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水泡に浮かぶ影

一一Shelley後期の RomanticIrony--

Th. Triumph 01 Life I草、 1822年の春から窃圭始

められたが、Sbellcyはついに ζの作晶を完結させ

もれないまま、悶年の7月に溺死する.. tbe 0問副・s

'日Ib・【L163)'" に憶えられる荒れ狂う Lit.の

ロtariotのイメー:;は、 . Ode 10 Liberty・(820)

の鑓絡迎や Adonois(l8211の末尾に現れる穴披に呑

まれていく詩人のイメー クとtNびつき、 Ariel号の

雲母という非常にIR徴的な事件との相乗効lI!(，あって、

当時から現代までほぼ変わらぬ Shclley餓ー生の現

実に敗れ去ヲた幻視の鈴人ーを形成するのに一役買っ

た.Sbel1eyにと勺ては、 Liteこそ「死」であった

というわけである.この作品の必も初期の倣隠は、

'!iIIi.回lIazlittによるのだが、彼は Litcの暴走を

‘a ncw and tcrrific ・Danceof 0昌也白"とみなし、

[官Jbntan exanpl. of tb. wa6te of po町er.and 

of gcnius 'made as flax' and dcvoured by its 

肺 Del個師抱月・M加 rs.let tbe r，同 derj凶g.

fr個 theconcluding stanzas川

ときう. Hazlittの Sbelley1]は大変的砲で刷、反

Sbel1eyの r.l!.Leavisにも、SbelleyJ1J野舗の先

鞭をつけた IlaroldBI∞nにも受け継がれる. 81∞" 
は、 Th.Triumph 01 Li/cを Sbclloyの国間"の

中に復備させたのだが、Leavis伺緑、 Sbelleyの詩

的惣像力が持つ現実に対する有効性には否定的だ.

[TJb. titlc of tbe開茸絹 nceds悶 ber..d as 

the triuupb ot life over huaan integrity. 
1'1tc light 01 'laturc dcstroys thc innor light 

0/ tJ，. poet. on/)lωbe oblitcroted I'n臼rnby 

宮本なほ子

1M na/ /.匂ht01.四 巾 由.)1li/..川

電懇を求めて飛却しようとする問、現実は足伽とな

る.だが、Sbelleyをこの足淘かも造れようとして

飛ぴそこねた天使削とするのは早針である. Sh.lI.y 

の熱にうか害れたような l/lU虫主袋を嫁[~していた

T. S. Eliot (，、Shell.yの作品中唯一Th.Triumph 

01 Lifeだけには貧砕を情Lまなかラた.剛 EI四 t

がそこに.R.たものは、隼の現実に対する深い削心だづ

たというてよい.自然の暴力が Sboll.yに与えた死

によってほか色ずも母後の作畠とな，てしま，たこの

断片{主、 .. what is Lifeγ という Shelley自身と

恩われる若い狩人が総り返す闘いを桜としている.l芸
家の目的が慢忽突でな< Lit.の!:l味となゥているこ

とは注目に値するo Lifeもまた録求するに足るもの

として、 邸:t!l援と同等の地位をllI!lUしえているからで

ある.

更にきえば、 5holl.yの主主峰涜仮する世界に対する

関心は、ThoTriump九οifLif.において突然生じたわ

けではない. .On tbc Dc¥'i1. and Dovils. 0819 

。r1820)というエッセイで述べもれているように、後

期の 5hclleyにとうての世界は、

口tis a p1aceJ宵hcrcevil and g，∞d 

ir栂xtrieablrenlanaled. and ・heretbe .。引
aduirable tcndencics to happincss forevcr 

batf1ed by nisery .nd decay. 

(rJI. p.89) 

lìtc は cl'i l と go凶がtü~ÍÊに絡み合ったカ>t^で

あるという忽織は、 Shcllcyの中で、理想E曜と並ん

で詩作の鼠動力とな，てい<.刑二つの相反する視線

を抱えた Sbcllcyの怨餓をアイロニーと呼べるとす

れば、 Shellcy のアイロニューは広い~綜で、同時代
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のロマン派迷が持っていた romanticironyと同じも

のに根ざしていると考えられるだろう。

romantic ironyを初めて詳細に論じたのはドイツ

・ロマン派の FriedrichSchlegelである。 Schlegel

のアイロニーは、世界を生成を繰り返す豊股なカオ

スと見る考え方に拠っている。

“Ideas" 69 

Irony is the clear consciousness of eternal 

agili ty. of an infini tely teeming chaos."
1 

“Athen亘umFragments" 51 

Naive is what is or seems to be natural. 

individual. or classical to the point of 

irony. or else to the point of continuously 

fluctuating between self-creation and self-

destruction. '・3

アイロニーの意識は、有限と無限を同時に把握し、変

化と秩序というこつの相反する欲望を抱え込んで、絶

えざる生成の動機となっていく。そのような意識の生

み出す romanticpoetryは次のように定義される。

“Athen亘umFrag皿ents"116 

The romantic kind of poetry is still in the 

state of becoming; that. in fact is its real 

essence: that it should forever be becoming 

and never be perfected....lt alone is 

infinite. just as it alone is free.... The 

ro田antickind of poetry is the only one that 

is more than a kind. that is • .as it were. 

poetry itself: for in a certain sense all 

poetry is or should be ro 皿antic.'101 

Schlegelのアイロニーをそのままイギリス・ロマ

ン派に当てはめることはできないが、AnneK. llellor 

のように、 romanticironyを naturalsuper-

naturalis田と並ぶもう一つの19世紀のj思想の潮流と

見て、そのイギリスにおける表現形態を考えるの1立、

可能だと思われる。 Yellorは、 romanticironyの

イギリス・ロマン・派的な形を三つ挙げている。

The poe皿 asan unresolved d己15<Ite(Keats's 

Odes). the poe田 asa never-ending 

improvisation (Byron' s Don Juαn). and the poem Oh friends. if when. my [ 1 has ebbed away 

that de-creates the poet's favorite symbols One spark be unextinguished of that hearth 

CYeats's “Sweet Dancer" and “A Crazed kindled in L...t143 

Girl:') 川

ここには、燃え尽きた灰の下にそれでも消しえないー

この観点から考えると、 Shelleyの詩において、 つの火花があるという希望のようなものが感じられる

いつも解明されないまま次の詩に引き継がれる有限の が、最終稿では希望よりも畷きが前面に押し出される。

人間と永遠との関係は、 "aperpetually renewed 

f白ai孔lu町reピ.刊.

以下の剖都:分では、 Shelleyが繰り返し手直ししなが

ら稽込み続けた詩人と超自然的存在の出会いの場面を

幾っか検討して、それからそのような出会いの最終場

面である青年 Rousseauと“ theshape all light" 

と呼ばれる存在との遜還の場面を中心にTheTriumph

of Lifeを考えることによって、Shelleyの“ waking

dream" (1. 42)は敗北の記録なのか生の真実への目

覚めの過程なのかを ro田anticironyとの関わりから

考察してみたい。

E 

Shelleyにおいては、詩人は一貫して超自然、のカ

に煽られて燃え上がる消えかけた炎のイメージであら

わされる。ここで問題となるのは、この炎がマー時的に

燃え上がるにせよ、結局は消えてしまうことである。

Alastor (1815)の詩人の“ decayingflame" (1. 247) 

は、~~の中に現れる理想、の乙女を探し求めて燃え上
がるが、ついには燃え尽きてしまう。 WalterPater 

ならば、炎の燃え上がる一瞬を“ hard. gem-like 

flame"川}のイメージを用いて永遠化するであろうが

時の浸蝕作用に対抗するため硬質のイメージを駆使し

た Shelleyが、心の炎のみ永遠化できないのは興昧

深い。 Shelleyは、必ず燃え尽きてしまう炎の運命

を受け入れざるをえないので、燃えさしの再生に力を

注ぐことになる。 1819年の“ Odeto the West 

Wind"は、 Shelleyのこのような努力のあらわれと

いえる。

“the thorns of 1 ife " (1. 54)の上に投げ出された

詩人は西風との合ーを願い、

、 Scatter.as from an unextinguished hearth 

Ashes and sparks.田ywords a田ong田ankind!

(11. 66-67) 

と叫ぶのだが、再生の可能性は、かすかに暗示される

にとどまる。“IfWinter co田es.can Spring be far 

behind?" C 1. 70)という疑問に対する明確な答えは与

えられないまま、この詩は終ってしまうからである。

“Ode to the West Wind"では、 “ashes and 

sparks"は詩人の言葉と同格になっていた。 A

Defence of Poetry (1821)では、このオードを政街

するような形で、 霊感と詩人、詩作との関係が説明さ

れる。

... the mind in creation is as fading coal 

which so皿einvisible influence. like an 

inconstant wind. awakens to transitory 

brightness....Could this influence be durable 

in its original purity and force. it is 

i皿possibleto predict the greatness of the 

results: but when composition begins. 

inspiration is already on the decline. and the 

most glorious poetry that has ever been 

co回目unicatedto the world is probably a feeble 

shadow of the original conception. 

CYII. p.135) 

西風から霊感をうけて一気に書き上げられたかのよ「燃火」である創造する精神は、「気紛れな風」に吹

うにみえるこの詩lこはいくつかの草稿があって、 かれたかのように燃え上がるが、それは永述には絞か

“Ashes and sparks" (1. 67)のイメージがでてくないし、詩作はその一瞬の炎の光開iを定着させること

る第五巡は、最初は次のように窃かれていた。 はできない。というのも、 compositionは必ず

inSPirationに避れるからだ。 Shelleyは、この関

as 皿~' homes were fire. so my decay 係を次のような心象風景に視覚化する。

Shall be as ashes covering them. Oh. Earth 
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its [Poetry's1 footsteps are like those of a 

wind over a sea. which the coming calm 

erases. and whose traces remain only th~ 

wrinkled sand which paves it.… 
(YlI. p. 136) 

海岸にかすかな跡しか残さずに吹き去る風というこの ー会

イメージは、人聞の精神をタブラ・ラサとする考え方

の上に成立しているのだが、 Shelleyを特徴づけて

いるのは、この心象風景が人間と詩祁Iの合ーの場とし

て提示されているのではなく、詩神が去った後の光景

となっていることである。州しかしながら、この経

験と経験の認識のずれを“ fallenmen "である現代

人の特徴ととらえ、“ Beheenthe concettion / And 

the creation... Falls the shadow." 11.)と暁いた

Eliotとちがって、 Shelleyのイメージには絶望は見

られない。言葉が過ぎ去った詩神を取り戻してくれる

というかなり楽観的な期待が同時に働いているからだ。

作品は「弱々しい影」にすぎないとしても、この影は、

二つの点で肯定される。まず、人聞には知覚できない

イデアにまとわせるのに必要な“ thealloy of cos-

tu町 "(VII.p.117)であること、そして、絶えず逃

れ去って行く inspirationを追いかけ定着させ得る

唯一の場であることによって。

a word. a trait in the representation of a 

scene or a passion. 官il1touch the enchanted 

chord. and reanimate. in those who have ever 

experienced those emotions. the sleeping. the 

cold. the buried i田agesof the past. 

(YlI. p. 137) 

詩人から逃れ去ろうとする inspirationと詩人と

の関係は、最後の作品では、経験の世界における創作

の意義の問題として、聞い直されることになる。

E 

The Triumph of Life は、 Shelley自身と思われ

る語り手の若い詩人が夜明けを見ているところから始

まる。この光景と The Reuolt of Islam (817) の

Cythnaが目にする朝の風景を比較すると、ひたすら理

想を追求していた前期の Shelleyと後期の Shelley

のスタンスの途いがはっきりする。
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地下の牢獄から開放されて自由になった Cythnaが

目にするのは、

Above皿ewas the sky， beneath the sea. 

(VIl， 1. 3172) 

上には空、下には海が広がってるのだが、これを書い

ている She11eyの視線が天上を志向していた ことは、

Laonと Cythnaのゴールが光輝に満ちた天空であっ

たことから明らかである。彼らの地上から天への旅の

過程、彼らが高次の自意識を獲得する過程は、 M.H 

Abral日sが用いた “thecircui tous j ourney" 1171と

いう lnnocenc巴から expenenceを経て ahigher 

innocenceへと至る螺旋状に上昇する運動そのもので

あり、 She11eyの imaginationに寄せる信頼を物語

っている。

ところが、 1822年の TheTriμmph of Lifeでは、

輝く天に対する態度は非常に殴昧なものになっている。

before田efled 

The night; behind me rose the day; the Deep 

¥l'as at皿yfeet， and Heaven above my head 

(11. 26-28) 

頭上には暁の空が広がっているのに、 詩人は昇る朝日

に背を向けて、暗く深い梅を見つめている。この作中

の詩人の奇妙な姿勢から、 “the Deep "と表現され

ている Lifeの現実と理想、の間で宙吊り になっている

She11eyが透けて見える。ここで Shelleyは、天と

地、あるいは光と閣のとちらに足を踏みだすかの決定

権を今一度 1皿aginatlOnに委ねる。「私」は、突如

として "astrange trance" (1.29)に襲われ、ヴ

ィジ ョンの中で Lifeと遭遇することになるのである。

この導入部分の後繰り広げられるヴィ ジョンは、

“garish sum皿erdays" (The Witch of Atlαs 

(1820)，1. 671)にふさわしい白昼夢という箱、晦もなけ

ればH刷、 Epipsychidion (1821)のように夫析した

詩人の遺稿という予防線も持たず、ただ現在を生きる

詩人の真筆な生の追求を入れ子細工の dr巴am-vision

の中に絡めとろうとする。~=ヴィジョンは 、 入れ子

の貴重大の枠組みを“ wakingdrea田"(1.42)とするこ

とによって、現実と通底する。このような形で喜子と現

実の境界が崩された時、何が起きたのだろうか。

春の或る朝、 語り手の詩人は、界一る太陽に背を向け

て消えゆく星々とともに限りにっこうとした時、

“waking dream "を見る。彼は、人々を次々に雑ぎ

倒してい く chariotof Lifeを目駿し、その崇高で

あると同時に悲惨な光景に衝撃を受け、彼の精神的な

導き手として登場した Rousseauに生の意味を問う。

Rousseauは、その答えとして自分の体験 “shapc 

a11 light"としか表現できない超自然的存在との出

会いーを諮る。詩人の喜子の中に象販され、この詩の中

心となる Rousseauのヴィジョンは、始原の時へと遡

っていく。

春の盛りに、 Rousseauは、ある山の中腹で11日りこ

むのだが、この光景は、冒頭部での若い詩人が"waking

drea田"を見る場面と重なり合い、生が繰り返しであ

ること、 Rousseauが歴史的存在であると同時に若い

詩人の巴pipsych巴でもあることを暗示 している。た

だし、 Rousseauが目覚めるのは、 “a cavern high 

and deep" (1.313)から川|が流れ出している美しい

谷で、目覚めた彼が最初に知覚するのは、

a gentle trac巴

Of light diviner than the co皿monSun 

Sheds on the common Earth 

(11. 337-339) 

である。 KennethAllot li， “comrnon" という 言葉

の繰り返しから“ Intimationsof Immortality 

odeのエコーを聞き取り、この光を“ aWords-

worthian glory in infancy"刊としているが、 人生

の起源の場でのこの穏やかで啓示的な光は、小川の正vi
ぐ “Obli vious melody n (1. 341) I忘却を誘う旋律」

によって Rousseauの意識からあっという聞に消去さ

れる。聴覚的効果と視覚的効果の違いはあるが、甘い

旋律で全てを忘れさせこの谷を“ oblivious

va11ey n (1. 539)としている川の小波は、 JlIpiter

没落後のユートピアで Prometheusの布11殿の映像を永

遠にその水晶のような水面に保存している “unears-

ing waves" (III. 1.160)の対極にあり 、生の絶え

ざる忘却の過程をあらわしている。

しかし、この音楽を聞いて11ftってしまった他の人々

と違って、 Rousseallはllliらずにまた別の光を見る。

“the bright 0皿日ipresence" (1. 343)が洞簡を通し

て差 し込んで川が光で満たされた"寺、 mと化した水面

の上に太陽の映像が強烈に締き、そこから“ Ashap巴

a11 light" (1.352)が、虹を伴って現れる。

視覚的描写を一切避けてただ光輝く姿と して提示さ

れる shapea11 light IL Shelleyの長詩に現れる

ASla的な理想像の系譜をひいている。 D巴皿ogorgon

の領域か ら帰還した Asiaが目も肱む夜明けの太陽光

線に喰えられるように、 sh叩 ea11 lightも“ asif 

she were the Dawn" (1. 353)といわれる。しかしな

がら、彼女は、出現のI瞬間から Asiaのような天上的

存在から逸脱する特徴を示してもいる。彼女が“ the

realrn wi thout a narne" (1.396)からこの谷にやっ

て来たと いう記述は、彼女が Sheileyの言語能力を

超えた“ thewhite radiance of eternity" I永遠

の白色光 jの輝く世界から人閣の世界に飛来した事を

l暗示するが、 その一方で、彼女は「永遠の白色光」に

対して地上の多色性、あるいは、地上のもののはかな

さを象徴する虹を伴っている。つまり、 shape a11 

lightは、天上的存在であるにもかかわらず、地上的

要素を併せ持っているのである。といっても、その地

上的要素は良いものばかりではない。 “a shape of 

golden dew n (1. 379)という美しく静かなイメ ジ

を持つこの女神が地上に降り注ぐ光に、 “fierce n 

(1.359)という形容調が用い られた時、 Shelleyが

彼女を水に映った太陽から出現させたことの二重の意

味が見え始める。7]<に映った太陽の影は、天上的要素

の地上的反映の最たるものである一方、プラトニズム

では現象界の人目をj吹く 外観を象徴する悪しき存在な

のである。

このような shapea11 lightの造型のl盟昧さは、

彼女と Rousseauが出会う場面では繊細さと狂暴さの

共存と いう形で示される。 Rousseauの目を惹き付け

るのは、 “broke not the田irrorof i ts bi 1101'1 " 

(1.362)という程軽やかに水面を渡ってくる彼女の足

取りだった。¥l'ordsworth的な啓示の光という視覚的

効果を忘却の川の聴覚的効果が遮ったのとは逆に、

川の “Oblivious田巴lodyn は、 shapea 11 1 igh tの

足の動きという視覚的効果に遮られる。踊る水泡の上

lこ軽やかに舞う彼女は、新しい啓示であり 、ADefen-

ce of Poetryでは海の向こうからやってくる風に喰

えられていた inspirationの具現である。その足

(“ feet" )が、“ ameasure new / Yet sweet " 

(11. 377-378) I新しいが甘美な旋律」で踊ると言われ

る時、 川が芸IJむ音楽とは別の新しい音楽、忘却の音楽

ではなく覚醒の音楽が誕生 したことが示される。

しかし、 shapea11 ligh tが与える視覚的効果は 、

17 

穏やかな啓示の光とは違って、凄まじく破主主的だ。

[her feet] seemed as they moved， to blot 

The thoughts of him who gazed on thern， and 

soon 

“All that was seem巴das if it had been not， 

As if the gazer's rnind was strewn beneath 

Her feet like embers， and she， thought by 

thought， 

“Trampled its fir巴sinto the dust of d巴ath

(11. 383-388) 

彼女は夢と現実の境界を壊し、 「あったもの全てがま

るでなかったかのように J思わせるc そして、 彼女の

足は見る者の心の炎を燃え立たせるどころか、踏みつ

けて「死の灰」にしてしまう。前半の部分の繊細な美

しさとこの部分の狂暴さは読者を戸惑わせ、どち らか

に重点をおいて shapeall lightを 「善」ととる意

見と「悪 Jととる意見に分かれるのだが川}、こ れは

「善 Jと「悪 Jの不可分性と考えたい。 現世を “the

vale of Soul-making"と言った Keatsと同桜に現世

を肯定する方向に向かっていた のだが、 Shelleyは

shape a1l lightを善悪が分かちまItく絡み合った現I.!l:

に降臨させ、翌日悪さも含め地上的要素を包摂させる。

そのため、 Shelley最後の女神は、 Keatsの Moncta

とは異なり、 Circe と見紛うばかりの相貌を呈する

のである。川

飛ぴ去ろうとする彼女をとめて、 Rousseauは、

“whence 1 cam巴， and where 1 am， and why" 

(1. 398)と生についてたずねる。彼女の答えは、

“Arise and Quench thy thirst" (1. 400)であり、

Rousseau は、

at her sweet command， 

Touched with faint lips the cup she raised 

(11. 403-404) 

“bright Nepenth巴" (1. 359)を満た した杯に手をの

ばす Rousseauは、 N巴pentheを飲む者には全くふさ

わしくない比11依でf白かれる。

as a shut lily， stricken by the wand 

Of dewy morning's vital alchemy. 

(11. 401-402) 
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朝日を浴びて閉じていた花弁をほころばせるユリの花

のイメージがもたらすのは、覚醒の予感である。

Stuart Y. Sperryの指摘のように刷、この Nepenthe

は、 Rousseauにさらなる忘却を強いたというよりも

むしろ、 Keatsの TheFall 01 Hyperionで用いら

れた飲料一歩想家の渇きを鎮め詩人になるための試練

のヴィジョンを与えた“ transparentjuice" "'1ー

と同様の役割をはたし、 人間の経験の世界へのイニ

シエーションの契機となっている。

彼女の“ vita1a1che皿y"は、 Nepentheによって

直接 Rousseauの身に及ぶ。杯に口をつけた直後に、

Rousseauは非常・な精神的変化を経験する。

sudden1y my brain became as sand 

“Where the first官av巴 had田orethan half 

erased 

The track of deer on desert Labrador. 

Whi1st the fierce官olffrom which they f1ed 

amazed 

“Leaves his sta皿pvisibly upon the shore 

Until the second bursts. 

(11. 405-410) 

逃げていく鹿と追いかける狼は、様々に解釈されるが、

Letter to Maria Gisborne (] 820)の次の一節をヒン

トにすれば、逃れ去る過去の記憶を追い続けずにはい

られない詩人像を浮かひρ上がらせる。

lf 1iving winds the rapid c10ud pursue. 

If hawks chase doves through the aetheria1 

way. 

Huntsmen the innocent deer. and beasts their 

prey. 

Why shou1d not官erouse with the spirit.s 

b1ast 

Out of the forest of the path1ess past 

These reco11ected p1easures? 

(11. 187-192) 

そして、 Rousseauの心象風景は、追い続けるという

行為がむなしいものではないことそ示している。 A

Delence 01 Poetryの砂浜を紡仰とさせるこの海岸

と考えられる。

この詩では、いくつもの光が消え去っていくが、

shape a11 light だけは、天から地上にさす消えかけ

た光として Rousseauの内なる光と同調し、 Life

の Chariotの出現以後も、砂の上の痕跡のようにそ

の“ obscuretenour" (1.432)を保つ。そのため、

Rousseauが見る Lifeのヴィジョンは、若い詩人の

見たウ・ィジョンとは異なる様相を示す。まず、勝利の

アーチとして虹をかかげた Chariotは、奇妙にも

shape a11 1ightと似ており、現実と拶(理惣)の19.

界がここでも崩れる。さらに、 Lifeの行列に飛び込

んだ Rousseauにとって、 Chariotが人々に投げか

ける光は“ creativeray" (1.533)ととらえられる

ことになる。

一貫して“ thisharsh wor1d in which we wake 

to weep." (1. 335)と考えられている現世に“ crea-

tive"という性質を認めた Rousseauが、導き手t という予言がなされる。 Lifeの Chariotのまわり

では、絶えず押し寄せる波の浸蝕作用は一瞬止められ、

砂の上に残ったかすかな痕跡は、鮮明なイメージとな

って視覚化される。これは、忘却、消去の過程自体の

イメージ化であると同時に、議くこと、あるいは読む

ことによる復元の過程のイメージ化でもあるe草稿で

狼の足跡が“ 1egib1e"と窃いてあったことからもわ

かるように刷、 過ぎ去ったもの、忘れられたものの

痕跡は、読みとられイメージとして密き留められるこ

とによって取り戻され得るのだ。

Rousseauの精神の中で一瞬止められた 「第二の

波」は、 “a new Vision" (1. 410)として Rousseau

の視界に作裂し、 Lifeの Chariotが現れる。 shapc

a11 lightの Nepentheは、 Lifeのヴィジョンを百

I換し、 Rousseauを覚醒させたといえる。この意識の

変化にともなって、始めは“ fi巴rcesp1endollr" 

(1. 359)を振りまく脱のように恩われていた shape

a11 1ightは、 “silent sp1endour" (1. 413)を発

する Luciferと同一視され、ついには

A 1ight from Heaven whose ha1f extinguisQed 

bea田

“Through the sick day in官hichwe wake to 

weep 

Gli田mers. forever sought. forever 10st. 

(11. 429-431) 

.圃

して若い詩人に伝えようとしたのは、

If 1 have been extinguished. yet there rise 

A thousand beacons from the spark 1 bore. 

(11. 206-207) 

これは、 “Ode to the West Wind"の最後の疑問文

に対する肯定であるのだが、ここに見られる言語の不

滅性という考えは、後に続く一節が示すように、涜れ

去る時の中の“ shadow"にすぎないという考えを常

に伴う。

“Figures ever new 

Rise on the bubble. paint them how you may: 

官ehave but thrown. those before us threw. 
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水泡の上には絶えず新しい“ Figures"が生み出され、

我々は自身の影である言語をそこに投げ入れる。まさ

に romanticironyの意識が働いているのだが、

Shelley は最終稿に語り手の詩人がこの考えを受け入

れていく過程を含める乙とができなかった。間荒れ

狂う海の比l喰でしか語られない Lifeは、 She11ey

にとって現実がどういうものであったかを暗示する。

しかし、そのような現実の生から汲み取るに値するも

のがあると考えようともしていたし、彼の想像力は現

実に対して全く無力というわけではなかった。 Life

の Chariotは、全簡を通じて怒れる海である ζとを

やめないのだが、 shapea11 lightの Nepentheは、

怒涛の波を一瞬止める。止められた「現在」は、鹿と

狼、つまり、善悪、美醜をあわせもった場所でありな

がら鮮烈な美をもって Rousseauの脳裏に映ずる。そ

のような現実の生を Shelleyは肯定しようとしてい

た。 Rousseauのヴィジョンに移る直前に、 Rousseau

は詩人に Lifeの行列に入るように言う。その時に、

what thou wou1dst be taught 1 then may 

1earn 

From the巴

(11. 307-308) 

19 

をiiiiり狂う人々は醜悪である。だが、そのような人々

の描写の中に時々美しいイメージがまぎれ込み、詩行

が進むにつれて Lifeの Chariotはより肯定的にと

らえられるようになる。 TheTriumph 01μjeでは、

romantic ironyの意識が She11eyの生に対する深い

困惑と絡み合いながら、作品を前につき動かしている

のである。

ここに見られる Shelleyの揺れや矛盾は、

“aporia"聞かもしれないが、「永遠に生成して決

して完成しない Jromantic poetryを前に進めてい

く(陽気な)活力を秘めているのである。 Me110r

の挙げた三つの性質は、この作品lこもよくあてはまる。

例えば、 Lifeとは何かをめぐる詩人と Rousseau、

Rousseauと shapea11 1ightの対話は解きあかされ

ないまま、新しいゥ・ィジョンを呼び出し、様々な光が

現れては次の光に消されていく。そして、 “forever 

sought. forever 10st"される shapea11 1ightが、

生のより肯定的なイメージを探求するプロセスを捻iffi

する原動力となっている。ただし、ドイツ・ロマン派、

あるいは Byronの持っているバランス感覚は、この

作品には決定的に欠如している。 Sch1ege1の

ironyは、現実/理想のニ項対立の上に成立するが、

She11eyの生に対する困惑は、このような二項対立を

前提としながらもそれを維持できない。 shapea11 

light は、~!と現実の境界を崩し、彼女と Life の類

似は、 “waking dream"において拶と現実のどちら

がどちらを侵犯しているのかわからなくさせる。しか

し、 She11eyは、このような拶と現実の区別がつか

ないカオスの中で絶望しているわけではなL、e このカ

オスには次々に光がさし、天の光にも地の光にも全て

啓示の光の性質が与えられている。 Lifeの光の中で

人々が若さも美も失って倒れていく様を描きながらな

お、現行テクストの途絶える直前に Lifeの光に

“creative"という形容詞をつけた Shelleyは、詩

人が“ thewor1d of agony" (1. 295)である現実の

生の中にも美を見いだす、創りだす可能性を示そうと

している。
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