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コウルリッジの『失意のオウド』

藪下卓郎

コウルリッジのいわゆる三大詩(『老水夫のうた』,『クブラ・カン』,『クリス

タベル』)は確かに偉大な詩である。それに比して彼のいう<冥想詩>群,す

なわち『イオリアの竪琴』,『ライムの木陰-わが牢獄』,『深夜の霜』,『ナイテ

ィンゲール』,『失意のオウド』,『ウィリアム・ワーズワス』などほ,偉大な詩

とはいえないにしても,問題的な詩であるといえるであろう。すなわちそれら

は共通してコウルリッジの絶ちがたいオブセッションを扱い,それからの自己

救済を試みているところに,彼の中心的な問題が呈示されている。本質的にい

えば,三大詩が想像力に憑かれた詩人の産物であるのに比して,冥想詩は想像

力を失った詩人が想像力を意識するところから生じたものである。また外面的

にいえば,三大詩がいずれも超自然的な世界や異常な体験からなっているのに

対して,冥想詩は日常的・家庭的な舞台の上に展開しているのが特徴である。

しかしコウルリッジの冥想詩が日常的・家庭的な題材から成り立っているから

といっても,それらの詩が日常的・家庭的次元のことがらをうたっているとは

限らない。実はこれらの詩は平凡な装いのうちに,三大詩にも劣らぬほどにコ

ウルリッジの内界の深みをのぞかせている。そこでコウルリッジが扱っている

内容は潜在的であるがゆえに,目立たないが,それだけ根深いというわけであ

る。さてその内界とはいかなるものであったか。この小論の眼目は『失意のオ

ウド』を読むことをとおして,その実態を解明することにある。

この詩を読むに際して,わたしたちはまずモットーとしてかかげられている
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コウルリッジの『失意のオウド』

『サー・パトリック・スペンス』からの一節に遭遇する。続いて作品冒頭の

「さて!『サー・パトリック・スペンス』という格調高いバラッドをものした

詩人が天気占いの名人であるならば」(ト2)と読み進めるとき,何はさておき

『サー・パトリック・スペンス』がらみの恩わくがコウルリッジにあったこと

を見逃すわけにはゆかない。それは外界の自然の様相が話者の内界の行方を暗

示するという相互関係を軸にしてこの詩が展開しているということである。す

なわち新月がサー・パトリックの航海に難破を予兆したように,話者がいま見

ている新月から,己の周辺に何か破壊的なことが起こるのではないかという禍

々しい予感がひしめくなかでこの詩は始められている。

しかしこの緊張感は予期せぬことが突然襲来するというパニックめいた響き

をたたえているのではない。嵐の襲来を予想する1-8行のゆるやかな口調に

は,来るべき状況を察知したものの余裕が感じられる。しかしそれが戯れめ

いているがゆえに,かえってそれだけ除数で不吉な予感がこもっていることも
(む

見逃すことができない。

さてその月の様相はいかに描出されているだろうか。

theNew-mOOnwinter-bright!

Andoverspreadwithphantomlight,

(Withswimmingphantomlighto'erspread

Butrimmedandcircledbyasilverthread)(9T12)

(⑤

この新月は話者が目撃した現実の月でありながら,暗示的な意味を含んでいる。

10rll行のキアスマスの技巧と12行目の``rimmedandcircled"という重畳的な意

味の反復とリズムに注目しよう。直裁な口調のなかに技巧の響きがあり,偶然

的な現象に必然的な動向が隠されているのが伝わってくるであろう。このよう

な技法は以下にもみられる特徴であるが,それは一見私的な告白に見えるこの

作品を,よりインパースナルな真理を導くものとするのに役立っている。
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そして"Andoh!''ではじまる15-20行にかけて,外界と内界との関係意識

が『サー・ノ1トリック・スペンス』の作者のものから,話者のものへと転位さ

れる。(ついでながら,この詩全体は意識的な構造から成立しているとはいえ,

このような感嘆詞で新しい局面をひらいてゆく方法には,1行目の"Well!"や

9行目の"Forlo!''におけると同様,話者の息づかい,劇的な独白の調子が

聞きとれる。)すなわちこの6行において,話者はそれまでの観察者の立場か

ら,外界と性急な接触,外界からの強烈な刺激を求める。それは先刻から予感

されている嵐がいますぐ襲ってきてはしいという自虐的な衝動である(「この

鈍痛に衝撃を与え,それを働かせ,生かせてくれんことを!」(20))それはい

ま話者をとらえている「失意」を克服するための糸口なのである。

ここで注意しなければならないのは,この衝動が話者にとって偶然的ではな

く,習慣的なものであったということである(「いくたびかわれを興奮させた
④

あの風の音」(17),「いつものあの衝撃」(19)(以下下点筆者)を参照)。した

がって嵐を呼ぶ話者の態度には,病癖になじんだものが,一層の荒療治を試み

る際の馴れ馴れしさと大胆さがみられる。こういう病癖になじんでいたからこ

そ,話者は冒頭において,新月を見ながら不安気でありながら余裕があったわ

けである。

コウルリッジの冥想詩には,内的沈滞を外的刺激によって突き破ろうとする

一般的なパターンがみられる。『ライムの木陰-わが牢獄』では空を飛ぶ塊が,

『深夜の霜』では炉格子の煤が,『ナイティンゲール』では幼児の所作が,また

『愛の想い出』という短詩では「喧喋のなかのなつかしいつれ歌」がそういう

救済の糸口になっている。いずれの場合も,屋内の暖気に屋外の冷気がしみ入

るように,ささやかな外在物がうっ屈した精神を活性化するのであるが,この

場合は外界の破壊的な力が故意に呼びこまれているのが特徴であり,それだけ

話者が精神的に重症で,強力なショック療法が必要であったということである。
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第2連に入ると,話者の胸中を占めている失意が前面に押し出される。そこ

でまず気づくのはテーマとしての第1連との関係,実質的には第1達との不連

続の意味である。すなわち第1連において話者が切望した嵐の襲来は実現しな

いで,話者はいぜんとしてうっ屈した憂悶にさいなまれている。それは激しい

痛みをともなうというものではなく,捌け口のない,鈍く,淀んだ精神の閉塞

状態である。一行目"Agriefwithoutapang,VOid,dark,anddrear"の音韻的効

果は,胸中の苦悶を響かせているし,それに続く,

Astifled,drowsy,unimpassionedgrief,

Whidlfindsnonaturaloutlet,nOrelief,

1nword,OrSigh,Ortear一(22r24)

にみられるある語のヴァリ工イションのたたみかけが,内憂の執拗性を伝えて

いる。

ところで第1連についても指摘したように,この詩はそのような意識が外界

といかに交流するかという流動性の上に展開していく。この場合,話者は無気

力,無為の状態にありながら,鵜の鳴き声によって「別の想い」(26)へ誘われ,

外界を凝視し続けるのである。ちなみにこの第2連の文法的構造上,話者の悲

苦意識を表わした冒頭の4行(21-24)は,27-29行の酉空を眺め続けている

という主文に対する従属節の一部をなしているにすぎない。もっともその悲苦

意識が達の冒頭に置かれているのは,第1連の最終行の「この鈍痛」を受けて,

話者の意識が己の内界に集中していることを示しているに違いないが。しかし

二連日全体の趣旨は27-36行の叙述が示すように,外界への注視であり,その

点では第1達における話者の態度を引き継いでいるといってよい。

さて27-36行には,黄緑色の西空,雲の形姿と動き,輝き薄れる星の動き,静

止した新月が入念に描出されている。"HaveIbeengazingH./AndstillIgaze.""

(28・30)は空を見つめる話者の入念な行為を感じさせる。しかもその視線は外
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界の風景をあるがままに追っているだけではなくて,第1達において嵐の襲来

を欲したように,この場合も己の閉塞した気分を打開せんとする意図を秘めて

いるのである。すなわち話者と風景問の生命交流の可能性がこめられている。し

かし問題はここでそういう可能性が不発に終わっているということである。す

なわち"gazing…gaZe‥."と重ねながらも,話者は「しかしなんと空ろな眼で」

(30)とつけ加えざるをえない。外界との有機的交流を試みながらも,結局は

外界から異化された自己を意讃せざるをえなかったのである。そしてこの達の

結末の"Iseethemallsoexcellentlyfair,/Isee,nOtfeel,howbeautifultheyare!"

(37→38)というエピグラムめいた二行は,話者にとって外界が"see"という

表面的な行為の対象にしか過ぎず,"feel"という行為による一体化がはたされ
⑤

ないという事実をアイロニカルに確認している。

さて第1達について感嘆詞に注意したが,この達では25行目の"OLady!"

という呼びかけに注意しておこう。それはこの作品がそもそも愛人のセアラ・

ハッチンスンに宛てられた書簡体の詩を変形したものであるという事実に因っ

ている。その変形の個所や意義については後で触れるが,ここでは話者の述懐

が,実はある女性を念頭においてなされているという事実を指摘しておきたい。

1・2連の構造が話者の内界と外界との交流関係から成り立っている点をすで

に注意したが,実はそういう主客の関係をいまひとつの異なる次元の人間に訴

えかけることによって客体化しようとするのがこの詩全体の構造である。そし

てこのように常に話し相手を意識しながら自己の内的問題を展開してゆく手法

は,その展開の不可測性のほどを実験し,検証するという役目をもはたしてい

る。しかしそれにもかかわらず,このオウドには一般にいわれている会話詩と

いういい方が誘いがちな劇的な対話がみられるわけではない。シェイクスピア

のソネットやダンの対話調の詩にみられるような,呼びかける相手の確かな存

在は伝わってはこない。この詩は愛人に語りかけ,愛人の存在を念頭において
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うたわれたものでありながら,本質的には話者の内界の劇,ないしは劇的独白

というべきものである。

第3達にいたって,それまで外界に注がれていた話者の眼は内界へ転じる。

そこで始まる述懐には淡々たる嘆き,諦めの調子がある。実にこの詩はこのよ

うに多様なる口調の連続からなり,それがひとつの精神遍歴を演じているのが

特徴である。まず話者にとって創造的生命が失なわれてしまったことを告白し

た「わが豊鏡な生気は萎えた」(39)という1行は,己に対する宣告のように

重々しい。続けてそのような「息苦しい重荷」(41)は,いかに外界の風景を

眺めていても,除かれることはないであろうという悲観的な述懐がなされる。

これによってあらためてわかるのは,第2連についてふれたように,「外景」を

眺めるという行為が偶然のさりげない行為ではなく,また外界をそのものとし

てとらえるためでもなく,己の内界を救済しようという意図にもとづいていた

ということである。そして話者はここでその意図がいかに空しいかという実感

を,45-46行の「外景から情熱と生命をかちとろうとしてもできないことだ。

源は内にあるのだから。」という文言において認めている。そして行の末尾に

"whosefountainsarewithin''という語句を配しているのは,根源的な生命力が

己の内界をおいてありえないというコウルリッジ的信念を強調しているといっ

てよいであろう。

さてこの作品の元歌である『失意の手紙』では,ここから『オウド』にはな

い部分が132行続く。それは話者の,愛人セアラとその周辺への思いやりからな

っている。すなわち,現在自分と同じように月を眺めている愛人のことを想っ

ても,喜びがわいてこない。愛人とその姉メアリとで過ごした楽しい夕べのこ

とを想い起こす。愛人がメアリ,ウィリアム,ドロシーと一緒にしあわせでい

ることを願う。たとえ彼女に会えたとしても,二人でしあわせを共有できない

のであれば,会わないで彼女がしあわせでいることを知っているだけの方がよ
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い0しかし彼女が病気であるのに,自分が何もしてやれないのが心苦しい,と

いった内容である。『オウド』において,コウルリッジがこの部分を削除した

のは,それがあまりにも私的な話題であり,自己憐憫に満ち,内容的にも一貫

性を欠いているからではないか,というふうな推測がなされる。しかし『手紙』

には『オウド』の素地があり,そこに「失意」をめぐるコウルリッジの日常的

断片をみることができることは事実である。そしてその事実を知れば知るほど

以下『オウド』の話者が到達しようとする精神的位相までの距離を読者は痛切

に知らされることになるはずである。

"OLadyP,という呼びかけで始まる第4達は,第3達の私的告白を一般的真

理として開陳しているところである。第3達が1人称単数で述懐されているの

に対して,この連は"we''を主語とした規則的な形式から成っている。その趣

旨は自然の生命力は人間の内界から発動されるべきもので,外界が人間に働き

かけるのではない。"WereCeivebutwhatwegive''(47)というエピグラムめい

た一句は,ワーズワスの"bothwhattheyhalfcreate,/Andwhatperceive"(`Tintern

Abbey',106-7)という内界と外界との協調的創造作業とは異なり,コウルリッ

ジの創造作業がひとえに内界からの能動的活性作用によっていることをうたっ

ている。あくまで"give"が"receive"に優先するのである。自然は独立し

た存在ではなく,人間の生命を待ってのみ生きる。要するに「わたしたちの命」

(48)がすべての本源なのである。"Oursisherweddinggarment,OurSher血roud!,,

(49)という対句表現にも「わたしたちの命」の優先することが強調されてい

る。外界の自然ではなく,人間の内界にこそ生命の本源があるというコウルリ

ッジの思想は,"fromthesoulitselfmustissueforth"(53),"fromthesoulitself
⑥

musttherebesent''(56)という強調語句の繰返しにも響いている。ワーズワス

とコウルリッジがともに憩像力の枯渇に苦しんだとき,ワーズワスに対して自

然は超越的な存在として働きかけたのに比して,コウルリッジにとって自然は
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たんなる外界としてあるのみで,内界に作用するものではなかった。ワーズワ

スの自然が神秘的な生命力を宿しているのに対して,コウルリッジの自然は見

るものの魂の働きなしには生動しない存在であったのである。

第5達に入り話者は愛人に語りかけ,愛人との関係を意識しながら,自己の

救いたるべき「悦び」("joy")をうたう。それは「悦び」の内実ではなく,

「悦び」の現れ方を様々にうたいあげるといったふうである。ここではまず同

一語の繰り返しが眼をひく。愛人への呼びかけが三度なされている。感嘆符が

多用されている。肝心の「悦び」なる語は5回繰り返され,同時に「悦び」は

他の語にいいかえられ,かつまたその語が繰り返されている。すなわち「カ」
⑦

(63,67),「生命」(66),「精神」(67)という観念的認識の対象であり,「音楽」

(60),「光輝」(62),「光」(62,75),「霧」(62),「雲」(66,71),「雨」(66)

「声」(71,74)という感覚的対象である。そしてこれらは第3連の「情熱と生

命」(46),第4蓮の「光,光輝,美しく輝く雲」(54),「快く力強い音」(57)の

反響である。しかもこれらの語に「この力強い音楽」(60),「この光,この光

輝,この美しく輝く雲」(62),「この美しい,美をつくる力」(63),「あの声」

(74),「あの光」(75)という指示詞が付されていることも注目に値する。これ

らの"this","that"という指示詞の繰り返しは,たんに指示対象そのものの

重要性を示しているのみならず,話者がその恩恵に浴していないという苛立ち

から生じているところにその意義がある。そのようなアイロニーは"llT血のthis

StrOngmuSicinthesoulmaybet/Whal,andu)hereinitdothexist"(60-61)(イ

タリックは筆者)という疑問的感嘆詞についてもいえるであろう。そしてこれ

らの用語を"and"でつないでゆく(計9回)激しい息づかいは,それらの語

をめぐっての話者の動揺,興奮をうらづけていよう。しかもこの達の最終3行

において"all''が3度繰り返されていることからも,「悦び」から生ずるもの

が話者にとっていかに絶対的であったが知られるのである。
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このようにこの連でうたわれている内容は話者にとってもっとも肝要なこと

であって,全体の調子が高ぶっており,交響的な効果が特徴である。このオウ

ドは各連がそれぞれ違ったスタイル,口調でうたわれている点が特徴であるが,

この連はヤーロットのいう「自然な流出」と称すべき形をとっている。ヤーロ

ットは続けて,その能力は「健全な全一性のみが推進できる」ものと続けてい
⑧

るが,皮肉なことにこの連全体の調子は,指示詞について指摘したように,話

者が「悦び」に浴しているのではなく,「悦び」の実質を知りながらも,それ

に恵まれていない現状をそれだけ強くうたっているのである。従ってこの連に
、テ・

おける「悦び」の叙述は,むしろパーカーが指摘するように,それだけ話者の

おかれた精神的危機を裏書きしているといえよう。

さてここでコウルリッジがうたっている「悦び」というロマン派にとっての

中心的主題が,ワーズワスやシェリーの場合と比較すれば,いかに異なるもので

あるかが明らかになる。すなわちワーズワスは幼少経験に根ざした「悦び」を,

少なくとも理念化することによって復元することができた。シェリーにとって

は,現世において「悦び」に浴することができないゆえにこそ一層「悦び」へ

の信念は激しい情熱と化した。それに対してコウルリッジはただ「悦び」を論

じているのである。"Joy...Joy...Joy...Joy..."といううたいぶりは,「悦び」と同化

した状態から生じたのではなく,異化されたものがそれだけ対象に執着するく

どくどしさから生じたものである。それは「悦び」の賛歌ではなく,弁護であ
⑳

り,パーカーのいう"advocacy''である。

さて自分が「悦び」から異化された状態から「悦び」と同化した愛人に語り

かけるとき,それはまたワ【ズワスと二重の対照をなす。すなわちワーズワス

が「悦び」をドロシーと共有したのに比して,コウルリッジは自己にない「悦

び」を結ばれぬ愛人に認めるゆえに一層自己が「悦び」から疎外された存在

(「肉欲と倣慢の徒」(70))であるという意識に苛まれている。そういう二重の
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アイロニーがここにみられるであろう。

続く第6連と第7連はこの作品のなかでもっとも問題的な部分である。まず

第6連は前連とは対照的に,話者の過去についての落ちついた述懐の口調では
⑩

じまる。この作品のみならず,コウルリッジの冥想詩一般の構成上の特徴は,

思索のこういう時間的・空間的遡源・循環形態である。コウルリッジの冥想詩

が静的な表層の下に動的な深部を隠している事実を忘れてはなるまい。この場

合には,かつて話者にとって苦しいことがあっても希望が伴ったものであるが,

いまでは苦痛が話者をうちのめし,生来授けられていた想像力は機能しなくな

り,いまはただ抽象的な哲学的研究によって,己に潜在している自然性を盗み

出すのがせめてもの方便であるとして,過去と現在との断層を慨嘆するのが基
⑱

調である。過去の経験はたんに現在との比較・対照のために想起されるだけで,
⑩

ワーズワスにおけるように過去の原体験が現在の自己に起死回生の力となって

奥ることがないのである。

こういう状態がそもそもコウルリッジのいう「失意」の状態であるが,次の

ハートレイ・コウルリ・ノジの「悦び」の説明を参照すればさらに「失意」の実

体が対照的に理解できるであろう。コウルリッジのいう「悦び」というのは,

「陽気さでもなく,元気さでもなく,しあわせでさえない。そうでなくて,感情

的・知的能力が平衡したときに,全体的かつ健全な存在を意識することであ
⑭

る。」すなわちコウルリッジの「失意」は私的・家庭的次元のことではなく

(「苦悩がわが陽気さを奪ったとして何のことはない」(83)を参照),根源的な感

受性,生命感の喪失を意味している。それは第5達でうたわれた「悦び」,「無

垢」,「自然性」を奪われた状態,自己と他者,内界と外界との生命の交流,一

体感を体内に感じることができないでいる状態を意味するのである。

さて話者の過去(76-81)と現在(82-86)を対比し,自己についての日常

的現実を語る(87-93)この達では,その内容とともに,またしてもその口調
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が内容に対する話者の心理を明かしている事実に注意が向けられなければなら

ない。すなわち"Therewasatime..."と回顧される冒頭の6行は,沈着さのうち

に哀惜をしのばせており,現況を語る82-93行には,緻密な自己分析のなかに

自嘲の響きが聞きとれる。87-88行の「感ずべきことを考えず,じっと耐える

ことが,せいぜい私のできることにすぎない」というのは,本来なすべきこと

ができないでいる自意識の告白であるし,89-90行の「わが本性から自然人を

盗む」という表現にも,本質的なものを回復できずに,せいぜい「盗む」とい

う代償的行為で間に合わせるしかないという自嘲がある。さらにそういう間に

合わせ的なやり方が日常化するプロセスが「部分的に通していたものが全体を

冒す」(92)と表現されているのであるが,それは話者が一種の疾病者である

という意識から生じたものであるし,そういう習癖を称した「わが魂の悪癖」

(93)という中毒症状まがいの表現も,話者が置かれた精神的苦境を直裁に嘆

いているのではなく,「失意」がいかに根深く自己を冒しているかという状態
⑬

についての意識を述べたものであるといってよい。

第7連に入って,そういう古傷を撫でるていの悪習の述懐に対して,自家中

毒気味に嫌気がさした話者は,「去れ,蝮のどとき思案よ」(94)と,憂悶を放

下し,内なる傷を外気にさらし,いためつけることによって内界を蘇生させる

足がかりを掴もうとする。そこで戸外を吹く風が話者の意識を占めることにな

る。これは第1運から第2連への移行が外から内へ向ったのと対腰をなし,作品

全体としての循環的構造を閉じようとする件である。それにもかかわらず前

連の内省的モノローグから外界の生動に急転するこの瞬間(バーコベンのいう
@

"watershedmoment'')は,話者の内界の予断を許きぬ緊迫感を窺わせる。ここ

に描出された外気の動乱は,実は第1連の「いまこそ突風よ起れ」(15)とい

う願望の実現である。しかし注意しなければならないのは,97-125行が現実

に戸外を吹いている風の客観的な描写ではなく,現実の風に触発された話者が
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想像した風の足跡であるということである。それは風そのものではなく,話者

の主観的な夢を投影した風なのである。このように自然現象に主観的夢がのり
⑳

移るというのは,コウルリッジの想像力活動の特徴を示すといってよい。この

場合も出現しているのは想像空間である。話者が聞いているのは風の音ならぬ

「悪魔の前夜祭」(106)であり,「ありとある悲しい音声」(108)である。

「悪魔の前夜祭」は『クリスタベル』を想起させるほどに,コウルリッジ特有

のディモニッシュなオブセッションといってよく,この連は想像界の顕現とい

う点で三大詩の世界にもっとも近いといえるであろう。しかし三大詩がコウル

リッジの内界に挙まれた想像界でありながら,コウルリッジの個人的存在を感

じさせないほどに自立した世界であるのに比して,この連に現出した想像空間

は話者の意識の枠内に対象化されたものであり,話者との関係において存在理

由をもっている点が特徴である。そういうコンテキストを考慮してみると,こ

の想像空間が話者の内界を象徴していることがなお一層理解できるであろう。

すなわち話者が聞いた風は他ならぬ詩人としての話者そのものであった。(「狂

った竪琴ひきよ」(104),「汝,俳優よ」(108),「強力な詩人よ」(109)を参照)。

それまで話者が嘆いてきた「失意」の淀みを撹乱して浮き上った内界の深層絵

図が,この風の乱舞であったというわけである。

さてコウルリッジの瞑想詩の特徴のひとつは,外界との交流におけるある判

断や状態が不変的なものとしてうたいおさめられることがないということであ

る。この場合も話者は外界の刻々の変化に意識が反応し,連想が誘発されて,

円満な帰結が予測されないのである。すなわち暴風雨が途絶える瞬間,話者は

いまひとつの話を聞きとる。それは人一人いない荒野で道に迷い,泣き叫ぶ少
⑩

女についての話である。コウルリッジの場合,このように自然の中の孤独な存

在が,ワーズワスにおけるように超越的な存在の啓示とはならず,ただ内界の

絶望を露出するだけというのが特徴である。たとえば少女が泣く様子を叙した
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"moanslowinbittergriefandfear"(124)は,第1連6行目の"thedullsobbingdraft

血atmoansandrakes"と響き合っている。なるほどそれは先に風が語ったとこ

ろの,踏みつけられ,傷ついた人の群(111-113)とは異なり,「驚きが少な

く」(118),「たのしさで緩和された」(119)ものではある。しかし結局この想

像体験も「ひとつのお話」にすぎず,それまでの話者の内界に新たな世界の啓

示をもたらすにはいたらないのである。

かくして精神の浄化作用がなるかに思えた第7連の動乱を経て,第8連で話

者は冷静な自己をとり戻す。この連でもまだ嵐への言及がなされているが,こ

れは外界の描出にはじまるコウルリッジの瞑想詩一般にみられる思索の円環的

な帰着にあずかる外界のひとこまとして描かれている。しかもこの場合の嵐へ

の言及は「この嵐が山にだけ生ずるものでありますように」(129)となってい

る。すなわち嵐が愛人の世界におよばないようにという祈願(130)である。こ

こで注目すべきなのは,この願望が話者自身にかかわるものではなく,愛人に

かかわるものであるということである。これはコウルリッジの本質的な特徴を

なすものとして注目される。つまりそれまでの自己の内界をめぐっての思索が

解決を導きえなかったはてに,ひとつの結論があるとすれば,己以外の存在に

寄る辺を求めるしかないという精神遍歴の必然性である。それまでずっと話者
⑳

の語りの相手であった愛人が,話者の救済の代用に転化されるわけである。

ここでわたしたちはコウルリッジの冥想詩の構成,すなわち語るという体裁

がひとつの精神運動についての実験をしているという事実を発見する。すなわ

ちコウルリッジはテーマの内容を語るという行為のプロセスを通じて,精神の

救済をはかろうとしていたということである。そしてこの作品では,話者の

「失意」という問題がそれ自体として解決されるのではなく,自分には与えら

れない「悦び」が,恋人に与えられることを願うという二重の代償行為が結論

として導き出されている。こういう代償的救済というのはきわめてコウルリッ
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ジ的といってよい。同じ冥想詩でいえば,『深夜の霜』では,眠る幼児の未来

を想うことによって自己の平静を取り戻し,『ライムの木陰一わが牢獄』では,

実現しなかった友だちとの散策のたのしみを,実際に歩いている友だちを想像

することをもって代償とし,『ウィリアム・ワーズワス』では,自分にはめぐ

まれない才能をワーズワスに発見し,それを称賛することによって満足しよう
⑳

とする。

さてこのような代償的救済願望の底には,自己救済が絶対に不可能であると

いう絶望的なコウルリッジの意識がある。『眠りの恐怖』では,自分が永劫に

呪われた存在であるというオブセッションが告白され,『老水夫のうた』は,絶

対に磨いきれぬ罪業意識のうえに成り立っている。人間としての本質的な弱き

の自覚である。このコウルリッジの立場は,失意と自己救済という点において

ワーズワスと好対照をなすといってよいであろう。同じ失意を扱いながらもワ

ーズワスの『ティンタン寺院』や『不滅のオウド』は,失意の甚大きを認めな

がらも,結局自己は救われるのだという信念をうたっている。たとえそれが傍

目には結党と映ろうとも,ワーズワスには自己救済の自信があった。それに対

してコウルリッジは,自己救済が絶対に不可能であるとする精神的境位からう

たいはじめ,何らかの代償的な慰籍を獲得しながらも,本質的な自己意識には

何ら変るところはなかったのである。そして彼の詩人としての本領は,そのよ

うに購いきれぬ弱い自己をあてどなく繰り返し省察することにある。『失意の

オウド』は,そういう自己意識のプロセスを劇的に叙述することによってコウ

ルリッジの核心部を腰射した作品といえるであろう。

注

①`Dejection:anOde'のテキストはE.H.Coleridge;ed.,Poems(0XfordStand-

ardAuthors),1912に拠る。引用は筆者の日本語訳を原則としたが,必要な箇所に

限り英語のままにした。
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㊥迷信との戯れが真剣な自己救済の願望に転じてゆくプロセスは,`FrostatMid-

night'(1798)における炉格子の煤に対する話者の態度にもみられる。

⑨コウルリッジを特徴づけるこういう感覚と理念の象徴的な関連は彼の散文において

も言及されているが,「月」を例にとったものとして次のようなものがある。

"SaturdayNight,Apri114,1805-InlookingatobjectsofNaturewhileIam

thinking,aSatyOndermoondim-glimmerlngthro'thedewywindow-pane,I

Seemrathertobeseeking,aSitwereaski曙,aSymbolicallanguageforsome・

thingwithinmethatalreadyandforeverexists,thanobservinganythingnew.

Evenwhenthatlatteristhecase,yetStillIhavealwaysanobscurefeeling

asifthatnewphaenomenonwerethedimAwakeningofaforgottenorhidden

TruthofmyinnerNature.ItisstillinterestingasaWord,aSymbol!Itis

aLogos,theCreatorZ(andtheEvoIver!)(KathleenCoburn,ed.,TheNotebooks

qfSbmuelTaylorColeridke,NewYork:BollingenFoundationandLondon:

Routledge&KegarlPaul,1957T,II,2546)

④風もまたコウルリッジにとって象徴的な意味をもつが,`TheEolianHarp'におい

ては綜合的・調和的想像力として放能した風が,この場合は破壊的な兆しをもってい

るのが特徴である。

⑤この種の経験はコウルリッジの作品の随所にみられる。例えば"fair,butofimport

Vague/Orunconcerning"(`LinesWrittenintheAlbumatElbingerode"11,

19-20)を参照。`Dejection:aLetter'には"Theselifelessghapes"(52)とい

う文句があり,"MylittlechildrenareaJoy,aLove,/Agoodgiftfromabove!/

.‥/Compellingmetofeel,aSWellasknow,"(272-276)という文句にも"feel"

と"know"の関連性がみられる。

⑥これはコウルリッジの根本的な信念であって,`LinesWrittenintheAlbumat

Elbingerode'にもうたわれている。Cf."Ihadfound/Thatoutwardforms,the

loftiest,Stillreceive/TheirfinerinfluencefromtheLifewithin:"(11.16-18)

彼がTゐgFrie柁dに掲載したある随筆の冒頭に次のような引用がなされている。

HThesouldothgive

Brightnesstotheeye;andsomesay,thatthesun

Ifnotenlighten'dbyth'Intelligence

Thatdothinhabitit,WOuldshinenomore

Thanadullclodofearth.',
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(Cartwright'sLady-Errant,ActIII,SCeneiv.)

(KathleenCoburn,ed.,TheCollectedWorksdSamuelTaylorColeγi毎C,

London:Routledge&KeganPaulandPrinceton,N.J.:PrincetonUniv.

Press,1969-,4,VOl.1,p.482,`TheFriend:EssaysonthePrinciplesof

Method')

"soul"という語もコウルリッジが頻繁に使う語であるが,"lire"との関連において

コウルリッジは次のような説明も試みている。"LifeistheoneuniversalsDul,Which,

byvirtueoftheenliveningBREATH,andtheinformlngWORD,allorganized

bodieshaveincommon,eaChqf?eritskind.This,therefore,allanimalspossess,

andmanasananimal.But,inadditiontothis,Godtransfusedintomana

highergift,andspeciallyinbreathed:-eVenaliving(thatis,SelLsubsisting)

SOul,aSOulhavingitslifeinitself."Andmenbecamealivingsoul."Hedidnot

merelypossessit,hebecameit.Itwashisproperbeing,histruestseLf',theman

intheman."(AidstoRdlection,I.A.Richard,ed.,ThePortableColeri4ge,New

York:TheVikingPress,1975,P.394)

⑦Cf."AllfairRemembrances,thatsorevive/Theheart,andfillitwithaliving

Power."(`Dejection:aLetter',11.11ト112)

⑧GeoffreyYarlott,ColeridgeandtheAbyssinianMaid,Methuen,1967,P.272.

⑨Cf."ThathecanapprehendthephenomenaofNature'sendowerwithout

Joyonlytestifiestothedepthofhiscrisis."(ReeveParker,Coleri4ge'SユIedi-

taliveArt,CornellU.P.,1975,p.192)

⑩Cf."moreenergeticexuberantadvocacyofJoy"(fhrker,ibid.,P.193).

⑪冒頭の"Therewasatirne‥."には,ワpズワスの`OdeonIntimationsof

Immortality'の冒頭の文句とのエコーがある。

⑲過去と現在における己の詩心の対比はコウルリッジの手紙においてもなされている。

"ThePoetisdeadinme-myimagination(OrrathertheSomewhattllathad

beenimaginative)lieslikeaColdSnuffonthecircularRimofaBrassCandle-

Stick,WithoutevenastinkofTallowtoremindyouthatitwasoncecloathed

andmitredwithFlame.ThatispastbyトIwasonceaVolumeofGoldLeaf,

risingandridingoneverybreathofFancy-butIhavebeatenmyselfbackinto

Weightanddensity,andnowIsinkinquicksilver,yea,remainsquatandsquare

Ontheearthamidthehurricane,thatmakesOaksandStrawsjoininoneDance,
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fiftyyardshighintheElement."(ToWilliamGodwin,25March1801.E.L.

Griggs,ed・,CollectedLellersqfSamuelTaylorColerをC,6voIs.,Londonand

NewYork:OUP.,1956-71,VOl.II,p.714)

㊥例えば"IWanderedLonelyasaCloud',`TheSolitaryReaper'という作品を参

照。

㊤E・H.Coleridge,lTheLakePoetsinSomerset血ire',TransaclionsdtheRoyal

SbcietydLiteralure〆theUnitedKingdom,2ndser.20(1899),120quotedin

PaulMagnuson,Coleri毎e'sNightmarePoetry,U.P.ofVirginia,1974,p・115・

なおこの思想は次の`TheEolianHarp'の一節にもっとも簡明にうたわれている。

"0!theoneLifewithinusandabroad,

WhidlmeetSallmotionandbecomesitssoul,

Alightinsound,aSOund-likepowerinlight,

Rhythminallthought,andjoyanceeverywhere-"(11.26r29)

㊥コウルリッジはトム・ウェッジウッドに宛てた手紙のなかでこの87-93行を引用し

て,"IgiveyoutheseLinesfortheTruthandnotforthePoetry"と付け加え

ている。(ToThomasWedgewood,200ct.1802,CollecledLetters,11,p.875)

⑯LD.Berkoben,Coleri(なebDeclineasaPoet,Mouton,1975,p.14.

㊥Cf."IseemtomyselftobdlOldinthequietobject,OnWhichIamgazing,

morethananarbitraryillustration,mOrethanameresimile,theworkofmy

ownfancy."(Collectedlrorks,6,p.72,`TheStatesman'sManual:AppendixC')

⑱ワーズワスの`LucyGray'の影響が考えられるが,パーカーはミルトンの`Nativity

Ode'からの影響を指摘している。Cf.Parker,ibid.,p.202.

⑲実はこの部分のテキストには異稿がある。まず現行のテキスト,

"Withlightheartmaysherise,

Gayfancy,Cheerfuleyes,

Joyliftherspirit,joyattunehervoice;

Tohermayallthingslive,frompoletopole,

Theirlifetheeddyingofherlivingsoul!

Osimplespirit,guidedfromabove,

DearLadylfrierlddevoutestofmychoice,

Thusmayestthouever,eVermOrerejoice."(132-139)
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異稿は次のとおりである。

"CalmsteadfastSpirit,guidedfrornabove,

OWordsworth日riendofmydevoutestchoice,

GreatSonofGeniuslfullofLightandLove!

Thus,thusdostthourejoice.

Totheedoallthingslivefrompoletopole,

TheirLifetheEddyingofthylivlngSoull"

(ToWilliamSotheby,19July1802,CollectedLetlers,II.pp.817←818)

他にも呼びかけている対象を"Edmund,friendofmydevoutestdhoice"としたの

もある。(Cr』P別冊膵,pp.368-69).要するに「失意」からの救済をめぐって,コウル

リッジが念頭においていた相手は特定の一人ではなかった。問題はむしろ救済原望の

様態と激しさであったといってよいであろう。

⑲コウルリッジは自己とワーズワスの対比を手紙のなかで次のようにおこなっている。

まず理想的詩人としてのワーズワス像。"theonlymanwhohaseffectedacomplete

andconstantsynthesisofThoughtandFeelingandcombinedthemwithPoetic

Forms,WiththemusicofpleasurablepassionandwithImaginationorthe

modifyiTgPowerinthathighestsenseofthewordinwhidlIhaveventured

toopposeittoFancy,Ortheaggr管alingpower-inthatsenseinwhichitisa

dimAnalogueofCreation,nOtallthatwecanbelievebutal1thatwecanconceive

OfCreation."(ToRichardSharp,15Jan.1804,CollectedLetlers,IIp.1034)それ

に対して"dejection"の状態にある自我像は"Icancontemplatenothingbutparts,

andpartsarealllitlle-I-Mymindfeelsasifitachedtobeholdandknow

SOmethiI1ggreal-SOmethingoneandindivisible."(ToJohnThelwa11,140ct.1797,

CoJkfedエビ伽rs,I,349)というふうに描出されている。
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