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ジェイムズ・ジョイス『ユリシーズ』 

第 15章における幻覚について 
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序 

ジェイムズ・ジョイスの小説『ユリシーズ』は複雑な文体や、文学や芸術作品からの引

用、歴史的背景、作者の自伝的要素などあらゆる知識を読者に求めることから、難解な作

品であるとされる。またその表現方法や従来の道徳律に反する事柄をあえて描写すること

で、モダニズムの代表作品とも評されている。しかし、伝統に反する様々な特徴を持つば

かりでなく、多くの古典と同様に、この小説においても文学作品の普遍的テーマが、作者

の深い洞察と独自の方法を持って扱われている。生と死、父子関係、愛、性といったテー

マは、特に重要であると私には感じられる。本稿では、これらのテーマについて分析する

にあたり、小説全体の中でもとりわけ人物の内面や無意識が前面に出されると思われる「キ

ルケ」と呼ばれる第 15章を中心に考察する。 

第 1 章で、ジョイスが『ユリシーズ』を執筆した基本的な背景について、また『ユリシー

ズ』に先行する主要な作者の作品との比較をした上で、第 2章では、小説全体における「キ

ルケ」の位置付け、19世紀末の文化、劇形式、その内容が精神分析の方法によっていかに

読み解けるか述べる。世紀末的な退廃の兆候は、「キルケ」の設定や作中人物にも表れてい

ると思われるからである。第 3章では、本稿の中心となる、ブルームとスティーブンの象

徴的な幻覚について、本文の引用に沿って、主にフロイトの理論を用いた分析を行う。特

に、二人の「喪」の状態とそこからの解放をたどり、彼らが世紀末の典型的人物のような

破滅を免れえるかを考察する。最後の第 4 章では、精神的な危機を通り抜けたブルームと

スティーブンが、互いを新たな愛の対象と認識し始め、精神的な父子の愛情関係が築かれ

つつあることを、特徴的な部分を取り上げ指摘する。 
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第 1 章 ジョイスと『ユリシーズ』 

(1) ジョイスと『ユリシーズ』の背景 

ジェイムズ・ジョイス（1882‐1941）は、アイルランド出身の作家で、主に首都ダブリ

ンを題材にした作品を、特徴的な手法を用いて執筆した。主要な小説では、イギリスの支

配下にあり、またカトリック教会の影響を受ける、中流階級に属するダブリン市民の生活

や精神について扱った。そこでは、作者自身の生い立ちや思想が多く反映された。特に『若

い芸術家の肖像』（A Portrait of the Artist as a Young Man, 1916）（以下『肖像』）の主人

公スティーブン・ディダラスは、ジョイスの少年期や青年時代の体験をもとに創作された

人物として、その続編とされる『ユリシーズ』（Ulysses, 1922）に引き続き登場する。 

スティーブンは、自身の芸術を追求するため、カトリック教会を否定し、アイルランド

人の独立運動やアイルランド文化復興運動にも消極的であるが、このような態度は作者自

身のものでもあった。『肖像』でも描かれているように、ジョイス自身もカトリックのイエ

ズス会系の学校で教育を受け、優秀だったために聖職者としての将来を嘱望されていた。

幼い頃は信仰深かったが、のちに彼は教会や祖国について否定的になり、芸術家を志望す

るようになった1)。『肖像』の第 4部にこのことを示す印象的な部分がある。 

 

When the soul of a man is born in this country there are nets flung at it to 

hold it back from flight. You talk to me of nationality, language, religion. I 

shall try to fly by those nets. (Portrait 177) 

 

I will not serve that in which I no longer believe whether it calls itself my 

home, my fatherland or my church: and I will try to express myself in some 

mode of life or art as freely as I can and as wholly as I can, using for my 

defence the only arms I allow myself to use, silence, exile, and cunning. 

(Portrait 213) 

 

ジョイスはのちに妻となるノラにもこれと同旨の手紙を送っている2)。 

神話や民話などのアイルランド文化の再現や、民族意識の高揚を試みたイェイツらがイ

ギリス系支配階級の出身だった一方、ジョイスは被支配者であるアイルランド系の出身で

あり、イェイツらの神秘的な傾向の強いアイルランド文化復興運動に対しても、それらに

影響されて愛国心を強める人々に対しても否定的だった。彼は、これらの運動に加担する

人々はアイルランドの現実を正当に表現していないとした。ジョイスが創作活動にあたっ
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て強調したことの一つは、カトリック教会や支配階級の権力に抑圧され、またそれらに従

う人々の「麻痺」に陥った精神についてであった。『ダブリン市民』（Dubliners, 1914）で

は、「自国の精神史を書く」、また「麻痺の中心と思われるダブリン」3)について描くとい

う考えを実現しようとし、種々の表現方法をとっており、この手法はその後の作品にも活

かされたと思われる。ダブリンの現実を書くために、宗教や性についての描写が、たとえ

不道徳的とされても作者は譲らず、そのため、出版禁止や海外生活を強いられた。『ユリシー

ズ』もまた、フランスなどのヨーロッパのいくつかの都市において執筆され、パリで発表

された。「キルケ」に関しては、その非理性的に見える文体や内容や語彙の過激さのために、

あるタイピストはその役目を諦め、またある女性タイピストは夫に見つかり、原稿を燃や

されそうになった。また、原稿を受け取ったクイン（エズラ・パウンドらとともにアメリ

カで『ユリシーズ』を出版しようとしていた）は出版の計画を中止した4)。 

『ユリシーズ』では、主にスティーブン・ディダラスとレオポルド・ブルームを通して、

ダブリンの現実を観察している。母の死によって、パリからダブリンに引き戻されたスティー

ブンや、ナショナリストの多いダブリン市民社会において、ユダヤ系とみなされ差別され、

妻に不貞をはたらかれるブルームの二人の葛藤は、アイルランドに広がる「麻痺」に抵抗

するために生じているとみられる。この小説では、彼らのアイルランド社会あるいは彼ら

自身の内面に関係する葛藤と抵抗が、様々な技法によって描かれているが、古代ギリシャ

の叙事詩『オデュッセイア』との対応や、数多くの古典作品からの引用、各章で異なる文

体が特徴的である。神話との類似関係を用いることで、スティーブンとブルームの精神的

な父子関係や、英雄然とした（あるいは対照的に世俗的な）態度、象徴によって表される

困難などを読者に喚起する。また、実験的な文体は、彼らの内面や彼らを取り巻く社会の

様相を、様々な視点から表現している。スティーブンが「歴史というのは…ぼくがなんと

か目を覚ましたいと思っている悪夢」5)と言うが、慣習から抜け出し、歴史と客観的に向

き合い、自分自身の人生を見つけようとする人物を描くこの小説が、また作者自身の態度

が、のちにモダニズムと評価されるようになった所以と思われる。 

(2) ジョイスと作中人物の関係 

『ダブリン市民』や『肖像』と同じく、『ユリシーズ』の作中人物には、ジョイスと近い

関係の実在の人物がモデルとなっている。主要なものとしては、ジョイスがブルームに、

ノラがモリー（ブルームの妻）に、ボイラン（モリーの浮気相手）とマリガン（スティー

ブンの友人）がジョイスの友人のゴガティに重なる6)。ボイランとマリガンはそれぞれブ

ルームとスティーブンの敵役ともとれるが、モデルとなったオリヴァー・ゴガティもジョ

イスにとって友人である以上にライバルのようであった。作中でスティーブンは彼を‘usurper’
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とみなすが、ジョイス自身も彼を‘Ireland’s gay betrayer’と思っていた7)。 

第 1 章で、スティーブンはマリガンに自分の亡くなった母親を侮辱され傷つくが、ジョ

イスも自身の母の死（1903年 8月 13日）で精神的ショックを受けている。スティーブン

は不信仰を貫くため、母の臨終の際にもひざまずいて祈ることを拒否し、そのために母の

死後も罪悪感に悩まされるが、ジョイスも同じ経験をしている。幼少期から、父親より母

親から強く心理的影響を受けてきたので、スティーブンやジョイスの心には母への、また

母と強く結びついた教会への、思慕と反抗が根強く残っている8)。ジョイスはノラへの手

紙で、‘My mother was slowly killed, I think, by my father’s ill-treatment, by years of 

trouble, and by my cynical frankness of conduct. When I looked on her face as she lay 

in her coffin–––a face grey and wasted with cancer–––I understood that I was looking 

on the face of a victim and I cursed the system which had made her a victim.’9)と打ち明

けている。ここに出てくる母のイメージは、『ユリシーズ』でスティーブンの心に繰り返し

生じることになる。 

「キルケ」とジョイスに関しては、その過激な性描写や倒錯傾向は、ジョイスとノラの

手紙でのやり取りに発している部分が多くある。たとえば、彼は彼女に‘queen’や‘whore’

と呼びかけ、倒錯的な方法で彼女と交わることを想像し、彼女が主導権を握り、彼がみだ

らな言葉を使ったために彼女から罰せられ、それでも彼女に受け入れられ愛されることを

望むといった内容が特徴的である。 

 

…what kind of language is this I am writing to my proud blue-eyed queen!… I 

love you, Nora, and it seems that this too is part of my love. Forgive me! 

forgive me! 

 

Tell me the smallest things about yourself so long as they are obscene and 

secret and filthy. …the dirtiest are the most beautiful.…hear and smell the 

dirty fat girlish farts going pop pop out of your pretty bare girlish bum…my 

little whore… 

 

I wish you would smack me or flog me even. …I wish you were strong, strong, 

dear, and had a big full proud bosom and big fat thighs. I would love to be 

whipped by you, Nora love!  

 

…riding me like a man with your thighs between mine and your rump very 
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fat…10)  

 

こういったイメージは、「キルケ」でのブルームと売春宿の女主人ベラとの幻覚でかなり忠

実に再現される。ブルームの倒錯的性格はジョイス自身と共通点が多いようである。 

さらに、ブルームは妻のモリーに浮気されるという設定だが、ジョイスもノラの不義を

疑い、取り乱したことがあった。これは、のちにゴガティらのジョイスを侮辱するための

作り話であると判明するが、この出来事は彼のノラを求める感情を深めた。疑いが晴れた

後も、彼は彼女に不貞がどのようにして行われたか尋ね、彼はこれについて想像すること

で性的に興奮していることが手紙からうかがえる11)。彼は、妻に裏切られる願望のような

ものがあるが、これは戯曲『亡命者たち』や、『ユリシーズ』の部分的な題材となっている。 

「キルケ」では売春婦たちが登場するが、彼女たちは人々に性的享楽と同時にしばしば

性感染症をもたらした。ジョイスもダブリンでの青年時代に関係した娼婦から性病をうつ

されたという。彼は長年、虹彩炎や緑内障などの眼病を患ったが、これは 1904 年に梅毒

に感染したことに由来するという説もある12)。 

以上のように『ユリシーズ』全体や「キルケ」の設定や人物には、作者自身や知人、実

体験が多く反映され作り上げられていることがわかる。次に、この他にどのような要素を

取り入れ、ジョイスが「キルケ」の世界を作り上げたか、世紀末文化を取り上げて述べる。 

第 2 章 「キルケ」における世紀末文化の影響 

(1) 「キルケ」の背景 

『ユリシーズ』の全 3部、18 章の中で、「キルケ」は第 2部、15 章に位置付けられてい

る。この挿話は、14章「太陽神の牛」に語られる産科病院での宴会で酔ったスティーブン

や彼の友人リンチが、夜中にダブリンの売春地帯へ繰り出し、ブルームが心配してスティー

ブンのあとを追う場面から始まる。彼らは一軒の娼館にたどり着き、そこで様々な幻覚を

体験する。娼館から飛び出したスティーブンは通りで出くわした二人のイギリス兵と口論

になり殴り倒され気を失い、ブルームの介入のおかげで警察に補導されることなく、彼に

介抱される。ブルームがスティーブンに 11 年前に亡くした息子の幻覚を見てこの章は終

わる。続く 16章「エウマイオス」では、彼らが御者溜りで共に過ごし、ブルームがスティー

ブンを自宅へ誘う様子が描かれる。「キルケ」は、ブルームとスティーブンの幻覚が混ざり

合い、ブルームのスティーブンへの父親的感情が高まり、また彼らの抑圧された欲望や恐

れが露わになることから、『ユリシーズ』の中でも特に心理的で、二人の内面を知るために

重要な挿話となっている。 
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ジョイスは執筆中に自身のために「計画表」という、各章の要点を記した一覧表を考案

したが、これによると第 15 章は‘Scene: the Brothel’, ‘Hours: 12 midnight’, ‘Organ: 

Locomotor Apparatus’, ‘Symbol: Whore’, ‘Art: Magic’, ‘Technique: Hallucination’13)と

なっている。舞台としての「娼館」や、象徴の「娼婦」から「キルケ」には性的なテーマ

が、特に不道徳な側面が強調されて付されているとみられる。また『ユリシーズ』全体を

一つの生命体にみたて、各挿話に特定の構造を対応させた「臓器」という項目は、「運動装

置」を指しているが、この挿話では各人物の身体的、精神的な運動機能、またそれを表現

する語り自体に支障が生じていると考えられる。これは文体上の技法が「幻覚」を用いる

のと合わせて、性病の症状を連想させる。つまり、娼婦を媒介とする梅毒などの性病がや

がて麻痺症状を引き起こし、末期には精神障害として幻覚を生じる病状と一致する。「娼婦」、

「性病」、「幻覚」というテーマは、19 世紀末から 20 世紀にかけて流行した唯美的かつ退

廃的な芸術において顕著であり、『ユリシーズ』全体にも、特に「キルケ」にその影響がみ

とめられる。 

唯美主義や神秘主義、自然主義、退廃、反宗教といった様相を呈した世紀末の芸術や文

化は、ヴィクトリア朝（1837‐1901）の終わりに際した不安定な社会や、科学の発達と同

時に起こったキリスト教信仰に対する動揺を背景としている。19世紀の科学や技術の進歩

は人々の生活に利便性をもたらした一方、従来の常識や価値観、理性が疑問視されるきっ

かけにもなった。一例として、ダーウィンが『種の起源』（1859 年）で進化論を発表した

ことと合わせて、聖書上の創造説への信頼が揺らぎ、人間本来の動物性や残忍性が注目さ

れるようになった14)。このような現実に対する幻滅は、人々が本能や感覚、欲望に目を向

けるようになる原因の一つとなった。従来の慣習や信仰への反動は、世紀末文化において

強調される不道徳な性的活動に反映されているといえる。ユイスマンスの小説『さかしま』

（1884 年）で特徴的に描かれるような、娼婦との交際とその結果としての性病や幻覚は、

当時不治の病と恐れられ、遺伝性の神経過敏や天才の病としてある種芸術家の特権とも見

なされていたことを示している。『ユリシーズ』では 16 章に、このような世紀末的放縦の

危険をブルームがスティーブンに説く場面がある。 

 

…[Bloom] spoke a word of caution re the dangers of nighttown, women of ill 

fame and swell mobsmen, which, barely permissible once in a while, though 

not as a habitual practice, was of the nature of a regular deathtrap for young 

fellows of his age particularly if they had acquired drinking habits under the 

influence of liquor …（Ulysses 614［以下略号 U を用いる］） 
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『ユリシーズ』の背景であるダブリンは、カトリックの影響が特に強い都市でありなが

ら、公認された「売春地区」を持っていた15)。「キルケ」では‘nighttown’ (U429)といわれ

ている。エルマンは当時のこの地域を以下のように説明する。 

 

The word ‘Nighttown’ he had picked up from Dublin journalists, who always 

spoke of the late shift as ‘Nighttown.’ Joyce used it instead of the customary 

word for the brothel area, ‘Monto,’ so called from Montgomery Street. Monto 

was labeled about 1885 by the Encyclopaedia Britannica as the worst slum in 

Europe. It was concentrated chiefly in Mecklenburg Street, which became 

Tyrone Street and is now a dreary Railway Street, the name having been 

changed twice as part of an effort, vain until recently, to change its character. 

The street is made up of eighteenth-century houses; while some of these had 

by 1900 decayed into tenements, others, the ‘flash houses,’ were kept up 

beautifully by women who appeared in full evening dress before their select 

clientele. 

   Horse Show week in August was especially brand in Monto. The British 

officers arrived in numbers for the event, and the Monto ladies sent their 

cards at once to the officers’ mess. The ladies drove to the races in pony traps, 

and afterwards a procession of innumerable cabs followed them back to Monto. 

The Boer War also proved a great boon to their business.16) 

 

こうした実在のダブリンの売春宿を「キルケ」では舞台として用いている。世紀末のき

らびやかで退廃的な売春宿は、ロートレックの絵画にもあるように、パリのものが有名で

ある。しかし、それらに劣らず賑わった売春地帯がダブリンにもあったようだ。ジョイス

はこれを巧みに利用し、「夜の街」が特定のダブリン市民（聖職者もいた）にとって必要な

ものであると同様に、「キルケ」を『ユリシーズ』があらゆる人間の真実を、性の実態も含

め、表現するために不可欠な部分たらしめた。次に具体的な世紀末文化について述べる。 

(2) 退廃的な世紀末文化 

芸術的、文学的な題材として、娼婦や象徴化された娼婦が扱われるのは世紀末文化の特

徴の一つである。しかしフランスで性や不道徳なテーマが寛容に受け入られるようになっ

ていた一方で、当時のイギリスではこれらはヴィクトリア朝やプロテスタントの倫理と相

容れず、批判の対象となった17)。オスカー・ワイルドはこのようなフランス文化の影響を
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受け、自身の作品で不道徳とされるテーマや娼婦を取り上げたことで、イギリスにおける

世紀末文化の体現者の一人とみなされた。 

ワイルドが直接的に娼婦に言及する The Harlot’s House (1885)という詩がある。そこで

は娼婦や娼館の様子は、‘the ghostly dancers’、‘like wire-pulled automatons’、‘a clockwork 

puppet pressed a phantom lover to her breast’、‘a horrible marionette’、‘the dead are 

dancing with the dead, the dust is whirling with the dust’18)と表されている。これらの

言葉から作者は娼館を、生身の人間の欲望に満ちあふれた活気ではなくむしろ、無味乾燥

として不吉な、幻覚を伴う、死者の世界と関連させているようである。また、新約聖書の

人物に由来し、カトリシズムにおいて「聖娼婦」ともみなされたサロメやヘロディアを題

材にした戯曲『サロメ』（1893 年）でも、先夫を殺してヘロディアを手に入れたヘロデや、

サロメの情欲の犠牲になるヨハネ、サロメを思うあまり自殺する兵士など、暴力や死が主

調となっている。これらの作品から、娼婦らによって象徴される過激な性の力は、ついに

は人を破滅させ、精神的にも肉体的にも人を死に追いやるものと捉えられている。この悲

観は、キリスト教の世界で不純な情交をはたらく者は罪を負わされ、性感染症を患う者は

進行する病状のために絶えず死の恐怖にさらされるという世紀末文化の宗教的あり様と一

致する。このような世紀末的な葛藤を持ったワイルドのようないわゆる「ダンディ」ら、

「すでに病いを病いとも認めず、したがって恢復の望みすらもたない病人は…いちずに病

いを深めてゆくばかりであった」19)。こうした世紀末の娼婦や性に対する考え方は「キル

ケ」においてもそのグロテスクさによって展開される。その一方で、「キルケ」における人

物や出来事は性的なものの暴力や死といった側面に限らず、愛（エロース）のダイナミズ

ムや、無意識の欲望やコンプレクスといった側面を表現していると思われる。この点につ

いては 3、4 章で詳しく述べる。世紀末の生々しい生や性の様相を、ジョイスが劇の形式

で表現したことの効果について次に見る。 

(3) 劇形式について 

「キルケ」は劇の形式をとっているが、ジョイスは早くから劇に強い関心を寄せていた。

作者の劇に対する考えが「キルケ」にも表れているとみられる。作者は学生時代にイプセ

ンら自然主義の劇作家に傾倒し、大学では劇に関する論文を発表した。「劇と人生」（“Drama 

and Life”, 1990）では、因襲的な性格を持つ文学と区別して、どのような表現方法であれ

劇には真理を象徴する性質があると主張している。 

 

Human society is the embodiment of changeless laws which the 

whimsicalities and circumstances of men and women involve and overwrap. 
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The realm of literature is the realm of these accidental manners and 

humours—a spacious realm; and the true literary artist concerns himself 

mainly with them. Drama has to do with the underlying laws first, in all their 

nakedness and divine severity, and only secondarily with the motley agents 

who bear them out.20) 

 

By drama I understand the interplay of passions to portray truth…21) 

 

However subdued the tone of passions may be, however ordered the action or 

commonplace the diction, if a play or a work of music or a picture presents the 

everlasting hopes, desires and hates of us, or deals with a symbolic 

presentment of our widely related nature, albeit a phase of that nature, then 

it is drama.22) 

 

この論文で作者は劇とは人間社会の真理を描く手段と評価したが、のちの作品において

もこの劇に対する理念が保たれ、様々に変容して表されている。同様の主張が『肖像』で

もスティーブンによって展開されている（the dramatic form, the form wherein he presents 

his image in immediate relation to others.23)）。『ダブリン市民』や『肖像』で用いられた

「エピファニー」も、ダブリンの社会生活の中で人物たちが物事の「本性」を認識する瞬

間を描くものである。そして作者のただ一つ発表された戯曲『亡命者たち』（Exiles, 1918）

もまた、人間の「本性」を描こうとする作者の試みの一つと考えられる。『肖像』の後に、

そして『ユリシーズ』の前に執筆されたこの戯曲では、4 人の男女の関係における愛や、

貞節、友情、裏切りを通して、人物の真実を求める葛藤が描かれている。登場人物はジョ

イスや妻ノラの状況をもとに形成された部分が多いとされるが、特に主人公リチャードの

真実を求め苦悩する様子はスティーブンや作者と一致する。リチャードは、真の愛を追求

するために結婚の束縛を否定し、自身に対しても、妻バーサに対しても自由であることを

求め、妻が彼の友人ロバートと通じるよう仕向ける。彼女が友人と密会したときの様子を

彼が彼女にたずねる場面がある。 

 

RICHARD Were you excited? 

BERTHA Well, you can imagine. [Frowning suddenly.] Not much. He has not 

nice lips… Still I was excited, of course. But not like with you, Dick. 

RICHARD Was he? 
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BERTHA Excited? Yes, I think he was. He sighed. He was dreadfully nervous.  

(Exiles 27) 

 

妻の密会を非難することなく、むしろ興味を持って質問するリチャードには倒錯的、特

に密会の様子を目撃したいという窃視の傾向がある。さらに彼は妻と友人に姦通によって

裏切られることを望みさえする。 

 

RICHARD …in the very core of my ignoble heart I longed to be betrayed by 

you and by her–––in the dark, in the night–––secretly, meanly, craftily. By you, 

my best friend, and by her. I longed for that passionately and ignobly, to be 

dishonoured for ever in love in lust. (Exiles 42) 

 

真実に迫ろうとするほど倒錯的になるリチャードの様子は多くの点でブルームを思わせ

る。また、リチャードが亡くなった母親の愛や彼女との不和の記憶に絶えず悩まされてい

る点では、スティーブンと共通している。人物の倒錯性は、前述したジョイスとノラの手

紙でのやり取りとも一致する。このように劇の中でより作者が人間の本性や真理を描くこ

とができたとすれば、『ユリシーズ』では劇形式をとる「キルケ」においてそれらが描かれ

ていると思われる。 

他にも劇形式ついて様々な見解がある。ケナーは、『ユリシーズ』の設定である 1904年

はイェイツらのアイルランド文芸復興運動の拠点となるアビー劇場が設立された重要な年

であると述べる。この運動において上演されたイェイツやシングの劇は、内容にわずかに

不道徳なところがあったために民衆の非難や暴動を招いた。しかし、ジョイスの「キルケ」

はこれらの劇を破廉恥さではるかに上回っている24)。ノリスによれば、娼館はそれ自体が

劇場の性質を、娼婦は役者の性質を持っており、客を満足させるため、あらゆることはう

わべを装っている。このために「キルケ」において現実と幻覚を見分けるのが難しくなっ

ている25)。ピークは「この章は、ある程度、ミサである」26)と指摘するが、ミサもまたキ

リスト教の教義を再現するある種の劇とみなせるだろう。なお、ケナーやノリスは劇形式

を用いることで、ブルームやスティーブンにとってのカタルシス効果があげられるという

利点があると述べている27)。 

(4) 心理や無意識の表現 

「キルケ」における人物描写の特徴として、それまでの昼間の想像など、現実と明確に

区別される心理描写と異なり、幻覚が主に扱われている点が挙げられる。この幻覚は「キ
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ルケ」の時間設定が夜（12 midnight）であることから、入眠時の現実と幻覚の入り混じっ

た状態や、夢ととらえることもできる。実際、「キルケ」の空想的な部分が夢の理論と一致

するとみる論者がいる28)。 

フロイトの『夢解釈』（1900 年）によると、夢と幻覚の関係は次のように説明される。

「夢にとって特徴的なのは、像として振る舞うような、すなわち、想起された表象よりも

知覚に似ているような、内容的諸表象である…夢は、幻覚する。夢は、思考を幻覚で代用

する。」29)つまり夢はある種の幻覚であるといえる。また、「夢の内容は一つの欲望成就で

あり、夢の動機は一つの欲望である」30)というが、スティーブンとブルームの幻覚もこの

夢の特徴と一致している。さらに、夢がその人に不快や恐怖を伴う内容であっても、そこ

には無意識で抑圧され、歪曲された欲望の充足という意味があるという31)。「キルケ」の人

物の幻覚からも、歪曲の程度が大きい時ほど、強い抑圧を受けた欲望であるという印象を

受ける。また、夢の源泉になりうることとしてフロイトは、「内的かつ重要なある一つの体

験（想起、思考系統）。それが、夢の中では、直近の些末な印象への言及によって、いつも

決まって代理されてしまう場合」32)と述べる。「内的かつ重要な一つの体験」とはスティー

ブンにとっての母の死や、あるいは社会や慣習、宗教に対する不満、芸術家としての意識

であろうし、ブルームにとっての父親や息子の死や、妻との不完全な夫婦関係、ユダヤ系

の出自など、彼らにとって常に思い起こされ、また欲望とも密接に関わる心理である。そ

してこれらが 1904 年 6月 16 日という「直近」に彼らが体験した外的または内的な出来事

の印象を通して夢（幻覚）として現れる。以上から、「キルケ」では幻覚を分析することで、

この日一日の出来事がスティーブンやブルームの欲望にいかに作用したか、その上で彼ら

の最も根深い問題が何かを知ることができると思われる。 

「キルケ」が劇形式であることも、精神分析によれば、幻覚による欲望の表出と関係し

ている。フロイトは夢と劇の共通性を指摘し、「夢は何事かを現在のこととして呈示」して

おり、「夢においては、人は思考しているのではなく経験しているのだと思い込み、幻覚を

完全に信じ込む」33)という。また、夢は現実とは異なる「もうひとつの舞台」とも言われ

る（「ある心的な場所、つまりもう一つの舞台において、欲望の思考は、視覚像や語らいの

形をとって、しかもそれらがすべて現在形で、現実に生きられて上演されている。すなわ

ち願望は充足されているのだ」34)）。そして幻覚のこれほどまでの歪曲もまた、夢の性質に

負っている（「夢は、諸思考の間の関係、つまり同時性、因果関係、二者択一、対立、矛盾

を指し示すために夢作業が用いている方法を、表象の変形によって、表出する」35)）。「キ

ルケ」の幻覚は夢と同類であるが、この章以降にスティーブンやブルームがまるで売春宿

での心理的体験は記憶にないかのように振る舞うことが指摘される36)。しかし、この「記

憶に残らない」ということこそ夢の特質であり、それでいて無意識に影響を及ぼしている
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のである37)。夢（幻覚）は欲望を表現する舞台となることから「キルケ」の劇形式は、娼

館という欲望を解放するような劇的な背景ともあいまって、作中人物の欲望を描くのに適

した文体だとわかる。 

この挿話でスティーブンやブルームの欲望の発露は、今後二人の関係（特に父子関係）

が発展するのに必要なことである。二人にとって重要な「転移」という現象が起こるため

には欲望が関わるからである。「転移」とは『精神分析用語辞典』によると以下の意味であ

る。 

 

精神分析において、無意識の欲望が、一定の型の対象関係のうちで、特に分析

的関係の枠内で、ある種の対象に関して現実化される過程をさしている。 

その際には、幼児期原型が著しい現実感とともに反復体験される。分析家が転

移と呼ぶのは、多くの場合、治療過程における転移にほかならない。 

転移は一般に精神分析治療の諸問題が現れてくる素地と考えられている。その

定着、その様態、その解釈、その解決などが精神分析治療の特徴を形づくる。38) 

 

二人が鏡に一人のシェイクスピアを見たり、ブルームが倒れたスティーブンに亡くした

息子を見たりするのは、二人の間に転移が起こっていることを示していると思われる。こ

のような転移は、二人の倒錯や喪といった精神状態を、互いに克服するのに役立つと考え

られる。次の章では、幻覚を通して、スティーブンやブルームの精神にいかなる作用が生

じるか具体例を挙げて述べる。 

第３章 人物表現の精神分析的な読解 

「キルケ」において特徴的な幻覚の描写は、精神病や神経症の症状と一致するものが多

く、精神分析の方法を用いて読解することができると思われる。作中人物は実際には幻覚

を経験していないと言われるが39)、幻覚が表現方法として用いられているため、人物の抑

圧された内面の状態が強調されていることが読み取れる。フロイトによると、幻覚は精神

分裂病に伴う症状であり、現実の外的世界に「抑圧されたものの回帰」を行う、回復の試

みであるという40)。また夢と同様に幻覚は現実として現れ、白昼夢とは区別される。その

ため、これまでの章で白昼夢によって断片的に示されていたブルームやスティーブンの欲

求、さらに無意識がここでより強く表れている。 

特に、二人の人物の精神にはエディプス・コンプレックスの影響が見られる。フロイト

によると、エディプス・コンプレックスの過程は以下のようである。 
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［エディプス期から］個々の人間は、両親から離れて独立するという大きい課題

に挺身しなければならなくなります。この課題を解決したのちに、初めて人は小

児であることをやめ、社会共同体の一員になるのです。この課題にあたって、息

子は、リビドによる自分の願望を母親から離し、誰か現実の肉親以外の愛の対象

を選ぶようにさしむけます。そして、もし父親と対抗状態にあるときには、父親

と宥和するし、もし幼児期の反抗の反動として父親に屈従するようになっている

ときには、その父親の威圧の元から脱出することになります。…ノイローゼ患者

は、一般にこの解決に成功していないのです。息子は一生涯にわたり父親の権威

に屈したままでおりますし、自己のリビドを他人である性対象へ転移させること

ができません。41) 

 

この葛藤は男児の両親に対する愛憎に起因し、母親を求める一方父親に敵意を持ち、その

ために父親から罰として去勢されるという感情である。この挫折ののち子供は父親と同一

化し、父の権威を取り入れ、自身の男性性を持つようになる。内面に取り入れられる象徴

的な父の権威は、その後も父親的役割を持つ者からも取り入れられ、その人に道徳的な規

範を与える。ブルームやスティーブンにとっての父親的なものは、神や聖職者、政治の指

導者などである。しかし、どちらの人物も宗教や政治に傾倒することができず、現実の父

親が没落していることもあわせて、あらゆる父親的権威を拒絶するため同一化する対象を

失っている。彼が息子を亡くした後、感情的にも性的にも長くネガティブな影響を受け続

けることは、自身の手本とすべき父親の権威が彼に十分取り込まれていないため、また父

や祖先への負い目のためかもしれない。ブルームの幻覚には父親的な権威をめぐる葛藤が

描かれている。父親ルドルフにユダヤ教を捨てたことを叱責される場面（Are you not my 

dear son Leopold who left the house of his father and left the god of his fathers 

Abraham and Jacob? U437）などがある。続いて、こうしたコンプレックスを抱えたブルー

ムが幻覚でどのような反応をするか例示する。 

(1) ブルームの倒錯的な幻覚について 

小説全体にわたってブルームは複雑な性的傾向を持つ人物として描かれている。彼の行

動や妄想から、サディズム、マゾヒズム、フェティシズム、ナルシシズム、窃視、女性化

といった倒錯的な性向がうかがえる。これらは「キルケ」においては、幻覚の形をなして

強調され、表現されることになる。この倒錯的な幻覚によって彼の性格や内面の葛藤、ま

た他のダブリン市民との差異が示される。 
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「キルケ」以前の章でブルームの性的傾向を表す多くの例の一部として以下の記述があ

げられる。第 5章での偶然目にした女性についての彼の妄想は女性を見下すようなサディ

ズム的傾向を示している。 

 

Like that haughty creature at the polo match. Woman all for caste till you 

touch the spot. Handsome is and handsome does. Reserved about to yield. The 

honourable Mrs and Brutus is an honourable man. Possess her once take the 

starch out of her. (U73) 

 

同時に、この女性の細部に向けられる描写は、彼の眼差しがそれらを見ることで興奮を得

ることの表れであり、彼のフェティシズム的傾向がうかがえる。 

 

She raised a gloved hand to her hair. …Drawing back his [Bloom’s] head and 

gazing far from beneath his veiled eyelids he saw the bright fawn skin shine 

in the glare, the braided drums. …Lady’s hand. …High Brown boots with 

laces dangling. Well turned foot. …Watch! Watch! Silk flash rich stockings 

white. (U74) 

 

ちなみに、第 4 章での彼が娘のミリーを想像する際の描写は、上記の女性に対するもの

と似ており、体の特定の部分に集中している。（‘Her slim legs running up the staircase. 

…Her pale blue scarf loose in the wind with her hair.’ ‘Girl’s sweet light lips. …Lips 

kissed, kissing kissed. Full gluey woman’s lips.’ U66-67）彼の想像の中でミリー（girl）

は次第に女性（woman）に変わり、妻のモリーや性的な対象としての女性のイメージに重

なっていく。このことは無意識的に彼が娘に対してもフェティシズムや近親相姦的な感情

を持っていることを暗示しているのかもしれない。 

ブルームが偽名（Henry Flower）を使って密かに文通する女性マーサからの手紙をめぐっ

ては、彼のマゾヒズム的、サディズム的両方の傾向が表される。文通相手から罰せられ、

罵倒されることに喜びを感じるマゾヒズムと、彼女に残酷な手紙を書くというサディズム

が彼の両価的な性向を示している。第 1 章で述べたが、パートナーに卑猥なことを言い、

罰せられることで愛を求めるマゾヒズムの懲罰願望のようなブルームの態度は、ノラにあ

てたジョイスの手紙とよく似ている。 

 

Why did you enclose the stamps? I am awfully angry with you. I do wish I 
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could punish you for that. I called you naughty boy because I do not like that 

other world. …Please write me a long letter and tell me more. Remember if 

you do not I will punish you. So now you know what I will do to you, you 

naughty boy, if you do not write. (U77-78) 

 

上のマーサの手紙に対するブルームの反応は以下の通りである。 

 

Weak joy opened his lips. Changed since the first letter. …Go further next 

time. Naughty boy: punish: afraid of words, of course. Brutal, why not? Try it 

anyhow. A bit at a time. (U78) 

 

第 5 章（計画表によると、この章の「技術」は「ナルシシズム」）での彼の知人に対す

る軽蔑するような感情42)や、浴槽で自身の体を仔細に想像する様子は彼の自己愛につなが

る。ここでは、ミリーや見知らぬ女性に向けたフェティシズムや窃視が、同等の詳細さで、

自分自身に向けられているからである。 

  

This is my body. 

    He foresaw his pale body reclined in it at full, naked, in a womb of 

warmth, oiled by scented melting soap, softly laved. He saw his trunk and 

limbs riprippled over and sustained, buoyed lightly upward, lemonyellow: his 

navel, bud of flesh: and saw the dark tangled curls of his bush floating, 

floating hair of the stream around the limp father of thousands, a languid 

floating flower.(U86) 

 

密かに女性を見て快感を得る窃視の傾向は 13 章において、見られる側の女性ガーティ

の視点から描かれている。彼の眼差しに気づいて、彼女は花火を見るふりをして意図的に

下着をあらわにする。彼は彼女を見ながら自慰行為をしているらしい。窃視の視線によっ

て彼女を凌辱することは、暴力的でサディスティックでもある。また、彼は彼女を見た後

で、かつて「ミュートスコープ」43)という写真を連続で写す機械を覗きこんで卑猥な画像

を見たことを思い出しており、彼の窃視趣味が強調されているといえる。 

 

…he could see her other things too, nainsook knickers, the fabric that caresses 

the skin, better than those other pettiwidth, the green, four and eleven, on 
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account of being white and she let him and she saw that he saw and then it 

went so high it went out of sight a moment and she was trembling in every 

limb from being bent so far back he had a full view high up above her knee 

no-one ever not even on the swing or wading and she wasn’t ashamed and he 

wasn’t either to look in that immodest way like that because he couldn’t resist 

the sight of the wondrous revealment half offered like those skirtdancers 

behaving so immodest before gentleman looking and he kept on looking, 

looking. (U366) 

 

Mutoscope pictures in Capel street: for men only. Peeping Tom. Willy’s hat and 

what the girls did with it. Do they snapshot those girls or is it all a fake? 

Lingerie does it. Felt for the curves inside her deshabillé. (U368) 

 

倒錯とまではいかないが、妻が浮気相手と密会する事実から注意をそらそうとし続け、

また暴力を避ける彼の態度は、一般のダブリン市民と比べると男性的というより女性的で

ある。 

以上のようなブルームの倒錯が「キルケ」では異なる内容を持って幻覚として再び現れ

る。彼がスティーブンを探す途中、アイルランドの救世主としてあがめられる幻覚が起こ

るが、その直後に貶められ、女性的な男性と診断され、子供を産む幻覚が続く（U493‐

494）。このことから彼がキリストや独立運動の指導者といった権威者と同一化したいとい

う男性的な願望が、自身の不完全な男性性や父性の前に挫折して、女性的にならざるをえ

ない彼の無意識の葛藤を表している。 

娼館の女主人ベラ・コーエンと出会うと、彼が彼女に虐待されるマゾヒスティックな幻

覚が現れる。実際の彼女はそれほど性的でもサディスティックでもない44)。しかしブルー

ムの目を通すと、彼女はカルメンのようなファム・ファタルとして危険な存在で、体格が

大きく、口髭を生やしており男性的に見える。そして彼はすぐに彼女に服従することを望

む（(Cowed.) Exuberant female. Enormously I desiderate your domination. U528）。そ

の後ベラは男性になり（名前が Bello になる）、ブルームは女性として扱われる（代名詞が

she になる）幻覚が起こる。 

 

BELLO 

(With a hard basilisk stare, in a baritone voice.) Hound of dishonour! 

BLOOM 
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(Infatuated) Empress! 

BELLO 

(His heavy cheekchops sagging.) Adorer of adulterous rump! 

BLOOM 

(Plaintively.) Hugeness! 

… 

BLOOM 

(Enthralled, bleats.) I promise never to disobey. (U530-531) 

 

ブルームに対するベラによる虐待が激しくなると、彼は男性であることを禁じられ、か

つて女性の役を演じ女装を楽しんだことを告白させられる。 

 

BELLO 

(Stands up.) No more blow hot and cold. What you longed for has come to pass. 

Henceforth you are unmanned and mine in earnest, a thing under the yoke. 

Now for your punishment frock. You will shed your male garments, you 

understand, Ruby Cohen? and don the shot silk luxuriously rustling over head 

and shoulders and quickly too. 

… 

BLOOM 

(Her hands and features working.) It was Gerald converted me to be a true 

corsetlover when I was female impersonator in the High School play Vice 

Versa. (U535-536) 45) 

 

しかしこのようなブルームのマゾヒズムは彼に背徳感や快感を与えるとともに、彼を無

力化する危険なものでもあるということが、‘My willpower! Memory! I have sinned!’ (U544)

という彼の発言からうかがえる。意思や記憶の衰えはマゾヒズムの症状であるという46)。 

妻の浮気相手であるボイランが現れる幻覚では、ブルーム自身がボイランを妻のところ

へ案内し、鍵穴から妻とボイランが交わるのを見て興奮する。彼の窃視願望とともに妻に

裏切られたいというマゾヒスティックな願望が見られる。13章のガーティに対しての視線

で凌辱するという能動的な窃視に対して、ここでは受動的であるように見える。 
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BOYLAN 

(Jumps surely from the car and calls loudly for all to hear.) Hello, Bloom! Mrs 

Bloom up yet? 

BLOOM 

(In a flunkey’s plum plush coat and kneebreeches, buff stockings and 

powdered wig.) I’m afraid not, sir, the last articles… 

BOYLAN 

…(He hangs his hat smartly on a peg of Bloom’s antlered head.) Show me in. I 

have a little private business with your wife. You understand? 

… 

BOYLAN 

(To Bloom, over his shoulder.) You can apply your eye to the keyhole and play 

with yourself while I just go through her a few times. 

BLOOM 

Thank you, sir, I will, sir. May I bring two men chums to witness the deed and 

take a snapshot? 

… 

BLOOM 

(His eyes wildly dilated, clasps himself.) Show! Hide! Show! Plough her! More! 

Shoot! (U565-567) 

 

「キルケ」以前のブルームの妄想においてサディズムとマゾヒズムが両立することと比

べて、この章の幻覚では倒錯的傾向の中心はマゾヒズムとなっている。昼間の妄想が意識

的であるのに対し、夜間の夢にも似た幻覚が無意識的であるとしたら、彼の本来の性向が

マゾヒズム的であり、それが意識に到達するために抑圧され歪曲されサディズムとなるの

ではないかと考えられる。フロイトによれば、「苦痛の感覚が性的興奮に結びつきうるのは

マゾヒズム的逆転による…この時初めて、他者に苦痛を与えるというサディズムの目的も

出現しうる。それが意味するのは、そのとき「人は苦悩する対象への同一化において自分

自身をマゾヒズム的に享楽する」ということである」47)という。つまり、サディズムが性

的な快感を持つためには、彼がマゾヒズムの快感を知っていることが前提となっている。

フロイトは「子供が叩かれる」という論文で、この性倒錯の原因としてエディプス・コン

プレックスを中心とする幼児期の経験を分析している。「自身が母親に叩かれる」という空

想は男児の場合、「父に叩かれる」ことの裏返しであり、同性愛を避けるために自身が女性
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的な立場をとって、父に愛されたいという願望を示している。この空想は「父を愛情対象

に選ぶ倒錯的エディプス的姿勢から出て」おり、叩かれることで「エディプス的罪責感」

が満たされるという48)。これをブルームの幻覚に当てはめると、彼がベラに叩かれること

を望むマゾヒズムの根底には、父を求め愛されたいという無意識の願望があるかもしれな

い。 

以上のエディプス・コンプレックスにまつわる幻覚の他に、ブルームは過去の幸福や亡

くした息子などの喪失を埋め得る、息子的存在のスティーブンを見出すような幻覚も見る。

先に挙げた子供を出産する幻覚は、彼の男性性の欠如を示すだけでなく、子供を手に入れ

るという前向きな意味合いもあるだろう。 

 

BLOOM 

O, I so want to be a mother. 

MRS THORNTON 

(In nursetender’s gown.) Embrace me tight, dear. You’ll be soon over it. Tight, 

dear. 

 

(Bloom embraces her tightly and bears eight male yellow and white children. 

They appear on a redcarpeted staircase adorned with expensive plants. All are 

handsome, with valuable metallic faces, wellmade, respectably dressed and 

wellconducted, speaking five modern languages fluently and interested in 

various arts and sciences. …)(U494) 

 

生まれた子供たちは、ブルームの息子ルーディへの期待が具現化したもので49)、ルーディ

の分身であるといえる。ブルームは亡くした息子への愛を保ちつつも、新たな息子的存在

に（つまりスティーブン）に愛情を移しつつある表れではないかと思われる。 

ボイランとモリーの密会を目撃する幻覚も、積極的な意味がある。ボイランの存在はブ

ルームの無意識の欲望をかり立てる意義を持つと考えられる。ボイランとモリーの不倫を

きっかけに、ブルームに嫉妬や羨望（のちに諦め）が起こる。このことは、彼のリビドー

を、なくした息子や過去の幸福な日々といった喪失した対象やナルシシズムの状態から、

モリーへの愛や、息子を求めるといった現実的な対象に向け変える役割を果たす。実際、

売春宿において、ボイランらしき人物の声を聞いて動揺したあと（U525‐526）、彼の幻

覚はより倒錯的になるように見える。そこでは彼の女性性や性的不能さがことさら強調さ

れ、ボイランとモリーの行為の現場までも目撃させられるが、それは逆説的に彼の性的興
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奮を高めることにつながる。ボイランを通したこういった無意識の働きによって、ブルー

ムのモリーへの愛やスティーブンを息子として求める父親的感情が支えられるのであろう。

精神分析的には、「私は愛する、私は考える、などの自己言及的な内面の心理を構成するた

めには、私に愛させたり私に考えさせたりする他者の欲望を導入してそれに先んじて、愛

や思考を欲望する必要がある。…我々は他者の欲望を心の中に導き入れ、それに先んじる

ことによって、己の欲望が己の欲望であることを確信している」50)と説明される。 

次のスティーブンの幻覚の分析で述べるが、ブルームも喪失した愛の対象を抱えており、

新たな現実的な対象を必要としているのである。その対象がスティーブンとなる。では、

スティーブンの幻覚はどのような問題を示すだろうか。 

(2) スティーブンの幻覚の分析 

「キルケ」においてスティーブンは、ブルームと同様に、その日 1日の実際の出来事や

妄想をもとにした幻覚を体験する。ブルームの幻覚に彼の性的な欲望を示すものが多い一

方、スティーブンの場合は彼の母親に関するものが際立っている。これらの幻覚は、彼が

経験している喪の精神状態を表現しているのではないかと考えられる。彼は約一年前に亡

くした母のために未だ喪服を身にまとっているが、心的にも喪を抱えている。この章では

幻覚を通して、喪の作業を終わりに近づけるためのスティーブンの試練がうかがえる。 

フロイトは「喪とメランコリー」という論文で、精神的な喪をこのように説明する。 

 

愛する人を失った者は、現実を吟味することで、愛する人がもはや存在しないこ

とを確認する。そこでその者は、失われた対象との結びつきから、すべてのリビ

ドーを解き放つべきであると認識するのである。しかしこの要求に抵抗が起こる

…。この抵抗がきわめて強くなると、その人は現実から目を背け、幻覚のうちで

願望と現実が入り混じる精神病のような症状のもとで…対象に固着することもあ

りうるのである。…リビドーが結びつけられていた対象を追想し、追憶し続ける

作業のうちで、こうした感情が停止し、変形される。やがて備給されていたリビ

ドーがあふれだし、解放されていくのである。 

 

さらに、喪と似ており、より深刻な精神状態を起こすメランコリー（鬱、または精神病）

があるが、この場合喪失した対象を自我と一体化して自己愛の状態をつくることで対象へ

の愛の代用とする。あるいは対象への愛が憎悪に変わり、同一化した自我にサディズム（攻

撃）として向かうと、自責や自己卑下、処罰願望、自殺願望さえ引き起こす恐れがある。

このように愛の対象に固執し続けることも、自己愛に留まり続けることも、どちらも彼の
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生命にとって危険な状態である。彼の自己愛的、メランコリー的状態を表す一例として、‘We 

walk through ourselves, meeting robbers, ghosts, giants, old men, young men, wives, 

widows, brothers-in-love. But always meeting ourselves.’(U213)という第9章での発言が

あげられる。これはフロイトの「一般に、リビドーは社会的関係のなかで昇華されていく

のに対し、精神病患者では危険をはらんだ試練をこうむる。つまり彼はどんな他者に対し

ても自分自身の複製にしか出会わず、しかもこのことを無視してしまう」51)という見方に

一致しているように思われる。スティーブンの葛藤は、「自我は失われた対象の喪失と運命

をともにするか、生にとどまるか迫られる」52)という問題から発している。喪にせよメラ

ンコリーにせよ生きるためには、愛やエロスなど性的エネルギーの総称であるリビドーを、

失われた愛の対象から引き離し、新しい対象を見つけるか、または他の非性的な目的に昇

華させる作業が彼に求められている。 

 こうした困難の際、幼児期のエディプス・コンプレックスの不完成、つまり両親からの

リビドー放棄がうまくいかなかったことが問題になる53)。スティーブンの場合、特に母へ

の欲望が彼女の死をきっかけに刺激されたように見える。 

 「キルケ」において幻覚として現れる以前より、スティーブンの妄想や象徴化には、彼

が彼の愛する物事とどれほど強く結びついているかを示す描写がある。母親については 1

章に以下の箇所がある。 

 

Silently, in a dream she had come to him after her death, her wasted body 

within its loose brown graveclothes giving off an odour of wax and rosewood, 

her breath, that had bent upon him, mute, reproachful, a faint odour of wetted 

ashes. (U5) 

 

   Her glazing eyes, staring out of death, to shake and bend my soul. On me 

alone. The ghostcandle to light her agony. Ghostly light on the tortured face. 

Her hoarse loud breath rattling in horror, while all prayed on their knees. Her 

eyes on me to strike me down. … 

   Ghoul! Chewer of corpses! 

   No mother. Let me be and let me live. (U10) 

 

 彼は亡くなった母から責められるという夢を見る。彼女が臨終の際、跪いて祈らなかっ

たことが彼の負い目になっていると明示されている。しかしそれだけでなく、無意識で彼

は母へ愛を向けることをやめられないためにこのような夢を見ると考えられる。彼は母に
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非難されるが、メランコリーに見られる迫害妄想では迫害者は愛の対象と同一である。患

者の中では愛の対象に対して「私［スティーブン］は彼［母］を愛さない、彼が私を愛す

る、彼が私を迫害するので、私は彼を憎む」という逆転が行われているという54)。つまり、

彼は迫害され苦しむことで母の愛を確認できる。もともと愛の対象は自我の一部でありな

がら、他者や敵でもあり、憎悪の対象にもなりうる両価的な性質を備えている。そして愛

するものが妄想の中で迫害者となるのは、無意識でこの人への愛情が否定、抑圧され憎悪

に反転されるためである55)。彼が母への思いを抑圧しようとしているのは、2 章の「狐が

祖母を埋める」という謎かけの引用からも察せられる。 

 

The cock crew/ The sky was blue:/ The bells in heaven/ Were striking eleven./ 

Tis time for this poor soul/ To go to heaven. 

 …  

   Stephen, his throat itching, answered:  

   –––The fox burying his grandmother under a hollybush. (U26-27) 

 

教え子のサージェントを自分と重ね、息子の立場から母の愛について考えるとき、彼は彼

女の死を受け止めるかどうか、現実と妄想の間で揺れている。 

 

   Ugly and futile: lean neck and tangled hair and a stain of ink, a snail’s bed. 

Yet someone had loved him, borne him in her arms and in her heart. But for 

her the race of the world would have trampled him under foot, a squashed 

boneless snail. She had loved his weak watery blood drained from her own. 

Was that then real? The only true thing in life? His mother’s prostrate body 

the fiery Columbanus in holy zeal bestrode. She was no more: the trembling 

skeleton of a twig burnt in the fire, an odour of rosewood and wetted ashes. 

She had saved him from being trampled under foot and had gone, scarcely 

having been. 

 … 

   Amor matris: subjective and objective genitive. With her weak blood and 

wheysour milk she had fed him and hid from sight of others his swaddling 

bands. (U27-28) 

 

聖コロンバヌスが母親をまたいで求道のため家を出るイメージや、‘She was no more’とい



 

－ 37 － 

う言葉は、母の死を認めようとする現実的な態度に見えるが、そのあとの描写は妄想的で

ある。「母が愛する」とも「母を愛する」56)とれる‘amour matris’という語は、母への固着

を感じさせる。 

母への思慕は無意識の中で抑圧を受けて、夢の作用と同様に、彼女と共通点のある表象

をして彼につきまとう。それは牛乳売りの老女や、イヴ、キャスリーン・ニ・フーリハン、

海岸のジプシー女、「プラムの寓話」の二人の老女、シェイクスピアの妻アンなど多くの女

性である。彼は彼女たちについて、性的に搾取される存在、誘惑する存在、あるいは不毛

な存在という印象を持つ。これらは多くの子供を産まされ、息子を愛によって束縛し、カ

トリック的な純潔を期待するなどといった母の特徴の歪んだ象徴と見える。出会う女性に

対して性的な感情を持つことが多いブルームと異なり、また友人の卑猥な話に同調もしな

い彼の性質は、母への愛憎入り混じった感情を持っているからであろう。 

彼はまた母親へ向けていた愛を自我に向け、メランコリー患者のように自己愛に陥って

いる傾向も示している。マリガンに母親を侮辱されたことを自分への侮辱とみなすのは、

無意識で母と一体になっているからだと思われる。 

 

–––You said, Stephen answered, O, it’s only Dedalus whose mother is beastly 

dead. 

… 

–––I am not thinking of the offense to my mother. 

–––Of what, then? Buck Mulligan asked. 

–––Of the offense to me, Stephen answered. (U8-9) 

 

このように対象と同一化する場合、彼の自我は対象への愛の代理となる引き換えに空虚に

なる。その結果自分が無価値と感じられ、自責感や自己卑下といったメランコリーでよく

ある症状が生じるという57)。直接母と関係ない場面でも、スティーブンが友人などに対し

て劣等感を持っている描写が散見されるのは、このためかもしれない。彼の劣等感を示す

描写として、第 1 章に住居の鍵を奪う友人マリガンを‘Usurper’(U23)と評し、自分自身を

王位を失った者と考え、牛乳売りの女から自分だけ軽視されると感じる描写がある（‘me she 

slights’ U14）。第 2章においても、彼は教え子から嘲笑されていると感じ（‘In a moment 

they will laugh more loudly, aware of my lack of rule and of the fees their papas pay.’ 

U24）、イギリス人のヘインズから見た自分自身を追従者となぞらえている（‘A jester at the 

court of his master, indulged and disesteemed, winning a clement master’s praise’ 

U25）。 
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彼は自己批判を通して、彼が愛していたものを非難する。例えば、‘usurper’を身近に持

つ者として自分をハムレットに見立てる時 （他にも彼がハムレットに共感している描写が

ある。‘my Hamlet hat’ U47）、彼の母親はガートルードの立場に置かれる。彼は無意識で

この非難すべき女王に母を重ねて、母への非難を試みる。この屈折した攻撃は結局、自我

に対するサディズムになるので、放っておくとやがて自滅を招いてしまうだろう。 

「キルケ」以前の以上の描写をコンテクストにして「キルケ」の幻覚を読むと、彼の母

親への憎悪、自責、恐怖は彼女への愛の裏返しであったことがわかる。フロイトによれば

「抑圧はかつて愛した人物や対象に向けて備給されたリビドーの撤退からなると考え、一

方妄想の産出は、この同じ備給を再建する試み、つまり一種の治療の試みと考える」58)と

ある。「キルケ」でのスティーブンに照らし合わせると、これまで以上に強烈な幻覚で母と

対峙し、彼女と決別しようとする様子は、これが「治療」であって、彼が喪あるいはメラ

ンコリー状態に終止符を打とうとしているようである。「失われた対象の喪失と運命をとも

にするか、生にとどまるか」59)という葛藤で生にとどまるための重要な段階をジョイスは

描いている。 

ベラ・コーエンの娼館で自動ピアノの歌に合わせて踊り（スティーブンによれば‘Dance 

of death’ U579）、彼がめまいを起こすと、母親が現れ幻覚が始まる。ブルームの場合と同

じく、幻覚は彼にしか見えていない。 

 

STEPHEN 

Ho! 

(Stephen’s mother, emaciated, rises stark through the floor in leper grey with 

a wreath of faded orange blossoms and a torn bridal veil, her face worn and 

noseless, green with grave mould. Her hair is scant and lank. She fixes her 

bluecircled hollow eyesockets on Stephen and opens her toothless mouth 

uttering a silent word. A choir of virgins and confessor sing voicelessly.) 

THE CHOIR 

Liliata rutilantium te confessorum… 

Iubilantium te virginum… (U579-580) 

 

母は死者の姿でありながら（‘emaciated’, ‘green with grave mould’, 臨終の祈祷‘Liliata…’）、

新婦を象徴するものを身につけている（‘orange blossoms and a torn bridal veil’）。母を

めとるというのは、エディプス・コンプレックスにみられる母への欲望の明白な表現であ

る。それほど母への愛が強いために、彼は母親の亡霊を呼び覚ましてしまったようである。
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しかし彼がこの母を求め続けるならば、彼は母の体現する死の領域へよりひきつけられる

だろう。 

そこへ幻のマリガンが登場し、彼女の死を断言し、スティーブンが母を殺したと言う。

これは第 1章での会話の歪曲された反復である。 

 

BUCK MULLIGAN 

She’s beastly dead. The pity of it! Mulligan meets the afflicted mother. (He 

upturns his eyes.) Mercurial Malachi. 

THE MOTHER 

 (With the subtle smile of death’s madness.) I was once the beautiful May 

Goulding. I am dead.  

STEPHEN 

 (Horrorstruck.) Lemur, who are you? What bogeyman’s trick is this? 

BUCK MULLIGAN 

 (Shakes his curling capbell.) The mockery of it! Kinch killed her dogsbody 

bitchbody. She kicked the bucket.  

… 

STEPHEN 

 (Choking with fright, remorse and horror.) They said I killed you, mother. He 

offended your memory. Cancer did it, not I. Destiny. (U580) 

 

ここでは彼女の死を示す発言がマリガンや、母自身によって繰り返されている。スティー

ブンはここでも母の死の責任を意識させられるが、「自分ではなくがんが彼女を殺した」と

はっきり言っている。これは臨終で祈らなかったために自分が母を殺したという妄想の根

拠づけと違って、現実的な思考である。現実の認識は、喪の作業が終わりに向かっている

兆しでもある。 

 やがて母は彼に悔い改めを強いる迫害者の様相をあらわす。 

 

THE MOTHER 

Who saved you the night you jumped into the train at Dalkey with Paddy Lee? 

Who had pity for you when you were sad among the strangers? Prayer is all 

powerful. Prayer for the suffering souls in the Ursuline manual, and forty 

days’ indulgence. Repent, Stephen. 
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STEPHEN 

The ghoul! Hyena! 

THE MOTHER 

I pray for you in my other world. Get Dilly to make you that boiled rice every 

night after your brain work. Years and years I loved you, O my son, my 

firstborn, when you lay in my womb. (U581) 

 

迫害妄想は無意識での対象に対する愛情の否定や抑圧、そして憎悪への逆転現象であると

前述したが、ここでも彼が亡くした対象に愛を注ぎ続けているとわかる。現実に向きつつ

あるスティーブンを、喪またはメランコリー状態に留めおこうとする力がはたらいている。

また「子宮」（‘womb’）にいた時から彼は愛されていたとあるが、胎内回帰の願望は一種

の退行であることや、‘womb’はしばしば「墓」‘tomb’と並置されることから、彼に死の危

険が迫っていると思われる。 

幻覚の母が彼に手を伸ばすと、それは蟹の爪となり彼の胸を刺す（蟹のラテン語 cancer

はがんの語源であり60)、がんで死んだ母の表象である）。すると彼は衰えてしまう（‘His 

features grow drawn and grey and old’ U582）。この身体的な痛みは、彼に生命の危機を

実感させるきっかけになっているかもしれない。そして彼は‘Ah non, par exemple! The 

intellectual imagination! With me all or not at all. Non serviam’(U582)といって母を拒

絶する。 

神やキリストを持ち出して彼を責める母に向かって彼は杖を振る。 

 

STEPHEN 

Nothung! 

(He lifts his ashplant high with both hands and smashes the chandelier. 

Time’s livid final flame leaps and, in the following darkness, ruin of all 

space, shattered glass and toppling masonry.) (U583) 

 

‘Nothung’という言葉から‘nothing’や‘not hung’などが推測できるが、いずれにしても否定

を表す61)。この言葉とともに彼は自分を取り巻くあらゆる幻覚を砕き、現実に戻ることが

できる。ここで、母という愛の対象の喪失を認め、そこからリビドーを引き離し、また対

象と同一化した自己愛から抜け出すために彼は踏み出したのではないか。そうならば、こ

の幻覚体験は、彼にとって喪やメランコリー状態の乗り越えのために必要な過程だったと

理解できる。何より、このような精神分析的な見方ができるのは、ジョイスの人物や幻覚
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の表現方法が非常に緻密で正確であるからだといえる。 

スティーブンの自由になったリビドー（愛）が、現実の新しい対象を見つけることが問

題である。これはブルームにとっても同じである。次章では、ジョイスの表現方法により、

いかにして二人が互いを新たな愛の対象として結び付けられるか述べる。 

第４章 ブルームとスティーブンの精神的父子関係について 

この章では、ブルームとスティーブンの精神的な父子関係が「キルケ」においていかに

結実するか、これを表象すると思われる部分を指摘して考察する。父子関係というのは、

前章で述べたような精神分析的にも、『ユリシーズ』で数多く見られる象徴としても（オデュッ

セウスとテレマコス、ハムレット父子、ダイダロスとイカロスなど）重要なテーマである。

ジョイスが「キルケ」の前段階となる 14 章の構成について「ブルームは精子、スティー

ブンは胎児となる」（Bloom is the spermatozoon, …Stephen the embryo.62）と述べたこ

ともこのテーマを裏付けている。 

(1) 鏡に映ったシェイクスピア 

前述したように 15 章の幻覚を通して、ブルームとスティーブンはそれぞれ自分自身の

精神的な危機を認め、そこから脱するきっかけを見出してきた。そこでは、喪失したもの

や自分自身といった空虚な対象へ愛を向け続けることをやめ、別の現実的な対象へ愛を向

けかえることが、彼らが生きるために重要であった。そして彼らが互いを新しい愛の対象

と感じる様子が表現されている。その一つは、ベラ・コーエンの館で二人が鏡をのぞくと、

そこに「ひげのない、麻痺でこわばった顔の、ホールにある帽子掛けの鹿の角が重なった

シェイクスピア」が現れる場面である。 

 

(Stephen and Bloom gaze in the mirror. The face of William Shakespeare, 

beardless, appears there, rigid in facial paralysis, crowned by the reflection of 

the reindeer antlered hatrack in the hall.) (U567) 

 

この幻のシェイクスピア像にはブルームとスティーブンの両方の特徴が含まれ一つになっ

ている。「ひげがないシェイクスピア」というのは男性として、また作家としても未熟な青

年のイメージで、スティーブンを示すと思われる。「角」は、妻に不貞をはたらかれた夫に

は角が生えるという伝統的な迷信のイメージであり、ブルームを指している。角の一般的

なイメージとして、力や繁殖力、男性性があげられる。これはスティーブンのひげと同様
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に、ブルームに欠けていると周知されているものであり、彼が欲しているものでもある63)。

スティーブンの父親的存在になった時に、ブルームに取り戻される男性としての権威が予

告されている。第 9章でのスティーブンの『ハムレット』についての考察によれば、彼は

シェイクスピアをハムレットと同定する従来の批評を否定し、シェイクスピアは自身の息

子であり 11 歳で亡くなったハムネットを王子の位置に、自分自身は父親の亡霊の位置に

置いたとしている。他にも、スティーブンは自身をハムレットと比べることがよくあり、

ブルームは息子を 11 ヶ月で亡くしているという対応が見つけられる。これらの説から推

測すると、シェイクスピアとハムネットの父子関係は、ブルームとスティーブンに重ねら

れ（ブルームがベラの館に入ったとき、彼は‘ghost’と呼ばれる U593）、彼らの精神的な父

子関係を、オデュッセウスとテレマコスの象徴と合わせて強調している。二人が鏡の中に

同じ幻覚を見て、一人のシェイクスピアとして一体となる描写は、父子の再会や結びつき

を意味しているのではないかと思われる印象的な場面である。 

複数の人物の特徴をあわせ持った顔が現れる幻覚は、フロイトによって「凝縮」と呼ば

れる夢の作用に一致する。 

 

みなさんは自分の夢の中でも、さまざまの人物が凝縮されて、ただ一人の人物

となっているのを苦もなく思い出されることでしょう。このような混成人物は、

A のようでもあるが、衣服の様子からみればなんとなく B のようであり、従事し

ている作業からみると C を思わせる。それでいながら D という人物らしいとこ

ろもある、という意識の重なりです。そして、この混成人物のなかには、もちろ

ん四人の人物に共通な点が一貫してとくに目だっています。…たがいに凝縮され

た個々のものが重なり合うことによって、一般に輪郭がおぼろでぼんやりした像

が生じます。ちょうど、同一の乾板の上にいくつもの写真を撮影したときのよう

です。64) 

 

シェイクスピアのイメージは、作中人物だけでなく、作者のジョイス自身と重なる部分

もある。彼はこの劇作家について、文学史の中でワーズワースとシェリーとともに最高位

にあると述べている65)。ジョイスの友人バッジェンも、「彼の関心は、劇作家としてのシェ

イクスピアよりも人間としてのシェイクスピアのほうに、言語の達人、様々な人間の創造

者としてのシェイクスピアのほうにあった」66)と語っている。 

『ユリシーズ』ではシェイクスピアは偉大な劇作家としてよりも、妻に裏切られた夫や

犠牲者として描かれている。こうしたスティーブンの意見はジョイス自身の『ハムレット』

についての考察に基づいている。 
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It was on that day, or at least during the month of June [in 1904], that he 

began to work out his theory that Shakespeare was not prince Hamlet but 

Hamlet’s father, betrayed by his queen with his brother as Shakespeare was–

––Joyce thought–––betrayed by Ann Hathaway with his brother. Joyce was at 

his search for distinguished victims–––Parnell, Christ, himself. Instead of 

making the artist Shakespeare an avenging hero, he preferred to think of him 

as a cuckold.67 ) 

 

シェイクスピア、ハムレットの父、政治家のパーネル、キリストといった犠牲者は、ブ

ルームの幻覚や、彼に対する描写によく用いられており、これに作者もまた共感している

ことがわかる。 

(2) 杖、盲目の青年 

ブルームとスティーブンの精神的な父子関係の隠喩として、「ひげのない、角のあるシェ

イクスピア」とともに、スティーブンのトネリコでできた杖もまた重要と思われる。他の

人物は杖を持ってはいないのに対し、スティーブンはこれを常に携帯して、特別な価値を

置いているように描かれている（‘My familiar, after me, calling steeeeeeeeeeeephen.’U20）。

「キルケ」においては、彼は母親の幻覚をこの杖によって打ち、実際にはシャンデリアの

傘を凹ませている。その際彼は‘Nothung!’という言葉を発しているが、前述の通り英語の

否定（Not）を含むだけでなく、ワーグナーのオペラ『ワルキューレ』の登場人物である

ジークムントが彼の剣に対して付けた名前でもある。ジークムントは敵の館の大黒柱（ト

ネリコ）に、かつて自分の父が刺した剣を見つけ、引き抜き、感動を持ってこれを「ノー

トゥング（Notung）」と名付け、自分のものとする。剣は父の唯一の形見であり、Notung

の由来は、ドイツ語で「進退きわまったとき」（in höchster Not、Not は苦難、危急の意）

に授かったからだという68)。 

 

ジークムント  

（幹に駆け寄って、剣の柄に手をかけ）/私の名はジークムント/私はまさしくジー

クムント、/ひるむことなく、この柄を握るぞ、/剣よ、この身の証となっておく

れ！/ヴェルゼは私に約束した、/進退きわまったときこそ/私は剣を授かると。/さ

あ、つかんだぞ！/至上の愛が/切羽つまって、/恋情が/この身を苛む切なさよ、/

今こそ我が胸は炎と燃えたち/生命を賭した功を求める。/ノートゥング！ノートゥ
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ング！/これがお前の銘だ。/ノートゥング！ノートゥング！/人もうらやむ名剣よ！

/切れ味鋭い/お前の刃を見せてくれ、/鞘から抜けて、いざ来たれ！/（渾身の力を

込めて幹から剣を抜き、狂喜するジークリンデに示しつつ）69) 

 

象徴化された杖を介して、スティーブンが自分をジークムントの立場に置いているとい

うことから、彼もまた父を求めているのではないかと考えられる。なお、フロイトによれ

ば、夢において、剣と同様、杖そのものが男性器の象徴であるという70)。男性または父親

の代理である杖を常に持っている彼の行動は、彼が無意識にこういった存在に頼りたいと

いう表れではないか。 

「キルケ」の最終部分で、ブルームは倒れたスティーブンのそばの壁に、自身の亡くなっ

た息子ルーディの幻覚を見るが、ルーディもまた杖を持っている（‘In his free left hand he 

holds a slim ivory cane with a violet bowknot’ (U609)）。ブルームの中でも、杖を介して

スティーブンとルーディが結びつけられ、スティーブンへの父親的愛情が高まっている表

れではないかと思われる。 

杖を介した父子関係は、15 章以前、ブルームとスティーブンが直接出会う前に、それぞ

れの体験や想像によって予期されている。8章には、道を渡ろうとする盲目の青年をブルー

ムが手を取って助ける場面がある。この青年も杖を持っている。ブルームはこの青年に触

れると、自身の子供を思い出しもする。 

 

A blind stripling stood tapping the curbstone with his slender cane. No tram 

in sight. Wants to cross. 

   –––Do you want to cross? Mr Bloom asked. 

   The blind stripling did not answer. His wall face frowned weakly. He 

moved his head uncertainly. 

   –––You’re in Dawson street, Mr Bloom said. Molesworth street is opposite. 

Do you want to cross? There’s nothing in the way. 

   The cane moved out trembling to the left. Mr Bloom’s eye followed its line 

and saw again the dyeworks’ van drawn up before Drago’s. Where I saw his 

brilliantined hair just when I was. Horse drooping. Driver in John Long’s. 

Slaking his drouth. 

   –––There’s a van there, Mr Bloom said, but it’s not moving. I’ll see you 

across. Do you want to go to Molesworth street? 

   –––Yes, the stripling answered. South Frederick street. 
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   –––Come, Mr Bloom said. 

   He touched the thin elbow gently: then took the limp seeing hand to guide 

it forward. (U180-181) 

 

一方、3 章では、スティーブンが目を閉じたまま杖で地面を叩きながら歩くとき、盲目

の人もこうして歩くだろうと想像する場面がある。 

 

I’m getting on nicely in the dark. My ash sword hangs at my side. Tap with it: 

they do. (U37) 

  

ブルームが盲の青年を自発的に助けても、この青年は心を開かず、曖昧な反応しかしな

いというのは、のちのスティーブンとのやりとりと非常に似ている。15 章や 16 章では、

スティーブンもまたブルームの好意をあまり受け取ろうとせず、二人の会話はうまくかみ

合わない。ジョイスは、スティーブンをこの青年と対比させることで、スティーブンの比

喩的な盲目状態、つまり娼婦や悪友の危険に気づかず世間知らずであることなど、またそ

こから彼を救い出す父親的なブルームの役割を強調して見せたと思われる。 

スティーブンと杖を持つ盲目の青年とを比較し、スティーブンの盲目状態を象徴すると

き、ジョイス自身と重なる部分も浮かび上がってくる。「盲人」によって象徴されるものと

して、視力を持たない代わりに霊感を授かった「吟唱詩人（バード）」が挙げられる。彼ら

は「世界の欺かれやすい外観を知らないことを意味し、そのおかげで世界の秘められた深

い現実、つまり凡人には近づけない現実を知る特権にあずか」り、「神に近く、霊感を受け、

詩人であり、魔力を帯び、『見者』なのである」71)。実際に、ケルトの「吟唱詩人（バード）」

はマリガンがスティーブンを形容する際に使われている（第 1章、スティーブンのハンカ

チについて‘The bard’s noserag’ U5）。なにより『オデュッセイア』の作者ホメロスも盲目

であったとされ、ジョイスはスティーブンという自伝的要素を持った人物と比べられるだ

けでなく、『ユリシーズ』という作品を書くという点でホメロスの位置に置かれることにな

る。事実、ジョイスは『ユリシーズ』執筆中、眼病を患っており、創作に影響を受けてい

たという。パトロン的人物であるウィーヴァーに宛てた1919年の手紙などから、「虹彩炎」

に苦しんでいる様子がうかがえる72)。 

現実の表面的な様相に惑わされず、そこから精神的な啓示や真理を読み取り、言語で再

現するジョイスの「エピファニー」の手法は、盲人の「見者」のあり方と一致している。

『ユリシーズ』における盲目の青年の存在は、スティーブンやジョイス自身を霊感を持つ

詩人やホメロスなどの古代の偉大な芸術家と結びつける役目を果たしている。 
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この他にも作中人物の特徴が作者に由来しているとみられる部分がある。第 1章にも述

べたが、以下に見る通り、スティーブンとブルームの人物造形には、それぞれ若い時の作

者、『ユリシーズ』執筆時の成熟した作者が投影されている。 

 

…the father whom Joyce depicts in Bloom is in almost very way the opposite 

of his own father, and is much closer to himself. Insofar as the movement of 

the book is to bring Stephen, the young Joyce, into rapport with Bloom, the 

mature Joyce, the author becomes, it may be said, his own father.73 ) 

 

スティーブンは犬や雷に対して極度に恐怖を示すが、これはジョイス本人の恐怖症でも

あったようだ（I fear many things: dogs, horses, firearms, the sea, thunderstorms, 

machinery, the county roads at night.）74)。一方でブルームはこれらに対して現実的な判

断を下し、恐れることはない。14章で雷鳴を怖がるスティーブンを安心させようと科学的

な説明をするブルームは、作者が自分自身の恐怖症を認めながら克服しようとしているよ

うにも見える。 

(3) 分節 

第 15 章が、ブルームが倒れたスティーブンを通して亡くした息子の幻覚を見ることに

よって終わる（また、この章をもって第 4 章から続いた第 2部が終わる）ということは重

要な意味を持ち、ジョイスの意図が表されていると考えたい。続く第 16 章は、ブルーム

が意識を取り戻したがまだ酔っているスティーブンからかんなくずを取り払って、歩くよ

う促す場面から始まる。16章ではその後、ブルームの提案によって二人は御者溜りへ、そ

してブルームの自宅へと向かうことになる。 

15 章と 16 章との間にはほとんど時間の経過や場面の転換がないが、このことは以前の

章と比べると違いが際立っている。例えば、1 章と 2 章の間には約 2 時間の隔たりがあり

（午前 8時から 10 時）、海岸のマーテロ塔からスティーブンの働く学校へと場所も変化し

ている75)。そのほかにも、ほとんどの章の変わり目には、時間・場面・人物の変化があり、

章の間には読者には伝えられない空白の時間がある。これに対して、15 章と 16 章の間に

時間・場面・人物のいずれも大きな転換がなされず、物語の流れ上は章を変える必然性が

ない。ここに章を改めることによって分節を入れる作者の特別の意図があるのだろう。そ

してこの分節によって最も強調されることは、ブルームがスティーブンを息子と同一視す

るということである。精神分析では、分析家が患者の自由連想に分節を与え、そこから新

たな解釈を引き出す方法がある。 
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精神分析においてセッションの終わりを決めるのは分析家である。たとえ時間

の長さがあらかじめ決められているセッションであっても、分析家がどんなメッ

セージも送らなければ、分析時間を終わることはむずかしい。したがって、分析

時間を切り上げることは分析家の仕事の一部である。 

しかも、この切り上げの所作は、分析の解釈として、大変重要な意味を持ちう

る。なぜなら、心のいろいろな層から発して分析場面を構成している語らいを中

断するということは、それだけで、患者の内面のテクストの中に、一つの句読点

を入れることになるからである。日本の古典においても西洋の古典においても、

テクストには句読点がない。そこに句読点を入れることで、原典から新しい意味

が浮かび上がることもあれば、間違った読みの方に導かれることもある。セッショ

ンの終わりというのは、このような重要な句切れの機能を持っている。76) 

 

ジョイスが章を分けることは、分析家が患者の語りに分節を与え、解釈を見出す役割に一

致している。作者が 15章と 16 章の間にあえて分節するのは、ブルームとスティーブンの

父子関係を読者にはっきりと示そうとするからだといえる。 

「キルケ」に描かれる以上に述べたような他作品や人物との対応や象徴あるいは表現方

法を見ることで、ブルームとスティーブンの精神的なつながり、特に父と息子のような関

係が、表面に現れている以上に、ほとんど無意識下において、二人の内面に築かれ始めて

いることが読み取れる。幻覚や過去の苦しみを通して、現実に生きる愛を向けるべき対象

を見出すことは、彼らにとって心の傷を癒し、生きるよすがを得ることにつながるであろ

う。このような描き方によって、「生」を肯定する意図がジョイスにあったのではないかと

推測でき、このために『ユリシーズ』が世紀末の作品とも、作者が言うところのダブリン

の「麻痺」とも異なり、モダニズムという新しい価値を生み出す作品になりえたのだと思

われる。 

結論 

以上の分析から、ジョイスは幻覚や劇といった独自の表現方法を利用して、また倒錯し

た性愛を通して、人物の内面深くにある葛藤や欲望を描いたことが理解できる。精神分析

を用いて分析した結果、作者はあえて「キルケ」のような舞台を設定したが、この混沌と

して欲望で満たされた場所において、世紀末的な死や倒錯や芸術への不毛な耽溺ではなく、

それとは反対の現実的な愛や生といったものを、彼は本質として見出したと考えられる。
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それは『肖像』で決意表明されたように、自分自身にとっての真理を求めていかなる事柄

にも偏見にとらわれず積極的に立ち向かう作者の芸術家としての理想を実践しているとい

える。「キルケ」や『ユリシーズ』全編を通して描かれる生と死、愛、親子関係といった、

文学上の永遠の主題は、より普遍的に、人間全体にとってもあらゆる問題の源流となって

いる。この普遍性ゆえに、この作品は実験的で反伝統主義的なモダニズムの代表作とされ

るばかりでなく、多くの古典作品と並べて評価されているのであろう。 

本稿では、「キルケ」が劇形式であり、作中で人物や設定には劇作家としてのシェイクス

ピアや『ハムレット』の影響が多く見られることを考察した。このことから、『ユリシーズ』

を書くジョイスは、シェイクスピアと比べられる。『ハムレット』において、「芝居が目指

すのは、自然に向かって鏡をかかげることである」（3 幕 2場）とあるように、シェイクス

ピアは劇によって人間や人生のありのままの姿を描こうとした。一方ジョイスは『ユリシー

ズ』や「キルケ」において、これらの表面に現れる部分や意識される部分を写し取るだけ

でなく、目に見えず、本人にも知覚されない人間の無意識の層まで表現しようとした。こ

の心理の作用を再現することによって、スティーブンやブルームの内面のしがらみや葛藤、

その解放の真理が浮かび上がってくる。その上、二人の互いを求めあう欲望や、より深い

つながりの兆しを感傷だけに傾くことなく描き入れることに成功している。この作品が多

くの読者の心に訴えかけるのは、以上のような人間の存在や心理の内奥にある真実のよう

なものにこの小説を通して気付かされるからだといえる。 
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Hallucinations in Chapter Fifteen of James Joyce’s Ulysses 

 

14L036 Kayoko Yuda 

 

    In this thesis, I will discuss Chapter Fifteen, ‘Circe’, of James Joyce’s Ulysses 

(1922) with respect to the hallucinations of characters, applying Freudian 

psychoanalytic theories. This novel is seen as one of the original and most important 

works of literary modernism, a genre which includes empirical, avant-garde artworks 

in the early 20th century, because the styles and contents radically differ from those of 

the traditional literature. For example, Joyce tries different styles in each chapter and 

deals with excessively controversial themes like sexual lives of characters and 

disobedience to the church or Irish customs. Particularly, in the chapter of ‘Circe’, 

which takes place in a house of prostitution in Dublin as a background, various 

hallucinatory visions of main characters, Stephen Dedalus and Leopold Bloom, 

represent these unmoral themes in the most intensive way of all this novel. 

    However, through these anti-traditional, obscene settings of ‘Circe’ or the entire 

novel, like many of classic literature, Joyce seems to express essential nature of human 

beings, such as love, life and death, the relationship between father and son. We can 

discover these common factors even in the chaotic hallucinations through the 

psychoanalytic analysis. According to Freud, hallucination is similar to dreams, and 

these reveal the deepest, often unconscious, part of human mind including fears and 

desires. In analysing each character’s mental situation under the influence of 

hallucination, we find it remarkable that Bloom suffers from his incompetence as a 

husband, a father and a citizen of Dublin, and Stephen from negative aftershock of the 

death ofhis mother. It is likely that both men are attached to the lost, phantasmal 

loved ones, and psychoanalytically this situation causes their narcissism or melancholy, 

notably barren state of mind (in fact, they are depicted infertile in Chapter Fourteen). 

For them, it is necessary to face their own fears and desires. Through the hallucinatory 

experiences, they overcome, if not completely, their psychological conflicts, and 

therefore, they can proceed to recognise each other as a new object of love in reality, 

hence they are linked like father and son. 

    As mentioned above, we find ‘Circe’ an important chapter to understand 

complicated feelings of Stephen and Bloom, and for this chapter the entire novel of 
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Ulysses is rich in its characters’ emotional description, handling common human 

nature like traditional literary masterpieces. For these reasons, the novel attracts 

many readers all the time as it tells us of mysterious workings of our conscious as well 

as unconscious mind. 


