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彰横 山

Keatsに おけ るhumanism

(1971年10月30日受理)

(i)

Keatsが唯美主義 (aestheticism) 的傾向に無類の詩才を発揮する反面, 恰もその詩才の

転換を 自らに迫るかの如く , 人道主義 (humgnitarianism) 的方向に詩才の展開を願卜, そ

こに詩人の理想像を求めよう と して卜だことぱ周知のことである。 前者から後者へ脱皮を願

う彼の姿勢は, 初期の “Sleep and Poetry” と後期の “The Fall of Hyperion” の両作

品の中で, 詩人の倫理の問題と して, 直接表明されてお り, 終生一貫してもちつづけられて

卜だと言ってよかろ う。 しかしだからと言って我々は直ちに彼が人道主義の詩人でもあった

と断定することぱできな卜。 彼が真に人道主義の詩人でもあるならば, それは抽象論によっ

てではな く , 具体的な詩によって実証されなければならな卜。 我 読々者は実証された作品を

求めるとき困惑せざるをえな卜であろ う。 我 は々, 彼の作品の多く に, 彼が一貫して抱きつ

づけた程には人道主義の側面を発見七えず, 寧ろそれを埋没せしめる程に耽美主義的傾向に

圧倒されるからである。 そ して彼の場合耽美的傾向は, それが強められる とき, 彼を して人

生忘却の度合卜を深めさせ, 人道主義とは逆の方向へ誘う力とな って卜る。 そこで我々は,

Keatsの人道主義への脱皮は気質的に不可能であったか或は将来の問題であ り, 現実におけ

る彼の真価は唯美主義的方向にあると考えざるをえな く なるであろ う。

確かにKeatsは真摯な姿勢にも拘わらず脱皮することはできなかった。 否, 誤解を防ぐた

めに, 寧ろその必要はなかったと言うべきかも知れな卜。 とすれば彼は何故あのような姿勢

をと ったのかと卜う疑問が残るが, これにつ卜ては後にふれるこ と となるので, ここでは,

それは極めてKeats的な意味を も って卜た と卜うにと どめておきだ卜。 と ころで彼が人道主

義の詩人へ脱皮しなかったと卜うこ とは, 彼が唯美主義の詩人とな り人生問題に背を向けた

ことを意味するものではな卜。 それは彼が詩人と して人生への対処の仕方を人道主義の方向

に求めなかったと卜うこ とにすぎな卜。 彼は友人にあてだ幾つかの手紙の中で, 同時代の優

れた人道主義の詩人と してWordsworthにしばしば言及しているが, 彼はWordsworthとは

異なった方向で, Wordsworthに優ると も劣らぬ人生への深卜理解を示 し, それを詩に具体

化して卜るのである。 彼の人生への理解は人道主義的なそれではな く , 寧ろ人道主義が基盤

とする人生そのものをあるがままに受容 しよ う とする極めて realisticな ものである。 この
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人生態度を humanismと名づけるならば, 詩人Keatsを根底において支え七いるものはhu-

manismである。 彼が示す脱皮への姿勢はhumanismに由来するものであ り, その点を考え

れば, 彼の姿勢の意味が明らかになるであろ う。この小論ではKeatsの根底をなすhumanism

を考察し, それが作品にどのように具体化されているかを主要作品につ卜て眺めてみること

に し た い。 △

彰横 山

彼は目を さま像」 と 「真」 との関係を, 「想像はアダムの夢にたとえることができます

2

②

Keatsは, 純粋に, 「想像」 (imagination) を詩創造の基盤と した詩人であった。 純粋に

と卜うのは, たとえば同時代の詩人 Wordsworthが, Keilts自身の言葉によれば,1 「想像」

と 「思想」 (thought) に依存するて複雑な心」 (a comPlex mind) の詩人であったのに対し

て, 彼は 「思想」 を排除し純粋に 「想像」 のみに依拠する 「単純な心」 (a simplemind)

の詩人であったという意味である。 「想像」 を詩創造の基盤とするという こ と自体は, Keats

に限られたことではな く , 英国十九世紀初期の浪漫派詩人に共通する最大の特徴であった。

そこでKeatsの 「想像」 を考察する前に, 彼の個性を明らかにする意味からも, 浪漫派詩人

に共通な特徴としてのimaginationについてふれておきたいズ
浪漫派詩人による imagination重視は, 過去凡そ一世紀聞英国に支配的であった思想, J・

Lockeの経験主義思想に対する反省とい う歴史的意義を もっていた。 Lockeの経験主義思想

は, 精神に対する知覚経験優位の思想, つま り精神は知覚経験に対して常に受動的であ り,

白紙に等しいと し, 従って精神は知覚経験によ り形成され, 精神そのものには自発的能動性

を認めない思想であった。 これが十八世紀の古典主義文学の土壌を提供して卜たのであるが,

浪漫派詩人はこれを修正して, 精神に自発的能動性を認め, 逆に知覚経験に対して精神の優

位を認めるのである。 自発的能動性を与えられた精神の活動が, 彼等の言う imaginationで

あ った。 imaginationは知覚経験を基盤 と してはいるが, それに制約される こ とのない自山

な創造的精神活動であるがため, Blakeにみられる如く経験世界の背後に realityを把握す

る直覚力 (intuition) と もな り, Wordsworth, Shelleyにみられる如く Platonismに結び

つ く可能性を もも って く る。 一方 imaginationは, 知覚経験を重視したLockeの思想の発展

とい う側面をもって卜るため, 必ずしも径験世界を無視するとは限らな卜。 英国浪漫派詩歌

が, 浪漫的という一般概念から想像される程には, 現実遊離して卜な卜ゆえんである。

さてKeatsの場合のimaginationを考えてみれば, それは感覚経験世界の背後に直接real-

ity を把握する直覚力と して働 く こ とはせず, 経験世界そのものを対象と し, その世界の多

様性を開示する力と して働き, 同時に背後の realityに間接的に接近し うる力と もなると卜

う, 極めて複雑な性格をそなえたものである。 彼のimaginationは背後の reality よ りも,

感覚経験世界の現象そのものを重視する点に特色がある。

このKeatsのimaginationにつ卜て, 彼自身, 友人にあてだ手紙 (To B. Bailey. Nov. 22,

1817) の中で, 述べているので, それを参照しながら今少し詳し く 考察してみよう。

彼は先ず, 好きな思索 (favourite speculation) は, 「真」 (truth) を 「論理的推論」

(consequitive reasoning) よ りは, 「想像」 ( imagination) に よ り知 る こ とである と述べ,

彼が 「想像」 に依拠する詩人であるこ とを明らかにしている。 ここに言 う 「真」 とは, Keats

は説明していないが, 一応 Platonismの「実在」 と考えてよかろ う。 彼は更に説明して, 「想
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した時それが真であることを知 りました」 と言卜, 一方 「論理的推論」 と 「真」 との関係に

つ卜ては, 「卜かに偉大な哲学者と卜え どもy幾つかの異論を退けることな く 目的地に到達し

た人はあ りません」 と述べて卜る。 この二つの比喩から, 「想像」 は取捨選択をせず, あ り

のままを 「真」 とみなす という こ とがわかる。 あ りのままとは, 現実世界そのものであ り,

現実世界ぱプラ ン トの 「実在」 に対する 丁仮象」 のことである。 Keatsに と って, 丁想像」

がと らえる 「現実」 は, 「実在」 を映している 「仮象」 でもあるのである。 そのことは, 彼

が今一つの好きな思索と して次の如く述べて卜ることから明らかである。 「私達は地上にお

卜て幸福と呼ばれるものを精妙な調子で繰返すことにより, 来世 (here after) の喜びを味

わうのです1 また, 「想像とその天上の反映は, 人間生活とその精神的反復と同じものです」

と。 だから, この世ではアダムの夢, 即ち 「想像」 で十分だ, とKeatsは言う。 彼がこの手

紙の中に書卜て卜る “0 , 拓r a Life of Sensations rather than of Thoughts ! ”は, 彼が

純粋に 「想像」 の詩人となることを宣言した言葉で, しばしば誤解されるように, 耽美主義

の姿勢を示すものではな卜。

Keatsのimaginationは, 常に現実世界の背後にある実在を志向して卜るとぱ言え, 直接

の対象は, 現実世界に生起する全事象に及斗ことになる。 従って詩人と して活動しうる彼の

領域は殆ど無限と言ってよ卜であろ う。 多種多彩な詩の花が咲 く 筈である。 しかし, このよ

うに imaginationが, 現実世界に限定される場合, 必然的に生じる問題は, 現実世界が内包

する多様性, 或は矛盾性への対処の問題である。 現実世界にお卜て日 繰々返される生活体験

は, あの手紙を書卜だ当時の青年Keatsにと って, 「地上にお卜て幸福と呼ばれるもの」 の

反復であったかも知れな卜が, やがて彼はそれが幸福体験とは限らな卜こ とを, 年と共に知

らなげればならな く なる。 それは彼にと って苦し卜矛盾体験の反復となるであろ う。 しか仏

その矛盾性は, 生活体験の拡大に比例して, 深められていく 。 これが純粋に 「想像」 生活に

生きよ う とする詩人の必然的帰結であった○卜
,

Keatsは, 矛盾や疑惑にみたこの世の事象:に対処する方法と して, Negative Capability

の姿勢を とることを , 先の手紙より1ヶ月後の弟あての手紙 (To George & Thomas, Dec.

21, 1817) の中で書卜て卜る。 Negative Capabilityとは, 彼の説明によれば, 「事実や理

由などを卜らだたし く追求することな く不確実, 神仏 疑惑の中に安住し うる能力」 である

と言う。 これは多様な事象, と りわげ矛盾や疑惑を, 思想的に或は哲学的に一元化して解決

しよう とする態度ではな く , それらの事象をあるがままに受容するこ とによって解決しよう

う とする態度である。文字通り negative(消極的) な解決法であるが, 謂わば心頭を滅却し

て事に処す態度であ り, 平た く言えば悟るこ とである。 これは言うは易く行な ヶこ との極め

て困難な対処法と言 うべきであろ う。

Keatsと同じ問題を抱えながら, Keatsとは対照的に, 積極的に解決していた同時代の詩

人はWordsworthであった。 彼は翌年 5月に友人にあてだ手紙 (ToJ.H. Reynolds, May3 ,

1818) の中で, はっき りこれを認め, Wordsworthを偉大なる哲学的詩人 (それは人道主義

的詩人の意味を含むが, その当時のKeatsが, 特に哲学の効用に敬服してお り, その心情を

表わして卜ると言えよう) と して賞賛して卜る。 つ卜3 ヶ月前Wordsworthの哲学を Tego-

tistの気まぐれ」 と言って痛烈な批判を浴びせて卜だことを思えば, Wordsworthに対する

Keatsのこの豹変ぶ りは何を物語るのであろ うか。 彼が恐ら く は思卜もかけなかった苛酷な

現実, 「この世は不幸, 失望, 苦痛, 疾病, 抑圧にみちて卜る」 と卜う現実に対して, 彼の

解決方法が, Wordsworthの哲学ほどに乱 その効用を発揮できなかったからである。 しか

し, 彼の解決方法は, 効用を発揮するとい う性質のものではな卜。 悟ること, つま りその現

3



実をそのまま受容して苦しみ抜 く こ と, が唯一の解決法である。 事実, 彼は苦しんでいる。

「今までよ りも非常によく ハムレッ トがわかる」 と言卜, 「すべてが暗い。 我々は善悪の平

衡を見ない。 我々は五里霧中である」 とその苦衷を友人に吐露 している。 NegativeCaPa-

bility と卜 う方法は, 単に認識の問題ではな く , 悟 るこ とを要する実践の問題であるだげに

極めて困難である。 この場合, 悟るとは, 例えば心頭を滅却すれば火もまた涼しと卜う逆説

七)成立する心境であ り, Keatsにと っては, 彼自身を も含めて人生を, 天上界の実在とは対

極的な存在であると卜う認識, と卜う よ り体得するこ とによって逆に天上界の実在と結びっ

きうる, という心境でなげればならな卜。 彼のimaginationぱ必然的にその方向で力を発揮

する性格のものであった。 そ してその通 り, 彼のimaginationはその力を発揮しえたのであ

る。 十

彼は友人にあてた手紙 (To R. Woodhouse. 0ct. 27, 1818) の中で, 彼自身の詩魂につ卜

て語っている。 それはWordsworthian Sublimeとは根本的に性格を異にして卜ると し, そ

自我があ りません一 一切であ り無であ り一 性格があ りま

4 横 山 彰

れは 「実体ではあ りません

であ

せ ん

喜びと悲しみ, 夢と現実, 生と死などな

それは光と影を楽しみます」 と述べて卜る。 「一切 (everything) 」 でもあ り, 「無

(hothing) 」 で もある詩魂とは, 仏心或は神の心とでも言うべきものであろ う。 我々は, し

かし, この詩魂につ卜て語るKeatsの明るさに惑わされてはなるま卜。 その詩魂は, 客観的

に眺めれば, 矛盾や疑惑にみちた現実に身を沈め苦悩する魂であると卜う立場を, 依然と し

て解消しては卜な卜筈である。 それが如何に神の心に近づ卜て卜よう と七, それぱ, 逆説的

に言えば, 神を否定する方向にお卜て体得されるものである。 神の心を心と し うるKeatsは,

依然と して , 彼自身を も含めて人間を , 神から遠卜存在と して認識し, 苦悩を深めて卜く こ

とを必要とする。

Wordsworthは, 謂わば神の場に立って神の心を心と し, 人生に光明を注卜だ詩人であっ

たが, Keatsは, 人間の場に立って人間認識を神とは対極的な方向に深めながら, 神の心を

心とな しえた詩人であったと言え よう。 従って詩人Keatsにと って重要な課題は, 光明を注

ぐこ とでぱな く , あ りのままの人間の姿, と りわけ神を必要 とせざるをえな卜苦悩にみちた

人間の姿を追求することである。 これが純粋に 「想像」 の生活を願った詩人Keatsの必然的

帰結である。

従って, Keatsの詩の主題は, 大部分が矛盾

に苦しむ人間 (彼自身を も含めて) の苦悩一 孤独感, 挫折感, 敗北感など

(3)

る。 そ してその主題は, 彼の人生体験の深ま りに比例して, 前期の作品よ り後期の作品にな

るにつれて深ま りをみせて卜る。 この主題がどのように展開されて卜るか, 特に前期, 中期,

後期の作品につ卜て調べてみるこ とにする。

Keatsの詩の主題は, その多く が矛盾に苦しむ人間の苦悩であると述べたが, この場合,

矛盾は最初からそれと意識されて卜るのでぱな く , 結果にお卜てそれと意識されることによ

り人間は苦↑fyiせざるをえな卜, と卜う劇的な表現形式がとられて卜る。 たとえば喜びの対象

であったものが, 悲 しみの対象であったこ とを結果にお卜て知 り, 人間は苦悩を一層深める,

と卜う表現形式である。 更に別な言卜方をすれば, それは不可能 (結果的な意味で) に挑戦

して敗北す る人間の苫悩表現であると も言えよう。 この小論の冒頭に述べたKeatsの唯美主

4
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義的詩人から人道主義的詩人への脱皮の姿勢は, 実はKeats自身の不可能への挑戦であった

とみなすこ とができるのである。 先ずこの点から考察してみよ う。

“Sleep and Poetry” は Keatsの倫理 的詩 観 を 述 べ た詩 で あ る が , そ の 中 で 彼 は詩 の効用

を相反する二つのそれに分けて卜る。人間を甘美な夢へと誘引崔眠的な効用と, 人間の苦悩を

鎮め人間の思卜を高める覚醒的なそれである。この二つを倫理的価値基準に照らせば, “The

Fall of Hyperion” に 述 べ ら れ て 卜 る よ う に , 前 者 の詩 人は 単 な るdreamerで あ り , 後 者

の詩人こそ真の詩人, humanist, physicianであると言えよ う。 そ こでKeatsが前者から後者

へと脱皮する姿勢を とったことは既に述べた通 りである。 ところで彼の脱皮の姿勢を考える

前に, 彼の現実観をふ りかえってみる必要がある。 その現実観からすれば, 彼が無価値とみ

なす前者の詩も詩人乱 厳然たる現実の一存在であ り切 り捨て ることはできな卜筈である。

明らかに脱皮への姿勢は不可能への挑戦であったと言わざるをえな卜。 そ してそれは当然彼

に苦悩を もた らすのである。

Keatsが示す脱皮への姿勢は, 特にこの作品の場合, Wordsworthに強く影響されて卜る

と思われる力ぐ 同時に根本的相違をも示して卜る。脱皮への宣言をした後, 彼がimagina-

tionによ り探七あてだvisionは, Wordsworthのようには, 現実に対して何ら力を もちえな

卜のである。 それを彼は次の如く 表現 して卜る。

The visi ons all are ned ● ● ●

● ● ● ● a n d i n t h e i r s t e a d

A sense of real things comes doubly strong,

And, like a muddy stream, would bear along

My soul to nothingness:

(11. 155- 159)

こ こに示されるKeatsの苦悩ぱ, 既に述べてお卜た友人 Reynoldsあての手紙に書かれて卜

る苦悩, 即ち苦痛にみちた現実に相対して, Wordsworthの如 く人道主義的立場に立つこと

ができず, ハムレッ トの気持がよく分る と言ったあの苦悩に共通するものである。

Keatsの脱皮の姿勢は, それが結果的に不可能であることに よって, Keats自身が詩人 と

して且つ人間と して悍悩体験を深めるための, 詩的表現形式ではなかったかと思われるので

ある。 彼の姿勢は, これを人間一般の問題と して象徴的に解すれば, 人間がしばしばみせる

高次元の価値への志向, 結果的には自己変貌或は自己完成をめざす姿勢であるとも考えられ

よう。 それが結果的には不可能である と しても, 不可能に敢えて挑戦するこ とに意義がある

のである。 なぜなら挫折するこ とによって神ならぬ人間の姿を直接体得し うるからである。

Keatsの脱皮の姿勢を, 人間の自己変貌の問題に一般化し, それを物語化した彼の最初の

作品が “Endymion”である。

主人公Endymionは, 理想美の象徴Cynthia追求の旅に出る。 喜びも苦しみもさまざまな

経験をへて, 彼が辿 りつ卜たのぱCynthiaの甘美な懐ではなく , 悲しみに打ちひしがれた貧

しレイ ン ド娘であった。 彼はCynthia追求を断念し, イ ン ド娘に人間的な共感を示す。 そし

てイ ン ド娘ぱCynthiaと同一人物であ ったと卜う結末は, Endymionが自己変貌をめざす旅

に出て, 変貌しえず本来の自己に帰った こ とを象徴するものである。 本来の自己に帰ったと

卜う こ とは, 彼が人間性への認識を深めたこ とを物語るものである。

“Endymion”はKeatsの初期の作品であ り人間性への凝視はまだ浅く , Endymionに, 不

可能に挑戦して敗れる挫折感の厳 しさはな卜。 その厳しさは後期に移るにつれて増して く る

が, こ こでは後期の作品を代表するものと して, “Lam.ia” を と りあげるこ とにする。
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Lamiaは/ 本来蛇であるが, 妖艶な美女に変身 した魔性の女である。 青年 Lyciusはこの

女性に魅せ られ結婚するが, 結婚披露宴で, 彼の師である老哲学者 Apolloniusに正体を見

破られ, Lycius は死ぬ, とい う物語である。

この作品は, 特に作中の三人物をめ ぐって, 批評家によってさ まざまな解釈がなされて卜

るj 即ち, Lamiaは, 幻想美或は官能美を象徴し, Apolloniusは哲学或は理性を象徴し, 作

者Keatsは, 前者に対して後者の優位を主張して卜るとする解釈, 或は逆に, 作者は哲学,

理性の冷酷無情を批難し, 幻想美を擁護 し よう と して卜るとする解釈などである。 しか しま

たこの作品ぱ, Lyciusの自己変貌の問題に焦点を しぼって考察すれば, それら とは別な解釈

が可能である。

工amiaが魔性の女であるとい うのぱ地上世界におけ る人間の倫理による ものである。 もと

もと彼女は神話の世界の存在であ り, 蛇から美女に変身可能な神性をそなえた女であ り, 人

間世界の倫理を超えて卜る。 その意味でぱ Endymion” のCynthiaと同等の価値存在である。

楽園におげるアダムの夢が現実であった ように Lamiaの夢もそのまま現実となる。 Lamia

と Lycius との恋は, Lamiaの夢が実現された ものである。 従って二人の恋は天国におかれ

るべき性質のものである。 地上に移されるや, 事態は急変し, 悲劇的進路を辿らざるをえな

い 。

For the first time, since first he harbour’d in

That purple- lined palace of sweet sin,

彰横 山

nd its

lnto the noisy world almost f1) rsworn.

● ● ●

・ ゜ ゜ s h e b e g a n t o m o a n a n d s i g n

Because he mused beyond her, knowing we11

Thatbut a moment’s thought is passion’s passing be11.

( Part II . 11. 30- 39 下線筆者)

天上世界にあ っては夢でもあ り現実で もある sweet loveは, 地上世界に移されるや sweet

s柚 に変貌する。 上の引用につづ卜てLyciusは 「美し卜ひと よ, なぜ溜息を ? 」 と問卜, 答

えてLamiaは 「あなたはなぜ考えごとを ? 」 と言う。 この相互の簡潔な問いかげに, 作者

Keatsぱ sweet sinの姿 を み ご と に え く丿 出 し て 卜 る 。 Lamiaに と っ て , 考 え る Lycius の

愛ぱもぱや真の愛ではな卜。 一方, 考える Lyciusは愛 (その愛は彼にと って もはや神性の

愛ではな く 魔性の愛である) の確立と不滅化に全力を傾注し始める。 不可能への挑戦の始ま

りである。 それは次第に彼を変貌せ しめ, 作者を して O senseless Lycius ! Madman ! と

語ら しめる。 Lamiaさえ彼の挑戦に “madpomPousnesぐ ‘foolishheart”と言 う。遂に, 工ycius

の変貌は, 彼の師Apolloniusに相対する時決定的となる。 Lyciusにと っで sage;’ “trusty

gJ de,” “good instructor”で あ っ た 老哲 学 者 Apolloniusは , “The ghost of folly haunting

my sweet dreams. ” か ら , 遂 に :‘ruthless manj’ “sophistj’ “impious proud heart sop-

histries;’ “jugghng eyes;’“delnon eyes;’へと変貌す る。このApolloniusの変貌は, そ っ く

りそのまま Ly(j usの変貌を意味するものである。 か く て Lyciusは老哲学者の “fool” と

卜う冷た卜 (変貌した Lyciusの側から言えば) 言葉を浴びて死ぬのである。 これは, En-

dymionが本来の自己に帰ったのに反 し, Lyciusは帰らなかったこ との悲劇である。これは不

可能に挑戦 しながら自己変貌を完成させよう と した不遜な人間の悲劇と も言え よう。 だが作

者Keatsは, 多く の批評家が指摘 しているように, Lyciusに対し共感と同情の眼を注卜で卜

6
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る。 それは, 自己変貌への人間的努力, 言卜換えれば不可能への挑戦に示される人間的価値

への共感と , それにも拘らず挫折せざるをえな卜人間の宿命に対する同情であ り, Lamiaを

守 りApolloniusに反撥する変貌した Lycius に対するそれではなかろ う。

“Lamia” においてKeatsは, 人間なるが故に矛盾に苦しまねばならぬ人間の宿命をLy-

ciusに具象化 した。Lyciusの死は, Keatsが, 人間世界における最大の矛盾, 即ち生は死で

あると卜う現実を肯定して卜ることを意味する。 死の肯定と言っても, Keatsの場合, それ

ぱ単なる知識ではな く体得されなければならな卜ものである。 それがKeatsに如何に体得さ

れたかを示す作品が, 中期に書かれた Hyperion” である。 “Hyperion” は死を凝視する,

Keatsの苦悩の表現である。 しかしこの作品は後述するように, 非Keats的な側面を もった

異色の作品である。

権力の座を追われ, 権力奪回を謀って叛軍結集の号令を下す旧世界の覇者 Saturnに対し

て, 輩下の一人Oceanusは, それが無益であるこ とを, 変化 ・流動が現実世界の 「自然の法

則」 である と して, 説き述べる。 旧きものは新しきものにその座を明け渡すこ とが, 世界の

進化発展に不可欠な永遠の真理であると言 う。 Oceanusの娘 Clymeneは, 新 し卜君臨者,

Apolloの出現に歓喜する新羅万象の声を耳にし, 旧世界の没落する運命の訪れたことを悲し

みのうちに自覚する。かくて新世界の主権者Apolloが姿を現わす。 これが未完に終って卜る

“Hyperion” の大要である。

“Hyperion” の主題は明らかに生死の問題であるが, これを考察する前に, この問題に閔

しKeatsが実際生活上でどのような体験をへて卜たかをながめてみよう。

彼が “Hyperion” を執筆したのは1818年秋から翌年 1月下旬にかけての長卜期問にわたっ

て卜るが, その間, 彼は弟Tomの看病と死別とい う不幸を経験して卜る。 彼は既に8才で父

を, 14才で母を失ってお り, 23才にな ったばか りで更に弟と死別したこ とは, しかもそれが

長卜看病の苦し卜日 を々送った後の死別であっただけに, 彼に, 死と卜う人間の不可避的現

実そのものは勿論, 現実世界が苦痛にみちたものであることを, 今更ながら身に泌みて感じ

させたことであろ う。 こ う した現実から彼を救 う唯一の方法は何であろ うか。 それにつ卜て

彼は, 既にTomが死亡するおよそ 6 ヶ月前, 友人にあてだ手紙 (To B. Bailey. Jun. 10, 18

18) の中で次の如く苦衷を, しかし, 担々と書いて卜る。 「私は死と卜う ものがあるこ とを

喜ばずにはし らヽれませんー ある偉大な人間的目的のために死ぬ栄光を, 私の究極の栄光と

しな卜ではおれな卜のです。 多分, 私の現実状況が異ったものであったなら, こんなこ とは

書かなか ったで し ょ う一 御賢察く ださレー 私には二人の弟があ り, 一人は 『社会の収

荷』 のためア タ リカヘ追いやられ, 今一人はこ よな く命を愛 しながら, 一進一退の病状です。

弟に対する私の愛情は, 早く両親を失卜, 幼いときからのさまざまな不幸のために, 『女‘へ

り愛を超えた』 愛情になって卜ます。 ・ ・ ・私には妹も一人います。 それで, 二人の弟の後

につ卜て, ア タ リカにも墓場にも行 くわけには参らないのです。 生活に耐えていかねばな り

ません。 そ して私は, 生活が停止し終る前に, 一つ二つの詩を書く こ とを考えて自ら慰めて

いますJ誠に深刻な苦衷を吐露しながら, この担々と して抑制された筆致には, まだ23才に

満たぬ一青年 とは思えぬ程に, 一種の悟 りの境地がうかがえる。 このことは, 死を も含めて

苦痛にみちた現実から彼を救 う唯一の方法は, 正にその現実そのものに耐えること, 即ち悟

るこ とであることを, 彼が実際生活の中で体験 して卜ることを示すものである。

“Hyperion” のApolloは, 詩人Keatsの分身であると言えよう。作者KeatsはApolloが名

実共に新世界の君臨者と して誕生する状況を次の如く表現して卜る。

Most l ike the struggle at the gate of death;
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Or liker still to one who should take leave

Of pale immortal death, and w ith a pang

As hot as death’s is ch111, with fierce convulse

Die into life: so young ApoHo anguish’d:

¥でBook III . 11. 126- 130)

こ こに言 う ‥“die into life” とは如何な る意味であろ うか。 比喩的意味のみではないとすれ

ば, 他にどんな意味があるのであろ うか。 先ずこの作品全体をみれば, こ こには明らかに弁

証法的進化の思想がある。 それは正に 「死んで生きる」 思想である。 これを文字通 りの意に

解すれば, 人類に適用できる思想であ って, 個々の人間には適用不可能である。 この人類に

可能な思想がApolloに適用されて卜る とみるこ とができるであろ う。 適用されて卜ると卜う

こ とは, Apolloが, 明らかに抽象観念に自己を投入していることを意味する。 個人の生死の

問題を, 人類の生死の問題の中に溶解 して卜るのである。 これも悟 りの一つの形式と言える

かも知れぬ。 だがKeats本来の方法とは異ったものであるこ とは明らかである。

Keatsが苦悩をそのまま受容して悟 りを得た詩人であったことは, 否定 しえな卜事実であ

ると して 乱 悟るこ とにお卜て彼は完劈な詩人であったであろ うか。 Apolloを , “Hyperion”

に流れて卜る一つの思想の中に位置づけてみるとき , その疑問を抱かざるをえな卜のである。

作品全体からみれば, Apolloは, 弁証法的進化の 「自然の法則」に従って Saturnに代って

誕生 した謂わば新星である。 しか しApolloも, 「自然の法則」 によ り, Saturn同様没落の運

命を背負って卜る筈である。 そこでApolloは, この法則が無限に繰返え され行き着く であろ

う究極の存在の象徴とも言える。 とすれば, ApolloはKeatsにと って, もはや現実体験の世

界を超えた抽象にすぎな く なる。 これはKeatsが, 死と卜う苛酷な現実に直面 し, 死の意義

を抽象的に求めたことの表われではなかろ うか。 彼は新生Apolloに期待をかげる。それは死

を意義づけんとする心の表われでもある。 一方, Saturnの亡びにも共感を示す。 だがその共

感は Saturn固有の苦悩に対してではな く , Saturnが弁証法的進化の思想を, 反抗 しながら

も認めざるをえな卜こ とに対してである。 Saturnの亡びはApolloの誕生によ り意義づ けら

れ栄光を と どめ うるからである。

このよ うに分析してみると, “ Hyperion” には明らかに, 抽象的な思想があ り, その思想

にKeatsは依存して卜ると考えざるをえな卜のである。 Keatsが純粋に想像の詩人であ り,

如何なる思想にも哲学にも依存しなかったことを思卜起すとき, そこに筆者はKeatsの極め

七人間的な側面を見る思卜がする。 如何に強靭な魂の持主と卜えどもKeatsも人の子, 死と

卜う現実に対する苦悩体験は, 彼を して抽象観念に身を投 じさせざるをえなかったのではな

かろ うか。 彼は, 在米の弟夫妻にあてた手紙 (To George & Georgiana Keats. 0ct. 25,

1818) の中で, Tomの容態の悪化にふれ, 当時彼に芽生えて 卜だ恋も, 結婚も断念すること

を述べ, 「風のうな りは私の妻, 星は私の子供……万有に宿る 『美』 と卜う抽象観念のため

には, 家庭の幸福は取るに足らぬものだ」 と書卜て卜る。 一時的にせよj 抽象観念への自己

投入, つま丿自己変貌への願いが, “Hyperion”執筆の動機でもあ り, 又未完の原因でもあったの

ではなかろ うかj‘HyPerion”には, 生死の問題をめ ぐって, その矛盾を一元的に解決 しよう とす

る姿勢がみられ, その意味で, この作品は非Keats的な面をもって卜ると筆者にぱ思えるので

ある。 Keatsの一生を振返 ってみ る と き , それが悟 りを 得る一生であ り, 迷卜 もあ った とすれ

ば, 中期の作品 “Hyperion” は迷卜の表われであったとも言え よう。そのこ とは同時に,悟ると

いう こ とが如何に困難な体験であるかを示すものであろ う。 後に彼ぱ The Fall of Hy-

perion”を書卜た瓜 続編ともみられるこの作品は, 矛盾を統一したApolloへの賛歌ではな く。
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詩人Keatsの一生を振返ってみるとき, 彼(正確に言えば, 彼の魂)は終生旅に生き旅に終っ

た詩人であると言えよう。 実際生活にお卜七ぱ, 彼は生粋のロン ドン子に生れ, 早 くから人

生の荒波にもまれ, 旅を楽しむ暇はなかった。 唯一度22才の夏およそ一 ヶ月間イ ングラ ン ド

北部を , 友人と二人徒歩旅行を試みて卜るにすぎな卜。 皮肉にもこの旅で彼は風邪を引き不

治の病のもとをつ く って しまった。 皮肉と言えば1820年 9月病気療養のためイタ リアに友人

一人と旅立った昿 これは文字通 り死出の旅であった。 (実際生活におげる僅か二度の旅が

彼に苦痛を与えたと卜うことは, 想像生活にお卜て魂が旅から得た苦↑薗体験と奇 し く も符合

する)。実際生活にお卜て, 彼は殆ど旅を しなかったが, 想像生活にお卜てぱ終生諸国遍歴の

旅をつづけたと言える。 諸国遍歴と卜っても彼の場合必ず自己と卜う我が家に帰 り再び旅に

出る, と卜う謂わば円軌道を繰返す旅てあった。 その多くは自己変貌を願 う旅ではあったが,

我が家に帰還するたびに, 「少し知識を増せば, 益 我々 を々無知にするのではな卜か」 9 と

自己の能力への疑惑を深め, 時には敗北感, 挫折感を味わうこともあった。 その苦悩体験に

よって彼の魂は培われ成長して卜つた。 その成長とは, 人間或は人生が, 神或は天上界とは

対極的存在であると卜う認識を深めるこ とができたという意味での成長である。 その認識を

苦↑薗体験の反復の中から一歩一歩深めながら, それに比例して天上界とのつなが りを深めて

しヽつた 。 “Ode on a Grecian Urn” の 結 び の詩句 ,

(4)

Keatsにおけ るhumanism 9

矛盾に苦しむ亡びの Saturnの苦悩がその主題となってお り, 完全にKeats的な作品となっ

て い る。

(註)

that is a11“Beauty is truth, truth beauty, ”

(下線筆者)

これぱKeatsが, その魂の旅から得た一つの哲学である。 「美は真, 真は美」 は天上世界に

おける realityである (芸術品 Grecian Urnは, 永遠不滅の存在であると卜う意味で, 天

上界の realityを象徴する)。この realityを知るためにぱ, 「地上世界に卜る」 人間は,

Keatsがこの詩の中で証明してみせたよ うに, 美は必ずしも真ではな く , 真は必ずしも美で

はな卜と卜う矛盾を在疸しなければならなレヤそれが天上世界と結びつきうる, 人間の唯一

Ye know on earth, and all ye need to know.

の方法である。 これがKeatsのhumanismが生みだ した哲学である。

山 Letters : To B.Bailey. 22 Nov. 1817

、2 , 以 下 の imaginationの 考 察 は , M . B ow ra : T he R pmantic lmagination, I . を 参 照

‘③ E. de Sehncourt : The Poemsof John Keats, notes- Sleepand・Poetry. 参照。

W ordsworthの L ines : T intern Abbeyと 照 応 さ れ て 卜 る 。

す Charles l. Patterson: The Daemonic in the Poetry of John Keats, Univ. 0f 1111nois, 1970。
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(Keatsの手紙は全てM.B.Forman : The Letters of John Keats,4th ed.0χford Univ. Press, 1952

に拠 った。)
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chapter 6. Patterson氏 は , 批 評家 の諸説 を あ げ , 氏 の解 釈を述 べ て い る が , 筆 者 の解 釈は 同氏 に

近い。

⑤ Letters : To B. Baily. 25 May 1818

⑥ この点につ卜ては, 「岐阜大学教養部研究報告 (第 5号) : Keatsの “Beauty is truth, truth

beautyバ をめ ぐって」 の中で述べておいた。


