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第一次世界大戦と戦争詩人

トマス・ハーディからアイザック・ローゼンバーグまで（Ｖ）

IsaacRosenberg（1890～1918）

吉村清

アイザック・ローゼンバーグは1890年にブリストルでロシア系ユダヤ人の両

親の間に生まれている。彼は1897年に家族とともにロンドンへ移住し，１４才ま

でイーストエンドのステップニーにある公立小学校に通学した。その後フリー

トストリートにある美術出版社で見習い版画工として働いた。３名の裕福なユ

ダヤ人の婦人たちの援助で，1911年の10月から1914年の３月までtheSlade

SchoolofArtで美術を学び，いくつかの賞を授賞し画家として世に立とうと

した。また，著名な作家や批評家たちへ作品を送るようにという姉の激励もあっ

て彼は早くより詩作に励み，その作品を友人たちに配布していた。彼の詩は一

つではあったが，EdwardMarshの編集したGeolgiCmPoetm）JI9I6-J9I7

に掲載された･続いて，彼は自費で詩集ﾉVZghtα"ｄＤａｙ(1912),Ｙｏｕｔｈ(1915)，

MosesJAPJqy（1916）を出版した。大戦勃発の年の1914年には，病弱であっ

た彼は転地療養と就職のため姉を頼って南アフリカへ行った。だが，納得のゆ

く就職ができず，翌年帰国しまもなく入隊した。

ローゼンバーグの家族は戦争に断固として反対するトルストイアンだったの

で，彼の書簡に表れている入隊までの精神的経緯には粁余曲折がみられ興味深

い。

「自分が抱いている正義の原則にまったく反するのですが，僕は当局が望む

のなら志願することを考えています。人間がなしうる最も犯罪的なことをする

ことになるでしょう。母は間違いなくショックを受けることでしょうが，それ

にたいしてどう対応したらいいのかわかりません。」

「陸軍に志願することでまた気持ちを変えました。兵士が増えることがさら
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なる死を意味するからです。それに愛国的な確信も持たずに志願することは道

義に反することだからです。」

「戦場で人を殺すことが嫌だったので，できればRAＭＣ（陸軍医療部隊）

に入隊したかったのですが，背が低すぎました。僕の体格で入隊可能なのはパ

ンタム連隊だけです。」

「僕は決して愛国の念に駆られて入隊したわけではありません。な1こものも

戦争を正当化することはできないのです。ただこの面倒事を始末するために，

僕たちは戦わなければいけないのです。ともかく戦前はできるだけ家の手伝い

やほかのことをしたつもりです。入隊すれば母への離別手当があるのだと考え

ました。」

「君の軍隊に関する提言に関して言わせてもらえば，この愚劣な戦争で一部

の詩人たちが（実際いかなる詩人であっても構わないが）犠牲となったことに

よって，世界はひどい損害を被ったのです。しかし，収入がないときには，入

隊することにたいして強い誘惑に駆られることは確かなことです。」

彼はできるだけ入隊を遅らせたが，その理由は彼が戦争を罪悪とする信条を

もち，かつ肉体的にも気質的にも軍務に適していなかったからである。しかし，

貧困と失業は彼に他の選択の余地を与えず，彼は1915年に入隊した。最初は書

簡にあるように背が低いということでバンタム連隊に配属されたが，後に

King，sOwnRoyalLancastersに転属された。1916年の初めフランスに渡り，

1918年４月１日に27才の若さで戦死した。死後，GBottomleyが編集して

LBinyonが追想記をつけたＰｏｅｍｓ（1922）が出版され。その後出版された

ポトムリーとDenysHarding共編のCbZJectedWo｢んｓ（1937）とCbJZected

Poems（1949）のなかのTrenchPoems’は彼の詩才を示す戦争詩である。

その後IanParsons編のCbJJectedWorhs（1976）が出版された。

本稿ではローゼンパーグのビビッドで，強烈で，醜悪なイメージで大戦を描

いた詩篇に焦点をおき，戦争を文明を再生するための手段として捉えたり，人

類の宿命と見なしたり，あるいは非人間的，残酷な人災と位置づけたりする詩

人の多様な戦争観の特徴を考察することにしたい。また，詩人は戦場における

兵士の犠牲の問題に関心を示したが，戦争を罪悪視する一方で，戦死を美化す
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る傾向も見られるという価値観の相克をも検討したい。

「大戦のニュースを聞いて」（“ＯｎＲｅｃｅｉｖｉｎｇｔｈｅＮｅｗｓｏｆｔｈｅＷａｒ'，）

は，ローゼンパーグがケープタウンで療養中に書かれた作品であるが，死と腐

敗をもたらすものとして冬と戦争を捉え，両者のイメージを重ね合わせ，戦争

は神の血を流すほどに残酷なものであるが，それは人類の長い歴史の中で破壊

と再生の二重の役割を担ってきたとの認識をも示している。作品上の季節は夏

であるが，第１スタンザは，「雪は不思議な白い言葉」というイマジナティブ

なメタファーではじまり，「雪」，「氷」，「霜」はいずれも生物から生命を

奪い死をもたらす「冬」を強調するために使用されている。詩人は｢真夏の霜」

という別の詩で大戦を「不思議な冬」と形容しているように，ここでも大戦を

冬に重ねている。第３スタンザの「ある古い霊」は人間を「悪意のキス」で戦

争という冬へと誘うものであるが，文明がいかに高度化しても，戦争は決して

なくなることはなく，戦争は人類史の必然である，という戦争観がよみとれる。

しかし，詩人は大戦を好ましくない必然と位置づけることに満足し，「飽くこ

とのない帝国主義的野望に」（トマス・ハーディー「戦争と動乱の時期に」）

にかられ，植民地再分割をめぐって戦われたこのヨーロッパの内戦の本質を追

求していない。次のスタンザでは，戦争を神をも苦悩させる災厄として位置づ

け，残酷な戦争に対して被害者であることしかできない無力な神は，自らの子

である人類の死を嘆いている。また，戦争はアダムとイブの原罪に由来する古

来からの「真紅の呪い」として位置づけられている。最後に詩人は「生命が腐

食し，消耗した」後の，再生への希求を述べる。Ｐ・BShelleyの「西風に寄

せる歌」の西風が「破壊者にして保護者」という両面を備えているように，ま

た冬が春の到来を約束するように（「冬来たりなば，春遠からずや」），戦争

にも破壊するという側面と，人類を「原初の花」へと，すなわち堕落前のイノ

セントな状態へ戻すという別の側面があってほしいと希求している。

●●●

すべての人々の心にそれはある

ある古い霊が

悪意のあるキスで
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僕たちの命を腐食士に変えた

赤い牙が彼の顔を引き裂いた

神の血は流され

彼は孤独な座より嘆く

彼の子どもが死んだことを

おお！古来からの真紅の呪いよ！

腐食し，消耗せよ

この宇宙に返してくれ

原初の花を

「コリントのハートを餌にする虫」（“ＡｗｏｒｍｆｅｄｏｎｔｈｅｈｅａｒｔｏｆＣｏｒ‐

inth''）では，いずれも性的放縦のために崩壊した古代文明社会を背景にして，

イギリスの参戦を同国の文明の崩壊の契機として捉えている。

コリント，パパピン，ローマのハートを

餌にした虫

パリスが長身のヘレンをレイプしたのではなく

この近親相姦の虫が

彼女のはつらつとした美貌を

彼の無定型の眠りに誘ったのだ。

イギリス黙へレンのように名高く

ソロモンよりもさらに多情な

影のない彼のために

おまえの戦争との婚約は歌われるのだ。

ユダヤ系イギリス人であるローゼンパーグには，ソロモン王の立てた豪華な神

殿に代表される古代イスラエル文明のバビロニアによる破壊をテーマにした

｢燃える神殿」（`ITheBurningoftheTemple''）と「バビロニア大集団に

よるエルサレム破壊」（"TheDestructionofJerusalembytheBabylonian

Hordes'1）と題する２つの詩があるが，後者には破壊される前のエルサレムで
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Ｉよ「笑う少女たちが／ソロモンに使った手管を忘れた」とあり，詩人は，崩壊

以前のイスラエル社会におけるおおらかで健康的な'性文化を匂わせている。対

照的に，「コリントのハートを餌にする虫」で扱われている古代都市コリント，

バビロン，ローマはいずれもその住民の性的放縦ゆえに崩壊した。ヘレンとパ

リスの運命的出会いは，許されぬ恋（性的放縦）へと発展し，結果としてトロ

イ戦争と多くの死を生んだ。「近親相姦の虫」は，当然ながら，ウィリアム・

ブレイクの「病めるバラ」にでてくる「その暗い，秘めた愛」が深紅のバラの

｢命を滅ぼす」「吠える嵐のなか／夜に飛ぶ／目に見えぬ虫」をほうふつさせ

るが，近親相姦を含んだ性的放縦へと誘う「虫」は永久に古代都市とその文明

を犯し，堕落させ，崩壊させる存在。というよりも，古代文明社会において，

その維持発展のために有効に機能していた社会システムが時代の変化に対応で

きなくなった状態で，希望と熱意を失った人々が陥る性的放縦への傾斜のシン

ボルとみるのが妥当であろう。スピーカーは予言する。トロイのギリシャ人た

ちのように，イギリスも参戦するという過ちを犯し，意味のない死と破壊の道

を歩むことになるだろう，そして虫はイギリスのハートであるロンドンを餌に

するであろう，と。文明を破壊しそのエネルギーを吸収し，繁殖する「近親相

姦の虫」は，パリスとヘレンを巡り会わせたように，今度はイギリスと大戦の

婚約を成立させる。その婚約の歌は「影のない彼」（死）のためのもの。この

詩は，古代史の流れのなかで，文明を崩壊させる重要な要素としての戦争をネ

ガティブな性的イメージで描出している。

「1914年８月」（"August1914,1）という詩では，戦争は若者から「蜜」

と「黄金」に象徴される多様な資質と限りない可能性を奪い，彼をただ「固く

て冷たい鉄」のイメージしかもたない兵士へと転化させ，さらに戦争は彼の

｢青春を溶解し」，美的資質を破壊するものとして位置づけられている。

●●●

一つの生命には３つの生命がある

鉄，蜜，黄金

黄金と蜜がなくなった今

残ったのは固くて冷たいものだけ。
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鉄が僕たちの命

青春のまっただなかで溶解し

実り豊かな畑のなかの焼かれた場所

美しい□のなかの折れた歯

「マーチング」（"Marching，，）では，行進する兵士たちの－人がスピーカー

となって，戦争とは，運命の「盲目の手」が兵士たちの死を通して彼らに「古

来からの栄光」をもたらすものである，と論じている。第１スタンザでは，

カーキー色の制服に身を包み，「自動的な足並み」に併せて「輝く振子のよう

に手を振って」，栄光という共通の目標をもった進む兵士たちをスピーカーの

目が捉えている。第２スタンザでは，「古来からの栄光」という戦争の大義を

求める兵士たちを駆り立てるのは戦闘，勝利，凱旋などを賞賛する軍神マルス

であると述べる。しかし，戦争の栄光のみを思考するマルスの頭脳よりも「鋭

敏な頭脳」をもつ運命の「盲目の手」がもたらす戦闘（「鉄の雲」）における

不可避的な苦痛と死（「永遠の暗黒」）の概念を導入する。このように詩人は

戦争の栄光という表面的・通俗的な概念の上に，運命の盲目の手が人間を不条

理で悲惨な災厄としての戦争へ駆り出す，という悲劇的ビジョンを重ねること

を忘れてはいない。しかし，なぜ戦争は人類の悲劇的宿命なのか？なぜそう

断定できるのか？そういう疑問にこの詩はなんら答えていない。現代の戦争

史を振り返れば，大戦後に第二次世界大戦，独立のための非植民地化戦争，東

西冷戦，その代理戦争としての朝鮮戦争，ベトナム戦争，冷戦終結後の民族・

部族・地域紛争の多発と戦争は変形し，絶えることがない。今日の紛争に対し

て国連も唯一の軍事超大国アメリカも現実的かつ効果的に対応できない。やは

り戦争は人間の力の及ぶことのない宿命なのだろうか？しかしわれわれはロー

ゼンパーグのように，戦争責任を「盲目の手」に帰すことはできない。戦争の

主体者はいつの時代にも人間をおいて外にないからである。

僕たちは古来からの栄光を支持する

そのむきだしになった首や手のうちに

戦神マルスの炉は壊れず

しかしより鋭敏な頭脳は鉄を打つ
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（ダイナミックな大気を手荒く扱う）

死のひずめを取りつけるために

力強い目に

永久の暗闇を降らすために

盲目の手は鉄の雲を放つ

「死せる英雄」（"TheDeadHeroes,,）では詩人は大戦に題材を求めつつ，

大戦を賛美するのではなく，大戦のために兵士たちによって払われた犠牲的精

神とその結果としての戦死をスピーカーに賛美させている。戦争自体は嫌悪す

るが，戦闘で払われた兵士たちの尊い生命の犠牲に対しては好意的な評価を下

している。ｎＷ・Hardingの指摘にあるように，「時として，ローゼンパー

グは自らの体験をあまりに単純化し，本心では決してそうではないと思ってい

たのだが，戦場での苦痛を栄光に飲み込ませる，という態度をあらわにする」

(84）。この詩には，国家のために兵士が捧げる自己犠牲を賛美している軍国

主義的トーンと，個人のために国家があるのではなく，国家のために個人があ

る，というナショナリズムの思想が顕著である。入隊前は戦争を「人間がなし

うる最も犯罪的なこと」と位置づけ，また「僕は決して愛国の念に駆られて入

隊したわけではありません。な'こものも戦争を正当化することはできないので

す」と述べた詩人が，戦死肯定の詩を書いているのである。これをどのように

理解すればよいであろうか？戦争自体は遺憾に思い嫌悪するが，兵士たちの

犠牲は名誉なものと，価値あるものとする二分法的思考の産物，と解すべきか。

この詩はロレンス・ピニヨンの兵士たちの勇気と殉国精神を賛美した「戦没者

を悼む」と題する詩と酷似している。「彼らはイギリスの肉の肉，霊の霊であっ

た／そして，自由を守るために，倒れていったのだ」。両詩は国家の戦争政策

の罠に陥り，その結果犬死に的犠牲を余儀なくされた，ということに耐えられ

ない欧米人の合理主義的的感覚が生み出したと解するべきか？あるいは代表

的な反戦詩人であるWilfredOwenでさえ，大戦勃発の1914年には「おお，

他の人々と平和に暮らすことは／適切で甘美なこと／しかし兄弟のために戦死

することは／より甘美で，はるかに適切なこと」と詩作していた状況を考えれ

ば，「死せる英雄」で，ローゼンバーグは「犠牲」を戦争のなかで肯定しうる

－２９－



要素として捉えていると見ることができよう。BernardBergonzi

によれば，「ローゼンバーグは大戦に対して二つのビジョンを持っていた。彼

は大戦が生み出す人的苦痛と，彼が絶対的な価値と位置づけている戦場での人

間の比類なき超人的挺身の両面を知っていた」（113）。同様に，Hardingも

｢大戦について詩作した他のイギリス詩人とローゼンバーグとの決定的な相違

は，大戦が要求したある種の生存するための熾烈な緊張感という側面と，苦痛

と浪費というもうひとつの側面を戦争における不可分な両要素として捉え，彼

の詩的技量がその表現を可能ならしめたのである。死自体には詩人は関心を示

さないが，人生が単純化され徹底的に強化される瞬間の死にたいしてのみ関心

を抱いた。このことを彼は永遠不滅のものとして表現するに値すると感じてい

た」（89）。両者の説は「戦争は「存在の真実」であり，そういってよければ，

仮面をとった神（神々）なのだ。戦争に身を投じおのれの運命をまっとうする

人間は，その心的な炎によって聖化される」（西谷７３）と主張するエルスン

ト・ユンガーと同調する。ユンガーは「戦争を個別的生の棄却として生きた。

それは存在の個別性を飲み込む「全体性」への自己投入であり，個別的生の棄

却によってはじめてえられるものの積極的な肯定である。戦争によってのみ人

生は，その本当の様態，すなわちく神々を喜ばしめるところの崇高にして血み

どろな遊技〉という様態を得るのである」（カイヨワ203）。戦争のファシ

ズム的美化の姿勢が３者には共通する。３者の解釈が妥当なものであれば，こ

の詩は「祖国のために死ぬことは美しく甘美である」という愛国主義に徹した

ものと言わざるをえない。詩人はただ単に戦争当時の人々の戦争熱を描写して

いるだけであろうか？それとも戦闘を体験することによって，詩人の精神に

愛国主義が芽生えた結果，この作品が生まれた，と理解すべきであろうか？

なぜこのように戦死を栄光化する作品を書いたのか，という疑問にこの詩は答

えていない。

●●●

かれらの血はイギリスの心

死んだかれらの手によって

高貴な使命によって
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イギリスは存立する。

イギリスよ，時はかれらに汝を与えた

かれらは報いた

永遠を勝ち取るために

神のキスを要求するために。

「死せる英雄」同様に，戦争をヒロイックなものとして肯定し，兵士たちを

ギリシャ神話のタイタンのイメージに重ねて英雄視する姿勢は，「兵士：２０世

紀」（“soldier：TwetiethCentury，ﾛ）と「休暇中の兵士に対する少女」

（"GirltoSoldieronLeave，，）と題する作品に見いだせる。イギリスでは，

大戦の勃発にともない主だった政治家たちは自ら人気をとり，戦争熱を聴衆に

植えつけながら，国中を遊説し「戦争撲滅のための戦争」とか「世界の民主主

義を救う」とかいうレトリックで民衆を扇動した。その結果，イギリスの公衆

の感情は白熱化した。この戦争熱に浮かされて，婦人参政権論者が突然暴力的

な運動をやめた。戦争反対を説いていた革命的社会主義者は，今や戦争宣伝家

となった」（テイラー５７）。過激な婦人参政権論者はサフラジェット

(suffragette）と呼ばれたが，彼らは大戦勃発にともない，運動の休止を決議

し，銃後の活動に積極的に従事した。シルキンはＣＥ・Montagueを引用し，

「兵士：２０世紀」は，「大戦前はサフラジェットであった女性が，突然兵士を

その個人的資質の如何に関わらず好ましいものと捉え，その略奪性と権力の具

有者としての一般的なイメージに彼女たちは引き付けられた。このような状況

からこの詩は生まれたが，この詩はまた兵士がこのような状況でいかに利用さ

れるのかを語っている」（294）としているが，この詩のスピーカーの視点を

サフラジェットたちだけのものと限定する必要はない。戦争熱に浮かされて，

戦争を美化する女性一般に共通に見られた現象と理解する方が妥当であろう。

スピーカーは「あなたを愛しています，偉大で新しいタイタン」と呼びかけて

いることから，恐らく女性であろう。彼女は，兵士に向かって，彼女にとって

軍事的英雄である「ナポレオンもシーザーも／あなたから生まれました」と述

べ，「想像を絶する拷問から／目は死によってキスされ」，すなわち大戦lこよっ
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て「この世に復活した」タイタンを称える。男たちはタイタンの「苦痛」を通

して「残酷な男」へと，すなわち兵士へと変身するが，兵士たちは「不滅の存

在とされ」，彼女は彼らの権力に対するあくなき略奪性を神聖化し肯定する。

｢彼らは太陽の権力を盗み／あなたの肩に足を乗せ，それを誇示している」。

一方，戦前の「活気のない日々」（ルパート・プルックの「平和」と題するソ

ネットにある「旧態とした，寒々しい，退屈な世界」や，ハーパート・アスクィ

スの「志願兵」に登場する「その半生を灰色の都市で／台帳を相手に苦労し」

志願兵となって戦死した事務員の世界と同質）との生活に満足して，戦争の熱

気に淡泊な人々に対しては，彼女は臆病者あるいは卑怯者扱いし，軽蔑の眼差

しを向ける。

キルケに仕えた豚たちように，あなたが寝ていた頃

あるいは脳髄の中の単なる言葉でしかなった頃の

あの活気のない日々を超越した

あなたの腰から彼らを尻ごみさせるがいい。

このように，詩人は戦争熱の虜となっているスピーカーを通して，大戦をタイ

タンを復活せしめた神話の次元まで高め，好戦的なタイタンに鼓舞されて，パ

ヮフルで超人的な残酷性と略奪性を発揮する兵士たちを賞賛し，かれらの示す

勇気と犠牲を愛でもって報いている。だが，詩人は大戦を神話化し，兵士の残

虐性と略奪性を賛美するスピーカーの立場を擁護しているのではないだろう。

勇壮なマーチに合わせて，さっそうと行進する兵士たちに沿道から熱烈な声援

を送る女性の一人である彼女のトーンは，次に挙げるシーグフリード・サスー

ンの「女の栄光」（``GloryofWoman'，）という詩で扱われている戦争のヒ

ロイズムに高揚する安易な女性心理と軌を－にするが，ローゼンパーグはスピー

カーの態度に対してインパーソナルで中立の立場をとっているが，サスーンは

そのような女性の視点を鋭く風刺している，という点に差異がみられる。

僕たちが英雄になり，賜暇で帰省したり

話題になっている場所で負傷すると

君達は僕たちを愛する

君達は勲章を崇拝し，
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騎士道が戦争の恥辱をあがなうと信じている

●●●

君達には信じられな（、

地獄のこのうえもない恐怖に心もくじけ，逃げながら

恐ろしい屍を踏みつけ，血で目が見えなくなった時

イギリス軍が「退却」するということが

大戦が女性の視点から語られるあと一つの詩「休暇中の兵士に対する少女」

も大戦のヒロイズムに陶酔し，「タイタンラバー」と呼ぶ兵士をめぐって死と

対立する少女に焦点を置いている。

●●●

タイタンー私の素晴らしい反逆者一

古老プロメシウスでさえ

あなたの権力の前には亡霊のように衰微する－

彼の煩悶はあなたの喜悦。

不毛で弱々しい生気のない日々は

あなたの魂をきつく縛っていた。

パベルの都市のけむる屋根は

あなたの成長に難儀な足かせを押しつけた

●●●

一つの足かせが今なおあなたを縛っています

それはふるさとにいる私の心と絆を結んだ

あなたをソンム川で秘かに縛った。

おお，それは今緩まるのでしょうか？私は希望します

あなたが古い古い足かせで縛られていることを。

恋人よ！あなたは私を愛しており－あなたの眼は

死を通して私の眼を見つめた。

あなたは死の危険をあまりにも冒した。
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あなたを行かせます－－残念ですが。

少女は大戦を通して愛と死に直面しているが，自分の恋人である兵士をプロメ

シウスの権力を超越する「すばらしい反逆者」と賛美する一方，自分と彼とを

結ぶ愛の絆が，彼と戦争との間のヒロイックで最終的な絆の前には無力であり，

戦争と恋人の戦死を不可避の悲運として捉える感傷的な諦観が，彼女の精神を

支配している。

「塑壕の夜明け」（"BreakofDayintheTrenches,，）では，大戦の激戦

地として有名なフランスのフランダース（季節なると一面にポピーが咲き乱れ

る地域）の前線で夜明けを待つイギリス兵を描きながら，彼とポピーや鼠との

関係のなかで，大戦を醜悪で熾烈な国家間戦争と捉えている。

暗闇は砕け散り_

永久に変わらないドルイド教の時。

唯一の生物が僕の手から飛び跳ねる‐

おかしな冷笑的な鼠一

塑壕壁からポピーを引き抜いて

耳の後ろに差したとき

JohnWilliamsの指摘するように，最初の２行には異なった時間の概念が導

入されている。初行の「暗闇を砕け散らす」時間はすべてを衰微させ，破壊す

るものであり，次行では「永久に変わらない」時間のもつ永遠性を強調してい

る（34）。スピーカーは手を媒体にして「おかしな冷笑的な鼠」と赤いポピー

の花と接触するが，鼠の方は自由であり，ポピーは受動的で，膠着した塑壕戦

という状況に縛られたわい小化されたスピーカーと重複する。英・独の両軍は

無人地帯となっている「眠っている緑野」を挟んで対時しているが，鼠はそう

いう人的でし意的な境界には無頓着で自由であり，国境とか民族とか敵意とか

には縛られないトランスナショナルで「コスモポリタンな同情心」も持ち主で

あり，鼠のポーダレスな合理性はそれぞれに「殺意の衝動で結束した」各国の

戦争へのナショナリスティックな狂気とコントラストをなしている（Perkins

288)。さらに，鼠は死の危険が常態化した戦場の兵士たちに対して，冷笑的で，

メフィストフェリス的な－面も合わせ持っている（Perkins288）。
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●●●

生きることに関しては，おまえほどにはついていない

力強い目，立派な肢体，箸れるアスリートの側を通過するとき

おまえは心のなかでニャッと笑うようだな

殺害の衝動で結ばれ

フランスの引き裂かれた草原で

大地の腸のなかで大の字になった彼らに向かって。

スピーカーは，戦争の圧倒的な破壊力によって破壊された草原を「大地の腸」

とグロテスクに比嗽し，「叫ぶ鉄と炎」（「1914年の夏」でも戦争は鉄のイメー

ジで，また同様に「死んだ兵士の集積場」では「迅速な燃える鋼鉄の蜂」と表

現されている。），すなわち，戦争という過酷な現実の前に無力な人間を意識

しつつ，鼠に問いかけるが，人間の苦悩に対して冷笑的な鼠からの反応は期待

すべくもない。

静寂な空を貫いて浴びせられる

叫ぶ鉄と炎を

見る僕たちの目におまえは何を見るのか？

どんな震えを，どんな衝撃を？

ここでは，塑壕戦によって人間と動物の立場が逆転している。すなわち，通常

は人間の方が鼠などのような小動物よりも長生きするし，小動物の臆病さを指

摘するのであるが，このスタンザではそうではない。生き延びる可能性を持っ

ているのは鼠の方であり，震えておびえているの人間を不思議に思うのも鼠の

方である（Fussel252)。鼠は去り，スピーカーは再び関心を耳に差したポピー

に向ける。

人の静脈のなかに根を張るポピーは

散る，そして常に散り続けている。

だが僕の耳に差した方は大丈夫

白い±ほこりが少しついてはいるが。

ポピーは赤い色をした短命な花であり，詩人は兵士たちの流す血がこの植物の

養分となって，赤い花を咲かす，つまり戦争の間に血は兵士とポピーの間をリ
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サイクルする，と考えている。その短命さは，兵士たちのはかない命と重複す

る。スピーカーの耳に差されたポピーには「白い±ほこり」（死のシンボル）

が付着しているが，「引き抜かれた」ポピーも戦争で命を奪われる人も，死後

は土へかえるのである（"Fordustthouart，ａｎｄｕｎｔｏｄｕｓｔｓｈａｌｔｔｈｏｕｒｅ‐

turn.,!）。周知のように，イギリスでは終戦記念日である11月１１日をPoppy

(Remembrance）Ｄａｙと呼び，この曰にFlanderspoppyの造花を差して戦

没者を偲ぶが，この詩では兵士とポピーは死を前提とするネガティブで危うい

閉塞的で，お互いの命のはかなさを強調しあう関係にある。

「塑壕の夜明け」では，ポピーのように危うくてはかない生を余儀なくされ

ている兵士を，国籍とか国家とか国家間の紛争としての戦争にこだわらずに自

由に生きている「冷笑的な」鼠との比較で捉えていたが，次に取り上げる「シ

ラミ狩り」（"LouseHunting,'）では，夜中に襲来する微小な敵シラミ相手

に大騒ぎする兵士たちの「グロテクスな絵画的パターン」（Bergonzill3）が

極めて独創的に描かれている。消灯ラッパの合図で兵士たちは就寝しようとす

るが，突然シラミの大群に襲われる。－人の兵士が喉もとから

シラミだらけのシャツを引き裂き

シラミにとってはどうってことはないだろうが

神が聞いたら身を縮こませたかもしれない

呪いの言葉を吐いた。

僕たちは横になっていたが

彼が灯したローソクのうえでそのシャツは燃えていた。

それから僕たちは飛び起き，服を脱ぎ

群れなすシラミを狩りはじめた。

詩人は「悪魔のやるパントマイムのように／そこはドンチャン騒ぎの場と化し

た」と語るが，シラミの蔓延する不衛生な兵舎での兵士たちの惨状を強調して

いるのではなく，＜apoetofmovement＞とサスーンに形容されているよう

に，そのような状況を光と影を駆使した立体的でグロテスクな動作を通して描

くことに詩的エネルギーを傾注している。
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見ろ，口をぱっくり開けたシュルエットを

見ろ，壁に写ったシラミと交戦中の手と入り交じった

訳の分からない言葉を発している影を

見ろ，限りなく微小なものを除くために

とてつもなく巨大な肉体に突っ込まれた

並外れて大きな曲がった指を

詩人は，混乱のなかで，逃げ惑う微小な厄介者の生物，それを追う乱舞する裸

体，壁に投影された巨大で激しく動くグロテスクな影を，戦争の不愉快な－側

面に向けられ狂騒のエネルギーの放出を立体的でリアルに描出している。

これまでみてきたように，ローゼンバーグは兵士の置かれた状況を動物との

対比のなかで鮮明に描くことに秀でた詩人であるが，「戻る途中，雲雀のさえ

ずりを聞く」（"Returning,ＷｅＨｅａｒｔｈｅＬａｒｋｓ"）でも，夜「つかのまの

安眠」が待ち受ける陣営へと戻りつつも肉体的苦痛と死の恐怖にさいなまされ

る兵士たちと，夜空を自由に飛ぶ雲雀とその生命感溢れる歌とを対照的に配置

している。

夜は暗たんとしている。

そして僕たちは生きているのだが

どんな不吉な脅威がそこに潜んでいるのかを知っている

苦痛にさいなまれる足を引きづりながらも，これだけは分かっている

この毒に染められた道が陣営へと

つかのまの安眠へと続いていることを。

突然，暗黒の空から雲雀の歌が，疲労こんぱいした兵士たちの耳に響き，彼ら

の心には「歓喜」が満ち，晄惚となる。

しかし聞け！歓喜一歓喜一不思議な歓喜

見ろ！見えない雲雀の歌で響きわたる夜の高みを。

見上げて聞き入る顔に降り注ぐ楽の音。

雲雀の歌を通しての美的体験に対して心の準備のできていない兵士たちは適切

に反応することができないことは，「歓喜一歓喜一不思議な歓喜」という断続
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的な言葉に表れている（Banerjee83）。死の危険が常態化している彼らにとっ

てこのような美的体験は束の間のものでしかなく，たっぷりとその経験のなか

に精神をゆだねることはできないのである。直ちに，空から舞い降りてきた歌

は，彼らに死と隣合わせの不安定な状況を再確認させる。

歌のようにいともたやすく

死は空から舞い降りてくるものだ。

しかし歌だけが舞い降りた

危険な潮流の側の

砂の上の盲人の夢のように

少女の黒髪のように，彼女はそこに破滅が潜むなどと夢にも思わないが

あるいは蛇の潜む彼女のキスのように

このように，この詩は戦争と死の分脈のなかでの美的体験の限界性と脆さを追

求している。あるいは，瞬時の美的体験の奥に潜む危険性を呈示している，と

言い換えてもいいだろう。雲雀の歌は最初は彼らに歓喜を与えるが，やがてそ

れが死を連想させ，脅威へと変わる。ちょうど，最後の２行の女性美のように，

雲雀の歌は快楽の美しい仮面をつけているのであり，それは潮流の危険性に対

して無知な盲人のようなもの，あるいは自分の美のなかの危険を察知すること

のできない少女のようものでしかない。自分たちが置かれた状況の危険性を熟

知している兵士たちにとっては，戦争を圧倒する美などないのである。

「死んだ兵士の集積場」（``DeadMan1sDump,'）はローゼンバーグの書

いた戦争詩のなかでは最も長く，多様でリアリスティックで醜悪で大胆なイメー

ジと比噛を駆使して彼の抱いていた人的・物的資源の無意味で不毛な消耗の場

としての戦争，また非人道的な，個人の人権を抹殺する場としての戦争観が多

角的に集約されている。第１．２スタンザでは，前車に乗って「錆びついた貨

物」である有刺鉄線を運んでいる兵士たちが描かれているが，彼らはその鉄線

が「僕たちの同胞をめざす／残酷な敵兵の洪水を阻止するためのもの」と空し

い願望を抱いている。戦場において残酷なのは敵兵だけではないはずだが，恐

らく「人が戦っているときには，敵は常に残酷に見えるのだろうし，一方自分

の相手に対する残酷性に気づかないのであろう」（Silkin282）。前車は「味
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方も敵もランダムに集積された」死体を乗り越えて進むが，たとえ死体の「骨

が砕けたにしても／閉じた口はどんなうめき声も」ださない。戦死が日常化し

た状況下では，死者への人間的な対応は不可能である。次に詩人は戦死者を歓

迎し吸収する存在として大地を位置づける。

大地は彼らが成長しきるまで

待っていた

その肉体が滅びるのをジリジリと待ち焦がれていた

ついに彼女は彼らを手中にした

最も体力旺盛なときに，彼らは

一時停止され，やがて完全に停止され吸収された。

第４スタンザでは，スピーカーは「誰が彼らを放り投げたのか？誰が放り投

げたのか？」と疑問を発し，兵士たちが荷物のように戦火の犠牲となったこと

にたいして誰が責任を負うべきかを問題にするが，彼の思考はそれ以上進展し

ない。戦争（「迅速な燃える鋼鉄の蜂」）によって人生の半ばで失われる若者

の生命への浪費感覚は次のスタンザでも色濃く表出している。

悲運の鼻孔から，生気のない口から

半分使用済みの命が失われるとき誰も側にいなかったし

迅速な燃える鋼鉄の蜂は

彼らのワイルドな青春の蜜を飲み干した。

次に，スピーカーは死者たちへの瞑想から，生き残っている兵士たちへ視点を

移すが，これまで「好運な肢体はまるで霊液で養われているように／永遠不滅

に見えるだろうか？」と述べ，彼らは偶然にも戦死を免れてきただけの危うい

存在でしかないと考える。安全は戦場では幻想でしかない，永遠不滅を保証す

る「霊液」などこの世にあるはずがない。第８スタンザでは，地表だけでなく

地中をも醜悪な戦争の場とし，死の危険に身をさらすことは人間自らの選択で

あり，人間は自己破壊者である，と説明する。戦争責任を負うものは人間以外

にないのである。

暗い大地よ！暗黒の空よ１人間が自ら掘り

彼の盲目の手が引金を引いた後
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化学の煙のなかで揺れながら

穴を空けられた心臓からの稲妻と雷で

おまえが無言の魂にキスをしたとき，どんな死者が生まれたのか？

第９スタンザでは，戦争責任の主体としての人類への激しい怒りから，戦争の

哀れな犠牲者としての－人の兵士への優しさに満ちた眼差しへ変わるが，ここ

には個人の生存権を略奪し，彼を一介のく荷物＞へとわい小化する戦争への

抗議が読み取れる。ここでは死体は既に限りなく物に近い。物そのものではな

いが，人間でもないというような感覚が横たわっている。「最高の戦争詩は反

戦のプロテストをテーマとする詩であると考える多くの人にとっては，ローゼ

ンバーグの詩のもつインパーソナルでディタッチされた要素は，理解しがたく，

さらにはインヒューマンに響くかもしれない」（バーゴンジー118）が，詩

のトーンは人間らしい思いやりに満ちた者が発することのできるものである。

ある男の脳髄が飛び散った

担架係の顔に

係の揺れる肩からその荷はずれ落ちたが

彼らが身を屈めて見ようとすると

溺れる男の体は泥水にあまりに深く沈み込み

人間的な優しさをかけようがなかった。

最後に詩人は，もう一人の兵士の死を前車の上からスピーカーに目撃させる。

前車が接近してきたとき，その死にかけている兵士は手を伸ばして，車輪の１

つを掴もうとし，助けを求めようと試みる（「彼らは来るだろうか？彼らは

来るだろうか？」）。しかし，

曲がり角についたとき

彼の弱々しい叫びを耳にし

最後の音を聞いたが

僕たちの車両は彼の顔をかすめた。

誰もその兵士を救うことはできなかった。車両は彼の顔をかすめて進んでいく。

軍務を遂行するために。軍務優先の戦場ではヒューマンな心情が兵士たちを優

しく包むことはない。死際の兵士の叫びは最後には「音」となって響くだけで
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ある。彼の顔をかすめて通る前車は「戦場における兵士の非情な心理」を極め

て正確に表現している。この冷淡ともいえる態度は，修羅場で生存を続けるた

めの唯一の手段である。兵士の精神は人間的な感情に左右されていてはもたな

いのだ。それが残念で悲しいのである。戦争は人々の命を，そして優しさを奪

い尽くすのだ。このような悲劇的状況におかれた兵士たちへの詩人のこだわり

を通して，彼の優しさがと温もりが伝わってくる。

結論として，「物量戦およびルーデンドルフのいわゆる総力戦の概念を生み

出した第一次欧州大戦は，果てしない暴力の不毛なエスカレーションの中で，

古典的な国民戦争（土地と資源と人口を巡るマルサス的戦争）の概念を野垂れ

死にさせたが」（関９０），ローゼンバーグは戦争熱に浮かされた人々の精

神のありようをリアルに描き，基本的には反戦の立場から，残酷性と破壊性と

をもつ大戦の本質を，感情に溺れずに，インパーソナルな距離をおいて捉えた

詩人である，と位置づけることができよう。戦争における兵士の犠牲の問題に

関わったが，そこに正と負の価値の葛藤を見いだし，それを統合できずに戦死

した詩人であった。
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lsaac

WarandtheEnglishWarPoets：

HardytolsaacRosenberg（Ｖ）
Rosenberg（1890-1918）

ＫｉｙｏｓｈｉＹｏｓｈｉｍｕｒａ

IsaacRosenbergwasborninBristolinl890intoapoorRussian

Jewishfamily・HebeganwritingandcirculatingpoemswhileveryyoungI

attractingsomeattentionamonghisfriends・WhentheGreatWarbroke

out，ｈｅｄｅｌａｙｅｄｅｎｌｉｓｔｉｎｇａｓｌｏｎｇａｓｈｅcould，ｆｏｒｈｅ，ｌｉｋｅｔｈｅｒｅｓｔｏｆｈｉｓ

ｆａｍｉｌｙ１ｄｅｔeｓｔｅｄｗａｒａｎｄｈewasphysicallyandtemperamentallyunfit

formilitaryservice・Ｈｅｒｅmarkedinaletterfromthetrenches，“Inever

joinedthearmyfrompatrioticreasons・Nothingcanjustifywar.”Non

etheless，drivenbypoverty，ｈｅｅｎｌｉｓｔｅｄａｎｄｉｎｌ９１６ｗａｓｓｅｎｔｔｏＦｒance

asaprivate，ｗｈｅｒｅｈｅｆｅｌｌｉｎａｃｔｉｏｎｉｎｌ９１８・Ｈewastwenty-seven

ToRosenberg，thewarwasanewexperience：ｈｅｗｒｏｔｅｏｆｔｈｅ

"strangeandextraordinarynewconditionsofthislife,,,inaletterfrom

thefront・Ｆｅｗｏｆｈｉｓｗａｒｐｏｅｍｓｓｕｃｈａｓ“DeadHeroes”ｏｒ“soldier：

TwentiethCentury”depictthepatrioticfervorandglorificationofsacri‐

fｉｃｅｉｎｂａttlethatprevailedinEnglandduriｎｇｔｈｅｗａｒ，However，ｉｎ

ｍｏｓｔｏｆｈｉｓｂｅｓｔｗａｒｐｏｅｍｓｓｕｃｈａｓ“Ａｗｏｒｍｆｅｄｏｎｔｈｅｈｅａｒｔｏｆ

Ｃｏｒｉｎｔｈ”ａｎｄ“DeadMan'ｓＤｕｍｐ，，，bothdescriptiveandmeditative，

ｔｈｅｐｏｅｔｐｒｅｓｅｎｔｓｈｉｓｏｗｎｖｉｅｗｏｆｔｈｅｎａｔｕｒｅｏｆｗａｒａｓａｎｉｎｈｕｍａｎｏｃａｌ‐

lousEuropeanconflictthroughwildIpowerful，ａｐpalling，andpainful

images，Thepoemsalsomeditateonthenaturｅｏｆｄｅａｔｈａｓａｐｒｏｃｅｓｓｏｆ

ｌｉｆｅ，thedeterministicviewofwarfare，thehumanresponsibilityforthe

carnagejexpressinggreattendernesstowardsthehelplessvictimsofwar

inaseeminglydetachedimpersonaltone．
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