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日本イェイツ協会会則
1.本 会 は日本イ ェイツ協会 (TheYeats Society ofJap狙 )と 称す る。
2.本 会 はわが国におけるイェイツの研究の促進 を目的 とし、あわせ て海外 の研
究者 との密接 な連絡お よび協力 をはかる。本会 は、この設立の趣 旨に賛同す
る会 員 によ り構成 される。

3.本 会 は次の役員 を設ける。
(1)会 長 1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 り顧間を置 くことがで きる。
6.役 員 の任期 は 2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,∞0円 とす る。ただ し、学生 に限っては年額 2,∞ 0円 と
す る。

11.本 会 に入会 を希望す るものは、 申込書 に会費 をそえて申 し込む こととす る。
12.本 会 は支部 を置 くことがで きる。
13.本 会則 の変更 は委員会 の議 を経 て大会 によって決定する。
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講演》

魂 の響 き合 い一 アイ ル ラ ン ドと沖縄
米 須

文

興

日本 イェイツ協会 の皆 さん、遠 い沖縄 へ ようこそい らっ しゃい ました。
私 は イェ イツ研究者の末席 を汚す者 であ りますが、 もう現役 を退 い て 10年 以
上 も経 ちますので、若 い研究者 の集 う大会 にしゃしゃ り出るのはおこが ま しいか
ぎりですが、沖縄で開催 される初 の イェ イツ協会大会 とい うことで会長か ら直 々
の ご指命があ り、老骨 を省みず登壇 して い る次第 でござい ます。
とは 申しまして も、最近の私 は不勉強 で、イェイツ研 究 に関 して皆様の ご参考
になるような話題があるわけで もご ざい ませんので、開催地 の沖縄 に因み まして、
沖縄 とアイルラ ン ドを関連 づ けた、かな り主観的なお話 で もしてみ よ う と思 うの
で ご ざい ます。
しか し、アイル ラ ン ドと沖縄 を関連 づ けると申 しまして も両者 は互 い に地理的
に地球の反対側に位置する国で ござい ます し、民族的にも文化的にも hOm01030us
な関係 にはあ りませんか ら、強引な こ じつ けになるか もしれ ません。
沖縄 とアイルラ ン ドの共通点 として一般的に思 い浮かべ られるのは、それぞれ
が大国の支配 を受けた植民地体験 をもつ とい うことだろ う と思 い ます。 ジ ョン・
モ ンタギ ュウが那覇で講演 を した時 (1996年 )、 彼はア イルラ ン ドの英国 との関
an uneasy relationship with a giant neighbor"(巨 大 な隣人 との居心 地の悪
係を “
い 関係 )と 喝破 してい ましたが、沖縄 の 日本 との関係 もその ような関係ではない
か と言 っていました。政治的な レベ ルで考 えるとそうい う見方 が成 り立 つ か も知
れ ませ ん。そ うい うわ けであ りますか ら、沖縄 でアイルラ ン ド研究 をして い ると、
沖縄 とアイルラ ン ドの 間にあ る植民地体験 とい う共通性が研究 の動機 になってい
るのではないか と憶測 をされる ことがあ ります。つ ま り、政治的に内向 きの視点
か ら研究 を進めてい るとい うわ けです。 しか し、その よ うな歴 史体験 の共通性 に
は私 はむ しろ警戒心 を持 った とい うのが事実 であ ります。
ア イル ラ ン ド研究 に対す る視点 につ い て、恩師アダムズ教授が面 白い ことを
ぉ,Vol.4)に
書 い て い ます。 モ ン トリオ ール大学刊行 の学術誌 (S″ ヵε

`Insiders

and Outsiders'と 題す る論文 を寄稿 し、アイルラ ン ド文学研究 に「部内者」 と「部

外者」 の対立する視点があ り、部内者であるアイル ラ ン ド出身者 の研究はその出
自の影響 を受けて政治的な傾向があるのに対 して、 カナ ダやアメ リカ出身者 の研
究はアイルラ ン ドを突 き放 した視点 をもち、非政治的な傾向があると説 いてい ま
す。 この論文 の 中 で アダムズ先生は、私 のイェイツ研究 に言及 し、「コメスは ア
ウ トサ イダー的な スタンス をとってい るが、自分 の もとでイェイツの勉強 をせず、
ア イルラ ン ドで勉強 して い た とした ら、 どうであったであろ うか」 と書 い てい ま
す。事実は今申 し上げた通 りで、私はイェ イツ研究で 自分 の出 自がアイル ラ ン ド
的にインサ イダー化す るの を恐 れて、意識的に「 アウ トサ イダー」に徹 したので
す。アダムズ先生 は、私が学位論文 を書 いた時にはカリフォルニ ア大学に転 じて
い たため、この事情 を ご存 じなかったのです。
「 イ ンサ イダー 」であろ う と「アウ トサ イダー」 であろ う と、アイル
しか し、
ラ ン ドと沖縄 をパ ラレル にとらえる場合、両者の植民地体験 の視点 か らとらえま
す と、パ ラレリズムが大部分成 り立たな くなって しまうと私は考 えて い ます。植
民地体験 にか らむ政治 。経済問題、宗教的問題、宗主国 との民族 。文化的関係 も
全 く異なるか らです。第一 、アイルラン ドとその宗主国英国は、民族的に も文化
的にも明確 に区別 される別 々の アイデ ンテ ィティをもった存在 であ ります。 した
が って、英国によるアイル ラ ン ド支配 は、明 らかな異民族支配であ り、文化的な
侵略 であ ります。そ のため 、700年 にわたる英国による植民地支配の過程で様 々
な軋蝶があ りました。一 方、沖縄 と日本 の関係 は民族的 に も文化的に も明確 に区
別する ことが難 しい曖味 な性格 をもった関係 であ ります。言語 ひとつ をとって も、
アイル ラ ン ド人と英国人が別 々の言語系統 に属するのに対 して、 日本人と琉球人
は同一の語族に属す る民族 です。琉 球語 を日本語の姉妹語 とす るか、方言 とする
かは学説によつて違 い ますが、両者が極めて近い関係 にある ことは間違 い あ りま
せ ん。 こ うした密接 な同族関係のある国は、 日本に とって琉球 だけであ ります。
朝鮮 と日本 は地理的にはるかに近 く、かつ文化的な交流 も頻繁であ ったに もかか
わ らず、両者には この ような関係は存在 しません。
しか し、琉球 は 1609年 の 島津氏 による琉球征服 の 時 まで中国や朝鮮や 日本お
よび東南 アジア諸国 と交易 を行 う独立王国で した。そのため、 これ 場の国や民族
か ら様 々な文化的な影響 を受け、 日本本土 と ´
味 ちが う独特 の文化 を発展 させて
きました。薩摩 の支配下 にお いて も対外的には王国の体 面が維持 され、薩摩によ
る様 々な制約はあ った ものの 、琉球文化 の独 自性 は保 たれ ました。明治にな って

幕藩体制が崩れ ます と、琉球 王 国は解体 され、沖縄県 として正 式 に日本帝国の版
図に編入 され ました。その後、太平洋戦争の末期 には 日本で唯一の地上戦の戦場
とな り、27年 間 の米軍に よる軍事 占領 を経験 してのち 1972年 に 日本 に復 帰 した
ことは周知 の通 りで あ ります。
こ うした歴 史的体験 の違 いが本土 と沖縄 との 間に微妙 な違和感 をもたらしてい
るのは事実 であ ります。 しか し、 この問題 は本 日の私の話題の主要 な部分ではあ
りません。本 日の話題は、アイルラ ン ドと沖縄 にまつ わる ものであ ります。
「魂 の響 き合 い一 アイル ラ ン ドと沖縄」としましたが 、
さて、
本 日の講話の題名 を
「魂の響 き合 い」 とい う表現 は、実は私が創 り出 した表現ではあ りませ ん。 1994
年 の 秋 に那 覇 へ 公演 に来た ア イ ル ラ ン ドの 民謡 グル ープ、「ザ ・ チ ーフ タ ンズ」
の 団長、パ デ イー ・モ ローニーが残 した表現 なのです。 この コンサ ー トは、沖縄
民謡 との共演 とい う実にユニー クなもので した。
私 は当時、「琉球・アイルラ ン ド友好協会」 の会長 を務めて い ましたので、ゲ ス
トとして招待 を受け、ステージ間近 で コンサ ー トを楽 しむ幸運 に恵 まれました。私
はアイルラン ドヘ往 き来 して い る うちにアイル ラ ン ド民謡 にはず いぶ ん親 しんで
い ました し、
沖縄民謡は子守唄同然に聞い て育 ったわけですか ら、いずれ も馴染み
の深 い音楽 です。 しか し、 この縁 もゆか りもない地域の音楽が どの ように調和す
るのか見 当 もつ きませんで した。 ところが、ふたを開けてみ ると、両者は見事 な
ハーモニー を作 り出 して聴衆 をすっか り魅了 しました。地球の裏側か ら来たアイ
リッシュ・ ミュー ジッシャンた ちの奏 でるイリー ン・パ イプやテ ィン・ホイッス
ル、フルー ト、アイリ ッシュ ・ハープ、ヤギ革張 りのボ ー ラ ン等 のアイルラン ド
楽器 の音色は、共演 した沖縄 の女性民謡歌手 の艶やかな声風
弾 き鳴 らす沖縄の三線

(さ

(こ

わぶ り)や その

ん しん)と 調和 して、聴衆は もとよ り、音楽に無知な

私 も夢幻の世界へ 引 き入れ ま した。 また、勝連町 ・南風原青年会 のエ イサ ー (沖
縄 の盆踊 り)も 、アイリッシュ・サウ ン ドに支 えられてその迫力が倍加 しました。
沖縄 の聴衆 もザ ・チ ー フタンズの洗練 された芸術 と、 同時 に庶民感覚 に訴 える
気取 らない演奏 に魅 了されて忽 ち興奮の渦に巻 き込 まれ ました。所定の演奏が終
わって も、聴衆はア ンコーールの拍手を送 り続 け、 コンサ ー トが終 わったときは夜
半 をまわ ってい ました。
コンサ ー トの後、私はア イル ラ ン ド民謡 の 方 た ちとの懇親会 の場 で 団長 のモ
ローニー さんに、 この二つの音楽が どうしてあの ようなハ ーモニー を創 り出す こ
とがで きるのか と聞 きました ら、モ ローニー さんは「沖縄 とア イル ラ ン ドの民謡

は魂が響 き合 うのだ。 これは二つの文化 の魂 の響 き合 い なのだ」 と言 い ました。
「響 き合 う」 とはまさに適切 な表現 ですが、私 はその音 の
音楽 は音ですか ら、
響 き合 いが どうして異文化の人 々の魂 をか くも揺 さぶるのか技術的な ことは全 く
わか りませ んの しか しヽ広 い文化 の全般的な次元 で考えてみ ます と、アイルラ ン
ドと沖縄 には偶然なが ら不思議 に思 える くらい互 い に響 き合 う共通点が多 々あ り
ます。
両者 とも民話や伝説が豊富 にある国で、非常 に感性 と想像力 が豊かな土地柄で
ある とい う点 で よく似てい ます。 しか も、民話や伝説 の想像力 の世 界が人びとの
住 む生活環境や 自然環境 と密接 に結 びつい てい て、森や川は言 うに及 ばず、村 々
の一木一草 に至るまで霊気が漂 っているといって言 いす ぎではあ りません。 イェ
イツが いみ じくも言 ってい ます ように、アイルラ ン ドでは「風変 わ りな石 とい う
石、小 さな茂み とい う茂 み に至 るまで」神話や伝説の舞台 なのです。沖縄 で も、
かつ て どの集落にも霊気の漂 う大木や大岩があ りました。そ して、そ こには必 ず
御嶽

(う

た き)や 拝所

(う

が ん じゅ)が あ って、妄 りに侵 した り械 した りしては

な らない ところで した。 これ らの霊気漂 う場所 は沖縄戦の いわ ゆる (鉄 の暴風〉
によって大破壊 を蒙 りました。 また戦火 を免れた聖地 も戦争 に劣 らない暴威 を振
る う開発 の嵐 の 中であ らかた破壊 されて しまい ましたが、完全 に抹殺 される こと
はな く、た とえば ゴルフ場 の片隅に、あ るいは ビルの谷間に ひつそ りと香炉が し
つ らえられた り碑が建 て られた りして、その場所 の証 を立ててい ます。
このよ うに、アイルラン ドと沖縄 は自然 に対 して敏感に反応す る文化 を育てて
きたのです。
アイル ラ ン ドと沖縄の想像力や感性 は、単 に過去の世界にかかわって い るので
はあ りません。それは今 日で も歌謡や芸能に遺憾 な く発揮 されて 日々新 しい民謡
が創 られて人び とに歌 われて い るのです。 この よ うに想像力 が共 同体的ア メニ
ーの豊か さの原動力 となってい る点において も両者は共通 してい ます。両者
テ イー
とも美的感性 と自然に感応す る想像力が生 き生 きとしてい る文化 なのです。
ザ ・チ ーフタンズのコンサ ー トに もどりますが、 コンサ ー トを聴 きなが ら、私
は本来縁 もゆか りもない ア イルラ ン ドと沖縄の音楽が見事 な調和 と美の世 界 を創
りだすわけが如何なる共通 の 文化的 なキ ー による ものかを模索 して い ましたが、
私 にはひとつ思 い当たるものがあ りました。それ は、 コンサ ー トも佳境 に入った
ころに始 まったヴォーカル ソロ を聞 い た ときで した。歌われた歌 は、プ ロフェッ
シ ョナルな流通ベ ーースに乗 っていない、アイルラ ン ドの 田舎 で歌 われて い る歌で

した。 グローバ ル な名声 を博 して い る現代 の フォーク・ シ ンガーが故郷の無名の
民謡 を歌 っている。 それは、 い かにもゲール語時代 の吟唱詩人が民衆 の歌 を歌 っ
てい るような錯 覚 を覚 えさせ る もので した。
アイルラ ン ドでは民衆 の心が歌 に歌われ続 けてい る。地域文化 の伝統が脈 々 と
民衆 の 間で息 づい て い る。沖縄 とアイルラ ン ドの民謡が相通 じる ものは これだ、
と私 は思 い ました。そ うい う伝統 によって育 まれた音楽だか らこそ、二つの音楽
はぴた りと息 が合 うのではない か と感 じました。 パ デ イ・モ ローニー氏が言 った
「魂 の響 き合 い」 の 因 って来る もの もこれでは ない か と思 うのです。
一 方、歴 史 を遡 った視点か らア イルラ ン ドと沖縄 の芸 能や文学 を見 ます と、
際立 った共通点 と してゲ ール語時代 の領主 の庇護 を受 けた吟唱詩人

(seignorial

bad)と 沖縄 の「お もろ」歌人の存在があ ります。
古代 アイル ラ ン ドの吟唱詩人 たちは、その属す る地域 共同体 の領主 の館 で養 わ
れ、諸記録の整備や系図の管理等、伝統文化の維持 に直接 かかわる業務 に従事す
るかたわ ら、詩歌 を吟 じ、物語 を誦 して地域の想像的世 界 を豊かに しました。更
に彼 らは、彼 らの仕 える領主 を讃 える歌や愛郷心 をそそる物語 を創 って共同体意
識 の育成 に も大 きな役割を果た しました。英国の植民地時代 に入って、ア ング ロ・
ノルマ ン系 の領主 たちがアイルラ ン ド貴族 にな らって館で吟唱詩人を養 うように
なると、英国当局 は大 い に危機感 をさそわれ、 さまざまの政治的・法的手段 を用
いてこの傾 向 に歯止 めを掛け よ う としました。館文壇がアイルラ ン ドの民族文化
の温床 になって い たか らです。英国の出先機関の一員 としてアイルラン ドに来た
エ ドマ ン ド・ スペ ンサ ーは、 自らも詩人であ りなが ら、アイルラン ドの詩人は処
刑 されるべ きで ある、 と極言 して い るほ どです。
ひるがえって沖縄 には、国王や「あ じ」 と呼 ばれる地域共同体 の首長 を讃える
叙事的古歌謡「お もろ」の膨大 なサ イクルが存在 します。 これ らの歌謡の内容 は、
「てだ子」 (太 陽の子、天子)と 呼 ばれる国王 や、「世の主 」 と呼 ばれる地 方 の領
主の礼賛、国家安泰の祈願、天地開開の神話、国や地方共同体の特記すべ き出来
事等 々で あ ります。「お もろ」歌人たちは、その詩的想像力 を駆使 して沖縄 の文
化や政治 を歌 い ました。彼 らの役割 には、アイル ラ ン ドの吟唱詩人たちの役割 に
通 じるものがあったのです。共同体の語 り部 としての役割 です。
語 り部 としての文人の 自負 は、現代 のアイルラン ドと沖縄の作家や詩人たちに
受け継がれてい るよ うに思 われ ます。アイル ラ ン ドでは、い わゆる「 アイリッシュ・
ルネサ ンス」の作家 た ちに特にその意識が強 くみ られ ました。とりわけ W.B.イ ェ

イッはアイ ル ラ ン ド国民文学の旗手 と してケ ル トの幻想世界 (CeHc Twilight)
を現代 アイル ラ ン ド文学 に蘇 らせる ことを自らの文学的使命 と考えてい ました。
イェ イツに限 らず、現代 アイル ラ ン ドの作家は、その創作過程にお いて大 な り
小 な リアイル ラ ン ドを意識せ ざるをえない よ うです。 イェ イツのケ ル ト志向 を痛
烈 に批判 したジ ョイス も、アイル ラ ン ドか ら自己追放 をして いなが ら、その小 説
の舞台 はアイルラン ドに求めました。 ジ ョイス生誕百周年の特集記事 (1982年 2
s力 物
月 2日 )で 地元 ダブリ ンの新聞 動θI″ ′

「故郷 を離れない巡礼者」とジ ョ

"が

イス を評 してい ましたが、 まさに的 を射た評言だ と思 い ます。
しか し、ジ ョイス も、 また後輩の ヒー ニーや モ ンタギ ュー に して も、素朴 なア
イル ラ ン ド礼賛には与 しません。彼 らは もっと厳 しい 日でアイルラ ン ドを見てい
ます。で も、彼 らとて もアイルラ ン ドの風土や生活 を強 く意識 した地平で創作 を
行 ってい ます。 この 意味 で 、W.A.Dumbletonの 次 の評言は適切です。
“
The literature of lreland has been a nationally introspective onc,sell■ consclously
taking aS itS Su● eCt mattCr itS OWn p01itiCal and SOCial llた
present histOry.''「

,itS OWn廿 Oubled paSt and

アイルラン ド文学 は民族的に内向 きの文学 である。それは自ら

意識 して 自らの政治や社会 の状況や、 自らの試練多 き過去 と現在 の歴 史を主題 と
た″″た,Statc Univcrsiv of Ncw Yo
α″″ Lψ α″′ια 〃J″ んブ
して きたのだ」 (I″ ′
“

Press,1984,p.184)。

一 方、沖縄 の作家 もアイルラン ドの作家 に劣 らず文化的に内向 きのスタンスを
保 つ の を常 とします。今 日の沖縄 の作家 は個人の内的世界やグローバル な問題 よ
りも沖縄 の歴史的経験や民族 のアイデ ンテ イテ イの問題 を主題 に選ぶ傾向があ り
ます。沖縄作家で芥川賞受賞第一 号 となった大城立裕 は、1996年 12月

15、

16

の両 日那覇 で行 われた「沖縄文学 フォー ラム」 で「沖縄 の戦後 を生 きて、沖縄が
どうしてこんなに苦労 しているのか と考 えたあげ く、沖縄 の民族、それ と歴 史に
関心が向 い て来 ま した」 と述べ て 自らの文学的立場 を明 らかに して い ます。第

114回 の芥川賞 を受賞 した又吉栄喜 も同 じ文学 フォー ラムで「沖縄 を書 くように
と私 は 自分 に言 い聞かせてい ます」 と素朴 な表現で述懐 してい ます。
精力的に沖縄 の上 着 をうたう詩人高良勉 は、ヤマ ト

(日

本 )の 呪縛か ら解放 さ

「越 える」 と
れた沖縄 の民族的 アイデ ンテイテ イにこだわつて い ます。そ して、
題す る詩で高良は「落 とし 越え 流 せ /身 体 にまとわ りつ く/<日 本 一琉球 >
の錆 びた観念/い ま始 まるか <わ が神話 >へ の旅」 と沖縄 の語 り部 としての宣言
を して い ます。

沖縄作家 で 4人 目の芥川賞受賞 をとげた 目取真俊 も、沖縄の文学状況や思 想状
況 の現在 に辛 回の批判 を加 え続 けなが ら、「 沖縄 で しか生み出せ ない文章 を作 り
た い」 と言 い、
「神話、伝説、歴 史、現実政治 などが絡 んだ複雑 で幻想的 な骨 太
の長編 を、沖縄史を踏 まえて書 きたい」 と抱負 をのべ てい ます。 目取真の作家 と
しての ス タンスも他 の作家たちと同様、「民族的に内向的」の ようです。
ところで、民族的に内向 きのスタンスを保 つ アイルラ ン ドと沖縄 の文学者 た ち
は、 どの よ うな言語状況におかれて きた ので しょうか。彼 らの言語状況 には類似
点があるので しょうか。
沖縄 の言語は、 日本語の姉妹語か、 または一方言だ とい うことは先 ほ ど申 しま
したが、現在沖縄で話 されてい る言葉 は標準 日本語です。 つ まり学校 で教 えて い
る 日本語 で す。かつ ては広 く琉球語が使 われ、 沖縄戦 の ころ までは家庭 的 には

100パ ーセ ン ト琉球語が話 されてい た といって も過言ではないで しょう。一般 民
衆 の レベ ルでの 日本語化のプ ロセスは明治の廃藩置県 に始 まりましたが、学校 で
学童 に対 して 「方言札」なる ものを設けて強制的に標準語励行 を実施 したに も関
わ らず、社会的にも家庭的にも日常的な標準語の慣用化は遅 々 として進み ませ ん
で した。 この状況は 19世 紀 のアイルラン ドの状況 とよ く似 てい ます。 アイル ラ
ン ドで も、学校でのゲ ール語使用が禁 じられ、bata scoirな る罰札が設 け られ ま
したが、英語の普通化はなかなか進み ませ んで した。
ところが 、アイル ラ ン ドで も沖縄で もあ る歴 史的な出来事 をきっか けに言語 の
大転換 が起 きました。 アイル ラ ン ドでは 1845年 に始 まったポテ ト大飢饉 を境 に
半世紀 の 間にほぼ全面的に英語化が進み ま した。「大飢饉」 の後、多 くの人び と
が アイル ラ ン ドでの生 活に希望 を失 い、 アメリカ等 の英語社会へ の移住 によって
生活の確保 を目指す よ うにな りました。そのため、急 に英語熱が高 ま り、移住 に
備 えて家庭内で英語 を使用す ることが一 般化 しました。そ して、 またた く間にア
イルラ ン ドが英語化 して しまったのは周 知 の通 りであ ります。アイル ラ ン ド国立
「19世 紀 の半 ばか
大学 ゴー ルウェ イ校の RL.Hcnry教 授が言 っています よ うに、
ら、逃亡 とい うことが時代のキ ー ワー ドとなった。土地か らの逃亡、祖 国か らの
逃亡、国語か らの逃亡である」 とい う状況 になったのです。
一 方、沖縄 では奇 しくも「ポテ ト大飢饉」 か らちょう ど一世 紀後 の 1945年 に
起 こった「沖縄戦」が この歴 史的な大転換 を もたらしました。沖縄 では、沖縄戦
をきっか け として 日本本土へ の移 民熱が高 まったとい うわけではあ りませ んが、
生活のあ り方が戦後大幅に本土化 した ことに よって もた らされた と思 われ ます。

本土型の生 活 パ ター ンを選択 した とき、沖縄人は言語 も標準語 を選択 したとい え
ます。現在 の沖縄人 の生 活 のあ り方 は、 もはや方言だけで維持 してい くことは不
可能だか らです。 ち ょう どアイル ラ ン ド人が英 国型 の現代物質文化 を選択 した と
き、意識的に英語 慣用 に踏み切 ったように、沖縄 人 も本土型 の生活態度 を身につ
ける ようにな った とき、方言 を捨てて標準語に乗 り換 えたのです。大災害がアイ
ル ラ ン ドでは天 災 で あ り、沖縄 では人災 である とい う違 い はあ りますが、いずれ
も住民が蒙 った物理的な大災害が文化的な変動 を もた らした とい う点 で符合 して
い るのです。 しか も、その文化的な大変動が いずれ も国家権力の強制 によるもの
ではな く、人 び とが 自発的に、 ほぼ半世紀間で 達成 して しまった とい うことは、
驚 くべ き文化現象 であると言わなければなりませ ん。
アイル ラ ン ドと沖縄 における言語の大転換 は、それぞれ世紀 の半 ば、すなわち
アイル ラ ン ドでは 19世 紀、沖縄 では 20世 紀 の 45年 とい う時点 で起 きた とい う
偶然 の符合 もさる ことなが ら、大災害が引 き金 となって始 まった とい うこと、人
びとの自発的な選択 によって起 きた とい うこと、ほぼ半世紀 で転換 が完了 した こ
となど、不思議 としか い えない一 致点が多いのです。 しか も、言語的に宗主国に
同化 しなが ら、民族的には逆 に自主性の意識が却 って強 まったとい う現象 も共通
してい ます。
こ うした急激 な母国語衰退 の現象 に対する両国の文人たちの反応は どうなって
い るので しょうか。
アイルラン ドにお い ては、ご承知のようにゲ ール語 の衰退 と母国文化 の崩壊 を
憂 えた知識 人た ちに よつて文化運動が起 きま した。 1893年 には ダグラス・ハ イ
ドらによって「 ゲ ー ル語連盟」 (the Gaelic Lcaguc)が 結成 され ました。「連盟」
の運動 目標 は二つ あ り、その第一 は、ゲール語 を国語 として復活 し、かつ 日常語
として発展 させ ること、第二は現存す るゲール語文学作品 の研究お よび刊行 を行
うこと、そ して アイ ル ラ ン ド語 による現代文学 を創 造す ることで した。「連盟」
の運動はたちまち国民の支持 を獲得 し、結成 された支部 は全 国に 600を 数えるに
至 りました。連盟 の活動が始 まってか ら、ゲ ール語 が小学校で も教 え られるよう
にな り、1908年 に設立 された国立大学 では入学 の 資格 条件 にゲ ール語 の知識 が
加えられました。
ハ イ ドのゲ ール語復活運動 は、 自国語 の喪失 の危機 に瀕 した民族 に属する知識
人が示す反応の一つの典型 で ある とい えます。それは自国語 の喪失 を民族の文化
的アイデ ンテ イテイの喪失に等 しい悲 しむべ き事態 と考 え、 自国語 を復活する こ
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とによって、民族 の文化的アイデ ンテイテ イの再建 を目指す ものです。
「ゲ ール語連盟」 の結成に先 だって、ハ イ ドは「国民文学会」 (National Literary
Society)の 会長に就任 しましたが、この時、後 に歴 史的な文書 となった就任演説
を行 い ました。 `Thc Necessiけ おr De― Anglicizing ldand'と 題す るこの演 説 で、
ハ イ ドは急速 に英国化 してい くアイルラ ン ドの現状 を憂 え、 この傾向に歯止めを
かけない とアイルラ ン ド人は模倣 に終始す る「西洋版の 日本人にな り下がるで あ
ろ う」 と日本人 に とってはあ りがた くない比喩 をつ か って警告 を発 して い ます。
そ して、この悪 しき傾向を是正す るには、
「直 ちにゲール語 の衰退 に歯止めをかけ
なければならない」 と言語 と民族的アイデ ンテイテイの不可分性 を強調 してい ます。
ゲ ール語復活に民族 の再生 を賭 けたハ イ ドの主張に対 して真 っ向か ら反対 した
のはイェイツで した。イェ イツはゲール語 の衰退 をどうしようもない歴史の過程
として認 め、英語 を利用 しつつ アイルラ ン ドのアイデ ンティテ イを確保す るのは
可能であると主張 しました。彼 は、アイルラ ン ドの民族精神 を持続す るのは滅び
ゆ く言葉 にあるのではな く、そ の言葉が表現 してい るアイルラン ドの精神世界 に
あるのであ り、その精神世界 は英語によって も表現が可能であると主張 したのです。
この 問題 に立 ち入 るのは本 日のテーマ か ら外れますので、 ここで止めてお きま
すが、アイル ラ ン ドではハ イ ドとイェイツに代表 される対照的な立場がある こと
を指摘 してお きます。
沖縄 にお いては、言語 と民族 のアイデンテ ィティについ てこれほ ど鋭 角的な対
立の構図はあ りませんが、沖縄 の作家の 間で この問題 についての意識 は充分 にあ
ります。
最 も早 くこの問題 に言及 したのは、明治の末期か ら大正の初めに発言 をした伊
波普猷 とその実弟 の 月城 です。 この兄弟 の考 え方が対照的なのは興味あ る事実 で
す。普猷 は「沖縄学 の父」 とい われるほ ど沖縄 につい て先駆的な仕事 をした人で
すが、 日本語 による沖縄文学 の可 能性につい て極 めて悲観的な意見 を述べ てい ま
す。沖縄 と日本 の 間には「言 語 の七 島灘」が横 たわってお り、 この難所 を渡 らな
い か ぎ り、 アイル ラ ン ドが英 国文壇 に送 った イェ イツや シ ョウの よ うな鬼才 を
東京 に送 ることはで きない、 と指摘 しま した。普獣 の実弟、月城 は よ り楽観的
で、英語 によって名作 を書 き現代文学 の巨匠 となったアイルラン ド作家 たちの よ
うに、 日本語 によって「南 日本 を代表する芸術」 を創造する ことがで きる と主張
しました。兄弟共 にアイルラ ン ド作家 を手本 に挙げて い るのは興味深 いことです
が、彼 らが挙げたアイルラ ン ド作家がいずれ も英語 を母国語 とす るア ングロ・ ア
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イリッシュ系 であ り、彼 らにとって「言語のアイリッシュ海」 は存在 しなかった
ことを見落 としていたのは残念 な ことです。
アイル ラ ン ドと沖縄の類似性 について綾 々のべ て きましたが、 まだまだ他 にも
多 くの類似点があ ります。 しか し、時間が窮屈 になって きましたので、 この あた
りで一応お さめ まして、最後にアイル ラ ン ドと沖縄 に共通の文化的展望 について
の私 の期待 を述べ させて い ただい て結 びと致 したい と思 い ます。
アイル ラ ン ドと沖縄 に共通する文化的特質の一 つ は、両文化 におい て 自然景観
と霊的世 界が極めて密接 な関係 にあ り、それが人びとの 日常生活で切実 な意味を
もってい る とい うことで あ ります。 この文化的な特質は、 ひ ょっとした らこれか
らの世 界の望 ましい文化の モデルにな りうるのではないか と私 は考えます。今世
界 は、物 質文化 の膨張 に よって 自然が破壊 され、精神文化が破綻 に瀕 して い ま
す。 この窮地か ら世界を救 い 出すには、人類が 自然 と共感 で きるような文化、そ
して人類が互 い に協 調 して生 きる優 しさの文化 を築 く必要 に迫 られて い ると思 い
ます。
自然 を破壊せず、自然 と共存す る文化。競争的 でない、仲睦 まじく生 きてい く
共同体的な生活様式 を もつ 文化。身内同士 の結束は固いが、 よそ者 に対 して も開
放的である社会。幻想的 な世界を愛 し、アメニ テイー中心 の生 活空間を作 ってい
く人びと。 こ うい った特色 をもつ協調的な優 しさの文化 を私 たちは取 り戻 さな く
てはならないcそ うい う意味で、アイルラン ドと沖縄の伝統的な文化 は世 界 に向
けて一つの大 きなモデル を提示 してい ると思 うのであ ります。
ご清聴あ りが とうござい ました。
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論文》
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W.B.Yettsの “peacoc卜 blue"の 世界
高 橋 優
1.は

季

じめ に

W.B.Yeatsが 長 い創作期間を通 じて多用 した象徴的なモチーフの一つ として、
孔雀 (peacock)と そ の 色 を基調 と した青 い色彩 (bluc)が 挙 げ られ る。孔 雀 を
象徴 に用 い ることは、無論 Yeatsの 独創 ではない。古代か ら孔雀 は、尾羽の鮮や
かに輝 く色合 い と際 だった眼状斑ゆえに、様 々な文化の違 い を超 えて、 日輪や星
空そ して宇宙空 間の壮大 なイメー ジと重ね合わせ て捉 えられて きた。緻密 な光の
意匠 とも見える羽根 を大 きく広げた姿は、宇宙 と万物 の秩序 を示す宗教的な象徴
にも用 い られる。キ リス ト教 では、無数 の眼 を持 つ凝視 と警戒 の鳥 として黙示録
で最後 の審判 の時 に現 れ、 また ビザ ンテ ィン芸術 に見 られるようにキ リス トの復
活 を表す鳥 として も描かれる。大 きな時代の区切 りに関連付けられるモチーフで

1中

もあ った。

世 アイル ラ ン ドの神学者 は、聖書 の意味の多義性 を孔雀の羽根 の

2孔 雀 の こ うした象徴 につい ては、Yeatsも

色合 い に例 えた。

深 い知識 を持 ってい

たであろ う。
独 自の歴史観 を象徴的に体系化 した И Иsゴ ο″ (初 版

1925、

改訂版 1937)で 孔雀

は、一つ の時代 の終焉 と次なる時代 の到来 を予言す る歴 史変化 の象徴 になって い
3ま
る。
た、Yeatsは 詩 `Pcacock'(1914)に お いて、孔雀 に俗物主義や物 質的虚栄
を蔑視 させ、人間精神 における芸術的創造力 の優位性 を象徴 させた。
確かに Yeatsは 超越 的な孔雀 を多 く作品に描 い たが、他 方、孔雀 の属性 ともい
える燈め く羽根 と羽毛の色彩が、鳥 としての実在感 を誇示 し、象徴的な光や色彩
と共存 しなが ら創造 的 イメー ジに寄与す るケ ース も多 く見 られる。 `The lndian

upon God'(1886)の 次の詩行はその 一例 である一 “
〃θおα″ο″s″ α
s″ αCο 6た,α ″グ
“

gが '(原
′
′
`sぽ
文 イタリック)。
大 な孔雀の羽根 は幾万 の星 に照 らされる夜空 とな り世界 を
ー
ージで強 い印象 を残すのは、緑や金 を交えた青に染めあげ ら
この
イメ
覆 う。だが

カを″αν
ι
″ α″″

g力 ′
/″ sル″gα ″ ″′
′αbο ッ
β″
s,′ ′
′″ノ
″ ″ッ″
Jα グs″ ο

`″
4巨

れた満天の星空 (孔 雀 の羽根 )が 「波 の よ うに うね る」 とい う、幻想的 な埋 め
13

きが もた らす運動感で もある。同様 の色 調 は また、後 に詳述す る散文作 品 Rοsα
И′
勧ι
″たα (1897)に お い て も何度 も立 ち現 れ、ある種 の終末感や再 生 感 を帯 び
て輝 きなが ら広がる。その青 さは ビザ ンテ ィンのモザ イク芸術の精緻 な色彩 にも
5
例 えられるほど鮮やかなのだ。

治 atsの 孔雀 とその色彩 は、伝統的 な象徴の継承か らだけでは生 まれ得 ない、肉
感的 ともい える官能性 を具えてい る。そ して孔雀 と切 り離せない「青」とい う色彩
が、 この官能性 を生み出す もう一つの源 になって い る。katsは И夕ゎらJοgrα′″ω
の 中で、常 に自分の心 を動か して きた色 につい て “
…there was dark bluc,a colour
that always amects mc''6と 語 る。発 atsが 10代 の 頃に住み、若 い感受性 の形成 に

決定的な役割 を果た した ロン ドンの居住地 Bedお rd Parkは 、 この深 い青、 とりわ
ル
peacock― bluc''と 不可分 の関係 を持 って い た。20世 紀初頭、壮年期 の 発 atsが
ナ“
創作 の 中心 に据 えた演劇活動の拠点、ア ビー劇場 の Pcacock Theatreに は、内装 に
孔雀 を想起 させ る同様の色調が用 い られた。やがて 50歳 を過 ぎて Georgic Hyde‐
Ycatsは 寝室 の天丼 を青、
黒、金の色
Lcesと 結婚 しThoor Ba‖ yleeに 入居 した時 も、

7孔 雀 に由来する青は、作品の主要 なイメージ

で装 飾 し、それを大変気に入 った。

として も生 き続 けた。N.JcLresや G.Melchionも 示唆 した とお り、 `Byzantium'
''(/P497)と い う描写 には、Rο sα Иた力θ
″たα
A starlit or a moonlit dome…
(1930)の “
に描かれた孔雀 と、その羽根模様が体現す る星空、そ して Yeats自 身が 1907年 に
イタリアで初 めて 目に した ビザ ンテ ィン様式 のモザ イク画のイメー ジが 集約 され

8同

て い る。

様 に、 この色彩は Ycats晩 年 の代表作

`Lttis Lazuli'(1938)に

まで継

続 してい るとい える。紺碧色を基調 とし、 自や金 の鉱物 を含むラ ピス ラズ リの表
面模様は、古代か ら星空や宇宙 に例 え られた。その よ うな青色 こそ、青春時代 の
Yeatsを 魅了 し、後の作品におい て も様 々な箇所で描かれて きた色調 に通 じる。
pcacock― bluc"が 持 つ 象徴 とイメー ジの
本稿 で は、Yeatsの 作 品に見 られ る “

由来 を、特 に詩 人の 人生 の初期 に当 た る 1880年 代 か ら 90年 代 の 伝 記 的事 実
か ら検 証 し、 さらに同時代 の装飾芸術 との 関連 を考察 に加 える こ とに よって、
.`pcacock―

bluc"が 諸作 品で伝える具体的 で官能的な力 の基盤 を掘 り起 こ してみた

い。
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2.Bedbrd Parkで

の Yeatsの 思 い出

Bcdお d Parkは 、hatsが 詩人 として成長す る上で特権的な意味 を持 つ場所 だっ
た とい える。既 に指摘 されて きた よ うに、若 い Yeatsは ここで Wlliam Mo

s

や Oscar Wildeら の芸術家たちと交流 を持 った。その経験 は彼 の美 意識 の形成 に
大 きな影響 を与 え、後の文芸創作 にとって 多大 な イ ンス ピレーシ ョンの 源 とな
り続けた。当時 この 地で交流 した人 々の服飾 や建築装飾 の色彩的特徴 を、Ycats
pcacock― bluc"と 表 現 す る (ん 43‐ 44)。 そ
の 中で殊 更 に “
は И ゎらブ
g″″ 脂
ο
“
れは実際の色彩 で もあれば、存在 の有 り様 を伝 える例 えで もあった。 こ う した
“
pcacock― blue''と い う言葉 の繰返 しか らも、 この 色 に特徴付 け られる装飾芸術
へ の彼 の深 い憧憬が読み取れ る。
Bedお d Parkは 1875年 、 ロ ン ドン周辺 の鉄 道網 の発達 に伴 う住宅 開発事業 の
一環 として 、Tumham Grecn駅 近辺 を造成 して作 られた。着工か ら 5年 ほ どの間
にその敷地面積 は約 100エ ー カー に拡大 し、お よそ 500の 家屋が建 ち並んだ。居
住者 は、Yeats一 家 と同様、芸術家や芸術 的 な趣 向を持 つ 人 々の割合 が多 く、地
域内で劇団や音楽会、舞踏会が催 されるな ど、文化的・社交的な活動が盛んであっ
た。1880年 代 に Ycatsと 交流があ った Charlcs Rickc“ sは 、Bedbrd Parkを “
homc
bfthe elcct of thc a■ world'''と

9こ こに Ycats一 家が暮 らしたのは

呼 んでい た。

1879年 か ら 1881年 の約 3年 間 と、1888年 か ら 1896年 の 8年 間である。■ atsは 、
14歳 で初めて この地区に移 り住 んだ時 を “
For years Bedお rd Park was a romantic
excitement''(ん

43)と 回想 す る。 彼 に とっ て最 初 の Bcttd Park居 住 時 代 と

な った 1880年 頃 は、芸術 的価 値 こそが最 高 だ とす る唯 美主義運動 (Acsthetic

Movement)の 全盛期 に相 当す る。人 々の 実 生活 にお い て も芸術化が求め られ、
中産階級 の 間 では、室内装 飾や絵画、骨董 の 収 集が盛 んになった。特 に孔 雀 の
羽根、百合 や ヒマ ワリは、唯 美主義 を象徴 す るアイテム とされ、絵画や 工芸 な
どあ らゆる芸術 品 のモチ ー フ として頻繁 に用 い られた。10ま た Bedお rd Parkは 、
この よ うな装飾 を好 む芸術志 向 の 強 い階級 向 け の賃貸住宅 で もあ ったため 、唯
美主義運動 の美的価値が凝縮 された地域 として も知 られるようになる。Yeatsは
И″οbJο♂α
6の 中で 当時 の こ うした風潮 をたびたび “PoRaphκ lた ''と 形容
′カノ
してい る。Bedお rd Park居 住 時代 の この 時期 にお い て こそ、Yeatsの 美的な感性
は育 まれたの だろ う。彼 は 当時 の Bcdお rd Parkの 美 しい建造物 とそ こに住 む芸
we only kncw the
術家達が、少年であ った 自分 にいかに強 い 印象 を与 えたか を “
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most beauti

43)と 書 き記 し、次のように回想

sts''(И ″

l houses,■ c houses of a

す る。
We went to live in a house like those we had seen in pictures and even met
people dressed like people in the story-books....The newness of everything, the

empty houses where we played at hide-and-seek, and the strangeness of it all,
made us feel that we were living among

toys. (Au

43-44)

Bedお d Parkは “
the Garden Suburb''と い う別名 を持 ち、独特 な造園理念 と

建築様式で も知 られた

(図

1)。

家屋 の設計 は当時著 名な建築家 である、E.W.

Godwinと そ の後継者 Richad Norman Shawら によってなされた。1879年 か ら
1885年 に居住 した牧師 Moncure Conwayは 、 この地を有名にした芸術性 を次の

ように回想 してい る。
Am I dreaming? Right before me is the apparition of a little red town made up of
quaintest Queen Anne houses.

It is visible through

the railway arch, as it might be

a lunette picture prqected upon a landscape....The old trees still stood, the poplars
waved their green streamers in the summer breeze, the huge willows branched out on
every side; but the tumips and pumpkins they once overhung had become aesthetic
houses, and amid the flowers and fruit-trees rosy children at play had taken the place

of grrmy labourers. I passed beneath
tree out on a sidewalk ?

E 1.

1r

a

medlar

-

who ever before heard of

Bedford Park Estate (Building News,33-9, 1877)

a

medlar-

また、 もう一 人の報告者 と して、 当時 の街並 み を更 に細 か く記憶 して い る Philis
Au“inが い る。

The houses, varying in size, were Georgian and Anne in style, with many others

which were just beautiful brain-waves of the architects, men such as Norman

All were built of red brick and had large windows
with small panes. Most of the front gardens were enclosed by low brick
Shaw and Maurice B. Adams.

walls surmounted by delicate palings. The gates were high and palinged also.
Separating some of the houses were tall brick pillars crowned with a large stone

ball or a sculptured acorn. Some had shell-shaped copings over the front doors.
For years it was forbidden to hang out laundry....
None of your London sooty planes here. Lilacs, laburnums, may (pink, red and

white), mountain ash, copper beech, limes and acacias lined every pavement. To
walk in the roads on a spring evening was arcadian adventure.
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父親が Bedお rd Parkの 劇 団員 で もあった Austinは 1880年 に一 度 ダブ リ ンに
去 った Ycatsと 入 れ替 わ る よ うに翌 81年 に この 地 に移 り住 ん だ。Conwayや
Austinが “
Qucen Anne"“ Anne Style''と 呼 ぶ様式が Bedお rd Parkの 建物 を最 も特
徴 づ けた。 17世 紀か ら 18世 紀 の都市建築 にならったこの様式は、赤 レンガ、自
塗 りの窓枠 のついた出窓、先端の尖 った屋根 といった造形上 の特徴 を持 ち、唯美
主義 を建築 分野 にお い て象徴す る様式 として捉 えられ よ うになる。特 に Norman

Shawは 、 このスタイル を多 くBedお d Parkに 導入 した建築設計者 と して名を残
した。Conwayや Austinは 回想の中で色彩豊かな花や植物、
建物の外観 を列挙 し、
当時 10代 の Ycaも の感性 を育んだ繊細 な色彩環境 を鮮やかに再現す る。
彼 らは言 及 してはい ないが、唯美主義 を象徴 した植物である、 ヒマ ワリの黄色
もこの地域 を飾 る重 要 な色彩 の一 つ に数 えるべ きだろ う。Norman Shawは 、 自
身が設計 した建物 に積極的にヒマ ワリの装飾 を取 り入れた ことで も知 られる。 ヒ
マ ワリは街路 に多 く植 えられただけでな く、建物 自体 を飾 る浮 き彫 りや ステン ド
グラスに もその モチーフが用 い られた。13恥 江s自 身 もヒマ ワリの花 に愛着 を持
ち、好んで自宅 に植 えてい る。14
この よ うに Bedお rd Parkは 、 レンガの赤、窓枠 の 自、樹 木 の緑、 ヒマ ワリの
色彩の コン トラス トが鮮やかな環境 であ った。以下 に見 るように、
黄色 といった、
17

とりわけ青色 は特別な意味 を持 った色であった と想像 される。

3.

"peacock-blue"

@*fiil

Yeats

19世 紀半 ば、青の発色 には染色技術上の問題か ら、未だに非常 な困難が伴 い、
青色 を多用する装飾は貴重で珍重 されてい た。Bedお rd Parkは こ うした青色の装
飾芸術 の導入 とも深 い 関係があ った。青 とい う色が、 どの ようにこの地域で見 ら
れ、それ らに対 して Yeatsの 感性が どう応 えたかを以下 に見てい きたい。
Yeatsは 、最初の Bedお rd Park時 代 を振 り返 って、身の 周 りの室 内装飾 に寄せ
Wc were to sce DelMorgan tnes,peacock― blue doors andぬ e pomegranate
た関心 を、“

em ofMo

g′α ぉ の この箇
43)と 記す。И ゎわノ
θ
“
“
“
ttatsが 弁護士
所 で初 めて pea∞ ck―bluc''と い う色が明記 される。父 John Butier "′

pa"em and the tulip pa■

s,…

''(И

か ら肖像画家に転向 した ものの、安定 した収入が得 られず困窮状態 だった hats
家では、当時非常 に高価 だった Momsの 壁紙や William De Morganの タイルで 自
宅を飾 ることなど望むべ くもなか った。そのために生 じる落胆 と同時に伝 わって
くるのは、 これらの芸術 品へ の強 い憧 れである。
■ atsは 、 この よ うな色彩 の装飾 を、 自宅 で見 られない代 わ りに近所 の知人宅
や友人宅で、羨望 の念 を抱 きつつ眺 めた。彼が妹 と共 に隣人を訪れた時の回想で
peacock‐ bluc"の 装飾が残 した強 く鮮やかな印象が繰 り返 される。
は、 “
The dining-room table, where Sindbad the sailor might have sat, was painted
peacock-blue, and the woodwork was all peacock-blue and upstairs a window

niche was so big....The two sisters of the master of the house, a well-known
Pre-Raphaelite painter, were our teachers, and they and their old mother were
dressed in peacock-blue and in dresses so simply cut that they seemed a part

of

every story. Qqu q+)

ここで Yeatsが “
a wcH― known Pre― Raphaelitc painter''と 呼 ぶ 隣人が、 ラフア
エ ロ前 派 の流れ を汲 む画家 Thomas Matthcws Rookeで あ るのは興味深 い。彼
が描 い た トラ ンペ ッ ト奏者 の絵 は、当時 の Bedお rd Parkを 代表す る建 物 Tabard
lnnの 看板 とな り、Yeatsの 記憶 の 中に強 い 印象 を残 して い る
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(И

113)。

“

この ように、発 atsの Bedお rd Park居 住時代 の記述 には、 “
pcacock― bluc"が 多
く使 われる。それは、新奇 だった青色工芸 品 の増加 に関係 してい たとも想像で き
る。唯美主義全盛当時の イギ リスでは、ラ フアエ ロ前派 の絵画 に対する美的評価
は絶頂期 にあ り、それは収集 の対象 となって い たが、同様 に東洋趣味 もまたブー
ムとな り、ペ ルシ ャや イ ン ドの絨毯、中国や 日本の陶磁 器 な どが絶大 な人気 を得
た。 これ ら東洋工芸 に特有の青色が、最 も人 々の 関心 を集めた。織物や陶器に彩
色す るための青色 の 顔料 が開発 ・利用 されたの も、 まさに この 頃 だった。 若 い
peacock― blue"は 、 いわば時代 の精神
Yeatsが 様 々な場面で 日に した と思われる “
を代表す る色 とも関連深 く、詩人が独 自の色彩感覚 を育 む一 つ の要素 とも成 り得
たのではない だろ うか。
実際に、Mo

sの 壁紙や De Morganの タイルに多用 されたの も、青や緑 の顔

料 だった。彼 らは、共 に 1870年 代か ら青色 の美術 品 の創作 に従事 し、各 自が専
門 とす る装 飾美術 の生 産 ・販売 を展開 した。 1881年 にはテ ムズ川支流 に Me■on

Abbey工 房 を開 き、Mo

sは 織物 の染色 の研 究開発 に、De Morganは 陶器や タ

イルの作成 に取 り組 んだ。 この工房 にお い て Momsや Bume― Jones、 De Morgan
と彼 の妻 Evelynら は、 タイルや 陶磁器 に、 ラフアエ ロ前派 の先達が手が けた中
世趣味に通 じる世界 を描 い た。 この過程 で、Momsや De Morganが 追求 した青
15 hats
色が、やがてラフアエ ロ前派的な色彩 として捉 えられるようにもなった。

が Bettd Parkで 青色 の芸 術 品に強 い印象 を受 け、それ をラフアエ ロ前派的 と
感 じたの も、当時 の美的風潮 に共鳴 した感受性ゆえの ことだったとい えよう。

Mo

sと De Morganは 、Bedお rd Parkと の 間に更 に密接 な関係 を持 っている。

1881年 ■ 力 ω G%`′′
ιに、2年 後 βψ 〃 沼α″ G"ク に掲載 された風刺詩は、
“
16先
sの 装飾 が Bcttd Parkで 非常 に好 まれた こと を表 して い る。
に触れた Conwayの さらに具体的な報告 によると、Bedおrd Parkの 家屋 を購入 ・

実際 に Mo

賃借 した人 々は、家具 の色や壁紙 を自由に決める ことが許 されたが、大抵 の居住
者 は Mo

sの 壁紙 を選 んで い た。Conwayは 、Mo

s商 会 が Bcttd Park近 辺

に支 店 を開かな くて はな らなか っただろ う と、Morisの 製 品 の人気 ぶ りを伝 え
て い る。
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1870年 代 後半 の Mo

sの 作 品 には、Ycatsも 回想 して い る よ うに、石棺 や

チ ュー リップ、薔薇や葡萄、 ウサギや小鳥 な ど、動植物 をモ チ ー フに した壁紙
や染織物が多 い。 1873年 以降、Tumham Greenに 移 り住 んだ Mo

sは 、75年 か

ら造成が進 んで い た近隣の Bedお rd Parkの 趣味や装飾的需要 について もよく知 っ
19

てい たはずだが、この時期 こそ Momsが 青色の染色方法を模索 した頃に相 当す る。
一般的に ヨーロッパ では、布地 の染色 には天然 の染料が使用 されて きた。特に
大青や イ ンデ ィゴによる青系 の染 色工程 は非常 に難 しく、18世 紀 を通 じて多 く
の 染色技術者達 にとっての難題 だ った。19世 紀 に入 ると織物 の染色 は、 化学染
料 の導入に よって大 きな技術革新 を遂 げた。最 も代表的なものが、アニ リンであ
る。 これによってあ らゆる色が発色可 能 とな り、手間のかかる青色染色 も解決 さ
れた。 この新 しい合成染料の長所 は、迅速かつ容易 に、そ して安価 に製品を作 る
ことがで きる点であった。だが一方 で アニ リ ンには、空気や光 に よって褐色化
や色落 ちを起 こす とい う欠点が あ った。 このため、当初 アニ リ ンに頼 っていた

Mo

sは その使用 を止め、
1875年 、絹染業 の専門家 Thomas Wadleの 助力 を得て、

天然素材 を原料 とす る独 自の染料 開発 に踏み切 る。苦労 の果 てに、満足 のい く青
色 の 発色 に成功 したのは、1881年 、Me■ on Abbeyで 編み出 した イ ンデ ィ ゴ抜染
に よつてであった。そ して 1882年 か ら 3年 間に Mo

s商 会が登録 した 19種 の

テキスタイルの うち、17種 が イ ンデ ィ ゴ抜染法 による ものであ り、そ の大半が
青色 を主要色 としてい る。
18

De Morganに つい てはどうだろ うか。彼 もまた、青色の陶器 の流 行 の一 翼 を
担 って い る。化 学 の 知識 に長 けて い た De Morganは 、様 々 な焼 成方法 を試み、
新 しい釉薬や絵 の具 を作 り出 し、その結果、14世 紀 頃に中東 イス ラム か ら西洋
に伝来 したマ ジ ョルカ陶器の色彩技 法 を、独力で再現 した。彼の再現作 品 は、そ
の色や模様 において専 門家で さえオ リジナルと区別がつ けられないほ ど精巧 に出
来て い る とい う。 また 1"3年 、 エ ジプ ト政府 か ら招待 を受け、衰退 しつつ あっ
た現地の製陶産業 を復興 させるため に技術指導 を行 ったことも、彼 の大 きな功績
である。 もともと赤 い色 のラスター彩 を多 く扱 っていた彼が、青や緑 の色調 を手
掛 けるようになったのは、Momsと 共 に Me■ on Abbey工 房 を開 い た年以降であ
19 Morisの
る。
イ ンデ ィゴ抜染 による青色染色 に触発 された ことがその背景にあ
るのか もしれない。
pcacock‐ bluc"は 、Mo
Yeatsの 意識に後 々まで残る “

sの 青 よ り De Morganの

作 品 の 青色 に近かった よ うに も思 われる。Yeatsが 1891年 に発表 した短編小説
カカ″助 ″α″に、次の ような場面があ る。
`′

20

The next afternoon Howard found Miss Leland sitting, reading in an alcove in
her drawing-room, between a stuffed parroquet and a blue De Morgan jar.... To
Haward's eyes

it

seemed as though the bright pots and stuffed birds and plush

curtains began to glow with a light not of this world-20

ここには、De morganの 陶器 の青 さが、部屋 の 中 でひ ときわ艶やかな光 を放
ち、存在感 を持 って描かれて い る。Norman Shawの 設計による Bettd Parkの 建
築物 には、De Morganの タイル もまた よく使 われた。その代表例が、先に触れた

Thomas M.Rookeが その看板 を手がけた とい う Tabard lnnで ある。hatsは 、 こ
のホール内で確実 に De Morganの 青 い タイル装 飾 を見て い たはず だ (図 2)。 他
に Ycatsを 触 発 したであろ う De Morganの 著名 な作品 としては、1904年 制作 の

Pcacock Houseが 挙げ られる。 ロン ドンの百貨店の経営者 Emest Debenhamの 自
宅内部の、細 部 にわた り張 り巡 らされた この タイルパ ネルには、孔雀 をは じめ
様 々な動植物が青や緑色で描かれてい る。暖炉 に使われた タイルは “
Bedお rd Park

Ancmonc"“ Bedお rd

Park Daisy''と

peacock― bluc"
名がつ き、 まさに Yeatsの 言 う “

を連想 させ る。かつ て Bedお rd Parkで 見 た De Morganの 手掛 けた装飾が さらに深
まって い るの を目の当た りに して、
pcacOck― blue"の 記憶 と印象 をます ま
hatsは “
す強めたであろう。
1部 0年 代後半に書かれた未発表の詩 ■sat on a hi♪ 帥arled ЮOt'は 、作中に用 い

られた青の色使 いが、 これ まで見て きた同時代の装飾芸術の色彩的鮮やか さをと
どめなが らも、特定の時代に縛 られない時空 の広が りを喚起する一例である。 自身
の歌が時の経過 と共に忘却 されて しまうのではないかとい う不安が、一羽の ミソサ
ザイとの対話 の 中で語 られる。

図2 Jacq¨ 1lne Bane]ee撮 影
Winiam Dc Morgan's Tile Pancl with Persian Dccoration in Tabard inn(1880)
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Then a wonderful spirit arose
Out of the soul of a wild wood rose,
In its hand was a golden lyre
Every note was a quivering fire.

I trembled and gazed on his cold blue eyes
Whose light was the light of far away skies,
He sang me a song of primal things

A tale ofthe souls ofancient springs,
I think the wee wild fairy folk
In many hidden places
And in the hearts of pine and oak
Treasure the rhythmical paces,

But I am very sad when I think
As I sit here in the sun and blink

Mayhap 'twas nothing at all
Only the clarion call
Of a far-offwater fall.21
野薔薇 の魂か ら立 ち現 れた精霊が黄金の竪琴 を奏でる。3～ 4行 日はメリハ リ
のある対句 をな し、金色の炎が揺 らめき視覚 に訴 えて くる。調べ に打 ちふるえる
語 り手 は、精霊 の冷 た く青 い 目を通 して、遥か古代 と思われる異 界 の空の光 を見
る。 この 時、青 い瞳か ら空へ と読者 の視界 が広が り、直前 で描かれた竪琴 とその
調べ を表す金色 とあ い まって、色鮮やかな幻想空間を想像 で きる。 しか し突如訪
れる結末で、語 り手が精霊 の音楽だ と思ってい た ものが実 は遠 くの滝 の音 なのか
と考えた と き、読者 も共に現実に引 き戻 される。青 と金の眩 い色彩 は、幻想世界
と現実世 界の 間を往還す る意識 を、より鮮明 に印象 づ け る役割 を果たす。
Yeatsの 作 品に描かれ る青 の 重要性 を、彼 の記憶 に密着 させて読み解 くと き、

この ように青色の もた らす視覚的な効果は、金 な どの他色 を交 えて、鮮やかな印
象 を作 り出す。そ こには、彼が Bcdおrd Parkで ラフアエ ロ前派 の 美 として見て
いた “
peacock‐ blue"の 静的な青 に通 じる ものが ある といえよ う。
しか し、Ycatsが Bcdお rd Parkを 介 して 自身 の内に形成 した審美的感性は、や
がて時代 との乖離 を経験す ることになる。時代 の趣味 を支 えた唯美主義運動 は、
22

1880年 代 後半 には勢 い を失 い 始 め る。22 Yeatsは 1888年 、 三 度 目に Bedお rd Park
に戻 った時、か つ て 自分 を魅 了 した街 並 み の雰 囲気 が 全 く様 変 わ りして い た こ と
I remember teling disappointcd…
に失望 し、 “

''と

記す

(И

ク113-4)。 この 失 望 の源

peacock― blue''と ラ フ アエ ロ前 派 の 彩 色 に関 わ る もの で あ っ た こ とは、 前 述
が “

の Tabard lnnの 変 貌 を記 す以 下 の 回想 に も明 らか だ。

The Tabard...was so plainly a common public-house; and because the great sign

of a trumpeter designed by Rooke, the Pre-Raphaelite artist, had been freshened
by some inferior hand.

(la

113)

また 1888年 の クリスマス に Wildeの 自宅 に招待 された際、そ こに ラファエ ロ
pcacock― bluc"も 存在 しなかった ことが明記 される。
前派的な装飾性 も “

He [Wilde] lived in a little house at Chelsea that the architect Godwin had
decorated with an elegance that owed something to Whistler. There was nothing
mediaeval nor Pre-Raphaelite, no cupboard door with figures upon flat gold, no
peacock-blue, no dark background. (Au 134)

この ような記述か ら、あ えて ラファエ ロ前派運動 と関連 づ けた美的風 潮 の衰
退 を、katsが 無念 さと共 に敏感 に感 じ取 っていた ことがわか る。 自分が愛 した
“
peacock‐ blue"も 色あせた過去 となって い くことを、流 atsは はっ き りと認識 し
たのだ。

I could not

understand where the charm had gone that

I had felt, when

as a

schoolboy of twelve or thirteen I had played among the unfinished houses,... Yet

I was in all things Pre-Raphaelite. (,lu

lq)

Yettsが 特別な思 い を寄せて い た Bedお赳 Parkの “
peacock― blue"は 、流行の衰
退 と共 に消 え失せ たのではな く、 1890年 代以降の 詩や散文作 品 の 中 で、 ひそや
かに、だが確実 に息づいてい たのだ。
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4.詩 に立ち現れる

“
peacock‐ blue''の 天空

1888年 か ら 1896年 に か け て、三 度 目の Bedお d Park時 代 に 発 atsは `Tk
Wande

ngs of Oisin'(1889)な どを発 表 し詩人 としての地歩 を徐 々 に固めて行 く

が、 この時期 の彼 の作 品の 多 くに、孔雀 の羽根模様 を紡 彿 とさせ る描写が認 めら
れる。彼が描 く孔雀 の青 とは、Momsや De Morganの 作 品に端的 に表れ る静止
した青 一色だけではな い。彼 は、羽根 の動 きに伴 って現 れる色の濃淡の変化や、
金色の光沢 などを新 しく加 える ことで、壁紙や陶器 を飛 び出 した、生 きて い る
孔雀 さなが らの色彩 を描 き出 した。発展 した色の動 きは、`Indian upon the God'
の よ うに、孔雀 に対す る関心が直裁 に表れてい るばか りではな く、彼の創作活動
にお いて多大 な影響 を与 え続けた神秘思想や象徴主義 に通 じる要素 にまで昇華 さ
peacockも lue"の 変
れて い る。以下、孔 雀 と一見無関係 な作品にも焦点 をあて、 “

化 と働 きが前 ・中期 の詩 の 中でいかなる効果を生みだすのか、具体的 に確認す る。
様 々な宗教文化の伝統の中で、孔雀の羽根模様が星空や宇宙 を象徴 して きたの
は、 冒頭 で述べ た通 りだが、夜空 を彩 る星の動 きに孔雀 の羽根の動的なイメー ジ
を透か し見 ると き、Yeatsの 作 品は深 くて広 い、震 える よ うな奥行 きを見せ る。
この よ うな効果 は、 まず 1891年 に書かれた未発表 の `The Pathway'に 見 ること
がで きる。

Archangels were I God should go
Unhook the stars out ofthe sky
And in a sudden hurry fly
And spread them in a shining row

A shining pathway

-

as were meet.

I had alone my life for thee;
Tread gently tread most tenderly

My life is under thy sad

feet.23

前半 で描かれるのは、夜空に散 りばめ られた星 を一 本 の輝 く列 に並べ て、愛す
る相手 の もとに行 き着 くための “
A shining paぬ way''を 作 る とい う、詩人 の想像
で ある。それは、6行 ～ 8行 日にあるように、相手 に捧 げた 自分 の 人生 に も例え
られる。優 しくそっと足 を踏み入れて ください、私 の人生 はあなたの悲 しい足元
24

にあるのだとい う呼びかけの裏には、語 り手 の恋心がたやす く破 られるだろ うと
い う予感が ひそんでい る。 彼が想像 した星の街道 も、その切 ない心 と同様に傍 く
崩れて しまうとい う不安 もある。その時、 自在 に変化す る孔 雀 の羽根 の繊細 な光
の動 きが、夜空 を背景 として 浮か び上が る。
同様 の ことは 、 1898年 作 の `Hc hears the Cry Ofthc Scdge'に つい て も言 え
るだろ う。語 り手が独 り菅 の 茂 み を通 りかかった時、吹 きあが る風の声 を聞 く。
それは、わび しい地上の風景 と呼応するように、彼 の悲恋 を予言する。

Until the axle break
That keeps the stars in their round,

And hands hurl in the deep
The banners

ofEast and

West,

And the girdle of light is unbound,
Your breast will not lie by the breast

Ofyour beloved in sleep. (VP 165)
天空の星 々は今、東西 の方向を見定 め秩序 だった動 きを して い る。 しか し、そ
の 間語 り手 の恋は成就 しな い。彼の想 いが叶 うのは、星の運行が乱れる時だ とい
う。支配的なイメー ジは、 さ迷 う語 り手 の頭上 に広がる星空の整然たる動 き とそ
の終末 における崩壊 とい う、壮大 な対照である。 この詩 には色 を表す言葉は一 つ
も使われてい ない。 しか し、夜空の漆黒 または紺青 を背景 に、星の瞬 きに孔雀 の
羽根の うごめ く繊細 な燈め きを重ねるとき、整然か ら混沌へ と乱れ散る光 の動 き
は、巨大な宇宙的運命 と小 さな語 り手 との対照 と、悲恋 を予感 じ寂蓼感に震 える
語 り手 の心 の装 とを、一 層鮮 やかに表現する ことになる。
ル

`″

″′α″ο″g ttι R“ 赤 (1899)に 収録 された `Hc wishcs br the c10ths

of HcⅣ en'は 、以上 二作 にお ける語 り手 の悲哀 に満 ちた情感や孔 雀 に例 え られ
る光や色彩 をさらに深化 させ た作 品 ともいえる。
Had I the heaven's embroidered cloths,
Enwrought with golden and silver light,
The blue and the dim and the dark cloths

Of night and light and the half-light,
25

I would spread the cloths under your feet:
But I, being poor, have only my dreams;
I have spread my dreams under your feet;
Tread softly because you tread on my dreams. (VP 176)

`Thc Pathway'と の違 い と して、 ここでは語 り手 と恋人 を結 ぶ 道が、天上の刺

繍織物へ と変 わっている。 これによ り語 り手 の夢幻 の想像が前面 に出て、冷 たい
現実 との対比が よ り鮮明になる。 `Pathway'に お い て単純 に星 の街道 となってい
た もの に、布地 とい う触感 の あ るイメ ー ジが付加 される ことで 、幻想が もた ら
す リア リテ イが強化 されるか らだ。Ycatsの 妹 Lily恥 誠sが 1888年 か ら 5年 間、

Morisの 娘 May Momsの 工 房 で刺繍職人 として働 いたことは、詩句 における布
地の触感 を考察する上で興味深 い。
構 成 に着 目す ると、M.L.Rosenthalは 8行 の この作 品が コロ ンを用 い た一 文
か ら成 り立ってい る点に注 目し、本来ならば前半 5行 と後半 3行 で意味が区切れ
るところを、意図的につ な ぎ合 わせてい ると指摘す る。これによ り、布地 と語 り
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手 の心情が別個 に扱 われていない と読むのだ。

韻 について も、前半 4行 と後

半 4行 のキ ー ワー ドが一 致 して反復 される点 も重要 だ。夜空 を表す青や漆黒 の
「生地」 (“ clothes")に 、星や月の「光」 を表す金銀の刺繍

(“

light")が 施 される。

また恋人の足元 に広げた「 夢」 (“ dreams'')に 踏み入 る相手の「足」 (“ tet")と
い うように、緊密なイメージ と語 り手 の思 い とが 、刺繍糸の よ うに級密 に布地に
絡 んで くる。貧 しさゆえに夢 に しか描 くことので きない織物 は、彼女が一 歩足 を
踏み入れるた びによれ、め くれ ることだろ う。それ は、孔雀 の羽根 の よ うに変化
す る星の光 を湛 えた夜空で もあ る。その頼 りなげな布地の星空模様 の動 きは、語
り手 の夢 の傍 さにも重ね られる。 こ うして、孔雀 を彿彿 とさせ る、鮮やか だが傍
い幻想 の燈 きが、深 く精妙な情調 をもた らすのだ。

5。

Rθ sα

peacock‐ blue''の 変遷
Иねレ″′ にみ る “
`α

peacock― bluc"は 、Bedお rd Park時 代 の
以上か らも明 らかなように、Yeatsの “

記憶 によるものだけではない。彼 の感性 の 中で、時 と共に変化 ・発展 を遂げた こ
の色彩 表現 は、冒頭で触れ た Rο sα И′
c力 御 たαの中に も、 よ り顕著か つ巧 みに現
れて い るのだ。そ こに描かれる色調 もまた、満天の星空 を想起 させ、燃 え上がる
26

炎や逆巻 く波 の うね りとなって、 さらに大 きな空間的広が りを作 り出す。
錬金術師である主人公は、 自宅に数 々の美術品 を集め、それ らの美 しさに心 を
奪 われつつ 、孔雀の鳥 を自己陶酔の世界の番人に見たてる。

I looked in the triumph of this imagination at birds of Hera, flittering in the light
of the fire as though of Byzantine mosaic; and to my mind,... they seemed the
doorkeepers of my world, shutting out all that was not of as affluent a beauty as
their own; (^tR 128)

ビザ ンテ イン様式 のモザ イクの輝か しい美 しさを伴 う、ヘ ラの鳥の躍動的な色
彩 は、続 いて以下の よ うに語 られる。

When the door had closed, and the peacock curtain fell between us and the world...
and in the darkness the peacocks upon the doors seemed to glow with a more intense

colour. I cast offthe illusion...while it [the shadow] left the peacocks to glimmer and

glow as though each separate colour were a living spirit. (SR 131-33)

「孔雀 の帳」 (“ peacock curtain")と は、Rosse■iら も絵 画 の 中に描 い た、孔雀
の羽 根 を織 り込 んだ掛 け軸 に似 た飾 りの こ とであろ う。 そ の帳が 自身 を外部の
世界 か ら遮 断す る と同時 に、扉 の上 に飾 られた孔雀 が 間 を通 して輝 き始 め る。
この 時主 人公 は、 7L雀 の 持 つ「 強烈 な色彩 」 (“ intensc colour")に 囲 まれて い
る。 そ の一 つ一つ の色 彩 とは、静物 画 の よ うな静 的 な色 では な く、「慢 々 と輝
「生 きてい る霊」 (“ ‖ving
く」 (“ glimmer and glow'')と あるように、違 々 と輝 く、
“
spirit'')の ごと く鮮 やかな peacock― bluc''な のだ。 それに よって引 き起 こ される
幻想が、以下 に続 く。

...when the peacocks on the door behind him appeared to grow immense; ...and

I was drowned in a tide of green and blue and bronze feathers, ...The glittering
feathers had now covered me completely, and

I knew that I had struggled for

hundreds ofyears, and was conquered at last. I was sinking into the depth when

the green and blue and bronze that seemed to
flame and swept away... (SR 135)
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fill

the world became a sea

of

巨大 に膨れ上が った孔雀の幻影 に圧倒 された主人公は、青 と緑 の羽根 の色が 渦
巻 く混乱 の 中に陥る。やがて鳥 としての形象 は崩 れ去 り、炎の海 と化 した青 と緑
の うね りが、主人公 の意識 の錯乱 を表す。続 く幻覚 の 中で、彼 の姿 は一滴 の溶け
た金に変 わ り “
… and bccomc a drop of molten goldね 1ling with immense rapidiり

,

thrOugh a nigh clabomtc with stars… ''(SR 136)と 、一個 の流星 のよ うに大空 を急

降下す る。満天の星空はまた、錬金術の炉 に も例 えられる。そ して突如彼 は我 に
peacock― blue"は 、 もはや Bedお rd Parkの
返 る。 この経緯 で描かれる Katsの “

Momsや

De Morganの 作 品に見 られ た、装 飾 的 な青 だけではない。静止せず、

複数 の異 なる色彩 と共 に広が り変化す る動的な要素 を持 つ。
peacock― blue"は 、他 の 場面 で も繰 り返 される。典型的な例が、主人
動的 な “
公が一つの箱 を目に し、そ こに施 された装飾 を通 して広大 な宇宙空間 を想起す る
場面 だ。
So soon as I was alone, I turned to the box, and found that the peacocks ofHera
spread out their tails over the sides and lid, against a background on which were

wrought great stars, as though to affirm that the heavens were a part of their
clory. (.tR 141)
ここで 強調 されるのは、工芸品 と しての一つの箱 の意匠か ら広が る宇宙的な想
念 で ある。 この よ うに視覚的な ものか ら想念の位相へ と、イメー ジを動的に重層
化 させ ることによって、視覚効果 にお い て も、込め られた意味内容 にお い て も、
孔雀 の象徴作用 は一層 深み と多義性 を増 してゆ く。
Yeatsが この ように躍動感溢 れ る孔 雀 を文学作 品 に表す前 に、同様 の 試 みが
室 内装 飾 にお い て な された。 そ れ が J.M.Whistlcrの Thc Pcacock Roomで あ
る (図

3-4)。

「青 と金 の ハー モ ニ ー」 (`A Harmony in Bluc and Gold')と い う

副題 を持 つ この作 品は、1876年 、著 名 な美術 品収集家 で長年 にわた り Whistler
の パ トロ ンで もあ った Frederic Leylandの ため に、 ロ ン ドンの彼 の屋 敷 の一室
を改造 した もので あ る。青 と緑 の壁 面 を埋 め尽 くす豪華絢爛 な金色 の孔雀 の姿

25唯

は、当時の文学界 ・芸術界で大変 な反響 を呼んだ。

美主義運動 の 中心的提唱

者 だ った Wildeは 、1886年 のアメ リカ講演 で The Peacock Roomの 色彩 と装 飾
2'ま

の美 しさを称 えて い る。

た、同 じ頃 「美学者 の女王蜂」 の名で知 られた Lady

Archibald Campbellも 、「Whisticr的 」 (“ Whistleresquc'')と い う形容語 を用 い て
28
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図3.J.M.Whistler's Peacock Room

図 4.Figures ofpeacocks
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Thc Pcacock Roomを 称賛 し、家具や置物 に も細 か な観察眼 を向けて部屋全体の
色調 に深 い理解 を示 してい る。
As I first see this room at night, looking into it from the doorway, it is bright

it were with flaming fire. A table

as

stretches down the room, on which is spread a

blue cloth, whereon stand old Nankin dishes, filled with golden fruit. Beyond,
against each shutter of two of the three windows, the opposite wall, an argus
eyed blue sentinel watches, defiant, on a field of gold. As he flaunts his proud

fan from floor to ceiling, the sweeping shudder of parted quills can almost be

felt shaking the air and filling the room with tremulous sound ... Round the
pendentives on the ceiling radiate the breast-feathers in ripples and circles

of

pulsating colour. Two golden peacocks, with crest erect, in deadly combat,
decorate the blue space at the upper end of the room. In the mustering and
opposing of these birds in feathered strife, in counterchange of golden plumes on

field of azure, azure plumes on field of gold

-

from the glancing movement of

multitudinous eyes and erected feathers and interchange offiery tone is evolved
Peace

-Unity-

as

of ONE Plume.27

ここで孔雀 の色彩やまばゆさは火に例えられて「燃 え上がる炎」(“ 麟mhg fiК '')や
「火のような色調」(“ ncry tone")と 表現 されるが、 これは Rο Иた滋滋cα で “
gl mer''
“
“
や glow''と 繰 り返 される孔雀 の羽根 の輝 きに通 じてい る。さらに、
Archibaldが 描写
“
する孔雀 の色調 もまた静止 した ものではない。 shaking thc air and nlling the room
29

with tremulous sound''と あるように、孔雀が羽根 を広げる時の躍動感が、空気 の

動 き として表現 されて い る。そ して、 “pples and ciК les of puls

ng colour''と

い う色彩 の広が りこそ、Rο sα И′
ε
Й御 たαの世 界 を包み込 む「炎の海」 (“ a sca of

name'')に 重ね られない だろ うか。実際 の孔雀 の羽根 の色 もまた静止せず、光の
加減や見 る角度によって、眼状斑やそれを取 り巻 く色の濃 さ、光沢が微妙に変わ
り続け る。Whistlerは 室内装飾 に、Ycatsが 共有す る動的な特徴 を表現 した とい え
よ う。
Иたた たαを書 く際に、The Pcacock Roomを 参考 に したか どう
“
か定かではないが、彼 は Whistlerの 絵画に、フランス象徴主義 の要素 を汲み取 り、
挽 atsが

Rο sα

絵画や詩作 に関す る持 論 を展 開する上 で、Whistlerの 色彩表現上 の調和や工 夫 に
何度 も触れてい るのは事実 だ。Whistlerと の共通性か ら見えて くるのは、動的な
“
peacOck― bluc"と 、その背後 にある象徴 主義である。
その後 の Ycatsの 作品におけ る孔雀由来 の色彩表現 は、落 ち着 きを見せ始める。
孔雀やそ の青色 に対す る意識 は前面にお し出 さずに、彼 はラフアエロ前派的な色
の視覚効果 と、Whistier作 品に共通する色 の動的な象徴作用 とを融合 させてい く。
20世 紀初頭 に書かれた `Adam's Curse'(1902)は 、突出 して孔雀 を想起 させ るよ
うな表現が控 え られ、作品全体 を構成する総合的な表現 の一部分 に収 まって い る
bluc― green''と い う色 の名称 が、失
例 で ある。その上で 、 さ りげな く使 われ る “
恋の記憶 と痛 み を再現する情景の中に、
孔雀 と星空の変奏 を作 り出 してい るのだ。

We sat grown quiet at the name of love;
We saw the last embers of daylight die,

And in the trembling blue-green of the sky
A moon, worn as if it had been a shell
Washed by time's waters as they rose and fell

About the stars and broke in days and yearc.

(ff

205-6)

暮 れゆ く日の最後 の光が燃 え尽 きない うちに、夜空に浮かび上がる月は、波 に
もまれて欠けて い く貝殻 の ように傍 く、語 り手 の破 れた恋心 を映 し出す。 それ
は、時 と共に傷が洗 い流 される とい うよりは、 さらにかけて砕 けるような心情 で
あ り、 これ までみて きた星空 に加 えて海の イメー ジ も付加 されて い る。「青緑」
C`bluc― green")と

は、まさに孔雀 の羽根 と同一の色である。その波は「震 えてい
30

る」 (hembling")と 表現 され、孔雀があの巨大な羽根を広げる時の震えを連想
「星 々の間を寄せては返す」 (“ rose and
させはしないだろ うか。そ うした動 きが、
個 1/About thc s● rs'')と い うのだ。 この「星 々」 (“ stars")を 、羽根の震えがも
たらす光の したたる輝 きや眼状斑に重ねてみるとき、`Adam's Curse' の情景は、
アダムが生を享けた原初の世界か ら続 く宇宙的な空間へ連な り行 く予感 を与える
と言えよう。

6. おわ りに
以上、Bettd Parkで 恥 atsに 強 い 印象 を与 えた孔雀の イメー ジと機能 を、一
つ一つ の作 品に探 って きた。 “
pcacock― blue"の 色彩 は、 ひそやかにではあるが、
確実 に彼の創作 イメー ジの中に存在 し続 けてい たのだ。唯美主義運動 とい う短命
な時代思潮の中で、Ycatsは 最 も多感 な青春 を過 ご した。その期間にお い て、ラ
・
ファエロ前派 とそれに付随 した色彩 である `pcacock― bluc"は 、移 り行 く時 の 中
で人 々の記憶か ら薄れたが、Ycatsに とっては重 要 な詩的想像力 の源 と して後 々
まで残 っていたのである。 ただ し、様 々 な宗教文化や神秘思想 に も深 い 知識 を
peacock― bluc"に 、孔雀が持 つ 多様 で重 層的 な象徴作用 を
持 っていた Yeatsは “
取 り入れた。そ うす ることによって、室内装飾 などの芸術品に特徴的 で あ った静
peacock― blue"に 、生命力や躍動感 を与える ことがで きたのだ。
的な “

hatsの 作 品における、色彩表現や象徴作用が暗示す る意 味 の 多様性 を、彼が
こよな く愛 した “
peacock― blue"の 羽根色 を通 して読み直す と、そ こ には彼の青
春時代その もので ある Bedお rd Parkへ の深 い憧憬 が潜んで い るのである。

本稿は、 日本 イェ イツ協会第 46回 大会 (琉 球大学、2010年 9月 25日 )に お
ける研究発表に加筆 ・修正 したものである。
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14.

W. B. Yeats's World of "peacock-blue"
Yuki lI｀akahashi
During his long literary career, W.B.Yeats repeatedly used the motif of the peacock
and the colour of "peacock-blue". The purpose of this essay is to explore aspects

of the symbolic imagery in Yeats's use of "peacock-blue" in his poetical works, by
tracing where the expression of the colour came from. Yeats's living environment in
his youth and the milieu of the contemporary decorative arts are specifically focused

on in order to understand why and how the poet acquired his peculiar taste and
transformed it into his poetical expressions.

for "peacock-blue" derived
from his youth spent at Bedford Park, London, where the aesthetic taste of the
Yeats's Autobiographies informs us that his affection

English middle class culminated in the art of interior and home decoration. Together

with Pre-Raphaelitism, Orientalism was the taste that marked Bedford Park in the late
1880s. Eastern products

like china and fabrics were greatly appreciated

because

of

their rare and exotic blue colour. These were also associated with artifacts of William

Morris and William De Morgan, both known as leading icons of the Arts and Crafts
Movement. Yeats's early works such as

'I

sat on a high gnarled root' indicate his

inclination toward the taste of such colour in vogue among the middle class.
The introduction of French symbolism and J.M.Whistler's chefs d'oeuvre, The

in the 1890s, however, seemed to lead him to change
"peacock-blue"
the symbolic faculty of
in his works. Adding more vibrant and
Peacock Room, to Yeats

ambiguous modality, "peacock-blue" was then transformed into a more accomplished

literary symbol which could communicate the deeper and subtler state of mind as in
various works such as The Wind among the Reeds (1898). Some phrases and images
from Rosa Alchemica (1897) suggest its compatibility with occult mysticism as well.
Some consecutive changes and developments can be seen in how and what Yeats

tried to convey through this symbolic colour especially during the 1880s and 1890s.
Those changes and developments were closely related to the poet's exploration into his

way of expression. At the same time they were also in closely connected to both his
material and aesthetic milieu of the time.
JC
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1930年 代 のイェイツの危機意識
“
― inorganic mind"へ の批判を中心 に 一
山 崎
Oκ

弘 行

力 οル″(1939)の 中で、イェイツは、人間の精神を無機的に したので ルネッ
′
`β

サ ンス を憎むが、形式 を明晰 に し、自由を生み出 したので愛す る とい う主 旨のこ
とを述べ てい る。 この よ うな ア ンビバ レン トなルネッサ ンス観 は、 イェ イツが敬
′
ο″ ο″′
力ιRαοル′
′
οκ
愛 したア ングロアイリッシュの哲学者 Edmmd Burkeが Rグ場′
s・

ノ
″ルα″ (17∞ )で 展開 したフラ ンス革命批判 を想起 させる。 バー クはこの中で啓
“
coat ofpttudice''を 脱 ぎ捨てた “
ntted reason''だ
蒙主義者たちの精神の有 り様 を、“
と批判 した。彼 らは、フラ ンス革命以前に存在 した様 々な伝統的な価値体系 を非合
pre」 udice''だ としてことごと く排除 したか らである。無機的
理的な感情 に基づ く “

精神 とは、バー クのい う「裸 の理性」に相当 し、有機的精神 とはバー クのい う「偏
見の上着」に くるまれた理性 に相 当 してい ると思われる。 ルネ ッサ ンスとフラ ンス
革命 の違 い はあるが、これ らの歴史的な一大変革 によりもた らされた精神の 自由
とい う大義名分 自体につい ては、バー クもイェイツも共に近代 の優 れた思想 として
尊重 してい ることは注 目に値する。 しか し、彼 らが尊重する精神の 自由 とはあ くま
で も伝統的な秩序や価値体系 と有機的に結 びつい た自由なのである。イェイツと
バー クが批 判 したのは、伝統的な秩序や価値体系 を顧みる ことな く、裸 の理性だ
けを盲信 して人間の自由を追求する無機的精神 の支配する近代文明 であ った。
1930年 代 の イェイツの危 機意識 を根底か ら支 えて い たのは、以上の よ うな ル
0″ ″
力 οル″には、
ネ ッサ ンス観に基づ く時代認識であ った と思われる。例えば、

`β

知性 と体力 との間のつ なが りを大切 にする精神 こそが有機的精神 の あ り方 の一つ
であることが示唆 されて い る。 また 「古代人の予知能力」が為政者 の備え るべ き
素質 として重 要視 されて い る。 バー クが擁護 した 「偏見の 中に潜在す る英知」 を
想起 させ るこの能力は、有機的精神 の もう一つの側面だと言 える。 さらに、国家
へ の愛情や帰属意識が重視 されてい るが、これ も有機的精神 の属性 にほかならな
いcそ のほかに、有機的精神 へ の信仰 を復活 させ、退化 した近代文明を再生 させ
るために も、戦争 の もつ 意義 を評価す る必要があ るとして、「戦争 を愛せ よ」 と
い う反時代的な主張 さえ行 っているので ある。
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この よ うな時代錯誤的な発言 の背景 には、第一次世 界大戦後 に個人主義 と民主
主義が行 き過 ぎて、アイル ラ ン ドを含む ヨーロッパ諸 国が無秩序化 してい るとい
う危機意識があ った。 しか し、イェイツが無秩序 を克服するための国家 として期
有機的精神 を有する「高
左右両翼 の無機的な全体主義国家 ではな く、
待 したのは、
度に訓練 された知識人」が支配する有機的な国家 で あ った。
イ ェ イツは、1928年 に「出版物 検閲法案」 を批判す る 2編 の論考 「検 閲 と聖
トマス ・ アキナ ス」 と「アイルラン ドにおける検閲」 を発表 した。 これ らの論考
力 οル″で展開す ることになる近代文明批判の主要 な論
には、 イ ェ イツが 0″ ′
`β

点 の萌芽 が見 られ る。そこには、「精神 は肉体全体 に宿 る」 とい う トマ ス・ アキ
ナ スの有機的精神哲学 に基づ き、い たず らに肉体 を忌み嫌 うカ トリック教会の精
神主義が批判 されて い る。 また、様 々 な場所 (友 人あての手紙、 自作解説、0″
′
ル ∂θル r等 )で 、鳥や植物 などの有機的な自然物の比喩 を用 い なが ら、共和制、
議会制民主主義、 自由主義、 ファシズム、 コ ミュニズム などのすべ ての近代の国
家制度 を無機 的な知性 の産物 だ として糾弾 して い る。
晩年 の詩や劇 に も有機的な精神 を重視する姿勢が窺 える。その典型的な事例は

Pに 要ゎク である。主人公の老人 には対照的 な二つの 思想が同居 して い る。一 つ
は、名門の家族 の繁栄 のために一族 の血統 を汚 さずに末永 く継承す ることを「神
聖 な義務」だ とす る前近代的な優 生学的思想。 もう一 つ は、性愛 の 自由へ の欲望
は、宗教的な救済 による以外 に超越する ことが困難な人類の夢であ り、それには
寛大 であ るべ きだ とす る近 代 の個 人主義であ る。 この悲劇 は有機的精神 の衰退
に対す る危機意識 を主題 とす る物語 として解 釈 で きるだろう。 また、最晩年 の
詩

`Pol

cs'で は、左 右両翼 の全体主義陣営が衝突 し、戦雲急 を告 げる 1930年

代 の ヨーロッパ の 国際情勢に政治的な関心 を寄せ てい る。 しか し、同時にそれに
負 けず劣 らぬ 強 い性 的な関心 を 目の前 にい る一人の娘 に向けてお り、 この詩が
イェイツの有機的精神 を反映 した詩である ことを示唆 している。同 じく最晩年 の
詩 `Under Ben Bulbcn'に お い ては、 身体的 に優 れた もの を称 え、身体的に劣 っ
た者や、過去の歴 史 と伝統的な文化 を忘却 した無機的精神 を拒否する ことが要請
されて い る。 1930年 代 のイェイツにとって 、究極 の理 想的国家形態 は、 ドイツ、
イタリア、ア イルラ ン ドなどの ファシズム志 向の 国家 ではな く、有機的精神 を備
えた有能な少数の知識人に統率 された見果てぬ夢 の 国 で あ った。晩年 の イェ イツ
ーロ ッパ文明に対 して
は、この夢 を抱 きなが ら、無機的精神が支配する近代の ヨー
危機意識 と異議 を表明 したのである。
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イェイツ思想の反時代性一 〈
近代〉への挑戦
松

田 誠

思

第 一 次大戦 の前後か ら「 自由国」成立 を経 て 1930年 代 に及 ぶアイル ラ ン ドの
政治的 ・社会的現実 と、 ヨーロッパの歴 史 と文 明 の現況 にたいす るイェイツの認
識 は、大別 して二つの特色 を示 して い る。一 つ は、対英抗争 と内乱 の 曲折 をへ て
成立 した 「 自由国」 を基本的に支持す る立場 をとる一方、民主制 とい う多数者支
配 の政 治制度 にたいす る異議申し立て を機会ある ごとに表明 し、 また カ トリック
主導 の政教不分離の政治運営、それによって台頭 した市民階級の世俗的価値観 を
批判 して、反時代的姿勢 を鮮明に打 ち出 して い ること。 もう一つは、И ″s′ ο″に
詳述 され、`Thc Sccond Coming'、 `The Gyres'、 `The Statues'な どの詩的 イメー ジ
に示 されて い るよ うに、約 2000年 の周期 で正反対 の文明が交替す る とい う循環
史観 に もとづ き、現代社会 の物心両面 にわたる混乱 と末期的様相 は、文明の交替
期特有 の表 れであるとして、 ルネッサ ンス以後の近代の歴史の中に位置づ け、巨
視的に捉 えてい ることである。
これ らはいずれ もかな り主観性の強 い認識 であ り、事実 に照 らして検証 し得 な
い ところが 多分 に含 まれてい るが、 イェ イツ最晩年の詩作 ・劇作活動 のかなめに
みιBο ル′(1939)で 開陳 される現代社会 における人
な ってい るだけでな く、0″ ′
。
エ
ルギーの
衰退 にた い す る危機意 識や、優 生 学 に基 づ く荒療
間の 堕 落 生の ネ
治 の提 案 と密接 に結 びつい てい る。 イ ェ イツの この よ うな時代認識 の妥 当性 と
特異性 をよ り明 らかにす るために、 ここでは 同時代 のす ぐれた文明批評家ポ ー
ル ・ ヴァレリー (Paul Va16ry,1871-1945)と オ ル テガ ・ イ・ ガセ ッ ト (Ortega y
Gassct,1883-1955)が 、1880年 代以降の コーロッパ現代史、特 に第一 次大戦後 の
ヨー ロ ッパ社会 と文 明 の状 況 を的確 に分析 し素描 した論考 を参照枠 として用 い
る。 この二 人の思想家 はイェイツの考 えるような循環史観 を支持 しないが、歴 史
観 の相異 にかかわ らず三者それぞれが同時代の現実 にい だい た危機感は、現代 の
ヨーロ ッパ 文明にほぼ同一の病根 を読み取 ったことによるだろ う。
三 者 に共通す る文明観 の基本は、〈
文 明〉 の形成 と推移 ・発展 の根本要 因 を、
政治や経済の活動その ものにではな く、それ らを含む人間の諸活動 の母体 である
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精神 の あ りように求め る ところにある。 したが って、 ヨーロ ッパ 近代文明 の 際
立 った特質 は、第一 に科学的方法 による世 界認識、及 びその技術的応用 による生
活 の利便 ・快適 さの追求 におけるめ ざま しい達成 で ある。それは新 しいエ ネ ル
ギ ー源 の 開発 ・利用 によって環境的諸条件 と人 間 との関係 を大 きく変え、人間的
生の可 能性 を大幅に拡大 したが、同時に多様 な観念の対立 ・共存 による矛盾 と不
調和 をい たるところに作 り出 したため、精神が集中すべ き焦点 を見失 い 、過去 に
も未来 に もゆった りとした まなざ しを向 ける ことがで きず、注意力 の対象が異
様 に狭 く現在 に限 られる事態 をひ きお こ した。 この「無 限に豊かな無」 (ヴ ァレ
リー)と い うべ き状態 の 中に、過去 の伝統 との断絶 と不透明な未来へ の無関心 か
ら、す べ ての生の価値 を転倒す るニ ヒ リズムヘ の危険な徴候が生 まれる。産業振
興 industrialismに よつて史上類例 のない豊かな生活物資に恵 まれ、自由 ・民主主
義 の普及 によって市民的権利 を当然の遺産の ように先祖か ら受け継 ぎ、個 人の 目
下の欲望充足が主要 な関心事であるような人間、社会的であれ宗教的であれ、個
人 を超 える存在 と価値 にたい して奉仕や献身の必要性 も義務 も感 じない 人間集 団
(オ

ルテガの言 う「大衆人」`mass― man')、 19世 紀末の コーロッパ社会 に出現 し、

やがて最 も強 い勢力 を持 つ にい たるこの新 しい タイプの社会的人間集団の生態 に
こそ、〈
文明)の 質的低下 をもた らし、 (国 家〉 の命運 を左右する危険性があるこ
とを、三 者 三様に警告 してい るのである。

1930年 代 の イェ イツが同時代 のアイルラ ン ド社会 と人 間につい て い だ い て い
た危機感 は、以上の ような ヨーロ ッパ 文明全体 にかかわる歴 史的要因のほか に、
カ トリック・ プロテスタ ン トの宗教上 の対立が政治・社会問題 と切 り離せ ない ア
イルラ ン ドの特殊事情 による ものであ り、 さらにもう一つ イェ イツ自身が ル ネ ッ
サ ンス以後、特 に 17世 紀以降 ヨーロ ッパ の 近代哲学 ・科学 の主流 となった認識
論 のパ ラダイム、すなわち認識の主体 と認識 の対象を厳密 に区別す ることによつ
て、〈
知〉の客観性 と確実性 を保証 しようとす る立場にたい して、
終始批判的 で あ っ
たことによる。前者 に関 しては、社会的公正の理念の実現 ではな く、政治的党派
や宗派の多数者の「正 義」を実現す るための立 法、たとえば離婚 を禁ず る法 (1925)
や出版物検閲法 (1929)な どにた い して、
彼 は周到 な論陣 をはって強 く反対 した。
後者 に関 しては、 (知 〉 の客観性 と有用性 を偏重する近代的認識論が、 この世界
における (個 )と 外界 の事物 との有機的関係、 さらには人間のみならずす べ ての
生 〉 の 自己疎外 を引
事物 の相互関係 に含 まれるユニー クな価値 の 認識 を妨 げ、〈
き起 こ してい ることを、詩人 としての出発当初か ら一貫 して批判 して い た。神智
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学、ヘ ルメス哲学、錬金術、魔術 など、近代の哲学 ・科学 にたい して相補的な意
知〉 の探求方法 の研究 と実践 に、彼 が生涯情熱 を傾けた
味 を持つ古代 ・ 中世 の く
古代・
所以である。それは この世界 と人間についての (知 〉 の拡大 とい うよ りも、
中世人が 自然 と人 間 の 関係 について、 また宇宙 における人間の位置について蓄え
て きた英知 に学ぶ、 いわば人間的知 の再発見 と深化 の試み で あ った。
舞台を現代 アイルラ ン ドに設定 した二つの劇 πZι

%潮s“′ο″″ι%″ あ w―ρα′θ

(1930)と れ そF″ メ 1938)は 、同時代の社会的現実 にた いする この よ うな危機感

を反映 して い る。国民 の 間 に唯物的傾向が強 まるに従 って 、人間や事物の霊性
spintual● がな いが しろにされ、民主制の中で台頭 して きた市民階級 (ブ ルジ ョ

アジー)は 名家 に代表 される過去 の伝統 と文化 の破壊 に手 を貸す。アイル ラ ン ド
の宿命的二 重性 と言 うべ きゲー リック・ アイルラ ン ドとア ングロ・ アイルラ ン ド
の不幸な結 びつ き、 プ ロテスタン トとカ トリツクの宗派対立のために、時代 を越
えて国民精神の連続性 を具現すべ き国家 の基礎が揺れ定 まらない。 この ような社
会的テーマが、 イェ イツ自身の直面 していた実存的問題 と重ね合 わ され、 コンパ
ク トな劇的空間に表現 されてい るのである。 しか も現代劇 には珍 しく、いずれの
劇 において も劇行動 の 中心が人間の死後生 1畿 ancr dcathの 実在 を前提 に してい
て、生 と死 を対立概念 として捉 える近代人の認識 とは異 な り、生 と死が 断絶 と連
続性 の相反す る相 を持 ちなが ら、切 り離 せな い一つの生 命 の環 ringを な して い
るとい う中世 ・古代 に遡 る死生観 に基 づいてい る。
18世 紀 の 代表 的知性 に して知的愛 国心 の体現者 Jonathan Swlftが 、 自らの信
理〉の要求に殉 じ、 自然な性愛 を拒否 して二 人の女性 を愛の挫折
ずる (知 )と 〈
罪)の 意識 を表象す る 『窓 ガラスの言葉』。限 りな く生
に陥れるデ ィレ ンマ と 〈
命 を生む創造 の源泉 であると同時に、社会的な善悪 と関 わ りな く生命 の 自己破壊
を引 き起 こす性愛 とは何 か

'ア イ

ル ラ ン ドにお ける (名 家 )の 衰亡 に代表 され

るような共同的生命の母胎の死は、それに替わる どの よ うな人間的価値 の実現 に
よってつ ぐなわれるのか

'三 度 の親族殺人 とい うい わば「優 生学的断種」の処

置 をとって も、ただ空 しさをかみ じめるのみの極道老人 (『 煉獄』)。 この ような
実存的アポ リアを、過去 。現在 ・未来 の時間が重層す る劇的時 間の 中に表象 し、
人間存在の謎 と解 きがたい葛藤 の相 を浮かび上が らせ る。 これ らの劇 は、優生学
力θBο ル′における彼の主張 とは うらはらに、
的対応 の必 要性 を性急 に求 める 0″ ′
人間の背負 っている宿命 の内実 と乗 りこえがた い深 さを、いっそ う露 わな形でわ
れわれに自覚 させ る ものになっている。
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イェイツと優 生学
萩
0″ ″
周知 の よ うに、

`Bο

原 具

ル′の初版は 1939年 9月 、
Cuala Prcssか ら刊 行 された。

同書 は 7つ の 章か ら成立 して い たが、注 目す べ きは、Pν rg"ッ が一 番最後 の 7
番 目に配置 され、末尾 を飾 るエ ピロー グの役割 を果た して い たことである。本発
表 の 目的は、Pγ ば

"ク

力ιBο ″ 初版 の内容 を優生学の観点か ら把握
を含 む 0″ ′
`′

した上で、 さらにそれを 1930年 代 の優 生学 を巡 る言説 の コンテクス トの 中に置
い て考察 し、論点 を提供する ことで ある。
′は、① 遺伝決定論 に与 してい る、② negativc cugcnicsを 支持 し
′
力ιBο ′
″
ι
て い る、③「退化」 を克服す るため には「戦争」「内乱」 も辞 さない 、 とい う点
0″

で 、比較的穏 健路線 を歩 んで い た 1930年 代 の英 国の優 生 学協 会 (Yeatsは 1936
年 11月 に入会 )か ら見 る と、一種矯激な言説 と受け取 られて も仕方が ない側面
を持 っていた。 そのためか、Bradshawは 「優 生 学的にいつて、流 atsは 奇矯な反
動家」 で ある と見 な し、Childsは Yeatsが 「20世 紀文学 の歴 史にお い て、Woolf
と Eliotと 同様、最初 の優 生 学推進論者」であ った と断定 して い る。確 かに、彼
を筋金入 りの「優 生学推進論者」 と位置付ける ことは可能か もしれないが、果 し
て彼 は全面的 に優生 学 を信奉 して い たのであろ うか。Yeatsは 過激 な優生学的言
辞 を弄する一 方、優 生学 に対 してアイロニ カル な視線 を向けて もい たのではない
か、 とい うのが、本発表 の骨子 で ある。
優 生学 に対す る hatsの ambivalentな 態度は、意外 な ことに P″ 慇αゎッ にも窺
える。 この詩劇は「老人」の独 自劇 ではな く、
「老人」と「少年」の対話劇 である。
発 atsは 、二 重化 された 自己を「老 人」 と「少年」 とい う対立す る二 人の作 中人
物 に仮託 し、両者 に対話 を行わせ ることによって、 自己の分裂 を相対化 し、自己
の戯画化 を図ってい ると言 える。 この 自己相対化の方法が、中期以 降 の幾 つかの
対話詩 で も如何 な く駆使 されて い ることは、周知 の通 りで あ る。hatsが 自己の
分裂 を相対化 した劇 で ある とい う観点か ら P″

を読み 直 してみ る と、「煉

"の
「夢見 による回想 」を巡 って
獄 の魂」 を巡 って も、
「不釣 り合 い な結婚」 を巡っ
も、
て も、 ことご とく「老人」 の言動が「少年」の反応や反論 によって相 対化 された
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り、茶化 されたりしてい ることを再発見するはずだ。明 らかに「老人」 =作 者 と
い う等式 は成立 してい ない。二人のちぐはぐな対話のズレは、 ドタバ タ喜劇風 の
様相を帯 びているとす ら言えるだろう。詩劇の一番最後の「老人」 の科白は特に
pollution"に 満ちた罪深い家系 を断絶 し、母親の魂 を
「老人」は “
注 目に値する。
「煉獄」の苦 しみから解 放す るために、「少年」を刺殺す るが、殺害後に「老人」
「少年」
が試みようとした二つの行為が、いずれも挫折す るからである。すなわち、
を騎士 と貴婦人の間の子供 として誕生 させたか ったとい う「老人」の願望が仮託
された子守唄の歌詞を「老人」が忘れて しまったのが第一の挫折、「裸の本」 に
「老人」の耳に幻聴 のよ
母親の「浄化された魂 」 の象徴 を看て取ろうとしたが、
うに聞こえてきたのは「蹄 の音」であ り、そのことから母親の魂が い まだに煉獄
「人
の苦 しみに囚われていることを「老人」が悟るのが第二の挫折である。所詮、
殺 しは何 の役にも立たなかった」 とい うわけだ。
力ιBο ル″初版 で詩劇の直前
ク の性格を考 える上で示唆的なのは、0″ ′
`Other
Matters'と
「い
い
かなる悲劇 も偉大な登場
に置かれた
う章の一節 である一
P″ 磐物

の
。 とす ると、P“ 轡
人物を最終的な喜びに至 らせないならば正劇 ではない」
"ッ
終結部 は、自分の「惨 めさ」 と母親の「悔恨」を鎮めて くれ、 とい う神への「老
人」の嘆願で終わるが、 この空 しく虚空に消えてしまう嘆願から、hatsが 悲劇
の条件 とす る「最終的な悦 び」を「老人」が獲得 してい るとは到底思えない。 こ

g"ッ が悲劇であるかどうかは疑間であろう。
の意味で P“ ′
の対話的構造 に着 目し、hatsが 二 人の作 中人物 に対話 を行
以上、P′ 僣

"ク

わせることによって、 自己の分裂を相対化 し、自己の戯画化 を図っているのでは
を指
「老人」の空 しい嘆願 で終 わる非 ・悲劇的な P″
ないか とい う点 と、

"の

摘 してみた。 これらの点 を踏まえると、確かに Yeatsは 優 生学を信奉 し推進 しよ
うとしたが、同時に優 生学 に対 してアイロニ カルな態度 も秘めていたのではない
か、と思われるのである。
′
ι
rの 散文
ル Bο ′
この優 生学 に対す る 職 atsの ambivalentな 態度 は、実は 0″ ′
において も垣間見 られる。それは、散文が 「気違い船大 工」McCoyの 挿話 で始
まり、詩 `The Statesman's HoHday'で 終 わってい る構造 に関係する。hatsは 冒
頭、群衆か ら「小石 の シヤワー」 を浴びる「気違 い船大工 」に自らを擬 えてい
「政治 と文学」 に関する自己の「基本原理」 を開陳すると、社会
る。ここには、
にどの よ うに受け取 られるのかを前 もって冷静に客観視する視線、つ まり自己
を相対化する視線を感得する ことがで きる。他方、末尾 の詩の語 り手「私」 は、
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ッ の「老人」 と同様、「退 化」「堕落」 の批判者であ り、か つ その徴候 ・
典型 で ある。「語 り手」は、かつ て「大 きな家」 に住 み「偉 大 な政治家」であ っ

P“ 慇¨

た ものの、今では 「精神 も肉体 も委縮 し」、道化 じみた格好で 日夜、詩作 にい そ
しむ詩人稼業 に就 いてい る。上院議員 で もあ った 職 atsは 、ここで も語 り手「私」
に己を投 影 して、 自己を戯画化 して い るのである。
こ うして Yeatsは 、0″ 滋ιBο ル′の散文にお いて も、その冒頭 と末尾 を二 人の
自己戯画的な人物で挟み込む ことによって、優 生学に対 してアイ ロニ カルな態度
を示唆 したのではなかろ うか。
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ワークショップ報告》
《

アイルランドと沖縄の子守歌 一背景と構造をめぐって―
アイルランドと沖縄の子守歌 〈
序〉
松 村 賢
子守歌 には岸辺 に寄せ る波音 の よ うに何 とな しになつ か しさを誘 う響 きがあ
り、その調べ は何時か しら体 に しみ込んだふるさとのような独特の感情 を呼びさ
ます。曲や言葉 の変化 を伴 い なが らも広 く伝播 していった子 守歌 は回承の もつ生
命力 を如実 に伝えてい る。
日本 の子守歌は、行智 の 『童謡古謡』 (1820)に み られるように、従来「わらべ
遊ばせ歌〉 〈目ざめ歌)に 分
寝 させ歌〉〈
うた」に分類 され、さらに機能上か ら 〈
“
“
い
スで
ymes"(わ
lullaby"は
nwsery
らべ うた)に 収め ら
も
かれて る。 イギ リ
れ、題材 によって分類 される ことが 多 い。
子守歌 は誰が歌 った の だ ろ うか。 イギ リス や ア イ ル ラ ン ドで は母親 や乳母
(nurse)が 歌 ったが、 日本では「勤め しや うとも子守はいや よ お主にや叱 られ
子 にやせが まれて 間に無 き名 をたて らる ゝ」 (『 山家鳥虫歌』)の よ うに、江戸
時代か ら 〈
守 り子〉が歌 って きた。なかで も、貧 しい家 の子 は子 守 り奉公 に出 さ
「五 木 の子守唄」 の よ うに苦 しみや嘆 きの子守歌 を歌 った。一 方、沖縄 では ど
れ、
うだ ったのだろうか。「娘 たちは、た くさんの子供 をお守 りす るのが誇 り」 (宮 城
文 『八重 山生活誌』)で 、 この「真心 の奉仕」が伝統 になってい た ようである。

WB.イ

ェ イツの初期 の詩 に `A Cradlc Song'(動

`Rο

x,1893)と い う短 い「子

守歌」があ る。 この詩 に曲を付け、子守歌特有の リフ レインを挿入 して歌 いあげ
″ ′″′
励
たのが Marie O'Neillで あ る。オニー ルの `A Cradic Song'は И″47ο ″ノ
`″

″ β.た α″
s(Bluc Stack Records,1988)に 収め られた他のイェ イツの詩 とともに魅
力あふれる子守歌 となって い る。
′
αわJω
アイル ラ ン ドの子守歌 には妖精 も登場する。Adclaide L.J.Gossetは ん ′
“
力
ブ
″gSルθ″ ′
ル ″υ′
S力 α
″′′
力ι乃 ′Ⅳ″Jθ ″SrИ Cο Ю α′ぽ Sο κg″ 力R`″ ″′
グ′
`
“
“
Gα αた (1915)を 編むにあた り、イ ングラ ン ド、ウェールズ、スコッ トラ ン ド (ヘ
J′

ブリデ イーズ諸島、オー クニ ー諸島、シェ トラ ン ド諸島を含 む)、 そ してアイルラ
ン ドの子守歌 を収めて い る。ゴセ ッ トはその序文 でアイルラン ドの子守歌 `Sweet
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babe,a goldcn cradlc holds thee'(エ ドワー ド・ウォルシュ訳 )の 1節 を引用 して絶

賛 し、同 じ初行 で歌 われる別のヴァージ ョン `Thc Fairy Nurse'(ウ ォルシュ訳 )を
「妖精 の子守歌」のペー ジに入れている。 これはイェ イツの 乃 妙 α″グ乃 ル 物′
ωグ
滋θルブ
sカ ルα
sα ″
′
″ (1888)に も収め られて い る。
泉鏡花の短篇 「竜渾諄」の「か くれあそび」におい て、暗 くなった境内 で色白
の うつ くしい「極めて丈高 き女」がそ の手 を懐 に して肩 を垂れ、優 しい声 で 、
「こ
ち らへ お い で。 こ ち ら。」 と子 を誘 い 、神 隠 しの よ うな怪 しい気配が漂 うなか、
子 は「 いそ い そ と従 ひぬ 」。 これは イ ェ イツの詩 `The Stolen Child'(0り 出″メ
1889)の “
Cο ″θα
殷ッ 0カ ″α″c力 ′
″ノ/b′ 力 αた浴α″′′
力ι″J″ /,佐 ″α_力 θ
η 力α″″
`″
“
力θ″ο″
′
グむ ο″ル ″グ ゅ
′
″力α″″,/乃 ″′
力α″ノο″ ″αれ″府α″a''と い う妖精
埓′
`α
“
“
の呼 び声 を彿彿 させる。最終連では ...滋 ω の,′ 力ιカッ″α″訪 ″ ''と あ り、子 は妖
“
精 に連れ去 られて しまう。
,

κググ H“ ′
港D″ ″ (1894)で は、
妖精 の子 (The
“
Ch‖ d)が 戸口に現れて結婚 したばか りの女性 (Mary)を a land whcre cvcn the old
さらに、イェイツの戯曲 動

`Zα

areね ir,/And even■ e wise are merry oftonguc"へ と連れ去ろうとする。戸外では

Come,newly― mamed b
妖精 たちが “
Hghts.''と

de,/cOme,tO thc w00ds and watcrs and palc

I wi‖ go with you."と
歌い、踊る。妖精の子に促 されて、メアリーは “

言 い、やがて体は魂がなくなった抜け殻 となる。
か くして、妖精にさらわれた女性の子守歌がある。妖精の塚にいる女性が夫 に
よる救出を対岸の水曲の女性に伝える子守歌 `A Bhem Od■ おs'(O Woman′ Ihcpc)
で、妖精伝説の sッ α″″α″力
θ (01d

gι
″′αノ
lr.s“ α

Cο ′
′
ι
ε
″ο
′q′ ′
力
θИ″ ″′M″sた 9′ ′
α″4
″′
`セ

“

眠 りを誘 う調べ)と して τzθ

Rθ ″
″

Volume l(Cork Univcrshy Prcss,2002)に

収 め られ て い る。 Nuala Kemedyが 歌 う `A Bhc狙

ιМν

ttο

とに繰 り返 され る
聴 く と、「 ね ― むれ ― 、 ね ― むれ ― 」 の よ うに 1行`dごThlos'(動

6,2∞ 7)を
`Scothu leo,

燎 澁 ul∞ '(シ ヨー フー ヨー 、シ ヨー フ ー ヨー )が さわやか な呪文 の ように響 い て くる。

菱川氏 は、この `A Bhcan`d Thlos'の 背景 と構造 を中心 に、さまざまな視点か
らアイルラ ン ド音楽 の特徴 を語 った。
新城氏 は沖縄本島、宮古 ・八重 山地方の子守歌の背景や特性 につい て三線 を弾
きなが ら語った。また、“
Swcct babe,a golden cradlc holds thee''を 新城氏 の 見事
な三線の演奏 に合わせて高橋優季氏が熱唱する場面があった。
フロ アー との活発 な質疑応答や新城氏 の三線 と一体 になった合唱があ り、 ワー
クシ ョップは盛 り上がった。
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ワークショップ報告》
《

子守歌 が宿す物語一 `A Bhean id thlos'
菱

川1 英

標題 に掲げた歌 は「妖精 の子守歌」 とも称 される。 アイル ラ ン ドの妖精諄 と謂
えば、19世 紀にさか んに編纂 されたそれを連想す るが、決 して死 に絶 えた昔話で
はな く、21世 紀 に入 って も収集が続 く、生 きた伝統である。
アイルラン ド文化 の一特色 は回承伝統だが、それが生 きた伝統 になるには何が
必要か。アイルラン ド語 口承伝統 を支 える歌 と物語 とについては、結論か ら言え
ば、その両方が必要 であ り、 どちらか一方 しかなければ不完全 と言える。歌 は物
語 を構成する韻文部分であ り、由来や典拠 を説明す る散文の註解部分 と合 わさっ
て初めて本来の姿 になる。両方が揃 って奥行 きのある立体像が備 わ り、生 きた伝
統 となる。バ ラツ ドが仮 に全部揃 ったパ ッケー ジ・ メデ イアとすれば、アイル ラ
ン ド語 の叙情物語歌 は組立てキ ッ トであ り、散文 による説明のパー ツが不可欠で
ある。即 ち、背景、典拠等 を物語 る日碑 (semchas)を 前提 に、真情吐露 の部分
たる歌 (amhMn)が ある。かつ ては説明 を語 ったのちに歌が唄 われた ものである。
その歌 の うち今回取上 げるのは「子守歌 もどき」とで も云 う他ない種類 で、これ
はいわば <ハ ンバー ガー構造 >を して い る。パ ンに当たる子守歌 リフ レー ン (lull

wods)が 、 ビーフに当た る真 のメッセ ー ジを挟 み込 む構造 である。
アイル ラ ン ドは世 界 の 中で も殊 に伝承歌が豊富 な ところ として知 られる。 ス
コ ッ トラ ン ド西 のヘ ブ リデ イーズ諸島を除けば北半球 で最 も広範な伝統文化 を有
す ると云われ、ある民族音楽学者 の推計 ではアイルラ ン ドには 45,000の 民謡 があ
るとい う。奇妙 な ことだが 、妖精 の住処 と云われる環状土塁 (rath,ア イル ラ ン ド
語 で lios)の 数 も同 じ45,000で ある。なお、日本子守唄協会代表 の西舘好子 さん
によれば、 日本全国に伝 わる子守歌 の数 は二千か ら三千 とい う。
こ うした膨大 な民謡群の うち物語歌 (narative song)と 呼 ばれる歌の中で も特
叙情歌 (lyric song)に 分類 される歌があるが、
定 のバ ラッ ド形式 な どによらない、
その叙情歌 の 中で も一つの特異 な カテ ゴ リー を成す擬似子守歌 (pseudo… lunaby)
を今回は取上げる。 一 見 して子守歌の よ うであ りなが ら、歌 の伝 えるメッセージ
は子守 とは別物 である とい うもので ある。 このカテ ゴ リー を構成する歌 の例は今
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までに二つ知 られて い るが、今回はその両方 を取上 げる。 一つ は妖精に囚われた
自分 の救出を依頼す る内容 を含む子守歌 `A Bhean id thlos',も う一つ は 自らが犯
した殺人の内容 を含 む、スコッ トラ ン ド起源の子守歌 `A Bhean udaf thaH'で あ
る。 どちらも「そ この婦人 よ」 の意 の題である。
`A Bhean id thfos'の

の典拠 )に 該当

場合、伝存す る註解 はおお よそ

`dar(歌

す る。 この歌 は子 守歌 の体裁 をとりなが ら、その実、切迫 した伝言 を中に含む。
アイル ラ ン ド語 の民謡 でこの種 の二重構造 が とられる とき、往 々に して聞 き手 も
二種類想定 される。 つ まり、一つの歌 の 中に二種類 の 内容があ り、それぞれに別
の聞 き手が想定 されてあるのである。 この二つは等価 ではな く、本当に伝 えたい
ことは一方 なのだが、それをス トレー トに伝 える ことが困難な状況下で、カモ フ
ラー ジュす るために別 の内容 で くるむ。つ まり、一種の暗号である。アイル ラ ン
ド語民謡 における この種 の二重構造 の代表例 は政 治的ア シュ リング (aisling)と
呼 ばれるジャンルの ものである。 ちょっと聞 くと恋 の歌 の ようでいてその実、政
治的抵抗 へ の呼 びか けを含む歌 で ある。aisling「 幻 、夢」と呼 ぶのはアイルラン
ドの化身たる美女 (sp6irbhcan)が 幻 の 中に登場す るか らである。典型的な美女
は CaitHn Nf Uallach`in(Cathleen NI Houlihan)で
`A Bhean 6d thfos'「

ある。

そ この婦人 よ」(文 献 に初めて記 録 されるのは 19世 紀中葉 )

は一聴す ると子守歌 の リフレー ン (`Se6 hi lc6,sc6 hi lc6')が 耳 を捉 えるが、真
のメッセージは妖精 に捉われた身の救出要 請 を夫 に緊急 に伝 えて くれ と依頼する
歌である。子守歌 としての偽装 は妖精に気 づ かれ ぬためである。
この歌 をめ ぐる物語 の全体構造 を復元するために、Mary Maddenが 伝 えた `A
Bhean id thlos'(co.Limerick,1855)と 、
Maire Bcan Ui Chcanaighが 伝えた

.Suantrai

na mna a tugadh as'「 さらわれた女性の子守歌」 (co.Donegal,1936/55)の 註解 と

を併せて考 える。

Madden版 は、 さらわれて一 年経 つ 人間の女性が近 くの川にい る女性 に、 自分
は妖精 にさらわれた者であると告げ、救出の手順 につい て夫 に伝えて くれ と依頼
す るとい うもので ある。Ui Cheanaigh版 は、結婚 して一年 になる夫婦 に子がで き
るが出産の時 に至 り母子 ともに死ぬ と見えて実 は さらわれる。妻の妹が山腹で歌
を耳に し子守歌 と判 る。歌 う側 は、妖精 に気 づ かれず に妹 に真意が伝わると期待
す るが妹 は理解 しない。つ ま り、救出要請の伝達 には失敗する。
子守歌 に自らの犯 した殺人経過 を籠めて歌 ったために悪事が露見する `A Bhem
udai thaH'は ス コ ッ トラ ン ド起源で、 スコッ トラ ン ド・ゲール語 の歌 `A'Bhean
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Iadach'「 嫉 妬深 い 女 」 と して も有 名 で あ る。 そ の 物 語 の全 体 像 は、N611l NI
Dh6naill(1907‐

&;b.Rmaね st)の 歌唱 の録音 と、その きょうだい HiidaF(Aodh)

6D6naillに よる註解の録音 を併せればほぼ解明で きる。
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ワークショップ報告》
《

沖縄 の子守歌 と八重 山民謡
新

城

亘

私は今 回初 めて「 イェイツ協会」の存在 を知 り、一夜漬 けの勉強をは じめた。
会報 『ケル トロ承文化研究』 No.8や 、米須興文先 生の 『アイルラ ン ド断章』 を読
んでい くと、 関心 は、アイルラン ドと沖縄 の歴 史的類似性 に移 っていった。それ
は、沖縄 と日本 との 関係 を、 アイルラ ン ドとイギ リスとの 関係 に対応 させてみた
のである。
その関係 を概略すれば、アイルラ ン ドでは 17世 紀以降、他宗教 との間で争 いが
起 き、危機的 な状況 を迎 えた。そ して 19世 紀 に入 ってアイル ラ ン ドは英国の植民
地 とな り、当時 の母語 で あるゲ ール語 の使用が制限され衰退 した。一方、沖縄 に
おいて も、17世 紀 になって琉球 王 国は薩摩藩 の侵略 を受け幕 藩体制に組 み込 まれ
た。そ して 19世 紀 になる と、
江戸幕府 の崩壊 によ り発足 した明 治政府 の言語政策
にお い て 日本語の標準語化が進め られた。沖縄 もアイルラン ドと同様に母語 の使
用が禁止 され、沖縄の場合 は沖縄方言 を使 う者は罰 として「方言札」を首か ら掛
けられた。
文化的な視点か らは、
沖縄 とアイルラン ドは ともに「想像力」と「感性」が豊か
で、双 方 ともに数多 くの民話や歌踊 りが伝統 として残 されてお り、現在 で も「生
きた伝統」 として生 活 の 中に息 づいてい る、な どの類似性があげ られてい た。
ところで、「アイルラン ドとイギ リス」の 関係 は、「先島諸 島 (宮 古 ・八重 山)
と琉球王府」 の関係 にもよ く似 てお り、その歴史は重 なる部分がある。薩摩藩は

17世 紀 (1609年 /慶 長 14年 )に 琉球へ侵攻 したが、その後、琉球王府 は薩摩藩
に対 して莫大 な年貢米や諸物 資 を負担 しなければな らな くな った。そ こで 、王府
は財政窮乏を立て直す政策 として、全琉球 の税制体系 とは別 に、先 島を対象 とし
た「人頭 (に ん とう)税 制度」 (1637年 /寛 永 14年 )を 導入 した。「人頭税 」 と
は、文字 どお り、人 の頭数 (あ たまかず)に 税 を賦課す ることで、宮古 ・八重山
に居住す る 15歳 以上 50歳 以下の平民男女 に割 り当て られた。当時の農民 たちは
本税 の米や粟、上布 (じ ょうふ)を 納めた うえに、 さらに海産物、陸産物の納入
も義務 づ け られた。農民 の苦 しみは これだけではな く、1カ 月に 20日 の公役 に
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駆 り出 され、 自分 の 田畑 を耕 して人頭税納付 の準備 もで きない まま、月や星 の光
を利用 して働かなければな らなかった。先島の住民 は、1637年 か ら 1903年 (明
治 36年 )ま での 266年 間、過酷 な人頭税 の圧迫下、馬牛以上 に酷使 されたのであ
る。
皮肉な ことに、歴史の過酷 な大波 を受けなが らも、八重山地方は「詩の国、歌
の 国」 と呼 ばれ、かずかず のす ぐれた詩や音楽 を生み出 して い る。言語 につい て
は、明治以降に 日本語の標準語励行が徹底 し、現在、 日常的 に八重 山方言 を話せ
る人はご くわずか となって い る。
「アイルラン ドとイギ リス」 との 関係が、
「先島諸島 と琉球王 府」 との 関係 に似
て いるといって も、アイルラ ン ド人が異民族支配 に対 して起 こ した 「反英闘争」
の よ うな規模 の 闘いは、先 島諸島 にはない。
しか し、先島での抵抗 の歴 史 はあった。前述 した ように、薩摩藩 による支配が
始 まって以後、財政が逼迫 した琉球王府は、先島諸島にのみ人頭税 を課 した。 こ
の圧 制 により、農民の中には重圧か ら逃れ よ うとして、堕胎、自殺、脱村、逃避、
山賊化する者が多 く、 じつ に苛敏誅求の極み とい うべ きものであ つた。た とえば
子供が生 まれた場合、間引 きが行 われた。生 まれたばか りの赤 ん坊 をクバ の葉 で
くるみ、屋 敷内 に穴を掘 って埋 め、シャコ貝 でふたをした。2、 3日 立 って も泣 き
止 まない子は熱湯 をかけて処理 された。
だが、明治にな って人頭税廃止運動 はねば り強 く行 われた。 明治 25年 11月 頃、
真珠貝養殖 のため宮古島にきて い た新潟県人の中村十作は、宮古農民が人頭税 と
して粟、貢衣布その他 の納税等 の重税 に苦 しめ られ、 まるで納税奴隷その ものの
姿 で あるの を見て、宮古農民 に国会 へ 陳情すべ きだ と説 き、人頭税廃止運動 を指
「琉球
導 した。島民が 日本政府や政界有力者へ 陳情 に行 った際 の中央 の新聞には、
の佐倉宗五郎現 る」 と報道 されて い る。
そ して 1903年 (明 治 36年 )、 266年 間にわたつて塗炭の苦 しみ をなめ させ られ
て きた悪税たる人頭税は、つい に廃止 された。その陳情団が宮古 島へ 帰着 した と
き、島民 をあげての歓迎会が催 されたが、 この と き陳情団を讃 えた歌 《人頭税廃
上のあや ぐ》が歌 われてい る。
石垣 島 をは じめ とする八重 山諸島の大小 の 島 々には、 じつ に豊富で変化 に富ん
だ古謡、民謡がある。 これ ら八重 山民謡 と呼 ばれてい る歌は、すべ て人頭税の制
度下 で生 まれた ものだ。そのためか、運命 の哀れさをうたった歌 も多 い。そ こで
今回 は、沖縄本島や宮古 ・八重 山諸島で うたわれてい る子守歌 と、人重 山民謡 を
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紹介 したい。 これらの歌を三線で弾 き比べ ながら、民謡の背景や特性について考
えてみたい。
人頭税に納入する御用布の材料 と娘 を交換 したとい う
仲筋ぬぬベー ま節》は、
《
歌。《つ ぃんだら節》は、相思相愛で結婚 を約束 していた娘が、強制的に引 き離さ
れたとい う歌。民話 で「野底 ま―ペー」 として地元ではよく知 られている。
《や ぐじゃ―ま節》は、弱者 の憐れな運命 を歌い、今度生 まれ変わるときは強い
ものに生 まれたい と歌 っている。
以下は、実際に三線を演奏 しなが らの弾 き語 りである。
次の 《安里屋 (あ さどや)ゆ んた》 は、 もともとは労働作業の歌 である。「 目差
(ミ ザス)」 とい う役人 にみそめられ一緒になれ と命 じられたが、将来の ことを考
えれば島の夫を持 ったほ うがいい、と役人の望みを拒否 した歌だ。いわばレジス
タンスの歌でもあ った。
次は 《人頭税廃上のあや ぐ》である。 この歌は、人頭税制度が無 くなったなら
ば、「白砂 の一粒 一粒が粟や米 になって百姓たちの手に戻って くるだろ う、あの
白い波 の うね りは上布 となって女 たちの もとに、そ してあの大 きな岩は牛や馬に
なって男 たちのもとに戻 って くるだろう」、と歌 ってい る。
子守歌 のことを、沖縄本島では「クヮームイうた」、宮古地方では「ファム リ
アー グ」
、八重山地方では「ファーム リウうた」と呼んでいる。地域によっては、
親代 わ りともなる「守姉

(ム

リアニ)」 がお り、
守姉になった少女はこれを誇 りに

思い、母親代わ りとして大切 に子供の面倒 をみた。子守 どうしが集まって語 り合
い、歌 い合い、はじゃぎなが ら子守をするのも楽 しみであった。
「墨書 き上手な りと― り
人重山地方の 《あがろうざ》は昼の子守歌 ともいわれ、
筆 とるぃ上手な りと― り」 と、子供 の健やかな成長を願い歌 っている。
「お母 さんは山へ芋掘 りに、お父 さんは海に蛸
宮古地方の 《子守アヤグ》は、
取 りに行 っている。大 きな芋だったら分けて、小 さい芋なら丸 ごとあげよう、ま
た、大 きな蛸だったら一本の手を、小 さな蛸なら丸 ごとあげよう」 と子供へ の純
粋な愛情を素朴にそのまま歌 いあげてい る。
寝ない子を、お どか しなが ら寝 つかせ る歌は、沖縄本島首里 の 《耳切 り坊主》
だ。この歌は民話 としても伝承 されてお り、
「耳を切 られた坊主の亡霊が、3人 も

4人 も立 ってお り、手には刀 を持ち、泣 く子供の耳をグスグス切 るぞ」 と歌って
い る。
日本本土の子守歌には、封建制度における身分差別を恨む歌や、子守奉公 とし
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て売 られて きた境遇 の辛 さをうた った歌があるが、沖縄 の子守歌 にはその よ うな
「お前 の父 さん、どこ行 った、海に行 った、海 に何
歌 は うたわれてい ない。 だが、
しに行った、ふ ぐ捕 りに行 った、ふ ぐ捕 ってどうす る、役人に食 わせ るんだ」 と
意地悪 な役人を中毒 させ て懲 らしめ よ う とい う、為政者 を批判 した歌 もあ ったよ
うだっ
沖縄 の子守歌 の 自眉 は、八重山地 方 の夜 の子守歌 《月ぬ美 (か い)し ゃ》であ
るの これは、ほのかな恋心 を歌 った大人の歌で もある。「 月ぬ美 しゃ十 日三 日、女
童か い しゃ十七 つ ホ ーーイーチ ョウガ」。
十三夜 の 月 は十五夜 に向かって満 ちてい
く。そ して娘 さん も十七歳 ころか ら大人に向か ってい く、そ のエ ネルギシュ さの
美 しさを歌った歌だ。

音階的には、《
子守アヤグ》は、琉球音階が使われ、八重山地方
耳切り坊主》《
の《
あがろうざ》は本上で聴かれる呂音階、
月ぬ美しや》は琉球音階との混合と
《
なっているて
,

沖縄 の 子守歌 には悲観的な歌は伝承 されてい ない。純粋 に子供の健やかな成長
を願 った歌 ばか りである。それは、 自然 の美 しさ、共同体の絆の強 さ、そ して先
祖か ら受け継 がれた音 楽的感性 などが、素朴なが らも味わいの ある子守歌 に育て
て きた と思 う。
沖縄やアイル ラ ン ドの文学者 は、異民族支配 とい う民族的経験 か ら、共通の文
学的動機 をもって い る といわれるが、沖縄 の伝統音楽 につい て も、相通 じるもの
があるような気がす る

c、

人頭税時代の過酷 な状況下で うたわれていた音楽的感性

は、現在にも「生 きた伝統」 として受 け継がれてい る。今後 とも伝統 に学 び創造
してい きたいっ
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研究発表要旨》
《

ヒーニー 0カ ントリーをめぐる詩作品
斉 藤 徳 彦
ヒーニー はアイルラン ドを代表す る詩人であるが、元 々は北 ア イル ラ ン ド出身
であ り、詩人 として活動 を始めたの も北アイルラン ドであった。 そ こで彼 の詩 で
は彼 の故郷 (土 地 。人 々)が どの よ うに描かれてい るか。彼が生 まれ育った北 ア
イルラ ン ドの ヒーニー ・カン トリー を訪ね、彼の故郷 に関わる詩作 品 を読む こと
でそれを確認 した い。今 回訪ねた ヒーニー・ カン トリー はキャッスル ドー ソン、
モスボー ン、 ヒルヘ ッ ド、ベ ラー ヒイ、ザ ・ ウッ ドと トウームである。
キャスル ドー ソンには、 ヒーニー ・カン トリーの 中心 を流れる ヒー ニーが愛す
る故郷の川モ ヨラ川が流れて い る。 この川 に関 しては何篇か詩 を書 い てい るが、
`Moyulla'で はモ ヨラ川 を “
she"で 受け母 なる川 として描 い て い る。 しか しそ
れは民族 を分断する「境界」 を示す川で もあ り、 ひんや りした存在 として描かれ
て い る。モ ヨラ川は周 りを緑 の草やサ ルヤナギの垂れた枝が囲み、黒ずんだ川で
あ った。
ヒーニーの生 まれ故郷のモスボー ンはキャッスル ドー ソンにある農場 である

()

ここでは第 2の 母親 と もい える伯母のメアリー に捧 げた

.Mossbawn'を

書 いて

い る。 粉 を こねている伯母 の姿 を長 い昼下が りの 陽光 と重 ねて描 い て い る。そ
の ゆ った りと した時間の流 れは子 ども時 代 の 大切 な記憶 であろ う。

Break'で は、 “
Aお urお ot box,a bot br every ycar''と

`Mid―

Term

、幼 い うちに生命を断た

れた弟の生涯 を的確 に表現 して い て非常 に痛 々 しいが、彼が初めて見 た悲 しみに
打 ちひ しがれた両親の姿 を描 い た抑 えた表現 も印象的である。
.Anahorish'

モスボー ンには ヒーニーが通ったアナホ リッシュ小学校があるが、
は 自分 の “
place Ofclear water''で あ り、“
the

nrst hill in the worid''と

い うようにゲー

ル語に起源 を持 った地名を解説 しなが ら自分 の原点 の地 として描 い て い る。 この
詩 は `BЮ agh' とともにヒーニーの代表的な地名詩 である。
アナホ リッシュか ら現在の実家があるベ ラー ヒに向か う途中に ヒルヘ ッ ドがあ
る。ヒーニー・カン トリーで も最 も有名な鍛冶屋があ り、
現在は 80歳 を超 えたバー
'Thc
Forge'や
`Midnight Anvil'
ニー・ デブ リ ンが迎 えて くれ る。 バ ーニー は
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でその姿が描 かれてお り、ハ ンマー を持 って鍛冶 の様子 を再現 して見せて くれた。
“
The anvil"は “
an abr''と い うところに ヒー ニーの職人 たちの労働 を尊重す る
姿勢が見えて くる。
ヒルヘ ッ ドのあ とベ グ湖周辺 を歩 くとベ グ湖 沿 い は沼地 (ボ グ)に な っていて、
奥 の森 の 中に Church lslandが あ り、その尖塔が少 しばか り見 える。 ベ グ湖 に関
しては `The Strand at Lough Beg'が ある。 この詩はベ グ湖 の きれい な風景 を歌 っ
た詩ではな く、 カ トリックの巡礼 の地で起 こったテロの犠牲者 の従兄弟 の死 を悼
んだ詩になってい る。
ベ ラー ヒにはベ ラー ヒ・ ボー ンがあ り現在 は郷土博物館兼 ヒーニーの資料館 に
なってい る。付近 にはボグがあ り散策 で きる。 当然

`Digging'の 詩が思 い浮か び、

ヒーニーの祖父が ピー トを掘 っている姿が 目に浮か び、飲 み込 まれそ うなボグ・
The wet centre is bo"omless.''
ホ ール を見 る と自然 に `Bogland' を思 い 出す。 “
自分 まで もがその穴に飲 み込 まれそ うな感覚 になる。 またベ ラーヒのザ ・ ウッ ド
には現在の彼の実家があ る。その実家は弟が守 り、庭 にはオ ンフ ァロスのポ ンプ
が饗え立 つ。
マヘ ラフェル トか らベ ルファス トに向か う途中に ヒー ニー・ カン トリーではは
ずせない場所 トゥームが ある。 トゥームには トゥーム・ ブ リッジがあ り、 ウナギ
漁 の簗があ る。ここは ウナギ漁が歴史的に盛 んな地域で ヒーニーの詩 にもよく歌
われてい る。 `At Toome B

Where■ e rebel boy WaS hanged in'98''と
dge'で は “

書かれ、1798年 にユ ナ イテ ッ ド・ アイリッシ ュメンの 反乱 に参加 して この付近
で処刑 されたマ ッコー リイを語 り、 ウナギの回帰 と重ねる ことで アイル ラ ン ド独
立運動 の継続性 を語 っている。
力αs'の 伝統か ら見て土地 を単 なる風景的な美か らだけ
“
でな く、過去 とのつ なが りを持 った継続す る歴 史 として見 る。そのために詩があ
ヒーニー は 楊″″躍

り、詩の 力に よつて人 々は地図上の国を確認す るだけでな く、精神 の 国をも確認
わ″s,p.132)。 今 回、ヒーニー・カン トリー
で きる ことを強調 して い る 0た θcε ψ α′
で巡った詩群 もそのほ とん どが土地に関す る詩であ り、そ ういった地図上の土地
を語る ことで、ある詩 は語源 か ら入 り、またある詩 は歴 史 を遡 って土地 ・人 々の
分断・和合 を見せる ことで 自分 たちにとって大切 な記憶 を個人 レベ ルで も、地域
レベ ルで も共有で きる言葉 として表現す る。その言葉が過去 ・現在 ・未来 までの
人 々をつ なげる力を持 つ 。また、そ ういった土地 と繋が る家族 をは じめ とした人 々
を描 くことで、そうい った人 々 との経験 ・記憶が土地の記憶 とともに彼が生 きる
54

上での「根 っこ」 になってお り、その「根 っこ」が人生 の土 台 を確実 に し、それ
が詩作 をす る上で も礎 になって い ることがわか る。
最後 に、今 回新 たに興味 を惹 いたことは、彼が 「ひんや り感」 を原体験 として
one ofmy nrst mcmorics is thc tel ofits coldncss.''と 子
詩 を書 い て い ることだ。 “
どもの頃のあ る場所 での「ひんや り感」が彼 の感覚 の原点であることを語 り、そ
れが後の「詩的発見」の始 ま りであった と回想 して い る
56)。

ぉ,pp.55αι
パκθ
(月 ″
ψθ

この「ひんや り感」はある意味 では「 自身を見 つ める冷静 さ」を子 どもなが

ら獲得 し始めた ことを示 し、冷静 に身の廻 りを見 つ める感覚がその後の彼 の詩作
活動 を支 え、その 「ひんや り感」 を大切 に しなが ら彼 は自分 自身を、アイルラン
ドを冷静 に見 つ め表現 して きたのだ。
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ポ ップカルチ ャー の 中 の W.B.Yetts
一The WaterbOysを 例 に一
片

岡

由美子

hatsと ポ ップカルチ ャーの関係にお い て、彼 の詩作 品が、他 の詩人 と比べ て も、
ポ ピユ ラー音楽 に数多 く採用 されてい ることは よ く知 られてい る。その代 表作 と
して、Mike Sco賛 率 い る The Wate島 oysが 1988年 に発表 した `The Stolen Child'
を挙 げる ことがで きよう。 この The Wateめ oysに よる 治 atsの 詩 に Sco雄 が 自作
″′
″θ
″′
曲をつ けた楽曲で構成 された コンサ ー トが 2010年 3月 、И″И′ροノ
sと 題 され、5夜 にわたって Abbcy Theatreに て行 われた。
ルα″

"ル

ν′

この企 画が発表 された際、多 くの人 々が大 い なる興味 と期待 と同時に危惧 を抱
い た ことは想像 に難 くない。その危惧 とは poetryを ポ ピュ ラー音楽 と合体 させ
ることか ら生 じるネ ガテ イブな効果に対 してであるが、結果的に この公演 は 5夜
ソール ド・ アウ トとい う結果 とな り、 メデ イアは各紙好評 を載せてい る。

この hats作 品を媒体 に した公演か ら浮かび上がる原詩に対するアダプテ ー
ションの特徴 と傾向に関 して、① 楽曲採用 の詩の特徴、② 既存曲の再提示 の持つ
意味、③ lyncsの 改変、の 3点 について検討 した。
まず、いかなる詩作品に曲がつけられたかとい う観点からこのプログラムを眺める
と、

品の出典は、詩集に収録されなかった作品も含め、『十字路』から『葦間の

"作
風』 に至る初期作品が 12曲 、『責任』から1曲 、『螺旋階段』から『最終詩集』 に至
る後期作品から7曲 が採用されている。圧倒的に中期作品からの採用が少なく、初期
作品、
特 に詩集に収録されなかった小品の採用が顕著である点が特徴である。ScOttは

hatsの 「耳の良さ」 と「ことばの色彩の豊かさ」に注目をしてお り、詩の内容その
ものをあえて作曲の要素に挙げていない。 このことか らも、具体的なメロデイと結 び
つ くリズムを伴った韻律に富んだ作品が、初期作品だけでな く晩年の作品にも多いこ
とに気づかされ、中期の作品とのスタイルの違 いが浮かびあがろう。
次に、6∞ 頁に及ぶ詩集の中から選ばれた歌詞の うち、1/4が 他のアーテイス トに
よって取 り上げられ、既に曲がつけられた作品が占めている点である。今回のプロ
グ ラ ム に は、`Sany Gardens,'`hnisiee' と並 ん で `Thc Song ofWmdc

an Momsonの `Bttκ

■e World Was Made,'U2の
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ng Aengヽ

'

Bonoが 歌 った `S"tember,1913'

と `Mad as the Mist and Snow'を 取 り上げてい るあた りは、Scottが 既存の 曲 と比
較する機会 を聞 き手に与 える効果を意図的に狙 ってい る部分が読み取れる。それと
共に、数ある 恥 atsの 詩作品の 中か ら、特定の詩が選ばれて曲が つ けられるとい う
点に関 して、ポ ピュラー音楽 の旋律、ビー トに乗 り、作品た り得 る歌詞 とい うもの
がある程度限定 され特徴 づ け られるのだとしたら、Scottの 今回の レパー トリイは、
今後、同様な試みで hats作 品 を楽曲に仕立てるアーテ イス トたちから生み出され
る作品の指標 となる可 能性があると言えるだろう。 また、`Thc Stolen chnd'1ま U2
(一 部分 のみ引用)他 、多

くのアーティス トが手がけ、万人に親 しまれてい る作品

であるが、このように、複数 の音楽家 の手に よって取 り上げ られている詩の存在例
か ら、市井の人 々の Yeats作 品に対する認知 を知る こととなる。
第 3に 、曲をつ ける際 に施 された原詩 に対す る「改編」「解体」 とい った作業
の持 つ意味について取 り上 げ る。Scott曰 く、半数以上 の楽 曲は他の詩か ら借用 し
た り、複雑 だった りrhymeが 上手 く効かない箇所 の単語 を変 えた とい うことであ
る。では、手 を加 えられた詩 は、もはや Ycatsの 作 品では ない 、別の lyricsと なっ
て しまったのだろ うか。 Sco"は 、詩人の意図や詩のオ リジナ ルの意味 を変 える
ことは しない と言 い なが ら、同時にあえて既 存 の 恥 atsの 詩 の イメー ジを崩す よ
うなアレンジを施 して い る。 また、 `Lctぬ e

Ea■ h

Bcar Witness'を 例に挙げれば、

これは戯 曲 C″ ″′
αの中の `The Blood Bond'の 一節であるが、 この リフレイ ンに
Cα ″θ
′
′
ι
″ⅣJ〃ο ′
腸αんの “
They shall bc rememberedお r cver''を ミックスしてイ
乍ら
“
れてい る。 この 曲はイラ ンにおける民衆 のためのプロテス ト・ ソングとして作 ら
れたため、結果的に この 曲は原詩 とは別 の意味合 い を付加 され ることとなった。
しか し、「アイルラン ド独立 へ の戦 い」に「 イラ ンの民主化」 とい う、共 に厳 し
い現実が重ね られる ことによ り、詩人自身が好 むと好 まざるとに関わらず、Yeats
の作 品自体が新たな性 質 を獲得 した とも言える。 この ように、オ リジナ ルの詩作
品の一部 を互 い に コラー ジ ュす る作業 により、新 たなメッセージを発信す る例 を
私たちは Yeats没 後 70年 を経 て今後、さらに目にするだろ う。
しか しなが ら、今 回 の プ ロ グラムで も初期作 品が多用 されて い る事実か らも、
ポ ップカルチ ャーが Yettsに 求 める主なる要素が 「ケル トの 薄明」である ことは
変 わ らない のではないか とい う疑間 は残 る。hatsと ポ ップカルチ ャー を扱 う今
後 の課題 として、ポ ップソングに特化 した場合、なぜ 多 くの詩人の中で Ycatsが
アー テイス ト達 のねvoriteで あるのか、
Yettsの 何 をポ ップカルチ ャーが必要 とし、
また共有するのかをさらに掘 り下げてみる必要があるだろ う。
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ス ライ ゴーヘ とつづ く道
― `The Ballad of Moll Magee'に おける土地性 の 問題 につ いて一

宮

本

大

介

gに おいて
シェイマス・ ヒーニーがその著書 険」
作 の場所』 動θP′ α げ7″ ″″
“
述べ ているとお り、アイルラン ド西部の田舎町スライゴーはイェイツによって創
造された「イェイツ・カン トリー」であることは間違いないだろ う。 イェイツに
見出されるまで、何の変哲 もない貧 しい町であつたスライゴーは、イェイツによ
る文学的再創造によつて一躍 アイルラン ド民族が共有する心の故郷の象徴 となっ
た。イェイツはその象徴的な土地をいかにして創出 していったのだろ うか。
本発表
スライゴー・イメージ〉 として完成 させることにな
の 目的は、後にイェイツが 〈
る、虚構 の美 としての民族的故郷 を創出させるまでの過程の一端 を、詩集 『十字
`The Banad of Moll Magec'
路』0雰s″ α
ッsに 所収されてい る「モル・マギイの唄」

に見ようとい うものである。
初期イェイツ作品のひとつ の大 きな特徴は、イェイツのアイルラン ドに対する
民俗学的関心 と、そのあらわれ として初期作品中にちりばめられた地名の数 々で
ある。『アイルランドの妖精諄 と民話』をは じめとした散文作品においても散見さ
れるス ライゴー近辺の地名へ の言及は、当該詩作品 と同じ『十字路』所収の `The
地名 づ くし〉 といって
St01en Child'や `Thc Banad of Fathcr O'Harに 至 っては 〈
も過言 ではない ほどの もの となってい る。 しか しなが ら、 こ うした初期 イェイツ
作 品におけ る地名へ の 固執が、「モル・マ ギ イの唄」 にお い ては見 られない。語
り手 の女性 の語 る悲劇的場面 とその背景 にあるアイルラン ドの土俗的習俗 は色濃
い ものがあるに もかかわ らず、地名が出て くるのは女性 の故郷 Kinsaleだ けであ
る。 この、例外的に地名へ の言及が少ない とい う作風 は、 イェ イツの著作 を読み
なれて い る読者 には一つの錯覚― イェ イツの地方、つ まりは ス ライ ゴーー帯 の風
景描写 を自然 なもの として受 け取 っている読者が 「モル・マ ギ イの唄」 を読めば、
地名に言及 されてい なければ ス ライゴーの風 景 であると解 して しまう一 を招 くも
の となる。読者が このよ うな錯覚 を引 き起 こ して しまうのは、冒頭 に述べ た とお
り、地方 を語 ることによつてアイルラ ン ド固有 の民族性 とそこに生 きる人 々の精
神的 自立 を目指そ うとするイ ェ イツが特 にスライゴー とい う場所 に重 きを置 いて
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創作 したか らである。詩集 『十字路』 中にお い て ス ライ ゴー周辺 をうたった土着
性 の濃 い詩作 品に混 じって「 モル ・マ ギ イの 唄」 はあ り、他 の詩 のスライ ゴー的
世界観 の 中で完結 しうる作 品 となって い る。 しか し実の ところこの詩「モル・マ
西部 のスライゴー近辺 ではな く、イェ
ギ イの唄」 の創作上 の舞台 となった場所 は、
イツー家が一時期 を暮 らした、 ダブ リ ン郊外 のホース (Howth)と い う小 さな港
町なのである。今ではダブ リン近郊の風光明媚 な リゾー ト地 として発展 してい る
ホ ース も、イェ イツが住んでい た当時は詩中にお い て語 り手 の女性が言 うように、
主 な産業 とい えばニ シ ン漁 とその塩 漬けの生産 くらい しかない アイルラン ドの典
型的な貧 しい港町であ った。 そ してそ うした風 景 はイェイツの

(ス

ライゴー・ イ

メージ)の 中に取 り込 まれ集約 されてい く、アイルラン ド地方部の風景の一つで
ある。口承文学 の文化 と自然 と調和 した前近代的風景が色濃 く残 るスライ ゴー と
い う地名が、詩人イェイツの考 える完成 された “
帰 るべ き故郷 "と い う語 の取 り
得 る最大限の意味 を持 ってい る ことは確 かな ことだが、 このホース とい う土地 も
一 人のアイルラン ド人 としての青年 イェ イツの 日々の記憶が十分 に固着 された場
所 であることもまた確かである。 しか しなが ら、独立国家 とその 国民 の精神的支
立 ち返 る場所〉 を創 出 しなければならない とい う課題 に
柱 にあるべ き普遍的な 〈
対峙 した詩人 イェイツとしては、ホース はスライ ゴー を超 えるほ どの普遍的な詩
的喚起力、あるい は国家的表象 を持 ち合わせてはお らず、詩題 として うたわれる
べ き場所ではなか ったわ けである。色濃 い土地描写 に満 ちた この「モル・マ ギ イ
の 唄」 の 中で、ホース とい う、イェイツの限定的な、個人的な記憶 の残 る地名 に
言及 しなかった ことは、アイル ラ ン ド民族 の精神的独立あ るい は統 一の要 となる、
民族 の歴 史や文化 を ドラマ テ イックに表象す るに足 るバ ックグラウン ドがなけれ
ばな らない とい う点 にお いて、ホース とい う地名 が持 ちうる民族的喚起力 の 限界
を示 して い る。 しか しそれは同時に このホース と対 の関係 にある土地、 イェイツ
が彫 り出 した「 ス ライ ゴー」 とい う仮面 の彫 りの深 さと強 さを物語 って もい る。
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『谷間の蔭』のジェンダー・ポリテイックス
岩 田 美 喜
J.M.シ ングに対す る伝統的な批評観は、W.B.イ ェ イツにその多 くを負 ってい
る。だが、 イェ イツの描 く「個 々人の洞察には長けて い るが、政 治信条には無頓
着な孤高 の芸術家」 とい うシ ング神話には、近年見直 しが図 られて もい る。た と
えば RJ.マ シューズは、 シングをノンポリととらえる批評は、 イェイツらが作った色眼
鏡を通して形成されたものだと主張 している。

20世 紀初頭 のアイルラン ドにお いては、
独立運動 と絡 んで「国民演劇 とは何か」
とい う議論が盛 んだった。その よ うななか、 シ ングの 『谷間の蔭』 (動
αあ ″
`勧
｀
・
・ゴ
ー
ー
ー
グリフイスやモ ド ンといった同時代人か ら、
げ 滋θCた″,1903)は 、ア サ
「アイルラン ド性 を無視 した大陸 ヨーロッパ 的 な芝居」 として批 判 される ことに
なった。 だが、『谷 間 の蔭』 の ノラ・バ ー クは、 じっさい は 『人形の家』 の ノラ
のよ うな「 自由な女」 ではない。寂 しい ウイク ロ ウの谷間で 日夜孤独 を託って い
る ノラは、結婚 に も男性 にも絶望 してい る。 彼女 は決 して (夢 見るお人形 さん〉
などではない。 マ イケ ルの気楽 な求婚に対 し、
「 自分 もす ぐに老 い るのに」と答 え、
羊飼 いパ ッチ ・ ダー シーの死の有様 を行 きず りの 浮浪人 と語 り合 う彼女 は、 自分
を取 り巻 く全てに 〈
死〉 を見て い るのだ。
老 い〉 と 〈
いわば、 ノラ ・バ ー クは精神的には 『海へ 騎 り行 く者 たち』 (R滅秀

みθ&α

,

"′

1904)の モー リャ同様、全てに疲れ切った老 婆 で あ り、彼女 には 自ら何かを決断
する気力す ら残 されてはい ない。テクス トを丹念 に読めば分か ることだが、ノ ラ・
バー クは 自由を求 めて 自ら家 を出て行 くのでは な く、あ くまで もダ ン・バ ークに
よって出て行か されるのである (例 えば、 ウー ナ ・ フロー リーは、この場面 とア
イル ラ ン ドの小作民が受けた追 い立ての様子 との類似性 を指摘 してい る)。 そ し
て、『谷間 の 蔭』 と『海へ騎 り行 く者たち』 を結 びつ ける何 よ り重要 な点は、 こ
うした不安 と力 に晒 されてい る人物が、常 に女性 で あるとい うことだ。
前述 の フロー リー によれば、 この側面が これ まであ まり論 じられて こなか った
のは、 この点に向 き合 うと、植民地主義によって抑圧 されるアイル ラ ン ドの内部
で、 さらに男たちに よって抑圧 される女性存在 に も向 き合 わねばならな くなるか
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らだ とい う。 さらに、 どちらの戯 曲にも「ノラ」や「マ イケル」 といった平凡 な
名前 ばか りが登場する ことは、 ノラやモー リヤの悲劇が、決 して個人的なもので
はな く、アイル ラ ン ド女性 のおかれた普遍的な状況 を表 してい るか らだとも指摘
して い る。 つ ま り、『谷間の 蔭』 は大陸 ヨーロ ッパ の芸術運動 にかぶれたノ ンポ
リ劇 などではな く、真摯に政治的なメッセ ー ジを訴 えかけてい るのである。
こ うした新 しい シ ング像 は、現代 アイルラ ン ド文学にも生か されて い る。ジ ョ
ウゼ フ・オ コナー の 『ゴース ト・ライ ト』(Joseph O'Connot abs′ 夕g″ ,2010)は 、
シ ングとその婚約者 モ リー・オール グッ ドを扱 った小説である。 この作品中では、
シ ングが 『西の国の伊達男』 を執筆 してい た時期 に、彼 とモ リーは一 ケ月間二 人
だけで休暇 を楽 しむ設定になって い る。二人はウイクロ ウのシングの地所 にある
コテー ジで暮 らすのだが、シ ングは自分 の執筆や人間観察に夢 中にな ってモ リー
をほ とん ど顧み ない。 さらにある晩、シ ングが ダブ リンに外泊 し、モ リーが孤独
な夜 を過 ご して い ると、シング家 の元テナ ン トがや って来て、白ペ ンキで壁 に「追
い立て人は出て行け。さもない とひどい 目に遭 わせ るぞ」とい う落書 きをするのだ。
自らを浮浪者 (Tramp)に なぞ らえたが るシ ングが、現実社会にお い てはむ し
ろ追 い立てを断行する地主であったことを知 らされ、モ リーが'I号 然 とす るこの場
『谷間の蔭』のパステ イー シュになっている。 しか し同時に、
面 は、
言 うまで もな く
この場面 は近年 のシング劇 におけるジェ ンダー批評へ のクリテイークに もな って
い るのだ。近年 のジェンダー批評 におい ては、批 判 される ことの多 い イェ イツと
『ゴース ト・ライ ト』
は対照的に、シ ングは好意的に解釈 される ことが多 いの だが、
は、シング作 品に表象 されるジェンダーの 問題 は、単なる「良 い/悪 い」 の二項
対立 で論 じられる ものではな く、 もっと複雑 なのだ とい うことを示 して くれてい
る。批 評 と文学 テクス トとが相互作用 しなが ら、 さらに突っ込んだ議論の場 を生
み出 して い るとい う点 で、シ ング作 品のジェ ンダー論 は今、実に興味深 い批評空
間にな っているのでは ないだろ うか。
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Vワ トキンズのイェイツ訪 間と D。 トマス
太 田 直 也
ウェールズの詩人ヴァーノン・ワ トキ ンズ は、1938年 にダブリンを訪れ、 イェ
イツとの面会 を果た した。その時にワ トキ ンズが何 を問 い、イェ イツの日か ら何
が語 られたのかについて、詳細 な記録は残 っていない。 また、イェイツとの面会
の後、 ワ トキ ンズはデ イラ ン・ トマス を訪 ねて い るが、二人の間で交わされた会
話 につい て も伝記等 にはほとんど何 も記 されて い ない。 しか し、イェイツに敬意
を抱 い て い た二人の若 い詩人の間でイェイツの様子が語 られたであろうことは想
像に難 くない。
イェ イツ との面会が 自らに とって意 義深 い ものであったか を示す よ うに、後
にワ トキ ンズはイェ イツに関 して数篇の詩 を著 した。特 に Veats in Dublin― In

Memory of W.B.Yeats'と 題 した一 篇 には、詩 の あ りようや詩作態度 に関 して、
時 には若 い詩人た ちへ の助言 としての、 また時 には自らの回想 としての イ ェ イ
ツの言葉 が断片的 に記 されて い る。その 中 で ウェ ールズの若 い詩人 たちの作 品
を読 んだ とイェ イツは語 っているが一 ワ トキ ンズは イ ェイツにウェールズの 詩
人たちの詩が掲載 された紙誌 を郵送 して い た一 そ の 中には、当然、 トマスの詩
も含 まれて い たであろ う。実際、 `“ Thc young poets,'he pcats]murmured/`TOil
t00 much.They lay/SOmething On their table,/And dissect,and wearit away/Till

ng butthc gntis ler'と い う件 りは、 執拗 なまで に語 の選 択や作 品 の 改訂
An image
にこだわ り続 けた トマス を想起 させず にはおかない。勿論、それは “

nO

stands On carmarthen sands/with the black birds overhead.''と

tspeciaHy when the octObcr wind'で

い う行が トマスの

歌 われて い る情景 に酷似 してい ることに起

因す る もので もある。 では、仮 にワ トキ ンズか ら聞い てい たとしたならば、イェ
イツの この ような言葉は トマスにはどの よ うに響 い たのであろうか。
ワ トキ ンズの イェ イツ訪間の年の暮れに、トマスは

`OnCe it WaS C010ur OfSaying'

と題 した短 い詩 を脱稿 したが、 この作品 は トマスの詩 のスタイルに変化 が見 られ
る ものであ り、詩 人 としての ターニ ングポ イ ン トとなった とも言 える もので あ
る。そ こで彼 はそれ までの自らの詩を否定 し、詩人 として言葉 との内的な格 闘を
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いかに展開すべ きなのか とい うことに加 え、それが外的現実 と向 き合 う自らにい
かなる影響 を与 えるのかを歌 ってい る。初期の作品にお いて トマスが 自己の 内的
現実に重 きを置 き、他者や外的現実にはほ とん ど眼 を向けなかった とい う事実 を
一 見 イ ェ イツの `A Coat'を 思わせ る トマスの作品が 1938年 に記 され
鑑みる と、
たのは、 まった くの偶然 だった とは思われない。
`Once it was the c010ur Of saying'が

トマ スの現実 へ の視線や詩作態度 の変容

を宣言す るものであることは比較的容易に読み取 れるが、い くつかの疑間が生 じ
ιに収録 されたのか とい う ことで ある。
る。 まず、なぜ この詩が 動θMα′グ んοッ
実は この詩 の草稿 は 1933年 に既 に書かれて い るのであるが、前述の通 り脱稿 は

1938年 の冬 であ り、詩集 の出版 は 1939年 である。草稿 を書 いてか らの約 5年 間、
なぜ トマス はこの作 品を発表 しなかったのであろうか。 また、何が この よ うな詩
作 に対する心情の変化 をもた らしたのか とい うことで ある。 トマスが 自らの詩 の
最大 の特徴 とも言 える、 しか も自らにとっては最 も意味 の ある、言葉 の多層性 ヘ
のこだわ りを抑制 しようとしたのはなぜ なのだろ うか。
発表 してい た作 品に関す る様 々 な批判 を浴び、それ らに反発 してい た とはい え、
トマス 自身 も自らの「 自閉症的」 な詩の限界 を感 じて い た。そ して、後の諸作品
に見 られるように、 自らの外 の現実 を見る こと、真実 を語 る勇気 を持 つ ことを意
識 し、不要 な装飾 を避 けて曖味 さを排除する ことを念頭 に置 くようにな ったので
ある。それを「後押 し」 したのが イェ イツの言葉 だった とは考えられないで あろ
うか。 もちろん、作 品 の内容 が完全に一致 してい るわけではない とい う事実か ら
して、イェ イツが `Oncc it was thc colour of saying'

を書かせたとまでは言えな

いが、 ワ トキ ンズ を通 じて語 られたイェ イツの言葉 な しに、 この詩が脱稿 される
ことは なか ったでは なかろうか。
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peacOck… blue"の 世界
Wo B.イ ェイツの “

高 橋 優 季
イェ イツ (W.B.Yeats)が 作品に多用 したモチーフに、
鮮やかな青や緑 か らなる、
孔雀 とそ の色 彩があ る。 その色彩感覚 は、彼 の 中で早 い時期 に形成 された と見
られ、 イ ェ イツが 10代 か ら 20代 にか けて居住 した Bedお rd Parkが 、そ の 手が
か りとなる。既 に指摘 されているよ うに、そ こで若 い イェイツは Winiam Mo

s

ら芸術家 た ちと交流 を持 ち、その経験 は、 後 の文芸創作 に多大 なイ ンス ピレー
peacock―
シ ョンと な り続 けた。 当時 の人 々の 服 装 や建築装飾 を、 イ ェ イツは “
blue''と

表現す る。そ して同時期の Arts and Cra■ s運 動 にお い て よ く知 られ る、

WiHiam Morisの 壁紙や Winiam De Morganの タイルに多用 されたのは、実際に
青や緑 の顔料 だった。
こ うした「青」か ら受けた強い官能的印象があ る一 方 で、その色に対す る審美
的な意義 づ け も、若 い イェイツには重 要 なものであ っただろ う。孔雀 の羽根 の も
つ 「象徴的」 で「錬金術的」な意味作用 をめ ぐる技巧や知識 と、 自らの美意識 の
形成に も根 ざした色彩 へ の深い憧憬 とが、 イェ イツ個人の想像力の中で、孔雀の
表象 を特権化 していったのではない か。だか らこそ、 自身の作品の 中に再三孔雀
のモチーフを登場 させ、そ こに独 自の色 彩世界 を展開 し、独特の意味 を生み出そ
うとしたのではないだろ うか。この ような問題意識か ら、イェ イツの作 品に見 ら
れる孔雀 とそ の色彩 のモチ ー フについ て、彼の伝記 と同時代 の装飾芸術 との 関連
と合 わせ、一 つの読 み解 き方を探 ってみた。
は じめに、Bedbrd Parkで のイェイツの思 い出を検討 した。イェイツは 1879年 、
For years Bedお rd Park was a Юmantic
初めて この 地域 に移 り住 んだ時の ことを “
excitcment"と 回想す る。同時期 の居住者 Caminc PissarOの 絵画、MoncuК Conway

や Ph

s Austinの 著作 をもとに、
街路 を彩 る植 物 な
当時 の Bedお d Parkの 街並み、

どを通 じて、10代 の イェイツが過 ご した環境 を具体的に考察 した。 また、Bedお rd
Parkの 中心的な建築家 で あ つた Normm

Shawが 手掛 けた建築様式 “
Queen Ann

Rcvival''や 、Aestheticismの 象徴的 モチーフで ある と共 に Bcdお d Parkの シンボ

ルで もあ った ヒマ ワリの栽培や装飾 も考察 に加 える ことで、10代 のイェイツの
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感性 を育んだ環境が、 レンガの赤、窓枠 の 自、樹木 の緑、そ して ヒマ ワリの黄色
とい う よ うに、色彩 の コン トラス トが鮮やかな環境であったことを検証 した。そ
の上で 、Bedお d Parkに お い て青色が人 目を引 きつ けた こと、 さらに当時 の染色
技術上 の 問題 より、青色の装 飾 は貴重で、特別な存在 で あ った と考え、次 に、青
色 の装飾芸術が、 どの ように Bedお rd Parkで 見 られ、それ らに対 して イェ イツの
感性が どう応 えたか を検討 した。
grα′″ぉ の う ち、Bcttd Park時 代 の 回想 に は、
イ ェ イ ツの 自叙 伝 Иαわらブ
ο

Morrisの 壁紙や Dc Morganの タイルで 自宅 を飾る ことへ の強 い憧れが描かれて
い る。 さらに、それ らの室 内装飾 の色彩 につい て “
peacock― bluc"一 色 のみが 繰
り返 し記述 されてい ることか ら、イェ イツの意識にはこの色が他の何 よ りも鮮明
な印象 を残 してい ると考えられ る。Bcdお d Parkで は実際、 これ らの装飾工芸が
非常 に人気 であつた。Momsと De Morganは 、 この 頃、各 自が専 門 とす る装 飾
美術 の生 産 ・販売 を展開 した仲である。彼 らの作品に濃 い青色が多 く見 られるの
は、 この 時期以降である。 イェイツが Bcdお rd Parkで 見た青色 の芸 術 品 に強 い
印象 を持 ったことと、 この時期 の青色 の芸術品の増加 には、それな りの相 関関係
があっただろう。
イ ェイツは Aesthetic Movementの 全盛期 に相当す る時代 を Bcdお rd Parkで 過
ご し、そ の 中 で確 実 に “
peacock― blue''の 装飾 を見 て過 ご した こ とを確 認 した。
そ して、Rο sα Иた力劉 たα (1897)を 主 な例 にとると、 イェイツの作品 の 中で、 そ
の青色が特別な存在 となって、主人公 の意識 の陶酔感や1光 惚感 を一つの神秘的体
験 として描 いてい ることがわかる。
さらにその色彩 には、生 きて い る孔 雀 の動的な広が りも見 られる。次 に James
Mo Whistierの Pcacock Roomを 紹介 し、それに対す る Lady AКhibald CampbeH

の評価 と、イェイツの作品中の記述 を比較 した。そ うする ことで、工芸品の静的
な単 一 色 にとどまらない青が、生命 の躍動感 を持 って Rθ sα И′
勧ι
″たαの中に描
かれて い る事 を確認 した。彼が この作 品 を書 く際に、Whistlerの Pcacock Room
を参考 に したか ど うか、定か では な いが、実際 イェ イツは Whistlerの 絵画 を好
んで い て、その中にフラ ンス象徴 主義の要素 を汲み取 っていた。 さらに、絵画や
詩作 に関する自論 を展開す るのに、Whistlerの 色彩の調和や工 夫 に何度 も触 れて
い た。 そ うす る と、 イ ェ イツの作 品 に も Whistlerに 通 じる要素がある とい う推
測 も可能であろう。
イェ イツは、様 々 な宗教文化や神秘思想 に も深 い知識 を持 っていたか らこそ、
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孔雀が持 つ 多様 で重 層的な象徴作用 を自身の作 品 の 中に取 り込 んだことだろう。
そ うした多様性 の一 つ として、そこには自らが青春時代 を過 ご した Bcttd Pa薇
へ の遥かな憧憬が潜 んで い る、 この よ うな見方 も、イ ェイツの作 品の解釈 の一つ
にな り得 るか もしれない。
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風 の迷宮 :死 と再 生の螺旋
石

川1 隆

士

W.B.Yeatsの 「 も
研究テーマ「風の詩 学 :竪 琴 と螺旋」の一部 を成 し、
本発表 は、
つ
labyrinth of the
うひと の螺旋」 を Nineteen Hundrcd and Nineteen'に おける “

wind'の 修辞 の 中に考察す ることを目的 とした。
`The second Coming'が 典型的に示 して い る通 り、螺旋 は Yeatsの 後期作品 に
おける中心的修辞 である。 しか し厳密 に言 えば、彼 の詩的 表現 の 基盤 となる彼
の神秘主義的思想 の元 シンボルは、二 つ の交差す る螺旋錘 である。例 えば `The

Sccond Coming'で 表現 される螺旋錘は表面的には単独 の もので しかな く、他方
の螺旋 の存在が問 われなけれ ばならない。
Yeatsの 二重螺旋錘 の特徴 は互 い に反作用す る要素間の 緊張 関係 にある。`Thc

second coming'を そ のまま引 き合 い に出せ ば、統御 を失 いつつ展 開 されてい く
“
rough beast''が
widcning gyだ 'の 対立項 として、胡乱 なる存在感 を主張す る “
Юugh
指摘 で きよう。 つ ま り、二重螺旋錘の持 つ 緊張関係 を基盤 とすれ ば、その “
bcast''を 現 出せ しめ る見 えざる力 としての、 もう一 方 の螺旋 を想定す ることが

で きるので ある。
この見えざる螺旋 は逆巻 く風 として `Nineteen Hundred and Nineteen'の 喧騒
の 中にその姿 を隠顕 させ る。その最 も明確 な修辞が “
laby nth of the wind''で あ
る。 とい うの も神話学者 K霞 l Kerenyiに 寄れ ば、迷宮 の原義 は螺旋 とい う形象そ
の ものか ら導 き出 される ものであ り、迷宮 と螺旋 は不可分 とい えるか らである。
この “
laby nth ofthe wind''は 同詩篇にお い て、隠遁者が 自ら創 りだす迷宮 と対
を成 してお り、その両者 にお い て、生成 と解体 とい う緊張関係 が成立 してい るこ
とは明 らかである。
Nigel Pennickが 分類す る通 り迷宮 には 2種 類 あ り、一 方 は 1本 道 の もの、 も

う一 方 は枝分かれす る複数 の 道 を持 つ ものである。Hemlann Kemの 定義 によれ
maze''」
ば “
1あ y nth''の 原型 は前者 にあ り、後者 は遊 戯用 に発達 した「迷路 “
である。 つ ま り本来、迷宮 とは一 本 の決 め られた道 を通過す るため、 目的地には
必ず到達する。 もし迷 いがある とすれ ば、右 に左 に遺巡 させ られるそ の道程 自体
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で あ り、その邊巡 を現出せ しめる軌跡 としての螺旋がその 道程 に本質的な意味を
与 えるのである。
しか し、 判abynnth''と い えば ミノタウロス とテーセ ウスの話が もっと も有名
であ り、そのエ ピソー ドの 中では明 らかに “
1め yrinth''は 方向 を失わせる 目的 を
持 ってお り、テーセウス はア リア ドネの糸によってかろうじて脱出することがで
きたのでは なか ったか。 しか しなが ら Hans Peter Durrは こ うした父権 中心的な
解釈はギ リシヤによって もた らされた ものに過 ぎず、それ以前の文明 との仲介的
役割 を持 つ クレタにおいては多分 にギ リシャ以前の観念が残 ってお り、それ こそ
lめ yrinth''の 原初的 な意味 を保持 してい るのだ と主張す る。 まず牛は忌避す
が “
べ き怪物 な どではな く聖 なる動物で、一 方 “
1島yrinth''と は地 母神 の子宮 で、聖
なる生 き物が、生命 の根源 で一旦 自らの役割 を終 え、そ して新 たなる生 を得て再
生する。その生 命の根源的な ドラマ が象徴化 された場が “
labynn "な のである。
したがって、パ ー シパエ ー と雄牛 との交わ りによる ミノタウ ロスの 出自も、 日
を背けた くなるような禁忌 の極み ではな く、死 と再生の ドラマ の一 部にす ぎない
のである。 こ うした原始的 な地母神崇拝 に対 す るア ンチテ ーゼ としてのギ リシャ
の英雄崇拝が、その聖 なる循環 を卑 しき物 語、 “
Sex‐ and― C

mc― Geschichte(性

犯

罪 の物語 )"に 読み替えて しまったのである。
そ してその死 と再生 の 循環 の ドラマ は、螺旋 によって演 じられ る。実の とこ
ろ、神話 に歌 われた “
labynnth''が どこにあったのか特定 されて い ない。そ もそ
もダイダロスが本当にその構造物 を作 ったのか さえ不明である。 一方 で螺旋 をか
た どった “
1島 yrinth''は 世 界中 に遍 在す る。その意味 で Karl Kcrcnyiの 、螺旋が
迷宮 に先立 つ とい う指摘 は正 しいの か もしれない。迷宮 とは多分 に観念的な存在
であ り、死 と再生の循環 の シンボルなのである。
Ycatsの `Nineteen Hundred and Nineteen' における “
labynnth ofthe wind''は 破

壊的な意味が前景化 されて い る。それは上述 した通 り同詩編 にお い て隠遁者 が 自
ら作 り上げて きた迷宮 を無効化するような働 きをする。 しか しなが ら、その破壊
は次なる循環 に向けての再生 を確実に手 んでい る。それは ミク ロ的にはアイル ラ
ン ドの歴 史の転換 とも重ね 合 わせ られるが、 よ り大 きな流れ としては、ギ リシヤ
以 降の父権主義が中心的 な役割 を担 って きた社会構造がそ の役割 を終 え、地母神
崇拝 にあるような循環的な構造 に転換 し始め、その歩みを着実 に しつつ ある現代
を予見 して い たかの様 で興味深 い。
本発表時 に コメン ト、質問 をして くださった皆様 に心 より御礼 を申 し上げたい。
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*本 発表 は、平成 21年 度福原記念英米文学研究助成基金の研究課題「風 の詩学

:

竪琴 と螺旋」の研究成果 の一部であ る。同基金か らの研究助成に感謝 申 し上げる。
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書評》
《

伊藤 宏見 著
『存 在 の統 一 一 イ ェ イ ツの思想 と詩 の研 究』
(文 化書房博文社、2007年 、574頁 )
小 堀 隆 司
『イ ェ イツの思想 と詩 の研究』 とい う副題 を擁 して書かれた本書は、その タイ
トルにあるように「存在の統 一」に焦点 を絞 り込んだ 6章 か ら成 る大部な著 とし
てすで に数年前 に出版 されてい る。その「は しが き」で氏は「存在 の統一 」が「東
洋人 の持 つ 、一種 の禅観 で ある ことに、共鳴 し」、そ こには「東洋人的な る思 惟
」 さらにそれが「東洋人の思惟方法、そ の も
方法が含 まれてい ることに気 付 き、
ので あ る とさえ気付 くのである」 (1頁 )と 述 べ て執 筆 の動機 に触れて い る。 氏
は また「存在の統一」に関するイェ イツの「文学的な理論」、「芸術上の論理」 に
これ まで注 目して きたが、詩作品にもそれ を見届けようしてい る。問題の「言葉
その もの を見出す訳ではないが」、「 イェ イツ自身の「生 きた証 し」 としての、そ
の生 涯が意味する「存在 の統 一 」を発見すべ く、
彼 の最晩年 の詩篇三つ につい て、
さ ぐって 見る ことに したのである」 (2頁 )と 記 して い るよ うに、氏の言 う「存
在 の統 一 」に関す るイェ イツの 「理論 ・論理」 と「存在 の統一 」 の看取 さるべ き
イェ イツの詩作品 とが本書 にお いて採 りあげ られる。
第 一 章「「存在 の統 一 」 の諸様相」 は 37に 及 ぶ小見出 しを配 して様 々な角度か
らその位 置づ けを試みてお り、それは イェイツ 自身の言葉 は もとより仏教思想や
占星学や古代 ギ リシア及びイ ン ド思想 をパ ースペ クテ イヴに して照明を当て よ う
として い る。思想 とい う射程 のなかで「存在 の統 一 」 を捉 えて さらに第二 章「 三
つ の 詩篇 イェ イツの人生 に於ける「存在 の統 一 」」では『曲馬団の獣類 を逃がす』
と『男 と街』 と『クフー リン供養』 を具体 的に採 りあげ問題 の在処 を求めて論証
を推 めて い る。「存在 の統 一 」はやや もす れば抽 象的な言説 をもって説明 されが
ちだが、抽象 と同時に具象 を要請 して初 めて事 の真相 が明 らかになると考 える氏
は、「存在 の統 一 」 とい う抽象的な もの を真 に見極めるためには詩作品 とい う具
体的な もの をもって初 めてそれが可 能 となる と信 じてやまない。以下、第三 章「『碧
瑠璃』 に見 る東洋的 なる見立ての世 界 と「存在 の統 一 」」、第四章「「環」 と「存
「存在 の統一 」― エ リオ ッ トの場合」へ とつづ き、最 後 の
在 の統 一 」」、第五章 「
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第六章 「存在 につい て一 哲学 か ら見た「存在 の統 一 」― 」 で本書 を開 じて い る。
全体 を概観 して思 うに「存在 の統 一 」に関す るイェイツ自身の言説があ ま りに
少ない ためその所在 が明 らかにされない まま、 い きな り氏 の結論 らしきものが先
行 してい て しか もそ の論拠が示 されず、説得力 に乏 しい一 面 は拭 えない。当然 に
収敏 されて い くはず の「存在 の統 一」 とい うテ ーマ は、たぶん比較の積 もりだろ
うが、気 づ け ば他 の 問題圏へ と移 行 ・霧散 して しまい着実 な考察が積み上が らな
い うちに、早 くも、「 この点が 「存在 の統 一」 を表 して い るのである」、 といった
ような指摘が繰返 し行 われてい る。まずは第一 章「 (1)Cosmic Visionと 霊性」で「存
在の統 一 」 を実現 し得 る生の方位 につい て述べ た 『幻想録』 (1925年 版 )の 極 め
て重要 な一節 の引用 をもって本書が書 き始め られるところか ら、すでにその現象
はは じまる。

He who attains Unity of Being is some man, who, while struggling with his fate
and his destiny until every energy of his being has been roused, is content that he

should so struggle with no final conquest.
(1925)

lA Critical Edition of Yeats's A

Vision

,p.28)

「存在 の 統 一 」 に達成せ る人物 は、その生 存 の総 ての精魂の奮 い たつ まで、
己れの不幸 と宿命 に闘いつつ も、果て し無 い 闘争 にい どむを喜ぶ者である

()

訳文 を添 えた引用文 に触れて氏 は「その生 存 の総ての精魂 の奮 いたつ まで」 と
「果て し無 い 闘争 に い どむを喜 ぶ 」 とい う行為が 「 イェ イツの基本的な Cosmic
VisiOnで ある」 (10頁 )と 指摘 した まま、 さらなる言及 もな く、つづ けて 「存在

の統一 」をイェ イツは「必ず イメー ジとして把 えようとしてい る」(同 頁)と 述べ 、
言 う ところの「 イメー ジ」は「人間の生の本来的な働 きを説 きあかそ うとしてい
るのである」(10～ 11頁 )と その重要 さを強調す る。そ うして氏 は「存在 の統 一

]

は「 イェ イツの考 えた霊性」 もしくは「霊性 の発見」 (11頁 )と 連関す る と結論
「詩人独 特 の霊性発揮」 (12頁
するに至 る。 さらに 「霊性発見」は「霊性建設」、

)

に換言 されて い く。 さて、それに して も「霊性」 とは何 であるのか。それは「現
実 の世界に対す る深 い省察か ら生れ出るものである」 (22頁 )と 定義す るが、そ
の意味領野が展けて こない。 さらに氏は「詩人であるイェイツが、生活 に対 して
深 い反省 と洞察 を持 った ならば、必ず唯一絶対 の イメー ジを生み出す ことは必然
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であ って 、ここに Unity ofBcingの イメー ジを生み、
Cθ ′ ′
′
α′βο′
ッを創造す る」(同
“
頁)と 書 き連ねるが、
漠然 と拡散 して い る と同時に唐突 に過 ぎる嫌 い は否 めない。
Nor
た とえば、 その イメージと して `Among School Children'の 最終連 にある “
blear― eyed

wisdom out ofmidnight oil''を 採 りあげて「かかるイェイツの詠出 こそ、

イェ イツの霊性発揮 による「存在 の統 一 」 で ある」 (26頁 )と 言 い放 つ が、 この
飛躍 した読みに辿 るまでの着実な考察が ないのは読者 を路頭 に迷わ して しまう。
ところで引用 された 『幻想録』 の一 節 は「存在 の統 一」 を知るだけでな くイェ
イツの作 品 とも深 く通底 していて、 イ ェ イツ文学 の重要 な特色が刻み込 まれてい
るのは言 うまで もない。訳文中の「 その生存 の総ての精魂」、「不幸」、「果て し無
い闘争 _|と い う言葉 はオリジナルか ら遠 く離れた地点に着地 してはい まいか。特
with no nnal conqucst''に 対す る訳語 と思われるが、
に「果て し無 い闘争」 とは “
理解 に苦 しむ。
また第一 章 「 (6)二 律背反の苦悩 と Organicお ml」 の 冒頭で、い きな り「 イェ
イツは、人間の二 律背反 に苦 しむ ことをさけ よ う とす る」 (23頁 )と い う氏 の文
言 も事実か ら大 きく逸れて い る。「人 間 の二 律背反」 こそイェイツに とつて根本
的な生 の形式 にほかならず、それを逸脱 してはイェイツの作 品における生 の展開
はあ り得 ない。結論 とそれに至るべ き導入 とが混同 してい るのだろ うか、散見 さ
れる こ うした書 きぶ りは本書 の輪郭 をぼやか しかねない。
本書 における表記 に関 して言 う と、詩集 と一 篇 の作品の表記 に一貫性が な く一
冊 の 本 な のか一 篇 の詩 なのか、読者 は惑 わ されて しまう。引用 に至 っては原文
と訳文 の順序が 一 定 してお らず、 ときには地の文 に原 文 の訳が きて い て精読 の
妨 げ とな り苦難 を強 い られた。氏が綴 る 『ビザ ンチ ウム に船 出 して』`Sailing to
Byzantium'と 『ビザ ンチ ウム』 `Byzantium' は総 称 して 『ビザ ンチ ウム詩』 と
されて い るが、と きに「『ビザ ンチウム』詩」と表記 され文脈 によっては後者の『 ビ
ザ ンチ ウム』 とい う詩 を指 してい ることがあった。 また 『ビザ ンチ ウムに船 出 し
て』 の ある一節 は繰 り返 し引用 されて い る (166,182,182,205,363,452頁

)が そ

の都度訳文 が ちが っていて それ とともに意 味内容 も異 なってい る。『男 と研』 に
お い て (288,289,293,295,299頁 )も 然 り。 さらに指摘す る労は省 くが、 この事
態はたぶん、引用 して訳出する際 に新 たなイメー ジとなって 日本語が新たに浮か
んで きたためだろう と想像 される。それは筆 遣 い における自然な現れであるとも
考 え られるが、研究書 にあっては一貫すべ きであろ う。因みに一冊 の本 は英文 タ
イ トルをイタリック

(日

本語表記 は二重鉤括弧 )に す るのが習わ しではないの か
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(加 えて一篇の作品はその日本語表記 を鉤括弧にすべ きではないのか)。

必ず と言 っていいほど研究書 ・論文で俎上にのぼるこの人口に檜久 したイェイ
ツの「存在の統一」は、なぜか、その意味 ・概念においては精確な位置づ けがな
されてい ないかに思われる。「存在 の統一」 はイェイツの 目ざす究極の理想 とい
う枠組 みで専 ら扱 われ、たぶん敢えて再考する必要 もないかのようなキー ワー ド
として定着 してい る。それは 〈
存在〉 とい う言葉が日常語 として さして難解な意
味を帯 びずに使われ、またすでに言葉それ自体に付着 してお り、間うこともな く
自明の もの としてあ り、〈
存在〉をもって初 めて言葉が成立 していると考えられ
よう。氏 はそれを払拭すべ く最終章で改めて「存在」の位置をあ きらかにしよう
とその哲学の歴史を大雑把に纏めるが、その潮流のなかに「存在 の統一」をも位
置づ けようとしている。独自性 と普遍性 を兼備 した「存在の統一」に言及 して書
「存在 の統一」 とは、イェ イツの独 自なものなるが故に、彼の
かれた次の文言「
みの「存在 の統一」であっては、更に、意味をなさぬことと、筆者 は思 うのであ
る」 (504頁 )は 、主旨は推測できるが、「独 自なるものが故に」 とい う表現 には
一考す る余地が残 されているのではないか。一人の読者 としては 〈
独 自なるもの
い
にも拘 らず〉 と う意味に捉えて読んだ。 また「二極端の融消によって、両極の
存在 の無 を説 くもの として」 (508頁 )位 置づ けられる「存在の統一」には大 き
な問題 を残 していると言わざるを得ず、恐 らく、いわゆる二項対立の状況に対す
るその構造 と解釈にそもそもの問題が潜んでいるかと思われる。それは、たとえ
ばハ イデガーの「存在論的差異」を捉 えて氏が「存在 と存在者 の区別」 (516頁 )
と記 してい る大 きな離嬬に窺える。飽 くまで も両者を単純 にはっきりと分断す る
「区別」 ではな く、両者が反撥 と同時に重畳 を取 り込んだ相等性 に着 目してそれ
を「存在論的差異」 と命名 し「存在」解明へ の契機のひとつ として掲げられてい
るのではないか。
本書 の最後に氏が「存在の統一」における新たな問い直 しの必要を説いてい る
ように、願わ くば一読者 として、その研究の射程をもっぱら「存在の統一」に絞
り込んで論述 していこうとす る姿勢 はそのままに、微細なる考察を深 く期待 した
い。
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書評》
《

高松雄一編
『対訳 イェイツ詩集』
(岩 波文庫、2009年 、342頁 )

松

田 誠 思

異言語 の原詩 と日本語 の訳詩 を対応 させる形態 は、少 な くとも我が国では一般
読者対象 の出版物 として広 く流通 してはい ない。 マザ ー・グースや世界各地の民
謡、あ るい は聖歌の よ うに人口に謄久 した歌 は別 として、詩歌 の対訳版は外国語
学習の「教材」 に適 した ものを断片的に選んで作 られるのがふ つ うであろ う。 し
か し近年、十指 に余 る英米語 の詩人について対訳詩集が文庫 の形 で 出版 され、か
な り多 くの読者 に迎 え られてい ると言 う。『対訳 イ ェ イツ詩集』 がそ こに加 えら
れたのは、大 きな喜 びである。鈴木弘訳 『全詩集』 (北 星堂、 1%2)を は じめ、
い くつ もの訳詩選集が出てい るに もかかわらず、二 、三 のア ンソロジー ・ ピース
をのぞいてイ ェ イツ詩が幅広 い読者 を得てい る とは言 えない か らである。事情 は
英語圏の読者 につい て も言 えるようで、読みやす い詩は必ず しも多 くない し、 こ
の詩人には読者 に不安 な緊張 を感 じさせる「魔」的な ものがあるか らだろうか。
イェイツ詩のエ ッセ ンス を、限 られた紙幅の中で示すには、編訳者の詩人像に
基 づいて適切 な詩篇が選択 され、かつ原詩に含 まれる複雑 な意味の代替物 をで き
るだけ忠実に 日本語で再創造する、そのために必要 な解釈 の積 み重ね と表現技術
が求め られる。 これ ら編訳上の基本問題 につい て、
高松雄 一氏 はこう述べ る。「全
詩作品 380篇 あ ま りのなかか ら、 よ く知 られて い る 54篇 を選んだ。・¨初期か ら
晩年 にい たる詩的経歴 をい くらかな りともか い ま見 ることがで きるようにした。
対訳 とい う性格 上、訳文は直訳 を基本 としたが、訳詩 としての整 い に もで きるか
ぎり配慮 したつ もりである。
」(p.5)こ こに選ばれた詩篇 を通読 して浮かび上がっ
て くるのは、 愛やあ こがれの茫漠 とした心情 を象徴 詩風 に喚起す る 19世 紀末詩
人 (主 として「薔薇」や 「妖精 シー」 を歌 う詩篇)か ら、アイル ラ ン ドを中心 と
す る同時代の社会的現実 を直視 し、 これ を批判 しつつ 自己の存在 をどのよ うに定
位すべ きか を問 う詩人

(「

「内戦時代 の省察」な ど)へ 、
「一九一六年復活祭」
釣師」

さらには西欧文明 と歴 史 の文脈 の 中で、 より広 くよ り深 く人間の運命 と意義を省
察する詩人

(「

再臨」「一九一九年」「 レダと白鳥」「彫像」な ど)へ と、めざまし
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い変貌 をとげる詩精神 の脈動 である。
しか し編訳者が指摘 してい るよ うに、半世紀 に及ぶ イ ェ イツの詩作活動 には、
一貫 して変わ らぬ核心があ る。「変 ったのは語法 であ り視点 であ って、 詩人 の立
場そ の ものではない。」 (p.4)イ ェイツの詩的経歴 の特異性 は、先祖が もともと
英国か らの移住者であ り、典型的なア ング ロ 。アイリッシ ュの家系 と宗派 に属 し
なが ら、青年期 にアイル ラ ン ドヘ の 自己同定 を意識的 に選択 した ところにあ り、
また 19世 紀後半 に顕著 になった科学的世界観 にたい して強 い疑念 をい だ く一方、
家庭 の宗教 であるキ リス ト教 とも一線 を画 して、異端視 されていた近代以前 に遡
る諸種の「科学」「宗教」 を積極 的に学び、独 自の世界観 を構築 しようとした と
ころにあ る。 もう一つは、知性や合理主義 を重視す る同時代の強い趨勢 に対抗 し
て、生 と死 を切 り離 せ ない連続性 におい て捉 える立場 をとり、魂の死後生の問題
に異様なほ ど強 い関心 を終生持 ち続 けたことである。
詩人イェ イツの基本的立場は、本書 の巻頭詩「幸福 な羊飼の歌」 に明示 されて
「 サ ーカ
お り、中期 の「私 はそなたの主だ」か ら、最晩年の「 ビザ ンティウム」
スの動物 たちは逃 げた」「ベ ン・バ ルベ ンの下で」 まで、 さまざまの変容 を受 け
なが ら一貫 してい る。 一言 で言 えば、〈
夢〉 の批判的検討 を通 じて展開 された (夢
の詩学〉、あるい は詩的創造原理 としての 〈
夢〉 と定義 で きよう。 イェ イツにお
ける「夢」 (dream/κ vene/vision)の 用法 は、通常の語義では尽 くせ ない多義
的な含み をもってい て、心理学や精神分析学 における無意識の心像や、人間経験
を形成す る直覚的な能力 を指 して用 い られる場合 もある。最 も重要 な点は、西欧
近代 の認識論が排除 し、あるい は不 当に軽視 した認識 における個人個人の主観性
のユニー クな価値 を取 り戻す意志 の表明であ り方法 の実践 である ことだ。先に挙
夢 )に 言及
げたい くつ かの詩 にか ぎらず、本書 に採録 されたいかに多 くの詩が 〈
し、それ との 関係 にお い てその時 々の主題である生の実態 を提示 して い るかに読
者 は気 づ くであろ う。
この点 で惜 しまれるのは、紙幅の制約 によるのか、 イェ イツ最後の 〈
夢〉 と言
うべ き「黒 い塔」 (`The Black Tower')と 「慰 め られるクー フリン」 (`C∝ hulain

Comお rted')が 割愛 されてい ることである。 この二 篇は詩人の

(夢 〉が生 と死の
。
・
境界 をこえた領域 に及 び、過去 現在 未来 とい う通常 の時間の枠組 み をこえて

人間的生 を捉 えるヴイジ ョンとな っているか らである。 もう一点、高松氏 の 日本
語訳 は、平明達意 の行文 によって原詩の より深 い理解へ とわれわれを導 くが、 日
本語訳 だ けでは解 釈 しきれない難解 な詩句が原詩のかなめの位置にある場合、読
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者 は詩 の リズム だ け で は処理 で きな い もどか しさを感 ず る (た とえば “
The half―
“
“
read wisdom of daemonic images''[p.214]、
O Presences''[p.240]、
a plummet―

measuredね ce''[p.302]な ど)。 これ らの詩 旬 につ い て、可 能 な範 囲 で 注 釈 が加 え
られ て い れ ば あ りが たか った と思 う。
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書評》
《

萩原員一著
『イェイツ ー 自己生成す る詩人』
(慶 應義塾大学出版会、2010年 、95頁 )

藤 本 黎

時

詩人 イェ イツにとって詩作 と性愛が不可分 の関係 にあることは、晩年 のい くつ
かの詩篇 な どか ら指摘 されるところである。老化による肉体的衰 えか らくる創作
意欲 の減退 に悩み、枯 渇 した詩的想像力 を蘇生 させ るためには性的能力 を回復 さ
せ る必 要があ る と考 えたイェ イツは、1934年 4月 、当時流行 の 回春手術 、す な
わちシュ タイナハ 手術 を受けた。
著者 は、 ある研究書 の年譜 でその事実 を知 った とき、軽 い驚 きと奇異 の念 を抱
くと同時 に興味 を掻 き立て られ、詩人の作 品 とシュタイナハ手術 との 関係 に鋭 い
分析 の メス を入 れた アームス トロング (Tim Almttong,Mο ″
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のテーマ に取組 む ことになった と述べ て い る。筆者 も、戦後 間 もな く入手 した
力 αs′ Лο s(1951)の 序論 を読ん
″ グ′
`ι
`″
“
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詩人 の作品 とシュタイナハ 手術 との関係 は、い わば情感 の世界 と科学的事実 と
い う全 く相容れない関係 であ り、扱 い に くい テーマ であるが、著者が思 い切 って
そのテーマに取組んだ成果が本書 である。
「第 1章 シュ タイナハ手術」
「第 2章 単為生殖」
「第 3章 神聖授精」
本書 は、
「第

4章 斬首 /去 勢」 の 4章 か ら構成 されてお り、各章 の表題か ら本書 をとお して論
述 しようとしてい る著者 の意図が分かるで あろう。
第 1章 では、 医学的観点か らの先行研究 を踏 まえなが ら、 1920年 代 に流行 し
たシュタイナハ手術 とはどの よ うなもので あ ったか、 また、イェ イツが手術 に関
す る情 報 を入手 し、手術 を受けるようになった経緯 などが詳述 されてい る。
シュタイナハ手術 によって詩人の詩的想像力が回復 し、旺盛 な創作活動が可能
になった ことは、
後期 の詩 篇か ら明 らかであるが、それが実際に手術 の効果 であ っ
たか どうか は疑 間 とされている。今 日では手術 による治療効果は、心因的な もの
とされるのが大方 の 見解である。
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「精液 の経済」「精液 エ ネ ルギー」 とい う 19世 紀
シュタイナハ の 手術理論 は、
の生 理学的思想 に基 づい て、精液 を生殖ではな く生理学的エ ネルギー に転換する
ための医学的措 置 で あ った。心 身 の精力が減退 し、「 自己を改造 しなければなら
ない」 (`An Acre of Grass')と 決意 したイェイツが シュタイナハ手術 を受けた理
由を、著者は、「 自己授精」 (“ sel■ insemination")、 「 自己生成」 (“ sel,bege

ng")

が 目的で あ った としてい る。 つ まり、イェイツの作詩 とい う行為 をア ン ドロギ ュ
ヌス的 (両 性具有的)行 為 とみな し、手術 を受けた理由を単為生殖的な「 自己生
成」 のためだった との仮説 を立て、手術後の作品のみならず、手術以前 に発表 さ
れた『塔』(1928)以 降の作品にまで範囲を広げて「 自己生成」の イメー ジを探 り、
作品の詳細 な解釈 によって仮説 を論証 しようとしてい る。
先ず、ギ リシャ神話の最高神 ゼ ウスの「 自己生成」
単為生殖 を論 じた第 2章 では、
神話 を基に、詩の解読が試み られてい る。「ある劇 よ り歌二 篇」 (1927)の 第 1部
第 1連 で歌われてい る場面、すなわち、デイオニュ ソスの脇腹 か ら鼓動 してい る
心臓 を扶 り出 しギ リシャの最高神 ゼ ウスの もとへ 運 ぶ場面には、ゼウスの「 自己
生成」的な単為生殖の様子が暗 々裏 に描かれてい る としてい る。
また、「学童 た ちの間で」 (1927)の 第 2連 の有名 な プラ トンの比喩、「ひとつ
の卵 の殻 の 中の黄身 と自身」につい て、ゼウスや エ ロースの両性具有神話 を詳述
しなが ら、この詩行が 「 自己生成」的なア ン ドロギ ュ ヌス神話 を意識 して書 かれ
「 グレ ンダロ ッホの渓流 と太陽」 (1932)
てい ることを明 らかに してい る。 さらに、
の第 3連 「 いか なる ものの動 きが私 の 身体 を刺 し貫 く閃光を /放 射 したのであろ
うか。・・・ 自ら生 まれ、新 たに誕生 す るかに見 える これ らの ごと くに」 の詩行
について、か つ ての愚行 を思 い起 こ し後悔 して い る詩人が、突然閃光 に刺 し貫か
れて、自ら「 自己生成」す る存在 としての至福 の一 瞬 を経験 してい るとしてい る。
「神聖授精」 を論 じる第 3章 では、先 ず、 シュ タイナハ手術 を受けた 1934年 4
月以降に書かれ た 12篇 の連作詩「超 自然 の歌」(1934～ 35年 )の 中か ら第 2篇 、
第 3篇 、第 7篇 が俎上に載せ られて い る。
この詩 の執筆時期 に、 イェ イツが イ ン ド人の友人、 プロヒッ ト・ スワ ミか らヒ
ンズー教 の聖 典 ウパニ シャッ ドの奥義 を教示 された ことを根拠 に、第 7篇 「いか
なる魔法 の太鼓か」 の第 1連 の「彼」 (“ he")に つい て新 しい解釈 を試みてい る。
すなわち、「彼」 には両性具有 の シヴア神が投影 されて い る とし、 この「超 自然
的な父親」である「彼」は、「原初の母性」 (“ Primordial Motherhood")を 兼ね備
えた両性具有的 な父親 と解す ることもで きる としてい る。 この詩行か ら「彼」が
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「彼」を一種 のア ン ドロギ ュヌスとみ なし、
子供 をもうけた とも解 されるので、
「イェイッが 『自己授精』 を行 う両性具有的な『彼』 に自己を重ね合わせてい る
ようなふ しがある」 としてい る。
パ トリックを非難する」と第 3篇 「1光 惚の中のリブ」の中の「神
第 2篇 「リブ、
beget"と い う動詞が母親には用い られ
が神 をもうける」 とい う詩行 について、 “
ないことを根拠に、男性 としての「神」が「神」を産むとい う、神の単為生殖的
な「自己生成」 のイメージが歌われてい るとしてい る。
「乙女はそのつれない:l角
ソネッ ト「 レー ダーと自鳥」の末尾 4行 の修辞疑間、
」に
が 自分 を落 として しまうまえに /自 鳥の力 と知識 を身に纏つたのだろうか。
ついて、 トロイヤ戦争と壮大な文明の興亡が この 3行 の中に凝縮 されて表現 され
ているとし、「知識」を、ゼウスが 自分 の娘ヘ レネーが有名になることをもくろ
んで トロイヤ戦争 を引き起 こ したゼウスの「未来へ の意思」 と解 している。
「 トロイヤ
indtterent"に ついて、
さらに、
「つれない嘴」 と和訳を当てている “
戦争 とい う破壊 と創造の一大事件は、その原因を作 ったふた りの当事者に とって
」
は、『無関心』 でい られるほど瑣末なものにす ぎないとい うことになるだろう。
べ
と解釈 してい るが、そこまで深読みす きかどうかは意見の分かれるところであ
ろう。
「 自己生成」の仮説の検証が進 め
第 4章 では、戯 曲『三月の満月』 を中心に、
『サ ロメ』(1894)、 ギュ
られている。戯曲の成立の背景として、オスカー・ワイル ド
スターヴ・フロベール『ヘロデイアス』 (1877)、 「パーネルの葬儀」(1933)、 背教
者ユ リアヌスの新 プラ トン主義、植物神アッテイス、大地母神キュベ レー、アル
テミスなどを引 き合 いに出 しながら、さまざまな観点から行 われるこの戯曲の不
可解な筋 の謎解 きは、本書 のハ イライ トであろ う。
戯曲 『三月の満月』 は、単純な筋の寓意劇で、登場人物は、女王、二人の従者、
豚飼いの 4人 であ る。豚飼 いが進んで斬首を受け入れると、従者がその斬首され
た首に成 り代 わって歌を歌 うとい う、一見、異様で荒唐無稽なス トー リーに読者
は戸惑わされる。著者は、オスカー・ワイル ドの『サ ロメ』 でサ ロメ像が定着 し
たが、それに飽 き足 りない思い を抱 きワイル ドの作品を「完全な駄作」 と酷評 し
たイェイツが、ワイル ドの作品を大胆に換骨奪胎 してパロデイー化 したのが 『三
月の満月』だ としている。
著者 は、劇 中で豚飼 いが斬首 される直前 に女王 と交わす対話が、本書の主要
テーマである「 自己生成」を示唆 していると解説す る。すなわち、斬首された豚
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飼 いの血の一滴が「女」(女 王)の 胎内に入 って子供がで きた とい う台詞か ら「血 」
が比喩的に精 液 を表現 してい るとし、イェイッが 、斬首すなわち去勢、血す なわ
ち精液 とい う等式 を意図的に設 定 してい る としてい る。 さらに、F.A.C.Wilson

O物 なα″グルα″″ο″,19田 )の 新 プラ トン主義 の解釈 を援用 して作 品の寓意 を読
み取 り、豚飼 いが 自発的に斬首 (=去 勢 )を 受 け入れたのは、「作者 イェイツが
豚飼 い を犠牲神 ア ッテイス (再 生 を遂げるために自らの 身体 をイケニエ として供
す る神 )に 重ね合わせて造形 したからに他 な らない」 と解説する。
著者 は、斬首 され首だけになって歌 う豚飼 い に、詩の創作 のためには「 自己犠
牲」、す なわち、 シュ タイナハ 手術 とい う代償 を払わなければな らない詩人像が
投影 されて い るとして い るが、そこまで深読み をすべ きか、見解が分かれる とこ
ろであろ う。
多 くの批評家が言 うように、シュタイナハ 手術その ものが イェイツの肉体 に直
接何 の効果 ももた らさなかった として も、それによって詩人の詩的想像力が活性
化 し、創作意欲が増 した とすれば、手術が作 品にどの よ うな影響 を与えたか を考
究す ることは意 義 の ある ことで あろう。
本書 は、シュタイナハ手術 との関連 で、 イ ェ イツの詩作品に「両性具有」 によ
る単為生 殖的 「 自己生成」の意味やイメー ジを探 るとい う大胆 で意欲 的な試みで
ある。著者は、詩の意味 を一面的に深読み しない よう十分配慮 しなが ら慎重 に論
述 を進めてい るが、時には、詩句 の意味 を深読み して推測の域 に入 ったよ うな印
象 を受ける場合 もある。 これはシュタイナハ 手術 とい う観点か ら作 品を読み込 も
うとした特異 な取 り組み の成果であ り、見解 を異 にす る読者 もあるか も知れない
が、説得力ある作品 の解釈 によって牽強付会的 な印象 は免れている。
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Seamus Heaney
小 沢

茂
い
「『違 をともに生 きる』ために一 シェイマス・ヒーニーの民族的アイデ ンティティ」
『英文学研究支部統合号』vo1 3(日 本英文学会)pp

諏訪

364-368.

2011.1

友亮

「良心の共和 国にあ る空 白― 一九八〇年代半 ば以 降 のシェイマス ・ ヒーニー」
83

『英文学』vo1 97(早 稲田大学英文学会)pp.13‐ 23.
諏訪

2011.3

友亮

「愛 は私 を他者 へ と導 くの か ?― シェ イマス・ ヒー ニ ー の 女性 」
『ほらいずん』vol.43(早 稲田大学英米文学研究会)pp.69-63.

2011

Connoll"Ma■ in

“
Locating

Hcaneプ s Poetry:In■ uences and lnterests''

『鶴見大学紀要外国語 ・外国文学編』vol.48(鶴 見大学)pp■ 3‐ 30
吉津

2011.3

成久

「 ジ ヨイス とヒー ニ ー の 文学 に 関す る一 考察― 周縁 か ら普 遍 へ の 軌跡 を辿 る」
『梅光言語文化研究』vo1 58(梅 光学院大学国際言語文化学会)p,48‐ 69.

2011.3

Lafcadio Hearn
斉藤

延喜

「 ラフカデ イオ・ハ ー ン と「近代 の超 克」:幻 想光学 Ⅲ」
『同志社大学英語英文学研究』vo1 88(同 志社大学人文学会)p,59‐ 76.

2011.3

Spe■ et Linda Kinscy

`Lafcadio Hcarn's Lcgacy in Japan's Legend Clinlate:the lBlurnng of Folklore,
Mass Media and Literature'
『梅光言語文化研究』vol.2(梅 光学院大学国際言語文化学会)pp.18-47
松村

2011.3

有美

「ラフカデ イオ・ハ ー ンと トワイライ ト」
『大正大学大学院研究論集』vo1 35(大 正大学)pp.142-135.

2011.3

「ハーンの ジェーン・ オースティン論」
『へるん』vo1 48(八 雲会)pp.53-55.

2011

Roscn,Alan
`Lafcadio Hcanl and Cats'

『熊本大学教育学部紀要人文科学』vol.59(熊 本大学)pp■ 89‐ 198

84

2010.12

James Joyce
Sato TヽJobuo

`James Joyce's“ Ivyぬ y

m he Commttt R∞ m''l

Thc Fictionaliza

on ofC.S.Pamell'

『英文学誌』vo1 53(法 政大学英文学会)ppl-14
田村

2011

章

「ジェイムズ・ジ ョイス と視 覚 芸術 に関する研究序論―『ユ リシーズ』を中心 に」
『金城学院大学論集人文科学編』 (金 城学院大学)pp.52‐ 66.

2011

福 岡真知子
「 フランク・マ コー トとジェ イム ズ 。ジ ョイスー文学 と教育 の 間」
『こ ども教育宝仙大学紀要』 vol.2(こ ども教育宝仙大学 )pp.55-67.2011

Oscar Wilde
北 村 麻 由美
「 ワ イ ル ドの短 篇 に見 られ る タナ トスの 影 :ア ンデ ルセ ン との比 較 にお い て」
『サピエンチア』v。 1.45(英知大学論叢)"■ 75‐ 188.
河野

2011.2

弘美

`Ladyl内 41dc:An lrish Nationalist in London'

『エール』v。 130(日 本アイルラン ド協会学術研究部)pp.56-82.

2010.12

「 ワ イル ド夫 人 と『詩集』 (1864年 )」
『エール』v。 1.30(日 本アイルラン ド協会学術研究部)pp.188-190.
塚田

2010.12

雄一

「 感染 源 と して の 同性 愛者 一 オ ス カー ・ ワイ ル ドと大英 帝 国 の社 会 浄化 運動 」
『英文学研究支部統合号』vo1 3(日 本英文学会)pp.185-202.

2011.1

Nakamura Hibmi
`Oscar Wilde's“ The Fisherman and His Soula"and Zあ ιPた放″

句ectones ofa Soul'
『立命館英米文学』vol.20(立 命館大学英米文学会)p,35‐ 54

qFDO″ α″G′ αツ
:
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2011.1

藤澤 博康
「 オスカー・ ワイル ドと『ソネ ッ ト集』-1980年 前後 の ワイル ドのテクス トを
中心 に」
芸術 。文化』vo1 22(2)(近 畿大学文芸学部論集)pp.214‐ 196.
F文 学 。

そ

の

2011.3

他

伊藤 範子
・
Faith and Banville's Wnting'
『エール』vO1 30(日 本アイルラン ド協会学術研究部)pp.18‐ 37.
今 西

2010.12

薫

「アイルランド、アイルラン ド語、ブライアン・フリールの 「 トランスレーショ
ンズ』一 国と言語、言葉とコミュニケーション」
『人間文化研究』v。 127(京 都学園大学人間文化学会紀要)pp.5-33.
河合

2011.3

利江

「 ア イル ラ ン ド詩 の 現 在― 女性 詩 人の場合 」
F英 文学研究支部統合号』Юl.3(日

河野

本英文学会)".359‐ 3“ .

2011.1

賢司

「アイルラン ド演劇 を掘 り起 こす (10)ジ ョージ・ シールズ『山頂』」
『九州産業大学国際文化学部紀要』vo1 47(九 州産業大学国際文化学会)".1‐

".2010.12

「アイルラン ド演劇 を掘 り起 こす (12)シ ェイマス・ オケリー『浮浪女の子』」
『九州産業大学国際文化学部紀要』vol.48(九 州産業大学国際文化学会)pp.1-18.2011.3
Satake /ヽ kiko
`Tlle Case for the 1940s‐

50s lnsh Theatre:M.J.Molloy's Folk History Play'

『ことば・文化・コミュニケーション」v。 1.3(立 教大学)pp.73‐ 92.
道木

2011

一弘

`Yleats,Joycc and the Eastcr Rising:Tlcxtual and Contextual Signincancc of“
in

U.P.''

υケSι 6'

『外国語研究』vol.袈 (愛 知教育大学外国語外国文学研究会)pp.31-“ .
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2011.3

深 澤

俊

「『海 よ、海 』 を論 じる」
『人文研紀要』vo1 70(中 央大学人文科学研究所)pp■ -19.
藤本

2010

和子

「 ブ ライア ン・ フ リー ルの 『三 人姉 妹』一 言葉 の 問題 を中心 に」
『ノー トルダム清心女子大学紀要外国語 。外国文学編』vo1 35(1)pp.37‐ 54.2011
八幡

雅彦

「The Captain and the Enemy― Gcorge A.Binninghamと Graham Greenc」
『エール』v。 130(日 本アイルランド協会学術研究部)pp.195‐ 197.

2010■ 2

山田久 美子

「『監房』 (Cen)に おけるポーラ・ ミーハンの演劇的戦略」
『演劇映像学』Юl.3(早 稲田大学演劇博物館グローバルCOEプ ログラム)pp

337‐ 350

2010.3

山田 幸代
αの語 りに関す る一 考察」
「語 っているのは誰か ― D″αε ′
“
『愛知淑徳大学論集文学部・文学研究科篇』vol.36 pp 43-53.
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2011

日本 イ ェイツ協会第46回 大会 プ ログラム
2010年 9月 25日 (=L)026日 (日 )
:琉
会場
球 大 学 共 通教 育 棟 2号 館 205号 教 室
◆第 1日 9月 25日

(土 曜日)

9:30～ 10:00

受付

10:00～ 10:30

挨拶
日本 イェイツ協会会長
琉球大学学長
アイルラ ン ド大使

松 村 賢一
岩政 輝男
Brcndan Scannell
小堀 隆司
司会

氏
氏
氏
氏

米 須 興文
風 呂本武敏

氏
氏

斎藤

10:30～ 11:30 講演

魂 の響 き合 い― ア イル ラ ン ドと沖縄
司会
11:30～ 12:30 研 究発 表

12:30～ 13:30

ヒー ニ ー ・ カ ン トリー をめ ぐる詩作 品
ポ ップ・ カルチ ャーの 中 のW.B.Ycats
― C.Eastwoodと The Waterboysを 例 に
司会

徳彦

氏

片岡由美子
及川 和夫

氏
氏

昼食
総会

鈴木 哲也

氏

司会

13:30～ 14:30 研究発表

ス ライゴーヘ とつづ く道
― `The Banad ofMoll Magee'に おける土地性 の 問題 につい て
宮本 大介 氏
『谷間の蔭』 のジェンダー・ポ リテ イックス
岩田 美喜 氏
伊里 松 俊 氏
司会
14:40～ 17:30 シンポジウム

「1930年 代 の イ ェ イツ
rに おけるイェイツの危機意識 を中心 に一」
ー 0肩力θBο ″θ
司会 ・構成
山崎 弘行 氏
松 田 誠思 氏
萩原 員一 氏
18:00～ 20:00 懇親会 (会 場 同棟2号 館 100号 教室

)

司会

石川

隆士

氏

◆第 2日

9月

10:30～ 12:00

26日

(日

曜日)

研 究発 表
vワ トキ ンズの イ ェ イツ訪 間 とD.ト マ ス
peacock― blue"の 世界
W.B.イ ェ イ ツの “
:死
と再生 の 螺旋
風 の迷 宮
司会

太田 直也
高橋 優季
石川 隆士
海老澤邦江

氏
氏
氏
氏

12:00～ 13:00 :昼 食
13:00～ 15:50 ワー クシ ヨツプ

「アイルラン ドと沖縄 の子守歌

16:00

閉会 の 辞

― 背景 と構造 をめ ぐって一」
松村 賢一 氏
構成 。司会
菱川 英 一 氏
亘 氏
新城
佐野

90

哲郎

氏

編

後

集

記

◆ これまで 『イェ イツ研究』 の編集委員会には、編集委員会規程お よび査読に関
す る編集委員会内規が存在 しなかったが、昨年 12月 4日 に開催 された協会委員
会 におい て、編 集委員長が会長 と事務局長 と協議 の上、規程案 と内規案 を作成す
ることが承認 された。その後、 日本英文学会等の関連資料 を参照 しなが ら、編集
委員長が規程お よび内規 に関する叩 き台を作成 し、それに基 づいて会長 と事務局
長 と協議 を積み重ねた。その結果、成案が出来上が ったので 、今年 7月 2日 に開
催 された協会委員会 にお い て成案 を審議 して頂 い た。様 々 な ご意見が出されたの
で、それ らを踏 まえて修正案 を作成 し、 この案 は 8月 末 の メール審議 にお いて承
認 された。なお、これ らの編集委員会規程お よび査 読に関す る編 集委員会内規 は、
10月 の大会総会 で正 式 に承 認 を得 る意 向である。

◆ 『イェイツ研究』第 42号 の編集委員会は、委員長の萩原真一 と4名 の委員の
方 々、すなわち岩田美喜先生、海老澤邦江先生、伊達直之先生、三好みゆき先生
で構成 される。5月 末に投稿論文の募集を締 め切 り、 6月 に査読作業 とメールに
よる意見交換 を行 い、7月 2日 の編集委員会において審議 ・決定するプロセスを
踏んだ。査読に関する編集委員会内規は、上述の通 り、正式に成立 していなかっ
たが、内規案の内容に基 づ きながら、試行的に査読作業 を行 った。
内規案の骨子は、①「新規性」 (主 題・内容にどの程度の独創性があるか)、 「構
成力」 (主 題・内容が簡潔・明瞭な表現によって論理的に記述 されているか)、 「信
頼度」 (然 るべ き先行研究や文献等を適切に踏 まえてい るか)の 3つ の観点か ら
査読する、② 編集委員は、掲載可否の判定およびその理由を文書にて編集委員
会に提出する、③ 編集委員会は、提出された投稿論文の掲載可否の判定および
その理由に基づいて審議 し、掲載の可否を決定す る、とい うものである。
編集委員の方 々は、大震災の影響下、変則的で多忙 を極めた勤務状況にもかか
わらず、期 日までに綿密かつ懇切丁寧な文書を提出して くださった。そのお蔭を
被 り、編集委員会は実に濃密で有意義な審議を展開することができた。この場を
借 りて、委員長を暖か く支えて くださった委員の方 々に深 く感謝の意を表明する
次第である。

91

◆今号 には 2編 の論文が投稿 され、審査 の結果、1編 が採用 された。
採用 された高橋優季氏 の論文 は、 イェイツの初期作 品に見 られる カラー・ シン
ボ リズム、特 に 〈
孔雀 の青)に 焦点 を当てて論 じた ものである。文学 における色
の象徴性 について論 じる ことは、
孔雀 の青〉
取 り立てて 目新 しい わ けではないが、〈
とい う特殊 な色 に着眼 してい る点、 また当該色 を 19世 紀末 の文化 的 な コンテク
ス トの 中に置 いて学際的に論 じようとしてい る点、 これ ら 2点 が新規性の観点か
ら高 く評価 された。
編集委員会 は、修正条件付の採用 を決定 し、構成 ・表現 ・書式 に関 して具体的
な修正条件 を提示 した。再提出 された論文は、修正条件 を満た した上で、誠実に
改善 の努力 を払 った跡が見受け られ、編集委員会は、審議の結果、最終的 に採用
を決定 した。
残念 なが ら掲載 に至 らなかった投稿論文 1編 は、 イ ェイツの初期 の演劇 論 を、
彼 の創作活動 の全体像 を視野 に収 め なが ら論 じてお り、意欲的な議論 を展開する
その姿勢 は好意的に評価 された。 しか し、新規性 と論証力 の観点 か ら、今号へ の
掲載 は見送るとい う結論に達 した。編集委員会 として提示 した講評 を参考に して
頂 き、再度の投稿 を切 に期待す る次 第 である。
◆ 『イ ェ イツ研究』 第 41号 の投稿規定 では、「和文 の場合 は横書 き とし、4∞ 字
詰 め原稿用紙 に換算 して論文は注 を含めて 40枚 以内」 とあるが、今号 に投稿 さ
れた論文は全て、改行や引用等 に よつて生 じるスペ ース を含めず、正味 16,000
字程度 で執筆 されてい た。今号 では基 本的に当初 の字数 のままで掲載す ることを
認 めたが、次の 43号 の投稿規定 にお い ては、誤解の生 じない よう、「和文 の場合
は横 書 きとし、400字 詰 め原稿用紙 に換 算 して論文 は注 を含めて 40枚 以内 (1
頁 は 40字 × 30行 に設定 し、改行 や引用等 によって生 じるスペー ス も含める こと
とす る。必ず 300語 程度 の英文 シ ノプシスを添 える)」 と修正す るこ ととした。

◆今号のアイルランド文学研究書誌 は、柿原妙子、伊東裕紀、宮本大介の 3氏 に
作成 して頂 いた。諸氏の献身的な ご協力に感謝す る次第である。
(編 集委員長
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萩原 真一)

『イェイツ研究』投稿規定
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。

資
【

I執 筆要領】

1

原稿について

1)W.B.イ ェイツとその周辺 の文学に関する未発表の もの とす る。ただ し、
日本イェイツ協会の大会 などにおける日頭発表を原稿 とした場合、その 旨注
記すれば可 とする。

2)和 文の場合 は横書 きとし、400字 詰め原稿用紙に換算 して論文は注を含め
て 40枚 以内 (1頁 は 40字 × 30行 に設定 し、改行や引用等 によって生 じる
スペース も含める こととす る。必ず 300語 程度 の英文 シノプシスを添える)、
研究 ノー トは 10枚 以内、書評 は 5枚 以内 とす る。 同 じく 5枚 以内で、大会
にお け るシンポジウムお よびワー クシ ヨップの報告 を求め る。

3)和 文の場合、英文 の題名お よびローマ字書 きの投稿者名 を添 える。
4)英 文の場合、論文 は注 を含 めて 6,000語 以内 とする。 シノプシスは不要。
5)英 語 を母語 としない投稿者 の英文 シノプシスお よび英文 の論文 については、
投稿前 にネイテイブ ・ス ピーカーによる原稿 のチェックを必ず受 ける こと。

6)原 稿 はすべ て MS Wordフ
式

(■ f)で 保存

ァイル形式 (.doc)あ るい は リッチテキ ス ト形

し、電子 メール添付 として提 出す 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

書式 につい て

1)和 文原稿 の句読点 は、 読点
)と 句点
)を 用 い る。
2)年 号表記はで きるだけ西暦 に統一 し、元号 を併記する場合 は下 記 の通 りと
(。

(、

す る。
[例

]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 お よび散文 )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。

6)英 文表記は、原則 として νlM
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THE YEATS SOCIETY OF JAPAN

CONSTITUTION
.
2.
1

The Society is to be called THEYEATS SOCIETY OF JAPAN.

It has as its objects the promotion of Yeats studies in Japan, and contact and
cooperation with researchers abroad. The Society consists of the members who
agree to its objects.

3

.

The Society has the following executives:

(1)
(2)
4

.

President

Committee

The President is to be appointed by the Committee, and the Committee is to be
elected by the Society members.

.
6.
5

The Society can have advisors by recommendation of the Committee.

The executives hold office for two years but may offer themselves for reelection.

. The Committee supports the President to run the Society s affairs.
8 . The Society is to undertake:
(t) an annual conference.
7

(2) lecture meetings.
(3) publication of members' work on Yeats.
(4) publication of the Society bulletin.
9

.

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

10. The regular membership fee is 5,000 yen per year. The student fee is 2,000 yen
per year.

11. Membership in the Society requires a written application

and payment of the

stated fee.

12. The Society may have branches.
13. Any amendment or addition to this Constitution requires the approval of the
Committee and sanction at the Annual General Meeting.
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