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<イ ェイツ学会講演>

Yeats and After

lソ41cheal	c)siadhail

I must begin by saying that I'm aware of the vast literature on Yeats'work and

indeed the great number of literary scholars across the world who devote time to
studying and thinking about his poems and plays. Indeed, I'm sure there are some

avid Yeatseans(sic) here among you. I, for my part, make no pretence to be a Yeats-

ean(sic) specialist. What I can bring you is simply the attempt of a current practition-

er of the art to cast a waffn eye over the work of a major poet and I do this in the
knowledge that all practitioners of the art of poetry owe so much to the tradition
which has shaped them.

In terms simply of history, Yeats started as a Victorian, was an Edwardian and

came, it seems to me, to the height of his powers between the two world wars. Clear-

ly, there is a huge shift in Yeats'work, neatly exemplified by the title of the opening
poem The Song of the Haffy Sheqherd in his first published collectioi Crossways and
in the final lines of his l,ast Poems with his stark epitaph:

Cast a cold eye

On life and death.

Horseman fass by!

And yet there's something strange. When you listen to an early Beethoven sonala

you know that for all the growth and deepening it is the same Beethoven of the late

quartets. In the same way the first published poems of Yeats have the unique stamp

of his personality:

But O, sick children of the world,

Of all the tnany changing things

In dreary dancing past us whiiled



To the cracked tune that Chronos sings,

Words alone are good.

So before we get too attached to the cracked tune which Chronos sings or even

before we think of the enrichment of Yeats'range as he grew older I want to try to
understand what is it that so clearly singles out Yeats'voice? Can we point to how

we know that both the first and last poems are unmistakeably Yeats?

The first thing that comes to my mind is a certain tone. The tone is high, grave and

poised:

Procasions that lack high stilts haoe nothing that catches the Ee.

What if ny great-granddad had a fair that were twenty foot high,

And nine were but fifieen foot, no mod,ern stalhs upon higher,

Some rogue of the world stole them to latch uf a fence or fire.
( From High Talk)

The tone is lofty and Yeats intended to keep it that way. Even where he aspires to a

sort of folksy style in the ballads which occur from The Ballad of Father Hart and

The Ballad of Motl Magee in his first collection Crossways to Come Gather Rounil ne,
Parnellites in his lzsl Poems the tone, while less exalted, never becomes conversa-

tional. I think it's fair to say that Yeats never achieves or even attempts to achieve

the quality which the poet Patrick Kavanagh in his extraordinary thirty page Self-

Portrait called'airborne.' There is no weightlessness. Something in Yeats'

demeanour is solemn and unbending. While Yeats so often praises light hearted-

NCSS:

Stand upri.ght on your legs a while,

Stand uiright while you can,

For soon we lie where he is laid,
And he is underground;

Come fill ui all those glasses

And pass the bottle round.



(From Come Gather Round Me, Parnellites)

Somehow, I don't imagine Yeats carousing. Any attempt at revelling seems to be of
the'eat, drink and be merry for tomorow we die'variety. An Epicurean ideal.

Yet it can be a cheap and ungrateful form of appraisal to concentrate on qualities

which are absent. I must avow that the high-minded gravity of tone is a feature of
Yeats which I deeply appreciate. I'm sure it was largely determined by tempera-

ment and background but it was also in part shaped by his time. Yeats died the year

the Second World War began, a war which was to bring in its wake waves of popu-

lar culture which changed the tone of contemporary poetry. Undoubtedly, poetry

under the inJluence of post-war twentieth century popular culture broadened the

range of human experience which contemporary poetry made its own. And yet the

attempt to allow poetry to embrace all aspects of life has sometimes led to slovenli-

ness, a loss of tone and poise and of a general seriousness of purpose which I crave

in poetry.

Another feature which is part of the unique Yeatsean(sic) feel to a poem is the stead-

iness and footfall regularity of metre:

When you and my ttae looer meet

And he flays tunes between your feet,
Speak no eail ofthe soul,

Nor think that body is the whole...

(From The Lady'sThird Song)

Yeats is an extraordinary reminder of the high-headed and measured thrill of pros-

ody. His constant working of rhyme hardly calls for comment. There is a fascina-

tion to his constant invention and manipulation of rhyme schemes. It is interesting
that in, for instance, the first two books Crossways and The Rose only twice in The

Rose where he employs end- rhymes are there slanted or broken rhymes: weary/
Eire Che Man uho Dreamed of Fairylanil and in Cuchulainn' s Fight wi.th the Sea
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the word Ddd rhymes with tide).

As his work progresses he seems deliberately to choose slanted rhymes. But while
in some ways this can give the impression of being a concession to modernity, it is
in fact in a long tradition in English literature. The Alexandrines were constantly

using slanted rhyme and Pope is a master of it.

In some strange way, the lines of the final command to his guild scem at this junc-

ture almost prophetic:

Irish poets learn your trad,e,

Sing whateoer is well made,

Scorn the sort now grouing uP

All out of shale from toe to to|,
Their unremembering hearb and heads

Baseborn Products ofbase beds.

Now, before we leave behind the form and texture ofYeats'poetry one final observa-

tion. A language such as English with its vast range ofvocabulary and, in particular,

the massive Iatinate influence, often via French, forces anyone handling the lan-

guage constantly to make choices, at least at a subconscious level. There is often a

choice between Germanic words and borrowings of tatin or Greek origin. This, of
course, is something, which you as Japanese are familiar with, as up to fifty percent

of Japanese vocabulary is of Chinese origin. A good example is the word for answer.

In English immediately the choice'ansu)er','reply' and. 'respond' presents itself,

The first word 'answer' is a good Germanic word while 'reply' and.'resfond' are of.

latin origin. (The Japanese equivalent is, say, the choice between kotaeru or ooiiru,

which are of Japanese origin, and henji suru or ootoo suru which are borrowed from
Chinese.) I mention all this because it's an important choice for a poet.

Gerard Manley Hopkins, who died the year Yeats'first collection Crossways was pub.

lished, deliberately chose to concentrate on Germanic words. But listen to Yeats'A
Bronze Head:



No dark tombhaunter once; her forrn all full
As though with magnanimity of light,
Yet a most gentle wotnan; who can tell
Which of her forms has shown her substance right?
Or maybe substance can be composite,

Profound McTaggart thought so, and in a breath

A mouthful held the extreme of life and death.

Yeats here embraces the full opulence of latinate borrowings in words such as zzag-

nanimity, substance, composite, profound, ertreme. In his 'ballad-style'poems, how-

ever, Yeats instinctively avoids full-blooded latinisms. In shorl unlike Hopkins or,
to take a later example Dylan Thomas, who stamped an individual and Germanic
biased style, Yeats embraces the full range and depth of English, wittingly or unwit-
tingly fastening on the range and register which suits his purpose in any given
poem.

Now, however, I want to turn from the form of Yeats'work to think more about the
thematic content.

Poet and sculptor, do the work,

Nor let the modish painter shiyk

What his great fo,refathers did
Bring the soul of man to God,

Make him fill the cradles right.

Measurement began our might
Fortns a stark Egftian thought,

Forms that gentler Phidias wrought.

Michael Angelo lefi a |roof
On the Sistine Chapel roof,

Where but halfawakened Adam

A measure of Yeats' thematic purpose is given inhis Ben Bulben:



Can disturb globe-trotting Madam
Till her bowels are in heat,

Proofthat there' s a purpose set

Before the secret working mind:

Profane ferfection of mankind.

Heart mysteries there and yet when all is said

It was the dream itself enchanted me:

Character isolated by a deed

To engross the present and dominate rnernory.

PXayen and stage took all my loae

And not those things they were enblem of.

There is a profound sense of calling which Yeats so readily evokes. In the extraordi-

nary late poem The Circus Animal' s Desertion there is almost an admission that his

dreams spun around Maud Gonne who'pity-crazed, had given her soul away'. Was

it a case of falling in love with being in love:

And then in the third and final part of the poem there is the well*nown sullen

return to the ordinary, to the profane perfection of mankind:

Those masterful images because comflete

Grew in pure mind, but out of what began?

Old iron, old bones, old rags, that raoing slut
Who keeps the till. Now that my ladder is gone,

I must lie down where all the laddefi start,

In the foul rag-and4one shop ofthe heart.

But what was the ladder that is gone? Was it Maud Gonne or was it a whole view of
life that had sundered? What is the root of this note of disillusion? It seems to me

that Yeats'poetry is often forged from deep conflicts within himself. While this may

be true to a certain extent of all artistic endeavour, it' s almost as if Yeats'work is a

particularly intense battleground. He is in a long line of poets from Wordsworth on
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who are fundamentally opposed to modernity. He is steeped in a tradition of Roman-

tic expressionism which arose in protest against the Enlightenment and which con-

tinues on in various forms even to our own day. It is a reaction to the ideal of a disen-

gaged and functional reason, a cold scientific approach with all that it has brought

with it since the eighteenth century. This modernity is seen as a fragmentation of
human life in many of its aspects. The whole moral and social climate is seen as a

sundering, an atomisation of society. There is a division of heart and mind, of rea-

son and feeling in a way which has divorced us from nature and from ourselves. All
this has been compounded by industrialisation and by bureaucracy. Set against this,

the poet as the lone artist is searching nature for an epiphany. Our access to nature

is by some inner impulse which we discover in our own experience. Yeats'poems

are permeated by this tradition from his early poems onwards such as The Inke Isle

of InisIree.l\e attitude is clearly expressed again and again:

We were the last Romantics- chose for theme

Traditional sanctity and loueliness

...he declared in Coole Park and Ballylee, 1931. There is constantly a note of being at

the end of an era, the conclusion of an epoch;

That ciailisation na! not sink,

Its great battle hst,

Quiet the dog, tether the pony

To a distant fost;
(From Long-legged Fly)

Or in an Irish context in the poem The Statues written in April 1938:
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And again from The Old Stone Cross in his Last Poems:

Becaase this age and the next age

Engender in the ditch,

No man can know a happy man

From any passing wretch;

This quotation from The Old Stone Cross, clearly implies a knowledge of Yeats'
gyres and particularly in the case of the poem which opened La.st Poems called The

G1zes. These are the epochs which Yeats now fatefully accepts as the destiny of man-

kind. Here is the poet as grand old man casting himself in the light of the last great

Romantic and standing boldly against the incoming tide of modernity now stoically
accepting that these are the inescapable workings of some sort of predestined

scheme of things.

Clearly, this is all too sketchy, too rough and ready. There are many nuances and

shades in all these poems. Yet I do think that it's fair to say that Yeats'overall pos
ture is a romantic one and a refusal to accept modernity with all its works and
pomps.

But here, it strikes me that there is a strange irony. As so often we humans are

shaped by our time and, indeed, by the stances we take. Even in his calling himself
a Romantic, Yeats in some peculiar way is defining himself in terms of what he
opposes. In other words we need to ask whether his fervid disapproval of Moderni-
ty tied him to Modernity's apron strings? It' s almost as if many of the conflicts
from which Yeats made his poetry are themselves symptoms of the Modernity
which he opposes, as if his detestation of Modernity finds its expression in terms of
Modernity. We need to be careful not to fall into any simplistic view of such a com-
plex poet. Yet sometimes it seems to me that in some way the atomisation of life
which the Romantic movement abhorred is deep in the worldview which Yeats

brings to bear on his life. There is somehow a fundamental atomisation in so many
aspects of his own life.
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Firstly, there is his lone stance as an individual against the filthy tide of Modernity.
But am I right in thinking that his individualistic standpoint is in itself part of the

effects of Modernity which he rails against? The emphasis on the self in Yeats'
poems is also probably a product of the Modernity which he rejects.

Of course, it could be immediately said that Yeats is much less individualistic than

many other poets. After all we have here also a public poet. Think of. Easter 1916 or
S'ixteen Dead Men. But there is once again a certain irony here in Yeats the anti-

modernist embracing nationalism. Nationalism is in so many ways part of the politi-

cal fallout of Modernity. The loss of the old order and break-up of local communities
along with industrialisation helped to trigger nationalism. But nationalism may also

be thought of as the political expression of Romanticism. Clearly in suggesting such

ironies we have the benefit ofhindsight and indeed of subsequent pivotal historical
events.

Could it be that Yeats is also the embodiment of Modernity in other aspects of his
work? I wonder if the fierce disillusion at the onset of age and diminishing sexual
powers might be another feature of Modernity? Why Should Not Old Men Be Mad?

Haue I put it into words,

Sfoilt what old loins haue sent?

Eyes spiritualised by death can judge,

I cannotbut I'm not content.

Certainly, it's a bitter pill to swallow for the Romantic. I can't help feeling that his
despair at old age is a part of Modernity where the sense of community and continui-
ty of an older society is lost.

Yeats certainly doesn' t speak to us of the wisdom of age. His references to wisdom
are scathing. h Afier lnng Silence he tells us 'Bodily decrepitude is wisdom' and in
his letter to Edmund Dulac, to whom he dedicated The Winding Stair and Other

Poems, Yeats tells him that he warmed himself back into life with Byzantium and
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Veronica's Napkin'looking for a theme to befit my years' . The theme of Byzanli-

um echoes the perhaps better-known Sailing to Byzantium in the previous collection
The Tower

An aged, rnan is but a paltry thinq,
A tattered coat upon a stick, unless

Soul clap its hands and sing and louder sing
For euery tatter in its mortal dress...

For me Yeats is at his most moving in some of the themes which resonate deeply

with our human lot. One of those themes is the terrible conflict of loyalty between

the life and the work. The life versus work is for me brilliantly caught in The Choice:
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When all that story' s finished, what' s the news

In luck or out the toil has lefi its mark:
That old perplexi\ a.n empA furse,
Or the day' s uanity, the night' s remorse.

Anyone with a strong sense of calling will know the agonies of this clash. It seems

to grow even more poignant with age. Although Yeats turns to Plato's ghost in

What Then,Ibsen (whose rbalism he disliked) has the same regrets in his final play

When We Dead Awaken:

All his haliier dreams came true-
A small house, wife, daughter, son,

Grounils where flum and cabbage grew,

Poets and wits about him d,rew;

'What then?' sang Plato' s ghost 'Wat then?'

13



'The work is done,' grown old he thought,

'According to my boyish Plan;
Let the fools rage, I swented in naught,

Something to perfection brought' ;
But louiler sang the ghost, 'What then' ?

Another recurrent motif in Yeats which cannot but move us is the constant hanker-

ing after Maud Gonne. Naturally, this in some ways can be seen as yet another bat-

tle which Yeats the romantic is fighting against the ordinariness of domestic pleas-

ure with which he appears in What Then? to be, at least to a degree, satisfied. Yet

the repeated allusions to Maud Gonne, whether disapproving of her socialist vision
or wistful about the loss of her, strike a poignant note. And there it is in the final half
dozen poems in Politics:

How can I, that girl standing there,

My attention fix
On Roman or on Russian

Or on Spanish politics?

Yet here' s a traaelled man that knows

What he talhs about

And there' s a politician
That ha.s read and thought,

And mafie what they say is true

Of war and war' s alarms,

But O that I were young again

And held her in my arms!

When Yeats died in 1939, the combination of Enlightenment and Romanticism was

about to bear its most lethal fruit in Germany. The Nazi order came to power riding,
at least partially, on the Romantic impulse of Herder's Volk, the chauvinistic rheto-

ric of national character, the glorification of tradition and purity of race. The cold

mechanical and bureaucratic planning of the camps, the rigorous timetabling of
transport trains bore all the hallmarks of the most ruthless separation of mind and

14



feeling associated with the modern industrial world. The unspeakable cruelties of
the Holocaust are a watershed. The ambiguities of Yeats'Romanticism would not
have been possible in the aftermath of Nazi Germany when new questions are

asked of our humanity. Yeats, like all of us, was shaped by his temperament and his
background and times. The fundamental question for those of us after this epochal

event maybe how to keep faith with humanity in the light of all that happened. If
Modernity is called into question where do we now turn? Is it possible to under-

stand fissures at the heart of Modernity without our responses being only in terms
of that modernity? Is it possible to reach beyond it? What are the various ways of
dealing with this dilemma?

Perhaps Yeats is best understood as part of a community and continuing tradition of
Irish poets rather than simply in isolation. I imagine that a Society such as this
which is named after him see the exploration of this continuing tradition as part of
your purpose. So let me take a brief look at how the community of lrish poets contin-

ues Yeats'opposition to an unengaged and instrumental reason, particularly in the

light of the Holocaust and all that happened.

A very rough map of that community's various approaches would be to see three
main strands which I will label for convenience the classical mode, the modernist
mode and the social-satirical mode. Clearly, such a labelling is extremely rough and

ready and many poets either straddle two groupings or move from one to another in
their work.

l5

The first strand, the classical mode, takes Yeats''Irish poets learn your trade' to
heart. But it isn't simply a question of form but rather also of clarity and approach.

In this mode we have Patrick Kavanagh, who is, I think, after Yeats the outstanding
figure in Irish twentieth century poetry. While in banter he was dismissive of Yeats

he, in some ways, was in the same line of country, in others, he was utterly differ-
ent. Patrick Kavanagh left his small Monaghan holding and came to Dublin where

he settled in August of 1939, the year Yeats died and the Hitler war began. Kava-

nagh, like Yeats, was a visionary but it seems to me that in tackling the modern

world he was both more and less of the modern world than Yeats. Whatever unique



mixture made Kavanagh, he seems to reach beyond the narrows of modernity in a
way Yeats never quite achieved. Embracing the ordinary and the local with a blend

of seriousness and humour, it is almost as if he recovers pre-modern tinges to tran-

scend the straight jacket of cramped rationality.

Among the other signfficant figures in this strand are Richard Murphy, Pearse

Hutchinson, Patrick Galvin, John Montague, Seamus Heaney, Michael l,ongley, Der-

ek Mahon, Michael Coady, Eilean Ni Chuilleandin, John F. Deane, John Ennis and

Eavan Boland

The second strand, the modernist mode, is notoriously difficult to define, particular-

ly as it covers so many various-isms: symbolism, vorticism etc., and is an umbrella

term for an anti-genre in all art forms. It is, if you like, defined in opposition to the

more classical mode which grew up at the end of the 19 'r' century in the intellectual

urban centres of Europe including Berlin, Vienna, l.ondon and Paris and is marked

by experimental, self-conscious use of form. During Yeats'lifetime, Thomas

McGreevy, Brian Coffey and Denis Devlin were all self*onsciously European or
international and espoused to one degree or another a modernist mode. Among the

significant figures after Yeats who illustrate this mode are Thomas Kinsella, Tom

Mclntyre, Anthony Cronin, Ciaran Carson, Medbh McGuckian,.

The third strand is what I call the social and satirist mode which, of course, has long
roots in history but particularly since World War 2 has been fuelled by Post-

Structural and Post-Modernist tendencies and the rise of the ironic mode. There

are social-satiric poems in Austin Clarke's Flieht To Africa published in 1963. Bren-

dan Kennelly's earlier poems too are in a classic mode but have moved in latter
years into an exuberant socio-satiric mode. Among the others who illustrate this

mode are Macdara Woods and Paul Durcan .

Clearly, any listings of this nature are only partial and I have confined myself to my

elders or immediate contemporaries and to those concentrating on writing in Eng-

lish . There are those who might be thought of as in a classical mode but have also

been greatly influenced by the Irish language tradition such as Padraic Fllon and
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Michael Hartnett. Furthermore, there are many fine contemporaries and younger

poets who may indeed explode all of these tentative and provisional categories.

Of course, I can' t simply remain as a neutral observer in all of this. So let me lay my

cards on the table. Without doubt, I espouse what I have called the classical mode.

By temperament I tend to want clarity and to weave variations on classical forms.

It's for others in time to judge how well I achieve this. I have wanted to explore

ways to both embrace the world around me, knowing what the great suspecters

Nietzsche, Man<, Freud and later Foucault have shown us and still choose to find
something of the Renaissance trust in the huge lazz of things. I want to regain

modes of thought and imagination squeezed in the wake of some of the narrower

modes of the Enlightenment. I want to break a way out of the mould of solitary indi-

vidualism. I want to look at the Holocaust and try to find a way of still trusting
humanity.

Unplanned, in some of my books I seem to have swerved between the personal and

the public. lnThe Chosen Garilen I tried to cover a personal growth and in,4 Fragile

City to catch the light and shadow of trust in society. Our Double Time is an attempt

to grapple with mortality, in a way that frees us to espouse the Madam lazz of here
and now. I find the classical mode particularly suited to dealing with the formative

events for our 21o century and with the enduring universal themes of our lives. And

all my life I'm an Irish poet learning his trade.

Uke Yeats, all of us are of our time and woven into a dance of community and a tra-

dition:

O chestnut tree, great-rllted blossomer,

Are you the leaf, the blosson or the bole?

O body swayed to music, O brightening glance,

How can we know the dancerfrom the dance?

(From Among School Children)

I' ve been invited in this lecture to reflect on my own experience of writing in the tra-
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dition after Yeats. So now I want to make some attempt to illustrate as best as I can

how I see myself connecting up with this lineage.

I think I've always sought to follow theYeatsean(sic) imperative which I quoted ear-

lier:

Irish poets learn your trade,

Sing whateuer is well made,

Scorn the sort now growing up

All out ofshape from toe to tof

I have always delishted in and been intrigued by form. Or more exactly, I revel in

the classical tension between form and content. I have of course employed freer
styles but on the whole I'm particularly fascinated both by the way old forms that

never cease to be renewed and by how there are endless possible variations and for-

mal inventions. I think if I had to choose one classical form of all I'd choose the son-

net.

Why the sonnet? I think it is that the sonnet is such an extraordinarily musical form.

I don't just mean musical in its rhymes and rhythms but even more so its construc-

tion. In the Shakespearean sonnet there is a particularly musical sequence: the first
quatrain is the exposition of a theme, the second quatrain is the first development of
the theme, the third quatrain is the second development of the theme and the final

couplet is the recapitulation. There are, of course, other sorts of sonnets.

Sometimes I prefer the Wordsworthian sonnet, with the slower, more thoughtful fin-

al sextet as here where I'm meditating on how when we're young we divide neatly

the living from the dead but as we grow older that division seems less clear:

I wonder is it youth' s brimming urge to diuide

Their world from lars, as if the great leoeller

Sealed us from them. Our side and the other side.

Haue all the boundaries already started to blur?
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The hallowed we leam from, tiny gestures inbred,

Doppelgiinger of the mind, ghosts in the genes,

Our hero figures, those friends who went aheail,

Those fluttered spirits shuttling go-b etweens

Maybe the shada draw us slowly in their wake

Or deep down in me aflane has begun to waaer

As little by little those sfiirits become our Peers

And the darklyseen-through glass less opaque.

Weights of menory shifi gently in theirfauour.
Sone need to name the gone grows with yean.

(From Triftych in OUR DOUBLE TIME )

As I also pointed out Yeats died just on the eve of the Holocaust which means we

can never again flirt with romantic notions of blood and soil. As I have suggested,

this is the pivotal event which forces us to take a stand on post-modernity or late
modernity or whatever we wish to call it. The realisation that there can be no

hegemony of overview leads to a fragmentation. This for me is a healthy return to

the love of the particular. I find I return again and again to music. Often it' s jazz. I
think of how the infinite number of riffs and variations contain and point to a well-
worn melody. Other times it' s more classical music. I don't think that it's simply a

matter of chance that the extraordinary delight in polyphony is the stamp of Renais
sance music. The confidence of letting so many voices have their say. But this bois
terous trust in harmony, this love of organic noise, is superseded in the narrower
Enlightenment mode by the dominance of melody. Perhaps the fragmentation of
our viewpoint and the return to the particular allows us, in a more fundamental way
than Yeats imagined, to rediscover a pluralist music. Anyhow here I am trying to
ponder our contemporary world:

Motet

O my whiteiurdened Europe, across

so ,nan! maps greed zigzags. One uoice
qnd the nightmare of a dominant chord:
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defences, self-mirroring, echoings, myriad
ooertones ofshame. Neuer again one uoice.

Out of mala'ise, out of need our uision cries.

Turmoil of change, our slow renaissance.

All things share one breath. We listen:

clash and resoloe, webs and laprs of uoices .

And which uoice dominates or is it chaos?

My doubting earthling, tiny among the planets

does a louer of one ooice hear more or less?

Infinitia of slace and time. Melodl fragments:
a music of comfassion, noise of enchant nent.

Among the inner parts something open,

something wild, a long rumour of wisdom

heePs winding into each tune: cantus firmus,
fierce aigil of contingency, looe' s congruence.

(From The Chosen Garden)

Terrible as the epochal event of the Holocaust was, I find myself wrestling with it
and trying to make sense of the world in its light. I suppose this relates to Yeats in
its serious of purposes and tone. Clearly our times differ but we contemporary poets

can best pay our tribute to the tradition in a continuity of vocation. I want to read

now a short new poem, (this time a Shakespearian sonnet) which puzzles over the

eruption of the Holocaust. Was it a volcano that built up over two thousand years? I
hear the command of the French survivor Charlotte Delbo : Essayez de uoir! Try to
see. We must remember:

Summons

Meditate that this came about. Itnagine.

fojama ghosts tramp the shadow of a chimney.

Shorn and nameless. Obliaion's mad rnachine
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With endless couilts arrd selections. Try to see!

For each who suruiaed, euery numbered

Arm that tries to hold the wedding guest,

A thousand urgent stoiaforeoer unheard;

In each testimony a thousand more suppressed.

A Polish horizon glows with stifled ries:
Who'll wake us fron this inftnite nightmare?

Out of the cone of Vesuuius their liaa rhe

To skyurite gaunt silenca in the frozen air.
A summons to try to look, to try to see.

A muted dead demand their debt of memory
(From The Gossamer Wall )

But perhaps one way we can remember is by allowing the fear of overviews and our
contemporary fragmentation lead us back to the particular and the ordinary. I want
to end this tribute to Yeats and the tradition of Yeats with a love poem which relish-
es the ordinary. For me, Yeats reaches his greatest heights in his love poems. For
all the tensions of his later poems there is something especially enduring about the
earlier love poem:

Had I the heauens'emhroidered cloths,

Enwrought with golden and sihter light,
The blue and the dim and the dark cloths

Anight and light and the halflight,
I would spread the cloth under your feet;
But I, being poor, haue only my dreams under your feet:
I haue spread my dreams under your feet:
Tread sofily you tread on tny dreatns

And the other great poet after Yeats of the last century Patrick Kavanagh excels in
the ordinary. Here he enters the last wonderful phase of his poetry when he had

lost one lung and was recuperating and so glad to be alive:
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Hospital

A year ago I fell in loue with the functional ward

Of a chest hosPi.tal: square cubicles in a row

Plain concrete, wash basins- an art loaer's woe,

Not counting hou the fellow in the next bed snored.

But nothing whateoer is by loue d,ebaned,

The common and the banal her heat can know.

The corridor led to a stairway and below

Was the inerhqustible aduenture of a grauelled. yard.

This is what loae does to things: the Rialto Brid.ge,

The main gate that was bent by a heaay lorry,

The seat at the back ofa shed that was a suntraf.
Naming these things is the looe-act and its pledge;

For we must record loue' s trystery without claptraf ,

Snatch out'of time the passionate transitory.

A Wordsworthian sonnetilla Kavanagh in praise of the ordinary. So here to cele-

brate the particularity of love, a modest tribute to the tradition. I suppose it's a

savouring and a trust in the rituals of the ordinary to heal us and ward off the ter-

rors of overarching ideologies, the black castles in the air. I'll leave you to guess

the form!

A Presence

Idle with pleasure I let my misty gaze

fi.nd its slow way through the subdued

light to where the contour of a forcelain uase,

busy in silent meditation alludes to you.

Along the dressing table a ceratnic bazaar

Of creams, moistures, htions ointments,

An exotic row of shaleU pots and jars
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Stopfers the scents and oafoun of a fresence.

Your sPirit traoels in such louely earthenware,

At ease in its clay, a uessel well tumed,

Cajoling the nind down from a castle in the air
back to the sweeter gioenness ofyour world.

Still like a wloer on his first sightseeing,

I relish the emblems, your haberdashery of being.

(From The Chosen Gard.en)
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《論	文》

On W. B. Yeats's Early Poems and Celtic Elements
in the Celtic Revival

Kunie	Ebisawa

lntroduction

Cultural things with the epithet "Celt" or "Celtic" in publications and per-

formance have been accepted and popularized as another novelty of ethnicity in

recent Japan. This trend is grounded in economic commercialism and another way

of appealing to Japan to whom Ireland is still unfamiliar. Back in the Gaelic revival-

ism of the late nineteenth century, however, this trend was politically grounded.

Young Yeats's "Celtic Ttvilight" was born from an upheaval of Irish nationalism,
"De-Anglicanism".. Citing Yeats's passage from Autobiografiy, Foster admits that

cultural movements in Ireland were accelerated at the turn of the century, particular-

ly after Parnell's death in 1891 as if ihey had replaced what Foster called "a political

vacuum"',
Yeats and his circle's aim, then, lies in cultural independence. Reviving forlorn

and perishing Irish literary materials, Yeats discovers the fertile voices of Irish peo-

ple. By bringing them into his poetry and drama, he succeeds to gain his theme in

his youth and evokes people's attention. His early poems, however, have been criti-
cized for romanticizing lreland or delineating lreland as his own illusionary world.

In 'A Coat' (L9LZ), he mockingly proclaims his poems based on Irish mythology

or folklore invalid. In the political confusion and recurrent violence of the 1920s,

Yeats himself is disillusioned by reality and finds his poems in his youth too roman-

tic for real Ireland. When it comes to labelling Yeats as a modernist, this might mis
guide us to assume that he is completely newly born as a modern poet, abandoning

his own belief of creating poetry based on the soil of Ireland. Although he might
have taken off "a coat/Covered with embroideries" of "Celtic Twilight", the spirit
of poetry in which Yeats laid the foundations never changes, or his perspectives on

his literary theory as well as history and civilization developed later can be said to
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stem even from his early literary career of this time.

Yeats's early essays or articles written in the 1880s and 1890s clearly show

nationalistic circumstances in the late nineteenth century. They are also good mate-

rials, which give us important clues to understanding Yeats's literary point of view

on "lrish literature" of this time. It is after 1885 when "lreland" becomes his
theme, as symbolically Yeats falls on the date in his own comment.2 His discourse

on lrish literature after 1885 is eloquent and enthusiastic, though in a nebulous

state. Repeatedly he makes inexhaustible efforts to differentiate and formulate Irish
literature in his essays and articles. In particular, those on Irish literature are

instructive for understanding Yeats's developing literary theory and the process of
formulation of his style. This article's aim is (1) to delineate his seminal thoughts
on Irish literature in the background of "the Celtic Revival" in the Victorian age

and (2) to examine how Yeats applies his definition of Celtic nature to his own
poems.

Celticism in the Late Nineteenth Century

A well-known phrase of John O'hary(183G1907), "there is no fine nationality

without literature, and -- there is no fine literature without nationality,":'awakens in

Yeats the idea that literature should be created on the soil of Ireland, and causes

him to discard his very early poems tinctured with a Spenserian or Shelleyesque

style. He also preoccupies himself with delving into the "lrishness" of literature.

A number of essays and articles written in the late 1880s and 1890s eloquently

tell us Yeats's enthusiasm for rediscovering and creating Irish literature. The pas

sages cited below are quite interesting as they clearly show that Yeats has a great

expectation for Irish literature.

In its youth it is simple, and in its mid-period it grows in complexity, as does the

tree when it puts forth many branches, and in its mature age it is covered by an

innumerable variety of fruits and flowers and leaves of thought and experience.n

In both [the literatures of Greece and England] you find three clearly-marked

periods: --- First, the period of narrative poetry, the epic or ballad period; next
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the dramatic period; and after that the period of lyric poetry. --- The poets had at

the beginning for their material the national character, and the national history,

and the national circumstances, and having found an expression of the first in
the second, they divided and sub-divided the national imagination,---.5

To explain the development of literature, Yeats uses the analogy of a tree or plant in

the first passage, and divides the development into three stages in the second pas-

sage. As the editor's commentary on this article points out,n the tree analogy is a
familiar one in Yeats'later poems and he applies the three stages of literary develop-

ment to his own works.

It seems that his sense of development germinates in the background of the Vic-

torian age. Needless to say, Darwinism influenced an attitude towards belief in
development, which becomes overwhelming during the nineteenth century. Anoth-

er powerful attitude is that towards the rediscovery of antiquities by scientific

research or analysis, corresponding to England's vastly spreading colonialism and

the upheaval of interest in exoticism. Yeats shapes his early Romantic mind in the

stream of these currents. It can be said that the organic theory of history presented

in his later work, like A Vision, had already lurked in the belief in development as

well as occultism; his ardent interest in folklore and mythology is inspired by the

mood and previous attempts at exploring ancient folk culture as well as cultural

nationalism in Ireland.

In 1867, Matthew Arnold's On the Study of Celtic Literature is published. Over

twenty years later it remained so influential that Yeats commented on it and cited

some passages from it when he discussed lrish literature. While a research on Gae-

lic language is being made in the linguistic field in the middle of the nineteenth cen-

tury, Arnold (1822-88) casts a new light upon "Celtic literature." Although accused

of misunderstandings and errors in his argument, his idea and point of view on Irish
literature are interesting enough for us to see what positive image of Ireland he pos-

sesses or creates, as opposed to the stereotypical scornful one prevailing in the Vic-

torian age. Miyuki Miyoshi reveals his dauntless approach to defining "Celtic"

literature's characteristics, and confrontation with the biased images of Ireland in
Victorian England.T In her analysis Arnold's contribution to leading to the Celtic

Revival is estimated, but she also points out that his definition of Irish traits still
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includes racial prejudice, not completely free from a typical Victorian view of Irish
people or culture.

In comparison with English literature, Arnold asserts that there is a Celtic ele
ment in English nature, as well as a Germanic and Norman element" which have

been deeply infused into and contributed to creating English cultural heritage. To
characterise the Celtic race, his observation falls mainly on an emotional quality.

He points out the superiority of quick perception or keen sensitiveness to joy and

sorrow that the Celtic race has maintained through the centuries. In explaining this
quality, he uses t}te term, "sentimental", as the chief trait of the Celtic race:

Sentimental,-- always ready to react against the despotistn of the fact;---and it is
not a bad description of the sentimental temperament; it lets us into the secret of
its dangers and of its habitual want of success.t

It is clear that Arnold's use of the term "sentimental" is not in the usual, pejorative

sense and he acknowledges being "sentimental" as a superb quality. Additionally
he develops his theory that the trait of being always ready to react against the des-

fotism of the fucl leads to another Celtic element, "the Titanism of the Cell his pas
sionate, turbulent, indomitable reaction against the despotism of fact", which gives
passion and power to literature.

These traits are reversals of stereotyped Irish characterization of being short-
tempered, wild and violent. This characteization seems absurd and groundless

from our modern point of view, and Arnold' s intention in academic politics vaguely
reveals, as itwas controversial and criticised then. It can be said, however, that his
praise for and emphasis on a new aspect of the Celtic characteristics supports creat-

ing a powerful Irish image. Ireland has been caricaturised as a weak, sorrowful
female image protected by the masculine but gentleman-like image of England.

Although it is hard to relate Arnold's direct influence on Yeats, Cuchulain, Cathe-

leen in Cathleen Ni Houlihan and Oisin in The Wanderings of Oisin are depicted as

dauntless, strong and revolutionary personages. These are also counterparts that
Yeats intentionally creates, well aware of the prejudiced Irish image.

In estimating cultural heritage in literature, on the other hand, he remarks that

the Celt has failed to produce great artistic works because of a lack of balance, meas
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ure and patience in their nature that are essential conditions of high success. Com-
paring the Greek with the Celt, he states that although both have the same percep
tive, emotional temperament, the Greek has accomplished the admirable success in
the plastic arts by adding to that temperament the sense of measure; the Celt has

accomplished nothing "with its chafing against the despotism of fact, its perpetual

straining after mere emotion." In either music or poetry, the Celt has not produced

any great work, because of lacking patience for science. Arnold asserts that great

music is shaped "with the science of a Sebastian Bach or a Beethoven and, to
create such great art as The Aganemnon or The Dioine Comedy," "a steady deep
searching survey, a firm conception of the facts of human life, which the Celt has

not patience for," is needed.t'

It seems that the scienceoriented thoughts prevailing in the Victorian age lurks
in his argument here. This is, however, contradicted to his praise for Irish nature.
Mary Thuente observes that Irish literature and culture were "objects of derision in
English eyes", and Irish folklore in particular was ignored and seen as supersti-
tious, absurd or barbarous, because "it belongs to the Irish peasant who had been

continually characterised in fiction and many folklore collections as sentimental,
superstitious buffoon." "' It is clear that Arnold does not see that the devastating con-

ditions of Irish life makes such cultural sophistication impossible in the aftermath of
the Great Famine, and that he cannot be free from being in a state of an intellectual
and sophisticated academic scholar. To put Arnold's opinion in another way: as the
state of Irish culture at this state is still undeveloped and primitive, rational, intellec-
tual and disciplined work of mind is required in order to elevate and polish it.

Yeats and Celticism

The fact that Yeats presents an essay, The Celtic Element in Literature in 1897

shows that the works of Arnold as well as Ernest Renan(1823-1892) were still regard-
ed as the canon for defining "the Celt". Ii seems that by the time of this essay's
publication Yeats has built up and established his own thoughts on Celtic nature,
though this may be his own interpretation woven from his nationalistic romanti-
cism. He, however, poses new statements as one writer as revisions of previous,

but foreign, scholars'opinions. Putting aside the question of whether this essay is
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valid for appropriate definitions of Irish nature or not, it is quite a good material and

evidence of what Yeats puts an emphasis on and how he establishes his poetic style

in his youth. In this essay, he claims a literary authenticity for the Celtic, asserting

that "of all the fountains of the passions and beliefs of ancient times in Europe, the

Slavonic, the Finnish, the Scandinavian, and the Celtic, the Celtic alone has been for
cenfuries close to the main river of European literature." r'

By O'lrary's suggestion, in the course of research on Irish folklore and leg-

ends with lady Gregory (1852-1932), Yeats takes a step toward founding his stand

on Irish oral literary tradition. On the difference between Irish and English literary

tradition, he comments that "Irish poetry or stories were made to be spoken or
sung, while English literature --- has all but completely shaped itself in the
printing-press."" Or he repeatedly lays stress on importance of oral tradition or bal-

lad style. He believes that "the true ballad" that has been inherited for centuries is

l'the poem of the populace", that is "popular poetry". 'ofhe passages from "What

is 'Popular Poetry'?" clearly show his definition of "popular poetry" and dissatis

faction with the contemporary well-known poetry:

--- I knew that what we call 'popular poetry' never came from the people at all.

Longfellow, and Campbell, and Mrs.Hemans, and Macauley inhis Lo.y, and Scott

in his longer poems are the poets of a predominant portion of the middle class,

of people who have unlearned the unwritten tradition which binds the unlet-

tered, so long as they are masters of themselves, to the beginning of time and to

the foundation of the world, and who have not learned the written tradition

which has been established upon the unwritten.'n

While Yeats makes critical comments about renowned poets of the time, in particu-

lar, because of their middle class birth, he suggests that the core of a true literary

tradition lies in the oral tradition of "the unlettered" from ancient time. This may

be thought as his excuse for or defensive view against an indifferent criticism on a
poor literary state of this time. It is, however, true that not only Yeats but also other

contemporary Irish literary people had been aware of Irish treasure of folklore,

legends and myths. It seems that this conception of "popular poetry" haunts him
all through his life, since his wish is to be a poet who represents "the true Irish
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voice." Pointing out the importance of the ballad style frequently adopted in
Yeats's whole poems, G.S. Fraiser observes that "the ballad style, all through,

helped him to touch earth, and to feel rooted.""'
In his lecture given in 1893, "Nationality and Uterature," before The Cekic Ele-

ment in Literature and "What is'Popular Poetry'?" in 1901, a noteworthy theory

of his own can be found. Here Yeats presents the three stages of literary develop
ment, as if he made a defence for a primitive state of Irish art on which Arnold
remarked. Comparing and taking for an example Greek and English literature,

Yeats summarizes that both Greece and England have produced great literature,

because they have gone through three stages of literary development: the first
stage is the period of narrative poetry, the epic or ballad period represented by

Homer and Chaucer; the second is the dramatic period, to which Aeschylus, Sopho-

cles and Shakespeare belong; and the third stage is the period ofthe lyric poets like

those in the Greek anthologies, Byron, Shelley or Keats."' He describes Ireland as

"a young nation with unexausted materials lyins within us in our still unexpressed

national character, --- and behind us in our multitude of legends", and declares that
"alone, perhaps, among the nations of Europe we are in our ballad or epic age." ''

Yeats's argument sounds nationalistic, of course, but tells us his decisive and

deliant attitude towards establishing new Irish literature and his hopeful expecta-

tion for it, though he admits that the state of that literature to be undeveloped. A
number of his essays and articles on Irish literature also reveal that he intends to

create and build up unique literature of Irish voice, not an imitation of other devel-

oped foreign countries'. These foresee the beginning of the Irish Renaissance, and

it seems that bearing it in mind, he consciously adopts the process in the develop
ment of his own works.

As for the uniqueness of Celtic elements that Yeats poses, one trait in observ-

ing nature might be noteworthy to appreciate his early poems. As Philip Marcus
points out,r* discussing Arnold's misunderstanding about the Celt's intimate feel-

ing for nature and tendency to be attracted to "natural magic", Yeats argues that

this mystical inclination for nature is "but the ancient religion of the world, the anci-

ent worship of nature and that troubled ecstasy".'*' His conviction is that although

all people used to have such an intimate feeling for nature or aflinity with nature in

ancient time, they have lost it and only obserue nature "without ecstasy, but with
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the affection a man feels for the garden"r', but that the Celt alone have kept the anci.

ent way of looking at nature with "ecstasy" over the centuries.

The term, "ecstasy" is regarded by Yeats as a significant element to character-

ize the Celt. This term also suggests an ardent religious feeling for the universe,

spiritual gratification of communing with the infinite world. This mystical emotion is

a source of the power of imagination. The people endowed with imagination are free

from the limitation of the modern world, and according to Yeats, they are the inher-

itors of Celiticism.
Another trait that both Arnold and Yeats mention is "melancholy." Owing to

the affluent imaginative power and ecstatic emotion, they are inclined to mistake

dreams for reality. Borrowing Arnold's terms, Yeats remarks that the melancholy

comes from "this 'mistaking dreams', which are perhaps the essences, for '

realities' which are perhaps accidents, [and comes] from this 'passionate, turbul-

ent reaction against the despotism of the fact"'." In the following passage in which
he describes tragic but beautiful lamentation as a melancholic but attractive

element, he gives an account of the cause of men's lamentation that "men did not

mourn - because they had been born and must die with their great thirst
unslaked."" The phrase, "great thirst unslaked", seems to me a significant ele-

ment when considering the personification of Irish heroes he creates in his poems

and dramas. This feeling is generated from having an everJasting quest for accom-

plishment, which reminds us of the thirst of Tantalus.

Yeats also presents a different idea on a sense of colours from Arnold. funold
makes a simple-minded statement that "[the Celt] is sensual, --- loves bright
colours, company, and pleasure."'" On the other hand, Yeats comes to realise the

importance of colours, and seeks for specific colours to fit the atmosphere and land-

scape of Ireland. Recalling the writing of his youth, he states that

Years afterwards when I finished The Wanderings of Oisin, dissatisfied with its
yellow and its dull green, with all that overcharged colour inherited from the

romantic movement, deliberately sought out an impression as of cold light and

tumbling clouds.'o

Or referring to Irish painters, he also remarks that
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I cannot but believe that if our painters of Highland cattle and mosscovered

barns were to care enough for their country to care for what makes it different

from other countries, they would discover, ----- , a new style, their very selves."

In addition to the sounds and forms of poetry, for Yeats, the function of colours is

also an important component. These components are inseparably interrelated and

show the harmony of orchestration by echoing their distinctive evocations, fusing

into one emotion."' He realises that well-known colours are tightly connected with
people's minds and evoke definite cognitive associations. He also believes that to
discover and use the colours of Ireland vivifies Irish landscapes and succeeds in

delineating the real Ireland.

Celtic Elements in Yeats' Early poems

Among the Celtic elements discussed in the former sections, a Celtic trait,
"great thirst unslaked" and the conception of native colours are seemingly

Yeats's own discoveries, whether or not they may be his misinterpretations. In this
section, I would like to make a brief attempt to examine Yeats's adaptation of the

two Celtic elements to his own poems.

As discussed in the former section, an embodiment of "great thirst unslaked"
easily reminds us of Tantalus. It seems rather simple to seek for its embodiment in

Yeats's work. Without doubt, this element is revealed in both Oisin and Cuchulain

of his poems. Cuchulain is described as a man of victory, who is designated to keep

on fighting. After he defeats all mortal creatures on the earth, the linal opponent left
for him is the waves of ocean. He continues to have an endless fight with the waves

because of his quenchless passion for victory. Oisin is another figure that cannot

accomplish his aim to appease his restless heart in the immortal world.

Besides them, however, Yeats creates another embodiment of "great thirst
unslaked" haunted with turbulent emotion in the poem, 'The Madness of King
Goll.' He owes much to Lectures on the Manuscript Materials of Ancient lish His-

tory(1861) of Eugene O'Curry(179G1862). According to his story, Goll is a youth of
fifteen and the son of Fiacha Fotleathan, king of Ulster, who joins the battle for
Finn's assistance; whose extreme eagerness for the battle drives him to absolute
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frcnry; and ends up plunging into the wild seclusion of a deep glen lar from the

county.
In his poem, Yeats focuses on the irrationality of King Goll. Goll is first depict-

ed as an unconquerable king who brings fertility upon his land and people. Yet a

change takes place in him as "A whirling and a wandering fire", implying an irra-

tional feeling slowly overcomes him. Yeats gives an enigmatic description to the sud-

den changing oI Goll's state of mind:

But slowly, as I shouting slew

And trampled in the bubbling mire,

In my most secret spirit grew

Awhirling and a wandering fire: (11.25-28)

This turbulent, uncontrollable emotion attacks not only Goll but also other heroic

figures in Yeats'poems. This irrational emotion is implied as an enigmatic power

related to immortals such as the faeries. [.oss of sanity and destructive power trig-
gered by the troubled emotion also foresee "frenry" , one of the key terms Yeats fre-

quently uses in his later poems.

Goll means "one-eyed" in Irish. The eyesight of a one-eyed man is so limited
that it causes him difficulty in staying well-balanced. From a psychological interpre-

tation, Goll is the personification of an imbalanced state of mind because of his limit-
ed eyesight. It is also assumed that Goll loses his ego and that his alter ego occu'

pies him, until it drives him to insanity.

Abandoning his throne, he becomes a dweller in the deep woods and learns

how to sing. Here Yeats transfigures Goll into a wandering minstrel, which is his

interpretation.

I sang how, when day's toil is done,

Orchril shakes out her long dark hair
That hides away the dying sun

And sheds faint odours through the air:

When my hand pass from wire to wire
It quenched, with sound like falling dew, (ll. 61-66)
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Only by singing, his desire for destruction, the fire of frenry, is appeased. Once cap-

tured with the irrational power, however, Goll cannot restore his tranquil golden

days of youth, and is forced to keep on wandering with unquenchable thirst like
both Oisin and Cuchulain.

While Yeats starts to write poems based upon Ireland, he makes a deliberate
choice of usage of specific colours describing the landscape and atmosphere of lre-
land. Dimness, ambiguity as well as tranquillity spread over his early poems. The
light is feeble and cold. He avoids dazzling, bright colours and light. In 'The Sto-

len Child,' he depicts with feeble cold light and dark grey colours of the landscape

where a faery is believed to live:

Where the wave of moonlight glosses

The dim grey sands with light,
Far off by furthest Rosses

We foot it all the night,
Weaving olden dances,

Mingling hands and mingling glances

Till the moon has taken flight; 01. 1319)

AN. Jeffares adds a note to this poem, citing Yeats's remark that it "probably

marks the shift from Arcadian and Indian scenes to lrish".z7 This poem first appears

in 1886. This means that from very early time in his career he starts to practice

applying specific colours and light in order to envisage his own country. This one

step takes a concrete shape, leading to The Celtic Ttoilight.

To make it clear, when we compare his two poems, 'The Indian to His [.ove'
and 'The lake Isle of Innisfree' written based on an isolated island, a distinctive
difference between them in the evocation of colours is easily perceived. In ' The
Indian to His Ilve,' the Asian birds like "the peahens" and "a parrot" and "the
enamelled sea" of the tropics produce an association with a number of brilliant
colours. On the other hand, in 'The lake Isle of Innisfree,' the tone of colours
becomes restrained. Visiting peace is associated with the dropping of dew at dawn.

The sky glimmers with stars at mid-night. Even at noon it grows purple. This com-
parison shows his drastic change of writing and deliberate usage of specific colours.
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Conclusion

While Yeats abandons much of what he obtained in his youth, some things he

holds on to until the end. It must be quite interesting to trace them back to the

source of Yeats's growth and necessary to examine how they are transfigured,

endowed with multiple meanings and images. It focuses on the first step to Yeats's

moulding of thoughts and creation of the poems with Ireland as their theme. It
seems significant and necessary to me in trying to understand the whole body of his
work as one unity. This might be considered as an attempt to examine the main

source or elements that provided Yeats with the foundation to make him a poet.

With all the upheaval of lrish nationalism and interest in Celticism, the fact is

that the poor state of Irish culture has been an object of derision. Even though
Arnold's work brings forth much attention and high value for Irish literature in pub
lic, misunderstandings and errors are perceived. His idea about a comparative liter-

ature research concludes that Irish literature is still under development or at the
primitive and immature stage.

Yeats, however, places the ballad style born at this primitive state as one of the

literary treasures, of which Yeats acquires one of his poetic styles. He sees in the

ballad fertile imagination and a life of downto-earth people, and believes that true
"popular poetry" generates from this source. His affinity with and belief in the

Irish folk tradition is explained:

He used the example of Ireland to support his conviction that poetry must go

deep to the levels the racial heritage; he found in it nationality and the native

mythology which the English poets had been deprived of b.y an accident of his
tory.*

His task of collecting and editing folklore bears fruit in the form of two books, Folry
and Folk Tqles ofthe lrish Peasantry (1888) and lrish Fairy Tales (1892). These help

him broaden his knowledge of literary tradition and his framework of literary crea-

tion. As advancing publication of Irish theme, he also realises that the literature of
political propaganda is dominant. For him, it must be quite troublesome and irritat-
ing to differentiate the literary embodiment of true Irish voice from mere propagan-
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da. For even Yeats cannot completely escape from writings with political messages.

Although Yeats is annoyed and swayed with entanglements of political and

nationalistic matters, his concern is to endow his own works with very Irish ele-

ments, which may lead to literary originality, not an imitation of a foreign literature.

On the ambitious expectation for Irish literature, he remarks that "we are not cont-

ent to dig our own potato patch", while "we peer over the wall at our neighbour's
instead of making our own garden green and beautiful.""'By examining the seminal

works of scholars like Arnold and Renan, or appreciating the former Irish writers'
works, he delves into Celtic nature. Arnold, in particular, is a touchstone to define

Celticism. The definition or characterization of the Celt Yeats makes may as well
include misinterpretations and errors. It can, however, be said that this is at least

presented from an Irish point ofview, not from a foreign scholar's.
In this article I referred to two elements: "a great thirst unslaked" and native

colours. Both seem to be original ones brought forth from Yeats's argument. Some

of the others I cannot mention should not be neglected; on the contrary they are

worthy to be taken into more consideration. The trait, "great thirst unslaked" is

deeply connected with the theme of wanderings, which, I assume, is another import-

ant element added to Yeats's heroic figures. As I suggest in the former section,

unquenchable "thirst" reminds us of Tantalus. Tantalus' action to reach for a fruit
and water is repeated everlastingly, which is also associated with a cyclic move-

ment. An irrational emotion forcing the tragic figures to destruction or insanity

should be counted as one of the important elements. It seems that this emotional

violent power is transfigured to the "frenzy" frequently seen in his later poems.

Yeats's concept of the function of colours can be accounted for from the fact that he

is a painter's son as well as a poet of Symbolism. Their deliberate application in his

poems succeeds in providing Ireland with a renowned Romantic image, the mystical

country in "the Celtic twilight", apart from the dispute whether or not Yeats's

romantic Ireland is a mere poetic fiction.

Tracing the process of Yeats's growth as a poet, we realise that he spreads a

complicated, but subtly woven gigantic tapestry of art before us. This analogy may

sound absurd, but Yeats considers his whole work as one organic unity. This also

resembles a mandala: a whole survey cannot be obtained when we have a close look

at it; and yet from a long distance, we miss the details symbolic of the universe.
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Yeats's early elements and concepts are woven into the tapestry, and yet they are

not always details. Even details sometimes have a crucial influence upon the whole
structure. They surely underlie his later work, even though they are transfigured in
the context of the time. I assume that they provide us with the crucial key to appreci
ate Yeats's gigantic and symbolical tapestry of the whole work.
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アイオナヘの船出

―イェイッ、ビザンティウム、	Fケルズの書』をめぐる謎

木	原	謙

イェイツは、中世初期アイルランドのキリスト教装飾芸術に限りない憧憬をい

だきながらも、全著作中一度も『ケルズの書』Gθθルび鉢 )に言及しなかった。

「ケルズの書』だけでなく、「ダロウの書』(3θθ力げD“銘θのや『リンデスフア

ーン福音書』(3θ滅 げ″
"Jお

力初 その他の初期キリス ト教時代のケルト装飾芸術

を代表する写本にも全く触れていない。ケルト芸術の代表とも言うべき「ケルズ

の書』その他の装飾写本にイェイツが全く言及しなかったということは何かの意

味を持つのであろうか。もちろんイェイツが言及しなかったアイルランドの事物

は無数にある。しかし、周知のように、「ケルズの書』やその他の中世初期の装

飾写本は、アイルランドのケルト装飾芸術の金字塔であり、アイルランドの想像

力の源泉を探ろうとする者がまず研究し、言及しなくてはならないものである。

ここで『ケルズの書』への無言及ということが重要になるのは、後に述べるように、

イェイツにとつて「ビザンテイウム」とは何かという問題と結びついてくるから

である。初期においてビザンティウムが言及されることは多くはないが、数少な

い言及の一つ一つを注意深く見ると、無意識的に中世初期のアイルランドと関連

づけられていたことが分かる。後期になり、4Иな′0"の 中でビザンティウムが特

別の意味を付与されるようになると、この結びつきは完全に消滅してしまう。こ

のことと『ケルズの書』への無言及は関連がありそうだ。本稿ではイェイツの『ケ

ルズの書』への無言及の意味を読み解くことにより、イェイツが「ビザンティウム」

という名前により真に意図していたものは何かを問う。

イェイツは装飾写本一般に強い興味を示している。イェイツは本の内容だけで

なく、装頓についても強いこだわりがあった。エツセイ “■he	Table	ofthe	LⅣ ''

には古いヨアキムの写本とそのケースの装飾について詳細に記した記述がある。

そこではOКnAhemeの口を通して、イェイツ自身の、古い写本とその革表紙や箱、

各頁に施された繊細な線条細工、複雑な文字の意匠、緻密な象徴記号、入り組ん

だ紋様等の神秘的な装飾写本芸術への強い興味が語られている。
1	ビザンテイウ

ム芸術を語る際もt頻繁にその装飾写本について触れている。イェイツはまた、

William	Blよ eの彩色詩集に強い興味を示し、ケルト装飾芸術に影響を受けたWil
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liam	Momsの 装飾図書の展示会に出かけて、「過ぎ去った古い世界の芸術がわれ

われの世界に蘇った」(“…ぬe	art	oftte	old	world	has	been“ Ⅵved	in	our	day")と

記 している。
2

イェイツの も初期の劇 τ力ι	Gθ%%′ιss	Gα滋′
“"の

初演の時の演出では<タ ラの

プローチ>(Tam	Brooch)が 用いられており、	卜書きでは、舞台においてケル ト

装飾写本に見られるようなデザインの効果を出すように指示されている。
3	

ィェ

イツの初版本にはケル ト装飾風に入念にデザインされたものがある。特にT″ι

&“グ Rθsθの表紙のデザインは明らかに『ケルズの書」を意識しているようだ。

77,θ ″′″″α″θ
"g″

ι物 おの初版本の装頓もケル ト装飾の強い影響が伺える。こ

れらは」thea	Gメesがデザインしたものであるが、イェイツの意図を完全に汲ん

だものでもある。A■hur	Symonsは このデザインに関してS′

“
″湾 グ

"′
名ぉια″″

Иιttι において「イェイツの叙情的象徴はその表紙にまでもつたわっている。葦

は網目をなして、彿復えるあらゆる調べをとらえる。イェイッは完全に自らを統

一し、その詩情を傾けた」
4と

指摘する。

こうしたことから、『ケルズの書』の時代やその装飾的要素に関してイエイツ

が極めて強い関心をいだいていたことは明確であるが、「ケルズの書』や『ダロ

ウの書』を直接的に示すことは、注意深く避けているように思われる。イェイツ

はただ、「装飾典礼写本のような」とか「ケルト装飾風に」といったような漠然

とした表現を用いるが、具体的に固有名詞を用いることはない。イェイツの文章

からは、まるでドーナツの穴のように、その関心の中心が抜け落ちているのである。

イェイツはlady	Gregoryら と共にアイリッシュ・ルネサンスを企てた。ルネサ

ンスというからには、復興させるべき過去が意識されていなければならない。イ

ェイツが当然念頭においていた過去は、アイルランド文化の黄金期である6世紀

から9世紀にかけての初期キリスト教時代、アイルランドが「聖者と学僧の島」

と呼ばれた時代以外にはあり得ない。「ケルズの書』は、そのアイルランド装飾

芸術黄金期の宗教と芸術と生活の統合を象徴する「知性の記念碑」であるだけに、

「言及しなかった」ということが重要な意味を持つ。もちろんイェイツが『ケル

ズの書』について知らなかったということはあり得ない。

実は一度だけ、イェイツは『ケルズの書』へ言及しようとしたことがある。こ

れはBBC放送のために用意された原稿の中で、ビザンティウムについて説明して

いる部分である。 終稿からは削除されているので、結局、『ケルズの書』への

言及は全著作中一度もなかったことになる。その削除された原稿は『ケルズの書』

とビザンティウムの関係に触れている
一
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Ⅵ″hen	lrishmen	weК	inuminating	me	Book	of	Kclls	ald	making	the	ieweled	cro―

siers	in	the	Naional	Mu∞um,Byzantium	was	the	center	of	EuЮ pean	ci izadon

and	the	sOu,ce	Ofi"spi 樋」phlosophy,so	l	symbolize	the	sea,ch	for	the	spi tu‐

aHtt	by	aioumey"hat	city.5

これがイェイツの全著作中唯一の「ケルズの書』への言及である。正確には、言

及未遂というべきものであるが、注意したいのは、これが「ビザンティウムとは

何か」ということをイェイツ自身が説明している文脈においてであるということ

である。ビザンティウムは「ケルズの書』や装飾司祭杖などのアイルランドの装

飾芸術との関わりにおいて意味を持つのである。このことをさらに推し進めるこ

とができる。結論から先に述べるなら、本稿で主張しようとしていることは、イ

ェイツが言うビザンティウムとは、実際には、「ケルズの書」を代表とする中世

初期キリス ト教装飾芸術の別名なのではないかということだ。

イェイツは現実のビザンティウムそのものにはそれほど興味を示していない。

彼はビザンティウムすなわち現在のイスタンプールには全く足を運ばなかった。

1907年 にグレゴリー夫人とともに出かけた北イタリア (特にラヴェンナ)への旅

はビザンティウム称揚のきっかけになったと言われているが、この旅行にしても、

少なくともその時は、それほど劇的なものではなかったようだ。イェイツは体調

が悪く、かなり疲れており、予定よりも早く旅を切り上げたけれども、それを特

に残念だとも思わなかった。
6	

にもかかわらず、後になってビザンティウムが人

類の歴史の頂点に据えられたということは何を意味しているのであろうか。上記

の引用箇所は、明らかにビザンティウムと中世初期アイルランドとの関係が示さ

れている。イェイツがこの削除された引用文の中で言おうとしているのは、ビザ

ンティウム文化と「ケルズの書』を生み出した頃のアイルランド文化とは同時代

的に共鳴していたということである。ビザンテイウムとアイルランドの黄金時代

は同時代にあり、文化的に共鳴し合っていた、だからビザンティウムを自分にと

って特別な都市として選んだということである。イェイツがこの部分を 終稿か

らは削除したのは、ビザンティウムということによつてイェイツが真に意味して

いるものがあまりにも直接的に表現されているからであろう。

イェイツの蔵書目録を見ると、その中には Stanbrd	F.H.Robinsonの α′鹿

″′
“
″J"α′

"ι

4″ I"筋ιαψグBοοおげDχttθ″′蒻%αおpαttι,α″″κι″おという書物

が含まれている。
7	

この書物は19∞年に出版されたもので、「ケルズの書』の他『ダ
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ロウの書』「リンデスファーン福音書』からファクシミリによって取られた51枚

の図版を含んでいる。そのうち41枚は『ケルズの書』からのもので、手彩色され

た数多くの『ケルズの書』の部分拡大図も数多く収められた豪華装崚本である。

アイルランドの中世初期キリスト教装飾芸術に対するビザティン芸術の影響は多

くの美術史家が指摘するところであるが、この書物は特に、アイルランドとビザ

ンティン芸術の関係を強調する。そこでは単にアイルランドに対するビザンテイ

ウムの影響だけでなく、アイルランド側からの影響も強調されている。そして、

中でも興味深い一文が rケ ルズの書』についての解説に記されている
―

“It	is

interesting	b	notice	th■ the	work	of	tte	sc bes	of	the	Columb〔 m	community	at

IOna	synchrOnized	 th	the	renOvatiOns	OfJusinian■ Byzantium"8	 アイオナのコ

ルンバ教会共同体の写字僧の仕事とは言うまでもなく『ケルズの書』である。ロ

ビンソンの見解では『ケルズの書』を成立させたアイルランド中世初期黄金時代

とビザンティウムのユステイエアヌス帝時代のビザンティン再建期が同時代的に

共鳴し合っていたと言うのである。ユステイニアヌスのビザンティン再建期につ

いてはイェイツも大いに興味を示している。イェイツは理想とするビザンテイン

の時代の中でもさらにその時期を限定し、もし古代において一ケ月を与えられて、

自分で選ぶ場所で過ごしてよいとしたら、ユステイニアヌスによる教会再建時代

のビザンティウムに行きたいと言っている。
9	

イェイツのユステイエアヌス時代

へのこだわりは、それがイェイツにとつて「『ケルズの書』が書かれた時代」で

あったということから来たものと考えられる。実際にはユステイエアヌス帝の教

会再建時代と『ケルズの書』が書かれた時代はずれている。しかし、Robinsonの

著作では二つはシンクロナイズしていたということに意味がある。・イェイツにと

ってのビザンティウムはアイルランドの黄金時代と同期的に共鳴し合う文化であり、

言い換えれば宗教生活と芸術生活において互換性を有する、すなわち、置き換え可

能な都市として意味を持っていたのである。

ビザンティウムがイェイツの中で特に重視されるようになったのは、1925年 の

スИお′θ
"出

版以降であるが、それはイェイツの著作中突然現れたわけではなく、

初期の散文にもいくつかの言及がある。全著作中、 初にイェイツがビザンテイ

ウムに言及したのは、1896年 で、それは2ι S“″ Rθsι に収められた幻覚的エッ

セイ “Rosa	mchemica"においてである。
1°	二番目の言及は “High	Crosses	of

lreland"と いう1899年 のエッセイにおいてで、
11	

二番目の言及は1903年 の詩

“Old	Age	of	Queen	Maeve"に おいてである。これらの言及の全てにおいて、ビ

ザンティウムは中世初期のアイルランドと関連させられている。後期の代表作
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“Sailing	to	Byzantium''も 、その草稿段階では、詩人は中世初期のアイルランド

からビザンティウムヘ船出することになっていた。ス Иsグθ″以降、本格的にビザ

ンティウムを人類史の頂点に据えた後は、中世初期アイルランドとビザンティウ

ムの深い結びつきが見えにくくなってしまったが、初期の頃のビザンティウムヘ

の言及を一つ一つ見ていくならば、イェイツにとってビザンティウムという都市

は中世初期アイルランド装飾芸術黄金期との関連で重要視されていたということ

が明確になる。実際、中世初期のアイルランドの芸術は金属加工を中心としたも

のであり、その象徴体系やスタイルには多くの点で共通点が見られる。	Fケ ルズ

の書』に見られるようなイコンのスタイルの多くはビザンティンとの深い影響関

係を物語っている。

後期においてイェイツがビザンティン芸術について語った例を一つ挙げてみよう。

Recent criticism distinguishes between the figures which come from Greece and

Rome...and that decoration which seems to undermine our selfcontrol, and is, it
seems, of Persian origin, and has for its appropriate symbol a vine whose tendrils
climb everywhere and display among their leaves all those strange images of bird
and beast, those forms that represent no creature eye has ever seen, yet are

begotten one upon the other as if they were themselves living creatures. 12

この引用部分に示されているような芸術の特徴は、ビザンテイン芸術のものとい

うよリケルト的なものである。ここで強調されている不気味さ、見る者を圧倒す

るような迫力を持つ装飾紋様の特質は、ビザンテインの紋様からケルト装飾紋様

を分けるものである。ここでは、イェイツはあえて紋様の動物性を強調しているが、

これもまたビザンティン芸術的というよりもケルト的なものの特徴である。

イェイツが上院議員として残した業績はそれほど多くはないが、その中で比較

的目立つ仕事の一つにアイルランドのコインのデザインに関わるものがある。彼

は「カトリック国家としてはふさわしくない」という反対意見を退け、もっとも

アイルランドにふさわしい表象として、シャムロックやその他の愛国的シンボル

よりも「鳥や獣」のデザインをコインに用いることを強く主張した。ケルト装飾

芸術は、「鳥や獣の奇怪なイメージ」の渦巻き紋様や組み紐紋様、また植物とも

動物ともつかない奇妙な蔓の変形のもつれ合い、イェイツがここで言うような「そ

れ自体が生き物であるかのように一つの形がもう一つの形を生み出していく形象」

で知られる。その代表である『ケルズの書』の圧倒的な螺旋紋様の乱舞は「我々
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を茫然自失とさせるような装飾模様」と呼ばれるのにもっともふさわしい作品で

ある。

以上、イェイツの中で、ビザンティウムは、中世初期アイルランドの装飾芸術

との関連においてはじめて意味をもってくるということについて見てきた。この

ように密接にビザンティウムと中世初期アイルランド装飾芸術が関わっており、

イェイツがそれを常に意識 していたにも関わらず、後期においてビザンティウム

が語られる際には、アイルランドとの関係については表面的には何も触れられて

いないというのはどういうことだろうか。	``■he	01d	Age	of	Queen	Meave"で は

中世初期アイルランドの吟遊詩人は、ビザンティウムでアイリッシユハープに合

わせて自国のケルトのメイヴ伝説を唄う。しかし、	 “Sding	b	Byzantium"に お

いては、草稿段階ではあったアイルランドとの関係は 終段階では跡形もなく削

除されている。すでに述べたようにBBC放送の原稿においても、ビザンティウム

とアイルランドとの関係について語った部分は削除されている。4	Иs′θzは 人類

の過去を意味づけし、現在を位置づけし、そして未来を展望する書物であるが、

この書においては、イェイツが も意識 しているはずのアイルランドの歴史にお

ける役割と意味、そして位置づけについての記述は皆無である。ビザンティウム

については20回以上の言及がなされているが、中世初期のアイルランドとビザン

ティムを関連づける記述も暗示も全くない。上に述べたように、初期においてビ

ザンティウムが言及される場合、それはすべて中世初期アイルランドとのなんら

かの関連があることを考えると、これはかなり不自然である。こうしたことから、

後期イェイツはビザンティウムとアイルランドとの深い結びつきを意図的に隠し

ていると考えるのが自然である。つまり、何らかの理由で、イェイツはアイルラ

ンド的なものをビザンティウムによってカムフラージュしたということだ。実際、

イェイツは “Sailingわ Byzandum"と いう詩のタイトルについて、このようなタ

イトルで呼ばれるのは「あまりにも複雑で説明できない理由」によるものだと言

っており、ビザンティウムという名前にはある種のからくりがあるということを

暗示している。
13	

ビザンティウムがビザンティウムと呼ばれることについての「あ

まりにも複雑で説明できない理由」について、次のイェイツの言葉が一つのヒン

トを与えてくれる。

...1 was careful to use a traditional manner and matter, yet changed by that toil,
impelled by my share in Cain's curse, by all that sterile modern complication, by
my 'originality', as the newspapers call it, did something altogether different.'n
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この引用文にあるように、イェイツは前期において、アイルランドの伝統的な題

材を注意深く用い、そのケル トの薄明と呼ばれたスタイルにおいて、一応の完成

を見た。そのアイルランドの伝統的な題材を放棄 した後に、ビザンティウムを称

揚するようになったのだが、この引用文によると、その原因の一つは「不毛な現

代の状況の紛糾」だという。これは復活祭蜂起を含め、アイルランド独立運動に

関するあらゆる政治的軍事的な紛糾を意味しているだろう。「ケルズの書』やそ

の他のケルト装飾芸術には全く触れず、その代わりにビザンティウムを称揚 した

ことには、アイルランド独立運動が深 く関わっている。

ビザンテイン芸術が多く残るラヴェンナヘの旅は、ビザンティウム称揚のきっ

かけになったと言われる。忘れてはならないのは、この旅がJohn	O'I£ aryが死ん

だ直後であったということだ。アイルランド独立運動の英雄にして、初期のイェ

イツにもっとも大きな影響を与えた恩人オーリアリの葬式に出ることを拒否して「ビ

ザンティウムヘの旅」を決行 したのである。「ビザンティウムヘの旅」は本来的

にアイルランドを取 り巻くナショナリズムの状況と関わっている。オーリアリの

死はイェイツにとって、ロマンティックなアイルランドの死を意味 していた。オ

ーリアリは多くのアイルランド独立運動を目指すナショナリス トにとって、憂国

の志を代表するものとして映っていたであろうが、イェイツにあっては、彼のナ

ショナリズムは古代アイルランドの復興を目指すロマン的民族主義として提えい

れていた。彼は独立運動の活動家というよりもケルト伝説の英雄クフーリンに、

より近い存在であったのである。愛国的テロリズムにつながる憎悪に満ちたナシ

ョナリズムは、少なくともイェイツのオーリアリ像の中にはない。オーリアリの

葬儀に出席 しなかったのには理由があった。イェイツは次のように書いている。

When O'Leary died I could not bring myself to go to his funeral, though I had

been once his close fellow-worker, for I shrank from seeing about his grave so

many whose Nationalism was different from anything he had taught or that I
could share. '5

「ビザンティウムヘの旅」という身振りは、オーリアリの葬儀参列拒否という身

振りと一対になっている。	“Sa■ng	b	Byzandum''の 書き出し “■hatis	no	coun‐

try	br	old	man"は 草稿段階では “Thsis	nO	cOuntryおrold	man''と なっていた。

「この国」から「かの国」への変更は、この詩の中からアイルランドの連想を消
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去するという一連の作業と平行して行われている。「この国」とは明らかにアイ

ルランドである。アイルランドの問題はもともとこの詩の重要な主題であったは

ずだ。「ビザンティウムヘ船出」する老人が背にしているのは単に自然的な世界

だけを意味しているのではなく、「知性の記念碑」を忘れて扇情的な独立運動に

のめり込む祖国でもある。

イェイッはアイルランド独立運動という全てを巻き込む強力な渦の中心にいた。

彼はアイルランドの伝統様式を求め、アイリッシュ・ケルトのアイデンテイテイ

ーを探求していたのだが、一方で、こうした民族的なアイデンティティーの探求は、

独立運動という激 しい歴史の流れの中では、全ての感覚を麻痺させてしまう右翼

的ナショナリズムと容易に結びついてしまうということを敏感に感 じていた。国

家と民族とナショナリズムが結びついたときに引き起こすヒロイズムとその陶酔

感とその破壊的魔力については、現代人はあまりにもよく知っている。イェイツ

の時代はこうした国家と民族という近代的で人工的な概念がもたらす陶酔的なヒ

ロイズムとその危険については十分には知られていなかった。もちろんナショナ

リズムそのものは古くからある。しかし、イェイツがいち早 くその危険を察知し、

“Easter	1916"に おいてもっとも衝撃的に表現 した「恐怖の美」としてのナショ

ナリズムは、過去の伝統的ナショナリズムとは全く異なる。イェイツはグラタン、

マッツイーニ、デイヴイス、オーリアリ、テイラーらのロマン的ナショナリズムと、

「国家」という人工的な制度のもとに人心を麻痺陶酔させる近代的ナショナリズ

ムを明確に区別している。
16	

モー ド・ゴンの生涯の中に、あるいは復活祭蜂起の

中に、そうした現代的なナショナリズムとヒロイズムが引き起こす精神的麻痺の

可能性と不毛性をいち早 く察知したのは、イェイツの鋭敏な詩人的感性の賜物で

あったと言えるだろう。イェイツがアイルランドのコインのデザインを手がけた

とき、シャムロックのような愛国的シンボルを避けたのには十分な理由があった。

イェイッはアイルランド独立運動に伴 う扇情的なナショナリズムの中に現代の

IRAにつながる危険かつ不毛な要素が入り込んでいることに気がついていたので

ある。「ケルズの書』や<タ ラのブローチ>や <ア ーダーの聖杯>(Chanice	of

Ardagh)や シャムロックはアイルランドを代表するものであるだけに、国民的象

徴となり、容易にナショナリズムとむすびつく。桜という日本古来の象徴が、特

攻隊のイメージと重ねられて「同期の桜」としてナショナリズムのシンボルに変

化したのと同様である。事実、イェイツが詩作を始めた時期、すでにアイルラン

ドにおいて、忘れ去られた古いケルト装飾芸術に再注目する動きは始まっていた

のだが、それはアイルランド独立運動に伴うナショナリズムの高まりの中で起こ
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ってきた気運であった。イェイツが中世初期アイルランドの装飾芸術に求めたも

のは、近代的な合理思考が発達する以前の、原初的な生の本質認識であり、それ

はアイルランド古来の民族性の特質であると同時に普遍的価値を持つものでもある。

イェイツは「ケルズの書』その他の中世初期アイルランド装飾芸術を、よリー般

的なカテゴリーとしてのビザンティウムと呼ぶことにより、全てを憎悪とヒロイ

ズムの渦に巻き込むナショナリズム的な連想を避け、より普遍的な価値探求のシ

ンボルとしたのではないだろうか。「ビザンティウムヘの船出」はこうした背景

がなければ、	Fケ ルズの書』を生み出した地への旅「アイオナヘの船出」になっ

ていたかもし,tな い。

古いアイルランド芸術をビザンティウムと呼ぶことにはもう一つ意味があった

ように思われる。ビザンティン芸術はギリシア正教の芸術を代表するものであり、

ローマ・カトリック的な様式と対峙している。今ではアイルランドの宗教と言えば、

ローマ・カトリックというイメージが強いが、中央集権的で、アイルランドのナ

ショナリズムに直結するローマ・カトリックとアイルランドが結びついたのは、

主に近代以降の政治的な戦略によるものであり、イェイツが想定 していた古いア

イルランドのキリス ト教、すなわち聖パ トリックにより伝えられた初期キリスト教、

あるいはそれ以前のアイルランドのキリス ト教 (聖 パ トリック以前にも、アイル

ランドにキリス ト教は伝わっていた)のあり方は、中心を持たない地方分権的な

ゆるやかな共同体であった。それはカトリックよりもむしろギリシア正教の影響

を強く受けていたと言われている。イェイツのアベイ座はカトリック大衆のナシ

ョナリズム的な要求に応ずることをせず、財政的にも窮地に立たされた。シング

の劇の上演に際 してカトリックの大衆が暴動を起こしたことは周知の通 りである。

こうしたことから、アイリッシュナショナリズムとは結びつかない本来のアイル

ランドの想像力を、ギリシア正教の芸術を代表するビザンティン芸術と読みかえ

たイェイツの戦略には、荒れ狂うナショナリズムに対 して普遍的な価値を求めよ

うとする緻密な計算があったと考えられるのである。
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“
ο′″

`″

οお (london:Mκ mllan,1961)246

16	イェイツはオーリアリとテイラーについて、彼らは「ホーマーやヴアージルを愛読 し

たグラタンの世代、マッツイーニの理想主義によつて貫かれ、デイヴィスの世代によっ

て築かれた生と民族精神への洞察を語り得た 後の者たちであった」と言う(E鍮りS	απグ

′″″滋ι′
"ぉ

,240。 イェイツはまた “Dcath	of	Cuchulain''に おいて、「復活祭蜂起」の

流血に言及し、「人々が初めてその血を流す」と表現 している。Pa c	Pearseは 、中央郵

便局で読み上げた独立宣言文の中で、復活祭蜂起と過去300年の間繰り返された6回 に及

ぶアイルランドの反乱とを歴史的に結びつけ、彼らのナショナリズムがアイルランドの

伝統にもなっているナショナリズムと同質のものであることを強調するが、イェイツは

この事件をアイルランド史上類を見ないものとして位置づけているのである。
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アイルランド神話にみられる「ゲッサ」を

イェイツはどう読んだか

木	 原			 誠

アイルランド神話にしばしばみられる「ゲッサ」というある種タブーにも似た

不可思議な風習がある。そこではゲッサはたんに一つの風習としてアイルランド

的情緒を醸 し出しているだけではなく、ときにはアシーンとクフーリンといった

アイルランド英雄神話に典型的にみられるように、物語全体がこのゲッサを基軸

に展開し、それ自体非常に重要なモチーフとになっている場合がある。イェイツ

はゲッサについて全著作中ただ一度の言及にとどまるものの、これがもつ文学的

機能を十分承知し、他の言葉に置き換えながらも自らの作品のなかにうまく受容

させ、自らの文学世界をより豊かなものにしているように思われる。以下、イェ

イツがゲッサをどのように理解 し、それをどのようなかたちで作品のなかに生か

していったのか、その一端を具体的に吟味 してみたい。

そのためにまずはゲッサ というアイルランドのこの特殊な風習を予めある程度

措定 しておく必要があろう。ただ本論はあくまでもイェイツがこれをどのように

捉えたかという枠内の論述であって、ゲッサそのものの論考ではないことをお断

りしておく。

Katharine	B ggesに よれば、「ゲッサ」 とは広い意味ではおおむね「アイルラ

ンド型タブー」と考えてよいと言う。
1こ

こで言うタブーとは、広い意味での「何々

してはならない」という禁止、禁忌の意であり、その前提には「それを破ればあ

る種の制裁的罰が下るだろう」という暗黙の了解事項を含んだ風習のことである。

「風習」と言ったのは、そこで課せられた禁止事項が、合理性を基とする法によ

る禁止事項とは異なるコード、因習的な一見不合理なコードで形成されたものだ

からである。タブーとは元来、「はっきりと印をつけられた」「くぎられた」と

いうポリネシア語であり、部族と部族の棲み分け、文化人類学で言うところの ト

ーテムの棲み分けを存続するための特殊な風習、すなわち何をタブーとするかに

よって、各トーテムの構成員を決定する様々な個々の禁止事項の総称として用い

られたものであり、これがしだいに普遍的意味を獲得し普及していったという経
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緯をもっ。
2し

たがってタプ_は本来の意味からすると、個人のレベルでは不合

理であっても、各社会を一つの枠に留めておくための機能としてはきわめて合理

的な一つのコードであり、各部族をマーキング、個別化し閉ざす機能であると言

えよう。ところでこの特殊な文化人類学的用語が現在一般的に用いられる「タプー」

のようにむしろ個々人の深層心理的意味で、すなわち意識的に考えれ1群可ら合理

的ではない内発的な衝動、あるいは因習による禁止事項であれ、無意識のうちに

ある種の強迫観念を伴い、潜在的に「これを守らなければ罰がくだる」という意

味で普及していった背景には、20世紀とともに出版されたフレイザーの著書τルι

α)Z"a,ηψに代表される民俗学、文化人類学的発展による「タプー」の普遍化と、

これと連動するように『トーテムとタブー』に代表されるフロイトによる「タプー」

の深層心理学への積極的転用があろう。
3む

ろん、現在用いられている広い意味

でのタブーという概念となれば、近・現代以前に存在しなかったはずはない。た

んに潜在的に理解していたものをのちに客観化し意識的に外在化させたに過ぎな

いだろう。

コーロッパの精神史において、この「タプー」がきわめて重い意味をもつのは、

キリスト教の根本的命題、「原罪」と直接関わってくるからであろう。すなわち「人

は神によるあまりにも理不尽で一方的な禁止命令に対し、これに違反することで

何故永劫の罰を受けねばならないのか」という人間存在に関わる不条理性への間

いとなるからである。これはアウグステイヌスの F告 白」、パスカルの「パンセ』

を経てキルケゴールの F不安の概念』に至るまで、優れてヨーロッパ精神を体現

する知を苦悩 させた根本的命題に対する逆説的返答を秘めている。すなわち

“immor回''と してのアダムに理不尽な神の一方的なタプーが課せられ、これを

自らの自由意志において破ることを通し、初めて “morね1''と しての「人間」が

誕生した、すなわち「善悪の本に触れるべからず」を人間の深層に横たわる脱神

話化されたタブーと置き換えることにより、これを破戒する行為を逆説的に人間

性の存在理由とし、破戒を肯定的に解釈することも可能となるからである。もち

ろん、文学においても特にキリス ト教が言う「原罪」を基軸に、これを文学的想

像力の一義的命題として独自に置き換えを行ったいわゆる「ロマン主義の伝統」

においても、タブーの問題は潜在的には非常に重要であったことは言うまでもない。

彼らは「無垢と経験」に横たわる「善悪の木」と禁止命令との関係について生涯

問いを発し続けながら思索を深めていったとも言えよ。

ぅ。
4H冨

。ld	Bl。。mも 言うように、イェイツの文学的世界はこのようなロマン派

の伝統に深く根ざしている。
|'だ

が西洋精神史的伝統のみならず、共時的深層心
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理的意味に限定するならば、タブーと格闘し苦悩する人間の問いは、通時的影響

を超越 して普遍的に存在 している。例えば、我国における浦島伝説とアシーン神

話は何ら地理的、歴史的には無関係であるが、共時的にタブーについてのある共

通認識を示している。

アイルランドの風習ゲッサもこのような共時的深層心理的意味におけるタブー

と考えた場合、十分この範疇にある。ただしタブーは他方においてその語源から

して文化人類学的意味、すなわち部族間、各 トーテム維持のための社会的装置と

して機能しているという側面をもっている。タブーの深層心理学的側面が普遍化

を求めるのに対 し、ここで求められているのはむしろその差異であろう。すなわ

ち一つの概念の総称としてのタブーではなく、個々の部族を部族たらしめ、各民

族を民族たらしめてているところの個々のタブーの具体的名称の意であり、つま

りはアイルランド独自のタプーとしてのゲッサの固有の特質である。ここにタブ

ー自体が抱える意味論的曖味性と矛盾がある。つまリー方の意味はいわば普遍的

に開かれた方向を志向し、他方は個別的に「印をつけ」閉じようとする方向を志

向するからである。もちろんこのように述べるのは、ヨーロッパの精神史におけ

るゲッサのもつ特別な意味がイェイツの詩的世界に大きな意味をもつと考えるか

らであって、タブーとゲッサに対する直接の関心によるものではない。すなわち

生まれながらにして民俗学的思考に恵まれていたイェイツがこのことに無頓着で

あったとはとうてい考えられないからである。元来ポリネシア的意味でのタブー

という異教的概念は先の「原罪」に結びつく問題を内包していないのであれば、

ヨーロッパにおいてはさほど大きな問題とはなりえず、絶対神を基盤とする精神

には厳密な意味では存在しない概念であろう。そうでなければ、「タブー」とい

う聞き慣れない言葉をそのまま用いる必要はなかったであろう。だが考えてみれば、

ヨーロッパ圏の言語においてこれともっとも近い概念をもつ言葉が実は懐にある、

それがゲッサであると言いたい。

イェイツの想像力の一つの個性は、例のガイヤーの運動に象徴される個性、外

延性と求心性すなわち普遍性、共時性と民族性、個としての経験とを繰り返す働

きのなかにあるといえる。したがってイェイツという詩人は通常考えられている

以上に、一見一つの取るに足りないと思えるほどのメタファーを使う場合でさえ、

その背景に一方では莫大な汎ヨーロッパ的精神史の文脈、ときに普遍的人間存在
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全体の在り様を考慮 し、他方でその同じメタフアーがアイルランド民族に置かれ

た場合どのような個別的民族的意味を獲得しえるのか、絶えず熟慮を重ねたうえ

でそのメタファーを用いようとする詩人だと思える。すなわち彼の詩的戦術の特

徴というのは、国際性と民族性の十字路で火花が飛び交うがごとき意味の効果を

狙うことにあるといえる。こうして彼の詩的言語は拡散されと同時に収厳されな

がら彼独自の意味の世界を形成 していく。だとすれば、元来普遍性と民族性の十

字路的意味を内包するゲッサに彼の想像力の個性が反応 しなかったとは考えにく

いのである。ケルト学者To	W.Rollesbnも 繰り返 し述べているように、ゲッサは

普遍的であると同時に決 して普遍化を許さないアイルランド固有の意味なのであ

る。
6

したがってここでの問題の焦点はイェイツがゲッサをどのようにアイルランド

的固有の特質として理解 したか、あるいはじえたかということになろう。そこで

まずはイェイツが記述 したゲッサについて言及している箇所からみてみたい。以

下の引用文は全著作 ″勿
“
グ容において言及しているただ一度の “geasa"に つい

ての記述である。

Is it dislike of facile fervour, or is it that the constant strain of writing where style,

emotional nobility, is the end requires relaxation? I often feel while putting

something in a bad light, when gMng way to momentary irritation with all the

exaggerations that follows, that I am doing it from a kind of conscious self-

indulgence, or as if a bond of control broke. Then again the instinct seems deep
er than reason as if there is always a secret in the moral nature that must be kept,

a sort of savage geasa. In public speech, or any expression which is formal, I
escape, recoveringstyle.t

George	Robertsの 「欺購」「不誠実さ」に一人怒りを露わにするイェイツに対し、

そこに居合わせた友人たちは、それはイェイツの誤解だと宥めようとする。その

ような状況において彼は自分は高い動機を持って発言しているのに、かえってそ

れが周囲の者に悪い印象を与えてしまう、この本質的原因は何なのかと自問し、

それを自らの詩作衝動に照らして、理性より深いところにある本能的もので「あ
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たかも支配的東縛を破ろうとする」「一種の野性的ゲッサともいうべき、道徳性

においては絶えず秘めておくべき秘密なのだ」と言うのである。このように読めば、

ここで言う “getta"がのちに精神分析学によつて定義されるところの「タブー」

の先駆けともなる表現であるとみることもできよう。 しかもこれをあえて

“s翻電e''と 呼ぶあたり、ゲッサのもつ民俗学的含みをも考慮してのことであろう。

ただしイェイツは全著作中一度も “taboo"“ tabu''と いう言葉を用いていない。

彼の愛読書の一つが2ι	Gθ′′ι
"3%g力

であり、その中の例えば第二巻の■αうθθ

α〃滋′Л笏|お び滋ιS♭″で展開された主題が直接「タブー」についての論考であり、

そこでは十分に「タブー」の深層心理的普遍性を認めていることを考え合わせると、

詩や戯曲は無理としても、散文の中で一度ならずタブーについて触れてもよさそ

うであるのだが。このことについてまず考えられる理由は、当時としては未だタ

ブーという用語が普遍的に普及していなかったという事情を挙げることができよう。

ではなぜゲッサをさえ未刊行の手記以外用いていないのか。この疑間に対しては、

以下のように推量してみたい。イェイツはゲッサという言葉をただ一度にしろ用

いている以上、彼がこの言葉を知っていたということは明らかであり、にもかか

わらず他には見当たらないとすれば、その理由はこれに類する他の用語を意図的

に代用したためではないかと。事実ゲッサに関して言えば、例えばこれに類する

“おめid"、 “ban"、 “pЮmise"、 “swear"、 “oath"、 “bond''な ど全作品のなかで

頻繁に表れている例もあり、その他様々な語彙によつて代用されている可能性は

否定できない。ただし限られた範囲で各文脈に照らしてのことではあるが、これ

らの言葉あるいはこれらに近い言葉のうち少なくとも一つを除けば、上述したよ

うな特別の意図のもとで一般的意味を越えて固有の意味を持たせ、彼一流の詩的

効果をならっているとひとまず仮定できる語彙は見当たらない。その一つの例外

というのは “oath"で ある。
8

イェイッはアイルランド神話において実際ゲッサと呼ばれているところを、こ

れをあえて “oa山"と 呼び、一部言葉の置き換えを行っているようである。彼が

用いる “oa血"は通常現在用いられる「義務を伴う誓い」の意味をはるかに逸脱し、

深層心理学的意味でのタブーの意味、さらにこれに加えてこの言葉をアイルラン

ド文化のコンテキストのなかに置いてみて、さらに独自の意味を探ろうとしてい

るように読める。そこにはヨーロツパ精神史を念頭に置いてのイェイツ独自の詩

的戦術が潜んでいるように思う。つまリイェイツは「誓い」という言葉が反キリ

スト教的意味合いを自ずから含んでいることを十分承知しており、かえってこれ

をキリスト教化される以前の古代アイルランドの指標として好んで用いたのでは
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ないかという仮説である。というのも、キリス ト教においては「誓う」という行

為そのものが厳しく戒められているからである。旧約においてでさえ「誓い」は

トーラ、律法の枠外であり、神名濫用につながるため厳しく制限されていたが (「 レ

ビ記」19:12)、 さらに新約においては山上の垂訓においてすべての「誓い」その

ものを固く禁じている 一 「決して誓ってはいけません・・・あなたは、一本の

髪の毛すら、自くも黒くもできないからです (「マタイによる福音書」5:346)。」

イェイツは未刊行の散文のなかで、ある放浪のアイルランド人に言及し、そこ

で以下のように “oath"に づいて述べているが、これは通常用いられる「誓い」

という意味をはるかに逸脱したアイルランド的文脈に置き換えられている。	 “It

Otten	SeeFnS	aS	iftheSe	enChanted	peOple	had	SOrne	great	SeCret.′ Illey	rnay	haVe	tak

en	an	Oathゎ be	silent… "'こ れは先に述べた公言することが許されない、自己の

詩作衝動における不可思議な部分としての Igeasa''と 非常に類似する意味を持

っている。本来の意味としての “oath"と は、単なる個人的「約束」“pЮmise''

と異なり、神、神聖なもの (“ oibs''=運命)にかけての宣誓であり、その背後に

は誓ったものに対する “ th''を 前提としている。このような聖なるものへの「信

仰」が失われた現在においてすらいまだ「誓い」の意味が有効であるのは、これ

が公の前での宣誓であるからであろう。すなわち暗黙のうちに聖なるものを公と

置き換えているのである。いずれにせよ現代用いられている “oath"は、多分に

法のなかで規定された社会的人間としての義務を含む用語であり、公言してこそ

義務が発生する。だがここで用いられている “oath"はその意味で用いられてい

るものではない。すなわちここでの “∝血"は自己の内発的衝動によるものであり、

その点ではむしろ “pЮmise"に近く、だが見えざる聖なるものにかけての誓い

であるために “faith"の意味を含み、しかもそれを誰にも公言できないという意味

では深層心理学でいう「タブー」的意味合いをも持つ。さらにここで “enchanted"

という魔術性を帯びたアイルランド神話にお馴染みの言葉が付加されているので

ある。

イェイツの作品における詩的緊張感は、ある意味でこのような「誓い」が非合

理的自已内発的ものであれ、この「誓い」を運命の発する魔術的呪縛を秘めた神

託と捉え、これを破れば本人に大いなる呪いがくだり、ときに本人を越えてアイ

ルランド全体にさえ大いなる災いがくだると信じる前提によつて生まれてくるも
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のである。例えばイェイツの未刊行の戯曲D′″物
“
″α″′G紹″滋で20回近くにもお

よぶ “oath"の畳みかけによって彼が伝えよとする詩的緊張感はアイルランドの

風土的伝統に置いてみて初めて深刻な意味をもってくる― “r	the	oath	weК	bro‐

ken	the	ealth	would	send	fanline¨ .''10

未刊行の散文を含むイェイツ全著作において、少なくとも70数回にわたつて

“oa血"は用いられているが、そのほとんどがアイルランドの風土・文化を前提

に語られていることは注目すべきである。詩全集においては、わずか4回 に過ぎ

ないが、一つの例外を除いて残 りの3回 は “Cuchuhn's	nght	 th	the	Sea"で

1回、	 “The	Bl震k	Tower"で 2回用いられ、いずれもきわめてアイルランド的

色彩の濃い表現である。ここで注目すべ きは1892年 というきわめて初期に書かれ

た前詩の詩句 “Someた asung	man	that	he	same	oath	has	bound''が 、イェイツが

いまわの際に書いた後詩に受け継がれ、さらにイェイツはこれをアイルランド全

体の運命的呪縛として語っているということである ― “■lat	al	oath‐bound	men:

…/Stand	we	on	guard	oath― bound!"Hこ こで述べられている一見何気ない

“oath‐bound"の リフレインを前詩のコンテキス トと重ねて読めば、そこに悲劇

的で深刻な意味の反響が伝わってくるのである。ここでのアイルランド的呪縛とは、

親子双方にかけられた “oath"のゆえに、クフーリンが我が子をそれと知らずに

殺 してしまうという悲劇的なものだからである (後述)。 	 “we	on	gu″ d"と は互

いの領土を守る番大としてのクフーリン親子にかけられた前詩における呪いとし

ての「誓い」を暗示 している。そのような個としての「誓い」とその「呪縛」は

同時に「我々」の民族的問題として受けとめるべきである、と 後にイェイツは

アイルラン ド民族全体に語っているとも読めるのである。これは先に述べた

“oaぬ"を 用いて詩的緊張感を生み出す、イェイツ流の巧みなレトリックの一つ

であろう。いずれにせよ、二つの詩における47年間という長い時の隔たりと、こ

の執拗なまでの一貫性は、イェイツが生涯「誓い」とそれに伴う「呪縛」を普遍

的意味と同様、きわめて民族的文脈で捉えているという一つの例証ともなろう。

だが何といっても、	 “oath"が ほぼ 60回 におよんで多用されているのは戯曲で

あり、例外的戯曲を除けば、すべてそれらはアイルランドという国土の文脈のな

かに置かれているのであり、しかもその多くがDiarmuid	and	Grania,Deadre,

Cuchuhnと いったアイルランドでは一般的な神話を戯曲化したものなのである。

例外はギリシア悲劇オイディプスをテーマにしたSθp力α′ιs'ん
“
gO″ゎパおよび

S″力θθ′ぉ'0″ゎ第α′GοJο%なである。だがむしろこの事実は先の仮説、すなわち

イェイツはゲッサをまずは普遍的な人間の深層心理的意味での「タブー」として



捉え、それを普遍的な “oath"と 読み替えを行った後で、 終的にアイルランド

的コンテキス トに置き換えてみる作業の一貫だとは考えられないだろうかcこ こ

で6回 にわたつて用いられている “oam"がいわゆる「オイデイプス・コンプレ

ックス」 としての「タブー」と完全に一致 しているとは言わないまでも、それほ

ど遠いところにはないことは、この言葉の背後に内的 “bind"が伴って用いられ

ていることからもある程度理解のいくところであろう。
12そ

れでは、この例外を

除く戯曲においてイェイツは “oaぬ"を いかなる意味で用いているのであろうか。

先に少 し触れた未刊行のD′α″,“′″α″αG“%″αを除けば、何といっても “oath"

がもっとも多く頻度 (19回 )し 、しかもこの言葉が作品のもっとも重要な意味で

用いられているのは0″ Bαグ′あ S′滋″′であると考えられる。 したがつてこの戯曲

における “oath"の意味するところに注目してみる価値は十分にあると思える。

この戯曲は後期イェイッの作風に大きく関わってくる英雄クフーリンの神話を素

材にし、	しかもここでのテーマはクフーリン神話に纏わるゲッサのモチーフをイ

ェイツが下敷きにしながらも、これを “oath"と 呼びゲッサに独自の意味づけを

行っている典型的例である。以下、この作品を軸にクフーリン神話におけるゲッ

サの意味をイェイツがどのように読んだのか考えてみたい。

少年セタンタは城を守るどう猛な番大を殺したことで自ら城を守る番犬となる

ことを誓い、そのため「クランの番大」クフーリンという名誉ある名が与えられ、

このことでのちに彼に「ゲツサ」がくだされる。「勧められる肉はすべて食べよ、

しかも大の肉は決して食べるな」というものであった。これは決して守ることの

できない矛盾に満ちた誓いであるが、ここにすでに彼の悲劇的人生の予兆が見事

に暗示されている。当然このゲッサは一方で敵から城を守る番大としての彼の役割、

敵は誰であれすべて食べよ、殺して園を守れであり、他方、味方、身内はいかな

る理由によっても番犬として守り抜け、食べるな、殺すなを意味する。番大とし

ての英雄にとつて当然の名誉あるゲッサであるがゆえにこれをクフーリンが了承

しないはずがない。ここに仕掛けられた巧妙な運命の罠に彼の英雄的精神は気づ

かない。こうして彼はこのグッサのもとでいかなる厳しい戦いでも勝利しアルス

ターの園を守り抜く。しかし運命は彼に知らずして子と戦わせ子を殺すという悲

劇を彼に課し、彼はグッサを守ることによつてゲッサを破る。魔女たちによる罠、

勧められる肉が大の内であったことはその象徴的意味を際立たせるレトリックで
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あろう。
13

イェイツは様々なヴァージョンを持つクフーリン神話の中から、自ら序文を書

き大きな影響を受けたと認めるLdy	G“gowに よるC“″
“
′α′″び″″滋″ι″π

`を
お

おむね下敷きにして0″ Bα′″あ S″α
"′

を書いているように思われる。
14興

味深い

ことに、彼女はこの物語のなかの “■1le	Only%n	of	Aoife''に おいて、息子にか

けられた「誓い」のことを “under	geasa,thtt	is,under	bonds''と 述べている。
15

しかもこの “bonds"と してのグッサの呪縛はクフーリンが我が子を殺すことに

よって自らの呪縛へ と伝染し盲目的に海と格闘せねばならなくなった様を以下の

ように描写 している―“and	bind	him	m	go	down	to	Baile's	Strand"16こ の描写の

陰影がこの戯由の表題を考えるイェイツの脳裏に浮かんだとすれば、やはりこの

戯曲の表題が暗示 しているのは「呪縛」 としての “geasa"と いうことにならな

いだろうか。さらにこの作品全体のエピグラフは死を前にしてのクフーリンの

後の「誓い」 “I	swear	by	the	oath	of	my	people… "か ら引用されている。

0“ Bα′′あ S′

“
α
"α

でイェイッは “Oaぬ''を 畳みかけるように用いて「誓い」と

その「呪縛」のテーマをさらに鮮明にしている。すなわち先の物語においては「誓

い」は息子だけに関わるものであったが、むしろこの戯曲ではクフーリン自身の「誓

い」に力点が置かれ、さらなる「誓い」による劇的効果を狙っている。コノハー

王はイーフアの国からやってきた若者が守りの手薄な城にやつてきたことを恐れ、

クフーリンに王のいかなる命令にも従うべしという「誓い」を迫るが、自由を愛

する彼はこれを頑なに拒む。しかし 後には一転して王に「誓い」を立てる。こ

こには先の彼女の作品のみならず、クフーリン神話におけるゲッサに対するイェ

イツ流の解釈、すなわち城を守るクランの番犬として「すべての内を食らえ=敵

を殺せ」のイェイツ流の解釈がある。しかしこのゲッサには落ちがある。すなわ

ち「犬の肉を食うな」。イェイツはこのことが意味する不条理に対するあらゆる

人間の盲目性を強く暗示するために、あえて王を自ら「知者」であると名乗らせ、

「誓い」は城を守るための合理的手段であることを印象づけている。すなわち王

は「誓い」の背後にあるもう一つのグッサの不条理性に盲目であり、「犬の肉は

食うな」の意味するところを知らないのである。イェイツはこのことを明確にす

るために、王に「お前 (ク フーリン)に は子がないからだ」と語らせている。そ

の後クフーリンは若者と相見え、彼に名を名乗るように迫る。しかし若者は誰に

も名は名乗らないという「誓い」を立てていると断り、 終的にクフーリンはそ

れとは知らず子を殺し犬の内=同族の血を食らうことになる。イェイツはクワー

リン神話におけるゲッサのもつ不条理性が人生の解きがたい謎であリーつのパラ
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ドックスであることを、まず 初の観客アイルランド人に語るのである。なぜな

らばここに挙げた二人はすべて守るべきものを背負っているがゆえに誓いに縛ら

れている民族の代表であり、先の “The	Black	Tower"の 表現を用いるならば

■1lat	al1	0ath_bOund	men:… /S●nd	we	on	guard	oath― bound"の者たちであり、

ここではイーフアに象徴される運命の残忍な女神、Robert	Gravesの 優れた表現

を借りれば、	``ηle	White	Coddess''の 仕掛ける巧妙な罠の前に盲目を強いられ

たアイルランドという「黒い塔」の住人たちだからである。
17「 パラドックス」

と言ったのは、この「誓い」とそこに伴う「呪縛」に唯一全能的視野をもって知

りかつ語っているのは、皮肉にも盲人と阿呆だけだからだ。こうして冒頭の阿呆

の語る科白は深い意味を獲得する一 “What	a	clever	man	you	are	though	you	are

blind!¶Кre	is	nobody	wiぬ two	eyes… "18こ こには「人は見えるがゆえに盲目で

あり、知恵あるゆえに愚かであり、盲人こそ見識者、愚者こそ賢者」という逆説

が暗示されている。そしてある意味でこの逆説はアイルランドの妖精物語お馴染

みの トリック、	 “enchantment''「呪誼」のモチーフである。すなわち妖精の ト

リックにかかると「見えるものが見えなくなり、見えないものが見えてくる」と

いう。

オイデイプスにおける父殺しのタブーは深く秘められた人間の深層の一つの開

示ともなるが、これは自然における時の流れに反するタブーではなく、いまだ自

然のなかにある。一方ここで描かれた子殺しのタブーは自然のこの摂理に逆行す

るクロノス神話的もの、すなわち反自然ものであり、それゆえに人間存在の悲劇

をきわめている。したがってイェイツが「誓い」のもとで突きつけてくる問いは、

人間存在全体に関わる「タブー」の究極的問いを秘めている。しかし同時にイェ

イツはこのタブーをアイルランドに対する彼独自の悲劇観と結びつけ、それをあ

えてゲッサとしての「誓い」のモチーフのなかで具現化しようとする。しかもこ

の「誓い」を巡る悲劇的運命の諸相は、歴史を実証的にか合理的にか「見える」

と考える者には見えず、歴史を「見えざる」運命の車輪として詩的に観相しよう

とする盲人の眼にのみ映るのだ、我民族は本来この眼を持っているのだ、とイェ

イッは主張しているのであろう。ともかく、このように「誓い」を巡ってイェイ

ツの作品を眺め直してみるとき、そこにはやはリイェイツの想像力が希求する二

つの志向、外延性と求心性によつて生まれる彼独自の詩的世界の一端を微かに覗

かせているである。
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`Leda	and	thc	Swan,'	`Thc	Mothcr	of	God,'

`The	Second	Coming'に みる歴史の転換期 と個人

佐 藤 容 子

イェイツの `I£ da	and	the	Swan,'	`The	Mother	of	God,'	`The	Second	Coming'

という予言的な詩は、いずれも彼の象徴体系の要となる作品である。イェイッが

歴史や文明を循環するものとして捉え、二千年を一周期として考えていたことは

4階 あ″によく示されているが、上記の詩はいずれも歴史の転換期を詩的に凝縮

した作品といえよう。書かれた年代 とは前後するが、たとえばギリシア文明の胚

胎を夢想する `】腱da	mdぬ e	Sw狙 'は、紀元前二千年の文明を表象する詩であり、

受胎告知をテーマとする `11le	Mother	of	God'は 、紀元後の二千年間の歴史を

予告し、	`■le	Second	Coming'は 、さらにその二千年を経て歴史が反転 し、ま

たもや新たな時代が生み落とされようとする予感にあふれている。

ここで特筆すべきことは、イェイッがいってみれば一個人の視点を柔軟に駆使

しながら、歴史のうねりや文明の興亡にかかわる壮大な夢想を描ききったという

ことであろう。神話によればゼウスが見初めたレダはスパルタ王の妻であったに

もかかわらず、イェイツの `Leda	and	the	Swan'の なかでは突然襲いかかった衝

撃によろめく一介の少女として登場 し、	`■1le	Mother	of	God'は 聖母マリアを

テーマとして扱いながら、普通の女としての人生を失ったことに恐れおのの く人

マリアの内的独自として描かれ、	`¶le	Second	Coming'の 黙示録的世界はあく

まで詩人である「わたし」 という一個人の目の中に映し出される光景である。

歴史の転換期の表象である上記の三編の詩は、相反する二つの力が出会う瞬間、

といって手ぬるければ一方が他方に暴力的に侵入する瞬間を形象化 してお り、そ

こでは破壊と創造が同時に行われるが、この神話的な時間が、それぞれの詩にお

いて技法に差異こそあれ、たえず日常的な視点と絡められながら描 きだされるこ

とはイェイツ詩の大きな特徴である。	 西欧神秘思想の流れのなかで大宇宙 (マ

クロコスモス)と 小宇宙 (ミ クロコスモス)の照応 (コ レスポンデンス)を信ず

るイェイツであってみれば、それも納得のいくことであったかもしれない。互い

に咬み合う二つの円錐または月の位相の変化で表されるイェイツの象徴体系は、

歴史や文明の循環を表すと同時に一個人の生の循環の表象でもあったことがいま

さらのように思いだされるのである。
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`1£ da	and	the	Swan,'	`The	Mother	of	God,'	`lhe	Second	Coming'	 一この三

編の詩の見取り図は大まかにいつて以上のようなものになると思うが、ここでは、

`腱da	and	the	Swan'を 中心にしながら、その後この詩との関係で `■le	Moth‐

er	of	God,'`lhe	Second	Coming'に 触れてみたい。

まず `bda	and	the	Swan'は 、イエイツの作品のなかでも も有名な詩のひと

つであると共に、その性的表現の激 しさから書かれた当時はもちろん、近年のフ

ェミニズムの立場からもしばしば論議を呼んできた作品である。そもそもイェイ

ツは、友人の編集者George	W.Russelに政治詩を依頼され、I″s″ S′α燃″α″のた

めにこの詩を書き始めたのであったが
l、

書いているうちに「鳥」 と「女」のイ

メージに自身が占領されていき、政治はどこかへいってしまったと自ら語っている。

彼はこれに `Annunci“ on'	というタイトルをつけるが、結局掲載を拒否された。

「保守的な読者はこの詩の意図を誤解するであろう」 という反応を受け取った、

とイェイツは述べている。この作品が初めて印刷に付されたのは、1924年 7月 、

7″ D〃 においてであつたが、 終的にはイェイツがこの詩を4	Иs麦″の中に含め、

`Dove	or	Swan'	 というイェイツ独特の文明観を集約 した巻の巻頭に据えたこと

を思い起こしてみるならば
2、

	`晩da	and	the	swan,が ィェィッ詩全体の要を形

成する作品であって、とうてい単一の解釈を許すものではないことは疑いえない。

George	Melchioriは 、イェイツの `Leda	and	the	Swan'に 関して、

Michelangeloや GustNe	Moreauの作品を始めとして「レダと白鳥」の神話をテー

マとするさまざまな絵画や彫刻からの影響を詳細に論 じており
3、

またIan	neth―

erは イェイツの `bda	and	the	Swan'と いう作品は図像詩であると述べている。
l

また、Elizabeth	Butler	CuninJordは この詩の末尾に記されている1923年 とい

う年に映画の検閲制度が始まったことに注意を喚起 し、こうした検閲制度に対 し

て公に挑戦する意図が イェイツにあつたとみている。'さ らに彼女は、T力ι

εα′力θ′′θB%′′ι″″が性的純潔を民族的純潔のアナロジーと捉えていて、この立場か

らはイェイツはしばしば「ラブレー的」というレッテルを貼られたという指摘を

している。その一方で、Cuningbrdは 、イエイツの詩においても、自鳥によるレ

ダの陵辱という関係性のなかでは、女性としてのレダの主体性が奪われ、その声

がかき消されてしまっていると考えているようである。
6

Declan	Kberdは 、この詩において「レダ」は詩神 (ミ ューズ)に侵食される

詩人の象徴であり、詩の も明らかなレベルでは、「自鳥」とは「創造的な想像

力がもつ超自然的な権威と力」と同一視される、と論 じる。
′

そしてこの詩の政

治的な性格を鑑みるならば内戦との関連は避けがたく、深いレベルにおいては、「白
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鳥」とは侵攻し占領するイギリスであり、一方「少女」とは強姦されるアイルラ

ンドであると解釈することが可能であると述べている。
8	

これらのどの観点も興

味深いものではあるが、私は、Geofrey	H.Hartmanの 指摘する「解釈上の当惑」

(“a	hermeneutic	perplexity")について、一旦立ち戻ってみたい気がする。

H″tmanは イェイツの修辞的技巧が確固たる知識の領域に我々を導きいれるのを

拒むこと、その結果、この詩の指示の枠組みとは本当は何なのか、我々は確信を

持つことができない、という意味のことを述べている。
1)

たしかにこれはイェイツ詩の特徴を浮かびあがらせる発言である。しかしながら、

イェイツの不確実性は不毛に結びつくのではなく、実に豊かな意味合いを産出す

ることを決して忘れてはならないであろう。P scilla	Washbum	Shawや Nancy	D.

HargЮveの 行っている `Lda	and	the	Swan'に おける詩的用語の分析は示唆に

富み、いずれもこの点を裏付けるものである。
l('

「この詩において、我々にはイェイツはどこに立っているのかがわからない」

とHartmanは 言う。私の考えでは、それは「わからない」というよりは、詩人は

このソネットという極めて凝縮された詩的形式の小宇宙のなかで、絶えずその位

置を「移動している」ということに注目すべきなのではないかと思う。語り手の

移動は、小宇宙の中に歴史や文明が生成・消滅するダイナミズムを映し出し、大

宇宙の姿を織り込んでいく。「歴史の転換期と個人」というテーマのひとつの姿

がここに浮かび上がってくるのではなかろうか。

`bda	andぬ e	Swan'に おける詩人の視点の移動についてはShawも 触れてい

るが、ここで詩の構成と展開に沿って少し考えてみることとしたい。その際、

HargЮveの語法の分析も大いに参考になる。HargЮ veは 、	`bda	and	me	Swan'

には「単純なことばと高邁なことばが混在していること」「具象的なことばと抽

象的なことばの双方が用いられていること」を挙げ
11、

Shawは「能動態と受動

態が並置されていること」を指摘している。
12

`bda	md■ eS、昭n'は イェイツにはめずらしくソネット形式で書かれている。

伝統的にソネット形式では多くの宮廷風恋愛詩が試みられてきた。が、イェイツ

が描きだすのは神話の衣をまとっているとはいえ、ある少女を襲った衝撃的な場

面である。レダ自身と自鳥に姿を変えたゼウスの名は詩のタイトルにのみ現れる

だけで、詩の中では言及されることはない。その意味で、詩の中の事件は語り伝

えられる神話の内部にとどまらず、たえず外へ向かって一般化される可能性を秘

めている。詩の語り手の位置に注目するとき、それは一層はっきりしてくると思

われる。
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まず 初の「四行連」Cquatrain")であるが、レダと白鳥の物語を語る語り手

はどこにいるのであろうか。	 “A	sudden	blow''と いう一撃をレダが受けたとき、

同時に詩人の視界が急激に開ける、ともみえる。このとき語 り手は基本的にいっ

て視界に飛び込んできたものをのぞき見る位置におり、突然襲いかかる衝撃に体

のバランスを崩すレダの視点に一旦は身を寄せながらも、レダと自鳥の位置関係 (力

関係の象徴的表現といってもよいが)、 その構図を一種客観的な冷徹さをもって

描写する。

A sudden blow: the great wings beating still
Above the staggering girl, her thighs caressed

By the dark webs, her nape caught in his bill,
He holds her helpless breast upon his breast.

“■highs,"“ webs,"“ nape,"“ bin''と いうようにレダと自鳥それぞれの身体の

部分がクローズ・アップで鋭く切り取られ、	 “ca“ssed,"“caught''と いう頭韻

で畳みかけられる受動態は、レダの身体が動きを封じられたことを如実に示す。

他方、自鳥の方はあくまで主格を保持していること、今や彼は行為を制御する立

場にあることが、こちらは “h"音の畳みかけ(“H″ ″θ〃s滋″滋lpless	breast

uponあis	breast.")を 用いた能動態で誇示される (以下、イタリック体はすべて

引用者)。

続く第二の四行連では、この “h"音の勢いが、	``πow	can....P''と いうこの

連を構成する二つの修辞的疑問文の中に巧みに持ち越されながら、語り手が微妙

に立場をずらしたのがわかる。今度は、語り手の意識はむしろレダの方に重ねあ

わされていくのである。その過程でレダも自鳥も個体としての姿は消えていく、

といってよい。レダの意識はもはや “ingeだ 'と いう身体のごく一部としてしか

存在せず、自鳥ははっきりとした肉体的な輪郭すら失って、	 “glow,''“ rush''と

いう光とエネルギーに変わっている。レダを表す代喩(“synecdoche")で ある

“those	terred	vttuer:で eだ'と 、自鳥としてのゼウスの代喩である “■heヵath‐

ered」oヴ'の 双方を貫いて、	 “f'音 と “g"音が交互に現れながら調べを奏で

ることで、そもそも異なる次元に属する二者の溝が次第に踏みならされ、一体化

が果たされんとするさまが効果的に表される。

How can those terrified vague fingers push
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The feathered glory from her loosening thighs?

And how can body, laid in that white rush,
But feel the strange heart beating where it lies?

二つ目の “how	can...7"で始まる疑問文に至ると、語り手の位置は、レダの

意識からさらに深みに降りたって無意識的な領域にまで到達せんとする。それは

“body"で 表される身体の領域である。ShawやCuninJordが鋭く見て取ってい

るように、ここで “body"と いうことばが所有格の代名詞もなく、いわばむきだ

しのまま放り出されていることは極めて重要である。ただCuningfordは 、所有格

がないことで、	 “body"は レダと自鳥両方の身体を指すと捉え、従って次の行の

“hesml■ie	heart"は 互いの心臓を指すと解釈するのであるが、
13こ

こに至っては、

もはや “body"は これらの二者を越え、死すべき人間存在そのものを表象する力

を付与されていることを看過してはならない。Shawの言う「尋常ならぎる意味

の拡張」が起こっているのである。
14ィ

ェィッは他の作品においても、繰 り返し

このような状況を現前化しようとしてきた。

第一の四行連、第二の四行連にわたつて展開される、恐怖、抵抗、おそらくは

諦め、そして受容に至るプロセスを経て、今この限られた存在である「身体」

(“body")は 、「白」の襲撃を受けながら、押しつけられた「奇妙な心臓」の鼓

動を感じている。「奇妙な」(“strange")と は、イェイツにおいては「人の身で

はあずかり知らぬもの」を指す言葉だ。「身体」は今や「超常なるもの」と接し

ているのである。

われわれはここで、イェイツの劇作の、あの希有な瞬間を思い起こすべきであ

ろう。すなわち、4′ ′滋 Hα″力も脳ι″において、クフーリンが夢幻の中で目覚め、

灰色の鷹を追いかける決意を下す瞬間である。第一の楽師はこの時、	`Leda	md

ぬe	Sw祖'の語り手よりはるかに事象から離れた位置に退き、「恐ろしい不死の

体から突然身体に流れ込み、かけめぐる血」からこの身を守り賜え、と祈るが、

この瞬間、クフーリンはレダ同様、己の運命についての「告知」を受けていたのだ、

と考えられる。彼は次第に「青ざめて」(“p」e''と はイェイツにおいて日常世界

を越えた者を描写することばである)、 「よろめく」(“staggers	b	hisたet")。

First Musician [singing or halfsingingl
O God, protect me

From a horrible deathless body
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Sliding through the veins of a sudden.

lThe dance goes on for some time. The Young Man rises slowll.l
First Musician ls\eakingl. The madness has laid hold upon him now,

For he grows pale and staggers to his feet.

lThe dance goes on.

Young Man. Run where you will,
Grey bird, you shall be perched upon my wrist.

Some were called queens and yet have been perched there,

lThe dance goes on.

さらにイェイツの作品を遡るならば、散文τ力ι&θ″′盈膨に収録された `¶le

Wl斑om	of	me	Kng'も 同様の系譜に属する。この物語では、鷹の老婆たちが母

を亡くした王子の鳥のような鼓動を聞きつけ、そのもとにやつてくると、自らの

腕を傷つけ、その灰色の血を一滴、王子の唇に落とす。王子は賢く育ち王となるが、

その髪からは灰色の羽が刈り取っても刈り取っても生えてくる。平凡な人間とし

ての王子の運命は失われたのである。

鷹の老婆たちの歌どおり、呪わしい運命を背負うこととなった王子は、クフー

リンの前身といってもよい。そのクフーリンが対峙する劇的瞬間を指 して、

“stagger''と いう言葉が使われていたのも偶然ではあるまい。	`bda	andぬe

Swan'の “he	stagge ng	gin''と は、翻つてみれば、単にレダが不意打ちをく

らい、よろめいたことを指すだけではなかったのだ。これは運命の車輪が逆向き

に転回し始めることを印づける言葉であり、言ってみれば、歴史と文明の転換が

起こった瞬間を指し示す言葉であったといえよう。イェイツの用語で言えば、「対

抗性の文明 (英雄的な文明)」 (“the	antithetic」 ci ization")の 始まりが告げら

れたのである。

`bda	md	me	Swan'と いう詩全体をみてみると、そのことは興味深いことに、

“b"音の連射によつて告げられていたとも言えよう。この詩全体を通じて、寄

る辺ないむき出しの「身体」(“body")は 、いかに多くの “b"音の攻撃に合い、

共振していることであろうか。第一の四行連に現れる “況ow,''“ beaung,''“昴ll,"

“breast,"第二の四行連で一層迫りくる 場eating,"	 後半に至り、第一の「三

行連」(“tercet")の 場roken,''“ burning,''そ して第二の三行連における

“hite,''	 “a∞d,''	 “溌よ"―これらの言葉はすべて、「白鳥」の身体とその性質、
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その凄まじいエネルギーのほとばしりに関わるものである。これらの “b"音の

連射に囲まれて、	 “body"はその不可思議な領域のなかに首尾良く取り込まれて

いくのであろうか。

この答えは、この詩の 終行の疑問文に関わってくると思われるが、その前に

ソネットの後半部、第一の三行連をみてみよう。この連では、語り手の視点はも

はや身体の内部にまでももぐり込んでいるようである。H鯛興)veも 示唆するように、

“wal,"“Юol"“towet''“ dead''と いう一連の言葉の性的含意は明らかであり
15、

我々は語り手と共に、レダと白鳥の交わりが頂点に至ったこと、と同時にヘレン

奪還に端を発するトロイの陥落、ギリシア軍の総大将アガメムノンの死、と連な

る歴史と文明の興亡が胚胎されたのを見るのだ。この圧倒的な部分では、いわば「身

体」("body")を 介して、小宇宙と大宇宙の双方に向かって映像が炸裂するので

ある。

A shudder in the loins engenders there
The broken wall, the burning roof and tower
And Agamemnon dead.

Being so caught up,

So mastered by the brute blood of the air,
Did she put on his knowledge with his power

Before the indifferent beak could let her drop?

だが第一の三行連では、	 “dead"と いうことばを境として、再び “caught''と

いう受動態が現れ、それは第二の三行連の “mastered"と いう受動態に引き継が

れていく。語り手の視点は身体の内部を離れ、次第に身を引いていき、 初の四

行連に戻ったかのようにレダと自鳥の力関係が容赦なく自日のもとにさらされる。

ここで “stagger"だ けでなく、	 “master''と いう言葉もイェイツにあっては重

要な転換点を指し示すことに注意を喚起 したい。

もうひとつのクフーリン劇 0″ Bαグ′tS′
“
α%αの幕切れでは、阿呆(Fool)の 「波が

彼を支配 してしまった!」 (“The	waves	hⅣ e	mastered	him!")と いう台詞が何度

も繰 り返されていた。それは波と戦う狂気のクフーリンの姿を間接的に映 し出す

働 きを担っており、超自然の力と知識を自らのものとするための果てしのない戦

いをクフーリンが選び取った、あるいはそのような戦いに取 り憑かれたというこ
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とを逆説的に示すものであった。

詩の語り手によって発せられる `bda	and	the	S昭 狙'の 後の疑問文もこれと

類似の構造を持っている。しかし答えは一層苦いものであるように私には感じら

れる。「レダは白鳥の力と共にその知識をも身につけたのか」という問いをあく

まで修辞的に捉え、これに肯定的な答えを予測する批評家は多いが、むしろここ

には、超自然の具現ともいえる自鳥のもはや「無関心な嘴」(“the	indtterent

beak")に 突き放されてしまった「身体」(“body")の孤独を読みとるべきでは

なかろうか。クフーリンの戦いよりもさらに苦い戦いの中にレダは突き落とされ

たのかもしれないのである。レダは己の身体が生み出していく「もの」にも「こと」

にも無知のまま、その身体を抱えて生きなければならない宿命をさずかったのだ、

と見ることもできよう。

第二の四行連の修辞疑間文(“How	c祖...P/And	how	cm...P")は 、それ以外

には選ぶ道のない宿命の力を感じさせるものであった。詩の末尾の疑問文(“Did

she...?")は 、事象の意味をいかに伝達したらよいのか惑う語り手の心の揺れを

伝えていよう。始めにこの詩ではソネット形式が用いられていると述べたが、

Cullingfordも 指摘しているように、前半はabab	cdcdの シェイクスピア風ソネッ

トの形式であり、後半ではefg	efgと いうペ トラルカ風ソネット形式のひとつを用

いるという混合形式がとられている。
l.そ

もそもソネット形式とは前半部

(“octave")と 後半部(“sestet")の 非均衡性が身上であり、「観察十結論」また

は「陳述十反陳述」という構造をもつが、イェイツは、もしそのままシェイクス

ピア風の形式が用いられたとすると、def	ggと いう展開が期待されるところをあ

えてずらし、振幅を大きくしたのだと考えられる。ソネットが極めて音楽的な形

式であることを鑑みれば、この詩の後半部では「移調」もしくは「転調」が起こ

っているのだという言い方もできよう。それは重大かつ決定的な事件を目撃し、

体験 し、しかしその意味づけに深く惑う詩の語り手の心情に真に合致した形式で

あったといえよう。個である語り手の惑いはそのまま、歴史と文明そのものが手

む不可知な要素や矛盾へと繋がっていくのである。

後に `bda	and	tte	Swan'に 関連させながら、	`■le	Momer	of	God'と

`■le	Second	Coming'に ついて簡単に触れてみたい。	`lhe	Mo山er	of	God'

は `bda	and	the	Swan'と 対をなす作品である。ただしマリアの受けた「告知」

はレダとは異なり、「始原性の文明」(“the	p mary	cMlization")文 明の予告で

あった。この詩が `Leda	and	me	Swan'の 姉妹編であることは “Wings,''

“bemng"な ど類似の表現が用いられていることからもすぐそれと知れるが、
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`Leda	md	meS、 帽n'を 分析した際に用いた音のシンボリズムに着目してみると、

興味深いことがわかる。

`lhe	Motter	of	God'に おいても、「対抗性の文明」の象徴でもあった “b"

音が巧みに織り込まれているが、	`3e“ng,''“みo鴫''“ blood,''“ιones,''“ bids''(以

下、イタリック体はすべて引用者)の うち三語(“ιore,''“ うlood,"“ bones,")は

地上の存在であるマリアを表す言葉である。このマリアの体に新たに降り注いで

きた何者かは、一見弱々しく優 しげに “f"音 の連続で表されている。	 “The

th“eジЫd“rr()r	oflove,''	 “aヵnenメare,"“ thisメ esh,"“ Thisヵ len	s●r"と ぃぅょ

うに頻度は “b"音と拮抗している。	`Lda	md	he	Swan'に おけるような、圧

倒的な “b"音の優勢というのはない。マリアの受けた衝撃も “A	sudden	blow

"ではなくて、	“a	sudden	chilr'と いうひやりとした感触である。

にもかかわらず、いやそれゆえにこそマリアの不安は大きい。この詩を読むとき、

当然ながら「ルカによる福音書」の記述が思い起こされる。「わたしは主のはじ

ためです。お言葉どおりこの身に成りなりますように動 滋 1.38)。 」というマリ

アの信仰告白が、イェイツの詩においては、	`bda	and	the	Swan'のスケールの

伸縮自在さとは趣を異にして、一人の登場人物の劇的独自のなかに閉じこめられ

たおののきにすりかえられているのである。それは歴史の流れのなかで自由意志

をもつことが困難な個人の姿をむしろ浮かび上がらせている。	`劉le	Mother	of

God'が、「ヨハネの黙示録」にある記述、「たいまつのように燃えている大き

な星が、空から落ちてきた cωιル′′θ″8)」 をも下敷きにしていると考えれば、

これは真に皮肉であり、苦い悲しみが漂う。

さて、マリアによって表されるキリスト教文明(“血e	p maw	ci liz on")が

終焉に近づいていることを `lhe	Second	Coming'の語り手は予知しているよう

である。この詩の冒頭でも “f"音が連続するが、しかし、それは “ヵlcon,"

``力lconer,''	`,11''(以 下、イタリック体はすべて引用者)と いうように “f'

音でありながら、「
'寸

抗性の文明」の象徴でもある「鷹」のイメージを運んでくる。

「鷹」のイメージはクフーリン劇を始めとするイェイツの他の作品と共に、ダン

テの『地獄編」をも思い起こさせる。また “bda	and	the	Swan"に おける重要な

語 “loose"は ここでは三度現れているが、「解き放たれたもの」はまだ形をな

すに至っていないようである。

詩の後半部において、「世界霊魂から生じた巨大なイメージが私の視界を悩ま

す(“...a	vastimage	out	ofSpiritus	Mund/Troubles	my	sight")と いうところから、

突如一人の語り手の視界の中に異なる次元が開けていくのだが、ここはDwight
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H.Pudyが示唆するように「ダニエル書」の以下の記述を思いださせる箇所でも

ある。
17

そこで、われダニエル、わがうちなる霊は憂え、わが脳中の幻はわたしを悩

ましたので、わたしは、そこに立っている者のひとりに近寄って、このすべ

ての事の真意を尋ねた。 (7.15)

聖なる民を打ち砕 く力が消え去る時に、これらの事はみな成就するだろうと

言うのを、わたしは聞いた。わたしはこれを聞いたけれども悟れなかった。

(12.7-0

`■le	SecOng	COming'の予言者的語り手も、ダニエルと同様、事象の意味を

さだかには掴みかねているようである。が、“F'音に代わり、次第に勢いを増す

“b"音の連続によつて― “lhe	blooddmmed	ude,"“ aank,''“昴rds,''“ beast,"

りethlehem,"“ bom"と いうように、「対抗性の文明」の始まりが次第に近づ

いてくることを、語り手はひそかに感 じているに違いない。	“thighs''と いう

`bdaand	me	Swm'に おいてやはり要をなす言葉が再び歴史の転換をもたらす

であろうことが、一人の個に過ぎない語り手の夢想のなかで、個を越えた遥か遠

くまでそのエネルギーを放射させているのである。
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くシンポジウム 1報告>

`磁

θl隕ηルガ
"邸

グ0お1'%の素材と背景

松 村	賢

η:ι	Zα
"ル"'"Fグ

0ぶ
"(1889)は

詩人イェイツのイニシエーションとして重要

な意味をもち、アイルランド文芸復興運動の起程となった物語詩である。1886年

から1888年 までの二年間をかけて完成した『アシーンの放浪』は、1889年 に 動ι

蘭α綱レカ♂グ0短%α″′0脇″′θ″sと してロンドンの Kegan	Paul社 から出版さ

れた。この紺色表紙の質素な本 (B6版、156ペ ージ)は イェイツの 初の詩集で

あるが、「その他の詩」には `Time	and	the	Witch	 Ⅵ en',`Mosda',`Isl田 d	of

Statues'と いった劇詩、	`¶le	Stolen	Chnd',`■ he	B』ad	of	MoI	Magee',`A

I″egend',

■o	m	lsie	inぬe	Water'を 含めて30篇が収められている。「アシーンの放浪』

はその後、2ι R,″鰺ゲ″BI物,お (1949)に 至るまでかなり手力功口えられているが、

内在する青春と老年、肉体の衰弱と魂の永遠性への憧憬、といった相対的な構想

はそのまま保たれている。

James	MЖ phersonの Oss″″が18世紀にロマンティシズムの風土を醸成し、そ

れを端緒にアイルランドのオシアン (ア シーン)伝説が浮上して古いアイルラン

ドヘの文学への関心をあおったのは19世紀中頃である。18世紀にMich“l	Coimin

によって書かれたとされる物語詩 Lαθ′0お物α″勧″ %α ″‐σg(「青春の国のアシ

ーン』)が Bryan	O'bOneyの 編訳によって1859年 にオシアン協会から発表された。

イェイッはオルーニー訳と Standitt	Hves	O'Grady編 訳のS〃υα	a〃ι′″
`α

(『ゲ

ール詞華集』)の `¶le	Colloquy	wi血 血e	Ancients'(「古老との対話」)( ,

101‐ 265)を 下地に『アシーンの放浪」を書いた。あるいは Jeremiah	Curtainの

″レιtt	α″″Eθtt	τα′ιsびI″″″″や18世紀末にクレア州でつくられたとされるノlgiαル

′α″λ	Oσstt	αgtt	R%みαな (『 アシーンとパ トリックの対話』)も 念頭にあったの

もかもしれない。さらに、	 “wh■ tears	run	down	the	cheeks	ofageP	wh■ shades

山y	mighty	soul?.¨ memOry	wOunds	the	aged.of	bmlertimes	are	my	hOughts;

my	though"are	Ofthe	nOble	Rngal.11le	race	Ofthe	king	retum	intO	my	mind,and

wound	me	 th	remembrance.''	Cames	Mttpherson,F″ g″ιπ′s(プス″″ι″′Rθι′り,

20と いう言葉にみられる精神はイェイツの想像力を刺激したと考えられる。サ
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シュミエル・ファーガスンのようにアイルランド詩の伝統に連なり、古いアイル

ランドの心象を喚起するには入念な韻律とレトリックが必要不可欠であることを

イェイツは熟知していた。

この物語詩はアシーンの長い独自と、時折挿入される聖パトリックとの対話か

ら成り立つ。それは、異教と300年後に取って代わられたキリス ト教との対話で

ある。聖パ トリックは、重い心と放浪の精神をもつアシーンを責め、異神と戯れ

た300年のことを切り出す。アシーンはフイアナ戦士たちの戦いから、妖精ニー

アヴと海底のティール・ナ・ノーグに行つて300年後に戻るまでのいきさつを語る。

アイルランドの伝説では不老郷のティール・ナ・ノーグは文字どおり死を知らな

い国であり、魂や肉体の美しさの亡びることのない国である。それは「喜悦の草原」

(Mag	Mel)、 「希望の国」(TfrTaimgi祀 )、 あるいは「生者の国」(■rna	mBёo)

ともよばれている。コミーンの物語詩において、アシーンは「善の国」で、巨人

フォヴォールと三日三晩戦って勝利し、囚われの「生者の国」の王女を救い出して、

それからティール・ナ・ノーグに到達する。しかし、イェイツの『アシーンの放浪』

は、ティール・ナ・ノーグが三つの幻想の島から成っているというアイルランド

の農民の話にしたがい、三つの島一「舞踏の島」(Island	ofDmcing)、 「勝利の島」

(Island	of	 Ⅵcto es)、 それに「忘却の島」(Island	of	Forgemlness)一 から構成さ

れている。

コミーンの「青春の国のアシーン』ではニーアヴがアシーンにゲッシュをかける。

“Obligalons	unresisted	by	true	heroes/O	generous	Oisin	l	put	upon	hee/To

come	 m	myser	now	upon	my	steed/Tlll	we	arrive江 血e`Land	of	Youth'''(0'

boney'stmns.)ゲ ッシュはな複数形は♂ηsα ,♂窓a)は命令や呪縛や禁止を意味し、

とりわけ初期アイルランド文学においては妖精から英雄たちに課せられる義務で

あることが多く、その不履行は死や厄をもたらす。イェイツも『アシーンの放浪』

(第 3部74‐79行)でゲッシュの伝統を踏まえている。
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欠如としての「戦い」

荒 木 映 子

ィェィッが τzι ″α″ル″″疹グ0,s′

"を
書く上で依拠したと言われている伝説の

一つに、Michael	Comynが ゲール語で書いたバラッド「青春の国 (テ ィール・ナ・

ノーグ)の アシーン」(1750)の Bryan	O'IЮ oneyに よる英訳 `The	lby	of	Oisin	in

the	Land	of	You山 '(185の がある。聖パ トリックとアシーンとの対話形式 (但 し、

イェイツは論争のトーンの方は16世紀に書かれた `The	Dialogue	bemeen	Oisin

and	Pamck'と いうバラッドから借りている)、 アシーンが妖精ニーアヴに誘われ

て異界へ旅するという物語内容において、基本的にイェイツはコミーンを踏襲し

ているが、大きな相違点もある。相違点を見ていくことにより、アシーン伝説の

イェイツ版の特徴を考える。

コミーンとイェイツでは、まず、旅する異界の内容が異なっている。コミーン

の場合は、ニーアヴの国である「常若の国」へ行く前に、「美徳の国」と呼ばれ

るところで、巨人に捕えられている「生者の国」の王妃を救出し、それから「常

若の国」に行っていろいろと楽しいことを体験し、ニーアヴとの間に二人の息子

と一人の娘をもうける。イェイツの場合は、まず目的地であると思われる「舞踏

の島」に到着し、そこでの生活を100年 にわたってある程度楽しんだにもかかわ

らず、物足りなくなって、第二の島「勝利の島」へ行き、そこでコミーンと同じよ

うに捕われた娘を救出する、殺したはずの怪物が3日 たつと生き返り、戦いと宴

会が繰り返されて100年 たち、またそれにも飽きて、第二の「忘却の島」へ渡り、

眠った戦士の振る鈴枝の音に眠りを誘われ、そこで1∞年間寝て過ごす。つまり、

イェイツの場合は三つの島を経巡る話になっていて、しかも、それらの島は順に

不活発で魅力がなくなっていくという点が、コミーンとの大きな違いになっている。

また、コミーンの「青春の国」が伝統的な「常若の国」であると考えられるのに

対し、イェイツの第一の島「舞踏の島」は少し異なるように思われる。

イェイツの三つの島のうちで、「常若の国」、またはコミーンの「青春の国」に

一番近いのは、 初の「舞踏の島」である。コミーンとイェイツそれぞれの島を

比べると、老いも死もなく、誓いが破られることも恋が衰えることもなく、欲し

いものが何でも手に入るような理想の場所の道具立てを備えているという点では

75



共通 している。コミーンの方が具体的で、卑俗なにおいさえ感じさせ、民話の上

俗的な力強さを感 じさせるのに対し、イェイツの方はロマンチックなもやをかけ

られているという違いはある。が、それ以上に大きな違いは、イェイツの島には「戦

い」がなく、コミーンの島では「戦い」が必要な属性となっていることである。

アシーンが属するフィアナ騎士団は、北マンスターの秩序を維持するために、

他部族と抗争 したり、海賊の侵攻を防いだりすることを任務としていた。フイア

ナになるには厳 しい条件があり、勇気、寛大さ、忠誠、礼儀正しさといった徳目

だけでなく、高度な運動技術と、詩を譜んじ自分でも詠む能力が要求された。また、

彼らが一番の喜び ooy,delighOと するのは立派に戦うことであったことをイェイ

ツは強調している(`Gods	and	the	Fighting	Men')。 理想化された「戦い」 という

理念が、騎士道精神、自制心、義務感、純粋な人間性といった道徳的価値に支え

られて、独自のケルト的な社会・文化を築き上げていったと思われる。

イェイツの島においては、槍や弓はあっても狩猟のためのもので、若者達は暴

動も憎 しみも反目も知らず、せいぜいレスリングをする程度であるが、コミーン

の島では、刀や馬や武具があり、英雄的な「戦い」が島の日常の一部になっている。

つまり、コミーンが古来のケルトの異界に倣って理想化された「戦い」を盛 り込

んでいるとすれば、イェイツは一般的な理想郷の公式に従って「戦い」を排除し

ていることになる。しかも単に公式に則ったのではなく、これはイェイツの意図

的な排除であったと考えられる。なぜなら、英雄的な「戦い」をどの島にも欠如

させたことが、アシーンに第二、第二の島、さらには故郷への航海を続けるきっ

かけを与え、満たされない夢を次また次と追い求めるアシーンの情動を焦点化さ

せることになったからである。高貴なる生の形式としての「戦い」をはず したこ

とにより、逆にそれを求める探究の旅という性格を強めている。「戦い」は夢の

メタフアーであるかのように、joy/deHghtと sorrOW/SadneSS両 面を持ち、イェ

イツ後期の詩に出てくる “tragicioy"へ と引き継がれてゆく。

イェイツのアシーンは、コミーンから異界への旅という話を借 りながらイェイ

ツらしいヴアージョンに作り変えた。イェイツが第一の島から、「戦い」をはず

して、ケルトの楽土の定型をずらしたのは、戦いを求めるフィアナの願望の果て

しなさ、ひいては人間の欲望の限りなさを表 したいがためであって、アシーンの

常若の国訪間の伝説とは趣を異にしている。そして、地獄に堕ちてもフィアナと

共に戦いぬくという道を選ぶアシーンは、当時カトリック教会から攻撃を受けて

いたフィーニアンの気概を示すと共に、相反するもの同士の対立から詩を生み出
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すイェイツにいかにも似つかわしいと言える。
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『アシーンの放浪』と『おぼろの海』

一異界への旅と女性たち

池 田 寛 子

イェイツの劇詩『アシーンの放浪』と劇『おぼろの海』は、ともに海を越えて

異界へと向かう物語である。後者は特にイェイツのオリジナル性が強いが、どち

らの作品も死と再生のテーマを秘めており、イェイツ独特の航海諄になっている。

このテーマとの関連で各々の作品のヒロインたちがどのような役割を果たし、ま

たそれが何を意味しているのかに焦点を当てたい。

死と再生のテーマの背景を考えるために、妖精伝説を扱ったイェイツの散文の

一つ「壊れた死への扉」(`The	Broken	Cates	of	Death')に 触れておきたい。この

散文でイェイツは、アイルランドの伝説で異界とこの世を行き来した人物として、

アシーン、コンラ、クーフーリン、ブラン、フィン、エーデイーンを挙げている。

そこには必ず主人公を連れ去る妖精の姿がある。さらに、これらの伝説や「妖精

にあの世に連れて行かれ、またこの世に帰ってくることがある」現象をめぐって

の民間伝承は、この世とあの世を行き来する魂の存在への信仰を土台にしている、

とイェイツは解釈している。この信仰は輪廻の思想と呼ぶことができるが、ケル

トの伝説で輪廻を体験するのは英雄など一部の特別な者だけである。イェイツは

こういった死と再生を暗示する物語や信仰に深い関心を抱いていた。

『アシーンの放浪」と『おぼろの海」には、輸廻を経験 した女性の一人である

エーディーンと彼女を追う愛の神エンガスの幻影が現われる。エーディーンの幻

影は、あの世とこの世を行き来する魂を暗示している。伝説では妖精の王と人間

界の王がエーデイーンを取 り合うので、彼女を手に入れたものが王となる資格を

もつ、つまり彼女は王権を象徴する神聖な存在だと解釈されている。輸廻を暗示

するもう一つの現象として、「角のない鹿を追う大」という幻影も両作品にでて

くる。

「アシーンの放浪』のエアヴは妖精、『おぼろの海1の女王デクトラは人間で

あるが、妖精でもあり人間でもあるエーデイーンのように、両者は人間性と超自

然的要素をあわせもっている。まずニァヴについて考えてみたい。作品全体の流

れからすると、ニァヴは、息子を失い、戦いに疲れたアシーンの哀しみを異界で
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癒し、新たな戦いの待つ現世に復活していく彼との別れを受け入れる、という役

割を司っている。アシーンがニァヴに自分の故郷に帰る意志を告げたとき、常若

の国の妖精であるはずのニァヴが、アシーンがいなかったら自分は枯葉のように

死んでしまう、と言っているが、これはこの作品の下地となっているミホール・

コミーンの版にはない台詞である。「英雄、あるいは恋人を失った落胆で息絶え

る女性」というモチーフは伝説や民話にしばしば登場するが、ニァヴの言葉はそ

の流れを汲むだけでなく、死と再生のテーマに関係 している。アシーンは、ニァ

ヴの死、すなわち彼女との永遠の別れと引き換えにこの世への復活を果たす。ニ

ァヴを失うことは、異界では永遠のものであったアシーン自身の若さに終止符を

打つことでもある。アシーンなしには生きていけないというニァヴの言葉が、ア

シーンを引き止めるための嘘であるとしても、この言葉のために、彼女の存在そ

のものが束の間の若さと美の象徴であるというニュアンスが濃くなる。こういっ

たニァヴのイメージに呼応して、「アシーンの放浪」では常若の国であるはずの

異界が世界の終わりや生のはかなさのイメージをたたえており、原作にはない雰

囲気を醸し出している。

「おぼろの海』のヒロイン、デクトラは、女王であるという強い自覚をもち、

土地、富、権力の象徴として、人間でありながらどこか超越的な存在である。ア

イルランド王権を象徴する女神は、王の交代のため、新しい王に老いた王を殺さ

せることもあるが、デクトラはこういつた女神の運命を背負っている。 終場面

で自らの夫を殺したにも等しい男、フォーガルに新しい夫として王冠を授ける彼

女は、王権を象徴するエーデイーンのような存在である。他方、恋に落ち、自分

が女王であるよりもまずひとりの女性であることに目覚めた後のデクトラは、変

化と死から逃れられない運命を強く意識するようになる。エァヴのような異界の

妖精と結ばれて永遠の愛を成就させたいと考えていた主人公フォーガルは、 終

的には人間のデクトラを受け入れ、二人は共に異界へと向かう。人間の男女が二

人で異界に向かうという展開は、少なくとも、イェイツが挙げていた伝統的な異

界への旅伝説には見られない。デクトラがフオーガルと運命を共にすることで、

フォーガルの航海の到達点は死ではなくなる、とイェイツは語っている。次々と

別の姿をとっては生まれ変わる魂の姿を歌うデクトラは、妖精に誘われての異界

への旅というジャンルに新 しい風を吹き込んでいる。

イェイッはニァヴとデクトラを描く際、神話や伝説に登場する超自然的な女神

や妖精たちの属性を取り入れつつ、彼女らの死すべき人間としての側面に特別な

意味を与えた。二人のヒロインはそれぞれ「死」を口にするが、同時に二人の存
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在や言動は、異界が 終的な到達点ではなく通過地点であるという「再生」のテ

ーマを根底から支えている。このように、伝統的な異界への航海諄では英雄の誘

惑者である点が強調されがちであった女性たちの役割は、作品の本質的なテーマ

に関わるものへと拡大されている。
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「薄明と薔薇」

小 堀 隆 司

芸術作品に見られる「デカダンス」の特徴としてイェイツは、たとえば「仄か

な光」や「仄かな色合い」、「仄かな輪郭」を挙げているが、こうした情調を湛

えた「デカダンス」を「肉体の秋」と命名している。さらにその呼び名を意識し

てか、「芸術とは来るべきものを夢見ながら横たわっているものである」(Essαりs

α
"″

I"″θ滋
`′

″θ盗,p.191)と 述べている。結果として、世紀末の頼廃的な雰囲気が

想起される「デカダンス」には、もう一つの意味が附与されることになる。つま

り「デカダンス」は決して特定の時代状況における雰囲気だけでなく芸術作品に

おける根本的な様式として特徴づけられる。「肉体の秋」はそうした「デカダンス」

の二重性を強調するにあたつて命名された格好の象徴的言説として位置づけるこ

とができる。したがつて、秋の夕暮れにあって夢見ながら待ち望む「来るべきもの」

は何かといえば、それは春の夜明けにはかならない。

「肉体の秋」をさらに凝縮して象徴化した「薄明」は、夕暮れ時の薄明世界と

夜明け方の薄明世界を見せてくれるが、明と暗の狭間に位置するこの二つの世界

に加えて明も暗もその両極とも超越した特異な瞬間もしくは空間を醸 し出しても

いる。たとえば “Into	the	Twilight''は そのような両極を越えてあるべき何かを

求めようとする気配を窺わせる。「善と悪の網」をすり抜けてその向こう側に求め

るべきものを、つまり現実を超えたより確かな<現実>を実感するために薄明り

のなかに件んで自身の思いを赤裸々に晒け出すようにと詩人は誘いかけるのである。

また `■1le	Ho面ng	of	me	Sidhe'の なかでニーアヴが「夜と昼の狭間」に位置す

る「薄明」を狙って人間を妖精の世界へと誘う場面も注目に値するだろう。善悪

の彼岸、明暗の彼方により確かな<現実>と もいうべき原初的な生があることを

垣間見させてくれる「薄明」は、閉塞した世紀末の危機的状況を切り抜ける絶好

の契機であると同時にそうした状況そのものをも映し出すのである。

「薄明」といい「肉体の秋」といい、それは時代がひとつの結節点に到達した

ことを物語っている。客観的科学的知が排除してきたものに眼を向けつつある現

在にあつて「肉体の秋」が重要な役割を発揮するのは、「言葉を媒介せずに思考

のうちに精神と精神が交流すること、夢や夢想を通して予知すること、死者や他
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者が我々のなかに立ち現れること」(Essαメsα
"″

ル″θ″%ι′′θ容,p.192)、 こうしたこ

とに眼を向けたときである。そうイェイツは指摘するが、「肉体の秋」のみなら

ず「薄明」 もまた同様の役割を果しているのはいうまでもない。

イェイツはまた、時代の結節点でもある危機的状況に対してこれまでとはちが

った切り口でその活路を提示している。「私が手に触れ眼で見て耳で聞く、そう

したものにだけ現実味があるのだ」cssαッs	απ″ル′知′z`励熔,p.193)と 口にしたと

きの、人間の状態は疲弊していてまさに危機的な状況にあると述べてイェイツは、

それを打破する方途として「哲学によって疲弊した精神から抜け出すこと」を提

唱するのである。ここで言う「哲学」とは、眼で見えるような事物の表層でなく

眼には見えない「事物の本質」を射程に入れて自身の思考を展開させることを意

味する。客観的科学的知が照射することのできない暗部に鉱脈たる「事物の本質」

が潜在していると確信するイェイツは、その例証としてフランス象徴派の詩人と

りわけマラルメの詩に対する考え方を採りあげて自らの論を展開している。つま

り「これまでの言語にとって、未だ知られぎる完璧なる語を創り出す」(ESSα卵

απα	L′
“"π

″θ″s,p.193)と いうことを理念に掲げるマラルメに賛同して、イェイ

ツはさらにそれを自身の言葉に置き換えながら、次のように強調するのである。

「『森の恐怖や葉叢に轟く音なき雷鳴』のごとく神聖な想像力の創り出す測り知

れない情調を歌う記号や象徴」(Essαッsα%グ ル″
"π

′′ο熔,p.194)が鎮められたよう

な詩作品を創造すべきだ、と。

「測り知れない情調を歌う象徴」といえば、すぐさま薔薇が想い起される。イ

ェイツの薔薇は具象から抽象まで様々な位相を包含するが、変容する薔薇のうち

も象徴的なものが「芸術の赤い薔薇」である。「芸術の赤い薔薇は有限と無限、

時間と永遠が出会う場所に花開く」Cssa"α ″グルレOα沈め″s,p.255)と いうとき、

それは「薄明」の変奏として考えられよう。ただし統一や融合を予想させる両極

の「出会い」とは飽くまでも両極が混在している状態を物語っている。両極の混

在は両極の統一と較べて決して劣るものではない。換言すればそれは統一へ向か

いもすれば分裂に陥りもするという可能性を学んでいる。両極が十字の形を成し

て交差する点に花開く「芸術の赤い薔薇」は統一と分裂を潜勢的に包含した特異

な象徴となつている。

現実を捨てて常若の国に移り住んだアシーンにその両極(時 と永遠)の葛藤に苦

しむ場面、つまり三つの島で必ず生成変化する現実世界に郷愁を覚える場面が窺

えるが、彼の心の裡には永遠と時間という二条の途が十字を切る格好で交差して

いるにちがいない。そして交差する地点には「芸術の赤い薔薇」が咲いているは
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ずである。しかし統一と分裂を手んだ危いこの地点には、ややもすれば「悲 しみ

の薔薇」が「この世の薔薇」が咲いてくることもあるだろう。このように幾重に

も変容する薔薇に包まれながら、アシーンは果てしなく流浪していくのではない

だろうか。ニーアヴとアシーンが常若の国へ旅立って行った夕暮れ時のあの在 り

無 しの「薄明」もまた、流浪しつづけるであろうアシーンをいつ しか包み込むの

ではないだろうか。
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くシンポジウム 2報告>

歴史の転換期と個人

風呂本	武 敏

ここに採り上げる3つの詩は想像を絶する事件を扱ってはいるが、その「想像を

絶する」姿は白鳥に凌辱される娘、人面の獅子の誕生という奇っ怪なイメージで

しか表せない事件としたら、そのようなものは初めから用意されているとは思え

ない。「レダと白鳥」はその行為のただ中を描いているが、	 それはあくまでも後

世の意味を込めた着想をさらに後で追体験しているに過ぎない。「再来」のスフ

インクスとおぼしきものの誕生もさまざまな予兆を描き、再来というからには初

回の異様な誕生を再体験すると言うお膳立ては伴ってはいるが、これもやはり事

件の 中にはその姿の全貌は見えないはずである。それに比べて、「神の母」はそ

のような完成したイメージを伴わない、いまだ生成途上の事件を扱つていると言

える。	 その意味でタイトルの「歴史の転換期と個人」の もふさわしい作品はこ

れであるかもしれない。転換期の意味は通過してその前後の繋がりの中で初めて

明らかになるからである。

またこの「神の母」は他の二作 とは異なる人為的な工夫が日立つ。その たるも

のは3幅対の組み合わせで、三位一体を繰 り返し暗示している。

1)三重の恐怖 :耳穴を通過する光り、部屋に響 く翼の音、もっと恐ろしい胎児

の天(神)

の平凡な主婦の楽 しみ :炉端、庭の散歩、井戸端

3)こ の肉(わ が胎を痛めた胎児)

この天より来た星(我が乳で養う)

この愛(心臓が止まりそうな)

(骨の髄まで凍りそうな)

(身の毛がよだつ)

第 1は光、音、胎児どれも未だ不確かな受胎告知それが第 2聯の平凡な日常をヘ

て、第3聯の肉・星・愛という具体と超越とその合体を示す現実化へと発展する。

もう一つ、この3つの作品に共通しているのは疑間文の果たす役割である。
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「再来」では不気味な怪物のイメージは既に描かれている。それに追い打ちをかけ

るように2000年の夢を破る誕生を述べる。その夢を破る事件は「私」、観察者の認

識にすでになっている。 (“but	now	l	know")そ のうえで改めてこの怪物を疑間に

するのは、「命名」の儀式とでも言うべきものである。(“And	whtt	Юugh	beast… /

S10uches")「 レダと自鳥」では2種類の疑間文がある。まず 初の第2聯の二つは、

自鳥の襲撃を避けられたのではないかという素朴な問いに対しそれを許さぬほど

の巨大で圧倒的なエイリアンであることを印象付ける。これらは修辞疑間の も

単純なもので、平叙文を強調しているに過ぎない。しかし 後の疑間は複雑であ

る。

Being so caught up,

So mastered by the brute blood of the air,

Did she put on his knowledge with his power

Before the indifferent beak could let her drop?

複雑さの意味は全知と全能の関係にあるのが一つ、まずそれは神の子である意味

で肉体的な全能は当然として、精神的な全知は人間の母の介入にもかかわらず可

能かという問い、それには前段の「こんなにも空の血筋に支配され一体となったの

だから」 と言う条件が微妙に作用している。	 そこには神の肉化は人間の領分の

出来事という意味も含まれるであろう。もう一つは 後の行のcOuldの意味であ

る。	 まず考えられるのは飽食の意味で、自鳥が十分に女体を貪ったというので。

もう一つはレダの側からの視点で、自鳥が自分を手放してくれるという意味で。こ

の後者の意味は単純にcould	dЮp	herで はなく、“let	her	drop''	という奇妙な表

現から可能であろう。

そして 後の「神の母」の二つの疑問。	第二聯は並の主婦と同じ楽しみに満足

を得ていたのでは無かったか、得ていたではないか、だのになぜこのような思い

もかけぬ経験を押し付けられる試練に会うのかという、驚き、不安、恨みなどが

混在したものである。	そして3聯のこの肉片、この落ちてきた星、この愛何と名

付けてよいか分からぬ存在を前にしたときの戸惑いが来る。それは「再来」の場合

と同じく命名しがたいものに出くわしたときのごく普通の単純な反応と言える。

そう考えればレダの場合の疑問もレダの意識の間接話法ではなく、その事件を見

ている人、「再来」の場合の観察者と同じ人物を考えれば、これら3つ の作品の疑

間は共通する。	 つまりどれもが理解不能な事件に立ち会った個人がその意味を
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あれこれと思い悩む姿が現れる。「 レダと自鳥」、「再来」ともにイメージの奇怪

さがあまりに強烈で、通常の世界と掛け離れているように見えるが、それらを現

世に引き戻す仕組みが作品の中に内包されていたと考えられないであろうか。
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'Leda and the Swan,'
'The Second Coming'

`The	Mother	of	God,'

にみる歴史の転換期 と個人

佐 藤 容 子

イェイツσ)`1£ da	and	the	Swan,'`The	Mlother	of	God,'	`The	Second	Colning'

という予言的な詩は、いずれも彼の象徴体系の要となる作品である。歴史の転換

期の表象である上記の三編の詩は、相反する二つの力が出会う瞬間、また一方が

他方に暴力的に侵入する瞬間を形象化しており、そこでは破壊と創造が同時に行

われるが、この神話的な時間が、それぞれの詩において技法に差異こそあれ、た

えず日常的な視点と絡められながら描きだされることはイェイツ詩の大きな特徴

である。本稿では `bda	and	tte	Swan'を 中心にしながら、その後この詩との関

係で `■he	Mother	of	God,'	`lhe	Second	Coming'に 触れてみたい。

`bdaand	me	Swm'は 、イェイツ独特の人間観・文明観・歴史観を集約した

スИ扇
"の中に 終的には収められるが、我々が注目すべきは、詩の語り手がソ

ネットという凝縮された詩的形式の小宇宙のなかで、絶えずその位置を「移動し

ている」ことであろう。	 語り手の移動は、小宇宙の中に歴史や文明が生成・消

滅するダイナミズムを映し出し、大宇宙の姿を織り込んでいく。同時に詩人は、

「音」のシンボリズムを巧みに駆使して、歴史と文明の転換期を想像力の世界に

現出させていく。たとえば第一の四行連では、語り手はレダと白鳥の遅逓を覗き

見る位置にいるのだが、続く第二の四行連では、語り手の意識はむしろレダの方

に重ねあわされ、レダを表す代喩と、自鳥としてのゼウスの代喩の双方を貫き

“f"音 と “g"音が交互に現れながら調べを奏で、異なる次元に属する二者の溝

が次第に踏みならされ、一体化が果たされるさまが表される。

恐怖、抵抗、おそらくは諦め、そ して受容のプロセスを経て、「身体」

(“ body")は 、今や「超常なるもの」と接 しているのだが、そのことは “b"音の

連射によって告げられていたとも言えよう。出だしの “b10w"に 始まる一連の

“b"音で始まる言葉はすべて、「白鳥」の身体とその性質、その凄まじいエネ

ルギーのほとばしりに関わるものである。詩のクライマックスでは「身体」を介

して小宇宙と大宇宙の双方に向かって映像が炸裂するが、やがて語り手の視点は

次第に身体の内部を離れ、 初の四行連に戻ったかのようにレダと自鳥の力関係
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が容赦なく白日のもとにさらされる。

ここで “stagger"だ けでなく、	``master''と いう言葉もイェイツにあっては

重要な転換点を指し示すことに注意を喚起したい。詩の締めくくりは、レダが『鷹

の泉』におけるクフーリンの戦いよりもさらに苦い戦いの中に突き落とされたの

かもしれないことを示唆する。レダは己の身体が生み出していく「もの」にも「こ

と」にも無知のまま、その身体を抱えて生きなければならない宿命をさずかった

のだ。二つの疑間文に集約される「個」である語り手の惑いは、歴史と文明その

ものが手む不可知な要素や矛盾へと繋がっていく。

一方、	`Lda	mdぬe	Swan'の 姉妹編ともいえる `■1le	Momer	of	God'に お

いて、マリアはレダとは異なり「始原性の文明」の告知をうけるが、この詩の中

にも、「対抗性の文明」の象徴でもあった “b"音が巧みに織 り込まれているの

は興味深い。	 “blood"を初めとして ``b''音 のいくつかは地上の存在であるマ

リアを表す言葉に含まれている一方で、このマリアの体に新たに降り注いできた

何者かは一見弱々しく優しげに “f'音の連続で表され、頻度は “b"音 と拮抗し

ている。聖書の示すマリアの信仰告白が、	`■1le	Mother	of	God'で は一人の登

場人物の劇的独自のなかに閉じこめられたおののきにすりかえられ、歴史の流れ

のなかで自由意志をもつことが困難な個人の姿を浮かび上がらせている。

さて、マリアによつて表されるキリス ト教文明が終焉に近づいていることを

`lhe	Second	Coming'の 語り手は予知している。この詩の冒頭でも “r'音が連

続するが、それは “falcon"に みられるように、「対抗性」の文明の象徴でもあ

る「鷹」のイメージをも同時に運んでくる。	`¶le	Second	Coming'の 予言者的

語り手も、ダニエル同様、事象の意味をさだかには掴みかねているようだ。が、

“F'音 に代わり、次第に勢いを増し “bom"に至る “b"音の連続によって「対

抗性の文明」の始まりが次第に近づいてくることを、語り手はひそかに感じてい

るに違いない。	``thighs''と いう	`bda	and	the	Swan'に おいても要をなしてい

た言葉が再び歴史の転換をもたらすであろうことが、一人の個に過ぎない語り手

の夢想のなかで、個を越えた進か遠くまでそのエネルギーを放射させているので

ある。
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野獣の光学

清 水 博 之

私がとった方法は、まず詩を読むという経験の豊穣にひたること、そしてこの

三篇をイェイツの<個 >の歴史として読むことである。

「再臨」(1919)の 強烈な衝迫は、第二連の「巨大なイメージ」の定着とその瞬

後の棄却から発する。	“Second	Coming"と いう言葉が呼びだすのがキリス トの

姿ではなくスフインクスらしき異形のものを中心とする「巨大なイメージ」であ

ることは、詩の主題がキリスト教文明史のいわゆるデイコンストラクションであ

ることを示すが、それがたんなるデイスクールではなく圧倒的なリアリテイとし

てまさに膚に迫ってくるところにこの詩のすぐれた価値がある。この歴史の捲り

返りの巨大エネルギーを提えたドラマツルギーの中心は、	``¶le	darkness	dЮps

again:but	now	l	know"の 一行だ。ここで舞台は暗転し、「巨大なイメージ」は

光を喪失する。一瞬後	“I	know"と いう発話による<個 >の蘇生はこれまでと

はまったく異質の新しい光をよびこみ、イメージの世界はリアリティの世界に一

変する。そしてキリスト教二千年の悪夢のはてから宇宙の産道を制旬する「荒々

しき獣」は、野生の光を凝縮した不在でありかつ現前する赤裸な輝く実在=リ ア

リテイとして、新しい世界の光源たらんとする。「荒々しき獣」はそのままスフ

インクスだとは言えまい。一方はイメージであって一方はリアリティあるいは生

成中のリアリテイであるという決定的な次元の差がある。この落差こそが巨大な

没時間エネルギーの生成源だ。「荒々しき獣」の顔は見えない。	 “What	Юugh

beast…?''	 という問いの意味はそこにあり、この問いは開かれた問いだろう。ス

フインクスのイメージは、問いの形でしか指呼できない不在のリアリテイを現前

性に召喚するためのいわば憑代なのだ。

「レダと白鳥」(192の は、イェイツの く外〉への感覚が顕著な詩だ。「荒々し

き獣」と血を同じくするゼウス=白鳥は「力」として現前しながらその「顔」は

徹頭徹尾見えない。時間と空間を引き裂いて間入する 〈外〉の力、性という歴史

を開く神的な力の暴力性が、三行の動名詞構文の連続パンチで衝撃的に捉えられ、

不条理な絶対的受動性が皮膚感覚的に表出される。それは外からの「白い襲撃」

に犯されるレダの肉体のそれであり、原初から超越的な外の力を受苦し受肉せざ



るをえない人間存在のそれでもある。語り手は 初からレダに身体的に同一化し

ており、「これほどに空の獣の血に征服され」とは、語り手の声なのかレダの声

なのか定めがたい。語り手がレダから身をはなし人間的主体が立ち上がるのは、

終の二行の過去形疑間文においてだ。この疑間文にはイェイツの同時代への鋭

い現実感覚と歴史の中の個の自覚が伺え、それはイェイツの肉声、血を吐くよう

な叫びともきこえてくる。レダは「獣の血」からただ「力」だけを享けたのか?

血潮が渦巻くこの世界 (「再臨」)に 「知」はないのか?こ の問いは「再臨」の

場合と同じく、答えがない問いであり、そして今なお問いつづけられねばならぬ

問いであろう。

「神の母」(1931)は イェイツの新しい内的変化を伺わせる詩だが、その秘めら

れた魅惑の源は、「愛の恐怖」というo moЮnと 耳に墜ちた外からの光にある

と思われる。この外からの光はほかの二篇にはなかったものだ。「再臨」は人類

的無意識のイメージタンクから生成される光、「レダと白鳥」は空間を切り開い

て到来した暴力が引き起こす白い光の狂宴、いずれとも歴史内的に生成される光

はあるが、外から襲来する光の感覚はない。この外からの光をとらえていること

がこの詩の見逃せない特質だと言えよう。受胎告知を描いたビザンチンのモザイ

ク画の一本の光線について述べた自注は、イェイツが<外からの力>に先行する

<外からの光>に感光したことをあかしている。	“a	mlen	nare''は 、はつきり

とわからないかたちでこの詩全体からしみ出る光の量をつくっている。平凡な女

でありたかったと訴え、みずからの胎を痛めた「墜ちた星」を血も凍り髪が逆立

つ恐怖におそわれながらもわが子として愛さずにはいられない、この母の本能的

で動物的な姿態は、外の光を受容し新 しい光を滲出する二次的光源になる。

<外 >か らの光に誘発されそれとせめぎ合いたがいのボルテージを高めていくこ

のく内>か らの光、一見静かな日常性をたたえたこの詩に奥深い魅力を与えてい

るのは、この光と愛、それも聖性よりも獣性を感じさせる愛のキアスムではなか

ろうか。

「歴史の転換期と個人」という副題について言えば、この詩は私に昔出会った

亡き子のためにながす母の涙にまさる歴史はないという言葉を思い出させる。
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1923年のレダ

中 尾	 まさみ

rFhe	Second	C01ning,'	`Leda	and	the	SiⅥ「an,'		=Fhe	Mother	of.God'	1ま 、	И

Иttθ
"に

展開する体系の2000年 周期の3つの節目を成す瞬間をそれぞれ代表して

いる。歴史転換期と個人というテーマは、第一義的にはその周期の文脈で論じる

べきであろうが、私は視点をずらし、創作時のイェイッをとりまくより身近な歴

史的状況との関わりからこれらの詩を考えてみたい。ここでは、とくに1923年 9

月18日 と日付がふられる `Leda	and	he	Sw祖 'を例にとって、話を進めることに

する。

`I£ da	and	he	Sttm'は 、ジヨージ・ラッセル (AE)編集のηLθ	I″s力 島

“

簾

″α
"誌

の依頼で構想されたものである。この雑誌は、アメリカのアイルランド

系資本の助けを得てこの詩の執筆とほぼ同時に復刊され、農民層を読者として想

定 していた。ラッセルは創刊の辞で、しばらく国家の政治的運命に向けられてい

た人々の関心が、ふたたび文学や芸術に向けられることを主張し、荒廃した国土

の再建は福祉と教育による生活水準の向上をとおして行われるべきであると述べ

ている。文化の振興による国際的評価の向上と農民層の啓蒙が、この雑誌の自認

する役割であった。従って、書き上げられた `bda	and	tte	swan'が掲載を断ら

れたのも無理はない。農民の教育にも海外の資金提供者の説得にもこの詩は役に

立ちそうになかったからである。

詩につけられた註の中でイェイツは、ホツプズに起源を有するデマゴギーのも

たらした不毛を打開するための「暴力的な受胎告知」としてレダの物語を思い描

いたと書いているが、実際に彼の念頭にあったのは、内戦のヴァンダリズムと、「西

の国の伊達男』騒動以来、根強く不信感をもっていたいわゆる大衆(moり の扇情

的言説の支配であったことが、同時期のほかの作品やインタビューなどから窺える。

ラッセルとは別の形で、イェイッはアイルランドの現状の打破を思い描いていた

のである。

`bda	and	me	Swan'は、1924年 8月 に出版禁止を前提としたかのような挑発

的な雑誌 物″οttθ″に掲載される。イェイッは若い編集者たちを代弁して創刊の

辞まで書いているが、その標的はやがて施行される出版物検閲法であった。出版
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禁止の直接原因となったレノックス・ロビンソンの処女懐胎の暗いパロデイのよ

うな短編と並べれば、	`bda	andぬ e	Swan'は きわめて直裁的な政治表現となり

得る。この詩は、作品それ自体としてより、どのような形で読者の目に触れ、ど

のような反応を引き起こすか、というプロセスのすべてを含んだ現象として、詩

人により政治的に扱われたのだ。イェイツは、この顛末について論評 した文章を

書き、再び 7レ I″sあ S′α″s″α″に掲載を|*折 られる。文化の擁護者を標榜 し、読者

に対 して教育的な立場をとろうとするラッセルが自らに課す検閲もまた、イェイ

ツの批判の対象であった。

1925年 にИ	ИsJθ″に含まれる段階で、	`bda	and	the	Swan'は より交接の瞬

間に集中した表現に削ぎ落とされる形で改訂される。そのとき、それまで草稿か

ら一貫 して “she"	 と呼ばれていたレダが “stagge ng」H''に 書き直された。圧

倒的なゼウスの力に対 してレダが恐怖におののき、無力であることは、異種混交

であることを考えれば、少女でなくとも成立する状況であろう。	 “girl"と 呼ば

れて強調されるレダの年若さは、成長への余地を示唆 しているのではないか。

`Among	School	Chndren'(1926)で は、若き日のモー ド・ゴンが “Ledaean

body"と 描写されている。詩人の夢想の二重構造から、その少女の姿には、さら

に彼女の子供時代が重ねられ、その間の成長の過程が含まれる。日の前の教室に

いる子供たちと合わせれば、そこに浮かび上がるのは教育のテーマである。

`Leda	and	the	Swan'に おける「知識」(“kno edge")の伝授のしぐさは、き

わめて直裁的なメッセージ性を含んでいたことになる。生まれたばかりのアイル

ランド自由国の「成長」を促す文学の役割は、ラッセルのような保守的な文化入

による啓蒙ではなく、暴力的ともいえるような不可解さをもってつきつけられる

ものであると、イェイツは考えていたように見える。

イェイツには、人類の流れ全体を捉えてこれに当てはめ得るような体系を求め

ようとする方向性と、身近な事象から離れることを拒むような方向性が同時に存

在する。歴史転換期に個人につきつけられる不可知と、にもかかわらず圧倒的な

力で要求される受容一三つの詩に共通するこうしたきわめて原型的な要素を考え

るにも、創作時の詩人をとりまく状況が暗示を与えてくれるかもしれない。そして、

そのことこそが、イェイッの歴史観のありようについて物語るのではないか。
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く研究発表要旨>

イェイツにとつてのアイルランドの転換期

海老澤	邦	江

アイルランドの近代から現代への推移を検証する際、パーネルの死後約40年経

た後に書き上げた「パーネルの埋葬」(`Pamen's	Funeral')は 、詩人でありなが

らもひとりの歴史記述者としての側面をイェイツに見るという点で示唆的な作品

である。

この作品では、パーネルを中心にして、パーネル以前の指導者たちエメット、

フイッツジェラルド、	トーンが登場し、パーネルの対極としてオコンネルが、以

後には、デ・ヴァレラ、コスグレーヴといった政治家たちが登場する。さらに、

イェイッを含めた民衆たちが周辺を取り巻く形になっている。そして、こうした

登場人物たちを詩の空間に集合させるために使用された装置は、「舞台」あるい

は「演劇空間」のイメージである。これは劇作家としてのイェイツにとっては、

手馴れた手法であると言えるだろう。また、同時に『幻想録』

“

Иsあ
")の

「大

車輪」(`A	GКat	Wheel')に言及されているコメデイア・デラルテの舞台のア

ナロジーを想起せずにはいられない。イェイツの説明によると、「ダイモン」 (舞

台監督)が「宿命体」 (台本)を個人 (役者)に渡し、その個人の自我 (意志)

とは異なる「仮面」 (役割)を割り当て、個人は「創造心」を働かせて舞台を組

み立てる。このアナロジーを念頭に作品を考察すると、イェイツの歴史観、アイ

ルランドの現状に対する感慨を汲み取ることができる。

「パーネルの埋葬」 1部第3連において、18世紀末の独立運動指導者たち、エ

メット、フイッツジェラルドやトーンは、英国軍との戦いの中で生命を落とした

英雄的な武人として描かれる一方、パーネルは自国民の手によつてその生命を絶

たれる。しかも、前者の場合 、	 “a	painted	stage''(「 彩色された舞台」)で展

開された出来事として捉え、その出来事を他人事、あるいは絵空事のように見て

いるのは、観衆、つまり	 “we"(「私たち」)である。これは、不首尾に終わっ

てしまった18世紀末の運動が大衆と共有できなかったこと、あるいは、大衆の無

力さや無関心さに対するイェイツ自身の批判とも考えられるだろう。さらに、パ

ーネルの場合においては、自身を含めた「民衆」に対する憤怒が明らかにされる。

パーネルは、大衆によつて舞台から引きずり降ろされ、“we	d仰oШd	hお he灘"(「彼

93



の心臓を貪り食ってしまった」)「擬似的祭司王」の姿に描かれる。一見、古代

共同体に見出される祭司王に喩えられているようだが、イェイツは、その内実は

豊饒をもたらす再生神話のパターンを現出しているとは考えていない。ここに現

れる大衆は、実際には舞台では何の役割も果たさず、単に血に飢えた群狼、ある

いは “hyste ca	passio''に 狂った暴徒でしかない。イェイツは、ここにおいて自

分自身も現実の傍観者であり加害者であることを認め、自己糾弾している。それ

故に、次に続く第3連において	``」 l	th“ was	sung,/劇 l	thtt	was	sald	in	lreland	is

ab"(「アイルランドで歌われたこと、語られたこと全てが嘘なのだ」)と いう、

幻想をかなぐり捨てるような強い調子の言葉をイェイツは語らざるをえなかった

のではなかろうか。

パーネルの対極にある人物として、オコンネルが置かれている。この作品では、

イェイッは、パーネルを悲劇役者とする一方で、オコンネルを喜劇役者、それも

皮肉をこめた究極の喜劇役者として痛罵している。図式的に見れば、民族・宗教

からはアングロ・アイリッシュ/プ ロテスタント対アイリッシュ/カ トリック、生

涯の結末からは不名誉対名誉というように二人は、コインの裏表に似た関係にあ

るとイェイツは考えている。

明らかにイェイツはパーネルの精神が体現した思想や行動を肯定しているのだが、

第2部で登場する現在の指導者たちは、その精神を継承していないと語っている。

「幻想録』に語られる文明の消長は、古代社会に見られた正当な継承の姿に似な

がらも内実は全く異なり、現代アイルランド、特に転換期を迎えたアイルランド

社会に符牒したものにイェイツには思えたのではないだろうか。パーネルの死は、

古代共同体秩序を守る完結した円環運動が終焉し、その円環が歪み綻ぶ状況を象

徴したものだったのではないだろうか。その現実を前に、晩年のイェイツは、約

半世紀に及ぶアイルランドの歴史の検証をしながらも、自身だけでなく現社会に

対する憤怒、さらにはアンチテーゼを発しようとしたのである。
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『鷹の井戸』における「凝視」の意義

尾	澤	愛	子

詩人イェイツの劇作品『鷹の井戸』 (1917)に おいて、「人間の現実界におけ

る宿命的な運命」を「凝視」という観点から捉えていきたい。人間の宿命的運命、

即ち、人間の本質は、「生と死」そのものであるからである。

イェイツは、「鷹の井戸』を出発点として、『クフーリンの死』 (1938)に 至

るまで、神話伝説上の英雄クフーリンを主人公とする一連の劇作品を発表している。

しかし、『鷹の井戸』におけるクフーリンは、先ず、「現実界」に住む若者とし

て登場する。彼は、禁忌を犯し、井戸を守る娘の目を「凝視」してしまう。ここで、

イェイツは、「凝視」は単なる行為ではなく、互いの領域を無断で犯し、「触れ

てはならない相手の本質に触れる」と捉えている。その結果、クフーリンに「呪

わしい宿命的な運命」がもたらされるのである。

「目は心の鏡」という言葉がある。劇の冒頭で、三人の音楽師により、観客は、

「涸れて干上がった井戸」「風で裸になった大枝」「青白い顔色の若者が、風で

吹きさらされる山肌を登って行く姿」を心の目に描く。また、観客は、太陽が西

に沈む間の世界、即ち、「妖精の住む超自然界」を「心の目」で見る。クフーリ

ンが井戸に辿り着いた時、彼が目にしたのは、一人の井戸を守る娘と、「不減の水」

が湧くのを待ち続けている一人の老人である。老人はクフーリンに、「娘の乾い

た目を凝視した、すべての者に呪いが降りかかる」と警告する。しかし、強運を

自負する若者は、「鷹の妖精の目」を「凝視」してしまう。

「不吉な凝視」の一例として、ギリシャ神話がある。「純潔」のシンボルであ

る狩猟の女神アルテミスは、森の泉で水浴びをしているのを、たまたま通りかか

った若者アクタイオーンに「凝視」されてしまった。裸身を見られた女神は、驚

いて、アクタイオーンを「凝視」仕返した。女神は、人間に見られたことを怒り、

アクタイオーンを雄鹿に変え、彼の猟犬の餌食にしてしまった。互いの、この「凝

視」は、アクタイオーンは、処女神アルテミスの「純潔」を犯し、一方、女神は、

「人間の領域」を犯したことを意味する。「凝視」は、互いの領域、即ち「本質」
へ踏み込む唯一の手段である。

その結果、「超自然界」の者の目を「凝視」してしまったクフーリンは、次の
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ような「呪われた運命」を辿ることになる。『バーリアの浜辺で』 (1904)で「自

分の息子と知らないで殺してしまう」。『エマーのただ一度の嫉妬』 (1919)で「息

子を殺した嘆きから、海に沈んだ後、蘇生する」。『クフーリンの死』 (1938)

で「生への執着を失い、盲目の男に、賞金12ペ ンスで首をはねられてしまう」と

いう短命な生涯となる。

イェイツは、「鷹の井戸』の発表後も、相手の「本質」に触れる「凝視」を追

求し続けた。その集大系が ИИ′s′θ
"(1925)で

ある。	4万s′θ″によると、「鷹

の井戸』は、「大車輪」の青年期の軌道上にあり、その「月の二十八相」からみ

ると、第一相から第八相の間に位置し、「力の発見」への途上にある。また、「涸

れて干上がった井戸」の前で、50年間も坐り続ける「現実界」の老人と、「不滅

の水」が湧き出る「超自然界」の対比がある。「大車輪」によると、「現実界」

と「超自然界」は、二つの円錐によって咬合される。咬合の接点が「凝視」である。

「凝視」は、「現実界」と「超自然界」との間の唯一の通路でもあり、「つながり」

でもある。

クフーリンは、「凝視」したことにより、現実界では「死」を招いたが、超自

然界では「生」に甦った。詩人イェイツは、クフーリンに「凝視」の行為をさせ

ることによって、アイルランドの神話伝説上の英雄を、永遠に「不滅」の存在と

して意義づけ、提示している。
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ビザンティウムとは何か

―イェイツと『ケルズの書』の謎

木	原	謙

イェイツは「ケルズの書』をよく知っていたが、全著作中一度も『ケルズの書」

に言及しなかった。エッセイ「掟の銘板」の古いヨアキムの写本とそのケースの

装飾について詳細に記した記述はイェイツが装飾を施した文字や緻密な紋様に強

く惹かれていたことを示 している。一度だけ、イェイツは BBC放送のために用

意された原稿の中で『ケルズの書』へ言及しようとしたことがある
一 	「アイル

ランド人が『ケルズの書』を装飾し、ナショナルミュージーアムに保管されてあ

る宝石を散りばめた祭司杖を作っていた頃、ビザンティウムはヨーロッパ文明の

中心であり、宗教哲学の中心であった。それで私は霊的生活の探求をこの街への

旅として象徴させたのである。」この削除された部分から、イェイツが言うビザ

ンティウムとは、実際には、『ケルズの書』を代表とする中世初期キリス ト教装

飾芸術の別名なのではないかと考えられる。イェイツの蔵書目録にはスタンフォ

ー ド・ロビンソンの「ケルト彩色芸術』という書物がある。この書はアイルラン

ドとビザンティン芸術の関係を強調する。『ケルズの書』については次のように

記されている
一

	「ユステイエアヌス帝のビザンテイン修復とイオナのコルンバ

教会共同体の写字僧の仕事がシンクロナイズしていたことは興味深い。」コルン

バ教会共同体の写字僧の仕事とは『ケルズの書』である。イェイツは言う
一

	「も

し私が古代において一ケ月を与えられて、自分で選ぶ場所で過ごしてよいとしたら、

ユステイニアヌスが聖ソフイア聖堂を開き、プラトンのアカデミーを閉ざす少し

前のビザンティウムに行きたい。」ビザンティウムはアイルランドの黄金時代と

文化的な互換性を多分に有している都市として意味を持っている。イェイツは

“Salling	b	Byzantium''と いう詩について、このようなタイトルで呼ばれるのは「あ

まりにも複雑で説明できない理由」によるものだと言っており、ビザンティウム

という名前にはある種のからくりがあるということを暗示している。イェイツは

またこう言っている
一

	「私は伝統的な様式と題材を注意深く用いた。しかし、

その苦悩により、また<カ インの呪い>と して私に与えられた枷により、不毛な

現代の状況の紛糾により・・・・変更を余儀なくされ、まったく異なったことを
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なしたのである。」イェイツは前期のスタイルを放棄した後に、ビザンティウム

を賞揚するようになったのだが、この引用文によると、その原因の一つは「不毛

な現代の状況の紛糾」だということになる。これはアイルランド独立運動に関す

るあらゆる政治的軍事的な紛糾を意味しているだろう。イェイツはアイルランド

独立運動という全てを巻き込む強力な渦の中心にいた。彼は民族的なアイデンテ

ィティーの探求が、一方で全ての感覚を麻痺させてしまう右翼的ナショナリズム

と容易に結びつくことを敏感に感じていた。「ケルズの書』はアイルランドを代

表するものであるだけに、国民的象徴となり、容易にナショナリズムとむすびつく。

桜という日本古来の象徴が、特攻隊のイメージと重ねられて「同期の桜」として

ナショナリズムのシンボルに変化したのと同様である。イェイツが中世初期アイ

ルランドの装飾芸術に求めたものは、近代的な合理思考が発達する以前の、生の

悲劇的な認識であり、それはアイルランド古来の民族性の特質ではあったが、同

時に人類普遍の価値を持つものでもあった。イェイツは中世初期アイルランド装

飾芸術を、よリー般的なカテゴリーとしてのビザンティウムと呼ぶことにより、

全てを憎悪とヒロイズムの渦に巻き込むナショナリズム的な連想を避け、より普

遍的な価値探求のシンボルとしたのであろう。ビザンテイン芸術はギリシア正教

の芸術を代表するものであり、ローマ・カトリック的な様式と対峙している。今

ではアイルランドの宗教と言えば、ローマ・カトリックというイメージが強いが、

中央集権的で、アイルランドのナショナリズムに直結するローマ・カトリックと

アイルランドが結びついたのは、近代以降の政治的な戦略による。イェイツが想

定していた古代アイルランドのキリス ト教のあり方は、中心を持たない地方分権

的なゆるやかな共同体である。それはカトリックよりもむしろギリシア正教の影

響を強く受けていたと言われている。一方アイルランドのナショナリズムはカト

リックと直結している。本来のアイルランドの想像力を、ギリシア正教の芸術を

代表するビザンティン芸術と読みかえたイェイツの戦略には、荒れ狂うナショナ

リズムに対して普遍的な価値を求めようとする緻密な計算があったのではないだ

ろうか。
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イェイツの想像力とケルト的思考としての<ゲ ッサ>

木	原			 誠

アイルランドの神話や妖精民話のモチーフにおいてしばしば用いられる特徴の

一つとしてアイルランド的タブーとも言うべき「ゲッサ」 (“ Geasa")を 挙げるこ

とができる。本来 タプーとは、普遍的意味で人間の根源的アイデンテイテイの

<逆説的気づき>と 直接関係 していることは言うまでもない。例えば「創世記」

においては、タブーを犯すことによって初めてアダムに逆説的に言えば “mOrtal''

としての人間のアイデンティティが生まれ、また我国に目を転 じれば、浦島は皮

肉にも懐いつも携えていた玉手箱を開けることにおいてのみ、自らが異界の人間

ではなく、<死すべ き人間>であることのアイデンテイティを逆説的に確認 し得

たとも言えよう。タブーにはもう一つの重要な機能がある。すなわち、タブーと

はもともとミクロネシア独自の風習を指すものであったこと力湘音示しているように、

何をタブーとするかによって種族間 (ト ーテム)、 民族間の差異を際立たせ、も

って民族独自のアイデンテイテイの確認を促す文化的装置ともなるという一面で

ある。したがって、アイルランドのタブー、ゲッサの本質を問うことは、必然的

にアイルランド民族固有のアイデンテイティを確認する有効な手段となると考え

られるのである。

タブーの意味に還元できない「ゲッサ」にはケル ト独自の世界観が色濃 く反映

されている。理不尽で不条理に満ちた運命の女神は英雄を誘惑 し、魔術による呪

証を帯び逆説に満ちた不可思議な謎 (己の運命の暗示を秘めた謎であるが、出生

の秘密に隠されている場合もある)をかけるが、同時にこれは英雄が生涯果たさ

なければならないサバ ト的個の誓いともなる。破戒はすなわち呪いを意味するが

ゆえにタブーであり、誓いの内容が己の運命の暗示を秘めているがゆえに英雄に

とって謎となる。従つてゲッサには普遍的意味でのタブーの他「嘆願」「誓い」「義

務」「魔術的呪誼」「謎」等彼ら独特の意味が付加されているとみることができ

ようが、その背後にはアイルランド民族のもつ生の苛烈な悲劇的 (反逃避的)認
識法が潜んでいるのである。

このようなゲッサは、イェイツの詩的想像力とケルト的要素を包括的に考察し

ようとする場合にも非常に示唆に富むものがあるのだが、とくにイェイツ前期の
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英雄アシーンと後期的英雄クフーリン、かれらがゲッサに対峙した場合の処し方

には興味深いものがある。アシーンは自分が鹿の女神サイブの子であり、その名

が「子鹿」を意味していること (ゲ ッサ)に気づかず鹿 (自 己)を追いつめ、自

虐的行為においてのみ己の真のアイデンティティを証し、放浪から足を大地につ

けることで、永遠の放浪者であるべき民族のグッサ=「足を地につけてはならない」

を破り、死をもって自己を確認する。これが τあι″α
"″

″πぃげ0`・s′

"の
叙事詩的

構造の持つ根源回帰へのノスタルジー、一見逃避的にも見える時空の二地点の旅

の調子に潜む本質と直接関わっていよう。すなわち、アシーンの旅全体にゲッサ、

生の呪縛は深い影を落としているのである。

クフーリン神話の場合はどうであろうか。クフーリンとゲッサの関係はアシー

ンにもまして死の逆説に満ちて満ちており、さらに悲劇性が強烈である。少年セ

タンタは城を守るどう猛な番大を殺したことで、自ら城を守る番大となることを

誓い、そのため「クランの番犬」クフーリンという名誉ある名が与えられる。そ

して、そのことにより、彼に聖なる誓約ゲツサが下される。すなわち、勧められ

る肉は種類を問わずすべて食べよ、しかも大の肉は決して食べるなというもので

あった。これは決して守ることのできない矛盾に満ちたゲッサであるが、そのな

かにすでに彼の悲劇的人生の予兆が見事に暗示されている。当然、このグッサは

表面的には一方で敵から城を守るアルスターの番犬としての彼の役割、敵は誰で

あれすべて食べよ、殺して園を守れであり、他方、味方、身内はいかなる理由に

よっても番犬として守り抜け、食べるな、殺すなを意味する。番犬としての英雄

にとって当然の名誉あるゲッサであるがゆえにこれをクフーリンが了解しないは

ずがない。ここに仕掛けられた巧妙な運命の罠に彼の英雄的精神は気づかない。

こうして、彼はこのゲッサのもとでいかなる厳しい戦いでも勝利し、アルスター

の園を守り抜 く。しかし、運命は彼に知らずして子と戦わせ子を殺すという悲劇

を彼に課し、彼はグッサを守ることによってゲッサを破る (0"Bα il'θ'sS協,″ 参照)。

アシーンの場合、ゲッサによる叙事詩的旅は自己の根源への帰還、いわばスフィ

ンクスの謎解きの旅であり、その意味で誕生、成長、死という自然の円還的範疇

における悲劇である。だがクフーリンの悲劇は反自然的クロノスの神話であるが

ゆえに、一層悲劇性を増している。
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クレイジー 。ジェイン詩編における隠喩的表現

鈴 木 哲 也

いわゆる、クレイジー・ジェイン詩編のレトリックは、言葉の意味を限定しない。

むしろ、無限の解釈可能性を生みだす。

クレイジー・ジェインを語り手とする、いくつかの詩編はそのイメージが二重

性の原理にしたがって構成されているように思う。そのことの端的な表現が、三

つの連からなる「司教と話すいかれたジェーン」にみられる、マクベスの魔女を

連想させることばである。「きれいときたない」をめぐることばは、美と醜、聖

と俗などが相対的で相補的な概念であることをいっていると考えられる。

ジェインは「引ぎ裂かれたものでなければ/た った一人にもまるごと一つにも

なれやしない」といっている。「引き裂かれたもの」は、もちろん男女のことだ

ろうし、さらには聖と俗、精神的な愛情と身体的な性愛など、通常、対立的にと

らえられる一対の概念もまた想起させる。そしてそれらは、「きたないときれい」

が、まさに一方の概念が成立するためにはもう一方の概念の存在を前提としなけ

ればならない相補的で相対的な関係にあるのと同じように、人間がそこに価値を

あたえ、意味をあたえるまでは、	く混沌〉とか 〈無秩序〉と名づけられる状態に

あるにすぎなかったのかもしれないと思う。それらの概念は、「たった一人」で

あると感じるためには、「まるごと一つ」であることの至福を想像しなければな

らないし、まるごと一つであることをまったく想像できないならば、「たった一人」

であることを悲しむことさえできなくなるという、それと同様な根源的なパラド

ックスによつて支えられている。

`Craη	Jane	on	God'で は、第二連の「激しい戦闘があった/狭い道」と、第

四連の「何人も通り過ぎてゆく/道のように/わ たしのからだは呻くこともなく/

歌いつづけた」という詩行の「道」のイメージの間に相関性がある。これらの詩

行をあえて二重写しにしてみる。すると、空たかくかかげられた「軍旗」やいき

りたつ「軍馬」というイメージや「狭い道」は、あたかも男女の生殖器の隠喩で

あるかのようにも見えてきます。

さて、本当にそのような読みが許されるだろうかと考えて、同じ詩行を何度か

読み返してみる。すなわち、詩行をなしていることばを読み直してその字義的な
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意味を確認し、次に、ふたたび、隠喩としてそれらの詩句を読みとることは可能

かと考えてみる。そうした、ことを繰り返していると、字義的な意味にくわえて、

隠喩としてそこに読みこもうとしているイメージとが重なり合い、道と二重映し

のようにジェーンの身体が、ジェーンの身体と二重映しのように道が見え始める

ように感じる。男がやってきては去っていった彼女の身体は、騎馬の兵たちがや

ってきては去っていった大地と、互いに他に対して隠喩として成立し、互いを映

しだすようにおもわれ、歴史を生きたジェーンの身体と歴史の舞台となった大地

とが、それこそ「まるごとひとつ」になって詩句の向こう側からたちあらわれて

くるように思えてくる。

クレイジー・ジェインに見られるイエイツの詩的表現は、言葉と言葉の境界を

曖味にし、その意味を確定されることを拒んでいるように思われる。いわば、積

極的に意味の不確定性を生み出そうとしているのではないか。繰り返しになるが、

それは積極的な不確定性である。クレイジー・ジェイン詩編は歴史的真実であれ、

政治的指針であれ、およそ統一的な内容を伝えてはくれない。だが、読者はぼん

やりとクレイジー・ジェインという人物やジェインが生きたのかもしれない大地

のイメージをかきたてられて、そのイメージはいったい何を意味しているのだろ

うかと考え始める。つまり、かつてあった、あるいは、今後ありうるかもしれな

い歴史が生まれるその場所へ向けて、想像力をかきたてられるのだ。もちろん、

それは教条主義的な歴史観を生まない。

クレイジー・ジェインに見られるイエイツの詩的レトリックは、現実を固定化

しようとも裁|オ折しようともしない。それは、ことばとことばの境界を曖味にし、

既成の概念をとおしての認識ではなく、全身的な生身の感受を要求しているよう

に思う。それはイデオロギー的な言語とは対極に位置することばのありかたである。

アドルノはアウシュビッッ以後に詩を書くことは野蛮である、といった。だが、

私にはアウシュビッツ以後、試されるべきであるのは私たちの詩的想像力である

ように思える。
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W.B.Yeatsか らSeamus	Hcaneyへ の遺産

鈴	木			 弘

2ι ル ″DαッИ″滋θ′θり で Yeatsの項を担当した Heaneyは 、	 “Within	the	his‐

t017	0fl Sh	W ting	in	English,the	achievement	ofW.B.Yleats	represents	a	pOint	of

both	culmin“on	md	o 」n"で始まる鑽仰と敬愛にみちた序文を記 し、Yeatsの

全詩業から80余篇を精選 し収録 した。不撓不屈の精神にその真骨頂があり、世相

の変移に即 して新 しい霊感をとりこんだ情熱の大詩人だと称える。

この信服に達するまでの道程は平坦ではなく、反撥と失望の連続であった。カ

トリック教徒、零細農民の出である身には Ye■sは遠 くから仰ぎみる存在、別世

界の人だったろう。詩人としての第一声は父祖の鋤を捨てペンで digするとうい

う宣言であり、情調、思弁を核に詩作 しはじめた Yeatsと 格段の開きがあった。

その落差を越えて Yeatsに接近 した切っかけは闘争にあけくれる陰湿な社会情勢

であり、同じ国土で詩作を業とした先達が政治や社会にどう立ち向かったかへの

関心であった。

`Requiemおrthe	CЮ ppies'を書いた年はEaster	Rising	50年 祭にあたり、彼の

告白によれば、それを記念 して、蜂起で流された血はアイルランドを象徴するバ

ラの養分になったとみた Yeatsの詩、`¶le	Rose	Tree'を 踏まえたという。その

詩は1798年 、苛酷な地主たちに叛旗をひるがえ し無残な 期をとげた農民

Croppiesを 扱い、彼らが飢えしのぎに懐中に入れていた大麦が死体の埋められた

地から8月 に芽生えたという言伝えを詩のなかに取 り込んでいるが、それを地で

行 くように、まさしく8月 にBeLぉtで、その芽生えともいうべき惨事が起こる。

彼はその不思議な符合に仰天 し、Yeats	 が重視 した “Bentting	emblems	of

attersiげ'(`My	House')の 宿す深遠な意味を痛感 したという。

しかしYe■sと の間になおも越えられない一線があった。Yettsは 渓流でひとり

蚊鉤を垂れる釣 り師に社会の濁流に汚染されない清純な青年像を求めた。

(`■he	nsherman')Heanり はこの詩に感銘し手捌きまで似た釣り師を描くが、思いは

夢のイメージではなく、喉に鉤がくいこみ逃れようもない鮭の苦しみに向ける。

(`■1le	S」 mon	Rsher	b	the	Salmon')。 また、	`Funed	Rtes'で は殺しが日常化

した社会で	“ceКmony''と “customary	 ythms"に従って挙行される国民葬の
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大行進を想い描く。「慣習」と「礼式」が相まって無染と美が生まれるとする

Yeatsの 詩行にあやかったのであろう。しかし、ここでも疑念が頭をもたげる。

Denmarkで 祭式と慣習の犠牲になって殺された男の写真に残る苦悶の表情と、

追想の中で純化された男との間には深い溝がある。Yeatsな らそれを “a	te ble

beauげ 'の詩句で埋めるかもしれないが、彼には “beauげ 'と “atrociげ 'と を一

つに融合してみることはできない。(`■le	Grauballe	Man')

彼は自国の湿原に出て、“This	cenie	holds/and	spreads,/… a	menng	grtte''

(`Knship')と 嘆き、Yeatsの 託宣 ■1le	centre	cmnot	hold''(`■ 1le&cond	Coming')

と正面衝突する。“The	blood‐ dimmed	tide''が 堰を切り、	“The	ceremony	of

innocence"が 水没したことまでは Yeatsに 同調できても、血で酸化 した大地の

墓場から「再来」が現われるはずはない。Yeatsは蜂起の犠牲を憂い、	 “O	when

may	it	sumceP''と 問い、それに答えられるのは天のみだとしたが、Heaneyは地

母神が次々に人身御供を要求する国土では	“nothing	 ll	sunce''だ と絶望的で

ある。

Nθ死力を締め括る詩群の標題	`Singing	tthool'は 魂の歌を学ぶための船出を

うたったYe■sの詩からの借用。しかし彼の学舎は幻の都Byzmtiumで はなく、

血なまぐさい現実にある。その修羅場からの逃避を願う自身を	“m	imer	ёmigr6"、

“a	wood‐keme''だ と嘲る。“the	diamond	absolutes"は 憧れだけに終わるのであ

ろうか。

この迷いから脱しようとしてであろうか、2・ι′″″θ″ では前向きにYeatsの導

きを求め、その詩想に追い槌る。`In	Mem an	Sean	O'Rada'は 友 Seanの短い

生涯をYeatsの 挽歌	`In	Memory	of	Malor	Robert	Gregory'に ならって追悼し、

諸芸に通じ「存在の統合」に達した人として称揚する。一緒に海釣に出た想い出

をもとに彼の盛り上がる活力をYeatsの 詩句	“the	mackerekrowded	seas''に 触

発されたであろう	``the	m∝ ke“l	shoaled	under	water''で 表す。彼を	“more	fal‐

conerぬ an	isherman"に 馨えたのもYeatsか らの余波であろう。

やがて
'″

′θ%Is′α″グではYeatsを “the	ided	exam口 e"と して仰ぎ、師として

敬慕し、教えを乞いに■■oor	Ballyleeの 書斎にもぐりこむ幻想まで抱 く(`■1le

Master')。 しかし、そこには師の姿はあるべくもなく、書斎に残された書物を通

して深い叡智と自身の浅薄を思い比べる。手摺もない塔の石段を降りながら頭上

の鳥の羽音に先師の	``the	pu"Ose	and	ventuF'を 聞きとる。6年後の詩集 ルタ

′″g勧′zgsで もこの塔を再訪し、師に亡霊についての質問をたたみかける(`Set

饉ngs	Юdi')。 さらに	`CЮ ssings	Юαiv'は	“Ye■s	s d''と 書きはじめ、精霊と
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人間との係わりを語った師のことばをそのまま詩に取 り込む。

Diggingに 徹すると公言し詩人の道を歩みはじめた Heaneyは 、いまや精神の

Boglandに鋤を入れて先師の霊の掘 り起こしに掛かる。私はその姿にコネマラ服

で激流に立つ現代詩人によみがえったYeatsを 見る。
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ブレイクとイェイッ

ー4万s′θ%へのブレイクの貢献

内 藤 史 朗

KR.Kremcn:ル%""滅θ″グ滋
`&M‐

爾夕ι′
"″

,pp.18引39か らの引用文から判断して、

Milわ nの spectreは Satanと し、Milbnの emanationは 01010nと 見なしてよい。

天国の Miltonは、地上に降りるに当たり、specieを纏わなければならない。彼

の emanationは 消えて、01olonが彼の再生に当たって、彼の eman狙onを 再生

された形態で顕現させる役割を果たすのである。	“I	in	my	sel■ood	am	that

Satan;I	am	that	e l	one,/Heis	my	spec"e!In	my	obedience	to	loose	him	from	my

hens/To	claim	the	hens,as	my	 rnaces,Igo	b	etem」 dea血 ."こ のような形態を

とらなければ、天上の彼は地上に降りられない。彼が地上降下の途中に体験する

過程の渦巻きは、イェイツの渦巻き (vortex)を想起させる。「凹面の地上」 (“

a	vast	concave	earぬ ")も あって、現世がいびつに見えることを示している。イ

ェイツの現世に根ざしたSdfは 、いびつな映像に拘束されたものであり、ブレイ

クのspectreが これに当たる。Erdmanの 注によれば、01olonは 女性であり、Mil

tOnの失われた eman onと統合されると、彼の地上降下が、彼らの出会いと、

彼らの純化と再結合を意味することになる。

01olonが女性でなければ、人類の敵にならず、植物の世界にも立ち入る事は

できなかった。01olonは 稲妻の閃光に喩えられ、時空を超越する。Satanの 空間

は眩惑、妄想である。Milbn自 身の言葉によつて、Satanと Miltonの 法、掟の相

違を述べて、こう言っている。

“Obey	thou	the	words	oflhe	inspired	man!/Al	that	can	be	annihiltted	must	be

annihilated,/Thtt	the	children	ofJerusdem	may	be	saved	iom	slavery./There	is

a	negadOn,&ぬ e“ is	a	cOntra平 /■he	negauon	must	be	des■。yedゎ Кdeemぬe

conianes./1he	negauon	is	the	spectre,the	reasoning	powerin	man¨ "̈

“ins,祀 d	man''	 とは詩人のことである。	“the	spectre,the	reasOning	pOwer	in

man"は否定されなければならない。01olonの emanationの 悪しき部分が、Mil

bnの影に加わって、絶滅させられる。以上の事から、イェイツの後期の仮面が、

ブレイクの仮面ないしは反自我に相当するのではないかと考えてみた。
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イェイツの後期の仮面が前期の仮面と異なる点は、拙著 ″ a	ttαお'sM“お&

月ο″
"ぉ

において述べたので、ここでは改訂版 スИttθ

"に
おいて改訂された個所

で新たに D」monが舞台監督として登場し、この D」monは、内面にあって、

animaに 相当する。Kremenも soulを animaと している。ギリシャでは、Ddmon

は soulでありanimaな のである。ブレイクにもイェイツにも、プロティノスの

影響が見られるし、イェイツについては拙著があるので参照して貰うとして、ギ

リシャ人の考えでは、soulは理性、意性、欲性からなり、前二者が強くなれば、

地上に戻り、 後の一者が強ければ、天上へ昇り、輸廻転生はこれが原因で起こ

るというのであった。

ブレイクが再統合によって、人間の全体性を回復すると考えたのも、イェイツ

が後期の仮面に、そういう全体性を目指す傾向を見せたのも、同じようにプロテ

ィノスの考えが下敷きになっているのではないか。そして、禅思想はそのような

下敷きがあってはじめて受容されたのではないか。 後に、イェイツが、ブレイ

クのル協sαル解 の Losの 言葉に共感して評価した文

“

eats,島餡ッs&ル′
“
θα
“
,

肋ぉ,p.124)を 挙げておく。ここでは、地上の memory,sensttonも 、 (或る奇

蹟によって)inwimlonに変貌させられて、地上の芸術家の努力が、天上のもの

になり永遠性を有するようになると述べている。
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聖王殺しの祭儀 ―「パーネルの葬儀」を読む

萩	原	 真

1890年 、アイルラン ドの国民党の指導者パーネルは、突如、「姦通者」の烙印

を押されて、栄光の絶頂から一挙に奈落の底に転落する。国民党前代議士ウィリ

アム・オシーが妻キャサリンの姦通相手としてパーネルの名前を挙げて起してい

た離婚訴訟が、同年11月 17日 、裁判所の認めるところとなり、パーネルはカトリ

ック教会や党内の反対勢力のごうごうたる非難の集中砲火を浴びて失脚したので

ある。翌91年、彼はイギリスで失意のうちに客死する。世紀末のアイルランドに

異様なほどのセンセーションを巻き起こしたこの民族的英雄の悲劇をテーマにし

たのが「パーネルの葬儀」であった。

「アイルランドの無冠の帝王」とまで呼ばれたパーネルは、なぜ民衆の<ヒ ス

テリカ・パッショ>の餌食となって、あえなく追放・抹殺されなければならなか

ったのであろうか。なぜ民衆は時として社会の頂点にある指導者を血祭りにあげ

なければならなかったのであろうか。社会のメカニズムの根幹にかかわるこれら

の問題を解明することが、「パーネルの葬儀」を読解する上で重要な手がかりを

与えてくれるように思われる。

発表ではギ「パーネルの葬儀」にフレイザー「金枝篇』の<聖王殺し>の祭儀

のパターンを読み込むことによつて、一方ではパーネルの悲劇的な没落を慨嘆し

ながら、他方では彼の死があったからこそ病めるアイルランドが一大浄化作用を

経て蘇ったのだと捉える、いわば語り手=イ ェイツの二律背反的な心情を浮き彫

りにすることを目的とした。

まず、詩の第1部における語り手の意識の変化を辿った。すなわち、パーネル

事件に距離を置いて一切の責任や罪障から逃れようとする傍観者の意識→事件に

関与した「罪」を認め、民族的英雄の死にまつわる痛みを分かち合おうとする加

害者の意識→パーネルと自己を同一化して偽善的な大衆を断罪しながら、同時に

自虐的に自己を処罰しようとする屈折した意識へと、語り手の意識が変遷してい

ることを確認した。

次に、『「金枝篇」の文学的衝撃』の著者ヴィッカリーに倣い、「パーネルの

葬儀」に<聖王殺し>の祭儀のパターンを読み込んで詩の解読を試みた。<聖王
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殺し>理論とは、周知のように、王の身体と共感的に同一視された王国あるいは

字宙が、王殺 しという交替のシステムによってカタルシス的効果を得て蘇るとい

うものである。この<聖王殺し>理論を敷衛 して「共同体はスケープ・ゴー トを

その存続のために必要とし、スケープ・ゴー トはその過剰性によって共同体を挑

発 しつづける」 (「文化の詩学Ⅱ』)と 主張 したのは、文化人類学者の山口昌男

であつた。たしかに、パーネルは「その過剰性」ゆえに時代・社会から屹立 して

いた。彼は犠牲者であると共に、スケープ・ゴート現象を誘発する挑発的存在で

あり続けたのだ。挑発的存在であったからこそ、共同体のアイデンテイテイの危

機に見舞われた世紀末のアイルランド社会は、鬱積 した負のエネルギー=<ヒ ス

テリカ・パッショ>を パーネルに向けて発動 し、彼をイケニエとして供すること

によって、一大転換を経て蘇ったのである。詩の第 1部はパーネルの死と世界の

再生を描いていることを論 じた。

しかし、一旦蘇ったかに見えたアイルランドも、無能な政治家たちがパーネル

の諸特性を継承しなかったため、再び混迷に満ちた悲惨な状況に追い込まれてし

まう。鮮烈な人肉食のイメージは、「未開人は、動物または人間の内を食べるこ

とによって、肉体的性質のみならずその動物なり人間なりの特性 となっている道

徳的資質および知的資質までも獲得することができると信じている」 (『金枝篇』)

という、<聖王殺 し>理論のもうひとつの重要な側面を踏まえている。詩の第2

部では、政治家たちが名指 しで激 しく弾劾されるが、その弾劾は、仮定法過去完

了を駆使した願望充足としての幻想の形でアイロニカルに行われる。詩の 終連

には、パー不ルの死も結局、無駄死にで終わったのではなかろうか、という語り

手=イ ェイツの幻減感が滲み出ているように思われる。
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く書評>

棚木伸明著『アイルランド現代詩は語る一

オルタナテイヴとしての声』
思潮社、2001年 3月 、253頁

池	 田	 寛	子

本書の斬新さは、二次資料である素材の多くが「生の声」であることだろう。「名

声や評価を確立していな若い世代の詩人たち」を中心に11人の現代アイルランド

詩人たちに光が当てられ、それぞれの詩人を個別に扱った各章には、著者が詩人

たちから直接聞いた話が織り込まれている。アイルランド詩に内在する声の文化

とその特質を掘り下げようとする本書そのものが、詩人たちの声で溢れ、その声

の力が 大限生かされているのである。アイルランド詩人たちは「活字を巧みに

解凍してみせる声の力」をもっていると述べられているが、活字になった「詩」

と詩人たちの「声」を同居させることによつて、著者は詩にやどる肉声を蘇らせ

ようとしているかのようだ。

アイルランドを訪れ、詩の朗読会や文学フェスティバルを体験すると、詩や文

学が「声」として社会に溶け込んでいるという感覚を抱くことがあるだろう。さ

らに、パブで耳にするおしゃべり、伝承歌、伝統音楽が、現代アイルランド詩に

秘められた底力と何らかの関係があるのではないかと感じることもあるだろう。

しかし、アイルランド文学を支える声の力が意味するものをフィールドワークに

よって明らかにしようとすれば、かなりの困難をともなうことが予想される。そ

れに挑戦した本書の実証性を支えているのは、一年間ダプリンに滞在した著者が

耳と足と人脈を駆使して獲得した貴重な情報と、それに向けられた鋭い洞察である。

本書を開くと、著者の声が比較的くだけた感じで語りかけるように響いてくる。

このため、いわゆるアカデミックな論文とは違うという印象を与えるかもしれな

いが、本書はアイルランド現代詩を多角的に論じた読み応えのある文化論だと言

える。一人一人の詩人たちの個性を鮮やかに描きあげていく本書を要約すること

は私にはできないが、アイルランドの「今」と私たちをつなぐものについての著

者の見解にいくつか触れておきたい。序章のエッセイ「アンタイオスが提起する

オルタナテイヴとは何か」で著者は、「文学とツーリズムの提携」という形で行

われる文学セミナーやフェスティバルが単に「おもしろくてためになる」文化事

業になってしまうことを危惧 しており、そういった事業を通じてアイルランド文
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学に触れることもあるであろう私たちが持つべき問題意識を再認識させてくれる。

終章のエッセイ「『アイルランドヘのうた』が語る真実」では、アイルランドを「ロ

マン化」する危険性を指摘し、「ロマン化の 大の問題点は、相手を曖昧な過去

に押 し込め、歴史的な視点をすっぽり欠落させてしまう」ことであると警告 して

いる。このことは、アイルランドを考えるときのみならず、どの異文化と接する

際にも心に留めておく必要があるだろう。「アイルランドの現在そのものを観察

すること」で、私たちの「現在を考える材料」を得る、これが著者の提案である。

アイルランド現代詩を通 して現代社会が抱える問題を見据えていく本書は、まさ

にそれを実行したものであると言えよう。著者はアイルランド語で詩を書くヌーラ・

二・ゴーノルやカハル・オー・シャーキーを例にあげ、アイルランド語による二

人の詩が、アイルランド語を話す人々のみに向けられているのではなく、「外部

に向かって女性やゲイの人々を代表する声」になっていることを指摘 している。

どの詩人を扱う章にも、それぞれの詩人の魅力が短いスペースに凝縮されており、

評者も含め多くの読者にとって、本書は詩人たちとの刺激的な出会いの場になっ

ている。評者がもともと強い関心を持ってきたアイルランド語で詩を書 く詩人、

ヌーラ・二・ゴーノルを扱った章では、神話的世界と現代社会を二重に映 し出し

ていく詩人の巧みな手法が、詩篇「祝祭/床 入り」や詩篇「乱打」を中心に分か

りやすく語られている。「英訳を参照しながらアイルランド語から訳した」とさ

れる詩の訳を、評者が吟味したところ、「原詩じたいが一種の二重世界をもって

いる」との主張にもかかわらず、原詩が直訳されていないため、その重層性が失

われてしまっているような箇所もあった。「大カラス岩にて」という詩を例にあ

げると、原詩では	 “scanbhean''「 老女」となっているところが「かの偉大なる

存在」と訳され、同様に、	 “beann"「 (山 の)頂上」 となっているところが「エ

ベレスト」と訳されており、これらは原詩ではなく英訳が採用されたことがわかる。

前者のみについて言えば、「偉大なる」という価値判断を含む言葉を加えないほ

うがイメージに広が りが出ると思われるし、他の誰でもなく「老女」という言葉

が使われていることに、多層的な意味が込められていると考えられるも「英訳に

巧みな解釈や言い回しがあった場合にはあえてその味わいを拾って日本語に移そ

うとした」と述べられているが、英訳が採用されている場合がかなりあるため、

英訳のほう力江,み だと判断された理由をそれぞれについておうかがいしたいと思う。

本書で扱われているアイルランド詩に魅かれ、原詩を手に入れて読もうとする読

者もでてくるだろう。こうして個々の詩と向き合うことになった読者の声がこだ

まするとき、アイルランド現代詩の豊かさはさらに明らかになるだろう。
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Hiroko Mikami. Frank McGuinness and
His Theatre of Paradox

Great Britain: Colin Smythe, 2OO2, xiv+263 pp

河 野 賢 司

現代アイルランドを代表する劇作家の一人であるフランク・マクギネスを論じ

る本書は三神弘子氏の1年間に及ぶ在外研究機関であるアルスター大学コーレイ

ン校に提出された博士学位申請論文であると同時に、日本学術振興会の科学研究

費による助成出版である。	 浅学な筆者が書評を引き受けた僣越さをお許しいた

だき、まず、序章に続く5つの章題とそこで扱われている戯曲名を拙訳で列挙して、

本書の概要紹介に代えよう。一 「文化的凶器としての民衆の記憶 :新教のプロ

テスタントアイルランド対旧教のカトリックアイルランド」―『ソム川へ行進す

るアルスターの息子たちを見よ』(198D「 カルタゴ人』(198o「 ブレッド・マン』

(1990)(第 1章)、 「マクギネスの言語演劇の視覚化 :カ ラヴアツジョの絵画の

演劇性の解釈」― Fイ ノセンス』(1986)(第 2章 )、 「アイルランドとイングラ

ンドの不幸な結合 :ア イルランドの過去に寄せるポスト・コロニアルな視線」―『メ

アリーとリジー』(1989)F私 を見守る人』(1992)「 ミュータビリテイーズ』

(1"つ (第 3章)、 「声なき者たちの声 :ア イルランド女性の表現」一『女工たち』

(1982)「女性浮浪者	バッグレイデイ』(1985)『鶏小屋』(1990)(第 4章 )、 「反

目する家族 :ア イルランドの<悪習喜劇>」 ―『鳥類保護区域』(1994)『 ドリー・

ウェス トの台所』(1999)(第 5章)一そしてこれに簡潔な結論が据えられ、さ

らに補遣としてマクギネス演出の戯曲一覧、詳細な関連書誌、56頁 に渉るマクギ

ネス文献総目録 (ア ルスター大学英文科ティリング教授所蔵文献)、 充実した巻

末注釈と続いている。各章標題と作品名から明らかなように、マクギネス作品を

執筆あるいは上演順に年代を追って辿るのではなく、明確な中心主題を基準にい

くつかに小分類 し、既刊lo編 はもちろん、未刊行作品 (『ブレッド・マン』『鳥

類保護区域』)の台本原稿まで渉猟しつくした、現時点におけるマクギネスのほ

ぼ企業績を網羅した貴重な労作である。

「ユリイカ』誌 (2000年 2月 )に既発表の「沸騰する大鍋コールドロン」を下

敷きにされた序章は、煮え立つ大鍋 (女神バブドの表象)に なぞらえられる経済

112



発展や社会変貌の分析とともに、フイールド・デイ劇団に代表される1980年代以

降のアイルランド演劇の動向や問題点を凝縮された文体で指摘した見事な論考で

ある。

『ソム川へ…』の冗長な標題の文字列を「ハーメルンの笛吹き男」 (=パイパー)

に先導される若い兵士の行軍列に見立てる穿った解釈、Craigの姓への拘泥に北

アイルランド初代首相となるJames	Crdgを (後知恵で)読むことなど、数々の

登場人物名の隠喩的読解の冴えも評者の印象に鮮明に残ったが、本書の自眉は、

カラヴアッジョの絵画12葉 (惜 しむらくは3葉だけがカラー印刷で、引用が順不同)

と『イノセンス』のテキスト、さらには画家の伝記事実や聖書記述との照合関係

を図像学イコノロジー的に逐一、緻密に分析した第2章であると思われる。ごく

一例を挙げれば、処女と娼婦、暴力と慈悲の両面性を内包し、戯曲執筆動機にも

なった「改悛のマグダレナ」と「エジプト逃亡の休息」の比較、あるいは爛熟し

た葡萄を前にいまにも掛布を解ほどかんばかりの墨惑的世俗的バツカス像による

伝統逸脱などの指摘は、実際の絵画を観賞・照応することで実に説得力に富む論

拠が築かれている。また、『メアリーとリジー』を女性版『ペール・ギュント』

と見なす視点、アイルランド人労働者の窮状描写を民族偏見でなく、 (ド イツ人

にも当てはまる)労働者階級全般への論述と指摘するエングルス擁護論、「アー

メン」の訳語「かくあらせたまえ」が結語でなく冒頭にも使用される事例から、

劇末の「かくあらせたまえ」は生命の連続性を暗示するという示唆、「私を見守

る人』執筆の直接契機となった、人質キーナンの自叙伝との興味深い比較検証な

どから推察されるように、本書は得難い文献資料を縦横に駆使し、随所に深い学

殖と洞察が窺える渾身の研究書であり、政治・宗派的中立表記 Derry/bndonderry

を一貫して用いている配慮も研究者としての良心の証左であろう。標題の後半「逆

説の演劇」とは、「天罰が救済や真の信仰へと通じ得る」(69)、 「神話化と脱・

神話化は矛盾しない」(70、 「死のさなかの喜悦」(86)、 「飢饉の饗宴」(8つ と

いった逆説表現に典型的に表される、マクギネス演劇の本質を的確に射抜く鍵概

念であろう。優れた訳業 (的場淳子、清水重男両氏との共訳『現代アイルランド

演劇」叢書全5巻、新水社刊)において実践された、一字一句を揺るがせにしな

い綿密なテキスト批評の成果が、本書の達意の英文の流麗さや論理構成に反映さ

れているに相違ない。マクギネスの 新作『黄金の門』(Gα′ιsげの42002)を 初

めとする続刊戯由に関する論考を今後さらに加筆され、目次の頁表記や5章標題

との些細な異同を直した増補改訂新版が上梓されるのが早くも待ち遠しい。
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木原謙一著『イェイツと仮面―死のパラドックス』

彩流社、2001年 6月 、395頁

小 堀 隆 司

そのタイトルが示すように仮面を巡って求心的にイェイツ像を構築しようとす

る本書は、六章から成りそれぞれに<仮面の何々>と いう表題が附されている。

著者は逆説の視点、死の視点から作品を読み解くことを勧めるが、その際にイェ

イツが独自に用意した「見えざる生を映す<想像力の鏡>」 o5)に 注目する。

<想像力の鏡>と は「生の逆説としての、あるいは生を<異化>す るものとして

の<死の鏡>、 すなわち<生 >で はなく、<死>を 映す<死の鏡>なのである」

(p.5)と 述べている。さらにこの鏡を<夢 と仮面>と してイェイツが捉えているこ

とを指摘するが、<夢 と仮面>は「いずれも<生を逆説として映す死の鏡>である」

がゆえにその機能において似ていると言う。「詩人はしばしば、存在の深いとこ

ろで夢を見、この夢の鏡像を仮面という名で呼ぶ。そして、この仮面、この夢の

鏡に映っているものを生の逆説としての死であると解するのである」(p.5)と 断定

する氏の見方は仮面と夢と想像力の関係性に重点を置いている。

様々な角度から仮面を論ずる本書はまず第一章「仮面のビザンティウム」でビ

ザンテイン芸術と『ケルズの書』に見るケルト装飾芸術を比較検討しながらくビ

ザンティウム詩>の解釈に努めている。つづいて第二章「仮面の実践」ではコー

ドン・クレイグと能に影響を受けたイェイツの仮面劇を論じ、第二章「仮面の理論」

ではニーチェの影響のもとにイェイツの仮面の概念がいかに構築されていったか

を考察している。また第四章「仮面の象徴」ではエデンの園の番人ケルプや『鷹

の泉』の泉を守る番人である鷹の女、あるいは一角獣やスフィンクスとして表象

された仮面的象徴に触れてイェイツ的な仮面の特質を明らかにしている。第五章「仮

面の思考と仮面の詩法」においては、仮面の思考の作品における具体的な展開を

検証するが、氏によれば「仮面の思考はむしろ<存在の統一>の 反対概念」

(p.31)で あり、「仮面の思考の中核である<生成>(“ becoming")」 (同頁)に注目

して論を進めている。そして 後の第六章「仮面の戦略と神話の創造」に至っては、

クフーリンと復活祭蜂起についての考察がなされている。

「表紙に「ケルズの書』の四つの生き物、ケルプのイラストレーションを選ん
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だ経緯」(p.11)に ついて若干の説明が加えられてあるが、本書にはイェイツの作

品解釈に絡んで Fケ ルズの書』への言及がかなりなされている。氏によれば、ケ

ルト民族固有の想像力の表象である「ケルズの書』はイェイツの作品に多大な影

響を及ぼし、表面にこそ現れないが作品そのものに反映されている。意図的にそ

れを隠蔽したイェイッがビザンテイン芸術に言及するとき、その芸術は『ケルズ

の書』を初めとするケルト装飾芸術、換言すれば「アイルランド初期キリスト教

時代の装飾芸術の別名」(p.38)であると氏自らがいう大胆な仮説を提唱する。た

とえばビザンティウムに触れている『ヴィジョン』(37年版、p.280)の 一節を引用

して氏はその装飾模様、鳥と獣の奇怪なイメージがケルト的なものであると主張

している。同じく『ヴイジョン』の「私は初期ビザンティウムにおいては、	・・・

宗教と芸術と生活が一つになっていたと考える。」(p.279～280)か ら始まる有名な

個所を引用してその大胆な仮説を根拠ある確かなものに仕立てあげようと論証を

試みている。つまリイェイッが見なす初期ビザンティウムの状況は、初期キリス

ト教時代のアイルランドにも当てはまり、その時代は金細工においてアイルラン

ドはビザンティウムよりも勝つていた。イエイツが述べるビザンティウムの彩色

装飾写本芸術は古代アイルランドの装飾芸術であること、それは「この分野にお

いてアイルランドのケルト装飾芸術が、世界でもっとも優れていたからである」

(p.41)。 さらにイェイツがビザンティウムに詩人の存在を認めなかったことに及

んで氏は、アイルランド初期修道院時代における詩人の重要性を指摘しながら「イ

エイツが詩と詩人があまり重視されない文化と時代を、あえて理想郷として選ぶ

というのも、奇妙である」(p.41)と これまで誰も抱かなかったような自身の印象

をストレートに述べている。こうした氏の論証は、ビザンチィウムの特質に「欠

けている詩と詩人の伝統を維持する初期キリスト教時代のアイルランドというホ

ームグラウンドのほうが、詩人の「霊的な旅」の目的地としてはビザンティウム

よりも当然ながら適している」(p.43)と いう結論を引き出すに至る。したがって

第一章の「仮面のビザンティウム」という表題に見る「仮面」とは、「一般にい

うところの仮面、すなわち覆面としての仮面という意味であり」、「生を認識す

る<死のパラドックス>と しての仮面という意味ではない」(p.28)と 序章で述べ

たように、初期キリスト教時代のアイルランドを覆い隠す仮面としてビザンテイ

ウムは位置づけられている。

この『イェイッと仮面』の求心的でありながら遠心的でもある氏の書き振りは、

本書に幾度となく言及される Fケ ルズの書』の渦巻(ま たは螺旋的)紋様さながらに、

仮面の絶えざる造形を通して仮面の創造に一字一句を捧げ本当のイェイツの仮面
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に迫ろうとしている。こうしたことから言えば、仮面という難解極まるキー・ワ

ー ドに的を絞ってイェイツ論を書きおおせた本書は、これまで日本のイェイツ研

究には見られなかった新たな分野を開拓した研究書であり画期的な労作であると

考えたい。

しかし、求心を前提にした遠心的な筆が時として中心から離れて拡散してしま

うことがある(その逆も然り)と いう起りがちな事態が認められたとしたならば、

労作は必ずしも高い評価だけを受けているわけではない。たとえば第一章におい

て「ビザンチティウムヘの船出」の引用が殆んどないままに作品が論じられるな

かで、いつしか「ケルズの書』が主でイェイツの作品が従として語られてはいな

いだろうか。具体的に作品の言葉を採りあげながら氏の仮説としての読みを披露

してくれたならば、と物足りない思いで筆者は読み進んだ。すると、第一章で「霊

的な旅」と規定した「ビザンティウムヘの旅」は第二章においては「死後の霊的

世界を日指すものでもなければ、夜によって表されるダイモンの世界に憧れるも

のでもなく、むしろ「死」を創造することにより、より強烈な生を産み出そうと

する」(p.180)詩 として扱われている。この大きな違いには戸惑いを隠せない。ニ

ーチェ体験がイェイツに「肉体の全面的肯定、大地への讃歌」(同頁)を 芽生えさ

せたと考える氏は、その筆遣いからも窺えるようにニーチェの圧倒的な力に引き

ずられて結局は第一章の論を知らぬ間に覆してしまうという結果を招いたのでは

ないだろうか。また「ビザンテイン芸術(=古代ケルト装飾芸術)」 (同頁)と 書いて

あるのはニーチェを射程に入れた場合に限るのだろうか。

さらに読み進むにつれてふと思ったことは、では仮面とは何か、想像力とは何

かという素朴な疑間であった。氏は24の形容句を操りながら想像力という言説を

取り扱っているが、想像力それ自体はいったいどこに置き去りにされてきたのか。

冶金的想像力(ま たは金属的)と いい、ケルト的想像力(ま たはアイルランド的、

民族的)と いい、また農耕民族的想像力といい、これらはすでに自明の概念とし

てしかも同じ意味内容を有した想像力なのだろうか。ならば、狩猟民族的想像力、

イギリス的想像力は可能かどうか。想像力論の伝統のない日本というが、たとえ

ば三木清の『構想力の論理』はまだ伝統の域に入らないのか、想像力の作家とも

いうべきあの『死霊』の埴谷雄高は灰色の独居房からカントの「純粋理性批判』

に衝撃を受けて想像力の無尽蔵なることを歴史的現実の向こう側から我々に語り

かけてはいなかったか。この素朴な問いは仮面に至っても同様である。仮面とは

何か、想像力とは何か。これはすでに自明なることに投げかける愚間として一蹴

されかねないが、しかし翻ってみるに、そもそも我々は意味の定着を見ずしてい
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わば見切り発車の形で常に曖味に言葉を操りつつ世界と関っている。こうした日

常にあって、仮面や想像力それ自体は不間に附してもっぱら前者は本当のものを

覆う仮面として、後者は現実から彼方へ飛翔する想像力としてエポケーのないま

まにその揺るぎない意味を獲得している。「存在と時間』の初めにプラトンの「ソ

フイステース』の一節を引き合いに出してハイデガーは、近くて遠い絶対的な

<存在>の凡そ解き難い謎を前にしながらも辛うじて<存在了解>の可能な現存

在がその相対的な日常性から<存在>に至る途へ踏み出そうとする瞬間のあるこ

とを読者に想起させている。イェイツの場合もまた同様のことが言えないだろうか。

不可能だとは断定しないまでも殆んど不可能な、あるいは「不可能ではないもの

のうち も困難な」生の在処を求めて創造されたイェイツのどうにも解き難い仮

面や想像力や夢は、何よりも先ず作品のなかに描かれており、その解く鍵も彼の

言葉にこそあるのではないだろうか、そう筆者は信じたい。

後に氏の研究における一層の飛躍を期待しつつ不備について二、三指摘して

おきたい。巻末の索引が機能していない点が少なからずあり、便を欠いた。また

地の文に組み込んだ釣括弧付の引用と思われる文に注が施されておらず、出典が

どこなのか確認できない箇所が多々あった。

求心的に仮面を巡って遠心的な読みを開陳した氏の筆が、やがて、ひたすらに

中心へと収飲していく読みのガイアーとなって新たに旋回し?つ更なる一巻の書

を世に送り出されることを、一読者としてひそかに待ち望んでいる。
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中央大学人文科学研究所編『ケル ト復興』

研究叢書25
中央大学出版部、2001年3月 、x +526	pp.+28

佐 藤 容 子

本書は、1996年 に発足した「ケルト復興研究」共同研究チームによる成果の集

大成である。19世紀後半から20世紀初頭にかけてのアイルランドを主な研究対象

としながらも、広範囲に日配りをかかさず、いわゆる「ケルト的なるもの」をめ

ぐって、文学史的・社会史的双方の面から計14人の執筆者が鋭い分析を行っている。

緒言において研究チームを代表し、小菅奎申氏が「ケルト」ということばを互

いに何かわかりあえている所与のものであるかのように扱ってしまう態度を戒め、

「ケルトとは需を “醸し出している"何かであり、もしかしたら、需の中に存在

しているかもしれない何かである」と述べている。この性急に定義を急ぎ過ぎな

い学問的誠実さこそが、「ケルト的なるもの」とは、アイルランドはもちろん、

スコットランドやイングランド、そしてブルターニュ、また遠 くアメリカにも及

んで、人種や民族の衝突やさまざまな歴史的動向の中で、たえず「生成されてき

たもの」であることを読者に会得させる見事な結果を生んでいるのである。

「生成されてきたもの」であるからには、それは幾重もの意味合いを担わずに

はいない。それは、ある時は「他者」として差異化され、周縁化されることで生

み出される何者かであって、自らの傍らに掲げられた「鏡」の役割を果たすこと

もあり、またある時には、己の「アイデンテイティ」の拠り所そのものとして、

召喚され、再創造されていく何者かとなるのだ。本書の執筆者たちは、互いに連

携しあいながら、この複雑きわまりなく絡み合った「ケルト的なるもの」の文様

の生成にさまざまな角度から光をあてていく。

本書の構成は、二部構成仕立てとなっている。すなわち、歴史的・社会史的な

視点から精緻な考察を行った8章からなる第一部と、文学史的・作品分析的な視

点から啓発的な解明を試みた6章からなる第二部からなるが、特筆すべき点は、

それぞれ異なる筆者が各一章を担当しておりながら、全体としての流れが一貫し

ているばかりか、各々の章どうしが互いを照射しあい、また第一部・第二部どう

しが互いを照射しあう関係を形作って、読者をこのテーマについての深い理解に
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誘っていることである。章立てと執筆者を以下に記しただけでもこの点は推察し

ていただけると思う。

第一章

第二章

第二章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第一部

ブルターニュにおけるケル ト的なるものの生成 	(原	聖氏)

「土地戦争」前後 	(上野	格氏)

アイルランドにおけるゲーリック・リヴァイヴァルの諸相 	(小田順子氏)

十九世紀アイルランド・カトリシズムー伝統と刷新 	(盛	節子氏)

「ウェールズ復興」-18801910年 一 (永井一郎氏)

「ゲールの土地」という観念について-1880年代前半のスカイ島事情を

中心に	 一 (小菅奎申氏)

イングランドにおける「ケルト」像一雑誌記事を中心に一 (三好みゆき氏)

言語・人種 。国民-19世紀のアイルランド系アメリカ人一	松本悠子氏)

戦いの喜劇一『ウェイク』が織りなす愛欄土模様― 	(大澤正佳氏)

文芸復興と近代小説における想像性―ジョージ・ムアを中心に一

(北文美子氏)

スコットランドと19世紀末ケルト復興運動―「フイオナ・マクラウド」

ことウイリアム・シャープの場合― (松井優子氏)

アイリッシュ・アメリカンの文学―オニールとフィッッジェラルドの「ブ

ラック・アイリッシュ」― (武藤脩二氏)

第二部

第九章	薄明と喧騒と一アイルランド文芸復興の揺笙期をめぐって一 (松村賢一氏)

第十章	アイルランド演劇運動とW.B.イ ェイツー民衆文化の再構築二
(木村正俊氏)

第十一章

第十二章

第十三章

第十四章

以上、どの章もそれ自体で読み応えがあり、それぞれ歴史的事実に立脚した詳

細な記述に多くを教えられたが、あえて挙げるなら、評者としては特に、ロウラ

ンドの微妙な立場を浮き彫りにしたスコットランドの事情を活写した章と、アイ

ルランド系アメリカ人の屈折と開拓者精神がないまぜになった心理を明るみにし

た二つの章により、死角に光をあてられたような心持ちを味わった。
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木原誠著『イェイツと夢―死のパラドックスー』

彩流社、2001年 2月 、410頁

田	 中	 信	 子

イェイツのような多様性をもつ詩人をひとつの型にはめるのは難しい。イェイ

ツの詩は著者が「彼にとつて詩とは夢の表現それ自体である」と述べているよう

に彼の詩の意味するものはイメージでしか捉えられない部分があり、そのことが

彼の詩の多様な解釈を生んでいる。この本は著者がその多様性の底に流れる源流

を見出し、それによって前期から後期に至る作品を「夢」を通して解釈した説得

力ある大著である。序章と結語においてその論の主旨が詳しく述べられており、

一章から九章までその源流に基づいた作品の具体的な解釈、説明がなされている。

その源流とは<詩 =夢>を実存の開示と捉える解釈である。著者は夢を、自然

の肉体的な「眠り」と、その眠りを殺害する「覚醒」の二つの対立物として捉え、

覚酔としての夢こそが人間の存在の有り様を一瞬見せる実存的夢であると述べて

いる。これはビンズワンガーやフーコーの説の示唆によるものであると著者は述

べているが、現実と夢の対立という一般的な解釈ではなく夢そのものが対立し、

変貌するという新しい視点を感じさせる。つまり夢そのものが主体性をもって動

き変貌するという感覚である。

著者は「現実でも超越的でもないむしろそれらの狭間の地点、この実存の場に

彼らが立っているのであって」と述べている。彼岸と現世、海と陸、内と外、時

間的に言えば未来と現在、現在と過去、確かにイェイツの詩はそのような狭間を

感じさせる詩が多い。もしその狭間が詩の内部に現れたら、つまり対立物が実存

として動く姿を詩の中にイメージ化すればどうなのか。著者が実存の隠された姿

として詩の中に見出したのはケルプの姿である。このケルプを著者は次のように

述べている。「旧約聖書の決定的瞬間には必ず現れ....預言者エゼキエルは「野

獣の夢」を通してケルブを<破壊者>と しての<聖 なるもの>と して幻視した」

もの、またそれはエデンから追放した人間が三度と戻って来ることがないように、

神が回る炎と共に置いたとされていたものでもある。

前期イェイツの夢は著者によればプラトンのイデアに見られるように、この世

を離れて在る眠りの永遠の延長、<存在の深き眠り、底なしの眠り>である。ケ
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ルブはここにおいてはイェイツが「神秘の薔薇」と呼んでいた、前期の夢の象徴

である薔薇の中に潜み、その姿をほとんど見せない。 しかし、後期に「覚醒とし

ての夢」つまり「実存の夢」としてその姿を現し、実存を解 く鍵として二重の意

味を持って動 く。一つは「おおいとしての肉体(俗)」 、いま一つは「自己呵責と

しての炎 (聖 )」 である。これら二つのの永遠に対立するケルブのイメージは、静

的な前期の象徴であった薔薇とは異なり、スフインクスと類似した生き物として、

イェイツの詩や劇の中で「生成」と「破壊」という行動を取る。このケルプを著

者は「実存的悲劇としての死の夢」「聖にして俗なるもの」「今ここにこそ<現

存在>するもの、空間にあつて空間にないもの、肉体=人であって、炎=聖 なる

もの、歓喜にして激痛の極みであるもの、絶えずスフインクスの謎として問われ

ているもの」と述べている。こういったもの全てがイェイツの作品に潜むケルブ

の「実存」としての姿であり、あらゆる対立物が共存する<生中の死、死中の

生>つ まり死を内包している生そのもの、著者の言う死のパラドックスとしての

生の有り様を意味するものである。

また、著者は詩集『責任』においてイェイツが夢から現実へと変化したという

通説に対して、この責任を社会への責任ではなく、人間存在 (=実存)の責任 (原

罪)と 捉え、前期の夢から後期の夢へ、夢そのものが変貌したものであると述べ

ている。これは前期か ら後期への夢の変貌の流れから見れば、説得力があり、

「夢の中で責任は始まる」は「夢の中で実存は始まる」と同じことであると指摘する

根拠にもなっている。

劇『煉獄』において、夢そのものが主体となり、背後で劇を操る運命的な悲劇

としての解釈は非常に興味深 く、現代という、先の見えない何者かに押 し流され

て行きつつある時代に生きる我々の共感 じうるものがある。著者の言うキルケゴ

ールの言葉「予め未来を予想し、自覚したものの記憶」をここに読み取れば、さ

らにイェイツの現代性を感 じさせる。

以上「実存」を中心 として書評を試みたが、この著書にはいくつかのイェイツ

の作品の解釈、ユングの曼茶羅とケルブの対比、ニーチェの言うアポロンとディ

オニソス的読み、西洋的精神史の流れの中でのイェイツの提え方など、興味深く

論議される点が多々あるように思う。この著書を読み終えて、私は広 く深い著者

の哲学的なイェイツの解釈と、その筆力の底にある、詩人と真正面から向き合う

迫力に心からの敬意を表 したいと思う。
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安達正著『ジヨージ・ムア評伝

一芸術に捧げた生涯一』
鳳書房、2001年7月 、	iv+245+ i頁

山	 崎	弘	行

本書は、第1部 と第2部からなる。第 1部では、ムア家の祖先とされるトマス・

モア卿から、作家ジョージ・ムアの父である政治家ジョージ・ムアに至るムア家

の歴史が∞頁余りを費やして詳述される。これに対して第2部では、作家ジヨージ・

ムア自身の生涯が語られる。著者は、ムア家の家系に少々こだわりすぎていると

みるむきがあるかも知れない。しかし、このこだわりにはそれなりの理由が秘め

られているので、次節で例証するように、複雑なことで定評のある作家ムアのア

イデンティティの源泉と背景を解明することを著者は目指していると思われる。

本書を読了して一番強く印象に残るのは、ムア家の歴史を背景として文学を正

面に据えながら、ジョージ・ムアの生涯をできるだけ正確に語ろうとする慎み深

い文体である。著者は叙述の過程でしばしば推論を試みるが、これは伝記的事実

を無視した、勝手気ままな空想ではない。それは、伝記的事実だけでは埋めきれ

ない歴史の空白を埋めるために敢行された、哀惜に満ちた感情移入なのである。

著者の感情移入の有り様を典型的に示す次の文章には、祖父の歴史家ジヨージ・

ムアの人生と信条が語られている。「リペルダは、(中 略)プロテスタントからカ

トリックヘ、ふたたびプロテスタントに宗旨変えをし、晩年にはイスラム教徒と

なって流浪の生涯を送ったという謎の人物である。 (中 略)こ のような人物伝を

書いたことは興味深い。栄光と挫折、人生の華やかな絶頂から、失意と蟄居のど

ん底に転落した彼らの人生を、自分の人生に重ね合わせていたように思われる。 (中

略)ム ア家が紳士階級の一員であることもあって、いわゆる愛国者とか政治的な

カトリック教徒の動きに、ジヨージは批判的であった。 (中略)1800年 に両国が

合併してイギリス・アイルランド連合王国が発足したことは、アイルランドの文

明化のためには必要な第一歩であって、これによつてイギリスの文化や習慣を吸

収して、いまだに横行している近代以前のアイルランド的思想や社会習慣は、徐々

に一掃されるであろう一これが彼の信条の骨格ではなかったろうか。そうだとす

れば、ジョンらの行動は思慮分別をいちじるしく欠いた、暴挙といわなければな
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らなかった。とはいっても、獄死した兄にたいしては、満腔の悲 しみと漸愧の念

を覚えたにちがいない。」第 1部 に含まれるこの文章には、祖父のムアが、宗教

的変節の経験者であり、アイルランドの文化とカトリック教会の前近代性に批判

的であったことが紹介されている。これに対 して、次の第2部の文章では、作家

ムア自身が父親に似て、カトリック教会の前近代性に批判的であったことが指摘

される。著者は、作家ムアの悪名高いプロテスタント改宗宣言が、実は、祖父や

父の反カトリックの遺伝子を受け継いだ結果であることを示唆 しようとしている。

「ムアはカトリックの家庭に育ち、カトリック系の学校に学んだが、けっして熱

心な信者だったわけではない。 (中 略)帰国後は、ことに地方において、カトリ

ツク教会が教区民の生活の細部にいたるまで支配 している現実を見るにつけ、ま

すます反カトリック感情を強めていったと考えられる。アイルランド社会を停滞

させ、無気力にし、近代化への進歩を阻害 しているのは、ほかならぬカトリック

教会の教権主義であるという認識であった。父である政治家ジョージ・ムアは反

教権主義を政治闘争の目標としたが、ムアのはその芸術版といってよかった。」

この事例からも明らかなように、著者にしてみれば、第 1部で詳述されるムア家

の家系の総体は、第2部で詳述される故国喪失者ムアのアイデンテイテイの故郷

なのである。

晩年のムアは、自分の伝記作者として指名したチャールズ 。モーガンに対して、

「女性たちを背景にして文学を正面に据え」、「小説にだけ可能な真実性をそな

えた伝記にせよ」と要請したそうである。本書は、初期から晩年にわたるムアの

文学活動を正面に据えてはいる。 しかし、その背景の中心は、ムアと親交のあっ

た女性たちではなくて、キャプテンジョージ・ムアから、ワイン商人ジョーージ・

ムアと歴史家ジョージ・ムアを経て政治家ジョージ・ムアに至るムア家4代の家

系である。ここにこそ、ムアの伝記としての本書のもつ独自性があるといえるだ

ろう。本書が小説固有の真実性を求めるムアの要請に対して十分に応 じているこ

とは明らかである。著者は、ムアの生涯を5つの時代に区分 しながら、各時代ご

とにムアの生々しい伝記的事実を仮借ない筆致で紹介している。例えば、学業不

振で退学せざるをえなかったオスコット校時代、放蕩と芸術の生活に明け暮れた

パリ修行時代、子だねを宿した可能性が疑われるほどキュナーード夫人と親密に交

際した初期ロンドン時代、文芸復興運動とゲール語復興運動に共鳴はしたが、ゲ

ール語を習得 しようとせず、幼児性まるだしの「緑の ドア」事件を引き起こした

ダブリン時代、あるいは芸術的真実のためには親族 さえをも無視してはばからな

かった後期ロンドン時代等々である。
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生前は流行作家であったムアの名声も、死後は、すっかり失われて今日に至っ

ている。文体が固定せずに絶えず変化したこと、改作・改定癖のために読者が標

準版のテクス トを入手することが困難になったこと、異端的で攻撃的な人柄と作

品のせいで敵が多かったこと、ムアの本領が発揮 された伝記のジャンルが時代の

趣味に合わなかったこと、あるいは、文学者としての国籍が一つでなく、複数 (ア

イルランド、イギリス、フランス)に またがっていると見なされたことなどが、

従来、要因として指摘 されている。 しかし、著者のムア評伝には、このような要

因を乗 り越えて、読者にムアの再評価を促さずにはおかないムアヘの深い共感が

うかがえる。

後に、イェイツ研究者の立場から、一つだけ不満を述べさせていただきたい。

著者は、イェイツのムアヘの反論には「品性を疑いたくなる部分がある」 と書い

ている。イェイツの反論に、自分を椰楡 したムアに対する意趣返 しの側面 しか見

ようとしていないのである。しかし、例えば「ムアはカメレオンの道を恐れなか

った」という評言に代表されるイェイツのムア批評には、単なる個人的な感情に

とどまらない、イェイツとムアの人と作品の根源に触れる、現在でも十分に通用

する透徹 した洞察が見られるのである。氏は、ムアに共感するあまり、今後の探

究に値するイェイツのムア批評の潜在的な意義を見逃 しているようである。

ムアは晩年になって、自分の墓碑銘には、「ジョージ・ムア	 推敲を唯一のモ

ラルとする人	 ここに眠る」と刻んではしいと友人に語ったそうである。本書の

磨き抜かれた文章は、著者が、ムアのモラルを受け継ぐ決意をした我が国 初の

本格的なムア研究者であることを如実に示 している。ベス トセラー作家として一

時代を画した、矛盾に満ちた言語芸術家の生涯を、それにふさわしい彫琢 された

文体で物語ろうとした著者の高い志に敬意を表したい。
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大野光子著『イェイツとアングロ。アイリッシュ文学

の伝統―植民地/帝国のジェンダー意識考察』

京都修学社、1999年 9月 、222頁

吉 田 文 美

現代アイルランド作家の作品について理解 しようとするとき、アイルランドが

近までイングランドの「植民地」であったという歴史的事実は避けて通れない。

それゆえに、支配者が被支配者側におよぼした影響を「いずれか一方の言説に全

面的に与するのではなく、複限的な視点を持って両社会を分析しつつ、ポスト・

コロニアル社会の現在に至るまでの相互影響関係の重層性を読み取って行こうと

する」 (本書、p.3)研究手法が、現代アイルランド文学を理解するための新し

い視点を我々に与えてくれることは十分に期待できる。

本書の目的は、(1)ポストコロニアル研究の視点から、植民地時代のアングロ・

アイリッシュのジェンダー意識の構造を明らかにする、(2)そ のうえでアングロ・

アイリッシュであることを自らの拠り所としたW.B.イ ェイツのジェンダー意識

を分析し、それが作品の上にどのような影響を与えているかを考察する、の2点

であろう。その試みのうち、少なくとも(1)に ついては、本書はかなりの成功を

収めている。本書の第 1章では、イェイツが痛烈に批判する一方で、アングロ・

アイリッシュ文学の祖として位置づけようともしたエ ドマンド・スペンサーが取

り上げられる。この章で著者は、クリストファー・ハイリーのスペンサー研究な

どを参照 しながら、アイルランドに支配者として入植したアングロ・アイリッシ

ュのジェンダー意識に迫ろうと試みる。ハイリーによると、『アイルランド現状

管見』などにうかがえるスペンサーの帝国主義的な思考や男性を中心としたホモ

ソーシャル的共同体への指向は、当時の支配者エリザベス女王の「女性的な」政

策への不服から生まれており、これはスペンサー個人の意識ではなくイングラン

ド支配者階級の男性全体に共通する意識でもあった。ここで著者は、コノハトの

女船長グレイス・オマリーを当時のアングロ・アイリッシュのジェンダー意識を

読み解く鍵として取り上げる。グラニュアルとも呼ばれるこの女性は、宿敵であ

ったコノハ ト総督の目を掠めてイングランドに渡り、エリザベス女王に拝謁した

はどの人物だが、当時のアングロ・アイリッシュの歴史記録ではその存在が黙殺
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されている。彼女を記録から抹殺 したことにこそ、女性の支配者のもとで不満を

抱えていたアングロ・アイリッシュの男性のジェンダー意識が反映されていると

いう分析は、ポス トコロニアルの視点を取 り入れた研究の可能性の大きさを読者

に十分実感させてくれるものといってよい。

しかしながら、残念なことに、第 1章でポス トコロニアルの視点に基づいた研

究への大きな期待を膨らませた読者ほど、第2章以降ではいささか肩すかしを食

らったような気分になるのではないだろうか。誤解のないようにつけ加えておくが、

第2章以降がイェイツ研究の論として、低いレベルのものであるというつもりは

全くない。むしろ、それぞれの章は独立した論文として読むならば、十分な満足

感を読者に与えるだけの内容を備えており、詩人イェイツのジェンダー意識につ

いて非常に細やかな分析がなされている。だが、ここでは、ポス トコロニアル研

究の視点が十分に生かされておらず、「植民地/帝国」という構図がイェイツの

作品にどのような影響を与えたのかという点については、十分な議論が尽くされ

ているとは言いがたい。

本書が出版されるにあたつては時間的等々いろいろな制約があったようで、そ

れに由来する多少の不備や不足があることは、著者自身も序文で述べておられる

とおりである。しかし、あえてそのような事情を無視する形で述べるなら、第2

章以降で取 り上げられた素材が、ポストコロニアル研究の視点を十分に取 り入れ

て再検討されていれば、本書はさらに充実 した内容になっていたかもしれないと

惜 しまれる。特に、第 1章の 後で言及されているオーガスタ・グレゴリーとイ

ェイツの比較が、第2章以降で展開されていないことには少なからず失望を覚え

てしまった。アセンダンシー階級に属しながら、アイルランドのカソリック大衆

の思いを代弁するかのように、グラニユアルを称えるバラッドを自分の作品中に

取 り入れた女性であるグレゴリーと、アセンダンシー階級に憧れて、それを作品

の中で美化 していった中産階級出身の男性であるイェイツとの比較が本書の中で

なされていたら、非常に興味深いものになったと思われるだけに残念である。し

かしながらポス トコロニアル研究をアイルランド文学を読み解 く鍵として提示 し

た本書の魅力は捨てがたいものである。本書と同じ視点に立った研究の継続とさ

らなる展開を切に待ち望む。
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アイルランド文学研究書誌2001.9-2002.8

〈研究書〉

W.B.Yeats

W.B.イ ェイツ

『幻想録』島津彬郎訳 (ち くま学芸文庫) 2001.10

その他

J.M.シ ング

『海に騎りゆく者たち、ほか』木下順二ほか訳 (シ ング選集戯曲編、恒文社)

2002.3

フランク・マクギネス

「フランク・マクギネス]清水重夫、的場淳子、三神弘子訳

(現代アイルラン ド演劇 5、 新水社)													2001.12

く研究論文〉

W.B.Yeats

Abe,K包 ;uko

Yeats's	Cool	Park

福岡工業大学研究論集 (福 岡工業大学)33(2)pp.197-203						2∞1

入江和生

イェイツの仮面劇

『共同研究・東西の仮面劇』 (共立女子大学総合文化研究所)pp■07-128

2002.2

海老沢邦江

イェイツにおける劇ナ易イメージ
ー

“Pa・nell's	Funer」 ''	と	``I,pis	I■zuli''

を中心にして

エール (日 本アイルランド協会学術研究部)21	pp.1-14					2001.12.
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海老沢邦江

The	Municipal	Galleryと W.B.Yeats

江戸川女子短期大学紀要(江戸川女子短期大学)16	pp.10&99					2001
梶原克教

When	the	Min・ or	Brakes― Dialectic	of	Distance	in	Yeats's	Poetry

Mulberry(愛 知県立大学文学部英文学科)50	pp.37‐ 64							2001
川上武志

イェイツと復活祭蜂起

旭川英語英文学研究 (北海道教育大学旭川校英語英文学会)10	pp.1-14

2001

木原	 誠

イェイツの詩的原風景とケル ト神話のパラ ドックス

研究論文集 (佐賀大学文化教育部)6(1)pp.139-156							2001.12

君島利治

「血 と月」を読む

白山英米文字 (東洋大文学英米文学研究室)26	pp.77-88						2001
小堀隆司

イェイツ「万霊節の夜」
―

果しなき思惟の詩学―
『城西人文研究』 (城西大学経済学会)26	pp.1-33							2001.10

小堀隆司

薄明に詩的方位を求めて
一

世紀末の詩人イェイツ
ー

『人文研紀要」 (中央大学人文科学研究所)40	pp	29-80				2001.10

鈴木	弘

象徴のバラのもとで-1890年代のイェイツ

SAP(日 本詩学会)10	pp.31-36																2002.3
鈴木	弘

The	Psal“ ryの 調べに乗せて
一

Πorence	Farrと W.B.Yeats

人間文化 (神戸学院大学人文学会)16	pp.1‐ 6										2002.3
鈴木	弘

In	Pursuit	of	Shelley's	Spiritual	light― The	Devclopinent	of	Yeats's	Poetical

IFnaginatiOn

年報 (日 本シェリー研究セ ンター)10	pp.6-8										2(Ю 2.3

谷川冬二
′
I｀lle	orthodoxy	ofYeats'	Irishnessi	tlle	Monistic	versus	the	I)ualislc
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梅花短期大学研究紀要 (梅花短期大学)50	pp.19-30								2002.3
徳永哲

マーキェヴィッッ伯爵夫人とイェイツ

『戦争と文学― 梅光学院大学公開講座論集第49集」(笠 間書院)pp.101-122

2(X)1.11

中尾まさみ

イェイツからヒーニーまで
一

二十世紀アイルランド詩の系譜

(特集いま、アイルランド詩
―

アイルランド詩概論)現代詩手帖 (思潮社)

44	(10)pp.126‐ 131																																											2001.10

萩谷美佳

Closer	to	Ancient	Chaos:W.B.Yeats	and	Symbolism

神戸英米論叢 (神戸英米学会)15	pp.151‐ 164											2001
HatCher,JOhn

Tea	for	Three:Thornas	Sturge	Moore,Laurence	Binyon	and	W.BIYeats

イギリス文学研究	 福岡大学総合研究所報 (福 岡大学総合研究所)247	pp.39‐

59																																																													2001

藤田佳也

W.B.イ ェイツの「必修科ロゲール語」試訳

小樽短期大学研究紀要 (小樽短期大学)30	pp.1■ 4									2001
船戸成子

リフレイン考
―

W・ B・ イェイツ<ク レイジー・ジェイン>について

SAP(日 本詩学会)9	pp.6&79																		2001
星野	 徹

詩人イェイツの宗教観

大みか英語英文学研究 (茨城キリスト教大学大学院文学研究科英語英米文学

専攻)5	pp.13																															2001.10
堀田三郎

W.B.Yeatsの 「揺れる」 (`Vacillation')を 読む

AURORA(岐阜女子大学英語英米文学会)6	pp.43-59						2002.7
宮路きみよ

狂気のGollと Sweeney―W.B.Yeats“The	Madness	of	Kng	Goll''考

名古屋短期大学研究紀要 (名古屋短期大学)39	pp.71-79						2001
山崎弘行

Yeats's	Su● ect	Positions	on	l sh	Cultures	in	his	Poeins,with	Special	Reた r‐
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enceto	me	Dei s“ぬ江"人文研究 (大阪市立大学文学部紀要)53(5)
pp.83‐92.																																																					2001.12

Samuel Beckett

川島	 健

抵抗 としての習慣 :ベ ケット『ゴドーを待ちながら』

超域文化科学紀要 (東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻)6
pp.8096																												2∞ 1

北文美子

On	Becke性 's	T logy:Meditation	upon	Death

人文研紀要 (中央大学人文科学研究所)40	pp.1‐ 19							2001.10
高橋哲郎

¶le	Lyered	Structure	on	the	Stage	of	Endgame	by	Sainud	Becke性

法政大学大学院紀要 (大学院紀要編集委員会)47	2(Юl	pp.39‐ 56

谷上れい子

Beckett	and	Polidcs:Power	and	Resistance	in	Calastrophe

関西外国語大学研究論集 (関西外国語大学 。関西外国語大学短期大学部)73
pp.45.‐ 62																																																						2001.2

宮沢信彦

『怒 りをこめてふ りかえれ」と『ゴ ドーを待ちながら』―
オズボーン・、シ

ェイクスピア・べヶット

専修人文論集(専修大学学会)“ 	pp.207‐232											2001.3
森	 尚也

サ ミュェル・ベケットのモナ ド・機械・他者
―

無窓性の ドラマ トゥルギー

(ラ イプニッツ
ー

モナ ド・表象・オプテイミズム :ラ イプニッツ哲学の可能

性)

思、想、(岩波書	

「1動 	930		pp.147-164																														2001.10

Lafcadio	Hearn

今西正人

ハーン文学における色彩と光

英知大学大学院論叢 (英知大学大学院人文科学研究科)3(1)pp.113‐ 137

2001.9
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梅本順子

ラフカディオ・ハーンの伝記執筆をめぐる問題に関する一考察 (2)

一 	『ラフカディオ・ハーンについて」の出版を巡って

国際関係研究 (日 本大学国際関係学部国際関係研究所)22(1)		2001.7
pp.261297

太田宏人はか

ハーンの旅路をゆく :特集小泉八雲
―

へるん先生のあしあと

Front(リ バーフロント整備センター)14(3)										2001.12
工藤	 哲

ハーンのテニスン受容について

会津大学短期大学部研究年報 (会津大学短期大学部)18	pp.51-71		2(Ю l

工藤美代子

神々の国
一

ラフカデ ィオ・ハーンの生涯 (日 本編)(5‐ 13)

すばる (集英社)23(5)24(2)												2001.52(Ю 2.2

大東俊一

ラフカディオ・ハーンと神道

人間総合科学 (人 間総合科学大学)2	pp.21&188								2001.10
大束俊一

ラフカディオ・ハーンと儒教

人間総合科学 (人 間総合科学大学)l	pp.223-212										2∞ 1

高成玲子

ラフカデイオ・ハーンと日本美術

Lotus(日 本フェノロサ学会)1l		pp.6-15												2001

James Joyce

梅津義宣

JamesJore:`Araby'0“ う′勿ι浴)における「語り」の構造 (1)

尚細女学院短期大学研究報告 (尚細女学院短期大学)48	pp.41‐54

奥田良二

ジョイスのエグザイル
ー 自虐性が生むもの

エール (日 本アイルランド協会学術研究部)21	pp.1)26
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北山克彦

ジョイス、ベケット、そしてバンヴィル

(2000年 度アイルランド研究年次大会、いまアイリッシュネスとは「ポス ト」

をめぐるポリフォニー)

エール (11本 アイルランド協会学術研究部)21

pp.194-198																																																						2001.12

城山三郎

ジェイムズ・ジョイス (特集読書のリバイバル)

文学界 (文芸春秋社)56(2)pp■ 86188												2∞ 2.2

鈴木英之

JamesJoyccの 何もない空間一
―沈黙の空間を巡って (5)ニ ヒリズムと愛の

逆説 ・̈ (そ の3)

英文学論叢(日 本大学英文学会)49	pp.173-188											2001
立野晴子

午後三時の神語―― ジェイムズ・ジョイス「死者たち」における演劇作法と

<死の舞踏>の意味するもの

人文・自然 。人間科学研究 (拓殖大学人文科学研究所)5	pp.83-97	2001

辻	 弘子

ジョイス作『ダブリン市民』の愛の苦悩
―

`A	Painhl	Casc'の ´
考察

ノー トルダム清心女 子大学紀要外国語・外国文学i′扁 (ノ ー トルダム清心女チ

大学)25(1)pp.114-121																					2001
永原和夫

講演	 アイルランドの文芸復輿とジェイムズ 。ジョイス

エール (日 本アイルランド協会学術研究部)21	pp.17&192				2001.12

村川	 英

異文化との出逢い(168)ア イルランド映画『ノーラ・ジョイス 或る小説家の妻』

国会月報(国会資料協会)48(636)pp.6&70										2001.12
Robic,Greg

Ovid's	Memmoll)hoses	in	JainesJoyce's	Dzb′ J%ι浴

川村英文学 (川 村学園女子大学川村英文学会)6	pp.23-44						2001
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Oscar	Wi:de

阿佐美敦子

0・ ワイル ド「幸福の王子』に知る現代

実践女子短大評論 (実践女子短期大学)22	pp.69‐80								2001
伊藤	勲

ワイルド
ー

その美的形態と由来

愛知大学文学論叢 (愛知大学文学会)124	pp.67-81								2001
木村克彦

オスカー・ワイルド
ー

ポー トラ・ロイヤル・スクールとアイソラの死

作新学院大学紀要 (作新学院大学経営学部)1l	pp.1)23						2001
河野賢司、森下剛士、柴垣吉男

オスカー・ワイルド再考 (2)童 話・芥川竜之介・マクリイアモ

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会)19	pp.19-60

2001

佐々井啓

ワイル ドの喜劇と舞台衣裳
―

	『まじめが肝心」を中心に

日本家政学会誌 (日 本家政学会)52(1)	pp.4351									2001
佐々井啓

ワイル ドの喜劇と舞台衣裳
―

	「理想の夫』を中心に

国際服飾学会誌 (国 際服飾学会)19	pp.14-35											2001
佐々木隆

大正時代のワイル ド受容

武蔵野短期大学研究紀要 (武蔵野短期大学)15	pp.87-96						2001
清田幾生

歳言の形、警句の姿
―

ラ・ロシュフコーとオスカー・ワイル ド

長崎大学教育学部紀要人文科学 (長崎学教育学部)62	pp.53‐ 66			2001
千葉	 岡1

0sc″ Wideの ね̈ les(その8)The	Star‐ Child

英米文学語学研究会論集 (英 米文学語学研究会)9	pp.47-55					2001
土屋繁子

詩人オスカー・ワイル ド

『埋 もれた風景たちの発見―ヴイクトリア朝の文芸と文化―』 (中央大学人

文科学研究所)pp.393-442																			2002.5
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元井知子

『サロメ」における「月の役割」

国際文化学科研究年誌 (金沢学院大学国際文化学科)8	pp.3547 2001

その他のアイルランド文学

九谷浩之

ポスト・ナショナリズムの詩学 :マ ルドゥーン以前と以後

エール (日 本アイルランド協会学術研究部)21	pp.9&203				2001.12

田中正憲

バーナード・シヨー :「 ピグマリオン』一
ヒギンズ :魂 なき科学者

大阪芸術大学短期大学部紀要 (大阪芸術大学短期大学部学術研究委員会)25

pp.147‐ 166																																																	2001

棚木伸明

アイリッシュ・カウボーイと分裂した夢想のアメリカ :ジ ョン・モンタギュ

ーの「オクラホマ・キッド」を読む

佐々木みよ子他編『読み継がれるアメリカ』 (南雲堂)pp.245264	2002.3

棚木伸明

物語の変身言章:キ アラン・カーソンの F琥珀捕リーひとつの長い物語』にお

けるねじりと語り直し伝統と革新

『高柳俊一教授古希記念英文学論集』 (研究社出版)pp.337-355		2∞ 2.3

材;木伸明

毒舌と苦笑 :現代アイルランドのライトヴァース

英語青年 (研究社出版)pp■62-164															2002.6
橋本槙矩

シェイマス・ヒーニ
ー

暗黒から水の明澄へ (特集いま、アイルランド詩一

一アイルランド詩概論)

『現代詩手帖』 (思潮社)14(10)pp.9699										2001.10
藤本和子

ブライアン・フリール作『メイキング・ヒストリー』におけるヒュー・オニ

ールの葛藤

ノー トルダム清心女子大学紀要外国語・外国文学編

(ノ ー トルダム清心女子大学)24(1)pp.94105										2001
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日本イェイツ協会第37回大会プログラム

2001年9月 23日 (日 )～ 9月 24日 (月 )

◆第1日 9月 23日 (日 曜日)本館4階 441教室 (AVホ ール)

9:(Ю ～ 10:00受付

10:00～ 10:30開会挨拶

松田	 誠思	 氏

栗原 	 敦 	 氏

I)eclan	O'	Donovan	 氏

司会	 谷川	 冬二	 氏

10:30～ 11:30	特別講演 	[本館 441教 室]

Yeats	and	Myser MIchel1	0	Siadhail	 氏

司会	清水	重夫	氏

11:30～ 12:30	研究発表 	[本館 441教 室]

W.B.Yeatsか らSeamus	Hcancyへ の遺産				 鈴木		 弘	 氏

ブレイクとイェイッー 4	Иsグθ%へのブレイクの貢献	 内藤	 史朗	.氏

司会	 羽矢	 謙一	 氏

12:30～ 13:30昼食・総会 [本館 442教 室]

[本館441教室前]

[本館441教室]

日本イェイツ協会会長

実践女子大学文学部長

駐日アイルランド大使
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司会		 鈴江	環子	氏

13:30～ 14:30	研究発表 	[本館441教室]

ビザンティウムとは何か一 イェイツと『ケルズの書』の謎

イェイツの想像力とケルト的思考としての「ゲッサ」

司会

14:40～ 17:30<シ ンポジウム>[本館 441教 室]

1ルι	Zα%ル簿″♂グ0″s″%が手むもの

司会 ,構成

講師

講師

講師

18:00～ 20:00懇親会	 会場 :桜ホール

木原

木原

佐野

松村

池田

荒木

小堀

謙一	 氏

誠	 氏

哲郎	 氏

賢一	 氏

寛子	 氏

映子	 氏

隆司	 氏



◆第2日 9月 24日 (月 曜日・祝日)本館4階 441教室 (AVホール)

10:00～ 11:00	研究発表 	[本館441教室]

『鷹の井戸」における「凝視」の意義

聖王殺しの祭儀―「パーネルの葬儀」を読む

尾澤	 愛子	 氏

萩原	 員一	 氏

司会	 藤本	 黎時	 氏

11:10～ 12:10	研究発表 	[本館441教室]

イェイツにとってのアイルランドの転換期―

hysterica	passio,sacva	indignatioそ してtragic	joy

クレイジー・ジェイン詩編における隠喩的表現

司会

海老澤邦江	氏

鈴木	哲也	氏

奥田	 良二	氏

12:10～ 13:α)昼食 	[本館442教 室]

13:00～ 13:30

13:40～ 16:30

ポエトリー・リーディング	[本館441教室]

Miche五1	6	Sidhall	 氏

司会	 清水	 重夫	 氏

シンポジウム	[本館 441教 室]

イェイツを読む一 歴史の転換期と個人

司会・構成	 風呂本武敏	 氏

講師

講師

講師

16:30 閉会の辞 	[本館 441教 室]

司会	鈴江	輝子	氏
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く論文要旨>

On Yeats'Early Poems and Celtic Elements in
the	Celtic	Revival

Kunie Ebisawa

The early essays and articles on Irish literature W. B. Yeats writes in the 1880s

and 1890s are good materials that help us underctand his expectation for Irish litera-
ture and literary theory. They also clearly show how Yeats formulates his poetic
theme and style in the political and social turbulence in the Victorian age. This arti-
cle intends to delineate his seminal thoughts on Irish literature in the background of

"the Celtic Revival" in the late 19th century and examine how he applies his poetic
principle of Irish literahrre to his early poems.

Matthew Arnold' s On the Study of Celtic Literature, in particular, is a touchstone
for Yeats to give a new definition to "Irishness". For although Arnold contributes
much to rediscovering importance of Irish literature and raising interest in Irish cul-
ture, Yeats remarks that there are errors and misunderstandings in Arnold's argu-

ment. He explores Celtic elements or faits to endow his work with from his own
point of view, not from any foreign scholars'. He succeeds to create the dauntless
and dream-pursuing personification of Ireland from the folk legends and myths like
Oisin, Cuchulain or King Goll, opposed to the typical Irish image, "the weak,

dependant and sorrowful female" prevailing in the Victorian age. Moreover, he
endows his poems with the native colours to evoke a specific image or ahnosphere of
Ireland.

While Arnold implies that Ireland is in an undeveloped state of literature, Yeats

insists that its primitive form of expression, the oral tradition of folklore, is the core
and Eeasure of Irish literature. Through Yeats' own research on Irish folklore and

myths, he begins to acknowledge imaginative power and lrue Irish voices echoed in
Irish folk legends. His belief is shengthened that the literature based upon the soil of
Ireland can represent and express Ireland, which should gain the universal acknowl-

edgement and evaluation.
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Sailing to Iona: Yeats, Byzantium and the Book of Kells

Kenichi	Kihara

Curiously enough, Yeats never referred to the Book of Kells in any of his works, in
spiie of his great interest in early medieval Irish decorative ans. The enigma becomes
solvable by revealing what Yeats' s "Byzantium" realb meant Although there is no ref-
erence to the Book of Kells in Yeats's works, an attempted reference can be found in
his manuscript written for the speech prepared for the BBC program: "When Irish-
men were illuminating the Book of Kells... Byzantium was the center of European civili-
zation and the source of its spirihral philosophy, so I symbolize the search for the spirihr-
al life by a journey to that city." The still enigmatic relation between the Book of Kells
and Byzantium becomes clear by the following sentence included in Stanford
Robinson' s Celtic llluminntiue Art published in 1908, a copy of which can be found in
Yeats' s library: "It is interesting to notice that the work of the scribes of the Columban
community at Iona synchronized witlt the renovations of Justinian at Byzantium." The
work of the scribes of the Columban community at Iona means, of course, the Book of
Kells. Yeats thought the period "a little before Justinian opened SL Sophia and closed
the Academy of Plato" was the climax of Byzantine arts and this is the period, accord-
ing to Robinson's book, when Byzantine synchronized with the culhrre that produced
the Book of Kells. The reason why Yeats's regarded this period of Byzantium as the
most important historical moment is that when early Irish Christian culhrre reached its
climax, it was deeply associated with Byzantium and those Celtic decorative arts kept a
certain compatibility with Byzantine arts. In short, Byzantium was another narne for ear-
ly medieval Ireland for Yeats. Byzantium became important in Yeats after A Vision
(1925). Yet there are some, though not many, references to Byzantium in his early
works. It is interesting to notice that all the references to Byzantium in early works have,
in some way or other, something to do with early medieval Ireland. This association
seems to be completely erased after 1925. When Yeats explains Byzantium in A Vision,
however, the specific features described are not so much of Byzantium as of Celtic deco-
rative arts. Why did Yeats have to use such an elaborate camoullage to hide his real
intention? The most important factor must be the comptcated political situation of Ire-
land in which Yeats was put. All the creative activities of Yeats were done in the central
part of this political struggle and he was very sensitive to the fact that all the efforls to
seek Celtic identity are easily associated with the modern type of the rightwing national-
ism that anesthetizes all the human senses. It is very probable that by using the mask of
Byzantium, Yeats tried to cut offthis association of modern nationalism.
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Yeats's Imagination and GEASA

Makoto Kihara

We often fnd in lrish legends a mysterious prohibition called "geasa," a kind of
taboo, which is one of the characteristic manners of the ancient Irish. The tragedy of life
e:<pressed there is often worked out through the breaking of a series of geasa, which
may be intensely interesting to those who inclusively study the relation between
Yeats's imagination and the Irish elements.

Generally taboo may be closely related with the origin and identity of humanity;
ironicallyAdam in 'Genesis,' who had once been born as an immortal, could identifu
himself as a mortal just after breaking a taboo. And the son of "Urashima" in Japanese
legend could find himself human not an eternal fuiry only through the opening of

"tamatebako," a mysterious box And as well in many cases taboo pedorms a func-
tion of classifring and characterizing totemic goups among primitive societies accord-

ing to what is prohibited. Therefore geasa as the Irish taboo may give some clue for
identifuing their mind.

Cuchulain (named from Culain's hound), the most impressive hero among
Yeats's late woks, also sulfered from conflicting geasa; he might refuse no invitation to
meat and might not eat the flesh of a dog, which might be rationally explained as fol-
lows; kill all the flesh, that is, all his enemies to guard the flesh of a dog, his fumily and

clan as a guardian of tilster , though of course irrationally explained; kill anybody with-
out killing his frmily. Under this paradoxical geasa he kept killing all his enemies,

among whom his real son was included. Thus he broke his geasa ironically just through
the keeping of it, because his son was the only family to defend as well as the only coura-
geous enemy worthy for him to fuht and kill-his son was t}re very flesh of a dog invited
by the Celtic Fortune. We should listen carefully to the hagic voice of Yeats as an Irish
poet who describes Cuchulain as the hero who was charmed and fought against the sea-

139



The Mythical Moments in History and the Individual
in Yeats's 'Leda and the Swan,' 'The Mother of God,'

and 'The Second Coming'

Yoko	Sato

The triad poems of 'l-eda and the Swan,' 'The Mother of God,' and 'The Second

Coming' have great significance in Yeats's symbolic system in the sense that all of these

three poems represent the mythical moments in history in which the opposite forces encounter

each other, followed by the simultaneous destruction and creation. Though his poetic tech-

niques vary from poem to poem, Yeats is consistent in the way that he describes these grand

visions from a viewpoint of a mortal human being as an individual.
It is particularly interesting to see that in '[rda and the Swan' the narrator as a visionary

dramatically shifs his perspective from macrocosm to microcosm to macrocosm again, effec-

tively using the "sound symbolism," and evoking the critical moment of myth, which

denotes the opening of what Yeats calls the "antithetical," or heroic civilization. As the two
different sounds "f' and "g" altemately go through the first quatrain, the two different
entities, the natural and the supematural, are unified into one. The mortal "body" is now

touched and attacked by the immortal, whose coming into existence is foretold and enforced

by the "b" sound, which successively appears tluoughout this poem.

Interestingly in 'The Mother of God,' the "b" sound, which is emblematic of the anti-

thetical hem, does not dominate the Virgin Mary's reflection on what Yeats call the "pnmary,"

or Christian civilization. The frequency of the "b" sound, suggesting Mary's earthliness

competes with the "l' sound, characterizing the primary civilization---omething divine,

soft and tender that falls into Mary's womb. The fear and puzzlement as a weak human exis!
ence of no free will is emphasized in her dramatic monologue.

The narrator as a visionary of 'The Second Coming' can momentarily see so far as to

predict that the cycle of civilizations will be reversed once again. Paradoxically in this poem,

the same "f' sound also conveys the image of a "falcon" symbolic of the "antithetical"

civilization, and this "f' resonance is gradually replaced by the recurrence of the "b"
sound, which unmistakably anticipates the birth of the anti-Christ. In this way, Yeats's system-

atic use of the sound symbolism highlighs the mythical moments in history and the individual
as well.
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編集後記

◆	 今回は、ほとんどの原稿が締切日前に届いたので、いまや年中行事のようにな

っている突貫工事さながらの編集作業をせずに済んだことは幸いであった。それ

でも、学会当日の配布にかろうじて間に合ったというのが実情である。投稿論文

の審査をできるだけ時間をかけて丁寧に行っていることが主な原因なので、次号

から、原稿の提出締切日を1月 ほど早めることになった。

◆	 ミホール・オー・シール氏がイェイツ学会での講演原稿を寄稿してくださった。

記して深謝したい。なお、原稿に用いられている斜体や段落の表記法は、標準と

は異っているが、氏独特の文体感覚を尊重する立場から、修正は、参考文献の表

記法を標準化する程度にとどめ、原則として行わないことにした。あくまでも例

外的な措置としてご了解いただきたい。今後とも、投稿論文等の執筆の際は、表

記を統一する単調な作業にたずさわる編集委員の負担を軽減するためにも、投稿

規定に定められた表記法に従っていただきたい。

◆	先日の編集委員会で特集号のあり方について議論した結果、2年 に1回、編集

委員会が決定したテーマに基づき、執筆希望者を全会員から募ることになった。

次号の特集のテーマは [イ ェイツのケルト観をめぐって」に決まった。詳細は「ユ

ニコーン」紙上等でお知らせすることになっている。会員の皆様の積極的な応募

を期待 したい。

(111奇 ;ムイ子言己)
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『イェイツ研究』投稿規定

【資格】	 投稿者は日本イェイツ協会会員であることを原則とする。

I執筆要領】

1	 原稿について

1)和文の場合は横書きとしヾ4∞字詰め原稿用紙に換算して論文は30枚以内(必

ず30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

シンポジウムの報告は5枚以内、研究発表の要旨は3枚以内とする。

2)英文の題名、及びローマ字書きの筆者名を添える。

3)英文の場合、論文は5,000語 以内とする。シノプシスは不要。

4)原稿はすべてフロッピー・デイスクで提出する。M3DOS形 式でフォーマ

ットされたフロッピー・デイスク (ウ ィンドウズ・パソコンで使えるフロッピー・

デイスク)にM,WORD形式、一太郎形式またはRTF(リ ッチ・テキスト)

形式で保存し、プリントアウトした原稿 6部を添付するものとする。フォントは、

原則としてMS明朝を使用すること。数字は半角を使用すること。

2	 本文について

1)和文原稿の句読点は、読点(、 )と 句点(。 )を 用いる。

2)年号表記はできるだけ西暦に統一し、元号を併記する場合は下記の通りとする。

[例]20()1年 (平成13年 )

3)外国の人名、地名、書名等は、原則として初出の際は原語で表記する。‐

4)引用文はかぎカツコ「	lで くくる。3行以上にわたる長文の場合は、本文よ

り左1字 インデント	し、引用文の上下を1行ずつ空ける。英文原稿の場合、引

用文 (語句)にはダブルクォーテーションマークを、詩の題名等にはシングル

クォーテーションマークを使用すること。

5)作品(詩 、及び散文)の引用はすべて英語とする。ただし、外国の研究書の引

用は日本語訳とする。

3	 注について

注(引 用文献を含む)は本文中に算用数字で表記 し、本文の 後に通 し番号で

まとめる。注番号にはすべてカツコは使用しない。パソコンワープロソフトや

ワープロ専用機に付属 している脚注・尾注機能は、編集作業に支障をきたすの

で使用 しないこと。
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4	 文献表示について

引用文献の表記方法は下記の通りとする。

・	和文の場合

○	著書 :著者名『書名』(シ リーズ名)出版社、発行年度、引用頁。

〔例〕 材:木伸明『アイルランド現代詩は語る一オルタナテイヴとしての声』思

,朝 卒土、	2001、 	137。

[連続引用の例]同書、839。

〔間隔をおいた同一書の引用例]前掲書、120。

○	雑誌 :執筆者名、「論文名」(『雑誌名』巻号、発行年度)引用頁。
★	 英文の場合

○	 著書 :著者名,書名(イ タリック体).出版社(ま たは出版地 :出版社)発行

年度,引用頁.

[例 ]Rchad	Ellmann,7レ Iル″′′′夕のF】セαお ( )ndon:Macmillan,1954)85.

[連続引用の例]Ellmann	65.

I間隔をおいた同一文献の引用例]Ellmann	faι π′の 2022.

○	雑誌 :執筆者名,“論文名,"雑誌名(イ タリック体),巻号,発行年度,引用頁.

その他詳細については、原則として『MLA英語論文の手引 (第4版)』 に

基づくものとする。

5	 校正について・

1)執筆者の校正は初校までとする。

2)校正段階での大幅な訂正・書き換えは、原則として認められない。完成原稿

で提出するものとする。

【締切】 毎年5月 末日

【宛先】	 日本イェイツ協会事務局

【審査】	 原稿掲載の可否は編集委員会が決定する。
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THE	YEATS	SOCIE「Y	OFJAPAN

CONS「ITUT10N

1. The Society is to be called THE YEATS SOCII]TY OI" JAPAN'

2. It has as its object the promotion of Yeats studies in Japan by means of:

a. lecture meetings;

b. contact and co-operation with similar societies abroad, in particular with

the senior society at Sligo;

c. publication of a Society bulletin and of members'work on Yeats;

d. other activities.

3. The Society consists of President, Committee and Members.

4. The President is to be elected by the Committee.

5. The Committee is to be elected by the Members.

6. Both President and Committee hold office for two years, but may offer

themselves for re-election.

7. Membership fee is 5,000 yen per year.

8. Membership of the Society requires written application and payment of the

stated fee.

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

etc.

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

the Society.

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

of the Annual General Meeting.
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