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詩人と医者と「慰者」

キーツと〈癒し〉の詩学）

The　Poet，　the　Physician，　and　the　‘Heagef’

　　一一一一　Keats　and　the　Poetics　of　‘Heaging’　一
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キーワード1アポロ，癒し，メランコリー，神秘主義，人道主義

　キーツは，薬剤医師の免状を取得しながら医業を捨て，

いわばメスを紙筆に持ち替えた男である．この経歴が浸入

を生涯にわたって苦しめたように，筆者には思われる．「詩

人は賢者，人道主義者，そして漉入の医師」（：The　Fa11げ

伽6露。錫，亙，189－90：“ee．sure　a　P◎et　is　a　sage；／Ah装搬a盛st，

physiciax　to　ail　meit．”）2）という幾分オブセッシブな詩句

の存在がその証となろう．両親を亡くした4人兄妹の長男

として一日も早く医師として身を立てねばならなかった

キーツではあるが，身内に燃える詩心抑え難く，彼は周囲

（特にキーツ兄妹の後見人）の期待を裏切ってしまう．か

くしてキーツは，己の選択の正当性を周囲にも自分自身に

も納得させるため，詩人の仕事が医者のそれに劣るもので

はないことを実証せざるを得なくなる．したがって，「詩

入は万入の医師」という先の言葉にはキーツの自己弁護の

側面が潜んでいる．キーツにとって，詩人は一医者に劣

らず一どうしても人生の痛苦の「慰者」でなければなら

なかったのだe

　キーツの詩の読者なら，彼の作品がいかに〈病〉とく癒

し〉のイメジャリーに満ちているか承知のはずである．初

期の作品から一例を挙げれば，「詩とは尽きせぬ光の雨．

詩は至高の力．（中略）だが，ミューズからたとえ生を受

けても，力のみにては堕天使も同じ．その様な詩を喜ぶの

は，根こそぎにされた木々，暗闇，ウジ虫，馬衣，墓場の

たぐいだ。なぜなら，力のみの詩は，人生の労苦を喰らい

育ち，詩の偉大な目的を忘却するからだ．その偉大な目的

とは，人類の苦悩を和らげ，人類の思想を高める友となる

こと」（51吻and　foetry，235－47）という心行がある．キー

ツが理想とする詩人は，この様に人類の「慰者」たること

を宿命づけられた存在なのである．3）

　E畷欄纏を初めとする初期のキーツの詩に顕著に見ら

れる特徴として，アポロと作者の同一化を指摘できる．こ

の現象は，キーツが自己に課した〈詩入の使命〉という観

点から見るとき，きわめて象徴的な意味を持つ．周知の通

り，アポロは太陽／光の神であり，詩歌／音楽の神であり，

かつまた医術の神でもある．4）アポロのこの三つの属性が，

キーツにとっての詩／詩人のレーゾン・ゲートルを暗示し

ているe考えてみれば，実生活の場において〈詩〉は，キー

ツの宿痢たるくメランコリー〉の闇を払い，彼の心身の痛

苦を癒してくれる原動力であった．その意味で，キーツに

とって〈詩〉は，文字通り〈光〉であり〈医術〉でもあっ

たのだ．とすれば，キーツは，間違いなく「己の脈搏の上

で試して」のちに，5）自分の天職として詩入一〈光〉，〈詩

歌〉，〈医術〉の三幅対を体現した神アポローへのみちを

選んだと言うことができよう．

　本論においては，〈癒しとしての詩〉というキーツの詩

の特徴に光を当てる．その際に，E綴遡纏やHyPerignと

いう大作に加えて，従来あまり注目されることのなかった

詩入の初期作品をも十分に吟味の対象としたい．

（一一一）

Ian　Jackはキーツの詩におけるアポロの存在の重要性を
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指摘した先駆的批評家であるが，彼は次のような気になる

発言を行なっているe

＿豊。鷺eof癒e　ear亙ier　references　to　Apd墨。拠Ke畿s

鵬akes麺m搬ore　th孤t：he　God　of　the　S瓢and塩e

God　gf　Pgetry．．．．Nowhere　（we　netice）　does　Keats　by

癒is　poi蹴i簸time［i．　e．，　by癒e　t擁e　of癒e　compo－

sitio簸of晒喫露。％］h拠t　at　Apoi璽。’s　o癒er　role　as　the

G砿of　Hea簸簸9（of　w錘。血he　must簸ave　bee簸we1蓋

3ware）　．6）

果たしてそうであろうか．筆者には，作詩活動の当初から

キーツの念頭には医者（‘heager’）としてのアポロが存在

していたように思われるのであるが．以下しばらく，この

点を検証することにしたい．

　キーツの初期油滴には興味深い事実が見られる．それは

く闇と光〉，〈都会と自然〉，〈病と癒し〉等に代表される二

項対立の構図である．まず，闇と光の対比の例を挙げれ

ば一一

Wheite’er　g　wander，　3t　the　fali　of　itight，

W轟ere　wove曲oug簸s　s抽t　out癒e搬oo簸’s　b姦ght　r窺y，

Shoax璽d　sad　Despo簸d磁cy搬y磁殴s麺gs　fdght，

A簸dbowR，　to　d麺veねir　Cheer翻藍ess　away，

Peep　w紬癒e：mo◎曲ea憩S　thr◎ugh　the璽e晦’r◎of，

A簸dkeep癒at　fi磯d　Despo簸《ie簸ce　far　a豊◎o£

S血。謡dDisappoi煎me簸t，　parent　of　Despa量r，

Suive　for　her　son　tg　seize　my　£areiess　heaft；

WheR，豊ike　3　do葺d諏e　sits　upon癒e　air，

Prepari簸9◎n薮is　spe翌一bea鵬d　preyもO　dart：

Chase　him　away，　sweet　Hgpe，　with　visage　bright，

A簸d量right無im　as　t壼e搬◎mi盆g　frighte簸s　nig壺t！

　　　　　　　　　　（乃盈ipe，7－18．1815年2月作）

ここでは，「希望」がメランコリーの闇を駆逐する光のイ

メージで捉えられているe「あの落胆の悪鬼」（“that　fiefid

Desp◎ndence”）とは一振に詳しく触れる通り一キー

ツの気質・体質上の宿病メランコリーを指す．メランコ

リーという病を癒す「光」の背後にアポロが存在するのは，

言うまでもない．

　次に，枚挙に暇がない都会と自然の対比のうちから一例

を挙げる．

　To　o簸e　who　has　bee簸互◎豊g　i簸city　pe藍，

　　’Tis　very　sweet　to　iook　into　the　fair
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　And　open　face　of　heaven，　m　to　bfeathe　a　pfayer

F磁無言es癒1e　of癒eb1饗e　fir搬ame藍t。

Wh◎is搬oreむapPy，曲en，　wlth　hearts　conte就，

　Fa寛ig媛ed　］注e　si簸ks　沁t（》SO憩e　p豊easa薮t璽aif

　Of　wavy　gfass，　and　reads　3　debomair

Aitd　gentae　taie　of　gove　and　languishmeRt？

Ret搬i簸9　h伽e厩eve蜘g，　with　a簸ear

　Catching　t轟e韮◎重es　of　P頚璽0搬d，　一a麹eye

Watc蜘g癒e　s眼底g　clo鷺dlet多s　brig猛careef，

　He憩。鷺凱s癒at　day　so　so◎認むas　g蕪ded　by：

E’e薮　簸ke　t蝕e　passage　of　a簸a簸gers　tear

　T垂at董a1璽s　th．r◎ug盤tむe　c亙ear　e偽er　siie盆1y。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（1816年6月作）

キーツがロンドンのガイ医学校での薬剤医師修行の合間を

縫って行なった，ロンドン郊外での散策の喜びを綴った無

題のソネットである．瞬く間に過ぎ去った戸外での一日の

自然体験の喜びを歌うこの詩の背後には，暗くて辛い医学

校／病院での生活の重圧が容易に看て取れる．ここで注目

したいのは，キーツにおいては自然美体験と詩美体験

（“reads　a　debemair　／　And　gentge　taie　of　geve　and

豊anguishme搬f’）とが一体のものとして捉えられている点

である．と言うことは，自然と詩歌が等しくキーツの都会

／病院暮らしを慰めてくれたことを示唆しているe詩歌の

神アポロは戸外の自然／陽光の神でもあるのだ．

　病と癒しの対比の例は，既に上掲の詩Tg　ffopeに端的

に表れている。そこでは「悪鬼落胆」（メランコリー）と

いう病が「希望」の光によって駆逐され，詩入は憂馨に閉

ざされた「不吉な心」（“my　boding　spirit”）を癒される

ことになる．この詩の樟尾に置かれた詩人の祈りは，天球

（星）に擬せられた「希望」の光が持つ治療能力（“celestiai

in撫e豊ceつを強く示唆している．

So，　when　dafk　thoughts　my　bgding　spirit　shfoud，

　Sweet　Hope，　celestgag　induence　round　me　shed，

　Wavi簸g癒y　silver　pini◎益s　o’er搬y　head。

　　　　　　　　　　　　　　　　（To　ffope，　46－48）

この詩の制作時点でキーツが〈光〉の治療能力Chea璽輸g

p◎wer’）を強く意識していたことは，疑い得ない．作晶To

刀砂6の場合には治癒をもたらす力の源（光源）は星であ

ったが，同じことは月にも，そして太陽（アポロ）につい

ても言えるはずである．そのことは，アポロの不在がキー

ツをいかなる心的状態に追い込んだかを見れば，ただちに

明らかになる．
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　　Too　pa漁亙fdendlねi麹would　l　fd1◎w　t取ee

Past　each　horizon　of　fine　poesy；

Fai簸wou璽d　echo　back　each　p璽easa髄note

As　o’er　SicigiaR　seas，　clear　anthems　fioat

’Mo簸g癒e　Iig簸t　sk蜘mi簸99◎xdolas　far　parted，

Just　wh磁tぬe　su曲is　farewe麺beam　has　d磁ed：

Buゼtis　imp◎ss棚e；far　d藪erent　cares

Becko薮憩e　s総m茎y　fr◎磁so衰弱Lyd量ax　airs，”

A簸dhold搬y　faculties　so丑ong　i簸匙hra豊亙，

That亙a艶◎衰in　doubt　w蝕e癒er畿aU

Isha簸agaix　see　Phoebus一酌e　m◎ml簸9：

Or　fush’d　A雛ora沁the　roseate　dawning！

　　　（To　Ggorge　j磁弓鋸Mathew，11－22、1815年U月作）

詩の愛好家Mathewの友情を感謝する上の詩を書いた時，

キーツはガイ医学校の病院の中を歩いていたという．ア）“far

different　cares　／　Beckon　me　stemgy　from　sdi　“LydiaR

airs，”／A綴hold　myねcultles　so　IOitg　in　thraN，”なる詩

句の存在はそのことの反映である．大都会の病棟で苦悶す

る患者たちへの思いが胸中を過ぎるとき，キーツはf二度

と再び夜明けのアポロの姿を見ることが無いのではない

か」という不安に襲われる．この〈アポロ／ポイボス〉が

太陽神のみならず，詩歌の神であり，詩人に癒し（6hea痴g’）

をもたらす神でもあることは明白である．そのことは，詩

友Mathewとの交わりがもたらす恵みをキーツが次のよう

に列挙するところにも窺える．

The　thgught　of　this　great　p3rtnership　difuses

Over　tぬe　ge亙1i翌s　亘◎ving　heart，　a　fee簸簸9

0f　ala　that’s　high，　and　great，　and　good，　and　heaSgng．

　　　　　　　　　　　　　　　（アbGeorg9動♂如％Math6卿，8－10）

したがって，キーツにとってアポロの消失はs彼の人生の

すべての良きものの喪失を意味したのである．

　光の神であり，詩歌の神であり，医術の神でもある慰者

（‘hea盈er’）アポロが癒す病とは，いかなる病であろうか．

この病については，キーツ自身の証言が手掛かりになる．

．．．truth　i　s　1　have　a　horrid　Morbidity　of　Temperament

which　has　shown　itseXf　at　intervals　一　it　is　1　have　ne

doubt　the　greatest　Enemy　aRd　stumbaing　block　1　have

to　fe3r　一1　may　even　say　that　it　is　iikely　to　be　the

cause　gf　my　disappointment．　How　ever　eyery　ili　has

its　share　of　good　m　this　very　bane　would　at　any　time

enable　me　to　look　with　an　gbstinate　eye　oR　the　Devig

Himsegf　一一一　s）

キーツはここで持病の憂響町（メランコリー）に触れてい

るのである．“disappointment”という共通の語の使用にも

窺える通り，この病は先の7b盈膨に言及が見られる“that

fiend　Despondence”に他ならない．9）「悪魔」（“the　greatest

Eitemy”〉に準えられたこの病は，薬剤医師であるキーツ

をもってしても完治させることの困難な病である．しかし，

キーツによれば，この病にもそれなりに有効な治療法があ

ったように見受けられる．それは，心気を晴らす類の自然

美／詩美体験（ある種神秘的なアポロ体験）である．

F梱亙搬any　a　dreary　hour　have亙past，

My　brain　bewilder’d，　and　my　mind　g’ercast

With　heaviness；　in　seasons　when　1’ve　thought

No　spherey　straiRs　by　me　cguld　e’er　be　caught

Fr◎憩tれe　b1縫e　do憩e，廿igugh　I　to　d量三門ess　gaze

O簸the　far　dep癒w蝕ere　sheeted亙igh麺ng　p互ays；

Or，　on　the　wavy　grass　outstretch’d　supinely，

Pry　’m《搬g　tぬe　stars，　to　strlve　t◎tむi盤k　d蓋v藍ne亙y：

That　1　should　never　heaf　ApoMe’s　song，

Th◎ugh重ea癒ery　clouds　were翌oati簸g　a翌alo簸9

The　pg2rple　west，　and，　two　bright　streaks　betweeit，

Tむego璽de簸iyre　i載se璽f　were　d蜘璽y　see簸：

Tぬat　the　sti懸m干瓢蟹of癒e盤。藍ey　bee

Wo謡d簸ever乞each農r斑al　so鍛g　to　me：

That翫e　bhg蹴g璽a簸ce愈◎鵬beauty’s　eydids　s璽a簸ti簸9

Wo蓑ld簸ever憩ake　a　lay　oh盛e　eAch蹴i簸9，

Or　war醗：my　breast　wi癒ardo雛竃O　unfold

Some　tale　of　love　a翻a難s沁time　of　dd。

　　But　t：here　are　t溢es，　w：he三一ose癒at旦◎ve　t：he　bay，

F丑y血。：ma翌s◎rrowing盆，　far　away；

A　sudden　glow　cgmes　gn　them，　noMght　they　see

I簸water，　ea丘轟，◎r　air，　b櫨poesy。

It　has　beefi　said，　dear　George，　and　true　1　hgld　it，

（｝lor　kRightgy　Spensef　to　Lihertas　told　gt，）

That　when　a　Poet　is　iR　such　a　tr3nce，

In　air　he　sees　white　coursers　paw，　and　prance，

Besnidden　of　gay　knights，　in　gay　apparel，

Who　at　each　other　tilt　in　playful　quarreR，

A翻what　we，　ig簸ora翻y，曲eet一亙ight薮拠g　ca璽亙，

Is　the　swift　opening　of　their　wide　portal，

When　the　bright　wardef　blows　his　trumpet　clear，

Wぬ◎se　to簸es　reach　nought◎費ea曲but　Poet’s　ear．

　　　　　　（To躍lt　BPtothept　George，1－32。1816年8月作）

しばし“Apd盈。’s　so簸9”を聞く胱惚状態（“沁such　a　tra薮ce”）
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山　内　正　一

こそ，キーツが翼う脱メランコリー状態であった．この祝

惚境は，自然美や詩美との合一がもたらす超現実的／超地

上的なヴィジョン体験である．Io）このような神秘的胱惚状

態において詩人は地上の痛苦を一短時問ではあるが

忘れることができるというのだ．

At　ti憩es，’tis　t懲e，　rve　fdt　re璽ief愈◎艶pai簸

WheR　s◎鵬e　bright癒oug腫むas　darted　through艶y

　　　brai簸：

Thr◎慧gh　a韻癒at　day　rve　felt　a　gre誠er　pleas籔e

Thak　if　1’d　brought　to　aight　a　hidden　treasure．

　　　　　　　　　（To蜘B窺卿7　George，113－16）

ここにも光のイメrジ（“some翻g猛tbOgght”）が付き

まとっている．かように光と詩歌と医術の神アポロは，詩

人に美体験をもたらし宿痴メランコリーを癒やしてくれる

力の源として，当初から強くキーツにその存在を意識され

ていたのだ．ガイ医学校での治療体験と自らの抑欝体験か

ら，キーツは科学的医術の限界を痛感していたに相違ない．1D

彼が医学校で学んだ医術は患者の肉体の苦痛を効果的に軽

減し得ないのみならず，その心の苦しみを完全に癒すこと

もできなかった．　12）しかし，キーツの実感としては，自然

美や詩美との合一体験は一たとえ瞬時であれ一確かな

癒しの効果を発揮して見せてくれたのである．，キーツが医

師開業の資格を手にしたその時に医業を捨て，詩人として

身を立てる決意を固めるに至った背景には，このような心

身両面での詩入の実体験があったことを確認しておこう．

Some　shape　of　beauty　moves　away　the　paRa

Fr（》m　our　da．rk　spir童ts。　Such劾εsz粥，　the搬oo簸，

（Endymign，1，1－13。強調筆者）

「我々の暗い心」（“our　dark　spirits”）がメランコリー患

者の不健康な（“unhealthy”）心的状態を指すことに疑問

の余地はない．この憂轡に閉ざされた心から死の覆い

（“the　paガ）を取り去り，「甘美な夢と健康と穏やかな呼

吸に満たされた眠り」（“asleep／F磁of　sweet　drea搬s，　and

health，　and　qulet　breathing”）をもたらしてくれる「美し

いもの」（“Atむ沁g　of　beauty”，“Some　shape◎f　beauty”）

の代表として，キーツは「太陽」（アポロ）と「月」（シン

シア）とその他幾つかの美の形象を挙げる．この一節に病

と癒しのイメジャリーが充溢している点に注目したい．

「月」（シンシア）はこの詩の主人公の一人であり，彼女へ

の言及は当然予想されるものである．しかし，いま重要な

のは，キーツがこの1月」に先行する形で「太陽」（アポ

ロ）を一憂欝を癒す美の力の源泉として一この詩に導

入したことである．この事実は，E綴郷纏という作晶の

中心テーマの性格を雄弁に物語っているeそれは，一言で

言えば，〈美体験による魂の救済〉という，〈癒し〉のテー

マに他ならない．ちなみに，愛の体験も，キーツによれば

この美体験の範躊に属するものである．13）

　それでは，アポロがメランコリー（心身の病）を癒す現

場を具体的な詩行に即して検証してみよう．次に掲げるの

は，‘‘Hymn　t◎Pan”として有名な詩行の導入部である．

（二）

　心身の病であるメランコリーの〈癒し手〉としてのアポ

ロを当初からキーツが強く意識していたことは，彼の処女

長編詩E綴卿纏（1817年作）の冒頭においてすでに明ら

かである．

　A　thiRg　of　beauty　is　a　joy　for　ever：

　Its　loveliness　increases；　it　wM　Rever

　Pass　int◎no緬ngness；b琶t　sti猛wi簸keep

　A　bgwer　quiet　for　gs，　and　a　sgeep

　Fu薮of　sweet　dreams，　a鷺d薮ea豊癒，　and　q磁et　breathing。

　Therefore，　on　every　morrow，　are　we　wreathing

　A　fiowery　band　to　bind　us　to　the　earth，

　Spite　of　despoRdeRce，　of　the　inhuman　dearth

　Of　noble　xatgres，　of　the　gloomy　days，

　Of　agkhe　unheaRthy　and　o’er－darkeRed　ways

　Made　for　our　searching：　yes，　in　spite　of　aN，
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For’twas　the組◎rn：Apo互豆。’s観pward　f董re

Made　every　eastern　caoud　a　silvery　pyre

Of　brightaess　so　unsullied，　that　therein

A憩da簸。薮oly　spi孟well　might　wi丑

0磁vio簸，　and艶e璽t　o櫨his　essence伽e

亙凱◎the　winds：rai二一sce瓶ed　egla盛i蕪e

Gave　temperate　sweets　te　that　we｝R－wooing　sun；

The　lark　was　lost　in　him；　cold　springs　had　rufi

To　warm　their　ch懸est　bubbles沁the　grass；

Maゴs　voice　was　o簸the搬◎u簸tains；and癒e　mass

Of　nature’s　gives　and　wonders　puls’d　tenfogd，

To　feel　this　sun－rise　and　its　glories　old．

　　　　　　　　　　　　　　（Endym　ion，　1，　95－iO6）

アポロ（太陽）の登場によって地上一それまで夜とメラ

ンコリーの闇に閉ざされていた地上一から憂欝の気が一

掃され，自然界の万物がアポロの神力に応えて生気を濫ら

せる様子が，ここには描かれている．“Amelancholy　spirit”
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なる語句に注目しよう。これは「メランコリーの霊」とで

も訳すべき語句であるが，その背景には，当時メランコリー

症状が“blue　devils”と呼び慣わされていた事実がある．14）

これはメランコリーが悪魔Cb亙ue　deviゴ）によって引き

起こされるという迷信に由来する．‘devi1’は‘evil　spirit’で

もあるから，キーツの“Amelanchgly　spirit”がこの≦b麺e

devil’を指すことは間違いない．つまり，キーツの思考法

では，アポロ（光／詩歌／医術の神）の神力の前では悪魔

メランコリー（先の書簡中の“the　greatest　ERemy”）も

すごすごと退散するしかないのである．これが，キーツが

多分に楽観的に呼ぶ「天の清らかな宗教」（E綴欄纏，1，

781：“The　clear　religi◎it　of　heaven”）による救済の構図

であった．

　神秘的美体験：によって詩人が地上的存在の栓桔から解き

放たれ，超現実的／超地上的境地を垣問見る瞬間を，キー

ツは次のように表現する．

　O　Poesy！　for　thee　1　gr3sp　my　pen

ThRt　a搬登ot　yet　a　g豊or茎。蓑s　de磁z磁

Of　thy　wide　heaveR；　yet，　te　my　ardent　prayer，

Yieid　from　thy　s3nctuary　sgme　cgear　air，

Smoothed　for　intoxication　by　the　breath

Of　fioweriitg　bays，　that　1　may　die　3　death

Of蔓蓑x繊y，　a簸d猫yyo綴塾g　sp掻t　fo璽亘◎w

The憩。：m豊ng　s囎一beams　t◎癒e　great　Apo1璽。

：Like　a　fresh　sac菰ce；or，董f　K　ca簸bear

The　o’erwhegming　sweets，　’twigg　bring　me　to　the　fair

VisioRs　of　aal　places：eee

　　　　　　　（5Z吻ewd　Pogew，53－63。1816年冬作）

キーツは，詩歌の力と一体化することによって偉大な神ア

ポロのもとへ昇ることを夢見ている．詩歌がもたらす美の

息吹は「花開く月桂樹の呼気で，陶酔できるように和らげ

られた清らかな大気」（“some　clear　air，／Smoむthed　for

intoxication　by　the　breath／Of　fiewering　bays”）と表現

されるが，この「清らかな大気」はその年の7月までキー

ツが身を置いていたガイ医学校の病棟の淀んだ空気と対比

されているに違いない．キーツが夢見る死は，医学生とし

て彼が病棟で目撃した醜悪な現実の死ではなく，詩美の世

界に遊ぶ魂の胱惚状態の比喩としての「贅美な死」（“a

death／Of　luxury”）である．その類の死（肉体の胱惚た

る休眠状態）はむしろ魂を活性化し，詩人の霊魂をアポロ

のもとへと運び上げるのである．15＞この一節のアポロが詩

歌と光の神として描かれているのは一目瞭然である．だが，

たとえ間接的にせよ，ここにはく癒しの神〉としてのアポ

ロも厳然として存在している．

　光／詩歌／医術の神アポロによる癒しは一初期の作晶

群に見る限り一ともすれば〈感覚的次元の癒し〉に留ま

る傾向が見られる．この種の癒しは，キーツにいったいど

の程度有効な治癒効果をもたらしたのであろうか．どうや

らこの感覚的癒しの有効性を検証する必要がありそうであ

る．そこで，次の詩句に注目したい．

Oh，　how　1　love，　on　a　fair　summer’s　eve，

　When　streams　of薮g鼓t　po双r　dow溢he　gdde簸west，

　And　on乞he　ba璽my　zephyrs　tra簸q面璽rest

The　＄ilver　cgguds，　far　一　far　away　to　leave

All　meaner　thogghts，　aRd　take　a　sweet　repteve

　From豊ittle　cares：一to錘d，　wi癒easy　q聡st，

　A　fragrant　wiRd，　with　Nature’s　beauty　drest，

A鍼癒ere　i盆◎delight　my　so建蔓4eeeiyg。

　　　（Oh，ゐ。卿ノ伽名。㌶a　fatw　sscmaserls　eve，1－8．

　　　1816年夏作．強調筆者）

すでにお馴染みの自然美体験による心身の癒しの構図がこ

こには見られる。この〈癒し〉には予想通りアポロの力

（“streams　of　light”）も与っている．キーツにとってこれ

は理想的な美体験の瞬間を歌った詩句と見えるのである

が，いささか気になる表現が目につく．そればthere　i搬o

delight　my　sou94ε6痂6”という字句である．「私の魂を
ゆ　　　　む　　　　む

欺いて喜びを感じさせる」という言い回し，特に“deceive”

という単語の語感には，美体験がもたらす胱惚状態に必ず

しも安心立命できずにいる詩人の姿が透けて見える．この

事実は，最も初期の稜階からキーツが感覚美の次元に留ま

る美体験の危うさ（欺雨性）を自覚していたことを物語っ

てはいないだろうか．キーツは，詩そのものに潜在する危

険性をたしかに忘れてはいない．

1雛sometimes　s◎very　sceptica亙［s刎as　to　thi盈

Pgetry　itsegf　a　mere　Jack　3　gaRthern　to　amuse

whoever　may　chance　to　be　struck　with　its　brikXance

．　16）

“Jack　a璽aittherPt”（ignis　fatuus）とは，迷信によれば，

道に迷った旅人などを沼地に誘い込み，破滅させる悪魔の

鬼火である．詩が伏在させる迷妄性を一方においてこの様

に認識し得る詩人である以上，キーツが感覚美レベルでの

アポロによる癒し／救済に満足できるはずはない。案の定，

キーツのアポロは他方で人道主義者の相貌をも呈すること

になる。

And　can　1　ever　bid　these　joys　farewegl？
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Yes，　1　must　pass　them　for　a　nebRer　life，

Where亙may　fi麺d癒e　ag幅es，痛e　strife

Of　human　hearts：　fof　lo！　1　see　afar，

0’er　sa亜簸9　the　b璽嚢e　cragginess，　a　car

A簸dsteeds　with　streamy　ma鷺es一罪e　cぬ頷oteer

Looks　out　upoR　the　winds　with　glorgous　fear：

A簸d簸ow　the撫mer◎us　tramp1沁gs　q癒ver　light豊y

A盈⑪簸9ahuge　c蓋。磁’s　rldge；and　now　w量癒sprightly

Wheeg　dgwnward　£ome　they　into　fresher　skies，

Tipt　ro撫d　wi癒si璽ver　fro憩t簸e　s囎’s　bhght　eyes。

St撫dow豊ward　with　capaci⑪us　whir璽癒ey　g薮de；＿

　　　　　　（5♂吻an4　Peeev，122－33。1816年冬作）

ここにはキーツが自己完成の目標とする詩人の理想像が描

かれている．真の詩人は，アポロ（“the　charioteer”）同

様に感覚の喜び（“these　joys”）を超克し，「人類の心の

痛苦や煩悶」を直視してその苦しみを軽減し，彼らの魂を

癒し救済することのできる人でなければならない．The

Fa99σ趣ψ碗碗におけるほどあからさまではないにせよ，

初期の作品Sgeop　an4　Poetayにおいて，早くもキーツは「詩

入は賢者，人道主義者，そして万人の医師」に近い思いを

吐露していたのである．もし詩人が本当にそのような存在

であるのなら，詩人となるためには医術を捨てることも許

されよう，というのがキーツの偽らざる思いであったはず

だ．そのことを裏付けるかのように，キーツの書簡には〈詩

人としてこの世に善をなさねばならぬ〉という，ほとんど

強迫観念に近い思いが散見される．一例を挙げれば一

1勲d伽tIca簸have　no　e簸joy搬e猛i難癒e　W◎rld　b櫨

CO簸tinual　d芝加ki薮g　of　Know亙edge－1盆d痛ere　is強O

w◎rth．y　pursuit　b櫨the　idea　of　do溢g　s◎me　good　for

癒ew◎rld＿J　have　lbee簸：hover沁g　f◎r　some　ti憩e

betwee薮a墾exquisite　se簸se　of　the豊聾x麟。疑s　a丑d　a

亙ove　for　Phi互os◎phy－were　I　ca璽。“璽ated蛋◎r繍e

former　1　should　be　glad　一　but　as　1　am　net　1　shagg

tura　all　my　soul　to　the　latter．’7）

詩による明白な形での人類への貢献を自らに義務づける

キーツは，詩の感覚的喜び（“an　exquisite　sense　of　the

huxuriouS”）に安住すること一そこにこそ詩人キーツの

出発点があったはずだが一を禁忌とする心性（“alove

for　Philosophy”）を作り出してしまう．「詩の偉大な目的

は，人類の苦悩を和らげ，人類の思想を高める友となるこ

と」（SleOp　and　Poeay，245－47：‘‘＿the　great　end／Of　Poesy，

that　it　shguld　be　a　friend　／　To　soothe　the　cares　and　lift

the　thoughts　of　maR．”）とキーツはi揚言する．しかし，
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実際には，これは若き詩人が実行するにはあまりに困難な

目標であった。

　ここに，26歳を待たずに一人間としての成熟期を迎え

る前に一この世を去らねばならなかったキーツの不幸が

ある．やがて明らかになる通り，キーツの悲劇は〈存在〉

（“an　exqUiSite　SenSe　Of　the　IUxUriOuS”）がく当為〉（“a璽◎ve

for　Philos◎phy”）を裏切り続けるという悲劇でもあった

のだ．

（三）

　現実が詩人の理想を裏切り続けるという悲劇は，キーツ

の処女長編詩E綴欄纏の中心テーマでもある．

　キーツはE魔糊纏で主人公に自己を託して，必死でエ

ンディミオンの憂欝症を癒そうと試みる．エンディミオン

の抑欝症の原因は，月姫シンシアとの愛の交歓（神秘的快

美体験）が束の間のヴィジョン体験に留まり，その快美体

験が惹起する喜びを現実のものとして保持し得ないところ

にある．エンディミオンの次の嘆きは，キーツ自身が日常

体験していたはずの「失望・落胆・抑馨」の性質を示唆し

ている．

Ista蛇ed　up，　w：he11璽d　re愈e曲無iy，

There　came麓po豊搬y　face，　i薮pie就eous曲owers，

Dew－drops，　a簸d　dewy　b難ds，　a簸d璽eaves，　a量d塵◎wers，

WrapPi簸g　all　objects　fro憩鵬y　s憩。癒ered　sig蝕t，

Bathing　my　spirk　in　a　new　delight．

Aye，　such　aわrea癌互ess　h◎簸ey－feel　of　b藍ss

AkoRe　preserved　me　from　the　drear　abyss

Of　death，　for　the　fair　form　had　gone　again．

P璽easure　is　o髭avisita薮t；but　pai益

Clings　crue1亘y　to慧s，薮ke癒e　g舩w沁g　s璽oth

O煎he　deer’s　te簸der　haunc蝕es：iate，　and璽。痛，

’Tis　scar’d　away　by　s豆ow　re加mi簸9　P亙eas蟹e。

Kow　sickening，　hgw　d3rk　the　dreadful　leisure

Of　weary　days，　made　deeper　exquisite，

By　a　fore－knowledge　of　gRsgumbrous　night！

　　　　　　　　　　　　　（EscdyM　ion，　1，　898e912）

アポロ同様に詩美のシンボルと目されるアポロの妹シンシ

ア（“the　fair　form，，）は，エンディミオン＝キーツにとっ

て所詮捕捉し難い存在であった．ここに窺える通り，詩美

／理想美との束の間の合一体験は，その超地上性／超現実

性ゆえに結局詩人を以前にもまさるメランコリー（“the

drear　abyss／Of　death”）へと突き落とす．　E畷欄纏全

編は，メランコリーとその癒しを巡るこの悪循環を執拗に
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描き出すことになる．そして，EndyMonという物語の枠

内でキーツが最終的に呈示する〈癒し〉の手段が，「天の

清らかな宗教」（“The　dear　religlon　of　heaven”）に代わ

る「ほの暗き宗教」（Endymion，　Iv，954：“This　dusk

religioガ）である．「ほの暗き宗教」とは，メランコリー

を忌避するのではなく，むしろ積極的にメランコリーの闇

（E畷卿2纏，W，548：“this　Cave◎f　Quietude”）に沈潜す

ることによって癒しを得る救済法の謂である．　18）だが，こ

の「ほの暗き宗教」も一ある意味で理想美との合一体験

に似て一やはり日常性を超越した神秘的経験であること

に変わりはない．

　　　　　．。．t簸e醗a簸is　yet　tO　CO艶e

Wh◎h紬簸◎t　jour簸eyed　i簸this豊ativeぬe簸。

B櫨few　have　ever　fe耽h◎w　ca璽灘and　we璽蓋

Sgeep　may　be　had　in　that　deep　den　of　agl．

There　a簸guish　d◎es簸ot　sti簸9；簸or　pleasure　pa璽璽：

Wee－hurricanes　beat　ever　at　the　gate，

Yet　a翌is　s搬witぬ撫and　deso童ate。

Beset　with　painful　gusts，　within　ye　hear

Ne　souRd　so　loud　as　whex　on　curtain’d　bier

The　death－watch　tick　is　s偲ed。　E就er　Rone

Who　strive　therefore：　oR　the　sudden　it　is　woR．

Jgst　when　the　sufferer　begins　te　bum，

Th鎌it　is　free　to　h油；a簸d　fr伽a鷺u凱，

StiiR　fed　by　megting　ice，　he　takes　3　draught　一一一

Yguag　Semeie　s　uch　richness　never　quaft

I泊れer　mate】醗al　lo費gi藍9。　Happy　gloom！

Dark　Pafadise！．ee

　　　　　　　　　　　　　（Endym　ton，　W，　522－38）

悲哀と憂欝の窮みに身を置く者が絶望のf地獄」の果てに

見いだすf天国」（“Dark　Paradise”）がある，とキーツは

主張する．その「幸福な闇／憂欝」（“Happy　g9◎◎m”）は

人が努力して得られるものではなく，さながら天からの恩

寵のごとく「突然与えられる」（‘‘on　the　s“dden　it　is　woバ）

ものなのだ．主人公エンディミオンは，度重なる絶望体験

（メランコリー体験）の末にこの「暗い天国」に到達し，

心を癒され一その後さらに多少の曲折を経て後一「思

いもかけぬ変化によって」（EndymM，　IV，992：“by　some

unlo◎k’d　for　change”）「霊化され」（E畷y癬碗，　IV，993：

“Be　spiritualiz’d”），神格化されて恋人シンシアと結ばれ

るに至る．かくして物語の上では，主人公エンディミオン

＝キーツは，メランコリーという神秘的情動に固有の治癒

能力によって回復のみちを辿り，やがて天上の至福を得る

のであるが，この種の大団円は果たして読者を一また作

者自身をも一十分に納得させ得るものであろうか．

EndymMの序文に明らかな通り，「ほの暗き宗教」によ

るいささか性急な主人公の救済に対して誰よりも強い不満

を漏らすのが，実は作者キーツなのである．キーツの自己

批判の筆法は鋭い一

The　two　first　beoks，　aRd　indeed　the　two　gast，　1　feeg

sensible　are簸ot◎f　such　co搬Pletio簸as　t◎warr謙

their　passing　the　press；　ner　shougd　they　if　1　thought　a

year’s　castigation　woggd　de　them　aity　good；　一一　it　will

not：　the　foundations　are　tgo　sandy．　lt　is　just　that　this

yo囎gster［i。　e。，　E㌶の甥露刎should　die　away：asad

tho覗ght　for搬e，　if亙むad鷺ot　s◎魏e｝10pe　that　w翻e

it　is　dw勧d撫g　I艶ay　be　plotti簸9，菰d盆ti丑9醗yself

for　vefses　fit　te　live．i9）

これを見れば，キーツが作品E畷一纏に全く満足してい

なかったことが分かる．E綴辮翻の中心的主題が，理想

美との合一による（前半部），そしてメランコリーへの沈

潜による（後半部），主人公の心身の癒しであったことを

想起しよう．E畷甥纏の主題がそのようなものであった

とすれば，「基盤が脆すぎる」（“the　foundations　are　t◎o

sandy”）というキーツ自身の評言は，彼の処女長編詩が説

く類の〈癒し〉が一強度はともかくとして，その持続性

において一はなはだ有効性に欠けるものであったことを

示唆しているように思われる．上の序文中でキーツが言及

する「後世に残るに相応しい詩」（“verses　fit　t◎亙ive”）

が，恒常的な効果を有する〈癒し〉を可能とする作品であ

ったことは間違いない．HyPerionやThe　Fatlρ〆劫膨7纏

という作品は，当然Endymionへの反省に立って，恒常的

〈救済〉への方途を模索する詩人の試みとなる運命にあっ

たのだ．

　HyPetconへ移る前に，「思考の生活よりは感覚の生活が

送りたい」（“Ofor　a：Life　of　Seitsations　rather　thait　of

Thoughts！”）2◎）と公言して揮らぬキーツの作品の，その感

覚中心主義ゆえの脆さ（限界）にいますこし触れておきた

い．アポロに言及する次の詩は，キーツにとって自然美体

験：や読詩／作詩体験がいかに強度の感覚的興奮をもたらす

ものであったかを物語っている．

He1亙ce　b蟹g囎dy，　claret，　a薮d　port，

　Away　with　old　hock　and　madeira！

Too　earthRy　ye　are　for　my　sport；

　There’s　a　beverage　brighter　aRd　clearer！

Instead　of　a　pitifug　rummer，

My　wine　overbrims　a　whole　summer；
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　　My　bowl　is　the　sky，

　　And　1　drink　at　my　eye，

　　Till　1　feel　in　the　brain

　　ADe童phia嚢pain－

Then　foilow，　my　Caius，　then　folgow！

　　0溢he　greeit　of癒e　hi翌，

　　Wew盗d磁kourf盗
　　Of　gdd磁SU簸曲i簸e，

　　T盗。蟹brai費s童蹴ertwi鷺e

With　the　gEory　and　grace　gf　ApeRgo！

　　　　　　（He多zce　besrgscndy，む旧名窃；es多e6　Port，1－16）

ここでは，アポロは直接的には太陽／光および詩歌の神と

してイメージされているが，詩人の心身をリフレッシュし

てくれるという意味では，彼は癒しの神でもある．詩入は

告白する，f戸外の自然に触れ，三三の下で太陽の光を浴

びていると，酒に酔った時以上に強烈な詩想が脳裏に沸き

上がってくる」と．さらに興味深いのは，この詩の続編と

目される次の詩である．21）

　Ged　of　the　mendian！

　　ARd　of　the　east　and　west！

　To　thee搬y　so細is　f翌own，

　　And　my　body　i　s　eanhwafd　press’d：

　It　is　a薮awfu豊麺ssi◎簸，

　A　tenible　divisign，

　And　le3ves　a　gggf　austefe

　To　be　fi翌’d　wi癒w◎rid璽y　fear。

　Aye，　wheR　the　soul　is　fled

　Tog　high　above　our　head，

　Afirighted　do　we　gaze

　A衰er　its　airy艶aze－

　As　dgth　a　mother　wiRd

　Whe簸her　yo縫簸g　i漁瓶。睡id

　Is　in　an　eagle’s　cgaws．

　A丑dis簸ot　this　the　ca縫se

　Of　madness？　一一　God　of　Song，

　Thou　bearest　me　aloRg

　Through　sights　1　scarce　can　bear；

　0丑et　me，亙et磁e　share

　With　hot　lyre　and　thee

　The　staid　philosophy．

　Temper　my　loRely　hours

　And　let　me　see　thy　bowers

　　More　unagarmed！　＊　＊　＊

　　　　　　　　　　　　（Go40f　the鰯磁毎蝋1－25）
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強烈な詩想に心を奪われている瞬間には，さながら魂と肉

体が二つに分離したかのような心地（“Aterrible　divisi◎n”）

を味わう，とキーツは言う．一種の詩的狂気（“madness”）

を描くこの詩句におそらく誇張はあるまい．キーツの数々

の作品に見られる〈ヴィジョン体験〉の原型を，我々はい

ま上の詩句に確認しているのである．少なくともこの時期

（1818年1月）のキーツーEndymionを書き上げたばか

りのキーツーにとって，アポロは目眩く感覚美の源泉

（“hot　lyre　”）としての詩神なのである．その露な神アポ

ロによる〈救済〉の限界一五地上的〈癒し〉であるがゆ

えの危険性一を自覚するキーツが求めるのは，「落ち着

いた哲学」（“staid　phiR◎sophy”）である．ほんの二箇月前

に「思考の生活よりは感覚の生活が送りたい」と告白した

同じ詩人が，「もっと心静かにアポロの木陰を見ることが

できるように，（落ち着いた哲学で）私の孤独を和らげて

ください」とアポロに祈願するのである．先にも触れたが，

〈存在〉（“an　exquisite　sense　of　the　9uxuri◎us”）とく当

為〉（“alove　f◎r：Phil◎sophy”）の問を果てしなく揺動す

るのがキーツの特徴である．若きキーツのこの心の揺れが

E綴糊纏以降のアポロの性格と言動に強く反映されるこ

とになる．そしてそこには，アポロ（詩歌）による〈癒し〉を

巡るキーツの不安と懐疑と反省が顔を覗かせるのである．

（四）

E綴遡纏の序文の語尾でキーツは読者にこう約束す

る一
　　1　hope　i　have　Rot　in　tgo　gate　a　day　togsclaed　the

　　beagtiful　mythogogy　of　Greece，　and　dulled　its

　　brightness：　for　1　wish　to　try　once　more，　before　1　bid　it

　　farewea　［sic］．22）

この約束を果たすべく執筆されるのが，HyPerionである．

E畷朔纏の主題がこれまで見てきた通りのものであると

すれば，HyPerignの一そしてその続編としてのThe　Fagl

Of　HyPerignの一中心テーマも〈癒し〉であることを免

れない．そこで癒され，救済されねばならないのは，オリ

ュンポス神族に敗れたSaturnを初めとするタイタン族の

神々である．タイタン神族が身を沈める谷間の「憂欝と悲

哀」（ffyperiOn，1，911“a19　the　glOOm　and　SOrrOW　Of　the

pgace”）を和らげ，癒すべく，キーツは海神Oceanusにタ

イタン神族救済の哲理を開陳させる．

Now　cemes　the　pain　of　truth，　to　whom　’tis　pain；

O　folly！　for　to　bear　all　Raked　truths，

And　to　envisage　circumstance，　all　cal搬，
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That　is　the　top　gf　sovereignty．　Mark　weil！

As　HeaveR　and　Earth　are　fairer，　fairer　far

ThaR　Chaos　and　blaRk　Darkne　s　s，　thgugh　once　chiefs；

And　as　we　show　beyoRd　that　He3ven　and　Earth

I薮fo欝a撮shape　c◎鵬pact　a簸d　beautifu豊，

1豊wi1夏，　i簸action　free，　co㈱癒。麺ship，

A薮dtho猛sa簸d　other　signs◎f　p蟹er　life；

Se　gn　ogr　heels　a　fresh　perfectioit　treads，

A　powef　mgre　strong　in　beauty，　bem　of　us

And　fated　to　excee　us，　as　we　pass

In　gaery　that　oRd　Darkness：　itor　are　we

Thereby　more　c◎簸q覗er’d，　tha簸by題s癒e細e

Of　shapegess　Chaos．e“e

　　　　　＿　for　ラtis　the　eter薮a璽1a・w

ThRt　first　ix　beauty　shougd　be　first　in　might：

Yea，　by　that　law，　aRother　race　m3y　drive

O雛。◎珊uerors　to艶。雛簸as　we　d◎麺◎w．

　　　　　　　　　　　（HyPerign，　K　202－17，　228－31）

この哲理を要約すれば，タイタン神族は〈美の進化論〉の

原則（埴rst　in　beauty　should　be　first　in　might”）ゆえ

にオリュンポス三族の前に滅びていく，と言うのだ．そし

てキーツは，新しい神山が体現する美の化身として「若き

アポロ」（ffyPerton，　II，293－94：　“young　Apd璽。”）を物語

に登場させる．ところが，実際に作品中に現れるアポロは

一少なくとも最初の登場の時点では一あのE綴欄纏

の主人公に似て，典型的なメランコリー患者の症候を示す

のである．

　　　　　　　　　　．．．For　me，　dark，　dark，

Aitd　painfug　vile　gbiivign　seags　my　eyes：

1　strive　to　search　wherefore　1　am　so　sad，

Ufit量翌amda登chdy　nu灘bs磁y亙漁bs；

A薮d癒en賦P◎豊the　grass亙sit，　a簸d　m◎a薮，

：Lik：e◎ne　who　o簸ce　had　w盆gs。一一〇w｝亙y　shou璽d亙

Feel　curs’d　and　thwarted，　when　the　iiegegess　air

Yields　to　my　step　aspira就P　why　should　I

Spurn　the　green　tutf　as　hatefug　to　my　feet？

　　　　　　　　　　　　　　　　（ffyPerign，　III，　86－94）

ここには容易に作者キーツの自画像を認めることができ

る．それは地上の栓桔に縛られ，天空への飛翔を妨げられ

ている詩人の姿に他ならない．このアポロ＝キーツは，未

だく癒し手〉たり得ず，むしろ〈癒し〉を希求する弱年の

若者に過ぎない．ffyPerignの作者の使命は，このアポロ

を〈癒しの神〉へと変貌・成長させ，そのことによってタ

イタン三族（Hyperi◎Rはその頭領）のみならず，自己の

救済をも同時に図ることであったはずだ．とすれば，作品

HyPerionの成否はひとえにアポロの神格化にかかってい

ることになる．当然，読者はこの点を軸にして劇が展開す

ることを予想し，期待もするのであるが，実際のアポロの

神格化の場面はあっけない程に瞬時に達成され，それと共

に物語は中断されてしまう．

So◎n　wi璽d　c◎憩m◎t童。豊s　shook　h蜘，　and鵬ade撫s薮

A翫he　i欝nαta豊fa蜘ess　o錨is　limbs；

M◎s童like癒e　s磁ggle　at　the　gate　of　dea晦

Of藍ker　st搬to◎麹e　who　s盤◎uldねke　leave

Of　pale　gmmortal　death，　and　with　a　paAg

As　hot　as　death’s　is　chigl，　with　fiefce　cenvugse

Die　intg　life：　se　youfig　Apgggg　anggish’d：

His　very　hair，　his　golden　tresses　famed，

Kept　undgiati6n　round　his　eager　ne£k．

Du魚g　the　pai簸M豊e搬osy簸e　upheld

Her　arms　as　one　whg　prophesied．　一　At　aescgth

Ap◎Ho　shhek’d；一a簸d　lo！fro搬a夏亙his璽imbs

Cegestial　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　（Hyl》6露。多z，互亙1，124－36）

アポロは記憶の女神Mitemosyneの助けによって突如とし

て神となるのであるが，その神化のプロセスは一一劇とし

ての具体的な説明に欠ける以上一エンディミオンの神格

化に劣らず唐突で神秘的なものである．恐らく，HyPcriges

の作者はE品品纏の作者と大きく変わってはいないので

あろう．つまり，1一品7纏においてもキーツは，自己救

済（癒し）の確かな手立てと成り得る「哲学」を未だ確立

するには至っていないのだ．アポロの神格化と同時に作品

が中断されねばならなかった原因が，そこにある．

　Hy喫Mgnの中断から数箇月を経て開始されたThe　Fall

Of　HyPerienの真の主人公は，タイタン神族でもアポロで

もなく，作者キーツその人である．したがってそこでは，

前作とは異なり，キーツの生の声が至る所に聞かれる．そ

の声とは〈詩人は真の医者／慰者たり得るのか〉を自問す

る叫びである．下に掲げるのはMoneta（Mnemosyneと

同一神）と詩人＝キーツとの，詩ならびに詩人の本性を巡

る対話である．

“NoRe　caA　usurp　this　height，”　return’d　that　shade，

“Bgt　those　to　whem　the　miseries　of　the　world

Are　misery，　and　will　not　let　them　rest．

All　else　who　find　a　haven　in　the　world，

Whefe　they　may　thoughtless　sleep　away　their　days，
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If　by　a　C藍anCe撫tO　thiS　fane　t盤ey　C（》艶e，

R◎to薮塩e　paveme盆where　th◎u　r磁ed夕st

　　　　　ha豊f。，，一

弱Are重here餓£h◎usands沁the　wor鼠”said　l，

E簸。（搬fag’d　by癒e　soo癒voice　of　t血e　s】bade，

“Who　1◎ve　their　fellows　eve溢。　the　dea晦

Wh◎fee1癒e　giant　ago鷺y　of　tぬe　wor互d；

A簸dmore，童謡e　slaves　to　po◎rむu瓢a豆i£y，

Labo蟹fGr　m◎rtal　good？IS雛e曲ou羅see

O£her　三二e簸　藪ere：but　亙　a艶　hefe　a蔓。豊e。ラ，

“They　whom痛◎疑s緯k：’st　of　are簸。　visi◎麓多ries，”

Rejotw’d　that　vgi£e　一“They　are　no　dre3mers　weak，

T血ey　seek　no　wo簸der　b磁癒e　hu鵬餓艶ce；

No憩usic　but　a薮appy覗。電ed　voice－

They　c◎鵬e豊ot　here，癒ey　have簸。癒oug號t◎

　　　　co磁e－

A簸dtb．o雛ar竃here，　fbr癒ou　art互ess癒a籔they。

Wha重be簸efit　ca費st重h◎駿do，◎r　a翌癒y　t曲e，

To癒e　great　world～T｝夏。聡a汽adrea翻鷺g癌諭9；

Afever　of　thyse豊f一一癒溢k：of癒e　ear晦

What　bliss　even　in　hgpe　is　there　for　thee？

Wha撫ave簸P．。∴

　　　　　　　　　　（The　Feses　of　ffyPersion，　1，　147－71）

ここには明らかに〈詩入〉対〈医者／慰者〉の対比が見ら

れる．キーツは，似非詩人を「脆弱な夢想家」（“visi⑪R’一

盤es”，“dreamers　weak）と断定し，人類の痛苦の真の癒

し手としての医者とこの種の詩人とを峻別する。「死ぬま

で同飽を愛し，世の人々の大きな苦痛を感じ取り，しかも，

可哀想な一類の奴碑さながら，人のために働く幾千の方々」

ぐ‘theusands　l溢he　wor璽d／．．．Who　love　their繍ows　even

te　the　death；／Who　feekhe　giant　agony　of　the　worgd；／And

mere，　like　siaves　tg　pggr　humanity，／Labour　for　mortag

g◎od”）が，キーツもかつてその仲間たることを目指した

医者の集団であることに疑問の余地は無い．M◎fieta（キー

ツの理性の声）は，これらの医師に比べれば「キーツとい

う詩入ははるかに劣る」（“thou　art　gess　than　they”），と

断言する．Moxetaのこの断罪に抗議する形でなされるの

が，「詩人は賢者，人道主義者，そして万人の医師」（“．．sure　a

p◎et　is　a　sage；／A　humanist，　physician　to　a亙i　meR。”）と

いう先のキーツの発言であった．しかし，MORetaのキー

ツ批判には止むところがない．

　　　　　　　“．．．Art　thou　not　ef　the　dreamer　tribe？

　The　poet　and　the　dreamer　are　distinct，

　Diverse，　sheer　oppgsite，　antipodes．
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The　o簸e　p◎urs　o櫨aba1搬鷲po薮t：he　world，

The　other　vexes　it．．ee”

　　　　　　　　　　（The　Fall　of　HyPerion，　1，　X98－2e2）

要するにM◎netaは，キーツという詩人はアポロ（詩人／

医者／慰者）にほど遠い似非詩人（“dreamer”）である，

と言いたいのだ．’ffyPerionの主入公＝キーツが突如アポ

ロへの祈願をロにするのはこのMonetaの発言の直後であ

る．

　　　　　　　　　　　　　　。。．The鷺曲◎統ed亙

Spite　of憩yse1£．aRd　with　a　Pythia’s　sp亙e磁，

“Apoglo！　faded，　far　fiowfi　Apegig！

Where　is癒y憩isty　pest簸e簸ce　t◎creep

I藍othe　dwe翌i簸gs，　thrgugh　the　door　cra磁ies，

Of　alR　mock　gyrists，　garge　self　worshipers，

And　caregess　hectefers　in　proud　bad　verse．

丁盤0翌9血止bre厩he　dea癒wit簸癒e磁，　it　wi聾be璽赫e

T◎see　the磁sprawl　before　me　i就09raves＿。”

　　　　　　　　　　（The　Fall　of　ffyPerion，　1，　2　e2－10）

ffyPerionでは“young　Ap◎9io”と一体化する節も見えたキー

ツではあるが，今やアポロ〈“Apdlol　faded，　far　boWR

Apeilo”）は彼のもとから遙かに遠ざかってしまう．アポ

ロ（理想の詩人）との合一のみちを閉ざされたキーツは，

己もろとも似非詩人の群を滅ぼすことをアポロに祈願す

る．そのアポロは，これまでその姿を見せることのなかっ

た〈疫病をもたらす神〉としてのアポロである．23）キーツ

にとってのこのアポロの相貌の変化一守護する神から処

罰する神への変化一は，理想の詩人アポロに近づけない

詩人の絶望の深さを示唆している．真の〈慰者〉たり得な

い己の詩人としての非力を痛感するにつれ，キーツとアポ

ロとの心理的距離はますます隔たっていったのである．

　The　Fa19げ功膨7纏の中断の後間もなくしてキーツは

この世を去る．その短い入生の最後まで，キーツの胸中に

は医師となって人類のために奉仕するという夢一点入を

諦めることの代償としての苦い夢一が燃っていたことを

忘れてはならない．

My　book　is　comifig　out　with　very　low　hopes，　thoaagh

not　spirks　on　my　part．　This　shall　be　my　last　trial；　Rot

succeeding，　1　shaN　try　what　1　can　do　in　the

Apothecary　iine．2‘）

キーツにとって，詩人として人類に奉仕するみちが閉ざさ
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れたかに思えた時，生涯の到達目標としてのアポロ（詩人

／医者／慰者）へ近づくべく残されたみちは，医業を選ぶ

ことしか無かった．「（この詩集が）成功しなかったら，薬

剤医師のみちで力をためしてみることになるだろう」とい

う，死を間近に控えてなされたキーツの発言には，アポロ

を巡るこの様に壮絶な詩人の闘いが潜んでいたのである．

　　　　　　　　　　　　　　　　注
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