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誰と誰？ 季節は？ 場所は？

I. 
O WHAT can ail thee, knight-at-arms,

Alone and palely loitering?
The sedge has wither’d from the lake,

And no birds sing.



誰と誰？ 季節は？ 場所は？

O WHAT can ail thee, knight-at-arms,
Alone and palely loitering?

The sedge has wither’d from the lake,
And no birds sing.

1. 聞き手と騎士→ただし聞き手は誰？

2. 晩秋→ただし「鳥が鳴かない」不思議

3. 湖畔→ただしどこなのか不明 the lake



なぜ前連の繰り返し？
騎士の姿は？

II.
O what can ail thee, knight-at-arms!

So haggard and so woe-begone?
The squirrel’s granary is full,
And the harvest’s done.



なぜ前連の繰り返し？
騎士の姿は？
O what can ail thee, knight-at-arms!
So haggard and so woe-begone?

The squirrel’s granary is full,
And the harvest’s done.

1. 騎士が無回答→言葉が通じないの
か？

2. 憂鬱→恋愛の定型



ロバート・バートン『憂鬱の
解剖』表紙 1621年



ユリとバラは何を象徴？

III.
I see a lily on thy brow

With anguish moist and fever dew,
And on thy cheeks a fading rose

Fast withereth too.



ユリとバラは何を象徴？

I see a lily on thy brow
With anguish moist and fever dew,

And on thy cheeks a fading rose
Fast withereth too.

1. 死の象徴→かなり切迫している
ユリは露のおかげで本来は元気なはず。

2. 愛の象徴→衰えかかるが、騎士の生気
がないため。

愛があるのに生気がない矛盾



誰の言葉？ ただ美しいだけか？
なぜ「妖精の子」とわかるのか？

IV.
I met a lady in the meads,

Full beautiful—a faery’s child,
Her hair was long, her foot was light,
And her eyes were wild.



誰の言葉？ ただ美しいだけか？
なぜ「妖精の子」とわかるのか？

I met a lady in the meads,
Full beautiful—a faery’s child,

Her hair was long, her foot was light,
And her eyes were wild.

1. 騎士は喋れる→憂鬱だがコミュニケー
ション可能

2. 妖精の子→超自然的存在

3. 姿、動き、目つきが常人とは異なる。



花で飾ればどうなるか？
肉体関係はあるのか？

V.
I made a garland for her head,
And bracelets too, and fragrant zone;

She look’d at me as she did love,
And made sweet moan.



花で飾ればどうなるか？
肉体関係はあるのか？
I made a garland for her head,
And bracelets too, and fragrant zone;

She look’d at me as she did love,
And made sweet moan.

1. 乙女がさらに美しく見える
→花は寿命が短く衰える 死が間近に迫る

2. 肉の交わり
←中世騎士道恋愛（トルバドール）との違い



乙女だけを見つめる騎士の精神
状態は？

VI.
I set her on my pacing steed,
And nothing else saw all day long,

For sidelong would she bend, and sing
A faery’s song.



乙女だけを見つめる騎士の精神
状態は？
I set her on my pacing steed,
And nothing else saw all day long,

For sidelong would she bend, and sing
A faery’s song.

乙女に心が完全に奪われている



特別な食事を騎士は食べたか？
別な言葉なのになぜ理解できるのか？

VII. 
She found me roots of relish sweet,

And honey wild, and manna-dew,
And sure in language strange she said-

"I love thee true."



特別な食事を騎士は食べたか？
別な言葉なのになぜ理解できるのか？

She found me roots of relish sweet,
And honey wild, and manna-dew,

And sure in language strange she said-
"I love thee true.“

確実に食べた



共餐による同胞化

Kris Waldherr, Persephone 
and the Pomegranate 1993



特別な食事を騎士は食べたか？
別な言葉なのになぜ理解できるのか？

She found me roots of relish sweet,
And honey wild, and manna-dew,

And sure in language strange she said-
"I love thee true.“

1. 確実に食べた

2. 乙女と同様な存在に変身した

超自然的存在へ



乙女が泣く理由は何か？
騎士が乙女の目を閉じる理由は？

VIII.
She took me to her elfin grot,
And there she wept, and sigh'd full sore,

And there I shut her wild wild eyes
With kisses four.



乙女が泣く理由は何か？
騎士が乙女の目を閉じる理由は？

She took me to her elfin grot,
And there she wept, and sigh'd full sore,

And there I shut her wild wild eyes
With kisses four.

1. 騎士は元の人間に戻れない。半ば
超自然的存在へ

2. 変わった騎士の姿を悲しむ乙女の悲
しみを止めるため



「夢」とわざわざ繰り返すことで、騎
士にはどのような気持ちがあるか？

IX.
And there she lulled me asleep,
And there I dream'd-Ah! woe betide!

The latest dream I ever dream'd
On the cold hill's side.



「夢」とわざわざ繰り返すことで、騎
士にはどのような気持ちがあるか？

And there she lulled me asleep,
And there I dream'd-Ah! woe betide!

The latest dream I ever dream'd
On the cold hill's side.

1. 夢幻とは思えないほどはっきりと見えた

2. 騎士としては信じがたいことだから→乙
女が人殺し？



何時の時代の話なのか？

X.
I saw pale kings and princes too,

Pale warriors, death-pale were they all;
They cried-"La Belle Dame sans Merci

Hath thee in thrall!"



何時の時代の話なのか？

I saw pale kings and princes too,
Pale warriors, death-pale were they all;

They cried-"La Belle Dame sans Merci
Hath thee in thrall!"

中世的→ “La Belle”はルネッサンス・フラン
ス詩人（15世紀）の作品



唇は何に飢えているのか？
乙女はどこにいるのか？

XI.
I saw their starved lips in the gloam,

With horrid warning gaped wide,
And I awoke and found me here,

On the cold hill's side.



唇は何に飢えているのか？
乙女はどこにいるのか？
I saw their starved lips in the gloam,
With horrid warning gaped wide,

And I awoke and found me here,
On the cold hill's side.

1. 乙女とのキス
2. 別な男性を探している→その意

図は不明？ 男性たちには自
分たちの気持ちが収まらない



第一連の繰り返しはなぜ？

XII.
And this is why I sojourn here,
Alone and palely loitering,

Though the sedge is wither'd from the 
lake,
And no birds sing.



第一連の繰り返しはなぜ？

And this is why I sojourn here,
Alone and palely loitering,

Though the sedge is wither'd from the lake,
And no birds sing.

同じ出来事がこれからも繰り返して起こる。

→乙女の魔性は衰えない



ギュスターヴ＝アドルフ・モッ
サ（Gustav-Adolf Mossa）
「彼女」1906年



渇望する愛：キャスリン/乙女の愛

1. 永遠に満たされることがない

2. 超自然界と接点をもってしまう

3. 放浪



ノイマン『太母』



ノイマン『太母』



狂気をもたら
す女性

John William Waterhouse -
Lamia and the Soldier

精神的に破綻する
恋愛・結婚生活



狂気をもたらす女性
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