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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 ンドのイェイツ協会 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
(2)委

長

一

員

若千名

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。
委員会 の推薦 により顧間 を置 くことがで きる。
役員の任期 は二年 とし、重 任 をさまたげな い。

5。
6。

7.委 員会 は会長 をたすけ会務 を行 う。
本会 は次 の事業 を行 う。
(1)大 会 の開催

8。

(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
本会 の経費 は、会費その他 の収入 によって支弁する。

9。

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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イ ェイツにおける 「イメー ジ」 と 「シンボル」
"seem"

tsah\-

-/jt
長谷川

弘基

副題 の示 す よ うに、 問題 の発端 は「 なぜ “seem"と い う語 が この よ うな場 所
に現 れ るのか

?」

とい うほん の些細 な疑間 であ る。 そ して、
「 この よ うな場所」

は、例 えば、 "Coole Park and Ballylee,1931''に 具体 的 に認 め られ る。

Another emblem there! That stormy white

BrL seems a concentration of the sky;nr @.P.p.275)
emblem"と 認 めているにもかかわ らず、 なぜ イ ェイ ッは be動 詞 に
白鳥 を “
よる潔 い断定 ではな く、 “
seem(s)"と い うやや曖昧 な表現 を用 いたのか
'自

鳥 を何 かの emblemと みなす とい うことは、象徴 と象徴 され るもの、 ここで
は自鳥 と天空 との間 に確実 なアイデ ンティフィケ ーシ ョンを認 めることに他 な
らない。 つ まり、 白鳥 と天空 の両者 は一対一の対応 を して い ると認識 されて い
るはずである。 とすれば、 ここでの表現 は “
seem"で はな く、 “That stormy
white//[is]a consentratiOn of the sky;''と なるべ きだ ったのではないだ
ろうか ?
このよ うな素朴な疑間を出発点 に してイ ェイ ツの詩 における “
seem''の 用
例 を追 いか けて い くと、その先 にはイェイツの詩 の解釈 に当 たって しば しば議
論 される大 きな問題が待 ち受 けている。 それは、 イェイツの用 いるイメジャリー
が主に視覚的 な、外界 の 自然 を描写

(ミ

メーシス)し た「 イメージ」 なのか、

それともその根拠を自然ではな く文学的伝統 に持 つ「 シンボル」 なのかという
問題 である。彼 が「 白鳥」 と言 うとき、その白鳥 を生 きた現実 の一 羽の水鳥 と
見 なすのか、 それとも西洋 の文化的・ 文学的伝統 を一身 に背負 った象徴 と見 な
すのか。結論 はおそ らくその両方 であるといえば確かに間違 いはないであろう。
しか し、 いったんその比重を、 つ まリイ ェイッの詩 にお いて実際 にどちらがよ
り支配的であるかを問題 にす ると、議論 は決 して尽 きることはな い。例 えば、

cIれ 径知2)に お いて イェイッの「 イメ ー ジ」 の役
FOカ ーモー ドが ROれ αれιじ
割 を対立、葛藤 を克服す るものとして高 く評価 したことは今更言 うまでもない。
θ
r POα っ′
s rん θLα ι
0の 中 でそ の
また、 T・ パ ーキ ンソンは 7.3 yθ αι
カーモー ドとF.A.C.ウ ィルソンを対比 させ、 この論争 の要点 を手際 よ く概観
して い る。 さらには、 ポール・ ド●マ ンが ηtt Rん αOrjc O/ROれ 配 jcjs′ n4)
において、幾分 は ド●マ ン自身 の批評戦略 のために、 この問題 に相当 な力 を注
いでいる。確 かにイェイッの詩 の解釈 は、 T・ パ ーキンソンの言葉 を借 りれば、
「 イメージとシンボルのはざまで」揺 れ動 いていると言 える。
Unity of Being"の 詩人 としてのイ ェイツは実 はここで も
しか しなが ら、 “
彼 な りの一種 の「 統合」 を試みて いるのではないだろ うか。 そ して、 イェイツ
の詩 に現れ る “
seem''と い う語 の意味、意義を考察す ることによ って、 イ ェ
イッの この「統合 の試み」 の一 端を垣間見 ることが可能 となるように思われる。
そのとき明か となることは、その試 みの実際 と結果が、肉体 と精神、生 と死、
自然 と自意識、等 々の二項対立が調和的融合によって解決 されているというカー
モー ドの主張 とも、 また逆 に、 そのような統合 が不可能 であることを示 して い
・ マ ンの主張 とも、確 かにその双方 に深 く関わ りなが ら、 しか し決
るとい う ド
定的 なところでは微妙 に異 なる、 いわば「第二の」解釈 の可能性 を示 して いる
とい うことである。 そ して もう一つ、 この「統合 の試み」 において不可欠 な働
きを して い るものが これ もまた イェイツの詩 の理解、解釈 にとって常にその意
義 を問われ続 ける「 イマ ジネーション」 であるということが明かにされるだろ
う。従 って、 ここでの作業 は、すでに十分 しつ くされた観 のあるイェイツに関
する「 イメージ・ シンボル論争」 に、際 だった特徴 を持っイェイツ的想像力 を
媒介 に して、遅 ればせなが ら参加する ことを意味 して もい る。
seem''と い う語が、 いわゆ る コピュ ラ
実際 にイェイツの詩 では しば しば “
としては be動 詞 を用 いる方 が理 にかなっていると思われる箇所 にお いて、 特
。 それ ら
徴的 に用 い られて いる。 そ してそれは中後期 の詩 に特 に顕著 であ る。
の例 の中 には、 “
It seems that.… "の よ うな表現 も含 まれてお り、 seem
の頻繁 な使用は単 にイェイツの中後期 の詩 の特徴 と見 なされている「 口語風」
を形作 る一要素 に過 ぎないと思われるか もしれない。 それに関連 して、 イェイ

The purpose of rhythm,it haS alWayS
ツの散文 を読んで いて、例 えば、 “
sθ
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period from the death of Tennyson until the present rnoment has, it
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うな表現に出会 うと、詩 の中 に seemと い う語 が頻繁 に現れ た と して も、 そ
れはせ いぜいイェイツの「 口癖」、
「書 き癖」 の反映 と思われるか もしれな い。
A seems B.''と い う表現 はAと Bを seemと い うコピュラで結
そ もそ も “
A is B.''と い う表現 の ヴァ リア ン トと考 え ら
び付 けた文であ り、従 って、 “
れる。 Aと Bが 明かに異 な り、かつある点 においては類似 して い るとき、「 A
はBで ある」 という表現は古典的な修辞学 の分類 ではメタファーにな り、一方、
「 Aは Bに 見える、 Bの ようだ」 という表現 は シ ミリを作 ってい ることになる。
このよ うに考えれば、イェイツの「 seemを 好 む傾向」 は「 メタフ ァーを避 け
て シ ミリを積極的 に採用す る傾 向」 と言 い換 えることが可能 か もしれな い。 し
か しなが ら、 このような主張 は、イェイツの詩 の世界 を少 しで も知 っている者
にとっては、全 くの見当外れ に聞 こえる しかないで あろう。 とすれば、 seem
の使用 の背後 には修辞 の レヴェルを超 えたより本質的な問題、 イェイッの詩 に
とって、 さらにはその人自身 にとって、 よ り切実 な問題、例 えば この世界 の
「 リア リティ」 をどう捉 えるのか とい う問題 に対す る詩人 の態度が表 されて い
seem"の 現れ る詩を注意深 く分析
ると考 えるべ きである。 そ して、確 かに “
してみると、
「 Aは Bで ある」 の代わ りに「 Aは Bの ようだ」 とい う表現 が選
ばれている事実 には、やや大 げさに言えば、 イェイッの詩 の「構成 の原理」 と
も呼ぶべ き特徴 が透けて見 えて くる。
その具体例 として、試 しに “
Lapis Lazuli''を 考 えてみたい。

Two Chinamen, behind them a third,
Are carved in lapis lazuli,
Over them flies a long-legged bird,

A

symbol

of longevity;

The third, doubtless a serving-man,
Carries a musical instrument.

Every discoloration of the stone,
Every accidental crack or dent,
Seems

a water-course or an avalanche, (C.P. p.339)

この表現 だけを取 り出せば、 これは単 に「石 の褪色や ひび博割れが水 の流れ
や雪崩 に見 える」 という事実 を述べているだけの、 さして注 目に値 しない詩句
と思われるか もしれない。 目の前 にあるものが実際 そう見えるのだか ら、 それ
は metaphorで も emblemで もない、 ある主観的な事実 を努 めて客観的 にの
べているだけの平板 な記述 に過 ぎない、 と見なされて も不思議 はない。 しか し
なが ら、 この詩句 の置かれた文脈を考慮 に入れると、実際には この箇所 でかな
り破格 なことが起 きて いることが理解 される。 この詩 の特 に後半部分は詩人が、
たとえそれが フ ィクシ ョンであったとして も、石 に彫 られた一 つの情景 を描写
している箇所 である。 つ まり、彼は絵 (視 覚的芸術作品)を 文 によって再現 し
ようとしている。 その再現 の試みの さなかに、 イェイツはわざわざ「 Aは Bで
ある」 とい う断定的な叙述ではな く「 Aが Bに 見 える」 という表現 を用 いてい
る。 ここで注 目 されるべ きことは、石 の褪色 や鉾割れが水 の流れや雪 に見える
というこの散文的 な主張 によって、 それまで繰 り広げ られた「情景描写」 の現
実性 に結果 として重大 な異議、疑 いが差 し挟 まれる、 ということである。 つ ま
り、 この箇所 の直前 のス タ ンザで示 されて いる、石 に彫 られている情景 の理解
あるいは認識 も結局 は「 そのように見えているにす ぎない」 のではないか、厳
しくいえば錯覚 に等 しいのではないか。脚 の長 い鳥 が長寿 のシンボルであった
り、二番 目の人物が「 疑 い もな く」召使 であった りする ことも詩人 の主観的 な
創作 ではないのか ?

このよ うな疑 い は作品 の結末近 くの “
and 1/Delight

to imagine them seated there;''と い う詩句によ って確信 にまで高 められる。
ここで述 べ られていることは、 Aが Bに 見 える、 つ まりAが Bと 認識 されるた
めにはイマジネーションの働 きが不可欠であるということに他ならない。“
seem"
の一語 によってイェイツは現実 と想像 の世界 の敷居を取 り除 くことを企て、 ま
んまとそれに成功 している。 たとえ「 Aは Bだ 」 と断定 したところでその根拠
は主観的 な想像力 にあるに過 ぎない というわけである。
しか し、
「石 の博割 れが水 の流れ に見える」 という表現 は、 石 の縛 は実際 は
決 して水 の流れではないことを同時 に表 して もい る。 一 般 に A seems B.と
い うとき、その意味は、 Aは おそ らくはBだ 、 とい う肯定的な意味と、 Aは

B

に見えるだけで実 はBで はな い、 とい う否定的な意 味 の二通 りの可能性 が考 え
られる。 コ ピュラとして be動 詞 と比 べ た ときに明 らかにな る “
seem''の 持
つ この否定的 な特徴 が今度 は逆 に現実 と想 像 の世界 の二重性を浮 き彫 りにする。
とい うの は、現実 としての石 の博割れが想像上 の水 の流れ に見えると言う限 り、
つ まり両者 の違 いを強調す る限 り、 {現 実 =石 の博}、 {想 像 =水 路 }と い う組

合 せはいささかの揺 るぎもな く各 々の領域を確実 に維持できるか らである。
seem''の 用 い られた もう一 つの例、 冒頭
以上 の点を詳 しく考 えるために、 “
に引用 した “
Coole Park and Banylee,1931''の 場合 を見 てみたい。

Another emblem there! That stormy white

But seems a concentration of the sky;
この表現 も、 ご く軽 く読 んで しまえば、“
Lapis Lazuli''の 場合 と同様 に、
ただ実際 にそ う見える事実 を気軽 に述 べているだ けだと読めるか もしれな い。
白鳥 の白さが凝縮 された空に見えるという、詩的 ではあるがやや冗長な表現 と
して見過 ごされるか もしれない。 しか し、 ここでの疑間は、すでに指摘 した通

emblem''と い う語が用 い られて い ることであ る。
り、 ここにはっきりと “
“
emblem"で あるな ら “seem"で はな く “is"で 良か った、否、 “is"で ある
べ きではなか ったか。 白鳥 を emblemと 認 めなが ら、 (空 =天 は明 か に 自鳥
の象徴性 の範疇にある、)そ の象徴 が象徴すべ きものに「見 え る」 とことさ ら
に言 うのは一種 の倒錯 とさえ見 なされえる。 それ は例えば「鳩 は平和 のシンボ
ル に見 える」 と言 うのと大同小異であろう。 しか し、 この倒錯 にこそイェイツ
の狙 いがあったと考 え られはしないだ ろうか。

Another emblem there!That stormy white/
確 かにこの詩句 は、仮 に “
[is]a concentration of the sky;''と なっていた と して も表面上 の意味 には

大差 はない。 そ して、繰 り返 しになるが、emblem=symbOlで あるな らこの
ような表現になる方 が一層 自然 だと感 じられる。 それではそのよ うな箇所であ
えて seemが 用 い られていることをどう理解すればよいのか ?
A is B。

という表現 と A seems B。 という表現 を比 べてみ ると、 直 ちに前

者 は断定的であ り、後者 は非断定的 であることがわかる。例えば、具体例で考
えてみれば、
「君 は薔薇 だ」 と言 えば断定的だ し、「君 は薔薇 に見える、薔薇 の
ようだ」 と言 えば非断定的である。 しか し、一層重要 な区別 と して、「 君 は薔
薇 だ」 というメタフ ァーはいくら断定的 に響 いた として も実際 にはそれは「現
実」 の陳述ではな い、他方、
「君 は薔薇 のようだ」 という限 り、 この方 が よ り
現実 に近 いとい う事実が考え られる。我 々の例 に戻 れば、自鳥 はたとえ高度 で
濃密 な象徴性を持 っていた として も決 して「凝縮 された空」 ではない、 ただそ
う「見 える、思える」 に過 ぎない。 “
seem"を 用 い る方 が 現実 (actuahty)
5

に歩 み寄 っていることは確 かである。
seem''も コピュラである限 り、主語 と述語を何 らか の あ り
しか しなが ら、 “
方 で結 び付けて い るはずである。 この点 を明 らかにす るために再 び be動 詞 と
比 べてみよう。A is B。 とある場合、例 えば「 君 は薔薇 だ」 と言 った とき、
それは強引ではあ って も明かなアイデ ンティフィケーシ ョンであるか ら、
「 君」
と「薔薇」 の結 び付 きは強力で、両者 は不可分 とな る。「 君」 とい う人物 は
「君」 の持 っていたアイデ ンテ ィティは「薔薇」 のアイ
「薔薇」 だと認定 され、
デ ンティティに吸収 される。
「君 は薔薇 だ」 と言 ったとき、 その相手 の姿 は薔
薇 の花 のイメージと重な り、そのイメー ジの中 に溶 け込 んで しま う。 他方 、
A seems B.の 場合、 つ まり、
「君 は薔薇 のよ うだ」 と言 った場合、 君 と薔薇
の間 にある関係 は単 に主観的恣意的 な類似性 のみであ り、確実 なアイデ ンテ ィ
フィケーシ ョンとは見なされない。事実、 イェイッの例 では、石 の鋳割 れ と水
の流 れの間 に必然的 な関係 は何 もな い。 とすると、 seemの 機能 の大 きな特徴
は本来必然的 な関係 のない二つのものを結 び付け られる能力にあると考えれ る。
換言すれば、A seems B。 とある限 り、 Aと Bは 各 々のアイデ ンティティを維
持 したままに、 つ まり各 々お互 いに独立 したままに、一 つの関係 を築 くことが
stormy white''は 、 beで はな く seemが 用 い られ ることに
で きる。白鳥 の “
より、自鳥 として の natural imageを 保持 したまま同時 に天空 の emblemと
して も機能 で きる ことになる。 このよ うにして、seemに よ って イメ ー ジ と シ
ンボ リズムの一 種 の二重性が確立 される。
はたして イェイッの詩 の提出するイメジャリーが、 F・ カ ーモー ドが主 張
・
したように、根元的 な二項対立 の上揚を成 し遂げているかどうか、ポール・ ド
マ ンの展開 した一連 の ロマ ン派詩学批判 の後 では簡単 に肯首す ることは難 しい。

dancer"や “tree"の イメージを通 して大 いなる統合 が表 さ
確 かに一面 では “
れて いると十分 に解釈 で きる。 しか しなが ら、 そのようなイメージでさえ も言
葉 という記号を介 した ものである限 り、対象を無媒介 に、 つ まり直接 に指 し示
す ことはあ りえず、従 ってイメージとそれが表す もの との間 には依然 として埋
めることのできない距離 が横 たわ り、 イメージによって二項対立が止揚 され る
というのは誤謬に過 ぎな いとい う ド0マ ンの主張 も、 その意 味 では常識的 で、
十分 に説得力 がある。 しか し、 い ま問題 としたいのは、 イェイツのテキス トを
離 れた場所 での哲学的 な議論 ではな く、 まさにイェイッのテキ ス トの中で「 イ
メージ」 と「 シンボル」 (ド ●マ ンの用語 では emblemさ らには allogOry)が
どのよ うな関係 にあるのか とい う事実である。
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イェイッの「 白鳥」をただの現実 の水鳥 と見 なす ことは、例えば “
Leda and
Swan''の ような詩 を前 に しては、不可能であろう。 しか し、 ド●マ ン (で さ
え)も 認 めているよ うに0、 イェイツは確かに現実 の光景 を描写 して い ると考
えぎるえないようなテキス トを残 している。 この事実 を前 に しなが ら、 そのよ
うな 自然描写は一種 の偽装 に過 ぎない、 イェイッの詩 の本質 は新 プラ トン主義
やオカル ティズムの体系 に根 ざ しているのだ、従 って、イェイツの使 うイメジャ
リー は主 として「 シンボル」 =「 エンブレム」 と解 されるべ きであり、例 えば
ワーズワースの使 うイメジャリー とは区別 されねばな らな い。、 と主 張す るの
は強引す ぎるのではないだろうか。 イェイツのテキス トが示 していることは、

seem"と い う語が示 して い ることは、 イェイッは確 かに「 イメー
少 な くとも “
ジ」 と「 シンボル」 の乖離、両者 の非連続性 を明確 に意識 しつつ、 (そ して こ
の点 に関 しては ド・ マ ンの分析 と見事 に一致する、
)し か もあえてそ の両者 を
併置 して結 び付 けて いるとい うことでる。 そこでは「 イメージ」 にも「 シンボ
ル」 にも、各 々別個 の働 きが求 め られて い るに して も、 同等 の意義、重要性が
与 え られている。
石 の鐸割れは「石 の鱚割れ」 と認識 されると同時 に「水 の流れ」 と見 なされ
る。 自鳥 は実在す る視覚的な対象 としての リア リティを保持 しつつ、「 凝縮 さ
れた空」 と理解 され る。 このよ うにして異 な った二つの次元 が詩句 の中でまが
りな りにも統合 されて いる。 しか し、
「統合」 とはいって もこの場合、 対立 の
融和、解決を示唆するような「 止揚」 とは区別 されねばな らない。 というのは、
すでに述 べ た通 り、
「 Aが Bに 見える」 とあるとき、 A、 Bそ れぞれのアイデ
ンティティは維持 されたまま、 従 って両者 は区別 されたまま、併置されて いる
のだか ら。
ところで、 このよ うなある意味では特徴ある「統合」 を可能 としたのは「 A
が Bに 見える」 ことを可能 に したイマジネーシ ョンに他 な らない。 イェイツの
Lapis Lazuli''の 例 で確認 した通 り、現実 を
考 える限 りにお いては、先 に “
「見 る」 =「 理解す る」 ためにはイマジネーシ ョンが不可欠 とされ る。 現実 の
反映 と見 なされる具体的 な「 イメージ」 が超越的次元を示す「 シンボル」 と結
び付 き、 いわば二重 化 した形で現れるのがイェイツのイメジャリーの特徴 であ
る。 そ して想像力 がその結 び付 きを発見 し、可能 にする。 こうして現実 の世界
と超越的世界 の異 な った二つの次元 が「 統合」 されると同時 に、認識 と想像 が
併置 され、結 び合わされる。 このとき、現実 と想像 の どち らが「仮相」 であり
「 実相」であるのか はもはや誰 にもわか らな いであろう。仮相 も実相 も、イメー

ジ もシンボル も、共 に リア リティを与え られ、同等 に評価 され、 しか も「 統合」

The Tower''に おける
される。 この点 をは っきりと示す例 として最後 に “

seem"の 意味を考えてみたい。
“

I make my sorl,,/ Compelling it to study
In a learned school,/ TiIl the wreck of body,
Slow decay of. blood,,/ Testy delirium
Or dull decrepittde,,/ or what worse evil come -

Now shall

t...1
Seem

b'fi the

clouds

of the sky,/

When the horizon fades;
(C.P. p.224-5)

ここで も「 老 いの衰 え」 と「 夕暮れの雲」 とい う本来決 して比 べ ることので
きない二つの ものが結 び付 けられて いる。 もちろん、両者 とも一つのサイクル
の終焉 を表 して いるのだか ら、 その意 味ではこの表現 は典型的な メタファー と
Coole Park
みなされるか もしれな い。 しか し、 それな らばなおのこと、先の “

and Ballylee,1931"の 例 と全 く同 じく、 ここで も seemが 用 いられているこ

The Tower"と い う長大 な詩 を綿密 に
とに先ず注 目 したい。 そ して、 この “
検討すれば、 この詩 が主題に関 して も、 またその構成 に関 して も、「 想像力 の
.0詩 であることが容易 に理解 される。実際、 この詩 の第 二 部 で
過剰 に関す る」
は想像力 の働 きの全領域が記憶 と歴史 に関わ るい くつかのエピソー ドを通 して

網羅的 に描 かれて いる。
最初 の Mrs.Frenchの エピソー ドでは、人 の心 が読 め るとい う召使 と彼 に
よ って引き起 こされたグロテスクな悲喜劇が語 られ、単 なる理性 では獲得 でき
ない知識 を想像力を通 して手 に入れる可能性 と逆にそれが引 き起 こす危険が示
される。続 いて、盲 目の詩人 が誉 め讃 えた美 しい村娘 の存在 と彼 の詩 が作 り出
した彼女 の評判、 そ してやはり想像力 の犠牲 とな って、現実 と想像 の区別 がつ
かな くなった結果、沼 で溺れ死んだ男 のことが語 られる。 ここで も、見えない
ものを見 させるのが想像力 の働 きであることが二重に示 される。盲 目の詩人 を
して容姿 の美 しさについて語 らせたの も想像力であれば、 その詩 を通 じて表 さ
れた少女 の美 しさに心 を奪われ るの も同 じく想像力 の為 せる業 である。 イェイ
ツ自身 が作 り出 した作品中の登場人物がまるで現実 の人物 のよ うに語 られる第
三のエ ピソー ドに続 いて、第四 のエピソー ドでは、 それまでのエピソー ドとは

ある意 味 では対照的 に、想像力 によって生み出 された「愛 とも芸術 とも憎 しみ
とも」無縁 な、 つ まり想像力を欠 いた、言葉 の あ らゆる意 味で「倒産 した」男
のことが語 られる。 この エピソー ドを通 して、人間 にとって想像力 は、 たとえ
危険で当てにな らない ものだとして も不可欠 な ものであるとい うことがは っき
りと示 され る。 そ して最後 に、歴史上 のイメー ジ、 それ も単なる個人 の記憶で

Great Memory"に 貯 え られた記憶 が 自発的 に、 つ ま り個人 の理 性
はな く “
とは無関係 に、浮 かび上がる事実 が語 られ、 エ ピソー ドの列挙 は終 る。結局、
全体を通 して語 られることは、想像力が認識、創造、記憶 と密接 な関係を持 ち、
人間にと ってときに致命的ではあって も、必要不 可欠 であるということである。
このよ うに、イマジネーシ ョンが単 に詩作 においてだ けではな く、人間 の精
神活動一般 において不可欠である ことを示唆 した後 に、 イェイツは遺書 の体裁
を取 った詩 の中で「 老 いの衰 えが、 たかだか夕暮 れの雲 と思える」必要を主張
する。老 い は彼 にとって受 け入れがたい、 しか し同時 に冷酷 なほど否定 しがた
い事実、現実である。それを自らのイマジネー シ ョンのみを頼 りに「夕暮 れの
雲」 として理解 し、受 け入れようと努力する。 とはいえ、肉体 の衰えは現実に
は決 して「夕暮 れの雲」 にな りは しない。現実 は彼 に向かって凶暴 に襲 いかかっ
て くる。 そ して結局「 老 いの衰 えが夕暮れの雲 に思える」 のはイマジネーショ
ンが創 り出 した一 つのフ ィクションに過 ぎな い。 しか し、人間 の精神活動 のほ
とんどがイマジネーシ ョンに依拠するとすれば、 このフ ィクションも、少な く
ともイェイツ自身 にとっては、確実 な リア リテ ィを持 ってい る。 この詩 におい
て、現実 と想像、現世 と超越的世界 は統合 され るどころか、む しろ極度 の緊張
関係、決 して融和す ることのない葛藤 を表 して い る。 その緊張を維持 したまま、
「 老 い」 と「 夕暮れの雲」 は併置 されてい るのである。
老 いの「 現実」をイマジネーシ ョンを使 って夕暮れの雲 と「見 なす」 という
ことは、石 の値 を水 の流れと、自鳥を凝縮 された空 と理解す ることと同 じであ
る。 つ まり、 これ らの二つの表現 は共通 して、 日の前 のイメージを見つめつつ、
そ してそれを否定す ることもな く、同時 にもう一つの意味、場合によ っては超
越的 な意 味 を確保 しているのである。 イェイツの表象、例えば自然 の風景 の描
写等 に関 して、それが形而下 の表象 なのかそれ とも形而上 の、超越的 な表象 な
のか ということがど うして も問題 にされる。 しか し、 イェイッ自身が試みてい
ることは、 イメージで もあり同時にエンブレムで もある表象、地上的で もあり
同時 に超越的 なシンボルを追求することではなか ったか。 (少 な くとも彼 が通
常 の「 ア レゴ リー」 に背 を向 けた ことは事実 で ある。)そ して、 イェイツが
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A seems B.''と 表現 した意図 と して考 え
A is B.''と 断言す る代 わ りに、 “
“
「 仮相 が実相 に昇華す る」
られる ことは、彼 が例 えば「 現象 が本質 に見える」、
と言 い換 え られるような対立 す る二 つの要素 の間での一方 の側 の大勝利 を主張
したとい うことではな く、 い うなれば「仮相」 も「 実相」 も共 に重視 したい、
共 に否定 しがたいという彼 自身 の強 い願望、認識 の表 れではなか っただろうか。
A oseems B。

とあるとき、 Aは 決 して Bに 同化、吸収 されることはないのだか

り。

(注 記 )
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鳩 か 白鳥 か
―

イ ェイ ツの黙 示詩 にお け る Tragic

Joy―

中 村

久 美

イェイツは生涯 にわたり黙示録的作品 を数多 く執筆 したが、特 に最晩年 は近
づ く終末 の意識か ら逃れ得ず、悲劇を目の あたりにした者 の悲痛 な歓喜 が しば
しば作品 のテーマとなっている。 この tragic joyは 『 ヴィション』 に言 うとこ
ろの反対的 アポカ リプス (ギ リシャ的な二 元世界 の相互 の交替 =白 鳥 のアポカ
リプス1))を 表 した詩 に共通 して見 られる特徴 である。 これに対 して本源的 ア
ポカ リプス (キ リス ト教的 な善悪 の二項対立 が最終的 に善 の世界 に一元化 され
る=鳩 のアポカ リプス2))を 表 したもの は主 に初期 に集中 して いる。
鳩 のアポカ リプスで も白鳥 のアポカ リプスで もその到来 の際 には世界中で大
混乱 が生 じ、 あ らゆる災厄 が人 類 を襲 うのは変わ りないが、 その後 に来 る世界
の様相 は全 く異 なる。 そ して世界 の終わ りの啓示 が「鳩」 であるか「 白鳥」 で
あるかによ って、 イェイツのアポカ リプスに臨 む態度 もまた異なるのである。
即 ち、世界 の終わ りを個人 の終末 として受 け止めなが らも個を越えた純粋 な歓
喜を経験す る tragic joyと なるか、世界 の終わ りを真実 の啓示 の時 として期待
または不安 の中 に迎えるかの違 いである。
『 ヴィジョン』 によれば 白鳥 のアポカ リプスが もた らす の は満月 の光が支配
する世界、即ち夢が現実にな り、英雄が誕生す る世界、人生 をあ らゆる意味 に
お いて全 うすることが可能 な世界 である。 そ こでは争 い も絶えな いが、美が誕
生するの もまたそのよ うな騒乱 の時代 においてなのである。 そ してその時 は意
外 に早 くや って きた。
1930年 代後半、大陸ではスペ イ ン内乱 や ヒットラーの侵略開始、 アイルラン

ド国内ではオダフィーの率 いる Blue Shirtsが 暗躍 し、第 2次 大戦前夜 のキナ
臭 さが漂 う中、 ヨハ ネの黙示録 を思わせ る明確 な終末思想 を表 した黙示詩「環」
が書 かれた。 トロイを守 る最後 の砦 たる勇将 ヘク トル

(自

らを含 めたアングロ・

アイ リッシュの血 のことか)は 死に絶え、今や血 には流血 が満 ち、大宇宙 にも
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四大 の混乱が見 られ、 まさに世界は終焉を迎えつつ ある。 エ ンペ ドクレス流 に
言 えば、
「不和」 が万物 をバ ラバ ラに破壊す る時 が来 たので あ る。 つ いに トロ
イにもこの世 の終わ りの火 の手 が襲 いかか る。
ところが トロイ滅亡 の火 の手 をイ ェイツは「 トロイに灯 りがついた」(there's
・ ブルーム も指摘 す るよ うに、 破
a lightin Troy)と 描写 して いる。 ハ ロル ド
3)し

滅 の焔 を灯 りと表現 す る人 の心境 は図 り知 れな い。
「我 々」 は「 悲劇的歓喜」 に酔 うとい うので ある。

か もそれを傍観す る

Hector is dead and there's a lieht in Troy;
We

that look on but Iaugh in tragic joy.

n)

死期 も近 い老人に、滅 びた美 に代わ る芸術 を生み 出す時間 や余裕 は残 されて い
ない。現存す る美 を守 るのが急務 の筈 である。美 と芸術、価値 ある全ての もの
の破滅を目の当た りに して「 悲劇的歓喜」 に酔 うとはどうい くことなのだろう
か。 しか も「 老 いた巌 の顔」 (バ リリー塔 の擬人化 か)も また放 つの はただ一
言、Rejoice!で ある。
この「 悲劇的歓喜」が同時期に書 かれた「 ラ ピス・ ラズ リ」 に見 るハ ムレッ
トや リア王 の「陽気 さ」 (gaiety)と 同類 の ものであることは既 に度 々指摘 さ
れてきた通 りであるが、 ここではハ ム レットと リア王 の陽気 さとは何であるか
という観点 か ら、悲劇的歓喜 を再考 してみたいと思 う。
「 ラピス・ ラズ リ」 ではイ ェイツはハ ム レ ッ トや リア王 が持 つ 陽気 さとは
「 全ての恐れを変容 させ る陽気 さ」であると言 い、 それは単 な るハ ム レ ッ ト気
取 りのナルシス トには到達す ることので きない心境であると言 う。本当の悲劇
役者 は彼等 が陽気 であ ったことを知 り、最後 まで気高 く陽気 に 自 らの役 を演 じ
終 えなければな らないと。

All perform their tragic play,
There struts Hamlet, there is Lear,

That's Ophelia, that Cordelia;
Yet they, should the last

scene be

there,

The great stage curtain about to drop,

If worthy their prominent part in the play,
Do not break up their lines to weep.
12

They know that Ham1et and Lear are gay;

Gaiety transfiguring ail that dread.
これ は言 わば、 真 の英雄 のみに到達可能 な心 境 で あ る。
だが 当 のハ ム レ ッ トはその知性 ゆえ最 期 まで「 生 き るべ きか死 ぬべ きか」 決
心 がつか ず、悩 み なが らず るず る と運 命 の歯車 に呑 み込 まれて行 ったので はな
か ったか。 リア王 も狂気 と正 気 の境 を行 きつ 戻 りつ して最期 は我 に もあ らぬ状
態 で死んで い った筈 で ある。彼 らの どこが 陽気 で あ ったのか。
そ もそ も、 これ ら 4人 の人物 像 はひ とつ とい うよ り、 2通 りのパ ター ン、即
ち情熱家 と分析家 に分 かれ るので あ る。気 が触 れ た リア王 や オ フィー リアは前
者、 ハ ム レ ッ トや気 高 く寛容 な コー デ ィ リア は後者 の範 疇 に入 る。 そ してハ ム
レ ッ トや リア王 を語 るイ ェイ ツは常 にある賛美 の念 を こめて語 って い るので あ
る。 曰 く、 ハ ム レ ッ トは「英雄 的 な落 ち着 き」、 リア王 は「 老人 の 狂 気 」 の 体
5)

現者 であ り、 どち らも自分 の 目指 す理想像 で あ る と。

イェイツにとってハ ムレットや リア王は単 なる歴史劇、性格悲劇 の主人公 な
どではな く、 シュー ゥォルが『 悲劇 の探求』 で述 べ たよ うに、 自分 の力 の及ば
ない運命 に対 して ぎりぎりまで抵抗 した末に敗れた英 雄 のことであるらしい。
彼 らの陽気 さとは彼 らが運命に抵抗する中で善悪 のブ ィジ ョンを得 た喜 びのこ
とである。 というの も、 イェイツはシェイ クス ピアの良 さはその「 ヴィジョン
の突然 の拡張」 であると語 り、 また別 の箇所 では シェ リーは悪のヴィジョンを
欠 いたために偉大 な詩人 とは言えないが、 ダ ンテは善悪 のヴ ィジョンを兼ね備
えていたために偉大 な詩人 たりえたのだと述 べ ているのである。6)シ ェィクス
ピアが善悪両方 のブ ィジョンを獲得 していた という記述 はないが、 シェイ クス
ピア も時 と場合 によ って両者 のヴ ィジョンを包 含す ることがあったとい うこと
であろう。
それでは果 して リア王 のよ うな狂気が陽気なのか、 それともハ ム レットのよ
うに、 自分 の置かれた状況 を冷静 に分析 してみせるのが陽気 さなのだ ろうか。
その答えはどうや ら両者 の融合 ということらしい。 イェイツはごく初期 の頃
か ら、 しば しば heroismと い う語を自らの 目指す べ き文学並 びに自己 の理 想
像 として用 いたが、 そのherOismの 定義は常 に 2通 りあ るか らである。 ひ と
つ には「 荒 々 しい力 と激 しい行動、迫 り来 る運命 に喜 びを感 じる」 ことであ り
7)高

、

貴 であると同時 に野蛮 で もあることであ った。 だが 同時 にイ ェイツは、
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かのオスカー・ ワイル ドを指 して「 自分 自身 を十分 に制す ることがで きる為 に
常 にウィットに富 んだ者 でいられるとい うことには、何か しらヒロイズムといっ
ていいものが存在す る」 とも述べ ているのである。3)っ ま リイェイッの ヒロイ
ズムとは、狂気 に近 い荒 々 しさと、 己を制する平静心を兼 ね備えたものである。
「 いつか、曙光 のよ うに冷た くて情熱的 な詩 を書 きた い」 とイ ェイツ は書 いた
が、9)イ ェイッの理想 は詩で も実人生で も「 燃える水」 のよ うなカスティリオー
ネ流 のスプレッツア トゥー ラ、即 ちどんなに困難なことで も平然 とこな してい
るようにみせる、一種やせ我慢的 な騎士道 である。言 わばハ ムレットと リア王
を融合 させたものが理想 とい う訳 である。
そ してそのよ うな理想 の英雄 は実在 した。少 な くとも、 イェイッか らみた理
想 の英雄 というのが フ ィニアン蜂起 で投獄 された ジ ョン ●オ リア リであ り、 ア
・ パ ーネルであり、聖 パ トリッ
イル ラ ンド自治 の父 チ ャールズ・ スチュヮー ト
ク寺院 の主席司祭に してアイル ラ ン ド国民 の擁護者 ジョナサ ン・ スウ ィフ トで
あ った。彼 らは皆激 しい情熱 を密 かに燃や しつつ、表面 はいかに も冷静 な知識
人であ った。 まさに「 燃える水」、 ペー ターの「硬 い宝石 のよ うな焔」 を身 を
1。

もって示 した人 々であ り、
「存在 の統一」 を達
『 ヴィジ ョン』 でいうところの、
成 した者 である。彼 らは「神 を愛 し且 つ神 に抵抗す ることので きる者」であり、
11)彼
らのよ うな、
悲劇を愛する こともで きる者であるとイェイツは述 べている。
常 に心のうちに「鋼 のよ うな冷徹 さ」 を持 つ者が悲劇 と相対峙す る時、我 にも

あ らず上げる「 猛 々 しい叫び」 が tragic ioyで ある。 それ は喜 びよ りは苦悩
の小休止 であり、
「 全て の人が目標 とし、到達 し、失 った もの」 であ る。 自己
1の

の限界 まで運命に抗 い敗北 した者 の、言わば「 運命 との和解 の喜 び」 の ことな
ので ある。
終生 agnosticで あ ったイェイ ツ 自身、 そのよ うな何 とも説明 のつかない
「 無意識 の陽気 さ」を生命 の危機 に陥 った折 りに感 じることがあ った と書簡 に
認 めている。 それはこの世 で最 もか けがえのない ものを失 う際 に訪 れ る、 あ
)そ の瞬間 は運命 に対す る
まりに強 い悲 しみ故 の エ クスタシーの境地 であり、“
1。

敗北 の瞬間で もあるが、 自らに与 え られた悲劇役者 という使命 を全 うす る勝利
の瞬間 で もある。
悲劇 の極 ま った時 に我知 らず訪れ る個を超えたェ クスタシーとは何 らか の救
いではない。 む しろ、運命 と対峙す ることによ って 自然界 に潜 む根源悪 を知 る
ことである。 シェ リーな らいざ知 らず、現代に生 きる我 々は善 のヴ ィジョンだ
けでは現代 の生を生 き抜 くことはで きない。全 てが混乱 の様相 を呈 して い る現
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代 では、同様 に混乱 した時代 に生を受 けて『神曲』 を著 したダ ンテのように、
天国 と地獄 をともに経験することで 自分 の視野が広 が り、存在 が高め られ るの
である。
冒頭 で述 べ た詩「環」 で見 られる悲劇的歓喜 も、 この「 運命 との和解 の喜び」
であ り、それはひとつの美、 もしくは啓示 と呼ぶ べ きものではあるが、次 の瞬
間 には恐怖 と絶望 が襲 い来 るのをどうす ることもできないというものであろう。
イェイツ自身、
「 常 に [絶 望 の]和 解法を知 っているため悲 劇 を知 らない東洋
人」ではなか ったか らである。16)こ の狂気 の老人 と見 え る作者 は実 は狂人 で も
なければニ ヒ リス トで もな く、悟 りの境地 に達 した者 の達観 などとはほど遠 い
heroic cry― 英雄 の叫び一 を上げているのだ。

「環」 も「 ラ ピス・ ラズ リ」 もキ リス ト教世界 の終末 は間近 であり、 イェイ
ツ自身 の身 にも終末が迫 っていることを感 じさせ る詩 である。 だが、 そこには
天国や地獄、最後 の審判、罪 と罰 といった四終 へ の恐怖ではな く、美が滅 ぶ こ
との恐 怖 と、 それを越えて いこうとす る意志 との衝突が tragic joyと い う形 に
な って表れている。 ただ しtragic jOyと は、現実 の悲劇を強烈 に認識 しつつ も
そ こか ら眼をそ らさず、運命 と対峙 しよ うとする情熱 と、悲劇 の向 こうの究極
の美― それがいかに「恐 ろ しい美」 であるにせよ― を見ようとする冷徹 な知性
の持 ち主が一瞬 目にする啓示 の瞬間 の ことであり、それは見え たと思 った刹那
にたちまち もやの彼方へ と去 って しまうものなのである。
前述 のよ うに、 このよ うな tragic jOyは 晩年 の「 白鳥」 の詩 に多 く見 られる
が、 それではそれ以前 のイェイッの詩 ではどうであろ うか。
第 1次 世界大戦中 に書 かれた詩『 マ イケル・ ロバ ー ッと踊 り子』で も聖書 の
記述 を思わせる明確 な終末思想 が色 濃 く滲む。 ことに「再臨」 では世界 の終わ
りの恐怖 の度合 いが強 く、千年王国到来 よりはア ンチ 。キ リス トの登場を描 い
た もの という感 が強 い。
Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand...

A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs...
And what rough beast, its hour come round at last,
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Slouches towards Bethlehem

to

be born?

何や ら巨大 で恐 ろ しげなこの「怪物」 は聖書 の獣 とは大分 イメージは異 なるが、
この世界 がやがて予定論通 り終末 を迎え、対立す る二元世界が一元化 されて い
く過程を描 いているという点 では「鳩」 の詩 であると言える。 イェイツにお い
てはこれほど明確 な黙示詩 も珍 しい。
しか しこの詩 を詩集全体 との関連 で読む時、
「怪物」 が必ず しも世界 を壊滅
させるア ンチ・ キ リス トを意味するばか りとも限 らな いことに気 づ く。 それど
ころか、 この詩集 には「 ソロモ ンの魔女」 のよ うに、間近に迫 った終末 を千年
王国 の到来 ととらえる詩 も収録 されて いるのである。
「 ソロモ ンと魔女」では奇妙な物音を聞 いたシバ の女王があれは何 か とソロ
モ ンに尋ねると、 ソロモンはその音 は世界 の終わ りを告げ るオ ンドリの鳴 き声
だと答えるのだが、 その回調 にはハ ルマゲ ドンの恐怖 などはな く、 む しろ千年
王国実現 の期待 が溢れている。

...A cockerel
Crew

from a blossoming apple bough

Three hundred years before the Fall,

And never crew again

till

now,

And would not now but that he thought,

at one with Choice at last,
All that the brigand apple brought
And this foul world were dead at last.

Chance being

He that crowed out eternity

Thought to have crowed

it

in again.

アダムとイプが追放 された楽園 は今再 び人類 に開 かれようとしてお り、有限 の
世界 は永遠 の世界 にとって代わ られようとして いるとい うので ある。 ここでは
世界 の崩壊 と個人 の啓示的瞬間 とはひとつで あり、その時長 らく人類を悩 ま し
てきた「偶然」 と「 選択」 の別 がな くなるのだが、 それは運命 と個 の意志 とが
合一する瞬間であ り、至福 の瞬間 なのである。
同 じアポカ リプ スを描 きなが ら、一方 は恐怖、他方 は歓喜を漂わせているの
は、 イェイッが1925年 版 の『 ヴィジョン』 で、
「存在 の統一 」 を達成 した者 は
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死後「闇 と光」 の両者 を経験す るが、
「存在 の統一」を達 成 す ることな く終 わ
る「本源 的」 な者 は対立 を知 らないために死後「闇か光か」 のどち らかに入 る
ことになると述 べ ていることと関連 があろう。10こ れは「 白鳥」 のアポカ リプ
スでは希望 と絶望 とが相対峙 して存在 し、両者 の入 り交 じった「 悲劇的歓喜」
が存在す るのに対 して、
「 鳩」 はアポカ リプスは世界 は本源相 へ と埋没 し、 魂
は救われるか否 かのどち らかとなり、
「 悲劇的歓喜」 は存在 しないことを表す。
そこには反対的 な もの との対立 がないため、希望 か絶望 かのどちらかだけが存
在す るのである。言 わば、個 々の詩 の もつ悲壮感 または歓喜 は詩集全体 として
悲劇的歓喜 のテーマを奏でるのである。
1900年 以前 のイェイッの黙示詩 においてはどうであろうか。 ここに至 って我 々

は明確 な終末思想 は見 られないことに気づ く。 ここにあるのは世紀末風 の何 か
漠 とした個人的 な不安 のよ うな期待 のよ うなものだ けである。
例 えば1899年 の『 葦間 の風』収録 の「秘密 の薔薇」 では、 アポカ リプスは間
近に迫 った問題 とい うよりは個人 の問題 となっている。 この詩 の冒頭 でイェイ
ツは、かかる秘密 の薔薇 に呼 びかけて「私がその時 を迎えた ら」 自分 を包み込
んで欲 しいと懇願す る。 その時 とは コノール王がキ リス トの復活を見、 クフー
リンが運 命 の女 ファー ンに出会 い、 ファーガスが王冠を投げ捨てた瞬間であり、
いわば愛、美、真実 の啓示 の瞬間である。 それは永遠 の瞬間 であり、同時 に死
の瞬間で もあるのだが、 イェイツはその時 を密 かに待 ってい るに過 ぎず、そ こ
には当然あるべ き悲劇的な調子 は見 られない。

Far-off, most secret, and inviolate
Enfold me in my hour of hours...

Rose,

I, too, await
The hour

of thy great wind of love and hate.

When shall the stars be blown about the sky,

Like the sparks blown out of a smithy, and die?
Surely thine hour has come, thy great wind blows,
Far-off, most secret, and inviolate Rose?
「 その時」 が間近 に追 っているとい う口調 こそ前掲詩「 再臨」 に似ているが、
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ここには確か なものは何 ひとつな く、
「 その時」 が本当 に間近 なのか ど うかす
らは っきりとは言えないので ある。
だが この世紀末一般 の象徴主義的 な作風 はまた伝統的解釈 に則 った もので も
ある。 といの も、 キ リス ト教神学 では教父時代 で こそ ヨハ ネの黙示録 を文字通
りの世界滅亡 を表す ものと解釈 して いたが、中世以降、聖書 を文字通 り読む こ
とは不可能 となった為、終末 (ア ポカ リプス)と は個人に顕わされる永遠 の真
実 の啓示 のことで あるとい うことにな ったのである。そもそもキ リス ト教 では
終焉 の 日が来て も皆が死 に絶 える訳ではな く、あ る者 は生 きたまま、 また死者
も霊 として復活 した後 に肉体 をまとって天国 な り地獄 な リヘ行 くのだか ら、 も
ともと生 と死 の境 は曖味であると言える。
このよ うに、イ ェイツが対立物 のない神 の国実現を謳 うキ リス ト教的黙示詩
では曖昧 なものにな りがちである。同詩集収録 の「黒豚 の谷」や「 彼 の心 に恐
れを抱 くなと命 じなが ら」 で も、最後 の審判や、四終 の概念 こそ暗示 されては
い るが、悲劇 も歓喜 も何ひとつ は っきりとしと形では示 されて いない。
それでは悲劇的歓喜 は初期 のイェイツには全 く見 られないのか とい うと、 こ
れがそうで もない。同詩集収録 の「 空中の一群」 のオ ドゥリス コル は シイの仲
間 に 自分 の新妻 をさらわれ (つ まり殺 され)、 虚 しく彼 らの消 えた空 を見上 げ
るが、 この身 の破滅を喜びを もって迎えるので ある。
He [O'Driscoll] played with the merry old men

And thought not of evil chance,

Until one bore Bridget his bride
Away from the merry dance.
But

he heard high up

in the air

A piper piping away,
And never was piping so sad,
And never was piping so gay.
笛 の音 が悲 しくも喜ば しげだ った とい うのは、勿論 オ ドゥリス コルの耳 にそ う
響 いたとい うことであ り、彼 は妻 の死を悲 しみつつ も「陽気」 さを覚 えたので
ある。
ここで「 ラピス・ ラズ リ」 と同 じgayと い う語 が使 われて い るの は単 な る
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偶然 ではない。 しば しば指摘 されるように、 イェイツは常 に自らの全集をひと
つの統合体 とみな し、 その統制 を図 っていたか らである。 この詩 のオ ドゥリス
コルが覚える感情が悲劇的歓喜であるのは間違 いない。 ただそれが世界 の終末
ではな く自らの終末 に伴 うものであるという点で後期 の作品群 と異なるのであ
る。
自己の終末 と世界 の終末 とがイェイッの中 で結 びついてい くのは第 1次 世界
大戦や ロシア革命、 アイルランドの内乱 など外的世界 の混乱や、母親や友人 の
死 という身近 な経験を経てか らのことで あり、 それにはこれ らの体験 を 自分 な
りの哲学体系 にまとめあげていったことが大 きく影響 して いると思われる。
半狂乱 の熱情を持 ちなが らも知的な冷静 さを失わない英雄たちをず っと理想
として きたイ ェイツは、生涯 にわたる自身 の悲劇や「屈辱」 (iglominy)の 歴
史 を耐え忍 ぶ 自らの姿 を彼 らに重ね合わせ、真 の英雄 だけが得 る真実 の啓示即
ち tragic joyを 得 ようと奮戦 し続 けた。そ の瞬間が思 いが けず訪 れたかに見え
た次 の刹那 にはもう失われていたのだが、 またいつか必ず訪れると信 じて一。
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くシンポジウム 1〉

(1)an Yeats Survive the iPostrnodern
構成と司会 清

水 重 夫

イェイツ研究 は曲が り角 に来 ているとい う声が聞かれてか ら久 しい。勿論、
こういう声に対する反論 はあるの は承知 している。若 い世代 の学徒 はまず初期
の詩 か ら始 めて、後期 の詩 へ、 そしてその理解 を深 めるためにはVisionな どの
prOsewOrkの 研究 も必要 とな って くるし、 その世界 の広 が りは測 り知れ ない、
と。 しか し新 しいものを探 し、新たな方向を見付 けて い く努力 は常 にしていか
なければな らない。 それが若 い人たちの特権であるなどというと、冗談 に聞 こ
えそうだが。
このシンポジウムは以上 のよ うな考えをふ まえて、 その上 にLeonard Orr編
になるyθ αι
s αんαPο sι れοttr72jSれ を参考に考えるところか ら始 ま った。 一 般
的 にイェイツはmodernismの 詩人 と言われる。 イ ェイ ツはシ ンボ リズム、 デ
カダンス、 ナショナ リズム、美学 などをとおり、更 にエズ ラ・ パ ウ ンドの教 え
を受 けて、 モ ダ ンとな った。 また、その詩作 の研究 は、 ニ ュー・ クリティシズ
ム、伝記的研究、 フロイ トの心理分析的研究、 テキス ト研究、 などなどを中心
に行 なわれて きた。だか ら彼 の詩作は ジョイスの『 フ ィネガ ンズ・ ウェイク』、
パ ウ ン ドの『 カ ン トーズ』 のよ うにpostmodernismの 作品 と して は扱 われな
い、 とOrrは 言 う。 しか し彼 はなお も続 けて、 post― structuralistの 視点 か ら
postmodernismへ の接近 が可能 だとして、 この本 が 出来上 が った。 そ して こ
の方法 での分析 が可能 な作品 として“
Leda and the Swan",“ Among Sch001
Children",“ Sorrow of Love"な どを挙げている。

Postmodernismの 定義 は実 のところなかなか難 しい。 荒木 さん には、 その
むずか しい定義を批評史 の観点 か ら紹介 していただき、 なお、 その上に実際 の
詩作品 の分析 を行 なっていただいた。
小堀 さんは、 イェイツの詩 を研究会などで細か く、 いろいろな視点で分析 さ
れてきてお り、その関連 か ら、従来 の分析 とpostmodernismの 分析 の方法 の
比較を中心 に展開 して いただいた。
翔木 さんにはpost― colonialismの 視点 を紹介 しなが ら、 これまでのイエ イツ
研究 の動向を片方 にみて、新 たな観点を示 していただいた。
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シンポジゥムとしては、発表者 の時間 もコンパ ク トにまとまり、 そのために
フロアか らの質疑、意見 の交換 が活発 にあ り、 さらに発表者 にもう一度発言 の
機会 が与 え られたり、 なかなかよい雰囲気 であったことを報告 としたい。
さて、Can Yeats survive the postmodern?と い う問 いにつ いて はど うで
あ ったろうか。結論的には予想 どお り、yesも であり、noで もあ ったか もしれ
ないが、 これな りに有意義 であったとしておきたい。
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Postmodern Yeats

or Postmodernizing Yeats
荒 木

映 子

イェイツは「遅れてきた ロマ ン派」、 もしくは「 モダニス ト」 と呼 ばれ るこ
とはあって も、
・ モ ダニス ト」 の レッテルを貼 られることはまずない。
「 ポス ト
このシンポジウムの標題 (`CAN YEATS SURVIVE THE POSTMODERN')
を、 イェイツにポス トモ ダ ンな要素 があるかど うか、イェイッをポス トモ ダナ
イズで きるかどうか、 とい うふ うに解 して考 え ることにする。 まず、 ポス ト
・
モ ダ ンの意味を検討 した上で、 イェイツの詩 の実例を取 り上げてみたい。
・ モ ダ ン」 とは、OEa Sα ρp′ θ
れのιによれば、
「 ポス ト
「 モ ダ ンな ものに続
く、 もしくはそれより遅 れた」 ものをさし、初出は1949年 である。「 モ ダ ン」
は同 じくOEDに よれば、
「 建築や文学や音楽等 において、古典的で伝統的な表
現方法か ら逸脱 しようとする運動」 に特徴的 な もの となる。 この意味における
「 モ ダ ン」 の初出は、 1849年 、
「 モ ダニズム」 は1929年 である。「 ポス ト・ モ ダ
ン」 は「 モ ダ ン」よりも時間的に遅れて現れた ものとい うことになるのだが、
モ ダニ ズム と共 にあるもの、あ るいはモ ダニ ズムの内 にあるものととらえる評
論家 もいれば、 ポス ト0モ ダニ ズムをモ ダニ ズムの強化・ 深化・ 拡大 ととらえ
たり、あるいはその反対に、前者を後者 の乗 り越えとして把握 して、両者 の間
に断絶 を認 めるむきもある。 ポス トモ ダ ンは、 モ ダ ンよりも適用範囲が広 い語
で、芸術・ 文化 だけではな く、 1950年 代 の消費的かつ国際的 な「後期資本主義」
社会 に特有 の現象にあてはめ られること もあれば、 ダニ エル・ ベ ルが 唱 えた
・ イ ンダス トリアル」 な社会 に対応 させ られることもある。 つ ま り、
「 ポス ト
芸術 のみな らず、多様 な領域 の思想家や学者 が、 モ ダ ンが終焉に近づいている、
あるいは達 したと意識 して いるのである。
モ ダ ンとポス トモ ダ ンをめ ぐって は多 くの哲学的議論が なされて きたが、 ポ
ス トモ ダ ンを肯定的にとらえて有名に したのが、 ジャン=フ ランソヮ・ リオター
ルである。
『 ポス ト0モ ダ ンの条件』 (1979)に お いて、彼 は、「 ポス ト 0モ ダ
ン」 は「高度 に発展 した先進社会 における知 の現在 の状況」を指すと定義 して
いる。 さらに、 この語 は「 アメ リカ大陸 の社会学者や評論家たちによって広 く
用 い られ」 るようになった もので、
「 それは、 19世 紀末 か らは じまって、 科学
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や文学、芸術 のゲ ーム規則 に大 幅 な変更 を迫 った一連 の変化 を経 た後 の文化 の
状態 を指 して言われて いる」 と して いる。 で は、「 一 連 の変化」 を経 る前 の
・ モ ダ ン」 とは何 かを、 リオタールは、
「 モダ ン」 とは何 か、経 た後 の「 ポス ト
「物語 の危機 との関係」 で捉 える。
科学 と物語 とは、元来、絶 えぎる葛藤 にある。科学 の側 の判断基準 に照
らせば、物語 の大部分は単 なる寓話 に過 ぎないことになる。 ところが、科
学 が単 に有用 な規則性 を言表することにとどまらず、真 なるものを探求す
るもので もある限 りは、科学 はみずか らのゲ ーム規則 を正当化 しなければ
な らない。す なわち、科学 はみずか らのステー タスを正当化す る言説 を必
要 と し、 その言説 は哲学 という名 で呼 ばれてきた。 このメタ言説 がはっき
精神》 の弁証法、意味の解釈学、
りとした仕方 でなん らか の大 きな物語 ― 《
理性的人間あるいは労働者 としての主体 の解放、富 の発展 ―に依拠 してい
るとすれば、みずか らの正当性 のためにそ うした物語 に準拠す る科学を、
われわれは 《モ ダ ン》 と呼ぶ ことにす る。(pp.7-8)
真理、精神、主体、理性、 自由、革命、進歩等 々単 なる「物語」 にすぎない
ものに 自己正当化 の根拠 を与 えて きた近代科学全般 の態度 を「 モダン」と呼び、
・モ
このような「 大 きな物語」や「 メタ物語」 に対す る「 不信感」 を「 ポス ト
ダ ン」 と名付 けたので ある。 モ ダ ンの「 メタ物語」 とは、 アダムとイヴの罪 か
ら人類 が最後 に贖罪 される物語 としてのキ リス ト教 や、 プ ロレタリアー トの革
命的闘争 を通 じて人 間が搾取 か ら解放 され るというマル クス主義 を初 め、弁証
法的 な統一 と解放 の物語 の一切 をさす (カ リネスク、p.372)。 最後 には失 われ
た時が贖われ、主体 としての 自己 は確立 し、全一性 が実現す るといった物語が、
人間 にとって普遍的 な価値 を もった物語 として、 モ ダ ンの時代 の存在 の基盤 と
なっているのである。
「ポ
要す るに、
「 モ ダ ン」 の脱構築 が「 ポス ト 0モ ダ ン」 であるといえるが、
スト
・ モ ダ ン」 は純粋 かつ 自明 で論難不可能 な中心原理が存在す るとい う西欧
形而上学 の前提 を突 き崩そうとするポス ト構造主義 にも対応 していることはい
うまで もな い。 ポス ト・ モ ダニ ズムとポス ト構造主義 はそろ って、全体化 や
「 大 きな物語」 に訴えかけることを排除 しようとする試みである。
「 モ ダ ン」 の起源 は、創作 の主体 としての個性 をそなえた「私」 が出現 した
ロマ ン派 に遡 ることができるだろう。 その後、 いわゆるモ ダニ ス トたちは、統
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一 と全一性 の神話を信 じて、全一なる自己の実現を目指 した。 イェイツの「仮
面」や エ リオ ッ トの「非個性」 の行 き着 くところも同 じである。 また、 自分 た
ちの時代 が、 かつてあった

(「

感性 の分裂」以前 の理想 の統合状態 か ら失墜 し

ているとい う認識 と、 そ こか ら回復 せねばな らない という、意欲をあわせ もっ
ていた。近代化 が分裂 と多様化 であ ったとすれば、
「多」 と して の現状認識 の
彼方 に「 一」 なるものを希求するの は宿命 であったか もしれない。 しか し、絶
対的統一 ある自己の確立 というス ローガ ンとは全 く関係 のない ものがポス ト
・
モ ダ ンの文学 には現れて いるといえる。同一性、一貫性を失 った 自己 は、「 複
雑 で流動的 な諸関係 の織物 のなかに捉え られ」、
「様 々なメ ッセージが通過す る
ポス トの一 に置 かれている」(p.43)と リオタール は言 って いる。 ポス ト・ モ
ダ ンの文学 においては、世界を構成す る多種多様 な諸要素 が言語ゲームを繰 り
広 げるのが認 め られる。 ジョイスの『 フィネガ ンの通夜』 や古いところでは、
スターンの『 トリス トラム・ シャンディ』 がポス ト0モ ダ ンの文学 であるとさ
れ、そ こに我 々 は、 シニ フィエや深層 の意味を欠 いた、 シニ フィアンの戯 れを
見 るというふ うに考 え られる。
では、 イェイツにそのよ うな「 ポス ト
・ モ ダ ン」的要素 があるだろ うか。仮
面 の探究や自らのルーッ探 しを通 してイェイツが 〈
固有性〉 〈自己〉 といった
「大 きな物語」の構築 に邁進 していたことは、十分読み取れ るのであるが 、 そ
れを脱構築す るような面 が見 られるだろうか。 そのような面 が見 られる作品は
い くつかあると思われるが、 ここでは、上のようなポス ト
・ モダンの定義 にそっ
て一 つ イェイッの詩 を取 り上げることにす る (勿 論、 この詩 のポス ト
・ モダン
の
性 を別 視点 か ら論 じることもできるだろう)。
1938年 の作 と考 え られる「 デル フォイの神託 のための知 らせ」`News for the

Delphic Oracle'は 、31年 に書 かれた「 プ ロティノスについてのデル フォイの
神託」 `The Delphic Oracle UpOn P10tinus'の パ ロデ ィであることはよ く言 わ
れるが、 ここではむ しろ、 ポス トモ ダ ンに したもので あると考 えた い。「 プ ロ
ティノスについてのデルフォイの神託」 はプ ロティヌスの弟子 のポル ピュ リオ
ス (Porphry)が 書 いた『 プロティノス伝』 の中 の記述
プロティノスの死
―
後、魂 が エ リジアムに向か うことについてのデルフォイの神託の部分一一に従 っ
て、現世か ら霊界 の完全性 のヴィジ ョンに到達す るまでを要約 している。「 プ
ロテ ィノスについてのデ ル フォイの神託」 は、「 音楽 にの るや もしれぬ詞」

70r漁 ル ′νしsjc

Pθ ttα ρsと

い う、 クレイジー・ ジェイ ンの詩 に始 ま る連作

の最後 に置かれていて、人間が到達 しうる霊 的 な至福 のヴ ィジョンを呈示 して
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結 ばれる仕組みにな っていると考 え られる。 つ まり、 この詩 だけでな く、連作
全体が、統一 と完全 へ向か って終結す る「 大 きな物語」を構築 して い るといえ
る。 ところが、
「 デルフォイの神託 のための知 らせ」 の方 は、 そ のよ うな「 大
きな物語」を突 き崩 して い く。詩 のタイ トル全体 も、
「大 きな物語」 を告 げ る
はず のデルフォイの神託 に、語 り手が、
「 ここには…」 と指 し
「 あそ こには…」
示 しなが ら、
「 大 きな物語」 の失墜 の知 らせをもた らす ことを示唆 して い るよ
うに思える。一節 めは、 プロテ ィノスが到着 した祝福 の島の情景 であるが、 こ
こでは、 ギ リシ ャ神話 とケル ト神話 が混 ざりあい、戯画化 された老人達ばか り
が愛 の嘆息 をもらして いたという異様 な光景 となっている。二節 めは、 この楽
園 に、 ヘロデ王に殺 された赤ん坊 と思われる霊が海豚 に乗 って運ばれて くる様
「 ビザ ンティウム」 の詩 においては、 浄化 され る
子 が現在形 で書 かれて いる。
べ く霊が運ばれて きたのに、 ここでは、無垢 なる霊が エ クスタティックに笑 う
生殖 の海 を渡 って きて、愛 の合唱隊が迎える目的地 に着 くと、乱暴 に放 り出さ
れるとい うありさまである。最後 の節 は、異教 の神 々が繰 り広げ る生殖行為 の
一大絵巻 とな って い る。 この詩 を「 ビザ ンティウム」 のパ ロディとす る見方 も
あるが、む しろ、共 に俗世間 と隔 たった所 にあるはずの理想郷 が、生殖 と豊饒
の海 に洗われていて、二つの世界 が意外 に近 いことを示 しているように思われ
る。 しか しなが ら、 このように、弁証法的 な結論 に向か って、深層 を読 もうと
する こと自体、 ポス トモ ダンな読みか らかけ離れて しまうことにな りそ うであ
る。 カ リネスクが、 ポス トモ ダ ンの作家 が用 い る仕掛 けの一つと してあげて い
るのが、前言撤回、 パ リノー ドの手法 であるが (p.416)、 イェイッのこの詩 は、
「 プ ロテ ィノスについてのデルフォイの神託」 のパ リノー ドにな って いると考
え られるのではな いか。 そ して、 イェイッの個 々の詩 をながめてみて も、最後
の節 になってか ら先立 つすべての文章 が無効化 されたりとい う、不確実であい
まいな終 わ り方をす る詩 が多 い。 これは、結局 は、 キ リス ト教的 な至福 のヴ ィ
ジョンで大団円を迎 えることを夢見たエ リオ ットとの決定的な違 いであるか も
しれない。 ともあれ、 この詩を ポス トモ ダ ンな詩 と見 な し、 ポス トモ ダ ンに解
釈す るとすれば、 ブルームがいうように `genuinely playful'(p.446)な この
詩 を、氾濫す るシニ フ ィアンの中 で楽 しむべ きなので あろう。
最後 にイェイッの短 い詩 をあげることにする。

far away from land;
Romantic fish swam in nets coming to the hand;
Shakespearean fish swam the sea,
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V′

hat are all thOse fish that lie gasping on the strand?

`Three Movements'
シェイ クス ピアの魚 は陸 か らは るか遠 くの海 を泳 いだ。
ロマ ン派 の魚 はた ぐり寄 せ られ る網 の中 を泳 いだ。
岸 に打 ち上 げ られてあえ いで い るあの魚 は何 なのか ?

この詩 の意味については、散文 の草稿 が参考 になる。
シェイクス ピア
一 「
において情熱は海 の人魚だ った。 しか し、ゲーテか らロマ ン派 の運動 の終わ り
まで、魚 は網 にかか って しま った。 その うち岸に打 ち上げられて死 ぬだ ろう。」
また、
「 悲劇的な世代」のなかで言 っている、 シェイクスピアの情熱 は大 きく、
精神 は表面がな く、深 さだけだったとあるの も、 この詩 の説明になるであろう。
情熱 や想像力が現代 においては枯渇 していることを歌 ったものと思われるが、
「 岸 に打 ち上げ られた魚」 は、 ポス トモ ダ ンの魚 ということになるのではない
か。 もちろん、 イェイッがそ うい うことを意図 しているはず もな く、 自分 をそ
の魚 になぞ らえているはず もな いのだが。少 な くとも、混沌 と断片性 の奥底 に
統一を夢見 る限 りにおいて、 モ ダニ ズムの精神 には深 さがあ り、統一 とい う
「 大 きな物語」を信 じず表層 にとどまることを辞 さな いポス トモ ダニ ズ ム は、
岸 で戯れていることこそふさわ しいと思われる。
付記 :本 稿 は一部、大阪市立大学文学部紀要『 人文研究』第47巻 (1995年 発行)
所収 の拙稿「 モ ダニズムの 〈
統一〉神話」 と重複する ことをお断 わりします。
参考文献
ジ ャ ン=フ ランソフ・ リオタール 小林康夫訳『 ポス ト
・ モ ダ ンの条件 ―知・
ーム
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』書津 風 の薔薇、 1986年
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イ ェイ ツ とア ンチ ノ ミー
小

堀

隆

司

イェイツの作品 に散見 される二律背反的なるもの を、 いわゆるポス トモ ダニ
ズムの地平 に置 いてみたな らば、それはどのよ うな性格づ けを受 けることにな
るのか。 イェイッの言説 の根幹 をなす この二律背反的 なるものは、その まま彼
の思考形態あ るい は内面性を形成す る重要な契機 となって い るが、だとすれ|よ
ポス トモダニ ズムによる性格づ けはィ ェイッがいかなる思考 の内面を抱懐 して
い るのかといった問題 の延長 としてなされるだろう。何よりも問題 の中心 は、
ポス トモ ダニ ズムの地平であろうと、 モ ダニズムの地平であろうと、読 み手 の
現在 にあっては、 まずイ ェイッの抱 える二律背反的なるもの、 またそれを基底
に据 えた彼 の内面性 に注がれるべ きであろう。
「 イェイツはポ ス トモ ダ ンを生
き残れるか ?」 という問題 は、二律背反性 に照明 をあててみ ると、「 イ ェイツ
とい う問題を内包 しているのに気 づ くにち
はポス トモ ダ ンを生 きて いたか
'」

が いない。
近代 の思考様式 に して も、構造主義や ポス ト構造主義 に して も、常 に共通 し
て問題 とされて きたのはその二元論的 な構図 に関 してである。 い うなれば、二
項 の拮抗 した状況 において、 たとえば両者を完全 に対立 したものと見 な して一
方 に加担すべ きか、あるいは弁証法的操作 によって両者 の統合 をはか り、そ こ
に第二のあるべ き何かを求 めるべ きか。二元論的 な構図 に対す るこのよ うな態
度 はごく一般的 だが、 ポス トモ ダニ ズムが批判 の矛先 を向け るのが、 まさに こ
うした態度に ほかな らない。 それは、双方 とも求 めるべ き実体 (理 念)の 必ず
や存在するであろうとい う確信を、 自明 の ものとしてすでに抱え持 っているこ
とに原因 して い る。根拠 のない無反省 なその信憑性 をつ き崩す ことによってさ
し当たりすべてを相対的 な地平 に送 りこもうとす るところに ポス トモ ダニ ズム
の狙 いがあるとす るな らば、 ポス トモ ダニズムはイェイッの作品 をどのよ うな
地平へ送 りこむのであろうか。
絶対的な真理、同一性 (A=B)、 シニ フィア ンとシニ フ ィエの合体 による
意味、 これ らを疑間に附 して解体作業 にとりかか るポス トモ ダニズムは、すべ
てを平板化 させて しまう相対主義に堕 していて、凡 そ意味 や真理に無関心 なシ
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ニ シズムを装 ってはいないだ ろうか。 このよ うな非難が一方で浴びせ られて い
るが、果た してその判断 は正当なものか。解体作業 とは、 いまだ霧に包まれた
X(真 理 ?)の 地点 へ と至 るであろう途 の全面的な補修工事を指 してそう呼ぶ
のではなか ったか。相対主義 と烙印 されたポス トモ ダニ ズムは絶対 なるものを
最終的 に否定 して い るわけではないのではないか。
*

*

*

イ ェイ ツにあ って は、 確 か に こ う した絶 対 な る もの へ の 断念 が相対的 な地 平
に立 たせて い るの は事実 だが、 断念 しつつ も彼 は、 い や断念 す るがゆえ に絶対
へ と向 かお うとす るので はな いのか。 イ ェイ ッの大 きな特 色 はひ とつ と して こ
こにあ る。
で は、 どの よ うに して イ ェイ ツはポス トモ ダ ンをす で に生 きて いたのか。
た とえば ユ ニ テ ィとい う言葉 を挺 子 に絶対 的で調和 的 な世界 に憧 れて構築 さ
れ た「 存在 の統 一 」 は、最晩年 に至 るまで イ ェイ ツの意識 か ら離 れ る ことはな
か った。
「 存在 の統 一 」 につ いて イ ェイ ツは『 幻想録』 の な か で こ う述 べ て い
る。

あ らゆる統一 は「仮面」 をその源泉 とし、
「対照的 な仮面」 は自動筆記で は
「我 々をそれぞれの 自我 と一体化 させようとする情熱 の創 り出 した形」 であ
ると言われ ている。 そのように求 められる自我 が、 まさにダ ンテが『 聖体』
のなかで「 完全 に均整 のとれた人体」 の統一 に喩えたあの「存在 の統一」 な
ので ある。 (82頁 )
統一や調和 を 目ざ して実現 されるべ き「存在 の統一」 はいうにおよばず、 また
それが完全 な主観性 を象徴 した月 の第十五相 と符合す るのであってみれば、 こ
うした空間は何よ りもポス トモ ダニズムが解体 しなければな らない対象 とされ
るにちがいない。 しか し「存在 の統一」 を巡 って最 も重要 なのは、 それを志 向
するイ ェイツの姿勢 にあるのではないかと考 え られる。
「存在 の統 一 」 とい う
世界 そのものが もっぱ ら重要 とされるわけではない。同 じく『 幻想録』 は次 の
ように伝 えている。
私 の霊的指導者 は意識を、知識 ではな く闘争 として見 てお り、主観 と客観、

またそれ らに伴 う論理 の代 りに、調和へ の闘争や「存在 の統一」 へ の闘争を
主張する。論理的 な闘争 も感情 に訴 える闘争 も、同様に具体的に して感覚的
で肉体的 な現実 へ と至 るのだ。 (214頁 )
調和 へ の闘争 に しろ、
「存在 の統 一」 への闘争 に しろ、 そ こへ 至 る闘争 の道
行 きが正反対 の地平 (=現 実)へ と至 る道行 きに反転するとい う逆説 は、
「存
在 の統一」 へ の特異 な関 り方 を仄 めか している。 そこには実現 さるべ き実体 と
しての「存在 の統一」 と、実現不可能 だが希求 しつつ敢 えて内面化 (表 現)し
ようとする「 存在 の統一」 とが浮上 して くる。詩人や芸術家 の 目的 が「存在 の
統一」 を作品 のなかで表現す ることにあるのだと『 自叙伝』 (p.16の で語るイェ
イツは、 また、
「存在 の統一」 は実現するとい うよりもむ しろ、 ただ希求 しつ
づ ける対象にす ぎない と述 べて もいる。 ふたつの「存在 の統一」 のなかを行 き
つ戻 りつ しなが ら、在 るか無 きか の場所 をいつ果 てるともな く捜 し求 めるので
ある。<存 在>と <存 在者>の 多分 に重畳 しなが らも大 きなずれ の あることに
注 目してハ イデガーが提示 した存在論的差異 と類似 した ものが、 イェイッの
「 存在 の統一」 には感 じられる。
実体 としての「存在 の統一」 と内面 としての「存在 の統一」における差異 は、
イェイツ憧 れの都 ビザ ンチウムに も反映 している。
『 幻想録』 でイ ェイツは、
ム
ビ
ンチ
ウ を理想化 して、つ まり宗教的生活 と美
歴史上 のある時期における ザ
的生活 と実際的生活 とを一体化 して調和 の とれた世界 に仕立 てあげて い るが
(279頁 )、 ビザ ンチウムはまた「 存在 の統一」 を象徴化 した聖なる都で もある。
さらにこれに加えて二つの ビザ ンチ ウム詩 (「 ビザ ンチウムヘの船 出」、「 ビザ
ンチウム」)が 登場すると、その都 は大 きな変容を遂げる。 二つの詩 において
は相対立 したもの (青 年 と老年、時間 と永遠、肉体 と魂、聖 と俗)の せめぎ合
いのなかで、現実 か ら彼岸 (聖 なる都)へ と赴 くことによって<存 在>を 体現
しようとする姿勢が窺われるが、 しか しその都 は一方 の極 (聖 なるもの)へ の
加担 によって辿 り着 く絶対的 な世界 の ままでありつづ けたりはしない。詩 の創
造す る空間 は『 幻想録』 の描 く理想的な世界 と重な りこそすれ、 その世界 とは
微妙 に してかな りのずれが生 じている。
聖なる「 魂」 の歌 を うたう (=肉 体化す る)に は俗性 を帯 びた「 心」 (と そ
の消滅)が 必要 なこと、永遠 の芸術 として讃美 されたあの黄金 の鳥 は一 方 で生
成変化 の世界 (現 実)を 歌 う (つ まり自然 の鳥 で もある)と い うこと。 このよ
うに前者 の詩 か らは ビザ ンチ ウムヘ の旅 が同時 に生 きられる現実 へ の旅 で もあ
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るといったアイロニーを読みとることがで きる。 また後者 の詩 では、聖 と俗 と
の拮抗 した緊張関係 が新 たな ビザ ンチウムを誕生 させて いる。時間 と空間 を超
越 した聖 なる都 (第 一、第二連)を アポ ロン的 なビザ ンチウム としたならば、
俗 なるものの浄化 (自 己否定、 または死)が 苦悶 と歓喜 の極 みに陶酔的 な舞踏
を演 じ (第 四連)、 聖 と俗 との果 て しな い闘争 が破壊 と創造 を一 体化 して<存
在>と <非 在>を 瞬間 の うちに体現する (第 五連)と い う空間は、ディオニ ュ
ソス的 な ビザ ンチウム と名づ け られよう。 しか し、 そうした<存 在>(と 同時
に<非 在>)は 不可能性 としての「存在 の統 一」 を表象 したアポ ロン的 ビザ ン
チゥムヘ 向かわない限 り、可能 とはな らな い。
ここで着 目 したいのが二元論的構図 をどう扱 うかである。それはまた、 いわ
ゆる<感 性 の統一>か <感 性 の分裂>か という問題で もある。両者 の融合や解
消 も、 あるいは一方 へ の加担 も、初 めか ら目ざすべ き理想 を無反省なままに前
提 と した うえで、 こうした問題 に決着 をつ けようとするな らば、その姿勢 はポ
ス トモ ダ ンか らは切 り捨 て られ るにちがいない。 ではイェイッはどのように決
着 をつ けようとするのか。二元論的構図を成立 させて いる二律背反的 なるもの
に関 してイ ェイツはこう述 べている。
私 はイマニ ュエル・ カントの第二のア ンチノ ミー、 つ まり自由とい う定立 と
必然 という反定立 に辿 り着 いた。 だが私 はこう言 い直 したい。人間 のどの行
為 も魂 の究極 にして特異 な 自由 と、神の うちでの魂 の消滅 とを表 してい る。
要す るに実在 とは様 々な存在 と唯一の存在 との集積 であることを表 している。
こ うした二律背反性 は思考 の形式 が我 々に附与 したところの現象 ではな く、
その時 々によって渦巻 とな ったり苦渋 とな った りする生 そのものなのである。
(『

幻想録』、52頁 )

カ ン トのいわゆる純粋理性 のアンチノ ミーを引 き合 いに出 してイ ェイツが考 え
た二律背反性 とは、
「 思考 の形式」 (理 性)に よって構成 された「 現象」ではな
く、
「 生」 その ものを物語 ってい るところに特徴 がある。加 えて言 えば、 理 性
や思考 による認識能力が構成 した枠組 ではな く、二律背反性 とは「 渦巻」 (た
とえば心の混乱や動揺をイメージ化 したもの)や 「苦渋」 に代表 されるように
「 生」その ものがすでに自らの裡 に形づ くっている様態 として考 え られ る。 知
の遠近法 ともいうべ き認識 の射程 にお いて捉 えた静的 な枠組 よ りも、絶 えず流
動 して変化す る「 生」 の核 として表象 された動的 な様態 に二律背反性を見 るの
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である。
「生」 の原基 としての二律背反性 は、 こうしてその融合 (解 消)も 一方への
加担 も許容す ることな く「 生」を揺 らしつづ ける。 あれか これかと、 さ迷 いな
が ら<存 在>に 至 るがための「 闘争」 を繰 り拡げる必然は疑 うべ くもない。イェ
イツは「闘争」 を演 じて揺 らぎつづ ける「 生」を こう暗示 して いる。
どち らとも真実 の一部 だが、 もし二つの衝動

(自

己実現 と神 への服従 =カ ッ

コ内筆者)が 、和解 された り、 どちらか一方 が優勢 だ った りす るな らば、あ
らゆる生 はそこで消滅するだろう。 (『 探求』,305頁 )

*

*

*

「存在 の統一」へ の志向とその不可能性 の 問題 と関連 して、対立物 の融合
(も しくは二律背反 の解消)と その不可能性 に焦点 をあてて イェイツの作品を
幾つか辿 ってみたい。 その際 には、幾つかのキー・ ヮー ドが この問題 に明 るい
照明をあてることになるだろう。 と同時 に、 それはポス トモ ダ ンと共通 した地
平 に作品 を立たせることにもなるであろう。 まずは「 我 は汝 の主な り」 におい
ては仮面 が重要 な鍵を握 っている。近代的思考 を超えた地平 に初 めて立 ったと
いえるこの詩 は仮面 と生をテーマ としているが、 そこでは仮面 が二通 りに造形
されて いるのがわかる。一方的 に素顔 (実 体 ?)を 覆 った偽 なるものとしての
仮面 と、否定 さるべ きあるがままの素顔 とは対極 に位置す るあるべ き生 として
の仮面 が造 られて いる。完全 に対立 したものとして素顔 と仮面 を分断 して しま
う単 なる二元論的関係 を超えて、互 いが越境 しあう重層的関係を主張 してそ こ
にあるべ き生 の姿 を仮面 に託 しっっ、話 し手 のひと リイール はそれを求 めよ う
とする。作品 に沿 っていえば、 イールの求 める人物、 つ まり最 も自分 に似 てい
なが ら最 も自分に似て いない人物である「謎 めいたひと」 を仮面に仮託するの
である。 それは逆倒 した生 の論理を提示 して いる。
・ モ ダニ ズムとの関係上、欠 かせない。
回想、 あるいは反復 の問題 もポス ト
たとえば詩「塔」 において、手 に負 えない想像力 の昂 まりを鎮 めようと風景 を
眺 めなが ら過去 へ と想 いを馳 せる回想。後世 に語 り継 ぐべ きこと (「 私 の誇 り」
と「私 の信念」)を 繰 り返 し伝 えるとい う反復。
「小鵬」 の繰 り返 し巣造 りに励
へ
の
い
想 出に終始 し、 また反復が過去 の事象 をそのま
む反復。 もし回想 が過去
ま現在 のなかで繰 り返すだけの行為 としてあるな らば、イ ェイツの巡 らした回
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想 も反復 も決 して<存 在>に 肉薄 して い くことはない。回想 が<存 在>へ と向
か うとき、む しろ回想 には、 自身 の来 し方 を振 り返 って過去 の意味を問 い直す
なかで、現在 の 自身 がその問 い直 された過去 を新 たな生 として未来 に誕生 させ
るという実存 の飛躍 がある。 こうした回想が生を絶えず新 たに繰 り返す という
反復 と重なり合 うの はい うまで もない。回想 も反復 もまた二通 りに大別で きる
わけである。 たとえばプラ トンの、埋 もれた過去を忠実 に現在 へ と蘇 らす認識
としての<想 起説>と 、過去を焼 き直 して未来へ と投企 しようとするキルケゴー
ルの<反 復>は 、 まさに二通 りに大別 された回想 (反 復)を その典型 としてよ
く物語 っている。
「渦巻」 の特 に最終連や「 バ ルベ ン山の麓」 の第二連 には回想 (反 復)と 類
似 した問題が見受 け られる。つ まり過去へ の遡行、及び円環的 な歴史観 (あ る
いは永遠回帰)が それ らの作品 に窺 い知 ることがで きる。 それは不可逆的 な直
線的時間 のアンチ・ テーゼ として提示 される。別 の言 い方 をすれば、限 りある
一 回性 の生が いかに歴史 (直 線的時間 に しろ円環的時間に しろ)と 関わ ってい
くかが問題 とされる。
「渦巻」 の詩 に限 っていえば、 まさに渦巻 に象徴 され る
ように円環的 な構造、 いわゆる永劫回帰 としての歴史 と、円環 を拒否 した黙示
録的終末論に基 づ く歴史 とを両側 に配 して、 その狭間 であるべ き生 の方位 (過
去 への遡行)を 選 び択 ろうとして い る。二元論的構図 における二律背反的 なる
ものは生 と歴史 の対決を展開させるので もある。
生 と歴史 は詩「瑠璃」 のテーマで ある悲劇 にも通ず る。 そこにはハ ム レット
や リアのよ うに悲劇その ものを演ず る生 (第 二連)と 、山 の中腹 で下界を眺 め
やる中国人 に見 るように悲劇 を必然 として受容する姿 (第 五連)が 描 かれてい
る。 それは生 と認識 という構図 に還元 されるが、
「瑠璃」 は悲 劇的生 と悲 劇的
叡智 とを同時 に取 り込みなが ら、 なお も<存 在>へ の志向をつづ けようとして
い る。
*

*

*

仮面 といい、反復 としての回想 といい、 また聖なる空 間 や悲劇 といい、 こうし
た問題群 はそのいずれ もが対立物を もち出 して 自 らの輪郭 づ けを行 っている。
それは自身 の同一性 を 目ざ した近代 の陳腐 な常套手段 にす ぎない。対立物 の措
定 による輪郭づ けを超えるためには、 さらにもうひとつの輪郭 づ けが要請 され
なければな らな い。 しか し、輪郭づ けを超えるとは、それを否定 こそすれ、完
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全に消 じ去 ることではもちろんな い。む しろ、な くてはならないもので ある。
なぜかといえば、 ふたつに輪郭 づ けされた場所を揺 らぎなが ら浮遊 して い くと
ころにこそ、 いまだに至る ことのない究極 なる ものが隠 されて い るか もしれな
いか らである。 アンチノ ミーを巡 って展開され るイェイツの作品 は、 こうした
空間を読み手 に開示 して いるのではないだろ うか。
いかに して「 イェイツはポス トモ ダ ンを生 きて いたか ?」 とは、近代 (モ ダ
ン)の 掲げた理念 に巣喰 っている諸問題 といかに関 っていたかとい うことを含
意 している。 ポス トモ ダ ンとは、 もっぱ ら時代区分 を指 してそ う名 づ けるので
はない。近代 がはらんだ (あ るい は隠蔽 した)矛 盾 をつ きとめて、 そこに掲げ
られた真理 (テ ーゼ)に 疑間 を投げかけて思索 を巡 らす営み (解 体 もしくは脱
構築)が 、 ポス トモダ ンの謂 であるといえるな らば、少な くともイェイツと関
連 させて時代を遡 ると、キルケ ゴール、 ニーチェ、ユ ング、さらにはハ イデガー
もそうした地点か ら始 めていた ことが思 い返 されよう。彼 らもまた ポス トモ ダ
ンであった。 ひとつの時代区分 として命名 されたポス トモ ダ ンは、 したが って
モ ダ ンで もあるわけだ。 どうしてか といえば、 それは近代 の問題 と深 く関 り、
そこに露見 された矛盾をひき継 いで いこうとする姿勢 を採 っているか らである。
さらにこのく
(モ ダ ン>は 限 りな く続 くであろう「 い ま、 ここに」 という現在性
をすでに宿 して い るにちが いない。
「 イェイッはポス トモ ダ ンを生 き残れるか ?」 を敢 えて「 イェイツはポス ト
モ ダ ンを生 きていたか ?」 へ と転調 させたの は、 こうした相違を強調す るがた
めである。二重 の意味を持 っポス トモ ダ ン (あ るいはモ ダ ン)に 立ち至るとき、
読み手はさらに飛躍 して「 イェイッはポス トモ ダ ンを生 きつづ けるか ?」 と問
い直 しなが らその テクス トに触 れて い くか もしれない。 イェイツの作品を創造
的 に生 きようとす る読み手が い るとしたならば、そうした関 り方 を して い くの
ではないだろうか。 イェイッの作品 はそうい ったラディカルな読みを要求 して
くるので もある。
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イ ェイ ツは ポス トモ ダ ンを生 き延 び られ るか?
協

木

イ
申 明

「 イェイツはポス トモ ダ ンを生 き延びられるか ?」 という設間を考えるさい、
「 ポス トモダン」 という思想の一兆候 である価値 の相対主義 に忠 実 で あろうと
するな らば、
「真実 を成 り立たせている構造」
「 何 が真実 であるか」 ではな く、
をこそ問題 に しなければな りません。 かつては、批評家・ 研究家 にとってのイェ
イツの「価値」 は「安泰」 で したが、今 ではこれ らの前提 その ものが絶対的 な
ものではな くなって きて います。 これは、 イェイツそのものというよりも、イェ
イツを研究す る者 にふ りかか って きた問 いか けです。 ポス トモ ダ ンの相対主義
を再 び持ち出す な らば、 イェイツに普遍的価値 が内在 して い るのではな くて、
価値 は研究者がつ くりだ し、付与す るものなのですか ら。
文学 カノンのなかのイェイッの位置を考 えるために、最近 の研究動向を概観
してみると、死後50年 を経過 して、新 しい全集 や書簡集が整備 されつつ ある一
方 で、 イェイツ研究 にはい くぶん影 が射 しているようにも見えます。
ひとつには、 ジ ョイスや ベ ケ ットと違 って、 イェイツにはポス ト構造主義諸
理論を応用 したテキス ト解釈 があまりおこなわれてきませんで した。 スライゴー
のサマースクールや 日本 イェイツ協会が新 しい批評理論 に塗 りつぶ された実験
場 になったという話 は聞 いた ことがない。 たとえば日本 アメ リカ文学会 に吹 い
ている風 とはずいぶん違 った風 が、 ぼ くたちのイェイツ研究 のフォー ラムには
吹 いている気 が します。 イェイッのテクス トはポス トモ ダ ン批評 の揺 さぶ りを
受けぬ まま、流行 のほ うが終息 して しま ったような感 じさえ します。
イェイツ研究 に射す二つ 目の影 は、近頃 アイル ラ ンドの批評界 ではイェイツ
の評価 があま り芳 しくない らしいとい うこと。 アイル ラ ンド文芸復興 が打 ち出
した、理想化 されたアイル ラ ン ド像 に対す る反発 は、 ジョイスの頃か らあった
わけですが、最近 の批評 では後期 のイェイッがとった政治的立場 が とくに問題
になっています。

Edna Longleyは 、T,しθLυ れg

Sι たα
れ

かで、80年 代後半以降 のイェイッ評価 にふれて います。
ナショナ リス トの立場 に立 つ批評家が

`s“
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て、 これ らのアンソロジーの対立 は、1890年 代 に行われ たナ ショナ リス ト対審
美主義者 の論争 を繰 り返 して いると指摘 します。 ここで も再びイェイツは、独
立後 のカ トリック系 の文学 につながる線 を「 メインス トリーム」 とすれば、そ
こか ら孤立 したところへ まつ りあげ られ、遠 ざけられて しまうことになった、
とロングリーは観察 して います。 つ ぎに、イェイツを評価す るシェイマス ●ヒー
ニー とシェイマス ●デ ィーンを並 べて論 じているのですが、前者 はイ ェイッの
プ ロテスタ ント性 をほとんど見て見 ぬふ りを し、後者 は宗教的・ 文化的背景 に
すべてを帰着 させる論法を押 し通そ うとする。 それで いてふた りとも、後期 の
イェイツの「 アングロ・ アイ リッシュと しての孤独」 とい う レトリックか ら出
発 して、 イェイッのキ ャリアをさか のぼって読 んでいこうとしている。 こうい
うやりかたは ヒス トリオグラフィカルな意味で間違 っている、 とロング リー は
書 いています。
ロングリーの現状分析 をまとめてみると、 どうや ら、 アイル ラ ン ドにおける
「英語 による国民文学 とい うカノン」 のなかでイェイツの位置 は揺 れて いる。
そ して、後期 のイェイツがアング ロ・ アイ リッシュ性 にたて こもるような政治
的態度をとったことが、 イェイツを全体的 に評価す るさいに議論 の争点 にな っ
ていると言 えそうです。
ここではあえて、 イェイツがみずか らの政治的立場を強調 して い る詩を読み
なが ら、 イェイツという人物 と詩 と政治 の関係 を眺めてみま しょう。詩を政治
か ら切 り放 そうとしっづ けたイ ェイッが人生 の終わりにさ しかか って、政治 と
骨 が らみにな っている様子 を観察 してみたいと思 います。
?α mα tt F“ 厖J"と い う詩です。失脚 したパ ー ネルが失意 の うちに死 ん
“
だのは1891年 です。 この詩は1932年 か ら翌年 にかけて書かれま した。 イェイツ
はパ ーネルの失脚以後 をアイル ラ ン ド文学・ 思想 の歴史 におけるひとつの時代
としてとらえていますが、 イェイッの「 パーネル以後」は、1932年 にグレゴ リー
夫人が死 に、 クールパ ー クが閉鎖 されたときに終わ りを告げます。 イ ェイツは
この時点 で、
「 自分 の想像力 の ドラマが終わ って しまったように感 じ」 て、 詩
が書けな くなって しまう。 (2年 後 には シュタイナッハ手術 を受 けて、 奇跡 の
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復活をとげる ことになる。)`?αmα J's EttmJ"は 、 ち ょうどその失意 の谷間
で書 かれた詩 です。
この詩 はおそ らく3つ くらいの線 にそって読む ことがで きると思 います。 ま
ず、その うちの ひとつをあげてみます。

1)歴 史観を読む。 この詩 の隠喩的骨組みとして、神秘的祭儀 が利用されて
います。す なわち、
「 心臓を食 らう」 ことによって歴史 の相 が更新 されてゆ く
という歴史観が この詩 の背後 に設定 されていて、 パ ーネルの心臓を後 の政治家
たちが食 らい損 ねた

(そ

の心臓 は民衆が食 らって しまった)た めに歴史は新た

な相 に入 り、英雄 の登場 は不可能 な時代 となった。 1922年 か ら翌年 にかけての
内戦が避 け られなか ったの もそのためであるという歴史評価が暗示 されている。
Fヴ ィジ ョン』 の隠喩的 な歴史観を応用 して読む こと もで きそ うです。

この場合、 イェイツは歴史上 の事件を、巨大 なシステムが方向転換 したこと
を示す隠喩 として解釈・ 評価 して いると読むわけです。
パ ーネル は「 大喜劇役者」 オ コンネル と対照的 な存在 として登場 します。 こ
の詩 のパ ーネル は、
「孤立す ることも辞 さずに筋 を通 してゆ く剛直 な人物」 と
い うイ ェイツ好 みの人物像 です。 アイルラン ドを祖国 として英語を母語 とする
アイルラン ド人 という自己イメージ、 イギ リスに対 して (帝 国 の片隅 か ら発言
して)ア イル ラ ン ドの特質 (価 値、 アイデンテ ィティ)を 打ち出 していこうと
する態度、
「 個」 の判断力 に信頼を置 く堅固な個人主義、 こういうあり方がパー
ネル とイェイッに共通 して い る。 そ して、 さかのばればスウ ィフ トがそうだっ
た、 とイエイツは言 う。 アイルランド人 のチ ャンピオ ンとして彼 らを代弁する
アングロ・ アイ リッシュの系譜 です。
もちろん今述 べ たパ ーネル像 はあくまで「 イェイツのパ ーネル」 であって、
歴史上実在 したパ ーネルではあ りえません。 イェイッは想像力によ ってパ ーネ
ルをアイ ドル化 し、隠喩化 したのです。隠喩化するとは普遍化すること。 いい
かえれば、 (個 々の歴史的)事 実 を詩的真実 の レベル に近 づ けて い こうとす る
想像力 の働 きです。
他 の 2つ の読み の可能性 をあげてみます。

2)詩 人 の伝記 に重ねて読む。失意 の底 にあったはず の イェイッはこの詩で、
自分が生 き、文学活動を して きた時代 を否定的 に評価 したうえで、「糾弾 を受
けるの は望むところだ」 と言 い、
「 (わ れわれの時代 に)ア イル ラン ドで歌われ
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たこと、語 られた ことはすべてうそ っぱちなのだ」 と開 き直 っています。晩年
のイェイツがときどきや つてみせるパ ブ リック ●マ ンと して のポーズです。 こ
うい う捨てぜ りふを吐 くことで、老詩人 ィェイッは、あた らしいエネルギ ーを
得 ようとして いるように も読 めます。詩 の言語 が もっている力 に頼 ることで、
詩的想像力 の復活 を期待 しているのです。

3)党 派的政治 を読む。詩 の終 わ りのところで、「 パー ネ ル以後 の政治家 た
ちの学校 は大衆だ ったが、 パ ーネルの師匠 は孤独 だ ったのだ」 と言 い、 彼 は
った と言 って いま
「 苦 い英知」 を摘み取 ったスゥィフ トの系譜 に連なる人物 だ
す。 ィェイッが アイル ラ ンド近代史 におけるア ングロ・ アイ リッシュの功績 を
強調す るとき、その「 孤高 の英雄た ち」の系譜 にはいつ もイェイツ自身が重な っ
てきますが、その系譜 は、イ ェイツに帰属意識 とプライ ドを与えるよりどころ
です。
さて、 この詩 において、イ ェイツとい う人物 と詩 と政治を区別す ることは難
しいですが、 これ ら 2つ の読みかたは、結論 のつ けかた次第 で「詩」を「政治」
や「 詩人 の伝記」 にす りかえることがで きます。たとえば、最後 に掲げた読み
かたについて、
「 アングロ・ アイ リッシュ」 という系譜 にイ ェイツがみずか ら
を位置づ けた ことは、今 日の 目か らみて彼が植民地主義的であ ったと糾弾す る
根拠 にな りえます。 しか し、 この詩 は、 ア ングロ・ アイ リッシュの系譜 につな
がる英雄 の到来 を待望 して い るわけであ りません。 イェイツは、 パ ー ネルの失
脚 によって「 英雄」出現 が不可能 な時代 に入 ったと暗示 して います。む しろ こ
の詩 はスウ ィフ ト以来 の系譜 に幕 を引 こうとしています。 したが ってイェイツ
ので
は、
「 ア ングロ・ アイ リッシュ」 とい う党派 の政治的復活 を期待 して い る
はな い。
「 アングロ・ アイ リッシュ」 の系譜 は、 ここでは、 現実 の党派 とい う
より理想化 された系譜 です。 さらに一歩踏み込 んだ言 い方 をすれば、 この系譜
は、 イェイツに行動 の規範 を与 える倫理的 な護符 のよ うな ものです。 この詩 の
最後 に出て くる「群衆」 も、必ず しも「 カ トリックの新興中産階級」 に限定 し
て読む必要はない。 イェイツは群衆を軽蔑 して個人を信頼 しようとす る態度を
表明 して いるにす ぎません。 だとすれば、 この詩 には未来への党派的なヴィジョ
ンはありません。 あるのは、詩 の力 の回復 を願 うひとりの人間 の強烈 な希望 な
い しは祈 りのよ うな ものです。 自分 で ものを考 え、判断す る人間にた いする期
待 です。
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このよ うに考えて くると、 これ ら2つ の読み方 も最初に掲げた「 歴史観を読
む」 というアプ ローチ同様、結局、詩 のなかに さまざまな レベルの隠喩 を読み
込 んでい く行為 であることがわか ります。 そ して、 この詩 は一見党派的な政治
を向 いて いるようにみえて、実 はたいへん個人的 な政治を語 ってい るように読
めて くるのです。
さて、40年 前 に死 んだパ ー ネルのことを歌 ったイェイツの死後50年 以上を経
て、 しか もこの 日本で、ぼ くたちは彼 の詩 を読んでいます。 いちばん筋道 をた
ててイギ リスに対抗 したパ ーネル は、皮肉 なことにアイルランド民衆 に「殺害」
されて しまった。 それと似 たよ うなかたちで、イェィッの文学 が読みつがれて
い くかどうかが今、問題にな っています。 ぼ くたちが、 イェイッを文学的・ 政
治的党派性 に還元す るような読みを繰 り返 していけば、 イェイッを現代 アイル
ラ ン ド文学 のカノ ンか ら追 い出 してゆ くことになるで しょう。かといって、イェ
イツが とった政治的立場を無視 してかかることがイェイッを「生き延びさせる」
ことにな るとも思えません。 ぼ くたちは、議論 の材料 としてイェイツを読む こ
とが大切です。
「 糾弾 を受 けるのは望むところだ」 というイェイッのことばは、
同時代 のひとびとにだけでな くば くたちに も向けられて います。
ここで、現代 の批評 の制度 について考 えてみましょう。 それ は、「 自分 は誰
なのか」 と問 いか けることにほかな りません。90年 代初頭以降、「 ポス ト植民
地思想」が知 られ るようになってか らは、 フェミニ ズムやゲイ批評 などの後押
しも受 けなが ら、批評家 ひとりひとりが研究対象に対 してどういう立場か ら発
百 しているのかをまずは っきりさせる ことが、 いっそう重要 になってきました。
たとえばぼ くの場合、 アイル ラン ドに対 しては政治的・ 宗教的・ 文化的 に外
部者 です。 イェイツの文学 の背後 にあるアイル ランドの歴史やイデオ ロギーに
ついて、深 くコ ミットしてい くような発言 はできません。 たとえそ うい う発言
を して も、 自分 が言 ったことに責任を とることができないか らです。たとえば、
特定 の政治的立場 に 自分 を仮託 して被害者 や加害者 にな りすます ことはぼ くに
は不誠実 な態度であるようにお もわれます。ぼ くにで きるのは外部 か らの個人
的 な観察 にすぎません。 しか し、外部 か らの観察者 としての発言にも対象 との
関係 のあ りかたは反映 されるはずです。 ぼ くはた った今、観察者 として、 イェ
イッの「 パ ーネルの葬儀」 という詩 を読み、 この詩 が「 一 見党派的 な政治を向
いているようにみえて、実 はたいへん個人的 な政治を語 っている」 と結論 づ け
ま した。 この解釈 は、 イェイツのひとつの詩 に対するぼ くの観察 であると同時
に、観察する主体であるぼ く自身 の政治的立場を不可避的に表明 しています。
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解釈 は政治 (広 義 には解釈者 のおかれた歴史的社会的状況、 狭義 には批評 の
「 政治」学)か ら自由になれません。
ところで、徹底的 に個人的であろうとす ることは、 きわ めて政治的 です。
)「 個」
(こ の逆説を生 きたために、 イェイツの存在 は問題をはらんで い ます。
か ら出発 し、 テクス トを批判的 に読む ことで、相手 を発展的に継承 してゆ くこ
と。 これは、大江健二郎氏 のような創作家 ばか りでな く、 ぼ くたち研究者 にも
期待 される役割だとお もいます。大江氏 は、 マイナー文学 としての日本文学 を、
世界文学 のカノンのなかに位置づ けようとする。また、その逆 に、 ダンテやイェ
イッを日本語 による文学 のなかに摂取 して いこうとす る。 その さい、徹底的 な
自省 にはじまる個人主義的方法 をとる。 その結果、 いわば、 イェイッを 自分 な
りにや りなおす ような作品がで きあが る。
ぼ くたち、 イェイッを愛読 し、研究す る者 も、 自分 とイェイツとの間 の距離
を測 り、 その関係 を内省することか らや りなおす ことで、 イェイツとともに
「 生 き延びて」 いけるのではないか とお もいます。
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“Sha11 0ur iBlood Fail?"

―「動揺」 の詩人、 イェイツとウォレス・スティーヴンズー
渡
(シ

辺

久

義

ンポジウムの司会者 として、私 は二人の発表者 の発表内容を論評 しまとめ

るべ きなのか もしれな いが、 それは難 しいので、私 の小論文 をもって代 えさせ
ていただきます。)
イェイツとウォレス・ スティー ヴ ンズ (Wallace Stevens 1879-1955)を 長
年、読 みつづ けて いると (両 詩人 について読詩会を長年や ってい る)、 この二
人 の詩人 の基本的な心 の働 きにかなり共通 したものが あると感ずることが しば
しばある。 Vacmationつ まり二極 の間 をゆれ動 く心 の動揺 とい う点 で も、
両者 に共通性を見 いだす ことができる。 それがおそ らく最 も明瞭に現われて い
るスティー ヴンズの詩 は ''Sunday Morning''と い う有名 な長詩 であろう。 そ
こで、 これをイェイツの "Vacination"と 比較 してみれば、互 いに明 らかにな
これが本稿 の狙 いである。
るものが あるのではなかろうか
一
イェイッはこの詩 の最後 のセクション (Ⅷ )で 、 この世 を超越 した宗教的次
元 に与す るフォ ン・ ヒューゲルに共感を示 しなが らも、彼 とは訣別す るのだと
言 ってい る。 また、その前 のⅦで も、
「 心」 は「魂」 の超越 的 な次元 での救済
をあえて拒否 して、 この世 の肉の犯す罪を題材 とするのだ と言 っている。
この霊的世界 と肉的世界 の弁証法的相克 はイェイツ特有 の ものだが、 これ と
きわめてよ く似 た構図 はステ ィー ヴ ンズにもある。
ステ ィー ヴンズの ''Sunday Morning''は 、あ る日曜 日の朝 の一人 の女性 の
意識 の流れのよ うに書かれて いる。 日曜 の朝遅 く目覚 めた「彼女」 は感覚的な
喜びに身 をまかせているが、想念 は<あ の世>、 あるいはキ リス ト教 の贖罪 と
い うことをめ ぐって さまよ って いる。 それ は "The holy hush of ancient
sacrifice''

とか ''that Old catastrOphe''

とか ''tO silent Palestine,//

Dominion of the b100d and sepulchre'' といった言葉 にうかがえるように、
苦痛 によ ってあがなわれる死後 の世界 である。 (イ ェイ ツの "Vacillation"で
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は、 イザヤの浄罪 の燃 え る石炭 ''Isaiah's coal"が これ に これ に対 応 す る。)
「 彼女」 は現 世 的 な感覚 の喜 びにひた りなが ら

Why should she give her bounty to the dead?
What is divinity if it can corne
(Ξ

)nly in silent shadows and in drearns?

と、 <あ の世>の 神聖 さを否定 して い るよ うだが、単純 に宗教的 な世 界 を切 り
捨 てて現世 の喜 びを肯定 しよ うとす るので はな い。
「 彼女」 は イ ェ イ ツの よ う
に、 いわば両世界 に引 き裂 かれて い るの であ る。
「 彼女」 の現 世 主 義 は常 に ひ
そか に宗教的価値 に裏打 ちされて い る、裏打 ち されて いな ければ な らな い。 そ
うで な ければ、信仰者 な ら教会 にあ るべ き時刻 に家 に とどま って、 宗教 的世界
に思 い を はせ るはず はな い。
ただ「 彼女」 は ''Divinity must live within herself''と 言 って 、 天 上 世
界 を地上 に引 きお ろ し、地 上世界 にな じませ よ うとす る。 そ こはイ ェイ ツと違
うと ころか もしれな い。 つ ま り<あ の世 >の 実在性 を イ ェイ ツのよ うに信 じて
は いな いので あ る。 も し天上世界 が この世 か ら切 り離 された、 もっぱ ら死 者 の
ため にあ る ものだ と した ら、 そん な もの に何 の価値 が あ ろ うか、至福 の世界 た
るパ ラダイ スは地上 にあ って こそ意 味 が あ るの で はな いか、 と言 うので あ る。
しか し、 その地上 の パ ラダイ ス は、現実 か ら逃避 す る もので あ って はな らな
い、現実 のす べ てを取 り込 んだ もので なければな らな い、 とい うのが ステ ィー
ヴ ンズの一 貫 した考 え方 であ る。 現実 のす べ ての中 には苦痛 も苦 しみ も含 まれ
なけれ ばな らな い。
Sha1l our blood fail?(I)r shall it coコ ne to be

The blood of paradise? And shall the earth
Seenl a1l of paradise that we shall know?
The sky will be rnuch friendlier then than now,

A part of labor and a part of pain,
And next in glory to enduring love,
1ヽ

JOt this dividing and indifferent blue.

(我 々の血 は枯渇 すれば よいのか

れば よいのか

'

?

それ と も我 々の血 が天 国 の血 にな

そ して この地上 が、我 々が知 るで あろ う天 国 のすべ

てのよ うで あ るべ きな のか

?

その ときには、 この天空 は今 よ りも っ

と親 しみやす い もの にな るだ ろ う。労苦 の一 部、苦痛 の一 部 にな るだ
ろ う。 そ して、永続 す る愛 に次 いで栄光 あ る もの とな るだ ろ う、我 々
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をわ け隔て る無 関心 の青 でな く。)
の
「 血」 通 わ ない、死 のな い、永遠 のパ ラダイスはパ ラダイスか、 とい う疑
間 はイ ェイ ツと共通 の ものだ ろ う。 イェイ ツと同 じくここで も「 血」 は、生身
の肉体 の意味 と苦痛 の意 味 を あわせ持 つ。 ''Vacillation''で いえ ば、 ''From
nlan's blood―

sodden heart are sprung// ThOse branches of the night and

day/Where the gaudy moon is hung.''の

「 血 の に じむ心 臓 」 が これ に
当 た る。 イ ェイツ は これ につづ けて、 ''What's the meaning Of all song?′ /
`Let all things pass away."'と い うが、 これ もス テ ィー ヴ ンズの もの と し
て もおか しくない疑 問文 で あ る。「歌」 つ ま り我 々の生 を豊 か にす る「 歌」 は、
苦痛 や滅 びを免 れ る ことので きぬ この大地 か らしか生 まれ得 な いで はないか、
とい うことで あ る。

''Sunday Morning''Ⅵ は次 の よ うにな ってい る

:

Is there nO change of death in paradise'
1:)oes ripe fruit never fall?(1)r do the boughs

II[ang always heavy in that perfect sky,
Unchanging, yet sO like Our perishing earth,
With rivers like our own that seek for seas
They never find, the sarne receding shores
'I'hat never tOuch with inarticulate pang?
この最後 の「 分節化 され ぬ苦 痛」 とは、 この世 の悪 その もの

(イ

ェイツの言

葉 で いえ ば、 ホメ ロスの題材 で あ る「 原罪」)と 解釈 され る。 そ の 悪 に決 して
出会 うことの ない天国 が我 々 を待 つのであろ うか、 とい う意味 で あ ろ う。 そ こ
には、 そん な有 り難 い天国 に対 す る反 感、 とい うよ り、 その よ うな天国 は返上
申 し上 げたい とい う気持 ちが込 め られて い る。 それ は「 死 こそが 美 の母」 とつ
づ くことか らもわか る。「 死 こそが美 の母」 は、 イ ェイ ツの言 葉 で 「 原罪 こそ
が歌 の母」 と言 い換 え る ことが で きるだ ろ う。
I:)eath is the mOther of beauty, nlystical,

Within whOse burning bosorn we devise
(:)ur earthly mOthers waiting, sleeplessly.

いずれ に して も、 ここで の ステ ィー ヴ ンズの態度 は、遠巡 あ るい は「 動揺」
のそれで あ って、 そん な天国 に安住す るよ りは、 む しろ死 のふ と ころに抱 かれ
ることを選 ぶ とい うことで あ るが、 しか しそ うは言 いなが らも、 決 して虚 勢 を
はるので はない、 'wise passiveness'と も言 うべ き静か な、 一 抹 の 淋 しさを た
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たえた諦念 が この詩 を締 め くくる。 フォ ン・ ヒューゲ ル に祝 福 を与 えなが ら別
れを告 げ るイ ェイツに、 気分的 にはよ く似 て い るので あ る。
I:)eer walk upOn Our nlountains, and the quail
Whistle about us their spOntaneous cries;
Sweet berries ripen in the wilderness;
And, in the isolation of the sky,
At evening, casual flocks of pigeOns make
Anlbiguous undulations as they sink,
I])ownward to darkness, on extended wings.
ただ、 この印象深 い ''Sunday Morning''の 終決部 は、神 の いない現代世 界
の風景 と解釈 され るので あ って、 そ の意 味 で はイ ェイ ツに似 て い るとは言 えな
いで あ ろ う。 イ ェイ ツは神 のいない風景 とい った もの は一 度 も画 いた ことはな
いので あ る。
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「昼」 か 「夜」 か
笹

尾 純

治

一般 に `Vacmation'の 全体を一つの詩 と考えることにはため らいが あ るよ
うで、 `This poem,or sequence'と いったよ うな言及 の しか たが よ くな され
る。 `Vacillation'と い うタイ トルそのままに前後左右 に揺 れ 動 くような、 一
見、統一性を欠 く内容を考え るな ら、 このため らいはよ く理解 できるし、また、
この詩 が最初 に印刷 されたときには各 セ クションに個別 の タイ トルが付け られ
ていたが、 そ うなるとこれはイェイッお得意 の「連作詩」 ということになる。
しか しなが ら、最終的 には個別 のタイ トル は削除されたのであ り、 これはイェ
イツが他 の「連作詩」 よりは緊密 な連関・ 纏まりを全体に見出 したか らではな
かろうか。 そこで この詩 をあ くまで も一つの詩 として読み、全体を纏 める可能
性 を探 る。
第 Iセ クションの `What is iOy''と い う問 いが `VacillatiOn'の 全体 を貫
く主題 としてあるよ うに思われる。 この `jOy'と はイェイ ッが 最期 まで探究
し続 けた人 間存在 の究極 目標 としての「喜 び」 であろうし,そ の問 いは「喜 び
はいず こにあるのか」、 つ まり、
「 人間存在 の どのよ うな状態・ 境地 に喜 びがあ
るのか」 という問 いに通 じてゆ く。 そこに二 律背反 と して の「 昼」 と「 夜」
(`day and night')、

即 ち、
已
「 生,肉 体,現 世,仮 相,無 常,時 間,.‥ 」 と「夕

霊魂,来 世,実 相,常 住,永 遠,.¨ 」 の どち らを「喜 び」 の所在 として志 向す
べ きか という問題 が生ず る。 `Vacillation'は 「喜 び」 の所在 に係 わるこの対
立を軸に展 開 し,第 Ⅵセクションまでは「 夜」 の圧倒的優勢 の うちに進んでゆ
くとみる。 その「夜」志向が `What's the meaning of all song?'と い う詩
人 にとっては自己の存在意義 を否定 しかねない問 いにまで達 したとき, この詩
のクライマ ックスとして `The SOul'と `The Heart'の 間答 がお こ り, そ こ
で「詩人 に生 まれついた」 という論拠 によ り最後 の切 り札 としてホーマーが持
ち出され「昼」が大逆転 をす る。そ してこの詩 は,「 二律背反 に引 き裂かれな
が らも現世を く
荒 々 しく生 きる心〉か ら く
喜 び〉 が生まれるか も知れないでは
ないか」 という `what is iOy?'に 対す る暫定的答 えで終わ ると読む。
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以下、覚え書 き風 に各 セ クションの読 みの概略 を示 してお く。
二律背反 に引 き裂かれる生。 `What is ioy?'と い う主題 の提示。

I

Ⅱ 「 ぎらつ く焔」 と「露 に濡 れた繁 る青葉」 とい う二面 を もつ 木 によ って二
律背反 をイメージ化。
「 ア ッテ ィスの像」 を媒介 とするア ッテ ィスとの合 一
のエクス タシーに言及 し、
「 イメージ」 を媒介 とす る二律背反 の克服 の可能
性 を暗示。 しか しアッテ ィスとの合一の前提 は去勢であり、 これはいわば生
を捨 てることである。 `knows not grief'は 一種 の「喜 び」 と言 えようが、
`What is ioy?'に 対す る答 え としてはいかにも弱 い。
Ⅲ 前半 は、現世的願望 の充足 は、所詮、一方 を立てれば他方立 たずで、真 の
「喜 び」 に通ず るものではな いことを言 う。後半 は、現世 に執着 す ることを

rを 貫 く態度 と同
止 めて来世 を志 向すべ きことを説 く。概 ね詩集 rん θ 7ο ″θ
様 である。来世 を志向す るとき死 は「喜 び」 を もって迎え られ るとする。
Ⅳ 現世 において稀 に訪 れる至福 の瞬間が例示 される。 `Deamon and Beast'
に描 かれた瞬間 と同 じであ り、 このよ うな瞬間 は現世 における生 を衝 き動か
してゆ く力 である `hatred'と `desire'か ら解放 されたとき、即 ち、現世 ヘ
の執着 か ら解放 された ときに訪 れる。 これ は `A Dialogue of Self and
Soul'で `My Self'が 「悔恨 を捨 てる」 という条件下 で保証 した「喜 び」
とは似 て非 なるものである。 その「喜 び」 はあ くまで も現世 に執着す ること
によって得 られるはず の もので あ った。 `blazed'と い う状態 は `flame'や
Tire'と 同様 に「夜」 に係わ る。

V

第Ⅳ セ クションと対照的 に、現世 に囚 われる限 り「悔恨」 に苛 まれること
が描 かれる。 これは `A Dialogue of Self and Soul'に おける `My Self'

の「 生 の喜び」 の考 えが不十分 だったことを示唆す る。
「悔 恨」 を も取 り込
んだ「 生 の喜 び」 のヴ ィジョンが提示 されねばな らない。
Ⅵ 第 1、 2連 では、 ここまでさまざまな角度 か ら述 べ られて きた「夜」志向
が、`Let all things pass away.'に おいて、 無常・ 有為転変 の現世 に対
する一種 の諦観 に達す る。 それは第 3連 で詩歌 にも適用され、二律背反 など
というもの も現世 における人 間 の心か ら生 まれ る「仮相」 であ り、 それを
「 実相」 たる「夜」
「 イメージ」 によ って乗 り越え ようとする詩人 の行為 も、
の見地 か ら見 るならば、所詮、無意味ではないか という疑間 が発せ られる。
「夜」志向を突 き詰めてゆ くと、 どのような詩であれ詩人 で あれ、 その存在
意義 の否定 に行 き着 きかねない。
「 昼」 の大逆転 の始まり。
Ⅶ

クライマ ックスに達する。
「夜」 の者 である `The sOul'は とどめを刺す
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べ く「 昼」 の者 である `The Heart'に 「仮相」 を捨 てて「 実相」 を求 めよ
と説 く。 ここで `The Heart'は 、 `A Dialogue of Self and Soul'で `My
Self'が 明言 しなか った、
「詩人 に生 まれついた」 という論拠 を導入 し、 二

律背反が存在する「仮相」 を離れては詩 のテーマがな くなって しまうことを
主張する。それ に対 して、 `The Soul'は キ リス ト教 の ドグマテ ィズ ムで対
抗する。 ここに至 って、
「 心 の揺 れ」 の背後 にあったキ リス ト教 が顕在化 す
る。
「 人間 として」 とい う立 場 と「 詩人 と して」 とい う立場 のすれ違 い。
`The Heart'が 最後 の切 り札 としてホーマーを持 ち出す ことによ り、 `The
Soul'を 押 し切 る。
「 昼」 の大逆転。 ただ、 これだ けの間答 で は説得力 に欠
けることは否 めない。勝敗 は初 めか ら決 していたと言わねばな らない。
Ⅶ[ イェイツはフォ ン・ ヒューゲ ルを、 つ まリキ リス ト教 を、 また、 `What

SeemS mOSt Welcome in the tomb'と いった言葉 にうかがわれるように、
「 来世・ 夜」志向を、ある程度認めなが らも、
「予 め定 め られた役割」 を、即
ち「 詩人 の役割」を、 つ まり「 現世・ 昼」志 向 を選択する。 `The liOn and
the hOneyCOmb,What haS Scripture said?'と

い うの は、『 士師記』 中 の

サ ム ソンが出 した謎の一部 である `out of the strOng came forth sweet―
ness'に 言及 しているのであろう。 これを「 二律背反に引き裂かれなが らも
(そ れが「 原罪」 を背負 うと い うことであろ う)現 世 を く
荒 々 しく生 きる
`What
is
ioy''に
心〉か ら く
喜 び〉 が生まれる」 という、
対す る答 え と解

く。 しか し、 それを積極的 に主張 しているのではな く、謎・ パ ラ ドックスに
百及するとい う間接的な言 い方 を用 いているのだか ら、
「 ひ ょっと した らそ
んなこともあるか も知れな いではないか」 という程度 の、弱 い主張に止 ま っ
ている。即ち、 `Vacillation'は `What is ioy?'に 対す る暫定的答 えで終
わ っているのであ り、その問 いに対す る最終的答えは先送 りにされて い る。
その問 いに対 してイェイ ツが生涯 において 出 した一つの最終 的答 え は、
`Vacination'の 第 Ⅵセクションの「 有為転変 の諦観」 を昇華 した、 そ して
「 悔恨」をも包み こんだ、 `tragic ioy'の 境地であ った とい ぅ ことにな るの
であろう。
[発 表 の全文 は『 彦根論叢』第300号 (滋 賀大学経済学会、平成

掲載済み。]
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8年 2月 )に

「揺動」 のモニズム
清

水 博 之

・「 昼 と夜」 の間 に揺動す るこの詩 のパ ッションは、逆説的ではある
「両極」
が、私 に「二律背反」 によ って生動するモニズムを感 じさせ る。 それは第 Ⅱ連
の 〈
燃え上がる緑 の木〉一
イメージ化 され る。

なかばは炎 でなかばは緑 である一本 の木 で強烈 に

以後詩は炎 と緑が象徴する聖 と俗 0夜 と昼 の間 を揺 れ動 き、 第 Ⅶ 連 の Soul
とHeartの 劇的 な対話 に収飲 して い く。
第 Ⅲ～V連 は詩人 の生活史 のなかでの両極への揺れ動 きが回顧 されるが、第
Ⅵ連 では心象 は古代空間 の中 に解 き放たれ宇宙的 な感覚 さえ開かれる。 しか し
それは次 の瞬間一 気 に「 血 に浸 った人間 の心臓」 に収縮す る。
血 に浸 った人 間 の心臓 か ら
昼 と夜 の あ の枝 が生 え る
けばけば しい月 が そ こにぶ らさが る。

この「 けばけば しい月」 は第 Ⅱ連 のアッティスの像 の変貌 であり、詩人 を炎
と緑・ 聖 と俗 の間 に作品 というアッティスの像 を掲 げる者 とす るナルシズムヘ
の 自己否定 として読 めるだろう。 こうして第Ⅶ連 の SOulと Heartの 対話 は必
然的 にその言語 の抽象性 にも関わ らず きわめて劇的迫力 に満 ちたものとなる。
なによりも注 目 した いのは、
「血 に浸 った心臓」 とい う言葉 が示す よ うに、
この詩 の揺動 =パ ッシ ョンが、心臓 の収縮・ 膨張 のよ うに認識論的であるより
も存在論的、 さらに言 えば、 バ イオ ロジカルであるということだ。 つ まりその
パ ッションは一個 の生体 の呼吸、呼気 と吸気 の相補的二律背反 によって営 まれ
る生命運動 とで も言え るものがある。
このようなパ ッシ ョンに近 い ものとしては、 シェイ クスピアの リア王 のそれ
などが思い出 され るが、やはり最 も近 い ものは『 嵐が丘』の『 キャサ リンとヒー
スク リッフの情熱 だろう。 リアのパ ッションは、王 は王冠 と領土な くして もど
こまで も王である とい う自己のモニズム世界が崩壊 してい くことから発 したパ ッ
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シ ョンであ った。 ハ ム レ ッ トの “
Seems,madam!nay it is,I knOw nOt
`seems'。 ''「 見えるですと、母上

!い や事実 そうであるのだ、く
見える〉 などと

は私 の知 らぬこと」 という実体 (be)と 仮説 (seem)の 二 元 的 な世界 の到来
への く
be〉 のモニズムの拒否感情、 これが シェイクスピアの悲劇 の主人公たち
の情熱 の特徴 であったと言 えよう。 リアにとって愛娘 コーディー リア、ハムレッ
トにとって母親 ガー トルー ドは、 いわば裏切 りの 〈
seem〉 なのだ。
I am Heathcliff l〉 というキ ャサ リンの叫 びが示
『 嵐 が丘』 の世界 には、〈
seem〉 は存在 しな い。 それは徹底的 に 〈
すように 〈
be〉 のモ ニ ズムで貫 かれ

る世界 だ。 ヴァージニア・ ウルフが指摘す るように、 この世界 には 〈I〉 とか
you〉 はもともとな くただ 〈
we〉 だけがある。一つである ものが二つにな っ
〈
ている、 いや二つで一つ、 キ ャサ リンと ヒースク リッフで一者 なのだというの

がこの情熱世界 の根源 の原理である。それは 〈
binary〉 ―twO ι
偲 ルr― な
ハ
“、根源的
情熱 であり、おそ らくは リアや ム レットの情熱 よ りさらに始原的 な
にモニステ ィックな情熱であろう。〈
binarism〉 はキ ャサ リンが 言 う「私 たち
の下 の永遠 の巌」 であるモニズムの 〈
biOrhythm〉 なのだ。
「揺動」 の情熱 はやはりこの『 嵐が丘』 のケル トの血を うけた ものだ。「 二
律背反」 は彼 にとって克服 した り逃れたりできるものではない。 それは彼 の生
命原理その もので あるパ イナ リズムだ。 しか しそれが「 二律背反」 と認識 され
る以上、生 きて い る限 り彼 はそれを克服 しようともがき苦 しまねばな らない。
ペテ ンにかか ったよ うな、 しか し悲劇的なバ オ リズムだ。
『 嵐 が丘 』 の情熱 は
男女二体 に振 り分 けられるが、彼は生身 の 自己自身 が「 昼 と夜 の二律背反」 の
間 に裂 け、揺れ動かねばな らな い。 いわゆる精神 と自然 の分裂 は、 ここでは、
裂かれた生体 のよ うに生 々 しい。
生
「 はじめに肉 ありき」 とす る ロ レンスが 〈
命〉 のモニズムヘ の帰一を思慕 したとすれば、 イェイッが希求 したの はこの裂
かれた生 体 であ るモ ニ ズムか らの逃走であろ う。 1933年 5月 9日 の Olivia
Shakespeareへ の手紙 で、 イェイツはこう書 いている。
ジョイスとロ レンスは私 たちを東洋的単元性 (the Easten simplicity)へ
ほとんど復帰 させる。 どち らも完璧にではない、D.H。 ロ レンスはその素材
を「本質 の火」 とか「闇」 などという言葉 で ロマ ンティックに し、 ジ ョイス
はカソリックの罪意識 か ら金輪際逃れ られないでいる。 ラブレイは彼 の巨大
なエネルギーでそれを逃れたようだ。
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この一節 には、 みずか らの出自を否定す るかのよ うにモニズムか ら逃れ ようと
する矛盾 した衝動 を もつ人間 の鋭 い洞察 が うかがえる。 `simplicity'は い っそ
「 一元性」 と読んでみた い気 がす る。 第 Ⅶ連 のイザヤの火 に復帰 せ よと誘 う
Soulに たい して Heartが 叫ぶ
Struck dumb in the simplicity of fire

!

という一行 の `simplicity'も 「火 の一元 の中 に声を失えだと !」 と読 んでみた
い。 モニ ズムヘの帰一 衝動 と拒否衝動 とはまさに吸気 と呼気 のよ うにこの生 ま
れなが らのモニス トの生命維持を司 っている。 ついでに言 うとこの詩 の中で多
心臓〉 のいずれにも訳語 を統一で きな い。
心〉 と 〈
発する `heart'は 〈
へ
べ
キ リス ト教 の訣別 を の る最後 の第Ⅷ連 に して も一筋縄 ではいかない。古
代 ギ リシ ャヘ の帰一を宣す る「 ホーマーがおれの手本 だ、 あの洗礼 を知 らぬ心
が」 とい う一行 は第Ⅶ連 の「原罪 のほかにホーマーはなん の主題があ った ?」
という Heartの 言葉 とともに、 キ リス ト以前 の古代 ギ リシ ャヘ の強 い思慕 を
表 して い ることはた しかだ。 しか し「原罪」 (original sin)と い う言葉 が生 ま
れたのは、使途パ ウ ロの ロマ書 か らであることを、 つ まりこの二行 の言葉 その
ものがキ リス ト教 の汚染 (=洗 礼)を 受 けて い るとい う矛盾 を、 イェイツが気
づいていなかったはずはなかろう。 パ ラ ドックスは執拗 に絢 い混 ざり「 二律背
反」 は果 て しない縦糸 と横糸 のよ うに新たな布地 を織 りだ して い く。最終連 の
静語 は揺動す る振 り子 が一方 の極 で束 の間 の静止 を保 っていることを示す だけ
だ。
「 わが作品 のための総括的序文」 のなかで、
「揺動」 か ら五年後 の1937年 、
イェイツは書 いている。

アイルランドのいっさいの歴史 の背後 には、一枚の偉大 な綴織が垂れ下がっ
ている。 それはキ リス ト教 た りとも認 めざる得 ないものだ った し、第一、 キ
リス ト教 自体 もそ こに織 り込み描かれて いる ものであ った。誰 しもその くす
んだ幾重 にも重なる壁 を眺めて い ると、 いったいどこか らキ リス ト教 がは じ
まり、 どこで く
略〉 ドルーイ ド教 が終 わ ってい るのか判然 としない有様 であ
る。〈
略〉 キ リス ト教 と古代世界を結 ぶ隣 の緒 はまだ絶 ち切 られてお らず、
キ リス トはいまだなおデ ィオニ ソスの腹違 いの兄弟であ ったのである。
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イェイッのモニ ズムの正体 はこの「偉大 なる綴織」 だ。 そ して この文章 はあ
の訣別宣言後 もなお依然 として、 イェイツがキ リス ト教 と膀 の緒 を絶 ち切れず
にいたことを示 して い る。 ホーマーを手本 とすることとキ リス トをデ ィオニ ソ
スの腹違 いの兄弟だとすることとはどう結 びついているのか、 あるい はどう錯
綜 して いるのか ?イ ェイツの心 の装 の奥 はほの暗 く不可視 である。 ただそ こで
はなにかが生成 しつつ あることはた しかである。 そ してその生成 は、 ディオニ
ソスとい う 〈自然〉 とキ リス トとい う 〈
精神〉― こうい う分類す らそこでは
ほとんど意味がな いのであるが
この「腹違 いの兄弟」のバ イナ リズムによっ
一
て営 まれているのだろ う。
「 獅子 と蜜蜂 の巣」 `the lion and the honeycOmb'
という旬 に感 じられ るの はそのような く
生成〉 の生 々 しい律動 だ。
Homer is my example and his unchristened heart.
The lion and the honeycomb, what has Scripture said

?

獅子 がサ ム ソンによって引き裂かれて いたように、 キ リス ト教 か らの訣別 を宣
するこの二行 の脚韻 は上下 に割れて い る。裂 かれた詩人 の獅子 の心臓か ら詩 と
い う甘 い密 が生成す るのだ という自己限定 の声 の背後 か ら、 それを越えた壮大
な、あ らゆる多様体を増殖 しつつ流動するいわば スピノザ的 自然 の生成・ 変化
の リズム
vacillatiOn〉 の音 が聞 こえて くる。
〈
ー
イェイツとい う詩人存在 の 〈
揺動〉 が静まり「存在 の統一」に収東するのは、
その 〈
血に浸 った心臓〉が虚空 に「冷 たい眼」 として凝結す るあの墓碑銘 にお
いてで あろう。
Cast a cold eye
On

life,

on death.

Horseman, pass by

!

ここにはすべてを焼 き尽 くす「炎 の息」
あるい は溶解 と腐食 の死 のモニ
―
ズムにす ら屈服せず、最後 まで西欧 の個を守 り抜 きその 〈
黒 い塔〉を精神 の荒
野 に屹立 した恐 るべ きモニス トが今 なお生 きている。 そ してそのなかば椰楡す
るような冷徹 のまなざ しは、 ついに達成 されたあの「 悲劇的喜び」を湛えて い
る。
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シンポジウムで回頭発表 した ものに当 日用意 して いた後半部 を加 えて書 き直 した ものです。 なお
binarism〉 という語 の 出所 はGlen ScOtt Allen,`Baptismal Eulogies:RecOnstructing Deconst―
く

ructiOn from the Ashes'(“

PostmOdem Culture''V.3n.2,January, 1993.Oxford University

Press)。 http://jefferson. village. virginia. edu/よ
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り。

美 の創造 と魂 の救済
辻

昭

詩人 Yeatsの 人生行路 と詩作 の道程 に立 ち現 われ る重 要 な諸問題、例 えば
行動 の世界 と美 の創造 の世界 の対立背反、生命 の木 に始 まる樹木 のシンボル、
また heroicな 生 きざまと Ni&zsche的 な “
tragic gaiety"の 問題、 さ らに至福
の突然 の訪 れの体験、お のが生 と詩業 の責任 と悔恨、 また万物 の流転 の達観 の
境地 と芸術作品 の問題。 そ して Soulと Self(Heart)の 対立、最後にorthodox
なキ リス ト教信仰 の拒否 とカ トリック神秘哲学者 との訣別 の真情 の吐露 といっ
た具合 に Sectionが 連ね られたこの `Vacination'は 、 イ ェイ ツの詩的世界 の
展開を辿 る中で、やはり欠 くことの出来 ない極 めて重要な詩であることは間違
いない。 だが しか し、 彼 の優れ た長詩 は、 例 えば `Among SchOol Children'
とか `Meditation in Time at Civil War'、

`Lapis Lazuli'な どと比 較す ると、

この詩 の制作 の時期 が 5ケ 月弱 にまたが っていることか らもきて いるとも思わ
れるが、各 sectiOnの 繋 が りが、必ず しも緊密 に結 び合 い、呼応 し合 って美 し
く、力強 い流れをな して い るとは言 い難 いよ うに思われる作ではないだろうか。
1931年 、01ivia Shakespearあ ての手紙 で、 `Wisdom'な る題 の長詩 を書 き

wisdom"へ 至る道程 は、
始 めたことをイェイッは語 っているが、人生行路で “
必然的 に vacmateせ ぎるを得 ないものであるが、詩人、芸術家 の場合 は、 同
じ頃 の作 `The Choice'に あるよ うに、人間 の知性 は `perfection of the life'
と `perfection of the wOrk'の 背反す る二者 の選択を迫 られ、後者を選んだ場
合 は、天国 の殿堂 に入 るの は拒否 され `raging in the dark'と な り、 果 て は
`the day's vanity, the night's remorse'と

い うことにな る。 詩集 rん θrο ωθ
r
`Vacillation'の
ェイツの
の
以来イ
頭 中 にあった、 この問題 は
導入 の sec.Iで
は、人生 の完成か、the art(work)の 完成かといった二 律背反 の選択 の難題
と、 その解決 に当然関わ って くる `What is ioy?'と い う人生、殊に70才 に近
づいた詩人 の生 にとっての大 きな問題が、先ず ズバ リと簡潔に提出される。
次 いで現われる樹木 は、周知 のよ うに「生命 の木」、
「智慧 の木」 として、天
に連 な り、大地に根 ざ し、 Organicな 生命体 として若 い頃 の Blakeや カバ ラ研
究以来 の重要な シンボルだが、 この半分 は「 きらめ く焔」半分 は「露 に しとど
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濡れた線豊 かな群葉」 をな し、半 ばは半ばだが、それが「 全 き光景」で、その
「 ガイア ー」 の システ ム
半分 が回復す るものを他の半分 が消滅 させるとい う、
れaι
を見 るに体現 した、 この樹 のイメージは諸家の指摘 の通 り、7ん θCθ Zι たEι θ
jれ
gjο れ
の木 と、 James Frazerの r'し θ
Lι θ
´
αιたで述 べ られて いる■んθMα われο
“
js
is,ス あん αれαOsjん sな どの ソースか ら得 た。 小 ア ジア
ι
Gο 滋飩 Bο gん のスι
“
のプ リュギアの「 神 々の母」 キュベ レーに愛 された、若 く美 しい牧羊者 Attis
の年 ごとの再生復活 を祈 り祝 う春祭で、彼 の神像 を松 の木 に祭 って、祈 るとい
う、植物世界再生 の祈 りの ritualの 、
「 聖なる木」を詩人 が合成 した と考 え ら
れる、 まさに この樹 は、焔 と線 が互いに penetrateす るガイアーのよ うに、対
立 して接 し合 い、回転す る 2つ の コー ンのように、対立する二律 または二元 の
背反 を表わ して、sec.Iの 思想 を形象化 したものになっている。勿論、 きらめ
く焔 の方 はSOulの 世界 を、緑 なす群葉 は BOdy、 Self、 Heartの 世界、 現世 で
の Lifeを 象徴 して い るが、 ア ッティスの神像 を祭 るとは、古代 ローマではthiS

wOrldで の生を捨て、神への帰属、神 との合一を祈願す る祭礼であり、それ に
よって生の二律背反を超越す る境地 に達す ることになる。激 しい音楽 の鳴 り響
く、 この春祭 のクライマ ックスで、踊 り狂 う興奮状態 の うちに達 せ られるとい
う神 との合一の一種 のェクスタシーの境地 は、 プロティノスにお ける「 一者」
との合一 とか、仏教 の法悦 の境地 とは形 は異 るにせよ、悟 りの瞬間 の境地 に通
じるもので、理性 による理解 で はな く、 悟性 で感得 され るもので あ る一
`May know not what he knows, but knows not grief.'そ
して これが先ず
sec.Iの `What is ioy?'に 対す る一 つの答 えとな っている。
では「悦 びとは何 ぞや」 に対す る更 に明確 な答 えが提出 され る。 第 1
stanzaに Maud Gonneと MacBrideの 影を見 る評者 もいるが、 俗世 の野心 や
sec.Ⅲ

成功 か らは答えは得 られず、皮肉な格言までついている。次のstanzaは Mabel
Beardsleyを 歌 った `Upon a Dying Lady'の 中 の `Her Courage'を 想起 させ
よう
一

Aye, and Achilles, Timor, Babar, Barhaim, all
Who have lived in joy and laughed into the face of Death.
ギ リシア正教では40才 が人生の一 つの分岐点 と考 え られているそ うだが、そ
の40才 以降はイ ェイツの言 う「 俗 なる夢か ら目覚 めて」誇 り高 く、従容 として、
高 らかに笑 って最期 に立ち向か うに足 る作品を築 きあげてゆかねばな らぬとし
54

て、heroicな 生 き方に見 られる、あの “
tragic e gaivety''を `What is iOy?'
の答 え として出 して くる。
1903年 イェイツがアメ リカの友人 John Quinnか らニ イチ ェの7地s母 ,ο んθ
Zα κι
ん

“

ι
ん など三冊 を贈 られた感謝 の手紙 の中 で `He(Nietzsche)ls exagger―

ated and violent but has helped rne very greatly to build up in nly rnind an
imagination of the heroic life。

'と 語 っている。 このニイチェの悲劇的人生 観

に強い共感を覚えた詩人は、Tん θTrθ れわ′
れgο /ι んθyθ の中で、あの有名な
jι

`We begin t0 1iVe When We haVe COnCeiVed life as tragedy.'と

語 り、 周 知 の

ように、悲劇的現実 に対 して “
heroic"に 立 ち向 か う人生 を欠 い た “
passive
suffering"は 詩 の主題ではないとして7ん θaヴ οだ Bο οたο
/施 ″ Pο αッ の
“
編纂 に当 り、そうした戦争詩 を入れ るのを拒否 し、 さらに晩年 には Dorothy
Wellesteyへ の手紙 の中で、 `I thought my prOblem was tO face death with
gaiety,'と 最晩年 の思 いを語 っている。 こ う した思 いが、 後期 か ら最 終詩集

に亘 ってイェイツの詩 に底流す る人生観 とな っているが、人生を悲劇 と観 じ、
これを “
herOic gaiety"で 受 けとめ、人生 の終焉 に立ち向 う生 きざまに `What
is joy?'に 対す る彼 の答 えが宿 ってい ると言え よ う。
次 の sec.Ⅳ は、50才 に達 し、行動 の生 を去 つて、 creative imaginationに
生 きる道を選んで、孤独 な詩人 の人生 に突然訪 れ る joy― blissを 歌 う。 Pθ r
スれたαSjル れι
ι
αL“ んαθで語 られ、 `A Dia10gue Of Self and sOul'で も歌われた、
この beatitudeの 訪れの体験 は、禅 の修業者 の悟 りの瞬間 の体験 に似 た一 種 の

epiphanyで あ り、その時 hatredや remorseを 超越 し、至福感が全身に満 ち溢
れるのは、人生行路 の中で「悦 びとは何 ぞや」 へ の稀 なるが故 に貴重 な答えで
はな いか。
これに対 して、sec.Ⅵ では詩人 の心 は逆の方 へ「動揺」する。 モー ド
・ ゴン
ヘ の長 く不毛 な愛、Easter Risingの 若者 たち、 アベイ座のことどもをは じめ、
人生 の来 し方 の忘れ難 い、 さまざまなものが心 に去来 して、反省 と悔恨 に締 め
つ けられ、責任 が重 く心 にの しかかる。後 の `Man and the Echo'で もみ る悔
joy"と は逆の端 へ と押 しや られる。
恨 の念 に打 ちひ しがれた心 は “
次 の sec.Ⅵ は、 そ う した個人 の感慨 か ら一 転 して、歴史 と文明 の流転 を
「川筋 のの びひろがる野」を眼下 に見渡す周 の大公 のごとく、 大 き く見渡す。
興亡す る古代帝国 の支配者や征服者が登場 し、
「万物 はすべ て過 ぎ去 らせ よ」
と叫ぶ。 その達観 の境地 は、万象 のすべては人間 の創造物なのだとする、あの
`The Tower'第 3部 の堂 々 とした宣言を想起 させ るが、 ここで は詩人、芸術家
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の作品 もすべては過 ぎ去 るべ き transientな 存在 で、永却回帰 の一 部 をなす に
過 ぎな い。後 の `Lapis Lazuli'で は `All things fall and are built again/And
thOse that build them again are gay'と して万物流転 の達観 の境地 が歌 われ
gaiety"で はなく、 `What's the meaning of all song?'
ているが、 ここでは “

として、 この世 での人 間 の功業、 詩人 の wOrkの はかなさ、 むな しさの方 に
「揺 れ動 く」。
この「揺 れ動 き」が次 の sec.Ⅶ の SOulと Heartの debateを 導 き出す こと
になる。 Soulは 流転興亡、生成消滅す る現世 の万物 か らの離脱 を求 め、 イザ
ヤの聖なる熱 い炭火 が原罪 を purgeし て くれ る。 そこは窮極的 な Salvationが
あると諭す。 それは poetryを 捨 てることを意味するではないか。 それ は詩人
の「 救 い」 にはな らな い。 ホメ ロスは別 の火 を選んだ のだ。 this worldの
pass10n"の 「燃 える火」を選んだのであ り、 これ こそが詩人 の進むべ き運命
“
の道 なのだ。詩 とはホメロス以来原罪 に関わ って きたもの。聖 なる火は原罪を
焼 き浄 めるか も知れ ないが、 詩 を残 しは しな い Heartは 反論す る一 `What
theme had HOmer but Original sin?'イ ェイツがグレゴ リー夫人 の言葉 に不
唆 されて得た この一句 には、神 と人間の断絶性 をみるキ リス ト教 に対 して、神
と人間 の連続性を信 じる古代ギ リシアと、Soulと Lifeの 両界 の連続性 を観 る
古代 ギ リシアと、Soulと Lifeの 両界 の連続性 を観 る古代アイ ル ラ ン ドに共通
性 を見 出 し、親近感 を抱 いた詩人 の思 いが込 め られて いよ う。
最終 sec.Ⅷ に到達 したが、 ここで詩人 は、 この頃読んでいた Baron Friedrich
んιο
vOn Higelの 2ん θν夕sι たαι]θ θ
/Rθ ′
ばjο んでの、 このカ トリック神秘哲
“
学者 の見解を考 える。詩人 に訪 れるpOetic inspirationと キ リス ト教 における
神 とい うものの悟 りには本質的 な差はな い とす る von Higelに 対 して、詩人
は、 その orthodoxな キ リス ト教信仰 の世界 の生― `A heavenly mansion'で
の快適 な that lifeを 目指す のではな く、paganな ホメ ロスの this worldの 生
を選びとると明言す る。 `A Dialogne'の 最後 で も力強 く歌 った、 この生 き方
`Homer is my example
a predestined part"な のだ
こそ詩人 の演ずべ き “
一
and his unchristened heart.'そ して SamsOnの 謎 かけを引 いた一行 に至るが、
聖書 もそのことを言 ったのではな
これは「 Violenceか らbeautyが 生れる
一
いか」 つ まり私 のとるべ き道を聖書 も示唆 して いるではないか。 それが詩人 の
道 ではないか、 を意味 しよう。
`Meditations in Time of Civil War'の
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sec.Iで も次 のように歌 ってい る

`13ut take our greatness lⅣ ith our violence! ...

`13ut take our greatness with our bitterness!

結局、美 しく優 れた もの は、 この現世 での vilentで bitterな 生 き方か ら生
れるのだ として、 その神秘思想 には共感す るところがあり、敬愛 を抱 いてはい
るがフォ ン・ ヒューゲル とは訣別 せぎるを得 ないとして終 っている。
最後 に、 この VacillatiOnと い うものを考 え ると、 extremitiesの 端 か ら端
へ揺 れ動 く、聖者 の世界、Soulの 世界か、 それ ともこの俗世 の 中で、 原罪 を
背負 っての poetic creationの 道 を選びとるのかという意味 での vacillationと
共 に、今一つ、此岸 の汚泥 にまみれる生を選 びとるのだが、 神 の cOntempla―
tionと い うキ リス ト教 の神秘思想 にも惹かれ る今 の詩人 にとって、 その選択

は `not without vacillation'一 多少 の透巡動揺なきに しもあ らずという意明に
1932年 6月 01iviaへ の手紙 の中で、 `The swordsman throughout repudiates
the saint,but not without vacillation。

と述 べ たあの意味があるだろう。 さ

らに言 えば、this worldで 詩作 に一生を捧 げること、換言すれば詩人 の道、美

`Monuments of unageing
の創造 の道が イェイツにとって宗教 の道である
一
intellect'創 造 の、 この道 こそが魂 の救済、永遠 の生命 へ の道 であ り、 そ うし
た生 き方が、最初 の設問 `What is ioy?'の 答 えであるというのが ここで表 白
されたのだと思 う。 つ まり、 この道 こそが詩人 にとって「悦 び」で もあるのだ
ということを明確 に歌 ったのが、 この詩 ではないかというのが筆者 の読 みであ
る。
結局、 この詩 で、 これまで歩 んできた道程を振 り返 りなが ら、当時の 01ivia
との書簡 のや りとりか らも窺え るように、 1929年 のイタ リアの旅 で ヴァチカ ン
を訪 れたあと、宗教 へ の思 いを深めたイ ェイッが、悩 みと迷いはあるものの、
詩人 として到達 した悟 りの境地 を、 この時点 で明確 に表白 しておきたいとい う
思 いか ら制作 したのが、 この長詩 ではないか という思 いを深 くす るのである。
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書評

中央大学人文科学研究所編
ケ ル ト 生 と死 の変容
この本 は研究叢書 16と して前作、研究叢書 8『 ケル ト 伝統 と民俗の想像力』
の続編 と考 え られ るもので ある。研究所 の「 ケル ト文化研究」 チームが前作 か
ら5年 経過 してその成果 をまとめたものである。
執筆者 は前作 よ り少 な く、 6人 で、 それぞれ「 生 と死 の変容」 の問題 を扱 っ
ている。

I松 村賢一氏 は、
『コ
「 異界 と海界 の彼方」 として、前作 の成果 を踏 まえて、
ンラの冒険』、
『 プランの航海』、
『 マール ドゥー ンの航海』 などの具体的 な紹介
と、 これ らの作品 の中 の異界 の誘惑 について述 べ、更 にアシー ンと日本 の浦島
子 との比較を して、 ケル トと日本 の異界 の考 えかたを示 して いる。紹介 として
は初めて読む ものにとってはお もしろい ものにな ってい る。 ただ し前作 を読ん
だ 目か ら見 ると、論点 が平板 で、特 に後半 の比較 についてはただ二つ を並 べ た
だけという感想を持 つ。
Ⅱ盛節子氏 は、
「 アイル ラ ンド修道院文化 と死生観 ―救 いと巡礼」 と題 して、
キ リス ト教 の歴史家 と して論を展開 してい る。 まず、 コロンバ ヌスを始 めとし
た、初期 のアイルラン ドの聖職者たちの巡礼 という理念、そ して彼 らのヨーロッ
パ大陸で の活躍、更 に贖罪規定書 について詳述 して、初期 アイル ラ ンド修道院
文化 の概略 を述 べて い る。 また、救 いの表象 として、
『 聖 ブレンダンの航海』、
その他、 プラン、 マル ドゥー ンの もの も、 キ リス ト教か らのアプ ローチで扱 っ
ている。 その上 に、
『 アダムナ ンのブ ィジョン』 を検討 して、 救 いと終末観 に
ついて詳述 して い る。 (筆 者 の乏 しい知識だが、 この論文は 日本 で『 アダム ナ
ンの ヴィジョン』 を扱 っている数少 ないものの一 つである。)そ して次 を引用
するが、 この論文 の結論 と考 え られる。
『 ブレンダンの航海』 が「 聖人たちの約束 の地」を求 める救 いの道程を大洋
の島 々を漂 白す る聖人 の巡礼理念 に託 して ダイナ ミックに辿 っているとすれ
ば、
『 アダムナ ンのヴ ィジョン』 は死後 の霊界 の幻視 の 中 に救 いと贖罪 の意
義 を現実化 し、
「 聖人 の埋葬地巡礼」 の信心 を促 して い く。 いずれ もそ の根
底 には、
「最後 の審判」 での永遠 の生命 へ の帰還 を「十字架 の受難 と復活」
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を証 しする教会典礼 と「贖罪規定」 を通 して実践的 に求 める初期 アイルラン
ド教会独特 の福音的 メッセージが流れて いる。
やや 日本語 として読みに くいところはあるが (特 に最初 の 1、

2ペ ー ジ)、

示唆的 な論文 である。
Ⅲ、 Ⅳ はともにマ ビノーギを扱 っている。 Ⅲ木村正俊氏 は、
「
『 マビノーギ』
にみ られ る「 生」 と「 死」」 として、

1、 現世 と他界 の往還、2、 他界 の ヴィ
ジョン、 3、 呪法の支配力、 4、 聖なる存在への信仰の 4部 に分けて、 このウェー
ルズ語 の作品 の分析 を行 なっている。各部 の論述 は明確でわかりやすい。 ただ、
実際 の作品 の細 かい分析 がないために、各 々の論述 がかな り断定的であるのが

気 になった。木村氏 は最後 に「
『 マ ビノーギ』 を通 して、 ケル ト人 の聖 な る存
へ
の
在
信仰を考察 してきたが、 よ り広 い視座 か らのアプローチがあれば、 ケル
ト人 の豊かで奥深 い精神世界 が一層明確 な形 で展けて くるだろう」 と述 べてい
る。
Ⅳ、谷本誠剛氏 は、
「物語 の構造 とカ ー『 マ ビノーギ』第 4話 を読む」 と し
マ
ビノー
て、
ギ』 の分析、紹介を して い る。 その意図は、 この第 4話 を読 み
『
なが ら、中世以前 のふ るい物語 の持 つ物語構造 と語 り日、それにその物語 の持
つ魅力を明 らかに し、更 に古代ケル トの世界観 の一端 を明 らかにすることであ
ると述 べ る。谷本氏 の論文 で注 目 したのは、 その論理 の構成 もあるが、 なによ
り自分が この領域 の専門家 ではないこと、作品 も原文ではな く、英訳で読 んで
いることを明 らかに した上で、始 めてい ることである。原文 と英訳 とのギ ャッ
プは必然的に起 こることで あり、 それを もう一度 日本語訳で紹介するとなると、
そのギ ャップは測 り知れない、 という事実 を一応踏 まえている、 と解釈 した。
小菅奎申氏は、
「 クロフターの生活誌 ―ア ラステア ●マ ク リー ン『 アル
ドナ ムルハ ンの 日は暮 れて 一あるクロフター ー家 の黄昏』 に寄 せて」 と して、
V、

表題 のとお り、 この作家 の作品を紹介、詳述 している。作家、作品、クロフター
という語 について説明 した後 で、
「 この論考 の性格 について」 と して、 この論
考 は、基本的に評注であるが、その中身 は哲学的・ 文学的で、歴史や デー タ面
の補足、関連文献を参照 した「 研究」風 の論議 も行 なうだろうが、実質的には
筆者 の思考・ 想像か らな って い る、 と述 べ る。 そ してスタイル はモノロー グ風
の語 りにな っていることを指摘す る。
Ⅵ、野崎守英氏は、
「移 り動 くことと振 り返 ることと一ケル ト遠望 (2)」 と
パ
ヨーロ
して、
ッ 大陸でのケル ト民族 の歴史 につ いての記述 を、 カエ サ ルの
59

べ
ニ
『 ガ リア戦記』、 タキ トゥスの『 ゲルマー ア』 などを引用 しながら述 ている。
ドルイ ドに対す る記述 もある。そ して突然「 ケル ト精神の特質」 として、オシー
ンの話が浦島伝説 とともに取 り入れ られ、 ファーナマ讃歌 が引用 される。筆者
は補説で述 べ ているように、 1992年 以来、毎夏 アイルランドを訪れ、昨年全島
を踏破 したそ うである。 そういう成果 が前作 では、 アラン島の旅行記 になった
のであろう。 しか し旅行記 ではな く、今回 のよ うな形式をとったのであれば、
英語 とケル ト語 (ア イル ラ ン ド語)と の関係、 そ してその歴史、 またアイル ラ
ン ドの歴史、そ してアイル ラ ンドの文献 などに対す る知識 の乏 しさ、あるいは
無 さでは不十分である。
「あ
「 ケル ト文化研究」 チームの求 めていた方向 については「 序 にかえて」、
とがき」に述 べ てあ り、
「 ケル ト人」 という名前 につ いて、 明確 な
「 ケル ト」、
点 にかけているところが指摘 されて いる。 それについて は納得するところでは
あるが、今回 の本 は前回 の ものよ りまとま ったという感想 はもつ ものの、 ケル
ト研究 に対す る基 本姿勢 について、疑間を持 たされた。小菅氏 のいうこととは
多少違 うのだが、 まず文献をきちんとそれ も原語で扱 ってい くことか ら始 めた
らどうだろうか。 アイル ラ ンド学 のよ うな、 い ろい ろの分野 がまだ未分化 の学
問 に於 いて は、原語 については言語学者 の問題 として しまわずに、歴史 も文学
も加わ ってい くべ き分野である、 と思 う。
(清 水重夫)
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書評

安 田章一 郎
荒野 の 中の批評
1994.12 修学社 5,000円

v+500頁

本書 を通 じて僕を強 く打 って止 まないの は、批評す るとは、詩 の燃犀 な核t＼
詩人 の魂 との出会 い、対決 であるとい う安田章一郎氏 の姿勢 である。 このこと
は僕 たちに、少 な くとも僕に、批評方法 のア レクサ ンドリアニズム、新 しい意
匠 ないし衣装 に目を奪われた挙げ句 に真 の詩 を読むことの喜 びと苦 しみを忘れ
かけていたことを思 い出 させて くれ る。 といって、安田氏 は決 して固晒で実感
的 な批評方法無用論 を唱 えるのではない。 それどころか、 ここにあるのは、新
しい方法か ら学び得 るか ぎり学 ぼ うとする謙虚で柔軟な開かれた精神なのだ。
それと同時 に、 自らの好 みに忠 実 で厳密 な価値観 の もとに、選 び出 した対象に
は執拗 に精緻 に肉薄す るしたたかさは、本書 に挙げ られた詩人 たちの 目録 か ら
も明 らかである。篇中複数 の章、長 い章 を 占め る G.M.Hopkins,W.B.Yeats,

T.S.Eliot,W.H.Auden、 Wilfred Owenの ような詩人 たちには安 田氏 が これ
まで一冊をそれに充てるか、綾説 したことがあり、 それ に対比す る形 で John

Donne, Willianl Wordsworth, Wallace Stevens, Robert Graves, Dylan

Thomasが 配 されて いる。 た しかにその趣 きは安 田氏 の「 まえが き」 にある
謙譲 の言葉を借 りるな ら、
「 同 じ主題、同 じ作家、作品 の周 りを、 ち ょうどホ
プキ ンズの初期 の詩 に出て くる蝙蝠 のよ うに・・ 0ぐ るぐる回 ってい る」 こと
になるかもしれない。 しか し、 その繰 り返 しは惰性 とは縁 がな く、 ともに生 き
ることか ら来 る見 る目の熟成 と新 たな発見 の驚 きに満ちて い る。比喩を変える
な ら、刻 む撃の溝 の深 まる毎 に彫像 がより鮮やかに、時 によ り新 たな魁偉な姿
を呈するにも似 ている。 これ らの詩人 たちは、すべてがいわゆるモ ダニ ス トの
正典

(キ

ャノン)に 属す る群像 というわけではな く、 その点 では、 ある流派を

文学史的 に選 び出 したわけではな い。 あくまで も安田氏 の選択眼 の所産 である
が、 いずれ も堅牢で実験的な言語構造体 の作者 であり、想像力 の独 自性 におい
て聟え立つ存在 だ。 そ して個 としての実在感があり、読者が向い合 うことによっ
て 自 らの資質 が試 され鍛え られずにはいない。敢 えて言 うな ら「安 田キャノン」
とでも呼ぶべ きものであろう
Bθ α
ttTs

(こ

れ に もっと も近 いの は F.R.Leavisの

Nθ ω

jん Eん g′ jsん Pο θ
ι
ッ に選ばれた当時の新鋭詩人群 か もしれな い)。
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本書 での安田氏 の語 り回の一例 を見 よ う。 巻頭 の表題論文 は、 氏 が 自 らを
The Windhover",
「 荒野 の中 にひとり茫然 と倖 む者」 に喩 え、 HOpkinsの “

)``The ヽ4an and the Echo''(Э
)``Tintern Abbey", Yeats σ
WOrdswOrth σ
三篇 の詩 についての新 しい批評方法 を紹介 して、
「 当惑」 を表明 した ものであ
The Windhover"論 は、 この詩 は作品 を
る。最初 の Michael Sprinkerの “
書 くことについて語 った作品、鳥 の飛翔 を描 くことは、す なわち詩 を書 くこと
という、自己創造行為 の詩 であるとい う主張 だが、 これ に対 して安 田氏 は、
「個」 としての詩 が置 き去 りにされていると感 じ、 自 らの立場 は「 詩 とい うも
いわば我 に対す る汝 としてそ
のを、 なにか素朴実在論的 にそこにあるもの
一
と考 えてお り、詩を読む とい うことは、 で きれば これと相打
こにあるもの
一
ちになることを理想 とす る」 と呈 示 して い る。 この「 我 と汝 」 とい うPaul

Tmich的 な個 と個 の出会 いと対決

(相 打 ち)こ そが この本 を一 貫 して いて、

またこれまでの氏 の著作 に流れて い るといえよ う。 しか し、
「 対決」 とはい っ
て も、 この章で次 に取 り上 げて いる Harold B100mの

Tintern Abbey''論
“

のよ うに「先行詩人」 であるMiltonと の「対決・ 闘争」 によ って この作品 が
生 まれたとい う場合、
「対決」 が作品間 の言語上 の対決 ではなく、Wordsworth
が詩 を書 く行為 によってMiltonと の「 対決」 を した とい う手続 きの問題 に還
元 されて しまったことに、氏 は否定的にな らぎるを得 ない。 この相違 は重要で
ある。氏は B100mの 教組 の託宣 じみた勿体 ぶ りを認 めない。 それで は、安 田
氏 の理想 とする「相打 ち」 であるような対決 とはどうい うものか。 それにはこ
The Man and the Echo''論 にお け
の章 で取 り上げられた、二番 目の解釈、 “
る清水博之氏 の例 を見 る必要 があるだろう。
「
『 人 と研』 をめ ぐって」 と題 された清水論文は、安 田氏 を発光源 とす る透
徹 した批評性 と豊かな感性 に裏付 けられた論集『 盈 ちぬ言葉』 (1987,新 曜社 )
所収 の一篇 (た だ し 安田氏 の引用 は『 日本イ ェイツ協会会報第 16号 』 所収 の
論文 か ら)で 、 日本 イェイツ協会第20回 大会 シンポジゥムの発表 に基づ くもの
Into that night"
である。安田氏 は、清水論文の中の、
「人」 と「街」の葛藤が “
とい う「街」 の誘 いに「 人」 と、彼 に感情移入 した読者が引 き込 まれて、融解
しようとする瞬間、
「 空無」か らの創造 ともい うべ き「 人」 の否定性 の発条 が
Shall we in that great night rejoiCe?''と い う「 街」 へ の竹箆返 し
働 き、 “
が起 こる、 この転換 の指摘 の部分 を高 く評価 している。 さらに「・・・ このす

べてを洗 い落 とされ剥出 しにな った リア リテ ィの現前性 は、 あ の ラム ボ ォの
『 大洪水 ののち』 に書 かれた大洪水 のあと風鈴草 の蔭 に現 われた一羽 の野兎 の
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man's state"
目に映 った世界 の姿 を私 に連想 させる。 洗 い清 め られたの は “
だけでな く、世界その もので もある。 イェイツの詩 の野兎 の断末魔の叫び声は、
『人』 の想念 も『 餅』 もその下 に没 し去 る。 あとには『 人』 が、 ぎりぎりの と
ころで 自 らの根源的生命 に達 した『 人』が、彼がそ こに現前す ることによって
世界 を現前 させつつ、什 んでいるばか りである。」 という一 節 を「納得 させ る
面」 があるとして、称揚 して いる。
「当惑」 させ られる解釈 の最後 の例 として、
この評価 は矛盾 を黎 んでいるよ うにも思われるが、 この論文 だけは、 自身 の心
に適 い、 しか も自身を越えて いるとの評言 と受 け取 っていいと思 う。つ まり、
ここにある、
「『 人』が、彼が現前する ことによって世界 を現前 させる」 という
世界 と人間 との関係 こそ安田氏 が詩 と向かい合 い対話 をす るときに実践 しつづ
けたことなのだ。
ここで、安田氏 は触 れていないが、 この論文 と大 いに関係 ある清水氏 の論文
「嵐 と街―一 デ リダとの差延 の もとに」 の冒頭 の一節 を瞥見す ることにしよう。
・・・ <読 む>と い う行為は、 つ ぎのよ うなパ ラ ドックスを核 と して
一 「
成 り立 つ行為 であることになろう。す なわちそれは、非存在 のなかに存在 の痕
跡を求 め、 その痕跡 を現前化 せ しめるための透明 きわまる鏡 と してのこれまた
非存在 の純粋感動 にいたろうとするイカ ロスの業 だ、 と。・・ ・ 不在 の<作
品>に いたろうとする営為 は、 また不在 の<純 粋感動>に いた ろうとする営為
である。 いいかえれば、 それは、<虚 >と して しか指摘 されない<真>へ の無
限指向 の ミメシスである。 このような ミメシスを発動 せ しめる作品 は、 それが
真 に<作 品>で あるためには、当然それ自体 の内部 に 自己自身 に対する究極的
な否定性 を内蔵 していなければな らない。」 これを読者 =批 評家 の立場か ら把
え直すな らば、安田氏 と同 じく作品 に向かい合 い、 そこか ら感動を得 ようとす
る読者 が存在するが、作品が虚である可能性を予想 して、 自らの うちに否定的
要素 を含 んでいな ければな らな くなる。 こうしたデ リダ=ブ ラ ンシ ョ的 な、作
品 との葛藤 は、 もっと「 素朴実在論的」 に語 られることはあって も、 じつ は安
田氏 の もので もある。
たとえば、本書『 荒野 の中 の批評』 の「 T.S.エ リオ ットと禅」 において安 田
氏 は禅の真諦 である「 己事究明」 という自己 と自己 として成 り立たしめている
環境 とを、同時 に、包括的 に、 そのあるべ き姿にお いて、事 として把 らえる行
Preludes''の 断片的、 自己
為、
「 根源語 の分節」 などを手 がかりに EhOtの “
つい
に
て
るいは
を進めるとき
あ
θLα 認 の視点
解体的自我
、
、 2♭ W“ ι
分析

人物 テ レシウスを「 荒地 の外 に立 って見 ているたんなる観察者 でなく、 自らも
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その中 にあって見 ることが見 られることであるような世界」 という具合に規定
す るとき、虚を学 んだ 自己を設定 した営為 に参加 しようとしていると言 わぎる
を得ない。 ここには師弟 が共 に舞 う図を思わせ るが、連れ舞 いをす る二人 は じ
つは互 いに相手 の姿 を見ず、観能 をする者 のみに鮮やかにその姿 が映 るとい う
のに も似て いる。
このことは、安田氏 が本書 の「 ふたたび『 プルーフロック』 の『君』 につい
て」 を含 めて、 これまで繰 り返 しこの主題について語 ってきた事実 と深 く関わ っ
ている。 これこそ作品中で「我 と汝」 との関係 を決定 しようとす る心的運動だ
か らである。氏 はCleanth Br00ks,RObert Langbaumら の所論 に小唆 を うけ
っっ、読者説、友人説、女人説、分身説、 などを検討 して、
「 君」 が詩 の 中 で
登場人物 としての機能 を果 た して いないという根拠 か ら分身説 を退 けて、友人
説 を提起 した。最近Langbaumの 新著 を含めて再検討 した結果、彼 の「 (プ ルー
フロ ックの)発 言 は、すべて最後 には劇的情況 を越え、彼 の聞 き手 を素通 りし
て、 いわばこの話者 の投影 とおぼ しき何者かに向 って語 られる」 という発言か
ら、劇的独自説 に友人説 を加味 した ものとして把 らえた。安田氏 はそれを考慮
に入れた上で、全体 の脈絡 か ら誘 いか け主体性を もち続けるの は「 僕」 の方 で
あることか ら、友人説 を依然 とりつづ けている。 こうした視点的人物 と作品 の
プ ロ ットとの関わ りをあ くまで も内的解釈によって解決 しようとす る姿勢が感
じられる。
その他、Tん θ παsι θLα れご解釈 をめぐって、J.S.Brookerの 解釈学 的循環 の
方法 とF.H.Bradleyの 二つの経験 の段階の理 論 とを調和 させ た方法 を紹介 し
つつ、外的解釈 と内的解釈 の間 の適用 のあり方 について論 じた「 意味 の あとさ
Little Gidding"の 中 に登 場す る `a familiar compound ghOSt'が 草
き」、 “
稿 と現行版 とでは、前者 においてはダ ンテの『 神曲』地獄篇十五歌 のブルネッ
トウ・ ラティーニ ィであるのに対 して、後者 では名 を伏せなが らイ ェイッを思
わせる性格が与え られて い るとい う相違 こそあるが、 それがどうい う意味を も
た らすか、 という問題 を論 じた「 エ リオットの『 恐 ろしい誠実』」 な ど仔細 な
検討 に値す る主題を精妙 に扱 い、常 に求心的 に作品 の深みを増す ことに貢献 し
ている。
もちろん、Hopkinsを 扱 った論文群 の うちにも「
『 ヴィク トリア ン・ ホプキ
ンズ再考』再訪」 のよ うに、一旦時代的制約 を離 れて創造的価値を もち得た才
能 の もつ、 いわば「永遠 の相 の もとに」ある詩人 の意味を、実際 に生 まれ育 っ
た時代 の脈絡 に戻 して考えようとする傾向 についての鋭 い問題提起 がある。 こ
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れは新歴史主義的 な観点 か ら見 て もきわ めて示唆 に富 んでお り、読む ものに知
的昂奮 を与 える。過激 な 自己否定 といった清算主義 ではな く、 しか し、蛇 が悠
然 と脱皮 を繰 り返 しなが ら成熟 してゆ くような、 おおどかな、 しか も厳 しい学
芸 の世界 で の年輪 の重ね方、T.S.Eliotが W.B.Yeatsに ついて語 った「歳 を と
るに したが って若返 る」典型を僕 はこの本 における安田章一郎氏 に見 る。
(出 淵
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博)

書評

清水 重夫・ 的場淳子・ 三神弘子
現代 アイル ラ ン ド演劇 30ト マス・ キル ロイ
新水社 1996年 244頁
本書 は、
「 現代 アイルラン ド演劇」 シ リーズの第 3冊 目である。す でに、
『現
0マ
ーフィー』(1992)と 『 現代 アイル ラ ン ド
代 アイル ランド演劇 10ト マス
演劇 2・ プライア ン・ フ リール』 (1994)が 出版 され、本誌 (No.26)で も平田
氏が書評 で取 り上げてお られる。
前 2冊 と同様 に、 この本書 にも、劇作品 の翻訳 のほかに、作家 と作品の解説、
注、年譜、主要文献、作品一覧表 が付 されて い る。 これは、現代 アイルランド
演劇紹介 のパ イオニアた らんとする編者たちの意気込みを反映 してお り、専門
家 にとってばか りでな く、一般読者 にとって も大変重宝なもので ある。なかで
も特筆すべ きは、前 2冊 の場合 と同様 に、作者 と収録作品 についての解説 が詳
細 を極 めていることである。作品 を読まな くて も作者 と作品 の全体像が理解で
きたような錯覚 に陥 るほどである。 しか も解説 の重点をあ くまで も作者 と個 々
の作品 の重要な特質 にだけ置 いて い るので、 なおさらそう感 じられる。
たとえば、的場氏 の作者解説「 トマス ●キルロイについて」 では、 キルロイ
の最 も顕著な特徴 として、
「 自国 の問題 を客観的 に外部 と比 較 してみた」 こと
が指摘 され る。 この点 こそが、 マー フィーや フ リール との基本的 な違 いなので
ある。 このよ うな特徴 は、 どうや ら、相反す る価値 の共存 に苦 しむキルロイの
二重性 の問題 と深 いところで繋が っているらしい。氏 の作品解説「『 タルボ ッ
トの箱』 について」 では、二重性 の傾向が シュール リア リズム劇『 タルボ ット
の箱』 に即 して改めて検討 されて いる。結局 この傾向は「過去 を捨 て去 り、将
来 に備 えてゆかねばな らないとい う過渡期 にきているのに、過去 を捨 てきれな
い」
「 1960年 代 のアイルランドの病を端的 に表現 して い る」 のである。
清水氏 の作品解説「
『 ロウチ氏 の死 と復活』― 真面 目な「 復活喜劇」 一
何が救 われたのか」 では、 キルロイが、先行す るアイル ラ ンド農民 を描 いた リ
アリズム演劇 を超克するための新 しい表現形式 をめざす モ ダニズムの作家 とし
て規定 されている。 キルロイの処女戯曲『 ロウチ氏 の死 と復活』 の「 かぶせ」
の手法 はまさにこの新 しい表現形式 の一つなので ある。そこでは、同性愛者 の
ロウチ氏 の「 死」 と「再生」 の事件 にキ リス トの死 と再生 の物語 がかぶせ られ
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ているか らである。 この形式 により、 キルロイは「 新 しい時代 の意識を問題 と
して、 それを登場人物 たちに問 いか け、それによ って人物たちの中で壊れて い
くもの と、生 まれて くる新たな認識を表現 して いった」 とされる。
三神氏 の「
『 ダブル・ クロス』 について」 は、 キルロイにおけるナショナル・
アイデ ンティテ ィーの主題に力点をお いた意欲的 な作品解説 であ る。 第 一章
・ デイ」 が、 フ ィール ド 0デ イ劇団 の理
「 キル ロイの二つの序文 とフィール ド
念 に対す るキルロイの態度 の変化 を説得的 に実証 しており、特 に光 ってい る。
『 ダブル・ クロス』 は、 イギ リスナショナ リズムの信奉者 ブラッケ ンと、 ドイ
ッフ ァシズムの信奉者 ジョイスとの相克 の ドラマである。三神氏 は、 キルロイ
の書 いたこの戯曲 の二種類 の序文 (1986年 版 と1994年 版)を 比較検討 し、結論
として次 のよ うに述 べている。
「 キルロイはここで、 フ ィール ド・ デイが推進
してきたナ シ ョナル・ アイデ ンティティーの問題 にあ らためて焦点 をあて、 そ
の意味を問 い直 そ うとして い る。 そ こにあるのは、 フ ィール ド
・ デイの運動を
高 らかに歌 い上 げる無邪気 さではな く、 ナショナ リズムを「 ほの暗 い重荷」 と
して、 また、
「 トラウマと衰弱 の源泉」 として捉え、 ファシズ ム と平行線上 に
置 いてみようとす る視線 である。」氏 によれば、 この作品 は、
「 ナショナ リズム、
ナショナル・ アイデ ンティティーの問題 をあまりにス トレー トに論 じす ぎた結
果生 じた<硬 直>に 対す る、内側 か らの問 いか けだ った」 ので ある。氏 は、解
説 の結末を「 アイデ ンティテ ィーの相対性、虚構性 とい う概念 の舞台化 に、 キ
ルロイは挑戦 し、見事 に成功 しているのである。」 とい う言葉で締 め くくって
いるが、 この言葉 はとても説得的 だ。 キルロイが偏狭 なナショナ リズム/フ ァ
シズムを越 えて、普遍的 な地平をめざす作家であることを教えて くれる。 もっ
とも、 この戯曲 で相対化 されているのはナショナ リズム/フ ァシズムだけでは
ないよ うだ。 ブラッケンとジョイスは、黄色人種 であるアジア人にたいする差
別意識 を共有 している。従 って、 ここでは、 オ リエ ンタリズム も相対化 の標的
にされていることをみのが してはな らな いだ ろう。 キルロイが重視するアイル
ラ ンドの「外部」 (的 場氏)に は ヨーロ ッパ だけでな く、 アジア も含 まれて い
るのではなかろうか。
本書 には、 もう一 つ特筆すべ き特色がある。 それは各戯 曲の翻訳 にかかわる
ものである。本書 に採録 されて い る三 つの作品 には、翻訳者泣 かせの驚 くほど
多様 で複雑 なス ピーチ レベルが駆使 されて い る。典型的な事例を挙げなが ら、
訳者諸氏 のご苦労 の跡を辿 ってみよう。
リア リズム劇『 ロウチ氏 の死 と復活』 には、 アイル ランド英語を話す ダプリ
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ンの男 たちが登場す るが、そのなかにあって、同性愛者 の ロウチ氏 の独特 のせ
りふは異彩 を放 っている。清水氏 は、 この人物 のせ りふをたとえば次 のよ うに
訳 してお られる。
ロウチ氏 (ト イ レの側柱 をつかみなが ら)
やめて、や めて、 どうか、や めて下 さい―
筆者 は、 アイルラン ド人 の同性愛者 がどのよ うな しゃべ り方 をするのか寡間 に
して知 らない。 しか し、女性語 を使 って翻訳 された清水氏 の判断 は正 しいと思
わぎるをえない。
シュール リア リズム劇『 タルボ ットの箱』 では、一人多役 の方法 によ って、
関係者 が各 々の立場か ら神秘家 タルボ ットについて語 る。一人多役 を演 じるの
は、
「第 1の 男」、
「 第 1の 男」 は、馬 か ら医
「 第 2の 男」 および「女」 である。
「第 2の 男」 は病院 の死体置 き場 の人夫 か ら実業
者 にいたる 7種 類 の役柄 を、
「女」 は、聖母 マ リアの像 か ら伯爵夫人 に いた る
家 にいたる 7種 類 の役柄 を、

7種 類 の役柄 を、 それぞれ演 じ分けている。 7種 類 の人物 のせ りふを使 い分 け
なければな らない俳優 も大変 だが、 スピーチ レベルの異 なる21種 類 のせ りふの
日本語訳を試み た的場氏 の直面 した困難 は、察するに余 りある。「女」 の演 じ
る 7人 の登場人物 のせ りふに即 して氏 の訳業 の一端 を見てみよう。
女 (聖 母 マ リアの御像)こ れ以上や って られないわ。足がっ っち ゃうじゃな
いの

!

女 (看 護修道女)男 の人 ったらしょうがないわね。何 もわか らないんだか ら
(後 略)。

女

(タ

ルボ ットの妹)兄 はどうな りますか、 ね、先生 ?

女 (伯 爵夫人)彼 らは私 たちを抑圧す るために教会 ばか りでなく、家庭 や、
家族 を勝手 に支配 しま した……
女 (貧 民街 の家庭 の主婦)ほ ら、あんたが変 なこと言 うか ら子供 まで真似 し
ているじゃな いか

!

女 (小 間使 い)な によ、 もったいぶ っちゃって……
女 (一 市民)あ んた、 あた しの髪 ア ップに した方 が いい、 それとも垂 らした
方 がいい ?
以上 の引用文 が示唆す るように、21名 の人物 のせ りふは、 かな らず しもすべ て
がはっきりとそれ とわか るように訳 し分 けられているゎけではない。 たぶんそ
のよ うな訳 し分 けは誰 にとって も困難であろう。我 々読者 とすれば、的場氏 の
ご労作 か ら、翻訳 の困難 な現実 と、少 しで も差異を出そうと苦心 された氏 の抱
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く翻訳 の理想に思 いをいたすべ きであろう。
『 ダブル・ クロス』 にも翻訳者 をて こず らせたであろう様 々なスピーチ レベ
ルのせ りふが使われている。典型的な ものを一つだ け紹介 してお こう。主人公
ブラッケ ンは空襲 で恐怖 のあまり錯乱状態に陥 り、 ティパ レ リーの方言 とアイ
ル ラ ン ド訛 りとイギ リスの上流階級 の しゃべ り方を織 り交 ぜなが らわめき始め
る。 それぞれのせ りふを三 神氏 は次 のよ うに訳 し分 けてお られ る。「 父 ち ゃん
にはた くさん兄弟が いた。」 (テ ィパ レ リーの方言)「 こっちへ 来 いや、 ピー
ター。」 (ア イル ラ ンド訛 り)「 一人 に して くれ |は って お いて くれたまえ。」
(イ ギ リスの上流階級 の しゃべ り方)
ブラッケンとジョイスにとって、 ナ シ ョナル・ アイデ ンテ ィテ ィーを保証す る
ものは自分 の話す言葉 であ った。
「言葉 の喪失」 (“ speechlessness")は 死 を意
味 した。二人が「言葉 の喪失」 をもた らす絞首刑 (ジ ョイス)と 喉頭癌 (ブ ラッ
ケ ン)で 亡 くなるの も当然なのだ。 したが って、上 に引用 した部分 は、 アイデ
ンテ ィティーの分裂状態 を暗示する。総 じて、三神氏 の訳文 は、 この引用文 に
窺 えるように、 このような原作者 の意図 した主題を十分 に伝 え ることに成功 し
ていると思われる。
最後 に、骨 の折れ る訳業 に挑戦 された訳者諸氏が このシ リーズの翻訳 をめ ぐ
る苦心談 をいつかどこかで発表 されることを熱望 しなが ら拙文 を終 えたいと思

(山

う。

69

崎弘行)

書評

長谷川年光
イ ェイツと能 とモ ダニ ズ ム
イェイツと能 との関係 について は、 日本では勿論、英語圏 の国 々で も少 なか
らず関心が寄せ られ、幾多 の研究 が公にされて きたが、 この度非常 に優れた研
究 の成果 が書物 として刊行 されたことに大 きな喜 びを感ずる次第である。
・『人5廻
本書 には、著者 が これまでに主 として京都大学 の紀要『英文学評論』

|

等 に発表 してきた ものの中か ら選ばれた論文 が、 二部 に分けて収 められている。
時期 を異にする論文が編集 されて いるわけであるが、著者 自身 あとがきで述 べ
ているように、 自ずか らなる統一が生まれて いて、著者 がイェイツと能 という
テーマの研究 を、 あるいは深 め、 あるいは拡大 しっつ徹底 して追求 してきた軌
跡 を知 ることができて興味深 い。
第一部 は「能 の翻訳 と伝播・ 受容 をめ ぐって」 と題 され、 パ ウ ンドがフェノ
ロサの能 の翻訳 と研究 ノー トを手 に入れ、その仕事の完成を引き受けるにいたっ
た経緯、 そ してフェノロサ =パ ウンド経由の能 がイェイッの演劇的想像力 を刺
戟 した状況 を克明に追 った研究、 フェノ ロサ =パ ウ ン ドによ って英訳 された
『 錦木』 についての詳細 な研究、謡曲翻訳 に映 ったイェイッの影 を とらえ る研
究、 その二 つの論文 が収 め られて いる。
第二部 は「 イェイツと能 とモ ダニ ズムをめ ぐって」 と題 されて、五点 の論文
が収 め られ いる。近代社会劇 の リア リズムに対す る「 反対我」 を提示す ること
によ って、現実 の人間実存 の限界 を超越 させ る「 マスク」 と して の詩劇 という
イェイッの演劇 の理念 とそれに対 して「能」 が持 つ意味を追求 した論文、イ ェ
イツと能 とを結 びつ ける上で ゴー ドン・ ク レイグの「 超 マ リオネ ット論」 が持
つ意味、 クレイグの反 リア リズム とはまた異なる超 自然 な ものの復権、 そ して
夢幻能 との出会 いか ら生 まれた『 骨 の夢』 と『 煉獄』 の劇的構造 を探 る論文、
夢幻能 の影響 を受 けなが ら夢幻劇 として独 自の斬新 な趣向を創造 した『 エマー
のただ一度 の嫉妬』 の構造 と劇作法 を詳細 に分析す る論文、 イェイツにとって
ダンスが持 つ意味、更にダ ンスがイェイツと能 との接点 として持つ意味を探 り、
モダ ン・ ダ ンスのパ イオニアである ロイ・ フラー及びイェイッの「舞踊家 のた
・ ド
・ ヴァロワを研
めの劇」 に出演 した二人 の ダ ンサー、伊藤道郎 とニネット
究 した論文、一九七八年、著者 がアイル ラ ンド滞在中 に観 たイ ェイッの劇 を中
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心 にイェイツ劇演出の様 々な工夫やその問題点 を指摘す る論文が収 め られて い
る。
このよ うにイ ェイツと能 との関係 をめ ぐって実 に多彩 なテーマが扱われてい
て、 それぞれのテーマが豊か な学殖 と優れた見識 とを以 って精緻 に追究 され、
張 りのある文体 で綴 られて いる。
これ らの研究 を貫 いている著者 の姿勢 として先ず注 目す べ き事柄は、イ ェイ
ツと能 との関係 についてその表面的 な関係 のみを短絡的に結 びつ けて評価する
在 り方を徹底的に斥 けて、その関係 の本質的 な意義をとらえようとしているこ
とである。
第一部 の最初 の論文 で、著者 はパ ウ ンドがフェノロサの残 した能 の演出、演
技 に関す る相当 に詳 しいマルジナ リアをす っか り削除 して しま ったことを述 べ
なが ら、 このよ うに不完全な能 の姿 しか伝 えなか ったことは「 能 の翻訳・ 伝播
という観点 か らすれば、残念 なこととすべ きか も知れな いが、少 くとも演劇人
イェイツの側 か ら見 るな らば、それ程 には惜 しいことではなかった」 と考える。
「 出来 るだけ完全 なかたちで能 がイェイツに伝わ っていたな らば、 またイ ェイ
ツが実際 に能 を観 ていたな らば」 と残念 がるの は間違 いで、「 日本人 の 自分勝
手 の思 い込みに他 な らな い」 とし、
「反対 に、パ ウ ン ドの完全 とはいい難 い翻
訳・ 伝播 の仕方 であったればこそ、 イェイツは、 そこに、 自分 自身 の演劇 の理
念を投影 させて、 自由 に演劇的想像力 を羽博 かせ、 それを『 舞踊家のための劇』
として再生する ことがで きたのではないだろ うか」 と述べている。いわば、イェ
イツと能 との関係 について一見負 と見 られるような事実 に積極的 な意義を見出
して、 それを追究す る態度 がそこにある。
フェノロサ =パ ウ ン ドの謡曲英訳 の中で も『 錦木』 の訳 は最 も注 目すべ きも
ので、感嘆 に値す る箇所 もあるが、それで も不完全 な所や誤訳 も多 く、 この作
品がイェイツに与 えた影響 はともか く、翻訳 そのものはやは り訳者、特 にパ ウ
ン ドの 日本語 についての知識 の無 さによる欠陥訳 として片付 けられて しまい勝
ちである。 しか しこの英訳 を積極的 に取上げ原典 と比較 しつつ綿密 に分析 して、
訳者 が能をどうとらえて い るか、またどうとらえそこな っているかを探 り出 し
てい くところに先 に述 べ た著者 の姿勢 の面 目がある。 そ して英訳では、主人公
たちの生 の欲望 が、西欧的、人間主義的 な解釈 によ り、美 しいものとして直接
肯定 され、それをめ ぐる仏教的、否定的意味合 いが払拭 されていることが明 ら
かにされるところは特 に心をひきつ ける。 また、能 に「 イメージの統一」 を見
出 したの はパ ウ ン ドの功績 であるが、
『 錦木』 について、 その統 一 的 イメ ー ジ
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は明 らかに錦木 と細布であるのに、彼 は「紅葉」 と「吹雪」であるとしている。
それをただの見当違 いと して斥 けずに、そう考 えずにはい られなか ったパ ウ ン
ドの論理を考察 して い る点 も注 目に値す る。更 に、
『 錦木』 は世阿弥 の謡 曲 の
中 で余 り評価 されて いない作品 であるが、 このように英訳 と比較対照 されるこ
とによって原典 について も綿密 な解釈 が施 され、 それによ ってこの曲 の見過 ご
されていた魅力が改 めて堀 り起 こされている思いがする。
次 の、 フェノロサ =パ ウ ン ド訳 に映 ったイ ェイツの影 を論 じた章 においても、
負 と見える部分 へ の鮮 かな照射 が行 なわれている。
『 能、す なわち芸能』 の第
一部 はその書物 の中で「 もっと も抵抗を感 じる部分」であり、正確 な翻訳 とい
う観点か ら見 るな らば問題 にな らな いと して完全 に斥 けられて しまう部分であ
る。 しか し著者 はその部分 にパ ウ ン ドとイェイツとの協同作業 とその苦闘 の跡
を見 出す。特 に『 通小町』 の切 の部分 の訳文 とパ ウ ンドの挿入 した註解 とを検
討 し、 そこにイ ェイッの「 亡霊 の心理学」に基づ く解釈 を見て とる所 など誠 に
興味深 い。
第二部、 クレイグの「超 マ リオネ ッ ト論」 が登 場す る論文 で、 著者 は先ず
『 日本 の高貴 なる戯曲集』 にイェイツが書 いた序文 で能 の演技法 にふれ た箇所
を紹介 して いるが、 その中 に能役者 の身振 りが操 り人形 の動 きに倣 うもので あ
ることを述べ た一節がある。歌舞伎 と人形浄瑠璃 との関係 を能 に当てはめて し
ま った明白な誤 まりであるが、 ここで も著者 はこの負 の認識 をただ一就 して し
まうのでな く、 その誤解 に積極的 な味を見出す。 イェイッが能に人形 の動 きを
見 た一つの因子 としてク レイグの「 超 マ リオネッ ト論」 があ ったのではないか
と推定 し、 それがイェイツと能 とをつな ぐ一つの接点 として果 した役割 を見定
めてい くので ある。 そ して「象徴 的身振 り」 とい う約束事 に基 づ く様式化 され
た演技法 によって、重層性 を持 った特殊 な演劇世界 を現 出 させることが、更 に、
イェイツのいう「 マ リオネットの動 きに基づ く動作」 の実相 であるとし、 イェ
イツか発見 したのは、能 の演技法 だけではな くてそれを含 む全体 として の舞台
芸術、 その基底 にあってそれを支 えている世界観」 であったことを説 くに至る。
この章 ではまた、 クレイグやメイエルホ リドなどの反 リア リズムとイェイツの
それとを区別す る特徴 として、超 自然 な ものの復権要求 をあげ、夢幻能が影響
を与 えた劇、
『 骨 の夢』 と『 煉獄』 とを論 じている。特 に『 煉獄』 を優 れ た作
品 として取 り上げ、現実 と超現実 という次元 を異 にする二つの世界 を表現する
のに用 いた能 の方法 とはまた異なるこの劇特有 の方法 の意義を克明 に追 ってい
る。
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伝統的 な能 の舞台 に親 しんで いる者 が、 それを基準 に してイェイツの「能劇」
に接する と、能 との余 りの相違 に不満 を感 じ、 あるいは失望する傾向があるが、
日本 の能愛好者 の期待 を裏切 る負 の要素であるその相違 こそがイェイッの創造
力を立証する重要 な要素 であると著者は見 る。
『煉獄』 の評価 もその見地 に立 っ
て進 め られているが、
『 エマーの ただ一度 の嫉妬』 について はそれが よ リー 層
押 し進 め られ、超 自然的 な ものの復権 を 目指す斬新 な趣向の面 白 さが詳細 に追
究 され、 またその ことによって作品 の内容 の魅力が浮彫 にされている。
「 イェイツをめ ぐるダ ンサーた ち」は誠に新鮮 な研究である。著者 も書 いて
いるよ うに「 ダ ンスを言葉 で とらえることは大変 なことである。」 私 もイ ェイ
ツにとってダンスが持 つ意味 の重要性は理解でき、著者 も度 々引用 してい るラ
ンガーの ダ ンス論 を読んで少 なか らず興味を覚えたが、 ダ ンスの研究 は自分 の
能力の埒外 として棚上げに して いた。著者 は利用 し得 る文献 を的確 に用 い、感
性 と見識を働 かせてイェイツをめ ぐるダ ンス論 を見事 に展 開 して い る。 イェイ
ツがその「能劇」 にモ ダー ン・ ダ ンスの舞踊家である伊藤道郎 を用 いたことは、
いわゆる能愛好者 か ら見れば笑 うべ き筋違 いのことを したと思われ勝ちである。
ここで もイ ェイツと能 との関係 について一見負 と見える事柄 に著者 は積極的な
・ ド
・ ヴァロヮのモ
意味を見出そうとして い る。 そ して実際、伊藤やニネット
ダーン・ ダ ンスがその根底 において能 と通 じ合 うものを持 っていることが明 ら
かにされ、 イェイッか決 して筋違 いのことを しているのではな く、 しか も独 自
の境地を開 こうとしていることが立証 される。
第二部 の最初 の章、 イェイッの演劇 の理念を論 じた章 で、 イェイツの劇 の限
界を指摘 した所 に興味 を引かれた。
「 日常的現実 と演劇的現実 との 間 に裁然 た
る距離 をお こうとする強 い欲求 か ら、彼 は性格 の否定 のみな らず、舞台上 の人
間か ら『 生 きて い る』 という感 じをはぎとって しまう」 ことにな り、「 これは
劇作家 としては致命的」であるとす る。 そ して「神秘主義的・ 叙情詩的 シンボ
リズムヘ と氷結 して い く」 とい う J・ ROム アの指摘 も引いている。確かにイェ
イツの劇 に接 していると、生 き生 きとした豊かさが失われて しまう傾向を感 じ
る (詩 はそうではないのに)。 世阿弥が強調 した「花」 とは幽玄 の実 であると
共 に開かれる豊かさではなか ったか。 イェイッの演劇 の対極 として、私 は リア
リズムの劇 よ りも、楽器 と競 い合 って もいいか ら豊 かな声量を響 かせるイタリ
ア・ オペ ラやモーツアル トのオペ ラヘの強 い渇 きを感 じる。
多 くの貴重 な教 えと刺激 を与 えて くれるこの書 の刊行 に心か ら感謝 したい。
(大 久保直幹)
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これは大変 な労作 である。長 い労働が産み出 した産物であろう。 それは認め
なければならない。 しか し労働す ればいいとい うもので はな い。芸術 を産み出
す のに労働が不可欠 であることは 自明だとして も、労働す れば意 味 のある優れ
たものが生まれるとは限 らない。労働 に費やされた時間 とそこか ら生産 された
900ペ ージを越える大冊 に敬意 を表す ることと、 その成果 を判断す ることとは、
全 く次元 を異 にする問題 である。
英語で書かれた詩 で もあり、文学 の理解 は人間に普遍的であ り、人智 を尽 く
せば読 めるはずだとい う日本 の英文学界 にかな り蒲漫的 に存在 して いる思 い上
が りが、翻訳者たちの テクス トヘ の接近 を阻んで しまって い る。辞書片手 に、
手ぶ らで文学 テクス トにアプ ローチできるというニ ューク リティシズム もどき
の態度 が この翻訳全体を毒 して いる。 それゆえ、例えば、 《蠣》 Oysters(p.
307)の ように、音 の餐宴 のよ うな詩 の場合 には成功 して いると思 うが、 ヒー
ニーの様 々な相が重な り合 うと、理解できな くなって しまう傾向がある。何で
も読 んでやろうも結構 だが、読 むために必要な準備や学習や手続 きがあるだろ
う。手 ぶ らでは、 つ まり無知 の ままではテクス トの表層を撫 で回す ことしかで
きない。個別具体性 の欠如、土地 の精神 の無視、私 の言葉 で言 えば「政治性」
の欠如 が、 この労作 を蒟 蒻 のよ うに して しま っているの は残念とい う他 はない。
作者 ヒーニーの世界 にどのように して迫 り、 その世界を別 の言語 である日本
語 でどう再現す るか、翻訳 の要諦 はここに尽きる。その切迫感がないのだ。 ヒー
ニー とい う個別具体性、 ヒーニ ーの思想、 ヒーニーの生 まれ育 ち、 ヒーニーの
国土、 ヒーニーの言語、 ヒーニ ーの体験、 ヒーニーの声、 などへ の肉薄、 そこ
へ の方向性、切実感 があれば、 ささいな文法的誤読、意味論上 の解釈 の差異 な
どはどうでもよい。
人を説得する ヒーニ ーヘの肉薄 が表現 されて いれば、例 えば、 sany treeが
gα ′
r
,1953,A Cο れCtSθ 切寝θ
/Dο れθ
「 やなぎの木」 (see rん θEん g′ jsん Djα ′ ιο
“
Dた ι
じ
οれαり,1996)で はな く、 《アカシア》 (p.367)に な って しま って も、

許 してやろうという気 になるし、naturalistを 《自然児》 とやろうと、博物 学
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者 とやろうと、 ナチュラリス トとやろうと、 それほど大 きな問題ではな いだ ろ
う。 自然界 に多大 な興味 を示す理科好 きの少年 のことだか ら、狼少年や ターザ
ンではあるまい し 《自然児》 は変 だけれど、 まあいいか、 と思 うこともできる。
protestは 抗議行動 とで もすべ きで、 《レジスタ ンス》 (p.282)と すると抗議

の対象 が違 って しまうのではないかと思われるが、 これ もまあ許容 して もいい
か と思 う。 これ らは翻訳 につ きものの、 どうでもいい トリヴィアルな誤解や見
解 の相違 に属す るものと考 えることができるからである。ただ、ひとえに、 ヒー
ニーの思想へ の肉薄感 があればである。 それがないので、全体 が疑わ しい、胡
散臭 い無知 の産物 という印象を与えるのは否定 しようもない。紙数 が少 ないの
で、以下 もっと重要 な、 ヒーニーの思想、詩 の本質 に関わ る問題 に限 って議論
を したい。
(注 :《

》 のなかはこの翻訳 の表現 あるい は翻訳者 の言説 の引用。 《 》 の
( )の 中の英語 は翻訳 の言語。 ( )内 のページは翻訳書のペー

直後 に添えた

ジ。以下同 じ。
)
イギ リス諸 島の政治地理学
まず第一に、翻訳者 たちは「 イギ リス」 とか「 英国」 という日本語 を徹底的
に考 え抜 いたことがあるのだろうか。 ヒーニーを読むことは、「 イギ リス」 と
い ういい加減 な 日本語を無意識 にいい加減 に使 ってい くことは もうで きな い、
そういう自覚や決意や選択 を含 んでいる。例えば、 《
英国の困難》 (England's
Difficulty)(p.730)、
《イギ リス人 の記者》 (an Enghsh iournalist)(p.281)
と訳 して い るイギ リスや英 国 と、
「 あとが き」で 《
『 オ ックスフォー ド・ 百科
辞典』 では「 アイル ラン ド詩人」 と呼んでいる。 だが広 い意味で彼を桂冠詩人
テッド
・ ヒューズと並 べ て現代 のイギ リスを代表す る詩人 といって も良 いので
はないか。》 (p.888)と 言 ってい る 《イギ リス》 は同 じな のだ ろ うか、 違 う
のだ ろうか、 それと もなにがなんだか訳 が分 か らないまま使 っているのだ ろう
か。 あ るいは、 逆 に、England、 English、 Britain、 British、 Great Britain
な どの 明確 な言葉 を徹底 的 に理 解 した ことが あ るのだ ろ うか。訳注 に出 て くる
《 イギ リス・ アイル ラ ン ド連合王国』》 (p.780)と は なん の こ とだ ろ うか。
『
この 《イギ リス》 は 《イギ リス人記者》 の 《イギ リス》 と同 じなのか。 それ と
も無知か。 (言 わず もがなの ことなが ら、万 が一 のために言 ってお くと、
『 グレ

イト
・ プ リテ ン及び アイルランド連合王国』 のつ もりなのだ ろうか)あ るいは、
Philip Larkinに おけるEnglishnessや English traditionと いうときの English
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はどうい う意味 なのか。 そ うい うことを、徹底的に考えた ことがあるのだろう
恐怖省》 (The Ministry of Fear)の なかの 《アルスター
か。甚 だ疑わ しい。 《
は英連邦/し か し英国叙情詩 へ の領有権 は保有 せず 》 (Ulster was BritiSh,
英連
but with nO rights On′ /The English lyric;....)(p.294)と い う翻訳 の 《
英国叙情詩》 (English Lyric)と はなにを意味 して いる
邦》 (British)や 《
のか、分 か っているのだろ うか。 この根源的 な混乱 と混沌 は、むろん、訳者た
ちの無知に起因 して いるのは明 らかであるが、すべ てが訳者 たちの咎 とは言 え
ない部分 もな いわけではない。 日本人は England、 Britainな どに対応 す る適
切 な日本語 を作 り損ねて しま った し、 日本 の大部分 の英文学者 が依然 として、
この誤解 と混沌の海 の中 に誤解 とも知 らず に住 んでいるか らである。 だか らと
いって、無知 の ままで いていいということにはな らない。 そ して、前述 したよ
うに、 ヒーニーを読むとい うことは、 こうしたイ ングラン ド中心主義 の錯覚 や
誤解か ら覚醒す ること、正 しい認識を始 めることを意味 して いる。基本的な理
解 の枠組 みとして、 アイル ラ ン ドの歴史を勉強 し、 イギ リス諸島 のなかでのイ
ングラン ドの覇権主義 と植民主義 の歴史を学習 し、北 アイル ラ ンドの政治史、
植民 の歴史を学ばないでは、 ヒーニーの詩 を読 む ことはできない。
翻訳者 たちにスれOp“ Lα たr,1983を 読む ことを強 くすす めたい。 ぜひ読
むといいと思 う。 `British'の 意味を考察 した作品で、 ヒー ニ ーの理解 に欠 か
せない。
ヒーニー・ カン トリー
この訳詩集 では 《トーナーの沼地》 (Toner's bog)(p.6)と なっているが、
ノーベル賞 を受賞 したとき、訳者 の一人が『読売新聞』 に書 いたエ ッセイの中
で、 《トーナ ー地方》 とあ って吃驚 したことを覚えて いる。訳詩集 の注によれ
ば、 《ベ グ湖 の湖岸 に近 いところに Creagh Bogが ある。 これを土地 の人 々 は
トーナー爺 さんの沼 と呼 んでいるらしい。
》 (p.738)云 々とあるが、 トーナ ー
というのは、地主 の名前 で、 その名前 を冠 して呼んでいるに過ぎない。 トーナー
家 の当主 は学校 の先生を して いる。 ボーグの持 ち主 にいささかのお金を払 って、
泥炭を切 らせて もらうのである。 これがアポス トロフィsの 所有格 の意味であ
る。 トーナーの ボー グは湖岸近 くなどではな く、 ベ ラーヒの北端 のザ・ ウッド
か らさらに北西 に、 つ まりベ グ湖 とは反対 の方向 にい った台地 にあ る。 (私 は

5年 ほど前 に、 ヒュー・ ヒーニーに車 で案内 されて確認 し、以来、巡礼 のよ う
に、毎年、 このボー グを訪 れ、 スケ ッチをした り、写真を撮 った り しなが ら、
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ボーグを吹 き抜ける風 のなかで数時間を過 ごす ことに している。
)bogを 《
沼》
いかがかと
いが
とするの も
思 う。水 はけが極 端 に悪
、別 に水を湛 えているわけ
ではない。泥炭を掘 った後 の穴を北では mossholeと い うが、そこに水が溜まっ
て い るという具合 で、 《
沼》 と言 うわけにはいかない。 日本 の湿原 ともまた違
うものであるか ら、 こうい うものはその まま「 ボー グ」 と紹介 し、読者 を教育
するとい うのがいいと思 う。 ヒーニーにとっては土地 の名前 のよ うな個別具体
的 な細部 が甚 だ重要 であり、出鱈 目をす るわけにはいかない。 ヒーニーの世界
が セ ットされる舞台 であり、思想 を肉化 しているものだか らである。
《トゥーム街道》 (The Toome Road)と その周辺 の道路 を 《
僕 の街道》
ニ
ー
が 呼 ぶ のは、 この道路 の際 に Mossbawnが
(my roads)(p.314)と ヒー
あ ったか らである。 だか らこの詩 の最後 の行 に 《オ ンパ ロス》 が登場 して くる
理由 もある。再 び注のなかで 『
《 プ リオキ ュペイション』 の 冒頭 で ヒー ニ ー は
オンパ ロスとい う言葉を使 って、言葉 の意味 と音 との不思議 な繋 が りを説 いて
いる。》 (p.791)と だけあって、Mossbawnの 真 ん中 にたっていた手押 しポ ン
プのことに言及 しないのは不思議 というほかない。個別的な細部 がただ単 に単
独 の人名、地名、物 の名前 と言 うだけではない意味を しば しばもつのだ。 オ ン
パ ロスが世界 の中心 の膀 であると同時 に、少年 ヒーニ ーの世界 の中心 にあ った
手押 しポ ンプをあおる音で もあるように。
ヒーニーの技術、あるいは世界 の見方
同様 の例 は 《アナホ リッシュ》 (Anahorish)(p.126)に もみ られ る。 この
詩 の タイ トル は完全な誤訳 で、
「 アナホー リッシュ」 としなければな らな い。
これはど うで もいいマイナーな誤記 などではない。 ヒーニーの作詩法や ヒーニー
の感性を全 く理解 していないことか らきて い る誤訳 である。Anahorishは なだ
らかに地面 の少 し隆起 した台地 で、少年 ヒーニーが世界で最初 に出会 った丘で、
その地名 Anahorishは いかに もその土地 の姿 を現 して い る、 Anahorishと い
う音 の連続体 は丘の起状 をその まま内部 に封 じ込 め具現 している、 というふ う
に少年 は思 って遠 くか ら丘を見て いた。 《
黒ずんだ小石や輝 く草 を//洗 うよ
うに泉が流れ込む ところ/く アナホ リッシュ〉/子 音 の緩 やかな傾斜/母 音 の
牧場》 (p.127)と い う訳 では突出 した急坂の瘤山 にな って しま う。 《アナホ
リッシュ》 では 《
子音 の緩やかな傾斜/母 音 の牧場》 を容れる余地 などない。
訳者 たちはヒーニーの詩 の朗読会 に出席 したことがあるのだろうか。
「 ア・ ナ・
ホー リッシュ、 ナで高 くな って、それか ら緩やかにホー リッシュ と下が って く
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る。 ア・ ナ・ ホー リッシュ」 と言 いなが ら手 を丘の起状 に合わせるように水平
方向 に動 か して いたのを、私 は生 き生 きと思 い出す ことができる。誤解 しない
でほしいが、地名 の ロー カルの正 しい読み方、呼 び方 なんぞの話 を して いるの
ではな い。 ヒーニーの詩 の原理 の話 を して いるのだ。 Hobsbaumが Heaney―
speakと 呼んだように、例 えば、前 にあげた、手押 しポ ンプをあお って水 を汲
む音を、 オ ンフ ァロス、 オ ンフ ァロス、 オ ンフ ァロスと聞 いたよ うに、 あるい
は 《グラ ンモア・ ソネ ッ ト 1》 の Vowels ploughed into other:Opened
grOund.の ように、 あるいは 《ヴァイキ ング時代 の ダブ リン》 の spined and
p10sive/as Dabι れ のよ うに、言葉で、ある い は音で、 世界 を捉 え、 理 解す

るの は、 ヒーニーの「 詩 の技術」 の一 つ である。 ちなみ に plosiveは 《破壊
的》 ではな くて「 破裂音 だ」 とすべ きだ。Dublinの dも bも 音声学 上 の破裂
音 であることを言 っている。 ヒーニー にとって、言語 メデ ィアが単に思想を伝
える道具ではない。彼 はメディアで遊 ぶ ことのできる人、 つ まり、芸術家 なの
だ。 それゆえ、かの有名 な `squelch and slap'も 《ぐにゃぐにゃで/び しゃっ
とした》 (p.6)で は違 うのだ ろう。 《ぐにゃぐにゃ》 では困 る。
詩 の基本原理「 ライム」、あるいは歌 の学校
僕はスズカケの
歌 の学校》 の1.《 恐怖省》 のなかの 《
詩 の原理 といえば、 《
詩 を書 こうと努 め 南 デ リーの押韻 を改革 した/そ れは くプッシュ ド〉 〈プル
ド〉 という代 りに/(ハ ッシュ ド〉 〈ラル ド〉 の完全諧音 を用 いた もの》

(I

tried tO write abOut the sycamores/And innovated a South Dery rhyme
Jθ ご
.)(p.292)と い
αand ραι
chimes fOr ρ sん θ
“
“
う部分 は実 に興味深 い例 である。 この部分 の翻訳を読 んで意 味が、腹 に泌み入
るように、す っと分 か りますか。訳者 たちには分か っていないことが透 けて見

ごfull
αand ι″θ
ぉんθ
//withん こ

える。 だいたい訳者 たちは「詩」 とい うものが分 か っているのだろうか。 この
部分 は、詩 の原理 が分 か っているのかどうかを試す試金石 になって い る。なぜ
改革 した》 にな るの も不思議 であ る
triedが 《
努 め》 にな り、innovatedが 《
が、前半 の表層 の意味 は、大 カエデの詩 を書 こうとしていて、 デ リー州南部 の
押韻 とで もい うべ きものを発明 して しま った、 ということだろう。 ヒーニーは
デ リー州南部 の生 まれ育 ちだ。 こうい う細部 の情報 を忘れて しま っては困 るの
だ。 つ まり「 オックスフォー ド、 ケ ンブ リッジ、 ロン ドンの黄金 の三角形 で話
されて いる くいわゆる標準英語〉」ではな くて、 自分 の英語 で、自分 が身 につ
改革》 ではなぜ いけないかとい
けて しま った母語 で詩 を作 ろうとしたのだ。 《
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うと、αSouth Derry rhymeと 不定冠詞 があるように、過去 にそういうものが
存在 していたわけではないか らである。問題 は、後半である。 《プッシュ ド》、
ハ ッシュ ド》 の 《ド》 もひどいが (だ んだん分 か って もらえるかどうか不安
《
になって くるが、せめて「 卜」 と書 くべ きだ)、 この訳者 たちは 〈
押韻〉 ある
いは 〈ライム〉 という英詩 の初歩 の初歩 の基本原理 というべ きものを精確 に理
解 して い るのだろうか、 と一層不安 にか られる。教師臭 くて自己嫌悪 の極 みで
あるが、 ジェフ リー・ リーチ風 にいうと、子音―
母音―
子音 の結合 か らな る シ ラ
ブルの単位 の真 ん中 の母音 と終わ りの子音が繰 り返 され る組 をライム というわ
けだ。groundと soundは 完全韻 の例 だ。/gr― au― nd//s― au― nd/と 一
auと い
ndと い う子音がま った く同 じであるか ら完全韻 という。訳者 たちの
う母音 と 一
ように「 いわゆる標準英語」 の「 いわゆる標準音」で撫 で回 して いる限 り、そ
して このエ レメンタ リーな原理を理解 しない限 り、正 しい読み方に到達 しない。
′
θ
αの fOrは 訳者 のい うよ うに 《
代 わ りに》 で はな くて
ρぉん″ and p“ ′
αとραι
′
″ の二語 の組 に「対 して」ん sん θ
αとι
α′
ι
θ
αの二語の組が完全 に、
ρぉんθ
“
つ まり full chimeで 押韻 している、 と言 っているのだ。pushedと hushedと が
ハッ
押韻 し、pulledと lulledが 押韻す る、 と言 っているのだ。《プッシュド》、《
for

シュ ド》 という読みをどうひね って もなにも出て こない。 ここに、「 いわゆる
標準英語」 と「 いわゆる方言」 の対立 という政治性が関わ るわけだが、 デ リー
州南部 の発音で、 つ まり、 ヒーニーの英語 で読 まれると、 ほぼ「 ポッシュ ト」
「 ホッシュ ト」(hushed)と なって、同 じ母音、 同 じ終末 の子音 で
完全な押韻が成立す るとい うわけだ。pulledと lulledも 同 じだ。ほぼ「 ポル ド」
(pushed)、

(pulled)、 「 ロル

ド」 (lulled)と 読 まれることで完全 な ライ ムが成立す ること

になる。 ここは、詩 の基本知識 と政治感覚 の有無 が同時 に リトマス試験紙 のよ
うに試 されているのである。 この詩 が「歌 の学校」 (Singing School)に 納 め
られているというの も一層 アイ ロニカルではないか。
《
何 か言 いた くて も何 も言 うな》 (Whatever You Say Say Nothing)(p.

281)も 「何 を喋 った っていいけど、意味 のあることは何 も言 うな」 とい う意
味で、全体 の政治的意味 の構造 と音 の構造 が分 か っていないか ら、 どうで もい
いお しゃべ りを して い る部 分 で elaborate retortsが 《手 の込んだ し っぺ 返
し》 (p.282)に なって しま っている。retortsは お喋 りの「 返答」 のことで、
なぜ retOrtsと い ぅ語を選 んだか というと、 その 2行 前 に reportsが あ って、
無論、それと押韻 させ るためだ。 《
かの有名 なこの北国 の寡黙 場所 と時代 が
厳 しい猿 ぐつ わとなって いる/そ う まさにそうだ》 (The famous//Northern
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《」ヒ
reticence,the tight gag Of place//And times:yes,yes.)(p.285)の
って
とや
もら
「 北」
国》 も寡黙 な東北人 みたいな感覚 で訳 して いる気配 だが、
いたい。 アイル ラ ン ドで 〈
北〉 とい うと、北 アイル ラ ンドを指す政治地理学的
言葉 である。 どうで もいいお喋 り以外、 とて も危 な くて喋れないわけだか ら、
コロンの後 の yes,yes.は 何 を言 って も「 イェス、 イェス」 とい う無害 なそれ
ゆえに安全な相槌 しか返 って こないことを言 っているのだろう。
言葉 が無色透明であ った り、政治性 と無縁 であるとい うのは幻想 に過 ぎない。
ヒーニーは繰 り返 し、言語 の政治的支配 について表現 して いるのは周知 のとお
りだ。 ヒーニーが、北 アイル ラ ン ドや ス コ ットラ ンドで、b00rtre∝ bOurtreヘ
bOretree、

bOletree、

bOwertreeな どと呼 ばれて い る木 が イ ングラ ン ド地方 で

は別 の呼 ばれ方を して いるのが分 かってきても (And elderberyy l have learned
亭 々た る木 方言 では b00rtreeあ る
to call it.)、 訳注 で言 っているように 《
いはbowertreeと 言 う。 この本 は正 しい英語 で は elderberryと 呼 ぶ ことを知
「 正 しい英語」 とい うす さま じいノ
るのである。》 (p.799)で はな いだ ろう。
ンセ ンスの言 える感覚 の持 ち主たちにどう言 っていいか言葉 を知 らな いが、訳
者 たちの基本的な態度や立場 が (も しそんなものがあればの話 だが)、 ここに
図 らず も、 ごろん と露呈 している。北 では boortreeと 言 い ますが、 イ ングラ
ンド地方では elderberryと い うのですか ?そ れぞれ 自分 たちの夢 を乗 せて世
界 を見て いるのですね、 ということだろう (Elderberry?It is shires dreaming
バ
wine.)。 それが疑問符 の意味 ではないか。自分たちはブア トゥリーとか ウアー
トゥリー と呼んで きた、 それを修 正す る気 もない し、 その音が 自分 の人生経験
の全体 と結 びついている。 だか ら「正 しい木 の名前」 であるboortreeを 出 さ
ないでいきなり 《
亭 々たる木》 と翻訳 で遊んでみせるの は、北の英語 の否定で、
ヒーニーの思想 と無縁であろう。
飼葉》 (Fodder)で 、 タイ トル にす ぐ
すでに Wjttθ rれg Oα ιの最初 の詩 《
「 いわゆる標準語」 の fodderを
引 き続 いて、第 1連 の第一行 日か らい きなり、
訂正 して、Ulster Englishの fOtherに 変更 してみせて いるではな いか。 Or,
んθ
′I Opened my arms fOr it/again… .こ れが 《それ とも
as we said,/7ο ι
僕 ら流 に言 えば/く ま ぐさ〉 僕 はそ いつ を取 ろうと/両 腕 をひろげる…》 と
なるのは、理解 の欠如 であろう。 《
飼葉》 が 《まぐさ》 になるのでは単 に芸 が
ないというだけではな くて、何 も分か ってはいないのだ、 ということが分かる。
飼葉》 とや った ら
「 いわゆる標準語」 を い くら重 ねてみて も仕方が ない。 《
「 キャーバ」 とで もや って もらいたい。接続詞 `Or,'が 《それ とも》 で は意味
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が弱す ぎる。 `or'は 同 じ力で並列的に接続する語だか ら、
「 いわゆる標準英語」
んθ
′を しか もイタリックで強 く提示 して、 fodderか ら
を乗 り越えて、北 の ヵ ι
ttrに 変更 してみせているのだか ら、
/ο ι
「 というよりはキャーバ の ことだが」
などとや らないと、 ヒーニ ーの思想が肯定的に伝わ ってこない。
ひ ょっと して、訳者 たちが描 き出そ うとして いる ヒーニー像 は、 どうしよう
もな い方言 や正 しくない知識 を身 にまとった田舎者が、徐 々 に、正 しい、中央
の、標準的 な、都会的 な、洗練 された価値 に開 かれてい く、教養小説 の主人公
みたいな退屈 なものなのだろ うか。
「標準英語」 とか「 正 しい英語」 などの言
葉 を無邪気 に振 り回す ことの政治性 について も考え抜 くといい と思 う。
ヒーニーの思想
ヒー ニ ーの世界 や思想 の理 解 に とりわ け重要 な作品 が あ る。 ど う して も間違
え る訳 にはいかな いよ うな作 品 があるだ ろ う。 例 え ば 、 《僕 だ け の ヘ リコー

ン》 (PersOnal HelicOn)は 、詩集 Dθ αι
んο
ノαNα ικκsι (1966)全 体 の主
“
題を反復 しなが ら、 自分 のなかの「子 ども」 へ の訣別 を歌 った重要な詩である。
この最後 の連、 《
今 どこかの泉 をのぞき込んで 浮 き草 の根 を調 べ た り 泥を
さわ った り/大 きな目のナルキソスを見 つめた りする ことは/ま ったく大人気
ない 僕 が詩 を作 るのは/自 分 をみるため 闇 をこだまさせ るため》 (Now,
tO pry intO r00tS,tO finger Slime,ノ /TO Stare,big~eyed Narcissus,into some

spring/1s beneath all adult dignity.I rhyme/To see myself,tO set the

)(pp.61-62)の 《
大 きな目のナルキ ソス を見 つ めた りす る
ことは》 (To stare,big― eyed Narcissus,)も カンマを見落 と した文法的誤訳
で もあるが、 ヒーニーの井戸覗 きの意味がさ っぱ り分 か っていないことか らき

darkness echoing。

た誤訳 だろう。原文 は To stare,big― eyed Narclssus,intO sOme springと なっ
ていて、big― eyed Narcissusの 前後 にカ ンマがあるではないか、 これは、 自分
が大 きな目のナルキソスにな って、泉 の中を覗 き込む、 としか読 めないではな
いか。 なぜ `big_eyed'か といぅと、 ナルキソスの仕事 は見 つめ ること、 しか
も、 自分を見つめ ることだか らである。 そこを、 《
大人気 ない》 という強 い表
現で否定 しさるのがいいのかどうか。最後 の 《
僕が詩 を作 るのは/自 分 をみる
ため 闇を こだ まさせるため》 が このままでは繋が ってこないではないか。 自
分を見 るために、闇を こだまさせるために詩を作 るのは、少年時代 に熱中 した
井戸覗 きとまった く同 じだ。違 う点 は、 自分 をナルキソスを演 じたり、水草 の
なかに手 をつ っこんだ りする ことのため らい、羞恥心が、今 は、あるのだ。昔、
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井戸 の間 の中で水音 のこだまを楽 しんだように、今 は言葉 の こだまをまるで子
どものよ うに楽 しんで いる、 あるいはそうした い、 というのが この連 の意味で
あろう。だか らこそ井戸が自分 のヘ リコン、つ まり詩 の源泉、出発点 なのであっ
て、単純 に 《
大人気 ない》「子 ども」を卒業 して立派 な成人 にな りたいなどと
言 っているわけではない。 ワーズ ワス的主題 が展 開 されて いるが、 自分 がナル
キソスだと主張 できない、近代人 の 自我意識 もあるし、子 どもと同 じことを し
ているのだと思 いなが ら主張で きないで いるヒーニーのアンビヴァレン トな態
度 がワーズワスとの差をつ くっている。
《
歌 の学校》 の6.《 発光》 (Exposure)は ど うして しま った のだ ろ うか。
発光》 になるのか分 か らな い。 ひ ょ っとす ると、 写
私 にはなぜ expOsureが 《
真 の「露光」か らの連想 なのだろうか。 これだって、光 の中 にフィルムを「曝
す」 とい うことだろう。殺 し合 いを して い る、不毛 な北 アイル ラ ン ドを見捨て
て (a wood― kerne′ /Escaped from the massacre)、 南 のアイル ラ ン ド共和国
のウ ィックローヘ移 って以来、
「逃亡者」 の烙印 を押 された り、 様 々な非難 に
曝 されてきたことが、expOsureの 基本的 な意味で はな いか。 い ろ い ろな危険
のなかに、わが身 をさらけ出 し、曝 しものになっている感覚を いっているのだ
ろう。

Diggingの 《土 を掘 る》 も土 を取 るべ きだが、 終わ り近 くの But I've no
spade tO fOnOw men like themを 《だが僕 の手 にはこうした人 の後 をつ ぐ鋤
はない》 とやるのは微妙 に違 うのではないか と思 う。 menは 直 ちに人 々で は
な く、 ここでは「親父 や親父 の親父 のよ うな男たち」 とや りた い。芋 と泥炭 と
い うアイルランドの命 の元素 のよ うなものを「男 たち」 が支 えて きたとい う自
負 と、 それに参加 できない 自分 とい う「男」 の不甲斐 なさも表現 されて いるか
らである。 ヒーニーの親父 へ の愛情 と憧憬 の深 さはあちらこち らにちりばめ ら
れて いるではないか。 そ して「 男 たち」 と言 って しまったのは、 ヒーニーが見
せた一瞬 の隙 なのだと解釈 もで きる。なんで もア レゴ リカル、 メタフォリカル
に置 き換えない方 が、翻訳 としては意味 を厚 くで きると思 う。
翻訳権について
この訳詩集 の意図を「 あとが き」で 《ヒーニー氏 の今 日まで の全作品を翻訳
し、 日本 の読書界 に彼 の仕事 を紹介 しようと思 った次第である。・¨中略… この
初 めての試みを出発点 として、今後新 しいヒーニー研究 が 日本で も始 まる こと
を心か ら期待 して い る。・¨中略 …そこで我 々は、詩 の翻訳 は原則 として原詩 の
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言葉を忠実 に移 し、 そのなかに含 まれている様 々な世界 は必要 に応 じて、可能
な限 り注釈で触れることに した。 もとより浅学非才 の我 々なので、翻訳 のみな
らず、注釈 にも数 々の過ちを犯 していることであろう。忌憚 のないご叱責、 ご
教示を賜 りたいと思 ってい る。》 と述 べている。 この翻訳が出版 され るはるか
以前に、 いろいろな翻訳 の試みがあ って、出版 しようとしたが翻訳権を独 占的
に押 さえ られて い ることを知 って断念 した とい う例 を い くつ か知 って いる。
《
原詩 の言葉 を忠実 に移 し》 ているかどうか、 ヒーニーの世界 が きちん と紹介
されたかどうかは、勿論 のことなが ら、翻訳者 が決 めることではない。読者 が
決 めることだ。私 は、 日本 におけるヒーニー研究 がますます盛んになることを、
翻訳者たち以上に願 うものであるが、 そのためには、翻訳権を独 占 しないこと
が エ ッセ ンシ ャルな条件 である。様 々な翻訳 が出て、衝突 しあい、 その結果 を
読者が選択 し淘汰 してい く、 とい うのが文学世界 の常識 になるべ きである。 と
りわけ、問題 の多 い翻訳 の場合、改善す る手 だてを奪 うことは、原作者 にとっ
て も、読者 にとって も、不幸 というほかはない。 かつ て、 マ クルーハ ンが専門
家で もない くせに、一山当てようとい う、不純 な精神 の持 ち主の、 自称評論家
に翻訳紹介 されて、殆 ど、瀕死 の状態 になって しまったことがあった。 イェイ
ツ もかつて翻訳権 が独 占されて いたことがあった。私 の恩師で、 イェイツ研究
の第一人者であ って も、絶対的な翻訳などあるはず もないのだか ら、 あ らゆる
研究者 に開放 されているべ きだと、私 はひそかに思 っていた。翻訳権を独 占す
ることで、 自己防衛す るなど、文学者 のす ることで はあ るまい。 一 方、 T.S.
エ リオットは、吉田健一 とか、西脇順二郎 などの優れた先達 がいたせいだろう
か、翻訳権独占とい う不幸 に見舞われ なか った。 そのために、沢山 の翻訳 が出
版 され、 エ リオッ ト学 の繁栄を もた らしている。私 たちは商売人 で も山師で も
ない、文学研究者なのだか ら、翻訳権独 占などという姑息 な手段 を排 して、様々
な声が飛び交 う場を回復 したいものだ、 と思 う。 もし翻訳者たちが本当 に ヒー
ニー研究 の繁栄を願 うな ら、翻訳権独 占などとい うけち くさい非文学者的様態
を速やかに解 いて もらいたい。
翻訳することは 《
発光》す ることではない。翻訳 もまた、批判や、指弾 のな
かに「 身 を曝す こと」 だ。
(虎 岩正純)
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書評

現代英米詩研究会訳
マル ドゥー ン詩選集 1968-1983
国文社 299頁
れs
θ
cι ″ Pο θ
本書 は、1986年 に出版 されたポール ●マル ドゥー ンの詩選集 Sθ ′

I%8-″

の翻訳 と解題 である。羽矢謙一氏 ら10名 か ら成 る現代英米詩研究会
“ に1994年 、 マル ドゥーン氏初来 日に時を合わせて、詩人 の第 5詩 集
か らは、既
Meeting the Britishの 翻訳 と会員 (当 時 は13名 )の 論文集『 ポール ●マル ドゥー
ンとの出会 い
北 アイル ラ ンド詩 の現在』が出版 されて いる。
一
二年前、 この第一 の成果 を手 に したとき、私 は同研究会 の意欲的 な活動 の姿
勢 に感 じ入 った。 そのあとがきにもあるとお り、 そ して『 イェイツ研究第26号』
に掲載 された、渡辺久義氏 の書評 においても確認されているとおり、マル ドゥー
ンの詩 は「 とて も難 しい。」 まず豊富 な引喩 が、文学 やアイ ル ラ ン ドの歴史、
時事 にとどまらず、 ポ ップ・ カルチ ャーや アングラ的 な風俗 にまで、実 に多彩
な出典 を もつとい うこと。 そ してまた、 それ らの豊か な構成要素 を自在 に操 る
詩人 の身軽 なテクス トが、確定的 な解釈 を容易に許 さな い とい うこと。原書 自
体 が出版 か ら数年 を経 たばか りで、研究 もまだそれほど数多 く成 されて いると
は言えないこと。 マル ドゥー ン自身 の言葉 も、 たとえば シェイマス・ ヒーニー
のよ うに散文や講演で自らの作品 に触 れることがあまりな いために、幾 つかの
イ ンタ ビュー、朗読時 の詩 の簡単 な紹介 に頼 るほかないとい うこと。 こうした
悪条件 にもかかわ らず、現代英米詩研究会 の諸氏 は、誠実 にテクス トに対峙 し、
時 をおかず してそれを別 の言語 のテクス トヘ と置 き換えるとい う難業を成 し遂
げ られたのである。
しか し、 この同時代性 の はらむ難 しさにこそ、逆 にこの訳業 の意図す るとこ
ろが発揮 されたので はな いかと、私 は考 えるのである。
『 ポ ール ●マル ドゥー
ンとの出会 い』 とい う表題が物語 るように、 これは同時代 を生 きる詩人 と、訳
者・ 論者 たちの熱 の こもった対話 であり、私 たち読者 もまた、そ こに生ずるダ
イナ ミズムを読む ことによって、 その対話 に加わることを促 されて いるのだ。
『 マル ドゥー ン詩選集 1968-1983』 においても、 その熱気 は前書 にお と ら
んに先立 つ 4冊 の詩集、
じ
れgι んθBrι sι ι
ず強 く感 じられる。本書 は、先 の M″ ι
Nθ ″ 爾θ
αι
んθ
r、

ル勉′
7ん 夕BЮ ″れJ6sLグ ι
s、
θ
、Qα οο
/か らそれぞれ 10篇 あま
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りの詩が とられたもので

(も との詩集 とこの詩選集 とでテクス トに異同がある
のが
あるが、 その場合 は訳注に記 してある)、 初期 のマル ドゥー ンの詩 の世
も

界を通観することができる。作品のひとつ ひとつにつ け られた解題 では、 それ
ぞれの訳者 によって興味深 い分析が展開され、 それ らを読むと、詩作、家族、
紛争、麻薬、性 などの様 々なテーマが うかびあが って くる。 その中で 目を引 く
の は、 アイル ラ ン ドの主題である。 マル ドゥー ン詩 のいわば出発点 ともいうべ
きこの時期 の詩群 の中で、 この主題 の占める大 きな割合をみるとき、あらため
て、詩人 にとってそれが詩作 のいわば原点 のひとつにな って い ることが確認 で
きよう。
しか し一方 で、 その重要性 を知 りつつ、敢 えて主題をそのように限 らぬ読み
方 を模索 した方 がよいように思われる詩 もある。
「瑕」 という短 い詩の注で ヒー
ニーの講演 を援用 しつつ、
「 何 かと言 えばすべて北 アイル ラ ン ドの政治的宗教
的分断 の状態 に解釈 を回収 しようとする批評的態度 を見直す」 と述 べ られてい
るのは、 まさにそのことを戒 めているので あろう。 だがその判断 が、特 にマル
ドゥー ンのような重層的 なテキス トをもつ詩人 においては、難 しいところであ
る。例 えば、
「 エ リザベ ス」 とい う詩。解題 は、幼馴染み の「 僕 とエ リザベ ス」
の間 の心理 ドラマとして この詩 を捉えて い るように見えるが、詩中「 ぼ くの未
来 の子供たち」 となっているところを、
「 アイルランドの未来 を託 した子供 た
々な
ち」 と読む。確かに この詩 には、様
愛称 で呼 びかえ られる「 エ リザベス」
という名 といい、
「 ぼ くの未来 の子供 たちはあなたのお父 さんの古 い家 で/人
質 になってあなたの手中 にある」 という一節 といい、 きわめて寓意的 な政治詩
と読み うる要素 が多 く含 まれて いる。 (解 題では、その ことには と くに触れ ら
れて いない。)し か し、 この詩 の風景 は、政治的 な コンテ クス トに置 き換え る
のが惜 しまれるような独 自の喚起力をもっている
一

通 り雨やそ よ風 や落 ちて
くる星にたとえ られる鳥 の群 れ、内側 か ら掛 け金をかけた家、 パ ッチヮー クの

ような畑。第二連 の「 ぼ くが考えるひまもないほど/鳥 たちは じっとしてはい
ない」 とい う一節 は、 イ ェイ ツの「 クール湖 の野性 の 白鳥」 を連想 させ る
take a count")。 「 エ リザベ ス」 には、同詩 のよ
(「 考える」 の原文 の動詞 は、 “
うな内省的な雰囲気 が漂 うのだ。訳者 はおそ らくそれをとりあげているのであ
ろうし、 そうだとすれば、
「 アイル ラン ドの未来」 に敢えて こだわ らな くて も
良 いので はないか、 と思 うので ある。
翻訳 された詩群 を読 み進む と、改 めてマル ドゥーンの詩 が実 に様 々な種類 の
語 りか ら成 ってい ることを実感 させ られる。訳文 は、歯切 れよ く活 き活 きと原
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文 の雰囲気 を伝えて い る。 きわめて映像的な喚起力 のつよいマル ドゥーンの テ
クス トを再現す るために書 きこまな くてはな らない細部 は限 りな く、 りん ごの
名前 か ら麻薬 をめ ぐる隠語 まで、丁寧な調査 にも感服 させ られた。
い くつか見解 が違 ったところ もある。
「 ハ ルマゲ ドン、 ハ ルマ ゲ ドン」 Ⅵの
「 イ ム ラム」 の後半、 ブレンダン・ オ リア リー警部補
「 兄」 は「 逝 った」 のか。
が登場 した次 の連 の描出話法 は、
「 おれ」 ではな く警部補 の台詞 で はないか。
「 人 の欲 にはキ リがない」 で「 処刑」 されたベ ア トリスは、 髪 で はな く首 を切
られたのか、等 々。原書 と翻訳 を注を読み比 べ るうち私 は、訳者 たちの精力的
な仕事ぶ りに刺激 され、様 々なことを考 えなが らテクス トを吟味 し始 めている。
いつの まにか本書 の もつエ ネルギ ーにとりこまれて、現代英米詩研究会 の議論
に参加 しているような錯覚 におちいって いるのである。
注 も豊富で、散文 の流 れを止めることな く必要 な知識を与えて くれる。敢え
て更 につけ加 えるとすれば、例えば「 イム ラム」 に登場す る「 黒猫」 という人

cat"に
物。本文 で も解題で も、一貫 して説明な く「 黒猫」 で通 して ある。 “
ージシ
ン
ャ 」 という意味
は、黒人 の俗語 で「 伊達男」 あるいは「 ジャズ・ ミュ
があるが、 ワニ革 の長 い コー トや毛皮、
「家宝 の数 々」 で飾 られたつ ば広 の帽
子 など、黒人独特 の '70年 代 フ ァッションか ら前者 ととるべ きか、「 火災報知
器」 のよ うな声か ら後者 と考 えるべ きか。 いずれ にしても、 こうした俗語 は、
そのまま通 るほど定着 い るとは思えないので、注 があ った方 が親切 ではなか っ
たろうか。
また、
「 アッシュ リング」 とい うアイルラン ドの伝統的な幻想詩 につ いて、
「 人 の欲 にはキ リがない」 の解題 でゆき届 いた解説 がされて いるが、 同詩 で こ
れに該当す る一節 は、 マル ドゥー ン自身 の「 ア ッシュ リング」 という詩 の一節
と重なるのに、後者 の注 はそのことに触 れて いない。同 じ「 人 の欲 にはキ リが
ない」 では、
「 キノコ摘 み」 で使 われたポピュラーソングの一 節 が再 び (少 し
形 を変えて)使 われて いるが、 このこともお互 いの注 では触 れ られて いない。
訳出にあたっては「個 々の訳者 の責任 を維持」す るとい う方針が とられたと、
「 あとがき」 に述 べ られて いるが、更 にこうした相互引照があ ると、 読者 には
有 り難か ったよ うに思 う。
前作同様、巻末 の年譜 と地 図 は詳細 で有用である。 とくに年譜 は、マル ドゥー
ンの伝記 にまつわる記載 の間 に、詩 の中 に登場す るものを中心 にアイル ラ ン ド
の時事 が、細 か く記載 されて いて、大変興味深 い。 マル ドゥー ンの詩 が、 いか
に同時代的 なディテール に支 え られて いるか、 ということを感 じさせ られる。
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年譜 それ 自体 の あ り方 か ら言 えば、 これ らの記 載 はやや詳 しす ぎる と思 われ る
か もしれな い。 (例 えば、 1996年 の分 は、恐 らく本書 出版 ギ リギ リまで 、 緊迫
した紛争 の様子 が 刻 々記 されて い る。)し か し、 ここで再 び私 は、 本 書 の 同時
代 的 な意義 とい うものに思 い を致 す ので あ る。 も し、 あ る年数 を経 て年譜 が作
成 され るとすれば、恐 らくい くつか の項 目 は淘汰 され、大 きな流 れの 中 での重
要性 が認 め られ た ものだ けが残 され ることにな ろ う。 だが 、本書 の年譜 の価値
は、 そ うした取捨選択 が過 剰 に成 されて いない ことに あ る。 やがて、 こばれ落
ちて行 くか も知 れ ないよ うな事柄 も含 めて、 マル ドゥー ンの生 きる現 実 によ り
近 い形 で作成 されて いる ことが、詩 を読 むため の年譜 と して貴重 なので あ る。
本書 の巻頭 には、詩人 が と くに 日本 の読者 のために贈 って くれ た とい う二篇
の俳句 と、 その美 しい翻訳 が対 置 してある。

Fresh snow on the roof

of a car that passed me out
The print of one hoof.
That wavering flame
is the burn-off from a mill.
Star of Bethlehem.
ゆ きす ぎ し車上 の雪 や蹄 あ と
ベ ツ レヘ ムの星 あか りか な工 場 の火

このことが、本書 の姿勢 を象徴的 に物語 るようにみえる。翻訳 が、権威 ある原
点を直接享受する術を持たない読者 に届けるという一方向的 な機能 (も ちろん
本書 は、 そうした読まれ方にも十分堪え得 る力量を備えて い るが)を 超えて、
同時代 を生 きる詩人 との対話 の媒体 となるという、新 しいあり方を本書 は示 そ

(中

うとして いるように思 う。
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尾 まさみ)

書評

山崎弘行
イ ェイツ とオ リエ ンタ リズ ム
近代文芸社 7,500円
who can 'scape the whipping ? (Hamlet)
始 めに序章 と第一章 でサイー ドのオ リエ ンタリズムの手際のよい解説がある。
これによってサイー ドに詳 しくな い読者 もこの挑戦的 な批評家 の戦略 に導かれ
る。山崎氏はそれを 1)「 西洋 の東洋学」 2)「 西洋 の東洋 についての思考桐置ヒ
3)「 西洋 の東洋支配 の様式」 と し、 さ らにサイ ー ドの言 う4つ の「 教義」
|

(dogma一 独断 の方 が訳語 としては適切か もしれな い)を 引用す る。 1)合 理 的
で発達 した人道的 で優 れた西洋 と、常軌 を逸 した未発達 の劣 った東洋。 2)「 古
典」 に見 る東洋文明 の概念 の方 が現実 の東洋 の直接的証拠 よりいつ も望ましい。
3)東 洋 は永遠 で均質的 で無規定的なので、西洋 の科学的 で客観的 な視点 と語彙

にたよらぎるを得 ない。4)東 洋 は根底 において恐怖す べ き(黄 禍、蒙古遊牧民)
ものか、支配すべ き(講 和、開発、 占領)対 象。 そしてサイー ドは作者 の意図 の
背後 に潜 むこれ らの西欧中心主義 をえ ぐり出そうとす る。
山崎氏 はサイー ドの議論 の根拠 となったフーコーの テキ ス ト、 デ ィコース観
について も紹介 を忘れな い。
『 知 の考古学』 (サ イー ド英訳 )の フー コーを引用
しなが ら、山崎氏 は言 う、
ディスコースが行 うこととされている「事物 の指示 を越えた こと」 とは、
無意識的な認識体系 として のエピステーメの隠蔽 である。実際、歴史上 の
様 々なディス コースに隠蔽 されたエ ビステーメを暴露 し、記述 す ることこ
そフーコーのす べての著作 に共通 してみ られる顕著 な傾向である。 (p.30)
しか しフーコーが「 越 えたこと」 に見 る西欧人 のデ ィス コースに隠 された「東
「 その ヨーロ ッパ的 な
洋 にたいする権力意志」、
「 東洋 についての伝統的知識」、
「 オ リエ ンタリズムは、 作者 によ って意図
知的環境」 にサイ ー ドは満足 せず、
された何か」 (pp.34-5)で あると山崎氏 は言 う。
これ らの議論 は個 と社会/伝 統 の問題 と結 び付 くのであって、山崎氏 の言 う
とうり「 自分自身 の顔 さえ も拒絶す る自覚的 な脱中心 の哲学者」 (p.52)に 対す
「倫理的選択」 (p.50)か らした今 日的
る、サイー ドの「 正義感」、
「人道主義」、
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問題提起 と言える。権力行使 における主体 の役割 と責任 を問 うサイー ドの主張
は「作者 の主体 の役割を重視す る彼 のデ ィス コース観 と表裏一体 であ り、その
背後 には、
「西洋人 の東洋人 にたいす る支配 の様式 としてのオ リエ ンタ リズム
の歴史を暴露 し、記述 し、批判 し、 これを究極的 に解体 させること」 (p.54)を
目標 としている。
この コンテキス トのなかにイェイツを置 いてみるのが山崎氏 の計画である。
結論的 に言 えばイェイツの東洋 へ の関心 か ら、彼 の創作 のメカニズムの発明に
これ らの偏見 と寓意が貢献 したのは確 かであるが、彼 の中 にも抜 き難 い西欧中
心主義、西欧 の知的伝統 のみを評価す る規範 が存在 したことを取 り出すので あ
る。
この場合 に困難 なのはイェイッの個人的 な錯覚や誤謬 の指摘・ 訂正 の問題 と
オ リエンタ リズム と言 う社会文化現象 その ものの錯誤や その結果 としての破壊
性 の糾弾 の区別である。例えばイ ェイツの「 オ リエンタリズム」 の根拠 とされ
るヘーゲ ルの歴史観 にあるアジア観 が引用 されている。
彼 ら(中 国人)の 詐欺行為 は実 に抜 け目な く、巧妙 になされるので、 ヨーロッ
パ人 は彼 らと取引する際には、念入 りに用心せねばな らない。彼 らの道徳
的自己放棄 の意識 は仏教 が とて も広 く普及 していると言 う事実にも示 され
ている。 この宗教 は、<純 粋 な無>を 最高で絶対 の存在、す なわち神 と考
える、 そ して、個人性や個人存在にた いする軽蔑を最高 の極地 の地位 に祭
りあげて いる。 (p.65)
そのヘ ーゲルの独断 と偏見をどう読むかはひとえにイ ェイッの責任 にかか って
いるとは言 え、 もっと常識的 な レヴェルで西欧 の進んだ科学 とその生産性 の高
さに対す る東洋 の遅滞 と後進性 の 自覚、あるいは個人的自由と平等 へ の信仰 な
どは東洋 自身 も習得すべ き視点 であり原理 である。 もしこれ らをも否定 し去 る
とした ら東洋 の解放 自体 が危機 にさらされる。 問題 は歴 史的限界 と個人的責
任 の対立 がどう解決 され うるのか と言 うことであろう。 そ してそのことで言 え
ばサイー ドの不満 の対象 はオ リエ ンタリズムを引き起 こした18、 19世 紀 のテキ
ス トの作者 よ りも、今 日その誤解、謬見、悪意 などが明 らかにな っているに も
かかわ らず、意識的、無意識的にその事実 に 目をつむ り、
「 オ リエ ンタ リズム」
を拡大再生産 している新 たなテキス ト、批評家、読者 に向けられているように
思われる。 そ して時代 の謬見か らは何人 も免れ ることが出来ないの は歴史 の よ
く教 えるところである。
山崎氏 のイェイッは、
「葛藤 の詩人」 としてせめぎ合 う二つ の原理 の一 方 に
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「東洋 の英知」 を想定 しそれが西欧 の秩序志向 に比 べて否定 の対象 と したに し
て も、他方 では西欧型 の知性万能 の行 きずまりにも気づいていた。 そのア ンビ
ヴァレントな理 由の一つに山崎氏 はイ ェイッのキ リス ト教 は「 人間 の主体的な
精神や意志」 を否定 しようとす るア ジア的原理 (p.190)と して考 え られて いる
ことを述 べ ている。
「 東洋 の英知」 とは通常 の語彙ではプ ラスイメ ー ジで人生
を間違 いな く生 きる指針 の意味で使われ る。 しか し本書、特 にイ ェイツとの関
連では己の生を完成 させる戦 いを放棄 した悟 り、 自然 の存在 に自己を埋没 させ
る自己 と自然 の同化 を言 い、 キ リス ト教 は西欧 のプラ トンや ス コラ哲学 による
伝統 よりは先の主体性放棄 の教 え として アジア的原理 とされて いる、 これがア
ンビヴ ァレン トな性質 を強 めている。 もっと も山崎氏 はその点 ではア ンビヴ ァ
レントではな く、む しろ積極的にイ ェイツの考 えを一方 に決 めている。 自然 で
空漠 として官能的で女性的 な受容性 に満 ちたア ジア、 それに対 して知的で孤独
で精神的で攻撃的西欧、 それ らのいずれの価値 にイェイツが加担 したかは言 う
まで もない。 しか しそれだけな らどちらの方 がより文明的で人間的かは一概 に
決 め られないので ある。勿論先 に少 し出 した封建性 や後進性 の問題 がか らむと
きは別であるが、今対比 された価値 は単純 に封建的 とか後進的 とは言えない も
のであろう。
本書 にはところどころに山崎氏 の前著書 の『 イェイツー決定不可能性 の詩人』
の痕跡 が残 っているが、総 じて言 えば今回 はどこまで決定性をたどれ るかの努
力 に思える。 その中で殆 ど唯一第八章 の「 イェイツの女性観 の二重性について」
はそのア ンビヴ ァレトな態度 の ままに踏みとどまろうとしている気がする。オー
トナーパ ラダイムを引用 しつつ、山崎氏 は一度 は男性原理を身につ けた イェイ
ツを描 き出す。 つ まり文化 とい う精神 の産物 の歴史 は男性 によるもので、 それ
に対す る自然 の象徴 の女性 は、克服 と支配 の対象 にあると言 う差別 の図式 であ
る。 その要素 はイ ェイツに認 めるものの山崎氏 は同 じ詩人 に「男性 のなかの女
性原理を愛 した り、男性 のなかの男性原理を批判す る視点」 (p.323)も 見 て取
る。 さらにまた繰 り返 し論 じられる東洋 と西洋 の婚姻 について も、 その原理 が
固定的ではな く、
「西洋 が男性であるのは、 あ くまで も西洋 が支配 的 な歴史段
階 に限 られるので、東洋 が支配的な歴史段階 においては、今度 は逆 に、東洋 が
男性 になると想定 されている。」 (p.303)こ れを見て も明 らかなように東洋 と西
洋、女性 と男性 と言 うのは現実 の対応物 を指示す ると同時 に単 なる記号的性格
も混在 して い る。山崎氏 はその辺 りについて も十分 日配 りをされていると言 え
る。
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とは言 えすべ てが賛成出来 る訳ではない。例 えば今 の女性/男 性原理 につい
て、
「我 が娘 のための祈 り」 のなかで「 知的憎悪 はなにより悪 い」 と言 う。 そ
れを敷延 したイェイツの 日記を山崎氏 は引用する。
「 女性 は…あたか も恐 るべ
き石 の人形 のよ うに、意見 にすべてを捧げて しまう。男性 は意見を気軽 に取 り
扱 い、意見 にたい してたやす く不誠実 になれる、・¨意見は彼女たちの本性 と余
りにも一体化 してどうや ら彼女 たちの肉体 の一部 は石 と化 し、人間 の生か ら出
て しまう。」 (p.312,訳 訂正)に もかかわ らず、本筆者 には「知的憎悪 はなによ
り悪 い」 と言 うのは女性 だけではな く人間一般 についてのように読 めて仕方が
ない。ChOiceと 言 う詩 の中で次 のよ うなのがある。The intellect Of man is
fOrCed tO Choose/Perfection of the life,or of the wOrk.こ の三1・つの道、
作品 の完成か、魂 の救済 かの選択 は、主 として男 の もので、女性 はそんな苦労
とは無縁で優 しくあ ってほしいという男 の願 いが潜 んでいるとい う読み もあろ
う。 しか しあえて言えば、今 のmanを 男 とわざわざ読 まない限 り、 この二つの
道 の選択 は両性 にかかわ ってい ると思 う。一度 イェイ ッの manに つ いて洗 い
直す事をそそ られ るが、 このよ うにイ ェイツにはどち らか一方 の性 に言及 して
いる場合 も人間一般 を語 ってい るところがあるようだ。
またヘ ーゲ ルの歴史観 の「 止揚」を「否定」 と読み替えたイェイツ(P.80)と
い う記述が有 るがそ こでイェイツの歴史観 の説明 にヘ ーゲルが花 の一代 が実 に
よって終わると述 べ た事 の反論 として春 は再 び巡 って くると言 うのを山崎氏 は
引用する。弁証法的歴史観 を否定 して循環的歴史観を主張するイェイツを山崎
氏 は紹介解説す るが、 その循環的歴史観 の機械論的性格 について、歴史的 に生
起 した事件 が歴史的に消滅す る事実 か らの批判 はない。 それは最初に述 べ た、
イェイツ自身 の誤謬や錯誤 の訂正 よりは、 まずイ ェイツ の主張 につ いて正 し
く聞 き取 ると言 う姿勢 のなせ る技 か もしれない。
以上 のよ うな関連 した事実を記述的になるだけ挙げるとい うのが山崎氏 の一
貫 した手法であ り、それは大量 の引用 に必要事項を自ずか ら語 らせるのに必要
な方法 か もしれない。 しか しすべての引用 に訳 をつ けるの は必ず しも必要では
な く、時には繁雑 さを感 じさせることもある。 もっともイェイッの散文 は必ず
しも読みやす い ものではな く、 このよ うにテキス トを明示 したのは山崎氏のフェ
アな精神 の現れか もしれない。 その労 に報 い るに幾 つか別 の読みを指摘 してお
こう。

1)p.96の 引用末尾 00・

(肉 体)は アジア的である。
これは結婚 による子供 の述部 eastern in body・ ・・ and O・ ・ Asiatic
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ではな いか。
ーロ ッパ芸術 に見 られる人生か らの距離感 は、 ほとん どの
場合、題材をめ ぐる困難 に由来す るものではないか らだ。
・・・ 題材 に由来す るもの ばか りに近い?。

2)p.250000ヨ

3) p.294

1 cannot hide the truth//′

That wandering in a desert,

featureless/As air under a wing,can give birds'wit.
これを論 じて山崎氏 は「 砂漠 に生 まれた神秘思想 の記録者 と して彼 ら
(遊 牧民)が 信用 で きな いというのである。 なぜな ら、顔 のない砂漠 を放浪

する彼 らの知能程度 は、顔 のない空を飛 ぶ「鳥 の知能」程度 に過 ぎないか
らである」 と言 う。 しか しこれは事実 ではな く「 顔 のない砂漠 を飛 ぶ鳥 に
も正 しい方向の知識 が与 え られると言 う真実」を明かさねばな らな いと、
その前 の羊皮紙文書 が伝 える真理 のあることと同 じことを繰 り返 している。
ともあれ これ ら瑣末 な意見 の相違 はともか く、本書 で示 された「 再臨」、
「学童 たちの間で」 などを潜在的 オ リエ ン タ リ
「彫像」、
「 レダと自 鳥」、
ズム摘出 とい う一つの原理 に従 って読 み進める山崎氏 の粘着性 と熱意 は驚
異的 としか言 いよ うが無 い。
(風 呂本武敏)
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日本イェイツ協会第 31回 大会
プログラム
11月 11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

山陰日本アイルランド協会会長 中村芳二郎 氏
駐日アイルランド大使 D∝lanO'Donovan氏
司会

11:00-11:50

く
講演〉
Lafcadio Hearn and lnsh Tradi● on

12:00-13:00

Paul Muray氏
司会

銭本健二 氏

司会

大野光子 氏

昼食
総会

13:00-14:20

く
研究発表〉

W.B.治 atSと カーニ ヴ ァル

藤 田佳也 氏

イェイツにおける「仮相」 と「 実相」
― なぜ ''Seem"な のか ―

14:30‐ 17:30

松村賢一 氏

長谷川弘基 氏
司会

佐野哲郎 氏

構成と司会

清水重夫 氏

〈シンポジウム〉
Can Yleats Survive the Posunodern?

荒木映子 氏
小堀隆司 氏
物木伸明 氏

18:00‐ 20:00

懇親会

司会

会場 第二食堂 (島 根大学構内)
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鈴木史朗 氏

11月 12日

(日

10:30-12:00

)

く
研究発表〉
「 レダと自鳥」をめ ぐって
一 W.B.Yeatsと Angela Carterの 視

横関美津紀 氏

線 一

鳩か白鳥か
一 イェイツにおける "tragic,oy"一

中村久美 氏

イェイツの詩とギリシア神話

真砂久晃 氏

12:00-13:00

‐
昼食

13:00‐ 16:00

〈シンポジウム〉
"ViaCillatiOn"を

司会

松田誠思 氏

構成と司会

渡辺久義 氏

言
売む

笹尾純治 氏
清水博之 氏
辻

16:00

閉会
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昭三 氏

Irnage and sylnb01 in the I)Oetry Of Yeats:

The Use

of

"Seem"

Hiroki Hasegawa
W.B. Yeats' use of natural imagery has created a long-standing dilemma

in the

reading and interpretation

of his poetry.

When,

for

example, a

"swan" is mentioned, scholars argue whether the swan should be considered
as "a natural image" of an actual water bird or rather as "a symbol" with
allegorical or transcendental meaning. To borrow from T. Parkinson, the
interpretation of the poetry of Yeats vaciliates "between symbol and
image".

The poet's own intention in using such imagery can, however, be
understood in a more productive manner that avoids this interpretive
predicament. I shall elucidate this through a close analysis of the
conspicuous use of the word "seem" in several poems, especially in "The
Tower", "Coole Park and Ballylee, 1931" and "Lapis La:alJr". In "Lapis
LazuJt" (Every accidental crack or dent,,,/Seems a water-course or an
avalanche,) and "The Tower" (...the wreck of body,,/Slow decay ofblood,

of the sky), the use of "seem" indicates the
indiscernibility of reality from imagination while simultaneously
maintaining the difference between the two. The second example from
1...1,/Seem but the clouds

"Coole Park and Ballylee, 1931" (Another emblem there! That stormy white

z/But seems a concentration of the sky;) demonstrates that characteristic
function of "seem", which indicates the indiscernibility of two different
entities without merging one into the other. As long as "seem" rather than
"be" is used, the swan can both remain an actual, natural bird and be "an
emblem".

of "seem" over "be" as a copula shows an
attempt in one line to blur yet not abandon the distinction of such
antimonies as image and symbol, reality and imagination. Yeatsian
Thus considered, the preference
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imagery should then be regarded as inclusive representation, being

earthly and transcendental, while preserving
antitheses.
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a

at

once

fissure between the

DOVE OR SWAN
'Tragic Joy' in Yeats's Apocalptic Poems
Hisami Nakamura
Yeats's apocalyptic poems can be said to fall into two categories : that of

dove's or primary revelation, to use Yeats's terminology, and swan's or

antithetical revelation. The former revelation which I name 'dove's
apocalypse'refers to an orthodox Christian notion of the apocalypse, while
the latter, 'swan's apocalypse', is more pagan in a Greek way - that the
worlds perish alternately and therefore there can be no ultimate end to the
world (or worlds).
The theme of 'tragic joy' often reverberates through Yeats's 'swan
poems', typically in his last poems, while his 'dove poems' do not reflect
such thought, due to their orthodoxy. But just what was a tragic joy? How
could an old man faced with the danger of the extinction of this world 'but
laugh in tragic joy'?
Should he not endeavour by all means

to preserve the beauty this world

has produced, which is indeed the only thing worth saving? And yet the old

man does laugh in joy, which is much more than a cynical mockery or a
laughter of despair.

like the calm resignation of the
seeming Zen Buddhists of 'Lapis Lazuli' ; rather, it was a 'heroic cry' of the
west, of one who cannot be a complete atheist. It was an ultimate
reconcilation with fate, attained through desperate resistance beyond which
no human will could penetrate, and the reward of which was simply the
heretofore hidden knowledge of evil.
Is tragic joy an ideal state of mind? At least Yeats sought it, found it,
and then lost it, just like everybody else. What we can say is that tragic joy
is a beauty in itself, a revelation, viewed for a moment and then lost forTragic joy as Yeats saw

it

was nothing

ever.
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THE YEATS SOCIETY OF JAPAN
CONSTITUT10N

l.

The Society is to be called THE YEATS SOCIETY OF JAPAN.

2. It has as its object

the prornotion o[ Yeats studies in Japan by means

of:

a. lecture meetings;
b. contact and co-operation with similar societies abroad, in particular
with the senior society at Sligo;
c. publication ol a Society bulletin and of members' work on Yeats;
d. other activities.

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 office for two years, but may
ofler

7.
8.

themselves for re-election.
Membership fee is 5,000 yen per year.
Membership of the Society requires written application and paynrent

of the stated

9.

Expenses

fee.

of 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.
I

l.

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