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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 Sociew ofJapan)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 5,000円 とす る。ただ し、学生 に限っては年額 2,000円 とす
る。

11.本 会 に入会 を希望す る ものは、 申込書 に会 費 をそえて申 し込む こととする。
12.本 会 は支 部 を置 くことがで きる。
13.本 会則 の変更 は委員会 の議 を経て大会 によつて決定す る。
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藤

本 黎

時

は じめ に

先ず本学 で イェ イツ協会大会を開催 していただ い たことを感謝 し、遠路 ご参加
いただい た会 員 の皆様 にお礼 を申 し上げたい。当地で イェ イツ協会大会が開催 さ
れたのは、今回で 2回 目である。第 1回 目は 1972年 (昭 和 47年 )10月

7、

8日 に

開催 された第 8回 大会 で、 当時アイルラン ド共和 国の上 院議員であ った詩人 のご
令息、Mich鵠 1■ ats氏 ご夫妻 をお迎 え し、マ イケ ル氏 に よる イェ イツの詩の話
とアイリッシュ・ハ ー プ演奏家 で声楽家 の Grainne夫 人の演奏 を拝聴 した。
今回の イェ イツ協会大会では、「 イェ イツと老 い 」 をテ ーマ のシンポジウムが
企画 され、 ワー クシ ョップ も「老 い」が テ ーマ で構 成 され ることになって い る。
小堀会長か ら今回の講演 を依頼 された とき、イェ イツの没年 よ りも長 く生 き延び
て老 い を実感 して い る私 と して も、
「老 い」 のテ ーマ に協力 しなければならない
と思った。
そ こで 、齢 90歳 の 老 隠 者 Ribhが 登 場 す る、 イェ イツ の 晩 年 の 連 作 詩 編
`Supematural Songs'(1935年

)を とお して詩人の晩年の詩想、宗教観、世 界観 な

どを探 ることに した。

也に `Upon a Dying Lady'、 `Meditations in
イ ェ イ ツは、`supernatura:Songs'(の イ
Time of Civil War'、 `A Man Young and 01d'、 `A Ⅵ7ol■ an Young and Old'、

`Three

Bushe'な ど、
何編か の連作詩編 を書 い て い る。 これ らの連作 詩編 を一読す るとき、

個 々の詩 の 内容やテ ーマが必ず しも密接 につ なが っている とい う印象は得 られな
いが、全体 としてみれば一 貫 したテーマ を認める ことがで きるだろう。
しか し、`supematural songs'を 最初 に一読 した ときは、 12編 の個 々の詩 の 内容
に一貫性が見 られず、連作 詩編全体 を把握する こ とが難 しく理解に苦 しむ作 品 と

い う印象であ った。 イェ イツは、 この連作詩編 に「超 自然 の歌」 とい う題名 をあ
てて い るように、12編 の詩 で超 自然 界の ことを歌 っていると解 され るが、詩編
全体 としてみれば、一 見まとま りが な くさまざまなテーマの詩 の寄木細 工の よう
な印象 を受けたか らである。 しか し、連作詩編の表題か らもわかるように、次の

1点 だけは明白であって否定 で きない だろう。すなわち、終生、古今東西 の さま
ざまな思想に関心 をもち、
追及 して きた イェ イツが、自然界と超 自然界は、実は
「同
じ一つの輪」で繋がれてい るのだ とい う発想か ら生 まれた連作詩編 だ とい う こと
で あ る。 (第 2歌 、“
Natural and supematural with the sel'same ring aК wed."を 参
照)
ところで、1934年 頃、性的無気力感 に悩み、 これが詩作 と関係があ る と考 え
た イェ イツは、悩み を打 ち明けた友人か ら当時実験的に始め られたばか りの シュ
タイナハ 。オペ レー シ ョン (回 春手術 )の こと を聞 き、そ の効果 を信 じて、 1934
年 4月 、早速手術 を受けた。 この ことは周知 の事実 であるが、肉体 の老化 ととも
に詩的想 像力 の衰退 を心配 したか らだ とい うのが 、一応、手術 を決意 させた理 由
だ とされてい る。
この有名な事実 は、 イェ イツの人間 としての一 面 を垣間見 させ て くれるが、 ま
た、詩人の旺盛 な好奇心 を証明す るエ ピソー ドである。晩年 の老詩人は、手術後、
ます ます旺盛 な創作 意欲 を示 し、`Supematural Songs'を 始 め、次 々 に、性的 イメ
ー ジを露 骨 に歌 った詩や生命力あふれる詩 を発表 してい る。手術の効 果 は肉体 的
とい うよ りも、む しろ心理的側面で大 い にあった と言 うべ きであろ う。
次 に、12編 の 詩か ら構成 されて い るこの連作詩編の創作 年月 日を調 べ てみ る
と、12番 目の詩、`Meru'以 外 の他 の 11編 の詩は、回春手術後の 1934年 夏 ごろ (詩
人 の死 の 数年前)書 かれたが、`Meru'だ けは手術前 に出来上が っていたことが わ
.Meru'が
:12編 の
か る。
なぜ連作詩編
詩群 をまとめる ときに、手術前 に書 かれた
の 末尾に置かれる よ うになったのか 、詩人の意図 は何だ ったのか 、 いろい ろな詮
索が なされるが、 この ことは後 で検討 したい。
この連作詩編 を通読す るとき、「愛」、「性愛」、
「超 自然的世界」が主要 なテ ー
マ となってい ることが分かる。詩人イェ イツにとって、 これ らは終生の詩作 のテー
マ であった。詩人はこの連作詩編 を歌 (Songs)と 題 して い るので、歌 として鑑賞
すべ きであるが、 この詩編 の 内容 を理解す るための独断的な試み として 、仮 にこ
の連作詩編 を老隠者 Ribhが 登場す るシナ リオ として読 んでみるこ とに した。 12
編 の詩は Ribhの ドラマ テ イック・モ ノロー グであ り、個 々の詩篇 の タイ トルは、

い わば ドラマの 卜書 きと解す ることで、 12編 の個 々の 詩 の繋が りを認め るこ と
がで きない だろ うか。
さらに、 この連作詩編 の 12編 の詩 を、I～ V、 Ⅵ～ 、 の 3部 に分けて見 る と、
詩編全体 の構成が見えて くるような気がす る。 つ ま り、老隠者 Ribhの モ ノロー
グの詩 (I～ V)、 Ribhの 超 自然界につい ての黙 示的幻想 の詩 (Ⅵ ～

)、

Ribhの 悟

りの境地 を歌ったソネ ッ ト( )で ある。 この よ うな読み方は独 断的な思 いつ きで
はな く、 この詩編 を通読すれば誰で も気 づ くことか も知れないが、 この ような解
釈、あるい は読み方によってこの連作詩編 の 内容が い くらかで も解明で きるので
はなかろ うか。
イェ イツは、曽祖父 も、祖父 もアイルラン ド教会 の牧師 とい う家系 に生 まれな
が ら、晩 年 に至るまで、キ リス ト教思想か ら自由に羽ばた き異端 とも言 うべ きさ
まざまな思想に興味 をもったことが知 られて い る。 ドゥル イッ ド教、 ヒンズ ーの
神秘思想、占星術、錬金術、プラ トニズム、神智学、カバ ラ、禅仏教等、古今東
西 の さまざまな思想 に耽溺 し、遍歴 を重ね、それ らが詩作 の源泉 となった。 この
連作詩編 は、この ようなイェイツの思想遍歴 について歌 い なが ら、遍歴の末 にた
どり着 い た悟 りの境地 を歌 ってい るとも考 え られる。限 られた 時間内 で 12編 の
詩すべ てについて触れ ることはで きないが、 この連作詩編 をとお して浮かび上が
って くる晩年の詩人の「愛」、
「性愛」、
「超 自然的世界」、
「 キ リス ト教信仰」 な ど
につい て考えたい。

Ⅱ

第 1の 歌、`Ribh tt the Tomb of Baile and Aininn'で は、先ず ドラマの始 ま りの
よ うに幕が上がると場面は真 っ暗 な闇夜 で、そ こに登場 して い る齢 90歳 の老 隠
者 Ribhの モ ノロー グが始 ま り、超 自然 の世 界へ の導入 となる。 冒頭 の 詩行 か ら
分かるのは、真 っ暗な闇夜 の場面に二 人の登場人物 が い る らしいこ とであ る。
Because you have found me in the pitch-dark night

With open book you ask me what I do.
そ の二 人 とは、
悲恋話の主人公、ボイラとア イリンの墓の側で「聖なる本」(“ my
holy book")を 読んで い る老 隠者 Ribhと 、老 隠者 に質問 を して い る らしい話 し

相手である。老隠者 の手元 の本 にだけ スポ ッ トライ トが当たってい るようである
が、木の葉の間 をとお して届 く円形 の光は、死 を遂げてや っと結 ばれたボイラと
アイリ ンの 肉体が「浄 らかな本 質」 (“ puК subs● nce")に 変化 し、一 体 となって
発する奇跡 の霊 的な光 である。その光は、長年 の修業 を積んだ老隠者 に しか見え
な いはずなの に、なぜ話 し相手 には老隠者が見 えるのか、その疑問 (矛 盾 )の 形
而下的詮索 は詩 編全体 の理 解 のために重 要 でない とすれば、一先ず置 くこととし
よう。
私 たちに とって、詩行 をとお して識別で きる登場 人物 は老隠者 Ribhだ けであ
り、 したが って、第 1の 歌 を Ribhの モ ノローグ と して読むのが 自然 の ように思
われる。Ribhの モ ノロー グは、すで に超 自然 の世界が 出現 して い る ことを示唆
してい る。今、や っ と結 ばれて天使 となったボイラとアイリンが一体 となって光
2
を発 してい るとい うアイデ アは、スウェーデ ンボ リか ら借用 したとされている。

イ ェイツの詩集 の 注 によれば、老隠者 Ribhは セ ン ト・パ トリックを批判す る
架空の人物 であって、彼 の信仰す るキ リス ト教 はアイルラ ン ドの初期キ リス ト教
と類似 してお り、エ ジプ ト伝来 の もので、キリス ト教伝来以前 の伝承思想 の痕跡
が認め られる として い る。 また、 セ ン ト・パ トリックは最初 にアイルラン ドに渡
来 した宣教師ではなかったので、アイルラン ドにやって きた ときは、すでにエ ジ
プ ト伝来 のキ リス ト教 に帰依 して昔 なが らの信仰心 を持 った者 たちに出会ったに
違 い ない と言 っている∫
イェ イツの注か ら推測 されるように、Ribhは 正統的なキ リス ト教信者ではな
く、第 2の 歌 の伏線 として、セ ン ト・パ トリックと対立する信仰 の持 ち主である
ことがわかる。 さらに、第 2の 歌が当初発表 された時 の 原題が、 `Ribh pretrs m
older Theology'で あ った ことか らも、 この連作 詩編が アイルラ ン ドの初期 キ リ

ス ト教思想 に触発 されて生 まれた ことが分かる。
ところで、老隠者 Ribhが 、 自分が これか ら語 る話 をよく聴 き、広 く世間に伝
えてほ しい と頼 んで い る相手は、舞台 には登場 して い ないが、Ribhの もとで修
業 中の弟子 ともとれ る し、観客 (読 者 )と 解 して もよい。Ribhが これか ら語 る話
とは、世間周知の伝説 となってい るボイラとアイリ ンの悲恋話ではな く、第 2の
歌以下 の 内容 を指 して い ると解 される。
「私 の」
Ribhが 読 んで い る「私の聖 なる本」 (“ my holy book")は 、聖書ではない、
A darker knowledge"(第 5の 歌、第 3
と限定 して い る よ うに、おそ ら く内容が “

ス タ ンザ参照 )、 つ ま り霊界 のことが記述 してあるオ カル トの書物 とも解 される。

第 2の 歌、`Ribh denounces Patrick'は 、Ribhと セ ン ト・パ トリック との神学論争
「父 なる神 と、子なるイエス・キ リス トと、
か ら始 まる。第 1ス タンザで 、Ribhは 、
聖霊」 を三位 一体 とするキ リス ト教 の正統思想 を男性 中心 の不合理 なギ リシャの
抽象的観念だ と決めつ け、 この抽象的観念が セ ン ト・パ トリックの頭 を狂わ して
い るのだ と非難する。

An abstract Greek absurdity has crazed the man,
Recall that masculine Trinity. Man, woman, child (daughter or son),
That's how all natural or supematural stories run.

第 1ニ カイア公会議 (325年 )の 頃か ら定説 となってい る三位一体 の教義 は、キ
リス ト教初代教会時代か ら重要 な正統的教義 として信 じられて きた。一 方、Ribh
は、
「男 (父 )と 女 (母 )と 子供 (娘 か息子)」 の三位 一 体説 を主張 し、 これによって
自然界 と超 自然界 の歴史は成立す るとする。 したが つて、キ リス ト教思想 の定説
である、処女マ リアの聖霊 による受胎告知 は不 自然 で、不合理 だ とい うことにな
る。Ribhの 主張す る三位一体説 は、 い わば人 間的な家庭 を想起 させ る。
先に述 べ た よ うに、古代 アイルラ ン ドのキ リス ト教信仰 に立 つ Ribhは 、キ リ
ス ト教が 自然界 (人 間)と 超 自然 界 (神 )と を完全 に分離 して、地上 における楽 し
み を否定 してまで も、天上の生活 にはい る備えをせ よと説 い た ことを批判する。
次 に、Ribhは 、 ヘ ルメス・ トリス メギス トス (Hermes Trismegistus)が 作 った
とされるオカル トの銘板、
「大 エ メラル ド表」 を引 き合 い に出 し、地上界 と天上 界、
すなわち、自然界 と超 自然界の ものは同 じ営 み をす るとい う。その銘板 には、
「一
つの霊妙 なる ものの完成にあたっては、下なる ものは上 なるものの ごと く、上な
る ものは下 なる ものの ごと し」 と記 されてい る♂ 斑bhは 、 この世 に生 きてい る
人間は、地上にあって天上の生活 の模倣 をして い るだけで、 自然界 と超 自然界 と
が「同 じ一 つ の輪」 (“ the selisame

ng")で 結 びつ い ているのだ と主 張 し、 自然

界 の性的結合 も天上 界 の模倣 であ り、天上界 では神 が神 を生 むのだ と言 う。
Natural and supernatural with the self-same ring are wed.
As man, as beast, as an ephemeral fly begets, Godhead begets Godhead,
For things below are copies, the Great Smaragdine Tablets said.

Ribhは 、人間の愛 は不完全 であるがゆえに、人間は同族 を生み続ける、そ こが、
三位一体 の神 の愛 と人 間 の愛 の相違点 であると言 い、神 と同 じ完全 なる愛 を持 っ
ていれば、 自ら手 み生 む こと もで きるのにと、 い わば「 自己生 成」 を示唆す る。
天上界で は神が神 を生 む とい う主張 は、 第 3の 歌、 `Ribh in Ecstasy'に 受 け継
がれる。次第に興奮 して悦惚状態 になった Ribhは 、神 も性 的激情 の発作 にか ら
れて神 をみ ご もる (“ Godhead on Godhead,in sexual spasm begot/Godhead")と 歌
う。 ここ に、Ribhが キ リス ト教 の三 位 一 体 を「抽象的なギ リシャ的不条理」 だ
として斥 ける理由がある。
第 4の 歌、`There'で は、1光 惚状態 にひたる Ribhが 超 自然界 (“ Theκ ")の ことを
夢想す る。すべ ての矛 盾、不和 、対立が解消 した「存在の統 一」 の世界であ る超
the barel‐ hoops''、 `the serpent― tails''、 `the yres''、 `the planets''と い う 4
自然界 は、 “
つの メタフアー によって象徴的 に歌われてい る。

Ⅲ

次 に、第 5の 歌 、 `Ribh considers Ch

stian Love insumcient'で は、 キ リス ト教

思想 の 中心 であ る「 愛 」 に つ い て の 考察 か ら始 まる。

「愛」 につい て、使徒 パ ウ ロは「山を移す ほ どの強 い信仰があ って も、 もし愛
がなければ、わた しは無 に等 しい 、・・・ もし愛がなければ、 いっ さい は無益 で
ある。」 (「 コ リン ト人 へ の第 1の 手紙」第 13章

2、

3)と 述 べ てい る。キ リス ト教

思想の中心であ り、最高 の教義である「愛」 について、Ribhは 「不十分、不足 だ」
と主張す るが、
「愛」 を全 く否定 してい るわけではない。
Why should I seek for love or study it?

It

is of God and passes human wit;

Ribhは 、
「愛す る」 とい う行為 を否定 して い るわけで はな く、「愛す る こ と」
は人智 を超 えた神の業であ り、人間は この神 の業 を完全に修得することはで きな
い として、「愛」 を追及 し究め ることか ら意識的に身を引 く。 ここで Ribhが 問
題に して い る「愛」 とは、神 の 人間に対す る「愛 」、つ ま り、
「 アガペー」 であっ
て「 エ ロス」 (性 愛 )で はない。 第2の 歌 では、下 の世界 は上の世界、つ ま り自
然界は超 自然界 と同 じ輪 に結ばれて、
下界 の者 は上界を模写す ると歌 っていたが 、

「愛」だけは下 界では模倣で きない神聖なものだと言 うのであろう。
「愛する」 とい う行為 を人間にはとうてい実行不可能な業 として退け、
Ribhは 、
「愛」 の正 反対の「憎悪」を徹底的 に追
その代 り人間の制御 し得 る情念 として、
「愛」に対立する「憎 しみ、憎悪」 とい う人間的感
求す ることになる。そ こで、
情 を持ち出 して「愛」の逆説 を歌 っている。
I study hatred with great diligence,
For that's a passion in my own control, ...

また、Ribhは 、
「憎悪」が 「一 種 の竹 ぼ うき」 (“ A so■ of besom")の 役 目を し
て、 自分 の魂か ら精神や感覚 (人 間 として生 きて い くための根源的な自覚、存在
の根底 )以 外 の す べ ての爽雑物 (神 と自分 を隔てて い る物 )を 掃 き清め取 り除 く
のに役 立 つ と主 張す る。つ ま り、
「愛す ること」の対立概念である「憎悪す る こ
と」が人間の生 来 の本能であ り、人間 は「憎悪や妬み」によつて「恐怖」 と「欺
購」か ら解放 され、心が浄化 され魂が純粋 にな り、 よ りいっそ う神に近づ くこと
がで きる、 とい う逆説 を言 っているとも解 される。
キ リス トは、
「 自分 を愛す るようにあなたの隣 り人を愛せ よ」 (「 マ タイによる
福音書」、第 22章 39)と 弟子 たちに教 えた。 しか し、人間は「 自分 を愛す るよう
に隣 り人を愛す る」 ことがで きないのが本来の性 質 である。第 2ス タンザでは、

Ribhは 、キ リス ト教本来 の教 えに背 を向け、人間や出来事 な どすべ ての もの に
対す るニ ヒ リステ イックな憎悪感 を口にす る。その憎悪感は妬み心か ら発せ られ
この光が恐怖 と欺1的 とい う人
る光で (“ Thatis a light myjealous soul has sent")、
間の間の部分 を明 らかに し、不純物か ら解放 された純真な魂 を顕現 させ、魂 は神
に一歩近づ くことがで きるようになる とい う。
From terror and deception freed it can

Discover impurities, can show at last
How soul may walk when all such things are past,
How soul could walk before such things began.
一 方、
ところで、
「 憎悪」は、人間が本能 の赴 くままに自由にで きる感情 であるが、
「愛」 は崇高 な観念であ り、人間的な感情 を抑 えて無理 に「愛す る とい う行為」

に向か う とき、欺備 に満ちた行動 とな り、偽善者 となるだろ う。十全で、絶対で
ある神 の「愛」 に対 して、人智 は不完全 な ものであるがゆえに、 自己に忠実 に、
自己を裏切 らない誠実な生 き方 を選ぶ ことによって偽善 を免れる ことがで き、か
えって魂 は汚れを知 らず純粋 となると も解 される。
神 に対す る「愛 」 は信仰 で あ るが、人 間が、す べ ての人 間的 な感情や欲望 を
抑制 し、 自覚 的 に信仰深 い生 き方 を努力す る と き、外 見的には一 見敬虔 に見 え
る生活の内面 に欺睛が潜 み、偽善者 とな らざるを得ない。初期の詩集、物θl啜 ″″

g″ θR“ ゐ (1899)の 結 びの詩、 `The Fiddler of Dooney'に は、村人たちに愛
α″ο″
され る陽気 な善 人のバ イオ リ ン弾 きと、信仰深 い 司祭 の兄 と従兄が登場す る。3
人がそれぞれの人生 を終わって天国に行 くとき、 日頃か ら聖書 を読み祈祷 を欠か
さない 兄 と従兄に対 して、村人たちを喜 ば してい た陽気なバ イオ リン弾 きの 弟 の
方が、天国の 門番、ペ テ ロ様 に真 っ先に呼 ばれて天 国の 間を くぐる ことがで きる
と歌 っている。 この詩は、人 々を喜ばす陽気 な生 き方 を肯定す る詩 と解す る こと
も出来 るが、 また一 方、信仰深 い生活 には偽善が潜 んでいるとして、一 見、天真
爛漫に遊 び暮 らして い るように見える生 き方 を、人間 として正 直 で誠実な生 き方
だと是 認 してい るとも言える。すなわち、 自己 を裏切 らない 自由な生 き方 を して
偽善 を免れた者が神の前で よしとされる、 とい う信仰 の あ り方 を逆説的に歌 って
い る とも解 される。Seidenは 、
「 イェ イッは、キ リス ト教 の慈善や愛 の精神 を認
める として も、聖者の 自己滅却的道徳律や狂信的行為 を徹底的 に侮蔑 して い る」
と言 ってい る♂
「愛」 と「憎悪」 の拮抗す る対 立は、 イェ イツの「二律背反」 (antinomy)の 思
想 を想起す る (Cf`VacinatiOn')。 イェ イッは、1937年 、 自分 の全集が出版 され
ることを想 定 して書 い た `A General ln■ oductionおr my Work'の 中で、アイルラ
ン ド人は他の 国 の 人 々が経験 したことが ない よ うな大 きな迫害 を受け、その迫 害
が今 日まで続 い てい るために大 きな憎 しみの感情が生 まれてい る。その憎 しみが
私 の人生 を毒 して い るのに、それ を外 に出 さなかった自分 を責 めると きがあ る。
さらに、私が考 えた り、喋 った り、書 い た りす る言語 はゲール語 ではな く英語で
あ って 、私の愛する ものはすべ て英語 をとお して私の もとにとどく。そ こで 、
「私
の憎悪 は愛 をもって私 を苦 しめ、私の愛 は憎悪 を もって私 を苦 しめる」 とア ング
ロ・ ア イリ ッシュの詩人として、愛憎のデ イレンマ を次 のよ うに述べ てい る。
Then

I remind myself ... that I owe my soul to

Shakespeare, to Spenser and to

Blake, perhaps to William Morris, and to the English language in which

I think,

speak, and write, that everything I love has come to me through English; my hatred

tortures me with love, my love with hate.6

次に、第3ス タンザでは、妬み心か ら発せ られる光によって、何 ものに も囚
われない本来 の 自由を取 り戻 した Ribhの 純真 な魂 は、
「 よ り深遠な知識」 (“ A
darker knowiedge")を 学ぶ とい う。

Then my delivered soul herself shall learn

A darker knowledge and in hatred turn
From every thought of God mankind has had.

この “
A darker knowledge''と は何 を指すのか ?こ の語 の持 つ 意味につい て、説
得力 あ る明快 な解説 を して い る注釈 書 は寡聞に して見当た らない。 この 連作詩
編 に一 貫 したス トー リー ら しきものがあ る とすれば、先ず、第 1の 歌 で 老 隠者

Ribhが 読 んで い る聖なる書物 を指す と考 えるのが 自然であろ う。あた りは漆黒
の 間夜 で本 の 中味 はよ く見 えないが

(“ darker")、

悲恋 のボ イラとア イリ ンが発

す る浄 らかな光の 輪 の お蔭 で何 とかその 内容 を判読 で きるわけであ る。 次 に、
“
darker''の 意味 を「 隠 され た、神秘 の 」 (“ concealed''、 `tecret")と い う合意 まで
読み取 るとすれば、 イェ イッが終生 関心 を持 っていた神智学 な ど秘教的知識 を指
す とも考 え られる。そ こで 、Ribhが 、次 の 第 6の 歌以降で “
A darker knowledge''
の 具体 的 な内容 を歌 ってい る と考 えて もよい。第 1の 歌 か ら第 5の 歌 までで、

Ribhの キ リス ト教批判 と神学論争は終 り、次の第 6の 歌か ら第 11の 歌が、1光 惚
となった Ribhが 歌 う黙示的なオ カル ト的秘教の世 界 のことと解す ることはで き
ない だろ うか。
「憎悪す ることによって 、人類が これ まで神 に対 して抱 い て き
次に、Ribhは 、
た諸 々の思想や解釈か ら脱却す るのだ」 と言 ってい る。
「神 に対 して抱 い て きた
諸 々の思想や解釈」 (“ From every thought OfGod mankind has had")と は、神学論
争や歴代 のキ リス ト教会が権威 を持 って築 き上 げて きた教義 な どを指す のだろ
う。それ らは、神 の もとに嫁 ぐ花嫁 で あ る純真無垢 な魂が装 っている安物 の衣装
だ とい う。
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Thought is a garment and the soul's a bride
That cannot in that trash and tinsel hide:
Hatred of God may bring the soul to God.

これ までのキ リス ト教 に関す るさまざまな解釈 とい う衣装 を脱 ぎ捨てて裸 の花
嫁 となった Ribhの 魂 は、つい に、神 に対 して「憎悪」 を向け、「憎悪」 に導 かれ
一般 に
「神
て花婿 である神の もとへ 向か う とい う。魂 を神 のみ もとへ 導 く信仰 は、
へ の愛」 として表 わされるが、逆 に「神 へ の憎悪」 だ とい うところに、 イェイツ
の仮面 としての Ribhの 正統 なキ リス ト教 に対す る不満 と反発が 感 じられる。 ま
た、神 に反抗 し、神か ら遠 ざか った よ うに見えて も、逆 に神 に近 づい てい るとい
う逆説 もある。「神へ の憎悪」 によつて神 へ 近 づ くとい うことは、神 との闘争 を
経 て神 との和解 (人 間の敗北 )へ 至 る とい うことで あ つて 、その答 えは、第 9の
「今や神 との闘 いが始 まる、
歌、
「 人間の四季」(`The Four Ages of Man')に おいて 、

/夜 半 の鐘 とともに勝利 は神 の もの」 (“ Now his wars on God begin;/At stЮ ke of
midnight God shan win")と 歌われてい る。
最後の 第 4ス タンザでは、人生の最後の時 (あ るい は終末)を 迎 えた とき、不純
物か ら解放 された純真 な魂が神 のみ もとに受け入れ られる ことが歌 われて い る。
このス タンザの最 後 の 4行 は、一 見、先行 の 18行 の論 旨の展開 とつ なが らず唐
突 に結論 に達 した ような印象 を与 える。
What can she take until her Master give!
Where can she look until He make the show!
What can she know until He bid her know!

How can she live

till in her blood He livel

この4行 は、イェイツの詩によくみ られる修辞疑間の形式になっているが、文
末 には疑問符の代わ りに感嘆符が置かれている。 したが つて、単なる修辞疑問 よ
りは強い口調での「 (人 生の最期の時には)主 によつて与えられ、示 され、知 らし
め られ、生かされるのだ」 とい う Ribhに よる信仰告 白 と読む ことはで きないだ
ろ うか。
前 のスタンザの結婚の比喩が生 きているとすれば、 ここでは、花嫁 の魂が花婿
の神 の もとへ行 き、魂が神 の愛に よつて神 と結 ばれることを歌ってい る (“ … in
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her blood He live!")。

神 を激 しく「憎悪」す る ことによつて、魂 を神か ら遠 ざけ

るさまざまな障害 を克服 し、真夜 中、すなわち人生 の最期 の時 に、全ての この世
的な欲望 を捨て、裸の魂 となって神 のみ もとで完全 に神 と一 体 になる こ とが 出
来 るとい う。 ここに至 って、Ribhは 神 との 闘争 に完全に敗北す るわけであるが、
神 との合一は魂 に とっては勝利 とも考えられ る。

Ⅳ

最後 の 詩、`Meru'は 脚韻 をふ んだ 14行 の ソネ ッ ト形式 で書 かれて い る。Meru
とは、詩の 9行 日で述べ て い る ように ヒマ ラヤ山中の神聖 な山である。前半 の 7
行 は、過去の人間の歴 史の総括 であ り、後半 の 7行 は、前半 の 内容 を受けて新 し
い展開を見せている。見せか けの平和 の幻影 の もとで統治 されて い る文明に対 し
て常 に不満 を覚 えて、文明を根絶 させ るまで荒れ狂 い荒 らし回って きたのが人 間
の歴史だ とい う。そ して気が つ くと愚行 を繰 り返 して きた人間 の歴史は、
「荒廃
した現実」 (“ the desolation ofrealiげ ')が 残 っているだけだ とい う。
7行 日の “
Into the desolation of realiげ 'の 次 に コロンが置かれて い る ことは、8
行 日以下が、前半の内容 を受 けて次の展開に移 る とい うことで あ ろ う。 つ ま り、
老隠者 Ribhは 決意 と悟 りの境地 を歌 い なが ら、歴史上の古代文明 に別れ を告 げ
る。
「荒廃 した現実」か ら予想 される絶望的な調子 ではな く、
後半 の詩行 の口調 は、
む しろ決然 とした回調 で「荒廃 した現実」 を受け とめた悟 りの境地 で あろう。 エ
ヴェレス トの峰、Meru山 の 穴 にこもり、冬 の 身を切 る突風 に肌 身 をさらしなが
ら悟 りの境地に入 った隠者 たちは、エ ジプ ト、ギ リシャ、 ローマ の文明 も幻影で
ある ことを知る。 ここで Ribhは 、西欧の伝統的な思想 との決別 を歌 っている。
先 に も述 べ た ように、第 1の 歌 か ら第 11の 歌 まではシ ュ タイナ ハ・ オペ レー
シ ョン (回 春手術)後 に書かれたが、第 12の 歌、 ソネ ッ ト `Meru'は 、創作 の年 月
日か ら判断 して回春手術の前 に書かれたとされて い る。それでは、なぜ この詩が
連作詩編 の最後 の歌 として編集 されてい るのだろうか。第 1の 歌 か ら第 11の 歌
までは、激 しい気性 の老隠者 Ribhが 伝来 のキ リス ト教観 に対す る批判 と超 自然
的世界 の ことを歌 っているの に対 して、最後 の `Mem'で は様式や語調が変 わ り、
先 の 11編 の詩 の 内容 と異 なる発想 の思想が歌 われて い る印象 を受 けるか らであ
る。12篇 の連作詩編 の最後 に `Meru'を 置 くこ とで、 イ ェ イツは どの ような メッ
13

セ ー ジを読者に伝 えようとして い るのだろ うか ?
ところで 、 イ ェ イツは、他 の 連作 詩編、`A Mm Young and Old'と `A Woman
Young and Old'で は、 11編 か らなる詩編の最後 に、 ソフォク レスの悲劇 の翻訳
か ら、前者 には 0″ ヮ霞 α′Gο わ″霞 の コー ラスか らの数節 を、後者 にはИ ′
Jgο
“ “
か らの数節 を加 えて結 び としている。 これによって、それ までの 10編 の詩 の声
とは別 の声、 い わば詩人の anti― selfの 声が、詩人の個人的情感 を普遍的な感情 ヘ
と転換 してい ると考えることがで きる。 同様 に、`Meru'も 、激 した口調で、ある
い は悦惚状態 で超 自然 の世界 を歌 って きた老隠者 Ribhに 対 して、 コー ラスの役
目を持 つ anti‐ selfと しての冷静 な詩人の声 と見ることがで きない だろ うか♂
また、11編 の詩 を歌 う老隠者 Ribhが 詩人の仮面 であるとすれば、詩編 の最後
に置かれた `Meru'は 、冷静 にな り瞑想 しなが ら諦観 と悟 りの境地 に到達 した詩人
の anti_selfが 、西欧の伝統的な思想 に決別 を告げ、東 洋的な諦観 に自分のキ リス
ト教観 を重ね よ う としていると も考えられる。

V
この連作詩の主要なテーマは超 自然界 と自然界であるが、 もうひとつのテーマ
はキリス ト教信仰であろう。そ こで、イェイッにとってキリス ト教信仰はどのよ
うなものであったかについて考えたい。
先に述べ たように、曽祖父 も、祖父 もアイルラン ド教会の牧師 とい う家系に生
まれたイェイツは、キリス ト教信者 としての節度 を心得た日常生活 を送ったが、
詩人としては、晩年に至るまでキリス ト教思想から自由に羽ばたき異端 とも言 う
べ きさまざまな思想に興味 をもち、それらが詩作の源泉 となった。イェイツの宗
教観や信仰について考察 しようとすると、矛盾の谷間に迷い込み、詩人のさまざ
まな関心の迷路で道を見失って しまうだろ う。

Richad EHmannは 、詩人イェイツが 日常生活のなかで祈 りを欠かさなかった
とい うイェイツ夫人の証言 を紹介 しながら、イェイツの祈 りは日常習慣であった
としても、彼のキリス ト教に対する態度は極めて複雑であって、正統なキリス ト
教信仰による祈 りとは考えられないと言 っている♂
また、EHmannは 、Golden Dawn協 会へ の入会 を勧める William HO■ On宛 て
の手紙の中で、イェイツが「使用することになる星型五角形のペ ンタグラムはキ
リス トの象徴 であって、協会は反キリス ト教組織ではないのだ」 と述べ ているこ
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とを例 に挙げて、 イ ェ イツのキ リス ト教 に対する態度は複雑で、キ リス トを神聖
な存在 として受けい れるのは、ブレイクの場合 の ように想像力が生み出す 象徴 と
みな してい るか らだ、 と言 っている′
熱心 なキリス ト教信仰 に生 きる人の場合 で も、常 に神の存在 を意識 しなが ら生
活 してい るわけではない。 日常生活で神へ の敬虔な祈 りを捧 げなが ら、一 方、観
念 の世 界ではキ リス ト教 の教義や思想に疑念 をい だ きさまざまな異端 の思想 に興
味 を持 つ ことは人間の常 として責 め られない。 しか し、 イェイツの詩 も散文 も、
キ リス ト教思想 と深 い 関係 を持 っていることは否定 で きない だろう。
イ ェ イツが、「三 位 一 体 に対す る特別 な思想 さえ もってい なければ、老 隠者

Ribhは 正 統派 キ リス ト教徒だ と考えたい。
」 と婉 曲に述 べ てい るように、イェ イ
1°

ツは Ribhを 正統派 キ リス ト教徒 と認 めた い気持 ちが心底 にあると思 われ る。個
人のキ リス ト教信仰が正統なキリス ト教信仰 であるか どうか とい うことは個人の
信仰 の領域 に関 わることであ り、 キ リス ト教信仰 の定義 も含めて本論 のテ ーマで
はないが、さまざまなキリス ト教理解 を単純 に正統 と異端 に分類す ることはで き
ない だろ う。
異端 とは、本来、宗教上 の正 統的な教 えと一致 しない教義 を指すが、キ リス ト
教 の異端 とは、キ リス ト教 の正 統的な信仰か らの逸脱 を意味す る。 しか し、キ リ
ス ト教 の正統的な信仰 とは何か、を定義す る ことは難 しい。 イェイツの求めた神
智学や魔術やオ カル ト的世 界 を厳密 な意味で異端 とみ なす ことはで きな い だろ
う。正統的信仰 グル ー プを多数派 とすれば、イェイツの 求 めた世 界 は、キ リス ト
教文化圏か ら派生 した少数派の信仰 とみなす こと も可能だか らである。カ トリッ
ク教徒 とプロテ スタン ト教徒 の違 い も、一 方が他方 を異端 と決 め付 ける ことはで
きない。 したが って、老隠者 Ribh(イ ェ イツ)の 三位一 体 の解釈 は、伝統的な解
釈 と異 なって も異端 とはい えない だろ う。例えば、アメ リカ合衆国に多 いユニテ
リア ン教徒 は、三位 一 体 の教義 を否定する とい う理由で異端視 されて い ないか ら
である。
イェ イツは、神秘主義的傾向の詩人で、神智学 に興 味 を持 ち、オ カルテ ィズム
的傾向か ら生 まれた作 品 も多 い。 日常生活 はキ リス ト教信者 としての節度 を心得
ていたが、思想的に は、キ リス ト教思想か ら自由に羽ばた き異端 ともい うべ きさ
まざまな宗教や思想 に関心 を寄せた ことは事実 である。
イェ イツは宗教 にこだわった詩人であ り、無神論者 で はない。
「神 は死 んだ」
と言 ったニーチェの ニ ヒリズムの流行 した、宗教的には不毛のデカダ ンスの時代
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に生 きなが ら、 イェ イツは真剣 にキ リス ト教信仰 に他の宗教 の解釈 を取 り入れて
自分 な りの宗教観 を持 とう とした と考 えられる。
イェ イツのキ リス ト教信仰が正統 なキ リス ト教信仰 であったか ど うか とい うこ
とは個人 の信仰 の領域 に関わることであ り、 キリス ト教信仰 の定義 も含めて本論
のテ ーマ ではないが、 さまざまなキ リス ト教理解があ って よい と考 える。「荒廃
した現実」の認識、 つ ま り、すべ ての ものは移 ろいゆ くとい う無常観 は東西 を問
わず人類 に共通の思想であろう。
イェ イツは、東洋的無常観 に自分 の宗教観 を重ね、 自分 の求 めている悟 りの境
地 を見出そうとしたが、東洋的無常観 はイェイツの求 めていた無常観 ではなかっ
た。東洋的無常観 は、すべ ての ものは移 ろいゆ き、そ の究極 の果 てに至 るも何 も
の も存在 しない無だ とい う思想 で あ り、そ の「むな しさ」が救 い よ うの ない深淵
をの ぞかせてい る。一 方、西欧的無常観 の根底 には、永遠 なるもの、す なわち、
すべ ての創造主 であるキ リス ト教 の神 の存在 を認める ことがで きる。『旧約聖書』
の「伝道の書」で、伝道者 は「空の空、いっさいは空で ある。 日の下で人が労す
11と
るす べ ての労苦 は、その 身になんの益が あるか。世 は去 り、世はきたる。
」 述

べ なが ら、
「神 の な される ことは皆 そ の時 にかなって美 しい。神はまた人の心 に
永遠 を思 う思 い を授 け られた。それで もなお、人は神 の なされるわざを初めか ら
12と

終 わ りまで見 きわめる ことはで きない。
」

言 っているか らである。 イェ イツは

東洋思想、仏教思想 に惹かれたが、彼 は心底ではキリス ト教的な愛 の存在 を否定
で きなか ったのでは なかろうか。
イェ イツは古 今東西 の さまざまな思想、宗教 に興味 を示 し、 これに共感 した。
歴 史的に古 く、また地域 的に遠隔 の思想や宗教 さえ同時代 の思想の よ うに純真 に
受 け入れる心 の用意があ った。 イェ イツは、正統 なキ リス ト教信仰 に批判的な態
度 をと り、 これ を否定 してい るように見えるが、 しか し、観点 を変 えれば、 さま
ざまな思想の影響の もとにい わばキ リス ト教 の代用品 としての独 自の折哀的な象
徴体系 を創 り上げる方 に終 生情熱 を傾 けた とい うこと もで きよう。И 陽 あ″は、
そ の成果である。
「 わが作 品のための総括的序文」 の 中で、 イェ イツは、2、 3世 代 もすれば唯物
主義的理論は リアリテ イを失 い、 自然界 と超 自然界が ひとつ につ なが っているこ
とが理 解 されるようにな り、その時、 ヨーロッパ 人が、過去の歴史の中に埋 もれ
て い るキ リス ト教やユ ダヤ教ではな く、
「 ドゥルイッ ド教 を背景に もつ 、活 き活
き と血がかよい、触知 し得 る一人のキ リス トに心惹かれる」時代 となることを確
16

信 して い る と言 っている。
13

イェ イツは、 さらに続けて次 の ように信条 を告 白 してい る。
I was bom into this faith, have lived in it, and shall die in it; my Christ, a legitimate
deduction from the Creed of St. Patrick as

I think, is that Unity of Being

Dante

compared to a perfectly proportioned human body, Blake's 'lmagination,' what the
Upanishads have named 'Self':

...r4

(本 稿 は、2013年 10月 19日 、広島市立大学 で 開催 された第 49回 大会 で 行 っ

た講演 の 要 旨で ある。 `Supematural Songs'に つい ては、拙著 『 イェ イツー ア ン
グ ロ 。ア イ リッシ ュの デ イレ ンマ』 (渓 水 社 、1997年 )の 第 13章 「愛 の 逆説」
で扱 ったが 、理解 を深める ことがで きなか った。今回は少 し観点 を変えて再度挑
戦する こ とに した次第である。)
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論文》
《

`Lapis Lazuli'の 明 るさ

三 宅 伸
`Lapis Lttuli'は Winiam Butler Yeats(1865-1939)が

初 出は 1938年 、物ιιο″″ο″彪

枝

1936年 に書 き上 げた作品で

:こ の

ク の 3月 号 である。

`κ “

作 品が イ ェ イツ理解

に とって重 要 であることは容易 に推 察 されるが、その受容 に際 しては現在に至る
まで さまざまな抵抗 を生んで きた ことをまず振 り返 っておかな くてはな らない。

Harold Bloomが「 この詩 は西洋 の 『英雄的雄叫 び』を上げ ようとして愚 か しくも
2と

失敗 してい ると思 える」

述べ たのが 1970年 、Seamus Hcaneyが「 イェイツが芸

術的衝動 を予見 しそれ を具現 しようとする際、我 々はそ こにある種 の暴力、非情
さといった要素 を感 じとる」 と述 べ て最終行 の “
ancient,glittering eyes''に 「不吉
3を

な貪欲 さ」

認 めたのが 1978年 、そ して 1984年 には Okimmi Komesuが

`Lttis

Lazuli'に お いて イェ イツは「芸術が現実 と歴 史 を包含す る能力 に対す る疑念を記
4と
べ

した」

述

、最終連に芸術 と現実お よび歴 史の 隔絶 を指摘 した。

`L"is Lttuli'に は注 目すべ き明 る さがある。 この
明るさとは詩人の真実探求 の

結果、作品が生命肯定の現れ となっているとい うことで ある。 これが本論文の結
論 で あるが、なぜ先 に挙げた よ うな批評が過去 にお いてな されたのだろ うか。最
終連 のイメージの受け入れ難 さに一 因がある とい うことが考 えられる。 さらに こ
の ことと関連 して作品の前三連 と後 の二 連 との 間に飛躍が感 じられる とい うこと
が 考 えられる。 しか しこの作 品 の構 成 は詩人 自らの詩論 に基 づ くもので あ って、
一 連 ごとの役割 と全体 のつ なが りを考察する ことで新たに見えて くる ことがある
のではない か と思われる。

1.イ

ェ イツの詩論 ― 反 自我 の思想 とその展開

文学作品の 明るさとい うこと を問題 にする とき吉田健 一の 『ヨオ ロ ツパの世紀
末』 が思 い 出 される。 この中で吉 田はギ リシヤ 。ローマの 文学 につい て「 後 ろめ
た さといふ ものが ない」 と指摘 し、それは「ギ リシャ人や ロオマ 人が反省す るな
どといふ ことがなかつ た といふ ことでは ないが、その反省す る自分 といふ ものの
19

正彊が解 らな くなつ た り、 自分 と呼 ぶに堪 へ ない忌 しい ものになつ た りする とい
5と

述べ て ヨー ロ ッパ古代 の人間が 自
ふのは彼等 の間で見 られ ないことだつ た」
へ
意識 の呪証から自由であ ったこと の 明察 を示 してい る。これはイェイツが 1915
年 に書 い た詩論 ともい える詩作品 `Ego Dominus Tuus'に お い て、自意識 にとらわ
れたがゆえに衰退 した近代芸術 を古代芸術 と比較 してい る ことと合致す る。行 き
過 ぎた 自意識 は古代 の 大 らか さを失わせ 、人間は卑小 にな り、物事 の本質をまっ
す ぐに とらえることがで きな くなって しまった。 `Ego Dominus Tuus'で 確認 され
るように、イェ イツが 自意識 の問題 を克服 したのは Dante AHghieri(1265-1321)を
想起するなかで得 た、 自己 は反 自我あ るい は仮面 と一 体化 して真実 を求めてい く
ことで生 命の充実 を得 られるとい う発見に よつてであった。 イェ イツの言 う反 自
I
我 とは次の ようであ る 一 “

mask ofsome other lifO,ona

nk an happiness depends on the energy to assume the

К―
bi■ h as solnething not one's self,something created in

a moment and perpetuany renewed''。

6こ

一 瞬 の うちに新 しく生 まれ変わ った、今
の、

までの自分ではない常 に新 しくされつづ ける何者か、あ るいはそれ までの 自己に
欠けてい るものを備 えた理想の 自我が反 自我 である。反 自我 と一体化す ることを
自らに課 したイェ イツは まさに月の 17相 における真 の 反 自我、「集中を通 しての
7を

単純化」

実践 して い た といってよい。そ うしてイエイツの作品に反 自我的声 と

″駒昭″sα ′Cο ο″ (1919)と そ
もい うべ き新たな響 きが生 まれて きた ことを Z力 ι″″
れ以降の詩集にお いてわた したちは認める ことがで きる。 自身の全集へ の序文 と
す るつ もりで書 い た後年のエ ッセ イ、`A General lntroductionお r my Work'(1937)
にお いて イェ イツは 1..he[a poet]has been reborn as an idea,something intended,
complete"8と 述べ て、反 自我 の重要性 をあ らためて強調 してい る。

この 後 イェ イツが `Lapis Lazuli'を 書 くまでに起 きた重大 なで きごとと して И
″sJο ″(1925、 1937)の 執筆 がある。 これは イェ イツ と Georgie Hyde Lcesが 1917
年 10月 に結婚 して数 日後 に妻 George(結 婚 後 イェ イツは妻 を こ う呼 んだ)が 自
動筆記 を始め、そ の 内容 をイェ イツが書 き とめて読 み 解 こ う とす る二 人の共 同
作業 の うちに形 をな して い った書物 で、反 自我 の 詩論 を さらに発展 させた もの
I can now...lnd■ e simpHcity I
で あ る。 そ の 1925年 版 の 序文 に イ ェ イ ツは “
have sOughtin vain. I nced n0 10nger write pOems like`・

「 he lPhases ofthe Moon'nor

`Ego Dominus Tuus'"9と 記 して、詩論 の 深化 に満足 の 意 を表 した。 イ ェ イツが
a system ofthought that would leave my[Yeats's]
simpliciげ 'と は、“
求めていた “
irnaginatiOn free to create as it chose and yet rnake all that it created,or could create,
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pa■ Ofthe Onc histOry,and thd the soul's''10に

当たる。 イェ イツが唯一の歴史 と見

なす魂 の歴 史に組 み込 まれるような作 品を創造す るためには、想像力 の 自由を確
保す る必要があ り、その根拠 となったのが集中に よって単純化 される ことで形 を
a system ofthought''だ とい うことになる。 この思想体系 ・思考方法 こそ
現 した “
″で説明 しようとしてい ることで、その骨子 は意志、意志が
がイェ イツが И″s′ ο
求 める反 自我、創造的精神す なわち思考、思考が求 める運命体 とい う四つ の機能
を念頭 に置 いて、その うちの意志 と思 考が頂点を互 いの底面 の 中心 に突 き立 てた
二つの円錐 の 中を反対 の方向 に向かってそれぞれが旋回 しなが ら、連れ立 って増
大 してい く様子 にた とえて説明 される。第一 次的円錐 は客観性 。事実 ・分別 ・道
徳 の分野 でその部分 にお い ては思考が優勢 であ り、 もう一 方 の反 自我的円錐 は感
情 ・審美 ・主観性 ・想像力 の分野でその部分 にお い ては意志が優勢になる。動 き
が円錐 の最大 の広が りに達す ると向 きを変 え、他方 の 円錐 の最大 の広が りを目指
す。二つの 円錐 は引 き合 うか らである。
このことによつてイェイツは個人の 人生や人間 の歴 史、 また死後の魂 の行方 に
つい ての理 解 を進めた ので 、それ は書物全体 にわたって明 らかに され る。思想
体系 は想像力が 自由 を得 て創造 に向か うために欠かせ な い現実認識 と、そ して
They have helped me to hold in a
公正 な判断 を可能 に した とい うのでイェイツは “

喜ば しく述べ てい る Lapis Lttuli'に もイェ
「
の構成を緊密 にし、
イツの詩論が生 きて働 いてい るのが認め られて、それは作品

singic thought real● and justice"llと

後半の反自我的世界の出現 を可能にしている。
作品のためにイェイツが選 んだ韻律 は四歩格、Helen Vendlerが 「止むことの
ない進行 とい う形式に より四歩格 は文化が次 々に興っては破壊 される様子 をパ ノ
12と

・にふさわ しい」 述べたように、
詩行 は疲れを知 らぬ律動に運ばれて展開 し、そ して最終連における生命 の肯定に
ラマの ように描いて見せる

`Lapis Lazuli'.・

至る。
H.作 品前半 の解釈 ― 客観的分野 (第 一 次的円錐)で 進 め られる真実の探求
`Lapis LazuH'は 前半 三連後半二連 の二部五連構成 である。第二連は移行部分 と

考えられる。後半 で場面が 一転す るが、前半 との結 びつ きが必然性 を伴 うがゆえ
に全体が立 ち上が って くる。前半 は後半 におい て想像力が 自由 を得るため の礎 と
なる部分であ って、真実 の探求が Иんsノ οκの言 い方 によれば、客観的分野で推 し
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進 め られてい る。思 考が極限に達 して意志が明確 になったのを受 けて後半では驚
くべ き想像力 の活性化が起 こる。詩人が完全 に想 像力 に自身をゆだねるなか、 イ
メージが動 き出 して反 自我的世界が展開する。
題名 の lapis

iazuliと

は瑠璃、 この作 品は Harw Cliftonと い う若 い 詩人か らイ

ェ イツ古希 の祝 い に贈 られた中国 の瑠璃彫刻 に端緒 を得た もので ある。その彫刻
を初めて 目に した時の印象 をイ ェ イツは私信 でこ う述べ たことがある一 “
Ascetic,
pupil,hard stone,despain 13ut■ o,I anl、vrOng,the cast has its solutions always and
therefore l(nows nothing Oftragedy. Itis we,not the cast,that rnust raise the heroic

cw:13人 生の悲劇 に対 して、西洋 は闘志 を明確 に して これ に向 き合 うのに比べ て、
東洋 は 自らの解 決法 を有 して い てそれは悲劇 とは無縁 だ とイェイッは述 べ て い
る。だか らといって、 この手紙 か ら約一年後 に書かれた作品が手紙 の 内容 に沿 っ
た ものになってい るか と考える と、 決 してそ うではない。詩にお い てはブル ーム
の言 うように英雄的叫びを上げ よ う として失敗 してい るのではな く、元 よ り英雄
的叫 びを上 げようとす らして い ない。誰 もが悲劇の主人公である とい うこと、悲
劇的喜 びは再生 につ ながるとい うこと、そ して文明の崩壊 とい うよ うな悲劇 の極
点 にお いて も人間は自分 を失 うことがない とい うことの発見が この作 品にはあ っ
て、 これ らの ことにお いて洋 の東西 は間われてい ない。
第 一 連 は戦争 の恐怖 に分別 をな くして激昂 した女性の言動 をその まま繰 り返 し
てみせ る ことでパ ロデ ィー と化 し、結果 としてその女性たちを痛烈 に風刺す る と
い う内容 になつて い る。詩 中の声 には怒 りとい ら立 ちと同時に確 固 とした判断か
ら くる響 きがあ つて、 ここに反 自我 を念頭 に真実 と公正な判断 を求めて きた詩人
の姿勢 をあ らためて確認することがで きる。女たちの “
.… sick Of the palette and
nddle― boち /Ofpoets that are always gay''と

い う言葉 は大火に崩れ落 ちる ローマ の

町 を安全な場所か ら眺めなが ら音楽や詩歌 に興 じた とい う皇帝 ネ ロ を思 い起 こ さ
せ る。実際 イェ イツはある女性が「 この時局 にあって絵 を描 い た り詩 を書 い た り
す るのはヴアイオ リ ンを弾 くネ ロの よ うだ」14と 言 うの を耳に して い て、 この こ
とに対する反発が第一 連 を形作 っているのである。女たちは徹底的な措置が とら
Aeroplane and Zeppelin will cOme Out,/Pitch like King Billy bomb―
れなければ、 “
baHs in/Until the town he beaten nat''と 破滅 の危機 におびえ、日調 は激 しさを増

す の であ るが、 この 部分 につい ては女 たちの言葉 そ の ままとい う よ り Norman
Jcmaresの 指摘す る古謡の一節、
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King James has pitched his tent between
The lines for to retire

But King William threw his bomb-balls in
And set them all on fire.

'o

の影響 とい うことを考慮に入れるならば、詩人が古謡 の詞に `Lapis Lazuli'自 体 の
b"破 裂
リズム に合わせた修正 を加 えた ものだ と考 え られる。その結果、重なる “

nat"で 無に帰す とい う動的な効果 を上げるとともに、 ヒ
音 で臨場感 を高めつつ “
ステ リーがかった女たちに対す る風刺が さらに強 まって嘲笑の響 きまで をも帯 び
る ことになる。第一連 自体が こ うして怒 りを含 んだパロデ イー になってい る背景
には公正 な ものの見方に基づ こ うとす るなかで得 られた確 かな判断がすで にあ つ
たので、その ことが追って第二連 で示 され る。
第二 連 で はいつ で も誰 もが悲劇 を演 じる、 人生 その ものが 悲劇であ る とい う
p∝ おrm"に 仮
All perお rm their tragic― plり "の “
公正 な もの の 見方が示 され る。 “
面 を被 る、反 自我 と一 体化す る とい う意味 を見落 とす こ とはで きな い だ ろ う。
Shakespette悲 劇 の名高 い主人公たちは悲劇 に直面 して覚醒や悟 りを経験 し、生
まれ変わった存在 としてカー杯 生 きて生 を全 うす る。 い わば反 自我的成長 を達成
す るので、だか ら役者 は傑出 した役柄 にふ さわ しく、舞台 の途中で止 まって泣 き
出 した りは しない。

Yet they, should the last scene be there,
The great stage curtain about to drop,

If worthy their prominent part in the play,
Do not break up their lines to weep.
彼 らは悲 劇 が そ の 本 質 にお い て究極 的 な喜 び を生 む こ とを心 得 て い るので あ る一
“
They know that Hamlet and Lear are gay;/(]aiety transnguring all that dread"。

9行 日で示 され た よ うに、 この こ とは芝 居 に お い て も実 人生 にお い て も同 じで
ある とい う ことになる。 イ ェ イツは 1936年 に出版 された Zあ
ヵ〃 Bο οたグ
`0匹
passive su∬ ёng is■ ot a themeお r poetry'
Mbル 降浴ιの序文で戦争詩について “
“
In aH he geat tragedies,
と述べ て批判 し、 これ を詩集から除外 した。つづいて “
tragedy is ajoy to me mm who dies"16と 述べ ている。受動的な苦 しみから詩は生
23

まれない、人間は人生の悲劇 を積極 的に生 きる ことを通 して覚醒 と成長を遂げる
し、またそ うす る ことで堂 々 と死 に対 して も向 き合 う力 を得、そこには充実 した
生 を生 きた とい う喜 びが あるとい うのがイェ イツの考 えで、悲劇的喜 び、 hagic
joy''と

称 される もので ある。

視 界 が 広 が り、 長 い 時 間軸 が 現 れ て、 そ れ が 一 点 に凝 縮 され る ― “
AⅡ men
have aimed at,lound and 10st;/Black out;Heaven blazing into the head:/Tragedy

wЮ ught

to its uttermost"。

そ して悲 劇 の頂 点 は 同時 に限 界 で もあ る こ とが示 され

る。

Though Hamlet rambles and Lear rages,

And all the drop-scenes drop at once
Upon a hundred thousand stages,

It cannot grow by an inch or an ounce.
この極点に向か って思考 を推 し進める力、それぞれの場面の把握 の確か さ、自在
な制御 には詩人が И Иsあ ″にお いて探究 した思考体 系、 ものの見方が力になって
働 いてい ることが 認 め られる。
律動に促 されつつ 第 二連 の人生か ら第三連の文明へ とテーマが展開 してい くの
は 自然で理 にかなった ことに思われる。文明が興 り、そ して滅亡するさまを次 々
と絵巻 の よ うに繰 り広 げる ことで始 まる第三連では、記憶 を呼び起 こ しなが ら思
考 を進めるうちに時 間 と空 間が一挙 にはぼ限界 まで開けることによって反対 に何
かが流入 して くる余裕 を作 ったよ うに思われて、その何か とは第四、五連にお い
て発揮 される想像力 である。 第三連が移行 の連 と思われるゆえんである。つづ く
行 におい てギ リシャの文 明が減びる とともに失 われた Canimachusの 彫刻 を詩人
は想像力 を駆使 して再現する。そ うする ことで芸術 は文 明の精華であることを示
す と同時に、文明 とは何か、文明が滅びるとは どうい うことかを詩人は問いかけ
て い るのであ る。 この部分 には第五連の “
moumml me10dies''を 重ねみる ことが
で きる。それは もはや存在 しない カリマ コスの彫刻作 品に寄せる詩人の哀歌であ
つて、その調 べ と律動 の うちに 35-36行 日の発見に至 る。

On their own feet they came, or on shipboard,

Camel-back, horse-back, ass-back, mule-back,
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Old civilisations put to the sword.
Then they and their wisdom went to rack:

No handiwork of Callimachus,
Who handled marble as

if it were bronze,

Made draperies that seemed to rise

When sea-wind swept the comer, stands;
His long lamp-chimney shaped like the stem

Of a slender palm, stood but a day;

All things fall

and are built again,

And those that build them again are gay.
civ sation''と い う語義 の広が りについて OEDの 第三版 を参照 しなが ら振
文明 “
Thc state or cond on of being civ zcd''
り返 ってお きたい。 この連 の文脈 では “

に始 まって、後世 の記憶 に残 る ような芸術作品 を生み出す までに到達 した文化、
human cultud,social,and intenecmal development
社 会、 生 活様 式、す なわ ち “
when cOnsidered tO be advanced and prOgessive in natuF'に 当たる。 人間生活に

The comお 威and convenience of modem
とっての快 適 さに重 点 を置 くな らば、 “
lit,as found in tOwns and cities,pOpulated Or urban areas in general'' とい うこと
civ s"に 由来 し、そ の 意味 は「市民
に もなる。そ の語源 をた どる とラテ ン語 “

(=礼 儀 正 しい、丁寧 な

公共 の、国家 に関す る、文
civ‖ "
官 の 、文民 の 」 と列挙 され る (『 羅和辞典』、研 究社 19(,6)。 現代英語 の “
()f or relating to citizens or people who live together in a comnlunity;relating
も“
の、市民 にふ さわ しい

Or be10nging tO members Of a bOdy politic"に

)、

Courteous,or obliging in
始 まって “

behaviour to others;demonstrating or indicative of such behaViOur;p01ite"(OEI))と

い う意味を残 してい る。
吉田は文明につい て考察 してい る一節 で「文明の状態は我 々が人を人 と思ふ と
いふ ことに墨 きる」17と 述 べ て い て、 これだ と辞書 的な意味 の広が りも理解 で き
る し、第三連で詩人が今なお哀悼 の 意 を寄せ る作品を生み出す に足 る状態 に達 し
た文化 を誇る社会や、そ こでは礼 節や優雅が重 ん じられたであろうとい うことの
説明 もつ く。滅 び去 った文明、そ の文明を築 い た人 々の 日日の暮 らしと知恵、 カ
リマ コスの作 品 は、人 とい う共通 の土 台 に立って尊敬 とともに追憶 されてい る。
そ うであるか らこそ文明がかつ て滅 びたとい うことと今現在 があるとい うことが
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等価 の ことと して迫 って きて、文明が滅 びて も必ず文明 を再建する人 々が現れる
とい うことの発見があ り、 さらにその人 々は陽気だとい うことの発見が同時にあ
つた。 イェ イツの詩論 にお い て思 考が求 めるのは運命体 であった。 そ の運命の本
質部分が明 らかになったので、それは悲劇的喜 びが再生 につ ながるとい うことに
なる。
gay"と い う言葉 が初 めて 登場す るのが 第 一 連 の “
作 品で “
pOets that are always
“
gay''で あ り、次が第二 連 の They knOw that Hamlet and Lear are gγ "、 そ して第

三連の “
And those that bund them again are gγ

"、

そ して作品の最終行 にもう一 度

出て くる。置かれた文脈 によって意味 は違って くるが、共通 して い るのは陽気 な、
明るい とい うことで あ る。 第三 連 の場合 は崩壊 した文明 を再建 しようとい う者 の
陽気 さをい うのであ るか ら、新 しい展望 をもち、それ を実現 してい こ うとい う人
間の意志 とエ ネルギ ー か ら湧 き出る明るさの ことである と思われる。 第一 連、二
連 と思 考 を進めて きて この 第三連 の移行部で再生 に向か う意志が明確 にな り、つ
づ く第四連五連では想像が 自由を得て一気 に広がった視野 を前 に意志 を再確認す
るとい う作品の構成は И κsわ れの 円錐 と旋 回運動 を思わせ るものであ り、 ここに
詩論が詩に生 きてい る ことの実際 を認めることがで きる。
IH.作 品後半 の解釈 ― 反 自我的世界の出現
作品後半ではい よい よ反 自我的世界が広が ることになる。 第四連では彫刻の簡
素な描写が行われる。語 は一 つ一つ比類のない確かさを もって置かれ、置かれた

その場所で息をしている。“
10ngeviげ 'は 歩をたっぷり保って語の意味が生きる。
連 の最終 二 行 は舞踏 の足取 りを思わせ、新 しい展開を期待 させ る。

Two Chinamen" behind them a third,

Are carved in lapis lazuli,
Over them flies a long-legged bird,

A symbol of longevity;
The third, doubtless a serving-man,
'Carries a musical instrument.

当の彫刻 は現在 The National Library ofldandに 収 め られてい てウェブサ イ トで

18そ

も閲覧が可能である。

れ によれば鳥は背面 にあつて人物の頭上 を舞 っている

のではない。第 四連、 第五連では自由を得 た想像力 に詩人は従 っている。 これは
恣意的 とい うことでは な く、第 二連 まで思考 にそ って詩 の歩 み を進め頂点に達 し
た ところで運命 と意志が同時 に明確 にな り、そ して今度は意志 の 求める反 自我 の
世界が開けた結果、ヴイジ ョンの方か ら詩 人にや つて きた ので ある。詩人は動 き
だ した像 を書 き とる。
longeviげ 'と い う語 は ここに置かれ て新鮮 なひび きを生 んで い る。古代 か ら
現在 まで とい う長 い時 間軸 か ら一転 して人の一生 に視点が移 る と見渡 しが きい
て、長寿 とい うことの幸福があ らためて身近 に迫 って くる とい うこともあるだろ
う。楽器 を手 に した従者 を伴 った貴人 たちについ て「 極 めて西 洋化 した中国人」
であるとい う指摘が山崎 によつてなされ、 さらに彼 らは「観客 の立場か ら悲劇的
19と

喜 びを経験 してい るのであ る」

される。 しか し、悲劇 的喜 びがそ もそ も西洋

だけの ものだろ うか と考 える と決 してそ うではないの悲劇 に直面 して人間的に成
長 を遂げ、最高 に充実 した生 を生 きる ことで喜 びを得 て死 んで いった英 雄 を祖先
却
に持たない民族がある だろ うか。 イェ イツは先 に引用 した手紙で悲劇 に対 して
はこれに立 ち向か ってい くのが 西洋 の解決法 だ と述べ て い たが、結果 として作品
にお いて悲劇的喜 びは東洋 の ものではない とはどこを探 して も言 ってい ない。 ま
た、そ うい う意味 では第 四連以降に登場す る人物が西洋人であ って ももちろんよ
い はずであるが、中国人であ るのは彫刻が 中国でで きた もので あ るか らである。
さらに第五連 の人物 の動 きをた どると、彼 らが行 っていることは崩壊す る文明の
最期 を哀悼 の意 と敬意 とともにみ とると同時に、自分 たちが文明 を再建す るとい
う誓 い を新たにす ること以外 の なに もので もない ように思 われ る。彼 らの行為か
ら彼 らは滅 んでゆ く文明圏にかつ て属 して生 きる ことの喜 びを得 た とい うことが
stare"、
あ つたに違 い な く、そ うい う意味 で彼 らは単 なる観客 ではない。 滅 びを “
万感 の思い をこめて見届ける彼 らもまた再建 に向か う者た ちなのである。
彼 らの文明にお いて芸術、 この場面 での音楽は、身の 内にあ る強 い感情 を高貴
Accomplished ingers''か らも理
な形で表す のに な くて はな らない もので あ り、 “
解 されるように日日の生 活 と分離 で きない もので ある。そ して このこと も東洋 と
西洋 にお い て異なる とい うような ことは考 え られない。Komesuは この場面 に芸
術 と現実お よび歴 史 の 隔絶 を指摘 したが、そ うではない。文 明 は現実や歴史 を
包み込 んだ生 命 であ って、芸術 は自らが属す る文明の滅亡 とい う悲劇 に直面 し
血e
た人 間に とつて、 な くてはな らない もの として描かれ て い る。 イェ イツの “
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highest lifb unites,as in one nre,the greatest passion and the greatest courtesy''21

と

い う言葉 にある、至高 の生 命 は最大 の情熱 と最高 の礼儀 を一体 となす とい う、そ
の あ らわれをわた したちは芸術 に見出すのだ とい うことが この場面 では示 されて
い るのである。
ヒーニー は人物たちの 目の輝 きに芸術 の非情や貪欲性 を指摘 したが、人物たち
は滅んでゆ く文明の最盛期 を生 きた ので、何が滅亡 しようとして い るかを知 って
い る。その彼 らの 目が輝 い て陽 気 であるとすれば、それは生 きてある自分たちが
文明を再建するのだ とい う大胆不敵 な、不屈 の、精神 の光に由来す る ものである。
ヒー ニーが `Digging'″ で うた い あげる、たゆむ ことな く土地 を耕 して きた先祖
へ の尊敬 と愛 情、 これか らは 自身が ペ ンでその仕事 を継 い で い くのだ とい う明
るい決意 は `Lapis Lazuli'の この場面 に も連なるはずだ。 イェ イツが抱 きつづ けた
と考 えられる詩作上の信念 を 1904年 のエ ッセ イに見出す ことが で きて、それは
“
the Su● eCt Of art iS...the praiSe Of lit,and it haS nO COmmandmentS that are nOt
positive''23、

す なわち芸術 の主 題 は生 命 の賛歌 であ り、生命が 人間に課する戒律

は唯一 、あ くまで も生命に対 して肯 定的 である とい うものであ る。`Lapis

Lttuli'

も生命 の賛歌 である。Balachandra Raanが 人物 たちの 目の輝 きに「悲劇 の認識
と釣 り合 うだけの陽気 さ、生命 を無意味に帰 して しまお うとす るあ らゆるもの と
全面的に対 峙 した ときに生命が行 う自己主張」24を 読 み とったの は正 しい。悲劇
的喜 びが最高潮 に達 した とき、それは純粋 な生命 の喜 び以外 の なに もので もない。

Every discoloration of the stone,
Every accidental crack or dent,
Seems a water-course

or an avalanche,

Or lofty slope where it still snows
Though doubtless plum or cherry-branch
Sweetens the little half-way house
Those Chinamen climb towards, and I

Delight to imagine them seated there;
There, on the mountain and the sky,
On all the tragic scene they stare.
One asks for mournful melodies;

Accomplished fingers begin to play.
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Their eyes mid many wrinkles, their eyes,
Their ancient, glittering eyes, are gay.

最終連におい て、眼前 の石 の部分的な退色や亀裂や くぼみが 見てい ると自然の
風景 として立ちあが って くるとい う、現実 と想像 が交錯す る瞬間に立 ち会 い なが
ら読者 も想像 の世 界に入 ってい く。想像 の世 界に広がる自然 は、なお も自然 (じ
ねん)と してある。 これは詩人によって置かれた語が場所 を得 てい るとい うこと
以外 の なに もので もないので あるが、詩 人はそ の こ とを読者 には気付 かせ もせ
ず、読者が詩 の歩 み に自らをゆだねて 自由に想像 をめ ぐらせ るの を可能にす る。
“
“
water― course''、
avalanche''、 “
lofw slope wheК it still snows'' と思 いが |ナ ない語
がたが うことな く置かれて い くのにしたが って 目を見張 る ような光景が広が る。
冷 たい空気が肌に感 じられ、花の香が漂 って くる よ うな この光景 は、悲劇の重 さ
や人の世の悲 しみ とい うような ことに構 うことな くただ自然 の ままに広が り息 づ
い てい る。 これは現実 の明るさ といって よ く、そ して さらに山 を登る二人の動 き
が見え、足音 までが聞 こえて くるようで ある。

IV結 び 一 最終連における新 しい 自我 の 出現
ここ まで きて第 五連の “
I"に つい て考 えてみな くて はな らな い。なぜ 詩 人は
1..and 1/Delight to imagine them scated there''と い う行 を置 い たのだろ うか。

ど うして “
I"を 差 しはさまず に風景のつづ きとして人物 を描 き、その まま結末 ま
で もっていかなかっただろ うか。ない場合 と比べ ると、確かに この部分が入 って
こそ詩が立ちあが り、生 きる とい うことがあると思 われる。 この “
I"は 今 か ら述
べ る ことは 自分 の想像 なのだ とい うことをあ らためて示す行の主語であるが、そ
の ことによって読者が 日常の世 界に一 瞬 で も引 き戻 され、 また想像の世界 に入 る
I"の 位置は行
とい う煩雑 な移動が生 じるか とい うと、その よ うな ことは ない 。 “
Delight''で 共有 される母音 の
末、強勢 のある単 一音節 で、 このため に次の行頭 “
imagine''が 受け とめる と同時に “
Delight''の
響 きが広が り豊かになる。それを “

依 って立つ ところの原 因が示 されて、 この ことで想像 の世界に向けてよ り大 きな
I"の 内容 につい て、前半 ではただ一
力強 い流れが生 まれる とい うことがあ る。 “
I"は す でに公正 と高次の判断に裏打 ち された確かな声 で
度詩 の 冒頭 に置かれる “
あ り、その声 の響 きには怒 りと緊張が感 じられた。そ して最終連で今一 度現れた
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“
I"か らは緊張 と怒 りが消 え、称 賛 と感嘆 を帯 びた観客 /詩 人の声 に変化 を遂げ
て い る。出現 した反 自我的世界 を前 に詩人 も観 る側 に立ったので、この とき詩人
は 自ら反 自我 を得て生 まれ変わった存在 になって い る。
この “
I"は 詩か ら生 まれた。それゆえ詩人はそれ をそのままに置 い た。驚 きと
称賛 に満 ちた新 しい 自我は後 ろめた さや 自意識か ら自由で、あるい は生命 その も
の といって もよい。そ の 新 しい 自我 が と らえた 人物 像 の 目が “
ancient''と あ り、
これは第三連の、人間 は古代以来文明 の滅亡に直面 して もそのたび に文明 を再建
して きた ことと呼応する。文明 とは人 間 と人間の共同体 の生命 であ り、生命 こそ
が人間が求めてや まない もので あ った。そ して後半の人物像 の 出現 とい うことを
あ らためて思 い起 こすならば、生命 にお い て も反 自我的な人間を、ひい てはその
共同体 を求めて い た とい うことになる。 こ うして Lapis Lazuli'は イェ イツ詩論の
実現 であるとともに、生命肯定の現れ とな っている。

注

本稿 は 2005年 、 日本 イェ イツ協 会 第 41回 大会 で の 研 究発表 「 `Lapis lazuli'の 明
る さにつ い て 」 に加 筆 修正 を施 した もの であ る。 なお、本稿 の 詩 の 引用 はす べ て
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The Brightness of 'Lapis Lazuli'
Nobue Miyake
The aim of this paper is to show that W. B. Yeats's 'Lapis Lazuli' (1938)
contains a remarkable brightness originating in the affirmation of life that the poem
presents.

The poem has provoked a variety of critical responses, and I give consideration

to those expressed by Harold Bloom (1970), Seamus Heaney (1978), Okifumi
Komesu (1984) and Hiroyuki Yamasaki (1996). I argue that these views derive from

the difficulty of accepting the image in the final stanza, in which Eastern figures
rather than Western ones confront tragedy. In relation to this, there is an apparent
leap between the first three stanzas and the last

two. The structure of this work,

howeveq is tight, built on the anti-self poetics Yeats conceived in Per Amica Silentia
Lunae (1917) and later developed in A Wsion (1925,1937).

In the first three stanzas, the poet's search for truth takes place in the area of
intellect. Yeats's idea oftragic joy, the concept that we achieve growth and real joy
by facing life's tragedy and living to the full, is reaffirmed as he works intellect to
the maximum. This awakens the

will to life, leading to the discovery that tragic joy

brings about restoration.
In the latter part of the poem, the antithetical world of imagination appears as a
result of the preceding search. The human figures attend the fall of their civilization,
the flower of human life, with utmost passion and courtesy. And by doing so, they

will to restore it. The glitter of their eyes shows the indomitableness of
their spirit. The tragic joy that they embody identifies itself with pure joy of life.
renew their

The poem reveals that tragicjoy is an intrinsically human and universal virtue.

Human beings and their communities desire life, and as is demonstrated by the
appearance of the antithetical world, life desires antithetical human beings and their

communities. The poem is an affirmation of life.

uq

《研究ノート》

`The Folly of Being C011lforted'と

`Adam's Curse'に おける「3人 」の働 き
柿

原 妙 子

`The Three Bushes'の ように

職 江sの 作 品には しば しば数字 の く3>が 登場す る。

数字が題名 に含 まれ た ものが す ぐに思 い 浮かぶ が、他 に もcrazy Jane詩 におけ
る Jane一 Bishop― Jackや `Lapis Lazuli'で 山に登 る中国 人な ど印 象 に残 る 3人
は多 い。 ところが、イ ェ イツにおける二項対立が しば しば議論 されるのに対 して、
く3>に 関す る包括 的な論考はあ ま り見 られないのが現状 である。
1

イェ イツ詩における <3>の 使用 は 20世 紀初頭 か ら始 ま り晩年 まで続 くが、散
文 では 19世 紀末に <3>の 萌芽 と呼 べ そ うな例が見 られ る。
`The Tables ofthe Law'で は Michael RObartesと

`Rosa Alchemica'と

Owen Ahemeが 言
吾り手に加 わっ

て 3人 にな り、`The AdOration of the Magi'で は 3人 の老 人が時代転換 の予告 に立
ち会 う。 この ように して始 まった イェ イツの <3>は 詩作 品にお い て変化 に富 ん
だ様態 を示す ようになる。 まず は「 3人 の○○」 として単純化 した 3者 を並列に
並 べ る寓話 的な ものが何篇かあ る。 また 3人 の 人物が劇 の ように会話す る もの
もある。<3>の 存在 が表面 に出てお らず気 づ きに くい 作 品 もある し、ひ とつの
作 品内 で複数組 の く3>が 見 られ る場合 もあ る。 これ らバ リエー シ ョンの うち、
`The FoHy of Bcing Comお ned'と Adam's
本稿 では 3人 が劇の ように登場す る詩、
Curse'を 取 り上 げ る。 これ らは ともに 1902年 に執 筆 されてお り、 イ ェ イツの

<3>が 詩 に登場す る最初期の例 である。 日常会話 を直接話法 で詩 に取 り入れ た
この 2篇 にお い て、 数字の <3>が どの ように機能 して い るかを検討 したい♂
`The FoHy of Being Comb“ d'は モー ド・ゴ ンを話題 に したイェ イツと友 人 (レ
デ ィ・ グレゴ リー)の 会話か ら成 っている。 ゴンが歳 を取 って美 しさを失 いつつ
あるためイェイツ もかなわぬ恋 に苦 しむ ことは な くなる だろ うとグレゴ リーが慰
め、 イェ イツがそれ に強 く反発 してい る。 ゴンは話題 として登場す るだけで、そ
の考えは示 されない 。 ゴンは歳 を取 って も魅力があるので 自分 の苦 しみは終わ ら
ない と反論す る ものの 、実 はイェイツ自身 もグレゴ リーが言 うとお りのことを密
かに感 じてい るように思える。 自分が漠然 と恐れてい た ことをグレゴ リーが代わ
って口に したが、 まだそれを素直 に認めるには至 ってい ないのである。 ところで
33

3
この 十四行詩はシ ェ イクスピアの ソネ ッ ト148に 似て い る点があるよ うに思 う。

シェイクスピアの語 り手は これまでは ダー クレデ ィを崇拝 して きたのだが 、徐 々
に自分 の 見方に疑 い を持 つ よ うにな り、148で は「世 間の男たち (all

men)」

が言

うことの方が正 しいの では ないか と思い始めてい る。 これまで自分が彼女 を素晴
らしい と思っていたのは、実は恋 のため に 目が正 しく機能 してお らず、見 るべ き
ものが 見 えて い なか ったか らで はな い か と考 えるのだ。`The FoHy'で は グ レゴ
リー の言葉 で詩人が動揺 してい るが、 148で は「世 間の男 たち」が グレゴ リー に
相 当す る役 目を果た してい る。148で は詩のほぼ 中央 の行末 で語 り手が強 く `No''
と叫 び (“ LOVe'S eyC iS nOt SO true as all men's:no,/・ …")、 `The Fony'で も中央近
No''の 語が置かれて い る (“ …Hcai cries,`No,/…
くの行末に “

")。

そ して何 よ

りも、両作品にお いて恋人に関する第三者 の意見 を語 り手が意識 して激 しく動揺
す るところが似 通 ってお り、最後の 2行 ではと もに強 い語調が却 って詩 人の混乱
した心情 を暗示 してい る。両作 にお い て 第三者 は語 り手 の考 えを代わって口にす
る者で、 いわば語 り手 の分身である。そ してシェ イクスピアの語 り手 はこのあ と
ダー クレデ ィか ら距離 を置 くようにな ってい く。
一 方、`Adam's Curse'で は、ゴン とそ の妹、イェ イツの 3人 が炉辺 に集 っている。
会話 して い るのは ゴンの妹 とイェイツで あ り、 ゴンはその場 にい る ものの `The
FoHy'と 同 じくその考 えは示 されない 。 イ ェ イツが詩作 の苦労 を女性 の 仕事 で あ

る縫 い物 に警えて語れば、 ゴンの妹 は美 しい女性 はいつ も美 しくあるため に努力
してい るのだと説明す る。美 を作 り出す ための水面下 の苦労 につい て二 人は共感
す るが、 この共感を通 して詩人はこれ まで 自分が ゴンをミューズ として称 えて き
たことについて再考せ ぎるを得ない 。それは女神の ように崇 めて きた ゴン もまた
ひ とりの女性であると認めることであ り、 さらに時代は変わ りつつ あ って、現代
は女性が美 しくあるための努力 を率直 に語 る時代 なのだ と認識す ることである。
詩 の 後半 は欠けてい く月に言及 した メランコ リ ツクな詩行が続 くが、 この メラ ン
コ リー の背後には、恋心 の疲れ とい う変化があるだけでな く、時代そ の もの も変
化 したために伝統的な恋愛詩 を書けな くな って きた とい う事実 の認識があ る。詩
人が密かに自覚 していたことが第三 者 との 会話 によって意識上 に出て きた のであ
る。
`The Fo‖ y'で

グ レゴ リーが恋 人の 容 色 の衰 え とい う彼が認めた くなか った事

実 を指摘 したように、`Adam'で は ゴンの妹が詩人に古 い時代 の終焉 を気 づ かせて
い る。 この 両者 の発言が促 したの は 詩 人の幻減であ る とい えるので はな い だろ
34

うか。幻滅

(dis_11lusion)と

は文 字 の通 り、inusionが な くなる ことで ある。 しか

し見て い た ものが現実ではな く幻 であるな らば、それが消 える ことは悲 しむべ き
ことでは な く、む しろ人間 としての成長 の一段 階 であると考え られる。 ゴンの加
齢や 自分 の情熱 の衰え とい う事実 を認め、それ まで抱 いていた彼女 に対す る幻 を
取 り除 くことで 、 イェ イツは成長 した といえるのだ。そ して両作 品にお いて 第 三
者 であるグレゴ リー とゴンの妹 はイェイツが密 かに気づい てい た事実 を指 し示す
役 目を果た して い る。当事者であるイェ イツとゴンの 2人 だけでは <幻 ・滅 >す
る ことはで きなか ったが 、3人 目の人物が登場 し、彼が密かに抱 い て い た考 えを
代 わつて国にす る ことで、幻滅 を促 し、事実 を事実 の とお りに見る ことを可能 に
したのである。 シェ イクスピアの 148と 違 って、重要な 3人 目の人物が どち らも
女性であ るとい うこと もまた新 しい時代 の特徴 を示 してい るとい えるか もしれな
い。
これ らの三者関係で さらに注 目すべ きは、 どち らの場合 も 1人 のことを念頭 に
置 い て 2人 が会話 してい ることだ。 イェ イツ と第 三者が ゴンを見つ めなが ら互 い
に言葉 を交わ し、その会話 を通 してイェ イツが変化 (成 長)す るとい う構 図なの
である。両作 とも見つ め られるのは ゴンであ り、彼女には言葉が与 えられて い な
い。特 に`Adam'で は、 ゴンがそ こに存在 して い るに もかかわ らず、 まもな く失
われることが分かってい るかの よ うな (い わばオブジェ化す るような)印 象 を微
かに与 えて い る。 この ような視線 と対話 の構 図が、対象か ら距離 を置 いて正 しく
幻滅す るために役立ってい るのである。
多 くの批評家が指摘す るように、 イェ イツ作 品にお いてゴンは単に彼が求愛 し
た一女性 であるだけではな く、アイルラン ドの 象徴 で もあ り、 また芸術 を体現す
る存在 で もあ った。 その ゴン と自分 の 関係が変化 してい る ことを認め ざるを得 な
い イェ イツは公私共に大 きな転換 を迫 られる ことになる。その よ うな時期 にイ ェ
イツは <3>の 構造 を取 り入れた詩 を書 い た。 自分 とゴンに加 えて さらに第二者
が加 わることで新 しい視線が もた らされ、それ までは困難だった状況 の客観視が
可能 になったのである。本稿 で取 り上 げた 2作 品に見 られる <3>は 、幻滅す る
ことで 自分が成長 し前進 しようとす るイェ イツの方策だ ったといえるだろ う。
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《シンポジウム報告 》

イ ェ イ ツと老 い …
一 老 い と創作 との 関 わ り
伊 達 直 之
「老 い」は詩人イェイツが まだ青年であった時期か ら死 に直面 した最晩年 まで、
そ の作品の重要 な主題であ り、 モチーフであ り続け た。既 にイェイツ研究の中心
主題の一つ として、詩 と劇作 品に現 れる「老 い」 の表象 につい ては、 多 くの碩学
が詳細なテクス ト分析 を通 して、伝記的事実や同時代 の政治 。文化状況 との関 わ
りへ の調査 と、深 い洞察に基 づい た解釈 の可能性 を示 して きた。
こ うしたイェ イツ作品に見 られる「老いの表象」 の重要性 を認識 しつつ 、本シ
ンポジウム を構成す るにあたっては、「老 い る こ とと、詩 人が創作 をす る こと」
との内的な関係 ― 詩人が 自己の 内に老 い を意識 し認識 した実感が、創作 の言葉
とどのように関 わったのか、変化す る心身と共 に何 を、 どうして書 き続 けた (ら
れた)の か ― に焦点 をあて、そ の上で作品に顕在 。潜在す る「老 い 」 の表現 の
力 を再確認す るシ ンポジウム に したい と考えた。 この意図にそ つて、報告者 であ
る諸先生方に私か ら事前 にお願 い 、お伝えしたのはおお よそ以下の ようなことで
ある。
対象 とする期 間 と作品に関 しては、 とりあえず詩集 動θ乃 rか ら最晩年 まで
“
の 時期 と作 品を念頭 に置 く。 イェ イツ自身の肉体的な老 い (病 気 なども含めた衰
え)に 対す る自覚 は、詩集 動ι乃 ′に収め られた詩作品か ら特 に切実、顕著に
“
表れ始 めてい るように思 える。τttθ Ъ″α を突出 した「老 い」 の表現 の 成果 とま
ず位置づ けた上 で、 これ以 後最晩年 でのさらに肉体 の衰弱が きわ まった境地で書
かれた作品 まで を、シ ンポジウムの対象作品 としてのひ とまずの 目安 としたい。
この期間の作品や創作 の現場 に対す る共通の問題意識 を、報告者全員が いったん
共有する ことによつて、 まずは討論 の場 を確保 してお きた い。
こ うした共通 の場が確認 されるな らば、実際のシ ンポジウム にお い て、初期の
「老
若 い イェ イツや中期の壮年のイ ェ イツが、自らを予見する よ うにテ ーマ化 した
い 」 を論 じるの も自由 としたい。 ジェーンなどにみる老 いの「表象」 を、改めて
俎上 にあげ直す の も興味深 いの ではないか。
加 えて、私 自身の意図する ところに少 し踏み込んだ、示唆 と提案 もさせてい た
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だいた。
「老 い」 は肉体的 には「衰 え」 と意識 される もしれない。けれ どもその 肉体 の
制約 に対す る負の認識が、精神や観照 の力 の方へ と創作実践 の重心 を移す ことを
強 くうなが し、精神の解放 と躍進へ の希求 を切迫 させ る可能性 もある。新たな境
地か ら、 身体 のあ り方へ の認識 も異なる地平 を見せ始めるか もしれない。 さらに
はこの揺 らぐ両者間 の 緊張 の維持 こそが、創作の場 を更新 し続けるイェ イツ的な
装置 と考 え られるので はない か。 (拒 まれることでモ ー ド・ ゴンに対する恋愛感
情が継続す るようなことも含 めて。)
他方 イェ イツの社 会的な関係か ら見れば、 イェイッがアベ イ座創生の頃の よ う
に劇場運営 の愛国的構 成員 として社会的 (政 治的)に 集団化 され、その中心 にい
た時期、つ まり詩人が社会的人 間関係 の 中心 に居たときと、後のアイラン ド自由
国 の 中で上 院議員 の時代 を ピー クに、だんだんと社会 (政 治 )や 文学サ ー クルの
組織活動で周縁化 し、 自由国の政治の同時代的な「今」か らも取 り残 されてい く
現実 の意識 とも、老 い や衰えは符合す るか もしれない。 しか しこれ もやは りそ の
反面 にお い て、現 在 の現実 と、叡智や世界史に向けた長期的なヴイジ ョンとの 間
の (対 立的で もある)バ ラ ンスの軸 を、詩人が意欲的に再設定 し直す動機 ともな
り、最晩年 の活発 な表現欲 に転化 した と捉 え うるだろう。
そ して、以上の よ うなわか りやす い図式 こそが落 とし穴 であ り、 自由国独立後
の 国内政治や、 もっとブ リテ ン的な政治や文壇の現実が、 よ り複雑 な「老 い」 の
在 り方や、詩作の方向 に関与 してい たのか もしれない。
乃 rあ た りか ら強 い リア リテ ィを帯 びるイェイツの老 いの知や、そ の言
“
葉 の表現 は、いわゆる「枯れる」 とい うの とは違って、依然 としてなまなまし く
Z%ι

なにか を構築 しようとい うマ テ リア ルな言葉の力があ るように感 じる。ただ し、
それは最 晩年 の死 期 が近 づい た 頃 の作 品に も未だ残 つている力 な のだろ うか。
「老 い」 のステー ジは、確実 に創作 の 質 と実際 を変容 させ つつ 、推移 して いた よ
うに思 う。
その他、И 麻 わ″とい う「歴史」が加わる ことに、 イェ イツの個人的な身体 の
老齢化 (病 歴)が 関 わ ってい るのか。
「記憶」 とい うもの に対 し、 イ ェ イツは自
身の 身体 の経年的変化 の 中で どの よ うに取 り組んでい るのか。 中期 までの言葉の
使 い方 と、後期 の言葉 の使 い 方、 ス タイルの変化や差異、等 々。
「老 い」 を巡 る
問題意識 は、とて も一 度 のシンポジウムで総覧で きるようなス ケールの テーマ で
はない。その意味で、今回の シンポジウムでは必ず しも包括的な姿勢 を取 る必 要
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はな く、報告者 の先生方 の個人的な関心 の可能性 を、共通の問題意識 に照 らしつ
つ 、展開 してい ただ きたい。
こ うした呼 びか けに対 し、即座 の ご快諾 と共 に、 目安 と して Rω ″ ″
sめ J″ ″ω
の重要性 を強調 される意見 も出 されるなど、幅広 い見識 と独創性 を具 えられた諸
先生方 の 自由闊達な議論 の展開が期待 された。当 日と、以下 に報告 されるシ ンポ
ジウムの 成果が、「 イェ イツ と老 い」 とい う大 きな問 いへ の 、洞察 に富んだ出発
点 となることを確信す る。

イ ェイ ツと老 い ― 受苦 と悲 劇的喜 びの葛藤
山 崎

弘 行

老 い をモチーフとす るイェイツの最初 の詩 は 『アシー ンの放浪』 (1889年 )で
ある。 この詩には、 フェニ ア戦士 団の若者ア シー ンが妖精の女神 ニ アヴの美 しい
肉体 に誘惑 されて、不老不死の妖精の 島である「 舞踏 の 島」、「勝利 の 島」お よ
び「忘却 の 島」 をそれぞれ 100年 間放浪する話 しが語 られてい る。彼 は結局、安
息 と満足 を得ることができず、現実 のアイルラン ドに帰還 し、ニアヴの戒めを破 っ
て大地に足 を着けたために、瞬 く間に 300年 が経過 して見る影 もない老 人になる。
一 旦はキ リス ト教 に帰依するが、相変わらず フエニ ア戦士 団 の仲間へ の郷愁が断
ち切れず、結 局 は棄教する。人 々がキリス ト教 に帰依 して牧 夫 に導かれる従順 な
羊 の様に暮 らす現在のアイルラ ン ドは、アシー ンにとつては安 息 と満足 の場所 と
はな りえないのである。彼が安息 と満足 を得 ることがで きないのは、現実 の世界
で経験 して い た人 間的な悲 しみ と喜 びへ の郷愁 を忘れる こ とがで きない か らだ。
「変化 も死 もない」妖精 の 国に も喜 びは存在す る。 しか し、その喜 びは、苦 しみ
や悲 しみ とは無縁な空 しい神 の喜 びなのである。
この ことは、 この詩 の ソース である Michaci Comynの 『若者 の 国 でのアシー
ンの歌』や、イェ イツが英訳で読 んだと推定 される古代アイル ラ ン ド語詩 「バ ラ
の老婆」 と比 較すればよ リー 層明 らかになる。『若者 の 国 でのアシー ンの歌』 の
結末では、アシーンは棄教 した りはせず、あ くまで も聖パ トリックに従順 であろ
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うとして い る。 また「 バ ラの老婆」の主人公は、アイル ラ ン ドの象徴 として伝承
されて きた女性 であるが、 若 い頃、王侯貴族 に寵愛 されて栄耀栄華の人生 を送っ
たのだが、今や、老 い さらばえて老醜に苦 しみなが ら修道院で暮 らしてい る。唯
一の慰 めは、神に召 されて天国に行 く日を夢想す ることだけなのである。
晩年 の イェ イツは 『オ ックスフォー ド現代詩集』(1936)か らウィルフレッ ド・
オーエ ンの戦争詩 を排 除 した。彼 はオーエ ンの 詩 を掲載 しなか った理由 として、
「受け身的 な苦 しみは詩 にふ さわ しい テーマ ではない。あ らゆる偉大 な悲劇 にお
い ては、悲劇 は死ぬ人に とつては喜 びで ある。」 とい う詩学 を この詩集 の序文 で
表明 した。『オ ックスフォー ド現代詩集』 には全部で 14編 の 自作詩 を収録 してい
るが、戦争詩 は `An lrish Airman Foresees His Death'だ けで 、老年 をモチーフと
する詩が 3編 も含まれてい る。 Wacillation'、 `Salling to Byzantium'お よび

0″ レ霞 α′Cο あ″

"s'で

TЮ ″

ある。 しか も、これ ら3編 の詩で強調 されてい るのは、 `An

lrish Airinan Foresees His Death'の

場合 と同 じく、受け身的な苦 しみではな く、悲

劇的な喜 びなのである。
悲劇的な喜 びとい う概念 は、『アシー ンの放浪』 で語 った神 の喜 びや、若 き女
性 との肉体的な性愛 の喜 び とは対照 をなす喜び として提出され てい る。神 の喜 び
には、人間的な苦 しみ と悲 しみ との裏付 けが欠けてお り、肉体的な性愛 の喜 びに
は内面性が欠けてい るのに対 して、悲劇的な喜 びは、人 間的な苦 しみ と悲 しみに
基 づ く魂 の喜 びである。
イェ イツは 1∞ 2年 頃に初 めて ニーチェの著作 を読み始めたが、最 も熱心 に読
んだ文献 の一 つ は 『悦 ば しき知識』 だとされる。 ここには、青年時代 に大病 を患
い、苦 しみ に満 ちた老衰状態 の経験 を通 して洞察することがで きた真実が語 られ
てい る。大 い なる苦痛 こそが人間の精神 の最後 の解放者 であ り、人間の認識力 を
深 める とい う真実である。人は苦痛 に対処す るために、意志の力で苦痛 と戦 った
り、東洋風 の虚無感 (エ ル ヴァー ナ)に 閉 じこ もり自己放棄 を計 った りする。 こ
の「長期 にわたる危険な自己抑制の修練」 を経 た暁に人は大 い なる魂 の喜 びを経
験す る とされる。「危険 な 自己抑制 の修練」か ら生 じる喜 びは、 イェ イツの い う
死の瞬間における喜 び と しての悲劇的喜 びに似 てい る。 しか し、 二 人の喜 びを
め ぐる見解 には微妙な違 いがある ことも否定 で きない。 ニーチ ェは 自分が実際に
経験 した病苦 に根 ざした喜 びを哲学者 の立場か ら省察 してい るのに対 して、 イェ
イツは、あ くまで も本で読み舞台で見た悲劇 の主人公 の死の 瞬間における言動か
ら読み取 った喜 びを詩人の立場か ら芸術論 として語 っている。 ニーチ ェのい う苦
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しみに起因す る喜 びとは異 な り、悲劇的な喜 びは実人生 では経験 し難 いの である。
晩年 に、 イェ イツは悲劇的な喜 びの実人生での不可能性 を告 白するに到 る。当
時、慢性 の肺鬱血症、高血圧、不整脈 な どで体が衰弱 してい た。友人の ドロシー・
ウ ェルズ リー にあてた手紙の中で、
「 私 にとって究極 的な 目的は、悲劇のただ中
で人 を喜ばせ る信仰 と理性 の行為 である。 これは不可能な目的である。だが 、何
物 もわれわれの 自尊心 を傷 つ ける こ とは出来ない こと も真実 だ と思 う。」 と率直
に語 っている。 ここで悲劇 のただ 中 で人を喜 ばせ る要 因 としての「信仰 と理性」
に言及 してい ることは注 目に値す る。 この発言 の直前 で、妻 のジ ョージが亡 くな
った友人 の A.E。 (ジ ョー ジ・ ラ ツセ ル)の ことを「 人生 で出会 う最 も聖 人に近
い 人だった。あなたは A.E.よ りも優 れた詩人だけれ ど、聖人ではないわ。人は
どち らかを選ばなければな らない と思 う」 と述 べ た ことを紹介 して い るか らだ。
ここには、 イェ イツが選んだのは近代文学者 としての詩人の立場 であるこ とが示
口
してい る。
唆さオ
悲劇的喜 びの人生 における不可能性 は、1936年 に書かれた lmitated,om the
Japanese'と

い う詩に典型的に現 れて い る。 この詩 には 70年 間 も生 きて きたに も

かかわ らず、人生で一 度 も喜 びで踊 った ことがない とい う「大変驚 くべ き事」が
語 られて い る。Edwad Marxが 説得 的 に証明 した ように、 この 詩 は、 野 日米次
郎 の英文 の随筆 「趣味」 (`Hobby',1935)を 読 んだイェイツが そ こに引用 されて
い る小林 一茶 の 3編 の発句 の英訳 を真似 て作 った詩である。 イェ イツの詩 と一茶
の 3編 の発句 を比較 してみると、三 つ の重要な違 いが明 らかになる。 第一 に、 イ
ェ イツの詩は一編の独立 した詩である。 一茶 の 3編 の発句 は決 して一編 の独立 し
た詩 ではない。第二 に、「春 の花万歳、春が再 びここにや って きた」 とい う詩行
をカ ッコに入れて い ることである。 この カッコ入れは一茶 の 3編 の発句 を独立 し
た詩 としてみ な して、 自分 の文体で書 き直 した ことか ら生 じる矛盾 を解消す るた
めの工 夫 である。 カッコがなければ、再 び巡 り来た春の花 を目に して生 きる喜 び
を覚 えてい ることにな り、人生で喜 びを経験 した ことがない とい う結語 と矛盾す
るか らである。一 茶 の最初 の発句 は、 年老 い て再 び春 を迎 えることが 出来た喜
びを歌 った もので ある。 一 茶 の場合、 この ことは「50年 生 きて きたが喜 びで踊
った夜 を経験 した ことはない」 とい う最後の発句 と矛盾 しない。同 じ喜 びで も再
来 した春の花 に覚 えた喜び と、女性 との夜遊びの喜 びとは性格が違 う。 しか もい
ずれ の発句 もそれぞれ別の時期 に書 かれた発句 で あるか ら尚更である。 ところが
イ ェ イツの詩の場合、70年 生 きて も経験 した ことが ないの は単 に夜遊 びの喜 び
41

だけで な く、夜遊 びの喜 びを含 む人生 の喜 び一 般 であ る。従 って、矛盾 を避 け
るために、春 の花 の季節 の到来に喜 んで い る箇所 をカ ッコに入れて、 日本人の喜
びであることを示唆す る必要があ った と推測 される。第三に、 イエ イツの詩 の第
一 行 日の「非常 に驚 くべ きこと」 とい う詩句 は 70年 も生 きて きて も「喜 びで踊
ったため しがない」 とい うこの 詩全体 の主題 を指 して い る。 この 詩句 は、一 茶
の最初 の発句 の 冒頭 である「なん と不思議 な ことか」 (“ How strange it is… ")と い
「 なん と不思議 な ことか」 とい う箇所 はあ くまで
うフレーズ に相当す るのだが、
も、 この発句 の残 りの部分 の「50年 生 きて きたこと」 (“ That l should have lived
nfけ ycars")を

指 して言 ってい るに過 ぎな いの である。 イェ イツは一 茶 の発旬 の

意味 をあえて誤読す ることで、老年における悲劇的な喜 びの不可能性 を強調 した
現代詩 を創造する こ とに成功 して い る。悲劇的な喜 びの不可能性 は、 このほかに

`Man md■ e Echo'に も出現 してい る。上空か ら猛 禽に襲 われて悲鳴 をあげる
も、
ウサギの声 を聞 いて そ の思考が妨げ られた とい うこの 詩の結末は、当時 の混乱 し
た政治情勢の寓意であ る。悲劇的な喜びは厳 しい現実 にお い ては不可能であ ると
い うイェ イツの認識 の深 ま りを反映 して い ると言 える。
「意地悪 な痕癒老 人」では、老人 とうら若 き尼僧が晩年 を迎 えた人間 の生 き方
をめ ぐり議論 してい る。 この老人 は神に帰依す ることが最善だ として信仰 の道 を
選択す るように勧 め る敬虔 な尼僧 の体 を欲 しが る不良老人 として登場 して い る。
老人 は体 を求めて断 られる と、好 きな他 の女性 との性愛 にふける ことで生 きる苦
しみ を忘れる道 を選択す る ことを次善 の道 として選ぶ ことを宣言す る。「お まえ
の魂 は若 いころだけで な く、年寄 りにな って も情熱的 で 、神 を信 じようとせず、
悪魔的な愛 の道に迷 っているではないか」 とい う『アシー ンの放浪』 で聖 パ トリ
ックが アシー ンに向かって述 べ る言葉は、そっ くりそ の まま この減療老 人に当て
はまるのである。
「政治」 と題す る詩の語 り手 は、 第二 次世界大戦前夜 の戦雲急 を告 げる国際政
治情勢 へ の興味 と目の前 にい る若 き女性 との性愛 の快 楽へ の興味 を天秤 にかけ、
性愛 の快楽を選 ぶ と叫 んで い る。 この最晩年 の詩には老 人特有の実感が溢れてお
り、少な くとも、妖精 ニ アヴの肉体へ のアシー ンの浪漫的な憧れか ら受ける空虚
感 は感 じられない。そ こにはあ くまで も冷厳な批評精神 を堅持 して近代文学者 と
しての役割を演 じ続 け ようとするイェ イツの誠実 さが浮 き彫 りにな っているので
ある。
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「仮面」 と老い
木

原

誠

表題に「 イェ イツと老 い」が掲げ られてい る以上、 まず は「老人」 自体 の概念
規定か ら始めるべ きだろ う。だが、 この作業 は子供 の概念 に比 べ て、はるかに困
難 である。子供 の概念 は、誕生 日とい う世界標準 の物差 しによつてある程度規 定
で きる一 方、死 とい う老 人を測 る物差 しはたえず未来へ 向か って延びてい くか ら
で ある。だ とすれ ば、老 人の概念 を規 定す る ものは各個人の死 に向か う<老 いの
自覚 >と い う物差 し以外 にない だろ う。だが問題 は、老 いの 自覚 と死の 自覚 を同
一視 で きない とい う点 で ある。通常、幼年 ・青年期 の方が、老年期 より死へ の意
識 は強烈 であ り、老 い はその幸 せな鈍化 で さえあるか らだ。 ここに死の認識に関
す るひとつ のパ ラ ドックスがある (前 期 イ ェ イツ詩 には、死 に対する強烈な意識
(殉 教 へ の憧れ )が あるが、老 いの 自覚 はないの この ことは `When You are Old',
動θ,物 ″″励箸 9/OJsル な どを細か く分析すれば理解で きる)。
この心理学上のパ ラ ドックスは、
詩 (哲 学 )的 に考 えて も妥当な ものであろう。
老 い とい う概念は、 ク ロノスの時、流れ行 く生成の概念のなかにある。一 方、死
とはクロノスの時間 を超越 したカイロスの時、瞬間の概念 の 只中にある。そ して
瞬間 とは、ブレイクに倣 えば、時を超越 した永遠の相のなかにある。子供 と誕生
との 関係 もこれに等 しい。誕生 と死 とは、その経験 を誰 も語 ることがで きない と
い う意味にお い て、限 りな く永遠 の相 に接近 してい るか らである。 ロマ ン派 の詩
人たちが死 とい う永遠 の 瞬間を老人に着せ る ことで、老 人が若 さを保 つ ことがで
きる こと も首肯で きる。 むろん、彼 らがか くも若 さに こだわるのは、彼 らが詩人
の老 い を許 さない ミューズ に仕 える者だか らである。だが、一 人の詩人は自ら老
い を宣言 し、自己の老 い を描 くことで、逆 に ミューズの ご加護 を受けた。奇跡の
詩法、
「仮面」 を身 につ けた イェ イツの独 自性が ここにある。
「年 を取 る ごとに若
返 った詩人」 (T.S.エ リオ ッ ト)の 秘策 もここに求め られ よ う。

,た ″αル″″ に よれば、
「仮面」 とは、 自己が抱 く英雄像、 自己が
“
“
欲す る対象物、たえずそ の反対 の極 にある象徴 の仮面 を被 ることで、 自己を厳 し
Pι ″И滅

く律 して い くための作 法 である。
「仮面」 を象徴主義の技法の一種 である と捉 え
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「仮面」 とは まず身につ けな
る批評家たちの蹟 きの石 となる部分が ここにある。
ければ機能 しないか らである。 つ ま り「仮面」 とは自己に割 り振 られた人生 の役
割 を演 じる ことで初 めて機能 し、そ こか らおのず と意味が生 じて くる技法 =作 法
といえる。そ うだ とすれ ば、
「仮面」 の高度な技法 の裏 にはたえず彼 の生 身の人
生経験があ り、 したが って「仮面」 の老 い は、彼 の生 身の老 いの逆説、裏返 しで
ある ことになる。 このことを理解すれば、一つの重要な観点 を手 に入れる ことに
なるだろう。
`The
前期 イ ェ イツ詩 には性 描 写 が ほ とん どみ られ な い。性 的 な暗 示 さえ、
TrⅣ ail of Passion'な ど僅かな例外 を除 い てみ られない。逆に後期 は一見、 ロレン

ス を思 わせ るような性描写で満 ちて い る。 `Crazy Jane'シ リーズ にみ られるよう
に、老人はグロテスクなまでに秘事 を白日の もとに晒す。 しか し、 いずれ の描写
も「仮面」の なかにある。その「仮面」を裏返 してみればどうなるか。一 方には、
猛 り狂 う性愛 を「仮面」によつて必死 で律 しようともが き苦 しむ若 き詩 人の姿。
「仮面」が律すべ き欲望 の対象 さえ失 って寂蓼 の佗
他方、性欲 さえ も枯 れ果て、
しさのなかで さめ ざめ と泣 く老詩人の姿。そ こには、いかんともし難 い老婆 の悲
しい性が映る。
ここで注 目すべ きは、前期 と後期 の「仮面」 の 間 に不可思議 なある現象が起 こ
っている点である。前期の詩人が被 る「仮面」 と後期 の それ との 間に機能 の逆転
現象が起 きてい るか らである。す なわち、若 き性 の猛 りを律す るために用意 され
たはずの <矯 正ギブス>と しての「仮面」が、後期 にお い ては、逆 に潜在意識 に
眠る若 き日の満 た されぬ性 を引 き出す <欲 望誘発装置 >へ と変貌 して い る点であ
る。 この逆転現象 は死 につい て もい える。生 の衝動 の表裏 である死 の衝動 に駆 ら
れる若 き詩人を厳 しく律 した「仮面」 は、後期 にお いては、逆 に老 い とともに薄
れゆ く死へ の強烈 な意識 を目覚 め させ る<“ terible beauげ '誘 発装置 >へ と変貌
「仮面」 の機
す るのである。詩人の若 さを測 る尺度である性愛 と死 へ の衝動が、
能 の逆転 によつて逆 に老 い とともに強烈 に顕れる ことにな った点 もこの ことによ
り説明可能 である。
「仮面」 の機能が逆転す る地点は どこにあるのか。 イェ イツに老 い
それでは、
の 自覚が誕 生 した瞬間にある と考 える。詩人 イェイツが 老 人 として産声 を上 げ
た まさにそ の 瞬間、新 しい夢 の 責任 が始 まった とみ るわけであ る。 イ ェ イツ詩
の クリテ イカ ル・ ポ イ ン トにあ た る詩集 Rの

"κ

たsの 巻頭 に置かれた二つ
sめ ″′
′

In dreams begins
の エ ピグラフに注 目した い一 新 た なる詩人 の 自覚 を宣言 した “
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responsibilities.''と

How am l ttlen■ om myselt
詩 的想像 力 の 衰 えを暗示 す る “

fOr a 10ng time nOw/1 have not seen the Prince of Chang in my dreams''。

これ ら互

い に背反す る二つの詩句 の 間に暗示 されてい るものは、詩的想像力の衰 え こそが
詩人固有 の老 いの 自覚 の尺度 となると同時に、その 自覚 こそ新たなる詩的想像力
の源泉であるとい うことだ。 しか も、 これ らに続 く序詩 における一 人の生身の人
間 イェ イツの告白、「49歳 になるとい うのに子 もない」 とい う詩句 を重ねて読 め
ば、 ここに暗示 されて い るものは、人間イェ イツにとつて老 いの 自党 の独 自の尺
度が骨肉 としての未来 を絶たれた<子 の ない生の不毛性 >で ある ことが理解 され
る。だが、 イェ イツは これ を老 いの 自覚 を促す誘発剤 として用 い ることで、逆説
的に若 さを保 つ方法 を見出 したとみる ことがで きよう。
′
J″ ι
sの 直後、結婚 し、子宝 に も恵 まれた。 この
幸 い、 イェ イツは Rω′ο″sめ ′
喜 ば しき老 いの体験 か ら `Prtterお r my Dttghterや `Among School Children'が 生
J″ 勢 にお い て、老 いの呵責 を痛み の
まれた。 しか し、そ こは さすが Rω″ο″sJbノ′

石 となす ことで新 しく蘇 った詩人である。人はそ もそ も出産の苦 しみに見合 うだ
けの生 を有 して い るのか とい う老人 リア、あ るい はИ′湯ι〃あ硫's腋ガ の老 人の
根源的問 い を発 し、血の証 と血の呪 いの間を揺れ動 く。 この 問 いの行 き着 く悲劇
の呆 てに劇 乃 磐αゎ″ における自らのかけが えのない血の証 を絶 つ 、恐 ろ しき老
人の誕生があるだろ う。 この ようにみれば、血の証 と血の呪 い とい うこの両義的
イメー ジをもつ ことは、 <永 遠 の老人 >か ら<生 成の老 人 >を 分ける一つの徴 に
な っていることが理解 される。
「仮面」 の一方 の極 の鏡 には、血の両義的徴 を帯 びて生 成 の なかで老 い てい く
クロノスの老人像が映 っている。 しか し、他方の極 には死 の 瞬間を担 い永遠 に
若 い カイ ロスの老 人像 が映 っている (`Sa ng to Byzantium'や `The Newsお r
Delphic Oracic'に み られ る tombと

the

wombの 反転 によ り<若 返 り過 ぎた老 人 >の

姿 には能の翁 を彿彿 とさせ るく永遠の老人 /童 子 >の イメ ー ジが ある)。 紳士 は
歩 く。だが「仮面」 の老 人は、生成 と永遠、その「両極 の 間」 を、四本足 (幼 児
の老人)、 二 本足 (青 年 =永 遠 の老人)、 三 本足 (生 成 の老 人 )、 ときには一 本足
(「

案山子 =魂 の老人」)で 「走 る」のである。 ここに、 イ ェ イツにおける老 いの

ダイナ ミズムがある。
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イ ェ イ ツが 本 当 に年老 い た とき
長谷川

弘 基

老 い)に 並 々 な らぬ関心 を示 して い た若 きイ ェ イツに とっての ヒー ロー は、
〈
祖 父の Ponexた nで あ り、IRB活 動家 の 0'Lcaryで あった。その とき 〈
老 い)は 決
。
・
いっ
では
して単なる衰弱
た、肯定的性 質 を伴 うべ きも
な く、知恵 尊厳 威厳 と
ので あ った。その よ うな感受性 ・思想 を身につ けてい た詩人が、 自ら年老 いた と
略 (1928)で ある。詩人が 63歳 の ときの この詩集 は、
ま さに饗 え立 つ塔 の ごと く、 イ ェ イツに とって も最 も輝 か しい作 品 の一 つ であ
きに発表 した詩集が 動

`乃

ろ う。そ して、その主題の一 つ が 〈
老 い)で ある ことは冒頭 の二つの 詩 を読むだ
`The
Towerの
けで容易に理解で きる。
Itis time that l wrOte my win''
第二部冒頭 に “
とあるよ うに、それは詩人の文学的遺言であ った とさえ考えられる。
しか し、詩人 イェ イツには生 きる時間が まだ 10年 余 り残 されて い た。 この最
後 の 10年 をイェ イツの晩年 と見 な した場合、
「晩年 の イェイツには何か重要な変
化が認 め られるのだろうか ?」 とい う、素朴 な疑間が浮かび上が る。 さらに言 え
ば、「人は晩年 になって もなお (積 極的に)変 化する ことができるのだろうか ?」
とい う、希望 に も似 た好奇心が刺激 される。
イ ェ イツの最 後 の 詩集 ιαs′ Pο θ″sに は 当初 よ り否定的な評価 が付 きま とっ
い
て た。例 えば、J.C.Ransomは “
Of me new pOems,[… ]tw will competeお ra
place within the canon of Yieats's best poenls.Briefly,they are little,and casual;or
they are personal,and nostalgic Or vituperative,and iniss the delicate strategy of the
imaginative process"と

評 してい る。「私事 へ の関心」や「懐古的」、
「毒舌 をふるう」

こ とがそれだけで 否定的な指標 になる とは理解 しかねるが、例 えば Coole Park
を扱 った一 連 の作 品 と比較 した とき、晩年 のイェイツの作品が「瑞 々 しさ」を失
って しまった ことは明 らかであ る。晩年 の イェ イツか らは流れる「水」へ の 関心
が失われ、その代 わ りに「枯木」や「砕けた石」が登場する。そ して、何 よりも
詩人 自身が 自らの作品の 中で、 今 の 自分 にで きる ことは「昔 のテ ーマ を数え上げ
るだけだ」 と詠嘆す る。
しか し、Lα s′

Pο ι
″sは 以前の作 品 の縮小再生産ではない。第一 に、EHmannが
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ル

``を

4′

″

9F ttα

′
sの 中で指摘 した ように、正 に「枯木」「石」 の よ うな表象 に

相応 しい直裁性が顕著 とな り、その直裁性 は倫理的徳性 さえをも帯 びている。そ
の 削 ぎ落 とされた表現 を通 して、 イェイツはかつ てなかったほ どに素 っ気 ない、
しか し真摯な声 を獲得 した。
次 に、 この 直裁 で素 っ気 な く、 しか し真摯 な声が、正 にそれゆえに、躊躇 や
・
g税 ″″
湯
″
違巡、困惑 に満 ちて い る こ とに注 目すべ きで ある。 rあ ι%″ θ4動
α″″0′ み

`物

Pο ι
″sに おける ヒーローが 〈
怒れる老王 リア〉であ ったのに対 し、晩年

`″

の イェ イツの ヒー ロー は 〈
悩 めるハ ム レッ ト〉へ移行 した。そ して、躊躇や遺巡、
困惑 とい う心性 は、人間が新 しい局面 を迎 えた ときの 当然 の 反応である。つ ま り、
sを 通 して詩人はそれ までには為 されなか った新 しい取 り組 み を試 み
“
てい ると考 えられる。
この新 しい 局面 とは端的 に「穴・墓 。裂 けた窪み」 に代 表 される (下 へ 〉向か

Lα s′ Pο ι

う関心 と方向性 で あ る。地 表 の穴、裂 けた窪み に降 りて、そ こで横たわ る

down)こ とは、一 方 では死 を暗示

(lie

(明 示 )す るが、同時 に性 的 な含み もあ り、

換言すれ ば、死 と再生が同時 に表現 されてい る。
裂 け 目を見出す こ と、そ してその裂 け 目に踏み込 む こ と。 そ の 向 こ う側 には
死 とおぼ しき暗闇、あるい は無が広が っている として も、そ の行為 ・振 る舞 い
は 同時 に 〈
向 こ う側〉へ の脱 出 を示 し、 だか らこそ、躊躇 と途 巡 に満 ちて い る。

Ramazaniに よる “
Death
Vision into t、vo

literally put into question the poet'S Fnyth010gieS,rOning A

questions.Instead of olbring us`1lis Convictions,'as`Under Ben

Bulben'was originally entitled,the poet can only inquire;bllt even the certainty
preSuppOSed by the aCt Of quCStiOning S00n diSS01VeS(ly′ α ακグ′
乃θ」
Pο ι
′
′
力
,'9/｀ 1)ι α′
,

`S

198)"と い う指摘 も、おそ らくこの躊躇 ・邊巡を意識 しての ことであろう。死 を

前にしたとき、И 麻 われに存分に展開されたような世 界観、即 ち、いわゆる「永
劫回帰」の哲学が役 に立たないことを、 フランスの哲学者 であるジャンケレヴイ
ッチが手際よく批判 してい る 一 「永劫回帰 の哲学 は、いずれ も、次のようなジ
レンマから抜け出す ことがで きない。一種の連続が継続する実存を相互に結 び合
わせ、そ してその場合には死はもはや死ではなく、単なる休閑の小時期にす ぎず、
《
復活》 はごまか されてい るか、あるいは、死の大 きく開いた空虚が新 しい生 と
古 い生 との還元 しがたい裂け日となって介在す るかだが、 [・ ・・]そ の場合にはな
生々
374頁 )」 。おそ らくイェイツも、
ぜ再生 と呼 ばねばならないのだろ うか (『 死』、
しく迫 って きた死 を前に、 自ら構築 した 〈
神話〉の 限界 を意識 し、そ こか らの脱
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却 を企図せずにはい られなかったのではないか。
晩年 の イェ イツの透巡 は、例 えば、 `Man and the Echo'を `A Dialogue between
Self and Soul'と 比較 してみれば十分 に明 らかである。 さらに この 詩は “
In a cle■
[… ]/Under broken stone l halt/Atthe bottom of a pご

と、裂け 目に詩人 自らが踏

み込 む ことか ら始 まる。以上の二つの特徴だけで も極 めて重要な作品 とい えるが、
しば しば無条件 ・無前提 に 〈
男性的)と 認識 されて い るこの Echoが 、神話的には
女性性 を付与 されて きた存在である ことに思 い至れば、晩年の イェ イツに とって
その重要性はいっそ う決定的な ものになる。
岩 の裂け 目に向か って詩人が語 る。Echoは 詩人 の言葉 をその まま返す。詩人
が男 である以上 、返 された言葉 も男性性 を帯 びる。 となると、 この Echoは 両性
具有的存在 となる。興味深 い ことに、`The Circus Animals'Dissenion'に
that
有的 イメー ジが 表 されてい る。詩の終盤 に現れる “

rⅣ ing slut''を

も両性具

T.R.Henn

は想像力 の ことで あろ う と解釈す るが、仮 にそ うだ とすれば、 この「売女」 を

Museと 解す る こと も可能であ る。詩想の枯渇 を嘆 く詩人は、女性化 された想像
力 の 回帰 を切望 して い るのだが、それが 見事成 し遂 げ られたな らば、そ こに出
現す るのは両性 具有 の詩人の姿 であろ う。 いったんこのような見通 しに立 つ と、
例 えば `Pomcs'の ような詩の 中に も両性具有の モチー フが確認 され る。“
But O
that l were young again/And held herin my arms''と

い う詩人の叶 うことの ない願

望 は、上述の想像力 の 回帰 と重 な りつつ 、 さらには少女 との一体化 とい う、神話
的 メタモルフォーシスの夢 を描 き出 してい る。
イェ イツの晩年の詩には、躊躇 と遺巡 を通 して、不思議に女性 的な声が響 いて
い る。壮年期の詩人が、む しろ雄 々 しい声 を響かせてい たことを思 い 出せ ば、 こ
の女性化 した声 に詩人の衰 えを聞 き取 ることも、 もしか した ら見当違 い とは言え
ないの か もしれない。 しか し、 この詩人の変貌 は、単 なる衰えでは決 してあ りえ
ず、詩人が 自ら女性性 を帯 びることを希 うほどに、 さらに新 しい もの を生み出そ
う とい う精神 の 、言語化 された精神の、流出だった と理解で きる。枯木や割れた
石が示す奇妙 な生産性 ・生殖性。不毛 と生 成が互 い に剥 き出 しに接 してい る、鉱
物的 で 同時に有機的なその世界は、かつ ての「燃 え上がる緑の樹」の新たな変奏
である。
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《ワークショップ報告 》

「老 い」 の錬 金術 一 イ ェイ ツ・ ゲー テ・ 三 島
浅

井 雅

志

生 きた時代は異 なるが、イェ イツとゲーテ にはい くつ かの大 きな共通性がある。
地上の生 の肯定、そ の生の「蜜」 を味 わ う若 さの渇望、それ とは逆 に、老年が も
た らす叡智へ の 自負、宗教的 ・超越 的な解決へ の透巡、老 い てなお恋愛 に執着 し
たこと、老 いて一層創造力が飛躍 した こと、そ して何 よ り、 この恋愛 と創造力 と
の 間に強 い関係が見 られる ことな どであ る。
『フ アウス ト』 冒頭 の「捧 げる ことば」 は晩年 の イェ イツの思 い を響 かせて い
る。 ゲ ー テ もイェイツ も、来 し方 を振 り返 り、その喪失 をなつ か しみ、嘆 くが、
「若 さ」 と「老 い」 はそれぞれの長所 を主張 し
彼 らの詩では嘆 きに とどまらず、
あ い、両者 の葛藤が創造力 を生 む とい う「力学」 をもっているよ うだ。最初 の近
代人 ファウス トは、 マ イケ ル ・ロバ ーツ =イ ェ イツの ように、人類の叡智 を探求
し、生 の謎 を明 らかにす る ことに没頭 して きたが、「老 い」 を感 じる今、その探
「おれは陶酔 に 身をゆ
求 の 不毛 さに打 ちひ しがれてい る。その反動でこう叫ぶ。
だねた いの だ。/悩 みに満 ちた享楽 もいい 、恋 に盲 い た憎悪 もいい 、吐 き気 の く
るほ どの歓楽 もいい。/さ っぱ りと知識欲 を投 げすてて しまったこの胸 は、/こ
れか らどんな苦痛 もこばみはせぬ 。 /そ して全人類が受けるべ きもの を、/お れ
は内なる自我によつて味わいつ くした い。/お れの精神で、人類の達 した最高最
深 の もの をつ かみ、/人 間の幸福 と嘆 きのすべ てをこの胸 に受け止め、/こ うし
ておれの 自我 を人類の 自我 にまで拡大 し、/そ して人類その もの と運 命 を共 に し
て、つ い にはおれ も砕 け よ う」 (1:125)。

メフィス トはそれにつ け こみ 、理性 の

放棄 をそそ の か し、 か くして ファウス トはメフイス トの罠 にはまる。 1927年 に
“
I mock Plotinus'thought/And cry in Plato's teeth.''(`The Tower')と 書 い た、
「老 い」
を感 じ始めたであろ うイェ イツも、 こ うした「理性 の放棄」 の誘惑 に駆 られたか
に見える。 しか し彼の場合、抽象 こそ忌避 されるが、理性 と知 を完全 に捨 て去 っ
て「陶酔」 に身をゆ だねるわけではな い。 しか し、そ うした違 い はあ るにせ よ、
イ ェ イツもゲ ー テ も、通常老齢 と呼 ばれる年齢 に差 しかかる頃、それ まで の主 と
して知的な探求 に懐疑 を抱 き、探 求 の 方向 を大 き く変 えて い く点 で共通 して い
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「老 い 」 とい う人間 の生の必 然 を一つの大 きな シ ョックと捉 え、そ
る。それは、
こか ら通常生 まれる否定的な意識や感情 を創造的エ ネ ルギ ー に変換す る、い わば
錬金術的な技法 であ る。
「実際、老 い とい うのは一種 の病気 だ」 (『 ファウス ト』)と い う言葉 は、三 島由
紀夫 の「老 い は正 しく精神 と肉体 の双方 の病気 だったが、老 い 自体が不治 の病だ
とい うことは、人間存在 自体が不治 の病 だ とい うに等 しく、 しか もそれは何 ら存
在論的な哲学的な病 ではな くて、われわれの肉体そ の ものが病 であ り、潜在的な
死 なのであ った」 (『 天人五衰』270)と い う言葉 と共鳴す る。
「老 い」に否定的刻
印を押す 三島 に対 し、ゲーテの「若 さ」 と「老 い」 に対す る想念はイェ イツと同
様 ア ンビヴァレ ン トだ とい う点で異 なるが、 しか し「老 い」 を利用す る「戦略」
とい う点では共通す る。すなわち両者 は、人間 とい う不治 の病 をもつ存在 の生 を
い かに美 しく終わ らせ るか とい う命題 を自らの前 に掲 げる ことで、「老 い」 をい
わば「先取 り」 し、その醜 さを想像する ことによつて 自らの創造力 を掻 き立てた
のだ。 もっとも三島は、意志的な死 によって「老 い」 と「死 」 とい う「病」 を一
挙 に乗 り越えよう とす るあ まりこれ を実行に移 したが、 これはゲーテ とは無縁 の
精神であ った。一 方 イェ イツは、老 い と、その副産物 である色欲 と激情 の減退に
よって生 まれた現状 と、それ らが「 自然」な もので あ った壮年期 とのギヤップを
逆手にとって、それ を意識する ことか ら生 じる「痛み」 と悔恨 を「拍車」 に して
「陶
自分に刺激 を与 えようとした。ゲー テ も同様に、メフィス トに魂 を売 り渡 して
酔」 を手 に入れた ファウス トを描 くが、最終的には、 若 さそ の ものは生の 問題 の
根本的な解決に はな らない ことを彼 に悟 らせ る。要す るに、生 を真 に意味あるも
のにす るには、
「若 さ」対「老 い」 とい う二律背反 を超 え、あるい はこれ を二律
背反 と見る見方 自体 を超えて、生が いかに「 カエ ルが うようよす る汚 い盲人 の ど
ぶ」 であって も、天上 に「逃避」 などせず、生 を運命 として引 き受け、何度 で も
生 き直す決意をす る ことに こそ、 自我 の無限の拡大 を求める近代人が直面 した問
題 に対す る根源的な解決があると見抜 い た点 で、 イェ イツとゲー テは一致す る。
しか し両者に は相違 もある。その一つは宗教観あるいは救済観 である。 ファウ
ス トがその結末で「大 きい幸福 を予感 して、/お れはい ま最高の瞬間を味わ うの
だ」 (224)と い って息絶 え、天使 らによって天に運 ばれ、 さらには「輝 く聖母」
「永遠 の女性、/わ れ らを高みへ 引 きゆ く」 (261)と い う有名な言
が出て きて、
葉 で この作品は閉 じられる。ほとんどキリス ト教 のア レゴ リー と見紛 うばか りで、
人生の最後の最後で、先 ほどの「天上 に「逃避」 な どせ ず、生 を運命 として引 き
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受け、何度 で も生 き直そ う」 とい う決意を放棄 したかに見える。た しかに彼はエ
ッカーマ ンに、 この キ リス ト教的表象が超感覚的なもの を表現するため のいわば
方便 で、キ リス ト教的な救済 を意図 した ものでは ないことを暗示 してはい るが、
それで もこ うした超越的な形の救済 をファウス トに与 える ところは、 イェイツと
は大 い に異 なる。老 い た イェ イツ、あるい はその仮面 は、幸福 の絶頂 で昇天 しよ
うとは思わない。彼 はこうした宗教的 ・救済的な結末のつ け方 には懐疑的で、そ
の意味で イェ イツは、 自らを「逃亡者」
「放浪者」「この世 の仲 間 はずれ」で「神
に追放 された」人間と見なす ファウス トとその創造者ゲー テが最初期 の近代人で
あるとすれば、成熟期 の筋金入 りの近代人、つ ま り神 の死以後 の近代 人なのであ
る。
In Drumcl∬
イェ イツは 自分 の墓碑 銘 と思 い 定 めた `Under Ben Bulben'で 、 “
churchyard Yeats is laid''と

、 自らの 名 を出す ことで 自分 の死 を客観視 しようとす

る。 これはゲーテが「 ドル ンブル クの詩」で、
「やがての 日 太陽は赤 々 と別れ
を告げなが ら/地 平線 の周囲 を金色 に燃 え上が らせ るだろ う」 と「 自分 のそ う遠
くはない死 の 日」 (柴 田翔 『晩年 の 奇蹟― ゲー テの老年期』 53)を 描 い てい るの
と同一の精神 で あ り、ハ イデガーが「死へ の先駆」 とい う概念 によつて 自分 の死
を先取 りし、それによつて生の本来性 を取 り戻そ う とするの と、あるい は三 島が、
不治 の病 をもつ 人間の生 をい かに美 しく終 わ らせ るか とい う命題 を自らの前に掲
げる ことで 、「老 い」 を「先取 り」 し、その醜 さを想像す ることによつて自らの
創造力 を掻 き立てたの と同断 の巧智 である。だか らこそイェ イツは この詩 の最後
で、 “
Cast a c01d eye/On liた ,On death./Horseman,pass by!''(376)と 、 自らを生
か ら死へ と渡 ってい く騎士 になぞ らえ、その どちらにも執着せ ず、 自己を生か ら
も死か らも切 り離 し、ただ「冷た い 目」、す なわち冷徹 な認識 をそれ に投 げかけ
ろ と命ず るのである。 ここには、 自己を とことん まで突 き放 し、無執着の境位 に
放 り出す ことで、創造力 の衰 えを乗 り越えて最後 の創造 の 炎を燃やそ う とする意
志 の姿勢 が見て取 れる。生の中にテ ーマ を失った後 も、決 して宗教的解放 を望 ま
ず、ひたす らに生 と死 に冷た い眼光 を注 ご う とす る。これ こそ、神 を失 った後 の
世代 の代表的詩人 イェイツの 目覚 しい面 日であろ う。
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Thoor Ballyleeか ら :Honan Chapel.へ 、
、
の
立
ち
老詩人 旅
高 橋 優 季
イェ イツが活躍 したケ ル ト文芸復興 とほぼ同時期 の 1890年 代後半、生活 の実
利性 と芸術美の調和 を目指 した ウイリアム 。モ リスの思想 に基 づい たアー ツ・ ア
ン ド・ クラフツ運動が英国 よ リアイルラ ン ドに伝播 した。かつ てアイルラ ン ド入
が持って い た芸術の偉大 さを、その伝統 と共 に現代生活の中に蘇 らせ よ うとす る
点 で、二 つ の文化的運動 は同 じ精神 を共有 し、 イェ イツはその両方に関わった と
い う事実があ りなが ら、彼 の詩作 品がアー ツ・ ア ン ド・ クラフツとの 関連か ら研
究 される ことは、決 して多 くはない。
しか し、1917年 に イェ イツが購 入 し、後の 人生に とって重 要 なモ ニ ュメン ト
となった ゴール ウェ イの古塔 Thoor Ba‖ yleeの 修復 を務 め た建 築家 Winiam A.
Scottが 、同 じ頃アイル ラ ン ドのア ー ツ・ ア ン ド・ クラフツ運動 の傑作 として 名

高 い ケ ル ト・ ビザ ンテ ィン建築、Corkの Honan Chapelの 内部装飾 を手掛けた一
人であ ったことと、 イェ イツの ビザ ンテ ィウム詩 のイメー ジとの 関連が指摘 され
て もい るのは、単なる偶然 ではない だろ う。
′Rο b"ω
本発表 では、アイルランドのアーツ・アンド・クラフツ運動を背景に、1イた力αι
α″′″
″ ″の 巻 末 ■o be CaⅣ ed on a Stone tt Thoor Banylee'か ら次作 露力θ
`Dα “
Ъ″θ
″の 巻頭 `Sa ng to Byzantium'の 流れ を、年老 い た詩 人 イェ イツの旅立 ち と
みた場合、老 い と死 とい う人間 の宿命 に対峙す る詩人が、“
collective aご とも呼
べ る集合的な芸術表現 によって 自身の芸術 の境地にた どり着 くまでを追 い、そ の
表象 を Honan Chttelに 探 してみた。
“
A se ngお r my old age"と イェ イツが呼 んだバ リリー塔 に刻 むつ もりで書かれ
た `To be CaⅣ ed on a Stone at Thoor Banylee'に は、 自身の老 い とその先 の死が予
感 されて い る。 自己の生 存 の証が詩 となって、 いずれ来る荒廃 を越 えて存続す る
ように との願 い は、約 10年 後 `Sa ng to Byzantium'の なかで、心 身 の 衰 えに苦
しみなが ら自身の芸術 に不変の価値 を求める語 り手によって、 さらに力強 く歌 わ
れる。それは、老衰の苦痛 とい う個人的経験 に始 まり、現世 における集合的な生
命 の一 つ の あ り方 を、言葉 のみ を素材 に展開す る詩人の創造 (想 像 )力 によって、
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gather me
同 じ言葉 を共有す る万人が共 感 じうる ものへ と変容 させ た といえる。“

、 この世 を超越 した永遠性 を表す黄金 の鳥 になろ
what is past,or passing,or to
うとしなが らも、 自己を現世か ら切 り離 しはせず、 “

/1ntO the a■ ince of etemity''と

come''と 老 い ゆ く自身を含 めた現世 を歌 う、 この アイロニ カルな歌 い方 に、 イェ

イツの生身の人間 の生 へ の断ち切れない憧憬 がみ られる。
Honan Chapelの 装飾 には、 イェ イツが “
the drunken man ofgenius''と 呼 んだこ
とで も知 られ、その腕前 に絶対的な信頼 を寄せ られた Sco■ のほかに、 イ ェ イツ
と実生 活 にお い て 関係があ った製作者 たちが 多 く関 わった。入 日の St.Fin Barr
の彫刻 はイェイツの 美術学生時代 の 同級生 だった 01iver Sheppardに よる もので
あ る。創設者 Evelyn Gleesonと 共 にイ ェ イツの妹達 も過去 に共 同運営 した Dun

Emerが 、刺繍 で タペ ス トリー を制作 した。Sarah Purserが 設立 した スタジ オ An
T`r Gloineと 、Harッ Clarkeの ス テ ン ドグラスはそれぞれ対照的な個性 を見せた。

そ して、彼 らによる作 品 は、色づ かいやデザ イ ン、手法 な どあ らゆる点で異 な り
なが らも一 体 となって調和 し、一つの空間を作 り上 げた点に Chapelの 評価が集
Unity
まった。それ らが 一 堂 に集結 した とき現れるイ メー ジには、イェ イツが云 う“
of Being''を

連想 させ る集合性があ る とい える。 こ うした解釈が可能な らば、た

とえイェイツと Honan ChTelの 出会 いが偶然 に等 しい ものだ として も`Sa ng to
Byzantium'と アー ツ・ ア ン ド・ クラフツは無 関係 ではないであろ う。

生 活 の実用性 と芸 術美 の調和 によって民衆生活 に幸福感 と審美感 を追求す る こ
とか ら始 まったアーツ・ ア ン ド・ クラフツ運動の理想 は極 まるところ、 この よう
な個性の独立や主義主張 を越 えた、有機的な文化の統 一性 であ り、 ウイリアム・
モ リスはそれを、 6世 紀以降の ビザ ンテ ィウム に例 えた。折 しもそれは、 イェ イ
ツが 1880年 代 にモ リス との交流 を最 も深めて い た頃に相 当す る。モ リスの主張
は、個人の表現力や技量 よりも非個人的な表現や創作姿勢 によつて、階級や所属
を越 えた統 一 的感性がかなって初 めて過去 と現在、生 と死 を超 えた普遍的な価値
が芸術に もた らされる、 とい うことで ある。 モ リスは、そ うした芸術 のあ り方 を

6世 紀 の ビザ ンテ ィウム に見出そ う とし、一 方 イェ イツは И κsJο ″の中で「宗教
と芸術 と生 活が 一つに なった」 と形容 した。 また、その具体像 をイェ イツは次の
ように説明す る。「建築家や職人 らは大衆に も、選 ばれた少 数に も同 じように語
りかけた。画家、 モザイク職人、金銀細工師、聖典 の彩色者たちはほ とん ど非個
人的であ り、個人 のデザインとい う意識はほとん ど持 ってお らず、彼 ら自身の題
材 と民衆全体 の ヴイジ ョンに没頭 した。・…多 くの人 々の手 による作品であ りなが
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ら、 まるで一 人の手による作 品 と思われる ものに した。それで建築物、絵画、杖
や ラ ンプの金属細 工は一つの イメー ジの よ うに思われた」。
「古代 にあ らゆる人 々に感動 を与 え、 また理解 された芸術 をわがアイ ル ラ ン ド
に再 興 させたい。有閑階級 に育 ち、芸術の理解 に明け暮れてい る少数者 だけのた
めの芸術 であってはな らない」 とい う 1904年 の lreland and the Ans'に み られる
イェ イツの志は、モ リス との交流経験 に基 づいてい て、その後のアイルラン ドの
アー ツ・ ア ン ド・ クラフツ運動 に幅広 く浸透 した ものである。 また、古代アイル
ラン ド人の想像力のスタイルが ビザ ンテ ィ ン的なケ ル ト芸術 として、アー ッ・ ア
ン ド・ クラフツ運動 に継承 されようとして いたことをイェイツも知 っていた。

Honm Chttelは この よ うな理想 を体現 した もの と して享受 された。 そ して、
イェ イツは これを言葉 によって成 し遂げ ようとした。彼 は、 自叙伝 の なかで も改
めて述 べ てい る。
「多 くの人 々の精神 によって創 られた もので あ りなが ら一つの
精神 によって創 られたように思われるアイルラン ド文学 を目指 した」 と。そ こに
至 るまでの過程で、イェ イツはひたす ら現実の人間社会そ して現世の移 り変わ り
ゆ く生命 を直視 し描 こ うと努 めた。 そ の全 てを包み こむ現世の 自然 を自国のア イ
ル ラ ン ドに再発見 し、その地の住人達 と共有する ことで、不変の価値 を持たせた
とい えるだろう。 ここに、老 いてい く詩人の創作 と人生、彼 を取 り巻 く社会、そ
してアイルラン ドのアー ツ・ ア ン ド・ クラフツ運動 の精神が重ね られる。 イェ イ
ツがモ リスとの交流 を通 じてつ ちかった芸術観 に基 づ くビザ ンテ ィウムの イメー
ジは、4固 人 とその属する文化が時を超 えてひとつ の集合体 として存在す るとい う
点 にお い ては、Honan Chapelの なかに も息 づいてい るとい える。
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・
・
・the day's vanity,the night's rerr10rse"
“
― ヤヌスのごとき老詩 人一
松

田 誠 思

イェイツは少 。青年期から 〈
時間〉の もたらす変化にたい してきわめて敏感に
一
反応 し、それが 貫 して詩の重要な主題 となっているが、〈
老 い〉を強 く意識す
るようになるのは、
六十歳前後からだ と思われる。 これは生命の衰えだけでなく、
個我 の確実な消滅 の徴候 と予感をと もなう点で、 (時 間〉による変化 の 中でも特
異 な意味合い を持つ。人間が生 きつづ けるかぎり、〈
老 い〉 は、避けることので
きない生理的・心理的・社会的現象であるとい うことのほかに、彼の場合 は詩人・
劇作家 としてこれにどう対処 し、主題 としてどのようにとらえ、どうの ように表
象す るか、それをいわば「臨床的」課題 として最晩年 の詩作活動が展開 された。
イェイツ詩における 〈
老い〉の主題は、おおむね次の四つに分類で きよう。

1)生 成と消滅を繰 り返す自然のただなかにあって、〈
老 い)に よる心 身の衰え
を乗 り越え、不変の人間的価値 を実現 し得る芸術的表現の探求。

2)生 を肯定するエロスヘ の強い執着、それに対応する性的能力の強化 と詩的
創造力の再活性化を図ること (心 身の働 きを密接不離のエ ネルギ ー と見な
す生命観)。
3)〈 老い)に 抗 して生の充実 を図ろうとする意欲 と、これを阻害する避けがた

い情念 =人 生についての悔恨

(κ morse)、

徒労感・無意味感 (htility)な ど

との対立。

4)迫 りくる死 の神秘へ の恐れと、 これを受け入れる勇気。死後生 についての
確信 と、その不可知の 〈
謎〉を忌避せず、可能なかぎり凝視する こと。
イェイツは、困難な局面にあって も生に立ち向かう意欲を失わず、おおむね人
生 肯定の立場 に立っているが、他方、上記 3)の ように、すべ ては過 ぎ去 り、あ
らゆる人間的労苦 もその所産 も無に帰するとい う虚無感にしば しば見舞われた。
(`Among School Children'、

`vacill江 10n vI'、

`why shOuld■ Ot old Men be Mad?'、

`Meru'な ど
この ア ン ビ ヴ ァ レ ンス を解 消 す る の で は な く、 む しろ 両 者 間 の
)。
振 幅 の 強 い 揺 れ を保 持 し、 どの よ うに して釣 り合 わせ るか 一 生 と死 に 関 わ る複
合 的 な イメジ ャ リを組 み合 わせ 、変化 に対応す る新 しい イデ ィオム を発 明 し、 さ
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まざまの 詩形や韻律 を用 い る ことによつて、その可能性 を探求す ることが、すな
わち彼 における詩作行為であ った と言えるだろ う。主題が共通す る作品であって
も、比較 的若 い時期 の もの と老 いの意識が強 まった時期 の もの とを比較す る と、
一段 と磨 きのかかつた卓抜 な表現技術 と声調 の変化が見 て取れ る。 イェ イツに即
して「詩 の源泉 としての老 い」の問題 を考 える基本的視点は、以上 の通 りである。
イェ イツの 〈
老 い 〉 にたいする意識 と行動 は、矛盾撞着 を含みつつ驚 くべ き広
が りと深 み をもって い る。最晩年の詩集 Las′

Pο ι
″sを

通観す る と、生 と死 につ

い ての彼 の ヴイジ ョンが読者 に正確 に伝 え られるように、上記 2)、

3)、

4)に 対

応する詩群が慎重に配列 されてい ることが分かる。た とえば、生 にたいす る肯 定・
否定の情念がせめ ぎ合 う人生最後 の局面 を的確 に写 し出すために、内容 と声 調が
`What Then?'が 相前後す る位置 に置かれ、死後の
対照的 な `An Acre of Grass'と
魂 の運命 へ の強 い関心 を反映するもの としては、古代 ア イルラン ド人の信仰 ・習
俗に関 わるイメー ジに よつて、死後生のあ りよう、死者 と生者 との関係 を対比す
.The Black Tower'と `Cuchulain Comお
■ed'が 対置 されて、生死 の境界 を越 えた

る

生 命の連続性へ のイェイツの確信 を示 して い るが、同時 に、死後生 について決定
的な真実 を語 り得な い 認識 の 限界 をも示 してい る。
ここで取 り上げる a)`The Wild 01d Wicked Man'(1938)と b)`The Mm mdthe
Echo'(1939)は 、 この ようなイェ イツ最晩年の詩学 を実践 した もう一つの典型 で
あるが、内容 を比較検討す ると、ヤヌスのごとき老詩人 の風貌が浮か び上がって
老 い)を 表象 す る作詩法 (韻 律 ・詩形
くるだろ う。そのための手続 きとして、〈
と主題 との関係、中心 的シ ンボ リズム、 リフレイ ンの 多義性、対話・瞑想 の 中断、
結論 を留保する話法 な ど)に つい て問題点 を指摘 し、 ワー クシ ョップの討議材料
とする。 二つの詩は、 いずれ も主題は明確 だが、表現 の細部 に解釈 を一つ に限定
で きない曖味 さがあ るので、許容 される解釈 の幅、妥当な解釈 の方向性 を明 らか
にする討議 を期待 した い。
二つの詩が詩人の 自画像 であるとすれば、 これ らは同 じメダルの表 と裏 に相当
す る。す なわち a)の 語 り手である放蕩無頼 の「老人」 は、エ ロスの夢 を追 い続
ける放浪生活者。社 会的因習にも制度的宗教にも縛 られず、独 自の人生哲学 に従
って、野垂れ死 にを厭 わぬ 自由人 であろ う とする。
「天 なる神」 にすべ て を捧 げ
る修道女の回説 きには失敗す るが、少 しもひるまず、海辺 の女たちと「闇」(“ the
dark")を 共有する。 人の心 を射抜 く魔術的な「 ことば」(“ wOrds")を 操 り、人間

の骨髄 に刻 まれた真実 を直観的洞察 (“ mother wF')よ って 見抜 く― すべ ての人間
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は「 苦」 に宿 命づ け られて い ると言 う。 だが、救 い を「天なる神」に求めず、死
に よつて「苦」が終 わるとも考 えない。性 の愉楽 は しば し「苦」を忘 れ させ るだ
けだ (“ I ch00se the second― best")。 「天 なる神」 の救済 であれ、「死 後」 の 魂 の 運
命 であれ、 自分が知 り得 ぬ 世 界 につ い て はいっ さい語 らない。普通 の 市民 で も
教養人 で もな く、それ らに対峙す る価値観の持 ち主 (“ a coarse old man")で あ り、
抽象的観念語 をほ とん ど用 いず、単音節語 を多用 しバ ラ ッ ド風 の韻律 に よって
軽快 に語 る。 そ して、語 りだけか らは見 えな い この 人物 の核心 が リフ レイン
")に よつて 示 され る。「 夜明ケ ト蟻燭 ノ燃 エ サ シ」
ソら αたα″″α 網物― ′
(`つ α
`α
“
“
― 夜 の営 みによる精力の消耗が ここ に合意 されて い るのは明 らかだが、 この詩
全体 の (光 )と 〈
「夜明ケ」 は 自然 の大 い
闇〉 の 中心的 シ ンボ リズムか らして、
なる光 を指 し、「燭嘘」 は人 間の 認識力 の小 さな光、「燃 エ サ シ」 は迫 り来 る死
「老 人」の存在 は自然の元素的 (elemental)力 の 中に位置 づ け
を示唆す るだろ う。
られて い て、この リフレイ ンは「老人」 にたいす る詩人の批評であ り、従 ってイ
ェ イツ自身の きわめて巧 みな 自己批評 と言 えるだろう。
意気軒昂 とした放蕩無頼 の老人 とは対照的に、(b)の 老詩人 (“ Man")は 、聴罪
師 を前 に懺悔す るカ トリック信者 の ように、一人称 の語 りによって 自らの生 涯 を
一生 は悪で しか なかったのか、死 にた い)と 。 だが 告 白
総括 し罪 を告 白す る、 〈
の 聞 き手 は人 間ではな く、岩穴 の「石」(“ stone")。 「石」 は「人」 の 言葉 の 断片
「 人」は、肉体 を離脱 した魂が、
を反響す る (“ Echo")だ けで、対話 は成立 しない。
死後課せ られる浄化へ の行程 を思 い描 き、遂に安 らぎを得て実在 の奥 に沈 む夢 を
語 る。「石 =街 」 は肯定 もせず、否定 もしない一 上空か ら猛 禽が舞 い 降 りる。襲
われた兎の断末魔 の声が響 き、「 人」 の 瞑想 は断ち切 られる。
魂 の 浄化 とい う深刻 な話題 にもかかわ らず、 この詩 の眼 目は詩人の 自己戯画化
の手法 にあると言えよう。 4歩 格 ・ 2行 連句 のスピーデ イで明快 な韻律が用 い ら
れてい るゆえんである。人生 の大事 の告 白が人間ならぬ「石」 とい う自然物 にた
い してな され、当然 なが ら「人」の期待 はは ぐらか される。 また、死後 の魂 の運
命 につい ての瞑想は、 自然界 の卑近 な出来事 の現前 ・抗 いがたい感覚性 と直裁性
に圧倒 されるか らである。 イェ イツは自然の中に超 自然へ の契機が隠 されて い る
と確信 していたが、最晩年 のこの 時期 にお いて もなお、人間の願望や恣意的解釈
を受けつ けず、透視で きない実体 としての 自然 と向 き合 っていた。
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イェイツ・老 い・想像カー 詩 の源泉 としての<老 い>

佐 野 哲 郎
イェ イツは、 ノーベ ル賞 の授賞式にお い て、授与 された メダルに、 リラを奏で
る ミューズに耳 を傾 ける若者が刻 まれてい るの を眺め なが ら、述懐す る。
「 かつ
ては私 もこの若者 の よ うに格好 よかった。 しか し、私の未熟 な詩は弱点だ らけだ
った。い わば、私 の ミューズは老 いてい たのだ。今 の 私 は、
年老 い て リューマ チで、
見る影 もない。しか し、私 の ミューズは若 いの だ」。詩 人の面 目躍如 と言 うべ きか。

gs 9FO短 ″(1889)や 、`The Lakc lsle of
θ〃7″ 滋ガ″
lnnistee'(1890)な どであ る。 1日 来 の ロマ ンテ ィックな憧 れの詩である。 これ ら
ここで まず頭 に浮かぶのは、

=力

は世 にもてはや されは したが、まさしくイェイツの ミューズは老 い ていた。
`Easter,1916'に よって、 イェ イツは現代詩人 としての地位 を確立 したが、 1914

′
″′
ω に、すで にその萌芽 は現 れて い て、 と くに
年 に発表 された詩集 Rの″″sめ ′
社会 の底辺にあ りなが ら、みずか らの存在感を明 らかにする乞食たちを主題 とし
たい くつ かの詩 にお い て、その ことは明 らかである。
老 人となった イェ イツの代表的な詩 として、私 は `An Acre of Grass'(w■ 1936)
を選んだ。 これは イェ イツが 1932年 に、ダブリン郊外 に 13年 契約で借 りた家 を、
舞台 としてい る。 イェ イツにとって、
「 ついの棲家」 となるはずの家 であった。

*「 一エーカーの草地」を読む。
新居へ の移転 に際 して、多 くの もの を処分 したが、 自分 の書斎には、絵 と本 は
Picture md b00k remain"と 冠詞 もつ けない単数形 で書 い たのは、そ
必要なのだ。“
れ らの本質的な意 味 を強調するためだろう。 これ らは、す ぐあ とに登場す るシェイ
クスピア、ブレイク、そ して ミケランジェロ と響 き合 っている。
「静け さ」
My temptation is quiet''で 始 まる。“
quiet"を 名詞 として、
第二 連は、“
ととる説 もあ る よ うだが、 私 は形 容詞 だ と考 えて い る。 そ して 3行 日以下で、
■oose imagination'',“ the min ofthe mind"に よって、「ぼ ろや骨 を挽 きつ ぶ して
みて も」、「真理 を知 らしめる ことはで きない」 とい うのが 、
「誘惑 はおだやかだ」
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とい う表現 の表向 きの理 由なのだが 、実は、第三連か ら第四連 にかけての熱狂 こ
そが、老人の本音 なので あ って、一連 と二 連は、そ こに至 る導入部だと、私は考
える。
第 三連か ら第四連 にかけて歌 われるのは、「老人 の熱狂」 であ る。 シェ イクス
ピアか ら『アテネの タイモ ン』 と『 リア王』が熱狂 の代表者 として選ばれ、 さら
には詩人ブ レイクが選ばれる。 タイモ ンは、その気前 の 良 さに乗 じて彼か ら金品
をむ しり取 っていた 連 中が、彼が逼塞 してか らは寄 り付 か な くな ったそ の 下劣
さを罵倒 し、 リア王 は、 信 じて い た二 人の姉娘 に裏切 られて、激 しく呪 うの こ
こで注 目すべ きは、両者共 に太陽、月、海、風、雷 な どの 自然 の力 をそ の まま
The sun'sa
借 りて、みずか らの呪 いの言葉 としてい る ことで ある。 タイモ ンは、“
thief,and with his great mraction/Robs the vast seが 'と 非難 し、 リア王は、 “
B:ow,
winds,and cr∝ k your cheeks!rage!blow!''と 叫ぶ 。彼 らの呪 い は、個人を超 えた、

天体 をも包含す る力 を付与 されてい る。 また、ブ レイクに対す るイェイツの傾倒
ぶ りについ ては、 まだ 30歳 に も満たぬ ころ に、年上の友 人エ ドウィン・エ リス
とともに、3巻 本 の ブ レイク作 品集 (1893)を 出版 した事実が語 っている。 さら
にイェ イツは、И 麻 わ″にお い て、ブ レイクを第 16相 に置 い て い る。 この相 の
特徴 は、絶 え間ない葛藤 であって、 ときには、狂気 に近 い憎 しみ を抱 くこと もあ
るのである。ブ レイクは、 ミル トンをシェ イクス ピア以上 に高 く評価 してい たの
で、作 品 の例 として、 本論 では、『 ミル トン』 の序詩 を引用 した。“
Bring me my
Bow ofbul■ ing gold:/Bring me my Arows of Desire:''

60歳 を過 ぎてなお、システ イナ礼 拝堂 の大壁画「最
第四連 の ミケランジェ ロは、
後 の審判」 を描 き上 げた。 もちろん大勢 の弟子 を使 って描 い たのだが、若 い弟子
たちよ りはるかに速 く描 い て いった と言 われてい る。ここに も老人の熱狂がある。
ハ ン ドアウ トには、この壁画の一部分 を載せたが、 さまざまの場所 で、 さまざま
A mind Michacl Angelo knew
な姿勢でひ しめ き動 く無数 の男女 の姿 は、まさに、“
/That can pierce the clouds"の 表れである。

最後に私は、 この詩 と同 じ 1936年 に書かれた `what Then?'を 取 り上げた。第
一連では、
「彼」 は秀才の誉れ高 く、せ っせ と働 いたことが歌われ、第二連では、
彼 は有名人 とな り、富 も友 も得たこと、そ して第三連では、楽 しい家庭を築いた
ことが歌われる。 ところが、各連共に、最後の行 は、まった く同 じ一行で終 わる。
それは、“`What then?'sang Plato's ghost,`What then?"'と い う行である。この世
の さまざまな努力 にも、栄光にも、幸せにも、プラ トンの亡霊は、
「それが どう
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した ?」 とい う問いを投げかける。 これはニヒリズムではなく、 イデアの世界に
まで さかのぼって、人間存在の根源を追究 したプラ トンの思想によつて、自らの
晩年の境地を表現 したと言 うべ きだろう。
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自由国の芸術家 を苛 む不安
― イ ェ イ ツの Thθ Bθ ″ 〆 働 ごθ ―
“ “
“
諏 訪 友 亮
οら′
α)は これまで書籍や論文 の単位 で十分 に論
イ ェイツの 『自伝』 (И ′
昭″ρカノ
“
い
『
じられて きた とは言 えな 。 自伝』の数少 ない研究書 も概 して 自己の取 り扱 い方、
端的に存在論的な立場か ら論 じてお り、そ の点 であ ま り有用 ではないせ い か 乃θ
7・

″ヶ)に
βο ″″ グ s"″
(以 下、 7乃
`Bο “
“
“
ン
い
ル
のア
イ ラ ドにおける自伝論 は、上の世 代が 自伝 に加 えて き
ら若 研究者世代
はほ とん ど触 れて い ない。Liam Harte

た論評、すなわち 自伝 における自己形成が国民の形成 をも同時 に意味す るとい う、
これ まで基調 を成 して きた自伝論にある程度 もとづい て い る。だが Harteら が 目
を向けるのは、形成 の過程 で 自己、そ して国民が継 ぎ目な く統 一 されてい くので
はな く、それ らが抱 えて い る差異や多元性 である。
一 日で分かるように、Z力

ο ″クが構成 してい るのは『自伝』の最終部分 である。

`β “

それはス ライゴー で幼少期 を過 ご した一 介 の芸術家か ら国民的作家へ 、 ヨーロ ッ
パ を代表す る文学者へ と飛躍す る過程の終着点であ り、 ここで まさにアイル ラ ン
ドの作家 による自己実現の物語が完結 しようとして い る。 しか も最終部 のみが 、
時期的に独立戦争 と内戦 を経て、新たな国 の成立 と軌 を一 に してい ることか ら、
自己実現 の物語が国家独立 の それと容易 に結 びつ くのは確 かだろう。 しか しなが
ら、勤θβο″″ク に表 れ るア イル ラ ン ドとイ ェ イツの結 びつ きは決 して安定的で
はない。
″ク で行 われ るアイル ラ ン ドとス ウェー デ ンの 有益 な比較 の例が、 こ
の章全体 をとお して散見 される美術へ の言及であ り、その際、 イェイツが不安 を
Zみ

`Bο “

もって描出するのが 、大衆 によって芸術家が判断 される状況である。 ノーベ ル賞
授賞式 の公演会場 にい る彼 は、スウェーデ ン王家が立 ち並 ぶ 会場 の様子 か ら、次
第 に ヨー ロ ッパ 中世 の宮廷 を連想 し、次に場所 は どことは明示 されて い ないが、
おそ らくアイルラ ン ドの政府がイェイツのために主催す る、 ノーベ ル賞受賞式 に
相当す る式典 を空想 しは じめる。

And now I begin to imagine some equivalent gathering to that about me, called

together by the heads of some State where every democratic dream had been

fulfilled, and where all men had started level and only merit, acknowledged by
all the people, ruled. . . . Here and there one would notice sons and daughters,
perhaps even the more dutiful grandsons and granddaughters, but in the eyes

of

those, though not in their conversation, an acute observer might discover disquiet
and a restless longing for the moment when they could slip away to some night-

club's compensating anarchy. In the conversation of old and young there would
be much sarcasm. Great numbers of those tales which we all tell to one another'
s disadvantage. For all men would display to others'envy the trophies won in

their life of struggle. (William H. O'Donnell and Douglas N. Archibald,
Autobiographies, vol. 3 of The Collected

Worl<s

of I{. B.

Yeats

eds.,

(New York: Scribner,

1999), p. 401.)

・
・民衆によって承認・ 支配
ここで イェ イツは「民主主義 の夢がすべ て実現 され・
された国家の首脳部が主催する」授賞式 を念頭にお いてい る。 イェ イツにとつて
気がか りなのは、芸術家の価値がアイル ラ ン ドの民衆によって測 られなければな
らない とい うあ り方 であ り、そ の民衆 とい えば、式典な ど放 ってお い て夜のパ ブ
ヘ こっそ り抜 けだ したい と望み 、相手へ のルサ ンチマ ンにまみれた人 々 として描
かれて い る。芸術 家が民衆か ら判 断 され なければな らない事態 へ の 懸念 は、エ
ツセ イの後半部分で も繰 り返 し主張 され、
「 イ ングラ ン ドやアイ ルラン ドでは、
民意 (public op

on)が 最低 の芸術家 を登用するよう無理強 い して い る」 とし、

評価す る側 によって作品の価値 の低下が起 こってい る状況 をイェ イツは憂 い て い
る。
と りわけ自由国成立後、文学者、芸術 家、少数派ア ングロ 。アイリッシュとし
て大衆へ の不安 を強めた彼は、多数 の民衆 を権力 によって抑制 し、一 部 の有能な
政府の人間によって統 治 される政治形態 を待望す るようになる。大衆 へ の不信 と
ο ク を書 き始めて間 もない 1924年 2月 、
『アイ リッシュ・ タイムズ』 の イ ンタヴュー に答え、 ム ッソリーニ の 出現 に期待
を寄:せ・てい る (John R Frayne and Colton Johnson,col.and eds.,じ″εο′
′
θ
θ
′
ι
″P“οsι
反民主主義 に傾倒するイェイツは、動

`′ “
“

ら
イ3.】υ
α′
s,ン ♭
′″ ″ο
r Lα た″Rι ソ
た″s,И ′
″
たノ
ι
s α
″″0′力θ′″′
s“ ′
′
α″ s P4ο sθ
ッЙ
`ο “
“ `卿
ノ∂9み ′939(London:Macminan,1975),p.434‐ 435)。 イ ェ イツは個 人 の 自由が拡 大
す る こ とが 無 政 府 状 態 、 つ ま り政 策 を実 行 で きな い 政 府 を生 んで しまった と考
62

え、それに代わるもの として有能な一部 のエ リー トによって運営 される権威的政
府 (Authoritative govemment)の 登場 を願 っている。
なぜ この時期 にイェイツは強力 な権威のある政府 をここ まで支持 したのか。 フ
ァシズム とともに権威的政府が ヨーロ ッパ に出て きた背景には、 い くつ もの政党
や勢力が乱立 し、選挙のなかでそれぞれ利害関係 にある集 団を代表す る議会制民
主主義、 いわゆるリベ ラル ・デモ クラシー に対す る批判があったか らだった。一
見するとこの リベ ラル・デモ クラシーは、政党が多 く少数派 の意見を汲み とる制
度の ように映るが、権威的政府 を支持するファシ ズムの側にとつては、選挙区を
細か く設定 しそれほ ど経済的な利害が重 な らない地域住民 らの得票 を競 う選挙 と
い う形態 は、
実際 の ところ丁寧 に国民 の利益 を代表で きない欠陥があると見えた。
また、 トクヴィルによって広め られた「多数 の暴政」 (tyrannie de la m■ onte)と
い う用語が示 してい るように、近代民主主 義 は初期 の段 階か ら、結局 の ところ多
数派による少数派へ の圧政 として批判 されて きた。
イェ イツが属すア ングロ・ アイリッシュ・ プロテ スタン トは、 自由国成立 と同
時にその 人口が激減 しコ ミュニ テ イーが解体 されるとアイルラン ド社会 のなかで
孤立 しは じめ、彼 らの意見が国にまった く反映 されない恐れが出て きた。国内で
はカ トリック右派か らの圧迫が増 し、雑誌 α ″ο腸

3“ ′
″′
′では ノーベ ル賞受賞

も「 ス トックホルムの施 しもの」 とま
16楡 されてい る。 イェ イツに とつて権威的政
府 は、 多数 ・少数の力関係 にかかわらず有能な人 々による国家の運 営 を可能 とす
るものであ り、孤立 したア ングロ・ アイリッシュがカ トリ ックの 多数派の なかに
埋没せず に生 き残 る術だったのだ。
シ ンプルな存在論か ら多元的な国民 と主体 の形成をめ ぐる批評 へ と推移 して き
たアイル ラ ン ドの 自伝研究に照 らし合わせれば、 これまで注 目されて こなか った
ι′ο ″ヶ にお いて、イェイツは北欧を旅 しそれ らを参照 しなが ら、新生 アイル
“
ラ ン ドが抱 えたい くつ もの課題や不安定 さを際立たせてい ることが分か る。なか

Z力

で も、芸術家が大衆 に判断 される ことに対す るイェ イツの不安 は、 有能なエ リー
トらによって掌握 された権威的政府 の登場 とそ こでの評価 を彼 に期待 させた。究
極的には選挙や議会 もな く統治する強力 な政府 を待望 した イェ イツを考 える際、
プロテス タン ト・マ イ ノリテ イー とい う視点 を導入す ることで、 自由国内で孤立
し利益が代表 されない彼 らの不安 も浮かびあがって くるとともに、少数派 の意見
が どこまで尊重 され うるのか とい う民主主義に とつて、そ してアイル ラ ン ドに と
って根深 い問題に光 をあてる ことがで きるのではない だろ うか。
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螺旋 階段 とリフ レイ ン
ー `Stare's Nest by My WindOw'の 場合 ―
佐久 間
`Stare's Nest by My Window'で

empサ

house ofthe stare''は

思 帆

COme bund in the
使 われ て い る リフ レイ ン “

、文字通 りの意味であれば「椋鳥の空 き巣 に来て巣 を

作 って くれ」 となるが、 まるで螺旋階段 のよ うな印象 を受ける。螺旋階段 は、上
か ら平面的に見 ると、同 じところ を ぐる ぐる回る円であるが、側面か ら見ると上
下へ の階段 で ある。同 じように、ここで使 われてい るリフレイ ンも、同 じ言葉 を
繰 り返 して い るように聞 こえて、実は、2つ の意味 を持って い るがために、繰 り
返す ごとに意味が変化 して い る。 とい うのは、西 アイル ラ ン ド方言 で「椋鳥」 の
stare"は 地 口であって、同音である「階段」の意 味 の “
staご との掛
意味 である “
詞 になってい ると考えるか らである。
なぜ地 口でなければな らないの か とい うこ とは、第一 連で の「 蜜蜂」 と「椋
The bees build in the crevices/Of
鳥」 の 奇妙 な関係 を解 消 させ るためである。 “
loosening masonry,and there/The mother birds bring grubs and ales"(「

蜂 は緩みか

けた石壁 の割れ 目に /巣 を作 る もので、そ してそ こに /母 鳥 は地虫や羽虫 を運ぶ
theだ 'は “
in the crevices''を 指 し、またここでは “
build""b ng''と 現
ものだ」)。 “
在形 の動詞が用 い られて い ることか ら、「蜜蜂」 と「椋鳥」 に共通す る、建物や
木 の割れ 目に巣 をかける とい う習性が語 られて い る。実際 に、「 蜜蜂」 は建物 の
隙間に巣 をかける し、「椋鳥」 も建物の隙間や、本の割れ 日に巣 をかける。 とこ
ろが次の 2行 では、 “
My wall is loosening;honey― bees,/Come build in the empり
私 の壁 は緩 みか けてい る。蜜蜂 よ、/椋 鳥 の空 き巣に来て巣
My wan is loosening''と 現在進行形で語 られてい る緩
を作 って くれ」)と なる。 “

house of the stare"(「

み つつ ある壁 と、
「椋鳥」 の空 き巣 は別 の ものである し、
「蜜蜂」に「椋鳥」 の空
き巣に来て巣 を作 るように頼んでみた ところで 、 どうや って巣 をかければよいの
か、具体的なイメー ジがわかない。
ところで `Stare's Nest by My Window'が 含 まれ る連作 `Meditations in■ me
of civil War'を 順 番 に進 ん で きた 読 者 に とつ て、 す で に `My House'と `My
Descendants'で “
stair'と い う語 句 を、 特 に `My Descendams'で は、 “
May this
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labOrious stair and this stark tower/13ecorne a roo■ ess ruin that the owi/May build

in the cracked masOnry.… "(「 この骨 の折 れる階段 とこの荒 涼 とした塔 が /屋 根 の

ない廃墟 とな り、石組み の崩れ にふ くろ うが巣 をかければよい一」)と あ り、「蜜
蜂」 と「 ふ くろ う」 の違 い はあるが、`Stare's Nestby My Window'第 1連 の 4、 5
stair"を 連
stare"の 音か ら “
行 日とよ く似た光景 を読んで きて い る。 したが って、 “
想す ることは容易である。
stair'を 連想 して考 えるのであれば、
「蜜蜂 よ、 階段 の
も しこの リフレイ ンを “
空 き家 に来て巣 を作 って くれ」 とな り、階段の空 き家 とはすなわちこのバ リリー
塔 であ り、椋鳥 と蜜蜂 の空 き巣 をめ ぐる奇妙な関係が解消 され、意味 をなす よう
sttte"は 西 アイルラ ン ド方言 であ り、Yeatsの 他 の作
になる。 また、「椋鳥」 の “
品 では、この語義 では一度 も使用 されてお らず、ここで狙 って使 ったのであろ う。
stair'は 地口であ り、 リフレイ ンは「椋鳥
以上 によ り、 “
sttte''と 同音 で あ る “
の空 き巣 に来て巣 を作 って くれ」 と「階段 の空 き家 に来て巣 を作 って くれ」 の両
義的な働 きを担 っているとい うことに なる。

`Easter,1916'に お ける「声」 と「書 く」行為

西 谷

茉莉子

taster,1916'は 、処刑 された蜂起 の 首謀者 の名前 の列挙 によって、締め くくら

れる。歴史的な事件 に関わった人 々の 名前 が歌 い挙 げられる ことは、青年 ア イル
ラ ン ド党 の政治バ ラッ ドの形式的特徴 であ り、 この 追悼詩 の結論部 に相応 しい。
しか しなが ら、語 り手 はここで、 なぜ「歌 う」 のではな く「書 き記す」(“ Write

our)の だろ うか。 この点 に関 して、Jahtt Ramazaniは 、詩行 に名前 を「書 く」
行為 を、記念碑 に文字 を刻 むの と同様 の行為 とみ な し、復活祭蜂起 の 指導者達
が歴 史 上 の英 雄 に変化 した こ とを示 唆 して い る と捉 える (66)。

さらに、Helen

Vendlerは 、語 り手 の「書 く」行為 を、同 じ連 の「 つ ぶ や く」行為 と対比 させた
′
″の 24)。 これ らの解
うえで、やは り、詩 の永続性 を強調す る (0“ ″S“ ″′〕 sθ ″′
釈 は、 武装蜂起 の死 者達 のことをテクス トの中に「書 きこむ」 ことによって彼 ら
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が人 々の記憶 に永遠 に残 る ことになる、 とい う「書 く」行為 に対す る絶対的な信
頼 を共有 してい るようである。 しか し、それを唯一 無 二の解釈 と結論付けるのは
早急 であろ う。蜂起 の 時期 の Yeatsに とつて、「声」 は、 詩人 としての 意識 と深
く関わ ってお り、一 方 では人物や出来事 を神話化す る作用、他方 では聴衆 を魅了
する ことへ の躊躇 い と結 びつい てい た。その事 を考慮す ると、この詩の締 め くく
りには、 この ように、
「声」 に対す る彼のア ンビバ レン トな感情が認め られるよ
うに思 える。
この詩では、
「反復」 と「置 き換 え」 とい う形式的技法が巧みに用 い られるこ
とによつて、バ ラ ッ ド詩人 として英雄 を讃 える試みが、 一貫性 を保 とうと努 めな
が らも、私的な感情 のためにいろいろな「ずれ」 を徐 々に含 みこんでい くことが
表 される。それによ り、「彼 ら」が英雄 となった ことへ の驚嘆 の念や、バ ラ ッ ド
詩人としての役割 を継続 させ ることの難 しさが強調 される。それが最 も特徴的に
表れ ているのが、 リフレインである。 第 3連 の最終行 にお い て、 リフレイ ンが来
ると予想 される位置 には、代わ りに、石の イメージが配置 される。 この「置 き換
え」は、
「恐ろ しい美が生 まれた」 ことが、「石が生 命 の流れを阻む」 ことと意味
の上で交換可能であ る ことを示唆す る。そ して、それによ り、
「恐 ろ しい美 の誕生」
に潜んで いた、
「死」 の 意味が浮かび上がる。 また、 この「置 き換 え」 によって、
伝統的なバ ラッ ドに見 られるリフレイ ンのパ ター ンが崩 されてい る。それは、
「彼
ら」の犠牲的な死 を讃 える行為に対す る疑念が、バ ラ ッ ドの歌 い手 として英雄 を
讃える行為 を妨げて い る ことをうかがわせ るのである。
この詩 の最後 の 7行 は、2通 りの解釈が可能 である。 ひとつ は、 冒頭 で述 べ た
通 り、語 り手が、瞑想 を経 て、 自らを民衆 の期待 に応 える詩人へ と変える ことを
成就 させたとい う読み方 である。語 り手 と「彼 ら」の関係 を象徴す る言葉は、
「丁
寧 で意味 の ない言葉」、「名前 のつぶ や き」 といった「声」によるやがて消 え去 る
ものか ら、永続 的な「名前 の刻 まれた記念碑」へ と変 容す る。 この よ うに、「書
く」行為か ら、復活祭蜂起 とい う出来事 を歴史に刻む とい う、共同体 を代表す る
詩人 としての 自負 を読み込 む ことがで きるので ある。 一 方、「書 く」 とい う行為
を「声」 を出す の を拒否す る行為 として考 えた場合、彼が、民衆のための詩人に
変 わったのではな く、逆 に、変わることがで きなか った、あるい は変わることを
拒 んだ とい うことを読み取 ることもで きるのではないだろ うか。hatsは 初期 の
頃か ら、アイル ラ ン ドの共同体における民衆詩人 となることを望んで きた。彼 の
「詩」や「詩 人」だけでな く「歌」、
多 くの作品にお い て、
「歌 い手」 とい う表象
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が多 く用 い られてい る。 この詩 をその文脈 に入 れて考 える と、Yeatsは 、追悼 の
ための政治詩 を書 くための瞑想 を、彼 らの名前 を朗 々と歌 いあげる行為 によつて
結 ぶ こと もで きたはずだ。 しか し、 この詩 で期待 される結末 であ りなが ら、その
「彼 ら」が
行為 は成就 されない ままに終わ っていると言 える。第 2連 にお いて、
歌 の 中に数 え挙げ られる ことが示唆 されるが、具体的な名前 は挙げられない。第
4連 では、彼が民衆 とともに呼 びかける「 彼 ら」 の名前 は、歌や詩 どころか「 つ
ぶ や き」 になって しまう。最後 の 7行 に至 る までに、「声」 によつて人物や出来
事 を神話化す る作用ではな く、聴衆 を声で魅了す る ことに対す る Yeatsの 躊躇 い
つい に
「彼 ら」の名前 が登場す る。 しか し、
が強 くなる。詩 の締 め くくりにお い て、
それは、声 によって呼 び上げ られるわけではな い。 ここでの「書 く」 とい う行為
は、語 り手が公共 の場 で英雄 を讃 えるバ ラ ツ ドの歌 い手 としての 自己像 を「放棄
す る」 ことを暗示 してい るとも解釈で きる。
この点 にお いて、人称代名詞の変化 に着 目す る事が、 さらに議論 を深める助 け
we
I"で 始 まるが、第 4連 では、 “
our pan"、 “
となる。 この 詩 は、一 人称単数 “
know their dream''な ど、一 人称の複数形が用 い られてい る。 ここでは、詩人 と民

衆が、共 同体 にお いて一緒 に英雄の名前 を声 に出 してつぶやいていることを思 わ
I"と 称す る (“ I w te it
せ る。 しか し、結 びにお い て、語 り手 は再 び、 自分 を “
Outin a verse")。

この一人称複数 の “
I"へ の変化 は、 どの よう
we''か ら単数の “

に説明 で きるだろ うか。Vendlerは 、語 り手 が、共 同体 の 中 で 、他 の 人 々 とは
異 な り、特 別 な任務 を与 え られた詩人であ り、公的な任務 に よつて「彼 ら」 の
1"ヘ
we''か ら “
名前 を呼 ぶ と主張 して い る (`Four Elegies',219-220)。 また、 “
の移行 は、
「彼 ら」 を歴史的人物 に変える主体 と しての 自己を、詩人が強調 して
い ると言 えるか もしれない。 しか し、一 方 で 、 この詩の結論部 での「 書 く」 とい
う行為 を、共 同体 で一体 となって唱和す ることへ の拒否 の表明であると考えた場
I"へ の 変化 を、民衆のため の追悼詩人 として
we''か ら単数 “
合、一 人称複数 “
の役割 の放棄 であると捉 える こと もで きる。彼 は、命 の犠牲 を伴 う過激なナ シ ョ
ナ リズム を賛美する民衆 に同化 して「彼 ら」の名前 を声高 に唱和する ことがで き
ず、民衆か ら距離 を置 い て、声 を上げずに個室 の 中に引 きこ もって「書 く」 こと
しかで きな い。 この ように、 この最後 の 7行 には、共同体の代表 として、蜂起者
達 の 名前 を永遠 に刻む、語 り手 の詩人 としての 自負 を読み込む こともで きる。 し
か し同時 に、蜂起者 も、民衆 も、
「全 てが変 わ った」 のに、 自分 だけが変わ らな
い ままであ る とい う孤 立感 を読み取 る こと もで きる。 “
write''と い う動詞 は、 ど
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ち らか ひ とつ の 解 釈 を成 り立 たせ る こ とを どこ まで も不 可 能 に し、 テ クス トの 持
つ 曖味 さを増 幅 して い る装 置 で あ る と結論 づ け る こ とが で きる。
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言 わ ない名前 一 イ ェ イ ツに よるア ンチ・ ヒロイ ン像

中 村

麻 衣子

イェ イツの詩「 復活祭 1916年 」 にお い て、復活祭蜂起 の指導者たちはそ の 名
前 を謳われ、その存在 を永久の もの とされた。 同時に、 メデ ィアやその後の歴 史
によって彼 らの存在はアイル ラ ン ド建国の英雄 ともなった。その一 方 で「復活祭
1916年 」 をは じめ とす るイェ イツの詩の中にその存在が取 り上げ られなが らも、
その名前 を消 され、英雄化 もな されなか ったのが コンスタンス・マルケヴィッチ
であった。蜂起 の 後、混迷す るアイルラ ン ドの政 治情勢に一定 の距離 を保ちなが
らも、作 品 の 中に時事的、政治的 な問題 に関わる実在の人物の名前 を取 り込 み、
詩 とい うフィクシ ョンを媒介 として彼 らの英雄化 を図るとい う、現実的な側面 を
見せてい た イェ イツが、なぜ個人的にも知己であ った彼女 のことを英雄化す る こ
とがなかったのだろ うか。
そ こで本発表 ではイェイツがマルケヴィッチ を取 り上げた作品 を中心的に分析
すると共 に、復活 祭蜂起 以 降の イェ イツ作品 にお い てたびたび描かれた政治、 と
りわけ独立問題 に関わる人物たちの英 雄 としての イメー ジと、マルケヴイッチの
表象が い かに重 な り合 い、食 い違 うか とい うことを考察 した。 イェ イツが英雄化
を行った復活祭蜂起の指導者やパー ネルな どは、詩の 中でその私的な側面を描か
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れることを通 じて英雄へ と転換 されてい る。そ うする ことで 、 自らの作品でつ く
りあげ られた英 雄 たちを、 当時生 まれつつ あ ったアイルラ ン ドとい う共同体が 自
らの祖先 として受け入れ、共有する ことを目指 した と考 え られるだろう。 しか し
マルケヴィッチはそ うした位置に並べ られることはなかった。特 にそ うした指導
者たちの名 を呼び上げることで英雄化が図 られた「復活 祭 1916年 」 にお い て も、
彼女だけがその名 を呼ばれることはなかったのである。 また、 マルケヴィッチが
モデルと思 しき「ある政治囚によせて」にお い ては、かつ て政治 に関係 の ない 自
然 とい う場 におい て 自由を謳歌 し美 しかったその姿 を、蜂起 を経 て自由に動 くこ
ともままならない状況 で大衆 と共に落ちぶれた者 としての姿 と対比 して辛辣 に描
かれてい る。その他の指導者 たちと比べ て、イェイツが詩作 を した時点で存命で
あ った とい う点は英雄化 を行 わなかった理 由の一つ とも考 えられるが、マルケヴ
イッチは「復活祭 1916年 」 にお い てその名 を呼ばれない こ とによって、その存
在は仄めか されなが らも、革命 に命 を捧げた自己犠牲の英雄 としての主体 を与 え
られてはい ない。 さらに「ある政治囚によせて」 にお い て も、過去 の私的側面 を
表面化 し、その政治囚、活動家 としてのイメー ジによってその姿 を連想 されなが
らも、その名を呼 ばれない ことで、その姿 は捨 象 されて しまって い るのだ。
この ように断片的に描かれ続 けたマルケヴ ィッチの 名が初 めて 出 された のが
エ
「 ヴア・ゴア =ブ ース とコン・マルケヴィッチ を偲んで」であった。
「ある政治
囚によせて」 で盲者 とされた大衆は英雄 の受け皿 とい うよ りも愚かな存在 と位置
づ けられ、マルケヴィッチ もそ うした愚かな大衆 に迎合す る存在 として描かれて
い る。 さらに彼女の余生 と、 イェ イッが ゴア =ブ ース姉妹 と過 ご したであろうリ
サデ ルの風景が対比 される ことで、かつ て彼女 に備わって い た美 しさが失われて
しまった点 を強調 して い る。それは年齢 を重 ねる、 とい う時 の流れのみ な らず、
その政治思想 による影響 だ と語 り手が位置づ けてい る ことは明 らかであろう。そ
して この詩 の最後に登場す る望楼 のイメー ジによって、 マルケ ヴイッチの名は永
久化 される こととなる。現実 には大衆に熱狂的に受け入れ られて い たその姿 を、
自らの極 めて私的な思 い 出の地 、そ こに建てる望楼 の なかに閉 じ込め、永遠の存
在にす る ことを語 り手 は選んだのである。 この詩で初めて彼女 の 名前 を用 い た こ
とで、名 を刻み こむことによる主体 の前景化 とい う効果が強 まった と考えられ る。
イェイツは この詩 にお い て もマルケヴィッチについて、わび しい余生 を過 ご した、
とこれ までの詩 と同様 の描 き方 をしてい るが、その存在 を彼女の故郷に置 き、す
べ てを焼 き尽 くす火 のモチ ー フによって永久化 を行お う とす る。そ して語 り手 も
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含 む私たち、 とい う存在で彼女 の罪 をあがない、そ うする ことで永遠 の時 と対峙
しうる存在へ と昇華 させ ることを選んだのだ。 マルケヴイ ッチの 名 はここでよ う
や く永遠 の存在 とされるが、その名が呼 ばれるのはあ くまでイェイツと思 しき語
り手 の個人的な思 い 出 とい う枠、あ くまで語 り手 とゴアブース姉妹 ゆか りの地、
リサデ ルのみ なのである。蜂起 の指導者やパー ネ ルのよ うにアイ ル ラ ン ドといっ
た広 い地場ではな く、あ くまで ローカルな地にそのアイデ ンテ ィテ ィを留め られ
ることとなった。
イェ イツ自身 も明 らかに してい た ように、イェ イツとマルケヴィッチ は政治的
に相容れる ことはなか ったが 、 イェ イツは単 に彼女 を貶めた とい うよ りも、む し
ろ彼女 をテーマ に した詩で フイクシ ョンを媒介に して、そ うした対立 を融和 させ、
マ ルケヴィッチ を単なるナシ ョナ リズムの ヒロイ ンとい う限定的な枠 にお さめ な
い とい う選択 をしたとも言 えよう。 こ うしたマルケヴィッチのア ンチ ・ ヒロイ ン
像創造に こそ、単 なるナシ ョナ リズム礼賛 にとどまらない イェ イツの当時のアイ
ル ラ ン ドヘ の複雑 な思 い とゆ らぎが見え隠れ してい ると考えられる。

イ ェ イ ツの初期 の叙情詩 に見 られる ロマ ン主 義
橘 川1 寿 子
イェ イツの作 品の初期か ら中期 にかけて見 られる文体上の変化 に注 目する こと
により、 ロマ ン主義の基盤の上 にイメー ジを硬質化 し深化 させ ようとす るイェイ
θRο sθ (1892)に 収録 されて い る二つ
の初期 の代表的な作品 を取 り上 げる ことか ら始め、詩形 とテーマ の両面から吟味
ツの試み を考察す ることがで きる。主 に

=跨

す る。
まず、`The Lake lsle of lnnisice'(1888制 作 )は 、三つの 4行 連か ら成る 12行
の 詩 であ る。 この詩 につい て、 イ ェ イツ自身が「初めて 自分 の リズ ムで書 い た
叙情詩 であ り、数年後 であ った な ら書かなか ったで あろ う」 と述 べ て い るよう
に、 この詩 は古風 な表現 を合み、同音の反復 や re■ ainを 用 い、押韻形式 は ああ
で流れるよ うに歌 われて い る。 イェ イツは繰 り返 されるリズム は人 を意志の力か
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ら解 き放 ち、一種 の トラ ンス状態 に導 くと述べ る。 イェ イツは この 時期に よく短
詩、特 に 12行 の詩 を書 い て い たが、この作 品 も始 ま りか らクライマ ックスに達
し、消えて い くとい う 12行 の 詩 である。は じめ の二つの連 で描かれてい る理想
的状態は失われた ものである ことを第三連で述べ る。最 も中心 となる ものは 日夜、
孤独な魂 を洗 う水音であ り、擬音 の ような dropping、 lappingと い う語 で表 され、
自意識 の生 まれか ら生 じた 自然 か らの疎外 を克服 した い とい う願望 を表 して い
る。周 りの 自然 は客観的に存在す るものではな く、そ こか ら分離 して しまった 自
己を投影す るものであ り、主観、客観の調和状態 に戻 りたい と感 じる、常に満た
されない意識 を呼び起 こす もので ある。 このテーマは、 自然へ の 回帰 を願 う表現
として、命 の水が湧 き出るの を空 しく待 つ 後期 の劇、И′′
ル 嵐α″た's″ 〃 に も通
じてい る。
「個 と自然 の調和」 を渇望するとい うロマ ン主義精神の一 つ の側面 は、
イェイツの作品全体 を通 して基盤 となってい る もの と言 える。
次に、`When You Are 01d'(1891制 作)を 取 り上 げる。 この 詩 は 1889年 、 イェ
イツが 23歳 の時に初めて出会 ったモ ー ド・ ゴンを愛の対 象 として書 かれた もの
であ り、 これ を境 に大 きく文体が変化する。詩 の形式は、三つ の 4行 連か ら成る

12行 の詩であるが、押韻形式 は あbaで あ り、イタリア風 ソネッ トを連想 させ る。
ソネッ トは 13世 紀 にイタリアで生 まれ、ペ トラルカで完成 し、 ル ネサ ンス期 に
恋愛詩 として花開い た定型詩 であ り、一つの c“ ative impulseを 表す ものである。
イェ イツはフラ ンス、 ルネサ ンス期 の詩人、 ピエール・ ド・ロ ンサ ールの「エ レ
ー ヌヘ のソネ ッ ト」か ら着想 を得て、独 自の詩 に書 き換 えてい る。文体 としては、
古 めか しい言葉や、 ソネッ トの常套句 を避けて、詩 を現代風 に変 え、結論は恋人
と共に愛 の謎ヘ ロを向ける ことで終わる。 イェ イツは、後にもう一篇の ロンサ ー
ルの詩に基 づい た、シェイクス ピア風押韻形式の 14行 詩、`At the Abbey Theater'
(1911年 制作 )を 書 い てい るが、 ソネッ ト作品を学 び続 けて い たのであろう。
ロンサ ールの ソネ ッ ト作 品「 エ レー ヌヘ の ソネ ッ ト」 と、 イ ェ イツの「あ な
たが年老 い た時 」 の共通す るテ ーマ は、
「詩」、
「本」 の 中で美が朽 ちる ことな く
「時」 と「 永遠、無 限性」 との対
永遠に書 き留 め られる と主張す る部分 であ り、
比である。「無限性」へ の憧 れは 自然 との調和状態 へ の憧 れ と重 なる ロマ ン主 義
的傾向である。 この詩 の形式 としての特徴 は、 ソネッ ト形式 として定着 してい た

14行 詩 を意志的 に崩 して 12行 で留 めて謎 を残す、 モ ダニズ ム風 の結論 である。
I"と い う一 人称 で語 られるこ とはな く、詩 の作者が姿 を隠す こ
また この詩 は “
ともモ ダニズムの特徴 であ り、 イェ イツは後に出会 う若 い詩人エズ ラ・パ ウ ン ド
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に勧め られるまで もな く、この時期か ら詩を現代風 に変えて いこ う と試みてい る。

1888年 頃か ら 1892年 頃 の数年 の 間に文体 は古風 なものか ら現代風 に大 きく変
わるが、無限性 への憧 れ とい うテーマ は変わることな く続 い て い る。 この時期に
見 られるイェ イツの もう一つの試みがある。 この二作品 と同時期 に書かれて い る
12行 の詩、`When You Are Sad'(1892)や `The White Birds'(1892)に は、 イ ェ イ
ツの「象徴詩」へ の試 みが 見 られる。 イェイツは、
「詩の象徴 主 義」 の 中で、
「音
や色や形が音楽的な関係―相 互に美的な関係― をた もつ時 に、これ らは一 つ の色、
一つの形 とな り、一つの 感情 を喚起する」 と述べ てい る。 イ ェ イツが詩作 に没頭
し、日の 中で数行を反復 しなが ら求めていた ものは、 この感情喚起が言葉 の組 み
合わせによつて訪れる一 瞬であ った。上記 二篇 の詩には星が炎 となって落ちる描
写や、薔薇、百合、風等 の 自然 の イメー ジが用 い られる。アーサ ー・ シモ ンズの
『文学 における象徴 主義運動』 (1892)に よつてフラ ンスの象徴 主義が イギ リスに
紹介 されたが、同時期 にイ ェ イツは独 自で、象徴詩へ の取 り組 みに向か っている。
1902年 、創作活動 の 中期 に入 り、 イェ イツは詩集、ル ″

`Sθ

″″〃,ο 漁 の表題

作 として初めて 14行 詩 を書 く。 この作品では、 これまで 12行 で終 わってい た一
つ の感情表現 をさらに 2行 ふ くらませ、最後に難解な象徴表現 を置 いて終 わ らせ
る。グレゴ リー夫人の もとで、
心 を整理するように書 いた、この作品は、
素朴 な
「野
の蜜 の味 わい」 であるアイルラン ド風 の 自然描写、平和 な風景で始 ま り、tumの
部分 で散文的であるが、社会的、政治的 コンテクス トを加 え、後半の 5行 で啓示
的な、空 の「大 いなる射手」が表 される。 これは空にかかった星、射手座 で もあ
り、弓 を持 つ オデ ュ ッセ ウス をも思 わせ、Homerと もなって、 これか らの詩人
イェ イツの姿 を予測 させ る象徴 ともとれる。

13世 紀 にイタリアで始 まったソネ ッ ト形式 の変遷に も目を向け、その中で イ
ェ イツの位置 を確 かめ、詩の形式 に比重 を多 くかけて吟味 し、 イェ イツ作品 を見
直 してみ ると、イェイツが政治的にはアイルラ ン ド紛争、文学的にはモ ダニズム、
象徴主義運動 など周辺の状況の変化 に応 じて主題 を取 り上げ、文体 を変えて いっ
た様子がわかる。 ソネッ ト作 品の 中で も、 イェ イツは、シェイクスピア風ではな
くフランスのルネサ ンス期 の作品に学んで作品 を書 き、アイリ ッシュの要素 を取
り込んで い る。14行 の 詩 を 8行 と 6行 の前半後半に分 けて問 い を発 し、それに
答 えるような形で、報 われない愛 を嘆い た り、や さしく愛 の対象に語 りかけるソ
ネッ ト形式か ら離れ、`No Second Troy'(1908)や `Leda mdthe Sw劉 '(1923)な ど、
イェ イツ独 自の、緊迫 した政治状況 と結 び付 い た作品や重厚 な象徴表現 を用 いた
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瞑想詩が生 まれる。
イェ イツ作品は、最後は修辞的 とも言 える疑問文で終わることが多 い。充足 し
た答 えを得 られず、満た されない気持 ちが、作品の最後に常 に残 る。 イェ イツの
文体 の 変化は周囲の状況に応 じて生 じて いった ものであるが、 ロマ ン主義か らリ
ア リズムヘ といったよ うな、思想的に変化 した もの とは言 えない。 自己省察 と自
己を越 える ものへ の憧憬 の念 を詩的言語で表そ うとする広 義 の ロマ ン主義 は、 イ
ェ イツの初期の抒情詩か ら中期、後期の作 品に至 るまで、その底流 として存在 し
続 け、変化する ことな く作 品を生 む原動力 となっている。

Jennifer Johnston

A Two Moons
吉 田 文 美

)は 、Jennttr Johnston(1930-)の 第 11作 となる小 説 である。
これ以前 の作 と比 較す る と、7″ οMあ 4sで は、アイルラ ン ドの宗教的、歴史的
r″ οMο ο
′s(1998年

あ る いは社 会的な問題 は、ほ とん ど強調 されて い ない。そればか りか、
「 天 使」
『ふ たつ の 月』 は、小 説 の主
“
人公たちが住 む家か ら見える夜空の月 と海面 に写ったその影 を指す。実体 はある

だ と名乗 る人物 まで登場す る。題 名 の

7″ οMο θ s、

が手の届かない ところにある月 と、手 の届 きそ うなところ にあるが実体 はない 月
の影 につい ては、い ろい ろな解釈が可能 と思 うが、女性 の生 き方を問 いかける本
作 の題名 としてふ さわ しい ものだろ う。
コ″οMο ο sは 「 3世 代 の女性 た ちを描 い た」 と紹介 される場合 もあ るが、主
“
人公 と言 えるのは、80歳 の ミミ・ ギボ ンとそ の娘 で 50歳 の舞台女優、 グレース
の 2人 である。 この小説 にはグレースの娘 のポ リー も登場す るが、ポ リーの登場
は小 説 の前半部に限 られ、その心情が詳 しく語 られるシー ン も少ないか らだ。小
説 の 冒頭 では、グレー スは 3週 間後 にアベ イ座で上演 される 『ハム レッ ト』 へ の
出演 を控 えてお り、 自分が演 じるガー トルー ド役 のことで頭が いっぱい だ。年老
い た母 の健康状態 も思わ しくな く、落 ち着かない 日々を送 っている。そ こへ 、別
れた夫 とともに ロン ドンで暮 らすポ リーが、前触れ もな くや って くる。それ と前
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後 して、ギボ ン家 は 2人 の人物 の 訪間を受ける。 1人 はポ リーの婚約者ポールで
ある。彼は親子 ほども年 の離れ た グレー スに一 日惚 れ して、やがてはポ リー との
婚約 を解消 して しまう。 もう一 人の訪問者が、天使 ボ ニ ファチオで ある。彼 の姿
はグレースの母、 ミミに しか見えないが、 ミミの想像 の産物 ではない とい う設定
だ。物語の中で天使や亡 くな った人が登場す る とい う設定 自体は、特 に目新 しい
ものではない。 しか しなが ら 7″ ονοο″s以 前 の ジ ョンス トン作 品に親 しんで き
た読者 か らす ると、 い ささか奇異 に写る。 この作 品で敢 えて「天使」 を登場 させ
る必然性 はどこにあったのか。
ボニ フアチ オの役割 を明 らかにす るためには、唯一 ボ ニ フアチオと言葉 を交わ
す ことが 出来 る ミミが、 どの よ うな人物なのか を考 えてみる必要がある。現在の
ミミは、年老 い て思 うように体が動かない状態 で 、一 人で外出す ることも困難だ。
他 の人には見えず、 ミミとだけ関わって くれる天使 とい う存在 は、孤独で誰にも
か まって もらえない で い る ミミの話 し相手 として、最適 な登場人物 だったのか も
しれない。ボ ニ フアチオと語 り合 うことで 、年老 い た ミミはい くらかの活気 を取
り戻すが、同時 に自分の人生の不幸 を再認識す るはめに もなる。最近 のジ ョンス
トンの作品 では、登場 人物 自身 の語 りは、必 ず しも信頼の置けるものではな く、
その人物 自身 の思い込みや勘違 い などもあるはず、 とい う含 みが示 される ことも
ある。 この小説で も、ボニ ファチオとの会話 を繰 り返す中で、 ミミが 自分 の苦悩
か ら目をそ らしてい る可能性が示 される。
ミミの本 名 はエ リナ ー だが、7″οMθ ο″sの 中 で彼女 がその本名で呼ばれる こ
とは全 くない 。
「 ミミ」 とい う名 は、娘のグレースが「 マ ミー」 と うま く発音で
きないほ ど幼 い 頃に、母親 を呼 ぶのに使 った名 である。 本名が好 きでなかった ミ
ミは、積極的にその 名 を受け入れたのだが、本名 を捨 てて「母親」 と同 じ意味 を
持 つ「 ミミ」 とい う名 を受け入れた こと自体が、彼女 の人生 を象徴 してい ると思
´
tる 。Linden Pcachは 、GO″ ″禦 rα ′
s力 ″
b″ 's FI′ 6″ ο
η C、 ン
わオ
γfrお 力α″″″●′
`″
ョンス トンの 登場 人物 は ide010gical conttctが 起 こる場 と見ることが 出来ると示
唆 してい る。 この 見解 に従 うなら ミミは、い わゆる男性優位主義的なイデオ ロギ
ー におい て、
女性が期待 される役割 を引 き受けた女性 の典型 であると考 えられる。
ミミと正反対 の生 き方 を選 ぶ グレースは、期待 される役割 よ りも自分 の欲望 を優
先 させる ことを選んだ女性の典型 と見える。そんな グレースの視点か らギボ ン家
の人間関係 について語 られる時には、ミミとその夫 ベ ンジ ャ ミンの 関係 について、
別の側面 も明 らかになる。 グレース にとって、父親のベ ンジャ ミンは刑務所 の看
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守 の ように 自由を束縛する存在であ ったのだが、母親の ミミもまた、夫 の肩 を持
つ かの ような言動 を して、娘の 人生 を束縛 しようとして い た時期があったのだ。
一 方 で、ベ ンジャ ミンで さえ も、社会が期待する行動規範 に沿 った人生 を送ろ う
と努力 は した ものの、そのことで苦悩 してい た人物 であったことが 、物語の終盤
で 明 らかにされる。
身近な人 々の「期待」 とい う形で個人に強制 される社会規範 と、 自分 の欲望 を
どう折 り合わせてい くか。常 に葛藤 しなければならない個人の姿が、 7″ ο″οο″s
の登場人物たちの姿 に体現 されて い るのではない だろ うか。
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書評》
《

棚木伸明著
『アイルラ ン ド紀行― ジョイスか ら U2ま で』
(中 公新書、2012年 、4+238頁 )

薦

田 嘉 人

手元 にある道具や材料 を寄せ集めて何か を作 る ことが器用仕事であるなら、研
究 も創作 もある意味 でみな器用仕事 だと言 えるだろう。欄木氏が 「 自分 の記憶 と
他人の記憶 を寄せ集めて」 ( 頁 )一 冊 の紀行文 を記す とき、それ もまたひとつ
の器用仕事 だと呼べ る。 もっ とも、氏の手元 には多種多様 な情報 と該博 な知識、
柔軟な発想 と流麗な文体 があるのだが。
三十章 立ての器用仕事 か らなる本書 は、アイルラ ン ド島の四地方 を「北」と「南 」
の 別な く順 に経巡 り、地名 (建 物や通 りの呼称 も含む)を キ ー ワー ドに展開 して
い る。地名 には、ある特定 の場所 を指 し示す機能 のほかに、過去か ら現在 に至 る
まで、人 々の抱 いた様 々な記憶 を包蔵す る機能が備わって い る。たとえば、 ダブ
リ ンとい う地名に幸福 な記憶 を しまいこむ人 もいれば、苦 々 しい記憶 を沈める人
もい る、 とい うように。 つ まり地名につい て記す とい うことは、地名 にまつ わる
無数の記憶 の集積に縛 られつつ 、その なかに身を置 くとい うことである。 しか も
地名は人 々の共有物 なので、記憶 の集積 は時代 を経 るごとに量 を増す。それ らを
考量 しつつ 、新 しい記憶 のひ とつ を付け加 える こと、そ こに本書 の 目的がある。
氏 はこ う述 べ てい る。「 ア イルラン ドでは地 名が秘 める起 ,I原 や由来の物語が いつ
も重 ん じられて きた。 それ らを総称 して 『デ ィンシ ャナ ハ ス』 (地 誌、土地 をめ
ぐる知識)と い う。地誌 を物語 る語 り手は『デ ィンシ ャナ ヒー』 と呼ばれる。 (中
略)ぼ くも先人に倣 い、 自分 の記憶 と他人の記憶 を寄せ集めて、新 しいデ ィ ンシ
ャナハ スのアンソロジ ー を こ しらえてみたい」 ( 頁 )と 。
この引用 の「記憶」 と「物語」の関係 を主語 ―述語 の 関係 に準 えて、後者 によ
る前者の包摂関係 と捉 える ことがで きる。 自身の記憶 を語 る ことがで きるの も、
他人の記憶 を理解す る ことがで きるの も、両者が常 に物語 とい う形 をとるか らで
ある。 この ように記憶 か ら物語が創 られ、 さらに物語か ら「 地 誌 」が創 られる
のであれば、その「 地 誌 」 の内部 にお いて 自他 の記憶 は どの よ うな関係 にある
のか。それは記憶 の再編、すなわち他人の記憶 (そ れ自体が無数の記憶 のひ とつ
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である)の い くつ かを比較考量 し、それ らを組み替 えては 自身 の記憶 とつ な ぎ合
わせ、その記憶 をもまた組み替 える、 とい う関係 にほかな らない。
た とえば、ダブ リンの タウンゼ ン ド通 りと ピアース通 りはか つ て、氏の記憶 で
は「二 本 とも くすんだ、ひ とび とが寄 りつ かない裏通 り」 (72頁 )で しかなかっ
た。だが、S.ベ ケ ッ トの記憶 (つ まり他人の記憶 )が 呼 び起 こ された ときか ら、
そ こは光彩 を放つ場所 に変わってい く。短編小説「デ イー ン・ ドー ン」に記 され
た二 本 の通 りの記憶 を辿 りつつ 、氏はダ ンテの 『神 曲』か らベ ア トリーチェに対
する記憶 を探 りあてる。そ して両者 を自身の記憶 と関連 づ ける ことによって、か
つ ての記憶 を一新す る。
ところで、 ダンテの記憶 は二 本 の通 りと実際には何 の関係 もないが、その記憶
を敢 えて関係 させ るところに氏 の発想 の柔軟 さが うかがえる。か のメ リオ ンス ク
エ ア も、そ こに散在す る彫 像 の 台座 に刻 まれた警句か ら、0.ワ イル ドの記憶 と
結 びつ く。「人生は複雑 ではない。わた したちが複雑 なのだ。人生 は単純 であ り、
単純 な ものは正 当な ものであ る」 (50頁 )と い う一節 と共 に、獄 中で の記憶が蘇
るとき、季節 の花 々が人眼 を楽 しませる公園には微かな哀切感が漂 い始 める。
聖 パ トリック大聖堂が聖 なる場所か ら狂気 と正 気 の交錯す る場 所 に変わるの
は、J.ス ウイフ トを巡る記憶が呼 び覚 まされるか らである。た とえば夏 目漱石は、
子供 の食用化 を提言 した スウ イフ トを「冗談 と真面 目の境」が ない「純然たる狂
人」(29頁 )と 見な した。「愚劣 に育つたヘ ツラ イ族が/虐 げ られれば られるほど、
いっそ うぺ こぺ こす る」 (27頁 )と ダブ リ ンの 人 々を罵 ったス ウイフ トの この詩
行 も、漱石の耳には狂 人の戯言 と響 いたか もしれない。 しか し、人 々の姿 の どこ
かに運命 の ままに生 きさせ られてい るかの よ うな、顔落 した生の有様が看取 され
た とすれば、 どうだ ろ うか。そ う考えた ひと りに W・ B.イ ェ イツが い る。彼 はス
ウイフ トを讃え「 人の世 に悪 酔 い した旅人よ/で きるな ら真似 るが いい/人 間 の
自由に仕 えた この男 を」 (32頁 )と 歌 った。詩「 スウイフ トの墓碑銘」に刻 まれ
たイェイツの記憶 を辿 り、氏 もまたスウイフ トを「偏屈 なのに まっす ぐな」(33頁 )
人物 として讃え、彼 に対す る記 憶 を新たにする。
こ うして新たな記憶が浮かび上が り、そ こにひとつの物語が記 される。見方 を
変えて言 う と、新たな物語は既 に記憶 を介 して他の古来の物語群 と結 びつい てい
る。個人の物語 と民衆 の物語 に も似た この両者 の 関係 に着 目したのが イェ イツで
ある。
「 イェイツは

(中

略 )慣 れ親 しんだ土地 に刻み込 まれた物語 を掘 り起 こ し

ては、その上に 自分 の物語 を重ね書 きして いった。□伝 え されて きた物語 は彼 の
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手 で書 き とめ られ、息の根 を止め られると同時に、文学 として新 たな命 を与えら
れた」 (148頁 )。 ここで「文学」 とい うのは、 い わゆる文学空間 であ り、その空
間にお い て イェ イツは民話や伝説 を換骨奪胎 し、独 自の筋立 てに書 きかえた。そ
の作品す ら文学空間に取 り込 んで、氏 は現代 の文学作品 と往古 の民間伝承 とを大
胆 に関係 づ ける。た とえば、イェ イツの「赤毛 のハ ンラハ ンと縄 ない」と伝承歌「縄
な い」 (14章 )、 J.M.シ ングの 『海へ騎 りゆ く者たち』 と伝承歌「 ム ィーニ ッシ
ュの歌」(17章 )、 N.ニ ー・ゴー ノルの「山女」と白膝 のアワルギ ンの古詩 (21章 )、
S.オ ヨナ ーの「飢饉」 と古歌 「スキベ リー ン」 (22章 )、 とい うふ うに。 ときに、

氏 の射程 は芸術全般にまで及ぶが、それは L.ル・プ ロッキーの絵画 と英雄物語『 ト
ー イ ン』 (10章 )の 相関 に見て とれる。 この ように現 代 の物語 と往古 の物語 とを
相互 に解体 し、そ して融合す る ところに、氏 は独 自の物語 を構築 してい る。
道具や材料 を流用 し、その機能や用途 を組み替 える器用人の ように、氏 は古今
の物語 を縦横無尽 に援用 し、筋立てや人物像 を自在 に組み替 えては関係づ ける。
まさにその組み替 えや関係 づ けの妙 に「新 しい 地 誌 」である本書 の独創性が映
し出 されて い る。 したが つて 、氏 の意図は場所 を巡 る物語 を拡充する ことにある
(ま

たそ こ に氏の ス トー リー テラー としての面 目躍如たるものが ある)の であっ

て、言葉未然の ものへ の言葉 の道 をつ ける ことにはない。だか らであろ うか、た
とえば「死 者 たち」 (J.ジ ョイス)の ロケ地 を巡 る章 にお い ては、雪 を背景 に し
て様 々な場所が紹介 され物語が展開 されなが ら、
「雪が象徴す るものの正体」 (57
頁 )は つい に明か されな い。あ るい は、バ リリー塔 を巡る章 では、 イ ェ イツ詩
「塔」に歌 われた老 い は「衰 えて い く肉体」(121頁 )と して現象面でのみ捉 えられ、
別 の捉 え方の可能性 は探 られない。それは氏 の意図 とい うよりもむ しろ紀行文 と
い う本書 の性質や紙幅 の制約 によるものなのか もしれない。 この 点が唯一 、惜 し
まれる。
「アイルラン ド共和 国軍」(23章 )、「ある自然児 の死 」や「 アナホ リッシュ」(26
全体的に日本語訳は こなれてい て分か りやす い。
章 )と いった表記 は気にな るが、
文語 と口語 を織 り交ぜ、氏 自らが語 り部 として語 る口調にも趣向が凝 らされてい
る。 また、地名や諸作品に関 して研究の端緒 を開 く情報がふんだんに盛 り込 まれ
て い なが ら、実 に手際 よ く整理 されてい るので、読み応 えがあ って読 みやす い。
ここに取 り上げ られなかった興味深 い章 も多数あるので、 まだ読 まれてい ない方
には一 読 をすすめたい。

78

Edna Longley,
Mθ 2お

′ ごル名
οごθrm Pθθ
“
`ry

(Cainbridge:Carnbridge l[Jniversity:Press,2013.249 pages。

諏

訪

)

友 亮

北 と南のアイル ラ ン ドを見渡 して もかな りの希少種 である詩の批 評家、その な
かで も屈指の存在であるとともに北アイルラ ン ド・ル ネサ ンスの第 一 世代 と同時
′
代 を生 きた著者による初の イ ェ イツ研究書、Pο ι
ッ α″″Pο 酸蒻ク(2000)か ら数え
て 13年 ぶ りに出版 された最新 の単著 である。これ まで Longleyが 書 い て きた イェ
イツ批評 としては、 ぬ慶 И″″γαJ Ⅳο.′ 2(1996)に 収録 された論文、 〃 B.力 αおレ
′
α′(2010)内 の論文な ど、主 にイェイツの受容史か ら論
Gο ′
られるが

(な

お、彼女の批評集 動

じたエ ッセ イが 挙げ

ッ
プ 助昭″ の題 名 は ■aster,1916'か ら取
`タ 辱

られてい る)、 その蓄積が存分 に生かされた本書は、年齢 も考慮す れば、Longley
にとつてイェ イツ論 の集大成 と言 っていい。

この本 は、その タイ トルが示す とお り、 イェ イツの詩がなぜ 「モ ダ ン」 である
のか、そ して詩人たちが織 りなす現代詩 の星座のなかでイェイツが どのような位
置 を占めてい るのか、 とい うきわめて遠大 な問題 を取 り扱 っている。 とりわ けそ
うした問題設定 の際に避けて は通れないモ ダニズム とい う批評 的枠組 みを再検討
し、ア メ リカを中心 に した脱地域 的なモダニズ ム論か らイェ イツを解 き放 った う
えで、エ リオ ッ トとパ ウ ン ドとも違 う現代詩 の系譜 を模索 し、南北 アイルラン ド、
イギ リス、ア メリカの詩人たちによる受容 と対話 の なかか らイ ェ イツの詩が モ ダ
ンであ った理 由を探 ることが、本書の一つの柱 になってい る。その意味で、2000
年代 か ら始 まった、モダニズ ム文学 を世界各地域 の視点か ら問 い直そ うとす る研
究 の流れの なかに LOngleyの 批評 もあると言えるだろ う。
それでは詳 しく各章 を見て い こ う。第 1章 `Ireland as Audience:“ To w
″
my Own race"'で は、形 ψοκsル ″′

"の

teお r

なかで聴衆 を内面化 した イ ェ イツの意識

が、彼 らとの弁証法 を経て 自らの 詩 の言語 を変化 させた ことを見て取 り、 さらに
批評不在 のアイルラン ドにあって、イェ イツがアイルラン ド独 自の批評創 出に力
を傾けてい たことを、D.P.Moran(ア イリッシュ・ アイルラ ン ド的 )や Dowden
(ユ ニ オニス ト、ヴ ィク トリア朝 的)と

の対照か ら考 える。既存 の研究 に収 ま り
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そ うな こ うした Longleyの 論 は、 しか しなが ら、アイル ラ ン ドの批評が発展す
る過 程 で イ ェ イツがア イデ ンテ ィテ ィ 。ポ リテ イクスに供 され、何か しらの政
治的代表 として符牒 を与 え られて きた経緯 を暴 くときに冴えわたる (`The Yeats
そ うして、 `Man and the Echo'に ある対話の不確実性、聴衆 と
の解決なき遣 りとりの なかに、彼の理想的読者か らはほど遠 い暴徒や聴衆 (あ る

Question'21-30)。

い は批 評家 たち)を も包含す る仕組 みが あることを示す。
第 2章 Veats and Ame can Modemism'で は、 イ ェ イツが エ リオ ッ トや パ ウ
ン ドに比 ベ モ ダニ ズムの枠 内で周縁化 されて きた理由を、1960年 代以降ア メ リ
カのアカデ ミズムが 自らモ ダニズム を専有、断片的なパ ウ ン ドの 詩 をモ ダニズ
ムの伝統 と位置づ け、地域性 の ない「 イ ンター ナシ ョナ ル・モ ダニズム」 (ヒ ュ
ー・ ケナー)を ナシ ョナル な詩人よ りも優位 に置 いたことに求 める。 そ の上で、
Longleyは 具体的にイェ イツとエ リオッ ト、 イェ イッとパ ウン ドの比 較によって
イェイツ的な現代詩 を鮮明 に しようとす る。例えば、彼 の共同体 に もとづい た伝
統観 とエ リオ ッ トの文学的す ぎる伝統観、様 々な視点の切 り替 えをともないロマ
ン主義 ・象徴 主義志向 であ るイェイツの形式詩 と、断片なようで い て一貫 した意
識が通底す るエ リオッ トの 散文的 自由詩 を対比す ることによって。 あるい は、形
式が数学的構造 を持 った一 個 の統 一体 であるべ きとするイェ イツの詩論、彼 の通
時的歴史観、織 りこ まれた諸芸 術がお互 い を補強す る `Lapis Lazuli'と 、断片的
かつモ ンター ジュの緩慢 な連 な り、全ての歴史的事象 を同時代 として扱 うパ ウ ン
ドの 動θCα ″′
οsを 比べ る こ とによって。
第 3章 .In

Cate TreeS:The SuⅣ ival of Symbolism'に お い て、 イェイツはエ ド
・
ー
マス
ワ ド ト
、 ウォレス ・ ステ ィー ヴ ンズ とい う、同 じく「 モ ダニズム」で

は把握 しづ らい形式主義者 たち と並 置 され、彼 らはイマ ジス トでは な く、ロマ ン
派 と象徴 主 義 の 連続体 と して議 論 され る。 第 4章

`“

MonstЮ usねm

ar images":

Poetry and War,1914-1923'で Longleyは 、イ ェ イツ編 『オックスフォー ド詩選集』

か ら「受動的」 として除外 された戦争詩人ウイルフレッ ド・ オー ウェンを、戦争
詩 とい う観点 の もとにイェ イツと近づ けてみせ る。オー ウェ ンに対するイェイツ
の影響、幻視者 ・予言者 と して戦時 を詩 にす る二 人の資質、
「戦争牧歌」 とも言
うべ き戦争詩に混入 した牧歌的 イメー ジの共通点、モ ダニズム詩 として戦争詩が
扱われない現状 の なかで戦 争 を形式へ取 り込んだ詩人たちの特異性 など、 ここで
もモ ダニズ ムの狭 い領分 に収 まらない現代詩の なかでイェ イッとオー ウェ ンが検
討 される。
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第 5章 `Yeats's Other lsland'は 、John Kerrigan,И κ力″attJ`島箸騰力(2008)を
引 き合 い に、モ ダニ ズム を超 えるモデルと して イギ リス「群島」間 の相互交流に
注 目しようとす る。その例 と してバ ラ ッ ドを取 り上げ、バ ラッ ドが もともとブリ
テ ン島由来であ り、かつ イェ イツにあった歌の収 集熱 もイギ リス・ ロマ ン派 を受
け継 ぐものである ことを押 さえた上で、現代詩におけるバ ラツ ドや リフレインが
原型や仮面、非個人性 、平易 な言葉 による複雑 な効果 といった要素 を持 っている
ことを指摘する。 さらにオー デ ンとマ クニー スによるイェ イツの受容 と彼 らへ の
影響 に、やは リエ リオ ッ ト/パ ウ ン ドのモ ダニ ズム とは異なる、 イェ イツと 30
年代詩人の近 さを見て取 り、彼 らに とって形式、共同体 との距離感、公共空間の
なかで創作 される詩 に類似が あ る と論 じる。そ して結局の ところ、1930～ 1960
年代 に南アイルラ ン ドの詩人 と批 評家 はイェイツを評価 し損ねて しまい、代わ り
に彼の作品を正面か ら受け止めたのが イギ リス と北 アイルラン ドの詩人 (後 者 に
お い ては紛争に対す る詩人の立場 も含 む)で あ ったことが 、
本書 の 末尾

Postscript'

で も合わせて示 される。それ以外 に も、 この最後 のセ クシ ョンでは、 イェ イッが
自己エ レジー化 した とされるクール詩 の数 々によって末裔作 りを行お う としたこ
と、くわえて合衆国 の言語派詩人 も射程 に収めた Longleyの 詩形論が展開 される。
た しかに、本書 はこれ まで Longleyが 書 い て きた文章 と同様 に、論理 の飛躍、
示唆 と修辞に彩 られた独特の文体 のため非常 に読みづ らく、 また、彼女の北 アイ
ル ラ ン ド・ プ ロテスタン トの立 場 を反映 した論評が散見 される点で、Longleyも
ア イデ ンティテ ィ・ポ リテ イクスか ら逃れてい るわけではない。先行研究がほと
ん ど引かれてい ないパ ウ ン ドに対す る批評 は、正 当 とは言えない。だが、国民国
家論 に傾 きイギ リス との応 答関係 を無視 しが ちな近年の イェ イツ研究 を是正 し、
北 アイルラン ドの側か ら、文学や政治 におけるイェイツの複雑 な位置取 りを単純
化す る ことな く読み解 こう とす る姿勢 はたいへ ん貴重 であ り、 これ までの イェ イ
ツ研究が暗に抱 えて きたセ ク ト的側面 を可視化 させ、その うえパ ウ ン ドとエ リオ
ッ トを参照 しな くて も済むイ ェ イツ詩の現代性 を評価す る軸 を作 ったことは、何
よ り大 きな成果である。
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「「ペ ンで掘 る」― シェイマス ・ ヒーニーの政治性 と芸 術性」
『愛知淑徳大学論集』vol.39(愛 知淑徳大学文学部)pp.1‐ 15.
佐藤

2014

亨

「北アイル ラ ン ド詩人の地名詩― シェイマス・ヒーニーの「 アナホ ー リッシュ」
を読む」
「青山経営論集』voL48(青 山学院大学経営学会)pp.3142.
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2013.12

広本 勝也
「シェ イマス・ヒーニーー 言語の統制 と詩的奔出」
F慶 應義塾大学 日吉紀要』vo164(慶 應義塾大学 日吉紀要)pp.1-33.

2014

Lafcadio Hearn
礼二

安藤

「多様 なるものの一 元論― ラフカデ イオ・ハーンと折 口信夫」
『三日文学』vol.93(三 田文学会)pp.lЮ ■83.
梅本

2014

順子

「 ラフカデイオ・ハ ー ンとジ ョージ・ ワシ ン トン・ ケ イブ ル ー「 クレオ ー ル」
の文学 とい う視点か ら」
『国際関係研究』vol.鈍

(日

本大学国際関係学部国際関係研究所)pp.57‐ 66.

2014.2

暁生

大浦

「 ゾラの 自然主義 と闘 ったラフカデイオ・ハーン」
大浦暁生監修 『い ま読み直すアメリカ自然主義文学一視線 と探究』 (中 央大学出版)
2014.3

加藤

哲弘

「 ラフカデ イオ・ハー ンが見た 日本美術」
下原美保編著 『近世やまと絵再考一 日・英・米それぞれの視点から』 (星 雲社)所 収
2013.10

津 田 香織
「ラフカデイオ・ハー ン と津波」
石田久教授喜寿記念論文集刊行委員会編

Fイ

ギリス文学 と文化のエー トスとコンス トラ

2014.8

クション』 (大 阪教育図書)所 収
中田

憲次

「 ラ フ カ デ イ オ ・ ハ ー ン の 怪 談 ― 『 安 藝 之 助 の 夢 』 THE D:REИ ″

KEを 読 む (2)」
CINOS〔 ′
И」
F八 雲』voL26(小 泉八雲顕彰会)pp■ 26‐

13&
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2014

OF

中島 淑恵
「 ル ネ・ ヴ ィヴィア ン とラフカデ イオ・ハー ン (2)― ポ ール・ リヴェルス ダー
ル『二重の存在における「餓鬼」 の記述 をめ ぐって』」
F富 山大学人文学部紀要』voL59 pp.135‐

150.

2013

永田 雄次郎
「 ラフカデ イオ・ハー ン と西 洋 の音楽― 或 る日本美術史学徒 の独言」
F人 文論究』voL63(関

藤原

西学院大学人文学会)pp.1-20.

2014.2

まみ

「 ラフカデ イオ・ハー ンの怪談― フランシス・ ゴール ドンの合成写真論 とハー
ンの再話作品「 オ・ テイの話」」
F文 学』vol

前田

15-4(岩 波書店)

2014.7

専學

「 ラフカデ イオ・ハー ン (小 泉八雲 )著 『涅槃』 あ とが き― ハー ンの仏教研究
の軌跡」
『東方』vo129(東 方学院)pp.173‐ 205.
牧野

2013

陽子

「「人形 の墓」 を読む― ラフカデイオ・ハー ンと 日本の “
近代 "」
F成 城大学経済研究』vo1205(成

松村

城大学経済学会)

2014.7

敏彦

「 ラフカデ イオ・ハー ンとジ ョウゼ フ・ コンラッ ド」
「宮崎駿 とラフカデ イオ・ハー ン」
松村敏彦著 『ジョウゼフ・コンラッ ド研究一比較文学的アプローチ』

2014.8

(大 阪教育図書)所 収

三成

清香

「ラフカデイオ・ハー ンとセ ッ、そ して再話― 原風景 としての松江」
F比 較文化研究』vollll.(日

本比較文化学会)pp.181‐ 194.
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2014.4

James Joyce

伊東

栄志 郎

`Awareness ofAsianess of lrishness:Joyce among lrish()rientalists'
F総 合政策』voL 15‐

1(岩 手県立大学総合政策学会)pp.147‐ 159.

2014.3

`A Suave Philosophy:Reconciling Religious ldentities in Joyce's Works'
F総 合政策』vo1 15‐

1(岩手県立大学総合政策学会)pp.37‐ 47.

2013.11

原田 一義

′
″
α′
′グ ′
力 ″
′
お′α
sα b″ 昭 彪α
″にお け る物 理学 講 義 ―
「James Joyce ИPο ″
Platinoidと 発明者 R

`И

WoMa■ inoに 関する考察」

b′ ″
α
″
ω vol.7(明 治大学情報基盤本部)pp.5‐ 18.
′
″
メ

2014

山田 久美子
「「この手の稲妻 よ、我が言葉 となれ」(FW483.15-16)一『フイネガ ンズ・ ウェ
イク』 とフェノロサの漢字論」
『ことば・文化 ・コ ミュニケー シ ョン』v。 16(立 教大学異文化 コ ミュニケー ション学部)
pp.105-116.

2014

C)scar Wilde
新谷

好

「書簡に見るオスカー ・ ワイル ド(2)」
『英語文化学会論集』v。 1."(追 手門学院大学英語文化学会)pp.39‐ 55.

2014

「オスカー・ ワイル ドの短編小説 につい て」
『追手門学院大学国際教養学部紀要』vo17(追 手門学院大学国際教養学部)pp.45‐ 57.
2013

柴田 佳菜子
「 オスカー ・ ワイル ドの小説か らみ られる両極性」
F和 洋女子大学英文学会誌』v。 1.48(和

洋女子大学英文学会)pp.100-116.
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2014.3

清水

義和

「三島由紀夫 と寺島修司一 オスカー・ ワイル ドのデカダンス」
『愛知学院大学教養部紀要』voL 61(愛 知学院大学教養教育研究会)pp.39-70. 2013
須田

久美子

「 ヨーロ ッパ としての ロシアー オスカー・ ワイル ドの 『ヴェ ラ、実は虚無主 義
者達』考察」
『比較文化研究』vol.11(日 本比較文化学会)pp.61‐ 71.

2014.4

藤井

繁
「オスカー 。ワイル ドの詩 の世 界」
『聖徳大学言語文化研究所論叢』voL21(聖 徳大学出版会)pp.181‐ 227.

本間 里美、十枝内

2013

康孝

「D`ル ザレ″″おに見る Wildeを 監獄 へ 送 った権力」
F北 海道教育大学紀要』vo1 64.(北

結城

海道教育大学)pp.121‐ 130.

2014.2

史郎

「 オスカー・ ワイル ドの 『サ ロメ』 における宿命 の女 と被虐性」
『言語と文化』volll(法 政大学言語・文化センター)pp.235-246

2014.1

Hitorni Nakanlura
`“

Sorne Mad Scarlet「『 hing by E》 vorak'':Notes on(Dscar Wilde's Engagenlent with

Music'
『立命館大學』vo1634(立 命館大学人文学会)pp519-534
`′

1「

2014.1.

lle lnlage of Musicians in()scar Wilde's Works:Musical Males and Unnlusical

Fernales?'

『立命館大学・立命館大学英米文学会編』 vol.23.(立 命館大学英米文学会)pp.41-57.
2014.1

その他
『現代詩手帖・特集 辺縁 とい う詩の場所― 海外詩の新 しい風 /追 悼 シェイマ
ス・ ヒーニー』 (思 潮社)
2014.3
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第49回 大会 プ ロ グラム
2013年 10月 19日 (土 )020日 (日 )
会場 :広 島市立大学

日本 イ ェ イ ツ協会

◆第 1日

10月 19日

(土 曜日)

9:30～ 10:00 受付
10:00～ 10:30 挨拶 (図 書館 。
語学センター棟

LL404教 室

)

日本 イェイツ協会会長
広島市立大学長
ア イル ラ ン ド大使

小堀
青木

John Neav
司会

10:30～

隆司
信之

海老 澤邦 江

氏
氏
氏
氏

11:30 1講 演】(図 書館・語学センター棟 LL404教 室)
`supematud Songs'を 読 む

藤本
荒木

司会
11:30～ 12:00【 研究発表1(図 書館・
語学センター棟

黎時

氏

映子

氏

LL404教 室
ιβο
γ
″
自由国の芸術家をさいなむ不安―W.B・ イェイツの 力
クぽ5“ ル″
諏訪 友亮 氏
司会
萩原 真一 氏
)

7・

12:00～ 13:20

昼〈
民
〈
総バ

学生会館 )
学生会館もしくはLL404教 室 )
司会

13:20～ 14:20【 研究発表】 (図 書館・語学センター棟 LL404教 室)
とリフレインー `Sは e's Nestby My Window'の

螺旋階段

俊幸

木村

氏

場合

佐久間思帆 氏
「声によって結ばれた共同体」
「歌う」
「書く
イェイツの
行為と
」
行為― イースター蜂起と
西谷茉莉子 氏
初木 伸明 氏
司会
14:30～ 17:30 1シ ンポジウム】 (図 書館・語学センター棟

LL404教 室

「イェイツと老い一 老いと創作の関わり」
司会 。構成

)

伊達 直 之
山崎 |弘 行
誠
木原
長 谷j 弘基

氏
氏
氏
氏

池田 寛子

氏

18:00～ 19:30 '1青 報 交換 会 (学 生 会館 )

司会

◆第 2日 10月 20日

(日

曜日
)

10:00～ 10:30

受付

10:30～ 12:00

研究発表1(図 書館・語学センター棟 LL404教 室)
【
言わない名前― イェイツによるアンチ・ヒロイン像
中村麻衣子
イェイツの初期の抒情詩に見られるロマン主義
橘川 寿子
Jennttr Johnstonの 7″ θMο ο
″
sに ついて
吉田 文美
司会
木原 謙一

12:00～ 13:00

13:00^-15:30

昼食 (学 生会館 )

ワークシヨップ】 (図 書館・語学センター棟 LL404教 室)
【
・老い。
「イェイツ
想像カー詩の源泉としての<老 い>」
司 会 ・構 成

15:30

氏
氏
氏
氏

閉会 の辞
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浅井
高橋
松田
佐野

雅志
優季
誠思
哲郎

氏
氏
氏
氏

松村

賢一

氏

編

集

後

記

◆ 『イ ェ イツ研究』 第 45号 の編集委員会 は、前号 に引 き続 き委員長 の 萩原真一
と 4名 の委員 の方 々、す なわち池田寛子先生、石川隆士先生、伊達直之先生、三
好みゆ き先生 で構成 され ました。
5月 末 の締切 の 時点 で 2件 の論文が投稿 され ました。編集委員は、2011年 10
月の大会総会 にお い て正 式に承認 された「『イ ェ イツ研究』査読 に関す る編集委
員会内規」 に基 づ き、3つ の観点― つ ま り①「新規性」 (主 題 ・内容 に どの程 度
の独創性があるか)、 ②「構成力」 (主 題 。内容が簡潔 。明瞭な表現によつて論理
的に記述 されてい るか)、 ③「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 )一 か ら査読 し、7月 19日 まで に掲載可否の判定お よびその理 由を
文書 にて編集 委員会 に提 出す る こ とにな りま した。7月 26日 に開催 された編集
委員会 にお いて、上記文書 に基 づい て慎重 に審議が行 われた結果、1件 の投稿論
文 は掲載不可、 もう 1件 の投稿論文 に関 しては、投稿者が編集委員会の提示す る
修 正 条件 を満たす よう論文 を修正 し期 日までに提出 した場合、再審査 を実施す る
ことに な りました。
期 日までに提出 された修正論文について、編集委員 は改めて上記 3つ の観点か
ら再査読 を行 い、10月 12日 までに文書 にて判 定 を編集委員会 に提出す ることに
な りま した。編集委員会は文書 に基 づ きなが ら総合的に審議 した結果、掲載可 の
レベ ルに達 した ものの 、表現等 にお い て まだ改善すべ き点が多 々ある と判断 し、
それ らを列挙 した上で、再度、論文の修正 を求め ました。再 々提出 された投稿論
文 は、十 分 に改善 された ものである と判断 し、編集委員会は掲載を可 とす る最 終
結論 に達 しました。
また 5月 末 の締切 の時点 で 1件 の研究 ノー トが投稿 され ました。7月 26日 に
開催 された編集委員会 において上記 の 3つ の観点 を準用 して審議 した結果、修正
条件付 き掲載可 とい う結論 に至 りま した。再提 出 された研究 ノー トは、修正 条件
を満た してい ると判断 し、編集委員会 は正 式 に掲載 を可 とすることとしました。

◆ 『イェイツ研究』第45号 から「投稿規定」に「著作権」 と「抜刷」に関する
事項が追加されました。特に「著作権」については、2014年 11月 8日 の大会総
会において承認 された重要事項ですので、 ご一読頂 き、 ご理解 とご協力を賜 りま
す ようよろしくお願いいたします。

◆今号のアイルランド文学研究書誌 も、前号に引 き続 き高橋優季氏に作成 して頂
きました。氏の献身的なご尽力 に感謝する次第です。
◆ 『イェイツ研究』第 44号 ・45号 の編集委員会 は今号 をもって任務を終了する
こととな ります。 この場 をお借 りして、4名 の編集委員の方 々の並 々ならぬご支
援 とご協力 に対 して、深 く感謝の意を表 します。
(編 集委員長
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萩原真一 )

『イェイツ研究』投稿規定
資
【

格】 投稿者は日本イェイツ協会会員であることを原則とする。

執筆要領】
【

1

原稿 につい て

1)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 どにおける口頭発表 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、 1行 40字 × 30行 で設定 した もの を 1頁 として
換算 した上で、
「論文」は「 13頁 +10行 」以内 (必 ず 3()()語 程度 の英文 シノ
プシスを添 える 「研究 ノー ト」 は「3頁 +10行 」以内、
「書評」は「2頁 十
)、

20行 」以内 とする。 また大会におけるシンポジウム/ワ ー クシ ヨツプの「報
告」ならびに「研究発表要 旨」の提出を「2頁

+20行 」以内 で求 める。いず

れの場合 も、注お よび改行や引用等 によつて生 じるスペース も制限頁内に含
めることとす 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 よび英語 の論文 については、
投稿前 にネイテ ィブ・ ス ピー カーによる原稿のチェックを受ける ことが望 ま
しい。

6)原 稿 はすべ て MS Wodフ

ァイル形 式あ るい は リッチテキス ト形式で保存

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。
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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 νン Sν′
g
θZα ″ ′α ″G“ J滋 ゎ■力οノ
α″
″Pγ bお ″″
"α
“
いは『
MLA英 語論文 の手引 き』 (最 新版)に 基づ くもの とする。
ある
7)注 (引 用文献 を含む)は 本文中に算用数字で表記 し、本文の最後に通 し番
号 でまとめる。注番号 には括弧 を使用 しない。

8)図 版 を使用する場合、その取 り扱 い は編 集委員会 の裁量 に従 うこととする。

3

校正 につい て

1)執 筆者 の校正 は初校 まで とする。
2)校 正段階での大 幅 な訂正 ・書 き換 えは、原則 として認め られない。完成原
稿 で提 出す るもの とす る。

4

著作権 につい て

1)『 イェ イツ研究』第 45号 以降に掲載 された論文等 の著作権は、日本イェイツ
協会に帰属するもの とす る。

2)掲 載 された論文等 を電子化 して公開す る権利 は、 日本 イェ イツ協会が有す
るもの とす る。

3)掲 載 された論文等 について、著者 自身による研究 ・教育 ・成果普及等 での
利用 (著 者 自身による編集著作物へ の転載 ・掲載、イ ンター ネッ トを通 じて
の一般公開、複写 して配布等 を含む)を 、 日本 イェ イツ協会は無条件で許諾
する。著者 は同協会 に許諾 申請を行 う必要がない。ただ し、出典 (論 文誌名、
号ペー ジ、出版年 )を 記載 しなければな らない。

5.執 筆者用抜刷 について
掲載論文 の執筆者用抜刷 は 10部 単位 で 30部 を上 限 とす る。 印刷代等 は執筆
者負担 とす る。
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CONSTITUTION
I.

The Society is to be called THEYEATS SOCIETY OF JAPAN.

2. It has as its objects the promotion ofYeats 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.
7.
8.

5

The Society can have advisors by recommendation of the Committee.
The executives hold office for two years but may offer themselves for re-election.
The Commiftee supports the President to run the Society's affairs.
The Society is to undertake:

(1) an annual conference.
(2) lecture meetings.
(3) publication of members'work onYeats.
(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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