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「マッキントッシュの男」は誰か?
『ユリシーズ』における「語り」のレベル

高橋 渡

序

『ユリシーズ』第 6挿話(ハーデス)に突然現れる「マッキントッシュの男」は一体誰なのか?こ

の問題は、この作品の主人公レオポノレド・ブ、ノレームに投げかけられた問題であると同時に、我々読者

に投げかけられた問題でもある。そして『ユリシーズ』を巡る最もよく知られた謎の一つでもある。

}II口喬ーは『ユリシーズ演義』の中で、「マッキントッシュの男Jの正体に言及し、『痛ましい事件』

のダフィー氏説、ジョイス自身であるとする説、 13番目の参列者である「マッキントッシュの男Jは

死の象徴であるとする説など、幾つかの主要な説を紹介した上で、こう述べている。

どんな解釈をしようとそれは読者の自由である。しかしその解釈が謎の解明だけを目的とする限

り、われわれは作品から自由になることはできない。

われわれは作品の奴隷になることはできない。そういう認識から新しい立場が生まれる。謎が

謎であることを許す立場ーすなわち、われわれはこの世界の中の個々の出来事について、いちい

ちその因果関係を説明する必要はないという立場ーが出てきたのは、ごく最近のことである。整

合性の不在、出来事の偶然性、このことを虚構として文学作品にも認めること、このことを学ぶ

のにわれわれはずいぶん長いことかかった。(川口、 p.101)

確かに、その通りなのかも知れない。しかし、「マッキントッシュの男」の正体は明らかに読者に投げ

かけられた謎であることは間違いない。「マッキントッシュの男」がテクストに最初に現れる場面を見

てみよう。

Nowwho is也atlankylooking galoot over there in the macintosh? Now who is he I'd like to know? Now 

I'd give a甘ifleto know who he is. Always someone tums up you never dreamt of. A fel10w could live on 

his lonesome all his life. Yes， he could. Still he'd have to get someone to sod him after he died though he 

could dig his own grave. We all do. (6:805-9) 

第 6挿話のこの箇所で初めて唐突に登場して以降も「マッキントッシュの男」はテクストに計12回

登場し、例えば、“Wonderwho was也atchap at the grave in the brown macin [sic]." (11: 1250-1)と、ブ

ルームは何度もその正体について思いを巡らせている。また、後に検証するが、テクスト中に明らか

にその正体についての暗示を見ることも出来る。少なくとも、テクストは、読者にその正体について

考えて見ることを要求していると言うことが出来るだろう。もしそうだとするならば、仮に確定的な

解答を出せないとしても、謎を解こうとする試みだけはしてみる必要があるのではないだろうか?そ

れに、何と言っても、分かつたら薄謝(“凶fle")を戴けるようだ。一体何が戴けるのだろう?
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2. rマッキントッシュの男」

まず、「マッキントッシュの男Jの正体についてテクストを検証する前に、先行研究に見られる代表

的な説を見ておこう。

早くも、 1930年には、スチュアート・ギノレパートがJamesJoyce 's Ulyssωでこの謎ついて、「マッキ

ントッシュの男」は 'Theoclymenos'(‘Mystery man from Pylos')であると推論している。 (Gilbert，pp.170-

3) しかし、ギノレパートの研究は主として、『ユリシーズ』と『オデュッセイア』とのパラレルについ

ての研究で、これは正体と言うよりも、『オデ、ユツセイア』に登場する人物との対応関係を推論したも

のであり、根拠も乏しい。また、 RobertCrosmanは‘羽市oWas M'Intosh?' と題する論文の中で、“a

symbolic double of Bloom" (Crosman， pp.128-136)であると述べ、 BemardBenstockも“afacet of himself 

[BloomJ" (Benstock， pp.232・234) と、ブルーム自身の一面、もしくはブルームのダブルと見ているが、

これも恋意的で論拠に乏しい。その他‘UnknownGod' (Adams)と言う説などもあるが、何れも説得

力に欠けるようである。

こうような説の中で、説得力を持つ有力な説が二つ浮かび上がって来る。それは、先に引用した川

口喬ーの本の中でも言及されている、ダフィー氏説と作者自身であるとする説である。

まずダフィ一氏説について考察してみよう。この説を採るのは、例えば、 JohnO. Lyons (Lyons， 

p.129)や道木一弘などである。

道木はテクストから幾つかの論拠を挙げ、「マッキントッ、ンュの男Jはダフィー氏であると考えるの

が妥当だとしながら、確定することは出来ないと述べている。そして更に次のように議論を展開して

u、る。

マッキントッシュの男とは、ダフィーによって象徴される自己愛的なエゴイズムと、父権制社会

で生きる男性たちが大なり小なり共有するナイーヴさの化身であろう。ゴム引きの防水コートを

天気に関係なく始終身にまとう姿は、彼のかたくなさと孤独を表している。ゴースト・ナレー

ションが男たちの「サロン」から排除された女たちの「声」の反響であるなら、マッキントッシュ

の男は、「サロン」に集う孤独な男たちの「影」なのだ。

「アイルランド総督の馬車行列の前を、すばやく、無傷で横切るJが、この奇妙な描写は、かれ

が植民政府と必ずしも対立関係にないことを暗示する。既にみたように、ケラハーは植民地警察

の密偵であり、カニンガムやパワーはダブリン城に勤めている。孤独なナルシシストの影=マッ

キントッシュの男は植民地政府の影でもあったのだ。(道木、 pp.130-1)

道木が論じているのは次の箇所だ。

In Lower Mount s往eeta pedestrian in a brown macintosh， ea也19dry bread， passed swift1y and unscathed 

across the viceroy's pa由.(10:1271-2) 

然し、このような見解は少々論拠に乏しく窓意的と言わざるを得ない。因みに、 EndaDuffyはそれと

は逆に、総督の馬車の前を横切る「マッキントッシュの男」にテロリストのイメージを重ね合わせて

いる。 (Duffy，p.66) このように、逆の解釈も可能になって仕舞うのである。

然し、このダフィ一氏説自体は、テクストにもそれを示唆する箇所があり、極めて説得力を持つよ

うに恩われる。その点に関しては、後に筆者自身の分析で明らかにする。
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次に、「マッキントッシュの男」はジョイス自身であるとする説について考えて見る。この説を採る

のは BrookThomasやVladimirNabokovなどである。 Thomasは『ユリシーズ』のテクストに見られる

自己言及構造、あるいは、メタフィクションに注目し、第 9挿話の図書館の場面でスティーブンが展

開するハムレット論を根拠に、「マッキントッシュの男ジョイス自身であると論ずる。 Nabokovも

同様にスティーブンのハムレット論で展開される次の箇所を根拠にこの説を採用している。

He has hidden his own name， a fair name， William， in the plays， a super here， a clown there， as a painter 

of old Italy set his face泊 adark comer of his canvas. (9:921-3) 

昔のイタリアの画家がキャンパスの暗い片隅に自らの顔をこっそりと描いたように、ジョイスも自ら

の姿を密かにテクスト中に忍び込ませていると言う訳だ。

この説もかなり有力である。スティーブンのシェイクスピア論には明らかに、この『ユリシーズ』

と言う小説について語る、メタフィクションであると言うことが明確に暗示されているように思われ

るからである。この点についても次の章で著者自身の分析を示す。

3. rマッキントッシュの男」の正体を求めて

まずは、「マッキントッシュの男」は『痛ましい事件』のダフィー氏であると言う説について考察し

てみる。

「マッキントッシュの男Jに関しては、この葬儀の場面でも誰一人知る人がいない。ジョイスの作

品を見ても分かるように、当時のダブリンはロンドンのような都会とは異なり、かなり濃密な人間関

係に基づく、謂わば、ゲマインシャフト的な社会であった。それを考えれば、誰一人知る人にいない

「マッキントッシュの男」は極めて社交性の乏しい孤独な人間であることが分かる。読者が「人生の

饗宴から閉め出されたJ(“outcast from life's feast")ダフィー氏を思い浮かべるのは極めて自然なこと

であるように思われる。そして、更にその推測を裏付けるかのように、「マッキントッシュの男J=ダ

フィー氏が墓地に来ている理由も暗示される。

The gates glimmered in front: still open. Back to也eworld again. Enough of this place. Brings you a bit 

nearer every time. Last time 1 was here was Mrs Sinico's funeral. Poor papa too. The love that kills. 

(6:995-7) 

もちろんブルームは「マッキントッシュの男Jとの連想から、シニコ一夫人の葬儀を思い出している

訳ではないが、このブルームの回想はこの墓地にシニコ一夫人が葬られていることを思い出させ、

「マッキントッシュの男Jはシニコ一夫人の墓を訪れたダフィー氏ではないかと、先に読者が頭に思

い描いた推論を裏打ちしてくれる。第17挿話では2箇所シニコー夫人に言及される箇所がある。

To what inconsequent polysyllabic question of his host did the guest retum a monosyllabic negative 

answer? 

If he had known the late Mrs Emi1y S加ico，accidentally killed at Sydney Parade rai1way station， 14 

October 1903. (17:945・8)
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ここで、『ダブリナーズ』では明らかにされていなかったシニコ一夫人が死亡した日付が明らかにな

る。そして次の箇所では葬儀の日付が明らかにされる。

What invohmtary actions followed? 

He compressed between 2 fingers吐leflesh circwnjacent to a cica位icein the 1eft infracosta1 region be10w 

the diaphragm resulting from a sting inflict巴d2 weeks and 3 days previous1y (23 May 1904) by a bee. He 

scratched imprecise1y with his right hand， though insensib1e of prurition， various points and surfaces of his 

part1y exposed， wholly ab1uted skin. He inserted his 1eft hand into the 1eft 10wer pocket of his waistcoat 

and extracted and rep1aced a silver coin (1 shilling)， p1aced th巴re(prl巴swnab1y)on the occasion (17 October 

1903) of the interment of拙 sEmily Sinico， Sydney Parade. (17:1446-55) 

この描写からは、シニコ一夫人が亡くなってからほぼ8ヶ月経過していることが分かるが、自分のた

めに死んだシニコ一夫人の墓地をダフィー氏が訪れるのは極めてありそうなことに息われる。そし

て、テクストにはこのような描写も見られる。

Love 10ves to 10ve 10ve. Nurse 10ves也βnewchemist. Constab1e 14A 10刊 sMary Kelly. Ge叫f

MacDowell 10ves the boy由athas the bicycle. M. B. 10ves aおirgentleman. Li Chi Han 10v町 upkissy 

Cha PU Chow. Jwnbo， the e1ephant， 10ves Alice， the e1ephant. Old Mr Vぽschoy1ewith白ee喝rtrwnpet 

10ves old Mrs Verschoy1e with the加medineye.百leman in也ebrown macintosh 10ves a 1ady who is 

坐性団sMajesty the King 10ves Her Majesty也eQueen. Mrs Norman W. Tupper 10ves officer Tay1or. 

Y ou 10ve a certain perso孔Andthis person 10ves白紙 otherpぽsonbecause everybody 10刊 ssomebody but 

God 10ves eャerybody.(12:1494-15ο1) (Underline mine) 

これは、第12挿話の所謂パロディ一文で、同じような事柄が羅列され、その中にこの「マッキントッ

シュの男」についての一文もこっそり埋め込まれている。亡くなったシニコー夫人を愛するダブイ一

氏。この一文は明らかに「マッキントッシュの男Jがダフィ一氏であることを暗示する。

しかし、テクスト中に知何に「マッキントッシュの男J=ダブイ一氏を暗示する描写があろうとも、

これは推論に過ぎず、 )11口や道木の言うとおり確証を得ることは出来ない。しかし、テクスト自体が

読者をこの解答へと導くよう示唆していると言うことは事実であり、このことは決して忘れてはなら

ない。この点についてはまた後ほど論じることになる。

次に「マッキントッシュの男ジョイス自身と言う説について考えてみたい。ナボ、コフは挙げて

いないが、「マッキントッシュの男」がジョイス自身であることを示唆する箇所を、テクストからもう

l箇所あげておく。シェイクスピア自身がハムレット王の亡霊となって劇中に登場する場面である。

-The p1ay begins. A p1ayer comes on under the shadow， made up in the castoff mai1 of a co凶 buck，a 

wellset man wi也 abass voice. 1t is the ghost， the king， a king and no king， and the p1ayer is Shakespeare 

who has studied Hamlet all the years of his life which were not vanity in order to p1ay the p紅tof由e

spec回.He speaks the words to Burbage，せleyoung p1ayer who stands before hirn beyond the rack of 

cerecloth， calling hirn by a name: 
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Hamlet， J am t伶father'sspirit， 

bidding him list. To a son he speaks， the son of his so叫，也eprince， yotmg Hamlet and to the son of his 

body， Hamnet Shakespeare， who has died in S仕atford出.athis namesake may live for ever. 

Is it possible that that player Shakespeare， a ghost by absence， and in由evesture of buried Denmark， a 

ghost by death， speaking his own words to his own son's name (had Hamnet Shakespeare lived he would 

have been prince Hamlet's ru血)， is it possible， 1 want to know， or probable that he did not draw or foresee 

the logical conclusion of thos巴 premises:you are the dispossessed son: 1 am the murdered father: your 

mother is也eguilty queen， Ann Shakespeare， bom Hathaway? (9:164-180) 

これは、最初に「マッキントッシュの男Jが登場するのが墓地であること、死を象徴する13番目の参

列者であることを考えても、スティーブ、ンのシェイクスピア論は「マッキントッシュの男」がジョイ

ス自身だと言うことを暗示しているように思われる。また、テクストの外に出ることになるが、ジョ

イスの友人のフランク・バッジェンのよると、ジョイスは‘brown' のコートを着ていたと言うこと

である。

A cold wind was blowing when 1 met Joyce one evening on出eBahnhofs回 sse.The brown overcoat 

buttoned up to his chin lent him a somewhat military appe紅叩.ce.(Budgen， p.19) 

しかし、ここで最も重要なのは、スティーブ、ンのシェイクスピア論が『ユリシーズ』自体の構造に言

及するメタフィクションであることが暗示されていると言う点である。この点については既に日本

ジェイムズ協会、学会誌、 JOYCEANJAPAN ND.7 (1996)で詳しく述べたので概略のみを示すことと

する。

この挿話の舞台となるのは、ナショナノレライブラリー内の図書館員ジョン・エグリントンの部屋で

ある。そこで、スティーブンは『ハムレット』を中心に、 シェイクスピアに就いて彼の文学理論を展

開する。そこに居合わせ彼の議論を聞いているのは、エグリントン、 AE、クウェイカー教徒の図書館

長、そしてミスター・ベストであるが、途中AEが立ち去り、マリガンがそこに加わる。ここで注目

しておきたいのは、これらの登場人物の全てに実在のモデ、ノレが存在するということである。しかもこ

の作品全体に登場するマリガンが‘OliverSt. John Goga均r' という実在の人物をモデ、ノレとしながら、

名前をマリガンと変えることによって、かなりの程度虚構化されていることを除いて、他の登場人物

は全て実名のまま登場する。但し、「ジョン・エグリントン」と lAEJ はペンネームであり、彼らの

本名はそれぞれ 'WilliamK. M.agee' と‘GeorgeRussell' である。

スティーブ、ンはシェイクスピア論の中で、シェイクスピアの作品にはシェイクスピア自身の実人生

が反映され、兄弟などシェイクスピアに関わる人物の名前が作品に登場すると主張する。そして、そ

れと対応するかのように、第 9挿話には、A.Eやジョン・エグリントン、ミスター・ベストと言った、

ダブリンではよく知られた人物が実名のまま登場するのである。この挿話ばかりではなく、『ユリ

シーズ』の特にスティーブンを巡る物語に関しては、かなり自伝的な要素があるのも事実だ。ジョイ

スは実際に、スティーブンと同様、「ハノ、キトクj の電報を受けとり、ダブリンに戻り、マーテロ・タ

ワーを借りていた医学生の友人ジョン・ゴガーティーの所に居候している。

それ故、『ユリシーズ』を特にスティーブンに関しては、『若い芸術家の肖像』と同様ジョイスの自

伝的作品と見る見方もある。もちろんその場合も、スティーブンのシェイクスピア論をメタフィク
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ションとして読んで、いると言うことである。それはある意味当然で、先ほど述べた、実在の人物を実

名で登場させると言った操作によって、スティーブンのシェイクスピア論を『ユリシーズ』の解釈を

導くメタフィクションとして読むように誘発する仕組みが作られているからだ。

このような仕組みは、また、作家自身が亡霊となって作品の中に登場すると言うスティーブンの理

論を『ユリシーズ』に当てはめてみることを読者に示唆する。そして、亡霊の如く墓地に現れる「マッ

キントッシュの男Jこそ、作者ジョイス自身なのではないかと言う推論に読者を導くのである。

さてここまで、「マッキントッシュの男」の正体についてダフィー氏と作者であるジョイス自身だと

言う仮説を展開してきたが、もちろん、どちらにも決定的な証拠はない。そして同時に、どちらの推

論も、テクストが暗示していると言う点では、それなりの根拠が存在し、どちらかを妥当な解答だと

判断するのも困難である。更に考察すると、この二つの推論には重なりあう部分もあることが分か

る。『痛ましい事件』で、ダフィー氏は、ジョイス自身と同様、 HauptmannのMichaelKramerを翻訳し

ている。 'TheDead' に登場するGabriel同様、ジョイスがアイルランドに留まっていたらこうなって

いたのではないかと思われる人物として描かれており、謂わば、作者の「可能態」としての不在の分

身と考えることも出来るからだ。しかし、ここにはもう一つの問題が生じる。

ダフィ一氏は『ダブリナーズ』に登場し、ダプリン市民の一人として描かれているのであり、『ユリ

シーズ』でもシニコ一夫人についての言及を通して、間接的に物語の中の人物であることが暗示され

ている。別の言い方をすれば、物語のリアリティーのレベノレでの解釈だと言うことが出来る。一方、

「マッキントッシュの男」を作者ジョイス自身であると解釈した場合、物語のリアリティーの外部に

出て仕舞うことになる。つまり、メタレベノレの解釈になって仕舞うと言うことだ。

さて、このような問題を踏まえながら、「マッキントッシュの男」の謎が知何なる意味を持つのか、

また知何なる機能を果たしているのか、考察してみよう。

4. ~ユリシーズ』における語りのレベル

「マッキントッシュの男」の謎の意味とは何なのか?実は、われわれは、「マッキントッシュの男は

誰か?Jと言う謎を追う過程で、あることに気付かざるを得ない。

まず、ダフィ一氏説について考えてみよう。ダフィー氏は『ダブリナーズ』の‘APainful Case'に

登場する人物であるが、『ユリシーズ』には、その他にも『ダブリナーズ』の登場人物が数多く登場す

るので、ダフィ一氏が登場すること自体はさほど特異なことには見えない。例えば、‘TheBo紅白ng

House'のボブ・ドランも登場し、定期的に飲んだくれていることが分かる。予想通り結婚は上手く

いっていないようだ。

-1日t1'CoyJwas with Bob Doran， he's on one of his periodical bends， and what do you cal1 him Bantam 

Lyons. Just down也erein Conway's we were. (5:107-8) 

しかし、他の『ユリシーズ』に登場するダブリナーズの登場人物は全て名前で登場し、正体が明白

である。つまり、明確に『ユリシーズ』と言う小説の登場人物として規定されているのである。それ

に対し、「マッキントッシュの男」はダフィ一氏だとしても、名前はおろか正体も明かされていない。

そして、『ユリシーズ』の登場人物にもその正体は不明なのである。言い換えれば、ダフィ一氏と

「マッキントッシュの男」を結び付けるのは読者の想像力をおいて他にはないと言うことだ。読者の

想像力の関与がなければ、『ユリシーズ』と『痛ましい事件』とは全く別の作品として、それぞれ別々



県立広島大学人間文化学部紀要 7， 113-122 (2012) 

の次元にとどまることになる。

こう考えると、私たちは、『ユリシーズ』が例えば『オデュッセイア』と言う別の作品と結び付けら

れていること、そして、その結びつきも矢張り、読者の想像力を介してのみ見出すことが出来るとい

うことを思い起こさずにはいられない。

『ユリシーズ』と『オデュッセイア』との結びつきを暗示するのは、『ユリシーズ』のタイトノレで、あ

る。わたしたちはもう慣れてしまい、異様な感じは受けないかも知れないが、このタイトノレは実に異

様である。つまり、この作品とは直接関係ないように思われる別の作品の登場人物の名前がタイトノレ

になっているのだから。ジョイス自身が作った計画書(‘schema')により、 S加artG山側などの手で

謎は解き明かされて行き、今では、常識のようになっているが、『ユリシーズ』が発表された当初、こ

のタイトルの問題は大きな謎として読者に提起された。そして実はこの作品とは一見関係がないよう

に見える『ユリシーズ』と言うタイトノレが提起する謎は、この作品と『オデ、ュセイア』との関係を示

唆し、『ユリシーズ』が他の作品と重ね合わされた多層構造を持っていると言うこの作品のテクスト構

造を暗示するメタ言語となっているのである。

それと同じように、この「マッキントッシュの男Jの正体を巡る謎は、その謎を解こうとする過程

で、『ユリシーズ』が読者の想像力を通して他の作品と結び付けられると言う、この作品の構造を暗示

するメタ言語となっていると言うことが出来るだろう。

次に、マッキントッシュの男=作者説について考えてみよう。先に挙げたナボコフの場合もBrooks

Thomasの場合も同じであるが、マッキントッシュの男=作者説の根拠となるのは、第 9挿話のス

ティーブ、ンのシェイクスピア論である。そしてそれは、筆者自身の分析同様、両者ともスティーブン

のシェイクスピア論をこの作品そのものについて語る、自己言及的なメタ言語として読んで、いると言

うことである。そして、先にも述べたように、そのような解釈がなされるのは、テクスト自体にその

ような読みを誘発する仕組みが構築されているからに他ならない。

このように、「マッキントッシュの男」の正体を巡る謎を解こうとすると、読者はその過程で、『ユ

リシーズ』に特徴的な構造に目を向けざるを得なくなる。

ここではこれ以上『ユリシーズ』のテクスト構造について詳細に論ずる余裕はないが、『ユリシー

ズ』は『オデ、ユツセイア』や『ハムレット』など、他の作品が重ね合わされた重層構造になっている。

そして、更に、至る所にメタ言語或いはメタフィクション的な言説が隠されていて、それらが、重層

的に意味を発し、『ユリシーズ』のテクストにめくるめくように重なり合ったり、流動したり、また、

意味の構築と解体が繰り返される複雑な構造を与えているのである。

『ユリシーズ』は、小説のリアリティーと言うホリゾンタノレなレベルにも、支配者イギリス人

(Haynes)の声、支配者層のアングロ・アイリッシュ(MrDeasy)の声、また第12挿話(キュクロー

プス)の民族主義者の声や、ユダヤ人として迫害を受けるブルーム、第13挿話(ナウシカア)に登場

するサパノレタンとしての女性(ガーティー・マクダウエノレ)と言った抑圧された人たち声など、様々

な声を持つポリフォニックなテクストになっている。しかし、そればかりではなく、他の作品と重ね

合わされたり、メタ言語によるメッセージを含んでいたり、謂わば、語りのヴァーテイカルな拡がり

も持っている。そして、それらが相まって複雑な意味の銀河を形成しているのである。

「マッキントッシュの男Jの正体を巡る謎は、『ユリシーズ』のそのような構造を読者に暗示する機

能を果たす、これも矢張りメタ言語となっているのである。そのような機能こそが、この謎に対する

解答自体よりも重要なのではないだろうか。
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高橋 渡 「マッキントッシュの男Jは誰なのか?

終わりに

最後にとのような『ユリシーズ』のテクスト構造とケルト美術との関連について指摘しておきたい。

ケノレト美術は写実的ではなく、模様を中心とする装飾美術である。その典型は『ケノレズの書』など

の聖書写本に見ることが出来る。

この画像は『ケノレズの書』のカーペットページの‘XPI' (キリストの頭文字)の一部を拡大したも

のである。見えにくいかも知れないが、ここに見られる組紐模様は上になったり下になったり しなが

ら複雑に絡み合っている。このようなケノレ ト美術の特徴は『ユリシーズ』のテクスト構造によ く似て

いる ように思われる。もしかしたら、ジョイスは『ユリシーズ』のテクストを構築する際に、ケノレト

美術を頭に思い描いていたのではないだろうか。それを暗示するかのように、『ユリシーズ』のテク

ストには 3回『ケノレズの書』への言及がある。“Kayee double ell wy" (6: 374)、“Kayee double ell" 

(6:900) そして、“Bookof Kells" (17: 755) である。

もちろん、これは筆者の単なる推測に過ぎない。しかし、このケノレト美術の特徴は、『ユリシーズ』

のテクスト構造を見事に視覚化してくれているように思われてならないのである。
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*本論は2010年10月30日に徳島県の四国大学にて開催された日本英文学会中国四国支部第63回大会に

て、招待発表として行った口頭発表に加筆・修正したものである。

『ユリシーズ』からの引用は全て、 JamesJoyce， Ulysses， A Critical Synoptic Edition. (New York and 

London: Garland Publishing， Inc.， 1984)を用い、挿話番号と行数で示す。
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Synopsis 

Who Is the Man in Macintosh? 
- Narrative Levels in Ulysses 

Wataru TAKAHASHI 

Who is the man in macintosh? This is a famous enigma in Ulysses. He comes out of the blue on the cemetery 

scene in Episode 6 (Hades), and, thereafter, appears twelve times in Ulysses. Leopold Bloom wonders over and 

over again who he is. And yet, in the text, we can find some hints as to his identity. It seems an enigma 

presented to the reader as well as to Bloom. 

Most plausible answers to this question seem to be Mr Duffy from 'A painful Case' in Dubliners and the 

author, Joyce, himself, because the text suggests it. These answers, however, cannot be proved definitely in 

spite of some suggestions we can find in the text. And we cannot decide which is the right answer, Mr Duffy or 

the author. 

What is important about this question, however, does not seem to be the exact answer to it, but what we 

notice in the course of our attempt to solve the question: we cannot but notice the fact that Ulysses has various 

narrative levels. This enigma seems to function as a meta-language suggesting one of the important features of 

narrative structure of Ulysses. 




