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詩におけるマニエリスムとT・S・エリオットの面一その〒

一〇四

どのようなことをどのようにいいうるかという反省が︑

明

実在を概念的にとらえることが物理学の窮極の任務であるとかんが
えたアインシュタインにたいして︑二iルス・ボ；アは﹁物理学は︑

に︑言語が媒体としてあるいは栓楷として介在しているのを︑このニ

る︒文学研究の過程と成果を記述する言語が︑メター言語としてのレ

︵注︶

ヴェルを放棄してみずから文学作品化されるにつれて︑問われるもの

と問うものとの層序があいまいになるからである︒

︵注︶筆者はかつて︑言語とメター言語の区別が︑交学言語についての研究

をおこなうばあいに︑記述老において明確にとらえられていなければな

要﹄第十七集収録の拙稿﹁文学研究における数学的思考﹂を参照してい

らないことを指摘したことがある︒ ︵くわしくは︑ ﹃武庫川女子大学紀

しかもそれを現出しなければならないもの一であれ︑仔情詩のような

もの一︿意味されるものVがく透明﹀に伝えられることを期待され︑

べきものがひそんでいるにちがいない︒それをかえりみないですます

いるように︑認識と言語︑言語と世界のあいだに不透明さとでもいう

言語が意識的に問われるからには︑ニールス・ボーアが暗に示唆して

文学作品を創造するときに︑また文学作品について論じるときに︑

ただきたい︒︶

このことは看過できない事項として厳存するのであ

あるにしても︑

言語のレヴェルを一段かえて︑文学言語について論じるばあいも︑

るまで︑きわめて反学的に︑あるいはなかば破華華につみあげられて

代的思惟の対象にしていらい︑反一小説︑反−演劇︑反−言語にいた

る︒

右に記したような言語の特性は︑どこまでもつきまとうことになる︒

ことは︑ポーとボードレ⁝ルが︑文学と言語との関係をはっきりと近

イコンあるいは比喩を多彩に駆使したものであれ︑たとえ程度に差は

現の様態が︑小説のような相対的に言語の指示性のつよさに立脚した

とは確実に問題になるはずのものである︒さらにまた︑文学言語の表

のであれ︑現実には存在しないものを示唆したものであれ︑上記のこ

のであれ︑現象のかげにかくれて見えないものを摘出しようとしたも

のの総体であるかぎりにおいて︑それが写実的な傾向性のあらわなも

け人間の本質と現象について︑何をどのようにいいうるかをいったも

的に問いたださなければならない問題であろう︒文学言語が︑とりわ

は︑言語が文学作品として発現している場においては︑いっそう自覚

ールス・ボーアの発言から︑われわれは察知するのである︒このこと

いいかえれ

そもそも世界の現象と本質に関して語られた言語について︑いったい

われわれが自然について何をいいうるかに関するものである﹂と述べ

かう姿勢に︑意識的にせよ無意識的にせよ︑なければならないのであ

雅

ば︑言語についてメタi言語で語ることの意味と自覚が︑論題をあつ

宅

たといわれる︒自然の実在とわれわれの知覚ないしは認識とのあいだ

三

きた現代文学の刮目すべき作品群を無視する結果になるはずである︒

ーホッケ自身は本文においてこのふたつのくヨーロッパの奇想体Vの

イツ語訳︶︒以下において︑われわれなりの関心のありかから独自に

察をくわえることから本稿の展開をはかることにする︒

マニエリスム的特性の検討をおこなってはいない一それらについて考

とくにこんにちのように︑言語の頼りなさと不安定さに︑とっぷりつ
かっているわれわれにとって︑言語を思惟の対象にすることは︑つね
になにがしかの悲観論なしにはすまされないのであるが︑それにもか

邦訳が出版された︵現代思潮社刊・上下二巻︶︒

︵注︶原著刊行後十年余にして︑さいきん︑種村季弘氏の手によって鐘骨の

かわらず︑われわれは︑言語によって表現されたもののありようを問
ならないのである︒言語作品におけるマニエリスムが言語への偏愛と
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︵例A︶

げる︒

まずそのふたつのパッセージをエリオットの原テクストによって掲

うことの有効さを信じる程度には言語を信じておかなければどうにも
疎隔を同時に内包しているうえに︑それについてメター言語で語るわ
れわれの立場も︑不可避的に言語への不信1はたして対象を十分に記
述で．きるかという一と︑牛歩のごとき確認を交錯させつつ進んでいか

なければならない負い目をになっている以上︑この錯雑さは︑論述の
恣意性を︑さらには自己矛盾を招来して空中分解をとげることを︑危
惧するのであれば︑いやが応でも︑言語への自覚的反省を要．求するも

のになる︒ニールス・ボーアのひそみにならっていえば︑われわれの
目的は︑文学におけるマニエリスムについて︑メタ⊥言語で何をどの
ようにいいうるかに関してであって︑文学におけるマニエリスムとは

何か一方法としての言語の三三に考慮を払わずに一ではないのであ
る︒

グスタフ・ルネ・ホッケの︑ヨーロッパ文学にあらわれたマニエリ
このような見地から

スムについての包括的な著作である﹃文学におけるマニエリスム﹂
︵§ミミ身ミ§き駄ミミ壽︑ミミ匂お紹︶も︑
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みると︑ヨーロッパ文学にあらわれたマニエリスムに関して言語化し
その大著を終えるにあたって︑︿ヨーロッパの奇想体﹀という項目の

い涛①四h＄夢2︒昌普Φび配置︒h日︽冨銭●

ζ団まΦδ＝σq耳堕≦9自昌σqho初夢①島8§1≦厳9

うるものを言語化したものとうけとってよさそうである︒ホッケは︑

ジーをかかげているが︑そこには二篇の一といってもほんの断片的な

U易け貯撃巳お耳鋤＃献言①80蔓ぎ8ヨ興ω

一〇五

もとに︑マニエリスム的なく表現身ぶりVをもっている詩のアンソロ
パッセージにすぎないーエリオットの詩が収録されている︵原文はド
詩におけるマニエリスムとT・S・エリオットの詩一そのニー

詩におけるマニエリスムとT・S・エサオットの詩一その二一
仮声けhO﹃暮Φ妻ぎΩ誓讐Oぼ旨ω8奢簿吐αω匪Φ伽09α冨pg
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一〇六

引用文︵例B︶を冒頭にもつ﹃シメオンの歌﹄︵一九二八年︶には︑

れない︒素材を﹃ルカによる福音書﹄第二章に求めたこの詩は︑神の

引用文︵例A︶のような㍗人対人の関係から生じる劇的な軋蝶はみら

白の連続という単純な構造のものであるが︑引用されたパッセージに

救いの認識のうちに静かな死を待ちのぞむひとりの老人シメオンの独

のパッセージは︑おおむね適切な選択であるとおもわれるが︑もし︑

ひややかな雰囲気一熱っぽい献身ではない一を漂わせつつ︑マニエリ

おいては︑かれの意識のあり方と︑それのメタフォリカルな表出が︑

︿ヨーロッパの奇想体﹀の明証として︑ホッケが選んだ右のふたつ
これらが︑エリオットの詩的業績全体のなかで︑マニエレスムの特性

いとしても一に達する契機がほぼ全面的に排除されたく荒地V的虚無

定による肯定1たとえその肯定が話者ないし詩人自身の幻影にすぎな

ここで慎重に考えなければならないことが生じてくる︒それは︑否

スムへ傾斜していることをわれわれは感知することができる︒

を示すには白眉のものでないとすれば︑それはホッケの言語感覚をう
たがうよりはむしろ︑そのアンソロジーに収められた他の詩人の作品
との︑内容技法両面での微妙なバランスといった点からの考慮がはた
らいているとかんがえるのが妥当であろう︒
︵一九一七年刊

とそこに棲みついている男女の亡霊的居姿が描出されているばあい

引用文︵例A︶の出典となった﹃ある婦人の肖像﹂

行︶は︑前述で考察した﹃プルーフロックの恋歌﹂と質的に大差のな

覚的にせよ︑あるいは観念的にせよ︑認知されているばあいとにおい

なものがいったん否定され︑肯定されうるもののありかが︑たとえ感

て︑そのいずれにマリエリスム的な精神と表現の特性が︑より本質的

と︑たとえば﹃シメオンの歌﹄でかいまみられているように︑否定的

かから流れてくるヴァイオリンとコルネットのアリエッター︿私Vと

にあらわれるか︑ということである︒これは︑おそらく︑相当綿密な

い状況と表現をもった詩であり︑ある婦人と︑そのサロンに出没する

いう話者をつとめる青年にとっては︑相手の婦人のおしゃべりが高音

立証を要する事柄であり︑性急な判断は避けなければならないであろ

一青年の交錯し屈折した会話と心理の葛藤から構成されている︒どこ

ができず︑こちらもひとりでに勝手なプレリュ；ドを︑音のでない頭

域楽器のディスカントゥスのようにきこえる一に調子を合わせること

う︒続稿の検討課題のひとつにならざるをえないゆえんである︒
ところで︑詩において︑あるいは一般に言語表現において︑マニエ

↓皇霊＝o竃hoσq普讐歪げω一けω冨葺oO8窪Φ蔑巳︒≦一噂きΦω℃

︵例17︶

にする︒便宜上︑当の例文をいまいちど掲げる︒

稿引用文︵例17︶を再吟味することによって︑それに答えてみること

ような可変性があればよいのであろうか︒本棉では︑さしあたり︑前

リスムとみなしてよい現象が成立するには︑言語の性質におよそどの

脳のなかで鈍く打ちならす青年︒かみあわぬ人間と人間1︒引用文
︵例A︶のおしまいのところ一﹁調子はずれの音﹂一は︑観念のレヴ
ェルでも表現様態のレヴェルでも︑まさにマニエリスム的く表現身ぶ
りVの好例といいうるものだろう︒しかもその﹁調子はずれ﹂ぶりは
阿呆さ加減もいいところだ︵．曽げω毛子団︑︶1︒もっとも︑このあたりの

四げω霞a身がく不条理Vという日本語の語感で解されるのであれば︑

それは︑マニエリスム的なく表現身ぶりVの実質を見落としたうえ︑
では︑︿ばかばかしさ﹀からく不条理﹀への距離は遠いのである︒

直線的に条理化されすぎた捉え方といえよう︒この詩のコンテクスト

ては︑言語はきわめて安定した運搬具であって︑

さえた言語意識−明白に意識化されていなくてもかまわない一におい

︑
↓冨畷Φ目︒≦ω昌︒冨葺讐歪σω騨ω日口N蛙①8蔓Φ乱巳︒零1℃碧Φρ

︿透明﹀に指示しうるとみなされたとおもわれる︒しかし︑厳密にか

現実の表現対象を
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んがえてみて︑月忌を絶対的につなぎきれはしない不安定さ⊥言語は

事象を直線的に指示し︑事象はじぶんの名称化を直線的に言語から選

い雲上目β弓op冨9鼻汁Φω09匪讐h巴δ蹄︒目︒匡三洋団の℃
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ぶという相互往復の円滑さの欠如−がマニエリスムを言語的に可能に
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するのである︒とはいうものの︑言語が︑とくにその歪曲面が意識的

く猫﹀でも可能だというところにあるのである︒これは一見幼稚なト

と素朴な︑ いわずもがなのところにある︒

かという補足をおこなっても十分ではない︒肝要な点は︑実は︑もっ

ジは︑様態的には︑かえって知的抽象度の高い言語レヴェルであると

べてく猫Vの身ぶりで表わされているとか︑食餌フォリカルなイメー

にはいかない︒︿霧V・︿煙﹀は主格として提示され︑その動作はす

く霧V・︿煙﹀を示すメタファーであるとだけ述べて事をすますわけ

本稿のおもむくところがらいえば︑

つまりく霧Vを示すのに

認識⊥言語一世界という三項関係における︑言語使用者の言語表現様

の︿主観のふくらみ︐﹀によって筆者がいいあらわそうとしたことは︑

が厳につつしむべき事柄ではあろう︒いささか弁解めくけれども︑こ

そ主観のふくらみの過剰な用語を使った︒これはメタ⊥言語の使用者

なる︒前稿においても筆者は︑この︿主観のふくらみ﹀という︑およ

と比喩使用能力を内包しているく主観のふくらみVが現出することに

さて︑言語のマニエリスムを論理的に成立させる可能性が︑現象と
しての言語のマニエリスムに具現されるとき︑そこには︑抽象化能力

換していくことになるであろう︒

ここから言語問題は︑存在論的重みをになって文化全般の問題へと変

しているとおり︑言語に依存する文化活動全体の危機の徴表であり︑

対象として︑とくにとりだされることは︑多くの論者がそろって指摘

○虞ユ巴O口899暮嘗①げO￠ωρ四ロΩhΦ目9巴Φε・

ここにはく霧﹀・︿煙Vとく猫Vの二重写しがあり︑それがになっ

ートロジー的発想のようにみえて︑決してそうではない︒要は︑甲を

態の振幅1︿主観のふくらみ﹀がはげしいばあいには︑言語は一義的

ている意味については︑前稿においてすでに確認したわけであるが︑

いうに乙をもってするという教科書風の解釈がもっている論理構造を
しっかりつかまえておけばいいのである︒ここのところに︑言語表現

内部に︑言語使用の豊かさ1病理学的な歪曲ととなりあわせの一を見

この点をもう少し押しひろげてかんがえてみよう︒いったい︑言語

ゆるリアリズムー言語が︿透明﹀に作用して︑対象を表示するのに

このようにいえば︑かならず論究しなければならない事項としていわ

ふくらみVによって︑認識も世界もいくらでも変容されうるのである︒

これらの血行が︿猫﹀をもって

におけるマニエリスムが成立する理論的根拠を諒解するにいたる手が

いだしたいということなのである︒言語の表現様態におけるく主観の

は︑われわれが日常期待しているほど一直線に表現対象とつながりう

余計な抵抗体とはならないような一とマニエリスムの異質性︵と共通

に対象とつながらず表現上の異形態を数多く生みだすことになる一の

かりがひそんでいるはずである︒

に問われた問いであった︒たとえば︑十九世紀のリアリズム小説をさ

一〇七

るものであろうか︒この問いは︑すでに本稿の出発点において意識的

詩におけるマニエリスムとT・S・エリオットの詩一そのニー

内部に残し︑奇妙な残像が︑われわれの記憶に付着することになる︒

！ルレアリスムの絵画をみるときのような効果を︑われわれの意識の

ー〇八

性︶という問題が生じるはずである︒この点も︑続稿の論の方向が不
それにしても︑

詩におけるマニエリスムとT・S・エリオットの詩一そのニー

可避的にまた本質的に辿らなければならない道すじにあるといえよ

という︑意味範疇のことなった形容詞︑名詞︑動詞︑副詞の組み合わ

﹁湿った﹂﹁魂﹂が﹁芽をふく﹂さまが﹁げんなりと﹂

う︒

せから惹起される離れ技的な意味の交響と︑

﹁あてのない笑い﹂が︑

うつけの軟質の仮面のように︑空中をふわふわ飛び︑彼方へ消えてい

論議が過度に抽象的レヴェルをさまようのを防ぐために︑このあた
りで︑エリオットの詩を︑素材として︑ひとつふたつ導入することに

曲に関する共犯者でなければならないという大前提を必要とするかも

くというコンシートは︑その理解をめぐって︑詩人と読者が︑言語歪

する︒

︵例18︶

について検討を加えてみよう︒

つぎに﹃風の夜の狂詩曲﹄︵肉趣§亀魯︒鳶黛ミ謡魯﹀葺きμゆく︶

↓冨団母①雷霞犀pσq耳8犀h霧什覧g︒8ω貯び器Φヨ①巨犀一8げΦ葛︾ しれないところのものである︒
︾pα巴O昌σq夢Φ誓碧β覧①qΦ山σqΦωOh跨Φω霞Φ雲

図9日9乏鍵ΦOhき恥§ミ腎亀ミ㌃ミ勘︒ミ亀§ミ禽
9こミ§職概恥愚︒鳶駄鳴ミ骨99触＄σQ薯Φω●

﹈り零9＜OO噂旦OOド

︵例19︶

国Φ憲貯P冨⇒母ω春野Φ臨ρ

︾δロoq爵Φ同＄Oげ80時窪Φの窪ΦΦけ

↓ゴΦげ8≦づ≦9︿ΦωOh︷Oσq8ωω仁勺8日Φ

︾q山8母跨O日9℃器ωΦ？げ矯ミ搾げヨ⊆鳥q団の匹躊ω

U房ω9︿Φ爵Φ⇔OO諺Oh彗Φ§O藁

零窪呂興ぎσqミミ亀︑§§ミ磯︑昔篭砺

↓毒δ8Ω︷四〇⑦ω蹄O日けげΦげ98︼BOh榊げΦω零ΦΦr

﹄遷磯篤§鳶恥り恥ミ匙鳴燥魯貸味魯Oミ恥︑物馬篭蛛勘鳴犠馬︑

ﾌ象謡ωδ昌ω9pα嘆Φ鼠ω陣O口ω矯

︾P◎鋤印騨ω9Φ四属目包9島OPρ

﹄§職ミ犠ミ轟跨貸ミ隷恥き恥壽ミ恥︑ミき偽こ魯．
︵騨鎖嵩︒ω昌9民芸ΦOユσqぼ巴︶

﹃窓辺の朝﹂︵ミ蔑ミ蕊磯ミ覧譜ヨミ︒§Hり旨︶と題された小詩
の全文である︒イマジズム風の傾向性がメタファーの徹底的な使用と
結びついた代表例として本稿のような趣旨の論文には︑まことに好都
﹁女中たちの湿った魂が／げんな

合な例証の役目をひきうけてくれる︒この詩で注目したいおもな現象
は︑二組のメタファー連鎖である︒

﹁あてのない笑いが空中をさまよい屋根の並びにそって消えていく﹂︒

りと芽を出し﹂︑とおりすがりの汚れたスカートの女からもぎとられた
言葉の表現上の質を問うときには︑これらのメタファー連鎖は︑．シュ

§黛土物魯犠書恥犠§亀 鷺︑貸ミミ§．

︵冨膏ωぎ二p爵①o鼠σq貯9一︶

詩の開始の部分である︒詩全体は︑真夜中から早暁にかけて街路を

︾防恥ミ貸

§遷§覧二三犠ミ恥︑ミミ鳴§O鳶

︾βΩ夢8離σqげ夢Φω娼8Φωoh夢Φ山嚢︒吋閑

切鳴負︑三口犀Φ9h9け9ρ犀の識OΩ厭Oヨ憶

国くΦ触団ω嘗8け冨ヨ℃爵9一℃器ω

Hけ

﹁囁きかけてくる月光の呪文﹂によって

俳徊するひとりの青年の自意識と﹁月光の綜合﹂のもとにある街の夜
景との交錯を描出している︒
﹁記憶の底﹂が溶け︑昼間の論理的な意識構造一関連と区分と精密さ

を特徴とする一が崩れ︑つぎつぎと一定の間隔をおいてぶつかる街灯
が﹁宿命的な太鼓﹂の響きとなって青年に迫り︑青年の意識の鼓動も
どうやらあやしくなる一︒青年の記憶は︑ ﹁気狂いが枯れたゼラニュ

ームをゆさぶるように﹂ゆさぶられる︒このパッセージにおける意識
と表現のマニエリスム的特性は︑もはや多言するまでもないであろう︒

一刻がすぎて︑青年の眼に入る売春婦とおぼしき女の﹁曲ったピン

aひ讐毒︒日9昌

のような﹂眼尻のよじれが︑かれを決定的に非日常的なイメージ連合
の流れにさそいこむ一

︵例20︶

国践ら霧什8ρ
日冨ω曄8け1冨日bω℃暮8お9

臼冨ω窪8デご日O欝98同Φ9
日げΦω跨Φ2 占 鋤 導 や ω 鉱 9 ． 幻 Φ α q

重げOげ①ω蹄讐Φω8箋鍵画団︒億ぎ窪①一戯鐸Oh窪ΦΩoO﹃

乏ぼ98Φ富O⇔げΦ畦嵩吋Φpσqユジ

づαω冨ぎΦα≦騨げω曽昌9

図O信ωΦ①けげΦσO戦αΦ目Oh︼PΦ﹃噺民Oωω

Hの8目P

ミミぎ織辱口達●

諺づα団O偉器①導①8嬬⇒Φ﹃o隔げ興①団①
↓ミ冴冴勘ぎ

︵詳巴胃ω口9貯夢ΦO瓜σq一p巴︶

なんらかの歪曲を示す用語は︑エリオットの詩の全体をとおして︑
顕著にあらわれるが︑この詩の第二節と第三節−引用文︵例20・21︶
詩におけるマニエリスムとT・S・エリオットの詩一そのニー

ーにおいてほど連続して出現することは︑むしろめずらしい︒

︵例21︶

↓冨彗Φ日︒蔓匪8≦ωξ霞σqげ9邑伽蔓
︾08≦Ωoh︑§累ミきミ偽吻㌦

恥壽本町ミ§評ρ℃oφ夢Φぴ＄9

国讐gω日09FρづΩ娼︒出ωげ巴

﹄︑ミ

﹀ω竃夢①≦〇二ΩσqpくΦ仁℃

↓げΦω①Rgoh旨ωω屏皿①8P
ω鉱律四⇒α芝げ諦ρ

︾町暮§憩︑§晦ぎ9貯90﹃団冒a嚇

国9aきαミミミ曽巳↓Φ巴団8ω墨℃●

肉§妹きミミ§鷺8夢Φho触ヨ導9爵①ω導魯σq島冨ω一①砕

︵搾巴皆の昌9ぎ§Φoユ四一口巴︶

女の曲った眼尻から誘発された︑よじれたものの堆積を列挙したこ

の個所は︑メタファーのすぐれた例として︑しばしば言及されるとこ

前事において予備的に考察したよう

ろであるが︑マニエリスムの見地からみても︑もちろん︑みごとな例
証であることはまちがいない︒

に︑たとえば︑ひとつの観念あるいはイメージが︑論理的な意味の脈

絡を経ずに︑そのまま他の観念あるいはイメージに連合するような言

人間と事物1この事物のなかに人間が事物化されてふくまれることも

語現象は︑言語の対象である事物それ自体の変容もさることながら︑

タリのものである︒

ある一のあいだによこたわる関連のすべての変容を表出するのにピッ

しかしながら︑言語がどんなに現示的非分析的であっても︑それが

現象的構造のなかでコンテクストを獲得するようになるかぎり︑論理

一〇九

本稿で検討を加えたふたつの詩に共通してみられることは︑︿主観

＝○

のふくらみVが︑きわめて安定したあり方で︑対象物の提示のなかに

詩におけるマニエリスムとT・S・エリオットの詩1そのニー

われはみとあなければならない︒マニエリスムによる表現効果の無制

的な意味の明示化は︑つねにおこなわれうるものであることを︑われ

定着されているということである︒しかも︑これらの対象物は︑対象

うと対象物それじたいのありようが︑さらにいえば︑意識と対象物が

物として示されているだけではない︒対象物をとおして意識のありよ

もっている構造がありありと表出されているのである︒このような指

んがいうく客観的相関物﹀がはたす機能もこれにあたる一のはたらき
を経て︑それをふくんでいる詩が︑その時代にたいしてもっている諸

限なつりあげと惑乱のなかに︑シンボリックな機能ーエリォットじし

関連を︑メター言語で問う根拠は失われないのである︒いまや不可能

のいくつかの詩論である︒あるいはヴィトゲンシュタインの言語に関

摘をおこなうと︑ただちにおもいおこされるのは︑エリオットじしん

︿主観のふくらみ﹀のつよい︑独自の言語的圧力によって表出され

いるが︑その具体的考察は本稿では避けておきたい︒

する論考である︒われわれはすでに視野の内部にそれらをとらえては

になったことは︑言語的歪曲の介在を無視して一義的に言語と対象を
さて︑引用文︵例21︶のあとに原詩では︑さらにさまざまな断片的

結びつけて論じることである︒

かれ︑さらに︑

なイメージが︑時の進行とともに青年の意識をよぎっていくさまが描

一定の方向性・傾向性を帯びると︑対極構造的に︑それと正反対の方

たものを読んでいると︑興味のある問題が生じてくる︒言語は︑ある
﹈り﹈PΦ ﹃O昌P一P一ωOΦHPO① OO営PΦ◎o

︵例22︶

ある︒たとえば﹃窓辺の朝﹄にしても﹃風の夜の狂詩曲﹄にしても︑

イメージは︑いわば水平方向に1人間的現実のつまらなさの方向へと

向・傾向への動きを︑虚像として誘発するのではないかということで

諺Pq◎ρωけ営O吐Φ＜搾Φωい

いってもよく︑したがって﹁あてのない笑い﹂が空中をさまよおう

Ohのg三ΦωωσqΦ量5貯日の

ω筥Φ一一ωO︷Oげ①馨昌卓けωぎ酔げΦω9ΦΦ冨・

と︑意識下の世界から﹁月光の呪文﹂に溶解された︑

︵例24︶

﹃前奏曲集﹂

︵㌧ミミ§物口⑩嵩︶では︑

方向に︑帰依的な世界を感知せざるをえないのである︒このことは︑

ている言語から︑われわれは︑その虚像としてく話者Vの意識の向う

らず︑それらの凝縮されて硬質になった︑現実の9びω霞島蔓を表出し

といった方向への動きは存在していないのであるが︑それにもかかわ

いわば別次元への︑高次元への︑つまりは帰依とか熱中とか献身とか

﹁うちあげ﹂られようと︑かまわない一ひろがっていて︑垂直的な︑

歪んだ心象が

︾づΩhΦ毛質ΦoD目Φ目ωぎωげ暮け興Φ山δO日ω℃

︾昌伽︒貫弩①詳Φω言8疑蜀︒議
︾づαOOO屏紳羽島ω二巴一ω一口ぴ9擁ω．

という風に︑くさぐさの想いが︑ 徹底的に名詞の複数形をとおして列
挙されたあと︑

↓げΦ一9ωけけ≦δけOhけげΦ犀昌儒Φ・

︵例23︶

という鋭く独立した一行でこの﹃狂詩曲﹄は結ばれることになる︒

保持することによって存在している以上−詩はそれらのものの総和︑

もろもろの他の要素と特性とのあいだに︑大なり小なりの緊張関係を

素または特性だけから成り立っているわけではなく︑それをふくめて

︾δo昌Ω爵①ω①一ヨ四αq①ρ9pq9ぎαq

ヨ琶︒＜Φασ割賦p9Φω蒔げ四轡碧①oβユ①q

↓げΦづO江80hωo目Φ冒ゆ巳8甘αq①昌菖①

もしくは相互に相殺拡張しあう継続であろうからーヴァイタルな基盤

H

H臨導①甘ω強9品琶昌αq・

ではない︒それらのあいだの対極的構造がしっかりつかまえられてお

も︑それと相反する要素または特性が存在しうることを否定するもの

ひとつの要素または特性を意識のうえで明示することは︑かならずし

がくずれ︑いわば無機化することになるはずである︒しかしながら︑

が︑かりに︑この四行が除かれて︑そのかわりに︑この四行があった

のように︑奇想と歪んだイメージのかなたに抽象的に捉えられている
場所に空白しか残らぬとしても︑ここに帰依的な世界の虚像が結ばれ

がるものと︑意識化されないで放置されるものとに分れるということ

は特性がとらえられたときに︑全体は意識化されて対象的にうかびあ

がメター意識として鮮明に自覚されておればよいのである︒筆者がエ

れば申し分ないであろうし︑それほどでなくても︑ひとつの要素また

ていようと一いやむしろ︑そのようであればこそ一そこにみられる意

うることを意味している︒表現対象のマニエリスム的歪曲がどれほど

識と言語が︑対極に虚の意識と言語を暗示するのである︒言語から意

オットの詩のなかにマニエリスムの要素を見いだしたというにとどま

リオットの詩をマニエリスムという傾向性から論じるときには︑エリ

激しかろうと︑そこに描出された現実がどれほど奇怪さと死臭にみち

識へすこし次元をずらせて抽象的に約言すれば︑︿話者Vのく暗黒の

一＝

︵その二・庸兀︶

ければならない悲哀をかこつことになるのではあるまいか︒

怖れをなしておればこそ︑かみしもつきでマニエリスム論を展開しな

ろ︑リアリズムのもつ強力な存在根拠と存在意義のまえで︑すっかり

定されるような意図は︑みじんもないのである︒いやそれよりはむし

るのであり︑そのさい︑マニエリスムとは対極的構造にある要素が否

意識﹀がく光明の意識Vに向う契機は︑現実のつまらなさの意識のつ
よさと同じだけ心理の力学として存在しうるものとかんがえられるこ
とになる︒

さて︑一篇の詩︑ひとりの詩人︑あるいはひとつの時代の詩がもっ
ている構造と属性のなかから︑あるひとつの要素または特性といった
ものを抽出してくるとき︑そもそも詩は︑いま抽象されたひとつの要

詩におけるマニエリスムとT・S・エリオットの詩1その二i

