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１．経緯 

ジェイムズ・ジョイスのフィネガンズ・ウェイク（FW）とは僕

（BC）にとってなんだろうか。BC は大学院の修士をでてから公

務員として農業研究に従事したが、学生時代からいろいろな本

を集めてブック・コレクターと呼ばれていた。BC は家内から面

白い英会話の先生（Ｊ）がいると聞かされて、英語レッスンを

受けたいと思った。Ｊはハワイ大学英文科卒で、アメリカ人の

夫とともに日本で働いていた。しかし３０歳台になって神戸で

離婚してから、単身柏市に英会話教師としてやってきて、上智

大学で日本文学聴講生にもなっていた。Ｊは自变伝の小説でそ

の辺のいきさつについて書いている。   

 

２．ユリシーズ（Ｕ）の読書 

BC はＪとローレンスの「チャタレイ夫人の恋人」や評論、アナ

イス・ニンの「エロチカ」や日記を読んだ後で、Ｊの提案でジ

ョイスのユリシーズ（Ｕ）をとりあげた。Ｊはそれをハワイ大

学でジョイス研究第一人者のフリッツ・センから学んだ。BC と

J は 1984 年 4 月から 13.5 ヶ月かけて U を読了した。続いて B

C は 1997 年 5 月から 1.5 ヶ月かけて朗読テープを聞きながら U

を再読した。U は BC が学生時代に読んだ「ジャン・クリスト

フ」や「魅せられたる魂」や「チボー家の人々」とはまったく

違ったタイプの小説とみられた。それらの小説ではいずれも英

雄的な人物が主人公で、筋を追うタイプで、それらの作者はい

ずれもノーベル文学賞を得たが、ジョイスにおいてはＵの出版

後に猥褻ということでの発禁処分が待っていた。   

U では一介の中年の広告屋ブルームの一日の活動が中心で、こ

れといった事件は起きないが、足の悪い美尐女ガーティをみな

がらマスターベイションをする場面で保守的な英国紳士や淑女

を驚かせ、批判や怒りの的になった。最後に妻が浮気を告白し

たり夢想する。その章の 871 から 933 頁まで Yes because he 

never did a thing から始まり yes I said yes I will Yes.で



終わる間に、句読点とほとんど改行もない文章が延々と続く。

妻はベッドで浮気相手をほめたり夫への愚痴をこぼす。  

U の末尾には Trieste-Zurich-Paris, 1914-1921 と執筆の場所と

時期が示されている。この小説の下敷きにはギリシャ神話オデ

ッセイがえらばれ、妻の居る島へ数々の冒険をへて帰還するオ

デッセイの旅の時系列が U の主人公の妻のベッドに戻るまでの

一日の時系列に還元され、最初の詩的導入部から最終章までそ

れぞれの挿話に対して異なった文体が使われた。最近ニューヨ

ーク・タイムズはＵを２０世紀最高の小説とした。 

Ｕには多くの警句がばらまかれている。有名なのは Agenbite of 

inwit で良心の呵責といった意味か。これは 18、265、315 頁（新

版）にでてくる。また reincarnation（78）や metempsychosis

（79）も parallax（視差）とともにでてくる。これらは霊魂再

来説や輪廻再生といった意味である。Hamlet's grandfather is 

Shakespeare's grandfather and he himself is the ghost of his 

own father（21）とある。U には主人公ブルームの友としてジ

ョイスの分身スチーヴンがでてきて、彼の意識の流れにはシェ

イクスピアのハムレットや自分の父親が抜き差しならなくなっ

てきている。また U の最初にジョイスの大学時代の友人のバッ

ク・マリガンがでてきて、さらにジョイスが死に瀕した母親か

ら改宗を諌められても拒否する場面も出てくる。U がジョイス

の「若い芸術家の生涯」という自伝的小説の継続であることは

たしかだ。  つぎに有名なのは ineluctable modality of the 

ineluctable visuality（61）という言葉だ。直訳すれば不可避の

心象の不可避の様相で、これまた意味は難しい。しかし意識下

の世界を扱う小説なのでその意味を見極めようと努力する必要

がある。また We walk through ourselves, meeting robbers, ghosts, 

giants, old men, young men, wives, widows, brothers in love. But 

always meeting ouselves （273、われらは自分自身を通して歩き、泥

棒、幽霊、巨人、老人、若者、主婦、寡婦や愛する兄弟に出逢う。し

かし常に自分自身に出逢うのだ）と云っている。 さらに Shakespeare 

is the happy huntingground of all minds that have lost their balance  

（320、シェイクスピアはバランスを失ったすべての精神の幸せな猟場

である）と云い、U がシェイクスピアに対して並々ならぬ親近感を持つ

ことを示している。ジョイス流の面白い言い方をあげると、 Love loves 



to love love (433、愛は愛を愛することを愛する）がある。  

最後のモリーの独白には美しい詩のような女性讃歌がある。931

頁から I was a flower of the mountain yes so we are flowers all 

a womans body yes that was one true thing he said in his life 

and the sun shines for you today yes that was why I liked him 

because I saw he understood or felt what a woman is (私は山

の花よ、たしかに私たちは女の身体という花よ、そうよそれが

彼の生涯で語ったたった一つの真実だったわ、そして今日は太

陽があなたを照らしてると云ったわ、そうよそれが私の彼を好

む理由だった、なぜなら女が何であるかを彼は感じ理解したこ

とを私は見たからよ）とある。 

U の哲学とは何だろうか。面白いのは 242 頁に Molecules all cha

nge. I am other I now (すべての分子は変る。私は今違う私

だ）とあり、これは現代生化学の成果を先取りしている。それは

 Creation from nothing（46、無からの創造）で、It's always flowing

 in a stream, never the same, which in the stream of life we

 trace. Because life is a stream （193、それは常に水路として流

れ、決してとどまることはなく、それはわれらが生命の水路においても

たどるものだ。というのは生命は水路だから）と云っている。 この思想

は FW では HCE の妻の ALP をダブリンに注ぐリフィ川の化身としてと

らえ、最後に ALP はリフィ川に身を投げて死に、それが海に流れさら

に水蒸気となって雲になり、ふたたび雨となってダブリンに降りそそぎ、

リフィ川の物語の世界へと再生することになる。事実 FW では物語の

最後の単語は定冠詞 the であり、物語の最初の単語 riverrun (川の

流れ、あるいは命令形）へと続くように象徴化されている。 

ジョイスはＵの前に発表した「若い芸術家の生涯」で書いている。 You

have asked me what I would do and what I would not do. I 

will tell you what I will do and what I will not do. 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 expr

essmyself in some mode of life or art as freely as I can and

 aswholly as I can, using for my defence the only arms I allo

w myself to use - silence, exile, and cunning. （あなたは私が

何をなし何をなさないかと問うた。私はあなたにこれから何をして、何

をしないかを語ろう。私はたとえそれが私の家庭や私の祖国や私の教



会であろうと、私がもはや信じないものには仕えない；そして私は人生

や芸術のある儀式においてできるだけ自由に自分自身を表現するよ

うに努める、そしてそのとき私の防御の武器として用いれるのはーー

ー沈黙と亡命と狡猾さだけである）  

この決意は幸徳秋水が「我等は唯に宗教問題のみでなく、政治問題

にも倫理問題にも経済問題にも婦人問題にも矢張習俗的伝説的迷

信的の権威に束縛されないで、常に「道理」を以て唯一の判断者とし

たい、即ち総ての問題に対し総ての方向に向って「自由思想」を以っ

て進みたい」と述べていることとも似ている。 ジョイスはカトリックの環

境で育てられたが、この時期にカトリックの信仰を捨てた。一方秋水は

社会主義から無政府主義へと進み、天皇制の廃絶を願い、死の間際

まで「基督抹殺論」をまとめようとしていた。 実際ジョイスはダブリンで

大学を卒業した後で、将来の伴侶を見つけてヨーロッパへ亡命した。

英国の支配下におけるアイルランド独立運動には沈黙と狡猾さを守っ

た。妻と子供をかかえ家庭教師で生計を立てながら、文学への道を

進み、長男としての責任もあり、挫折することは許されなかった。一方

秋水には菅野須賀子と一緒に大逆事件で死刑となる運命が待ってい

た。 ここでジョイスに対して秋水をもちだしたのは、二人とも作家や思

想家としての優れた素質を有してたからだ。 

ジョイスが作品を出していた点について三島由紀夫の論評らしきもの

があった（４４年まえの安部公房との対話）。三島は「言語と映像の問

題は、たとえばジョイスがフィネガンズ・ウェイクでやっちゃったようなも

のを、ある意味では映画やテレビジョンが、妙な形でやちゃった。ーー

ーーたとえばジョイスが（純粋言語について）やったことね、それはジョ

イスも２０世紀の作家だけれども、だんだん古くなちゃってる。」と語っ

ている。 三島自身はアソシェーション・オブ・アイディア（ジョイスの得

意としたテクニック）を能から学んだと云っている。能のセリフはそのイ

メージの力によって行動になる、これは２０世紀の方法でなく、非常に

中世的であるとも云っている。 ここでとくに問題にしたいのは作家の

資質においてはジョイスに勝るかもしれない三島由紀夫だが、その文

学や作品のとらえ方で問題がなかったかどうかである。三島が最後の

作品にかけた時間と努力はジョイスが FW にかけたものに比べてあま

りに尐なかった。そしてその作品のインパクトも小さい。三島は秋水と

は正反対に天皇をあがめ、仲間をつれて自衛隊で割腹自殺した。こ

のような狂気こそジョイスが出発点から警戒したことだった。 



 

３．BC のＦＷ研究の開始とジョイスと漱石の類似性  

1988 年に J と BC は Abiko Quarterly というバイリンガル文学雑誌を

つくった。そして 1900 年から Finnegans Wake Studies という副題をつ

け、ほとんど英文だけの雑誌とした。内容はジョイス研究論文と小説

や詩で、寄稿者はほとんど外国からだった。これは J の精力的な活動

によるもので、フリッツ・センなどの有名な学者からの投稿もあった。ハ

イライトは 17 号(1997-98)で、FW に関して懸賞論文を世界中から募集

した結果、今ジョイス研究で有名になっている多くの学者たちが応募

してくれた。 2000 年になって J がカナダに帰国して BC が独りで雑誌

を引き継ぐようになり、21 号から Abiko Annual with James Joyce 
FW Studies として年一回出すことにした。BC はまだ FW を十分に読ん

でなく、その時 J を我孫子に訪問してくれたフリッツ・センと会う機会を

とらえ、FW に関して次のような質問をＢＣはセンに投げかけた。  

１．あなたは FW を最初から最後まで読むことができるか。理解できな

  い部分が沢山あるか。  

２．あなたは読みながらプロット（筋）を理解できるか。  

３．そうならその本でジョイスは何を云おうとしたのか。  

４．あなたはその本をどう評価するか。  

５．FW を読むことは価値があるか。  

６．FW はセックスにあまりに関与しすぎていると思うか。  

７．FW の読書は面白いかどうか。  

８．FW は２１世紀の本になるだろうか。  

９．その読書によってわれらは何かを学べるか。  

１０．あなたはルシアの狂気がジョイスの執筆に影響したと思うか。  

１１．あなたにはどの頁がもっとも興味ぶかかったか。  

１２．われらは FW の読書で使用しうる小説のテクニックを学べるか。１

３．あなたは他人に FW の読書を奨めるか。もしそうならどのように。  

１４．何故ますます多くの学者や学生が FW に興味をもつのか。  

１５．もし FW の読書が困難なら、その主な原因は何か。  

１６．あなたは自分の FW を読んだ経験をどのように評価するか。  

１７．FW は翻訳可能か。  

以上の質問に対してセンの解答をもらい、さらにその内容で分からな

いところを再質問し、解答をもらった。それだけではなくセンの推薦して

くれた人をふくめて３０人のジョイス研究家にセンとのやりとりをメイル



でおくり、センにしたのと同じ質問をぶっつけて解答を得た。これらの

成果は Abiko Annual 21 号(2001)に発表した。  

コロンビア大学の百科事典には FW は決して読まれることのない傑作

であると書かれている。ジョイス研究家のフリッツ・センは自分のように

長年ジョイスを研究してきた者にとっても、FW は未だに完全に理解す

ることのできない謎や問題を含んだ作品で、しばしば自分を絶望に陥

れてしまうと告白している。センのようなジョイス研究者にしてもそうな

らば、ましてわれらが FW を理解できなくても仕方がないと思わせる発

言である。それにもかかわらず、ＦＷの価値と魅力は今やＵをしのぐ勢

いにある。また、もしＦＷがなければ、欧米の大学院で博士号を取得し

ようとする学生が減るとさえ云われている。 センは「FW はわれらの努

力にかかわらず、決して支配されたり、あやつられたり、飼い慣らされ

たりすることがない。私の想像では FW は一種の懐疑主義を増強する。

その基礎は（私見によると）即時の矛盾か二者択一の選択である。独

断論へのアンチテーゼである。また、それはすべてが空しく、同時に新

しく、しかもどうしても前進せねばならないことを教える」と云っている。

またサム・スロートは「実際に、多くの他の正しいことより、FW について

間違ったことを云うことがずっと愉快である」と述べており、FW につい

て語るときにしばしば思い出す言葉である。 

伊藤整はジョイス研究の権威であったし、ジョイスの影響を多大に受

けた作品を発表した。東京新聞の 1941 年 1 月 15 日に伊藤整は「ジョ

イスを偲ぶ」という題で、「ジョイスは何の病気で死んだのだろう。六十

歳と言えば、尐し早いと思う。『トランシション』や『ニュー・トランシショ

ン』に『ワーク・イン・プログレス』という題で連載していた作品が完成し

て、『フィネガンス・ウエイク』という厖大な本になって出たのは一昨年

のことである。『ハフス・チルダアス・エヴリホエア』とか『アンナ・リヴィ

ア・プリュラベル』という小冊子で数年前に出版されたのはこの大作の

一部である。ーーーーー『フィネガンス・ウエイク』は晦渋難解で近づき

がたい作品であるが、『ユリシイズ』で具象の世界の極点まで行った反

動かも知れない。この大戦前から乱れ騒いでいたヨーロッパの現実と

は交渉もない世界をこの作品で築き、それが彼の仕事の終わりになっ

たことは尐し寂しい。彼は畢竟二十世紀初頭のリアリズムとシンボリ

ズムの綜合者のような役割をした人と考えることもできそうである。」と

書いている。  



日本で伊藤整が最も影響を受けたのは U までのジョイスで、川端康成

や芥川龍之介の作品にもその影響があった。西脇順三郎は FW のア

ナ・リヴィア・プルーラベルの一部を翻訳し、FW に並々ならぬ関心を示

した。しかし、もしジョイスより１５歳年上で１９１６年に亡くなった夏目

漱石がもっと長生きしてれば、一番ジョイスを理解しえた作家ではなか

ったか。 漱石とジョイスにはいくつか共通点がある。二人とも日本や

アイルランドという後進国で育ち、ファッシズム、軍国主義、民族主義

の台頭やマルキシズムや共産主義の勃興に沈黙を守り、自分の創作

活動に没頭した。ジョイスは政治に決して無関心ではなかったが、公

的にはそれに対して非常に慎重だった。ジョイスの友人の詩人エズ

ラ・パウンドは初期のジョイスをいち早く評価しえたが、FW については

否定的だった。しかし、ジョイスはパウンドとの友情をいつまでも大切

にし、彼がだんだんファシズムへと右傾化していくのを憂えた。１９３４

年にジョイスはパリで作家のヘミングウエイに同席してもらってパウン

ドを夕食に招き、彼のファッシズムへの傾斜を止めようと試みたと伝え

られている。 ジョイスと漱石は博士号やノーベル賞をもらわなかった。

漱石とジョイスはともにシェクスピアやミルトン等の英文学の古典に造

詣が深かったし、二人とも若い頃メレジスやスイフトやイブセンの作品

を好んで研究した。二人とも驚くほどの読書家であったことは、対談や

残された蔵書からもうかがわれる。ジョイスはかって病室でウオルタ

ー・スコットの書いた「湖上の麗人」の詩をほとんど暗記していて語っ

たと伝えられている。両者とも諧謔の精神をもち、科学の発展にも興

味を抱いた。さらに、ジョイスや漱石のまわりにはかれらを慕う若い有

能な弟子が集まり、個人塾のような場をつくった。両者は弟子として集

まってくる人達から逆に小説の材料を得ていた。 ジョイスは生涯眼の

痛みに苦しみ、漱石は胃の痛みに苦しんだ。FW 執筆時のジョイスは

娘の精神分裂病という疾患でも苦しんだ。漱石は若いときから神経衰

弱ということで苦しんだ上に、妻鏡子側にも神経衰弱的問題があった。

ジョイス、漱石とも近代人の宿命とも云える自分や家族に起こった精

神異常の問題に直面せざるをえなかった。 漱石とジョイスは自分の

人生と作品とを一体化し、両者は家庭を主要な作品の場とした。とも

に自分の家庭を中心とした人間関係、とくに三角関係に題材をとり、

そこの人物の心理描写とくに愛情関係にメスをふるった。漱石の作品

には嫂と義弟や夫と妻との関係が強く影響している。ジョイスは妻ノラ

や娘ルシアとの関係を作品の素材とした。しかし重要なことは、両者



の作品が常にテーマや手法において進化、発展を遂げ、同一の繰り

返しを避けたことである。そして二人とも後期の作品ほど人間の中に

ひそむ狂気をも描けるようになってきた。 

４。ジョイスのＦＷ執筆時の情況                

1922・1939、パリはそれぞれジョイスの FW の執筆の年代と場

所を示している。ジョイスは 1922 年に FW の準備にとりかかり、

１７年後の 1939 年の暮れにそれを出版した。その年には第二次

世界大戦が始まり、ジョイスは精神病院に居る娘ルシアを案じ

ながら、パリからチューリッヒに逃げ、そこで 1941 年に５８歳

で亡くなった。晩年の苦労から十二指腸潰瘍穿孔を起こしたた

めで、緊急手術も間に合わなかった。命日の１月１３日に、彼

の墓地の隣の動物園から、ジョイスの好きなライオンの声が聞

こえて、妻ノラは喜んだ。 ジョイスのライバルでもあったバー

ジニア・ウルフはジョイスと同じ年に生まれ、同じ年に亡くな

った。ウルフはジョイスの才能とその文学のもつ異質で新鮮な

魅力に惹かれながら、表だってはむしろ批判する側に立った。

しかし、ジョイスが亡くなった知らせに深い悲しみを味わい、

その２カ月後に自ら命を断った。1930 年頃までの英国とアイル

ランドにおけるジョイスの評価はよくなかった。ジョイスの「ダ

ブリナーズ」という作品も次々と出版社をたらい回しにされて、

やっと 1914 年に出版への途が拓かれた。ユリシーズが出版され

るまでのジョイスの生活は貧困にあえぎ、決して恵まれたもの

でなかった。本国や英国で拒否されたジョイスはやっとフラン

スで息をついた。ユリシーズはジョイスの「若き芸術家の肖像」

という作品にでてくる主人公スチーヴンの「追放と沈黙と狡猾」

という言葉で生き延びた汗の結晶といえる。   

FW 執筆時の最初の１０年あまりのジョイスの生活を女性達が

支えた。米国で発禁処分を受けたユリシーズを最初にパリで出

版したのは米国人シルヴィア・ビーチで（1922 年）、ジョイス

文学をパリの仲間に紹介し、ユリシーズの仏訳を出版したのは

ビーチの愛人のフランス人アドリエンヌ・モリエールであった。

また、経済面での援助とともに、ＦＷ執筆や娘のルシアの相談

役（後見人）になったのはエゴイスト誌の編集者で英国人ハリ

エット・ショウ・ウイーバーであった。ウイーバーは自分の個

人的資産から 1922 年当時の価値で 100 万ドル相当をジョイスに



援助したと云われる。   

これらの女性達はいずれも独身で、豊かな経済的基盤を有して

いた。そして、いちはやくジョイスという天才の価値と人間的

魅力を見抜き、それに投資をしたといえよう。ジョイスは経済

的にはビーチやウイーバーの世話になりながら、家庭では忠実

な妻ノラや息子ジョルジオ、娘ルシアとともに過ごした。1904

年、丁度ジョイスが 22 歳、ノラが 19 歳の時、二人は夜逃げす

るようにアイルランドから大陸に渡った。それからノラはジョ

イスの天才や彼の作品に無関心のまま、変わり者の亭主と二人

の子供の生活を貧困の中で支えた。   

1933 年に米国でユリシーズの発禁処分が解かれてからは多くの

収入の途が拓かれたが、それからも収入の４分の３はジョイス

の眼とルシアの治療に消え、さらにいつまでもジョイスの贅沢

な浪費癖は止むことがなかった。1930 年代に入って米国での経

済恐慌の影響もあって、ジョイスとビーチやモニエールとの間

に金銭的トラブルが起きた。しかし、ジョイスは終始ビーチに

感謝の念を持ち続け、後で「彼女は最良の 10 年間を自分のため

に捧げてくれた」という感謝の言葉を述べた。ビーチは亡くな

る数カ月前の 1962 年 6 月 16 日に、ジョイス博物館の開催の祝

典でダブリンを訪れ、マーテロ塔を上りながら、今や U が世界

文学の最高峰として認められたことを喜び、自分のジョイスへ

の献身が決して無駄ではなかったことを確認した。ウイーバー

はジョイスの死後までも残された家族の面倒をみた。ジョイス

文学が最初英国やアイルランドでは全く評価されず、下品とか

猥褻と云って非難されたにもかかわらず、パリにいる米国人や

フランス人の作家達によって認められ支えられた。当時のパリ

にはガートルード・シュタイン、アーネスト・ヘミングウエイ、

スコット・フィツジェラルド等米国から多くの若い作家達がや

ってきて住み着き、ピカソ等の絵画とともに新しい流行を生む

源となった。それら作家の中でジョイスは偶像的存在であった。

しかし、FW 執筆時のジョイスは常にアイルランドのダブリンで

の生活を夢見て、FW ではパリではなくダブリンを世界の中心と

みなした。   

第二次世界大戦は多くの傷跡を残して終結した。ジョイスの最

も忠実な友ポール・レオンは FW に関するジョイスの執筆ノー



トをパリで救った後、ユダヤ人の強制キャンプで殺された。ジ

ョイスは FW への評価が思わしくないのを気にしながら死んだ。

高名な評論家や作家も FW はとてつもない労力の結晶であるに

もかかわらず失敗作だと批判した。完成までに常に援助してく

れたウイーバーや弟のスタニスラウスですらあまり評価できな

かった。 ジョイスのフランスでの生活で注目すべきはその転居

癖で、同じ所に六カ月以上は住まなかった。最初は狭いアパー

ト暮らしだったが、FW 執筆当時には子供達にも独立した部屋を

与えられるようになった。しかし、定住者よりかボヘミアン的

生活に近く、これがルシアの教育にはよくなかったとみられる。 

５．ＦＷの詩的散文としての美しさとジョイス文学の特徴  

FW が評価され始めたのは、第二次世界大戦後の世界で主導権をに

ぎった米国の大学研究者達によってだった。とくに若い女性研究者の

活躍がめざましかった。フリッツ・センやクライヴ・ハートが中心になっ

て FW 専門の研究誌 (A Wake Newslitter)が 1962 年につくられ、さら

にジョイス研究の学会が組織された。FW に関係する多くの文献を解

説したアサートンの本（The Books at the Wake)が 1959 年に出版さ

れた。また、FW の作品中の人物を解説したアダリン・グラシーンの辞

書(A Census of Finnegans Wake)が 1956 年、さらに FW の全頁につ

いて語句解説をしたローランド・マッキューの「アノテイション」  （Ann
otations to Finnegans Wake)が 1980 年に出版され、2006 年に改訂

された。  

これらの本と同様に忘れてならないのは、キャンベルとロビンソンの 19

44 に出版された「スケレトン」(A Skeleton Key to Finnegans Wake)

である。果たして FW は小説だろうか、詩だろうか、哲学問答だろうか。

それは FW にプロット（筋）があるかどうかの論争ともつらなる。ジョイス

自身が生きてれば、U について友人のスチュアート・ギルバートが書い

たような解説書を FW についても作らせただろう。キャンベル等の本は

その役割を果たしたのである。彼等は FW が普通の小説のようなプロ

ットを有する小説であることを全編にわたって解説した。しかし、現在

多くの学者は必ずしもそれを評価していない。それにもかかわらず、最

初に FW について読む本として、「スケレトン」の価値はまだ失われてい

ない。 さらに現在ではインターネットの普及にともない、FW のみなら

ずその研究書や論文もリアルタイムで読め、多くのウエブページを通

して電子メイルで自由に意見を交換できるようなグループもできた。ま



た、レオンが救ったジョイスの FW 執筆用ノートブックも解説つきで出版

され研究されている。FW はいまや巨大な市場のように広まってきてい

るといえよう。   

Ｕではジョイスが昼の世界を扱ったのに対し、FW ではほとんど盲人と

なったジョイスが夜の世界や夢や無意識の領域を扱おうとした。そこ

では視覚よりも聴覚に訴える音楽的美しさが重要となる。今われらの

手元にはジョイスがＡＬＰ、すなわち、アナ・リヴィア・プルーラヴェルの

章の最後（パート I・第８章の 213ー216 頁）を朗読した録音テープが残

されている。原作者自らの肉声によって、ＡＬＰを讃える言葉が音楽の

ように夕闇せまるリフィ川を背景に響いてくるようだ。このＡＬＰの章や

ダブリナーズの「デッド（死者）」の結びや後述する FW の最終頁はジョ

イス文学におけるもっとも美しい詩的散文である。 

 

ＦＷのＡＬＰの章の最後 215-216 頁は以下のようである。  

Can’t hear with the water of. The chittering water of.     

Flittering bats, fieldmice bawk talk. Ho! Are you not gone   

ahome?  What Thom Malone? Can’t hear with bawks of bats,

allthim liffeying waters of. Ho, talk save us! My foos won’t  

moos. I feel as old as yonder elm. A tale told of Shaun or  

Shem? All Livia’s daughter-sons. Dark hawks hear us. Night! 

Night! My ho head halls. I feel as heavy as yonder stone.   

Tell me of John or Shaun? Who were Shem and Shaun the  

living sons or daughters of? Night now! Tell me, tell me, tell 

me, elm! Telmetale of stem or stone. Beside the rivering    

watersof, hitherandthithering waters of. Night!   

（あの水の音で聞こえないわ。たえず小言を云ってる水の音。ひらひら

飛び廻るこうもりや野ねずみが話の邪魔をするわ。あら。あんたはもう

家に帰ってしまったんじゃなかったの。トム・マロンって何のこと。こうも

りが邪魔してリフィ川の命声が聞こえないわ。おーい、話かけて、あた

し達を守って。あたしの足がこけで動かないわ。あたしは向こうの楡の

ように老いを感じるわ。シェムかショーンについての話なの。すべての

リフィ川の娘息子達よ。黒い鷹があたし達の話を聞いてるわ。夜。夜

だね。あたしの老いぼれ頭が垂れてくるわ。（二一六頁）あたしは向こ

うの石のように重く感じるわ。ジョン・ショーンの物語はどんな風になる

の。シェムとショーンは一体誰の息子や娘達だったの。もう夜ね。楡よ、



あたしに話しかけて、話しかけて、話しかけてね。もう本当の夜だよ。

あたしに幹や石の話を聞かせて。川の水、あちこち流れる水のそばで。

夜だわ。）  

ここで洗濯しながら対話している二人の洗濯女は夜とともにだんだん

木と石に変身していくことをジョイスは暗喩している。このＦＷの文章

は短く切った言葉の繰り返しを多用し、あたかも響きがリフィ川の流れ

に似るように綴られている。しかしそれだけではない。BC のインタヴィ

ユでマーゴット・ノリスは次のように分析している。 「ALP の章では洗

濯女は”息子たち”、シェムとショーンであるかもしれない。ALP は母親

かリフィ川であるかもしれない、それから対話をしてるのは川の岸のよ

うにもみえる。洗濯女はお互いに ALP についての対話に興じているの

で、一体どこに読者は入っていけるのか。われらは洗濯女の一方か

他方の場所にくりこまれているのか。われらは聞こうとは意図しなかっ

た対話を聴いたり、盗み聞きしているのだろうか。読者の”理解する”

という作業はとりあえずテキストがこのような種類の問いを課するとい

う認識をもたねばならない。いいかえると、FW を読む上での理解という

作業にはメタテキスト的理解（文章の構造的理解）が必要なのだ。」 

ジョイスは U の完成後の 1923 年に新しい作品の準備を始めた。この

新しい作品は「進行中の作品」と仮称された。そしてそれが完成し出

版されたのは 1939 年であった。何故こんなに長くかかったのか、ここ

にこの作品を読みとる上での鍵がある。 ジョイスは自分の読書を含

めた生活体験をノートに書きとめ、それを自分の全作品のために使っ

た。主要作品では「ダブリナーズ」「若き芸術家の肖像」「追放人」U と

FW である。これらの各作品は相互に有機的な連なりを有し、後の作

品は前の作品を包括している。すなわち、FW はジョイスのそれまでに

書いたすべての作品を素材として含んでいる。しかし、各作品の材料

は同じでも、その組立はそれぞれ異なった手法でなされている。ジョイ

スにとって、何を書くかより、いかに書くかが重要であり、常に実験的

な試みが導入された。 これは漱石が三角関係に焦点をあてながらも、

「明暗」にいたるまで手法の面でいろいろ工夫をこらして諸作品を作っ

たのと似ている。ジョイスにとっても近親相姦や同性愛や兄弟の憎悪

と争いが主要テーマである。このような心理的矛盾とその解決法は聖

書からフロイトに至るまで扱われている。ＦＷではそれらのテーマをジョ

ナサン・スイフト、オスカー・ワイルド、イブセンや北欧作家、ダンテやジ

ョルダノ・ブルーノや聖書、コーラン、北欧神話、エジプトの死者の書、



イソップ、トリスタンとイソルデの逸話、アラビアンナイトやシェークスピ

アの悲劇等にあたって検証している。 ジョイスはＵの執筆にあたって、

その構成をホーマーのオディセイに準拠させ、主人公ブルームは寝取

られ夫で、一日の最後は浮気妻のモリーの寝室へ帰ってくる。これは

オディセイが冒険の旅を経て妻の島へ帰還する神話の現代的パロデ

ィである。そして FW ではイタリアの哲学者ヴィコの四分説を下敶きに

した。人間の歴史が四つの時代に区分されて繰り返されるという学説

を人間の一生の誕生、結婚、死、再生という区分に当てはめた。そし

て、最後にアナ・リヴィアが死を迎えても、再び最初の誕生に再生する

ように、FW の最後の定冠詞 ｔｈｅ を、最初の言葉 ｒｉｖｅｒｒｕｎ に続く

ようにした。このような哲学的仮説と実験的表現法との結合がジョイス

の真骨頂である。  

ジョイスは最初自分に興味のある四つのエピソードをスケッチした。そ

れらはアイルランド歴史の芸術的可能性を示すロデリック・オコナー王、

誘惑のテーマのトリスタンとイソルデの物語、ショーンの人物像として

の聖ケヴィン、そして聖パトリックとバークリ僧正との論争である。そこ

ではピジン・イングリシュを使うバークリ僧正の理論は同様な曖昧さや

難解さを有する FW の物語を暗示し、実用本位の聖パトリックのニッポ

ン・イングリシュによって攻撃される。ピジン・イングリシュとは中国人

がその地域で通商に用いる簡易英語で、ニッポン・イングリシュは日

本人の用いる英語で、この逸話の中には日中戦争で中国が日本に

負けることも暗示されている。  

このような逸話を中心に FW が書き進められてきたが、ジョイスが現在

に近い構成でその手法を確立したのは 1927 年である。その後の 12

年間はそれぞれのパートをいかに掘り下げ、肉付けするかに捧げられ

た。そこでは通常の英語の表現を破壊して、英語以外の言語を導入

したり、既存の言葉を変えて造語がつくった。ＦＷには十八の言語が

使われ、日本語やアイヌ語も入ってくる。1930 年までにパート１とパー

ト３を完成した。 1931 年からのジョイスの執筆速度はルシアの病気

の影響で著しく妨げられた。ジョイスはパート２の執筆に手間取って絶

望的にさえなったと云われる。その頃になるとほとんど細かい字は読

めなかった。材料の収集から執筆にいたるまで多くの人がジョイスの

周りで協力した。完成された部分はトランジションというユージン・ジョ

ラスの主宰する雑誌に発表された。1938 年の年末になってパート４の

最後のアナ・リヴィアの独白を書き終えた。  



ジョイスの執筆の特徴はパート１・第８章によく現れている。最初 1923

年に普通の英語でその梗概が書かれた。それから 1938 年の最終稿

までに十七回にわたって加筆訂正が繰り返された。その間ジョイスは

個々の話をふくらませて、千以上の実在の川の名前をくみこんでいっ

た。ジョイスはその文章が声を出して読まれた時の美しさに最大限の

努力を払ったと云われる。そして自ら最後の数頁の録音を残した。ジ

ョイスが数限りなく川の名前を埋め込むにつれて、言葉が変形され本

来の意味が曖昧になる。一体これは進歩だろうかと疑問を投げかけ

る人もいるが、ジョイスは自分の美学が実現できたという自信を示した。

この章にＡＬＰがクリスマスのお土産を配るところがある。その中には

スイフト、エリオット、イエィツ等の作家の名前も組み込まれている。た

とえば 211 頁２ー３行に「神出鬼没のウイルといやな奴のバーニにか

れらの苦味を甘くするため二個の飼料用ビートを」と云って、ノーベル

章をもらったウイリアム・バトラー・イエィツとバーナード・ショウをからか

っている。FW ではジョイスの作品を攻撃した批評家に対する反撃や

嫌味が数多くでてくる。 

６。ＦＷの最後の「ＡＬＰの独白」とＢＣの最終頁の読み 

ここに最後の ALP の独白の部分を BC が 2009 年に翻訳出版した「フ

ィネガンズ・ウェイク、パート１と４」という本から抜粋して見よう。ALP

が HCE に呼びかけるがこのとき HCE は生きているのではなく死んでい

るという説もある。  

 

「（六一九頁二十行目）ダブリンはしめっぽい朝です。ほらお聞き。リフ

ィ河がしゃべってますよ。ああ。重苦しい夜が毎晩私の長い髪の上か

らかぶさってきました。音ひとつなく。お聞き。風も言葉もありません。

ただ一葉、たった一葉、そして何葉も木の葉が落ちてきます。森はい

つもやさしい。そして、私達があたかも森の赤ちゃんのよう。駒鳥たち

がやって来ます。私達にとって金婚式なのです。そうでなければ、私は

出かけねばならないのよ。わが家の亭主さん、さあ起きてください、も

う随分長く眠ったでしょう。もしかしたら、ただ私の思いすごしだったか

しら。  

 

そら、しっかり立ち上がってください。まっすぐにね。こちらに向かった

ハンサムなあなたを見たいわ。新しいブランド品の大きな緑色のベルト

をしたあなたの全体を。ダブリンの誰も比肩しえない最先端の服装を



したあなたをです。ローゼンがつくった紅いスーツを着たあなたを見た

いのです。チョッキには亓七シリング三ペンスの現金。威張って歩くア

ルヴィと付き人アイリンのような私達を見て、みんなが誇りと熱望と羨

望の気持ちを持つでしょう。かつてあなたはすぱらしく走る帆船を私に

連想させてくれました。あるいは、バルトやシンドバツトや輪飾りを付け

た冒険家のことを。また、それはルーカンの伯爵だったかしら、または

全く別のウェリントン将軍だったかしら、闇の国から来たわめき屋やむ

っつりさんだつたかしら。さあ、ご一緒しましょう。私達がいつもそうした

いと話していたように。外国へ行きましょう。  

 

一方、あなたは怠惰な傍観者の前で、闘いの偉業とか平和の宣言を

述べ立てながら、人形劇の主人公パンチさながら鼻高々でありました。

しかし、そのつぎの夜にはあなたのすべてが欲情者に変わりました。

私にああしろ、こうしろとせまってきました。そして、女の子を産めと私

に向かって息巻き、まさに聖ユダがそのためには何でも与えようとい

わんばかり。あなたの願いは私の願いでもありました。そして、その子

の前に私が生まれたように、天から女の子が授かりました。しかし、あ

なたはその子に今私の代わりを求めようとしています。性急な要求は

彼女に不幸をもたらします。彼女がもっと相手選びの機知をもってほ

しいと願ってます。捨て子は逃亡するし、逃亡すれば野良になります。

彼女はまだ小さなうなぎのように元気な子です。これらすべてが苦しみ

になって、悲しみに終わるなら、まったく憐憫のきわみです。私は待っ

てます。待ってます。そして、それからすべてがどうなるの。どんな未来

があるの。今がすべてなの。しかし、成り行きにまかせましょう。ごった

煮の半流動食みたいで、感傷的なおてんば娘です。  

 

ねえ、いとしの君、あなたは私を我が最愛のリフィとこれから常に呼ん

でくれますか。素敵なオールドボーイ様。あなたは私の香水のキラル

ニ産オーデコロンに反対されないでしょうね。そう、前にイースターでエ

ステル姉妹が使ったそうで、松の香りがします。私はみなをたじろかす

強い匂いのきんれんかのようです。たとえホースの鼻でさえもそうさせ

ます。私はアイルランドの母です。町の話ですよ。大きな夜仕事の略

奪者だって。私は今あなたが本当は誰なのか知りたいの。あなたが高

台から電話してこられた時、私はあなたに敬意を払いながらあなたの

スーツにアイロンをかけてたのですが、「ハロー、ここには私以外に誰



もいません」と答えてしまいました。しかし、私は沢山の着物の山から

転げ落ちそうでした。あたかもあなたの指が私の耳から入ってきたよう

でした。ブレイに居るあなたの乳兄弟が、あなたの両親について父親

はいつも売春宿に転げ込むし、母親は飲んだくれてスカートまで質に

入れたほどで、あなたは英国のボースタル感化制度のもとで養育され

たということをその地区の人に話したのは本当ですか。たとえそうであ

っても、あなたは私にすばらしいことをしてくれました。私の知っている

たった一人の男性であるあなたは、蠣殻でも食べてくれますもの。私

達の初夜（六二亓頁）の夜、あなたは私をマリエンヌ・シェリとか、手紙

にキツスマークのサインをしたドイツ人の従姉妹のジェレミとかに二度

取り違えましたし、あなたのグラツドストーン鞄の中にあごひげのかつ

らがありましたわ。多分あなたはエジプトのファラオであつたらと演技し

たのでしょう。あなたはたしかに最も王にふさわしい悪評をつくっている

わ。私はあなたにあらゆる種類の変ったつくり話をしてあげましょう。そ

して、私達が通ってきたすべての物語の場所に案内するわ。  

 

おや、どこからともなく北西の風。あたかも黙示録の夜のようだわ。ど

こからともなく風が立ち、河口に向かって弓矢のように吹きつけてます。

ロクラン伯よ、風がどんなに強く私の頬を打っことでしょう。海、海を見

て。ここはもうアイランド・ブリッジですよ。あなたと私が出逢ったところ

です。あの日。覚えていて。ほら、そこで、あの瞬間に、二人だけだっ

たことを。私はまだ十代で、仕立屋のおぼこ娘でした。あなたはもった

いぶったスーツが自慢のしゃれ者で、私にとっては父親みたいでした。

そして、サックヴィル通りを歩いている連中の中で最も自慢たらしのし

ゃれ者でした。そして、夕食のテーブルのまわりを脂肪のついたフォー

クをかざして子供を追いかける最も擦猛な酔狂者でした。しかし、口笛

の王様でした。はなし家でした。あなたはアイロンに私のしゅすを立て

かけ、ミシンの上に二本のろうそくを立てて、私達が二重奏を歌えるよ

うにしました。あなたの目は稲妻のように光って、私を驚かせ逃亡させ

ました。それでもあなたはやはり私のことをとてつもなく好きでした。フィ

ン・マツクールがいなくなれば、誰がウィクローの丘で私に虹を探してく

れるでしょうか。私は連載小説でバブルがはじけてもまだ恋人が沢山

できるという話を読みました。他の人達なら構いませんが、私にはもう

結構ですわ。あなたは私達が以前に逢っていたのを知りませんでした。

夜な夜なに。私は一緒に行きたいと切望してました。すべてを持って。



ある時あなたは私に向って立ちながら、尐し笑い、平然として、あなた

の黄褐色のあれを枝のように振り回していたずらしました。そこで私は

こけのように静かに横たわっていました。また別の時は、雷雲のように

吼えながら私に襲いかかってきて、好色な凝視とともに露骨に私を犯

しました。そして、私は凍てついてしまって、ただ融解するのを祈ってた

わ。全部で三回も。あの頃の私はみんなのお気に入りだったの。プリ

ンセスのような尐女。そして、あなたは無言劇の火と鍛冶の神ウルカ

ヌス、英国を侵略した海賊でした。恐ろしい眼であなたは私を凝視して

ました。私の唇は恐怖の快楽におののきました。それはあたかも今の

ようです。まあ何と。あなたは私にどうしても私の心の鍵を与えたいと

云ったわ。そして、私達は死によってしか別れられないような結婚をし

ようと云ったわ。  

 

しかし、あなたは変わっていきつつあります。何ということか、あなたは

私から去っていきます。そう感じとれるのです。もしかしたら私の方が

変わっていくのかもしれません。私は混乱しています。空は明るくなる

のに（六二七頁）、下界は厳しいのです。そうです、亭主・息子である

あなたは変化して、私から去っていきつつあります。私はふたたびあの

丘からやってくる娘・妻の存在をあなたの中に感じてます。果たして幻

想でしょうか。そうです、彼女は来つつあります。後ろの丘を下って泳

ぎながら。向こう見ずに私を捜しながら。彼女はまさしくお転婆で、きび

きびして、悪賢く、活発で、粋で、生き生きとしたとんぼ返りのきりぎり

すです。ダンスが彼女のお得意です。私は慣れ親しんだ旧いあなたに

同情してます。今やもっと若い女がそこにきています。別れないように

してね。親愛なあなた達、幸せでね。私が悪者になっても構わないわ。

なぜなら私が母親の下からあなたのところへだしぬけにやって来た時

のように、彼女はあなたに優しくするでしょうから。  

 

もし彼女が今欲するなら思い通りさせたらいいわ。彼女が穏やかであ

ろうが激しくあろうが好きなようにさせたらいいわ。とにかくもう私の時

代は終わつたので彼女の支配にまかせます。私は自分がさせてもら

った時はベストをつくしたわ。私はいつも自分が去る時はすべてが去

ると思ってました。百の心配、十の苦労、それでも誰か一人でも私を

理解する人が居たかしら。一千一夜物語の世界かしら。私のすべて

の人生はあの人達の中で営まれてきましたけど、今は彼等をうとまし



く感じるようになりました。そして、私は彼等の小さな、不愉快な策略

がひどく嫌いになりました。彼等の下劣で、安易な性質も嫌になりまし

た。そして、あらゆる貪欲さが彼等のちっぽけな魂からほとばしってき

ます。そしてあらゆる怠惰が彼等のきゃしゃな肉体から漏れ出てきま

す。それらはなんとちっぽけなんでしょう。私はあなたが最高級の馬車

に乗ってぎらぎら輝いていると思ってました。しかし、あなたは南瓜に

過ぎなかったのです。私はあなたが栄光や挫折の全てで偉大だと思っ

てました。あなたは貧弱な弱虫に過ぎなかったのです。  

 

皆が云うわ、あなたの名前なんて気にしないで飛んでいきなさいと。し

かし、私はここにいる人達を嫌悪してきましたし、すべてを嫌悪してま

す。孤独の中で淋しく。すべて人々の過ちのために。私は死んでいき

ます。ああ、過酷な最後です。みなが起きてくる前に、私はこっそりと

抜け出して行きます。誰も見ないでしょう。知らないでしょう。そして、私

の居ないのを惜しまないでしょう。そして、年老いて、さらに老いて淋し

く、さらに（六二八頁）老いて淋しく疲れてしまって、私はあなたのもと

へ帰っていきます、私の冷たい父、さらに冷たくて狂った父、さらに冷

たくて狂って畏怖すべき父の海神様、その姿がはっきり見えるまで近

寄っていきます、大きな海を何マイルもなげき悲しみ、海の塩酔いに

苦しみながら、私はただあなたの腕の中に走り込みます。あなたの腕

が招いてるのが見えます。どうか私をこれらの恐ろしい苦悶から救っ

てください。一刻、二刻、さらにもっと先へ流されていきます。さようなら、

ご機嫌よう。私の身につけた葉っぱが押し流されてしまいました。すべ

てです。いや、たった一枚がまだ私にまといついてます。私はそれをつ

けたまま持っていきます。リフィの想い出のために。私たちの今朝の悲

しみも大変安らぎました。そうです。お父様、幼い時おもちゃ市でしてく

れたように娘のあたしを抱いて運んでください。もし今主の天使から遣

わされたかのように、白い翼を広げてあたしの方にやって来られるなら、

あたしはうやうやしく、沈黙した畏敬と再生の願いをこめて、ハンプテ

ィ・ダンプティの足元に身を投げて死のうと思います。はい、もう別れの

時間です。最初に会った場所。あたし達はその叢の影を通りすぎまし

た。ここを最後としましょう。鴎が一羽、そして数羽飛んで、あたしとお

父様のように呼び合ってます。それではあたし達を再びフィネガンズ・

ウエイクの世界ヘ連れ返ってね。優しくあなたにキッスします。あたしを

想い出してね。千年の果てまでも。接吻。再生への鍵をもらいました。



独りの、最後の、愛された、永い道」  

 

これは ALP の HCE への恋心とその体験談を綴ったものだが、夫婦に

は双子の男の子の後で女の子に恵まれる。しかし HCE はその子を溺

愛する。そしてその子は最後には ALP の代わりに HCE の妻の座に居

座るようにやってくる。ALP はすべてを呪いながらも、その子に HCE を

幸せにしてほしいと願う。そして自分はリフィ川に身を投げる。 ここは

妻ノラの回顧と娘ルシアのジョイスへの気持ちを無意識の世界で描い

たものともとれるが、あくまで夢の世界のファンタジーである。最終頁

（627-628）の英文はジョイスの最高傑作で、つぎのようである。  

 

I am passing out. O bitter ending! I'll slip away before they'r 

up. They'll never see. Nor know. Nor miss me. And it's old  

and old it's sad and old it's sad and weary I go back to you,

my cold father, my cold mad father, my cold mad feary    

 father, till the near sight of the mere size of him, the    

moyles and moyles of it, moananoaning, makes me seasilt salt

sick and I rush, my only, into your arms. I see them rising! 

 Save me from those therrble prongs! Two more. Onetwo   

moremens more. So. Avelaval. My leaves have drifted from me.

 All. But one clings still. I'll bear it on me. To remind me of.

 Lff! So soft this morning, ours. Yes. Carry me along, taddy, 

like you done through the toy fair! If I seen him bearing    

down on me now under whitespread wings like he'd come   

 from Arkangels, I sink I'd die down over his feet, humbly  

 dumbly, only to washup. Yes, tid. There's where. First. We  

pass through grass behush the bush to. Whish! A gull. Gulls. 

Far calls. Coming, far! End here. Us then. Finn, again! Take. 

Bussoftlhee, mememormee! Till thousendsthee. Lps. The keys 

 to. Given! A way a lone a last a loved a long the  

 

ALP の独白の最後がジョイスの絶筆である。当時は第二次世界大戦

の前夜で、ジョイスは病院に監禁されていたルシアのことが一番心配

だった。FW はこの危機の中でジョイスの最後の力をふりしぼって完成

された。この原型は「ダブリナーズ」の短編「エヴェリン」ではないかとク



ライヴ・ハートによって指摘されている。  

この文章で ALP が HCE と海の神に向かって、父よ、どうか私を救って

下さいと呼びかける。そして、リフィ川を流されて行くうちに、自分の身

に付けていた葉っぱ（着物）がつぎつぎとはがされていく。しかし、最後

の一枚がまだ残ってまといつく。これは娘のイシーを暗示している。こ

こで ALP は娘のイシーと融合する。 そしてイシーが父親を taddy と呼

んで、幼い時のように自分を抱いておもちゃ市につれて行ってくれとね

だる。そして、さらに daughterwife として父ＨＣＥを humbly dumbly(Hu

mpty-Dumpty)と呼び、あなたの足下にひれふして、あなたに抱かれて

死への旅に出たいと願う。最初の ALP の父への呼びかけに比べて、

甘い恋人へのようにトーンが変わる。これはあたかもイシーを通して、

娘ルシアがジョイスに向かって呼びかけているかのようである。 その

後で鴎のように父と ALP や娘とでお互いに呼び合う。そしてやがて死

の影がせまる。父はまたＦＷで会おうと告げる。最後に ALP と娘は父

に接吻し、父からも接吻を受ける。今までＡＬＰが管理していた鍵が娘

に渡される。  

最後の 「A way a lone a last a loved a long the」では、エルで

始まる四つの単語があり、ルシア（Lucia)の名前の最初のエルを暗示

する。これはジョイスのルシアに対する呼びかけであり、ルシアの再生

への祈りがこめられている。最初にジョイスはこの中に a lost という

単語も入れたが,後でそれを除いた。ジョイスはルシアを失われた存在

とみなしたくなかったので除いたと思う。ジョイスは妻ノラに対する愛や

感謝ともに、ルシアに対する自分の償いの気持ちを、FW の最終頁に

埋め込んだというのが BC の解釈である。 

ＢＣはＦＷの半分あまりを読み終え今年翻訳出版した。ＢＣにとって「Ｆ

Ｗを読む」という作業はそれを日本語に翻訳することで、後２年ぐらい

かけて全部を読み終えたいと思っている。その後で始めて本稿の主

題のＦＷとは一体何だったのかという問いに答えを出せるだろう。作品

を読むということは、自分の疑問で主体的に問いかけるという作業で

なければならない。つまりそれは作者と読み手との対話になるのでは

ないか。その時多くのジョイス研究家の文献も無視できない。それは

巨大市場を散策するようなものである。そうすることでＢＣは自分が書

く場合の方法論も学べるのではないかと感じる。 

     

 


