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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
letter to Edith wharton,

"[I] will

a

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

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

catch their comfortable snores

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
quarto collection containing original contributions

-

Le Livre des sans-foyer,

in poetry and prose

a

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,
here took a stand
necessary

Yeats

vis-i-vis the First World War that he never revised, and therefore it is

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
indolence

of the world against the satisfaction of

of her youth,/ Or an old

pleasing "a young

girl in

the

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
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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.

has been called

"a

model

l5l).

The poem

.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

however,

"An lrish Airman

survive (C.P., pp. 160, 163). The third poem,

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"
causes

-

in other words Yeats distances Robert and, implicitly, himself from all the

- 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
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.''

in lreland, felt towards the World

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
that we

of Robert "certain

second thoughts .../ Upon the cause you served,

/ 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

course, complicated

of lrish society was,

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

of the situation was, of

with ammunition from Hamburg to lreland. The irony

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

after initial misgivings, to avail himself of the para-military
which existed in lreland. The UVF, complete with existing command

circumstances,
organisations

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
service

of compulsory military
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.
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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
independence had been achieved

but an

embarrassment.

And

after

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),

small contingent

of

insurgents occupied some public buildings

in

Dublin

a

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
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literary works, from Yeats's "Easter

1916" poem, written and published in the year of the Rising, to lris Murdoch's novel
The Red and the Green

When

it

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

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).

1l

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

historical mythology, were responsible for the loss

to

lrish

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:
dangerous by your editor because
the point

"It is one of my best things but may be thought

of its relation to the rising of 1916.... England once,

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

considerable consequences

resulted

in two affairs which had

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

When O'Casey sent the manuscript
certain

of realistic characters.

to the Abbey directors, he was perfectly

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

in a typical over-reaction, he
to several newspapers. It was printed in Ifte

successfully) to demolish Yeats's arguments. Then,
submitted the whole correspondence

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

speculate how different, and how much more exciting, the Abbey repertoire
1930's might have been

if O'Casey

of

to

the

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.

of the war years in London and, in his letters,
occasionally referred to strategic questions or practical consequences of the war
A-lthough Yeats had spent most

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

in his Introduction (which is a mixture of wonderful wisdom, factual
information, subjective value judgements and mere gossip) had provided an

attacks),'") and

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

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

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
theme for poetry. In all the great tragedies, tragedy is

lf

a

joy to the man who dies

a

...

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
fell, or

temperature

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

conception

of

in all likelihood been a major source for

O'Casey's The Silver Tassie.'"t

In two private letters to

the

Dorothy

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

When I excluded Wilfred Owen, whom

of

a country newspaper,

I

consider unworthy of the poets' corner

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:
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"I

cannot imagine

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

I

November, 1997.)

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

it.

I

it will be the second rather than the first which

is

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

I

have to say

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
great

poet. Like nearly everyone, I

likely to occur with Yeats than with any other

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

now, and go to Innisfree,'

I did

tone of the opening,

'I will

arise and go

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,

wakened up

to Yeats, partly

because

of the
20

in

1950, we had all more or less

presence

at the University of

the

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.'"

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
There has been at any time a good deal

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

offended

of forty. It was Yeats's role-playing which
him. Yet he too had his role to play, as a hard-headed ambitious young

academic

of forty, impatient of earlier

hard-headed ambitious young academic

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
2t

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,
pastiche counts

in fact

says very

for anything, Yeats has been better

little. lf

distinguished

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

performer

greatly. Here in Japan honour can be paid before death by declaring

a

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
high-class stuff, of course, but in my private opinion the most of

it

you. 'Tis

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
stock, and so

of an Englishman. Yeats, of Protestant and small gentry

virtually cut off from much of the life of Ireland, spent some of his youth
1a

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.

of

"'

His shyness, or his sense

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

Vision, that'vast metaphorical structure,' as Allen Tate called

of,{

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
z3

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
nature

it.

The difficulty is to know what these errors were, and the

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.

in

mean nationalist horse-play

It is doubtful

whether

it

can

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
Saturnian sleep:

/I

sleep a long

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

does not seem

/ Unwearied eyes upon those horrible green birds.' There

to be much point in saying that the 'you' who is fit to keep watch is

'I have loved' of
'[' here; there is no

Yeats himself, since the truth in this is outside the poem. Given the
the preceding line, there is a faint possibility of an uncompromising

possibility of such an
Centaur which

is

'I,'

given the'[ have loved you' of the preceding line. It is the

addressed

in 'Stretch out your limbs and sleep a long Saturnian

sleep', which returns on the 'Your hooves have stamped' of the opening
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line.

But

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

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
the imagination. Nor is

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:
)<

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

will be transformed, imagined,
a necessary image, 'a dream,' a man who does not exist, yet exists. 'All day I'd

those figures
made

of corruption and bigotry, the

second

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

'

have

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

questioning,

with a significant rise and drop, even a slight

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

second-last line

of the first stanza, the response from another student (in
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a loud cheerful

public-school voice) would as like as not be 'Mfdnigtrt,

al

preference is for 'Midnfght,

in

o-ld horise

... ' My own

6td h6use.' Yeats's pronunciation of 'midnight' in his

poetry varies, but here it is obviously the old pronunciation, as Tennyson gives
that brilliant late elegiac poem

the death

of

of

characteristically lrish long

- in no midsummer tune /

The

to

that

The pause after the word throws us forward

'o'

in

1879, Prefatory Poem to My Brother's Sonnets, on

Charles Tennyson Tumer: 'Midnight

breakers lash the shores.'

it

sound

in

'old.'

values of the o-sound' in one short poem,

T.R. Henn found 'at least four separate

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

and ambition, and being able to live apart,' secum vivere. As such

it

with lust

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

1916. The sobriety of this lreat

a reference to Easter

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
hardening

of single purpose which,

despite the

'vivid faces' and the

that

passion, must

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

if excess of love / Bewildered them till they died?') is immediately
if in his own bewilderment he were reduced to mere recording, by the

this last ('what
followed, as

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.
standards, Meru, the last
reach

If

one is looking for

of the 'Supernatural Songs' of 1935, is probably beyond the

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

a

very late poem like The Gyres is disconcerting. [t seems

dry poem, with some swaggering, and only one idea in

coarse, and coarse the soul,

/ What matter?' Nothing in it

it.

'Conduct and work grow

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
nothing

it

beast,

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
30

of influence

such a range of

echoes

within fourteen lines may have less to do with creative influence, than with

a

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

repetitions in the lines quoted could no doubt be justified without

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

I still find 'vexed to nightmare' a
phrase. But we remain uncomfortable with it, as if nervously holding

the magnificent description

puzzling

of the

beast, though

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
Robert Gregory

of

if

the poem has been overpraised. In Memory of Major

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

son.' Similarly perhaps with what follows in the seventh
stanza and its introductory 'For': simply, Gregory knew and loved this place, Thoor
it

does 'my dear friend's

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

dreams and hopes now lost: 'We dreamed that
Clare rock and Galway rock and thorn

...'

little more profane

than

a great painter had been born / To cold

'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

also, incidentally, a variation

a new departure

('t'll

for the fifty-three year-old Yeats. (lt is

name the friends that cannot sup with us') on the

classic form of the invitation-to-dinner poem;

I

not be the faintest of echoes in VIII.8 ('And

yet

have sometimes wondered

wine.')

Stanza

there may

his mind outran the horse's feet') of

Herrick's Ode for Ben Jonson: 'And yet each Verse of thine
out-did the frolick

if

/

Out-did the meate,

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
brought

i A

of

such celebration towards something greater,

'Until

imagination

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
have to add that

[X.

After all this, I

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.
Souls' Night, which ends both

A Vision

and The Tower

of

1928, resembles

lil

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
-)-,

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

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
excited challenging

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

The'I
'

need some

Such thought

-

mind'of

the second stanza

such thought have

will

be answered finally by the glowing

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
death. I Horseman. pass

'no conventional phrase' of 'Cast a cold eye I On lik, on

by!'That

is, not the sisre viator of dead to

mere poet against the rider,

or

living equal, but the

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
snows

of

a

of

swaggering exhortation; one remembers the 'cold

dream' io The Road at My Door from Meditations in Time of Civil War.

pray / That I, all foliage gone,

/ May shoot into my joy.' Frank O'Connor thought

'l

these

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

of the lines from Under Ben Bulben, and their uncompromising
quality, carry them farther. There is a nobility in both passages, which is hardly
comprehensivenes

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

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

lfiflt,

Edmund Wilson's comment is true

of

much

of

Yeats, as

of

All

many

and

Souls'

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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your own land and you own country?'

9)

Harold Bloom, Yeats, New York, Oxford University Press, 1970, pp. 318,320-21. Bloom
quotes (p. 323)
(The Poetry

l0)
ll)

Tate,op.

Yvor Winter's comment thal Yeals approved 'of this kind of brutality'

ofll.B.

cil,

Yea*, Denver, 1960, p. l0).

p. 160.

Yeats's 'Note

of

Appreciation' (Uncollected Prose, eds. Joho P. Frayne and Colton

ll, p.

429) was published in The Observer, 77

The ldentity

of Yeas and the earlier Yeats: The Man

Johnson, london, Macmillan, 1975, Vol.
February, 1918.

12)

Ellmaag op.
and the

cit, p. 174. Ellmann's

Mask

(1948) are both first-rate. In discussing some characteristic 'tums of

speech' in Yeats, incidentally, Ellmann speaks (op. cia, pp. 137-38)

of Yeats following

'lrish practice in masking elaborate constructions behind "for" rather than "in spite
"notwithstanding": "And yet for all that
practice

only. Nor is

Yeats's use

I could say..."' This

of'that'

of'or

can hardly be called lrish

as a relative pronoun instead

of'who'

an

'oddity' which he got from his father (p. 140), since the usage is common in Britain as in
Ireland. As with Byron's prosody in Jerome McGann's edition, so with Yeats's language
here: it is a pity that even the best American critics tend to mistake for oddness any speech
not immediately recognisable as American.

13)
14)
15)

O'Connor,op. cit., pp. 183-84.
Edmund Wilson, Axel's Casrle, New York, Charles Scribner's Sons, 1931, p.283.

O'Connor,op. cit, pp.187-88.
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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 の最終連 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、最
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)」
A Dialoguc of Self and Soul"の 最
この詩 の「大 いな る根」は、 analogyと しては “

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。
The Gyres"の “Rocky Face"が 、鈴木大拙 の「未生 の顔 」 を意 味す る
さらに、“
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

greanootcd blossomer"に
る。 “

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
original face"と 関連す ることは、私見
すると考 え られ る。
「岩 の顔」が大拙 の禅 の “

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
A Bron“ Hcad"で は 、“
emptiness"が 出 て きて、 これ は
年作 (Jcffares)と され る “
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
2))
た。

s
イェイツの蔵書 にあった tantrismの 英訳書 Arthur&Enen Avalon(trans.):ffッ ″″
ゎι
力
序文の一部を引用す る。

`Goddess(London:Luzac,1913)の

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
,m

Absolute). She is also addressed with epithets which denote the uncoditioned
Brahman. She is the great Mother

sprung from

the Grand Consciousness; decked

plays"
disappearance

of

of

with the Sun and Moon; Lalita

fire of

4She who

- fish in the
world-play; whose eyes, playing like
Her Divine face, open and shut with appearance and

whose play

- waters
beauteous

the sacrificial hearth of the

is

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

insight, ecstasy, and freedom from worldliness granted

by

of

spiritual

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

embodiment, which is understood to be not a "soul"

about

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

ThC Wild 01d Wicked Man"の
もう一 つの詩 “

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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candali"の 関係 を解説 して いる。
第五 連 の解釈 に役立 つ次 の 引用 は、性 と “

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
Long― legged Fly"
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 “
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。 その問いは最近 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

epitaph:
Cast a cold eye

On life, on death.
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) in the

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。
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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。
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Joy"に いた る “Vacillation''
“
一

Vacinadon''を 読む
イェイツの詩 “

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
“

sで 、最終 的 に 1933年 に出版 さ
れた詩集 %ο zsル ″″応たPι ″α
Ps α′0`た r Pο
`″
“
j″
れた詩集 動ιИ″′ 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。
A brand,or flaming
第 I部 で は 、 人 間 は 二 律 背 反 の な か で 生 き る が 、 “
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

remorse"(line 8)と 呼 ぶ とい う。
な破 壊 の ときを “dcath"(line 7)と 呼 び、心 は、“

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)。

A brand,or maming breath"と
また “

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
remorsc"が 二律背反 を解消す るのな らば、二 律
death"や “
第 I部 は、“
`10y"(Hne
10)の 存在意義 は どこにあるのか、 と問 い
背反 的 な生のなかで体験 した
(Ycats 226)。

か けて終わる。
And he that Attis'image hangs
第 Ⅱ部 で は、第 6行 か ら第 8行 にか け て の 、“
hat staring fury and thc blind lush leaf/May know not what he knows,but
betwecn/′ Γ
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)。
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この木 は、燃えあが る「 火」、す な

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
joy"を 味 わ ことがで きるとい う意味に解す る。 また ムー
テ ィスを奉ずる ものは、“

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

AH women"と い ういいかたにす こ し引 っかか
めておかなければいけない とい う。“
・ ゴ ンを念頭 においての表現 の よ うな気がす る。 詩人 は、
るが、 これ は、 モー ド
モー ド
・ マ クプ ライ ドとい う、“Easter 1916''の 第 32行 に よれ ば、
・ ゴ ンが ジ ョン
A drunken,vainglo,lous lout''と
“

「 どうして私ではな く、あんな奴 と」
結婚 した とき、

・ ゴ ンの「裏切 り」は、す べ ての女の「裏切 り」に
と思 ったのではないか。 モー ド
・ マ クプライ ドは、1916年 の復活祭蜂起 に参
等 しか ったのだろう。 しか しジ ョン
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
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
が って、“

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
happiness"」 とい う主題 で あ
い うのである。 これ は、 よ く知 られ た「 回想 された “
happincss''の 不在」 とい う
る。 ここか ら陰画のように浮か びあが って くるのは、
「“

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
extravagance of breath''
った ものの、50才 を迎え た後 も、第 Ⅲ部第 14行 によれば、“

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
joy"
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 “

happineS'は 、
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“
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

「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
緑色 の相 と、
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)
the sun"と 同様 に、 ここでの「 陽光」 も、 自然 のなか
もちろん 、第 Ⅲ部第 3行 の “

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
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A Dialogue of Self
vacination''を 妨 げる。 まさ しく詩人 が、“
し、私 た ちの 自由 な “

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 ぞれの最終行 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。
man's blood‐ mdden heart"に ついて。私 は、この表現か ら、征服者 たちや兵
まず “

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
sweet odours''[linc 4]を 放 ち、
遺体 は、“
再生 じつつ あるとい うのだ )へ の言及を踏 ま

え、
「生贄 と して捧 げ られた心臓」 と解す る。
私 は、 この表現 を、
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
gaudy"
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、“

は、
Tho"
「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、“
い う表現 に、
「宙吊
へ
り」にされ、
「 先送 り」 にされ た「 完全な統合性 の期待」を読 み取 るのである。

branChes Ofthe night and day/Where the gaudy moon is hung"と

結局、私 は、第 3連 の最初 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

Ⅵ
一 を、第 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
「 魂」 に と っては、
「 超 自然 の世界」を探求 せ よと「 心」に呼びかける。
二律背反 と しての生 か ら自己を救 い出す こ
世界」との接触 によ って 自己を浄化 し、
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。
『 マイク
「原罪」以外 にテ ーマ はない とい う。
「 心」 は、ホーマー にな らって、
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。
結局、
「原罪」を テ ーマ とす るとは、
「 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。
・ ヒューゲル との違和 を突
詩人 は、カ トリックの神学者 フ ォ ン
第 Ⅷ 部 において、
聖性 を敬 うとい う点では、一
き詰め る。 た しかに両者 は、聖者 たちの奇跡 を認 め、
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
致 している。 しか し、
sweet odours"(line 4)は 、復活
ある。聖 テ レサの腐敗 を免 れた遺体か ら立 ちのぼ る “

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
joy"を 感 じさせ るはずであ
身体 的な真 の感情な らば、それは、私 た ちに “
技 でな く、
joy"へ 私 たちを導 くもののよ
vacillation''と は、そのように して “
る。 イ ェイツ的 “

うに思 え る。
・ ヒューゲルに祝福 を与 えなが ら別れを告 げ
第 Ⅷ部 の最終行 で、詩人 は、フォン
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
最終行 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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ROM.東 京 :マ イ ク ロソ

「 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
2)0
教養者達 へ の嫌悪感 に起源を発 してい る
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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「 クレ
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。
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)

「 ガチ ョウのよ うな数」と「青鷺 のよう
司教 が老 齢 であるのは一 目瞭然 であ るが、
コ
な背 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」
「 クレイ ジー・ ジェイ ン、神 について語 る」
(Jack had my virginity[I,2511)で ある。
(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 各連最後 に来 る リフ レイ ン、 `r力 ιsο ″ ″α″α″′Йιωκ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 は最初「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、最
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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
58

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、最後 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 『 ヴィジョン』に言 う「 夢 幻 回想」の
7,、

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
8)が
この詩
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
9"

の 1,2行 日に一致 し、次 の 2行 は `ThOugh eyCS Can meCt,their HpS Can neVCr meet・
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
lother's
the gr(ound,/My body in the tomb一 / Shall leap into the light lost/1n lny ■

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
″
lα J″ 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。
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"β “
“

p.228.

０

g
WBYea“ ,動 ιDた α″′
″

Or″ ιβO"o in勤

M“ mman,1982),pp.440-1.
9)
10)
11)

た ″ Pレッs Or%a ttaお (London:

`CO′ “

Ib″ .,p.441.

HaЮ ld Bloom,Mι α
`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&)。

64

イ ェイ ツ、 ラブ レー 、 ジ ョイ ス

藤

田 佳

也

大 江健 二 郎 は 自 ら最後 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
り
析 を行 った「 カーニ ヴ ァル」 とい う概念 である。 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。
まず最初 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
2)そ
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。
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
・ 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
逆・ 裏返 し
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、その最 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
66

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
°その
に姿 を見 せ る様 になる。
・ ジェイ ン 司教
「 ク レイ ジー
最 も典型的な ものは、
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

whole"に `hole'を 重ね合 わせ なが ら、肉体 を精神的・ 哲学的次元 ヘ
また “

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;
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in the human form in its most vigorous development; in the solar disc; in
symbolical representation

of the

sexual organs;

some

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
9'そ
は書 いてい るが、
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

Too Rabelaisian to please the cyc Of Government''と い う
人物 が広 め た詩 に関 して “

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
日
Joy∝ never
われ る。,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 “
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
)第
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、
“ 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
鉤
式 で資金 の提供 を 申請 した らよいか 自ら尋 ねた り、 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
17)と

くれた ことを楽 しげに手紙 に書 いた り、

交流 は続 いていた様 である。

・ オ リジナ
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
リテ ィーを指摘 した ものが 多 い。

gift. There is a poem on the last page
Music which will, I believe, live. It is a technical and emotional

I think that Mr. Joyce
of his Chamber
masterpiece.

I

has a most beautiful

think that his book of short stories Dubliners has the promise of

great novelist and a great novelist

it is all

atmosphere perhaps, but

of

a new

kind. There

I look upon that

life. I have read in a paper called The Egoist

a

is not enough foreground,

as a sign

of an original study of

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
the Martello Tower pages are

and

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
70

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

never finished Ulysses.
scarce ready

I

the utmost ingenuity to hide the fact that

I

have

shall have to hide him from the politicians, who are

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 も最初 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
2)

ている、 と語 ってい る。

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
The Needお r Audacity of Thought"に おいて、カ トリック批
興市民階級 であ った。“
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
わ
)ま
― that would wake thc tcrricr in earnest"と 椰楡 してい る。
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
2●

せていたのであ る。
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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
minority''と 規定 した上 で、北 アイ
majority''そ してプ ロテス タ ン トを “
リックを “

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
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
(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
・ アセ ンダ
・ アイ リッシュのプ ロテスタン ト
判 した。")そ してイ ェイツは、アングロ
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

:

は じめ に

一

野

賢

司

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″′
α″の 中で会見 の模様 を興味深
Jαρ

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 ―
れ る一

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

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
6、

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

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
ての最初 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″

`″

%α ν

`)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」。
・ オ ウル ドグロウヴ (John
病床 にある トニー・ ラー クソン (Tony Larcson)を 、ジョン
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、最後 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
76

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
″ ″ο′Fα r`″ ′̀S′
)
`Sル “
``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、最後 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
И″グο″―
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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』 (ι αιαⅣοο)

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
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
・ ラ・ ヌウ (La La Noo)と 繰 り返 し発音 した台詞 に 由来す る (314)。 こ
が間違えて ラ

(Nood)、

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
・ ラ・ ヌウ』の 中の傍若無人 と もとれ る若い
「市電にて」 (In the Tram,1923)は 、
『ラ
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
ー
ジ ョン
・ ド 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 の最後 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 ιDι α
″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、
『 口封 じ』のハ ーテ ィガ ンの
『砂 のなかに』の ア リス、
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

「すべ ての台詞 が遂
う。「迷信 なんだよ、喋 るのに言葉 を用 いるの は」 に始 ま り、
に途絶 え る時、す ぐれ た微香 が最後 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』
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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 が最後
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』 (″″′ 山 'S
`烈

Pο S″ 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
62歳 と 60歳 〕
で、 ともに未亡人。甥 っこ
(Claire CiHane)の 家 の居間。二 人 は姉妹 〔
の ジ ョニ ー (Johnnie CiHane)〔 22歳 〕
は偽装 倒産 で懲役 5年 の刑期 の うち
一 父親
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
・ シ ョー に説教 された妙 な夢 の話 を ジ
い、うちへ帰 りな さい」と馬上 のバーナ ー ド
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
・ エ メ ッ トな ど )に つ いて語 る。
ら断頭台 に上 が った ロパ ー ト
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"“
(bareback rider)と

artist)や

裸 馬乗 り

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

「人 々に囲 まれた道化 師」 (The C10Wn
性格 はジャックを大 いにひ きつ けたようで、
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」
Lautrec,1864-1901)風 で もあ
(The Circus Dwarf,1912)は ロー トレック (Toulou“ ‐
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 OrJα tt

を使用 し、 引用頁数 を括弧 で示 した。
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a々 αrs(LOndOni SeCker&WarbuB 1971)

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 )

86

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 最後 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 し最近 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、
・ 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 ●
作家 アイ リシュ
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。
に、
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
・ カウンシルの助成 を受 けて、Ganery Prcssか ら2,000
アイル ラ ン ド政府 のアーツ
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 の最後 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。
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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、最後 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
′
′ 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
い るのだ。(Cα 」
`“

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″ι
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“
詩 を集 め て 出版 され た ル

`髭 `ο

α″j“ ″
Rο sι ‐
Cθ ′

の三 冊 の 詩集 か ら、 42の

″′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。
「文化的統 一 」とい う
ボー ラン ドが、アイル ラ ン ド詩 にとって今 や必要 なのは、
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 と最初 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 ″″ Jα zz

gル
(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″ α
θ動
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′
(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。
・ス
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
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
・ ス トリー トが伸 びをす ると、手足 が一 つづつ
グラフ トン
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
・ カ レッジで受 けた。 19世紀終わ りに ジェ
寄宿設備を持 った クロンゴウズ・ ウ ッ ド
・ カ レッジ
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
・ 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
J″ gル Mや ″ο
′ ルls力 な どの著作を出版 している。彼 はア
した。 その間 にι
`“
““
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 の最
初 の 3詩 集 はアイル ラン ド語 で書 かれた もので、島

Mα ″
α″θJα zz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 して最前面 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
′
′権 ″″θJα zzに 含 まれてい る最初 の 3詩 集 、The Leap
語 の詩作 が始 まった。″α′
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、最後 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。最後 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
1.

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 もその最後 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。

2.

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。
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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

奥

田

良

二

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
「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
兄 とい うことで、
103

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
「 ぼ く」は もう少 しで
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、
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
「私 たち」が何 もする こと もな く酒を飲
雨 の降 りしきる中、テ レサのバ ーでは、
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 の最終連 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 うこの最終連 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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その結婚 もだめにな った ら

もう一度君 と結婚 したい

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

(The Berlin

llall

-

- kari.

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 とえ最後 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

1"

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 こは最 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
″″ )』 と題 されていた。 詩「旅 (Tria‖ )」 では、詩人 は「墓 石 に
“街路」 を棄 て、「歓 待 と親 なまごころが暖炉 に と もる」
吹 く風 み たいに冷 たい
切
“
g`郷
防″′
″′

`α

「 ロン ドン(Londain)」 は、都会生活
(1993:80)ド ニ ゴールヘ帰 ろうとす る。 また、
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
as

m'aigne, 6it a gcuirfear in

ifl

an anr6

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

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

hOfche)」

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
αル )』 とい
″g″ ″β ′
aCλ '″ αβλ
ての彼の評価 は、1993年 に出た『 帰郷 (″ ο″ ο″」
`′
“
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)」

の最 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
・ ラン ドを照 らす太陽で もあ る。 オ ー 0シ ャー
を もらったエ リガル山の麓の ボ ッグ
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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「川沿
「 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
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
Anahorish"や “Broagh"で お こな ってみ
避 にさ しじめす。 シェイマス ●ヒーニーが “
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。
deonaigh cor ir a churi mo dh`n''を 仮 に上の ように訳 したが、実 はこ
最後 の行 “

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
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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
・ オ ー・ レア リーヘ の哀歌 (Caoineadh Airt
後半 か ら回承 で伝 え られてきた「 アー ト
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
)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
で、 ラデ ィカル な」 (Kiberd:x

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 '“
"“
““
の
所収 英訳を、それぞれ参照 しなが ら和訳 した。 “

lた
B力 α

と 0″ ′麟Й′0『 ″

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。最後 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
・ アイ リッシュメンの運 動 と して起 こって 、 19世 紀 の初
ら、いわゆるユ ナイテ ッ ド
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
・ ジ ョー ジは再 びアイルラン ド独立案件を議会
続 されて、とうとう時 の首相 ロイ ド
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 では最近 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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フラ ンク 0マ クギネスと Ｆ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』

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
・カ
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
・ 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
レッジ
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
・ カ レ ッジ
・ ダブ リンで古代・ 中世英語 を教 え
年 か ら80年 までを ユ ニバ ー シテ ィ
パ
る。 そ して 1984年 には メイヌー スの聖 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。
「回想」と題 されていて、8人 の 中の 1
劇 は 4部 か ら成 っている。第 1部 は短 く、
パ
パ
パ
パ
ー
ー
とな って、 1916年 の 出来事 を回想 してい る
が老 人 ケネ ス・ イ
人、 イ
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、最後 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。最後 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。最後 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。最初 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。 最後 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。
最後 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
″ι
S′ ο

Cοrrag`, 1988; Kcith Alldritt,

Stephen Coote, レ
/.3.y`α
`s:И

BjOg″ α
′カッ,1988;James

`″
レ
グ.B.y`α rs: r力 ι 」
″′″ α″′

ιJし , 1997; R.F.Foster,

Logenbach,

ι ハイJ′ たち

1997;

`力

″.β .lυ αな′И ιJし―′
: ra`

И′P″ ″″c`Mα g`,1997;AHan Wade,ed.Z力 θιαたぉ ο
r″.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
・ グ レゴ リーが操縦 す る戦 闘機 が撃墜 された。
リア戦線 で ロバ ー ト
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
In Memory of Malor
しっ くり似 合 うよ うな」 詩 を書 い て くれ る よ う望 ん だ。 “
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。
An lrish Airman bre“ es His Death"に 描かれ た飛行 士は、熱烈
二 番 目の追悼詩 “

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。最近 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
´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
ゴー ト、
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
・ タ ンズ」による殺数 である。
時 にイギ リス側が投入 した警備隊「 プラ ック・ ア ン ド
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 の最後 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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Leda and the Swan"の よ うな詩 には、得体 の知
Thc Second Coming''や “
戦後 の “

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
“

The Sccond Coming"は 自伝 エ ッセ イ
の ヴ ィ ジ ョンの ヴ ァ リエー シ ョンであ る。 “
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

Nincteen
ちに “

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
「 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
歴史認識 は、
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
載 ったイ
`sに
・ ー
A New
ンタ ビ ュ ``From Democracy to Authority:Paul Claudel and MIussolini―
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。
最近 出 た 論 文 集 oonathan Allimn,ed.降 αs's

Pο ″″
Jcα ′
faι ″
J′ 燃 ′
′
&′

たd Essα ys,
“
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〉
〈

・ グ レゴ リー
第一 次大戦、死、 イ ェイツ、 ロバ ー ト
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
・ グ レゴ リーを主題 に した詩群 をとりあ
空軍将校 と して参加 して戦死 した ロパ ー ト
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
mas death"に 抵抗 したイ ェイ ツを扱 った高松雄一 氏 にお願
学 3』 (1966))で 特 に “
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
mass death''の 主題 につ いては、山崎弘行氏『 イ ェ
ことがで きた。 (こ の墓碑銘 と “

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。

132

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 両院での最終審議を終え、 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 が こ らず
戦 起
、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 日とは った
今
違
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
「私
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、
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
・ フェイ ン戦争 や内乱 の悲劇 に触発 さ
り (Cf.“ Was it needless dcath after an?"),シ ン
Meditations in Time of Civil War''等
Nincteen Hundred and Nineteen"や 、“
れた詩、“

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
・ サ クソン系のイギ リス人 が襲来す る以
てよい。 アイル ラン ドの国土 は、ア ングロ
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
Cο ο
ル (1919年 )に

`И

″ S″α″sα ′

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 る最後 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。
An
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 、“
“Reprisals''で は、表題 か らも察 せ られ るように、
バ
ー
・ グ レゴ リ 少佐 の戦死 とい う事実 が直接 のテーマとな り、戦闘 で
飛行士 ロ ー ト
lrish Airman Fore“ es his Death''と

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 を最終幕 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
『わが作品 のための総括的序論』の 中で、
は、
「 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
の 、様 々な美徳 と天分 を具 えた全人格 的芸術 家像 一

理想 とす る貴族社会

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 ′Cο ο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 ヽntensity'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
「 アイル ラ ン ド」、
「第一次世界大
有名詞 は使 われていて、内容的 に も、 この詩 は、
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、瞬時に最大限 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
わ
死 した。 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
S″ α

αr Cο ο′

`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
・ タ ンズ (但 し、 `Ю ldiery'と い う普通名詞 で表わ されている )
酷なプラ ック・ア ン ド
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 の最 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 ′
″ ″(1921)に 収 め られ る ことに
α″′″
`Dα “
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

た (1919)よ
Cο ο

り遅 い ν

`“

α

αrtt
Rο ♭

`′

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♭ ″ たSか らだ )。 日付を もつ イ
j′

ェイツの詩 はは っき りと歴史 と現実 の 中で生 き始 め る。
「戦争 一 般」に
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、
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。
″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
燃 οッ c″ ′

R`ν
`″

`′

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
「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
ものか も しれ ないが、
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'

‐: `Iズ
)vc war bccause of its horror, that bclief■ lay be changed,
で

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
・ オケイシーの 動
ョー ン

`Sj′

ッ
θ
r 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

wへ 入 れ ることを拒否 した ことを どの よ うに考 え るべ

Oχ力″ Bο ο
たげ Mο ′ι
″
″降″

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。
最後 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
6)近

ている。

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 、
の
個人 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。
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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
・ グ レゴ リーの
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
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
・ コテ ッジにおけるエ ズラ・ パ ウ ン ドとの共
・ フォレス トの ス トー ン
ッシュダウン
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
・ ダ ン詩集』全 2巻 を読 んだイ ェイツは、
ョン
「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 の最後を飾 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
最終的改訂 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
・ グ レゴ リーの追
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
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『最後 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 の最後 か ら二 番 目に位置す るのは、イ ェイツ中期
『 ペル 0
・ トゥウス」である。それは、
の詩的探究 の総決算 とな る「 エ ゴ・ ドミヌス
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
「学者 た ち」とい
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、
う短 い、皮 肉 っぽい詩 をはさみ、 い ちばん最後 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
「 蝶」
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、
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
・ グ レゴ リー少佐 を記念 して」と「アイル ラン ドの飛
鳥」のす ぐあとに「 ロバ ー ト
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
一
て矛盾 なのか。矛盾 ではない
一 とい うよ りも、 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
・ 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
もた らされる。 ロバ ー ト
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
・ グ レゴ リー少佐 を記念 して」には、はた し
造 のなかにおいてみ ると、
「 ロバ ー ト
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。
・ 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
「 ロバ ー ト
な仕掛 けの要 とす る作品であ る。すなわち、最後 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、最近亡 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。
・ グ レゴ リー少佐 を記念 して」 は、見
伝記的背景 を考慮 に入れ るとき、
「 ロバ ー ト
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。
・ グ レゴ リー少佐を
「 ロバ ー ト
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。
・ グ レゴ リーを シ ドニ ー と結 びつ けることによ り、暗黙 の
イェイツは、ロバ ー ト
・ グ レゴ リー
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
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
・ グレ
「 ロバ ー ト
る。」 (『 著作集』第 5巻 、 12)こ の言葉 を念頭 にお くことによ り、
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
・ クィンとの あいだに若干 の軋礫を生 じさ
ェイツの態度 につ いて もいえる。 ジョン
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 の最後 に くる「政治」 (『 最後 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)
・ ブームに乗 って、
アイル ラ ン ドを紹介す る本が 2冊 出 た。最近 のアイル ラン ド
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
化 の現在』と大野光子 さんの『女性 たちのアイル ラ ン ドー

声 の文

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、最近 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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お力%″ 姥ぉ
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 、′
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
・ メ リマ ンの『真夜 中の法廷』を例 にあげて、適齢 にな っ
方、 18世 紀 のプライア ン
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 に最下層 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。
・ 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
第 4章 は レイデ ィ
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
・ アイ リッシュだ った。 カ トリックの
ラン ドの独立 を考 え る人たちは当然ア ングロ
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。
最後 に speirbheanは スペアバ ンではな くで、スペ ール ヴ ァン、 sean bhean bhocht
・バン
・ ヴ ァン
・ ヴ ォフ ト(シ ャ ン
は シャ 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(

-

Avalons, Arthur & Ellen,trs.: Hymns to the Goddess. Ltrzac.t9l3.
Tagore, fi.: Kabir's Poems. Ltzac,l9l3.
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16.

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,

he becomes a projection

and

of Yeats himself. Still more, Jane understands the world after

death, based on the conception

also the Bishop admires.

I

ofl

Vision. And Jack is a man whom not only Jane but

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
characters.

It is a figure of Yeats

as a human being that we can see in the poems.

r77

these

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

commitment to mysticism.
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deep

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

of political doctrines. It is easy to
with the idea of an 'authoritative government'

can be applied to Yeats's naive understandings
assume that Yeats was infatuated

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
discussion

it

forever evasive. For this reason,

it

seems natural that

on Yeats and politics should almost always lead to an

conclusion.
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a

ambiguous

Between particularity and generality
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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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