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さらに︑かつては信仰の海が現世を豊かに包んでいたの
77
に︑いまは荒涼とした地の果てと露な小石の岸辺を︑夜−

最終の二連で︑アーノルドは都会の耳ざわりな騒音の中
う︒それは現身の魂の平静さを感得するのと同じだから

ばかりなのだ︒

風の息吹きにあわせ︑憂愁のうちに引き潮の音を奏でる

にあっても︑公園の静寂さを感得する力を与えよとい
だ︒競い︑叫ぶ気持でなく︑自然と共感することのでき

目ゴoω①㊤o尉閃9︒津ゲ

ピ⇔罵＝瞠①匪oho匡ωoh⇔耳一σ9窪σqマ亀①h⊆ユ．血゜

≦oo口oΦ︾8P讐チ⑦含＝

9口窪Ho二口傷①碧ひ．°・昏oお

る力を与えよという︒魂よ︑静謹であれという︒それよ
りほかにこの詩人の人生はないのだ︒ではこのアーノル
ドの姿勢はいかなる意味をもっていたのであろうか︒
ヴィクトリア朝時代にあっては︑テニソソもブラウニ

ゆ葺ロo≦一〇巳団ゲ①9︒H

ングもその時代に漠然とした違和感を示しているが︑ア

ーノルドの詩は近代社会のディレソマを明らかに浮き彫

菊Φ葭①鉾ぎσq℃8臣①訂8臣

Oh．ひΦ巳σQゴケ≦ぎF侮o≦昌匪①＜p︒ω件巴σロ＄紆①舘

H富ヨ①冨昌oゴoζ δ昌σq ≦団一ゴ畠鑓≦ぎσq8p♪

りしている︒つまり個人の高潔さと全人性の荒廃が︑ヴ
ィクトリア社会の特質であるとアーノルドは感じとって
︵10︶

いた︒

︵︵一︶O︿OH

﹀昌岱ま犀巴゜・ゲ冒σq♂ωohチ①≦oユユ゜

bdOgOゴ

︶

き︑本論の主題である﹁ケンジントン公園で書かれし

自然と人間の調和が本質的に崩れ︑分離してしまったと

てプリンストン大学のジョンソン氏は︑つぎのように述

とは︑おのずから次元を異にしている︒この意味におい

歌﹂の自然は︑それまでの自然を歌った詩人たちの作品
ここではもはや宗教を知的に受けいれることはなく︑近

ピ§昌ξ暮二︒β︒ヨ邑ロ⇔げげ蕾゜︒︒匿ぎ餌象①︿ぎσq団房

﹀酔げ8ρZ簿εお寓〇三ユoωきo惹ヨ且①マoヨ≦まoプ

べている︒

代にあって精神の源泉ともいうべき信仰の喪失が示され
ている︒もしなにかあるとすれば︑それは宗教的慰めと
しての郷愁であろう︒

このようなアーノルドにとって︑自然はもはや人間と

oロω器ωω雪島ω①器巳蔓層餌゜︒°︒簿hoコず凶昌ωo昌昌曾Oミミ

o≦⇒σ90﹄°︒°O昌①ωgゴ一〇°︒°・o昌置臣①q三〇口o︷ぎ幽話＃や

の調和を意味するものではない︒自然は人間が生れる前
にもあり︑死んだ後にも存在しつづける︵↓ゲ①≦o匡窪

︵12︶

ミミ隷曽巳ぎ自ミ恥ミ園ミ鳴§ミさ誠§賢§Oミー
職偽§物゜

想となるのである︒このことはアーノルドの批評におい
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ぞ霞島≦舘興①一≦舘げoヨリ＼↓竃≦oユ勉≦窪oゴ冨゜・房
≦ゲΦ昌一餌ヨ畠o巴゜1︑﹀≦置げ︑︶のであるから︑自然と
＜?ｫ8昌器く葭げ①h9︒°・け︷ユo巳゜・．i︑ぎ＝碧ヨo塁

人間は︑けっして変わらぬ友ではありえない︒︵Z舞90

アーノルドの自然が人間性の目差すひとつの例証であ

り︑その教訓が勤勉さと平静さの一致であるとすると

へ

代の意味での二元論がみられる︒つまり︑近代合理主義
ヘ

き︑この詩人が自然と人間の調和を︑詩的想像という虚

ヘ

の背景にある自我の自覚−個別的具体的現実にたいす

構のなかで周到に描いていることがわかる︒そしてジョ
ンソソ氏も指摘するように︑アーノルドの求める詩精神

ヘ

る経験的自我の認識と︑一般的普遍的な法則にたいする

ヘ

理性的自我の認識ーは︑その要因の統一のうえにでは

が﹁人間はあらゆる可能性の尺度である﹂︵ヨ碧冒匪o

嵩Oり〜μ︒︒︒︒卜︒︶と違い︑

︵11︶

なく︑分裂のうえに形成された二元論なのである︒その

ヨo島霞oo︷⇔＝唱o︒︒ω博ぴ昌陣け冨︒︒︶というヒューマニズムの思

マソ復興期︵図oヨ習二〇 男 o 鼠 爵 一

︵13︶

対象が不明確で︑情意のあこがれが想像力を重んじたロ

三夢Z口︒ε器︑︶ここにアーノルドの精神形成における近

p。

て︑﹁公平無私の態度﹂︵．島・・ぎ88ω8αロΦωω︑︶や︑﹁あるが

≦津げ冨ω凶爵ゲ霞昌﹂8α凶く乙巴自︒一ヨω⁝

．↓ゲ①ω魯o訂円O嘗゜︒団︑

8ωム

アーノルド学者であるケネス・アロット氏が︑︑妻ゴ舞

︵17︶

①︿己雪8島①器♂Bぎ冨爵oぼωげ①冒σq︷8巳ヨo器

︵1︶﹁研究社英文学叢書﹂昭和六年︑二六九頁︒
︵2︶エ魯曼﹀岳∋°・u↓譜向靴§ミ軌§ミミミヒ郎犠貸§恥

註

のことといわねばならない︒

と指摘しているのも︑ア！ノルドの詩精神を読みとって

85σqo艮巴8血躇昏⇔昌9p鴇oひ①同ヨ冠゜＜88ユ餌昌℃o①け゜．

ままに対象をその本質においてみる﹂︵︑8︒︒oo夢ooげU①9
︵1 4 ︶
舘ぎ営①罵坤器①＝団δ．︶という彼の批評精神につらなっ

ている︒そして﹁詩の研究﹂︵目書切ミ魯＆︑oミ遷︶に
おいて︑﹁いまわれわれが宗教や哲学として考えている大
部分のものが詩にとって代えられるだろう﹂︽ζ︶o︒︒けo︷
≦ぎけぎ乏冨ωω①ω三普ロωho脱−冨躍ご昌⇔巳旨まωo℃ξ
竃崖げ①器℃げ︒①畠ξ℃o典蔓゜︶というのである︒

ここで問題を傭瞼するなら︑﹁ヴィクトリア朝中期に
おいて考えた場合には︑ヒュ！マニズムはなるほどと思
︵15︶

︵一〇一︒︒︶℃絹ω゜斉藤勇﹁イギリス文学史﹄1第四増補版ー
︵研究社︶一二七六頁参照︒

劇Q︒°

︵4︶斉藤勇﹃アメリカ文学史﹄︵研究社︶一七〇頁︒
︵5︶凋﹄°9旨︒朗8°9辞 唱゜δド

︵︾﹈≦①三〇﹁bdooぎ一8刈︶眉゜

︵3︶閃oげo嵩国゜oo旦一〇コ↓冨O閤一〇〇︷＞3臼一︒彗＝p臼mεお
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われる観念だったし︑ヴィクトリア時代の文学を支える
重要な観念の一つだった﹂のであるが︑またそれゆえエ
リオットのヒューマニズムにたいする批判は︑ヒューマ

ニズを宗教と対比させ︑その相違を示すことにあった
?j冨一一餌ヨ仲qぎσq8畠o一ω8ミミミ亀津﹇ぎヨ餌゜
昌一・身邑︵鞄夢民①憂︒pI︒罠︒国信暴づ一ωヨ︒＝N一く一昌・・

．

︵6︶戸国゜ω唱≡︒58°9け゜も﹂q悼゜

署﹄膳刈〜一畠゜

︵12︶︸07コ゜・oPoやo凶仲

7一αω゜

︵11︶﹁哲学入門辞典﹄︵岩崎書店︶三三三頁参照︒

︵10︶一〇ゴコ8Pε゜〇一梓

唱゜5ω゜

℃oミ遷噛︵﹀﹁90ロbdoo訂り幻o窟凶三a目8蔭︶7一紹゜

娼﹂q

切昏三け．︶ことを指摘しておかなければならない︒

︵8︶国﹂︶°工゜旨o耳ωo畳↓譜︾︑軌§﹃静ご遷ミー＜軌叙ミご遷

︵7︶勾゜国゜ωロ≡①﹁讐︒℃°︒剛齢

アーノルドが︑すでに述べたように︑公平無私の態度
で彼の生きた時代を直視したとき︑近代は病的忙しさと

︵9︶冒ぎ8P呂゜鼻

⁝チ凶゜︒ω茸きσq①象ω①器oo︷ヨo傷①ヨまo

分裂した目的意識の奇病に陥っていたのである︒

（（

︵13︶ 一〇ゲロωoPo唱゜o一∫や置刈9

盛吻ぼ8﹁窃8含oωロ．は肉防旨嶺§O︑ミ9⇔§℃O袋︑ミミ
︵14︶

自§ 卜醤ミ6ミに．8器①：：．の初出は↓ミ蕊︑ミ§偽
ミミミ︑いooε話Hの末尾︒
ジョン・グロス著﹃イギリス文壇史﹄橋口稔・高見幸郎

訳︵みすず書房︶六一頁︒

︵15︶

さ畿譜ミ︾︑ミoミ︵≦二8屋睾ユチo一﹁

︵16︶↓°Gり゜国＝oゴのミ象鷺戚肉鶏9ヒ防噛︵閏oげ臼︶O°ミω゜
︵17︶区2器昏﹀＝○耳

≦o﹁﹃Z9①ρ 菊 〇 三 ω 巴 目 8 b ∂ ︶ ℃ ﹄ ω ゜

二 近代から現代へ

市の機能をなしていたし︑工業化もまた急速に進展し

ってヴィクトリア朝後期からヨoユ臼巳ωヨへの変動は生

て︑大衆社会ゴ器ω︑が出現した︒すでに産業革命によ
じていたのである︒

このような新たな社会機構のなかにあって︑思想や芸

術が根本的に変容していくのは当然であった︒ζ巴8ぎ

卜篭ミミミミで幻p楓ヨo⇒山♂＜崔冨日゜︒や刃o冨昌窪ゆ胃酔﹃窃

切錘匹げロqは﹃ミ⑦09ミOoミ偽ミミ．さ駄ミ§肉§曳蹄壽

の論を援用しながら︑すでに一八四〇年代には変わりゆ

く小説のなかに階級の多元化がみられること︑作家の意

さらに時代の変貌にともなう多くの思想家の出現︑芸

り︑自意識を内包するものであった︒

れはわれわれが今日︑Bo偶曾﹃と考えるようなものであ

れまでの時代のものとは明らかに違いをみせている︒そ

文学にあって︑作品に現われた重要な変化の徴候は︑そ

終焉をみたといえよう︒ほぼ一八八〇年以後のイギリス

ムズのいうように︑ヴィクトリァ朝は七〇年代末期には

できなくなったからである︒この意味においてウイリヤ

゜が成層化するにつれ︑作品の様式も多様化し始めたこと
を述べている︒なぜなら言語が普遍性を表現することが

なくて︑自己の観念をも皮肉らざるをえないこと︑文化

T︒E・ヒユーム︵＝巳ヨρHQ︒Q︒ω〜HO嵩︶やエリオット識はもはや自分たちの置かれている状況を充分説明でき

︵一一げOH一9円一螢ロ一ω5P︶と結びついたロマソティシズムの感情

が古典主義を強調したのは︑ヴィクトリア朝の自由意志
のゆきわたった時代が去り︑抑制した非個性の芸術とい
った新しい時代がやってきたことを意味していた︒
しかし二十世紀の文学や芸術をゴo匹①旨︑と包括的に

いい表わしたとしても︑いままでのいかなる時代とも異
なるこの激変が︑例えぽ最も重要なのは第一次大戦であ
るとか︑ある芸術様式がみられるからといって︑日o仙臼昌︑

と規定するわけにはいかない︒アーノルドにおける考察
でもわかるように︑イギリスの都市化はすでにかなり進
められていて︑十九世紀後半までには今日的意味での都
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術主張は︑新たな時代の胎動を意味した︒それは哲学に
おけるウイリヤム・ジェームズ︑ベルグソン︑心理学の

の供給源を与えたのは︑イギリス人やアメリカ人あるい

はロシア人であるよりも︑ドイッ人やオーストリア人︑

そしてフランス人︑イタリア人であった﹂という見解に

同意しながらも︑﹁この意見はなにがわれわれの時代の

フロイド︑ユング︑社会学のパレート︑デュルケームで
あり︑詩では耽美派やデカダンス派からジョージ朝詩派

特徴をなす観念かを決めてかかっているのだが﹂︵↓露ω

れはイギリスが有機的︑連続的文化であって︑それぞれ

o弓けぎ①︒︒レo≦①︿⑦ド︶といった不満を漏らしてい魏㌍そ

げ①σq°・匪Φρロ①ωユo昌oh甫窪oげ凱①器碧o警⇔鑓08ユω一80h

を経てイマジズムへ︑小説ではジョイスやウルフの﹁意
識の流れ﹂︑美術のキュービズムといったものであり︑

それぞれの主張が新しい潮流への戦いであった︒そして
ここにみられる思想的︑芸術的挑戦は︑ひと言でいうな

の時代に審美眼と判断力をもった主要な日こ臼①︒巳け口お

を発展させていて︑いわゆる前衛芸術はそこに吸収しえ

らブラッドベリーやヒューズ︵＝°ωけ§辞国qσqゴ霧︶が指

摘するように︑十九世紀後期にみられた実証主義ーそ

たからである︒本質的には︑それは昔もいまも変わりは

ない︒十九世紀末から二十世紀にかけて︑イギリス文化

はいままでになく大きな変貌を遂げたし︑知識人や芸術

家も同様であった︒それゆえブラッドベリーの意図は︑

．

れを唯物論︑機械論︑自然主義といいかえてもよいが
︵2︶

1を超 越 す る こ と な の で あ る ︒

確かにイギリスは科学の工業化︑資本主義体制といっ
た近代化への道を︑世界に初めて紹介したのであるが︑

その変化の過程が漸進的なものであり︑変革への情熱が
の性格を保持して︑

ゲマインシャフト︵○⑦ヨ①冒ωげ①ε

極端に目立つものではなかったという点にある︒

このようにイギリス社会は他の国々より︑現代化への
変革が穏やかであったから︑イギリスの文学界は特に知

近代化の過程をなしとげている︒このことは文学や芸術
を創りだす文化の重要な特質となっていて︑十九世紀末
から今世紀にかけて︑イギリス文学がフランスやアメリ

リスの芸術的アマチュアリズムに絶望したりもするので

カのそれより︑新しい試みや疎外感が少なかったからと
的とはいえないまでも居心地のよさが感じられて︑国籍
いって︑現代的でないとはいえないのである︒ブラッド
を離脱するアメリカの文学者や知識人の多くを引きつけ
ベリーはヒューズがGoミ防無oミ砺§題恥魯§織⑦o織恥心で述 もした︒しかし同時にパウソドのように︑かえってイギ

べているコ般にわれわれの時代の特徴とみなす諸観念
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素朴なリアリズムで多くの重要な貢献をなした︒しかし

の実証主義は︑マソハイムがいうように︑︑進歩の信仰と

ヒューズが指摘するように︑哺八九〇年代の思想家たち

知識階級︵葺︒臣αq8けω冨︶といったものはなく︑リベラ

は︑実証主義がおしすすめた厳密な科学に抗するものと

ある︒事実︑イギリスには言葉の定義にみられるような
ルで典型的な知識人がそれぞれの時代の思想分野を担っ

さまざまな認識形式︑つまり芸術を生みだす結果を招来
したのであった︒ここから精神と物質︑主体と客体の分

して︑﹁直観﹂にたよろうとした︒このことは︑ひとり

ている︒

裂︑さらには反主知主義への道が開かれることになるの

思想家にとどまらず︑芸術家にもいえることであって︑

である︒︵ー↓ゲ①巳ユ日98凶8電O︷唱o°・三く﹃ヨ≦⇔ω臣暮

例えば︑フランス文芸運動に呼応した耽美主義やヨー

ー°ジェイムズ︑エリオット︑パウンド︑コンラッド︑

体であった︒いったん文学上の変革が起れば︑ヘンリ

≦ゴ簿ゲ⇔山o・酔碧8匙舘㊤昌巳け冨゜ぎ8＝8けロ巴♂侍畠Oo貯冒①

ロッパの放縦主義を受け入れても︑その主張はぼやけ︑

イエーツといった外来の人々の考えや発言に助力を求め

げΦ9ヨ①ぎ①験oけ四替ま゜・o喜鴇o断鎚岳o曵き齢＝三①r

それぞれの︑︒・仲覧①．といったものだけがのこるといった

たりする︒そして心理学や社会学にしても︑それがヨー

80ε巴δBし
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ロッパに由来するばかりか︑その指導をも受け入れるの

あるが︑文学的側面からその具体例をみよう︒

いままで広義のヨo畠①∋﹃ヨの要因を探ってきたので

︵5︶

である︒つまり︑これらのものを充分摂取するだけの余
地があるということが︑イギリス社会の著しい特色であ
るといえる︒

まずω8旨魯ω窟巳2が↓ぎ盟ミ題欝ミき僑ミミ・

ミ§でとりあげている今世紀初頭の三つの有名な論争を

︵4︶

ここでさきにも触れたヒューズのGo蕊織§砺ミ毯
亀蕊亀⑦o織Q受にみられる見解を敷衛し︑思想史的な時代

思いだす︒それはヘンリー・ジェイムズとH・G・ウェル

oヨω︑︶︑﹁認識者﹂︵︵

●

りH㊦oOσq口旨①Hω︶と﹁非認識者﹇ヘゴo㌣

﹁同時代人﹂︵︒8葺①目℃o冨腎︒・．︶と﹁現代人﹂︵︑目o畠・

ロレンスとJ・ゴールズワーズィの論争であるQ同書で

ズの論争︑V・ウルフによるA・ベネット攻撃︑D・H・

︵6︶

背景を要約しておこう︒

マルクスやフロイドは︑人間の自由が制限されている
ことが︑経験の基本的特性であると考えた︒それは十八
う自覚的・理性的人間像の消滅を意味している︒その後

世紀から十九世紀の初めにみられた自由な選択をおこな

1

，

者によるものとしている︒このことはすでにみた社会の

これらの論争を詩的方法と散文的方法のそれぞれの支持

器8αq昌冒︒屋︑︶という対照で現代を論ずるスペンダーは︑

が外界の意義あるものを認識し︑変容するということに

それは無意識につうじる感受性であり︑また意識の中心

ここで詩的方法とはまさに﹁現代﹂という意味であって︑

いうイマジズムの手法であった︒つまり詩におけるイマ

︵8︶
巷8言ロ臼︒・①諺剛げ罎蔓︶によってイメージを創りだすと

たえる外界作用﹂︵ま①p︒ユ80︷臣①①答臼口旺乏o凶冠

主眼がおかれているのである︒これは﹁内的感受性にあ

論の問題である︒詩的方法とは地震観測的︑気圧計的で

変貌のなかで︑いかに現実を捉え表現するかという方法
あり︑散文的方法は社会学的︑目録的であるどして︑ス
ペンダーはさらにつぎのように述べている︒

ジストの運動の必然性と功績は︑﹁詩人たちの心に

抑圧されたイメージとして浮かぶ経験を解き放つた

一ゴ9＜①ooヨ℃鴛①鎚ま①冒o①臥o目①子o血8①8葺おo
h詩的﹂であるようには思えないために抑圧されている
﹁
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のである︒
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電で︑フランス︑

ベルグソン︑マイネッケ︑ヴェーバー︑トレルチュ︑ク

ローチェといった思想家たちと︑その思想の普及を担う

七〇年代のヘッセ︑プルースト︑マソ︑さらに今世紀初

°﹀旨自

≦ゲ⑦5ずロヨ⇔口

お冨二〇房

鼻きσq巴↓冨H①♂簿夢①゜・g︒ヨoユB①⇔魯碧σq㊦ぎ

冨8三︒︒帥昌伍o窪冠お
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が生じる﹂︵．o＝ゴロヨきH色卑δ霧冨︿①゜・窪津巴ー昏oωo

るとき︑同時に宗教︑行為︑政治︑文学にあっても変化

係︑夫婦関係︑親子の関係が︒そして人間関係が変化す

が強調した﹁すべての人間関係が変ってきた1主従関

8H︒冨口σq巴︑︶という言葉を︑さらに一九一〇年頃彼女

変った﹂︵．○昌o冨げo暮U①8ヨぴ臼Hりδ﹃ロ日き爵9︒屋？

ニア・ウルフのコ九一〇年の十二月頃︑人間の性格が

スペソダーの﹁現代人﹂という意味から︑彼はヴァージ

右のようなヨーロッパの状況のなかで︑前節で述べた

︵2︶
じるしい特徴をみるからである︒

頭の十年間に成人する八〇年代生れの世代との間にいち

O§恥亀oミ恥ミ器喬ミ織⑦o驚ミ8︵○？
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三 パウンドへの道
︵1︶

同島σqδP85含o計唱o一三8b巳一博辞㊤馨自①゜︑︶を引用して
︵3︶

年がきわめてはっきり分水界をなしている﹂︑とヒュー

いる︒一九〇四年︑父の死後︑直ちにヴァージニアは姉と
ω8℃ゴ㊦ロ︶

の仲間がやってくるーこの仲間こそケソブ

リッジの﹁使徒会﹂︵↓ゲ①﹀℃oω二霧ω09①蔓︶であり︑

竃o同08きOH匠゜・ータンジール事件︑HOOα︶以後の共
十に
と︑五〇年〜六〇年代生れのフロイド︑デュルケーム︑

年間︑若者がさし追る戦争の雰囲気のなかにあったこ

巨ooヨωげロqに居を移すが︑兄︵旨臣昌目げoξ

ズは述べている︒それは第一次モロヅコ危機︵閏一村曾

﹁第一次大戦そのものをふり返ってみると︑一九〇五

ミき

9σqo口bdoo訂︾ヵo℃ユ三巴目㊤♂︶7倉O℃bOlωO°

︵4︶ ＝

してあげている︒︵唱や這1βロ﹂㊤︶

ドイツ︵オーストリア︶︑イタリアがヨーロッパ意識︑共
通文化を有する西洋社会の中心であるとし︑さらにフロ
イド︑ウェ！バー︑クローチェらを最も重要な思想家と

ヒューズはOo§鶏ごミ恥遷＄恥黛蕊

し口
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oり
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フら一山ロ一σqげけ

ωOO一①け団︶のメンバーであった︒

リトン・ストレイチー︑レナ！ド・ウルフの読書会﹁深

だすまでに発展していた︒

︵5︶

法﹂︑さらに一四年にはバッキンガム宮殿前で逮捕者を

﹁ブルームズベリi﹂にせよ︑婦人参政権運動にせよ︑

夜会﹂︵↓ゴ①

所謂﹁ブルームズベリー﹂といわれるグループが嘲笑さ

彼らが社会階級とその疎隔を意識していたことにもよる

が︑この両者にたいしてU°＝°いp≦お口8︵一◎◎QQα〜HOω︵︶︶

れもし︑同時に俗物たちの感嘆の的でもあったのは︑ケ
ンブリッジの自由さとヴァージニア姉妹の性格によった

は強い反機を示している︒しかしここではそのことよ

︵6︶

であろう︒が︑それはひと言でいうなら︑彼ら自身の出

り︑ロレンスのミoミ§N詰卜oミが︑当時の社会と女

85

身であるヴィクトリァ朝上流階級の道徳観への挑戦であ

性像を驚くほど的確に描いていると指摘しておきたい︒

ロレンスが世に認められたのは︑女友だち智︒・ωδ

ったといえよう︒

ここでブルームズベリーに言及したのは︑彼らが男女

才能を認める︒一九〇九年十月のころであった︒間もな

O訂ヨげ①屋が彼の詩を肉ミ曳凝壽肉§鳶ミ誌に送ったこと

制度の崩壊を意味していたからである︒ヨーロッパ思想

く編集長はロレソスとジェシーを伴って昼食に出掛ける

同権論者︵ho巨三︒︒什︶であったこと︑つまりそのことがピ

の動向から︑地理的にも離れているイギリスのこの閉塞

が︑パウンドもそこにいたのである︒すでにパウンドは

ュ：リタニズムの十九世紀的倫理観にささえられた家長

した社会で︑同性愛や肉体のアヴァンチュールは︑性的

同誌六月号に中世プロヴァソスの詩人OΦbdoヨの詩を

翌年二月に．団Φ簿臼巳σq窪．が記載されるのである︒二人

︵7︶

レンスの詩も十一月には．一︶8⇔ヨωO匡⇔昌仙2器8葺︑が︑

ー

タブーの拒絶であったし︑一九一〇年〜一一年の冬︑ロ

主題とする︑ω①ω臨口碧≧岳h自8︑を寄稿していたが︑ロ

による︒編集長閃o．匹︼≦⇔αo×＝ロ①中①同はただちにその

ソドンでロジャi・フライが開催した﹁マネと後期印象
派﹂展は︑一般大衆の激怒を買い︑このグループの名を
︵4 ︶

一方︑一九〇三年のパンカースト夫人による﹁婦人社

の交遊はそのとき始まるが︑パウンドは一九一三年九月

決定的なものとした︒

会政治連合﹂が結成されてから︑婦人参政権運動は頓に
激しさを増していた︒デモ行進︑破壊行為がつづき︑多

に記している︒

を知らせる手紙のなかで︑ロレンスについてつぎのよう

二三日付国鋤巳露寓O霞O①︵同oo①○〜Hりω①︶宛の海外事情

くの婦人の逮捕︑投獄がくり返えされ︑＝二年の﹁猫鼠

訂≦同魯8

器︽8犀ぎ〜σqぞ8§①8℃飢三〇巳霞詩への理解に供することであった︒そしてアーノルドの

罵一ぞ興①

エリオットはパウソドの沁膏o無塁︵μO旨︶には明らか

も︑ずでに見いだせたと思う︒

且①舘霞①゜20︿巽ま巴⑦ωω≦o震o一ロ︒ξ8σq①梓ゴぎ゜作品から大戦までの六〇年間︑．§o山臼昌．の意味が本質
＝器潮おo︒︒団o蝿ぎoヨけ眠昌宮訂σq匿団ohゴ冒゜一
的に急激な変化を受けざるをえなかったいくつかの理由
鳶8晦§窓8吋雷ぎρ￠巴一ユ①ωoh霞゜︒響o蒔゜
き巴津o同H吻ゴ〇三α窟oげ9︒ぴ蔓ρ︒8①冥甑ω≦o爵三さoβ静
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︑Ooロけoヨ喝o冨口冨︑で︑これは翌年の春︑oミ遷誌に発表

にそのテンポを増したこと︑このときの一連の作品が

が︑この肉膏o累霧はその後の作品のありかを示唆する
ものでもあった︒9bd°出碧ヨ臼はその著園詩討遷ミ
ト§辱oで︑一九一二年の秋からパウンドの技彌は急速

話巴ぎσq霊﹀・︒⇔肩oωΦ≦H一冨HHσ9鎚暮霞ヨ酔鴇唱﹁8篤
Φ §§︵薯︶を越えて進歩があ翻ど述べている
9ヨo昌σq夢①団oロ昌σq興ヨ①p

すでにパウンド．はその三月︑マンローへの手紙でロレン
スを．一︶︒8ω♂匡①℃霞ωo昌．だと伝えているが︑マンローの
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ているとしている︒これらの短い詩は︑パウンドが事物

︵12︶

る︒そのなかでも右に引用した手紙の文面と同じよう

を直接綴︒きり表現しようとしたとき︑口語体をなす

偽ミ物亀ミ織Oミミ的︵一九＝二年二月刊︶の書評を寄せてい

されるのだが︑新しい方法による作品の兆を初めて示し

に︑四十才以下のイギリスの詩人でロレンスにおよぶも

思われる作品こそ︑われわれがとりあげることになって
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のである︒そのなかで︑多分︑最も美しい︵国碧ヨ①H︶と

のがないこと︑詩を現代の散文の水準にまでひきあげた
︵9︶
ことは並々ならぬ功績であると書いている︒パウンドは
確かにロレンスがあつかう主題に︑ジョージ朝詩派を越
︵10︶
えた﹁現代﹂をみてとったのである︒・
本論において当初の目的は︑同じ近代都市ロンドンに
おける﹁公園﹂を主題としたアーノルドとパウンドの作
品を対比し︑時代と意識の変革を追い求めながら︑現代
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サマンが私の魂は盛装した王女であるというとき︑必然
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地に忘れられたガリー船に讐えられている︒そして物憂

げな眼差しをした猟犬さえ︑﹁夢﹂と﹁魔法﹂の森に象徴
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の動物たちを狩るのである︒頽廃と倦怠のなかで象徴の

観念を創りだすのだが︑それは﹁感傷的な夢想の雰囲
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右の詩には︒国昌Hoげ①αo唱舞巴o°ω鋤ヨ繊

気﹂を表わしている︒

︑とエピグラフ

が添えられている︒これはフラソス象徴派詩人≧ぴ①誹
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て歩くとき︑サマンと同様︑上流社会の報酬ともいうべ

な絹の束が壁に吹きつけられるように小径の手摺にそっ

ω曽ヨ巴昌︵HQoαoQ〜μりOO︶の詩集﹃王女の庭にて﹄︵毎ミ パウソドの描く女性が︑ケンジントン公園をゆるやか

である︒参考までにこの序詩の第一・二連をここに記し

き︑欝屈した倦怠がある︒この絵画的筆法は︑さきに述

けてみえ︑かつて豊かであった上流社会は︑いまや感情

を彷彿させる︒パウンドの心象風景には青白い静脈が透

べた一九一〇年の後期印象派展が開かれた時代の雰囲気

ておこう︒
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供たちでなければならない︒また︑倦怠感を覚える女性

いうとおり︑この世を継ぐものは不潔であり︑逞しい子

ン的存在であった彼女は︑ロレソスの﹃恋する女﹄たち

代議士P・E・モレルの妻であり︑文学者や画家のパトロ

さて︑当時の女性といえば︑その典型として想いださ
れるのが︑い巴団98ぎΦζo疑①＝であろう︒自由党の

的に貧血で死につつあるのだ︒だから現実には︑聖書の

が不謹慎なことをもしかねない気持におそわれるのであ

の＝巽巨o旨①国o亀島8として描か・れている︒ここで特
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して読みえるからである︒

なく︑パウソドの﹁公園﹂そのものを散文化したものと
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づくのである︒

すでに十九世紀とは異質の時代を意味していることに気

作品が︑この時代の女性像を再現させてくれるばかりで
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察してきた時代背景とパウンドの詩からもわかるよう
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ある︒

よって︑一彼らの青春の時代を的確に捉え︑抽出したので

パウンドもエリオットも︑女性像を唄いあげることに
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に︑詩人の創作になる女性が二〇年代のロンドンで日常
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化していたことを示している︒
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である︒これはパウソドの﹁公園﹂第三連で︑誰かが話
しかけてくれたらと思うあの感情的に貧血で︑倦怠感を
覚える女と︑それにたいして不謹慎なことをするのでは
してこの不安感こそまさにこの時代を象微しでいるとい

と恐れる詩人の感情の不安をよく浮き彫りしている︒そ
えよう︒

都市の成立によってもたらされた二人の詩人の作品
は︑アーノルドが詩人の感性によウて主体と客体の分離
を唄いながらも︑その心象風景は牧歌的であることを免
︵21︶

QQ
し∩

Q∩

oり

れてはいないが︑パウソドでは外界の描写が詩人の内面
世界のそれと深く結びついていた︒そこ．に近代と現代の
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