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『ベーオウルフ』「フィン王の挿話」と
『フィンズブルフの戦』の Hengest とジュート
――Klaeber’s Beowulf (Fourth Edition) の見解を中心に

岩谷道夫
はじめに
古期英語詩 Beowulf『ベーオウルフ』については、1815 年にソークリン (Gr.
J. Thorkelin) によって最初の『ベーオウルフ』の編纂書が刊行されて以来、様々
な編纂書が刊行されて来た。その中で、ほとんど最高の到達点と見なされて
来たのが、クレーバー (Fr. Klaeber) の編纂書であった。精緻な校訂、固有名
詞を含む懇切無比な Glossary、研究の先端を紹介する膨大な Introduction、柔
軟で、かつ新鮮な解釈を含む Notes 等、それ以前のどの編纂書にも見出され
ない優れたものであった。『ベーオウルフ』研究の第一人者チェインバーズ
(R. W. Chambers) もその First Edition (1922) の編纂書に賛辞を惜しまなかった。
First Edition、Second Edition を経て、Third Edition (1950) で、クレーバー自
身の編纂作業は完結をみる。21 世紀の現在においても、クレーバーの Third
Edition は、『ベーオウルフ』研究にとって、最も重要な文献の一つと言って
も過言ではないであろう。）
クレーバーの Third Edition に基づき、ナイルズ (J. D. Niles) 他による、
Klaeber’s Beowulf (Fourth Edition, 2008) が刊行された。『ベーオウルフ』研
究の現代の代表的な研究者達による綿密な編纂作業を経て刊行されたその
Klaeber’s Beowulf (Fourth Edition) は、21 世紀初頭の時点で、確かに、クレー
バーの Third Edition で到達した研究地点から、新たに追究された様々な研究
を包摂し、『ベーオウルフ』研究の新局面を開拓した。その功績は称賛され
るべきであろう。もっとも本稿の最後で触れるが、その編集方法に若干の問
題が指摘され得る余地はあるけれども。
と こ ろ で、 ク レ ー バ ー の Third Edition と Klaeber’s Beowulf (Fourth
Edition) の い ず れ に お い て も、『 ベ ー オ ウ ル フ 』 と『 フ ィ ン ズ ブ ル フ の
戦』(The Fight at Finnsburg ) の双方が、合わせて編纂されている。その構成
は、Third edition では、『ベーオウルフ』、『フィンズブルフの戦』の双方と
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も、Introduction、Text、Notes、Glossary の順になっている。一方、Klaeber’s

Beowulf (Fourth Edition) は、『ベーオウルフ』、『フィンズブルフの戦』の双方
とも、Introduction、Text、Commentary、Glossary となっている（いずれにも
Appendix と Bibliography があるが）。
本稿では、フィンズブルフの戦において重要な役割を演じたヘンジェス
ト (Hengest) と、そのジュートとの関係について、特に Klaeber’s Beowulf
(Fourth Edition) の見解を通して考えたいと思う。Hengest についての言
及は、Klaeber’s Beowulf (Fourth Edition) では、特に、『ベーオウルフ』の
Commentary（182-83）と『フィンズブルフの戦』の Introduction（275-76）
に見出される。Klaeber’s Beowulf (Fourth Edition) では、クレーバーの Third
Edition にはない、新たに書き加えられたか、あるいは書き換えられた箇所
が少なくないが、Hengest とジュートについての見解は、新たに書き加えら
れた箇所に属する。本稿では、その新たに書き加えられた Klaeber’s Beowulf
(Fourth Edition) の Hengest とジュートに関する見解について、クレーバー自
身の Third Edition と比較しながら、その内容を検証したい。また、最後に
Klaeber’s Beowulf (Fourth edition) の編集方法にも触れたいと思う。なお、便
宜のために、クレーバーの Third Edition は、3rd Ed.、そしてナイルズ他の
Klaeber’s Beowulf (Fourth Edition) は、4th Ed. と略記することにする。
1．4th Ed. の『ベーオウルフ』の Commentary における Hengest とジュート
前述のように、4th Ed. では、Hengest について、主として『ベーオウ
ルフ』の Commentary（182-83）と『フィンズブルフの戦』の Introduction
（275-76）に言及されている。この項では、4th Ed. の『ベーオウルフ』の
Commentary1083 行（182-83）の Hengest の見解について検討することにし
たい。
He has often been identified with the leader of the fifth-century Germanic
invaders of Britain and founders of the Jutish kingdom of Kent (Bede H. E.
i, capp. 14-15).

1

The chief difficulty raised by this identification is that if

Henġest was regarded as a Jute, he would appear to be fighting on the wrong
side (but see the note on 1072a). Accordingly, that they are different figures is
2

the position of Grein 1862:270 and many others.

Bliss (in Tol. 168-80) argues
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that the two Henġests must be one and the same figure, since no other Henġest
is known to be heroic legend, and he maintains that although Bede identifies
Kent as a Jutish kingdom and the kings of Kent as descendants of Henġest,
he did not mean us to understand Henġest himself to be a Jute. (Bede’s source
Gildas does not indicate Henġest’s ethnic connections and makes no mention of
Jutes. Interestingly, but implausibly, the Kentish genealogies make the invader
Hengest a descendant of Finn Folcwalding, at a remove of seven generations:
see Appx. A §3.) The questions whether Henġest in Beo and in Bede (and other
early sources) are the same figure, and whether the poem refers to Jutes or
giants in connection with the events at Finnsburg, are not entirely independent
of each other, for if the Henġest of the poem later invaded Britain, it is difficult
to imagine the circumstances under which he could have led Jutes to Britain if
Jutes had earlier attacked his party at Finnsburg. － Note the repetition of wīġ
in the next verse, and see Andrew 1948: §169.

1

(4th Ed., Beowulf , Commentary, 1083a.Henġeste)

上の文章は、4th Ed. の Commentary における Hengest についての編集者達
の見解が示された箇所であり、3rd Ed. の Notes には見出されない。なお上の
引用文中の註 1 および註 2 は、本稿の註ではなく、原註である。
上の文章では、まず、Hengest は、しばしばブリテン島に渡ってケント王
国を造った Hengest と同一人物とみなされているとし、その見解を持つ研究
者達に言及し、原註 1 で、チャドウィック (Chadwick)、レン (Wrenn)、その
他の研究者の名前を挙げている（4th Ed. 183, fn.1）。しかし、もし Hengest が
ジュートであるならば、誤った陣営に属して戦っていることになり、困難が
生ずる、と述べる。そして、二人の Hengest を別人とする主張の代表的研究
者としてグライン (Grein) に言及し、他にも同じような多くの研究者がいる
として、原註２でその名前を挙げている（4th Ed. 183, fn.2）。その次に、二
人の Hengest を同一人物とする立場の研究者としてブリス (Bliss) に言及し、
ブリスの見解を詳しく紹介している。そして最後に、次のような総括的な文
章が述べられている。すなわち、『ベーオウルフ』の Hengest と Beda ベーダ
2

の Hengest が同一人物であるか否かという問題と、
『ベーオウルフ』の「フィ
ン王の挿話」で言及されているのが、ジュートか、あるいは giants かという
問題は、互いに関係している。なぜなら、もし『ベーオウルフ』の Hengest が、

8

岩谷道夫

その後ブリテン島に渡ったのであるならば、フィンズブルフの館で彼の側に
攻撃をしかけてきたジュートを率いてブリテン島に渡ることが出来たという
状況は、想像するのが困難であるから、と。
最初の方で指摘されている、Hengest がジュートであるならば、誤った陣
営に属して戦っていることになるという点についてあるが、確かに『ベーオ
ウルフ』の「フィン王の挿話」では、Hengest はデネに属し、フリージアン
あるいはジュートと戦ったと述べられている。それゆえ、Hengest がジュー
トと戦い、その一方でジュートを率いてブリテン島に渡ったというのは、不
自然なように見える。それゆえ、4th Ed. の Commentary には言及されていな
いが、チェインバーズも、チャドウィックの説（Chadwick 52-53）を批判し、
『ベーオウルフ』の「フィン王の挿話」の Hengest は、ブリテン島に渡った
Hengest とは別の人物であるという見解を示していた（Chambers 443-44）。
ところで、『ベーオウルフ』の「フィン王の挿話」では、Hengest につい
て、デネに属し、ジュートと戦ったと書かれているが、Hengest の出自につ
いては言及されていない。そうであれば、Hengest は、フリージアンの側の
ジュートと戦ったとしても、Hengest 自身がジュートであった可能性が存在
することになるであろう。それは、デネの側にもジュートがいて、その代
表が Hengest であったと主張する研究者の見解であり、その代表的研究者が
トールキン (Tolkien) である。ブリスの功績により、私たちはトールキンの
説に接することができるわけであるが、トールキンによれば、フリージアン
3

とデネの双方にジュートがいて、 その双方の過去の遺恨が、フィンズブル
フの戦の遠因だった。双方の陣営にジュートがいたのであれば、Hengest が
誤った陣営に属してジュートと戦ったということにはならないであろう。つ
まり、デネの側にもジュートがいて、Hengest もその一人であったならば、
フリージアン側のジュートと戦って、戦の後、デネの側のジュートを率いて
4

ブリテン島に向かった可能性が存在するからである。

4th Ed. の前述の文章では、ブリスの見解について、詳しく言及している
が、その趣旨が必ずしも明らかではない。なぜならば、ブリスの見解を詳し
く紹介した後、そのブリスの見解自体については論評せずに、その後の総括
的な文章で、二人の Hengest を同一人物とする研究者（ブリスを含む）の説
に対して、「Hengest がジュートであるならば、Hengest のいる陣営を攻撃し
たジュートを率いてブリテン島に渡ったと考えるのは困難である」として、
否定的に結論付けているからである。ブリスの見解を重要と考えて、註釈の
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三分の一以上のスペースを紹介しつつも、やはり結論的には、それに賛同し
難いということなのであろうか。しかしながら、二人の Hengest が同一人物
であるとする説の代表的研究者は、トールキンであり、ブリスも、そのトー
ルキンの説に賛同したからこそ、トールキンの未公刊資料を編集して公刊し
たのであった。ブリスは、二人の Hengest を同一人物としながらも、Hengest
をジュートではなく、アングルであるとした。それは、トールキンとは異な
5

る独自な観点で、興味深い説であることは疑いないが、 二人の Hengest が
同一人物であるとする説の紹介であれば、その説の代表的研究者のトールキ
ンについて、註釈の本文で言及されていないのは不思議である（原註 1 では
言及されているが）。
もっともトールキンは、
『ベーオウルフ』1083 行の Hengest 以外の注釈では、
1072 行の Eotena の註釈や、他のいくつかの箇所の本文で、部分的に触れら
a
れている。上の引用文の 4 行目で、“but see the note on1072 ” としているのは、

「ジュートが誤った陣営にいる」という見解とは異なる見解も存在するとい
う意味の指摘である。1072 行の Eotena の註釈では、Eotena という言葉の意
味と関連して、ジュートがフリージアンとデネのどちらの側に属していたか
についての言及が見出されるので、その 1072 行の Eotena の註釈について考
えてみたい。
『ベーオウルフ』の 1072 行の Eotena についての註釈とは、ジュートを意
味する Eotan と、giant を意味する eoten が、類似した表記であるため、
「フィ
ン王の挿話」における Eotena を giants であるとする説が存在していること
から、Eotena の意味を確認するという趣旨での註釈になっている。
1072 行の Eotena の註釈では、次のように述べられている。すなわち、
Eotena が、Eotan（＝ Jutes）の属格と eoten（＝ giant）の複数属格のいずれ
であるのかという問いが存在するが、その Eotena を giants と考えている研
究者は少なくない。しかしながら、フィンズブルフの戦で、戦う一方の側を
giants という比喩で表現するのは、特に 1088 行で用いられている厳しい局
面の Eotena については、不適切である。つまり、Eotena は「フィン王の挿話」
の中で三回用いられているが、とりわけ 1088 行は、戦の後、フリージアン
とデネがフィンズブルフの使用範囲について交渉する抜き差しならない場面
であり、そこで一方の側を giants と呼ぶことはあり得ない。従って、「フィ
ン王の挿話」の Eotena は giant の意味の複数属格ではなく、フリージアンの
側のジュートの意味であるか、あるいはフリージアンの同義語である、と。
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1072 行の Eotena の註釈では、続けて、Eotena がフリージアンの側のジュー
トではなく、デネの側のジュートであるとするギルヴァン (Girvan) の説につ
いての言及があり、さらに、フリージアンとデネの双方にジュートがいたと
する説に触れ、その説を主張する代表的研究者としてトールキンが言及され
ている。そうであれば、1083 行の Hengest の註釈においても、トールキン
の説が詳しく紹介され、検討されるべきと思われるが、前述のように、1083
行の Hengest の註釈の本文では、ブリスの見解は紹介されているが、トール
キンの見解は言及されていない
ところで、クレーバーは、Eotena については、どのように考えていたであ
ろうか。クレーバーの 3rd Ed. の『ベーオウルフ』の Notes には、Eotena に
ついての見解は、見出されない。クレーバーの Eotena についての見解が見
出されるのは、『フィンズブルフの戦』の Introduction においてである（3rd
Ed. 233, fn.3）。そこでは、クレーバーは、Eotena を Eotan すなわちジュート
の複数属格とし、giants の意味ではないと述べている。前述のように、4th
Ed. の編集者達は、Eotena を giant の意味の複数属格ではなく、フリージア
ンの側のジュートの意味であるか、あるいはフリージアンの同義語である、
としている。Eotena の註釈においては、4th Ed. の編集者達は、クレーバー
の 3rd Ed. の見解をほぼ踏襲していると言えるであろう。その点について、
チェインバーズもかつて詳細に論じ、Eotena は、giant の複数ではなく、あ
る特定の部族の名称であり、結論的に言えば、ジュートのことである、と
述べていた（Chambers 261）。『ベーオウルフ』
「フィン王の挿話」における
ジュートの存在の重要性からすれば、「フィン王の挿話」で三回用いられて
いる Eotena は、Eotan すなわちジュートの複数属格と考えるのが妥当であろ
う。
4th Ed. の『ベーオウルフ』の Commentary1083 の Hengest についての註釈
に戻れば、その最後の総括的な文章で、見解はどのように示されているであ
ろうか。
そこでは、二つの問題、つまり二人の Hengest が同一人物であるか否か、
そして、『ベーオウルフ』の Eotena が、ジュートか giants かという問題は、
相互に関係していると述べられている。それは、一つが明らかになれば、も
う一つも明らかになるということであろうか。しかし、既に上で述べたよう
に、1072 行の Eotena の註釈では、それが giants ではなくジュートであると
述べられていた。従って、その問題はすでに解決されていると考えられる。
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その場合、もう一つの問題、つまり二人の Hengest が同一人物であるか否か
という問題も明らかになるのであろうか。
その総括的な文章の最後に、「もし『ベーオウルフ』の Hengest が、その
後ブリテン島に渡ったならば、フィンズブルフの館で彼の側に攻撃をしかけ
てきたジュートを率いてブリテン島に渡ることが出来たという状況は、想像
が困難である」と述べられている。そこでは、『ベーオウルフ』の Hengest
とベーダの Hengest が同一人物ではないという考え方が前提になっているよ
うに思われる。そして、「想像が困難である」という場合、その困難とは、
引用文の最初の方に言及されている「もし Hengest がジュートであるならば、
誤った陣営に属して戦っていることになり、困難が生ずる」という文章と共
通した内容のように思われる。つまり、上の文章の結論としては、「Hengest
がデネの側に属し、フリージアンの側に属するジュートと戦ったのであれば、
そのジュートを率いて、ブリテン島に渡ってケント王国を造ったはずがない」
という見解が述べられていると思われるのである。
二人の Hengest が同一人物であるか否かという点について、3rd Ed. におけ
るクレーバーの見解は、どのようなものだったのであろうか。
クレーバーは、3rd Ed. の『ベーオウルフ』の Notes で、Hengest につい
a
ては、4th Ed. の Commentary1083 のような特別な註釈は設けていない。3rd

Ed. の Notes の中で、Hengest について、1083-1085a、1125ff、1137ff、114244 の註釈で言及されているが、二人の Hengest に関する記述は見出されない。
クレーバーの、二人の Hengest に関する記述は、『フィンズブルフの戦』の
Introduction に見出される（3rd Ed. 235）。次項では、4th Ed. における『フィ
ンズブルフの戦』の Introduction を検討するので、クレーバーの、二人の
Hengest に関する見解は、そこであらためて考えたい。
2. 4th Ed.『フィンズブルフの戦』の Introduction における Hengest とジュート
4th Ed. では、『フィンズブルフの戦』の Introduction で、3rd Ed. に見出さ
れない新たな節、“3. Some Unresolved Issues” を加えて、特に、Hengest とジュー
トとの関係、そして二人の Hengest について論じている。その新たな節は、
全部で 64 行に及ぶ詳細な内容で、直接本稿と関係する部分を引用すれば次
のような内容である。
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The identity of Hengest (Hengest sylf, 17) is a matter of much conjecture;
see note on Beowulf 1083a.
（中略）
If the Frisians and Jutes are discrete groups, they would, at least, both
seem to be under the direction of Finn, though even this assumption has been
disputed (see the note to Beo 1071f.). Doubts have been raised because of the
supposed unlikelihood that the Danes would agree to share a hall with the Jutes
who attacked them rather than with Jutes of their own party (but see the note to
Beo 1086ff.), and also because of the conviction of some scholars that Hengest
is to be identified with the invader of Britain and the legendary founder of the
Jutish kingdom of Kent.

1

It is not impossible that there should have been

Jutes in both camps (see the note to Beo 1071f.), as it is now not an uncommon
hypothesis that the emigration of Jutes from Jutland brought one portion of
them to Frisia and the mouths of the Rhine, while those who remained at home
were absorbed by the invading Danes, the Danish conquest of Jutland having
been completed by the early sixth century at the latest (see Eggers R.-L.2
16.94). Yet the resulting complications to the legend seem hazardous, and the
amount of detail that the audience of Beowulf was expected to know about the
story and its backgrounds would appear formidable.
（以下略）
(4th Ed., The Fight at Finnsburg , Introduction 275-76)
上の文章では、まず、Hengest の出自は、様々な推論の対象となっている
a

a

と述べ、1083 の註釈を参照するように促している。1083 の註釈とは、本稿
の 1 で検討した『ベーオウルフ』の註釈である。なお上の文章中の註の 1 は、
原註である。
上の引用で中略とした部分では、主に次のように述べられていた。すなわ
ち、『ベーオウルフ』の「フィン王の挿話」では、フリージアンとジュート
が互換可能な意味を持っているように思われるが、その意味の確定は不可能
である。eotena をジュートと考える研究者が多いが、一方、それを giants と
考える研究者も少なくない。しかし eotena は giants ではなく、フリージアン
の別名であろう、と。前項で見たように、
『ベーオウルフ』「フィン王の挿話」
の 1072 行の註釈では、Eotena を giant の意味の複数属格ではなく、フリージ
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アンの側のジュートの意味であるか、フリージアンの同義語である、として
いた。しかしながら、『フィンズブルフの戦』の Introduction では、フリージ
アンの同義語という意味をやや強調しているように思われる。
中略の次の文章は、概略的に言えば、次のような内容であろう。フリージ
アンとジュートが、たとえ別個の集団であったとしても、少なくとも双方が
フリージアンの国王フィンの指揮下にあったように見える。しかしながら、
そうした見方には異論が唱えられている。二つの疑義が提示されていて、一
つは、デネが、彼らの側にいるジュートとであればまだしも、彼らと戦った
ジュートとともにホールを共有することに同意することは考えられないとい
う観点からの疑義であり、もう一つは、Hengest が、ブリテン島に渡り、ジュー
トによるケント王国の建設した人物と同一人物であるという確信を持つ研究
者達から提起されている疑義である。両方の陣営にジュートがいたというの
はあり得ない状況ではない。それは、ジュートが、ユトランド半島から移住
して来た一派が、フリージアの一部、ライン川河口にいて、一方、ユトラン
ド半島に残ったジュートは、侵入してきたデーン人に吸収されたからである
（それゆえデネの中にジュートが属していた：筆者註）、と。最終的に、フィ
ンズブルフの戦に関する問題の困難さが指摘され、結論には到達し難い複雑
さが存在していると述べられている。
中略の次の “If the Frisians and Jutes” からの 7 行ほどの文章は、文脈が把握
しづらい内容である。フリージアンとジュートが、いずれもフリージアンの
国王フィンの指揮下にあったように見えるという見方に対して、二つの疑義
が提示されていると述べられているが、二つの疑義が提示されているのは、
必ずしもフリージアンとジュートがフィン王の指揮下にあったように見え
るということに対してではない。上の文章の後半の “It is not impossible that
there should have been Jutes in both camps” という文章から展開されている内容
からすれば、疑義が提示されているのは、ジュートがフリージアンに属して
いるように見えるということに対して、である。フリージアンが国王フィン
の指揮下にあるのは当然で、問題はジュートの帰属のあり方だからである。
提示されている二つの疑義について具体的に見てみたい。
最初の疑義は、デーン人が、彼らの側にいるジュートとであればまだしも、
彼らと戦ったジュートとともにホールを共有することに同意することは考え
られないという観点からの疑義であった。フィンズブルフの戦の後、ジュー
トとデネが、ホールを共有することになったのであるが、そのジュートは、
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デネと戦ったフリージアン側のジュートであるはずがない、従ってジュート
はデネに属し、フリージアンの国王フィンの指揮下のジュートではない、と
する主張である。その主張は、トールキン、ブリス等によって唱えられてい
る。それについて、4th Ed. の編集者達は、“but see the note to Beo 1086ff.” と、
『ベーオウルフ』の Commentary の 1086 行目以下を参照するよう促している。
1086 行目以下の註釈では、フリージアンとデネは、戦の後、一つのホール
を共有したと述べ、その緊張状態があったからこそ、Hengest による第二次
のフィンズブルフの戦が生じたとしている。それは、文脈から、フリージア
ンの側にのみジュートが属しているという見解に基づいている。つまり、同
じ一つのホールを共有している場合に、デネが、戦った相手のジュートと一
つのホールを共有するはずがないという主張に対して、デネが、反対の陣営
のフリージアン側のジュートと、同じ一つのホールを共有していたと述べて
いるのである。筆者は、デネが、その反対の陣営のフリージアン側のジュー
トと、同じ一つのホールを共有していたとする考え方に共鳴する。しかしな
がら、フリージアンの側のみにジュートがいたのではなく、デネの側にも
6

ジュートがいたと考える。

もう一つの疑義については、フィンズブルフの戦の Hengest が、ブリテン
島に渡り、ジュートによるケント王国の建設した Hengest と同一人物である
という確信を持つ研究者達から提起されている疑義であると述べられてい
る。その研究者達によって示された疑義の具体的な内容は言及されていない
が。
ここで重要なのは、上の引用文の後半の “It is not impossible that there
should have been Jutes in both camps” から始まる文章である。そこには、フリー
ジアンとデネの双方の側にジュートがいたとする可能性についての言及が見
出されるからである。つまり、ジュートに二つの派があり、フリージアの近
くに移住したジュートと、ユトランドでデネに吸収されたジュートがいたと
いうのが、おおかたの認めるところであり、それに基づけば、ジュートが、
フリージアンとデネに分かれて所属していたということは、あり得ないこ
とではない、と述べられているのである。その主張は、これまで見て来た、
4th Ed. の注釈の見解とは異なるものと言える。本稿の 1 で触れた 4th Ed の
『ベーオウルフ』の Commentary の 1083 行の Hengeste についての註釈の結論
部分では、
「Hengest がデネの側に属し、フリージアンの側に属するジュート
と戦ったのであれば、そのジュートを率いて、ブリテン島に渡ってケント王
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国を造ったはずがない」という主張が述べられていた。つまり、そこでは、
ジュートは、フリージアンの側にのみ属していたとする見解が示されていた。
双方の側にもジュートがいたとする見解も言及されていたが、主張の基調
は、ジュートはフリージアンに属しているというものであった。しかしなが
ら、上の『フィンズブルフの戦』の Introduction の文章においては、明らかに、
ジュートが二つの陣営に属していたとする見解が表明されていると考えざる
を得ない。
さらに重要なのは、上の引用文の “It is not impossible” で始まる文章の前
の文章の、“Doubts have been” で始まる文章の末尾で、原註 1 として、3rd
Ed. のクレーバーの見解を引用している点である。それは、次のような内容
である。
Is it possible that the Ags. version embodies two strata of early legend reflecting
different phases of the history of the Jutes? The settlement of the tribe in
Jutland might have tended to link them to the Danes (Hengest’s position);
on the other hand, the sojourn of the Jutes in proximity to the Frisians was
apt to suggest an especially close relation between those two tribes (hence
Eotan=Frysan).
こ の ク レ ー バ ー の 文 章 は、3rd Ed. の『 フ ィ ン ズ ブ ル フ の 戦 』 の
Introduction における次のような本文の文章の脚註 5 として付記された文章
である。
The identification of Hengest with his better known namesake, who together
with his brother Horsa led the Jutes to Britain, has been repeatedly proposed;4
but we should certainly expect a Jutish Hengest to have sided with the Frisians
5

of our Finn tale.

上のクレーバーの本文の文章は、3rd Ed. におけるクレーバーの Hengest に
ついての見解が示されている箇所であるが、クレーバーは、二人の Hengest
を同一人物とする見解には反対であった。最後のほうの “we should certainly
expect a Jutish Hengest to have sided with the Frisians of our Finn tale” という文
章は、4th Ed. の “if Hengest was regarded as a Jute, he would appear to be fighting
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on the wrong side” という文章と、内容は同じと言ってもよく、その先駆け
のような文章である。しかしながらクレーバーは、その Introduction の文章
に、脚註 5 を付記していた。それが、一つ前に引用した文章であり、それが、
『ベーオウルフ』の「フィン王の挿話」と『フィンズブルフの戦』における
Hengest およびジュートについての研究史上、決定的な重要性を持つ文章で
あった。トールキンの説は、おそらくそのクレーバーの脚註 5 をもとに展開
されたものと思われるからである。
クレーバーの脚註 5 で、まず、フィンズブルフの戦で、フリージアンの側
にいるジュートが、フリージアンと特に近い関係にあるということ、それゆ
え Eotan=Frysan、つまりジュートとフリージアンが同義語になっているほど
近しい関係であることを指摘し、一方、ユトランドに残ったジュートが、侵
入してきたデネと深い関係になっていたこと、それゆえ、Hengest’s position、
つまりフィンズブルフの戦におけるデネの側の Hengest の在りようが、その
ことにより暗示されていると指摘している。クレーバーは、ブリテン島に渡
り、ジュートの国家を造った Hengest と、フィンズブルフの戦でデネの側に
属していた Hengest は別人と考えていた。しかしながらクレーバーは、デネ
の側に属していた Hengest が、実はジュートであったかも知れないというこ
との可能性を示唆しているのである。そこからトールキンの説までは、あと
一歩であり、トールキンが、そのクレーバーの指摘に大いに影響を受けたと
推測され得るのである。クレーバーは、二人の Hengest を同一人物と考えて
いなかったが、重要なのは、フリージアンの側にもデネの側にもジュートが
いた可能性があるというクレーバーの指摘である。クレーバーは、双方の
ジュートの存在を、ジュートについての歴史的伝承の二つの層と考えたが、
実際には二つのジュートは現実に共時的に存在していたのであり、その二つ
のジュートのフィンズブルフの城における存在が、フィンズブルフの戦の原
因だったのである。
4th Ed. では、
『フィンズブルフの戦』の Introduction において、クレーバー
の 3rd Ed. にはなかった “3. Some Unsolved Issues” という新たな章が書き加
えられ、特に Hengest の出自について詳細に論じられているが、その中で、
7

上のクレーバーの脚註 5 の文章が、やはり脚註の 1 で、引用されている。

4th Ed. では、クレーバーの Introduction の本文の文章は削除されているが、
クレーバーの脚註 5 の重要性については強く認識されていたものと思われ
る。
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おわりに
これまで、『ベーオウルフ』の「フィン王の挿話」と『フィンズブルフ
の戦』に登場する Hengest について、特にそのジュートとの関係について、
Klaeber’s Beowulf (Fourth edition) の見解を通して検討して来た。
4th Ed. では、『ベーオウルフ』の Commentary1083 で、Hengest が、ブリ
テン島に渡った Hengest と同一人物であるという見解について、それが困難
であるとし、その理由を次のように述べている。すなわち、「もし Hengest
がブリテン島に渡ったジュートの代表の Hengest であるならば、Hengest は
ジュートと戦ったのであるから、そのジュートを率いてブリテン島に渡った
のは想像し難い」と。それは、ジュートはフリージアン側にのみ属してい
て、デネに属する Hengest はジュートではなかったとする見解である。一方、
4th Ed. の『フィンズブルフの戦』の Introduction では、ジュートは、フリー
ジアンの側にもデネの側にもいた可能性があるという見解である。筆者は、
後者の見解に賛同するが、編集者の最終的な見解は、前者、すなわち、
『ベー
オウルフ』の Commentary の、ジュートはフリージアン側にのみ属していて、
デネに属する Hengest はジュートではなかったとする見解と、後者、すなわ
ち、『フィンズブルフの戦』の Introduction の、ジュートは、フリージアンの
側にもデネの側にもいた可能性があるという見解の、どちらなのであろうか。
4th Ed. の Introduction、clxxxix に、4th Ed. の編集方針について、次のよ
うに述べられている。“In regard to matters of critical debate about particular
constructions of the text or other scholarly points (and especially points about which
we ourselves are not in agreement), alternative views have been cited.” つまり、三
人の編集者で、互いに異なる見解がある場合には、両論併記の方法がとられ
たのであろう。もちろん異なる見解があることは自然であり、両論併記とい
う方法も有効な方法であろう。ただ、両論が併記されていても、どちらかに
傾く場合もあり、その場合、編集者の署名が付記されていると、見解の相違
があっても理解しやすくなるのではと思われる。
クレーバーの 3rd Ed. における『ベーオウルフ』の Introduction は、独立し
た『ベーオウルフ』研究書としても存在し得る優れた内容であり、Notes の
見解も有益である。また、『フィンズブルフの戦』の Introduction も、クレー
バーによる独自の見解が展開され、今日でも示唆的な記述が見出される。
4th Ed. では、それらの Introduction は、そのまま継承されている部分もあるが、

18

岩谷道夫

Introduction においても、Commentary においても、時折、新たな文章が、クレー
バーの文章の次に、あるいはクレーバーの文章の間に、付加されている場合
があり、あるいは、クレーバーの文章が削除されたうえで、新たな文章が付
加されている場合もある。その場合、どこまでが 3rd Ed. のクレーバーの見
解か、どこからが 4th Ed. の編者達による新たな見解であるかが、4th Ed. の
みに触れた読者には把握が困難になる。3rd Ed. は、クレーバー自身のいわ
ばテキストであるのであれば、4th Ed. の見解は、あくまでそれとは別個に
記述されているほうが望ましいのではないだろうか。クレーバー自身の文章
が、新たに付加された記述とともに、同じ文脈、構成の中で展開され得るか
どうかという問題が生じるからである。しかしながら、4th Ed. のような編
集方式は、筆者の乏しい知識の範囲において、他にも存在している (8)。従っ
て、特に新しい編集方式ではないのであろう。ただ筆者にとっては、その編
集方式に理解が届かず、その点が残念でならない。
註
1

Henġeste は与格であり、主格は Henġest である。1083 a の “a” とは、1083 行の前
半という意味である。なお ġ は g の口蓋化音で 3rd Ed にはなく、4th Ed の表記である。
2

つまり、ベーダの『英国民教会史』でジュートを率いてブリテン島に渡った
と書かれている Hengest である。Cf. Venerabilis Baedae Historia Ecclesiastica Gentis
Anglorum, Ⅰ, 15.
3
トールキンは、双方にジュートがいる説を、“the Jutes on both sides theory” と
呼んでいる（Tolkien 104）。 なお、『ベーオウルフ』「フィン王の挿話」において、
Hengest が、なぜジュートであると明記されていなかったかについては、拙稿「『ベー
オウルフ』
「フィン王の挿話」における Hengest について (2)――R. W. Chambers と J. R.
R. Tolkien の説を中心に」
（『異文化の諸相』第 32 号、日本英語文化学会、2012）を参照。
4

トールキンは、Hengest が、ジュート、フリージアン、その他の一団をブリテン
島に導いたとしている（Tolkien 161）。その場合、トールキンは、ジュートの中に、デ
ネ側のジュートだけでなく、フリージアンの側のジュートも含まれると考えているの
かも知れない。
5
ブリスの見解について、筆者は卑見を述べたことがある。拙論「『ベーオウルフ』
「フィン王の挿話」と『フィンズブルフの戦い』における Hengest――A.Bliss の説を中
心に」（『英語文化研究』、成美堂、2013）を参照。
6
フィンズブルフの戦の後のホールの共有については、筆者は簡単に触れたこと
がある（註 3 の拙稿）。その中で、「チェインバーズは、和睦の交渉はフレーザンの側
から行われ、フレーザンがデネの側に他の館等を譲り、デネがフレーザン側のジュー
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トとそれらを分有するという提案をしたと述べた（Chambers 250）」と記したが、それ
は筆者の誤認であり、
「フレーザンがデネの側に他の館等を譲り」という点を含め、チェ
インバーズは、250 頁で、それほど具体的に述べていたわけではなかった。その点を
訂正させて頂きたいと思う。
7
4th Ed. では、“Doubts have been” で始まる文章の末尾に、註１として、クレーバー
の文章が引用されている。しかしながら、文脈からすれば、クレーバーの文章（3rd
Ed. 235, fn.5）は、その次の、“It is not impossible” から始まる文章の註であるほうが、
内容的に合致するのではと思われる。“It is not impossible” からの文章の中で、フリー
ジアンの近くのジュート、そしてユトランドに残ったジュートという、二つのジュー
トについて言及されているからである。
8
Henry Sweet の An Anglo-Saxon Primer の第 8 版は、1953 年に、Norman Davis の
編集により、Sweet’s Anglo-Saxon Primer のタイトルで、また、第 9 版として大幅に改
訂されて刊行された。編集方式は、クレーバーの第４版と近いものがあると言えるで
あろう。

引証資料

Beowulf and the Fight at Finnsburg . Ed. Frederick Klaeber. 3rd ed. Massachusetts: D. C. Heath,
1950.
Chadwick, Hector Munro. The Origin of the English Nation . Cambridge: Cambridge UP, 1907.
Chambers, Raymond Wilson. Beowulf: An Introduction to the Study of the Poem, with a supplement by C. H. Wrenn . 3rd ed. Cambridge: Cambridge UP, 1959.
Klaeber’s Beowulf , 4th ed. Ed. R. D. Fulk, R. E. Bjork, J. D. Niles. Toronto: Toronto UP, 2008.
Tolkien, John Ronald Reuel. Finn and Hengest . Ed. Alan Bliss. London: HarperCollins, 2006.
Venerabilis Baedae Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum . Ed. Charles Plummer. Oxford:
Clarendon, 1956.

20

岩谷道夫

Synopsis
Hengest and the Jutes in The Finn Episode in Beowulf and The Fight at Finnsburg,
with Particular Reference to the View of Klaeber’s Beowulf (Fourth Edition)
IWAYA Michio
   Fr. Klaeber’s first edition of Beowulf and the Fight at Finnsburg in 1922 was an
epoch-making achievement in the history of Beowulf research. It was revised twice
and the third edition, which was published in 1950, has been the most trustworthy
and complete edition of Beowulf ever since. In 2008, a new edition of Beowulf was
published by R. D. Fulk, R. E. Bjork and J. D. Niles, in the title of Klaeber’s Beowulf
and the Fight at Finnsburg (Fourth Edition), which is one of the most splendid
achievements in Beowulf research in recent years.
   This paper aims at investigating the views of Hengest in Klaeber’s Beowulf
(Fourth Edition). Hengest in Beowulf was the commander of Danish army corps and
was involved in the fight at Finnsburg. It is told in The Finn Episode in Beowulf that
Hengest and his men fought against the Frisians and the Jutes in Finnsburg, which was
the castle of Finn, the Frisian King. On the other hand, we know, according to Beda,
that a man named Hengest migrated to Britain as a leader of the Jutes and established a
Jutish settlement, that is, the kingdom of Kent. So lies open before us the problem of
the identity of the two Hengests.
   This paper attempts to examine two descriptions on Hengest and the Jutes which
are found in Klaeber’s Beowulf (Fourth Edition). It seeks what are the views of the
editors of Klaeber’s Beowulf on the two Hengests and tries to compare them with
Klaeber’s view in his third edition. It finally presents a question about the principle of
the revision in Klaeber’s Beowulf (Fourth Edition).
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序
正統派のように見えて不可解なものを作品の中に巧妙に持ち込むカズオ・
イシグロは、時折、ヘンリー・ジェイムズを思わせるところがあると指摘さ
れる。多くの場合、その印象は、落ち着いた文体から来ていると言えるだろ
う。しかし、より面白い共通点は、どちらの作家も定まったジャンルから静
かに抜けだすような遠心力を作品中に持つことである。
ジェイムズのゴーストストーリーに分類される短編には、自伝的側面があ
る「楽しき街角」
（“The Jolly Corner”, 1908）や幽霊を利用したサイコセラピー
を思わせる「第三の人物」(“The Third Person”, 1900) などジャンルに収まりに
くいものがいくつもある。イシグロの作品もジャンル分けが難しいものが多
いが、特に『わたしたちが孤児だったころ』（When We Were Orphans , 2000）
や『私を離さないで』(Never Let Me Go , 2005) は、探偵小説やＳＦに見せか
けながら、中心に描いているのは語り手の心の動きだという仕掛けがある。
本論では、イシグロの『わたしたちが孤児だったころ』とジェイムズの ｢ 密
林の獣 ｣（“The Beast in the Jungle”, 1903）を並べながら、二人の作家の個性
と二人の間に連続して流れるヴィクトリア朝の空気を再確認していく。
１．ジャンルの揺れと疑似アマチュアリズムの輝き
二人の作家を並べると、属する時代が約百年離れているため、読者の性質
は当然異なっている。現代の読者は、ジャンルが混在した作品にはある程度
慣れており、目新しさを出すためには、既存の、特に他のジャンルの作品の
要素をパロディーとしてどう盛り込み使いこなすかが作者の手腕の見せ所で
もある。作品の中に見慣れた要素がまったく感じられないなら、読者は解説
なしで抽象画を見る時のように不安にもなり、作品の面白さを十分に見出せ
ない可能性がある。ジェイムズの時代には、古典の模倣は珍しいことではな
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かったが、作品がジャンルからはみ出すと亜流、あるいは二流となる危険と
背中合わせではあっただろう。そのため、イシグロとジェイムズが関わるジャ
ンルの揺れは意味合いが異なるという前提は存在する。
ジャンルの揺れを考えるなら、まずはイシグロについては、アマチュアリ
ズムの問題を見る必要がある。多かれ少なかれパロディーの要素を持ち込む
のは現代アートでは常套手段だが、うまく既存の作品の要素を組み合わせる
ことに比重を置くと、作品が平坦になるか、場合によっては習作の作品の
ような雰囲気を生み出すことになる。
『わたしたちが孤児だったころ』では、
どのようにアマチュアリズムから距離を取るのかは、大きな問題であるだろ
う。緻密な謎解きが盛り込まれていないこの作品は、いわば崩れた探偵小説
だとも言える。読者を納得させる冷静な分析や秩序だった謎解き、またそこ
から得られる知的な満足感という点から見れば、この作品には不足している
ものがあまりに多く、トリックをうまく仕組むことができない素人の作品の
ようにも見える。この不足を欠点としないためには、下手な探偵小説ではな
く、探偵小説とは似て異なるものに仕上げる必要がある。
エレーヌ・マシナルは、バンクスがモデルとしたであろうシャーロック・
ホームズとは対照的に、彼が自分の気持ちを見せ、作品の語り手となってい
る点に注目し、ここに古典的探偵小説からのちの時代の主に北米で書かれた
ハードボイルドへの接近を見る（Machinal 83）。これは、バンクスの物語が、
古典からは距離を置き、大きく見れば読者に共感を求める現代風の作品であ
ることを意味する。さらにマシナルは、この作品で感情が科学的、合理的側
面を凌駕することがあるために小説に形式上の緊張感が生まれると指摘して
いるのは重要である（Machinal 84）。
この不安定さは、ジャンルに特有の型から半分抜け出し、型に揺さぶりを
かけることから来るとも言えるが、イシグロは、ここで生じる緊張感のお陰
で作品を素人レベルにおとしめることなく、作者の個性を出しながら読者の
関心を引いている。ショッキングな事件や人物ではなく作中人物の感情に比
重を置き、細部を超えた作品の形式自体に読者が違和感を抱くよう導くこと
で、読者はより作品に巻き込まれることになる。ある事件を知ることで起き
る読者の反応より、足元を揺るがすような作品の型の崩れの方が、より大き
なエネルギーを持つことを作者は意識的に、あるいは無意識的に活用してい
るように見える。
｢ 密林の獣 ｣ を考えると、この物語はオーソドックスな謎解き物語になる
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にはパーツが少なすぎ、回顧録や恋愛小説となるにも寸足らずである。しか
し、マーチャーの強い執着から生まれる感情を一貫して記すことで、一つの
まとまった人生を描くことになる。イシグロの場合もジェイムズの場合も、
感情という抽象的な要素を中心に置くことで、合理的な謎解きのための要素
が不足していても、アマチュア的な不完全さをほどよい背景へと転換し、作
品がバラバラにならないようにつなぎとめていると言える。
『わたしたちが孤児だったころ』は、奇想天外で整った形式とは縁を切っ
たような『充たさせざる者』(The Unconsoled , 1995) の次に書かれた作品であ
ることには注意を向けてよいだろう。理解が難しい作品の後で通常の小説ら
しい形式を取り戻した『わたしたちが孤児だったころ』は、悪夢をやり過ご
した後の作品であるようにも見える。あるいは、『充たされざる者』という
作品全体が掴みどころのない悪夢を描いているなら、
『わたしたちが孤児だっ
たころ』は、日常生活の中に紛れ込む悪夢を描いていると言える。この二つ
の作品の間で生じた変化は、妄想と日常の折りあいのつけ方の違いであろう。
バンクスの物語では、作品全体が普通の因果律を超えて歪んでいるわけで
はないが、バンクスの思い込みにより、彼が見る世界は歪んでいるとは言え
る。彼は探偵として何らかの社会的役割を果たそうとしており、自分の両親
を救出するという希望と、それとは関係のないはずの上海での国際問題を解
決しようとする試みが、彼の意識の中では奇妙な具合にからまりあっている。
バンクスにとっては、個人的な問題と社会問題は強引に関連付けられ、バン
クスだけの世界が出来あがっている。そして、この混乱と不安定さ自体が感
情表現の場となっている。マーチャーの場合は、自分がおかしな思索にふけっ
ていると人には見えることを了解しているため、状況を把握する理解力は持
ち合わせている。彼は社会と自分個人の生活の間にうまく距離を取っている
と言える。基本的に似た者どうしであるバンクスとマーチャーのこの違いが
作品の感触の違いを生むことになる。
20 世紀初頭に生きたバンクスと 19 世紀末に生きたマーチャーは属する時
代が繋がってはいてもずれがあり、二人を取り巻く環境が異なることは、そ
れぞれの相手役の違いからも感じ取ることができる。マーチャーの謎解きに
唯一参加するメイ・バートラムは、献身的でマーチャーにとって有益である
のとは対照的に、バンクスの相手役のサラ・ヘミングスは、騒ぎ立ててパー
ティー会場に無理やり潜り込んだり、バンクスの両親救出の試みの最中に駆
け落ちを持ちかけるような非常識さを持った女性である。もう一人の孤児で
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あり我の強いヘミングスの意味を考えるなら、彼女は幸せな想像にふけるバ
ンクスに現実を思い出させる騒音のような存在である。特別関わりたくもな
いのに縁が切れない彼女は、想像の中の安定した世界を壊そうと迫ってくる
現実の象徴と読むこともできる。マーチャーの静かな謎解きに比べると、バ
ンクスのすぐそばには、ざわざわと威嚇するような実社会が迫っている感覚
がある。バンクスが自分の記憶や印象を書き換えているのは、この差し迫っ
てくる現実に対しての防衛策だとも考えられる。マーチャーの謎解きにとっ
て邪魔になるものがあるとすれば、それは最良の話相手と付き合う際に直面
する、ヴィクトリア朝ならではの未婚の男女関係に関する制約であり、バン
クスのものとはかなり違った性質のものである。
２．過去を変える
ジェイムズの描く非劇は、ディケンズやジョージ・エリオットの運命とは
異なり、のちに出来事の「意味の発見」（revelation of meaning）があること
によって起こると、ジェイムズのゴシック小説を分析するピーター・ギャ
レットは適切に分析している（Garret 192）。このようなショッキングな発見
の場面は、
『ある婦人の肖像』(The Portrait of a Lady , 1881) や『使者たち』(The

Ambassadors , 1903) などいくつかのジェイムズの作品にみられる印象的な
ものだが、この発見の衝撃を最もドラマチックに描いたのは「密林の獣」で
あろう。この短編小説では、主人公は自分には何か劇的なことが起きるのだ
と予測しながら毎日を過ごし、結局何も起こらず人生を無駄にするという悲
劇が答えなのだと最後に知る、実に風変わりな物語である。
この作品では、真実、あるいは日常生活は、あとから意味付けされるまでは、
静かで平凡なものである。半ば妄想の中で真実を追い求め、最後に望ましく
ない現実が見えてくる構図は、
『わたしたちが孤児だったころ』と同じである。
事実の発見は、大きな衝撃となって主人公たちを襲うが、それは目の前の事
実が別のものに入れかわるのではなく、同一のものが色を変える恐怖である。
はじめは淡々と並んでいた光景に後で意味が生じるのは、探偵小説の基本
と矛盾するものではない。犯人は不明だが状況証拠のみが残され、何が起き
たのかわからないというお馴染みの設定からバンクスとマーチャーの物語も
始まる。そして、最終的には何が事実であるのかではなく、長い間その事実
に主人公が気付いていなかったという衝撃が一番のドラマを生み出すことに
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なる。事実自体ではなく、それにたどり着くのがあまりに遅いという遅延を
ドラマ化する方法は、二つの作品の重要な共通点であり、作家の特徴をよく
示す部分である。
マーチャーの物語は、未来に起こるであろう出来事が、それを日々想像す
る現在に強く影響を及ぼすため、ある意味で未来と現在が溶けあっている。
これに近い、過去と現在と未来の同化は、子供時代の未解決の事件から常に
影響を受け、最後に自分の過去の意味を知るバンクスの物語でも起きている。
語りの表面下に別の物語が存在するのが、イシグロの典型的な物語の型だが、
『わたしたちが孤児だったころ』のように出来事にあとから意味付けされる
のは、この型の変形だと言えるだろう。マーチャーには不都合な事実を捻じ
曲げて記憶しようとするような意識の層はないが、自分の秘密を世間の人か
ら隠し、｢ 獣 ｣ と呼ぶその秘密を守る生活の二重性はある。加えて、過去に
執着するバンクスと未来に取りつかれたマーチャーは、単に正反対であるの
ではない。
ミリセント・ベルは、ジェイムズの作品では回想が少ないことを指摘し、
その理由をアメリカは人類の歴史とは距離を取って自由であることに求めて
いる（Bell 18-21）。過去から未来へ直線的に流れる時間に沿った ｢ 密林の獣 ｣
は、一見、ベルがアメリカ的と言う、回想とは縁のない物語のようだが、実
は屈折した回想の物語として読むことができる。マーチャーの長い過去に付
される意味は晩年半生を振り返ることでようやく生まれるため、作品の最後
では読者は作品を回顧録のように捉え直すことになる。これはバンクスの物
語にも当てはまり、このような複雑な時間感覚も二つの作品の重要な共通点
を成す。
二つの作品では未来からのみ過去を理解し、現在は常に過去や強い期待を
向ける未来に支配されているため、現在、過去、未来の分離は難しい。これ
は、通常のプロットの否定でもあるだろう。二つの作品では、既存の事実か
ら現在が出来上がっているのではなく、現在という部分は作品全体から理解
するしかない。マーチャーの場合は、｢ 獣 ｣ の意味を知るのは最後の最後に
なるが、物語の途中で二度は限りなく答えに近づき、以下の場面ではほぼ完
全な答えが出ている。
One of them was that he should have caught himself – for he had done － really
wondering if the great accident would take form now as nothing more than his
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being condemned to see this charming woman, this admirable friend, pass away
from him. (95)
ここで、自分の悲劇は、特別な期待感を共有できるメイ・バートラムを失
うことだと察しながらも、それを実感できないマーチャーと、同様に答えが
目の前にあるのに、まだそれが正解だと断定できない読者はもどかしさを共
有することになる。この作品では、出来事が次々に起これば意味の通じる物
語が出来上がるわけではない。マーチャーの物語は、いわば物語を理解でき
るようになるまでの物語である。そして、答えがすぐそばにあっても気づか
ないこの場面は、マーチャーの鈍さを通し、普通の人間の日常生活のありよ
うを示唆することで、読者とマーチャーの間に関係を作り、読者を作品に引
き寄せている。ここで共有されるのは事実ではなく、平凡なようで危険をは
らむ日常の空気感であり、これはジェイムズやイシグロの特徴的な表現が目
指しているものであるだろう。バンクスとマーチャーの物語は、謎と答の組
み合わせではなく、特定の感情や空気感を作中人物と読者が共有するために、
思い切った不足と屈折を作品内で活かしている。
３．妄想から現実までの距離
ジェイムズの作品にある幻想（illusion）に着目したデニス・フランネリーは、
幻想は、ジェイムズにとって自分と他の作家の作品を評価する基準だと考え
る (Flannery 134)。これを踏まえても、
『わたしたちが孤児だったころ』と「密
林の獣」を並べる際には、作者が自分の時代の読者を意識しつつ、個人の妄
想や密かな楽しみが小説の中でどのような位置を占めるように設定している
のかを見るのは意味がある。
よく似たテーマや話の展開があるにもかかわらず、
『わたしたちが孤児だっ
たころ』が ｢ 密林の獣 ｣ のパロディーのように見えないのは、主人公たちが
ある程度似た状況にありながら別人格を備えた人物のように見えるためであ
ろう。これは、作者が小説の中にどれだけ不自然な視点を許すかのスタンス
の違いでもあるが、妄想という要素は、扱い方をわずかに変えるだけで作品
の色を変える力を備えている。
主人公が個人的な楽しみや自分だけの時間を大切にする設定は、ジェイム
ズやイシグロの専売特許ではない。例えば、雪に閉ざされた人けのないホテ
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ルで主人公が喜んで書き物に専念しようとするスティーブン・キングの物語
は、出発点はバンクスやマーチャーの物語に似ている。しかし妄想の中から、
あるいは実際に冬のホテルから凶暴な幽霊が次々に飛び出して来て手に負え
なくなる時点では、ジェイムズやイシグロのものとは別の種類の作品となっ
ている。
主人公の妄想の扱いは、作者が小説の世界とその外にある現実の社会の関
係をどう捉えたかという視点から考えるべきである。読者に理解してもらう
ためには、小説の中の世界は現実世界にある程度似せるしかないが、その度
合いをどの程度に定めるのかが、作品が向かう方向性を決めることになる。
『わたしたちが孤児だったころ』も ｢ 密林の獣 ｣ も作品が閉所から怪物が
飛び出すゴシックホラーと化すかなり手前で踏みとどまっているが、主人公
が妄想や思い込みに取りつかれているには違いない。そして、どのように踏
みとどまっているのかが、作家の色が出るところであろう。バンクスは、評
価の高い探偵として紹介されるが、人が見たバンクスの印象と本人の考えの
間には、かなりのずれがあることが最初から示唆される。久しぶりに学生時
代の友人に再会した際に、友人が自分を変わった男として記憶していること
にバンクスが不満を感じる場面はわかりやすい例である。また、イシグロで
はお馴染みの、記憶の中で変わる過去は、両親を失い上海を去る時の子供の
バンクスの態度が、本人の記憶と見送り人の記憶では食い違っている次の場
面によく表れている。
No doubt the colonel had an investment in giving himself the role of an heroic
guardian, and after all this time, I saw it was as pointless as it was unkind
to contradict him. But as I say, I began to grow steadily more irritated. For
according to my own, quite clear memory, I adapted very ably to the changed
realities of my circumstances. I remember very well that, far from miserable on
that voyage, I was positively excited about life aboard the ship, as well as by
the prospect of the future that lay before me. (27)
このような違和感を出発点として、社会的信頼を得ているはずの高名な探
偵が、ずっと昔に行方不明になった両親がまだ当時と同じ場所に監禁されて
いて、救出可能だと考えるなど、主人公の発想の不自然さに読者は徐々に気
づくことになる。しかし、バンクスに少々おかしなところはあっても、物語
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が完全に崩れることはなく、最後の悲惨な結末まできて妄想がもみ消される
と、それまでの不自然な希望はただの妄想ではなく、若い頃に抱いた、はか
なくペイソスを帯びた期待感へと色を変えるように見える。
マーチャーは、バンクスに比べると自分の想像の世界をうまく日常生活の
中に収めており、現実と妄想を混在させてしまうバンクスより器用である。
マーチャーは、唯一の親友とも言えるメイ・バートラムを自分の妄想につき
合わせ、ヴィクトリア朝時代には未婚の男女間の友情は噂になるとわかっ
ていてもつきあいをやめない、したたかな確信犯でもある。そのため、バン
クスのように普通の人間の限界を感じさせ、読者の共感を得るのは難しいだ
ろう。そのかわり、基本的には善良なマーチャーは、状況を把握する能力が
それなりに備わっているせいで自分の不幸までよく見えてしまうという不幸
が、この作品の感情の揺れを見せる大事な要素となっており、そこに読者の
気持ちを引き付ける可能性を生む。
４．個人的な時間
バンクスとマーチャーの二つの作品はどちらも、一歩間違うと有害となり
える個人の特別な領域を大切に扱っている点に注意を向けておきたい。｢ 密
林の獣 ｣ では、ごく親しい友人のメイ・バートラムとのみ秘密の領域を共有
し、慈しむ様子が印象的である。この作品の ｢ 獣 ｣ は、作家の秘密を追い求
める謎解き物語 ｢ 絨毯の下絵 ｣（“The Figure in the Carpet”, 1896）の ｢ 秘密 ｣
とよく似ている。｢ 絨毯の下絵 ｣ では、追求される謎は、｢ 埋められた財宝 ｣
（buried treasure）
、
｢ 生命を司る器官 （
｣ organ of life）
などの名前で呼びかえられ、
あからさまに宝物扱いされているが、これは、｢ 密林の獣 ｣ の設定に通じる
ものである。マーチャーは作品の最初の次の場面では、｢ 密林の獣 ｣ は自分
たちだけが知る特別な秘密だと語り、秘密を包みこむオーラを上手に作り上
げ、読者に期待感を抱かせている。
“Is it because you’ve taken so many others as well?”
“I’ve taken nobody. Not a creature since then.”
“So that I’m the only person who knows?”
“The only person in the world.”
“Well,”she quickly replied, “I myself have never spoken. I’ve never, never
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repeated of you what you told me.”She looked at him so that he perfectly
believed her. Their eyes met over it in such a way that he was without a
doubt.“And I never will.” (70)
イシグロの場合、この領域は子供時代の安楽さという理想が発展したものだ
と捉えることができる。荘中孝之は、バンクスが求めたのは、母と過ごした
幸福な過去と母が象徴するヴィクトリア朝時代のイギリスだと考えるが（荘
中 128）
、これは親の保護がなくなった大人になった後でこそ必要となった
理想のように見える。イシグロは、インタビューの中で安全な子供時代のノ
スタルジーを大切なものだと考え、それが善にも悪にもなる二面性を持つこ
とを以下のように指摘している。
I’m talking about the more pure, personal sense of nostalgia for one’s
childhood. Sometimes I think nostalgia of that sort can be a very positive force,
as well as a very destructive force, because like idealism is to the intellect, that
kind of nostalgia has the same relationship to the emotion. (Shaffer and Wong
184)
マシナルは、バンクスがホームズに探偵の型を求めていると考えているこ
とは前述したが、1920 年代の上海で上質な家に住み、きちんとした生活を
好む美しいバンクスの母は、ヴィクトリア朝の理想の女性像を受け継いでい
る。イギリスが繁栄した時代の空気が残るこの時代を、回想の中で美しい額
縁に収めるようなこの作品は、過ぎ去ったヴィクトリア朝時代をしのぶ物語
として出発している。
バンクスがいつまでも大人になりきれないことには問題があるとしても、
自分の特別な領域を持つことは、大人の楽しみとなりえるものである。こ
のような自分だけの領域というものが、ヴィクトリア朝時代に生きたジェ
イムズから現代のイシグロまでの間にどう変わっていったのかは興味深い。
19 世紀末においてなら、くつろげるクラブに座りこんで一人で過ごしたり、
私室で思い出や趣味に浸る時間のような、世間の束縛からしばし抜け出す
ちょっとした非日常であっただろう。現代では人に邪魔されない趣味の時間
は、例えばサイバースペースなどを活用するなら、日常の中に日常から少し
だけずれた空間として作りやすくなっていると言える。
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ジェイムズは、個人の生活を重視する風変わりな短編をいくつか書き、読
者が受け入れがたいという理由でいくつもの出版社が出版を断った「死者の
祭壇」(“The Altar of the Dead”, 1895) のような物語さえあった。しかし、個人
的な趣味や気持ちを重視するひと癖ある作品は、インターネットなどにより
匿名のコミュニケーションが増え、個人の好みを公の領域に入れこむことが
一般化した現代では、ある程度受け入れやすくなっているだろう。読者の共
感を求める作家だと見做されることが多いイシグロは、このような時代の空
気を汲み取りながら、見方によっては独りよがりなバンクスを単に偏った人
間ではなく、共感できる部分を持つ人間として描こうとしているように見え
る。
密かな楽しみを追う異なる時代の二人を見ると、作家の作風の違いに加え
て、約百年の間に変化した読者や作家を取り巻く環境を垣間見ることもでき
るだろう。事実を追及する謎解き物語風に始まる二つの物語は、最後には、
人が求めているものは意外にも現実や事実ではないのではないかと思わせる
結末にたどり着く。いわば、事実を知ることで理想が壊れてしまうこの二つ
の物語の結末が何を示唆しているのか考える価値はあるだろう。
『わたしたちが孤児だったころ』と ｢ 密林の獣 ｣ を並べるなら、個人の聖
域という共通項を鍵として不確かな未来に引き寄せられるマーチャーのヴィ
クトリア朝時代の妄想から、のちの時代にヴィクトリア朝時代の安定感を回
復しようとするバンクスの物語へと繋がる動きを読み取ることができる。そ
もそも二つの物語は、長い時間の流れ自体がテーマの一つであると捉えられ
る。マーチャーは、長い間自分の運命について考え、年を取ってから自分の
人生には意味あることが何も起こらないという事実に衝撃を受けるが、この
運命は死期が近づいた年齢になってこそ重みを持つ。バンクスの場合、自分
の両親に起きたことを子供時代にすぐに知っていたのなら、別の物語が生ま
れていただろう。クリストファー・リングロースは、作品の大部分ではバン
クスの誤解が描かれていると指摘しているが（Ringrose 177）、この誤解は不
可欠なものである。バンクスも年を取り養女もすっかり大人になった頃に自
分の人生を振り返るのでなければ、自分の幸せは長年の母の犠牲のお陰で成
り立っていたという事実の過酷さを実感することはできない。
どちらの物語でも作品内の出来事自体が、一番重要なわけではない。｢ 密
林の獣 ｣ の場合は、より極端で、出来事らしい出来事はほとんど起こらない。
では、作品で何が描かれているのかを考えるなら、ジェイムズ本人が繰り返
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し取り上げる ｢ 無駄にした人生 ｣ というテーマ以上に、時間の流れ自体と捉
えることもできる。亜流のジャンルを使い、出来事より感情に重きを置く二
つの作品は、直接描くことができない時間の流れとそこから生まれる情緒を
読者に感じさせることになる。
ジェイムズは、｢ 手遅れで無駄になった人生 ｣ や ｢ 運命の共有 ｣ というテー
マのアイデアを 1895 年 2 月 5 日の創作ノートに書きつけ、1901 年 8 月 27
日の同ノートには、これをより煮詰めた形で ｢ 密林の獣 ｣ の原型を書きとめ
ている。このテーマを、晩年のジェイムズはいくつもの作品で展開したが、
初めに思いついてから ｢ 密林の獣 ｣ 執筆まで６年が経過している事を考え併
せると、このテーマ自体、熟成される必要があったことがわかる。
創作ノートの中で「気づくのが遅かったために人生を無駄にする人物」と
してジェイムズが設定したマーチャーは、確かに行動しないことで悲劇を生
むヴィクトリア朝時代のハムレットのようでもあるが、自分の人生の意味に
衝撃を受けながらも、実のところ自分が過ごした謎解きの時間を後悔してい
るようには見えない。批判の対象となっても無理はない無駄な考え事の時間
は、読者の共感を得る可能性のある場所でもあるだろう。そもそも文字の列
として書かれる作品の中では、実際には何も起きないと読者は了解している
が、それでも、何かが起きるのを期待して読むことになる。マーチャーの奇
妙な物語につき合う読者は、第二のメイ・バートラムであり、奇妙な人間の
性質を多かれ少なかれ共有することになる。そのため、マーチャーの物語は、
普通の人間の奇妙なことに関心を持つ気質を暗示していると読むこともでき
る。
６．型が秘める伝達力
H. G. ウェルズは、1915 年に架空の著者レジナルド・ブリスの名前を借り
て書いた作品集 Boon がきっかけで、ジェイムズと世間によく知られる仲た
がいをしている。この本の特に４章でウェルズは、ジェイムズが些細なこと
を言うのに表現方法が大げさすぎると非常に手厳しく嘲笑した。しかし、大
がかりな下準備、あるいは形式こそがジェイムズの魅力だと言うこともでき
る。
バンクスは、国際紛争や両親の救出など、非常に大きな問題に関わりなが
ら自分の理想を探るが、最終的な目的は、自分の気持ちを語り、伝えること

32

川口淑子

であるだろう。イシグロは、歴史的事実を作品内で追及することには興味が
ないと様々な場面で繰り返し述べているが、
『わたしたちが孤児だったころ』
は、20 世紀初頭という時代の記録ではなく、バンクスの気持ちの動きを描
いた物語である。ある男の感情を表現するために、帝国主義時代の社会悪と
いう非常に大掛かりなセットを使う手法は、ウェルズが Boon でからかった
ジェイムズの作風に近い。個人的な問題と国際問題を無理に結びつけて考え
るバンクスは、半生を捧げて全く正体のわからないものを追うマーチャーの
親戚である。
二人の作家には勿論、細かな違いが多数あるが、それを削ぎ落した後に、
この表現方法が残ることは注目に値するだろう。作品の型に当たるものは直
接目に触れないため、具体的に把握しにくいものではあるが、一般に漠然と
指摘されるジェイムズとイシグロの印象の類似は、ここから来るものが重要
な共通項であり、作者の個性を強く打ち出すものである。ウェルズの批判は、
確かに表面に見える部分の解釈としては正しい。しかし、大掛かりなセット
は、エンターテイメントのためにあるのではなく、ほんの一滴のエッセンス
を絞り取るために存在している。物理的な形を取らない感情や空気感は説明
を通しては的確に伝えることができない。そのため、二人の作家はアヘン戦
争や ｢ 密林の獣 ｣ など、大がかりなものを持ちこみ、ささやかながら読者に
強い印象を与えるものをそこから絞り出すという方法を選択したと言える。
ガート・ブーレンズとセリア・エジマは、ジェイムズの作品は、特権を持っ
た意識が実際の歴史から切り離されて存在していると読むマルキシズム的な
解釈に反し、ロス・ポスノックがジェイムズに個人と環境の連続を見たこと
に同調して、ジェイムズの作品の中に歴史的瞬間に起こる個人の流動性と開
示性を見ている（Buelens and Aijmer 198-99）。イシグロについては、作品が
特定の時代に属さず歴史から浮いていると言われることがある半面、共感を
求める文学だとも解釈されてきたが、この対立するような読みは、ジェイム
ズに向けられた解釈と同様、矛盾があるわけではないだろう。バンクスやマー
チャーがひっそりと考える内容は、人の共感を呼ぶ人間関係にかかわるもの
であるためである。
興味深いのは、二人の共感の求め方である。かなりの変り者であるバンク
スもマーチャーも、世間一般の人々に一律にメッセージを伝えようとしてい
るわけではなく、語り手から読者の一人へ個人的な共感を求めようとする伝
達が試みられているように見える。これはネット上などで見られる現代的な
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コミュニケーションの型の一つであろう。これまで、イシグロとジェイムズ
の直接的とは言えない屈折した表現方法を見てきたが、ここには漠然と一般
受けを狙うのではなく、多数の人に向けて発信はするが、反応の数の多さに
期待するのではなく、受け手の中に強く感受してくれる個人がいることを望
む伝達があると考えられる。ジェイムズの時代にはマーチャーとメイ・バー
トラムのような信頼関係がある者の間でのみ成り立った伝達方法は、イシグ
ロの時代、つまり現代にはより馴染みあるものとなっており、ここに作者と
読者の関係の変化の一端を見てとることもできるだろう。
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Synopsis
The Man Who Rewrote the Past and The Man Coined by the Future
―― A Shared Style in When We Were Orphans and “The Beast in the Jungle”
TOSHIKO Kawaguchi
  Kazuo Ishiguro’s careful writing style is occasionally noted to have some

similarity with Henry James’s. Comparing When We Were Orphans by Ishiguro
and“The Beast in the Jungle”by James, we can better understand what causes
this impression. Beneath the characteristic writing style of the two stories, we
find a deformed genre of detective stories, protected personal spaces and most
importantly, sophisticated depiction of human senses. The two stories dramatize
‘belatedness’ or ‘wasted life’ a motif that James repeatedly employed in his novels.
This technique of Ishiguro and James disturbs linear stream of time to produce
instability in the novel, and brings about stimulated feelings for the reader. Some
differences in the use of imagination or illusion by the main characters distinguish
the two authors, but Ishiguro and James share a few important techniques as well
as the Victorian or pseudo-Victorian air, in which the two stories start to take
shape.
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フィリップ・ラーキン “Home Is So Sad” を読む
君島利治
Ⅰ．はじめに
ラーキン（Philip Larkin, 1922-85）の母親エバ（Eva Emily Larkin, 18861977）は、1948 年に夫シドニー（Sydney Larkin, 1884-1948）に先立たれてか
らラーキンと暮らしていた。だがラーキンは 1950 年、クィーンズ大学図書
館副司書として北アイルランド、ベルファストへ赴任してしまう。その時か
ら 55 年にラーキンがイングランドのハル大学図書館司書としてハルに住み
始めるまでの間に、彼より 10 歳年上の姉との同居を経て、彼女は一人暮ら
しを始めた。ラーキンが詩 “Home Is So Sad” を書き終えた 1958 年 12 月 31
日当時も一人で暮らしていた。
ハル大学図書館でラーキンの部下として勤務し、後にラーキンの恋愛対
象にもなったミーヴ・ブレンナン（Maeve Brennan, 1929-2003）によると、
ラーキンは “maintaining her garden as he had done since 1955, and keeping an eye
on her home” (Brennan 55) だった。また、ラーキンの伝記にも “In the event, it
wasn’t anger he felt when he arrived to see his mother in Loughborough but sadness
– the feeling he distilled in ‘Home is so Sad’, which he finished on New Year’s Eve
after he had returned to Pearson Park” (Motion 290) とあり、この詩の “Home” が
ラーキンの母親の家であると断定することができる。
その母親の家が舞台であるこの詩は、当然極めてラーキンの個人的な詩で
あると言える。一読した際、物事を斜めに見る傾向の強いラーキンの性格か
ら、この詩は良好だった家庭の悲惨な末路をラーキン的皮肉に満ちた表現で
描写した詩なのではないかといった印象を受けた。その真偽を探るため、詳
細な解釈を施しながらこの詩について考察していきたい。
この個人詩的要素の強い詩を深く読む上で鍵となるのは、タイトルにも出
てくる “Home” という語である。詩中のある語が多義的な意味を有するのは
1

ラーキンの詩の大きな特徴でもあり、 この詩もその多義性を踏まえて読ん
でいかなければ、この詩を書いたラーキンの意図を真に読み取るまでには至
らないであろう。
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Home Is So Sad
Home is so sad. It stays as it was left,
Shaped to the comfort of the last to go
As if to win them back. Instead, bereft
Of anyone to please, it withers so,
Having no heart to put aside the theft
And turn again to what it started as,
A joyous shot at how things ought to be,
Long fallen wide. You can see how it was:
Look at the pictures and cutlery.
The music in the piano stool. That vase. (Thwaite ed. 119)
家とは悲しみの極み
家とは悲しみの極み

取り残されたままの状態で

最後の住人の好みに変えられたまま残る
あたかもその人を取り戻すかのように

それどころか

喜んでくれる人を奪われるとこうも廃れていく
泥棒を追い払う気もなく
始まりの状態に再び戻る気もなく
何処に何を置くかという楽しい目論みも
ずっと地に堕ちたまま

君もお分かりのはず

写真や食器をごらんなさい
ピアノ椅子の楽譜

あの花瓶（筆者試訳）
Ⅱ．Home ＝家屋（外なる家）

1 行目、この詩のタイトルにもなっている “Home is so sad” という第１文が、
この詩全体のイメージを決定付けている。本来なら家というものは暖かく喜
ばしい筈であるが、いきなり一般論に対して正反対の意見を推測や予想立て
することもなく “is” と断定してくるこの根拠は一体何なのだろうか。無論、
この詩が一般論ではなく、ラーキンの個人的な詩であるというのもその理由
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の一つである。だが、それを知らない読者は、この一文によってこの詩に引
き付けられ、先を読もうと駆り立てられる。それ程、この一文にはインパク
トがあり、この詩のタイトル自体も同様の効果を生んでいる。結論ありきで
始められたこの詩を読み進めるにつれて、その理由、根拠が次第に明らかに
されてゆく。
次に、語り手、伝記的にはラーキン自身となるが、彼が目にした母親の家
の描写が始まる。“It stays as it was left” の “It” は無論 “Home” のことで、そ
の家が残されたままの状態で現存していることが分かる。この家が誰によっ
て “was left” なのかは具体化されていないが、この詩を書いた当時住んでい
た母親である筈がない。故に、この家を残して出て行ったのは、故人である
夫シドニー、しばらく同居していた娘、あるいはベルファストを経て当時ハ
ルに住んでいた息子ラーキン自身ということになる。
2 行目の “Shaped to the comfort of the last to go” も、最後の住人の名残が
その家に残ったままになっている描写である。次の行で “As if to win them
back” とあるように、最後の住人が複数いたということを鑑みれば、母親を
含めた家族全員ということになる。しかしながら、この最後の住人は伝記的
に考えれば母親ひとりであり、何より母親は未だこの家に住んでいるので矛
盾が生じてくる。しかし家と住人との関係を一般論として定義しているので
あれば、家を残して去っていった住人が複数で表現されていても別におかし
なことではない。しかも個人的な内容を極力悟られまいとする傾向がラーキ
ンの詩の特徴の一つであるので、そういったカムフラージュ的な描写である
とも考えられる。そして “win them back” という表現から、その家と住人と
の過去における関係が良好であったことが伺われる。
そのような家と住人との良好な関係も、住人がいなくなり、家が取り残
された状態となると荒廃の一途を辿る。その荒廃の根本的理由は “bereft / Of
anyone to please” だからであると語り手は言う。家というものがその住人に
喜びを与え得る場所であるので、その住民がいなくなった現状を鑑み、“Home
is so sad” と断定したのであれば、それは十分に納得できる。しかし、ラー
キンの個人詩としてこの詩を読むと、全住民がいなくなったのではなく、彼
の母親はその家に住んでいる。当然母親も喜ばせる対象者の一人である筈で
ある。
家が荒廃する様をラーキンは “it withers so” と表現しているが、この箇所
の “so” という語について、次のような二つの解釈、つまり言葉の多義性が
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指摘されている。
On the one hand, the word ‘so’ suggests something limitless; only the reader
can supply a specific sense of just how far things have ‘withered’, the poem
does not short-circuit this specificity, this challenge to the reader’s own
memories. On the other hand, there is something forlorn and hopeless about
the word ‘so’ itself in this context, as though it signifies that there is no point
in even attempting to measure the appalling distance between hope and
fulfillment. (Punter 32)
前者は “so” が有する家の荒廃の程度が、個々の読み手のイメージや経験に
よって変化し得る意義で使われ、その程度の幅を読者に委ねている。一方、
後者は荒廃の度合いが極めて高いことを意味している。当のラーキンがどち
らの意義で “so” を使ったのかは定かではない。無論、荒廃した母親の家を
目の当たりにしたという状況下において、その荒廃の程度はラーキン本人に
しか判断することはできない。しかし、ラーキンの個人的な判断であっても、
これ以降に描写される荒廃の様子を踏まえれば、その荒廃の度合いが極めて
高いことも同時に表現しているのではないだろうか。
第 1 連最終行 “Having no heart to put aside the theft” は、家の外観を描写し
たもので、家という建物そのものが荒廃してしまうと、泥棒を追い払う気も
感じられなくなると語り手は言う。家そのものが廃屋と化し、住人も住んで
いないと感じられるならば、必然的に泥棒が入りやすい結果となる。ラーキ
ンの母親が実際にはそこに住んでいるにしても、老女の一人暮らしの家は、
正に “Having no heart to put aside the theft” な状態となっている。この描写は、
家の外観の他に、荒れ放題の庭や、物音一つしないひっそりとした家の佇ま
いも当然含んでくる。
Ⅲ．Home ＝家庭（内なる家）
家の荒廃した様子は、連を跨ぎ、第 2 連へと続く。1 行目の “And turn
again to what it started as” の “turn” は、前連最終行の “Having no heart” から繋
がっている。この連跨ぎは、家の外と内を区別するために成されたもので、
連を分けることにより家の外から中への空間的な間を表す。それと同時に、
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家の外から中へと移動する時間的な間も表現している。家の敷地に立った
ラーキンが、家の外観をぐるりと眺め、その荒廃ぶりを嘆きながら玄関へと
近づき、ついにドアを開け家の中に入る情景が連間から想像できる。
第 1 連で家の外観的な様子を観察していたラーキンの目は、時間、空間的
隔たりである連間のスペースを経て家の中に入ることにより家の内部の観察
へと切り替わっている。しかし、それにもかかわらず、この 1 行はラーキン
の家の荒廃に対する実感が失われていないことを上手く表していると言え
る。行末の “as” には “home” が続くと考えられ、家としての始まりの状態に
再度戻ることの難しさを実感しているのである。
この家としての始まりの状態とは、建物としての家の始まりというより
は、寧ろ家庭としての家の始まりと考えられる。第２連では家という建物の
内部よりも内面としての家庭の意味合いをより強く感じさせるようになって
おり、家の外から中への移動がラーキンの心境にも変化を起こさせているこ
とを窺い知ることができる。
第 2 連 2 行目 “A joyous shot at how things ought to be” は家の中のレイアウ
トをどのようにしようかと楽しそうに想像する様子と素直に読めば考えられ
るが、“things” と “be” にはそれ以外の意味も含まれているように感じられる。
これらは単に「どう物が存在する、つまり物を置くべきか」という意味の他
に「どう事があるべきか」とも解釈が可能である。そこには家具等の物の置
き場所ばかりでなく、その家具等を使ってどう生活していくかといった家庭
としての内なる家のあり方も表されている。それが “A joyous shot” という言
葉から、初期段階、即ち家庭としての始まりの時期であるとも考えられる訳
である。当然のことながら、この家庭としての始まりの時期とは結婚直後で
あろうが、子供が生まれた場合等の節目を迎えての新たな家庭生活の始まり
とも理解できるだろう。そのような状況にはこの詩のタイトルでもある “sad”
という形容は似つかわしくなく、正反対の “joyous” といった形容がなされて
いるのも当然である。
その “A joyous shot” が家の外観同様、
荒廃していると語り手は嘆く。
しかし、
家の外観は第 1 連で “withers” と表現されていたのに対して、“A joyous shot”
が “fall[en]” されていると表現していることは極めて注目に値する。“withers”
は文字通り草木が枯れる様子を家の外観に当てはめた描写であり、その回復
の見込みが望めない様子も窺い知ることができる。一方、“fallen” は力の減
退や衰弱を表し得るが、単に下へと落とされているとも取れる。その “fallen”
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には “wide” が付されており、それにより “A joyous shot” が家の中至る所に
落ちているイメージが付加される。更に “fallen” に付されている “Long” に
よりそれが長期間変わらずに残っているイメージをも連想させる。家そのも
のが荒廃しつつあるのは事実であり、家の内部にある家具等も経年劣化する
のは当然の成り行きではあるが、家庭生活の最初の喜びが確かに残っている
とラーキンは感じているのではないだろうか。
次の “You can see how it was” の “it” は “Home”、“A joyous shot” のどちらな
のか判断するのが難しい。“Home” と取れば過去の家の状態が現在の荒廃し
た状態とは違うのだということになる。一方、“A joyous shot” であるなら家
庭生活の始まりにおけるこれからの家庭、家族に関する夢というものが万人
共通のものであるとの主張になる。しかし、寧ろこの場合 “it” は外としての
家に関しては “Home”、内としての家に関しては “A joyous shot” と両義を有
しているのではないか。更に、コロンで繋がった次に続く最後の 2 行によっ
て、その比重は内なる家のほうが重いと考えられ、“You” といった 2 人称へ
の呼びかけによって、ラーキンが読者に同意を求める形式で一般論化してい
ることが分かる。
次の行 “Look at the pictures and the cutlery” も前行 “You” へと呼びかけた内
容となっており、写真や食器といった、言わば家庭の思い出を喚起させ得る
名詞を出して在りし日の家庭というものへの回顧を促すといった一般論と
して表現されている。そうすることによって “You can see how it [home / the
joyous shot] was” であるということがこれら 2 文を結ぶコロンから明らかで
ある。家庭の始まりの状態は長く消失されたままになっている。しかしなが
ら、ラーキンはその崩壊した家の中に在るものを処分するつもりはなく、寧
ろ残しておきたいという強い願望が伺われる。それは家庭、家族の思い出の
品であり、それを処分してしまうことは完全なる家庭の喪失を意味するから
である。当然写真を見れば、家、家庭が廃れる前の、特に夢と希望に満ち溢
れた時代が蘇ってくる。食器からその当時の一家団欒の象徴でもある食事の
光景も思い出される。自ずとそこには最も華やいだ、家族全員が家にいる光
景が想起される。“The sense of being personally addressed is intensified towards
the close of the poem, as we are specifically enjoined to ‘Look at the pictures and the
cutlery’” (Punter 32) と読者が共感しやすく、かつ感情移入がしやすいように
詩のクライマックスへと至っている。
しかし、これは何もリゲットの指摘する “the gritty ordinariness” (Leggett
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125) を表現した単なる一般論ではない。一般論化しようとしたラーキン自
身が最も強く感じ得たということが最後の 1 行に集約されている。その最後
の行 “The music in the piano stool. That vase.” は前行最後のピリオドによって
完全に独立したものとなっている。つまりこの行の楽譜や花瓶をラーキンは
前行の “Look at” する対象物として挙げていない可能性がある。更に、ピリ
オドで区切られることにより、部屋の中を見回し、思い出の品を見つけ出す
といった過程も、思い出の品が一つひとつ確実に目に入ってくる状況も表現
しているように感じられる。読者に一般論として投げかけていたラーキンが
思い出の品を次々に見つけ、一般論を忘れ私的感情に支配されている様と判
断できないだろうか。各名詞に付されていたのが一般化とも特定化ともとれ
る “the” から、最後の花瓶に至っては明らかに特定化された “that” になって
いるのが何よりの証拠となる。最早一般論ではなく、ラーキン自身の憧憬が
前面に出てしまっているのである。
詩中に出てきた “comfort”、“please”、“joyous” といった語が縁語的に暗示
しているように、ラーキンは家庭が居心地の良いものであると分かってい
た。家の外観や庭は荒れ果てていても、内側は荒廃していない。寧ろ何も変
わらず家庭の最盛期を思い出させる物が多く残存している。このことが更な
る憧憬をラーキンに抱かせたに違いない。ブースが詩 “Afternoons” 等の解釈
でラーキンの詩の大きな主題の一つと指摘する “elegiac sense of time passing”
(Booth in Regan ed. 195) がラーキンの思い出を介して表出されている。思い
出は荒廃しないからこそかえって悲しみは増してゆき、その思い出を喚起さ
せる現在の母親の家を目の当たりにして、ラーキンは “Home is so sad” とい
う感情に至ったのである。
Ⅳ．Home ＝母親（象徴たる家）
家の外側の荒廃を嘆き、家の中へと入ったラーキンは、そこに残された思
い出の品を取り上げ在りし日の家庭の最盛期を想起したが、それはかえっ
て家庭の現状への悲しみを増す結果となった。その家庭の現状下に残され
ているのは今や彼の母親のみであるが、この母親がこの詩の “Home” と同じ
境遇であると考えることはできないであろうか。そう考えると、Ⅱで述べ
たラーキンの個人詩で、母親がその家に住んでいる筈であるのに “Shaped to
the comfort of the last to go / As if to win them back” と表現した、矛盾と思われ
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る点が解明し、納得できることになる。
第 1 連の “Home” の外見上の荒廃は彼女の老いそのものと一致する。かつ
ては家族の好みに合わせて家庭を築いてきた（“Shaped to the comfort of the
last to go”）。その生活を変えず（“It stays as it was left”）、彼女のみがその家
族を取り戻すかのように（“As if to win them back”）一人残される。家族と
いう存在がなくなることが妻、母親としての生きがいをも喪失させ（“bereft
/ Of anyone to please”）、また彼女自身の老いも重なって彼女の人生そのもの
が輝きを失い、老け込んでしまう（“withers so”）。その老いによって文字通
り泥棒を追い払える元気もない状態にある（“Having no heart to put aside the
theft”）。
第 2 連も同様に、母親は最早戻ることのない家庭を戻すこと（“And turn
again to what it started as”）、即ち彼女の運命に逆らうこともできずにいるが、
彼女の家庭生活の最盛期の喜び（“A joyous shot at how things ought to be”）は
決して消え失せることなくずっと彼女の中に残存している（“Long fallen
wide”）。このように、家の外と内の描写がラーキンの母親の描写と重ねられ
ているように感じてならないのだ。つまり、ラーキンは母親の家の荒廃を嘆
くと同時に母親自身の荒廃、即ち彼女の老いや現在の境遇をも嘆き悲しんで
いる。
そう考えると、第 2 連 3 行目の “You can see how it was” 以降は一般論とし
ての読者の他に、家そのもの、更にはラーキンの母親に対する呼びかけとも
なっていると再考しなければならない。つまり、結婚した当初から始まる夫
との生活、ラーキン自身を含めた家族が増えていくことを経て、家庭が最盛、
円熟化する中で、希望や喜びを抱きながら家庭、家族の在り方に思いを巡ら
すことがいかに有意義であったかを、ラーキンは母親に憶測ではなく強く確
信をもって（“can”）、諭すかのように語りかけているのである。無論それに
はラーキン自身が “I can see” であることが前提となっている。
最後の 2 行で取り上げる思い出の品は、母親に所縁のある品でもある。家
族の写真を撮影するのは主に父親が行うであろうが、その写真をフォトスタ
ンドに飾ったりアルバムに整理したりするのは主に母親がすることだろう。
食器類に至っては食事の用意や後片付けをする母親の姿までイメージするこ
とが可能である。ピアノと楽譜に関しても母親がピアノを弾いていたのは伝
2

記的に確かで、同詩集内の別の詩にもなっている。 しかし、それらは一方で、
既述したようにラーキン自身にも所縁がある品である。そして、老いを迎え
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つつある “Home” を象徴する母親自身も、ラーキンにとって残された家庭の
最盛期の名残である。その名残でもあり象徴でもある母親が “Home” と同様
に衰退の一途を辿っている。その名残を処分してしまうことは、完全なる家
庭の喪失、消去のみならず、母親の存在の喪失、即ち彼女の死をも同時に意
味している。だからこそ、既述したように老朽化した家をずっとラーキンは
手入れし続けたのではないか。
家屋、家庭と母親の衰退を、皮肉にも家族団欒のイメージが膨らむクリ
スマス休暇に目の当たりにし、12 月 31 日、たった一人新年を迎える大晦
日にこの詩を書き終えたラーキンの心境はどうであったか。ブースは “The
rhymes of the first five-line stanza are all perfect (‘left/ go/ bereft/ so/ theft’). In the
second stanza, however they blur (‘as/ be/ was/ cutlery/ vase’) in a metaphor for the
failure of the home, and to create an effect of stumbling emotionality” (Booth 161)
と第 2 連での脚韻の乱れを指摘しているが、この乱れはラーキンの心の動揺
と見事に合致している。
加えて、“Look at the pictures and cutlery. / The music in the piano stool. That
vase.” と最後の 2 行をつなげず、3 文に分けたそのピリオドには、既述したラー
キンが思い出の品を見つけ出すと共に、悲しみをぐっとこらえる時間的な間
が表現されているのではないだろうか。特に “That vase” の前には相当の間
が感じられ、自分の心境、感情を上手く詩中に隠蔽し、極力表出させないラー
キンにしては非常に珍しく、感情のほとばしりが感じられ、ブースの指摘し
た脚韻の乱れも最も大きくなっている。それこそが、この詩のタイトルでも
ある 1 行目の “Home is so sad” という結論を導き出した感情である。ラーキ
ンは涙をこらえながら、声を絞り出すかのように “That vase” と指摘し、“Long
fallen wide” な家族、家庭の名残を拾い上げているのである。
Ⅴ．おわりに
この詩が良好だった家庭が悲惨な末路を迎える様をラーキンが皮肉的に表
現した詩なのではないかと予想していた筆者の第一印象は完全に否定され
た。ラーキン自身も母親の元を離れ、母親にとっての “anyone to please” の一
人になってしまったが故に、この詩を皮肉的に書くことは不可能だったので
ある。
この詩はモーションの “The poem stands as a coda to ‘The Whitsun Weddings’
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and ‘Self’s the Man’: in the former he sees love at its most enviable; in the latter
he reminds himself of its realities. Now he explains where his sense of the realities
comes from: his parents” (Motion 290) という説明の通りである。詩集 The

Whitsun Weddings (1964) のタイトルポエム “The Whitsun Weddings” では、何
組もの若き新婚カップルが希望に満ち溢れロンドンへと新婚旅行へ向かっ
た。同詩集内の詩 “Self ’s the Man” のアーノルドは、新婚当初の希望や理想
とはかけ離れた、家庭や家族の現実に直面しながら日々の生活を送ってい
た。そして “Home Is So Sad” では、その家庭が結局は崩壊するといった結婚、
3

家庭に関する最終章となっている。 その最も身近で具体的なモデルが彼の
両親と自分を含めた彼の家族による家庭生活であることも先のモーション
の指摘の通りである。よって、“There is little or no attempt at vivid or detailed
description” (Punter 31) とラーキンの得意とする詳細な観察も鈍く、詩人の心
情、感情が些か先走っている傾向にある。この自分の母親の家、自分の家族
を通して家族、家庭が衰退、崩壊していく現実を目の当たりにしたラーキン
だからこそ、この衰退、崩壊の繰り返しを避けるために生涯独身を通し、家
庭を築こうとしなかったのではないか。
また家の描写を擬人的に表現しているのは家に対する愛着があるから
4

で、 ラーキンは家、そこから連想される母親、さらには子供時代へと思い
をはせ、憧憬と共にその崩壊を悲しんでいることになる。ラーキンの母親が
後生大切に飾っていた写真のひとつはモーションの伝記中に収められている
5

若き日の自分と幼いラーキンであったとも考えられる。 それを見たラーキ
ンは、自分の母が老いていずれは死に至ることを実感し、そのことが彼の心
情を増大させる要因の一つになったのかもしれない。最後の住人が住んでい
たそのままの状態で家が残されているのは、その人を取り戻すためのようだ
とあるのは、母親の存在、その母親が家で暮らしていた痕跡を消してしまい
たくない、即ち思い出を残しておきたいという願いでもある。スウォーブリッ
クも引用している以下のモーションの結論が正に当てはまる (Swarbrick 10809)。
His mother’s house preserves all the odds and ends . . . which represent the
original good intentions of a couple making a home together. But all that
remains of their ‘joyous shot at how things ought to be’ is faded hope. What
will survive of us, the poem says, is not love but the wish to love – and indelible
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signs of how the wish has been frustrated. (Motion 290)
これは、あたかも幼くして亡くなったわが子の部屋をずっとそのままにして
おく親の心境と一致する。残存させることによって思い出が消えない代わり
にそれ相応の悲しみも残存し続ける訳である。
しかしながら、既述した通り、この詩は単なる家庭、家族が消失すること
を悲嘆するだけの詩ではなく、その家庭、家族の痕跡を自らの手で守ろうと
する僅かな希望が見出せる詩でもある。ラーキンは、結婚、家庭、家族とい
6

うものを否定的に見ている傾向が強いが、 この詩では寧ろかけがえのない
ものとして捉えていたのである。家庭の崩壊が「悲しみの極み」であるが故
に、新たな家庭や家族を持とうとはせず、自分の経験した家庭のみを生涯守
ろうと彼が考えていたとしたら、彼は極めて家庭的だったのかもしれない。
“You can see how it was” と呼びかけたのは、家に残る想い出の品々を体言止
めで力強く呼び出しながら、そのような家庭というものに冷ややかで否定的
であった自分に対して、果たして本当にそうなのかと問いただす詩人の自問
なのである。
この詩を書いた 14 年後、1972 年にラーキンの母親が老人ホームに入所
した後にブレンナンに宛てた手紙で、彼は “I am going ‘home’ (as I still call
it) this weekend as of course I must & want to, but it is saddening to face the sad
situation again” (Brennan 55) と書いている。この母親の老人ホーム入所によっ
て、ラーキンはこの詩を書いた当時を遥かに超えた悲しみを家、家庭、そし
て彼の母親の老い、そしていつの日か来る彼女の死に抱くことになる。ブレ
ンナンはラーキンのそのような心情を察してか、14 年前に比べ “How much
sadder was it now” (Brennan 55) とラーキンに同情している。

註
1

例えば、詩 “Talking in Bed” に出てくる “lying together” は語り手と恋人が「一緒
に（ベッドに）横になること」と「互いに嘘をつき合うこと」の両義を有し、詩 “Sunny
Prestatyn” の “palms” には避暑地の宣伝ポスターに写っている「ヤシの木」の意味の他
に、凌辱されるポスターの水着の女性が抵抗できないように押さえつける「手（のひ
ら）」という意味も有している。
2
ブレンナンは “Occasionally he would ask her [Brennan’s mother] to play these, songs
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like ‘Where’er You Walk’ and ‘The Last Rose of Summer’. They reminded him the pile of
sheet music on his mother’s piano which inspired the bitter-sweet nostalgia of ‘Love Songs in
Age’”（Brennan 52）と述べている。
3
“The Whitsun Weddings” については、筆者拙論「フィリップ・ラーキン “ 降臨節
の婚礼 ” を読む」（東洋大学英米文学科『白山英米文学』第 27 号、2002 年）、“Self ’s
the Man” については「フィリップ・ラーキン ‘Self’s the Man’ を読む」（日本英語文化
学会『異文化の諸相』第 33 号、2013 年）を参照されたい。
4
クービーは “Also, occasionally, direct echoes of Hardy’s language or imagery can be
traced. For example, the dialogue in Hardy’s ‘Two Houses’ . . . . In the same poem Hardy uses
a house to represent a human being upon whom others ‘print . . . their presences’. Larkin uses
the same image in ‘Home is So Sad’ in which a house, like a person, is ‘Shaped to the comfort
of the last to go / As if to win them back’” (Kuby 23-24) とこの詩での家に対する擬人的イ
メージがハーディの影響であると指摘している。
5
モーションが著したラーキンの伝記には、1926 年、ラーキンが 4、5 歳の時、母
親と撮った記念写真が掲載されている。ラーキンはお気に入りのぬいぐるみを抱え、
母親の手はラーキンの背中に添えられている。
6
例えば、詩 “Afternoons” では、母親たちが結婚の理想と現実とのギャップを感
じているが、このギャップは人間の歴史の中で繰り返されているものであり、結婚し
たものの報いでもあると独身のラーキンは冷淡に捉えている。また、詩 “Take One for
Home for the Kiddies” では、小動物のペットを無知が故に遊び殺してしまう子供とそ
の親、その家庭に対して極めて蔑視的な態度を取るラーキンが見受けられる。これら
は全て結婚、家庭、家族に対するラーキンのイメージ、即ちラーキンの根底にある結
婚観、家庭観、家族観によるものであると考えられる。これらの考え方は、常に周り
に深い関係の女性が存在していたにもかかわらずラーキンが結婚に至らなかった原因
の一つであろう。
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Synopsis
A Reading of Philip Larkin’s “Home Is So Sad”
KIMIJIMA Toshiharu
   This paper treats Philip Larkin’s poem “Home Is So Sad”, interpreting it in
detail. He visits his mother, and mourns the outside ruin of her house. Then he
goes into her house and recollects the prime of his family life in the old days,
picking up its mementos, but doing this only makes him feel sadder about the
present situation of his family life. Now only his mother is left, and she is in the
same situation as “Home” in this poem. In short, this “Home” has a triple meaning
for him: there is the outside appearance of his mother’s house, his old family life,
and his mother, the symbol of family life. Although he tends to look negatively at
family in real life, in this poem he treats his own family as a precious part of his
life. If he thought that he would not have a new family because of his deep sadness
at the collapse of home life, and if he thought that he would devote himself to
taking care of his old family for the rest of his life, he might in fact be very homeoriented.
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『ワイルドフェル・ホールの住人』における女性同士の友情
橋本千春
序
ブロンテ姉妹の末娘アン・ブロンテ (Anne Brontë, 1820-49) の『ワイルドフェ
ル・ホールの住人』(The Tenant of Wildfell Hall , 1848) は、出版当時から多くの
批評家によって、野蛮で品位を欠いた、堕落した上流階級の生活を描いた作
品として批判されてきた。例えばイー・ピー・ウイップル (E. P. Whipple) は、
“[I]f he [Anne Brontë] continues to write novels, he [Anne Brontë] will introduce
into the land of romance a larger number of hateful men and women than any other
writer of the day” (261) と指摘している。姉シャーロット・ブロンテ (Charlotte
Brontë, 1816-55) も、妹のこの作品の主題の選び方について肯定的に捉えてい
ない。それは、シャーロットが、“The choice of subject was an entire mistake”
( ⅹ l ⅶ ) と述べていたことからわかる。ウイップルとシャーロットの見解は、
プロット

おそらく『ワイルドフェル・ホールの住人』の筋の中心、退廃した上流階級
の生活に着目したものではないだろうか。
というのも、視点をかえてこの作品を眺め直してみると、いままで批評家
たちによって評価されることのなかった部分が浮かび上がってくるからであ
る。それは中産階級上層に属す、女性主人公であるヘレン (Helen) とヘレン
の友人ミリセント (Milicent)、そしてミリセントの妹エスター (Esther)、によ
る女性同士の友情物語である。そして『ワイルドフェル・ホール』における
三人の女性同士の友情物語は、助け合いながら、三人姉妹で生きてきたブロ
ンテ三姉妹の姉妹関係をも、ときに読者に連想させるだろう。
物語における女性の登場人物には、当然のことながら、ヘレン、ミリセント、
エスター以外の女性たちもいる。ヘレンの最初の夫アーサー・ハンティンド
ン (Arthur Huntingdon) と不倫関係にあったアナベラ・ウィルモット (Annabella
Wilmot) や、物語の語り手であり、作品の最後でヘレンと結ばれるギルバート・
マーカム (Gilbert Markham) の妹ロウズ (Rose) などである。しかしながら女
性主人公ヘレンが作中で “friend” という言葉を用いて、自分の友人であるこ
とを示している女性はミリセントとエスターに限定されている。換言すると、
ヘレンはミリセントとエスター以外の女性を自分の友人として認めていない
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ことになる。つまり作品の作者アンは、特にこの三人の女性に重きをおいて
いたことになる。
一方ミリセントとエスターはヘレンのことをどのように認識していたのか
というと、作中で彼女たち二人がヘレンに対して “friend” という言葉を用い
て、ヘレンとの関係について述べている描写はない。したがって彼女たちが
ヘレンのことをどのように捉えていたのかについては、正確にはわからない。
しかしながらヴィクトリア朝時代のサラ・スティックニー・エリス (Sarah
Stickney Ellis) が女性同士の友情について、“A circle of young female friends,
who love and trust each other, who mutually agree to support the weak in their little
community, to confirm the irresolute, to reclaim the erring, to soothe the irritable,
and to solace the distressed” (155-56) と指摘していること、それから第三者的
立場のヘレンの夫ハンティンドンが “'Your little friend Milicent is likely, before
long, to follow your [Helen’s] example, and take upon her the yoke of matrimony
in conjunction with a friend of mine'” (220) と述べていることを考慮すると、ミ
リセントとエスターもヘレンのことを友人と捉えていたのではないだろう
か。
では当時、女性同士の友情はどのように捉えられていたのだろうか。この
問いへの答えは、いつの世もそうであるように賛否両論である。ブロンテ姉
妹が生きていた 19 世紀初期よりも少し後の時代の見解を紹介する。例えば、
田中によると、
「1863 年 5 月に創刊された女性による女性のための雑誌『ヴィ
クトリア・マガジン』(Victorian Magazine ) は、女同士の友情が帯びる可能性
や価値を高く評価」していた (312)。一方 1868 年 3 月から『サタデー・レビュー』
(Saturday Review ) 紙において女性嫌悪の論評で人気のあったイー・リン・リ
ントン (E. Lynn Linton) は、1870 年に『私たち自身 ―― 女性たちにおける一
(Ourselves: A Series of Essays on Women ) という自身の本の中で、
連のエッセイ』
女性の行動のほとんどは競争心によるものであるとし、“One of our small sins
is our small jealousy of each other. It is wrong to say that women cannot be friends
together; we can ― true, firm, enduring friends” (78) と述べ、否定的見解を示し
ている。それでは、『ワイルドフェル・ホールの住人』の作者アンは、女性
同士の友情をどのように捉えていたのだろうか。
本稿では、いままで多くの批評家によって酷評されてきた『ワイルドフェ
ル・ホールの住人』を、ヘレン、ミリセント、エスターの、女性同士の交流
に目を向け、彼女たちの交流の特徴にみられる距離と沈黙に着目することで、
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作者アンがこの作品の中で女性同士の友情をどのように捉えていたのか、探
りたい。
距離
人間同士の交流における距離には心理的なものと物理的なものの二種類が
考えられるが、それらはさらに、相手と一定の距離を保つ心理的、物理的距
離と、近い距離での心理的、物理的距離の存在にわけられる。そのようなさ
まざまな種類の距離は、ヘレン、ミリセント、エスターの交流の中でも、展
開され、複雑に絡み合っている。
まずヘレンとミリセントの交流に目を向けてみたい。ヘレンは “ ' She
[Milicent] never speaks a word against him [Mr Hattersley]; it is only anxiety for
him that she expresses. She only alludes to his conduct in the most delicate terms,
and makes every excuse for him that she can possibly think of―and as for her own
misery, I [Helen] rather feel it than see it expressed in her letters'” (258) と述べてい
るように、ミリセントとの交流において「感じる」ことを強調している。他
方ミリセントも “[S]he [Milicent] did me [Helen] good, without approaching me
[Helen]” (304) とあるように、一定の距離を保ちながら交流していたことが
示されている。人間関係において一定の距離や沈黙の存在は、一般的には心
理的にも物理的にも希薄な人間関係を連想させる。しかしながら女性同士の
交流において、それらの存在は、むしろ彼女たちの絆を強くするのに役立っ
ていたと考えられる。
そもそも、ヘレンとミリセントの交流における距離と沈黙の存在は、彼女
たちが置かれていたヴィクトリア朝時代の社会的背景と深い関わりを持って
いる。ジョン・ラスキン (John Ruskin, 1819-1900) は『胡麻と百合』(Sesame

and Lilies , 1865) の中で、“Generally, we are under an impression that a man’s
duties are public, and a woman’s private” (50) と述べているが、19 世紀、中産階
級以上の女性たちは男女領域分離によって私的領域（家庭）に閉じ込められ
ていた。女性たちは、公的領域にいる男性たちが家庭に戻ってきたときに、
男性を癒す家庭の天使的存在でいることが理想とされていたのである。それ
は、ヘレンの夫ハンティンドンがヘレンに宛てて書いていた手紙の中で、友
人ハタズリー (Mr Hattersley) の意見にハンティンドンが同意していることが
示されていることからも、一般的な概念であったといえる。
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“I [Mr Hattersley] must have somebody that will let me have my own way
in everything―not like your wife [Helen], Huntingdon, she is a charming
creature, but she looks as if she had a will of her own, and could play the
vixen upon occasion,” (I thought “you’re right there, man,” but I didn’t say
so.) “I must have some good, quiet soul that will let me just do what I like
and go where I like, keep at home or stay away, without a word of reproach or
complaint; for I can’t do with being bothered.” (221)
つまりヘレンの夫ハンティンドンは、夫の言動に文句をいうことなく、夫の
指示に従う女性を理想とする、という上流階級の男性たちの願望をヘレンに
主張していた。それは上流階級に属す男性たちが、たとえ夫婦間でも、適度
な距離を保ち、自己主張をしない女性を求めていたことを意味している。ヘ
レンはミリセントのように、常に夫ハンティンドンの家庭の天使的女性とし
ては描かれてはいない。どちらかといえば、ジャネット・ホロウィッツ・マ
レー (Janet Horowitz Murray) の本の題目に Strong-Minded Women とみられる
ような、意志の強い女性である。しかしながら、ヘレンも上流階級の妻であ
り、子どもを持つ母親でもあったので、当時の中産階級以上の女性たちの振
舞の規範を当然理解していたと考えられるし、基本的にはそれに従い行動し
ていたといえる。したがって夫ハンティンドンとの夫婦関係の中で、妻とし
て、母親として、ときに出すぎたことをせず、ハンティンドンと一定の距離
を保ちながら生活している描写もみられる。
ヘレンとミリセントが、夫と一定の距離を持って、接していたように、夫
婦間でみられたそのような距離感は、女性同士の交流の中にも及んでいた。
ヘレンとミリセントの社会的立場は、妻であり、母親である。家族がいて、
守るべきものがある女性たちである。『ワイルドフェル・ホールの住人』の
作者アンの姉シャーロットは、自身の最後の長編小説『ヴィレット』(Villette ,
1853) の中で、独身女性ジネヴラ・ファンショー (Ginevra Fanshawe) が複数
の男性と戯れることを楽しみ、何でも包み隠さず女性主人公ルーシー・スノ
ウ (Lucy Snowe) に話していたように、ヘレンやミリセントが互いにすべて
を話すことはない。それはヘレンが夫ハンティンドンに対して、“ ' I [Helen]
shall complain to no one. Hitherto, I have struggled hard to hide your [Huntingdon’s]
vices from every eye, and invest you with virtues you never possessed―but now
you must look to yourself'” (306) と述べているように、彼女たちは家族の恥は
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自分の恥として捉えているからである。家族の恥は、たとえ仲の良い友人
であっても、自分の欠点同様、できることならば知られたくないものであ
る。ゆえにヘレンとミリセントの交流には、距離と沈黙が存在しているので
ある。
ヘレンはミリセントと直接会うことによって、また手紙のやりとりを通し
て、ミリセントの生活や夫との関係、子どもの状況、彼女の性格などを次第
に理解する。しかし、たいてい、すでに言及したようにヘレンはミリセント
から「感じる」だけであり、ミリセントがはっきりと不満を述べることはな
い。ミリセントは苦労してでも夫の欠点を指摘するよりも、数少ない美点を
探すことに尽力する女性である。ヘレンはそのようなミリセントを少しでも
幸福にしようと、本来であれば彼女に直接助言をすればよいところを、彼女
の性格を熟知しているために、別の方法をとっている。それはミリセントの
夫ハタズリーに、ヘレンがミリセントの気持ちを伝えることで、ハタズリー
の言動を改善させて、結果的にミリセントを幸せに導くというやり方である。
ヘレンがミリセントに対してとったそのような方法は、“'[Y]ou [Huntingdon]
will never make a jest of the sufferings of others, and always use your influence
with your friends for their own advantage against their evil propensities, instead of
seconding their evil propensities against themselves'” (199) とヘレンが夫ハンティ
ンドンに述べて、自身の友情観を示していたように、ミリセントに対する思
いやりを感じさせるものである。
他方ミリセントが物語においてヘレンを助けている描写はあるのか、と
いえば、そのような描写は一つもみられない。何故ならば “I [Helen] wanted
no confidant in my distress. I deserved none―and I wanted none. I had taken the
burden upon myself: let me bear it alone” (305) とあるように、そもそもヘレン
が友人ミリセントに助力を求めていないからである。
ヘレンは夫ハンティンドンとの関係において、“I [Helen] should like to be
less of a pet and more of a friend” (202) とあるように、友人の関係、つまり男
女対等の関係を望んでいた。男女の関係において対等でいることを望んでい
るヘレンは、当然女性同士の関係においても、たとえヘレンがミリセントに
助けを求めたとき、ミリセントが力を貸してくれなかったとしても、ミリセ
ントを見下すようなことはしないだろう。ヘレンとミリセントは、常に対等
の立場で交流していたのではないだろうか。
一方ヘレンとエスターの友情はどのようになっているのかといえば、ヘレ
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ンとエスターの交流は、ミリセントの場合とは年齢も立場も異なっている。
ヘレンがエスターと出会ったとき、エスターは 14 歳の少女であった。した
がって二人の間に年齢差という距離はあるものの、それがかえって彼女たち
を母親と娘であるかのような、とても近い距離間の中に置くことに役立って
いたと考えられる。エスターの言動にはヘレンの言動に非常によく似ている
描写が二点みられるので、その類似点についてみていきたい。
一点目として、エスターはロンドンの社交界で彼女の母親が探し出してき
た結婚相手の男性を拒否している。母親にしてみれば彼女の姉ミリセントを
自分の希望通りに、ハタズリーと結婚させていたことから、エスターの結婚
に対しても自信を持っていた。しかしながらエスターは、母親が薦める男性
とは結婚していない。ヘレンと交流を重ねることで、エスターは、姉ミリセ
ントとは違う考え方を持つ女性になっていたと考えられる。エスターは母親
に対して、自分が望まない結婚はしないということ、もし母親が望むような
形で結婚させようとするならば、屋敷から脱げ出すといって、母親を脅かし、
自分で食べるものは自分で稼ぎ、恥ずかしい思いを家族にさせると主張する
ことができる女性である。エスターにみられるそのような言動は、かつてヘ
レンがおばによって推薦され、求婚されるに至ったボーラム (Mr Boarham)
を拒否し、自らの意志で選んだハンティンドンと結婚したこと、結婚した後
では、ハンティンドンと暮らしていた屋敷グラスデイル・マナー (Grassdale
Manor) から逃げ出す結果となり、一人で絵を描いて生計を立てていたヘレ
ンの言動に似ている。二つ目の類似点は、ミリセントが自分の兄ハーグレイ
ヴ (Mr Hargrave) を素敵な男性と捉え、ヘレンと結婚してくれることを願っ
ていたが、ヘレンはハーグレイヴを “selfishness” (250) のある人と捉えてい
たこと、そしてエスターもヘレンの見方と同様、兄ハーグレイヴを “unkind”
(373) な人になれる人とみていた点である。これら二点の類似と、ミリセン
トがヘレンとエスターの関係について、ヘレンがエスターにエスターの家族
の誰よりも信頼されていたことが、ミリセントがヘレンに “'you [Helen] have
more frequent opportunities of meeting her [Esther] than I [Milicent] have: and she
loves you, I know, and reverences you too: there is nobody’s opinion she thinks so
much of; and she says you have more sense than mamma'” (282) と述べているこ
とから明らかにされている。エスターは、ヘレンとの交流をとおしてヘレン
の物事に対する考え方の影響と、ヘレンに好意を寄せていたことがわかる。
つまりエスターはある意味ではヘレンによって育てられた女性であると捉え
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られるだろう。
すなわち、ヘレンとミリセント、ヘレンとエスターの交流では距離間に対
する違いがみられたが、どちらの場合も、作者アンは彼女たちの間に存在す
る距離が友情に亀裂を生じさせるものではなく、親密な友情を築くことがで
きる可能性を読者に提示したのではないだろうか。
沈黙
次に、彼女たちの関係にみられるもう一つの特徴である沈黙に目を向けて
みたい。
ヘレンが物語の中で沈黙の姿勢をとっている理由として、まずこの作品の
物語構成とのかかわり、つまり語り手であり、登場人物でもあるマーカム
がヘレンの日記をもとに、彼の友人ハルフォード (Halford) に自分の過去を
語るということがあげられる。だが、ヘレンが “'I [Helen] hate talking where
there is no exchange of ideas or sentiments, and no good given or received'” (85) と
述べているように、どちらかといえば彼女が示しているこの基本的姿勢の方
が、ヘレンの沈黙の姿勢と深く関係しているように思われる。そのヘレンの
言葉からは、自分の意見をいうべきときには、きちんと述べるという彼女の
姿勢がうかがえる。実際、物語の中でヘレンが声をあげている場面がいくつ
かある。その印象的場面とは例えばヘレンが隠れ家であるワイルドフェル・
ホールに移り住んだ後、マーカムの家を訪問したとき、マーカムの家の人た
ちと子どもの教育方針をめぐり討論している場面や、物語の最後でヘレンが
自分よりも下の階級に属すマーカムに求婚する場面などである。
反対に、ヘレンとミリセントの交流の中で、ヘレンがミリセントに対して
直接彼女に何かを主張している場面は、ほとんどない。何故ならば、彼女た
ちの関係にはすでに距離の存在があったからである。そしてヘレンとミリ
セントの交流における沈黙は、ヘレンの夫ハンティンドンを筆頭に、公的
領域にいて、どのような言動も許されていた上流階級の “the big talk of men”
(Davies xiv) とは対照的である。
しかしながら、この作中に登場する全ての男性がヘレンの夫ハンティンド
ンや彼の友人たちの言動にみられるように、不品行なことをしているわけで
はない。ヘレンの兄ロレンス (Mr Lawrence) は、ハンティンドンとハンティ
ンドンの友人たちとほぼ同階級に位置する男性であるが、彼らとは異なった
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振舞をしている。ロレンスは、いわゆる紳士的男性として描かれ、その彼の
結婚相手は、ヘレンの友人で、ミリセントの実の妹、エスターとなっている。
エスターといえば、ヘレンがまるで自分の娘であるかのように接してきた
女性である。つまりヘレンにとっては自分の分身とも捉えられる女性である。
ハンティンドンと彼の友人たちとは異なる男性として描かれているロレンス
とエスターの結びつきは、ヘレンやミリセントが結婚に求めても手にいれる
ことのできなかった理想的な結婚の姿の象徴である。
ヘレンとエスターの交流における距離は、ミリセントの場合とは異なり近
かったことについてはすでにふれたが、ヘレンはエスターに隠していること
が一つある。それはエスターの兄ハーグレイヴが、ヘレンに不倫関係を求め
ていたことである。ヘレンが考える教育方針とは、幼い子どもが傷ついた結
果、そのことを学ぶのではなく、悪事を経験する前に、それを回避できるよう、
すでに教えておくことである。それは息子アーサー (Arthur) の教育方針に
ついて、マーカム家の人たちと討論していた時、“Now I [Helen] would have
both so to benefit by the experience of others, and the precepts of a higher authority,
that they [our sons and our daughters] should know beforehand to refuse the evil
and choose the good, and require no experimental proofs to teach them the evil of
transgression” (34) と主張していたことから明らかである。彼女のその教育方
針に従うならば、ヘレンはエスターに対して、エスターが情事を経験するこ
とになるかどうかはわからないが、情事について教えておくべきではないだ
ろうか。しかしながらヘレンがエスターに、情事について教えている描写は
みられないし、ヘレンはミリセントにも、エスターとミリセントの兄から求
められた不倫関係のことについて話していない。それはヘレンの教育方針か
らすると、ヘレンの考え方に矛盾が生じていることを意味する。だが、ヘレ
ンはおそらく、たとえエスターに情事のことについて前もって教えたとして
も、かつて自分がおばから結婚相手には立派な人を選ぶように教えられ、理
解していながらも、結局、おばがいい反応を示すことのなかったハンティン
ドンを選び、彼と結婚したように、エスターが情事について知ったところで、
彼女が不倫関係を求められたとき、彼女がどのような行動をとるかは未知数
である。それならば、あえて知らなくてもよいことは、エスターに話すこと
をせずに、いままでの交流を通して彼女と築いてきた信頼関係を大切にしよ
うと考えたのではないだろか。エスターは、息子アーサーの場合とは異なり、
年齢も 19 歳に近い。
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また、エスターと彼女の姉ミリセントの交流については、作中でほとんど
描かれていない。しかしながらミリセントがエスターに姉妹愛を持っている
ことは、ミリセントがヘレンに対して述べた次の言葉から読者に示されてい
る。
“[Y]ou [Helen] have more frequent opportunities of meeting her than I have:
and she loves you, I know, and reverences you too: there is nobody’s opinion
she thinks so much of; and she says you have more sense than mamma. . . . [and]
[w]ell, since you have so much influence with her, I wish you would seriously
impress it upon her, never, on any account, or for anybody’s persuasion, to
marry for the sake of money, or rank, or establishment, or any earthly thing, but
true affection and well-grounded esteem.” (282)
つまりミリセントは、エスターに自分と同じ間違いをすることなく、結婚し
てほしいと心配しているのであり、それを伝える役目としてエスターに信
頼されているヘレンに頼んでいる。ヘレンのミリセントへの返答は “ ' There
is no necessity for that,’ said I: ‘for we have had some discourse on that subject
already, and I assure you her ideas of love and matrimony are as romantic as anyone
could desire'” (282) である。本来であれば、結婚についての助言は姉である
ミリセントが妹にするのが自然なことではないだろうか。しかしながら、ミ
リセントはエスターがより助言を受け入れてくれるように、ヘレンに依頼し
ているのである。そこには姉ミリセントの妹に対する愛情が言葉で表現され
ることはないいが、姉ミリセントの妹に対する思いやりが示されているとい
える。エスターは二人の年上の女性、ヘレンと姉ミリセントから、直接言葉
で表現される以上にたくさんの愛情を注がれ、愛されていた女性であること
がわかる。
結論
以上のことから作者アンが『ワイルドフェル・ホールの住人』においてヘ
レン、ミリセント、エスターの、女性同士の友情をどのように捉えていたの
かについて考察したい。
かの有名なテリー・イーグルトン (Terry Eagleton) は『ワイルドフェル・
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ホールの住人』の作者アンの作品を姉シャーロットの作品と比較して、“The
major difference between this structure and the one I have isolated in Charlotte is
that it is essentially simple” (122) と指摘している。たしかに、アンの小説の
構造には、シャーロットの小説にみられるような矛盾した姿勢はない。し
かしながら、作者アン自身がこの作品の「第二版への序文」(“Preface To
The Second Edition”) の中で “[A]s the priceless treasure too frequently hides at the
bottom of a well, it needs some courage to dive for it” (3) と述べているように、
“the
priceless treasure” は簡単には見つからないことが示されている。それはつま
プロット

り、物語の筋の中心にある不品行な上流階級の男性たちの描写の背後に、ひっ
そりと隠れ、よく見なければみつけることが難しいヘレン、ミリセント、エ
スターの女性同士の友情物語のことを暗示しているとも捉えられるのではな
いだろうか。

プロット

ヘレン、ミリセント、エスターの友情物語は、筋の中心の物語から外れて
プロット

いるため、筋 の中心にある堕落した上流階級の男性たちの描写のかげには
いってしまい、目立つことはない。しかしながら、この物語の最後の場面で、
作者アンから光を与えられているのは、距離と沈黙がありながらも、それら
の存在のおかげで、かえって互いに絆を深め、助け合いながら成長していた
彼女たち三人の女性の未来に対してである。ハンティンドンを筆頭として上
流階級に属し、公的領域で自由に振る舞っていた男性たちではない。それは
つまり、作者アンが女性同士の友情を、肯定的に、そして高く評価していた
証拠であるといえるのではないだろうか。
本稿は、日本英語文化学会第 16 回全国大会（2013 年 9 月 28 日 ( 土 ) 於：
武蔵大学）にて口頭発表した「『ワイルドフェル・ホールの住人』における
女性同士の友情」に加筆・修正を加えたものである。
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Synopsis
Friendship Among Women in The Tenant of Wildfell Hall
HASHIMOTO Chiharu
   The main plot of The Tenant of Wildfell Hall (1848) by Anne Brontë (182049) is upper class men who lead a depraved life and heroine, Helen, who holds
a happy lifestyle with her second marriage. When The Tenant of Wildfell Hall
was published, E. P. Whipple said of this novel “if he [Anne Brontë] continues
to write novels, he will introduce into the land of romance a large number of
hateful men and women than any other writer of the day.” However, we readers
notice the existence of another story in this work when we reconsider it from
a different point of view. It is friendship seen among three women in the story.
The aim of this paper is to clarify what the author of The Tenant of Wildfell Hall ,
Anne Brontë, thinks about friendship among these three women, the chief female
character Helen, Helen’s friend Milicent, and Milicent’s younger sister Esther. As
the characteristics of their friendship, I focused on distance and silence.
   Generally speaking, I believe that such traits in communication among human
beings are evoked of an image of a weak relationship. However, their friendship
is different from this form. Distance and silence in their communication build up
closer connections with Helen, Milicent, and Esther’s relationships.
   At the end of the novel, the upper class men have completely moved through
the way of degeneration, but the women grow up through female friendship and
Helen, Milicent, and Esther meet a happy ending. I conclude that it means that
Anne Brontë views female friendship in a positive light.
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The Idea of Eternity in Yeats’s “Sailing to Byzantium”
Michael S. Genung
I. Introduction: Thesis and Methodology
“For death is no more than a turning of us over from time to eternity” (Penn 56).
Though this aphorism by William Penn is often cited, it is usually done so with little
regard to what the statement might actually mean – as if the proposition were selfevident. And somehow the proposition does seem self-evident: when we die, we are
no longer “in time” but have passed over into a realm where the temporal could not
“exist,” the realm of eternity. Temporality could not exist in eternity for the simple
reason that it is a human construct. Our mundane concept of time depends on our
perception of the earth’s rotation on its axis and its revolution around the sun. By
means of these two discrete, physical motions, we humans are able to measure the
mutability of all things within the phenomenal world. The dead are not to be found
in the phenomenal world but, purportedly, in eternity, a place where time does not
exist, or, rather, cannot exist because no human being exists there either. The very
idea is paradoxical since human beings are the architects of time, the measurers
of mutability. Human beings, then, as measurers of time, are the precondition
necessary for time itself to be ; and, whatever else we might say or think about the
dead, we must admit they are not human but those who once were human.
We can now say this much about eternity: it is “timeless” and, by convention, the
“realm of the dead.” Moreover, it is timeless precisely because it is the realm of
the dead: the realm of the ones who are not human and thus are unable to construct
the concept of time. But isn’t this argument nonsensical? Empirically speaking,
it seems impossible to know anything about the nature of the dead or eternity –
nothing beyond the bare facts that the dead no longer reside in time and that eternity
cannot be measured. Undoubtedly, from an empirical standpoint, our “knowledge”
about either state of affairs is mere conjecture. But let us put aside the empirical
and assume that what Penn declares is true: that the dead have been turned over
from time to eternity. In so doing, we will be able to speculate about the nature of
eternity, the place where the dead “reside” after having been cast out of time and the
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phenomenal world.
Since the problem we are about to discuss defies empirical analysis, we must
adopt an approach borrowed from the methods of philosophical inquiry, an approach
based on defining what it is possible for the human mind to know through reason and
intuition, and then ascertaining the implications. Consequently, our line of inquiry
here will take the form of what might be called “deductive dialectic.” We have
now taken two critical steps in laying the groundwork for an inquiry into the nature
of eternity. Our first step was to adopt Penn’s statement as an a priori postulate.
Our second step was to formulate a methodology for ascertaining its implications
– one we have termed “deductive dialectic.” If we further mimic the protocols of
the scientific method, we will need to identify an “observable object.” But to what
“phenomenon” might we apply our “hypothesis” and our methodology?
II. The “Observable Object” – Yeats’s “Sailing to Byzantium”
Yeats’s “Sailing to Byzantium” is one of the poet’s most celebrated poems but
also one of his most difficult, with much critical ink having been spilled in a war of
words over its ultimate meaning – a meaning about which no clear consensus has
been reached. “Exegeses more imaginative or analytical than paraphrases tend to
fall into two main divisions: (1) those that interpret the poems [i.e. both ‘Byzantium
poems’] as dealing with the state of the soul or the spirit at or after death, and those (2)
that see the pieces as symbolic representations of the creative poetic process” (Allen
59). Nevertheless, some degree of synthesis has been attained with other analyses
suggesting “that the two levels of meaning are simultaneously valid and parallel or,
even further than that, interrelated and interdependent” (59). This paper will adopt
a modified version of this latter composite view, concentrating on the “spiritual’
interpretation while acknowledging the “aesthetic” one as also valid. Thus, we will
approach the poem as a “metaphysical” excursion in which Yeats meditates upon the
essence of eternity and the eschatological state of the soul after death.
Controversies about the poem most often center on whether or not the fourth
stanza truly represents eternity or lapses back into the realm of the phenomenal.
Such criticism began as soon as the poem was published when Thomas Sturge
Moore, the poet’s longtime friend, wrote to Yeats that “[the poem] lets me down in
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the fourth [stanza], as such a goldsmith’s bird is as much nature as a man’s body”
(Bridge 162). Nature, of course, could not partake of eternity. Moore’s argument
has been advanced by like-minded critics ever since. To an either greater or lesser
degree, others, however, dissent from this view. In W. B. Yeats: A Life , Stephen
Coote maintains that “the elderly poet [the narrator] moves into imagination at
least from the ‘sensual music’ of the natural world to a culture where all is artifice,
anonymity and permanence” (491). In his own work, Alasdair B. F. Macrae presents
a similar view: “[The poem] sets up a contrast between his [the narrator’s] present
condition as part of the ‘dying generations’ of sensuality and ‘the holy city’ with
its ‘Monuments of unaging intellect’” (159). Of course, in these two quotations,
the words “permanence” and “unaging” echo the concept of eternity. James Olney,
however, states the case explicitly, holding that the first and fourth stanzas of the
poem represent “two antinomic worlds,” where, in the former (“that country”), “. . .
all is pluralistic: birds, generations, bodies, songs . . . ” and in the latter (“Byzantium”),
“. . . all is monistic: golden bird, eternity, soul, song . . . ” (129).
Of the two ideas presented above (the essence of eternity and the eschatological
state of the soul after death), it is the former that is the more important since it would
provide the conditions under which the latter might occur. In this paper then, we
will focus on a discussion of 1) the nature of eternity, though at times, by necessity,
touch upon 2) the eschatology and ontology of the soul as well. During this process,
we will also consider a third idea 3) the nature of “God” or “First Cause,” since it
is intertwined with the first two ideas within the context of Yeats’s poem. Before
proceeding, we will provide a very brief overview of the first to third stanzas and
then turn our full attention to the fourth, where Yeats presents a symbolic, highly
idiosyncratic eschatological representation of eternity. The fourth stanza, then, will
become our “observable object,” or, the “rational-intuitive” evidence that allows us
to move forward.
Before we continue, however, we should mention one more controversy surrounding
the poet, if not the poem – namely, to what degree Yeats’s corpus might be
interpreted as embodying Neoplatonic themes and ideas. Early commentators tended
to examine Yeats’s work in context of both the cultural milieu in which it was written
and the poet’s well-known devotion to the study of esoteric doctrines, particularly
the Enneads of Plotinus. Certainly, it has been well-established that Yeats vigorously
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studied both Plato and Plotinus, frequently mentioning or alluding to them or their
doctrines in his poems. “I read all MacKenna’s incomparable translation of Plotinus,
some of it several times, and went from Plotinus to his predecessors and successors
whether on her [his wife’s] list or not. And for four years now I have read nothing
else except now and then some story of theft or murder to clear my head at night”
(Yeats A Vision 20). With the advent of the New Criticism in the mid-twentieth
century such a reasonable approach to literary analysis fell out of favor, but with
the former’s wane, as the millennium approached, it once again began to regain
currency. In commenting on the fifth stanza of “Among School Children,” Kathleen
Raine has written: “If the reference to Porphyry and to the Platonic doctrine . . . is
understood this stanza is of perfect clarity, which makes the heavy weather made
of it by certain Academic critics unwilling to look at the whole body of thought
which was for Yeats the ground of his life and his writings, seem absurd” (343).
The present author has echoed the same point in a paper quoted below. With this in
mind, let us now turn to “Sailing to Byzantium.”
In the first stanza, we encounter Yeats’s narrator, an old man who finds himself
exiled in the “alien country” of the senses. In stanzas two and three, he concludes
that his road to salvation (i.e. the eschatological state his soul seeks) leads into
eternity, which is symbolized by “the holy city of Byzantium.” In Byzantium,
“God’s holy fire” will “[c]onsume my heart away” and “gather . . . me / Into the
artifice of eternity” (Yeats Poems 193). By the concluding line of the poem, the
narrator imagines himself as having been completely transfigured, transmuted into a
golden bird that dwells in a timeless state, singing to the Byzantine emperor and his
court, “Of what is past, or passing, or to come” (193). The images of the Byzantine
court and emperor can be interpreted to represent eternity as God, specifically in
1

its manifestation as the Neoplatonic “One, ” and the image of the golden bird as
depicting the “transcendent” human soul, secure now in eschatological finality. In
2

fact, these three images are presented in “Christianized” Neoplatonic terms. To
illuminate these points further:
. . . the image of the Byzantine Emperor reiterates the [transcendent] nature
of the fourth stanza, an emperor who, though he is not a God, incarnates very
dramatically the truth of God, just as the golden bird, though a material work
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of art, “a monument of unaging intellect,” is, in its lager dimension, a spiritual
truth, a truth which incarnates and reveals the non-material as an “artifice of
eternity.” In the context of the Christian imagery associated with the poem, the
golden bird is a transfigured soul singing at the throne of God . . . the image of
the emperor is that of God himself . . . the Neoplatonic One. The golden bird
is the narrator’s freed soul singing the measure of eternity, of what is “past,
or passing, or to come.” By means of this final line, the fourth stanza clearly
indicates the sphere of being in which the narrator now inheres – the realm of
the eternal. (Genung 52)
III. Stanza Four – Eternity, God, and Soul: “Of what is past, or passing, or to come”
In the first four lines of the fourth stanza, we are presented with a description of a
mechanical golden bird – the work of art into which the narrator has been transmuted.
He has now become, metaphorically, one of the “Monuments of unaging intellect.”
Once out of nature I shall never take
My bodily form from any natural thing,
But such a form as Grecian goldsmiths make
Of hammered gold and gold enamelling. . . . (Yeats Poems 193)
3

The lines that follow, with their Kabbalistic imagery, posit a Neoplatonic vision
4

of transcendent reality, the final hypostasis to be reached in the salvational ascent of
the soul.
To keep a drowsy Emperor awake;
Or set upon a golden bough to sing
To lords and ladies of Byzantium
Of what is past, or passing, or to come. (193)
5

This last line of the fourth stanza clearly indicates that the sphere of being in
which the narrator is now located is the eternal. We are now in the primal sphere
of all that was, or is, or yet might be, a totality, then, perduring in non-temporal
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duration where no distinctions can be made: the realm of “pure subjectivity with all
manifestation of consciousness folded into itself,” of “unity” expressed through a
“totalizing awareness,” of consciousness existing as “pure subject” (McEvilley 570)
– in other words, the “One” of the Neoplatonists. This state is not a falling back into
temporality, the repetition of a successive pattern of pasts, presents, and futures, but a
complete escape beyond the bounds of time, a movement to the transcendent pole of
6

the immanent/transcendent antinomy.

Yet, in explicit “Christianized” Neoplatonic

terms, how are we to view this concept of eternity? Let us acquire a framework
for doing so by turning to Saint Augustine, whose view of time and eternity, was
7

strongly influenced by Neoplatonism. “Whether or not Augustine’s conception of
time was truly dependent on Neoplatonism, his general philosophical outlook was at
least greatly enhanced by his study of the Neoplatonists. . . . Plotinus was the source
of many of Augustine’s mystical impulses towards time and eternity” (Dolnikowski
30).
This is true in two fundamental ways. First, all of “the Neoplatonic authors . . .
emphasize . . . that time (and the whole transient world) is nothing but an image of
eternity (and the eternal world), which is true reality. We have to escape from this
temporal world to reach our eternal destination” (Porro 4). In order to intellectualize
Christianity so that its critics and detractors might be refuted in logical argument,
Augustine adapted this conception of eternity as true reality and applied it to his
definition of God, who was of course the eternal source of all manifested being.
Phenomenal reality, then, conceived as temporality through the phenomenon of
change, appeared to be successive (the appearance itself, though, is a contradiction
in terms – as we will soon see) and thus a mere reflection of transcendent eternity,
or non-temporal duration, which of course was humankind’s final goal. Second,
the Neoplatonists stressed the “perfect unity and immobility of eternity” (4).
Furthermore, “For Plotinus, eternity is the life of the intellect, unchanging, complete,
reposing in the One” (5). Augustine’s view of eternity seems to be the same:
“Augustine . . . regards eternity as infinitely simultaneous and instantaneous”
(422). Thus, Augustine’s view of the Godhead, as well as the soul, conforms to the
Neoplatonically derived ontological model we have already outlined in the quote
by McEvilley cited in the former paragraph: a kind of “spiritualized intellect,”
transcendent and eternal. Additionally – in formulating his own conception of time
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and eternity – Augustine also turned directly to Plato, who had believed that ultimate
reality was uncreated and immutable. Augustine applied both of these tenets to God
8

directly, who for him of course was ultimate reality (though not for Plato ). With the
divine creation, then, came the concept of the beginning of time, at least for those
dwelling within the realm of the created universe.
At the root of this “absorption” of time into eternity is the problem of the One and
9

the Many, which the terms of this subsumption are meant to solve. The positing
of an eternal sphere of uncreated immaterial force resolves the problem of change
occurring within context of an immutable, monistic substrate (the ultimate “matter”
in which things take form). It does so by defining “this eternal sphere of uncreated
immaterial force” as an ontologically mentalistic “container” of all manifested
reality in potential, where every type of “base entity” (i.e. substance or essence) is
simultaneously immanent and transcendent, always flickering between these two
poles in a mystical dialectic. Naturally, Neoplatonism, being a mystical system, does
not accomplish this definition from the standpoint of “pure reason” or in terms that
would be empirically verifiable. Nevertheless, this concept of “uncreated absolute
10

Being” prefigures, in the Classical Age, a kind of “Kantian regulative principle, ”
though of course without that explicit intent. Also, unlike Kant, the ancients –
the Neoplatonist’s and the Christians we are discussing in this section – reify the
concept. Plotinus often speaks of the One as being God, though in this case, the
manifested essence of the supreme hypostasis is presented as emanating, literally,
into phenomenal reality, in effect instantiating it.

Thus, the Neoplatonic dialectic

must be classified as a type of pantheistic mysticism.
Orthodox Christianity, on the other hand, rigidly separates the sphere of the
transcendent from the immanent, “uncreated being” or God creating the phenomenal
world ex nihilo . It thereby posits a theistic dualism. Yet in both renditions
(pantheistic monism and theistic duality) the creation of the phenomenal level
inaugurates temporality – the passage of time that initiates the fact of change, of
cause and effect, of becoming and perishing in a shifting domain less than fully
real. However, with the advent of temporality there also comes what we will call
the “problem of time,” the aforementioned dilemma, the conundrum, really, of the
appearance of successiveness – the problem of the One and the Many reborn in
temporal phenomenological terms, a puzzle which preoccupied Augustine in his
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Confessions and about which he was particularly insightful, especially, as we shall
see, in adapting its paradoxical nature in order to set up a “critique” of eternity.
Clearly, a review of this critique is germane to our purpose here, which is to conduct
an ontological exploration of the essence of the eternity posited by the fourth stanza
– the sphere in the poem “Of what is past, or passing, or to come.”
In the Confessions , Augustine first sets out the general terms of the problem: “If
we can think of some bit of time which cannot be divided into even the smallest
instantaneous moments, that alone is what we call ‘present.’ And this time flies so
quickly from future into past that it is an interval with no duration” (Saint Augustine
XI. xv 20). Next, he articulates the paradox explicitly: “If it has duration, it is
divisible into past and future. But the present occupies no space” (XI. xv 20) –
in other words, it is difficult to envision how a concrete present moment actually
exists: it is so infinitely divisible that it seems to have no definable boundaries. Yet
somehow we do perceive it: “Nevertheless, Lord, we are conscious of intervals of
time, and compare them with each other, and call some longer and others shorter”
(XI. xvi 21). Augustine’s rather ambivalent acceptance of the “reality” of verifiable
increments of time soon devolves, however, into a perplexed meditation on past and
future, these two tenses not seeming to “exist” in the same way as the present does.
This further complication occurs, Augustine says, because humans, as cognitive
beings, “are measuring times which are past when our perception is the basis of
measurement” (XI. xvi 21). But this is not really possible – not for the past or for
the future either. “But who can measure the past which does not now exist or the
future which does not yet exist, unless perhaps someone dares to assert that he
can measure what has no existence?” (XI. xvi 21). Augustine then immediately
proceeds to answer his own question: “At that moment when time is passing, it
can be perceived and measured. But when it is passed and is not present, it cannot
be” (XI. xvi 21). Thus, past and future seem not really to exist at all, at least as we
commonly refer to them – “What is by now evident and clear is that neither future
nor past exists, and it is inexact language to speak of three times – past , present, and
future” (XI. xx 26). Instead, time, all time, every tense, seems to be purely ideal,
thus a mode of consciousness,

11

for Augustine now declares that what we have

denoted as three times (i.e. past, present, and future) might more appropriately be
designated otherwise. He expresses his revised conception of the three tenses thus:
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“Perhaps it would be exact to say: there are three times, a present of things past,
a present of things present, a present of things to come” (XI. xx 26). The explicit
link to consciousness or something very close, comes in the very next line of text
12

where Augustine, in his way, seems to anticipate Kant:

“In the soul there are these

three aspects of time, and I do not see them anywhere else” (XI. xx 26). Yet this
assignment of the existence of the three tenses to the entity of soul still does not
resolve the paradox of the seeming non-being of the present. Again Augustine asks,
“But how do we measure present time when it has no extension?” (XI. xxi 27).
The key to “solving” the problem would be to determine the nature of Soul/
soul

13

in general as posited in the Neoplatonic corpus (from which so much of

Augustine’s philosophizing springs) and not to place too much emphasis on the
“proto-Kantian” interpretation cited in the passage above. Any analysis of Soul/soul
based on Neoplatonic belief would not be able to escape association with a “mystical”
apprehension of reality, of course, but as least it could be carried out in a consistent
fashion vis à vis Augustine’s core assumptions. At any rate, we have already
“suspended our disbelief” in this paper in relation to accepting Penn’s aphorism as
a supposition which stands as the thesis statement. Whether any of what we say
is literally true is beside the point. What we want to establish here is what might
be logically true in respect to our departure point, i.e. that “death is no more than a
turning of us over from time to eternity.”
If, then, we employ Neoplatonic postulations to model our inquiry, Soul would
be seen as consubstantial with the mental-spiritual energy (the fundamental “stuff”)
from which all entities are comprised – in philosophical terms, the “substrate” or
“matter” from which reality itself is composed. Again, we must keep in mind that
from the metaphysical perspective of Neoplatonism the substantial nature of the
universe is basically monistic (all emanating from the “One”), thus, pantheistic.
Paradoxically, however, an implied dualism is also present in this formulation, which
results from the utterly transcendent nature of the Absolute. For, if the Absolute is
utterly transcendent, then there must be something that is not: that which the utterly
transcendent “transcends.” Again, this conundrum partakes of the One-and-Many
paradox which the inclusion of the immanent pole (i.e. the “phenomenal world”
being emanated out of the Absolute) was meant to resolve, but which also implies
pantheism. In Christianity this paradox has often become explicit, those desiring
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a less remote Godhead at times interpreting the trinity in pantheistic terms,

14

thus generating theological disputes at the very least and, at worst, movements
condemned by the church as being heretical. In terms of Christian theology, the
ultimate solution to the paradox is sometimes attributed to the nature of the trinity
itself: “Two is the number which separates, three the number which transcends all
separation: the one and the many find themselves gathered and circumscribed in the
Trinity” (Lossky 47). Elaborating this point, Lossky continues:
If the very foundation of created being is change, the transition from nonbeing to being, if the creature is contingent by nature, the Trinity is an absolute
stability. One would say, an absolute necessity of perfect being: and yet the
idea of necessity is not proper to the Trinity, for it transcends the antinomy of
what is necessary, and the contingent. . . . (45)
Yet, in spite of these optimistic assessments of the unifying efficacy of the trinity,
the great metaphysical problem of the One and the Many is already “solved” in
Christian terms by formulation of a dualistic theology (which, of course, occasions
other problems). Dualism “solves” the problem though positing the ex nihilo
creation: God, the utterly transcendent Absolute, creates the phenomenal world out
of nothing ; therefore, this created phenomenal world is not pantheistic for it has
not emanated from God – it was “conjured” by “Him” out of the void. In contrast,
Neoplatonism never resorts to the idea of ex nihilo creation – despite its mystical
underpinnings. Addressing the implications of the dualism that ex nihilo creation
establishes Lossky says: “For if God be nature, then all else is not nature. If that
which is not God be nature, God is not nature, and likewise He is not being if that
which is not God is being” (37). Earlier, comparing the Christian to the Neoplatonic
conception, he writes:
. . . this ecstatic union [the Neoplatonic] will be a reduction to simplicity rather
than a going forth from the realm of created beings. . . . For outside revelation
nothing is known of the difference between the created and the uncreated, of
creation ex nihilo , of the abyss which has to be crossed between the creature
and the Creator. (32)
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Quite so – from a strictly logical perspective the ex nihilo creation explains
nothing at all about ultimate origins, leaving us with these two confounding
suppositions – 1) that something has indeed come from nothing: i.e., the phenomenal
world via God’s will; and 2) that something exists which had no beginning in time:
i.e., God. Of course, no matter the religious/philosophical system or scientific
theory/hypothesis adopted, we humans are always faced with these two conundrums.
Wittgenstein expresses this most succinctly in his Tractatus :
The whole modern conception of the world is founded on the illusion that the
so-called laws of nature are the explanation of natural phenomena. . . . Thus
people today stop at the laws of nature, treating them as something inviolable,
just as God and Fate were treated in past ages. And in fact both are right and
both are wrong: though the view of the ancients is clearer in so far as they have
a clear and acknowledged terminus, while the modern system tries to make it
look as if everything were explained. (372)
Yet, let us now return to Yeats and his poem. In adopting a Neoplatonic
worldview, the poet attempts to “resolve,” within the poem, both the paradox of the
One and the Many and the problems attendant on a dualistic metaphysical system
(Orthodox Christianity). This undertaking reaches its culmination in the fourth
stanza where the golden bird, the image of an immanent/transcendent work of art, is
introduced. The golden bird is a metaphor for the human soul that emphasizes the
monistic nature of the fundamental energy of which the universe is composed (thus,
in spite of the Orthodox imagery employed in the poem, Yeats implicitly rejects ex

nihilo dualism). The paradigm set up here is one that views matter, soul, mind, and
“absolute spirit” (or, in Neoplatonic terms, the phenomenal world,

15

Soul, nous , and

the One) as consubstantial aspects of the same transcendent/immanent force that
manifests harmoniously in the unique activity of each hypostasis during the course of
its emanation “outward” from the “center,” i.e. from the One. In such a manner, this
monistic energy or world-stuff defines the ultimate tenor of its metaphysical function
and ontological nature at the differing levels of Neoplatonic reality. A further quote
from Lossky is much to the point here:
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The trinity of Plotinus comprises three consubstantial hypostases: the One,
the Intelligence, and the Soul of the world. Their consubstantiality does not
rise to the Trinitarian antinomy of Christian dogma: it appears as a descending
hierarchy and realizes itself through the ceaseless flow of the hypostases which
pass the one into the other, reciprocally reflecting each other. (49)
The point made by Lossky here is crucial in considering Augustine’s interpretation
of soul, the topic to which we now return. For in spite of the explicit Christian
theological framework Augustine was bound to apply to any view of soul (the utter
separateness of its created nature), his interpretation retained, nevertheless, certain
contradictory elements derived from the Neoplatonic idea of a mental/spiritual
substrate that would have been part of his earlier, pre-Christian intellectual stance.
Thus, in addition to exhibiting a Kant-like appreciation of time as “the way the mind
works,” Augustine’s view of soul also echoes aspects of the realm of the divine
One, mingling the soul of man to some extent with the spirit of God, whose own
perception (or supra-perception) of time would be grounded in eternity – at least this
is what is implied by Augustine’s adoption and adaption of the Neoplatonic view of
eternity. Let us now return to Augustine’s Confessions to see how this works.
In the work, Augustine continues to puzzle over how non-existent entities like
the future and the past can nevertheless seem to function “psychically” for us in a
real sense: “But how does this future, which does not yet exist, diminish or become
consumed? Or how does the past, which now has no being, grow, unless there are
three processes in the mind which in this is the active agent?” (XI. xxviii 37). (In
light of what we have said above, let us note that here “soul” seems to have become
“mind.”) Augustine answers the question by stressing the existence of what we can
only term three “cognitive” functions of the soul, functions that operate in terms of
the “present of things past, present of things present, and present of things future”
already noted above: “For the mind expects and attends and remembers, so that what
it expects passes through what has its attention and remembers” (XI. xxviii 37).
Thus, the human mind or soul can span the gap between the “no-longer-existing”
and the “not-yet-existing” in a state of conscious called the “now.” And, if this is
true of humans, how much more true it would be of God, for he is the one who “holds
in one present all the past and all the future,” (Jones 92) – which, by the way, is
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Augustine’s definition of eternity.
Next, Augustine compares this divine knowledge, indeed the divine act of creation
itself, to his own singing of a psalm where the sung words are held “in mind” as the
song progresses “anticipatively” into the future, thus providing a concrete model
of the “eternity reflected in time” of which we have spoken above. First Augustine
makes a comparison that employs human “temporal” singing as a rough model for
the eternal, a comparison which stresses the difference between the two modes in so
doing. “A person singing or listening to a song he knows well suffers a distention or
stretching in feeling and in sense-perception from the expectation of future sounds
and the memory of past sound. With you it is otherwise. You are unchangeably
eternal, that is the truly eternal Creator of minds” (Saint Augustine XI. xxxi 41).
What then follows defines “making” as a mental act, expanding the realm of the
eternal from a mode of effortless, omnipotent knowing to a mode of effortless,
omnipotent creating as well: “Just as you knew heaven and earth in the beginning
without that bringing any variation into your knowing, so you made heaven and
earth in the beginning without that meaning a tension between past and future in
your activity” (XI. xxxi 41).
In this way, the act of singing is transmuted into a reflection of eternity in time,
thus solving, provisionally, the problem of the present as “an interval with no
duration” and of the past and future as entities without existence.

In “Sailing

to Byzantium,” Yeats employs this same stratagem with his introduction of the
mechanical golden bird into the fourth stanza, a stratagem that implies that all reality
manifests like a song simultaneously sung “between” the two poles of the immanent/
transcendent antinomy.

The bird is “an artifice of eternity,” one whose song (“Of

what is past, or passing, or to come”) is sung simultaneously in both the phenomenal
and eternal realms (Yeats Poems 193). And, in the end, these two realms prove to be
one – the realm that is both created and unified by the singing of the song itself.

1

Neoplatonism is a monistic, “mystical” philosophical system which posits mentalspiritual energy as being the supreme principle of the universe, the “substrate.” This energy
emanates from a completely unified, transcendent state (hypostasis), “the One,” through two
other hypostases, nous and Soul, into the diversity of forms that compose the phenomenal
world.
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For a full discussion see “Yeats’s ‘Sailing to Byzantium:’ The ‘Esoteric’ Four-Stanza

Structure.”
3
The Hermetic Kabbala is an occult, “metaphysical” system loosely based on “classical
Kabbala,” which itself was derived from normative Judaism and refined in medieval Spain and
France. The Hermetic Kabbala posits the materialization of the universe through the activity
of a series of emanations – the progression of ten descending spheres of energy or sephiroth of
which the first is monistically primal.
4
Neoplatonism is a salvational system in the sense that the soul is incarnated into
phenomenal form with the express purpose of purifying itself through a series of practices that
will facilitate its “enlightened” reintegration back into the primal hypostasis, the Godhead of
the One.
5
“Being” is a loaded term. In some philosophical systems it is designated a state of
becoming (Nietzsche, Heidegger, for example) associated with the phenomenal world. In
others it is viewed as being the eternal state of the purified soul or of primal entities in general (in
Platonism and Neoplatonism, for instance). Here we are referring to “being” in its Neoplatonic
sense.
6
The immanent/transcendent antinomy can be explained thus: the One represents all
reality” but in transcendent form: all things exist within it at once – in potential . Yet, since the
One is all reality, it possesses another “pole,” the phenomenal world, which it emanates into
form as a highly “mutable” extension of the potential entities within. The phenomenal world is
the potential entities made explicit.
7
The story of the “voice” Augustine heard in the garden in Milan which led directly to
his conversion to Christianity in 386 CE is well-known. Prior to that, Augustine had been an
ardent Neoplatonist.
8
Plato’s view of God is not theistic. The supreme reality for him was represented by an
impersonal entity or concept: “the Good.” “The Good” is in fact a kind of timeless theoretical
precondition for manifested reality that contains within itself the abstract templates, i.e. the
unchanging Ideal Forms, from which all phenomenal objects are reflected. From this notion, of
course, Plotinus’s idea of the One evolves.
9
McEvilley states the problem of the One and the Many in this way: “(1) If only the One
is real, then the Many must be unreal; (2) If only the One is real then the Many must be the
One” (McEvilley 552). The problem is encountered in identical form in Plotinus – “In the
first case, unity is a transcendent quality – not actually residing in experiential flux but over
and above it; in the second, unity is immanent, residing, however disguised, in the elements of
experience” (552).
10
Kant’s concept of a regulative principle relates to his formulation of his four antinomies,
which are pairs of theses and antitheses indicating the limits of human reason. The different
antinomies are not “merely fallacies of particular thinkers but [arise] from the nature of human
intellect as such. . . . The antinomies arise because [humans] have a desire for unity which [they]
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cannot conceive, reason giving [them] ideas which transcend understanding. . . . If valid, [the
antinomies] prove that space and time cannot be regarded as real without self-contradiction. . . .”
(Ewing 208-209).
11
Time, then, might be seen as a hypothetical mode of universal subjective consciousness
that naturally inheres within all humans. Here the Neoplatonic influence is clear. And again
we flirt with pantheism.
12
For Kant space and time were a priori modes of sensible (empirical) intuition that
originate in the mind of the perceiver; for Augustine, time appears to be an a priori mode by
which the soul perceives.
13
Here Soul would be the genus, the hypostasis from which all individual human souls are
emanated.
14
One such example is John Scottus Erigena (815–77). He was a thoroughgoing
Neoplatonist whose openly pantheistic views often put him in direct conflict with church
authorities.
15
Plotinus does not designate “nature” as a “formal” hypostasis but at times describes it
as if it were. McEvilley always interprets it in this manner, as does the Hermetic Kabbala in its
related system.
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Synopsis
The Idea of Eternity in Yeats’s “Sailing to Byzantium”
Michael S. Genung
What is eternity? We use the word frequently, but even as we read it or say it to
another, the idea itself seems as vague and ambiguous as far-away mountains in
the mists of an autumn evening. However, two core ideas seem to be connected
with the concept; i.e. that it is “timeless” and, by convention, the “realm of the
dead.” These two core ideas imply the following: that there is a “soul” that
survives death and that it came into being by means of a “First Cause,” God,
whom or “which” (depending on one’s philosophical or religious orientation)
can be interpreted in various ways. In the fourth stanza of his celebrated poem,
“Sailing to Byzantium,” the Irish poet W. B. Yeats’s presents a symbolic, highly
idiosyncratic eschatological representation of eternity. In this paper, we will use
Yeats’s representation, along with key passages form Saint Augustine’s Confessions ,
to analyze the nature of eternity as a timeless “realm of the dead.” Because of
both Yeats and Saint Augustines’ own philosophical or religious orientations this
will be accomplished from a “Christianized” Neoplatonic perspective.
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スピーキングクラスでの学習方略指導に関する実践報告
――リフレクション・ジャーナルの使用を通して――

表谷純子
１．はじめに
TOEFL iBT の国別スコア (ETS 2013) によると、日本の「読む、聞く、話す、
書く」の平均点はアジア 29 か国中 26 位、「話す」の平均点に至っては 29 位
とアジアで最下位であり、日本人英語学習者の英語力、特にスピーキング力
の低さを浮き彫りにしている。文部科学省の高等学校学習指導要領からは
オーラル・コミュニケーションをはじめとしたスピーキング活動重視の姿勢
が窺えるが、大学入試問題でオーラル・コミュニケーション力が問われるこ
とは稀である為、実際に著者が担当している私立大学のスピーキングクラス
でも、「話す」ことに苦手意識を持っている学生は多い。英語は彼らの必修
科目だが専門科目ではなく、英語の知識量そのものが少ない学生もいるが、
単語や表現、文法を知っていてもそれをスピーキングに活かすことができな
いという学生が多い。
知識等の長期記憶は、意識して思い出そうとして長期記憶から引き出すこ
とのできる顕在記憶と、知識が自動化されて無意識な操作が可能な潜在記憶
に分類できるが、思い出し、構築するのに時間がかかり自動化されていない
顕在記憶の知識には多くの心的資源が必要となり、スムーズなコミュニケー
ションをとることは困難である（門田 2012）。発話することに心的資源の大
半を使ってしまい、母語でなら自然とできるコミュニケーション方略（ジェ
スチャーや言い換え等）を使うことができず、相手とのやりとりを楽しむ余
裕が無いケースも多い。そこで、2012 年度にスピーキングクラスを担当し
た際、知識を自動化させてより多くの心的資源を発話以外のコミュニケー
ション方略に使えるようになることを目標として取り組んだが、その際に三
つの問題に直面した。一つは、学生のこれまでの学習経験から顕在記憶とし
て「知っている」ことが学習のゴールであるという意識が抜けず、顕在記憶
を潜在記憶にする為の練習や活動に目的意識を持って取り組ませることの難
しさである。二点目は、自動化されていない知識の使用や練習には多くの心
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的資源が使われるので学生の集中力が続かず、目的意識の欠如もあり、なか
なか知識を自動化させることができないという悪循環である。三点目は、コ
ミュニケーション活動においての他の学生との関わりで、照れや恥ずかしさ
からか他の学生との協同学習に積極的に取り組むことができていなかった
ケースである。
その為 2013 年度のスピーキングクラスを担当するにあたり、これらの問
題を改善することを目的にアクション・リサーチを実施した。まず、前述の
問題を改善する為に、学習方略指導を行った。学期始めに「学習方略とは何
か、そしてなぜ必要か」に関して明示的なレクチャーを行い、毎回の授業で
は、学生が自分の学習に対して目的意識をもって取組み、その過程と結果を
振り返る為のリフレクション・ジャーナルを導入した。本研究では、質的研
究の側面から、リフレクション・ジャーナルを分析し学習方略指導の効果を
探り、その結果、前述の問題の改善に有効であるという結果が示された。
２．先行研究
2.1. 学習方略
学習方略の研究は、1970 年代後半から始まり Rubin (1975) や Naiman, et al.
(1978) などにより優れた学習者がどの様な学習行動を用いているかという調
査が行われた。学習方略を包括的に分類した O’Malley and Chamot (1990) で
は学習方略を、
(1) メタ認知方略（学習に対して計画を立て、過程を観察・分析し、結果
を振り返り評価するなどが含まれる）
(2) 認知方略（直接的に個人の学習作業に関わる学習効果を上げる為の方
略）
(3) 社会・情意方略（質問する、共同作業をするなど他者との相互作用によっ
て学習支援をする社会的方略と、情意面を自己確認、自己対話、自己
強化などを用いてコントロールする情動的方略が含まれる）
の 3 種類に分類している。Oxford (1990) は学習方略を、以下の様に分類して
いる。
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(1) 直接的方略（記憶、認知、補償方略から構成される）
(2) 間接的方略（メタ認知、情意、社会方略から構成される）
スピーキングに関する方略として、Cohen (1998) は「学習 (learning)」を
目的とする方略と、それの「使用 (use)」を目的とする方略がはっきりと区
別された「L2 学習者方略」を提唱している。「使用」に関する方略には、
言語知識を想起する方略 (retrieval strategies)、発話に備える方略 (rehearsal
strategies)、理解できていないのにわかったふりをする方略 (cover strategies)、
コミュニケーション方略（communication strategies）が含まれる。
伊藤 (2009) は、学習方略と動機づけに着目した概念として自己調整学習
方略をあげ、この概念に着目することでより統合的、連関的に学業達成過程
を明らかにすることができると述べている。「自己調整」とは、様々な理論
的立場からの見方があるが、一般的には、「学習者が、メタ認知、動機づけ、
行動において、自分自身の学習過程に能動的に関与していること（Zimmerman
1986, 1989)」としてとらえられている。Zimmerman (1989) は、自己調整学習
の重要な 3 要素として、自己調整学習方略、自己効力感、目標への関与をあ
げている。目標達成に向け、自己調整学習方略が適用され、それによって遂
行が向上すると自己効力感が高まり、それが自己調整学習方略を適用し続け
る動機づけとなると考えられている。
2.2. 学習方略指導
O’Malley & Chamot (1990) によれば、学習方略は、練習をすることで、
意識しないと使えなかったものが無意識に使えるようになり、MacIntyre &
Noels（1996）は、なぜ（why）、どんな場合に（when）特定の方略が大切なのか、
どのように（how）使うのかを学習者自身に理解させることが方略訓練の効
果を上げる為に重要であると指摘している。しかし、現状は往々にして効果
的な学習に必要なコツ（what）の教師側からの伝授に終始しており、学習者
自身が自律的に学習方略をタスクに応じて使い分けるメタ認知能力の育成は
期待できない（大学英語教育学会学習ストラテジー研究会 2005)。
学習者のメタ認知は、自律した学習者になる為に必要不可欠な要素であり
（Wenden 1998）多くの研究者が、自律した学習者の育成が学習方略の最終的
な指導目標と考えている（Ellis 1997, O’Malley & Chamot 1990; Oxford 1990,
Wenden 1991）が、学習者側が非自律的な学習に慣れ親しんでいる場合、そ
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の方法を変え新たに自律した学習者となる為の学習方略を言語学習に取り入
れることは大変な労力を要する為、彼らがその有効性を十分に納得しない限
り、積極的に学習方略を取り入れることは望めない（大学英語教育学会学習
ストラテジー研究会 2005) 。したがって、学習方略を指導する際には、（1）
学習方略が日々の授業におけるタスクの遂行やその後の英語学習の成否に大
いに役立つこと（有効性の認識）、(2）学習方略を習得することは適切な指
導を受けていれば、それほど困難なことではないということ（低コストの
認識）を学習者に明確に説明し納得させることが重要となる（MacIntyre &
Noels 1996)。
また、学習方略指導は、学習者が受けてきた教育や文化的背景を考慮した
上で行うことも重要である。日本の授業風景では、教師が知識を与え、学習
者は黙って教師の言うことを聴くということが多く、学習者が教師に疑問点
に関して積極的に説明を求めたり質問したりする様子はあまり見られない。
教師のみが知識を与える絶対的な存在と考える学習者は、他の学習者からは
学べないと考え協同学習に消極的であることがある。発言や質問をしないこ
とが習慣化されている学習者や、間違った発言をしてしまうのではないかと
いう不安から消極的に授業を受ける学習者もいる。この様な場合は、「質問
し確かめる」
「協同作業をする等、他者との相互作用によって学習支援をす
る」「自分を鼓舞し励ます為に自らに話しかけ学習に対する不安を取り除く」
という社会・情意方略指導が重要となる。主に文法訳読方式に必要な限られ
た認知方略を使ってきた学習者には、学習内容や学習目的に応じてより多く
の種類の認知方略指導が必要であろう（大学英語教育学会学習ストラテジー
研究会 2005)。
日本人英語学習者の傾向として、一般的に教師中心の授業形態に慣れてい
る為、学習に対して受け身であり、自分の学習に責任を持ち学習の目的や目
標を立てたり、自ら知識を得るために行動したり、教師の考えを鵜呑みにせ
ず自分の意思や考えのもと行動したり、自分の学習成果を評価するといった
ことが不得意であることが多い (Richards & Lockhart 1994)。したがって、
「学
習に対して計画を立て、過程を観察・分析し、結果を振り返り評価する」等
O’Malley and Chamot (1990)
のメタ認知方略の指導が特に必要とされる。また、
は、学習者が認知方略や社会・情意方略を実践する際に、メタ認知方略と組
み合わせることでより有効性が増すと述べていることからも、学習方略指導
におけるメタ認知方略指導の重要性に留意する必要がある。
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ダイアリーやジャーナルをつけることは、それ自体がメタ認知方略の実践
となる。自由形式のダイアリーは、主観的になりすぎることもあるので、言
語学習方略に焦点を絞るよう求める等、教師がある程度ガイドラインを設け
客観性を高める工夫がされたジャーナルが学習方略指導において好まれる場
合もある (Oxford 1990)。例えば、ジャーナルの記入に関して、授業の始めに
学習者に特に意識的に使用する学習方略を記入させ、授業後にその日に使っ
た学習方略について振り返り自己評価させるという指示を教師が与えること
は「学習に対して計画を立て、過程を観察・分析し、結果を振り返り評価す
る」というメタ認知方略訓練を実践する場合、有効な方法と言えよう。ま
た、ダイアログ・ジャーナルのように、学習者がジャーナルに記録した学習
方略やその振り返りに対して教師がコメントを書き、交換日記のような形式
をとる場合、学習者は自分で記録した評価からのみでなく、教師のコメント
からも自らの言語学習を振り返り今後の学習に応用できるという利点がある
(Chamot et al. 1999)。本研究でもダイアログ・ジャーナル形式のリフレクショ
ン・ジャーナルを使用し、授業始めにその日の目標設定をさせ、自分の学習
をモニターし振り返り評価する教育的介入を行った。
３．研究方法
3.1. 研究課題
本研究では、明示的な言語学習方略指導を通して、学生がどの様な学習方
略を使用しどの様な気づきを得たかを、学生のリフレクション・ジャーナル
への記述を質的に分析することによって探る。
3.2. 研究対象者
本研究は、著者が 2013 年 4 月から 2013 年 7 月まで週 1 回 90 分授業を 14
週間担当した私立大学の英語必修科目（スピーキングクラス）を受講した
大学 2 回生（文系、非英語専攻）の 15 名クラス（女子 8 名、男子 7 名）と
20 名クラス（女子 12 名、男子 8 名）の計 2 クラス 35 名を対象に行った。
1

CEFR-J を基にした習熟度別クラス編成の A2 レベル（基礎段階）のクラスで、
35 名中、長期での海外滞在者は在籍していなかった。
3.3. 授業内容
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テキストはマイケル・クリチェリー著「Business Encounters」
（2012 南雲堂）
を使用。1 ユニットを 2 回の授業に分けて進めた。全体的に共通する授業内
容として、ユニットの 1 回目の授業の目標は、主に内容理解とターゲットの
文章や語彙の定着とし、テキストの会話文が使用される場面や状況の把握や
内容の推測行った上でリスニング、内容確認の後、スピードや読み手（教師、
ＣＤ、学生）を変えてのリピーティング、シャドーイング、パラレル・リー
ディング、音読、穴あき音読やロールプレイを、全体練習やペアワーク、グ
ループ・ワークを取り入れながら実施。
ユニットの 2 回目の授業では、前回の授業内容をアウトプットにつなげる
指導に重点を置き、アイコンタクトや顔の表情、ジェスチャーやイントネー
ション等非言語コミュニケーションにも留意して練習させた。その後、テキ
ストの会話表現をベースにして、ペア又はグループでオリジナルの会話内容
を作り、文章を見ない状態で発表をさせた。その際、正確さだけでなく、相
手にしっかりと情報を伝え、受け取ることの重要性を伝え、できるだけ自然
な会話を心がけて発表をする様に指導を行った。
毎回の授業始めには、それまでに学習したユニットの表現を使い会話練習
を行い、既習内容の長期的な定着を図った。
3.4. リフレクション・ジャーナルを使用した学習方略指導方法
全 14 週の授業において行われた学習方略指導は以下の通りである。第 1
週目の授業で「学習方略とは何か、いつ、どのように実践するのか、そし
て、学習方略を実践することの学習者のメリットや有効性」についての説明
を行った。その上で、リフレクション・ジャーナルの導入目的や使用法につ
いても述べ、今学期の目標、特に向上させたい英語力や今後挑戦したい英語
の資格等をリフレクション・ジャーナルに記入させた。
第 2 ～ 13 週では、毎授業始めに、学生自身に「今日の目標」を決めてリ
フレクション・ジャーナルに記入させた。その際、教師からその日の授業で
行う予定の活動（例：語彙の導入、リスニング、シャドーイング、慣用表現
を覚える、ペアとのロールプレイ、会話内容の創作、発表等）を伝えそれら
の活動にどのように取り組んでいくかを学生が計画する参考にさせた。目標
設定をするときの注意点として、学生が自分自身に問いかけて「自分が求め
ることを自分で決める」ことと、自分が納得した上で具体的に取り組めるよ
うに「なぜ必要か。どのように実行するか。」という視点のもとで目標を記
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述するように（例：今日は疲れているので、しっかり声をだして最後まで集
中する、等）指導した。そして、毎授業終わりに、自分の立てた目標に対し
て授業を振り返り、それにより得た気づきをリフレクション・ジャーナルに
記入し教師に提出させた。教師が学生の記述にコメントを書きまた次の授業
で学生に返却するといった「ダイアログ・ジャーナル」形式での導入を実践
した。
各授業活動を行う際、学生がメタ認知方略を身に付けて、自律した学習者
になる為の足場かけとして、「なぜその活動をするのか、どのように取り組
むと良いのか、どのような効果が期待できるのか」をできる限り伝えること
を心がけた。例えば、シャドーイング練習の際には、「英語の音を聞いたと
きの処理スピードを向上させる効果が期待できる。」「慣れていない人は、聴
くことに意識を 7 割くらい向けて、残りの 3 割でぶつぶつ呟くように発話す
るとシャドーイングしやすい。」「繰り返し練習することで、よりシャドーイ
ングできるようになるので、一回目にうまくできなくてもあまり気にしな
い。」「慣れてきたら、発話により多く意識を向けて、場面や意味を考えてイ
ントネーション等も真似しながら、まるで自分が話しているようにシャドー
イングをすると、よりスピーキング力を鍛える練習になる。」等、使う教材
の難易度やリフレクション・ジャーナルの学生からの記述やその日の学生の
様子をもとに、学生にとって必要かつ有効であろう情報を選んで伝えるよう
にした。
第 14 週目には、第 1 回目からの自分のリフレクション・ジャーナルの記
述を参考に春学期全体の振り返りを記入させた。
3.5. 分析方法
KJ 法（河喜多 1997）を使用しリフレクション・ジャーナルのコメントを
質的に分析した。KJ 法の分析手順は、田中（2012a）、評価基準に関しては、
田中（2012b）に準拠して行った。
４．分析手順および結果
4.1. KJ 法による質的側面の把握

授業活動の中で学生が使用した学習方略を詳細に把握するために、リ
フレクション・ジャーナルに学生が振り返りとして記述したデータを KJ
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法によって質的に解釈をした。リフレクション・ジャーナルは使用した
学習方略以外の内容の記述も含まれる。したがって、学習方略に関する
記述をピックアップし、35 名のリフレクション・ジャーナルから 59 個
の記述を得た。
KJ 法の手順は、田中 (2012a) に基づき、「ラベルづくり → グループ編
成 → 図解化 → 叙述化」とした。リフレクション・ジャーナルから得ら
れた学習方略に関する記述を名刺大のカードに転記し（ラベルづくり）、
そのラベルをランダムに並べ、次にラベル内に込められた記述者のメッ
セージを読み取り、メッセージに共通性のあるラベルのグルーピングを
行った。この際、分析者がなんらかの規則性に基づいてラベルの分類を
行うと探索的研究でなくなる為、ラベルが能動的に伝えようとするメッ
セージをもとにグループ編成を行った（グループ編成）。はじめに小さ
なグループから作成し、次に小グループ同士をグルーピングして、中グ
ループを編成し、中グループ同士のグルーピングを行い、より大きなグ
ループを作成した。最終的に 4 グループまでラベルを集約した。そして、
これらのグループを解釈可能な形に図解としてまとめ（図解化）、それ
を文章化して解釈を行った。
4.2. グループ編成の例
本研究では、田中 (2012b) の KJ 評価基準に準拠し、グループ編成のプ
ロセスと、なぜそのプロセスに至ったかという思考プロセスを開示する
で、結果が独善的な印象を与えることを抑止し、他者から納得を共有で
きるよう試みた。
グループ編成の例として、グループ２【達成感が得られた !】を取り
上げる（全データのグループ編成は Appendix 2 を参照）
。まず、59 個の
ラベルを机の上に広げメッセージに共通性のあるラベルを集めた。その
結果、11), 24), 2), 31), 30), 57) のラベルのメッセージの「シャドーイング
やリスニングの際の工夫」
「上達の実感」という共通点から、1 つのグルー
プとした。
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グループＥのラベルの記述、殺し文句、点メモ

次にこのグループの各ラベルに込められたメッセージを読み取り、表
(川
札づくりに入る。表札づくりは、田中 (2012a) で紹介された
「核融合法」
喜田 1997) を用いた。核融合法の手順は「全体感の把握 → 殺し文句の作
成 → 家庭懇談会 → 短歌作り → 化粧直し → 清書」である。
まず、
「全体感の把握」では、ラベルを解釈しやすいように 11), 24),
2), 31), 30), 57) の順でならべる。各ラベル内のメッセージを集約し核心
を表現した文面（KJ 法ではこの文面を「殺し文句」と呼ぶ）を書き出し
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ラベルの横に置いた（表２参照）。次に、もとのラベルを伏せて、それ
ぞれの殺し文句のラベルだけを見て、殺し文句の中核的な意味からキー
ワードをひねり出し、点メモとして新しいラベルに記入して横に並べた
（表２参照）。もとのラベルは裏返したまま、点メモの内容を集約し（家
庭懇談会）殺し文句と合わせてこれら 6 個のラベルのメッセージを反映
した要約を作成した（短歌作り）。もとのラベルを表に返し、元ラベル、
殺し文句、点メモ、をみながら、短歌作りで作成した要約を補足・訂正・
短縮する作業を行い（化粧直し）グループＥの表札を作成した（表３参
照）
。
表 3.

グループＥの短歌と表札

このプロセスを他のラベルにも同様に行い、59 個のラベルは 19 の小
グループとグループに属さない 1 個のラベルに集約された。19 のグルー
プは便宜上ＡからＲまでの番号をつけた。ここまでが、第 1 段のグルー
プ編成である（表４参照）。
表 4.

第 1 段のグループ編成の表札とその元ラベル : グループ E
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次に第２段のグループ編成として、第１段で作成したＡからＲの 19
個の小グループの表札ラベルと 1 個のグループに属さないラベルを「全
体感の把握 → 殺し文句の作成 → 家庭懇談会 → 短歌作り → 化粧直し →
清書」の核融合法の手順でグループに分け表札を作成。この第２段のグ
ループ編成で、6 つの小グループと、それらに属さないラベル 3 個となっ
た。6 つのグループは便宜上「あ」から「か」とした。
（表 5 参照）
。
表 5. 第２段のグループ編成の表札とその元ラベル

第 2 段のグループ編成で新たにできた 6 つのグループの表札（あ、い、
う、え、お）とそれらに属さない 3 個の表札（Ｈ、Ｆ、Ｍ）を核融合法
で第３段のグループ編成を行い、2 つの新たなグループ（一、二）とそ
の 2 つに属さないグループ（う、Ｆ）の計 4 つの最終グループにラベル
を集約した（表４参照）。
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表 6.

第３段のグループ編成の表札とその元ラベル

4.3. 図解化と叙述化
最終グループの 4 個のラベル（一、二、う、Ｆ）の束をばらさずに並べ、
最もわかりよい相互関係になるように配置し、その関係性を表す線を加
え（図１参照）その後、最終グループのラベルの束をグループ毎に広げ、
Appendix 1 の図解を作成した。
この図解から、この学習方略指導を受けた学生が「どうやったらよい
か」「なぜできなかったのか」と問題解決意識を持ちつつ、様々な視点
から自らの学習を分析、工夫することで主体的にメタ認知方略・認知方
略を使用していた様子がうかがえる（グループ 一 .【How と Why が上達
のカギ】参照）。また、学習の目標が単に「知識としてわかる」ではなく、
「コミュニケーションをとる」という目的意識のもと取り組んだことで、
コミュニケーションに必要な学習方略に対する気づきが促進された（グ
ループ う .【コミュニケーションには、余裕と度胸が必要だ】参照）。同
時に、明確な目的意識が、「どうやったら」「なぜできなかったのか」と
いう視点での学習プロセスの検証を可能にし、それが「気づき」に結び
ついていると考えられるので、「グループ 一 .」と「グループ う .」は相
互関係・相互補強の関係といえる。
そして、主体的に目的意識と問題解決意識を持って学習方略に取り組
むことが、成果が上がった際に得られる達成感を下支えしていることも、
この図解は表している（グループ 二 .【達成感が得られた！】参照）。
この達成感を得た経験から、使用した様々な学習方略の有効性を学生自
身が実感し、認識したことがうかがえる。「Ｓ ミスを恐れず、繰り返し
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楽しんで練習したら上達した」からは情意方略、
「お 一人より、仲間と
一緒の方がパワーアップ！」からは社会方略、「い 主体性を持って取り
組んだら、上達して達成感が得られた」からは自律学習に基づくメタ認
知方略が有効であったと学生が実感したことを物語っている。
更に、主体的に学習に取り組むことは、英語学習に対しての意識を良
い方向に導く基盤で（グループ Ｆ【英語が前より身近に感じて好きになっ
た】
）、グループ 二 .【達成感が得られた！】とも関係が深いと考えられ
る。しかし、グループＦの元ラベルは「37」と「45」の 2 個だけである
ことから、「達成感」と関係は深いものの、それがすぐに「英語が好き」
にはつながらないことも示唆している。
以上をまとめると、この学習方略指導を受けた学生達は、自律的に「目
標設定、経過観察・分析、振り返り」というメタ認知方略を使用しな
がら、認知方略や社会・情意方略を使用したことで、その有効性と学習
成果を実感したということ、又、わずかではあるが「英語が以前より好
きになった」という英語に対する意識の変化があったことを、この図解
は示唆していると考えられる。

図１．学生が使用した学習方略に関する記述の図解
５．考察
本研究では、スピーキングクラスにおいて、教師から明示的な学習方
略指導をした上で、リフレクション・ジャーナルに「目標設定、経過観
察・分析、振り返り」を毎授業学生に記入させ、学生のリフレクション・
ジャーナルの記入内容について KJ 法を用いて分析を行った。学習方略
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に関する記述 59 個中 36 個の記述が【達成感が得られた！】に含まれて
おり、目標設定と使用方略に意識を向け取り組んだ結果、その有効性が
認識され「達成感」に繋がる気づきとして多く記述されたと考えられる。
これらの「達成感」は自己効力感を高め学習方略使用の継続性を後押し
するものでもある。
一方、
【英語が前より好きになった】という記述は 2 個のみだったの
14
で
週間の学習方略指導では、「どの様に取り組むとどの様な結果が得
られるのか」の気づきに留まり英語そのものへの興味までは発展しな
かったことも伺える。しかしながら、ピアとの協同学習を通じて「楽し
く学ぶことができた」との記述も多く、学習に対して肯定的な姿勢の「芽」
を育んだと言えよう。したがって、この「芽」を伸ばすべく学習方略指
導の継続性や動機づけへの働きかけが、重要となる。
スピーキング力という面では、「何度も声に出して練習する有効性」、
「積極的にコミュニケーションをとる重要性」、
「発話の際の認知負荷と
コミュニケーション力の関係」に関する記述が見られた。何度も発話練
習をすることでコミュニケーションへの余裕が生まれたという気づき
は、言語知識を使用する際の認知負荷を極力減らし自動化に向けて取り
組む必要性を学生自身が感じたことを表す。これらの結果は、このアク
ション・リサーチの出発点である 2012 年担当のスピーキングクラスで
著者が直面した問題への解決策としても有効であることを示している。
問題の一つは「目的意識の欠如」であったが、授業始めに学生自身に目
標を設定させることが、メタ認知方略に必要な自律性を育み、より主体
的に目的意識をもって学習に取り組ませることができたと思う。また、
「知っている」ことが学習のゴールではなく「使えるようになる」こと
の大切さを明示的に繰り返し指導したことで、学生は「コミュニケーショ
ンをとる」という目的意識のもと取り組み、コミュニケーションに必要
な学習方略に対する気づきが促進された。その気づきには、自分の気持
ちや集中力をコントロールすることや、他の学生と積極的に協同学習を
することで学習の楽しさや学習効果が増すことが含まれており、「学生
の集中力が持続しない」「照れや恥ずかしさから他の学生との共同学習
に積極的に取り組むことができていない」等に対しての有効な解決策と
なったことを示している。
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６．結論
著者の担当クラスの改善への取組みとして、アクション・リサーチを
行い、一定の効果を見ることができた。同時に、このアクション・リサー
チは、著者自身の使用する学習方略を改めて考える良い機会でもあっ
た。学習方略は指導によって使えなかった学習方略が使えるようになる
(O’Malley & Chamot 1990) という点からも、日々の授業活動で学習方略
指導を行うことは重要だが、それは指導者が教える学習方略の影響を学
習者が受けることを意味している。指導者自身がメタ認知方略に基づい
た学習方略を実践し、より多くの種類の学習方略をより柔軟性を持って
使用できるよう努める必要性を再認識した。
最後に今後の課題を二点述べたい。一つ目は、質的データの分析に関
する点である。KJ 法の分析にあたり、思考プロセスを開示することで結
果が独善的にならない様に留意したが、分析を語学習得に関する応用言
語学の知識を持つ者との合議で行う、あるいは、共同研究という形をと
るといった方法で、より信頼性を高める試みの必要性を感じた。
二点目は、質問紙調査などを使い学習方略使用の頻度や動機づけに関
して量的データ収集も同時に行い、質的・量的双方から分析することで
ある。プリ・ポストの比較により学習方略使用の頻度の差等、全体像を
把握することが可能となる。質的データの分析結果と照らし合わせるこ
とでより多くの教育的示唆が得ることができると考えられる為、これら
の課題に留意し今後も授業実践を継続していきたいと考える。
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Appendix 2 第 1 段のグループ編成の表札とその元ラベル
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Synopsis
OMOTEDANI Junko
   This paper reports the results of action research on the development of learning
strategies of second year university students in Japan who attended compulsory, preintermediate level English classes for 14 weeks. The aim of these classes was to
improve learners’ speaking proficiency in English. In order for learners to utilize their
linguistic knowledge for speaking activities, the knowledge has to be automatized and
stored in the implicit memory (Kadota, 2012). For many of the participants of this
study, their goals in language learning were to keep the linguistic knowledge in the
explicit memory and perform well on written tests. Therefore, they needed to develop
learning strategies appropriate for the acquisition of speaking proficiency and needed
to be autonomous learners in order to be successful in language learning activities
for speaking proficiency, since it requires practice, patience, and willingness to learn.
Therefore, two major attempts were made to develop students’ learning strategies. One
was to explicitly teach the learning strategies, and the other was the introduction of
reflection journals. The results showed these attempts had an enhancement effect on
the development of the learning strategies of the participants.
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日本英語文化学会会則
（The Japan Society for Culture in English)
第 1 条 本会は日本英語文化学会（The Japan Society for Culture in English）
と称し、事務局を担当役員の所属機関に置く。
第 2 条 本会はイギリス・アメリカを始めとする英語圏の文化、文学、言語、
言語教育及び関係諸分野の研究をおこない、その成果を発表するこ
とを目的とする。
第 3 条 本会は第 2 条の目的を達成するために次の事業をおこなう。

1. 大会
2. 研究発表会
3. 機関誌の発行
4. その他必要と認められる事業
第 4 条 本会の会員は第 2 条の主旨に賛同し、年会費を納入した者とする。
会員は次の三種類とする。

1. 一般会員 年会費 5,000 円を納めた者。
2. 賛助会員 本会の主旨に賛同し、これを援助する目的をもって
年間 10,000 円以上を納めた個人、または団体。

3. 学生会員 大学学部、または大学院修士課程在籍者で、年会費
2,000 円を納めた者。
4. 年会費を 2 年間未納のときは、役員会の認定により退会とみな
すことがある。また、在外研究・留学 1 年以上の場合は、その
年の年会費を免除する。
第 5 条 本会は次の役員を置く。役員の任期は 2 年とし、兼任及び再任を妨
げない。役員に欠員が生じたときは補充し、
前任者の残任期間とする。
顧問若干名
会長 1 名

副会長 1 名

理事 10 名程度

監事長 1 名

監事 3 名程度

会計 1 名

会計監査 2 名

編集長 1 名

編集委員 10 名程度

1. 顧問は役員会で推挙し、総会で承認を得る。
2. 会長は本会を代表し、会務を統括する。総会において会員が互
選する。
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3. 副会長は本会の会長を補佐し、会長に事故があったときは会長
の職務を代行する。会長が推薦して総会で承認を得る。

4. 理事は役員会において本会の運営について協議し、その意見を
具申する。役員会で推薦して総会で承認を得る。

5. 監事長は研究発表会の総合的な司会を務める。役員会で推薦し
て総会で承認を得る。

6. 監事は総会、研究発表会、その他の会務を執行する。役員会で
推薦して総会で承認を得る。

7. 会計は本会の金銭の収支を執行し、総会において収支決算を報
告する。役員会で推薦して総会で承認を得る。

8. 会計監査は本会の金銭の収支を監査する。役員会で推薦して総
会で承認を得る。

9. 編集長は原稿の収集、査読者への依頼をし、本会の機関誌の発
行を執行する。役員会で推薦して総会で承認を得る。

10. 編集委員は本会の機関誌の原稿読み合わせをする。役員会で推
薦して総会で承認を得る。
第 6 条 本会は次の機関を置く。

1. 事務局
2. 役員会
3. 編集委員会
4. 総会
5. その他必要と認められる機関
第 7 条 総会は本会の最高議決機関であり、毎年 1 回会長が召集する。ただ
し、会長が必要と認めたとき、臨時総会、役員会、及びその他の会
を召集することができる。
第 8 条 役員会は役員をもって構成し、本会の運営にあたる。
第 9 条 編集委員会は編集長及び編集委員を以て構成し、機関誌の発行を執
行する。
第 10 条 本 会 の 会 計 年 度 は 4 月 1 日 よ り 翌 年 の 3 月 31 日 ま で と す
る。
第 11 条 本会の会則の改正は総会の承認を経なければならない。
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附則

1. 施行細則については別途に定める。
2. 本会は昭和 47 年 4 月上毛英米文学会として発足し、昭和 50 年 4 月１
日ビビュロス同人会として改組され、平成 4 年 7 月 25 日ビビュロス研
究会と名称を変更し、さらに発展させて平成 10 年 4 月 1 日より日本英
語文化学会と名称を変更し設立された。

3. この会則は、平成 10 年 4 月 1 日より施行する。
4. この会則は、平成 12 年 4 月 1 日より施行する。
5. この会則は、平成 14 年 9 月 7 日より施行する。
6. この会則は、平成 18 年 9 月 2 日より施行する。
7. この会則は、平成 20 年 9 月 13 日より施行する。
8. この会則は、平成 22 年 9 月 4 日より施行する。
9. この会則は、平成 26 年 9 月 12 日より施行する。
事務局

154-8533 東京都世田谷区太子堂 1-7-57
昭和女子大学 グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科 D3 3T35
岸山睦研究室
役員一覧
顧 問

高山信雄 田中保

会 長

岸山睦

副会長

中井延美

理 事

上石実加子 朝川真紀

石和田昌利

市川仁

加藤英治 川口淑子

佐々木隆 鈴木博雄

日中鎭朗 町田成男

宮本正和

監事長

錦織裕之

監 事

桶田由衣 須永隆広

会 計

三幣友行

会計監査

尾形重政 本間章郎

学会誌編集長

中井延美

学会誌編集委員

上石実加子
佐々木隆

大野直美

仁木勝治

渡辺宥泰

亦部美希

朝川真紀
白鳥義博

大野直美
鈴木博雄

岡崎真美
谷憲治

川口淑子

日中鎭朗
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宗形賢二
会報編集長

清水純子

会報編集委員

松山博樹

渡辺宥泰

学会賞・新人賞内規
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日本英語文化学会学会賞・新人賞内規
平成 24 年 12 月 22 日制定
平成 24 年 12 月 22 日施行
第 1 条 本内規は、日本英語文化学会（以下本学会）が、本会員のより一層
の研究・実践活動を奨励し、本学会の質的向上をはかるため、会員
の顕著な研究・実践活動等の業績に対し顕彰をおこなうために関わ
る事項を取り決めたものである。
第 2 条 名称は、
「日本英語文化学会学会賞」と（以下「本学会学会賞」）「日
本英語文化学会新人賞（以下「本学会新人賞」）とする。
（１）本学会学会賞
・ 本学会個人会員で、本学会が目指す日本英語文化全般において
顕著な学術貢献をした者。
・ 受賞対象となる業績は、本学会が扱う研究領域に関する実証的・
理論的研究を含む学術書、論文を対象とする。
・ 論文は一連のテーマによる複数編とする。
（２）本学会新人賞
・ 本学会個人会員で、本学会が目指す日本英語文化全般において
顕著な学術貢献をした者。
・ 受賞対象となる業績は、本学会が扱う研究領域に関する実証的・
理論的研究を含む学術書、論文を対象とする。
・ 原則として、推薦時に特段の事情のある場合を除いて、40 歳
以下の者を対象とする。
・ 共同研究の場合も、推薦時に特段の事情のある場合を除いて、

40 歳以下の者を対象とする。
（３）各賞の受賞対象は、前年の 4 月 1 日より 3 月 31 日までに発
表されたものとする。
第 3 条 本学会学会賞・新人賞の受賞者にはその栄誉を祝し、表彰状を授与
する。
第 4 条 受賞対象となるものが、他学会等で受賞している場合でも、受賞候
補となることができる。
第 5 条 共同研究等の場合は、「本学会学会賞・新人賞の受賞対象は本学会
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会員のみとする。
第 6 条 本学会学会賞・新人賞選考のため、日本英語文化学会学会賞・新人
賞選考委員会（以下「選考委員会」）を設置する。
第 7 条 選考委員会は、本学会会長、副会長、理事（役員会が 3 名を推薦す
る）、顧問（2 名）計 7 名で構成される。
（１）本学会学会賞・新人賞候補の推薦者（自薦・他薦）は、下記送
付物と共に 3 月末日までに本学会事務局へ申請する。
・ 推薦書（対象者氏名、所属先名、授賞対象研究名、推薦理由、
新人賞にあっては対象者の年齢を明記）
・ 学会賞・新人賞の対象となっている学術書、論文等
（２）本学会事務局は、推薦者から申請があった場合は各選考委員へ
資料を送付する。
（３）選考委員長は選考委員会を開催し選考を行う。
（４）選考委員長は役員会議で決める。
（５）選考委員は選考過程及び候補者に関する情報の守秘義務を負
う。
（６）選考委員の任期は 2 年とし、兼任及び再任を妨げない。
（７）選考委員会は、受賞対象が各賞の基準に達しないと判断した場
合は該当者無しとすることができる。
（８）選考委員会は、必要に応じて本学会会員中から学術的な意見を
聴取することができる。この場合、選考委員会は役員会に対して
聴取者の氏名、所属、専門分野等を報告しなければならない。
（９）本学会事務局は選考委員会の決定を受け、各賞受賞者へ表彰式
日時を通知する。
（10）表彰式は全国大会の総会において行う。
（11）各賞の募集案内は本学会の HP に記載する。
第 8 条 選考委員長は、全国大会の総会において選考委員会の報告を行わな
ければならない。
第 9 条 本内規の改定は役員会の議を経なければならない。
附則
施行年における選考については、
第 2 条第 3 項にとらわれないものとする。

学会賞・新人賞内規
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『異文化の諸相』投稿規定
１．投稿論文は、未発表のものであり、日本英語文化学会の機関誌にふさわ
しい内容のものであること。ただし、すでに口頭で発表し、その旨を明
記している場合は、査読の対象となりうる。投稿論文には Synopsis（300
語以内）をつけること。なお、英文原稿と Synopsis についてはネイティ
ヴ・スピーカーのチェックを受けること。
２．応募は日本英語文化学会会員に限る。
３．論文は次の長さとする。
（１）和文の場合：A4 の用紙。引証資料は含めず 15 枚以内。横書き、

1 枚 は 40 字 × 25 行（15,000 字 ）。MS 明 朝 体 使 用（11 point）。 上 下
左右余白 30 ミリ。
（２）英文の場合：A4 の用紙。引証資料は含めず 15 枚以内。横書き、

1 枚は 25 行。Century 使用（11 point）。上下左右余白 30 ミリ。
４．論文は、氏名・連絡先住所・電話番号・メールアドレスを明記した表紙
をつけて、3 部（コピー可）提出すること。また、掲載決定の場合、氏名・
論文タイトルを明記した CD-ROM 等の記憶媒体を提出すること。なお
提出論文と記憶媒体は返却しない。
５．書式上の注意
（１）本文から独立した引用は、和文の場合は 1 字、英文の場合は 3 ス
トローク下げて書き、前後を 1 行ずつあけること。
（２）注および引証資料リストは、原稿の末尾にまとめてつける。
（３）その他の書式の細部については、The MLA Handbook for Writers

of Research Papers, 6th ed.（邦訳『MLA 英語論文の手引』第 6 版、北星堂）
に従う。英語学・言語学関係の論文は、LSA のスタイルに従う。
６．投稿論文の採否及び掲載時期は、匿名の査読者による審査の上、編集委
員会が決定する。採択されても、編集委員会の決定によって、書き直し
を求めることがある。
７．校正は二校までとする。校正における訂正加筆は、必ず文字上の誤りに
関するもののみとし、内容に関する訂正加筆は認めない。
８．原稿提出締切日：10 月 4 日（必着）
９．原稿提出先：日本英語文化学会編集長
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『会報』（NEWSLETTER）投稿規定
１．研究ノート

和文 2000 字、欧文 800 語程度

２．書評

和文 2000 字、欧文 800 語程度

３．その他

和文 2000 字、欧文 800 語程度

４．応募締切

8 月 16 日

５．応募先

日本英語文化学会会報編集部編集長

<jesse@parkcity.ne.jp>
６．応募方法

メール（WORD 形式の添付ファイル）

７．掲載の採否については編集部に一任する。

編集後記
『異文化の諸相』第 35 号をお届けいたします。
今回は計 6 編の論文が採用されました。編集長としての初仕事であり、
至らない点もあったと思いますが、皆様のご協力とご支援のおかげで無事に
発行することができました。次号以降では、言語学、英語文化面からの投稿
も含め、多くの会員からの投稿を期待したいと思います。
お忙しいなか査読にご協力いただいた先生方、編集過程を通じて多くのご
指導とご助力を賜った前編集長に心より感謝申し上げます。

2014 年 12 月 20 日
日本英語文化学会
編集長

中井 延美
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