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ラーキンのナーサリーライム的な要素を持った数少ない詩の中で、最もそ

の典型的な例としてあげられるのが、「おとぎ話」であろう。この詩につい

てはチャタジーが、「この詩は、おとぎ話についての断片的な記憶として始

まる」（1）と述べ、かなり詳しい説明をしている。前半と後半で登場する人

物が異なっていることは、ラーキンの詩にはよくある構成であり、前半で述

べた事柄を補足する意味で後半が結論として語られている。しかし、この詩

では、前半の部分の状況についての説明や描写が大まかになされるだけで、

登場人物の相互関係がきわめて理解し難いようである。

冒頭に登場する「私」はこの詩の語り手であり、5 行目の「彼が通された

部屋を私は思い出す」の「彼」は、チャタジーによれば、「多分言及された人は、

待ち伏せで致命的な傷を負い、騎手によって月夜に見捨てられた家に運ばれ

たのだろう」（2）と推測される。つまり、第一連の登場人物は、「私」と「彼」

と「騎手」の三人ということになる。そして、この「彼」と称される男に出

される食事が、「ハシボソ烏の潰れた死肉」ということからも、多少病的な

イメージが想像される。その料理が載せられた「磨かれていないくすんだ銀

の皿」のイメージもハシボソ烏の不吉な印象をさらに強調している。ナーサ

リーライムによくある残酷でグロテスクな描写の仕方をラーキンは、ここで

は意図的に行っているが、このような異様な食卓の風景は、多少不自然で未

熟な感じがするが、「彼」の困難な状況を象徴するものと捉えればそうでも

ないであろう。

後半の部分である第二連で、語り手は、「新たな待ち伏せ」を受けたり、「新
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たな失敗」を犯す現在の自分の辛い状況を、おとぎ話の男のそれと同じ様な

ものと明言している。これに関しても、チャタジーは、「これには確かに、まっ

たく晩年のラーキンには異質な、一種の自己憐憫の明白な調子が響き渡って

いる」（3）と述べ、語り手である主人公の心理状態が微妙なものであること

を説明している。つまり、語り手は自らの失敗を否定的に捉えるよりも、自

己を鼓舞するものと考えているのであろう。チャタジーの言うように、おと

ぎ話の中に登場して「彼」を助けた騎手のように、いつかは自分がヒーロー

になることを夢想している。現実の世界では敗北者である主人公も、おとぎ

話の中では無敵のヒーローになることも可能なのである。

しかし最後の結部で、主人公は現実の我に帰り絶望的な自分の未来を告白

する。

かくして私が始めるあらゆる旅は、

死肉の口づけや死肉の別れが広がる

夜明けのけだるさを予告する。

おとぎ話の「彼」と同じ様に、「死肉の口づけ」や「死肉の別れ」を味わう

ことを予感している主人公の語り手は、強い倦怠感に襲われて、現在の自分

の苦しい状況をあるがままに見つめることを余儀なくされる。ラーキンの詩

によくあるように、主人公は、人生の虚しさや苦難、そして希望のなさをこ

れからの人生の「旅」で思い知ることを見据えている。

第一連の暗い陰鬱なおとぎ話は、第二連の話し手の人生についての否定的

な予感をさらに効果的に表現するために考案されたものであろうが、通り一

遍的に、不特定の人物を焦点としたものとしてこの詩を読むと、内容がきわ

めて分かり難い部分がある。それは初めにチャタジーが述べたように、第一

連のおとぎ話でもそうであるが、物語が全体に詳細に語られずに語り手の記

憶を基にして語られているからである。

チャタジーは、第二連の「新たな待ち伏せ」や「新たな過ち」の意味が、
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非常に曖昧で具体的に何を表しているのか理解し難いことを指摘している。

　語り手がどのように待ち伏せを受けるのか、あるいは物語の男がどん

な過ちに導かれるのかを推測することは難しい。多分、「待ち伏せによっ

て」語り手は新たな関係の形をした、ある突然の予期せぬ脅威を意味し

ているのであろうが、男の過ちは理解し難い（4）。

ラーキン自身が意図的に分かり難く表現しているために、このような戸惑い

が生じるのであろう。

しかし、語り手の否定的な人生への見通しは、ラーキン自身の人生や恋愛

に当てはめれば、多少は詩の文脈や言葉の意味が明確になるであろう。つま

り、多くの初期の詩で、一夜の恋の後夜明けを迎えた男と女の、何となく気

まずい姿を描いたラーキンを考えると、第二連の主人公の「夜明けのけだる

さ」は、愛の情景の一つとして見ることも出来る。それゆえ、恋人と共に朝

を迎えた語り手がしたり、言い放つ、「死肉の口づけ」や「死肉のさよなら」

という言葉は、チャタジーの解釈のように、「性的な嫌悪についての、人間

関係に横たわる本質的な冷たさ、腐敗、そして卑しむべき粗野な面について

の、印象を喚起するために使われた」（5）と捉えることは適切であろう。こ

の二つの言葉には鋭さがないと彼は、不満を漏らしているが、この二つの言

葉を「性的な嫌悪」を象徴するものと考えれば、主人公の「夜明けのけだる

さ」も何を意味するものかがはっきりしてくる。一言で言えば、恋人との間

に気まずい朝が訪れて、主人公は愛のない形だけの口づけをして、辛い別れ

を予感しているのである。

さて、「おとぎ話」の登場人物や幾つかの重要な言葉やイメージについて

非常に細かく分析したチャタジーは、この詩におけるナーサリーライム的な

要素として、多くの不思議な妖精にまつわる詩を書いたウォルター・デ・ラ・

メアがラーキンに与えた影響について触れている。それは、第一連に漂う陰

鬱で薄暗い不可思議な雰囲気を生み出すために、ラーキンがウォルター・デ・
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ラ・メアの詩を借用したのではないかというものである。「騎手、月夜の夜、

そして見捨てられた家のイメージそのものは、ラーキンがデ・ラ・メアの詩、

『聴く人』を読んだことに由来していたかもしれない」（6）と、彼は述べている。

デ・ラ・メアの詩「聴く人」は、月夜に馬に乗った旅人が見捨てられた家

の門を叩くが、誰も旅人には答えず、この家に住み着いている「ただ大勢の

幽霊の聴く人たち」が、旅人の「どなたかいますか」という問いかけを聞い

ているだけである、という筋で始まる短い詩である。繰り返しの問いかけに

も何の返事もなく、またその家の奇妙な様子を感じた旅人は、さらに強く扉

を叩くが応答がないので、馬の蹄を響かせて去ってしまう。内容自体がラー

キンの「おとぎ話」同様曖昧である。唯一物語の筋と言えるものは、後半に

旅人が発する、「『私が来たと伝えろ、だが誰も答えなかった／私は約束を守っ

たと、』彼は言った」の部分ぐらいである。非常に断片的な描写なので、理

解し難い作品である。デ・ラ・メアの特徴である朦朧法の典型的な例であろ

う。ラーキン自身がこの詩はデ・ラ・メアの詩を参考にしたものだと明言し

ていないので、チャタジーの見解は決定的なものとは言えない。

しかし、ラーキン自身はデ・ラ・メアの全集を読んでいたことがあり、多

少はその幻想的な詩や小説については知識があったようである。彼は、1970

年に書いた、「大きな犠牲者：エミリ・ディキンスンとウォルター・デ・ラ・

メア」と題する二人の詩人の個々の全集についての書評で、デ・ラ・メアに

ついてその特徴をディキンスンと比較しながら述べている。デ・ラ・メアは

読みやすいが、「エミリ・ディキンスンはより明白で、より印象的で、多分

両者のうちでより臨床的な例と言えるかもしれない」（7）と述べ、ディキン

スンの方が「良い詩人」だと結論づけている。そして、最後に「詩は正気の

事柄であり、あるがままに物を見るものなのです」（8）と、ラーキン自身の

詩についての基本的な考え方を明示している。

言い換えれば、デ・ラ・メアの詩は、「聴く人」における幽霊の登場から

も明白なように、ラーキンにとっては正気の事柄ではないのであり、理性主

義を基本的な概念とするラーキンとしては容易に受け容れることの出来ない
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ものであった。ラーキンがこの「おとぎ話」という詩でデ・ラ・メアの幻想

的な詩を基にしたのではないかというチャタジーの指摘は、その可能性はあ

るが、そうとは決して断言できないであろう。

次に、ラーキンの詩においてナーサリーライム的な要素が強く反映された

ものとして、「もしも彼女が」があげられる。1950年の 5月に書かれたこの

詩には、幾つかの特質がある。一つは、この詩がムーヴメント派の詩の普及

に大きな役割を果たした作品の一つであるということである。

1952年から53年にかけて、ジョン・レーマンとジョン・ウェインが一か

月に一度のラジオの番組で新しい詩人たちの作品を放送し、「ムーヴメント

派の反ロマン主義を活動的に促進していた」（9）。ラーキンの「もしも彼女が」

の朗読は1953年 6月 1日にウェインによって放送されたが、彼らの反ロマン

主義的な姿勢を宣伝しようとするこの番組は厳しく攻撃され、 6回の放送の

後にウェインは番組から降板させられたのだった。

「しかし、この短い宣伝は、グループのアイデンティティーを確立するの

に役立った」（10）とスウォーブリックも述べ、またラーキンも、「［我々は］

非常に都合の良い形で攻撃され、その結果として我々は一つにまとまるよう

になった」（11）と言及しているように、この番組を契機としてムーヴメント

派の詩人たちの行動が注目されるようになった。

そして、1956年には、ロバート・コンクェスト編の、ラーキンを含めたムー

ヴメント派の詩人たちの詩選集、『新たな道筋』が出版され、ラーキンの「『も

しも彼女が』は、『忘れもしない』や『教会へ行く』と共に、急速にムーヴ

メント派の重要な作品としてみなされるようになったのだった」（12）。

「もしも彼女が」は、最初に私家版の『二十篇の詩』（1951）に掲載され、

親友のキングズレー・エイミスに献呈されていたが、詩が書かれてから30

年ほど後の1980年頃にラーキンは、この詩に関して、「それは、キングズレー

に私が少しは上手だと思わせた最初の詩であった。彼に送ったら大いに気に

入ってくれた」（13）と回想している。A.T.トリーも、「その洗練された機知に
富んだ書き出しは、ラーキンにとっては何か新しいもので、エイミスも気に
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いったのだろう」（14）と述べている。ルイス・キャロルの『不思議の国のア

リス』を初めに登場させながら、ラーキンは、想像力に満ちた新たな発想か

ら次のような書き出しで、独自のアリスを生み出そうとしていた。

もしも彼女がひとたび、私の眼先で

止まらずにアリスのようにスカートを浮き上がらせて

私の頭に飛び込もうと、決めたなら

TLSにおいても、『欺かれること少ない者』には、「もしも彼女が」という
詩におけるようにボードレールを連想させる「憂鬱なほど優しい気分」（15）

があると言われていた。さらに、このボードレール的な憂鬱が、詩集の幾つ

かの素晴らしい詩につきまとっているという指摘があるように、確かに、「も

しも彼女が」は多くの象徴的なイメージに溢れた難解な作品である。

冒頭の言葉の通りに、私の彼女がアリスのように私の頭に飛び込んでも、

そこには、ヴィクトリア朝の上品で優雅な家庭生活を表す

テーブルや椅子もなく、

爪型脚のマホガニーの食器戸棚もなく

穏やかな燃えさしもないのだろう。

第三連でも

炉格子の前の気持ちの良い腰掛けもなく、

書棚には小文字で印刷された安息日のための本もなく

酒好きの執事も、怠惰な女中もいないだろう。

と、第二連に続けて、ブースの言うように、「ばかげたヴィクトリア朝の礼

儀正しさの古風な世界は」（16）まったく見当たらない。そして、第四連では、
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彼女はいつの間にか、猿の褐色、魚の灰色など忍び寄る変化する光や、

今にも凝固しようといじめっ子のようにぶらつく、

一連の汚染された輪に取り巻かれるのだろう。

と、異様な雰囲気はさらに増していく。ある意味では、ルイス・キャロルの

アリスの不思議の世界を巧みに諷刺し、ヴィクトリア朝的なユーモアを現代

風に置き換えようとしたラーキンの意図が感じられる。ブースが、「私の彼

女の奇妙な、感傷的な世界は明らかに故意の戯画である」（17）と述べている

ように、ラーキンが頭の中に想像した彼女の世界は、多少喜劇的でばかげた

諷刺の世界として描かれている。

恐らくは、キングズリー・エイミスがこの作品を気にいった理由は、ラー

キンにとっての新たな一面と思われる、ユーモアや滑稽さが巧みに、「もし

も彼女が」において洗練された諷刺として描かれていたからなのであろう。

このラーキンの洗練された新しさに関連して、ブレイク・モリスンは、ラー

キンの『全詩集』についての書評の中で、「もしも彼女が」について次のよ

うに述べている。『それはラーキンが自己劇化の前触れを示した最初の詩で

ある。・・・ひとたび彼が外套を、その下に隠れるのではなく、敗北のよう

に着ると彼は去っていった』（18）という、この詩についてのモリスンの解釈

は、自己劇化というラーキンの滑稽さにも通じる新しさを示すものであろう。

さらに、ラーキンの喜劇的な側面については、スウォーブリックも、「話し

手が自らの真の攻撃性を面白そうに詳細に語るところには、喜劇的な、幾分

無情な華麗さがある」（19）と、この詩の新たなラーキニスクな一面を認めて

いる。

詩の後半の初めである、第四連の幻想的な混乱した光の放射に続いて、彼

女が見出すのは、きわめて不気味なイメージの氾濫であり、それらは多少

シューレアリスティックに、複雑な隠喩を含んだものとなっていく。さらに、

彼女が飛び込んだ空想の部屋には、人をむかつかせるような気味の悪い様々

な「妄想」、「墓石の肌」にも似た汚い床、体の一部を傷つけられた「ギリシャ



8

の彫像」、「お金」、「酒樽一杯の楽しい気分」などが溢れている。そして、理

解し難い専門用語で歌われる「絶え間のない独唱会」に耐えきれずに思わず

耳を塞ぐ。このような詩の描き方に関してブルース・マーティンは、「彼の

彼女がそこで見つけないものから見つけるものへと転じながら、彼は素早く

自分の心を恐怖の部屋として確立する」（20）と述べているが、詩の語り手で

ある若者の不安な表情は、彼女の不安な気持ちを増加させるにはきわめて効

果的であろう。最後に彼女は、最終の第八連で若者の堅い決意を知らされる。

なぜなら、あの小冊子の金切り声が結び目のように世間をほどいて、

過去は過去、未来は中立だというのを聞いたら

僕の彼女は、とても高価な旋回軸から転げ落ちてしまうから。

「過去は過去、未来は中立だ」という、多少薄情な語り手の思いを聞いて、

彼女ががっかりの余り旋回軸から転げ落ちる最後の光景は、いささか喜劇的

に映る。この喜劇的な要素について、マーティンは次のように述べている。

　「今見た顔」と「もしも彼女が」は、ラーキンの初期の実験の二つを

諷刺的なあるいは喜劇的な抒情詩の語り手で構成している。それぞれの

詩の語り手が詩人だとしても、しかしながら我々は、詩人が見通しを楽

しむのを許している。初期の詩の自己憐憫する恋人は、これらの例では

喜劇的な喜びの源へと変わっている（21）。

このように、「もしも彼女が」に見られる喜劇的な要素は、ラーキンの新た

な一面として多くの批評家が捉えている。そしてそれは、不思議の国や鏡の

国のアリスの幻想的な特質を取り入れることによってラーキニスクなものへ

と変貌しているのであろう。

新たなラーキンの一面をのぞかせたこの詩の主題に関して、ブースは、「男

が、女の家庭的な幻想に十分応えることが出来ないことを描いた」（22）もの
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であると、女性の立場から詩を解釈しているが、ほとんどの批評家は、主人

公である若者の語り手としての立場からこの恋愛詩を捉えている。詩の前半

の部分で描かれたヴィクトリア朝の豪華な家具に象徴される、彼女が求める

幸せな家庭生活は、詩の後半に執拗に描かれた様々な不気味で、不快感を与

えるものによって脆くも崩れ去ってしまう。女性の気持ちをいささかも考慮

することなく、汚い不潔な事物を次々にこれ見よしげに披露しながら、語り

手は、意図的にか、彼女の夢をぶち壊している。自分が思い描いていた男性

像とはまったく異なった醜い部分を見せられて、彼女は呆然となる。

要するに、ロレッタ・クービーの言うように、「語り手たちは、理想主義を、

現実と対比して幻覚として目立たせることで理想主義に対抗しているのであ

る」（23）。分かり易く言えば、意図的に彼女に自分の本当の姿をさらすこと

によって彼女を落胆させ、「恋愛の安心や未来を確信して安らぐことのない

ように」（24）忠告しているのであろう。多くの女性が思い描く理想のロマン

チックな男性像に主人公は強く反 している。

アリスの二冊の本にこの詩の発想を得たと思われるラーキンは、「私の彼

女」をアリスのようにスカートを翻え、自分の頭の中へと飛び込ませて、ア

リスのように奇妙な体験をさせている。キャロルのアリスの場合には、多く

の困難や難敵にも打ち勝ち、冷静に様々な混乱した状況を乗り越えていくの

である。しかしアリスとは対照的に、「私の彼女」は、語り手である若者の

部屋の恐ろしい乱雑で不気味な光景に驚いて、最後には旋回軸から転げ落ち

てしまう。

意図的に、「私の彼女」をナーサリーライム的なコミカルな弱々そうな彼

女として描いたラーキンであるが、果たして、この「私の彼女」が誰である

のか、という問題がこの詩にまつわる一つの謎として残る。ナーサリーライ

ムにつきものの謎は、この詩にも多くのシューレアリスティックなイメージ

やメタファーの形で描かれているが、「私の彼女」もある意味では一つの謎

として読者を楽しませている。彼女が実在の女性なのか、あるいは想像の産

物なのか、批評家の間にも大まかに言って二つの見方があるようである。
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一つはスティーヴ・クラークが主張する、「『もしも彼女が』を、戦後の時

代における英国の変化した地位についてのアレゴリーとして読む」（25）とい

う解釈であり、いわゆる「内面化された政治的なエレジー」（26）としてラー

キンの作品を読もうとする新たな流れに沿ったものである。

それによれば、「私の彼女」という「恋人は文化的なエポックに言及する

ものとして見ることも出来る」（27）というのである。クラークは、1977年の

ブッカー賞受賞作である、ポール・スコットの小説『滞在』についてラーキ

ンが書いた記事を引用しながら、愛についての研究とも言えるこの詩では、

「結婚の死による終わり（あるいは婚約の破棄による終わり）は、歴史によ

る帝国の終わりに結びついている」（28）と述べ、スコットの小説と「もしも

彼女が」の類似性を指摘して、この詩に対する政治的な観点からの見方を主

張している。

もう一つは、ラーキンの伝記的な事実を拠り所にして探っていくものであ

り、詩における人物の正体を解き明かすような場合には、伝記的な解釈の方

がより適切ではないかと思われる。

「もしも彼女が」が書かれたのは1950年 5月23日であった。ラーキンはこ

の頃、ウェリントン市立図書館に勤めてから知り合ったルース・ボウマンと

の交際を続けていた。そして1946年レスター大学図書館の副司書になって

から、レスター大学英文科のレクチャラーをしていたモニカ・ジョーンズと

も出会っていた。1948年 3月16日の父シドニーの死により深い喪失感に陥る

が、それを振り払おうとするかのように 5月にはルースと婚約していた。し

かし、1950年 7月、この詩が書かれた 2か月後にラーキンは彼女との婚約を

解消して、夏の終わり頃にはモニカとの交際が深まっていたのだった。そし

て10月には、 7年程勤めていたウェリントン市立図書館から、北アイルラン

ド、ベルファストのクィーンズ大学図書館に移り副司書として働き始めてい

た。

ブースは、「ラーキンの愛情はこの時期モニカ・ジョーンズへと移りつつ

あったというのが、ここでは適切なように思われる」（29）と述べ、「この詩
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の『不思議の国のアリス』の翻るスカートは、モニカの鐘状に膨らんだスカー

トをほのめかしているのかもしれない」（30）と、この詩の「私の彼女」は、

モニカ・ジョーンズの可能性が強いと指摘している。また、クラークは、ブー

スの「その『ゴシック的な不健康さ』は1950年初めの数か月の彼のルース・

ボウマンとの関係の『厳しい罪に苦しむ袋小路』を反映している」（31）とい

う主張を紹介している。この詩に漂うゴシック的な不気味な要素は、ルース・

ボウマンとの愛情が終わりに来ていたことを示しているとクラークは捉えて

いる。

いずれにしても、ロマンチックな恋の夢や幻想を打ち砕く現実の愛のかた

ちを伝えようとするラーキンが、この詩を書いた時には、ルース・ボウマン

とモニカ・ジョーンズという二人の愛する女性の姿が見え隠れしている。そ

して、この詩の最終連で、「過去は過去、未来は中立だ」と「私の彼女」に

冗談ぽく断言する時、ラーキン自身は、自らに結婚を迫る女性たちの姿を思

い描いていたのかもしれない。若い頃から結婚しないと決意していたラーキ

ンにとって、ルースやモニカなど多くの恋人たちに自らのわがままな生き方

をこの言葉で認識して欲しかったのであろう。

人間には私的な顔と公の顔という二つの顔があるのが普通である。この二

つの顔を使い分けながら人々は日々を生きていく。特に私的な顔は、一般に

表に出されることが比較的少ないので、それを知った時には、他人は驚き唖

然とする。それが良いものである時には、彼らはその人を褒め称え称賛する。

しかし、それが悪い不道徳なものである時は、その人の世間的な評価は一変

し、その名声や地位までもが地に落ちてしまうことがある。

詩人としてのラーキンの場合には、現在では彼のほとんどの公私にわたる

生活や生涯が、研究者や批評家などによって白日の下にさらされてしまい、

その悪い顔と良い顔がはっきりと世に知られてしまった感がある。多少誇張

した言い方ではあるが、元々、人間は矛盾した存在であるという前提に立て

ば、ラーキンの中に見られるこの二面性は、特に異常なことでも、不思議な

ことでもないと言えるかもしれない。本来の自己と別の自己という、二つの
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顔を同時に使い分けることはなかなか容易なことではないが、別の自己を本

来の自己と同じ様に表現する時には、自己劇化という要素が必要になるので

あろう。

「もしも彼女が」においても、巧みなラーキンの自己劇化によって、一種

の女性嫌いで、厭世的な、いらつく男性像が生み出されたのであるが、この

ような主人公の特徴は、ラーキン自身の中に時として見られるものであるか

ら、必ずしも自己劇化といっても完全に別の人格に変身してしまうのではな

い。言い換えれば、自己劇化というのは、自分の中にある特質を自分にはな

い表現方法で伝えるということであろう。そのような意味では、ラーキンが、

様々なおとぎ話、そしてアリスの世界といった、幼い時に聞いたり、読んだ

りして胸を躍らせた、懐かしい純粋無垢な幼年時代の思い出の詰まった本に

戻りながら、それほど多くはないが、ナーサリーライム的な要素を持った詩

を書いたということは、特筆に値するであろう。これらはすべて、他の作家

が生み出し世に送り出したものであるが、それらは、ラーキンの思い出の中

で詩的に浄化され、自己劇化されて、彼自身のラーキニスクな言葉で新たな

命へと生まれ変わっているのであろう。
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