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ジョイスとウルフ：Mrs DallowayにおけるUlyssesの影響

高　橋　　　渡

はじめに
　Virginia	Woolf（1882-1941）とJames	Joyce（1882-1941）はモダニズムの作家として並列して論じ
られることも多い。そして、多くの研究者は、ウルフがジョイスに影響を受けているのではないか
と漠然と考えているように思われる。しかし、どういう訳か、その具体的な検証は殆ど行われていな
い。‘Works	Sited’	に挙げた、Suzette	A.	Henke,	‘Virginia	Woolf	Reads	James	Joyce:	The	Ulysses	
Notebook’、Harvena	Richter,	“The	Ulysses	Connection:	Clarissa	Dalloway’s	Bloomsday”、そして
William	D.	Jenkins,	‘Virginia	Woolf	and	the	Belittling	of	“Ulysses”	は、この問題に焦点を当てた数
少ない論文である。しかし、Henkeは“Notebook”とある通り僅か 3 ページの概論であり、この中
では最も詳細な分析のあるJenkinsも、UlyssesとMrs Dallowayを比較しているが、スティーヴンとセ
プティマス、ブルーム、モリーとクラリッサ、ピーターとの対応関係のみを扱っているに過ぎない。
いずれにしても、包括的かつ具体的な検証がなされている研究は見当たらない。
　本論では、とりわけ、Mrs Dalloway（1925）におけるUlysses（1922）の影響について、ウルフと
Ulyssesとの接点を資料に基づき厳密に検証し、テクストを詳細に分析しながら考察を進めて行く。

1．ウルフとUlyssesの接点
　Ulyssesは1918年 3 月から1920年12月までアメリカのLittle Review誌に掲載されていたが、1921年
2 月、同誌が猥褻物出版の廉で訴えられ、裁判の結果有罪となり掲載できなくなる。その後、1922年
2 月22日、シルヴィア・ビーチのShakespeare	and	Companyより出版されることとなるが、そこに
至るまでには様々な困難があった。
　掲載が出来なくなった後、A Portrait of the Artist as a Young Manを掲載したThe Egoist誌の編集
者であり、実質的オーナーであったHarriet	Shaw	Weaver（1875-1914）がUlyssesの出版に尽力する。
彼女はジョイスの才能を見抜き、匿名で年金を出すなど、ジョイスのパトロン的な役割を果たした女
性である。
　Harriet	Shaw	Weaverは、T.S.	Eliotの薦めもあって、ウルフ夫妻が経営していたHogarth	Pressに
Ulyssesの出版を打診する。Hogarth	Pressは、夫のLeonard	Woolfが、一つには当時精神を病んでい
たVirginiaの気晴らしにならないかと、中古の印刷機を買って自宅の地下で始めた小さな出版社で
あったが、Virginiaの作品を始め、フロイトの英訳全集を英国で初めて出版するなど、前衛的な本の
出版を手掛けていた。Harriet	Shaw	Weaverは、1918年 4 月14日にUlyssesの原稿を持ってウルフを
訪ねている。この点に関しては、甥であるQuentin	Bellが書いたウルフの伝記で確認出来る。

A	rather	different	literary	transaction	began	on	14	April	[1918],	by	which	time	the	Woolfs	had	
returned	to	Richmond.	Miss	Harriet	Weaver,	owner	and	editor	of	the	Egoist Press,	came	bearing	
the	manuscript	of	Ulysses;	she	hoped	that	the	Hogarth	Press	might	publish	it.	（Bell I,	p.54）
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そして、ウルフの日記にも、1918年 4 月10日のエントリーに、Weaverからの手紙、そして彼女が訪
問する旨の言及がある。

I	had	a	 letter	 from	Miss	Harriet	Weaver	yesterday	asking	whether	we	would	 consider	
printing	Joyce’s	new	novel,	which	no	other	printer	will	do,	owing	presumably	to	its	sentiments.	
They	must	be	very	warm,	considering	the	success	he	had	with	his	last.	She	is	to	come	here,	
though	we	can	hardly	tackle	a	book.		（Diary	I,	Wednesday	10	April	1918,	p.136）

また、 4 月18日のエントリーには、“[…]	Harriet	Shaw	Weaver	appeared.”（ibid.,	p.139）と彼女が訪
問した旨書かれている。
　しかし、ウルフは結局のところ出版を断ることになる。同年 5 月17日にウルフはWeaverに宛てて
断りの手紙を書いている。

We	had	read	the	chapters	of	Mr	Joyce’s	novel	[Ulysses]	with	great	interest,	and	we	wish	that	
we	could	offer	to	print	it.	But	the	length	is	an	insuperable	difficulty	to	us	at	present.	（Letters, 
Vol.2,	17	May	1918,	p.242）

小さな出版社であったHogarth	Pressは、他の出版も抱え、Ulyssesのような大部の小説を出版できる
余裕はなかったようである。
　ここでは、結局UlyssesがHogarth	Pressから出版されることはなかったが、この時点でウルフが
Ulyssesを読んでいたことを確認しておく。

2．Ulyssesに対するウルフの反応
　Ulyssesを読んだウルフは1919年 4 月10日のTLSに発表された“Modern	Novels”（後に改訂され

“Modern	Fiction”と言うタイトルでThe Common Reader, First Series（1925）に収録される。）で、
Ulyssesに言及している。

In	contrast	to	those	who	we	have	called	materialists	Mr	Joyce	is	spiritual;	concerned	at	all	cost	
to	reveal	 the	flickering	of	 that	 innermost	flame	which	flashes	 its	myriad	messages	through	
the	brain,	he	disregards	with	complete	courage	whatever	seems	to	him	adventitious,	though	
it	be	probability	or	coherence	or	any	other	of	 the	handrails	 to	which	we	cling	 for	support	
when	we	set	our	imagination	free.	[…]	…did	not	the	reading	of	Ulysses	suggest	how	much	of	
life	is	excluded	and	ignored,	and	did	it	come	with	a	shock	to	open	Tristram Shandy	and	even	
Pendennis,	and	be	by	them	convinced	that	there	are	other	aspects	of	life,	and	larger	ones	into	
the	bargain?	(Collected Essays, Vol.3,	‘Modern	Novels’,	p.34)

このように、ウルフはUlyssesに強い印象を受け、高く評価していることが分かる。
　その後、1922年 2 月22日にShakespeare	and	CompanyからUlyssesが出版されると、ウルフは一冊
購入して読み返している。日記の同年 8 月16日のエントリーには、次のような言及がある。
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I	should	be	reading	Ulysses,	&	fabricating	my	case	 for	&	against.	 I	have	read	200	pages	so	
far	 －	not	a	third;	&	have	been	amused,	stimulated,	charmed	 interested	by	the	first	2	or	3	
chapters	－	to	the	end	of	the	Cemetery	scene;	&	then	puzzled,	bored,	irritated,	&	disillusioned	
as	by	a	queasy	undergraduate	scratching	his	pimples.	And	Tom,	great	Tom,	thinks	this	on	a	
par	with	War	&	Peace!	An	illiterate,	underbred	book	it	seems	to	me:	the	book	of	a	self	taught	
working	man,	&	we	all	know	how	distressing	they	are,	how	egotistic,	insistent,	raw,	striking,	
&	ultimately	nauseating.	(Diary II,	Wednesday	16	August	1922.	pp.188-9)

また、同年 9 月 6 日のエントリーには、Ulyssesを読み終わった旨の記載がある。

I	finished	Ulysses,	&	I	think	it	a	misfire.	Genius	it	has	I	think;	but	of	the	inferior	water.	The	
book	is	diffuse.	It	is	brackish.	It	is	pretentious.	It	is	underbred,	not	only	in	the	obvious	sense,	
but	in	the	literary	sense.	(Diary II,	Wednesday	6	September,	1922,	p.199)

これらの描写を見ると、当初Ulyssesを非常に高く評価していたウルフが、「吐き気を催させる」
（“nauseating”）或いは「下品」（“underbred”）であると、批判的になっていることが分かる。
　しかしながら、ウルフが、Ulyssesを再読した後、The Odysseyを読み返したり、日記や書簡で繰り
返し言及していることから見ても、Ulyssesに強い関心を抱き、意識していたことは間違いない。
　この頃ウルフはMrs Dallowayの執筆に取りかかっている。日記に初めて言及があるのは、1922年
6 月11日である。

[…]	I	shall	produce	Mrs	Dalloway	in	Bond	Street	as	the	finished	product.	(Diary II,	Sunday	11	
June	1922,	p.178)

そして原稿が完成するのは1924年10月 9 日である。

I	did	run	upstairs	thinking	I’d	made	time	to	enter	that	astounding	fact	－	the	last	words	of	the	
last	page	of	Mrs	Dalloway;	but	was	 interrupted.	Anyhow	I	did	them	a	week	ago	yesterday.	
(Diary II,	Friday	17,	1924,	p.316)

ここでは、ウルフが、1918年にUlyssesの原稿を読み、更に、1922年に出版されたUlyssesを、丁度
Mrs Dallowayを執筆し始めた時期に再読していたことが確認出来る。

3．UlyssesとMrs Dallowayの共通点
　UlyssesとMrs Dallowayには多くの共通点が見られる。まず、両者には細かな共通点が数多く見受
けられるが、そのうちの幾つか挙げておくにする。例えば、Ulyssesでは、文具店HEELEY’Sの、そ
れぞれアルファベットの文字を書いた看板を持ったサンドウィッチマンがダブリンの街を練り歩き、
多くの人たちに目撃されるが、一方Mrs Dallowayでは、飛行機雲を使ったTOFFEEの宣伝を多くの
人が見ている。Ulysses第 6 挿話Hadesでは、Mackintoshを着た謎の男が登場するが、Mrs Dalloway
では	Miss	Kilmanが何時もMackintoshを着ていると描写される。
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　また、Ulyssesの第 5 挿話Lotus	Eaterで、BloomはHenry	Flowerと言う偽名でマーサ・クリフォー
ドと文通をしており、この挿話では花がライトモティーフとなって花の名前が多数登場する。

Then	walking	slowly	 forward	he	 [Bloom]	read	the	 letter	again,	murmuring	here	and	there	
a	word.	Angry	 tulips	with	you	darling	manflower	punish	your	cactus	 if	you	don’t	please	
poor	forgetmenot	how	I	long	violets	to	dear	roses	when	we	soon	anemone	meet	all	naughty	
nightstalk	wife	Martha’s	perfume.		(Ulysses:	5:262-266)	(Under	lines	mine)

一方、Mrs Dallowayでは、花屋で花の名前が羅列される。

There	were	 flowers:	delphiniums,	 sweet	peas,	bunches	of	 lilac;	 and	carnations,	masses	of	
carnations.	There	were	 roses;	 there	were	 irises.	Ah	yes－so	 she	breathed	 in	 the	earthy	
garden	sweet	smell	as	she	stood	talking	to	Miss	Pym	who	owed	her	help,	and	thought	her	
kind,	for	kind	she	had	been	years	ago;	very	kind,	but	she	looked	older,	this	year,	turning	her	
head	from	side	to	side	among	the	irises	and	roses	and	nodding	tufts	of	lilac	with	her	eyes	half	
closed,	snuffing	in,	after	the	street	uproar,	the	delicious	scent,	the	exquisite	coolness.	And	then,	
opening	her	eyes,	how	fresh	 like	 frilled	 linen	clean	 from	a	 laundry	 laid	 in	wicker	trays	the	
roses	looked;	and	dark	and	prim	the	red	carnations,	holding	their	heads	up;	and	all	the	sweet	
peas	spreading	in	their	bowls,	tinged	violet,	snow	white,	pale－as	if	 it	were	the	evening	and	
girls	in	muslin	frocks	came	out	to	pick	sweet	peas	and	roses	after	the	superb	summer’s	day,	
with	its	almost	blue-black	sky,	its	delphiniums,	its	carnations,	 its	arum	lilies	was	over;	and	it	
was	the	moment	between	six	and	seven	when	every	flower--roses,	carnations,	 irises,	 lilac －
glows;	white,	violet,	red,	deep	orange;	every	flower	seems	to	burn	by	 itself,	softly,	purely	 in	
the	misty	beds;	and	how	she	loved	the	grey-white	moths	spinning	in	and	out,	over	the	cherry	
pie,	over	the	evening	primroses!	(Mrs Dalloway,	p.17)

しかし、このような共通点は偶然だと言って片付けることも出来るだろうし、小説全体の中でさほど
重要な機能を果たしているとも思えない。問題なのは、小説の構造に関わるような共通点である。
　そのような共通点の一つは、まず、両者ともある一日を描いていると言う点である。ウルフは1920
年 9 月20日の日記で次のように述べている。

His	novel	Ulysses,	presents	the	life	of	man	in	16	incidents,	all	taking	place	(I	think)	in	one	day.	
This,	so	far	as	he	[T.S.	Eliot]	has	seen	it,	is	extremely	brilliant,	he	says.	(Diary II,	Monday	20	
September	1920,	p.68)

しかも、Ulyssesの一日は1916年 6 月16日、そしてMrs Dallowayの一日は1923年の 6 月半ばのある
1 日である。（テクストには水曜日とあるので、 6 月13日と考えられる。）少なくともウルフがMrs 
Dallowayを構想する以前の1920年に、Ulyssesがある一日を描いていると言う構造を知り、「エリオッ
トの見たところ」と但し書きを加えながらも、“extremely	brilliant”と述べている点は注目に値する。
それ故、Mrs Dallowayを構想する際、この構造を模倣したと言わないまでも、意識していたことは
確実であるように思われる。
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　UlyssesとMrs Dallowayの一日は、ブルームとクラリッサが、それぞれ、一方は朝食用の豚の腎臓を、
そしてもう一方はパーティー用の花を買いに行く場面から始まる。
　レオポルド・ブルームは朝起きると、自分の朝食用の豚の腎臓を買うためにエクルズ通り 7 番の自
宅を出て、ラリー・オロークの店の角を曲がり、ドーセット・ストリートに入る。それから南に下り、
セント・ジョーゼフ・ナショナルスクールを右手に見ながら、ユダヤ人の経営する肉屋に至り、豚の
腎臓を買う。それから踵を返しエクルズ通りの自宅に戻る。そしてこの挿話の最後には、ブルームの
自宅近くのSt.	Georgeの鐘の音が、“Heigho!	Heigho!	Heighho!”（Ulysses:	4:	546- 8 ）と計 6 回鳴り響く。
　一方クラリッサ・ダロウェイはウェストミンスターの自宅を出て、ヴィクトリア・ストリートを横
切り、午前10時を告げるビッグ・ベンの鐘の音を聞きながらセント・ジェイムズ公園に入る。そこで、
彼女は宮廷に勤める旧友のヒュー・ウィットブレッドに出会い、彼の妻がロンドンの病院に入院して
いることを知る。それから、グリーンパークを横切り、ピカデリーに出る。
　そこから西に歩き、一旦ボンド・ストリートの入り口を通り過ぎて、入院中のヒューの妻イーヴリ
ンのお見舞い用の本を探すためハッチャーズ書店に立ち寄るが、適当な本が見つからない。ウィンドー
に開いて展示されているシェイクスピアの『シンベリーン』を見てから、彼女は踵を返しボンド・ス
トリート方面に引き返す。そして、ピカデリーで通りを北側に渡りボンド・ストリートに入り、ボン
ド・ストリートを北上して、目的の花屋に入る。そしてそこで花を買い帰宅する。（帰宅の経路等は
描かれていない。）
　このように、UlyssesとMrs Dallowayに描かれる一日の始まりに、二人はそれぞれ買い物に出かけ
ダブリンとロンドンの街を歩き回っている。更に、クラリッサは花屋の店内で、爆発音を聞くことに
なるが、それはある要人（女王、皇太子、或いは首相）が乗った車がパンクした音だった。車はボンド・
ストリートに停まりやがてまた走り出して、ボンド・ストリートからピカデリーに出ると、セント・
ジェイムズ・ストリートへと曲がり、それからザ・マルを通ってバッキンガム宮殿の中へと消える。
　この場面では、車が進む経路に沿って、それを見る人たちの意識が次々と描かれる。セプティマス
が初めて登場するのもこの場面である。

Septimus	Warren	Smith,	who	found	himself	unable	to	pass,	heard	him.
　Septimus	Warren	Smith,	aged	about	thirty,	pale-faced,	beak-nosed,	wearing	brown	shoes	and	
a	shabby	overcoat,	with	hazel	eyes	which	had	that	look	of	apprehension	in	them	which	makes	
complete	strangers	apprehensive	too.		The	world	has	raised	its	whip;	where	will	it	descend?	
(Mrs Dalloway,	p.19)

そして、クラリッサとセプティマスはこの場面で初めて接近遭遇する。

Mrs.	Dalloway,	coming	to	the	window	with	her	arms	full	of	sweet	peas,	 looked	out	with	her	
little	pink	face	pursed	in	enquiry.	Everyone	looked	at	the	motor	car.	Septimus	looked.	(ibid.)

ここに描かれる殆どの人は王家に対する忠誠と敬意を示す。その一人にアイルランド人の花売りの老
婆モル・プラットがいる。この老婆は車の中にいるのが皇太子だと思い、忠誠心を表すため売り物の
花束を道路へ投げようとするが、警官の目に阻まれる。

Shawled	Moll	Pratt	with	her	flowers	on	the	pavement	wished	the	dear	boy	well	 (it	was	the	
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Prince	of	Wales	for	certain)	and	would	have	tossed	the	price	of	a	pot	of	beer	－	a	bunch	of	
roses	－	into	St.	James’s	Street	out	of	sheer	light-heartedness	and	contempt	of	poverty	had	she	
not	seen	the	constable’s	eye	upon	her,	discouraging	an	old	Irishwoman’s	loyalty.	The	sentries	
at	St.	James’s	saluted;	Queen	Alexandra’s	policeman	approved.		(Mrs Dalloway,	pp.22-23)

この“an	old	Irishwoman”の正確な年齢は分からないが、仮に60歳とすると、生まれは1863年となる。
アイルランドでは、1845年から48年くらいにかけて、ジャガイモの大飢饉（The	Great	Famine）があり、
19世紀の半ばから後半にかけて、大量のアイルランド人がアメリカ・英国などに移民する。恐らくこ
の老婆も、両親とともにアイルランドから移住してきた移民だと考えられる。そして貧しい移民とし
て、教育を受けることも出来ず、年老いて街の花売りをしているのだと推測出来る。その老婆が英国
王室に忠誠心を示そうとしているのは、些かおかしな話だが、そこには、教育も受けられず、自らの
貧しい境遇の原因となったのが英国の帝国主義であったことすら認識出来ない植民地生まれのサバル
タンの姿を見ることが出来るのかも知れない。このアイルランド人の老婆の挿話は、もしかしたら、
アイルランド人であるジョイスを意識した、或る意味、ジョイスへのオマージュであったのかも知れ
ない。Mrs Dallowayにはこの他にも、クラリッサの娘エリザベスの家庭教師であるミス・キルマン
がドイツの出身で、戦争中に教職を追われた旨が述べられているが、このように、さりげなく戦争や
帝国主義についての批判が表明されている。
　少し話がそれたが、この場面の構成は明らかにUlysses第10挿話	‘Wandering	Rocks’	の最後の断片
に登場するアイルランド総督（Viceroy）の‘cavalcade’を意識しているように思われる。少々長く
なるが引用しておく。

The	cavalcade	passed	out	by	the	lower	gate	of	Phoenix	park	saluted	by	obsequious	policemen	
and	proceeded	past	Kingsbridge	along	the	northern	quays.	The	viceroy	was	most	cordially	
greeted	on	his	way	through	the	metropolis.	At	Bloody	bridge	Mr	Thomas	Kernan	beyond	the	
river	greeted	him	vainly	 from	afar	Between	Queen’s	and	Whitworth	bridges	 lord	Dudley’s	
viceregal	carriages	passed	and	were	unsaluted	by	Mr	Dudley	White,	B.	L.,	M.	A.,	who	stood	on	
Arran	quay	outside	Mrs	M.	E.	White’s,	the	pawnbroker’s,	at	the	corner	of	Arran	street	west	
stroking	his	nose	with	his	 forefinger,	undecided	whether	he	should	arrive	at	Phibsborough	
more	quickly	by	a	 triple	change	of	 tram	or	by	hailing	a	car	or	on	 foot	 through	Smithfield,	
Constitution	hill	and	Broadstone	terminus.	In	the	porch	of	Four	Courts	Richie	Goulding	with	
the	costbag	of	Goulding,	Collis	and	Ward	saw	him	with	surprise.	Past	Richmond	bridge	at	the	
doorstep	of	the	office	of	Reuben	J	Dodd,	solicitor,	agent	for	the	Patriotic	Insurance	Company,	
an	elderly	female	about	to	enter	changed	her	plan	and	retracing	her	steps	by	King’s	windows	
smiled	credulously	on	the	representative	of	His	Majesty.	From	its	sluice	 in	Wood	quay	wall	
under	Tom	Devan’s	office	Poddle	river	hung	out	 in	 fealty	a	tongue	of	 liquid	sewage.	Above	
the	crossblind	of	 the	Ormond	hotel,	gold	by	bronze,	Miss	Kennedy’s	head	by	Miss	Douce’
s	head	watched	and	admired.	On	Ormond	quay	Mr	Simon	Dedalus,	 steering	his	way	 from	
the	greenhouse	for	the	subsheriff’s	office,	stood	still	in	midstreet	and	brought	his	hat	low.	His	
Excellency	graciously	returned	Mr	Dedalus’	greeting.	From	Cahill’s	corner	the	reverend	Hugh	
C.	Love,	M.A.,	made	obeisance	unperceived,	mindful	of	lords	deputies	whose	hands	benignant	
had	held	of	yore	rich	advowsons.	On	Grattan	bridge	Lenehan	and	M’Coy,	taking	leave	of	each	
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other,	watched	the	carriages	go	by.	Passing	by	Roger	Greene’s	office	and	Dollard’s	big	red	
printinghouse	Gerty	MacDowell,	carrying	the	Catesby’s	cork	 lino	 letters	 for	her	 father	who	
was	laid	up,	knew	by	the	style	it	was	the	lord	and	lady	lieutenant	but	she	couldn’t	see	what	
Her	Excellency	had	on	because	the	tram	and	Spring’s	big	yellow	furniture	van	had	to	stop	in	
front	of	her	on	account	of	its	being	the	lord	lieutenant.	Beyond	Lundy	Foot’s	from	the	shaded	
door	of	Kavanagh’s	winerooms	John	Wyse	Nolan	smiled	with	unseen	coldness	 towards	 the	
lord	lieutenantgeneral	and	general	governor	of	Ireland.	(Ulysses,	10:1180-1213)

この挿話は19の断片から成り、それぞれの断片にはダブリン市民の意識が描かれる。最後の断片は、
それまでの断片とは異なり、Phoenix	Parkにある、総督府を出て、ボールズブリッジで開かれる慈善
市へと向かう、アイルランド総督一行の馬車行列が描かれている。そして、先程見たMrs Dalloway
に描かれる要人を乗せた車の進行と同じように、それを見る人びとの意識が描かれて行く。そこまで
の18の断片は丁度Ulyssesの挿話数と一致しており、謂わば、Ulysses全体の縮図になっているが、こ
の最後の断片はそれらの断片を総合する役割を担っているように思われる。つまり、個々のディスコー
ス、人々の意識を繋ぎ、統治する総督府の役割を視覚的に象徴しているように思われるのだ。しかし、
一つ一つの断片は、文字通り断片であり、決して総合されることはない。実際、馬車にのった総督が
正しい呼称で認識されることは一度もない。二人の老婦人は‘Lord	Mayer’だと考えるし、トム・カー
ナンはLong	John	Fanningを見たと思っている。そして、ある者には、“Unsaluted”され、ある者に
は冷笑を向けられるのである。
　Ulyssesにおけるこの断片の解釈は兎も角としても、Mrs Dallowayに見られる要人の乗った車の描
写と、このWandering	Rocksにおける総督の行列の描写の類似性は到底偶然とは思えない。
　最後にもう一つ重要な共通点を上げておく。それは、一つ小説の中で、二人の重要な登場人物の物
語が語られると言う構造だ。Ulyssesにおいては、ブルームの物語とスティーヴンの物語、そしてMrs 
Dallowayでは、クラリッサの物語とセプティマス物語である。セプティマスと言う登場人物の構想
が初めて日記に現れるのは、1922年10月 8 日である。

Mrs	Dalloway	has	branched	into	a	book;	&	I	adumbrate	here	a	study	of	insanity	&	suicide:	the	
world	seen	by	the	sane	&	the	insane	side	by	side	－	something	like	that.	Septimus	Smith?	－	
is	that	a	good	name?	(Diary II,	Sunday	8	October,	1922,	p.207)

当初は、クラリッサが自殺することになっていたが、やがて、クラリッサのダブルとしてのセプティ
マスを登場させ、セプティマスが自殺をし、クラリッサが生き残ると言う構造に変化する。つまり、
セプティマスを登場させることにより、Ulyssesのように、小説中に二つの物語を織り込み、それら
を繋ぎ合わせると言う構造に変えているのだ。そして、ウルフはこうして組み込まれた二つの物語を
どのように繋ぐのかと言う問題に苦心していたようだ。

I	now	galloping	over	Mrs	Dalloway,	re-typing	 it	entirely	 from	the	start,	 […]	The	reviewers	
will	 say	 that	 it	 is	disjointed	because	of	 the	mad	scenes	not	connecting	with	 the	Dalloway	
scenes.	And	I	suppose	there	is	some	superficial	glittery	writing.	But	is	it	“unreal”?	Is	it	mere	
accomplishment?	I	think	not.	And	as	I	think	I	said	before,	it	seems	to	leave	me	plunged	deep	
in	the	richest	strata	of	my	mind.	(Diary II,	Tuesday	18	November	1924,	p.323)
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ここでは詳細に論ずることは出来ないが、ウルフは、最終的には、先に上げたボンド・ストリートの
場面で二人を接近遭遇させ、両者が向いの部屋の老婆を見る象徴的な場面を経て、最後にパーティー
で、セプティマスの自殺が話題にされ、クラリッサがそのセプティマスの死に鼓舞されると言う形で
両者を繋ぎ合わせている。
　一方、Ulyssesでも、途中で二人を接近遭遇させ、最後に出会わせると言う設定をとっている。
　また、これら二人の登場人物に加え、Ulyssesではブルームの妻モリーも重要な登場人物となって
おり、Mrs Dallowayではピーター・ウォルシュが重要な登場人物となっている。
　ここまでの経緯を見てくると、このような構成上の共通点が偶然であるとは思えない。明らかに、
ウルフはMrs Dallowayの構想に、Ulyssesの影響を受けていたと考えざるを得ないのである。
　こうして、Mrs DallowayにはUlyssesの強い影響を見ることが出来る。ウルフは当初Ulyssesを高
く評価していたのにもかかわらず、再読後、Ulyssesに嫌悪を示す様な言葉を書き連ねている。し
かし、先にも引用した、“Tom	[Eliot],	great	Tom,	thinks	this	on	a	par	with	War	&	Peace!”（Diary 
II,	Wednesday	16	August	1922.	pp.189）、 或 い は、“This,	so	 far	as	he	 [T.S.	Eliot]	has	seen	 it,	 is	
extremely	brilliant,	he	says.”（Diary II,	Monday	20	September	1920,	p.68）と言った日記の記述か
らも見られるように、T.S.	EliotがUlyssesを高く評価していたことに繰り返し言及している。そして、
その度に反論を加えているのである。それはどうしてなのだろうか？著者なりの仮説を立てておくこ
ととする。
　ウルフがUlyssesを評価しながらも、その猥雑さなどにある種の嫌悪感を抱いていたことはウルフ
の性格から見ても想像に難くない。しかし、これまで見てきたように、Mrs Dallowayを執筆中のウ
ルフがUlyssesから幾つかの重要な発想を得ていたことは疑いようのない事実であるように思われ
る。ウルフはジョイスに、恐らくは、ライバル意識と反感とを抱きながら、それでも影響を受けてし
まう、謂わば、「影響の不安」を感じていたのではないだろうか。それが、Ulyssesに対するウルフの
アンビヴァレントな態度を生み出していると考えられるのではないか。

おわりに
　ここまでジョイスのウルフに対する影響を見てきたが、実は、T.S.	Eliotにもジョイスの強い影響
を伺うことが出来る。その点については稿を改めなければならないが、もしそうであるとするならば、
英国モダニズム文学の見取り図が大幅に変更されるかも知れない。つまり、英国モダニズム文学が全
くのオリジナルとして出現したのではなく、ジョイスと言う植民地アイルランドの作家がその展開に
大きな影響を持ったのかも知れないと言うことだ。言い換えれば、アイルランド文学と言うマイナー
な文学が、世界文学を動かしたと言うことである。私たちは、改めて、マイナーな文学の力を再認識
することになるだろう。
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Abstract

Joyce and Woolf: The Influence of Ulysses on Mrs Dalloway

TAKAHASHI	Wataru

Many	of	the	critics	seem	to	feel	vaguely	that	James	Joyce	have	some	influence	on	Virginia	
Woolf.	But	few	studies	examine	Joyce’s	influence	on	Woolf.	

The	purpose	of	 this	paper	 is	 to	examine	Joyce’s	 influence	on	Woolf,	 especially	Ulysses’	
influence	Mrs Dalloway	in	detail,	after	showing,	based	on	materials,	Woolf’s	contact	to	Ulysses.	This	
paper	will	show	a	strong	influence	of	Joyce’s	Ulysses	on	Woolf’s	Mrs Dalloway.
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