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I.Thc Burial of tllc l)cad

April is[1lc crucllcst month,brccdillg

Lilacs out ofthc dcad land,Inittg

Aicnlory and dcsirc,stirring

D、lll roots with spring rain.

工`:intcr l、cpt us warm,covcring

Earth in fbrgctful sno、v,fccding

A little life with dricd tubers.

ド111■■cl surrrisCd us,coming ovcr tinc Starl)卜(lrgc,s(lc

:ヽrith a shO、「cr ofrain;、vc stOppcd ill tllc cololllladc,

And,oll on in sunlight,into the Ho亀artCn,

And dlank colcc,and talkcd for an hour.

Bin gar kcinc Russm,stamnl'aus Litauen,cchl dcutscl〕

And、vhcn、vc、′crc childrcn,staying at thc arch―dulくc's,

Aly cousin's,hc took rne out on a slcd,

And l was filightcncd.He said,Ⅳlarie,

Ⅳlaric,hold on tight.And down wc went.

In thc rnountains,therc you fcel free.

I rcad,Inuch ofthc night,and go south in thc wintcr.

7ヽhat arc thc■oots that dutch,what branches grow

Out ofthis stony rubbishP Son ofman,

You camotsay,or guess,for you know only

A heap ofbrokn ttnages,where the sun beats,

And the dcad tree gives no shclter,the cricket no reliet
And the dtt stone no sound ofwater.Only

Therels shadow under this red rock,

(COme in ullderthe shadow Ofthis red■ockD,
And l willshow you something difFerent from elther

Yourshadow at momng striding behind you

Or yOur shadow at cvening rising to ineet you;

I win show you fcarin a handful ofdusc

LscL“
`み

′α″ 口Z′認

D"″ attαι 2“
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ハイιが22/7・赤ε乃スrグ,ノ

:ン
′

`,fθ
εブ/θ∫ε′

`ι
P

`lfotl gavc lnc hyaci12ths flrst a ycclr ago;

`Thcy called me dle ttacintl■grl.'

一 Yct whcn wc canlc baは ,1〔ミtc,fl・Om thcllyacinth gardcn,

Your arms full,and your hair、vct,I could not

Speよ っand lny cycs llilcd,I、vas neither

Living nor dcad,and l knc、アnoth喝 ,

Looking into thc heart oflight,the silence.

0″ '“′ガル″α
“

■

`′

″.

Madarne Sosostris,famous dairvoyantc,

Had a bad colこncvcrtl■Clcss

ls klownゎ bethe wisest woman in Europら

"`rith a、

vickcd pack ofcards.Here,said she,

Is your card,thc drowncd Phocnidan Sallo、

(ThOSe arc pcaris J〕at wcrcl五s cycs.LookD
Hcrc is Bclladonna,ttt Lady ofthc Rocks,

The lady ofsituadolls.

Here is the lnanwith ttFee Staves,andherethe ⅧLo軋

And here is the onc―eyed merchant,andthis car軋

V/hich is blaよ,ls sometlling hc carries onhis bacL
Which l allllforbiddcll to sce.I do notflnd

The Hanged Man.Fcar death by water.

I sce crowds ofPcoplc,walking rolmd in a ring.

ThanlKyou.Ifyou see dearハ 任s.Eqd"nら

Ten her l brmg the horoscope myscr:

Onc must be so carefulthese鈎 &

Unreal City.

Underthe brown fogofa輌 hta daw..p

A crowd flowed over London BridgepSO劇 呼 ,
I had notthought deathhad undone so many.

Sighs,short and intequentp Wcrec」b咀颯

And each IIlall kedhis eyes before his feet

Rowcd up thehin ttd“釉 King Winim Strct.

To where Sainthry Woohothkeptthehours― 'ヽ

Witha dead sound on the Antt strOke Ofnine。

Therelsaw onel h鋼 ,andstoppedhim9 9ing:`Stason!

`You who werc宙 thmeintheshipsatttc!

62
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`「Fllat c(),PsC yolll)lantCd l'lst y=at ill y()ur gardcn,

`IItls it t,cgじ1l to sPrOutP｀よ「11l it blooil.tllis ycarP

`Or llas tllc suddcn fkost disturbょHts bcd'

`O kccp thc Dog hr hence,that's fricnd to mcn,

`(Dr、vidl his nails hc'1l dig it up again!

`You!hypocritc lcctcuri――Inon scmblableラーーmon frёrcl'
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Notcs on d■e ▼ヽaste Land

Not Only tt dtlc, but thc plan and a good dc■1 0f thc incidcntal
symbolism of thc pocm were suttζested by卜 liss JeSSiC L. アヽeston's
book oll thc Grail lcgcnd:I]″οηz R′r2ィ(ノrο Rο″,3,7εε(CambHdgc).
Indccd,sO decply ain l indcbtcd,1、 liss ヽ卜,cstoll's b00k ,ヽill cluddatc

thc difFlculties of the pocnl much bcttcr than my nOtcs can do;and I

rccomnlcnd it(apart from thc grcat intcrcst Of thc bOok itsclf)tO any

、∵1lt)tltillk such clucidation of thc poclll、1ヽ01lll tllc tr(lul)ic ′
I O` anOtllcr

、/oll(ofallthrop010gy l anlindcbtcd in gcncral)。nc wllich hasiniucnccd
rltlr gcntration proおundly, l nlcall l■

` Gθ
′」′2, じοι

`カ
メ l ilavc uscd

cspccially thc 絲′O v01umcs И′ο
"た

, Иrrお, Os力^た.Anyonc who is

acquaintcd with thcse、 vOrks、vill inllncdiatcly rccOgnisc in thc pocm

ccrtain rcfcrcnces to vcgctatiOn ccrcmoics.

I. THE BURIAL OF THE DEAD

Linc 20.C■Ezekicl II,i.

23・Ct Ecdesiastcs XH,v.

31・`
ア・Tristan und lsolde,I,verses 5-8.

42.Id.III,verse 24・

46.I am nOt familiar with thc cxact constitutiOn ofthe Tarot pack of

cards,from which l havc Ob宙 Ously departed to suit my own con―

vcnicncc.The I‐Ianged Alan,a mcmber ofthc tradtiOnal pack,flts lny

purposc ln two waysi bccausc hc is assOdatcd in my mind with the

Hangcd God of Frazcr,and bccause l associatc him with thc hooded

ngure in the passage ofthe c五sciples ofEnlmaus in Part V.Thc PhOeru―

cian Sailor and the Merchant appear laters alsO thc`crowds of pcople',

and Dea」 ヒby Water is exccuted in Part IV.The Man with Threc

Stavcs(an authentlc member of the TarOt pack)I aSSOCiate,quitc

a r b i t r a r n y , w i t h  t h c  F i s h e r  K i n g  h i m s e E

6oo C■ Baudelaire:

`Fo― inallltc Ciに,dt`pleine de reves,

` O t  l e  s p e c t r e  e n  p l e i n , O u r  r a c c r o c h e  l e  p a s s a n t . '
63・(3a lnfcmo III,55●57:

76

イ犠ι④‐3
l l , 1 1  「ヽA S′i E`  I _́ 1ド1), 1, 2 2

si 1111lga trat〔2

di gclltc,ch'lo nOn avcrci crcdutO

cllc inortc tanta 11'avcssc disitta.

64‐(11 1116crnO IV,25-27:

Qui宙, SCCOndo chc pcr ascOlatrc,
noll a、,ca piantc mai chc disOspi五

cllc l'aura ctcrna facevan trcmare.

68.A phcnonlcnon which l have Oftcn noticcd.

74・Ci thc Dirgcinヽアcsbstcr's Wh′r′Dω 〃.

76 
アヽ Baudclairc,Prcttcc tO FleF/rs′ ″Mα ′.

IIo A CAME OF CHESS

7,Ci^fフ ィρ,ll な́fCん o,ゥα′′α,II,五,1.190.

92.1_::qtlcarla.ヽ「 プ4ε″ご′ιちI,726:
ご:i)●■」●ハ1 lyci1lli l:1lucaribus aurcis

il〕ccl)si,ct noctc11l nanllnis funalia vincunt.

98,S)‐1、
‐an sccnc.V.■liltOn,Pαγα′′sθ ιοs`,Iv,140・

99 V Ovid,ハィθrα7770rρ力οSιS,VI,Phi10mcla.

Ioo.Ci Part III)1.204・

I15 Ci PartIII,1.195・

I18 Ciヽ さ(/cbstcr:`Is thc wind in that d00r stiHP'

126C■ Part I,1.37,48.

138.Ct  thc gar.lc Of chcss  in MiddlctOn's  wO,7`222 bθ

“
αγι

口/ο″z′″.

III. THE FIRE SERA10N

176.V.Spenser,Prο
`′
″厖″あ″.

192.Ci rル 7しり。′,I,五.

196.Cf Mttcll,Ъ πis cのMおrr′ss.
197・Ct Day,Par力b″η′ηι q′B“sr

`Vアl■cn ofthe suddcn,listcning,yOu shan hear,

`A noise ofhOrns and hunungp Which shau brmg

`Actacon tO Diana in the sprmg,

` ▼ヽhere allshan see her naked skin...'

199・I dO not know the o五gll1 0fthe ballad frOm which thcse lines arc

takcn:it was rcportcd to me from Sydney,Australia.

202.V.Verlamc,ルrsttZλ
210.The currants wcre quoted at a pricc`cOst inSurance and freight

to London'3 and the Bi11 0fLading,ctc。,were to be handed to the buyer
upon papncnt ofthc sight draft.

77



例凡

l.NOTESで 使用した主要辞書略語:

OED=The Oxford English Dictionary

COD=The Concise Oxford Dictionary

POD=The Pocket Oxford Dictionary

υED=The Un市 ersal English Dictionary

2.T.S Eliot自 身による Notes on the Waste Land

(pp 22-28)の 説明は,(原 注)と して,こ の Notes

の中に合める方針をとった。

3.聖 書 (The Authorレed VersiOn of the BibL)の

各書名は,略 称を用い,章 ・節を数字で示した。

4.Danteと Shakespeareの 作品名は,そ れぞれ作

者名を付さずに記し,作 品の引用箇所は数字で示し

た.

ニ ーーーニー=理 し.や
   ____二 ____、 ___ __

慨 0釜o

第1シFルリ
'3コ

淋膨β′みJh″fズヽこ

THE WASTE LAND

`Nam Sibyllam '̈: この序詞はローマの風刺作家ペ トロニ ウス

(PetrOnius,?66)の4 説ヽ 『サテュリコン』 (&わ″渤
")か

らの引用。

G Winiamsonの 英llRで示すと “With my own eyes l saw the Sibyl

suspendcd ill a glass bottle at Cumae, and when the boys said to

her:  `Silyl, ″力r7r dOノ0“ ″α″了 ′O dOP' she would always respond:
`I yearn to die'"(イタリックはユ者改訳)の 意。動ψノ′αとは,古 代
ローマで聖油 ・神酒などを入れるのに用いられていた,両 取手つきの

細頚円形のつぼのことを言う。また S乃ノ (女予言者)は アポロに懇

望して一握 りの砂の数とll・IIじ年数の寿命を授かったが,不 覚にも若さ

を保つことを頒わなかったという。
Ezra Pound(lSS5 1(,72):アメリヵの詩人でモグニズムの先駆者。

エリオツトは1914年に彼の円を叩き,以 後甚大な影響を受けた。r/7″

7‐ ル Lク″グは発表前にパウン ドの見るところとなり,約 半分の長さ

に削除されたという。 くわしくは INTRODUCT10N参 照。

““
セI'Or rabbr。=the bctter craftsman(G.Williamson)『神曲」

「煉獄編J26:117か ら採った言葉。

I. THE BURIAL OF TIIE DEAD

The Burial of the Dcad: ェジプ ト,シ リアなど古代東方諸国で

は,豊 作神 (fert■■y gOds)の 模像を地中の室に安置して豊穣を祈る

儀式があった。死と復活の信仰の原型 (archetype)である。 この信

仰を実際の死者の埋葬に掛けて言ったものである.

1-7.万 物に生気のよみがえる春の訪れをかえって 「残酷」に感ず

るというのは,草 木 (すなわち人間)が 生命の旺盗した生活を志

すどころか,か えつて死 も同然な無気力な生活に安住することを

欲しているからにほかならない。

この,冒 頭の数行は Chau∝r: Tλ′C′鹿 乃zッ ルルsプ ロロ

ーグのパロディーであると言われてい る.Penguin B∞ bに お

ける Nevill Coghillの現代語訳で示すと一一

``WheEl in April the sweet showers fan
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An`i picicc tlle droll,1lt Of 1ヽ〔1lch t()、ll()r●ol :,:itl ●ll

l 1`,c vcins ,lre bathe(l in liquor Of suc11 1)。、′('「

夕ヽs brings al)out the cngendering Of tho iヤ)、.er

2 1′ilacs: その花の色 (pak vわたt)は , ・iり |メ I■ |‐ II=

り =t,ほ燎Itと炒弊の象徴である。また, 2-・ ・ず」|llックで

はIげ:l改め (κn■enCC)の色となっている。 従 って こ こでは,

It落と悔憤の力を共に暗示する。人々はどちらにも徹し得ない。
3_ヽrcntory: 過去の享楽41活の 「jJ憶J

dcsire i社望J特 に 「性欲Jを 表わす言■,lt111を基の■九1と

するθ)は宗教上の通念である。
4.Dull「 生気を久いた」「(真理に対 して)象 以くな」(cf G″ο″′Jο″,

116)

“
,ol、: 口約■111:こは l ii族Jの 意,末に1ノば i lt'

こ●メ,■はまた, I悪の根をも暗示し,`dCgre.ギ1111

要するにI'落のPl子を持った人|りの nlcta phol ■∴
4  r l゙.c(fal=tilat ca1lses to fOrgct(0″υ)j“」■'|`

ようとす/_・欲望とを 「忘却のかなたへゃって くれィi)

えヽ二i

N(ヽ T It S

は Iまli記l11:1の ″ |IL主(イ
ン
)予言が下]|になって い ろ,“ A nd

l11てヽ:()s11:111 co:1,C 「Orth `t rod olit of tilc stて,:〕1 ()f JCSs(、ヽ そl:〕tl ′
″フィァだ力sル〃″′

“
″″ρ″

`げ
力お ,οοお"(エ ンサイの株よ|)1つ の

芽いで,そ の11l kり1つ の枝はえてltt t,すばん ― ―ィタ)ン4は

f「11)エッサイはダビデの父の名,そ の l lltJといい 「lil1 1_い

うのはイ,tラエルつI孫 たちである。イtってここでは,人 ii電li[界
の救いの可能刊iを真]1として示 しながら,現 状では救いの実■1は

程jないことを, メシヤ予言との強烈なコントラストのもとに述べ

ているのでホイ,。i[に, ここはEzekicl 137章の‖′FJの復た1(1‐14)

とそれに続 くメシヤ予言 (15-28)と を連旭tさせる。
20.ston∫rubbish: 人i間の頑なさとその営みの空しさを象徴する。

Son of man: Ezekie1 2:1の引用 (原注)。神の意志に背いて

:」li:■|::1111: ,祖|]が1■分 してしよったイスウエ′サ|こ|」: こ,

■|=|二::■ ,1しきを再認識させ,救 いの望みを与えること■1決

志 11、 二■ザ1向を人民に伝えるために,神 はエギ キエ :11千言

1111 ご イヽ||:3。 こ′lはその時の呼び掛けの言■。
22. A]、(,ap of brokcn imagos: この11i景はエゼキエルが帯:■託

さ″した=業 の:]にある。 “And your(=Israel)altars shall be

dcsolate,andアゝour images shali be broken"(Ezekie1 6:4)偶像
を作ってこれを拝むことは神の固 く禁ずるところであるが, 人間
が1lii〔依らず |′て受するものは,有 形 ・■1,「多を ・lわずすべて偶像
で:ちる。

thc sun bOats: 古代,地 中海沿岸諸

'1で

は,夏 の太陽と大地

との||夕1によって万物が成育するものと信 じ,男 女 (天地)の 神

神の婦儀を行ない,豊 穣を祈る風習があった。この男女の神々は

地方によって名称が異なり,エ ジプ トでは OSriSと IsiS,バビ

コンでは Tammuzと IShtar, ペルシャでは Mithraと Anahitar,

フェニキアでは Adonisと Aphrodite, クレータでは Zeusと

Europe一―となってい る。 エ リオットは この太陽信仰に言及し

て,豊 穣神である筈の太陽も,荒 廃 と死の国ではかえって不毛化

を行なう結果になっている,と 指摘 しているのである。
23.the cric■et nO relief:E∝lesiastes 12:5のもしり (原注)。

``and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fail"

これは人間の老いの姿を描いたもの。grasshOpperをο″ ル′に

変えたのは,後 者の方が固 く厳 しい音感を持っているのでここの

激 しい予言調によく合うのと,一 般にこおろぎが幸運の使者と考

えられているので文脈にうまくあてはまるからであろう.

|つ意し
6- 7  fccdin g/A little lifO_: GrOver Snlithの 11:響tによlιF,

」amCs■ hOmson(1834-82)の 動 0″″Lク′ブθs″ D′クル のノヾロ

デイーで,原 文は “Our Mot h e r  f c e d e t h  t h u s  o u r  h t t l e  h f e , / T h a t

、,c in turn o,ay fccd hcr with Our dcatll''(tヽとけil i,11i命を

側:の育くむは,子 の死によりてわが身を養わんがため)で あると
いう。微tt的な快疑 L虚 無と絶望の声が,詩 の地ttに,にく乗って

いる。
7.tul)ors「 (じゃがいもなどの)塊 茎,球 状地下茎 1
8 Starnbcrgcrsec: 南 ドイツ Bavaria州 ,Munichの 南西にあ

Z,湘の名。この付近は避暑地として有名。 なおこの行から 118

までは1人 の男の思い出話になって い る。 登場する2人 の人物
は,`Dull roots'の 具現である。

10.Ⅱ ofgarten: Municllに ある公園の名前。
12. Bin gar kel■ e Russin… =〔I〕Am not Russian,〔 I〕COme

from Lithuania,pure German.リ トワニヤはバル ト海に臨む共

和国で, ソビエト連邦の 1つ。なお, この行からは相手の女性の

話を思い出しながら伝える形になっている。話の切り出しだけ原

語 (ドイツ語)を 用いた。
19. the roots that clutch: l.4の  `Dull roots' と 1.16の `hold

on tight'とを共に受ける。イメージの重層化。なお,1119-20
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2 4 .  t h c  d r y  s t o n o :  石|ま1七米ヤ|:や:なき,のとされていた。しかしそ

れももはや力を失っている。
■o sound  o r  w a t e r :  よ|=ご1来上4の 11■とう

`え

られて来た。

25. Tllcrc is sllado、 lock: s力 ′力″ はここと 1 26 
‐
では slladc

の意。岩も神豊なものときれていた。研〔にやilFでは,神 ・キリス

トの象徴である。しかし今やそれも灼熱の人場 (欲望の炎)に 焼

け畑れている。なおこのFTは ISaねh32:2の メシヤ予言を念頭

にrtいて救ぃの真〕11を提示しつつ,大il晨的|〔,神 なき世界の救い

のおぼつかなさを指摘してt るヽ。“And a lnan shall be as a hiding

place frorn the wind,(ind a c(,vcrt fr`)nl tl,e tcl■1)est; as rivers

of water in a dry place, as ′力θ sルクグο″ げ α g″′α′ ″
“
力 t2 ′

女'″́″′′″イ‐″(すた人あいて風のさけどころ,暴 雨(t傷)の のがれ

どころとなり,11け そltl三|■ ■CIなが■ご)■とく,倦 みつかれ

たる11:にある大いならII::「)11くなら′4-― ―ィFリ ックは筆者)

28,29.s112dow: 1也 iliに,「 :'1 '1‐ 〔ノliよるJlをr」り, 実体の

ない影である。
30. fear: 死の 「恐1lj」

dust=dead person's renlains(COυ)死 んで帰る 「土」のこと。

Genes 3ヽ:19ゃ Ecdcslastes 12:7などを念頭に置いているの

であろう。

なお,`a handful of dust'1=女予言者がつかんだ砂のことを

念頭に1置いた言葉で,生 気を久いた単なる寿命は `fear'以タトの

何物でもない, と示唆している。
31-34. Friscrt υο■ι_=Frcsh blows tl,e wind/To the homeland./

My lrish maid,/Where dO you stay? ヮグナー(Richard Wagner,

1813-83)の楽劇 『トリスタンとイブルデ』からの引用 (原注)。

開幕直後,Irelandか ら COrnwanへ 向かう船の上で若い船員が

歌う鼻唄。故郷への帰路,彼 はアイルランドで一緒に遊んだ娘の

ことを思っている。
35. hyacinths: 花は普通 pale vloktで,強 い野卑な匂いを放つ。

ヵ′r/ ブ́′げ α レの (1915)に , ヒヤシンスの匂いは追憶を誘

う,と いう意味の言葉がある。Sexual loveの象徴。

36。 the hyacinth girl: 浬らな娘を暗示する。またギリシア神話

の Hyacinthus力S死後花となって復活したことに連想を運ぶ。→

37.一 Yet. :̈ ここからは相手の男性の回想。  「補注(p.110)

38. Yo■r ar■ls full,and your hair wet: ヒヤシンスの花をいっ

ばい抱え,露 に髪をぬらした姿であるが,同 時に,愛 撫を受けた

観 @ 多

N01｀ 1l S            :ヽ 5

女の1崎Jこてし111びを■に秘めていイ)。

なお髪は豊■の Synlbclであ り (rヵ″c″ノイε″ おο″g力, S` y m p a‐

thetたMagic'),生命の symbolで :ちった (fι″"`lllc Ext(〕rnal

Soul iu Fok talcs':`ThC Extcrllal S`たll in l'olLcustonf)→ `雄って
力″ル :υι

`は
このコンテクス ト■1114〔不 この■ ,正>と も.Iうべき

状況を‖音力ヽ している。 cf. S″ι″,7α夕だ′rι′l1 5-8

38-40 1 could■ot dcad:「天|¬鶴Jダ■41ムの “BCそ
“
rice looked

on me 、vith cyes so divine fllled 、、ill, sparks of love, that lny

vanquishcd I)o、cr turned a、vay, 1

あ″″ご́s′。
.′S"(イ クリック|まr●名

′ l′ε″″,  ́r7s ′
`バ

′. ″′′′カ

■しなが,,, IP・俗対
I I )。

rttう ::した

が,□ も|]もⅢかないのである。ドf/P″ごι it

格。一千1の111=移入で,うtのi"主ヽ|ザ1111111
る。なお,力θ″′げ /セカ′は J COnral:
(lS'9)の起′iをもじ ったのであろう`

42. 0●d'″″d ιθοr dαs rfc・′r ttI)●soLitc and cnlI)ty the sca『ト

リスタンとイブルデ」3幕 1場 から引用 (原注)。「f`:を負 って

倒れているトリスタン。だが医者を乗せた船はなかなか姿を現わ

さない。これは,そ のことを告げる牧人の言葉c容 易に救いの見
込みの立たない 、′aste laildのnnetaIゞ1()rである。

43 Mndamc Sosostris ESOS6Strζ]: 古代東方のlLいllllに仕立てら
れた架空の人物。ヒヤシンスの畑で 「1をも言えず, 日もきかなく
なった」主人公は,こ の占いRIの円をrpく。
clair,oyante EklεЭV6iont]「千里眼 (の1寺主)」

45. wisest wOman: ″お″ωο″″″=Witch:fortuneteller (POD)

46. wicked=playfully maliciOus(POD)

pack of cards「―組の占い札」Tarot EtぬrOu]とぃう一種のト
ランプのこと (原注)。これは J.L.WestOn: F/ο″ RJ`“′′わ
助″α″ε′,`¶躊 Symbols'によると,総 数 78枚から成り, うち22

枚は the Keys(役札)で あった。また TarOtに は Cup(盃 ),
Lance(槍),SWord(剣 ),Dish(m)の 4種 の Suits(組札)が
あり,そ れぞれ今日の Hearts,Diamonds,Spades,Clubs Iこ相当
するという。今日ではジプシーが占いに使うだけで あ るが, 古
代,エ ジプ ト,イ ンド, シナあたりで,河 の水の増減を占うのに

さかんに用いられていたらしい。上記の4種 の組札は性の Sym‐

1:itl

照の効果をねらったのであろう (Cfル
`″

′σ

′′′
`′̀(√

 ′セカ′ と1司

,こ 11 しヽた の であ
ノ/ό,′́ θア 1'α/力″′ss
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b・l とヽも合政し,11■ の集IE(fertility ritual)と関係がある。

ソソストリスは今,役 オLの方を並べているようである。

47.tilc diぃ ncd Pilocnician Sailor「水夫Jの オし。 P力ο″′ιf`2

[fini」つ]|まれ1元前10111紀ころ全盛を極めた,シリア沿岸のrj洋IJ。

古代,ア レクサンドリウ
´
では,豊 穣を祈願して,パ ピルス製の人

陽‖|アドニス (Adonた)の 頭を地中海に流した。すると潮流がこ

れ′をフニニキアの港‖]ビプロス (BybloS)に運び,そ この住人は

これを入11びて迎え,その年の豊穣を信 じたという(ルο′″R″
“
αノ

`ο
″ο

"″
″ε′,.Tammuz and Adonis')。 これも死と復活の信仰で

ある。しかしソソス トリスには 「復活」の真理は読めていない。

なお,こ の水夫は第 4章 に再び登場する。
4S (1卜cs■alⅢ pcariド く,ycs,: r力′Ta″ψ′S′l ii 31,Sの,Ariel

の■■ll「1っ aヽ口CS J:Al∝、oの 一子 Ferdhandは ,単 船で父

が‖:スlitO llよい込●で■1嗅にくれているが, この歌に導かれ

て PrOSp●10た ちのところへ来る。

い|:|ビ:`ri iの 11'ilLである。そしてこの歌の内容も,水 死し

た人が■しい別の生命によみがえったことを伝えている。しかし

やはり, ソソストリスにはこの metamorphosヽ の真意がつかめ

ていない。カッコを用いたのは,言 葉にまで到らない想念,単 な

る矢1話の台頭にすぎないことを示している。
49.Bclhdo■ ■ょ[bさlЭdin。コ: `beauiful lady'の意のラテン語綴り

で, これも作者の invcntbn。 社交界の花形といったタイプの女

性を思わせる。第 2章 の前半に大きく CIOSe_upされる。
the Lady of tl10 Rocks: 岩は神聖なもので (125の 注に既

出),神 の手によれ ば 生命の水が沸き出る (Exodus 17:1-6:

Isaiah 48:21,etc)が , 神を離れては不毛な, 死の入口と化す

る (ISaiah 8:14;Jeremiah 13:4,etc)。 従ってこの女性は,

根源に新しい生命を生む力を持っているが,現 実には石女(:3)と

なっている。

なお Leonardo da Vinciに“Madonna of the Rocks"とぃう

絵があり,こ れは岩窟の中で天使と幼児ヨハネがイエスとその母

に祝福を与えている図である。恐らくエリオットはこれを連想し

ながら, 2人 の映像を重ね,聖 と俗,生 命と死,至 福と絶望を対

照させているのであろう。

50.The lady of situations「場面を演ずる女」SJr″α′ね″sと は第 1

に,上 述のように,神 に密着していれば生につながるのに,背 を

向けているために不毛と化している,そ うした状況のさまざまを

イ鶴
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暗示する。第2に は,社 交のいろいろな場面に姿を見せることを

言い,さ らに第 3に は,こ の詩の中
‐
ご, さまざまな人物に分身し

て登場することた示t/〔t るヽ。 II●fgnHcuの 女」i,thC lめ'adnth
girl, そのイ」:li辛1の■11:たちはこ`Lごとくこの Benadoilna と木

Itを同じうする (1218の Tircsiasに関する原注を参照)。前

イ1の大文字は人1均を固有化し, この行の小文字は普遍化,類 型化

をねらうものである。

51.the man、 ,th lhrcc stavcs: Tarotの役札の 1つ,十 字の杖

を持った 「il帝コであろう。三,tの場(セや)は十字の技の変形で,

海神 Neptuneの場杖もこれである (cf rル ル″ルs′I.ii 203-

6)。ところで,属1ヤ11によれば,作 者はこの人4勿を Fisher Kingに

11:|夕たと: うヽ1■1,, ここ
'J:摯

4■1た111:■の Symbolと,1らブtる。
(llo Whcol: ]a rot`,1蓮イ::=■1で,人 や動物がJ11をLlす絵

がかいて■,13`, 1:fazol 1  7カご じ″′
`ん
″′ ″ο″g/1, `The lnterprctation

of thc F:rc fc1li、■1ls.1こよオllで, ア、|11や1,(がJlを回し, ユ1111詢に」i

するIは 熱から,火をilる|」法力:,古 代ヨーロッパの各地 でijなわ

れていた (§2)。スは収穫を増し,人 畜の安寧をもたらすものと

信じられていた (Sl)こ とから考えて,`ル″ル ′́もやはり「生」
の Symbolなのである。しかしソソストリスはこのカー ドを,一

定の生活のパタンを,(気力に組り
'ヱ

す人間の姿 (1.56ゃ ■60f.

で具現する)に 結ひつけているに週1ぎない。この,人 IHlの低迷の

姿は,輪 廻(3人)すなわち,解 脱(1っ)できずに三1世の転生を繰り返

す衆生(口ぅ)の姿に地ずる。なお
`た

II′力ιノ は,「三叉の場を持
つ男」すなわち,海 神 Neptuncの イメージの直後にあり,船 の

舵輸 (1.320に現われる)と とることもできる。(図版参照)
52 the one_eyed merchant: TarOtにない,作 者の inventionで

あるから, それなりに重要であ る。ο″′″″ とは横向きの顔を

言っているのであろうが,「 1つ 眼」 の意味にとれば, 人食いの

巨人キュクロプス (CydOpS)を 想起する。 彼にとっては胃袋が

神であり, またそれゆえに身を滅ぼした(ホメーロス 『オデュッ
セイア』 第9巻 : エウリピデス 『キュクロプス』 参照)。次に
″′″ιル″′であるが, ヘブライ語で 「カナン人」は元来 「商人」
の意で,イ スラエル人は商業をカナン人のなすところとして軽蔑

していた (Cf HOSea 12:7)。

以上の材料から,ル ′ο″′η′グ ″′/C力α″′には物質的欲望,ひ

いては commercialismに対する痛烈な批判が感 じられ る (この

批判的態度は, 11207-214に も現われている)。 しかしこれは
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無論, ソソストリスには3ty)ていない。なお, この人1均は,`the

drowncd Phocnichn Sailor'の中に

`1け

込み (121Sに 関する原

ZL), 漂流するア ドニスのイメージを呼ぶ。 やはり彼活 ・哲生の

イ〔可iヒ性>は 宿しているのである。
-51.tllis card to scc「白紙のカー ド」 t,Talotに はない。

あるいは裏返しになっているのかもしれないが, そ れ は ともか

く,「 片目の商人Jの 背負っているものというからには,彼 活の

可能'‖:なのであろう。この信仰の奥義は, 一介の Fortune tdbr

には見えない (しかし彼女は `the wLest、・olnan in EurOpe'な

のであるから,エ リオットは西欧文明に対してヽ

“

1な11こ内を枚っ

ていることになる)。
55.Thc Hanged man: Tarot の, り十足11を

'ら

,して1111L に́な
‐)ていろ男。原注によれば,こ れには次の2つ のI":が 1[ t́,‐さい

る。その1は 7カο Gοノどο″βο″g力に扱わlnてい
^`IIallged Cod'である。前8世紀頃, 小アジアの北西寄りに あ った フ リジア

(Phrygね)で は,豊 穣神アテイス (Attis)の集TEを行なうに当た

って,松 の本に司祭を吊し,と きにはこれを殺害したらしい。こ

うした習慣は北欧やエペソ (Ephesus, 4ァヽジア西海岸にあった

古代ギリシアの一都市)な どにもあったという (`Human Repre_

sentatives of Attis'の項)。その2は ,第 5章の,エ マオヘ向か

う弟子たちに現われた `the hOOded 6gure'(l1359-365)で,
これは明らかに復活のキリストである。以上 2つ の迎想は,い ず

れも死と復活を示唆するもので,こ れに該当する札が見当たらな

いのはソソストリスとしては当然である。(図版参照)
Fear death by water: 以上7枚 のカー ドは,い ずれも 「復

活一新生」の表象を宿しているのであるが, ソソストリスにはそ

れがわからない。わかるのは 「死」が表面に出ている 「水死した

フェニキアの水夫」 だけである。 これ が主人公の運勢で,1.30

の `I Will show you fear'が実現する。
56.crowds of people...ring: 熱っぱい頭に浮かんだ幻覚である。

`the Wheel'と関連し, さらに 11.60f.の `A crowd iowed...'

のイメージを呼ぶ。
57. Mrs,Equitone[触研itOun]:この名もエリオットの iNention。

ただ,′
`″

iは equalの意のラテン綴りであるから,千 年一日の

ごとく, きまりきった機械的生活に安住している waste landの

住人を呼ぶに格好なのであろう。この人はソソス トリスに占いを

頼んであった。

Ⅲ`■11霞富民3111lE

贈£雑
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5 8  h o r o s c o p c [ h 6 r O S k o u p ] :  運勢を:卜う 「天球園 l
59 011 ( : n t u s t  Ъc sO c a r c f u l _ :  メ、|11ホ」:`ミ。つchaoS は111717 (信か

ら

`Lじ

,さ らにまた相互不信は人Hllが神との絆をlll‐ち切ったため
に生した 1)ので あ る。 第 5 JFのiliの言1せ `ρ′]″イカ″′″′'(ie

Sylnpn■liz())もこの考え方から発している。ただし′ソソス トリス

には,1」:li不イ言という<現 象>し か見えない。
60.Unrcal city「 この出のものならぬ都会_|「死のは]J言↓の構成

上から言 うと, ソソス トリスの幻覚の dOSe upであると共に,
W3Ste landの内1輌拙写でもある。偉大な風刺と言える。 C′ち は

「社会J― 景と, ロンドン中′とヽ部のいわゆる City の「j方に掛け

た punで ある。
60-62 ボー ドレールの 『悪の華』(ZlrS P′″″sグ″スクの から 「7

人の:な-11(“
Les Sept Vieillards'')の冒I画をとり, もしったも

のc原 ||:しDII:の引用文は

1雑f'づる大都会,妄 想で一ばいな大詢
`会

,
ここでは山霊が真昼間現われて,道 行く人のれLを引く|

(堀:]大学訳)
の意。イヽ会に巣 くう悪のうち最もその病根の深い 「アンニュイ」
(ennui)に ついてうたった詩で, 7人 の老爺の幽霊がそれを象徴

する。
62 A crowd_many: L56の `Crowds of people'を具体化して,

これを新しいテーマに据えた。出勤途上のサラリーマンの群れで

ある。
63-64.I Ilad■ ot thOught...exhaled:『 神曲』「地獄編」の第3

歌と第 4歌 からとった。原注の中の引用文の意味は

「その (旗の)後 からは長蛇の列をした群衆が従っていたが,

その数は非常に多かったので,死 がか くも多 くの人を滅したと

は信しられないほどだった」

「そこ (辺獄,limbo)で 聞えるものは,

永遠の大気をふるわせる

溜息のほかには泣き声一つなかった」
(野上素一訳 カッコ内は筆者追加)

エ リオットは,ボ ー ドレールの観察した都会の内面的様相と,

ダンテの直観した地獄界の人間の姿とを融合させて詩の背景を拡

大し,意 味と心象とを multiplyし ている。

なお,こ のあたりの音楽的効果には注目すべきもの が あ る。
Sザg力s,s力ο′′′″′″ル′

`″
′″′,″′′′ ″力滅″ は, 時折 りもらす嘆

|ま

1 1 :

11:
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息にも、t3わしく|キli t・11l r)1ょじを||li′ている。しか|,,いの

強モI面jは実際に 1∴
1 

を■かせる。
じ3  ■、(dヽ lli● cIく,ド :ス`f(:1( his fc(,(:  `ピ|「プ)工i「1とし

‐
ごli「ヽ0)l占

写 ごtちろが,:t=`ll Ⅲヽ 1 , :ぃ,n fog '  のため|::卜:界を4111れヽてい

る群■|:主, こうしずrり|■ ■1強要き,lζ)。itお,「f]や  Eh]の

社り返 しノには|い 忘」|のはじ力:「1‐っていて巧妙である。
66(hc l l i l l :  L●ndon 1 3 r i d g c  i二i=ビ近く Fish S t r c e t  H i 1 1  とぃ

うiが あり,Mngnl、MartyI : t i f l ( 1  2 1 1 )がここにそそり立っ

ている。(jll国参tl)l〕 0)

King William St:cct: London Briagc からJヒ,

に向かって伸びていう)JI)。

67 S,int卜Ia r,Woo:,loth:I(),〕lx,ld 1ヽ : `虫,tEC 8

1 oFl,bard St i、キ `〕(“;,1:1を 11 1l tJ ltir,` ヽヽli1lian,St

rtしている。
67 6S kcpt thc hours ninc: 去柱1'公共施設で鳴 らすナ占来J寺

のべ几′の高
1と,■ 11■t,〕it(1)iIこl二i‖|プている。現代入の11き

ながらの死をltlヽ,こしヽる
`〕

こあ′L.[ヽみに,イ エスが十字架上

で息絶えたのが 「第 9‖!」 (現イEの午後3時 )で あることを思う

と,現 代人の死因の速いこと,ま た復活の可能性など,深 い合蓄

が1よじらね′る。
69.Stcts011: sル′はラテンiFで kt i Stalldを意味し,校 止用語

として 「生き」の意に,1いられている。死者の 1人 を生かしてこ

れに問いかける,と いう意図で考案した名前かもしれない。
70。 Mylae[m△ nil]: シシリー島北西部にある町の名。ポエニ戦争

(the Punic wars,B C 264 146)で ローマがカルタゴを破った

所。
71.That corpse.gardcn: 古代エジプトの農耕神オーサ イ リス

(OSiriS)の祭りでは,「神のに」(god'S garden)という大きな植

木鉢様の器に砂を入れ て 大麦の種子 を植え込 み,「氾濫の水」
(inundatiOn water)をiLいでナインレの 増水と作物の豊穣を祈っ

た。またオーサイリスの像を地下室の砂末の上に安置する儀式も

行なわれた (動
`Gο

ノル″助″♂,`the Ritual of Osiris')。

σ″バ0は コンテクス トの上か らは, ポエニ戦争の死者を連想

させるが第 1章全体の構成から言えば `dried tubers'(17)に相

当するり杉象で,生 きながらの死の様相を呈している人間の姿を表

わす。そして,オ ーサイリスの祭祀に因んで,こ の生ける屍を葬

り,新 しい生の芽生えを期待しているのである。

さら(こJヒ7」

にある教会。
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73.fl ost: 作物が霜に■)らオιることと, 死イ本が箱にさらされるほ

どσ)与かtンめを受け ることの両方に掛けている (Cf 」Cremmh

36:30)。

74 0h kccp tile Dog…mcn: John Webster(1550?-1625?):7カ′

ly″′θ Dευ〃(1612), V  i v  9 7 - 3のもしり (原注)。
・̀〕311t k●(ぅpc the vlolfe far thence, that's foe to men,

For 、itll llis llailes hee'l dig them up agelゴ
.

(F L Lucas校む1本による)

なぜ W。lfeを Dοgに ,ま た fOeを ルグ′′,どに置き換えたか

については,数 多くの説が行なわれているが,Cleanth Brooksの

次の見解がitも当を得ているように思われる。「私は ルθ Dοどを,

人i重主義 (IIul■aniarlan mゝ)お よびこれ に関連した諸哲学と考

えたい。こうしたものは人間中心で,超 自然的なもの(the super_

natural)=半

'減

させてしまうからだ。埋葬神 (the burねl god)

の死体をJ]::起こし,生 命の往活を阻止するのだJ(r_sE/J。 た
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六 Tr/″F′ル′Is ι〕, S′ύ″α′ 盛o″ごs, ed by B  Rajan,

p 1 4 )ブtl=貧0(3象徴であり (Cf lク″ルα16),ま た日常的な意

味におt モヽ|=人にtのよき伴イ]である。従ってそれ1ま,人 1ヽに付き

まとってたtれない rnammOn (マモン, 現世的欲望の一切)で あ

り,人 間を真の生命から]|き離している原因である。 しかし
Helen G a r d n e rは,こ うした捉え方を邪道としてしりぞける。
彼女は PSalmS 2 2 : 2 0の``Del市er my s o u l  f r o m  t h e  s w o r d′

my dar l i n g  f r o m  t h e  p o w c r  o f  t h e  D o g . ' 'を引きこの切なる叫
びが, 日常の人なつっこい犬のイメージと合したのだ,と 説明

する。大のけからわしい感じと人なつっこい感じの複合として

捉えているわけである (Cf.T力ιA″ げ r.S.E/J。
`,p92)。76. You l ■ypocrite lecteur__・=You! hypocrite reader!――――my

fellow‐man,一―Iny brother!『悪の華』の序からとった(原注)。
この行は159の,ソソス トリスの不信感へ帰って行 く。つまり,

古代東方の占い師が熱のために狂った頭で判断したことが現実
にそのままあてはまるという皮肉が感じられる (Cf.l143-45)。

第 1章 The Buria1 0f the Dead は4っ の部分から成り,起 承転

結の形を成している。まず春の訪れによって覚醒する 「追億と欲望」

を内部から提示し(ll l-18),次にこれを外部の権威ある声で批判する
(1119-42)。一転して,異 教の占い師による死の宣告(1143-59)。結
びは死の世界を描きなから,復 活への一綾の望みをうたう(■∞ f・).
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