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詩の結末にみられるイェイツ的転換

宮内弘

イェイツの中・後期の詩を読んでいると,いくつかの詩の結末部分で,それ

までの流れが急に変化し,ゆれ,あるいは転換が生じる現象が見られることに

気づくであろう。このイェイツに特有な現象は,個々の詩の中でさまざまな効

果を生み出しながら,彼の詩的発展と密接にかかわってきた。そこで本稿では

まず,その萌芽が見られると考えられる「クール湖の野生の白鳥("TheWild

SwansatCoole")を検討していく。さらにそれが以後の詩の中でどのように生

かされ,発展していくかを跡づけるために,後期の傑出した三篇の詩を概観し

た後,死の前年に書かれ,イェイツ的特徴が最も端的にあらわれていると思わ

れる「人とこだま」("TheManandtheEcho")を詳しく読んでいくことにす

る。

イェイツの詩は,天才が瞬時に作り出したようなものではなく,推高如こ推敲

を重ねて,やっとできあがったものが多い。実際彼の初期の詩「アダムの呪い」

("Adam'sCurse")の中で,「一行詩作するのに多分数時間もかかるでしょう。/

しかしもし,それが瞬時に考えて作ったもののように思われなかったら,/我

々の推敲も徒労に帰すのです。」("Alinewi11takeushoursmaybe;/Yetifit

doesnotseemamoment'sthought,/Ourstitchingandunstitchinghasbeen

naught….''')と告白している。つまりイェイツにとって詩作と推敲とはほと

んど同じものだといっても過言ではあるまい。従ってその推敲の過程に,イェ

イツの詩的感覚や詩作法(themethodofversewriting)の一端を垣間見ること
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も充分可能であろう。幸い「クール湖の野生の白鳥」にはブラッドフォード

(CurtisBradford)の草稿研究1)があるので,それを適宜参照しながら,詩を詳

しくみていこう。

Thetreesareintheirautumnbeauty,

Thewoodlandpathsaredry,

UndertheOctobertwilightthewater

Mirrorsastillsky;

UponthebrimmlngWateramOngthestones

Arenine-and一点ftyswans.

Thenineteenthautumnhascomeuponme

SinceI丘rstmademycount;

Isaw,beforeIhadwell丘nished,

Allsuddemlymount

Andscatterwheelingingreatbrokenrings

UpontheirclamorouswlngS・

IhavelookeduponthosebrilliantCreatureS,

Andnowmyheartissore.

All'schangedsinceI,hearlngattwilight,

Thefirsttimeonthisshore,

Thebell-beatoftheirwingsabovemyhead,

Trodwithalightertread.

Unweariedstill,loverbylover,

Theypaddleinthecold

Companionablestreamsorclimbtheair;

Theirheartshavenotgrownold;

Passionorconquest,Wanderwheretheywill,

Attenduponthemstill・
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Butnowtheydriftonthestillwater,

Mysterious,beautiful;

AmongwhatruSheswilltheybuild,

Bywhatlake'sedgeorpooI

Delightmen'seyeswhenIawakesomeday

To丘ndtheyhaveflownaway?

木々は秋の美しさをたたえ,

森の小道はかわき,

10月のたそがれ時,

水は静かな空を映し出す。

岩間の水をたたえた湖には

59羽の白鳥が浮かんでいる。

私が初めてその数を数え上げて以来,

19回の秋が過ぎ去った。

数え終えるか終えないうちに,

突然すべての鳥が舞い上がり,羽音けたたましく,

崩れた大きな輪を描いて回りながら,

飛び散っていくのをながめた。

私は今あの輝しい白鳥を見て,

心が痛む。

たそがれ時,初めてこの湖畔で,

白鳥が羽根を鈴のようにうちならすのを頭上に聞きながら,

軽い足どりで歩いた時以来,

すべては変わってしまった。

いまなお,倦まず,つがいで,

白鳥は冷たい,心地よい水の中を泳ぎ,

空に舞い上がる。

鳥の心は老いてはいない。

どこをさまようとも,熱情や相手をものにしたい気持は

彼らに常に備わっている。

43
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しかし今や鳥は静かな水面に漂っている。

神秘的で美しい。

私がいつか目覚めて,鳥が飛び去ってしまったことに気づく時,
い

鳥はどんな蘭草の中に巣を作り,

どこの湖畔で,あるいはどこの水辺で

人間の目を楽しませてくれるだろうか。

「クール湖の野生の白鳥」では,草稿段階でいろいろの改変が行なわれてい

る。例えはブラッドフォードによれば,2)詩人は最初湖の水位を低いとしてい

たが,後になって水で満ちあふれている状態に書きかえたという。この変更は

白鳥の横溢する生命力を強く印象づけるためになされたもので,必ずしも実際

の情景に基づいたものではない。この例からも明らかなように,イェイツほひ

とえに詩的効果を高めるために,周倒な計算を施し,詩にさまざまな変更を加

えていったことが想像される。

水位に関する変更もさることながら,イェイツの詩的感覚や詩作法を探る上

できわめて重要なのが配列順序の変更である。ブラッドフォードの草稿研究に

よると,最初は現在の最終連がまん中の第3連を形成し,決定稿の第4連で終

わっていたという。3)この変更は一体どのような詩的効果を生み出すのだろう

か。ブラッドフォードはこの点にふれ,草稿のままだと白鳥が湖から空へ舞い

上がっていく行為と,白鳥が湖に浮かんでいる行為とが,あまりに近づきすぎ

ていると述べている。4)なるほどそれはそうであろう。しかしながら,この変

更の裏にもう少しイェイツの詩の本質にかかわるようなものが隠されているの

でほあるまいか。いいかえれば,この変更は単に本詩のみならず,前期と中・

後期のイェイツの詩の特質を考える上での一つの糸口になるのではないだろう

か。

この問題を考えるにあたって,もう一つの変更を見のがすわけにはいかない。

決定稿の最終連の最後から2行目の"whenIawakesomeday/…"は最初,
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"whenIcomeheresomeday/‥.''であった。この"come"から"awake"へ

の変更が配列順序の変更と密接な関連をもっているように思われる。

詩人は実生活において空しい恋愛を体験してきた。当時彼は報われない恋と

わかりつつ,なお相手の女性をあきらめきれず,改めて求婚したものの,拒絶

されてしまったのだ。19年前,詩人が初めてこの潮を訪れた時,彼は足どりも

軽く湖畔を散歩したものだった。その時,彼は白鳥と融和して一体化していた

といえよう。この頃から彼は彼女との恋愛を核とした夢を見続けてきたのであ

る。それはロマソ的な美しい夢だった。詩人は自分の中に,自分とは正反対の

資質を備えた英雄的な自己を投影し,現実とかけ離れた空想の世界に浸ってい

たのである。しかしながら,彼がみていた夢はどこにもはけ口のない閉じられ

た小さな世界のものであった。彼の熱意にもかかわらず,この19年間二人の恋

愛は実ることもなく,彼は今や年老いて昔の情熱もさめかけている自分に気づ

かずにはいられなくなっていた。ただここで注意しておきたいのはこの時点で

は,彼は夢から完全に目覚めていたわけではなく,なお白鳥を媒介にして夢を

見続けていたということである。詩人は目の前でつがいをなして泳いでいる白

鳥に,いつまでも変わらぬ情熱,若さ,生命力をみていた。実際の白鳥は勿論,

老いて死ぬ運命を避けられないが,詩の中では,詩人と異なり,恋に夢中にな

って,永遠の青春を謳歌する白鳥として呈示されている。この点に関して,白

鳥は過去・現在・未来の時制を包含しているが,白鳥の描写に関しては過去の

動作でも,前に知覚動詞(saw)を伴って原形で示されていて("Isaw,・‥/All

suddenlymount/Andscatterwheeling..."),一過性を表わす過去形は一度も

使われておらず,白鳥の永遠性が示唆されていることに注意したい。しかも詩

人が閉じられた小さな世界の夢を見続けてきたのとは対照的に,白鳥は空間的

にも水,空,地の三つを支配し,開かれた大きな世界に自由に飛翔する。それ

は詩人が夢想する永遠の詩的世界への飛翔でもありうる。こうして彼は白鳥を

通して,過ぎ去った青春の夢,あるいは詩的想像力にあふれた詩人の夢を必死
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に追い続けているが,同時に自分と白鳥との間に広がる轟離にも胸を痛めるの

である。いつの日か白鳥が飛び去ってしまう時がやってくること,つまり詩人

が夢から完全に目覚めて,詩的想像力を失い,老齢とそれに続く死という厳し

い現実の世界に直画しなければならない日があまり遠くない将来にやってくる

ことにも気づいているのである。詩人が冷たい現実に身をさらすような時に,

白鳥には苦にならない冷たい水が,老いたる詩人の身体にはいかほどの苦痛に

なりうるか想像にかたくない。しかしながら,詩人は厳しい現実を前にして,

一種の慰めを見出そうとする。白鳥が詩人のもとを飛び去ってしまった後も,

それらはなお,つがいをなすことによって,永遠の生のバク∴一ンを示し,他の

人々に新たな夢を提供してくれるのではないかという,幾分楽観的な調子で詩

は終わっているように感じられる。配列順序の変更前には,詩人と白鳥との承

離が強調された結果,彼の悲観的気分が前面に押し出されていたのに対し,変

更後には,より広い視野に立った詩人の楽観的気分の方が支配的になっている

のではあるまいか。5)

以上のようにみてくると,"aWake"ほこの詩において非常に重要な役割を

果たしていることがわかる。詩集『責任』以降のいくつかの詩には,既に詩人

の現実に対する認識が表われていることを考慮すると,中性的な``come"から

"awake"に変更した裏には,現実に目覚めることを迫る詩人の内なる声に,

詩人自身,耳を貸さざるをえなかったことがうかがえよう。したがって私は

"awake"を「(恋愛を核とした美しい夢から,厳しい現実に)目覚める」と解

したい。エルマン(RichardEllmann)は配列順序の変更により,``awake''を象

徴的に読むことができるようになったとし,逆説的にそれを「死」と解した。6)

上で述べた私の解釈中の「厳しい現実」とは究極的には「死」をも示唆するが,

エルマンのように「目覚め」を直接「死」に結びつけると,なるほど鋭い説に

は遵いないが,少々逆説が効き過ぎている感がする。

次に"awake''が及ぼした影響について考えてみよう。"aWake"はそれまで
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の詩の流れ(夢)を一度くずし,調子の変化をもたらすことにより,詩にゆさ

ぶりをかけていることに注目したい。この詩を初めから詳しく分析してみると,

非常にバランスのとれた,すきのない構成になっていることに気づくであろう。

老いゆく詩人と永遠の若さを保つ白鳥との対照,過去の詩人と現在の詩人,

stillとclamorousとの対比,初め水面に浮かんでいる白鳥が空に舞い上がり,

また湖に降りてくる循環構造,多義性を有する"stin"の巧みな使用等がみご

とに詩の基底構造として働いている。ところがなるほどみごとであるが,どこ

か単調で,作り物のようなわざとらしさ,計算され尽した巧妙さが感じられる

こともまた事実である。(これらほとりもなおさす,初期のイェイツの詩の特

徴でもある。)また最初の草稿通り,今の第4連が最終連になっていれば,詩

は"still"で終わることになり,詩全体が動きのない収束したものになってし

まう。ところが,決定稿のように,"aWake"を含むやや曖昧な疑問文で終わ

ると,上で述べたように,一本調子の詩にゆさぶりが加えられ,こじんまりと

した箱庭のような窮屈さがうち破られる結果,詩に広がりや余韻が感じられる

ようになるのである。この効果は最後の疑問文が未来形であることによって,

さらに増幅されることもつけ加えておきたい。草稿の段階では,詩人が過去を

ふり返っている観が強かったが,決定稿では,最後の文が未来形のため,詩が

余韻を残しながら,未来に向かって開かれた形で終わるのである。

ところでイェイツが大詩人たりえたのは,ひとえに後期の詩によるものであ

るが,「クール湖の野生の白鳥」の結末部の"awake"によって示された現実認

識は後期の詩においてさらに深まりをみせ,余韻を伴ったゆれも後の詩にひき

つがれて発展していくことは注目に価しよう。(もっとも「クール湖の野生の

白鳥」では,既に述べたように,詩人は完全に現実に目覚めているわけではな

く,夢の中に浸りながら,ふと現実を認識するといったような不完全なもので

ある。ましてや後期の秀れたいくつかの詩にみられるように,現実の中に身を

おき,それに立ち向かっていく力強い姿勢はみられない。またゆれを伴った結
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末も,「クール湖の野生の白鳥」では調子の変化を生むにとどまり,後期の詩

にみられるような劇的な転換を伴う詩的高まりを生み出すまでには至っていな

い。)こうしてみると,「クール湖の野生の白鳥」にみられる改変は,イェイツ

前期の詩から,中・後期の詩への移行の方向性をみごとに示唆しているといえ

るのではあるまいか。

ところでイェイツのいろいろな詩の草稿を研究したもう一人の学者ストール

ワージィ(JonStallworthy)は,イェイツの詩は主観的なものから出発して,

客観的なものに至るという主旨のことを述べている7)。つまり詩人はまず個人

的な体験に基づきながら詩作にとりかかるが,その過程において,だんだん個

人的なものを除去,昇華し,普遍的なものに高めていくということであるが,

これは殊更新しい事実でもなく驚くにもあたらない。詩というものは多かれ少

なかれ,こういう過程を経なければならないからである。むしろイェイツに関

して特筆すべきことは,彼の詩では,一般化の過程を経た上でもなお,それに

逆行して個人的レベルのものが不意に顔を出すことがある点であろう。この特

徴は,これまで論じた現実認識,ゆれを伴う,調子の変化とも無関係ではない

ので,この点をもう少し具体的に検討するために「自己と魂の対話」(``A

DialogueofSelfandSoul")をみていこう。

Iamcontenttoliveitallagain

Andyetagain,ifitbelifetopitch

Intothefrog-SpaWnOfablindman'sditch,

Ablindmanbatterlngblindmen;

Orintothatmostfecundditchofall,

Thefollythatmandoes

OrmustSuffbr,ifhewoos

Aproudwomannotkindredofhissoul・

私はもう一度喜んで人生をやり直してもよい。

何度だってかまわない。たとえ盲人が盲人をうつどぶの
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蛙の卵の中に飛びこむのが人生だとしても。

あるいは最も豊俵などぷの中に-

つまり男が自分の魂にそぐわない,

誇り高い女に求婚すればおかしたり,

あるいは耐えなければならない愚行の中に

飛びこむのが人生だとしても。
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第1部において「自己」と「魂」は対等の関係で,一般化されたレベルで対

話するが,だんだん統制のきいた「魂」が置き去りにされ,第2部では生身の

「自己」の力に圧倒されてしまう。とりわけ「盲人が盲人をうつどぶ」や「蛙

の卵」などで表わされる現実世界に詩人は初めの意図以上に引きずり込まれた

結果,現実の中でも最も切実な個人的なこと-彼と彼の恋人のことにまで言

及せずにはいられなくなったものと思われる。この個人的レベルの表現は,既

に一般化された部分に異質なものをまざれこませるため,調子の変化をもたら

すだけでなく,詩人の強い現実認識をも反映しているといえよう。もっとも,

詩がクライマックスに達した時に個人的レベルの表現が生のまま現われるのは

詩の欠陥となりやすいことは否めず,「自己と魂の対話」の場合も,必ずしも

積極的な詩的効果を生み出しているわけではない。しかしながら重要なことは,

上の例からも明らかなようにイェイツは詩を書き進めていくにつれ,一般化を

試みるが,それは最後まで徹底せず,ついには現実の重みに屈してしまうこと

が多いことである。

円熟期の作品になると,現実への屈折,ゆれを伴う転換がそれほど個人的な

ものにならず,より自然に,しかも効果的に詩の結びの部分にあらわれるよう

になる。「自己と魂の対話」の中の「蛙の卵」("frog-Spawn")は「ビザソティ

ン」("Byzantium")の最終連にでてくる煉獄に押し寄せる破れたイメジにつな

がっていく。(事実,草稿にみえる8)``blindimagesthatyet/Blinderimages

beget''は盲人が盲人をうつどぶのイメジと合致する)。「ビザンティン」に関
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しては既に書いたことがあるので詳しくはふれないが,9)この詩でも超自然と

現実の世界のせめぎあいのあと,詩人は現実の世界に押し戻されるのである。

最初の「ビザソティソに船出して」("SailingtoByzantium'')では必ずしも超

自然界を徹底して描けなかったので,「ビザンティン」でもう一度それを果た

そうとしたのではなかったのか。それがまた現実世界に圧倒されて,彼の初期

の意図は達せられなかったのだ。ところが皮肉なことに彼の意図が達成されて

いない所が作品としてほ成功しているのである。

ほぼ同様のことが「学童の中で」"AmongSchooIChildren"についてもいえ

よう。10)彼がシェイクスピア美人(OliviaShakespear)に書き送った手紙によれ

ば,当初この詩は老齢に対する呪誼として書かれたものだという。川ところが

実際彼は,詩作の後半の段階に至って,現行の最終連を書き加えて,12)それま

での現実世界に対する悲観的な感情を楽観的なものに変換してしまった。特に

最終連は疑問文で終わり,開かれた結末になっているため,ここで流れが大き

く転換し,詩全体が余韻,あるいは反響を伴いながら,終わることになる。最

初に詩人が意図したことが達成されなかった点が「学童の中で」を傑作の一つ

にしていることも「ビザソティソ」と共通している。これらの詩の結末におけ

る転換はそれに先行する部分において充分その素地が築かれているため,必然

性を帯び,より一層効果的な展開をとげるのである。これに対して「クール湖

の野生の白鳥」では,詩の結末部のゆれは,調子の変化をもたらすだけにとど

まり,「ビザンティン」や「学童の中で」においてみられたような劇的な転換

やそれによって生じる詩的高揚はまだ認められない。

これまで「クール湖の野生の白鳥」に萌芽をみた,ゆれを伴うイェイツ的転

換を論じてきたが,それが最も効果的に用いられているのが,死の前年に書か

れた「人とこだま」においてである。この詩においても,ストールワージィの

草稿研究によると,13)詩作の最終段階で重要な二行が挿入され,それがイェイ

ツ的転換と密接な関係を有していることは非常に興味深い。そこでイェイツ的
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転換が詩の中でどのように展開しているかをみるために「人とこだま」14)を詳

しくみていこう。

九九朋

Inacleftthat'schristenedAlt

UnderbrokenstoneIhalt

Atthebottomofapit

Thatbroadnoonhasneverlit,

Andshoutasecrettothestone.

Allthatlhavesaidanddone,

NowthatIamoldandill,

Turnsintoaquestiontill

Ilieawakenightafternight

Andnevergettheanswersright.

Didthatplayofminesendout

CertainmentheEnglishshot?

Didwordsofmineputtoogreatstrain

Onthatwoman'sreelingbrain?

Couldmyspokenwordshavechecked

Thatwherebyahouselaywrecked?

AndallseemseviluntilI

Sleeplesswouldliedownanddie.

£r/JO

Liedownanddie.

人

オールトと呼ばれる岩の裂けめの中,

真昼の日光もさしこまぬ

洞穴の底のわれた岩のもとに

私は足をとめ,

岩に向かって秘密を叫ぶ。

私は今や老いて病気の身,
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これまでの自分のことばや行いすべてが

疑問となり,

毎夜安らかな眠りにつくことができず,

正しい答も導き出せぬ。

私のあの劇のために,いく人かの人達がかりたてられて

英軍の砲弾の犠牲になったのだろうか。

私の言ったことばが重荷になって

あの女の頭をおかしくしてしまったのだろうか。

私が口添えしておれば,ある名家の没落の原因となったことを

阻止できたであろうか。

そうしてすべてのものが悪のように思えだし,

眠れぬまま,私は伏して死んでしまいたい。

こだま

伏して死ね.

この詩で「人」として登場する年老いた詩人はオールトと呼ばれる岩の裂け

めの中に立っている。そこは死期が迫った老詩人が選んだ場所にふさわしく,

真昼の光もさし込まない穴の庇であり,墓場やデルフォイの神殿のある岩山を

も連想させる。病んだ老詩人と密接にかかわっているかのように,単語も不気

味で病的な響きをもったものが使われている。``halt"(「びっこをひく」),

"pit"(「地獄」),``stone"(「墓石」),"reel"(「めまいがする,よろめく」),

"wreCked"〔「やせ衰えた」(wreCk「死骸」)〕などの意味を有する語が薄暗い

穴の中で響きわたるさまはもはやこの世のものとも思われない。彼は洞穴の中

で,これまでの人生をふり返りながら,自分の言行の是非を一つ一つ問いつめ

ながら,自らおかしたかもしれないあやまちを岩に向かって告白する。まず,

イェイツの書いた劇「キャスリーン・ニ・フーリバン」("Cathleenni

Houlihan")は若者を刺激して英国軍との闘争にまきこみ,その結果,彼らを

砲弾の犠牲にさせたのではないか。あるいは,マーゴット・ラドック(Margot
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Ruddock)の詩を批判したため,彼女の頭が狂ってしまったのではないか。あ

るいは詩人が口添えしてやっていれば,クール荘園の没落の原因となったこと

を阻止できたであろうか等の疑問がイェイツの頭を悩ませるのである。(筆者

は本詩の場合,慨悔であってみれば,このような個人的表現はある程度はやむ

をえないにしろ,個人的な特殊性の中にもう少し他人に通じる普遍性がなけれ

ばならないのではないかと考える)。こうして生身の人間である詩人は,今述

べた疑問に対する正しい答えを兄い出しえず,苦悶する。"lie"が3回も使用

されていることは,これまでのすべての言行を岩に向かって告白している詩人

に対して,もう一人の自分が,「うそをつけ」(``lie"の裏の意味)と懐疑的に

迫っていることを暗示しているようである。このような苦悶に耐えかねて,詩

人はふと伏して死にたいと思う。これに対して,こだまは詩人の最後のことほ

じりをとらえて,神託を授けるかのように「伏して死ね」と詩人に命令するの

である。

九九間

Thatweretoshirk

Thespiritualintellect'sgreatwork,

Andshirkitinvain.Thereisnorelease

Inabodkinordisease,

Norcantherebeworksogreat

Asthatwhichcleansman'sdirtyslate.

Whilemancanstillhisbodykeep

Wineorlovedrughimtosleep,

WakinghethankstheLordthathe

Hasbodyanditsstupidity,

Butbodygonehesleepsnomore,

Andtillhisintellectgrowssure

Thatal1'sarrangedinoneclearview,

PursuesthethoughtsthatIpursue,

Thenstandsinjudgmentonhissoul,
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And,allworkdone,dismissesal1

0utofintellectandsight

Andsinksatlastintothenight.

grllO

Intothenight.

人

そうすることは,

霊の知性の偉業を避けることになるであろう。

また避けても何になろう。

短剣で自殺しても,病気で死んでも解放にほならぬ。

人の一生の汚れを清算するほど

他に偉大な仕事はない。

人がまだ肉体を所有している間は

酒や女で眠ることもできよう。

目覚めると,肉体とそれが作り出す愚さをもっていることを

神に感謝する。

しかし肉体が消滅すれば,人はもはや眠らず,

すべてが秩序だって並んでいるさまを,一望のもとにはっきりと見透せると

知性が確認できるまで,

追い求めている思想をさらに追究する。

それから自分の魂の裁きを受け,

すべての仕事をなし終えた後,

知性と視界からすべてを追放し,

最後に夜の中に沈みこんでいく。

こだま

夜の中へ

すべてを懐疑的に眺め,安易に妥協しない態度は後期のイェイツの生き方の

根幹をなすものであるといってもよい。第2部において死ねばすべてが解決す

るという安易な考えはイェイツのとるところではない。それは生の苦悩に立ち
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向かうことによって成しうる知性の大業を途中で放棄することに他ならないか

らである。しかも早まって死んでも,何の解決,解放にもならないのだ。人間

は生きている問,愚さの根元である肉体を保有し続けるが,一方で肉体は,酒

や女を通して,自らの愚さを一時的に忘れさせてくれるような安息も与えてく

れる。ところがもし不用意に肉体を捨てさって精神だけになれは,その一時的

な安息を得る手段もなくなってしまう。そこで最後まで生きぬいて生の苦悩に

立ち向かい,それとたたかっていくことが,知性の大業を成しとげることにつ

ながっていくのである。この大業を成しとげれは,知性は,すべてのものが秩

序だっているさまを,一望のもとにはっきりと見透せる(ここの"clearview"

はClairvOyanCeの意味を含んでいると思われる)ようになるのだ。こうして,

「人」は自分の魂の裁きを受けて,いよいよ静寂と無が支配する夜,つまり彼

にとって真に意味ある死を迎えることができるのである。この段階で死は第1

部の死と比べて一段と次元が引き上げられていることに注目したい。第1部で

は死は生からの消極的な逃避としてしかとらえられていないのに対し,第2部

における死は,最後まで生きぬき,知性の大業を成し終えて初めて受け入れる

ことができるものとしてとらえられている。いいかえれば,ここでの死は生の

極致としての死なのである。逆説的な言い方になるが,詩人は最後まで生きる

ことを強調することによって,生の極致としての死の次元を高め,その高めら

れた死をより自然な形で受け入れようとしているのではあるまいか。

ところで本詩では,「人」のことばの最後の数語を繰返すことによって成立

している「こだま」が重要な役割を果たしていることを忘れてはならない。第

1部の「人」のせりふ中の平叙文「伏して死ぬ」(``...1iedownanddie")がこ

だまに変わると「伏して死ね」という命令文になる。この両者の差違ほとりも

なおさす,「人」と「こだま」との問に存する死に関する態度の相違を示唆し

ているように思われる。この相違がさらに次の第2部の「人」の議論を発展さ

せる原動力となり,死の概念を一段と深めていくのである。第2部に入ると,
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「こだま」はやはり,「人」を死(夜)の方へと誘導するが,その口調は第1

部に比べて,はるかにおだやかになっている。一方「人」にとっても,死はだ

んだん深まりをみせ,第1部のものよりも魅力的なものになってきている。こ

うして両者の間の間隙は急速にせばまり,「人」が生の極致としての死をより

自然な形で受け入れるべき態勢が整いつつあることが示唆されるのである。

.111けJ

ORockyVoice,

Shallweinthatgreatnightrejoice?

Whatdoweknowbutthatweface

Oneanotherinthisplace?

Buthush,forIhavelostthetheme,

Itsjoyornightseembutadream;

UptheresomehawkorowlhasstruCk,

Droppingoutofskyorrock,

AstrickenrabbitiscrylngOut,

Anditscrydistractsmythought.

人

おお岩の声よ,

我々はあの大いなる夜を喜ぶべきか。

我々はこの場所で

お互いに向かい合っているという以外何を知っているだろうか。

だが静かに,私は考えられなくなってしまった。

その喜び,あるいは夜は夢としか思えない。

あの上の方で,鷹かふくろうかが

空からか岩からか急に降下してきて襲いかかった。

襲われたうさぎが断末魔の悲鳴をあげ,

その悲鳴で私の思考はとぎれる。

本詩が第2部で終わっていたとしても,それだけで充分秀れた詩であったで

あろう。ところがイェイツは,他の詩人ではとうてい書きえなかったであろう
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第3部を書き加え,最晩年に到達した彼独自の詩的世界を展開するのである。

詩人は「我々はあの大いなる夜を喜ぶべきか」という問いを発していよいよ

死との同化をはかろうとする。するとその時,突然鷹,あるいはふくろうに襲

われたうさぎの断末魔の悲鳴によって,詩人の死についての黙想がとぎれてし

まう。これが本稿で論じてきたイェイツ的転換のみごとな例であり,この詩の

ポイントでもある。ちょうど「クール湖の野生の白鳥」で夢から完全にさめや

らないでいた詩人がふと厳しい現実の一端を意識するように,「人とこだま」

でも詩人は死の夢から,現実の死の恐怖にはっと目覚めるのであった。これら

二つの詩にみられる「目覚め」の間には,現実認識の深さ,詩の高まりにおい

て,何と大きな隔たりがあることだろう。この隔たりにこそイェイツの詩の発

展の跡がみられよう。さらに興味深いことに「クール湖の野生の白鳥」の

"awake"は"come"を改変したものであったように,「人とこだま」の「だが

静かに,私は考えられなくなってしまった。その喜び,あるいは夜は夢としか

思えない」という一節も後で追加されたものである。15)せっかく時間をかけて,

死との同化をはかろうとしておきながら,それを結末に達した時点であえて崩

そうとする態度は,イェイツにとって単に付随的なものではなく,彼の詩的感

覚に深く根ざした本質的なものであることがうかがい知れよう。一見非合理的

にみえるこのやり方が,その実イェイツの手にかかれば,絶妙な効果を生み出

すのである。これまでの「人」と「こだま」の語りを通して,死の概念は徐々に

深められてきた。しかしながら,この裏に死は永遠の眠り(夜)だというような

幾分呑気な考えが潜んでいたことは否めないであろう。ところがうさぎの断末

魔の悲鳴を開くに及び,詩人は今まで概念的にしかとらえていなかった死が恐

怖を伴った実体として襲いかかってくるのに気づいた。こうして詩人は生と死

との間の容易に越えることのできない壁をまのあたりにして,甘い死との同化

の夢からさめ,血なまぐさい現実の生の世界にひきいれられるのである。

ここでもう一度「こだま」に目を向けよう。「我々はあの大いなる夜を喜ぶ
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べきか」の答えとなるべき第三の「こだま」は,これまでの「こだま」が文末

を繰返すことや,「渦巻」("TheGyres")の一節「洞窟から声が聞こえる。そ

れが知っているのは唯ひとこと,『喜べ』と」("Outofcaverncomesavoice,/

Andallitknowsisthatoneword`Rejoice!'")の部分からも推察されるように,

「喜べ」("Rejoice")であろう。ところが実際こだまするのは,襲われたうさ

ぎの断末魔の悲鳴であり,「(死を)喜べ」となるはずの「こだま」は悲鳴にか

き消されてしまうのである。こうして現実の侵入によって詩もまた唐突に終わ

るため,詩が終わった後でもしばらくの間,うさぎの断末魔の悲鳴と,それに

かき消されたこだまが残響として互いに響き合う。その結果詩にゆれと含畜あ

る深みが加わるのである。もし死の瞑想でこの詩が終わっていたならば,この

ような効果は決して得られなかったであろう。やがて残響も静まる頃,我々の

目の前には,一段と高まった世界がひろがってくるのである。

『最後の詩集』に「それがどうしたんだ」("Whatthen?")という詩がある。

HischosencomradesthoughtatschooI

Hemustgrowafamousman;

Hethoughtthesameandlivedbyrule,

Allhistwentiescrammedwithtoil;

`l侮日加が'ぶα乃gPぬわ1g短融.`W翫〟地顔が

Everythinghewrotewasread,

Aftercertainyearshewon

Su伍cientmoneyforhisneed,

Friendsthathavebeenfriendsindeed;

`休場dffゐβが'ざα乃gPbわなg如gf.`Ⅵ用脇目血弼ア

Allhishappierdreamscametrue-

Asmalloldhouse,wife,daughter,SOIl,
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Groundswhereplurnandcabbagegrew,

PoetsandWitsabouthimdrew;

`l靴dff加が'SのぽPbわなg短慮`椚通日肱川グ

彼の選んだ学友は

彼がきっと有名な人になるに違いないと思った。

彼もそう思い,規則正しい生活をした。

20代は一生懸命勉学に励んだ。

「それがどうしたんだ」とプラトンの霊が歌った。「それがどうしたんだ」。

彼の書いたものはすべて読まれた。

幾年かして彼は

生活するのに充分な金や

真の友を得た。

「それがどうしたんだ」とプラトンの霊が歌った。「それがどうしたんだ」。

彼のもっとすばらしい夢が実現した。

小さい古い家,妻,娘,息子,

すももとキャベツが植わった菜園,

詩人と知識人が彼のまわりに集まってきた。

「それがどうしたんだ」とプラトンの霊が歌った。「それがどうしたんだ」。

59

この詩では,イェイツが若い頃に自ら定めた人生の目標を,次々と達成して

いくさまが三連にわたって措かれていて,そのそれぞれの連に対して「それが

どうしたんだ」というリフレインがついている。彼は有名になるため,あるい

は立派な詩人になるため,若い頃,日夜努力を重ね,ついに輝しい成功をおさ

めたが,そのような設計された人生,計算され尽した成功は人生において果た

してどれほど意義があるのだろうかという疑問を抱かざるをえなかった。彼の

この疑問は人生だけでなく,詩についてもあてはまることはいうまでもない。

詩的効果が充分計算され,技巧的にもすきのない美しい詩がそれだけで本当に

いい詩でありうるかどうか,はなはだ疑わしい。後期のイェイツは問題を徹底
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的に追究して,美しく完結した世界に安易に満足せず,次の飛躍を求めて,ゆ

れや転換を伴った開かれた結末を好むようになったのである。さらに,イェイ

ツは現実認識を深め,それが詩にとっていかに重要であるかを痛感するように

なる。詩の構成上,下手をすれば不利に働きかねないような,ゆれや転換が,

詩の結末部分に多く現われるのも,上であげた理由から充分うなづけるであろ

う。このようにみてくると,ゆれや転換はさまざまな詩的効果を生み出す技巧

であるにとどまらず,(中)・後期のイェイツの,人生に対する姿勢を反映した

ものでもあるといえるのではあるまいか。
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