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「王国」到来の後光を求めて   

GalwayKinnellの詩  

森 田  孟  

水晶のような硬質の心象を凝縮した構文に包んで，抽象的な思索・思考・瞑  

想を具体的に繰り展げた形而上詩人のEmi1yDickinson（183086）と，口語  

を奔放自在に駆使して溢れ返るエネルギーを放出しながら自己を吐露した  
Walt Whitman（1819－92）この二人の系譜を両極とする広大な空間に，  

種々様々な世界が展開されているのが，アメリカ現代詩の状況であるが，反文  

明派の詩人と目されることもあるGalway Kinnell（1927－）の作品の特色を  

最新の詩集『長らく一人住まいをしてくると』t叩zビ児077ピ肋⊥オむgd』エロ刀g  

T玩那ヲ ノ＝玩那（1990）の中から典型的だと思われる四篇を訳出しながら垣間み  

て見よう。  

止り木 “TllePer（：h”  

巨大なカエデ古木の小森の一つ  
その中のそういう一本の  
枝に二股のところが一つある  

そこに私は時々登って坐っては見回すのだ  
何マイルにも及ぷ眼下の谷々や低い丘陵一帯を  
今日はスキーをはいて ある女友だちに  
そういう木々を見せようとして連れていった 道を辿って  
出かけてゆき 小径のところで曲ったが  
明るい紅や黄色の葉にびっしりと  
蔽われていた そこは二，三通間前には  

木々は殆ど葉を落としていたものの  
十一月の雪はまだ訪れていなかったのだが  
私たちは沼沢地を横切り   
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18鋸）年に建った農家の遺跡を  

保持している地下蔵の穴を通り過ぎたが  
その道跡は1940年代に徐々に  

その穴に滑り込んでいったのだった それから  
雑草の一面に生い茂った伐採搬出用の道を  
辿ってその木々のところへ来た 私はあの止り木に  
登って 今度は遥か遠くをではなく  
その木そのものを  
眺めたが その幹は  
辛い目に遇っていたあの時期の  
酷い奮闘によってねじ曲っていた  
その外傷症状以後 それはそれ程中まで堅くなっていない  
もしかすると何かしらそういう時期が今私に訪れているのかも知れない  
何とか処理しなければならないのだろう まだ為し遂げていないことを  
そして孤独と幸福とを結び付けようと  
試みたきりでいたことを その時ライフル銃が  
昔を立てた 何度も 全く大きな音を  
谷間の向うから 大地を  
男が支配する慣わしの  
衝撃一動物の中でも最も優雅なもの  
最も機敏なもの 最も温和なものが  
死ぬようにと選ばれたのだ 私は窺った  
友にも聞こえたかしらと  
だが彼女はスキーをはいたまま歩き回って  
木々をあれこれ調べては思わず微笑を洩らした  
彼女の唇は依然ヒして満たされていた 何百回  
何千回という接吻で 私たちは既に  
それを味わい尽していたにも拘わらず 丁度その時  
彼女は眼を上げた低い所から高い所へと  
神が祝福するみたいにrそして彼女の両眼の  

青い色が樹皮と雪の黒と  
白の中から輝いた 丁度  
身も凍るような口に歩いている恋人たちが   
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氷のような頼と頬とをくっつけ合い  
接吻して それから身震いしながら 互しゝの口の中で  
待っている熱に 気付く時のように  

35   

最後の神々 “1．astGods”  

彼女は岩の上に裸で坐っている  
二，三ヤード離れた水中に  

彼は岸辺に立っている  
やはり裸で ブルーベリーを摘みながら  

彼女が呼びかける 彼は振り向く 彼女は両脚を  
開いて自分の素晴しい美しさを彼に見せて  
微笑む 弓形の唇が  
地球の両端を  
結びつけるようにみえる  
彼女の映像をばしゃばしゃ跳ねて  
粉々にしながら 彼は水の中を渉ってゆき  
彼女の前に立つ 葉の柔らかい塊と  
底のヘビろに足首の骨のところまで  
沈めて眼に見える世界の  
親密さ 彼は入れてやる  
茅のシャツに包まれた  

紫果を彼女の口の中へ  
彼女はそれを呑み込む 彼がもう一つ入れてやる  
彼女はそれを呑み込む その湖水の上では  
二羽の燕が気紛れに飛び交い 踊り さっと身をかわし  
一羽が昆虫を引っつかむと  
二羽は共に旋回して上昇し  
大喜びする 彼は濃紫でではなく  
血液で膨れる  
彼女は彼をつかまえて吸い  
もっと膨張させる 披は脆いて聞かせる  
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天国と下界とを繋いでいる  
暗い垂直な微笑を  
そして彼女の最も滑らかな鉢のところを舐めて更に一層滑らかにする  
岩の一番上で二人は交わる  
どこかで蛙が一匹坤き声をあげ 鵜が一羽甲高く鳴く  

彼らの体毛が  
総毛立つ 彼らは最後の  
神々の言葉で叫ぶが  

その神々iま行くのを拒み  

死を選び 喜びで  
身震いして 粉々に砕け  

各々の叫び声を人間の  
口の中に遺贈したのだ 今やその湖では  
二つの顔が浮き漂いながら 見上げている  
一本の母らしい松の巨木を その枝々は  
四方八方に拡がって  
あらゆることを説明している  

告 別 “Farewell’’  

ハイドンの嬰ヘ短調交響曲を聴いた後で  

ポール・ツヴァイク（193584）へ  

最後のアダージョが始まる  
やがてヴァイオリン奏者が一人立ち上り 歩き去る  
チェロ奏者が二人その後に従う 弓を直立させ チェロをぶら下げながら  
フルート奏者はフルートを高々と掲げながら去ってゆく 絶えざる弦の摩擦の  

間中それが鳴り続けた栄誉を惑えて  
バスーン奏者が立ち上り それからコントラバス奏者が一  
ピアノフォルテ奏者は黒い戸棚めいた奇妙な機械から離れて 手の指先を震わ  

せながら歩み去る  
管弦楽団が姿を消す¶   



「士回」到来の後光を求めてGalll▼a〉▼Kinne11の詩  37  

一人一人 我々がこの非音楽的な岸辺で手や顔を洗うように  
また二人三人と 世界が始まろうとしている方舟の中に我々が人ってゆくよう  

に  
立ち去る前に各々の演奏家は吹き消す  
譜面台の燭光からのちかちかする光を  
そこには ヤナギラン 濃密なソクシンラン 炎つつじが  幾夏もの間その光  

を貯え  
あれ程の量の闇を演奏会場に吹き込み  
また 同じだけの光をどこか他の所へ  
吹き込んだ そこでは演奏者が新たに集って待っている  
オーボエ奏者が確かなイ音で音合わせをしてくれるのを  
丁度 最初の光がブナノキやカナダツガの森林に差し及んで  
小鳥たちにそれぞれの混沌とした母音を奏でさせるように  
彼らは調音がすみ  

それから演奏するのだ  
楽句を野中の草の茎の先端でよろよろしている炎の中の  
草の性に充ちた螢の繰っぽい閃光の中の  
幽霊のような束状でひゅうひゅう音を立てながら通り過ぎる納の  
鋸でばらばらに引き切られながら歌っているとでも言えそうなコオロギの  
歌うものが無くなった歌い手たちのロの中に根が押し入っているアメリカナナ  

カマドに止まっているオオゴンヒワの楽句を  

今や演奏者たちは皆姿を消してヴァイオリン奏者二人だけになってしまい  
半ば顔を向け合って坐っている 相手の音に音を重ねて表現してきたものを表  

現し終った友人同士として  
そして最後の楽句を酷評する  
一人二人と 我々の有力な秦者たちは立ち上って去ってゆく  
薪小屋に積まれた薪の山の中で  
わいわい言い争いながら 新たに訪れた冬が  

ばちばちオレンジ色の声を発しながら再び春になるのを待つのだ というわけ  
で二人だけが残される  

舞台上の闇の中に私は想像裡に思い描く  
旧友のポール・ツヴァイクの顔を  
一彼は持ち前の力を損なわないまま 〈永遠の森〉の中に一人で行ってしまっ   



森 田  孟  38  

た 一オクターヴ低い音程の小鳥たちの噸りの下を一  

彼は見降しながら何かしら次のようなことを言ってし〕る  

「認識の限界を引き伸ばしてぽんやりさせよう  

無知へと増大してゆく知識は その下降曲線を優雅にする」  

弓の毛は依然として 傷ついた木質部に填を投げつける  

この世の全ては ほんの数瞬前に  

くつ九：え 生まれたものだが 突如ヒして覆り  

混沌たる不可避へと 失策によって引きずられてゆく  

さようなら 親愛なる友よ  

その合間は 重なり合う生涯にこの世に存在  

しているという神聖な時間だが それさえ終る  

これは そういう終りの一つである  

ヴァイオリン奏者二人はもう一度弦を掻き鳴らす  

アダージョの最後が ヴァイオリンのf字孔から飛び出す  

聴衆は演奏会場からばらばらと立ち去り 直ちに姿を消す  

一人で私は七番街を歩き続け  

ウエスト・ヴィレッジの狭い曲った通りへと向かう  

私の前方から 酒に酔った誰かのしゃっくりがヒックと聴こえ  

それからその人の頭が電柱にどしんと当る く今〉が聴こえてくる  

長らく一人住まいをしてくると  
“WhenOneHasLivedALorLgTirrLeAlone  

l  

長らく一人住まいをしてくると  
人は蝿をぴしゃっと打つのを控えて  
逃がしてやるし 蚊を叩くのを  
躊躇う 尤も 血を吸われている時には膚を平手で  
打ちたくなるのは山々ながら そして人はヒキガエルが  
飛び出せない程に深い窪みにはまっていると  
持ち上げて草の上に運んでやる 彼が  
有毒な尿で身体を滑らかにしているのも気にかけずに   
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そして人は 煙突から落ち込んで  
窓ガラスに身を打ちつけているアマツバメを  
タオルで包んで戸外へ放してやり 眺めるのだ  
彼女が自由に飛んでいって実体目がけて投げられた命綱のようになるのを  
人は長らく一人住まいをしてくると  

2  

長らく一人住まいをしてくると  
人は蛇の頭のうしろを掴んで  
持ち続ける オレンジ色の舌先端が割れて  
二つの黒い細糸状になって 火噴い術魔術師の  
火煙噴出のように飛び出しているので 浮き袋の  
形をして人間の口の中で眠っている  
吹き出物となったピンクの突起とは  
殆ど共通点はないがを人の身体に  
突き刺そうとして けばけばしい先端を見せながら  
顎の間でその舌を締めつけるまで 丁度子供たちが  
注意を集中している時にするように そしておそらく  
人がそれと気付かずに行動する時のように  

人は長らく一人住まいをしてくると  

3  

長らく一人住まいをしてきて  
悔恨に囲まれているうちに甚だ測り知れない過去が  

意識の中の殆ど全ての部屋を占めると  
人は蛇の眼（その分 注意を  

払わなくなったりせずに未来を振り向く限なのだが）の中に気付くのだ  

脱皮して新しくなろうとする時にそうこうしながら勿論  
年を取り続けるのだが蛇が身につけてゆく  
不透明な 乳白がかった青い角膜白斑の  
最初の被膜に また  
遂に仰臥して天国を探し求める時の  
青い眼の人々の角膜を漂白するのと同じあの〈有巨せた青〉 に  

39   
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衰退とは 人は知るのだ 人々がそれに決して気付かないものなのだと  
長らく→人住まいをしてくると  

4  

長らく一人住まいをしてくると  
人は蛇を きらびやかな音を吐き出している  
拡声器の近くで捕えて それが前半部を  
曲げて四箇の直角を形成するのを見詰める  
まるでその昔菜の速度を落としてゆっくりと  
身体の中を流れさせようとするかのように それを天国の  
ミルクのように吸収して肉にしようとして  
遂にはちらちらする光がその口に現われ  
張りつめた分泌液の滴となる 丁度人間の場合  
興奮が長く続くと陰茎の先に  
生ずるように そしてその蛇が身体を素直ぐ伸ばす時には  
人が陰茎に感じ取るような悲哀を現わす  
人は長らく一人住まいをしてくると  

5  

長らく→人柱まいをしてくると  
人は生物に思いを凝らすようになる  
その永遠の顔と 時間に満ちた己れ自身の  
顔とを比対しながら 各々の相違に注意しながら  
それを誇張し それが全てだと考え  
遂には他方は全く別物となり そしてそれから  
ひどく骨折って 多分舌を突き出して  
再び各々の相違に立ち戻って考えて  

相違を取り消し 今度は類似しか  
見なくなり 遂には・…・・三十分後には  
はっと気付いて びっくりする 何と熱心に  
人は性質の類似を幸福と思ってしまうものかと  
人は長らく一人住まいをしてくると   
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6  

長らく一人住まいをしてきて  
朝のうちにナゲキバトが求憐富商を  
響かせるのに耳を傾けたり 小さなものが  
小枝の上で霊化されて「ピウイト・フィーピー」と叫び  
正午にバッタが身体を引っ掻いて艇節の  
発光を活動させ ノドジロシトドが男子生徒の口笛の音を  
田野一帯に鳴り渡らせ 黄昏時には意気狙喪せず  
容赦のないカチンカテンという音を 大理石を彫る空からのように響かせ  
日暮れ時にはさっと蛙になったオタマジャクシが  
それぞれのアベ・ヴエルム・コルプスの声をあげるのを聞き－ぴょんと  

くだ 跳ねたり飛んだりするものたちが我々の上に他の言葉の慈悲が下るようにと  
祈るのに耳を傾ける時人はそれらを内部の声々として聴くのだ  
長らく一人住まいをしてくると  

7  

長らく一人住まいをしてくると  
人は意識が極点に達するのだと分る  
しかもここに居るのだと義務的な叫びを発する  
他のものたちの中で意識的なものとして  
ヒメメジロタイランチョウは「チェペック！」と鳴いて魔力を発し  

ズアカキツツキは金属の排水管から  
かん高い音を出してその音楽を奏で エリマキライチョウは  
「ドドーン ドドーン ドドーン ドドーンドンドン  

ドドーンドンド ン ラブラプラプラプラプ ルルルルルル」と  

森の奥深くで音を出して 彼らの全てが時間の展がりのうちに  
自らの叫び声を発して自己認識に到ろうとするのだが一  
人は 自分がここで 彼らが輝いてゆくのを聴いているのだと知るのだ  
長らく一人住まいをしてくると  

8  

長らく一人住まいをしてくると  
人は一様に豚が好きになる というのもそいつは満足を延期するのを  

1   
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我慢しないから そしてヤマアラシ あるいは疎豚が好きになる  
そいつは穴蔵へは入るが家そのものの中には入らない  
というのも穴蔵へ降りながらその途中で食い尽すから  
そして人は虫が好きになる そいつは自らを凝縮したり  
伸び展がったりしながら地面を進んでゆくから  
蝶もまた同様に というのはそいつは ワスレナ草が黒ずんでゆくので  
その草の間を心配しながらよろよろするから  
そしてますます人は気付くのだ 自分は  
他のどの種の動物でもその方を 自分自身の種よりは好きなのだと  
人類は狂乱してしまって 自らを自己疎外しているのだから  

人は長らく一人住まいをしてくると  

9  

長らく一人住まいをしてくると  
人は不機殊になり 人嫌いになって 悪魔の自慢に  
挑戦しても自分には相応しいと思う 地上デ服従スル  
ヨリハ地獄デ君臨スル方ガマシダと そして己が本質を  
忘れるr今ではあの 床に行こうとするのをやめて  

人の身体のあちらこちらをぶらぶらしてどさっと落ちて  
曲線状態になり 己れの体温を採る  
蛇のやるようなやり方を－そして友情あるいは  

愛の甘美な希望を放棄し  
まもなくそれらが何なのかも殆ど思い出せなくなり  

無機物の静穏さを切望する  
どうすれば7らせられるか分からない自己分解の状態になって  

人は長らく一人住まいをしてくると  

10  

長らく一人住まいをしてきて  
モリップミが呼び掛け 応えが返り  
水面から半ば覗いたウシガエルの顔が  
その最初の春の生殖の単旋律詠唱を繰り返し  
蛇が身を屈して境を越え   
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石と石の間に姿を消すと 人には分かるのだ  
彼らは皆 同じ種同士で番って生存するのだと そして人は気付くのだ  
長い孤独の後で 性の合った人から  
ずい分と身を隔てて 見知らぬ人々の王国へ向かっていた後で  
自分自身の内部で歌っている厳然たる祈りが  
出来るものなら 己れ自身のものになるように戻ってきて欲しいことに  
深まる流浪状態にあって殆ど失われた世界になっていたのだが  
人は長らく一人住まいをしてくると  

11  

長らく一人住まいをしてくると  
人は再び男や女の間で生きたくなり  
人間との絆が切れていたあの場所へと戻り  
たくなる 死のそして今や歴史の不安でもあるものが  
顔々の上で火明りをちらちら輝かす所へ  
生まれた赤子の視線がひいおばあちゃんの視線を越えて  
眺める所へ そして恋人たちが接吻し合って  
だらしなく唇を開けて互いの口に  
同じあの言葉を語り合い そして明け方の小鳥たちのように  
地上のものであると共に天国のものでもある歌をぺちゃくちゃしゃべり  
遂に太陽が昇ってしまい 彼らが 一体になった  
王国到来だ という後光を浴びる所へ  
人は長らく一人住まいをしてくると  

43   

「止り木」は，49行の作品で，〈私〉が冬のある日の経験を語る。〈私〉 は，  

カエデの老木から成る小さな森へ時々出かけて行き，気に入りの二肢の妓のあ  

る一本の木に登っては，遠方や周囲を見回して楽しんできたが，その日は自分  

の楽しみを女友だちにも分とうとして共にスキーで出かける。その一日の経験  

の中に，時間の経過が対比・比較によって凝縮されているのがこの詩で，それ  

により，その一日が厚みと拡がりを帯びて浮上する仕組になっている。まず，  

二，三週間前と現在との森の姿の違いが，木の葉と雪によってさり気なく描写  

される（afewweeksago．／whenthetreeswerealmostempty／andthe   
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Novembersnowshad not yet come，）。途中，廃屋となった農家の地下の穴  

を通る。それは1880年代の建物が60年後に崩れ込んだもので，この農家には〈現  

在〉 までに優に百年の時間が経過している。   

例の樹木に着くと，〈私〉 は，常とは異なり，その木そのものを眺め回して  

幹の惨状に気付く。辛い目に遇っていた時期の奮闘のせいでねじ曲って外傷症  

状を呈しており，そのせいで中がそれ以後は堅くなっていないと（its trunk  

／contortedby theterrible struggles／of thattime whenithaditshard  

time．／Afterthetraumaitgrowslesssolid．）。そして〈私〉 は，自分もこ  

の樹木と同じような時期になっているのではないかと己が身に省察を巡らす。  

未だ為し遂げていないこと，孤独と幸福とを結合しようと試みたきりのことを  

何とか処理する時になっているのではないかと（1t may be some such time  

nowcomesuponme．／Itwouldhavetodowiththeunaccomplished，／  

andwiththe attempted marriage／ofsolitude and happiness．）。ここがこ  

の詩の眼目であろう。〈私〉 は〈自然〉に重要な啓示を受けたことになる。そ  

の時，銃声が何度も豪音を響かせる。大地を男が支配する慣わしの衝撃（per－  

cussions／ofthecustomofmalemastery／overtheearth）という，銃とそ  

の使用に対する認識・把握は確かである。だがその銃の使用も，厳しく限定さ  

れなければならないものであるという省察がこの詩には含蓄されていよう。死  

ぬために選ばれるのは，動物の中でも 〈最も〉優雅で機敏で温和であるものだ  

けだという限定が含意されていよう（themostgraceful，／mostalert，mOSt  

gentleoftheanimals／beingchosentDdie，）。   

男が支配する世界の象徴だから女友だちには聴こえた様子が見られず，彼女  

は〈私〉が見せたいと思って連れてきた樹木の困りで満足そうに微笑していた。  

〈私〉 との愛情に充たされている時のように。彼女が眼を低い所から高い所へ  

と向ける時には，神が祝福するように（thegodblesses）見える。大自然の中  

での，人間の男女の愛を嘉した作品と受け取られようか。冷たさを克服してし  

まう愛の熱さの祝福であろうか。   

「最後の神々」は，大自然の中で愛し合う男女をく最後の神々〉 だと把えた  

43行の作品で「止り木」同様，大自然と溶け合った人間の男女の愛，今や実際  

には稀有ともなった地上の楽園，奥深い湖の中でのアダムとイヴの愛，原初に  

帰った愛の，希求の詩である。   

〈彼〉 も 〈彼女〉 も生まれた時の状態の素裸かで，湖で水浴しながら変を満  

喫している。川中の岩の上でく彼女〉 は，ブルーベリーを摘んでいる 〈彼〉 を   
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振り向かせた上で，両脚を開いてその素暗しい美しさ（her great beauty）を  

見せつける。く彼女〉の微笑は，弓形の唇が地球の両端を結びつけるように見  

える（andsmiles，abowoflips／seemingtotietogether／theendsofthe  

earth．）というのは，正に〈神〉の微笑の在り得べき姿であろう。だが，現実  

には，世界の神々は，人間を深刻に争い続けさせている。神々が不在であった  

ら，地上から争いはずい分減っていることだろう。その意味でも〈最後の神々〉  

とは意味深長ではなかろうか。この時の〈彼女〉の微笑は，20行後の〈彼女〉  

の微笑 【 く彼〉が脆いて開かせ舐めて一段と滑らかにしてやがてその中に入  

り込もうとする 〈彼女〉の身体の部分，天国と下界とを繋いでいる暗い垂直な  

微笑（thedark，Verticalsmi1e／1inkingheavenwiththeunderneath）一  

と鮮烈な呼応を見せる。初めは動詞であり，後のは名詞である。〈彼〉 は，地  

球の両端を結びつけるように見える唇の微笑には接吻する筈であり，天国と下  

界とを繋ぐ微笑にはロで愛撫した上で交わるのである。   

素直に誘いに応じて〈彼女〉の所まで川の中に入り込んで行ったく彼〉 は，  

摘み取ったブルーベリーを手ずから恋人の口に入れてやる。〈食べる〉 という  

生存のための最も原初の基本的な行為が，さり気なく描かれているが，彼らの  

その頭上では，湖水の．との空で二羽の雌雄の燕が，これまた縫れ合いながら楽  

し気に食虫行為を展開している。大自然の中での人間の男女と大自然との一体  

感が嘉されているのだろう。彼らは空を飛翔する燕と湖岸の水辺の蛙と湖を取  

り囲んで茂る森の樹木の相にでもいる鶴にだけ見られながら自然の中で愕るこ  

となく大らかに互いの鉢を互いに口で愛撫しながら愛し合う。蛙を暗かせ，鶴  

を叫ばせながら。この二人の愛の交歓には，悪魔も三舎を避けるしかあるまい。  

彼らは最後の神々の言葉で叫ぶが，行くのを拒み死を選んだ（Theycry／inthe  

tongueofthelastgods，／whorefusedtogo，／chosedeath，）神々も，愛  

の絶頂で死んだ，というだけの意味ではあるまい。タナトスに通ずる究極のエ  

ロスを満喫したというのだろう。神々が叫び声を人間の口の中に遺贈した（be－  

queathingtheir cries／into thehuman mouth）とは，〈彼〉 と 〈彼女〉が人  

間の状態に戻ってからも，この神のような姿で満喫した愛の持続が叶うように  

という希いの表明なのだろう。この二人も，いつまでもこうして二人だけで自  

然に包まれて神々の境地を享受していられはしないのだから。休暇が終れば，  

再び，人間社会であくせくせざるを得ないのである。   

「止り木」でも，カエデの古木が重要な役を担わされていたが，この作品で  

も最後に，陶然として湖水に浮かんでいる二人が見上げるのは，母のような松   
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の巨木（a great maternalpine）で，その四方八方に拡がった枝々が全てを  

説明している（whosebranches／openoutina11directions／explainingeveL  

rything）と結ばれる。開く，拡がる（open）という動詞はこの詩では，〈彼  

女〉が両脚を開く，〈彼〉が〈彼女〉の微笑を拡げる，と共に合計三度使われ，  

閉ざす，閉じる，ではなく，開くことの大切さ，拡げられた開いた世界の希求  

が表明されているだろう。   

この二人は実際に死んだわけではなかろうが，最後の神々に同化されて，最  

後に残った二人の神々もこうして死んでしまって，彼らのような愛とは無縁の  

神々不在の人間の世界になってしまったのだ，という含意の詩だとも受け取れ  

る。巨木の枝々は，最後の神々の死の状況を全て説明しているのだから，木の  

姿を見詰め，木の声に傾聴しようという主張をまず読み取るべきものだろう。  

死んだ神々を廼せるわけにはゆかないし，それは望むべくもないが，せめて最  

後の神々の姿を想起することは，人間の世界に彼らのような愛を幾らかでも取  

り戻すよすがとはなろう。「止り木」も湖でこそないが雪の森の中での〈最後  

の神々〉の姿が描かれている詩と，看徹すことは可能だろう。   

「告別」は，ハイドンの百を超す交響曲の中の第45番，1772年作の交響曲嬰  

ヘ短調〈告別〉 を聴いた後で，友人の故ポール・ツヴァイクヘ捧げた形の53行  

から成る作品である。   

最後のアダージョが始まってから，一人，二人と奏者が舞台から去ってゆき  

最後にヴァイオリン奏者二人だけの弦の競演となり，それも終って聴衆が演奏  

会場から立ち去ってゆく様子までを具体的に生彩に富む筆致で描写し，〈私〉  

の想いを混入した。   

この交響曲〈告別〉の酒落た終り方が巧妙に描かれており，奏者が少しずつ  

舞台を立ち去ってゆく姿が軽妙・的確に眼前に努覧とする。その立ち去り方の  

形容が，我々がこの非音楽的な岸辺で手や顔を洗うように（thewaywewash  

up onthisunmusicalshore）とか，世界が始まろうとしている方舟の中に我  

々が入ってゆくように（thewayweenterthearkwheretheworldgoeson  

beginning）と，現世風に神話流にと両面からなされるところなどは，譜面台  

の燭光の様子にヤナギラン他の植物が持ち出されたり，オーボエ奏者が調音の  

先導をする有様を，最初の朝の光が森に差し込んで小鳥たちを歌わせるように  

（asfirstlightarrivesinabeechandhemlock forest，／settingthebirds  

soundingtheirchaoticvowels）と形容される箇処や，楽句の形容に草の茎や  

螢，蛸，コオロギ，オオゴンヒワなど動植物を使う辺り共々，この詩人の面目   
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が躍如としていよう。   

有力な奏者が立ち上っては去ってゆくのは，薪小屋に積まれた薪の山の中で  

わいわい言い争いながら，新たに訪れた冬がばちばちオレンジ色の声を発しな  

がら再び春になるのを待つことだ（toliejangledupinstacks／inwoodsheds  

waitinguntilanewwinter／tospringagainincracklingorangevoices；）  

との把握は，旧友の死を森へ，それも永遠の森（Eternity’s Woods）へ入っ  

てゆく行為だと見る認識と呼応して，キネルの死生感の表明であり，この作品  

の主張でもあろう。旧友の言葉に托して示される提言 “Let thelimits of  

knowing stretch and diaphanise：／knowledgeincreasingintoignorance  

gives thefallingtra5ectoryitsgrace．’’は，認識の限界などはないのだ  

から，却って無知に至る樫にまでも知識は増やしてゆこう，その場合の下降曲  

線は優雅になるのだから，という知識増大への懲憑だろうか。この世の全ては  

数瞬前に生まれたものだが，突然ひっくり返って混沌とした避け難い運命へと  

失策によって曳きずられてゆくのだ（Everything on earth，born／only mo－  

mentsago，abruptlytipsover／andisdraggedbymistakeintothechaotic  

inevitable．）という認識も，この交響曲と旧友への告別の思いが〈私〉 にも  

たらしたものであろう。   

演奏が終って家路を辿るく私〉には，前方から誰か酔いどれのしゃっくり（ゐた）  

が聴こえ，それから彼の頭が電柱にどしんと当る 〈今〉（乃〟乃C）が響く。〈私〉  

は，瞑想・夢想の境地から忽ち現実に呼び戻されてしまう。く告別〉 を聴いて  

いた時の夢心地と，故人となった旧友へ改めて告げていた告別とに，こうして  

告別するわけである。〈告別〉が演奏されていた会場は，「止り木」の舞台であっ  

た森，及び，「最後の神々」の湖が，形を変えたものと看徹すことが出来るだ  

ろう。hicとnuncとは押韻しており，後者には「ナンク」，「ヌンク」両方の  

発音があるが，その前後の“dr些nk’‥‘bumpjng’’と同音の「ナンク」と読む  

べきであろう。尚，“nunC dimittis”は，人生を全うし終えたり，長い任務を  

無事に果たし遂せたりした人への「告別」の意なので，nunCは，キリスト教  

徒にはこのシメオン（Simeon）讃歌の冒頭の句を想起させるだろう。   

「長らく一人住まいをしてくると」は，詩集の標題詩（titlepoem）であり，  

耶陀月粛㍑巌∴仙川肋抄初出の作品で，その年の最上の詩の一幕として詞華集に  

も収録された1）。キネルはアメリカ詩人の例に洩れず，機会のあるたびに自作  

朗読を行ってきたが，この作品もそうしながら，彼の心に少しでも自然に感じ  

られる語句へと推敲して改変しているので，詩集収録のものとは大なり小なり   
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初出の本文は異なっているが，本稿では繁を避けて，本文の異同には触れない  

でおく。   

各連13行から成る11連のこの詩は，どの連も最初と素後が全く同じ詩行で，  

「長らく一人住まいをしてくると」が22回反復される。長らく人は一人暮しを  

してくるとどうなるか。動物への愛情が強まり，彼らへの関心が高まって，や  

がて不機嫌になって人間嫌いになるが動物は皆，同種同士で番っていると改め  

て気付き，人間の男女の間で生きたくなるのだ，という生命讃歌に至るのがこ  

の作品である。特に蛇が度々持ち出され，その舌（第2連），眼（第3連），口  

（第4連），姿態（第9連），生殖のために石と右の間に滑り込んでゆく様子（第  

10連）など，他の鳥，昆虫の場合共々微細に観察されている。この作品でも対  

比はさり気なく行われており，生物への思いが増すという第5連では，生物の  

永遠の相を持つ顔と時間に満ちている自分の顔を比較して（contrastingits  

eternity’s－face to one’s own／fullof hours，）それぞれの違いに気付いて，  

違いこそ全てだと思うに到るが，やがて類似の方しか見えなくなり，性質の類  

似を幸福だと思うに到る状態（how eagerly／one drops offinto the happi－  

nessofkinship）が述べられる。烏の声，おたまじゃくしの声を求憐諦，アベ・  

ヴュルム・コルプスと把える感覚が研かれてそれらを内部の声々（inner  

voices）だと聴くようになると（第6連），意識が極点に達する（consciousness  

consummates）のだと分かる（第7遵）ようになり，無機物の静穏さを切望  

する，どうすれば終らせられるかも分からない自己分解状態になって（covets  

thestillnessininorganicmatter，／inaselfdissolutiononemaynotknow  

howtohalt）となると（第9連），そこから，動物が同種同士で生存を維持す  

ることに気付き，かつての内部で歌っていた厳しい祈りが自分に再び戻ってき  

て欲しいと希う（the hard playerinside one’s own singing／is to come  

back．ifonecan，tOOne’sown）に到る（第10連）のは時間の問題だ。   

長い孤独の後には，人は，深まる流浪状態の中で殆ど失われていた世界（a  

worldalmostlost，intheexilethatdeepens，第10連）へ，そして最終連に  

並べられる，人間との絆が切れていた場所，死と歴史との不安が顔の上でちら  

ちら輝いている所（that place where one’s tieswith the human／broke，  

wherethedisquietofdeathandnowalso／ofhistoryglimmersitsfirelight  

onねces）等々へ戻りたくなるのは幸いだ。孤独は人を死に遂いやったりせず  

生命への執念に引き戻す苦のものだという認識，いや願望，というべきだろう  

か。小鳥の歌を，地上のものであると共に天国のものでもある（thesongthat   
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isbothearth’sandheaven’s）というところは，「最後の神々」のく彼女〉の，  

あの天国と下界とを繋いでいる微笑，の箇処を思わせ，キネルは，天国と地上  

の一体化した「王国」到来の後光（a halow of being made one：kingdom  

come，最終連）を希求しているのだと看徹せよう。〈長らく一人住まいをする  

こと〉 は，「止り木」の中のく森＞，「最後の神々」の中の＜湖＞，そして「告  

別」のく演奏会場＞と共に，人間を本来の人間らしい人間に戻すための舞台な  

のである。   

以上の四作のいずれにも，移しい動植物が登場し，それらへの親近感が濃密  

に表明されているが，だからといってこの詩人が，自然派の，反文明派，とい  

うことにはなるまい。人間は文明を築き上げることで人間なのであるが，その  

自ら創造した文明によって人間は人間らしさを喪失させられ，疎外させられが  

ちになっている。その自己矛盾，アイロニーの克服が，キネルの世界であろう。   

現実の人間関係の中でよりも詩を読んでいる時の方に，自分の最も親密な感  

情の共有感を覚え，詩でなら日常生活で表現出来ないことも言えそうだと思う  

に到ったのが自分の詩作の理由だと述べた2〉彼は，他人の為に何も感じず他  

人の苦悩を想像できないような人に詩は書けないと，ヴェトナム反戦詩の朗読  

運動に精力的に参加し続けた。この詩人は，相変らず，死を見詰め，原初の生  

命の輝きを求めて〈王国〉の到来を希求し続けているものとみえる。  

注  
1）Graham，Jorie＆DavidLehman，eds，．771eBestAmeruxmlbei73）15PO．CoIA   

lierBooks，1990，pp．11ト16．  
2）Kinnell，Galway，l輪伐ingDowntheSiaiys，TheUniversityofMichigan，1978，  

Pp．21，17，110．  

尚，拙稿「現代英米詩覚え書（18）Galway Kinne11」（ELM，Nn18，1986  

年7月号）pp．34－37には，キネルの特色が，初期から1980年刊行の詩集に到る  
まで，五篇の詩，“TheRainbow’’，“SaintFrancisandTheSow”，“Nightin  

theForest”，“Lastsongs’’，“Lilac”の訳出と共に展望されている。  

TheSummary   

In this paper we picked Galway Kinnell’s four typlCalpoemsin the recent  

collection When One Has Lived A Long Time Alvne and translated them into 
Japanese，through which his poetic characteristic was discussed．It concludes  

thatKinne11，bymakingpoems，StareSat“death”andprImary“1ife”，CraVlnga  
halowoftheadventof“kingdom”．   


