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Yeats in His Letters

Ronald Schuchard

we are in an extraordinary period for the rediscovery of w. B. yeats, for students,
scholars and the reading public alike. Enormous international critical activity is
underway to provide us with a rich array of new literary materials in coming months
and years: the first volume (The Apprentice Mage) of a new scholarly biography of
Yeats by the lrish historian, R.F. Foster; a biography of George yeats, yeats's wife, by

the canadian critic, Ann Saddlemyer, is near completion; cornell University

is

completing publication of critical editions (ten volumes in print) of yeats,s works with

previously unpublished manuscript materials; a hypermedia edition of yeats's work is
underway by a team led by Richard Finneran; James Flannery has successfully
completed his five - year project to restore Yeats's plays to the center of Abbey Theatre
productions in Dublin, and he plans to produce those plays using yeats's dramaturgy in
other cities; the Yeats International Summer School in Sligo is thriving as it enters its
38th year; and each year several separate critical volumes- yeats Annzal in England,

The Yeats

I Eliot

Review and Yeats, An Annual of

critical and rextual studies

America, The Yeats Journal of Korea and yeats studies in Japan
scholarship

by the publication of new

-

in

forward yeats

research materials and distinguished essays.

Yeats's vision papers are now edited and before us, and, as breakthroughs take place in

our understanding of his occult studies, these are exciting times for engaging and
rediscovering Yeats. As more archival material surfaces and becomes available, there is

no better time than now to be a modernist and a yeats scholar. we are, in my view,
moving onto a new plateau for the study of yeats and his circle. For the last fifteen
years' as

I

have observed these scholarly developments,

I

have found much

of

my

intellectual excitement in reading and editing yeats's mail.
The collected Letters

of llt. B.

Yeacs, under the general editorship

of

professor

John Kelly at st. John's college, oxtord, is clearly one of the most important editorial
projects underway for the study of Yeats and modern literature. when the edition was
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commissioned by Oxford University Press twenty-five years ago, the editors had 2500
letters and felt that

with luck and hard work

as many as

4000 Ietters might be recovered

for four volumes. That number in hand now approaches the 9000 mark, and letters are
still steadily coming in from five continents. Professor Kelly now projects

as many as

fifteen votumes: the first two were published in 1986 and 1994; the third will appear in

1997.In the lengthy collection process, however, serendipity has been our best
closest friend. For example, we had canvassed the University

and

of Pennsylvania library

for letters on several occasions, as we do all major libraries, but we had never come
across any letters to an English Professor there, Professor Cornelius Weygandt, who is

mentioned in Yeats's corlesPondence and who we discovered was writing about Yeats

in American newspapers as early as 1897. One day, on impulse, while waiting for a
delayed plane in Philadelphia, I opened the telephone book and found a Dr. Ann
Weygandt, who turned out to be the Professor's daughter. "Would you know

of letters

from Yeats in your fathers papers?" 1 asked. "No," she replied, but several have been
framed and hanging over the mantlepiece since

I was a little girl." After sifting through

her father's papers in the attic, she came up with even more letters, and the editors
could tell you many similar stories in the collection of Yeats's correspondence.
Yeats's letters let us witness the day to day life of a writer whose mind leached

into every corner

of his age: poetry, drama, criticism,

art, philosophy, politics,

revolution, war, and so on. The poet was always very conscious of his role as letter
writer, of the daily responsibility and burden of making a way for his art, of responding
to the increasing number of demands made upon him, of writing privately about public
concerns. Though most
appear

of his letters to Maud Gonne were destroyed (those surviving

in Professor Jeffares' 1992 edition of The Gonne-Yeats Letters), there are very

few intimate letters to others close to him, and all the letters, even the most personal,

..w. B. Yeats." This formality is characteristic of many modern
writers who nearly always signed their letters T. S. Eliot, James Joyce, D. H.
are always signed

*Tom," a "Jim," and a
Lawrence, but where in those letters one occasionally finds a
"Bertie," in Yeats's letters, after his youth, one never finds a "Willie." His letters were
indirectly and ultimately for the public domain.
The collection and presentation of the letters also requires the identification of the
many forgotten figures who inhabited Yeats's rich intellectual and personal world. In

the annotations, the editors are trying to set a new standard for reconstructing the
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biographical, Iiterary and historical context of the letters. We have made ourselves
responsible
article

-

for identifying every

person, event, book, edition, review, newspaper

any reference, allusion or detail that the discerning reader or scholar would

want or need to know. This often requires turning every page of every newspaper or
periodical for the period covered, scouring public and private archives on several
continents, visiting public record offices for birth and death certificates (we have to get
everyone born and dead) and wills, writing hundreds of letters to historical societies

and specialist scholars. The letters require our familiarity with the postal system;
telegraphic and typing offices; train, boat and ship schedules; copyright, Iicensin,g and
publishing laws; contractual agreements, patents and royalty payments; printing, paper,
engraving and binding practices- every activity of a vigorous literary life. The letters
lead us into nooks and corners of Yeats's intellectual life that few scholars have any
reason to explore, and the annotations allow us

to retrieve and preserve

important

factual information that would otherwise be lost. And while this editorial process is
admittedly slow, the annotations constitute an accompanying text that makes possible a
new literary history and opens up signifcant new areas of Yeats scholarship. They also
add color to some very ordinary letters.

All

sorts of wonderfully eccentric people, who have been filtered out of the picture

by the impersonal process of literary history and criticism, come to life again in the
annotated letters. Who is that phantom figure referred to only as

"big Manning" in the

I can't tell you over how many lost hours I wept and cried in search of this
corpulent fugitive before I finally gave up. Then one day, turning hundreds of
newspaper pages in the British library in search of something else, I spied a small
letters?

obituary- "Death of M.A. Manning"- could it
began, was "the genial giant.

be?

"Mr. M. A. Manning," the article

of Dublin," and I knew at once that I had my man. He had

come to Dublin from Waterford, where he had founded a dramatic society. He had
been an actor, a politician, an electioneering expert, and was known as one
best storytellers. The affectionate obituary

of Dublin's

writer not only recounted his size, six feet

six inches tall and 338 pounds, but provided the dimensions of his specially made bed.

I yelled out uncontrollably in the library. Seldom had anyone been
reading an obituary. And who would ever want

to know

as happy as

I was at

about Yeats's oculist, Dr.

Charles Fiizgerald, who treated Yeats's chronic eye problems

for

years, until one

discovers that he was one of the great art connosieurs of Dublin and bought paintings
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from Yeats's father in hard times. As one of Yeats's friends described Dr. Fiizgerald,
he "looked like a Parisian artist

of the Du Maurier period. He invariably wore a black

suit, with a wideawake hat with an enormous brim, and a long flowing bow-tie. He
wore a pointed beard and walked rapidly with a light and swinging step. He was . . . to
me a romantic figure of picturesque adventure in my young days" (CL3,

631.

).'l

There were many other fugitive characters who came to his rooms in Woburn

Walk for his Monday evenings, Iike the Russian seqet agent, Madam Olga

de

Novikoff, and one evening the poet John Masefield asked some of Yeats's neighbors
what they thought about the poet who lived at the end of the walk. They called him
"'the toff what lives in the Buildings' and said that he was the oniy man in the court for
whom the postman ever brought letters. The general impression in the court was that he
was a foreign nobleman in exile for political actions or opinions. The one particular
impression . . . was that he was a dangerous character in some secret society," and the
neighbors acknowledged that they "wouldn't care to go down a dark lane at night with

him" (C23, 3).
The letters also humanize the

man-

they show his constant eye problems and his

fear of blindness, his rheumatism, his illegible handwriting and of course his terrible

spelling problem. Take heart all bad spellers! [n a letter complaining about a poor
rehearsat

of one of his plays, Yeats misspelled rehearsal several different ways, and he

was hopeless with names, particularly foreign names like that

of the Polish

Casimir de Markiewicz, who had married the lrish artist Constance Gore Booth.

Count

"I

hear

from Madam Marcovitch- " he wrote to Hugh Lane, pausing in exasperation, "how the
devil do you spell that name- " (CL3,680). They show the secretive side of Yeats, as
when he writes to fellow members of the Golden Dawn and leaves out the names of
adepts and magical phrases, to be

filled in later by hand so that his typist will not be

privy to them. They show his boyish excitement over the discovery of new talent, such
as the stage designs of Gordon Craig ("that wonderful purple that was the edge of

eternity"), the philosophy of Nietzsche, and the writings of one Girolamo Cardono,

l6th

-

a

century ltalian mathematician and occultist whose works were laced with

discourses on demons, apparitions, spirits and evocations and who was imprisoned in
1571 for publishing a horoscope of Christ.

Yeats's letters show the poet involved in every aspect of a full artistic

life-

his

contractual problems with English publishers and agents; his copyright problems with
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American publishers, and with American pirates who shamelessly published his work

without permission or payment; his constant problems with subsistence money; his
embarrassment over borrowing money, Ieading him to devise elaborate signals for

letting Lady Gregory know when he was absolutely on his "beam's end," his metaphor
for dire financial straits. And, yes, Yeats had his problems with the Income Tax people,
who could not believe that a man of his public stature could earn so little, and he had to

call on his friends to testify to his impecunious life. There are problems about the
staging of piays, rows and public indiscretions among actors, threats of secessions by

actors, constant criticism
members

of rival

of his methods and motives by

theatre groups, and then the

nationalist societies and

biting criticism of those who mocked

Yeats as a "West-Briton" for not knowing the lrish language.

Pervading the letters, however, gradually and surely revealed to the reader, is a

rich artistic vision that is always coming into conflict with lesser, small-scale visions,
with people who for moral or political or other kinds of prejudices found Yeats
obstacle

or an object of

contempt.

At

times he seems ovenwhelmed by

an

such

time-consuming and mind-numbing distractions of life, by having to respond to people
who make all sorts of claims on him. But right in the midst of it all, in the middle of a

letter, he

will

say,

"I

wrote a new lyric last night," and suddenly show not only his

ability to retreat from the mad flux of things into his imagination, but the presence of
an enormous substratum of creative energy that underlies the daily record of surface

life in his letters. The major energy of his life, we come to

see, was always

going into

his art. His friends were frustrated that he was over-involved in poetic drama and that

his real greatness as a lyricist was being shut off. But it was always there, even if
reduced, and his poetry got richer the more he wrote, because he never stopped
addressing the difficulties

of art and learning anew how to forge

language into

meaning.

Moreover, Yeats never allowed himself to become intimidated by the enormous
pressures put

on his artistic life and enterprise. He rises to his greatest height in his

letters and in his public life defending authors such as John Synge because he knows

they are great authors, defending Synge's "In the Shadow of the Glen, and ,,The
Playboy of the Western World" becalse he knows they are great plays, and defending
his aims as a theatre director because he knows that in the long term he is just and right.
His spirit becomes darkened but never defeated by all the conflict and all the abuse that

is heaped on him. One knows he feels that abuse, but he never lets it divert him or steer

him in another direction. He never makes compromises with people who hold lesser
motives.

Yeats is constantly revealing new facets of his mind and character as man and
artist in his letters- the impetuous Yeats who thinks he should go on the stage to gain
dramatic experience, the astrological Yeats who consults his charts before opening the

Abbey Theatre- but since my space is limited I will pull just a few threads from the

epistolary fabric

of his life

that may be

intetlectual frankness and generosity

of

particular interest: his extraordinary

in writing to friends and young writers

who

sought his opinion of their work; his own unending struggle with the difficulty of

writing and speaking; and his extraordinary ability to step outside of his art and use not
his poetry bult his authoriry as poet to address the injustices of his world.

Yeats felt that it was his responsibility to be honest rather than kind with those
who sought his opinion of their work, and consequently he was not as popular with
young lrish writers as was his friend George Russell, whom they found to be more
"supportive" than Yeats. Yeats derogatorily referred to the writers who gathered around
Russell as Russell's "canary birds." When Yeats's long-time friend William Horton
sent his verses

for commentary, Yeats wrote what may seem to some readers a brutal

reply: "My dear Horton: I cannot say any good thing about the verses. I am sorry not to
be able to praise them even a little. You are not a poet,
ever become

one- you

&I

cannot think that you can

have not the instrument." That said, frankly and forthrightly,

Yeats then turned Horton's eye back to his real talent as a painter: "You are an artist-

in these very verses you are trying to make pictures as an artist makes them. Take up
your drawing again

& no matter

how irksome

it is force yourself to work

hard at it."

Further, he not only prevented Horton from deluding himself as a would-be poet but
took the time to suggest what it was in his painting that was frustrating him:

"I think

you would be wise to turn from the visions for a while for after all one's craft what
ever it be, has been sent to one to harden the
the smith"

will &

the soul, as a sword is tempered by

(CLi,92,).

To Yeats, writing was a gift, and when he spotted the gift he was quick to
encourage it. After reading James Joyce's early poems he wrote at once with a
cautionary anecdote as a prelude to his praise: "Remember what Dr Johnson said about
somebody 'Iet us wait until we find out whether he is a fountain or a cistern.' The work
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which you have actually done is very remarkable for a man of your age who has lived
away from the vital intellectual centres. Your technique in verse is very much better
than the technique of any young Dublin man

When he discovered genuine talent

in

I

have met during

my time" (CL3,249).

writers like Joyce and Synge, he went

immediately and tirelessly to work to help them publish their work and make it
possible for them to secure lives as writers. His advice to other writers, encouraging or

discouraging, came from his own continuous self-criticism, from his preoccupation

with the difficulty of writing and the necessity of making a total commitment to it.
Talented young writers must not be allowed to be deluded about what writing entails.

"The qualities that make a man succeed," he wrote to Joyce, "do not shew in his work,
often for quite a long time. They are much less qualities of talent than qualities of

character- faith (of this you have probably enough), patience, adaptability, (without
this one learns nothing), and a gift for growing by experience & this is perhaps rarest of

all" (CL3,250). When he read the verses of Thomas MacDonagh, who was later to

be

executed for his role in the Easter Rebellion, he wrote that "They show that you have

thoughtful and imaginative mind

-

a

but you have not yet got a precise musical &

personal language- Whether you have poetical poems ot not I could not really

say-

but I can say that you have not yet found yourself as a poet- If you are young, &

if

you feel you have something you must give expression to, I strongly advise you not to
publish for the present but (Ist) to read the great old mastets of,English- Spenser, Ben
Jonson, Sir Thomas Brown, perhaps

Chaucer- until you have got our feebler modern

English out of your head. When we read old writers we imitate nothing but their virtues

-

for their faults, which were of their time & not of ours have no charm for us." Yeats

continued with advice that he repeated ali his life:

"If

we read modern writers we are

likely to imitate their faults for we share their illusions." And he concluded by sending
MacDonagh back to his writing:

"I

am sorry not to be able to praise your verses

more-

but your letters have interested me very much & I hope you will do good work yet"

(cL3,246- 7).
Yeats was concerned not only with the craft
ecstasy, but

of writing, with its misery and

with the craft of oratory, which comes with all the difficulty of style. In

January 1904, during his first American tour, he crept into Carnegie Hall in New York

the night before his big lecture there to practice his speech.
audience

I will

"I

wonder what kind of

have," he wrote to his friend Lady Gregory that night, "for the hall is

too big? . . . I have been down practising my oratorical passages in the empty hall that I
may not be put out

if

there are some empty benches. I got one compliment. I had just

finished my peroration when I heard the clapping of hands in a dark corner. It was the

lrish caretaker. . .

.I

have found out that the larger the audience the more formal,

rhythmical, oratorical must one's delivery be.

My

ordinary conversational,

happy-go-lucky, inspiration-of-the-moment kind of speaking gets all wrong when I get
away from the small audiences I am accustomed to. Oratory does not exist, in any real
sense,

until one's got a crowd" (CL3,505- 6). Yeats worked on his speaking diligently

as he went round the country.

"I don't feel it
I was to get full advantage out of the

"After all," he wrote to Lady Gregory,

would have been worth coming here unless

practice in speaking. And I can only get that advantage by working over and over my
words. One does not want to speak as badly as a clergyman or a lawyer, and

I

have

found to my surprise that, while they speak badly, they get too idle and easy. In a way,

I think I spoke better years ago when I had to make more effort; and now I am making
an

effort again and hope to come back with a far better style" (C23, 508)
Yeats's oratorical style would come to play its part in his public epistolary style.

Contrary to most modern writers, he had never accepted the alienation of the poet from
society or entertained the notion of exile (even though he lived much of the year in
London). From the beginning of his career he directed much of his critical energy into

returning the poet's voice to the center of culture.

At the same time, however,

steadfastly resisted the pressure to let his art become a handmaiden to politics.

while

he
he

of the poetic process, he willfully
stepped out of his writing to speak on public platforms and to write in newspaper
relentlessly upheld the autonomy and integrity

colums against the eviction of lrish tenants by English landlords, against royal visits to
lreland, against the desecration of Tara and other public monuments, against atrocities

in the colonies, the conscription of soldiers, the censorship of art, the confiscation of
Hugh Lane's pictures and so on until the outspoken poet eventually became a Senator

of the lrish Free State. Thus his play The King's Threshold (79O4) was to Yeats
mere dramatization

of a Celtic tale; it

was more the drama

no

of his personal

determination that the voice of the poet be heard in lreland once again. While Joyce
and Stephen Dedalus headed into exile, Yeats and Seanchan, the chief poet who starves

himself on King Guaire's threshold, "pleaded for the poets right,

/

Established at the

establishment of the world," to sit with the Bishops, Soldiers and Makers of the Law
10

who "long had thought it against their dignity / For a mere man of words to sit amongst
them / At the great council of the State and share

/

In their authority."') While Yeats

knew, as Auden finally discovered, that "poetry makes nothing happen," he believed
that the poet himself should not be passive, that he should be passionately true in public

to his private images of justice, reality and wisdom. Yeats's public stances, however,
often made him as unpopular in lrish as they did in English political circles. When he

wrote letters to the press protesting Queen Victoria's royal visit to lreland in 1900,
several

of his Unionist friends on the board of the lrish Literary Society resigned rather

than be associated with him, and he was advised not

to show his face at

the

Unionist-Protestant Constitutional Club in Dublin. But as he later wrote to John Quinn,

"I

am often driven to speak about things that I would keep silent on were it not that

necessary

it is

in a country like lreland to be continually asserting one's freedom if one is

not to lose it altogether" (CL3,398-9).

While the great majority of Yeats's letters are written hastily

in a

casual

informality to meet the pressing needs of daily correspondence, his letters to the press
on matters of national import are altogether different. There he gathers his sense of
indignation to his sense of justice and elevates his language to an authoritative and

oratorical plane, as

in his

letter

to the editor of an lrish

paper protesting the

forthcoming royal visit of King Edward VII in 1903:

...I

see nothing good

country, his reception

in this Royal visit. If the King is well received in this

will

be used by the English Unionist papers as an argument

against the lrish Nationalist movement.

I

remember that the "Times" and the

"Spectator" used our supposed enthusiastic reception of the late Queen in this way,
and yet

I have no doubt that they will join with

the other papers in telling us that

the King is above politics. But it matters very little to us what the English papers
say. What does matter is that Royal visits, with their pageantry, their false rumours

of concessions, their appeal to all that is superficial and trivial in socjety, are part
of the hypnotic illusion by which England seeks to take captive the imagination of
this country, and it does this not by argument nor by any appeal to the intellect,
but by an appeal to what are chiefly money interests. The shopkeeper must hang

will lose rich customers if he
loyalty or he will be dismissed by his rich

out a flag, not because he wants to, but because he
does not; the workman must pretend

employer; the children

of

the poor must stand

ll

in

troops and cheer under

supervision, because their schools are afraid to offend rich patrons.

A Royal visit

has always been both a threat and a bribe, and even the Nationalist

who considers

what is called the "line of the Crown" inevitable, should offer but the welcome
that a man gives to a threat or a bribe. (CL3, 346- 7)

Such letters made him no more popular with the English press than his letters to
mediocre writers. Such letters, responded the London Times, explain Yeats's inability

"to make any definite impression on the intellectual life of the country. Sincere
admirers of Mr. Yeats's poetry will regret that he seems unable to realize the very
narrow limitations of his considerable genius, one of them, which he shares with many

of his followers, is the want of even an elementary

sense

of humour" (CL3,346). The

symbolic significance of the King's visit was no laughing matter to Yeats, who fired

off yet another letter to the

press:

I have noticed that somebody..has said, in most of the discussion about the King's
visit, that the King has given us the Land Bill. I have even read that he is going to
give us Home Rule. When George the IV. came to lreland he got a great reception,
because

it was believed that he was about to give Catholic emancipation. A friend

of mine has lately been through all the private correspondence of George the IV.
about his visit to lreland and found there much about the dinners he was to eat and

the cooks that were to cook them, but nothing about Catholic emancipation.
Whenever Royalty has come to lreland rumours of this kind have been spread and
spread

with an object. The Land Bill has not been given to us by English Royalty

but won by the long labours of our own people. (CL3, 396)

To many people today Yeats remains a distant, larger-than-life Cuchullain

figure-

mythic, remote, inaccessible. But each generation has to rediscover Yeats on its own,

just as did a young Ezra Pound, who thought that Yeats was a prisoner of the Celtic
Twilight when he boldly knocked on Yeats's door in 1909 and said he had come to
change his style;

just

as

did a young James Joyce, who told Yeats in l9O2 that he was

too old for Joyce to help him; just as did a young T. S. Eliot, who found Yeats a
"foreign mind" when he first came to London. And yet it was Eliot, the most opposite
to Yeats in temperament, who was in his own time to discover that Yeats "was one of
those whose history is the history

of their own time, who are part of the consciousness
t2

of an age which cannot be understood without them."'' He was, Eliot affirms, "the
greatest poet

of our time- certainly the greatest in this

able to judge,

in any language." Fellow

have found the great

far as I am

scholars in the Yeats Society of Japan, you

lyricist in the poetry, the great avant-garde dramatist in the plays,

the great critic in the non-fiction prose.

I urge you now to discover in

intellectual and moral character on which much

believe," Yeats wrote
censorship

language, and so

of his

greatness

to an editor when George Moore

the letters the

silently relies. "I

proposed ecclesiastical

on the theatre, "I believe that literature is the principle voice of

conscience, and that

it is its duty age after age to affirm its morality

the

against the special

moralities of clergymen and churches, and of kings and parliaments and peoples" (CL3,

I l9). tt is only in his letters, in his declarations

about human values and artistic

principles, that we have such direct experience of Yeats's integrity as an artist, of his
unwavering certainty of his role as public letter writer, of his character as a humanist. I
have always thought Yeats a great poet, but his letters have brought me to know him a
great man.t'

ENDNOTES

1)

Quotations from Yeats's letters and accompanying annotations in this essay arc from The

Collected Leuers

of

W.B. Yeats. Vol.

III

(1901

-

1904), ed. John Kelly and Ronald

Schuchard (Oxflord: Clarendon Press, 1994), abbreviated CZ3 in the the text.

2)
3)

The Colkcted Plays of W.B. years, New Edition (New York: Macmillan,l953),

"Yea!s,"

it

On Poetry and Poets (New York: Noonday Press: Farrar, Straus

p.7l

&

.

Giroux,

1e61), p. 308.

4) A version of this essay

was delivered as a lecture to the Yeats Society

November 1996, in the Chuo University Anniversary Hall, Tokyo.
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三 つの顔 を もつ女神
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The Only Jealousy of Emer

l: -" l, \ (

原

田 美知子

序

『 エマー のただ一 度 の嫉妬』 とい う話 は もともとアイル ラ ン ドに古 くか ら伝 わ
′
α麟 げ
り 、 ク フ ー リ ン (Cuchulain)伝 説 を ま と め た L“ y Gregoryの 働
“
“ の鳥 を
″ ″ ″″ も収録 されている。 それによれば、金の鎖でつ ながれた二羽
“ `た `に
捕 まえ よ うと して失敗 した クフー リンの夢 の 中 に二人 の女性 フ ァ ン ド(Fand)と 妹
のラバ ン (Liban)が 現 れて杖 で交互 に彼を撫 で ると、クフー リンは魔法 にかか り全
身 か ら力 が抜 け床 に臥 して しまう。一年後、愛 の師匠 ア ンガス (Angus)の とりな し
によ リク フー リンは ラバ ンと再会 し、夫の戦 を手伝 ってほ しい と頼 まれ ると同時
に、彼女 の姉 フ ァン ドが想 い を寄せてい ると聞か され る。一度 は断 った ものの ク
フー リンは結局神 々の国 へ渡 り戦 ったの ち、 ひと月 そ こで フ ァ ン ドと幸 せな生 活
を送 った。 その後 もしば しば フ ァン ドと逢瀬 を重 ねたので、妻 エマー (Emer)が 夫
を取 り返 そ うと二 人 の ところへ や って くる。 フ ァ ン ドが身 を引 き海神 マナナー ン
(Manannan)と 去 って しま ったため クフー リンは正気 を失 いか け、 ドルイ ド僧 の調
合 した忘 れ薬 をあてがわれてようや く元 に戻 ることができた、 とい う三角関係 の
οッ げ 島 ′を執筆す るにあた り、クフー リ
物語 だ った。 イ ェイツは 動θO″ タルα′
“
“
ンの恋人 であ る もう一人 の女性 エヘ ナ・ イ ングバ (E ne lnguba)を 加え て三 角関係
「そこ
を四角関係 に作 り変 えた。作 り変 えたか らにはそれな りの理 由があろうが、
い
には伝記 的 な含 みが読 み取 れ る」 程度 の指摘 しか これ までな されて こなか った。
「伝記的な含 み」のせいで作 品鑑賞 がつ ま らな くなるかのように。 しか し、その合
みが逆 に作 品 の面 白 さを際立 たせ、一 層興味深 い ものに して くれ る場合 もあるの
ではないか。本 稿 では これ まであま り取 り上 げ られ ることのなか ったエヘ ナの存
在 に注 目 して、 この登場人物 の意味す るところを探 ってみたい。
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アルバ (現 在 のス コ ッ トラ ン ド)の 地 で修業中に女傑 イーフ ァ (Aoife)と のあいだ
にできた息 子 を我 が子 と知 らず に殺 して しま った クフー リンは、半狂乱 にな り海
を相手 に戦 った。浜 か ら貧 しい漁師の家 に運 び込 まれ た仮死状 態 の クフー リンを
妻 であるエマーが見守 るなか、クフー リンの恋人 エヘ ナ・ イ ングバ が登 場 して 賜

`

οッ げ 働
0″ ヶJ“ ′

′は始 ま る。恋人が優 しく呼 びか ければ夫 は息 を吹 き返すか
“
“
も しれない と考 えたエマーが 、 クフー リンを生 き返 らせたい一 心 か らエヘ ナを呼

び寄 せたのであ った。 エ マーの指 図 どお リクフー リンの くちび るにキス したエヘ
ナは、なにか邪悪 な霊が彼 のか らだに宿 っているのに気 づ く。 どこか ら何 の 目的
で 来 たか を エ マ ー に尋 ね られ た霊 は、争 いの種 を まい て歩 く妖 精 プ リク リウ
(Bricriu)を

名乗 り、エマー と取 引す るために来た ことを明かす。 クフー リンを救 い

たいな ら、引 き換 え に大切 な もの を失 わなければな らない。妖精 に さらわれた妻
や子供 を取 り戻 す ために、漁 師 が生活 に欠 かせない舟 や漁網 を手放 した よ うに。
そ して、
「 いつか どこかで炉端 に夫 と二人 して腰掛 け、昔 みたいに心 を通わせ たい」
と願 うエマーが その希望 を捨 て去 れば、 クフー リンは蘇生す る とプ リク リウは告
げ た。 エマー は要求 に応 じよ うと しないが、プ リク リウの手 が彼女 の 目に触 れた
途 端、海 の向 こ うか ら来 た妖精 フ ァン ドと語 らう夫 の姿 が見え る。
Who is it stands before me there
Shedding such light from limb and hair
As when the moon, complete at last

With every labouring crescent past,
And lonely with extreme delight,
Flings out upon the fifteenth night?

「 弦月をめ ぐって とうとう完成 した十五夜 の満月 の ように、全 身 か ら光 を放 ち私
の前 に立 つの はだれか」 と問 うク フー リンに、まだ 自分 は完成 していない とファ
ン ドは答 え、その仕上 げに彼 の愛 を求 めた。

Could you that have loved many a woman
That did not reach beyond the human,

Lacking a day to be complete,
15

Love one that, though her heart can beat,
Lacks it but by an hour or so?

「完全 になるには一 日足 りな くて人間を超 え られぬ女 た ちをた くさん愛 してきた
あなたは、心臓 は脈 打 つ けれ どもあ と一 時間 そこそ こで完成す る者 を愛 して くだ
さい ますか ?」 と。妻 エ マーの思 い出か らなかなか逃れ られない クフー リンを、自
分 とキスを交わせば「美」 の最大 の敵 であ る「記憶」 もた ちまち消 えて しま うと
フ ァ ン ドは説得 し、いよいよ二人連れ立 って海 の向 こ うの妖精界 へ赴 く寸前 に、エ
マーが夫 の愛情 を得 る権利 を永久 に放棄す る。す ると、 エヘ ナの腕 に抱 かれてい
た クフー リンが息 を吹 き返 し、い とお しむよ うに妻 ではな く恋人 の 名を呼 び、幕
とな る。
劇本体 をみた限 りにおいては、エヘ ナ・ イ ングバ は漁夫 の利 を得 た ような存在 で
しか な く、たい した重要性 を見出せない。 しか し、Иrrた Hα ″たも蒻 ′や他 のい く
`′

つ かの戯 曲同様 に、 この劇 にはプ ロロー グとエ ピロー グがつい ていて、歌 にこめ
られた意味を探 ってい くにつ れ印象は異 な って くる。
，
』

まず プロロー グで は、女性 の美 につ いて語 られ る。

A woman's beauty is like

a

white

Frail bird, like a white sea-bird alone

At daybreak after stormy night
Between two furrows upon the ploughed land

A strange, unserviceable thing,
A fragile, exquisite, pale shell,
That the vast troubled waters bring
To the loud sands before day has broken

第 一 連 では「女性 の美 しさ」 を「嵐が去 った明け方 に畑 の畦 に舞 い降 りた弱 々 し
い 白い鳥」 にた とえ、次 の連 では「荒波 が夜明け前 に砂浜 に運 んで きた壊れ やす
力ιHα ″たヽ″
い精妙 な白い貝殻 」のイメー ジを用いて表す。 1921年 に、И′′
"、
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物ι

Dκ α″j″ gげ ′
力θ′ο″ 、 Ca′ ν
αッ と合 わせ、Fο ″P′α
ys力″Dα ″ rsと 題 して出版 さ
“
“
“
れた際 に付 けた註のなかで、イ ェイッは女性 の美 が どうい う性質 の ものか、 また

その歴史 について 自分 が信ず ることを 動θO″ ゥルα′
ο ッ げ &“ ′に表現 したと語 っ
“
ている。 さらに、それはル ネサ ンス期 の教養人 の理想 を説 いた 動
″たrの 著者
`の “
Castiglioneが 、肉体美 を「魂 の勝利を表す戦利 品 か記念 品」と呼ん だことに相通ず
ると も言 う

2)。

この観点 か らプ ロロー グを解釈す る と、
「死」を意 味する夜 に肉体 を

離れ た「魂」 は、世代 か ら世代 へ と伝 わ ってい く大 いなる記憶 、すなわ ちユ ング
の集団的無意識 に相当す るよ うな「 アニ マ ●ム ンデ ィ」の海 を渡 り、夜明けとと も
に「現世」 の丘 に辿 り着 き「 白い鳥」 と「 白い貝殻 」 にな って再生 した。変転 す
る過程で魂 の得 た ものがす べ て、美 に転化 されてい る。「鳥」が「嵐」に打 たれた
よ うに「貝」 は「荒波」 に揉 まれていて、大 きな試練 を経 て再 生 した魂 こそ、美
しい女性 を形 づ くる ことが 暗示 され る。 しか し、地上 の美 は「 弱 々 しく」 て「 拶
い」。
ところで、 い ったい これ は何をあるいはだれを歌 った ものだ ろう。長い年月 を
か けて完成 され た芸術品 に限 りな く近 い けれ ども現 世 を超越 で きないこの世 の美
とは、 フ ァ ン ドのセ リフを借 りれば「 完全になるには一 日足 りな くて人間を超 え
られぬ女 た ち」の一人であ るエヘ ナ・ イ ングバ の美 しさを表現 した ものといえない
か。
プ ロロー グに対 して、 エ ピローグでは

Why does your heart beat thus?
Plain to be understood,

I have met in a man's house

A statue of solitude,
Moving there and walking.

「心臓が脈打つ孤独の彫像が、家の中を歩 く」超 自然的なイ メー ジが現れる。 こ
れは先程挙げた「心臓は脈打つけれどもあと一時間 そこそこで完成する」とい う
セ リフか ら推察できるように、 この世な らぬファン ドの美を歌 った ものとふつ う
考え られている。 プロローグやエ ピロー グに関 しては、劇本体 の内容からかけ離

れたものとみなす批評家もいれば(Peter

Ureソ 、すばらしい詩になっていて舞台の

雰囲気 づ くりに役立 つ と高 く評価 した り(F.A.C.Wil∞ ■)° 、全体 のテーマを凝縮 し
た ものである (John Pees Moore)'な どな ど、意見 は さまざまである。見解 の ちがい
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″にイ ェイ ツの思想体系を著 したИ Иsわ ″の関わ りを
は、 ルθO″ タル″οッ げ E″ ι
“
どの程度認 めるかに もよるが、筆者 は プ ロローグ、 エ ピローグが劇 作品 の大切 な
ο ッ げ 島″′を読
りJ“ ′
“
み解 くうえで貴重な手 がか りにな ると思 う。И Иs,ο ″が一冊の書物 と して世 に出た

一 部 を成す と考 えたい。 そ して、И Иsjο

"の

哲学 は ル

`0″

の は 1925年 の こ とで、戯 曲 が 発 表 され ただ いぶ 後 にな るけれ ど も、 動

`0″

ケ

ルα′
οッ げ 助 α につ けた註 のなかでイ ェイツ 自 ら「 人間の 目に見 え る最上 の美 を
“
備 え るのは第 14相 か第 16相 であ って、第 15相 の究極 の美 はふつ うな ら目に見 え
な い 」 (The invisible ifteen incarnation is that of the greatest possible bodily beauty,
and thc burteenth and sixteenth those of the greateSt beauty ViSible tO human eyeS・

)と

述 べ ている事実 か らも、この作品を執筆 中 にИ Иs:ο ″に描 かれている人間精神 を動
かす四 つの機能 と呼ばれ る意志 、仮面 、創造心 、運命体 の特徴 に従 って 、月 の 満
ち欠 けの 28相 に特定 の人物 を位置 づ けて い く作業 をすで に進 めていた様子 が窺 え
る。
う
０

3600ペ ー ジ以上 にわたるИ Иttο 草稿 (以 下 、ノー ト)の 約四分 の三 が個人的 な
“
″
問題 に費や された ものであ った ことが 、十年前 G.M.Harperの 研究書 動
`滋 辱 げ
°
たarsヽ И Иおわ″'に よって明 らか に された 。 それ によれば、妻 (George)が 自動 筆
記 を始 めた頃、 イ ェイツはち ょうど能 の形式 による新 しいクフー リン劇 を書 き始
めていた。構想 はだいぶ前か ら練 っていたようだが、
「最近感 じたあ る こと」が そ
・ グ レゴ リー に送 ってい る。
の戯 曲 に反映 されているとい う内容 の手紙 を レイデ ィ
「最近感 じたあること」とは、もちろん ジ ョー ジの 自動筆記 を通 して得 た一 種 の啓
示 を指す。 自動筆記 は、 イ ェイ ツの質 問 に ジ ョー ジの手 を、の ちには口を借 りて
教示者 が答える形で行われた。 当時 イ ェイツの心 を占めていたのは、二人 の女性
の幸福 についてであ り、彼女 た ちに対 して 自分 は何 をなすべ きか思案 に暮 れて い
・ ゴン(Maud Gonne)と その 娘
た とぃ ぅ 二人の女性すなわ ち妻 ジ ョー ジとモー ド
7)。

イ ーズル ト(Iseult)を それぞれ に裏切 って しま った という自責 の念 に駆 られて落 ち
込 んでいたイ ェイツは、特 にモ ー ドを母親 に もち、 ジ ョージと歳 が一 つ しか違 わ
ないイ ーズル トが無気力 に陥 ってい るのをみて、罪悪感 に苦 しんだ ら しい。 その
よ うな状況で、 自分 と二人 の女性 が お互 いに与 え合 う影響を自動筆記 によ って探
ο ッ げ D“ rを 作 り上 げてい った過程 が、この草稿 を読 む と
りなが ら動ιO“ ヶJω ′
“
わか る。
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まず、イ ェイツは四人 が月 の どの相 に属 すかを考えた。 そ して、人 間 に許 され
る最大 の美 が可能 になる第 14相 と第 16相 に、イーズル トとモ ー ドを置 いた。第 14
相 と第 16相 のちがいは、前者 が憑かれた人 間なのに対 し、後者 は何 にで も積極 的
に関わ ってい く点である。 ところで先 に、 プ ロローグが エヘ ナを意識 して書 かれ
た可能性 に触れ たが、 1918年 1月 7日 の ノー トには、まさに「鳥」と「貝殻」は彼
女を象徴 した ものであるとは っきり記 されている°
。第 15相 に一 日足 りないエヘ ナ
の美 と第 14相 のイーズル トの美 しさが重 な り合 う。 仮死状態 にな った クフー リン
とプ リク リウの力 を借 りた エ マ ーが 目に した妖精 フ ァ ン ドの 美 、す なわ ちエ ピ
ロー グに歌われた超 自然 の美 は第 15相 とい う ことにな るが、そ こに歌 われている
・ ゴ ンを思わせ る。
姿 はモ ー ド
「 心臓 が脈打 つ孤独 の彫像」 といえばす ぐに浮かぶ
のは、 イ ェイツが彼女 と初 めて会 った ときの 印象を綴 った一 節 だ。

in that day

she seemed a classical impersonation

of the Spring, the Virgilian

commendation 'She walks like a goddess' made for her atone.')

Joh■

0'Learyの 紹介状 を携 え、初 めてイ ェイツ家を訪れ たモ ー ド
・ ゴ ンを、
「春 の

古典的 な化身」 にた とえ、 ヴ ェルギ リウスの「歩 く姿 は女神 の よ うだ」 とい う賛
οツ げ
辞 は彼 女 だ けの ため にあ った 、 と語 るイ ェイ ツは さ らに、 2`0″ ヶルα′
“

D“ ′執筆 と時を同 じくして書 かれたエ ッセイの中で、

her face, like the face of some Greek statue, showed little thought, her whole body
seemed a master-work

of long labouring thought.'o'

「彼女 の顔 はギ リシャ彫刻 の よ うで、か らだは意匠を凝 らした傑作である」 と描
写 した。 また、詩 `Bea

ful Lofty Things'で は、ホ ウス駅 で汽車 を待 つモー ド
・ゴ

ンの「 ま っす ぐな背 と尊大 な顔 」に女神 アテナの像を重ね合 わせている。 ハ ーパ ー
は、イ ェイ ツが作品 の 中での み、人 間ではあ りえない完全美 の位相 にモ ー ドを置
くことがで きたのだろ うと解説 してい る‖
)。

4
ノー トの中でイェイツは、 ル

οッげE″
おける登場人物 と自分 の
ヶ力α′
`rに
“
人生に深 く関わった女性 が、それぞれ意味を もち、つながっていることを示す。 イ
`0″
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ェイツ 自身 は第 17相 だが 、彼 の alteF egOは 第 12相 で英 雄 クフー リンの相 と重 な
・ グレ
る。 ジョー ジが第 18相 であ るのに対 し、エマーは第 24相 で これ は レイデ ィ
ゴ リー と同 じ相 だが、実際 は ジ ョー ジが 自分 が表立 つの を避 けて 24と い う数字を
あてはめ た といわれ る。 クフー リンの相は、エマ ーが属す る月 の相 に思想 の上で
影響を受 けるが、それ は芸 術 の原理 ではありえて も、魂 の原理 ではあ りえない。 つ
ま り言 い方 を換 えれば、人間 の範囲を超えた妖精 に誘 われて この世 か ら消えて し
まえば、魂 の完成 はあ って も、芸術 の完成 はあ りえな い ことを意味 していると思
われるが、これは クフー リンの、あるいはイ ェイツ 自身 の考 え とい うよ り、エマー
すなわ ちジ ョー ジの思想 を反映 していよう。 モー ドとの相性 を盛ん に聞 き出そ う
い あ る相 との
と したイ ェイツに対 し、教 示者 が答え ていうには 、
接触 と非凡 な創
「
造的才能 は相容れ ない、なぜ な ら接触 のあとに魅力 は失 われ」 て しま うか ら、そ
して「 もしク フー リン (イ ェイツ )が フ ァン ド(モ ー ド)を 退 けなか った ら、彼 は 自
分 の相をはずれ た間違 った世界 =夢 の世界を さまよう」結果 を招 く。満 た されない
・グ
欲求 こそが創造 へ の拍車 になるとい うのだろう。 1917年 11月 3日 付 レイデ ィ
ο ッ げ E"`′ は翌年 1月
レゴ リーヘの手紙 において初 めて言 及 された 動θO″ タルα′
“
14日 に一応 の完成 をみ た。 しか し、その後 も象徴的、神話 的意 味 は拡 が りをみせ、
この作品を通 してイ ェイツが 自分 と二人の女性 を原型的な性質 を帯 びた四者 と し
て考 えるよ うにな った ことが 14日 以 降のノー トか ら窺 え る。 それを表 に した もの
が次 である。
Names

Roles

Phases

Elements

Virtues

Yeats

Cuchulain

12

Earth

Heroic

Iseult

Eithne

14

Water

Good

Maud

Fand

16(15)

Air

Beautiful

George

Emer

18(24)

Fire

True

プラ トンの真 、善、美 や、二 つの顔 を もって現 れ るケル トの女神 が思 い浮 かぶ。
ο ッ げ 肋 α はプ ロロー グとエ ピロー グ も含 めて考 え るな ら、二人の
タルα′
“
女性が同 じくらいの力 で釣 り合 いバ ランスが とれてい る。三者 はめいめい性 とも
動

`0″

い うべ き月 の相 を背負 いなが ら、それに従 った生 き方 しかで きない。 このよ うに、
イ ェイツは 自身 を取 り巻 く二人 の女性 との四角関係 を個人 の レベルに留 めず、宇
宙 の法則 にまで発展 させてい ったのである。
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結び

詩 `Owen Aherne and his Danccrs'は 、 1917年 10月 イ ェイツが ジ ョー ジと結婚 した
直後 に書 かれた。 そ こにはイーズル トにプ ロポーズ した 自分 を嘲笑 し、妻 となっ
た ジ ョー ジを哀れ むような、 なん ともいえない憂欝 な雰囲気 が漂 う。
1low could she lnate with fifty years that was so wildly bred?
L′

et the cage bird and the cage bird rllate and the wild bird nlate in the wild.

野 性 的 に 育 った 娘 が ど う して五 十 男 と一 緒 に な れ よ う ?

篭 の鳥 は篭 の鳥 と、野性 の鳥は野性 の鳥 とつがわせよう
ところが、この詩 が書 かれて何 日もしない うちに レイデ ィ・ グ レゴ リーに宛 てた手
紙 に、妻 ジ ョー ジの 自動筆記 に よ って緊張 と不安 か ら解 き放 たれ、幸福感を味わ
っている様子 が報告 され るゆ。 さらに、すでに掲 げた 動
″に
οッ げ E″ θ
タルα′
`0″
“
言及す る 1917年 11月 3日 付 けの手紙 が続 く。 これ らの経緯 か らみて も、 動
′
ッ
`0″
カ″0“ ッ げ E″ α は イ ェイツの人 生 における重大 な転 機 に作 られ ていて 、単 にエ
マー とファン ドの措抗 をテーマ に した作 品 と して片付 け られない。 当時 イ ェイツ
が一 番心 を痛 めていたイーズル トの姿を、妻 ジ ョー ジの助 けを借 りなが らエヘ ナ
・ イ ングバ に投影 し、プロロー グでその美 しさを歌 い あげ、彼女の腕 の 中で クフー
リンを生 き返 らせ ることによ って 、作者 自身 が救 われ てい るよ うに思 えてな らな
いので ある。
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ハ ランをめ ぐる二人 の男 た ち」 に基 づ く。
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´
説滋 Kj″ ο″ο劇 こ Dい て

鈴 木 雅 恵

Yeatsは 1927年 に 書 い た Gore‐ Booth姉 妹 へ の 追 悼 詩 “
In Memory of Eva
Gore‐ Booth

and Constance Markievicz"に お い て 、

The light ofevening, Lissadell,
Great windows open to the south,

Two girls in silk kimonos, both
Beautiful, one a gazelle.')

と、彼 の青春 の思 い 出の 中の姉妹 の美 しさと優雅 さの称 えなが ら、深窓 の令嬢 だ
った彼女 た ちが後 に政治 0社 会活動 にに身 を捧 げたのはその美 しさの浪 費 であ っ
た、と嘆 いているよ うである。彼が繰 り返 し追想す るのは「 絹 のキモノ」を着 て、

LisadeHの 館 の大 きな窓を背景 に、額縁 の絵 のよ うに彼 の記憶 におさまっていた、
二 人 の娘時代 である。 そ して若 き姉妹 を「荒 れ狂 う秋 の風」 がいかに変貌 させ た
かについては手厳 しい表現 を用 いてい る。

But a raving autumn shears
Blossom from the summer's wreath;

The older is condemned to death,
Pardoned, drags out lonely years

Conspiring among the ignorant..

I know not what the younger dreamsSome vague Utopia

-

and she seems,

When withered old and skeleton-gaunt,

An image of such politics...

HfuA

Ii

EWa

Constance Markievicz (1868

-

1927)

lt**0]-fdtfrt'fr - l:lEa t *

りで知 り合 ったポー ラ ン ド貴族 と結 婚 し、一旦 は伯 爵夫人 としての優 雅 な生活 に
入 るが、 1916年 の復 活祭蜂起 の時 には副参謀・ 大尉 と して として銃を持 って戦 い、
五 回 の投獄 の末、下 町 の病院の大部屋 で亡 くな ってい る。Yeatsに その詩才 を認 め
られていた妹娘 の Eva GOFe‐ B00th(18η -1926)の 方 は平和主義者 ではあ ったが 、
後 に Esther Roper(1868-1938)と 共 にイギ リスの労働者 階級 の間 に入 り、生涯を婦
人参政権運動や社会事業活動 に捧 げて いる。 Yeatsは 貴族 の館か ら大衆 の中へ入 っ
て い った彼女 たちの後半生 における情熱 に対 して「無 知 の輩 との共謀」、「何か漠
然 と したユー トピア」 と、ほとん ど嫌悪 に近 い感情 を示 し、二人 の外観 の変化 を
悲 しみ、哀れんでい るようである。 その裏 には彼女 た ちの運命 の変化 には 自分 の
与 えた影響 もあ ったか もしれない、 とい う思 い もあ ったのであろう。
勿論、Yeats作 品を愛好す る現代 のアイル ラ ン ド女性 の多 くは、姉妹 の後半生 に
同情 を寄せ るよ りは、時代 と環境 による制約 を超 えて生 きようと した人間 と して
共感 を寄せ ることが多 いだろ う。 また、 Ycatsの 追憶 す る「絹のキモ ノ」を まとっ
た 乙女、 とい うイ メ ー ジは、特 に 日本人読者 にとって、他者 に「見 られ る」対象
に徹 した、伝統 的 で受動的な女性 を想起 させ やす いが 、西洋人 にとっては必ず し
もそ うとは言 い切れ ない。

1995年 8月 に 、 Sligoを 拠 点 とす る劇 団

sDHEに

よ って上 演 され た 劇 ,比

κじ
″ο″の は、そ う した現代アイル ラ ン ド女性 の視点 か ら「 キモノ」を女性 の身体 と
精神 を西洋 の伝統的な価値観 か ら開放す る もの と して捉 え直 し、Yeatsの 詩を立体
化 した ものであ った。
本論 では劇団 SDHEの 創立 メンバ ー であ る Maggie Wadeと Mary Brmieyの 二人
が Yeatsの 詩 にイ ンス ピレー シ ョ ンを得 て共 同執筆 した戯 曲 Stt Kj″ ο″οsを 紹介
し、特 にその上 演 にあたって Constan∝ と Eva姉妹 の「 内的 な力 と自由の精神」の
象徴 と して舞台 中央 にかけられた「 キモ ノ」 と、姉妹 の霊的交流を表 わす為 に設
け られた舞台上の conve

onで あ る “Dream Space"の 創造 に注 目 しなが ら、 SDHE

の演 出意図を探 っていきたい。
劇 団 SDHEと Stt κhO″Osの 上 演
,′″κ″ο
″οsは

1995年 春 に Maggie W“ e、 Marianne Fahy、 Mary Branleyを 中心

に結 成 された劇 団 SDHEの 旗揚 げ公 演 で、 Sligoの 小劇 場 The Factoryに お いて 8月
Constance"の 役を演 じ
15日 か ら20日 まで上 演 された。脚 本・演 出を担当 した上 で “

た Maggie W“ eは Dublin生 まれの女優 兼作 家 で、 1988年 には 自作 自演 の一 人芝
αを Edingburg Theatre Festivalに 出品 してい る。 また、
ο′
居 、 Z力 θИ″ r″ ο
rИ ′
“ “
“
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・ ワークショップでは Z″
1993年 の Yeats Summer Schoolの ドラマ
E″

を

2,、

1994年 の 同 ワ ー ク シ ョ ッ プ で は

`′

Z力 C Lα

`0″

″渤 あ ッ げ
“

′'s Ddraを 、 そ れ ぞ れ
′げ ″ ″

“

“

Eva"の 役 を演 じた Marianne Fahyは Sligo生 まれの小学校教員 で、
演 出 して い る。“
Dublinで プ ロの女優 と して何度 も舞台 に立 って い るが、Maggie Wadcの 演 出 した
前述 の二つの Yeats劇 の ワー クシ ョップに も特別 出演 している。 Maggie Wadeと 共

Kレ ο″οsの 脚本を共 同執筆 し、舞台監督 を担 当 した Mary Branleyは 、 Boston

に
'″

や Londonに 留学 して詩 や小説 を発 表 した後 、現 在 は生 まれ故郷 の Sligoで 教 師を
している。彼女 も、Summer Schoolで の 2回 の Yeats劇 の ワー クシ ョップに舞台監
督 と して関わ っている。 メ ンバ ー にはそれぞれ、プ ロの役者・ 作家 と しての実績 が
あるが、 SDHEは ある意味では Yeats劇 のワー ク シ ョップを母体 と して生 まれた劇
団 ともいえ る。
戯 曲 Sitt κ″ο″οsは Yeatsの 詩 の ほ か 、 乃奮0″ ι

`能

rsげ の 庇 SS MattJν

:α

“
(ed.Esther Roper,publshed by Longman's Green&Company,1934)な どの伝記 的資
3ο ο
′
力(Longmans,1929)な どにあ る Evaの 詩を題材 に して
料 、Pο sげ E"Cο ″‐
`″

bio― mythography''と 銘打 たれた、9場 か ら成
姉妹 の二十年 間の心 の交流 を扱 った “

る劇 であ り、基本的 には二人芝居 と して上演 され ことが前提 とな っている。 1995
年 の Factoryで の上演では劇 冒頭 で Constan∝ の棺 の前 に立 つ Fianna Boysを 地元 の
少年 二人 が演 じ(5分 間立 っていただけだ ったが )、 舞台監督 と音響効果を担 当 した
Mary Branleyが Constanceと Evaが 婦人参政権 運動 の集会 で演説 す る場面での聴衆

の声 を入 れ たほかは全 て前述 の Maggie W“ e(Con"an∝ )と Mariannc Fahy(Eva)に
Helena Molo■ ey"と い った姉妹 の 回想 の
Esther Roper"、 “
よ って演 じられていた。“
中 の登場人物 や、英国軍人、看守 、看護婦 とい った端役 も、す べて二人が こな し、
眼鏡 や帽子 とい った小道具 の変化 や、歩 き方 の違 いにだけによ って演 じ分 け られ
ていたのだが、彼女 たちの演技力 はかな りの水準 に達 して いた といえよう。上演
中 は舞台 中央 に二着 のキモノが常 に飾 られ、その前の空間が “Dream Space"と 名づ
け られてたわ けだが、まず空間 の使 い方 と劇 全体 の構造 について見 てみよ う。
劇 の構造 と Dream Spaceの 創造
sは 、 1927年 の Constanceの 葬 儀 の場を前年亡 くな った Evaの 霊 が
劇 SJ′ ■κj″ ο″ο
訪 れ ると ころか ら始 ま り、生前 の姉妹 にとって人 生における最 も重要な い くつ か

の場面 が水 晶玉 にあたる光 の反射 の よ うに舞台上 に蘇 り、最後 は Gore‐ Booth姉 妹
と現在 の SHgoに 生 きる役者 たちとの結 びつ きを暗示 して終 わ る、という構成 にな
ってい る。各 エ ピソー ドは姉妹 の伝記 的事実 にほぼ忠 実 であ るが、勿論、劇 の進
25

行はア リス トテ レスの三一致 の法則からは大 きくはずれ、次のような時と場所 と
筋から成 っている。
第 1場

Dublino COnstan∝ の棺 の前 に立つ Evaの 霊 (1927年

第 2場

Dublin。

さらに Conの 同志 の妻 を見舞 う Eva。 (1916年
第 3場

)

復 活祭蜂起 で銃を取 る Cono Conの 逮捕。獄 中の Con面 会 し、
)

DFumCliffで 開 かれ た婦人参政権運動 の集 会 で演説 をす る Conと Eva。
Esther Roperと Evaの Manchesterで の 出会 いの回想。 (1896年

第 4場

:

)

獄 中 で 滝 の絵 を描 くCono Londonの 自室 で詩作す る Eva。 (1920年 前
後)

第 5場

Lissadenの 居 間でキ モノを着 ては じゃぐConと Evヽ 客人 Yeatsに つい

ての噂話。子供時代 の回想。 Evaと 亡 き祖母 との霊 的交流 の話。 (1895
年以前 )
第 7場

Evaへ の手紙 に 自作 の詩を添え る Con。 婦人解放運動誌 Urmiaの 記事 を
読み上 げる Eva。 ある時 は獄中か ら、またあ る時は Estherと なって Eva
に唱和 す る Con。 (1920年 前後 )

第 8場

病室 で意 識 が混乱 した まま復活 祭 蜂起 の 時 の女性 た ちの活 躍 を語 る
Con。

第 9場

:

(1927年

)

Conの 魂 を連れ去 る Eva。 舞台奥 のスク リー ンに古代か ら現在 にかけて
の背景 の前 に立つ役者 たちの姿 が スライ ドで映 し出 され、二人の魂 が
古代 か ら現 代 にか けての女性 たちの霊 とつ なが ってい る ことを表す。

これを図式化す ると図 1の よ うな楕円形 に描 くことがで きる。
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イ
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い
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話
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の回 想
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図 1
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パ
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タ
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ン
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前述 の Yeatsの 詩 の最終連 にある、

The innocent and the beautiful
Have no enemy but time

の二 行 を意識 してであろう、劇 の各場面をつ な ぐのは “Dream Space"と 名づ け ら
れ た 、「 時」 に支配 され ない空 間 であ る。 その 名前 の 由来 は お そ ら くは獄 中 の
Constanceが Evaに 書 き送 った手紙 の中 に頻繁 に出て くる、 “
Look up in your dream
book'''と い う謎め いた言葉 にあ ると思 われ るが、卜
書 きによると、 これは劇 中では

Evaの 霊 が最初 にナ レーターと して立 つ 、舞台 中央 の空間で、魂 が思 い出を語 った
り、姉妹 が霊的交流を行 った りす る場、とい う設定である。舞台右手 には Evaが 詩
や手紙 を書 く為 の机、椅子、本棚 な どが固定 され 、また、右手 には Constanceが 絵
を描 く為 のカ ンバ スが置 かれていたのだが 、登場人物 の魂 が 肉体 に納 ま っている
とい う設定 の時 は、役者 は舞台 中央 での演技 を避 け、舞台 の左右 どち らか寄 りで
演 していたようである。第 1場 の 冒頭では舞台 中央 に置 かれていた Constanceの 棺
は、次 の 瞬間には横倒 しにな って復活祭蜂起 の時 のパ リケ ー ドとな り、裏向 きに
されて牢獄 や病院 のベ ッ ドとな り、場面転換 のための重要 な道 具 とな っていたが、
何 よ りも、役者が意 図的 に舞台 中央 を ク ロスす ることが「 時」 が流 れて場面が変
わ るとい う合図であ った。舞台 中央 の後 ろの方 には衣 紋か けの よ うな ものが あ っ
て、そ こにそれぞれ竹 とか もしか の図柄 を刺繍 した二着 のキモノがか けてあ り、全
体 と しての舞台背景 の よ うな役割 を果 た していたのだが、劇 の 中核 となる第五場
の 冒頭 では、Constanceと Evaが これ を羽織 って登場す る。続 いて Lissaden屋 敷 の
近 くで bluebenの 花 を摘 む、二人の子供時代 の回想 に入 り、 Evaが 亡 くな った祖母
の 霊 魂 の 存 在 を最 初 に感 した 時 の こ とが ナ レー シ ョ ンで 流 され る の だ が 、
Constanceの い うと ころの Evaの “
dream book''の 中心 にあるのが こう した体験 なの

だろ う。以後、二人 は、 時間 と空 間 の隔 た りを超 えてつ なが りを持 つ ことになる
のだが、ここで 劇中姉妹 の「 内的結 びつ きと 自由の精神 の象徴」とされている「絹
のキモ ノ」 について少 し考察 してみよ う。
「 キモ ノ」 の象徴性
まず、
「 キモノ」 (た れο″ο)と い う言葉が西欧で使 われ るよ うにな ったのは 19世 紀
末 にな ってか らであ るが 、大 まか に分 けると次 の三通 りに使 われてい る
1.主 と して江戸末期以降 に輸 出 された 日本 の絹 の着物
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:

2.日 本 の着物 の影響 を受 けた、 ゆるやかな室 内着 や コー トで、 日本 に特注 され

た もの
3.「 キモノ
・ ス リー プ」など、 日本 の着物 の袖付 けの よ うに直線的で、欧米 の袖

つ け とは異 なる裁 断方法 を取 り入れ た洋服 のデザ イ ン

4)

C)】

EI)1こ

は ``A troupe of geisha dancing giris...dressed in pink,日

ower― variegated

kimonos."と い う、 1894年 の用例 が 出て い る。 これ以前 に もすでに 17世 紀 に 日本

の真綿入 りの夜着 か らヒン トを得 てイ ン ドで生産 されたオ ラングの男性 むけ室内
着「 ヤポ ンセ・ ロ ッケ ン」があ ったが、女性 の絹 の「 キモ ノ」 (kimono)が 西欧 に本
格 的 に紹介 され たの は西洋美術 の古典主義 がゆ らぎ、風 景画や静物画が重要視 さ
れ、豊 かな 自然表現 を見せる 日本 の美術 に関心が集 ま って大量輸入 され た時期 で
あ った。 モ ネやホイ ッスラーが絵画 に着物姿 の女性 を描 いたことは有名 であるが、
1903年 には川上音次郎一座 と共 に ロン ドンやパ リの舞台 に立 って絶賛 された川上
貞奴 の着物姿 にあやか って、オペ ラ座 41番 地 の くオ ー・ ミカ ド>か ら「キ モ ノ
・サ
ダヤ ッコ」 (Kimono Sada Yacco)な る室 内着 が売 り出 されている。十九世紀末か ら
二 十世紀 の始 め にか けては日本 の上流階級 の女性 た ちが洋装 に 目をむけ、そ こに
封建制 か らの開放 を見ていたわけだが、同 じ頃、コルセ ッ トで身体を締 め付 けられ
ていた西欧 の上 流階級 の女性 たちは「 キモ ノ」 に異国趣味 と同時 にゆるやかな開
放性 を見 出 し、社会 的制約 の少 ない室 内着 と して受容 してい ったよ うであ る。 コ
ルセ ッ トで身体 を締 め付け、
過剰 な装飾 を付加 した服 装 に身体 を合わせ るようにを
強要 されていた西欧上流社会の女性 たちにとって、素材 の しなやか さを重視 し、着
る もの を身体 に合 わせ るとい う発想か ら直線 的な裁断 とゆ とりある布使 いをす る
「 キモノ」は新鮮 であ った らしい。小 さな花柄 や扇、花 鳥鳥風 の模様をあ しらった
武家社会 の小袖 な ど好 んで輸入 されてそのままガウ ン風 に着用 され るほか、 コー
トや ドレスと して仕立 て直 されたの もこの時期 である。 また、
「キモノ」のゆと り
あ る布使 いや直線断 ちを参考 に して、身体 を締 め付 ける ことの少 ない、新 しいデ
ザイ ンの コー トや ドレスも生まれてい った。 さらに、第一 次大戦後、西欧服 のモー
ドは活動性 、機能性 が重視 され るようにな り、
現代服 へ と大 き く変貌を遂 げるが、
そ うした現代服 にはバ イアス
・ カ ッ トな ど、キモ ノの直線断 ちか らヒン トを得 た も
のが あ った り、 ゆ った りと した裁 断 の ドレープを入れた りと、キモノか ら生 まれ
た新 しい発想 のデザイ ンが取 り入れ られてい ったのだ った

5,。

このよ うに西欧近代

のモー ドの 中のキモ ノの受容 とその影響 を考 え ると、女性 を伝統的な価値観か ら
解 き放 つ役割 を果 た したとも言 え よう。 動
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`'此

″ο″οsの 作者 が「絹 のキモノ」

を「 自由の象徴」 と考 えたの もうなづ ける。
Constan∝ と Evaが 1894-95年 に Lismdenで 着用 し、 Yeatsが 詩 にうた った「 キ

モ ノ」 が果 た して本物 の 日本の着物 だ ったのか どうか、残念 なが ら実物 は確認 で
きていないが、鈴木弘氏 によると、
「 先祖か親戚 の貿易商 か ら手 に入れた もの と聞
・ に収 め られてい
いている」 との ことで あ る。氏 の編集 された「 イ ェイツ詩辞典」
る写真 を見 ると、二 人 は細かい柄 の小袖 をガ ウ ン風 にまとい、帯をベル ト風 に締
め 、やや開 いた襟 もとにはネ ック レスをつ け、袖 か らはみ出た手 に扇 の よ うな も
の をか ざ し、足 にはス リッパ かバ レー シューズの ような もの を履 いて、踊 ってい
るようなポーズを と っている。絵画 に描 かれ たキモノ姿 の女性像をある程度意識
しているように も思 われ るが、金 髪 の フラ ンス女性が舞台衣装風 の打掛 を羽織 っ
て浮世絵 の見返 り美人風 のポーズを とるモネの「 ラ・ ジ ャポネーズ」 (1875年 )や 、
豪華 な刺繍 を した着物 を緩 やか に着 て手 に団扇 を持 ち、屏風の前でポ ー ズを とる
女性 を描 いたホイ ッスラーの「薔薇色 と銀 :陶 磁 の国のプ リンセス」 (1864年 )な ど
の絵画 と比 べ て も、 Conと Evaの キモ ノ姿 か らは動 的で楽 しげな印象 を受 ける。
絹 のキモノは上流階 級 に しか手 に入 らない、生 活 のゆ とりの産物ではあ ったのだ
ろ うが、二人 はキモ ノを着 ることによ って異 国 の衣装 へ の好奇心 を満足 させ ると
同時 に、彼女 たちが属す る階級 や社会 的規範 か らの開放感 を味わ っていたのでは
ないだろうか。
κ″0″ Osの 中核 であ り、劇 中唯一 Conと Evaが キモノを羽 織 って登
'滋
場す る第五場 に注 目 してみよう。 まず、第四場 では滝の音 と共 に次 のよ うな Evaの
では、劇

詩 が朗読 される

:

Down by Glencar Waterfall
There's no winter left at all

Every little flower that blows
Cold and darkness overthrows

But where men in office sit
Winter holds the human wit

Frozen,frozen everywhere
Are the springs of thought and prayer
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Rise with us and let us go

To where the living waters flow

Oh whaetver men may dream

Ours is the wide and open way

Oh whatever men may dream

we have the blue air and the stream

Men have got their towers and walls
We have cliffs and waterfalls

Men have got their pomp and pride

All

the green world is on our side.n

このよ うに「 自然 は女性側 にあ る」 と謳われ た後 に、竹 とカモ シカの刺繍を した
キモノを緩 やかに羽織 った姉妹 が Dream S"tに 進み出てて くるのが第五 場 の冒頭
である。客人 と して Yeatsが 滞在 しているとい う設定 で、二人 は Yeatsが 集 めてい
る民話の話、彼 が Evaの 詩才 を認 めて くれ るけれ ど、 Maud Gonneの ことで 同情を
求 めるので興 ざめであること、彼 が他 の男性 同様 Conに は畏敬 の念 を抱 いている ら
一 通 りの噂話 を した後、牢獄 の 中か、
しい こと等、
御伽 の国 のお姫様 の ように無為
な今 の状況 か ら抜 け出るには ど う した らよいか、 とい う話題 に移 り、パ リに絵 の
勉強 に行 く許可 を もらいたい、 とい う Conの 願 いが語 られ る。続 いて Conの パ リ
時代や Markieicz伯 爵 と出会 い と新婚生活が彼女 自身 のナ レー シ ョンで語 られ、娘
の M“ veを Lissadenに 送 った話 で締め くくられ る。

...I sent her back to Lissadell. Iwanted her to have the freedom of the contryside,
the Atlantic, Knocknarea to look at and fire her imagination as

it

had done for Eva

and I, little woods to wander in...

そしてこの後、今 もLissaden Houseに 飾 られている、Sarah Purscnが 1879年 に描 い
た絵の通 りの、プル ーベルの花を摘 むConと Evaの 子供時代 の場面が Dream Spa∝
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に再現 され るのだが、そ の後 ろには再 びか も しか と竹の刺繍 を あ しらったキ モ ノ
がかけ られ、キ モノを着 て戯 れ る二人 の娘時代 と、 自然 の 中で戯 れ る二人 の子供
時代 が連続 した一 つの場 面 であることが強調 され る。
こう して「 キモノ」 =「 自然」 =「 姉妹 の子供時代」 とい うイ メー ジは、場面 と
場面 の間 に流 される滝 の音 、そ して繰 り返 し朗読 される、Grencarの 滝 を題材 に し
た Evaの 詩 によって強調 され る。 このイメー ジは第四場、第六場 の獄 中で Conが 描
く滝 の絵 、書斎 で詩 の推敲 に苦 しむ Evaの 姿 な どともつなが り、第二場 の婦人参政
Urania"
権運動 の集会 での二人 のユーモラスなス ピーチ、第七場 での、婦人解放誌 “

に載 った記事 をめ ぐる二 人 の会話 、Evaの 反戦運動、第二場 の復活祭蜂起 、第八場
の臨終 の Conの 回想す る、復活祭蜂起 に参加 した多数の女性 た ちにつての描写 ヘ
と広 が っていき、最後 に第九場 ではスライ ドによる過去 と現 在 の SHgoの 風景写真
によ り、霊 とな った Conと Evaが 、彼女 たちの役を演 している女優 た ちを含む現代
の女性 た ちの意識 とつ なが っていることを示唆 して終わる。
「 自然 は女性側 にある」とい う、 Evaの 詩を もとに した劇 の 中の示唆 は必ず しもす
べ ての女性 の意識を反映す る ものではないか もしれないが、 Ycats自 身 の女性観 と
「絹 のキモ ノ」を Gore‐ Booth姉 妹
相容れな い ものではないだろ う。 いずれ にせ よ、
の 自由 と内的 な力の象徴 と して とらえ直 した SDHEの 試 みは、復 活祭蜂起 とその
前後 の時代 の女性 た ちの 役割 の再評価 を うなが した、 とい う面 で も意味 のある も
のであ った と言えよ う。
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魂 の解放
一

Maskと Antithetical―

*

石

川1 隆

士

Mask"と ¬ ntithetical"は 両者 と もイ ェイツの思想 において 中枢 をなす重要 な概
“
Mask"の 概念 は「 分割 され た 自己」に関す る問題 と要約 で きるが、そ
念 であ る。 “
れがイ ェイツの 自伝的な文脈 の 中で語 られ るような、公 の場 にお ける自己 と内面
的 な 自己 との対立 であるとか 、創造 され た 自己と所与 の 自己 との対立 とい ったよ
うに多様 な側面 を持 つため 、それ ぞれ基盤 とす る視点を別 に して語 られ るべ き問
題 といえ る。
anihetical"と い う概念 は、イ ェイツの 自己とい うものの在 り様 に対す る意
一方 “

識 に関する問題 である。И 陽 あ″においてキーコンセプ トの一つ とな ってい るこの
antthetical''な 態度 を取 る「姿勢」 その もの に言及 され る場合 と、
概念 の場合 も、“

そ う した姿勢 を意識す る「能力」 に言及 され る場合な ど、 問題 は一 様 でない。 し
か しこの両概念 が組 み合 わ された時、問題 はイ ェイツの 自己同一 性 の戦 略 へ と発
展す る。 この 自己同一 性 の戦略 と言 う視点か らみた “
mask"と “anmhetical''の 関係
を考察 す ることとその「戦略」の検証 を詩編 “
Nineteen Hundred and Nineteen"に お
いて試 み ることが本論 の 目的である。
まず %ntithetical"の 概念 についてで あ るが、これは “
primary"と い う対概念 と二
項対立 を成 している。 イ ェイツ 自 らの神秘主義思想を体系 的 に記述 しよ うと試 み

た /麻 わ″は、基本 的 に この “
antthetical''と “
primary''の 二 項対立 を基盤 と してで
き上 が ってい る。 この両概念 の対立 は後 に吟味す ると して 、 この両者 によ って切
り分 け られ るさまざまな事象 の分類 につ いて みてみると、十分 に理解 で き得 る範

疇分 けが多 い中、シ j′ ″s″ ″″において Northrop Fryeも 認めているよ うに相 当の
“
説 明 がな ければ論理 的な思考を逸脱 して しまうもの もある (256)。 また、この二 項
j′

対立 は、さらな る特殊 な用語 の導入 によ って下位区分 されてい くわけであ るが、そ
う した彼 の体系 の複雑化 は、時 にイ ェイ ツ 自身手 に負えな くな ってい ること もあ
ると Hazard Adamsも 指摘 してい る (96)。
しか しなが ら、抽象的な議論 が多 い 中 “
a
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theticaP'と

primary"の 二項対立 はあ
“

る段階 において極 めて具体 的 に もの を語 って くれて い る。歴史上 の人物 や 円環的
歴史観 につい ての言及がそれであ る。 この二項対立 の適 用 による、具体的 な史実
や人物 の、 いわゆ る「二十八相」 へ の分類 それ 自体 の信 憑性 にたいす る疑念 は払
拭 しきれな い。 これ は明 らか にその分類 にイ ェイツの個 人的な趣 向 が反映 されて
いるか らであ る。 しか し同時 に、彼 自身 の趣向が反映 され てい るとい うことそれ
自体、彼 が人 間性 そ してその人間が組 み込 まれてい る世界 を どのよ うに捉え てい
primary''の 二 項 対立 による分類 の中 に提
anihetical''と “
るか とい う状況 が、この “

示 されているとい うことの証 しである。 そ してその世 界観 の 中 に彼 自身 の存在 の
準拠枠 が伺 え るのである。 この意 味 においてИ Иsiο ″に おけるイ ェイツの歴 史上
の人物 や出来事 の擬 似体系的分類 は彼 の 自己同一 性 の戦 略 の枠組 みを構成 してい
primary''
るといえ、そ してその戦略 の中枢機能 を担 っているのが “antithetical"と “
mtithetical''と い う概念なのであ る。
の二項対立 、特 に “
antithetical"と はア ンチテーゼが テーゼ に対 立 した状況
単純 に言 って しまえば “

の ことを言 ってい る。 それが哲学上 の観念 であれ宗教上 の信条 であれ、両者 はそ
れぞれ独立 した範時 を形成 してい る。 しか しなが ら、 あ る人 がた とえ一 方 の立場
を選択す ると して も、彼 はその相 手側 を意識せ ざるを得 ない。 む しろ 自分 が 自 ら
自分 自身 の立 場 を選択 してい ると言 う意識が強 ければ強 いほ ど、その反対側 の立
mtithetical"で ある と言 う ことは二つの対立的 な
場 に対す る意識 も強 い。 つ ま り“
立場 を意識 の 中 で両立 させつつ その一 方 を選 び取 って い る と言 う状況 であ り、そ
れゆえ「 自己」 と言 うものの定位 に対 して意識的であ る と言 え る。
primary"と い う状況 において
antithctical''と 言 う状況 に対 し、もう一方 の “
この “
primary''で あると言 っ
は、二 つの立場 の対立 と言 うもの は存在 しない。あ る人 が “

た場合、 その人 が盲 目的 に単 一 の立場 に置 かれてい る と言 った ことにな る。 もち
ろん人が単一 の観念 な り信条 な りにとらわれている と言 うこと 自体 が問題 なので
はない。問題 はその人が 自分 自身 の立場 を選択 してい る ことに対 して どれだけ意
primary''で あると言 うこ
識的 なのか と言 う ことである。 イ ェイツの分類 に従 えば “

とはその意識 が低 い、あるいはま った く無 い と言 う ことであ り、 た とえその状況
下 にある人物 が、あ る特定 の立場 を取 ったと して も、彼 は単 にその立 場 を消極的
primary"で あ る と言 うこと
に受 け入れ てい るだ け と言 う ことになる。 つ ま り、“
は、強 い主 体性 を欠 いていると言 うことなのであ る。
primary"の 対立 を、イ ェイツは彼独 自の用語 を用 いなが ら
antithetical''と “
この “

次 のよ うに語 ってい る。
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ln

the

primary phases man must cease to desire Mask and Image by ceasing from

self-expression, and substitute a motive

of

service

for that of

self-expression.

Instead of the created Mask he has an imitative Mask; and when he recognizes
this, his Mask may become the historical norm, or an image of mankind . . .

antithetical Mask and
lhe free

llill

are

free, and

the

primary Mask and

llill

.

The

enforced; and

Mask and Will are personality, while the enforced Mask and Will arc code,

those limitations which give strength precisely because they are enforced.
Personality, no matter how habitual, is a constantly renewed choice, varying from

an individual charm, in the more antithetical phases, to a hard objective
dramatisation; but when the primary phases begin man is moulded more and more

from without. (A Vision 84)
この一 節 においては明確 に、“
primary''な 人物 はただ伝統的な規範 を受 け入れ るだ
けの没個性的な性質 の持 ち主 と定義 されてお り、対す る “
an"hetical''な 人物 は能動
的 に 自 らの個性 を打 ち出 して行 く、あ るいは「創造」 してゆ く性質 の持 ち主 と定
義 されている。 この対立 か らも明 らかなように、人間 の性質 と言 う点か ら見 た場
anihetical''の 概念 とは、
合、“
「 自己」 と言 うものに対 して意 識 的である とい うこ

とであ り、それ ゆえ、個 性 と言 う もの を維持する姿勢 とい うもの を裏打 ちす るひ
とつの戦略的な修辞 と言 える。
そ してイ ェイツ的文脈 においては、ある人物が “
anmhetical"で あると言 う時、そ
こには複雑 な状況 が設定 され 、特定 の手続 きが要求 され る、そ してその手続 きに
mask"の 概念が重要 な役割 を果 たす のである。 この「 “
おいて “
antithetical"で ある」
と言 う状況 は、これ もまたイ ェイッ独 自の用語 である “the

FO“ r Fα

c"ω "に よ って

The FO“ ′Fα c“ ″ "は “
И 〃"、 鶴
'、 資熟 ル
説 明 され る。 “
''そ して
“
“ `〃 "′
"s″
β″ッイ ル ″"の ことで あ り、最初の二 つ は先 に引用 した一 節 の 中 にすでに出て い
“

る。 これ らはそれ ぞれ人 間 の生 にかかわ る四つの側面 の ことを指 してい る。細 か
い議論 は抜 きに して大 まかに言 って しま うと、イ ェイ ツの体系 に従 えば この 四つ
の要素 の配分 が 人 の特性 を決定 す るの だ と言 うことにな って い る。 そ して “
the

Fα ′Fα c“ ′
′
訥 "の 組 み合 わせ と件 の “
an■ hetical"と “
primary"の 二 項対立 が どのよ
うな関係性 にあ るのかは以下 の よ うに説 明 されている。
When

I wish for

some general idea which

will

describe the Great Wheel as an

individual life I go to the Commedia dell' Arte or improvised drama of ltaly. The
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stage-manager, ot Daimon, offers his actor an inherited scenario, the Body of Fate,
and a Mask

or r6le as unlike as possible to his natural ego or

llill,

and leaves him

to improvise through his Creative Mind the dialogue and details of the

plot.

He

must discover or reveal a being which only exists with extreme effort, when his
muscles are as

it were all taut and all his energies active. But this is antithetical

man. For primary man I go to the Commedia dell' Arte in its decline. The Will is
weak and cannot create a r6le, and so,

if it transform

itself, does so after

accepted pattern, some traditional clown or pantaloon. (A Vision 83

-

an

84)

the
primary''の 二 項対立 は、 その下 位 区分 で あ る “
この ように “anmhetiCar'と “
′
お ''に よる四 つの要素 の連 関の 中で語 られ るわけであ るが、この四つの
FO“ ′Fα c“ ′

要 素 の 中 で も、 最 も主 導 的 な 役 割 を 担 って い る の が “И ″"で あ る。 実 際
primary"な 人物 の弁別 は基本的 に “閉 ″"の 強弱 に従 ってい
“anmhetical"な 人物 と “
る。 しか しなが ら最 も注 目す べ きは “И 〃"そ れ 自体 の性質 と言 うよ りも“И ″"と
primary''の 対立 は、両者 にお
anihetical"と “
″α立''の 関係性 であろう。 なぜな ら “
“
ける “И″"と 鶴ね″ 'の 関係性 の 中 に、より典型的 に表 れて い るか らである。 それ

И ″"と はで きるだけ異 なる
anmhetical''な 人物が彼 の「本然的な自我」である“
は“
primary''な 人物 は特定 のパ ター
″α滅"、「演技上 の役割」を創 出できるのに対 し、“
“
ンを受 け入れ るだ けであ る、 と言 う対立である。言 うまで もな く、 この “И ″"と
primary"の 「能 動性」と
anmhetical"と “
Mast''の 関係性 における対 立 は “
「受 動性」
“

と言 う対立 を反映 してい る。 つ ま り物 ユ''を どのよ うに「本 然 的 な 自我」 と関係
づ けるかと言 う点 に両者 の対 立が具体 的 な行為 と して表 出 して い るのである。
Mα 壼"を 人間 の性質 と言 う観点 に限
″ "の 要素 である “И ″"と “
Theん ″Fα c“ ′
“
“
“
定 して、イ ェイツの言 うと ころの「本 然的な自我」 と「 演劇 上 の役割」 と読 み換
antithetical"な 性質 を現 出 させて く
えて話を進 めるな らば、この両者 の うち、実際 “
να立''と 言 う ことになろ う。先 の引用 に出
れ るのは、や は り舞台上 で演 じられ る “

a being whiCh Only CXiStS With
anmhetical''な 人 物 が 現 出 させ る べ き “
て きた “

Mas″ 'の
extreme effort''は 間違 いな くこの “

ことを指 している。 つ ま りこの「演劇上

の役割」 は「本 然 的 な 自我 」 の具体 的 な状況下 におけ る実体 的 な遂行者 の役割を
果 た してい るのだ。 この「 演技上 の役割」 たる「 仮面 」 の実体 的な遂行者 と して

Thc Mask"の 中 に明 らかに見てとれ る。
の機能 は詩作 “
'Put off that mask of burning gold
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With emerald eyes.'

'O no, my dear, you make

so bold

To find if hearts be wild and wise,
And yet not cold.'

'I would but find what's

there to find,

Love or deceit.'

'It

was the mask engaged your mind,

And after set your heart to beat,
Not what's behind.'

'But lest you

are my enemy,

I must enquire.'

'O no, my dear, let all that be;
What matter, so there is but fire

In you, in me?'
この詩 においては男女の対話者 の恋愛関係 における「仮面」の実体的 な役割 と、そ
の背後 に隠 された不 明瞭な真意 とが明確 に対置 させ られている。 そ して「仮面」の
背後 に措定 され るべ き真意 が分 か らない と言 うことが その まま男性側 にとっての
不安 とな ってい る。 この不安 は「仮面」 の裏側 にあ る ものが、その「仮面」が指
示す る もの と異 な るか もしれな いと言 う前提 か ら生 じる ものであ り、裏 を返 せば、
「仮面」 を取 らな ければ両者の関係 は維持 され るとい うことになる。
結局 の ところ「仮面」 の背後 に隠 された ものが 明 か され ることな くこの詩 は終
わ る、 つ ま り「仮面」 の指示す る もの とその背後 にあ る真意 が一致す るか どうか
は不間 に付 され るのである。 そ して女性側 の最後 のセ リフにおける ■et

all that be"

が意 味す るところは「仮面」 とその背後 の ものの一 致 を問 うことの無意味 さであ
ろ う。
「仮面」は二人の関係 において確実 その役割 を果 た しているか らであ る。 も
しその よ うな問いが重要な意味を持 つ と した ら、それ は「 仮面」と言 うものが「 隠
蔽 」 の 道 具 と して 機 能 す る 時 で あ ろ う。 しか しイ ェイ ッ 的 な文 脈 、 特 に
“antithetical"の 文脈 においては「仮面」が隠蔽 や偽装 の手段 と して機能す ることは
ない。Mo■ on IⅣ ing Seidenの 指摘す るところによれ ば、イ ェイツの “
mask"の 概念
は先 行す る 6つ の概念 の複合体 である (50-5の 、 しか し最終的 には、 この複合的
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an image of one'strue df''へ と集約 して
な概念 は Virginia Mooreが 言 うところの “

mask"は 隠蔽 や偽装 などではな く、
「自
い る (215)。 それゆえイ ェイツにとっての “
己」 と言 うもの を実体化す る手段 とな ってい るのであ る。
maSk''
antithetical"な 人物 において も“
話 を “antithetical"の 概念 の方 に戻 せ ば、“
antithetiCal"な 性質 の実体的 な遂行者 とな ってい
が彼 の「 本然的 な 自我」にとって “

る ことは言 うまで もない。 しか し一つ見落 と してはな らない点がある。 それ は上

a″αtt
述 の 引用 において “

or rOle as unlike as possible to his natural ego or

И ″"と

anmhetiCar'な 人物 の創 出す る「役割」とい うものが 、彼
表現 されているように、“

の 「本然的 な 自我」 とは大 き く異 な って いな ければな らない とい う点である。実
antithctical''な 人物が彼 の「役割」を演 じてい る時、彼 は非常 に張 りつめた緊張
際“

natural"な 状態 か
状態 にあると言 われて いるよ うに、それ は「本 然 的 な 自我」 の “

らはか け離 れた状態 であ る。 しか しこの人工 的 な状態 を作 り出す ことによ って、
「 本然 的な 自我」 か ら意識 的 に「演技上 の役割」 を差異化 させ るとい う手続 きに、
an“ hetical"の 意 味 が見 いだせ るので ある。
自己同一性 の戦略 と して の “
一 言 で言 えば、 この手続 きは、侵犯 され ざる「 主体」 と言 うものを維持す るた
primary"の 対立 を見 るために最初 に上 げた
Antithetical''と “
めの戦略 なのである。“

一 節 の 中 で、 “[pler∞ nality,nO matter hOW hめ itual,iS a COnStantly reneWed ChOiCe''
anmhetical''な 人物 の「 役割」は絶えず更新 される。 これ
と述 べ られているよ うに “

はつ ま りその人物 が、 自分 自身 が置 かれてい る状況 に応 して 自分 の個性 を表現す
るの に適切 な「役割 」を創出できると言 う ことである。 その「状況」 を舞台 の比
喩 になぞ らえてイ ェイツの言 う「 シナ リオ」 と言 い換 えて もいいであろ う。 この
primary''な 人 物 との 対 比 が 有効 で あ ろ う。
「 シナ リオ」 との 関係 につ いて も“
“Primary''な 人物 にとって彼の「役割」を規定 す る主体 はあ くまで「 シナ リオ」の

方 にある。 それは彼 の「 役割」が “ 力rc″ 施 壺"で あ ると言 う表現 に明確 に表れ
“
enbrce''と い う行為 の能動 的主体 は言 うまで もな く
「 シナ リオ」
てい る。 なぜな ら“
c″ ar`′ 脆 滅''で あ り、
であ るか らである。一 方 ヽntithetical"な 人物 の「役割」 は “

primary"な 人物 が
create"す る主 体 は間違 いな く自分 自身 であ る。 それ ゆえ “
その “

「 シナ リオ」によ って規定 された「役割」 と共 に舞台 と言 う客体的な場 に回収 され
て しま うのに対 し“anmhetical''な 人物 は特定 の「 シナ リオ」対 して 自 らが創 出 した
「役割」を 自分 自身 か ら切 り離す ことによ って能動 的 な主 体 と言 うものを維持 で き
のであ る。
antithetical''な 人物は、まず あ る特定 の状況 において 自分 の個性 を打
このよ うに “

ち出す「 役割」 を演ず るとい う具体 的 な行為 、 またよ り根源的 に、そう した「 演
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技上 の役割」を能動的に創 出 してい るとい う意識 を もつ とい うこととい った二 重
の手続 きを同時に行 うことによって、外側 か ら侵 犯 されることのない能動的な主
体 を確保 しようとしてい る。 そ してその能動 的 な主体 とは と りもなお さず、かけ
がえのない 自己同一 的 な「 自己」なのであ って 、その意味にお いて “
antithetical''と
は 自己同一 性 の戦略 といえ るのであ る。
重要 な問題 は、この 自己同一性 の戦略 と しての ¬

ntithetical"と

い う概念 における

この二 重 の手続 きが、果 た してイ ェイ ツの詩作 の 中 に見 られ るか否 かである。 そ
の 試 論 と して 詩編 “
Nineteen Hundred and Nineteen"を

検 証 して み た い 。 今 回
Nineteen Hundred and Nineteen"の なかで 、“
mtithetical''の 二 重 の手続 きが うかが
“
え る表現 と して焦点を当てたいの は、 おそ ら くイ ェイツの作品中最 も有名な一節
のひ とつ と して挙 げ られ るであろ う白鳥 の飛翔 の シー ンであ る。 この シー ンにお
いては、周囲 の堕落 した状況 に一 人思 い悩 む主人公が 自己の孤 独な魂を勇躍 た る
自鳥 の姿 に喩 えている。

Some moralist or mythological poet
Compares the solitary soul to a swan;

I am satisfied with that,
Satisfied if a troubled mirror show it,
Before that brief gleam of its life be gone,

An image of its state;
The wings half spread for flight,
The breast thrust out in pride
Whether to play, or to ride
Those winds that clamour

of approaching night.
(lines 59

-

68 )

ここで 問題 と したいの は 、“
a"oubled mirrOr"と い う表現 で あ る。 Thomas R.
Whitakerが この表現 に対 し“
a troubled mirror of history''と 言 う解釈 を与 えてい る
a troubled mirrOr Of histOry"と ぃ う言葉 の指示す るところはそれほど明確
が 、彼 の “

ではない (230)。 もちろん この ■roubled''と “
history"と の結 びつ きは、明 らか に
“Ninetcen Hundred and Nincteen"に おけるプ ラ トン年 の周期 による歴史 の暗転 とそ
の暗雲 たる歴史のメタフ ァーであ る 自鳥 が今 ま さに立 ち向かわん とす る予兆的な
嵐 との類推 の上 に成 り立 っている。 そ して G.J.Wat∞ nは その両者 の結 びつ きをよ
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the troubled mirror of
り明確 に “

olent history''と

い う表現 で語 ってい る (137)。

しか し、ここで ■roubled''さ れて いるのは 自鳥 ではな く「鏡」である。 自鳥 はた
しかに、 その「鏡」 が映 し出す像 にあるとお り、来 たるべ き嵐 あるいはそれが意
味す るところの暗転す る歴史 によ って苦難を受 けん と しているが、 ■ oubled''と い
う語が修飾 しているのは明 らか にその 自鳥 の状況 を映 し出す媒体 と しての「鏡」な
The Second
の で あ る。 さ らに、 “a troubled mirror"と い う フ レー ズか らは 、 “

Coming"に おける “[t]roubles

my sight"と

い う一 節 が想起 される (linc

13)。

この一

a
節 にお いて ■roubled"さ れ て い るの は言 うまで もな く視覚 であ るが 、 同様 に “
troubled mirror"が 指示 してい るの も視覚 の健全 な機能 を失 わせ るような映像 の歪

みではないか と思われ る。
a troubled mirror"が 視覚 に対 して言及 されてい るのだとい うことを前提
そこで “

とす るな らば、なぜ 自鳥 の姿 を映 し出す のに、わ ざわ ざこの奇妙 な「仕掛 け」を
用 いなければな らないのか とい う ことが問題 になる。 つ ま り、なぜ 白鳥を魂 の メ
タファー と してその まま提示す るだけではだめ なのか とい うことであ る。 まず、
なぜ そ もそ も「 鏡 」 な の か とい う ことが 問題 で あ る し、 さ らにそ の「鏡 」 が
a
■ oublcd"さ れて い るとい う こと も含 めて疑 間 が残 るのである。 そ こで、 この “
troubled mirror''と

anmhetical"の 戦略 が要求す る「本然的 な 自我」
言 う「仕掛 け」が “

と「演技上 の役割」 の分離 の手段 と して考 え られは しいか とい うことにな って く
る。
まず、■roubled''さ れて いるといいなが らも、実際 の ところ描かれ る図像 は歪ん
でいない。 む しろ嵐 に向 か って飛 び立 つ 自鳥 の姿 は鮮 明 に描かれて るとい ってよ
い。それゆえ「鏡 」 の歪 みは、それが映 し出す映像 自身 とは無関係 といえる。 そ
れではその「歪み」とい うものがい ったいどこに働 きかけているのか と言えば、そ
れはそれを のぞ き込 む主人公 と しての詩人 の創造力 ではないか とい う ことにな っ
a troubied
て くる。 つ ま り David Youngも 指 摘 して い る と ころあ るが、 この “
mi“ or"が 意 味 して いるのは、その「鏡」が ミメー シスの手段 と しての「写す」 と

い う機能 を越えて、創造力 による映像を与 え る媒体 と して機能 してい るのだと言
うことであ ると考 え られ る (52)。
さらに、
「鏡」 と言 うことそれ 自体 について重 要 であるのは、写 され る対象 と映
し出された映像 との関係 であ る。 この場合両者 は同一 の ものではな く、写 され る
「鏡」の 中 に映 っているの
対象 はま った く別 の ものへ と変容 されて しま っている。
は紛れ もな く白鳥である。 そ して、その「鏡」の 中の 自鳥 へ と変容 されたのは、そ
ЮHtaFy∞ ul''で あろう。 この「鏡」 に
の 自鳥 と “
compare"さ れてい る詩人 自身 の “
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よる変容 に「本然 的 な 自我」か らの「演技上 の役割」の分離 を見 るのである。
「鏡」
の 中の嵐 に立 ち向か う白鳥の姿 は明 らか に、対立の中に個性 と言 うもの を意識す
antithetical"な 姿勢 を演 じる自鳥 ヘ
anmhetical"な 姿勢 その ものである。 その “
る“
a troubled mi■ or"は
と、 詩人 の魂 は 自 らを変容 させ たのであ る。 この よ うに、“

「 演技上 の役割」 と しての自鳥 の間 の境界
「本 然的な 自我 」 と しての詩人 の魂 と、
的な役割を果 た して いるといえ る。
この「鏡」 に よる「変容」 のあ り方 には もう少 し注意 してお く必要 があ る。 詩
人 の魂 が、 この「変容」 によ って まった く異質 な ものに帰 られて しま ったか と言
うとそ うではな い。詩人 の孤独 な魂 と、単独 で嵐 に立 ち向か う白鳥 の根本 的 な意
志 は同 じであろ う。 ただ予兆 的な不安 を認 めなが らも影 が薄 く、思索的な魂 に力
強 い実体性 と行動力 が与 え られただけなのである。 その意 味 において詩人 の魂 と
自鳥 は姿 かた ち こそ違 え、同一 の ものなのである。 そ して この 同一 性 と差 異 と言
a troubled miFrOr''の 微妙 な意 味合 いが
うものが 同時 に達 成 されているところに も“

読 み取れ る。
詩集 動

`ゐ

″ は全体を通 じてネガテ ィヴな色調が強 い。 その ことは、そ こに収
`′

め られている “Nineteen Hund“ d and Nineteen"に も当然当てはまる、それは、この
時期 のイ ェイツの精 神 が現 実的 に しろ観念的 に しろ、行 き場所 を失 い閉塞的な状
a tFOubled
況 に陥 ってい るか らであるが、 この 自鳥 の飛翔 の シー ンに限 っては、“

mirror"に よ って詩人 の鬱屈 した魂 は、逆説的ではあるが「鏡」の 中へ と解放 され

ているのであ る。

'本 論は、日本 イ ェイツ協会第 32回 大会 (1996年 11月

16・

17日 、於中央大学駿河台記念

館 )に おいて行 われた口頭発表 に大幅 な加筆 0修 正 を加えた ものである。
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イ エイツとキ ~ツ

(試

論
)

'Wisdom must Iive a bitter life'

高 橋 雄四郎

英 知 を身 につ け る こ とは、 いわば 自 らが 神 にな ろ う とす る こ とを意 味 す る
(`Bring the soul of man to God.')。 "キ ー ツ もまた「魂創造」 `soul― making,2)で

同 じよ

A‖ he Hawk's Well"に おいて、老人 と別 れ、イーフ ァと
うな ことを述 べ てい る。 “
・ キーツ
の戦 いに赴 くクフー リンの姿 は、
「真 の詩人」 `"ue poct'を 目指 す アポロ
(“

Thc FaH of Hyperion"の 主人公。以下 、後者 は「没落」 と略記
Hyperion''お よび “

The Song of Wandcring Aengus"の
)と 論者 の心 の 中で重 な る。 イ ェイツ初期 の詩 “

結 びの「 白銀 なす月 の りん ご、黄金なす 日輪 の りん ご」探究 の旅路 は、 中期 の劇
『鷹 の井戸 にて』 における `Guardian'(=Hawk,Sidhe)を ■ntellect'(知 性、英知 )"と
す るとき、 `Wi"om must liVe a bitter life'・ へ と展開す る。永生、神 、自然 (そ して、
真 の芸術作 品 )を 仮 りに `being'と す ると、楽園喪失 い らい、生誕 、成長、凋落 のプ
ロセ スを辿 る「落葉性 の 」 電cciduous'S)人 間 (mortol)は `becoming'と 規定 しうる。
私見 によれば、この両者 の溝 をイ ェイツは `Sidhe'、 キ ー ツは `melancholy'に よって
6)か
らす る
埋めようとす る。 メランコ リー とはキーツの場合、パ ノフスキ ー的観点
と人 間 の原 罪 に起 因す る。 記憶 の女神 `Mnemosyne'(『 ハ イ ピ リオ ン』 )お よび
η
`Moneta'(「 没落」 )は 、学問を司 る `Athena'(Minerva)と 同義 であ り、英知 のイ コ ン
で もある。 ミネル ヴァの 出生 の秘密 (Jupiterの 脳髄 か ら甲冑の まま躍 りでる。母親
はない。 )を 思 うとき、若者 クフー リンの暗示的生 き方 はきわめて示唆 にとむ。 そ
して「 没落 」 の もつ深 い意義 に新 しい角度 か ら光 をあて る ことになる。
＾
∠

まず『鷹 の井戸 にて』について述べたい。背景 はアイルラン ドの英雄時代。3人
の楽人 たちが一羽の鷹を暗示す る金色模様の黒 い布を広げた り畳 んだりしながら、
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伴奏入 り (ゴ ング、 ドラム、チター )で うた う。彼 らの うたは陽が沈んだ夜の荒涼
と した山の麓 を描 きだす。古井戸 があ り、落葉 した枯 木 が立 ってい る。井戸 の凹
み は落葉 で埋 ま り、井戸 を守 る黒 づ くめ の衣裳 にす っぱ り包 まれ た女 が一人 、地
面 に博 っている。腰 の曲 った老人 が登 場。彼 は頑 なに もの云わぬ女 の態度、崩れ
か けた岩、ね ぢれ さん ざ しに愚痴 を こば しなが ら、 しゃがんで火 を起 こす。 この
とき一 人 の若者 が姿 を現 わす。老人が 品定 めす る。被 りもの、履 き もの、衣裳 な
どみな金づ くめ の彼 は現 世 の欲望 を肯定 して生 きる者 に属 してい ると。若者 は名
を名乗 り、 この辺 りに永生 の水 が 湧 くとい う噂 を きいて駆 けつ けた と 目的を告 げ
る。老人 は水 の奪 われるのを怖れ、即刻 た ち去 るように強要す る。彼 はすでに 50
年 、 この井戸 の傍 らで待 ちつづ け、 ひたす ら永生 の水 の恩恵 に与 か ろ うと してき
た。三度、機会 は訪れたが、その度 に眠気 が襲 い 、気 がつ くと周 りの石 に くろ ぐ
ろ と濡れ たあ とが残 るだけで、湧 き水 は枯れていた とい う。井戸 守 りの 日と声が
鷹 の女 に層 され つづ けてきた老人。彼 は用心 ぶか い。水が湧 いた ら分か ちあお う
と若者 が 申 しでて も信用せぬ。 だが睡 魔 が襲 いかか るときは足 を刺 し、眠 らぬ覚
悟 だ と語 る彼 をあき らめ させ ようとす る。 譲 らぬ若者。 この とき女 が鷹 の声 その
ままに鋭 く嗜 く。 Sidheの 精霊 が女 に乗 り移 ってい く瞬間である。女 はまた嗜 き、
恐 ろ しい生命を血 管 に駆 けめ ぐらせ、身 を震 わせ る。老人 は若者 にけ っ して女の
目を見な いよ う忠告する。女 は身 に付 けていたガ ウンを脱 ぎ捨 て、鷹 を暗示す る
衣 裳姿 で、鷹 さなが らの身 の こな しで踊 る。女 の視線 を避 け、老人 、頭 を抱え こ
み眠 りに落 ちる。 だが若者 は怯 む ことな く女 の乾 いた 目を凝視 す る。 この とき水
が湧 く。若者 は湧 き水の音を ききなが ら、踊 りつづ ける女のあ とを夢 うつつ追 っ
てい く。老人 が 目を醒 ます。石 が濡れて いるの に気 づ く。水 はすで にない。呪わ
れ た影 の よ うな精霊 に欺 かれた と悔 む。若者 が戻 って くる。鷹 の女 が彼 を岩 だ ら
けの丘 の 中腹 に連れ だ していた ことを知 る。 この とき楯 に剣を打 ちあて る音。
「あの女 が 山間 の猛 々 しい女 たちを使喉 したのだ。おまえのいの ちを奪 うため
にイ ー フ ァと彼女 の率 いる全 ての軍 隊を。 だか らおまえは上 に帰 る 日まで決
して休息 を うる ことはあるまい。」°

若者は武具 の物音 に心を高揚 させ、イーファと相まみえる日を待 ち望み、
「 もは
や夢 うつつでな く」槍を手にし戦 いの場 に赴 く。最後 に楽人たち、黒 い布を広げ
た り畳んだ りしなが ら5連 か らなる詩をうた う。

“

'Wisdom must live a bitter life.'
この詩行 が末尾 の うたの中心思想 であ り、かつ 、
『鷹 の井戸 にて』全体 の 要 とな
る思想 で もあ る。

舞台 は荒 涼 と した光景である。空 の井戸、 3本 のは しばみの枯木、時 まる黒 づ く
めの女。落葉 が井戸 の凹みを埋 めてい る。海 か らの潮風 が吹 いている。 `salt'は 欲
望 その ものの象徴

9)と

き、太陽 は人間の意識

い う。「 は しばみの枝 が揺 れ う ごき/太 陽 が西 に沈 む」 )と
1°

H)を

「ああ妖 精 よ～/ド ルイ
象徴 している。月 は出ないが、

["と
ドの地 よ、 ドル イ ドの音色 よ」 い う雰囲気が漂 う。 は しばみはケル トの神話 で

生命 の樹 であ り、落葉性 で英:贅iを 表 わす。 したが って この光景 は `bher'or`sad

wisdom'nを 意 味 している。「風 」 についてイ ェイツはい う。
「 わた しは風を莫とした欲望 と希望 の象徴 として用いる。それは Sidhcが 風 の
中にいるか らとか、自ら好きなように吹 くばか りでな く、風、精霊、莫 とし
た欲望 はあ らゆるところで結合 しているか らである。」“
)

「枯 れ落葉」 は人 間 の欲望 の残滓 であろ う。井戸守 りの鷹 の女 は絶えず落葉 を掻
き集 めてい る。 欲望 の残滓 の後始末 ばか りで不機嫌 とな り無 口であ る。

The heart would be always awake,
The heart would turn to its rest. '')

この 2行 の詩句 が全体 の主題 であ り、結 びの 5連 か ら成 る詩 にそのまま反映 して
い る。 さ らに “Vacillation"sec.1(後 述 )と も密 に繋 が るイ ェイツの思想 の核心 に触
れ る部分 であ る。「 つねに 目覚 めていよ うと欲す る」若者。「 つねに休息 に 向かお
うと欲す る」老 人。 だが若者 に もこの土地 に来 た 当初 はまだ後者 の要素 を十 分 そ
なえていた (`You are not ofthose who hate the living wOrld.')。

nい い えれば若 と
者
変

老人 は表裏 していて、 この詩行 はわれわれ人 間 の姿 その ものを示 してい る。

17)

鷹 の女、イー フ ァは共 に Sidheの 精霊 と呪いに とり憑 かれ、イーフ ァとの戦 いに
赴 くこ と、 及 び一 連 の ク フー リン もの

(“
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On Baile's Strand",“ The only JcalouW Of

Emer")の 視点 か ら捉 え ると、若者 の純枠 な心 は「楽園を追放 された人間」 (`man'S
fan from the idcal of undivided bcing')nゆ

えの「 存在 の統一 」 に向か う心 ではない

か。 存在 の統一 が成就 す るとき永生 の水 は湧 きでるのだが、その「神秘 の瞬間」

1カ

は聖 な る精霊 に しか 分 か らない。鷹 の女 の鋭 い嗜 き声 、踊 りと楽人 たちの果 たす
役割 は、現世 の人間 に超 自然性 (つ まり楽 園喪失以前 の神秘 )を た とえ瞬間 にせ よ、
回復 、呼び戻 させ るための もので ある。 原罪 を負 う人間 にこの神秘 の瞬間 は夢幻
の 間 に しか訪れないのであ る。
生誕、成長、凋落 の プ ロセスを辿 る人 間 (becoming)は 落:葉 任 である。だが魂 は
永生 (being)を 望 む。 この二 律背反 に超 自然性 が介在す る。
「踊 りそれ 自身 は超 自然界 の本質的曖味 さの反映 である。鷹 のイメージがそ う
であるように。踊 りはまた神 と人 間 における宇宙的関係 の類似 と して、創造
的力、激 しさ、 セ クシュア リテ ィの投影 に収敏 され る。」獅
「 超 自然性、遠 い還 かな る美、原初 のエ ナ ジー (`immediate"wer')を 象徴す る」

2い

踊 りは、創造性 、情 熱、性 的魅力を もって若者 を誘惑す る。だが鷹 の女 の踊 りの
この 3つ の属性 は、同時 に若者 自身 の もつ特徴 で もある。両者は親和力で結 ばれて
いる。鷹 の女を知性 、若者 を 魂 (精 神 )、 老人 を心 (情 念 )と 捉える2)と 、この作 品
はい っそう複眼的、立体 的 (キ ー ツの魂創造 と関連 )に なる。
踊 りは太古 の美 、原初 の エ ナジーを再現 す る。老人 は これを フ ァンタジーの次
元 で しか捉 えよ うとせず、若者はその本質 に魅 せ られてい く。 だが超 自然 の精霊
は容易 にその姿を見 せ よ うと しない。すなわ ち、老人の空 しい体験談をきか され、
若者 はおのれの足 を刺 して も眠 りはせ ぬ と強烈 な意思 表示をす る。 この とき女 が
鷹 の声 で叫ぶ ように嗜 く。警告を発 したのであ る。 なぜな ら、
「 われ とわが身 に加
え る傷 は、おのれの運 命 にかんす る英雄 の意識 的追求 の象徴」a)で あ るのだか ら。
若者 はい う、
「なぜおまえは鷹 の 日でおれを凝視す るのか ?お れはおまえを恐れはせぬ。 お
まえが鳥 であれ、女 、魔女であると して も。
(彼 は井戸 の側 に行 く。井戸守 りの女 はそ こを離れ る。 )

「 おまえが どの よ うに意志 しようと、おれは ここを離れはせぬ。おれがお まえ
の ように不滅 の もの になるまでは。」
(彼 は坐 りこむ。井戸守 りの女 は鷹 さなが ら舞 うよ うに踊 りは じめ る。老人 は
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眠 りに落 ちる。踊 りは しば らくつづ く。 )2)
この とき楽人、半 ば飾 をつ けて うた う「おお神 よ われを守 り給 え/と つ ぜん血
管 を駆 けめ ぐる/恐 ろ しい不死 の ものか ら」

25)と

。踊 りはまだつづいている。若者

はゆ っ くり立 ち上 が る。すでに狂気 が彼 を捉えていた。彼 は色 青 ざめ、足 どりが
よろめいていたので ある。 この とき水 のはね る音 が き こえ る。 どん どん湧 いてい
る。彼 も気 が付 くのだが 、狂気 ゆえ に四肢 が思 い通 りに動 かない。女はすでにい
なか った。彼 は夢 うつつ 、手 に もつ槍 を取 り落 と しでて行 く。
ま じろぎ もしない乾 いた鷹 の女 の 目を見つ め ると呪 いがか け られ るとい う。だ
が凝視す る行為 はおのれの 内 な るデ ーモ ンを直視 す ることで もある。呪 い とは運
命 に対す る挑 戦 であ り、同時 に未知 の運命を受容 れ ることに も通 じるのではない
か ?呪 いは「大 いな る贈 りもの」 `∞

great a gi■

'χ

)で

もあ る。 これ によ って英知 ヘ

の道が ひ らかれ るのだか ら。
愛 のはか な さ、憎 しみの交錯 を もた らす呪 いは狂気 であ り、明 日の若者 の運命
を 占う啓示 で もある。主題 である「 つ ね に 目覚 めてい よ うとす る心」、「 つ ねに体
息 に向かお うとす る心」 を背後 にひびかせなが ら楽人 は人 間 の生の二 律背反 を う
た う。

He has lost what may not be found

Till

men heap his burial-mound

And all the history ends.
He might have lived at his ease,

An old dog's head on his knees,
Among his children and friends.'a

4

Between extremities

Man runs his course;

A brand,or flaming breath,
Comes to destroy

All

those antinomies

Of day and night;
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・ he body calis it death,
I｀

The heart reinorse.
But if these be right

What isjoy?a)

『揺動』の c,1は 『鷹 の井 戸 にて』の全体像 を結論的 に見事 に捉えてい るといえ
“
ないか ?こ こでい う 〔
極〕 と 〔
極〕の意 味す ると ころは、
「 つ ねに目覚 めていよ う
とす る心」(魂・精神 )と 、
「 つね に休息 に向かお うとす る心」 (情 念 )で あろ う。両
「昼」と「夜」の関係 にあ る。 また「歓喜」は小 さな 自我 (情 念 )を 捨
者 は相 反 し、
て、大 きな自我 (他 者 のために生 きよ うとす る魂 ,精 神 )に 殉 じる悲劇的歓喜 でな
いか ?肉 体 が滅 び、情念 的 には悔恨 が残 るにせよ、真 の英知 に生 きるときは、永劫
に通 じる歓喜 がえ られ る。 ここにイエ イツの躍動す る喜悦 があ る。 濃 る生命力 が
ある。牧歌的安息、家族 、友人 た ち、老大 、多 くの家畜 に囲 まれた老 後 の生 とい
う選択肢を究極的には顧 み ることな く、 自 らのデ ーモ ンの象徴 であ る Sidheの 女
王 、鷹 の女、超 自然 の精霊 の側 に組 し、敢然 と運 命 に立 ち向か う若者、 クフー リ
ンの英雄像 にイエ イツが重 な る。
ところで末尾 の 5連 か らな る詩 の 中心 は第 2、 第 3の 両連 である。

Folly alone I cherish,
I choose it for my share;
Being but a mouthful of air,

I am content to perish;
I am but a mouthful of sweet air

O lamentable shadows,

Obscurity of strife!

I choose a pleasant life
Among indolent meadows;
Wisdom must live a bitter life.")

前者 (第 2連 )は 若者 の心境 であ る。 他者 のために殉 じる生 き方 は小 さな 自我 を
基軸 とす る生き方 か ら見 るとき「愚行」 `わ 1ly'に 映 る。 さ りなが ら、人間 のいの ち
はほんの「一息の風」 `a mouthful of air'に 過 ぎぬ。 この一 瞬 の情念的 な生 を否定
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し、英知 に基 づ く永遠 のいの ちがえ られ るな ら、愚行 は正 に祝 福 され るべ き もの
である。
後者 (第 3連 )は 老人 の心境 である。彼 に精霊 は無縁 であ る。嘆 かわ しい存在 で
ある。 イ ー フ ァとの戦 いの意 味す るところな ど所詮、理解 のそ とにある。小 さな
自我 か ら出よ うと しない者 に大 きな 自我 を基軸 にする生 き方 の分 か る筈 はない。
省略 した第 1連 は現 世 に対 す る老人の郷愁 が うたわれてい る。彼 に永生 の水 を
求 める資格 な どない。荒 涼 と した土地 、鷹 の女 のま じろがぬ、 うるおいのない 目
の もつ可能性 が心 に訴 えか けな いのである。第 4、 第 5の 両連 は、空 の井戸 と枯木
にそれ ぞれ平凡 な結婚生活 を営 み、老 いを迎 える幸 せを語 らせ てい る。永生 の水
など所詮 ないのだか ら、可能性 もない夢 に全てを捧 げる無謀 な行為 に走 る者 を「愚
者」 ■diOt'と 呼 んでいる。 これ はアイロニ カルな逆説 であろ う。
坐 して永生 の水 の湧 くを待 つ受身 の姿勢、 これが老人の本 質 であ る。彼 は利 己
的、貪欲、優柔不断、臆 病 な性質 である。 このよ うな態度では フェア・ レイデイは
手 に入 らぬ。 自 らに打 ち勝 つ こと もできぬ。愚痴 だけが残 る生 き方 である。彼 は
)持
まぎれ もな く `cro鍛 ■rained'「 ね ぢれた根性の」∞
ち主。苦労 して生 んだ母親 こそ
哀れである。美 に対 し鈍感 な者 はフ ァンタジーの次元で しかその美 を追求できぬ。
だが若者 はいの ちをか けて追 い求 めたのである。
「不滅 の栄光 は死 す べ き慰めと両
】 のだ
立 しない」 'も
。
「極」と「極」の問題 で言 い残 したことがある。敵意 (憎 しみ )と 親和力 (愛 情 )の
両者 は絡 みあい、溶 けあ っていて解 くことがで きない。鷹 と若者 の 関係 であ る。
永生 の水 の湧 く井戸 に くる途 中 の こと、大 きな灰色 の鷹 が その くちば しで彼 を引
き裂かんばか りに、大 きな翼 で打 ちのめそ うと目つぶ しを加え よ うと襲 いかか る。
剣を抜 き、石 を投 げ、彼 は身 を守 ろうとす る。 そ していつの間 にか その姿を見失
うのだが 、布 を被 せて手 なず けておきたか ったと しみ じみ述 懐 す る。 見失 ったの
は精霊 であ り、 この地 に着 いた とき彼 は鷹 の女を見 ることにな る。 一―ここには
敵意 と親和力 があ る。
鷹 は Sidheで あ り、精霊 であ る。彼女の踊 りが クライマ ックスに達 す ると、精霊
は若者 に乗 り移 り、彼 は狂気 に囚われ る。 この間、永生 の水 が湧 きでていた。 だ
が Sidheが 姿 を消す と水 も枯 れ る。 ここに彼 の人間存在 と しての悲 哀 がある。現世
において理想 の 肉

化 は不可能 にちかい。 自己充足 の追求 は必 然 的 に 自己破滅

に終 るか らであ る:こ こに楽 園を喪失 した人 間の宿命 があ る。
５

４９

She dwells with Beauty

-

Beauty that must die;

And Joy,whose hand is ever at his lips

Bidding adieu;and aching Pleasure nigh,
Turning to poison while the bee-mouth sips:"'

この 詩行 は Keatsの “Ode on Melancholy"第 3連 の 冒頭 の 部 分 で あ るが、 この
「頌歌」第 1連 のキー・ ワー ドは「 魂 の 目覚 めた激痛」 `the wakeful anguiSh Of the
∞ul'で あ る。第 1行 の `she'は 勿論「 メラ ンコ リー」である。 メ ラ ンコ リー と美 は
「魂 の 目覚 めた激痛」に胚胎す るとい う点 に この
表裏 してい る。 メランコ リーが、
「歓喜」 も「快楽」 も忽 ち「毒 」 に変 して しまう
頌歌 の素 晴 らしさがある。「 美」、
とキー ツは うた う。 ここに もメラ ンコ リーが投影す る。 メラ ン コ リー はきわめて
知的な ものであ る (ア リス トテ レス )。 "'フ イチ ー ノはメラ ンコ リーを プラ トンの
「神的狂気」 と同一視す る。 だが 、
「魂 の 目覚 めた激痛」 はこの「神 的狂気」 の謂
でなかろ うか ?フ イチ ー ノによると、この「神的狂気」は黒胆汁 、大地 の 中心 と関
連 してい る。 そ してこれ らは土星 (サ トゥル ヌス )と 対応す る。惑星 の 中で最高位
に位置す る土星 が、思考 を高 め、最 も高次元 の ことを理解 させ よ うとす る「 神的
狂気」の機能 を司ることは充分考 え られ よう。 こう して、最高位 =霊 感 =高 度 の知
性 =メ ラ ンコ リー とい う図式 が成立す る。
楽園を追放 されたアダ ムが もた らした もの 一 それは二九論 でなか ったか ?天
と地、神 と悪魔、愛 と憎 しみ、永遠 と瞬間、天国 と地獄 、光 と闇。 そ して天底 (最
高位 )と 地 底 に居を もつ土星 の二 次元 的性格 (『 ハ イ ピリオ ン』 )。 その土星 の娘 と
・
もいわれ るのがメランコ リーであ ってみれば、メランコ リーは正 にアダムの罪

)で

ある。
均
キーツ詩 のパ ラダイ ム は要約す ると `be∞ ming'の `being'へ の憧れ といえ る。 こ
の切 ないほ どの魂の憧 れ は メラ ンコ リー (「 魂 の 目覚 めた激痛 」 )に よる。 メラ ン
コ リーを近 代的視点 か ら問 い直す ところにキ ーツ詩 の深 さが あ る。
さて叙 事詩『 ハイ ピリオ ン』お よび「没落 」におけるキーツの思想形成 に際 し、
最 も重要 な人物 はニーモ ジニ ー (モ ネ タ )で ある。 この記憶 の女神 は学問 を司 るア
テナ (ミ ネル ヴ ァ)と 同義 で、英知 のイ コ ンとい う。女神 はひたす ら「 美」 にみ ち
・ キ ーツを、正 にこの美 を軸 と して英知 に向 かわせ るの
びかれてきた主人公アポ ロ
である。す なわち、
「 第二巻」の末尾 は、おびただ しい知識 の記
『 ハ イ ピ リオ ン』
憶 と苦悶 が彼を偉大 なる神 に変容 させ ようとす る。「苦悩を美 に変 え させ、大 いな
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る美 の直接原 因 と しての苦悩を正 当化」鉤す るため、彼 は「激 しいけいれん と共 に

/生 のため に死 んでい く」"'こ

とになる。 こう して「 第 3巻 」は終 る。 だが この部

分 は「没落」「第 1歌 」 の 中で さらに詳 しくうたわれてい る。

-

when suddenly a palsied chill

Struck from the paved level up my limbs,

And was ascending quick to put cold grasp
Upon those streams that pulse beside the throat:

I shriek'd;and the sharp anguish of my shriek
Stung my own ears

-

[ strove hard to escape

The numbness;strove to gain the lowest step.
Slow,heavy,deadly was my pace:the cold
Grew stifl ing,suffocating,at the heart;

And when I clasp'd my hands I felt them not.
One minute before death,my iced foot touch'd
The lowest stair;and as it touch'd,life seem'd

To pour in at the toes:

Then said the veiled shadow

-

'Thou hast felt

What 'tis to die and live again before
Thy fated hour.That thou hadst power to do so
Is thy own safety;thou hast dated on

Thy doom'.

'None can usurp this height,'returned that shade,

'But those to whom the miseries of the world
Are misery,and will not let them rest.

All

else who find a haven in the world,

Where they may thoughtless sleep away their days,

If by

a chance into this fane they come,

Rot on the pavement where thou rotted'st half.

その とき とつぜん震え る悪 寒 が
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-

'36)

舗装 された平 らな地面か らわた しの手足 に襲 いかか った
そ して咽喉 のあた りを鼓動す る血管 の流 れ に
冷 た く掴 みかか ろうと急速 に這 い上 が って きた
わた しは鋭 い叫 び声を上 げた す るとその叫びの
金属的 な苦痛 が耳を刺 した
麻痺状態を脱 しようと わた しは精一 杯 の努力を試 みた
そ して階段 の第一 段 に辿 り着 こ うと骨折 った
足 ど りはゆ っ くりと重 々 しく死人 の よ う
冷気 は心臓 の ところで息苦 しく絶 え入 るばか りにな り
手 を握 って も握力 は感 じられず
死 の一 分前 にわた しの凍 りついた足 は最下段 に触 れた
足 が階段 に触 れ ると生命が足の つ ま先か ら
流 れ こんで くる気が した～
その ときヴ ェイルに包まれた影 が言 った「 お前 は
お前 の運命 の時 のまえに死 にか つ 甦 る意 味を認識 した
お前 が再生能力 を もつことは正 に不死身 の証擦
死 を宣告 された 日にお前 は新 たな生 を刻 んだ」
～

「 何人 であれ この高 みは奪 えな いのだ

世 の惨 め さを認識 し
いつ も心 に悲 しみを抱 く者を除 いては
この世 に安息所 を見 いだ し
漠然 と夢 うつつ に 日を過 ごす他 の者 はみな
か りにこの神殿 を訪れることがあ ろ うと も お前 が
朽 ち果 てよ うと したこの舗道 の上 で朽 ち果 てねばな らぬ。」
「 没 落 」 は 秋 を う た う。 知 識 、経 験 が 醇 化 す る に は
『 ハ イ ピ リオ ン』 は む しろ春 、
時 間 が か か る。

(`Knowiedge∞ mes,but wi“ Om HngerS,and l linger On the ShOre,ノ

And the individual withers,and the wOrld is mOre and mOre./～ /Knowledge
cOrnes,but wisdom lingers,and he bears a laden breast,/1Full o,f sad experience,■ loving

う して知識 は英知 に脱皮 してい く。 この とき、
鉤
なかなか顔を見せ よ うと しなか ったモネタが ヴェイルを取 り払 うのである。 モネ

tOward the stillness of his rest.')")こ
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夕の顔 はあ らゆる人 間 の苦悩 を包み込 む。 そ して慰める。「苦悩 は こう して よ り大
いなる明確 な美 のイメー ジの範 囲内 に含 まれるが ゆえに受容れ られ る。」4'苦 悩 と
美 が矛盾 な く融合 しあ う ことにな る。英知のイ コ ンといわれ るゆえんであ る。
キ ー ツは詩人 と して夢想家 `dreamer'か ら真 の詩人 ■rue poct'へ と成長す る。 そ
れは同時に `be∞ ming'の `being'に いた る憧れ (メ ランコ リー )究 明のプ ロセスで も
あ る。彼 の成長を特徴 づ けるキー・ ワー ドが「魂創造」 `mul― making'で あ る。魂創
造 とは詮 じ詰 めると、アポ ロ
・ キ ー ツの神格化 (`die

into life')が 意味す るよ うに、人

間 が神 になることである。 それには心 にひそむ無数の光輝 (知 性 、イ ンテ リジェン
ス )が アイデ ンテ ィテ ィを帯 びて くるまで、人 間 は苦悩 し、鍛え られねば な らぬ。
錯綜す る喜 びと苦 しみの カオスはキーツに とって現 実 の基盤 であ った。 このカオ
42)と
スを彼は「不条理 な もの と してでな く、豊かな生命 あるもの」
して受 け とめた。

豊 かな生 命 の あ る「 現 世」 とい う学校 か ら、人 間 の「情念」 とい う く乳 首 >が
「 知性」を鍛え るために必 要 な ものを吸 いとる。情念 は知 的な心 の聖書 、経験 であ
る。彼 はつ ね に知性 よ り、情念 を優先 させ る。知性 を内に秘め、情念 は現 世 か ら
人 間性を強靭 な もの に鍛 え直 す養分 を吸 いとる。 こう して人 間 は生 まれ変 る。 こ
の ような思考方式 をキ リス ト教 にま さる魂救済 の体系 とキ ー ツは考 えた。
魂創造はい うなれば通過 儀礼 の側面 を もつ。狭義 のセル フか ら広義 のセル フヘ、
自己愛か ら他者 へ の愛 へ 、
「美 は真」か ら「真 は美」の世界 へ と認識 の深化 を もた
らすのは、あえて言 えば この洗礼 を うけた後 であ る。現実 を見 る 目が複 眼的 とな
り、背後 に神 の存在 を意識 し、あたたか くなるのである。魂創造 にお け る真 のア
イデ ンテ ィテ ィ確立 の意味す るところは、
「幻滅、失望 のあ りの ままの世界 に生 き
°
残 りうる」 'こ とである。
「 魂 の 目覚 めた激痛」は内なる自己創造、真 のア イデ ンテ
ィテ ィ確立 に通 じる。アポ ロ
・ キ ー ッが死 の直前 に生命 が足のつ ま先か ら溢れて く
る気持 ちに襲われ、他者 のために生 きよ、 との託宣 を うけ、 モ ネタが彼 の面前 で
ヴ ェイルを脱 ぐ。女神 の行為 は『 メラ ンコ リー頌歌』第 3連 の結 びの後半 の詩行 に
通 じる。

Ay, in the very temple of Delight
Veil'd Melancholy

has her sovran shrine,

Though seen of none save him whose strenuous tongue
Can burst Joy's grape against his palate fine;

His soul shall taste the sadness of her might,

And be among her cloudy trophies hung.
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ああ正 に歓喜 の神殿 の 中 に
ヴ ェイルに包 まれ た メラ ンコ リーは至高 の聖堂 を もつ
強靭 な舌 の持主 のみ に しか見 えな い聖堂
彼 は優れた口蓋 で歓 びのぶ どうを突 き破 ることがで きるか ら
彼 の魂 はメラン コ リーの力 の悲 しみを味わうだろ う
そ して定かには見え ぬ彼女 の戦利品 の 中 に加 え られ るだろ う
(25～ 30行 )

キ ー ツ詩 の本質 は メラ ンコ リーの解 明 にある。 モネ タは メラ ンコ リーの 申 し子
であ る。 キーツ詩 の魅力 は、 さま ざまな要素 の錯綜 す る現実 を、無限 の可能性 に
み ち た 生 命 力 溢 れ る も の と 見 倣 し、 神 秘 性 は あ え て 追 究 しな い (`Negative
Capability')点 にあ る。彼 はきわめて知的な「魂 の 目覚 め た激痛」を原点 と し、現

実 の生 命力 にみ ちた神秘性 、不可解 なすがたを発展的 イ メ ジ ャリーで捉 え よ うと
す る 一 学校 で学 ぶ子供、情念 の乳首 か らアイデ ンテ ィテ ィを吸 い とる知性 、モ ネ
タの後頭部 の脳味噌 の 中 に詰 め られた高次元 の悲劇 の知識 etc.こ れ らは人間 に課
せ られた生涯 にわた っての命題 で もある。
「没落」は `wif‐ be∞ ming'の 尽 きる こと
のないプロセスを うた う。人間の心 に神意 が宿 り(神 性 を帯 びた光輝がアイデ ンテ
ィテ ィを もつ こと )、 行動 す ることは極 めて英知 に基 づ く行為 であ り、限 りな く
`being'に 近 づ くことを意味す る。 モネタが ヴェイルを脱 ぐことは、メ ラ ンコ リー
、「知性」、英知 )が 姿 を表す ことになる。
(「 美」
美、歓喜、快楽 が一瞬の中に魂 、悲哀、毒 に変 じてい く不可解 なる人間 の心 、現
『鷹 の井戸 にて』における親和力 と敵意 、愛 と憎 しみ に重ね るとき、
世 の味わ いを、
「魂 の 目覚 めた激痛」 と「 つ ね に 目覚 めていようとす る心」は、キ ーツのばあい メ
ラ ンコ リー、イ ェイツの場合 Sidheを 軸 に して英知 にむか う。 うず く苦悩 、激痛 が
美 を英知 に向かわせ るのであ る。 ここに楽園喪失 い らい人 間 の宿命 があ る。論者
は以上 の点 に 2人 の詩人 の接点 を求 めたい。
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特集 :Seamus Hcaney以 後 の アイルラン ド詩人 たち
α′″ の 中 で現 代 の ア イル
″CO″ ′ ′0′ αッ ル勧 ιた ′
Michael KenneaHyは POα ッ 」
`″
“
ー
ラ ン ドの 詩 人 た ちには 3つ の 厳 然 と した グル プが あ る と して い る。
その第 1世 代 は、眠 った よ うな、 自分 の心 の 内 ばか りを見 つ めて い た 1950年 代
が 大 きな変 化 を示 す以 前 にす で に処 女 作 を 出版 して いた 古 い世 代 の 詩 人 た ちで 、

John Montaguc,Richard Murphy,Thomas Kin"llaを あげて い る。第 2の 世代 は北 で
は激動 が 、南 で は社 会 的適 合 が続 いて 、 それ まで圧 倒 的 に 田舎 を 中心 と し、教 会
に管理 され て、比較 的孤 立 して い た人 々が、現代 的 な、 都市 中心 の 消 費社会 的風
潮 を は っき りを表 明す る よ うに な った 時 の 詩 人 た ちで 、 Seamus Hcmey,Michael
Longley,Derek Mahon,Eavan Boland,Ei16an N`Chulllcan`in,Brendan Kennellyな

'

`と

をあげて い る。第 3の 世代 は、社 会 の変化 に よ って 、アイ ル ラ ン ドの社 会 を支 え て
いた神 話 や歴史 や宗 教 の 東縛 を は っき りと明確 に超 越 して、新 しい 見方 を発見 し
て い る 詩 人 た ち で 、 Ciaran Car∞ n,Medbh McGuckian,Paul Muldoon,Nuala Nf
Dhomhnaill,Michac1 0'IЮ ughlin,PCter Sirr,Paula Mcchan,Mathew Swceneyな

どを

あげている。
こうい う区分 をす るとその分 けかたか ら漏 れて しまう詩人 たちがいるのは当然
て,、 Kenneallyは Anthony Cronin,Michael lHlartnett,Sealnus Deane,Desinond Egan,
Thomas McCarthy,Michae1 0'Siadhailの

存在 について も言及 してい る。

日本 でのアイル ラ ン ド詩研 究 は こ う してみ ると第 1の 世代 についてはまだ不十
分 なうちに Seamus Hcaneyを 中心 と した第 2の 世代 に移 ってきているという感 じが
す る。第 3そ してそれ以外 の詩人 たちについ てはほんの数人を除 いて まだ研究 の
途 に もついてい ない。アカデ ミア とい うものが本来保守的 な ものであ る ことは承
知 は している ものの、常 にその時代 を反映 した新 しい もの に 目を開 いてい く必要
を感 じる。
この特集 では第 3の 世代 を 中心 にその研 究 の端緒 とす る意 図 で、 さ しあた り
Michκl Hartnctt,Medbh McCuckian,Ciaran Car"n,Paula Mechanを 選 ん で書 いて
いただいた。
当然資料 は不十分 でなかなか総 合的 な評価 をす ることはむずか しく、紹介以上
の もの にはな らなか った もの もあ ると思 うが、今後更 に研究 が発 展す ることを願

(清

うものである。
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水記 )

マイケル・ ハ ー トネ ッ トの詩

:

英語 とアイル ラン ド語 の詩作 の狭間で

清

水

重

夫

マイケル・ ハー トネ ッ トは 1941年 に リメ リック州の クル ームで生 まれ た。地元
で教育 を受 け、 1963年 にはダプ リンに出る。 ジェイムズ・ リデ ィとともに「 ア リー
ナ」誌 の編集 に携わ った り、サ ンデ ィー コー ヴの ジ ョイス
・ タワーの管理人を して
いる。 その後 マ ドリッ ドと ロ ン ドンで生活 を した後 ダブ リンに戻 り、国際電話交
換局 に職 をえたが、 1974年 に リメ リック州 ニ ュー カ ッスル・ ウェス トに移住す る。
1939年 生 まれの シェーマ ス 0ヒ ーニ ー とほぼ 同世代あ りなが ら、マイケル・ ケ
ネ ー リーの扱 いのよ うに、 アイル ラ ン ド詩 の本流 か らはやや離 れた存在 と して見
られて きたよ うである。 その理 由は北 ではな く、南 の リメ リックの 出身 であ った
こと、またアイルラン ド語 で詩を書 くとい う動機 を持 っていた ことが考 え られ る。
勿論、 マイケル・ ダヴ ィッ ド、 ヌア ラ・ 二・ ドナ イル達 と同様 、アイル ラ ン ド語 の
詩人 た ちの 中では最重要 の詩人 である。 ヌア ラとの交流 もあ り、彼女 に献呈 した
詩集 Dο

N″ α
′
afο :″ ″θC力 ″j″ ″(1984)も

あ る。

詩集「英語 へ の訣別」 の 中 の標題詩 の連作 の一 つで彼 は次 の ように意志 を表 明
す る。

I say farewell to English verse,
to those I found in English nets

:

my Lorca holding out his arms
to love the beauty of his bullets,
Pasternak who outlived Stalin
and died because

of lesser

beasts;

to all the poets I have loved

from Wyatt to Robert Browning;
to Father Hopkins in his crowded grave
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and to our bugbear Mr Yeats

who forced us into exile
on islands of bad verse.

Among my living friends
there is no poet I do not love
although some write

with bitterness in their hearts

;

they are one art, our many arts.

Poets

with progress

make no peace or pact.
The act of poetry
is a rebel act.

僕 は英 語 の詩 と訣別す る、
英語 の網 目の 中で見た詩 に対 して。
両腕 を突 き出 して
その弾丸 の美 しさを愛 す る ロル カよ、
ス ター リンよ り長生 き し、
もっとつ ま らない獣のために死 んだパ ステル ナ ー クよ。
ヮイヤ ッ トか らロバ ー ト
・ プラウニ ングまでの
僕 の愛 したす べ ての詩人 たちよ。
場所 ふ さぎの墓場 にい るホプキ ンズ師 よ
ろ くでな しの詩であふ れ る島 々に
無理 矢理僕 たちをさまよわせた
あの化 け物 のイェイツ氏 に訣別 だ。

生きている僕の友人達 の中で
僕 の愛 さない詩人は一人 もいない、
ただ何人 かは
心 に辛辣 な思いを持 っているけれど。
彼 らは一 つの芸術であ り、僕 たちの多 くの芸術 である。
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進歩 をす る詩人 た ちは
誰 と も和睦や協定 を結 ばない ものだ。
詩 を書 くとい う行為 は
反抗 的な行為 なのだ。
英語 で書 いた詩人 たち、そ して英語 を通 して読 ん だ ロル カやパ ステルナー クた
ち と訣 別 しよ う。 そ してアイル ラン ド語 で詩 を書 こ う、 と述 べ て詩人 と して詩 を
書 く行為 を定義 づ け、その上 でアイル ラ ン ド語 で詩 を書 く仲間 た ちのことを述 べ
てい る。 アイル ラン ド人 らしく、固い決意 を表明 しているように見 えなが ら、 イ
ェイツに対す る言及 は辛辣 であ りなが ら、ややユ ーモ ア も感 じさせ る。 この標題
詩 の連 作 にはの最後 には もう一つ決意 が見 え る。
This road is not new.

I am not

a maker

of new things.

I cannot hew
out of the vacuum-cleaner minds
the sense of serving dead kings.

I am nothing new.
I am not

a lonely mouth

trying to chew
a niche

for culture

in the clergy-cluttered south.
But I will not

see

great men go down

who walked in rags
from town to town
finding English a necessary sin,
the perfect language to sell pigs in.

I

have made my choice
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and leave with little weeping.

I have come with meagre voice
to court the language of my people.

この道 は新 しい物 ではない。
僕 は新 しい ものの創造者 ではないのだ。
僕 には切 り刻 む ことはで きない
真空掃除機 の ような心 か ら
死 んだ王たちに仕 え る気持 ちを。
僕 はなん ら新 しい存在 ではない し
聖職者で い っぱいの南部地方 で
文化 を求 めて
壁 がんを咀嚇 しようとす る
孤高 の 口を持 った存在 ではない。
だが僕 は理解す ることはないだ ろう
偉大 な人 々が道 を下 って
ぼ ろを身 に纏 って
町 か ら町を歩 き
ブタを売 るためには完壁 な言 葉 であ る
英語 が必要悪 だ と言 うの を。
僕 は 自分 の選択 を し
泣 いた りせず に出発 しよ う。
我 が人 々の言葉 を求めて
貧弱 な声ではあるけれ ども僕 はや って きたのだ。
高 らかに 自分 の決意 を歌 うの とは大 分違 うけれ ども、 自分 とアイルラ ン ド語 と
の 関係 、そ してその先達 に対す る尊敬 と批判 の気持 ちを歌 っている。彼 は 自分 と
α″οパ クο″″ιル勧 (1985)と い う 17
アイル ラ ン ド語 との関係 を O Br“ α″ J″ f rraお ′
世紀 の アイル ラン ドの詩人 オ ブルア ダルの翻訳詩集 の序文 で 明 らかに して い る。
アイル ラン ド語は 12、 3歳 くらいまでは、学校 の授業 の科 目の一 つ と して学 んでい
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たに過 ぎず、従 って彼 はネイテ ィヴのアイル ラン ド語 の喋 り手 であ った とは言 っ
ていない。 ところが友人 に この詩人 について教え て もらう機会 があ って 、そ こか
らこの詩人 にそ してアイル ラ ン ド語 にのめ り込んだよ うだ。 17世 紀 当時は、 これ
よ り以前 のいわ ゆる flllの 時代 は終 わ って、彼 らは専門 の詩人 とな って各地 の庇護
者 のところを渡 り歩 いていた最後 の時代 であ った。彼 らの詩作 の技術 は以前 の伝
統 を残 していて 、複雑 な法則 があ りなかなか分か りに くい。 この詩人 の詩 の翻訳
に取 りかか ったハ ー トネ ッ トは大変 な思 いを したようで、それが逆 に彼 のアイル
ラン ド語 の習得 の力 にな ったよ うである。
アイル ラン ド語 の詩 を英語 に翻訳す ることについて、興 味深 い ことを述 べ てい
る。「「詩 は翻訳 に際 してその多 くが失 われ る」 とは多 くの人 のい う ことだが、私
はそれには賛成 しない。詩人 (翻 訳家 )が 原詩を 自分 の事 を忘れ る くらい好 きであ
れば、その詩 は翻訳 が可能 となる。詩全体を翻訳 で きる し、そ うでな くて も、原
詩 の作者 の提示 した限界 の 中な りに、原詩 にできるだ け近 づ けて、 自分 な りの詩
に作 りかえる ことがで きる。」 この ことは後 になって、自分 のアイル ラ ン ド語 の詩
を英語 に翻訳す る ときに も通 してい るように思 える。以下 の短 い詩 については英
語 とアイル ラン ド語 の行 までほ とん ど変 わ らない し、英詩 の後 ろにアイル ラン ド
語 が見え隠れ して興 味深 い。 つ ま リアイル ラン ド語 の構造 の影響 が感 じられ るの
である。例え ば 日本語 の翻訳 では「 キ ラッ、キ ラ ッノキ ラキ ラと輝 く」 と したが、
彼 自身 の英訳 は「 Flashes,日 ashes/口 ashing」 とな ってい るところを、アイル ラン ド
語では「 Splancacha,splancacha/splancacha」
数形が並 べ られてい る。
Moonsnow tT8

Moonsnow dripping
through a rook's nest,

Moonmilk pouring
through a twig sieve.
Frost and snow
in bright fragments

-

Flashes, flashes

flashing.
Black ofa rose
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と して splanc(Hash)と ぃ ぅ名詞 の複

blue sunset

yellow strawberries

:

the colour of blood's forgotten
here in the nest

of Munster.

Sneachta Gealai'78

Sneachta gealai ag sileadh

tri nead pr6ach6in,
Bainne geala( ag stealladh

tri chriathar cipin.
Sioc agus sneachta
ina sceilpeanna gealai

-

Splancacha, splancacha,
splancacha.

Duibhe na r6s
goirme lui grdine
buiocht na sf tahin:
te dath na fola dearmhadta
anseo i nead na Mumhan.

月 の雪片 `78
月 の雪片 が滴 とな って
ミヤマガ ラスの巣 を通 って落 ちて くる、
月 の乳 がい っぱいにな って
小枝 の飾 を溢れて くる。
霜 と雪 が
明 るい断片 とな って 一
キ ラ ッ、キ ラ ッ
キ ラキ ラと輝 く。
薔薇 の黒
青 い 日没
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黄色 いいちご。
血 の色は
ここマンスターの巣 の中では忘れ られている。
この傾 向 は彼の代表作 の一つ といわれている C61l ide(The Rctreat of lta Cagney)
には更 に顕著 に現れ る。
The Retreat of Ita Cagney
t.

Their barbarism did not assuage the grief:
their polished boots, their Sunday clothes,
the drone ofhoarse melodeons.
The smoke was like the edge of blue scythes.
The downpour smell ofovercoats
made the kitchen cry for air:

snufflashed the nose like nettles
and the toothless praising ofthe dead
spun on like unoiled bellows.
She could' not understand her

grief

the women who had washed his corpse

were now more intimate with him
than she had ever been.
She put a square of silk upon her head
and hidden in the collars ofher coat
she

felt her way along the white- washed walls.

The road became a dim knife.
She had no plan

but instinct neighed around her
like a pulling horse.

Cril6 ide
l.

Nior fh6isc

a ndamhsa a

br6n

“

n6 a mbr6ga snasta troma
a caoi:

nior fhdisc

a

gculaith nua

n6 cr6n6n crua a bhfonn

a 16an. Bhi an deatach ina lann
gorm speile ann is do bhain
boladh b6istiriil a gc6tai m6ra
b6ic as scornach na cistine.

Mar chealg neant6ige an snaois
.ina sr6n. Chaoin si le feirg
is lean an t-olag6n mantach

i

mar scr6achail bhoilg faoi mheirg.
Bhi nios m6 aithne ag an mnaoi

-

bean nite chorp an fhir

n6 mar a

bhi aici fdin riamh,

a bhean ch6ile, Ie

bliain anois.

Las na ballai l6chrann aoil

di, i i gcochall sioda faoi cheilt:
nior thuig fSth
is

a

br6in i gceart

i ar f6n gan bheart gan seift.

Lann scine gan loinnir srll
an Deirdre ghruama seo gan laoch:
phreab seitreach an drichais 16i
strus tn6ite chapaill faoi ch6acht.

彼 らの粗野 な振 る舞 いで も悲 しみは和 らがなか った。
彼 らの磨 いた長靴 、 日曜 のための正 装 、
耳障 りな メロデ ィオ ンの うな り声。
煙 は青 い草刈 り鎌 の刃先 のよ うな色 を していた。
外套 か ら出て くるど しゃ降 りに濡れた臭 いは
台所 の空気 を鬱陶 しくしていた。
臭 いはイラ クサの よ うに鼻を刺激 し
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死者 に対 す る無気力 な賛美 の言葉 が
油を さ していな いフイゴの よ うに続 いた。
彼女 は 自分 の悲 しみが理解 で きて いなか った。
彼 の死骸 を洗 った女 たちは
今 や彼女が これ まで思 っていた よ り
ず っと親 しみ の気持 ちを彼 に も っていたのを。
彼女 は頭 に絹 の四角 い布を のせ
コー トの襟 の 中 に隠れて
両側 が漆喰 の壁 にな ってい る道 をゆ っ くりと歩 いてい った。
道 は暗 いナイ フにな り
彼女 には考 えがなか ったが
ひき馬 の ように
本能 が彼女 の まわ りで噺 いていた。
意 味合 いはほぼ 同 じではあるが、英語 の詩 の方 は死 の悲 しみを平板 な表現 で表 わ
してい ると ころを、 アイル ラン ド語 の方 はその リズ ム感 で表わ していて、両者 が
あいま って死 の悲 しみの別の側面 を表 わ している。
Rory Brennanは ハ ー トネ ッ トの詩人 と しての資質 を評 して、その欠点 があるとす

れ ば「 感傷的であ り、イ メー ジが 貧困 で、古風 な表現 が好 きで、その詩 のいた る
ところに押 しかけてゆ く詩人 とい う姿 が見え る」 と述 べ る。 これだ けの ものが あ
れば、 どう しよ うもない詩人 とい うことにな る。 その通 りの面 が彼 の作 品 には数
多 く見 られ ることは認め ざるを得 ないが、それで も Brennanの い うように、ハ ー ト
ネ ッ トは疑 い もな く傑 出 した詩人 と して評価 を得 てい る。 それは何 よ りも、 ダブ
リン生 まれの都会育 ちとは違 って、田舎 に育 ち、そ こに住 んでいる彼 の決意 と、い
わ ゆる「告発者」 と しての彼 の資質 であ ろ う と思 え る。
この両者 が一 緒 にな って、感傷 的 とい う批判 を もの ともせず、英語 の詩 と訣 別
して、数 々の詩 を生み出 し、再 び英語 に戻 りなが らも、アイル ラ ン ド語 の詩 も捨
てない とい う彼 の姿勢 に凝縮 して いるよ うである。
Pο

`″

g`′
s′οb“ ″

蒻ο
″

"(1988)の

付記 で、彼 は「 この詩集 の 自分 の意図 はや さ し

い言葉 で書 くこと。 そ して も し詩 がセ ンチ メ ンタルで ロマ ンチ ックで邪悪 であ っ
た と して も、わ た しには もうこ うい う感情表現 を恐 れ ることは しない。 これ らの
詩 は愛 の気持 ちか ら書 かれた ものなのだか ら」 と新 たな決意表明 の ような もの を
述 べ てい る。 その 中 か ら一つ紹介 して ま とめ と したい。
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For my God-daughter, B.A.H.
Fish in the river where you live
turn their poisoned silver to the sky
and chemical air from woodlice- like machines
assault the lichens and they die.

This is our city, my lovely girl

-

I must warn you from the very start.
This place, this land has an ugliness
that could warp the most devoted heart.

Still, I

send my wish to you,

to Chapelizod by the river bend
(lovers set sail from here before

-

or were lovers at their journey's end

-

and came to griefon the Cornish shore):

may you have the blessed eyes
to see those people in whom joy survives
and leaves like dragons' footprints
embossed on gravel drives
and magenta seep through the Phoenix trees

from extraordinary skies.
For the heart can stay unwarped
in these most inhuman days
and one cobweb threading rain
can civilise a race

-

for there is an lreland, where
trees suddenly

fly away

and leave their pigeons, baffled,

standing in the air.
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名付 け娘 B.A.Hヘ
君 の住 んでい る街 の川 の魚 は
毒 々 しい銀色 の腹 を空 に見 せ
クラ ジム シの よ うな機械か ら上 る化学薬品の空気 は
蘇 苔類 を襲 い、死 なせて しまう。
これが僕 た ちの街 なん だよ、君 一
人生 の始 めか らこの事 は警告 してお こ う。
この場所 、 この土 地 は醜 いのだ
どん なに献身 的 な心 の持 ち主で も捻 じ曲 が って しま うん だ。
それで も、僕 は君 に願 いを伝えよう、
川 の 湾曲部 のそばにあ るチ ャペ リゾ ッ ドヘ
(恋 人 た ちが以前 ここか ら船 出 して
一 あ るいは恋人 たちはその旅 の終 わ りだ ったかな 一
そ して コー ンウ ォールの浜辺 に悲 しみを もって辿 り着 いたのだ )
君 が、祝福 された眼を持 って
喜 びが 消えな い人 々の姿 を見
竜 の足跡 のよ うな葉が
砂利 を敷 いた大通 りを飾 るの見
素 晴 らしい空 か ら紫紅色 の光が
フ ェニ ックスの木 々の 間か らしみ とお って くるの を見 て くれ るのを願 う。
なぜ な らば心 は捻 じ曲 が らないでい られ るのだ
この あま りに人間的でない時代 にあ って も
そ して雨 を通す た った一 つの クモの巣 であ って も
あ る民族 を教化す ることができるのだ 一
なぜ な らばアイル ラ ン ドが存在 し、そ こでは
木 々が突然飛 んでい って
鳩 ど もを置 いてい って しまい、鳩 ど もは困 って
空 に留 まることがあるか らだ。
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キアラ ン 0カ ー ソンと詩 の未来形
欄 木 伸 明

1948年 ベル フ ァス ト生 まれのキアラン・ カ ー ソンは、同世代 の ポール ●マル ド
ゥー ン、 メー ヴ ●マガキア ンとと もに、 シェーマス ●ヒーニ ーを は じめ とす る「 ザ
・ グル ープ」以後 の世代 の北 アイルラン ド詩を代表す る詩人 であ るとみ られている。
マル ドゥー ンは 1987年 に行 われたイ ンタビューで、自分 と ヒーニー との隔 た り
について、
「 わた しには、アイル ラン ドで何 の抵抗 もな く代弁者 を務 め られ るよう
な部族 ( be)は あ りません」 (Matthews 1997:194)と 述 べ てい る。 彼 は、 ヒーニー
がある時期「部族 の代弁者」 とい う考えを もっていたよ うだ と指摘 したのち、
「シ
ェーマスで さえ今 ではむ しろフ リー・ エー ジェン ト制 のほ うに興 味 があるとお もい
ますね」と冗談 ま じりに コメ ン トしている。 マル ドゥー ンによれ ば、
「彼 とわた し
を隔て る十年 か十五年 のあいだに状況 はずいぶん変化 しま した。 アイル ラン ドは
変わ った。 いや、すでに変 わ って しまっていた (it力 αa changed)の です」。彼 は、た
とえば「北 アイル ラ ン ドの カ トリックでナ シ ョナ リス ト」 とい う背景を もつ人 々
を ひとつの「部族」 と括 って 、詩人がその「部族 」 の声を「 うた」 によ って代弁
す るとい う ことが、 もはやで きな くな った時代 の ことを語 って い る。
80年 代後半以降 のアイル ラ ン ドは、ベル フ ァス トで もダプ リンで も、詩人 が「 フ
ー
リ ・ エー ジェン ト」にな りつつ ある時代 である らしい。 ベル フ ァス ト出身 で現在
はダブ リンに住 む詩人・ 批評家 ジェラル ド
・ ケネ リーの初期
・ ドウは、プ レンダ ン
詩編 を集 めた 3″α″J“ gS′

‐ を評 しなが ら、ケネ リーはわれわれの時代 において
“
パ トリック
・ カヴ ァナ ーに相 当す る位置を しめてい るとみる。 マスメデ ィアに頻 繁
に登 場す るケネ リーの人柄 と平明な詩 は大衆 に絶大 な人 気 があ り、彼 の詩 は、書
き手 と読 み手 が共通 の理解 を分 けあ っている とい う確信 の もとに書 かれてきた。
しか し、 カヴ ァナー とケネ リーに「吟唱詩人 へ の ノス タル ジア」 を読 み とり、ケ
ネ リーの詩 に「 嘆 き」や「死 」や「痛 み」の根 強 い影 を見 る ドウは、
「 明確 な共 同

体的世界を奪われた詩人 は過 去 の言語・ 社会状況 に代償 を求 め るが、それ らが もは
や存在 しない ことを悟 るのみ」 (Dawe 1995:148)で あると指摘す る。 また、ダプ リ
ンの詩人 ミホール・ オ シール は、ダプ リン、ひいてはアイル ラン ドが「村」的な共
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同体 か ら「 都市」型 の社会 に変化 しつつ ある ことを先取 りして、 1995年 に出た新
詩集 を ル

jた

α夕 と名付 けた。

“ よ り9歳 若 くマル ドゥー ンよ り 3歳 年長 のカー ソンは、この時代 の空気
ヒーニー
を呼吸 して い る。 そ して、彼 はベル フ ァス トとい う都市 を描 いた二 つ の詩集 勧ι
sr
Ⅳοと r力 θB`り α
ルゴ
sヵ ル′

Fο ″
ル″jで 世 に知

られ るようにな った。 ベル フ ァス トに腰

をすえ たカー ソンの数 々の詩 は、個人的経験 の記憶 の断片 が接 ぎ合 わ され、現実
と幻想 が入 り交 じった心理的 な都市地 図 であ る。 しば しば地 図制作者 の比喩 で紹
介 され るカー ソンは、アイル ラ ン ド詩 にたい して伝統 的 に期待 され るカヴァナー
的 な田園詩 とい う先入観 を創造的 に裏切 ったのだ った。
・ カー ソンとい う名前 は、詩人 自身 が解説す る (1996a:181-2)よ うに、
キア ラ ン
カ トリック的な フ ァース トネ ーム とプ ロテス タ ン トを連想 させ るフ ァ ミリーネ ー
ムの「 雑婚」 でできているので 、北 アイル ラ ン ドで は「矛盾形容 的」 にひび く。
カー ソンの父 はカ トリックで、彼 の名をゲ ール語風 に表記 すれば Liam Mac Cardn
だか ら、
「 カー ソン」は「 カロー ン」が英語風 になま った ものなのだが、出 自の成
立 は もうす こ し混み入 ってい る。 カー ソンの説明を要約すれば、 そ もそ もプロテ
スタン トだ った彼 の曾祖父 が カ トリックの女性 と出会 って改宗 し結 婚 、最初 の妻
の死後再婚 して、計 22人 の子 を もうけた。 カー ソンは この家族創成 の物語 を思 う
たびに、 プ ロテスタン トとカ トリックの フ ッ トボ ールチームが仲 良 く向か い合 っ
ているの を想像 した とい う。 だが、 カー ソンの父 が主 張す るところによれば、例
の曾祖父 の父は カ トリック信徒 だ った とい うか ら、 カ ー ソン家 にお けるプロテス
タ ン トの要素 は「歴史上 のち ょっと した逸脱」 なのか もしれ ない。
カー ソンは こみい った家系 の物語 に尾鰭 をた っぷ りつ けて、まるでは ら話でで
もあるかの ように語 っているが、 この姿勢 は特定 の「部族」 の スポ ー クスマ ンを
自認す る態度 とはほど遠 い。 ベル フ ァス トの ことを詩 に書 くときには、確信を も
って発話す ることができない とまどいその ものが主題 になる ことさえあ る。た と
ぇば “Belfast Confetti"と い う詩。 タイ トルの「 ベル フ ァス トの紙 吹雪」とは、投石
に使 われ る瓦礫 の ことだ。 その 冒頭 の数行 を引用 してみ る。
Suddenly as the riot squad moved in, it was raining exclamation marks,
Nuts, bolts, nails, car-keys. A fount of broken type. And the explosion

Itself

-

an asterisk on the map. This hyphonated line, a burst of rapid fire . .

.

(1987: 31)
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ここでは暴動 でパニ ックにな った市街 の様子 が、雨霰 と降 り注 ぐ活字 や句読 点や
記号 に置 き換え られている。 詩人 は頭 のなかでセ ンテ ンスをまとめ ようとす るが、
ど もって しまってまとま らない。 その 間 に も小路 は ピ リオ ドや コロ ンの瓦礫 でふ
さがれてゆ く。やがて、見慣 れた街路 は迷 宮 と化 し、
「オ レの名前 は ?ど こか らき
たのか ?ど こへ行 くのだ ?疑 問符 の一 斉射撃。」 と しめ くくられ る。 この詩 の語 り
には コ ミカルな トー ンがあるが、それ ゆえ描かれた失語症 はい っそ う切実である。
ベル フ ァス トの現実は、ことばの世界 に転位 され、異化 され ることによ って、筒
井康 隆 の小説『虚航船団』 で展開 され た世界 にも似 た、逆説的な リア リテ ィで彩
られた寓話性 を獲得す る。“
The Banad of HMS&砕

s′ ''と

い う、それ 自体 がバ ラ ッ

ドとい う ジ ャンルのパ ロデ ィであ るよ うな詩 では、4月 1日 のエ イプ リル フール
に、“
Catestants"と “
Protholics"が 相乗 り した帝国軍艦 ベル フ ァス ト号 が、ベル フ ァ
ス トの港か ら封印 された謎 の 目的地 め ざ して出航 してゆ く。そ して、寄港地 で酒
場 をひやかす楽 しみ もないまま、 コ ンテ ィキ号 のよ うに航海を続 けて い くと、 し
まいには夜明けとともに 目的地 ら しき場所 に到着す る。 末尾 のカプ レ ッ ト、

I lay bound in iron chains, alone, my aisling

gone,

my sentence passed.

Grey Belfast dawn illuminated me, on board the prison ship Belfust. (7993:74)

g)は 消え去 り、語 り手はみずか らが
アイル ラン ドの現状 を嘆 く詩 を促 す幻影 (α お″″

つ くりあげた言語 の牢獄船 につながれて い る自分 自身 を発見す る。 しか も船 が到
着 したのは、あ とに したはずの ベル フ ァス トだ った。 この詩 は現 実 の党派的対立
関係 を虚構化 した うえで、意 図的 に党派 的 な色分 けを混乱 させ るよ うなあい まい
さを散 りばめて いる。読者 は詩人 とと もに虚構の側 か ら現実をふ りかえ ることに
よ って、現実を と らえる新 たな構 図 につ いて考 え ることを迫 られ る。 カー ソ ンの
詩 には、北 アイル ラ ン ド問題 を詩 に と りあげるさいに、 コ ミッ トした当事者 の深
刻 な声 で語 るの とはまった く異質 でか つ説得力 のある語 りかたがあ りうる ことが
小 されている。
「部族」の代弁者 としての詩人 の役割 が失効する とと もに、部族 の利害 が託 され
た「 うた」 も社会的意味を失 いつつ あ る。 ところが、アイル ラン ドの伝統音楽 は、
全体 と してみれば今 日かつ てない ほ どの隆盛 を迎 えている。伝統音楽 は近 代化 の
なか で長 い こと文化 的後進性 と連 想 づ け られてお と しめ られて きたが、最近 は
ゲ ール語文化 の復興 と足 なみをあわせ て大衆的な プームを まきお こ している。 そ
の結果、伝統音楽 の演奏者 やアイ リッシュ・ ダンスの愛好家 は、この国のみな らず、
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西 ヨー ロ ッパ 、北 アメ リカ、オ ー ス トラ リアで も増 えてい る。 じつ は、 カー ソン
はその復興 の「 代弁者」 の ひとりであ る。
カー ソンの母語 はゲール語 であ り、英語 は「ス トリー トで」習得 したとい う。郵
便配達人 だ った父 がア コーデオ ンを弾 くのが好 きだ ったため 、彼 は幼 い ころか ら
伝統音楽を聞 いて育 った。 カー ソンは現在 、北 アイル ラン ドのアーツ・ カウンシル
で文学・伝統芸術担 当主幹 をつ とめてい るが、伝統音楽 の フル ー ト奏者 として も知
る人 ぞ知 る名手 である。 マスメデ ィアの 中の ヒーニ ーやケネ リーに公人 と しての
詩人像 がかいま見え るとすれば、 ホ ールの聴衆を相手 にフル ー ト演奏を ま じえな
が ら自作 の詩を朗読 す るカー ソンのイ メー ジは、 さ しずめ旅 す るバ ラッ ド詩人 と
い った ところだろうか。 ともあれ、 カ ー ソンは専業詩人 ではない。彼 は詩人 であ
るの とおな じくらい ミュー ジシ ャ ンなのだ。
第一 詩集 ル ″Esraた が 1976年 に出た後 、次 の詩集 ル `ル おカル′ⅣOが 1987年 に
よ うや く出版 され るまでの空 自期間、 カ ー ソンは詩 をそ っちの けに して、仲 間 と
一 緒 にパ ブで伝統音楽 を演奏 し、フル ー トの腕を磨 くのに余念 がなか った らしい。
イ ンタ ビューによると、
「 ある時期、詩 には不満 だ ったね。伝統音楽 にはとにか く
夢 中 だ ったが、それ に較 べ ると詩 ってのは どうも肛 門期的 で うさん くさい趣味 の
よ うにお もえ たんだ」 (1991:7)。 さらに、彼 に言 わせれ ば、第二詩集 の 動ιル赫
αたの ほ うは
ル′Ⅳοが「 (伝 統音楽 の )パ ブでのセ ッシ ョン」だ とすれ ば、N`″ 島 ′
「弦楽 四重奏」のよ うな ものだ とい う。 しっさい、カー ソンの詩を特徴づ ける極端
に長 い詩行 がは じめてあ らわれ るのは第二詩集か らである。
動ιルおカル″Nο の最後 にお さめ られた “Patchwork"は 、カー ソンが独 自の詩行 な
い し語 り声 を発 明 した最初 の詩 であ る。 この作品 は タイ トルが 暗示す るように、
連想 の飛躍 によって記憶 の断片を は ぎあわせてゆ く「 パ ッチ ワー ク」の構造 を も
っている。語 り手 は、シャツの袖 にできた三角形 の釣裂 きを眺 めているうちに、ふ
と、六歳 の頃 に自 いよそ行 きの シ ャツにつ くって しま った鉤裂 きを連想 し、それ
をつ くろ って くれ た母 を思 い 出す。連想 は次 か ら次 へ と飛躍 してゆ くが、盲腸 の
手術 を受 けるために入れ られ た手術室 で見た注射針 が つ くろい もの をす る母 の手
のなかの縫 い針 に変貌 し、 ほ どかれた セーターがマフラーに編 み直 された りす る
うちに、話題 は、 自分 が縫 い上 げたパ ッチ ワー クのキル トに埋 もれ るよ うに横 た
わ る祖母の思 い出へ と収飲 してゆき、最後 はやや唐突 にこう終 わる。

The quilt was meant for someone's wedding, but it never got that far.
And some one of us has it now, though who exactly I don't know. (1987: 63)
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脱線 や飛躍 を重 ねなが らようや く終点 にた ど りついた か とお もうとあ っけな く尻
尾 をぶ つん と切 って しまうこのや り方 は、伝統 的 な「 長 々話」(yam)の 常套手段 で
ある。
一 方 、す でに何 ヶ所 も引用 したカー ソン特有 の長 い詩行 は一見 とりとめがない
が 、 8脚 な い し 17音 節 が基 準 に な って い る。 複 数 の 批 評 家 の 推 測 に よれ ば
oohnston:299;Dorgan:14)、

この詩形 には リール舞曲の音楽的呼吸が影響 している

と考 え られ る。 た しかにアイル ラ ン ド伝統音楽 の代表 的 な舞曲である リール は四
分 の四拍子 で、最初 の 4小 節を くちず さむ とカ ー ソンの詩 の 1行 分 に相 当す るパ ッ
セー ジにな る。 イ ンタビューでカー ソンは、
「 (伝 統 )音 楽 を経験することは とりと
めのない会話 のなか に身 を置 くよ うな ものだが、 この会話 は じつは厳密 な談 話 の
ルール に規制 されている。外部者 にはた また ま起 こったよ うにみえ ることが、本
当はその一 座 で組 み立て られた会話 的・ 音楽的交渉 の頂点 で起 きたことが らだ った
りす るんだ」 (1991:7)と 言 う。 さ らに続 けて、 クラシ ック音楽 と比較 して伝統音
楽 が劣 っていると主 張す る人 々を批判 して、彼 らは音楽 に「十分耳 を澄 ま してい
ない。 それ とも、教育 が邪魔を して聞 くことがで きな くな っているのかな 。..詩
で も同 じだ 一

『普 通 の』話 しことばの美 しさや洗練 とい うものに気 づかない詩

人 はずいぶん多 い とお もう」 (1991:7)と 語 ってい る。彼 は、 自分 の耳 にな じん だ
リールのひ と節 と詩行 の呼吸を シンクロさせ ることで、 日常 のス ピーチを生 け捕
りにす る器 を得 たよ うに思われる。
さらに、音楽 的 な レ トリックは彼 の散文 に も応用 されている。彼は、 1986年 に
層
西ο″α′″ slcと い うアイル ラ ン ド伝統音楽 の入門書 を
`ゎ "rr″
“
書 いているが、
「 一 見普通 のガイ ドブ ックのよ うにみえ るけれ ど長 々話 や歌 がはみ
動ιPο ttα

C“ ″

だ した りひ っこん だ りしているよ うな」 (1991:7)こ の本 を、詩人 自身 は、
「 詩集
勧ι″働 ル′ⅣOの 形式 と構造 の青写真 」 (1991:7)で あ った とみなす。 また、 1996
七F“ ″ ИBο tt αら0“
年 にほぼ 同時 に出版 された伝統音楽 へ のオマー ジュLぉ rMノ ′
.・

`

鷹働

rra′ Jrfο ″
α′M“ sた

と詩集 OP`′ αE′ α 物

は、音楽 的要素 を媒介 に して補 い合

う言語表現 にな っている。散文 と詩 が入 り交 じった前者 の ことばやイメー ジの し
りと りによる章 のつ なぎかたや、後者 にお さめ られた連作 詩 の構成 は、伝統音楽
set of tunes"(舞 曲 は互 いに関連 のあ る数曲がメ ドレーで演奏
が演奏 され るさいの “

され るが、曲 の順序や連結部分 の弾 きまわ しが 聞かせ どころになる )の アナ ロジー
で考 え ると全体 像 が とらえやすい。
最近 の詩集 動

`Π

rsr

ια″g“ ag`と OP`″ αE′
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αで カー ソンが試みているのは、
Cι た″

外 国語 の詩 か らの 自由訳 や奇抜 な押韻 による言語 の異化 な ど、 コ ミュニ ケ ー シ ョ
ンをめ ぐるさまざまな実験ない し遊 びである。 た とえば、連 作詩 “
btters from the
Alphめ et"の 最初 に置 かれた作品 “
A"は 、 Aの 形 に似 たステルス爆撃機 が敵 の レー
ダーに映 らないまま滑空 している場面 か らは じまるが、2番 目のカプ レッ トでは次
の よ うな ことが起 こる。

An Ampoule-bomb lay Amp0re-wired-up in it, waiting for its primal secOnd, like its embryonic A becoming Be. It wanted flash and Instamatic.

(1996b:11)
ここに現 れた “
&"は 、 レーダー内 で不可視 だ ったステル スが「存在」へ と化 けて
爆 撃 機 と しての牙 を剥 くことを示 す と同時 に、 “No bleep appeared to register its
Alpha wing"(1996b:11)を 受 けた レー ダ ーの警告音 で もあ り、さらに、連作詩 の 冒
頭 で ことばが現実 の存在 と して立 ち上 が り、 2番 目の詩 “B"へ と移行 してゆ くこと
を告知 して もいる。
もうひとつ例 をあげるな らば、“R"の 詩 か ら拾 った次 のカプ レッ トでは、 Rと い
う文字 の形 と音 の特徴 が次 々に活性化 されてゆ く。

I love the shape of

an R: its curve, its

upright and its flying buttress.

When it is amplified, it is the warble-thunder of a Flying Fortress. (1996b: 28)

これ にひきつづ く部分 では、Rが たて る爆音 に導 かれて、プラモデルの戦闘機 たち
が室 内 の ソフ ァやカ ーペ ッ トをかすめて飛 び交 う ことにな る。
変幻 自在 な意 味 の重置やず らし、あ るいは耳 を くす ぐる語 呂合わせは、 カ ー ソ
ンの驚 くべ き耳 の良 さと、ことばを「 もの」 であ るかの よ うにあつ か う ことので
きる鮮 やかな手際 を しめ している。 この 当意即妙 さは、 自己を組 み立ててい こ う
とす る 自発的な ことばの動 きに、詩人が身 をまかせ ることによって生み出 され る。
いわば詩人 は楽器 の ような もので、その楽器 を演奏す るのは記憶 と無意 識 であ る。
さて、 アイルラ ン ド伝統音楽 の演奏者 た ちは譜 面 に頼 らない。彼 らは耳 だけを頼
りに繰 り返 し聞 きなが ら音を合わせて ゆ くことで 曲を覚 え こみ、い ったん覚 えて
しまえば身体 に しみ こんだ音 の連 な りを開放す るかの ように演奏す る。 よい演奏
者 は、 曲を ひと りで に思 い出 してゆ く音 の動 きに身体 を ゆだね ることがで きる。
カ ー ソ ンの詩 の声 か らは、そうした身体性 が 聞 こえて くる。
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もちろん彼 の詩 に伝統音楽 の影響 が読 み とれ るか らとい って、 カー ソンが復古
的 なバ ラ ッ ドを書 いていると言 いたいわけで はない。 また、詩 がペー ジの うえ に
印刷 されている以上 、コ ミュニ ケー シ ョンを 回頭伝達 に頼 っているわけで もない。
に もかかわ らず、彼 の詩 は依然 と してアイル ラ ン ドに根強 いオーラルな言語文化
と深 い関わ りがある。
彼 の詩 を コ ミュニ ケー シ ョンのモデル と して読 むな らば、まず、現実 を言語上
ない し地 図上 の虚構 へ と転位す ることで、
「部族」の物語 を外部者 に向か って開 い
た ことが重要 であろ う。 ところが、楽器 と しての詩人 が奏 でる記憶 と無意識 の 曲
(詩 )に は、物語 的 な骨組 みのなか に、 ロ ミオ とジュ リエ ッ トか らシャー ロ ック・

ホ ームズ にいた る誰 で も知 って い るキ ャラクターやテ レビ番組、映画 な ど大衆文
化 へ の言及 が頻 出す る一方で、詩人 の個人史 にまつ わ るベル フ ァス トの地名や個
人名、さらには詩人 自身 の先行作品へ の言及 や 出典不 明 の 引用が混在 して もいる。
そのため、読者 は詩 が拠 ってい る とおば しき複数 の準拠枠 の間でとまどい、は ぐ
らか され る。 カー ソンの詩 は、読 んで理 解 しよ うとす ると、 じつ はたいへ ん難 し
い。

V"と い う詩 の一節 である。
ひとつだけ例をあげよう。“
Like an avalanche, infinitive comes into it [the snow] and buries me
Diurnally beneath itself in wave of verb and rock and stone and tree. (1.996b:32)
このカプ レ ッ トを読 むと、タイ トルは どうや ら「動詞 」 とい う意味を帯 びてい る
らしい ことに気 づ くが、まだ しっ くりこない。 じつ は、 この詩行 の背後 には ワー
ズ ヮースの有名 な一節が こっそ り隠れ ている。 カ ー ソ ンが散文 のなかで 引用 して
い る ``No rnotion has she now,■ O fOrCe;/She neither hearS nOr SeCS,/Rolled FOund in
earth's diurnal cOurse/With rocks and stones and trees...''(1996a:159)に

思 い当 た

V"の 詩 は、
っては じめて、カー ソンの「 も じり」を楽 しむ ことがで きる。 さらに、“
雪 に埋 もれて凍 りついた “I"が 語 り手 (me)を 見 つめてい るところで終わ るが、その
見 つ め る様子 は、¶ike

α,11l
theツ in Bα 閣物 ツ

WOOl and mOuth and eyeS"(1996b:32)

α"は もちろん寒冷地 でつ ける「 バ ラクラ
βα′
滅滋ッ
とい う比喩で表現 されている。 “
ヴ ァ帽」 を指 してい る。 しか しそれだ けではな い。 この単語 にはカー ソンが少年
時代 をす ご したベル フ ァス トの “Balaclava''通 りが当然連想 づ けられなければな ら
ない。 そ うす る ことでよ うや く、見 つ め、見 つ め られ る者 どうしの関係 に見 当 が
ついて くるはず であ る。
75

この よ うに、彼 の詩 はそれほど「 開 かれて」 い るわけではない。だが、 この難
しさは、 もはや「部族」 の 内部者 と外部者 とを差 別す るよ うには機能 しない。 そ
うではな くて、彼 の詩 は、そ もそ も相手 いかん によ らず コ ミュニ ケーシ ョンが完
全 に行 われ ることな どあ りえない とい う ことを暗示 してい るよ うに読めて くる。
ゲール語 と英 語 とい うふたつの言語 をかかえ こみ、吃音者 で もあるカー ソンは、
コ ミュニ ケ ー シ ョンその ものに内在す る不完全性 に敏感 であ るはすだ。彼 はその
不完全 さを逆 手 にと り、曲芸をお もわせ る言語遊戯 を多用 して、英語 に潜在 す る
コ ミュニ ケ ー シ ョンの可能性 を最大 限 に引 き出 そ うとす る。 この詩法 によ って、
彼 はアイル ラン ドのみな らず英語 圏全体 をオ ー デ ィエ ンスとす る詩人 と して認 め
られ つつ あ る。彼 は、最新詩集 の巻末 に置 いた詩 で、 ミル トンやキーツや シェイ
クス ピアに「活字」攻撃 を受 けるへ ぼ詩人 を演 し、最後 は西部劇 ごっこに疲 れて
・ エ ー ドを飲 む少年 にな りす ま し、 自分 の詩を “
the gargled
うまそ うにオ レンジ
doggerel of this dumb poet"(1996b:92)と 笑 いとばす。文学 カノ ンの再編成 をせ まる

ポス ト
・ コロニ アルの時代 にあって、闘争行為 その もの をまた もや「 ごっこ」へ と
転位 して、 シ リアスな身 ぶ りを骨抜 きに して しま うカー ソンの諧誰戦略 は、詩 を
元気 に生 き延 びさせ るひとつの方 向を指 し示 している。
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Medbh McGuckianの 詩
吉

田 文 美

Medbh McGuckian(1950-)は 、北 アイル ラ ン ドのベル フ ァー ス トに生 まれ育
The
ち、現在 もその地 に在住 してい る。 1979年 に “

その後 は小冊子 と して出 された Si"gた ια′たs、

Flitting''と

い う作品で賞を受 け、

Pο ttarげ Jο α
″″α(と

もに 1980年

)

などを経て、最初 の本格的 な詩集 動ιFあ ″θ
′Masた″(1982)を 出版 し、それ以後 も、
j″
Иι
″ sα ″′ ′
力
ycasrた βι
′
αε
″ (1988)、 Mα ćο ″j's Cο ′
′
αg`
0″ Bα ′
`Rα (1984)、
“
Z力
ι
α
ッ
ι
滋
r〃
″
(1991)、
(1994)を 発表 している。北 アイル ラン ドの クィー ンズ大

`″

学 に女性 と しては初 の writer‐ in‐ residen∝ に迎え られた ことな どか らもわか るよ う
に、詩人 と して高 い評価 を得 ているが、不可解 で謎めいているとされる彼女 の詩
は、解釈 が一 筋縄 ではいか ない ことか ら数 々の批判 に さらされて もいる。
確 か に McGuckianの 詩 は一 見、意味不 明な もの に見えて しま う。 その詩を評価
しよ うとすれば、彼女があえて不 可解 で謎 めいた表現 をす る理 由を探 るとともに、
作品を読み とる手 がか りを見 つ ける必要があ るだろう。 McCuckianの 作品を評価
しようと試みて いるこれ までの論 を見 ると、 フェ ミニ ズム批評 やポス ト構造主義
の言語論 な どを基盤 に してい る (あ るいは、利用 している )も のが多 い。例 えば、
Micheal Anenは 「 文化 の 中 で声 を もたない集 団であ る女性 も支配者集団である男
性 も意識 の様態 を生み出すが、男性 の方 が意 識 を表現 す る形式 や構造、言語 を支
配す る。 男女両性 に共通す る経 験 や男性 だけが経験す ることは、意 識 の レベルで
言語 によって理解可能 にな ってい るのだが、女性 のみが経験す ることは『未開 の』
(“

wnd")も のであ り、男性 に認 め られ るよ うな形態 や構造 に置 き換 え られていな

い」 とい うフェ ミニ ス ト理論 を引用す る。 そ して、 McGuckianの 表現様式 は この
『未開 の』経験 を伝えようとす る ものであると述 べ ている (Allen 303-304)。
一 方、 Mary O'Connorな どは、ポス ト構造主義、特 に ジュ リア・ ク リステヴ ァの
言語論 に McCuckianを 解釈 す る手 がか りを求 め る。 ク リステヴ ァは、人間 の言語
活動 は、社会 や文化 の基盤 とな っている「 記号象徴態 (the
定 以 前 の欲 動

symbolic)」

と記 号 の措

(dr e)と そ の 標 識 か らな る仮 の 非 表 現 分 節 (prO SiOnal nOn―

eXpressivc articulation)で

あ る「 原記号作用
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(the semlotic)」

の葛藤 か ら成 り立 つ とす

る。
「記号象徴態」は、
「 原記号作用」を抑圧 し排除す ることによ って成立す るが、
「 記号象徴態」 を破壊 しよう
「 原記号作用」 は抑圧 され た欲動 を再活性化 させて、
とす る。 この両者 の絶え間 のない葛藤 によって「 記号象徴態」 内部 で意 味や構造
の解体・ 再構築 が起 こる。 そ して、特 に詩的言語 に上記のような解体・ 再構築 が示
され ると している (今 村 276-279,376-377,437-439;Kristeva 90-123)。 0'Connor
は、この ク リステヴァの論 に基づいて、 McCuckianの 意図は「言語 の秩序を分解 し
て、条理 の世界 に夢を ば らまき、
『堅牢 な家』を ゆ さぶ り、固定観念 を『絶 え間な
く、穏 やか に』 こ じ開 ける」 ことだ と してい る (0'Connor 156)。
上 にあげた フェ ミニ ス ト的 な解釈 とク リステ ヴ ァの言語論 に基 づ いた解釈 は、
固定観念 をゆ さぶ り、既成 の言語 では表現 されない ものの表現 を試 みてい る点で、

McGuckianを 評価す るところに共通す る ものがある。 Cahinな どは、その両方 を組
み合 わせた論 を展開 してい る。確 か に、 McGuckianの 詩 の中 には、 どち らをあて
はめて も、解釈可能 と思 われ る もの もあ る。一例 と して Mα κοガ's

“

″C)中 の “
Open Ro“ ''を 見 てみ よ う。

Open Rose
The moon is my second face, her long cycle

Still locked away. I feel rain
Like a tried-on dress, I clutch it
Like a book to my body.
His head is there when I work,

It signs my letters with a question-mark;
His hands reach for me like rationed air.
Day by day I let him go

Till I become

ge(以 下

Cο

a woman, or even less,

An incompletely furnished house
That came from a different century
Where I am a guest at my own childhood.

I have grown inside words
lnto a state of unbornness,
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An open rose on all sides
Has spoken as far as it can. (MC 80)

開 いたバラ
月 は私 の第 2の 顔 、彼女 の長 い周期 は
いまだに しまい こまれて いる。私 は雨を
試着用 の服 のよ うに感 じ、それを本のよ うに
私 の体 に しっか りと抱 き じめた。
彼 の頭 は私 が仕事 をす るときにそ こにあ り、
それは私 の手紙 に疑 問符 で署 名す る。
彼 の手 は制 限 された空 気 のよ うに私 の方 へ伸 びる。
日ごとに私 は彼 を手放す
私 が女 にな るまで、あるいは さ らに小 さ く、
不完全 に家具 を置かれた家 にな るまで。
その家 は違 う世紀 か らや って来 て、
そ こでは私 自身 の子供時代 に私 は客 なのだ。
私 は言葉 の 内部 で
生 まれない状態 にな ってい き、
開 いたバ ラはあ らゆ る方 向 に
届 く限 り語 ったのだ。

フェミニス ト的な解釈をすれば、
『私 の第 2の 顔』であり、その周期 がいまだに
しまいこまれている『月』は、抑圧 された女性 の心身を暗示す る。
『私』が しっか
りと抱 きじめてはいるが『試着用の服』 と感 じている『雨』 は、女性 の肉体や精
神 に侵入 して くる男性的要素を暗示する。『彼の頭』は男性 の理性を暗示 し、それ
は『私 の手紙 に疑問符で署名する』つ まり『私』の書 くものを素直には認めない。
『彼 の手』も『私』に制約を与える。 そのような男性的な要素 から逃れてい くこと
によって、
『私』は女性 となり、そ して子 どもの頃 には自分 自身 が一時的に滞在す
る『家』つ まり女性 の肉体 の中心 である子宮 となれる。 そこでは、女性原理を象
徴する『開いたバ ラ』が 自分 の言葉を思 う存分に語るのである。
79

一方 、
『試着用
『月』を言語 の表層 か らは隠 されている「原記号作用」 と読 み、
の服』である『雨 』を「原記号作用」を抑制す ることで一時的に成立 している「記
「記号象徴態」は「 原記号作用」を抑制 して言語
号 象徴態」 と読 む こと もで きる。
『不完全 に家具 を置か
を不変 の ものに してお こ うとす るが、その抑制 を取 り除 き、
れ た家』 に至 ることは、 ク リステ ヴ ァの言 う身体 的欲動 の集積 の場 で「 原記号作
用」 の場 で もあ る choraに 接近す ることを暗示す る。 chora(場 )は 、ギ リシャ語 で
「 仕切 られた空間、子宮」などの意 味を表す こと もあ る (0'Connor 159)。 choraに 接
近 す ることで、『私』 は言 葉 の 中で『 生 まれていない状態』、つ ま リー 時的 に成立
していた「記号象徴態」が解体 された状態 に至 る。 そ して、
『開 いたバ ラ』があ ら
ゆ る方 向に届 く限 りに語 るとい うのは 、抑制 を取 り払 うことで、新 しい詩的言語
が あふれて くる喜 びや解放感 を表 した もの と言え る。
しか しなが ら、本 来 フ ェ ミニ ズ ム に は懐疑 的 な ク リステ ヴ ァの言 語論 には、

McGuckianの 詩を男性 中心 の社会 によ って強制 された言語表現を否定 し、女性 の精
神 や肉体 につい ての新 しい表現 を生み出す ものだ とす るフェ ミニ ス ト的解釈 には
お さま りき らな い側面 もある。 ク リステ ヴ ァの論 に従 えば、既成の言語表現 を打
ち壊す ことは、単 に抑圧 されてい る もの を解放す るだ けには とどま らない。抑制
されていた身体 的欲動 を「原記号作用」 によ って再活性化 し「記号象徴態」 を解
体 す ること、つ ま り人間 の意識 を説 明可能 な明晰 な ものに している言語 を解体す
る ことは、 自我 を解体 し、揺 るがす ことに もなるのであ る。 この論 に従え ば、詩
人 が言語を解体 して新 しい表現 を求 め る行為 は、単 に言葉 の問題 だけに とどま ら
ず 、詩人 自身 の 自我 を危 う くす る冒険 で もある。 フ ェ ミニ ス ト的な解釈 とク リス
テ ヴ ァに基 づいた解釈 は、 この点 でい くらか食 い違 うと思 われ る。 フェ ミニ ス ト
的 な解釈を採用す れば、 McGuckianの 作詩 の意図 は、女性 の精神 や肉体 を言語 に
表 し、意識 の表層 に浮 き上が らせ ることだ とい う ことにな る。一方 、 ク リステヴ
ァの論 に基づいて解釈すれば、 McGuckianは む しろ、無意識 の世界 とい って もよ
い choraに 接近 し、自我 が解体 され る危 険 に身 を さら しなが ら新 しい表現 を求 める
試 み を行 って い る よ う に 思 わ れ る。 つ ま り、 フ ェ ミニ ス ト的 な解 釈 で は、

McGuckianの「詩 的言語」は、女性 の心身 を表現す る道具 と しての側面を強調 されす
「詩的言
ぎるき らいがあるが、ク リステヴ ァに基 づいた解釈 を突 き詰めてい けば、
語 」を追求す ることこそが詩人 の 目的 であ り、そのため には 自我を危険 にさらす こ
とさえあるとい うことになる。
さらに、詩的言語 の創造 を可能 にす るには、 自我 を失 うことな く、解体 される
自我 の再生を繰 り返 しなが ら「記 号象徴態」 と「 原記号作 用」 との葛藤 の間 でバ
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ランスを取 らね ばな らない。
「 記号象徴態」と「原記号作用」は対立 し葛藤す るが、
詩的言語 の創造 はその両方 の存在 を必要 とす る。 その対立す る 2つ の要素 の片方
は McGuckianの 詩 では
Open Ro“ "に 見 られ
「 男性 的な もの」と表現 され てお り、“
るように、
「 女性 的な もの」に何 らかの制約 を加 え、東縛す る存在 と して描かれ る。
しか し、同 じ詩 の中で
「男性」を示す と見え る『雨』を『私』 は しっか りと自分 の
身体 に抱 き じめ る。 その行為 な しでは、そ もそ も『私 の手紙』 は生 まれて こない
ものなのか も しれない。やがて『雨』を『私』は手放 してい くが、“Ilct him go"と
い う表現 にはそれほど強 い否定や拒否 の意味 は薄 いよ うに も思 われ、
「男性」的な
ものが必ず しも忌 むべ き否定 的な もの と取 り扱 われているとは言えない。 その傾
向 は、次 の詩 に も見 られ る。

View wilhout a Room

My bones are painted two shades of red
Like the bones of a salmon. If you belong
To the second of these you will always
Be in love with the first. I threw sand
As far inland in you as I could get, my eyes

Like dried flowers splitting into finer
And finer hairs, where it was the essence
Of the earth to light the moon: are
You like

a dream

in fact, able to take

The next step, and shape yourself like

A fold - out bed of bones, like an actual
House I know, where everything was under a spell

And sure to form itself into a circle?

Your first name is a woman's, your last name
Is a boy's, and when I asked you how you woutd
Choose to

kill yourselt winter or drowning,

You said you were a citizen that knows
The sea only from the beach. There is
No single reason for most of your sleep
Being dream, or for the blood-long race
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Of your talk, when thunder passes into you
His voice, data, image and text.

I am a brush strapped to your hand,
A

sunset beard on

your skin, and it is

Not downwards, from the light, but

Slowly upwards, from the dark, before
My five-minute dream can

begin.

(MC 9)

部屋のな い風景
私 の骨 は鮭 の骨 の よ うに 2つ の色 調 の
赤 に塗 られて い る。 もし、あな たが
この 2番 目の もの に属 してい るな ら、 いつ も
1番 目の ものに恋す ることにな る。私 は届 く限 り
遠 くあなたの中 へ砂 を投 げ入れ、私 の 目は
乾 いた花 の ようにどん どん細 か い毛 へ と
裂 けてい った。 それが月 を と もす ための
大地 のエキスだ った場所 で。 あなたは
本 当 に夢 に似 ているの、次 の歩 みを
進 め られ るの、 自分 を骨 の折 りたたみ寝台 のよ うな形 に、
私 が知 っている実際 の家 のよ うな形 にで きるの。
その家 では、す べ ての ものが呪文 にかけ られていて
そ してまちが いな く円形 にな った。
あなたの最初 の名 は女性 の ものだ け ど、最後 の名前 は
男 の子 の もの。 そ して私 が どの よ うに
自殺 したいの、冬、 それ とも溺死 と尋ね た ら、
あなたは、 自分 は浜辺か らだけ海 を知 っている
住人 だ と言 った。 あなたの眠 りの ほ とん どが
夢 であることに も、 あなたの血 の気 の多 い言葉 の
奔流 に も 1つ の理 由 もない、雷 鳴 が あなたの中へ と
彼 の声、 デ ー タ、イメー ジやテキ ス トを伝え るときには。
私 はあなたの手 に固定 された絵 筆 、
あなたの皮膚 に生えた 日没時 の ひげ、そ してそれは
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光か ら、下 へ 向 か ってい るのではな く、
暗闇か ら、 ゆ っ くりと上 へ 向か ってい る、
私 の 5分 間 の夢 が始 まる前 に。
この詩 で『あなた』 と呼 ばれている ものは、第 1連 で『 あなたは /本 当 に夢 に似
ているの、・¨ 私 が知 ってい る実際 の家 のよ うな形 にで きるの』と問いかけ られて
い る。『夢』とは人 間 の意識 の世界 と無意識 の世界をつ な ぐものであるが、無意識
の世界 に属す る「 原記号作 用」が意識 の世界 の「記号象徴態」 に影響を及ぼす と
こ ろに生 まれ る詩 的言 語 を暗示 す る もので もあ る。 また『 寝 台』 や『 家』 は、

McCuckianで は女性 の体 および囲 い込 まれた場所 を示す と同時 に、 日常 の言語 か
ら切 り離 された詩的言語 を象徴す ることが多 い。 おそ らく『 あなた』 とは、 まだ
言葉 に表現 されていないが詩的言語を生み出す可能性 を秘 めた choraに 渦巻 く欲動
であろう。 この『 あなた』 の 中 に
「男性」を暗示す る『雷』 が、その『声、デ ー タ、
イメー ジそ して テキ ス ト』 を送 り込 む時、
『 あなた』 の眠 りは夢 とな り『 あなた』
は血 の気 の多 い奔流 の よ うに語 る。つま り、
「原記号作用」 の choraに 「記号 象徴
態」 か らの干 渉 が 加 わ る ことによ って詩 的言語 の生成 が 可能 にな るので あ る。

McGuckianで は必 ず しも「 男性 的な もの」が否定 されていない一 例を、 この詩 の
『雷』 の役割 に見 ることがで きる。 McCuckianの 詩 で
「 男性 的 な もの」および
「 女性
の
的な も 」と見 え る ものは、実 は絶え間な く葛藤を繰 り返 しなが ら、新 たなる もの
を生み出 してい く対立 要素 の象徴 とな ってい るのか も しれ ない。
ここで は 2つ の作 品 を取 り上 げて フェ ミニ ス ト的解釈 や ク リステヴ ァに基 づ い
た解釈を試みたが、 これ らの解釈 の方法 は McGuckianの 詩 を理解す るのに、あ る
程度 は有効 であ るよ うだ。 しか し、いか に有効 であ った と して も、あ くまで もそ
れ らは個 々の詩 を読 み説 くための手 がか りのひ とつ にす ぎない。彼女 の作品を真
に理解す るには、彼 女 が生 み 出す様 々な表現 が意味す るところ をひとつ ひとつ読
み解 いてい く作業 を積 み重 ね る必 要 がある。 その点で McGuckianの 詩 は、必ず し
も取 っつ きの良 い もので はない。 しか し、その作業 の積 み重 ねの 中 にこそ、詩 を
読 む本当 の喜 びを見 出す読者 も多 いので はないだろ うか。
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ポー ラ・ ミーハ ン :今 日の詩人
谷 川1 冬 二

ポー ラ・ ミーハ ンは、 1991年 にギ ャラ リー
・ プ レスか ら出版 された第二詩集『冬
り
に印 された男』 によ って、一 躍 ダプ リンを中心 とす る文学界 の寵児 とな った。以
・ ダブ リンの ライター・ イ ン
・ カ レ ッジ
降、彼女 は トリニ テ ィ
・ レジデ ンスに選ば
れ、さらに同英文科 の ライター・ フェロウとな り、ユニ ヴ ァー シテ ィ
・ カ レッジ
・ダ
ブ リンで も同様 の地位 を得 て、 1995年 にはマー チ ン
・ トゥー ンダー文学賞 を授与
された。 こ うして年 を追 うごとに存在感 を増 して、現在 では若手 の詩人 の代表格
とな ってい る。作 品集 と しては、上記 のほかに 1994年 に出た『寝物語』2)が あるの
みにもかかわ らず、なぜ彼女が、 それ ほど熱 く迎 え られ るのか。 その理 由 は、彼
女 の作品が持 つ圧倒 的な今 日性 にある、 と言 えよ う。 まず第一 にテ ーマ が時代 に
合 い、加えて表現が親 しみやすか ったのである。
詩篇第 37番 のおそ らくは第 25節 を下敷 きに した無題 の短詩を巻頭 に配 して『冬
に印 された男』 は始 まる。 しか し、敬虔 な宗教詩 ばか りが集 ま ってい るか とい う
とそうではない。 た とえば、

My bcing
cries out tol be incarnate,incarnate,

maculate and tousied in a honeyed bed.

(MM″,41)
わた しは しんか ら/叫 ぶ
で汚れ て乱 れたい

肉体 を くだ さい肉体 を

と/蜜 のよ うに甘 い床

と

語 り手 は、ロングフォー ドか ら東北東 に 16マ イル くらい行 ったところにある地方
都市グラナー ドの、アイルラン ドの路傍でよく見かける石膏 のマ リア像 である。
パ ンがイエ スのか らだで葡萄酒がその血であるように、安 っぱい石膏像 といえど
もひとたび祈 りのときに入ればマ リアその人でなければならない。 しか し、 ミー
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ハ ンは このみな しに疑問 符 を打 つ。

On a night like this I remember the child
who came with fifteen summers to her name,
and she lay down alone at my feet

without midwife or doctor or friend to hold her hand
and she pushed her secret out into the night,

far from the town tucked up in little scandals,
bargains struck, words broken, prayers, promises,
and though she cried out to me in extremis

I did not move,
I didn't lift

a

finger to help her,

I didn't intercede with heaven,
nor whisper the charmed word in Cod's ear.

On a night like this I number the days to the solstice
and the turn back to the light.

o
centre of our foolish

sun'

dance,

burning heart of stone,
molten mother of us all,
hear me and have pity.

(MMW,42)
こんな夜 はわた しはあの子 を思 い出す /名 前を もらってか ら十五 の夏を過
ご したあの子 がや って来 て /わ た しの足元 に身 を横 たえた /お 産婆 さん も
お医者 さん も手 を握 りしめて くれる友 だち もな く/小 さな醜聞
争

反古 に され る言 葉

安売 り競

祈 り 約束 /に 包 まれたあ の町か らは るか離れ /

彼女 は夜 の中へ と彼女 の秘密を押 し出 した /そ して

瀕死 の彼女がわ た し

に向か って叫 ん だのに /わ た しは動 かなか った /わ た しは彼女 を助 けるた
めに指一 本上 げなか った /わ た しは彼女 のために天 に訴 えなか った ノ
神さ
まのお耳 に喜 びの言葉 を囁かなか った 〃こんな夜 わた しは冬至 までの /光
の よみがえ りまでの 日を数える /あ あ太陽よ /わ た したちの愚 かな踊 りの
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中心 /石 の燃える心 /わ た した ちす べ ての紅蓮の心 母 /わ た しの言葉 を聞
き哀れんで くだ さい
このマ リア像 は “
a man crucified"「 十字架 にかけ られた男」 oり ″,40)の 母 で は
ない。 もとはケル ト人 の暦 で冬 の始 ま りの 日サヴィンであ った万聖節 へ の言及や、
女性 の太 陽 に対 す る祈 りや、 ク リスマスの原形 とな った太陽 の誕生 日と して の冬
至 へ の期待。 このマ リアは異教的 な要素 に溢 れている。哀れな女 の子 が女 ではな
く子供 に見 え るのは慈母 な らば こそであ るが、彼女のまな ざ しに 自分 が石膏 の 塑
像 であ るとい う現実を変え る力 はない。 “Hold her hand"が 人 の最後 の望 みの ひ と
つ であ ることを承知 していて も、おそ ら くは “
the consciencc ofthe town''「 町 の 良
ワ ″,42)に よってそれを許 され なか った足元 の女 の子 のためになる ことを
ハ
何 ひと
“ つ で きない。 ミー ンは、 マ リアの石膏像 の内側 に入 り込んで無力 と町 の
偽善 の共 犯者 であるかのよ うな後 ろめた さとを痛感す るその心理 を克明 に描 き、

心」

大胆 に神 の意味を問 う。
『寝物 語』で ミーハ ンは さ らに大胆 にな る。

Handmaid

Lord, when I walked with you under the stars
and we were overcome by desire
and we lay down in the desert night,

I fell into your eyes, tasted your salt.
And, Lord, when I was impaled on you,
gazed on your face with devotion,

you spoke of the hard day's ride
and distances you had crossed to couple with me.

I have opened wide

as a

rivermouth to you

and would have you invade my cells,

my womb, my heart, my head, O Lordy
do with me what you will.

(PT,

t3)
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「主 の端女」〃主 よ わた しが星 々の もとあな た と歩 み /そ してわた した
ちが欲望 に負 けて /わ た したちが罰 に値す るあの夜 に身 を横 たえたとき /
わた しはあなたの瞳の中に倒れ込 み
て 主よ

あなた の音塩 を知 りま した 〃そ し

わた しがあなたの うえで貫かれ /あ なたのお顔 を身を捧 げる心

で見 つ めた とき /あ なたはお話 にな りま した

その厳 しか った昼の道程 と

/わ た しと交 わ るために越えておいでにな った距離 について 〃わた しは河

日の ように広 くあなたにか らだを開 いています /そ してあなたをわた しの
細胞 ひ とつ ひ とつ に /わ た しの子宮 に わた しの心臓 に
入 させ たい

わた しの頭に侵

ねえあなた ノわた しを用いてあなたの御 旨を な し給え

ニ カイア公会議以来 、宗教改革 の とき もそれ以後 も神 の子 イエ ス と聖霊 の役割が
無視 され ることはなか った。 しか し、 ここではマ リアが直接神 と向 き合 う。表現
はいわゆる ドゥブル・ ア ンター ン ドル、呼びかけ られた相 手を殿様 とす るとまった
く別様 のあ けす けな内容 に変 わるうえ、意表をつ く“Lordy"な どユーモ ラスな要素
もあるにはあ るが、 神 と女 との関係を根源 か ら問 いなおす重 い物語 であ る。
ミーハ ンが操 る語 り手 で、このマ リアとある種 の対照 をなす のが 、“
s■ e na gig's
yoni made luttous in stonc''「 石製 なが ら甘美 な シー ラ・ ナ
・ ギ グの女陰」 (″

Z

22)の シー ラである。 これは、アイル ラン ドでは 12世 紀 ロマネス ク期 の教会建築 に

現れ、の ち しだいに城郭 で好 まれ るようにな った石彫 りの裸女像 で 、乳房を露 出
し、ときには大 き く開脚 して生殖器 を さらす姿を特徴 とす る。
')使 われ どころか ら
推 して多淫 の戒 めに され ていた らしいが、 ミーハ ンの扱 いはユ ニ ー クである。

I would spin
time back, take you again

within my womb, your amniotic lair,
and further spin you back

through nine waxing months
to the split seeding moment

you chose to be made flesh,
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word within me.
(Mν ″ ,29-30)
わた しは /時 を巻 き戻 したい あなたを もう一 度 〃わた しの子宮 羊膜 の
中の あなたの休息所 に取 り戻 したい /い いえ

もっと 満 ちてい く九 ヶ月

を経 て 〃最初 の卵割 の ときにまで /あ なたの生 を巻 き戻 したい 〃肉 に わ
た しの中の言葉 にされ るため /あ なたが選 んで くれ たその ときにまで
あれ これ心 を配 って選 んだ寿衣 を着 たわが子 が足下 の 間 に埋 め られ た とき、 この
母 は、仔 を呼ぶ あ らん限 りの語彙 を並 べ て狂 い始 め、 その子 の生 ばか りか彼を身
ご もった夜 、 つ ま りは彼 の父 である男 との関係 まで抹 消 し、 ひ と り人気 のない世
界 へ旅 に出 ようとす る。一 度与 え られ、肢体 の匂 いや重 さや手触 りが 自分 の生の
the sun and its work''「 太 陽 とその 業 」
一 部 とな った子 を奪 わ れ た憤 激 か ら、 “
(″ ″″,29)に

つい て もっと知 りたか ったはず と信 じるその子 の血 の涙 を代わ りに

流 してやろ うと夢想す る。
Yoni"の 原義 が子宮 であることを
このよ うな母 が ミーハ ン流 の シーラであ る。 “
思 い出す。産 んだ者 の権利 であるとばか りに、子宮 の 中 でわが子 に関わ るす べ て
を破砕 して しまお うとす る。 しか しまた、限 りな い 自己犠牲 は慈母 の ものである。
ユ ング派 ふ うの心理分析的解釈 な ら、 シーラの否定的破壊 的母性 とマ リアの肯定
的創造 的母性 とが対照 され るのか もしれな いが、 ミーハ ンの思考 は図式化、抽象
The Man who
化 には向 かわない。 それにふ さわ しい シーラは「冬 に印 された男」“
she"「 彼女」 と して
Pinow Talk"に 二人称 の “
was Marked by Winter''や 「寝物語」“
I"「 わ た し」 はその どち らで もあ り得 るのだ。
言及 され るが、生身 の “

神 や女性性 の読 みなお しを 自分 自身 に照 ら して行 な う。少 しの想 像力 があれば
誰 にで も実行 で きる フェ ミニ ズムとで もい うのだ ろ うか。 それを、 ミーハ ンは さ
っさとひと りで始 めて しま った。 1990年 代 に入 ってアイル ラ ン ドは南 も北 も文化
面 で大 き く変貌 しつつ ある。彼女は批評 の時代 か ら行動 の時代 へ と急転回す る 90
年代 のアイル ラ ン ドにふ さわ しい、テ ーマを明示 して くれ る詩人 なのだ。
それ に して も、時代 が必要 とす るテーマ にそれが許 す ぎ りぎ りの表現を与 え る
セ ンスはどこで磨 かれたのだろ うか。 ミーハ ンは 1955年 6月 25日 にダプ リンで生
まれ て い る。 育 ち もダ ブ リン、 リフィ河 の北 の フ ィ ング ラス (の はず )で あ る。
1977年 に トリニ テ ィ
・ カ レ ッジ・ ダブ リンで学 士号 を得 たの ち、 1981年 か ら83年
までアメ リカ合衆 国 の州立東 ワシン トン大学 に留学 し、芸術 学修 士 を得て帰国 し
89

ている。 この留学中ジェイムズ
・マ コー リ_4)の 創作作文のワークシ ョップにいた。
彼女自身が このクラスについて語 っているところでは、
The workshops were craft- based and I mostly felt like a carpenter, nuts and bolts,
hammers and drills, elbow grease and spit and polish, all trades their gear and

tackle

trim.

Throw out the wonky pieces and imitate the craft masters

and

mistresses."

ちなみに、
『冬 に印 された男』を結 ぶ 自伝的連作「 その家 の ミステ リー」“Mysteries

Ofthe Home"に シオ ドア・ レ トキの「第四 の瞑想」“Fourth Meditation"か らの三 行
がエ ピグラフと して引かれているが、レ トキは この “
CFaft maSterS"の ひとりだ った
のだ ろ う。 ミーハ ンは、パ ウ ン ド、 エ リオ ッ ト、 イ ェイツ らか ら始 まる英語 圏 の
モダニ ズム を創作作文の クラスで受 け継 いだ と言 って よさそ うだ。
一 般 に ワー クショップでは、先人が遺 した さまざまな作品を真似 なが ら、社会
的な文脈 を念頭 において、 と もか くも言 うべ き ことを言 うため に構成 されたテキ
ス トを、あ る時 間的間隔をお いて発表 し続 ける。 そ こでは、わか りやす さ、 詩を
過度 に私 的 な象徴 の塊 に しない ことが求 め られ る。が、 どこか らが過度 なのかを
見定 め るの は容易 でない。 このデ リケ ー トな間 テキ ス ト性 の操作法 のあ うんが、
発表 したテキス トに対す るクラスの他 の メ ンバ ー と教 師 による批判 に答え るかた
ちで再 びテキス トを発表す る、 この作業 の くり返 しによって学 び とられ る。 着 目
す べ きは、 こ う した訓練 を くり返す うちに、表現 のセ ンスが とぎす ま されてい く
と同時 に、詩作 は学 びうる ものだ、共有可能 な知 の技法 なのだ とい う信念 が刷 り
こまれ てい くであろう点であ る。
先 に引 いた文 に続 けて ミーハ ンは、 ワー クシ ョップについ て こ う語 ってい る。

I like the democracy of workshop culture. Anyone

can have a

go. Of its critics I

would ask, why is it all right for the literary salon to have existed in times gone by
and not all right for its contemporary equivalent to exist

now? Is it the notion that

godhelpus the great unwashed might get a toe in the door? We all know the real

journey is lonely, uncertain and mostly happens at the blank page or edge of
silence. What's wrong with a spell of shoptalk now and then?
(ROPES,64)
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詩作 とデモ クラシー とが一体 の このよ うな場 で表現術 を身 に着 けた彼女が、社会
的 な領域 へ の関心 を強 く示 し、積極的 な参加 をはか るようになるのは当然であろ
う。彼女はダブ リン市 内の コ ミュニ テ ィや刑務所 で詩 の ワー クシ ョップを開 いて
い る。 詩 の伝統 を市井 の 日常 に返 そ うと しているかの ようであ る。
He's picking
こ う した意思 が ミーハ ンの語彙 のい くつ か とな って現 れて い る。“

力 ツο gο r″ ο′
力j″ g,ツ ο
`″
“
“
′
ο
sa"「 彼 はハ ミング しなが ら私 のエ ピフ ォンで曲を弾 いていた。 そ

out a tune on lny】
g`ο
″ r″ οr″ ″

Epiphone,humlning. It'saI)ylan song―

,ν

れはデ ィラ ンの歌 だ った 一 何 も手 に入 らなか った とき失 うもの もなか った」 (PT,
52)コ ンサー トホールの楽器 ピアノでな く集会所 の楽器 ギター、それ もナイ ロン弦

の クラシックギ ターではな くてステ ィール弦 のフ ォー クギ ターのプ ラン ド名 エ ピ
フォンをあげる周到 さ。 ボブ・デ ィラ ンの 名 は うたの力 で世界を変 えることを考え
・ ガス リー
る人 た ちを勇気 づ ける強力 な記号 にな る。 デ ィラ ンが敬愛 す るウデ ィ

(MM″,58)の 名 も同様 だ。 同 じくデ ィラ ンに影響 を与 えた ヴ ァ ン0モ リソン (P■
38)の 名を聞 いた ことがないアイルラ ン ド文化 の研究者 はまずいないと思 うが、ど

うだ ろう。
6)

ミーハ ンの世界 を理解す るうえで フ ォー ク ミュー ジ ックの伝統 は非常 に重 要 で
あ る。表現 の点 だけでな くテ ーマ につ いて も。イエ スを神 の恵 みの仲介者 とす る
教会公式 の教義 に対 しマ リアにその役 割 を持 たせ よ うとす る熱 情 が この伝統 の中
「見 よ、 自然
で、中世以来連綿 と保持 されてきた ことを思 い出 したい。 た とえば、
Ecce,quod natura"と い うキ ャロルは
が」 “

Produxit de spina

Virgo que regina,
Mundi medicina,
Salus gencium.')

[神 は ]茨 よ り生み出 した もうた /処 女 に して女王 /こ の世 の癒 し/人 々の

救 いを
と歌 われる。 こ うしたキ ャロルや グノー シス色 の濃 い外典 のほか に拠 りど ころが
なか ったためマ リアの被昇天がカ トリック教会 に認 め られ るのはようや く 1950年
にな ってか らだが、その際 に、同教会 は仲介者 と してのマ リアの役割を強調 した。
強大 な教会 を動 かす ほど人 々のマ リア崇 拝 は篤 か ったのである。 さらには、
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Mary Mother bears a great part in the religious poetry of the Gaels. It was
she who put the curing of the blind in the well, it was she who showed herself to
the poor

friar under the form of a dove, and it is she who gives

a cure to the poor

of the world through her intercession with her Son. It was no wonder, then, that
the heart of the Gaels, the heart of a nation that especially respected and honoured
its women, should give itself up particularly to Mary.''

とい うアイル ラン ド固有 の事情 もあ る。 “I

didn't intercede with heaven,/■ or whisper

thc charmed word in God's ear."と い うグラナ ー ドのマ リア像 の 叫 びの 内容 は ミー

ハ ン個人 の創作 ではない。
しか し、 ここが大切 なのだが、市井 に共有 されてい る ものを描 きとり物語化す
る とき も、 ミーハ ンはほかな らぬ その市 井 の うち、平 凡 な 日常 の 中 に暮 らす 自分
を主体 と して、それ に関係 づ けることを忘 れない。 ダプ リンの 日常語か ら離 れ な
いのは このためだ ろ う。 図式化、抽象化 、大 きな神話 の構築 に向かわず、見 つ め
る対象 の具体性 を尊重 し、それ と 自分 とのそのときどきの関係 に忠実であろ うと
す る。 市井 と彼女個人 との 中間 にある小 さな共同体 であ る家族 を扱 うときも、 こ
の ことは変 わ らない。 くり返 し現 れ る彼女の亡母 は彼 女 しだいで疎 ま しい鋳型 か
ら頼 も しい守護神 にまで変容す る。 どの よ うな関係 が成 り立 つ かが主体 の状況 を
照 らし返す、とも言 える。 それな らば、二つの詩集 に登 場す る多 くの 自伝的 な「 わ
た し」 を どう解釈すればよいのだろ うか。端的に、それ らは、 どの ように して生
まれて きたのか。

Fruit

Alone in the room

with the statue of Venus
I couldn't resist
cupping her breast.

lt was cool
and heavy in my hand

like an apple.

(M〃 ″,43)

「 みの り」〃その室にひ と り/ヴ ィーナスの像 といて /わ た しは彼女 の乳房
を /包 まず にはい られなか った 〃それ は掌 のなか /り んごのよ うに /冷 た く
て重か った
りん ごははなはだ しく象徴性 が高 い果物 であ る。 しか し、 この詩 はこれ以上 多 く
を語 らず、語 り手 の乳房 の暖 か さ、軽 さをほのめかす だ けで沈黙す る。身辺 を見
渡 しなが ら、神 とは何 か、人 とは、女 とは何 か と、文学 の系統 の点 か らも巻 の 日
常 との密着度 か らもな じみやす い言葉 で語 りかける ミーハ ンの、最初 の行為 が こ
こにあ ると思 う。 ないまぜにな った好奇心 と茶 目 っ気 、 しか し、あ くまで も真剣
な 自他 への関心 に動 か されて、 このよ うに「手 で包 む」 そ して「確 かめ る」 こと
か ら、 ミーハ ンが始 まるのだ。
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シンポ ジウム報告)
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Easter 1916"を め ぐって
“

構成と司会 鈴 木

詩 には change(transformを 含 めて )が 7回 も反復 され、a

弘

terrible beauty is born

を リフ レイ ンと して響 かせ るが、何が どう変 わ ったのか、 この詩行 は何 を示唆す
るのか、蜂起 が アイルラ ン ドに何 を もた らしたのか 、 イ ェイツの受 け止 め方 は単
純 ではなか った。詩中 には反撥 しあ う語が散在す る。 第 1連 の gFeyは ViVidと 対
立 し、最終連 の greenと 対時す る。最初 に描 かれ るダプ リン市 の庶民 の流れは、第
3連 のの どかな田園風景 のなかの the living strcamに 対応 し、第 4連 の England may
keep faithに 暗示 され る不安 な時の流れ と対決す る。The s"eamの 前 に立 ちはだか

るのは a stoneで あ り、現実 の 自然石 と して、イメー ジと して、またメタフォー と
して詩 中 3度 も使われるが、そのたびに微妙 な意 味 の変化をみせ る。第 2連 のペガ
サスを思 わせ る a hor“ は第 3連 では流れに脚 をす べ らせ、雲 や鳥を映す水鏡 を乱
す。第 2連 の the mngは 最後 の連 では a verseに 変 わ る。
詩全体 、大 きな流動 の なか に置 かれてい る。 リフ レイ ンの

a terrible beauty is

bornも 、繰 り返 され るうちに、その意 味を波立 たせ 、波紋 を拡 げる。変化 と不動 、
流動 と固定 、瞬 間 と永続、夢 と狂躁 、憎 と愛 、道 化 と英雄 、生 と死、英 国 とアイ
ル ラ ン ド、 メタ フ ォー と現 実 な どの対立 が絡 み合 い、 もつ れ合 い、激突 しなが ら
進行 し、第 1連 でい うmeaningless wordsか ら meaningful voi∝ に移 り変わ り、新
しい神話 の創造 に向か う。

蜂起 のため に ダプ リン市 は爆破 され、惨惜 たる瓦礫 の 山を築 いた。生活を乱 さ
れた市民 た ちか らは無鉄砲 な暴挙 だと して憎 しみを買 った。 この市民感情を急変
させたのは英政府 がとった蜂起弾劾 の苛酷 な処 置 である。女性一 人を除 いて 14人
の 主導 者 全 員 を有無 を いわせ ず次 々 に銃殺 した。 重 傷 で立 つ こ と もで きな い

COnnoHyは いす に縛 られて銃殺 された。 ドイツの武器援助を求めて失敗 した Roger
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Ca“ mentも 捕え られ、8月 に絞首刑 に処され た。

これ らの処置がアイルラン ド人の眼には英国の冷酷 な報復 だと映 り、英国へ の
反感を強 め、反乱者 への同情を喚起する結果になる。犠牲者は尊き殉死者 として
崇め られ、美 の祭壇 に祀 られる。その端的な現れは、 アイルラン ドの独立を目ざ
す Sinn Fein党 が蜂起後 2年 目の選挙で議会 の 73議 席を獲得 し、圧倒的勝利を収め
たことにみ られる。政治 の無関心層 も英国の抑圧 に疑間を抱 くようになり、幾多
の曲折 はあったにせよ蜂起後 5年 にして制限付きながら南 26州 の独立を達成する。
殉死者 たちは変化 によって新 しい生命を得て生き続 ける。彼等は
Now and in time to be,
Wherever green is worn,

Are changed, changed utterly:

A terrible beauty

is born.

`motiey is worn'だ ったアイル ラン ドも `green is worn'の 国 に変化 す る。
「みどり

The Wearin'o'the
をま と う」 は 1798年 蜂起 のあと人 びとに愛 唱 されたバ ラ ッ ド“
Creen''の エ コーであ り、転 してアイル ラ ン ドの気高 い愛 国 の精神 を表わす。

虐 げ られ 、破壊 され、赤 い血 に染 め られた国土 が、 その血 を滋養分に して また
ぞろみ ど り葉 が茂 りは じめ、 the emerald lsieが よみがえ り、 Romantic lrelandが 息
を吹 き返 したのであ る。 ここで最後 にい う `A terrible beauty'は 血 のなかか ら芽 吹
いた み ど りを指 す と考 え たい。 Pca醸 が `bloodshed is a cleansing and sanctifying
thing'と 語 っていた ことと も符合する。詩 のなかで Yeatsが 最初 に彼等 に出逢 った

のは `at

clo∞

of day'だ ったが、復活祭 の蜂起 を契機 に夜 明 けを迎 えたのであ る。

血 に よ ってみ どりを蘇 らせ る生 命 の復活 に、古代世界 の再生 を喚ぶ祭儀 との連
関 も見落 と してはな らないであろう。詩 の第 4節 は `sacrifice'で 始 ま り、 `green'
で結 ば れ て い る こ とは、 その繋 が りを物 語 って い る よ うに思 われ る。 例 え ば、
ノ によると、 Phrygiaの 美少年 Attisは 大地母神 Cybeleに
“
熱愛 され、嫉妬 され、つい にたま りかねて発狂 し、 自 ら去勢 して死ぬ。 Attisの 死
Frtterの 動θCο ″

Bο

`″

とと もに大 地 は冬 枯 れ にな る。 大地 を死 か ら救 うた め に毎年 、春 、 the Day of

BIoodに 祭 りが執 り行 われ、神官は騒 々 しい楽音 にあわせて狂乱 の舞 いを踊 り、体
を引 き裂 き、 ほとば しる血 を祭壇 にはねか けた とい う。
この 祭儀 にあてはめて詩を読 みなおす と、復活祭蜂起 に立 ちあが った者 た ちは
アイル ラ ン ドの冬枯 れを救 うために血 を流 した ので あ り、その血 は春のみ ど りを
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呼 び込 む さきが けをな したことになる。彼等 の抱 いた「夢 」 は再生 へ の夢 だ った
の で あ り、 彼 等 の 死 は ヽcedless death'で は な か った 。 この段 階 で の a

terrible

beautyは ま さに死 を通 して得 られた春 の美 しい訪 れを指す。
Easter 1916"は 重層的な構成 になる。 この詩 を支 え る柱 は古代の祭儀 だけでは
“

ない。 第 3節 の結 びが `The stone's in the midst of an'で

あ った ことを思 い 出す と

き、石 もまた文字通 り詩全体 の 中心、すなわ ち核 にな っていたことに気付 か され
る。事件 が起 きたの は復活祭である。 The Passion「 受難 」 を背負 って十字架 に付
き、墓 に葬 られ たキ リス トは、 この 日に墓を塞 ぐa stoneを もたげて復活 した。
それだ けではな い。石はさらにアイル ラン ド伝説 の Lia Fail「 運命 の石」を想 い
起 こさせ る。 この石 は伝承 によればアイルラ ン ドの始祖 Tuatha de Dananデ ダナー
ン族 が

Iヵ ughlan(ス

カ ンジナヴ ィア ?)で 建設 した四 つの 町 か ら持参 した四 つの秘

宝 (石 、剣、釜 、槍 )の うちの一 つ。石 は Mcath州 の Taraの 丘 に安置 され、アイル
ラ ン ド国王 の即位 の ときに使われ た。 その地 位 にふ さわ しい人物が坐 ると、 うな
る音 を たてた とい う。現在は Westminister寺 院 に移 され、英 国王の戴冠式 に用 い ら
れ る。
“Easter 1916''の なか・で `Enchanted to a stone'

といい、`T00 10ng a sacrifice/Can

make a stone ofthe heart'と い うのは、石 に人 間 の心 を引 き込 む魔力がある と信ず

れば こそ 出 た発想 であろう。流動 す る万 象 のただ 中 に置かれ た石 はアイル ラ ン ド
をみ ど りの国 によみがえ らせた。 Lia Failは `A terrible beauty'を 生みだす霊験 あ
らたかな力 だ ったの である。

詩 は庶 民 の 日常 を コメデイー と してみ ることか らは じま った。`They and 1/But
liVed wherc motley is worn'と いい、大局 に眼が開 かれず 、個人的感情 にのみ左右 さ

れて生 きる我 が身 をかえ りみて Ycatsは 自身 も同 じ道化服 を まとうと自嘲 した。 し
か し、 そ の あ とす ぐに続 けて `AH changed,changed utterly:ノ A terrible beauty is
born'と いい、その生 活様式 の完全 な変化 に A te ble beautyの 誕生をみた。 コメ
デイ ー に とって代 わ ったのは トラジェデイ ー以外 に考 え られない。 この変容 を ど
う受 け とめ た らよいのだろ う。
Yeatsが 別 の所 で述 べ た次 の ことばが思 いだ され る。

Tragedy must always be a drowning and breaking of the dykes that separate
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man from man, and...it is upon these dykes comedy keeps house.

この圧縮 され煮詰 め られた内容 の一 文 を、詩 に関連 を もたせて少 し引 き伸 ば して
考 え るな らば、 こ う解釈 してよいだろ う。 コメデイ ー は個 々人が孤立 し、それぞ
れ思 い思 いに勝手 に振 るまうことか ら生 まれ る。人 と人 とを結 びつ ける ものは通
リー遍 の挨拶 であ り、 また互いへ の陰 口であ り、嘲笑 であ る。 それが コメデイ ー
の笑 いの種 になる。 それ に対 して、 トラジェデイ ーは個 々人を仕切 る堤 防 が決壊
す ることか ら始 まる。 その ときに現れ る もの は普遍性 であ り、個を超え た人 間性
である。
“Easter 1916"に お いて堤防を崩 したの は勇 士 た ちの `excess oflove'で はなか
ろ うか。過剰 な愛 は洪水 をな して外 に溢 れ出 る。個 は くつ がえ され、押 し寄 せ る
流 れに埋没 し、吸収 され、理想美 とか英雄像 とかの人 間精神 の祖型 archety“ に組
み込 まれ る。
コメデイア ンに過 ぎなか った Yeatsも また、この大浪 の しぶきを浴びて変質 した
か らこそ、最後 に ドルイ ド僧 にな りき って、古代詩歌 の仕来 た りに従 う呪文 の 回
調 で 勇 者 た ちを 弔 う こ とが で き た の で あ る。 こ こ に Pearscも MacDonaghも
MacBrideも Connonyも みな普遍的 な生 命 を得 てよみがえ り、アイルラ ン ドの英雄
精神 の鑑 である Cuchulainの 列 に加 わ る。
″げ C“
Yeatsは 生涯 の最後 に書 いた詩劇 r力 θD“ ′

麟 ″(1937)の なかで、ダブ
“
“
リンの中央郵便局 に立 てこもって戦 った Pear∞ や Con■ ollyが Cuchulainと 合体 した
ことを次 の ように謳 った。

What stood in the Post Office

With Pearse and Connolly?

Who thought Cuchulain

till it seemed

He stood where they had stood?
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Easter,1916 に つ い て

鈴 木 哲 也

私 が この作品を初めて読ん だ とき、まず強 い印象 を受 けたのは、第二連 だ った。
それは、一 つ には、他 の二つ の連 においては、 この作 品が書 かれた当時 の具体 的
社会的な状況 を強 く意識 させ られ るが、第 二連 においてはそ う した状況 を意識 せ
ず とも、その 中 にはい ってゆ くことがで きる、と感 じられたか らである。 また、二
つ め と して、 ここにあ らわれ る、みずみず しく、 また比較的明るい生命感 をたた
えた「 流れ」 の イメージと、 その流れ に抗 うかの ように描かれ る硬 質 な「石」 の
イメー ジの対照 が極 めて印象 的で、 この二 つの イメー ジが この作品全体 の主題 を
象徴 的 に表 してい るのではないか 、 と感 じられ るためで もある。 この「石」 の イ
メー ジを読 み解 くために、 まず、第四連 に注 目 したい。
第四連 は、一 つの発話がな され ると、す ぐさまそれ に続 いて、その発話 を相 対
化 し、ある発 話 の意 味内容 が固定化 し絶対化 され ることを拒否す るよ うな言葉 の
展開を示 してい る。 たとえば、第四連 の 冒頭 はこのよ うに展開 してゆ く。
Too long a sacrifice
Can make a stone of the heart.
O when may it suffice?

That is Heaven's part, our part

To murmur name upon name,
As a mother names her child
When sleep at last has come
On limbs that had run wild.
What is it but nightfall?
No, no, not night but death;
Was it needless death after all?

For England may keep faith
For all that is done and said.
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ここでは、一つの発話がな されると、続 いて、それ に対す る問いかけがな され、言
葉 が大 きな うね りを作 りなが ら、以前 シ ンポ ジウムで取 り上 げ られた「 ヴ ァシ レ
イ シ ョン」 のよ うに、一 つの極 か ら、そ して、 また もう一 つの極 か らとい うよ う
に、激 しく揺 れ動 く言葉 の動 きを示 している。
私 には この詩 は、本質 的 に両義的 な世界 を、あ た うか ぎ りその両義性 を とどめ
た ままに受 け止 めよ うと して書かれて い るよ うに思 え る。両 義 的 とはこの場合 、
二 つの意 味 を備 えて い ると言 うことでは もちろんな く、様 々に意 味づ ける ことが
で きるであ ろうが、常 にその意味を裏切 って生成 す る世界 の、人間か ら見 た とき
の捉 えがた さである。 そ う考えて、あ らためて この作 品を見直 してみると、 そ も
そ も作 品 の タイ トルが実 に両義的である と感 じらる。
「 イ ース ター 1916」 とい うこのタイ トルは、言 うまで もな く、 1916年 の復活祭 の
日に、祖 国 の復活 を願 って起 きた反乱を歌 う詩であ るか らつ け られたわけであ る。
そ して、何 よ りもまず、祖国の復活を願 った蜂起 が、逆 に、そ こに参加 した多 く
の人 々の死 を招 いた とい うことが、極 めてアイ ロニ カルである、 と言える。 しか
し、 この「復活祭」 とい う言葉を自らの作品 の タイ トル と して、イ ェイツが選 ん
だ とき、そ こに さらなる意味 の逆転 が生 まれ るのではないだろ うか。言 いかえれ
ば、 なぜ イ ェイツは歴 史 の流れの中で滅 びてい った人 々への思 いを表 自す る作 品
に「 復活祭」 とい うタイ トルを与 えたのだろ うか。第 四連 の、先 ほど引いた箇所
の少 し後 の部分 で、 イ ェイツはこう書 いてい る。 ここでイ ェイ ツが発 してい る言
葉 は、 ほ とん ど祈 りの よ うに思える。

I write it out in a verse

-

MacDonagh and MacBride

And Connolly and

Pearse

Now and in time to be,
Wherever green is worn,

Are changed, changed utterly:

「 マク ド
この change「 変化」を現在、すなわち、`now'に おいて見るのであれば、
ナとマクプライ ド/そ して コノリーとピアス」が、
「今」生か ら死へ とその存在 の
「来 るべ き時」 `in time to be'に おいて もま
様相を変 えたということになる。だが、
た彼 らがその存在 の様相を変えるのであれば、それは「死」を越えた、何 らかの
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別 の変化が起 きるという可能性 がそ こに想定 されてい るということにな るのでは
ないか。 そ こで、私 には「 1916年 復活祭」と題 されたこの作品は、実はイ ー スター
蜂起 によ って もた らされた様 々な犠牲 、それ は作 品中 には四人 の人物 の名 によ っ
て象徴 されてい るわけであるが 、処刑 されて失 われた命、かなえ られなか った願
い、挫折 した意志 、そう した ものの復活祭 をイ ェイツが執 り行 っている、そ う し
た作品 なのではないか と思 う。
もちろん、その祈 りは流れ るよ うに、 よ どみな く口にされるものではない。先
ほど も見 た とお り、 イェイツは 自分 た ちにで きる ことは「 名を呟 く」 ことだ けだ
と言 ってい るのであ って、 ここに祈 りがあ る と して も、それは、いわば、祈 るこ
とを断念 した、 あ るいは、死 んでい った者 た ちへ の思 いを語 ることを断念 した後
の、言 い換 えれば、言葉を断念 した後 にか ろ う じて発 された言葉である、 その よ
うにさえ感 じられ る。
さて、 こ う して考 えてみると、 この「 1916年 復活祭」 という作品で、イ ェイツ
はある境界的な場 にた ってい る とい う気が して くる。すなわち、生 と死 との 、あ
りえたか も しれ ない理想 の世界 と、 そ うで しかあ り得 なか った現実 の世界 と、あ
るいは、言 葉 に しえ ることと言葉 には じえぬ こと、そ う した ものの境界 に身 をお
いてい るよ うに思 われる。 そ う した場所 に立 つ イ ェイ ツの眼前 に浮かび上 が って
くるのが 、第二連 に描 き出 され た、一刻一刻 と変化 し続 ける自然なのではないだ
ろ うか。 この連 に現 れ るイ メー ジは「 流 れ」 `li
「 鳥」 `thc

birds'、 「雲」 `cloud'と

ng stream'、

「馬」 `The horse'、

い うように、生命感 に溢れ、力強 くもあ り、また、

明 る く軽 やかで もあ ると感 じられ る。
第一 連 と第二 連 には比較的穏 やかな事実 の記述 が続 くかに見える。 だが 、 もち
ろんそ う したイ メー ジを描 くイ ェイツその人 は、悲 しみや憤 りにとらわれてい る
だ ろう。 蜂起 に参加 したため に失 われ た命 や、願 いを実現す ることな く生 の半 ば
で断 たれ た意志 、 そ うした もの へ の思 いゆえ に、第二連 で描 かれている 自然 が理
不尽 なまでに美 しくイェイツの 目に映 ったのではないか 、 いわば、不在 が実在 の
美 しさを際 だたせ 、今度 は逆 に、 その実在 が不在 を耐 え難 いまでに強 く感 じさせ
て しま う。 そ う した関係 が第一連 、第 二 連 そ して第四連 と、それ らの連 に対す る
第二連 の間 にあるのではないか。比較的穏やかな記述 が続 くは じめの二 つの連 と、
激 しく思 念 が揺れ動 く第四連 の 間 には、 どう して も第二連 にある人間の営 み とは
別 の摂理 に従 って続 く自然のイ メー ジがそ こに必要 だ ったのではないか。 だか ら
こそ、 自然 の絶 えず生成変化す る様相 を描 き終 わ ると、イ ェイツの思念 はそ こを
離 れ、第二連 の最後 ではふたたび、生成変化 に抗 うよ うに、堅 く自 らを閉 じ、流
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れに抗 う「 石」 へ と焦点 を結 んでゆ くのではないだろ うか。
・ ゴンは、この作品を書 き上 げた翌 日、
この「 石」は何を表す のだろうか。 モー ド
イ ェイツ 自身 が「 石 とその内なる炎を忘 れ、 き らめきなが ら絶 えず変わ り続 ける
生」 を大切 にせ よと彼女 に言 った とい う。 この言葉を い ったん額面 どお りに受 け
止 め、イ ェイツはイ ー スター・ ライジングおよび、そ こに身 を投 じた人 々の 中 に、
ある種 の不毛 さを見、
「 石」にその不毛生 を象徴 させた と考 え る こと もで きる。 さ
「石」が不毛な生 を象徴 し
らに、た とえば、 `A Man Young and Old'に あ らわれる、
てい る こと も連想 され る。
そ こでは「石」 は人 間 の、不毛や狂気 とかかわ る もの と して登場す る。 は じめ
にでて くるマ ッジは石 を赤 ん坊 と錯覚 して胸 に抱 いてい る。 ここでは、石 は、現
実 には子供 を持 つ ことが なか った女性 の 、子供 を持 ち育 て るとい う、そ うあ り得
たか も しれない人生 の 、閉 ざされた可能性 をあ らわ してお り、 また、そ う した生
き方 を しなか ったマ ッジとい う女性 の後半生 における不毛 を表 しているとい う こ
とがで きる。 そのあ とに 出て くる ピーターについていえば、石 は狂気を引 き寄 せ
る もの、人 間 のあ る尋常 な らざる生の様相 を表 してい ると考 え られ る。 こう した
「石」のイ メー ジをみ る と、イ ェイツが、人 間の狂気、現実 の もの とはな らなか っ
た生の可能性 、不毛性 、大 ざっぱに一言 で言 って しまえば、人間 にとって否定 的
な もの 、そ う した ものを石 のイメー ジで表す ことがあ るといえ るだろう。
さて、 さ しあた って石 をそ うとらえ た と して、問題 は、 この石お よび石 と関わ
る人物 た ちに注 がれ る語 り手 の 眼差 しであ る。 今 、言 及 した `A Man Young and
01d'に お いては、狂気 の淵 に落 ち込 んだ人 物 た ちを見 る語 り手 は激 しい笑 いの発

作 におそわれ るが、 そ こには同時 に激 しい悲 しみ と、人間のあ る種の グ ロテ ス ク
なあ りか た に対す るや りきれない思 いがあ り、それ がや り場 のない憤 りの よ うな
感情 に高 ま ってい る。 も し、この語 り手 の笑 いを現実 に 目に したな らば、む しろ、
語 り手 の気 が狂 った とい う印象を受 けるはずであ る。
「石」を単 に否定的 な もの と して
「 1916年 復活祭」の場合 で も、明 らかに詩人 は、
だけ見 てい るよ うには思 えない。 む しろ、詩人 の視線 は石 に引 き寄せ られ、 そ こ
か ら離 れな いのであ って 、最後 の第四連 の激 しく揺れ動 く言葉 は、 この石 を巡 る
思 いか ら発 せ られてい るのであ り、石 に `enchanted'さ れて い るのは詩人 その人 も
同様 ではないのだ ろ うか。
「 1916年 復活祭」 とい う作品 において、イ ェイツは この「 石」を `A Man Young
and 01d'の マ ッジの よ うに、その胸 に抱 き、その「 石」のために言葉を捧 げて いる
のではないか と思 う。「 石」 は、死 とも不毛性 とも呼ぶ ことがで きるであろ う し、
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また、 そこには、それを見 つ めるイ ェイ ツ 自身 の思 い も封 じ込 め られているの だ
とも思 う。 さらに言えば、 この思 いは もはや言葉 にはな らぬ もの 、あえて形 を与
え よ うとすれば、 マ ッジや ピーターを見 る語 り手 のよ うに、涙 を流 しなが ら笑 い
狂 うか、あ るいは、 もはや言 葉 な らぬ声 、叫びの ような ものにな る以外 はない よ
うな思 いではないか。
この作品でイ ェイツは石 を胸 に抱 いた まま、あ る狭 間 に立 って言葉を発 してい
るよ うに思 う。 それ は、生 と死、存在 と不在 、あ りえ たか もしれない生 と、 こ う
で しかあ り得 なか った生 、 イデオ ロギ ー とイデォ ロギ ー、言葉 に しえる もの と言
葉 には じえ ぬ もの、そ う した ものの狭間 である。 そ う した場所 に立 って、イ ェイ
ツは、歴史 や人 間 の営み、あ るいはこの世界 を、固定化 された唯一 の中心 か ら意
味 づ けようとす るのではな く、決 して固定化 されず大 き くうね りなが らすす む こ
の世界 の動 きの 中 に身 をお ど らせ、その動 きを感受 しなが ら、 そこで言葉を発 し
よ うと しているのではないか。
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詩 と再生
一

Easter,1916"に おける動詞 `change'の 変化 について
“

藤

田

佳

也

Introduction
Easter,1916"で は、す べ ての連 に動詞 `change'が 用 い られているが、その形 は
“
すべて異 な っている。具体 的 に見 てみ ると、第 I連 では 15行 日において過去形・能
動態、第 Ⅱ連 では 38行 日において現在完了形・受動態、更 に第 Ⅲ連 では 48,50行 日
において現 在形・ 能動態、最後 に最終連 では 79行 日において現在形・ 受動態 とな っ
ている。 この様 な動詞 `chmge'の 動 きを追 うのが本稿 の主眼であ る。
A tenible beauty is born"の 現在形 も気 にな
また時制 に関 しては、リフ レイ ンの “

る。 この現在形 については、 これ まで話題 にされた ことはほとん どない と思 われ
るが、 これ に関 して も動詞 `change'の 変化 との関係 で論 じてみたい。

Easter,1916"の 第 10Ⅱ 連 の中心 を成す のは、どちらも 1916年 のイースター蜂
“
起以前 の描写 だが、第 I連 では最後 の 2文 を除 いて主節で用 い られ るす べ ての動詞

が現在完了であ るのに対 して、第 Ⅱ連 では最後 の 3文 を除いて過去形・ 過去完 了形
・ 過去進行形・ 仮定法過去完 了形 とどれ も過去を表す ものとな ってお り、顕著 な コ
ン トラス トを成 している。更 にこの コ ン トラス トは、それぞれ後半 部分 において
第 I連 では現在完了か ら過去 へ 、第 Ⅱ連 では過去 か ら現在完了 へ と時制 が交替す
る点にまで及んでいる。
第 I連 の 14行 日までは、革命前 の平和 的 な 日常 が描かれてい る。Go N.リ ーチ
が言 う様 に、英 語 では新 しい話題 を持 ち出す際 には、まず漠然 と現 在完了形・ 不定
冠詞等 によ って基準 となる枠組 みを確立 し、その後 で過去形・ 定冠詞・人称代名詞
:)ま

等を用いて明確 な言及を行 うのが普通 である。

た、 H.ヴ ァイ ンリヒは ヨーロ ッ

パ諸語 を視野 に入れ、英語 の現在完了形 にあたる もの を「説明 の時制」、過去形 に
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2)T.レ イ ンハ ー トは 、現 在 完 了 形 を

あ た る もの を 「 語 りの 時 制 」 と呼 び 、

助これ
breground"を 表す もの と しているが、
background"を 表す もの、過去形を “
“
もリー チ と同様 の指摘 である。
そ して この第

I・

Ⅱ連 はまさにこの慣例 に沿 っている。 つ ま り、まず現在完了 で

An changed,changed
革命以前 の状況 について漠然 と した説明があ り、 15行 日の “
This,"
utterly''で 主題 である革命 に言及 されると、その後過去形 そ して指示代名詞 “

That"が 用 い られ る様 になるのである。
“
ただ し冒頭 か ら繰 り返 され る現在完了は、語 りの現在 に至 るまでその様 な 日常
がず っと続 いてい るとい う印象を読者 に与 え る。 そ してその様 な平穏 に続 くはず
AH changed,changed utterly"の 過去 形 が 突如分断・ 破壊 して しま
の 日常 生 活 を “

AH"が 、その衝撃 の強 さを強調 している。当然
changed"の 繰 り返 しと主語 “
う。“
続 くと思 っていた 日常が突如 と してす っか り変貌 して しまった の を 目の 当た りに
した語 り手 の心 の動揺を、読者 は追体験す るのであ る。

II

That woman,"“ This
they"と 言及 されて いた人物達 が “
第 Ⅱ連 で は、第 I連 で “
々
・
man,"“ This other,"“ This other man"と 個 に扱 われ、議論 乗馬・ 学校経営・ 詩作

・ 飲酒 とい った様 々な行為 によ って具体化・ 個別化 され るが、過去形・ 過去完了形・
過去進行形・仮定法過去完了形 とい う様 々な動詞 の ヴ ァリエー シ ョンがそれを更 に
強調 してい る。
この様 な具体化・ 個別化 は、先 に も述 べ た様 に英語 の慣例 に沿 うものだが、ここ
に語 り手 の意識 の変化を読 み とることも可能 であ る。 つ ま り、革命前語 り手 は 4人
の ことを ご く平 凡 な普通 の人 々であると考 えていたが、革命が勃発 しす べ てが変
貌 を遂 げ結果 と してその生命 が失 われて しま った今、生 きて いた頃 のその個性溢
れ る姿 が逆 に生 き生 きと脳裏 に思 い浮 かんで くる、と読者反応論的 に第

I・

Ⅱ連 を

読 むわ けであ る。

He"は “This other mm"(31)を 指す が、繰 り返 され る “too"
後半部 36,9行 日の “
はこの部分 の叙述 が 4人 全員 に当てはまることを示 している。 つ ま り、前半部分 で
は 4人 が 内容 的・ 形式的 に区別 されていたの に対 して、ここでは一 括 して現在完了
で描 かれ てい ることにな る。個 性溢 れ る個 々人 か ら没個性 的 な集 団 へ の変化 を、
多彩 な動詞 の形 か ら4人 を一括 して語 る現 在完 了 へ の変化 が強調 している。
動詞 `change'は この連 では現在完了・ 受動態 の形 を とっている。第 I連 では、過
105

changed"か ら、蜂起 に直面 した時 の衝撃 が読 み とれ た。一 方、第 Ⅱ連 の
去形 の “
`change'の 現在完了は、蜂起 自体 よ りも蜂起 の結果 に関心 が 向いてい ることを示

してお り、その結果 には彼 らが処 刑 された とい う事実 が含 まれている。 また受動
態 は、能 動文 の主語 で あ る蜂起 とい う出来事 よ りも、受 動文 の主語 つ ま り “
He,
too''で

表 されている人物達 によ り大 きな関心 があることを示す と同時 に、この 4人

を蜂起 の主体者 `agent'で はな く受動者 `patient'と して規定 してい る。 これ らは
す べ て蜂起 に対す る否定 的態度 を暗示す る もので ある。
今 も述 べ た様 に、第 Ⅱ連 での動詞 `change'の 現在完 了・受動態 はイースター蜂起
以降 の 4人 の人物 の状態、つ ま り「 死」を示唆 しているが、それによ って `changc'
が示す「死」 と “
A terrible beauty is born"が 示す「生・ 誕生」 との結 びつ きと コ ン
トラス トが く っ き りと浮 か び上 が って くる。 そ して こ こに 暗示 され て い る
`Change'=`death'と い う図式 は第 Ⅲ連 で提示 され る図式 と顕著 な コ ン トラス トを
成す ことになる。

III

第 Ⅲ連 では、変化 し続 ける自然 の事物 か ら成 る理想 的 な光景 が描かれるが 、そ
4)現
の描写 において動詞 はす べ て現 在形 が用 い られてい る。
在形・ 能動態 の形 で 2

度現れ る動 詞 thange'は 、
minute by
「 変化」の現在性・ 主体性 と、繰 り返 され る “
minute''も 強 調 す る様 に「 変 化 」 の持続 性 を暗示 して い る。 また、 この連 の
`change'を 含むすべての動詞 が何 らかの運動・ 変化 を表す 自動詞であることとその

主語 の多様 さは、
「石」 のイ メー ジによ って表現 されてい る革命家達 の没生命・ 没
個性 の状態 と顕著 な コ ン トラス トを成 してお り、それが個 々の存在物 の 自立性・ 多
様性 を浮か び上 が らせてい る。
この連 では、繰 り返 され る “
minute by minute"と 動詞 “
Change,"“ live"と の結 び
つ きか ら `change'=`1巌 'と い う図式が提 示 されている。
「 変化 し続 けることこそ
生 きる ことで ある」 とい うこの図式 は、語 り手 が理想 とす る状態を簡潔 に要約す
るものであ り、第 Ⅱ連 の thange'=`death'と い う図式の対極 にある。 そ して この
理想 と現 実 とのずれが、語 り手 そ して読 者 を最終連 へ と駆 り立てる。
IV

最終連 でまず気付 くのは語 り手 の意識 の揺れである。まず “
Can"(58),“ may''

(59,68)と い うこれ まで見 られなか った助動詞 か ら、語 り手 の思考・ 判断 が前面 に
出てきているのがわか る。 また繰 り返 され る疑問文・ 自問 自答 口調 (59,65,66,67,

72-3)や 、最初 の疑 問文 の後 “That

is heaven'S part,Our part/TO murmur name upOn

name"(60-1)と 一 度 は落 ち着 きかけた後 で “Whatis it but nighml?"(65)と す ぐに

Wek■ ow thcir dream"(70)と 言 った 後 す ぐに
再 び疑 問 へ と戻 った り、 ま た “
enOugh tO knOw they dreamed and are dead"(70-1)と 言 い換 えた りと、揺れ る語 り
“
手 の意識 が窺 え る。 この様 な語 り手 の意識 の揺れ は、第 Ⅲ連 で描 かれた理想 と第

Ⅱ連 で語 り手 が認 識 した現実 とのずれが顕在化 した ものに他 な らない。 そ して
この様 な葛藤 の 中、残 りの詩行 において語 り手 は何 とか この矛盾 に一 つの答えを
I・

与 えようと試 み るのであ る。
・ Ⅲ連 のす べ て に異 な る形 を と って現 れて き た動 詞
注 目す べ きは、第 I・ Ⅱ
`change'が 、この最終連 では現在形・受動態 とい うまた違 う形 で用い られてい ると
NOw and in time to be"(77)と い う副詞
Are changed"は 、“
い うことである。 この “

changed"が ほぼ状
句 が修飾 して いることか ら、現在 だけでな く未来を含 み、また “
態 を表す形容詞 と して働 いていることがわか る。第 Ⅲ連 では変化 の現在性 と持続
性 の融合 が理想 的 ヴ ィジ ョンと して鮮 やか に描 き出 されていたが、 この最終連 で
はそれを何 とか別 の形 で表現 しようと試 み られていると言 え る。 つ ま り、 もと も
と動作・ 変化 を示す動詞 である `change'を 状態を表す形容詞 と して用 い るとい う
方法 によって、 もちろん そ うす ることで動詞 `chan"'の 変化 の概念 その もの を壊
して しまうか もしれ ない とい うパ ラ ドックスを十分認識 した上 で、語 り手 は「死」
を含む革命家達 の変化 に第 Ⅲ連 で描 かれたの とは別 の持続性 を持 たせ、そ うす る
ことで何 とかそれ に意 義 を与 えようと しているのではないだ ろうか。代名詞 `【 'か
ら `we'へ の変 化 が 示 す普遍化 の動 きが これ と連 動 して い る。更 に、第 I連 で
Tha woman,"“ ThiS man,"“ ThiS
they"、 第 Ⅱ連 で “
“

Other,"“

ThiS Other mm"と 表 さ

MacDonagh and M¨ Bride/And
れていた人物達 に、語 り手 はこの最終連 において “
con■ oHy and Pcar∞ ''と

固有 の名前 =生 命を与 えている。 この様 に、第 Ⅲ連 で描 か

「死」 と「 生」を繋 げ
れた理想状態 が現実 では不可能 であることを知 る語 り手 の 、
ようとす る懸命 の試 みを読 み とることがで きるのであ る。
第 I連 の “… But lived where mOtley iS WOm"(14)か ら最 終 連 の “… wherever
green is worn,/Are changed,chmged utterly"(78-9)へ の変化 に注 目す ると、 この

modey"か らアイル ラ ン ドの ナ シ ョナル・ カラー
ことが一 層明確 にな る。 まず、“
green"へ の変化 は、喜劇的 な非現実 の世界 か ら国家 に代表 される現実 の世
である “

where"か ら “wherever"へ の変化 は普遍化 の動 きを表 して
界へ の移行を、そ して “
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お り、非現実 の喜劇 的な世界 の住人 であ った人物達 が、現実 の世界 に住 む悲劇 的
で普遍 的な存在 へ と変貌を遂 げて い る。
where,"“ wherever''と も副詞節 を形成 してい るが、その主 節 の述部 “
また “
But

hved''と “
Are changed,changed utterly"も 重要 である。 この “
Are changcd"は 革命

Hved"と コ ン トラス トを成 してい
家達 の変化 の結果 と しての「死」を含んでお り “
Hved"に は副詞 “But''が つい ている一 方 、最終連 の
る。 しか し更 に重要 なのは、“
Are changed"は 先 に も述 べ た様 に未来 を含み、新 たな「生 」を も示唆 していると
“
い うことで ある。 つ ま り、蜂起以前 の彼 らの「生 」 と以後 の「死」 の コ ン トラス
トの裏 に、
「偽 の生」 と「永遠 の生」 とい うコ ン トラス トがあるのであ り、 ここに
も「死」 と「 生」 とを結 び合わせ 、英雄達 を神話化 しよ うとす る意志 が見 て とれ
るのであ る。

Conclusion
この様 に動詞 の “
change"は 、第 I連 では蜂起 によ って語 り手 の受 けた衝撃 の大
きさを、そ して第 Ⅱ連 では革命家達 の行動 の結果 と しての「死」 とい う現実 の認
識 を、 また第 Ⅲ連 で は語 り手 の思 い描 く理想状態 を、 そ して最終連 で は神話 と歴
史 に引 き裂 かれなが らも語 り手 が到達 した一 つの妥協 点 と もいえ る もの を示 して
い る。 ま さに この動詞 `change'を 追 ってい くことで、 この詩 の論理 が は っき りと
見えて くるのである。
第 I連 においては、革命による突然 の変化 と「 恐 ろ しい美」 の誕生 は、 時制 の
点で も過去形 と現 在 形 という様 に離 れてお り、その関係 ははっき りとは見えて こ
ない。 言葉 を換 えれ ば、語 り手 は革 命 とい う出来事 と「今」 とい う時を うま く結
びつ けることがで きな いでい る。 この詩 には最後 に “September 25,1916"と 日付
があ るが、イ ェイッは これ以前 に、グ レゴ リー夫人、 ジ ョン
・ クウィン、 ロバ ー ト
・ プ リッジズに宛てた手紙 の中で蜂起 に言及 してい る。 この中で蜂起 が もた らした
At the moment l tel that all the work of years has been
大 き な 変1化 に つ い て “
ovcrturned,''``A world scems to have bcen svrept away,''``...this lrish rebelllon which
S'こ
haS SWeptaWay mendS and u10w workers"と 書 いてい るが、
こに も蜂起 に対 し

て困惑 の色 を隠せ ない「今」 とい う時が見えて くる。 そ して この詩 は、 そのギ ャ
ップを埋 めてい く過程 と して読 んでい くことがで きるのではないだ ろ うか。
最終連 において「死」 を「生」 へ と転換 し英雄達 を神話化 しようとす る語 り手
の意志 は リフ レイ ンの “
A terrible beauty is bOm"に おいて結晶化 してい るが、第
108

I

連 において露呈 していた時制 のギ ャップが埋 め られて いることに も気付 くべ きで
Now and in timeto be"は コロ ンを越えて
ある。 この時制 の一致 のために、副詞句 “
A te
最終行 “

ble beauty is born"に もかか ってい き、
「死」 =「 生」とい う図式を決

定付 け、普遍化 の過程を完成 させているのである。完成 と言 ったが 、 イ ェイツは
普遍 化・ 神 話化 を懸 命 に試 み て い る と言 った 方 が正 確 だ ろ う。 最 終 連 の動 詞
`change'を 用 いた強 引な レ トリックの裏 には神話 と歴史 の間 で引 き裂 かれている

イ ェイツの姿 が あるので ある。
イ ェイツは手紙 の 中で この詩 の構想 につい て触 れ、“I am trying to write a poem
on the men executed― ■cribic beauty has been born again"'と 書 いて い る。 この時

点で リフ レイ ンが ほぼ明確 な形 を とろうと してい る ことがわか るが、詩 に組み込
まれ る際 に重大 な変更が加 え られていることを見逃 してはな らないだろ う。手紙
の“
terrible bcauty has been born again"で

は、 イース ター蜂起 の革 命家達 を過去 の

革命家達 と同一 視 し、その行動 に対す る批判 的なニ ュア ンスが強 いが 、完成 した
A terrible beauty is born"で は、 1916年 のイース ター蜂起 を個別化す
リフ レイ ン “

る と同時 に、現 在 そ して それ に続 く未来 に焦 点 が 合 わ され て い る。 イ ェイツは
イ ー ス ター蜂起 とい う歴史 的事件 に詩作 を通 じて生 命 を与 え よ うと した と言 え
・
る。
I write
Yetl number him in the song"(35)、 最終連 の “
第 Ⅱ連 の “

it outin a ver"― "

(74)が 示す様 に、 この詩 は創作過程 その ものか ら成 り立 ってい る。革命後、手紙
に お い て イ ェ イ ツ は “I haVe been able tO dO little WOrk lately,"“ AH my habit of
thought and work are uptt by this tragic lrish rebellion''と

創作意欲 の 喪失 を明 らか

に しているが、この喪失感 は “Easter,1916"の 最終連 に至 り、語 り手 が詩人 として
革命家達 を歌 いあげ、 その神話化 を試 みる中 で完全 に解消 してい る。第 I連 にお
いては “Bcing certain that they and 1/But lived where motley is worn"(13-4)と

ある

様 に、語 り手 と革命家達 は同 じ様 に喜劇 が演 じられ る世界 にいた。一 方最終連 に
おいては、両者 は詩 に歌 われ る子供 たる革命家達 とそれを歌 う母 な る詩人 に明確
Easter,1916"は 革命家達 のイ ー ス ター蜂起 を境 に
に分 かれてい る。 つ ま りこの “
した変化・死 と新 たな生の獲得 を巡 るものであるだ けではな く、語 り手 たる詩人 が
蜂起 とい う出来事 を通 して変貌 を遂 げ、アイル ラ ン ドとい う国家 に属す る詩人 と
しての責任を十分 に認識 した詩人 として再生・誕生す る過程 その もので あると言え
る。 同 じ く革 命 後 の 手 紙 の 中 で イ ェイ ツは “Ih“ no idca that any public eVent
could so deeply movc me''と 書 いているが、歴史 が個人 に対 して大 きな影響力を持

つ ことに気付 いたイ ェイツは、逆 に文学 テ クス トが歴 史的 コ ンテ クス トの 中で帯
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びる政治的力を はっき りと意識 しなが ら、革命家達 を英雄 と して神 話化す るとい
う作業 に取 り組 んだはず で あ る。 最後 の “
彰

b`r2,19f6''と い う明確 な時 を

"物 の中で歴史 を克服 し、歴史 と神
Easter,1916"と い う詩が、歴史
表す 日付 は、この “
話 が交 わ る点を求めよ うとす る試 みであ った ことをは っき り示す もので ある。
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I′

`Easter 1916'に おける英雄像
一 新 たな英雄像 を受 け入れるまでの道の リー

三

`Easter 1916'と

宅

敦

子

い う詩 をよんで真 っ先 に筆者 の頭 に浮か んだのは、 イ ェイツが

好 んだ英雄 クーフ リンの伝説 だ った。 この一つの詩 とイースター蜂起 とい う史実、
そ して一 つの伝説 は一 見 なんの接 点 ももたないよ うにみえ るか もしれ ないが、実
はそ うではない。 22年 後 にイ ェイツが書 いた詩、 `The Statues'の 最終連 である第
四連 は、次 の ようには じま ってい る。

When Pearse summoned Cuchulain to his side,
What stalked through the Post Office? (ll. 25- 26)

・ ヒール ド(Ed“ h Shackleton Hcald)に
またイ ェイツは、イ ーデ ィス・ シ ャクル トン
あてた 1938年 6月 28日 付 けの手紙 の 中で、次 の ように説明 してい る。
ピアースと彼 の支持者 の何人 か は クーフ リンを崇拝 していたので、 クーフ リ
ンが最終連 に出 てい ます。 政府 はこれを追 悼す るため に、再建 され た 中央郵
便局 に クー フ リンの像 を建 て ま した。(p.91l Letters)
さらに、イ ェイツの劇 `The Death of Cuchulain'の 中 に も、蜂起 の主導者達 とクーフ
リンとの関連 がみ られ る。
しか しなが ら、イ ェイツは、初 めか らこの蜂起 の主導者達 を クー フ リンのよう
な英雄 として評価 していた とは感 じられない。 む しろ、この詩 を書 きなが らイェ
イツは彼 らを英雄 と して受 け入 れ るに至 ったのではないか。 そ こで以下 では、 こ
れ らイ ースター蜂起 の主導者達 が 、 いかに して クー フ リンの よ うな英雄 と して、
`Easter 1916'と

"世

い う詩 の 中 で確立 されてい くのか を見て い きたい。

紀初頭 は、前世紀 か ら引 き継 がれた長 い歴史を もつ ロマ ン主義 的 な要素 と、

それ とは相反す る科学技術 や民主主義 とい った新 しい要素 とが、初 めは拮抗 し、や
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がては後 者 が前者を圧倒 して しまう時代であ った。例え ば、 1914年 か ら 1918年 ま
で続 いた第一 次世界大戦 では、新 たに登場 した戦闘機 とい う兵器 と、伝統的な戦
闘法を共 存 させようと した結果、非常 に多 くの死者がでた。
この よ うな時代 においては、イ ェイツが憧 れたクー フ リンの ような英 雄 は、 ま
さに過 去 の 遺 物 で あ った 。 イ ェイ ツは 、 `September 1913'の 中 で 、 “Romantic
lreland'S ded and 80ne,/1t'S With O'Leary in thc gravc."(■

7-8)と 書 き、拝金主義

の 中産 階級 の台頭で、 アイル ラ ン ドか ら英雄 が生 まれ る土壌 が消え た ことを嘆い
ている。 イ ースター蜂起 が起 きたのは、まさにこのよ うな時期 であ った。
では、 イ ェイツは、英 雄 と しての クー フ リンの どの よ うな点 に惹 かれたのだろ
う。筆者 は、その理 由 と して、次 の二 点を考慮 したい。第 一 点 は クー フ リンは半
神半人 とい うその血筋 によ って、貴族がそ うであるよ うに、英雄 と しての資格 を
生 まれ もっていること、第二 点 は、 クー フ リンが常 に、一 個 の 固有名詞 を もった
「個」と して行動 し英雄的行為 を成 し遂 げるとい う点であ る。そ して
存在 であ り、
これ ら二 つの観点 か ら、 イー スター蜂起 の主導者達を眺め てみ ると、彼 らはイ ェ
イツの理想 の英雄像、す なわ ちクーフ リン像 の対極 に位置 している。彼 らは コン
・
マルキエ ヴ ィッチ (con Markiewicz)を 除 いて貴族 ではな く、同志 の者 で徒党を組 ん
で蜂起 を成 し遂 げたか らであ る。連 をお って この二つの観 点 か ら、詳細 にこの詩
を検討 しよう。
詩 の第 一 連 は、“I haVe metthem at CiOSe Of day"と い う行 で始 ま り、蜂起 の主導
者達 は さっそ く読者 に呈 示 され る。 しか し注 目すべ きことは、彼 らが初 めか ら二
人称複数 の theyと い う一語 で、
「 集 団」と して認識 されてい るとい う ことだ。語 り
they"「 彼 ら」の関係 は、か け離 れた ものであ った
手 の「私」すなわちイ ェイツと “

ことが 、 5行 日か ら8行 日に表れ ている。

I have passed with a nod of the head
Or polite meaningless words,
Or have lingered awhile and said
Polite meaningless words.

それだ けでな く、「彼 ら」 が「 私」 とその仲 間 にとっては “
gibe"の 対象
mock''や “
とな りうる他者であ った ことが 、続 く4行 に表 されてい る。
And thought before I had done
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Of a mocking tale or a gibe
To please a companion
Around the fire at the club,....

おまけに「彼 ら」は、語 り手 と同様、道化 を演 じているのだ (...they and 1/But hved
Where motley is worn,/.… 11.13-14)と 考 えていた。 このよ うに、
「彼 ら」は英雄 と

い う存在 か らは遠 く離れ た集団的存在 と して、語 り手 であ る「 私」 に認識 されて
いたわ けである。
第二 連 において 、
that woman"、
「彼 ら」 はようや く個別化 され るが、 それ で も“
thiS
“

man"、 “
ThiS Other"そ して “
ThiS OthCr man''で あ り、依然 と して固有 の一 個 の
と
存在 して確立 され てはいない。彼 らには それ ぞれ 、 Con Markiewicz、 Patrick

PCaF“ 、Thomas MacDonagh、 そ して JOhn MacBrideと い う名があ りなが らも、読者

の前 では無名 である。貴族 の生 まれであ りなが ら大衆 の指導者 になった コ ン ●マル
キエ ヴィッチ (Con Markiewicz)を は じめ、“
school"と い う中産階級の産物 である教
育制度 に携 わ っていた平民達、飲んだ くれ の軍人。 およそ英 雄 とい う崇高 な存在
とは懸 け離 れた人 々。「彼 ら」一人一 人 のため に一 つの連 が 用意 されるのではな
く、固 ま って存在 し第二連 とい う一つの連 を構成 しているのだ。
「彼 ら」はあ くま
で集合体 であ り、 自 らの血 を流 して も、 アイル ラ ン ドを 自分 た ちの手 で独立 させ
るのだ とい うイデオ ロギ ーに凝 り固 ま ってい き、最後 には “
a stone"と い う質 を も
った一 つの塊 にな って しまったのだ。
蹄 や、鳥 や、石 が呈 示 されて、伝説 の 中の クー フ リンの最後 の場面を想起 させ
る第二連 に、“
A terriblc

beauty is bOrn.''と

い う レフ レイ ンが欠 けていて、第四連 の

後半 で「彼 ら」の実名があが っているとい うことは、注 目に値す る。なぜな ら、第
二 連 を へ て「彼 ら」 が英雄 としての地 位 を第 四連 で確立 してい く、 と考 え られ る
か らである。第 四連 の前半 では、語 り手 の「私」 であ るイ ェイツは「彼 ら」 の英
雄 的価値 を 自問 している。

What is it but nightfall?

No,no,not night but death;
Was it needless death after all?

For England lnay kecP faith
For all that is done and said.(11.65-69)
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そ して 開 き直 っ た か の よ う に 、 “We know their dream;enough/To know they
dreamed and are dcad"(11.70-71)と 、
「彼 ら」を 自分 の 中で英雄 として受 け入れ るこ

とを表明 してい る。 同時 に語 り手 イ ェイツは、 自分 の役割 は彼 らの名前 を次 か ら
次 へ と呼 ぶ こ とで あ る (“ TO murmur namc upon name"1.61)と 断言 す る。 ち ょう
ど、古代 の詩人達 が英雄 を詩 に謳 う ことで、 その功績 を子 々孫 々にまで伝 え ると
ver“ "に
い う重要 な役割 を果 た したように、イ ェイツは 自 ら蜂起 の主導者 たちを “
謳 うことで、かれ らの功績をつたえ彼 らを英雄 と して称 えようとして いるのだ、と
考 え られ る。
このよ うに、 この一 つの詩 の中 でイ ェイツ 自身 の考 えが変化 してい るので、第
一 連 と第二 連、及び第四連 にある “A terible beauty iS bOrn.''と い うリフレイ ンの意
味 も変化 してい ると考 えるのが妥 当 だ。本来、“te ble"は 否定的 な価値 を付与 す
beauty"と 並列 されてオキ
る形容詞であ り、それが、肯定的 な価値 を付与す る名詞 “
シモ ロ ン的 な表現 とな っていること自体 に、イ ェイツの戸惑 い と「彼 ら」を英雄
と して積極 的 に認 めてい こうとい う二 つ の相容れ ない気持 ちが表れて い るよ うで
あ る。 そ して連 がすすむにつれて、 それ ぞれの話 におかれ る重点が変化 して い る
のだ、 と私 は思 う。
第一 連 の リフ レイ ンでは、前 の語 ■errible"に 重点がある。冒頭 に触れたように、
もうアイル ラ ン ドでは英雄 は生まれ ないだろう、と考 えていたイ ェイッの 日前 で、
蜂起 の主導者 た ちが処刑 された ことで英雄化 された。 この状況 の変化 にイ ェイ ツ
All chmged,changed utterly"に 集約 さ
は驚愕 し戸惑 ってい ることが、す ぐ前 の行 “
れて いるよ うに感 じる。 イェイツは、彼 の価値観 が引繰 り返 されたように感 じた
のであろう。実際、彼 は、1916年 5月 11日 付 けの グ レゴ リー夫人 (Lady Cregory)
に宛 てた手紙 に、次 のように書 き記 して い る。

私 はこれか ら先 のことについて、 とても落胆 しています。今は、 これまで何
年 もの間 にや ってきたすべ ての ことが覆 された、 と感 じています。 (p.613
ιι
ttrS)
beauty"に 移 りつつ ある。 リフ レイ ンの
第二 連 では、■e“ ible''に あ った重点 が “
change"に 代わ って使 用 されて
transformed"と い う語 が、“
す ぐ前 の行 で、今度 は “

い ることは興味深 い。第二連 では、 イ ェイツは個 々の主導者を取 り上 げて、彼 ら
の過去 、す なわ ち蜂起以前 の姿を列挙 してい る。全 くの道化 だ と思 っていた「彼
ら」が蜂起 とい う事件を境 に変容 した とい う事実 に、 イ ェイツの意 識 は集 中 して
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い る。 ここで は 、「 彼 ら」 の英 雄 へ の 変貌 とい う事 態 に重 点 が 置 かれ て お り、
beauty"は これ らの新 たな英 雄を意味 していると考 え らる。
“
beauty"に 移 る。 リフ レイ ンのす ぐ前 の行 では、
最後 に第四連 で、重 点 は完全 に “
changed"と い う動詞が用 い られてい るが、第一 連 では主語 が “
aH"で
第一連 と同 じ“

あ ったのに対 し、 この連 では 、個 々の主導者達 の実名 が主語 でなおかつ時制 が現
在 である。 ここでよ うや く、
「彼 ら」はイ ェイツが創造 した新 たな神話 の中で、英
雄 と して受 け入 れ られ るの だ。 そ して あ らたな英 雄 を讃 え る神 話 、“
A tcrrible
beauty"が 誕生す るのであ る。

民主主義 や科学技術 の発展 の結果、イ ェイツが憧 れたクー フ リンのよ うな神話
とい うひとつの象徴的世界 の英雄 を、時代 は もはや必要 としな くな った。一見、英
雄 とい う存在 その ものが消滅 したように見え た時、 イ ースター蜂起 が起 こ り、主
導者達 は処刑 の 洗礼 を受 け現実世界の英 雄 にな った。 この ような時期 にあ ってイ
ェイツは、 この詩 を創作す ることで、彼 自身 が今度 は、現実世界 の英雄 を受 け入
れ、あ らたに神話 を形成 す ることで、主 導者達 を クー フ リンの よ うな神話世 界 の
英雄 に昇華 させ てい るの だ、 と私 は思 う。
これは、 1996年 11月 の 日本 イエイツ協会第 32回 大会 におけるシンポジウムでの 口頭発
表 の内容 に、加筆 した ものである。また詩 の引用はすべ て、The Variorum Ed

onか らおこ

な った。
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シング劇上演 の問題点
構成と司会 平

田

康

演劇 の現場 とアカデ ミズムの距離 を近 づ ける 1つ の試 み と して企画 したプ ログ
ラム。劇団昴 の演 出家 で、長年 アイル ラ ン ド演劇 に関心 を持 ち続 けて来 られた中
西 由美氏 に全面 的 な協力をお願 い した。最初 に中西氏 と平 田で対談 した後、劇 団
の若 い俳優 に シ ングの『谷間 の陰 にて』 を上演 して もらい、その後会場 か らの質
問 や意見を もとに話 し合 う形式 を とった。初 めての試 みで事前 の準備 が不十分 で
あ ったの と、会場 の条件 が演劇 上演 には不 向 きであ ったために、やや中途半端 な
結果 に終 わ ったが、少 なか らぬ会員 か らは好評 を得 た。次 の機会 には、 さらに優
れた構成力を持 つ 司会者 によ って充実 した ワー クシ ョップが行 われ るの を期待 し
たい。
問題点 と して多 く指摘 され たのは、や は り翻訳 につ いてであ った。農民 や浮浪
者 に しては言葉 が きれ い過 ぎる、登場人物 の間 で統一 が とれていない、台詞 の文
学性 と土着性 とを どう矛盾 な く表現す るか、等 々。原語 と対比 して読 む習慣 を持
つ者 が感 じる以上 に、一般 の 日本 の読者・ 観客 にとっては決定的 と も言 え る翻訳 の
問題 を改めて意識 させ られた気 が した。
また中西氏 の英 国留学 の体験 を含 め、 俳優教育 、演技「 メソ ッ ド」 について も
興 味ある話 が聞かれた。戯曲が俳優 の 肉体 を通 して初 めて具現化 され るとい う当
た り前 の事実 を思 えば、 これ は戯 曲研究者 にとって も見過 ご して いい側面 ではな
いだ ろう。
最後 に、貴重 な時間を提供 して協力 して くださった俳優諸氏 の名前 を記 して、さ
さやかな感謝 の気持 ちを表 したい。

浮浪者
ノー ラ・ バ ー ク

石 田博英

・ バーク
ダン

鳥畑洋人

高 山佳音里

マイケル・ ダー ラ

岩松
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廉

書評

藤本黎時著
『 イ ェイツ ー アングロ・アイリッシュのディレンマ』
1997年 2月 渓水社 vii+300頁 6,000円
イ ェイツは二つの ものの狭間 に身 をお く情況 の 中 で制作を し続 けて きた。 そ れ
は彼 自身 の 出自によ って選 び とることにな った思考 の姿勢 と考 え るか、あるいは、
彼 の詩 的思考 の形成 その ものが生 き方 を作 り上 げ た と考 え るかの重 点 の移動 によ
って詩人 の像 の刻 み方 が変 わ って くるのは当然である。本書 の著者藤本氏 は、副
題 にあるよ うに これ をア ング ロ・ アイ リッシュであることによって生 じた「 デ ィ レ
ンマ」 と位 置付 けてお り、イ ェイ ツの生 の軌跡 と詩 の成立 のかた ちとが ダイナ ミ
ックに切 り結ぶ関係 を辿 っている。十九世紀 の後半 に生を受 けて詩人を志 す一 人
の青年 が、二つの「祖国」を現実 に生 きつつ 、 自 らを育 む と同時 に 日の前 に立 ち
はだか る先樅詩人 た ちの富を採 り入れ つつ独 自の詩的空間を どの よ うに劃然 と作
り得 るか、とい うのがイ ェイツの 出発 であ った。直前 の ラフ ァエ ロ前派 、テニ ス
ン、スウイ ンバ ー ンの言葉 の色彩性 、音楽性 と神話・ 伝説 の摂取、彼 らを通 して流
れて くる、 スペ ンサー、 シェ リーか らの正 負両方 向 の影響、そ して、プ レイ クの
神話体系造成力 の発見、 こ う した さまざまの水路 が彼 に向か って流れ込 んで くる
のに対応 して、イ ェイツはア ングロ・ アイ リ ッシュとい う不可避 の二 重構造 の民族
意識 を逆手 にとることによ って 、アイル ラ ン ド的想像力を作 り上 げた。 一 その よ
うに藤本氏 の主題 を提え ることが きる。
全十二章 に互 って、氏 は、
『 クフー リンの死』な どの連作詩劇 を除 く詩作 品を扱
っている。す なわ ち、初期 の詩 には じま り、アイル ラ ン ド文芸復興、 1916年 復活
祭蜂起 をは じめ とす る政治的紛争 を扱 った詩群 を経 て、「 1919年 」、
「 内乱 時 の瞑
想」、ロバ ー ト
・ グ レゴ リー追悼 の詩群 、さらに クール・ パ ー クをめ ぐる詩、そ して
「若 くまた老 いた男」、
「超 自然 の歌」な どの連作 詩 を採 り上 げ、イ ェイツの とりま
く文化的、政治 的背景 を周到 に対比 しなが ら、緻密 に誠実 に分析解読 の作業 を進
める。題材 とな った作品はいずれ もイ ェイツ
・ キ ャノ ンと して評価 も高 く、また問
題性 を含んだ ものばか りであ るが、 ここに著 しいのは伝記批評 と新批評 の精読 と
を合わせ持 った正 攻法的方法 であ り、比較 的『最終詩集』 の猥雑 な作品 に薄 く中
期、後期 に中心 がおかれて、端正 さが主 調 とな ってい る点、僕 がただちに思 いつ
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ο″θ′
ッル″ である。 しか しHennの 著書 が
`″
`ι
・ アイ リッシュと して 内部 か らの視点 に貫 かれてい るのが強
あ くまで もア ングロ
く先行 の批評作品 は T.R,Hcnnの 賜

みであ るのに対 して、本書 はそう した背景 の外 にある もの と しての相 対化 され た
視点 に特徴 がある。
藤本氏 は過 不足 な くアイル ラン ド現代史 を語 りつつ 、イ ェイ ツの作品を読 み解
いてゆ くが、政治的 な権 力構造 との関わ りに足 を とられ ることな く、政治的文化
的 デ ィ レンマに促 され、それか らの脱 出の手段 と して働 いた き っか けと し て、む
しろ詩人 の想像力 の構造 を明 らかにす る。 この点で大 き く浮かびあが るのは、す
でに山崎弘行氏 が鋭 く指摘 しているように、
「神話的方法」とい うべ き手段 である
(『 英詩評論』第

13号 、 1997.6)。 T.S.エ リオ ッ トが「『 ユ リシー ズ』、秩序 、神話 」

で ジ ョイ ス とともに 自 らの『荒地』 の方法 について語 ったように、神話的方法 と
は古代 の原型 との並 行関係 を設定す ることによ って現代 の渾沌 に秩序 を与え る技
法 とい うものだ った。 エ リオ ッ トは、 これ らに先 行す る実験者 と してイ ェイツを
挙 げて いるのだが、本来古代 に規矩があ ってそれに よって現代が正 され るとい う、
一 方的 な関係 ではな く、両者 は呼応す る連繋 が発 見 され るとと もに相互浸透す べ
き筈 の ものである。す でに第 1章 の初期 の詩 に見 られ るよ うに、現代 の人物像 とア
イル ラ ン ドの神話・ 伝説 の英雄 、 そ してその原型 と しての古典古代神話 の英雄 や
神 々 とい う原型 へ の遡行 によ って、 た しか に身近 な人物が一種 の「聖列加入」 を
す るとともに、身 の丈高 い神話上 の登場人物 が等身大 の姿 とな って立 ち戻 って く
る効果 を もっている。 この ことを藤本氏 は説 得力 を もって語 ってお り、 ともす れ
ば空漠 な習作 と して軽視 されがちの初期 の詩 の価値を再発見 してい ることを強調
してお きたい。 イ ェイツは衣 装 こそ華麗 な もの を用 いて も、今 この主題 とつ ね に
「 ゴル王 の
取 り組 んできた ことが 明 らか にな って くる。 ここで一つ興味深 いのは、
狂気」 とい う詩 と解説 である。 この詩 は非常 に「 スウ ィーニー狂気」 によ く似 て
いるのだが、イ ェイ ツはあの詩を意識 したのだろ うか。 こ う した点 に示唆 が欲 し
い。全体 に初期 の詩 には狂気 の主題が多 いが この点 について ももう少 し突 っ込 ん
だ指摘 があれば と思 う。
藤本氏 の この傾性 は第 5、 6章 の復活祭蜂起 を扱 った詩 を論 じた章 によ り著 しい
し、 ロバ ー ト
・ グ レゴ リーを歌 った作品群 を語 った第 8章 に鮮やかである。と くに
「 1916年 復活祭」論 は、個 々の語句 の意味 や、文体論的な精緻 な分析 は もとよ り、
幽暗 の 中か ら登 場人物 が姿 を現 してきて、語 り手 と言 葉 を交わす幕 開 きを現代演
劇 の舞台 との類比 で描 きだすな ど、み ごとな見解 が展開 されてい る。 これ らの詩
群 に追悼詩 に特徴的 に見 られ る列挙 の頻用 も神話化 とい う観点か ら納得 できるが、
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一 方 で演出家兼蔭 の登場人物 であ りたい というイ ェイツの 後半 の心 の動 きを説明
す る ものではないだ ろうか。 この ことは『 クフー リンの死』 の前 日上 の老人 な ど
の登場 とも関係 して くる し、
「青金石」、
「 サ ーカスの動物 た ちの失 踪」な どの技法
と もつ なが りがある と僕 は思 う。演 出家 としての支配者 の立場 に立 つ ことを望 み
つつ、 しか し自分 の姿 は見えな い ままに しておこうと願 うイ ェイツの心 の揺 らぎ
が このよ うな技法 を生み出 した と僕 には思わ れ る。
本書 で提起 された問題 の一 つ に大衆 と農民 がある。現実 の世界 での生 活者 と し
ての大衆、農民 を嫌悪 して、精神 の共 同体 の住民 と して位置付 け られた存在 と し
てのみ愛す るとい う姿勢 は悪 名高 い エ リオ ッ ト、パ ウン ド、ウ ィンダム・ ル イスな
どのモダニ ス ト=フ ァシス トの専売特 許 ではな く、すでに ロマ ン派 の ワー ズワー
スに もあ った し、キ ーツに もあ った貴族指向であ り、イ ェイツの場 合 は クール・
パ ー クをは じめ とす る現代 のウル ビノ再建 ということにつ なが ってゆ く。「 存在 の
統 一 」を理想 と して、ロバ ー ト
・ グ レゴ リーに現代 のル ネ ッサ ンス人 を見 ようとす
る姿勢 を反時代 的 と して批判す る ことは容易 である。 その ことに対 してあ くまで
も現実 に相渉 らない虚構 と して弁護す ることもまた、常套 陳腐 の手段 であ る。 こ
の主題 は現代 に生 きる僕 たちにつね に重 く迫 って くる。 これは、 しか し、芸術 が
一 片 の メ ッセー ジに解消 され る もので はないとい うことに帰着 す る。 イ ェイツの
信仰 を扱 った最終章 において藤本氏 が「超 自然 の歌」 の連作を論 して、キ リス ト
教 へ の異端 であ りなが ら、イ ェイツが折衷・ 総合 の 中か ら象徴体系を創 出 した こと
に肯定的な結論 を与 えているが 、氏 が そ こに辿 りつ くまで の作 品 の精細 な論証 に
こそ意味がある。本書 はイ ェイツ弁護 の書 であるが、強弁 はな く、対 象 と長 く親
しんだ成熟 した心が 自在 に運動 す る ことか ら生まれた力強 い説得力 を もっている。
細部 に互 って繊細 に読 み込 まれ た啓発 され る言説 が随所 にあ るが 、一 つ だ け挙
げ ると、第 4章 「夢 と責任」 の 中で、詩集 の題名 R`spο ″″sJ♭ 」
枷店 が単 に “
burden''
の意味 だけではな く、“
rcwond"の 意 味 を響かせて、今 ある情況 に対 して「 応答す
る」 ことを読 み取 るべ きだ、 とい う指摘 がある。 こ う読 む ことに よ って 、詩集全
体 の現代 へ の強 い関心 、それへ の「 回答」
「応答」が主 調 とな ってい る特徴 が浮 き
彫 りにな り、二 つの一 見矛盾す るエ ピグラフとの関連 が明確 になる。 ただ し、藤
本氏 がい う、 この題 名が抽象的 に過 ぎて、詩的連想 を呼び覚 ま さず、他 の詩集 の
題 名 と異質 だ、とい う意見 には、
「詩 的連想」を少 しロマ ンテイ ックな もの に限定
した狭 さがあるのではないだ ろうか。 む しろ、1914年 とい う段階で この抽象度 の
あ る 30年 代的題 名を冠 した ところにイ ェイツの新 しい詩的姿勢 があるよ うに僕 に
は思 われ る。
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長 い年月 に互 っての詳細 な読 みの積 み重ねが、無理 な体 系 の枠組 みではな く優
そなえた、ゆるやかな「 存在 の統 一 」 を達成 し得 た こ とを喜
雅な“
"rezatura"を
びたい。
(出 淵
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博)

書評

荒木 映子著『 生 と死 の レ トリック
エ
ー 自己を書く リオットとイェイツー 』
英宝社 1996年 479頁
今 日の ように文学研究上 の理論派 と伝統派 が陰 に陽 に対 立 している時代 にあ っ
ては、両派 を満足 させ るような論文 を書 くことは至難 の業 に近 い。理論派 は、 文
学作品 に表現 された作者 の意識主体 や 自己のあ り方 を、伝記 的事実 と関連 させ な
が ら追求 した論文 を噴 う。作者 の意識主体 や 自己 につい ての、あるいは文学作 品
の意味 と伝記的事実 との関係 な どにつ いての伝統 的 な見解 を彼 らは今や疑問視 し
ているのだ。 これ に対 して、伝統派 は、理論偏重 の論文 を嫌悪す る。豊かで美 し
い文学作品を イデオ ロギ ーや理論 の ダ シに して、文学作品を読 む喜 びの経験 を放
棄 していると内心苦 々 しく思 ってい る。荒木氏 の著書 は、今 日の文学研究を め ぐ
るこの ような対 立図式 の 中 において見 ると、理論派 と反理論派 を共 に満足 させ る
とい う至難 の業 に挑戦 しよ うとす る極 めて野心 的 な力作 に見 え る。著者 自身 は、
「 あ とが き」で、本書 の理論 的 な立 場 につい て次 のよ うに述 べ ている。
結局 の ところ、私 自身 の関心 の中心 は、作品に表現 された意識 。自己のあ り方 に
向け られていたと思 うか らである。テーマ批評 というのは、作品 に繰 り返 し不 される
作者 の意識的 。無意識的な <テ ーマ >(中 略)を 見つ け出す ことであった。作品 に内
在する、組織的な網の目をなす <テ ーマ >の 追求は、構造主義批評 に直結するようで
あ りなが ら、<テ ーマ >を 作者が示す執拗 な関心 。偏愛 の表現 としている点で、実人
生 と作品を関連づけようとする旧批評 と本質的 には違 わないともいえる。 (中 略)し
か しなが ら、テ クス トに表現 された作者 の意識 (無 意識 を含めて)と か 自己のあ り様
referenCe)と い う難問 とか らみあい、さらには、テ
クス ト内であれ外 であれ、意識主体 としての統一 ある自己を前提 とすることへ のポス
ト構造主義的 な疑念 とも関連 して くる。従 って、本書 が曲が りな りにも目指 したアプ

を探 ることは、自己指示

(self―

ローチは、テーマ批評を基調 にポス ト構造主義的 な視点を採 り入れたものということ
ができると`思 う。

本書 は、序章 と終章を含 めて全部 で 12章 か らなる。本書 の理論編 に相当する序
章 において著者 は、 自己表現 を重視 した ロマン主義者イ ェイツ対非個性論 を唱え
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た伝統主義者 エ リオ ッ トとい う旧来 の 2項 対立図式を強調 しす ぎる傾 向 に異議 申
し立 てをす る。 む しろ両者 の共通性 と類似性 に注 目す べ きなのである。実 は、 イ
ェイツの仮面理論 は エ リオ ッ トの非個性理論 に等 しい。人 間の 自己が 分裂 す る以
前 の統合状態 へ の回帰願望 を抱 いてい る点 で も両者 は共通す る。非個性 理論 とい
う自己放棄 の詩学 を通 して、エ リオ ッ トは逆説的 に 自己のアイデ ンテ イテイの獲
得 をめ ざ した。 おな じく仮面理論 とい う反 自我 の詩学 を通 して、イ ェイツは逆説
的 に 自己を発見 しよ うと した。要 す るに「 ほん ものの 自己」 が信 じられ な くな っ
たモダニ ズムの時代 にあ って、逆説 的 な方法 で 自己を探求 した点で両者 は共通す
るのである。 これ と密接 に関連す ることだが、両者 の作品 には、死者 へ の言 及 が
きわめて多い。著者 は、この現象を ド●マ ンの活喩法 とい う理論に基 づ き解 明 して
いる。 これは ド0マ ンが墓碑銘 の言説 に認 めた一種 の比喩形式である。死者 を生 き
た人間 になぞ らえて、墓石 の向 こ うか ら生者 に呼 びか ける伝統 的 な墓 碑 銘 の形式
は、死者 に声 と顔 を与 え ることを可能 にす る。 しか し、 この形式 は、死者 に声 と
顔 を回復す ることとは裏腹 に、生者 の声 と顔 を奪 うとい う逆説的な構造 を内包 し
ている。著者 は以上 の ようなイ ェイツとエ リオ ッ トに共通す る一連 の逆説 的 な詩
学 を「 生 と死 の レ トリック」 と総称 している。序章 では、 このほか に、本書 の 中
核概念である「 自己」の概念 の変遷 が、
「 汝 自身を知れ」 に集約 され る古代 の素朴
な 自己観 か ら、 自己 の解体 を主張す る現 代 のポス ト構造主義的な 自己観 に至 るま
で、 とて も明解 に概括 され る。 自己へ の不信 か ら、仮面理論 や非個性理論 に基 づ
き自己実現 を求 めたイ ェイツとエ リオ ッ トを著者 は、統一 せ る 自己 とい う観念 自
体 を疑 うことが なか ったモダニ ズムの詩人 の系譜 に位置付 ける。 ここには著者 の
美質 である徹底 した探求精神 が典型 的 に現 れていて、教 え られ ることが多 い。
本論 の第 1章 か ら第 5章 の前半 までは、エ リオ ッ トにおける「生 と死 の レ トリッ
ク」の論証 にあて られている。第 1章 では、
「聖 セバ スチ ャンの恋歌」 と「 聖 ナル
キ ッソスの死」に表現 された 自己耽溺 と 自己放棄 との間で分裂 した詩人 の意識 が、
実 は、逆説的 に、統合 へ の願望 に裏打 ちされていることを論 じる。第 2章 では、
「 J・
アル フ レッ ド
・ プル ー フロ ックの恋歌」 やスウイ ーニーを主人公 と した一 連 の詩
に、意識 の分裂 が客体化 されてい る ことが明 らか にされ る。 さらに、 プル ー フロ
ックとは対照的な肉体的な存在 であ るスウイーニーが、精神的な救済・ 再生 を求め
る巡 礼者 へ と変貌す る逆説 的な過程 が克明 に辿 られている。第 3章 では、エ リオ ッ
トが読 んだベル グ ソン哲学を援用 しなが ら、
『荒地』第 4部 のフ レバ ス・ パ セ ッジ
と『荒地』 の削除 されたエ ピグラフが、死の瞬間 にすべ ての過 去 を取 り戻す臨死
体験 の逆説 的な表現 であることが実証 され る。 また『荒地』 の 中心人物 テイ レシ
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ウスに、頻死者 の意識 が全人 類史 的 な規模 で具現 されてい ること もあわせて論 じ
られている。第 4章 は、エ リオ ッ トの 自己実現 の究極 的 な 目標 であ った「 透 明性」
の概念 の徹底 した検討 にあて られてい る。 エ リオ ッ トが偏愛 したテ ーマ であ る自
「透 明性」 に至 る契機 である とい う逆説 的 な事情
己放棄 (=「 錯乱 の瞬間」 )こ そ、
が説 き尽 くされて い る。第 5章 の前半 では、最初 に、活喩法 とい う ド●マ ンのポス
ト構造主義 的 な 自伝理論 と比較 しなが ら、代表的 な 自伝理論 が紹 介 され る。 その
うえで著者 は、 自伝作者 における「 あ る根本的な変化」 とい う自伝 を書 く条件を
『 四つの四重奏』が伝記 の基準
提 出 したスタ ロビンスキーの伝記 の基準 に基づき、
を満た した作品であ ると断定す る。 その ほか、分裂 か ら自己放棄 を経 由 して統一
へ と至 る自己 の意識 の成長過程 が表現 されていることが、バ ラ園 の イメ ー ジの意
味 の変化 の 問題 と絡 ませ なが ら極 めて説 得的 に論 じられてい る。
本書 の残 りの部分 は、主 と してイ ェイツにおける「 生 と死 の レ トリック」の論
『四つの四重奏』 と比較 しなが ら、イ ェ
証 にあて られ る。第 5章 の後半 で著者 は、
イツの伝記 の特徴 を とて も分か りやす く詳述 している。 イ ェイツの場合 、
「 幼年時
代 と青春 につい ての夢想」 のみがスタ ロビンスキーの伝記 の基準 を満 た している
のである。 そ こには、父親 の影響 を脱 して根本的 な変化 を遂 げた過去 の 自己を語
る ことによ り、自己実現 をはか ろ うとす るイェイツが認 め られ るか らだ。第 6章 で
は、イ ェイツが 自他 の 肖像 を タイプ と して描 いた り、死 んだ友人 を理想化 して歌
・ マ ンの活喩
いなが らついには 自分 自身 が死者 と化す傾向の意義 が解 明 され る。 ド
法 やデ リダの「 自伝」 =「 耳伝」図式 な どを投入 しなが ら行 う著者 の議論 は とて も
魅力的だ。結論 と して、著者 は、この「生 と死の レ トリック」を用 い る傾 向 は、エ
リオ ッ トの言 う神話 的方法 の一 種 であ り、自己を書 くことをめ ぐるポ ス ト構造主
義 的疑念を乗 り越え る手段 であ った と力説 している。卓見 だろ う。第 7章 で は、イ
ェイツが好 ん で描 いた フール の起源 が アイル ラ ン ドの妖精 にあ る こ と、英 雄 ク
フー リンや、老婆 の クレイ ジー・ ジェイ ンにもフール 的な性格 がみ られ ることが指
摘 され る。 フールは、聖性 と俗性 あるいは精神性 と肉体性 な どの 2項 対立図式を乗
り越え るための仮面 であ り、 自己放棄 による自己回復 とい う「生 と死 の レ トリッ
ク」の反映であ るのだ。第 8章 では、イ ェイツが多用 した “ lf‐ "の 付 いた再帰的語
“
法 の意義が考察 され る。 これ は 自己充足的 な「存在 の統一 」 の達成 され た ヴィジ
ョンを表わす逆説 的な レ トリックであ ること、現実的な「生成」 の過程 にあ くま
で も固執す るイ ェイツが 、 この理想的 な「存在」 の ヴ ィジ ョンにア ンビヴ ァラン
トであ った ことが論 じられ る。第 9章 では、イェイツの詩 に見 られ る切断 された首
や血や月のイメ ー ジの象徴的意味 が検討 され、それ らが 自己犠牲 による再生 とい
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う「 生 と死の レ トリック」の変種である ことが詳述 されている。第 10章 で著者 は、
シモ ンズを通 して学 んだ フラ ンス象徴主義 の受容 の あ り方 について、エ リオ ッ ト
とイ ェイツを比較 している。 い くつ かの点 で多少 の違 いはあるが、結局、古典主
義 的な「 レ トリック」 と象徴主義 的な「 ヴ ィジ ョン」 を結合 した「 生 と死 の レ ト
リック」を希求 した点 で両者 は一 致す るのである。終章 において著者 は、 これ ま
での議論を要約 し、エ リオ ッ トとイ ェイッが と もに、自己の統一性・ 全一性 とい う
「大 きな物語」の実現 のため に「生 と死 の レ トリック」を駆使 したモダニ ズムの詩
人 であ ると結論付 けてい る。
少 々単調な紹介 にな ったが 、本書 を この よ うに概観 してみ ると、相 対立す る二
つの異質 な要素 の間 に共通点 や類似点 を見 いだす ことに著者 が強 い興味を覚 えて
いることがよ くわか る。 これは、 2項 対立 図式 の解体を 目指す脱構築批評 の視点を
著者 が採 り入れた ことの反映であると思 われ る。著者が、本書 の至 る所で、
「逆説」
とか「 逆説的」とい う言葉 を反復使用 している事実 が この ことを示唆 している。本
書 は、イ ェイツとエ リオ ッ トの 自己探求 のあ り方を、
「 生 と死 の レ トリック」 とい
う新 しい観点か ら考察 した優れ た研究書 である。 しか し、自伝 の条件 が作者 の「 根
本 的 な変化」であるとす るな ら、本書 は 同時 に知 的興 味を刺激す る自伝的な著作
で もあ る。テーマ批評 の もとで研 究 していた過去の 自己を、 ポス ト構造主義 に出
会 って変化 した現 在 の 自己の立 場 か ら振 り返 り、再現前 しよ うと したことの見 事
な成果 であると私 には思 われ る。
(山 崎弘行 )
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書評

生 に も死 に も「細 かい」視線 を投 げか けよ
鈴木聡著 『週末 の ヴ ィジ ョンー
W・ B・ イ ェイ ツと ヨー ロ ッパ近代』 を読 む
柏書房
W・ B・

1996年

イ ェイツの全業績 を「総合的」に捉え るとい う仕事 は、今 もなお並 み外 れ

た才気 と情熱 と忍耐力を要す る ものだと思 われ る。 そ もそ も詩 と戯 曲については、
それぞれ別個 のモ ノグラフを書 いて然 るべ きか も しれない し、散文作品に も重要
な ものは幾 らで もある。 また、テ ーマ論 的 に言 って も、 ロマ ン主 義、象徴主義 、 (
ポール・ ド●マ ンによれば )エ ンブ レム重視 、神秘主義、モ ダニ ズム、貴族主義 、英
雄主義等 々、列挙す るだけで も、この書評 の紙数 など尽 きて しまいそうである。 む
ろんケル トの神話 や民話 だけで重大 なテ ーマであろう し、上 院議員を務 めた詩人
・ ゴンや妻 の ジ
の政治観 に触れない ことな どあ り得 まい。 また、近 頃 ではモ ー ド
ョー ジー に関す る評伝 が 出 たばか りか、妹 た ちの生涯 を見直 そ うとする動 き も活
発 にな っている (「 放蕩親父」 とも呼ばれ る実父 ほどではないにせ よ、イェイツ 自
身 も、
「 クアラ」で身 を粉 に して働 いた妹 た ちか ら大 いに経済的援助を受 けたのだ
か ら当然 だろ う )。
いずれにせ よ、オ ックスフ ォー ドの「 決定版」全集 や コーネルの手稿集成 が、ま
さに進 行 中 であ る今、 イ ェイ ツ研究 は、 ます ます精緻 かつ真 正 であることを義務
づ け られているわけであ る。 そ して、
「 困難 な ものの魅惑」 に取 り憑かれつつ 、 こ
れ に果敢 に挑 んだ労作 が、鈴木聡氏 の『 週末 の ヴィジ ョンー

W・ B・

イェイ ツ と

ヨー ロ ッパ近代』 にほか な らない。
ある意味で、鈴木氏 は、まず書誌学者 の役割 を進んで引き受 けようとして い る
かのよ うだ。比較的早 い時期 に「集註版 」 が出た とはいえ、イ ェイツの詩 と戯 曲
につい ては、各作品 の配列 や初 演時 との異 同な ど、本文校訂上 の問題 が数多 く残
存 してい る。む ろんその最大 の原因 は、
『 キ ャス リー ン伯爵夫人』 や『役者女王』
の場合 に代表 され るように、イ ェイツ 自身 が疲れを知 らぬ く
修 正 〉を繰 り返 した こ
とにほかな らない。 イ ェイツ学者 は、何 よ りもまずその ことを撓倖 と心得 るべ き
だろ う (例 えば同時代 の ウ ォ レス・ ステ ィーヴ ンズな どの場合 、多 くの詩 は、朝 の
通動 中 にメモ した もの を、 自 らが副社長 を務 め る保 険会社 の秘書 にタイプさせ た
後 は廃棄 したのであ り、手稿 な どは幾 つ も残 っていないのだ )。
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むろん以上 の ようなことは、鈴木氏 が準備万端整 えた上で本書 の執筆 に取 りか
か った とい うことを改めて確認す るための枕 にす ぎな い。副題 にあ るとお り、著
辺境 >の 詩人 と見 られがちなイ ェイツを「 ヨー ロ ッパ近代」
者 の本願 は、今 もなお く
とい う大 きな脈絡 の 中 に定位す ることにある。全 十章 か ら成 るが、各章 は約十年
間 に互 って別個 の論考 と して発表 され たため、必 ず しも通時的な評伝 の よ うな形
式 を採 っているわ けではな い。逆 に、各章 と も固有 の着眼点 や問題構制 や方法論
を少な くと もひ とつ以上 は「前景 化」 してお り、結果的に著者 の重大 な関心事 に
ついては、 ほとん ど網羅 されてい る と考 えて差 し控 え あるまい。 したが って、お
よそ手際 よ く要約 で きるような書物 ではないのだが、 それを敢行す るのが評者 の
役 目だ と覚悟す る以外 にない。
序章 では、
『 キ ャス リー ン伯爵夫人』の初演を ジ ョイスが観て拍手 を送 った とい
う (洒 落 た )エ ピソー ドか ら始 めて、十九世紀末 のパ リの演劇状況 につ いて詳 しく
解説 されている。
第一章 は、
「『 肉体 の秋』か らの離脱 はいかに して達 成 されたのか」 (41頁 )と い
う深刻な問 いを提起 しつつ も、意外 な ことに、後期 の詩 の分析 にかな りの紙幅 を
割 いてい る。
第二章 は、
「我 ハ汝 ヲ支配 スル」の重要性 を強調す るところか ら筆 を起 こ し、イ
ェイツの神秘主義 の遍歴 をほぼ通 時的 になぞ った後 に、
「死 の形式 」 とい う章題 に
ふ さわ しく、「死 の床 にあ る婦人 のため に」 (が 『責 任』 に収録 されなか ったのは

79頁 〕 だ とい うこと )に 触 れ、更 に、
・ グ レゴ リー少佐 を偲 ん
「当然」 〔
「 ロバ ー ト
で」や「 アイル ラン ドの飛行士 は死 を予見す る」 に見 られるイ ェイツの死生観 に
言及す る。 つ ま り、 エ レジー とい う ジ ャ ンル を どのよ うにイ ェイ ツが活用 ない し
・ バ ル トが母 の死 を
我有化 したか とい うことで ある。 しか も、その ことは、ロラン
語 った『 明 るい部屋』 と対比 され てお り、 1984年 に発 表 された第一 章 の初 出時 の
作品 〉の死 ……」 とも相埃 って、ポス ト構造主義全盛 の時代 を著者 が、今
表題「 く
日、 どのよ うに回顧 してい るのかを窺 い知 る手掛 か りともなろ う。
第二章 では、様 々な作 品 が扱 われているが、イ ェイツの「政治 的 レ トリックの
本質」 (103頁 )を 明 らかにす るため に、
『 ヴィジ ョン』の初版 と第二 版 との異 同 と、
その間 のフ ァシズムの変容 との相 関性 (の 有無 )と い う極めて重大 なテ ーマを採 り
上 げた と見 るのが妥 当 だろ う。
第四章 の大半 は、ヴ ァー グナ ー論 とジ ョイス論 である。それ ゆえ に、著者 の懐
の深 さを余す ところな く示す、本書 中 で も最 も注 目す べ き章 のひ とつ と言え よう。
しか も、 ヴ ィー コの循環史観 の影響力 を強調 しなが ら、む しろ『 ヴ ィジ ョン』 に
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見 られ るか ぎ りで は、ニ ーチ ェの く
永劫回帰 〉が手 む「機械論 的」な志向 は「 イ ェ
153頁 〕 と断言 されてい る。 おそ らくその と
イツの理解 を超 え る ものであ った」 〔
お りだろ う。 しか し、 これは、大 問題 である。 いかな る史観 によって も蔽 い きれ
ない要素 が、それ こそ永劫 に回帰す るのではないか とい う、 それ こそ循環 的な論
法 に対す る言 わば実在 的 な態度 の決め方 に関 っているか らだ。 つ ま り、優劣 とい
う基準で判断を下 せ るか どうか 自体 がアポ リアなのであ り、二 十世紀を生 きる私
たちと しては、本来 、ニ ーチ ェもイ ェイツ もジ ョイス も等 しく「古 い」 と言 い放
って然 るべ きか も しれ ないのであ る。但 し、その場合 には 、当然、何 らかの進歩
史観 に立 つ ことにな り、ニーチ ェ以前 へ の (永 劫 ?)回 帰 にす ぎない。む ろん著者
は、その程度 の ことは 自明視 している。だか らこそ、
「神話 的・ 詩的想像力 とい う
ヴィーコによる最大 の発見を現代 によみがえ らせ る」 (154頁 )上 で、イ ェイツ もジ
ョイス も、 おの お のの流儀で偉大 な貢献 を した点 では共通 していると再確認す る
わけである。
しか し、評者 の論点 な どは、実 は単純極 まる ものであ って、著者 の歴史観 (観

)

は、徹頭徹尾、音楽 モデルに依拠 しているのではないのか、 ということに尽 きる。
ヴ ァー グナ ー と訣 別 したニーチ ェは、言わば主和音 の フェル マータによる く
終末 〉
を拒否 したので はないか。 そ して、無調音楽 とい う生理 的 には非常 に耐 え難 い も
の を も (文 学 の世界 では辛 う じて )甘 受 で きまいか 、 と覚悟 を決めたはず である。
終章 にはマー ラーヘの言及 もあ り、著者 の音楽的な志 向 (〓 嗜好 )は 、かな り「大時
代」な もの と見 て間違 いあるまい。 む しろ明 らか に “音痴 "な イ ェイツは、
「 詩の
音楽」の達人 であ ったがゆえに、著者 にとっては却 って不思議 な く
他者 >で あ り続
けてい るのではないだろ うか。
第五 章 は盛 り沢 山である。 バ ー リンの『 ヴ ィー コとヘ ル ダー』、 フ ィ ンケル ク
ロー トの『思考 の敗北』か らゲーテ、ルナ ン、マ ックス・ ノル ダウの『退化 』な ど
に言及 し、そ こか ら夏 目漱石 や坪 内逍逢 らへ も“比較文学 的 "な 日配 りを見 せてい
る。す べ て「優 生学」 とい うものが もた らした同時代 的な衝撃 に再接近 す るため
である。
「純血種 を夢 み るイ ェイツの幻想」 (176頁 )と い う“禁断 "の 仮説 をめ ぐっ
て、周到 か つ大胆 な論述 が繰 り拡 げ られてい る。『 バ リアの岸辺』
『 国王 の城 門』
『煉獄』な どが鋭 く分析 されてお り、評者 と して も眼か らウロ コが落 ちる条 りが少
な くなか った。殊 に、著者がイ ェイ ツの「最後 の力業」 (178頁 )と 呼ぶ『汽罐 の う
えで』を重 視 してい る点 は特記 に値す る。私見では、同作 は、同時代 の D・ H・ ロー
レンスが二 〇年代 に書 いた教育論 の数 々とも対比す べ き もの にほかな らない。 つ
ま り、ある意味 では独断 と偏見 の塊 りと して断罪す るのは容易 なのだが、かな り
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多 くの人 々の「本音 」を代弁 してい る檄文 とも見 なせ るとい うことであ る。但 し、
ここには多分 に “危険思想 "が 混入 しているのは明白で、む しろ今後 の遺伝学 の成
果 によ って否定 され て ほ しい類 いの事柄 に も言及 がな されていることは注意 を要
「 イ ェイ ツが単純
す る (念 のために付記 す るが、著者 自身 は、あ くまで も冷静 に、

182頁 〕 と明言
な意 味 で優生学 の信奉者であ ったかのよ うに見 なすのは誤 りだ」 〔
してい る )。
・ ブル ームな
第六章 は、イ ェイツの生涯の うちで も最 も複雑 な時期 ― ハ ロル ド
どは、
「 未来 のイ ェイ ツ批評」は これ に専念す べ きだ、とさえ言 った ことがある 一
『月 の沈黙を友 と して』の執筆、ジョー ジー と結婚、
一 を扱 っている。す なわち、
『役者女 王』 の改訂 開始 を見 た時期 の ことだ。 しか も、著者 は、 1916年 のイ ース
ター蜂起 を歌 った詩 が、なぜ二〇年 まで “公表 "さ れなか ったのか、とい う絶妙 な
変容 〉を経験 した
視点 か ら語 り始 めてい る。当時、明 らかにイ ェイツは、深刻 な く
のだ。更 に、著者 は、イズール ト
・ ゴ ンの「愛猫」 ミナル ー シュや ジ ョー ジーが見
た とい う「猫 に変身 す る夢」 (204頁 )を 重視 してお り、あたか もイ ェイツにおける
く
猫 と月 〉の提喩性 を確率す るかの ようである。 イ ェイツ と「女性」 とい うと、従
・ ゴンヘの “片想 い "に 関心 が集 ま りが ちか もしれ ないが、こ
来 どお り、まず モー ド
の章 で著者 は、 男性 の書 き手 と しては非凡 な柔軟性 を発揮 していると言 え よう。
第七章 は、前章 の「 女性」 のテーマを受 け継 ぐ形 で、いきな り『役者 女王』 に
おける「獣姦」 (214頁 )に 言及 し、そ こか ら同作の改稿過程 や クレイ ジー・ ジェイ
ンや『 窓 ガ ラスに刻 まれた言葉』 の ステ ラな どに触れ る うちに、イ ェイツと「狂
気」、ひいては「 イ ェイツ対 スウィフ ト」 (231頁 )と い う構 図 に行 き着 く。 それだ
けの こ とな らば特 に 目新 しいわけで もない とす る向 き もあろ うが、 スウ ィフ トに
関す る著者 の言及 はかな り精緻 な ものであ って、む しろそ こにこそ、旧来 の “片手
間 "め いたアプローチの仕方 に対す る鋭 い批評 を読 み込 む こと もで きよ う。
「性 」と「死」が結 びつ く。件 のステ ラについての再考 が『 クフー
第八章 では、
リンの死』論 へ と導 かれてゆ くか らであ る。 それについ て、主 要 な転義 も、猫 か
ら鳥 へ と移行す る。「 まことにあ っけない」 (249頁 )ク フー リンの死 は、既 に述 べ
たよ うに、著者 の ヴ ァー グナー志向 (偏 愛 ?)か らすれば、少 なか らず理解 し難 い も
ののよ うである。 や は り「 ヨーロ ッパ近代」の く中心 〉と関係 づ けようと試 み るこ
と自体 が至難 の業 なのか ……。 しか し、著者 は、こう断言す る。
「 …… 鳥 たちが高
度 な次元 における人 間的叡知 の実現 を表象 していることは疑 い得 ない」 (262頁

)。

終章 では、イ ェイ ツ最晩年 の詩 の数 々が採 り上 げ られてお り、マー ラーヘの言
及 もあ って 、 この極 めて密度の濃 い書物 にふ さわ しい フ ィナー レが演 出 されてい
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る。翻 って考 え ると、既 にお気 づ きだろ うが、通常 イ ェイツの代表作 と見 な され
てい る詩作 品 の数 々が本書 で詳 しく採 り上 げ られ ることは驚 くほど少 ないのであ
る。 おそ らく著者一 流 の知的 ダ ンデ ィズムの陰画 的な表明 にほかな るまい。
ある意味では予想 どお り、書評 とい うよ りもむ しろ章評 か章抄 のよ うな もの に
な って しま った。むろん評者 と して は意 見 を異 にす る部分 もな くはないのだが 、
そ う した ことについては 自前 の論考 を別個 に書 いて応えるのが礼儀 とい うものだ
ろ う。今 日、 日本語 で書 かれ (得 )る イ ェイツ論 の最高 の水準 に本書 が達 してい る
ことは明 白である。更 に、先 頃、テ リー・ イー グル トンの大著『表象 のアイル ラ ン
ド』を訳 出 したばか りの鈴木氏 は、今 やイ ェイツのみな らずア ングロ =ア イ リッシ
ュ文学全般 につ いて も見事 に「不惑」 の年 を迎 え たかに見え る。今後 は ジ ョイス
に “挑戦 "す るのだろうか ……。 いずれにせ よ、この拙文 の如 きは、第一義 的 には
オマ ー ジュで しかあ り得 ない。
(島
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The Threefold Goddess
― On W.B.Yeaピ s動
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`″

Michiko l‐ Iarada

Just before Yeats's beginning to write this play, he married Georgie Hyde-Lees
and was in great gloom. His unhappiness sprang from a conviction that he had betrayed

three people:George Yeats, Iseult Gonne and Maud Gonne, but chiefly Iseult. Despite
Yeats's hope and belief that George knew nothing of the cause of his great gloom, it is
clear that she did. To dispell gloom, George informed him that "all is well at heart"
because

"Your action was right for both"(Iseult and George) by the way of automatic

writing. In the lntroduction to the second version of A Vision(1937), Yeats recalled that
his wife had surprised him by this on the afternoon of October 24th 191,7.

At the time, he

had

just begun a new Cuchulain play on the Noh model. It was

founded on an Irish saga called The Sickbed of Cuchulain and the Only Jealousy of

Emer. Although he had been considering his story before marriage, it was changing
shape by his recent unusual experience. Yeats made the story into a quadrangle (from

a

triangle), and invented a mistress for Cuchulain. The autobiographical implications are
obvious.

Not so well known is the fact that a high percentage of the Automatic
perhaps three-quarters

or

more-

Script-

was personal. Yeats may have had an intuition that

the play should reflect the personal dilemma he was trying to resolve. By associating
Iseult with Eithne Inguba, he could get through the crisis of life as a poet.
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On Si//r Kimonos
Masae Suzuki
In his poem "In Memory of Eva-Gore Booth and Constance Markievicz," written

in L927, Yeats recalls the beauty of the sisters wearing gracious silk kimonos in their
luxurious Lissadell house as dear memories of his own youth and laments that their
beauty was ruined in their womanhood with their devotion to politics and social work

Not all Irish women, however, will agree with the view that the sisters' devotion for
social cause a waste

of their womanhood

SDHE, a professional Sligo-based drama group produced a play entitled SiIt
Kimonos, which was inspired from the Yeats' poem. The play was set outside
conventional time patterns, beginning

in

of Con's death, and with
with several scenes from the

1927 at the point

spirit as a guide, moving on to Easter Week 1916,

highlights of the sisters' lives to follow. What was the most characteristic of the play
was their use of what they named the e "Dream Space" in the middle of the stage to
emphasize the spiritual and psychic lives of the sisters, and the use of "kimonos" as
symbols of freedom and vitality, which was set in the core of the play.
When we think of ladies in silk kimonos in present day, Japan, we tend to think of
ceremonious occasions and women's traditional roles. But

if

we look back at

the

history of the acceptance and transformation of "kimonos" in the late nineteenth and
twentieth century, we find that they influenced western designers to create new style of
western gowns and helped to liberate ladies from traditional western dresses which
bound their bodies unnaturally.

The play Silk Kimonos, which connected the image of the heroines' kimonos with
the images of nature and the sisters' awakening to social consciousness, gave a new
aspect to Yeats' poetry and complemented the tendency of undervaluing women's roles

in the Irish cause which can be seen in recent films featuring that era.
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Deliverance of a Soul:
Yeats's "Mask" and "Antithetical"
Ryuji Ishikawa
This essay aims to examine Yeats's concept of "antithetical" as his strategy of
self-identification and how the strategy is actualized in his poetic work, "Nineteen
Hundred and Nineteen." Both "mask" and "antithetical" are the pivotal concepts for

of them has various aspects which cannot be dealt with
collectively. Therefore, in this essay, the point of examination is restricted to the
problems which are concerned with "self-identity." And the concept of "mask" is
Yeatsian thinking. Either

mainly investigated in the context of "antithetical."

The concept of "antithetical" forms a dichotomy by being opposed to the other
concept, "primary." Yeats's mystical system of A Vision is essentially composed on
the basis of "antithetical-primary" dichotomy. When this dichotomy is applied to the
classification of human natures, the words "antithetical men" indicate those who have
strong subjectivity. On the contrary, "primary men" signify those who passively follow
historical norms or social codes. In this sense, "antithetical men" are considered to be
conscious of their "selves" more intently than "primary man." Therefore, the concept
of "antithetical" can be called a trope for attaining "self-identity."

In Yeatsian context, it requires a complicated procedure for a person to

be

"antithetical." The procedure is devided into two aspects. One of them is to show one's
own personality by setting himself against a particular doctorine. The other is to be
conscious

of his fundamental self which is differentiated from his other self which

actually shows his personality.

Lastly the double procedure

of being "antithetical" is testified in the

poem

"Nineteen Hundred and Nineteen." The examination is focused on the phrase "a
troubled mirror." And it is concluded that "a troubled mirror" is supposed to enable the
protagonist

of the poem to

create his other self in the form of a brave swan and to

accomplish the double procedure of being "antithetical."
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Yeats and Keats

-

'Wisdom must live a bitter life'

- Takahashi
Yushiro

Man became deciduous (i.e. birth, growth and decay) since he had

lost

Paradise.

That's why, he wants to be immortal; the water of immortality (it springs in Heaven
and Paradise) is his eternal longing inherently.

ln At the Hawk's Well, Sidhe is a sort of messenger from Heaven; One of critics
regards Sidhe as a symbol

of 'the intellect' (Wisdom). This intellect we can not get

so

easily. Only the man whose 'heart would be always awake' will have the potentiality to
get it. This man is Cuchulain here. At the end of this drama, he leaves this place of the

Well for fighting Aoife, queen of the Sidhe, which means he tries to get Self, quitting

his self (i.e. ego). Because subconsciously he also had the element of an Old Man
whose 'heart would turn to its rest'.

To get wisdom means he himself is to become God. ('Bring the soul of man to
God'). Yeats, by Sidhe, tries to gain access to this wisdom. The way to seek for 'the
silver apples of the moon' and 'the golden apples of the sun' leads to 'Wisdom must
live a bitter life', I think.

On the other hand, Keats's key word is 'Melancholy'; this comes from 'the
wakeful anguish of the soul' which is a sort of 'divine madmess' by M.Ficino. Beauty
and melancholy are just the reverse each other; 'Beauty that must die'; Melancholy
must be creative.

In

Keats, Mnemosyne and Moneta

in two Hyperions

are equal to Minerva and

Athena. Moneta is an icon of wisdom. She is very beautiful, but is veiled. When
Apollo-Keats (i.e. Keats) quils his self, she immediately takes off the veil; denying the
element of dreamers (i.e. 'the heart would tum to its rest'), he becomes a true poet.
Keats accepts the Self(i.e. humanitarianism).
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Poetry and Revival:
The Change of'Change' in "Easter, 19L6"

Yoshiya Fujita
In "Easter, 1916" every section has the verb 'change,' but its grammatical form is
different from each other. To be more concrete, the verb 'change' is past and active in
section I (1. 15), while it is present perfect and passive in section II (1. 38). And then it
makes itself present and active
last section (1.

in section III

(1. 48,

50) and present and passive in the

79). Tracing this change of'change' we

can recognize the logic of this

poem more clearly.

Concerning the tense, the present tense of the refrain

"A terrible

must be taken into consideration. It has hardly been referred to, so I
this in relation to the change of'change.'
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beauty is born"

will

also discuss

日本イェイツ協会書誌 (1994-1995)
雑誌論文
】
LaScadio Hcarn
工 藤美代子
夢 の途上 ―

ラフカデ ィオ・ ハ ー ンの生 涯 (7)一 (17)

すば る 17(2)-18(1)

199502-1996・

1

越智良二
小泉八雲 の「草 ひば り」 をめ ぐって (越 智良二教授追悼号 )
愛媛 国文 と教育 27

1995010

仙北谷晃一
ラフカデ ィオ 0ハ ー ンと音楽
武蔵大学人文学会雑誌

27(1)

199509

吉野貴好
ラフカデ ィオ・ハー ンのアメ リカ時代 -2-メ ンフ ィス、2つ の世界 の間 (は ざま )
高崎経 済大学論集

38(1)

199506

Rosen,Alan
The Artittry of Hearn's“ At a Railway Station''

熊本大学教養部紀要 外 国語・ 外 国文学編
東

30

1995

憲一
熊本 における嘉納治五 郎 とラフカデ ィオ・ ハ ー ン
東京外 国語大学論集

51

1995

村井文夫
「 へ るん文庫」の形成 をめ ぐって -2-来 日以前 のハ ー ンとロニ ー
富 山大学人文学部紀要

22

1995

0'Halloran,Janc

ラフカデ ィオ・ ハ ー ンー

そのアイル ラン ド的特色 [英 文 ]

ノー トルダム清心女子大学紀要 外国語・ 外 国文学編 19(1)1995
豊 田政子
ラフカデ ィオ
・ ハ ー ンと昆虫 一 蝉 と俳 句
東洋大学紀要 教養課程編

34

138

1995

W.B.Yeats
川上武志
イ ェイツの恋愛論
北海道教育大学紀要 第 1部

A人 文科学編 46(1)

1995・

8

川上武志
性 と詩的想像カ ー

W.B.イ ェイツをめ ぐって
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A人 文科学編 45(2)

199503

枡 田良一
W.B.Yeats Da′ ″ の構成
― 説話依存 と儀式性
竜谷大学論集

445

199502

前波清一
イ ェイツの劇評 -5-マ ーテ ィ ン
大 阪教育大学英文学会誌

40

199502

伊藤宏美

W.B.イ ェイツに於 ける「存在 の統一 」 (Unity of Being)に ついて -5東洋大学紀要 教養課程編
鈴木

34

1995

聡

行為 と観照 一 イ ェイツにおける生 と死 の意味
東京外国語大学論集 50

鈴木
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弘

旋 回す るイ ェイツの瞑想 一 内戦時 の襖 悩
教養諸学研究 (早 稲 田大学政治経済学部教養諸学研究会 )97・ 98
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鈴木

聡

鳥 と英雄 一 イ ェイツにお ける不滅 の意 味
東京外国語大学論集 51

Brian F

1995

el

児 島一 男
B.フ リール初期作品 に見 る過 去 へ の拘 泥

独協大学英語研 究 43

1995・ 7
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Murphy,R,G.
プ ラ イ ア ン・ フ リ ー ル の「 Translatio■ 」 (翻 訳

)一

ア イ ル ラ ン ド人 の

IDENTITY

(独 自性 )に 関す る考察 (英 文 )

福島大学教育学部論集 58(人 文科学部門 )
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藤木和子
自己統一 を求 めて 一 『 フェイス・ ヒー ラー』 の フラ ンクの場合 [英 文 ]
ノー トル ダム清心女子大学紀要 外国語・ 外 国文学編 19(1)1995

Iris Murdock

室谷洋三
若 き日のアイ リス ●マー ドック
199505

英語青年 141(2)

Janles JOyCe

宮沢信彦
″喀α 's″αセ ー2-[邦 文 〕
JOy∝ 's Bawdyin Π″
専修人文論集
辻

56

“

199503

弘子

A Mother''の 女性像 [英 文 ]
『 ダプ リン市民』 の “

ノー トル ダム清心女子大学紀要 外国語・ 外 国文学編 19(1)
1995

山田久美子
『 フィネガ ンズ・ ウェイ ク』と類推 の原理 一 アナ・ リヴィアとウィカ リマ ンデ ィ
英米文学 (立 教大学文学部英米文学研究室 )55

1995

JOnathan Swi■

高野良二
『桶物語』 一 再 び スウ ィフ トの風刺 について
人文社会科学研 究 (早 稲 田大学理 工 学部一 般教育人文社会科学研 究会 35
199503
山 口勝正
スウ ィフ トの 風刺 の 戦 略 と奇想 一
大 阪樟 蔭女 子 大 学英 米 文 学会 誌

「 あ る令 夫 人 に」 と「 審 判 の 日に」 の場 合

31
140

1995・

3

Sean O'Ca製 )y
久保 田重芳
「不在 」 の劇化 につい て 一

S.オ ケイ シー『 ジュー ノー と孔 雀』 を中心 に

人文学部紀要 (神 戸学院大学人文学部 II編 )10

199503

MisК :ellany

関根

勝

Field Day and lrish Short Story writcrs― Concepts of()therness
教 養 諸 学 研 究 (早 稲 田大 学 政 治 経 済 学 部 教 養 諸 学 研 究 会

)97・ 98

1995
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CONSTITUTION
l. The Society is to be called THE YEATS SOCIETY OF JAPAN.
2. It has as its object the promotion of 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 of 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 offer themselves
for re-election.

7.
8.

Membership fee is 5,000 yen per year.
Membership of the Society requires written application and payment of the stated
fee.

9.

Expenses

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 Pertaining to the
Society.

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