したお り
の、Kavanaghの 作品 との出会 い、 さらに T'し θGκα H″ ばθ
のことを追憶 している。
Meanwhile, my headmaster, Michael Mclaverty, himself a Monaghan
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man by birth but with a far gentler sensibility than Kavanagh's,
lent me his copy of A Soul for Sale and so introduced me, at the
age

of

twenty-three,

Everything,

I

lo

The Great Hunger.

at the time, was

had had four poems accepted

needy and hopeful and inchoate.

for publication, two by the BeLfast

the lrish Times and, one by The Kilkenny Magazine,
but still, like Keats in Yeats's image, I was iike a child with his
nose pressed to a sweetshop window, gazing from behind a barrier
at the tempting mysteries beyond. And then came this revelation
and confirmation of reading Kavanagh (0).
Telegraph, one by

このとき以来一貫 して Kavanaghに 私淑 して きたといえるのではなかろうか。
jο
Sι α
ι
れ麗ι
αα では Kavanaghを 登 場 させている ⑩。 ま

1984に 発表 された

た詩人 としての 自分 がいかに Kavanaghに 負 うところが大 きか ったか とい う
ことを随所で語 っているので ある。
1966年 に出版 された D“ ι
んο
ακ ttι が Heaneyの 最初の詩集であっ
ノαNα ι

た。 これに収 め られて い る `At a Potato Digglng'① では、 Tん θGた α 鷹 れ―
“
gθ ″の エコーが見 られるので ある。

CIay is the word and clay is the flesh
Where potato-gatherers like mechanized scarecrows move

Along the side-fall

of the hill-Maguire and his
( r ,1-3)

men.

この ■レ G″ αι島蒻rrの 冒頭 の 3行 を、 `At a Potato Digging'の 同 じく
最初 の 2行 と比較 してみよう。

A

mechanical digger wrecks the drill,

Spins up a dark shower

of roots and

mould.

誰 の 目にも明 らかなよ うに、 前者 の `mechanized scarecrOws'に 後者 の `A
mechanical digger'が 共鳴 して いる。 しか も、
「 イモ掘 り」作業 の時代的変遷、
つ まり「 手掘 り」 と「機械掘 り」 とを対比 させて もいるわけである。 さらに前
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者 の `Here crows gabble over wormS and frOgS'(1,6)が 後 者 の `Like
crOws attacking crOw_black fields,'(1,5)に エ コー を響 かせて いる。 い う
まで もな く、両者 が共 に「 イモ掘 り」 の情景 を描写 いる ものであってみれば、
たまたま共通 の語彙 が用 い られて いるにす ぎな いとい うことも、 あり得 ないわ
けではない。 だが この場合 Heaneyは

T'tθ

Gハ∽ι鷹し
れ
″ rや `Spraying the

Potatoes'を 十分 に念頭 に置 きなが ら `At a Potato Digging'を 書 いていた

のである。 たとえば、 かれは `Spraying the PotatoeS'を 初 めて読 んだ さい
の印象 を述 べ てい るところで、 `And there too was the word`headland',
which l guessed was to I《 :avanagh as local a word as was `headrig' tO

ぃっている。 にもかかわ らず、かれ自身 も `At a POtato Digging'
の最初 の部分 で `headrig'で はな くて `headland'と い う語をあえて用 いてい

me.'(12)と

るので ある。

Heaneyは Kavanaghの 死 の前年 である1966年 に、初 めてかれ に会 ってい
αJjSι を出 したばかりの頃であった。
んο
る。ちょうど Dθ αι
/α Nα ι´
“

I

have my own special affection for Kavanagh because he gave me
his poet's blessing a couple of years before he died, at the counter

of a Dublin pub. I did not know him at the time, but when he
came unexpectedly into our company I asked him if he'd like a
drink. No, he answered a little brusquely. I was uneasy, but left
it at that. I had, after all, just published a first book and did
not want to come on too strong with this fabled veteran of the
literary wars. But then somebody in the company introduced me
and mentioned my book. He looked at me again, paused, said with
enigmatic flatness: 'Well, are you Heaney?' and then, with an acce
ptance that I like to think was an acceptance of more than a drink,

said: 'l'11 have a

Scotch.'(13)

つ まり、Kavanaghは Heaneyの 詩集 を読んで いて、 エコーの部分 も含 めて
かれを丸 ごと受 け入れたとい うことになるのであろう。

V
Heaneyは `From Monaghan to the Grand Canal'の

なか で 、 ηtt G´ θαι

Hαんgθ rに つ いて

It is a poem of its own place and time, transposing the grief of
the past-its title conventionally refers to the Great Famine of
the 1840s-into the distress of the present, as significant in the
Irish context as Hardy's novels were in the English, socially
committed but also committed to a larger, more numinous concept
of love whose function he decreed was not to look back but 'to
look

on'.('o)

ι鷹 れ
″ rと の
“
直接的 な関わ りを感ず ることがで きるが、また同時 に Woodham‐ Smithの ■んθ
と述 べている。確 かに `At a Potato Digging'の

Tん θ G″

“

Gた α 鷹 れgθ r(15)と も劣 らず共鳴 しているように見受 けられる。たとえば、
“
`At a Potato Digglng'の 第 2ス タ ンザの

The new potato, sound as stone,

putrefied when

it

had lain

in the long clay pit.
Millions rotted along with it. (III, 5-8)
three days

は、 この詩集 の 4年 前 に出版 された Woodham‐ Smithの 本 の

The soundness

of the potato

when

first dug was

responsibile for

bewildering contradictions. Optimists, delighted to witness the
digging of what seemed a splendid crop, hastened to send off grow-

ing accounts... (p.38)

In almost every case, hope was short-lived. Within a few days the
fine looking tubers had become a stinking mass of corruption, ...
(pp. 38-9)
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All

all

nostrums were useless. Whether ventilated,
desicated, salted, or gassed, the potatoes melted into a slimy,
decaying mass; and pits, on being opened, were found to be filled
with deseased potatoes- (p.42)
specifics,

の部分 に負 うて い ることは明白である。
同 じ詩集 にある `FOr the Commander of Eliza'で は、冒頭 に この本 か ら
数行 の引用 を して いる くらいで あるか ら、Heaneyが 内容 に深 く精通 して いる
であろうことは想像 に難 くない。明 らかに歴史的 な事実 と特定 の心象を この本
か ら得 ているといえるのではないかと思われる。
‐
どこか ご `In lreland everything is coming down with history.'

とい っ

たのは Paul iMuldoonで はなか ったか と思 うのだが、両者が「 イモ掘 り」 の
場面 か ら始ま っていて、 Great Famineを 暗示 しているという意味では、 ま
さに`oome down with history'と い うことになるので はあるま いか。両者 の
類似性 が単 なる偶然 ではなか ったとして も、 もちろん、 それが Heaneyの 側
のご都合主義 によるものでないことはい うまで もな い。 Kavanaghの 描 くア
イル ランドの農民 の性的 な飢餓 と、 ジ ャガイモの胴枯 れ病によ って惹 き起 こさ
れた飢餓へ の本能的 というか、始源的な恐怖につ いての Heaneyの 考 え との
間 には、少 な くとも意図 において類似性 が認 め られ るのではなかろうか。

Kavanaghは Irish Renaissanceの ことをあま り評価 して いなか った
実際 に、自らが農民 であ ったわけである し、また Heaneyも 農民の息子であ っ
た。 しか もHeaneyは Co.Derryの 生 まれであるか ら、北 アイル ラ ンドの出 と
い うことになるが、CO.Monaghanで 生 まれ育 った Kavanaghは 今様 にいえ
(16)。

ば共和国 の出身 である。 とはいえ、 もとはといえば両者 ともUlster Cathohc
であって、互 いに相通ず る面 を持 っているよ うにも見受 けられ る。 Heaneyは
自分 の郷里 で も Patrick Maguireの ような農民を見 かけたと言 っている 。
(1つ

そ ういった意味にお いて は、Yeatsや Syngeな どの Anglo― Irishの 描 く、 ロ
マ ンティックな農民像 とはかけ離れた農民たちを描 いているとい う点 で も、 こ
の二人には共通性があるとい うことがで きるのではないだろうか。
しか しなが ら、世代 の相違 とで もい うか、両者 のアプ ローチの しかたには、
大 きな違 いが あるようにみえる点 がないわけで もな い。 たとえば、Kavanagh
には、T♭ Gハ ιHι ι
れ″ rに お いて も、 それ以 外 の作品 にお いて も、聖書 の
“
ー
メタファ を用 いて、 自らの描 く情景 を霊化す る傾向がある。
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These men know God the Father

The Holy

Spirit is the rising

And Christ

At

will

in a

tree:

sap,

be the green leaves that

will

come

Easter from the sealed and guarded tomb.

(l[, 24-T)

いっぽ う若 い Heaneyに は、 いわばより世俗的 な、 よ り非宗教 的 な時代 に生
きたこともあって、Kavanaghに 見 られるよ うな、 カ トリシズ ムヘ の強 い言
及 というのは、 とりわけ初期 の作品では見当 た らない。

Ⅵ

`At a Potato Digging'は 4部 か らな っている。 そ して第 1部 と 2、 4部 は
現代 の「 イ モ掘 り」 の情景 を描 いているが、 第 3部 で は第 2部 の最後 の 行
`tobe piled in pits;live skulls,blind― eyed.'を ひきとったかたちで、

Live skulls, blind-eyed, balanced on
wild higgledly skeltons
scoured the land

in 'forty-five',

wolfed the blighted root and died. (V, 1-4)
というふ うに Famineへ の連想へ と発展 していくのである。
すでに述 べ たように、第 1部 の冒頭 では 2ん θ G″α E“ んgθ rの エコーが
見 られ、Pat Maguireの 鋤 を用 いての作業 とは対照的 な、 20年 後 の機械 によ
る「 イモ掘 り」 の場面 が現れ る。
Heads bow, trunks bend, hands fumble towards the black

Mother.

ProcessionaL stooping through the

turf

autumn. Centuries
Of fear and homage to the famine god
Recurs mindlessly as

Toughen the muscles behind their humbled knees,

Make a seasonal

altar of the sod. ( I, 11-16)
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上に引用 した第 3ス タ ンザの後半 と第 4ス タ ンザで は、 `bowing,bending,
st00ping'な どの農作業中 の諸動作 が、古代 の Earth Mother(母 な る大地 の
神)へ の礼拝 と相似関係 を結んで いるかのような印象 を読者 に与 えて いる。 そ
して第 4ス タンザの 1行 日の最後 の `Centuries'の ところか ら Famineの 時
代 へ の回想 へ と連な ってい くのである。

Flint-white, purple. They lie scattered
Iike inflated pebbles. Native
to the black hutch of cIaY
where the halved seed shot and clotted
these knobbed and slit-eyed tubers seem

the petrified hearts of drills. Split
by the spade, they show white as cream.

([, 1-7)

形容 され、 `inflated pebbles'と
なり、 `the black hutch Of clay'に 住 む丸 々 と太 った 自 ウサギヘ 、 つづ いて
`slit_eyed tubers'へ 、 さらに`petrified heartS'へ と急激 に変形 して い き、最後
⑬
に真 っ二つにされて「 ク リームの ように白 い」 姿 をさ らけ出す 。 そ して固
い殻 のよ うな粗 い地表 におおわれた沃土か らは、 イモが火山のよ うに噴出して、
第 2部 で ジャガイモは最初

`white― flint'と

穴 の中 に積 み上げられるのである。
そ して`To be piled in pits;live skulls,blind― eyed.'の 箇所 へ とた どり着
く。 これは現代 の強制収容所 の犠牲者達 の姿 を暗示す るものであるとともに、
飢饉 のさいの餓死者達 の姿 を も思 い起 こさせ るもので もあるとい うことがで き
よう。

Famineを 扱 った作品 としては、 `At a Potato Digging'の 姉妹編 であるよ
うに見なされて いる`FOr the cOmmander of Eliza'が あることはす でに述 べ
た。 これは冒頭 に Woodham― Smithの T'り θ Gた αι島4夕 ′か ら数行 を引用
しているように、題材 もこの本 に依拠 して い る。密輸監視船 の α jれ 号 が航
行中 に、 ボー トに乗 った飢 えた男たちか ら食料 を無心 されたとい う報告 があ っ
この詩 では、命令 によ り食料 を与 え ることを拒 んだた
めに、船 が これ らの男 たちの悪霊 にとり憑かれるとい う筋立 にな っている。
たと書 かれている

(19)。
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Next day, like six bad smells, those living skuils
Drifted through the darks of bunks and hatches
And once in port

I

exorcised my ship

Reporting a1l to the Inspector General.(26-29)

oo)
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9

大飢饉 とア ング ロ・ アイ リ ッシュ小説 の 関 わ り
一 カール トン、 ジ ョイス、オフラハティーの場 合―
扶

瀬

幹 生

英語 の小説 (novel)と い う言葉 はゲール語では「 目新 しい物語 (ur― sc6al)」 と
訳 されて い るようですが、 ア ングロ 0ア イリッシュ文学 における小説 というジャ
ンルは、 アイル ラ ンドの`sc6al'(storytenlng)と い う伝統 的 ジ ャ ンル との融合
という点 か らも、 また、小説 の舞台 としての社会や、作者 と読者 の相互関係 が
構成す る文学的土壌 としての社会 の質 が、英文学史 で扱われ る小説 のそれとは
異 なるとい う事情 か らも、英文学史 において小説 が先行する ロマ ンスに対 して
「 目新 しい(nOvelな )」 ジ ャ ンルであったというのとは必ず しも重なり合わない、
独 自の「 目新 しさ」を持 っています。大飢饉 がこのジャンルで歴 史的 にどう扱
われてきたかを見 ていくとい う作業 も、 アングロ・ アイ リッシュ文学 における
小説 というジャンルの特殊性 を浮 かび上が らせる一 つの重要な契機にな ります。
この発表では時間の制約 もありますので、カール トン、 ジョイス、 オフラハティー
の二人に絞 って、 それぞれの作品 における大飢饉の扱 いの問題点を具体的に拾 っ
ていきたいと思 います。 これ らの作家 を含めて、 アングロ・ アイ リッシュ文学
の小説史 における大飢饉 の問題 を網羅 し概説す るとい う、 より大 きな課題が残
りますが、 これについては、今後 の研究 にむけての参考資料 とい う程度 の、 ご
く大まかな年表をお手元に配 るに留 めさせていただきます ω 。

1.カ ー ル

トン

大飢饉 という歴史上 の出来事 を小説 で扱お うとする場合、 アイル ラ ン ドの作
家 にとってス コ ットの歴史小説が一つの手本 に成 り得たので はないか、 とい う
想像 はす ぐ働 くと思 います。英文学 の小説 に関す る研究書でカール トンを扱 っ
たものは、今 日で も殆 ど皆無 と言 って良 いのですが、例外的に ス コ ットの古典
r Scο ι
ι(1961)を 書 いた ドナ ル ド・ デイ
ι
θ
的研究書 TZθ 日のの げ &′ 爾αι
ヴィーが、 その第六章 をマ ライア・ エ ッジワースに割 き、 つづ く第七章 を「 ス

コ ットとアイル ラ ンドの小説」 とい う章立 てにして、 そこでカール トンを始め、
リー プァ、 バニ ム兄弟、 レフ ァニ ュー、 グリフィン等のアングロ ●アイ リッシュ
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(2)。
しか し、結論 か ら先 に言 え
作家 に日配 りしている点 は、大変 ユニー クです
コ
ば、 カール トンはス ッ トのよ うにはアイルランドの歴史を小説 にできなか っ

た、あ るいは しなか ったのです。デイヴィーの消極的な価値判断 の言葉を引用
すれば、 カール トンの小説 は、
「物語 が幾度 とな く中断 されて、 地方色や土地
の習慣 を紹介する付随的挿話が差 しはさまれる」傾向があり、 それは「物語 が
統一を失 って風俗画 の寄 せ集 めに堕 して しまうとい う、 アイル ラ ンドのスコ ッ
ト模倣者 たちに絶えず つ きまとう欠点」であるとい うので す (Davie,p.80)。
確か に正統的 な19世 紀英国小説 を読み慣 れた 日でアイル ラ ン ドの小説を読むと、
物語 の本筋が置 き去 りにされて、 しば しば脱線的でその場限 りの話題 に話 が流
れていく傾向 に戸惑 うとい う経験 はよ くあることですが、 この構成上 の特徴 を
欠点 と断定 して、 アング ロ・ アイ リッシュ小説 を英国小説史 の中 に消極的 に位
置付け るだけで十分 なので しょうか ?
カール トンの Tん θB′ α&Prο pttι は、 まさに大飢饉 のただ 中 の時期 である
1847年 に出版 された小説 です (3)。 この物語 の本筋 は、_題 名 の通 り「 暗黒 の預

言者」 と呼ばれる ドネルという男 が過去 に犯 した殺人 の罪 が暴 かれてい くとい
う、 ミステ リー解明のプ ロ ッ トにあ りますが、 その一方 で物語 の随所 に、飢饉
に苦 しむ農村 の実態 が実録的 に紹介 されて います。 もっと も、 その序文 でカー
ル トンは、作品中 の飢饉 の描写 は1817年 、 1822年 などの過去 の飢饉 の記憶 に基
づ くと言 っているのですが、 そこに描写 された悲惨 さが、決 して誇張 した作 り
事 ではない点 は、 1847年 当時 アイル ラ ン ドで起 こっている飢饉 について も同 じ
であると主張す ることが、 この序文 の眼 目です。 さらに、当時の英国首相であっ
たジョージ・ ラッセル卿 に捧 げた献辞 において も、 カール トンは英国政府 のア
イル ラ ンドに対す る非情 な法規制 と現状認識 の甘 さが、現在 の飢饉 という悲惨
な事態 を招 いた元凶であると糾弾 して、 この小説 の大飢饉 との関わりにおける
時事性 を重ねて強調 して い ます。
Tん θttα cた PrOpん α はこのように ミステ リー仕立 ての小説的 プ ロ ッ トと、

飢饉 の実録的描写 がな い混 ぜになった作品 ですが、両者 の関わり方を見た場合、
我 々はこの作品で も、 デイヴィーの指摘す る、物語 の筋 とェ ピソデ ィックな地
方色紹介的話題 との間 の ある種 の不調和を問題 に しないわけにはい きません。
この小説 において も、飢饉 の実態 の描写 は、物語 の世界 に有機的 に溶け込 んで
い るのではな く、挿話的 ない し傍白的 に差 しはさまれ、物語 とは異質のナラティ
ブの次元 で提示 されて いるのです。その端的 な例 として、物語 の中程 で出て く
る二頁以上にわたる破格的長 さの脚注 があります (CarletOn,pp.224-227)。 こ
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の脚注 でカール トンは、 自分 が物語 の中で触 れた1817年 の飢饉 の描写 が、決 し
て作家 の誇張 した作 り事ではないとい うことを強調す るべ く、自分 の手元 にあ
る、 アイル ラ ン ドの飢饉 の悲惨 な実態 を証言す る当時 のパ ンフレット、報告書、
書簡 か らの引用例 を い くつ も並 べています。
この小説 に見 られる形式上 のある種 の分裂・ 不整合性 は、次 の二つの点 か ら
積極的 な評価 がで きると思 います。一つは、 カール トンがアイル ランドの歴史
的現実・ 事実 を小説 という虚構 の中 に取 り込む ことの限界 を、率直 に文学形式
の上で演出 しているという点 です。序文 でカール トンはこう告白 します :「 虚
構 (Fiction)の 世界 のどんなに真 に迫 るイメージも、いかにしばしば真実 (TrutD
の恐 るべ き現実性 によって乗 り越え られて しまうことか」(Carleton,p.v )。
一般論 としてみれば取立 ててユニー クな発言 とい うわけではありませんが、我 々
のここでの関心 か らして注目したいの は、
「欠点」 と評価 されようが され ま い
が、 とにか くこの時代 のアイルラン ドの小説家 であ るカ ール トンに とって、
「 物語的虚構」 を語 るモー ドと「 歴史的現実」を語 るモー ドを、両者 の折 り合
いをつ けな いまま提 示す るのが、正直 な方法 であったという点です。 この一 見
θ
不整合 で分裂 をは らんだ小説 の形式 は、既 にマ ライア・ エ ッジヮースが Cα sι ′
Rα ο
たた滋 (1800)(4)に おいて、やはり、物語 の ナラテ ィヴと併せて、序文、脚

注、 さらには巻末 の注 とい う複数 のモー ドを駆使す る形 で先鞭 をつ けて いたと
い う点で、 アング ロ ●アイ リッシュ小説 の萌芽期 か ら見 られた特徴であります。
それでは、 なぜ「 物語的虚構」を語 るモー ドと「 歴史的現実」を語 るモー ド
を、有機的 に折 り合 いの着かないまま提示す ることが正直 といえるので しょう
か ?マ ライア・ エ ッジワースは Casι ι
θRα 硫″れιの序文 において、 本文中 の
注釈 は「 無知 (ignorant)な 英国 の読者 の参考 に資す るべ く」 つ けた、 と説明 し
て いますが(Edgeworth,p.4)、

これがカール トンに もみ られ る、 分裂 をは ら

んだ この時代 のアイルランドの小説形式 の存在理由を支持す る第二の点 につな
が ります。 ここで我 々が考慮 に入れておかなければな らない特殊事情 は、 エ ッ
ジヮースやカール トンの時代 のアイルランドの小説家 が前提 とした主要 な読者
層 は、必ず しもアイル ラ ンドで起 こっていることについて正確 な情報 をつかん
でお らず、えて して差別的なバ イアスのかか った質 の悪 い情報 しか受け取 って
いない、対岸 の島 の「 無知 な」読者であ ったとい うことです。プロ ットに従 っ
て物語を語 るという、対岸 の島で既 に親 しまれている小説 の形式 に、 アイルラ
ン ドの「実情」 に関す る、読者 にとっては必ず しも親 しみのない、 さらに言 え
ば、政治的に も宗教的にも文化的 にも、現実 的・ 同時代 的 に`disturbing'な 情
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報 を挿話的ない し注釈的に介入 させ ることで生 じる断層 は、 自分 の書 いた もの
を読む読者 と自分 との間 にある断層 を 自覚す る、当時のアングロ・ アイ リッシュ
小説 の作家 にとっては、 それな りに必然性 の ある形式・ 手段であ ったのです。
我 々はその形式 の特徴 を単 にまとまりがな くルーズであると表面的 にさげすむ
のではな く、 それが対岸 の、断層 の向 う側にいる「無知 な」他者 に対 して向け
られた、 アイル ラ ン ドの作家 による積極的なアポ ロギアの形式 であるとい う側
面 に十分注意 を払 うべ きです。

2.ジ

ョイ ス

カール トンがア ング ロ・ アイ リッシュ小説 の揺藍期 における、「 物語 的虚構
と歴史的現実 との間 の断層」 を指 し示す作家 であるとすれば、二十世紀 の前半
「物語 および歴史 と非物語および非歴史 との 間 の断
に ジョイスが した仕事 は、
層」 を指 し示す ことであったと言えます。我 々が「 ジョイスにお ける大飢饉 の
扱 いはど うな っているのか ?」 と問 われた時、 ジョイスほどアイル ラ ン ドの歴
史 をテキ ス トに盛 り込 んだ作家 は他 に例 を見ないに もかかわ らず、 ジョイスの
大飢饉 に関す る直接的言及が殆 ど思 い浮 かばない根本 の原因もそこにあります。
実際 にジョイスは トリエステで行 った講演 の中で、 アイルランドの大飢饉 に触
れてイギ リス政府 のアイルランド政策 をダイ レク トに非難 したことがあ ります
が (5)、 その語 り回は、後 に『 ユ リシーズ』第十二挿話 の「市民」 の弁舌 におい
て、誇張 された形で再生 される ことになります。 この「市民」が単 なる嘲笑 の
的 としての戯画的人物 として機能 して いるのではない、 ということは、 この場
で詳 しく説明す る時間がありませんが (6)、 ともか くここで注 目 してお きた い
のは、 ジョイスが作品 として書 いた ものの中 で大飢饉 に触 れる方法 は、一種 の
笑 いが介在す る間接的で遠回 し(oblique)な 言及 によってであるとい う点 です。
この方法的特徴 は、
『 ユ リシーズ』 や『 フ イネガ ンズ・ ウェイク』 にお ける、
(7)0

その他 の大飢饉 へ の言及 について も、一貫 して言えることです
ジョイスのこの遠回 しな歴史 へ の言及方法 は、 ステ ィー ヴ ン 0デ ダラスに言
わせた有名 な「 歴史 とは悪夢であ り、僕 はそこか ら目覚めたいんだ」 という言
葉 とともに、 ジョイスが歴史を回避 しようとして いる、 との誤解 ない し曲解を
招 きがちです し、 たとえ ジョイスの作品中 にアイル ラ ンドの歴史が綿密 に織 り
込 まれて いるということを認 める読者 で も、大飢饉 や政治紛争 とい った人間 の
死や流血を伴 った深刻 な歴史的事実 をダイ レク トに扱 わない うえに、笑 いまで
介在 させるというジ ョイスの方法 に、 ある種 の戸惑 いを感 じるかもしれません。
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ジョイスの この方法 を理解するカギは、 ジョイスにお いて は「物語 および歴
史 と非物語 および非歴史 との間 の断層」 が問題化 されている、 とい う点をおさ
えることにあ ります。
ステ ィー ヴ ンの「 歴史」 の授業 で始 まり、先 ほど挙げたスティー ヴ ンの「 歴
史 は悪夢」発言 を含む『 ユ リシーズ』第二挿話 は、 ジョイスが弟子 たちに示 し
た計画表 の上で も、 まさに「 歴史」をテーマに した挿話 として設定 されて いま
す。教室で生徒たちに有名な歴史上 の人名・ 事件名 や年代をす りこむ教師 の仕
事 を しなが ら、 ステ ィー ヴ ンは心 の中で「 歴史 とは記憶 の女神 の娘 たち [即 ち
ミューズたち]に よって紡 がれたTable'[神 話 あるいは作 り話]」 であると思 っ
ています。 ここで注目されるの は、歴史的事実 を語 ることにも、虚構 として物
語 を語 ることにも、
「記憶」 という人間 の基本的能力 が絡 んで い るとい う認識
です。大飢饉 の問題 に引 きつ けて言えば、
「 '47」 ときたら条件反射的 に「 大飢
饉」 を連想す ること、また「 大飢饉」 ときた ら条件反射的に「 アイルラン ドが
経験 した悪夢」や「 イギ リス政府 の罪咎」を連想すること。 これが「 記憶」 の
働 きです。 あるいは、実際 の大飢饉 の経験者 にとっては、 それはもっと個人的
で人知れぬ連想をつな ぎとめる「記憶」 で もあ りま しょう。 いずれ にせよ、 こ
の「記憶」 を前提 としなければ、
「歴史」 も「 物語」 も語 ることはで きな いの
です。 ジョイスが『 ユ リシーズ』や『 フィネガ ンズ・ ウェイク』 で追求 した課
題 は、 こうした「記憶」 の働 きを消去・ 隠滅す ることではな く、逆 にその本質
である「連想」 の能力 を条件反射的固着性、 ジョイスの語彙 で言 えば「麻痺」
か ら解放 して 自由 に発揮 させる場 を現前 させ ることです。
『 フィネガ ンズ・ ウェ
イク』 の終盤 に`Forget,rememberr(614.22)と い う言葉が出て きますが、 こ
れは「 忘れろ、 いいな」 ととれると同時 に、
「忘 れろ、覚 えて い ろ」 ともとれ
ます。膨大 な歴 史 の記憶 とその連想 が縦横 に交差 しあう『 フ ィネガ ンズ・ ウェ
イク』 の世界 が開示する「 物語 ので きない状態」 (そ れは同時 に、 ことさ らに
物語をする必要 のない、
「 麻痺」 か ら自由にな った状態で もあ るので すが)を
忘れないか ぎり、我 々は歴史 も物語 も語 ることはできません。 そ して、 たとえ
「 記憶」 の能力 を限定的 に働 かせて (つ まりある種 の忘却を経 て)歴 史 や物語
りを語 ろうとす る場合で も、記憶 と忘却 とを分 かつ断層 の彼岸 には「 物語 ので
きない状態 (あ るいはことさらに物語 る必要 のない状態)」 即 ち「非歴史」
「非
へ
の
ント
の
が
このポイ
し
めがあ
を
けること
物語」 世界 存在 続
ります。
目覚
導き
出す ことによって、 ジ ョイスはカール トンか らさらに進んだ段階で、アングロ・
アイ リッシュ小説が歴史 との関わ りにお いてかかえ こむ分裂 ない し不整合性 の
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問題 を、徹底的 に展開 させたと言えます。

3.オ

フ ラハ テ ィー

オフラハ テ ィーの小説 Eα れj″ (3)は 、今回取 り上げた二人 の作家 の中では最
もスタンダー ドな小説 の体裁 で、大飢饉 の歴史を虚構 の世界 において直接的に、
しか も総合的に物語化 して い ます。小説 としてスタ ンダー ドだとい うのは、 こ
の作品 が大飢饉 その ものに関連す る自然的 プ ロ ッ トや人為的プロットに従 って、
大飢饉 の歴史的現実を物語的虚構 としてプ ログ レッシヴに展開 して い るとい う
ことです。 このようにスタ ンダー ドな形 で大飢饉 を扱 ったアングロ ●アイ リッ
シュ小説 は、 オフラハ ティー以降、特 に今世紀後半 にな ってウォル ター ●マ ッ
ケ ン、 ビア トリス・ クーガ ン、 エー リーシュ・ デ ィロン、 マイケル・ モランら
の大衆的歴史 ロマ ンス小説 のジャンルに引 き継がれて い きます。 カール トンの
ところで、 アングロ・ アイ リッシュ小説 の読者層 の問題 に触れま したが、 この
ような ス タンダー ドな小説 の形 で大飢饉 を扱えるようになるためには、 それだ
け大飢饉 の時代 か らの時間的隔 たり、 そ してその間 のアイルランドにおける小
説読者層 の形成 を待 たなければならなか った、 ということが言えま しょう。 し
か し、 ここではオフラハ ティーを大衆小説 の先駆 としてでな く、 カール トン、
ジョイスにお いて見 てきた、歴史的現実 と物語的虚構 の微妙 な兼 ね合 いの問題
を引き続 き抱え込んで いる作家 として見てみたいと思 います。
確かにオフラハ テ ィーはス タンダー ドなプロ ットの採用 により、歴史的現実
を語 るナラティヴと物語的虚構を語 るナラティヴを融合 させた形で この小説 を
書 いています。その意味 では、 カール トンや ジョイスがそれぞれに見せていた
ような、小説技法上 の屈折 はありません。 しか し、 その一方 でオフラハ ティー
は、登場人物 の性格描写 の次元 において、小説 の見 かけ上のプ ロ ットの平明 さ
を裏切 る、反 プロ ット的 な ビジョンも提示 して います。 この点 においてオフラ
ハ ティーは、一見 ま っとうな歴史 ない し物語 の語 り手 であると同時 に、反歴史
的、反物語的 な作家 で もあるのです。
一方 で この小説 には、登場人物 としてプ ロ ットを推 し進 め、 ある意味でそれ
を成就す る、 キルマーテ ィ ン家 の老家長 ブライア ン・ キルマーティンや、 キル
マーティ ン家 に嫁 いだメア リー・ キルマーティンの ような人物 がいます。前者
は大飢饉 の天災的 0人 災的側面 について とやか く批判す ることな く、全てを
「 圧政者 は次 々 と現れ
「神 のプロ ット」 として受 け入れる、古 い世代 の人です。
ては消えてい く。 しか し、大地 に根 を張 るもの は、刈 り入れ と種撒 きを繰 り返
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しなが ら、永遠 に生 き続 ける」 (0'Flaherty,p.257)と 言 い、「神 は我 々に 自
分 たちの罪 を思 い起 こさせるために飢饉を もた らされる。 しか し、神はまた豊
作 をもた らす ことによって、御自 らが善 なる存在 であることを も示 される。忍
耐を もって大地 に留 まり続 けるものには、大地 の富 が報 いと して与え られる」
(Ibid.,pp.273-274)と 信 じるプライア ンは、古 き伝統・ 慣習 を、頑固 に、 し
か し頑迷 にではな く貫 き通 し、最後 に大地 の上で息絶えます。 また、嫁 のメア
リは、因習にとらわれた村 の生活を実際面で改善 して いこ うとい う進歩的・ 革
新的 なプ ロ ットを推 し進 め、 それが大飢饉 の現実 の中で押 し潰 されても、 プラ
イア ンのように土地 に縛 り付 けられた形 で十全 なプ ロ ッ トが成就 できると考 え
ない彼女 は、 アイルラン ドの大地を捨てて アメ リカに移民す るとい う、 さらに
ダイナ ミックなプ ロ ットを選 び採 ります。
しか し、 プライアンやメア リーのそれぞれのプ ロ ットの成就 は、形 の上で こ
の小説を完結 させはして も、内容的に小説を完結 させは しません。二人 の体現
す る旧世代 と新世代 のそれぞれのプロ ットは、 それぞれに相手 のプロ ットと決
別す ることによって しか成 り立たず、 オフラハ テ ィー はこれ ら二つのプロ ッ ト
を和解 のないまま成就 させるとい うかたちで放 り出 しています。確かに、二つ
のプロ ットの結末 を象徴的に橋渡 しするものと して、 プライア ンがメア リーに
手渡す「暖炉 の上 の壁か らとった、漆喰 の断片」 があ りますが、 ブライア ンは
これをメア リーに贈 ったのではな く、彼女の夫であり自分 の息子であるマーティ
ンに渡 して くれ、 と言付 けたのです。 メア リーが時々経験する「 お中の中をす っ
ぽ りこそがれたような空虚感」を埋 めるものは、 自分 が見捨 てたブライア ンの
死を思 い起 こさせる漆喰 ではな く、自分 の子供 を真 っ当 に育 てていきたいとい
う、新天地 での生活 へ の意欲、生命へ の意志であり、彼女 のプロ ットが積極的
に成 り立 つためにはある種 の盲 目性が必要 だということを、 ブライア ンは了解
して いるのです。
ブライアンとメア リーがある意味でプ ロ ットを成就 させなが ら、同時 にその
不完全性を読者 に読み取 らせ る人物であるのに対 し、村 の青年医師 Drハ イ ン
ズは、互 いに和解 しえな い様 々なプロ ットを一人の人間 として抱 え込み葛藤す
る人物 です。 トリニティー・ カ レッジ出の彼 は、 自分 の故郷 の農民 たちを嫌悪
しなが ら、同時 に農民 のために政治的暴力 による抵抗・ 現状打破 に身 を投 じる
ことや、医師 として疫病 にかかった農民 たちを救済する という使命感 によって
農民 を愛 そうともします。 また彼は、土地 の娘 を妾 (tally woman)と して囲
う差配人 のチャ ドウィックを嫌悪 しなが ら、同時 に自分 も村 の娘 に対 して同 じ
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ような欲情 を覚 えます。彼 の こうした諸 々の、互 いに和解 しえな い性格 は、 い
ずれ も真 っ当な成就 を見ないまま彼 の精神 の中 にうっ積 し、最後 にそれが、疫
病 にかか って死 に至 る彼 の頭 の中で狂気的な「悪夢」 となって渦巻 く形 で現前
す るのです。 このよ うに、 Drハ イ ンズは、 ブライア ンや メア リー とは違 った
形 で、 やはリプロ ットの成就 に対す るア ンチテーゼを提示 して い ます。
以上 のよ うにオ フラハ ティーは、 プ ロ ット的結末 の分裂 と、 プ ロ ットの混迷
化 という二つの形 で、 自らの歴史小説 の直線的語 りを裏切 る要素 を、作品 の中
に抱 え込 ませて います。 ここか らうかがえる、 オフラハ ティーの基本的認識は、
互 いに相 いれない歴史的・ 物語的 プ ロ ットの間 に安易 な和解 は有 り得 ないとい
うことです。 オフラハ ティー は作中 の ロウチ神父 の行 き場 のない憤 りの描写 に
お いて、平和主義的和解へ の不信 をこう表現 して います :「 彼 の怒 りは敵 に対
して武器を取 り、戦 うことへ と駆 り立 てる、蜂起す る者 の勝 ち誇 った凶暴性 と
は違 っていた。 それは、打 ち負かされた者 の力無 き怒 りであり、極限状態 にお
いて愚 か しい方策 が全て尽 きて しまうとき、愚かで理性 のない者 にす ら訪れる、
あの強烈 に明晰 な認識 の瞬間を伴 うものであった。今 や彼 はこう悟 ったので あ
る。
..、 この悲惨 な事態 を招 き、圧政的な政治に翻弄 されて人 々 を幻滅、 意気
消沈、分裂へ と導 いたのは、彼 自身 が説 き、他 の僧侶や連合撤回運動協会 を動
かす政治家達 も説 いた、
『 どんな犠牲 を払 ってで も、 平和的手段 で (peace at
という方針 にあるのだということを」 (0'Flaherty,p.327)。 暴
力 の無力性 の認識 と、平和的非暴力主義 へ の不信一 この一見相容れ ない二項
をつな ぐもの は、本当に追 いつめ られた ことのある者 の内にのみ宿 りうる、熱

any price)』

い動的緊張 をはらんだ冷 たい静観 の心態でありま しょう。 自 ら内戦で共和国軍
側 について戦 うとい う行動力を持 ちなが ら、同時 に精神的ディプ レッションの
問題 を抱 え続 けた、 オフラハ テ ィーな らではの認識 を示すユニークな文章です。
安易 な平和的和解 のポーズを選ばず、暴力性 をはらむ自他 の様 々なプ ロ ット
・ここで思 い起 こされるのは、 プラ
を、あるがまま強烈に明晰 に認識す ること。
イア ン ●フリール とシェイマス ●ヒーニーが残 した文句「 全てを記憶する こと
(9)。
は、一種 の狂気 だ」、 および「 全てを記憶 して、 しゃん と して いろ」 です
オフラハ ティー はこの小説 の 中 で、「 歴史 の悪夢」 の中で プ ロ ッ トを失 って

「狂気」 に陥 る可能性 と、 それで も「 しゃん として」 プロ ッ ト、 即 ち物語 を語
り続 ける可能性 の両方 を、彼 な りに提示 して い ると思われます。
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ま とめ

今回取 り上げたアングロ・ アイ リッシュ小説 の作家 たちは、大飢饉 を虚構 と
して扱 うさい、 それぞれ個性的 な形で、大飢饉を物語 ることの難 しさも同時に
自覚 していると言えます。 1956年 出版 の Tん θ G“ αιHし れ″ rの 編集 に携 わ っ
たアイル ラ ン ドの歴史家 エ ドワーズは、大飢饉 の「真実」 は「 歴史」によ って
十分 に語 ることがで きないのではな いのか、む しろカール トンやオフラハティー
の「小説」 のほ うが「真実」 を語 り得て いるのではないのか、 という率直 な疑
間 を日記 に綴 っています (10)。 しか し、 たとえ「 小説」 が「 歴史」 よ りも真実
を語 り得 ると考える場合で も、我 々 は同時 に、 アングロ・ アイ リッシュ文学 の
小説家 たちが常 に、
「真実」 を写す とされる芸術 の鏡に走 る亀裂 に こだわ りつ
づ けて来たとい うことに注意を払 った上でなければな りません ① 。 彼等 は作
家 としてプ ロ ットを構築 して歴史や物語 を語 る仕事 を しなが ら、同時 に歴史・
物語 を物語 るプ ロ ットの混迷や無力 さも見据えたのです。 この混迷や無力 さ自
体を も演出す る形式 を模索す る仕事 をすることによ り、彼等 は「幻滅」 や「 絶
望」 という消極的 ポーズで ごまかさず、む しろそれ らを積極的創作 のかなめに
して きたと言えるで しょう。
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Studies

トマス・ マーフィーの『 飢饉』
清

水 重

夫

トマス ●マーフィーの『 飢饉』 は1986年 3月 にダプ リンの ピー コ ック 0シ ア
ターで初演 された。 その題名 の通 り、時代 を1846年 秋 か ら1847年 春 に設定 し、
場所 をアイル ラン ドの農村 として いる。
この劇 は1846年 の大飢饉 によるアイル ラ ン ドの農村社会 の崩壊 を主題 として
いる。 マーフ ィーはその農村社会 としてグラ ンコナーを取 り上げる。 この村 は
その名前 の通 り、古代 のアイルランドの小国家 を思わせ るように、 コナー家 が
長 となって成 り立 って きた社会で、伝統 としきたりとを持 っている。現在 はジョ
ン・ コナー (45歳 )が その長 とな っている。人 々 は困 ったことがあれば コナー
の家 に来 て、 なにが しかの食物 が出 されて相談 にのって くれる、 というの もし
きた りの一つである。大飢饉 を経験 して、それに村人がどう対処 したか。 さら
には コナーが長 としてどうい う行動を取 ったか、あ るいは取 れなか ったかを、
集団劇 として、村人、 そ して警官、地主、僧侶 など20人 以上を登場 させて描 い
て行 く。劇全体 は12の 場面 か ら成 っていて、 それぞれに題名がついている。 い
わゆるエピック・ ドラマの形 を取 っている。各 々の題名を追 ってい くと、劇 の
進行が明 らかになる仕掛 けである。

(1)

第 1幕 は通夜 の場面 である。 コナ ーの娘 の一人が飢饉のために死んで、
その通夜 が行 なわれている。 コナーの家 でさえ こうい う死が起 きるわけだか ら、
村 の他 の家 ではもっと普通 に起 きていることだとわかる。 19世 紀 の中 ごろまで
に続 いていた飢饉 で も農民 たちが辛 うじて生 きて こられたのはジャガイモのお
陰 だったが、今回 はその ジャガイモが胴枯 れ病 でほとんど全滅 して しま った。
自分 の家族 の一員 まで死 ぬとい うような事態 にな って、 コナーは何 とか この解
決策 をと考 えるが、出て くるのは、 もう一度畑 を掘 り返 して ジ ャガイモを探 せ
とか、翌年天候 が回復す るのを待 とうとか くらいである。 しか しこれ も劇 の進
行 が示す ように、翌年 の春 まで待 って も何 もな らなか ったことが分かってくる。
その上、農民 たちには大 きな問題がある。村人 の土地 は地主 の もので あり、 こ
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うい う状態で も地主には地代 を払わな くてはな らない し、 イギ リス政府 には税
金を払わな くてはな らない。村人 たちは、片方 で彼 らの指導者 ダニエル・ オ コ
ンネルを思い、片方で自分 たちの「王」 であ り、
「女王」 であ る コナ ー夫妻 に
助けを求 めてや って くるのである。 やがて、 死 んだ娘 に対す る コナ ーの妻、
「母」 の働哭 の歌 (キ ーニ ング)で 終 わる。
第 2幕 は、 そ うい う飢饉 の状態 にも拘 らず、 イギ リス政府 は麦類 の穀物 をイ
ギ リスに運びだす ことを命令 し、 その荷馬車 が通 ってい く場面 である。農民達
の反発、政府 のや り方 に対す る反感が渦巻 く。 そこヘ カ トリックの神父 である
助任司祭 が出て きて、彼 らを励 まそうとするがその熱意 が空 回 りを して、逆 に
農民達か ら反発を受 ける。 そ うい う現実 の中で実際 にどういう風 に して皆に食
べ させようか と考 えている「 母」 の意見 に対 して、 まだキ リス ト教 と正義 とを
信 じようとする コナーは、 もう少 し待 とうとしか言え ない。村 では土地か らの
追 い立て、そ してアメ リカやカナダヘの移住 の動 きが出て い る。
第 5幕 の「救済委員会」 で マーフィー は当時 のイギ リス政府、地主、不在地
主 の代理人、商人、そ してカ トリックの司祭 を登場 させて、如何 にこの経済的
に貧窮 した状態 か ら農民 を救 い出させるかの話 をさせる。彼 らの意見 と立場 は
始 めか ら分か っていて、現状 に対 して農民 の不手際 を非難 した り、彼 らの もつ
妖精達 への信仰を椰楡 した り、結局 のところ何 の手 も下せな いといったところ
に終始する。 そこへ農民 か ら反発を買 っていた助任司祭 がや って きて、彼 らを
逆に非難する。
「 あなた方 はアイル ラン ド人を理解 していないんだ。」 という彼
に対 して、
「 わた しだってアイル ランド人だ。・…・不思議 な国 だな。 アイル ラ
ンド人 とアイル ラ ン ド人ではな いアイル ラ ン ド人 がいるんだか らな。」 とい う
地主 のや り取 りがある。 ここで も熱心で愛国的な助任 司祭 は委員会 の人 々か ら
退 けられる。委員会 の結論 は、補助金 は農民 たちに食料を輸入す るためには使
わない。地代 が払 えない農民 は家 を明け渡 して出て行 かな くてはな らない。 だ
か らカナダヘ移住をするための援助 を しようとい うことになる。移住 をすると
いって も、彼 らが乗 る船 は「 棺桶船」 と呼 ばれるひどい船 で、多 くが航海 の途
中で命 を落 とす ことの可能性が強 く、無事 にカナダに着ける人 は多 くない。 さ
らに彼 らにはそれ以後 の厳 しい生活が待 っているのである。司祭 も最後 には 自
分 には責任 はないと、 自分 の役割 を放棄 してこの措置 に賛成 をす る。
コナーはこういう状況 に対 して、やはり何 もできない。 それで も村 の長 とし
てのこれまでの 自分 の立場 を保 とうとす る気持ちか ら、 こうい う流れに対 して
反対 の立場を取 る。第 7場「 面接」 の場面 では、 どうにも自分 の立場 が保 てな
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くな りそうな コナーだが、 それで もこれまでの村 の状態 を保 ちた いとい う気持
ちとがあわさ って、 とんちんかん な受 け答えをする。 そ して最後 には委員会 の
申 し出を断 って しまう。村人 のほとんどは書類 にサイ ンを して、 カナダヘ の移
住 をす ることになるが、 コナーー家、 それ に村 の長 と して の コナ ーを信 じて
きた65歳 の ダ ン夫妻 と数人 は残 ることになる。 しか し、委員会 としてはそれで
は困る。村全体 の農民 がいな くなるのでな くてはな らないのである。村 は毎 日
のよ うに死人 の山を作 り出 して い く。 その一方 で村を出てい く村人達 がいて、
彼 らとの別れの場面 がある。 また、一部 の村人 たちの委員会 へ の反発 もあり、
それが議長 の殺害 にいたる場面 もある。村 が消えて しま ってはな らな いという
気持 ちで、残 ることに した ものの、先 の見込 みの立たない コナ ー は、 自分 の行
動 に全 く自信 が持 てな い。 やがて委員会 に雇われた村人が、工事人 たちを連れ
てやってきて、 コナーの家 を始 め、農家 を次 々に壊 して い く。 それで も瓦礫 の
中で、辛 うじて家財道具 で囲 って一家 は生 きて い く。第 10場 の題名 は「 王 と女
王」である。 この瓦礫 の中で生 きて いるコナー とその妻 の ことである。かつて
「 王 と女王」 として村 の秩序 と伝統 の中で、村人 の尊敬 を受 けて暮 らして いた
コナーー家 のことであ りなが ら、今 の現実 との間 にはなん と大 きなギ ャップ
があるのだ ろうか。
「 あなたは何 もしなか ったのよ !」 という「 母」 の言葉 に
傷ついた コナーは、言葉 で何 とか対抗 しようとす るが、 もう何 の力 もない。相
変わ らず、 うちへ来 た人 には、必ず何 か食 べ るものをあげなければいけない、
とい うこれまでの しきた りにこだわ っているコナ ーだが、他人 に食事 を出すた
めに、盗 みまで して しま ったという「母」 の言葉 に愕然 とす る。「 もうす べ て
終わ りなのだ、 だが 自分 だけは生 きて いかな ければ、 コナーの村 が崩壊 して し
まう」
、 と嘆 じるコナー。 もう終わ りは近 い。
第 11幕 は死 の場面 である。 ダ ンの妻 が死んで、 ダ ンは火 の傍 らで、彼が生 ま
れた18世 紀 の終わり頃か らのアイルラン ドの歴史 についてひとりごとを言 いな
が ら回想 している。 コナー との思 い出、村人 たちの思 い出が語 られる。村 が前
の秩序 と伝統を持 っていた時 の楽 しい思 い出である。
「 コナ ーの家 は貴族 で、
0・ ・ 」
人 に出 し抜 かれたりはしない。 コナー家 はいつだって勇敢 に戦 うんだ
というのが彼 の思 いの中心 である。 ところが、傍 らでは、夫 に食 べ させようと
思 って「母」 がやっとの思 いで手 に入れてきたパ ンを、娘 のメイブが盗んで回

に入れて い る。 それ を「母」 が 見付け る。母 と娘の間にパ ンの取合 の取 っ組
み合 いが始 まる。勇敢 な コナー家、貴族 の コナー家 とは程遠 い場面 である。
コナーの妻 の長 い嘆 きの言葉 の間 に、 ダ ンの 自分 の妻 へのキーニ ングが入 る。
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コナーの妻 は「 この大 きな変化 の中で何 とか食 べ ることを中心 に努力 してきた
が もう力尽 きて しまった。運命がわた しの命を奪 う前にどうかあなたの意志で
死 な してほしい」 と言 って、暗 くなった小屋 に横たわる。棒切れを持 ったコナー
は小屋 に入 り、妻 と、息子 を殺す。娘 のメイプは殺 される前 に小屋か ら飛 び出
して行 く。 ダ ンは依然 として死んだ妻 の思 いでに耽 ってい る。 第12場 は1847
年 の春、完全 に狂 って しま った コナーが、
、 ともう村 にはいなくなっ
「食事だよ」
たり、死 んだ りした村人 の名前、 自分 が殺 した息子 の名前 を呼 んでいる。手 に
パ ンをひとかけら持 っている。 ただ、 自分 の家族 も、村 も、軍隊 もすべてな く
なったことが分 か っているよ うである。残 った村人 の一 人 の死体があり、そ こ
に娘 のメイブと村人 の リアムが くる。 リアムはパ ンをあげようとするが、 メイ
プは断 る。
「 この世 の中 には善良 ということも、親切 とい うこともな くな った
わ。 で もあた したち も同 じ。」 というメイブには絶望 しかな い。 リアムの、
「じ
きにもっとよ くなるよ」、 という言葉 に、 メイブはただ泣 き出す ところで この
劇 は終 わる。
第 4場 「 ラブ・ シー ン」 にもこの二人 は登場す るが、夜 の森 で、周 りには餓
死 してい く死体があ った りして、若 い二人 が登場す るに もかかわ らず、 ラブ・
シー ンとは程遠 い。 そ してメイプの行動 を見 てみると、飢饉 という大変 な状況
の中で しきたりとか伝統 とか、父親 が大切に していた ものとは全 く関係のない、
あるいはそれとは反対 の、人 を押 し退 けて も食 べ ることを考え た りという生活
を して い るのが分 か る。 マーフィーは新 しい世代を描 いてい るかと思 うと、そ
うではな く最後 の場面 のよ うに、全 く変わ って しまった 自分 の生活に対するメ
イプの思いを出す ことで、飢饉 に翻弄 された彼女 の姿 を現 出 させている。

(2)

あの大飢饉 について、天災 としての原因が一番大 きいに しても、人災

的な要素、 そ してイギ リス政府 の政策的 な要素 も大 きか ったなど、様 々な意見
がある。 マー フ ィーはそれ らの要素 を場面 に入れなが ら、基本的 にはグラ ンコ
ナー村 のジョン・ コナ ーー家 に焦点を当てて、 アイル ラ ン ドの農村社会 の崩
壊を扱 った。 ナ シ ョナ リステ ィックに考えると、 どうして も情緒的 になるこの
主題を、 エピック・ ドラマの形 にすることによって、 より幅広 い ものにす るこ
とが 出来 た。悲劇的 な場面 でキーニ ングを使 ったり、 ラブ・ シー ンでは歌 を取
り入れ た り、工夫がされているし、 ラブ・ シー ンの場面、最後 の場面 のよ うに
メイプを出す ことで劇 の流 れを止める工夫 もある。上 で は述 べ なか ったが、
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マ ラキー と ミクレーンのオ リア リ兄弟 の動 きはコナーとは別の村人 の動 きとなっ
てサブプ ロ ットの役割を果 た して いる。
マーフィーが大飢饉 を取 り上げて、劇 の形 に した意 図 については、 フィンタ
・が一 つの考 え方 を示 している。彼 は、
ン・ オ トゥール
『 飢饉』 は歴史劇 だと定
義 した上で、歴史劇 の説明をす る。
歴史劇 は安定 した時代、物事 が継続 して い る時代 に書 かれ るもので はあり
ません。歴史劇 の扱 う格好 の時代 は、ある社会秩序、例え|よ 封建制から、
別 の社会秩序、例 えば資本主義制度へ変化す る時代 なのです。 シェイ クス
ピアや コルネーユや ラシーヌや ロペ・ デ・ ヴェガは皆、階級制度、秩序、
伝統、社会的価値 などを価値 とす る社会が、 自由、物質的進歩、社会 の流
動化、個人主義 などを価値 とす る社会 に取 って代 られる時代 に歴 史劇 の執
筆 を始めたのです。 こういう時代 には歴史 は現在 の諸矛盾 を明 らかにする
ために、 それ らと距離を置 く方法 を提供 して くれるのです。
そ して『 飢饉』 について以下 のよ うに述 べ る。
歴史劇 は、 これ ら劇作家 にとっては、断絶 ということを扱 う一 つの方法 な
のです。
『 飢饉』 について も、 マーフィーはアイル ラ ン ド史 を 同 じ方法 で
扱 っています。 というのは『 飢饉』 はアイル ラ ンドが小規模 で、劇的 とは
とて も言 えないけれども、ある社会秩序が最終的に崩壊 して、別 の秩序 に
取 って代わ られる経験を持 った時 にかかれたのです。工業化 と都市化へ の
社会 の変化 が行 なわれているのです。そ して、 この劇 その ものが こうい う
変化 の様子 を劇化 して いるのです。
現代 のアイルランド社会が大変化を迎えたの は、 1960年 代 である。50年 代 の
終 わりまで、アイル ラン ドの歴代政府 は、古 くか らある、 アイル ラ ン ド社会 の
持 つ伝統、文化 を守 っていかねばな らない、 という政策 を取 って きた。 そのた
め伝統、文化 などはある程度保たれたけれども、国家 としての経済、国力 は伸
び悩 んでいた。 それを打開す るために、 1958年 にウィタカー氏 が、積極的 にア
メ リカを中心 とする外国資本 を導入す る政策 を提唱 し、 これが受け入れ られて、
アイルランド各地 に工場 が建設 されるよにな った。 その後 ECに 加盟 などがあ
り、 アイル ラ ンドの経済 は見違 えるようになった。 これ以後 アイル ラ ンドはそ
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の経済 について も現在 まで数 々の経緯 はあるが、 これによってアイルラン ド人
の生活 は大 きく変化 した。
この劇 は1968年 に初演 であるか ら、大飢饉を題材 に しなが ら、 そういう時代
背景 に対す る トマス ●マー フィーの思 いが描 かれていると言える。時代 は変化
した し、 して い る、 その中で コナーの ようにただ闇雲 に伝統 を守ろうとしても、
きっと自分 を殺 した り、狂気になって しまうだろう。最後 の場面で半 ば狂気 の
中 にパ ンを片手 に立 っているコナーの姿 には共感 を持ちなが らも、 やや批判的
なマーフ ィーの姿 を見 ることになろうか。 それはメイブについて も言 えて、 コ
ナーに対す る共感 とは異な ってい るが、 メイプの焦燥を理解 しているマーフィー
の姿 も見 ることになる。
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くシンポジウム〉

ヒーニー以後 の詩人 たち
司会と構成 佐 野

哲 郎

Dublin"に 、次 の一 節 がある。
マ クニースの “
The Closing Album"の 第一部 “

This was never my town,
I was not born nor bred

Nor schooled here and she will not
Have me alive or dead
But yet she holds my mind
With her seedy elegance,
With her gentle veils of rain
And all her ghosts that walk
And all that hide behind
Her Georgian facades
The catcalls and the pain,
The glamour of her squalor,
The bravado of her talk.
このようなア ンビヴ ァレントな感覚 は、多かれ少なかれ、 アイルラ ン ドの詩人
たち、 とくに北 アイルランドの詩人 たちが いだいて きた感覚だろう。 それはつ
まり、
「 自分 は何者 なのか」 とい うアイデンティティの追 求 に発す る もの と言
える。 この感覚 はまた、多 くの詩人 たちに共通するエ クサイルの意識を生んだ。
強制 されたエ クサイルか らみずか ら選んだエ クサイル、 あるいは内的 な エクサ
イル と、形 を変 えなが ら表 れるか と思 うと、今度 はその裏返 しであるかの ごと
homecoming''と い う形 を取 る。 マ クニース、 モ ンタギ ュー、 ヒーニー、
く、“
ロング リー、 マホンらに帰郷 を題名 としたり、題材 とした作品が見 られるのは、
偶然 ではない。
こういうアイデ ンティティの追求 が、あ る意味で きわめて先鋭 な形 で表 れる
α
s αyO“ れ

κjι O/ι んθスrι
のが、言葉 の問題 である。 ジョイスの ス PO′ ι
'sι

∞

g ν れ に、 ス テ ィー ヴ ンが イギ リス人 の学監 と、 じょう ごの funnelの こと
lα

を アイル ラ ン ドで は tundishと 言 うとい う会話 を交 わす、 よ く知 られ た くだ
りが あ る。 その時、 ステ ィー プ ンは、
「 僕 が今話 して い る言 葉 は、 僕 の もので
あ る前 に この男 の ものなんだ」 と考 え る。

home,Christ,ale,masterと い った単語 は、彼 の 日か ら出 た の と、 僕 の
日か ら出た の とで は、何 と違 うことだろ う。僕 が これ らの言葉 を しゃべ っ
た り書 いた りす ると、 いつ も心 が落 ちつか な くな る。 彼 の言葉 は こんなに
慣 れて いて、 しか もこん な によそよそ しく、僕 に と って は、 いつ まで も習
得 され た言語 であ るだ ろ う。 (第 5章 )
トマス ●キ ンセ ラの “
Nightwalker''に は こ うあ る。

And the authorities

to try to conquer
Irish national spirit, at the same time

Used the National Schools
The

Exterminating what they called our 'jargon'

Irish language; in which Saint Patrick, Saint Bridget
taught and prayed!

-The
And Saint Columcille

A Severed Head"で こ う歌 う。
同 じ世代 の ジョン・ モ ンタギューは、 “

An Irish
child weeps at school
repeating

in

English.

After each mistake
The master
gouges another mark

on the tally stick
hung about

its

neck

Like a bell
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onacow,ahobble
on a straying goat.
沖縄 で、土地 の言葉 を使 うたびに首に札をぶ ら下げ られたとい う、遠 くない過
去 が思 い出されるが、 アイルラン ドの場合、言葉へ のこだわ りは二重性を持 っ
ている。 つ まり、固有 のゲ ール語を奪われ たということと、 自分 たちの英語 が
Singing
「本場」 の もの と違 うとい う意識である。 さらにこれは、 ヒーニーの “

School"に おいては、二重 になると言 えるだろう。
Have our accents

in general, don't speak
As well as students from the Protestant school.'
Remember that stuff? Inferiority
Complexes, stuff that dreams were made on.
Changed? 'Catholics,

'What's your name, Heaney?'
'Heaney, Father.'

'Fair
Enough.'
こうい う二重、二重 の言葉 へ の こだわ りは、 アイルラン ド人 の意識 の中 に、 さ
まざまな形で存在す る。 ヌーラ・ ニー・ ゴー ノルのよ うにゲ ール語 にこだわり
・ モ ダ ン風 に微妙 にずれた表現 となる場合 もある。
続 ける詩人 もあれば、 ポス ト
マル ドゥーンはそうい う例だろう。興味深 い例 を一 つ挙 げると、今年 のイアセ
Knight"
イル・ ジャパ ンの大会 に参加 した ジュ リア・ オフェイ ロ ンの短篇 “
では、 アイルランド人 の男 と結婚 したイギ リス人 の女 に、 な ま りがあ って、

Parickを Patwickと しか発音で きないので ある。 ここでは、言葉 の優位性 に
お いて、両者 の立場が逆転 して いるので ある。
詩人 が言葉 にこだわるのは当然 のことだが、 アイルラン ド詩 にはこのような
特有 の問題 があるので、 このシンポジゥムでは、あえて これを共通の話題 とし、
羽矢謙一氏 に トム・ ポー リン、虎岩直子氏 にメーヴ ●マガキア ン、谷川冬二氏
にポール ●マル ドゥー ン、 そ して大野光子氏 にヌー ラ・ ニー・ ゴー ノルを、そ
れぞれ語 っていただ いた。

Medbh McGuckianに おける
「 移植」について
虎

岩

直 子

1950年 にベル ファス トに生 まれ、現在 も生活 の中心 をその地 に置 いてい る

Medbh McGuckianの 第一詩集

rん θ2ο ″θ
r

ν s″ r(1982)の 中 の花 々 は
lα

たいてい妙 に孤立 していて、切 り取 られて花器に活け られる、あ るいは土着 の
土地か ら引き抜 かれて移植 される、 というように、人工 的 な空間に置かれる。
それ らの作品 はひとつの領域 か ら別 の領域 へ の「移植」 についての詩 として見
ることが 出来 る。
「移植」 とい う行為 の結果 として当然 のこ となが ら、 移植先
の場所 は「 土着」 の土地に対 して「花器」、
「部屋」、
「 家」 などの「 人工的」な、
人間の手 によって作 られ、整 え られる囲まれた領域 となる。 そこは「 自然」 に
対 して「 芸術」 の領域であると言える。

McGuckianの 詩 の中 には、実際 どの詩集 の中 にも、
「部屋」 のイメー
「 家」、
ジが繰 り返 し現 れ るが 、:McGuckian 自身 、`the house is probably the
pOem itSelf Often,Or Symbol for the world of the poem'と 言 っている。
さらに `they[houses]are symbols of the prOtective― the protectiveness
a wonlan feels about her personality and her body and her history'

と

続けて、
「 詩」という彼女 にとっての「芸術」は女性 と しての彼女 を侵 そ うとす
る危険 なものから守 って くれる安全な領域であるということをほのめか している。
しか しなが ら、McGuckianは 、 その安全 な「詩 の家」 を構築す る材料 とな
る言葉 に対す る懐疑 を作 品 の 中 で絶 えずあ らわ して い る。 た とえ ば `The
Dream― Language of Fergus'で は、甘やかに流れる「蜂蜜」 のよ うな感動を、

言葉は「 氷」 のよ うに冷 た く固 めて しまう、 という。
言葉 の限界 を言葉 による構築物 で越える可能性 は、 やは りMcGuckianの 作
品の中 に言葉 のシンボル として しば しば登場する「種子」 のイメジによって示
されている。冷 たい鉄 の粒 のよ うな一見無機的 な種子 が新 たな生命 を芽生 えさ
せるよ うに、言葉 は、
「詩」 という構築物 として読 まれることによ って、生 き
生 きとした甘やかな感動 の波 を読者 の中 に喚起する可能性をもつ。土着 の土地
か ら芸術 の領域 へ移植 された McGuckianの 花 々の種子 は「 生」 の領域 に伸
びてい くのである。
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ポール・ マル ドゥーン :話 芸 とその意義
谷 川1 冬 二
ポール ●マル ドゥー ン(Paul Muldoon)が 公民権運動 をめ ぐる嵐 の時代以降
のアイルランドを代表す る詩人 の ひとりである、 と言 って も反対する人 はまず
いないだろ う。問題 は、何故 そうなのか、 とい う点 にある。 これを考 えるにあ
たって、 マル ドゥー ンは話芸 の人であるという仮説 を立て ることか ら始めたい。
格別 の理由があるわけではな く、初 めて読 んだときに話 のひね りかた、落 とし
かたが実 に楽 しい、 と感 じたか らである。
通 りの真中を国境が走 っていて こっちの肉屋 と向 こうのパ ン屋は別の国の人、
という村 に、夕立 が降 った。 それはまさしくその国境 の通 りの上で ガラスの壁
があるように降 りやんだ、云 々。
「南」 のアイルランド自由国が成立 してのち、
「北」 との国境 をあ らためて策定す るとい う約束 をまるで守 ろ う
連合王国 は、
としなか った。笑 うべ きでないこの背景 に先 の軽 い挿話 を重ね、 “The Bound―

ary Commission"は 、最後 のセ ンテ ンス
He stood there,

To wonder which side,

if

for

ages,

any, he should be on(')

で “if any"と い う唐突 な語 り手 の コメン トを挿入 し苦笑 い させて終 わ る。 半
世紀以上を経て、 いま誰が「委員」 なのか、 という小 さなわだかまりを残 して。
きわめて 自伝的要素 が濃 いよ うに読 める “The Mixed Marriage"に も、 虚
構 が多分 に含まれる。 “Mixed''が アイルラ ン ドという国 を考 えて カ トリック
とプロテスタ ントを意味するのだ ろう、 という月並みの予想 は最初の 2連 で軽々
MIy father was a
といなされる。 そういうことではないんだよ とばか りに “〕
θ
α POθ 〃s,
servant― boy''と ``M:y lnother was the school― mistress''(S♭ 睦 ι
32)と を対置 させる。教育 の有 る無 しで別 の世界 に住んでいた と言 うのだが、

これはすでに誇張であ り、 その後 の展開はおそ らく創作 であろう。 “The Acts
Gulliver's Travels''か ら寓意 と教
AesOp's Fables"や “
of the ApOstles''や “
訓 をいかに読みとるか とい う教育 と、 イタチを使 った狩 やカ トリックの小作農
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民 たちの結社 “the Ribbon Boys"や “the Caravats"の 物語 で精神 を躍 らせ
る教育 との対照。農民結社 の段 は、 ダニエル・ オコンネル (Danie1 0'Connell)
以前、 カ トリックとプロテスタ ントの両陣営 の対立 に何 もか もが帰納 させ られ
る以前 へ の言及 である点 に意 味 がある。同時 に、 それは現在 なお続 く両陣営各
派 の対立 をイタチを使 った狩 に等 しいとほのめか して もいる。 こうした細部す
べてが事実 な らば、あまりに出来すぎた話である。
最初 に述 べ た仮説 は、 どうや ら間違 っていない。 マル ドゥーンは話芸 の人で
ある。当然、彼 の最大 の関心 は、語 りかたにある。 ジ ョ ン・ ハ ッフ ェ ン ドン

(JOhn Haffenden)の 質問 に “I'rn interested in ventriloquim,in speaking
through other people,。 ther voices"(2)と マル ドゥー ンは答 え る。 彼 は幾

つ もの声を操 り、それぞれのパ ースペ クティヴで語 るのだ。 これの設定 の しか
た、ず らしかたに彼 の語 りの特徴 が集約 されるのではないか。 ここで注意すべ
きは、彼 の腹話術人形 はきちん と物語 を首尾一貫 させて いるかどうか、 という
点 である。 して いれば、彼 の作品 は、やがて謎が解 きあかせるただの ミステリー
なのだが、 どうもそのような心安 らかなオチは期待できないよ うなのである。
ここで言 う「 ただの ミステ リー」 とは、物語 の各部分 の含 みが最後 に至 って連
絡 され理解可能 になるような虚構作品、 というほどの意味である。 どうも、 マ
ル ドゥーン的 ミステ リーの場合、 これを可能 にする作品 の全一性が心 もとない。
それは、俯欧す るのに有利 な神 のごときパ ースペ クティヴか ら要約 しつつ語 ら
れるのではな く、制約 の多 い極私的 なパ ースペ クティヴか ら体験 がそのまま語
られるよう仕組 まれて いるか ら、ではな いのか。
まさしくミステ リーを語 る “Why Brownlee Left"は 、悪 くない暮 らしを
していたはずの プラウンリーが忽然 と姿 を消 した事実 を、視線 と独自だけで伝
読 み手 は何 か秘
密 の結社 と関係 があるのか しらん、 と根拠 の薄い妄想を巡 らしなが ら、主 を失 っ
えて い る。失踪 の理由は謎 の ままで (Selected Poems 51)、

た馬 たちが見上げる空、漠 とした未来 の色を想像するだけである。同 じ詩集 に
収 め られた “Immrama"で は、父 の霊が アルゼ ンチ ンヘ と向 か いなが らもブ
ラジルにまで しか至れず、そこでナチスの残党 か も知れない男 と奴隷貿易 のシ
ンボルであるラム酒 を酌 み交わ している。かたわら蚊帳の中には異母弟妹が眠 っ
cι ″ POθ
s,58ff)、 マル ドゥー ン
ている、 とい う荒唐無稽な ものだが (Sα θ
“
はこれを直説法で描 いている。 アイルラン ドのカ トリック勢力 とナチス・ ドイ
ッ、 アルゼ ンチ ンとナチ ス・ ドイツの浅 か らぬ因縁 を思わせるものの、 それに

ついて語 ってい るとするに足 るじるしは何 もない。
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再びハ ッフェン ドンとのインタビューか ら引 こう。

I

a way of dealing with how we
but we can't deny how we were at that

view the business of writing as

are. We keep changing,
given moment.(3)

この告 白 はデ ィクラ ン・ カイ バ ー ド (Declan Kiberd)の “A fastidious
nliniaturist whO uses words with a kind of quiet awe, IPaul Muldoon is
a profoundly descriptive poet…

"(4)と い う簡潔 な マル ドゥー ン評 と通底

して いる。 こうした癖が行 き着 くところまでい くと、体験 して いないことまで
マル ドゥーンの「 私」 は描写す るようになる。 これ は第 1詩 集 に収 め られた
“The Field Hospital''で すでにうかがえた特徴であ った。

Taking, giving back their lives
By the strength of our bare hands,

By the silence of our knives,
We answer to no grey South
Nor blue North.
(&lected Poems, 15)
この語 り手 はもちろん マル ドゥーンその人ではありえない。 とい うの も、語 り
手 の時空間 は百年以上前、南北戦争当時 のアメ リカのどこかにある野戦病院 で
ある。読み手 の安易 な先入観を裏切 って、
「北」 は緑 とオ レンジのアイル
「南」
ラン ドのそれではな く、軍服 の色 の違 いにおのが正義を託 して戦われて いた別
の内戦 での「南」
「北」 なのである。
大作 “Immram"が 何 を参照 して書かれた ものか は結局 の ところ不明である。
桂冠詩人 テニ ソン卿 (Alfred TennysoDの 作品 に “The Voyage of Maeldune"
があり、 これは W.B.イ ェイッ (W.B.Yeats)が 勧 め るアイ ル ラ ン ド国民
文学 の リス ト(5)に も含 まれて いるP.W.ジ ョイス (P.W.Joycめ のOld Celtic
Romances中 の一編 “The Voyage of Maildun"に 負 うと ころが大 きい らし
ぃ (6)。 作者 の名前 と作品 の タイ トル と作 中 に現 れ る “Mr and Mrs Alfred
れs,61)と い うフレーズ を重 ねて、 このよ うに典拠
TennysOn''(S♭ ι
θ
cι ″ Pο θ
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を探求す ることは、英米 の読 み手 で もそ う簡単な ことではないはずだ。読み手
に少 なか らぬ知識 と努力を要するこの種 の謎掛 けは、すでに見てきた作品に共
通す る要素 である。 これをどう解す るかは しば らく措 くことに して、 8、 9世
紀 にさかのぼるオ リジナルか ら、父親 について知 りたいとい う欲求、 その死 に
対す る復讐 の企てとそれの断念 などの重要 な モチー フをマル ドゥーンの航海諄
は卑小化 しつつ も受 け継 いで い る。 しか し、状況設定 がはなはだ しく変わ って
いて、時 は1929年 の大恐慌後 の不況がいまだ癒えぬ30年 代前半 (だ と思 う)、
・ レモ ン・ ジェフ ァーソン(Blind Lemon Jefferson)が 奏す る
所 はプライ ンド
テキサス・ スタイルのカントリー・ ブル ースが街角 に流 れるニューヨークの場
末 のよ うだ。玉突場にたむろ して いたアイル ラ ンド系 アメ リカ人 、
「 イ ンデ ィ
ア ン」 の血 も混 じっている語 り手が、嘘 ま じりであることを暴露す るかのよう
に ``I am telling this exactly as it happened''Cカ ルθ
ι
θ
αPο αれs, 58)と 口
上 をはさみつつ、 アメ リカ社会 の底辺を生 き延びようとしたアウ トローの父 の
軌跡を描 くのだ。 1日 東 ヨーロ ッパ及び南 アメ リカの現代作家か ら語 り口につい
て影響 を受 けて いる (7)、 とは 2ん θPθ んg“ jれ B。 。ん げ cottθ れρoκ ッ クjsん
Pο αゎ′の編者 たち ピー ター・ ファロン (Peter Fa1lon)と デ レク ●マホ ン

(Derek Mahon)の 指摘す るところだが、確 かにこの饒舌 は夢 の細部 を執拗 に
描写す るよ うな技法 と共通す るものが ある。
「 出来事」 に「 脈絡」をつ け、
「 話」 が 出来上 がる。 それを語 るのが尋常 の
創作品 であろうが、 マル ドゥー ンのや りかただと、あ らゆるものごとがひとつ
の「 話」 の核 にな りうる。他人 の「 出来事」、 その人が生みだ した「 話」 も。
彼 が きわ めて豊かな語 りかけの力を持 つ 同世代 の詩人 ヌ ァラ・ 二・ ゴー ナ ル

(Nuala Ni Dhomhnaill)と の共作を楽 しんでいる理 由 もこのあたりにあ るの
だろう。

rの 悼尾 を飾 る “The Langutte lssue"の
θ
彼女 の詩集 P随 κοん'sD■ 多 ι
場合、原詩 のタイ トル “Ceist na Teangan"と 最初 の 4行

Cuirim mo dhOchas ar sndmh
i mbaidin teangan
faoi mar a leagfa naionan

i

gcliabhdn(8)

の直訳を試みると
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An Question of the Tongue

I

set my hope floating

in a boat of a
as if

tongue

you would lower an infant

in a cradle
とで もな るのだ ろ うか。 これが マル ドゥー ン訳 で は

The Language Issue

I

place rny hope on the water

in this little boat
of the language, the way a body might put
an infant

in a basket of intertwined
iris leaves,
θr,155)
(Pん αrα ο″s Dα gん ι
“

となる。原詩では「舌」 にくるまれそれと一体 にな って流れ出す「希望」が、
マル ドゥー ン訳 ではひたす ら受動的である。 なによ り「 希望」 を取 りあげ る
「私」 の
「 ファラオの娘」であるか もしれ ない「 あなた」 の存在 が消 えて いる。
内なる想 いを叙 べ る「話」 に変 わ っている。 二・ ゴーナルの原詩 とマル ドゥー
ンの訳詩 とのこの違 いは、彼 が彼女 の言葉 を引 き受 け私物化 した結果なのだ。
マル ドゥーンは言葉 を徹底 して私物に留 めお く。 そ して、私物 の「私」が常
に変貌す る。彼 の謎掛けは、 この「私」 の変貌 つ まりはパースペ クテイヴのず
れを読み手 に気 づかせ、 それに付 き合わせるための、 さらにいえばその過程 で
読 み手 の「私」 を破壊するための細工である。 こうして、軽 やかに流れるマル
ドゥー ンの語 り回は、実 はきわめて意識的 な操作 の結果 なのだ。 モ ダニズム以
「私 は幾 つ もの声 を操 る」
降の詩人 には当然 のことと言 えるか もしれな いが、
が倒錯 して い き「幾つ もの声 のなかに私 が消 える」 のだとした ら。 そ して、 こ
れに気 づ きつつ もこれを厭 わずむ しろ楽 しんで い るとした ら。限 りない「私」

の変貌 はその抹消 にほかな らない。 これが愉快 な感情 を伴 うとしたら、それは、
何 かを批評す るための解体 を急がず、子供 のよ うに壊す ことじたいを楽 しんで
いるか らである。
・ サウジー (Robert Southey)の
近作 ν あε:ス Mysた り も、 ロバ ー ト
オ リジナル とつぶ さに比較す るよりも、 まず非常に精巧 な「哲学者 づ くし」 の
lα

話芸 を可能 な範囲 で楽 しんでみてはどうだろう。あまり賢明でない読みかたは、
(9)``[Coop― er]''(1∠ ααο
マ ドックがイ
α139)、 ``[Heidegge』 "
可者 かを ``[Dee]"、
(Maα οc,220)あ たりで知 って ヘ ン リー 2世 (Henry,II)時 代 の ウェールズ
とイ ン グ ラ ン ドの 歴史 を ひ もと き、 ``[Goodman]''(Mα あ

`,236)や

“[Camus]''(1石aα οc,246)の ミステ リーを解 くため、 アメ リカ開拓史を探す、
というものだ。 たとえば、大統領 トマス ●ジェファー ソン (ThOmaS JefferSO→
の意を受けてメ リウェザー・ ル イス (Meriwether Lewis)と ウィ リア ム・ ク
ラー ク (William Clark)が 北 アメ リカ西部を探検 したときの記録 があれば、
“[WOnstOnecraft]''(Mα αοc,138)に 登場するサカガウ ィア (Sacaiawea)
が彼 らの探検 に同行 していたショショー ニー族出身 の女性 で、 この日赤 ん坊を
生 んだのだということや、 この子 を連れた長旅 の間、 その勇気 で もって探検隊
に大 きな貢献を したのだとい うことがわかる。 その前、 “[Godwin]"(Mα あ ら
186)に 出 る ヨー ク (York)は クラー クが従 えていたアフロ・ アメ リカ ンであ
るとわかるし、す ると後 はいわゆる芋 づ る式 に、 “[Anaxagoras]"(ル αοc,
`α
24)に 登場するコーンプランター (Cornplanter)が セ ネカ族 の首長 のひ とり
で、 アイルランド人 の父 を持 つ こともわか って くる。 コー ンプランターの よう
な人 はアメ リカ史 の正典では「 イ ンデ ィア ン」 として登録 され、その部族 とも
ども “[Schelling]''(Mα あ ら 148)に 読む とお り言葉 が奇異 であ る、 言語障
「宇宙 を シス テ マ タイズ し
害 を持 つかのよ うであるとい う理不尽な理由か ら、
⑩
ようとする西洋哲学 の試み」 の成果 を恵んでやろう、 と「啓蒙」 の対象 に
されてきた。 しか し、 この場合 の「 啓蒙」 とはネイティヴ・ アメ リカンの土地 を
Assimilation"
奪 い、 その生命源 であるバファローを殺獄 し、良 くて文化的な死 “

(Maあ c,164)通 常 は肉体上 の死を求 めることを隠蔽す る美辞麗句で しかなか っ
たことは、公民権運動 の時代 を経た い までは、明白である。すると、 サスケハ
Plato"よ ろ しく構想 した(Maα οε
ナ河畔 に万民同権政体 “
Pantisocracy"を “
33)サ ミュエル・ テイラー・ コール リッジ (S.T.Coleridge)と サ ウジー は、
アメ リカ合衆国 の植民地主義的侵犯 に荷担 していた、と言えるし、マウンテ ン ●
,

マ ンとしてネイティヴ・ アメ リカ ンの土地を侵 し続 けその功績 によリアメ リカ
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の英雄 となったダニエル・ ブーン (Daniel Boone)を 讃 えた (Mttbc,222)
バ イ ロン卿 (George Gordon Noel Byron)も 同罪 で あ る。 しか し、 だか ら
といって、νiaあ cは 西洋中心主義、それを哲学 の言葉 で美化 しつつ血胆 い帝
国主義的領土拡張 を各地 で重ねてきたことを弾劾す る作品 だ、 と決 めて しま っ
ては単純す ぎる。
アイルランド史 の知識を重 ねると、 ネイティヴ・ アメ リカ ンに対す る合衆国
の振 る舞 い とネイテ ィヴ・ アイ リッシュに対す る連 合王国 の振 る舞 いとが酷似
して いるのがわか る。 その合衆国 の建国の父たちのなかに実 に多 くのアルスター
出身 の政治家や軍人 がいるという事実 や、 そのなかで も「 イ ンデ ィア ン討伐」
によって名 を上 げた者 はア ン ドルー ●ジャクソン (Andrew Jackson)ひ とり
にとどまらない とい う事実がある。 しか も、 アイル ラ ン ド人 のアメ リカヘ の関
心 には、 このよ うな人 々に対す る羨望 に支 え られて きた部分が大 きい。「 イ ン
デ ィア ン」 コーンプランターが血 統的 にはラフカデ ィオ・ ハ ー ン (Lafcadio
Hearn)と 同 じくらいにアイルラン ド人である ことを考 えれば、 皮 肉 とい うほ
かない。 さらに、本当にマンダ ン族 がイ ングラ ンド王 に対抗 したウェールズの
グウィネッズ王家 の血を引 くのだ としたら、 ここで述 べ るイ ングラ ンド王は実
はフラ ンスの大貴族 ア ンジュー伯 でアイル ラン ドにイ ングラ ン ドによる支配 と
同時 に ローマ ン ●カ トリック信仰 を ももたらした家柄だ とした ら、「 話」 はい
よいよ込み入 って くる。
本棚 か ら本棚 へ ν laα οεが求 める果 てのない調 べ もの を して いると、 言葉
の相互依存性 が 実感 され、 それ に疲 れて くる。 や は り、 それ よ り もまず
“[Archimedes]'' α)``Coleridge leaps Out of the tub. Imagine that."
free will''(Mα あ c,64)で オチを
(Mα あ c,41)で 笑 い、 “[Aquinas]''に “

つ ける機知に驚 くべ きだ。“[Seneca]"(Mα あ ら

43)は 先 に触 れたよ うにネ

イティヴ・ アメ リカ ンの部族名、 "[Dee]"(1イa`Jο α 80)は ウェールズの川の名、
“[Origen]''(ν αοο,48)と オ リジンをか けるに いた って は駄洒落 もきわま
lα

る。 この長編詩 は、学 のある駄洒落を徹底的にお こな って、西洋 の学 のみなら
ずそれに依存す る自身 を茶化 して いる。
マル ドゥー ンの功績 は、言葉 が公 の ものであるとい う思 いこみか ら読み手を
解放 したことである。言葉 は、特 にアイル ラ ン ドでは、公的存在 としてあまり
に重荷 を負 わされす ぎた。統一を説 こうが関係 の網 を説 こうが、言葉 その もの
は常 に神聖 であるという黙契があ った。黙契 によって結 ばれる哲学的共同体が
あ った。 そういうものに人 は厭 き、笑 ってみた くなった。
「 私」 の断片 にな っ
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てみた くな った。 マル ドゥー ンは、 そのための方法 を私 たちひとりひとりの手
の中 に取 り返 して くれたのだ。
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~シ ュ
戸 のパ ステ イ
ヌ ー ラ・ ニ ー・ ゴー ノル

ー
大 野 光 子

「 ヒーニー以後 のアイルランド詩」 というテーマのこのシンポジウムで、最
後 に登場すべ きが ヌーラ・ ニー・ ゴーノルであるのは、年齢 か らして も世間的
評価 の定 ま った順 か らしても、当然 のことと言える。1952年 生まれのニー・ ゴー
ノルが、最初 の詩集 をアイル ラ ンド語 で出版 したのは1981年 、 そ して1984年 出
版 の第二詩集 も引き続 き Arts Councilの POetry賞 を受賞 した ことで、 彼
女 は将来 を嘱望 される詩人 とな った。 しか し、彼女 がアイル ランド語圏 を越え
て一躍注 目されるようになったのは、1990年 にGallery Pressか ら出版 された
θ
′以後 の ことであ って、 そ
アイル ラ ン ド語英語対訳詩集 Pん ακοん'sD■ 多 ι
ニ
の13名 にも及 ぶ翻訳者 リス トの中 に、 ヒー ー、 マガキア ン、 マル ドゥー ンの
名 も含まれるか らである。 (ヌ ー ラ・ ニー・ ゴー ノルの詩 と筆者 自身 との 出会
い も1990年 のことで あり、それ以来 日本詩学会会誌『

SAP』 2～ 4号 紙上で

少 しずつ翻訳紹介を進 めているので、詳 しくはそちらか、 またはニー・ ゴーノ
ル来 日に合わせて出版 した『 ヌーラ・ ニー・ ゴー ノル詩集
ケル トの声を運
一
ぶ船』 [修 学社、 1994]を 参照 されたい。)
先ず、生 い立 ちを含めて ヌー ラ・ ニー・ ゴー ノルを、未出版 のデ リーでの講
義用原稿 `Leacht i nDoire.AN T― ANAM MOTHALA/THE FEELING

SOUL'の 中で ニー・ ゴーノル 自身 が語 っていることを も折 り込みつつ、 紹介
した い。
祖父 は、 ケ リー州 のゲール タハ ト出身、ゲー リック・ リー グの一員で もあ っ
た。 シ ョー ン・ オフェローンにゲ ール語名へ の改変を促 した教師 として 自伝中
に紹介 されて い る人物であり、家庭内で も子供 に対 してはアイル ラ ン ド語 のみ
を使 っていた。 ニー・ ゴーノル 自身 の父 も母 も医者であ ったが、当時 のアイル
ラ ン ドで結婚後仕事 を得 ようにも不可能 であったので、彼 らは揃 って英国 に移
住 し、 そこで娘 ヌーラが生まれた。両親 は家庭内ではアイル ランド語 を話 し、
またアイル ラン ド語を話す親戚筋 の乳母 もお り、 ヌーラは幼児 の頃か ら少 な く
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ともアイル ラン ド語 の受 け身 の知識を持 っていた。
その後、父 にティッペ ラリーで外科医の職 が見 っか った。英国 における人種
差別主義 に嫌気 がさ して いた父 自身 は喜んだが、母 は帰国を望まなか った。何
故 な ら、母 は英国で の上級医師 の地位 に満足 してお り、医療 の仕事 に生 き甲斐
を見 いだ していたか らである。 アイルランドにおいては、母はいわゆる「結婚
法」 によ って仕事 を続 けることが許 されず、祖国での生活 は彼女 にとって決 し
て幸 せなものではなか った。
両親 が帰国す る前、 ヌーラはデ ィングルのゲ ール タハ トに住 む叔母 のところ
へ養女 に出 されて いた。 ランカシ ャー訛 りの英語を使 うと通 じなか ったのに、
アイル ラ ン ド語では通 じたとい う経験がきっか けで、以来彼女 はアイル ラ ン ド
語を自信を持 って選択す るようにな った。先祖帰 りとしか言 えないよ うな反応
で、 アイル ランド語 に漬 か った生活を楽 しむ うち、英語 よリアイル ラ ンド語 に
ニ
「 より強 く、深 く、響 きをもって、 とらわれて いった」 (強 調筆者)と 、 ー・
ゴー ノルは述懐 して い る。
彼女 は、寄宿学校時代、他人 に読 まれないよ うにする用心 か ら日記 をアイル
ラ ンド語 でっ けて いたが、詩 を書 く際 には英語 で書 いていた。何故 な ら、密 か
に18世 紀 のマ ンス ター詩人 たちの作品 を暗唱 して楽 しんではいたが、 アイル ラ
ンド語 で詩 を書 くなどというのは、知的 に信頼 で きることとは思 っていなか っ
たか らである (強 調筆者)。 詩 もアイルラン ド語 で書 きはじめたきっか けを、
ニー・ ゴー ノル は次 のよ うに述 べている。
0キ ングや
学校発行 の雑誌 に載 った最初 の詩 は、 マーティ ン・ ルーサー
ボ ビー・ ケネデ ィー追悼詩だ った りして、皆英語 だった。 それほどひどい
詩 ではなか ったと思 うが、 いかに もオースティ ン・ クラークの詩 の派生物
という感 じで、 しか も彼 の詩 は別 に好 きで もなか った。 そ してある秋 の午
後、宿舎 の 自習室 で、書 きかけの詩 の途中で、一切 がわか った。 オーステイ
ン
・ クラークの詩作 の主な動機 は、 アイル ラ ン ド語 の韻 のパ ター ンー 技
巧例 えば、頭韻や不完全韻一 を英語 に持 ち込むことだ った。私 も正にそ
れを して いた訳 で、無意識的 にアイル ラ ンド語 の韻律上あるい は作詩上 の
工夫を詩 のなかに反響 させて いたのだ った。 それは非常に馬鹿 げた ことに
思えた。 なぜ先ず、本来 のアイルランド語 で詩 を書 かないのか。 そ う考 え
て、書 きかけの詩を途中か らアイル ラ ン ド語 に切替 え、その結果 は邊かに
良 くな った。 これは旨く行 った。以来、 私 は決 して振 り返 らなか った。
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(強 調筆者 )

その後 ニー・ ゴー ノルはコー クの ユニバ ーシティ・ カ レッジで学 び、新任教
師 のジ ョン 0モ ンタギュー とも出会 い、後 に同様 な志を抱 いてアイル ラ ンド語
詩 を書 く Innti詩 人たちの仲間入 りをすることにな る。 しか し、 その後 アイ
ル ラ ンドを出て、 トルコ人地質学者 の夫 とともにオランダや トルコに も住み、
現在 はダブリン郊外 に在住 して、活発 な創作、編集、批評活動を続 けて い る。
*

*

次 に、対訳詩集『 ファラオの娘』 について、簡単 に紹介 しておきたい。 アイ
ル ラ ンド国内版 として1990年 に出版 された同書 は注 目を集 め、その後 アメ リカ
で も読者を得 るようにな り、 1993年 始 めにはモーゼのエジプ ト脱出図を表紙 と
するアメ リカ版が 出版 された。
この詩集は、先 に触 れたようにアイル ラ ンド語 と英語 の対訳 の形 を採 ってお
り、45篇 の詩を13人 の詩人 たちが英語 に翻訳 している訳であるが、各詩 の英語
版 の著作権 はそれぞれの訳者 にあるとされている。事実、同書中のマイケル・
ロング リー訳「夜明けの歌」 は、彼 の1991年 の詩集『 ハ リエ ニ シ ダの炎』 に
「 ヌーラ・ ニー 0ゴ ーノルに倣 って」 という献辞 とともに収録 さて い る。 この
ことは『 ファラオの娘』が、 ニー 0ゴ ーノルを中心核 としたアイルラン ド語詩
の復権を目指す自主的主体的な共 同作業 の成果であることを、表 して い ると思
われる。
さて、同詩集冒頭 の詩 `Geasa'は 、 ニー・ ゴー ノルの詩世界 の言 わば基 本
姿勢を示す ものと して重要 である。 そのキー・ モチー フと も言 える特徴 は、第
一 に古代以来 の神話伝説的 モチー フであって、表題 の「 ギャサ」 とは即ち「 クー
リーの牛取 り物語」や「 ウスナの子供 たち」 に見 られる呪術的神秘的なタプー
であ り、 この詩 にはそのタブーの設定 と力の行使 が現代 に蘇生す る形で登場す
る。第二 は、同詩 の第一 ス タ ンザに登場する橋を吹 き飛 ばすような強力 な「 禁
じられた手」、即 ち「 詩 の言語」 として英語を用 いれば、河 の こち ら側 にいる
詩人 と向 こう岸 の一般的な意味 での読み手 との コ ミュニケーシ ョンは容易 に実
現す るわけであるのに、敢 えてそれはせずにアイルランド語で詩を書 き続 ける
ことで ある。第二 は、小舟 に乗 って現れた「 女」 か ら受 け継 いだ「 蝋燭」 と
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「情熱 の炎」 と「 アイル ラ ン ドのフォー クロアとい
「櫓」 であり、 これは即 ち、
う素材」 をもって「 女 の物語」 を語 ることである。
同様 なテーマが同詩集 に繰 り返 し登場す るわけであるが、最後 の詩 'The La
nguage lssue'で は、 ヌーラの掛 けた「 ギ ャサ」が功 を奏 してか、 彼女 のアイ
ル ラ ンド語原詩 が当代最高 の翻訳者 たちを得 て、共同作業 としての一冊 の詩集
の形 を成 した こと、 そ して、それを赤子 のモーゼを篭 に入れてナイルに放 った
古代 ェジプ トの例 に倣 い、 ファラオの娘 の元 へ届け と世 に出 した経緯が暗示 さ
れて いる。
これに続 いて1992年 にはポール ●マル ドゥー ンを単 独 の翻訳者 と して r陸
スsι rα たん磁 αοαた が 出版 され、好評を得 ていることか ら見 て も、 ニー・ ゴー
ノルの こうした試みは、現在までのところ成功 し、 なお一層 の成功 が期待 され
ていると言 うことがで きるだろう。
上記 モチーフに関連す るものとして、同詩集中の他 の詩 か ら二、三の例 を挙
げておきたい。 'In MemOrium Elly Ni DhOmhnaill(1884-1953)'に お い
ては、女性 の力 の回復 の問題 を取 り扱 っている。 スペー スの制限 で、 ここでは
同詩最後 の三行 の 日本語訳 のみを参照 したい。
上
日
かぜふ く いただき

ビンナゲー トか ら吹 きつ ける風 には毒気 があり
めがみうし の まきば

私 の先祖 たちはマ カナボーヘ と逃げ込んだのだ った
最後 のスタンザにおける二 つの地名 は、 アイル ラ ン ドの詩 の伝統的 な手法 と
して、英語圏 とな って以後 もアイル ラ ンドに残 る様 々なゲ ール語 の固有名詞 の
例 としてさりげな く挿入 されて い る。 しか し、 これ らデ ィングル半島内の地名
は、 アイル ラン ドの文学的伝統中で決 して有名 なもの とは言 えず、従 って、原
語 で意 味 を知る読者以外 の、英語 だけで この詩 を読 む読者 には何 ら意味を持 た
ない。
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だが、実際 はそれぞれの地名 に意味があり、特 に「 マカナボー」 は、 ニ ー・
ゴー ノル 自身 の説明 によると、単 なる地名ではな く、古代神話 と関連す る「偉
大 なる雌牛」即 ち An Ghlas Ghaibhneachと 呼 ばれる「雌牛 の形をした女神」
の乳絞 りの牧場 の意味に限定 されるとの ことである。酷 しい嵐 を避けて、女神
の庇護 の下 に逃 げ延びたのが、一族 の過去 の逸話であると語 る二行 は、 この詩
において重要な意味を持 つの は明白であり、我 々 はこの二行 によって、 この追
悼詩が単にエ リー個人 のみに捧げ られているのではないことを知 るのである。
つ まり、強 い理性的 自我 と尊厳をもって生 き抜 いたエ リー という伯母か らヌー
ラに受 け継がれたの は、 は ぐれ者 どころか、正 しく部族 の正統 に属す る資質 と
い うことになろうし、更 に極言すれば、古代神話的母系社会 へ の先祖帰 りの意
味合 い もこの詩 には含 まれて い ることになる。 とす ると、 これ らの地名に何 の
注 も与えない英語訳 とは、 もしか した ら、 イギ リス人読者 に対す る、原作者 と
訳者 の密か な諧諄 の企て(悪 意が無 いと して も)な のか も知れな い。意味確認
のための問 い合わせの中で、筆者が日本語 には「 意味を説明す るために用 い る
ふ りがな」 と言 う手段 もあることを伝えたところ、 ニー・ ゴー ノルはとて も気
に入 った と答 えてお り、図 らず も日本語訳の強みを教えられるエピソー ドであっ
た。
また、 `This Lonely Load'に おいては「 ギャサ」 の問題がシェーマス ●ヒー
ニー との関わりを暗示 しつつ取 り上げ られている。同詩 は、詩 の言葉 としての
アイルラン ド語 の問題を主題 とする詩 である。表現手段 としての英語を自ら捨
て、 アイルランド語 のみで詩を書 くとい う挑戦 を独 り行 ってい るニー・ ゴー ノ
ルに対 し、 アイルラン ド人でありなが ら「 アイルラン ド語を持 たない」詩人た
ち (彼 らが「男性」 として表現 されて い るの はこの疑似恋愛詩 の必然であろう)
の態度 は、他人事 と放置す ることもな らず、窓外 の嵐 の成 り行 きを見 る風情、
あるいは弁解 がま しい言葉 の森 に避難 の構 えとして描写 されている。 だが、公
用語 として教え られているアイル ラン ド語その ものが、 かつ ては独 自の生活 と
豊富 な 自然描写 の言語 であったのに、今や殆 ど「学校言語」 と化 して、貧弱 な
表現体系 と生活 の裏付 け しか持 たないものへ と変質 しつつ ある。果 して、 アイ
ル ラ ン ド語 は文学 の言語 として復活 され得 るだけの豊 かさを、今 で も保持 して
い るのか。 そうした極度 に困難 な状況 の中 にあ って、 アイル ラ ン ド語 の 内 の
「 ことだ ま」 の存在 と力を信 じて、 ニー・ ゴー ノルは独 自の道 を歩 んでい るの
だが、彼女 の孤独 は、 その荷 の重 さと相 ま って、時 に彼女を絶望 の淵 に追 い込
む。
「傍観 しているのでな く、側に来て私 に力 を貸 して」 と、悲痛 な声を上げ
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ることが、時 にあったとして も不思議ではない。 そんな彼女 の呼びかけに応え
て、 その重荷 を分 かち合 お うとする詩人が現れ、 そ して彼女 の「 詩人 の魂」 の
底 を覗 き込み、その挑戦 に共 に挑 むことを引 き受 けるな ら、彼女 の孤独 は癒 さ
れる。 ふた りの唇 が合わさ るその時、彼女 の言葉 は彼 の言葉 とな り、彼 もまた
アイルランド語 で語 り出す のである。
この詩 でヌー ラは、古代 の女 の呪縛力を取 り戻 して、デア ドラのように男 に
「 ギャサ」 を掛 けようとして いると見 ることができよう。 とすれば、 この詩 で
英訳者 ハ ー トネットの用 いた `snug'と い う語が興味深 い意味を もつ。 シェー
マス ●ヒーニーはそのデ ビュー作 `Digging'の 中で、掌中 にあるペ ンを `snug
as a gun'と 表現 したが、 ヌーラの詩 の英語訳 の読者 は、 つ い これ と関連付
けずにはいられない。す ると、 この疑似恋愛詩 が「 あなた」 と呼 びかける相手
は、他 な らぬシェーマス ●ヒーニーなのであろうか。少 な くとも、 マイケル・
ハ ー トネ ットは、 `snug'と い う今や余 りに有名 とな った語 を用 いることによ
り、 アイルラン ド詩人 の代表 として、 シェーマス ●ヒーニーにヌー ラの恋人役
を肩代 わ りさせていると言 うことはできるだろう。
*

*

*

『 ファラオの娘』 の他 に、 ここで「詩 の材料 としてのフォー クロア」 という
点 に関 して もう一つの詩 を紹介 しておきたい。 それは、 アイル ラ ン ドにおける
人魚 の伝説を素材 とした伝承 や詩 の中での、
「 シェーマス ●ヒー ニ ー vsヌ ー
r
ラ・ ニー・ ゴー ノル」 とい う興味深 い競作 につ いてで ある。ルJsん R"ο rι θ
の11号 (1993)は 、 アイル ラ ン ド語 の存亡 についての特集号 であるが、その特

集 に収録 された唯一 の詩 が ヌーラ 0ニ ー・ ゴー ノルの新作 で、 しか も これが
「 人魚 とある種 の言語」 と題 されたものであった。従 って、 彼女 が 1980年 に人
魚 の詩 を書 いて以来、再び このテーマに挑戦 し始 めていることは明 らかである
し、前述 の ヒーニー との関係 か ら言 って も、最 も興味深 く思われる。
ここで参考 としたのは、 アイル ラン ドの民俗学者 Bo Almqvistの 、 `Of
Mermaids and Marriage'と 題するフォーク ロア研究 である (Bo Almqvist,
`(Dn Mernlaids and ヽ4arriages一 Seanlus Heaney's ``ヽ 4aighdean Mara"

and Nuala Ni II)hOmhnaill's .`An Mhaighdean Mhara'' in the light of
f01k traditiOn', BEI:ALOIDIEI:AS 1990-Iris An Chumainne le Bealoideas
Eireann,The Journal of the Folkore of lreland Society)。 この 中 で著者
98

は、ふたりの詩人 がそれぞれ「 人間 の男 と人魚 との結婚」 という口承伝説を聞
いて魅了 され詩に したこと、 しか し、 ヒーニーの詩 の典拠 がアイル ラ ン ド北部
の伝承 による ものであるのに対 して、 ヌーラのそれが南部 の もので あることを
示す具体的特徴を有 していることを指摘す ると共に、 それぞれの詩人 とのイ ン
タ ビューを掲載 している。 (残 念 なが ら、筆者 のアイル ラ ン ド語力 は殆 ど無 に
等 しいので、 ヌーラとのイ ンタ ビューは理解 できないのだが……)
著者 が指摘す るところを列記すれば、以下 の通 りである。 ヒー ニ ー(1972年
以前)と ヌー ラ(1980年 6月 )の 作 はいずれ も同 じ民話 に題 材 を求 め、 タイ ト
ル、無韻 自由詩 というスタイル も共通だが、両詩人 の性別、背景 の差異か ら、
違 い も顕著である。 ヒーニー は英語、 ヌー ラはアイル ラ ン ド語である ことは言
うまで もないが、 ヌーラの方 が生 きた日承説話 の伝統 に強 く傾 いて い る。遅れ
て書 いたものとして、 ヌーラは ヒーニーの作品を読み、先人 と異 な っていて、
なおよ り良 い作品 を、 という競争意識を抱 いて書 いたと理論的 には仮定できる。
rjれ g Oα ιか らヒーニーの作 を見 てみよう。
具体的 に、 7:滋 θ

She sleeps now, her cold breasts

Dandled by undertow,

Her hair lifted and laid.
Undulent slow seawracks
Cast about shin and thigh,
Bangles

of wort, drifting

Liens catch, dislodge gently.

II

He stole her garment as
She combed her

hair: follow

all that she could do,
He hid it in the eaves
Was
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And charmed her there, four walls,
Warm floor, man-love nightly

In earshot of the

waves.

ヒーニー は有名 な民話収集家 の Sean O hEochaidhか ら人魚 の話 を聞 き、魅
惑 されたと述べているが、上記 に引用 した、二人称単数を用 いて描 かれたマ ン
トを取 り戻 した後 の人魚 に、精気が無 く死を暗示 しているかのようであるため
に、 フェ ミニス トの中 には ヒーニーの女性一般 に対す る同情 の無 さが反映 され
ていると非難す るもの もあるらしい。 しか し、 ヒーニー自身 は、む しろ逆 にア
イル ラ ンドにおける結婚 にまつ わる悲劇を暗示 してお り、婚姻前 の妊娠によ っ
て結婚 を余儀なくされ る若 い娘 たち、或 いは止むを得 ぬ事情 で家庭 や子供を置
き去 りにす る女 たちの心情 に同情的である。実際 ヒーニーの詩 が書 かれたきっ
かけは、近所 の鬱症 の若 い妻 の水死 による自殺 の知 らせであ って、 これが眠 る
人魚 の客観的ではあるが疎 ま しい描写 に繋 が っていることが、 アーム ヴィス ト
によって明 らかにされて いる。引用二番 目のスタンザの描写 には、故国 の呼び
声 である波 の音を耳 に、夜毎不本意な性交を求 め られる人魚 の無念 さが、滲み
出ていると感 じられる。
他方、 ヌーラの作品 には、 ヒーニーよりもっと個人的調子 が感 じられる。聞
いた話 と、読 んだ話 の二 者 か ら素材を得て、一人称で語 っている詩 としたため
に、人魚 ではな くヌー ラが 自分 を語 ってい ると感 じられるほどである。

(ア イ ル ラ ン ド語 原 詩 )
Tuille agus tra
tuille agus tra
tuille agus tra agus tuille aris, a cheapas.

Ta gach aOn rud chonlh holc anois
nach fё idir leis 6iri nios rneasa.

ach `ta slite againn

chun ti a chur ag caint'
a ch10s agarn i dtuin Gestapo;
imionn an t― uisce sios is sios
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is ni thagann aon taoide i m'aice
(英 語 訳 :Michael Hartnett)
Floodtide ebbtide
Floodtide ebbtide
rise and fall
rise and fall

the same again
]EIverything's so bad now
it can't get worse

but `we have ways of nlaking you talk'
I hear in (]lestapo accents

(water goes down and down
but no tide near rne).

この詩 の人魚が口を利 くことを拒否 して沈黙 を守 る部分 に、恣意 でな く、混乱
した ヒステ リカルな心理状態 を感 じるとアームヴィス トは指摘する。民話 はフ
ロイ ト的解釈 の宝庫であり、語 り手 によって様 々なバ リエーシ ョンがあったと
想像で きるし、作詩当時 のヌーラの個人的状況 が、彼女 に人魚 と同化す るきっ
かけを与 えたとも考 え られる(℃ laoninsint'「 間接話法」 は、 アイル ラ ン ド
社会 において、女性が作家 として成長 しようとする際 の大 きな障害 となる「女
が書 く/語 ることへの禁忌」 を如何 に打 ち破 ったかを、象徴的に語 る詩である)。
だが、恐怖を引き起 こすゲシュタポの威圧感 とは裏腹 に、 ここでの リズ ミカ
ルな語 り回は、人魚 の精神 の強 かさを も感 じさせると言 えないだろうか。人魚
は、魔法の手段を奪われる ことによって故郷 へ の帰還を拒 まれるのだが、故郷
をけなされ、 また暴力的な手段 によって答弁 を強 い られて も、決 して誇 りを傷
つ けられたままに忍従 しない。
「私 を 信 じて/そ うせよと命令 したの は 恋

/決

して神様 なんか じゃない」 と述 べ て、彼女 は陸 に上が った ことが 、 人間

の男 の愛 を信 じての主体的 な選択であ ったと語 るのである。
アーム ヴィス トが述 べているように、同 じモチー フを更新 し近代化す る試み
のなかで、 ヒーニー もニー・ ゴーノル もほぼ同 じ方向 に進 んだ。 つ まり前近代
的 な民話 の解釈 に、後 の心理学的あるい は心理分析的理論か ら援用 した思考 を、
当てはめたのである。 だが、 ヒーニーの態度 は、 ヌー ラに比較 して、民話 が語
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り継がれる共同体 か ら言語的にも心理的にも距離 がある故 に、あ る程度客観的
かつ保護的 にな らぎるを得 ない。他方、 日承説話 の世界 に親 しんだヌー ラは、
恐 らく本能的 に民話 とは豊穣 な活 き活 きした説話 の創造 の繰 り返 しであること
を知 ってお り、従 って、民話 の強靭 さは個人 の「 乱用」 によって容易 に損 なわ
れるものではないと感 じていたに違 いない。 それ故 に、伝統 を踏 まえなが らも
時代 に合 わせた独創的 な改変 が可能 であったのだ し、 アナクロニズム との非難
を寄せつ けない、力 を帯びた詩 を産み出 したのだと思われる。
これは、F.Jamesonの 「 ポス トモ ダ ンの文学 は全て模倣 である」 とする見
方 と合致 し、 しか も優れて成功 して い る例 と言 って良 い。 ニー・ ゴー ノルは、
アイルラン ド語を母語 とし、 アイルランドのフォー ク ロアの世界 に浸 り得 るが
故 に、伝統 の力を我 が物 に し、表現す ることがで きるのである。 つ まり、彼女
の詩がアイル ラ ンド語 の力を甦 らせ、現代アイル ラ ン ドの女性 たちに声を与 え
ると高 く評価 されるのは、 ヌーラ・ ニー・ ゴー ノルの詩世界 が、 ケル トの声 の
優 れたパ ステ ィーシュだか らこそと言えるだろう。
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10月 23日 (土 )

9:30-10:30

受付

10:30-11:00

挨拶

日本イェイツ協会会長

羽矢謙 一氏

明治大学文学部長

高田 勇氏

アイルランド共和国大使 James A.Sharkey氏
司会 松村賢一氏
11:00-11:50

〈
講演〉
Yeats in P“

/8′

Ceorge IIughes氏

わワ

司会 出淵
12:00‐ 13:00

総会

博氏

議長 虎岩 正 純氏

昼食

13:00-14:20

く
研究発表〉

イェイツにおける く
老い〉と く
仮面〉
イェイツと創造的主体の問題

小堀隆司氏
平沼孝之氏
司会 松 田誠思氏

14:30-17:30

くシンポジウム〉

Great Famineと アイル ラ ン ド文学
構成と司会

虎岩正純氏
高神信一氏
鈴木史朗氏
扶瀬幹生氏
清水重夫氏

18:00‐ 20:00

懇親会
会場

司会

多田 稔氏

レス トラン・プ リオ ール (中 央大学駿河台記念館 内)
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10月 24日

(日

10:30‐ 12:00

)

く
研究発表〉
イ ェイツの詩の成長 とパ ウ ン ド

鵜野 ひろ子氏

イ ェイツを読む ヒーニー

棚木伸 明氏
司会

12:()0‐

13:00

13:00‐ 16:00

渡辺久義氏

昼食

〈シンポジウム〉
ヒーニー以後 の詩人 たち
構成と司会

佐野哲郎氏
大野光子氏
谷川冬二氏
虎岩直子氏
羽矢謙一氏

16:00

閉会
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書評

鈴木 弘著『 図説 イ ェイツ詩辞典』
協力 :五 十嵐正雄・三神弘子
本 の友社 1994年

xxxi+309pp

本書 は幾つ もの点 で文字通 リユニー クにして画期的な著作だ、 というのがと
もか くも書評子 の務 めとして全篇 に 目を通 しなが ら何度 も呟いた所感であ った。
以下、筆者 は物 々 しい書評 というのを苦手 とする者 であるか ら、一介 の読者(|)
としてどんな点 な り個所 に興趣 を覚 え共感に及んだかを思 い付 くままに記す と
い う形で、 この責 めを塞 ぎたい。
周知 のよ うに鈴木氏 は1974年 に『 善悪 の観念』 を、 '78年 には『 ヴィジ ョ ン』
を、 そ して '82年 には『 全詩集』を訳出・ 刊行 されて い る。 そ して これ らの訳
業 に共通する特色 の一つは巻末に付 け られた索引であるが、そ こでは単 に固有
名詞 や書名 が出ている頁数を示すばか りでな く、 その各 々に最小限 の必要 にし
て十分 な説明を施 されて いたことであった。 (『 ヴィジョン』 には別 に、 この場
合 だけは単純 な用語索引 も付 されて いる。)書 中 の当該個所 に割 り込 ませ る割
注や末尾 に一括す る後注 とは趣を異 にする。 こうした索引のありようは詩人 の
守備範囲、 いやむ しろ攻略版図を的確 に示す指標 として、詩人 とその作品 を理
解す るのに不可欠 であるとい う訳者 の見識 に基づ くものであっただろう。 そ し
て実際 にこの種 の索引 の有用性 な り役割 については、少 しで も利用 した読者 な
らばすでに十分納得 して いる筈 である。
さらに『 全詩集』 にはイェイツの 自注 のほか に訳者注 も加 え られて いた。
「評釈 の真似 ごとのような」 と謙遜 され、続けて「 これは私 が翻訳 に 当 ってメ
モ したノー トの断片 にすぎない。作業場 のが らくただ と考 えてほしい」 と結 ん
でお られたけれども、今 に して思えばそれ程単純ではなか ったよ うである。 と
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い うの も「 サ ーカスの動物 たちの脱走」 の末尾 の情景 を想わせるような、 その
「作業場 のが らくた」 は実 は本書 の「原点」 が存在 した、 す なわち本書 を構築
するのに必要であ った「 すべ ての梯子」 がそこか ら始 まっていたと明 らかに看
取 されるか らである。 つ まり、 この訳者注 とい う作業を、新たに設定 した項 目
の命 じるところに従 って思いのままにふ くらませ、緊縮 させ、 その上で課題一
覧 と名付けた索引 の場 で合体 させ るという構想 に、 まず本書 のユニー クな性格
が認 め られるのである。
無論「 は じめに」 の冒頭 で「 ……世界 のイェイッ研究 の進歩はめざま しい。
(中 略)し か しそれ らの業績 をすべて身辺 に揃 えることは容易 ではない。 本辞

典 はそれを日本人 の立場 か ら日本 の読者 に辞典 の形 で整理 して示 し」云 々と基
本方針 が述 べ られて い るように、実在 と架空を問わず人名や場所 についての基
礎的情報 は見事 に整理 して示 されて いる。 けれどもそれだけで はな くて、
「解
説 では主 としてイェイツの詩想 に関連づ けて、そのイメージや事実や背景を追 っ
た」 と続けて表明される、その解説 は「固有名詞以外 にも詩集 にみる象徴 や思
想、政治や社会、天文、 オカル ト、事件、風物、伝習、俗信 などに関す る用語
など」 にも及んでいて、 まことに著者 の主張通 り「 それ らの見出 し項 目を瞥見
しただけで も (書 評子 も駿尾 に付 して曰 く
―

そ してそれ らの解説 を読み進む

な らばなおさらに)イ ェイツの詩想や関心 が主 としていかなる方向や方面 に向
けられ、 それが各詩 にどのよ うに働 きかけて いたかを知 るよすがに」 なるよう
に有機的 に関連 づ けて配置されている。 そ して本書 の真骨頂 が遺憾 な く発揮 さ
れているのはまさしくこの領域 なのである。再びイェイツが 自 ら何度 か用 いた
言辞 を援用するな らば、
「不可能 ではないとして も最大限 に困難 を極 める仕事」
であ った筈 の全詩集や『 ヴィジョン』 その他 の訳出を完遂 した人のみが、 なお
も二十数年 の歳月 を経 た後 で初 めて達成 し得 る副次的な、 しか し同 じ程度 に記
念碑的な労作 として ここに 日の 目を見 たの もむべ なるかなであろう。
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それではどのよ うに有機的 に関連 づ けられているか一―書中のクロス・ レファ
レンスはもとより、詩人 の劇作品 と散文作品や当該人物 の言行 をあまね く博捜
したあげ くの精髄 とも言 うべ き引用や参照による相互関連 と、他 の詩篇 などと
の内在的関連 の的確 な指摘、 あるい はまた例えば numger(s)の 項 に見 られ る
ユ ングの所説 との適切 な照応 などなどが全体 にちりばめ られて いる。 そ してこ
うした言わば公的な情報 の量 と質 に限 って も、本書 の存在理由は十分 に承認 さ
れるだろう。
他方 で「読者」 の興味 をいやが上 にもそそるのは、 この著者 な らではの私的
な情報 が時 にさりげな く控 え目に、時 に厳 しい反応を誇 ってや まな い形 で提出
されて もいて、 それが本書 の もう一 つの特色 となっているか らである。例えば
名高 い the Lake lsle of lnnisfree[ini∫ fri:]の 項 (つ いでなが ら、著者 が大
変 に苦心 した次第が説明の文面 か らも看取 される発音が、 とりわけアイル ラ ン
ドの人名や地名 については「 ゲ ール語 に弱 いイェイッが したであろう発音を一
応 の 目安」 に して、一種類 だけなが ら全部 の固有名詞 に付け られた労を多 とし
た い。 そこでこの場合 のよ うに「 WBYは イニスフ リー とも発音」 との訳記 が
なされた りもする)で は「 ヒースの鳥 の意」 とい う情報 に続 けて「 音韻 の上か
らは霊性 inwardnessと 自由 freedomを 暗示す る」 との含蓄 に富んだ見解が
提示 されるとい う具合 にである。 そ して この項 目では避 けられない『 自伝集』
TO an lsle in the Water"の 島 も、 この
と『 書簡集』 か らの引用 の後 で、
「“
湖島を指 して い ると思われる」 (上 点筆者)と 結 ばれいる。あるいは the moon
の項 ではまず「 WBYの 詩全体 を司 る複雑な象徴」 との規定 に続 けて、 それ こ
そ変幻極 まりない月 の諸相 の詩中での出没 を解説 した後 で「人間 は所詮寝 つ き
の蠅をとって食 らう身 ¶y― catchers of the m00n'(“ The Crazed Moon")
にす ぎないのであろうか」、 と原詩 の迫力 に衝 き動かされた形 の 問 いか けを 自
他共 に突 き付けて結ばれるとい う具合にである。 そうかと思 うと逆 に、対象に
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対す る限 りな い敬慕 や傾倒、 さらにはお人柄 さえ も偲ばせるような コメントー
ー例えば turfの 項 の「 ……燃や したとき、植物性 の穏やかな香 りが して、 家
庭 の団桑を温 める。 トール・ バ リリー Thoor Ballyleeの 大型 の暖炉で泥炭 が
たかれていたことを創造するだけで も楽 しい」 という文言 に接す る時 には、読
む方 もその お福分 けに与 って楽 しくなろうというものだ

|

そ して この楽 しさという点 では、書名 の頭 に「図説」 という冠を頂 いてい る
ように、 ほとんど全頁に一葉か ら数葉 の写真 やイラス トが活用 されていて、著
者 が意 図す る如 くにイメージを喚起すると同時 に目も楽 しませて くれるとい う
構成 になっている。 それだけにまた、 これ程多数 の図版を集 めて取捨選択 し配
列す るとい う作業 だけで も多大 の労力 とセ ンスが必要 とされたであろうと、苦
心 の程 も偲ばれるので ある。
それ らの中 で「風景写真 のほとん どは五十嵐正雄氏 の撮影 であり、 1万 枚 を
超えるスライ ド
・ フィルムか ら選びだされた」 と特記 されて いる通 り、巻頭 の
カラー写真 は別格 として も、小振 りの自黒版 の多 くも風景や建造物・ 彫刻作品
の雰囲気をよ く捕 らえていて見飽 きることがない。評者は偶 々この夏休 みに、
雑誌 に連載 された氏 の「愛蘭土紀行、W.B.イ ェイツの足跡を訪ねて」 の全篇
を読み且 つ眺 める機会 に恵 まれたが、写真 を撮 るとい う行為 がいかばか り精神
の働 きに裏打 ちされていなければならないか という、基本 の機微 を改めて反拐
しなが らであった。
最後 にもう一つ特記 しなければならないのは、二人 目の協力者、三神弘子氏
の貢献 である。数項 目の解説 (地 図 も付 いた ciril war,Druids,tyagic joy
など)も 必要 に して十分 な記述 として申 し分 ないが、何 よりも新機軸を打ち出
して作成 され、 ほぼ 8～ 9割 方 は成功 したと言 って も過言ではない、小活字 で
30頁 を超える年表は、読み且 つ参照す るのに十分 に耐え得 る資料 としてまさに

出色 の出来 と言 うべ く、俗 な表現 なが ら錦上花を添えた趣がある。それに続 く
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政治関係 の評 と解説三種 も、それぞれ一頁建 てなが ら要点 は尽 くして いると見
受け られた。
さらにこのよ うに大部で精緻 な著作 であ りなが ら、誤植 や瑕瑾が皆無ではな
い ものの驚 く程 に少 なか ったことは、 やはり特記す るに足 るであろう。ただ一
つ憾 み とす るところは
一

例 えば先 に引用 した the Lake lsle of lnnisfree

の項 に “
To an lsle in the Water''へ の言及 があるにもかかわ らず、 しか も
その指摘 はこの詩篇を味読す る際に一 つの ヒントを与える筈であろうに、詩題
一覧 にはこの見出 し番号 が掲 げ られて いないことである。従 って固有名詞 も特
定 の用語 も出て こない簡素 なこの作品 は、索引 も兼ねた詩題一覧 の中で言 うな
れば湖上な らぬ虚空 の浮 き島 の如 くになっていて、一種哀 れを誘 う風情がある。
さればと言 って解説中 に言及 されている関連詩篇 がすべて このように処理 され
ている訳 で もないようで、 そこの見出 し番号 を提出 して い る場合が無 きにしも
あらずである。 この点 を掲出の方向 に統一 し、例 えば字体を変えて掲げたな ら
ば、詩題 一覧 =索 引の場 で もクロス・ レフ ァレンスが強化 され、辞典 としての
役割 も一段 と増 したであろうにと惜 しまれてな らなか った。
とまれ、
「 あとが き」 の結尾 で著者 はいみ じくも「 イェイ ツは読 み返す ごと
に思い もかけなか った新 しい姿 に豹変す る」 と述懐 して い られる。 そのような
意味 において も本書 はどちらの方 の initiateに とって もこよなき贈物 となり、
枠益す るところも恐 らく計 り知れ ないであろう。著者 と二人 の協力者 に満腔 の
敬意 と祝意 を表明す る所以 である。
追記
一

イェイツ自身 も半ば (以 上)本 気 で望んでいたように、音楽作品 と

なった詩篇・ 詩劇 とリス トもいつか付録 として加えて頂 けるな らと願 う。筆者
″
θCarι θ
が知 るのは僅かに ピー ター・ ウォロックの ηり

(1920‐

22)と マ イケ

ル 0テ ィペ ットの 2″ αttj“ ′
π (1989)、 それにサ ミュエル・ バ ーバ ーの “The
Secrets Of the Old"(1938)に 過 ぎないか らである。 (以 上 3点 は聴取順―
110

なお、 イギ リス民謡 としてアルフレッド
・ デラーが歌 う“Down by the Salley
Gardens"や アベ イ座上演版 の劇数篇は別格 に している。)
一
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逢坂 収

アイル ラ ン ド文学研究書誌 1993.11～ 1994。 10
W. B.イ

ェイツ

加藤 英治
偉大 さのゅ くえ― W.B.イ ェイツの「 内戦時 の冥想」 を読む
教養課程紀要

基礎科学論集 (神 奈川歯科大学)1l pp.124-133

'94. 1

KitamOto Yuko
The Spatial FOrm of W.B.Yeats's

The Wild Swan at Coole"
“
待兼山論叢 (大 阪大学文学部)27 pp.19-32
小堀

'93.12

隆司

イェイツ「内戦時 における瞑想」
一 その錯綜 した思 いの一点一
城西大学研究年報 (城 西大学)18 pp.1-17

'94. 3

米須 興文
Irish identityと

イェイツの立場

英語青年 (研 究社)139(10)pp.488-490

'94. 1

佐藤 容子
イェイッの夢幻劇―『 エマーの唯一度 の嫉妬』
一般教育部紀要 (東 京農工大学一般教育部)30 pp.113-120
鈴木

'94. 3

弘

W.B.イ ェイッのTragic Joyを め ぐっで
教養諸学研究 (早 大政治経済学部)95 pp.1-21

'94. 1

中山 浩一
イェイッとイ ン ドの行者 たち
工学院大学共通課程研究論叢 (工 学院大学)31 pp.107-117

'93.12

平沼 孝之
Blakeと Yeatsに おける く
非一知〉 の研究

Leda and the Swan' `を 読 む
The Tyger" と “
“
清泉女子大学紀要 (清 泉女子大学)41 pp.153-162

'93.12

松村 賢一
生命 の水― イェイツとジョイスの場合一
'94. 6

英語青年 (研 究社)140(3)p.113
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村尾

敏彦

クフー リンとキ リス ト
ー W.B.Yeatsと T.S.Eliot一
英語英文学研究 (大 谷女子大学 )21 pp.79-92

'94. 3

山崎

弘行
イ ェイツ とヘ ー ゲ ル

ー 歴史観 とア ジア観 をめ ぐ って一
兵庫教育大学研究紀要 (兵 庫教 育大学 )14 pp.79‐ 92

'94. 2

Kilroy, Thonlas
Some lrish Poems of Yeats
英米文学 (光 華女子大学英米 文学 会 )1l pp.41-53

'94. 3

J.ジ ョイス
井上 千津子
yss“
「 アイルランド小説」 としての υ′

BAX4 REyEK梅

花女子大学英米文学会)27 pp.1-14

'94. 3

大内 和子
反復 と差異
― ダプリン市民 の一篇 としての「 イーヴ リン」―
人文学部研究紀要 (い わき明星大学)7 pp.53-62

'94. 3

大澤 正佳
『 ウェイク」 を聴 く
―A, not the, reading Of the Wake
英語青年 (研 究社)140(8) pp.374-375

'94.11

小野 恭子
ヽ
Working in Progress か ら『 ウェイク』′
英語青年 (研 究社)140(8)pp.378-379

'94.11

片岡 洋子
モ リー・ ブルームの愛 と性
―「 ユ リシーズ』第十八挿話―
研究紀要 人文社会科学編 (東 京家政大学)34 pp.17-22
清水 重夫
「 ウェイク』 の言語的特性
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'94. 2

英語青年 (研 究社)140(8)PP.376-377

'94.11

鈴木 英之

James JOyceの 何 もな い空間
一劇的 なる空間 を巡 って (7)一 矛盾 の彼方 に…。(そ の2)
富士 フェニ ックス論叢 (富 士 フェニ ックス短期大学)2 pp.63‐ 91

'94. 3

戸田 勉
く
小説〉 としての『 ウェイク』
―初期批評 の一側面
英語青年 (研 究社)140(8)pp.380-381

'94.11

戸田 基
澪 をめぐって
“
学苑 英米文学紀要 (昭 和女子大学近代文化研究所)652 pp.2-15

James JOyceの

D“b励

'94. 4

夏 目 博明
ディコンス トラク シ ョン的批評
― デ リダのジョイス、 ジョイスのデ リダ
英語青年 (研 究社)140(8)pp.384-385

'94.11

福島 基裕
短編作家 として の ジョイス (Ⅷ )
―
A Little Cloud"の 意味―
一 “
研究年報

(日

本大学短期大学部)6 pp.23-24

'94. 2

本田 和也
The Sisters"考
J.ジ ョイスの作品 “
文教大学文学部紀要 (文 教大学)7 pp.117■ 33

'93.12

宮原 一成
ス Porι κ

jι

s αyο ″ば 几 れ の中 の
ο
/ι んθArι isι α

`α
ダイダロス挿話的要素 における二重 の父子関係

英語英文学論叢 (九 州大学英語英文学研究会)44 pp.111-122
結城

'94. 2

英雄

転機 の70年 代『 ウェイク』批評
―内容か ら形式 ヘ
英語青年 (研 究社 )140(8)pp.382-3田
吉川

信

ニ
『 ウェイク』批評 の フェ ミ ズム
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'94.11

英語青年 (研 究社)140(8)pp.386-388

'94.11

J.ス ウィフ ト
加賀屋 俊二
Jonathan Swiftの 文クト
観
東海大学紀要 (東 海大学外国語教育 セ ンター)14 pp.81-64

'94. 3

高野 良二
『 ガ リヴァ旅行記』
― スウ ィフ トの諷刺 について一
人文社会科学研究 (早 大理工学部・ 一般教育)34 pp.193-203

'94. 3

山田 暁彦
『 ガ リヴァ旅行記』 におけるユー トピア的要素
言語文化研究 (徳 島大学総合科学部)l pp.1-17

'94. 3

和田 敏英
「 スウ ィフ ト結婚説」再考
文学会志 (山 口大学)44 pp.40-59

'93.12

0. ワイル ド
浦崎 佐知子
ドリアン・ グ レイのアポロギア
ー「嫌悪」 の理論 にむけて一
文藝言語研究文藝篇 (筑 波大学文芸・ 言語学集)25 pp.69-88

'94. 3

岡崎 一
日本におけるOscr Wilde(4)
「 六合雑誌」 の場合 (2)

Random(東 京外国語大学大学院英語英文学研究会)19 pp.1-16

'94.10

兼武 進
ヮイル ド『 獄中記』 と西田幾多郎『 善 の研究』
跡見学園短期大学紀要

(跡 見学園短期大学)30 pp.19-33

'94. 1

新谷 好
『 真面 目が肝心』 の一考察
―「 バ ンベ リング」 と「 ファース ト的 な喜劇」 をめ ぐって一
文学部紀要 (追 手門学院大学)28 pp.253‐ 272
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'93.11

三嶋 君夫
「幸福 な王子」 におけるワイル ドの倫理的側面
研究集録 (大 手前女子短期大学)13 pp.88-101

G.B.シ

'93.12

ョー

清水 義和
『 暗礁 に乗 り上げて』 に於 けるG.B.シ ョーの啓示的主題
愛知学院大学語研紀要 (愛 知学院大学語学研究所)19(1)pp.53-78'93.11
清水 義和
“こっ くりさん'シ ョーの『 傷心 の家』 の場合
愛知学院大学教養部紀要 (愛 知学院大学教養部)41(2)pp.39-48

'93.12

清水 義和
『 聖女 ジ ャンヌ・ ダル ク』 に於 けるショーの魔法
愛知学院大学教養部紀要 (愛 知学院大学教養部)42(1)pp.3342

'94.3

田中 正憲
『 運命 の人』 における ショー流諧謹 と皮肉精神
紀要 (浪 速短期大学 )18

pp.35-50

'94.

S.ベ ケ ッ ト
片岡

務

サ ミュエル・ ベ ケ ッ トの『 ゴ ドー を待 ちなが ら』 につ いて の考察

Nothing"を め ぐ って―
― “
紀要 (釧 路 工業高等 専 門学校 )27 pp.107-123

'93.12

河野

晶子
サ ミュエル・ ベ ケ ッ トの More Pricks than Kicksに つ いて

紀要 (文 京女子短期 大学英語英文科 )26 pp.31-37
中尾

'93.12

知代

サ ミュエル =ベ ケ ッ ト :『 行 った り来 た り』
紀要 (岡 山大学教養部 )34 pp.97-121

'94. 1

Johnson, Joseph T.
The Absurd in the ll)ramatic Works of iBleckett and lonesco
江戸川女子短期大学紀 要 (江 戸川女子短期大学 )9 pp.(1)― (16)
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'94. 3

L.ハ ーン
梅本

(小 泉

八雲)

順子

ラフカディオ ●ハ ーンの小説「 カルマ」再考
国際関係学部研究年報
工藤

(日

本大学国際関係学部)15 pp.91-98

'94. 2

美代子

夢 の途上一 ラフカディオ ●ハ ーンの生涯
すばる (集 英社 )8月 号 pp.154-191

'94. 8

豊田 政子
ラフカディオ・ ハ ーンの虫 の文字
東洋大学紀要
坂東

教養課程編 (東 洋大学教養課程)33 pp.364-376

'94. 3

浩司

年表形式 によろラフカディオ・ ハ ーン伝
―来 日以前を中心 に (一 )―
北海道東海大学紀要 (人 文社会科学系)6 pp.(1)― (16)
福田 和也
小泉八雲 の「 人権」 と「 日本」
すばる (集 英社)8月 号 pp.136-144

'94. 8

Rosen, Alan
Hearn and the Gastronomic Grotesque
熊本大学教養部紀要
(熊 本大学教養部)29

外国語外国文学編

pp.45-63

'94. 1

!.マ ー ドック
井内 雄四郎
アイ リス ●マー ドックの詩「 1939年 のアガメムノー ンの クラス」
英文学 (早 稲田大英文学会)70 pp.25-34
金子

'94. 2

容子

Murdock's View Of Art in IIer iPhilosophical WOrks
研究論集 (浜 松短期大学)46 pp.471-495

'93.11

長沼 清太郎
マー ドックの『 魔術師か ら逃れて』 について
― その虚構性 とプラ トン的渇聖―
群馬県立女子大学紀要 (群 馬県立女子大学)15 pp.1-14
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'94. 3

C

D.G.ケ

1----

リー

深遠 な る行為 と して の表 出
一 シェイマ ス ●ヒー ニ ーのThe Cure at Troyを 読 む―
紀要 (東 京純真女子大学 )7 pp.55-61

'94. 3

その他
河野 賢司
北 アイルランド紛争 の演劇 (5)
・ パーカーの「 精霊降誕祭』論―
― スチュヮー ト
外語研紀要 (愛 知大学外国語研究室)18 pp.51-60

'94. 3

清水 重夫
現代 アイルランド演劇 ノー ト(2)
プライア ン・ フリール『 トランス レーションズ』論
'94. 2

人文論集 (早 稲田大学法学会)32 pp.71-82
田代 幸造
ウィリアム・ カール トンにおけるフィ ン ●マ クール
明治大学教養論集 (明 治大学)265 pp.89-103

'94. 3

野呂 健
The Book of Kellsと An English Expositorに ついて
παゎ 昭js(国 学院大学外国語研究 室紀要)
“
平田 康
ブライアン ●フリールの劇的手法

pp.20-30

研究紀要 (京 都橘女子大学)20 pp.88-106
松村

'94. 2

'93.12

賢一

楽園随想
大学出版 (大 学出版部協会)22 pp.5-8
連載「 アイル ラ ンド地名考」

'94. 7

英語教育 (大 修館書店)1～ 43(最 終回)

'94.10

Yamada Kumiko
Living with Violence : Irishness and Universality
in the rヽ TOvels

of John Mc(:lahern
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立教大学研究報告 く
人文科学〉 (立 教大学一般教育部)53 pp.77-91 '94.2
単行本
川 口 喬一
『「 ユ リシーズ」演義』研究社出版

'94. 6

富治
『「 ユ リシーズ」案内』宝島社

北村

'94.10

現代英米詩研究会編
『 ポール ●マル ドゥー ンとの出会 い
一北 アイル ラン ド詩 の現在』国文社
佐野

哲郎 (編 )

『 豊饒 の風土―現代 アイル ラ ン ド文学 の群像一』山口書店
鈴木

'94.10

'94. 8

弘

『 図説

イェイツ詩辞典』本 の友社

'94. 6

平川 祐弘 (編 )
「 世界 の中の ラフカディオ・ ハ ーン』河出書房新社
三浦 謙
『 炎 の軌跡― スウィフ トの生涯』南雲堂
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'94. 2

'94. 1

英文要 旨

Heaney Reading Yeats
Nbbuaki Tochigi
Seamus Heaney was born in the year when W.B.Yeats died leaving
exemplary works to the Irish poets in the coming times, and it was
after several generations of poets had struggled with the overwhelming
shadow of Yeats when Heaney became a poet. He has an advantage in
coping with Yeats because he is, to alter Joyce's words, too young to be
influenced. Poem "xxii" in Heaney's recent sequence "Squarings" consists
of a series of questions addressed to the ghost of Yeats. In this cunningly ambiguous poem, Heaney seems to admire and make fun of
Yeats's view of the spirit at the same time.
Heaney's attitude to Yeats was less paradoxical when he gave a
lecture on Yeats at the University of Surray in 1978. Although the title
"Yeats as an Example?" implies Heaney's skepticism, this essay is not
an accusation nor "objective" study on the senior poet but rather he

tries to trace the great poet's life and work carefully with a special
attention to Yeats's vulnerability behind the arrogant mask of his later
phase. Heaney chose such poems as "What Then?", "The Man and the
Echo"to show that Yeats's "tenderness towards life and its
uncompleteness is at odds with and tending to gain sway over the consolations of the artificial work". Heaney points out that there appears in
"The Stare's Nest by My Window" and'"Cuchulain Comforted" what the
younger Yeats could but imply: "The end of art is peace", a phrase
borowed from Coventry Patmore.
The passage from Yeats's essay "samhain: 1905" which includes this
phrase is used as the epigraph to his book of essays Preoccupatio,ns. And
again, he quotes the phrase in his poem "The Harvest Bow" where
Patmore-Yeatsian art as a quest of truth is seen through the back of
Heaney's quiet father who makes a handiwork. "The end of art is
peace", the phrase loaded with many implications, suggests the poet
should primarily be true to himself because that is the place where peace
starts. Yeats, a lyric poet who made poems out of conversation with

himself, showed Heaney an example how the poet should be true to his
own self. As the integrity of his recent works implies, Heaney himself
has grown to be a mature poet.

Masked OId N4en in Yeats's Poetry
Ryuji Kobori
As Yeats grew older, and became more conscious of age, he frequently

of the old man in his poetry. He depicts the old man as
caricature, or expresses his indignation at old age, or appeals to'an old
man's frenzy'. And he discovered that his theory of the mask could be applied to old age.
Yeats creates two types of old man. One is the old man as he is, and
other is the old man who searches for self-transcending identity. The former might be described as the naked old man, and the latter as the masked
described the figure

old man.
The conflict of opposites is characteristic

of Yeats's

poems. The op-

posites are defined as, for example, being and knowledge, ideal and real, self
and soul. In the same way, his own life is complicated by the coming of old

itself and old age as he depicts it as mask.
The masked old men in Yeats's poems take on an ideal form of life,
while at the same time he deplores the decline of old age. This aspect of life
as a mask can be seen for instance in'Sailing to Byzantium'. Here the old
poet seems to assume a form of life that transcends both youth and age,
rejecting the latter. And so we might conclude from Yeats's poetry that the
mask is indispensable to old age.
age in
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Ezra Pound and the Development of
W.B. Yeats's Poetry
Hiroko Uno
just after having spent three winters with Ezra Pound as
his secretary at Stone Cottage, Sussex, William Butler Yeats was busy
revising his early poems, and some of them were drastically revised and
printed in his Early Poems and Stories (1925). I suspect that Pound's
idea of poetry somehow influenced Yeats's revision of his early poems.
Pound, who came to London in 1908 in order to learn poetry from
Yeats, found the well established poet "doing some new lyrics," and said
in 1910 that Yeats and himself were "as it were in one movement with
aims very nearly identical." On the other hand, Yeats found the youg
man to be a good critic and said that Pound helped him "to get back to
the definite and the concrete away from the abstractions." Thus they
found each other having the similar kind of " aims" in their composiIn

1916,

tion.

They found another similarity between themselves; according to
Tryphonopoulos, both of them had been fascinated by Swedenborg before, and they studied his theosophy together again during their stay at
Stone Cottage. Sosnowski believes that "angelic language" described in

Hell by Swedenborg, by which "angels can say more in a
minute than man can say in half an hour," must have been a good
example for Pound's Imagism. He says that Pound's "poetic theory may
have had its origin in Swedenborg's theory of correspondences." Then,
this must be the case with Yeats, too.
Thus, Yeats and Pound found themselves having a similar kind of
idea of language and poetry. This fact must have been encouraging not
only to Pound but also tr-r Yeats. Yeats let Pound "go over all [his]
work with lhimselfl to climinate the abstract" in 1914.
Yeats akso adapted l)ound's method of translation, which could be
called' "recreation," to his rcvision of poems. According to Ellmann,

Heauen and

t22

"l

felt when re-writing every poem- 'The Sorrow of Love' for instance-that by assuming a self of past years, as
remote from that of today as some dramatic creation, I touched a
stronger passion, a greater confidence than I possess, or ever did posYeats later wrote,

have

sess. Ezra when he re-creates Propertius

or some Chinese poet escapes his

scepticism... "

of the early and revised versions of "The Sorrow
of Love" shows us that Yeats tried to make his poems more concrete
and objective. The revised one makes it clear that by the appearance of
a girl the natural things, which used to be just beautiful and harmonious, changed completely and then "could but compose man's image and
his cry," which reflects Swedenborg's idea. This poem could be taken as
Yeats's declaration that he would compose the real image and cry of a
man, avoiding the sentimantal. The girl "doomed like Odysseus," who
gave him an opportunity to change the idea of poetry, has been said to
be Maud Gonne in his actual life. However, I believe that her appearance
also suggests that of. Ezra Pound, who had been strugglirry in The CanThe examination

,os as a modern "Odysseus" since 1915, and whose existance encouraged
the development of W.B. Yeats's poetry.
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Famine Images in N4odern Irish Poetry:
from Kavanagh to Heaney
Shiro Suzuki
Irish people are one of the greatest consumers of potato. But for them,
at the same time, potato has been an emblem of the race's suffering
more than a century and half. Patrick Kavanagh's short piece, 'Restaurant
Reveries', for example, begins with the following passage; 'A half-potato
on my plate,/ It is too soon to celebrate,/ The centenary of'48,/ Or even '47.
His The Great Hunger was published in 1942. And twenty years later
Cecil Woodham-Smith's best selling book The Great Hunger appeared.
Woodham-Smith's work is, of course, a documentary study of the Great
Famine. Contrary to the most readers' anticipation, however, the theme
of Kavanagh's poem is not the Great Famine of 1840's. It is aparalytic
life of a peasant, Patrick Maguire, who has remained unmarried for
life. So the word 'hunger' here does not look as if to denotestarvation,
but sexual one. Here the poet seems to suggest ironicallythat in spite
of the iarge potato crop people are blighted and paralyzed.
In Seamus Heaney's 'At a Potato Digging' we can detect some
significant echoes from Kavanagh's The Great Hunger. And for the
historical backgrounds he depended on Woodham-Smith's work. In 'For

of Eliza' he even quoted several lines from her book.
A line like 'to be piled in pits; live skulls, blind-eyed.' refers to the
the Commander

past as well as the present. He emphasizes the connectedness of past and
present.
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The Great Famine in the Novels by Carleton,
Joyce and O'Flaherty
Mikio Fuso
As evinced by the conception of art as a cracked looking glass concurrently endorsed by Edgeworth, Wiide and Joyce, the Irish novelists
have been characteristically vigilant

to the eradicable split

between

truth

and fiction, as well as the split between the teller and the readingpublic
peculiar to the Anglo-Irish situation. The Great Famine has beena cruci

al topic in this regard by challenging them to tell the nightmarish
truth of the disaster in their fictive prose. Evidently their awarenes
of the fatal ineffectualness of making a story,/history did not lead
them to break their staves but drove them instead to look for their
proper prose style qua the cracked mirror. Carleton's method of
digressive documentation, Joyce's deliberately absurd inclusiveness of

the historical and ahistorical, O'Flaherty's art of incorporating the
irreconcilable characters and plots in his plain form of storytelling they all claim their own properness by their respective art of revealing
the very crack.
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Poets After Yeats
Tetsuro Sano
We often find in contemporary Irish poets an ambivalent feeling
towards their home town or country and the people living in it. This
feeling is rooted in their search for their own identity, and reasonably
enough, finds a strong expression in poems dealing with the problems
of language-Irish vs. English, Irish English vs. British English, Catholic
English vs. Protestant English, etc., not to say the most fundamental
and contemporary problem of language and poetry per se.
As the co-ordinator of the symposium, I asked the speakers to try
to connect their topics with this problem.
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"Transplantation"

1n

Ivledbh McGuckian's Poems
Naoko Toraiwa

Medbh McGuckian (1950 - ), who was born, brought up and educated in Belfast, is one of Northern Ireland's leading poets today. In
her first full collection,The Flower Master (1982), McGuckian repeatedly
sets her flowers in a somehow isolated atmosphere; some are cut by the
flower master to be arranged in a vase, and some are uprooted from
their native land. These flower poems can be discussed in terms of
'transplantation.' The places where those flowers get transplanted are
often enclosed spaces, artificially produced by masterly human hands:

'a vase,''a room,'or'a house;'that is to say, ,the territory of art,in
contrast to the territory of the native land. In fact, throughout
McGuckian's poems, 'house-images' and 'room-images, appear again and

again, and the poet herself speaks of the metaphor of the house: 'the
house is probably the poem itself often, or a symbol for the world of
the poem.'In noting that'they [houses] are symbols of the protective
the protectiveness a woman feels about her personality and her
body
- and her history,' McGuckian suggests that poetry, the ,art, for
herself, should be the safe territory where her femare self can feel secure
from an oppressive patriarchal society. McGuckian is, however, acutely
aware of the limits of the language with which her own house of poetry
is constructed. In 'The Dream-Language of Fergus,, for example, she
writes, 'And scattered alphabel,/ Jutting out from the voice,,/ Till
what began as a dog's bark,/ Ends with bronze, what began,/ With
honey ends

with

ice.'

The possibility of going beyond the ordinary

limits of language by

the construction of bricks of language is suggested in McGuckian's use
of the metaphor of 'the seed'as a symbol for'the word.'Just as seeds,
which often appear as lifeless, cold, iron pellets, hold the potential for
new life inside, words, the small pieces of language, in the form of a

poem' can move readers and evoke vivid feelings inside them. The seeds
of McGuckian's flowers transplanted from the native land to the territory of art, thus, grow in the territory of life; her flowers bloom in the
borderland.
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Paul Muldoon's

Its

Art of Language

and

Significance
Fuyuji Tanigawa

Paul Muldoon is a storyteller, serious about how to narrate a story.
His narrator, often pretending to be the same "I", metamorphoses mischievously. This suggests his perspective varies, and that it is private
and limited. His narrator doesn't give a total ending to a story-or a
mystery defined as the form in which the full significance of narrative
units is revealed at the end-but only describes his experiences. He has
no

sense

of

correspondence

that would ensure autonomy of a work while

he shows a great power of seeing. Muldoon's mystery has a reader share
a change of his perspective, which leads to breaking his or her identified
self.

Muldoon's

ability to have his narrator

experience accurately produces

describe even

an

imagined

his creative translation of another

con-

temporary Irish poet Nuala Ni Dhomhnaill's poems. The case of "Ceist
na Teangan" ,/ "The Language Issue" in Pharaoh's Daughter clearly
shows his way of drawing a material out of another narration. When Ni
Dhomhnaill's original "Ceist na Teangan" is transformed into Muldoon's
"The Language Issue", it loses the object of narrating: "you" who might
accept and foster "hope" as a pharaoh's daughter. This revision reflects
Muldoon's privatization of another's language.
Obliteration of self is fun, and privatization of language is so, for
they might cause liberation from the network' of Western philosophy
that has sanctioned and rested on authoritative ideas like self or language. Madoc: A Mystery is typical of Muldoonesque storytelling:
variety of perspectives, descriptive narration, reference to outside texts.
This demanding text mocks the policing tradition of Western thought,

its own reliance on the tradition.
Language has been overloaded by grand voices in the West' particularly in Ireland. Paul Muldoon's private language opens up the way to
liberate each tongue from the bonds of being public'

and
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Pastiche

of Voices
Ni Dhomhnaill

-Nuala

Ir,{itsuko Ohno

Ni Dhomhnaill is a unique poet among contemporary Irish
for she writes poetry exclusively in Irsh and writes essays and
criticisms in English. Since the population that understands the Irish
Nuala

poets,

is limited even in its home land, whiie much more so abroad,
might seem that she is deliberately curtailing readership by choosing
the minor language. On the contrary, however, the fact is that she has
gained broader acclaim beyond the borders of her mother tongue because
of various merits of her poetry, such as the exuberance of her themes,
images and language, and also because she has yielded her poems to the
English translations by other Irsh poets.
The Pharaoh's Daughter (1990) is a dual language text with the translations by 13 well-known Irish poets, and The Astahhan Cloah (1992)
is a collaboration with Paul Muldoon. Nf Dhomhnaill gives to the translator the original Irish and her crib (rough translation into English),
then the translator who does not necessarily have the Irish language is
granted the liberty to get the inspiration from the crib and create
his,/her own version of the poem. In the case of Muldoon who has Irish,
especially, he may be able to exert free hand in rewriting her poems in
English, enhancing the merits of Irish rhymes and connotations. Such
collaborative publications, which are immediate reflections of the historical and social dilemma concerning vernacular Irish, actually present
themselves as competitive feats of poetic talents of both the original
poet and the translator, thus making the poems more enchanting.
Ni Dhomhnaill belongs to the oral tradition of Irish myth and folklore, and translate the original stories effusively, and transport the
women's voices from the Celtic Ireland to the present, as if she herself
were a folkstory teller or even a shaman. I propose to consider her
poetry as post-medernistic pastiche of layers of voices of Ireland from
the ancient Celt onwards: Nuala Ni Dhomhnaill reverses the hierarchical
relationship between men and women, society and individual, and thus,
in a form of pastiche, renders contemporary women everywhere a voice
to speak of themselves which are often iconoclastic but humorous and
always empowering.
language

it
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THE YEATS SOCIETY OF JAPAN
CONSTITUT10N

l.

The Society is to be called THE YEATS SOCIETY OF JAPAN.
has as its object the promotion of Yeats studies in Japan by means

2. It

of:

a. lecture meetings;
b. contact and co-operation with similar

societies abroad, in particular

with the senior society at Sligo;

c. publication of a Society bulletin
d. other activities.

and of members' work on Yeats'

3. The Society consists of President, Committee and Members.
4. The President is to be elected by the Committee.
5. The Committee is to be elected by the Members.
6. Both President and Committee hold oflice flor two years, but

may

offer themselves for re-election-

7. Membership fee is 5,000 yen per year.
8. Membership of the Society requires written application

and payment

of the stated fee.

9.

Expenses

o[ the Society are to be defrayed from

membership fees,

donations, etc.

10. A General Meeting is to

be held annually to discuss all matters pertain-

ing to the Society.

ll.

Any addition to, or amendment of, this Constitution willrequire
sanction of the Annual General Meeting.
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