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1.本 会 は 日本 イ ェ イ ツ協会 (¶ le Yeats Society ofJ“ an)と 称 す る。
2.本 会 はわが 国 にお け るイェイ ツの研 究 の促 進 を 目的 と し、あわせ て海外 の
研 究者 との密接 な連絡 お よび協 力 をはか る。
特 にアイ ル ラ ン ドの イ ェイツ協 会 との緊密 なる連繋 を保 つ 。

3.本 会 は次 の役 員 を設 ける。
(1)会 長

一名

(2)委 員

若干名

4.会 長 は委員会 の推 薦 によ り定 め、委員 は会 員 の選挙 に よ り定め る。
5.委 員会 の推薦 に よ り顧 問 を置 くことがで きる。
6.役 員 の任期 は二 年 と し、重任 をさまたげ な い 。
7.委 員会 は会 長 をたす け会務 を行 う。
8.本 会 は次 の事 業 を行 う。
(1)大 会 の 開催
(2)研 究発 表会 、 お よび講演会 の 開催
(3)研 究業績 の刊 行
(4)学 会 誌 の発行

9.本 会 の経 費 は、会 費 そ の他 の 収入 によつて支弁す る。
10.本 会 の会 費 は年 額 5,000円 とす る。
11.本 会 に入会 を希望 す る ものは、 申込書 に会 費 をそえて 申 し込 む こととす る。

12.本 会 は支部 を置 く こ とがで きる。
13.本 会則 の変更 は委 員会 の議 を経 て大会 に よつて決定す る。
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《イェイツ学会講演》

Dancing to Diagrams: Symbols and Patterns in
Yeats's Dance Plays
Dro Noreen Doody
Oniversity College Dub10
During the late nineteenth century the music halls of lnndon and the theatres of Paris were alive with every form of dance: ballet dance, free form dance,
novelty dance acts. Dance featured in French symbolist writing of the time and its
potential as a literary symbol excited the imagination of W. B. Yeats.
Yeats began using dance movements in his early plays:. The Land of Heart's

Daire, Deirdre arrd On Baile's Strand. Dance becomes central to the group of
plays he wrote from 1916 to 1921 known collectively as Four Plays for Dancerc: At
the Hawh's Well, The Only Jealousy of Emer, The Dreaming of the

Bona and Caloa-

ry and to his later dance plays written in the 1930s, The King of the Great Clock
Tower and A Full Moon in March. Yeats's dance plays are indebted in many ways
to the Noh drama but as Masaru Sekine and Chris Murray point out in their book,
Yeats and the Noh:

A

Com\aratiae Study, Yeats's creative mind was working

towards similar types of theatrical concerns as those of the Noh before he had
ever encountered Noh drama. Sekine and Murray describe this as "one of those

extraordinary coincidences that occur from time to time in literature"

l. Yeats's

mind was in tune with the Noh, he too was hoping to realise "inner truths
glimpsed through stylised form."2

In his philosophical writings Yeats is concerned

witl

man's yearning for com-

pletion and the achievement of this state of perfection in what he calls Unity of
Being. Yeats's philosophical writings are also concerned with explaining the move
ment of civilisations

-

how one civilisation gives way to the next one in a continu-

ous movement. In the dance plays Yeats presents his tJreoretical vision of both of

these phenomena in two ways: in the visual concrete image of the dancer and in
geometrical diagrams created both by the movement of the dancer and by imagined images inscribed on the space above the dancer. In the following essay I will
consider all of these aspects of dance in Yeats's work and will begin by taking a
o
J

look at Yeats's concept of Unity of Being.
In his philosophical concept of Unity of Being Yeats proposes that conflict is
necessary to life, that life is characterised by struggle. He contends that man's

will

towards perfection expresses itself through the interaction of opposing forces.
Yeats's theory of Unity of Being involves the struggle of personality with its
opposite and this opposing force he sometimes envisions as arising from within

the personality and sometimes as being an outside force or daimon. Yeats contends that man wears a mask of antithesis and incarnates towards perfection of
being which is expressed by a beautiful image. Yeats writes in

A

Vision: "Man

seeks his opposite or the opposite of his condition, attains his object so far as it is

attainable, at Phase 15 and returns to Phase 1 again"3.

Unity of Being is achieved, in as far as it is possible, at Phase 15 in Yeats's
philosophical system. In this system Yeats explains that the soul must incarnate
through various phases before reaching this stage. At the point of per{ection there

is no longer desire, there is no "struggle", no conflict

-

and so because struggle is

absent no human life is possible at this phase. Unity of Being is not realisable as a

living human achievement but can only be

a symbol, an image of perfect beauty.

Yeats will use the image of the dancer in his late dance plays, The King of
Great Clock Tower and A Full Moon in March, as this perfect image of Unity of
Being but inthe Four Plays for Dancen, the dancer is still human, life's struggle is

still present in the form of desire so perfection of image is not a possible state of
being. Yeats depicts his dancer as progressing towards pedection ofbeing in the
Four Plays for Dancen but no realisation of Unity of Being is fully achieved.
Yeats depicts dance in the four plays as a composite of antithetical forces:
good and evil, life and death, soul and body. Yeats's primary model for this type of
dance is Oscar Wilde's symbolist play, Salom6. The story

of.

Salomd is based on

the Bible story. The version of the story in Wilde's play is as follows: Herod,
Tetrarch of Judea, has put the holy man, Iokanaan, in prison. Herod's niece, the
young princess Salom6 desires Iokanaan. He rejects her. Her uncle, Herod,
desires Salom6 and begs her to dance before him and he will give her whatever
she desires. She agrees to dance and when her dance is over, she asks Herod for

the severed head of her beloved, the holy prophet Iokanaan.
Salom6 dances with voluptuous movements but her mind is removed from
4

her actions and is intent upon her perverse purpose. Salomd combines many
opposing qualities : she is both innocent and depraved, gentle and cruel, sensual

and cold. Incorporated into her dance is desire and the promise of destruction.
She dances before her covetous uncle whose response to her dance indicates its

erotic nature while her own attitude demonstrates its chilling reserye. She dances

with cold purpose, her mind divided from her movements

-

and it is this duality

within the dance that is signilicant for Yeats's work. In Wlde's play Yeats perceived the double nature of the single image recognising within the sensual move
ment of the dance a still, contemplative presence. This is the style of dance which
Yeats would recreate in his own work. In his early plays (19011906) : The Shad-

owy Waten, On Baile's Strand and Deirdre, he made some tentative attempts to
use sensual dance movements but

it was not until his Four

Plays

for

Dancers,

about ten years later, that dance became of prime importance to his work. The
Japanese dancer, Michio Ito, danced in the first performance

Well,1916. Not

a

of.

At the Hawks'

trained Noh performer, Ito had attended modern dance schools

in Japan and Paris. W. B. Yeats admired Ito's "ability by his gestures to create
images of an inner, spiritual world of experience ... to inhabit as it were the depths
of the mind."a Ito's style, his controlled dance steps and inner spiritual life are not
incompatible with the sensual and spiritual mix of the dance of Wilde's Salom6. In

his Four Plays for Dancerc Yeats depicts the double natured dance of the sensual
and the spiritual; he invests the dance with sensuous movement, menace and intimations of death; he uses various methods to distance

in order to depict the soul within the body,

to

tle

dancer from the dance

create a certain stillness in move

menL In the first of his four dance plays, At the Hawks' Well,Yeats signals this
duality in the dance by the possession of the seductive dancer by an unearthly
fairy creature, the'Woman of the Sidhe, whose eyes are vacant and "a terrible life

is slipping through her veins"S. ln The

Only lealousy of Emer, Yeats undercuts

the sensuality of the dance in ascribing the cold stillness at its heart to the fact of
the dancer being more like

a

gold or bronze icon than a human being. The dance

of desire in The Dreaming of the Bones is performed by the lifeless dead shades of
the lovers, Diarmuid and Dervorgilla. The dance in the fourth datce play, Caaalry, is performed by the Roman soldiers. They circle the cross of the crucified
Christ in

a

promise of death and their callous objectivity is far from human.
5

The dancer in Yeats's Four Plays for Dancers represents the fundamental
human longrng for Unity of Being, for perfection. Opposing characteristics are
unilied within the dance but this unity is disrupted by unappeasable desire and
the struggle for its attainment. In At the Hawks' Well, the young man seeks the
waters of everlasting life and is distracted from his quest by his desire for the

hawk/girl who guards the sacred well. In The Dreaming of the Bones the lovers
desire to be united by a kiss and, in The Oily Jealousy of Ener the fairy woman,
Fand, is obsessed by the desire to kiss the mouth of the hero, Cuchulainn. [n

these plays, the kiss represents the consummation of desire; its achievement
would represent completion and a state of perfection. However, no kiss takes
place in either play; no perfect state is attained; no Unity of Being is achieved.

The dancers in the Four Plays for Dancen struggle and desire, they never enter
into image or Phase 15 of Yeats's system.

In his poem, 'The Phases of the Moon', Yeats explains: the full moon occurs
at Phase 15, before this phase the soul seeks itself "and afterwards the world". As
Phase 15 approaches desire is at its most extreme, subjectivity is at its strongest

its release is into image where all, though separate appears as one
the moon is rounding towards the

full/

-

-

"But while

He follows whatever whim's most dffi-

cult/ Among whims not impossible" and "Under the frenzy of the 14th Moon,/
The soul begins to tremble into stillness,/ To die into the labyrinth of itself!" At
the 14th phase the most extreme form of subjectivity occurs and at Phase 15, soul
and body are brought into perfect unity in the beautiful image. At this stage all is

image. Yeats writes: "All thought becomes an image and the soul/ Becomes a

body". Sensuality, spirituality condense into a bodily image conveyed by the
dancer. "All dreams of the soul", Yeats writes, "end in a beautiful man's or woman's body" 6.

At Phase

15 when completion

is achieved, all struggle

ceases, desire is no

longer possible and all is transmuted into an image. Yeats writes of this stage in A
Vision:

*Tlrought and will are indistinguishable, effort and attainment are indistin-

guishable; and this is the consummation of a slow process; nothing is apparent

but dreaming Will and the Image that it dreams"

7.

Yeats expresses this state of

perfection in his poem, 'Amongst School Children' (1926), in which he charts the
movement of self through anti-self to unity of being in the incarnation of image.
6

O body swayed to music! O brightening glance!

How can we tell the dancer from the dance ?8

In these final lines from the poem Yeats unites the extremes of opposition
ual and sensual

-

-

spirit-

and this fusion realises Unity of Being. Sensuality is depicted in

the undulating movement of the dancer, the accompanying music and the covetous glance. In his poem 'Solomon and the Witch', Yeats writes "...all passion is

in the glance" e. With the word, "brightening", Yeats invests the sensual glance
with the spiritual and creates the image of body quick with soul; the phrase,
"brightening glance", also conveying a sense of body being spiritually illuminated

from within. The dancer is image and Yeats writes in 'The Double Vision of
Michael Robartes': "So she had outdanced thought./ Body perfection brought"l0.
The soul and body are visible in the dance as one indivisible image of perfect beau-

ty. While as

I

have said none of the dancers in Four Plays for Dancers have
achieved image because they continue to desire, Yeats resolves this issue within

the dance in his later dance plays: The King of the Great Clock Tower and A Fall
Moon in March where desire is overcome at the 15th phase and image and Unity
of Being are dramatically attained.
The similarity between The King of the Great Clock Tower and Wilde's Salomd
has often been noted by crifics; however, in his introduction to A Full Moon in
March, Yeats skongly denied this influence, and, as proof of the guH between the
two plays, pointed to the beheading of the holy man happening after the dance in
Wilde's play as opposed to before the dance in his own plays. This is an important

distinction. The holding of the head before the dance is crucial to Yeats's symbo
lic metaphor, The holding of the head before the dance, the dance itself and the

final kiss of completion between head and dancer
March takes place under the full moor

-

-

which in A Full Moon in

are conceived as a close progression

through which Yeats achieves a graphic, visual depiction of his metaphysical posi-

tion. In A Full Moon in March the

austere Queen in Yeats's stage directions:

"holds above her head the severed head of the vulgar Swineherd", as

if she is

about to don the mask of anti-self. The First Attendant sings as though she were
the voice of the Queen, and tells of her love for the common Swineherd; mask and
7

Queen coalesce. She dances to "drum-taps" as though the dance were the strug-

gle of life between man and Daimon. The Second Attendant sings as though she
were the voice of the Head and alludes to the transformatory moment of "a full
moon in March". The Queen in her dance "moves away from the head, alluring
and refusing"ll. The Queen's action is sensual and flirtatious but, more important-

ly, it symbolises the struggle which ensues following the adoption of mask

-

the

attraction towards it and the fear of it.
Because the ghost is simple, the man, heterogeneous and confused, they

are but knit together when the man has found a mask whose lineaments

permit the expression of all the man most lacks, and it may be dreads, and
of that only.l2

The moment of total unity occurs when she kisses the head and trembles into stillness. This represents the moment of consummation and the soul of Phase 14 trem-

bling into the stillness of image at Phase 15. This climactic moment within the
dance is Yeats's visual depiction of Unity of Being, perfection achieved in image.

While Yeats uses the dancer to convey his notion of perfection of being he
also uses the dance to express another major concept of his philosophical think-

ing: the movement of civilisations or how he understands the process by which
one era takes the place of the next in continuous progression. This further symbo

lic significance which Yeats atkibutes to dance is evident in the dance within his
plays, The King of the Great Clock Tower andA Full Moon in March and in the dia-

grams and patterns which he employs not only in these plays but also in the Four
Plays

for Dancers.

The dance in The King of the Great Clock Tower is an image of transcendence

which overrides spatial and temporal barriers and encompasses the movement of
all existence. Within this greater movement, the Queen dances. The play ends at
the stroke of midnight on the last day of the year. The moment of consummation
between the dancer and the severed head occurs as the dance comes to a close
and the new year is about to take the place of the

lasl

The Queen before dancing,

has wondered what she will conceive from her union

with the severed

head.

Yeats draws the analogy between the sexual act and the coming into being of cMli8

sations. At the climactic moment of one era the next era is conceived and brought
into being

-

in A Vision Yeats suggests that at the highest point of the Christian

era the inception of an antithetical era takes place just as at the highest point of
the Ancient Civilisation the Christian era came into being.

The image of the dancer in The King of the Great Clock Tower illustrates the
mystery of time and the possibility of eternal time. Yeats frames his play within a

dance. At the beginning of the play there is a song about 'T'rr nan noge" [The
Iand of Youthl and the happy, dancing lovers who live in this timeless land. Time
is theirs

-

"lad and lass... Are bobbins where all time is bound and wound"l3. In

the final song, the attendants sing of a ruined castle, Castle Dargan, in which
those who no longer live human lives are dancing: "Yet all the lovely things that
were,/Live for I saw them dancing there"ra. These dancers have escaped earthly

time and dance in a timeless zone. Yeats had described human life in terms of
dancers dogged by time in his poem, 'Nineteen Hundred and Nineteen': "All men

are.dancers/And their tread goes to the barbarous clangour of a gong"ls. The
play ends with the Dancer Queen "framed in the half*losed curtains"r6, standing

the beautiful image. Human life may not be possible at this stage but a prolongation of a realm of efstence at the juncture of life and death is envisaged by
as

Yeats. The still image of the dancer is the visual representation of the liminal
space forged at the point of meeting between

life and death and now developed

into a concept of endless time by Yeats and articulated in the final words of the
play: "I have stood so long by the gap in the wall/ Maybe I shall not die at all"r7.

While the image of the dancer is employed by Yeats in his symbolic representation of two major preociupations in his philosophical concerns
of civilisations and Unity of Being

-

-

the movement

it is not only through the image itself that he

communicates these ideas but through the pafterns and geometrical diagrams

which the dancer inscribes upon the stage and which Yeats imaginatively projects
upon the space above the dancer. Giorgio Melchiori comments in his book, Zle
Whole Mystery of

Art \eats

conceived of patterns (geometrical patterns

-

ovals

and squares) as the basis of artistic expression as well as of thought. It little mat-

ters that he considered patterns to be important not in themselves, but as symbols: what counts is the fact that they... had become associated in his mind with
inspiration and aesthetic expression"ls. The diagrams which represent Yeats's

ir A Vision and it would probably be useful
geometrical figures which Yeats uses in A Vision

system of belief are depicted by him
here to recall the diagrams and

to represent all life: the nature of man and of existence.

In Yeats's system a gyre describes a circular motion or a whirling spiral like
the flight of a hawk. Yeats sees all life - both individual and in general - in the
form of gyres in which a line is used to represent time, subjective life and emo

tion. A plane at right angles to the line is used variously to represent space, objective life and intellect. The line and the plane together with their opposing charac'

teristics are present within the gyre. The interlocking gyres represent both indi'
vidual life and general life. Yeats simplifies the design by representing the gyres
as

interlocking cones.
The gyres are continuously expanding or contracting and represent the con'

flict inherent in life "by two movements which circle about a centre because a
movement outward on the plane is checked by and in turn checks a movement
inward upon the line and the circling is always narrowing or spreading because
one movement or the other is always the stronger. In other words, the human
soul is always moving outward into the objective world or inward into itself ... the
subjective man reaches the narrow end of the arc at death ... the objective man on

the other hand, [his] gyre moves outward

..."1e

Yeats uses the same diagram to

symbolise history and the progression of cMlisation. Each era is the antithesis of

the preceding one. The end of an era is signified by the point at which the one
gyre reaches its greatest expansion and the otler gyre is at its greatest point of
contraction.

The pattern of the dance which Yeats depicts in the Four Plals for Dancers
nlife
is... no
emulates the gyre which represents all life. He writes in A Yision that
waterfall but a whirlpool, a gyre"m. The falcon

in his poem, "The Second

Com-

ing" Oan. 1919), is "turning and turning in the widening wre"zr. "All men", Yeats
explains in 'Nineteen Hundred and Nineteen', "are dancers" and the dancer perns
in the gyre of life. In his Four Plays for Dancers Yeats ingeniously employs imaginative space to depict this concept in each play Yeats deploys a composite image
to indicate an imaginative configuration of an interlocking vortex or cone.

The dancers in each of the plays move in a circular motion: the dancer in Af
the Hawh's Well imitatesthe circular movements of the hawk; the Woman of the
10

Sidhe in The Only Jealousy of Emer dances "around the crouching Ghost of Cuchu-

't ' n"22; in The Dreaming of the Bones, the Stranger and the Girl dance "from rock
to rock"z3 ascending the mountain, moving three times "round the strgs"2+ as they
ascend to the summit; the Roman soldiers clasp hands in a ring around the cross,

dancing. Yeats imaginatively draws these dancing circles upwards in

gyre like motion: the hawk spirals above the dancer in

At

a

continuing

the Hawk's Well.

Through the figure of the hawk the one vortex is imaginatively drawn towards its
apex and represents the base of the opposing whirling vortex. This hawk is men-

tioned in The Only Jealousy of Emer - "A woman danced and a hawk flev/'zs - and
its verbal presence provides a similar imaginative configuration to the one it gives
in

At

the Hawh's Well.

'I\e

dancers in The Dreaming of the Bones reach for the

summit of the mountain, extending the dance to its apex, "the eddying cat headed
bird"26 of which the Musicians sing, subtly indicates an opposing vortex. The sol-

diers, holding hands, "wheel about" t}re cross in perhaps the most explicit of all

the spatial conligurations

-

the shoulders of the cross dictating the narrowing of

the conical shape to its apex at the top of the cross. Above the cross the ger-eagle

flies into the sun providing the base of an answering objective vortex. In each
play Yeats has inscribed the shape of the gyres, the doubling spiralling vortexes.

In the first three plays, starting from a single point and moving outwards, the
dancers of Phase 14 describe their circumference. These dancers represent sub
jectivity, the narrow end of the vortex. In Calaary, however, the dancers hold
hands and begin their dance from a widened circle

-

the wider end of the vortex

which, like the soldiers themselves, represents objectivity.

In the later dance plays, The King of the Great Cloch Tower and A Full Moon

in March, the spatial diagrams are still in evidence: the clock beats time high up
on the tower in the one, and in the other the moon sits in the sky, while in both
the dancer circles the stage below.
Yeats's geometrical representations of thought reveal the extent of the symbolic burden he placed in the dancer. He develops the concept of the double natured

dance into a vehicle which expresses subjective nature, on the one hand, and
objective, on the other. He has processed the dance into the underlying pattern of

t}te movement of all

life.

Dance not only depicts the nature and perfection of

being but it also represents Yeats's ttreory of cultural movement.

l1

"Man can embody the truth", Yeats said, "but he cannot know it"27. Yeals's sym-

bolic image of the dancer embodies his poetic truth and brings to mind the dramatist, Brian Friel's assertion in his play, Dancing at Lughnasa. Speaking of the usurpation of language by dance, Friel describes the characters of his play: "Dancing
as if language no longer existed because words were no longer necessary..."28
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論文》
《

`Among School Children'の 解釈 をめ ぐって

1

三 宅 伸 枝
`Among Schod Chldren'(1926)に ついては従来様 々な解釈が行われてきた。
主だった論 を挙げて検討 し、合わせて詩のテクス トを分析 したい。結論 としては、
この詩 は生命の賛歌 であるとい うものである。

l.Kermodeと de Manの 解釈 について
この詩について注 目すべ き論 として、早 い ものでは Kermode(1957)を 挙げて
おきたい。彼 はこの詩において、「孤独な芸術家の断絶感が栗の木や踊 り子 の動
的なイメー ジによつて解消 されている」2と 述べ る。栗 の木や踊 り子 の動的 なイ
メージに着 目しているところが忘れがたい論考 である。 しか しこの詩 の主題は孤
独な芸術家の断絶感 ではない。詩の構成を念頭において考 えてみると、最終連に
先立つ 7つ の連において述べ られていることは第 1連 から第 4連 の「人間とは所
詮老 いて死ぬだけの存在 なのではないか」 とい うこと、続 いて第 5連 から母親 の
出産 とい う動機を持ち込 むことにより第 6連 、第 7連 でそれが発展 して、「人生
において労苦 とは報 われるものなのか、人生は肯定に値すべ きものか」 とい う問
いであるとい うことである。 この問いに対 して第 8連 の生命の賛歌 とい う形で肯
定の答えになっているのがこの詩である。 (後 で詳述す る。)木 の部分 と全体、そ
して踊 り子 と踊 りの分離不可能性 が述べ られてい る部分 において、本や踊 り子 を
観 ている主体 としての芸術家 と、観られている客体 としての栗 の本や踊 り子 の断
絶感 は問題 になっていない。

Paul de Mm(1984)は 踊 り子の表 してい るものを自然の掟 に従 ってやがては消
える瞬時 の悦楽 (踊 り子 =image=表 象)で 、踊 りの表 しているものを神 々 しい永
遠 (踊 り=emblem=象 徴 )で あるとする。そ してこの詩はそのどちらかを選び取
らな くてはならない宿命 に直面 している詩人の苦悩 の叫 びだと言 う。「イメー ジ
とエ ンブレムの方法 は明確 で対立す るものだ。最終行 は調和を表す修辞疑問文 で
はな く、苦悩 の内に発せ られた疑問文だ。」3 ド .マ ンの解釈 によれば、問題の
疑問文 の意味は「永遠で神聖なるものと移ろい行 くものは相反す るものである。
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しか し踊 り子や木においては神聖なる永遠 と移ろい行 くものが同時に存在 している。
どちらか を選 ばな くてはならない 自分 としては、 ど う した らこの両者 を分 か つ こ
とがで きるだろ うか」 となる。 しか し ド・マ ンの説 は結局 テクス ト自体 を根拠 と
して い るのではない。踊 り子 をイメ ー ジであ り踊 りをエ ンブ レムで ある とい う分
類 はあ り得 る。 またそれぞれが表す相反す る ものが木や踊 り子 には分か ちが たい
もの として存在 して い る、 とい うのは その通 りだ。 しか し、だか らと言 って詩人
がそ こで苦悩 してい る とい うことは詩行 か らは読 み取れ ない。疑間文 に立 ち戻 っ

てみよう。 これが修辞疑間文で「踊 り子 と踊 りを分けることはで きない」 と言 っ
ているとしても、普通の疑間文で「どうしたら踊 り子 と踊 りを分けることがで き
るだろうか」 と言 つているに しても、踊 り子 と踊 りが一体 となっていることが前
提 で、またそうであるとい う記述が第 8連 の 1行 日から 6行 日にわたって なされ
ている。そ してその中では踊 り子 と踊 りが一体 であることに対す る賞賛が表明さ
れているのである。
まず最終連の 1行 日から4行 日で “
labour is blos∞ mmg or dmcing where/
¶le body is not bruised b pleasure mul,/Nor beauty bom out ofits own despair,/
eyed
sdom Out Of midnight Ou"と あるのは、第 7連 までの問い、すな
わち「人生において労苦 は報 われるのか、その意味で人生は肯定に値するものな

Nor blear‐

のか」 に対す る肯定 の答えである。 これ らの行の意味 は「労苦 は肉体が魂 を悦ば
せるために傷 つけられたり、美が 自らに対する絶望から生まれた り、徹夜仕事か
らかすみ目の英知が生まれた りしないような場所 (あ るいは条件 の もと)で 現 に
咲 き誇 り踊 つているのだ」 とい うことだ。 1行 日の関係副詞 “
whe祀 "に は先行詞
がないので、制限か非制限かの用法 は間うまでもなく「― とい う条件の もとで」、
とか「― とい う場所で」、とい う意味であ り、“
where"が 導 く節 とともに副詞節
を形成 している。 このことに基づいてこの 4行 の内容 を言い換 えれば、肉体 と調
和 しない ような魂や自らと調和 しない美、または肉体 と調和 しない精神活動 のも
とで労苦がその成果 をみることはない とい うことである。 さらにそういった調和
を満たした場所 で、現に労苦が花 を咲かせていることを明言 してい る。それが花
を咲かせてい る栗 の本 であ り、踊 つている踊 り子 である。先 の 4行 に続 く、“
0
｀

CheStnut● ee,日 ,eat‐ rooted blosmmeF(5)と い う呼 びかけにおいて “
great"と い

う言葉を用いているのは、た くましく根 を張 り花 を咲かせている木に対す る賞賛
である。さらに “
O bOdy SWayed b music,O b

ghtening」 ance"(7)と あるの も、

同様 に音楽 と一体 となって きらめ く眼差 しに歓びを宿 しながら踊 つている踊 り子
に対す る賞賛である。従 って “
Are you the b二 血e b10ssOm Or the bOle?"(6)、
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“
How“ n we know the dancer iom me dance?"(8)と

い う二つの疑問文 はともに

修辞疑問文であって、労音が花開 く、すなわち労苦の結果 目的が達成されて主体
が 目的と一つ にな り、生命 の喜 びを具現 していることを称 えているのである。 こ
こに ド・マンの指摘す る苦悩 はない。
‖.Kermodeと

de Man以 外 の 解 釈 につ い て

ここで、`Among School ChildК n'に 関 して Kermode、 de Man以 外 の主要
な解釈を振 り返 りたい。その後あ らためて詩の解釈上重要なポイン トをテクス ト
にそって述べ たい。
Whitaker(1964)は 、 この詩に関 して次のような洞察 を行 っている。

..。

(こ

のような詩 においては、詩人)自 身にとってはいわばなじみがない も

のだが、彼 とは反対 の新 しい種の人間が創造されている。だか ら「強い願 い
から生ずるあらゆる苦 しみの中に彼 の姿が写 し出され」ても運命を取 り替 え
ようとはしないのだ。それゆえそのような詩の結びにおいては身が貫かれる
ような活力、いや歓喜 さえがある し、そ こでは強 い願望 の表明 は同時 に真 の
目標を達成する ときの喜悦なのだ。4
ここで言われている「彼 とは反対の新 しい種 の人間」 とは、まさにイェイツ自身
の言 う “
aniseFす なわち反 自我に他ならない。 この詩が反自我 の出現 を見、力
と歓 びを生み出 しているとい うWhi回 (erの 説は納得 のい くものである。
渡辺 (1991)が さらに、「おのれとのたたかい」が最終連において「クライマ
クティックかつエ クスタティックな解決」5を 見せていると指摘 しているのもそ
の通 りだ。ただ最終連 の “
labow is blossommg"の 解釈 についてはわた しは渡辺
とは異を唱えたい。 これは現在分詞であるからだ。

PR∞ n∝s"に 対す る挑戦の言辞と見なし、
山崎 (19る )は 結 びを第 7連 に出てくる “
労苦 の花咲 くイメージを「学童たちの調和 した学習活動」 に対す る賛歌 であると
しながらも、それは一瞬のことであ って、詩全体 としてみれば彼 らも「悲 しむベ
き存在論的葛藤 を経験す ることになるはず」であり、 この詩は「将来、悲 しみが
訪 れることを知 りぬいた政治家詩人が、それ とも知 らぬ げの幼 い学童 たちの現在
の姿 に覚 えた束の間の洸惚感 の表現」6で あると言 う。 また、長谷川 (2(XЮ )は 時
間 と連続性の概念 を持ちこむことで、 ダンスと栗の木を生命 の連続体 ととらえ、
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現在踊 っている踊 り子や、花を咲かせている木 のイメー ジに老いや死 を重ねて読
もうとする。「葉や花はす ぐに形 を変えてしまう。にもかかわらず、この変化 こ
そが生 きることその ものなのではないか。最後 の 1行 は、 こうした覚悟 の表明の
ように聞 こえて くる。」7両 説 はイェイツのよ うに複雑 な詩人の複雑な詩の結 び
を手放 しに生命の賛歌 ととらえることはで きない とい う慎重なものであるが、最
終連 は葛藤 の末詩人が達 した真実の啓示であ り、 この詩が生命の賛歌 として記憶
されるものであるとい うことはイェ イッ観に矛盾 をきたす ものではない。
あらためて この詩 の構成 と内容 を作品 にそって確認 したい。第 1連 は公人とし
て視察に訪れた学校で尼僧の説明 を受けながら歩 を進める現在の 自分 の姿 を客観
A kind dd nun in a white hoOd rep
的に述べ ている。“
es....― ぬe children's eyes
/1n momentary wonder stare upon/A sixty‐ yeardd smmng publc man"(2,6‐ 8).

親切で「年老いた」尼僧、自分の出現に一瞬驚いて 自分を「凝視する」児童たち、
そ して自分 自身を「60歳 になる笑顔 の公人」を言 って眺める詩人の眼差 しは、対
象 と距離 を置 くと同時に暖かみとユーモアを持 つ ものだ。落ちついた 自然な流れ
の うちに詩人は想像 の世界に入 ってい く。
I dre節lofa bd“ 鑢 body"と い う字句 で始 まる第 2連 において、詩人の思 い
“
は真 っ直 ぐに憧れてや まない恋人の美 しい肉体や彼女が話 してくれた幼 い頃の思
い出を通 して心が一体 となったことに向かう。あるイメー ジを核 にして豊かな記

憶に基づ き精神、心、霊魂のこもった世界 を現出 させるとい う想像力の世界に入
っていっている。 この第 2連 から、 3、 4連 にか けての読 みのポイントとして異
種 のものの融合 とい うことが挙げ られる。第 2連 では詩人 と彼 の恋人が親 しい語
らい を通 して心が一つ になった様子 を述べ る。“
..md it seemed thtt our
o
natures blent/hto a sphere■ om youぬ

l sympaぬ y,/Or else,b dter Plaげ s

parable,/1nわ 血e yolk and whtt ofthe one tten'(58)。

第 3連 では想像 の世界に

現実認識が鋭 く割 って入 り、眼前 の児童 の様子 が眼 に写 る。そして再び恋人の幼
い頃の姿が投影 されてそれを現実 と覚 える。“
And thereu"n my heart is d
ven
ld;/She stands bdoК me tt a

g child"(73).追 って第 4連 では彼女の現在

の姿が今度 は想念に浮かぶのである。“
Her presed hlage■ Oats

o the mhd― "

(1)こ のように異種 の ものが溶け合った り次 々と一つの世界 を成すのは、想像 の
力 をもって初めて可能 な ことで ある。 このことに関 してイ ェイツは1901年 に
“
Magic"と い うエ ッセイの中で言及 している。イェイッは象徴手法 を探求す る過
程において魔術 に出会 うのであるが、彼は魔術の実践 とその哲学への信頼を表明
して後、魔術 の教義 を次 のようにまとめている。
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(1) That the borders of our mind are ever shifting, and that many minds can
flow into one another, as it were, and create or reveal a single mind, a single energy.

(2) That the borders of our memories are as shifting, and that our memories
are a part of one great memory, the memory of Nahrre herself.

(3) That this great mind and great memory can be evoked by symbols. (28)8

心 の境界 は常 に変化 してお り、心 は他者の心に流入 しそ こで新 たに一 つの心、活
力 を作 ること、記憶 の境界 も絶えず変化 してお り、各人の記憶 は大 い なる記憶す
なわち大 自然のそれの一部であること、またこの偉大な心 及び記憶 は象徴 によっ
て呼 び起 こされることが述べ られている。 ここに心 と記憶 の融通性 とい う本質、
及 び個人の想像が他者に共有されるまでの想像力の作用 の道筋を見 て とることが
で きる。想像力によつて異種のものの融合 を達成するとい うことは詩全編 を通 し
°
て重要なモチーフとなり、最終連の解決 にも真 っ直 ぐつなが ってい くものである。
同様 に重要なポイ ン トとしてイェ イツの反自我の思想がある。あ りのまま、む
きだしの自分ではは く、自分 との問いによつて新 しい 自我、反自我 を作 り出す こ
とが大切だ とい う考えである。イェイツは “
PerA ca Snentia hnae"(1917)に お
いて、次 のように述べ る。“
We mよe out ofthe quarrel 血 omers,rheto c,b
of the quarrel

山 ourselves,poetw".i続 いて、ηhe other ser,the anti‐ser or tte

∞ bn田 le t cOmes but b ttOse who a,en。 10ng_
alumetic」 set as one may ch。 。
9「 他者 との闘いによってはレトリッ
К狙け"と 言 う。
クが生 まれるが、自分 との闘いによつては詩が生まれる」、 また、「反 自我 は日

er d∝ eived,who∞ passion is

覚 めた者、情熱 をもって真実 を探求す るものに訪れる」 と。詩 に戻 ろ う。恋人 の
現在 の老いた姿 をあ くまでも尊敬 と愛情 のこもった筆致 で描 いてから、老 いた姿
の 自分に言及す るところで強 く詩人の現実認識が働 いている。真実 を求 めるため
Be“er b smile
には常 に徹底 して醒めた現実認識 を保つ必要があるのであ った。 “
on all that s

le,md show/筆leК

is a comlo由ble khd of old∝ 鉗∝Юプ (73)。

この第 2連 から 4連 にかけて、想念の世界 と現実の世界 を緩急自在 に交錯 させて
いる。
これ までの動 きを受けて第5連 から、人間とは結局老いて死ぬだけの存在なのか、
人間の労苦 は何 のためか、 とい う問いがこの詩の主題 としてはっき りと浮かび上
がって くる。 どこの若い母親が60歳 の自髪の老人 になる息子 を想像 したら今は赤
18

ん坊である息子のことを出産の苦しみと将来の不安の代価 に等 しいと思うだろうか、
とい う行が続 く。“
...W・h■ youぬ l mO血 er/Would think her son,did she but
∞e thtt Shape/Witt SiXty or more win“ rs on its head,/A compensation br the
pang Of hiS b讀 れ /Orぬ e unCe■

nty Of his se“

ngお 」h?"(43)女 性 であれば、

また男性 であって も、いずれは老人になることは承知で愛 しい ものは愛 しい と思
うだろうが、これは詩人が第 4連 の最終行 に引 き続 いて苦 々 しい老人に徹 してい
るのだと考 えられる。
イェイツはこの詩 の創作 に当た り“
B ng in the old moughtth江
e prep=es br
wh■ never happens"10と い うメモを残 している。 この、「人生は決 して起 こらな
いことの準備 である」 とい う考えは以前 イェイツの 自伝 “
Reve es over Child‐
hood a Youぬ "に 出てきている。“
...when Iぬ hk OfaⅡ ぬe books l have read,
and Ofthe

Se WOdSI haVe he"d SFЮ ken,and of me an

ents ald gialdparents ald of tte hOpes th■

ety l have」ven b p額 ‐

I have had,al l16e weighed in dle

scales of my Own lfe seems b me a preparatiOnわ r sOmethhg血 江 never hap‐
pens."11 ここで、一人の人間が人生において受け取 る無限の贈 り物

一 本、知恵
の言葉が語 られるのを耳にすること、祖父母や両親の自分を思って くれる心配、

自分が持 った希望
に引 き比べ てみると自分の人生は「決 して起 こ らないこ と
―
のための準備 だ」 とい うのは、 こういった恵みに対する謙虚で深 い感謝の表明 と
受け取れる。それが この詩においては祈 り、願う母親や尼僧の立場に心を寄せて、
出産 とい う痛みに始 まるあ りとあらゆる心配や献 身、無限の愛情、夢想、希望 に
対 して人生はいかに裏切 りを見せ うるか、という冷ややかな現実認識になつている。
続 いて第 6連 では先 ほどの問いにプラ トンやアリス トテレスとて答えていない
と言 う。だから彼 らといえども “
01d dothes u"n Old sicks b scare a brd"(8)、
老 いはれ案 山子 である。 ここまで、先 の問いに対する答 えを求める思 いが強 まっ
てきていることを合 わせて指摘 したい。 また、第 7連 において母親や尼僧に対 し
て詩人が寄せる共感 も、彼女 たちの大理石や青銅でできた聖像に対する崇拝や祈
りを醒めた眼で眺める中で同時 に高 まつていつている。現実認識 を梃子に、反 自
我 を求 めての葛藤 ・闘い 。ドラマが進行 してい るのだ。そ して第 7連 5行 日、
O Presences"の 呼 びかけか ら反自我 の出現を見ることになる。
“

TК sences"と は尼僧や母親たちの祈 りに答えず、あ くまで も像 としての静け
hages''の 背後に悪意を感 じてこれを呼 び換 えたものであろう。 この
さを保 つ “
O Presences"に 対 して “
O seibom mockers Of mm's enterp
“

昭 "(8)と 言 ってい
るの は 、 これ は “
seFbOm"す なわち苦労 を知らない存在 に対 して嘲笑 の 言葉
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man"、 人間に絶大 な信頼 を
mm's enterpri鍵 "の “
を浴 びせ て い る の で あ り、“
寄 せ る新 たな、真 の 自信 に満 ちた反 自我 の声 であ る。 この 8行 日が セ ミコロンで
第 8連 に流れ込 む ようになって いるの は、第 8連 が続 いて反 自我 の声 であるこ と
をは っ きりさせ るためだ と思 われ る。 このセ ミコロ ンは1927年 の

lrレ D′ α
′に発

Prewnces"の み を対 象 とした言
表 された時 には ピ リオ ドであった。12第 8連 は “
辞 ではな く、問 い に対す る答 えをつ か んだ詩人が、 それ を信念 として表明 して い
るのだ と思 われ る。 この答 えは新 しい 自我 に達 した詩 人 に とつて、 いわば存在 の
深 みか ら突 き上 げ て きた ものだ。最終連 を引用 してお く。

labour is blossoming or dancing where
The body is not bruised to pleasure soul,
Nor beauty born out of its own despair,
Nor bleareyed wisdom out of midnight oil.
O chestnut tree, great-rooted blossomer,

fue you the leaf, the blossom or the bole?
O body swayed to music, O brightening glance,

How can we know the dancer from the dance?

`blosmmmg''が 動名詞ではな く現在分詞で
1行 日、“
Labour is Ыossomin♂ の “
あるわけは、 この行 は詩の主題である「人生 とは何 か、人生において労苦 は報 わ
れるのか」 とい う問いに対 しての答 えであるからだ。「労苦 とは花が開 くとい う
ことである」 では答 えにならない。労苦 は現 に花 を開いているのだから人生にお
いて労苦 は報 われる、人生は生 きるに値するのだ、 といっているのである。その
労苦が花を開いている、 というのが肉体 と魂、精神が調和 しているところにおいて、
労苦の結果目的を達成 している様 をい うのであつた。栗の本が花を咲 き誇 らせ 、
踊 り子が生の歓 びに溢れて踊るように。労苦が花 を咲かせるとい うのは一瞬のこ
とである。 しか し、確かな瞬間は永遠 につながるものである。イェイツは友人に
こう語 ったことがある。“
Do you realse thtt etnlity is not a long ume but a short
ime...7....Etemity is inぬ e ghtter on he beede's wing...itis someming hi

te

ly shorL.r13永 遠 とは一瞬の強烈な啓示 だ、と言 っている。 `Among School CШ d‐

Кn'は 、人間は老いて死 ぬ存在なが ら、生命の輝 きを通 して永遠に触れるのだと
い うことを謳 った生命の賛歌 であるのだ。
α′
′
θぉ (1962)に 収 め られている
イェイツ夫人の手 により編集 されたE″,′ θ″
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First Prindメ es"と い うタイ トル を もつ `Samh」 n:1904'は イェ イツの詩論 を理
“

解す る上で特 に大切 な ものであるが、その 中でイェイツはこの ように言 つている。
...alt,h its highe"moments,is not a deliberate crea■ 。n,but me creadon of
“

e..."(152).14そ して“...the

intenseお eling,of pure l

pra∞ Of

l“ e,md

it has no commandmentsth江

SubieCt Of art iS...血

e

証e not positive"(155).15芸 術 はそ

の最高 の 瞬 間にお い ては熟慮 を伴 う創造 ではな く強烈 な感情 の 、純粋 な生 の創造
であるこ と、そ して芸術 の主題 は生 命 の賛歌 であ り、 これはあ くまで も生 命 に対
して肯 定 的 で あ る こ とを戒律 とす るの だ とい う こ とが述 べ られ て い る。 この後
`Among School Chilむ en'を 書 くまで には既 に現実認識 が深 ま り、反 自我 の重 要性

も発見 して い る。 それだけに複雑 な詩 で あるが、読 み手 として も生命 をあ くまで
も目標 に置 くことに よつて、多 くの こ とが見 えて くる ように思 われる。
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Seamus Heaneyの `Punishment'に お け る
scapego江 の イメー ジ
小

沢

茂

アイルランドの詩人 Seamus Heaneyは 、その詩集 NOπ力の中で、北アイル ラ
ン ド、 デンマーク、 ドイツなどに散在す る bogと 呼ばれる沼地から出土 した鉄器
時代 の遺体を題材に した一連の詩を書 いてお り、それらは bog poemsと 呼 ばれ
ている。Bogの 土には強い酸性 の水分が含 まれてお り、そこに埋 まつている大昔
の遺体 は腐 ることな く、生前の姿 を保 った まま発掘 されることが多い。発掘作業
に携わった考古学者の P.V.Globは 、bgか ら出土 した遺体 ("gbd∝ と呼ばれる)
につい て詳 しく分析調査 し、死因や沼地に遺体が埋められた背景な どについて述
べ た著書 B昭 ルの′
ιを出版 した。 ヒーニーの一連 の bog pemsは 、 この B“ Rι ,
pル に書 かれている記述に触発されて書かれている。
`Punishment'は 、北 ドイツの

GH"(ウ

bogか ら出土 した少女 の遺体、通称 “
Windeby

イン ドビーの娘)を 題材 として書かれた作品である。Globは 、少女は

姦通 の罪 を犯 したことに対す る罰 として処刑 されたのではないか、と示唆 してい
る 1が 、 この作品はこの仮定に基づいて書かれている。 この作品の中では、ウィ
ン ドビーの娘が生 きていた鉄器時代 と、 ヒーニーが生 きている1970年 代 の北アイ
ル ラ ン ドに対する言及が見 られる。英国軍が治安維持 のため北アイル ラ ン ドに駐
留するとい う状況で、アイルラン ドの女性が、駐留 しているイギリス兵 と関係 を
持つことがあったが、そうした女性たちに対 して、暫定 IRAは 一種のリンチを行い、
彼女たちの頭 を剃 り、さらし者 にしたのである。1"1年 10月 に起 きたこの事件 は、
この詩 の後半で取 り上げられ、被害者の女性たちは、出土 したウィン ドビーの娘
と比較 され、“
sis“ rs"(38)と い う言葉 で、同類の存在 として表現 されている。
詩 は、少女の遺体 を詳細 に分析す ることか ら始 まる。乳首、肋骨、うなじ、な
どを観察 したあと、語 り手は彼女 に■け

Oat"(8)と 親 しげに呼びかけ、
"or s田"留
I almost love you"(29)と 、自分の少女に対する愛情
“
を吐露する。だが、それだ
けでは終わらない。語 り手 は、暫定 IⅣ ゝによる、女性たちのリンチを見ても、制
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止 しようとせず、黙って見ていたことを告白し、そんな自分だから、もし少女の
処刑 の現場 に立 ち会 った として も、「沈黙でで きた石 を投 げて い ただろう」

IRAの リンチに対 してそうしたように、黙 って処刑 を見て
いただろう、 とい うのである。Edna bngleyの 言葉 を借 りれば、「猟犬 と共に
(3031)と 言 う。暫定

走 り、兎 と共に逃げる」2よ うな、処刑す るものと処刑されるものに対する「理解」
を同時 に示す とい う複雑 な結末でこの詩 は終わる。
この作 品 に つ いて は 賛否両論 が 行 われて い るが 、作 中 で使 われ て い る
sc“ egoat"(28)に ついては、批評家 の意見は様 々である。何人かの批評家、た
“
とえば、Ci田 狙 Casonや Helen Vendlerは 、 この単語 についてほとんど言及 し

てい ない。Neil Corcoranは 、作中に見 られる聖書 に対するアリュージョンを複
scapegoat"も 含 まれている 3の だが、彼女が背負 っている
数指摘 し、その中に “
scapegoarと い う表
罪 については何 も述べ てい ない。Michael Pπ kerの 場合 は、“

現が用い られてい ることに注目し、少女 をイエスとパ ラレルな存在 として描かれ
てい るのではないか と指摘 してい る4が 、彼はスケ ープゴー トである少女が どの
ような罪を背負 わされているのか、については明言 を避けている。 このように、
scapegoarに ついては意見が分かれるところである。Ciaran
作中に見 られる “

Carsonの ように、この作品は「苦 しむ ことは 自然な ことだ」 とい う「弁解」で
sc"egOat"
あ り、暴力 の「正当化」である5、 と早急 に結論 づ ける前に、 この “
ー
つい
い
て もう一度考えてみた 。
(28)の イメ ジに
Helen Vendlerは 、 この作品 について、「どれだけ深 く掘 っても見えて くるの

は現在 だけ、考古学 は現在 の人類学 となる」6と 指摘 している。本論 は基本的 に
は Vendlerの 指摘 の延長上にある。 しかし、Vendlerが この指摘 を、姦通 に対す
る厳 しい処罰 とい う点 で過去 と現在 が類似 している、 とい うことを根拠 に行 って
いるのに対 し、本論 は、表面 に現 れた処罰の類似性だけではな く、処罰 の背後に
ある、スケープゴー トを必要 とす る集団の秩序、集団の秩序 を維持す るためにス
ケープゴー トが必要 とされている、 とい うメカニズムが本質的に変わっていない
とい う点から考察 を行 う。

それでは、詩 の分析 に入 りたい。 まずは、詩の前半部 を占める少女の描写の中で、
彼女 が一貫 して、他 人 の罪 を運ぶ スケ ー プ ゴー トと して描 かれていることを、比
喩 を通 して確認 してお きたい。そ うす ることで 、 ス ケ ー プ ゴー トの イメー ジに着
24

目 し、分析す ることの重 要性が明 らかになる よ うに思 われ る。
語 り手 は少女 の体 の 各部 を様 々 な もの に喩 えてい る。 た とえば、少女 の乳首 は
ainber ttds"(6)に 、肋骨 は ■温 riggin♂ (7)に 、裸体 は Ъat(
“

oよ "(16),頭 蓋骨 は “
b
骨は “

n‐

saph♂ (14)に 、

缶Hn"(16)に 、髪 を剃 られ た頭 は “
smbble of

blttk com"(18)に 喩 え られる。 この よ うな比喩 につ い ては従 来 あ ま り焦点が当
て られて こなかったが、 なぜ少女の体 が これ ら様 々 な もの に喩 え られてい るのか
を考 える と、 これ らの比 喩 がお互 い に何 の 関係 もない もので は な く、中核 にス ケ
ー プ ゴー トの イメー ジが 存在する ことが理解 で きる よ うに思 われ る。
まず着 目 してみたいの が 、彼女 の体が、木 の イメー ジで とらえ られているこ と
である。彼女 の体 は “
barked saplng"(14)や “
oよ "(16)、 “
black com"(18)な ど
といった植物 に喩 え られて い る。沼地 の強酸性 の水分 によ り、少女 の体 の色 は茶
褐色 になつているため に、詩の 中で少女 の体 が木 の イメー ジで語 られるのは 自然
な こ とでは あるが、 これ らの イメー ジをさらに分析 して い くと、 スケ ー プ ゴー ト
の イメー ジに行 き着 くように思われる。
まず、“
amber"(6)に つ いて考 えてみた い 。琥珀 は村脂 が 固 まって化石化 して
で きたものであるため、内部 に虫などの小動物 の遺骸 を封 じ込 めている場合が多 い。
よ く見 られ る化石 の よ うに、骨だけが残 されるのではな く、体 の組織 の大部分 が
そ の まま残 つているので あ る。琥珀色 を して い る乳 首 をた とえた この比喩 は、 中

に何かを封 じ込める、それ も、骨格のような不完全な形ではな く、生前の姿をは
とんどそのまま残す ような形で封 じ込めているとい うイメー ジを持 つている。
■』 優inピ '(7)は 、少女 のむき出しの肋骨を帆船の索具に喩えたものであるが、
この表現 は、少女の骨が “
oak"(16)に 喩えられていることを考 え合わせると重要
である。オークは造船 に用 い られたことで有名な堅い木材 である。少女の骨がオ
ークに喩えられていることから、読者は船のイメージを想起することになるだろう。
そ こで ■ l rigjng"(7)と い う比喩を考 えると、この比喩 は船 の暗示 と密接に結
びつ く。彼女 の骨格 はオー クであ り、肋骨は索具である、 とい う比喩から、少女
の裸体が船 に喩えられてい ることがわかる。 このイメージの 中では、少女 の骨格
は船体 の骨格 であ り、肋骨 は帆を張るために用 いる索具 となる。
この、船 としての少女 の描写 は、“
amber"(6)の イメージとも整合性 を持 ち、
それにさらなる意味 を与 えて くれるものである。琥珀は、古代から現代 まで、あ
るものを、ほとんどその性質を損なわないまま、保存する性質があった。船もまた、
積 み荷や乗客を、できるだけ損傷なく、送 り先にまで届けるのが役割である。つ
まり、琥珀 と船には共通性がある。琥珀は時間軸上を、船 は空 間を、何かを運ん
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で旅 しているのである。
bnin‐ lrHn"(16)と い う比喩 もまた、内部に何かを保存す るとい うイメージが
“
缶kin"と はパ ターやラー ドなどを入れて保存 してお くため の桶 である。
ある。“
この点で も、琥珀 と共通点 を持 っている。つ まり、内容物の性質 をで きるだけ変
化 させないまま、保存 してお くとい うイメージがあるのだ。以上に述べ たように、
琥珀、船、そ して桶の比喩は、それぞれ、なにものかを内包 して、船 の場合 はあ
る地点から別の地点へ、そ して、琥珀や桶 の場合 は、ある時点から別の時点へ、
内容物の状態を保 ったまま移行 させるとい うイメー ジを持 っている。
上で述べたような、器のイメージ、つ まり、時間軸や空間軸 を超えて内容物を「運
ぶ」器のイメージは、どのようなプロセスによつて少女に与えられたのだろうか。
smbble of black∞ m"(18)と 、Ъarked ttplin♂ (14)
その手がか りが、別の比喩 “
に読 み取れるように思われる。 この比喩は両者 とも、他 のために暴力 を通 じて犠

牲 になるもの、とい う共通点 を持 っている。

barked saphg"(14)か ら見てみよう。「皮をむかれた若木」 とは、裸
まず、“
にされた若い女性 の比喩 としては適切 である。 しか し、 ここで注意 してお きたい
のは、本 は何 のために皮 をむかれたのか、とい うことである。少女 は全裸 だった
saphng"も 、部分的 にではな く、その
わけであるか ら、それに照応する比喩 の “
表皮 の全面をはぎ取 られてい るもの と解釈せざるを得ない。表皮 の全面 をはぎ取
Jοpα ″
′
α 3嘴α θ
α
られれば、当然 のことなが らその植物は枯 れて しまう。E"りじ
""′

によれば、木の皮は加工 して建築材 とした り、染料やワ ックス、燃料などとして
も用 い られた りす るとい う。7意 味 もな く労力 を費 や して木の皮 をは ぐことはな
いだろうから、この皮は人間が さまざまな用途で用 いるためのものであるとい う
ことが考 えられる。少女の骨が喩え られていたオークの場合であれば、 コル クや
鉛plng"が 何 の植物 の若木
タンニ ンを作るために皮をは ぐことが知 られている。“
なのかは知るよしもないが、この、若木の皮が、何 らかの形で人間によつて利用
された可能性は高 い。つ まりこの比喩 の根底 には、他のために犠牲 にされる存在
とい う図式が見えるのである。そ こに介在 しているのは、生皮をは ぐとい う暴力
である。
∞ m"が 、穀物 と
smbble of black com"(18)を 見 てみたい。 ここでいう “
次に “
い う意味であるにせよ、 トウモ ロコ.シ であるにせよ、それはあまり問題ではない。
stubble"で あ
とい うの も、 どちらも食料であ り、それを収穫 したあとに残るものが “

るからである。穀物の場合 も トウモロコシの場合 も、収穫するのはもちろん実 を
食べ るためであ り、植物 は、収穫 され、実を人間に食べ られることによつて、本
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barked
来 の 目的 で あ る 、種子 を残 す とい う意味 を失 っ て しま う。 つ ま り、 “
sapung"(14)同 様 、 この比喩 にも、他 のため に犠牲 にされる存在 とい う図式が見
える。 この場合 もまた、介在 してい るのは、実 を刈 り取 る とい う一種 の暴力的行
為 である。
様 々 な比喩 を通 して、 この少女 は、他者 のため に暴 力 を介 して犠牲 にされた存
在 であ り、 さらに、その内部 に、 自分 の もので はない何 か を含 んで、それ を空間
的 もしくは時 間的 に別 な ところに運 び去 る存在 と して描 かれて い る。 この イメー
ジは、 自分 の ものでは ない罪 を自らの中に内在化 させ て、共同体 か ら離 れた とこ
ろに運 び去 る役割 を果たす ス ケー プ ゴー トの イメー ジ と合致 してい る。 だか ら、
一連 の比喩 を用 いた少女 の描写 の後 、28行 日で語 り手が少女 に呼 びか ける “
My

poor∝ apego江 "は 、一見唐突 に見 えるけれ ども、 ここまでの比喩 を考 えれば決
して唐突 で はな く、28行 日までで描 かれている少女 の描写 で用 い られて い る比喩
の持 ってい るイメー ジを集約 した よ うな表現 であ る と考 えるこ とがで きる。 この
よ うに考 える と、 スケー プ ゴー トの イメー ジは この作 品 を解釈 す る上で無視す る
ことがで きず 、解釈 の鍵 となる もの と思 われる。

少女 はスケー プゴー トとしてどのような罪を背負 わされてい るのだろうか。こ
の問題 を考 える上で注目したいのは “
I dmostlove you/b世 wodd have cttt I
know,/me sbnes of silence."(2)31)と いう表現である。この「沈黙でできた石 を
投げる」 とい う表現は、福音書に見られるエ ピソー ドで、ヒーニー も `■le Govem‐
ment ofthe Tongue'の 中で言及 している「イエス と姦通の女」 のエピソー ドヘ の
アリュージョンである。罪のない者がまず彼女 に石を投げるべ きだとイエスは言う。
しか し、誰 も投 げるものはいなぃ。8少 女が姦通 によつて罰せ られたこと、姦通
に対する処罰 として石打が決 して珍 しくなかったことを考えれば、このエ ピソー
ドの使用 は不 自然ではない ように思 われるかもしれない。 しか し、少女の体 に暴
力の痕跡 がなかった9こ とを考 えれば、 これは不 自然である。あえて事実 と異な
ったエ ピソー ドを用いるところに、語 り手 の明確 な意図が感 じられる。
スケー プゴー トの問題を考える際 に重要なのは、福 音書の「罪なき者 まず石を
投げ よ」10と い う一節 にある。糾弾者 は石打 をせず に去っていったから、みな何
らかの「罪」 を内在 させていたと思われる。 この「罪」に関 しては、どんな罪な
のか、神学上 の議論があると思われるから、ここでは細か く問わない。 しか し、
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ここで問題にしたいのは、 このエ ビソー ドがアリュージョンの形 で言及されてい
ることによつて、少女を溺殺 した共同体 の構成員が何 らかのかたちで「罪」 を内
the
在 させ ていたことが暗示 されて い るこ とだ。それで は、何 の罪 なのか。 “

memo

es oflove"(22)に 、その鍵があるように思われる。

まず、「愛の記憶」 とは誰 の記憶 と理解するべ きなのか、を考えなければなら

memo
ない。Lよerは 前述の引用 で、「彼女 の短 い “

es oflo℃ "」 と述べ、 この

記憶 が少女の ものであるとい う見解を示 している。確 かに、“ng"(20)に 喩えら
れてい る “
noo鉛 "(20)が 少女の首 に巻 き付 いていることを考 えれば、そこに封 じ
られてい る記憶が少女 のものであるとい う解釈 はきわめて 自然である。だが、 こ
こで、“
ring"(20)が 封 じ込 めているものが “
ぬe memOnes Of101e"(22)と 、その所
有者が特定 されていない表現 によつて表 されてい ることに注意 したい。 ここで、
es ofbご と、“
memones"の 主体が少女以
外の人物であ りうることを示唆す るような表現が とられていることに注意したい。
Ъ∝memo

慟e memo
∝ ofloMe"で なく“

melln“ ∝"の 所有者が他の誰かであっても問題はない。 この表現 は、
文法的には、“

姦通 の記憶 を持 っている人間が複数存在 してい ることを暗示 しているとい う解釈
もで きる。そのように読んでみると、 この解釈 は、スケープゴー トの果たす役割
とも整合性 を持ってお り、少女一人の記憶 と解釈 したときとは別の意味を生 じて
くる ことが分 かる。他人の罪を肩代 わ りす るのがスケープゴー トの役割であ り、
罪責感 は罪の記憶 と深 い関係 にあるか らである。つ まり、スケープゴー トとして
処刑 された少女は、集団の罪の記憶を身代 わ りに背負 って死 んでいるために、そ
の死

(“

noose"に よつて換喩的に暗示 されている)に は、集団の罪 の記憶が封 じ

込め られているとい うわけである。
当時 のグルマン社会 の厳 しい性道徳 と、 スケープゴー トが持 っている役割 を考

memo es of love"(22)の 主体が複数であるとの解釈 はそれほど不 自然
えれば、“
ではないことが理解で きよう。タキ トウスは「グルマニア」の中で、グルマ ン社
会の厳 しい性道徳について次のように述べ ている。
また このように人口の巨大 さにもかかわらず、この民族において、きわめて
少ないのは、姦通である。その処罰 はたちどころに執行 され、その夫 に一任
されてい る。夫 は妻 の髪を切 り去 って、 これを裸にし、その近親の 日前 にお
いて、家 より追い出し、鞭をふるって村中を追い回す。公にされた貞操には、
何 の容赦 もないか らである。容貌、年齢、資産 を持 ってするとも、もはや夫
を見いだすことは、おそらくはできるまい。
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(中 略)そ

こにおいては良風俗が、

よそにお ける良法典 よ りも、有力 なのである。11

このような、 ヒステリックなまでの刑罰 は、禁 じられたことを敢えて行 った人
間に対す る純粋な公憤 と正義の執行 とい うだけでは理解 しがたい。単なる正義 を
守 るための裁 き以上 の ものが そ こに潜 んでいる と考 えて もおか しくはな い。

Gindは 、S`α夕のOα ′の中で、個人によつて禁忌が破 られた場合、それは伝
染性 の犯罪であると述べ ている。12伝 染によって社会秩序が崩壊するために、個

Renё

人的な罪であっても社会的にはきわめて危険なものになりうる、とい う。人々は、
その発生源 を恣意的に指定 し、それに対 して集団的 に暴力を行使する。 これが、
ジラールのい う贖罪 の山羊のメカニズムである「 スケープゴー ト」である。
ジラールの論 の 中で、禁忌の侵犯が伝染性の犯罪であるとい う点は注意するべ
きだと考 えられる。禁忌 を破 りたいとい う願望 とは完全 に無縁の人に、犯罪が生
じたとたんに禁忌 を破 りたいとい う願望が生 じると考 えるのは不 自然である。そ
れよりも、禁忌 を破 りたい願望が常に群衆に存在 し、抑圧 されていると考 えてい
る方が自然である。禁 じられていることは誰 もがやってみたい ものだ。そ こで、
誰 もがやってみたい けれ ども、秩序 を保つために抑圧 してい る願望を実現 した事
件が生 じるとどうなるだろ うか。抑圧 されていた願望が よみがえ り、自分 も犯罪
者 を模倣 したい とい う願望が生 じることになる。ちょうどペ ス ト菌が人から人へ
伝染す るように、「禁忌 を破 りたい とい う願望」は人か ら人へ と伝染 してい くの
である。だから、たった一人の犯罪者 といえども、社会全体 の秩序を保つために
は強敵 となるのである。
姦通 とい う禁忌を破 った人間が現れた場合、共同体 はなんらかの手段によつて、
模倣犯 の誕生を防がなければならない。さもなければ、連鎖反応的に生 じる模倣
犯によって厳格な一夫一婦制は崩れ、結果的にグルマ ン社会は根幹から崩壊する
ことになる。 これを考 えれば、少女の犯 した姦通の行為 は実に社会全体を震撼 さ
せるに足 る威力を持 っていたことが理解できよう。現代 の平時における社会では、
刑法の存在 によって、 この恐るべ き欲望の連鎖反応に歯止めをかけることができる。
しか し、我々はここで、 タキ トウスの「 ここでは良法典 よ りも良風俗の方が効力
を持 つている」13と ぃ う記録を今一度思い起 こ してみる必 要があるだろう。グル
マ ン社会には姦通 を禁ずる法律はなかったのである。顕在化 しようとする願望 を
抑えつ けるには、それを自分 とは別の存在に転移させ、暴力 をふる うことによっ
て消滅させる方法が効果的である。そうした集団の構成員の潜在的な罪を浄化 し、
模倣 したいとい う願望 の伝染 を防 ぐために、その伝染の発生源 とみなされた少女
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はスケープゴー トとして殺されたのである。彼女が他人の罪を背負 って殺 された、
とい うことは、だから、潜在的な姦通の罪を背負 って殺されたとい うことである。

次 に、少女 と比較 されている、 1971年 当時 の北 アイル ラ ン ドの状況 につ いて考
えてみ たい。法が実 質的 に効力 を持 ってい ない とい う点 では、1971年 当時 の北 ア
イル ラ ン ドと古代 グ ルマ ン社会 は共通 して い る。 この 当時、北 アイル ラ ン ドで は
無秩序状態 が蔓延 し、警察は機能 してお らず、暫定 IRAが カ トリック居住 区 を制
圧 し、武力 によつて治安維持 を行 っていた。法律 は機能せ ず、暫定 Ⅱこ が、犯罪
者 の膝 を撃 ち抜 いた り、全身 に コール ター ル を塗 る、な どの リンチの形 で犯 罪 を
取 り締 まった。法律 が ない とい う状 況 、犯 罪者 が ヒス テ リックな リ ンチ に よつて
処刑 され る とい う状況 は古代 ゲル マ ン社 会 と共通 している。

このような背景の中、事件はどのようにして生じたのであろうか。当時の状況を、
上で次
ジャーナリス トJim Cusackは 、2003年 8月 31日 付の Iritt ln“

"ndent紙

のように述べている。

19Ю 年から1972年 の間に、地元警察 の報告 と、新聞報道 によれば、ベ ルファ

ス ト西部 と北部の14人 あまりのカ トリック女性が誘拐 され、IRA構 成員によ
って殴打された。IⅣ ヽ構成員 の任務 は、英国軍兵士 とカ トリック女性の親 し
い交際が行 われないようにする ことだつた。非番 の兵士 たちと交際 していた
多数 の若い女性 は「タールを塗 られ、羽毛をなす りつ けられた」一 髪 を剃
られ、黒い塗料 の中に浸 され、枕 に入っている羽毛で体 の表面 を覆われた。
それから彼女 たちは街灯の柱 に くくりつけられ、首 には「兵士 の愛人」 とい
うプラカー ドが、公衆の嘲笑 の的 になるように、かけられていた。 これらの
若 い女性 たちの多 くは住 んでいた地区を立ち去 らなければならなか った。彼
女 たちは三度 と帰 ってこなかった。14
彼女 たちの「罪」は厳密には罪 ではない。それでは、何が彼女たちを処刑 に追
い込む ことになったのか。 イギリスヘ の敵対感情が作用 していたと考 えるのが妥
当であ ろ う。実際 のところ、イギ リス兵へ の敵対感情 は大変なものだったようで
ある。Telegmph紙 2∞ 1年 6月 5日 付 の記事 で、Phi“ J∝ ob∞ nは 、1971年 の同 じ
事件 について次 のように述べ てお り、 この記事からは住民のイギリス兵 に対す る
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反感が高 まっていたことが明確 に読 み とれる。
ロ ン ドンデ リーでの 反英感 情 は とて も強 か つたので 、王 立緑衣 兵 団 (The
Roy」 Green Jackets)の ライフル銃兵 Jo∞ ph Hilが 、1971年 10月 、ボ グサ イ

ド地 区で起 こった暴動 の最 中に射殺 された とき、IRAの 支持者 たちは、彼 の
遺体 が運 び去 られる ときに手 を叩 いてはや し立 てた。 一 ヶ月後、二人 の若 い
カ トリックの女性 が数 日間、野次 を飛 ばす群衆 の前 で 、 タール を塗 られ羽毛
を まぶ されて さらしものに な った。彼女 らの「犯罪」 は、英国兵 と交際 した
こ とだった。15

そもそも、Cuttckの いう「公衆の嘲笑の的」 (publc hul I“ on)や 、JaCOb‐
「野次を飛ばす群衆」 G∝ ngいo中ds)と いう言葉に示されているような、
"nの

晒 し者にする処刑法が成立するのは、共同体 の構成員の大部分によつて、非処刑
者が悪 いこ とをしたと認定されていることが条件 となる。イギ リス兵へ の敵対感
情 の高 まりによって、イギリス兵 との交際 は一種 のタプー となつていることが理
解できるだろ う。

古代 グルマ ン社会 と同様 に、法律 ではな く、強 い慣習法 による規律が存在 して
いる北アイルランドで生 じた、カ トリック女性 とイギリス兵 との交際は、同様に、
共同体の構成員 に模倣願望 を伝染させる可能性がある。近 くにいる人々と対立 し、
絶えず テ ロや戦闘が起こりうる状況では、住民 の間には強い緊張 と不安が いつ も
生 じていると考 えられる。人々の生活を律 してい るのは、ナシヨナリズムとい う
思想であ り、同時に、カ トリシズムとい う宗教 である。 このような強い緊張 と不
安 の もとでは抑圧 された願望が生 じやすい。非常時には自由が制限されるか ら、
ナシ ョナリズム、 カ トリシズムとい う、民族 の掟 が作 る見えない糸で縛 り付けら
れてい るようなものだ。 このような束縛 から逃れたいとい う気持ちは誰 もが持 っ
ているはずであるが、そうか といって、主義思想 を完全に捨て去ることがで きる
ほど、問題 は単純ではない。そこで、東縛から解放 されたいとい う願望は抑圧され、
無意識へ と追いやられることになる。「苦 しくても、民族/宗 教 のために頑張 る」
のであ り、そのためには、楽 をしたい、好 きな ことをしたいとい う希望は意図的
に忘れ去 られるのである。
強い抑圧が生 じている状態で、イギリス兵 とカ トリックの女性の間に性的関係
が生 じ、カ トリック共同体 の最 も強いタブーが侵害 されると、規律、東縛か ら逃
れたい とい う願望が、せっか く無意識に沈潜 していたのに、ふたたび顕在化 して
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しまうおそれがある。カ トリック共同体をカ トリック共同体 として成立させてい
るタプーが連鎖反応的に侵害されると、社会全体が崩壊する危機にさらされる。
そこで、秩序が崩壊す るのを恐れた人々が取 りうる手段 は、集団で犯人に暴力を
加え、顕在化 して こようとする、東縛から逃れ ようとする願望 を消滅 させること
である。 したが って、グルマン社会の刑罰 と北 アイルランドのリンチの背後 にあ
るメカニズムは、表面上 の相違にもかかわらず、同一の ものである。人々をヒス
テリックな処刑へ と駆 り立てるものは、邪悪な犯罪に対する公憤 ではなく、何 も
しないでいると禁 じられた行為を模倣 してしまう願望が押さえきれないからであ り、
そのために社会が崩壊 して しまうからである。 このため、罪人の処罰 は同時に贖
罪の山羊 の放逐をも意味す ることになるのである。
この よ うな状 況 の 中 で 、語 り手 は何 を して い るのか、 とい えば、“
artful
Юrur"(32)と して、 スケープゴー トである少女、そ して、その背後にある、抑
」血l voyeur"(32)
圧と犠牲 の心理的なメカニズムを暴 き出してい るのである。“
の視線 の先にあるものは、その後 の部分 と照 らし合 わせて考 えれば、第一義的 に
はもちろん、少女 の体 である。 しか し、彼が「見て」 いるのは、単 に少女の体 だ
けではない。先にも述べ たとお り、少女の描写 は単 に表面上の身体 の特徴を羅列
しているだけではな く、比喩 の用 い方を注意深 く解釈すれば、そこには集団の潜
在的な姦通の罪を背負 う媒体 としての少女の役割が浮かび上がってくる。つ まり、
彼女の姿 を見れば見るほど、明らかになって くるのは、彼女の裸体 の背後 に隠さ
れた共同体の構成員の抑圧された心理なのである。
つ まり、この作品の中で、語 り手 は、“
scapego■ "を 作 らなければ秩序 を維持
できない とい う社会 の持 つ問題点 を明らかに し、それが鉄器時代から現在まで行
われてい ると指摘 しているのだ。そうすることで、過去の考古学 はもはや現在 と
無縁なものではな く、現在 も北アイルラン ドで行 われている処罰の背後にある集
団心理 のメカニズムを暴 く人類学 となるのであ る。さらに、問題点を明らかにし
ていながらどうすることもできないことを自ら明らかにする語 り手の姿勢によって、
この問題が簡単には解決できない根深い もので あるとい うことが強調 されること
になるのである。
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メ タファー としての興行

坂

内

太

アイルラン ド社会で或 る問題がクローズアップされてい くさなか、特定 の戯曲が、
まるでその出来事 を標 的 に しているかの ごと くに現 れ るこ とがある。芝居 の上演
が決定 され、演 出やキ ャス トが決 まる までのプロセス と、 リハ ーサ ルか ら初 日を
迎 えるまでの時 間 の経過 を考 えて も、 こ うした時宜 を得 た興行 には、単 に偶然以
上 の何 かがある よ うに思 われ る。
例 えば、2001年 10月 に劇作 家

Tom Murphy自 身 の演 出 によつて 血c Peacock

′
¶leatreに かか った 3α ′
のα昭 滋 は、2002年 6月 に再 び上演 されて好評 を博 して
lα

い る。11%5年 に初演 された戯 曲の 、再演 の タイ ミングは、 このテクス トが力 を

最大限 に発揮 し得 る コンテ クス トのひ とつ を指 し示 して いた。

Tom Mu"hyに

よる演 出では、 三方 を観客席 に囲 まれた小 さな舞台 の 中心 を、

動物 の汚れ た巣 を思 わせ る大 きなベ ッ ドが 占め る。 その傍 らで は、痴 呆状態 の
Mommoに よってすで に汚 された床 を、孫娘のひ と り Malyが 四つ這 い にな り、
たわ しで擦 り続 ける。Mommoが ベ ツ ドのそばで使用す る室 内用腰掛 け便器 は、
初演時には後方 の暗闇の中に用意 されているものを、ベ ッ ドの背 と食器棚 との間の、
観客席 か らは見 えに くい位 置 でモモが使用す る とい う演 出だ った。 一 方 、Tom
Muηphyに よる演出では、ベ ッ ドの横 の、観客席最前列 に近 い大 きな腰掛 け便器を、

Mommoが ゆ つ くりと後方 に引 きず って観客 に印象 づ け、正面 の観客席 か らよく
見 え、 また、 メイ ンとなる左右 の観客席 か らは よ リー層明瞭 に見 える位 置 で使用
す る とい うものだ った。 そ の後、Maryは ベ ッ ドの背後 に回 り、腰掛 けか ら中の

chmber potを 取 り出 して手 に持 つ 。彼女 はベ ッ ドの背後 にある扉へ 直接 にでは
な く、舞台前方 に現 れてゆ っ くり舞台 の上 を一周 し、 いわば三方 の観客席 にそれ
をよ く見せてか ら裏庭 に出てい く。抑制 されたかたち とは い え、はっ き りと汚辱
を強調す る演 出 には、女性 の美化 に逆 らう力が働 い ていた。
この美化へ の抵抗 は上演 の最後 に或 る広が りを見せ る。 この戯 曲の 中心 には、
あるべ き家庭 の姿 を巡る、MonmЮ の果て しない物語があった。そ して この戯曲は、
孫娘 Maryが

Mommoの 物語 を引 き継 ぎ、その三人称 の語 りを利用 した「生 まれ

たての赤ん坊 が、彼女 たちの家 に喜 びをもた らす」 (“ a brttd new baby b glad‐
34

den their home")と い う台詞 で終 わる。2こ の最後 の一行 は、教会が繰 り返 し描
い て きた受胎告知の絵 や マ ス・ カー ドな ど、民 間に行 き渡 った聖母 マ リアの イメ
ー ジ とそれに結 びつい て流 布 されて きた妊娠 と出産 を巡 る言説 を想起 させ る もの
だ と、 フォー クロ リス トの Angela Bourkeは 言 う。3し か し、観客 は、 この「生
まれたての赤 ん坊」 とい うのが 、お よそ半年後 に Maryが 育てる ことになるはずの、
妹

Dolyの 、誰が父親 か も分か らない私生児 だ とい うことを知 っている。 この一

行 は、宗教的 モ ラルの拠 り所 と しての家族 の維持 を国家建設 の根幹 に据 えて い る
社会 の 中では、美化 され神聖視 されて きた母性 とい う制度 へ の抵抗 として読 まれ
うるはず で ある。初演では涙 にむせぶ Maryを スポ ッ トライ トが照 らし出 し、ゆ
っ くりとフェイ ドアウ トす る とい う趣向だった。4 Tom Mu"hyに よる演出では、

Malyが セ ンチメ ンタリズム に浸 ることは ない。久 しく洸惚 の ひ とで あ った祖母
との失 われていた コ ミュニ ケ ー シ ョンの 回復 に感謝 しつつ 、Maryが 私生児 を巡
り自信 に満 ちた選択 を下す とい う幕切れ だ った。
聖母 マ リアの イメー ジの読 み 替 えは、現 在 まで に相応 の コ ンテ クス トがで きあ
が っている。例 えば、 ロザ リオの神秘 を巡 る 7レ

2″pル 爾滋れ の 中で、Helen

G』 ivanは 、聖母 マ リアを自発 的な意志 と自信 とか ら神 の子 を迎 える女性 として

描 きだ した。5執 筆 の動機 を語 る中で、ギ ャリバ ンは、女性 はその 日常 にお い て
献身的 な聖母 マ リアであ らねばな らない とい うことを、学校教育 と教会 の教 え、
社 会通 念 とが 絶 えず ア イ ル ラ ン ドの女性 た ち の心 に教 え込 んで きた と言 う。6

G』 ivanは 、彼女が刷 り込 まれて きた、盲 目的 に従 う従順 な母親 の典型 と しての
マ リア像 を仮想 敵 として置 き、hcarna● onを 大胆 に読み替 えてい る。 こ う したマ
リア解釈 にお け る仮想敵 は 、戯 曲や映画 の 中 に繰 り返 し現 れ て きた。例 えば、

D"年 の映画 闘i湖 ケ
ィ吻″Bα 妙 の 中では、女優 として起用 されたシ ンガー・ ソング・
ライターの Shad O'Connorが 、 白い薄紗 を頭 にかぶ り、 よ りい っそ う聖母 マ リ
アに見 える よ うに、 自らを鏡 に映 して検分 す るテ イー ンエ イジャー を演 じる。そ
の姿 が この映画 の 中で繰 り返 し現 れる「妊娠 した聖 母 マ リア」 とオーバ ー ラ ップ
す る とき、監督 M鯛

強調 したのは、母性 の美化 としてのマ リア像 と、

"HTkinが
それ に従 う女性 の背後 に潜 む教 会 と国家 の暴力的な力 の存在 だった。我 々はの ち
に再 び、 Sattrdり Night uveで John Paul Ⅱ の写真 を破 り捨 て、激 しい教会批判
を してみせ た、 この

Sinё ad

O'Connorと 、同様 の コ ンテ クス トで再会す るこ とに

なる。 NenJodmが 1997年 に撮 った 2ι

″Bの
Bχ ′
″ι

の 中で、少年 の前 に、厳 か

な後光 と共 に降臨す る美 しく清 楚 な聖母 マ リア として、あ るいは、別 の言 い方 を
す るな らば、アイル ラ ン ドの教 会 の リー フ レッ トや掲示物 の 中で描 かれて きた絵
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姿 のとお りの聖母マ リアとして。Sin`ad O'Connorを 巡る exm‐ 絶maltyを 考慮
すれば、Jordanの 演出の意図が、 コ ミュニテ ィーの作 り上げる理想的女性像 の
礼賛でないことは明らかである。
Bα ″
のα

"ga′

%の 最後の一行 は、国家 と教会が生みだ し、女性 たちの主体 を巡

る願望に伸 し掛か り塗 り替えてきた

master‐

n=rmveの 意識的な操作 を通 じて、

Malyが 、再生産されてきた聖母像 と作 り上げられてきた制度 としての母性 の無
″ は、その前景化 された
邪気 な追随者ではないこ とを示 してい る。3″ 昭α ′
"gα

汚辱 によって、美化された女性像 を、そ して女性原理の美化 された表象 としての
国家像を絶え間なく生みだしてきたアイルラン ド文学の中で特殊な光 を放 っている。

mosaic"の ひと
再演のタイミングを巡る筆者 の問い に、戯曲 を成 り立たせる “
つ まり1983年 の
つだったと Tom Murphyは 言 う。7 Bα ′
は
1985年
″″
に、
物μ昭
母性 を巡る激 しい論争 と国民投票、その翌年の、望 まぬ妊娠をしたティーンエ イ
ジャーの悲劇的な死の余波 の 中で初演 された。 この点でいえば、両性 の対決を前
面に押 し出 した、Brendan Kennenyに よる1984年 の 4"′ igθ
る。8 Tom Mulphy自 身の演出による再演 は2∞ 1年 10月 と

と軌 を一に してい
年 6月 に、つ まり、

"ι

"∝
女性 に対する抑圧の再来 ともい うべ き激 しい議論 と、2002年 3月 6日 の、僅 か
10556票 差 で現状 をかろうじて維持 し得 た、憲法第40条 第 3項 3を 巡る国民投票

を前後から挟むようにして実現 している。教会 と国家の作 り上げてきた女性像が、
その宗教的 。社会的 。政治的規制力を最 も発揮 しようとするとき、Bα ″ αttα J″
とい う芝居が繰 り返 し現れたとい う事実 は記憶 に値す る。

“

教会が生みだ してきた女性 の美化へ の抵抗 とい うテーマは、2002年 9月 に再び
¶le Peκ ock¶ leatreに 現 れている。この劇場の小 さな舞台の中央 を再び大 きな
ベ ッドが占めることになるが、それは Bα ″のα α′
″ のような女性 の主体 を巡る
“
よる12オ の少女へ の欲望 の
問いかけとしてではな く、Humbe■ とい う教育者に
投影 としてであ った。9演 出家 Annie Ryanと 劇作家 Mich記 l Westの チームは、

Nabokovの 長 い小説の簡潔な翻案 ともい うべ きス クリプ トの中に、Lolitaの セリ
フとしては、原作には直接 の相当物がない、最近の子供 たちの多 くが同 じような
経験 をしてい るとい う恐 るべ きアリュージョンを忍ばせている。理想化 された
たmm

tyの 教え人 として振 る舞 う一方、密かに性 を搾取 しもする偽善の長 い歴

史が、現在、 アイルランド社会で様 々に告発 され始めている。 あ脇αの上演は、
アイルラン ド社会 に長 くはびこ り、今 まさに自日のもとに晒 されつつあるアイル
ランドの歴史の暗部を、 コメデイア・ デラルテ風 に仕立てられたグロテスクな笑
いを通 して浮 き彫 りにした。■om M山 山yに よる農zセ gattα ′
″ も、助′
a″ の翻案も、
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アイルランド社会が重ねてきた女性の美化の幻影か ら冷 めること、dЫ llusionと
い うヴィジョンに向けて、観客を導 こうとしているのではないだろ うか。
2003年 夏に ηle Abbey■ Fatreで 上演 された、Ouver Goldsmithの

"0"`“

SZι

S"Ops

γは、支配者イングランドとい う男性原理 によつて今 まさに征服 されよ
ι

うとしている女性原理の美化 された表象 としての国家 を内包 していた。その点で
批判の余地 はあるか もしれない。 しか し、観客をある特定の世界観 。文化観に誘
うとい う点では興行その ものが重要な提言になっていた。10
この上演は、海外 から多 くの観客 を迎 える国立劇場 の夏 の顔 にふ さわ しく、

おsti サ を強調 したものだった。演出家の Pamck Masonは 、原作 にあるプロロ
ー グの代 わ りに、にぎやかな楽隊が、一家 の主 Hardcasdeに 引率 されつつ、芝
居 のタイ トルを記 した横断幕 を舞台一杯 に広げるシー ンを導入 してい る。Hard‐

cameと い う名 の主の家で起こる外間をはばかる家庭 の秘密、すなわちイ ングラ
ン ド人にとっては正に「堅固な城」とも言うべ きプライベー トな領域で起こる、

(主

自身に言わせれば “
rstumed』 bpsy_mⅣ y"だ とい う)全 て上下逆 さまの間違い
の紛糾ぶ りが、神 の視点に立 って全てを見通す観客 たちの前で公にされる。 こう
したファルスが、芝居 の上演その ものを祝福す る自己言及的なイ ントロダクショ
ンによつて、一層効果的な祝祭性 を与 えられていた。
イン トロの最後 で、Httdcame力 測ヽ
旗をテープルの上に置 くとき、演出家は滑
稽なファルスの なかに政治的な奥行 きを与えている。テ ーブルの上には、開戦を
待 って対峙する兵士たちのミニチュアが据 えられていた。一方 はフランス軍、そ
れに対す るのはイングランド軍。 H"dcameが 横 に添 える小旗 は、自地に赤 の
十字形。演出家による時代設定 は17零 年、 この作品の初演 の年 に置かれている。
チェスの駒に見立てた兵士の ミニチュアを通 して、演出家が舞台 に織 り込 もうと
したのは、この年 までの英仏の経緯、つ まり例えば、イ ングラン ドがフランスを
破 り、ベ ンガル地方を獲得し英領イン ドの基礎を築いた17ワ 1年 のプラッシーの戦い、
ヨーロッパ本土 を巻 き込んで1756年 に勃発す る 7年 戦争 と、それに連動 して北ア
メ リカで繰 り広げ られ、イングラ ン ドが北米 のフランス勢力を排除 した所謂 フレ
ンチ 。イ ンデイア ン戦争、そ してイングラ ン ドが北米大陸やイン ドなど多 くの植
民地 を独占す ることになつた1763年 のパ リ和約に至る、 フランスとイ ングランド
とを中心にした熾烈な植民地争奪 の歴史に他ならない。
この政治的な奥行 きが主調音 として、演出の底辺 を支 え続ける。第一幕 の終 わ
り近 く、Hardmsdeの 義理の息子 Tony
イングラン ド人 Young M冨 lowと Ha

hmpkhは 、未来の妻たちに会い に来 る
ngsに 言及 しながら、宿屋 の主人に「そ
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の二人はロン ドン人に見えるか ?」

(“

Do they ttem b be Londoners?")と 問う。

宿屋 の主人が「そうか もしれません。 たいへ んフランス人にも見えます が。」
答 えたとたん、
(“ I beheve mey mγ .lhey look woundily lke Frenchmen.")と
それまで舞台の袖でおとなしく控えていた熊が (熊 の着 ぐるみを着た俳優が、だが)
突然 い きり立ち、ファイテイング・ ポーズ を取 ってみせる。植民地争奪戦 のエコ
ー を繰 り返 し響 かせる ことで、演出家 はこの芝居の男女 の求愛 を別の次元 の もの
に変容 し、 ヒロインの IQteを 、性的 に争奪 。征服 され、結婚 と出産 とい うプロ
セスを経て「植民」されるはずのコロニー としての女性 に読み替 えようとしている。
隆艶 の ド
第一幕 の初めで、イ ングラ ン ドの都市文化 の虚栄を嫌 う Httdcasueが 】
レスの華美 を諌 めるときには、Kateは 胸 に幾つ もの薔薇の菅 の刺繍 をあ しらっ
たオレンジの ドレスをまとっている。 しか し、第三幕冒頭、原作者の Goldsmith
plainly
によつて “

d“ s∞ d"と

のみ 卜書 きで指示された IQteが

せれば)「 戦闘 を仕掛ける前 に、巨人 の力 を吟味する」

(“

(彼 女自身に言 わ

examine the」 anrs

ときには、胸 にシャムロックの刺繍 こそないが、
緑色 の ドレスで現 れる。作品冒頭でテ ー プルに据 えられた、 この上な く小 さな

brce beわ К 10鋼er b combaの

St GeOrge's CЮ ssは 、Kateの ドレス とい う大 きな旗 を前景化す るための極 めて

矮小な引 き立て役に過 ぎない。演出家 は、n ond∞ loursに 託 された文化的・政
治的表象 を利用 しなが ら、原作 のポス トコロニアルな読みの可能性を引 き出 して
みせる。緑を基調 としたまだら服の Tony hmpkinが 、 トリック・ス ター にふさ
わ しく、 ロン ドンか らやって くる青年 たちに父親 H=dcasdeの 家を宿屋 と思い
こませ 、紛糾必至 な心理戦の舞台 を整 えるシー ンにも同じことが言えるだろう。
Young Malowは 、自分 と同等の身分 にある女性には紳士 として振 る舞う一方で、
その埒外 にいる他者 であ り、社会最下層 にいる女性 たちの性 を搾取 して きた。 こ
が自分は barin」 dで あるとい う虚構 を設
の若 きイングラン ド人の偽善 を、聰
“ させ、慎 ましやかなパー トナー に作 り替
けて暴 き出 し、 この傲慢 な征服者を屈服
えてい く。K崚 はイングラン ドの巨大で堅固な秩序の中に取 り込まれていながら、
絶えず鋭 い棘 のように突 き刺さり、必要 とあらばその秩序を転覆 し得 る力 を体現
している。Padck Masonが 全編を通 じて強調 して見せた「上下逆さまの」祝祭
性 は、この支配・被支配 の関係 を逆転する革命 を際だたせる為 ではなかっただろ
うか。Goldsmillの テクス トは、それが書かれた時 と場所 に支配的な権力構造ば
か りでな く、それに従属 しつつ も絶えず転覆をはかろ うとする力 を隠 し持 ってい
るように思われる。演出家は、そうした作品のポテンシャルを引き出す ことで、
イングラ ン ド文学の枠内で語 られる ことの多い作者 を、大英帝国主義のまさに中
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心でアイリッシュニスを発揮 してきた先兵 として再評価 しようとしている。そして、
こうした読み替えの態度 と視点 とを、ファルスの笑いのカタルシスを利用 しながら、
観客 に飲み込 ませ ようとしていた。
P釉たk

Mamnの 演出の前提にあるはずの「conquerし 、Кconquerす る政治的・

文化的対立」 とい うヴィジョン、「対立す ることよって 自らを定義 し得 る文化」
とい うヴィジョンが、その受容を期待する演出家による今 のアイルラン ドの観客
へ の誘惑 であるとするならば、二律背反的な闘争 とい う世界観を乗 り越えようと
するヴィジ ョンも、他 の演出家・劇作家によつて提示 されて きている。例 えば、
2002年 8月 に Proiect Arts Centeの 舞台 にかかった ]“ ′
%α は、そのひとつの典

型だ った。 この

′ αは、劇作家 Frank McGuinnessが 翻訳 し、1997年 にロン
““
ドンで初演 された戯曲を、劇作家自
身が演出 したものである。11
E′

場内で先ず観客が目にするのは、ほぼ何 もない狭 い空間に組 まれ、着席す るの
に手間取るほど暗 く赤黒 い照明に浮か び上がったご く小 さな円形舞台である。周
囲 を取 り囲む観客席 と極 めて近いこ と、すべ ての演技者がその観客席 の合間を縫
って登壇することか ら、舞台 と観客 との間に親密 さが生 まれていた。演出家が、
この芝居 を芝居 の根元 に、心理的な参加 を助長する儀式 に近づ けようとしていた
のだと思われる。そ こへ 、暗殺された父親のこの上 な く大 きな軍服を身体 を覆い
隠すように羽織 り、父を失 った悲 しみに、文字通 り、視覚的に全身をくるまれた
が登場す る。McGuimessに よつて非常 に短 く刈 り込 まれた戯曲が迅速に
暴力 に傾 く対立 の骨格 を準備す ると、Electraを 含 むすべ ての登場人物が絶えず
Elect腱

決然 とした声 で、正 しい と信 じる自らの立場 を言 い立てる。前面に押 し出されて
いるのは、情 による懇願 にも、理性的な説得 にも、まった く耳を貸 さない怒 りと
復讐心だが、演出家が日論んでいるのは、その怒 りと復讐心 の愚か しさを、アイ
ルラン ドの歴史と現在のローカルな視点から描 くことにあつた。「たったいま我々
は憎 しみ と対立の 中に身を置いている」 とこの演出家は言 う。「まだ ■К Trou‐
blesも 過去にはならず、 ピースプロセスは始 まったばか り、 しかも遅 々と して進

まない」 のだと。12

0restesが 「私は敵 を貫 き、流星のごとく輝 くだろう」

(“

I

■ blze lke a

meteor through my enemies")と 言 って うず くまり、地面に両手をあてるとき、
彼 は 自らの正義 を信 じているが、その両手 の下には、舞台全体に描かれた ヨーロ
ッパが、開演直前 まで赤黒 い照明で照 らされていた、いわば「血塗 られた ヨーロ
ッパ」が広がつている。その地図上、ポーラ ン ドの部分 は廉爛 した皮膚のような
黒褐色 を呈 し、チ ェコとスロヴアキアは既 に合併 してい る。 この、おそ らくは
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1%5年 の ヨーロ ッパ を表す地図 を踏 み 台 に、McGuinnessは 、 トロ イ戦 争直後 の
世界、Decmの 言 う「血の流 された この家」 (■ ls hou∞ wheE bl∞dw器 Ⅲ lr)
と、 第二次世界大戦直後 の ヨー ロ ッパ を、そ して上演の タイ ミングか ら言 えば、
今 日の我 々が直面 している大 きな憎 しみ と対立によつて引 き裂かれたあ との世界 を、
ひ とつ に重ねてみせ てい る。劇作 家が作 り出 した、 この壮大 な コンテ クス トに置
かれた OК stesは 、一 瞬 た りとも正 義 を体現す る男 ではな く、単 に憎 しみ と対立
とを再生産す る血 まみれの破壊者 に過 ぎない。

McG

messが 強調 して見せ た ]“ ′α の世界 は、絶 えず即決 を迫 る二 者択 一

“
の 世 界 で あ り、相 互 に矛 盾 す る 正 義 が 拮 抗 しあ う二 律 背 反 の 世 界 だ っ た。

McGuimessは 照明 に も工夫 を凝 ら し、複数 の照明が陰 を消 し合 うこ とを極力避
けた。多用 された単光源 の強 い光 は俳優 たちの輪郭 を際 だたせ 、各 々の顔 をはっ
き りとした明部 と暗部 とに分 ける ことになる。硬 い光 によって、McGttmessは 、
敵 か味方 に、是か非 に明瞭 に分 断す る思考 を具現 してい る。
場 内に響 くのは二 つ の陣営 に分 かれて憎 しみ合 う人 々の声が全 てであ る。初演
のDa

d bvemx演

出 の際 には居 たサ ウ ン ド・ デザ イナ ー を省 き、McGuinness

は音楽 を全 く使用 しなか った。 13巧 み に組み上 げ られ た音 の秩序 が 観 客 を慰撫

unlesは 、いかなる慰めを望み もしない □ecmの 、
す ることを避けることで、M∝〕
憎 しみが癒 えることで はな く募 る こ とを欲す る心理 を体感 させ よ う と努 め、舞台
全体 を居心地 よ く観察す る観客 の特権 を極力揺 るがそ う としている。
雌伏 し続 けた Orestesは 、 自分 は死 んで灰 となった とい う虚構 を設 け て、Elec‐
廿aと 共 に強大 な王国 を上下逆 さまに覆すが、母 Clybmnesttaと Ae」sぬ usと の
間 に複数 の子供 が い ることが劇 中 で 明言 される、 つ ま り復讐 のため に挙 兵す る次
の世代 のいることが 劇 中で言及 され る。 また、幕切 れ近 く、Ae」 sthusが 殺数 の
永遠 に続 くこ とを予言 して死 ぬ こ とか ら、連綿 と続 く対立 と報復 によってのみお
互 い を定義 し得 る、 この二つの勢力 に最終的な勝 利者 の居 ない ことが 暗示 されて
芝居が終 わる。
この α″ π の上演計画 は2002年 1月 に決 ま り、同年 8月 後半 に実現 して いる。
テ ロ と報復 の時代 を象徴す るよ うな9:11の 直後 の時期 にこの興行 のプ ロ ジェ ク ト
が組 まれ、9:11の 一 周年記念 の直前 に幕 を開けた ことは、純粋 な偶 然 だろ うか ?

McGuinnessは 、多面的な要素か らなるはずの戯 曲が、単 一 的な要素 やセ ク ト的
ス ロー ガ ンの よ うな ものに還元 されかねないこ とを恐 れなが ら、 しか し、上演 の
タイミングの意味 を否定 は しない。 ヨーロッパの歴 史 とい うレベルで、そ してまた、
我 々 自身が今置 かれて い る世界 の状況 とい う レベ ルで、そ して、アイル ラ ン ドと
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イ ングランドの関係 とい うレベ ルで、血 の復讐によってのみ癒 される憎 しみ とは
如何 なるものかを、儀式的な親密 さの中で観客に飲み込 ませ ようとしていたよう
に思われる。McGuinnessは 、conquerし 、Кconquerす る二律背反的な闘争 の
愚 か しさとい う見方へ、今 のアイル ラ ン ドの観客を誘い込 もうとしてい る。
居心地 よく観察する観客の特権 を破壊 し、心理的な参加 を追る McGuinnessの
姿勢 は、緊密な相互作用に支えられたアイルランドの演劇界 で、す ぐに活発 な反
応を得る。例えば、2∞3年 8月 に上演 された Michelle Readの 2θ α滋″馴ル は、
その端的な例 であろ う。 ここで演出家 は舞台同様、観客席 も二つ に分かたれた劇
場 を作 り、武装蜂起 と暴力 によって引 き裂かれた二つの世界の、それぞれの閉所
恐怖的な狭い世界にいる者が言葉 と想像 によって、分断された反対側の世界 を把
握す るプロセスを観客 に、傍観 ではな く体感させようと試みてい る。14
確信者へ の疑義 とい うテーマは、McGuinnessが 翻訳 し、IMsz16 Martonの 演
出によって2003年 夏に上演された Henrik Lsenの 7ル

V“J′ D″ 滋 で再 び、ダプリ
ンの演劇界に提示 される。15主 人公 Hiahtt Ekddの 平穏な家庭生活 は、かつ て
豪商 HaakonWё lleの ハ ウスメイ ドだった妻の秘密が露見 した後 に崩壊するのだが、

この舞台では主人公ではなく妻 Gina Ekd」 と彼女 の秘密を暴 く GregOrs Werle
の描 き方に工夫が見 られた。Hialmarの 職業は写真家であるが、実際に多 くの写
真 を撮 り、自らの過去の秘密 を隠 しつつ、ス タジオを事実上運営 しているのは、
妻 Ginaの ほうであった。舞台右に大 きな作業机が置かれ、その上にはプリン ト
を固定 して修正する特殊な小型 のイーゼルが載せ られている。上方 には長 い綱が
張 られ、修正され、また修正を待 つ プリン トがずらりと並べ られていた。第 2幕
冒頭 では、娘 Hed

gが床 に寝そべ り、砂時計を手にした死に神 と女 の子 を描 い

た絵 の掲載されている歴史書 を熱心に読んでいる姿を、長い綱 の上方から指す単
光源 の光が照らし出す。実 の父親からの遺伝 で失明する最初 の兆候が現れ、まさ
に砂時計 さながら失明の日が刻 々と迫 りなが ら、 しか し、現在 の父親の家業 を手
伝 って、写真の修整のために筆 を手 に取 ることに必死なこの子供 の頭上に、列 を
成すプリン トのシルエ ットが浮かび上がる。それは写真 の撮影ではな く修正 に力
点を置 いた演出だつた。Ginaの 過去 を知る Gregorsが レタッチについて尋ね る
くだ りは、こうした演出の中で、写真術 のレベルを超えた別の次元で響 き始める。
写真 の レタッチがで きると聞いたのだが と Gregorsが 話 しげに問い、Cinaが彼
を横 目に晩みなが ら、口籠 もりつつその事実 を認めると、 レタッチが出来る こと
の幸運 を Gregorsは 皮肉に強調する。180年 代末に発明され、発明者の一 人イ ン
グラン ド人 William象 山otが 「 自然の鉛筆」 と呼んだ写真術 は、その後、例えば、
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フランスの詩人 Chttles Baudelaireに よつて「芸術や科学 の補助手段 であ り、絶
対的な物質的正確 さを必要 とする人々のための記録係 にす ぎぬ」 と言われた。芸
術的価値 には乏 しいが、 レンズの前 の光学的真実には、19世 紀 を通 じ大 きな信頼
16し か し、bsenは 、 この作品の執筆時期 に、写
が置かれてい く技術 であった。
真 の真実性 にすでに疑間を投げかけていたのかもしれない。それを活用 し、発言
する者の立場 に応 じて、Bttdeは reの 言 う「絶対的な正確 さ」、真実な どは、い
くらで もレタッチが利 く、 どの ようにで も修正出来 るのだ とい う意味 で 。妻

Ghaは

レタッチを独学で学 んできたのだと Hiah額 は言 う。写真屋 とい う職業
の設定 は、その暗示力において、娘 Hed gの 出生 の秘密を隠 し、人生の清濁を

併せのみなが ら生 きてい る女性 Ginaに はふさわ しく、唯一無二の真実 を確信す
る Gregorsと の思想 との鮮やかな対比を成すものだった。演出家 は原作 のポテン
シャルを効果的 に引 き出 しながら、確信者への疑義 を増幅 している。
Cinaの 娘 Hed gは 、夫 Hialmarと の間のではな く、かつて豪商 Werleと の間
にもうけた子供であるとい う過去 は、やがて、その Werleの 息子 で理想主義者の
Gregorsに よつて暴露 されることになる。Gregorsが Hiahな の家庭を破壊す る
ことを予感 した Dr Rellhgは 、「グレガースの心 の 中では、何かがおか しい」
1le■ 's∞ m醐血E

wrong hside hh")と GКgorsに 対す る「診断」 を下す。「 ど
んなふ うにおか しいの ?」 (“Wh■ kind ofⅥ ℃1■ r)と 問うGinaに 、Rdhgは 「常
に自分が正 しい と信ず る過ちに病 んでいる」 (“ He su“ers■ om the wrong of
(“

bele

答える。「常 に自分が正 しいと信ず る過ち ?」
ng he is dways rignt?")と Ghaが 繰 り返 し、「それ病気

ng hat he is」 、
昭ys light")と

にhe wOng Of bele
なの ?」

(“

Is that a knd of dseaseの

と Hed

gが 口を挟む と、ReⅢ ngは 「我

が国全体が、 この病気 にや られている。 もっとも、時 々発作的 に流行 るに過 ぎな
いが」

(“

Our whole∞ untw suf6erS iOm it butit Only bК akS Out iOm■ me"

dme.")と 答える。McGuinnessは w,ongと

ghtと い う対義語 を繰 り返 し使 うこ

とで、是か非に明瞭に分断する Grel,1鵜 の世界観を聴衆 に印象づけようとしている。
しか し、Relungの 言 う「 自分が常 に正 しいと思 いこむ過ち」 とい う病気 を繰
り返 し発病する「我が国」 とは、 どこだろうか ? ドニゴールに生 まれ育った劇
作家の英語に よつて訳 されたテクス トは、一方で依然 としてノルウェーの歴史的
コンテクス トで戯曲の力 を発揮 し、1397年 北欧の、 デ ンマー ク、スウェーデンと
の連合王国の中に取 り込 まれ、1905年 ようや く分離独立 したノルウェー とい う国
家の複雑な歴史 を暗示する。 しか し同時に、McGttmessの 、例えば上述の E′
`ヶ

′αのような試み と響 きあいながら、アイルラン ドの コンテクス トを併呑 し、イ
“
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ギ リス連 合王 国 の 中に取 り込 まれ、1949年 にようや く英連邦 よ り脱退 し完全 に分
離独立 したアイル ラ ン ドとい う国 の 、対立 と武装蜂起 とを繰 り返 して きた歴 史 を
も暗示 し始め る。 そ して、McCuinnessに よる

1助 ′″′
′
′D“ 滅

遣 いは、 1992年 に初演 され、2∞ 3年 8月 に再演 された S"ω
Mι の一節 と響 き合 う。

17′

■ e Cwpt Aも

の この一節 の言葉
蘭

"ι

″
′予
物′
θ
λOυ θ
″

"′

CenLeの 、圧迫感 を強調 した狭 い空 間

を観客 に凝視 させ る よ うな舞台で、 レバ ノ ンの活動家 に拉致 され、聖書 とコー ラ
ン だ け を与 え られ た地 下室 に幽 閉 され た ア イ ル ラ ン ド人 ジ ャ ー ナ リス トの

Edwardは 、神 の名 を口にするアメ リカ人捕 虜 Adamの 言葉尻 を提 えて反論す る。
「 自分が正 しい と信 ず る全 ての者 か ら我 々 を救 い た まえ。正 しいの さ、慈悲深 く
もな く、哀 れみ深 くもない神 の名 にお いて、 なぜ な ら神 は奴 らと同 じで、常 に正
しいの さ。俺 は祖 国 で既 に見 て い る」

(“

Save us iom』 who belie℃ 血ey'祀

ght.Rght,in me name of God who is not meК iml and notcompassionate,br he
iS Ike them,always

ght I've seen t at home beわ К.")の だ と。Edwttdは 、世界

の文化 を排他 的 に侵 略す るテ クス トとしての聖 書 す ら仄 めか しなが ら、確信者 に
疑義 を抱 く。 これは、McGuinnessが これ まで蓄積 して きたヴイジ ョンの一つ だ
った。
2ι ラ
И

助 ″ の少女 Hed

gは 、 自分 の秘蔵す る野鴨 を犠牲 にすれば再 び父

'Jα

親 の愛 を勝 ち得 る と Gregorsに 言 われ るが 、野鴨 を殺す代 わ りに自らの胸 を撃 ち
抜 い て 自殺す る。L膨 16 Marlonの 演 出では、崩壊 した

Hiahrの 家庭 を眺め、

半 ば放心状態 の Gregorsが 気 を取 り直 し、床 に落 ちた拳銃 を拾 い上 げ、外套 の 内
側 に隠 し持 つ と、静 かに ドアを出て い くとい う幕切 れだ った。作品冒頭 の Werle
の屋敷 を別 とすれ ば、そのほ とん どを Hialm町 の小 さなス タジオに限 られたグ ロ
テスクな出来事が、 ご く限 られた場所 での特殊 な悲劇 と読み とられることを否定
す るポ ーズ を、演 出家 は入念 に取 っている。 つ ま りは、 自らの正 しさを確信 した
破壊者が、そ の破壊 の武器 と共 に、 い ま街 に出て行 った、世界 に解 き放 たれたの
だ と、強調す るこ とによって。

McGuinnessの ]“ 物 の演 出 に見 るような、連綿 と続 く対立 と報復 によって
お互 い を定義す る確信者 を退 ける態度 と、Pamck

Ma∞ nの 演 出に見 る ような避

けがたい二律背反 的 な文化の闘争 とい う態度 とは、演劇界 の 中で或 るジ レンマ と

共に共生 しているように思われる。テクス トの闘争的な読み替えと新 しいキャノ
ンの創設 とい う革命によって初めて、対等に、対立の解消に向けて融和 をはかる
ことができるのではないかとい う文化理論的な或るジ レンマの中で。
芝居 の興行、戯曲 とい うテ クス トの pЮ ductionは 、それ自身が個別具体的な
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文化的 。社会的 コンテクス トの中に置かれて特定 の ヴイジ ョンの

ucerと な り、

"“
を引 き起 こ して
別 の戯 由のテ クス トに新 たな意味 と勢 い を与 えた り、或 いは反動
い る。活発 な作用反作用 を繰 り返 しなが ら、それぞれの舞台 が説得的な ヴ イジ ョ
ンを観客 に差 し出 し、共感へ と誘いなが らそのヴィジ ョンを演劇界 に蓄積 している。
アイル ラ ン ドの演劇界 は、 ぎっ しりと目の詰 まった小 さな蜘蛛 の巣 の よ うに、
一部 の振動 が隈無 く全体 に伝 わ り、社会 との 間で 、情報 と知 の緊迫 した共有 を果
た して い る。例 えば、2002年 か ら外 国人移民 の 国外追放 の件数が急増 し、 アイル
ラ ン ドで生 まれた移民 の子供 の国籍問題 が 耳 目を集めて来 た。 こ うしたプ ロセス
の 中で 、2∞ 3年 4月 には、the■ olect Aヽ Cen“ eで 、Tmberlake Weienbaker
の 4彫 γDα 窟,効 が、Darwinと ビー グル号艦長 Robert Π陵 oyと の確執 よ りも、
む しろ現代 の移民 の適者生存 を強調す る よ うな演 出で舞台 にかかってい る。18ァ
イル ラ ン ド女性 の 5人 に 1人 が dome

c

olenceの 犠牲者 だ とい う レポ ー トが

社会 を揺 るが し、anti‐ DVの 運動が様 々 な機 関 を通 じて唱道 されるさなか、2003
年 5月 には Roddy Doyleの 7レ ″

″爾″
θttα 滋″ 滋

θだ が舞台化 された。

"Dθ
"り
19中 東問題 にか らんだ Rchttd Perleの
軍事 ビジネススキ ャ ンタルが報 じられ、
また軍 需産業 に大 き く荷担 している ア イル ラ ン ドの現状 が レポ ー トされ る中、
2∞3年 7月 には Galway Arts Fe

valで Bemttd Shawの Mび ″ Bα 力α紹 が舞 台 に

載 った。 そ こでは、1人 の女性 の人道 的世界観が、軍需 ビジ ネスの頂点 に立 つ 父
親 の世界観 に飲 み込 まれてい る様 を、 アメ リカの軍事行動 に引 きこまれて い くア
イルラ ン ドを仄めか しつつ描 いていた。20同 性愛 を邪悪 と規定 したヴアチ カ ンの
最新声 明 を流布 した聖職者 たちに法 的警告 が発 せ られ、 また激 しい賛否両論 を巻
き起 こす なか、 8月 には Oscar Ⅷ ldeの Dι

P名2ル

%騰 が Klkenny Arts Femv」 で

上演 されて い る。212001年 5月 か ら現 在 まで続 い ている Adoption lawの 法改正
′
θ
πC%′ :ど の
論議 の プ ロセスで、Yvonne Quinnと BdrbК Ni ChЮ imbに よる S′ ο
よ うな芝居 が現 れて い る。22ま た既 に述 べ た よ うに、 中絶 と母性 を巡 る 国家規
模 の論争 の前後 に Tom

Mu"hyの a湖のα″gα ′
″ が、あるい は宗教的指導者 たち
へ
物 が上演 されてい る。
による児童 の性的虐待が暴露 される最 中 に Nabokovの Iθ″

9:11が 世界 を震撼 させ たあ と、ア メ リカが 中東 に侵略す る過程 でアイル ラ ン ドの
国家 の哲学 が試 され るなか、Frank McGuinnessよ る ]“ 物 や、神話世界 と現代

Cond Modson演 出の ■%′むθ″ιのような芝居が上演 され、お
確信者 の愚 か しさとい うテーマは、McGuhnessの 7レ 爾脇 D“ ″ にまで引 き継
の中東 を対置する

がれている。完全 な過去にはならず、アイルラ ン ドに存在 し続け、折に触れ大 き
くうねる問題 の持続性 と、劇作家や演出家が、移民、軍事、同性愛、中絶、性的

“

搾取 、 クリスチ ャニ テ ィ、養子縁組、家庭内暴力、侵略戦争等 々 を巡る国家 の政
治 に深 く関与 し、 国家、社会、個 人がそれに向けて成長 し、模倣 しさえ し得 る よ
うなヴイジ ョンを蓄積 ・提示 して誘 う劇作家・演出家たちの知 の緊迫 した同時性、
この二つの結節点 に、 アイル ラン ド現代 演劇 の一端がある よ うに思 われる。今 の
アイル ラ ン ドで 、芝居 の興行 は、程度 の差 こそあれ、 こ う したアイルラン ド社会
が 向 か うべ き近未来の 自画像 を表す隠喩 的機能 を果 た して い る と言えよう。
=キ
ロエ

l Tom Muっ hy自 身の演出による Bα ′
J●α
昭

lα

′
″ の上演は、2∞ 1年 9月 26日 か ら10月 8

日まで、the peacock ηFaieに おいて。 同作品の “
popular demand"に よる再演は、
2∞2年 6月 12日 か ら7月 20日 まで、同 じくη℃ Peacock lheat,eに おいて。

2
3

■om Muphy,3α ′
′
agα ttα 姥 。
Rev.ed.(LЮ ndon:Methuen,2∞ 1)75。
筆者 とのインタビュー (2∞ 3年 1月 28日 ).

4 Tom Murphy作 の Bα ′
′
のαttπ滋

は、the Druid ηFatre COmpanyに より、1985年 12

月 5日 に初演 された。演出は Gar▼ Hコ les。

5 Hden Ga■van,勧 ′ル″タルИι
″滋r2′

Rο satt

Й′B′

α″力′
ヵoI″ ″″ル″

"″

"′

ηle Columba PК s,2∞ 1)91.

6 See Mary,a dOCumentary prOgmmme brOadCaSted by REl on■

7

(D“ h:

e5th of“」 2∞ 1.

筆者 とのインタビュー (2∞ 3年 8月 5日 )。

8 B“ ndm Kenneuyに よる 4"′をο

は、the Peacock■ 歴ateに お いて、1986年 4月 28

"′

日に初演 された。

9 Michael Weゞ 翻案、Amie町 独 演出によるあ″″ は、ぬe peac∝ k′Lmlmに おいて、
2∞2年 8月 29日 か ら9月 28日 まで上演 された。

10 Padck Mason演 出による S″ ″島οのsわ の 鍬 ′は、血e

Abbey ηleateに おいて、

"′

2∞3年 7月 23日 か ら9月 6日 まで上演 された。

1l Frmk McGuinness翻 訳・演出による E′ ι
″″ は、ぬe■ OiectAも centteに お い て、
2∞2年 8月 14日 か ら31日 まで上演 された。

12 筆者 とのインタビュー (2∞ 3年 6月 10日 )。
13 Da

d beaux演 出による ]“れ

は、1"7年 9月 10日 に ■e

Mhem■ leatteに お

いて初演 された。

14 Michelle Read作 、Taa Derh」 on演 出による 7レ ′0″″ siaι は、ぬe Loject Arts

Centeに おいて、2∞8年 8月 12日 か ら30日 まで上演 された。
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15 Frank Mcguimness翻 訳 による

71θ l脇 :″

加 ルは、ぬep“ c∝k ηFa餃 )に お いて、

2∝8年 7月 8日 に初演 された。

16 Lレ Wels(“ ),Phobraphメ

AC蹴
`“

Rouddr,2∞Ю)134.
17 LulKeaい

′I"1'"′ ″0".2nd ed.Condon and New York:
“

蘭わ留 ″b`働

演出 による 動物

Oυ ″

M`は 、ぬe Cwpt Aヽ

Cent“ に

"ι

おいて、2∞3年 8月 11日 か ら23日 まで上演 された。
18 Jaclde Doyle演 出による 4能 ″Dα ,ッ ′

"は

、ぬeP,olect Aヽ Centreに おいて、2∞3年

4月 23日 か ら 5月 3日 まで上演 された。
οИをル′
′Йわ Dο ο容 は、血e Hel
α
"bπ ""物
2003年 5月 1日 に初演 された。

19 Joe O'B口■e演 出による η物

20 Ma位

0'B

en演 出による Mりο″Bα 励 ″ は ■e

Dn

において、

d■ heateに おいて、2∞3年 7月 15

日か ら26日 まで上演 された。その後、同作品 は、血e Pav■ on¶眸ateに お いて、
2008年 7月 29日 から8月 16日 まで上演 された。

21 Joe O'B口 ■e演 出による D`助 ル

お は■e F ay Halに おいて、2∞ 3年 8月 11日 か

"′

ら16日 まで上演 された。
22 Bairbre Ni Chaoimb演 出に よる s"協

″
C力 ′

は、山e Andrews Lme■ ℃a● eに おいて

2002年 に初演、同劇場にお いて2008年 4月 29日 か ら5月 10日 にかけて再演 された。

23 ConanlMo

son翻 訳 ・演出に よる 4"rigO"θ は、ぬe Proiect Aヽ Cent,cに お いて、

2003年 3月 4日 から15日 まで上演 された。
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くワークショップ報告》

「塔」 をめぐる2篇 の詩を読む
― ¶he SLre's Ne"by my｀ Window'と ¶he Black Tower'
構成 。司会 松

田

誠

思

このワークショップにおける作業のねらいは二つ。①作品の主題を論 じ詩的価
値 を問う前に、リズムや響 き 。声調・語法・ シンタックスなど、テクス ト解釈の
土台となる「読み」の基本的な事柄について、発題者それぞれに主要な問題点を
指摘 していただ き、同一の論点に異なる解釈がなされた場合、発題者相互間だけ
でな くそれをフロアに投げかけ、さらに実 りある議論を展開することによつて、
論点 についての妥当な解釈 をさぐり、集約すること。② このような作業を通 じて
明らかにされた読みの基本を踏まえて、 2篇 の詩の中心にある「塔」、それに対
して詩の語 り手がどのような関係 に立っているかを比較考察 し、「塔」の もつ詩
的意味合いを明らかにすることである。取 り上げる詩をどちらか 1篇 にしぼるべ
きだとい う意見もあったが、 どちらの詩を選 んでも「塔」の象徴性 を抜 きにして
細部 を論ず ることはできないので、それを考 える参照枠としてあえて2篇 を選ん
(結 果的にはやはり無理があ り、議論をうまく収束できなかったが)。

だ

限られ

た時間の中で二つの問題を十分に扱うのは困難であ り、当然のことながら① を重
視 し、②については考え方 と視点を示唆するにとどめた。
`■

he StTe's Ned by my Windoザ

(1922、

以下SNWと 略記)と

`■

he BlackTOwer

(1939、 以下BTと 略記)は 、「語 り」の手法の点で著 しい対照をなしている。す
なわちSNWの 語 り手「私 (た ち)」 は塔の中にいて、外部で進行中の内乱に対
して ドアを閉ざし、「確かな事実は何一つ認知できない」受動的立場をあえて選

んでいる。 しかし自分たちの籠 もる塔自体の「石壁」がひび割れ、崩れかねない
危険性を察知 していて、このような閉塞状況 と存在の不安からリフレインの祈 り、
Come bund h tte empty hou∞ of me stare"が 生まれる構造になっている。人間
“
界の暴力、憎 しみ、イデオロギー的対立・抗争を乗 り越える手掛かりを、人間と

違 って「幻想」 (`ぬntasies')に たぶらかされることのない「蜜蜂」「椋鳥」など
自然界の小動物の営みに求めていると言 ってよい。BTの 語 り手「黒い古塔の兵
士たち=私 たち」は同じく塔に立て籠もってはいるが、冒頭の特異な語 り回(“S町
山江…")か らも明らかなように、SNWの 場合 と違って何らかの大義を奉ずる堅
47

い誓い立て、異なる価値観 ・制度に宰領された塔 の外部世界へ の妥協 を拒み、断
固たる挑戦的態度 をつ らぬこ うとしている。 さらに注目すべ きは、SNWと 違 っ
てリフレインは語 りの本体 からの帰結 ではな く、語 りの主体 と内容 をあたかも全
知視点か ら眺めて相対化 してい るようであ り、語 り手の境位 をより客観的に読者
に提示す るもの となってい る。 ここで 自然 の根源的諸力 (elements)を 緊密 に組
み合わせたイメージが用 い られているの も、SNWの 場合 と比較 して解釈上の重
要な鍵 になるだろう。

もう一つ両詩の細部 を検討する上で留意すべ き点は、詩人の位置である。
SNWで は詩人 と語 り手 とはともに「塔」の内部にいて、生の redityか ら隔てら
れている不安 と焦燥を共有 しつつ、内乱によって露わになった現代アイルラン ド
の耐え難い人間的現実を「観照」する立場に立 っている。 これに対 してBTに お
ける詩人は、語 り手の「兵士たち」とは違 って「塔」に立て籠 もってはいない。
しかし「兵士たち」をあざ笑い、あるいは恐れつつ転向を迫る外部勢力の側にも
属 していない。両者の中間にあつて、いわば「塔」の傍らに立 って「兵士たち」
の声 を聞き、対話を交わしさえしている趣なのである。のみならず各連の「兵士
たち」の語 りに対応するリフレインが、7滋″滋滋θ勧
湯ιルα′″純gλ ′
のように、つねに墓場の「死者タチ」の動 きを示 してい"s″
て、語 りに拮抗する重み
を持っていることからすれば、詩人の立っている位置は空間的な意味での「塔」
"′

の内外 と言 うよ りも、時間的な意味での過去 と現在、死者 と生者 との媒介者
mediumの 立場であるとさえ言えるだろう。もしそうであれば当然「黒い塔」の
持つ象徴性が、この詩の細部 を分析する上で決定的な重要性を帯びて くるだろう。
以上が 2篇 の詩を相互に比較検討する際の基本的な枠組みであった。当日会場
で寄せられた多数のご意見 。ご質問は、ほぼ上述の事柄 に関わるもので、われわ
れは大きな示唆を与えられた。時間の関係ですべてのご質問を当日の質疑で取 り
上げられなかった点をお詫び申 し上げるとともに、回収 したすべての質問紙の提
出者名と内容を、司会者が整理 した上で発題者の方々にお伝えし、報告作成の際
に参考にして頂きたい旨依頼 したことを付記す る。
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「塔」をめぐる2篇 の詩のリフレインを考える
佐久間 思
「塔」をめ ぐる詩、`¶ le

StaК 's Nestby my WindOw,'`¶

帆

le BlackTOwer'は 共に

リフレインを内包 しているが、 リフレインが詩に与える効果は全 く異なった もの
である。`¶ le Stare's Nest by my WindOプ の場合、“
Come build in me empty
house of tte stare"(椋 鳥の空 き家にやって来て巣 を作 って くれ)と い うリフレイ

ンは、各連 の内容 に呼応 して合意が変化 し、複数 の意味 を持つ。 この変化 のポイ
ン トは、次 の 3点 である。

1)前 後関係か ら「 巣 を作 る」 と解釈 されるが、

build"の 目的語が明示 されていないので、他 の語句 を目的語 として解釈するこ
“
とが出来るのでは ないか。 2)リ フレインは “
hOney_bees"に 向けて発せ られた
ものと通常考 えられている。 しか しリフレインに先立つ呼 びかけ■oney‐腱es"は 、
第1、 4連 にあるが、第2、 3連 にはない。 もし、 これを詩人が意図的に省略 したと
考 えれば、第2、 3連 に呼応 して、リフレインが発せ られた相手が変化 し、複数の
相手へ向けられたものと考 えることが出来る。3)“曲E"(ム クドリ)は “
由 P(階
段)と の地口で「椋鳥の巣」 と「階段 の家」 の掛け言葉 であると考 えられる。そ
the empty hOuse Of the sね re"は 多義的 にな り、各連に応 じて、合意
うすると、“
が変化 しうる。一方 の `■ le Black TOwerは 、誓 い によ り塔 を固守 しようとして

いる、 どっしりと勇ましい塔の男たちの姿が描かれている。 しかしリフレインでは、
枯骨が夜な夜 な立ち上が り風 に震えるとい う、全 く正反対 のイメージが現 れる。
しか し、“
ぬe men"(男 たち)は “
the dead"(死 者 たち)、 “
me old bhckも oweF(古
い黒い塔)は “
血e bmb"(墓 )に 相当 し、リフレインが兵士の現実 の姿、詩本体
は枯骨 となった兵士たちの幻影なのではないか。つ ま リリフレイ ンと詩本体は同
時発生的な関係 にあると言える。勇 ましく語 つているが、実際 は “
01d bones
upon■ e mountah shake"(枯 骨が山の上で震える)だ けなのである。 このように、
のリフレインは連 の進行により意味が可変する
のに対 し、¶降 BlackTowerは リフレインが詩の解釈 を決定付けている。

`11le Stare's Ned by my WindOプ

49

二 つ の詩 の頓呼法 (apostrophe)
荒 木

映 子

頓呼法 とい う点から、二つの詩 を比較 してみると、`Stare'の 詩では、各 スタン
Come build in the empty house of me s●
ザの終わ りに、蜜蜂に呼びかけて、“

re"

Say"が 一度使 われるきり
が繰 り返 されているのに対 して、`Black'で は、冒頭で “
である。前者は、誰 か他 の人、自然物、抽象概念、あるいは 自分 自身に誇張 され
た言 い方で呼 びかける、抒情詩 に典型的な修辞的形象の伝統 に属 し、イェイツが
初期 の詩 で もよく用 いた願望法 (opt“ve)で ある とすれば、後者 は、イェイツの
後期 の詩に多い尊大な響 きを持つ命令法 (

なっている。
"rative)に

`¶le Sttre's Nestby myl雨 ndoプ

呼 びかけは、呼びかけられている対象 によりも、呼びかけの行為自体に話 し手
の強 い感情があると言える Oonaman Culler)。 ではどのような強い感情が込めら
れてい るのだろうか。各 スタンザでは、内乱で荒れ果てた塔 の内 と外 の情景が語
られ、不穏な政情や疑心暗鬼の人々の様子が伝 えられる。一節 めでは、最初の三
行 が現在形 で書かれていることから、一般的に蜜蜂や親鳥の習性 を描 いていると
考 えられる。次に、塔 の壁が崩れてきてい るとい う目の前 の事実 を語 り、空にな
った椋鳥 の巣を見て、思 わず、蜜蜂 に巣 を作 って、再生、豊饒、平和、幸福 をも
たらしては しいと願 う。二節めでは、閉 じ込められ、不安なままで (不 安 に対 し
て)鍵 がおろされて、何 ら正確な情報 が伝 えられない苛立ち と恐怖が語 られる。
第二、四節 では、過去形 と過去完了形が使 われて、内乱 の際の出来事 と精神状態
が語 られる。椋鳥の空の巣、そ してそれを埋めるよう呼 びかけられる蜜蜂 は、語
り手 の身近 にある (生 き)物 であ りなが ら、象徴的な役割を担わされていると思
われる。第四節で捕食 を連想 させる 瓢ed,"篭are",“ subs蜘 にe"と い う語が用 い ら
れて、出だ しの三行のイメージを復活 させることは、自然界 も人間の世界 もいわ
ば弱肉強食が支配す るものであることを暗示 しているのではないか。蜜蜂へ の呼
びか けは、後のスタンザになるほ ど、沈痛 さと激 しさの度合い を増 し、祈 りに近
くなってい く。

Ю

`■

he Black Tower'

この詩の “
Say"は 誰 に対 して向けられているのだろ うか。Jon S回 lwormyに よ
る詳細な草稿研究 によれば、この冒頭部分は、イェイツが最も苦労 した部分であり、
決定稿 に至るまで何度 も修正が加えられている。 たとえば、語 り手自身が塔 の住
人を代表 して宣言するとい う形 (“ Is町 …")を とったヴァー ジョンがある。敵 は
セou"と 呼 びかけられて、私 (た ち)と おまえ (た ち)の 区別が明瞭になされてい
た。後 にバ ラッド風 の コーラスと して繰 り返 される部分は、語 り手の dram c

monologueの 体裁 のままであ り、現行 リフレイ ン中の “
our
me dead"は “

fatters"

となっていて、語 り手 との結 びつ きがはっきりとわかる語であ った。また、塔の
towns men"に 対 して、行って告げよとい う命令形 のヴアージョン、
外 に住 む “
pu"、
外敵 を “

`血 ey'で 指

して、彼 らが言 った り考 えた りすることを伝 えた り、

the watch men saプ 始 めた りす る平叙文 ヴァージョンもある。そのような推敲を
“
Say"で 始まる命令文、 しか も、誰 に対 しての命令かが一番 わ
経 て、結果的に、“

か りにくい形が選 ばれたのである。

Sayぬ r'は 、省略 しても詩 として成 り立ちはする。にもかかわらず、
冒頭の “
血江"以 下は最後 まで含むと考 えられる)と して枠 の うちに入
れたのは、死にゆ く者か ら後 に残 される者への遺書あるいは墓碑銘の形をとろう

全体 を伝達内容

(“

としたからではないか。語 り手 は、塔 を死守す る兵士 と同化 し、かつ、「黒 い塔
の兵士」 と「暗 い墓の死者」は渾然一体 となってい る。塔 とアイルランドを守っ
て戦 う勇敢な兵士たち、死んでも直立 したまま埋葬 され戦闘体勢をくずさない先
祖 たちを、一節 めでは誇 らしげに語 るが、この衿持 が くずれ始めるのは、二節め
(リ

フレインを除いて数える)の 、“
Ifhe dedlong ago/1mly do you dread us so?"

という敵の誘惑の言葉をそのまま直接話法で引くところである。最後のスタンザで、
コックが もたらす新 しい王の接近のニ ュースをデマ だと否定 しながらも、趨勢に
抗 い難 いことを自覚 しているように思 われる。 この変化 に対応 して、リフレイン
の一行 めも少 しずつ変化 してい く。 ス クッと墓で死者が立っている → ほのかに
月光が墓に落ちる → 墓 では暗闇がつのる、 と変 わってい くのは、脅 しにも甘言
にも蝙 されない と見栄 をきっていたことが揺 らいで きているか らではないか。 し
か し、一番伝 えたいことは、`Coole Park,1929'の 結末 の呼 びかけと同じように、
時の流れには逆 らえない ものであ って も、泰然 と生 きる姿勢、ルネサ ンスの宮廷
に見 られる sprezzatura(闊 達さ)の 精神 であると考 えられる。
今 回 この二つの詩 を比 較す るとい う課題 を与 え られ 、あ らためて、それぞれの
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詩が イ ェ イッの詩 に典型的な二 通 りの呼 びか け 一 日常的 な物へ の訴 えかけが形
而 的問題 の提起 となっている例 と、遺言 的 ・墓碑銘的 な呼 びかけの例 ― を再確
認す る ことになった。

`¶ le

BlackTower'の 意味
虎 岩

正

純

ワー クショップの趣旨は二つ の塔 の詩 を比較 し解読することで あ った。`The
Stare's Nestby my Wmdoザ の方 はイェイツ自身が作った状況の枠組 み、つ まり、

`Medtttons h■ me

of Ci

l Warと い う照応の枠組みの中に置かれているので、

それを頼 りになんとか読むことがで きる。アイルラン ドは独立を目の前にして、
北アイルラン ドの処理をめぐっての対立から内戦 とな り、同国人同士 の殺 し合 い
を始めた。イェイッは ■10or Banyleeの 中に住みながら、歴史・政治 。文化 の結
節点 の象徴 とも言えるこの塔 を視点の原器 として全体 を眺め渡そう としているよ
うに見 える。文化・文明を担 い伝 えてきた祖父たちが残 したものの象徴 としてこ
の塔 は立っていた。その文明の全体が い ま愚かさのために崩れ去ろうとしてい る
ム ク ドリ (sぬ re)
My wall is loosenmg")。
“
は他 の鳥の巣 を奪 うこともある攻撃的な鳥 と考 えられてもいるが、 この詩の 中で
(“

Cre

CeS/Of bOSening maSOn17"、

は巣作 りをして子供 を育てる、つ まり伝統文化を担 い未来に伝えてい くものの象
徴 のように描かれている

にhe

momer bids b

ム ク ドリの巣は houseと も言い換 えられ

II gubs and

■es.")。

(■le empty houtt of me stare")、

その

家 は人 間の住 む家 と重なり合 って意味 を広げてい く A man is国騰d,or a hou∞
(“

bumed")。 ただ命 の象徴 を担 わされてい るミツバチに、ムク ドリのい な くなった

空 っぽの巣 の中に来 て 自分の巣を作 り、文明の生命力の回復 を祈願 している。
Abaabと い う rhyme∝hemeが 支配的なパ ター ンのように思 われる。そ して、
どのス タンザ も

s● reと

rhymeす る語 をもっているが

(¶lere",“ somewheК ,"

ftte")、 第三連だけは持 たない。それだけではない、 どの行 も rhymeし ていな
“
認

いの だ。兵士 の血 まみれの死体 が 出現 す るス タンザである。 そ う した文明の悲惨
に対応 して、 ここでは rhymeと い う結合力が意味 を失 い、力 を失 ってい る。か
ろ う じて cOnsOnanceが 詩 としての全体性 を保つために働 くのみである
Юad、 "“ blood")。
“

(“

wood、 "

こ う した意 味 と音 の 緊密 な戯れの技術 は、 イェイツの 詩 の魅

力 の大 きな要素である。
`■ le

Black a)werと い う詩 は難解 だ つた。

とも537年 とも543年 ともいわ

"6年
れ る Batue Of Sligoで コノハ ト王の オーエ ン・ベ
ルが敗北 して、 ノ ックナ リアの
近 くに、武装 し武器 を持 ち、敵 の方 を呪み なが ら、立 った まま葬 られた とか 、 ア
ーサ ー王の物語 を再現 している とか、 1938年 か ら39年 にかけての世界状況 を批判
的 に描 いてい るのだ、 と りわけナチ ス・ ドイツの侵略 な どに比喩的 に言及 して い
るのだ とか、 い ろいろな注や解説 を読 んだ り聞い た りして も納得 で きなか った。
それが妻 ジ ョー ジの解釈 で あ って も。
こ とは、1%9年 1月 21日 に書 き上 げた こ とを示す 日付 にある。死 のわず か 1週
間前 に書 き上 げて、死 んでい った。 この詩 を書 いてい るころには 自分 の死 を 自覚
して いた と思われるが、その よ うな死 の床 にいた詩人である一 人の人間が、 自分
の 人生 の最後 にナチスを批判 した り、古代 の歴史の再現 を した りす る ものか、 と
い う思 いが、 これ らのと りす ました表層的かつ機械的な解説を遠 ざけていた と思 う。
物語 を語 る、神話化す る、歴史 を再現 す る、などとい う行為 は詩人 の なか のパ ブ
リックな領域 にす ぎない。詩 はパ ブ リックな領域 と、個人的な声 との接合 で あ る。
あ るい はパ ブリックな もの を利用 してそ こに個人的 な声 を載せ るのだ。 この 詩 の
個人的 な声はどこにあるのか、 ワー クシ ヨップの当 日までそれが分か らなか った。
後架 にい て突然天啓 の よ うに見 えた。発見 した と確信 した。
ねht m00nlight"と か “
山e dak grows bl∝ker"な どの、 リフ レイ ンにあ る言葉
“
が月の位相 を示そうとしているのだ。月は新月に向か ってか細 く、暗 くなってい く。
この詩 を支配 して い るのは月 で あ り、 イ ェ イツは人生の終 わ りに、 自分 の思想体
系 の なかで、 自分 の置かれてい る位 置 を確認 しようとしてい た、 と思 われ る。 こ
の詩 には、ETぬ

(bmb,mOun

n),Water(

ne,shOК ,dew),Air(

の うちの三つ まで表層 に現 れてい るが 、Fireは 見 えない。4И おあ

"や

nd)と 四元
¶隆 Phas

es ofthe Moon'に よる と、新 月 に向か つている第四 クォー タを支配 して い るエ レ
メ ン トは Fieで ある。そればか りか、 この位相 の 中に出現す るペ ル ソナは聖 人、
愚者 である。 この詩 の なかで兵士 たちに馬鹿 にされなが ら兵士 た ちには見 え ない
もの を見 ている old cookは この

∞ わ01に あたる。 イェ イツの月 の思想 を持 ち

込 むことによつて、 この詩 は全体性 を取 り戻す ことがで きる仕掛 けになつてい る。
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女王メーヴの墓があ り、普通「王の山」 と解釈されているノックナリアも元来は、

Cnoc na Rabh(月 の山)が本義 であって、音 の類似か ら月と王 との混交がある
のだとい う解釈 は説得力 を持つ。ベ ンプルベンの麓に墓 を建てよ、書 き残 したイ
ェイツが、最後に夢見たのは故郷 のスライゴーに帰る ことではなか ったか。死 に
挑戦 しながら、同時に四元を完成 させ、生の全体を回復 しようとした。
この詩の手稿 の解読 の仕方 も、最初の手稿に近づ けて読むのか、放棄 したもの
に近 づ けて読 むのか、議論のある ところだ と思 う。例 えば、第一 スタンザ の
bread md wine"と あ ったものが放棄 されたの
theL wine gone∞ uFは 、 もとは “
“
だが、もともと Ъread md wine"と あ ったのだか らキ リス トの体 と血を暗示 して

いる、 といった読み方は、キリス ト教徒の短絡的な悪癖である。イェイツはむ しろ、
そうい う読まれ方 を恐れ、Ъread"を 捨 てただけではな く、最終稿 ではその 知he"
も饉えたものに変質 させているのだ。キリス ト教的西欧人から非 ・キリス ト教的
ケル トの世界に戻 る、そ こに包 まれながら死ぬことを選 ぼ うとしているのだ、と
思 う。
この詩を具現 している場所 は、状況的にも、言語的にも、イェイツのプライヴ
ェイ トな意思からも、 スライゴー郊外のノックナリアである と信 じている。

別

|

《シンポジウム報告》

イェイツヘ の視座 を問い直す
一 今、 イェイッをどう捉 えるか
風呂本 武 敏
新 しい視座を求めているとは従来の視座が どの点で古 びたのかという問題である。
言 い換 えればこのような視座 とは本質的に別 の視座に移行する歴史性 を覚悟 しな
ければならない。 ここで言 う新 しいとは新 しい歴史的条件が提示されているとい
うことである。私たちの分野に限れば文学研究 を文化研究 のような広 い文脈 で捉
えなおそうとしている努力のことである。 このような移行期に特徴的なことは従
来の研究領域の価値体系があい まいになったことを意味す る。 この変化を見れば、
価値 とは一方で社会的で共有的であると同時に、他方ではその社会の変化にあわ
せて相対的、一時的、一過性な ど不安定、不確定な構成要素も有 していることが
わかる。 この研究面 のコンテキス トの変化 は「批評的立場」 のもっぱら読者論的
傾斜 といえるか もしれない。
文化 の unity,homogeneity,pu ty,ab∞ lutismで はな く multutity,diversity,
hyb dity,К la饉 smな どへの関心 の移動 もこうした文化状況の反映 といえる。
読者論の登場以前 の作者の側からの伝達の問題 を考えるのに、一応 tet COn“ 】
雌
に分けて考 える。 これには
「内閉性」 ・ 自律性 の問題 と、逆にその「開
"xtの
放性」 をどこまで承認するかの問題が含まれる。イェイツとい う詩人 はこの両者
の相関関係 にかな り意識的であ ったといえる。 1)自 分 の全作品を一つ一つが絡
った全体 の意図 として実現する。 2)作 品 と作者の実人生が絡み合 っている。 3)
その人生がまた社会や歴史の大 きな流れの中で或る図式 に則 って形成 されてゆく。
しか しこの 3つ の位相に共通 しているのは外側 の意匠 もまた一つの芸術作品さな
が らに意図的 に紡 ぎだされると言 うことである。それは人生を芸術的に再構成す
ることを可能 と信 じる精神 を示 している。
作者の表現行為 に先行する経験を「前言語的領域」と呼ぶことがあるようである。
この「前言語的領域」 は表現者 のそれだけが関わるのではない。読み手 のそれ も
表現者 と少な くとも同 じ文化圏内では重なって くる。 とすれば「読む」 とい う行

為は「受け手」の側の「解釈」という一方交通だけではなく、受け取ってからの「受
け手」の内部に生じる波紋・影響も考慮の対象になる。つまりその影響は発信者
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と受信者 の共有す る知識 ・価値・ 心情 な どの 世界 を長期 的 には修正す る力 と して
作用す るか らである。

それでは今我 々の関心事 の文学

はどうであろうか。 まず一つは作者 の意
“
いほど
図が余分な逸脱を許さな
緊密 な「意匠」 で紡がれてい るかどうか、次 には
仮 にそ うであ って も「受け手」の側 の知識や経験、時代的・地理的条件の違 いに
よって、同 じ textで す ら異なった反応 を引 き起 こすのではあるまいか。後者の
ような場合、それは逸脱 としてその種 の「読み」 を排除 しうるかどうか。芝居 の
台本や音楽の楽譜の場合 と同じく、「読み」 の行為にそうした解釈の 自由を大幅
に取 り入れて、逸脱を恐れず多様 な解釈、作品の多様なイメージとい う相対化を
受け入れ るかどうかである。今問題 になってい るような、誤読 (?)も 含 めて読
み手の反応の中にこそ作品があると言うのは、崚離の統一に向かうよりも、相対化、
個別性、多様性を積極的にそのまま認めようとしている。
テキス トの独立性・完結性を確保するイェ イツの工夫であるが、Yeatsの

text

のそれを証明する議論 はすでにい くつ もあるが、その意味 の多様 な豊かさと完結
性 を織 り込む工夫にはい くつかの層が考えられる。一つは文体上の工夫 であ り、
次には音 の響 きの心地 よさ、さらには個人的・伝統的神話 の連想性である。前 の
二つはイェイツが創作途中に歩きなが ら声に出 して繰 り返 し自分の好みの文体 を
見つけた話は有名である。 これは自分 の狙 った効果を持つ文章をどのように練 り
上げるかの努力、そうした雄弁術へ のふ さわ しい愛着抜 きには考 えられない。そ
してその効果 を十三分 に鑑賞するには読 み手 の側にも textへ の一義的な執着 を
必要 とする。次に連想性 の豊かさを十三分に味 わうためには、 この詩人の伝記的
事実や性向、 アイルラン ドの歴史や神話などについての 健 外の知識・傍証 に
ついても学習す る必 要がある。 これ らの準備 は textの 「内閉性」を認 めた うえ
で も従来なされてきた「読み」である。
イェイツの詩が意識的な知性 の産物であることは「視覚的な言葉」からの解放
も意味する。これらはイェイツの作品が 面 1,craft,tndeと いった意識的努力であ
ることを証明 していること、もう一つは近代詩 の大 きな特徴である imagesや

symbolsの ような視覚的想像力だけではな くもう一つ以前の 釘1劉 mentativeな 知
性 の伝統 にも基づいてい ることを示 している。Discuぉ iveな 詩の伝統 の復活 は

Httdy,Auden,Lrkhの 系列 として今 日すでに論 じられているが、 ここではイェ
イツが imageryと discuК iveな 詩 との結節点 に位置す ることを指摘するにとめる。
「復活祭、1916」 は珍 しく創作 日時が September 25,1916と 明記されている。
今 の私 たちの文脈 では、歴史的時間、つ まり現実 の時間をその まま受け取 ってよ
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いの か とい う問 いか けになる。歴史的時 間 と して Englmdが 約束 を守 ったか ど う
か には一 つ の結論が出る時 間が否応 な くや って来 るので あ る。 しか し作 品 の 中 の
時 間 は一種凍結 されて い て、 この 問 いは永遠 に答 えの出 ない繰 り返 しとなる とも
考 え られ る。 イェ イッはその点 で も用意周到で contextそ の もの を芸術作 品 の象
徴 的構造 の 中に置 い てい る。 そ こでは起 こった事件そ の もの よ りもその「意義」
を問 い続 けるのは論理的 に も可能だ し、起 こったことの複雑 な因果の連鎖 を絶 え
ず問 い続 ける歴史本来の意図 に もかなって い る。
機会詩 とは特定 の時 間空 間の事件 に触発 されなが ら、それ を超 えなければな ら
ない。機会詩の「機会」 にあま りに力点 を置 くとそのような名称は無意味 になる し、
か といってそ の特定性 を無視す れば詩 は具象性 を失 い哲学 的命題 に似 た抽象 に転

じるであろ う。 この「機会」 とそれを超 える微妙なバ ランスの上に成 り立つのが
この種 の作品に思える。そ してそのバ ランスはわれわれのテーマである読み手個 々
人の視座 のいかんに もかかわっているのである。

文化論的視座か らイェイッを読 み直す
山 崎 弘 行
「イェイツヘの視座 を問い直す ― 今、イェイツをどう捉えるか」 とい うきわ
めて批評的な課題 と取 り組 むには、イェイツとの関係 において、読者あるいは研
究者が生 きる「今」 とい う時代 の状況をどのように捉えるかとい う問題を避けて
通 るわけにはいかない。 この問題 は、1日 来の様 々なイェイツヘの視座 を問い直す
理由と深 くかかわつているはずだからである。筆者の場合、イェイツヘの視座 の
問い直 しを促す直接的な要因 となったのは、民族、宗教、あるいは文化の違 いが
原因で生 じる摩擦 が顕著にな り始 めた冷戦後 の国際社会の現状であ り、 この現状
の分析に基づ き未来を予測 した歴 史家たちの論考であった。彼 らの予測内容 は、
多岐 にわたるが、大別すると、文化衝突の蔓延、自由民主主義の支配、文化混交
の普及、お よび国家主義の再来 となる。 どの予測が正 しいのかとい う問題はさて
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おき、いずれの予測 も、筆者 にとつては、伝統 と近代 の雑種混交を特質 とする我
が国の文化のあ り方 とそれに対す る態度を見直す契機 となったことは確 かである。
文学論的な観点からイェイッを研究するだけではもの足 らな くなり、ヘーグル的
な進歩主義史観 を嫌 い、プラ トンやニーチェなどにならって循環的歴史観 を構想
したイェイツを文化論的な観点か ら読み直 してみた くなったのである。筆者のい
う文学論的観点 とは、外部 のコンテクス トから自立 した言語芸術作品 として文学
作品をみなしなが ら、そこに表現 されたイェイツの個人的な価値 のみを解明する
ことをめざす立場 である。 これ にたい して、文化論的観点 とは、文学作品 とその
外部のコンテクス トとの連続性 を前提 として、作品の内部に表象 された作者の主
体位置 に焦点を置 きなが ら、地域の集団的な価値 としての文化へ のイェイツの態
度や文化 との関係 を明らかにすることをめざす立場である。シンポジウムでは実
例 として `Eas“ r1916'を とりあげ、文化論的な観点から読み直す ことを試みた。
この詩の主題は、16名 の武装蜂起者たちがたどった人生のあ り方が、蜂起の以
前 と以後 とでは異なるとい うことである。事件が起 きる以前の彼 らは、まだら色
の道化服 をまとった喜劇俳優 さなが らに日常生活を送るご く普通の生活人にすぎ
なかった。その職業は、詩人から労働組合の委員長にいたるまで種々様 々であった。
ところが事件 の後 では、アイル ラ ン ドのナシ ヨナリズムを象徴す る緑 の服をまと
った崇高な悲劇 の英雄 と化 したとされている。従来、イェイツ研究者たちは、こ
のように意味づ けされた愛国者たちに対するイェイツの複雑な態度に注目し、そ
の意義を様 々な角度から論 じてきた。その議論 は、概 して文学論的であ り、喜劇
よ りも悲劇 を偏愛す るイェイツの個人的な価値観を明 らかにすることに力点が置
かれている。 しか し、文化論的観点から読み直 した場合、文学論的観点からは見
えていなか った側面が見えて くるのである。
この詩 を構成す る 4つ のスタンザの行数は、第 1連 が16行 、第 2連 が2行 、第

3連 が、16行 、そ して最終連力24行 である。16行 の連 と24行 の連が交互にくり返
されてい る。 これは、武装蜂起が勃発 した1916年 4月 24日 とい う歴史的な日付 を
形象化 したものであることは明 らかである。このことは、イェイツのよって立つ
主体位置が、事件当時滞在 していたイギリスではな く、イギリスからの独立を希
求す る祖国アイルラン ドにある ことを密かに示唆 していると思われる。
この詩には、,“g型 ム “ ∝n"、 “
mOdey"と い う三つの色彩語が用 い られている。
『
grey"は 近代的で合理主義的なイギリス文化を、
文化論的観点から解釈すると、
“

geen"は 伝統的なアイルラ ン ド文化を、そ して “
modeプ は両者の入 り交 じった
“
雑種混交的な現実を寓意 していると読める。16名 の愛国者 たちは、生前は、伝統
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的な文化 と近代的な文化が混交 した植民地都市ダブリンの住人であったと解釈 で
きる。更に、「恐るべ き美が生まれた」 という有名なリフレインが示唆するように、
イェイツは、イギリスからの独立 とい う大義に殉 じて彼 らが死 んだ後のアイルラ
ン ドに誕生 した調和せる統一文化を夢想 していると解釈できるのである。イェイ
ツは、ケル ト復興運動 に従事 していた青年時代以来、上院議員 として南北両 アイ
ルラン ドの統一の条件 を模索 していた晩年 に至るまで、民族文化的なアイデ ンテ
イテイとしてのアイルラン ドの「顔」 を表現する国民詩人になることを目指 して
いた。親友のジョージ・ ラッセル宛の手紙 (18%年 1月 23日 付 )で 力説 している
ように、イェイツにとつて、雑種混交的なアイルラン ドの現実から「調和」 した
統 一 文化 を創造す ることこそが国民詩 人 となるための条件 であつた。`Easter
1916'に は、統一 されたアイル ラン ドの文化 とは、喜劇的な日常生活を支配する
多様 で変化に富む雑種混交的な現実を調和 させることから生 まれるのだとい うイ
ェイツの年来の文化論が反映 してい ると思われる。

イェイツの思い描いた「アイルランド」
伊

里 松

俊

イエイツが 国アイルランドのために詩を書いたことは言うまでもない、しかし、
tlユ

彼がその詩を向けたのは「大儀にも国家にも縛られない」国民 であった。 イェイ
ツの想像力においては、詩は常に政治 とともにあ つたが、彼 は、英国の物質主義
的世界から政治的、文化的に解放 された国家の姿 に、理想 の独立アイル ラ ン ドを
思 い描 いた。
イェイツの「アイルラン ド」 は、“
I shness"と “
Englshne∬ "の 弁証か ら獲得
された ものであ り、それは彼独 自の神話 であるといえる。彼がその生涯 の多 くの
時間をアイルラ ン ドではな くイングラン ドで過ごしたように、彼 の理想世界 は現
実 の アイルラン ドには見出 されなか った。 1890年 代 の神秘主義教団、Celtic
Oder of Myste

esの 設立以来、すでに、彼の「アイルランド」神話は彼独 自の
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ものであったとい えよう。
アイルラン ドにおけるプロテスタン ト系中産階級 とい う、社会的マ イノリテイ
ー性。 アイルラ ン ドにおけるこの「根無 し草」的存在 は、彼を実際 のアイルラン
ドの歴史から乖離 させる原因となったといえよう。 またその一方で、イェイツは
英国流の文化、英国流の修辞法から逃れる道は、アイルラン ドに根付 く個人の声
を見つけることにあ ると認識 した。 しか し、独立 と民主化を模索す るアイルラン
ドの改革の姿 は、彼 の 目には、カ トリック国家の商業化・物質主義化・低俗化 と
映 った。
このような彼がその理想世界を見出 したのは、18世 紀 の偉大なア ングロ 。アイ
リッシュの作家 。思想家たち、バー クリー、スウ ィフ ト、 ゴール ドス ミス、バー
クの高尚で洗練 された時代である。 シンポジウムの議論 は詩「復活祭、1916年 」
を中心に展開する ことになっているようである。 しか し、本発表では、イェ イツ
のプロテスタン ト性、あるいはそれからも遊離、独立 した、'彼 の「アイルランド」
の独 自性を、詩「娘へ の祈 り」やクール詩篇に現れた、18世 紀 アイルランド文化
との関係において、考察 したい。それによって、「復活祭、1916年 」理解 は一層
深 まると考 えられるからである。
イェイツが彼の「アイルラ ン ド」 をその作品の中に描 いたとき、 われわれは、
彼 の神話 をとお して、アイルラン ドの文化 を考 えるようになった。現実の歴史の
上に築かれた神話が一人歩 きし始 めるのである。それは、ワイル ドが「 自然が芸
術 を模倣する」 と言 ったことに似 ている。イェイツの「アイルラ ン ド」 は異文化
調停 に関する探究 の産物 で もある。現在、そして未来の局面で、アイルラン ド国
家 の政治、文化 の上に、イェイツの「 アイルラン ド」 の夢 はどのような影を落 と
すのであろうか。
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復活祭蜂起 と<世 界劇場 >
田 美

岩

喜

復活祭蜂起を取 り扱 つた W.B.Yeatsの 作品の中でも、政治詩 `Easter 1916'と
神秘主義的な舞踊劇 動ιDttzれ gグ ′
滋 Bο sが 同 じ座標上で論 じられることは
"ι

あまりなかった。だが 電ぷo19Ю 'に は「世界は劇場であ り人間は皆役者である」
とい う<世 界劇場 >の トポスが盛 り込 まれてお り、政治詩であると同時に演劇性
の強い作品で もある。他方、能 『錦木」を下敷 きにした 2ι D“ 解′
ルι
“ "gグ
3第 ● も、若者が亡霊の成仏 を拒 否す るとい う能 とは異なる結末によ
つて政治的
な問題を投げかけている。 この トポスを軸 に両作品を読み直す ことで、Yeatsの
詩作品の演劇的な側面を見直す ことが 出来るのではないか。
`Easter 1916'に 用 い られる演劇的比喩 は、一見 したところは単純な二項対立で

ぬey md1/But lved where mOdey is wOm"(180;1314)と
ある。 “
を道化芝居 と見なす詩句 は、現在生 まれつつある “
A掟

い う、現世

ble beauサ "(180;16)

の相関物 として歌われてお り、圧倒的な現実の前 に、詩人は世界認識 を改めざる
をえないかのようだ。 しか し、JOhn M∝ B deに ついて語 るときには、 これに多
義性が加わる。第二連は、彼 もまた日常 とい う喜劇 を抜けて英雄になった、 と解

He,bo,has re山聾ed hs part/1n tte cattd cOmedy"(181;
釈 できる一方で、 “
3037)と い う詩句には、復活祭蜂起そのものが「でたらめな喜劇」 であるかのよ
うな視点 もが書 き込 まれて い る 。独立運動 に否定的な視点 は 、 Constance
M密 饉e czを 描写す る詩行ではより明 らかである。“
her voice rew sh I"(lm;

20)と い う語句が示す ように、侃 々譜 々の政治論から生まれる声 は、詩的な声 と
は程遠 い金切 り声なのだ。一方、詩人が発すべ き声は、¶o murmw name upOn
name,/As a mother names her chnd"(181;6162)で

あ り、政治活動家たちとは
づ
い
と
る
対照的に母性 関連 けられて
。 また、活動家たちの行動 の是非を判断する
ことは “
Heaven's part"で “
our pa■ "は 名前を囁 くことだとい う一節 からは、詩人
が自らを、台詞を読む役者に擬 してい るかのような響 きが感 じられる(181;∞ )。
ここで役者 たる詩人は、政治的な争乱の中に生 きる人々を語 り継 ぐ母性的な語 り

部 である。詩人は<世 界劇場 >と い う枠組みを用 いて、自らと運動家たちの関係
を母子のそれに置 き換えることで、己の理解の埒外 にある政治的騒擾に対 し何 ら
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かの融和 の糸口を探 しているのだ。
く世界劇場 >の 概念は、エ リザベ ス朝 の英国で隆盛 を極めた。当時の政治文化
を支えていたのは、人 間は大宇宙 =マ クロコスモスに対応す る小宇宙 =ミ クロコ
スモスだとい う広義 のオカル ト哲学 であ り、その人間を収容する器 として建 てら
れたのが公衆劇場 だが、この施設の特徴 は、劇場自体が世界 を象徴す ると共 に小
宇宙である<人 間 =役 者 >の 力 を最大限引 き出すべ く留意 していたことである。
ルネサ ンス精神史家 Frances Yatesの 言葉 を借 りれば、「 グロープ座は魔術的な
劇場、字宙的な劇場、宗教的な劇場 だった」 のだ

(124)。

W.B.Yeatsは 、自身

のオカル ト志向と演劇研究によって、 シェイクスピア劇 のこうした特徴 を的確 に
捉 えていた。 ■′″ιHα ″ルも爾州 や 7λ ιD″ α″れgグ ルθBθ

"ぉ

など一連 の舞踊劇

に取 り組んでいた頃の Yeatsは 、 シェイクスピア以後 の西洋演劇 は舞台装置の発
達に よつてかえつて損 なわれてきたとして、舞台の簡素化 に努 めていたのだ。能
の ドラマ ツルギー と<世 界劇場 >の 概念 はよ く似てい るので、彼 が能に惹かれた
のも自然な成 り行 きとい えよう。両者共にミニマルな舞台を用 いて人間=役 者 を
重視すると同時に、作品の背後には対立するものの和解 と魔術的・宗教的な合一
があるからだ。

D燿 笏グ″gゲ 滋ιBθ

1励 ′

"ω

では、復活祭蜂起に加 わった若者が ディアムー ドと

デヴォーギラの亡霊に遭遇するが、彼は “
0,neveL never/Sh』 Diamuid ald
Devo瑠 mabe br」ven"(442)と い う言葉で亡霊 の語 りを断ち切 り、 この世ならぬ
もの との魔術的合一 を拒否する。若者の姿から感 じられるのは復活祭蜂起参加者
へのオマージュよ りはむ しろ、亡霊 との融和を Tedble me tempta● on"(444)と
して退ける頑なさである。終幕 に楽士が歌 う ■hey dream thtt laughed in the

eam ad dπken ow ttn"(45)

sun./Dry bones thtt dream Fe btter,/′ ■ 9

とい う詩句は、若者 の頑なな二元論 の矛盾 を指摘す る。今 は苦 き者 となった亡者
たちも嘗 ては太陽の下で笑った生者だったとい うことは、劇中の若者の独立へ の
思い も後生を悩 ます悪夢 になりうるのである。
一方、`Easter 1916'は 、生者/死 者の対立項を逆 にして同 じモチ ーフを提示 し
ている。 `叩 re know their dК an;enough/To knowぬ ey dreamed a
are dead;/
And whtt r excess oflove/Bewildered mem●

I they died?"(182;7}73)と 眩 く

詩人 は、処刑された活動家たちの夢 に悩 まされその是非 を判断 しかねている。彼
らの信条 と行動 とが、詩人の世界 と彼 らの世界 を分裂 させ、埋め ようのない溝 を
作 り出 しているのだが、 これを埋めるために架けた橋 こそが、作品中における演
劇的な枠組みの中で、語 り部 として 自らを描 き出す ことであ った。
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多義性 に富 んだ `Eas“ r1916'に おける詩人 の姿勢 は、根本 的 な ところで は一
貫 してい る。それは、詩の力、そ して<世 界劇場 >的 な融和 を志向する力で もって、
未曾有 の動乱 に コ ミッ トしてゅ こ う とす る姿勢 なのだ。
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トー ル ンの男 は 自発 的な殉教者 なのか
小

沢

茂

Seamus Hemeyの 作品 `¶ le Touund Man'は 、デ ンマークで発掘 されたミイラ
化遺体「 トール ンの男」 を題材に書かれたもので、彼 の第三詩集 脇 ″物gO“ ′
に収められている。 この中では、地母神 に捧げられた生贄である トールンの男 と、
北アイルラン ドの紛争 の中で犠牲 になった労働者 たちが描かれている。
ヒーニーは、いわゆる ¶he Troubles"と 呼 ばれる、北アイルラ ン ドの危機的な
政治的状況の 中でこの作品を書いた。彼 は`Feeling hb Wods'の 中で、`■le Toト

lund Man'の 重要なテーマは、アイルランドの苦境 における象徴的なイメージを
提示す ることであったと語っている。
このような、 アイルランドの厳 しい状況にふ さわ しい象徴を見いだす とい う試
みに関 して、批評家達が様 々に論 じてきた。なかで も、論者達 の多 くが指摘する
のは、 ヒーニーが文脈 の異なる二つの死を結 びつ けることによつて、北アイルラ
ン ドの紛争、特 に暫定 IⅣ ゝによる虐殺行為 を正当化 している、 とい う事 である。
中でも Edna Longleyは 、 トールンの男を自発的な殉教者であると位置づ け、非
自発的な「殉教者」 である北アイル ラ ン ド紛争 の犠牲者 と同一視す ることに対 し
て批判 してい る。
こうした議論 は、 ヒーニーが前述の引用で述べ ている象徴 としてのイメージの
有効性 にかかわるものであ り、■Ю 、■1le Tollund M狙 'の テーマ を考 える上で
本質的な問題 を含 んでい る。果た して、 トールンの男 は、bngleyが 指摘 してい
るような自発的殉教者なのか。
この問題 を検討す るために、本論では、詩 の 第 三部 に注 目した。第三部 の

mmbd,"“ sad ieedom,"“man‐ killing panぬ es"な どの表現 に留意 してこの部分を
“
読 むと、 トール ンの男 は Longleyの 指摘 しているような自発的殉教者ではなく、
聖職者 として生け贄 にならぎるを得なかった非 自発的な殉教者 として描 かれてい
ることがわかる。第一部 の安 らかな トールンの男 の描写 と第二部 で描かれるアイ
ルランドの非戦闘員 の無惨 な死は一見対照的に見えるが、どちらのケース も、宗
教が原因 となって非 自発的に殺 されたとい う根底 にある図式は変わ っていない。
トールンの男 は、 アイルラ ン ドの紛争の中で行 われている虐殺が決 して一時的な

“

狂気 の産物ではな く、宗教 と結 びついた暴力 は太古の昔 か ら行 われていると言 う
ことを身をもって示すことで、象徴 として効果的に機能 しているといえるだろう。

イェイツのスライゴーー 妖精 と「場」の聖化
木

原 謙

本発表 では、一つの試み として、 スライゴーの幻想的な風景を演出的に映 し出
しながら、`lhe Sden Child'を 朗読 し、イェイツ詩における「場の聖化 と具象性」
とい うテーマについて考 えた。 ビザ ンティウムが抽象的な概念が収飯す る一つの
極 であるならば、 もう一つの極 にはスライゴーが存在す る。スライゴーは、詩人
の個人的な体験 と結 びついてお り、人物、地名、地形、生活習慣、言葉の訛 り、
土地の臭 い といった具象性 を伴 ってアイルランドに実在 の形を与える。 しか し、
イェイツの具象性 は自然の一つ一つの詳細な形態や動 きではなく、神秘的な空気、
「聖なる場」 の感覚 として表れ る。幻想的風景 の焦点 は個 々の 自然の構成物には
なく、むしろその背景、その場所の持つ特別な感覚にある。それは、「場の具象性」
と言うべ きものである。具象性は、本来自然に対する現実的認識から来る。 しかし、
イェイツのそれは、妖精や神話的な超現実性 と結びつ く。 自然を妖精の世界 とし
て表現す ることは、 自然を原因結果 の法則 にのみ縛られた実体 としてのみ見 よう
とする世界観への挑戦 である。妖精 の語 りは、ワーズ ワスの詩以上に、大地を、
聖なる場所 として感 じる感覚へ誘 う。イェイツは「聖なる場所」 として、自然が
超 自然 と境 を接 しているような特別な場所 を選択 した。妖精 とい う現世 と異界 の
境界的存在、昼 と夜 の境界的存在、人間 と天使 の、あるいは人 間 と悪魔 の境界的
存在者 は、自然の境界線をず らし、視点を自然から一歩外 に踏み出させ、自然、
あるいは存在それ自体 の深 い認識へ と誘 う。実存の認識 は、存在そのものから一
歩踏み出す ときにのみ可能になるからである。スライゴーの風景 の中には、 ロマ
ン派 の崇高な自然 とは異なる、アイルラン ド特有の「聖なる場所」 の感覚が表現
されている。それは厳粛な声で語 りかけて くるワーズワスの風景で もな く、 シェ
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リーが「モ ンプラン」 の詩で表現す るような圧倒的に迫 って くる風景 の感覚 とも
異なる、幻想的な薄明の 中に吸 い込 まれるような感覚である。一般 には、具象的
な前期よりも抽象性 の高 い後期の詩のスタイルが高い評価を受けている。 しかし、
抽象は生ではない。イェイツが抽象 をあえて選んだのは、死 を描 くためではなく、
死によつて生を逆説的に表現す るためである。前期 の具象性 は、いわば生の直接
表現であって、生による生の表現 であ り、それをイェイツは内的な洞察 と英知 に
欠けるものと見 た。 しか し、一方 で、後期の作品が逆説的 に生を表現 し得 ている
のは、前期 の具象性 に支えられているからでもある。後期詩 の読者 は、イェイツ
の前期のケル トの薄明 の表象 を無意識のうちにも抱 きなが ら、抽象的なテーマの
中に新 しい ダイナ ミックな生の表現 を見いだす。 この前期 との間のインターテク
スチュアリテイーによつて、後期 の詩 は生かされている。言 い換 えれば、後期の
詩の抽象性 は前期 の具象性 によつて保証 されていると言 える。

`AmOng School ChildК n'に おける樹木 は、

なぜ「栗の木」であるのか ?
一 イェイツとイギ リス詩 の伝統的感覚 一
木

原 謙

後期 イェイツ詩 を語 るうえで欠 くことのできない重要な四つの詩、`S」 Ingわ
Byzml■ um'、 γadh● or、 `Prayer br my Daugh"r、 `Anong School Chl山 ℃n'に は、
各 々の詩的特徴 を具現化す るような樹木のイメー ジがあ り、それは順 に、1精 神
と老人の国の住人である黄金の鳥が留 る「不変の記念碑」 =黄 金樹、 2不 死の楽
園エデン (原 義 は歓喜 )と 死すべ き者の住むこの世の挟間に置かれた両義性 をも
つ「ケルプ」 (原 義 を「覆い=肉 体」 としなが ら「廻る焔の剣」である)を 象徴
する極 めて実存的な樹木、「燃えあが る緑の木」 3白 鳥神話 とダプネ神話 を覆す
民話的力 を手む<生 成する記念碑 =記 念樹 >、 すなわちダプネの父の反神話的民
話的願いを具現化 し、日常を退しく生きる鳥=「 紅雀」のお宿 としての「月桂樹」、
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4醜 いあひるの子 〓「水鳥」 のパ ラ ドックスを秘めた「学童」、す なわちモンテ
イソー リーの心身教育を実践する慎 ましい学童 (上 院議員 としてのイェイツは彼
女 の教育理念を高 く評価 している)の イメージと呼応 し、 プラ トニズム を象徴す
る生 来 の美 の 化 身、 白鳥 に対 しア ンテ ィを投 じる 日常 の樹 木、 「 栗 の 木」
(`Among School Children'最 終連 の「栗 の木」 のイメージには、経験論 に根 ざす
イギリスの文学的風土 を代弁す る童謡 `Under me SpК tting Chesmut Tree'に 合
わせて踊る学童 の姿が想起 される)で ある。 これら四つの樹木の各々の特徴 を異
にするものの、一見 して分かるある事実 によって三分化 されることに気づ く。前
者二つの樹木には実在す る樹木の具体的名称が与えられてい ないが、後者 にはそ
れがあるとい う事実。 この三分化 は列挙 の悪戯による偶然 の産物 とみることはで
きず、そ こにはワーズ ワス詩 とブレイク詩の決定的差異 を熟知 し、それを定立 と
反定立の鮮やかな対照 によって提示 しようとする「仮面」 の詩法が透けて見える。
すなわち、自然の具象的描写 を「 ヴェイラの誘惑」 としてはねつけるプ レイク詩
のもつ「象徴詩」的側面 に対す る 自然 の具象性 を愛するワーズ ワス詩の もつ イギ
リス自然詩の伝統的側面。
イェイツの「仮面」 の詩法 は決定的にブレイクに影響を受けて生 まれたとしば
しば指摘 されるが、この指摘 には盲点がある。そもそもイェイツの「仮面」 とは
定立 に対す る反定立であ り、反定立 とは定立 に逆説的に依存す ることによつての
みその存在意義が保証 されてお り、従 って反定立 としてのブレイク詩の影響 と同
程度に定立の影響 を「仮面」 は受けていることになるが、 このことが問題視 され
ないからである。それではイェイツにとってブレイク詩の定立 とは何か、それは
ブレイク的「仮面」が絶えず攻撃 しているところの もの、ワーズ ワス詩に他 なら
ない。「仮面」 の宣言詩 といって もよい `Ego Dommus Tuus'(こ の詩 を書 くに
あた リイェイツは入念にワーズ ワス詩を再読 している)は このことを明白に告自
するものである。 この詩においてイェイツは Tmtem A)bey'に おけるワーズ ワ
スの詩的テーゼ、“
Of eye,md ear,一 both wh江 山ey har∝ eat/And wh江 血ey
eive,"を 捩 って、ワーズ ワス的自然描写 を “
harcrea艶 "「 中途半端な創造」 と
"IК

表向き批判 しているものの、この批判 は皮肉にもイェイツの「仮面」 にとつて、
ブレイクの反自然描写 と同程度にワーズ ワス的自然描写が重要であることを逆説
的に告白している。すなわち、この詩句 は半 ば否定 されることによつて暗黙 の裡
に半 ば肯定されているのであ り、イェイツの「仮面」 は「 目と耳」 によつて具象
的に「半 ば創造」 された自然描写にア ンテイを投 じる (=残 りを半創造する)こ
とによって初めて全創造 されることを認めるものである。
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現代 のイェイツ研究、殊 にイェイツを普遍的象徴主義 の流れの中で読 もうとす
るモダニズム以後 の解釈の盲点 は、イェイツ詩におけるワーズワス詩に代表 され
るイギ リス詩の伝統的感覚 を無視するところにある。 イェイツ詩における樹木の
イメー ジに関す る極 めて影響力のある論文、Frank kermodeの

Rθ ″α

jθ

I″

"′

"ι
′
法解 はその典型的一例を示 している
。
とPaul de Manの 7助 ι」
磁ι
グ Rο ″α ′
“ ロマ
"疵
ン派 の 中心的イコンとしての有
一見、二つの論 は真 っ向か ら対立―前者 の「
機的 イメージ」 に対する後者の「反自然的超越論的エ ンプレム」 ― してい るよう

に見えるが、共に ■mong School Chndren'に おける「栗の木」を考察の中心に
、つまり
据えたうえで、これを樹木の象徴的「イコン」あるいは「エンブレム」
詩的記号であると見なし、暗黙の裡にイェイツ詩における樹木のイメージ全体を「栗
の木」のもとに一元的に読んでいるからである。彼らにとつて栗の木は樹木の一
つの記号でさえあれば事足りるのであり、具体的名称は何 ら意味をもたない。だが、
「栗の木」「月桂樹」の具体的名称が暗示 しているのは、経験論 に根ざし俗なる
民衆個々の人生、その<固 有名詞的感覚>を 愛 し慈 じむイギリス詩の素朴な伝統
的感覚であり、これが名称 を持 たない極めて象徴的で精神的な樹木群の逆説 とな
って機能 してこそ「仮面」は全創造される。

メタファー としての興行

坂

内

太

アイルラン ド社会 で或る問題が注 目されるさなか、演劇 の興行が、その特定 の
問題 を標的にしてい るかのごとくに現れることがある。芝居 の上演が決定 され、
演出家やキャス トが決 まるまでのプロセス と、リハーサルか ら初 日を迎えるまで
の時間の経過 を考 えても、 こうした時宜を得 た興行 には、単 に偶然以上の何かが
あるように思われる。
アイルラン ドの演劇界 は、他 の劇団・興行 に対 してばか りではな く、社会 との
緊密な作用・反作用 を無限に繰 り返 しなが ら展開 していて、一部で起 こった動 き
が隈無 く全体に伝わ り、社会 との間で、情報 と知の緊迫 した共有を果たしている。
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例えば、2002年 から外国人移民 の国外追放の件数が急増 し、アイルラン ドで生 ま
れた移民 の子供 の国籍問題が耳 目を集 めるなか 、2003年 4月 には、the Project
Arts CenLeで 、Timbenake We■ enbよerの 均厖″Dα ″′ 、Darwinと ビー グル

"が

号艦長 Robert Fitzroyと の確執 よりも、む しろ現代 の移民 の適者生存を強調す る
ような演出 で舞台 にかかっている。 アイルラン ド女性 の 5人 に 1人 が domestic
olenceの 犠牲者だとい うレポー トが社会を揺 るが し、anti‐ DVの 運動が様 々な
機関を通 じて唱道 されるさなか、2003年 5月 には Roddy Doメ eの 2ι ″b″ α″
爾

αルι
′J″

θ
だが舞台化 された。中東問題にからんだ Richttd Perleの 軍

"Dθ
"″
事 ビジネススキャンダルが広 く報 じられ、また軍需産業に大 きく荷担 してい るア
イルラ ン ドの現状が レポー トされる中、2∞3年 7月 には Galway Arts Fettvalで
Mα力″助 乃απ が上演 され、1人 の女性の人道的世界観が、軍
ビジ
スの
ネ
需
頂点に立つ父親の世界観 に飲み込 まれている様 を、アメリカの軍事
行動に引 きこまれてい くアイル ラン ドを仄めか しつつ描 いている。同性愛 を邪悪

Bemttd Shawの

と規定 したヴアチカンの最新声明 を流布 した聖職者たちに法的警告が発せ られ、
また激 しい賛否両論 を巻 き起 こすなか、 8月 には Ox=V□ deの

Dι ttη ル isが
"′
い
Kllkenny Arts Fettv」 で上演 されて る。2001年 5月 から現在 まで続 いている
Adop■ on LIwの 法改正論議 のプロセスで、Yvonne Quimと B血 lb“ Ni Chaoimb

による S"ル

″のような芝居が現れてい る。2002年 3月 をピークとする、中

"CZ,′

′
絶 と母性 を巡る国家規模 の論争 の前後 に Tom Murphyの Bα ″
のαtta滋 が、ある
いは宗教的指導者 たちによる児童へ の性的虐待 が暴露される最中に Nめokovの
2)″ 滋

が ぬe Peacock¶ leateで 上演されている。9:11が 世界を震撼させたあ と、

アメリカが 中東に侵略する過程 でアイルラン ドの国家の哲学 が試 されるなか、
FIalk McGuinnessよ る ]“ ′αや、Cond Mo ∞n演 出の ス igθ のような芝
"′
"ι
“
ι И″
居 が上演 され、確信者の愚か しさとい うテーマ が、McGuinnessの
D“ 滅

`ル

にまで引 き継がれている。

完全な過去 とはならず、 アイルランドに絶えず存在 し続け、折 に触れ大 きくう
ねる問題の持続性と、劇作家や演出家が、移民、軍事、同性愛、中絶、性的搾取、
クリスチャニティ、養子縁組、家庭内暴力、侵 略戦争等々を巡る国家の政治に深
く関与 し、国家、社会、個人がそれに向けて成長 し、模倣 しさえし得 るようなヴ
イジョンを蓄積・提示 して誘 う劇作家・演出家たちの知の緊迫 した同時性、 この
二つの結節点 に、アイルラ ン ド現代演劇 の一端があるように思 われる。今 のアイ
ルラン ドで、芝居の興行 は、程度の差 こそあれ、 こうしたアイルランド社会が向
かうべ き近未来の 自画像 を表す隠喩的機能 を果 た していると言えるだろう。
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ノ ン0ロ ゴス演劇 にお け る “
Shade"
一 samuel Becke■ とW.Bo Yetts一
谷

上

れ い子

W.B.Yeatsは 老 いと死をテーマ にした詩 ■ower'で 、現実の老いの喪失感 に対
する防御手段 として、生 きているのか死んでいるのか分からない状態 (Deahin‐
Life md libh‐ Dea山 )の 「影/亡 霊」 (Shades)を 登場 させ、想像力や記憶を高

揚 させる「大 いなる記憶」 (me Grett Memory)を 用 いて、魂の再生 を図った。
Yeatsの 「影/亡 霊」は、同 じく亡霊に取 り付 かれた Becke性 のノン・ロゴス演劇
′
θお ..。 (1976)の タイ
にも深 く影響 してい る。B∝ ktの テレビ作品 ...b“ ′滋ιθ
“
トルは、 `Towerの 最終連 (“ Seem but he clouds ofthe s貯 /When me holizon
ねdes/Or a bird's sleepy cw/Among the deepening shades")か ら採 られている。
「影/亡 霊」 は、既製の言葉

(ロ

ゴス)で は表現不可能・説明不可能・不条理的な

存在、超 自然的存在 である。私 はこれを「 ノ ン・ロゴス的存在」 (Non‐ bgos
E stence)と 命名す る。たmnin Aセ udが 「影 の周辺には真実の生が集まり、そ
の影のみが 隠された真実 を告げる ことがで きる」 けレ 勧滋 ″α Iお Dθ めた
"ご
1958)と 主張 しているが、 この霊的機能を有 した「 ノン・ロゴス的存在」 だけが、
生の本質 。真実 に迫ることができる。
,

′
θお ...の 舞台 は、光の環で囲まれた部屋 であるが、現実の空間で
...ι ″
′滋θθ
“
′
はなく、詩人 らしい男Mの 頭 の中だけで存在す る記憶 としての空間であ り、教会
の内部や十字架を暗示 している。Mは 外出用 の黒 い帽子 と外套 を脱 ぎ、グレーの
室内着 とつ ばのない帽子 (頭 蓋頭巾)に 着替えるために、その光の環 を出た り入
った りしている。皮肉にも、 これらの陳腐な行動 は、交霊会の儀式 にも似た厳粛
さがあ り、心 の中の祈 り、夜 の詩作、女の出現 を待ち焦がれる夜毎の徹夜の祈 り
の準備で もある。Mは 女Wの 顔 が再び現れて話 しかけて くれることを常 に懇願 し
ている。 もしMが 詩人ならば、Kallarine Wo“hが
鶴 血e creadve in"lndOn

ぬO

`瓢romm

is clettly seen tt last

whch me pOetcmnotcomplete his acts ofevoca‐

■On"cwOmen h BeckersIこ d10狙 d

Tele

slon Pl″ s",1992)と 指摘す るように、

Wは 詩 の女神 (Muse)と 考 えられる。 もしMが 失恋 した男であるならば、Wは
肉体的な疼 きを駆 り立てる愛 しい恋人である。あるいは、Mは 預言者 か霊媒かも
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しれない。 クローズアップされたWの 顔 は 8回 現 われ、声なき声で上記 の Yeats
の詩 の 4行 を呟 く。最終的に、Mも またWの 唇 の動 きにあわせて、同時にその詩
をつぶや く。Sidney Hom祖 は「この一瞬 に両者 の精神的一致があった」 (F″ ″‐
カグ′
な 2′′
υ
グ
s′ θ
″ Rαッ
s,1992)と 指摘す るが、私 は否 と主張す る。なぜ
ならば、そ の瞬間にお いて さえ、Wは 無表情 の ままで、虚ろな目で空 を見 つ

グ

"gB“

「月の彼方なる楽園」
めるだけであるから。Mに は Yeaも のよ うに飛翔する塔 も、

hmsluntt Paradse")も な く、喪失感 のまま取 り残されている。そのようなM
自身
“ もまた亡霊である。
老 いて もなお創作に執念を燃す Yeatsに は、芸術家 としての成功感 と満足感が
あ った 。 しか し、「芸術 家 である こ とは 、失敗す ることにはかな らな い」

(Thee D皿 ogues',1%9)と 断言 した Becketに とつては、創作 はまさに拷問
にす ぎない。 この世に生を受けたことを呪 う Becke性 の亡霊たちの登場は、まさ
にこの拷間の結果である。すべ ての ものがゆ つ くりと崩壊 ・落下 し続け、脱出不
可能なノン・ロゴス世界の終点のない「存在 の環」 の中で、亡霊 たちは失 われた
魂を求めて彿雀 いながら、空虚な言葉で真実 を語 り続ける。

`A Stick oflncense'に おける

善悪 の観念 と隠喩 の問題
萩 谷

美 佳

■ Sdck of lncense'は 、精神に対す る肉体 の重要性 を示 しているとか、抽象概
a stick of
念に対 しての感覚の大切 さを示 してい るとか言 われてきた。これは、“
ヨセフの一
い
一
の
の
よつて
incense"(「 本 香」)と う喩えに
、聖
本 指 に肯定的な

意味が与えられ、実体 のない抽象概念 である ■lrノ に対す る優位性 を示 している
ととる解釈 によるものだろう。発表では、 この解釈 に新 しく付け加えるものとして、
聖 ヨセフの指 と、その比喩 としての「一本 の香」 との隠喩関係 について検討 し、
精神 ・肉体あるいは抽象・感覚 とい う二項対立 に組み込まれることによつて隠さ
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れている、“ り"そ の ものが持つ善 。悪の二元論 に関わる問題 を取 り上げた。
まず、詩 の タイ トルとなっている「一本 の香」 と最終行 の聖 ヨセフの指の関係
を辿った。東方の三博士 の贈 り物、あるいはイエスを巻 いた香料 と結 びつ く香は、
キリス トの誕生 とよみがえりに高貴 な香 りを添えるものであ り、最終行に置かれ
た聖 ヨセフの臭 い を放つ指 との隠喩関係 によって、¬ 敬」n womb"に 対する、そ
empty bmb"、 あるいは “ 呼"を 含 むこの詩のキリス ト教的文脈 に対す る
して “
アイロニ カルな枠組みを作 り出していると言える。次に、一行 日の ■ury'と 、二
empty bmb"と Wlrgin womb"、 三行 日の黙示録的終末の公約数が善 。悪
行日の “
二元論であることを、関連する他 のイェイツ詩テクス ト、■ BЮ nze

Head'、

`Par‐

Stames'お よび散文 テクス トとともに比較検討 し、`` w"と
。
は世界を善 悪 に分け、純粋な善を狂信的に求めるものの象徴 として用い られて
おり、一律的で厳格な規則 による、正常 さを欠 いた追求への危険性 を警告 してい

nel's Funeral'、 `■ le

ることを確認 した。
「一本 の香」 と「聖人の指 (臭 っている)」 、 これらのイメージは互いにその意
味 を与 え合 って、一種 の奇跡のパロデイー、あるいは聖母マ リアの御懐胎へのア
LEソ "が激 しく求めている純粋さの対極 を作 り出している。
イロニー、を生み出し、均
■譴ck oflncen∞ 'は 、感覚や肉体 という現実 を、なかみの入っていない墓穴や、

聖母の子宮、 とい う空虚な ところから生 じた “ ry"と い う純粋観念的激情 との対
比において擁護 しているだけでなく、「一本 の香」 と「一本 の指」 の隠喩関係 に
よって、キリス トに発する宗教の結末である最後の審判 と、その中心的メカニズム、
求める規範、に対 して反論 していると言い得、
悪の完全な排除 と純粋な善の世界を、
善 。悪 とい う一律的な規律 では測れない多様 さに対する賛意を読むことが出来る。
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イ ェ イツの対話詩 にお け る非対称性 につい て

長谷川

弘

基

イェイツの代表的な「対話詩」 において対話 しているのは、結局はserと 田1由 ё
ば、
p

maryと andthedcalと い う言葉で表 される、一対の対立的要素の化身、二極 に

分裂 した自我 ・ 自已の化身 といえる。 このことは、 これ らの詩に鏡や反映の表象
が例外 なく認 め られることによって確認 される。
ところが、 この ような交錯する反映・反射 のイメー ジを枠組み として持 つ「対
話詩」において、その「対話」が奇妙かつ微妙に噛み合 わない、つ まり「対称性」
ない しは均衡 を欠いている。 このことは何 を意味す るのか ?
例えば、`Ego Dominus Tuus'の Ⅲeと Hた の会話では、「キーツもダンテと同
様 に、現実の 自己 との葛藤 を経て芸術を創 り出している」 と主張した meに 対 して、
冒頭 に試みた批判 と同じ質問を Hicが 唐突に繰 り返す ことによ り、 この詩の構造
に円環性が持 ち込 まれ、この対話が堂 々巡 りになることが示唆される。さらに、
皿eと Hicの みならず、■leの 待望 している彼 にとっての 銀i∞ rへ の言及 はいっ
そう重大な問題を提起する。対立す る二者関係 の対話詩 だと思われていた構造が、
ここに至 って第二者が言及されることで大 きく動揺 し、結果的にこの詩の対称性
が損 なわれる。
第二部が もはや「対話」ではなく「独 自」 に過 ぎない ■ Duogue of Ser md
Soul'の 場合、対称性 の欠如 はもっと顕著 である。理由はともあれ、対話におい
て片方が黙 って しまえば、それは最早「対話」 とは言えまい。My

Serと My

騎 ulの 「対話」 とはこのような歪んだ「対話」 であ り、対称性を欠いた対話 と
いえる。
このような「対話」における微妙な歪みの意義は、イェイツが相反するものの
関係 を正面から扱 った作品 γacinadon'を 参考 にすることで、明らかにされる。
この詩を支配する炎 と水 とい う対立 (物 )は 、次第に相互浸透 し、一方の極限・
極点の 中に他方 の性質 。性格が存在 している。つ まり、イェイツの提示す る対立
物 の一方 の中には、異なった次元の もう一つ別の一対 の対立物が、まるで入れ子
のように、存在 している。この構造 は、`Ego Domhus Tuus'や ■ Dmogue of

Ser mdl%ul'の 最後 になって、二項対立の図式 をずらすべ く「第三の存在」が言
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及される構造 と共鳴する。
「消えた梯子」 と題 されたエ ッセイの中で、出淵博 は、円環 の東縛か ら脱出す
る手立てとしてイェイツが用いた直線 のイメー ジに注 目しているが、「円環 (=
対称性 の極)の 東縛」 とい う考え方を認めた上で、イェイツの対話詩が示す非対
称性 もまた、円環の閉鎖性 を打破すべ く意図されたイェイツの企みだったと考 え
られる。つ まり、イェイツは二項対立の内部にさらなる二項対立を加えることで、
反復 ・繰 り返 しの持つ シンメ トリーを壊 し、そうすることで円環の東縛 か ら逃れ
ようとしたのではなかったか。

書評》
〈

八幡雅彦著 『北アイルラン ド小説の可能性
一 融和 と普遍性の模索―』
渓水社、2003年 10月 、256頁

鈴 江

章 子

ジャケットに、一瞬70年 代新宿遠望 か と見まが う、まがまが しく赤い夕焼けの
写真。袖 の説明に「なぜ ベ ルファース トの夕 日が世界で一番美 しいのかご存 じで
すか。それ は、煙 と、 はこりと、 ゴ ミと、汚れのせい なのです」一 メアリー・
ベ ケッ トの短編小説「ベ ルファース トの一女性」 より、 とある。内容を期待 させ
る装丁 であ り、期待にたがわず北アイルランドの文学状況を報告するとともに、
政治 と暴力 について、境界 について、さらに異質なものとの共存 について、特 に
今 日のイラク情勢 とも照 らし合わせて、重 く考 えさせ られる好著である。
本書 は第 1章 、ジョージ・A・ バー ミンガムの政治小説 とユーモア小説、第 2章 、
シャン・F・ プ ロ ックの「 タイタニ ック伝」 と短編小説、第 3章 、 リン・C・ ド
イルか らバーナー ド・マ クラヴアテイーヘ 、第 4章 、 ブライアン・ムーアの描 く
北アイルラン ド、第 5章 、グレン・パ タソンのベ ルフアース ト小説、第 6章 、 ロ
Z

バー ト・マ ックリアム・ ウィルソンの レトリック、 と時系列に沿 った作家論から
成 り、第 7章 は八幡氏のグレン・パ タソンとのインタビュー、それに「序にかえて」
と「あとが きにかえて」が付 く構成 である。当然だが20世 紀後半以降が面白く、
各作品は北アイルラン ドの困難な状況を、普遍的な問題 として提示 している。
バー ミンガム論 は、世間一般が漠然 と感 じてい る、アイルランドの北 の一部だ
けがイギリス に属 しているのは不自然で、南北統 一 して完全 に独立すべ きだ、 と
い う感覚を正す ものである。バー ミンガムは、パーネルのようなアングロ・アイ
リッシュ・ プロテス タン トの上流階級の指導 によつて、アイルランド独立が達成
されることを望んだのだった。連合王国が多元的文化国家であって、カ トリック
系住民 も抑圧や不利益を蒙 らないのに対 して南のアイルラン ドはカ トリック独裁
であ って、プロテスタント文化 の存在 を許さず、 カ トリックの教義が国の憲法に
組み込 まれてい るために、離婚・妊娠中絶のよ うな個人の 自由を行使することも
非合法 とされている、 とい うのが、バー ミンガムの主張である。
独裁を嫌 い 自由を求める態度はプライア ン・ ムーア も同様で、「アイスクリー
ム皇帝」 (1965)の ゲイヴインの父は ドイッを、英 国からアイルラン ドを解放す
る救世主 と信 じ、英国空爆 も支持する。だがダプリン空爆によって、彼 の世界は
崩壊す る。英独両国が現在は友好 国であるのに、北アイルラン ドのカ トリック・
ナシ ョナリス トとプロテス タント・ユニオニス トの争 いはい まだに終息 していな
いとい う八幡氏 の指摘 は鋭 い。
無力で、何 も考えず、性的虐待を受けいれる女性 を環境の犠牲 の象徴 として描
くことは、アイルランドの文学上のクリシェなのだが、現代を代表する二人の作家、
グレン・パ タソンとロバー ト・マ ックリアム・ ウィルソンにおいても、 カ トリッ
クのウイルソンに、その伝統が濃厚 である。ウイルソン論 は長編 3作 を通 じて、
彼がベルファース トに関する、19世 紀的スケールの小説を志向 していることを解
明 して興味深 い。 デビュー作 『 リプリイ・ ボウグル」 (1989)は 失業中の父 と売
春婦 の母の間に、望まれずに生 まれたボウグルが、ディケ ンズの ようになろ うと
試行錯誤 した挙句、結局 ロン ドンの浮浪者 となる物語だが、実はウイルソンは、
「か
えるや、生垣や、柄の長いシャベ ル」 のことばか り書 いて「不当に有名」な詩人
もい るベ ルファース トが大好 きなのだ。 rユ リー カ・ス トリー ト」 (1996)に お
いて彼 は、「限 りなく複雑で魅惑的な物語」 を湛えた、生 きた人間でいっぱいの
都市 ベルファース トを賛美 している。
グレン・パ タソンもインタビュー (2Dl年 3月 2日 、ベルファース ト)に おいて、
都市 の多様性 と混沌の魅力が、Fイ ンターナシ ョナル・ ホテル』 (1999)創 作 に
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つ なが ったと語 っている。 このインタビューは、人幡氏 の若 さと、苦渋に満ちた
表現者パ タソンとが鮮やかな対照をなす。だが氏が 『わが身 を燃やす」のフラン
シー・ヘ イガンの死に関 し、「RⅨ 汀 IN PIECES」 を「非常 にウイットに富んだ
表現 ですね」 と尋 ねるのはいかがなものだろ う。9。 11以 降 は特 に、文字通 り人体
が粉砕 されて しまう恐怖 を「言葉遊び」ではない事実 として感 じていいはずなの
だが。パ タソンもたしなめるように語 っている。 「わが身 を燃やす」 は、その一
行 か ら始 まった。ある年のクリスマスにベ ルフアース トに帰 ったとき、私の友人
が自殺 した こと、彼 の名 に続けて、 この言葉 が現場 の壁 に書かれていたことを、
兄が語 って くれたのだ。友人はまだ16歳 だった、と。つ まリパ タソンはこの酷薄
で粗野 な言葉が、 自分 が作 った文ではない ことを明 らかに しているのであ る。
パ タソ ンは事件 をその日で見た主人公 の少年マルの成長 に触 れ、父親がマルの
肩 にそつと手 を置 くしぐさの重要性をも語 っている (213)。 このように、作家 自
身 に重要な示唆を与えて貰えるのは、氏 の若 さの勝利である。そういえば「突拍
子 もない」 を「突拍子 な」 (192)と 書 くの も若 さだが、今 の 日本語はもう、そ
うなっているのだろうか。
「あ とが きにかえて」 は著者 の 5度 にわたる北アイルラン ド旅行 の知見が記 さ
れて、新鮮な魅力がある。英国兵の軍服 と爆弾 テロの緊迫感 に苦 しんだ1989年 か
年、
ら、緊張が抜けなか った90年 、平和な町並 みが美 しかったIЮ01年 を経 て、
"“
サ ッカーの試合観戦 に北ベ ルフアース トを訪れた氏は、プロテスタント系チーム
とカ トリック系チームの対戦で、双方の融和が促進されるかという予想が裏切 られ、
対立が激化す る有様 にシ ヨックを受ける。 また、北アイルランドの宗教人口比率
が変動 して、1921年 にはプロテスタン ト66パ ーセント、 カ トリック33パ ーセン ト
であった ものが、2001年 にはそれぞれ53.13パ ーセント、43。 76パ ーセントと拮抗
してきている事実 を挙げ、将来 この比率が逆転 した場合には、また大規模な紛争
が起 こるのではないかと危惧 している。 さらに紛争を題材にした小説が多数書 か
れた後 に、二項対立を超え、融和 と普遍性 を備 えた作品が書かれる兆 しが、若手
女性作家 を中心に見えてきたことを報告 している。
北アイルランド小説世界 の重苦 しさを明る く語 る八幡氏 の「ウィルソンを初め
とする、有望な北アイルランドの小説家たちが、北 アイル ラ ンドでは小説 は詩 と
演劇に比べ て劣 る、 とい う通念 を打ち破 ることを期待 したい」 (206)と い う願
いは、 この書 によつて十分 に叶 えられている。
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Matoba, Junko. Beckett s Yohaku:

A Study of Samuel Beckett's Empty Space on Stage
in His Later Shorter Plays. Tokyo: Shinsui.sha,2003, pp.:rv+207

風呂本

武

敏

本書 の特徴 は まずその達意 の英文 にある。 もちろん対象 に向 け ての著者 の積年
の熱意 と執念 が文章 を鍛 え上 げて い る こ とは よ くわかる。 しか しその明晰 な文章
は時 としてその 明晰 さゆえに問題 をやや単純化 してい るのでは と危惧 させ る とこ
ろ もある。 た とえば禅 の修行 者が悟 りに近づ くにつ れて彼 の芸術作 品 (墨 絵 )に
は生の神秘が よ り深 く入 り込 む とい う ところに、次 の説明があ る。

Whenぬ eSe

mySte

eS are COntained in a brOfOund ald CreatiVe manneF■

art acquires s()inellingぬ

at is di、

ine and becOrnes the pO、 ver、

.■

e

l wihich the

s"c協 toris moved.(p.121)
「深 く創造的なや り方」 でこれらの神秘が内包 されると,そ の芸術 は神聖 なもの
を獲得 し見るものの心を動かす力そのものになる。「悟 り」の説明は難 しいが、「 膳
り」 の見者は全て芸術家か と言う問題 と、神秘的なものは全て神聖で、それを見
た人はその原動力 と一体 となるのか と言 う問題がある。後半の説明は神秘体験そ
の ものであるが、それに至る過程を述べ た前半 はいささか単純 でそれほどうまく
行 くかとい う疑間が残る。つ まり心 の修行が即表現者の技法の完成につ ながると
言 う素朴なロマ ン主義的発想 がある。芸術家の修業 には確 かに似た過程が含 まれ
るであろうが、逆に禅の修業は表現者 になることにあるのではいことも明 らかで
ある。
第二の魅力は様 々なほとんど挑発的 とも言うべ き問題提起があることである。
ベ ケットの芝居その ものが内包する問題性 を真正面から受け止 めそれを発展 させ
ようとする持続 した意思を感 じさせるところがある。
全体の構想は墨絵 と禅 の「余白」 と言 う概念を中心にすえて、それ とベ ケット
の意図 したものの近似性 を追及す ることにある。墨絵 の余白とベケ ットの舞台の
間の部分を余自のアナロジーで論 じた第一部 はもっとも的場 さんの本領 を発揮 し
たところであろう。第二部は無心、余情,気 韻、妙、輸廻、不立文字、幽玄、無常、
寂然、な ど禅的観念の説明 に道元、岡倉天心、鈴木大拙、唐木順三、久野昭な ど
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を引用 し、ベケットからは主 としてプルース ト論 と¶bee Dttoguesを 中心 に類
似点 をあげる。 しか し禅 と墨絵 の伝統 の解説部分 は西欧 の読者 には必要な作業か
もしれないが、第一部 に比べ て先にあげた単純化 とトー ンダウンの印象を伴 うの
はやや残念である。その後 に再びベケ ットの後期の短編劇 の各論 に戻るのは第 1
部 に続けて読まれるべ きものであろう。
「余白」の属性 を記述 した部分をややア トランダムにあげれば次 のようなもの
がある。
Trandorming pOwer Orenergy Ofthe Obi∝ tdram(p.9)
島 sOrbi電 ∝

|げ

山ling im itser(p.51)

Expandhg beyond me pa"r to connectitSelfbぬ e Wh01e unttrSe(p.87)

Dra

昭 in the undrawn space the

sion ofぬ e universe by his eye ofme

nd

(p.88‐ 9)

描 かれた部分 と空 白部分 の交流性 、空 自の持 つ吸収力、空 自の向 こ うの広 が
りの暗示性 、空 自の持 つ想像力 に対 しての喚起性 、 な どな ど。
的場 さんによれば「余 白」 とい うものが無 の空間ではな く、描 かれた部分 (そ れ
が 一本 の松 であれ、 ただの点 であれ)と 動 的に繋 が って独 自の存在 を主 張す る。
それは鶴 岡真弓 さんが先 に NHKの 人間大学講座 で紋様 が単 なる付属的装飾で は
な く本体 にかかわ り本体 を変形す る不思議 な魅力 を持 つ こ とを論 じられたの と似
てい る。 つ ま り二 つ の相対す る属性 が相互 に補完 しあ い一体 となって第 三の存在
に変形す ることを指摘 す る。 これはこれで重 要な ことで 、 よ く言 われる、ケル ト
の連続 の観念 の伝統 が新 た に証明 された と言 える。 (た だ し的場 さんにはベ ケ ッ
トをその ようなケル トの伝 統 と考 えられて いるか ど うかの言及 は無 い。 )

の言 う “
祀cepti ty and openness b God in me
余白は的場 さんがエ クハ ルト
ベ
a void br myhing b
Sours GЮ und"を 引 き合 い にして ケッ トの空自の空間を “
Beckett a“ mp“ d b be open by ca
en艶 ′ と述べ、“

ng o“ an he codd,∞ be

ready b receive."(p。 119)と 指摘するのは魅力的であ る。 ただそれとは別に的場

さんは余白と間の空間、その間の灰色 の空 間のベケッ ト芝居 における類似的意味
はもちろん気づいている。であるからこそ、余白よりも間の方がこの空間の持つ「造
形性」 御 a“ city),「 立体性」 をよりよく表す ように思 う。それは的場 さん自身も
pregnttt emptiness'(p19)を よりよく表す空間に思
引用 している Holmesの “
えるからである。
この「余白」 と間の コン トラス トは、 しか しなが ら、千利休 を引用する的場 さ
んによれば二次元的タプローの世界であ る。
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・…in

hiS

Sh b freeZe dme md SpaCe,Rbru atempted O create a

dirnensional、 vorld;so to say,a laat、 vorld.IIe、vould catch,1。 r instance,

instance at evening mi

o‐

an

・ぬe sense of dstance and the sense of
ght,when・・

cubic dimensiondity are 10st,dramadcally turning the scene inb a twO‐
dimenS10nd namess・ ・。(p.182)
光 の場 に引 き出 され る形 は 、 さまざ まな可 能性 を秘 め て い る。 た とえば ダ ビ ン
チ の 大理石 が 彫 刻 され る造 形 を隠 して い る よ うに。 ベ ケ ッ トの 舞 台 の 影 の 部分 は

その よ うないわ ば可能性 ,可 塑性 を「胚胎 した」 空 間 と言 える。 そ して「余 自」
の部分 もその上 に線や点 や松 が描かれた背後 の 白につ なが る もの として、その置
かれた対象 の背後 に 自い空 間が存在す る とい う考 え も成 り立 つ。 それは タプ ロー
ではな く無限 の奥行 きを秘 め た 白い空 間を背景 とした色 のつ い た物体 と言 うこ と
も可能 である。その 白い無限 の空間は地球 が浮 かんでいる宇宙空間の ようであ り、
無限 の空間につ かの 間現れた人 間の比ゆで もある。
もう一点 これ も重大 な問題 であるが 、的場 さんはベ ケ ッ トの舞台 の 目標が余 白
の多様 な意味 と禅的調和や統合 との類推 を強調す るあ ま りに、あたか も 暦 り」、
「
niⅣanaに 近 づ くように論 じられている。唐木順 三氏 を引用 しなが ら的場 さんは
言 う。
Yohaku,a techniquc,is dso m a

s● c

hetapho

12● on of spirim」 pur

cadon

in cOnmctiOn and dmpl」 ication basic to a■ .■ is the spi tual space of non_
ddly,non‐ senso

d t翅In(К endence,tanscendent

SmppedЮ rmate

」田 d physical elemenヽ .(p.129)

iOm」 ready cOndensed and

しか し「悟 り」 の よ うな平安 と精神的充足 にはベ ケ ッ トの人物 たちは程遠 いの
ではないか。 む しろ平安 で は な く虚無 と絶望 に耐 えてその地獄 に留 まろ う とす る
決意 の方が作者 の姿勢 に近 い 。 第一部 の「余 白」万能論 的 な記述 に比 べ て第2部
の結論近 くでベ ケ ッ トの言葉 と して引用 してい る ■naccessible dungeo■ of our
behg¨ °
Where nOt merely the pa飢 ObieCt but… the Кd"iS reveded。 (p.177)こ の動
的空間の方 が よ り真実 に近 いの ではないか。だか らこそ Foo血 Isの Mayに つい
ての批 評家Kdbの 言葉 “
...山 e wasin a sOrtOfnOmm,land,『 ″,neimer here
nor there"を 引用 し、次 の よ うに述べ る的場 さんにはにわか には賛成 で きない。

■lat iS equiVdent to being neitter■ lis or that a ttalce

ke cond■On leaang

towa・ d Nirvana,sO tO speak,which is the gO」 Ofせ le suinic pdnteL But“ nOt

bdng there"is」 so anOmer way of negating tte,life in“
suffe

ng,a pe"etu」 ques■ oning br al answer山 誠 wm"reted
never as
be notthg
alsweКbut
d.
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(p.167)

この後半 の説 には賛 成であるが、それ と墨絵 =悟 り的空間の比 ゆは直線 的 にはつ
なが らない。
以上 は、先 に述べ た本書 の大 きな魅力 、 ほ とん ど挑発 的 ともい うべ き発想 に う
ま くのせ られた個人的想念 か もしれ ない。 そ してそれ を可能 に した のは最初 にあ
げ た明晰 さ、意図 を的確 に伝 える文章 の力 の産物 で もある。 この ような連想 を誘
う書物 はその見かけの ささやか さを超 えて大 きく広 がる余 白 を内包 して いる。

小堀隆司訳『イェイツ詩集「塔」』
思潮社 、2003年 12月 、 158頁

松

田

誠

思

イェイツ詩のまとまった形での日本語訳 としては、尾島庄太郎、鈴木弘、中林
孝雄 。良雄各氏 のものがあ り、そのほかい くつかの文学全集・詩選集 に収録 され
γ(1928)に 限定 されていると
た抄訳 もあるが、小堀隆司訳 は詩集 『塔』2ι 3θ ωι
ころに、詩人 イェイツの資質 と彼 の詩 の固有性 を見 きわめる訳者 の視点が示 され
ている。すなわちイェイツの生涯変 わらぬテーマは「時間の流れに宿命づ けられ
″″
た老 いと死」 であ り、 これはすでに最初期 の 7λ ιttα
び び 0お れ に始 まり、
"ル

″α″ιD"“ ″
Rθ bα ″餐α
″、″惚λ″′
α′Gθ θ
ι J′ 税
中期の R“ pθ 盗め″滋ス、η力
"熔
"τ
などに受け継がれ、主題 の具体性 と声調が より明確 になり、かつ肉感的 になる。
しか し老 いと死がますます切実 に詩人の意識 と想像力 を駆 り立て、自嘲 と怒 りを
もってあ るがままの自分を直視す る一方、新 たな自己を再創造 しようとする意欲
において、また個人の生を歴史的境位 との関係 によつて定義する視野 の深 まりに
おいて、『塔』 はそれ以前 のすべ ての詩集 を凌駕 している。『塔』において前景
化 されたこのような問題が、鋭敏な時間意識を背景 にしてさらに新 たな展開を見せ、
現世から他界 に及ぶ霊肉の問題 をテーマ とする最晩年の詩につながっていることは、
周知 の通 りである。その意味 で『塔』 をイェイツの長い詩歴 における分水嶺 と見
なすのが、訳者小堀氏の見立 てであると言えよう。
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小堀訳は訳語の注意深い選択、選択に当たつての音声的要因の重視、語群のイ
メージ喚起力を豊かにするための漢字 と仮名 との効果的な使い分け、さらには句
読点の巧みな使用 によるシンタックスとリズムの組み立てなど、既訳のあるもの
と比較 しなが ら読 んでゆ くとこのような特色がいっそう明らかになる。訳者が特
に留意 してい ると思われる翻訳上の問題は、イェイツの原詩に拠 りなが ら日本語
の訳詩 としての 自立性をどこ まで達成できるかとい うことである。詩の翻訳に関
しては、 しば しば原詩に忠実な訳 とい うことが言 われるが、原詩 の何に対 して忠
実なのかは、原詩 とは異なる言語による再表象であるかぎりそれほど簡単には特
定できないだろ う。音声上 の忠実な再現が不可能である以上、逐語的な意味上の
対応関係か、作者 の心意 とか創作意図へ の忠実 とい うことになるのであろ うが、
それを達成するには翻訳者 の詩句解釈能力が厳 しく問われることになる。そのよ
うな厳 しい条件 を くぐり抜けて、異なる言語による原詩の再表象が一応達成され
たとしても、それが原詩 とは独立 した新 しい「詩」 とな りえているかどうか。 こ
れは翻訳者を悩 ます最後の問題 である。
イエイツ詩翻訳 を企てた小堀氏 は、 このようなデ イレンマに絶えずぶつか り、
原詩に意図されているものを日本語 の「詩」 として表象するために、上記のよう
な工夫 をこらしていることが随所にうかがえる。訳者の意図がすべ て実現 してい
るとは言えないが、イェイッ詩の翻訳 によって日本語 の響 きや リズム、語法や シ
ンタックス、あるいはイメー ジ形成力に新たな可能性 を探 る試み として評価す る
ことができる。 この観点からすれば、すなわち日本語の「詩」 であろうとする作
物 に語法や シンタックスの点で理解できない ところが ある場合は、原詩に照 らし
て異見 を述べ ることが許されるだろう。二、三の例 を挙げると―「ビザ ンチウム
ヘ船出 して」 は、官能的な生命の喜 びの移ろいやす さを去って、肉の衰えをバ ネ
に不易なものへ の魂 の渇仰 と喜 びを歌 う志、それを修練する場へ の旅立ちを語 っ
ているのであるか ら、第 2連 の訳文 は適切 とは言えない。「肉体が纏った服が/
檻複になってい くたびに」 は「

(魂 の経 った)肉 とい う服が…」 とすべ きであ り、
ビザ ンチ ウムに行 く理由は、
「荘厳なる魂の記念碑 を学ぶことはで きても/歌 う
がない
か
学校
」 らではなく、
「荘厳なる魂の記念碑 を学 ぶ以外 に、 (魂 の)歌 を学
べ るところはない」 (p.7)か らであろう。 また「塔」 の冒頭で、老 い による肉体

の衰えとは裏腹に、異様なまでに高揚する想像力と感覚 の盲動を抑えるために、
「詩
神」 を捨 て、プラ トンやプロティノスを友 として抽象的な議論に習熟 しようとす
るのであって、
「 さもなければ踵に引 きずるぼろ薬缶 の ようなものに嘲 られるほ
かない」 (p.10)と するのが自然 である。詩集『塔1に はイェイッ詩の源泉 に関わ
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「夢魔の」 とい う訳語が与 えら
d“ mO c"が三度用いられていて、
る重要な用語 “
れている (p.26と p.36)。 訳語の適・不適を言う前に、これは一般の読者はもとよ
り研究者 にとつても指示内容の把握がきわめてむずかしい語であるため、どのよ
うな訳語を用いるにせよ、文脈の理解に差 し支えるのではなかろうか。詩人の「無
意識」が識域を越えて立ち現れ、隠れた「真実」の次元 を明かす この特殊な状態
について、訳者の「解釈的注」があればあ りがたいと思うのは、評者だけにとど
まるまい。

若松美智子著『劇作家 シングのアイルランド
ー 悲劇的美の世界一 』
彩流社、2003年 9月 、346頁

三

★山
Ｔ甲

，

′

７ム

子

日本 人 に よる 4冊 目の シング論 が出版 された。本書 は20年 にわたる若松氏 の シ
ング研究 の集大成である。没 して1∞年近 くが たつ、 この早世 の劇作家の代表作 『西

の国のプレイボー イ」 の人気 は、祖国 アイル ラ ンドでは非常 に高 く、2()()1年 にア
イリッシユ・ タイムズが読者 を対象に実施 した<好 きなアイルランド演劇 >の ア
ンケー トでも、オケイシーの「ジュノーと孔雀」 に次いで第 2位 に選ばれている。
シングと言えば、「プレイボーイ』、 もしくは傑作 とされる一幕 の悲劇、『海 に
駆け行 く者」 といった作品 に限定されて語 られることが多いが、それだけでは シ
ングの全貌を充分に捉 えきることはで きないのではないか、 とい う思いが著者 の
出発点 となっている。
「シング劇の世界」 と題された序章では、
本書 は2章 で構成されているが、まず、
シングのく音楽性 >、 <自 然観 >、 <悲 劇性 >を キーワー ドに、シングが生 きた
時代 のアイルラン ドとい うコンテクス トの 中で、劇作家 シングとその作品 を捉え
ていこうとい う本書 の方針が述べ られる。第 2章 では、地主階級の末子 として生
まれ育 ったシングが、 キリス ト教徒 としての信仰 を捨 てるに至った経緯、彼 が家
82

族内で も、自ら属 している階級 において も異端者であ り、自分 自身をく浮浪者 >
と認識 していたことが語 られる。第 3章 か ら第 5章 にかけては、習作 とされる初
期 の「 自叙伝』『ヴイタ・ ヴェッキア』 「憂鬱のエチュー ド」 といった散文、紀
行文 『アラン島』、上演 されることのなかった劇作 『月が沈む時」 を丁寧 に読 み
解 くことで、世紀末、フラ ンス文学 に魅せ られた文学青年が、アラ ン島での経験
を取 り込み、宇宙的な広が りをもつ独 自の世界観が形成されるプロセスが提示 さ
れる。
これによって、第 6章 か ら第11章 で論 じられ、分析 されるシングの 6つ の劇作
に奥行 きが与 えられることになる。 「海 に駆け行 く者」 (語 りと悲 しみのエ クス
タシー)、 『谷間の蔭』 (象 徴主義 と自然主義 の融合)、 『鋳掛け屋 の婚礼』 (カ
ーニバル的ユーモア)、 「聖者の泉』

(グ ロテスクの美)、

「西の国のプレイボーイ』

「悲 しみのデア ドラ』 (悲 劇的美 の世界)と 執筆順 に、各作
品が詳細 に分析 されているが、それぞれの作品 を読み解 く上での筆者の視点 は、
(交 響楽的喜劇)、

各章の副題 として明示される。そして、終章「シングのアイルラン ド」で筆者 は、
シングが到達 した世界 を統括 してみせる。終章のタイ トルは、そのまま『劇作家
シングのアイルラン ド」 とい う書名 とな り、 「悲 しみのデア ドラ』 に付せ られた
の「悲劇的美の世界」 とい う副題が、書名 の副題 ともなっている。
本書 の全編を通 して、研究対象であるシングに対する著者の熱い思いが息づい
ている。 まさに、シングに捧げ られたオマー ジュである。また、 シング研究史 の
中で、筆者が どのような立場で論 を展開 しているかとい う点が常に確認 され、先
行研究 をふまえた上でのテキス トの詳細 な分析がなされている。 こうした、熱意
と地道 な作業を経て、新たなシング像が提示 されている。本書 の読者 は、 シング
の劇作 のみ ならず、彼の散文や詩を読 んで (読 み直 して)み ようとい う思 い を強
くするのではないだろうか。
最後 に、素朴な疑間を一つ。本書 のキー ワー ドの一つ として、 シングの<自 然
観 >が ある。キリス ト教 を否定 し、シ ングが独 自の審美的世界観を確立 したプ ロ
セスは、本書 を通 じて詳細 に論 じられてい る。また、 シングにとつて、アイルラ
ン ドの 自然が大 きな意味を持っていたことも理解できる。ただ、<自 然 >と い う
日本語 を使 って論 じる限 り、<花 鳥風月を愛 でる>と い う形で、自然 と共存 して
生 き続けてきた我 々 日本人の 自然観に どうしても引 っ張 られて しまうのではない
か とい う疑間である。否定 しても否定 しても、圧倒的な存在感 でシングを取 り巻
くキリス ト教世界の中で、 `n嗣 ゞ として、宇宙的審美的広が りをもつ世界観
を確立 させたシングの `nature'と 、我 々が見る<自 然 >と の間には、乖離があ る
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のではないか。 シェイマス・ヒーニーの第一詩集の タイ トル、D″ 滋グαNα ″ ル
“
お′がうまく日本語 にな りにくいように。 (「 愛 は自然が生 きものに与 える最大
の力である」 「 自然 である人間の成厳 と意味・・・」 という表現 の中に、 この乖
離 を感 じて しまう。)
また、細かいことではあるが、主要参考文献 の リス トは、アルファベ ット順、
50音 順 ともに、混乱 した状態で配列 されていることを指摘 してお く。
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『青山学院大学文学部紀要」45(青 山学院大学文学部)pp.21_a

2∞ 3

阿久津純恵
woB.Yeats and msh ROple:“ Sep“ mber 1913"観 d`¶he Fishemm"

『英文学思潮』76(青 山学院大学)".1‐ 14

2003

阿部 孝子
「三島由紀夫 『卒塔婆小町』 とイエイツ:芸 術制作論の問題 を中心にして」
「新潟大学国語国文学会誌』45(新 潟大学国語国文学会)pp.1‐ 11 2∞ 3
荒木 映子
「つ くられたケル トの神話 一オシアン神話 と「戦い」―」
『人文研究」55(7)(大 阪市立大学文学部)pp.109‐ 125

2004.3

伊藤 宏見
「イェイツ詩における「時 と永遠』 (そ の9)」
「言語 と文化」4(東 洋大学言語文化研究所)pp.20Dl“

2004

海老澤邦江
「森 と石の意匠一 W・ B・ イエイツとクール・パーク、ツール・バ リリイー」
2003■ 2
『エール』23(日 本 アイルランド協会学術研究部)pp.14‐ 27
加藤 博子
「イェイツの詩における現実世界の永遠性一人間性の探求 を通して一」
77
『hlm“ ulata』 8(ノ ー トルダム清心女子大学英語英米文学研究会)pp.田 卜
2004
川上 武志

「イェイツの)バ ラッド(2)」
「北海学園大学人文論集』25(北 海学園大学人文学会)pp.91… 107

2003.10

誠
木原
「イェイツと「自然」一 く共生 〉としての自然VSく 仮面 〉としての自然」
「佐賀大学文化教育学部研究論文集」8(2)(佐 賀大学文化教育学部)
pp.125‐

163

2004.3
86

Kham,M」 【ob
Some Aspecお on W.B.Yeats:11lree Summanes

「人と言語 と文化」3(近 代文芸社)pp.88‐ 101

2004。 3

本部亜友美
「W.B.イ エイツの詩 における精神世界の探求 とその結末」
「英米文学』64(立 教大学文学部)".155184

2004

日下 隆平
「イェイツとケル ト文化復興 」
「桃山学院大学総合研究所紀要』29(1)(桃 山学院大学)pp.1‐ 14

2∞ 3

小堀 隆司
「イェイツの「ハールーン・アル=ラ シッドの贈 り物』について」
『城西人文研究』27(城 西大学)
20043
鈴木
弘
「月と日本の古刀一内戦の嵐 に立ち向かう詩人 W.B.Yea鰺 一」
「英語青年』lЮ (4)(研 究社)pp.230‐ 234
伊達 直之
「晩年のW・

2004.7

イェイッとマーゴット・ ラドックー踊 り抜けるあの「少女」
のセクシャリティー」『英米文学に見る男女の出会い』青山富士夫編著
B・

(北 星堂)pp.198‐

222

2004.9

永田 節子
′
′
r燃 の ЪiOducbry Rh"e'分 析 ― “
「RωpOぉめ′
Onlyぬ e wlstem

tues

eam tt sm"刊
『関西福祉科学大学紀要』7(関 西福祉科学)pp.133・ 141
2004。 3
中村麻衣子
「神話と歴史の間に一 『イースター1916』 にあらわれるネイション観」
「日本女子大学大学院文学研究科紀要」10(日 本女子大学)pp.13‐ 21 20∞
原田美知子
「イェイツの詩における「憎 しみ」 について」
F紀 要』慇 。
4(桜 美林大学)pp.157‐ 170

20043

Fitzshlons,Andrew
Kinseuゴ s Yeats:BeyOnd dle Colol

」

「言語 。
テ クス ト」 10(1)(東 京大学大学院総合文化研 究科 )pp.41‐ 57
情報 。
2003

87

MIcGrath,Paul D.
`■

he sLady ttinking th江 ■le hard gttle needs:Tra」 c Specね cle in Ye■ s's

Deidre'「 名古屋学院大学論集人文 。
自然科学篇」39(2)
(名 古屋学院大学総合研究所

)pp.1_9

2003

宮地 きみよ

um―

Yeats'sUわ pia:From lrelandわ Byzar

『金城学院大学論集』204(金 城学院大学)pp.213237

2003

山崎 弘行
W.B.Yeats and GeorgelMoore's Ⅵew ofE
Hyb

le,widl SIЮ cid Reference b Cultur」

dity『 人文研究』55(大 阪市立大学大学院文学研究科)pp.2,31
2(X4.3

山崎 弘行
「W.B.イ ェイツの `bda and Swan'― ポルノグラフイー を真似 た政治詩 ―」
『英語青年1149(7)(研 究社)pp.28‐ 29

2003.10

山崎 弘行
「サイー ドのイェイツ論について」
『英語青年1149(10)(研 究社)pp.2‐3

2(XИ

.1

Samuel Beckett

石川 太郎
「分裂が もたらす調和 の感覚 一ヽmud Beckers NotIに ついての一考察」
節∝。
2
『立教 レヴュー』33(立 教大学文学部英米文学科)pp.87‐ 98
石川 太郎
「samuel Beckett m seen m sald/Mdvu Md山 における語 りと視覚 の矛盾に
ついて」 「英米文学』

(立 教大学文学部英米文学科)pp.1‐

23

2004

“
大野麻奈子
「ベケット作品におけるジャンルの境界」
「学習院大学文学部研究年報』
岡室美奈子

"(学

習院大学文学部)pp.189216

2003

「Make Sense Who M町 一 別役実 のベケ ット受容 に関す る一考察 」
『演劇学論集」41(日 本演劇学会)pp.2140

2003

小田井勝彦
「samud B∝ kett:Company一 人称代名詞をめぐるメタフイクシ ョンー」
88

「文研論集』41(専 修大学大学院学友会)pp.9481
北 文美子

2003

on Beckers Mα ′
θ″ιD″ s:■ le comedy ofa stow“ ller
「人文研紀 要」47(中 央大学人文科学研究所 )pp.16)185

2003

shiolin,Yasuk。
Selilrony as D“ nla:Sanuel Beckers“ Three Di」 ogues with Georges

Duthur『 同志社大学英語英文学研究』76(同 志社大学人文学会)pp.79‐ 101
2004.3

鈴木

美穂

「声 は誰 の ものか ?― ベ ケ ッ トの演劇 Fあ の とき』 にお ける声 と主体 の 関係 に
ついての一 考察―」 『演劇研究 」27(早 稲 田大学演劇博物館 )pp.3343
2(X)3

Tsushiln■

Mich■o

Sttlud Beckett and Rumiko Kora
r言 語文化論集』61(筑 波大学現代語

。現代文化学系)pp.119‐ 130

2003

藤原

曜
L as●nce du narateur

s_a_

s de son his"ie dansia

loje de&muel
2003。 9

Beckett r人 文論究』53(2)(関 西学院大学人文学会)pp.91‐ 102

Lafcadio Hearn
劇祖 Rosen
I」

CadO Heam and Wid“ r Dening

『熊本大学教育学部紀要 人文科学』52(熊 本大学教育学部)pp.4148 2003
Walker,larW
L』Cado Hearn as Lmguage Educator:Ma鯰 」s ald Meぬ ods

『奈良教育大学紀要 人文/社 会科学」
松村

恒

"(奈

良教育大学)pp.15H55 2003.10

「上田敏 と小泉人雲のウイリアム・ コリンズ論」

「大妻比較文化』5(大 妻女子大学比較文化学部)pp.109‐ 135

89

2004

James Joyce
Alexander Shishin

ven md De

D

ded by Vmity:An Analysis OfJamesJoyce's“ Araby"

『神戸女子大学文学部紀要」37(神 戸女子大学)pp.3347

2(X4.3

1わ ,Eishio

How Did Buddhism ln■ uenceJainesJOyCe and Ke■ i Miyazawa?

「言語 と文化』6(岩 手県立大学言語文化教育研究センター)pp.11‐ 232∞ 4
Pamck Kavmagh,WmamTreЮ r,Enda Du的 ,大 澤 正佳 他 訳
「特集 ジェイムズ 。ジ ョイス ー ブルームズデイ1∞ 周年一」
「す ばる」26(7)(集 英社)pp.11515o

m∝

。
7

小野 恭子
「ジ ョイス・密教 ・空海」
『英語青年1150(4)(研 究社)pp.222-224

2004.7

桑原 俊明
「ジ ョイスの『ユ リシーズ』第12挿 話「キユクロプス」 について一「市民」
とナシヨナリズム を巡って」
『比較文化研究年報」14(盛 岡大学比較文化研究センター)pp.7130 2(XИ .3
木 ノ内敏久
「ジェイムズ 。ジョイスと科学 (2)」
「ほらいずん」36(早 稲田大学英米文学研究会)pp.1)24

2004

小林雄一郎
「JamesJOyceと “
¶le Batue OfTwo CivilLation"一 uyssesに 伏在す る
D.P.Moranの 言説 をめ ぐって」
『法政大学大学院紀要」52(法 政大学大学院)pp.45‐ 54
2004
Hatcher,JOhn
On Rlgrimtt inJmeSJOyCe'S TrieSte
r福 岡大学研究部論集人文科学編」2(9)(福

岡大学研究推進部)pp.147
2003

平野

幸治

「 トリエ ステの ジ ョイスーエ ピファニー とその後
F上 智短期大学紀 要』24(上 智短期大学 )pp.2,18

Bradshaw,Ann 12ne
Dlubliners ofNb Consequence:RecOnside

∞

ngJainesJoyce's Dlublners

2004

『 日本女子大学紀要』14(日 本女子大学人間社会学部)pp.183‐ 192

2003

堀口委希子
Ln31age ald Music:Musiml′ 皿uslonsin tte Works of Shよ eWe=e andJames

Jore『 聖心女子大学論叢』101(聖 心女子大学)pp.182■ 48

2∞ 3.9

南谷 覺正
「ジェイムズ 。ジョイスの「対応」
「群馬大学社会情報学部研究論集』11(群 馬大学社会情報学部)pp.8,105
2∝4

Oscar Wiide

新谷

好
「ワイル ドとデカダンスーヘ レニズムとカ トリシズム
F英 語文化学会論集」13(追 手門学院大学英語文化学会)pp.1‐

11

20∝

稲垣 孝博「芥川龍之介 とオスカー・ ワイル ド」
「芸術のイノヴェーションーモー ド、アイロニー、パロディー」
中央大学人文科学研究所編 (中 央大学出版部)
2004。 3
井川 良子
「ワイル ドの童話 幸福 の王子から」
「神戸学院女子短期大学紀要』36(神 戸学院女子短期大学)pp.139‐ 147
2∞3.7
大渕

利春

「オスカー・ ワイル ド研究 (1-2)」
「駒沢大学外国語部論集」59Ю O(駒 沢大学外国語部)

2003.9 20∝ .3

岡田もえ子

AL電

stic Emminadon ofPOI“ ne∬ in A Comedy ofMmners,wiぬ Spec皿

by OttrⅥ l“
″3″ 電 助 1解 {賀′
『専修人文論集』73(専 修大学学会)pp.149‐ 12

RderenCe b 2ι I解夕θ
物

"“

2003.10

Ciaran Munaly

No釧 ch Count平 0∝TWnde and Shdes OfJ叩 田
『エール」23 日本アイルランド協会学術研究部

pp.1‐

木村 克彦
「ワイル ドとペーターの「ワーズワース論」
「作新学院大学紀要』14(作 新学院大学)pp.1-11
91

13

2003。 12

2004.3

角田 信恵
「 『女の世界』におけるオスカー・ ワイル ドの性 の政治学 ―ワイル ドが予定 し
た寄稿者たち」
「岐阜聖徳学園大学紀要 外国語学部編』43(岐 阜聖徳学園大学)pp.43‐ 57
2004

細川

員
「Jack/Emestの ディスガイズとWildeの 「 自己」観 ―`exp“ ssivism'と ディスガ
イズの伝統の視点から
「中京英文学』24(中 京大学英文学・ 国際英語学会)pp.1‐ 19
2004

丸橋

良雄

「喜劇 と日本人一オスカー・ ワイル ドの風習喜劇の場合」
『比較文化研究』62(日 本比較文化学会)pp.1251譴

2003.12

その他

岡村 俊明
″腕 力
θ助 滋」
「Heaney全 詩集の Glo%面回 Concodalce(2):Dθ ο
"′
『鳥取大学教育地域科学部紀要 教育 人文科学』5(2)
(鳥 取大学教育地域科学部)pp.117‐

185

2004.1

佐藤
亨
「オンファロス、オンフアロス、オンファロスー吉田文憲 とシェイマス・ヒー
ニー」
『論集」44(青 山学院大学青山スタンダー ド科目・全学共通科日)pp.2137
2003

Tanura,ElenaTttdunga
Jonaせ lan SiWttt'S Sadre and lrOny

「高崎経済大学論集』46(3)pp.129‐

135

2003.12

初木 伸明
「研究余滴 ゴータホークの井戸― カハル・オー・ シヤーキー小訳詩集
『英文学』通号 87(早 稲田大学英文学会)pp.8098
2004.3
羽矢 謙一
「ポール・マル ドゥーンの F雌 牛たち』」
「オベロン」 (南 雲堂)通 号62 pp.1121
92

2004.8

松村 賢一
「回絵 アイルラン ド_物 語 の原風景を辿る (512[最 終回])
「英語教育」52(513)(大 修館書店)
2∞

3.8～ 2004.3

若松美智子
「鳳ル容′
θ″ιS“ に見 られるシングの演劇手法 と自然観」
『東京農業大学農学集報』48(2)(東 京農業大学)pp.■ M0

2003.9

(作 成者

薦 田嘉人)

日本 イェイツ協会第39回 大会 プログラム
2003年 9月 20日 (土 )021日 (日 )
会場 九州産業大学国際文化 学部
◆第 1日

9月 a日

(土 )

9:30～ 10:30受 付 [中 央会館 5階 エ レベー ターホール横 ]
10:30～ 11:00開 会挨拶 [中 央会館51番 教室]

司会
日本 イェ イツ協 会会長
九州産業大学 国際文化学部長
駐 日アイルラ ン ド大使

谷川 冬 二氏
松 田 誠思氏
木村 忠夫氏

P`draig Murphy氏

11:00～ 12:∞ 特別講演 [中 央 会館51番 教室 ]

司会

岡室美奈子氏

Dancing"DiamS:Symb01s and PattmsinYea“ 'sDm∝ Plaい
Noreen Doody氏
12:(Ю ～13:00昼 食・ 総会 [中 央会館

"番

教室 ]

13:15～ 14:45研 究発表 [中 央 会館51番 教室 ]

司会 小堀 隆司氏
■馳ckofhcen健 'お ける善悪の観念とパロデイーの力
萩谷 美佳氏
イエ イツの対話詩 にみる非対称性
長谷 川弘基氏
`Among Sch∞ l Children'に おける樹木は、なぜ「栗の本」で
あるのか ?― イェイッとイギリス詩の伝統的感覚 ―
木原
誠氏
93

15:00～ 17:30ワ ー クシ ヨツプ [中 央会館 51番 教室 ]

「塔」 をめぐる2篇 の詩を読 む ―`■ le Stare's Nestby MyWindow'
(1922)と `The ЫackToWer'(1939)
、
司会 。構成 松 田 誠思氏
講 師 佐 久 間思帆氏
講 師 荒木 映子氏
講 師 虎岩 正純氏
'

18:30～ 20:30懇 親会 福 岡 ガー デ ンパ レス 阿蘇 の 間

司会

河野

賢司氏

司会

初木
小沢
木原

伸明氏
茂氏
謙 一氏

◆第 2日 9月 21日 (日 )
10:∞ ～11:00研 究発表 [中 央会館51番 教室

]

トール ンの男 は 自発 的 な殉教者 なのか
イェイツの ス ライ ゴー ー 妖精 と「 場」 の聖化
11:10～ 12:10研 究発表 [中 央会館51番 教室]

司会 三神 弘子氏
谷上れい子氏
ノン・ロゴス演劇におけるSMde"― Beckettと W.B.Yeaヽ
太氏
坂内
メタファー としての奥行
12:10～ 13:00昼 食 [中 央会館

"番

教室]

13:00～ 15:30シ ンポジウム [中 央会館51番 教室]

イェイツヘ の視座 を問い直す 一 今、 イェイッをどう捉 えるか
司会・構成 風呂本武敏氏
講師 山崎 弘行氏
講師 伊里 松俊氏
講師 岩田 美喜氏
15:30

閉会 の辞 [中 央会館 51番 教室]
河野

94

賢司氏

論文要旨》
《

The Scapegoat Image in Seamus Heaney's'Punishment'

Shrgeru Oz,awa
on archaeologist P.V. Glob's discovery of the 'Windeby Girl": a bog body pulled from a peat bog in Germany. Using
Glob's supposition that the girl was executed for adultery, Heaney describes the
Seamus Heaney's 'Punishment'is based

Windeby Girl as a scapegoat, linking her to Irish women punished by the IRA for
having relations with British soldiers. While the scapegoat image is undoubtedly a
crucial one, ritics have thus far disagreed on the role it plays in the poem's metaphorical structure.

Close analysis of the metaphors in Heaney's poem reveals eaney's belief that
the mechanism of evicting a scapegoat from society has not changed since the Iron

fue.

As Helen Vendler writes, archaeology becomes the anthropology of the pres

enl

Moreover, the poem appears to voice the belief that the savage beatnent of

scapegoats

is, in some cases, ecessary

for a society

to

maintain order. In the

poem, the narmtor sympathizes with the victims. He confesses that he is powerless

to put an end to the brutal ritual. This attitude makes clear that the problem is so
deeprooted that it cannot be solved easily.

The Metaphorical Function of Theatre Productions
in Contemporary Irish Society
Fubshi Sakauchi
We often find theahe productions in Ireland come out as if they timely offered
comments and delivered criticisms on particular domestic or internatibnal affairs.
Even when we take into consideration the certain lapse of time, which theatre com95

panies inevitably employ on every phase of their productions, it still seems as if the

theatrical world in Ireland very timely displayed its sense of engagement to the

world situation. It is quite reasonable to put Tom Murphy's Bailegangaire, written
and directed by the author at the Peacock Theatre in 2001 and 2N2, in the context

of "abortion referendums", especially of the latest one which took place in March
2002. This particular show investigated the subjectivity of women, and, by so doing,

challenged the social mores which had religiously and politically controlled Irish

women. The timely redress of the idea of womanhood can be read as a vision that
the author/director expects the Irish society to fulfill in the near

futre.

Lolita,

adapted by Michael West and directed Annie Ryan at the Peacock Theatre in20f,2,

likewise produced a vision for the society to fulfill. Michael West and Annie Ryan
dramatized Nabokov's novel in terms of well-grounded accusations of late years that

not a few Catholic priests had committed sexual child abuse. The show caricatured
a male imagination of a preadolescent

girl as an irresistible seductress. Underscor-

ing the idea of childhood as an kish cultural construct the theatre pet{ormance pro
posed an alternative mode to the current religious hypocrisy. Remarkable examples of this kind are too numerous to mention:.Afier Darutin at the Project Arts Cen-

tre in terms of harsh arguments in recent years concerning the nationality of immi
grants to lreland. Major Bafiara at the Druid Theate, Electora and Antigone atthe
Project Arts Centre in connection with the invasion of Iraq by the United States of

America. Stolen Child at Andrews lane Theatre in the context of the Adoption taw
issues. 7}e Woman Who Walked into Doon at the Helix in terms of recent reports
on domestic violence in Ireland.

The theatrical world in Ireland often challenges social, religious, cultural mores
that worked as repressive powers upon the audience, and repeatedly provides the
audience with bold visions of the future, into which the audience can grow

up. In

that sense, theatre productions in contemporary Irish society have metaphorical
functions as self-porhaits of the society in the near future.
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'Among School Children' and Its Interpretations

Nobue Miyake
Many interpretations have been attempted of 'Among School children.'I would
like to examine those of Frank Kermode, paul de Man, Hisayoshi watanabe, Tho
mas R whitaker, Hiroyuki Yamasaki, and Hiroki Hasegawa, and then would like to

offer my interpretation of the poem. It is that the poem is tlre praise of life.
The interpretations of this poem have not reached an agreement in its subject
and the meaning of the final stanza, for example, whether the last questions are rhe
torical or not; or whether ublossoming" and "dancing" in "I-abour is blossoming or
dancing where. ' . " (the first line of the stanza) are the present progressive or gerunds.

My point is that the structure of the poem is a question and its answer. stanzas
from I to vII form the question, and the last stanza is the answer to it The question
or the subject of this poem is what life is: whether labour in our life is to be rewarded or not or whether life is worth living or not. The answer is yes, as is demonstated in the final stanza. The questions in the last stanza are rhetorical, and everything
is dedicated to its single aim, the praise of life.

The praise of life is what Yeats regards as the subject of

arl

Because of the

intoicate nature of the poem, it has been pointed out that to read it as the praise of

life is difEcult. But to read it as the praise of life is not always difficull The complicated movements of the middle stanzas originate in yeats's poetics, .,anti-self,"
which can be seen as the poefs conscious dramaturgy to achieve his aim in the end.
Yeats formed this idea as he deepened his sense of reality. The conflict also makes
the final solution definite and positive.
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編集後記
◆ Noreen Doody氏 が講演原稿 を寄稿 して下さった。記 して感謝 したい。
◆ 今年度号 から く研究 ノー ト》相 を新設する ことになった。 この欄 に掲載され
るのは、掲載の可否 をめ ぐって論文審査委員の間で意見が別れ、再審査でも依
然 として明快な結論 が出なかった投稿論文である。本編集委員会 は、過去 3回
にわた り、よく似 た苦 い経験 を繰 り返 してきたので、今回の措置 は委員会自身
の「 自己点検」あ るいは「 自己評価」の結果 を反映 してもいる。

◆ 日本 イェイツ協会は来年で創立40周 年を迎える。編集委員会では、記念事業
の一環 として、創刊号以来の『イェイツ研究』 (旧 称『日本イェイツ協会報1)
のバ ックナンバーの総目次一覧を作成することになった。「イェイツ研究』第
号に「回顧 と展望」
“

(仮 称)と

いう題名の論考 とともに掲載する予定である。

◆ 本号 で編集委員 の任期が終 わる。荒木映子、佐藤容子、谷川冬二、松村賢一
の委員諸氏 は、いずれも並 々ならぬ批評眼の持ち主で、本誌の水準 の維持 と向
上のために時間を惜 しまず尽力 して下さった。 ここに記 して深謝 したい。
(山 崎
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弘行)

『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。
【
執筆要領】
【

1

原稿 について

1)和 文 の場合 は横書 きとし、4∞ 字詰 め原稿用紙に換算 して論文は30枚 以内

(必

ず300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,αЮ語以内 とす る。 シソプシスは不要。
4)原 稿 はすべ てEメ ールの添付 ファイル (や むを得 ない場合 はフロ ッピー・ デ
イスク)で 提 出す る。MS‐ DOS形 式 で フォーマ ッ トされたフロ ッピー・ デ ィ
(ウ ィン ドウズ 。パ ソ コンで使 える もの)に MS‐ WORD形 式、一太郎形式

スク

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 5
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。英 文和文 を問わず、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。

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 ]2001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 ぎカッコ「 」 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。

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、本文の最後 に通 し番号
で まとめる。注番号 にはすべ てカッコは使用 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 ]棚 木伸 明 『 アイル ラ ン ド現代詩 は語 る― オル タナテ イヴ と して の声』
思潮社、2001、

137。

[連 続引用 の例 l 同書、88‐ 9。

間隔 をお い た同一書 の引用例 l 前掲書、120。
〔
「論文名」 (「 雑誌名」巻号、発行年度)引 用頁。
○ 雑誌 :執 筆者名、
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 ]Rch=d

Ellmmn,7ン ιIル

[連 続引用 の例 I

Elhan■

げ降αお 0■ )ndon:Macminan,1954)85.
"′

65。

`夕

[間 隔をお いた同一文献 の引用例 I Ellmalm ″あ″
夕 20‐ 22.
○ 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 (最 新版 )』
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】 5月 末日
【
宛先】 「イェイツ研究」編集委員会事務局宛て
【

(編 集委員長の研究室およびE

メー ルア ドレス)

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 SOCIETY OFJAPAN
CONS'「ITUTION

1

. The

2

.

Society is to be called THE YEATS SOCIETY OFJAPAN.

It has as its object the promotion of Yeats studies in Japan by means of
a. annual conference;

b. lecture meetings;

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

. 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.
3

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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