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Ireland, Yeats, and World War I

Heinz Kosok

On August 13, 1915, only half a year before his death, Henry James wrote in a

letter to Edith wharton, "[I] will today assault Yeats with a blandishment, of some sort,
of my own."" The 'blandishment' James thought was required, concerned a

contribution by Yeats to an anthology Edith wharton was collecting in aid of war-time
refugees. On August 20, from Coole Park, Yeats replied in a rather formal letter (..Dear

Mr. Henry James") that he had already sent a poem to Edith Wharton, and added .,tt is
the only thing I have written of the war or will write, so I hope it may not seem

unfitting. I shall keep the neighbourhood of the seven sleepers of Ephesus, hoping to
catch their comfortable snores till bloody frivolity is over"." Not only the phrasing, but
also the date of this letter is interesting: considering the fact that war-time postal

connections between l,ondon and the west of Ireland cannot have been excessively
prompt, and that Yeats had already sent off the poem when he wrote to James, he must
have composed his poem almost immediately, without a great deal of deliberation, on
receiving James's request. In this poem, Yeats simultaneously complied with and

rejected James's request. Under the title "A reason for keeping quiet,,, it was printed in
Edith Wharton's anthology The Book of the Homeless - Le Livre des sans-foyer, a

quarto collection containing original contributions in poetry and prose as well as

illustrations from original paintings and drawings, published by Macmillans of London
in 1916. lnl9l7, soon after the Battle of the Somme, Yeats reprinted the poem in the

Cuala Press edition of The Wild Swans at Coole, and again in the 1919 Macmillan
volume also called The Wild Swans at Coole, in both cases under the new title .tOn

Being Asked for a War Poem". With this re-publication, I feel, Yeats also condoned his
commentary on the poem in his letter to Henry James, especially his reference to the

war as a "bloody frivolity". The poem reads:

I	think	it	bettcr	that	in	tinles	like	thesc



A poet's mouth be silent, for in truth

We have no gift to set a statesman right;

He has had enough of meddling who can please

A young girl in the indolence of youth,

Or an old man upon a winter's night.''

It would be easy to accuse Yeats of inconsistency in the first three lines, or of escapism

in the last three, and if the poem had not been Yeats's only straightforward reference in

his poetry to the most important event in world history during his life-time, one could

easily dismiss it as a minor journalistic effort by someone who at the time had a

number of problems to solve in his personal life (in partlcular his successive proposals

of marriage to Maud Gonne, Iseult Gonne and Georgie Hyde-Lees). However, Yeats

here took a stand vis-i-vis the First World War that he never revised, and therefore it is
necessary to point out that Yeats, at almost any other period of his life, would have

angrily rejected the claim that "we" (the poets) "have no gift to set a statesman right".

In fact, Yeats, in this respect assuming the role of the poet in traditional Celtic lreland,

had claimed both the right and the gift to interfere in public affairs of various kinds,

and his untypical modesty in this poem reads more like an excuse than anything else.

Again, his flippancy in setting the sufferings of millions of human beings on all the

battlefields of the world against the satisfaction of pleasing "a young girl in the

indolence of her youth,/ Or an old man upon a winter's night", combined with his

embarrassing reference to the war as a "bloody frivolity", necessitate a discussion of
the attitude underlying it.

As a first step, it will be necessary to qualify the statement that "On Being Asked

for a War Poem" was Yeats's only poem on the First World War. There are a number

of oblique references to the war in several poems,'' and moreover Yeats wrote at least

three further poems which refer to an individual event directly arising out of the war

experience: the death of Lady Gregory's son Robert, who was killed on lantary 23,

1918, when serving as a pilot with the Royal Flying Corps on the Itatian front.')

Incidentally, Yeats seems not to have been aware of two ironies connected with

Robert's death which would have confirmed him in his belief in "the injustice of the

skies" (C.P., p.140). On the one hand, most of his biographers are now agreed that it
was precisely Yeats's almost permanent presence at Coole that appears to have driven

4



Robert to leave lreland and volunteer in the British forces. on the other hand, it seems

also to be an established fact that Robert did not die in batrle but was shot down by

mistake by an ltalian plane, one of his own allies. Perhaps it was fortunate for poetry
that Yeats was not aware of this, because it is hard to tell what would otherwise have

become of the Robert Gregory poems. A third irony, however, must have been

absolutely clear to Yeats: embarrassed by the necessity to protect Lady Cregory's
feelings, he deliberately altered Robert's character, his motivations and even the events

of his life, turning the picture he paints of him into an idealised portrait rather than a

biographical sketch. John Kelly notes that "Gregory had been an tmperialist in his
youth and was so interested in the conduct of the War that, before he enlisted, yeats

used to send him all the London gossip about it. Nor did he initially join the Royal
Flying Corps, but he was commissioned in the Connaught Rangers, a regiment of the

line"."' It is precisely this process of modification that allows us to deduce yeats's

attitude to the war from the Robert Gregory poems.

One of them is his great elegy, "In Memory of Major Robert Gregory,', where

Robert's army rank in the title and his description as "Soldier, scholar, horseman', are

the only oblique indications that he had died a war-time death (C.P.,.p. l5l). The poem

has been called "a model .of Yeats's mythmaking"; whereas "the praise may seem

overabundant, a little out of touch with the real Gregory, the Anglo-Irish gentry as they
actually lived, and the facts of lrish life in 1918",') the cause of Robert's death has been

practically eliminated from the poem. [n the second, "shepherd and Goatherd,,, it is at

least mentioned in passing that he "died in the great war beyond the sea", but the war is
later discounted as a transitory event ("The outrageous war shall fade"), while the
memory of the young hero shall survive (C.P., pp. 160, 163). The third poem,

however, "An lrish Airman Foresees His Death", indicates some reasons why yeats

had distanced himself from the war events in his earlier poem.

I know that I shall meet my fate

Somewhere among the clouds above;

Those that I fight I do not hate,

Those that I guard I do not love;

My country is Kiltartan Cross,

My countrymen Kiltartan's poor,



No likely end could bring them loss

Or leave them happier than before.

Nor law, nor duty bade me fight,

Nor public men, nor cheering crowds,

A lonely impulse of delight

Drove to this tumult in the clouds;

I balanced all, brought all to mind,

The years to come seemed waste of breath,

A waste of breath the years behind

In balance with this life, this death (C.P., p. 152).')

ln its movement and easy transition from future tense through present tense to past

tense, the poem reflects the process of Robert's thought in the last weeks of his life, as

Yeats imagined it, foreseeing his death in the first two lines and looking back on it in
the last quatrain; and through the invented persona of Robert, Yeats establishes the only

reason he can think of for having joined in the war: an almost existentialist delight in

the present, as opposed to the past and the future which seem equally a "waste of
breath" - in other words Yeats distances Robert and, implicitly, himself from all the

causes - political, economic, religious, humanitarian, cultural etc. - over which the war

was fought. He even goes one step further in maintaining a perfect neutrality and

disclaiming any allegiance to one of the two sides in the world conflict: "Those that I

fight I do not hate,/ Those that I guard I do not love". At the same time, he dismisses

all the forces which may have driven others to enlist, "law", "duty", "public men",

"cheering crowds" (lines 9-10), in other words he dismisses the whole public debate in

Ireland over the pros and cons of an Irish participation in the First World War, as will
become clearer in a moment (for "law" read "conscription", for "duty" read "allegiance

of the Protestant landowning class to the British cause", for "public men" read "the

example of John Redmond", and for "cheering crowds" read "the pressure of public

opinion"). There is only one allegiance that the Robert Gregory figure, and through

him Yeats, accepts: "My country is Kiltartan Cross,/ My countrymen Kiltartan's poor";

as the next two lines confirm, Kiltartan here stands for Ireland, just as the speaker has

already been identified in the title as an lrish airman. It is, then, the specific situation of
Ireland as opposed to all other nations on both sides of the world conflict that Yeats in



this poem wishes to emphasize, and it is this specific situation, I would argue, that

decisively influenced Yeats's seemingly callous attitude to the World War.

This is underlined by a fourth Robert Gregory poem which Yeats, out of respect

for the Gregory family, left unpublished (he even omitted it from his Collected Poems).

Its title "Reprisals", in the sense of 'retaliation against an enemy in wartime' or 'the
forcible seizure of the property or subjects of one nation by another' indicates the

bitterness that Yeats, in the light of future events in lreland, felt towards the World
War-

Some nineteen German planes, they say,

You had brought down before you died.

We called it a good death. Today

Can ghost or man be satisfied?

Although your last exciting year

Outweighed all other years, you said,

Though battle joy may be so dear

A memory, even to the dead,

It chases other thought away

Yet rise from your ltalian tomb,

Flit to Kiltartan cross and stay

Till certain second thoughts have come

Upon the cause you served, that we

lmagined such a fine affair:
Half-drunk or whole-mad soldiery

Are murdering your tenants there.

Men that revere your father yet'

Are shot at on the open plain.

Where may new-married women sit
And suckle children now? Armed men

May murder them in passing by

Nor land nor parliament take heed.

Then close your ears with dust and lie
Among the other cheated dead.''



Yeats contrasts Robert Gregory's wartime achievements with the brutalities committed

by the Black and Tans in Ireland almost immediately after the end of the war, which

must give the ghost of Robert "certain second thoughts .../ Upon the cause you served,

that we / Imagined such a fine affair".'o'The ironic reference to the war which was only

"imagined" to have been a "fine affair" is explicit enough in its criticism; but when

Yeats finally counts Robert "Among the other cheated dead", he passes a devastating

judgement upon a whole generation that can only be understood in the context of the

situation in lreland immediately before and during the war."' [t may, therefore, be

useful to give a brief survey of the specific situation of Ireland in the First World War.

ln l9l2 the Liberal Government under Asquith had introduced the third Home

Rule Bill which was to come into effect in 1914. Ireland (which, it must be

remembered, was not yet divided politically, although the structure of lrish society was,

of course, complicated by religious, linguistic, ethnic and economic differences) was

promised self-government or Home Rule, a kind of federal regional autonomy. This

'promise', considered as a threat by the pro-British Northern Protestant population,

resulted in the formation of two impressive volunteer organisations with over 100 000

members each that proceeded to prepare for immediate civil war. In January 1913, the

Ulster Volunteer Force (UVF) was founded with the declared object of resisting all

attempts to introduce Home Rule. The UVF was soon to become a well-organised and

highly trained unit which, apart from the absence of heavy artillery, had all the

equipment and services of a regular army. It proved its strength and influence when, in

March 1914, the officers of the British Army at the Curragh camp mutinied, refusing to

participate in the enforcement of the Home Rule Bill, and when in April 1914 the UVF
organised a huge gun-running operation which involved no less than 500 motor-cars

and brought some 20 000 rifles with ammunition from Hamburg to lreland. The irony

of the situation was, of course, that the Northern Protestants were preparing for
rebellion against the government of the very state from which they did not want to be

separated at any cost.

In November 1913 the Irish Volunteers, later called the National Volunteers, were

founded as a force to defend Home Rule, in other words to support the government

from which they were trying to achieve independence. They also managed to smuggle

arms into the country (althorigh on a smaller scale), so that in mid-1914 lreland was



poised for civil war between two highly trained and well-equipped organisations, with
the British Army caught unhappily in the middle and the British government

committed to supporting the one faction, while the Conservative opposition was

vociferous in its denunciation of Home Rule and its support for the UVF.

Ironically the situation was defused, for the time being, when Britain declared war

on Germany. When Kitchener began to set up his New Army, he was forced by

circumstances, after initial misgivings, to avail himself of the para-military

organisations which existed in lreland. The UVF, complete with existing command

structures and established units, was formed into the 36th Division of the New Army,
the 'Ulster Division', while the National Volunteers supplied the basis for the 10th and

the 16th Divisions, after John Redmond, the leader of the Irish Party, had generously

offered to support the British side on the understanding that at the end of the War

Britain would keep faith and release the whole of Ireland into Home Rule. The

assumption that'"England may keep faith", as expressed by Yeats in "Easter 1916"
(C.P., p.204), seems to have been widespread at the time, although Redmond was later

accused of a totally unwarranted naivety.

One specific aspect of this situation was the question of compulsory military
service for Irishmen. Throughout the War, public opinion in Britain demanded thht
Ireland should not be exempted from conscription, while the leading politicians realised

that this would be counter-productive because it would encourage latent anti-British

feelings, and they introduced widespread voluntary recruiting instead.

In addition to the New Army divisions, there were, of course, also a number of
Irish regiments in the regular British Army which served with the British Expeditionary

Force from the start. Although it is difficult to obtain correct numbers, it appears that
during the First World War several hundred thousand lrishmen fought on the British

side, most of them on the Western front, although some lrish contingents were also

involved in the Gallipoli landings, the war in the Balkans and the Arabian campaign.

There is a memorial in Dublin to some 50 000 lrishmen who, according to highly
incomplete records, were killed in the War. These numbers have to be seen in the light
of the fact that throughout the War there was no conscription in lreland, and all the.

lrish soldiers were volunteers, some of them, perhaps, encouraged by patriotic feelings,

while many others were pushed into the Army through mass unemployment and the

prospect of separation money for their families.

9



Whatever the reasons, the fact remains that throughout the War a large body of
Irishmen both from the Catholic, pro-Home Rule and from the Protestant, anti-Home

Rule communities, were fighting (often side by side) in the British Army. It cannot

surprise anyone that in view of subsequent events, their participation should in lreland

have been passed over in silence, except where it was belittled, denigrated or treated

with outright contempt. For the Irish insurgents especially, who soon after the end of
the War found themselves fighting the British Army, their share in the common war

against Germany must have been nothing but an embarrassment. And after

independence had been achieved for the lrish Free State, the subsequent Civil War was

fought over precisely the same conflict which had gathered momentum before the War,

because Britain had not kept faith and now refused Home Rule to the North. The

situation became even more complicated when in 1939, at the outbreak of the Second

War, the government of the lrish Free State decided to stay neutral, while the North

once more shared in the burden of the war effort. It is only in the last few years that

some attempts have been made to do justice to the (often highly confused) motives of
the Irish participants in the Great War and to their sacrifices.

One of the reasons for such an attitude can be found in subsequent lrish history:

for the general public in lreland (at least in the South) and for the future development

of the lrish state, the most important event of the First World War was rot the Battle of
the Somme but the Easter Rising, which occurred in the same year. When, on Easter

Monday 1916 (only a few months before the beginning of the Somme offensive), a

small contingent of insurgents occupied some public buildings in Dublin and

proclaimed an Irish Republic, their leaders had few illusions about the outcome of the

event. They did, however, see it in the context of the Great War, because they expected

the lrish side to attain equal status at any future peace conference. That such a hope did

not materialise, contributed significantly to the independence movemer.t which began

almost immediately after the end of the War and profited from the military expertise

which thousands of demobilised lrishmen had acquired on French soil. The Easter

Rising, although a total failure from a military point of view, eventually led to the

establishing of the lrish Free State and triggered off all future developments in lreland

up to the present day. It is not surprising, then, that the Easter Rising, rather than the

War fought on foreign soil, has been discussed, and often celebrated, or even glorified,

in numerous historical studies as well as various literary works, from Yeats's "Easter
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1916" poem, written and published in the year of the Rising, to lris Murdoch's novel

The Red and the Green of 1965 and Tom Murphy's play The Patriot Game (1991).

When it is realised that the question of Irish independence could not be brought

into line with the relatively clear-cut conflicts of World War I, it will be easier to

understand Yeats's attitude to the War. Yeats had supported Irish nationalism at least

from the early 1890's; his play Cathleen ni Houlihan (1902) had such an effect on the

nationalist movement that Yeats, towards the end of his life, could ask himself (in "The
Man and the Echo")

Did that play of mine send out

Certain men the English shot? (C.P., p. 393).

It is true that, before the beginning of the War, Yeats's nationalist enthusiasm had

clearly diminished, as documented in "September 1913", where he sees the romantic

nationalism that he had supported as "dead and gone" and "with O'Leary in the grave"

(C.P, p. 121), but with the Easter Rising it was reawakened, although at first he was

somewhat piqued at not having been kept informed about the impending Rising. In

"Easter 1916" he made it clear that a "terrible beauty" was "born", i.e. it had come into

being and was going to stay; Yeats clearly foresaw that the failed Rising was only the

beginning of a much wider independence movement. If the Easter Rising is recognised

as the specific Irish contribution to World War I, it becomes suddenly apparent that

Yeats is, indeed, a World War I poet, albeit from a decidedly lrish perspective, as his

subsequent poems like "Sixteen Dead Men", "The Rose Tree", the Roger Casement

poems or, on a higher level of abstraction, "The Second Coming" testify. Occasionally

he even refers to practical questions such as the right moment for lrish independence.

Whereas in "Easter 1916" he had still argued that "England may keep faith" on the

Home Rule question, in "Sixteen Dead Men" he rejected that eventuality:

You say that we should still the land

Till Germany's overcome;

But who is there to argue that

Now Pearse is deaf and dumb? (C.P., p. 205).
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The "but" phrase here indicates that the time for such considerations is gone.

Perhaps Yeats's major contribution to the literature about the Easter Rising is not

one of his poems but his play The Dreaming of the Bones. It may, perhaps, come as a

surprise to find this play mentioned in such a context, since both its setting (a hillside

on the west coast of .Ireland) and its form (Yeats's highly individual variety of verse

drama, adapted, in part, from the Japanese Noh play) seem equally unsuited to capture

house-to-house fighting in a modern city. However, it is important to realise that the

nameless Young Man in the play (the only living character) has been one of the

participants in the Rising and has just escaped from a scene of bitter hostilities where

the independence of lreland has been at stake and has once again been forfeited. It is
only such an extreme crisis that can explain, and excuse, his decision to withhold his

forgiveness from the ghosts of Dermot and Dervorgilla who, according to lrish

historical mythology, were responsible for the loss of lrish freedom in the twelfth

century and had been made to suffer from their historical guilt ever since. Under any

other circumstance the Young Man's unrelenting hatred (which is clearly endorsed by

the author) would appear inhuman in the extreme. Yeats was quite outspoken about his

play's position in the context of World War I literature. When he sent the manuscript to

the editors of Everyman, he wrote: "It is one of my best things but may be thought

dangerous by your editor because of its relation to the rising of 1916.... England once,

the point of view is, treated lreland as Germany treated Belgium."'"

It will have become clear that Yeats's interest in the First World War was largely

confined to the lrish side of the War which differed significantly from everything that

is normally associated with it. ThiS is confirmed by two events which occurred a long

lime after the end of the War.

Yeats's attitude to the First World War resulted in two affairs which had

considerable consequences for the literary scene both in Ireland and in Britain. One of
them is generally known as 'the Silver Tassie controversy'. It has been frequently

discussed, especially by O'Casey critics,''' and can therefore be summarized here very

briefly. From 1923 onwards, when The Shadow of a Cunman was premiEred by the

Abbey Theatre, Sean O'Casey's plays, especially The Shadow of a Gunman, Juno and

the Paycock and The Plough and the Stars, had been among the most successful

productions of the Abbey; it can even be argued that O'Casey saved the Abbey from

imminent death. However, after the riots that accompanied the first performances of
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The Plough and the Stars in 1926, O'Casey had temporarily gone to live in L,ondon

where he worked on his next play, The Silver Tassie, which he wrote with the technical

equipment of the Abbey stage and the special abilities of the Abbey company in mind.

The Silver lassie is the story of one Harry Heegan, a famous football player from the

Dublin working classes, who at the beginning of the War volunteers in the British

Army, gets sent to the front in France, is seriously wounded and returns to Dublin,

paralysed and impotent, where he has to watch helplessly when his former sweetheart

is carried off by his less unlucky friend. The play's most remarkable feature is the

front-line scene in the second Act where all traces of individuality have been wiped

out, and the war experience is reduced to such basic sensations as hunger, pain, cold

and fear, felt by anonymous ciphers instead of realistic characters.

When O'Casey sent the manuscript to the Abbey directors, he was perfectly

certain of a speedy production. However, Yeats prevailed on his colleagues, Lady

Gregory and Leirnox Robinson, to turn the play down. He wrote an arrogant and almost

contemptuous letter which began with the condescending words "My dear Casey" and

went on to state some rather questionable reasons why the Abbey could not produce the

play.'o'Adding insult to injury, Yeats suggested to Lady Gregory that O'Casey himself

might withdraw the manuscript, pretending he himself had become dissatisfied with it,

to save him from the 'disgrace' of having a play of his rejected by the Abbey. Lady

Gregory rather undiplomatically passed this letter on to O'Casey who was infuriated by

the idea that he was expected to share in what he considered a face-saving strategy for
the Abbey directors. O'Casey sent a violent rejoinder to Yeats in which he tried (rather

successfully) to demolish Yeats's arguments. Then, in a typical over-reaction, he

submitted the whole correspondence to several newspapers. It was printed in Ifte
Observer whereupon Yeats threatened to sue O'Casey for breach of the copyright laws.

By then the press not only in Ireland but also in Britain and the US had taken up the

battle with great delight, Bernard Shaw had joined in on O'Casey's part, and it took

quite some time until commonsense prevailed and the two protagonists allowed

themselves to be mollified by the joint efforts of Lady Gregory and Mrs. Shaw into

letting the matter drop.

The affair had considerable consequences for O'Casey. It confirmed him in his

decision to stay in England rather than return to Dublin, it estranged him from the

Abbey and turned him into 'a playwright without a theatre' whose subsequent plays
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were nearly all published in book form before they found their way onto the stage.

Moreover, the affair decided O'Casey to continue on the road he had entered withThe
Silver Tassie, the road away from the Dublin material of his earlier plays in the

direction of international events and processes, and the road away from the poetic

realism of the Dublin plays towards various forms of unrealistic presentation in the

wake of Continental expressionism. At the same time, the controversy also had

momentous consequences for the Abbey Theatre and the lrish literary scene, because it
deprived the lrish theatre of one of its most powerful playwrights. It is interesting to

speculate how different, and how much more exciting, the Abbey repertoire of the

1930's might have been if O'Casey had remained its leading playwright.

In the light of these cons€quences, one should take a closer look at the reasons that

Yeats had given for the rejection of The Silver Tassie, and to observe how closely

linked they were to his own attitude to the First World War. Yeats began by criticising
O'Casey for not being interested in the Great War; "you never stood on its battlefields

or walked its hospitals ..." This is, of course, a corect description of his own attitude.

A-lthough Yeats had spent most of the war years in London and, in his letters,

occasionally referred to strategic questions or practical consequences of the war

situation, he remained emotionally detached and did not allow the suffering of the

soldiers and their families to influence his personal behaviour or his work. One of the

reasons for this curious detachment can be seen in the experience he attributed to
O'Casey: "The mere greatness of the world war has thwarted you ..." The anonymity of
the mass slaughter, which O'Casey had presented so movingly in the second Act of The

Silver Tassie, was for Yeats a reason for remaining detached; in "Easter 1916" he had

been able to identify the individual protagonists on their way to becoming victims,

something that was impossible for the confrontation in Flanders. The only form of
wartime experience that Yeats had been able to visualize in his poetry llas the "lonely
impulse of delight" of a pilot alone among the clouds. Yeats further accused O'Casey

of having succumbed to his "opinions" ("Among the things that dramatic action must

burn up are the author's opinions ..."). One of the central dichotomies in Yeats's works

is, of course, the confrontation between 'ideas' and 'opinions', 'opinions' being for
Yeats a near-synonym for 'propaganda'. Yeats usually claimed for himself the right to
present'ideas', whereas he criticised his opponents for succumbing to'opinions'. If
O'Casey's dramatised protest against the war can be seen as an 'opinion', one wonders
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what to call Yeats's much more explicit support for Irish nationalism in cathleen ni
Houlihan or, to take an example closer to the subject of the War, his explicit
condemnation of the Black and Tans in "Reprisals".

Only one thing seems to be clear from Yeats's rather confused arguments: just as

he had rejected the subject of the Great war for his own work, he was determined to
keep it from the Abbey stage. How strong his feelings on this matter really were,
becomes clear form another affair that occurred even later than the Silver Tassie
controversy.

In November 1936, Oxford University Press publishe d The Oxford Book of
Modern verse 1892-1935, edited by Yeats. At the beginning of his long Introduction
(nearly 40 pages), Yeats made a high, some would say a preposterous claim:

I have tried to include in this book all gbod poets who have lived or died from
three years before the death of Tennyson to the present moment, except some two
or three who belong through the character of their work to an earlier period.'t,

Every omission from the anthology, in other words, was deliberate, and every poet
omitted was considered by Yeats not to be a 'good poet'. when critics began to note
that Yeats had omitted the complete poetry of World War I, except for one poem by
Herbert Read, written much later, this caused an outcry not only in Britain. It must be

remembered that most of the writers now generally grouped together as 'the war poets',
among them Rupert Brooke, Edward Thomas, Isaac Rosenberg and Wilfred Owen, had

died in action, while siegfried Sassoon had been shell-shocked and lvor Gurney had

suffered from a gas attack, both becoming mentally maimed for life. Their personal
histories had given them a nimbus which contributed to the popularity of their works at
a time when the general public in Britain was becoming more and more disillusioned
with the patriotic rhetoric which had accompanied the beginning of the war, and with
its declared object, the 'war to end all wars'. Yeats had foreseen that he would be
criticised for his omission (although he probably did not expect the severity of the
attacks),'") and in his Introduction (which is a mixture of wonderful wisdom, factual
information, subjective value judgements and mere gossip) had provided an

explanation:
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I have a distaste for certain poems written in the midst of the great war; they are in

all anthologies, but I have substituted Herbert Read's End of War [a long poem

which has, in one section, a Yeats-like dialogue between Body and Soul] written

long after. The writers of these poems were invariably officers of exceptional

courage and capacity, one a man constantly selected for dangerous work, all, I
think, had the Military Cross; their letters are vivid and humorous, they were not

without joy- for all skill is joyful- but felt bound, in the words of the best known

[he refers to Wilfred Owen], to plead the suffering of their men. [n poems that had

for a time considerable fame, written in the first person, they made that suffering

their own. I have rejected these poems for the same reason that made Arnold

withdraw his Empedocles on Etna from circulation; passive suffering is not a

theme for poetry. In all the great tragedies, tragedy is a joy to the man who dies ...

lf war is necessary, or necessary in our time, it is best to forget its suffering as we

do the discomfort of fever, remembering our comfort at midnight when our

temperature fell, or as we forget the worst moments of more painful disease ..."'

The unfortunate comparison of the wartime sufferings of millions of people with the

private "discomfort of fever" was just as misplaced as Yeats's earlier reference to the

War as a "bloody frivolity" and must have enraged even thos€ who shared Yeats's

value judgement of the war poets. Yeats's chief quarrel lay with Wilfred Owen, in part

perhaps due to the fact that Owen had.been strongly influenced by Yeats, and also

because Owen's poem "Disabled" had in all likelihood been a major source for the

conception of O'Casey's The Silver Tassie.'"t In two private letters to Dorothy

Wellesley, Yeats referred to Owen not only with condescension but with what I find an

unforgivable arrogance.

When I excluded Wilfred Owen, whom I consider unworthy of the poets' corner

of a country newspaper, t did not know I was excluding a revered sandwich-board

man of the revolution, and that somebody had put his worst and most famous

poem in a glass case in the British Museum - however, if I had known it, I would

have excluded him just the same. He is all blood, dirt and sugar stick ...'''

Two days tater he commented on a specific poem by Owen: "I cannot imagine
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anything more clumsy, more discordant."r) Describing Owen as a "sandwich-board

man" ties in, of course, with Yeats's earlier condemnation of O'Casey's presentation of
"opinions" in The Silver Tassie. Robert Cohen has argued convincingly that Yeats's

rejection of Owen was closely bound up with his intense dislike of some of his younger

contemporaries, especially Stephen Spender and Cecil Day Lewis, whose commitment

to a specific political cause, whose preference, in Yeats's terms, for "opinions", was

much more pronounced than that of Owen, but who had championed Owen as a

positive counter-model to Yeats, whom they severely criticised.'"
However, the debate over the war poets revealed that Yeats's attitude to the War

went beyond his personal dislike for one particular writer, or his involvement in a

transient literary controversy, and that it also went beyond his patriotic feelings for the

specific situation of lreland. The phrase that is central to his argument in the

Introduction to the Oxford Book of Modern Verse is the apodictic statement "passive

suffering is not I theme for poetry". This is, of course, a highly controversial statement,

and what Yeats adds to support his thesis, "tragedy is a joy to the man who dies", is
equally open to contradiction (one might even argue that Yeats's own works do not
bear out such a preference for the joyousness of tragedy); but it helps to explain Yeats's
attitude to World War I. This was the first war that left very little scope for individual
heroism; instead the widespread use of destructive technology caused passive suffering
on a scale never seen before. O'Casey in The Silver Tassie had created an impressive

image of this kind of suffering; in the second Act of that play all individuality was

submerged in the anonymity of the front-line experience. The 'war-poets' had, in a

similar way, concentrated on the suffering of the common soldier and on their protest

against those whom they considered responsible for this suffering. For Yeats, on the

other hand, the loneliness of the isolated heroic individual was the ideal subject of
poetry, and the one wartime experience worth recording by the poet was the "lonely
impulse of delight", the individual act of bravery without a sordid practical purpose

that he attributed to Robert Gregory. It is significant that "An lrish Airman Foresees

His Death" is among the 14 poems that Yeats selected from his own work for inclusion
in The Oxford Book of Modern Verse, and a year before his death, he returned to it
again when he selected three political poems for discussion on a BBC programme."'

For a soldier or for a poeL "the lonely impulse of delight" was the only motive Yeats

could accept for joining in a war that did not directly concern lreland.
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Yeats's Poetry: Some Recollections

Alastair W. Thomson

(Tlie following article is a version of a lecture given to the thirtythird conference of the

Yeats Society of Japan, al Baika University, I November, 1997.)

I have to thank the Yeats Society of Japan for its kindness in inviting me to

address this thirty-third conference of the Society. Perhaps my apologies are due as

well, since I am not a Yeats specialist according to prevailing academib definitions.

My interest could be called an amateur interest. However, behind the disclaimer in

"amateur" there is a claim, of a sort, and so far as it goes I am willing to make it. I

hope that in what I have to say it will be the second rather than the first which is
evident.

The title of this lecture, if not nearly meaningless, like many titles, has to do with

recollections of the experience of reading Yeats over the last fifty years or so, and of

the various changes and adjustments of opinion which a long experience of reading

must bring, and which are probably more likely to occur with Yeats than with any other

great poet. Like nearly everyone, I rcad The Lake Isle of Innisfree when very young.

Yeats used to groan when asked to recite it, as Lorca used to groan when asked for The

Faithless Wift. Thotgh struck by the Biblical tone of the opening, 'I will arise and go

now, and go to Innisfree,' I did not realise then the challenge of the last word: the

obscure and personal 'lnnisfree' over against the Scriptural weight of the beginning, a

challenge thrown at an lrish as well as an English public. Years later I was chatting

with some other students at Edinburgh, and heard an older friend repeat an unfamiliar

line, with another curious challenge in it, 'Egypt and Greece, good-bye, and good-bye,

Rome!', and on asking about it was told, with emphasis,'Yeats', and also that it was

time I wakened up, and read the later poems. By the time Sir Herbert Grierson came to

the Poetry Society at Edinburgh to give us a talk, in 1950, we had all more or less

wakened up to Yeats, partly because of the presence at the University of the
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distinguished Yeats scholar, Norman Jeffares. One of the questions at the end of the

talk was almost inevitable: 'And Yeats, Sir Herbert?' Grierson's reply, as I remember

it, was that yes, he had always thought Yeats the best, the very best, of the younger

poets. Probably he wanted to amuse himself, seeing us all round-eyed with

expectation. Elsewhere he has described Yeats as 'a great, a quite essential poet,'

adding, a little disconcertingly, 'his dramas reveal that perhaps even more clearly than

the poetry.'"

There has been at any time a good deal of hostility. Robert Graves's

culminating assault on Yeats in the Cambridge Clarke Lectures of 1954-55, later

published as The Crowning Privilege, was notorious in its day, though hardly

mentioned now by the critics. Graves was one of the finest English poets of the

century, which may be why he is usually badly served by the anthologies, including

that weird collection, the Norton anthology of modern poetry, which singles out a few

of his more commonplace pieces, while spreading itself gratefully over large tracts of
third-rate American verse. Whether Graves's authority as a poet obscures or clarifies

the motive for the assault is uncertain; the chapter'These Be Your Gods, O [srael!'

contains harsh comments on Hopkins, Pound, and Eliot, described as a 'poundling.'

There is also the dramatic severity of Yvor Winters, some of which can be discounted,

since Winters once recorded in print his conviction that Barnaby Googe wrote better

verse than Byron. Some years ago I heard in lreland an abrupt dismissal of Yeats by a

hard-headed ambitious young academic of forty. It was Yeats's role-playing which

offended him. Yet he too had his role to play, as a hard-headed ambitious young

academic of forty, impatient of earlier adventures, and he is now widely respected.

More recently I read a review of the first volume of R.F. Foster's W.B. Yeats: A Life.

The reviewer, William Harmon, a novelist, writes in a hard-headed facts-only way.

Whoever studies Yeats will be faced, he claims, with a triple headache: 'Maud Gonne,

Ireland, Flapdoodle .... The occult rubbish ... Spiritus Mundi and all that.' [t is odd to

read stuff like this from people whom Yeats would have torn to pieces in a couple of

minutes of discussion. Nor, it could be added, has Yeats always been well served by

his admirers. Auden's poem /n Memory of W.B. Yeats is something of a disaster.

'Now he is scattered among a hundred cities / And wholly given over to unfamiliar

affections' reads like a half-despairiog gesture in the general direction of Rilke. The
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end ('In the deserts of the heart / Let the healing fountain start') resembles Byron, and

is better. But 'Earth, receive an honoured guest: / William Yeats is laid to rest' is

hardly good enough, and whatever we think of what Auden elsewhere called the low
dishonest decade of the nineteen+hirties, there is something wrong with'intellectual
disgrace' in the lines 'Intellectual disgrace / Stares from every human face': the phrase,

seemingly halfway to saying a great deal, in fact says very little. lf distinguished
pastiche counts for anything, Yeats has been better served by Wallace Stevens in

Sunday Morning, or by Dylan Thomas in Do Not Go Gently Into That Good Night, or,
to go back a little farther, by the Against A Second Coming of Sidney Keyes.

As for the honour paid by nations when a great artist dies and something must be

said, habits vary greatly. Here in Japan honour can be paid before death by declaring a

performer of traditional arts, such as Noh or Kabuki, a ningen-kokuho, or living
national treasure. When Eugenio Montale died some years ago, more than one ltalian
national newspaper carried the simple headline, 'E morto Montale.' It is less likely to
happen in England. The death of Yeats was announced formally, if prematurely, in

Dublin. But there is also the record of a conversation between two lrishmen overheard

at his funeral. 'Did you ever read anything he wrote?' 'Well, I did, mind you. 'Tis
high-class stuff, of course, but in my private opinion the most of it is great rambling. "'
The tone of 'Well, t did, mind you,' somewhere between deposition and extenuation, is

particularly revealing. This is the voice of the Citizen, assured, as Eliot said, of certain

certainties. As for the verdict of Yeats's peers, Eliot's comments, in a lecture to the

Friends of the lrish Academy in 1940, are not easily forgotten. 'To have accomplished

what Yeats did in the middle and later years is a great and permanent example- which
poets to come should study with reverence- of what I have called the Character of the

Artist: a kind of moral, as well as intellectual, excellence."' The uncharacteristically

Romantic tone of this seems to come from Eliot's subject. As he used it, the phrase

'the Character of the Artist' suggests an inevitable or essential solitude. There is some

common ground here between Yeats and Eliot. Eliot once said he could not be a

Northerner in America, because born in Missouri, and could not be a Southerner

because of his northern ancestry. He found his own roots in England, even in the

seventeenth century England of his ancestors, re-creating himself as an Englishman,

almost at times as a caricature of an Englishman. Yeats, of Protestant and small gentry

stock, and so virtually cut off from much of the life of Ireland, spent some of his youth
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in London, lonely and bullied at school, very much on his. own among the poets of the

Rymers Club, who could not share his interest in a literature which would express and

in some sense direct a people or a nation, later fighting his way, with consummate skill,
among the Citizens of Ireland, and loathing the mentality of the lower middle classes

which in lreland, as later in Germany, seemed to direct political thinking and turn it to
suspicion and hatred. 'A desperately shy man,' Frank O'Connor said, recalling his first
meeting with Yeats, 'the tall man in the well-cut blue suit with the silk shirt and

bow-tie who came shuffling in, holding his hand out high as though he expected you to

kiss his ring,' the 'something ecclesiastical about the blind man's stare, the ceremonial
washing of the hands and the languid unction of the voice. "' His shyness, or his sense

of loneliness, seems to have been matched by his need to dominate, and probably

accounts for his deviousness, as for his occasional brutal rudeness when he felt he had

been crossed. Undoubtedly it played a parl in producing the huge metaphor of,{
Vision, that'vast metaphorical structure,' as Allen Tate called it. It has been argued

that the range of Yeats's thought is due to the fact that he belonged to the defeated

world of the Irish Protestant ascendancy. But this is to over-simplify. O'Connor
records an outburst of anger, when he told Yeats the story of an old priest supposed to
have been shot by the Queen of the Fairies, and Yeats replied furiously that things like
that were once the religion of the whole world." Much of his thinking was in fact an

attempt to recover what has been lost to humanity. Continually on the margin of
modern life, despite his close engagement in the public life of lreland, he found his

place elsewhere, in a world with a far slower pulse.

Not that the obscurity of some of Yeats's poetry is always to be imputed to the

preoccupations of. A Vision. One of the first poems of his maturity which I read when
young was On A Picture of a Black Centaur by Edmund Dulac. Two things remain

from that early experience: the authority and momentum of the syntax, and with that

the difficulty of understanding the poem. In one sense the structure is simple enough.

There are sixteen alexandrines in four quatrains, rhyming straight through from a to i.
The enjambement occurs in the second and third quatrains, the first and last having an

effect of being enclosed, as well as of enclosing the poem. The effect of enclosure is

the more satisfying when we consider the construction of the first and fourth quatrains,

and the reversal in them. That is, the first quatrain is made of a single unit of two lines,

followed by two units of single lines, while the fourth quatrain reverses this, with two
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separate units of single lines, and a further unit of two lines. If the swelling movement

in the second and third quatrains, the body of the poem, has to do with the mistakes

made, and then with the triumph over them, this reversal matches, and in some sense

records, the achievement. Yeats is dealing with matters of great importance to him:

errors, lapses, and the resolutely willed recovery. However gnomic the poem is, there

is nothing trifling about it. The difficulty is to know what these errors were, and the

nature of the recovery. The Centaur may or may not be what Yeats said in Tfte

Trembling of the Veil all art should be, 'a Centaur finding in the popular lore its back

and its strong legs.' Plainly it has strayed too far, into an exotic place not natural to it,

a place of sultry mud and wild parrots. 'Horse-play' suggests an excess of menial

energy, which can make one stray into forbidden areas. It is doubtful whether it can

mean nationalist horse-play in lreland, which has stamped down Yeats's work,

however tempted we may be to relate this to the great tines in The Fisherman: 'The
beating down of the wise / And great Art beaten down.'"' The experience rendered in

those images seems too private for such an interpretation: the whole tone of the poem is

against it. The parrots may or may not be daemonic forces, or images from madness.

What seems reasonably clear in the body of the poem is that, no doubt assured by the

study which produced I Vision,he no longer labours over grinding and baking mummy

wheat, but takes mature ('full-flavoured') wine found in a place where earth-shaking

events like Alexander's conquests are as nothing, a place of further reality, where the

act of understanding is simple.

The difficulty is in the last quatrain. And it is here perhaps that the formal return

of the last quatrain on the first is of particular interest, though it does not solve the

difficulty. What is the 'you' of the last lines: 'Stretch out your limbs and sleep a long

Saturnian sleep: / I have loved you better than my soul for all my words...'? Plainly,

whatever that 'you' is, it is also the subject of the last two lines: 'And there is none so

fit to keep a watch and keep / Unwearied eyes upon those horrible green birds.' There

does not seem to be much point in saying that the 'you' who is fit to keep watch is

Yeats himself, since the truth in this is outside the poem. Given the 'I have loved' of
the preceding line, there is a faint possibility of an uncompromising '[' here; there is no

possibility of such an 'I,' given the'[ have loved you' of the preceding line. It is the

Centaur which is addressed in 'Stretch out your limbs and sleep a long Saturnian

sleep', which returns on the 'Your hooves have stamped' of the opening line. But
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though 'Saturnian sleep' has to do with 'full-flavoured wine' and an age of gold,

Saturn being an old god of agriculture whose reign is sometimes associated with the

Golden Age, we are still left with the paradox of sleeping and keeping watch, and it is
only by a rather desperate leap that this sleep could be interpreted as the proper life of
the imagination. Nor is it true, as one critic has said, that there is no more talk of
danger, since the imagination is in firmer control." If these last two lines tell us

anything, it is that the daemonic parrots from the rea.lms of madness will always be

there, the danger always present. I did not understand this last quatrain when I first
read it, many years ago, and I do not understand it now. But I am clear that before

anything else we have to trust the syntax. Writing to Grierson in 1926, Yeats praised

Byron's syntax, his 'almost perfect personal speech,' and spoke of 'the lack of natural
momentum in the syntax' from which so much English poetry has suffered since

Wordsworth. It would be a bad mistake not to trust Yeats's natural momentum, though

admittedly On a' Picture of a Black Centaur is a particularly recalcitrant subject.

I would like now to discuss one or two aspects of Yeats's technique in his mature

poetry, and will begin by stating a particular interest. In his impressively wide range of
forms, there is one line which is peculiarly his own: the short three-beat line, or iambic
trimeter. I shall concentrate first on that, since no one has handled it quite like Yeats,

though many have tried, and take first one of his finest poems: Ilre Fisherman, from
The Wild Swans at Coole of 1919, of which I quote the first paragraph.

Although I can see him still,
The freckled man who goes

To a grey place on the hill
In grey Connemara clothes

At dawn to cast his flies,

It's long since I began

To call up to the eyes

This wise and simple man.

All day I'd looked in the face

What I had hoped 'twould be

To write for my own race

And the reality:
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The living men that I hate,

The dead man that I loved,

The craven man in his seat,

The insolent unreproved,

And no knave brought to book

Who has won a drunken cheer,

The witty man and his joke

Aimed at the commonest ear,

The clever man who cries

The catch-cries of the clown,
The beating down of the wise

And great Art beaten down.

There are two images of the 'wise and simple man.' The first fades with the disgust at

those figures of corruption and bigotry, the second will be transformed, imagined,

made a necessary image, 'a dream,' a man who does not exist, yet exists. 'All day I'd
looked in the face / What I had hoped 'twould be / To write for my own race / And the

reality.' The handling of the second of these lines is of some interest. The clipped

"twould' is unusual. But it is not difficult to see why Yeats uses it. He could have

written 'All day I'd looked in the face / What I had hoped it would be ... ' But a reader

might have taken this as 'Wh6t itiad h6ped it would b6,' and read in that way the line
would have been compromised, losing the bitter force of the emphasis on 'had,' on

which so much depends. William Morris once remarked that in any art there is nothing

without the resistance of the medium; the resistance here is in the brevity of the line,

which leaves little room for manoeuvre.

The denunciation that follows resembles that of Shakespeare's sixt.r'-sixth sonnet

(a Russian poem also, in Pasternak's translation), where, after the deceitfully banal

opening line, 'Tired of all these, for restful death I cry,' Shakespeare turns the tables on

his readers, or hearers, and piles up a rapid and unsparing indictment of his society.

Yeats's bitterness is for lreland. [n these parallel and anaphoric lines he pursues his

indictment down to its great conclusion in the chiasmus of 'The beating down of the

wise / And great Art beaten down.' tt hardly matters whether this is Synge, or himself,

since the form goes beyond immediate reference. What makes the chiastic structure
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here so satisfying is the movement from the continuing. process of the first part in

'beating'to its bitter completion in'beaten.'Once again, the rhythm. With the second

and third stresses on 'beaten down,' the first can only be on 'great,' despite the upper

case of 'Art'; the effect is to bring together the two words in such a way as to make a

distinction which is always of paramount importance. One could add that it works for
the pause Yeats needed before the desolating finality of'beaten down,' before he takes

up the tale again in the second paragraph.

Maybe a twelvemonth since

Suddenly I began,

In scorn of this audience,

Imagining a man ...

As with'had', so with 'imagining,'which extends over two-thirds of the line. This
creation of a greater reality returns with force on those aspects of ignorance and

corruption of the first part, whose daily reality is now nothing beside this imagining. [t
is once again the brevity of the line which helps Yeats to this triumph. The word, so

often abused, is suddenly restored, as if we saw it for the first time.

One of the finest of the poems written in the short three-beat line is lz Acre of
Grasq from the New Poems of 1938. I used to get some pleasure, of a sour kind, from

reading this poem with English final year students of English, if only to see what kind

of mess they would make in reading the poem aloud, none of them, of course, having

studied it the night before. Would you please read the first line, Miss Hayley-Lakely

(you who once told me that Wordsworth's poetry was something of an enema).......

Well, no, not quite, Miss Hayley-Lakely. You see, that first line, 'Picture and book

remain,' is in fact a kind of negation; by saying what remains (the word is of some

importance), Yeats is giving us the little that remains; in fact, the line has to do with
dwindling, with what age takes away, and if you had read the poem last night you

would have understood that it is about old age, now wouldn't you. But it would take a

little time before Miss Hayley-Lakely.or anyone else could be brought to realise that

the only way to read that opening line is with a significant rise and drop, even a slight

questioning, in the voice:'Picture and book remain...' As for the memorable

second-last line of the first stanza, the response from another student (in a loud cheerful
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public-school voice) would as like as not be 'Mfdnigtrt, in o-ld horise ... ' My own

preference is for 'Midnfght, al 6td h6use.' Yeats's pronunciation of 'midnight' in his

poetry varies, but here it is obviously the old pronunciation, as Tennyson gives it in
that brilliant late elegiac poem of 1879, Prefatory Poem to My Brother's Sonnets, on

the death of Charles Tennyson Tumer: 'Midnight - in no midsummer tune / The

breakers lash the shores.' The pause after the word throws us forward to that

characteristically lrish long 'o' sound in 'old.' T.R. Henn found 'at least four separate

values of the o-sound' in one short poem, Lullaby. Not being lrish, I cannot hope to

follow this, but for the rest of us, what we recognise as a single sound tends to

characterise lrish speech." 'My temptation is quiet' suggests the De Senectute of
Cicero, in which Cato is made to speak of the 'blessed state of having finished with lust

and ambition, and being able to live apart,' secum vivere. As such it seems for a

moment traditional, and oddly limited, until swept aside by the rest of the stanza, by the

idea that nothing 'Can make the truth known,' which in turn will be overtaken by the

prayer of 'Grant me an old man's fienzy,'a line still with power to surprise, after many

readings. Earlier the second and third beats in the three-beat line come together, in 'An
acre of gr€en gr6ss,' or age's reduction of life to a simple looking at things, as in

'Midnight, an 6ld h6use.' Here, in 'Can make the tnith kn6wn,' it is like a continuing

challenge. And when one considers the second line of the second stanza, 'Here at life's
6nd,' the two consecutive beats at the end of the line begin to sound like a feature of
those first two stanzas, a lingering over.a problem, which will not appear in the third

and fourth stanzas, aftet the turning point. Given the brevity of the line, the only way

to make sense of it is to make a slight pause between 'life's' and 'end.' As such, it is
subtly evocative of a musing wonder that life, one's own life, will in fact have an end,

and that that end is approaching. Once again, it is the difficulty of the short line which

Yeats turns to account. He has been blamed for saying 'Or that William Blake.' 'That'
probably has nothing to do with the Latin 'ille,' and it is unlikely that he was thinking

of one Blake among several. It is simply that with the formality of 'that' Blake is lifted

into the company of Timon and Lear, figures of legend. 'Forgotten else by mankind,'

incidentally, may echo Lionel Johnson's 'desolate else, left by mankind' in The Church

of a Dream: the brevity of Yeats's 'else,' against Johnson's fluidity, is characteristic.

It would be difficult to leave Yeats's three-beat line without a reference to Easter

1916. The sobriety of this lreat poem suggests a numbness, or ache: first with the
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weight of a long tradition of rule in the 'grey / Eighteenth-century houses,' and of the

dull present of 'counter or desk' among them; then, though at a remove, of that

hardening of single purpose which, despite the 'vivid faces' and the passion, must

make'a stone of the heart.' And when the questioning which so movingly qualifies

this last ('what if excess of love / Bewildered them till they died?') is immediately

followed, as if in his own bewilderment he were reduced to mere recording, by the

final litany of names, now inevitably to be added to older litanies, it seems that what

the poem chiefly records (perhaps aided here by the old Romantic opposition between

poet and men of action) is the numbing effect on Yeats of the shock of the event.

Partly because of the pace, the strong grave rhythm has an effect of great regularity,

confirmed by the superb variations of 'changed utterly,' 'Transformed utterly,' with the

weight of that Irish 'utterly.' Except for one line in the first stanza: 'To please a

companion.' Since it is unlikely that Yeats dragged out 'companion,' whether or not to

mark the rhyme with 'done' two lines earlier, we must suppose the third beat to be

virtually lacking, so that the line is almost broken, and its rhythm ironically
indeterminate, the force of this word at least being in its vacuity.

Few readers would deny that Easter 1916 is Yeats at the height of his power.

Other famous poems have been the subject of much discussion. If one is looking for
standards, Meru, the last of the 'Supernatural Songs' of 1935, is probably beyond the

reach of the crankiest commentator. The sonnet form of Leda and the Swan may have

been intended to support a claim that the poem, which is something of a thesis poem,

cannot really sustain. The sonnet form of Meru, on the other hand, functions as a kind
of memorial to what is lost in the desolation of reality. There can be no doubt about

Meru, bnt on the other hand a very late poem like The Gyres is disconcerting. [t seems

a dry poem, with some swaggering, and only one idea in it. 'Conduct and work grow

coarse, and coarse the soul, / What matter?' Nothing in it is coarser than the challenge

to Virgil's prophetic lines in the Fourth Eclogue of 'A greater, a more gracious time

has gone.' [f the coarseness of the exposition is meant to reflect that of the age,

something has gone badly wrong with both poem and exposition. But there is a

moment when the poem nearly redeems itself, in the last line: 'and all things run / On

that unfashionable gyre again.' [n a way, the authority of that unexpected

'unfashionable' is retrospective, since it lights up an exposition which until then we

have only endured.
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Complete or nearly complete failures like The Gyres aparl, the unevenness of
Yeats's accomplishment is perhaps most evident in one of his best known poems, Ifte
Second Coming of 1919. At the same time, some of the reservations suggested seem

short-sighted. Since the reference is !o a generally received tradition, there is probably

not much point in arguing that the title is inappropriate because Yeats did not believe

that Christ's advent was the first coming. On the other hand, the general nature of the

reference may be consistent with an essential weakness in the poem. Arguments that

the exultation with which Yeats depicts the destructive beast means approval of
brutality, in particular in the repression of revolution, are also suspect, whatever

parallels can be drawn between the German Freikorps and the Black and Tans, and

whatever may be conjured out of the rejected line about the Germans 'now to Russia

come."' The exultation is grim enough, a recognition that the worst has come,'mere

anarchy,' and it might be more to the point to think whether it does not indicate an

understanding, or vision, which is too simple. As to what the falcon and the falconer of
the opening lines may each represent, the question is nearly meaningless, since

individually neither need represent anything. The image is, simply, one of precarious

mastery, control being notoriously difficult in falconry. (Given this, we probably do

not need to boggle over the relevance of'ceremony,' or try to reduce it to a ritual of the

6lite.) But the truth is that, in spite of the brilliance of the image of the rough beast,

nothing it The Second Coming really lives up to the falcon and falconer image of its
opening lines. At the same time, there is something disquieting in the way the beast

appears in the poem.

Surely some revelation is at hand;

Surely the Second Coming is at hand.

The Second Coming! Hardly are those words out

When a vast image olut of Spiritus Mundi

Troubles my sight.

With 'troubles,' one could probably add the Wordsworth of Resolution and

Independence to the Blake of 'stony sleep,' the Shelley of the lines about the best and

worst, and the Whitman of the 'rocking cradle.' The Blake and Shelley uses have not

always been well thought of, but whatever one's view of influence such a range of
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echoes within fourteen lines may have less to do with creative influence, than with a

casting about for what will finish the poem. For those familiar with visions, the

repetitions in the lines quoted could no doubt be justified without difficulty. In the

context of the poem, they sound like an appeal as much to the reader as to the

imagination. (For a moment, in fact, the passage reminds one of what happens in
Browning's Childe Roland, which begins with 'My first thought was,' and in which
there are no second thoughts.) The equivocal transition is overtaken, so to speak, by
the magnificent description of the beast, though I still find 'vexed to nightmare' a

puzzling phrase. But we remain uncomfortable with it, as if nervously holding
something which has been thrown at us. The questions of whether Yeats should have

said 'second coming' or 'second birth,' the original manuscript reading, or whether

Bethlehem should ever have been made an issue, or whether he should have supported

the Whites over the Bolsheviks when (as a matter of course) he should have supported

the Bolsheviks, are less important that what is indicated by the shiftiness of the

transition. In spite of the superb imagery, we are left with an uneasy impression of
something not fully considered, and so incomplete.

The Second Coming is unforgettable, but flawed. There are other major poems

which have not failed to offer an opportunity to critics who feel there is a stern duty to
be performed, in particular if the poem has been overpraised. In Memory of Major
Robert Gregory of 1918 has been described by the American poet Allen Tate as 'the
most completely expressed'English poem of our time.'o' In spite of its occasional

faults, and in spite of praise like this, the elegy remains an impressive achievement. It
has been taken for a piece of self-dramatisation, in which excessive praise of its subject

returns on Yeats himself. Gregory is, of course, a symbolic figure, his death on the

Italian front standing for the slaughter of a generation. But if we put this aside for a

moment, together with what the high tradition of European elegy could be thought to
require, and look at what is actually there, it is not difficult to see how careful Yeats is

to avoid excessive claims. 'I am accustomed to their lack of breath,' he says of the

older dead,

But not that my dear friend's dear son,

Our Sidney and our perfect man,

Could share in that discourtesy ofdeath.
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It would take some perverseness to mistake the tone of the repeated 'our,' following as

it does 'my dear friend's son.' Similarly perhaps with what follows in the seventh

stanza and its introductory 'For': simply, Gregory knew and loved this place, Thoor

Ballylee, of which he made several drawings. The obvious locus for such exaggeration

would have been the remarkable ninth stanza rather than the tenth or eleventh. In fact

[X (which originally followed VII) begins and ends with little more profane than

dreams and hopes now lost: 'We dreamed that a great painter had been born / To cold

Clare rock and Galway rock and thorn ...' 'the intensity / To have published all to be a

world's delight.' The essence of it, the high object so finely stated in 'our seciet

discipline / Wherein the gazing heart doubles her might,' remains as object or aim, with

Gregory as one of the group at Coole Park, and his 'intensity' an indication of what

might have been: nothing in what follows changes this. (The short prose ippreciation
published in 1918 is more laudatory, but still cautious: 'To me he will always remain a

great painter in the immaturity of his youth.')"r The poem, not surprisingly, is about

Yeats himself, and about ageing. Gregory is the occasion, and the necessary young

ideal, against those older friends, Lionel Johnson, Synge, and Yeats's maternal uncle

George Pollexfen, whom he knew, as he says in the last stanza, in childhood, boyhood,

and manhood. To that extent this poem which begins with what seems to be happiness

in marriage (Maud Gonne, most happily, is absent from it) is valedictory in more ways

than one, though something of a new departure for the fifty-three year-old Yeats. (lt is
also, incidentally, a variation ('t'll name the friends that cannot sup with us') on the

classic form of the invitation-to-dinner poem; I have sometimes wondered if there may

not be the faintest of echoes in VIII.8 ('And yet his mind outran the horse's feet') of
Herrick's Ode for Ben Jonson: 'And yet each Verse of thine / Out-did the meate,

out-did the frolick wine.') Stanza XII, the last, is particularly moving. It seems like a

turning away from an impossible valediction of 'some appropriate commentary' on 'all
those' known and honoured. In fact, we are to understand that it was to have been a

deliberate use of such celebration towards something greater, 'Until imagination

brought i A fitter welcome': an enigmatic phrase, with the double reference of
'welcome,' which suggests another potentiality not achieved, with behind it the

knowledge that in the course of the poem something has indeed been achieved. 'But a

thought / Of that late death took all my heart for speech.' 'Late' means recent, and
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later than that of the other three, and also late in Yeats's life: the self of Yeats is

dominant until the very end. Although he thought well of the poem, he is not perhaps

entirely at ease with it, obviously wanting so much to seem so with the building of a

rhyme both lofty and intimate that he can be dry, as in II; or can swagger, as with 'the
outrageous stars' of V; or fail badly, as with 'What made us dream that he could comb
grey hair?' in XI. And in spite of the sense of place, which is so important in the

poem, and the restraining context of lost dreams, there may be some evasiveness in the

'published' of 'To have published all to be a world's delight' in [X. After all this, I
have to add that it is in part because of his magnificent assurance that one often wavers,
or even behaves like a yo-yo, over anything in Yeats which though good is less than

perfection.

This is not a feeling one is likely to have abortt All Souls' Night, or about any

other of the two dozen or so poems by Yeats which put his greatness beyond doubt. lil
Souls' Night, which ends both A Vision and The Tower of 1928, resembles In Memory
of Major Robert Gregory in being a poem of more than commemoration. Of its ten

stanzas, six have to do with three occultists and their lifelong striving to know what
cannot be known: William Horton, Florence Farr Emery, and MacGregor Mathers.
Some of the verse on these three explorers reaches the heights, in particular the

magnificent seventh stanza on Mathers.

.. I thought him half a lunatic, half knave,

And told him so, but friendship never ends,

And what if mind seem changed,

And it seem changed with the mind,
When thoughts rise up unbid

On generous things that he did
And I grow half contented to be blind!

Partly because of the force and forward movement of the poem, the last line seems to
reach out beyond its generous sympathy, and to take on another kind of life in the

whole poem. There is more of Yeats himself in the Mathers stanzas than in those on

the others which precede them, no doubt because in spite of the weight of those stanzas

Yeats is concerned with the striving of those three only as they reflect or are part of his
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own struggle. All Souls'l/Bi, starts with the iron tongue of midnight of the Oxford

bells, which may symbolise for him the Christian era soon to end, with behind it the

age-old festival of light and dark which the Christian church took over.

Midnight has come, and the great Christ Church Bell

And many a lesser bell sound through the room;

And it is All Souls' Night,

And two long glasses brimmed with muscatel

Bubble upon the table. A ghost may come ...

The repetitions ('And ... And') of the grave slow-moving verse are like a contained yet

excited challenging of the impossible. This is a drama of meditation, about things

which may only be possible, about which there is no certainty except that of our

uncertainty; the innocence of this speculative and useless ceremony is not quaintness.

The'I need some mind'of the second stanza will be answered finally by the glowing

' Such thought - such thought have I' of the last. Before that the six stanzas that seem

to form the body of the poem have given us the drama of human striving and human

failure, the pathos of those lives eventually dismissed by 'But names are nothing.' And

there is something in the inversion of 'Such thought- such thought have I' in the last

stanza that both qualifies, and confirms. 'Our gross palates drink from the whole

wine'...'No living man can drink from the whole wine': the final knowledge, obviously

enough, is with the dead, not the living, and those variations on ideas of wholeness are

like a ground-bass in this meditation. The force of the repeated 'Till ... Until' in the

last stanza is that of the spell of necessary illusion, and in 'Such thought, that in it
bound / [ need no other thing' it modifies itself into a drunkenness of potentiality, of

some knowledge always about to be. All Souls' Night has been called a lament for

human incompleteness.'" But this great epilogue to A Vision seems less a lament for

than a celebration of all that makes our human state, the struggle and the failure, the

heroism, and the foolishness.

The last perhaps fundamental to any idea of poetry itself as an attempt to supply

deficiency, or a substitute for action. One remembers the innocence of the ceremony at

the beginning, and the almost childlike excitement of the parataxis. And there may be

something of the same consciousness in the conclusion to Und,er Ben Bulben which
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Yeats made his epitaph , the 'no conventional phrase' of 'Cast a cold eye I On lik, on

death. I Horseman. pass by!'That is, not the sisre viator of dead to living equal, but the

mere poet against the rider, or complete man. Wordsworth distinguished
uncompromisingly between poetry and real and substantial action. So did Byron,
remarking that no one would write poetry who had anything better to do. Something

like this may have been working in Yeats's mind, at the end of an unsatisfactory poem

containing more than its share of swaggering exhortation; one remembers the 'cold
snows of a dream' io The Road at My Door from Meditations in Time of Civil War. 'l
pray / That I, all foliage gone, / May shoot into my joy.' Frank O'Connor thought these

lines from The Herne's Egg abetter epitaph than the one Yeats gave himself.''' yet the

comprehensivenes of the lines from Under Ben Bulben, and their uncompromising
quality, carry them farther. There is a nobility in both passages, which is hardly
common in our age. 'Even the poetry of the nbble Yeats, still repining through middle
age .over the emotional miscarriages of youth, is dully weighted, for all its purity and

candour, by a leaden acquiescence in defeat.'''' Though hardly applicable to All Souls'

lfiflt, Edmund Wilson's comment is true of much of Yeats, as of many of his

contemporaries. But it is the phrase 'the noble Yeats' that strikes one, the more so since

the comment is made almost in passing. Perhaps the last word should go to another

lrishman, Frank O'Connor again, who admired Yeats so greatly, though sometimes

exasperated by him. 'It takes a large heart to hold even a small country,' O'Connor
wrote of his feelings when Yeats died, 'and since Yeats's death there has been no other

that could hold us, with all our follies and heroism.''')
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4 t4 Y & Tantrism

― 表象(Emblem)と 後期の仮面

内 藤 史 朗

はじめに

“Among	School	Children"に おける「栗の木」は、「踊り子」と共に、「存在の

統一」を表象することには、異論がないであろうが、これらが、東洋の思想と関

連するイェイツの晩年の表象へ傾斜する一つの入り口であることを論証 したい。

そのために、まずJohn	Ruskinの 考えのエコーが、この詩に見られることから論を

始める。

1.“Among	School	Chndren''の コ尋象 (Emblems)

Ruskinは『図画要綱』(E′ι″
`″

rsげ D′α″j″g)り において、「栗の木」の描き方に

ついて述べている。樹木の描き方について、「すべての良質の風景画は、次の二つ

の法則の完全な認識と表現にある。第一に、有機的統合すなわち、発散、並行、共

点活動のいずれであれ、それらの法則が、薬草、樹木、岩石、雲、波の広がりを

支配する。第二に統合のこれらの法則に従う構成分子の個別的自由である。第二

はそれぞれの構成分子の個々の特徴が多かれ少なかれ隠される神秘性である。」第

一は、「存在の統一」から容易に理解される。第二は、樹木の「葉、花、大枝」の

個別的自由の強調である。第二の神秘性が、神秘思想から東洋の思想への門口に

なることは、理解されると思われる。

問題は、第二の「個別的自由」である。この詩の 終連の末行

How	can	we	know	the	danccr	from■ he	dance?

が、反語かそれとも単なる疑問なのかは、Paul	dc	Manと は、別に問題とされる

べきである。「個別的自由」を重視すれば、反語だけで片付けられないからである。

「大いなる根」のanalogyの 意味は、Ruskinの同書からの次の引用が示唆する。
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「類比(analogies)を あまりに推し進めるのを恐れるには及ばない。どれだけ推

し進めてもよい。それらは、あまりに明確で完全なので、あなたがそれらを

追求すれば、それらはそれだけはっきりとして、確かで役立つのが分かるだ

ろう。."絵画芸術において、明確な原型のないモラル上の悪も善もない。そ

れ故あなたは思い通りに芸術によってモラル上の習性を身をもって示し、モ

ラル上の習性によって芸術を明証することが出来る。(§ 135)」

「これらの法則の類比(analogy)出 来る行為をモラル上であなたが実行するよ

うに、私はあなたを助けないでおきたい。しかし、あなたは、第二の法則(根

における、または、根との前述の或る関係における、或る一定の要点からの

放射、ないしは、力の流れる傾向がある)の意味を理解するのに少 し戸惑うか

もしれない。それが典型的に表現するのは、健康な人間的行為は、或る単一

の心の動機から光を放って生じるということである。この動機が生命力全体

の根にあって、その行為がその根から出て来るのがはっきりと見られる時、

も美しい行為体系は起こる。他方、多くの副次的な美 しい行為体系は、そん

なに深くもなく中心的でもなくて、中心的生命的動機となにがしか美しい従

属的関係のある動機から起こる。(§ 216)」

この詩の「大いなる根」は、analogyと しては“A	Dialoguc	of	Self	and	Soul"の

終連―

I am content to follow to its source

Every event in action or in thought;...

の■s	Юurce"と 同義であるということになる。

さらに、“The	Gyres"の “Rocky	Face"が、鈴木大拙の「未生の顔」を意味する

“original	face''を 示唆する表象であるとする私見を認めるなら、「根」や「根源」は、

禅語によくあるように、「岩石のように不動な」 と「 ぐらぐらと揺 らぐ」の

ambivalcntな 両義を有する“rocky"に おいて、禅思想と共通の次元に立つことにな

る。“greanootcd	blossomer"に しても、“Rocky	Facc"に しても、symbolと いうよ

りも、emblemと 呼ぶ方が適切なのは、それぞれRuskinや大拙の思想が背景にあっ

て、イェイツの仮面にされているからである。仮面にされるということは、目的

意識を与えられたことを意味する。国民の国旗、学生の校章がsymbolと いうより、

emblcmと いうべきであるように、国民意識、母校意識の高揚の目的意識がemblem
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には付随すると考えられる。イェイツの仮面にも、目的意識があるので、思想体

系があって、目的意識のある、彼の晩年の仮面は、cmblemと すべきである。詩

“The	TOwer"に おいて、「想像力、耳、目が議論に満足 し、抽象的事柄を扱う事が

出来るまで、私は、Plato,Plotinusを 選ばなければならない」と謡うのは、抽象的

思想まで詩に取り込むこと、言うなれば、思想を背景にしたemblemに よって仮面

を設けることをイェイツは感 していたからであろう。

後期仮面のemblemsが 詩に出てくるのは、И/JsJο″の初版 (1925)以 後であるこ

とは注目されてよい。鈴木大拙の英文禅書を読んだ27年秋以後、イェイツは、段

階を踏んで禅などを中心的思想として行くと考えられるが、インドやチベットの

タントリズム(tantrism)が重要な一段階であった。このような東洋思想の神秘主義

へ彼が傾斜したのは、ラスキンの三法則「有機的統合」「個別的自由」「神秘性」を

課題として詩に表現 しようとしたからではないか。この三法則を同時に表現 しよ

うとすれば、東洋への傾斜は避けられないと考えられる。

2.“A	Bronze	Hcad"に おける Tantrism

「根」や「根源」は、ambivalentな 合意を有 し、禅思想に通ずる“Rocky	Face"と

なり、この語の出てくる同じ詩 “Thc	GyFeS"で 、洞窟(「岩の顔」のある山にある)

の声「喜べ !」 と、「豊穣の無」が出てくるが、これらは軌を一にする思想に由来

すると考えられる。「岩の顔」が大拙の禅の“original	face"と 関連することは、私見

として、筆者は幾度も指摘 してきた。「無」(■othing)は 、未確定であるが、37-38

年作 (Jcffares)と される“A	Bron“ Hcad"で は、“emptiness"が 出てきて、これは

tantricで はないかと、筆者は問題を提起 したい。

この詩の第一、二連―

Here at right of the entrance this bronze head,

Human, superhuman, a bird's round eye,

Everything else withered and mummy-dead.

What great tomb-haunter s\ryeeps the distant sky

(Something may linger there though all else die;)

And finds there nothing to make its terror less

Hysterica passio of its own emptiness?
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No dark tomb-haunter once; her form all full
As though with magnanimity of light,

Yet a most gentle woman; who can tell

Which of her forms has shown her substance right?

Or maybe substance can be composite,

Profound McTaggart thought so, and in a breath

A mouthful held the extreme of life and death.

此処、入り回の右側に、この頭像がある。

人間的で、超人間的で、鳥の円い目をして、

他はすべて千涸らびて、 ミイラの死骸さながら、

どんな偉大な墓参者が遠い空を爽々と飛んで、

(他のすべてが死んでも、何かが残るかもしれない)

その恐怖をより少なくするものをそこに見出さないのか。

自らの空ないしは空虚ゆえの激情をもってしても。

かっての黒い喪服の墓参者ではなかった。彼女の姿は

すっかり光の雅量に満ちているかのようで

しかも、極めて優 しい女であった。誰が知り得ようか。

彼女のいずれの姿が、彼女の実体を正しく示したのかを。

いや、おそらく実体は、合成されるもの、そう

深遠なマックタガー トは考えた。一呼吸の中の

一口に生死の極みがある。

(訳註 :“Hysterica	passio"は 、ラテン語奪格にすると、手段の withの意味

が伴う“Hysterica	pattone''と なるが、英語には馴染まない。 しかし、斜体

のこの句は、ラテン語の意味が含まれているとして、withを 補 ってみ

た。
2))

イェイツの蔵書にあったtantrismの 英訳書Arthur&Enen	Avalon(trans.):ffッ ″″s

ゎι力
`Goddess(London:Luzac,1913)の

序文の一部を引用する。

Shakti or Devi is thus the Brahman revealed in its Mother aspect as creatrix and

nourisher of the worlds:...and (since that Brahman is but the manifestation of the
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Absolute). She is also addressed with epithets which denote the uncoditioned

Brahman. She is the great Mother sprung from the sacrificial hearth of the fire of
the Grand Consciousness; decked with the Sun and Moon; Lalita 

- 
4She who

plays" 
- 

whose play is world-play; whose eyes, playing like fish in the

beauteous waters of Her Divine face, open and shut with appearance and

disappearance of countless worlds, now illuminated by Her light, now wrapped in

her terrible darkness.

斜体部分の意味から、「シャクティの眼は…数え切れないほどの世界の出現と消滅

と同時に、開いたり閉したりして、彼女の恐ろしい闇の中に包まれる」となるか

ら、女神の眼が開けば世界は光に照 らされ、閉じれば世界は間となる。光と闇の

差は、眼の瞬きの差であり、「一呼吸の中の一回」の差である。第二連の前半の「黒

い喪服」と「光の雅量」のモー ド・ ゴンの両面は、彼女をシャクティに喩えている

と考えると、説得力がある。シャクティは、タントラの信者 (被差別身分の踊 り子

達 )の崇める女神である。これだけの前置きをしておいて、第一連後半の四行の解

釈に入る。

この連の前半の「人間的で、超人間的で、鳥の円い眼をして」とあるように、こ

の鳥の眼は、鳥のように空を飛翔するシャクティの眼を連想させるが、さらにイ

ンド詩人カビール(Kabir)の 「火の鳥」(Anal)を も連想させる。この火の鳥は、中

空に棲息する伝説的鳥であり、中空に住むから根源的にtantricな 存在である。(Sce

Tagore,trans.Kα b″ 's	Pο
`″

s	published	in	1914	by	Macmillan。 )tantrismの 思想の背景

を考慮に入れると、「鳥の円い眼」は、単なるシンボルではなく、むしろemblemと

言ってよい。イェイツは、内的仮面を、鳥の眼に見ようとしている。この論拠の

一つを挙げる。

Ultimately, since the heart is the site of the deepest fears, hatreds,and self-centred

distortions of reality, the openness, mutual transparency,and total trust required by

the yoga of union make it an ideal discipline to bring the negative emotions to
awareness and transform their poison into the ambrosia of enlightened awareness.

Miranda Show:Passionate Enlightenment: Women in Tantric Buddhism (Princeton

U.P.,r994),p.147.

“Hysterica	passio"(激 情)は、King	Lcarの 台詞から由来するのであり、内面に存



在する本来的な熱情が激情となって現れる。上の引用から、この「激情」は、肯

定的にも否定的にもなり得る要素であって、「悟 り」に変容され得る毒である。

“sweep"は 、次の引用が示唆してくれる。

The term dakini eludes precise definition but is translatable as "sky-walker,"
"woman who flies,"or "female sky-dancer,"highlighting the flights of spiritual

insight, ecstasy, and freedom from worldliness granted by realization of
emptiness.(/0rd.,p.38.)

At the end of the elaborate rituals, visualizations, and inner yogas of Tantric

Buddhism, the final states of realization come like a fresh wind sweeping through

an empty sky.(Ibid.,p.97.)

上述 したように、tantrismの思想が、この詩には、濃厚に出ている。モー ド・ゴ

ンとの経験がba“ になって、analogyが 造られた。第二連は、悟りに到らない段階

の煩悩に悩まされている様を謡っている。第四連は、シャクティの眼のように、あ

るいは、中空に住むと言われる根源的にtan cな 鳥の眼のように、現世を凝視する

モー ド・ ゴンの超人間的な眼を示す。

tantrismに よって、イェイツが自我の崩壊に替わる新 しい状況に対応した仮面を

どのような根拠に設定 しようとしたかを、次の引用は不唆している。

Exponents of the tradition also write in depth and with precision about

embodiment, which is understood to be not a "soul" in a "body" but rather a

multilayered mind-body continuum of corporeality, affectivity, cognitivity, and

spirituality whose layers are subtly interwoven and mutually interactive. This
nonessentialist self is seen not as a boundaried or static entity but as the site of a

host of energies, inner winds and flames, dissolutions, meltings, and flowings that

can bring about dramatic transformations in embodied experience and provide a
bridge between humanity and divinity. It is in light of this model of a dynamic,

permeable self without fixed boundaries that the Tantric Buddhist paradigm must

be interpreted. (Ibid.,p.ll.)
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3.“The	Wnd	old	wicked	Man"の tanmcな要素

もう一つの詩 “ThC	Wild	01d	Wicked	Man"の リフレインと第五連にtanmcな 解釈

が可能である。この詩は38年 4月 までに書かれた。前の詩と同時期であろう。第

五連―

'A young man in the dark am I,
But a wild old man in the light,
That can make a cat laugh, or
Can touch by mother wit
Things hid in the marrow-bones

From time long passed away,

Hid from all those warty lads

That by their bodies lay.

Daybreak and a candle-end.

“candle"の語源と考えられるサンスクリットの“candali"「 内なる火」を、こう解

説 している。

one of the reasons for the vigor and viability of rantric Buddhism was its skillful
synthesis of diverse elements of Indian cutture. There was no Indian religious
movement from which rantric Buddhism did not draw something of value.... Most
people simply allow the energy to churn a cauldron of chaotic thoughts and

emotions or dissipate the energy in a superficial pursuit of pleasure, but a yogi or
yogini consciously accumulates and then directs it for specified purposes. This
energy generates warmth as it accumulates and becomes an inner fire or inner heat

(candali) that burns away the dross of ignorance and ego-clinging. (Ibi"d.,p.3l.)

"Tantric yogini" here is a translation of candali (Tib.gtum-mo), which can refer to
a rough or fierce woman, an ardent and passionate woman, or a female Tantric
practitioner who has aroused her own inner fire (Tib. gtum-mo) and helps a male
practitioner to arouse his own. ( Ibid.,p.za7.)
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第五連の解釈に役立つ次の引用は、性と“candali"の 関係を解説 している。

Tantric Buddhist yoga hinges on the belief that negative emotional and cognitive

patterns become lodged in the psychic body in the form of knots and blocks in the

subtle psychic channels. The purpose of inner yogas is to"untie the knots"and

bring all the energy that is released by this process into the central channel that

traverses the body vertically.This energy can then be used to untangle the karmic

knots, clear the pathway of the centrat channel, ignite the inner fire of candali, and

kindle the lights that dawn in inner awareness as the central channel is cleared.

The inner breaths or winds move through the central channel more forcefuily

during meditation in union with a partner....

The relationship between Tantric consorts can at times be volatile, as the contents

of psychic excavation are dredged to conscious awareness. The yogi and yogini

will be aware of the source of these powerful emotions and the need to transmute

them as they arise, instead of responding to their appearance as an occasion to

generate more negativity and create more karmic knots. (Ibid.,p.l47. )

結 	 び

本稿では、これ以上詳述する余裕はないので、結論だけを書いて置く。37-38

年にこれら二篇の詩が書かれたと考えられ、この時期にタントリズムヘの傾斜を

示 したのに、これらの詩のすぐ後の制作と考えられる二篇の詩“Long―legged	Fly"

“The	Statues"で は、禅思想が認められる。これは、何度も拙稿、拙著で述べている。

タントリズムから禅への移行は、発展ないしは深化なのか。その問いは 近の英

文拙著からの次の引用によって答えられている。

From a general Buddhist standpoint it might be said that when in this world you

free your anima from the dark unconscious in the state of Enlightenmeol (Satori)

after the concentration of the mind, Samadhi-in other words the completion of the

tapas exercise, you will find the former Nirvana( Zen Buddhist Nirvana ) in the

epitaph:

Cast a cold eye

On life, on death.
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Horseman, pass by!

要するに、禅は、ヨガ(tan cな 行 )よ りも、一段高い段階の悟 りに達するとい

うことであり、イェイツは、これを理解 したというのが、筆者の結論である。

註

1)		John	Ruskin:■ le	Elemenも of	Drawing,reprint	of	the	1893	ed.(Scholarly	Press,1972).

2)	Comell	U.P.の manu“ript	materialsの 写真版では“Ъat	hysteri∞‐passio■ "と なって

いる。動詞の目的格補語とするよりも、withの 目的語とするのがよい。

イェイツの蔵書で筆者が確認したタントリズムの文献を挙げる。

Avalon,Allhur.,trans.:物 ″″α	οrЙι	σ″ω′ι′bι′αあ″.Luz∝ ,1913.

Avalon,Althur.,trans.:P′j″ο

"燃
οrrα″″α,2	Volumes.Luz“,1914-15.

Avalon,Arthur&Ellen.,t● ns.:〃ッ″″sゎ ″ι	Gοd々ss.Iュ zac.1913.

その他、Tagore,trans.:κ αbj′ 'sPα
"s.Luz鴫

1913.も 入れる。これは、1914年版 もあ

った。

イェイツの詩は、VariOrum	editimに 拠る。

45



“Joy"に いたる“Vacillation''

一 イェイツの詩“Vacinadon''を読む

加 藤 英 治

“Vacination"は、1931年 から1932年にかけて書かれ、初出は、1932年 に出版さ

れた詩集 %οzsル″″応たPι″αPs	α
“
′0`たr	Pο

`″
sで 、 終的に1933年に出版さ

れた詩集 動ιИ″′j″g	Sraj′ α″′0′ル′Pα″sに 収められた、第 I部から第 Ⅷ部ま

での8つのセクションから成る詩である。この詩にも、イェイツのほかの詩と同じ

ように、解釈上の難所が数多くあり、読みとおすことは容易ではないが、必要に

応 じて批評家たちの力を借 りながら、私なりに読みとおしてみよう。

第 I部 では、人 間 は二律背反 のなかで生 きるが 、“A	brand,or	flaming

breath"(line	3)が 現れて、二律背反を破壊するという。そして、肉体は、そのよう

な破壊のときを“dcath"(line	7)と 呼び、心は、“remorse"(line	8)と 呼ぶという。

“remOrse"と は、オルプライ トが指摘するように(Albright	723)、 И	ИsjO″ の言葉で

いえば、「回帰」、すなわち、魂が生前のできごとをそれらが起こった順序で体験

し直 して、それらの原因を突き止め、古い生の痕跡を消す再生過程の一段階を指

すと考えられる (Yeats	226)。 また“A	brand,or	maming	breath"と は、同 じくИ

Иslο″の言葉でいえば、おおよそ神に相当する「天上体」を指すと考えられる

(Ycats	226)。 第 I部は、“death"や “remorsc"が二律背反を解消するのならば、二律

背反的な生のなかで体験 した`10y"(Hne	10)の 存在意義はどこにあるのか、と問い

かけて終わる。

第 Ⅱ部では、第 6行 か ら第 8行 にかけての、“And	he	that	Attis'image	hangs

betwecn/′Γhat	staring	fury	and	thc	blind	lush	leaf/May	know	not	what	he	knows,but

knows	not	gricf''の 解釈が問題である。私たちは、ウェールズの中世ロマンスから

取られた「火」と「青葉」から成る木と、死後、松の木として再生 したといわれ

るギリシャ神話の植物神アッティスヘの信仰との接合のしかたに注意を向ける必

要があるだろう(Albright	723-24;Faulkner	79)。 この木は、燃えあがる「火」、すな
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わち、「超自然の力」と、こんもり生い茂る「青葉」、すなわち、「自然の力」との

せめぎあいの場であり、生の条件としての二律背反を鮮やかに印象づけるもので

ある。またアッティスを奉ずるものたちは、アッティスの故事にならって去勢 し

たといわれるので、“knows	not	grief"と いう表現は、人間的な生からの疎外、すな

わち、`loy"を 含む一切の人間的な感情からの疎外という解釈を許すだろう。ちな

みに、オルプライ トは、次のように述べている。

おそらくイェイツは、去勢者は自然の世界にも精神の世界にも完全には参入

できず、両極の中間に自らを人為的に宙吊りし、至福も哀 しみも知らないと

いうことをいいたかったのだ。(Albright	724)

一方、ラリシーは同じような前提から、次のように、まったく異なった結論を導

きだしている。

至福は、両極の間を蝶のようにできるだけ軽快に往復 しながらときおり味わ

えるものである.… もちろん私たちは、つねに軽快ではいられない。それでよ

いのである。私たちは、私たちがときには不安に苦 しめられることを勇気を

もって受け入れ、無理をしすぎることなく、よりよい日への希望を抱きなが

ら働かなければならない。このような容認と肯定によって、私たちは、存在の

不可避的な断片化の状態を復活の土台に変えることができる。(La ssy	181)

さらに、ラリシーは次のようにいう。

アッティスは、キリストの価値転換を表すニーチェ的ディオニューソスの代

役である。 したがってアッティスの意味を理解することによって提示される

解放は、キリス ト、そして、実際、イェイツによって生の否定と見なされた

他の宗教が提示するもの、すなわち、車輪からの逃亡との類似は、表面的な

ものである。 しかしアッティス的解放は、肯定へのニーチェ的逃亡であり、断

片性や不完全さや二律背反の容認を意味するものである。(Larrtty	181)

そして、ラリシーは、アッティスの像がまさに像であるという事実から、様ざま

な美学的命題が導きだせるともいい、そのような美学的命題の一つが、次のよう

なものである。
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芸術は、完全な統合性への期待を宙吊りにすることによって、すなわち、先

送 り(d“講al)す ることによって生み出される。 (La ssy	182)。

私は、ラリシーとともに、アッティスを二律背反としての生の守護神と見なした

いと思う。したがって、私は、先の引用箇所を、二律背反としての生の守護神アッ

ティスを奉ずるものは、“joy"を 味わことができるという意味に解する。またムー

サたちは、当然、女神でなければならないが、去勢神アッティスは、ここで、ムー

サたちの仲間入りをしているのかもしれない。

第 Ⅲ部は、若者への忠告である。第 1連では、世俗的な欲望の充足を思う存分

追求するがよいが、“AH	women	dote	upon	an	idle	man"(line	5)と いうことを心に止

めておかなければいけないという。“AH	women"と いういいかたにすこし引っかか

るが、これは、モー ド・ ゴンを念頭においての表現のような気がする。詩人は、

モー ド・ ゴンがジョン・ マクプライ ドという、“Easter	1916''の 第 32行によれば、

“A	drunken,vainglo,lous	lout''と 結婚 したとき、「どうして私ではなく、あんな奴と」

と思ったのではないか。モー ド・ ゴンの「裏切り」は、すべての女の「裏切り」に

等 しかったのだろう。 しかしジョン・ マクプライ ドは、1916年 の復活祭蜂起に参

加 し、処刑されたことによって、神話的な英雄の仲間入りをしたのだった。 した

がって、“an	idle	man"と は、英雄的精神をそのうちに隠しもっている男かもしれな

いのだ。

第 1連において、世俗的な欲望の充足の追求に寛容な態度を示したにもかかわら

ず、第2連では、それを翻 して、生の条件としての二律背反を忘れさせる世俗的な

欲望の充足の追求を放棄 し、死への準備をせよという。そして英雄的精神をもち、

悠然として死に赴くことができる人びとを満足させられるような作品を40才 まで

に作りあげなければいけないという。「死すべきことを忘れるな」(mement	mori)

とは、中世以来よく知られたキリス ト教の戒めだが、ここで提唱されている「死

への準備」とは、生と死の二律背反に直面せよということで、むしろアッティス

神信仰へ改宗せよと訴えているのだろう。

第Ⅳ部では、はじめて“I"(line	2)と いう言葉が用いられ、詩人は50才を迎えた後

の自分のある体験について語る。それは、ロンドンのとある喫茶店で自分の体が

突然「炎」に包まれたというものである。それは、幻覚だったのだが、それが与
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える■appiness"(line	9)が あまりに大きかったので、20分かそこらのあいだ自分が

祝福を与えられた人間であり、また他人にも祝福を与えられるような気がしたと

いうのである。これは、よく知られた「回想された“happiness"」 という主題であ

る。ここから陰画のように浮かびあがってくるのは、「“happincss''の 不在」という

現実である。第Ⅲ部で、英雄的精神をもち、悠然として死に赴 くことができる人

びとを満足させられるような作品を40才 までに作りあげなければいけないとはい

ったものの、50才を迎えた後も、第Ⅲ部第 14行 によれば、“extravagance	of	breath''

にしかすぎない、つかのまの幻覚に弄ばれていたことへの自嘲が第Ⅳ部から読み

取れるだろう。この自嘲は、二律背反的な生の「全体性」の経験から生まれる“joy"

と比べれば、「炎」、すなわち、「超自然の力」との遅近から生まれる“happineS'は 、

微弱な仮象にすぎないという認識でもあるだろう。

第V部は、私たちを季節によって様ざまな表情を見せる自然のなかへ連れ出す。

詩人は、夏の「陽光」が金色に染めた、空に雲のように浮かんでみえる「青葉」、

そして冬の「月光」が銀色に染めた、嵐にかき乱された「野原」に魅了されなが

らも、責任の意識から、それらから目を離 してしまう。私は、前者と後者の対立

する風景に、第■部の木の「青葉」と「火」の二律背反のヴァリエーションを見

る。ちなみに、アンテレッカーは、次のように述べている。

(「夏の陽光」が「空に雲のように浮かぶ青葉」を金色に染めるときの)木の

緑色の相と、「冬の月光」が目に見えるようにしてくれる木の不毛な「かき乱

されよう」の両者から成る、木の全体像が、「責任」、すなわち、過去の行動

や非行動の記憶や、創造的活動を不可能にする罪悪感を引き起こす記憶によ

って覆い隠されてしまうことがときどきある。(Unterecker	222)

もちろん、第Ⅲ部第3行の“the	sun"と 同様に、ここでの「陽光」も、自然のなか

に開示された「自然の力」、あるいは、世俗的な欲望を示すと考えられるし、「木

の不毛な『かき乱されよう』」は、「超自然の力」の豊かさの逆説的な表現と考え

られるだろう。

自然のなかに開示された二律背反としての生の実相から詩人の目を引き離すの

は、かつて自分がいったことやしたこと、あるいはいわなかったがいってもよい

と思ったこと、しなかったがしてもよいと思ったことへの良心や虚栄心の痛みで

ある。良心や虚栄心は、それらの重さによって、私たちの生の中心の位置をず ら

49



し、私たちの自由な“vacination''を 妨げる。まさしく詩人が、“A	Dialogue	of	Self

and	SouPの 第Π部第 28-32行において、次のようにいっていたことが思い出され

る。

When such as I cast out remorse

So great a sweetness flows into the breast

We must laugh and we must sing,

We are blest by everything,

Everything we look upon is blest.

第Ⅵ部は、3つ の連のそれぞれの 終行において繰 り返される“̀レt	all	thingS

pass	away'"と いう言葉が印象的である。第 1連では、おそらく周王の武によって、

第2連ではかつてバ ビロンやニネヴァがあった地に侍む名前の知れぬ征服者によ

って、この言葉が発せられるのである。

『マイクロソフ トエンカルタ97エ ンサイクロペディア』の「周」の項には、次

のようにある。

前 11世紀、周王の武は軍をひきいて東へむかい、現在の河南 (か なん)省にあ

った殷都の南、牧野(ぼ くや)に おいて殷の軍勢をうちやぶった。殷の第 30代

紺 (ち ゅう)王 は自殺し、周は新 しく王朝をひらいた。

彼らは、何か自分には責任がなく、万物がひとりでに消えていくようにいってい

るが、ほかならぬ彼 ら自身が破壊者だったはずである。たしかに自分の意志で権

力の奪取に向けて行動に踏み切ったはずなのだが、振 り返ってみると、それは自

分の意志ではなかったのかもしれない。無責任といわれれば、そうにはちがいな

いのだが(ア イルランドを征服したイギリス人の子孫イェイツ!)、 結局自分自身も

また消え去るべき万物のうちに含まれているのだ。

このような、いわばマクベス的悲劇 (マ クベスによるダンカン王殺数と王位纂奪

後の彼の死は、チューダー朝成立のための前提条件だったのかもしれないのであ

る)を連想させながら、第3連において次のように歌われる。
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From man's blood-sodden heart are sprung

Those branches of the night and day

Where the gaudy moon is hung.

What's the meaning of all song?

'Let all things pass away.' (lines 11- 15)

この連の錯綜 したイメージと言語を解きほぐすのは容易ではないが、私なりに

試みてみよう。

まず “man's	blood‐ mdden	heart"に ついて。私は、この表現から、征服者たちや兵

士たちが殺害 した敵たち(彼 らは、「歴史」という神に捧げられた生贄だったのか

もしれないのだ)を連想する。このような連想、および第Ⅱ部における死と再生の

植物神アッティスヘの言及、第Ⅷ部における聖テレサの奇跡(腐敗を免れた彼女の

遺体は、“sweet	odours''[linc	4]を 放ち、再生じつつあるというのだ)への言及を踏ま

え、私は、この表現を、「生贄として捧げられた心臓」と解する。

つぎに“the	gaudy	moon"に ついて。これは、「けばけばしい月」か、「華やかで美

しい月」か。そもそもこの月は、消え去るべき「万物」のうちに含まれる自然界

の月か、それとも「存在の統一」を示す神秘的世界の月か。

思い起こせば、第■部のアッティスの神像は、二律背反の木の中央にかけられて

いた。しかし、ここでは、月は、枝と接触しているように見えても、両者のあいだに

は無限の距離があるのである。 したがって私は、“the	gaudy	moon"は 、二律背反と

しての生が断念 しつつも憧れる「不可能性としての存在の統一」を意味 し、“gaudy"

は、「不可能性」の自党のアイロニカルな表出と解する。すなわち、私は、“Tho"

branChes	Ofthe	night	and	day/Where	the	gaudy	moon	is	hung"と いう表現に、「宙吊

り」にされ、「先送り」にされた「完全な統合性への期待」を読み取るのである。

結局、私は、第 3連の 初の3行
― そこで、詩人は、死者に寄 り添いながら、

死者が断念 しながらも憧れた「存在の統一」に想いを寄せ、死者が自らを犠牲に

してこの世界に贈った一本の木について歌っているように思える
一 を、第Ⅵ部

の主要な調子となっている「現象世界の否定」(こ の否定には、リアリティーの世

界のコピーにすぎないと見なされる現象世界のそのまたコピーにすぎないと見な

される芸術の否定も含まれるだろう)にたいする抗議と読む。そして、この対立が

第Ⅶ部のダイアログにおいて明示されるのだと考えるのである。

第Ⅶ部は、「魂」と「心」とのダイアログである。「魂」は、現象世界、すなわ
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ち、二律背反としての生へのこだわりを捨てて、リアリティーの世界、すなわち、

「超自然の世界」を探求せよと「心」に呼びかける。「魂」にとっては、「超自然の

世界」との接触によって自己を浄化し、二律背反としての生から自己を救い出すこ

とが何より優先されなければならないのである。一方、「心」は、二律背反として

の生へのこだわりを捨てることはテーマを失うことであるという。自己を生まれ

ながらの詩人と規定する「心」にとって、おそらくテーマとは、詩のテーマである

ばかりでなく、生のテーマでもあるのだ。したがってテーマを失うとは、たんに詩

が書けなくなるということばかりでなく、生きる根拠を失うことをも意味していよ

う。詩を書 くという行為がイェイツの生のどれほど深い部分に根差 しているかを

私たちは見落としてはならない。

「心」は、ホーマーにならって、「原罪」以外にテーマはないという。『マイク

ロソフ トエンカルタ97エ ンサイクロペディア』の「原罪」の項によれば、「原罪」

は「キリス ト教の用語で、アダムがおかした罪、あるいはアダムから全人類にお

よんだ罪」をいう。また、同じく『マイクロソフトエンカルタ97エ ンサイクロペ

ディア』の「原罪」の項には、次のようにある。

この新約聖書の教えには、ユダヤ教の黙示文学の世界観が影をおとしている。

黙示文学の中には、有史以前に天使の堕落(悪魔の誕生 )があつたこと、つづ

いてアダムとイプが罪に誘惑されたこと、それらによって人間の歴史に混乱

と反抗と苦悩がはいりこんだことを、世界の堕落の原因とするものがある。

「原罪」をテーマとするとは、結局、「超自然の世界」との接触による自己浄化 =「救

済」という理念を退け、「人間の歴史にはいりこんだ混乱と反抗と苦悩」を詩の

テーマにするということであり、またそのような「混乱と反抗と苦悩」、すなわち、

二律背反としての生を背負い、引き受けるということなのだろう。

第Ⅷ部において、詩人は、カ トリックの神学者フォン・ヒューゲルとの違和を突

き詰める。たしかに両者は、聖者たちの奇跡を認め、聖性を敬うという点では、一

致している。しかし、聖テレサをめぐる奇跡の受け止めかたには、決定的な違いが

ある。聖テレサの腐敗を免れた遺体から立ちのぼる“sweet	odours"(line	4)は、復活

しつつある彼女の身体の超自然性を象徴していよう。すなわち、彼女の身体は、完

全な美をもつ霊的な身体に向かって復活しつつあるのだ。ちなみに、第 11行の

“The	lion	and	the	honcycomb''も 、同様な意味を有する聖書中の物語への言及であ
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る。『士師記』14:5-14に よれば、サムソンは、ライオンを殺 したが、後にそのライ

オンの死骸に蜜蜂が巣を作っているのを見て、「食ふ者より食物出で強き者より甘

き物出でたり」という謎をかけたという。

フォン・ヒューゲルは、おそらくこのような復活の理念を疑うことなく受け入れ

ているはずである。霊的な身体ならば、墓のなかにおいて、すなわち(死後の世界

においてもっとも待ち望まれる身体だろうが、詩人にとって、身体とは、死を免れ

ない「混乱と反抗と苦悩」の器としての身体、すなわち、二律背反としての生その

ものでなければならないのではないか。そして「混乱と反抗と苦悩」が偽りの演

技でなく、身体的な真の感情ならば、それは、私たちに“joy"を感じさせるはずであ

る。イェイツ的 “vacillation''と は、そのようにして “joy"へ私たちを導 くもののよ

うに思える。

第Ⅷ部の 終行で、詩人は、フォン・ヒューゲルに祝福を与えながら別れを告げ

る。	しか し、	``with	blcssings	on	you''・ で1ま なく、	``with	blessings	on	your	head''と い

うとき、この祝福の言葉にはアイロニーが含まれているかもしれない。なぜなら

それは、人間の自然的身体の疎外のうえに成り立つキリス ト教的な復活の理念は、

二律背反的な生の全体性の祝福を保証するものではないことを示唆しているから

である。

いまや詩人は、他者を祝福することができる。なぜなら詩人は、自分が祝福さ

れた存在だという確信を手に入れることができたからである。これは、第 1部の

終行で問われた筍oy"の 存在意義を確認することができたことをも意味していよ

う。それは、自分の位置の確認でもあったにちがいない。そのようにして確認 し

た自分の位置から、フォン・ ヒューゲルに祝福を与えることができたのである。こ

の位置とは、逃れることのできない宿命としての詩人という場所である。

*本稿は、日本イェイツ協会第33回大会 (1997年 11月 1日 、梅花女子大学)における日

頭発表にもとづいている。
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「クレイジー0ジ ェイン」詩群について

― 背反から融合を生む絡み合い一

君 島 利 治

1932年 11月 に出版された『調べに乗るかもしれない言葉』に収められている

「クレイジー・ジェイン」詩群を含む一連の詩は1929年 から31年に書かれている。

その間イェイツは肺の鬱血に苦 しみ、またマルタ熱で危うく命を落しそうになる。

医師から一時的にペンを執ることを禁 じられる一方、彼は詩作への欲求に駆 られ

ていたのであるが、実際、詩作に関 しては彼の性的欲求が直接の原因であるとシ

ェイクスピア夫人への手紙に綴っているい
。この時彼は60代半ばであった。確かに

この詩集の重要テーマの一つに性というものが挙げられる。 しかし、彼はそう単

純には割り切れない、もっと複雑な思考を有 していたのではないか。

この詩群の主人公ジェインには、「クレイジー」という形容詞が付されているも

のの、実際には気が触れているとは思えない。確かに歯に衣着せぬ大胆な発言は

凡人離れの感を否めないが、発言そのものには妙に説得力がある。

そしてジェインの心境がイェイツ自身のそれと酷似 していることも容易に推測

される。一連のキリス ト教批判、確かにイェイツもキリス ト教が好きにはなれな

かった。彼の曾祖父、祖父こそ教区牧師であったにもかかわらず、彼はキリス ト

教でいう神よりはむしろ古代ギリシア●ローマの神々に興味を抱いており、またオ

カルティズムや独自の神話体系の確立に努め、それらを集約 して『ヴィジョン』と

いう難解な書を創り出した。ましてやカ トリックに対 してはなおさらである。彼

のキリス ト教嫌いは、1896年のブレイクに関するエッセイの中で「今の教会はキ

リス トを逆さまに十字架にはりつけている」と述べているように、むしろ当時の

腐敗した広い意味でのキリス ト教社会 (こ こでは特にカ トリック)や ダブリンの無

教養者達への嫌悪感に起源を発 している
2)0

このジェインという言わば仮面を通 して、彼女を取 り巻 く二人の男、司教とジ

ャックをイェイツはどのように捉えていたのだろうか。キリスト教が嫌いである

ジェインにとって、司教は好意の対象となるはずもなく、彼女はむしろ彼に憎悪
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さえ抱いている。その憎悪感には彼女の個人的感情が大いに関与している。「クレ

イジー・ ジェインと司教」(I)"の第 1連 において、彼女は、ジャックを「気障」

(coxcomb)呼 ばわりした司教の頭に呪いがかかるようにと願い、さらに第2連で司

教がジャックを破門し、ジャックとジェインの関係を本能に任せた「獣同士のよ

うだ」(Hke	bcast	and	beast)と 喚いたのだと訴える(251)。 言葉巧みに女性に近付い

ては数々の不実を重ねたジャックを「気障」と呼び、格好ばかりで中身のない男

とでも司教は言いたかったのであろう。また、ジャックとジェインを獣呼ばわり

したことも、理性に欠 く行為、すなわち情事に溺れる二人への司教の素直な表現

かもしれない。

彼等二人とは真向から対立する司教の潔癖性、というかキリスト教倫理に基づ

く理性的な生活への固執は、ジェインをジャックから引き離そうとする司教の言

動からも明示される。「クレイジー・ ジェイン、司教と語る」(VI)で 、`L ein	a

heavenly	mansion,/Notin	mme	bul	sty.'(254)と ジェインに忠告 したのは他ならぬ彼

であるし、また、「戒められたクレイジー0ジ ェイン」(H)で、`SO	never	hang	your

heart	upon/A	roaing,ranting	journeyman。 '(252)と 彼ははっきりと彼女を戒めてい

る。極度の理性至上主義を貫く司教の主張も一理あるのだが。

しかし、ジェインはこの司教に腹立たしいほどに我慢できない様子で、彼に対

するジェインの悪態はその醜悪な外見の露呈にまで及ぶ。再び Iを見る。

The Bishop has a skin, God knows,

Wrinkled like the foot of a goose,.

(All ftnd safety in the tomb.)

Nor can he hide in holy black

The heron's hunch upon his back,

But a birch-tree stood my Jack:(251)

司教が老齢であるのは一目瞭然であるが、「ガチョウのような数」と「青鷺のよう

な背コプ」という表現が彼の老齢さを一層際立たせている。ジェインとジャック

の二人を獣同士のようだと罵った彼の外見こそ獣のように描かれている°とは、ま

さに皮肉なことである。「背コプ」とは『ヴィジョン』の月の第26相に出てくる恒

悽 (Hunchback)を 連想させる。しかし、そう解釈せずとも司教の老弱さ、外見の醜

さがかなり強調されていることは確かである。また4,5行 日に渡る息の抜けたh音

の頭韻 (he,hide,holy,hcron's,hunch,hiS)が 、弱々しく醜い司教の姿に一種の滑稽
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さをも醸 し出すと同時に、そうした司教の姿に投げかけるジェインの嘲笑をも暗

不 している。

肉体的には老い衰えてゆくが理性は失われず、むしろ強固になってゆく。ジェ

インはそんな司教を憎んでいる。これは言わば、ジェインという仮面を通 しての

司教に対する詩人の態度として受取ることができる。50代手前辺りから自分の老

いを意識 し始めた彼であるのだから'、 60代半ばに差掛った当時の意識は言うに及

ばない。老いて肉体は見るも無残に衰弱、性欲などは皆無、そのくせ理性ばかり

達者で、自分にはもうその衝動がないことをいいことに「肉欲は不道徳、認めな

い」とキリス ト教倫理を前面に打ち出す頭でっかちな老人一
そんな老人をイェ

イツ自身好むはずはなく、自分はそんな老人にはなりたくないという強い反感が

そこには存在 している。つまり、司教はいよいよ老人として現実に生きてゆかな

ければならないイェイツの生み出した「醜悪的男性像」と命名したい。

次に、もう一人の男、職人ジャックについてはどうであろうか。ジャックは生

前ジェインの恋人であったが、ジェイン曰く、「ジャックは私が処女を捧げた男」

(Jack	had	my	virginity[I,2511)で ある。「クレイジー・ ジェイン、神について語る」

(V)に おいて、ジェインは彼との情交の日々をTHAT	10Ver	Of	a	night/Came	When	he

wOuld,/went	in	the	dawning	light/whether	l	wOuld	or	no;'(253-4)と 振 り返 る。

¶臥T	lover	of	a	night'と はもちろんジャックのことで、そこには情事への関心が暗

示され、来たい時にやって来るということから彼が本能に任せた生き方をしてい

たと読み取れる。司教の指摘 した獣性がまんざら大袈裟な表現ではないことに気

付 く。夜になると密会し、肉欲に任せて体を重ね合い、事が済めば翌朝にはおさ

らば、女の気持ちなど眼中になし。なかなかのプレイボーイ振 りである。

こんなジャックであるのだから、キリス ト教倫理に基づく司教の目からすれば、

その肉体的快楽主義はさらに強調される。ジャックを不潔呼ばわりし、破門へと

導いたのは他ならぬ司教であった。またジャックを「気障」と罵ったのも彼であ

った。	Iの各連 後に来るリフレイン、`r力ι	sο″ ″α″α″′Йι	ωκ爾 ゲ(251)は 、

こういった司教とジャックのことについて歌われている。`solid'と は 初「頭のお

堅い」という意味位で、もちろん司教のことを表 している。 しかし、連が進むに

つれ、この語は次第に意味を転 じ、「樺の木のようにピンと張っていたジャック」、

すなわち肉体的な屈強さへと変わる。またこの「ピンと張っていた樺の木」とは

ジャックの男根をも暗示 しており、それに対 し、第 1連 1行日の「萎びたオーク」

(the	blastcd	oak)と は司教の性的に不能となった男根と捉えることもできる。他方、

`coxcomb'の ほうもプレイボーイを気取っていたジャックを表 していたものが、
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終的には肉体的欲求に背を向けて(も う老齢なので欲求そのものが失われていると

も考えられるのだが )、 理屈を並べ、理性に生きる反面、肉体的な欠陥であるだけ

でなく獣性の象徴でもある「背コプ」を神聖なる黒衣で隠蔽 しようとする洒落気

に囚われた司教こそ、真に格好付けた者であり、真の「気障」になってしまうので

ある。

理性に生きる司教に対 してジャックは本能に生きた。肉欲を邪悪なものとして

排除しようとする司教に対してジャックは肉欲に身を任せ、あるがままを受け止

めた。また老齢、肉体的衰弱を迎えている司教に対 して、ジャックはおそらく若

くして死に、それまで肉体的な屈強さを備え続けていた。これらのことから司教

とジャックは互いに二律背反の関係に位置していることが分る。そのような関係

にある二人のうちジェインはジャックを擁護 している。ジェインはすなわち詩人

の仮面であるから、当然イェイツがジャックを擁護 していることになる。ゆえに

イェイツにとっての司教がこれからの生き方における「醜悪的男性像」であるの

に対し、ジャックこそ詩人の「理想的男性像」と受取ることはできないだろうか。

老齢を意識 していたイェイツは、若さへの憧れ、肉体的活力の存続を切に願って

いた。さらにこれらの詩が性欲に満ちた状態で書かれたとあえて口に出すほど、

性へ意識が大の尾のようにイェイツ自身にまとわりついて離れなかったのだから。

このように、クレイジー・ジェインという仮面を通 して、イェイツはこれら二人

の男について語った。 しかしながら、これらの詩には確かに既述 したような一連

の流れがあるものの、そう一筋縄ではいかぬ点もいくつか見受けられる。

先に述べた通 り、これらの詩は確かに性的欲求によって生れたとイェイツ自身

言ってはいるが、長い闘病生活からくる体力的な衰えと、それに伴う性力の減退

は詩人の意識下において我知れず進行していたに違いない。一時的な病状の回復

により、それを打ち消すほどの精神的な喜びが詩人の中に湧き起こり、それによ

ってこの事実に気が付かなかっただけではないか。闘病中も性欲に満ちていたと

いう詩人自身のコメントも、彼なりの強がりの気がする。そしてこれらの詩を書

いた後、マルタ熱で重篤となって事態は決定的になったように思われてならない。

よって、司教を「醜悪的男性像」として捉えてはいるものの、司教こそ当時のイ

ェイツ自身の投影、言い換えれば「現実的男性像」となる。それはあたかも肉体

的な衰えから来る己の醜い姿を神聖な黒衣で隠蔽 した司教のように、自らの老い

をジャックという理想像で隠蔽 しようとしたイェイツの姿と相通 じる。

性的な若々しさをいつまでも維持 し続けることに躍起になっていたイェイツに
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とって、性力とは詩人であることへのエネルギー、すなわち詩的インスピレイシ

ョンの泉であった。これらの詩を書いた数年後の1934年、68歳の時、イェイツは

友人に自分の性的能力の減退を溢 しており、その友人の勧めでシュタイナッハ法

と呼ばれる回春手術を受けているほど性にとりつかれていた°
。 したがって、ジャ

ックを「理想的男性像」として掲げておくのは無論であるが、司教は当時の詩人

の姿と重なっており、それに自ずと気付いているからこそ、これ以上の老弱、性

力低下は是が非でも避けなければならないという意味において、ここで司教が「現

実的男性像」であると同時に「醜悪的男性像」であるとも捉えてよいと考えられ

る。性的能力の低下から、それを再び高めようと思えば思うほど、実際には空回

りを起こし、その空回りから詩人の心の中には焦げ目ができ、煙がたちこめ、つ

いには炎があがるように、性に対する意識はますます強固になってゆく。司教は

老いを背負ったイェイツが老いを劇化することによって創り出した、まさに老い

としての仮面なのである。

さらにこれらの詩には幾つかの矛盾点も見受けられる。司教とジャックが対極

に位置しているので、ジャックを擁護 しているジェインも司教と対極関係にある

と一見したところでは思われるかもしれないが、実はそうではない。「クレイジー

・ ジェイン、 後の審判の日について語る」(Ш)で彼女は`k)VE	is	al1/Unmtisfied/

That	Can■ ot	takc	the	whole/Body	and	soul;'(252)と きっぱりと宣言 している。肉体

ばかりに固執 していると思われていたジェインのこの発言には多少なりとも驚か

ずにはいられない。愛とは肉体と精神の両義をもって成立するという概念は我々

から見れば当然のことではあるが、あれだけ肉体に固執し続けてきたジェインは、

ここで司教の主張する精神面をも重視 している。

それだけではない。そういった肉体 も精神も満足することのできたジャックと

の日々の想い出にジェインはかなりこだわっており、それが肉体と精神の混在す

る新たな境地へと発展 していることが「クレイジー・ ジェインと職人ジャック」

(IV)か らうかがわれる。

I KNow, although when looks meet

I tremble to the bone,

The more I Ieave the door unlatched

The sooner love is gone,

For love is but a skein unwound

Between the dark and dawn.(253)
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ここでは、アンタレッカーの指摘する
7,、

『ヴィジョン』に言う「夢 幻回想」の

概念が見受けられる。イェイツの劇『骨の夢』における場面を紡彿させ、成仏で

きずにいる男女の霊の眼差しが交わる時、辛い痛みを感 じるという部分
8)が この詩

の 1,2行 日に一致 し、次の2行は `ThOugh	eyCS	Can	meCt,their	HpS	Can	neVCr	meet・
9"

の部分を暗示しているように思われる。5行 目以降はこの場合、ジェインとジャッ

クの恋愛に関してのことで、ジャックの死した今となっては、死んだジャックが

「夢幻回想」の状態で現世へと出てくることによってしか二人の愛は成立 しないと

いうジェインの悟りであり、ここでの `skein	unwound'と は「夢幻回想」、そしてそ

れを司るガイアーと考えられる。これは「 ビザンティウム」における「黄泉の国

の糸巻き」(Hades'bobbin,243)と 同じことを意味すると考えてよいだろう。そし

て次の連 (A10nely	ghOst	the	ghost	is″ hatto	God	shali	come;/1-lovc's	skein	upon

the	gr(ound,/My	body	in	the	tomb一 /	Shall	leap	into	the	light	lost/1n	lny	 ■lother's

womb.253)では、そのガイアーの働きにより、ジェイン自身死 した後も、現世に

現われ出て「夢幻回想」をするのだという彼女の意志が表出される。そこにはジ

ャックとの情交により、肉体的にも精神的にも満たされた日々の想い出が宿って

いるからである。`The	light	lost	in	the	mOther'S	WOmb'と は出生後初めて浴びる地

上の光のことで、現世のメタファを物語っている。「目と目は合っても唇が触れ合

うことは決 してない」かもしれないが、それでもよい。先の「肉体と精神の両方

を持たぬ愛なんか本当には満たされはしない」というジェインの意見を踏まえれ

ば、ただ単に情事の快楽に溺れるというだけではなく、そこに精神的な満足感、安

らぎをも得ていたのであるから。それでもよいから現世に霊となって現れ出、生

前のジャックとの関係を夢想の中で「ひも解 く」のだと願うジェインの心が読み

取れる。それほど、生前のジャックとの情交から得たものが彼女にとって非常に

大きかったことが分る。

また Iに おいて、`blaStCd	Oak'と は司教のメタファとして使用されていると先に

述べ、第 1連でそのオークの本へのところで司教の頭に呪いをかけてやりたいとジ

ェインは言っていた。 しかし、第4連では次のような表現となっている。

And[Jack]bids	me	to	the	oak,for	he

(И ′′ル ′Sαルタ
"Й`わ

″b・ )

Wanders	out	into	the	night

And	there	is	sheltcr	under	it,(251)



ジャックはオークの木の下で永遠の眠 りに就いていることが分る。3行 日の

`shelter'は 2行 日のリフレインから判断すれば、「安全」(safety)を得られる場所、即

ち「墓」(tomb)と なる。但 し、この `sheltcr'と いう語には何の冠詞 (相当語句)も

付されておらず、それを踏まえると「保護」や「庇護」とも取れる。オークの木

の庇護の下、夜になるとジャック(の亡霊 )は さ迷い出てくる。ジャックはそこへ

とジェインを呼び寄せ、そしてジェインとの情交の日々についての「夢幻回想」を

行う。そうした「夢幻回想」が、司教のメタファであるオークの木の下で行われ

るというのは大変興味深いことである。さらには、この場面を不能となった司教

が垣間見ると考えるのも興味深い。肉欲は邪悪なものだと公言 しながらも、見ず

にはいられない性にとりつかれた男のを思い知らされる。また、ここでのジェイ

ンとジャックはあえて不能となった司教に自分達の性行為を見せているとも考え

られる。 しかし、そう考えても、ジェインが述べているように、その情交から得

られるものは肉体と精神の両方を満たす愛であって、司教の主張していた精神の

重要性も当然としてそこに含まれている。何とも複雑で不思議な光景である。

またVに進んでなおも、ジェインは情事に耽っていることが分る。その第 1連 5

行日で、`Men	come,men	go,'(254)と その事実を認めているが、はたして彼女が娼

婦であるのか否かはこれだけでは判断できない。なるほど彼女は数多くの男達と

体を重ねているものの、第 4連 で(I	had	Wild	J¨ k	br	a10Ver;/ThOugh	like	a	road/

・I'hat	rnen	pass	over/My	body	nlakcs	no	moan/1But	sings	On;ル 4′′′力J″gs″ι″lαJ″ j″ Cο′.,

254)と も語っている。結局、この部分から精神的な愛なしで体を重ね合うことは

決して愛には発展 しないことを彼女は結論付けている。多くの男達と精神的な愛

(喜び)な しで体を重ね合っても、己の体はうめくことなく、ただ`И ′′′″
"J′“

″″

j″ Cο′、すなわち運命なのだと歌い続けるにすぎない。この「うめき」と「歌」と

は、セクシャルに捉えればオーガズムに達することができる(無論 `moan'がその証

となる)か、否か(客を相手に鼻歌交 じりにいかにも事務的に事を済ますジェイン

の姿が浮かんでくる)の問題を提示 している。見方を変えれば、「うめき」と「歌」

とは精神的な満足感により自然とうめきが生じてくるという無意識的な動作があ

るのか、あるいは精神の空漠から運命を自分に諭す歌 (リ フレイン)を歌うという

意識的な動作があるのか。またそれらは魂からの叫びか、単に肉体からの叫びか

という問題としても捉えられる。

このようなジェインの肉体を重んじつつも決して精神をないがしろにすること

のない態度は、Ⅵの第2連へと帰結する。
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'Fair and foul are near of kin,

And fair needs foul,'I cried.

'My friends are gone, but that's a truth

Nor grave nor bed denied,

Learned in bodily lowliness

And in the heart's pride.(254- 5)

1行 日のTair	and	bul'と は司教、ジェインの各々が主張してきた精神と肉体で、そ

れは4行 日の `grave'と `bed'、 5,6行 日の■eart's	pride'と `bod‖ y	lowliness'へ と繋

がり、切り離すことのできない「紙一重のもの」(near	of	kin)で あり、ジェインに

とってどちらか一方を取ることは決して不可能なのである。

ジェインは司教が指摘 したほど肉体へとは固執 していないことが分ったが、こ

れらの詩の事実関係についてもう一言触れておかなければならない。それはジェ

インがもうかなりの老齢だということである。Ⅵでジェインは司教に「胸はぺち

ゃんこでだらりと垂れ下がっている、血管ももうす ぐ干からびるにちがいない」

(Those	bieasts	are	nat	and	fallen	now,/Those	veins	must	soon	be	dry;254)と 言われて

いる。それから何よりまして「老いたクレイジー・ ジェイン、踊 り手達を見る」

(VH)で `old'が冠せられ、その内容も若い男女の愛の踊 り(こ れはサ ド●マゾキズ

ム的でもある)ゆ をジェインはただ眺めるにすぎない。本来ならば自分がその踊り

手となって愛 しいジャックとの交わりを願うのだけれども、老齢のためにもう踊

ることはできない。そんな欲求不満な状態か ら生 じた「象牙色の像」( Ory

image)、 すなわち「夢幻回想」に耽る彼女の姿と受け止められる。これはもう、

オークの木の下でのジェインとジャックの情交の場面を垣間見ている司教の状態

とほとんど変わりはない。ただし、司教に無い物強請 りをするかのように性的欲

求があったかどうかは謎として残るが。

しかし、性的欲求は別にしても、司教が完全に肉体を排除 していたとは言い切

れない。	Iに おける「お堅い男と気障男」のところで述べた通り、司教は精神(理

想 )に 生きる身でありながら肉体的な外見を意識 し、背コプを黒衣で隠蔽するとい

う行為を行っている。先程述べたⅥのところでも、ジェインの乳房について自ら

発言 してさえいる。一般的な見方をすれば、司教は実はジェインに気があり、で

きることなら彼女と交わりたいと思っていたが、聖職者としてそれは叶わず、な

らばせめて聖職者としての立場を悪用して、ジェインとジャックの関係に横槍を
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入れてやろうと思いながら年を取っていたのかもしれない。こう考えると、司教

とは真の聖職者とは到底言えず、むしろ単なる偽善者にすぎない。

ジャックはジェインにとって屈強な肉体 (性力)を有する唯一の愛する対象であ

った。司教にとっては野蛮極まりない対象であり、ジェインを寝取られたという

逆恨みも助け相当な嫌悪感を抱いてはいるものの、その一方で彼の肉体を羨望の

対象としていた。つまり二人にとってのジャックは憧れの対象と言うことができ

る。司教とジェインに関しては、一見相反する中に自分と同じ面を見出したり、否

定する側面が実は自分にも存在していたりと、つまり、二人は自分の中に相手を

見、相手の中に自分を見い出していた。またジェインは『ヴィジョン』で提示さ

れる死後の世界に関する悟りをも得ている。肉体と精神の絡み合い、理想と現実

の絡み合い、さらには現世と来世との絡み合いが激 しく成され、二律背反どころ

ではなく、この二人の登場人物は三位が非常に複雑に絡み合って一体となってい

る。その一体となった姿こそ当時の詩人の姿であり、イェイツ自身の内面におけ

る非常にアンビバレントな状態と解することができるのである。

「クレイジー・ジェイン」詩群はイェイツ自身も言っている通り、一見すると風変

わりな詩に受取れる。しかし、それは気が触れたような作品では決してない‖)。

老

いという問題、そこから感じた死への恐怖という問題 (後にマルタ熱で死神の手招

きを受けてしまったことを思い出したい )、 この二つの問題から生じたこれら二人

の登場人物の絡み合いの中に、言い換えれば、自分の周りにひじめき合う二律背

反としての葛藤の中から一つの融合体を作り出そうとする過程の中に、詩人は自

分自身を曝け出し、もがき苦しんでいるように思われてならない。これらの詩群

は、ジェイン、司教、ジャックといったいくつもの仮面を持つ詩人のそういった

老い、死という問題に対 しての心の動揺がよく表されているのである。

注

※ 本稿は 1997年 日本イェイツ協会第 33回大会における日頭発表に加筆 0修正

したものである。

1)	Nlan	Wade	ed.,動 ι	ιι′
`ι

ぉげ〃a	ttαぉ(London:Rupert	Hart― Davis,1954),P.814

2)	Walter	E.Houghton,`Ycats	and	CFaZy	Jane:The	HeЮ 	in	01d	Age'in	tte′
`″

″a″
““

げ

降 ars(James	Han	and	Ma n	Steinmann	eds.,N.Y.:Comer	B∞ 建 ,1961),pp.331-2.尚 、
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3)

4)

5)

ここでのキ リス ト教とは狭量なカ トリックのことであり、イェイツの道徳観念の

ない芸術に対 してのカ トリックの批判に対抗するものと説明 している。また、こ

こで の 内 容 は 、 W.B.Yeas	Es望

"α
″ ル″ο′

“
αわぉ (bndon:M¨ mman,1961),

pp.137-8.を指 している。

イェイツの詩の引用は全て 動a	Cο′ιιε′ι′′οι″sげ 〃a降″s(N.Y.:Macmillan,

1961)に 拠る。詩題の後のローマ数字は、この詩集内で各詩に付された通 し番号で

あり、2回 目以降はこの番号のみで表 し、詩題は省略 した。各引用部分における数

字はCο′″cr`′ ′οι
"s中

のページ数を表す。

Houghton,p.337.

詩集『責任』のオープニング・ ライムで、イェイッは自分が49歳 になろうとし

ているのにまだ子供がいないことを先祖に詫び、また同詩集のプロローグで孔子

の言葉を引用 しているが、そこに「甚実。吾衰也。」 とある。

Richard	Ellmann,Fο
“
′D“b′

"ι

ぉ(N.Y.:George	Braziner,1987),p.39.

John	Untrectr,И 沢
“
′α'sC“″ιゎИ′′Й

"β“
′たry`αぉ(N.Y■ Syracuse	UP,199o,

p.228.

WBYea“,動ιDたα″′″g	Or″ι	βO"o	in勤
`CO′

た
“
″ Pレッs	Or%a	ttaお (London:

M“mman,1982),pp.440-1.

Ib″ .,p.441.

HaЮld	Bloom,Mια
`s(Oxbrd:Oxbrd	UP,1970),p.405.

ブルームは「ある意味において」と断りをしてではあるが、これらの詩(を含ん

だこの詩集内の詩 )を `Mad	Sonが'と 呼んでいる(Ib″"p.39&)。

０

⊃

　

　

０

9)

10)

11)
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イェイツ、ラブレー、 ジョイス

藤 田 佳 也

大江健二郎は自ら 後の小説と称 した『燃え上がる緑の木』をイェイツの

“Reioice!"と いう言葉で締めくくり、イェイツに対する傾倒を我々に再認識させた

が、一方彼は理論の点ではミハイル・パフチンに対 して一貫して関心を示 してき

た。特に彼が興味をもっているのは、バフチンが主に著書『フランソワ・ ラブレー

の作品と中世・ルネッサンスの民衆文化』においてラブレーのテクス トを材料に分

析を行った「カーニヴァル」という概念である。
りそしてパフチンが注目したその

ラブレーの『ガルガンチュワ物語』『パンタグリュエル物語』を翻訳 したのが、大

江健二郎の師である渡辺一夫であったことは言うまでもない。

そこで本稿では、この様な「カーニヴァル」をめぐる影響関係の輪の一角を埋

めるべく、ラブレーに対するイェイツの言及、更にはイェイツがラブレーと重ね

合わせているジョイスに対する言及を辿 りながら、イェイツのテクス トに見 られ

るカーニヴァル的表現の意味を探ってみたい。

まず 初に、カーニヴァルの概念に関して概観 しておきたい。バフチンは『フ

ランソワ・ ラブレーの作品と中世・ルネッサンスの民衆文化』において、ラブレー

の作品において顕著なカーニヴァルの特徴を説明している。
2)そ

れは次の4つ に整

理することができるだろう。

1.カ ーニヴァルにおいては、見る者・観客と見られる者・演技者との区別がな

い。「カーニヴァルは、芸術と実生活との間の境界線上にある」ともバフチン

は述べている。

2.カ ーニヴァルは、決まりきった日常を踏み外 した生き方、普通の生き方の

逆・裏返 し・あべこべの生き方を示すことで、公式的な不動の世界・あまねく支

配している真理や権威を相対化し、新 しい別な世界の可能性を明らかにする。
3,

3.カ ーニヴァルにおいては、この世界が連続 した一定不変のものというより、

転換 し交替 してゆくものとして考えられる。言葉を換えると、カーニヴァルに

おいては死と再生が常に結びついており、そこには「変化・交替・改新のパ ト

ス」が濃っている。
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4.カ ーニヴァルには常に笑いがあり、その笑いは賛美・罵倒・歓辺・愚弄といっ

た矛盾する意味を同時に備えている。カーニヴァルにおける笑いは陽気でか

つアンビヴァレントなものであり、嘲笑・否定した上で再生させる。それは笑

っている者自身もその笑いの対象となる様な笑いである。

更にバフチンは、社会制度としてのカーニヴァルに対応する、文学の様式として

のグロテスク`リ アリズムに説明を加える。今整理 したカーニヴァルの特徴と当然

重なる部分もあるが、確認 しておきたい。

1.グロテスク・ リアリズムにおいては、物質的・肉体的な力は極めて肯定的な

原理となる。そして物質的・肉体的原理は普遍的・全民衆的なものとして把握

され、世界から孤立 して自分の中に閉 じこもる一切の動きと対立する。つま

り、グロテスク的肉体は肉体以外の世界と区別されていない。強調される肉体

の部分は、穴・凸起・大きく開けた日・生殖器・乳房・男根等、外部に開かれた

場所・肉体自身が世界へ突出する場所である。そして肉体は成長し自分の限界

を超えて行く原理として、セックス・妊娠・出産・臨終の苦悶・飲み食い・排便

という様な行為を通してのみ自らの本質を明かす。

2.グ ロテスク・ リアリズムは、高い位置にあるもの、精神的・理想的・抽象的な

ものをすべて物質的・肉体的次元へと移行させる。この格下げ・下落は、一切

を飲み込むと同時に生み出す原理としての大地と一体化させることを意味す

る。つまり格下げ・下落させつつ殺すのは、新たにより良くより大きな形で生

むためである。別な言葉で言えば、格下げ・下落はアンビヴァレントなもので、

否定すると同時に肯定する。投げ落とすのは単に下方の絶対的な破滅に向か

って落とすのではなく、生殖力のある下層 0受胎し新たに誕生し豊かに生育す

る下層へと投げおろすことに他ならない。「下層は常に季むものである」とバ

フチンは述べている。

3.グ ロテスク・ リアリズムにおいて、排泄物は積極的・肯定的な意味をもつ。

古 くから排泄物は生殖力・肥沃とつながりがあると同時に、大地と身体の中間

にあって両者を親近関係に置くものである。また、排泄物は生きた肉体と死ん

だ肉体の中間にあるものでもある。肉体は生きているときは大地に排泄物を

与え、その排泄物は死人の肉体と同じように土地を肥沃にするからである。バ

フチンの言葉をそのまま使えば、「排泄物は陽気な物質であり、格下げと親 し

みを同時にもっており、その も軽やかな、恐れを知らぬ、滑稽な形式の中に、

墓場と出生を総合 しているのである。」

4.グ ロテスタ・ リアリズムは、現象の特徴をとらえるのに、現象がまだ完了 し
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ていない状態、死や誕生、成長と生成といった段階を選ぶ。「グロテスク・イ

メージの中では様々な形式で変化の両極―新と旧、死するものと生まれるも

の、メタモルフォーズの始まりと終わリーが表現されているのである」とバフ

チンは説明する。

以上がバフチンの述べるカーニヴァルそしてグロテスク・ リアリズムの特徴である

が、バフチンを論 じる際にはこの両者を「カーニヴァル」と総称するのが慣例と

なっているので、以下の文章においてもそれに倣いたい。

今整理 した様なカーニヴァル的特徴は、後期イェイツのテクス トにおいて頻繁

に姿を見せる様になる。
°その も典型的なものは、「クレイジー・ ジェイン	 司教

と語 る」 の第 Ⅲ連 にお ける “bve	has	pitched	his	mansion	in/The	place	of

excrement''と いうジェインの言葉である。ジェインは、古い物を捨て去る排泄の

場所が新 しい生命を生み出す場所でもあると語るが、この言葉には、排泄物の肯

定、死と再生の結びつき、物質性・肉体性ぎ格下げ・下落、再生へとつながる嘲笑

といった、カーニヴァルを構成する要素が凝縮されて表現されている。更に続け

て “…nOthing	can	bc	sole	or	whole/That	has	not	been	rent''と 、恐らくは“solc"に

`∞ul'を また“whole"に `hole'を重ね合わせながら、肉体を精神的・哲学的次元ヘ

と移行させるジェインに、「女性は格下げすると同時に再生させるところの下層の

化身なのである」というバフチンの言葉を思い出しても良いだろう。"

この様なラブレー的表現がイェイツにおいてどの様な意味を持っているのかを

考えるにあたって、イェイツがラブレーに関 してどの様な言及を行っているかを

確認する必要がある。筆者が調べた限りにおいては、イェイツのラブレーに関す

る言及は非常に少ないが、具体的に見てみたい。

『ヴィジョン』において、ラブレーはプレイクと同じ第 16相に分類され、次の

様に説明されている。

In men of the phase there will commonly be both natures, for to be true to phase is

a ceaseless struggle. At one moment they are full of hate - Blake writes of
"Flemish and Venetian demons" and of some picture of his own destroyed "by
some vile spell of Stoddart's"- and their hate is always close to madness; and at

the next they produce the comedy of Aretino and of Rabelais or the mythology of
Blake, and discover symbolism to express the overflowing and bursting of the

mind. There is always an element of frenzy, and almost always a delight in certain

glowing or shining images of concentrated force: in the smith's forge; in the heart;

67



in the human form in its most vigorous development; in the solar disc; in some

symbolical representation of the sexual organs; for the being must brag of its
triumph over its owtt incoherence.o'

特に「途方 もなく成長 した人体」や「性器の象徴的表現」といった部分は、ラブ

レーというテクス トにバフチンが見出したカーニヴァルの特徴と重なるものであ

る。

またイェイッは、劇『白鷺の卵』に関して次の様に書いている。

I am sending you a copy of my very Rabelaisian play The Herne's Egg, but do not

ask me what it means. It disturbed the Abbey board until I withdrew it. An
admiring member had decided that the seven ravishers of the heroine are the seven

sacraments.''

ここで“Rabelaisian''と いう形容詞が、この劇に含まれる性行為の表現を念頭に置

いて用いられていることは間違いない。それはこの劇を賞賛 したアベイ座のメン

バーの1人が恐らくはカ トリックに配慮して、女主人公ア トラクタを凌辱する7人

は7つ のサクラメントを表 しているとしたことからもわかる。

イェイツは、ジョン・ ゴガティーの詩に言及する際にも“Rabelaisian''と いう形

容詞を用いている。“ゴガティーがアイルランド自由国成立後、ゲリラ達に連れ去

られた事件について述べた後での言葉であるが、ここで示唆されているラブレー

と政治との関係については、更に明確な例が見出せる。

ディングル半島の西端に位置するプラスケット諸島で育ち、コネマラで民間の

護衛兵を務めるモーリス・オサリヴァンの自叙伝的物語を賞賛する書評をイェイツ

は書いているが、
9'そ

の中で同じくプラスケットで生まれダプリンで生活するある

人物が広めた詩に関 して“Too	Rabelaisian	to	please	the	cyc	Of	Government''と いう

叙述がある。この叙述から、反政府・反権力的なものとしてのラブレー、という図

式がはっきりと見えてくる。またこの書評の後半部分には次の様な言葉が見られ

る。

Much modern Irish literature is violent, harsh, almost brutal, in its insistence upon

the bare facts of life. Again and again I have defended plays or novels unlike
anything I have myself attempted, or anything in the work of others that has given
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me great pleasure, because I have known that they were medicinal to a people

struggling against second hand thought and insincere emotion.

恐らくこれは主にジョイスを意識 しての言葉であると思われる。この様にこの書

評においては、ラブレーとジョイスが反体制というキーワー ドで結びついている

が、更に明確にイェイツが両者を結びつけている箇所がある。

上院議院での版権に関する議論の中でジョイスの『ユリシーズ』に話が及び、当

時上院議員を務めていたイェイツは次の様に発言 している。

I	anl	not	going	to	defend	Janles	Joyce.	It	is	a	very	difficult	question.	Has	the

senator	ever	looked	into	Rabelais?	Rabelais	is	looked	upon	as	one	of	the	greatest

■lasters	of	the	past,	and	what	is	to	be	said	of	Janlcs	Joyce	nlay	be	said	of

Rabelais.10)

ラブレーとジョイスを結びつけているのが、前述 したカーニヴァル的な特徴であ

ることは確かである。その様な特徴をジョイスに認めていたからこそ、カトリッ

クの新興市民階級が多数派を占める議会において、ジョイスに対する評価を曖昧

にせざるを得なかったといえる。1934年以降ソヴィエ ト作家会議は『ユリシーズ』

を「ウジ虫でいっぱいの糞である」と批判 した。そのためバフチンは『フランソ

ワ・ラブレーの作品と中世・ルネッサンスの民衆文化』においてジョイスの『ユリ

シーズ』に言及することができなかったが、そういった政治的状況がなかったな

らば、恐 らくバフチンもジョイスとラブレーの類似性に触れていたであろうと思

われる。
日,ま たイェイツは手紙において、ラブレーとジョイスに関して “Joy∝ never

escapes	frorn	hisく[〕 atholic	sense	of	sin.	Rabelais	seems	to	escape	from	it	by	his	vast

energy.''1カ と述べているが、イェイツが考えていたジョイスとラブレーの差異が窺

えると同時に、両者が反カ トリックという点において結びついていることにも注

目すべきである。この点に関 しては後述するとして、イェイツがラブレーと重ね

合わせているジョイスに対する言及を更に概観しておきたい。

イェイツとジョイスというと、イェイツの40才の誕生日に“You	are	too	old	br

me	to	help"と ジョイスが言ったという、恐らくは虚構の裏話が有名である。
[3,実

際

はというと、イェイツはジョイスが仕事を得られるようにと活動 したり、“
)第一次

世界大戦中ジョイスが貧困に陥っていると聞きRoyal	Literary	Fundに どの様な書

式で資金の提供を申請 したらよいか自ら尋ねたり、
鉤また Irish	Academy	of	btters
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のメンパーとしてジョイスを推薦 したり(ジ ョイスは、アイルランドを離れている

という状況が変わりそうもないこと、推薦を受ける権利が自分には全くないこと

を理由に断っている)、

16)ま
たある時には、イェイツの三男ジャックは自分と同じ方

法論をもっているとジョイスが語り、ジャックが描いたリフィ河の絵を2枚買って

くれたことを楽しげに手紙に書いたり、
17)と

交流は続いていた様である。

さて、ジョイスに関してのイェイツの言及を見てみると、その新 しさ・オリジナ

リティーを指摘したものが多い。

I think that Mr. Joyce has a most beautiful gift. There is a poem on the last page

of his Chamber Music which will, I believe, live. It is a technical and emotional

masterpiece. I think that his book of short stories Dubliners has the promise of a
great novelist and a great novelist of a new kind. There is not enough foreground,

it is all atmosphere perhaps, but I look upon that as a sign of an original study of
life. I have read in a paper called The Egoist certain chapters of a new novel ft
Portrait of the Artist as a Young Manl, a disguised autobiography, which increases

my conviction that he is the most remarkable new talent in Ireland to-day.'"

His [Joyce's] new story [U/ysses] h the Little Review looks like becoming the best

work he hasdone. It is an entirely new thing-neither what the eye can sees nor

the ear hears, but what the rambling mind thinks and imagines from moment to

moment. He has certainly surpasses in intensity any novelist of our time.'"

I am reading the new Joyce [U/ysses] - I hate when I dip here and there but when

I read it in the right order I am much impressed. However I have but read some

thirty pages in that order. [t has our lrish cruelty and also our kind of strength and

the Martello Tower pages are fult of beauty."'

先にあげた上院における演説 の後半部分 に “I	do	not	know	whether	Joyce's

``lJlysses''is	a	great	work	of	literature.	I	have	puzzled	a	great	deal	over	that	question....

An	l	will	say	is	thatitis	the	work	of	a	heroic	mind。 ''と いう言葉があるが、ジョイス

の新しさの賞賛の裏にその新 しさへの戸惑いが存在 していることも覚えておくべ

きであろう。

ここで注目したいのは、ジョイスに対する言及が政治というコンテクス トにお
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いてなされることが多いという事実である。

I believe him to be a man of genius. Had you not pointed out to me, what I already

vaguely felt, that we could not give our annual prize to another lrishman just now

I would have proposed him for it this year. He has written Dubliners a book of
satiric stories of great subtlety, a little like Russian work, and Chamber Music a
book of verse, a little of it very beautiful and all of it very perfect technically.'"

Hc	had	ncver	anything	to	do	with	lrish	PC)litics,extrernc	or	otherwi〔 x),and	l	think

disliked	p()litics.	He	always	seerned	tO	nle	tO	have	Only	literary	and	philosophic

SyrnpathieS.	TO	SuCh	rnen	the	lrish	at■ losphere	brings	isolation,	not	anti― English

feeling.22)

If he comes I shall have to use the utmost ingenuity to hide the fact that I have

never finished Ulysses. I shall have to hide him from the politicians, who are

scarce ready for his doctrine, while collecting what we have in the way of men of
letters.''

イェイツが『ダブリン市民』を「諷刺」であると言う時、その諷刺の対象として

あるのは主にアイルランドの政治的状況である。イェイツは動af′jsλ	rレ
`sに

お

けるインタビュー記事においても、アイルランドの精神は諷刺という方法でしか

政治的問題を扱うことができないとした上で、ジョイスの作品も 初の小さな叙

情詩集の他はすべて■rish	i籠"に対 しての諷刺でり、その点では他のアイルラン

ドの作家達の作品と同じであるが、ジョイスの場合それが哲学的意識にまで達 し

ている、と語っている。
2)

この様に、ラブレーと重ね合わせたジョイスの中にもイェイツは権力・体制に対

抗する力を見て取る。当時のイェイツにとっての権力・体制とは、カ トリックの新

興市民階級であった。“The	Needお r	Audacity	of	Thought"に おいて、カトリック批

判の後でジョイスに言及があるのは決して偶然ではない。オリヴィア0シ ェイクス

ピアに宛てたある手紙でも、イェイツはカ トリックをテリア大に喩え“…ロツSSes

― that	would	wake	thc	tcrricr	in	earnest"と 椰楡 している。
わ)ま さしくそうした政治

的意味をイェイツは、ジョイスに、そしてジョイスと重ね合せたラブレーに担わ

せていたのである。
2●
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イェイツのカ トリック批判には、様々なコンテクス トがある。イェイツはカ ト

リックを“majority''そ してプロテスタントを“minority''と 規定した上で、北アイ

ルランドのプロテスタントとの将来的な統一のためにも、カ トリック的な考え方

(イ ェイツの議員時代に物議を醸したのは離婚の禁止であった)がアイルランドを

支配 してしまうことに反対している。
″
'こ の様な大局を見据えた政治家としてのイ

ェイツの背後には、カ トリック教会が反パーネル派を扇動 しパーネルの失脚を招

いたことを許すことのできない、私人としてのイェイツが存在 している。ラブ

レーは『ガルガンチュワ物語』において、腐敗 した中世神学、因襲と謀略と狂乱

とに陥ったソルボンヌ神学部、そして陰険な修道士と密謀の城の様な修道院を、巨

人族の哄笑という方法で諷刺した。")バ フチンは『フランソワ・ラブレーの作品と

中世・ルネッサンスの民衆文化』において、ラブレーというテクストに満ちている

カーニヴァル的表現に高い評価を与えることで、暗に当時のソヴィエ ト政府を批

判 した。")そ してイェイツは、アングロ・アイリッシュのプロテスタント・アセンダ

ンシーを抑え大きな力を持ちつつあったカ トリックの新興市民階級に、ラブレー

的イメージそしてジョイスのテクス トを対置させた。それはイェイツが持ち続け

た、唯一絶対のディスクールを拒む姿勢の一つの表れでもあったといえる。
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ジャック・イェイツの演劇作品

― 梗概と寸評による紹介―

河 野 賢 司

:	 はじめに
一

ジャック・ イェイツの略歴

1938年 7月 、豪雨の夕暮れに画家ジャックを訪ねた尾島庄太郎氏は 降αrs	α″′

Jαρα″の中で会見の模様を興味深 く語っている。年齢で評価されぬよう、ジャック

は事典類での生年掲載を拒否したこと、芸術家がたえず変貌 していく例証として

ジョイスの文体を挙げたこと、富豪パ トロンのいるアメリカと異なり、ダプリン

市立美術館は画家たちの寄付作品だらけであること、自分の絵が売れない以上に

戯曲が売れないこと、等々。Terence	de	Vere	Whiteも 、「私は神童 (an	inねnt

prodigy)で はなかったし、神翁 (a“nile	prodigy)に なるつもりもない」という、評

価基準に年齢を掛酌されることを嫌うジャックの発言を引いている。

ジャック・イェイツJack	Butler	Ycats(1871-1957)は 1871年 8月 29日 、長兄W.B.

とは6歳離れた三男としてロンドンに生まれた。正式には父親と同名の「ジョン」

を命名され―
ゴッホの弟テオが息子にヴィンセントと命名した強い絆が感 じら

れる
一

たが、混乱を避けるため愛称ジャックが通称となった。8歳から16歳 ま

で母方の両親のもとスライゴウで成長し、87年に渡英 してロンドンの美術学校に

通い、先輩画学生メアリー・ コッテナム・ ホワイ トMary	Cottcnham	White(通 称

Cottie)と 94年 8月 23日 [ほぼ23歳 ]結婚。97年にダーマス近郊に移り、1905年

6、 7月 には劇作家シングと知り合ってアイルランド西部徒歩旅行を二人で行い、

「マンチェスター・ガーディアン」紙に共同寄稿 した。1910年 [39歳 ]に アイルラン

ドに帰国し、まずウイックロウ州のグレイス トウンズ、1917年 からダブリンに居

住 し、この地で1957年 3月 28日 に逝去した[85歳 ]。 1905年から一貫 して始めた

油彩は、初期のしっかりした輪郭が後期になって渦巻 くような表現主義や絢爛た

る色調に取ってかわり、その神秘的雰囲気は「我々は時間の中に埋め込まれ永遠

に浮遊する」(『死のテラス』〉という彼の信念を反映 している。もっとも、画家とし

ての 初の50年 はほとんど評価されず、晩年 15年間にようやく偉大な画家として
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の認識を得た。他方、1929年から1944年の15年間に9編の戯曲(お よび疑似自伝

的で空想的叙述の小説6編 )を書いており、後期劇作品『ラ・ラ・ヌウ』(1942)は ア

ビー劇場で、『道化の姿勢』(1939)と『砂のなかに』(1949)は ピーコック劇場で上

演された。(主要作品中、僅かにこの3作品がこれまで上演された。)本論の意図

は、画家としてつとに著名なジャックが残した演劇作品を順次概観 して、彼の多

彩な天分の一端を紹介することである。

i:	主要戯曲作品の梗概と寸評

1)『砂のなかに』(′″Sα″′)

序幕「緑の波」(賜ισ″
`″

%αν
`)を

もつ3幕劇。序幕では初老の人物2人が屋根

部屋で「緑の波」の絵を巡って芸術談義を展開。1幕 1場は「ずっと昔の秋の晩」。

病床にある トニー・ラークソン(Tony	Larcson)を、ジョン・オウル ドグロウヴ(John

01dgroVc)が 見舞う。死期の近いことを悟ったラークソンは変わった遺言を依頼す

る。両親も本人もこの町生まれの10歳 くらいの少女を捜 して、波打ち際の砂浜に

棒切れで「 トニー、私たちはいまでもあなたのことを気にかけていますよ(ち ゃん

と思いやっています/し っかり覚えています)」 (TONY,WE	HAVE	THE	C00D
THOUGHT	FOR	YOU	STILL)と書かせ、「積立定期預金」口座を開設 して90ポ ン

ドを入金、娘が21歳の成人になるまで複利で貯蓄して欲 しい、というもの。2場

では、その遺言が約束どおり執行される。市長や市議会議員、編集者が列席 し、市

長の長い弔辞のあと、選ばれた9歳のアリス(Alice)が両親に付き添われて、砂に

言葉を刻む。2幕 1場 は12年が経過。120ポ ンドに増えた積立預金を得た21歳の

アリスは浜辺のホテルに滞在 している。20歳年上 (つ まり41歳 )の宿泊客で馬車製

造業の御曹司モリス(Mauri∝)は彼女に求愛。自分は決して富裕な令嬢ではなく、

両親に先立たれ天涯孤独の身で海外旅行で豪遊 しているだけとアリスが正直に告

白すると、モリスは彼女を抱擁する。二人がいなくなって、メイ ドとお抱え運転

手が登場し、運転手は旅先の体験を聞かせるが、退屈したメイ ドは姿を消す。2場

はさらに10年が経過し、南洋の海岸にモリスとアリス夫妻が世界一周の観光旅行

中。バーで老水夫の歌った「白い手」という悲曲をモリスが回ずさみ、アリスは

例の遺言の言葉を砂浜に書 く。やがてホテル・ボーイの届けた電報には、建設中の

新工場が火災全焼 したとの凶報。全財産を失って落胆する夫をアリスが気丈に励

ます。3幕 1場は前景(2幕 2場 )と 同じだが、長い年月が過ぎている。35歳 くらい

の旅行客に老水夫が延々と昔話を語るが、男はほとんど聞いていない。貝殻売り
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行商人に落塊れたアリスが登場。老水夫は、アリスの不幸な顛末― 電報を受け

た後、夫モリスは発作で急死、葬儀後、一文無しのアリスは島民の好意で住む家

を貫い、細々と生計を立てている一 を物語り、貝殻を高値で買ってやるように

男に勧める。2場は1年後の同じ場面。先ほどの旅行客がまたこの島を訪ね、島の

知事と会見。老水夫は数か月前、アリスは半月前に亡くなったと知事は答える。

男は、この島を独立国家にしたい(すなわち宗主国に対して政 変を起こす)と い

う奇抜な着想を話 し、その実現のためには憲法、軍隊、国旗、自動車道、プール、

美術館、競馬場、図書館が必須だと述べると、その気になった知事は協力を約束。

3場では早速、二人で国旗制定その他、独立国家誕生に向けての条件整備に泥縄式

対策が進行。4場では褐色の肌の地元の恋人が、幸運をもたらすお呪いとして、例

の遺言の文句を砂浜に記す。季節外れの観光客殺到で政変構想に水が差された知

事はうっかり同じ文句を書いた現場を目撃され、治安維持目的で発令した「不法

スローガン禁止令」を自らが破 ったことでピストル自殺を図るが、とめられる。彼

が書いた文字がやがて波に洗われるのを皆がみつめて、幕。

「長い年月」という漠然とした指定が 卜書きに2度あるため、厳密な時間断定は

できないが、少なくともアリスが9歳から死ぬまで、一人の人間のほぼ一生に相当

する長い時間推移がこの劇では扱われ、たくさんの死が登場する。遺言を残 した

ラークソンに始まり、その遺志を果たすオウル ドグロウヴ、アリスの両親、アリ

スの夫モリス、老水夫の昔話のなかの船員たちや船長、そして老水夫、 後には

アリス。(島の知事も自殺未遂をはかる。)気紛れな運命、神の摂理に翻弄される

これらの登場人物の生は従属的である。そもそも、物語の発端となった老人の遺

言の意味は何だったのか。打ち寄せる波にすぐ消され、跡形もなくなるはかない

砂文字の形でも、思い出を綴 ってほしいという願い。死後も誰かに覚えておいて

ほしいという執着。だが、結末が暗示するように、(必ずしも老人が期待 した現世

での思い出され方ではないにしても)特定の個人を追悼するコトバは、普遍的な魔

除け儀式に変貌・定着し、遥か南の島の人々の風習として受け継がれて、その不思

議な魔力を顕現させた。「思い出を投げ捨てるため」(toje son	some	memories)書

いたという述懐や、「何びとも創造はしません…芸術家は記憶を集めるのです」と

いう作家の台詞と呼応するものがここにある。序幕の「緑の波」はモネ(Claude

Monet,1840-1926)の「印象 日の出」(`Impression.Solcil	Lcvant')に類似するという

指摘があり、また1幕 1場の遺言の場面は「病床」(`The	Sick	Bed',1950)を 、悲劇

に急展開する2幕 2場は「南太平洋」(`South	Pacific',1937)の 道化た植民地住民と

黒人従僕の絶望的な身振 りの絵を、また戯曲と同時期に制作された「 ピラト総督
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が [責 任逃れに]手を洗 った水盤」(`The	BaSin	in	WhiCh	Pilate	WaShed	hiS	handS',

1951)や「発見」(`Discovery',1953)の絵も不安定な心理状態を描いている点で、戯

曲のもつ主題との比較材料になり得るだろう。

2)『 口封 じ、または告別の辞』(ル`Sル
″
“
″ο′Fαr`″

`′

′̀
S′

``C力
)

1幕 1場は、都会の小さなバーで、4人の男(Hndcrbrand,Maloney,Curtis,Johnmn)

が酒を飲んでいる。(寡黙なバーメイ ドは、絵画 `The	Bar'(1925)の伏目がちなメイ

ドを連想させる。)マ ーシャルという男が娘婿の親類筋の船乗 リハーティガン

(Hartigan)を 伴って登場。世界各地を股にかけたハーティガンは、奇想天外な見聞

を面白おかしく語って聞かせる。事業の邪魔をされたと逆恨み しているマーシャ

ルとヒルダープランドが口論となり、マーシャルが店を追い出される。残された

ハーティガンに、饒舌の才能を買ったヒルダープランドが、待合室で顧客相手の

秘書の仕事を提供。2場は2週間後、ヒルダープランドの事務所にハーティガンが

勤務中。訪ねてきた3人 目の顧客 トーンビー(Charles	Tornby)も 巧みな話術ですっ

かり虜にするが、列車の時間が迫って肝心の商用に入れぬまま、彼は慌てて去り、

5万ポンドの金蔓を帰 してしまう失態を演じる。ハーティガンは解雇され、訪ねて

きたジョンソンが不憫がって、彼に伝言係の職を斡旋する。3場は、ジョンソンか

ら大金を銀行に預けるよう命 じられたハーティガンが、街中で水夫に話しかけら

れたすきに二人組に金を強奪される。話才や人柄にジョンソンは魅了されてはい

るものの、この件でやはり解雇になる。2幕 1場は半年後の、別のパーが舞台。前

場での強奪事件の一味の水夫サム(Sam)が ハーティガンの弁舌の天分を見込んで、

私服警官とお喋りすればいいだけの仕事に誘い込む。2場でハーティガンは私服警

官ハーディ(Hardy)の 注意を自分の話に引き込むのに成功するが、警官隊が到着

し、仲間たちが手錠姿で宝石店から出てきて、ハーティガンとサムは逃げ出す。3

場は、数週後の晩。2場で見張役を務め、宝石店襲撃の失敗はハーティガンのせい

と思い込んでいるヒル(Hin)が 、奴を始末すると激昂するのをサムが宥める。街頭

の新聞売り子になって登場のハーティガンは、相変わらず客と長談義。そこヘヒ

ルが拳銃を発砲 し逃走。ハーティガンは頭部を撃たれ即死。駆けつけた警官が客

の事情聴取中に、こっそリサムも姿をくらます。3幕 1場 は、一月半後、『求道者

の架け橋』という降霊会の会場前。女性の祈祷の声が漏れるなか、サムとヒルが

降霊会の終了を待つ。 しばらくして扉が開き、霊媒士スノウィーが登場。参加者

7名 (男 3、 女 4)と一旦休憩後、サム、ヒルとともに会場に入る。2場は、長テー

プルの置かれた薄暗い室内。スノウィーの指示で降霊会が始まる。2人の婦人の切
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望する霊が招かれ、霊媒士の日から声が発せられる。ところが3人目の若い女性の

望む霊が現れず、サムが声色で霊のふりをして喋りだし、ヒルも、射殺 したハー

ティガンの霊を呼んで許 しを請いたいと狂乱 して、座は大混乱。そこへ、頭に血

糊のハーティガンの亡霊が登場 (彼の姿はヒルにしか見えない)。 点灯 し、降霊会

が口述録音機によるいかさまであることを暴露した後、お布施の入 った現金箱を

強奪して、サムは先に窓から逃走。ヒルは亡霊に許 しを請うが、忘れても許 しは

せぬと、ゆらゆら踊る亡霊は告げる。逆上 したヒルは亡霊を撃つが失敗 し、日述

録音機に2発銃撃 して逃走。やがて、警官 1と 大家、次いで警官 2に梶棒で頭を殴

られ逮捕されたヒルが登場。警官 1は事情聴取を大家に行い、間違 った推理(ペ テ

ンがばれた霊媒士がまず逃走、ヒルが口述録音機に1発、参加料を取 り返そうと開

けた現金箱が小銭だけなのに激怒 してまた1発、そして逃走)を働かせる。違法宗

教儀式事件を表沙汰にされたくない大家は、警官の希望をいれ、シャンペン4瓶 と

上等の葉巻の賄賂で揉み消 しをはかる。ところが、実はこの警官二人、仮装大会

に向かう途中の偽者と判明。踊る亡霊をなおも凝視 しつつ、偽警官に肩を抱かれ

てヒルが退場し、幕。

標題のThe	Silencerは 、おそらくハーティガン射殺に使われた戦闘用ピス トル

(parあ enum	pistol)の「消音装置」を指すのだろうが、ヒルの台詞「永久に奴のお喋

りを止めさせてやる。奴をおとなしくさせるぜ。(Pll	silencc	him。 )」 (231)の「殺 し

屋」の意味、さらには独演会よろしく一方的に喋りまくって聞き手を「沈黙させ

てしまう」ハーティガンの役割の3つの意味が重なっているように思われる。前半

部分はハーティガンの饒舌・雄弁のなせる悲喜劇を描き、アイルランド人の天賦の

才能がかえって仇となって職を転々とする風刺が読み取れる。一方、彼が自己責

任とは思えない理由で射殺されたのちの3幕から雰囲気が一変 し、インチキ降霊会

の暴露 (こ れは兄イェイツヘの痛烈な批判が感 じられる)と 、本物の亡霊の登場と

いう皮肉、そして大家の警察買収工作、 後は偽警官のどんでん返 し、とまった

くの笑劇に近づいていく。「インチキ降霊会の暴露」の主題を一幕劇で描いたの

が、次にみる『亡霊たち』である。

3)『亡霊たち』(И″αガ″ο″S)

舞台はパリックパラ(Pullickborough)と いう町のホテルの喫茶室。進行係の霊媒

士役はチャールズ(Charlie	Charlcs)と いう小柄で赤毛の五十男。参加者のエヴァト

ン、アルバーマール、スコットらが自己紹介がてら順次、挨拶。エヴァトンは、有

名な亡霊が現れるのは毎年 10月 30日 という新聞記事に気付き、すでに1日 遅れの
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本日31日 では無駄だ、と水を差す。それでも気を取り直 して、リヴィッドが余興

に歌を歌い、挨拶の続きとしてポウラックスやパールベリも意見を述べる。やが

て定刻深夜 12時を期 しての消灯後、亡霊らしき影が通 り過ぎ、再び明かりが点け

られた時、チャールズを除く参加者全員の頭髪が(恐怖の余り)真 っ白になってい

た。実はチャールズは町の理髪屋で、気に入らない連中に一種の復讐をする場と

してこの会を演出したのだった。彼はさらにみんなの髪や髭を自分の赤毛に似せ

て赤 く染める。エヴァトンはウェイターのジミー(Jimmy)に 命 じて、帽子とタク

シーを手配させるが、深夜にタクシーを呼び寄せたので、静かな村の人々は何事

かと起き出し、ホテル前は大勢の野次馬、と彼は報告。意を決 して、6人 はホテル

を後にする。応分のチップを稼いだジミーは、いつしか寝込んだチャールズを外

へ送り出し、亡霊のお面と衣装を持ち、ホテル従業員の若い娘にタイプライター

で物語の続きを回述筆記させる。娘はジミーといちゃつこうとするが、拒まれ退

場。ジミーも亡霊のお面をつけて退場。

`Demon	Barber	of	Fleet	Street'と 呼ばれたSweency	Toddを 何となく連想させる理

髪士チャールズは、客の髪を染色 して個人的怨恨を晴らす場として降霊会を利用

し、その共謀正犯と思われるジミーは、チップをたんまり得ただけでなく、暇を

見て執筆中の小説ネタにこの出来事を借用し、ウェイター・亡霊・作家の3役をこ

なしている。降霊会参加者たちが体現するアングロ・アイリッシュの支配階級を、

理髪士と給仕に代表されるアイルランド人労働者がやっつける「アイルランド喜

劇の冒涜精神」(the	profane	spirit	of	lrish	comedy)の 発露とする解釈 [Krau“ ]も あ

る。出版年は相前後するが、ジャックも観劇 した、兄 W.B.の 動
`″

ο′お″0″ ′力
`

И″グο″―&″
`(Abbey劇

場で1930年 11月 17日 初演)の初演時ないし直後に執筆さ

れた(Purser,53)事実が明らかである以上、兄への鮮明な対抗意識が込められた作

品であろう。

4)『 ラ・ ラ・ ヌウ』(ια	ια	Ⅳοο)

1幕は夕刻の田舎の小さなパブ。見知らぬ客(Stranger)がパブに登場、酒を飲み

つつ店の主人(Publican)と お喋りを交わすうちに、運動競技会帰りに騒雨に遭った

7人の女性の一行 (45歳 の 1人を除き、すべて19歳から26歳 )が駆け込む。一旦雨

が上がり出ていくが、じきにまた降り出し、舞い戻る。落馬で瀕死の重傷の騎手、

交通事故死など、死にまつわるお喋りを彼女たちと二人は続ける。やがて帰 りの

バスに間に合うようにと彼女たちは出かける。2幕 1場は、それから1時間後で、再

び豪雨。相変わらず主人と客が話 し込んでいると、ずぶ濡れの女性たちがまたし
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ても駆け込む。熱いお茶をふるまい、濡れた服を脱いで洗濯紐にかけて乾かす間、

女性たちが干 し草置き場で待機すること客は提案する。2場はその30分後で戸外

は明るい。旅慣れた客が外国や外国語の自慢をし、大地に手を触れれば過去の英

雄たちの息吹が伝わる、風光明媚なこの土地で自分は満足だ、と主人が応じる。乾

いた衣服を納屋の戸口に置くと、むき出しの腕が次々につかむ。囲炉裏を無断拝

借 した隣人スミスには、女王陛下か人魚姫が来たから火を入れたと言って担ごう

や、などと冗談をいう。勝ち気な4番目の女が真っ先に納屋を飛び出す(彼女は店

外へ出たきり、ついに戻らない)。 普通車の運転経験 しかないが、女たちを終バス

に送ってやろうと、スミス所有の トラック(lo“y)を客が借りに出る。エンジンが

かかったり切れたりしたあと、トラックが近づき、やがて低い衝突音が聞こえる。

客は迫り出した樹木に接触 して運転席から投げ出されたのだった。皆が現場へと

び出し、短い間のあと、苦痛も味合わない即死に近い死に方だったことが告げら

れる。カーテンを経帷子にした遺体を主人がパブに搬入。ところが、この期に及

んで、7番 目の女が実は自分は トラックが運転できる(聞かれなかったので言わな

かった)と 宣い、女性たちは去っていく。短い間のあと、2人 (3番 目と6番目の女

)が戻り、途中で人に会ったら事情説明してパブに直行させようか、と聞くと、主

人はスミスがじきに戻るから大丈夫だと丁重に断る。災いの発端になった女性た

ちが参加した運動競技会ポスターを剥がして捨て、椅子にすわると、一行が乗り

こんだ トラックの発進音。夕日が差 し込み、幕。

標題の『ラ・ラ・ ヌウ』は濡れた服を脱ぎ半裸で待っている娘たちについて、裸

が当節流行 しており、イギ リス英語でニュー ド(nude)、 アメリカ人ならヌー ド

(Nood)、 フランス人はル・ニュ(Le	Nu)と 発音すると客が教えたのに、パプの主人

が間違えてラ・ ラ・ ヌウ(La	La	Noo)と 繰 り返し発音 した台詞に由来する(314)。 こ

の作品は登場人物に誰一人として固有名詞が与えられていないことも特徴的であ

る。絵画では「騒雨に会って」(Held	Up	by	a	Shower,1945)が 数人の責婦人が雨宿

りしている光景を描いているし、車内でお喋りに熱中する3人の女性を活写 した

「市電にて」(In	the	Tram,1923)は 、『ラ・ラ・ヌウ』の中の傍若無人ともとれる若い

女性たちの言動を紡彿とさせる。親切心が仇となって事故死する見知らぬ男の運

命のはかなさは、日常の生のなかに死の危険が潜んでいることを如実に物語る。

突然の惨劇はフラナリー・オヨナーFlanneFy	O'COn■ Or(1925-64)の 短編「善人は見

つけがたし」(И	Cο″ ″
“

お″α〃ゎFj″′,1955)の 展開を連想させる。

5)『古い海岸道路』(■`0〃
&α	Rο″)
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1幕 1場は早朝の海岸道路。道路作業員の老人ジョン・ノーラン(John	Nolan)と

ジョン・ ドーラン(John	Dolan)が登場 し、世間話をする。2場では登校途中の22歳

の女教師ジョゼフィーンoosephine)と 11歳の生徒ジュリア(Julia)、 アンプロウズ

・オウル ドベリー(Ambrose	01dbury)と いう法螺吹き男と警官、モリーやクリス ト

ファーという農民、バラッド歌手などが次々と舞台に登場しては去って行 く。2幕

は、同じ場面の夕方近 く。ジョン・ ドワイアー(John	Dwyer)と いう青年が読書中。

歌手のマイケルが話 しかける。やがてアンプロウズとマイケルが悪戯をめぐって

話 し込み、アンプロウズは札束に火をつけて燃やすが、種を明かせば上下 1枚の正

札を除いて、中身は新聞紙という トリックだった。 しかし、その後で正真正銘の

札束を焼却 してみせる。やがて胸ポケットから取 り出した酒入れに別の小瓶の液

体を混ぜて飲み、マイケルにも勧める。二人とも、酔いつぶれたようになり、息

を引き取る。3幕はその翌朝。二人の死体をクリス トファー、郵便配達員、バラッ

ド歌手たちが発見する。ジョゼフィーンとジュリアも気がつき、泣き崩れる。パ

プの主人アンディ・ダウド(Andy	Dowd)や ノーラン、モリーも姿を見せ、毒物自殺

を図ったのだろうと推測する。警官も駆け付ける。

筋らしい筋もないこの作品では、アンプロウズが異彩を放つ。この40歳 くらい

の流れ者は、ある町が局地的地震で吹っとんで巨大な穴があいた、とか、付近の

ビールエ場の爆破で競馬場が水浸 しになり恒例の大障害競馬は中止になった、と

大法螺を吹く「狼少年」である。「人を担 ぐのは二流」(156)の 彼が言うには、「俺

のような天才に必要なのは、諺にもあるように、我が身を広げられる大きなキャ

ンバスなんだ」(155)。 他人をも巻き込む無理心中のような自殺 (と 殺人 )を図った

のは、彼の一世一代の 後の「悪戯」だったのかも知れない。疎外されたアング

ロ・アイリッシュのアンプロウズと、伝統的アイルランド人マイケルが重なり合っ

て死ぬ終末の場面は象徴的である。絵画では、類似 した標題の「キンセイルの古

い草の道」(The	01d	Grass	Road,Kintte,1925)が 、南西部の広大な草原地と寄り添

う恋人を右隅に描いている。

6)『死のテラス』(動ι	Dια″タル″
“
り

1幕 1場は、海辺の石造りのテラス。ピストルを顎に押しあて自殺を図ろうとす

る失業者ナー ドック(Winiam	Nardock)と 、船で浜辺に降り立ったばかりのアンデ

ィ(Andy	Carmichael)と が、冒頭、無言で取っ組み合いを演し、銃が暴発してナー

ドックが倒れる。やがて島へ映画撮影ロケ隊が下船。初の監督作品になる制作者

アンディを応援しようと、女優シーラ(Shella	Del[gaway])が 若手や年配の俳優に台
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詞を暗唱させ、現場の指示を取りしきる。やがて撮影不能の夕間が迫り、ロケ隊

は散会。残されたアンディは、シーラに事情を説明し、ナー ドックの遺書と思 し

き厭世的なメモを発見する。ところが、二人が立ち去ると、射殺されたはずのナー

ドックがやおら起き出し、自らの血糊と赤インクで手摺に「去らば一 絶望の興

行主より」と落書きし、去っていく。2幕 1場 は映画館。撮影完了後のラッシュ試

写会で、興奮気味のシーラがまくしたてる。休憩後、再び照明が落ちた時、ナー

ドック入場。案内人の懐中電灯に偶然、彼の姿が照らされ、それを見たシーラが

亡霊だと思って悲鳴をあげ、場内騒然。ナー ドックは逃走 し、案内人とアンディ

が追跡。2場は映画館の外で、タクシーを拾ってアンディが追尾。3幕は1幕 と同

じテラスに戻る。時間経過は明示されないが、蔦が伸びて古びた感 じが漂ってい

るので、かなりの時間(1年ほど)が過ぎた様子。夕刻のテラスにポー トでやって来

たのは、かつて追跡劇を演じた当事者ナー ドックとアンディの二人。赤ワインと

食料を手に上陸し、祝杯を交わす。ナー ドックは世界中を渡り歩く口達者な遊び

人で、「時間は私には意味がない、時間のなかに埋め込まれ、永遠に漂っているの

だから」とか、「私は、寛大さが染みつき、情愛に浸った、自己中心主義者」で、

名前も「混乱を目的としてでっち上げた」偽名だと宣う。次にアンディの身上話。

ロンドン北部のショーディッチ(Shoreditch)の 新聞販売店の子に生れ、寄宿寮が 10

歳のときに全焼。でたらめな新聞配達のお陰で逆に売上が増え、非購読者から感

謝されて就職を世話され、自販機から投入硬貨が戻ったり、海水浴先で水難事故

にあったのが機縁で救助員の仕事を貰い、海水浴場が火事になると消防団へ、そ

こも火事になると、職業紹介所へ、と「禍福はあざなえる縄の如し」に波乱万丈

の人生を経験 (こ のあたり、『砂のなかに』のアリス、『口封 じ』のハーティガンの

辿った運命を思わせる)。 父親、次いで母親が亡 くなり、遺言で事業を売却 して映

画の道を選び、このロケ地の島に来たが、それも代理店でニース行き切符と間違

えた た め とい う。 ナー ドックの言 葉 を借 りる と「段 取 りは運 泥棒 」

(`Premdeditation	is	the	theif	of	Luck')[111]で あり、運任せに生きるのがよいのだろ

う。「迷信なんだよ、喋るのに言葉を用いるのは」に始まり、「すべての台詞が遂

に途絶える時、すぐれた微香が 後の論評になるだろう、花の香りは黙っていて

も嗅げるにきまっているのだから」で閉じるナー ドックの言語哲学的な台詞や、ア

ンディの歌、猫の話などが続 く。それまで時折、双眼鏡で海を見ていたアンディ

は、シーラがボー トに乗って近付 くのに気付 く。ナー ドックは急いで名刺に「 も

うこれ以上生きられないので、旅立ちます」、アンディも「出かけます。ここで死

にます (I	step	off	here.)」 と記し、2度銃を発砲 し、姿を消す(2度の銃砲は『口封じ』

82



3幕 と同じ)。 しばらく間があり、シーラ登場。2枚の遺言名刺と状況証拠から、二

人が自分への愛を争って、ともに自殺 したのだと思い込む。すっかり悲劇の英雄

的女優の気分にかられて、シーラは我が身の美しさを詩で表現 しようとする。(途

中、ボー トをつないでいた綱が緩み逃げていくのを足で踏み付け、詩作の興奮で

それも忘れてしまうほど。)日 没で暗くなるなか、座り込み、髪から黄色い薔薇を

はずして弄ぶうちに、幕。(ナ ー ドックの言葉通り、薔薇の「すぐれた微香が 後

の論評にな」った。)

これは不可解な劇である。映画撮影を題材に、演技する者を演技する「メタ演

劇」の要素が1幕 にある。2幕と3幕の時間が省略されて、想像に委ねられる部分

が多いが、二人が自分を愛する余り自殺 したとシーラが推測するからには、2幕 2

場の追跡で一旦ナー ドックはつかまって正体がばれ、その後なんらかの形で、シー

ラたちとの親交が続いたと考えるしかない。だが、アンディまで、なぜ偽装自殺

の工作をしてシーラとの遥近を回避するのか、不明確である。

7)『道化の姿勢』(″″′
`烈

山'S	PοS″ο″)

1幕 1場 は、ボザンケット夫人 (Madame	Bosanquet)と クレア・ ジレイン夫人

(Claire	CiHane)の 家の居間。二人は姉妹〔62歳 と60歳〕で、ともに未亡人。甥っこ

のジョニー(Johnnie	CiHane)〔 22歳〕一 父親は偽装倒産で懲役5年の刑期のうち

4年を終えたところ一 、血縁はないが友人の孤児アニー・ ジェニングズ(Annic

Jennings)〔 26歳〕とともに、アルフレッド・クロンボイス(Alfred	CIonbo麟)〔 27歳〕

という、遠い従兄弟の来訪を待っている。彼は、山頂掘削土壌で埋めた峡谷で苺

栽培する事業契約の締結に先だって、親戚筋にあたる両夫人に面会 したい旨、逗

留先のホテルから前日に伝言を届けていた。定刻にアルフレッドが到着 し、挨拶

を交わす。標題の『道化の姿勢』とは、道化が示す 5つ の定型 ― 	「賞賛」

(admiration)「 パ ドバスク」(Pas	dc	Basque:バ レエの横移動ステ ップ)「思考」

(Thought)「反抗」(Defiancc)「決断」(Determination)一 のことで、ほかの活動に

も応用できるという(258)。 実際、この芝居自体が5つの定型に従って展開する。1

幕では、親戚一同がアルフレッドの人となりや豊富な外国体験を「賞賛」して聞

き入る。2幕は相互関係が深まる「横移動ステップ」、3幕 は哲学的な「思索」の台

詞にかなりの部分が占められる(「朝飯 も済ませずに早朝から外へ出ちゃいけな

い、うちへ帰りなさい」と馬上のバーナー ド・ ショーに説教された妙な夢の話をジ

ョニーはする)。 4幕は、狭い共同体のしがらみに「反抗」するかのように、土地

売却金で船旅に出るアニーたちの鉄道駅での様子が描かれる。だがその旅立ちは
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突然の戦争布告の知 らせで延期となり、赤帽たちがアルフレッドから拳銃を取り

上げる。5幕では衛兵 (Guard)が「決然たる態度」で過去の英雄的事柄 (微笑みなが

ら断頭台に上がったロパー ト・エメットなど)について語る。

この戯曲でも、突然の「死」が語られる。2幕でジョニーは、服役中の父親が、

作業中に トラックからの落石を受けて死んだ旨の電報が届いたことを告自する。(

父親は事業が倒産 し、火災保険金目当てに店舗に放火 した咎で獄中にあった。)ア

ルフレッドの台詞「文明っていうものは、流血が必ず しもすべての紛争の解決策

とならないような地点にまで到達 し、しばらくはそこに居座るように思われる。

そのあと、じきにその地点を過ぎてしまい、またしても我々はお互いの喉首を狙

うようになる」(263)や、「決闘がまた流行することは絶対にないだろう。他人を殺

したがる人間は、たった一人 じゃ満足 しないだろうから」「怠惰と貪欲が人間の2

大必需品で、その2つがないとやっていけないんだ」(264)と いうジョニーの台詞

は、劇作家自身の冷徹な人間観を表すものだろう。絵画では、「歌う道化師」(The

Singing	Ciown,1928)が ある。この絵の道化師はJohnny	Patter∞ nと いう実在の人

物で、巡回サーカスを率いて、空中ブランコ乗 り(tra"“ artist)や 裸馬乗 り

(bareback	rider)と しても活躍 した。道化師のもつ悲劇と喜劇がない混ぜになった

性格はジャックを大いにひきつけたようで、「人々に囲まれた道化師」(The	C10Wn

Among	the	People,1932)と 、俯いた「孤独」(Alone,1944)な 道化師の対照の妙、ま

た「大洋の道化師」(The	Clown	of	Ocean,1945)、 「沢山の帽子の道化」(The	C10Wn

of	Hats,1954)も ある。「サーカスの娘」(A	Daughter	of	the	Circus,1923)は 家族サー

カスー座のこじんまりとした公演風景で、右端に道化師の姿が見える。「サーカ

ス」(The	Circus,1921)で は、走る馬上に立つ男の膝上で片足バランスをとる女性

を描いている(こ うした娯楽は、映画『プレイボーイー座』[賜θP′αッらのs,1992.邦

題『 トゥルー・ラブ』]の巡回劇団を想起させる)。 赤い色調の「サーカスのこびと」

(The	Circus	Dwarf,1912)は ロー トレック(Toulou“ ‐Lautrec,1864-1901)風 でもあ

る。

lll	 おわ りに

本発表では、取 り上げられることの稀有なジャックの戯曲作品の全般的紹介に

重点を置いたため、掘 り下げた個別の作品論を展開するゆとりはなかった。戯曲

分析に並行 して添えた関連絵画の指摘や、W.B。 との兄弟関係の機微についても今

後、さらに考察 を深める必要がある。兄弟間の確執への言及 (Cooに,235;
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McCready,429)は 多く、ジャックの内面心理を理解するのに貢献するだろう。梗概

で見たように、「死」の主題が頻出するジャックの演劇作品は、流転する生をめぐ

る形而上的・存在論的意識が根幹にあり、通常の演劇慣例への絶対的無関心、登場

人物の無作為・無目的性、形而上的思弁のために導入された哲学的台詞などは、個

人的親交のあったベケットの初期戯曲の脚色技法を先取 りしているとも評され、

新 しい視点からのジャック研究がこれから要求されることだろう。

テ キ ス トは rた
`Cο

′たcたどP′αッs	OrJαtt	a々αrs(LOndOni	SeCker&WarbuB	1971)

を使用し、引用頁数を括弧で示した。
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特集 :

Seamus	Hcaney以後のアイルランド詩人たち(2)

「イェイツ研究」第27号ではMichael	Hartnett,Medb	McGuckian,Ciaran	Carson,

Paula	Mechanの 4詩人を取り上げてそれぞれ論 していただいた。今年 (1998年 )は

Paul	Durcan,Medb	McGuckianが 来日して、早稲田国際詩人会議とIasil― Japanの大

会でそれぞれの作品の朗読・講演を行い刺激を与えてくれた。詩人としてYeats、

Heaneyと あと数人のみが研究の対象としかならないというような体質は理解はす

るものの、若い詩人たちを含めてもっと幅広 く興味をもっていただきたいという

意 図を もって、第 2回 を企画 した。今 回 は Ellein	Nf	Chuinean“n,Micheal

O'Siadhail,Paul	Durcan,Catha1	0	Searcaighを 取 り上げた。まだこの他にMichael

Davitt,Ca n	Maude,Liam	6	Muirthileな ど多 くの詩人たちがいるが、彼らについ

てはまた別の機会としたい。

(清水重夫)
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ことのは

「唇からよじり出る緑の言葉」

一
エレーン・ニー・フィリャナン試論

大 野 光 子

現代アイルランド女性詩人を語るに際し、通例、第一世代の代表とされるのは

Eavan	Bolandで ある。彼女は、1944年生まれで、外交官の父と画家の母とともに

国外で暮らし、トリニティー・カレッジを首席で卒業後、母校の講師を勤めながら、

1960年代のダプリンでDerek	Mahon(1941-)、 Michd	Longley(1939-)、 Seamus

Hcaney(1939-)、 Brendan	Kenneny(1936-)等 、若 く才能ある詩人たちに混じって、

詩を書き論ずる日々を送った。

しか し、彼女は後年この時代を振り返り、優れた詩人と認められるために「女

性として書 く」ことから疎外され、「名誉男性詩人のような」地位に甘んじなけれ

ばならなかったと述懐している(Anen‐ Randolph,117)。 事実、その後は他の同世代

詩人たちと離れ、フェミニス トのスタンスを選びつつ、精力的に詩集を出し、ア

イルランドにおける暴力と分断の問題をその詩の中に表現するとともに、近代化

の進む国の「都市近郊に生活する女性」の意識を普遍化し、広 くアメリカやヨー

ロッパの女性読者の共感を得た(Anen‐ Randolph,5)。

また、ポーランドは批評活動にも才能を発揮 し、1989年 の「傷の一種一 国民

的伝統の中の女性詩人」(`A	Kind	of	Scar')と 題する自伝的評論は、今や「歴史の

外で」(`Outside	History')と 名を変えて、多くのフェミニズム文学批評集に収録さ

れる古典となっている。メアリー・ロビンソン前大統領が、就任演説においてボー

ランドの詩 `The	Singer'の 後の一行“Finding	a	voi∝ where	they	bund	a	visiOn.''を

引用したのも、この詩が同世代の友人である女性詩人からの献詩だった以上に、

ボーランドの詩への高い評価を示すエピソー ドであった。

このように華々しいボーランドの活躍に比べて、彼女とほぼ同世代の優れた女

性詩人 El16an	NF	Chuillean“ nが、比較的地味な印象を与えてきたのはなぜなのだろ

うか。かねてから筆者には不思議なことに思え、本年 7月 アイルランド西部のリム
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リック大学で開催されたIASIL大会で、幾人かの友人に訊ねてみた。共通する解答

は、彼女の詩自体の持つ難解さや多義性が一般受けするものでなかったため、十

分な読者に恵まれたとはいえないこと、しか し 近になって、再評価の機運が高

まっていること、それでも彼女の詩に対する評論・研究に類するものはまだ多くな

いことであった。その意味で、小論も充分な研究に基づくものとは言い難く、敢

えて試論と題することにした。

II

エレーン・ニー・フィリャナンは、ボーランドよりも2歳年長の1942年生まれで、

作家アイリシュ・ディロンを母に、コーク大学アイルランド語学教授コーマック●

オキリャナンを父に、文学的かつ学問的な刺激に恵まれた子供時代を送った。

コーク大学卒業後は、オックスフォー ド大学でルネッサンス文学を学び、その後

アイルランドに戻って トリニティー・カレッジの教員となった。1966年 にThe

lrish	Timesの 詩部門賞を受賞、その後も教職と創作・評論活動を続け、現在は英文

学科主任教授の地位にある。

エレーン・ニー・ フィリャナンの第一詩集であるИcお &Mο″
“
″
“`s(1972年

に、

アイルランド政府のアーツ・ カウンシルの助成を受けて、Ganery	Prcssか ら2,000

部が限定出版された)は、表紙がMichacI	Kaneに よる男女の裸体や塑像らしきもの

の影を組み合わせた衝撃的とも思える現代的デザインで、冒頭の詩の題 `Lucina

schynning	in	silen∝ of	the	night… 'が示唆するスペンサー風の古典的なイメージと

対立 している。

出版年当時のアイルランド社会における性的表現に対する保守的な態度から推

察 して、このような装丁で行われた限定出版自体が、この詩集の先進性を擁護す

るための方法であったのかも知れない。ニー・フィリャナン自身も、若いころ故郷

の町では「肉体のイメージ」は文字通り鍵を掛けてしまい込まれていたと述べて

いるのだから。(a燿ね
“
λ,575)

さて、`Lucina∝ hynning… 'は、次のような均整ある詩行から始まる。

Moon shining in silence of the night

The heaven being all full of stars

しかし、その直後、詩の世界は予想外の展開を示しだすのだ。
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I was reading my book in a ruin

By a sour candle, without roast meat or music

Strong drink or a shield from the air

Blowing in the crazed window, and I felt

Moonlight on my head, clear after three days' rain.

I washed in cold water; it was orange, channelled down bogs

Dipped between cresses.

The bats flew through my room where I slept safely.

Sheep stared at me when I woke.

Behind me the waves of darkness lay, the plague

Of mice, plague of beetles

Crawling out of the spines of books,

Plague shadowing pale faces with clay

The disease of the moon gone astray. (AM 7)

イギリス詩の伝統につながると見えたものが、アイルラン ドのボッグで朽ち果て

ていく古城のイメージに、そして、おぞましい歴史の連想へと、読者を誘ってい

く。だが、孤独感に満ちた、ロマンチックな月明かりとは程遠いゴシック・ホラー

調の世界に誘われるような詩行の中に、女性的な繊細な感覚を読者は感 じ取るこ

とができる。詩の 後で、話者である「私」は、道の真ん中で身動きもせずうず

くまっている野兎に心を向け、すると「せせらぎの音」が再び彼女の耳に聴こえ

てくるのだ。

ニー・フィリャナンの城は、紛れもなくイェイツの塔につながるものだ。イェイ

ツの塔も`ruin'で あった。だが、彼女の塔においては、イェイツのイメージしたも

のとの違いがむ しろ際立たせ られているとい って もよいだろう。 `Lucina

schynning… 'と 対をなす `The	Lady's	Tower'に おいて、ニー・ フィリャナンの高い

塔は、断崖絶壁にもたれかかって建ち、その灰色の壁は足下を「砂利に被われた

岸辺まで溢れつつ流れる川」に洗われている。そして、「螺旋階段を登った高い部

屋にしつらえられたベッド」脇の小窓からは、「シカモアの木の根が同じ高さにあ

る」のが見えるのだ。

89



崖に寄り掛かる塔は、平原に屹立する軍事用の男性的な塔のイメージと大きく

かけ離れるものだが、この違いがさらに際立つのは、 後のスタンザである。

All night I lie sheeted, my broom chases down treads

Delighted spirals of dust: the yellow duster glides

Over shelves, around knobs: bristle stroking flagstone

Dancing with the spiders around the kitchen in the dark

While cats climb the tower and the river fills
A spoonful of light on the cellar walls below. (SV 11)

女主人がシーツにくるまって安らかに眠っている間に、静が階段を、ちり払いが

棚を、プラシが台所の石の床を、 リズ ミカルに動き、掃除を済ませていく。魔法

にかかったような道具たちの生き生きとした動きは、廃墟の塔の暗さを払ってお

り、思いがけず明るい魔女の使者たちのイメージが浮かび出す。ここには、哲学

者の理想郷より、生活者としての女性の日常があり、願望がこめられているので

ある。

ニー・フィリャナンがルネッサンス文学の専門家であることを考えれば、このよ

うな詩に表れる彼女のフェミニズムとアイルランドの伝統への傾斜の意味はより

大きいものとなると思われる。彼女は、 リムリックの反逆者オブライエンの処刑

の場に居合わせた詩人スペンサーの記述を、無感情に読むことができなかったと

述べる(0滋
“

,571)。 スペンサーの描 く、老いた母が息子の首を抱き、そこから

滴る血を飲み干そうとする狂乱の場面を、アイルランド人の一人として、まして

アイルランド語の話者として、学生時代に強烈な印象とともに受け止め、後年詩

`Waterfan'(AM	ll)に 表現せずにはいられなかったし、言語と文化の問題、さらに

歴史の背後に追いやられた女性の問題を意識せずにはいられなかったと述懐 して

いるのだ。(Cα」′′
`“

れ575)恐 らくは、ニー・フィリャナンにとってのルネッサンス

文学は、自らの想像力の源泉であり、創作上の笞でもあるのだろう。

III

/cな &″ο″
“
″ι″ιs,sた げИ″b“s力 ,7Zι	Rοsι‐Cθ′α″j“″ の三冊の詩集か ら、42の

詩を集めて出版 された ル
`髭`ο

″′Иοッαg`を 、表紙扉は“[The	pOCmS]range	frOm

■leditations	on	l■yth	and	history	to	evocations	of	a	hurnan	landscape	in	which
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preSenCCS	and	abSenCeS	are	apprehendCd	thrOugh	the	aulhOr'S	COnlpleX,	ilnaginatiVe

ViSiOn	and	her	aCCOmplished	craft.''と 紹介 している。実際、次の引用の `Site	Of

Ambush'に 代表されるように、時間と空間、歴史的記憶と個人的体験とが交錯する

ニー・ フィリャナンの詩は、読解が容易ではないと感 じられるものが多い。

Deafly rusting in the stream

The lorry now is soft as a last night's dream

The soldiers and the deaf child
Landed gently in the water

They were light between long weeds

Settled and lay quiet, nobody

To listen to them now. (SV 15)

Na“ationと 題された、夜明けのけたたましい警報の音から始まる第二部で、この

第ニスタンザでは、既に戦いは終わったようだ。なぜなら、ここでは兵士たちも、

巻き添えとなったらしい少年 も、静かに川面に浮かんでいる。戦いの様子は全 く

描かれていなくとも、彼らの沈黙が、戦いの終了と死を表しているのだ。

ニー・フィリャナン論の中で、Peter	Sirrは 、いくつかの詩を例に上げて、それら

が皆非常に劇的な調子の第一行から始まっていながら、その劇的文脈を明確にす

る鍵を読者に与えていないことを指摘 している(453)。 そして、暗号化されたかの

ように思える彼女の表現を、世界と人生を解読するための高度に知的な詩の手法

として高く評価するのであるが、これは視点を変えれば、賛辞であると同時に、彼

女の詩が高度な技法を駆使 し、相当に難解であるとの指摘に同意しているとも見

ることができる。しかし、彼の言葉は、ニー・フィリャナンを“geranium	poet''な ど

と称 して貶める批評家たちに対する批判であり、擁護論として読まれるべきもの

だろう。

実際に、その技法とともに、ニー・フィリャナンの詩の言葉とイメージの秀逸さ

はもっと高 く評価されるべきであろう。例えば、動ι″喀″′
“
θ&″″ο

"の冒頭に

収録された`Pygmalion's	lmage'に しても、歴代の詩人や作家たちに使い古された

かと思われる女性創造のイメージが、Patricia	BOyle	Haberstrohの 言葉を借 りれば

“aWakeningた male	landscape"(116)と なって表出し、独創的で鮮烈な印象を残 して

終わるのだ。
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The crisp hair is real, wriggling like snakes;

A rustle of veins, tick of blod in the throat;

The lines of the face tangle and catch, and

A green leaf of language comes twisting out of her mouth.

男性芸術家によって造られた理想の女性の像が、彼の期待を裏切ってメデューサ

となって動き出し、彼女自身の言葉が緑の長い葉となって、よじれるように彼女

の日から紡ぎ出されてくる。ここには象徴やシンボルとしての女性像から脱 し、

自らの生命を得て、自らの声で語る女性の出現が表現されている。 しかも、その

言葉は自然と一体となって、永遠の命をも暗示 しているかのようようだ。

このようなフェミニズム的表現の背後に、ニー・フィリャナン自身が地道なルネ

ッサンス研究から得た、無名のまま歴史の間に葬られたかに見えていた女性たち

の言葉の再発見と解読がある。彼女の学識が、詩人としての作風を築き、アイル

ランド語の将来への懸念や強い社会意識が、彼女自身の文学研究の手法にも影響

を及ばし、そのような相互関係の中で、ニー・フィリャナンの詩が磨かれてきたの

は疑いのないところだ。

ボーランドが、アイルランド詩にとって今や必要なのは、「文化的統一」という

ケル ト文芸復興以来の国民的幻想との「縁切 り」であり、アイルランドの新たな

文学を豊かにしうるのは新世代の女性詩人たちだと訴えたとき、果 してニー・フィ

リャナンを意識 していたのかは知る由もないが、アカデミズムの中に止まりつつ、

詩作を続ける彼女への評価が今改めて高まるのは、当然のことと思われるのであ

る。
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都会派詩人ミホール・オ・シール

清 水 重 夫

ミホール・オ0シ ールはアイルラン ドではちょっと特異な詩人ではないかと思

う。何よりもダブリンで人生の多くを送ってきた都会的なセンスと、繊細であり

ながら自分の感覚について自信をもっている強い個性を感 じる。彼と 初にあっ

たのは15年前で、当時まだDublin	lnstitute	of	Advanced	Studiesに職を得ていた。2

度ほど彼のpoetry	readingに 行ったことがある。大学の講堂とか、ホテルの地下な

どではなくて、銀行のホール_だ ったり、画廊だったりして、当時としてもちょっ

と違った雰囲気をもっていた。彼の声はやや低めのパ リトンでよく通り、ホール

中に響いていた。

彼にはこれまで詩集をまとめた詩集が 3冊 ある。1冊 目は″α″′Mα″″Jαzz

(1992)で 1978年から1992年まで7冊の詩集からの選集である。2冊目のИF″αgル

Cり (1995)に は4つの詩集がおさめられている。そして3冊 目は0“′Dο

“
わ′θ動

“
(1998)で 5つ の詩集がおさめられている。

その第 1巻の巻頭の詩はHaill	Madame	Jazz!で ある。

Hail!IMadame	Jazz

Worship, hold her a moment in thought.

Femme fatale, she shapes another face,

unveils an idol. O Never-To-Be-Caught,

O Minx beyond this mind's embrace,

Hider-Go-Seeker, M iss Unfathomable,

Demurring Lady playing at chase.

As stars or atoms we turn, fall
towards each other's gravity. I spin
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in your love's nexus, Mistress All.

Once a child of Newton's fallen
apple, I'd the measure of your ways.

My stars, my atoms, are we one?

Mischievous Strategy, Madame Jazzl

Old tunes die in metamorphosis.

Rise, fall, reawakening. I praise.

マダム・ ジャズよ ようこそ !

崇めよ、思いの中に彼女を瞬間でも捉えよ。

危険な魅力を持つ女、彼女はす ぐに別の顔を作り出す、

偶像の姿を表す。ああ、決 して捉えられぬ女よ、

この心が捉えられぬところへ行ってしまうお転婆娘よ、

かくれんぼの大好きな、計 り知れない行動をする婦人よ、

追いかけっこの遊びで、異議を申し立てる淑女よ。

星や原子のように僕たちは回転 し、

互いにその引力の方に落ち込んでいく。僕は

君の愛の繋がりの中で回転を続けるのだ、すべてをつかさどる婦人よ。

かって僕はニュー トンの物語の落ちたリンゴの子どもだったから、

僕は君を計る術を知っていた。

僕の星たち、僕の原子たちよ、僕たちは一致 しているのだろうか?

罪の重い計略だ、マダム0ジ ャズよ!

変身のなかで古い曲は死ぬ。

昇り、降り、また目覚める。僕はあなたを賛美する。
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ここにあるのはジャズという音楽のもつ都会的な、現代的な感覚を表現 しよう

とする詩人の詩である。ジャズの即興演奏の展開を心を研ぎ澄まして捉えようと

する。	トラディショナルなアイルランドの音楽にもこれに通 じる即興性はなくは

ないが、彼の興味はそこにはないらしい。そしてそれをマダム・ジャズと擬人化す

ることによって、セクシュアルな意味あいも加えている。音楽を取り上げ、繊細

な感覚を表現 しながら、言葉での表現に対する瑞々しさと力強さが表れている。

都会的な感覚は次のような詩にも表れている。ダブリンの繁華街グラフトン・ス

トリー トの朝を描いてその雰囲気を十分伝えるとともに、詩人がこの通りをどれ

だけ愛 しているかが伝わってくる。

グラフ トン・ ス トリー トの朝

グラフトン・ ス トリー トが伸びをすると、手足が一つづつ

目覚めていく。宝石店の鋼鉄のシャッターが

ガラガラと上に上がり、さわやかな生生地の香りが

出来立てのパンから

凍る寒さの朝の中をシュッとたち昇り、

そこを通る僕たちを暖めてくれる。レコー ド屋は突然

入祭文のようにリズムを刻み、

忙 しい一日の典礼を始める。

見てごらん!朝食を食べた二人の求婚者たちが

さよならを言うときになって、もっと恋 してしまい、

歩道の縁石のところでキスを、深くキスをする。

静かに僕の通りはその化粧をする。

グラフトン0ス トリー ト、僕の時代の観察者、

目撃者、あらゆる雰囲気を見てきたこの通 りは、

僕に華麗さ、憂鬱さ、そして常に新 しく変わっていく
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人間のカーニバルを捉えて見せてくれる。

たった一人でここを物思いに沈みながら歩いてごらん、

街の中に織り込まれ、名前なんか問題とされず、皆通 り過ぎていく。

夢中になって、独り言を言いながらここをぶらついてごらん、

君は通 りの抒情的な流れの中に姿をくらますことになる。

以上の引用でミホールの詩について基本的な特徴は出ているかと思う。ルイス・

シンプスンはこう説明する。

「 ミホール・オ0シ ールは自分の私的な経験について書 くことから始めて、世

界について書くことなった。彼の詩は、特に愛について語るとき、優しさを

たたえる。これは詩人たちがある感情を表現 しようとして詩を書くことを恐

がってしまっている時代においては特筆すべきことだ。彼は巧みに韻文形式

を作り出しているが、彼が使う言葉は完全に自然に思えるくらい詩の伝える

思想とマッチしている。魅力的な詩人である。彼ほど愛情をもって、日常を、

常に変化する感情や、人との繋がりを書 く詩人を私は知らない。」

ミホール・オ・ シールは1947年 にダプリンで生まれ、中等教育は南の郊外にある

寄宿設備を持ったクロンゴウズ・ウッド・カレッジで受けた。19世紀終わりにジェ

イムズ・ ジョイスが教育を受けた学校である。その後 トリニティ・カレッジ・ダブ

リン、オスロ大学で学位を修めた。専門分野は言語学で、後に トリニティ0カ レッ

ジ、そしてダブリン高等研究所 (Dublin	lnstitute	of	Advanced	Studies)の 教授を歴任

した。その間にι
““

J″gルMや ″ο′
`“

ルls力 などの著作を出版 している。彼はア

イルランド語、及びその文化の復興に興味をもち、そこから学問分野へと進んで

いってその専門家になったが、その一方、試作に深い興味を抱いていた。彼の

初の3詩集はアイルランド語で書かれたもので、島
"′

Mα″α″θ	Jαzzには英訳 した

ものが掲載されている。いまから見るとこの時代のものは習作という感じが強い。

言語との関係についてミホールは以下のように述べている。

僕は言語学の訓練を受けたことを幸せだと思っている。僕にいろいろな意味



合いで多くの手段を与えてくれたのだ。言語の科学的な研究をすることで明

晰さを凝縮させていく態度が培われ、それについては感謝 しているが、それ

だけではない。生き物が、周囲と適合 したり、再構成 したり、成長 したり、脱

皮 したりする見本を示 してくれる一
つまり全てが連続と、変化の面を持ち

それが互いに絡み合っている姿なのだ。長い研究の中でどんな領域を僕が追

求 していても、言語学の訓練の成果がひとつのパラダイムとして大いに役立

っている。勿論言語というものが、今の時代で、哲学から文学理論に至るま

での多くの議論の中心となってきている。この訓練のおかげで、僕はその根

幹を、また意味論的なもつれをわざと問題として 前面に押 し出すことがで

きるのだ。

アイルランド語に対する思いの表れとして彼の詩人としての経歴はアイルランド

語の詩作が始まった。″α′′′権 ″″θ	Jαzzに含まれている 初の3詩集、The	Leap

Ycar(1978),Rungs	of	Timc(1980),Belonging(1982)は アイルランド語の詩集で、そ

れを英詩に翻訳 したものが掲載されている。紙面の都合で紹介はできないが、ナ

イーヴな感性が表現されている短詩が多い。第4詩集 Springnight(1983)か ら英語

の詩集を書 くようになる。 詩集 は The	lmage	Wheel(1985),The	Chosen	Gar‐

den(1990),The	Middle	Vdcc(1992)と 続いていって、彼の詩が発展 していく。アイ

ルランド語の詩作から、英語の詩作に移るきっかけとなったのではないかと考え

られる一連の詩がThe	Chosen	Cardenに ある。その代表としてStrangerと いう詩を

引用しよう。

ミホールは現代アイルランド語の学者として、アラン島に出かけてそこに永い

間滞在 して資料を集めていた。彼の気持ちには、自分にとってネイティヴな言葉

ではないけれども、アイルランド語そしてそれを使用 している人々、その文化に

対 して並々ならぬ思いがあった。言語に対する秀でた才能の持ち主の彼には、そ

の並々ならぬ思いによって人々の一部となりたい、なれるという思いがあったは

ずだが、 後に感じたのは自分がstrangerだ ということであった。

よそ者

自分のルーツを求めた若者として僕はやってきた。
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この土地の至福を表わす次の言葉に気持ちを高揚させながら、

言葉を持たぬ土地よ、魂のない土地よ。

カラフは蒸気船に横付けにされると

濃紺のシャッをきた男たちが耳慣れぬ言葉を大声で喋った。

台所では休暇で戻った娘が

自分の母の喋る言葉から違う言葉に変えて

ロンドンから連れてきた子供たちを叱る。僕がじっと聴いていると

二つの言語のどちらともなじみがなく、得体の知れないもののようだった。

この憧れの土地でも僕はよそ者だったのだろうか ?

僕は言葉の手袋をしてみる。だがまだある

鮮明な物言い、古くからある情緒、運命に対する多少の礼儀。

海にはそれ自身の運命があるのだ。泳 ぐことは

運命に挑戦することだ。理性と意志の申し子の僕は

せいぜいその心持ちの一時的逗留者にすぎない。

それでは本土のことを「外地」と呼んで

この石作りの部屋に入り、その住人となろう。

ハンカチのように狭い畑は岩をどける必要があり、

糞は乾燥させて燃料とし、丸石の壁には漆喰はなく、

靴は子牛の皮で、これらは生き残るための工夫であった。

寡の男の人が僕の来訪を受け入れてくれて、悲しい胸のうちを

この進入者に明かしてくれる。

不器用に、僕は彼の孤独について話すと、

あの人はまだお迎えが来ないんかい?	と近所の婦人が二人尋ねる

ペティコー トをくるりと回転させながら、何であの人はふさいでいるんだい ?

彼女たちは戸日の陽光の中に立って、ふざけて見せる。

ある晩敷石道のところで踊りが始まった。



音楽はなし、ボストンから夏の休みにやってきた女たちが

リールを軽快に踊り、相手を探す。だが男たちは

格子縞のスカー トや日紅にしり込みをして相手を しようとしない

(あ まりに子どもじみていて、僕には御用がない。)

男たちは肘でつっつきあったり笑いを押 し殺 したり。

再びよそ者という言葉が心を過る。僕は反り身になって

身内になりたいと思い、知らず知らずに

変節者の暮 らしを始める。同棲中の愛人となって

僕は接ぎ木の皮、第二の天性を身につける。

これを経て、ルイ0シ ンプスンの言うように、新たに英詩を書くかれの姿勢は、

日常性の中にその感性をぶつけて、そこからでてくるものを紡ぎだしていくこと

になる。詩人としてのその詩作は様々な分野に及ぶから、Springnightの ように春

の宵の情感を謳うものもあれば、Fatherの ように父の老いとその日常の生活での

関わりを謳うことで、父に対する深い愛情を込めるものもある。しかし単に日常

の情景を映しているのでなく、愛というものに裏打ちされた、人間が生きるとい

うことに対する深い思いに繋がっていく。その点で彼は決 して政治的な詩人では

ない。政治的な言辞をそのまま詩の中に書くということは好まない。勿論アイル

ランド人であるから、19世紀から20世紀にかけてアイルランド人たちが味わった

辛酸、歴史的逆説さまざまなことについて、いろいろの思いはするし、詩作の中

にも言及するものはあるけれども、それでも直接的に政治的にはならない。その

意味ではシェーマス●ヒーニーの方がまだずっと政治的だといえる。 後にThc

Middlc	Voiceの中のThree	Rockを 引用しておく。45歳を迎えた詩人が中年として

の自分を取り巻 く状況について書いた詩集である。Three	Rockと はダプリンの南

に見える山(山脈 )の ことである。

スリー・ ロック

僕は窓屋根から朝の風景にじっと見入った。

一直線の寄棟屋根、本々、そして
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スリー・ ロック●マウンテンのなだらかな曲線。

すべてどうやって始まったんだろう?何年もの間

ある詩のことを考えていた。その始まりは

「僕は若いのだから、こう言いたい…」

たくさんいた両親の係累もその 後の人たちが死んでいった。

友人達の娘たちもほとんどが女性になった。

僕の黒髪にも自髪が出てきた。

それでも僕はここにいてこう言う

人生の半ばに立って、僕たちがこの世への到着と

離別に関わっているのはいいことなのだと。蝶番のように、仲介者のように。

スリー・ ロックの支柱が陽の光の中に燈いている。

受け手と送 り手のように。前進することをあおる信号。

仲介者のもつ自尊心と謙遜の気持ちのように。

窓を開けると、そこにはタンポポのグレーの頭が

見え、種子のパラシュー トが従順なそよ風に乗って

未来に向けて漂う。

これからすべてどうやって始まるんだろう?あ の不思議な

漂っているような開放感は。信頼感だ。忍耐なのだ。

ある週末、実験室の助手が

窓を開めるのを忘れる。カビが漂ってきて

微生物の乗ったプレー トに降りて。

フレミングのペニシリンを発明する。偶然のもたらす飛躍だ。

2.
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鬱陶 しい朝にはスリー0ロ ックは姿を見せない。

我々の信号を拾い上げてくれる支柱はあるのだろうか?

僕はその燈きに見せられた瞬間に執着する。

閏年を11回。僕は理解するようになる。

「丘に向かって我が視線を上げよう」と言った時、

年老いた詩編作者が何をしっと見据えていたのかを。

この後 ミホールの詩は生活の経験が増えるにしたがって、友人達 との交流 も、ア

メリカやヨーロッパの国々での交流 もあって展開 してい く。それは別の稿に譲 り

たい。
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自由と孤独

― ポール・ダーカンー

ポール・ダーカン(Paul	Durcan)の詩は、一言では言い表せないほど多様性があ

り、個人的なものから、社会批判的なもの、男女関係を露骨に描いたものまで多

岐にわたり、しかもそれがバラッドや恋歌となって表現されることもあるため、捉

えどころがない面がある。 しかし彼の詩の根底にあるものは一貫しているようだ。

それは自由への希求であり、その代償としての孤独である。自由と孤独が彼の詩

の中でどのように展開しているのかを考察 しながら、ダーカン像に迫りたい。

1944年 、ダブリンに生まれたダーカンは、北アイルランド出身ではないが北ア

イルランド問題を取 り上げた詩を数篇書いている。中でも、「アイルランド1972

年」(“ Ireland	1972")で は凝縮された中に、北アイルランドの悲惨さが語られてい

る。

Next to the fresh grave of my beloved grandmother

The grave of my first love murdered by my brother.

(O llestport in the Light of Asia Minor, p.6l)

立ったばかりの愛する祖母の墓の隣には

私の兄によって殺された初恋の人の墓が立っている

1972年 といえば北アイルランド紛争の真只中であり、この詩はその時に見た墓

のことが淡々と語られている。表向きは詩人の感情が込められていない一風景で

あるが、祖母の墓の隣に眠るのが「私」の兄に殺害された「私」の初恋の人であ

ることから、この情景は平凡なものではなく異様なものものだとわかる。「初恋の

人」がカ トリックなのかプロテスタントなのかはわからない。とにかく何らかの

トラブルに巻き込まれて、兄に殺害されたのである。殺害者が身内である自分の

兄ということで、「私」は初恋の人を失った悲 しみや憤りをどこに向けていいのか

奥 田 良 二
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わからない。おそらく、兄が殺人を犯さなければならないような状況を作った社

会が悪いのだろう。1972年 の北アイルランドでは、このような不条理な状況が日

常化していることを、この詩は露呈 し、詩人はその暴力的な世界に反対し、そこ

から解放されることを望む。解放は、その状態から自由になることを意味し、ダー

カンの「解放」を求める心は、この「自由」を求める心にほかならない。

ダーカンの場合、「自由」は女性に投影されることが多い。彼にとって女性は自

由の象徴であるように思われる。女性は、ダーカンにはない自由奔放さを持ち、自

分に忠実に生きる存在に見える。女性を追い求める詩がダーカンに多いのは、女

性つまり自由を追い求めているからではないだろうか。そして彼の詩には`make

love'と いう表現が頻繁にあらわれる。女性との`make	love'は 、女性を自らのもの

にすること、つまり、自由を手に入れることになり、ダーカンの潜在意識の中で、

女性を通して、自由を得る行為を快楽としてくり返 しているのではないだろうか。

そ して女性 は、ダーカンにとっては自由な発想の源 に もなっているようだ。「胸

を 裏 庭 に しま って お く女 」 (“The	Woman	Who	Kecps	Her	Breasts	in	the	Back

Garden")を 見 てみよう。

Seeing as how it's a male-dominated society

And there is all this ballyhoo about breasts,

I decided to keep my pair of breasts in the back garden

And once or twice a day I take them out for a walk -

(A Snail in My Prime,p.76)

男性支配の社会で

胸のことでこんなに大騒ぎをするのを見るにつけ

私は胸を裏庭にしまっておくことにしたの

それで一 日に一 ,三度は胸を散歩に連れていくの

この詩はインタビューの形をとっていて、胸を裏庭にしまっておく女性という

非現実的な存在を創造 し、胸をときどき散歩に連れていくといったシュールレア

リスティックな世界を構築 している。胸を持ち歩かないのは、胸を求める男性ヘ

の反発であり、ひいては男性が支配する社会への反抗であり、またそこからの女
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性の解放なのである。女性は自由を有し、ダーカンの想像力もその自由な女性を

起点として展開するのだ。彼の詩の一人称は女性であることが しばしばあり、女

性になりきり、考え、行動することで、そこで展開する詩的世界をより自由な空

間へと広げようとする。

女性を扱った詩は、「水」をともなうことが多い。妻の名をとった「ネッサ」

(“Nessa")と いう詩もそうだ。

I met her on the First of August

In the Shangri-La Hotel,

She took me by the index finger

And dropped me in her well.

And that was a whirlpool, that was a whirlpool,

And I very nearly drowned.
' (O Westport in the Light of Asia Minor, p.3)

ぼくは八月一日に彼女に会った

シャングリラホテルで

彼女はぼくの人差 し指をつかんで

ぼくを彼女の泉へ落とした

そしてそれは渦巻きだった渦巻きだった

そしてばくはもう少 しで溺れるところだった

初めてネッサに会ったダーカンは、彼女の「泉」に落ちる。これは激 しく恋に

落ちたということだろう。そしてその泉は渦を巻いていて、「ぼく」はもう少 しで

溺れてしまうほど、彼女の虜になってしまう。渦巻には中心があり、それはネッ

サで、そのまわりを旋回するのが「ぼく」だ。彼女に取り込まれていく様子が、水

の回転を通 して巧みに表現されている。

水はネッサのように激 しい情熱で渦巻くこともあるが、静かにすべてを受け入

れる母親のような存在としても描かれている。それはたとえば「テレサのパー」

(“Teresa's	Bar")に 見られる。

She would lean against the bar and smile through her weariness

By turns being serious and light with us;
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Her eyes were birds on the waves of the sea;

A mother-figure but also a sun-girl;

(Teresa's Bar, p.35)

彼女はカウンターによりかかり疲れた顔で微笑む

ぼくたちの話を真剣に聞いたり軽 く受け流 したり

彼女の日は海の波の上を飛ぶ鳥だった

母親のようでもあるし太陽の娘のようでもある

雨の降りしきる中、テレサのバーでは、「私たち」が何もすることもなく酒を飲

みながら、一日中話をしたりしなかったりして過ごしている。ここでは時間が止

まっているようだ。外では雨の中を、反物屋や警官が忙しく動き回っているとい

うのに、バーの中では、数人の客がじっとし、主人のテレサも何 もすることがな

いので、父や夫のために食事を作ったり下着を洗ったりしている。ここは世間の

喧曝とは無関係な特別な空間なのだ。そしてその中心にいるのが主人のテレサで

あり、けだるそうな彼女は、客にとっては疲れた心を癒す存在なのだ。海の上か

ら鳥が客を見ているようなやさしい日で接する彼女は、まさに海のように大 らか

な母親のような女性なのだ。ここでもダーカンは女性を水に、つまリテレサを海

のイメージでとらえている。そしてこの詩の 終連は、このバー自体が水の世界

であることを明らかにする。

If there be a heaven

Heaven would be

Being with Teresa

Inside the rain;

So let's lock up the bar, Teresa,

Lay ourselves on the floor,

And outside a downpour relentlessly pouring down.

(Teresa's Bar, p.37)

もし天国があるな らば
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天国は

雨に閉ざされて

テレサといっしょにいること

だか らバーを閉めよう テ レサ

ニ人で床の上に横たわろう

外ではどしゃ降りの雨が容赦なく降りつけている

周りが雨の中、テレサといることが天国であるというこの 終連は、バーが雨

という水で囲まれた心地よい解放された自由な世界であることを示す。水はそれ

自体自由に形を変えることができるだけでなく、他者を侵入させない堀のような

ものとしての働きもする。ここでは雨は外界の侵入を遮る水の役目をしているよ

うだ。それはむしろ母親の体内の子宮の中のようであり、そこではすべてが外界

と遮断され、母親に守られる胎児のように、まだ汚れていない状態を表 している

ようでもある。

しか し女性という自由を求め、たとえ女性の子宮という安全な場所に入り込ん

だとしても、それがすべて崩壊 してしまうことがある。そのことをうたった詩が、

一連の離婚の詩の中にある。ダーカン自身、1983年 に妻ネッサと離婚 している。

その時のダーカンが一人称になっていると思われる「破れた結婚への賛歌」

(“Hymn	to	a	Broken	Marriage")で は、別れる際の気持ちを率直に表 している。

Dear Nessa - Now that our marriage is over

I would like you to know that, if I could put back the clock

Fifteen years to the cold March day of our wedding,

I would wed you again and, if that marriage also broke,

I would wed you yet again and, if it a third time broke,

Wed you again, and again, and again, and again, and again:

If you would have me which, of course, you would not.

(The Berlin Wall Cafe,p.37)

親愛なるネッサ	 ぼくたちの結婚生活も終わったのだから

君に知っておいてほしいことがある

時計を十五年前の結婚式の寒い二月のあの日に戻すことができるのなら
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もう一度君と結婚 したい	 その結婚 もだめになったら

それでももう一度君と結婚 したい	 三度目もだめになったら

もう一度 もう一度 もう一度 もう一度 もう一度君と結婚 したい

君さえもらってくれるなら	 もちろんもらってくれないだろうけど

いつまでもネッサに対 して未練の残るダーカンは、時間が戻るならば何度でも

結婚 したいとネッサに伝えようとする。確かにネッサは彼にとってはかけがえの

ない女性で、彼の理想とする自由の象徴のような存在だったのだろう。

自由な妻は、しかし、結婚からの自由をも求めたのだろうか。実際の離婚理由

は明らかではないが、妻の側の心情を吐露した詩もダーカン自身によって書かれ

ている。「 ピエタは終わり」ぐThe	Picぽs	Over")で ある。

The Pietir's over- and, now, my dear, droll husband,

As middle age tolls its bell along the via dolorosa of life,

It is time for you to get down off my knees

And learn to walk on your own two feet.

I will admit it is difficult for a man of forty

Who has spent all his life reclining in his wife's lap,

Being given birth to by her again and again, year in, year out,

To stand on his own two feet, but it has to be done -
Even if at the end of the day he commits hari - kari.

(The Berlin llall Cafe, p.52)

ピエタは終わり	 そして私のひょうきんな旦那様

苦難の道に沿って中年が鐘を鳴らすとき

そろそろあなたは私の膝から降り

自分の足で歩いていくことを学ぶころ

人生のすべてを妻の膝にもたれかかって過ごし

何度も何度も来る年も来る年も妻によって生を与えられた

四十歳の男が自分の足で立つのが

難 しいことはわかるわ	 でもやらなければ

たとえ 後には切腹するにしても
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ピエタは、キリス トの死体を膝に抱いて嘆く聖母マリアの像であるが、そのピ

エタも終わり、四十歳の夫は妻の膝の上から降り、自分一人で生きていくように

妻から言い渡される。妻は夫の一人立ちを求め、自分も結婚生活からの解放を望

む。これは妻の側の言い分になっているが、ダーカン自身の気持ちもあるのでは

ないだろうか。つまり、結婚という束縛からの解放と独立は、ダーカンの求める

自由と一致する。自由なネッサに恋 して結婚 した彼は、自分も自由になったと思

い込んだが、真の自由は一人で生きていくことだと気づき、別れることを決意 し

たのかもしれない。そのことをネッサの口を借りて言おうとしたのかもしれない。

いずれにしろ、自由を求めた結果は、その代償としての孤独を生むことになる。

孤独な心は、「宇宙の中心」(“The	Centre	of	tte	Universe")の 中でうまく描かれて

いる。

Pushing my trolley about in the supermarket,

I am the centre of the universe;

Up and down the aisles of beais and juices,

I am the centre of the universe;

It does not matter that I live alone;

It does not matter that I am a jilted lover;

It does not matter that I am a misfit in my job;

I am the centre of the universe.

(Daddy, Daddy, p.t4)

スーパーでカー トを押 していると

ぼくは宇宙の中心だ

豆やジュースの間の通路を行ったり来たり

ぼくは宇宙の中心だ

1人で暮らそうとかまわない

ふられたってかまわない

仕事が合わなくてもかまわない

ぼくは宇宙の中心だ

女に捨てられた男が一人で買い物をしている時に発する「ぼくは宇宙の中心だ」

とはどういうことだろうか。ダーカンにとってはネッサが中心となり、その渦巻
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きのまわりをダーカンが回っていたのだが、別れてみると、今度は自分が中心に

なっていることがわかる。この詩の男も、一人になって自分が宇宙の中心、つま

り、自分で何でも自由に行える立場にあることを実感 しているのだ。たとえば

スーパーマーケットに行けば、何でも自分の好きなものが自分の判断で欲しいだ

け買えるのだ。そこは も自由を実感できる場なのかもしれない。だが「ぼくは

宇宙の中心だ」という言葉は、自由を表すと同時に孤独をも表 していないだろう

か。

このようにダーカンの詩は、自由を求め、そのあげく孤独になるということの

くり返 しであるように思われる。もちろん彼の作品は、他にも父と子の関係を扱

った一連の詩や、殺人事件を扱ったもの、アイルランドの日常生活の断片を扱っ

たものなどがあり、時にコミカルに、時に辛辣さを帯びて語られる。アイルラン

ド詩の流れから見ると、彼の詩には、イェイツやマル ドゥーンの詩のように、読

み手にある程度の予備知識や背景知識がなければ読みにくいような博識なものは

ない。その意味で気楽に読める詩であるといえる。またイェイツやマル ドゥーン、

あるいはヒーニーよりも、さらに歌として歌うことが可能なほどのリズム感があ

り、反復やリフレインが何度も続 く詩が多く、詩自体が歌い踊っているようにも

感じられる。また語 りも、詩というよりも物語りの回調であり、パブで語られる

気軽な世間話を聞いているような感 じがする。アイルランドの生活をじっくりと

その土地に腰をすえて語る詩人の姿勢は、その音楽性や語 りの性質とともに、ベ

ルファース トの詩人キアラン・カーソンの態度にも繋がる。聖と俗の文化の境界が

取り除かれつつあるこのポス トモダンの時代において、特に俗の文化を自由にう

たい上げ、私的な経験をも詩にし、読み手と共有しようとするダーカンは、あら

ゆる詩の東縛からの解放を目ざす。解放するたびに彼は孤立するかもしれない。

だがこれからも解放と自由を求め続けることによって、アイルランド現代詩の一

つの方向が見えてくるように思われる。
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カハル・オー0シ ャーキーの「帰郷」

棚	 木	イ申	 明

ダブリンヘ働きに出る、あるいはもっと遠いプリテンや北アメリカヘ渡ってゆ

くアイルランド人にとって、しばしば故郷は帰るところではなくて失われた場所、

心のなかで理想化される トポスとなる。個人の物語は、自らが今身をおいている

都市から理想の故郷を振 り返る視点によって語られるのが定石だ。

1910年、アラン諸島のイニシュモアのゲールタハ トに生まれ、28歳のときにダ

プリンヘやってきて以来、公務員を勤めるかたわらゲール語で詩を書きつづけた

マーティン・オー・ ディロィンを例にとってみよう。彼は、「回顧(Cuimhnf	Cinn)」

という詩のなかで、日曜の朝 ミサに出掛ける貧 しいがこざっぱりと装った島人た

ちを思い出し、その「記憶は/わたしが墓場へ行 くまでずっと心のなかで生き続け

るだろう」"(6	Dircan:6)と 書いた。かつて詩人が目のあたりにした故郷の光景は

まるで絵はがきのように記憶のなかに納まっており、アラン島は手のとどかない

非現実の空間へと変貌 している。

他方、ダブリンでの日常生活はこれとは著 しい対照をみせている。詩「悲惨な

時代のなかで(Ar	R6	Dhcar6■ )」 において、「人を欺 く都市」のなかで人生を空費し

ている自分のことを、詩人は、「目の前に囚人/後 ろにも囚人/二人の間に立つわた

しも/他の皆と同じ囚人」(74)と 自嘲する。また、「自責 (01c	Liom)」 という詩では

先祖に対してこう打ち明ける。

Olc liom mar th6caim dibhse,

Ndr chuireas is n6r bhaineas

Is n6r th6gas f6s f6l ,

Nach ndearna mac chun f6naimh

D6r bp6r, ddr n6s, d5r ndfchas. (56)

種を蒔かず刈り取 りもせず/石塀さえ築かぬまま/家系とわれらが流儀、伝統

を/伝えるべき息子さえ残さなんだと/報告せねばねらぬとはなんたる遺憾。
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さらには自分の日常を「とるにたらない無意味な仕事と/引 き替えにもらう紙屑同

然の給金を軽蔑する」(56)と 反省 して、都会の生活の腐敗を呪っている。こうした

詩行から聞こえてくる働哭は、ここではない土地、これではない言語、今ではな

い時間に属 していたはずの自分を絶望的に追い求めようとする詩人の姿を思いお

こさせる。これら二重の意味で本来の帰属を喪失 した彼の詩は、シンプルでセン

チメンタルだが力強い声をもつ。そして、その詩が描き出す世界には、テリー・

イーグル トンが指摘する、アイルランドの田園が「道徳的に腐敗し、イングラン

ドを志向する首都」(23)と 対置されるという図式を読みとることができる。

オー・ディロィンがエグザイルの詩人となったことが今世紀半ばまでのゲール語

を母語とする人々の経験を集約 していたとすれば、90年代の新潮流を代表する

ゲール語詩人カハル・オー0シ ャーキーにとって、都市と故郷はどんな意義をもっ

ているだろうか。1956年 、 ドニゴール州ゴータホーク近郊、エリガル山麓のゲー

ルタハ トに生まれたオー・シャーキーは、リメリックとメイヌースの大学でケル ト

研究を修めた。その一方で、彼は15歳半のときにはじめてロンドンを訪れて以来、

ロンドンとダブリンに住み、さまざまな職種を経験した経歴も持つ。彼が詩を書

き始めた 1970年代には、オー・ディロィンにならって都会生活の孤独や悲惨をと

りあげることが多 く、75年 には じめて出 した詩集は『都市のちっぽけな悲劇

“

防″′″′g`郷
`α

″″

“
)』 と題されていた。詩「旅 (Tria‖ )」 では、詩人は「墓石に

吹く風みたいに冷たい街路」を棄て、「歓待と親切なまごころが暖炉にともる」

(1993:80)ドニゴールヘ帰ろうとする。また、「ロンドン(Londain)」 は、都会生活

が詩人に残 した トラウマを歌っている。

Damnri orthu. N( dhdanfadsa bAbAntacht nios m6

ar theoirici miofara as broinn ti chuntais. Go hifreann

le gach clic- cleaic- ac as cl6scriobh6n Miss Devereaux;

le gach jolly good delineation, pop it up to Dodo or Boremann;

le gach luas staighre, le gach clagairt chloig, le gachditto;

leo sirid go l6ir a d'angaigh mo mh6inse le bliain. Am6rach

pillfidh m6 ar Ghleann an Atha, 6it a nglanfar sileadh an anr6

as m'aigne, 6it a gcuirfear in ifl domh go carthanach

go gcneasaionn goin ach nach bhfdsann fionnadh ar an cholm. (1993: 78)
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ちくしょう。会計課の下腹からひりだされてくる理論とやらにはノもう金輪際

ぺこぺこしないことに決めた。勝手にしやがれ !/ミ ス0デ ヴェローのタイプラ

イターのカチカチ、パチパチ、チッ/「 これでいい、上出来だ、 ドー ドーかボ

アマン君へ提出してくれ」、/エ スカレーターうるさいベルお揃いのスーツ男

たち、/おかげでこっちは一年のあいだにすっかりささくれちまったんだ。あ

した、/グ リァンナナハヘ帰る。破れた夢の膿 も止まり、心も癒えるだろう。

/そ して、みんなは親切心からこう言ってくれるだろう、〃傷は癒えるさ、け

ど、傷跡には毛は生えないよ。

ゲール語のなかにうわついた調子の英語の断片を混在させたところが効果的であ

る。ここに描かれた都市への憎悪は、オー0シ ャーキーがオー・ディロィンの正当

な詩的後継者であることを暗示している。彼は詩「解放者(An	Fua∝allteoir)」 のな

かで、オー・ディロィンをゲール語の解放者と呼び、彼こそは「コトパたちの蜂起」

(1993:186)の 指揮者であって、解放されたコトバたちの特許状は彼の「うたの共和

国に」大切に保管されていると賛美する。「ピカデリー:夕刻 (PiCCadlly:Te¨ht	na

hOfche)」 には、「七つの知恵の賜が/光の舌となって/商業主義の聖霊から滴り落

ちる」(1993:70)ロ ンドンの街角で、ドニゴールの地名の響きを反郷し、自殺 した

詩人たちのことを思いながら、詩のことばの到来を待ちこがれている男が登場す

る。詩語のペンテコス トを待ちわびるこの人物はオー0シ ャーキーの自己投影だ

が、いわば彼は、オー・ディロィンのおかげで詩人として生まれることができたの

である。

オー・シャーキーはこうしてエグザイルの詩人として大都市で詩を書きはじめた

が、定石を破って故郷へ帰り、現在は生まれ故郷の家に定住している。詩人とし

ての彼の評価は、1993年 に出た『帰郷 (″ο″
“
ο″」″g″″β

`′

′aCλ '″α	βλαル)』 とい

う意味深いタイ トルのゲール語/英訳付き選詩集で確立した。都市の生活は詩人の

心に傷を残 したが、彼は、醜い都市の対極に理想化 した故郷を据えるという対立

の構図はつ くらなかった。そのかわりに、彼は都市風景を手なずけてしまう方法

を考えついた。「丘は緑 (Is	Glas	na	Cnoic)」 の 後のスタンザを引用する。

Mar thr€ad caorach 6 gcur chun an tsl6ibhe

t6'n tr6cht ag mdileach

go mishuaimhneach ar na b6ithre seo
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6 Phark Lane go Piccadilly
agus sna ceithre hairde

t6 na hoifigi ... s6ibhte glasliatha na cathrach

6 ngrianf agus 5 n-aoibhniri f6in

faoi sholas na Bealtaine:

Don ch6ad uair braithim sa bhaile i gcfin. (1997:.174)

山道を追い立てられる羊の群れのように/自動車たちが道路で/不安げに鳴い

ている/パークレーンからピカデリーまで/ま わりを見回せば/オ フィス街 ..

灰色の都市の山々が/五月の陽光を浴びている/異郷にあってぼくははじめ

て気が楽になった。

「五月」と訳したのは `Bealtaine'で ある。これは、古いケル ト暦に由来する五月祭

を指すと同時に、詩人の故郷に間近い教区の一区域の地名でもある。 したがって、

この詩行では、ロンドンのオフィス・ ビルを照らす太陽は単なる五月の太陽ではな

い。人間と妖精たちが交ざりあう五月祭を彩る異界の太陽であり、この祭から名

をもらったエリガル山の麓のボッグ・ ランドを照らす太陽でもある。オー0シ ャー

キーは、居心地の悪いロンドン風景を ドニゴールの風景のイディオムにおきかえ

て見直すことで心の安心を得たばかりでなく、翻訳やパラフレーズをすれば消し

飛んでしまうようなディテールにみずからの魂の一部を形作っている単語をこっ

そりはめこむことによって、ロンドンを自分のふところへ巧みに引きずり込んだ

のだった。

それでは、彼は故郷の風景をどう見ているだろうか。80年代はじめに書かれた

「新 しい転機 (Cor	6r)」 という詩がある。帰郷 した彼が故郷の風景を新たにながめ

たとき、「新 しい転機」が目の前に開けるのを感じたという。なつかしい風景は久

しぶりに会う恋人のように「山の大気に向かって/五月の熱をおびた腰帯をゆる

め」(1993:81)、 詩人は風景の細部をなぞるようにことばにしてゆく。詩のなかの

地名は現実にあるものばかりである。

6 Log Dhroim na Grdine go hAlt na hUnillinne
6n Mhalaidh Rua go Min na hUchta,

thios agus thuas, a chorp na h5illeachta. . . (1993: 86)
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「日当たりのいい尾根の窪み」から「肘のように盛り上がった小山」、ノ「川沿

いの山腹が赤みを帯びたところ」から「胸のようになだらかな斜面」、したか

らうえまで一番美 しい身体 ...

ここではディンシャナハス(地名についての知識)を盛り込んだ伝統的なゲール詩

の手法が生々しいエロティシズムを付加されてよみがえっている。ゲール語の語

彙の性質上、地名は声に発せられるやいなや、地形と同時に身体の部分をも不可

避にさしじめす。シェイマス●ヒーニーが“Anahorish"や “Broagh"で おこなってみ

せた地名についての観照が、この詩ではより切迫感をおびて、あたかも地形をこ

とばで愛撫するような詩法となっている。風景と女体を重ねあわせる伝統的な トロ

ウプを利用したこの詩は、「きみの両脚の間の明るい土手の道にぼくをかくまって

/ぼ くの運命に、そして詩に、新 しい転機をあたえておくれ」(1993:86)と いう、詩

人と風景との結婚シーンでしめくくられる。

後の行“deonaigh	cor	ir	a	churi	mo	dh`n''を 仮に上のように訳 したが、実はこ

れでは十分ではない。「転機」(cor)は「ひねり」、「次元」などの意味あいを含んで

いる。また、“mo	dMn''は 「わたしの運命」とも「わたしの詩」とも訳せるが、

“dh`n(く d`n)''と いう単語は、「贈り物、捧げもの;手わざ;天職 ;詩 (と いう芸術 );

一編の詩 ;運命」などの意味をもつ。つまりこの一語で、「詩人にとって詩は天職

であり、したがって詩をつ くることが本人の運命でもある」という合意を伝える

ことができる。

オー・シャーキーが風景に本来の名で呼びかけることで地名に肉体を与え、自分

と土地の関係を祝福し、地名が語るひそかな物語に新たな息を吹きこんだのは、そ

うすることが彼の「運命」だったからである。故郷に戻った彼は、土地に記され

た詩を読み解き、荒れ地を開墾するように詩を書こうとする。

Seo duanaire mo mhuintire;
an l6mhscribhinn a shaothraigh siad go teann

le dfch a gcuid allais.

Anseo t6 achan chuibhreann mar bheadh rann ann

i m6rdh5n an mhintireachais.(1993: 94)

目の前にひろがるのはぼくの郷里の人々の詩の本、/彼 らが汗のインクで/書

き綴ってきた手書きの原稿。/石垣で囲い込んだ耕地ひとつひとつが/土地改

116



良という偉大な詩の一節なのだ。

オー0シ ャーキーは自作についてこう語る。

この詩にぼくは「郷里の人々の詩の本」と書いたが、その昔、族長の家系は

各 「々詩の本」(“duanaire")を 持っていた。族長たちはおかかえの詩人を持っ

ていて、詩人たちは今のジャーナリス トみたいなものだったから、彼らは族

長の人生におけるさまざまな出来事を祝福 したり、哀悼 したり、皮肉ったり

した。これらの詩は一冊の書物にまとめられていた。族長は家に伝わる詩の

数々を誇 りにしていたものだ。ぼくがここで「詩の本」と言ったのはぼくが

今住んでいる地域のことだ。土地を本として読むことによって、ぼくは自分

とこの郷土の人々、さらにぼくより昔に生きた人々との間にひとつの関係を

つくりだそうとしているんだ。ゲール語社会において詩人は共同体の声だか

らね。
2)

オー0シ ャーキーが部族の詩人を買って出たゲール語の言語文化は、いま存続の

危機に瀕 している。愛する者の死をめぐる瞑想の詩「哀歌 (CaOineadh)」 では、二

つの死が語られる。詩の前半では、詩人が幼少期にペットとして可愛がっていた

雌羊が険 しい岩場に迷い込んで動きがとれなくなり、烏の群れに食われてしまう

エピソー ドが語 られ、後半では、ゲール語文化の現状が衰弱し死に瀕した雌羊の

イメージに重ねられている。もちろん、私的な死と公的な死が並置されるレトリ

ックはこの詩だけの特徴ではない。ゲール語の哀歌には元来、私的な悲 しみと公

的な悲 しみの両方を同時に表現する伝統がある。このジャンルの代表作、18世紀

後半から回承で伝えられてきた「アー ト・オー・ レアリーヘの哀歌 (Caoineadh	Airt

Uf	L∞ghaire)」 (6	Tuama:200-219)で は、英国から派遣された州長官に射殺され

た夫を悼む妻が、夫が死んだためにコーク州の大地すべてが荒廃してしまう幻想

を見る。ただ、オー・ シャーキーの「哀歌」の場合、自分がたった今それによって

詩をつくっている当のゲール語が死にかけているというところが尋常ではない。

オー・ディロィンの世代までは、共同体の声としての詩人は部族の内側を向いて

語っていた。帰郷 したオー0シ ャーキーもまず第一にゲール語社会の内側に向かっ

て詩を書いている。だが、彼は過去のスタイルや祖先へのノスタルジーを復元 し

ようとはしていない。これまで見てきた詩がそうであったように、彼の文学的方

法は、起源を掘 り下げるかわりに伝統的なモチーフや詩法を修正しつつ更新 して
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いこうとする。英語表現や都市文化の要素もとりいれながら、伝統詩形やゲール

語そのものを器用仕事で組み立てなおしていく。この詩法は「都会に住み、中流

で、ラディカルな」(Kiberd:x )人 々を読者に持つ新世代の部族詩人にふさわし

い。オー0シ ャーキーは故郷へ再移民することによって、ゲールタハ トの内側と外

側を同時に見る二重の視点を獲得 した。

さらに、彼が属し、そのために詩を語る共同体は、もはやゲールタハ トのなか

にはおさまりきらなくなっている。この事情の背後には、日常使用される言語と

しては人口が減少し続けているにもかかわらず、80年代後半からマスメディアや

伝統音楽や教育の分野でゲール語が復活してきているという現象がある。ヌーラ

・ニー・ゴーノルやオー・シャーキーの詩の人気の沸騰は、こうしたゲール語の大衆

文化的ブームとの関係においてもとらえられなければならない。ゲール語放送を

はじめとするメディアにしばしば登場する彼らは、単にす ぐれたことばの使い手

としてもてはやされているだけではない。ニー・ゴーノルのことばはフェミニズム

の文脈で影響力を持ち、オー0シ ャーキーはゲイ解放運動の声として社会性を帯び

ているからだ。

オー0シ ャーキーは十歳のころ、自分の同性愛的性向に気づき、以後、習得 しつ

つあった英語で「ホイットマンとギンズバーグを読むようになって、思春期のゲ

イであるぼく自身が置かれている苦 しい立場が理解できるようになった」(White:

11)と いう。本稿では詳 しくとりあげる余裕がないが、同性愛を謳歌する彼の詩は

90年代前半のアイルランドにおけるゲイ解放の趨勢と連動 して文学的0社会的な

認知度が高まり、彼は、95年にはアイルランド芸術家協会 (Ao"`na)の 会員に選出

された。ほろびつつあるはずの言語で語る詩人たちの「共同体」はゲールタハ ト

をはみだして「女性」や「ゲイ」を含み込み、彼ら自身は変化しつつある部族 /共

同体の詩人として重要さを増してきた。

だが、そのことに付随して注意を向けなければならないのは翻訳の問題である。

ニー・ ゴーノルとオー・シャーキーの詩が多くの読者を獲得 したのは優れた英訳に

よるところが大きい。が、ゲール語文化の復興を外部に伝達するために英語に頼

ることは、ゲール語を長年抑圧してきた英語のヘゲモニーを追認することにつな

がる。ゲール語文学を英訳 して研究・紹介することによって、オーディエンスの拡

大とともにオリジナル性が失われてゆくからである。他方、言語文化における伝

統主義者はゲール語文学をオリジナルに閉じこめることによって、相手を殺 して

標本にしてしまうことにもなりかねない。「文化を理解 し、称えようとする努力そ

のものが、保存の目標である文化を根本的に変えてしまう」(チ ョウ:83)と いう人
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類学でおなじみのパラ ドックスや、文化研究が既存の権力構造を くつがえ して

ローカルな文化に加勢 しようとすればするほど、その文化の存在 したいが脅かさ

れるというアイロニーもある。ゲール語文学を現代文化として研究 しようとする

ことにはさまざまな困難がつきまとっている。だが、研究ではなく創作をしている

ひとびとには、当然ながらこれとはずいぶん異なった光景が見えているようだ。

オー0シ ャーキーは、「90年代に入って、アイルランドの英語詩人たちがゲール語

の現代詩に関心をもつようになって、英訳をしはじめるようになった。これはか

つてなかった現象だ。その結果、今ではゲール語詩人と英語詩人たちの関係はと

ても親密なものになってきたんだ」、と語る。ゲール語文化は今、屈折 したかたち

で「帰郷」をはたしつつある。

注

1)M`infn	6	Dire`inの 詩 はルJ“′″ Pαお /■cα′D`“″所収 の英訳 を、Catha1	6

Searcaighの 詩は二つの選詩集〃ο
"“

ο″れ″И
“
β
“
盪

“

'“ B力αlた と0″′麟Й′0『″

所収の英訳を、それぞれ参照しながら和訳した。

2)こ の発言および以後本稿に引用する発言は、特に注をつけないかぎり、1996年 12

月筆者がゴータホークを訪れたさいに聞いたオー・シャーキー氏の談話にもとづ

く。
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〈シンポジウム報告〉

「第 1次世界大戦とアイルランド文学」

司会	清	水	 重	 夫

第 1次世界大戦は1914年 に旧ユーゴスラヴィアの首都サライェヴォでボスニア

生まれのセルビア人プリンツィプがハプスブルク帝国の皇位継承者フランツ・フェ

ルディナンド夫妻を襲い、殺害 したことから始まる。当時の東欧の民族運動や複

雑な政治状況を反映した事件だった。そしてやがてオーストリア〓ハンガリー、ド

イツ、ロシア、フランス、イギ リスが参戦する。 後にはドイツ対フランス及び

イギリスとの戦いとなり、その間にアメリカの中立宣言、やがて参戦、またロシ

アでの革命、他のコーロッパ諸国の独立などを経ながら、1918年 11月 に ドイツが

休戦協定を締結 して終わる。この間様々な形の戦闘が展開されたが、この大戦は

いわゆる望壕戦、消耗戦といわれ、これまでとは違った新しい武器を使用した戦

闘方法が行われた。

イギリスは参戦後、多くの義勇軍をヨーロッパ大陸に送っていて、特にソンム

の戦いについては、マーティン・ ミドルブックがその第 1日 目の状況をまとめてい

る。その本の中で、アルスター第 36師団に属する兵士ビリー●マクファジャンが

10人の軍人の一人として描かれている。

アイルランドの事情を簡単に述べると、南部が自由国となるのが 1922年 である

から、当時はまだイギリスに属 していた。 しかし独立運動は18世紀の終わり頃か

ら、いわゆるユナイテッド・アイリッシュメンの運動として起こって、19世紀の初

めのダニエル・オコンネルに引き継がれる。オコンネルは思いの半ばで 1847年 に

死ぬ。大飢饉、そのために多 くのアイルランド人の死、移民としての大量の国外

脱出などがありながらも、19世紀半ばころからはパーネルを指導者として独立の

気運は高まって、当時のイギリスの首相を動かしてもう一歩のところまで来てい

た。が、その後パーネルは失脚する。運動は止まったかに見えたが、その後も継

続されて、とうとう時の首相ロイ ド・ ジョージは再びアイルランド独立案件を議会

に提出するところまできていた。ちょうどその時に第 1次世界大戦が勃発 したの

である。イギリスは参戦 して、アイルランドの独立問題は棚上げという形になっ
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た。アイルランドでは当時の指導者 レドモンドの要請によって、イギリスの心証

をよくしようという意図があり、多くの義勇軍が組織されて送り出されていった。

義勇軍は北部のアルスターからだけでなく、南部の諸地方からも組織されて、多

数の若者が送られていったのである。

現代アイルランドを扱う歴史学の方では 近まで第 1次大戦の研究は手薄だっ

たと聞いている。その理由として考えられるのは、南部の諸州は後に自由国とな

るが、その過程でイギリスとはある意味では敵対する関係になったために、イギ

リスのために戦った兵士たちの資料がなかなか集めにくいということがあったよ

うだ。

このシンポジウムでは以上のような当時のアイルランドの事情について上野 格

氏に、イェイツと第 1次大戦の関係について棚木伸明氏に、マクニースが第 1次大

戦をどう見たかについて小野正和氏に発表 していただき、第2次大戦後に生まれた

劇作家マッギネスがどう見たかについて清水が発表 した。本報告では棚木氏、清

水のものを掲載する。
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第 1次世界大戦とアイルランド文学

一 フランク0マ クギネス
アルスター の

ム河に向かって行進する
に照覧あれ』

ン
ち

ソ
た

Ｆ
子

と
息

清 水 重 夫

フランク●マクギネスは1954年 に ドネゴール州のプンクラーナで生まれたカ ト

リックの劇作家である。地元の高校を卒業後ダブリンに出て、ユニバーシティ・カ

レッジ・ダブリンに学ぶ。1974年から詩や短編小説を書き始める。1977年から79

年まで北アイルランドのコルレーンにあるアルスター大学で言語学と演劇を、79

年から80年までをユニバーシティ・カレッジ・ダブリンで古代・中世英語を教え

る。そして1984年にはメイヌースの聖パ トリック大学で英文学の講師となり、今

日に至っている。劇作家としての活動は1982年からで、現在まで6作あり、その

中でも1992年 に書かれた『私を見つめている誰か』(SOmeOne	WhO'I	WatCh	OVer

Me)は人気を博 して、日本での上演がもう少しで可能となるところまでいったが、

いろいろの事情でキャンセルとなってしまった。

彼は、1916年 7月 1日 のソンム河の戦いで大量に殺されていったアルスター第

36師団の6000人のアルスター人の中から8人の兵士を登場人物として『ソンム河

に向かって行進するアルスターの息子たちに照覧あれ』を書いた。この劇は彼に

とって第2作 日であり、1985年 にダプリンのピーコック劇場で初演された。

劇は4部から成っている。第 1部は短 く、「回想」と題されていて、8人の中の 1

人、パイパーが老人ケネス・パイパーとなって、1916年の出来事を回想 している

シーンである。自暴 自棄の生活を送っていたから、死ぬために志願 したのに自分

だけが生き残ってしまった、という思いを述べる。

第2部 は「入隊」という題で、入隊後の兵舎のシーンとなる。8人の若者たちが

登場して、各々自己紹介をしながら、仲間の様子を確認 して、 後には二人ずつ

のコンビが出来上がっていく。中にはベルファース ト出身のアンダースンとマキ

ルウェインのように始めから知り合いのものもいる。パイパーは他の連中とは違

っていて、パ リで芸術家になろうとしていた中流階級の出で、その皮肉やユーモ
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アで他の兵士たちを煙に巻 くが、彼らからは一日おかれている。彼とコンビを組

むのはエニスキレン出身のクレイグである。織物工のムアとパン屋のミレンは二

人ともコルレーンの出身である。 後のコンビは他とやや違って、元牧師のロー

ルス トンと若いクローフォー ドである。ロールス トンはティローンでパィパーと

同窓であったが、あまり過去のことは穿撃 して欲 しくはない。クローフォー ドは

デリー出身である。こうして8人の基本的な関係が示される。

第3部は「組み合わせ(コ ンビ)」 という題で、題名通り、ソンム河の戦場に向

かう前の体暇をこの8人が二人ずつコンビをつくって過ごしている場面である。

具体的な場面展開としては、舞台を4つ に分けて、その各々にライ トがあたってい

る時だけが彼らの場面になって、全体としては舞台は同時に進行 しているという

形になっている。

第4部は「連携」という題である。いよいよ彼らはソンム河を臨む望壕にいて、

これから戦う、あるいは老パイパーの視点によれば、これから死ぬ覚悟はできて

はいる。しかし死が日前にあるという認識は拭い得ない。そこでそれを克服 しよ

うとする試みが行われる。その一つは冗談話として皆を笑わせる試みである。マ

キルウェインがこの年の3月 に南部の中心地ダブリンで起こった復活祭蜂起につ

いて語る。「切手がなかったんで中央郵便局に入っていってそこを占拠 したピアス

っていう男のことを知っているか」という始まりである。「兵隊でもなかったピア

スが占拠 した郵便局から飛び出していって、アイルランド共和国宣言なるものを

読んで捕まった。銃殺になるとき、ちょうど群集の中に母親いたので、自分のた

めに祈ってくれというと、母親は兵士のライフルを掴んでピアスを射殺 した。郵

便局で盗みをした見せじめだった」、という話である。

次にロールス トンに頼んで一緒に聖歌を歌いながら朝まで過ごそうという考え

も出される。 後に、時間潰 じとしてゲームをしようということになり、ポイン

の戦い(ス カーヴァの戦い)の遊びをすることになる。

スカーヴァの戦いは1690年 にイギリス王ジェイムズⅡ世とその娘婿のウィリア

ム公との覇権をかけた戦いで、オレンジ公ウィリアムが勝利をおさめて、これ以

後アイルランドはカ トリックではなくプロテスタントの治世が続 くことになる。

その意味でアルスターの義勇兵たちには勇気を鼓舞する格好のゲームである。プ

ロテスタントのウィリアム公にはクローフォー ドがなり、彼が騎乗する自馬には

パイパーがなる。またカ トリックのジェイムス王にはムアがなり、彼の騎乗する

馬にはミレンがなる。プロテスタントのウィリアム公にカトリックでフィニアン

のクローフォー ドがなり、中産階級のパイパーがその馬となるところに皮肉が含
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まれているが、ゲームの結果にはもっと皮肉な意味合いが付け加わる。本当は勝

つはずのウィリアム公の方が負けてしまうのである。

こうして時間潰 しをした後、いよいよ出撃となる。 初はいやだと言っていた

ロールス トンもみんなのために祈りの儀式を行い、それが終わると各々が兵士 ら

しく互いに肩章を交換 して出撃する。 後は皮肉屋だったパイパーの高揚した言

葉で締めくくられる。

「…アルスター。アルスターだ。アルスター。」

マクギネスは1995年の『自作演劇集』の序文で、この劇の製作について次の'よ

うに言っている。

私はこの劇をコルレーンで書いた。アイルランド芸術協会が、当地に住んで

研究を行う奨学金を今回も与えてくれた。私のような、カ トリックの共和国

民にとって、向こう側、つまリプロテスタントの人々の複雑な状況、多様性、

不安、誠実さを検証 しなければならなかったことはまさに啓発的なことであ

った。

カ トリックで南の共和国で教育を受けた人間にとって、北アイルランドという

のは、1922年 に好んでイギリスに属することを選んだプロテスタントが大多数を

占める国である。そして北アイルランドではプロテスタントとやや少数派のカ ト

リックとの長い争いによって、両者の間には厳しい対立関係があった。だからた

とえば、「アルスターのプロテスタントのユニオニス トたちの社会は頑固でユーモ

アもなく、きちんとした文化もないのだ」、といえば、南の共和国の人々のかなり

の部分が納得するような状況が長い間続いていた。マクギネスはそういう北アイ

ルランドのコルレーンに身を置いて、プロテスタントの人々を観察することによ

って、彼らについてこれまでとは大分違 った認識を持つようになり、その結果こ

の劇が生まれた。

彼は登場人物たちを 1916年 7月 のソンム河の戦いに参戦 したアルスターの若者

たちと設定することで、アルスターの人々の見方、考え方を示 して、カ トリック

の民族主義者たちの考えに挑戦 している。そのいくつかを見てみよう。

まず、ソンム河の戦いに参戦 したのはアルスターの若者たちだけではなく、南

の諸州からも多くの参戦があった。1922年に自由国となる過程で、イギリスはア
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イルランドの敵となってしまったから、それ以後のアイルランド共和国の歴史の

中で彼らのことは明確に扱われなくなってしまった。だが、パイパーの言うよう

に、当時の若者たちは、アイルランドのために、そしてイギリスのために戦った

はずという認識が示されている。

次に1916年 3月 の復活祭蜂起は、ほんの数日で鎮圧され、指導者たちは捕まり、

処刑された。 しかしこの事件はアイルランド共和国にとっては大きな転換点であ

り、重要な歴史的事件である、という評価は歴史的に定まっている。ピアスやコ

ノリーたち、処刑された多くの指導者たちは英雄として扱われている。だが3月 に

起こったこの事件は7月 1日 にソンムにいる彼らには大 した意味をもたない。切手

がなかったのでついでに郵便局を占拠 した男の話で、その男ピアスはついでに通

りに出ていって共和国宣言を読んで聞かせた。そのために後で捕まって処刑され

ることになったけれど、処刑の前に母親に撃たれてしまったという情けない冗談

話となてマキルウェインによって語られる。ピアスの母親が怒って彼を殺してし

まう理由の一つは、当時義勇軍の兵士たちへの給料は郵便局を通して支給されて

いて、ピアスは蜂起によって兵隊たちが給料を手にする手段を破壊 してしまった

ことである。ダプリンだけでなく、当時ウィクローの蜂起でも郵便局が襲われた

ようである。彼が兵士ではなく、フィエアンの活動家だったからそんなとんでも

ないことをしたのだということが暗示されている。

次に、アイルランドがプロテスタントに支配されることを決定的にした1690年

のボイン河の戦いも、歴史家にとっては大変重要な事件ではあるが、彼らはこれ

も戦いの前の、自分たちを鼓舞するためのゲームにしてしまう。歴史的事実に従

えば、オレンジ公ウィリアムが勝利をしなければならないが、ウィリアムの役を

演じた、半分カ トリックでフィニアンのクローフォー ドは落馬して負けてしまう。

歴史的事実は彼 らには重要ではないということになるか。

後に、それまでの、皮肉屋で他の兵士たちを煙に巻 く態度とはすっかり変わ

って、プロテスタントの神に対 して、自分たちを、自分たちの国を、アルスター

を守ってくれるようにという祈りの思いでいるパイパーの言葉を置く。ここでマ

クギネスはパイパーと自分の主張とを一致させている。

この劇には第一次大戦を全体的に概括する意図はない。 しかし、それに参戦 し

た兵士像を具体的に示すことによって、アイルランドの問題が描かれていると共

に、その裏にある運命のような戦争という存在が浮き彫りにされているように思

える。
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第一次世界大戦とイェイツの中立主義

羽Z	木	イ申	明

第一次世界大戦がイェイツの人生と文学に与えた影響を考えることは、詩人と

戦争との間の距離を測定することである。伝記と書簡集(Joseph	Hone,〃 J.力αrs,

1943;A.Norman	Jeffares,レ /.3.y`αな :И Ⅳ
`″

BjOg″α′カッ,1988;James	Logenbach,

S′ο″ι	Cοrrag`,	1988;	Kcith	Alldritt,	 レグ.B.y`α rs:	r力 ι	」″′″	α″′
`力

ι ハイJ′たち	1997;

Stephen	Coote,	 レ/.3.y`α
`s:И

	ιJし,	1997;	R.F.Foster,		″.β.lυαな′	И	ιJし―′:	ra`

И′P″″″c`Mαg`,1997;AHan	Wade,ed.Z力 θιαたぉοr″.a	ttα● 1954)を たよりに

事実関係を拾ってみると、彼は戦争協力のための出版物講読への誘いは拒絶 し、ア

ビー劇場がベルギー援助のチャリティ公演を要請されたときには、観客から通常

の入場料を徴収し、収益を自発的に寄付するという方法をとった。また、18年に

ロイ ド・ジョージ内閣がアイルランドに徴兵制を施行しようとしたさいに彼が反対

意見を表明したのは、友人に説得されてようやく沈黙を破ってのことだった。イ

ェイツには、できるかぎり大戦にはコミットするまいとする覚悟があったように

おもわれる。

これに加えて、執筆活動においても、イェイツはあたかも戦争の進行を無視す

るかのように、神秘主義と高踏的な文学の読み書きに終始 した。疎開先のス トー

ンコテージでは、秘書エズラ・パウンドが延々と朗読するワーズワス全集の詩に耳

を傾けたり、日本の能を研究して自作にとりいれたりしたが、この場所とて戦争

とは無縁ではありえず、すぐ近所の海岸では砲兵部隊の演習が行われていたし、二

人が文学論を戦わせているところへ軍情報部の下士官が来訪 し、アメリカ人であ

るパウンドの身元を尋問したことさえあった。だが、そういった現実はイェイツ

の作品にまったく影をおとしていない。ヘンリー・ジェームズにあてた有名な手紙

と詩で、詩人は戦争にコメントしないほうがいいと述べたイェイツは、世界大戦

に対 しては頑ななくらい口をつぐんだのだった。

他方、一個人としてのイェイツは、開戦後 しばらくの間、戦争の実感があまり

なかったらしい。14年秋のある日ロンドンで空襲に遭い、緊急避難まで経験 した

彼が残 した感想は、その日供された午餐の質素さについてであった。戦時中、約
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十万人ほどのアイルランド人がイギリス軍の一員として出征していたので、多く

のアイルランド人は連合軍に好意的であった。が、イェイツはそうでなかった。

彼はグレゴリー夫人にあてた手紙のなかで、奇妙なことに自分は殺されてゆく若

い ドイツ軍兵士をあわれむ、というのも彼らに自分の知り合いの面影を見るから

だ、という意味のことを述べている。また、1915年 にエ ドモンド・ゴスに宛てた書

簡では、政治的信条と芸術は別物だといわんばかりに「『連合軍の大義』に対して

『率直』であれ何であれ共鳴を表す必要があるとはおもえません」と述懐している。

イェイツは戦争の大義に無関心であったとさえ言えそうである。

現実の戦争に対しては中立を保ち、戦争に加担することを注意深 く避けようと

する一方で、イェイツはヨーロッパ大戦を観念的につきはなしてとらえる視点を

はじめからもっていた。戦争勃発の翌 日にイェイツは、戦争が悲劇的精神を復興

し大嫌いな大衆的精神を一掃するだろうと予言するのが好きだったニーチェを引

き合いに出し、「アイルランドでは戦争と平和の両方が必要だ、われわれみんなを

結束させる戦争が」と書いている。そのほかにも、14年 9月 12日 の父あての書簡

で、英軍の士官たちはみな無能だがそれは「いままでイングランドが知性を軽蔑

しつづけてきた分のつけがまわってきているのだ」と言い、ツェッペリンの空襲

を迎えうつ高射砲射撃を眺めて喝采を送るロンドンの庶民たちをあざけった。ま

た、情報管制下にあったロンドンで、戦争に関する根拠のない噂話に人々がまど

わされているのを、まるでアイルランドの村のようだと椰楡 してもいる。

ヨーロッパ大戦の現実がイェイツにもっとも接近 したのは、彼がロンドンで空

襲を体験 したときではなく、グレゴリー家にゆかりのある二人の人物の死をとお

してだった。15年 5月 、ヒュー・ レインを乗せた客船ルシタニア号が ドイツのU

ボー トに撃沈され、1918年、大戦も大詰めにさしかかったころ、こんどは北イタ

リア戦線でロバー ト・グレゴリーが操縦する戦闘機が撃墜された。

とりわけロパー トの戦死は大きな衝撃だった。訃報がとどいたとき、由緒ある

家系の後継者となるべき一人息子を失ったグレゴリー夫人は途方にくれた。イェ

イツは悲 しみにうちひしがれた親友の息子の死を悼む詩を3篇発表している。彼

は、「グレゴリー夫人ゆえにロバー トの死を悲 じむ」と手紙に書いているが、グレ

ゴリー夫人は、イェイツの追悼詩に「強さと結晶度」を期待 し、「息子の思い出と

しっくり似合 うような」詩を書いて くれるよう望んだ。“In	Memory	of	Malor

Robert	Cregory"を まとめあげる過程では、イェイツはグレゴリー夫人と連絡をと

りあっていたことが知られている。彼女はイェイツにセンチメンタルな注文を出

したり、ロバー トが狩りをした地域の響きのよい地名をリス トにして与えたりし
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た。その結果、フォックスハウンドをひきつれ、愛馬にまたがって難所を飛び越

えて行 く溌刺としたアングロ・アイリッシュの領主のイメージが詩のなかに定着さ

れた。

二番目の追悼詩“An	lrish	Airman	bre“es	His	Death"に 描かれた飛行士は、熱烈

な帝国主義者であったロバー ト本人とは少 しも似ていない。戦争に対して中立を

保ちながら死の瞬間に生命の歓喜を感じるこの飛行士は、むしろ、イェイツに行

動力があったならそうなっていたかもしれない人物に似ている。 近の伝記的研

究によってイェイツとロバー トの感情的な行き違いが明らかになってきたが、そ

うした情報を詩のテクストに読み込んでいくと、追悼詩群のなかで孤高の英雄に

変貌させられたロパー ト像は、戦争を個人の経験や現実からできるだけ遠ざけよ

うとしたイェイツの中立主義によって詩的虚構のなかで再創造された人物だとい

うことが、わかってくる。

イギリス軍の一員として戦ったひとりのアイルランド人の戦死から二年を経て、

他ならぬイギリスがさしむけた警備隊によってアイルランドが蹂躙される現実を

ふりかえってみたとき、イェイツははじめて大戦の余波を目の当たりにすること

になる。ロバー トを追悼する第四の詩“Reprisals''の 舞台はロパー トの郷里に近い

ゴー ト、́ヨーロッパ大戦はもうとっくに終結 したのに、このアイルランドの田舎

では人殺 しがおこなわれている。描かれているのは、アングロ・アイリッシュ戦争

時にイギリス側が投入した警備隊「プラック・アンド・タンズ」による殺数である。

彼らはIRAの テロ行為に対する「報復」としてのテロを行うために派遣されたの

だった。この詩では“Irish	Airman''の ときとはうってかわって、ロバー トは連合軍

の大義のために戦死 したことが暗示され、その死にたいする「報復」が、彼の故

郷の蹂躙であるかのようにも読める。詩人は詩の 後に、ロパー トの亡霊に向か

って、「土で耳をふさぎ/欺かれて死んだ他の人々とともに眠れ」と命じている。こ

の詩は動ιM
“

誌のために書かれたが、グレゴリー夫人の気持ちを思いやって発

表はとりやめになった。

すべての戦争が終わったとき、われわれは、アイルランド自由国上院議員にし

てノーベル文学賞受賞者となったイェイツを見いだす。だが、戦後のイェイツが、

大戦を リアルな経験の記憶として反拐していく立場に転 したかというとそうでは

なかった。彼にとって第一次大戦はついに観念のなかにしか存在 しなかったよう

に思われる。そのかわりに、イェイツは戦争中から神秘主義にますます傾斜し、の

ちにИ	ИsjO″ にまとめられる隠された知識の解明に深入りして、観念的なシステム

としての歴史観をねりあげてゆく。
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戦後の “Thc	Second	Coming''や “Leda	and	the	Swan"の ような詩には、得体の知

れないものが生まれるという、黙示的イメージが書き込まれている。これらは

“Eastcr	1916"の 「恐ろしい美が生まれている」の時点からみえはじめた不安な未来

のヴィジョンのヴァリエーションである。“The	Sccond	Coming"は 自伝エッセイ

“Four	Years	1887-1891"の なかに引用されているが、この詩が引用されたくだり

は、執筆中の 1921年 ごろの状況が反映されている。幻想の中世のイメージに対 し

て、断片化 し、「完成された美」が突然姿を消してしまった現在が対比される。こ

の喪失感 は、“Thoughts	upon	the	Present	State	of	the	Worid"(の ちに “Nincteen

Hundred	and	Nineteen"と 改題 )の冒頭の「巧妙につくられた好ましいものがみんな

なくなってしまった」にはじまる情景と響きあっている。この詩に描かれたタガ

のはずれた廃墟の世界から、“Thc	Second	Coming"の モンスターが生まれてくるの

だ。

歴史の新 しい段階の到来を告げる卵が産み落とされる“Leda	and	thc	Swan''の 詩

にはイェイツ自身が覚え書きをつけており、それによれば、この詩の背景にある

歴史認識は、「ホップスが創始 し、百科全書派とフランス革命が大衆化した、個人

主義的で民衆扇動的な運動の後、わたしたちに遺された土壌はひどくやせてしま

っているので、数百年間は実りが見込めない」というものであった。 しかし、イ

ェイッはこの詩を「メッセージ」ではなく「メタファー」で書いているので、彼

は、同じ覚え書きの末尾で、この詩が掲載された雑誌の保守的な読者が内容を読

み違えるのではないかと心配 していた。

この詩を「読み違えない」ためには、1924年 2月 17日 のル勧 r加
`sに

載ったイ

ンタ ビ
・
ュー ``From	Democracy	to	Authority:Paul	Claudel	and	MIussolini― A	New

School	of	Thought"を 参照するとよい。この記事で、アイルランド自由国上院議員

イェイツは、大戦後のヨーロッパという状況における新興国アイルランドの未来

を占おうとしている。彼は確信をこめてひとつの歴史哲学を語っており、それに

よれば、民主主義から権威政治への移行は歴史的必然である。彼は、世界を「科

学的」につ くりなおそうとするマルキシズムを批判しながら、世界を「育ちゆく

子供」あるいは「老いてゆく人間」ととらえるシャルル・ペギーやクローデルに賛

同する。そして、来るべき権威政府は「高度の訓練をうけた知識人」によって運

営されるだろうと言う。イェイツは生まれたばかりのアイルランド自由国に知識

人支配の夢を重ね、インタビューのしめくくりには、この国の近代化のために新

しい建築やデザインを振興しなければならないとまで語っている。イェイツによ

れば、権威政治は今後 100年から150年間続 くであろう新 しい時代の政治形態なの
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であった。

イェイツはヨーロッパ大戦中は政治的中立を保とうとし、戦後は政治的主張を

メタファーでまぶ した。上のインタビューのなかで彼が予想 した権威政治はほど

なくしてムッソリーニのファシズムという形で具現化されてゆくかにみえたが、

その政治形態の運命を見届けるまでイェイツは長生きしなかった。

近出た論文集 oonathan	Allimn,ed.降 αs's	Pο″″Jcα′faι″′J′燃′&′
“
たd	Essαys,

1996)の タイ トルが端的に示しているのは、イェイツの政治姿勢を特定することの

難 しさである。ここにおさめられたいくつかの実証的な論文を読むと、ファシズ

ムもふくめてイェイツの政治/主義についての理解はナイープなほど観念的だった

ことがわかる。かつてシェーマス・ヒーニーは、イェイツは「ことばの原義におい

てイノセントだった」と評したことがある。このコメントはイェイツの政治感覚

のナイープさにもあてはめることができるだろう。イェイツが「権威政治」とい

う観念を語 ったとき、彼はそれが実際に運用されたときに当然生 じるであろう悪

影響には日配りが利かぬまま、その観念の魅力に夢中になっていたであろうこと

は容易に想像がつく。そして、この傍観者的な姿勢そのものは戦争中の「中立主

義」と少 しも変わっていない。

イェイツはみずからの政治的スタンスについて反省・再考する機会をもたず、ナ

イープな政治的観念論を抱えたまま1939年に生涯を終えたために、彼の政治姿勢

の真実は捕捉 しがたいまま残された。この点は、たとえばファシズムが致命的に

破綻するのを見届けてのちまで生き延び、書き続けたエズラ・パウンドの場合とは

大きく異なる。そのため、イェイツと政治というテーマを立てて議論 してゆくと、

両義的な結論に至ってしまうことを避けるのがきわめて難 しい。問題の設定じた

いが論者をはぐらかす構造をもっているのである。
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〈シンポジウム報告〉

第一次大戦、死、イェイツ、ロバー ト・グレゴリー

構成と司会	 出	 淵 		 博

1997年度の大会の特別講演者がHeinz	Kosok教授で、主題が「第一次大戦とイェ

イツ」といったものになる予定なので、シンポジウムもこの年の試みとして、そ

うした統一テーマにしてみてはどうか、という打診が鈴木弘会長から春の委員会

の席上で行なわれ、僕に構成と司会をするようにとのお話があった。イェイツは

第一次大戦を、当時の主としたヨーロッパの学者たちと同様、文明の一大危機と

して捉え、黙示録的な重みとして反応 している。こうした作品群には特に重要な

“The	Second	C'onling",	``A	Prayer	fof	mッ 	IDaughter",	``Easter	1916",	``Nineteen

Hundred	and	Nineteen"な どがあるが、いずれも世界の運命に対する不安とともに、

それにもましてアイルランドの現在と未来への憂慮がつよく現われている。イェ

イツのヨーロッパ詩人としての普遍相とそれへの差異をなすアイルランド詩人特

有の要素をここに見てこれらの作品を政治的、文化的に分析するのも意義あるこ

とだと思 ったが、「…・を読む」というカテゴリーになるはずのこのシンポジウム

では、むしろ一篇乃至二三篇の作品に絞るべきだと考え、第一次大戦にイギリス

空軍将校として参加して戦死したロパート・グレゴリーを主題にした詩群をとりあ

げてみようと思い立った。こうすることによってイエイツが一人の実在の典型的

人物を描写するばかりでなく、自らの仮面として第一次大戦への見方を提起 して

いることが明らかになるのではないか、と僕には考えられたからである。

ロバ ー ト・ グレゴ リーを扱 った四つの詩群― “In	Memory	of	Major	Robcrt

Gregory",“ Shephcrd	and	Goatherd",“ An	lrish	Airman	Fore“ es	his	Death",そ して生

前未発表の“Reprisals''一 は伝統的様式を意識 したエレジー、牧歌的対話詩、独自体

詩、呼び掛け体詩とそれぞれ形式が異なり、視点も全く相違 している。このよう

な主人公の設定を通 して、イェイツの大戦、イギリスヘの姿勢、死生観などが浮

かび上がってくるように思われる。

たまたまここ二年間に刊行されたすぐれたイェイツ論の単行本の著者のうち、

藤本黎時氏 (『イェイツーアングロ・アイリッシュのディレンマ』)、 荒木映子氏
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(『生と死のレトリック』)、 鈴木聡氏 (『終末のヴィジョン』)の三氏はこれらの作

品にかなりの紙幅を割いている。ようやく構成案がまとまってから時間の余裕の

ないまま、必ず しも第一次大戦の観点から見たわけではない、と渋る方もいらっ

しゃったが、強引にご参加をお願いし、ご著書の中での議論とは角度を変えて論

じていただいた。その論旨は三氏がそれぞれにお書きになった文章に譲ることに

するが、特に打ち合せをしたり、草稿を拝見したわけではないのに、Kosok氏の講

演とは交響するところがあり、また清水重夫氏構成・司会のアイルランド現代詩の

シンポジウムとも呼び交わす部分があったのは興味深かった。

フロアからは数氏による熱心な質問が出され討論を活性化 していただいたが、

さらにかつて日本英文学会第20回大会(1978)の研究発表で「イェイツと戦争」'と

いう主題をとりあげ、また「墓碑銘について一イェイツとリルケ」(『季刊世界文

学 3』 (1966))で特に“mas	death"に 抵抗したイェイツを扱った高松雄一氏にお願

いして質問というより意見を述べていただき、シンポジウムの主題に幅を与える

ことができた。(こ の墓碑銘と“mass	death''の 主題については、山崎弘行氏『イェ

イツとオリエンタリズム』の第 11章「イェイツの墓碑銘とオリエンタリズム」を

参照されたい。)

私事に亘るが、この大会のあと僕は病いを得て しばらく病院生活を余儀なくさ

れた。そして、人の生死が数量(mass)化 されるということ、それ以外は現代医学

においてはあり得ないということを医師の日から直接あからさまに聞いて衝撃を

受けた。死生を自分自身の個別のものとすることの困難さをしたたかに思い知ら

され、あらためて僕自身がこれらの詩を主体的に読み直さなければならない、と

感 じたが、今回のシンポジウムのまとめには間に合わなかった。機をあらためて

考えることを自らの課題にしたい。
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第一次世界大戦、死、
そして一人の芸術家の生の完成

藤 本 黎 時

長年の宿願であった自治法案は、1914年 5月上下両院での 終審議を終え、9月

には国王の裁可を得ることになっていた。もし、第一次世界大戦が起こらず、首
尾よく自治法案が国王の裁可を得て施行され、アイルランドが自治を獲得 してい

たら、復活祭蜂起の悲劇を回避 してアイルランドの歴史は今日とは違った方向へ

進んでいたかも知れない (Ci“For	England	may	keep	hith/For	an	that	is	dOne	and

Said.''一 ``Easter	1916")。

しかし、現実は、8月 5日 イギリスが ドィッと戦争状態に入り、自治問題は当分
の間凍結されることとなった。パーネル派のジョン・ レッドモンド・アイルランド

議会党党首は、開戦と同時にイギリスの戦争のためにアイルランド人義勇兵の派

遣を積極的に勧めた。これは戦争終結後のアイルランドの将来を考えての遠望深

慮であったかもしれないが、アィルランド人にとって賢明な選択ではなかった。
ジョン・ レッドモンドの議会でのアジ演説は、アイルランド国民の愛国心までは刺

激しなかったものの、イギリスに対する同情心を掻き立てた。早速志願兵募集が

始まり、約30万人のアイルランドのカトリック青年が志願 して従軍し、勇猛果敢
に戦った。アイルランドの志願兵たちは、イギリス軍として入隊しながら、差別
され、特に危険な戦線へ派遣されたため約4万人の戦死者を出した。

大多数のアイルランド人にとって、ドイッとの戦争はイギリスの問題であり、自
分たちの問題ではなかったはずである。むしろ、イギリス軍が大陸の戦争のため
に勢力をそがれ、余力がない今こそ、独立のために蜂起するチャンスだという意

味で、アイルランド人の利害に関わる問題であったかもしれない。しかし、現実
は、イギリスの大義のために、アイルランドの有為の青年たちを多数戦場へと駆
り立てることになった。有為の青年たちは、イギリスのために戦うことはひいて
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は祖国のためだと信 じて戦場で散 っていったが、無事生き延びた者たちも戦後は

その期待を裏切られる結果となり、彼らに春は訪れなかった。

この時代のアイルランド国民のほとんどの者たちは、何らかの意味で第一次世

界大戦に関わりをもたざるをえなかったが、詩人イェイツは何の関わりももとう

としなかった。む しろ、イェイツは大陸の愚かな戦闘には心を閉ざしていた。

1915年 8月 20日 、ヘンリー・ ジェイムズ宛の手紙の中で、イェイツは“On	Bcing

Askcd	bra	War	Poem''と いう詩を書き添えている。この詩の中で、このご時世に

詩人は口を開ざす しかない、愚かな戦争を始めた政治家を正 しく導 くことなど詩

人のする仕事ではない、ごめんだと歌っている。これはグレゴリー・エレジーは別

として、イェイツが第一次世界大戦に関して作った唯一の詩であろう。また、グ

レゴリー・エレジー4編の中の生前未発表であった、“Reprisals''では、故郷アイル

ランドに派遣された悪名高い英国警備隊、Black	and	Tansが暴威の限りをつくし、

農民たちを殺害 しようとしている現状を嘆き、亡きロバー トに対 して、法律も議

会も見向きもしてくれないので、土で耳を塞ぎ欺かれた死者たちとともに横たわ

るがよい、と呼びかけている。

イェイツは、若い頃から政治や社会の問題に対して誠実に、積極的に応えよう

としてきたが、時に詩人としては、政治や社会の激しい動きや趨勢に逃避的姿勢

をとる傾向をみせる。晩年のイェイツは、エセル●マニンに宛てた手紙の中で、「私

を政治家にしないで下さい。.… …政治の残酷さに対する私の恐怖は次第に大きく

なるのです。.… …この詩 (“
The	Se∞nd	Coming")は 、あなたのお持ちの強い現実感

覚から見れば、何の役にも立たないように思えることでしょう。詩人の武器が、時

代の問題に影響を与えるには50年かかるのです」と言っている。このような逃避

的姿勢は、復活祭蜂起に対するイェイツのアンビバレントな姿勢にも現われてお

り(Cf.“ Was	it	needless	dcath	after	an?"),シ ン・ フェイン戦争や内乱の悲劇に触発さ

れた詩、“Nincteen	Hundred	and	Nineteen"や 、“Meditations	in	Time	of	Civil	War''等

にも明らかに見られる。これらの詩に見られる現実の政治や社会に対する一見ア

ンビバレントな態度は、言い換えれば逃避であり、シェーマス・ ヒーニーの言う

「内なる亡命者」(an	inner	6migr6)の 姿勢でもある。

一体、国家とか愛国心とは何であろうか。民族としてのアイデンティティを主

張することや、国家や国土の領有権を主張することは、民族的エゴイズムといっ

てよい。アイルランドの国土は、アングロ・サクソン系のイギリス人が襲来する以

前は、ゲール族だけの土地であった。ゲール族の渡来する前には、また別の先住

民族が住んでいた。とすれば、国上の領有権に固執 したり、愛国心を声高に唱え
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るのは愚かな行為となる。イェイツは、亡くなる2年前に書いた『わが作品のため

の総括的序論』の末尾を次のように桔んでいる。

私はナショナリス トではない。ただしアイルランドにおいては、ちょっとし

た理由からナショナリス トになっているだけだ。国家や国民は人間が頭で創

り出したものだ。国家や国民というものが創 り出される前や後に何が存在 し

ていたかを熟考してみれば、ヴィクトル・ユーゴーが何やかやについて語って

いるように、国家や国民などというものは、神が小鳥の巣のために与えてい

る一枚の草の葉にも価 しないものだ。

II

人間にとって死は避けられない事実であるが、誰一人死を体験 してこの世に生

還 した者はいない。 したがって、肉体的感覚として認知できない死は、一つの観

念であり、残された者にとっては悲劇的啓示にすぎない。イェイツは、若い頃か

ら死の問題と関わっていた。オカルティス トとしてのイェイツは、死後の霊の世

界に関心を持ち、死はすべての終わりではなく、死後の世界は生の境と繋がって

いると考えた。グレゴリー・エレジーが収録されている詩集、動
`И

″S″α″sα′

Cοοル(1919年 )に は、主として 1914年から1919年 にかけて書かれた詩編が収めら

れている。この時期のイェイツは、ロバー ト・グレゴリーを始め、ヒュー・ レイン、

メイベル・ビアズリィといった身近な友人たちを次々に失い、死について深 く考え

させられた。したがって、この詩集のテーマの一つは詩人の死生観であるといっ

てよい。

ロパー ト・ グレゴリーは、1918年 1月 23日 、北部イタリア戦線で戦死 した。敬

愛する友人を失った悲 しみと、37才の若さで逝った才人を惜 じむ気持ちが数ヶ月

間イェイツの心を占め、やがて4編のグレゴリー・エレジーが書かれることになる。

この4編はいずれも、友人ロバー トの死をめぐっての瞑想から生まれた詩編であ

り、詩人の死生観を読み取ることができるが、4編を通じて歌われている詩人の死

生観は一様ではない。

イェイツのいわゆる秘教体系で扱われている死後の霊魂の不滅と再生の思想

(reincarnation)が 明白に歌われているのは、“Shepherd	and	Goatherd"に おいてであ

る。この詩は対話形式の牧歌で、若い羊飼いと老いた山羊飼いが登場 し、今は亡

きロバー トを偲びつつ、それぞれ自作の歌を披露するという趣向になっている。
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若者の羊飼いの歌が、生前のロバー トのこと、すなわち肉体の世界のことを歌っ

た悲しみの歌であるのに対し、老人の山羊飼いの歌は、冷静に死を受けとめつつ

死後の霊魂の世界について歌った、悲 しみを癒す慰めの歌である。老いた山羊飼

いは、ロバー トの天上での生活を想像 しながら、生前の経験をいわば糸巻きに巻

きつけた糸に喩え、その糸を霊魂となったロバー トは死後の生において巻き戻 し

つつ、死から再び誕生へと人生を逆進行 しているのだと言っている(“He	grows

yOungeF	eVery	SeCOnd/	1｀ hat	Were	all	hiS	birthdayS	reCkOned/	Much	too	 、K)lenin

SeemCd;")。

“In	Memory	of	MajOr	Robert	Gregory"で は、死後の霊魂の不減と再生の思想があ

からさまに歌われてはいない。 しかし、だからといって死は詩人にとって存在の

完全な否定ではない。今は亡き友人たちは、肉的な資質を失って詩人の頭の中に

存在しているだけである(“All,all	are	in	my	thoughts	to―night	being	dead.")。 詩の導

入部は、当時のイェイツ夫妻が凝っていた交霊会を思わせる舞台設定となってお

り、黙示的な雰囲気を感 じさせる 後のスタンザでは、鎧戸をふるわす無情な風

の音が、死者たちの霊が降りてくる気配を伝えるかのようである。

上記の2編では、死後のロバー トを偲ぶ設定となっているが、残りの2編、“An

lrish	Airman	Fore“ es	his	Death''と “Reprisals''で は、表題からも察せられるように、

飛行士ロバー ト・グレゴリー少佐の戦死という事実が直接のテーマとなり、戦闘で

の没我の喜び、実戦に参加 した孤独な人間の衝動的歓喜と興奮が歌われている。

イェイツは、癌で病床にあった、オープリー・ ビアズリーの妹メイベルを歌う一

連の詩、“Upon	a	Dying	Lady''の 中で、死に直面 しても見舞う人を悲 しませぬよう

に気を使い、笑いを忘れないでいるメイベルを賞賛 している。また、人生を悲劇

とみる時、この悲劇を 終幕まで陽気に演じ終えるというのが晩年のイェイツの

人生哲学であった。イェイツは、晩年の詩“Lapis	Lazuli''で 、悲劇の主人公ハムレ

ットやリアの死に臨んでの悲劇的陽気さについて触れ、「陽気さは、恐れる者たち

皆を変えてしまう」(“Caiety	transfiguring	an	that	dread")と 歌っている。イェイツ

は、『わが作品のための総括的序論』の中で、「 シェイクスピアの主人公たちは、死

に際に、突然大きくひらけてくるヴィジョンや陶酔感を、表情や比喩的な台詞を

とおしてわれわれに伝える」と述べている。グレゴリー・エレジーの後の2編で歌

われている戦闘での没我の喜びは、死に際の、死と生を同時に内包 した一瞬に感

得する陽気さである。そういう意味で、生命の燃えつきる瞬間は生の完成であり、

死は生の成就に他ならない。
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III

ロバー ト・ グレゴリーという人は、イェイツにとってこそ親密な友人であった

が、読者一般にとっては必ずしも馴染みのある人とは言えない。それなのになぜ

イェイツは、ロバー トの死を悼む詩を4編 も書いたのか。ロバー トの死を悼んで書

かれた4編の詩は、一見故人を惜 しみ、故人の生前の偉業を称える追悼詩のように

見えながら、いずれも親密な口調で、詩人自身について語っているとも言えよう。

4編の詩は、先にも触れたように、技巧的にも内容的にもそれぞれ違っており、

一見4つの異なったテーマが存在するかのようであるが、そこには一貫 した思想を

読み取ることができる。つまりそれは、敬愛する友人の死を惜 じむという同一の

自的とは別に、たまたまロバー トの追悼の機会を利用して語られる、イェイツ自

身の死生観、芸術家に必要な孤独と超脱の精神 (SpFeZZatura)、 理想の人間像、詩人

の生きざま等である。例えば、“An	lrish	Airman	Foresces	his	Dcath"に 登場するの

は、ロバー トどいう特定の名前の飛行士ではなく、T一人のアイルランド人の飛行

士」(`An	lrish	Airman")であり、そこでは、ロバ=卜 という固有名詞をもった特定

の対象を超えて、普遍的な一人の人間(=芸術家 )の死の瞬間の孤独な歓喜の衝動が

独自の形で語られている。

“In	Mcmory	of	Major	Robcrt	Gregory"に おいて、イェイツは、一般の読者には馴

染みのない故人ロバー トの人柄や超人的多芸多才ぶりについて、多少の誇張をこ

めて歌っているが、詩人の本当の関心は故人ではなく、むしろロバー トという対

象を超えてもっと普遍的、理想的な一人の人間像にあった。つまり、イェイツは、

ロバー トという敬愛する人物をとおして、かねて詩人の念頭にあったルネッサン

スの全人格的人間像 (“Our	Sidncy	and	our	Perfect	man")一 理想とする貴族社会

の、様々な美徳と天分を具えた全人格的芸術家像一 を描 くことにあった。白

バー トは、いわば詩人個人の神話の中の完成された人格として、「存在の統一」に

まで高められており、それによって、身近な故人への敬愛の念が故人という対象

を超えて普遍的な感情にまで昇華 し、この詩が詩としての普遍性とリアリティを

獲得 しているのである。
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特殊性と一般性の間で

一 イェイツとく戦争 >一

荒 木 映 子

1918年 1月 23日 、イギリス空軍 (Royal	Flying	Corps)の 少佐ロバー ト・ グレゴ

リー(Robert	Gregory)が イタリア戦線で戦死 した後、イェイツは彼の詩をめぐるエ

レジーを四つ書 いている。 r力ι閉″ S″α″sα′Cοοた (1919)に 収 め られた、

`Shepherd	and	Goatherd'(1918年 3月 執筆 )、 `In	Memory	of	Major	Robert	Cregory'

(1918年 6月 執筆)、 `An	lrish	Airman	Forcsces	His	Death'(1918年 ?月 執筆)と 、そ

して1948年まで出版を控えられた`Reprisals'(1920年後半に執筆)である。これ

らに先立ち、1918年 2月 17日 のObsθ″
`′
誌に追悼文を寄せ、多芸に秀でた者とし

てグレゴリーを称賛している。その中で、特にイェイツにとっては、「偉大な芸術

家」になるであろう者としてグレゴリーが記憶されること、芸術と生活両面にお

いて決して nヽtensity'を 忘れなかったこと、が力説されている。これらの資質は、

`Shepherd'と `In	Mcmory'で も讃えられているが、`Shepherd'がパス トラルという

古めかしい形式を用い、`In	Memory'は エレジーのコンヴェンションにのっとっ

・ていることを考え合わせると、これら二つの詩においてイェイツは、グレゴリー

の個性を特殊な事象として限定するのではなく、多彩なルネッサンス的英雄像と

して普遍化・神話化しようとしたと言える。第一次大戦下の死であることを示唆す

るような表現は使われていない。

`An	lrish	Airman'も 、日の前の死や勝敗を意に介さず、孤高の超然とした姿勢を

貫 く貴族的英雄像に、グレゴリーを形象化 している。 しかし、`An	lrish	Airman'

として匿名化されているとは言え、グレゴリーの出身地である`Klltartan'と いう固

有名詞は使われていて、内容的にも、この詩は、「アイルランド」、「第一次世界大

戦」という特殊な時空の枠組みで理解する余地を持っている。つまり、`Shcpherd'

と`In	Memory'で 暗示されているのは、「戦争一般」であっても、`An	lrish	Airman'

の場合は「特定の戦争」なのである。

そこで、この詩を先ず、イェイツ的な英雄像の表現としてのみ読むとどうなる

だろうか。公的な大義に促されて戦いに参加 したのではなく、自らの■onely
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impu建 'に 従っただけだと言う飛行士は、「自己犠牲」(自 分を自分のために犠牲

にする)あ るいは「脱自」により、瞬時に 大限の自己充足を果たすのである。自

発的な動機につきうごかされ、個人の宿命を全うしようとする英雄は、現実のア

イルランドや歴史の外に立っている。そうした英雄を讃える詩人も、歴史の中に

はいない。あるいは、歴史を越えている。

しかし、この詩は、当時のアイルランドの特殊な事情を視野に入れて政治的に

読むこともできる。第一次世界大戦の勃発により、積年のアイルランドの自治問

題が棚上げにされた中で、イギリスの援軍として参戦することは、大方のアイル

ランド人にとって、ありがたい話であろうはずはなかった。

Those that I fight I do not hate,

Those that I guard I do not love;

My country is Kiltartan Cross,

My countrymen Kiltartan's poor.

No likely end could bring them loss

Or leave them happier than before.

祖国の名前を、故郷の一十字路であるとし、しかも、同胞をグレゴリー自身が属

さぬ貧民階級であるとしていることは、大戦をアイルランドの命運とは縁遠いも

のとして感 じているイェイツ自身の心情を語っている。イギリスの勝敗が、直接

的にアイルランドに何らかの利害をもたらすような「この戦争」ではなく、どこ

か遠い所で戦われている「あの戦争」というふうにしか、イェイツや多くのアイ

ルランド人は考えられなかったであろう。実際のグレゴリーは、連合軍を支持 し

アイルランドの出陣を強く望んでいた母親
°と同じ見解を持っていたがゆえに、志

願 して出兵 したのかもしれない。

上の詩と同様の心境が次の詩の一節にも表わされている。

Knc)w	that	we	fools■ ow	with	the	f001ish	dead

Died	not	for	Flag	nor	King	nor	EInperor

13ut	for	a	dreanl	born	in	a	herds,lan's	shed

And	for	the	secret	scriptures	of	the	p00r.

これは、ロイヤル・ ダプ リン・ フュージリア連隊の中尉 Tom	Kettleが 、死の直前 に
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娘のために書いたソネットの一部である。 ドイツの脅威を感 した彼はアイルラン

ド中を徴兵 して回り、自らも志願 して出征したが、イースター蜂起後の叛徒の処

刑を聞いて落胆 し、直ちに前線に移されることを願い出て、ほどなくソンムで戦

死した。
わ
蜂起を経てからのナショナリス ト達の思いはこのようなものであっただ

ろう。

大戦に対するイェイツ自身の態度は、戦争詩の寄稿を求められた際、1915年 8

月20日 付けでヘンリー・ ジェイムズに出した手紙に表明されている。その中で、大

戦を`bloody	 volity'と 呼び、詩人達には「政治家を粛正する才能などない」ので

「こんなご時世には」黙っているのが一番だという`A	reason	br	keeping	silent'と

いう詩 (動θ″〃 S″α″s	αr	Cοο′
`に

`On	Being	Asked	br	a	War	Poem'と して、若千

の語句を修正 して収録 )を記 している。ヨーロッパの大戦に対 してイェイツがと

った、このような距離をおいた態度は、翌 1916年 に起こったイースター蜂起に対

する態度とは大きく異なっている。この武装蜂起を暴挙と見なし非難さえしてい

たダプリン市民は、蜂起鎮圧後わずか二週間で次々と首謀者達が銃殺されたのを

知り、急速に叛徒達への同情にかられ、イギリス批判に転 していったが、イェイ

ツももはや政情に冷やかな態度をとり続けることはできなくなってきた。戸惑い

を感 じながらも、彼は、 `Easter	1916'(1916年 5月 執筆 )、 `S teen	Dead	Men'

(1916年 12月 か 1917年執筆 )`Thc	Row	Tree'(1917年 4月 執筆 )、
`On	a	P01itiCal

Prisoner'(1919年 1月 執筆 )等の「感情的」な詩を書 くに至る。注意すべきは、イ

ェイツが 1916年を転機にナショナリストとして政治にコミットするようになった

ことであり、1918年 に書いた `An	lrish	Airman'に おいて、大戦に無関心なふうを

装ったのは、むしろ、大戦はアイルランドの戦争ではない、との積極的な意思表

示であるとも解釈できることである。また、Cuningbrdは 、`A	reason'の 詩は本

心を述べたのではなく、熟慮の上の政治的判断である、と見なしている。という

のは、もし要請に応 じて戦争詩を書けば、イギリス政府の徴兵に協力的なレドモ

ンドの側に立つことになるし、書かなければ、徴兵反対、親独派のピアスに与す

ることになり、そのどちらもしたくなかったからである、と述べている。"いずれ

にしろ、イェイツが見せる政治への無関心には多分に政治的配慮がはたらいてい

たと考えられる。

いくつかの詩の出版の時期 も政治的にならざるを得なかった。`Reprisals'は 、

「戦闘の喜び」を感 じて戦死 したロバー ト・グレゴリーの霊に呼びかけ、故郷が残

酷なプラック・アンド・タンズ(但 し、`Юldiery'と いう普通名詞で表わされている)

に荒らされているさまを見よ、と語った詩である。出版を1948年まで見合わせた
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のは、遺族の気持ちを慮って(母親の要望もあった)当然のことであっただろうが、

イギリス批判をにおわす詩を動乱の 中に出版することへの憂慮もあったであろ

う。'1916年 に書かれていたイースター蜂起に関する詩群も、出版は1920年 まで延

ばされ、詩集としては、1918年のグレゴリー詩群の収められた勲ιИ″S″α″sα′

Cοοた(1919)よ り遅いν
`“

α
`′

Rο♭αrtt	α″′″
`Dα

″
“
″(1921)に 収められることに

なった。その結果、この詩集には、1917年 に結婚 し、父親となったイェイツの感

慨に満ちた詩と、イースター蜂起にちなむ詩とが混在 している。

イェイツが個々の特殊な戦争に寄せる関心の程度には差があり、昨日まで通り

で挨拶を交わしていた市民が大胆な蜂起を起こし、処刑されて英雄に祭り上げら

れるという事件は彼を歴史の中に送り込んだと言える。それ以後、英・アイ戦争や

内乱を目の当たりに体験 したイェイツはますます政情を題材とした、彼流の「戦

争詩」を書き始める。詩の題名に年代が入ったり、詩の末尾に日付が記されるこ

とも多くなる(そ の傾向が現れ始めるのはRの″″sJ♭″j′たSか らだ)。 日付をもつイ

ェイツの詩ははっきりと歴史と現実の中で生き始める。

とはいえ、イェイツが歴史の中の特定の戦争についてではなく、「戦争一般」に

ついて語る時、終始、恐怖や暴力や死の美化がはたらいているように思える。

R`ν
`″

燃 οッ
`′

c″′″οο′α″グb″力には、想像上の戦争とヒロイズムが結びついた

記述が多 く見 られる。

Later on I can remember being told, when there was a rumour of a Fenian Rising,

that rifles had been served out to the Orangemen; and presently, when I had begun

to dream of my future life, I thought I would like to die fighting the Fenians. I was

to build a very fast and beautiful ship and to have under my command a company

of young men who were always to be in training like athletes and so become as

brave and handsome as the young men in the story-books, and there was to be a

big battle on the sea-shore near Rosses and I was to be killed.

勇敢な兵士、快速の船、栄誉ある戦死は冒険を求める子供らしい夢の域を出ない

ものかもしれないが、「戦闘の喜び」はクフーリンの神話の世界からイェイツ晩年

の政治詩に至 るまで繰 り返 されるテーマである。そして、後に、`Under	Ben

Bulben'で John	Mitchcllの `Scnd	war	in	Ourtime,O	Lord!,を 引用 した り、И	ИSjο″

や	`()n	the	B(oilcr'	
‐
で
:	`Iズ

)vc	war	bccause	of	its	horror,	that	bclief■ lay	be	changed,

civilization	renewed.'と い う好戦 的 な言葉 を語 る時 、戦争 は何 か の メタ フ ァーにな
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っているように思えるのである。複数の批評家が指摘 しているように動
、イェイツ

においては、戦争のエネルギーが文明の転換や再生を前提とした終末論の一部 と

なっている。それをイェイツがどれだけ大まじめに信 じていたかどうかは別問題

として、戦争と優生学は′ИsjO″ の体系を完成させるために必要なものであった。

と、そのように解釈 したところで、イェイツに戦争を肯定するような側面もあ

ったことは否定できない。そして、1928年に、第一次世界大戦の衝撃を描いたシ

ョーン・オケイシーの動
`Sj′

ッθr	r6sた を批判 した事実や、1936年になって、第一

次世界大戦の「戦争詩」を十把ひとからげにして「受動的苦 しみ」ゆえに動ι

Oχ力″ BοοたげMο′ι″″降″wへ入れることを拒否 したことをどのように考えるべ

きなのか、イェイツの思想や態度に一貫性を求められるものなのか、イェイツの

政治的アイデンティティをめぐっては議論が続きそうである。

後に、もう一度 `An	lrish	Airman'に戻って、この詩を広く西欧の近代個人主

義の発達と変化とからめて検討 してみたい。ルネッサンスを個人の発見と定義す

るブルックハル トとは異なり、Colin	Mo sは 、個人の意識は古典古代に芽生え、

十一世紀から十二世紀半ばにかけて徐々に発展 していった、と考える。ところが

第一次世界大戦がこの長い個人主義の伝統を破壊ないしは変化させた、と見な し

ている。
6)近

代戦争は、戦争自体を国家建設のための有意義な活動に見せかけたが、

個人の死を徹底的に無意味化 した。イェイツの夢やロマンスを満たす戦争ではあ

り得なかった。イェイッを含め多くのモダニズム作家が二十世紀初め頃を人間性

の変化の時期と認識 しているように、闇から光へと絶えず進展 してきた「近代」

は、近代戦争によって決定的に阻まれることになったと言える。`An	lrish	Airman'

が暗示する、生をも死をも冷たくつき放す態度は、全てを破壊する近代戦争の現

実の中で「個人」が意味をもちうるヒロイックな営為ではなかっただろうか。少

なくともイェイツが`tragicjoy'に つらなるヒロイズムを賛美し続けたことは確か

である。

注
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記憶の形象化

― イェイツの場合

鈴 木 		 聡

第一次世界大戦の勃発.サー・ ヒュー・ レインの不慮の死。イースター蜂起。ジ

ョージー・ハイ ド=リ ーズとの結婚。ロシア革命。そしてロバー ト・ グレゴリーの

戦死。このように多様な出来事に翻弄された1914年 から1918年にいたる激変の時

代は、イェイツの人生の転機であるとともに、隠遁と研究の期間でもあった。ア

ッシュダウン・フォレス トのス トーン・ コテッジにおけるエズラ・パウンドとの共

同研究により能の形式を自らの創作に利用するにいたること。ノルマンディーで

イズール ト・ゴンとともにシャルル・ペギーなどカトリック詩人の作品を読んだこ

と。のちに『ヴィジョン』として集大成されることになるジョージーの自動書記

の記録。また、オックスフォー ドのボ ドリー図書館における参考文献の渉猟など

が、この時期の主要な成果であることはすでに知られている。さらに加えて、

1906年 1月 、スコットランドで講演旅行中、アバディーンを訪れ、ハーバー ト・J・C・

グリアソンと知り合いになったイェイツが、その頃から17世紀文学に親 じむよう

になった事実も見過ごすべきではない。1912年 11月 、グリアソン編纂による『ジ

ョン・ ダン詩集』全2巻を読んだイェイツは、「思考が精密になり、学識豊かなも

のとなればなるほど、美、そして情念は偉大なものとなる」ということをついに

理解 し得たと、ある書簡のなかで書き記す。その一方、イェイツは、ルネサンス

期の韻律を自家薬籠中のものとする試みを進め、1910年代にその成果が現われる

ようになる。それを示す作品が、1919年 版『クール湖の野生の自鳥』のもっとも

大きな特色となっている。この詩集の 後を飾る「マイケル・ロバーツの二重の幻

視」がホラティウス風オー ドの形式を巧みに駆使した堂々たる傑作となっている

ことを軽視するべきではない。それは、W・H・ オーデンが「WOB・ イェイツを記念

して」で用いることになる形式でもある。

このように、第一次世界大戦当時、イェイツの文筆活動は、きわめて充実 した

展開を遂げた。1916年 、イースター蜂起の直前に初演された『鷹の井戸にて』は、

それなりの成功をおさめた。翌年には、イェイツの詩学体系の構築作業を予示す
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る重要な散文『ペル・ア ミカ0シ レンティア・ルーナエ』(月 の好意ある沈黙に)が

書かれる。これは、もちろん後年の『ヴィジョン』の先触れとなる作品だが、直

接的には、1908年以来、なん度となく筆を加えられてきた戯曲『役者の女王』の

終的改訂に結びついたことが重要であろう。この戯曲が示しているのは、イェ

イツが畢生の課題としてきた仮面の詩学がようやく到達 した理論的完成段階であ

る。その意味で、1916年 から1917年 にかけて、イェイツの文学的経歴の分水嶺が

あることはまちがいない。その事実を端的に物語るものこそ、1917年版『クール

湖の野生の自鳥、その他の詩と韻文劇一篇』と、それにロバー ト・グレゴリーの追

悼詩その他を加えた 1919年 版『クール湖の野生の自鳥』というふたつの作品集の

あいだの差異なのである。死後に出版された『 後の詩と戯曲二篇』などが典型

的な例となっているように、イェイツの作品集では、個々の詩がひとつの系列を

なすように配置され、いったんまとまりが形成されたあとに、それに対する批評

的な註釈もしくは反歌として戯曲が添えられる場合がある。1917年版『クール湖

の野生の白鳥、その他の詩と韻文劇一篇』も、そうした構成の一例となるもので

ある。この作品集においては、老いの予感、凋落、死をめぐる瞑想から、詠嘆を

乗り越える諧謹と沈着冷静 (ハイデガー的な「ゲラッセンハイ ト」(放下 )、 あるい

は「スプレツァトゥーラ」)、 そしてさらに、自己の対立物の発見と、そこから生

じる新たな創造の可能性へといたる軌跡が描かれる。

この作品集の23篇の詩の系列の 後から二番目に位置するのは、イェイツ中期

の詩的探究の総決算となる「エゴ・ ドミヌス・ トゥウス」である。それは、『ペル0

アミカ・シレンティア・ルーナエ』の冒頭のセクションをなす作品でもある。1917

年版『クール湖の野生の白鳥、その他の詩と韻文劇一篇』では、「学者たち」とい

う短い、皮肉っぽい詩をはさみ、いちばん 後に戯曲『鷹の井戸にて』がおかれ

る。この戯曲においても、老いや死のモティーフは引き続き機能し、自我ではな

く反自我を発見するというテーマも根抵に流れている。詩の系列のうちにすでに

登場 していた「鷹」の形象がそのまま使われていることはいうまでもない。意識

的な思考、抽象化の作用、さらには、フロイ ト的な夢の理論でいう「検閲」をも

体現する「鷹」の形象は、1919年 版『クール湖の野生の自鳥』においては、「蝶」

のイメージによって克服されることになる。それは、精神そのものの普遍的表象

でもあるが、イェイツの場合は、とくに反自我もしくは仮面を志向する直観的な

運動を表わすものと考えてよい。

それ独自の主題的一貫性を備えた1917年版『クール湖の野生の自鳥、その他の

詩と韻文劇一篇』と比較 した場合、1919年 版『クール湖の野生の自鳥』の特異性
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はどのあたりにあるか。ふたつの版のいずれにあっても、「記憶」というわずか6

行の詩がほぼ中心におかれている。この事実によって端的に暗示されているよう

に、イェイツの狙いが記憶を意識的にテクス ト化することにある点で、両者の共

通性は保たれている。しかし、1919年 版においては、冒頭の「クールの野生の自

鳥」のすぐあとに「ロバー ト・グレゴリー少佐を記念 して」と「アイルランドの飛

行士は死を予見する」が続くことによって、老いと凋落をめぐる瞑想に別の次元

が付け加えられることになる。年老いながらなお生きながらえる者と、若 くして

死ななければならない者が、記憶を軸として共存していること。それは、はたし

て矛盾なのか。矛盾ではない
一 というよりも、一見 してそう思われる矛盾や対

立が、相容れない可能性としてではなく、互いの照応関係として並存していると

いうことが、1919年 版『クール湖の野生の自鳥』の中心的な議論となってくる。

その結果、1917年版からそのまま取 り入れられた各詩篇にも新たな文脈、裏づけ、

合意をそなえるようになってくる。 もっとも重要なのは、1917年版が自伝的なテ

クス トとして読み解き得るかもしれないのに対 して、1919年 版の場合、そうした

一義的な解釈は成立 しないということである。ここでは種々のベルソナが導入さ

れる。そして、1917年版においては詩人本人の個人的独自として受け取られたか

もしれないものを、ある種の演技として、フィクションとして読み得る可能性が

もたらされる。ロバー ト・グレゴリーの死にちなむ詩群がこの詩集のなかで果たし

ている機能は、まずなによりも、以上のような全体的構造とのかかわりにある。

一見、イェイツの詩群は、個人的な記憶をテクス トのうちに永久にとどめるこ

とにあくまでも固執 しているかのようだ。そこには、当然のごとく、おびただし

い数の固有名詞が登場する。生きているひと、死んで間もないひとの名前を不用

意に書き記さないところに、独特の礼節もしくは気配りがうかがえる。 しかし、そ

のことも含めて、イェイツの作品は、現実を素材として利用し、それを巧妙に加

工 し専有化する形で、自己の神話体系に取り入れるために、数々の周到な操作を

行なっている。たとえば、イェイツは、エレジーと呼ばれるジャンルの約束事に

表面的にしたがっているようでいて、そこに、実に機智に富んだ創意工夫を盛り

こみ、これまでになかった斬新な地平を切り開いている。演劇的な異化効果とメ

タポエム的な仕掛けを特徴とする1919年 版『クール湖の野生の自鳥』の全体的構

造のなかにおいてみると、「ロバー ト・グレゴリー少佐を記念 して」には、はたし

て言葉を額面通りに受けとってよいものかどうか、読者をためらわせる局面が随

所に用意されている。そうした逮巡は、まず第一に、この詩の話者をイェイツ本

人と同一視 してよいのかという疑問からはじまる。その疑間は、芳頭から生 じて
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はこないにしても、この詩の循環構造そのものが秘めている矛盾に気づ くときに

は、必ずや頭をもたげてくることになるだろう。

「ロバー ト・ グレゴリー少佐を記念して」は、意図的な自己矛盾を知的、諧譴的

な仕掛けの要とする作品である。すなわち、 後の第 12ス タンザで、「それぞれの

者に適切な評言を加えながら」心によみがえらせるうちに、想像力でしかるべき

迎え入れ方ができるようになるのではないかと思ったけれども、 近亡 くなった

ひとへの思いにより、言葉が出てこないと述べるときには、詩人の記憶にもっと

も鮮明に残っている死者たちの思い出は、すでに語られてしまっているのだ。し

かも、表題で謳われている、肝腎のロバー ト・グレゴリーの早すぎる死を惜じむ詩

行は、全体の半分弱にすぎない。さらにいうと、その言葉づかいはやや型にはま

りすぎてもいる。あらゆる面で完成の域に達 していたロバー トは、「灰色の髪を杭

るまで」あえて馬齢を重ねるにおよばなかったとも称される。これでは、死を悼

むという作品の根本的な動機までもが根抵から揺るがされることになるだろう。

伝記的背景を考慮に入れるとき、「ロバー ト・ グレゴリー少佐を記念 して」は、見

かけよりもアイロニカルな内容をそなえたものであることがわかってくる。記憶

の作用を強調することで呈示されるのは、死者が生者の記憶のなかで新たな生を

歩みはじめるという確信にほかならない。その新たな生のなかでは、死者が生き

ていたときの通りの姿をとる必要はないのだろう。「ロバー ト・グレゴリー少佐を

記念して」で語られるライオネル・ ジョンソンは、生前はただの酔いどれであった

かもしれないのに、死後は、彼の人柄のよさと学識だけが記憶にとどめられるこ

とになる。それは、イースター蜂起の指導者たちの人間的欠点が、死後は忘れ去

られるのと同様である。このような記憶による形象化の作用は、単なる美化や神

格化の域を超える必然性を有するものなのだ。

イェイツは、ロバー ト・グレゴリーをシドニーと結びつけることにより、暗黙の

うちに、自らをスペンサーと結びつけている。その点で、「ロバー ト・ グレゴリー

少佐を記念 して」は、スペンサーがシドニーの死を悼んで書いた「アス トロフェ

ル」(1586年、出版 1595年 )の詩形にならうパス トラル・エレジー「羊飼いと山羊

飼い」と、主題的関連性をもつことになる。「羊飼いと山羊飼い」は、「アイルラ

ンドの飛行士は死を予見する」とともに、1937年版『ヴィジョン』の第二の書「審

判される魂」において詳述されることになる、死後の魂のたどる6つの段階、とり

わけ「夢みなおし」を含む「瞑想」と呼ばれる第二段階と密接な関係にあると考

えることができる。このようにして、記憶の形象化を中心に据えた詩集『クール

湖の野生の自鳥』は、その全体的主題をさらに増幅させているといえる。『ヴィジ
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ョン』においてもイェイツは、死者の記憶が生者の思念と有機的な絆をもつもの

であることを強調している。いま挙げた二篇の詩においては、死者が匿名もしく

は無名の存在であることにも着目しなければなるまい。

一方でイェイツは、ひとりひとりの特定の死者との結びつきの強さに自らの同

一性を賭けているかのように見える。 しかし、他方では、生と称されるものがダ

イモンの一時的な受肉にすぎず、肉体の死から、個々のダイモンの記憶がひとつ

の「大いなる記憶」に流入 してゆく過程がはじまるともされる。これを単に論理

の破綻としてかたづけるのではなく、弁証法的な解釈の契機としてとらえること

によって、はじめてわれわれは、イェイツの詩法の秘密に接近できるのではない

か。「羊飼いと山羊飼い」は、あえて時代錯誤ともいえる牧歌のコンヴェンション

に準拠 した作品である。 しかし、これはいうまでもなく、個別の事象や現象が、歴

史および時間の制約を超えた意味をもち得ることを示唆するための仕掛けなのだ。

そうした制約を乗り越えるとき、出来事は、見かけ上の一面的な意味以外のなに

か別の意味をつねにそなえるようになる。個人は、他のペルソナや、現実のその

ひとからかけ離れた理想を体現し得る可能性をつねに秘めている。死が「もうひ

とつの生」でもあるように、敗北、失敗、挫折と見えるものも、それと相対立す

る意味合いを裏面にもっているといえるだろう。このような脈絡において、『ペ

ル・ア ミカ0シ レンティア0ル ーナエ』のつぎの一節を銘記 しておかなければなら

ない。「詩人は絶望のなかで、英雄は敗北のなかで、自らの仮面を発見 し、つく

る。」(『著作集』第 5巻、12)こ の言葉を念頭におくことにより、「ロバー ト・ グレ

ゴリー少佐を記念して」の第 11ス タンザにある、「作品はその焔のなかで完成して

いた」という1行を理解することができるはずだ。死がひとの生を完成させ、その

ひとを(同 じスタンザでいわれている)`epitome'な リイデアなりに還元すること

になる。こうした論理の枠組みがあるため、イェイツの詩においては、おおむね

生者の相対的比重は軽 くなる。

ロバー ト・グレゴリーの死を悼んで書かれた一連の詩群におけるイェイツの姿勢

がはたして誠実なものといえるかどうかは、しばしば論議の的となってきた。も

ちろん、イェイツは、ロバー トよりはその母であるグレゴリー夫人に対してより

誠実であったともいえるだろう。それは、作品の外部の詩人が生者の世界にとど

まっている限り、致 し方のないことかもしれない。ただ、いつものことながら、イ

ェイツが自らの感情に対 して誠実であったことはたしかだ。それよりもなにより

も、誠実ではなく、死の直前に経験されるであろう、生が一瞬のうちに要約され

る閃きに似た洸惚、蝶や、戦場に飛び立つ飛行士によって具現される直観的な脱
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自の運動のほうに、イェイツが根本的価値を見いだしていることを忘れてはなら

ない。ともあれ、自らにとって切迫していると思えることがらについてしかイェ

イツは書こうとしない。それは、第一次世界大戦その他の歴史的事件に対するイ

ェイツの態度についてもいえる。ジョン・クィンとのあいだに若干の軋礫を生じさ

せた「戦争詩を求められて」という短い詩がはっきりさせているように、イェイ

ツは、自分自身をも含めてすべての個人の意志をほしいままに蹂躙する政治的利

害の対立に巻きこまれることがないようにと警告を発 し続けた。それは、彼の発

表 したすべての詩の系列の 後にくる「政治」(『 後の詩と戯曲二篇』)か もう一

度改めて提起することになる主張でもある。

ロバー ト・グレゴリーの戦死をきっかけとして、イェイツが間接的に戦争に言及

することになったのは、単なる偶然のいたずらにすぎなかったということになる

かもしれない。 しかし、いずれにせよ、イェイツにとって重要なのは、政治的イ

デオロギーの正当性の主張や、煽動的プロパガンダによる輿論の操作などではな

く、あくまでも個人の意志と運命であった。非道な暴力、猛禽類によって表わさ

れるような合理性や合目的性に唯々諾々としてしたがう受け身の態度にイェイツ

は強い抵抗を示す。それと同時に死が主体的かつ英雄的な意志の実現にほかなら

ないとする抜き差 しならぬ訴えがイェイツ自身の自らに対する戒めでもあること

を、われわれは心にとどめなければならない。ここでもイェイツは、ニーチェか

ら学んだ「十字架にかけられた者」対ディオニュソスの対立を引き継ぎ、ディオ

ニュソスが表わす「生への約束」、「悲劇的歓喜」のほうを選びとったのだといえ

るだろう。
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書評

大野光子著

『女性たちのアイルランド

ー カトリックの<母 >か らケルトの<娘 >へ』

(平凡社選書 173)

アイルランドを紹介する本が2冊出た。 近のアイルランド・ブームに乗って、

また観光案内がでたかという意見があるかも知れないが、それぞれ主張と特徴を

持った本である。すなわち初木伸明さんの『アイルランドのパブから一 声の文

化の現在』と大野光子さんの『女性たちのアイルランドー カ トリックのく母 >か

らケル トのく娘>へ』である。本稿では大野さんの本について紹介とコメントをし

てみたい。

「女性たちのアイルランド」という書名のとおり、フェミニズムの立場からのア

イルランド女性論であり、序章「アイルランド女性とケル ト精神の現在」、第 1章

「古代ケル ト神話の女性像」、第 2章「カ トリック教会の女性像」、第3章「 ジャガ

イモ大飢饉と移民女性」、第4章「ケル トヘの回帰」、終章「「ケル トの風」を追っ

て」という構成になっている。

私は15年前に1年間ダプリンで過ごした。3月 に着いてすぐに、UCDで英文科

の教員を対照とした小さな講演会があった。当時アメリカから来ていたフロリダ

大学のカーシュナー氏が滞在の終わりにおこなったもので、ジョイスについての

文学理論を中心とした話だったと記憶 している。そのあと知り合いになって、郊

外の彼の家にうかがうことがあった。ジョイス研究の方法などについて有益な話

ができたが、その際奥さんが一緒にアイルランドに来ているのだが、出かけてい

るということだった。「フェミニズムについてダプリンの女性たちに話をしている

んだが、彼女たちはなかなか乗ってこないらしい」、と言っていた。当時私はプラ

ックロックのフラットに住んでいたが、大家さんが女性であった。活動的な女性

で内装など何でも自分でやってくれ住みやす くしてくれるような人だった。その

後ダプリンに行 く毎に電話をして会ってもらった。フェミニス トの運動に関係 し

ていているといって、パンフレットを見せてもらったことがある。こうした経験

から考えて、大野さんの本はアイルランドの女性たちの状況が随分変わってきた

のだという感慨を与えてくれる。そして明らかにアイルランドの女性たちは変わ
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っていくだろうという確信のようなものを感 じる。そういう印象を与えてくれる

という点でこの本は成功といえる。ただこういう経験を基にした私の認識と大野

さんが序章で展開する女性たちの明るい未来との間には多少のギャップは感 じる。

批判も含めて、以下でその内容を見てみたい。

大野さんは第 1章で、古代アイルランド神話のコナハ トの女王メーヴ、シングの

劇にも出て くるデア ドラなどのいわゆるケル トの女性たちを取 り上げ、彼女たち

こそ本来のアイルランド女性たちの原型であるとのべる。そしてそういう独立 し

ていて、自由で、自分の主張をもっていた女性たちが、それ以後聖パ トリックに

よって入ってきたカ トリック教によって変容されてしまったと述べる。古代聖人

伝で有名なコラムキルやアダムナンも、彼らの聖人としての名声よりも、修道院

を建設する際に定めたきまりによって女性を含めてアイルランドの人々をがんじ

がらめにしてしまった存在となる。第2章はカ トリック教会の女性像として、アイ

ルランドに根強いマリヤ信仰が、やはリカトリック教会の影響からうまれたもの

であり、それから派生したものとして聖プリジッドの信仰があり、教会の入り口

にあるシーラ・ナ・ギグもその変形のひとつであると論 じる。こうして大野さん

は、アイルランドのカ トリック教会は本来の女性たちの姿を鋳型に入れ、変形さ

せてしまった存在としてみる。20世紀の現在でもこれまで離婚、中絶、避妊を禁

じてきたアイルランドの状態は、その犯人がカ トリック教会であり、 近国民投

票により離婚が可能になったことによって、そこに風穴が開いたという認識をも

っているようである。

ところで、大野さんはケル トという言葉を割合自由に使っているようである。

ところが「いわゆる」ケル トというふうに、ケル トということばはなかなか定義

がむずか しく、簡単には使えない、というのは常識である。ダプリンのはるか北

にあるニューグレインジの墓とそこにある渦巻き模様はケル トよりはるかに以前

のものだとも言われている。このあたりから基本的に大野さんの認識に疑間を持

つ。一歩譲って、彼女の言う古代ケル ト(古代アイルランド)神話の世界を見てみ

ても、4つの神話群があり、ケル ト民族がアイルランドに来る以前の時代があった

り、夢の世界があったり、スウィーニーのように気のふれた王がいたり、扱って

いる内容といい、語リロといい、多種多様なものを含んでいる。その中のアルス

ター・サイクルに主に出てくるメーヴとデア ドラがなぜケル トを代表する、自由

で、独立 している女性とみるかわからない。女性でもエーディーン、グラーニャ

がいるし、その他でもメーヴと戦うクー・フリンなどが関係するシー(妖精 )の世

界もあるし、オシーンの世界もある。大野さんはケル トという言葉を、研究して
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おられるヌアラ0二・ゴノールの詩から逆に敷延 しているようだが、′お力%″姥ぉ

α″′R″♂ο
“
(Colin	Smythe,1992)でのヌアラの論文を読んでみると大野さんの提示

するものと、ヌアラのものとは古代ケル ト(ア イルランド)社会の認識が違うよう

だ。

第2章はそれから時代的に飛んで、中世に、英国の植民地政策によって、アイル

ランド人たちがゲール語 (ア イルランド語 )を失っていく過程が語 られていく一

方、18世紀のプライアン・メリマンの『真夜中の法廷』を例にあげて、適齢になっ

ても結婚もできない女性たちの姿を述べる。そしてアラン島を題材にしたシング

の劇を取 り上げて、女性たちが死者を弔うための通夜とそこで歌うキーニングは、

社会的に 下層として扱われていた女性たちの「癒 し」であり、またオケーシー

の「ジュノーと孔雀」では強い父の不在、そして強い母の存在というアイルラン

ド社会を反映していると述べる。

この本の書き方の特徴は歴史的記述が飛んでいくことである。あるいは認識が

はっきりしないところである。自分の主張する点にちょうどいい歴史の事実をピ

ックアップして、時代の状況を無視し、脈絡 もなくそれを繋ぎあわせたという部

分があるのではないかと思える。歴史家がこの本のこのあたりを読むとどう言う

か、反応を聞きたいところだ。古代のアイルランド社会は群雄割拠で、王 (族長 )、

ドルイ ド(学者、聖職者 )、 フィリ(詩人)がいてひとつの単位をなしていたようだ

が、その状態からどのようにして王たちが力をなくしていったか、そして12世紀

にイギリスの統治以降その社会がどう変化 していったか。またアイルランド語と

カトリシズムが 17世紀の刑罰法によってどれだけの打撃を受けたかなど、簡単に

取り上げても言及すべきところはたくさんある。それを男性の禁欲と女性の結婚

観、真夜中の法廷(18世紀 )、 キーニング、強い父の不在(20世紀 )と いう取り上げ

方では不十分だと思う。

第3章は時代を 19世紀中頃に戻して、ジャガイモ大飢饉の悲惨な状態が述べら

れる。多 くの人々が餓死で死んだ上に、いわゆる棺桶船でアメリカやカナダに移

民をした多 くの人々がいたことも述べる。そして移民の中には多くの独身のアイ

ルランド女性がいたという事実を踏まえて、ダイナーやカービン・ ミラーの本を参

考に彼女たちのアメリカでの生活の様子を分析的に分かりやすく描 く。私自身あ

まり知識のないところだったこともあり、この本で一番興味を持てるところだっ

た。

第4章はレイディ・グレゴリー、モード・ゴンなどイェイツに関心のある人々に

は馴染みの名前から始って、イェイツも含めてアイルランドの独立を目指したり、
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文芸復興運動を担 ったのはカ トリック教徒というよりはアングロ・アイリッシュの

人々であり、シングのように女性たちに深い共感をもった人もいたという主張で

始まる。1922年の自由国の成立はデ・ヴァレラたち復活祭蜂起の生き残りたちに

よってもたらされた。しかし彼らの台頭によってマイケル・コリンズという当時の

大指導者が扱われることがずっとなかった。大野さんはコリンズについては映画

になったことを取 り上げ、それはアイルランド社会が成熟 したからだというコメ

ントを引用 している。そして映画の影響か、デ・ ヴァレラが、そしてカ トリック教

会が自由国以後のアイルランドの発展を妨げた元凶となったという印象が与えら

れる。

18世紀末から19世紀にかけてのウルフ・ トーンやエメットたちのようにアイル

ランドの独立を考える人たちは当然アングロ・アイリッシュだった。カトリックの

大学ができたのが 19世紀の終わりだったし、刑罰法のために政治的に活躍の場が

奪われていたカ トリックがようやく台頭の兆しが見えたのがダニエル・オコンネル

の時代だったとすればこれも当然だったと言わなければならない。だからといっ

て、ここでアングロ・アイリッシュの人々を弁護する意味は不明である。その上で

終章のイェイツ賛美の声を聞くと、ちょっとうんざりしてしまう。

ともかく新 しいフェミニズムの視点で書かれたという点でこの本は評価すべき

ものだが、私にとっては批判の気持の方が多くなって しまって、残念である。

後にspeirbheanは スペアバンではなくで、スペールヴァン、sean	bhean	bhocht

はシャン・ ヴァン・ ヴォフト(シ ャン・バン・ ボフ ト)で あろうと思う。

(清水重夫)
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Yeats and Tantrism

- 
Emblems and his later Masks

Shiro	Naito

ln "A Bronze Head" and "The Wild Old Wicked Man" Yeats refers to Tantrism,

that is, a sort of Indian and Tibetan Yogic thought. The phrase "a bird's round eye" of

"A Bronze Head" is regarded as an emblem rather than a mere symbol, for this image

is considered to be one of his later internal Masks, which can be said to comprise his

consciousness of purpose. Another emblem of such a mask is "the root of that

chestnut-tree" in "Among School Children." The orientation of Yeats's work led him

through the "source" of "A Dialogue of Self and Soul" and the "Rocky Face" of "The

Gyres," until he arrived at his later Masks such as the "Horseman" in his epitaph.

The two Zen-like poems "Long-legged Fly" and "The Statues" are supposed to

have been composed immediately after the completion of those two tantric-like poems.

In conclusion, t believe that Yeats attained to a more profound understanding in

arriving at a Zen-like Satori than tantric type Samadhi.

Reference books

Miranda Show: Passionate Enlightenment: Women in Tantric Buddhism

(Princeton University Press, 1994).

Shiro Naito: Yeats and Zen: The Transformation of His Maslc (Yamaguchi

Publishing House, 1983).

Shiro Naito: lA.B.Yeats's Masks and Plotinus: Zen, Tantrism and Shin Buddhism

(Yamaguch P.H., 1997).

Tantric books stored in Yeats's library:

Avalon, Arthur,tr.: Tantra of the Great Liberation. Lnzac,L9l3.

Avalon, Arthur,tr.: Principles of Tanta,2 Volumes.Luzac,l9l( - 16.

Avalons, Arthur & Ellen,trs.: Hymns to the Goddess. Ltrzac.t9l3.

Tagore, fi.: Kabir's Poems. Ltzac,l9l3.
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On'Crazy Jane' Poems

- Interlacement Which Makes Unity out of Antinomy -
Toshiharu Kimijima

A group of the poems including'Crazy Jane' Poems in Words for Music perhaps,

in a letter Yeats says, was written by his carnal desire. But there is a problem if he

really wrote it only .for that carnal reason.

In fact, Jane, the heroine of'Crazy Jane' Poems, is not .crazy, and her bold
utterance is full of persuasive power. It is possible to conclude that she is a mask of
Yeats because of her hatred for christianity and adherence to her lust. In 'crazy Jane'
Poems, Yeats describes two male characters, the Bishop and Jack the Journeyman,
through the utteiance of Jane as his mask. The Bishop is old and ugly, and insists on his
spiritual tife, so he blames the lust and carnal life between Jane and Jack. on the other
hand, Jack has his youthfulness, strong body, and overbrimming lust more than
anything else. I conceive that Yeats, who attains his old age, regards the Bishop as an

ugly figure of the male, Jack as an ideal one. Therefore these two males exist in
antinomy.

However, these three characters are complicatedly related with one another. Jane

makes much of both her body and soul. The Bishop is also conscious of his body, and

he becomes a projection of Yeats himself. Still more, Jane understands the world after
death, based on the conception ofl Vision. And Jack is a man whom not only Jane but
also the Bishop admires. I assure that Yeats makes these three characters unite by
interlacing soul with a body, a reality with an ideal, and the life to come with this life.

Yeats faces the problems about his old age and death, and suffers from them.

'Crazy Jane' Poems show the vacillation of the poet who has three masks of these

characters. It is a figure of Yeats as a human being that we can see in the poems.
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Yeats, Rabelais, Joyce

Yoshiya Fujita

Mikhail Bakhtin's theory of language or culture consists of two major concepts.

These are "carnival" and "polyphony." "Carnival" is the concept he uses in the analysis

of the texts of Rabelais and Dostoevsky and it is applicable to Yeats's text.

In Yeats's later poems we notice the images of that carnival are often used' There

are only a few references to Rabelais in Yeats's text, but we can find that Yeats often

associates Rabelais with James Joyce. In Yeats Rabelais and Joyce are connected in the

respect of anti-establishment or anti-Catholicism.

To examine Yeats's words about Rabelais and Joyce makes it clear that we should

read Yeats's political intentions behind the images of carnival.
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The Dramatic Works of Jack B.Yeats:
Introduction to the Plots with Brief Comments

Kenji Kono

Jack B. Yeats (1871 - 1957)is not only a noted painter but also a unique

playwright. His plays are dominated by the themes of death: we see in In Sand and The

Silencer Alice and Hartigan are at the mercy of whimsical fate of divine providence. In

fact, precursory of dramatic technique in the early plays of Samuel Beckett are the

distinctive features of Jack's works: that is, absolute indifference to theatrical
conventions; randomness and purposelessness in plots and characters; philosophical

remarks introduced simply for the sake of metaphysicat speculation. These meta-
physical and ontological interests underlie most of his plays where life is often seen as

in a state of eternal flux.
This paper is, however, only an introduction to his main seven plays with some

references to his paintiogs relevant to each play. Along with psychoanalytic approach

to his visual arts, more scrupulous studies would be yet required to throw light on the

nature of fraternal discord between J.B. and W.B. because the exposure of fraudulent
s6ance depicted in Apparitions is nothing but an acid satire on his brother's deep

commitment to mysticism.
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World War I and Yeats's Neutralism

Nobuaki Tochigi

W. B. Yeats avoided to commit himself to the the Great War. He rejected

subscriptions to war-effort publications, and when the Abbey was asked to organize

charity performances he 'drew up a careful policy of requiring the usual fee and then

making a "voluntary" donation from the company itself.' As a writer, he observed

silence as he wrote in a poem:'l think better that at times like these / We poets keep

our mouths shut; for in truthAMe have no gift to set a statesman right.' He practically

ignored the reality of war, indulging in mysticism, reading Wordsworth and Noh, while

writing autobiographical essays and 'noble' plays for dancers. He had a bystander's

viewpoint and wrote to his father that 'The war will end I suppose in a draw and

everybody too poor to fight for another hundred years, though not too poor to spend

what is left of their substance preparing for it.'
Nevertheless, Yeats was not able to stay away from the war when it took the life

of Robert Gregory. He wrote four elegies on behalf of Lady Gregory, in which he

discarded the 'Imperialist' Robert Gregory and created the image of a prefect

'Renaissance' man. According to recent biographical studies, this idealization reflects

the poet's condolences to Lady Gregory more than his admiration to the deceased

because of the sour relationship between the two men.

After the Great War and subsequent wars in lreland, we find Yeats the senator and

Nobel Laureate now absorbed in a system of history based on occult philosophy.

Apocalyptic images in such poems as'The Second Coming'and'Leda and the Swan'

imply an approach of a new phase of history. In the interview 'From Democracy to

Authority,' Yeats talks of how he anticipates the new age, putting his hopes in an

'authoritative government' which 'is certainly coming.' Several years after this

interview, the world witnesses the rise of Fascism. However, Yeats had died before he

saw his 'expectations' being fulfilled.
As essays inYeats's Political ldentities (edited by Jonathan Allison) have stated, it
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seems impossible to pin down Yeats's political viewpoint. Seamus Heaney once

remarked that Yeats was 'innocent in the original sense of the word,' and this comment

can be applied to Yeats's naive understandings of political doctrines. It is easy to

assume that Yeats was infatuated with the idea of an 'authoritative government'

without acknowledging the evil effects that should come out when it should actually be

put into practice. He dies before having the chance to self-examine and reflect on his

political stance, leaving it forever evasive. For this reason, it seems natural that a

discussion on Yeats and politics should almost always lead to an ambiguous

conclusion.
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Between particularity and generality

-Js31g 
2nd qtn/21>' 

- Eiko	Araki

Among the four poems Yeats wrote concerning the death of Robert Gregory, 'An
lrish Airman Foresees His Death' and 'Reprisals' make specific reference to the First

World War. It is possible to infer from 'An Irish Airman' Yeats's non-committal
attitude to the Great War. His indifference to the European war, expressed elsewhere as

well, stands in marked contrast to his enthusiastic commitment to the Easter Rising. He

even withheld the publication of his 'war poems' for several years, a political
procedure in itself. From the time of the Rising much of his poetry began to include the

dates at the end or in the title of the poem, thus recording history. Viewing in those

terms, his seeming detachment from the First World war may be a deliberate political

staDce.

Apart from Yeats's involvement with historical wars, he often praises war in the

abstract for its energy to bring forth violent changes and rebirth. His indulgence in

violence and war appears contradictory to his nationalistic posture. Yeats's political
identity is still a controversial issue to be debated. One thing clear is that at the heart of
Yeats's celebrations lies the self-possession and heroism Gregory showed confronting
death, which at least makes the individual meaningful in the all-destructive realities of
war.
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Memory and its Representations in Yeats's Poems

Alkira	Suzuki

It is commonly recognized that the decade of the 1910s was the most eventful and

tumultuous one for the world. It was an eventful decade for W. B. Yeats as well, but

the events which were to be persistently memorized in his poetry ever since had par
excellence personal (and, in some cases, antisocial) significance. As a matter of fact,

in his case, changes brought by the decade mainly consisted in his way of treating the

dead and alive he knew, culminating in his final step to completion of the lifelong
search for the uniquely demiurgic theory of creative imagination.

The lapse of time between the two versions of The Wild Swans at Coole (1917,
1919) typically witnessed the greatest moments of Yeats's life, i. e. the turning- point

which occurred around 1.917 and the cooperative speculation directly conducted by his

wife's automatic writing. Death, decay, and lucid indifference are some of the central

motifs in the 1917 version. Those motifs are amplified, and the autobiographical

dimensions are extended in the 1919 version by the added poems which are more

heterogeneous than those originally included in the first version.

As the poems on the death of Robert Gregory exemplify, the hardships and hard

philosophical inquiries enabled the poet to mobilize the mythologizing power of art and

poetry to the full extent. By means of the inventively revised forms of conventional

elegy, Yeats, for whom passive suffering was not a theme for poetry, tried to make it
clear that his own heroic ideal was far more important than alt the external wrongs and

conflicts.
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THE	YEATS	SOCIETY	OFJAPAN

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. Membership fee is 5,000 yen per year.

8. 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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