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光と影

一ラーキンの列車の旅の詩-

宮内弘

ラーキンの作品には,鉄道に関する場面や列車の旅がよく現れるが,それが

彼の最高傑作群といわれる詩に多く見られることは興味深い。1本稿では列車

の旅に場面を設定した詩,「聖霊降臨祭の結婚式(`TheWhitsunWeddings')と

「ここ」(`Here'),及び「ドカリーと息子」(`DockeryandSon')の一部を取り

上げ,彼にとっての列車の旅の意義を考察した後に,詳しく前の二つの詩を読

んでいきたい。そもそも彼にとって列車の中は屋根裏部屋あるいは最上階の部

屋と同様,いちばん落ちつく場所であったであろう。ここは周りのものから遮

断され,描写対象に対して適当に距離を置きながら接することができる。ラー

キンは眼前の出来事の中に直接介入する事には消極的な詩人だから,列車の窓

枠によって外界が遮断される状況設定ほど好都合なものはないのである。窓の

内側では,外側の出来事や風景に対して一人で自由に想像力を働かせ,自分の

世界にひたることができる。このような積極的な意味あいをもつ孤独を得られ

るという点でラーキンてことって列車の旅のもつ意義は大きい。

彼は周知のごとく,詩人として認められる前には小説家として出発した。小

説を書くのをやめた後も,彼の詩には短編小説的側面が色濃く残っていること

は否定Lがたい事実である。とりわけ,彼は風景を/くノラマ風に措く映画的手

法を好んで用いるが,このような手法が簡単にとれるのも列車の旅の特徴であ

る。



38 光と影-ラーキンの列車の旅の詩-

もう一つ注目すべきは,列車の旅では,乗客や窓外の景色など,周囲のもの

が絶えず変化するが,それはまさに偶然が支配し,刻々変化する人生そのもの

であるということだ。また敷かれたレールの上しか走れない列車は,一見自由

のように見えながらも,必ずしも自由にならない人生行路と似ているといえよ

う。「ドカリーと息子」では,詩の登場人物の人生行路とレールが重ね合わせ

られていることを見落としてはなるまい。

.‥Icatchmytrain,ignored.

Canalandcloudsandcollegessubside

Slowlyfromview...

Ifellasleep,Wakingatthefumes

Andfurnace-glaresofShe伍eld,WhereIchanged,

Andateanawfulpie,andwalkedalong

Theplatformtoitsendandtoseetheranged

Joiningandpartinglinesre且ectastrong

Unhinderedmoon.

無視されて私は列車に乗る。

運河と雲と学寮がゆっくりと視界から

遠ざかっていく。

私は眠ってしまったようだ。シェフィールドで私は煙と炉の炎で目をさまし,

列車を乗り換えて,ひどいパイを食べ,プラットフォームの端まで

歩いて行くと,合流したり,分岐したりして並んでいる線路が

雲のかかっていない明るい月を反射しているのが見えた。

この詩では「私」は母校のオックスフォード大学を訪れ,学生監と話をして

いる。その時,彼よりも年下の学生だったドカリーに息子がいて,その息子が



光と影・-ラーキンの列車の旅の詩一 39

今オックスフォードの学生だというのを「私」はふと聞いて,感慨にふけるの

である。「私」は息子も妻も,家も土地もないし,青春を過ごした大学も今や

彼に対して戸を閉ざしてしまっているように感じられる。それにひきかえ,ド

カリーの方は自分のしたいこと,自分のできることをちゃんと計算にいれて,

若くして息子をもうけ,彼を母校にやっているのである。「私」とドカリーの

人生行路は非常に大きく異なってしまったが,それはまさに分岐してしまった

線路のようである。

このように列車の旅,あるいはその軌跡を示す線路はまさに人生そのもので

あるといえよう。このことを念頭に置いて,「聖霊降臨祭の結婚式」と「ここ」

を詳しく考察していこう。

TheWhitsunWeddings

ThatWhitsun,Iwaslategettingaway:
Nottillabout

One-tWentyOnthesunlitSaturday

Didmythree-quarterS-emptytrainpullout,

Allwindowsdown,allcushionshot,allsense

Ofbeinginahurrygone.Weran

Behindthebacksofhouses,CrOSSedastreet

Ofblindingwindscreens,Smeltthefish-dock;thence

Theriver'sleveldriftingbreadthbegan,

WhereskyandLincolnshireandwatermeet.

Allafternoon,throughthetallheatthatslept

Formilesinland,

AslowandstopplngCurveSOuthwardswekept・

Widefarmswentby,Short-Shadowedcattle,and

CanalSwith且oatingsofindustrialfroth;

Ahothouse銀ashedunlquely:hedgesdipped
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Androse:andnowandthenasmellofgrass

Displacedthereekofbuttonedcarriage-Cloth

Untilthenexttown,neWandnondescript,

Approachedwithacresofdismantledcars.

At丘rst,Ididn'tnoticewhatanoise

Theweddingsmade

Eachstationtha亡WeStOPPedat:Sundestroys

Theinterestofwhat'shappeningintheshade,

Anddownthelongcoolplatformswhoopsandskirls

Itookforporterslarkingwiththemails,

Andwentonreading.Oncewestarted,though,

Wepassedthem,grinningandpomaded,girls

Inparodiesoffashion,heelsandveils,

Allposedirresolutely,WatChingusgo,

Asifoutontheendofanevent

Wavinggoodbye

Tosomethingthatsurvivedit.StruCk,Ileant

Morepromptlyoutnexttime,mOreCuriously,

Andsawital1agalnindi鮪rentterms:

Thefatherswithbroadbeltsundertheirsuits

Andseamyforeheads;mOthersloudandfat;

Anuncleshoutingsmut;andthentheperms,

Thenylonglovesandjewellery-Substitutes,

Thelemons,mauVeS,andolive-OChresthat

Markedo仔thegirlsunreallyfromtherest・

Yes,fromcaf芭s

Andbanquet-hallsupyards,andbunting-dressed

CoachTpartyanneXeS,thewedding-days

Werecomingtoanend.Alldowntheline

Freshcouplesclimbedaboard:thereststoodround;
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Thelastconfettiandadvicewerethrown,

And,aSWemOVed,eaChfaceseemedtodefu1e

Justwhatitsawdeparting:Childrenfrowned

Atsomethingdull;fathershadneverknown

Successsohugeandwhollyfarcical;

Thewomenshared

Thesecretlikeahappyfuneral;

Whilegirls,grlPPingtheirhandbagstighter,Stared

Atareligiouswounding.Freeatlast,

Andloadedwiththesumofalltheysaw,

WehurriedtowardsLondon,ShuBlinggoutsofsteam.

Now丘eldswerebuilding-plots,andpoplarscast

Longshadowsovermqjorroads,andfor

Some五ftyminutes,thatintimewouldseem

Justlongenoughtosettlehatsandsay

ハJl汀(l・`1/(止

Adozenmarriagesgotunderway.

Theywatchedthelandscape,Sittingsidebyside

-AnOdeonwentpast,aCOOlingtower,

Andsomeonerunninguptobow1-andnone

Thoughtoftheotherstheywouldnevermeet

Orhowtheirliveswouldallcontainthishour.

IthoughtofLondonspreadoutinthesun,

Itspostaldistrictspackedlikesquaresofwheat:

Therewewereaimed.Andasweracedacross

Brightknotsofrai1

PaststandingPullmans,Wallsofblackenedmoss

Cameclose,anditwasnearlydone,thisfrail

Travellingcoincidence;andwhatitheld

Stoodreadytobeloosedwithallthepower
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Thatbeingchangedcangive.Weslowedagaln,

Andasthetightenedbrakestookhold,thereswelled

Asenseoffalling,likeanarrowTShower

Sentoutofsight,SOmeWherebecomlngrain.

「聖霊降臨祭の結婚式」

あの聖霊降臨祭の日に,私は遅く出かけた。

太陽が照りつける土曜日の

1時20分頃になってようやく,

四分の三が空の列車が動きだした。

窓は全部下ろされ,すべての座席は熱く,急いでいる

という感覚は全くなくなっていた。我々を乗せた列車は

家の裏庭の後ろを通り,車のフロントガラスがまぶしく反射している

通りを横切り,魚の臭いのする港を通り過ぎて行った。そこから

広い河の,平らなゆったりとした流れが始まり,

空とリソカソシャーと水が合一する。

午後の閉じゅうずっと,何マイルも内陸で

眠っていたひどい暑さの中を,

列車は,駅にたびたび止まりながら,ゆっくりと南の方に曲がって行った。

広い農場,短い影をおとす家畜,工業排水の泡が浮かぶ

運河を通り過ぎて行った。

温室がピカッと独特の光り方をした。生け垣が低くなったり高くなったりした。

時々,草の香りが,ボタンでとめた座席カバーの

いやな臭いにとってかわった。

やがて列車は,分解された幸が何エーカーも広がる,

新しい,何の特徴もない,次の町に近づいて行った。

最初,列車が止まる各駅で,

結婚式がどんな音をたてているか

わからなかった。あまりにも暑いので,

陰で何がおこっているのか興味がわかなかったのだ。
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長い涼しいプラットフォームでの騒ぎを

ポーターが郵便物でふざけているのかと思った。

それで私は本を読み続けた。しかし列車は動き出し,

にやにや笑ったり,ポマードをなでつけた人々,流行を

まねて,ハイヒールをはいたり,ベールをつけてかえって滑稽に見える女達

の前を通り過ぎて行った。

彼らはちょうど,行事が終わった時に,

残った何かに,さよならと手を振っているかのように,

皆ためらいながら,列車が出て行くのを眺めていた。次の瞬間,

私ははっとして,すばやく身を乗り出し,以前にもまして,興味深く,

その光景を違った角度からもう一度挑めた。

上着の下に広いベルトをしめ,

しわだらけの額をした父親。声高にしゃべる太った母親。

大声でみだらなことを話すおじ。それからパーマをかけ,

ナイロンの手袋や模造宝石をつけ,

レモン色,ふじ色,褐色の

服を着た娘達は,夢の世界の者のように,他の者から際だっていた。

そうだ,カフェや,

裏庭の宴会場,旗で飾りたてた,

バスの団体旅行客用の別館から,結婚式の日は

終わりに近づいていったのだ。新婚のカップルが

沿線から,乗り込んで来た。他の見送り人は周りに立っていた。

最後の紙吹雪と忠告がふりまかれた。

列車が動き出すと,それを見ていたそれぞれの人々の表情には,

どのように列車を見送ったかがはっきりと見てとれた。子供は

何かたいくつな物を見たかのように顔をしかめていた。父親はというと,こんな

大成功は思いもよらなかったが,しかし全くの茶番劇だという顔をしていた。

母親達は,幸福な葬式だという思いを秘かに抱いていた。

一方友人の女の子はハこ/ド/ミックをかたく握りしめて,今晩の

宗教的暴行にじっと目をこらしていた。そしてついに,

43



44 光と影・-ラーキンの列車の旅の詩一

列車は彼らの見たものすべてを積んで,

ロンドンに向かって痛風にかかったように,

ふうふう蒸気をひきずりながら,急いで行った。

野原は今や建築用地となり,ポプラが

幹線道路に長い影を落としていた。そして

50分間程の問に,それはちょうど

時間にすれば帽子をきちんとかぶり直して,

「本当におかしくて男鹿そうだったわ」と言うくらいの長さだったのだが,

十余りの結婚が行われたのであった。

カップルは二人ずつ並んで,景色を眺めていた。

-オデオンの映画館が,次に冷却塔が通り過ぎ,

誰かクリケットの投手が投球するために助走してきた-。

会うこともないような他人のことや,彼らの人生がこの時間を

共有していることなど誰も考えたこともなかったのだ。

私は郵便番号区が小麦畑のようにつめこまれたロンドンが

太陽の照っている中に広がっているのを考えていた。

そこが我々の目的地であった。停車中のブルマン車両を通り過ぎて,

きらきら輝いているレールの束を走り抜け,

黒ずんだこけがはえている壁が近づいてくる頃,

この旅,このこわれやすい,旅の偶然の出会いがほとんど

終わりに近づいていた。偶然がつかんだものが,変えられることから生じる力で

解き放たれようとしていた。列車は再び速度を落し,

しめられたブレーキがかかると,そのあたり一面に

落下の感じが広がってきた。

ちょうど矢の雨が目に見えない所に放たれ,

どこかで雨になって落ちてくるように。

まず詩の書き出しでは車窓からの風景が淡々とパノラマ風に措かれており,

一時的に映画でも見ているような気分になる。その車窓からの景色はどこにで

も見られるような昼下がりの地方都市の光景である。労働者階級の家の裏庭,
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フロントガラスがまぶしく光る車が駐車している通りには,ロマンティックな

香りは全くしない。ロマンティックな香りどころか,魚の臭いがあたり一面に

ひろがっているのである。ハソバー川とおぼしき大河に沿って列車も,川の穏

やかな流れにペースをあわせるかのようにゆっくりと進んで行く。そこでは

空,大地,水の三要素が合一し,穏やかな時の流れと雄大な自然の中に,人間

の生活が飲み込まれていくようである。

ここで文体の微妙な変化に注意したい。一般的にラーキンの詩を読むとき,

読者があるひとつのトー∴/で読もうとするとさっとそのトーンが変わり足元を

すくわれることがよくある。しかもなかなか一筋縄ではいかない。詩の書きだ

し「あの聖霊降臨祭の日に,私は遅く出かけた」(`ThatWhitsun,Iwaslate

gettingaway:')は非常に口語的でかつ散文的である。ところが第一連日の

`thence'から少し文語調になり,第二連に入って「列車は,駅にたびたび止ま

りながら,ゆっくりと南の方に曲がって行った。」(`Aslowandstoppingcurve

southwardswekept.')ではシェイクスピアのソネットを思わせる重々しい口

調に変化している。2特にゆっくりとカーブしながら進んでいく列車の動きが

絶妙にこの一行のリズムに反映されているようだ。同時にこのあたりから,伝

統的な英国の牧歌的な風物である農場,牛,運河,生け垣の描写によって,ロ

マソティックな雰囲気がかもしだされるが,それはすぐに現代の工業化された

殺風景な景観(「工業排水の泡が浮かぶ運河」,「分解された車」)によって相殺

されるのである。このような古き良き時代の英国のロマンティックな側面と現

代の非ロマンティックな側面の衝突は本詩全体にわたって見られる。六連では

牧歌的な野原が工業化の波を受けて殺風景な建築用地に変わり,七連では英国

の伝統をひきつぐクリケットと工業化のシンボルである冷却塔が並んでいるの

である。またここできわめて口語的な「本当におかしくて死にそうだったわ」

(`石肌可日払のが挿入されているが,これも上と同じ文体的効果を生み出し

ている。
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結婚式の話題は実質的に第三連に入ってようやく切り出される。イギリスで

は聖霊降臨祭の時期に結婚式が多いが,それは宗教的行事と結婚とが結び付い

たというよりもむしろ,この時期は季節的に結婚に適したいい時候であること

の方が大きいであろう。もともと聖霊降臨祭というのは,この日に洗礼が多く

行われ,洗礼を受ける者が白衣をしばしば着用したことからWhiteSundayと

なり,それがなまってWhitsunday,Whitsunとなった。この詩を読む場合で

も,元来の宗教的行事の意味あいは,表面上はほとんどない。しかし,「教会

へ行く」(`ChurchGoing')という詩でも明らかなように,ラーキンは廃れかけ

た行事をもう一度現在のコンテキストに呼び戻してその意味あいを考えること

を得意とする。この詩においてもよく読んでみると,聖霊降臨祭の本来の儀式

的意味あいが潜んでいるのである。実際,宗教的儀式の根幹をなす太陽がこの

詩の中で重要な役割を果たしていることを見落としてはなるまい。なによりも

まず詩の初めでは,この日は非常に暑く,太陽がぎらぎらしている。さらに聖

霊降臨祭は夏至の月の六月の初旬にあたることが多く,一年の内で太陽も一番

高く上がり,日も長い。いってみれば聖霊降臨祭は太陽の最盛期と合致するの

である。タイトル中のWhitsunでは,Sunが弱く発音され,太陽の意味が後

退していたがhot,heat,Sunlit,hothouse,且ash,blindingwindscreensなどの一

連の単語によって再び太陽の意味がよみがえり,さらにWhitesunが時には

whiteheat的含意を持つに至る。太陽と同時に影(陰)への言及にも注意をし

たい。主人公が出発する頃には太陽は頭上にあるがそれがだんだん下降してく

る様子が影(陰)によって表されているのである。二遠目では「短い影を落と

す家畜」,(`short-Shadowedcattle'),三遠目でも「あまりにも暑いので,陰で

何がおこっているのか興味がわかないのだ」(`‥.Sundestroys!Theinterestof

what,shappeningintheshade,)がでてくるが,六遠目になると「ポプラが

幹線道路に長い影を落としていた」(`...poplarscast/Longshadowsoverma-

jorroads,)となり,最後には太陽が消えてにわか雨になる。この太陽の軌跡
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(ひいては天候の変化)は結婚を頂点とする人生の軌跡を暗示しているともと

れよう。同時に,太陽が沈むことは「落下の感覚」(`Asenseoffalling')をさ

らに補強することにもなる。

これに関連して光と影との対比はラーキンの関心をひくに充分であった。華

やかな結婚の儀式の影の部分に詩人の冷笑的目が光る。だがこのような影の部

分はふつうは華やかな部分に隠れて人々の目にはあまりふれないだけだ。「以

前にもまして興味深く,その光景を違った角度からもう一度挑めた」。(`‥

morecuriously,/Andsawital1againindiffbrentterms:')と言うのももう一度

影の部分を照らし出したいという詩人の気持ちが表れた言葉かもしれない。第

三連の「あまりにも太陽が照って暑かったので,陰で起こっていたことに関心

を失い,結婚式の騒ぎをポーターが郵便物でふざけあっているものと取り違え

てしまった」(`‥.Sundestroys/Theinterestofwhat'shappeningintheshade,

/And‥.Whoopsandskirls/Itookforporterslarkingwiththemails,)という

主人公のおどけた口調で語られているエピソードはある意味で結婚の本質の一

端をついていると思われる。これ以後に措かれている結婚式に参列した人々も

何等かの意味で,一度は結婚の明るい側面に目が眩んで影の部分を見失ってし

まったり,あるいは背後に潜む結婚の本質を取り違えてしまったことがあった

のではないか。そもそも結婚とは取り違えの喜(悲)劇ではないか。新郎新婦

の父親も今でこそ,「こんな大成功は経験したことはないが,茶番劇だ」と言

っているが,自分たちが新郎だった時には,茶番劇だとは必ずしも思わなかっ

たであろう。同様にカップルの母親も幸福な葬式だという思いを秘かに抱いて

いるが,自分が結婚する前には葬式などとは思わなかったのでほあるまいか。

「友人の女の子はハンドノミッグをかたく握りしめて,今晩の宗教的暴行をじっ

と見つめていた」とあるが(じっと見つめていたのはむしろラーキン自身では

なかったか。したがってこの部分は彼の気持ちを花嫁の友人の女の子に託した

transferredepithetと取る方が自然であろう),彼女たちもまたこの暴行を愛
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や結婚というロマンティックな名のもとにことさら宗教的に美化していたので

はあるまいか。(woundingは,暴行が肉体的なものにとどまらず,結婚が与

える精神的な傷をも示唆しているのではないだろうか。)このような結婚式の

虚偽性の一面を世間一般も結婚,愛というロマンティックな制度や慣習の名の

もとに曖昧にし,それから目をそらしがちであることを詩人は鋭くついている

のである。見送り人の中で子供だけがその虚偽性に惑わされることなく,退屈

そうに顔をしかめていた。そしてこの結婚にまつわる光と影の二面性ほとりも

なおさず,先に述べた二種類の文体の衝突や,ロマン的,牧歌的側面と現代の

非ロマン的で,機能的,工業化的側面との並立に対応しているのである。この

ように見てくると「上着の下に広いベルトをしめ,しわだらけの額をした父親

や声高にしゃべる太った母親,大声でみだらなことを話すおじ」の様子は今ほ

ういういしい新婚夫婦の将来の姿を暗示しているように思われる。「パーマを

かけ,ナイロンの手袋や模造宝石をつけ,レモン色,ふじ色,褐色の服を着た

娘達は,夢の世界の者のように,他の者から際だっていた」も華やいでロマン

ティックな雰囲気を醸し出しているが,しかしよく見てみると,手袋も草では

なく,安物のナイロンであり,宝石も本物ではなく,模造品である。娘たちが

身に着けている服もどこかけばけばしく安っぽい。また先の第三連に見られる

ように,彼女達は流行をまねて,ハイヒールをはき,ベールをかぶってさっそ

うとロマンティックに見せているつもりであるが,それを第三者(ラーキン)

が見るとかえって滑稽に見えるのである(`‥.girls/inparodiesoffashion,

heelsandveils,')。第五連の「最後の紙吹雪と忠告がふりまかれた」(`The

lastconfettiandadvicewerethrown')も,貴重なはずの忠告が,どこかにす

ぐ飛んでいってしまう紙吹雪といっしょに強引に並べられて茶化されている。

やがて列車は終着駅のロソドンに近づいていくが同じ列車に乗り合わせた乗

客は少し大げさに言えば偶然がもたらした運命共同体であると言えよう。その

運命共同体ももうすぐ解散されようとしており,その意味では非常にこわれや
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すいものだったと言えよう。目的地のロンドンで降りる新婚夫婦はこれから新

しい生活に踏み出そうとしている。つまり,これまでの彼らの生活が結婚を境

に変えられようとしているのである。したがって「変えられることから生じる

力によって偶然がつかんだ力が解き放たれようとしていた。」(`‥.Whatit

held/Stoodreadytobeloosedwithal1thepower/Thatbeingchangedcangive.')

とは偶然一緒になった何組かのカップルがロンドンで列車を降りてそれぞれの

目的地に散らばっていって新しい生活を始めようとしていることをいったもの

である。また,最後から二連日のロソドンの郵便番号区が空中からみた小麦畑

に例えられている比喩も,工業化され,機能中心的なロンドンとロマンティッ

クな,生命力あふれる自然の象徴である小麦畑が合一されたイメージである。

これはロンドンに着いたそれぞれのカップルが子供をもうけて各自の家庭を築

き,それを基盤にして生活を営んでいくさまが鳥牧園的にイメージ化されたも

のであろう。

最後の「あたり一面に落下の感じが広がってきた。ちょうど矢の雨が目に見

えない所に放たれ,どこかで雨になって落ちてくるように」(`Asenseoffal1-

ing,likeanarrow-Shower/Sentoutofsight,SOmeWherebecomingrain.')は以

前より批評家の論議を集めてきたところである。最後の行にラーキン自身肯定

的で希望的な意味を込め,3朗読する際にもそこでは「詩が,突然上昇するよ

うに読まれるべきだ」4と述べているためか,希望的観測を込めた読みを提唱

している批評家の方が多いようである。5実際このイメージに明るい側面があ

ることは否定Lがたいように思われる。雨はチョーサーの「カソタベリー物語」

の序歌にもあるように冬の問の乾いた土に湿り気をもたらし,新しい生命の芽

をはぐくむものである。同時にこの日は暑いかんかん照りの天気であった。こ

のような時のにわか雨はまさに大地を生き返らせる慈悲の雨といえよう。こう

してみると,この雨は生命力を生み出すものであり,豊かな収穫をもたらすも

のと考えられる。前の連では,郵便番号区によって区分けされ,工業化された
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機能的ロンドンが小麦畑にたとえられているが,この比喩は,最終連に来ると

小麦畑(ロンドン)に雨が降ることによって,ここに降りたった新婚のカップ

ルが新しい生命を生み出すような暗示を与えているのである。矢はキュウビッ

ドの射る愛の矢であることを思い起こすまでもなく,「落下の感覚」と「矢の

雨」は新婚のカップルの今晩の愛の行為を,そしてそれに続く生命の誕生を示

唆するであろう。「高い窓」(HighWindow)においても「落下の感覚」が愛の

行為と密接に結びついていると思われる個所がある。

‥.eVeryOneyOunggOlngdownthelongslide/TohapplneSS,endlessly・

(若い者は誰でも幸福へと際限なく長い斜面を滑り降りていく。)

しかし最後のイメージは肯定的なものばかりではなかろう。「私」が出かけ

る時は太陽が真上にあったが今や影がだんだん長くなり,太陽の高度が低くな

ってきている。しかも晴れていた天気が急に暗転して雨になったのである。何

か不吉なものが予感されるかもしれない。これと「落下の感覚」とが相まって

青春の喪失,生命力の衰退,堕落,終末などが連想されよう。ちょうど父親の

しわのよった額,母親の大きな声と太った身体は将来の新婚夫婦が行きつく姿

であるが,それが今のカップルと二重写しになっている。また矢は愛の矢であ

るばかりではなく,人を傷つける矢にもなりうるのだ。今は仲睦まじい夫婦も

将来はお互いに傷つけあうかもしれないのである。

これまで詩人は列車の窓から写実的に風景を措写してきたが最後に至って急

にシンボリズム的な手法で「矢の雨」のイメージを皇示している。この変化は

唐突のようにも思われるかもしれないが,よく調べてみると前の連と密接な関

係があり,非常に効果的な結末を生み出しているのである。前の七連では生殖

と不毛や破壊(`dismantledcar,),牧歌と都会,文語と口語,優雅と卑俗など

の対立物が並列されていたが,最後の「落下の感覚」を伴う「矢の雨」のイメー
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ジは悲観と楽観,肯定と否定,光と影などの相反する側面が集約的に融合され

ているように思われる。そしてこの最後のイメージは第一連で見た「空とリン

カソシャーと水」,すなわち空,大地,水の三大要素が合一した車窓の自然の

風景とみごとに調和していないであろうか。

ラーキンは結婚という社会制度の光の当たる側面だけを見て満足するような

楽観的な詩人ではない。詩人自身は結婚が持つ肯定的,積極的な意味に目を向

けようとしているが,彼の生来の性格はこの方向に徹しきれず,ついついそこ

からそれてしまって影の部分に目がいってしまうのである。しかしこの詩に関

する限り,彼は「ドカリーと息子」のように影の部分に大きく傾斜するのでは

なく,光と影の部分を微妙に絡み合わせることに成功しているのである。

Here

SwervlngeaSt,fromrichindustrialshadows

Andtra丘callnightnorth;SWervingthrough丘elds

Toothinandthistledtobecalledmeadows,

Andnowandthenaharsh-namedhalt,thatshields

Worknenatdawn;SWervingtosolitude

Ofskiesandscarecrows,haystacks,haresandpheasants,

Andthewideningriver'Sslowpresence,

Thepiledgoldclouds,theshininggullTmarkedmud,

Gatherstothesurpriseofalargetown:

Heredomesandstatues,Spiresandcranescluster

Besidegrain-SCatteredstreets,barge-CrOWdedwater,

Andresidentsfromrawestates,broughtdown

Thedeadstraightmilesbystealing丑at-facedtrolleys,

Pushthroughplate-glassswlngdoorstotheirdesiresq

Cheapsuits,redkitchen-Ware,Sharpshoes,icedlollies,

Electricmixers,tOaSterS,WaShers,driersM
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Acut-pricecrowd,urbanyetsimple,dwelling

Whereonlysalesmenandrelationscome

Withinaterminate6and丘shy-Smelling

Pastoralofshipsupstreets,theslavemuseum,

Tattoo-Shops,COnSulates,grimhead-SCarfedwives;

Andoutbeyonditsmortgagedhalf-builtedges

Fast-Shadowedwheat一五elds,runninghighashedges,

Isolatevi11ages,Whereremovedlives

Lonelinessclarifies.Heresilencestands

Likeheat.Hereleavesunnoticedthicken,

Hiddenweeds且ower,neglectedwatersquicken,

Luminously-peOpledairascends;

Andpastthepoppiesbluishneutraldistance

Endsthelandsuddenlybeyondabeach

Ofshapesandshingle.7Hereisunfencedexistence:

Facingthesun,untalkative,OutOfreach.

「ここ」

豊かな工業地帯の影や夜通し北に進んでいる車の列から,

列車は東に大きくそれ,

草がまばらで,あざみがはえていて

牧場とはとうてい呼べないような,野原を通ってカーブしていく。

夜明けに労働者が雨露をしのぐ,耳障りな名の駅を

時々通りすぎていく。

空やかかし,干し草山,のうさぎ,きじの

孤独な世界に向かってカーブすると,

幾重にも黄金の雲がかかり,かもめの足跡のついた泥がきらきら輝く河が

ゆっくりと流れながら川幅を増し,

突然大きな町に変わってしまう。



光と影-ラーキソの列車の族の詩1

ここではドーム,彫像,尖塔,クレーンが,穀物の散らかった通りや,

平底船がいっぱい繋がれた運河のそばに集まっている。

新興団地の住人は,忍び足で走るような

正面が平らなトロリーバスに乗って何マイルも一直線にやってきて,

ガラスの自在ドアを押しあけ自分のお目あてのもの一安い服,

赤い台所用品,先のとがったしゃれた靴,アイスキャソディ,ミキサー

トースター,洗濯幾,乾燥勝一を求めてかけこむ。

都会的だが素朴な特価品買いの大衆は,

セールスマンや親類だけしかやってこないような,

袋小路の多い,魚の臭いがする牧歌的な町の中に住んでいる。

通りには船がつながれ,奴隷博物館,入墨の店,領事館がたち並び,

頭にスカーフを巻いたきびしい顔つきの婦人が歩いている。

さらに,抵当にとられ,半分しか造成されていない町外れのかなたには,

しっかりと影を落とした麦畑が,生け垣と同じ高さで広がり,

孤立した村が点在している。そこでは,寂しさが超俗的な生活を

より清らかなものにする。ここでは静寂が熱気を帯びて存在する。

ここでは薬が人目につかず繁茂し,

野草も秘かに花開き,知られざる湖沼も生きづく。

光輝く虫が舞う大気が上昇する。

けLを通り過ぎると,さまざまな形をした石と砂利の浜辺の後方で

陸地が突然終わり,そのむこうに青っぽい中性の空と海が

広がっている。ここに垣根のない存在が広がる。

手の届かない所で,太陽に画し,物いわぬ存在が。

53

次に「ここ」はいろいろの点で前の詩と関連深い作品である。この詩も列車

の旅で始まるが,前の詩がハルからロンドンへの旅であったが,この詩では逆

方向のロソドソからハルへの旅である。また前の詩の時間が昼であったのに対

して,この詩は暗(夜)から明(朝)へと移行していく。「聖霊降臨祭の結婚

式」が結婚を扱うのに対して「ここ」は究極的には積極的な意味での孤独を扱
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う。8このようにこの二つの詩は陰と陽の対照的な関係をもっているとも考え

られるのである。

ところでいちばん重要な単語は三回も用いられているswerveであろう。こ

の単語は一応「曲がる」,「それる」という意味で,列車でハルに行くには地理

的にドンカスターから大きく東にカーブしなければならないことを言っている

のは明かである。しかしこの表面的な意味の裏にこの詩の,ひいてはラーキン

自身の本質が込められているように思えてならない。周知のごとく,ロンドン

からドンカスク∴一を経て,ヨーク,ニューカースル,エディンバラに至る路線

は英国の大幹線であるが,ハルはそれからそれた所に位置している。後年ハル

と言えばラーキン,ラーキンといえばハルと言われるようになったが,まさに

詩人としての,また人間としてのラーキンはハルの地理的位置に象徴されてい

ると言ってもいいであろう。流行や中心から大きく離れ,どこからも遠い町ハ

ル。ここで先に引用した「ドカリーと息子」の分岐した線路のイメージが思い

浮かぶであろう。

・・Seetheranged/Joiningandpartinglinesreflectastrong/Unhinderedmoon・

妻も息子もない「私」は,ドカリーや他の人の人生行路から分岐し,今ではも

う大きく普通の人生からそれてしまっているのである。あるいは「聖霊降臨祭

の結婚式」で扱われた,結婚という儀式によって子孫を作りながら,それを基

盤にして営まれる社会生活から大きくはずれてしまっていることを,SWerVe

という単語は我々に強く意識させるのである。また「聖霊降臨祭の結婚式」が

いなかのハルから大都会ロンドソへの旅を通じて男女の結びつきを扱っている

のに対し,「ここ」では大都会ロンドンからハルへの旅を通して孤独を追求し

ていることを考えると後者は前者の陰画的性質を持っていることがより明確に

なろう。少し先にハルの町の描写があるが,そこでは新興団地の住人が自分達
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のほしい物を求めてトロリーバスでまっすぐな通りをやってくるが,ここでも

SWerVeとstraightが対照的に用いられていて,一般の人からこの詩の話者が

「それている」ことがほのめかされている。さらにロンドン中心の文檀からも

はずれ,社交界,大都市からもはずれて,彼は積極的な意味での充実した孤独

を求めて旅をしているのである。さらにSWerveで始まる分詞構文ほそれに対

応する主語がなく,中途で浮き上がった非文法構文であり,しかも,その分詞

構文は長い三つの分詞から成り立っている頭でっかちの構造をしているので文

自体(ひいては列車が,さらに詩人自身も)規範からはずれていることが浮き

彫りにされる。しかもその文は非常に長く,第四連の一行目まで続き,列車が

大きくカーブしながら,進んでいくさまが強調される結果となっている。

この列車の族は「聖霊降臨祭の結婚式」と同様に,窓の外の景色がパノラマ

風に展開される。とりわけ第一連では,英国の伝統的風景がロマンティックな

色彩を帯びて田園詩のように描かれている。

・・・SWerVlngtOSOlitude

Ofskiesandscarecrows,haystacks,hares,andpheasants,

Andthewideningriver'Sslowpresence,

Thepiledgoldclouds,theshininggu11-markedmud,

Gatherstothesurpriseofalargetown:

空とかかし,干し草山,のうさぎ,きじの

孤独な世界に向かってカーブすると,

幾重にも黄金の雲がかかり,かもめの足跡のついた泥がきらきら輝く河が

ゆっくりと流れながら川幅を増し,

突然大きな町に変わってしまう。

ところが第二連に入ると,トーンが変わり,ラーキンは時には皮肉を交えなが
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ら,(cut-price,tOtheirdesires,Cheapsuits)散文的に名詞を次々と羅列し,読

者の目の前にハルの町を浮かび上がらせている。観光地でもなく,中産階級を

思わせる地元の買い物客であふれるハルの町の様子を都会一田園詩風に,距離

を置きながら,テレビのカメラのように映し出している。

・‥五shy-Sme11ing!Pastoralofshipsupstreet,theslavemusium,/Tatoo-Shops,COn-

Sulates,grimhead-SCarfedwives;

通りには船がつながれ,奴隷博物館,入墨の店,領事館がたち並び,頭にスカーフ

を巻いたきびしい顔つきの婦人が歩いている,魚の臭いのする牧歌的な町。

ここが紛れもなく,彼の住むハルであり,彼が後に愛情をこめて,どこからも

遠いので好きだと言った所だ。9ここではラーキンはハルやハルの人々をある

時は愛着をもって接している(simpleは「素朴な」という良い意味で用いら

れている)が,全体としては,自分の授しい物を求めて郊外から中心街に押し

寄せて来る一般の住人を距離を置いて冷笑的にとらえているように思われる。

この時の描写ではdeadstraightlineのdeadが,理想的な孤独の描写に使われ

ている,横溢した生命力を表す動詞(quicken,thicken,且ower)と対照的に用

いられていることからも明かであろう。孤独を求めてさまざまな意味で大きく

それてしまった詩人は商業主義,物質主義がはびこるハルの町との間にも違和

感を感じ,ついには目的地であったハルの町も単なる通過点として通り越し

て,背後の海の方に想像の旅を続けるのである。ここで注意したいことは今ま

で列車の窓を通して写実的に皇示されていた外の景色が最後の連で想像の世界

のものに変質してしまったことである。

孤独への想像の旅は短い文からなり,前半の長い文と対照的である。詩人が

求める孤独の世界はハルの郊外の村から海の方に向かうにつれ,物理的側面が

希薄化してしまうのである。それでは彼が求める孤独の世界とはどんな世界だ
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ろうか。この世界はもちろん,単に寂しく死んだような孤立した世界ではな

い。積極的で「静寂が熱気を帯びて存在する」,生き生きとした世界である。

白熱したこの孤独の世界は生命力の横溢した状態を表す単語で呈示されている

(thicken,flower,quicken,peOpled)。しかしその世界はそれを探求している者

にしか見えない世界でもある。

‥.Hereleavesunnoticedthicken,

Hiddenweeds且ower,neglectedwatersquicken,

Luminously-peOpledairascends;10

‥.ここでは薬が人目につかず繁茂し,

野草も秘かに花開き,知られざる湖沼も生きづく。

光輝く虫が舞う大気が上昇する。

さらに進んで詩の終わりの場面では,積極的な孤独の世界は否定辞によって規

定され,もはや物質的側面をもったものではなく,はるか手の届かないつかみ

どころのない世界として措かれているのである。

‥.Hereisunfencedexistence:

Facingthesun,untalkative,OutOfreach.

‥ここに垣根のない存在が広がる。

手の届かない所で,太陽に画し,物いわぬ存在が。

この世界は「高い窓」にでてくる窓のかなたの何の拘束もない世界とさほど

異なってはいないのではないか。

Thesun-COmprehendingglass,

Andbeyondit,thedeepblueair,thatshows
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Nothing,andisnowhere,andisendless.

(太陽を包み込むガラス。その背後には,濃い青い空が広がる。何も示さず,どこ

にも存在しなくて,無限だ。)

上の引用でもはっきりと言われているように,彼の求めている世界はこの世に

は存在しえないものであろう。彼もこのことを充分承知していながら,それで

もやはり理想の孤独を探求せずにはおれないのである。このように見てくる

と,タイトルと最後の連で二回用いられている`here'ほ我々の耳にはアイロ

ニカルに響いてくるであろう。この世では得られないからこそ逆に詩人はあえ

て`here'と強がりをいわざるをえなかったのではないだろうか。ここにも我

々は詩人の屈折した心の動きを見るのである。

以上見てきたように,「聖霊降臨祭の結婚式」と「ここ」は列車の旅がもつ

芸術的な利点をフルに活かしつつ短編小説的な要素をも詩の中に織り込みなが

ら,結婚と孤独という人生において相反する生きざまを,光と影の両側面から

列車の窓の風景を通して,我々に呈示しているのである。
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