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岐阜大学教養部英語研究室

( 1979年10月11日受理)

Akira Yokoyama

A Re-lnterpretation

The Poet W ordsworth

ワーズワスは, H.Darbishireが指摘しているように, 凡そ50年に渡る詩人生活のうちで,

初期 10年 間 ( 1798- 1808) と それ以後に分けて, それぞれ異なったワーズワスとして, 評

価されるのが普通となっている。 前者は, 革命的, 急進的, 半無神論者的で, 真に詩人だり

えたが, 後者では, 保守的な正統派として教会と国家の擁護者とな り, 詩人というよ りは哲

学者 ・道徳家であったとみなされている。 ワーズワスが何故このように変貌したか, 特に詩

魂の衰退の原因は何か, 是迄しばしば追究されてきているが, 決定的な解答は得られず, 結

局, Darbishireの言 う ように, 詩神に見放されたからだ, と答える以外にはないようである。

ワーズワスの変貌は, 同じ く詩神に見放されはしたが, 見切 りよ く方向転換し成功したコニ

ルリ ッジと異な り, 北国生れの, 頑固な人間にふさわし く , 詩人を天職とすることに, 固執

した結果の悲劇であったと考えられようか。

ワーズワスの変貌と詩魂の衰退の原因は何であれ, 少く ともこの小論で推測されることは,

二人のワーズワスは最初からその種子が併存していたように思われるこ とである。 それは,

純粋な詩人としての面を追究していく とき, 彼自身の 「詩的性格」 に内在する必然的帰結で

あるよ うに思われるのである。

ともあれ, この小論は原因の追究ではな く , ワーズワスの詩魂にアプローチするこ とにあ

る。 彼は, 初期10年間とい う短期間ではあったが, 独創的で深淵な詩の世界を開拓した詩人

であったし, その門出のしるし とも言 うべき 「抒情民謡集」 (LyricaI Ballads) (以下 「民謡

集」 と略記する) は, 新時代を画する, 文学史上不朽の名を とどめている作品であるこ とは,

周知の事実である。

「民謡集」 は, 文学史上画期的な詩集と認められながら, 従来のワーズワス研究の本格的

対象とされることが少いように思われる。 特に, 詩魂の究明には 「序曲」 (ThePrelude) が

主要対象とされるのが普通である。 しかし, 「民謡集」 を再読検討してみるとき, 「序曲」 か

らアプローチされるのとは異なった, ワーズワスの詩魂の胚胎と発展の方向が, 確認される

のである。 この小論では, 「民謡集」の中の幾つかの作品を検討し, それ以後の, 特に名作と

言われている作品にも言及しながら, ワーズワスの詩魂の特徴と展開を検討し, 彼が純粋に
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哲学者でも道徳家で もない
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詩人であったこ と を, 実証してみたいと思 う。

2

喜怒哀楽は勿

( 1)

「民謡集」 の革新性は, 主題と用語にあったことは周知のことである。 即ち, 田園生活の

中の平凡な人物や日常的な出来事を詩の題材に選び, その表現手段として, 伝統的用語(poet-

icdiction) を 排 除 し , 田園生活 を営 む 人 々が実際 に用 い る言語 を 使用す る こ と に あ っ た 。 ワー

ズワスが詩の主題と用語を, このよ うに限定したことは, 詩法上の単なる新奇を狙ったため

ではな く , 彼の意図する詩の核心に触れる重要な意味を もっていた。彼は「民謡集」再版( 1800)

の 「序文」 の中で, 詩の主題を田園生活, 特に下層の生活の中から選択した理由を, 概略次

のように述べている。

このよ うな生活環境では, 他の環境に比べて, 人間の「基本感情」 (theessentialpassions

of theheart) が抑制 さ れ る こ と少 く , 平 明で 力強 い こ と ばに表現 さ れ る こ と , ま たご 人間

の 「基本感情」 (ourelementaryfeelings) が遥かに単純な状態で保たれ, 従って正確な観

察とその力強い伝達が可能であるこ と, また, 田園生活での風習は 「基本感情」 (those

elementary feelings) に根 ざ し て お り , 人 々の営む仕事 の性質上 , 理解 さ れ易 く , 且 , 持

続性をもっていること, 最後に, 田園の生活環境では, 「人間の感情」 (thepassionsofmen)

が 「自然の美し く永続的な形象」 (thebeautifulandpermanentformsofnature) と融和

している こ とである1)。

ワーズワスの挙げている理由の中で, 特に三つの点に注目したい。先ず第一は, 人間の「基

本感情」 とい うものを繰 り返し強調しているこ とである。 この感情は, essential, elementary

という語から推測されるように, 人間の内部に奥深 く ひそむ根源的な情動

論, 情念, 影情 といったものを も含む と考えてよかろ う。 更に付加えるならば, ワーズ

ワスはこの根源的情動を, 人間性の根源とみなしているのである。 このよ うに, 詩法上, 感

情を重視するとい う こ とは, 彼の詩が, 18世紀以来の伝統に対して180度の革新性を もつこと

をも意味する。 第二は, 詩の用語は, 「基本感情」の保持者が語る言葉が最も適しているとし

ている点である。 これが, ワーズワスの有名な詩語論の原点であるが, 彼は, 更に, 先に引

用した説明に続けて次の久うに述べている。 ・・・such a language arising out of repeated

experience and regular feeling is a more permanent and a far more philosophical

language than that which isfrequently substituted for it by poets, … これ は誠 に独 断的発

言である。 しかし, その是非はさて措 き, 彼の意図する詩の世界を知る上で, 重要な意味を

もっている と考えられるので, 発言通 り認めるこ とにしたい。 と ころで, ワーズワスが, 田

園生活者の, 而も下層の人々の話す言葉を, か く も高 く評価する理由は一体何であろ うか。

それは, 彼等が人為的な虚飾 (文化的教養もその一つ) とい う衣をまとわず, 「基本的感情」

の保持者であるからである。 とは言え, 一般に感情を表現する場合, それが根源的であれば

ある程, 言語による表現は不可能とな り, 沈黙するか或は身振 り等言語以外の手段に頼らざ

るをえないことは, 人々のしばしば経験するこ とである。 ともあれ, ワーズワスの一見極論

ともみえる用語論は, 後述するように, 彼の詩精神とも言える写実精神に支えられていたと

考えるられるのである。 第三は, 「基本感情」の保持者である田園生活者は, 絶えず, 「自然」

と交流しているとい う点である。 「自然」 とは直接目で見, 耳で聞 く具象化された自然の形象

であ り, 且, その中で生活する人々が, 社会的地位や交際範囲を限定され, 社交的虚飾を必

要とせず, 思想感情を単純素朴に伝達できる環境としての 「自然」 である。



この詩の物語 りの要点は, 神の裁きが, 盗みを働い“Goody Blakeand Harry G111”

以上の三点は, 既に明らかな如 く , 根底において, 互いに, 関連し合っているこ とが分る

であろ う。 これらは, 謂わば一つの根か ら生じている幹であ り枝であ り葉である。 この根と

は, ワーズワス自身による人間存在の根源的自覚である。 ワーズワスの革新的詩法は, 全て

この自覚に基いている。 これらの詩法の具体化として, 以下 「民謡集」 の中の幾つかの作品

を取 り上げて考察してみよ う。
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”T heldiot Boy”

に共感するかの如 く , 真冬の冷たい月は益々冴えGOOdyの祈 り

た Goodyに味方し, 盗みの現場を押えた Harryには天罰を課す, とい う逆説にある。Goody

は独 り住いの極貧の老女である。 然し, 何一つ不平をも らさず, 文字通 り 「造化にしたがい

四時を友と して」 暮している。 厳冬で乱 Ohjoyfor her ! と詩人が共感するほど, 彼女に

は恵みがある。 冬の風は肌刺す冷たい強風ではあるが, 枯枝を運び, 彼女に薪を供給して く

れるからである。天の配剤と言 うべきか。ある冬の夜, 彼女は, 厳寒に耐えかねて, Harryの

屋敷の生げ垣に落ち枝を拾いに行 く。 かねて目星をつけていた Harry (強健な若者である)

は, 彼女を捕えるべ く , わざわざ, 暖炉を離れて寒中に出て行く。現場を押えられた彼女は,

若者に腕を とられたまま, 神に祈る。「この男にもぱや暖をお与えくださいませぬように」 と。

この祈 りにこめられた彼女の情念は, 将に万物を氷結せしめずにはおかない力を発揮する。

The cold, cold tnoon aboveher head,

Thus on her knees did Goody pray,

Y oung H arry heard what she had said,

And icy-cold he tumed away.

呪誼 と言 うべきか

わた り, その冷気は若者にも席透してい く。かく て Harryはこの冷気から年中抜けられな く

なる。一老女の情念を核に, 万物が氷結する清冽な世界の出現とでも言えようか。Darbishire

は, この場面を, 「恰も現実のベールが剥取られ, 別次元の無窮の世界に立だされているかの

よう」 であると述べている。 別次元の世界を, 我々は, 一老女の情念とい う 「基本感情」 を

通じて見るこ とができる。 これは, 人間の理知がっ く り出す合理的規範では, 律しえない世

界である。

「民謡集」 には, GoodyBlakeのよ うに極端な貧窮者か, 或は愛する男や良人に捨て られ

た女や母親, 孤立無援の老人, 更には白痴の子供など, 実利社会においては無用な存在とも

言える人物が, 主題とされた作品が多 く ある。 ワーズワスがこのような人物を主題と してい

るのは, 嘗って彼がフランス革命に狂奔 したことから推測されるように, 政治 ・社会の改革

を訴えるためではない。 ”GoodyBlakeandHarryGiII”でみた よう に, 実生活上極限状況に

おかれた人間の抱 く情念, 彭情などを通 じて, 人間存在の根源を凝視せんがためである。 そ

れは, 人間救済という観点に立てば, Goobyにみられたよ うに, 現実の改革によるのではな

く , 現実はそのままにして, 救済し う る とい う謂わば, 消極的人間救済に結びつ く ものであ

る。 これについては後に詳述すること となるであろ う。

馬に乗せても ら った知恵遅れの少年は, 馬が歩き始めるや, 嬉 しさ

急病の隣人を救 うために父親に代って医師を呼びに行

の余 り, 馬を御すための操作を忘れて し ま う。 一切の動きを停止して, ひたす ら喜びに浸っ

ているかのよ うである。 Themoonthatshinesabovehishead/ lsnotmorestill andmute

than he. と ワー ズ ワス は歌 う が , こ の単 純平 明 な詩 句 の中 に は, 所謂筆舌 に轟 し 難 い , 少年

の深い喜びが, 力強 く表出されている。 少年が忘却するのは, 馬を御すこ とだげでない。 母

親に依頼されていた大切な目的

をも忘れてしま う。彼は, 実生活に不可欠な, 実務遂行という義務から解放され, 「自
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然」 と相い和し喜びの権化となる。 彼は, 知恵遅れという悲運を除去することな く , 寧ろ逆

に利用する ことにより, 自由解放の喜びに浸るこ とができるのである。 このように, 知恵遅

れの少年が浸ることのできる喜びの世界は, 明らかに次元の異なった世界ではあるが, 幻想

世界ではな く , この地上に明確に示現される世界である。

この作品は, また人間の愛情についても語っている。 母親は, 少年が行方不明になったと

判断し捜索に向うが, その時, 動けなかった病人自身も起き上って捜索に加わるのである。

この二人の女性にみられる少年への愛情とは一体何であろ うか。 合理的解釈を超えた神秘で

あ り, 誇張 して言えば, 鬼神を も泣かしめるもの, と しか言いよ うのないものである。GOOdy

の祈 りにもみられたよ うに, 詩人ワーズワスは, 人間の根源的情動には, 人知では測りえぬ,

鬼神を も泣かしめる 「力」 が内在していることを自覚し, それを, 現実社会では存在を否定

されかねない人間に, 実証しよう としているのであろ う。 これは, 人間が如何に苦境に立だ

されても, それに打ち負かされる存在ではない, とい う ワーズワスの人間観にも結びつ く も

のである。

ワーズワスが詩の主題に, 極限状況にある人物を取 り上げているのは, 上述の二つの作品

でみたよう に, これらの人物が示すさまざまな感情が, 人間性の根源を凝視するのに好都合

であったか らであろ う。 然し, それは同時に, 実生活上のワーズワス個人の問題にも関連し

ていたと考えられるのである。 周知の如 く, ワーズワスは, フランス革命と不幸な恋愛事件

を通じて, 彼自身, 極限状況を体験していた。 作品中のあのよ うな特殊な人物の設定とそれ

への共感は, 自身の問題を克服するための方法でもあった。 それは, GOOdyや知恵遅れの少

年にみたよ うに, 極限状況そのものを除去するのではな く , その状況に沈潜したままで自ら

60 横 山

とい う意味で, 消極的克服とでもい うべきである。

( 2)

を救 う 「自然」 の共感を得て

ワーズワスは一時, 「政治的正義論」 (Political Justice) の著者である社会改革者 William

Godwin に心酔したが, やがてその夢も破れ, 自らの不幸な恋愛に絡む倫理的未解決問題と

も重な り, 益々精神的窮境へ追いやられること となる。 当時の彼の精神的打撃は, 合理的に

解決されう る性質のものではなかった。「民謡集」の作品の中の, 極限状況に沈潜する人物は,

将に彼の分身である。 ワーズワスは, これらの人物を描きながら, 自らの極限状況を克服し

よう とする。 その方法は, 理性ではな く心情を基盤とすることである。 心情こそ, 人間と自

然を結びつける契機であ り, 窮境に沈潜したまま, 自らを救済し うるのである。 ワーズワス

が, 人間の根源的情動に着目した理由はそこにあ り, それを基盤とする人間救済法は, その

まま彼の詩法に結びつ くのである。 前時代において, 人間個人の感情, と りわけ情念や俗情

などは, 理性に劣るものと して, 詩の世界から排除されていたこ とを思えば, 「民謡集」 は,

将に時代を画する詩集であった。

ワーズワスが, 人間の根源的情動に着目し, それを根幹と した世界を詩に表現しよ う とす

るとき, 最 もふさわしい言語として, 伝統的詩語を排し, 田園生活者の話す単純平明な言葉

から選択し, 実際に使用したことは当然であろ う。 言葉は, 表示的意味の単なる伝達手段で

はな く , 発話者の思想感情の総体を表出するものであるからである。特にワーズワスの場合,

「基本感情」 を根源とする世界の表現が目的であるから, それにふさわしい用語は, その感

情の保持者の話す言葉か, 或はその感情に密着した, 単純素朴な言葉でなければならない。

然し, 一方, ワーズワスが, 詩の用語に, 田園生活者の実際に話す言葉を用いることを主張

4
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As if he strove to be a man,

しているのは, 彼が常に, 対象に対して即物的, 写実的にアプローチしよう とする, 写実精

神に徹した詩人でもある, とい う こ とを忘れてはなるまい。 以下, 彼の詩の用語について,

具体的に検討してみよう。

Goody Blake を描写 し た 詩句, Then at her door the canty dame / W ould sit, as any
-

linnet gay. ( 下 線筆者 ) の中の canty と い う語 は, ス コ ッ ト ラ ン ドや北 イ ン グ ラ ン ドで 用 い

られる方言であるが, イングラン ド北部の田園地方に住むGoodyの土着性を表現するには,

普通の語の cheerful, lively, brisk などより毀かに適切であろ う。 また, ”Lineswrittenin

Early Spring” と い う詩 の中で , notes を thoughts と rhyme さ せ , notes は明 ら か に nawts

と発音されているが, この発音は北部イングラン ドの誂 りであると言われる2)。 このよ うな語

のもつ土着性は, ワーズワスの意図する詩の世界に, 有効であることは言うまでもないであ

ろ う。

ワーズワスは, 作品を後になって推敲し, 改訂することの多かった詩人である。 「民謡集」

においても例外ではない。 その幾つかを取 り上げてみよう。 ”TheComplaintofaForsaken

lndian W oman”の中の詩句 ,

W hen from my armsmy babe they took,

0n mehow strangely did he look!

Through his whole body something ran,

A most strange something did l see:

That he might pull the sledge for me.

And then he stretched his arms, how wild!

Oh, mercy! like a littlechild, ( 下線筆者)

これは, 死期の迫った女が, 我が子を他の女達に引き取られる瞬間に抱いた, 子への情動を

描写した句である。 後年, somethingはworkingに, littleはhelplessに改訂された。 この

改訂により, 子を思う母の, 万感胸に迫 り, 言葉とな りえない深い情感は, 冷静な傍観者が

抱く憐欄に変ってしまったように思われる。改訂前のsomething, littleという単純平明な語

のもつ直截性は完全に失われている。

”The Thom”の中の詩句

I ’ve measured it from side to side:

’T is three feet long, and two feet wide.

は, 次の如 く全面改訂された。

Though but of compass small, and bare

To thirsty suns and parching air.

前者は, ワーズワスの詩の欠点の一つ triviality の典型と して, しばしば批評家に指弾され

る詩句である。 全 くその通 りであろ うか。 この詩句は, 荒涼と した風景の中に点在する物の

一つ として, 何の変哲もない池を即物的に描いたものである。 そしてこの池は, 作品全体か

らみて, その場所に存在するこ とに意味があるのである。 改訂された句の池は, 意味あ りげ

に粉飾されたため, 存在感を弱めてしまっている。 この詩の主題を吟味してみよう。Martha

とい う哀れな女 (愛を誓った男に裏切られ, みごもっていた子供をも失った女) は, 苔に覆

われ地中に埋められそ うに曲った醜い老鹿木と, 小さな池と, 小さな新しい塚 ( こ こには女

の子供が埋葬されているこ とが暗示されている) との間に坐し, 明けても暮れても, 雨の日

も風の日も, 唯ひたすら悲痛な叫びOhmisery!を繰 り返す。彼女は, 山頂で嵐に逢う旅人に。

5
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恰好な避難場所とたって くれそ うな岩 (juttingcra齢 でで もあるかのよ うに坐っている。 苦

悩に打ちひしがれた彼女の救いは, 岩のよ うになって, 荒涼と した景物と共に, 唯々坐って

いることである。 彼女の苦悩の共感者は地上の自然物のみではない。 天空の月や星も, 風さ

えも, 彼女の苦悩に共感するかのようである。 一女性の苦悩を中心に, 天地の自然物が互い

に交流して造 り出す世界は, 誠に荒涼寂寞 と してはいるか, 平安に満ちた世界である。 ワー

ズワスの意図は, このような世界を歌 う こ とにあった。その世界では, 自然の景物は全て wild

なものでなげればならない。 池もまた然 りである。 できる限 り wild な状態で, 唯存在する

池でなければならない。 勿論, 改訂前の句そのものが秀れた表現だ とい うのではない。 指摘

されるよ うに, 陳腐とい う批判はまぬかれないが, 少 く とも改訂後のものと比較して, 詩的

効果は大きいと考えざるをえないのである。

今一つ, ”TheThorn”の中の他の場面での詩句改訂についてひと言ふれておきたい。 それ

は, 上述の女が, 男と初めて愛を誓った時の, 女の喜びを写した詩句である。

And shewasblithe and gay。

And shewas happy, happv still よ

下線部の二行が

W hile friends and kindred all approved

Of him whom tenderly she loved.

に改訂されている。 両者を比較すれば, 前者の方が, 特に, happy とい う単純平明な語の繰

り返七は, 女の喜びが, 言葉に表わし難いほど強いものであるこ とを, 単刀直入に読者に伝

える, 不思議な参透力を感じ させる。 言葉のもつ参透力とい うか, 一種の魔力は, ワーズワ

スの場合, 人間の根源的情動を核と して, 人間と自然との共感, 交流の世界を創造しよう と

するものであるが故に, 詩の生命である。 ワーズワスの表現改訂は, 悲 しむべきであったと

言わざるを えない。

ワーズワスの詩法を支えているものは, 写実精神であると言えよう。 写実とは彼にとって

何であったであろ うか。 「民謡集」を初めて世に問うてから凡そ20年後, その1815年版の序文

の中で, ワーズワスは, 詩作に必要な能力に言及し, その一つに観察力と描写力を挙げ, 次

のように述べている。 「対象をあるがままに正確に観察し, その対象を, 叙述者の心中にある

如何なる感情にも左右されるこ とな く , 忠実に描写する能力3)」であると。 こ こに言 う写実は,

単に対象の客観的模写を意味しているように思われるが, ワーズワスの場合↓後述する 「想

像力」 (imagination) と重ね合わせてみれば, 明らかに, 実相観入とい うべきもめである。

ワーズワスの述べているよ うに, 対象を主観をまじえず, あるがままに観察するとい う こと

は, 対象を覆っているベールを排除し, 対象の核心に迫ると同時に, 観察の主体も, 自己を

覆っているベールを脱ぎ捨て, 自己の本源に立ち帰るこ とでなければならない。 その時初め

て, 主体と客体との共感, 交流が可能となる。

ワーズワスにとって, 対象の根源に迫る場合, 主体が脱ぎ捨てねばならぬ最大のものは,

合理的思考であった。 ”TheThorn”の中で, 語 り手が読者に推理させるように, 人間の定めた

理法に従えば, 女主人公は, 嬰児殺しの容疑者と して, 法の裁きを受けねばな らないであ

ろ う。 それが彼女の救済とならないこ とは, 既にみた通 りである。 また, ”Anecdote for

6
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Fathers”の少年のよ うに, 合理的説明の不可能な心情的問題に対して, 父親の”Why?” とい う

執拗な問いに, 少年は, 止むな く嘘をつき辻棲を合わせるこ と となる。 対象を理解するため
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を捨て, 対象と一体化せねばならない。 それ

7

には, 主体が先入観 特に合理的思考

は, 主体を 「無」 の状態にする こ とである。 ワーズワスが, 作品中の極限状況に沈潜してい

る人物の情感を, 憐欄 とは異質の, 人間に根源的情感 と して, 詩に表現し えたのも, それを

実践 したからである。 自己を 「無」 にし, 対象に参入し, 対象の心を心と し えた詩人である

とい う点では, ワーズワスも, キーツと同質の 「詩的性格」4) (poeticalcharader) の詩人で

あった と云えよ う。

とは言え, ワーズワスは, 最初から実相観入の詩人として出発したのではなかった。「民謡

集」 以前の作品, ”DescriptiveSketches” ( 1791- 1792) にみられる よ うに, 彼は, 最初, 18

世紀の JamesThomsonや William Cowper の系譜に属する, 純粋に写生的作品を書いて

いる。彼が客観的写実から, 実相観入へと深ま りをみせるのは, 「民謡集」以後凡そ10年間で,

特に 「民謡集」 以後の作品に, 顕著である。 ワーズワスの場合, 写実から実相観入への契機

は 「想像力」 であ り, この 「想像力」 について, 実相観入との微妙な絡み合いを, ワーズワス

自ら語っているが, 彼の詩の世界を明らかにするため, 彼の言 う 「想像力」 を考察してみよ

う。

ワーズワスによれば, 詩人は, 対象を即物的に, 写実的に凝視し, その本質に迫ると同時

に, 対象を, その対象に固有な属性を抽出した り附加した りして, 変容し, 対象のimageを

作 り出す。 imageは, 単独のこ と もあれば, 複数の場合もある。 後者の場合, imageは互い

に結び合い, 一つの有機体へと統合される。 このよ うな統合過程を とる推進力が 「想像力」

(imagination) である と言 う5)。 この過程は, 例えば, ある理念 (或は固定観念) とい う一

つの原型があ り, それに基いて, 各部分が機械的に組立て られてい く のではな く , 植物のよ

うに, 幹, 枝, 葉など各部分が, それぞれ固有の働きを しながら, 互いに関係し合い, 一本

の樹木とい う全体に統合され成長する過程である。 従って, ワーズワスの場合, 「想像力」は

「創造力」 (creativefaculty) である と言って よかろ う。

ワーズワスは, この 「想像力」 について, 彼自身の作品 “Resolutionandlndependence”

(1802) の最も重要な場面に例を と り, 興味ある説明を している。 即ち, 「石は, あざら しに

似せるため, 生命のよ うなものが付与され, あざら しは, 石と同化させるため, 生命感が幾

らか奪い去 られている。 あざら しの imageを このよ うにしたのは, 石の imageを, 老人の

姿態に類似させるためである。 老人は, 生命の徴候の多 く を奪われていて, 石 と結ばれ, 合

体しているように見えるのである6)。」 と。これは, ワーズワスの 「想像力」が, 無機物 と有機物,

静と動, 死と生とい う二元存在を, 互いに結びつけ, 一元化する 「力」 と して働 く こ とを,

見事に説明している。 「決意 と独立」の中の詩人 ワーズワスは, 現実社会における自己の将来

を思い, 不安, 失意, 貧困, 孤独等, 「生」の否定要因に悩んでいる将にその時, 天啓の如 く,

老人に出会い, その老人を通して人間世界と自然界が結び融和する世界一 「民謡集」に既に

みた と同質の平安の世界一 の存在を 自覚し, 安心立命 して決意をあらたにするのである。

かくて, ワーズワスは, 写実精神, とい うよ りは実相観入によ り, 示現する世界, 二元存

在が一元化される世界に参入するこ と となる。 その世界は, 既にみてきたよ うに, 人間の根

源的情動 とい う心情に, 源を発するものであるから, 心情の動きに応じて, 幅広 く且深 く ,

人間自然の万般に展開されるこ と となる。 それがワーズワスの詩の世界であった。

Cuckooは, 過去 と現在を一元化 し, 水々しい生命と喜び, 愛と希望の常住する世界が,

この地上に存在するこ とを, 詩人ワーズワスに実感させた (TotheCuckoo 〔1802D。また,
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「一片の雲」 の如 く歩 く詩人の孤愁は, 咲き出た 「水仙の大群」 と, 「微風」 と, 「湖水の波」

との交流に, 詩人も 「仲間」 と して加わることにより, 歓喜に輝 く世界へと吸収されていっ

た (l wandered lonely asacloud. 〔1804〕) 。また, ウェ ス ト ミ ンスタ ー橋で眺める大都市口

ン ドンは, 喧噪の始まらぬ朝の静寂の中に, 恰も, 大自然の生命の鼓動を回復し, 活動を開

始したかの如き相貌を呈に 改めて, 自然界の根源は悠久の生命であることを実感させるの

である (ComposeduponWestminster Bridge 〔1802D 。 また, 若 く して世を去っ た, 嘗っ

ての恋人 Lucy は, ワーズワスに, 自然に生れ自然に生き, 自然に還る, とい う人間の一つ

の生き方の典型を実感させた (一連のLucypoemsと称される詩 〔1799〕, 特に, ”Shedwelt

amongtheuntroddenways”どASlumberdidmySpiritSeal”)。

Lucyは, 単調で貧しい田舎生活から離れるこ とな く , 都会生活を夢みるこ と もな く , 謂わ

ば, 無常の世界を, 無常のままに一生を送った人間である。 死後の彼女の行先は, 神の懐で

もな く , 天国でもない。 ただの大地である。 大地に在る草や木や岩と一緒に, 日夜, 天体の

運行を繰 り返しているに過ぎない。 このワーズワスのLucy観に, 我々は, 一種の「あわれ」

(憐欄ではな く , 自然に生れ自然と共に生きる人間の根源的情動としての「あわれ」) を感じ

ると共に, 骨太い死生観が腰を据えているのを感じ さえするのである。 ワーズワスのこの死

生観は, キ リス ト教の伝続からみれば, 異質であ り, 日本人の伝統的死生観を思わせるもの

である。

Lucy poems と 同質 の世界 を 歌 っ た作品の一つ に ”The Solitary Reaper” ( 1803- 1805の

間の作品) を挙げることができる。 ワーズワスは, 旅の好きな詩人であった。 旅は, 一般に,

人間に何を提供してくれるものであろ うか。 少 く とも, 旅は, 人間を自由にすると同時に, 頼

るべき固定物を持たぬ孤立無援者にする。 旅人は, 将に 「一片の雲」 となる。 それは自己を

無常の世界にさ らすこ とである。 旅は, 常住の世界を夢みることな く , 無常の中に生きつづ

ける覚悟を固めさせる機縁ともなる。 ワーズワスは, ス コ ッ トラン ドの旅で, 唯一人麦刈り

にいそ しみながら口ずさむ, 一女性の歌声を耳にした。その声にこもる哀感は, 彼に Thest111,

sadmusicof humanity. つ ま り , 「 も ののあわれ」 を感 じ さ せた ので はなかろ うか。 詩人 ワー

ズワスにとって, 乙女の歌声は, 一個人の肉声であると同時に, 谷間全体に満ちあふれる「自

然」 の固有の音ともなる。 この 「人間」 の声兼 「自然」 の声を耳にしながら, 詩人は, 現実

空間を大き く飛翔して, 遠いアラビヤの砂漠や北海の孤島での 「自然」 の声と人間とのかか

お りを思い, また, 過去, 現在, 未来にわたって, 繰 り返えされてき, また, 繰 り返えされ

るであろ う人間のもろ もろの営みと, 乙女の 「哀歌」 とのかかお りを思 う。 乙女の歌 う歌は,

将に 「無常」 の象徴である。 然し, 詩人は, 「無常」 に涙することな く , また, それから脱出

しよ う とも しない。 唯乙女の歌声を心静かに胸に受けとめながら, 静かに去って行 く。 それ

は, 無常に生きる覚悟を決めている人の姿である。 一介の旅人と しての, この時のワーズワ

スの心境は, Lucy にみた死生観にも通じていると言ってよいであろ う。

( 4 )

最後に, ワーズワスの詩の世界を, 芭蕉のそれと関連させて考察しておきたい*。

芭蕉の俳諧の美的理念の一つは 「わび」 であった。 「わび」 は, 純日本的美的理念で, 異文

化の外国人には理解され難いものとされている。 ワーズワスは, この 「わび」 の世界に, 可

成り接近した詩人であった と考えるこ ともできる。 勿論, 限界があったけれども。

ワーズ ワス は, 0 de : lntimationof lmmortality ( 1802- 1806) の中で , Thecloudsthat
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実利社会では,の中の詩人ワーズワスであった。その時, 彼は, 天啓の如 く , 一人の老人
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gather round the setting sun / Do take a sober colouring from an eye / T hat hath kept

watch o’er man’smortality ; ( 下 線筆者 ) と述べ , 人生 の無常 を 知 っ て , 少年 の頃 と は異 な っ

た, 深い自然とのつながりを得たこ とを述べている。 これは, 具体的な詩の世界に即して言

えば, “TotheCuckoo” に代表 され る詩の世界か ら, “TheSolitaryReaper” に代表 され る

世界を歌 う詩人となったこ とを, 告白したものと考えられよう。

と こ ろで , man’s mortality と は何で あ ったか。 ワーズ ワス に と っ て , それは抽象的観念

ではな く , 現実に個々の人間が直面し処理しなければならない具体的な問題であった筈であ

る。 人間が自己を凝視して, 不可避的に逢着せざるをえない現実は 「死」 である。 この宿命

は, 人間に, 存在の無常性と, それに伴 う不安, 失意, 孤独等, さまざまな 「生」 の否定要

因を誘発せしめる。これを如何に解決すべきか。将にこの問題に逢着したのが, 『決意と独立』

実利社会ではその価値を否定される

9

に出 くわす。 この老人は, 既明らかに, 賤業とみなされる蛭取 りを職 とする孤独な老人

にみたように, 半ば人間, 半ば石と言える存在, 即ち, 人間と 自然とい う二元世界が, その

まま連結している一元世界に, 悠々自論の生活を送っている人, 生死を超えて生活している

人と して, 彼の眼に映じたのである。 この老人は, 彼に, 決意をあらたにさせるのであるが,

その決意とは何であったであろ うか。 それは, 単純な倫理の問題, 教訓として, 抽象化され

るべきではなかろ う。 詩人ワーズワスの決意は, 以後, 彼自身, この老人と同質の立場

に立ち続げるこ とで なければならない。この老人を

「無常の現実の象徴」 として, 同質の現実生活或は想像生活(plainliving, andhighthinking

の生活) を, 徹底して実践するこ とでなければならない。 極言すれば, 芭蕉のように, 実利

の生活を捨て, 「造化にしたがい四時を友とする」生活, つま り, 芸術と生活を一体化しなげ

ればならない。 それが, 詩人ワーズワスに要求される, 新しい決意ではなかったろ うか。

「わび」 とい う言葉は, 語源的には「本来, 失意, 窮乏等の不如意な感情を示すものであっ

たが, 中世の和歌, 連歌に到って, それら失意, 窮乏に対する諦念としての「わび」 にな り,

さ らに茶道に導入されて, 美的積極的価値を与えられた7)」 と言われる。 「わび」 とい う美的

価値が, 現実生活での人間の失意, 窮乏に源を持つと考えれば, ワーズワスも, Lucypoems

や”TheSolitary Reaper”の作者 で あ る こ と を勘案すれば, 「わ び」 の世界の, 少 く と も , 戸

口に立っていた と考えられな く もない。 前述已だよ うに, ワーズワスも, 決意をあ らたにす

るし方によっては, あの老人に象微される孤独, 貧困, 失意等, 実利社会にあっては価値と

認められないものを, 積極的な価値と認め, 彼の詩の世界を, Lucypoemsや”TheSolitary

Reaper”につながる, 一層深みのあるものへと, 発展させるこ とができたのではなかろ うか。

彼は, 既に 「民謡集」 の中に, ”01dmanTravelling”という, 老人を主題とした, スヶ ツチ

風な短詩を書いている。 その老人は, 明らかに, 丁枯淡」 と形容し うる, 一種の悟 りをえた老

人である。 この老人の相貌は, 深い安らぎとそれにふさわしい美を象微し, 将に, 老人なる

が故の負価値が, 積極的美的価値と して描かれている。

ワーズワスは, 各地を旅し, 住居も都市に求めず, 山間の僻地を選び, 終生, 自然を友と

して過したが, 実生活の面では, 芭蕉 とは全 く対照的であった。 特に, 1802年の秋, Mary

Hutchinsonと結婚し, フランス革命にまつわる精神的激動に終止符を打ち, その余韻も, 時

と共に消えて, 次第に幸福な家庭生活を営む身となった。 実生活が幸福に安定してい く につ

れて, ワーズワスは, 別人のワーズワスへと変貌していったよ うである。 これは√あるいは

時間的な偶然の一致かも知れないが, 事実とすれば, ワーズワスの詩の世界が, 現実生活と,

如何に深 く関わ り合っていたか, その深さに, 改めて驚かざるをえないのである。 とは言え,
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ワーズワスの詩魂の衰退の原因を, 彼の幸福すぎた家庭生活と自然環境にのみ, 帰するわけ

にはいかないであろ う。 この小論では, 触れる余裕がなかったが, 「民謡集」において, 既に,

別人のワーズワスが顔をのぞかせているのである。 ”ExpostulationandReply”, ”TheTa-

blesTurned”, ”T omySiSter”な どには, 明 らかに, 別人の萌芽 と も言 うべ き , 教師的, 道

徳家的熱意が覗われる。 また, ”LineSwritten in early Spring”では, 人間と自然とを, 対

立する二元存在としてと らえ, 人間と社会の改革を意図する政治家的姿勢すらみられるので

ある。 これらのことを勘案すれば, 二人のワーズワスは, 最初から併存していたと言えない

であろ うか。 とすれば, 彼の詩魂の衰退の原因は, 彼自身の 「詩的性格」 の中に, 内在して

いたとも考えられよう。 ともあれ, 「民謡集」出版から凡そ10年間のワーズワスは, 詩の伝統

に, 新しい領域を開拓し, 特に, 人間と自然との関わ りの面では, イギ リス文学史上, 他に

追随を許さない, 深い世界を表現した, 秀れた詩人であったことに変 りはない。
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