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1.本 会 は 日本イ ェイツ協会 (The Yeats Society of Jap狙 )と 称す る。
2.本 会 はわが 国におけるイェイツの研究 の促進 を目的 とし、あわせて海外 の
研究者 との密接 な連絡および協力 をはかる。
特 にアイルラ ン ドのイェイツ協会 との 緊密 なる連繋 を保 つ 。

3.本 会 は次 の役員 を設ける。
一 名
(1)会 長
(2)委 員
若干名
4.会 長 は委員会の推薦 により定 め、委員 は会員 の選挙 により定 める。
5.委 員会 の推薦 によ り顧間を置 くことがで きる。
6.役 員の任期 は二年 とし、重任 をさまたげない。
7.委 員会 は会長 をたすけ会務 を行 う。
8.本 会 は次 の事業 を行 う。
(1)大 会 の開催
(2)研 究発表会、お よび講演会の開催
(3)研 究業績 の刊行
(4)学 会誌 の発行
9。

本会 の経費 は、会費その他 の収入 によって支弁す る。

10。

本会 の会費 は年額5,∞0円 とする。

11.本 会 に入会 を希望す るものは、申込書 に会 費 をそえて申 し込 むこととす る。
12。

本会 は支部 を置 くことがで きる。

13.本 会則 の変更 は委員会 の議 を経て大会 によって決定す る。

一

日 次

講演
能 の時空 とイェイツ ・………………………………………………・ 高橋 睦郎
論文
「 学童 の間 で」再考
。
……………・
一 第8連 に見る「統合」の象徴をめ ぐって

… 長谷川弘基

１

岩 田 美喜
聡
鈴木
藤 田 佳也

２

“That

high WindOW Of dralnatiC VeFSe":
Nationalism and Peasants in Cα
′ ″″」″ο ″力α″・… …・

記 憶 、歴 史 、忘 却 一
主 体 、他 者 、言 語 一

“……… ……
イ ェイツの場合 …………
・
イ ェイツにおける間接話法 の場合 ・
`力

`ι

シ ンポ ジウム報告 1
`Blood and the Moon'を 読 む ・…
二 つの世界 のバ ラ ンスにつ いて
we''と は誰 か ?
“

・…・… … …・ 司会 と構成

― ネイシ ョン、 トラディション、 コメモ レイションー

`Blood and the Moo■ 'に つ いての一 考 察 … ……… …… …・

`Blood mdthe Moo■ 'と 塔 ・……………… ……………… ……
¨¨
「 汚 がれ な い血 」・ ……………………… …………… ………

シ ンポ ジウム報告 2
『 鷹 の泉』 の ドラマ性 …………………
井 戸 のほ とりで何 が起 こったか……・

３
４

謙みや

59
61

荒木 映子
君 島 利治
海老澤邦江
羽矢 謙-

65
69
72
76

康
奎申

79
84

嘉人

88

直也
美彦
伸枝
久美

89

映子

96

羽矢
山崎

平田
小菅

研 究発表要 旨
「万 霊節 の夜」をめ ぐる思索 の問題 ………………………………・ 薦 田
デ ィラ ン
・ トマス とイ ェイツ
・太 田
・……………¨……………
ー 娘への想 いをうたう詩人たち―
〈
存在 の統合〉 の行方・………………… ……………………………・ 小舘
『塔』 の人間賛歌 ………………………………………………………・ 三宅
ワイル ドとイ ェイツ ー 『サロメ』 と月のシンポ リズム ・¨……・ 中村

書評
松村賢一編『 アイルランド文学小事典』・…………

3

荒木

91

92
94

アイル ラ ン ド文学研究書誌 ・…・
第 35回 大会 プログラム ・………
会計報告 ・……………………………

99
109

論 文要 旨 (英 文 )
編 集後記
投稿規定

112
117
117

111

《
講

演》

能 の時空 とイ ェイツ
高 橋 睦 郎

高橋睦郎 です。忙 しい とご紹 介 いただ きま したが、 とくに忙 しいわけではあ り
ません。要す るに要領が悪 いんで、段取 りが悪 いんですね。僕 は以前広告 の 会社
に勤 めていま して、その会社 の先輩 に山口瞳 とい う小説家 がいたんですが、 プ ロ
とい うものはだいたいひ と月 に 150枚 以上書 くのが普通 だ とい うふ うに言 ってい
た。僕は ひと月 に 50枚 も書 いてないんでプロ じゃないわけで、忙 しくないんです。
要領 が悪 くて もた もた してい るだけなんです。 まあ詩人 とい う ことにな って い る
んですが、年間詩をだいたい 4,5編 か ら 10編 も書 ければいいほ うなんです。今 回ア
イル ラン ドに 9月 5日 か ら 19日 まで、まるまるむ こ うに 14日 間、その間驚 いた こ
とに十数編詩ができま して、その熱病 の ような状態 が今 もず っと続 いていま して、
・ グラウン ドとい う言葉があ るのだそ うです け
聞 くところによると、セ ンス・ オブ
れ ど も、 アイル ラン ドとい う風土 は、そ うい う不思議 な力を喚起す るところだ と
い うことを実感 しまた。僕 は もともと少年時代 か らギ リシャが好 きで、6度 か もっ
と行 っているんですが、 ギ リシャではつ いぞそ うい うことは あ りませんで した。
ギ リシャは非常 に明 るい光 にあふれた ところで、そ こには実 は遠近法 が存在 しな
い とい うことを リルケが言 ってい るんですが、本 当 にアテネのあるまち角 か らク
ロロポ リスを見 ます と、 ま った く同 じ平面 に遠 い所 と近 い所 がある、それは水蒸
気 がない とい う ことですね 。 そ うい う意 味 ではアイル ラン ドは遠近感が単 に実際
上 の地理的な遠近感 だけで はな く、歴史 的 なあるいは民族的 ないろいろな遠近感
があ る国で、そ して しか もい ろいろな詩人 が輩 出 しているとい う意 味では古代 ギ
リシャと同 じなんですが、 ギ リシャとい うの は割合 と新 たに詩 を作 らせて くれな
い ところがある。 アイル ラ ン ドとい うと ころはそ うい うた くさん の遺産 があ るに
もかかわ らず、 そこを訪 れ た人 間 が何 か書 くことを許 して受 け入れて くれ る とこ
ろがあるのではないか。 もちろん今回大野光子 さん翔木伸明 さん とい う大変 いい
案 内役 とい うか先達 を得 た ことが大 きか ったんです けれ ども、 そ うい うことを体
験 しま した。実は僕 アイル ラ ン ドは 2度 目なんです けれ ども、最初 に行 った ときの
印象 が悪 い とい うのは、一 緒 に行 った人 が悪 か った。 ダブ リンにチ ェスタ ビーテ
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ィとい う東洋美術 を た くさん もって い る美術館 が あ ります けれ ども、そ このある
作品を、 それは源 氏物語絵巻 なんです けれ ども、 それ を ビデオに して売 り出そ う
とい う企画 をあ る女 性 が レコー ド会社 に持込 みま して、その監修 とい う ことで僕
が起用 されたんです が、 は じめか らうま く軌道 に乗 った ら僕を捨 て るとい う計画
だ った らしい く、帰 った らさっそ くそ うい う運動 が始 まったんで、 た ちまちアイ
ル ラン ドは暗 い場所 にな って しまいま した。僕 も暗 い ままはいやだか ら、返す刃
で その方 を葬 り去 りま して、三 度 とあの世界 で生 きて いけないよ うに しま した。
私 がなにを高橋様 に致 したので ございま しょうとお っ しゃったんですが、た くさ
んの ことをな さいま した。 で今回 その人 とま った く対極 にある大野光子 さんの よ
うな方が導 いて くだ さ ったので、僕 は本 当 に嬉 しか ったんです。以上 は前置 きで
す。
今 日の「能 の 時空 とイ ェイツ」 とい う題なんですが、できるだけ大 げ さな題を
つ けておけば、後 でつ め ることができるので、大 げさな題 をつ けてお きま した。 内
容 と しては 〈イ ェイ ツ原作、松村 みね子訳『鷹 の井戸』 の能化 につ いて〉 とで も
考 えていただければ いいか と思 います。 これは 1990年 の 12月 22日 と 23日 、渋谷
松涛 の観世能楽堂 において、観世寿夫 13回 忌記念能 とい うのが行 われ ま して、そ
の ための作 品 を橋 の 会 とい う能 を上 演す る団体 か ら委 嘱 され ま して イ ェイツの
『鷹 の井戸』を能 にす ることにな りま した。橋 の会 とい う会 自体 が、観世寿夫 とい
う、僕 はこの人 は 100年 に一 度現 れるか現れないかの大天才 だと思 ってお りま した
けれ ども、 この方 の追慕 の気持 ちか ら生 まれた会 なんです けれ ど も。 そ うい う意
味 で、寿夫 さんの 13回 忌 の企画 にな ったのです 。観世寿夫 さん とい う方 は、横道
萬里雄 さんの『鷹姫』 とい う作品 を数度上演 されてお りま した。僕 もそれを何度
か見 てます けれ ど も、横道萬里雄先生 というのは能楽 界 の大長老 であ られ る方 で
すか ら、そ うい う方 の『鷹姫』 とい う作品があるの に、何故僕 の ところに依頼 が
来 たのか とい う ことで 、改 めて『鷹姫』 の台本 を再読 してみたんですが、『鷹姫』
は、能 の構造文体 とい うもの を どこまでイェイツの戯 曲 の『鷹 の井 戸』 あるいは
『鷹 の井戸 にて』 に近 づ け うるか とい う 1つ の試 みだ ったのだ との結論 に達 しま し
た。 イ ェイツの戯 曲 の『鷹 の井 戸 にて』は、正直言 って能 とはいえ ない もので、ま
った く別種 の ものです か ら、 これ を どこまで、つ ま りこの戯曲 に能 の文体、文脈
を どこまで近 づ けるか とい うのが横道先生 の試 みだ った と思 います。 それな ら逆
にイ ェイツ『鷹 の井戸 にて』を どこまで能 の文脈、文体 に近 づ け うるか とい う、そ
の ことが僕 のや るべ き仕事 ではないか と考 えたんです。 そ こで 当然能 とは何か と
い う問題 にな って くるわけです が 、 これは野上豊一 郎先 生は じめ、 さまざまな定
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義 の可能性 があ りますけれ ども、その 中 の 1つ の可能 的定義 と して、例 えば僕 はこ
うい うふ うに考 え ます。 それ はワキ とい う霊媒 を た てて、歴史上 または伝説物語
上 の人物 を シテ と して呼 び出 し、その特殊 な生 と死 の磁場を語 らせ ることで人間
一 般 の生 と死 の本質を照 らし出す。 そ うい う劇構造 を もった ものが能 だろ うか と
思 います。 それ は ワキが多 くの場合仏僧 か神官 で あ ることが証 明 してい るといえ
るのではないか。
ワキにつ いて は西郷信綱先生 に、非常 に魅力的 な説 があ ります。それは ワキと
は、言別 くこと、玄妙なる言葉 の意 味 を解釈 して、観客 に知 らしめる人。 そ うい
う意味か らきているとい う解釈 も成 り立 つのでは な いかとい う ことを非常 に控 え
めにお っ しゃっています けれ ども、非常 に魅力的説 だ と思 っています。
いずれ に して も、 こうい うワキ とい う霊媒をたて て、 シテと しての歴史上 、伝
説上 の人物 を呼び出す とい う一種 の降霊術。降霊術 に大変深入 りしたイ ェイツが、
能 につい てパ ウ ン ドを通 して、いろい ろ教え られか つ理解 を深 め、惹かれたのは
当然 だろ うと思 います。 ただ、イ ェイ ツの能 の導 入 役 を果 た したパ ウン ドの能理
解 とい う こと 自体 、当時 の文化格差 か らい って当然 の ことなんです けれ ども、か
な り誤解 がある。 そ してそのパ ウン ドを通 して、イ ェイツが理 解 した能 はさ らに、
誤解 が増幅 しているとい うことは十分考 え られ るわ けで、その結果『鷹 の井 戸 に
て』 とい うよ うな大変な玄妙不可思議 な作 品が生 まれたわけですが、それはある

意味ではかえって幸せだったと思うんですね。逆にその能でもヨーロッパ劇でも
ないものが出現することによって、能の本質を証明 してくれたことになるからで
す。
さて、 いか にイ ェイツ劇 を能化す るか、イ ェイ ツ劇 の『鷹 の井戸』を能化す る
か とい うことなんですが、まず登場人物 があ ります。 イェイツ原作、松村訳 では、

3人 の楽人、井戸 の守 り、 これ は鷹 の ことなんです が。 それか ら老人、青年 と続 き
ます。参考 まで に横道 さんの『鷹姫』 では、 クー フ リン、 これ は波斯国 の若 い王
子、波斯国 はベル シャですね。老人 (実 はその幽霊 )、 乙女 (山 のす だま、鷹姫 )、 岩
(岩 その もの )と い うふ うに並 んでい ます。

この クー フ リンには漢字 があててあ るんです けれ ど も、空 とい う字 と、賦 とい
う字、麟 は麒麟 という想像上 の動物 にあてる麟。 これ は波斯国 の若 い王 子、 これ
は突然 の よ うで いて、昔 の 日本人が考 え る世界 の 果 てが波斯国 とい うことですか
ら、 これ はそんなに間違 いではないだ ろ うと思 い ます。老人実 はその幽霊 とい う
のは、その存在 のあ りようの ことを言 っていると思 うんです けれ ども。乙女 は、山
のすだま。 それか ら岩、岩 その もの 、これはいわゆ る能 の世界 でいうところの地謡

的な ことを こ うい うふ うにい っているのだ と思 いますけれ ども、要す るに3人 の 楽
人を これ にあててい るわけですね。
僕 の場合 はイ ェイツ劇 の能化 ということですか ら、 イ ェイツ劇を能 の文脈 、文
体 にで きるだけ近 づ けるとい うことです か ら、登 場人物 を シテや ワキに当て はめ
るとい う ことか ら作業 を しま した。登場人物 か らいい ます と若者 が ワキ。 これ は
ワキ とい う ものが霊媒 とい う考 え方 か らす る とち ょっとずれ るんです けれ ど も、
そ うい うずれ方 を した能 はい くつ もあ ります。若者 が ワキ。老人が シテ。 も っと
も鷹 が シテであ るとい う考え もあ りえます。後段 は事実上 シテ的 な存在 にな るん
ですが、 しか しやは り能 の文脈上 か ら言 えば老人 が シテで、 シテツ レとい う こ と
になる。 それか ら能 の地謡 にあたるものが イ ェイツ劇 では楽人 にな っています が、
この楽人 とい うのは この中 に実際 に読む と、地謡 と囃子方 と後見を兼ねている、そ
うい う存在 と して、彼 は楽人 とい うことを い ってい るようだけれ ど も、それ が横
道作 では岩 にな っています けれ ども、僕 の場合 は影 た ちと しま した。 これは僕 の
恣意 とい う ことではでは必 ず しもな くて根拠 があ りま して、松村訳 の 中の老人 の
セ リフで「 それ は この さび しい山に踊 る清 い影 ばか りが知 っている真理 の一 瞬 間
だ」とい うのがあ ります。 それか らまた、別 の ところでやは り老人 のセ リフで「 の
ろわ しい踊 り手 た ち、おまえ らはわた しの生 命 を盗ん だ。影 にその ことの悪 が あ
りうるか。」 その影 とい うの をふ まえて、影 た ちと しま した。
それ か らもう 1つ 能 に欠 かせないアイ とい うのがあ ります。 これは間狂言 です
ね。前段 と後段 のあいだに出 て来 て、いわばその前 に前段 の部分 のモ ドキをや る
んですね。 それは当時 の方法 でやるわけです。 わか りやす く言 うと、それは普 通 、
所 の者 、 それは ワキが呼 び出 して、その所 の者 が 出て きて、何 も私 は知 らない け
れ どといいなが ら事情 を物語 るというんです けれ ども、 しか しこれ はシチュエ ー
シ ョンが絶海 の孤 島 ですか ら、絶海 の孤 島 には所 の者 はいないわけですね、当然 。
そ こで苦 しまぎれに、作者 自体 を呼び出 してい るわけです。 これ も根拠がな いわ
けではな くて、所 の者 は結局 は作者 の、 あ るいは作品の代弁者ですか ら、ア イを
作者 、唐突 の よ うに見え るか もしれない けれ ども作者 と したわけです。
文脈 とい うか、構造 の上 では前段 と後段 に分 けま して、前段 は若者 と老人 の 対
立 、 これは原作通 りです。 この後中入 りがあ りま して、普通 は この 中入 りを通 し
て シテが隠 していた本質 をあ らわにす る。 ここでは老人 が乙女 に変 わること も考
え られ るんですが、 ここではそ うい う転換 は していな い。
後段 は若者 と乙女 の対立 とい うことで 、本来逆 に老人 が若者 のツ レ的 な、 つ ま
リワキ ツ レ的 な存在 にな る。 これ も原作 に根 拠 がないわ けではあ りません。 その
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若者が乙女を誘惑 するとい う、つ まり水を奪 うものと、水を守 るものとの対立な
んですが、水を奪 うものが水を守 るものか ら水を奪 うために使 おうとする手段が
誘惑 というかたちなのですが、それも根拠 がまった くないわけではな くて、 これ
も松村訳 によると青年のセ リフで「どこへ でも飛べ 灰色 の鳥 よ、おまえは私の腕
にとまるのだ。女王 と呼ばれた人たちも、私 の腕 にとまっていた」 これを拡大解
釈 して愛 に誘うと解釈 したんです。最 も言葉 の上で意を用いたのは、冒頭のワキ
の次第 ですね。 これは一番最初 に出てきてワキが しゃべ ることを次第 といいます
が、一曲の主題が次第 において提示 さると思 うので、そこに意を用いたとい うか、
適当な表現 が出て くるまで に苦労 しました。
お渡 しした資料 の最初 のページに
鷹 の翼 のあや またぬ 鷹 の翼 のあやまたぬ

いの ちの井戸 を たづ ねん

これは鷹 の井 とい うことの本質 をここで提示す る。鷹 とい う俊敏 な獲物 を狙 う
鳥が何 かを見つ けて、あや またず に飛 んでい く、その先 にあ る命 の井 戸 を、 自分
も鷹 にあやか って尋 ね当てた い ものだ。
この言葉 が出 るまでにか な り苦労 しま した。
次 に後段 の冒頭 ですね、 これ は待 ち謡で後 ジテが出 て くるの を待 つ とい うかた
ち、 ここは謡 の主題 をち ょっと変 えた再提示 がある所。資料 の 2枚 日です。

若者

かの老人 に及 かね ど も かの老人 に及 かね ども われ もこ こにてひたす

らに 待 つ と し聞かば見 え もせよ か く願 へ ども処女 は見 えず
俄 かに起 こる疾風 のかぜ の

空 の奥 よ り吹 き落 とす と 見 るや二 本 の木 の 中

の秀 つ枝 に止 ま りし畏 鳥

というここがその待 ち謡ですね。老人を待 つ と同時 に処女を待 つ。 ここ もそれな
りに苦労 しました。あとは一番 クライマ ックスである、2枚 目ですね。 ここは地謡
ですね。鷹の舞 があるところですね。 ここもかなり苦労 したところです。ちょっ
と読みます と¨
.

影 たち

この岸 の斎 つ石 む らに草むさず

もな常処女

処女は い まは鷹 の鳥の

斎 つ石 む らに草 む さず

つね に もが

なほ しも天 に二 こゑ三 こゑ あ ぐる叫び

は畏 鳥 鷹 の処女 の鷹 の舞 ひ 舞 ひきはま りて澄 みわた る 全 き沈黙 の時 し
7

もあれ 天 にみだるる雲割れて 送 り落つ捲摩蔽 の 光は日にも月 にもあら
ず 天つ河原の堰切れて 逆巻 く波の もんど り打 って 注 ぐや三本の木の下
の 石 のおもての湧 きかへ り そのいのちの井戸 いのちの水 呑まむ と心は
やれども 夢 の狭霧 はいと濃 くて やうや く到 りしその時 は いのちの水 は
すでに退き 僅かにうるほふ石のお もの その湿 りとて見 る間に乾き 老人
若者 もろともに かたみに目と目を見交 は して 鷹の処女に目を遣れば
この部分 なんですが、
「 この岸 の斎つ石む らに草むさず」というのは思いついた
時 にはこれだ、大げさに言 うと膝を打 ったとい う感 じなんですが、これは『万葉
集』の巻の第一に「十市皇女が伊勢 の神宮 に参 りし時、波多の横山の巌を見て、吹
火刀自の作る歌」 というのがありまして、
川 の上 の

ゆつ岩群 に 草生 さず

常 に もが もな 常処女 にて

これ は一 般 に解釈 され ているのでは、十市皇女 とい うのは天武天皇 の皇女 なん
ですが、伊勢 の斎宮 にな って伊勢 に くだる途 中、吹火 の刀 自 とい うおばあさんが、
これは川 のほと りの神聖 な る岩 む らに草 がはえていない、その ようにあなた も娘
のままに、処女 でい らしていただ きた い ものです とい う解釈 にな るといわれてい
ますが、僕 はち ょっと違 うだろ うと思 いま して、 これは吹夷 の刀 自 とい う人が代
作 したんだけども、本 当 は十 市皇女 の歌 であ るとい うふ うに解釈 で きる。ですか
らそ うあ りたい とい うふ うに、彼女が つ ま り十市皇女が、そ うい う歌 だ と解釈 し
ています けれ ども、要す るに これ は処女 とい うものの清 らか さ神聖 さ、 そ してあ
る意味では恐 ろ しさを歌 っている歌 だ と思 うんですが、 これが出て きた時 は、 こ
れは使 える と思 って、 さ っそ くこれ を使 ったわ けです。
それか らもうひとつ は、 アイ とあ りますね。 これ もある人 に難 しす ぎる、長過 ぎ
るといわれたんですが、アイの語 りで しば しばそれだけで 10分 に及ぶ ような長 い
ものがあ って、それを語 りおおせ ることが またいわゆる間狂言 の腕 の見 せ どころ
で もある。 とにか くここでは これだけの長 さと格調が必要 だ と考 え ま した。

ら
若者 いぶか しや いままでわれと 語 ひ 争 ひゐたる老人の俄かに消えて見
えぬは如何に 尋ねんと思へ ど人跡絶えたるこの地 所 の者 とてあらざれば
苦 しまぎれに呼びいだす いかにこの物語 の作者はいづ こに候や
作者 そもそも作者 とは顔 もな く名 もな く物陰 に隠れて候べ き者 そも誰人 の
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何故 なればかか る所 へ は呼 びいだ し候 ぞ

これはもともと僕はそう考えている。本当はだか ら僕 も詩の作者ですか ら、こ
うい うところにでて しゃべ ってはいけないんですが。 これに対 して若者 が
われ はお ことが言 の葉 にて 作 り候 ひ し物語 の 中 の一 人な るが

若者

いま までわれ と争 ひ し 老人 を失 ひ候 へ ば 作者 にかか る責 と

語 の只 中 に

いの ちの井戸 また老人 のてんまつ 一 通 りおん物語候 へ

して

これ は似 合 わ ぬ ご所望 に候

作者

その物

さりなが ら 作者 の責 と申 され候 へ ば是 非

もな し 試 み に語 って聞かせ候 べ し 人間生 まれ なが らに して 生老病死 の
四苦 あれ ば 誰 か不老不死 を願 は ざらん
のか ぐの木 の実

され ば天地 開聞 このかた

時 じく

奇 びの草 を求 む とて 険 山深谷 あ るいは攀 ぢ あ るいは綱

を垂 ら し また天 にのば り海 に沈 む みな とこ しなへ のいの ちを獲んがため
なり
言 ひ伝 へ にいの ちの水 と申す

そを含 めばた ちまち息 か ぐは しく血 あ らたに

いの ち死 ぬ ことあ らしと申す

山の民海 の族

所所方方 に言 い候 へ て候

その水現 つ に見 た る者な く その水 実 に飲 ん だる者 さ らにな し 総 して これ
常 若 泉生 の邪 しまの 願 量

神 を も怖れぬ果 てなの妄執

これを産 んだる幻

と承 り候
ここにいの ちの井 戸 と申す は 波濤万黒嵐領 ず る荒 海 の 潮 の八潮路 の八百
折 の果 て 怖 れ知 らずの漁 父 も舟子 も 到 り し者 な き妄念 の岸 日も月 もの
ば らず 沈 まず

朝 もな し夕 もな し

渚 に近 く三本 の木 あ り その空 つ ねに木枯 ら しす さぶ
りの処女

口 もの言 はず 眼 うつ ろに

葉 の下 の乾 ける丸石

その木 の下 にはひ と

日ね もす 目守 る枯葉 の ささめ き 枯れ

また もろ もろの影 あ り 近 く遠 く処女を囲む

の下 の枯葉 つ もれ る石 積 こそ

この木

件 のいの ちの井戸 ぞ と申す

井戸 と申す ゆゑん は 僅 か十歳 に一 度 のた まゆ ら 石 の お もてに木湧 きいづ
ると申す

水湧 きいづ る兆 はすなはち目守 りの処女 の 眼 にあ り つ ねはさな

が ら乾 ける石 の
間
の舞

うつ ろの眼俄 かに濡れ 鷹 の 目の如 かがや くか と驚 く束 の

天 を見上 ぐる甲の調 べ は鷹 の叫 び 二 こゑ三 こゑ

叫 び しの ちは鷹 の羽

舞 に見惚 けて気付 けば笑止 や 枯葉 の下 の石積 いつ しか濡れ

の水 のいま しも湧 き しは いま しも引き しその跡 に こそ
戸 を鷹 の井 戸 と も申す と かや うに承 り候
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いの ち

このゆゑに 件 の井

また只今失 せ候老人 と申す は

その昔遠 国方 にか くれ もなき 武辺 の家 に人

とな り 弓矢 の道 はた恋の道 に 並 ぶ者 なき剛の者 に候 ひ しが

た またまあ

る夜 の酒宴 の席 に いの ちの井戸 の噂 を聞 く その夜 の うちに舟 を盗 み

柱

に帆 を張 り沖 へ と出づ 早 に苦 しみ嵐 に揉 まれ 魂 う しなひこの岸 に着 く
それ よ りこのかた幾十年 井 戸 の しるべ の三 本 の木 の下

目守 りの処女 の 眼

の動 き
ひたす ら目守 り来 り しが 欺 か るること幾 たびか
か

され ど処女の欺 くな らず

を欺 く

此 たび も重ねて欺 かれん

あのれ の願望 おのれ の妄執

しか もこの老人 殊更 め き じ例 しにあ らず

かへつ ておのれ

およそ世 にあ る人 間

総 して これおのれの願望妄執 に 欺 かれ つつ一 生 を終 はると かや うに承 り
及 び候

ヤ

び物語 の外

とやか う語 り候 うち 時刻 もいた く過 ぎ候 へ ば われ はふ た た
顔 もな く名 もな き作者 の分際 へ とはやばや退散候 べ し

こんなわけで僕 と しては、もしイ ェイツが能 の文脈 と文体 ということに親 しみ、
本 当 に知 っていた らどう書 いただ ろ うか とい うつ もりで、イ ェイツに化 けたつ も
りで書 いたんです けれ ど も、出来 の ほ どは 自分 ではわか りません。 それ は また
ヨー ロ ッパ劇 の形式 を用 いて能 とい うもの を世界文学 の 中 に持 ち込んだイ ェイ ツ
とい う詩人 に対す る一 日本人 と しての ささやかな返礼 で もあ ります。
最後 にアイル ラ ン ドに朗読 の旅 を して きま したが、イ ェイツのゆか りの地 、バ リ
リー、ゴールウェイ、スライ ゴーを訪れて生 まれた 3編 の短 い詩を読 んでお しまい
に したい と思 います。
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イェイツを思い出す三 つの詩
鞍 の上 つ めた き目投 げ行 きす ぎよ
わが生 ける 日 も死 して のの ち も
W・ B・ Y

1塔

バリリー

木立 の 中 黒 い川 のほ とりに石 の塔
石 の塔 の内側 には 回 る石 の階段
石 の塔 の人 は 石 の階段 を上 り下 り
石 の窓か ら 塔 の外 の下界 を見 まわす
石 の窓 の外 の下界 では 長 い闘 い
友 が友 を 兄弟が兄弟 を殺 しあ う
闘 いの波 が海 の潮 の よ うに引 いた後
石 の塔 の人 は 石 の戸 口を出て帰 らない
石 の部屋 の 中 には 大 きな石 の暖炉
石 の暖炉 の中 には 記憶 の泥炭 の火
再 びは帰 って こない石 の塔 の人 のため
聞 こえない音 を立 てて 燃 えつづ ける

2 ,fi J)vrri. r-,v#A
ここに二 抱え もの プナの大樹 があ り
木肌 に 名前 や頭文字 が彫 りつ け られてい る
この屋敷 に招 かれ

庭 に遊 んだ人人のだ

名前 どう しは仲が良か った り 1悪 か った り
中には 初 め仲良 く 後 で悪 くな った二 人 も
彼 らのす べ てを 女主人が微笑 で包んだよ うに
八方 に拡 が り枝垂れ た枝枝 が 幹 を包んで いる
女主人 は去 り 名前 の 主 もみ んな退場
11

す こ し疲 れ の見え る 日蔭 に入 り

九月 の

これ は誰

あれ は誰

と興 じる私 たち も

間 もな く 樹 を後 ろに 遠 く去 って帰 らない
木肌 の上 の名前 がす べ て幻 だ った

と

思 わず にはい られない距離 まで

3 1喬

スライゴー

石 づ くりの橋 の四 つの アーチか ら
奔 り流 れ る黒 い水 を 川岸 か ら見 る
百年前

その人 が見 ていたように

その人 はあ る 日 川岸を去 り
多 くの都市 と多 くの庭 をめ ぐり
遠 い都市 の遠 い庭 で 生を終えた
柩 は橋 を渡 って

この都市 に戻 り

街道沿 いの死者 の庭 に葬 られた
私 は この川岸 を去 って 橋 を渡 り
幾 つの都市
亡骸 は

幾 つの庭 をめ ぐるだろ う

どんな都市 の どんな橋 を渡 るだ ろ う

どん な人が

川岸 か ら見ているだろう
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《
論

文》

「学童 の間で」再考
一

第 8連 に見 る「統合」 の象徴をめ ぐって

:

in minmum natura maxlma2

長 谷 川 弘 基

「学童 の 間 で」 (`Among School Children')が イ ェイツの詩 を代表するに足 る充実
した作 品 であることに異議 を唱える人 は少 ないで あろう。 詩全体 を通 して、具体
的 かつ 喚起 力 の強 いイメー ジに溢れ、 しか もそれ らのイメ ー ジ間に有機的な関連
があ り、豊 かで複雑 な交響 が繰 り広 げ られる。 詩 は現 実 の描写 に始 ま り、 その現
実 の光景 に触発 された瞑想 の世界 が直 ちに展 開 され、個人 的回想 は哲学的考察 に
発展す る。 詩 の構成 を忠実 に反映 した音韻 的連鎖 を保 ち、 詩 の リズムは、前半 は
瞑想 にいか に も相応 しく、落 ち着 いたア ンダ ンテで あ り、次第 に速度を増 して最
後 は舞踏 にまで高揚す る。 このよ うな高度な詩的技術 を駆使 して、無駄 のない統
一 が 64行 の詩句を通 して達 成・ 表現 されてい る。最終連 で明 らかにされる「木」と
「踊 り手」のイメジャリーは、この統一 感 をさらに凝縮 して表 わ しているがゆえに、
一 読す るだ けで絶対 に忘 れがたい強烈 な印象 を生 む。 ブル ックスが この詩 を「巧
み に創 られ た壺」 の一 つ に数え上 げた こと も納得 せ ざる得 ない。
3

しか し、 ひと くちに「統 一 」 と言 うが、実際 に この詩を通 して どのような「統
一」
「統合」が達成 されてい るのか ? この詩 の解釈 については、すでに (半 世紀 も
・ ウ ェイ ンや カーモ ウ ド、あるいはプル ックスの手 になる決定版 とも
前 に )ジ ョン
目され る批 評 がある以上 、問題 となるべ き点 は概 ね整理 しつ くされ、 この詩 の最
終 的評価 もほぼ定 ま って いると見 なす のが妥 当か も しない。 事実、比較的近年著
された ド●マ ンによる、い ささか意表 を突 く指摘 も、カーモ ウ ドの批評を しっか り
受 け止 めた上 でのア ンチ・ テーゼ、対位法的主題 の提示 と見 な しうるであろ う。す
なわ ち、 この詩 が主 に「踊 る肉体」 と「大 いな る樹 木」 とい うイメー ジを通 して
対立物 の統合 を見事 に示 しているとい うカーモ ウ ドの主張 に対 して、成 し遂 げ ら
れたと思 われたはずの統合 の裂 目が詩句 その ものか ら透 けて見え ると ド
・ マ ンは主
4か

張す る。

くて、両者 の主張は真 っ向か ら対 立 してい るように思 われる。一 方 は統

合 の成就 を謳 い上 げ、他 方 はその基盤 の脆弱 さを指摘す る。 ところが、両者 の対
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照 を通 じて明 らか になる一 層興 味深 い点 は、カーモ ウ ドは言 うまで もな く、 ド0マ
ン もまた、
「学童 の 間 で」の最終連 の表現を ほぼ 自明の如 くに扱 ってい る事実 であ
る。 この点 に関 しては他 の批評家 も同様であ り、この詩 の解釈 にあた って最終連 、
「木」 と「 踊 り手」 の相互関係を問題視 した批評 にお 目に
特 に最後 の 4行 の詩句、
かかることはない。一本 の木 (の 全体 )が 決 して葉や枝 な どの部分 に還元 で きな い
ように、そ して また踊 り手 と踊 りが決 して区別で きないよ うに、
「 存在」は肉体 と
魂 の合一 を表 し、それゆえに一 つの「完全」、損 なわれた箇所を一 つ と して持 たな
い「 全体」を体現 して いる。最終連 の一 般的 な解釈を ご く手短 にま とめれば こ う
な るであろ う。
事実、
「学童 の 間 で」の批評 において第 8連 が言及 され る場合、その朗 々 と して
高 らかな調子 を概 ね生の賛歌 と して、大 いな る「統合」 の誉 め歌 と して捉え る こ
とが一 般 のよ うであ る。確 かに先行す る第 6連 、第 7連 の「明 らかな」難解 さに比
べ 、第 8連 は とりあえず滞 りな く読 み通せて しま う。 とりわけ、直前 の第 7連 にお
いて “images"や “Prewnces"と い う秘儀的 とさえ言え そうな語句 に悩 まされた後 で
は、
「踊 る肉体」な どの明確なイ メー ジは、視覚
「花咲 く栗 の木」
「風 に揺れ る木」
的 には明晰 な輪郭 を、心情的 にはいかに も「踊 り」 にふ さわ しい軽 やか さを表 し
ている。批評家 の多 くが「学童 の間 で」の解釈 にあた り第 8連 の表現 に さ した る拘
りを示 さないのは、 この連 を支配す るイメ ジ ャリーが 明晰 かつ軽 やかであること
が大 き く影響 してい るよ うに思 われ る。
しか し、最終連 の最後 の 1行 、つ ま り、イ ェイツの全ての言葉 の 中で最 も有名 な
詩句 の一つである “How can we know the dancer from the dance?''の 意味 は果 た して
それほど自明 な ものか ?「 意味」と無頓着 に言 い放 つ ことは、不必要 な誤解 を招 く
か もしれな い。詩 が、本来 の性格上、単 な るパ ラフ レーズを拒絶す ることは言 う
まで もない。 この 1行 に関 して、それが詩 の 1行 である限 り、例えば、 dan∝ rは 肉
体 を表 し、danceは 精神を表す 、あるいは、 dm∝ Iは 創作家を、danceは 作 品を表
す、等 と言 いかえ ることは初めか ら拒否 されている。 どんな言 い換 え もこの 1行 の
真 の姿、 その真価 を再現す る ことはで きな い。 これ こそ 自明 な ことであ る。 した
が って、 ここで 問題 と したい「意 味」 とは、 この最終行 が「学童 の 間 で」 の 中 で
果 た してい る役割 、詩 の内部 においてその 1行 がそれ に先行す るその 他 の 63行 と
どのような関係 にあ るのか、端 的 に言 って、この 1行 は全体 との関 わ りの中で真 に
「 適切 な関係」 にあ ると言 え るの だろうか とい う微妙 な不安 に関係 す ることで あ
る。換言す れば、 エ リオ ッ トが `Grecian Urn'の 最後 の 2行 につ いて感 じた疑 間、
(し か し、その批判 自体 に対 して は十二分な再批判が可能 であろう、 )す なわち、も
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しか した らこれ らの詩句 は十 分 に準備 された ものではない、詩 中の他 の言葉 との
間 に十 分 に有機的 なつ なが りがな いか も しれ ない とい うご く幽かな不安 であ る。
5

もちろん、イ ェイツのこの 1行 はキー ツのあの 2行 (`BCauty
that is al1/Ye know on earth,and an ye need to k■

iS truth,truth beauty,'

ow.)ほ どに も突飛ではないか

一
もしれな い。両者 の相違 は、一 方 はこれ以上 の断定 はない と思 われ るほどの肯定、
神託 の響 きを伴 った完全終止 であるの に対 して、他方 は疑 問形 で提示 された、い
・ エ ンデ ィングで ある事実 と もおそ らく無関係 ではない。 キ ーツの詩
わばオ ープ ン
句 に認 め られ る完全 な対称性 は超越性 と 自閉性 を伴 ってい ると思 わせ るのに対 し
て、 イ ェイ ツのあ くまで も人 間的な声 は、実際 は秘儀的 で さえあ りうる詩句 の難
How can we know the danccr from
解 さを カモ フラー ジュす るの に貢献 してい る。“
the dance?"と い う国語的な問 いはあま りに 自然 に響 き、(こ こにイ ェイツの作詩上

の絶妙 な技法を認 めることは吝 かではない、 )重 要 な問題 を手 んでいるに もかかわ
らず、あたか も川 の流れが川 中 に横 たわ る巨石 を軽 々 と流れ過 ぎて い くように、読
み手 の意識 を この一 行 の上 に拘泥 させ ることはない。 に もかかわ らず、
「学童 の間
で」 の最後 の一 行を 自明 な もの と して読 み流 す ことは決 してで きな い。
この一 行 のオー ソ ドックスな解釈 は、danceや dancerが それぞれ何 を指すかはさ
て置 き、 いわゆる “
Unity of Bcing"、 対立物 の解消
・ 統 一 を表 しているとい うもの
であ る。「 労苦 が花開 き、踊 るところ」が はた して現 世 に存在 す ると想定 されてい
るか、 あ るいは彼岸 に想 定 されているか は解釈 の分 かれ るところに して も、 どち
らの解釈 に立脚す るにせよ、 このオキ シモ ロ ンを通 して対立物 が止 揚・ 統合 され、
最終行 の高揚 した表現 に結 びつ くことに変 わ りな い。 この最終行 に至 る直前 に、
g″ α′
chestnut tree"を 登場 させ、しか もその木 が “
「存在 の統一 」の シンボル と して “
rooted blos∞

mer"(強 調筆者 )と 巨木を想起 させ ることか ら、容易 に「 世界樹」との

連想 を もた らし、
「存在」の統一 と絶対性 はい っそ う確 固 たる ものにされ る。 その
body swayed to music''と 言 い換 え ることによ って、
上 で「栗 の木」を “
「木」 のイ

メー ジと「踊 り手」 のイメー ジが巧 みに結 び付 け られ る。 つ ま り、世界樹を連想
させ る 巨木 のイメジ ャリーを「踊 る肉体」 のイメジ ャリーヘ移行 し、重ね合 わせ
ることによ り、
「踊 り手」 と「踊 り」の不可分性が「 存在 の統一 」を示す決定 的な
象徴 と して立 ち現れ る。 こ う読 む限 りでは、最終行 はそれ に先 行す る他 の部分 と
密接 な 関連 を示 し、私 の発 した先程の疑 間 は単 なる杞憂、悪 くすれば性質 の悪 い
言 い掛 か りとい う ことにな りかねな い。実 際 、例 え ば 、 カーモ ウ ドも Rο ″α″陸
加 αg`の 中で、単 にイ ェイツのみな らず他 の 同時代 の詩人 の作品を も丹念 に研究 し
た上 で、
「 踊 り手 は肉体 と精神 の統合 されたイメー ジであ り、イ ェイツのいわゆ る
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『体系』 における第 15相 を示す完全 な類型 であ る」 さらに別 の箇所 では、
「踊 り
6、

手 の表情 はサ ロメ同様 にいかなる感情 も性格 も示 さず、それゆえ、そ こにはただ
踊 りのみが ある、 そ して、踊 り手 と踊 りは、肉体 と魂 、意味 と形式 がそれぞれ別
7と
個 に把握 された り分離 された りす べ きでないよ うに、分離 できな くなる」 述 べ て
いる。つ ま り、踊 り手 と踊 りの不可分 がその まま肉体 と精神 の合一 を表す と解釈
されている。
しか しなが ら、この「 存在 の統一 」を表すはず の二つのイメー ジ、
「 木」 と「踊
り」 の組み合 わせ には微 妙 な「 ずれ」がある ことを先ず確認 したい。 そ もそ も、
カーモウ ドの指摘 において さえ も、
「踊 り手 と踊 り」のペア と「 肉体 と魂」のペア
は決 して等価 だ と主 張 されていたわけではなか った。単 にそれ ぞれの関係 に並 行
性 が、すなわ ち二 つの組 み合 わせの間 に比例式が成立す ると主張 されているに過
ぎない。踊 り手 と踊 りの不可分性 が「 存在 の統 一 」を表す とい うことは、 た とえ
ば「世界樹」 が「統合 された ひとつの宇宙」を表す場合 とは異 な って、決 して 自
明 なことではない ので あ る。試 しに「 存在 の統一 」を端的 に示 している と理 解 さ
れてきた詩 中の二つの疑 間文 を実際 に並 べてみよ う。両者 の違 いがたちまち浮 き
彫 りにされ る。
1.Are you the leaf,the blossorn lor the bolc?

2.How can we k■ ow the danccr iolm the dance?

「部分」 と「 全体」
「木」に関 して問題 とな ってい ることは、一読す る限 りでは、
であるとい う他 はない。 本 ははた して葉なのか、花 なのか、それ とも幹 なのか ?葉
や花 によ って木 を代表 させ ることが可能 だろ うか ?つ ま り、
「部分」が「全体」を
「全
代表す ることが可能 なのか ?「 部分」が総 じて「 全体」になるのか ?あ るいは、
体」を「部分」 に分解 す るよ うな ことが許 され るのか ?「 木」が、世界樹 に代表 さ
れ る通 り、
「 存在 の統 一 」を表す に相応 しい伝統 的象徴 であることには疑間の余地
がない。
「 木」 は「全 体 」 であ り、「部分」 に分割 され る ことは決 してない。 とこ
ろが、dancerと danccの 関係 は決 して「部分」 と「全体」に還元 され る ものではな
い。む しろ、
「本質」 ない しは「 根拠」 とその「顕現」 ない しは「現象」、「実体」
と「表象」 と も言 うべ きような関係 である。 (「 木」 と「葉」の関係 は決 して「本
質」と「現象」の関係 で はない。 )さ らに言えば、カーモ ウ ド自身 が別 の個所 で述
べ ているように、内容 と形式が区分 けできない dan∝ はペ イターの主張す る音楽 の
地位 にあ り、加 えて danceは「 空間化 され、視覚化 された音楽」 と も考 え られ るの
8ま

で、単 に dan∝ だけで も「 存在 の統一 」を表す に十分 なはずであ る。

たは、単 に

dancerだ けで も、dancerは すでに単 なる肉体 ではな く、音楽 =精 神 の受 肉 された存
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在 であるので、肉体すなわち自然と芸術作品 (a

ficc)の 合一を表す に十分な表象で

dance"か あるいは “
dancer"で
ある。つ まり、統一の象徴 である「木」の相関物は “

・ 不可能を問題 とすることは、
あり、danceと dancerの 区別 の可能
「存在の統一」を
超えた、新たな問題 の地平を切 り開いていると考 えなければどうしても辻棲 が合
わな くなる。 ところが、実際 にはこのようにまった く異 なった問題を表 している
はずの最終連 の二つの重要な問いかけは、それに も関わ らず、 これまでほとんど
無条件 に実質的 には同 じ問いの繰 り返 しと解釈 されてきたのである。
それでは、 ま さに詩 が終 わるとい うときに、 この最終行 が提 出す る新 しい問題
とは具体的 には何 であ るのか ?「 学童 の 間 で」 において樹 木 の象徴 に加 えて さら
に dan∝ と danCCFの 非分離性 が ことさ らに必要 とされ る理 由、根拠 とはい ったい何
であるのか ?結 論 を先取 り して言えば、最終行 で明 らか に され ることは、統 一 とい
うよ りもむ しろ連続性 (∞ ntinuity)、 持続 (duration)と い う言葉 で表すのが相応 しい
不可分性 、分離不能性 で あ り、 この「 連続性」 こそが 「学童 の 間 で」を読 み解 く
のに不可欠な鍵 となる。 そ してまた、 unity、 integrationと い う、イ ェイツの全作品
を貫 く本質 的概念 も「連続性」 とい う視 点か ら見直 してみ ると新鮮 な姿を開示す
9

るよ うに思 われ る。
あ らためて考 えてみれ ば、
「統合 」
「 統一 」 と訳 され る概念 に「連続性」 の概念
が含 まれてい ることはほ とん ど必然であ る。 しか し、
「統合」 とい う言葉が「連続
性」を覆 い隠 してきた感 は免れない。 ここでの問題 の核心 は、
「学童 の間で」の解
釈 にあた って、第 8連 の「 木」や「踊 り手」のイメー ジが あま りに確固 として眩 く
brightening glance")、 その見事 に視覚 的 な造 形 のイ ンパ ク トに心 奪 わ
(文 字通 りに “

れ、その結果、 これ らの 象徴 を単 に視覚 的 な次元 でのみ理解 して しまいが ちな批
評 の傾 向 に関す ることで あ る。
「木」 や「踊 り手」 の 象徴 を もっぱ ら空間的 に (つ
ま り、視覚 的 に )把 握 して しまうことが、結果的 に、
「 学童 の 間 で」を様 々な対立
の「統合」を達成 した堂 々たる作品 と理 解す ることにつ なが っている。 しか し、こ
の よ うな解釈 にはどう して も予定調和 的 な、い ささか安直 な、いわゆる Affective

Fanacyが 働 いているよ うに思われてな らない。 イ ェイツの詩 において対立 は解消
され るわ けではな い。む しろ対立は維 持 されたまま並置 され、共 存す るので ある。
根 と花 がた とえ どんなに隔 て られてい るにせ よ、共存す るよ うに。
実際 、後段 に詳述 す るよ うに、 この詩 は冒頭 か ら時間的継起 、連続性 を暗示 な
い しは明示す る表現 にあふれている。
「 統合」の象徴 であ る「 木」 も、その堂 々 と
した空 間的拡 が りばか りに 目を奪われ るのではな く、 む しろ時間的連続性 を表す
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象徴 と解すべ きである。問題 の最終行 が顕 わ に してい ることは、あたか も一 枚 の
絵画 のよ うな明確 な視覚的イメー ジを持 つ「 木」象徴 に して も実 は決 して単 に空
間的 (非 時間的 )統 合を表す べ き象徴 と して用い られているのではな く、同時 に時
間的 な拡 が りを示唆すべ く用 い られてお り、その よ うの読解を こそ促 してい る と
body swaッ ″ to music"(強 調筆者 )と
い う事実であ る。 詩 中の「踊 り手 」 の舞 は、“

明示 されているに もかかわ らず 、
「旋 回」 していると しば しば信 じられているよ う
で ある。 しか し、た とえ旋回であ った と して もそれは決 してス ピンではない。 こ
こでの「踊 り手」 の イメージに高速 回転す る独楽 の姿 、運動 と静止 の統合 され た
イメー ジ、を重ね ることは場違 いに感 じられ る。「木」と「踊 り手」、さらには「踊
「連続性」 を体現 して
り」 の複雑 に入 り組 んだ並 置 は 、確 かにあ る種 の「統合」、
い る。 しか し、 イ ェイツが さま ざまな象徴 を駆使 して詩 の中で追求 して きた「統
一 」は、それ らの象徴を視覚的 イメー ジに還元 して分析・ 解釈す る、いわゆるイ マ
ジス ト的詩学 に依 拠 した批評 (た とえばカーモウ ドの批評 に代表 され るような )が
しば しば見逃 して しまう重要 な側面 を宿 している。
i°

。
「学童 の間 で」を通 して最 も顕著 な特徴 が無 数 の対立物 二項対立 の提示 に認 め
られ ることは指摘す るまで もな い。 中 で も最初 に現 れ る対立 は、 タイ トル も暗示
す る、子供 と老人、若 さと老 いの対立 である。 この対立 は、老人の若か りし頃 の
思 い出 とい うモチーフを経 て、現在 と過去 とい うもう一つの際立 った対立 へ と 自
然 に進 む。 さらに、過去の恋人の美 しい肉体 と現 在 の老 いた姿 の対比を通 して繁
栄 oourish)と 衰退 (decay)と い う対立 も提示 される。すでにこれだけの ことか ら以
下 の二つの ことが確認 できる。一 つ は、 これ ら一連 の対立を通 じて一 貫 して認 め
られる要素 が「 時間」 である とい う事実。 あ らためて主張するには当た り前す ぎ
る ことではあるが、時間 こそが この詩 の 中核 を成す テ ーマである。人間 の生 にお
ける「 時間」 の無情 と人 間 の側 か らの異議 申立 てはイ ェイツの詩世界を支 え る も
っとも太 い柱 の一 つ であるが、
「学 童 の 間 で」において も時間 と人間存在 の複雑 な
関係 は第 1行 か ら最終行 にか けて首尾一貫 したモチ ーフである。 多 くの批評家 が
この事実 に注 目 しないのは、 これがあま りに 自明 で当然す ぎるか らであろうか ?
確認 できる もう一つの事実 は、 肉体 と精神 の対立 に関 してであるが、 これ は通
「肉体」が第 2連 の 冒
常信 じられてい ることとはかな り異 な ってい る。す なわ ち、
頭 で、“I dream of a bdaean body."と かな り注意 を引 く仕方 で現れ るのに対 して、
(詩 人が突然 に思 い出す のは魂 ではな く肉体 の方 であ る !)そ の対立項 であるはず の
soulが は っきりとは現れない事実 に注 目 したい。少な くともこの詩 では、もっぱ ら

bodyの みが問題 とな ってお り、 soulが 声高 に論 じられ ることがな い ことは明 白 で
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to pleawre mul''と い う形 で表 されるだ
ある。 soulと い う語 はよ うや く最終連 に、“

「学童 の 間 で」 よ りもむ しろ `Sa ng to Byzantium'に 相応
けであ る。 この一 行 は、
「学童 の間
しい一行 であ り、事実、 `Sa ng to Byzantium'と の連想 があ って こそ、
で」 を読 む人 は魂 と肉体 の対立 を思 い浮 か べ るので はな い だ ろ うか ? 確 か に
imagcと 呼 ばれる ものは再三言及 されているが、 lmageは 決 して soulと 同一 視 で き
るものではない、 mulを 含 んでいる可能性 は否 めないと して も。 また、詩中 に重要
なモチ ー フとして現 れ る音楽が精神 を暗示 0象 徴す ると考 え られな くもないが、音
楽 はむ しろ danccに 直結 し、したが って肉体 に も精神 に も等 しく関係 していると考
え る方 が適 当である。第 1連 で、子供 たちが教室 で「歌」を習 うとされて いること
も、音楽 を単 に精神 のみ に結 びつ ける ことを躊躇 させ る。 つ ま り、 この詩 におい
ては、老 い と若 さの対比 に代表 され る時間のテ ーマこそが 中心 を占め、魂 と肉体
のテーマは二義 的であ るとい う ことは確認 されね ばな らない。
続 いて、数多 くあ るその他 の二 項対立 の中か ら是が非で も運動 と静止 の対立 に
注 目 しな ければな らない。 この対立 は第 7連 において、二 種類 の imageが 比較 さ
animate",“ repose"と い う対照 が示 され る個所 で最 も鮮 明 に表 されている。 し
れ、“

か し、danccに 代表 され る運動の モチーフは実際 は冒頭 の 1行 に も巧妙 に込め られ
ている。 (“ I“ 凛″″ y the long∝ hoolroom 9“ es′ jο ″j″ g.''強 調筆者。 )そ して、運
“
動 と時間 とが密接 な関係 にあるこ とは言 うまで もない。加 えて、詩 の構造 自体 も
運動 と時間 の相関性 を体現 してい るように思われ る。詩 の前半、第 1連 か ら第 4連
までは、
「今 」と「過去」が規則的 に交替 して表 されている。 この規則的 な交替 は、
言 うまで もな く、一 種 の「揺動」 であ り、つ ま りは運動 であ る。 そ して、詩 が進
む につ れて この対称性 が 消失 してい くことは、 た とえば舞踏 を この詩 の構成 の原
理 と想定すれば、前半 では規則的 0反 復的動 きが強調 され るのに対 し、後半 は旋回
‖
的・ 円心 的動 きに取 って代 わ られ ると理解 され よ う。
以上 の よ うに考え た場合、 イ ェイツ 自身 があ る手紙 に書 き残 した ことか らも明
らかで あるが、
「 時」「 時間」 こそが この詩 の 中心 的 モチー フを提供 していると断
‖
いない
言 して間違
。 そ もそ も、 この詩を支配す る二 つの主要 な象徴 の一 つ であ る
danccそ の ものが「 運動」であ り、 したが って、
「 時間」に支配 された芸術 である。
body swayed to music"と い う語句 に もは っきりと
ダ ンスと時間の本質的 な関係 は “

示 されてい る。 ダ ンスを 肉体化 された、空間化 された音楽 とい って も過言 ではな
いであろ う。そ して音楽 は疑 い もな く「 時間芸術 」である。
ペ イターが音楽 を特権化 した ことと、世紀末か ら20世 紀初頭 にか けて の美学上
におけるダ ンスの流行 (そ れはサ ロメの流行 と平行 して現 れ る、)と の間 に関連 の
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あ ることは しば しば指摘 されてい る。 ベ イター は、音楽 においては様式 と内容 が
不可分 であ るとい う理 由か ら音楽 を特権化 したのであ り、その音楽 にいわば「 存
在 の統一 」 を見 出 していたのだか ら、音楽 と姉妹 関係 にあるダ ンスが「統一 」を
表す シンボル と して選 ばれるのはむ しろ当然 であろう。 しか しなが ら、音楽 に し
て もダ ンスに して も、絶 えず運 動 す る、変化 しつづ ける表象である ことは大 いに
強調 されねばな らない。 たとえサ ロメの ダンスが死 を内包す るとはいえ、またイ
ェイツが大 きな関心 を示 した能 の舞 が ときに極 めて静 か に展開 され るとはいえ 、
轟 1l movement"と 見 な し、静的な性質 に還元 して
そこか ら直 ちにダ ンスの動 きを “
しまうことには賛成 で きない。 (movementに 力 点 が置 かれているのであればこの
表現 に反対す る理 由 はな くなるが、実際 には stinnesに のみ注意が傾 け られてい
る。 )「 木」 や「踊 り」 の象徴 が「 時間」の空 間的表象 とな っているとい う主張 そ
の ものは全 く正 当な ものであるが、時間を空 間的表象 を通 して把握す ることが時
間 の継起性 を否定す ることにはな らない。時間 が「木」 や「踊 り手」 という視覚
性 の高 い象徴 で表 されているか らとい って、時間 の流 れが止 め られ るわけではな
い。「 ダ ンス」 とは本来途切れ ることのない連続 した運動 であ る。
ダンスは、それゆえにまた、生命 の発露 と して も理解 されねばな らない。 イ ェ
イツ自身 の作品 に も、例 えば、`Nineteen Hundred and Ninetecn'の

An men are
中の “

danCerS and theiF tread/Goes to the barbarous clangour of a gong.''、

`IInitated froln

the Japane∝ 'の

中 の “Seventy years have l lived,/Seventy yeaFS man and bOy,/And

never have l dan∝

d brioy"の よ うに、 ダ ンスを人 の生 と結 びつ けた例 が少 な くな

い。 また、 ダ ンスは しば しば「風 」 と関連 させ られてい るが、風はす なわち息吹
(プ ネ ウマ )で もある。 つ ま り、 ダ ンスを通 じて時間 と生 命 が結 びつ き、す ると当

然、
「 死 す べ き もの 」、 mortalityの 主 題 が現 れ て くる。 そ して、 `Among School
Children'で は、事実 “
O df― born mockers of man's enterpriゞ 'と い う表現 で「不死

な るもの」 との対比 が表 されてい る。
生 は、イ ェイツ 自身 の言葉 を借 りれば、文字通 り「刻一 刻 と変わ り行 く」 もの
に他 な らない。 (Minute by minute they change.)あ
(tho∞ dying generations)で

るい は、「 死 につつ あ る生 育 」

ある。若 さと老いが、た とえ どんなに離 れているように

思 われて も、実 は連 続 しているよ うに、生 と死 も連続 している。 それ は時間 とい
うものが連続 してい るか らに他 な らない。 そ して また、木 の葉 や花、幹 、 さらに
は根 もお互 いに不可分 につなが ってい る。 ここで注 目す べ き ことは、根 と花 が単
に空 間的 な隔 た りと連続性を表 しているだけで はな く、 ま さに時間的な隔た りと
連続性 を表 しているとい うことで ある。花 は木 にとっては生 まれたばか りの幼児
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に等 しく、根 はそれ こそ古 の遠 い音を表 して い る。 そ して この両極端 が連続 して
い ること こそ、木 が生 きてい る証拠 となる。
`Among School Children'の 中 にはその他 に も「連続性」を示唆す るイメー ジが多

くあ る。 冒頭 の 1行 もその一 つ である。長 い教 室 を質問 しつつ歩 く。 これだけで
もすでに空間的・ 時間的広 が り、連続性を感 じさせるが、加え て questioningと い う
言葉が qucstと 重 な り、詩人 の生涯 に渡 る「探求」を示唆 しているよ うにも響 く。 さ
らには、尼僧 に導 かれ ることか ら、ダ ンテの『神 曲』 のパ ロデ ィとさえ も思 われ
る。探求 の旅 のイ メージは もちろん世界樹 のイ メー ジと も矛盾 しない。 もう一 つ
の例 と して、第 2連 の卵 の比喩 があげ られ る。 プラ トンの『饗宴 』か らの、男女 の
一 体化 の喩え と しては、
「卵 の黄身 と自身 のよ うに一 つ にな った」 とい うのはまこ
とに奇妙 な一 体化 である。 しか しこれ も異 な った ものの連続 した一体化 と考 えれ
ば合点 が行 く。他 に も、自鳥 と他 の水鳥 との間の連続性 (類 似性 とい った方 が普通
か もしれないが )、 異 なった imagesの 間の連続性 、な ど、実 に多 くのイメー ジが連
続 とい うイメー ジを中心 に して集 め られてい る。
そ して、 ダ ンスは決 して止 まることのない、絶 えず変化 しつづ ける、時間 の制
「 まばゆ い一
約 をまともに受 けた営 み、す なわち「 生」その ものであ る。 それ は、
瞬 の き らめ き」 に しか過 ぎな い。 しか し、「死す べ き もの」 と しての人間 FdanCer
は、danccか ら、す なわち時間か ら逃れる こと、離 れ ることはで きな い。 また、生
きる ものは どこか都合 の よい時 間 で立 ち止 まるわけに もいかない。刻一刻 と変 わ
らぎる得 ないのである。 だか らこそ、
「お前 は葉 なのか、花 なのか、それ とも幹 な
のか」 とい う問 いが決 して馬鹿馬鹿 しい問いではな く、切実 な問い になるのでは
ないか ?木 は本 と して少 な くと も しば らくの間 は存在 しつづ けるであろう、 しか
し、葉 や花 はす ぐに姿を変 えて しまう。 に もかかわ らず、 この変化 こそが生 きる
ことその ものなのではないか。最後 の 1行 は、こう した覚悟 の表明 のよ うに聞 こえ
て くる。 この意味 で、これ は「 存在 の統一 」を表 した もの とい うよ りは、む しろ、
`The Towcr'や 、後 の `Thc Circus Animals'Desertion'に

見 られ るような、生をその

悲惨 や滑稽 さを含 めて受 け入 れ ようとす る、 この意 味 で、実 は相 当な緊張を手 ん
だ 1行 ではないだ ろ うか。
存在 は時間 の影響 を受 けず にはい られない。人間 は死す べ き運 命 か らは逃 れ ら
れない。
「『在 る』とは『成 ること』だ」(“ Bcing is becoming.")と い うことの背後 に
は時間 の暗 い影 が潜 んでいる。 イ ェイツは確 か に単 な るペ シ ミス トではない。 し
か し、強靭 なペ シ ミス トであ る資格 は十三分 に持 っていた。
「 学童 の間で」の最終
AH changcd,changed utterly:/A
連 で 展 開 され る大 らか な イ メ ー ジの 背 後 に、 “
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terrible beauty is born.''

・
や ``All things fall and are built again,/And those that build

them again are gay."と い う声 を聞 き取 る ことは必 ず しも場違 い で は な い と思 わ れ

る。

注

1

この論文 は 日本 イ ェイ ツ協会第 35回 大会 での研 究発表「
『学童 の 間で』におけ る『舞

踏』 の意義」 に加筆訂正 を加 え た もので ある。

2

以下 の 論文 の 要点、 イ ェイ ツの詩 にお ける時間性・ 歴史性 の意義 、は 目新 しい指摘

ではない。 しか し、そ の重要性 が わずか二 、三行 の 中 に最大級 に表現 されてお り、 し
か もその個所 の この 点 に関す る重要性 が しば しば無視 されてきたのであれば、た とえ
月並 みな結論 に終 わろ うと も、 この 問題 に対す る注意 を喚起す ることは無意味 で はな
い と思 われ る。批評 の 面 目は細 部 の 検討 に こそあ るべ きであ る。 な お、 テキ ス トは
Richard J.Finneran編 の ″ ユ 施αぉ:動 ιP“

"s(Macmillan,19“

)に よ る。
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ndon,Faber&Faber,1934),269‐ 271.

6 ``The dancer is the llnage of uni■ ed body and soul,the FЮ rfect type of what is called in

Yeats's`wstem'the Fifteenth Phasc."(F.Kermode,Rο

"′

″′
た I"α gι ,Routledge and Kegan

Paul,1957,5o
7

``Shc has the llnpassive,characterless face of Salolne,so that there is■

othing but the dance,

and she and the dance are illconceivab)le apart,in(livisibic as l)ody and s(oul,■leaning and folrm,

ou』 tto L"(Kemode,85)

8 Kernlode,72

9「 連続性」(=「 持続」)の 概念 はイェイツと同時代のベルグソンの哲学を想起 させ る。
エ ンゲルベルグによれば、イ ェイツはベル グソン哲学をかなり熱心 に学 んだ らしいが、
実際イ ェイツの「思想」 とベル クソン哲学 の間 には強 い相関関係があると思われ る。
さらに、イェイツのパ リ留学、イ ェイツとベル グソンの妹 との交流な どの伝記的事実
の存在を考 え合わせ ると、イ ェイツの作品をベル グソン哲学 との関 わ りで読み解 く作
業は少なか らぬ実 りを約束す るように思われる。 きわめて興味深 いことだが、カーモ
ウ ドは Rι

"α

gθ の 中 で再三 ベル グソンに言及 しているにもかかわ らず、イェイ
″た IP,“ ″

ツとの関 わ りは見事 に無視 して いる。(E.En"lberg,動
降 αお 's/“ Йαた ,2nd

10

ed.W“ hington,D.C.:The Catholic Un

`%耐

″
ぉレ〃 a

Dasig"′ Rα
``′

.of American Pcss,198o

おそ らくカーモウ ドに して もイ ェイツの「木」象徴 が時間的継起を表 していること
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に気がついていないはずはないであろ う。 しか し、視覚 的イ メー ジ(の 分析 )を 批評的
道具 として用 いたことによって、半ば不可避的に「時間」の拡 が りの側面は無視 され
る。逆 に時間 は一点 に凝縮 され、静止 =固 定 されて空間的に把握 され ることになる。
そればか りか、 この「時間の空間化」 こそが「存在 の統一 」の顕現 だとい う本末転倒
さえ起 こ りかねない。 ここに、Kenneth Burに の言 う ■erministic∝ reen''の 問題が典型
的に現れ る。

11

視覚的イ メージのフ ィルターを通 して分析すれ ば、この「今」と「過去」の交替 は、

たとえば左右 に対称的 に枝 を広げた大樹 のイメー ジの構成 に貢献するか もしれない。
そ して、まさに下か ら見上 げた場合、大樹の頂近 くでは枝の張 り出 しが もはや見分 け
られないように、詩 の後半では時間の規則的な交代 が認め られな くなる。
12 To Olivia Shabspear,2 Sep■ 926,Allan Wde,ed.,ル
′ げ ″ ユ 降納 (London:
`ι `′ `ぉ

Ru"■ Hart‐ D～ is,1954),718つ
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"That high window of dramatic verse":
Nationalism and Peasants in Cathleen ni Houlihan'

Miki lwata

The name Cathleen ni Houlihan personifies Ireland. She came to be
popular in various folk songs, especially Anglophobic ones, during the
seventeenth century. Perhaps the most famous is 'Kathaleen ny-Houlahan,'
translated from the Irish in the early nineteenth century by James Clarence
Mangan, who was one of Yeats's favorite poets. She was, combined with the
image of the "Shan Van Vocht (poor old woman)," the character who stirred

the nationalists' aspiration for independence in the late nineteenth century.2
One of Yeats's early plays, Cathleen ni Houlihan, first performed by W. G.

Fay's Irish National Dramatic Company
rebellion

of the Irish against

England

in 1902, deals with the miscarried
in L798, focusing on this Ireland

incarnate in a symbolic woman. Because of these backgrounds to the play,
critics have always had to face the problem of nationalism in reading Cathleen

ni Houlihan and its

assessments have sharply fluctuated between affirmative

and negative: for example, the play is sometimes interpreted as symbolic art

and, at other times, as mere political propaganda written by the immature
poet.3 The cause of such diverse interpretations also involves the women
concerned with the play. Yeats collaborated with Lady Gregory in writing the

script; while Maud Gonne, a nationalist famous both for her radicalism and
beauty, played the title role in the first performance. The collaborative nature
of the work offers additional complexities both in and outside the text.
The figures of peasant women show this collaborative aspect most, for
there are trvo different connotations in the one image of the peasant women.

Irish nationalists of the day made use of an Irish peasant image as an icon to
exalt the national identity, while Yeats took peasants to be his ideal audience
along with the aristocracy: for him, the peasant image is more an aesthetic
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device than a political one, though the two can never be wholly separated.' In

Cathleen

ni Houlihan,

these

two kinds of peasant figure intersect in

the

p(rcess of collaborative writing and performance. By examining the peasant
representations within and without the text,

I will

show how Cathleen ni

Houlihan is at once both a political and artistic work, and how the coexistence
of these different facets troubled Yeats himself and his critics.

I.

Two Peasant Women in Cathleen ni Houlihan
The story

of.

Cathleen ni Houlihan is relatively simple: the Gillanes, an

ordinary Irish peasant family, are busy preparing

for the wedding of their

elder son Michael. Suddenly, at their cottage door, Cathleen ni Houlihan, the
symbol of Ireland appears. Michael is charmed by her words.and plunges into
rebellion despite the shong persuasion of his betrothed, Delia Cahel. The plot
is based on a dream of Yeats. In the notes he made for the work, he expresses
the difficulty he felt in writing out what he dreamt:

I had a dream almost as distinct as a vision, of a cottage where
there was well-being and firelight and talk of a marriage, and into the
midst of that cottage there carhe an old woman in a long cloak. She was
Ireland herself, that Cathleen ni Houlihan for whom so many songs have
been sung . . . and for whose sake so many have gone to their death. I
thought if I could write this out as a little play I could make others see my
dream as I had seen it, but I could not get down out of that high window
of dramatic verse, and in spite of all you [hdy Gregory] had done for
me I had not the country speech. . . . We turned my dream into the little

One night

play, 'Cathleen ni Houlihan'. . . .'
Yeats calls the high tone of his poetic diction "that high window of dramatic

verse" from which he could not break free. Thus, he confesses that he had
Lady Gregory's help in composing the peasant's talk. We can see from these
passages

the complex relationship between Yeats's personal poetic art

inspired by the dream and the audience who should receive

it.

He wants to

impart the presentation of his own imagination to others so that they can share
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it, but owns to his incompetence in deploying country speech. It is in the
collaboration with I-ady Gregory, who was versed in a dialect used by Irish
peasants, that Yeats could compose his dream as a completed piece of work.
James Pethica has explored in full detail the role of l,ady Gregory in Cathleen
ni Houlihan and showed that conversations among the Gillanes in the early
part of the play were almost all by her hand.o The following is a family
squabble between spouses over the marriage portion the bride should bring to
them:

Peter. Indeed, I wish I had had the luck to get a hundred pounds, or
twenty pounds itselt with the wife I married.
Bridget. Well, if I didn't bring much l didn't get much. What had you
the day I married you but a flock of hens and you feeding them, and a
few lambs and you driving them to the market at Ballina? lshe b
vexed and bangs a jug on the dresser.) If I brought no fortune I
worked it out in my bones, laying down the baby, Michael that is
standing there now, on a stook of straw, while I dug the potatoes, and
never asking big dresses or anything but to be working. (77f
Peter is a simple counEyman who cares only about the sum of Delia's dowry.

Bridget takes his words as insinuations against her and bites back at him
scathingly. Though her vocabulary is relatively meagre, her speech has its
own exciting rhythm sufficient to make her appear loquacious. She uses a
typically Gaelic word order in some sentences such as "you feeding them" and

"you driving them," cites the place name of Ballina and refers to the
emblematic work of Irish peasants, the digging of potatoes, which all together
vividly evokes the down-to-earth life of the peasants in a sturdy style
reminiscent of J. M. Synge's Hiberno-English.s The family conversations
involving their sons also have many Irish proper family- and place-names
such as Maurteen, Casey, Enniscrone and Kilglass. The Gillanes express the

idea

of a native Irishness in every point of their speech. The play was most

enthusiastically received by people of lower class backgrounds and one of the
reasons seems to have been this representation of the peasant family, one the
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audience was acquainted with.

The Gaelic lrague was founded by Douglas Hyde as early as L893;
Synge had begun to write The Aran Islands in 1,90L, though it was published
only in 1907. The movement to re-evaluate the folk culture of Ireland was in

full flood at this time. With similar descriptions Edward Said places a high
value on Yeats as a poet of decolonization comparable with Pablo Neruda.'
Said, citing Yeats's 'The Fisherman,' analyses the poet's focus on an
anonymous commoner "who in his strength and loneliness is also a mute
expression of the people."ro In the same way, we can see a sound nationalism
from the domestic conversations of the Gillanes. However, we should not
forget that the scene was written by lady Gregory; the style Yeats used for the
protagonist, Cathleen, is rather different from that described above.r'
When this strange old woman, Cathleen ni Houlihan, stands at the door

of the Gillanes' coffage, Michael at first wishes not to let a stranger into his
house on the very evening before his wedding, but Bridget persuades him.
Judging from their words, words like "It might be some poor woman heard we
were making ready for the wedding and came to look for her share" (80), the
audience should naturally take the old woman who has not yet appeared as
someone of at least an equal social level with the Gillanes: in other words,
Cathleen is to appear on the stage as another peasant woman. Yet, after the
old woman enters their cottage, Bridget's way of speech changes
considerably. Her humorous talkativeness with a simplified vocabulary
vanishes and the exchanges of words between the nvo women now consist of
repeated questions with brief answering sentences:

Bridget. What was it put you wandering?
Old Woman. Too many strangers in the house.

Bridget. Indeed you look
OAWoman. I

as

if you'd

had your share of trouble.

have had trouble indeed.

Bridget. What was it put the trouble on you?
Old Woman. My land that was taken from me.

Peter. Was it much land they took from you?
Old Woman. My four beautiful green fields. (8L)
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This dialogue, like stichomythy, is greatly intensified because of its reduced
numbers of words. An even more important change is in the contents of their

conversation: the old woman's answers to Bridget's questions are always
ambiguous and symbolic. Surely the symbols the old woman uses here are

simple enough for the audience to understand. For example, we may easily
assume that "strangers" means the English; "My land," Ireland; and

"My four

beautiful green fields," Ulster, Leinster, Munster and C-onnacht respectively.
Furthermore, the diction prevailing on the stage at this point is raised by the
presence

of the old

woman

to a symbolic level. When Michael

grows

interested and talks to her, her words become yet more symbolic:

Michael. Are you lonely going the roads, ma'am?
Old Woman. I have my thoughts and I have my hopes.

Michael. What hopes

have you to hold to?

Old Woman. The hope of getting my beautiful fields back again; the
hope of putting the strangers out of my house.

Michael. What way will you do that, ma'am? (84)
Michael addresses her as "ma'am" many times at the end of his speech, while
the old woman repeats the words

"I

have" and "the hope" without ellipses.

More generally, this dialogue has many repetitions of words and produces a
rhythm of its own similar to the refrain in songs. This spellJike conversation
develops into a song which she croons. Murmuring that "there have been

many songs made for [her]" (85), she presently begins chanting some
nationalistic ballads. The magic influence is suggested in the songs she sings,

for Michael, listening to her voice, says vehemently, "I do not know what that
song means, but tell me something I can do for you" (86). The more symbolic

till the moment he follows the
old woman leaving behind his family and his betrothed. At this catashophic
her speech becomes, the more intense he grows

moment in the play, Bridget alone protests against the prevailing poetic and

symbolic diction and maintains the coherence of the earlier and later part of
the work:
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Bridget lto Peterl. Inok at him, Peter; he has the look of a man that has
got the touch. lRaising her voice.) hok here, Michael, at the
wedding clothes. Such grand clothes as these are! You have a right
to fit them on now; it would be a pity to

-

morrow if they did not fit.

The boys would be laughing at you. Take them, Michael, and go into
the room and

fit them on.
fShe

puts them on his arm.l

Michael. What wedding are you talking of? What clothes will

I

be

wearingto-morrow? (86-87)
Bridget tries to tempt his son with such practical bait as the wedding clothes
and tries to persuade him from the philistine viewpoint of an assessment of the

neighbouring

boys. However, Michael's reply to her

endorses the great

influence that the old woman's poetic and symbolic diction has had upon him:

for, while he has interrogated her for the contents of her abstract speech, now
his questions are towards the mother's matter-of-fact talk that must be more

intelligible than that

of the old woman.

Interestingly, he has come to

understand the old woman's poetic diction better than Bridget's prosaic talk.
Thus, Cathleen ni Houlihan shows the process by which the figure of an Irish
peasant woman shifts from a realistic to a symbolic level, depicting Michael's

gradual change of inclination from the realistic peasant woman, Bridget, to the

symbolic Cathleen. Yeats asserted

of

the play's theme that

"[i]t is

the

perpetual struggle of the cause of Ireland and every other ideal cause against

private hopes and dreams, against all that we mean when we say the world,"

and he came to dislike the work, which had come to be regarded as an
exclusively nationalistic

play." For him, the subject lies

between ideals and

the world, or between art and life.

II.

Yeats's Dramaturgy and its Reception

The dramaturgy of Cathleen ni Houlihan, in which Yeats cumulatively

lifts its tone to a symbolic level, already has much in common with his ideas
on tragedy expressed in 'The Tragic Theatre' (1910). The essay starts with a
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protest against the abuse

of Synge's Deirdre of the Sorrows (1910).

Yeats

asserts that to criticize the persons in the play as lacking individuality is beside
the mark, as the argument applies the comic element to tragedy:

Up to this the play had been a Master's unfinished work, monotonous
and melancholy . . . but now

I listened breathless to sentences that may

never pass away, and as they filled or dwindled in their civility of sorrow,
the player, whose art had seemed clumsy and incomplete, like the writing

itself, ascended into that tragic ecstasy which is the best that art
perhaps that life

can give.''

-

-

According to Yeats, the essence

of ragedy is in

the human emotion man

should feel when he encounters a solemn situation distanced from everyday

life and, therefore,

transcends

thi

hedge

of

modern individuality.

It

is

noteworthy that he uses the words "tragedy" and "comedy" not as dramatic
genres but as moments recognized in the same play one after another. Though

he admits that both the story and the characters are dull and flat in the early

part of Deirdre of the Sorrows, he emphasizes the climactic change which
transfers the play and players to "that tragic ecstasy."

ln

ni Houlihan, too, we can to some extent see this idea of
the
tragedy that Yeats was to articulate eight years after the play
symbolization of peasant speech being one example. Yeats's letters-to Lady
Gregory written around the first performance of the play, April 2nd in 1902,
Cathleen

well illusffate his concern with this matter. The following letter on March 2nd
reports to her the opinion that George Moore advanced at a rehearsal:

He [Moore] wants Kathleen ny Hoolihan [sic] not to sit down by the fire
and croon but to walk up and down in front of the stage, so as to
dominate the stage. He thinks she should be excited as the French are

going to land.

I

have replied that she looks far ahead and far backward

will be a less poetical
is. However I have told Miss Gonne, to whom I have

and cannot be excited in that sense, or rather she
personage

if

she

sent Moore's letter, to do as she likes. One must judge of these things on
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the stage.'o

The letter shows at once both Yeats's active intention to foreground
Cathleen's tragic and poetic part at the climax of the play, and the gap
between his idea and others' reactions. Here, Moore clearly expects the
players to perform more realistic and direct stage business. On the other hand,
Yeats wants to remove too much verisimilitude from Cathleen, as is shown in

the sentence "she looks far ahead and far backward." Disagreeing with
Moore, he says he would entrust Gonne with the decision. He tries to avoid
forcing his own view as a fixed opinion, in the course of performing a play
that should necessarily involve many persons' hands. Nonetheless, he cannot
keep his calm in the following letter wriften on April 3rd, the day after the first

performance:
Kathleen ni Hoolihan was also most enthusiastically received. Its one
defect was that the mild humour of the part before Kathleen came in

kept the house in such delighted laughter, that

it took

them some little

while to realize the tragic meaning of Kathleen's part. . . . I expect that I
should have struck a tragic note at the start. . . .

''

Interestingly, seeing the audience's reactions, his attitudes have greatly
changed after the first

performance. He cannot throw off his doubt that his

text was misinterpreted and goes so far as to send a letter that can be seen as
expressing a roundabout discontent with Lady Gregory who took charge of
"the mild humour of the part before Kathleen came in."

of telling other people his dream was
especially vulnerable to transformation under the influence of the leading
actress, Maud Gonne, among others. She was one of the founders of the
Moreover, Yeats's original hope

famous nationalistic women's group, Inghinidhe na hEireann (The Daughters

of Erin).'' It often performed highly political tableau vivants that showed the
Mother Ireland figure for the audience in Dublin. Thus, the contemporary
audience naturally expected a nationalistic play on hearing that Gonne was to

play a leading part. Stephen Gwynn's review on Cathleen ni Houlihan, for
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example, expresses one of the most candid opinions of the day:
The effect of Cathleen ni Houlihan on me was that

myself

if

I went home asking

such plays should be produced unless one was prepared for

people to go out to shoot and be shot. Yeats was not alone responsible;

no doubt but t ady Gregory had helped him to get the peasant speech so

perfect; but above
audience as

all Miss Gonne's impersonation had stined

I have never

the

seen another audience stirred.''

As Gwynn correctly points out, we should consider the complex contexts
around the text that made the play political and propagandistic: the figures of
peasant women produced by kdy Gregory and Gonne were so sympathetic
and directly addressed to the Irish audience that they could be easily moved.

However, the sentence "Yeats was not alone responsible" does not
necessarily give him absolution. It also means that he is being blamed in part.
Indeed, Yeats's own aesthetic representation of the Irish peasant also contains

political elements. George Boyce explains the origin of "the Irish peasant"

as

follows, giving a detailed account of the conflict between Daniel O'Connel
and the Young Irelanders in mid-nineteenth century Ireland. While O'Connel
was a thoroughly practical politician, the Young Irelanders had a more
romantic view of their country:
The Irish nation of Young Ireland was at once more comprehensive and
more abstract. . .

.

The Young lrelanders, describing themselves rather

improbably as 'of the plebian order', looked to the 'lower classes' for the
hope of the future; and the concept of the Irish peasant, who typified all

that was best and noble

in the Irish

character, indeed

all that

was

essentially Irish, was born."

According to Boyce, the idea of the lrish peasant itself was a romanticized and
rather abstract image created by nationalists, and it was all the more powerful

in

accusing O'Connel

of

compromise political negotiations

for its ideal

romanticism. Politically, Young Ireland mainly consisted of conservatives
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who tried to interest the Ascendancy and radicals who mobilized the rural
commoners. Moreover, the romantic nature of their nationalism gave a hand

to the making of a language and culture principle for forming the national
identity. For instance, Mangan's famous poem, 'O'Hussey's Ode to the
Maguire,' is often referred to in the context of these increasingly militant
views of Young Ireland. Doubtless Yeats, favourably disposed towards the
founders of Young Ireland, Thomas Davis and Charles Gavan Duffy, realized
the fundamental relationship between the representation of the romanticized
peasant and Irish nationalism involving both the Protestant intellectuals and
the masses. Yeats endeavoured to draw the line between his work and
political activism, though, the line could never be a precise one.
Csthleen

ni Houlihan

haunted Yeats because

a nationalism valid for

practical activities and the poetic and symbolic nationalism he had wanted to
express co-existed in

it.

Even in 1939, the year of his death, he writes in

'Man and the Echo':

All

that I have said and done,

ill,
till

Now that I am old and
Turns into a question

I lie awake night after night
And never get the answers right.
Did that play of mine send out
Certain men the English shot?"
Needless to say, "that play of mine" means Cathleen ni Houlihan. Besides the

direct influence Lady Gregory and Gonne had on the play, the dangerousness

in his aesthetic

image made

its

representation

of the Irish

peasant

extraordinary complex. Even some forty years after the first performance,

Yeats was troubled by the implications

of the work. In spite of his own

intentions, the first performance of Cathleen ni Houlihan surely had a political
appeal that would increase the nationalistic passion of the audience. He did
not succeed in symbolising Cathleen ni Houlihan enough as an artistic figure

so that

it

became dangerous: incomplete symbolization could effect instant
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propaganda as good as that of amateur political theatricals.

A year and a half later, Yeats produced

The

King's Threshold,

a play that

claimed the "old right of the poets" over the political powers.'o In the play, the

Irish chief poet Seanchan, barred from the council, goes on a hungerstrike at
the King's threshold. With Seanchan's argument similar to that of Shelley in

A Defence of Poetry, the work has been regarded

as Yeats's own defence. In

his notes to Poems 1899-1905, Yeats endorses this view:

It

lThe King's Thresholdl was written when our Society was having a
hard fight for the recognition of pure art in community of which one half

was buried in the practical affairs of life, and the other half in politics and

propagandist pafiiotism.2'

Yeats describes himself in those days as a man who threw himself into the

of the Abbey Theatre for the great cause of "pure ar\" art clearly
separated from any political affairs. On December ZTth l9M, the Abbey
opened with four plays: I-ady Gregory's Spreading the News, Synge's In the
Shadow of the Glen, and Yeats's Cathleen ni Houlihan as well as his new
founding

play, On the Baile's Strand." From this revival on the very day of the Abbey's

opening, we can see his intention

to revise the connotations of the

play.

Cathleen ni Houlihan was the work which gave him the greatest difficulty

with the conflict between an ideal and the world, or, between art and life,

as,

ironically enough, he himself said. And the heart of the problem was not his
inability to "get down out of that high window of dramatic verse," but, as it
were, his fear that he might really have got down out of it.
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記憶、歴 史、忘却
一 イ ェイツの場合

鈴

木

聡

記憶 と忘却

1980年 代以降、批評理論 の領域 で浮上 してきた重要問題 のひとつ と して、記憶
をめ ぐるそれがある

l。

その議論 の場 は、お もに歴史研究、政治思想史 の分野 であ

り、その準拠枠 は、近 代 的国民 国家 におけ る主体 の形成過程 とい うテーマに則 し
て構成 されている観 がある。表面的 にとらえ るな ら、このような近 年 の傾向は、あ
たか も歴史が主人 であ り、ひとがその 僕

(で

あるかのように一貫 して見 な して きた

近代 の学問的言説 のあ り方 その ものにたいす る真剣な反省 とい う意味合 い を含 ん
でいるようで もある。そ の点 で この動 きは思想史上 の地殻変動 と呼 べ るか も しれ
な い。 けれ ど も、 同 じよ うな反省 を うながす た ぐいの主 張 は、す で にニ ー チ ェ
Nietzscheが 、そ して また、ニー チ ェの警告 を独 自に発展 させる形 で イェイツ Yeats

が、あえて時代 に さか らお うとい う確 固 た る意志 を もって、早 い時期 に提起 して
いた もので もあ った。
理論 的展開 の可能性 と して見 れば、記憶 を鍵 と して、 じゅうらい成文化 され に
くか った個人 の思考 や感 情 までを普遍 的 な研究対象 とい う位相 に取 りこむ ことに
は、それな りの魅力 が感 じられ る。 その一 方、 じっさいに行 なわれてい る議論 に
あ っては、人間 の記憶が文書 やデ ー タの蓄積 とい う過程 の隠喩 と して扱 われ てい
るにす ぎないこと も多 い。 あるいは、おおむねそ う した過程 と同一 次元 で生起 し
てい る現 象 として、たまた ま記憶 が取 りあげ られてい るだけとい う例 もあ り得 る。
これ ら一連の動 きにたいす る批 判 は、た とえば一 般 に記憶 と称 され る ものが脳 の
なかでいかに して形成 されてい るかを検証 す る作業 に立脚 して組 み立て得 るか も
しれない。 また、い ま一度根 本 に立 ち返 り、ひとと過去 あるいは歴史 との 関係 を
媒介す る契機 と して、機械 的 に正 確 な記 憶 と想起 を金科玉条 の ごと く掲 げ るだけ
で はた して じゅうぶんなのか と、 かつて ニ ーチ ェな らびにイ ェイツがそれ ぞれ に
発 した問いかけに改 めて着 目 してみ ること もできるはずである。
ひとがひたす ら過 去 に縛 られてい るばか りでな く、未来 に向 けて意欲 的 に生 き
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て ゆけるよ うになるため に、忘却 は不可欠 である。 だが 、忘却 は、一 般 に信 じら
れて いるよ うな情力ではけ っ してな く、積極的な阻止能力 とな らなければな らな
い。 その力を適 切 に駆使す ることで、たんな る受 け身 の活動ではな い「約束 をな
し得 る者」 と しての記憶 が可能 となる。 このよ うな認識 の うえに立 って、 は じめ
て真 に意志 的 で能動的 な想起 の過程が形成 されてゆ くだろ うとい う ことは、 ニー
チ ェとイ ェイ ツの双 方 に共通す る論点であ った といえ よ う。 あ とで見 るよ うに、
イ ェイツは、ニ ーチ ェによる問題提起 を引き継 ぎなが ら、独 自の視点 か らこの忘
却 なる ものの機能 を文学的 に表象 しよ うと試 みて もい る。 いまわれわれは、歴史
の過剰 、忘却 な き記憶 の過剰 がひとの判 断 や行動 を支配 す る危 険 に、ふたたび関
心 を払 うべ きときにあるのではないだろ うか。以上 の ような認識 に もとづ き、イ
ェイツのテ クス トのい くつ かを読んでみ ることが、本論政 の当面 の 目標 とな る。
よ く知 られてい るように、イ ェイツがニー チ ェの著 作 に親 しむき っか けとな っ
たのは、 1902年 9月 中旬、ジ ョン
・ クィンJohn Quinnが ニ ュー ヨー ク New Yorkか
2。

ら送 った三冊 の英訳 であ った

この 1902年 か ら 1909年 は じめ まで、イ ェイツの

・ ゴ ン Maud
詩 作 活動 は顕 著 な まで に停 滞す る。 その理 由 に つ い て は、 モ ー ド
●
Gonneと ジ ョン マ クプライ ドJohn M¨ Brideと の結婚 (1903年 2月 21日 )、 劇場経
営 にかかわ る雑 事 、その他 の周辺 的事情 に配慮 した うえで、種 々に付度 し得 る も
の と思 われ る。 しか し、 も っと も枢要 な理 由のひ とつ と して、ニ ーチ ェに触発 さ
れ たイ ェイツの精神的成長 あ るいは錬金術的変質 を挙 げる こと もじゅうぶん可能
だ ろう。 リチ ャー ド
・ エルマ ン Richard EImann以 来 、 イ ェイツにおけるニ ーチ ェ
主義 の あ り方 に注 目 した批評 家 は数多 い。各論者 にほぼ共通す るのは、 ニー チ ェ
が イ ェイツにお よば した影響 と して、 まず第一 に仮 面 もしくは反 自我 とい う観念
の形成 を挙 げ るとい う手順 である。 これ は、当初 イ ェイツが読 んだニーチ ェの著
α
sο ψ′
作 が、(上 記三冊 に収録 されていた )『 ツ ァラ トゥス トラはこう語 った』И′
“』
ニー
Zα ″
α働 s′ra、『 ヴ ァー グナーの場合』 D`′ Fα ′
′″α
チ ェ対 ヴ ァー グナー
『
μ 、
`″
“
″″g、 『 ア ンチ ク リス ト』
M``zs“
″rrα ″α♂ α 、
D″ ″″θ
『 偶像 の黄昏 』 Cδ ″‐
`cο
`“
“
gた ″″Mο ra′ とい った ものであ った こ
ο
Dι ″
И″″c″ Jsr、 『道徳 の系譜』Z“r Cι ″ ′
“
3か
ら当然 の よ うに導 き出 され得 る結論 である。
と
とはい うものの、イ ェイツがニーチ ェか ら学 び と った ことが らは、みずか らの
対立物 の発見 とい う着想や、いわゆる「運命愛」 (“ amor fati")な どに限定 され るも
のではない。 また、彼が ニーチ ェの著作 に親 しん だ時期 も、すで に述 べ たよ うな

20世 紀初頭 の数年 に限 られていたわけではない。 イ ェイツの蔵書 には、二種 類 の
英語訳版 ニ ーチ ェ著 作集 が 含 まれてい る。おそ ら く彼 は、 かな り早 い時期 か ら、
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ニ ー チ ェの 遺 稿 を そ の 妹 エ リー ザ ベ ト
・ フ ェル ス タ ー =ニ ー チ ェ Elisabeth
FOrstcr― Nietz∝

heが 恣意的 に編 纂 した ことで悪名高 い『力 へ の意志』 D`″ И ′
′ ″
`z“

″αc″ にいたるまで、ニー チ ェのほとん ど全著作 を熟読 していた もの と思われ る。
その証左のひとつ とな り得 る ものが、最晩年 の散文『汽罐 の うえで』 0“
(1939年 )で あることは、拙著『 終末 のヴ ィ ジ ョンー

`″

W・ B・

`3ο

ル″

イ ェイツとヨー ロ ッパ

『 ヴ ィジ ョン』И 麻 あ″(1925年 、 39年 )で 最終的 に
まとめあげ られ るにいたる、 イ ェイツ独 自の循環史観 とニ ーチ ェのい う永遠 回帰

近代』 (1996年 )で 指摘 した

4。

との 関 係 を さ ぐる ことに も意 義 が あ る。 イ ェイ ツが 、 は じめ トマ ス ●コモ ン

Thomas Common編 纂 によるア ンソロジー『批評家、哲学者、詩人、預言者 と して
のニ ー チ ェー

主 要 著 作 抜 粋 集 』 Mαzsc力 ιas OJ′ れ ′ οsの 力

Pο α

`ら

"′

α″″

ル のた′Caο Jσι&′ ′
Jο ″
sクο″ ″s%ο ′
お (1901年 )で 抜粋 を読 んだ と考 え られ る、
“
jι
′″′ αg″ が、 中期以後 の彼 の詩学 の基礎をなす重要
『悲劇 の誕生』D″ σあ ′
=′
“
なテ クス トであることもまた疑 い を容れな い。
.・

それ らの成果 に先行す る例 を挙 げる こと もできる。 イ ェイツが歴 史 や伝統 の間
題 に しだいに意識的 に言及す るようにな った時期 の詩作をお さめ る作品集、
『責任

y(1914年 )は 、20世 紀 には
一 詩集 と戯 山一 篇』沢のの″sめ 〃″セsr Pο `″ sα ″′αP′α
い ってか ら彼が どれほど急速 に詩的成熟 を遂 げてい ったか をあ ざやかに例証 して
いる。 ここで着 目に価す るの は、モダニ ズム美学 に接近 しよ うとす るた しかな志
向を秘 めた作 品集 が、その一 方 で、伝統 お よびナ シ ョナ リズ ム とい う問題 にかか
わるマニ フェス トと しての性 格 を も兼ね備えて い る点であろ う。 この作品集 の全
体 にわた って、われわれ は、過 去 と現在 の相互照応関係、現在 が過 去 にたい して
有 している債務関係 とい う構造 的主題 を読 み とることがで きる。 それ らはおそ ら
く、イ ェイツがニーチ ェの『 道 徳 の系譜』 (1887年

)、

と くにその第二論文「「罪」、

「 良心 の呵責」、その他」 か ら受 けた感銘 とい う相 の もとに理解 されて しか るべ き
モテ ィー フなのだ。
周知 の とお り、
『責任 一 詩集 と戯山一 篇』以後、歴史、伝統、政治 とい った外
在的事象 にかんす るイ ェイツの発言 は、鋭 さ、力強 さを増 してゆ く

`。

ひとことで

いえば、個人的信条 と して藝術 的 自律性 を堅持 しよ うとい う意志 が 、年 とともに
きわだ ってゆ くことになる。 円熟 にいた る彼 の足跡 を思 うとき、す でに書名を挙
げた『道徳 の系譜』 に加 えて、 時代 と歴 史 にたいす るイ ェイツの視座 に深 く影響
を与 え た ニ ー チ ェの著 作 とは 、 四篇 か らな る『 反 時代 的考 察 』 助 z`j′ gι″ass`
g″ 、なかんず くその第二 篇 である『 生に対す る歴 史 の功罪』 И
β ′
α
ο
″瓦 ″
`′
"″
“`zι
“昴たじ
′″r ffis′0″ たル′′αs ι
″ Nα
った
あ
と
え
られ
る。
中期以後
考
)で
`b"(187年
“
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のイ ェイツの作品 の理解 、 と くに彼 の歴史意識 の理解 にあた って、 ニー チ ェに 由
来す る思想 を考慮 に入れ るべ きではないか と考 えた批 評家 は、残念 なが らそれ ほ
・ エ ンゲルバ ー グ Edward Engelbergは 貴重 な例
ど多 くはな いよ うだ。 エ ドワー ド
外 である。 しか し、その彼 に して も、イ ェイツ晩年 の代表的 な詩「彫像」 (1938年
『 生 に対す る歴史 の功罪』 の一 節 に依拠 す る程度 にとどま
執筆 )の 解釈 にさい し、
ってい る

60

ニー チ ェが反時代性 とい うみずか らの基本姿勢 を強 く前面 に打 ち出 した この重
大 な論孜 か らイ ェイツが学 んだ もの とはなんであ ったか。 ひとつ には、それは、過
・ サイー ドEdward Saidに な らって
去 と現在 との対話 的関係 (あ るいはエ ドワー ド
7。

対位法 的関係 と呼 ぶ こと も許 され よ う )で あ った といえ る

また もうひとつ は、

そのよ うな関係 を母型 と して神話 的共時性 の もとに構成 され る歴 史 とい う、一 見
逆説的な発想 であ った。 ニ ーチ ェ哲学 の展開 にかん して付 け加 えて い うな ら、後
年、
『 道徳 の系譜』において異 なる視点か ら再説 され ることとな る忘却 と記憶 の相
補的緊張関係を め ぐる萌芽 的 な考察 が、 この『生 に対す る歴史 の功罪』 に見 られ
るとい う事実 も看過 で きな い。
イ ェイツによるニーチ ェ受 容 の度合 いを推量 させ るに足 る、以上 のよ うない く
つかの論点 は、拙著 で も若干 触れ た ことのあるイ ェイ ツ晩年 の戯 曲『窓 ガラスに
力θИ″あ″‐
刻 まれた ことば』動θ%ο ds ψ ο″′
′α″ 、それに付 された長文 の「 序
`と

文」 が もっとも率直 に開陳 してい る ものである。一 見 した ところ、 この異色 の作
品 において、イ ェイツは、スウ ィフ トSwi■ の生涯 と作品 にたいす る個人的読解 を
あ くまで も主眼 におきつつ 、心霊術研究 にかんす る蘊 蓄 と探偵 小説 的興味を基盤
と して、す ぐれて反 リア リズ ム的 な演劇空間を成立 させ る試 みを実践 したか の よ
「序文」によ って さらに敷衛 されているような、批評意識 に徹 し
うだ。 が同時 に、
た読 み方 その もの を とお し、 イ ェイツは、 自己 とスウ ィフ トの対照 あるいは対立
を、 18世 紀 と 20世紀 の対照 あるいは対立のア レゴ リカルな表象 と化す ことに成功
してい るので ある

8。

過去 と現在 の対話
『 生 に対す る歴史 の功罪』 のなかで、ニ ーチ ェは、過去 あるい は歴 史 が現在 の人
間 の生 き方 を過度 に拘束 し支配す る危険 に対抗す る方途 を模索 している。要約 的
にい って しまえば、非歴史 的 ない しは超歴史的 な立場 の必要性 が訴 え られ る こと
になる。 そのような立場 を与 えて くれ るもの と して期待 され るのは、藝術、宗教、
哲学 であ る。 その議論の まえ にまず、 ニーチ ェは、過去が生 にたい して有意義 な
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もの となるのには、 1.骨 董的歴史、 2.記 念碑 的歴史、3.批 判的歴史 とい う、3つ の
場合 が あ る と し、それぞれの効 用 と限界 につ いて検討 を加 え る。すでに題 名 を挙
げたイ ェイ ツ晩年 の詩「彫像」 で呈 示 され た よ うな歴史 の と らえ方 は、まさ しく
ニー チ ェのい う第二 の場合、記念碑的歴史 にあたるとい うのが、エ ンゲルバ ー グ
の主 張 の要 点であ った。 この主張 は、戯 曲『 窓 ガラスに刻 まれた ことば』 お よび
それ に付 された「序文」 か ら読 み とることので きるイ ェイ ツの歴史観 ともと くに
大 き く岨館 を きたす ものではないだ ろ う。
ニ ーチ ェによれば、
「 困難 な松 明競争」 (大 河内了義訳 による。以下 同様 )に もな
ぞ らえ得 る記念碑的歴史を ささえ るもの とは、
「個 々人 の問 いにおける偉大 な瞬 間
瞬間 が一 連 の鎖を形成す ること、 それ らの瞬 間 において人 類 の 山脈 が数千年 にわ
た って結 ばれ ること、おのれ に とってその よ うな遠 く過 ぎ去 った瞬間 の至高 の も
のが今 なお生 き生 きと命脈 を保 ち、 さん然 と して輝 き偉大 であること」 とい う、
「 人間性 へ の 信仰 の根本思想」 にほかな らない。「 その考察 や研究 によ って現代 の
人間が、か つ て存在 した偉大 な る ものが、と もあれ一度 は可能 であ ったのであ り、
したが って また もう一 度可能 であ るはず だ」 とい う推定を呼び醒 ますがゆえ に こ
そ、記念 碑 的歴史は必要 とされ るのであ る。
しか し他方 で、ニーチ ェは、模倣可能 、再現可能な過去 と想定 され る もの は同
時 に歪 曲 や美化を被 りやす い もので もあ る と述 べ、その結果、類 比 に もとづ く歴
史記述 が根 拠薄弱な虚構 に堕 して しま う危 険性 を も指摘 している。 このよ うな警
告 もまた、形 を変え、イ ェイツの創作 の うちに反映 していると見 ることがで きる。
詩「彫像」 のなかで、不定形 の現 実、不定形 の 時間の流れ に整合性 や意 味を与 え
る人 間 の叡智 の結実 と呼 ぶべ き、藝術 の力 を ため らいな く揚言す るとき、イ ェイ
ツが け っ して理想化 された過去 の一 面的礼讃 に惑 溺 してい るわけではない とい う
こと。 その視線 が、新 たな創造 の可能性 と一 体 とな った未来 の構築 に向け られ て
い るとい う こと。 その点をわれわれは見逃 さないようにす べ きだろ う。
さらに戯曲『 窓ガラスに刻 まれた ことば』に眼を転ず るな らば、ここで敗北、失
敗、喪失 とい った一 連 の語彙 の系列 と並 存 す る形 で、選択 および賭 けとい うモテ
ィー フが さまざまに変奏 されてゆ く理 由 も、お のずか ら了解 で きるように思 われ
つ
る 。過去 の畦欧 によ り、 また逃 れがた い過 去 の 呪縛 によ り、無意識的 に もせ よ、
現在 と未来 におけるひとの行動 が拘束 され制 限 され ること。 それは、先人 た ちの
偉大 さを盲信 し、過去 の栄光 の奪還 に血 道 をあげることと両極をなす種類 の誘惑
であ り、記念碑的 な歴史記述 の陥 りやす い もうひとつの陥穿 であると称す ことが
で きる。 この両者 のいずれ にた い して も警 戒 を怠 ってはな らない とい う ことが 、
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この作品 の 秘 めたメ ッセ ー ジの核心 をな してい る。 しか も、問題 の比重 は、 じつ
は、交霊会 の席 につ どった人 びとが散会 したの ち、各 自が個 々に投企 の可能性を
さ ぐるべ き未来 のほ うに こそ傾 いている。希望 的観測 の許 され ない状況 であ って
も、いや む しろそのよ うな状況 にあるか らこそ、 ひ とは未来 に賭 けてみなければ
な らない と、この作品 はひそかに訴 えているのだ と解釈す ることがで きるはずだ。
賭 けるとは どうい うことか。 それは、特定 の因果関係を機械 的 に絶対視す るこ
とな く、事 態 の推移 にひ との意志 が介在す る余地 を最大限認 め るとい うことであ
る。 またそれは、原因 と結果の結合 がつねに一 回限 りの ものであ り、両者が互 い
に 自由 に成立 し得 る ものであ る ことを認 め る とい う ことで もあ るだ ろ う。戯曲
「 過去 の あ らゆる瞬 間を審判するに
『 窓ガラスに刻 まれた ことば』 の「序文」で、
あた り、われわれ は、その後 に生 じたことが らを排除 して考 えなければな らない」
(“

Injudging any mOment Of paSttime Weぬ Ould leaVe Out Wha haS Sin∝ happened・ ")1°

とイェイツが述 べ ている理 由 も、 そのあた りにあ ると察す ることがで きる。 イ ェ
イツは、現 在 が過去 と未来 の双方 にたい して有 してい る責任 をけ っ してゆるがせ
に しよ うとは していない。 そ して他方 においては、 つ ねに過去 あるいは未来 よ り
も声高 に審判 の場 を専断 し得 る現 在 を特権化す る ことな く、 その位 置 づ けになん
らかの留保 を加 え ることが必要だ と考 えている。戯 曲『窓 ガラスに刻 まれたこと
ば』 の場合 は、 そ う した理論的必要性 と、そ こか らくる ドラマ トゥルギー上 の必
要性を と もに申 し分 な く満たす ために、 きわめて巧妙 な仕掛 けが導入 され るので
ある。 その ことにまずわれわれは眼を とめなけれ ばな るまい。 すなわ ち、交霊会
と、霊 媒 であ る女性 に憑依す るスウィフ トの霊 とい う仕掛 けである。
心霊術研 究や民話 の蒐集 な どを とお して、 イ ェイツが生 涯 にわた り、亡霊 への
関心を保 ち続 けたのはなぜだ ったのか。その答 えを ここで仔細 に論 じつ くす こと
はできかね る。 ただひとつ確実 にいえるのは、個 々の具体 的な場所 や、地名、人
名などが喚起 し始動 させ る想 像力 の機能 に、 さらに一段 階進 んだ具体化 の契機を
賦与 し、過去 と現 在 をま さに対位法的 にあざやか に並立 させ る機能 こそ亡霊 に託
された もの にほかな らない とい うことである。 もちろんそれ は、伝統 や血統 その
ものの比喩 あ るいは表 象 と して解釈 し得 る、 きわめて特異 な ペル ソナで もある。
ただ し、と くに演劇 の場合、それが死者 の記憶 あ るいは妄執 の具体的 (時 に応 じて
は可視的 )表 現 とい う形式 をとって登場す るところに微 妙 な屈折 があ る。
この ことは、た とえば、スウィフ トやその他 の 18世 紀 のア ングロ 〓アイ リッシ
ュの知識人 (ゴ ール ドス ミス Goldsmith、 バ ー ク リー Berkley、 バ ー ク Burke)へ の
言及、スウ ィフ トの墓碑銘 に含 まれた「激 しき憤怒」 (`Saeva lndignatio")と いう句
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の 引用 な ど、
『窓 ガ ラスに刻 まれた ことば』 との幾多 の共通点 によって しる しづ け
″″gS″ ″[1929年 〕お
られた詩「血 と月」 (1927年 8月 執筆 、
『螺旋階段』 ルι閉″
よび『螺旋階段 とその他 の詩』 ル

レg

`И“

s[1933年 1所 収 )

Sι α
″ ′OЙθ
″Pοι
″
`″

と比較 してみ るのが有効 か も しれ ない。 緊密 に構成 された この詩 における死者 と
生者 の対立 は、畢党 、
「叡智」と
「力」の対立 と して定 式化 しなおされ るにいた る。
。
このよ うな本来 的 に通約不可能 な両者 の対 立関係か ら類推 するな ら、固有名 と し
て理 念化 、理想化 された死者 と、地上 的、現世 的価値 に依然 と して固執 し続 ける
亡霊 とは、厳密 には区別 され るべ き もののはずであ る。死者の名ではな く、質料
の部分、歳月 の経過 によって純化 され 浄化 されなければな らない汚濁を いまだ記
憶 と して とどめた、情念 の部分 が、演劇作品 のい くつ かで、生者 のまえに現前 す
る霊魂 と して表 象 されていると見 るのが至 当であろう。

1937年 版『 ヴ ィジ ョン』の第 二 の書「審判 され る魂」において略述 され る こと
になる、
「夢 みなお し」の状態 にある霊 魂 を劇 中 に登場 させた一連 の作品の うちに、
『 窓 ガラスに刻 まれた ことば』を含 め ることに異論 の余地 はない。重要 なのは、い
まだ思 い出の場所 に固着 してい る死者 (こ の場合 はスウ ィフ ト)に とっての忘 却 の
むずか しさ、真 に死 んでいる状態 へ の到達 (叡 智 の獲得 )の むずか しさが強調 され
g´ ′
ο7(1938年 初
ている点 であろう。 TeS・ エ リオ ッ トT.S.Eliotが 戯曲『煉 獄』P“ ′

「罪障滅却 の兆 し―
演 )に 触 れて、

あ るいは少 な くと も強調がない煉獄 は、私 に

は受 け容 れ られ な い 」 (`I cannot¨ ∝pt a pugatory in which there is■ o hint,or at
least no emphasis upon Purgation.")Hと 述 べ たことは、よ く知 られている。 エ リオ ッ
トには、 イ ェイツの考 え る煉獄 がキ リス ト教 的なそれ とはまった く別次元 に位置
す る、プ ラ トン的 エ イ ドスを希求す る人間の (い や ダイモ ンの とい うべ きか )生 死
を超 えた苦闘 の一 環 をなす ものだ とは想 像 だ にで きなか ったのだろう。
記憶 の未来 ヘ
イ ェイツの作品 に登場す る亡霊 は、宗教的観念 と結 びつ くもので もなければ、非
日常的な超常現 象 です らない。比較 的早 い時期 の例 とな る『失意の ときに書 かれ
″
′(1913年 )所 収 の「 亡霊 に」12か ら一 貫 し
物
“
“
て、イ ェイツにおける亡霊 は、記 憶 と忘 却 の相克 とい うモテ ィー フを背後 に と も
た詩作』 Pο θ
″s〃rj`″ ι
″j″

DJscο

ないつつ登場 して くるのがつねである。死 後 もなお現世 に迷 う者は、記憶 し続 け
ることをなかば無抵抗 に運命 と して受 け容れ なければな らない。 それにたい し、
日常 において 同 じよ うに迷 い続 けてい るに して も、生者 には、力 (ニ ーチ ェが忘却
を「積極的 な阻止能力」と規定 していた ことを想起 されたい )を 行使 し、選択 を行
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な う余地 が ある。 その力 な り選択 な りが、過去 の過 ちに決着 をつ け、ヘー ゲル 的
悪循環 に陥 っているかの ごとき死者 の忘却 を助 け、業 (カ ルマ )を 断 ち、比喩的 に
い うな ら煉獄 か らの脱却 の方法を示唆す る助 けとなるな らば重畳であろう。 だが 、
じつの ところ生者 は、他者 の記憶 は もとよ り、 自己の記憶 さえ、そのす べ てを意
志的 に引 き受 ける力量 に も勇気 に も欠 けて い ることが しば しばである。過去 か ら
もち越 され た課題 が棚 あげにされた まま、忌 まわ しい汚点 のよ うにつ きまとうこ
とにな るの は、そのためだ。 いい換 え るな らば、生者 が無 自覚 の うちにつ ね に直
面 してい る危機 とは、忘 却す べ き ことと忘却 してはな らない ことの根本的差異 を
見失 うと ころにあ る。
だ とすれ ば、 ニー チ ェのい う能動的 な忘却 がか りに可能 だ と して、真 に忘 却 さ
れなければな らない もの とはなんなのか。 その忘 却 のため に要す る歳月 とは正確
にい って どれ ほどの ものなのか。 そ う問われ た と して も、生者 は答えに窮す る し
かあるまい。 そ して、あたか も謎 の答えを確言す るのが いかに困難 かいわん とす
るためであ るかの よ うに、死者 と生者 の交渉 は必ずや不調 に終 わるのだ。 その も
っと も典 型 的 な例 の ひ とつ が、能『 錦 木』 にな らった戯 曲『 骨 の見 る夢 』 動ι

Dκ α″」
″gげ

s(1919年 発表、 1931年 初演 )で ある。 イー スター蜂起 を間接

`力

`Bο “

的な形 で扱 った この劇 が、
『 窓 ガラスに刻 まれた ことば』お よび『煉獄』 と主題 的
°
に結 ばれ た系列 をか た ちづ くって いることは疑 いない 。
エ リオ ッ トな らばおそ らく、 これ らの作 品 の主題 が赦 しを与 えることの困難 さ
にかかわ っていると解釈 した ことだ ろ う。 だが、 い うまで もな く、イェイツの主
眼 はそ こにはない。 あ くまで も受 け身 の状態 にあるが ゆえ に、 け っして忘れ るこ
とので きな い死者 とは違 い、意識 的 にせ よ無意識 的 にせ よ、生者 は、記 憶 しつつ
同時 に無制 限 に忘却 し得 るものと想定 され る。 その生者 が 、不随意 に恣意 的 に生
じる記憶 や忘却 とは違 う、能動的な力 の行使 によ り、 あえて現 時点 に踏 み とどま
りなが ら、 なん らかの意志決定を死者 あ るいは過去 に向けて示 し、その うえでみ
ずか らの約束 、みず か らの責任を果 たす にいたる物語。 そ うい う物語を裏面 で胚
胎 させ る もの と して こそ、上述 の例 を含 め、 イ ェイツの全 作品 は読 み解 かれ なけ
ればな らないのだ “
。
イ ェイ ツが過 去 に向 けて掲 げ、未来 に向けて贈与 しよ うとす る「 なにか」。 それ
は、簡単 にい って しまえば、ニーチ ェのい う非歴史性 ない しは超歴史性 を可能 な
・ グ レゴ リー Robert Gregoryや 、 イ ース
らしめ る方策 の提案 であ った。 ロバ ー ト
ター蜂起 の 指導者 た ちの死 を記念碑 化す る目的を も った一連 の詩群 が例示す る、
テ クス トによる記 憶 の形象化、詩的形 象 による記憶 のテ クス ト化 が、 その具体例
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とな る ことだろ う。 それは、過去 と現在 との対話的 ない し対位法的関係 の樹 立 を
模索す る一 方 で、人 間 の記憶 が テ クス ト上 に実体化す る ものが け っ して過去 に一
度生起 した事象 の忠実な コ ピーな どではあ り得ないことを明 らかにす る、修辞 的
な方法 で もある。見方 を変え ると、過去 と現 在 との対話 がつ ね に現在 の生者 の主
導性 の もとに進 め られ る以上 、それを虚妄 に終 わ らせ ないため には、生者 の責 任
と建設 的 な不断 の努力 が欠 かせ ない とい う ことになる。意志 や意 欲 を未来 につ な
いでゆ くために、記憶 を風化か ら守 り、一 瞬 ごとに更新 してゆ くことがい っそ う
重要 にな って くるのだ と、教訓 的かつ倫理 的 にいい換 えて もよいか もしれな い。
記憶 の創造的機能 にかんす るこの よ うな認識 に もとづいて、イ ェイツは、個 人
が主 体 的 に独 自の神話体系を生成す る権 利 を、みずか らの歴史哲学 (あ るいは反歴
史哲学 )の 根幹 に据 えたのではなか ったか。 とすれば、今後 の課題 と しては、主体
的 な想起 の役割 を重視す る近 年 の記憶理論 な どを も参照 しつつ 、順 を追 って イ ェ
イツの諸 テクス トを読 みなお してゆ くことが考 え られ よう。創造 行為 の源泉 であ
る と同時 に、人間 の行動を現世 的な価値 によ って拘束す る究極 の根拠 ともな る記
憶 にイ ェイツが眼を向けるよ うにな ったの は、20世 紀初頭 の ことであ り、そ の 関
心が最初 に実を結 んだのは『責任 一 詩集 と戯 曲一 篇』においてであ ったことをす
で に 指 摘 した。 こ れ と関 連 して い る と思 わ れ る の が 、 の ち に 『 自叙 伝 』
И ゎbjο g′ α
ρ″然 と総 称 され ることにな る一連 のテクス トの執筆 が 同時期 には じま
“
ってい ることである。
α C″ ′
激ο
1914年 に出版 された『幼年期 と青年時代 をめ ぐる夢想』 Rι ッ
cr」 oο ッ

"

α グyο ′
あが典型的 な例 とな っている、一 種独特 の記述形式、出来事 の時間的順序
“
“
や、そ もそ もその 出来事 がほん とうに起 こ ったのか どうかが徹底 してあやふ や に
され た書 き方が、イ ェイツの終生 の親友 、 だ などをおおいに困惑 させたことはつ
い
とに知 られている 。 しか し、断 片性 、不確実性を最大限 に利用 した この叙述方法
16の
は、イ ェイツが「習慣性 の記憶」 (“ habitual memories")と 呼ぶ もの
忠実 に して精

妙 な模 倣 をめ ざす 目的を有 していた と見 な され るべ きであろう。すなわ ち、 ここ
で達 成 され ようと しているのは、忘 却 と想起 の拮抗関係 と して とらえ られた人 間
の記憶作 用その ものの藝術化、美学化 にほかな らない。 その意 味 において、
『 自叙
伝』 の全篇 にほぼ共通 して認 め られ る文体 が、 きわめて周到 な計算 の うえ にな っ
た もので あ ったことは、容易 に推測 し得 るはずである。 また、
『幼年期 と青年 時代
をめ ぐる夢想』の表題 その ものが謳 ってい る夢想、あるいは夢 (『 責任』のエ ピグ
ラフの ひとつが、
「夢 のなかで責任 はは じま る」 [“ In dreams begins responsibility"])
とい う ものであ った ことを思 い起 こす必要 がある )が 、イ ェイツの想像力理論 の う
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ちにあ って有 してい る意 味合 いについて も、それ らが記憶 または忘却 といかなる
形 で連動 してい るのかを念頭 におきつつ 、厳密 に検討 してみ る必要 が生 じて くる
であろう

l'。

生涯のさま ざまな段階 でイ ェイツが示唆 してきたよ うに、過去 の再構築 と して
の想起 の作業 には、 つ ね に困難 がつ きまとう。 それ は時 と して、苦渋 に満 ちた も
の とさえなるだ ろ う。回復 しがたい ものである過去 は、 しば しば現在か らの接近
を頑強 に拒絶 しているとす ら思 え るもので もある。 その点を イ ェイツは百 も承知
していた。 それ で もなお、彼 のテ クス トは、現 在 か ら過去 へ の訴 えかけ、過去 と
現在 が相互 に検証 し合 え る関係 の樹立 をみずか らの核心 にお こ うと果敢 に努 め続
けている“
。 そ こでなん度 とな く提起 され るのは、ひ とが過去 にたい して負 わなけ
ればな らない責任、過去 の連続 であると同時 にそ こか ら発生 した決定的変化 で も
あるとい う現在 の二 面性 、過去 における選択の必然的帰結 であ ると同時 にそ こか
らの逸脱で もあ る現 在 の生者 の運命 とい った一連 の主題 である。
それ らのテ クス トは、われわれ読者 による読 み方 もまた、同 じよ うな倫理 的課
題 に応える もの とな るよ うに と暗 に求 めているよ うで もある。 テ クス トの見 かけ
上 の完結であれ、人間 の 肉体 的 な死 であれ、とりあえずの終わ りと見え る ものは、
いずれに した ところで、 有 と無 を裁然 と分 かつ絶対 的な結節点 をかたちづ くって
いるわ けではな い。 それ は、 イ ェイツの演劇作品 のい くつ かに登場す る死者 た ち
の霊が さま ざまな挙措 によ って暗示 していることだ。一見 なにかが終わ ったかの
ように思え る決定的な一 点、詩「 血 と月」の謳 う「 なかば死んだ」 (`Half dead")と
思 える塔 の荒廃 した頂上 か らは じまる新 しい生 こそが 、生者 が未来 において主 体
的 に構造化す べ き記憶 の実体 なのであ り、読書 と呼 ばれるつね に生 成 され続 ける
経験 の究極的な秘密 もま たそ こにあるのではないだろ うか。 その よ うに見定 める
とき、われわれ の現在 が未来 にたい して負 ってい る意 味 と責任 に も、新 たな 光 が
照射 され ることにな るに違 いない。

付記 :本 稿 は、 日本 イェイツ協会第 35回 大会 (1999年 11月 6日 )に おける研究発表 にさい
して用意 した原稿 に修正 と加筆を施 した ものであ る。
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注

1

ここ 10年 ほどの議論 の進展 は、たとえば、記憶および想起 という全体的主題をめ ぐ

り同 じ雑誌 で組 まれた 3冊 の特集号 (セprιsa″ :0′,s26,35,69[Bcrkeley:University of
Calibrnia Press,1989,1991,20∞ ])に 要約 されている。同誌第 26号 には、 ピエール
・ノ

ラが『記憶 の場所』のために書 いた序文「記憶 と歴史のあいだ」の英訳が収録 されて
いる。 また第 69号 には、カーウ ィン
・ クライ ンが、簡潔な概観を寄せて いる。
・ リー
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Universiり Press,1968),p.10.
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“
(Charlottewine:University Pess of Virginia, 1987),p.239,n.16.
4 鈴 木 聡 『 終 末 の ヴ ィジ ョン ー W.B.イ ェイ ツ と ヨー ロ ッパ 近 代』 (柏 書 房 、
1"6年 )、 第 5章 。

5

よ り厳密 にいうなら、その変質 の予兆 は、
『責任 ― 詩集 と戯曲一篇』 のひとつま
えにあた る作品集、
『緑 の兜 とその他 の詩』(1910年 )に 収録 されたい くつかの詩篇 の
うちに見 て取 ることができるはずである。

6 Edward En『

lberg,動

`陥

s′

Dasむ ″
f Rα ′ ぉ Й ″

WashingЮ n D.C.:The Catholic Univeぉ

7

a降 ′な

's

Иι
′
tc(1964;2nd ed
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``′

iけ

of America Press,1988),p203.

神話的想像力を媒介 として、過去 と現在 を対位法的に並置 してみせた例 としては、

『責任 ― 詩集 と戯曲一篇』 の「序詞」の直後 におかれた力作「灰色 の岩」(1913年 執
筆 )を 挙 げる ことができるだろう。

8

この作品 の中心的主題 の うちに、イェイツ自身 の個人的な愛 と結婚観が含 まれるで

あろ うとい うことは、拙著 において指摘 した。

9

ここでは くわ しく論 じることができないが、イ ェイツの作品 になん度 とな く登場す

る賭 けの モテ ィーフは、さまざまな局面 において鍵 となる役割を担 っているよ うに思
われ る。 とくにそれが『緑 の兜 とその他 の詩』の頃か ら現われは じめる点に、なん ら
かの意味を見 いだすことができるか もしれな い。

10 Rus∞ ll K.Nwach,ed。 ,動 ι陥′
あ″
″ο Й
s ο
"3ご "あ r `Pり r″
Macmillan,196o,p9“

:

ごfbじ お(London:Faber and Faber,1957),p.258.
この詩 のなかで呼びかけ られている匿名 の「亡霊」 とは、 じつ は、チャールズ
・ス

1l T,S.Eliot,`Yeas'in O″

12

a ttα ぉ (Londo■

.

fb喀 り

'a″

チュアー ト
・ パ ーネルにほかな らない。

13
14

これ ら三作品の比較は、『終末 のヴ ィジョン』第 7章 において行な った。
すでに題名 を挙げたい くつかの作品 に共通す る破綻、瑳鉄、失敗、敗北な どといっ

たモテ ィー フを陰画 とし、陽画 としての もうひとつの物語 の所在をさぐるべ きだとい
うことである。 このような読み方に示唆を与える重要 な議論 が、George J.Wホ on,“ M
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HⅣ en md London:Yale University Press,1995),p.180.

16

この表現 は、
『幼年期 と青年時代をめ ぐる夢想』 の初期 の草稿 に見 られるものであ

る。CI Pierce,p.296,■ .49.

17

夢 にかんす るイェイツの発言はきわめておびただ しく、それぞれを慎重な考究 に付

すに価する。たとえば、
「 わが作品のための総括的序文」とい う仮題で知 られるイェイ
ツ晩年 のエ ッセイ (1937年 執筆 )に は、
「精神が真我 の放 つ光 の うちに失われるとき、そ
れは もはや夢みる ことを しない。それは肉体 の うちにとどまりつつ、幸福のあま り自
・ ウパニ シャッ ド』か らの (や や唐突 とも感 じら
失す るのである」 とい う、
『 プラシナ
れる )引 用が見 られる。 これ とほぼ同 じ引用が、ニーチェの『道徳 の系譜』の第二論文
「禁欲主義的理想 は何を意味す るか」第 17節 にあることは、おそ らくたんなる偶然 で
はないだろう。
「 か くて彼がま った く深 い眠 りに落 ち、完全 に安息 に至 ったとき、その
とき、おお、親愛なる者 よ、彼 は実在者 とひとつ にな り、自己自身 のなかに没入 して
いるのである。」(秋 山英夫訳 による )た だ し、シュ リ
・ プロヒッ ト
・ スワ ミの原訳 によ
り『 ウパニ シャッ ド』 を読 んだイェイツとは違 い、ニーチ ェの場合 は、パ ウル・ ドイ
セ ンの論文 に引用 されていた シャンカラの註釈 の孫引 きである。断定 は避けるべ きか
もしれないが、イ ェイツが、ニーチェの本 で出会 った印象的な一節を (そ の出典をか り
に失念 していたとして も)最 晩年 にいたるまで心にとどめていたのだとすれば、興味深
いことではなかろ うか。

18

そこに自己正 当化 の しる しをどの程度 まで読み とるべ きなのか とい うことを含め、

またさらに、歴史修正主義全般 に対する批判 とも関連 させて、以上のよ うな問題は、今
後、 ア ングロ=ア イ リッシュ文学 の他の例を も比較対象 としつつ、よ り広汎かつ綿密
に討議 されていって しか るべ きものといえ るだろう。
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主体、他者、言語
一 イェイツにおける間接話法 の場合

藤

田 佳

也

Mikhail Bakhtinは 「 ドス トエ フ ス キ ー 論 の 改 稿 に 寄 せ て 」 に お い て
`inteFttbjeCtiVity'の

問題 を論 じてい るが、例え ば以下 の様 な言葉 は「 主体」に関す

るバ フチ ンの考 えを簡潔 に要約 しているといえ るだろ う。
1

存在す るとは、即 ち他者 に対 して、他者 を通 じて 自己 に対 して、存在す るこ
とである。人間 には彼が主権 を もってい るような内的 な領域 は存在 しない。彼
の全存在 は常 に境界 にあ り、 自己の 内面 を見 ることは即 ち他者 の眼を見 るこ
と、あ るいは他者 の眼で見 ることなのであ る。

私は他者な しにはあり得 ない し、他者 な しに自己自身 となることもできない
一 即ち私 は、自己の中に他者を見出 しつつ、他者 の中に自己を見出 さなけれ
ばならない (相 互 に反駁 しあい、相互に受 けいれあいながら)。
2

他者 こそが主体 の根源 であるとい うこの (主 体 /他 者 )の ヒエ ラルキ ーの転倒 は、
バ フチ ンが ラブ レー と ドス トエ フスキーの分析 に用 いた 「 カーニ ヴ ァル」 とい う
概念 を思 い出 させ る ものであるが 、この (主 体 /他 者 )の 問題 について考 える際 に
重要 とな るのは言語 である。 とい うの も他者 を内部 に取 り込み、主体 の創造 を促
す媒体 となるのは言語 であるか らだ。「あ らゆ る発話、あ らゆる表現 を組織化す る
3と

中心 は内部 ではな く外部 にある、即 ち個 を と りか こむ社 会的環境 の 中 に」

ぃぅ

『 マル クス主義 と言 語哲学』におけるパ フチ ンの言葉 は、主 体 とその言語 が他者 と
の関係 の 中 にこそ存在 してい ることを指摘 した もので あ る。 これが パ フチ ンの主
体論 の 中核 であ り、 それを具体 的 に検証 した のが彼 の話法論 である。
本稿 では、まずバ フチ ンの主体論 0話 法論 について概観 し、その後 でイ ェイツの
テ クス トをバ フチ ンの話法論を用 いなが ら、特 に間接話法 の使用に焦点 を絞 って
検討 してみたい。 他者 との相互作用の 中で主 体 の創造 を促 す媒体 とな るのが言語
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であ り、他者 の言語 を主体 が引用す る最 も顕著な形式 が話法 であるとす るな らば、
様 々な他者 との対話 を通 して主体 が形成 されてい く過程が しば しば描かれ るイ ェ
イツのテ クス トを、話法 とい う観点か ら考察 す ることで彼 の詩学 の一 端 が 明 らか
4

になるか もしれない。

I

バ フチ ンは、主体 と他者 の問題 、そ してそれが具体化 された もの と しての話法
の 問題 を終始一 貫 して扱 ってきた。
5(1920‐

「 芸術活動 における作 者 と作 中人物」

4)で は、作者 の意識を作中人物 の意

識 との相互作 用 とい う視点か ら記述 し、当時 の美学 において支配的 であ った感情
移入 の理論 とフォル マ リズ ムの理論 を、それぞれ主人公、作者 とい う一 つ の意識
によ って美 的 な価値 が 実現 されると している点で不十分である、 と論 じる。
『 マル クス主義 と言 語哲学』 (1929)で は話法論を展開 し、他人 の発話を引用す る
形式 と しては最 も注 目す べ き もの と して、自由間接話法 (バ フチ ンは疑似直接話法
と呼ぶ )の 意義を強調す る。「私」 の声 が「他人」 の発話 の 中で、その「 他人」 の
声 と様 々な度 合 いにおいて一 体化す ると同時 に衝突す る、その ダイナ ミックな相
6「
互関係が 自由間接話法 の特徴 である、とい うのがバ フチ ンの論点である。 言語 と
は、話 し手達 の社会 的 な言語的相互作 用 によ って実現 され る絶 え間なき生成過程
である」 (151)「 発話 の構造 は純 粋 に社会的な構造 である…… (「 個人的」 とい う
言葉 の正 確 な意味 にお ける )個 人的 ことば行為 とは、形容矛盾 である」 (151-2)と
い った言葉 も見 られ る。
この『 マル クス主義 と言 語哲学』がいわば序論 とな ってい るのが、
『 ドス トエ フ
スキーの詩学』 (1929,63)7で ある。 ここでは、発話 の類型論及 びそれに基 づいた ド
ス トエ フスキー作品 の分析 が行 われ る。 そ して更 に『小説 の言葉』 (1934-5)8で はヽ
再 び 自由間接話法 の有効性 が強調 され ると同時 に、発話 の類型論 が ヨー ロ ッパ小
'
説 の展開 の過程 と結 びつ け られてい る。

一 方 パ フチ ンは、 モ ノ ロー グ的な言説 を詩 とい う ジ ャンルに、またダイア ロー
グ的な言説 を小説 とい う ジ ャンルに代表 させ るが、詩 におけるダイア ロー グ性 は
創造過程 の残滓 の 中 に取 り残 され、 ち ょうど建設 が終 わると足 場 が取 り払 われ る
ように取 り払われ る と してお り、詩 においてダイア ロー グ性 が作用す る ことを否
定 してい るわけではない。 実際 イ ェイツの詩 には、パ フチ ンの言 うダイ ア ローグ
性 が含 まれてい る ものがあ り、バ フチ ンの話法論 をイ ェイツの詩 に適 用す ること
は可能 であると思 われ る。
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バ フチ ンによ ると、 ドス トエ フスキ ーの小説 の構成原理 は、登場人物 の内的 な
対話、登場人物 同士 の対話、登場人物 と語 り手 (バ フチ ンは著者 と呼ぶ )の 対話 が
相互 に重 な り合 いポ リフォニーを形 成す るとい う ものであるが 、
「 美 的 な もの と
は、主人公 と作者 の二つの意識 が出会 う出来事 であ る」 (「 作者 と主人公」 )と い う
言葉 も示す ように、パ フチ ンは特 に登場人物 と語 り手 の対話 を重要視 した。 そ し
てイ ェイツにおいては、語 り手が間接話法 によ って登場人物 の言葉 を引用す る場
合 に興 味深 い例が見 られ る。 バ フチ ンは「伝達 す るだけでな く、同時 に発話 を分
析 もす るのが、間接話法 のあ らゆる変形 に伴 う特徴 なのである 」「分析 は間接話
‖
法 の魂 であ る」 と述 べ ているが、分析 とい う行為 が分析者 と被分析者 か ら成 り立
1°

ち、他者 の言語 を主体が変形す る とい う過程が含 まれてい る以上、間接話法 には
あ る種 の権力関係 が最初 か ら内在 されている。 つ ま り主体 が「みずか らの言葉 に
12と

意味上 の方 向性 と重 みを もたせ る」

い う機能 を間接話法 は含 んでいる。 しか し

イ ェイツにおいては、被伝達部 における他者 の言語 がその権力関係を転覆 させ、主
体 の設定 した枠組 みを壊 し、同時 にその過程で主体 と他者 の輪郭 が明確化 される、
とい う場合がある。次 にそれ らを具体 的 に見 てみ たい。
Ⅱ
まず、他者 の言語 の取 り扱 い方 が主 体 の態度 を浮かび上が らせてい る例 と して、
`Atthe Abbcy Theatre(Imitated from Ronmrd)'を 見 てみたい。 この詩 は、イ ェイツ

・ グ レゴ リー と共 にアイ リッシュ
が シング、 レイデ ィ
・ ル ネサ ンス展開 の拠点 と し
ていたアベ イ座 にお ける、一 般民衆 (具 体的 にはカ トリックが中心 とな っている )
の無理解 をテ ーマ と している。"

When we are high and airy hundreds say
That if we hold that flight they'll leave the place,

While those same hundreds mock another day
Because we have made our art

of common things,

So bitterly, you'd dream they longed to look

All their lives through into

some

drift of wings. (2-7)

「 芝居が現実離れ している」 とい う民衆の批判 を、語 り手 は間接話法 を用 い距離
をおいて引用す る。次 に「芝居が俗 っぽい」とい う全 く正 反対 の民衆 の批判 が、地
の文 に組 み込 まれ る形で示 され る。 いわば間接話法 よ りも更 に間接 的 に民衆 の言
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葉 が引用 されているわ けだが、 この様 に間接性 を増 してい く他者 の言語 の背後 に
あるのは、評価 が揺 れ動 くのにつ れて強 まる、民衆 に対す る語 り手 の超然 と した
態度であ る。 1911年 の 5月 に書 かれた この詩 に、次第 にアイ リッシュか らア ング
ロ・ アイ リッシュヘ と 自 らの帰 属先 を変えて い ったイ ェイツ、更 に後 に民主主義 を
嫌悪 し優生学 に基づ く貴族主義 へ と傾斜 してい ったイ ェイツの予兆 を認 め ること
も可能 であろう。 バ フチ ンによると「 自意識 はいつ で も自分 自身 を、彼 につい て
の他者 の意識を背景 と して知覚す る、つ ま り、 く自分 にとっての私 >は く他者 にと
っての私 >を 背景 と して知覚 され る」“が、 この部分 では他者 の評価 が主体 の態度
を明確 に してい くそ の過程 が具体化 されてい るといえ る。
間接話法 か らの変 化 とい う点 で は、 `Mad asthe Mid and S■ ow'が あげ られ る。
この詩 では、若 き日の情熱 とそれ と引き換え に老 いて手 に入れた叡智 (「 ホ レー ス」
「 プラ トン」
「 ホ ーマー」
「 キケ ロ」 が象徴 している )に 基 づ く安 らぎが、雪 の吹 き
す さぶ「外」 と鎧戸 を閉めかん ぬ きをか けた「内」 とい う構図 の もとで対比 的 に
描 かれ る。

Bold and bar the shutter,
For the foul winds blow:
Our minds are at their best this night,

And I seem to know
That everything outside us is
Mad as the mist and snow.

Horace there by Homer stands,
Plato stands below,

And here is Tully's open page.
How many years ago
Were you and I unlettered lads
Mad as the mist and snow?

You ask what makes me sigh, old friend,
What makes me shudder so?

I shudder and I sigh to think
That even Cicero
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And many-minded Homer were
Mad as the mist and snow.
what makes me sigh,"“ What makes me shudder"?"
最終連 の 13‐ 4行 日において 、“

は、文法 的 には間接話法 の被伝達部 であるが、後者 は疑 問符 か らもわか るよ うに
old
間接話法 の枠組 みか らはずれ、 自由間接話法 へ と変化 してい る。 “

end"と い

う呼びか けがその先駆 けとな っているといえ る。 また、 この 14行 日が意味上独立
You ask''の 支配 を逃 れて いること も、言葉 の直接性 を際立 たせている。第 1
し、“
you and I"と 次第 に分節化 されて きた語 り手 の「 旧友」
Our,"“ us"、 第 2連 で “
連で “

が、 この最終連 において直接的 な声 とな って登場す るわけであ るが、 これは老 い
て叡智 を手 に入 れなが らも情熱 に対す る憧憬 を捨てきれな い語 り手 自身 の疑間 が、
抑圧 しきれず に噴 出 した もの と もとれ るであ ろ う。 パ フチ ンは、 ドス トエ フス
キ ーの小説 において主人公 の内的 な対話 が登 場人物 同士 の 対話 に流入 してい くと
い う現 象を説 明 してい るが、その説 明は この部分 に も当ては まる。
間接話法 の枠組 みが壊 れ る例 としては、 `The Man Who Dreamed of Faeryland'が
「富」
ある。 この詩 の語 り手 は、4つ の連 において「愛」
「 怒 り」「死」 に心 の安 ら
ぎを求 め るが、それ ぞれ「 魚」
「 クロム シ」
「 ミチヤナギ」
「 ウ ジ虫」が示す理想 の
世界 に打 ちのめ され る。他 の三 者 の言葉 が動詞 `sing'に よ って 間接話法 で引用 さ
れ るの に対 し、最 終連 にお け るウ ジ虫 の言葉 は 同 じく間 接 話 法 で はあるが動詞
proclaim"に よ って 引用 された後、46‐ 7行 日において 自由間接話法 へ と変化 して
“

い る。
He slept under the hill of Lugnagall;

And might have known at last unhaunted sleep
Under that cold and vapour-turbaned steep,

Now that the earth had taken man and all:
Did not the worms that spired about his bones
Proclaim with that unwearied, reedy cry
That God has laid His fingers on the sky,
That from those fingers glittering summer runs
Upon the dancer by the dreamless wave,

Why should those lovers that no lovers miss
Dream, until God burn Nature with a kiss? (37-47)
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究極 の安息 であるはずの「死」に至 った語 り手 が、始めて直接 の言葉・ 疑間を突 き
つ け られ る。 あ るいは、それが究極 の安息 であるがゆえに、 とい った方 が正確 か
もしれ ない。 イ ェイツには、 `The Man and the Echo'に お いて最後 に響 きわた るウ
サギの断末魔 の 叫 び声の様 に、あ る種 の 問題 の解決 に至 るその瞬間 にいわば他者
の言語 が介入 して くるとい うパ タ ー ンが よ く見 られ るが、 これ もまた主体 の 内面
の葛藤 を劇化 した もの と解釈す る ことがで きるだ ろう。
間接話法 の枠組 みは維持 されて い るが、その 中 に他者 の声 が直接 に聞 こえて く
る場 合 もあ る。 ヒステ リックな女 性 達 の言 葉 が間接 話 法 で引用 され て始 ま る
`Lapis Lazuli'は 、 その例である。

I have heard that hysterical women say
They are sick of the palette and feddle-bow,

Of poets that are always gaY,
For everybody knows or else should know

That if

,

nothing drastic is done

Aeroplane and Zeppelin will come out,
Pitch like King Billy bomb-balls in

Until the town lie beaten flat. (1-8)
間接話法 を用 いて女性達 の言葉 を引用す ることで、語 り手 は分析者 と しての優位
性 を得て いるよ うに思われ る。 しか し女性達 の言葉 は、2行 日か ら第 1セ ク シ ョン
が終 わる 8行 日に至 るまで人称 を除 いて語 り手 か らは 自立 してい るだけでな く、
“eveybody

k■ OWS OF e麟 ShOuld knOW"(4)に

は 彼 女 た ち の 語 り 回調 が 直 接 に 聞 こ え

て くる。 バ フチ ンは次 の様 に述 べ る。
間接話法 の 中 に導入 されなが らも自 らの特性 が感知 され うる他者 の言葉 や表
現 は (こ とにそれ らが引用符 のなかにふ くめ られて いるばあい )フ ォルマ リス
トの言葉 を用 いるな ら「異化 されてお り」、それ も著者 にとって必要 な方 向で
異化 されて いる。す なわ ち、 それ らの語 や表現 は物化 され、それ らの彩 りの
豊か さが強 め られるが、それ と同時 に著者の態度 ― 皮肉、ユーモア等 一 の
・
トー ンが重 ね合わ されてい る。
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ここで重 ね合 わ されているのは、皮 肉の トー ンである。間接話法 によって、一見
語 り手 の優位性 を保 ちなが ら女性達 の声を提示 しつつ、その枠組 みか らはみ出て
しま う彼女達 の声を聞かせ ることで、語 り手 の支配 を逃れ た ヒステ リックな女性
達 の喧騒 を リアルに再現 し、それ を皮 肉 っているのである。
間接話法 の特徴を巧 みに用いる ことで、主体 と他者 の葛藤 を再現 しているのが
Tather and Child'で ある。

She hears me strike the board and say

That she is under ban
Of all good men and women,
Being mentioned with a man

That has the worst of all bad names;
And thereupon replies
That his hair is beautiful,
Cold as the March wind his eyes.
この短 い詩 は「 娘 の選 ぶ男 にどうに も納得 のいかない父親」 とい う普遍 的 テ ーマ
を扱 った ものであるが、父親 の叱責 の言葉 (2-5)と それ に対す る娘 の答え (7‐ 8)が
それぞれ間接話法で引用 されてい る。全体 の語 り手 は父親 であ る。父親がかな り
strike thc board"か らわかるが、彼 の言葉 を間接話法 で
感情 的 にな っていることは “
引用 した部 分 では、間接話法 へ の書 き換えに伴 う人称 の変化 のため、父親 の声 は

直接 には聞 こえて こない。彼女 はほ とん ど上 の空 で父親 の言葉 を耳 に して い る。
「見 る」のではな くその音 が「耳 に入 って くる」にす ぎ
彼 がテ ーブル を叩 くの も、
ない。彼女 の頭 を占めて いるのは 、続 く彼女 の言葉 か らもわか るように相手 の男
性 の ことだ けなのである。
一 方 それ に対す る娘 の答え も同 じく間接話法 で引用 されてい るが、相手 の男性
について述 べ ているため人称 の変化 は生 じてお らず、彼女 の生 の声 がほとん ど直
接話法 であ るか の様 に生 き生 きと聞 こえて くる。 パ フチ ンは「直接話法 が 間接話
法 に続 いて現 れ ると、直接話法 の主体性 はよ り鮮 明 で、著者 に必要 な方向 で 出 て
16と

くる」

述 べ ているが、 この場合 イ ェイツがね らっているのは、語 り手 と しての

父親 が設定 した枠組みを内容的 に も形式的 に もはみ出 して しま う娘 の言葉 を具体
的 に示 す こ とである。他者 を支配 す るために枠組 みを課 そ うとす る主体 と、 その
枠組 みを逃 れて しま う他者。 そ してその相互作用 によって更 に分節化 され る主体
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と他者。 それ らが巧 み に劇化 され ている。
Ⅲ
この 様 に バ フチ ンの 話 法論 を参 考 に、間接 話 法 とい う観 点 か らイ ェイ ツの テ ク
ス トを見 る と、語 り手 あ るい は登 場 人物 の意 識 が 開 かれ た意 識 と して設 定 され て
い るとい う ことが確認 で きる。主 体 の言語 と他 者 の 言語 が相互 に反 応 す る過 程 に
お い て 、 主 体 そ して他 者 の 輪 郭 が 浮 か び上 が って くる。 これ は `Ego Dominus
Tuus,'`A Dia10gue Of Self and Soul,'`The Man and thc Echo'等

の 対話 詩 に もいえ る

ことで あ る。

他者 の言葉 を扱 う際 に、主体 は 自分 自身 の志 向性 をそ こに組 み込 んでい く。言

"他
葉をかえれ ば、他者 の言語 を引用す る際すでに他者 その ものが欺 かれてお り、
者 の中 に主 体 自身 が書 き込 まれているといえ る。 そ して同時 に主体 の 中 に も他者
が書 き込 まれ る。恐 らくイ ェイツにとって創作 とは、他者 の 中 に主 体 と しての 自
分を、 そ して主 体 と して の 自分 の 中 に他者 を見 つ ける一つの機会 であ り手段 であ
った。 イ ェイツにおいて主体 を取 り囲む他者 と して大 きな役割 を果 た した、イ ン
グ リッシュネス、アイ リッシュネ ス、カ トリック、女性、究極 の安息 を与えて く
れ るもの と しての神、 とい った ものが 、 イ ェイ ツによ って どの様 に欺 かれ、イ ェ
イツとい う主体 にどの様 に書 き込 まれているのか。 それは今後 の課題 と したい。

注

1 19η 年代 にヴォローシノフ名義 で書かれた『生活 の言葉 と詩の言葉』(1926)、『 フロ
イ ト主義』(192つ 、
『 マル クス主義 と言語哲学』 (1929)、 そ してメ ドヴェー ジェフ名義
で書 かれた『文芸学 の形式的方法』(192)に 関 しては、実際バ フチンの著作 であるか
どうか、いまだ議論 は分 かれているが、本稿では一括 して「 パ フチ ン」とい う記述を
用 いる。
2 ミハ イル・ バ フチ ン、新谷敬二 郎・伊東一郎・佐 々木寛訳『 バ フチン著作集 8 言葉
テキス ト』(新 時代社、 1988)、 250,251。
ハ
ミ イル・ パ フチ ン、桑野隆訳『 マルクス主義 と言語哲学』(未 来社、 1989)、

対話
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142-3。

主体 、他者、言語 といったキ ー ワー ドか らまず思 い出 され るのは、Jacquc Lacanで

あろう。 バ フチ ンとラカ ンの思想 の間には多 くの共通点が見 られるが、他者 のとらえ
方 に関 しては若千 の相違がある。
ラカ ンにとって他者 の発見は、話す能力 な らびに自分 と相手を区別す る能力の獲得
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と同時に起 こる。 そ してこの二 つの能力の獲得 が、社会的 アイデ ンテ ィテ ィの獲得 と
い うことになる (S.チ ル ダーズ、G.ヘ ンツ ィ、杉野健太郎訳『 コロ ンビア大学現代文
学・文化批評用語辞典』 (松 柏社、 1"8)、 3∞)。 ラカンは、言語 には法が刻み込 まれて
おり、象徴界 への参入 は主体 の去勢 を意味すると考える。そ して、人間は欲望 にとり
つかれなが らも決 して満足を得 ることのできない、欠如 と不満足 によって定義 づ けら
れる存在 であるとす る。それに対 してパ フチンは、主体 は言語 によって抑制 されるだ
けでな く、同時に自己を他者 に開 く手段を手に入れ るとし、ダイア ローグによって主
体間の垣根 を乗 り越えてい く人間の能力 というものを前景化す る。 この様 に他者 につ
impesonal"な 言語 あるいは象徴界
いて語 る際 にラカ ンの念頭 にあるのは、抽象的で “

であるのに対 して、パ フチ ンが強調す るのは、具体的な主体間の ■nteF"r∞ nd''な 交流
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いることだ けではな く、 フロイ トの思想 における言語学的側面 を強調 していること、
人間の精神 において鏡 が象徴的 に果 たす役割 に注 目して い る こと、等を挙げる ことが
できる。 ラカ ンは「無意識 とは他者 の言語である」と述べ たが、個の中核を成 してい
る無意識 の領域が他者か ら成 り立 ち、それが言語 という形で主体 に届 け られる、とい
うこの主 張は、パ フチ ンの考 えを別な言葉で言い換えた ものである。更 に、パ フチン
において認識論上 の く主体 一他者 >の 関係 と平行関係 にある美学上 の く作者 ―主人公
>の 関係 は、ラカ ンの説明する精神分析 の過程における く分析者 ―被分析者 >の 関係に

類似 して い るとい う指摘 もあ る (William R.Handley,“ The Emiぃ of Subject CFe On in
Bakhtin and■ acan,''David Shephed ed.,3α l力 」
″′a″ 0あθ
r S“ ″
(Amstdam:
"r Car"ム

Rodopi,1"3),1“ 。
)。

5

““

ミハ イル・ パ フチ ン、斉藤俊雄訳 『 パ フチ ン著作集 2作 者 と主 人公』 (新 時 代社、

19斜 )。

6 F.K Stattelも “… it
tchniq“ 3or the end

doesn not“ em

unwttantd b∞ nclude

that free indireCt Sり C aS a

on of s"ech offers a very sub■ e possibility of characterレ ■io■ and

ind“ ct∞ mme山 町 on■ c inton■ ion of

sspecch"と 自由間接話 法 の 意 義 を説 明 してい

″
●′
る (F.K Stanzel,И rlι οη ο
r∬α′
`(Cambridge:Cambr通
"UP.,1984),223)。
ミハ イル・ パ フチ ン、望月哲男・ 鈴 木淳一訳『 ドス トエ フスキーの詩学』(筑摩書房、
jッ

7

1995)、

8

420。

ミハ イル・ パ フチ ン、伊東 一 郎訳『小説 の言葉 ―付 :「 小説 の 言葉 の前史 よ り」』 (平

凡社 、 1"6)。

57

9

パ フチ ンの主体論 あるいは話法論に対 しては、様 々な批評家・ 文学理論家達 が関心
″

を示 してきた。

DⅣ id bteは 、
『 ミドルマーチ』を具体例 として挙 げなが ら、 ミメーシスとデ ィエ
ゲー シスという二つの型の語 りの区別を暖昧 にするところに自由間接話法の意義があ
り、語 り手 はこの話法を使 うことで、 ミメー シスとデ ィエ ゲーシスの両極の間を一つ
の文 の中 において も自由に移動 で きると論 じた (DⅣ id bd″ ,Иル ′B麟 働∫EttT ο″
Fた ′
あ α
″
′C′ jricお

"(London:Roudedge,1990))。
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ι
イヒして しまう過程にパ フチ ンは関心 を寄せたと述べ、
枠 づ け、パ ロデ ィー化 し、脱中′
パ フチ ンの独自性 は、デ リダ的・ ラカ ン的考え方をポス ト構造主義者達 が不安 になる
ほどの革命的政治学 と結 びつ けたところにある、としている (■ rry
CraЙ「Essaッs

r975‐
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1985(London and New York:Veso,1986))。

更 にバ フチ ン批評 において一つの転機 と もなったのが、パ フチ ンのカーニ ヴァル論
と主体論をフーコーのデ ィスクール論か らとらえ直 した Peter S□ lybrassと Allon White
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公式的秩序の外部 としてではな く、古典的な ものとグロテスクな もの、自己と他者、文
明 と野蛮、帝国 と植民地、プル ジ ョア ジーと労働者の想像上 の境界線 が多層的 に侵犯
され ると同時に確認 され る二重の作用を併 せ もつ言説 的 な状況 として捉えている。」
『 ミハ イル・ パ フチ ンの時空』(せ りか
(吉 見俊哉「祝祭、境界侵犯、文化 の政治学」、
書房、1"つ 、48‐ 9)。

10『 マル クス主義 と言語哲学』 194。
11 前掲書、195。
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14『 ドス トエ フスキーの詩学』 420。
15『 マル クス主義 と言語哲学』 2∞-1。
16 前掲書、201。
17 若森栄樹『 精神分析 の空間 ― ラカ ンの分析理論』(弘 文堂、 1992)、
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● 2nd edn

215‐ 6。

《シンポジウム報告 1》

`Blood and the Moon'を 読 む

・構成 羽
司会

矢

謙

イ ェイツは、対英戦争 とアイル ラ ン ド内戦 を経 てようや く勝 ちえた平和 と「 自
由国」成立 のの ちも、まだ不安 を学 んだアイル ラン ドのなかにいて、 自分 が詩人
と して「 国家」 とい うもの とその政治権力 とに対決 して生 きてゆ く決意 を新 たに
したのだ った。 その とき書 かれたのが「血 と月」 の詩 であ った。
シンポ ジウムでは、講 師 の発言 が一 巡 したの ち、会場か ら五十嵐正雄 、池 田寛
子 、石川隆士 、江川徹、小舘美彦、鈴江障子 、鈴木弘、辻昭二、三宅忠 明、 山崎
弘行 、渡辺久義 の各氏 とほか 1名 の方 の鋭 い質疑 と意見 と感想をいただいた。 おか
げで、私 自身 の ことをいえば、 テキス トの読 み違 え と、全体 の解釈 があいまいで
あ った ことに気 がつ くことがで きた。
山崎 みや氏 は内 と外 とい う、 イ ェイツの二 重 の戦 いの面 か らこの作 品を み る。
イ ェイツは塔 にこもり、死 の間際 まで詩人 と しての責任を自覚 して詩作を続 けた。
これは 自分 自身 との戦 いであ る。一方 、独立 国 のアイルラン ドを、物質文明 の ゆ
きす ぎた英 国 の模倣 か ら離 れ させ、独 自の文化 を育て、分離 した祖 国 の統一 をめ
ざ して力 を尽 くしたのだ った。 つ ま りそれは外側 の情況 との戦 いだ った。
we''の 意味の考察 か ら始 め る。“
we''と
荒木映子氏 は、この詩 のなかに現われる “

は ドナル ド
・ デイ ビーのい うよ うに知識人一般 に還元 して しまうよ りは、アイル ラ
we''と はアイデ ン
ン ドの記憶 を共有 してい る人 た ちと考えた い とい う。つ ま り、“

テ ィテ ィをおな しくす る人 た ちである。 た とえ どんなに汚辱 にまみれた過 去 であ
って も、人 間 の営 みをその まま受 け入れ、それを記憶 し、顕彰 (コ メモ レイ ト)す
るため に集 ま った集 団 の ことであ る。 この とき、塔 は民族 の記念碑 であ り、 そ こ
か ら新 しい現 在 が始 まるのだ とい う意識 を、 イ ェイツは もったはずであ る。 イ ェ
イツは、生 きた者 の熱 い血 に死者 の英知が注がれ、自己犠牲 (暗 殺 に倒れ た愛 国者
のよ うな人 た ちの ことか )の 血 が生者 の再生 につ ながることを、つ ま り血 (力 )と
月 (英 知 )と の、対立ではな くて和解をめ ざ していると解釈す ることができるとい
つ。

君島利治氏 によれば、イ ェイツにとって塔 とは肉体的に老 いた詩人自身 の象徴
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であるとと もに、完成 されない 自分 の芸術 の象徴 であ る。 いずれ真 に死 を受 け入
れる時が くるまで、自分 の老 い (塔 の天辺 の窓 の埃 )を 払 い、芸術 を完成 させ る努
力をす るのであ り、それ までは生 き続 けるのだ とい う詩人 の決意 が この作品 か ら
感 じられ るとい う。
海老澤邦江氏 は、現実 に対 してイ ェイツが抱 いた「憤怒」 を この詩 のモチー フ
とみてい る。 もちろん現実 に武器 を とって戦 うことはで きなか ったが、酒 に酔 っ
て狂 い乱 れなが ら、
「 月 に向か って雄 たけびをあげる私 たち」の姿 は「憤怒」の裏
返 しであろ うとい う。 ・

6()

二つの世界 のバ ランスにつ いて
山

崎

み

や

イ ェイ ツは生 涯 に塔 の イ メ ー ジを持 つ 作 品 を多 く書 いて い る。 `Blood and the

Moon'も その 中の一つで あ り、象徴 の技法 が充分 に生か された魅力ある作品 と言え
よ う。 イ ェイツは、 この作 品 の 中 に、二 つの塔 の イメー ジを持 つ世界を巧 み に埋
め込 んでみせている。即 ち、芸術家 と しての独 自の 内的世界 と、彼 の祖国 アイル
ラ ン ドとい う共 同体 と しての外的世界 であ る。 これ らは互 いに相反する方 向 へ と
拡 が りつつ も、根底 の部分 で支 え合 ってお り、それは恰 も実像 と しての塔 と、水
面 に映 った虚像 と しての塔 の如 く、不思議 な風 景 を浮 かびあが らせている。
ところで、私 が この作品 の主題を、 内的及 び外 的世界 とに区分 して読 んでみよ
うと考 えた根拠 は、И Иs」ο″ の序文 の次 の箇所 、“I had made a distinction between
the perfection that is fronl a rnan's conlbat with hiinself and that which is fronl a

combat with circumstance… "に ある。 ここでイ ェイツは 自己 との格闘 と、環境 との

格 闘 とい う表現 を用 いて、人生 における二 種類 の戦 い を明確 に 区分 している。 こ
れ は言 い換 え ると、 内的及 び外的世界 との格闘 とい う ことにな る。 従 って、 イ ェ
イ ツが詩 の創作 に当 た り、 この世界区分 を強 く意識 していた とい うことを念頭 に
置 いて 、彼 の作 品 と接す ることは、かな り有意義 な方法 だ と思 われ る。
本論 の展開 と して、 まず 内的世界を、次 に外的世界 を読 み、 それぞれ に関連深
いその他 の詩 と併 せ読 みなが ら進 めることにす る。結論部 で、 イ ェイツは如何 な
る軸 で もって、 これ ら相反す る二 つの世界 の 、苦 しいバ ラ ンスを支え続 け られた
のか を述 べ てみたい。

“Bles∞ d

be this pla∝

"と 始 まる第 1部 には、非常に力強い詩人 としての宣言がな

されている。イ ェイツは、バ リリーの塔を内的世界 における自己 との格闘のため
の要塞 とみなしていたよ うだ。Norman Jeffaresに よれば、イェイツは 1917年 に手
に入れた天辺 が半 ば壊れたこの塔を、霊的な啓示が与え られる神聖な場所 と考 え
ていたとある。
In mockery"と い う繰 り返 しに注 目すれば、
さて、第 1部 の “
「嘲笑」 という言葉
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に拘 る必要があ る。当時、イ ェイ ツにまとわ りつ き、悩 ませていた「 嘲笑」 とは、
い ったい何 だ ったのか。 それ は詩 を書 くだけで、悲劇的な戦闘 に参加 しなか った
詩人 に対す る世評 だ ったのか 。 この疑間 は `Ego Dominus Tuus'を 読 めば、明 らか
になる。即 ち、 この作品 もまた塔 の イメ ー ジを有 し内的対話 で構成 されてい る。
ここでは、此 の者 の意見 と して、悲劇 的 な戦 闘を少 しもせずに個人的な愛 や人生
を歌 う詩人 に対す る批判がな され てい る。 これに対 し彼 の者 は芸術 もまた一 つの
行動 であ ると答えている。 1916年 の復活祭 の蜂起以来、イ ェイツの 中 には大 きな
悩 みが燻 っていた。彼 は多 くの犠牲者達 が流 した血 の重 さに対 す る言葉 の軽 さに
ついて、 また暴動 を促す方 向 づ けに加担 した とい う詩人 と しての責 任 につい て苦
悩 していた。 しか し、詩を書 くこと もまたひとつの行動 なのだとい う結論を得 て、
彼 はこれか らも詩人 と しての 問 いを続 ける信念 を確立 したのだ と言 え る。
さらに第 2部 で、イェイツの塔 は シェ リーの塔 と同位置 にあ り、彼 の内的闘争 は
完成 の域 にかな り近 づいた とい う自負が伺える。特 に、■ declare"と い う表現 が繰
り返 されている。我 々は当然 この 2年 前 の 1926年 に書 かれた `The Tower'の 第 3部

にも同様 の繰 り返 しがあることに気付 く。両者の declareは 同 じ意味で、これ らは
連作と呼んでもよい程である。宣言 されている事柄 は、`The Tower'の 方がより具
体的である。要約す ると、イ ェイツは信念 と誇 りを次世代 に残すため遺言を書 く
時が来たとし、魂を学ばせることを決意する。彼は塔に篭 もり、膨大な書を読み、
思索 に耽 り、死 の間際 まで力強 く詩作 を続 けた。 つ まりこれがイ ェイツの a
combat with himselfで

あったと言えよう。

イ ェイツの外 的世界 に描 かれ た塔 は言 うまで もな く祖国を、また螺旋階段 はア
イル ラン ド民族 の歴史を象徴 して いる。読者 はこの作 品のみに関わ る限 りは、内
容 を抽象的に しか把握 しえない。 しか し、その創作 を促す原因 とな った 1927年 の
K.0'Higginsの 暗殺事件を念頭 に入れて読 めば、この詩 は我 々に政治色 の濃 い具体
的 メ ッセー ジを投 げ掛 けて来 る。 オ ヒギ ンスは臨時政府時代、法相 と外相を務 め
英 国議会 との調 停 に貢献 した有能 な政治家 であ った。 イ ェイツは彼 の死 に大 きな
衝撃 を受 け 動

`r′

勧 動πsに `Sympathy with Mrs.0'Higgins'と 題 す る追 悼文 を書

いている。 また `Parnel's Funetal'の 第 2部 において も魂 の政治家 の死 を嘆 く表現 も
あ る。 オ ヒギ ンスこそが独立後 の祖国を率 いてい く唯一 生 き残 った指導者 だ とイ
ェイツは考 えていたのだ。次 に、第 3部 ではオ ヒギ ンスの流 した尊 い血 が暗示 され
ると共 に、独立 のため犠牲 とな った多 く人 々の血 に対す る畏敬 の念 が表 されてい
る。 また、イ ェイツ自身 を含 む血 を流 さなか った者 に向け られた厳 しい眼差 しも
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ある。生 き残 った者達 は流血 の犠 牲 に匹敵す る程の生 き方 を してい るのか、 とい
う叱責 が込 め られていると受 け取 れる。 さらにオ ヒギ ンスの死 によ り有能な指導
者 を亡 くした今 、アイル ラン ドは進むべ き方向を見失 った と詩人 は嘆 く。彼 の こ
Half dead at the top"で あ り、
の心情が端的に表 されている箇所 は、第 1部 の最終行 “

第 4部 の ■s every modcrn na“on like the tower,/Half dead atthe top?"で あ る。先端
が破壊 された塔 は、即 ち指導者 を亡 くし道標を失 った国家 の象徴 である。同様 の
表現 は `Three Song to the Same Tune'や 、 `Thrcc Marching Songs'に もみ られ る。
両者 の 中では国家 は塔 ではな く一 本 の樹 に喩え られているが、天辺 のない樹、空
洞 の樹 とい う表現 には、やは り祖 国 の指導者 の、ひいては理想 を見失 った時代 の
指導者 の不在 に対 す る詩人 の悲 嘆 が読 み取れ る。
当時 のイ ェイツの外的世界 における闘 い とは、独立後のアイル ラ ン ドの路線を、
行 き過 ぎた物質文 明 に歪んだ英 国 の模倣か ら離れ させ、独 自の文化 を育 む こと、そ
′以後 、
して分離 した祖 国 の統 一 を 目指 す ことにあ った。従 って、詩集 動θゐ″ι
ιαsr

Pο

`″

sに 至 るまでの作 品 の大半 は、かか る政治 的意図 によ って 占め られてい

る と言 っ て も過 言 で は な い 。 こ れ が イ ェ イ ツ に と っ て の a combat with
circumstan∝ であ った と考 え られ る。

以上、 この作 品 が 内包す る二 つ の世界 の解釈を試 みてきたが、結 論 と して私 は、
イェイツが二 つの世界 のバ ランスを取 り遂せ た軸 は、И Иs'ο ″の存在 にあると答え
たい。 つ ま り対極 をなす二つの世界を同時 に俯臓す る第 3の 視点 を詩人 は獲得 し
ていたのだ。生 きなが らに して 自我 か ら遊離 し、徹底 した客観 的視 点を持 つ こと
は死者 の 眼を持 つ ことであ り、祖国 とい う地上を捨 て去 り、世界 を一個 の地球 と
して眺め ることは、月の視点を持 つ ことである。 1926年 にИ ИsJο を書 き始めた
“
時 イ ェイ ツの 姿 勢 は決定 され た と思 われ る。この著 作 は、 エ ッセ イ Pα И″J“
′
Jα ι ″
α ベ ースにな ってい ることは周知 の事 である。 ここでイ ェイツはダ
“ `が
ンテの生 き方 に触 れてい る。要約 す ると、 ダ ンテは彼 を追放 した フ ィ レンツェと

'′

`″

い う社会 と闘 ったばか りでな く、 自身 の心 の邪悪 さや情欲 とも闘 った とある。世
間 とは穏 やかに関わ り、 自己 のみ に沈潜 した詩人達 と異 な り、 ダ ンテは二重 の闘
a double war"に 挑 んだとあ る。 この a double warこ そ冒頭 で述 べ たイ ェイツの
い“

二つの世界 との問 い と同 じものである。 そ してダ ンテは二 重 の闘 い を経験す るこ
とによ って、存在 の統合 Unity of Beingの 域 に到達 した とある。 また、内的世界 の
みと格 闘 した詩人 キ ー ツに比 して ダンテをよ り高 く評価 してい る。 さ らに、 `Ego
Dominus Tuus'の 中 で、イ ェイツが ダンテの二重の闘 いについて語 る時、彼 は己れ
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の生 き方 をダ ンテに学 ぼ うと した ことがわか る。И 陽 わ″の大車輪 の章 、月 の諸相
で、キ ーツは第 15相 、ダ ンテは シェリー と共 に第 17相 に配置 されてい る。 この こ
とか らイ ェイツは二 重 の 闘 い を 自覚 した ものの一 人 と して、 ダ ンテの近 くに 自 ら
を位置 づ けた と考 え られ る。 イ ェイツは 内的及 び外的世界 の両面 において深 みの
あ る人間を 目標 としたのだ。 そ して、そのパ ラ ンスを支える もの と して、И Иs:ο ″
が構築 され たと言え よ う。
従 って 当然 、我 々は `Bl∞d and the Moon'を 読 む背景 にИ Иsjο ″を置 く必要 が あ
る。具体的 には、第 4部 に描 かれた死者 の所有 である widomこ そ、即 ち、И ИおJο ″
と言 え る。或 いは、第 3部 の床 に差 し込 んだ月 の光 は、完全 なる wisdomの 象徴 で
あ り、 それ は死者 の所有物 だ とされてい る。 な らば、霊界 か らの伝達者 との交信
をまとめて書 いたといわれ る И Иslο

"は

、まさにイ ェイツが生 きなが らに して、す

でに死者の wimomを 持 ち得 た とい う告 自の書 であるとも言え るので ある。 `Blood
ο″と読 み変 え るな ら、二 つ
mdthc Moo■ 'に 歌 われて いる月 の光 を、あえて И Иお」
の世界 のバ ランスは月 か らの視点 とい う軸 で上 手 く支 え らてい るのではないか と
考 え る。
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we"と は誰:か
“

?

コ
レイシ ョンー
一 ネイ シ ョン、 トラデ ィシ ョン、 メモ

荒

木

映

子

タイ トル に示 され るように、この詩 には、
「 血」の 象徴す る力 (pOWeF)、「月」の
象徴す る叡知 (widom)と が対比的 に使 われてい る。 詩 の冒頭 では、血塗 られた塔
に祝福 を与 え るが、最後 の節 では、血 に汚 され る ことな く「栄 光 に満 ちて」地上
を照 らす 月 を称 え るとい う、 イ ェイ ツ ら しい 曖 昧 さを残 した終 わ り方 をす る。
「 自分 の血を富 ませ
「 パ ーネルの葬儀」 (`Parnell's Funcral')と い う詩 の結 びにある、
bner wi劇 om that cnriched his blood"と
る苦 い叡知」“

い う言葉が告 げるように、イ

ェイツは、生 き た者 の熱 い血 に死者 の叡知 が注がれ、 自己犠牲 の血 が再生 につ な
が る こと、つ ま り、血 と月 との、対立 ではな く和解 を 目指 していると解釈 できる。
力 だけで はな く、暴力、情緒、血統等 さまざまな意 味を担 わ された「血」は、塔

H部 の “we"に 照準を合 わせて、記憶 を共
に表象化 されている。 ここでは、塔 と第 二
有す る集 団 のアイデ ンテ ィテ ィとの関わ りとい う点 か らこの詩 を考 え ることにす
る。第 1部 では、語 り手 はパ リリー塔 をながめ、塔 を祝福 しなが らも、塔 さなが ら
に「 て っぺ んが死 にかけた」時世 を嘲弄す る。解釈 が分 かれそ うなのは、 3-5行
this
a b100dy arrogant power''と い うの は 2行 日の “
日で あ る。 3行 日の “

(power‐ tower)が

た歴史 ―

tower''

象徴す る、アイル ラン ドの歴史 一 血 と倣岸 な精神 の混 ざり合 っ

を作 った人達 を指 してい ると考 え る。 つ ま り、塔 を建 てた ノルマ ン人

に始 ま り、第 II部 で列挙 され る四人のア ングロ・ ア イ リッシュ達 、第 lH部 で暗示
され る暗 殺 され た ケ ヴ ィ ン
・ オ ヒギ ンズ (Ke
a“ ogant"は
“

bloody"
n O'Higgins)等 であ る。 “

、必 ず しも否定的 な意味で使われて い るのではな く、セル フの属性 で

あ り、歴史 を転換 させ新 しい秩序 を もた らすのに必 要 な暴力を もイ ェイツは念 頭
vanquish,∞ nquer,
utter"に は、 “
に置 いて い る と思 われる。 5行 めの ヽttering''の “
over∞ me"の 意味 もあるが、“
cxpress"の 意味に と り、 この行全体 は、民族 (it)を 表

現 してい ると共 に、それを支配 (master)も してい る、と解す る。 つ ま り、民族 を代
表す る発言 力 を もち指導的地位 にあ った人達 を指 している。彼 らが民族 の間 か ら
抜 きんでて立 ち上 が るさまを、小屋 の間 か らそびえ立 つ塔 にた とえ、詩人 は塔 を
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自分 の時代 の荒廃 と対比 させ なが ら歌 う (u“ er)こ とによ り、歴史 と伝統を再創造
しよ うとす る。 それ は、個人 的 であ りかつ集合的 な記 憶 を通 して特定 の過去 を呼
び出す降霊術的 な行為 であ る。 これが第 二
部。
第 II部 (こ こだ けが、詩型 が変 わ り、tripletsに な っている )の 一 節 めでは、ア
レキサ ン ドリア、バ ビロ ン、 そ して シェリーの塔 が、叡知 の結晶 した例 と して挙
げ られ ている。 ■hought's crowned powers''と い う表現 か らは、叡知 と力 のバ ラ ン
スが保 たれた もの とい うニ ュア ンス も感 じられ る。二 節 めで、詩人 は、アイル ラ
ン ドの 力 と叡知 とを記憶 す る場 であ るバ リリー塔 を、わが象徴 と して宣言す る。
・ アイ リッシュの知識人四人を、実際 に塔
二節 めの最後 の行 で、 18世 紀 のア ングロ
の階段 を登 った経験 を共有す る者 であるか の よ うに呼び寄せ、一体感 を演出す る。
以下、詩人 は螺旋 階段 を一 歩 一 歩登 りなが ら四人 を想起す る。三 節 めはスウ ィ フ
・ バ ー クに、五節めはパ ー クレーの説
トとゴール ドス ミスに、四節 め はエ ドマ ン ド
明 に当て られ、最後 の節 で、これ らの節を総括 す る形 にな っている。彼 らは 18世
紀 のアセ ンダンシーの文化 を代表す る知識人 であ るとい う以外 に、抽象化 や機 械
的な民主化、近代化を嫌悪 した反 ホイ ッグとい うことで共通点があ り、さらに、こ
の詩 での各 自の描写 を よ く読 めば、血 の要素 と叡知の要素 を結合 していることが
blood‐ ∞dden breast''と
わか る。 中で も、イ ェイツが最 も共感を感 じていたのは、“

い う言葉 によってその性質 が よ く表 わ されているスウィフ トであ ったと思われ る。
四人 と も、叡知 はこの世 の厭 わ しい現実 を直視す ることによって しか獲得 で きな
い ことを知 っていて、知 と血 を統合す るす べ を心得て いた と考 え られ るのであ る。
この四人がそろって登場す る「 七 賢人」 `The Seven Sages'の 最後 の行を引用 して、
これ を言 い換える とすれ ば、
「 彼 らは、叡知 は乞食か ら始 まるとい うことを知 って
いたの だ。」 (“ They undeFStOOd that WidOm COmeS Of beggary.")
第 IH部 では、詩人 は立 ち止 ま って、塔 の外 と内 とを眺め、記憶 の 中のアイル ラ
ン ドか ら詩人 が生 きて い る時 代 へ と目を 向 け る。 3行 めの “it"も 、 9行 め の
■hereon''も 、
「 床」ではな く「 月」を指 してい ると考 え る。光の「矢」を射 て も血
の雫 もしみ もとどめて いない月 とは対照的 に、塔 の外 の地面 には血が しみ込 み、イ
ェイツが この詩 を書 く直接 の動機 にな った とい う、オ ヒギ ンズの暗殺 がまるで こ
の階段 で起 こった ことであ るか の ように暗 示 的 に触れ られ、塔 に血 のにおいが充
満 してい ることが強調 され る。 つ ま り、人 の血 の犠牲 の上 に文化 や文明が築 かれ
ること (詩 集 では次 に配列 されている「 油 と血」の主題 で もある )を 塔 の存在 その

we"が 出て くるが、これ
ものが証 明 していると言 え る。 そ して、 11行 日に問題 の “
・ デイヴ ィー (Do■ ald D″ ic)の 論文 であ
を考 え るきっかけにな ったの は、 ドナル ド
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gゎ
A Fascist Poem一 Yeats's`BI∞ d and thc Moon"'(Z′ ブ″
る。彼 は、 “

′
αj″ )に
Eχρ

we"は 、“midier,assasin,exccutioner"に 支寸して、 “utterers"“ articulators''
おいて、“
apologists''で あ る知識人 を指 していると論 じ、一見 アイル ラン ド的主題 を扱 って
“

い ると見え るこの詩 が、実 は知 識人一 般 の責任 の取 り方 を問題 に してい るとい う
ancestral''で あるのは、ア
独 自の解釈 を行 な っている。 この塔 がイェイツにとって “

イ リッシュの象徴 であるか らとい う以上に、イ ェイツ 自身 が武力行使 ではな く、言
論 の力 に訴 え る知 識人 の一 人 であ るか らだとい う。 しか し、私 は知 識人 一 般 に還
・ アイ リッシュ
・ ノルマ ンもゲ ー リック もア ング ロ
元 して しま うよ りは、ア ングロ
we''と い う言葉
も含 めて、アイル ラン ドの記憶 を共有 している人達 をイ ェイツは “

で表 わそ うと した と考 え る。“Юldier,assassin,executioner''も

we"に 含 まれ るは
“

ず で、違 いは血 を流 したか どうか だけであって、共 に愚弄す るよ うな調子 で書 か

we"の 中の違 いよ りはむ しろ純 粋 な月 と “we"と の違 いの方
れていることか らも、“
our
に力点 が置 かれてい るよ うに思 われ る。第 II部 の最後 の節 に “

blood and state''

we"に 等
our"も アイルラン ドの民族全体 を指 し、“
とい う言葉が出て くるが、この “
しい と思われ る。 アイデ ンテ ィテ ィを同 じくす る集 団 が過去 を記憶 し顕彰 (コ メ
モ レイ ト)す るために塔 に集 め られ る。“
We''と い う言葉 によって、イ ェイツは「想
像 の共 同体 」 と してのアイ リッシュを呼 び起 こ し、指 導者 を欠 いた時代 の腐敗を
嘆 きつつ 、完 壁 な月の叡知 を求 め一 緒 にな って狂乱 の 声 をあげ る (“ And we that
haVe Shed nOne muSt gathCr theFe/And clamour in drunken frenzy br the moo■

")。

月

の持 つ もう一 つの属性 であ る狂気 は詩人 の詩的霊感 の源 で もあ り、 この詩を書 く
こと自体 が コメモ レイ シ ョンの行為 で もあるとい う自覚 が イ ェイツにはあ ったで
あろう。
「埃 に
最後 の第 IV部 では、詩人 は塔 のて っぺんへ と上が り月を仰 ご うとす るが、
まみれた、 月明 か りにき らめ く窓 ガラス」 が月 の世界 と血 の世界 とを永遠 に隔 て
ていることを見、 また、叡知 を表 わ していると考 え られ る蝶 が死 んで窓 に くっつ
いているの を見 る。 そ して、
「 どの国家 も、て っぺ んが腐敗 した この塔 みたいな も
のだろ うか」 (`nation"と い う語 をイ ェイツはあま り使 わず、“
race"と い う語 の方
we''で
を好んで使 う )と い う感慨 を もらし、所詮月 の叡知 に与 ることので きな い “

あることを 自嘲 しつつ、月 の叡知 を称賛 す るようなポ ーズで この詩 は終 わ る。 こ
こで、イ ェイツはアイル ラン ドの状況 か ら現代 の人間一 般 へ と問題 を普遍化 して
いるよ うに思 われ る。所詮月 に到達す ることはかなわぬ塔 や蝶 は、人 間一 般 を象
徴的 に表わ していると言 え よ う。
しか し、 この詩 では塔 の凋落 が最終的 には強調 され てい るよ うに見 え るが、 こ
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の民族 の記念碑か らこそ新 しい現在がは じまるとい う意識 がイ ェイツにはあ った
はず であ る。 イ ェイ ツ に と って 塔 は、 ビ ッグ・ ハ ウスや 黄 金 細 工 の 鳥 と同様 、
Monuments of unageing intenect"(`Sailing tO ByZantium')で
“

あ った。 それ らは人工

的 な永遠性 を帯 びたいわば仮面 のよ うな もので、 その下 には熱 い血 をたぎ らせた
肉体 や 自然 が隠れ ていた。 イ ェイツは、個人 と共 同体 の記憶 を不朽 の記念碑 と し
て残 そ う とす る意 思 を 表 明 した 詩 を特 に 中期 以 降 に多 く書 い て い る。 `To be
そ
carved On a stOne at Th001 Ballylee'`Sailing to Byzantium'`Ancestral Hou"s'ら 力｀
れにあてはまる。 また、イ ェイツは 1922年 か ら28年 まで上院議員 を務 め、アイル
ラ ン ドの教育、文化、芸術 に関 してア ドバ イスをす る立場 にあ ったが、その 時 の
ス ピーチ集 には、歴 史 的建造物 や記念碑 を過去か ら預 か った共通 の遺産 と して守
ってい くべ きである との主 張が多 く見 られ る。有名な離婚賛成 の ス ピーチでは、
ダプ リンにあったネル ソ ンの像 について寛容 な発言 を してい る し、別のス ピーチ
・ ス ク エ ア に、 第 一 次世 界 大 戦 に従軍 した人達 の 名 を刻 ん だ
で は、 メ リオ ン
dignned monuments''を たてることに賛同の意 を表 している。 また、イタ リアの現
“
ntS"か
local
代的 な教 育 を例 に出 して、歴 史 は “local monuments"か ら、宗教 は “
the nation itselP'に 移 ってい くべ きであ ると、アイル ラ
ら教 えは じめて、それか ら “

ン ド文芸協会 で演説 を してい る。 どんなに汚辱 にまみれた ものであれ 、人間 の営
みをそのまま受 け入れ顕彰す る記念碑 をイ ェイツは求 めた。彼 がよ く書 いた友人
や先祖 を追悼す る詩 も、 自伝 す らも、 コメモ レイ シ ョンの一 形式 であ る。彼 が
・ アイ リッシュだけ
we''と い う時には、自分 の属す るマイノ リテ ィであるア ングロ
“
ではな く、記憶 と忘 却 を共有す るアイ リッシュを考えて いた と思 われ る。
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`Blood and thc Moo■ 'に つ いての一考察

君

島 利 治

この詩 は読 了す ると染 みの付 け られない冷 たい月を認 め ざるを得 ない。
確 か に月 の完全な姿 に詩人 は有 限 の存在 で あ る人間の無力 さを痛感す るばか り
A bloody,arrogant
で あ った 。 民 衆 か ら湧 き起 こ った 復 活 祭 蜂 起 等 を表 わ す “

power"(L3)は 立派な薔薇の本を育 ててはお らず、老 いを意識 していた詩人 が塔 の
A powerm emblem''
持 つ 力強 さに憧れを抱 いて掲 げた、男根 の意 も含め た肉体 の “
(■

9)で あ る塔 も所詮嘲笑 って掲 げ られた。殺伐 と した当時 の他 に、その時代 を生 き

a timettalf ded
ていた 当時 の詩人 の「年齢」とい う意 も含 まれているように思 う“

11-12)も 自分 の老境 の回復 にはな らない。 また母国のため に命 を も
has left no
惜 しまなか った復 活祭蜂起 の メ ンバ ー等 の流 した「 無垢 な る血 」 は “
at the top''(■

stain"(Ш .4)で ある し、オ ヒギ ンズ暗殺等 の残 忍 な事件 で流 された血 も“
could not
cast a single jet"(In.9)で

あ り、結局復活祭蜂起 の血 の犠牲 も殺獄や暗殺 とい った無

意 味 な血 も完全性や永遠性 にはな り得 ない とい う無情 だ けが漂 っていた。血 の犠
clamour"(Ш .12)(
牲 を払 っていない詩人達 は「 生のサイ クル」.で ある螺旋階段 で “
arrowy shaft"(III.2)を 放 ち、処女 神
詩作、つ ま り芸術創造 の こと )せ ざるを得ず、“

アルテ ミスを連想 させ る¬ nclouded"(m.1)で 完全 な姿 で何世紀 も残 っている月 に
染 みを付 けんがためにデ ィオニ ソス (“ in drunken frenzy"[HI.12]は 月 が人 を狂 わす
とい う解釈 が一般的 だが、その一 方 でデ ィオニ ソスを連想 させ る )に な りき って芸
術 を残 そ うと した。 官能 の神 によ って処 女神 を犯 そうとす る、完全性 、永遠性 に
対抗 す る有 限 の、不完全 な存在 である詩人 の意地 を見 たが 、処女神が犯 され るは
Half
ず もなか った。 それか ら現代 の 国家 は己の 肉体 の象徴 で もある塔 と同様 に “
dcad at the top''(IV6)な のであると告 白 し、現代 の国家 が衰退 の一途 を辿 ってい る

ことを嘆 きなが ら、実 は己の衰退 を も嘆 いていた。 さらに、詩人 自 らの註 にあ る
Torto“ shen butternies,
よ うに、窓 ガラスに当 って死 んでい る、見 た 目に も美 しい “
pea∞ ck buttermes"(IV.3)の 姿 は窓 に しがみ付 くように見え、その向 こ うには月 が

輝 いていた。詩人 の 目にはこれ らの蝶 が窓 越 しに見え る月 の染 みの ように、 つ ま
り死者 の有す叡智 だ けが月 に染みを残す のだ と感 じていた。 しか し所詮 そ うは見
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えて も屍 で、 日が経 つ に連 れ、やがてその姿 は千 か らび、最終的 には朽 ちて しま
う。 また仮 に蝶 が生 きて いた と して も、それは単 に窓 ガラスに しがみ付 いている
に過 ぎず、実際 には月 に しがみ付 いているわ けではなか った。 もはや月 に染 みを
no stainκ an∞ me
残 す ものな ど何 一 つ 存在 せず 、 どうあがいて も、行 着 く先 は “

upOn the visage ofthe moon"(IV.10-11)な のであ る。

しか しこの詩 は本 当 に有限 な人 間 の不完全 さを嘆 く詩なのか。月 には何 も残 せ
ない、残 らない とい う諦 めだけが残 るのか。叡智 で さえ も月 に染 みを残 せない こ
とが分 り、詩人 は月 か ら視線 を逸 らし、螺旋階段 を上 るのをやめ、月 ではな く地
Half dead at
上 へ と下 り始 め る。 その理 由 の一 つ は月 へ と伸 びてい るはずの塔 が “
the top''で

あ り、その中 の螺旋階段 も先が見えな いか らである。地上 に叡智 は存在

しない。美 しい蝶 は死 んでい る。叡 智を獲得 す るためには死 が必 要条件 である。
思 うに詩人 は死 へ の恐怖 が人並 み以上 に強 か ったか らこそ、死後 の輪廻 や転生を
信 し、 また己の精力衰退 は老 いを経 て死 へ と向 う確実 な一 歩 であるがゆえ、性 に
も固執 していた。詩人 は ルθИ ″″J″ g象

"辺

りで はまだ死 を享受 しよ うとは考 え

ず、老 いの払拭 、若返 りとい う手段 で死 と対抗 して きた。 そ うでなければ スタイ
ナ ッハ手術 な どす る由 もな い。半 ば朽 ちている塔 、 自分 の 肉体 の象徴 を もう一 度
完全な姿 に しよ うと再 び地上 へ と詩人 は降 り立 つの である。 スタイナ ッハ手術 は
詩人 に詩的 イ ンス ピレー シ ョンを与 え こそす るが、肉体的復活 は もはや不可能 で
あ った。修復 されたはず の塔 が “Half dead atthe top"で あるとは来 る 日の詩人 の姿
と重複 して見え、一種 の予兆 の よ うに見受 け られ て興味を惹 かれる。
もう一つの理 由 は階段 に漂 う“OdOuF Of b100d"(H■ 10)の ためである。死 んで も
肉体は残 らず、月 に染 みは残 せず 、数 々の流 された血 も地上 には残 ることはない。
Odour of blood"だ けは残 る。血 その もの は消滅 しようとも匂 いはず っと残
しか し“

っている。 日では もはや感 じることので きな い犠 牲 は、生のサイクルである螺旋
階段 に別 な感 覚 と して確実 に存在 してい るのであ る。復活祭蜂起、オ ヒギ ンズ暗
殺 は痕跡 こそ残 らないが、明確 に詩人 の心、 そ してアイル ラ ン ドには記憶 と して
Half ded atthe top"に な って しま っていた
刻 まれる。 また詩人 の時代 には確 かに “
an∝ stral
が、月へ と伸 びていた にちがいない塔 とそれの有す る “

stair"(II.5)を

上っ

てい った詩人 の理想 とす る 4人 の Anglo‐ Ir紬 の先人達 は詩人 の理想 であ る 18世 紀
という黄金時代 を作 ったが、 それ は実際 には残 っていない。 しか し詩人 が この詩
に呼び出 したよ うに記憶 は残 り、彼 のよ うな擁護者 もいる。彼 らは言 わば 18世 紀
の「 生 きた証」 を当代 、 とりわ け詩人 の心 の 中 に残 している。 これは詩人 に も同
Odour of blood"、 すなわち
じことが言 え、芸術を完成 させ る ことこそこの地上 に “
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詩人 の生 きた 、いや生きている証 を残す ことにな るのではないか。月 へ と向 う5人
目は無論詩人 自身 である。偉大 な 18世 紀 の先人 が、芸 術、宗教 、政治、哲学 とい
Odour of blood"を 地上 に残 し、月 へ と向かい、月 のよ うに永遠 に輝 く染みの
った “

残 らない存在 にな ったよ うに、詩人 は 自分 の芸術 を完成 させ、地上 に残 したい と
思 っていたのであ ろう。 これが先 の死 へ の恐怖 の 引金 となる肉体 の衰え と相侯 っ
て、一 つの完全 な塔 を築 くための要素 にな ってい る。 塔 とは肉体 的 に老 いた詩人
自身 の象徴 であ るとともに完成 されていない己の芸術 の象徴 で もある。蝶 が しが
the duSty,31ittering WindOWS"(IV・ 1)の 埃 を拭 い、月 の光 に照 らされ
み付 いていた “

てではな く、 自 ら輝 きを放つ ほど磨 き上 げた いのであ る。 しか し塔 が完成 されな
い以上、階段 も月 へ と伸 びることはない。 いずれ真 に死 を受 け入れ られ る時が来
るまで己の老 い を払拭 し芸術 を完成 させ る、 それ までは生 き続 けるのだ とい う強
い意志 が感 じられ る。塔 は地面 に しっか りと礎 を築 いてこそ月 へ と伸 びることが
で きるのであるか ら。
蝶 と して死 へ と向 うか蛾 と して生 に固執 す るか、す なわち叡 智 を取 るか力 を取
るかの選択 を迫 られた詩人 は、奇麗 な蝶 ではな く、薄黒 い斑点が生者 の有す る血
の染 みのよ うに見 え、力強 くつがいで飛 んでい る姿 か ら生殖、誕生、そ して死 ヘ
と向 う生 のサ イ クル を再び連想す る ことがで き、詩人 自身 も生 の象徴 と して見て
いた汚 い蛾 で もいいか ら現世 を生 き抜 こうとす る。 貪欲 にまで生 に固執 し、完全、
永遠 の女神 に果 敢 に対抗す るのであ る。 この現世 を生 き抜 くとい う生へ の固執 が
あ るか らこそ、 この詩 は終 わ りを迎 え ると同時 に最初 の祝福 へ と再 び戻 ることに
this
な る。 “

place"(I.1)、

this
アイル ラ ン ドヘの「 祝福」 と “

tower"(I.2)、

己 の 肉体

と未完成 の芸術 へ の「はるか に勝 る祝福」 は、詩人 が生 きているか らこその願 い
であ り、決意 なのである。
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■lood and thc Moo■ 'と 塔
海 老 澤 邦 江

1928年 に発表 された この作品 は、前詩集『塔』 におけるテーマを引き継 ぎ、作
品 が収 め られた『螺旋階段 とその他』 の テ ーマに収敏 している。作品タイ トル に
は明記 されてはいないが、
「塔」の シンボ リズ ムの詳細 な解釈が必要 となる、イ ェ
イツの詩的世界 の理解 には欠 かす ことの で きな い作品 の ひとつ であろう。
まず、あ らためて「塔」 とい うシンボル によって、 イ ェイツは何を語 ろうと し
ていたのだろうか。 この直裁 的とも言 え る象徴 は、イ ェイツの詩的世界、 あ るい
は思想 の形象 と考 え られ ることは確 かで あろ う。 だが 、前詩集 の タイ トルポエ ム
で もある `The Tower'に 感 じられる断固た る 自己の存在 を訴え るマニ フェス ト調 と
は異 な る響 きを この作品 は含 んでいるよ うに思 える。 `The ToweF'で は降霊的 な要
素 が基調 とな っているが、その要素 を漂わせ なが らも、 1部 冒頭 か ら全体を通 じて
語 られ ることは、
「塔」 その ものに対す る省 察 である。

1部 の 中 で 留 意 した い 詩 句 は 、“A

bloody,arrogant power''と

A powerful
“

emblem''で ある。 12行 で構成 される 1部 で 、あ たか もふたつの「power」 が屹立す

るかの ような印象を与 えている。前者 の「 血 塗 られ、傲 慢 な権力」 とは一体何 を
意 味す るのであろ うか。 それは、 ここで 曖味 に語 られてい るが、武力に訴え体制
を形成 しよ うとす る時 の権力者を暗示 してい るよ うに思 え る。後者 は、言 うまで
も無 く、イ ェイツの居住す る トゥール・ バ リリィの塔 である。 だが、それは「力強
い」と言 って も、頂上 が使 い物 にな らない塔 である。 それ も、嘲弄 される時代 に、
あえて詩人 が構築 し、それを詩に歌 い続 けて い る。 ここに、完壁 な シンボル と し
てあるはずの塔 が俄然、その不完全性故 に現実味を帯 びる。 また、そこか らは、イ
「塔 の一 番上 に
ェイツ特有 の諧誰性 が窺 え るだろう。 イ ェイツ 自身 の註 によると、
使 い物 にな らない部屋 があ り、銃眼 か ら入 り込 んだ蝶 々が窓 ガ ラスに当た って死
んでいた」 とい うことか ら着想を得 て、この作 品 が創 られた。 この 1部 の中で、眼
前 にあ る現実 の古 びた「塔」 と古来領域 を外敵 の侵入 か ら護 るために、城 に設 け
られ た物見 と しての役割 を持 つ「塔」 (そ れ は、領主 の権力 の象徴 で もあろ う )と
い うふ たつが「塔」 の象徴 に内包 されて い る。 また、 これ と、前者の「民族 か ら
72

生 まれた」時 の権力 とが、 この 1部 で対峙 され てい る。
次 の第 2部 では、イ ェイツの「 塔」の位置付 けと特質 が徐 々に明 らかにされ る。
a bea∞ n towcr"、 古代 バ ビロニ アの宇宙を説 明
古代 エ ジプ トに存在 したとされ る “
す る天 界 の塔、詩人 シェリーが編 み出 した「 思想 の冠 を戴 いた力」のみなぎる塔、
そ して トゥール・ バ リリィの塔。 ここで、 この塔 を 自分 自身 の象徴 と して明言 す
る。塔の中に巡 る螺旋階段を「 先達 た ちの階段 」と詩人 は呼ぶ。「先達 た ち」とは、
ゴ ー ル ドス ミス (01iver Goldsmith)、

バ ー ク リ ィ (George Berkeley)、 バ ー ク

(Edmund Burke)、 そ してスウィフ ト(Jonathan Swn)で あ る。 アイル ラ ン ドを通 じ

て過去 か ら現 在 へ と連綿 と繋 が る精神的血脈 を これ ら先達 たちと自分 との関係 に
イ ェイツは見 るので ある。 しか し、その 中で も、イ ェイツは特 にスウ ィフ トとの
繋 が りを濃厚に感 じている。実際 、イ ェイツは、青年時代 に傾倒 したバ ー クやバ ー
ク リィには後年 あま り関心を払 わ な くな ってゆ く。 とい うの も、彼 らはあ くまで
も英 国 とい う社会 の枠組 みの中で捉え られ る存在 であ ったか らだ。 しか し、 スウ
ィフ トだ けが当時 の イ ェイツに最 も近 い存在 であ った。
Sacva lndignatiO"詩 句 は重
この作 品理解 に、スウィフ トの 墓碑銘か ら取 られた “

要 な意 味を持 つので はないだろ うか。 この「 憤怒」 は、人 間の情動 を激 しく突 き
動 か し、ある種 の行動 へ と駆 り立 てる。 それでは、 これ は どこに向け られ る もの
なのか。 また、 どの ような行為 とな るので あ ろ うか。老齢期に入 ったイ ェイツ個
人 に してみれば、想像力 の衰え に悩 まされ なが らも、 分別 のついた年齢 に相応 じ
い言動 を求 める世 間一 般 のモラル に も釈然 と してはいなか った。 ここに後期 の作
品「老人 は怒 ってはい けないのか 」 に代表 され る老齢 と若 さをテーマ に した作品
群 の萌芽 が見 られ る。
さて、 3部 と 4部 に至 って、タ イ トルが指 し示す「血」 と「月」の イメー ジが ク
ローズ・ ア ップされ る。天上 か ら射 し込 む清浄 な月明か りは、射 られた弓矢 に喩え
られ るが、戦 いで使 われる弓矢 とは違 って血 を見 ることはない。古代か ら変 わ ら
ない清浄 な光を発 している。 いわ ば、
「月」は永劫不変 の純粋性・ 永遠性 のメタフ
ァー とな ってい る。『幻想録』 4 Иsわ ″)で 、 28相 の 中 で も満月 の状態 が、人間世
(′

界 にはあ りえな い存在 の完全性 を象徴す ると語 られてい る「月の諸相」 と無縁 で
はないだろう。 3部・4部 では、月 が どの相 にあ るのか語 られていないが、月明か り
に誘 われてか、月 を憧憬するか の よ うに、
「塵 に汚れ た明 か りでぎらつ く窓 ガラス
に しがみ つ く」蝶 々や蛾 たちは、満月 が象徴 す る完全無比 な世界へ 向かおうとす
るが、決 して届 くことがで きな いイ ェイ ツと志 しを同 じくす る人 々の メタフ ァー
と言 え るのではないだろうか。
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イ ェイツはアイル ラ ン ド自治問題 に関 して、武力行使 を も辞 さない側 とは一 線
を画 していた。 しか し、現実 には、 そ う した武力集団 の行 為 によ ってアイル ラ ン
ド国内 は激 しく動 いていた。 トゥール・ バ リリィの建 つ土地 で さえ、血塗 られた過
去 の上 に成 り立 ってい ることを作品 の 中で指摘 してい る。眼前 にはその片鱗 す ら
「 わずか な食糧 のため 、理 由 もない恐怖心 か ら、あるいは実態 のな
窺 えな くとも、
い嫌悪感 か ら」人 々は戦 い、殺数を繰 り返 して きたのであ る。 そ して、イ ェイツ
は塔 の螺旋階段 に もそ う した「 血 の臭 い」を感 じるのだ。 イ ェイツの歴史観 には、
こ う した現実 を下敷 きに して、冷静 な認識があ った ことを忘 れてはな らない。
一 方、イ ェイツ 自身 は武器を持 って戦 うことに無縁 であ った。現実 に対す る「憤
り」 が人 を武力行為 に駆 り立 てることがある。だが、イ ェイツの場合、 スウ ィフ
トが感 じて いたの と同 じ現実 に対す る「憤怒」がイ ェイツを詩 の創造行為 に駆 り
立 ててい るのではないだ ろうか。先 に「 志 しを同 じくす る人 々」 と述 べ たが 、 ス
ウ ィフ トを初め とす るイ ェイツと同 じ立場 にいる人 々を示 しているのではないだ
ろ うか。 こ う した人 々は「 その地 に集 い、酒 に狂 い乱 れなが ら月に向か って雄 た
ヽ
乱れ る」のは「憤 怒」の表 出 の裏返
けびをあげ るのだ」とイ ェイツは言 う。
「狂 し
、
しと も考 え られ るだろ う。 さらに、
「 月 に向か って雄 た けびをあげる私 た ち」 は、
古代宗教 に見 られた密儀 の姿を街彿 とさせ る。 そ うだ とす れば、情動本能 が全て
を支配 す る開放 され た空 間を示唆 していると考え られ る。 それ はまた、 イ ェイツ
に とっては聖域 とも言 え る芸術空間 を意味 しているのだろ うか。
そ う した原初 的活力 を垣間見 る一 方 で、先 に述 べ た「 月 を憧憬す る蝶 と蛾 」が
第 4部 に現 れ ることで、不完全 で弱 い人間存在を確認す ることになる。1地 上 におけ
「 知恵 と
る人間の生 の営 み と天上 における完全無比の絶対世界 の対比 が描かれる。
血で
は死者 の持 ち物 であ り、 /生 とは相 容 れ ぬ何 ものかなのだ。 そ して権力 とは ノ
必ず汚れ た ものの よ うに /生者 の持 ち ものなのだ」とイ ェイ ツは語 る。人間は生 き
ている間は、愚考・ 愚行 か ら逃れ られ ない。知恵 とは生 きて い る者が授 けるのでは
な く、生 の終焉 を迎 えた後 に、授 け られ るのだ。 また、人 間 の生を突 き動 かす も
の は「憤怒」 であ り、
「 血 の臭 い」 か ら免 れ る領域
「権 力へ の意思 」なのである。
は天上 に神 々 しく輝 くメタフ ァー と しての「 月」 だけなの だ。
以上 の ように、
「塔」のモチー フを 当時 のアイル ラン ドの現実、イ ェイツの歴史
「塔」の シンボルがイ ェイツ 自身 の立脚点 に大 い
観 や芸術観 か ら考察 してみ ると、
に関わ るとい う見解 にはほとん ど異論 は見当た らないであ ろ う。 だが、 それ以上
に幅広 い意味 を持 っていることも確 かなのではないだろうか。「塔」
「螺旋階段」の
意味す る ものは、詩人 イ ェイツのアイデ ンテ ィテ ィである と同時 に、他 に少 な く
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とも4つ あると考 える。 ひとつ にはイ ェイツの歴史観、二つ 目に生者 と死者の交感
の場、三 つ 目に民族 の情動 、 そ して フロイ ト的解釈 だが、イ ェイツ 自身 の 肉体 と
精神 の象徴 と考 え られ る。
イ ェイツは、終始、文学 が政治的 プロパ ガ ンダに利用 されるのを嫌 っていた。文
学 な どの芸 術 は、本来、普遍性 を宿す ものであ り、愛 国心 をか き立 てるだけの政
治的 な道 具 とな った もの を認 め る ことはで きなか った。 しか しなが ら、 イ ェイツ
の芸術 に対す る考 え と行動 に 自家撞着 があ った ことに当時は気 づかなか った と思
え る。 とい うのは、本来民族 独立 の旗 印 の一 環 と して、アイル ラン ド文化 の固有
性・ 独立性 が見 なお されていたはずで、そこには (i)伝 統を形成す る民族の文化遺
産 (11)民 族 の統 一 とい う秩序 を形成す る国家意識 (

)伝 統 の継承 と秩序 の確立

とい った他者 との差別化 も しくは差異化 が求 め られ る。 そこか ら生 み出 され る普
遍性 、あるいは国境 を超越 した芸 術 的価値 とはいかな るものか、当時 の社会状況
等を鑑 みるとイ ェイツの思 惑 と相反す る結果 が導 き出 されて しま った とは言 えな
いだろ うか。

19世 紀末 の芸術至上主義 、あるいは審美主義 の洗礼 を受 けつつ 、イ ェイツが理
想 と していたのは、芸術文化 の固有性 と自律性 の確立 にあ った。 アイル ラ ン ドの
忘れ去 られ ようと している、民衆 の素朴 な生活か ら紡 ぎ出 され てきた文化的遺産
の掘 り起 こ し、次 の時代 に継承 され るべ き芸術文化 とイェイツを初 め とす る現代
の作家・ 芸術家 た ちによる芸術文化 の融合を 目指 していたはず だ った。
こ う した現実 との矛盾を突 きつ け られなが らも、それ らを 自身 の詩 と思想 の 中
で解消 しよ うと、苦闘 と葛藤 を繰 り返 した。 その過程 で構築 され、 シンボル と し
て収敏 してい ったのが、
「塔 と螺旋階段」 であ ったのではないだろ うか。
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「汚 がれな い血」

羽

矢

謙

埃 っぽいが月光を浴 びてき らめ く、塔上 の空部屋 同然 の部屋 のい くつかの小窓
の窓 ガ ラスには、そ こか ら飛 びこんで こよ うと してぶ ち当 り、その ままそこにヘ
ば りついて死 んでいるヒオ ドシチ ョウや クジャクチ ョウがい っぱいいる。 ただ “ナ
イ トモズ ''(night‐ moths)と 呼ばれ る蛾 た ちだけが番 いにな って元気 よ く飛 びまわ っ
てい る。 これ らの死 んだ蝶 たちの姿 はイ ェイ ツになにかを思 いお こさせ る。 それ
はおそ らく、アイル ラ ン ドのために生 きよ うと しなが ら、む ざむ ざ殺 されて死 ん
でい った、いや これか らだ ってまだまだた くさん死 んでゆ くであろ う人びとの姿
であろ う。 その人 び との先頭 に、 この詩「血 と月」を イ ェイツに書 かせ る大 きな
・ ク リス トフ ァ ー・ オ ウ ヒギ ンズ (Ke
き っか け とな った ケ ビ ン

n Christopher

O'Higgins)が い るにちがいない。 オウ ヒギ ンズはこの詩 が書かれ る 1927年 8月 よ

り少 し前、同年 7月 10日 に、 ミサの帰 り、数人 の共和国主義 のはねあが りの連 中
に射殺 されたのであ った。
この死 ん だ蝶 た ちの姿 が、現代 の国家 はす べ て この塔 の ような ものではないか
とい う思 い をイ ェイツにいだかせ る。天辺 が荒 れ果 てた この塔 の よ うに、美 しい
「 ナイ トモズ」が暗示す るよ うな暗殺者 やテ ロ リス トをのさば らせ
愛 国者 を殺 し、
る現代 の国家 とい うものは、みんな「頭 がいかれている」 (“ Half dead at the tOp")と
イ ェイツはい うのだ。 で もいまここで 自分 がなにをい ってみて も始 ま らない。 な
ん とい って も、 もはや現代 の国家 のなかで は、英知 を語 る者 は殺 されなければな
らな くな っていて、 いま生 きている者 た ちにはなん の役 に も立 ちは しないのだか
ら。生 きて いる者 た ちにとって後生大事 に され る ものは力 しかな いのだか ら。 そ
して力 をふ るう者 の手 は ご多分 に洩れず、 みんな血 の染 みがつい ている。現代 の
国家 は、外見 はバ リリー塔 と違 って り っぱか もしれな いが、内実 はバ リリー塔 の
天辺 とおな じよ うに天辺 が崩れ かか ってい るのだ。 だがいま 自分 がいるこの塔 の
頭上 、ず っと高 い ところにあ る月 は、 い まみずか らにかか ってい る雲か らで ると
き、 ふ たたび一 点 の染 み もあるはず もな い、冴え渡 った顔 をみせ るだろう。
人間 の英知 が排除 され、一顧 だにされ な くな った社会 とい うものは、イ ェイツ
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が最 も忌み嫌 う社会 なのだ。
「 神 な らぬ ものはみな英知 の炎 で焼 き尽 くされねばな
らない」 (“ Everything thatis not God[must be]consumed with intenectual fire")と

い

・ バ ー ク リー
う、イ ェイツの尊敬 す る彼 の「祖先」 (`an∝ sters")の 1人 、 ジ ョー ジ
の思想 をイ ェイツが完全 に支持 してい る ことはま ちが いない。現代国家 の人間 た
「英知 の炎」で焼 き尽 くさね
ちが作 りだ してい るあま りに も世俗 に堕 した社会を、
ばな らない。月 の光 は この「英知 の炎」 を示 している。
バ リリー塔 は この詩 を書 く 10年 前 、 1917年 3月 にイ ェイ ツが購入 し (す で に
1915年 に買 っていた とい う説 もあ るが )、 改修 してバ リリー塔 と名づ けた ものだ
が、もとは 14世 紀 ごろ (?)に ア ングロ
・ ノルマ ンによって建 て られた廃城 であ った。
イ ェイツはその ご毎年 の よ うに夏 にここにきて住 んだ。彼 は 700年 も建 ってい る
この塔 のなかに、 その隅ず みまで過去 の殺数 の歴史 が泌み こんでいることを思 い
なが ら、 自分 が その過去 の歴史 とはまった く対照的 に、おな じく過去 で も 18世 紀
・ アイ リッシュの知識人 たちである自分 の「祖先」た ちと一緒 に、この
のア ングロ
塔 のなかで英知 の伝達者 と して生活 している ことを 自覚 してい るのであ る。 そん
な意 味 で暗 い、殺伐 な塔 か ら生 まれ変 ったバ リリー塔 は、 イ ェイツにと っては古
代 ア レキサ ン ドリアにあ ったという、時世 の「灯台」 (“ beacon tower")と しての塔
であ り、文化 の拠 点 と しての塔であ った。 つ ねに、 いつの世 に も変 らぬ純 粋 な光
を浴び るのにふ さわ しい塔 と してバ リリー塔 を存在 させたい とい う欲求 をイ ェイ
ツは もって いたので あ る。
だがイ ェイツはバ リリー塔 が過去 には悪 しき英雄 たちや野心家 たち、つ ま り「 血
にまみれた傲慢 な力」 (`bloody,arrogant power")の 所有者 た ちによ っておぞま しい
流血 の場 とされて き た こと も十分 に知 っている。 かつ ては幾度 とな くおびただ し
い矢が飛 んで きた ことだ ろ う。 いまこの塔 にさ しこんで くる月 の光 さえ、おそろ
しい戦 いの幻影 を呼 びお こす のだ。 それ は空 の月 か ら放 たれ る月光の矢 (“ a“ 。Wy
shaft")と

してイ メー ジされ る。

しか し月光 の矢 を浴 びてそ こに流 され る血 は人間の生身 のか らだか ら流 され る
血 ではない。血 の痕 は どこに もない。 そ こに流 された血 があ るとすれば、それ は
目にみえない、 イ ェイツの魂 が流 した血 ではないか。 イ ェイ ツが「 祖先」 た ちと
ともに流 した、芸 術行為 や思 索 のなかで流 した「 血」ではな いか。 イ ェイツは こ
の血 の ことを「汚がれない血」(“ blood of innocence")と 呼んで いる。
「汚 がれない」
とは、たぶん この世 のおぞま しい罪ぶかい行為 や欲望 とは全然無縁 の もの とい う
ことを意味す ることばだ と思 う。
それは罪 ぶかい行為 や欲望 によって人の血 を流す者 たちは 、この詩 のなかで、わ
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ずかな 日銭を稼 ぐため とか、わ けのわか らぬ不安 とか、あるいは大義 とか イデオ
ロギ ー とい うような「抽象的 な欲望 」 (“ めstract htted")に 駆 り立て られて人殺 しを
請 け負 う人間 た ちと して語 られて い る。彼 らは兵 士 であ り暗殺者であ り死刑執行
人 であ り、 いずれ も権力者 や権力 の手先 であ る。彼 らは この塔 の過去 の歴史 のな
かでは実際に人を殺 し、塔 のなかの 1室 の床 に血 を流 した ことであろう。 そ して こ
の詩 のなかでは彼 らは現 代国家 とい う塔 のなかで、 オ ウ ヒギ ンズのよ うな愛 国者
を射殺 した「主 義者」 た ち (も しか した ら彼 らを繰 った、
「 国家」のなかの反対勢
力 の陰謀 だ ったか も しれないが )の 比喩 と もな ってい る。
だが 、過去 に塔 のなかでおぞま しい血 が流 され たと して も、 こんに ち月光 を浴
びてい るパ リリー塔 には 1滴 の血 の 噴 出 のあ と もみ られ るはずはな いのであ る。
「祖先」たちが (イ ェイツと一 緒 に )昇 り降 り しているであろう螺旋階段 の上 に、血
の匂 いが染 みつい ているなんて とん で もない ことだ !「 汚 がれない血」が過去 の血
をみんな洗 い流 したのだ。おな じよ うに、オ ウ ヒギ ンズが流 した血 も、 イ ェイ ツ
流 されてゆ くだろう。
が流す「汚 がれない血」 によって洗 じヽ
イ ェイツには、 自分 自身 と、彼 とい つ も一 緒 にい る彼 の「祖先」 た ちは、人 を
力 で圧 さえつ けた り、 ま してや人 を殺 した りす ることは決 して しない人 間 であ る
ことを 自負 してい る。彼 と彼 らは、武器 を取 って戦 うとい うことは決 して しない。
「頭が いかれている」
彼 と彼 らはともに一緒 に集 まって、バ リリー塔を根城 に して、
時世 に嘲笑 されなが らも、逆 にその愚 かな「時世 を嘲笑 して」英知 を告 げ る歌 を
歌 い続 ける決意 を固め、酒 に酔 った者 の ように熱狂 して、月 に向か って 、完全 の
世界 か らの「光 の矢」を浴 びせか けて ほ しい と呼 びかけるのだ。
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《シンポジウム報告 2》

『鷹 の泉』 の ドラマ性
平

1913～ 14年

田

康

の冬 にイ ェイ ツが Ezra Poundを 通 じで初めて能 を知 った頃、 ロン ド

ンの 能 の愛 好 者 グル ー プ で あ るイ ェイ ツ、 パ ウ ン ド、 Arthur Waley、

Edmund

Dul¨ の 中で誰一人 実際 に能 の舞台を見 た者 はいなか った。 さ らに『鷹 の泉』の初

演 で泉 の女を演 じた、あるいは舞 った、 日本の舞踊家伊藤道郎 で さえ、能 の素養
はなか った。 それで もイ ェイツはいわゆる「誤解す る権利」を最大 限 に生か して、
自分 が以前 か ら求 めていた新 しい形式の演劇を生 み出 したので あ った。 その演劇
の舞台効果 は どうか、特 に現代 の観客 にどう受 け取 られ るかを考 えてみたい。
先ず観客 が最初 に 目にす る装置の問題か ら入 る。 ロン ドンの Lady Cunardの 客
間 にお ける初演 での装置 は、壁 の前 にデュラ ックによ って 巨大 な鷹 が描かれた布
があ るだけであ った。 イ ェイ ツは 自然主義的 な装置 で舞台 を飾 るのを嫌 い、能 の
簡素 な舞台 に憧 れた。 その理 由は、豪華 な装置 が観客 の注意 を引 き付 けて、彼 が
演劇 の最 も主要 な要素 だ と考 えた言葉 か ら観客 の関心 が逸 れ るのを避 けたいのが
1つ 。 もう 1つ は、観客 が幕 開 きにきっち りと飾 られた舞台 を 目にす ると、それで

劇 の 内容 が分 か った気 にな って 自分 の想像力を働 かせ るのを止 めて しまう、舞台
に対 して受 身 にな って しま う、その心的態度 を避 けたい と考 え たか らだと思 われ
る。 つ ま リイ ェイツにとって舞台装置 の簡素化 は、観客 の想像 力 を喚起 し、観客
の能動性 を作 り出す仕掛 けであ ったのである。
ところで現代 の演劇 の舞台 は、オペ ラのそれ とは対照 的 に、簡素 な ものが多 く
な っている。 それ には現代人 の感覚 に合 った舞台転換 のス ピー ド化 の必要性 、照
明技 術 の発達 、経 済 的 な要 因 な ど さま ざまな原 因 が あ るだ ろ う。 イ ェイ ツが
Gordon Craigな どの影響 を受 けて行 った試 みは、ある意味で先駆 的 と言える。ただ

観客 の想像力 を喚起す る条件 を どう作 り出せ るか、観客 が最 初 に装置を 目に した
時 の反応 と、劇 の進展 に伴 う観客 の受容態度 の変化 を概括 的 に論 じるのは極 めて
難 しい。 ここでは筆者 の体験 か ら2つ の具体例 を考 え る。
日本 の戦後演劇 の代表作 の 1つ である木下順二 作『 夕鶴』の場合 、幕が開 くと舞
台一 面 の雪 の 中 に茅葺 きの家 がある。 いろ りには赤 い火 が燃 え、わ らべ唄が 聞 こ

"

えて くる。多 くの 日本人 の記憶 の どこか に残 っているような情景 である。作者 に
よれば、
「 芝居全体 を包む世界 は、観客 にとって既 に最初 に親 しい ものであ り、だ
か ら観 客 は、何 とはな しのあ る安心感 を も って、 その芝居 に 自然 に融 けこみ、心
ゆ くまでそれを味わい楽 しむ ことがで きるの」である。
『夕鶴』は単 な る昔話 ではな く、商品経済 による人 間 の堕落、 コ
念 のためだが 、
ミュニ ケー シ ョンとデ ィス コ ミュニ ケー シ ョン、プライヴァシー と人間の尊厳、女
性 の 自立 な ど、現代的な問題 に満 ちて い る。 とて も観客 が深 々 と座 席 に腰 を降 ろ
してのんび り観劇できるよ うな芝居 ではないのだが、 こ うした多面 的 で複雑 な問
題 を考 える上で も、それが 自分 と親 しい世界 で展開す るという「 安心感」を前提
にす る方 が有効 だ と考 え る作 者 の意図が強 く感 じられ る。
今 1つ の全 ぐ雰囲気 の違 う、現代英国 の超人気喜劇作家 Alan Ayckbourn,勤
ヵr ιο (1998『 愛 のためな ら何 だ ってや るよ』 )を 取 り上 げる。舞台設定
“は
“
例 の如 くロン ドン中産階級の住居 であるが、変わ っているのは舞台 が上 中下 とホ
″

`Dο

リゾ ンタルに 3つ に区切 られ てい ることであ る。真 ん 中の フラ ッ トは普通 の高 さ
だが、階上 の部屋 に人が立 て ば膝 か ら下 しか見えない、また地階 は人が這 う しか
ない高 さである。観客 は幕が開 くと、一 体 この 3つ の空間で何 が起 こるのだろうか
と好奇心 がそそ られる。やが て階上 では下 半身 中心 の ドラマが、地 階 では抑圧 さ
れた人間の生態が見えて くる とい う展開 になる。エ イ クボー ンの場合、舞台 にプ ー
ルを設 けた り、全 く同 じ4つ の部屋 を作 った り、装置 を劇内容を表現す る積極的な
要素 と して活用 していると言 え る。 そ してその際、観客 の好奇心 を最大 限 に喚起
す る工夫 がな されているので あ る。
さて装置 に関す る観客 の反応 に関 して「安 心感」 と「好奇心」 をキ ー ワー ドに
した仕掛 けを考察 したが、いずれ も観客 の能動性 を引 き出そうとす る試 みであ り、
それな りの有効性 を持 ち得 た と思 われ る。簡素 な装置 の有効性 との比較 は、劇 の
メ ッセー ジの特質 と舞台表現 の他 の要素 との関連 で考 える必要 があ る。
さて『鷹 の泉』 の観客 が装 置 の次 に、あるいは同時 に 目にす るの は、布 を持 っ
た楽師 1と 、続 いて 2人 の楽 師 であるが、この 3人 と後 に登場す る泉 を守 る女 の顔
には、仮面 に似せたメイクが施 されている。登場人物 6人 の残 りである老人 と若者
は実際 に仮面 をつ けると 卜書 にあ る。
仮面 は、周知 のよ うにイ ェイ ツの哲学 では重要 な概念であるが、舞台 の要素 の
面 か ら見れ ば、彼 は先ず ク レイ グの影響 を受 け、やがて能 と接触 して 自 らの新形
式 の演劇 に取 り入れ たと思 われ る。 イ ェイツは、 ち ょっと した刺激 で表情 が変 わ
り、個人 の特性 がそのまま現 れ る生身 の人間 の顔 よ り、優れ た芸術家 の創作 した
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仮面 の方 が、不変 の、普遍的な人間の本質を表す の に、 さ らに超 自然的 な もの を
表現 す るの にふ さわ しい と考 えたのだ と思われ る。
確 か に 日本 の能面 には生の人間が及 び もつ かない表現力 があ るのは事実 である。
また俳優個人 の顔 の特性 とその表情 の個人的性癖 が、劇中人物 に対す る理解 を妨
げる例 はあ る。 しか しその反面、俳優 の個性 その ものが観劇 の楽 しみの大 きな要
素 とな ってい る場合 も少 な くない。 この問題 に も二 面性 がある と言 わざるを得 な
い。
ここで は、 イ ェイツが仮面 によ って舞台 と観客 との間 に作 る ことがで きる と信
じた「望 ま しい距離」 につ いて考 えてみたい。
極 めて大 ざっぱに言えば、ア リス トテ レス的演劇観 に基づ く従来 の演劇 では、こ
の「 距離」はむ しろほとん どない方 がよい とされて きた。 いわゆ る「感情移入」に
よ って観客 が舞 台 の人物 と一 体感 を持 つのが理想 とされたので ある。 それ に対 し
て 、 Bert01t BreChtが VeFfFCmdung“ ffektを キ ー ワー ドとす る非 ア リス トテ レス的
演劇 を主 唱 した。 日本語 で異化効果 と訳 され る この概念 は英語 で普通 ahenation
CffCCtと 言 われ るが distancing cffcctと

訳 され る こと もある。観客 が舞台 の人物 に同

化す るの を拒否 して、舞台 の 出来事 を批判的 に見 る必要がある とい う考 え方 であ
る。 ブ レヒ トの場合 は、その政治信念 に基づ いて 、労働者階級 の観客 が当時劇場
で多 く演 じられ た芝居 のブル ジ ョアイデオ ロギ ー に汚染 されてはな らない、物事
を 自分 の頭 で考 えるべ きだ と切望 したのであ った。彼 は「教育 」 の可能性 を、労
働者階級 の批判精神 の成長 を信 じて、 こ う した演劇観 を提唱 したのだが、現 実 に
は多 くの労働者 に劇場を訪れ る機会 はな く、逆 に彼 が芝居 の 内容 では厳 しく批判
してい るはず の 中産階級 の観客 が、彼 の芝居 を歓迎 す るとい う皮 肉な結果 が 見 ら
れた のであ った。
一 方 で イ ェイ ツは、当時 の観客大衆 に失望 し、 少数 のエ リー ト観客を想定 して
新 しい演劇 の創造 に乗 り出 したのであ った。 しか し対照的 な観客観 か ら出発 した
この 2人 が、観客 は客観的 に舞台 を眺めるために舞台 との距離 が必要 だとす る理念
と、その実現 のために仮面や歌 を用 いた仕掛 けの 点 で、多 くの共通性 を持 ったの
は興味深 い事実 である。 ある意味で 2人 とも、現実 に存在 した観客ではな く、理想
とす る未来形 の観客を想定 した と言え るか もしれな い。 ブ レヒ トが以後 の 20世 紀
の演劇 に大 きな影響 を与 え続 け、劇作家 と しての イ ェイツが現 在再評価 されてい
るの も、決 して理 由のない現象 ではない。
さて『鷹 の泉』で観客 の耳 に最初 に入 るのは ■ callto the cye of the mind"と い う

言葉で、観客は想像力を働かせるように促 される。そして F千 上がった泉」と「裸
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barc"
にな った木 の技」、
「裸 の土地 へ 登 り上 り行 く男」のイメー ジが喚起 され る。 “

aw∝kled shin"が 耳 に残 る、無為
がキ ー ワー ドの歌 である。次 に楽師 が歌 うのは “
に老 いてい く人生 の空 しさの提示 である。 その頃、黒 い衣をまとった泉を守 る女
が登場 して うず くま り、その傍 らに泉を表 す青 い四角 の布 が置 かれている。「 は じ
ばみの枯葉 が /泉 のかわいた底を半 ば埋め る。 /泉 の女 はかたわ らの /古 い灰色 の岩
に座 しているが・・・・」とい う具体 的 な情景描写 の語 りの前 に、この劇 を貫 く2つ の
「心 はつ ね に覚 めたるを願 う、/心 はその休息
矛盾 した心 的態度 が歌 で示 され る、
に向 かわん と願 う」 と。観客 は、具体 的な イ メー ジと抽象的 な思考 、あいまい さ
と明晰 さとを示す言葉 を交互 に耳 に して、否応 な しに緊張を強 い られ、想像力 を
フルに発揮 せ ざるを得 ない状態 に追 い込 まれ ると言 え る。
やがて老人が、続 いて若者 が、観客 の間を通 って登 場す る。共 に不死 を与え る
泉 の水 を、時間的空 間的 に長 い旅 を して求 めて来 た訳 であるが、その求 め方 は大
き く異 な ってい る。 50年 間 ただ泉 の傍 らで待 っていた者 の「無」行動 と、噂を聞
くや否 や海 を越え た者 の行動 力 の違 いは、後者 に決定的 な優位 を もた らすかに思
われたが、若者 は結局 は泉を守 る女 =シ ーの女 に誘惑 されてその探求 に失敗す る。
老人 と若者 の対話 は、一定 の格調 を持 った言葉 で語 られ るが、伝統 的な劇手法 の
枠 を出て い る訳 ではない。
そこに泉 の女 による「鷹 の声」 が聞 こえ る。 卜書 によれば楽 師が広 げて畳 ん だ
黒 い布 には「鷹 を暗示 した金 の模様 があ」 り、前 に触れ たよ うに初演 の際 には背
景 の幕 に も巨大 な鷹 が描 かれていた。視覚 的聴覚 的 に超 自然的 な ものの介入 が表
明 された後 に、泉 の女が「鷹 の よ うに動 きなが ら」舞 う。劇 の クライマ ックスに
踊 りを導入 したのが、イ ェイ ツの新 しい演劇 の大 きな特徴であ り、観客 に与 え る
イ ンパ ク トは強烈 な ものがあ る。彼の主観 的 な意図が どうであ ったにせ よ、その
踊 りが能 の所作 と大 き く異 な るのは致 し方 ない。 しか し踊 りは、肉体 を完全 に使
いこな して 1つ の理念を表 そ うとす る営みで あ り、現在世界的 にさまざまな形式 の
ダ ンスが隆盛を極 めて、ある面 で演劇 に代 わ って舞台芸術 の主流 を 占める勢 い さ
え見せ ているのは、言葉 へ の信頼 の喪失 、肉体 の復権 とい う時代 の趨勢 の現れ か
もしれ ない。
もちろんイ ェイツは言葉 を極 めて重視 してお り、彼 の劇 における踊 りは言葉 に
よる補完 が徹底 して いる。例 えば泉 の女 が踊 り始 め る前後 には老人 の「 あの身 震
いの様 を見 よ。恐 ろ しい生命が /あ の血管 を駆 けめ ぐっている。魔物 に憑かれた の
だ。」 とい う言葉 が聞 かれ る。 これによ って踊 りへ の観客 の集 中は、強め られ こそ
すれ弱 まる ものでは決 してな い。
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舞台 で最 も強烈 な印象を与 えた泉 の女が退場 し、次 いで若者 、老人 の順 に退 場
した後 、楽 師 の歌 が劇 を締め くくる。一見平凡 な生 活 を称 えるかに聞 こえ る文 句
に、どんな皮 肉 が込 め られているか は、さまざまな解釈 の成立す るところである。
しか しとにか くイ ェイツの新 しい形式の演劇 の最初 に置 かれるこの劇が、ある「認
識 の劇」 と して終 わ るのは確かである。 その意 味 で言 うな らば、形 式面 でい くつ
かの新 しい試 みを持 ちなが ら、根本 的 にア リス トテ レス的演劇 の延長線上 にある
と言え るだろう。 さ らに付 け加 えれば、ア リス トテ レスが悲劇 には「一定の長 さ」
が必 要 だ と述 べ た ことは、観客 の心理 か らすれ ば必然 性 を持 つ と思 われ るので、
『鷹 の泉』が ドラマ と して完成す るには、既 に試 み られているように、他 の クフー
リン劇 との連続上 演 が 1つ の方法 ではないだろ うか。
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井戸 のほと りで何 が起 こったか
小 菅 奎

申

私 は『鷹 の井戸 にて』 の舞台を観 た こと もなければイ ェイツの専 門研究者 です
らない。経緯 は省 くが、そのような者 が ここで発題 させて いただ く仕儀 とな った
のは、私 が戯 曲 や芝居 を好み、本作品 も読 んだ ことがあ り、それな ら哲学 や西欧
精神史 を研 究 してい る者 と して何 か言 う ことがあるだ ろうとい う、企画者側 の仕
掛 けに誘 い込 まれたか らである。以下 、本作 品 だ けに限定 して、い ささか所感 を
述 べ させていただ く。
「楽 人」 の
「井戸守 り」
掲 げ た タイ トルの合意 は、井戸 のほ と りにいる「老 人」
三者 の関係 が、
「若者」の登場 によって、不毛 な反復 しか起 こ らないような膠着 し
た トリア ー デを形成 して いることが露呈 され たのではないか、初めて出来事 ら し
い 出来事 を もた らしたのは「 若者」 であ り、 その出来事 こそ本作 の核心 なので は
ないか、 とい うことであ る。
自 ら「 クーフ リン」 を名乗 る若者 は、実際 それ らしく武 張 ってお り、 いか に も
それ らしい風体 を して、何 や ら由緒 あ る家柄 を信 してい る らしい。 しか し彼 は、登
場人物 と してはあ くまで も「若者」である。 イ ー フ ァとのい きさつが どうあれ、本
作 品 に関す る限 り、彼 があの クーフ リンであ るか どうかは本 質的 な問題 ではない
と思え る。 ただ し、時代設定 と しての「 アイル ラ ン ドの英雄時代」 に積極的 な意
味 での 関 わ りが出て来 そ うな人物 と しては彼 しか登 場 しない ことを考慮 に入 れ る
と、少 な くとも、本作 品を通 じて彼 が英雄 になること、英雄 と して の実 を示 す こ
「老人」を始 め とす る他 の登場人物
とは小 さな問題 ではな さそうである。 しか も、
に とって、彼 は終始 向 こ う見ずな若者 で しかない (英 雄 と しての認知 も、 ま して
クー フ リンとしての認知 も、文脈上期待 されていない )の で、彼を英雄 にす るのは、
彼 をめ ぐる全状況 と彼 自身 との間で起 こる出来事 を読者 が どう理解す るかに懸 か
ってい る。
「 若 者 」 があやか しの涸 れ井戸 にや って来 るとい う設 定 の意 味を考 えてみ る。
「老人」は「 この呪 われた場所」は、 自分 と「少女」 と「 そのほかの人間を惑 わす
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者共」の ものだ、 と言 う。
「 若者 」へ の忠告 とも「老人」自身 の 自己防御 とも解せ
「老人」以下 の三 者が空 の
る「 ここか ら立 ち去れ」 とい う台詞 か ら窺 われ るのは、
井戸を空虚 な中心 とす るこの場所 に居着 いて しまい、安定 は してい るが不毛 で し
かない トリア ーデを形成 して、これ を乱す者 を追 い返 そ う、証かそうと している、
とい う構 図 である。言 い換 え る と、
「老人」は「 若者」の登場 によって、自分 が こ
の井戸辺 に居着 いているそ もそ もの 目的を「若者 」 と共 有 しているに もかかわ ら
ず、自分 を他 二者 と同 じ側 に見 出 し、
「井戸守 り」の少女 の証 か され役 と して彼女
とスクラムを組んで しま う結果 にな り、
「若者」は安定を乱す異分子 ない し闘入者
であると しか見えな くな ったので あ る。
む しろ、こう言 うべ きか もしれな い 一 「若者」が涸れ井戸 のほと りに出現 した
ことによ って 、
「 老人」をめ ぐって構成 されてきた三者 の関係 が、それ ぞれ にとっ
て非本来的 であるのみな らず、空 しい反復 だけの 、 いわば出来事 らしい出来事 が
出来す るのを回避す るあ り方 を していたとい うことが一気 に暴露 されたのである、
と。「老人」は、井戸 の水 が湧 いて こないこと、あ るいは湧 いた瞬間を捉 えそこな
うことを 口では嘆 いているが、まるで待 つ こと自体 が “人生 "と 化 して しまい、欺
かれつつ井戸 のほと りに居続 ける こと しかできな くな って しま ったかの よ うな趣
である。
「 人間を惑 わす者共」とは「 楽人」を指 して「老人」が言 うことであ って、
「井戸守 り」 に し
「楽人」が本来 そのために存在 して い るはずはないであろう し、
て も「老人」の話 し相手 と して井戸 め側 にいるのではない。「楽人」は、 この作品
の 中では主 と して劇作上 の (dramaturgic,theatrical)工 夫 ない し必要か らであ ろう、
多様 な役回 りを果 た してお り(文 字通 りに“歌舞担 当者 "と してだけで も相当 に変
幻 自在 な存在 である )、 とうてい一言 で尽 くせ る役柄 とも思えないが、さ しあた り
「 老人」との関係 では、彼 か ら語 りか け られる場合 がな く、む しろ彼の中の密やか
な願望 やおそれな どを歌 ってい る ところか ら見 て、一人称単数 ではあるが「老人」
の 中の集合的無意識 を語 る一 種 の コロスである。無論 、彼が そのように認識 して
いるわ けではない。彼 は 自 らの 自己欺購を彼 らに投影 しているかに思え る。「井戸
守 り」は「 老人」に対 して憑依 を起 こさない。本質 は禁忌 その もの と思われ る「影」
は、
「老人」 に禁を犯す力 がないか ら少女 に憑 り付 く必要 もないのだ。
「山
「老人」は、か くも久 しくあやか しの井戸 のほと りで生 き長 らえている以上、
に棲む猛 々 しい女 た ち」 と戦 った こと も、おそ ら くは挑発 した こと もな か ったの
ではないか と思え る。彼 は 50年 前 か ら「老人」であ ったのだ。 とい うことは、
「若
者」が今 や ってきたばか りであ る とい うことの ほ うに もさ した る意 味 はないので
あ る。「若者」は、
「楽人」 を して彼 の 中の抑圧 された声を言 わ しめ ること もなけ
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れば、
「 鳥 か、女 か、魔女か」 は ともか くと して、見 た 日の通 り
「井 戸守 り」が 、
の存在 でないな らば、 その何者 か と直面 す る用意 があ るか らこそ「 若者」 なので
ある。彼 が したことを彼 自身 が言 うとすれば、“鷹 は私 か ら逃 げて行 った "に す ぎ
ない。
「井 戸守 り」が 、た とえば魔女であるとすれば、それ と戦 うまでである。彼
は「老人」のおため ごか しの忠 告 に耳をか さない。彼 に と って、
「失 うもの」がな
い とは求 め るものがない の と同然 である。
「若者」の登場 が両者 と「老人」 とが作 り上 げて いた退屈 な非 出来事 的あ り方を
あ らわ に したのは、それぞれを荒 々 しく本来 のあ り方 に還元 した結果 である。「若
者」 は願望 の実現 に向 か って一 気 に進 む。直線 的 に行動 す るのだ。 その結果 と し
「楽人」 も「井戸守 り」 も警戒態勢 に入 ったので
て禁忌 が破 られる可能性 が生 じ、
あろう。 問題 は時間 の長 さではな く、時間 の 方向 であ る。広 く言 えば、年 (yearS)
ではな く、時代 (ages)あ るいは世代 (generations)が 、更 には、時代 の 中 に引きこも
ろうとす る世代 (「 老人」 )な のか 、それを突 き破 ろうとす る世代 (「 若者」 )な の
か とい う対照が問題 なのである。井声 の ほと りで起 こった こと、そ して唯一起 こ
った と言 え ること、 それ は反復 が直進 に転ず る機微 が生 した ことではないか と思
「若者」が英雄 にな る消息で も
える。 その機微は歴史 が動 き出す可能性 で もあ り、
ある。
「アイル ラン ドの英雄時代」 とい う時代設定 は、広義 における背景 な り環境 な り
に とどま るのか 、それ と も英雄 時代 の英雄 時代 たるゆえ んの根 幹 に関わ るのか。
なぜ これ が問われ るか とい うと、演劇 は広 くは時間 の芸術 であ り、舞台上 で繰 り
広 げ られ る不可逆 な行為連関 と、観客 の側 における (そ の移 りゆ くものの )視 覚的
0聴 覚 的体験 よ り成 るのであ って、
「時代」な どとい うのは断 じて “そ こにある "と

は言え ないか らであ る。 つ ま り、大雑把 に大 別 して、時代 設定 とは、観 客側 が観
念上 で了解 さえ していればよいか、いわば 目の 当 た りで “定義 "さ れ るのを体験す
る しか ない ものなのだ。 そ して、 これ らの うちの どち らに比重が置 かれているか
は決 して小 さな問題 で はない。前者 であれば、時代 (な い し時間 )は 両端 の切 れた
線分、 あ るいは額縁 に納 ま ったキ ャンバ スの ような ものであ るの に対 して、後者
の場合 は、
「前」はど こまで も延 びてお り「 後」は現代 に直結 している時代 (時 間 )
とな る。前者の場合 、観客 は容 易 に「 時」 を忘 れ、あ るいは無視 し、舞台上 の流
れだけに注 目し、 これ を客観視 した り、勝手 に思 い入れ た りできる。後者 の場合
はそ うは いかない。観客 は 自分 の足下 に、ハ ー トに、 ひた寄 せ る「 時」 に拉致 さ
れそ うにな り、悠久 の「 時」 に刻 み こまれ るか もしれな い人間 の命運 の変転 の兆
しに立 ち会 うことを余儀 な くされ る。
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本作品の場合 、 この時代設定 は「若者」が登場す るまでは、いや、厳密 には彼
が 目覚 めて山の軍 団 と戦 うと呼号す るまでは、 どう見て も上 の二つの うちの前者
で しかない。 とい う ことは、幕切れ に至 って「若者 」 の言動 に体現 され るかた ち
で、初 めて、後者 の意 味 での時代 とな るわけである。
「 老人」 と
「踊 り手」 ない し「楽 人」を時代設定 とい う観点か ら考 えてみると、
も「若者」 とも異 な るその超歴史的なスタ ンスは、英雄時代 はおろか、およそ時
代 とい うもの とは何 の関係 もない とす べ きであろう。 とい うことは、“今 "を も含
むのであるが、 “今 "を 特定 しているわけではない。 しか し、この枠組 みな リスタ
ンスのお陰で、観客 は時代 が漸次立 ち現れて来 るのを感 じ取 ることがで きる。最
初 は「 老人」を め ぐって 、意 固地 な、 しか し弱 さゆえに硬 直 した願望 の トリア ー
デとい う無変化 ない し反復 の静態 (上 に言 う「額縁」あ るいは「キ ャ ンバ ス」 )と
して、次 いで「 若者 」 の直線 的行動 の動態 と して英雄時代 が現 れ るのだ。新 しい
「若者」がイ ー フ ァとその軍団 に立 ち向かお うとす ることに しかない。 こ
要素 は、
れ とて「若者」 はその よ うな存在 と して登場 した と見 ることができる し、 まだ実
際 に立 ち向か ってはいないか ら、戦 い も「 可能態」 と して しか現れていな い。一
「老人」のほ うも トリアーデにとどまろうと しているところで結末 となる もの
方、
の、彼 は最初 か らそ うい うキ ャラクター と して舞台 にいるのだ とも言え る し、実
「踊 り
際井戸 のほと りに居続 けるか どうかはわか らない。 これまた可能態である。
手」 だけが変 わ らず にい る。
これ らを総合 してみ ると、英雄時代 をその言動 によ って積極的 に体現 して い る
キ ャラクターが「若者」 であ ると言 え る。 それはキ ャラクター、つ ま り性格 や意
志 をその身 に刻 印 され た人物 であれば、必要 に して十分 であ り、心理 のアヤ とか
微妙 な表情 も基本 的 に不要 であるか ら、オ モテを着 けて、最小限事態 の推移 を象
徴す るだけの動 きと台詞 回 しが効果的であ る、とい うことである。
「 老人」に して
もしか り。
本作品 のイデーを この ように捉 えてみたが、演劇 はイデ ー に切 り縮 め られ る も
のでないことは言 うまで もな い。舞台 で上 演 された本作品を見 ていない者 の悲 し
さで、私 にはあ り得 べ きイデ ー につい て しか語れないか ら、 とい うだけの話 であ
る。ただ、私 は これを いわゆる レーゼ ドラマ と して読 んだわ けではな く、特 に こ
れが一 幕物 と して構成 されていること、終始濃厚 な象徴性 を湛えて いること、そ
して全体を独特 な緊迫感 が支配 してい る ことによ って、私 の想像力 は大 いに刺激
され、心の 日で舞台 を見 るが ごとき読 み方 に誘 われた とい うことを言 い添え てお
きたい。
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《
研究発表要 旨》

「 万霊節 の夜」 をめ ぐる思索 の問題
薦

田 嘉 人

a maⅣ cHousthing"が 何 であるかを明 らか に しよ う
万霊節 の夜 に、 イ ェイツは “

と して、生前 の 友 人 に呼 びか け る。 その二人 が W.T.HOFtOn、

M¨ Gregor

Florence Emery、

Mathersで あ る。二人 が招 かれ 、 その生 前 の姿 が回想 され る。

his iady"
最初 に招 かれ たのが ホ ー トンで あ る。彼 は、美 のイデアを体現 した “

(Audrey Locke)と と もに精神 的恋愛 の究極 的 な関 係 を作 った。 す なわ ち、彼 は
platonic love"と い う愛情 の形 で “
strange thought"を 究明 した。次 に招 かれたのは
“

エ メ リーであ る。彼 女 はイ ン ドの有識者 の語 る “
a dis∞ ur“ in figurative weCCh"を
the
学 び取 り、それを基礎 に して、月 の周期を巡 り「魂 」が太陽 に没入す るまでの “

mul'sjourney"に 関す る多 くの ことを解 き明か した。
「魂 」は矛盾 や対立 を解消 し、
“its(mul's)own delight"に 充 た され究極的在 り様 を体現す るのである。最後 にマ グ
レガ ー が 招 か れ る 。 彼 は 、 “A ghosHover he was/And may have grown more
arrogant being a ghost.''と

unknown
歌 われ て い るよ うに、 自 らが死者 とな って、 “

thought"を 解 明 した。

詩人 は、二人 が現実 の生活を破綻 させなが らも、究極 的 な何 かを解 明 した姿 を
mind's pondering"
通 して「驚 くべ き こと」を明 らかにす る。 詩人 の思索 、つ ま り“

mind's
は、彼 ら二 人 の 生 前 の 姿 を 回想 す る精 神 の 作 用 で あ る。 その一 方 で “
wandering"は 二人以 外 の死者 を も招 き、その生前 を回想す ることである。 しか し、

この詩 の 中 に二 人 の他 に死者 は呼 びかけ られないか ら、
「 ミイラの真理」は語 られ
ないだろう。 ただ し、仮 に死者 が 呼 ばれ、 しか もその死者 が究極的 な何 かを解 明
した とすれば、 その姿 が「 ミイラの真理」 と して語 られ る可能性 は残 っているの
ではないだろ うか。 このよ うに、万霊節 の夜 にめ ぐらされ た思索 は、いまでは死
者 とな った者 の生前 の姿 を想起 し、それを捉 えなおす ことであ った。 そ して、彼
は、捉 えなお した姿 か ら、 これか らの 自身 の生 き方 を模索 し始 めるのではないだ
ろ うか。
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デ ィラ ン
・ トマス とイ ェイツ
へ
一 娘 の想 いを うた う詩人 たち一

太

田 直

也

・ トマスは、 自身 の娘 に向 か っ
最 晩年 の作 `In Country Sleep'に おいてデ ィラ ン
て、
「 盗人」には注意 を払 うようにと語 る。人 間 か ら若 さや純 潔、あ るいは生命を
非情 に奪 ってゆ くことか ら「盗人」 とは時 間 を指す と考 えて良 い。 トマスが 何 に
も増 して強調す るのは、人 に経験 を与 え ることによ り神聖 な信念、つ ま り無垢 を
喪失 させ る もの としての時間 に対す る警戒 の必要性である。時は成長過程 にあ る
人間 に事物 の過 った見方 や迷信 を もた らすが、
「田舎 が神聖 である」ことを認識 す
る ことによ り無垢 は護 られ る と トマスは語 る。 しか し「田舎が神聖 である」 と知
る ことによ り護 られ る無垢 は子 どもが本来持 っている無垢 ではない。 なぜな らば
それは く知 る >と い う経験 を通 じて獲得 され る ものであるか らだ。キ リス ト教 的道
具立 てや聖書 に基 づ く詩句 を用 いて 自然 を うた っているところか らわか るよ うに、
トマスの語 る無垢 とは信仰 の末 に到達 しうる境地 のよ うな ものなのである。 つ ま
り `In Country Slecp'に おいて語 られ る無垢 は無知 とは異質 な ものであ り、信仰 と
同 じよ うに儀礼 と慣習 か ら生 じる知恵 も しくは叡智に基 づ く無垢 と言え る。娘 ヘ
の トマ スの願 いは、無垢 を獲得 し、 自然 の恵 みを受 けることで魂 を不滅 な もの と
して欲 しい とい うことで ある。 だが 、後期 の諸作品 において己れの無垢 の回復 を
うた う トマスの姿を見 ると、 `In Country Sleep'で 語 られている事柄 は、娘 に対 して
ではな く自 らに向けた もので あ るとも言 え る。事実、 トマス 自身 もこの詩 は必 ず
しも娘 のために書 いた ものではない と語 ってい るのである。 トマスは 一 特 に生
と死 を うた う際 に顕著 であ るが 一 イ ェイツの影響を極 めて強 く受 けて いる。 そ
れ ゆえ眠 りに就 こうとす る娘 へ の話 とい う形 で 自 らの願望 を うた った ことの根 底
には、 `A Prayer br My Daughter'に おけるイ ェイツの主 張 があ った と想 像す る こ
とが可能 であろう。
`A Praycr br My Daughter'に おいてイ ェイ ツは祈願 の表現 を用 いて娘 に対す る

三 つの願 い を うた っている。特 に二番 目の願望 は先の二 つ をまとめ る もので もあ
り、作品 の終 わ りに至 ってイ ェイツは、儀礼 か ら美 が、慣習 か らは無垢 が生 じる
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とうた う。儀礼 や慣習 は刹那 的な ものではな く、長 きにわたる人間 の営 みか ら発
す るものであ る。いわば美 も無垢 も人間 が培 って きた叡智 もしくは知恵 と呼 ぶべ
き ものであ り、 よ り次元 の高 い無垢 と考 え る ことがで きる。 この作品 は「我 が娘
へ の祈 り」とい うよ りも「 モー ド
・ ゴンヘの祈 り」とい う色彩が強 いが、イ ェイツ
・ ゴンだけではな く、自
が この無垢 を獲得 して欲 しい と願 っていたのは娘 や モー ド
・ ゴ ンヘ の祈 り」 とい う側面 を
「 モー ド
分 自身 だ ったのではないか と も思 われ る。
・ ゴンの憎悪 と自 ら
持 っているな らば、この詩 の原動 力 とな ってい るのは、モー ド
・ ゴンヘ の情念 を鎮 めたいとい う彼 自身 の願 いに他な らないか ら
の内にあるモ ー ド
だ。 この詩 には高次元 の無垢 へ の イ ェイツの憧憬 を読 み取 る ことがで きる。
トマスがイ ェイツを敬愛 して いた とい う事実 のみな らず、儀礼 と慣習 を通 した高
次 元 の 無 垢 の 獲 得 へ の 想 い とい う共 通 点 を有 して い る こ とか ら、 `In Country
Sleep'の 創作過程 で トマスの脳裏 に浮 かんだの は `A Prayer br My Daughter'に 見

られるイ ェイツの想 いはなか っただろ うか。
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〈
存在 の統合〉の行方
小 舘 美 彦

I was
イ ェイツは最 晩年 に こ う述 べ てい る。 “

born into this

th,hNe Hved in it,

and shall die in it;■ ly《 hrist... is that Unity of IBeing I)ante cornpared to a lperfectly
[〕

propoltioned hurnan body, ... : nor is this unity distant and therefore intellectually
understandablc,1)ut ilnlninent,differing frorn■ lan to nlan and age to age,takingi upon
itself pain and ugHness,`eye of newt,and toe of frog."'こ

の発 表 の 目的 は端的 に言 え

ば、 この言葉 の意 味 を吟味す ることである。
具体的 に言 え ば、第一 に 〈
存在 の統合〉 とは何 かを 同定 し、第二 にそれがいか
な る意 味 において重 要 なのか、言 いかえればそれが イ ェイ ツの精神 的 な発 展 と作
品 にいかなる影響 を及ば したのかを確認す ることであ る。
ては 、``a perfectly proportioned human body'' と
一 につ い・

diffcring
“

frolm lnan to

man and age to age,taking upon ittlf pain and ugliness"が いか に両立す るかを論 じ、

〈ダイモ ン〉へ と考察 を進め、
『幻想録』初版 をよ りど ころに、一 応 の定義 を得 る。
即ち
仮面〉及 び 〈
運命〉 と戦 いつつ心身 の調和 を志 向
「 〈ダイモ ン〉 の統括す る 〈
す る 自我」であ る。
二 につい て は、 イ ェイツがいついかに して く
存在 の統合 〉を達成 したか考察 し
つつ 、〈
存在 の統合〉がイ ェイツに対立物 に立 ち向か う積極性 と多様 な もの を受 け
入れ る抱擁力 を もた らしたこと、そ してその ことが さ らにイ ェイツの作品 の象徴
に本質的 な転換 を もた らした ことを確認す る。
二 の後半 で は象徴 の本質的転換 の一 例 として「灰色 の岩 」 (`The CFey Rock')と
″)を 取 り上 げて比較 す る。 その際 の焦点 は「 灰色 の
『鷹 の泉』 (И ′″θHα ″たヽμθ
岩」のイーフ ァ (Aoife)が『鷹 の泉』の精霊 の女 に変貌す るに及 んでその象徴的意
味合 いに変化 が生 じることである。私見 によれば、前者 は生 きた美 の象徴 である
が 、後者 は現実 に内在す る実在 の象徴 である。
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『塔』 の人間賛歌
三

宅

伸

枝

光 と影 のパ ランスを保 ちなが ら、
『 塔』が、わた したちを鼓舞 してやまない詩集
であ り続 けるのは、人 間 は意志 の力 で 自 らを新 しく律 して、善 い人生を歩 む こと
がで きるのだとい う、根本的な人 間性 へ の信頼ではな いか。
「 学童 に交 じりて」、それ に「 内
「塔」 と「 1919年 」、
「 ビザ ンチウムヘ の船 出」、
戦時 の瞑想」は、世 の 出来事 に主 体 的 に関 わ って行 くところか ら生まれてい った。
「 1919年 」では、暴力や社会 の混乱 は、人間を真 に育 て、偉大 にするもの、す なわ
ち、文化を人間 の生 活 か ら奪 うゆえ に憎 むべ きものであ り、怒 りの対象 とな って
い る。 しか し、人間 とは宿命 と して愛 さず にはい られ ないのであ り、 また、人 間
の愛 す る ものは、滅 びゆ くものなのであれば、怒 りもまた空 しい ものではないか 、
ここか らさらに一 瞬 の意志 の否定 へ 向 か うとい う動揺 の後、 自身 の責任 を思 い 出
す ことによ り自身 の立場 を確 たる ものに した詩人 は、愚か さに屈 してはな らない
とい うヴ ィジ ョンを獲得す る。「 1919年 」は、時代 の悪 を徹底的に分析す ることで
人 間 の弱 さを暴 きなが ら、 自 ら人間であ る ことに立 ちかえ った詩である。
結局 の ところ、人間の強 さのよ りど ころ となるものは、人間の、生命 を志 向 し
てや まない本性 であろ う。 ここで生命 とは、人間を精神、心 (肉 体 )、 魂 の全 て に
おいて本源的に解放 し、善 く生 きよ うとい う勇気 を与 えてやまない力 だ。 この生
は荒 々 しく、人間を過酷 な運命 に投 げ入 れて い くものである。人間 の偉大 さは 自
らの気 ちがい じみた、暴力的な部分 、宿命 の苦 さを伴 うことな しには考 え られ な
い ものではないか と、詩人 は瞑想 の うちに悟 り、 いよいよ、厳 しくも美 しい人生
に対 して力をかきたて られてい く。 (“ Ancestral Hou∝

s")

生 きることの底 の知 れない恐 ろ しさと、それで もなお人間 に勇気 を与 え る続 け
る生 命 の力 について啓示 を得 た詩人 はます ます芸術 へ の思 いを深めて い く。 自 ら
の信念 を確認す ることで、詩人 はます ます決意 を新 たに している。 (`My Table")
詩人 は想像力 と記 憶 とい う、人 間 の最高 の精神力を駆使 して、真実 の理解 に至
ろうとす る。
「塔」では、作 り手 の死後 も残 って、常 に生命 の新 しい意 味 を、今 を
生 きるわれわれに問 いか けて くる芸術作 品 が何 よ りも雄弁 に永遠を物語 ってい る
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ことが述 べ られ る。合わせて、詩人 の視点 が死 か ら生 をみ る方向 に逆転 している
ことを指摘 したい。イ ェイツは、魂 は肉体 の死後 も生 きて、転生を続 けるとい う概
念 を好 んで 用 いた。生 きなが ら魂 をつ くるとは、す なわ ち、死を超えた生命、つ
ま り永遠 を志 向す る ことで、それ は永遠 へ の思 い を芸術作品、 イェイツの場合 は
詩 に託す ことで あ った。イ ェイツのよ うに、形式 を重 ん じた詩人の場合、
「 もの」
と しての詩 の形 が硬 質 で、冷 た く、動 じないほ ど、中 に込 め られた感情、あ るい
は生 命 は温か く、強靭であるとい う関係 も成 り立 つ。生命 と老 いや死 との緊張 が
うま く保 たれつつ解決 に向か っている といえ る。
「 ビザ ンチウムヘ の船 出」にお いては、魂 を作 るのは人 間 の精神 であることが歌
われ る。
「学童 に交 じりて」において、人 間の労苦 は決 して報 われない ものではない。労
苦 は花開 き、内部 の生命を現す もので 、大地 に根 を張 る木 も、無心 に踊 る踊 り子
も、生命 へ の意志 を体現 してい る。人 間 の外部 の大 きな生命が内部 の生命 と感応
す るのだ。 不完全 な人間が 自 らを越えて完全 を達成 してい る瞬間を見て取 ること
ができる。
自己が何 に忠 実 であ り続 けるか とい うことだが 、イ ェイ ツの場合、 それは常 に
人 間を大 き く、強 く、豊かに して くれ る もの 、美 や真 実 が究極 において示 してい
る、生命の力 であ り、同時に、生命 の力 を求 めてやまない、人間の不完全 さであ
り、大胆 さであ った ように思 われ る。
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ワイル ドとイ ェイツ
一

『 サ ロメ』 と月 の シンボ リズ ム ー

中

村

久

美

世紀末 を代表す る作家 ワイル ドの『 サ ロメ』 は、聖書 の残酷物語 を翻案 した マ
ラル メの『 エ ロデ ィア ー ド』 に強 い影響 を受 け、 フランス語 で書 かれた 1891年 の
作 品 であ る。 冒頭 か ら最後 の シー ンに至 るまで、月 の描写 がサ ロメの聖俗二 面性
を象徴す る形 で印象的 に用 い られてい る。冷酷 で純潔 な乙女の ようで もあ り、情
夫 を もの狂 わ しく求 め る裸 婦 のよ うで もある月。月 が赤 く染 まると ヨカナ ンは斬
首 され、サ ロメの官能 の愛 が成就 し、月が隠れ るとサ ロメが処刑 され るな ど、サ
・ グ レイの 肖像』での ドリ
ロメと月 の照応関係は明 らかである。 これは、
『 ドリア ン
ア ンと 肖像画 の分身関係 の応用であろ う。 ところで ここで注 目 したいのは、 ヨカ
ナ ンの預言 が成就 し、奇跡 が現実 の もの とな ったに も関わ らず、 ヨカナ ンの斬首
がサ ロメの死 によって殆 ど無意味 な もの と化 し、奇跡 の もつ意 味合 いが薄 れて し
ま う点 であ る。 ワイル ド的敗北主義 とで もい った ものが窺 え る。
このいか に も世紀末的 な『サ ロメ』 を もとに、 アイル ラ ン ドの伝説 に も取材 し
て、歌 う生首 とい う、 さらにおどろお どろ しい題材 をテ ーマ に した作品が、 イ ェ
イツの 2つ の戯 曲『 3月 の満月』 と『大時計塔 の王 』 (い ずれ も 1934年 の作 )で あ
る。
『 3月 の満月』では女王 の冷酷 さと月 の象徴性 をよ り純粋 な形 で強調 してはい
るが、まず は正 当な伝統 的 サ ロメ劇 と言 ってよい。他方、
『大時計塔 の王』 におい
ては、『サ ロメ』や『 3月 の満月』 で象徴的 に用 い られた月の代 わ りに、大 時計 が
印象的 に用 い られ る。 月 も時計 もともに時間 の変化 を象徴す る ものであ るが、月
が ロマ ンテ ィックな、または ヒロイ ックな精神 や時代 を暗示す るの とは対照 的 に、
時計 は機械仕掛 けの合理主義精神 を表 す もの と考 え られ る。 また、王妃 は劇 中つ
いに一 度 も言葉 を発 しな い。詩人 の首 を要求す るの も王妃 ではな く王 であ る。王
妃 は ロゴスの支配す る世界 では生気 を失 った存在 なのだ。 ところがその沈黙 の王
「私 の子官 に何 が入 り込 んで くるのか」 と歌 い始 め、
妃 が詩人 の斬首 を見 て突然、
踊 り出す。 この歌 のエ ロテ ィックな文句や、生 の欲動 の現 われ と しての踊 りは、王
妃 が 肉体 的存在 であることを表 し、肉体 か ら切 り離 され歌 い始 め る詩人 の首 は、死
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者 の叡智を象徴す る。 その歌 を聞 いて王 妃 が くちづ けす る時、死者 と生者 の交感
が行われ、 ロゴス とは相容れ ない存在 であ った王 妃 に、今 や知 識 や合理 的精神 で
はない、永遠 の叡智 が与 え られつつ あ るのである。大 時計塔 の王 とて も、それ は
阻止 で きな い。
ところで、戯 曲集 の順序 とは逆 に、実際 に書 かれたのは『大 時計塔 の王 』 の方
が先 で、
『 3月 の満月』 はその後 である。 イ ェイツは『幻 想録』で シーザ ーの暗殺
と 3月 の満月 とを結 びつ け、ひとつの文明 の終 わ りと新時代 の到来を示唆 している
が、キ リス ト教 時代 が大時計 の時代 であ り、それ以前 の異教時代 が月 の時代 であ
るな ら、大 時計 の針 が 12時 を回 るその時、大時計 は月 に、王妃 は女王 にな るのだ
ろうか。 そ して 3月 の満月 には、再 び月 は時計 へ と変容す るのだろうか。
世紀末 とは、奇跡 が可能 であ ったが、 ワイル ドのよ うに、その重要性 をあ ま り
重視 しない時代 で もあ った。終末観 と楽天的進歩主義 が交錯 し、時代 が混沌 と し
ていたためであろ う。世紀末 を生 き延 び、奇跡 その ものが不可能 にな った時代 に
生 きるイ ェイツには、過 ぎ去 った月 の時代 の再来 を夢見 ることが可能 であ った世
紀末 とい う時代 へ の郷愁 が窺え る。
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《書

評》

松村賢一編
『 アイルラン ド文学小事典』
1999年 11月 30日 、研究社 出版、xi+万 4頁 、3mO円
「小事典」とはい うものの、最後 のパ ー トV「 アイルラン ド文学を読むためのキー
ワー ド」を除 いて 、 これは引 くためではな く、読 むため の本 である。 I「 アイル ラ
ン ドの地勢 と文化」、 II「 アイルラン ド文学 の歴史 とその背景」、 III「 アイル ラン ド
・ パー トを通読す
の文学」 (英 詩、演劇、小説 に分 けて詳述 )と 2∞ 頁近 いメイ ン
ることは感動 的な体験 であった。 イギ リス文 学史 の正 典 に入れ られて、 たまたま
・ スター
アイル ラ ン ド生 まれであ ったにす ぎな い よ うに扱 われて きた、 ロ レンス
・ ワイル ド等 も、 こ
・ シ ョー、オ スカ ー
ン、 ジ ョナサ ン
・ スウ ィフ ト、パー ナー ド
う してアイル ラ ン ド文学 の流れ の 中 で位置 づ け されてみ ると、イギ リス文学 とは
異 なる、いかに もアイル ラン ド文学 ら しい特質 を もった作家である ことがよ くわ
か る。
「 口承 の伝統 」
その特質 とは、編者 の松村賢一氏 が「 は じが き」 に記 している、
と「 地 名 へ の執着」 に要約 される。第一 の特質 である「 口承 の伝統」が アイル ラ
ン ド文学 に占め る重 要性 は、詩、演劇 、小説 の各 セ クシ ョンにわた って力説 され
てい る。 もともと文字 を もたなか った ケル ト人 の伝説 や民 話 は口承 で伝 わ った も
のであ る し、 シ ャナ ヒーと呼ばれ る語 り部 が民間伝承 にこめ られた英知 を語 り継
ぎ、そ の語 り回が現代 の文学 に も連綿 と伝 え られてい る。 た とえば、 ジ ョイ スに
お ける言語遊戯 や短 編形式 の優位性 はその現 れであ ると指摘 され る。 (余 談 なが
ら、筆者 は 15年 程前 ベル フ ァス トで 開催 され た IASAIL国 際学会 で、 シ ャナ ヒー
を聞 く機会があ ったが、英語 なのに さ っぱ り理解 で きなか った。地元 の人達 は大
笑 い していたが、 ア メ リカ人 もわか らない と言 っていたか ら、英語 のわか りに く
さに加 えて、話 に含 まれ る諧誰 や機知 を理解 す る文化 的背景 が欠けてい るせいで
あろ う。 シ ャナ ヒーの CDが 出てい る らしいので、研究 してみようと思 う。 )W・

J・

オ ングは『声 の文化 と文字 の文化』 において、グーテ ンベル グの印刷革命以後 の、
読 み書 きが身 に しみついた「文字 の文化」 と、それ以前 の聴覚 を中心 と した「声
の文化」 とでは、人 間 の認識方法 も精神 的枠組 み も根本か ら異 なることを論 じて
い るが、アイル ラ ン ド文学が「声 の文化」 の直系 の子孫 であるとい うことをお さ
えず に、イギ リス文 学 の規範 です くいあげよ うとす ることは、重要 な点 を見逃 し
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て しま うことにな るだろ う。
第二 の特質「地名 へ の執着」 については、 日本の風土記 のよ うな、アイル ラ ン
ドの地 名 にまつ わ る伝説 を書 いた地誌「 デ ィ ンシャナハ ス」 の伝統 がある。土地
の 名前 は、その音 と共 に、不思議 なイメー ジ喚起力を もち、埋 もれ た記憶 を よみ
がえ らせ る。イ ェイ ツ も ヒーニ ー もアイル ラ ン ドの土地 の名前 や原風景 を詩 の 中
で呪術 的 に用 いて、記憶 の共 同体 とい う意識 をかきたてつつ、 それを普遍性 にま
・ ニ ー・ ゴー ノルがアイルラン ド語 で詩を書 くのは、地 名 が
で高 めてい く。 ヌー ラ
英語化 されることによ って失 われた文化や精神・ 風土を復活 させ よ うとす る試 みで
あるとい う。詩 のセ クシ ョンでは、場所 と歴 史 に対す る鋭敏な感覚 がアイル ラ ン
ドの詩人 の詩作 の基 本 にあることが実例 を挙 げて繰 り返 し論 じられてい る。 しか
し、 ヒーニーのエ ッセイ「場所 の感覚」 に述 べ られているように、場所 へ の執着
はアイル ラン ドだけに特有 の現象 ではな く、ヒーニーが敬愛す るダンテに も、ワー
ズ ワス、テニ ソン、オ ーデ ン、エ ドワー ド
・ トマス等 のイギ リスの詩人 に もあ る。
アイル ラ ン ドの詩 に今 もローカル な場所 へ の愛着を こめた詩 が 多 く見 られ る とす
れば、言語 と精神 における二重 性 を宿命 とす るアイル ラ ン ドが帰属意識 を求 めて
土地 とい う不動 のエ レメ ン トに頼 ろうとす るか らではないだろ うか。記憶 を共有
し、ネイ シ ョンの物語 を構築す る努力 を、 アイルラン ドは今 も積 み重ね ざるをえ
ない。記憶 の場 は政治性 を帯 びて これか らも語 りの伝統 の 中で伝 え られて い くこ
とだろ う。
本書 が対象 とす るアイル ラ ン ド文学 は、 アイルラン ド語 で書 かれ た、 キ リス ト
教以前 の神話や英雄伝説 、航海 のモチー フ (イ ムラム )を 扱 った詩 、土地 の伝説 、
恋愛詩等 か ら、英語 で書 かれた作品 (こ れが大半である )、 そ して最近 の若 い世代
によるアイル ラン ド語 で書 かれた詩 に及 ぶ。 ほぼ 600年 間 にわた ってイギ リスの
支配下 にあ ったアイル ラ ン ドでは、その間 に英語 が 日常語 とな ったが 、アイル ラ
ン ドの作家達 の言語感覚 に も精神 に もゲ ール文化 の伝統 が色 濃 く残 ってい る こと
が本全体 を通 じて伝 わ って くる。 イギ リス文学史 か ら独立 した新 しいアイル ラ ン
ド文学史 が、ネイ シ ョン
・ ビルデ ィングの一 環 として、ようや く書 かれ始 め られた
・ アイ リッシュで もな い、
ことは感慨深 い。 ゲ ー リックで もア ングロ
「 アイル ラ ン
ド文学」を通観す る本 が 20世 紀後半 にな ってアイルラ ン ドでは陸続 と出版 されて
きて い る。 それ に劣 らず、アイル ラン ドの若 い作家達 の活躍 はめ ざま しい。 アイ
ル ラ ン ド史 の見直 し作業 も行 なわれてい る。本書 はおそ らく日本 で初 めての、初
期 アイル ラン ド語文学 、英語文学、最近 のアイルラン ド語文学 までをカバ ーす る
アイル ラ ン ド文学史 ではないだろ うか。 これ を読みなが らアイル ラ ン ド文学 の重
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層性、豊饒 さ、 エ ネルギ ー に圧 倒 され た。 ほんの少 ししかアイル ラ ン ド文学 をか
じっていない私 と しては、 この うちい ったいどれ だけを読破 で きるか と、 自分 の
年齢 が気 にかか る。
パー トIVは「文献解題」、巻末 の「 アイルラン ド作家・作 品一 覧」 も有益。索 引
を頼 りに事典 と して も使 え るが、 と もか く一 読をお勧 めす る。執筆者 は、松 村賢
一 、虎岩正純、佐野哲郎 、大野光子 、的場淳子、大澤正佳各氏 で、 いずれ も卓越
したアイルラ ン ド文学者。
(荒 木映子 )
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W.B.Yeats,“ Crazy Jane Talks with the Bishop''の

翻 訳 を例 に

女 性 歴 史 文 化 研 究 所 紀 要 (京 都 橘 女 子 大 学 女 性 歴 史 文 化 研 究 所

)8

pp.19-40

2000.3

清水博之 、他

SAP(日 本 詩 学 会 )8
1く

2000.3

lelley,I)avid

C)vcrlooking and(Dvcrlooked:Anglo‐ Irish Angles of Vision

東京純心 女子大学紀要 (東 京純心女子大学紀要 )4

pp.7-19

2000.3

pp.131-142

2000.3

原 田美知子
内 な る女性 ― イ ェイツとダイモ ン
紀要 桜美林英語英米文学研 究 (桜 美林大学 )40
Noriyuki Harada
Personality,Inlpcrsonality and ISublirnc Mornent:

A Comparative Survey ofthe Romantic Poems"om Donne to Yeats[英 文
杏林大学 外 国語学部紀要 (杏 林大学外国語学部 )12

pp.71-87

]

2000.3

渡辺淳子

W.B.Yeatsの 「 あ る政治 囚 によせて」一 アイル ラン ド共和 国 の夜 明 け 一
文学芸術 (共 立女子大学総合文化研究所 )24

pp.21-45

2∞

0.7

(Samuel Beckett)

井上奈緒美
プル ース トとベケ ッ ト

ー
Posterite"と してのベ ケ ット
ー プル ス トの “
年報 フランス研究 (関 西学院大学 フランス学会 )33 pp.15-27
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1999

井 上善幸
『オハ イオ即興劇』 における夢 の系譜学
2000.3

図書 の譜 (明 治大学図書館紀要 )4 pp.238-2“
井 上れ い子
・ マザーの登場 ―
グ レー ト

勲α
/′ ′
`Fα

′
′にお ける崩壊 と再生

関西外 国語大学 研究論集 (関 西外国語大学 )71 pp.51-68
大野麻奈子
サ ミュエル・ ベ ケ ッ ト「残 り火」一

英語版 と仏語版 の比較か ら

学習 院大学文学部研究年報 (学 習院大学文学部 )46 pp.121-136

1999

岡室美奈子
ジ ョイス とベ ケ ッ トの 円環・ 螺旋
ズの書』、大地母、幾何学、錬金術 をめ ぐって
一 『 ケル
英文学 (早 稲 田大学英文学会 )79 pp.21-42

2000.3

梶原克教

Bcckers Vengemce on Language[英 文 ]
愛知県 立大学文学部論集 英文学科編
(愛 知県立大学文学部・ 愛知県立女子短期大学 )48 pp.11-23

1999

片岡 務
サ ミュエル・ ベ ケ ッ トの小説『 モ ロイ』 につ いての考察 (そ の 1)
「無」 の視点 か ら 釧路工業高等専 門学校紀要
(釧 路 工 業高等専門学校 )33

1999.12

pp.75-81

斉藤延喜
表象 の危機 ― ジ ャコメ ッテ ィ、 ベ イ コ ン、 ベ ケ ッ ト
同志社大学英語英文学研究 (同 志社大学人文学会 )72 pp.49-84
藤原

2000.3

曜

La pu蒻 帥 ∝ du langage chez Samuel BCCkett[仏 文

]

年報 フランス研究 (関 西学院大学 フランス学会 )33 pp.151-162

102

1999

Brian Friel)
〈

藤本和子
Bazarov's Revolution in Friel's Fα

″ι
パα
″′Sο ,6[う に:文 ]

ノー トルダム清心女子大学紀要 (ノ ー トルダム清心女子大学 )24

pp.31-47

2000.3

増 田珠子

あ″

Memory,History,and Brian Friel's■

げ
`ル “
津田塾大学紀要 (津 田塾大学 )31 pp.137-154

′
た α夕 [英 文 ]
1999.12

(Seamus Heaney)

奥 田良二
ヒーニーの詩 と「 言葉 の支配」
―

詩 の 自律性 を求めて 一

東海大学紀要外国語教育 セ ンター

(東 海大学外国語教育 セ ンター )20

2000.3

pp.57-66

坂内 太
シェイマス
・ ヒーニ ーの初期 の詩
早稲 田大学大学院文学研究科紀要 45(2)pp.19-27

2000.2

楚輪松人
プ リテ ィッシュそれ ともアイ リッシュ ?:
詩人 と しての ヒーニーの文化 的 アイデ ンテ ィテ ィ
金城学院大学論集 (金 城学院大学論集委員会 )184 pp.127-1“ ・

2000.3

松村賢一
狂気 と流 離 ― シェイマス ●ヒーニ ー とアイル ラ ン ド詩 の伝統 一
『 ユ リイカ』 (青 土社 )32(2)pp.147-155

2000.2

(fifcadio Hearn)
梅本順子
ラフカディオ・ ハ ーンの 日本文学 の語 り直 し作品 に見 る中国文化の受容
国際関係研究 国際文化編
(日 本大学国際関係学部国際関係研究所 )節
103

(2)pp.1-16

1999.12

金沢朱美
小泉八雲 の 日本語 につ いて 一 日本語教育 の視座 か ら―
目白大学人文学部紀要 (目 白大学人文学部 )6 ".35-45

2∞

0.1

先川暢郎
ラフカデ ィオ・ ハ ー ンの人間観 (4)ア レグザ ンダー
・ ポープをめ ぐって
一 東京大学英文科講 師時代 の講義録 か ら
法政大学教養部紀要 (法 政大学教養部 )11l

pp.107-128

2000.2

佐藤利男
ラフデ ィオ・ ハ ー ンと天文学 天界 (東 亜天文学会 )81(897)pp.81-91 20∞

.2

永 田雄次郎
ラフカデ ィオ・ ハ ー ンと第 4回 内国勧業博覧会 ― その美術史的意義 につ いて
人文論究 (関 西学院大学人文学会 )49(3)pp.1-15
1999.12
真貝義五 郎
駆 け出 し新聞記者 時代 の ラフカデ ィオ・ ハ ー ン (小 泉八雲 )
研究紀要 (神 戸松蔭女子学院大学 )41

pp.131-226

2000.3

光畑隆行
ラフカデ ィオ・ ハ ー ンとアイル ラ ン ドー

浦島伝説 を懸 け橋 と して 一

〇LIVA(関 東学院大学英語英米文学会 )6
1し

pp.1-18

2000.3

eonard,Julian
The Significance of Ra(ヵ in the Hearn― Chamberlain Correspondence[:芙 :文

岡山大学文学部紀要 (岡 山大学文学部 )32
Lemoine,Bernadene[工 藤

pp.181-194

]

1999.12

進

訳]
ハ
招待研究講座 ラフカデ ィオ・ ー ンの世界 と日本 の 自然

言語文化 (明 治学院大学言語文化研 究所 )17

pp.164-178

2∞

0.3

Rosen,Alan
Hcam's lmaginative Use of Dreams[英 文 ]

熊本大学教育学部紀要 人文科学 (熊 本大学教育学部 )48 pp.1-13

1999.12

(James Joyce)

今井宏二
非 一同一性 の言語表現 一 ジョイス論 ―
早稲田大学大学院文学研究科紀要 45(2)".12-22
104

2000.2

小野

勝、他
1999.11

中央英米文学 (中 央英米文学会 )33
大 島 由紀夫
『 ユ リシーズ』 の第 11挿 話 における音楽技法
Otsuka Review(大 塚英文学会 )36 pp.72-83

2000.4

熊 沢和 明
『 ユ リシーズ』第 9挿 話 :『 ハ ム レ ッ ト』 のパ ロデ ィー と して
2000.3

専修人文論集 (専 修大学学会 )66 pp.239-265
桑原俊 明
『 ユ リシーズ』 の魅力 を説 く ―

アイル ラ ン ド的特質 の考察 ―

盛 岡大学紀要 (盛 岡大学紀要編集委 員会 )19 pp・ 9-19

2000.3

清水重夫
ジェイムズ
・ ジ ョイスとカタ ログとナ シ ョナ リズム
ユ
ー
12挿 話分析
ー 『 リシ ズ』第
―
英 文学 (早 稲 田大学英文学会 )79 pp.1-20

2000.3

杉 崎信吾
スタニ スラウス
・ ジ ョイスか ら父 へ の投函 されなか った手紙
明治大学教養論集 (明 治大学教養論集刊行会 )335 pp.61-81
高橋

2000.3

渡

Reading the Last EP

)de ofし,ss′ s:Thc Other Discour“

pp.39-46

A Painful Ca"の ナ ラテ ィブ構造 pp.49-57
広 島女子大学 国際文化学部紀要 (広 島女子大学 )8

2000.2

武 田美保子
ダブ リン解読 ― 『 ユ リシーズ』民族 、女性性 、書 くこと
英 文学論叢 (京 都女子大学英文学会 )43 pp.35-49

1999.12

田畑榮一
ジェイムズ
・ ジ ョイスの “
Clay"― 『 ダブ リン市民』再読 (4)一
大阪芸術大学紀要〕 22 pp.63-74
「 芸術」 〔

1999.11

妻 鹿裕子
The Death‐ thelme in“ The Sisters''and``The Dead"

英語文化研究 (獨 協大学大学院外国語学研究科 )20

105

2000.2

樋口 日出雄
『 ユ リシーズ』 (卜 3挿 話 )解 読
英米文学研究 (梅 光女学院英米文学会 )35 pp.207-217

1999.12

南谷覚正
ジェイムズ
・ ジョイスの「下宿屋」
群馬大学社会情報学部研究論集
2000.3

(群 馬大学社会情報学部 )7 pp.105-123

向井久幸
・ ジ ョイスの「姉妹」 における語 りについての一考察
ジェイムズ
今治明徳短期大学 研究紀要 (今 治明徳短期大学 )2

pp.19-27

2000.3

米本義孝
読解「 ユ リシーズ」一 第 15挿 話 よリ ー 奇想天外 な幻想場面 ―
2000.4

大谷學報 (大 谷学会 )79(a pp.1-23
(G.Bo Shaw〉

小野素子
『 人 と超人』一

時代 の刻印

1999.10-11

英語青年 (研 究社 出版 )
小 山田淳子
『 ピグマ リオ ン』 と『 マイ・ フェア・ レデ ィ』
英文学論叢 (京 都女子大学英 文学会 )43 pp.50-68
佐藤

1999.12

晋

バ ーナー ド0シ ョー作『医師 の ジレンマ』 の倫理学
明治大学教養論集 (明 治大学教養論集刊行会 )324 pp.1-23

1999

(Oscar Wilde〉

新谷

好

『 サ ロメ』 の一 考察 一 サ ロメ伝説 とヮイル ドの独創性
追手 門学院大 学文学部紀要 (追 手間学院大学文学部 )35 pp.47-60

106

1999.12

大野成司
ワイル ド文学 の源流 と して の童話作品 神奈川大学大学院言語 と
文化論集 (神 奈川大学大 学院外国語学研究科 )6

pp.87-106

1999.12

梶原克教
ワイル ド奪還 のために

MULBERRY(愛 知県立大 学文学部英文学科 )49 pp.1-12

20(Ю .3

Masahide Kaneda
Performative and Subversive:Oscar Wilde'sLο

′
′Иrι λ r Sac,′ ιb
“

CIrJ″ ‐

`

Osaka Literary Review(大 阪大学大学院英文学談話会 )XXXVHI

pp.81-98

1999.12

鵜川雅江
C)scar Wilde:``′

「

he】Nightingale and the Rose''

True Loverと Truc Artist一

一
倉敷芸術科学大学紀要 (倉 敷芸術科学大学 )5

pp.155-163

2000.3

木村克彦
ワイル ドの生涯 一 両親 とパ ラ ドックス
作新学院大学紀要 (作 新 学院大学 )10 pp.109-116

2000.3

高橋富男
オスカー・ ヮイル ドの短 編 へ の考究 一 『幸福 の王子』 と他 二 編 を
中心 に 一 明星英米文学 (明 星大学英米語学文学会 )15 pp.51-70

2000.3

平野啓一 郎、他
『 ユ リイカ』総特集「 オスカ ー・ ヮイル ドの世界」 (青 土社 )32(6)

pp.7-241

2000.4

堀江珠喜
ワイル ド裁判 の意 味
英米言語文化研 究 (大 阪府立大学英米言語文化研究会 )48

pp.91-1052∞ 0.3

その他〉
〈
井村君江、他
『 ユ リイカ』特集「 アイルラン ドの詩魂」(青 土社 )pp.58-241

107

2000.2

河野賢司
レノ ックス・ ロビンソン『 失 われた指導者』 にみ る英雄復活願望
九州産業大学国際文化学部紀要 (九 州産業大学国際文化学部 )15

pp.141-167

2000.3

Desilva,Robe■
Irish English andや Vorid IEnglishes

神 田外語 大 学紀要 (神 田外 語 大 学
堀出

)12 pp.25-39

2000.3

稔

・ プ ロ ンテ
アイル ラ ン ド伝承文学 とエ ミリ

名古屋女子大学紀要 (名 古屋 女子大学 )46 pp.283-289

2000.3

松 田誠思
Sean O'Ca∞ yと 都市 スラムの女性 たち

神戸親和女子大学英語英文学 (神 戸親和女子大学英語英文学会 )19
1999.12

pp.44-61
八 幡雅 彦
プ ライア ン
・ ムーア (1921-1999)の 描 く北 アイル ラ ン ド
別府大 学短 期大 学部紀 要 (別 府大 学

)19 pp.79-93

2000.2

山内暁彦
“A Lump of Deformity"
『 ガ リヴ ァ旅 行記』 にお け る病 気 に つ いて

言語文化研究 (徳 島大学総合科学部 )7 pp.17-44

2000.2

(奥 田良二・ 薦 田嘉人・ 原 田美知子 )
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日本 イェイツ協会第 35回 大会 プログラム
1999年 11月 6日 (土 )～ 7日

(日

):於 小野講堂 /7号 館

■ 11月 6日 (土 )

9:30～ 10:30

受付

10:30～ 11:00

挨拶

日本 イ ェイツ協会会長

鈴木

弘

氏

早稲 田大学政治経済学部長

堀 口 健治

氏

アイル ラ ン ド大使

Declan O'Donovan 氏
司会

11:00～ 12130

小堀

隆司 氏

く研究発表 >
「万 霊節 の夜」を め ぐる思索 の問題
Йα″におけ るナ シ ョナ リズ ム
G効麟 ″″J″ο ′
“
“
と農夫 の表象

薦 田 嘉人

氏

岩 田 美喜

氏

太田

直也

氏

司会

谷川

冬二

氏

司会

鈴江

障子

氏

イ ェイツの演劇 に見 る「 存在 の統 一 」 の行方

小舘

美彦

氏

鈴木

聡

氏

司会

棚木

伸明

氏

司会・ 構成

羽矢

謙一

氏

山崎

みや 氏

荒木

映子

氏

君島

利治

氏

海老澤邦江

氏

D.ト マス とイ ェイツ

へ
ー 娘 の思 いを歌 う詩人 た ち 一
12:30～ 13:30

1昼 食
総会

13:30～ 14:30

>
くり千
‐
究;冶 長
|ヲ

記憶 、歴史 、忘却 一
14:40～ 17:30

イ ェイツの場合 一

くシンボ ジウム >
“Blood and the Moon"を 読 む

18:00～ 20:00

司会 三神 弘子 氏

懇親会
会場 :ア

バコ

109

■ 11月 7日

(日

10:00～ 11100

)

<講 演 >
能 の時空 とイ ェイツ
司会

11100～ 12:30

高橋

睦郎

氏

松田

誠思

氏

三宅

伸枝

氏

く研究発表 >
『塔 』 の人間賛歌
「 学童 の間 で」 における「舞踏」 (■ he dan∝

')

の意義

長谷川弘基 氏

ワイル ドとイ ェイツ
ロメ』 と月 の シンボ リズ ム
ー
ー 『サ
12:30～ 13:30

昼食

13:30～ 16:20

くシンポ ジウム >

中村

久美 氏

司会

鈴木

史朗 氏

司会・ 構成

関根

勝 氏

小管

奎申 氏

平田

康 氏

И′″θff"崚 も″υ′をめ ぐって

Angela Bourke氏

16:20

閉会 の辞

松村

110

賢一

氏

An Interpretation of 'Among School Children':
Concerning tlre $m!o_ls of Integration
in the Final Stanza

Hiroki Hasegawa

It is taken for

granted that 'Among School Children' achieves the
Yeatsian "Unity of Being." The symbols or images in the final stznza, viz.
"dancer" and "tree", are regarded as representations for integration. When we
look into the poem more closely, however, the integration that we thought was
realized through the lines becomes problematic. Most critics, interpreting the

final line in a monolithic way, agree that "the tree" and "the dancef'

are

images which are successful at unifying and integrating several opposites such
as body and soul, youth and age. For these critics, "the tree" and "the dancer"

of the same image, standing for the impossibility of dividing
an organic whole. The unconditional identification of the two key-images as
representing a unified whole, however, is quite dubious, and the final line
are duplications

should be read as a determined and even tragic exclamation, not as a peaceful
eulogy for life.

While the tree image is directly concerned with the problem of the whole
and its parts, the inseparability of the dancer from the dance has very little to

do with that problem. The poem's final line, therefore, must be thought as
presenting a new phase. The re-interpretation of the final line leads to a
re-consideration of the word "unity". The Yeatsian "unity" should be
understood in terms of such concepts as "continuity" and "duration". Though
many critics emphasize the spatial aspect of "unity", the dancer image invites
readers to look into the temporal aspect

of "unity" or "integration". Life is

continuous, and cannot be stopped as long as one lives, just as the dancer
cannot stop dancing as long as she exists as a dancer. Beings will continuously

change, and the change or transition, however tragic

tt2

it

may be, is another

of life. The last line of 'Among School Children' thus reminds us of
"AIl things fall and are built again, / And those that build them
again are gay." The Yeatsian idea of "unity" or "integration" does not mean
name

such phrases as

the nullification of opposites; it is an attempt to keep equilibrium among them.

113

"That high window of dramatic verse":
Nationalism and Peasants in Cathleen ni Houlihan

Miki lwata

One of Yeats's early plays, Cathleen ni Houlihan, has long been the
subject of critical considering because of its conspicuously nationalistic

of symbolic art at times, and as a
propagandist drama at others. Its complexities lie in the collaborative nature of
the play, which was written and produced with the aid of Lady Gregory and

features: the play is regarded as a work

Maud Gonne.

The figures of peasant women show this collaborative nature most, as
they contain trvo different connotations in the one image- I:dy Gregory

vividly depicts the family conversation between Bridget and Peter in the
robust style of Irish peasant speech, while Yeats makes Cathleen's words
more symbolic as he tries to apply a climactic symbolization to the work.
However, as the famous radical nationalist Maud Gonne played the title role,
the figure of Cathleen ni Houlihan was easily connected to her amateur

political theatricals by the audience of those days.

Moreover,

for

Yeats himself the idea

of the Irish

peasants was

problematic. This idea was originally developed by the Young Irelanders, well
- known both for their militarism and romanticism. Thus, as he put it in his

later poem, 'Man and the Echo,' Yeats experienced fear that the work's
symbolic dramaturgy might be incomplete, and, therefore, be excessively
propagandistic. Cathleen ni Houlihan is the work that gave him the greatest
difficulty with its dramatized conflict between

tt4

an ideal and the world.

Memory, History, and Oblivion in Yeats's Works

Akira Suzuki

The first decade of the twentieth century, during which

Yeats

concentrated his creative power on some external activities other than writing,

draws our attention because of contemplative and theoretical progress
made at this period. For instance, his study

of Nietzschean philosophy

he

was

deepened since the introduction of some translations sent by John Quinn, and

it

resulted in the publication of Responsibilities: Poems and a Play (1914).

The idea of "responsibility," on which Yeats's view of history was to be
crucially founded, should be understood as originating in Nietzsche's
argument in On the Genealogy of Morals (1887). Adding to that, On the Uses

and Dbadvantages of History for Ltfe (1874, the second of Nietzsche's four
Untimely Meditations) became another inspiring text for Yeats, as it proposes

three categories of historiography useful for the living, including
"monumental history."
Yeats often emphasizes the importance of our own effort to construct the

dialogical or contrapuntal relationship benveen the past and the present. In
some

of his plays, this effort is partly fulfilled, and the

representation

of the

past actuated, by uniquely theatrical apparatuses such as ghosts and s6ances.

Though, as Yeats's autobiographical works testify, we could not deny the fact

that continual remembrance substantially constitutos our existences and
identities, memories and responsibilities of the living are always/already on
the brink of vanishment. In other words, our crisis consists in forgetting the
fundamental difference between what to be forgotten and what not to be
forgotten. This is the reason why the act of willing (that is, not involuntary)
anamnesis or intensive reconsEuction of the past ought to be essential for
ourselves and the coming generation to perform duties we owe to history.
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Subject, Other, Language
In the Case of Yeats's Indirect Speech

Yoshiya Fujita

Mikhail Bakhtin discusses "intersubjectivity" in his notes for the revision

of his essay on Dostoevsky. His thoughts on the subject are clearly expressed
there. It can be summarized as follows: a person has no internal sovereign
territory and always exists on the boundary; a person can exist only in relation
to the other; when a person looks inside himself or herself, he or she looks
with or into the eyes of the other.
The idea that the other is the origin of the subject, that is, the inversion of
the subject-other hierarchy, reminds us of the term "carnival" which Bakhtin
uses in the analysis of the texts of Rabelais and Dostoevsky. t anguage

fills

the

most important role in the subject-other relationship because it is the medium

which introduces the other into the inside and promotes the creation of the
subject. The subject is created against the other and through the medium of
language. This is the core

of Bakhtin's theory of the subject, and one of its

embodiments is his theory of speech.

In this paper we first take a general view of Bakhtin's theory of subject
and speech, and then analyze W. B. Yeats's text, depending on Bakhtin's
theory of speech and focusing on how Yeats uses indirect speech. Yeats's
poems often describe the processes
selected other.

If

of the subject defined by the variously

language is the medium which introduces the other into the

inside and promotes the creation of the subject, and

if

speech

is the

most

distinguished form which quotes the other's language, then it must reveal
some aspects of Yeats's poetics to reread his poems from the point of view of
speech.
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編集後記

>

本号 で И Иsあ″の特集 を予定 して「 会報」 で 原稿 を募 集 したが、残 念 なが ら一
篇 の 原稿 も送 られ て こなか った。 イ ェイ ツ論 で は しば しば引 き合 い に出 され る作
シ ンポ ジウムか ヮー ク シ ョップが考 え られない
め
品 だ けに、今後 ИИむル
"を ぐる
だ ろ うか。
> 投 稿 論 文 が 8篇 (研 究 発表 を踏 まえ た論文 が 5篇 )あ り、編 集 委員 会 に お ける
審 査 の結 果 、 4篇 が 本誌 に掲 載 され る ことにな った。集 ま った論 文 は全 体 と して
は前号 に比 べ て レベルが高 か ったが 、粗雑 な論証 と独 断 的 な記述 が 目立 ったのが
残 念 で あ る。 1篇 の 詩 を取 り上 げ るに して も、 その詩 の研 究史 が あ る こ とを肝 に
銘 じて おか なけれ ばな らないだ ろ う。 その網 目か らユニ ー クな論文 が生 まれて く
るわ けだが、 ことばでい うほ ど簡 単 ではない ことは承知 して いる。 だが 、重要な
問題 を断定 的 な表現 で片 づ けて しま う ことは避 けたい。現在 は批評理 論 も方法論
も多様 化 してい る。 そ して読 み 手 もそ のつ もりで読 む の だが 、論証 が 充 分 でない
ため につ いて い け な い こと も しば しばで あ った 。
鈴 木聡 氏 の 論 文 の 掲 載可 否 につ い て は議 論 が あ った 。 イ ェイ ツの 作 品 か らの
引用 もほ とん どな く、 しば しば「 拙 著」が顔 を 出す重厚 とおぼ しき論 文 だが、こ
の よ うな文章 は本 誌 にはな しまな いの で文 芸評 論 誌 に載 せ て い た だ い た 方 が よ
いの で はな いか とい う意見 、 た とえ ば エ リオ ッ トの『 煉 獄』批 評 へ の 言 及 にみ
られ るよ うな、前 後 の 文脈 を無視 した牽強 付 会 の 引用 もあ り、作 品 あ る いは こ
とば へ の最 低 限 の 謙 虚 さが 欠 けて い る とい う指 摘 もあ った。 しか し、 俯 蹴 的 に
提示 され た件 の テ ーマ に関心 を寄 せ る会員 も多 か ろ うと い う こ とで 掲 載 に踏 み
切 った こと を書 き添 え て お きた い 。

>

本 号 で編 集 委員 の 任期 が 終 わ る。 荒木映 子 、 小堀 隆 司 、清水博 之 、 山崎弘行
の諸氏 はす ぐれ た読 み手 で、 これ まで『 イ ェイ ツ研 究』 を全面的 に支 え て いただ
いた 。 こ こに記 して感謝 した い 。
村 賢一 )
(松

論 文投稿規定
投稿 資格 は 日本 イ ェイ ツ協 会 会 員 で あ るこ とを 原 則 とす る。
和文 の場合 は横書 き と し、 4(X)字 詰 原稿用紙 に換 算 して論 文 は 30枚 以 内 (必 ず 3∞
語 程度 の英 文 シノプ シス を添 え る )、 書 評 は 5枚 以 内 と し、大会 にお け る研 究発表
の 要 旨は 3枚 以 内、 シ ンポ ジウムの 報 告 は 10枚 以 内 とす る。英 文 の タ イ トル 、及
び ローマ字 書 きの 筆者 名 を添 え る。 英 文 は 5,∝Ю語 以 内 とす る。 な お、 執 筆 要領 の
詳 細 は事 務 局 に 問 い合 わせ る こ と。
原稿 の 締 切 りは、特 別 の 指定 の あ る ときを除 いて 、 6月 末 日と し、 フ ロ ッピー・
デ ィス ク (文 書 フ ァイ ル とテキ ス ト
・ フ ァイ ル )と 文書 フ ァイ ルか らプ リン トア ウ
トした もの 5部 を同封 して 日本 イ ェイ ツ協会事 務 局 に郵送 す る。
論 文掲 載 の可 否 は編 集委員 会 が 決 定 す る。
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THE YEATS SOCIETY OF JAPAN

CONSTITUTION
L The Society is to be called THE YEATS SOCIETY OF JAPAN.
2. It has as its object the promotion of Yeats studies in Japan by means of :
a. lecture meetings;

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

d. other activities.

3.
4.

The Society consists of President, Committee and Members.
The President is to be elected by the Committee.

5. The Committee is to be elected by the Members.
6. Both President and Committee hold office for two years, but may offer
themselves for re-election.

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

and payment of the

stated fee.

9.

Expenses of the Society are to be defrayed from membership fees, donations,
etc.

10.

A General Meeting is to be held annually to discuss all matters pertaining to
the Society.

I L Any addition to, or amendment of, this Constitution

of the Annual General Meeting.

will require the sanction
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