
ガーティのケース
　―　『ユリシーズ』第 13挿話のメランコリックなヒロイン　―　

井 川　ち と せ

I．「ところでガーティとは誰でしょう？」

　ジェイムズ・ジョイス（James Joyce, 1882-1941）の『ユリシーズ』（Ulysses, 

1922）が，ホメロスの『オデュッセイア』を下敷きにしていることはよく知られて

いる。が，このテキストの成り立ちをいったん忘れて読むなら，『ユリシーズ』第

13挿話は，1904年 6月 16日の午後 8時頃，暮れなずむダブリンはサンディマウン

ト海岸で，若い女が自分を見つめる中年男の視線に気持ちを昂らせ，中年男が若い

女を眺めながら手淫をおこなったという，そういう話である。若い女はガーティ・

マクダウエルといい，中年男はレオポルド・ブルームという。挿話は前半と後半に

分かれ，それぞれガーティとブルームの意識を，おもに自由間接話法と内的独白と

いう異なる語りの手法で描き出す。

　冒頭部分では，海岸にたたずむガーティとその女友達シシー・キャフリーとイー

ディ・ボードマン，そしてシシーの双子の弟トミーとジャッキーの様子が，感傷的

なロマンス小説のスタイルで語られる。これが 2ページほどつづいたのち，語り手

が問う―「ところでガーティとは誰でしょう？」。この問いには直ちに答えが与

えられる。

　Gerty MacDowell who was seated near her companions, lost in thought, 

gazing far away into the distance was, in very truth, as fair a specimen of 

winsome Irish girlhood as one could wish to see. She was pronounced beauti-

ful by all who knew her though, as folks often said, she was more a Giltrap 

than a MacDowell. Her figure was slight and graceful, inclining even to fragil-

ity but those iron jelloids she had been taking of late had done her a world of 
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good much better than the Widow Welch’s female pills and she was much 

better of those discharges she used to get and that tiring feeling. （13 : 79-87）

こうして読者には，ガーティが「誰もが美しいと褒めそやす」「魅力的なアイルラ

ンド娘のなかでもまれに見るほどの美少女」だと知れる。同時に，彼女の魅力を構

成するかよわさと優美さは，じつはおりものの過多と鉄分不足による虚脱感による

ものであることも露呈される。感傷的な文体で婦人病の症状が示される唐突さと露

骨さに，読者は困惑するかもしれない。

　だが当時の女性向け週刊誌を参照すれば，文体と内容の齟齬は驚くにあたらない

ことがわかるだろう。第 13挿話を読み進めるといずれガーティ自身がその読者で

あることがわかる Lady’s Pictorialを始め，Gentlewoman, The Lady, Womanと

いった週刊誌はいずれも，女の身体に焦点を当てて多くの紙幅を割き，女の身体を

最新のファッションや質の良いコルセットだけでなく手入れや治療を必要とするも

のとして表象した。必要なアイテムは，特集記事に見えてじつは広告であるアドヴ

ァートリアルにおいて，あるいは，記者が読者の寄稿に対して助言をおこなうコー

ナーにおいて，しばしば商標名とともに示される（1）。「ウィドウ・ウェルチの婦人

丸薬」や，これよりもっとよく効く鉄分錠剤をガーティが知ったのは，このような

媒体を通じてのことであったと推察がつく。

　けれども，もしかよわさがガーティを魅力的にしているのなら，すっかり頑健に

なってしまっては誰も褒めてくれなくなるのではあるまいか。いやしかし，コルセ

ットのような不衛生で不健康なものを着用していながら頑健になる心配などないか

もしれない（コルセットが肌に当たる不快感をガーティは訴えている）。病的に見

えてはいけないけれども健康的すぎてもいけない，そんなほとんど到達不可能な理

想像を示したうえで，まさに到達不可能だからこそ永久に投資を必要とするものと

して身体を意味づけるのが女性向け週刊誌であり，多いときにはその半分のページ

を占めた広告である。

　興味深いのは，「ウィドウ・ウェルチ」や，（『ユリシーズ』には出てこない）「マ

ザー・シーゲル（Mother Siegel）」といった商標名が示すように，広告が，女が女

に向けて送るメッセージのかたちを取っていることだ。雑誌の記事も同様である。

しかし，商品の開発・製造に携わるのはおもに男であったし，雑誌の編集者や記者

のほとんどは，女を装って書く男であった（2）。

　たとえばアーノルド・ベネット（Arnold Bennett, 1867-1931）は，作家として
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生計を立てられるまでになる前の 1894年から 1900年までWomanの編集部に勤め，

グウェンドラン，バーバラ，エイダ，セシルといった女のペンネームを他の編集者

と共有していた（3）。婦人参政権運動が盛り上がるなか 1890年に創刊された

Womanのモットーは「前に踏み出しましょう，でもあまり急ぎすぎないで」であ

った。1861年創刊の Queenが確立したスタイル―王室や社交界のゴシップ，フ

ァッション，劇評，書評，ガーデニング，料理などを中心に，政治とは距離を置い

たヴィジュアル重視の紙面作り―を，1880年代に Gentlewomanや The Ladyが

模倣し，Womanはその系譜に連なるものである（4）。Womanは，ベネットが 1896

年から編集に関わるようになってから，短編小説をより多く掲載するなど変化も見

られるものの，ベネット自身の回想によれば，コルセットは不健康で不衛生で擁護

しかねるという編集会議での彼の主張は，それを容れれば雑誌が完全に破綻すると

いう理由で認められなかったという（5）。女性雑誌にとってコルセットの広告は大き

な収入源である。営利組織である以上，有害な慣習を排斥するよりは広告主の利益

を優先するのもいたしかたないというわけだ。Womanがモットーに掲げる，いわ

ばほどほどに進歩的な女とは，国政には関与しないが消費活動には積極的に関与す

る，ほどほどに不健康な女である。そしてアイルランドの若い女の欲望と身体を形

づくるのは，イングランドの女装した男であった。

II．女は何を欲しているのか

　「いまだかつて誰にも答えを与えられたことがなく，私自身，三十年にわたって

女性の心理を研究してきたにもかかわらず，いまだに答えが見出せずにいる大きな

問題がある。それは『女は何を欲しているのか』という問題である」と語ったのは，

晩年のジークムント・フロイト（Sigmund Freud, 1856-1939）である（6）。フロイト

が三十年を費やして研究した「女性心理」とは，フィリス・チェスラー（Phillis 

Chesler）によれば，抑圧的な父権性的男性文化が捏造したものにほかならない。

父権性社会で〈女〉のアイデンティティにとっての必須条件はなにかと問われ

れば，答えは，近親姦のタブーを破ることである。はじめからお父さんが誰よ

り好きだった，これからもずっとお父さんが誰よりも好き。娘たちはこう言い

続けなければならないのだ。その結果，女たちは権力を持つ父親的人格と恋に

落ちることができるのだし，そういう人物と結婚することが認められるのだ（7）。
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ショシャーナ・フェルマン（Shoshana Felman）は『女は何を欲しているのか？』

と題した著書において（8），このチェスラーの議論を引き，家庭教育に始まりその後

の成長期を通じて女に課せられる社会的役割とは，権威を持つ中心的存在としての

男のイメージに奉仕することだと論じる。つまり女は，その生涯を通じて，娘であ

り，母であり，妻であることを要請されるのだ。

　ガーティに課せられた役割は，つぎの引用にあるとおり，父の「家のなかの二人

目の母」である。

　A sterling good daughter was Gerty just like a second mother in the house, 

a ministering angel too with a little heart worth its weight in gold. And when 

her mother had those raging splitting headaches who was it rubbed the men-

thol cone on her forehead but Gerty though she didn’t like her mother taking 

pinches of snuff and that was the only single thing they ever had words 

about, taking snuff. Everyone thought the world of her for her gentle ways.

（強調は筆者 13 : 325-31）

よく指摘されるように，ヴィクトリア朝の「家庭の天使」を彷彿とさせるくだりで

もある。エドワード朝のガーティの家庭は，家長が酔って妻と娘に手を上げるよう

な，天使が暮らすにはいささか殺伐たる家だが，コヴェントリー・パットモア

（Coventry Patmore, 1823-96）の『家庭の天使』（The Angel in the House, 1854-

62）が女の利他的愛情を言祝ぐ詩であったことを考えれば，この譬えも妙に腑に落

ちる。さらに道木一弘氏が指摘するとおり，「第二の母」とは父にとっての「第二

の妻」を婉曲に示し，父による暴力は性的虐待を伴うものかもしれない（9）。「生娘

が 10シリングだよ。うぶな子で，まだ手がついてないんだよ。15歳さ。誰ひとり

やっちゃいないよ，へべれけに酔っぱらったこの子の親父以外はね」（15 : 359-60）

とは，15挿話に登場する女衒のセリフである。これが直接にはマイナーな登場人

物ブライディ・ケリーのことを指すとしても，直後にガーティが登場するという展

開は，じゅうぶん示唆的であると言えよう。

　「女に手を上げる男は最低」（13 : 300-02）だと思ったそのわずか十行ほどあとで，

ガーティはこう独白する―「かわいそうなお父さん！ いろいろと欠点はあるけ

ど，それでも大好き」（13 : 311-12）。欠点の多い男を導き感化する女の美徳が喧伝

されたのは 19世紀のことである（10）。エドワード朝の家庭の天使ガーティは，まだ
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見ぬ未来の夫が，たとえ罪人であっても改心させてみせるし，プロテスタントやメ

ソディストであったとしたら改宗させてみせると，たいそう鼻息が荒い（13 : 431-

34）。母の失敗を目の当たりにしても，ガーティは怯むことなく結婚市場に参入し

ていく。

III．娘のメランコリー

　第 13挿話を読んでいて気になるのは，ガーティの母親の陰の薄さだ。冒頭で引

用した一節（13 : 79-87）からうかがえるように，ガーティの美貌は父方ではなく

母方から譲り受けたものらしいが，母の容貌への言及は一度もない（父のむさくる

しい顔立ちには触れられている）。ガーティは，酒乱の父を哀れむいっぽうで，と

もに家庭内暴力の被害者である母への同情をほとんど見せない。冒頭の引用で，ガ

ーティが，頭痛持ちの母の世話を焼くやさしい娘であることはわかる。だがつづい

て語られるのは，ガーティが，母親が嗅ぎ煙草をやるのを嫌い，それが口論の種に

なるということだけであり，「それでもお母さんが大好き」とはならない。嗅ぎ煙

草は，レディーらしからぬ悪癖だとしても，度を超した飲酒に比べれば，はるかに

無害であるはずだ。

　精神分析の発達論において，娘は近親姦と同性愛の二重のタブーに縛られており，

母親への欲望は，完全に否定されてメランコリーとしてのみ保持されるため，そも

そも思い描くことすら不可能である（11）。つぎの引用に見るように，ガーティの母

は，折に触れて夫を諫めてきたにもかかわらず改心させることに繰り返し失敗して

いるらしい。娘は母を，その失敗ゆえに娘を近親姦の被害者にした女衒として嫌悪

の対象に選び，そうすることで，母への不可能な愛を忘却するのだろうか。忘却こ

そが母による家庭教育の目標であり成果であったのだろうか。

Poor father ! With all his faults she loved him still when he sang Tell me, 

Mary, how to woo thee or My love and cottage near Rochelle and they had 

stewed cockles and lettuce with Lazenby’s salad dressing for supper and 

when he sang The moon hath raised with Mr Dignam that died suddenly and 

was buried, God have mercy on him, from a stroke. Her mother’s birthday 

that was and Charley was home on his holidays and Tom and Mr Dignam 

and Mrs and Patsy and Freddy Dignam and they were to have had a group 
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taken. No-one would have thought the end was so near. Now he was laid to 

rest. And her mother said to him to let that be a warning to him for the rest 

of his days and he couldn’t even go to the funeral on account of the gout and 

she had to go into town to bring him the letters and samples from his office 

about Catesby’s cork lino, artistic, standard designs, fit for a palace, gives tip-

top wear and always bright and cheery in the home. （13 : 311-24）

　ガーティは，結婚市場に参入するにあたり，母からではなく雑誌や小説から多く

を学ぶ。一般に，社会において分業が進行し，さまざまな役割が複雑化するにつれ，

子供は親をロール・モデルと見なすことが困難になる（12）。ジョイスが描くダブリ

ンでは，マス・メディアを通じての，ことばやイメージの消費が拡大し，外界と自

我との関係がますますマスコミュニケーションの媒介を受けるようになっている。

娘の世代は，母親世代よりも，より開けた，合理的で科学的な家政をおこなうよう

促され，それには豊かで新しい消費材の数々が不可欠だ。

　「もしもお父さんが禁酒の誓いを立てるか，『週刊ピアソン』に出ていた酒癖を治

す粉薬を飲むかして，お酒の魔手を逃れていてさえくれたら，彼女はいまごろ馬車

を乗り回したりして，誰にも負けなかったでしょうに」（13 : 290-92）とガーティ

は悔やむ。Pearson’s Weeklyは 1890年から 1939年まで発行された，大衆向けの

小説・ノンフィクション雑誌である。カトリックの信仰か大衆薬かの究極の選択で

ある。

　いずれも選択せずに酒癖の治らない父ではあるが，「レイゼンビーのサラダドレ

ッシング」であえたレタスが食卓にのぼるときは，機嫌がよい。このドレッシング

があるからご機嫌なのか，ご機嫌なときにたまたまこのドレッシングがあったのか，

因果関係はむろん問題ではなく，ガーティの記憶のなかで，幸福な食卓と既製品の

ドレッシングとが分ちがたく結びついていることこそが重要である。また，飲酒が

たたって痛風で動けない父の遣いでガーティが父の事務所から家に持ち帰るのは，

「ケーツビーのコルク・リノリウム」のサンプルで，皮肉にもこの商品の歌い文句

は「邸宅にふさわしい，これがあればご家庭はいつも明るく楽しい」というものだ。

　ガーティは夢想のなかで，父の家と，まだ見ぬ理想の男性と結婚後作り上げてい

く明るく楽しい家庭とのあいだを行き来する。

She would care for him with creature comforts too for Gerty was womanly 
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wise and knew that a mere man liked that feeling of hominess. （13 : 222-24）

“creature comforts”は，『コンサイス・オックスフォード英英辞典』によれば，

「おいしい食事や整えられた住空間など，身体的な安楽や満足に役立つ物理的な快

適さ」を意味し（13），消費社会においては，商品の購入によって可能となる。ガー

ティがいかにこれに長けているかを示す例が，この一文につづく。

Her griddlecakes done to a goldenbrown hue and queen Ann’s pudding of 

delightful creaminess had won golden opinions from all because she had a 

lucky hand also for lighting a fire, dredge in the fine selfraising flour and 

always stir in the same direction, then cream the milk and sugar and whisk 

well the white of eggs though she didn’t like the eating part when there were 

any people that made her shy and often she wondered why you couldn’t east 

something poetical like violets or roses and they would have a beautifully 

appointed drawingroom with pictures engravings and the photograph of 

grandpapa Giltrap’s lovely dog Garryowen that almost talked it was so human 

and chintz covers for the chairs and the silver toastrack in Clery’s summer 

jumble sales like they have in rich houses. （13 : 224-35）

ガーティお得意のケーキ作りは，商標名こそ言及されていないが，あらかじめ小麦

粉にベーキングパウダーを加えてあるケーキミックスを利用し，その文体から，母

親譲りのレシピではなく，雑誌などのレシピに忠実に従っている様子がうかがえる。

客をもてなすのに不可欠な装飾品の購入を夏のセールまで待つのも，賢い主婦のや

ることだ（14）。

　「女は何を欲しているのか？」という問いは 20世紀への転換期から 1930年代に

かけてのフロイトの課題であったわけだが，トーマス・リチャーズ（Thomas 

Richards）によれば，文化史の文脈においては，ジョイスによるガーティ・マクダ

ウェルのナラティヴは，フロイトによるドラのナラティヴと同じ位置を占めている。

なぜなら両者とも，非常に異なったやり方ではあるが，近代の父権の基礎をなすセ

クシュアリティについて考察しているからであり，フロイトは 1905年にドラの

症
ケース

例について発表し，ジョイスは 1904年を舞台に第 13挿話を描いているからだ。

さらにリチャーズは「フロイトのドラは，自分の父親と寝たがっていた。『ユリシ
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ーズ』第 13挿話を吟味することで，ジョイスのナウシカアもまた，禁じられた欲

望―商品文化の転換によって喚起されては抑圧され，処方されては禁止され，認

可されては妨げられる欲望―を抱いていることが明らかになるだろう」と主張す

る（15）。

　しかしながら，その精緻な第 13挿話分析にも関わらず，リチャーズが徴候的に

拒絶している読みがある。それはドラが寝たがっていたのは父ではなく，父が関係

を持っていた K夫人であったという読みだ。ドラにとって K夫人は，性愛の対象

であると同時に母親的な対象であった。分析の過程でフロイトは，母親についての

ドラのことばを（分析することなく）額面どおりに受け取り，彼女の心的生活に母

親がなんら影響を与えなかったかのように振る舞ったが，それは彼がエディプス・

コンプレックスの理論において母親の役割を切り下げたことを思い起こさせるもの

である（16）。リチャーズは，ドラとガーティとの類推から当然導かれ得るはずのガ

ーティの母への欲望を，抑圧するのである。

IV．「彼女たちは何を愛するんだろう？」

　第 13挿話が前半と後半に二分されていることは，冒頭で述べたとおりである。

ガーティのナラティヴすなわち欲望が消費文化によって構成されているように，ブ

ルームのナラティヴは当時の性科学や疑似科学や迷信を頻繁に参照する。

Girl in Tranquilla convent that nun told me like to smell rock oil, Virgins go 

mad in the end I suppose. Sister? How many women in Dublin have it today?  

（13 : 780-82）

ブルームは，女は処女のままだと気が狂うと考えているが，親族関係の語彙で説明

不可能な女をすべて娼婦と見なす家父長制の象徴体系において，次代再生産をおこ

なわないだけでなく，次代再生産を担う覇権的な階級の家族の補完装置として機能

する娼婦でもない女は，狂人でしかない。“Sister?”という疑問は，この文脈では，

修道女を指すと解釈するのが妥当であろう。修道女は家族を離れて女だけの共同体

に生きるが，結婚しない女を，実際は叔母・伯母に当たらなくとも，「おばさん」

と呼んで親族関係に回収することがあったように，修道女もまた親族関係の語彙を

与えられてその存在が許容される。だがブルームの問いには，女だけで自足する共
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同体に対する好奇心とも不安とも，あるいは敵意とも取れる感情が読み取れる。さ

らに sisterとは，修道女や血縁のある姉妹のみならず，女の親友を指すこともある。

つぎの引用を見ればわかるように，ブルームは，女どうしのいわゆる「ロマンティ

ックな友情（romantic friendship）」や「姉妹の絆（sisterhood kinship）」の存在を

知っている。

Girl friends at school, arms round each other’s necks or with ten fingers 

locked, kissing and whispering secrets about nothing in the convent garden…. 

Be sure now and write to me. And I’ll write to you. Now won’t you? Molly 

and Josie Powell. Till Mr Right comes along, they meet once in a blue moon. 

Tableau! O, look who it is for the love of God ! How are you at all ? What 

have you been doing with yourself ? Kiss and delighted to, kiss, to see you. 

Picking holes in each other’s appearance. You’re looking splendid. Sister souls. 

Showing their teeth at one another. How many have you left ? Wouldn’t lend 

each other a pinch of salt. （13 : 809-20）

ブルームはおそらく，妻のモリーから，その友人ジョージーとの女子修道院付属学

校時代の親密な関係について聞かされたものだろう。腕を組み，指をからめ，キス

をしたり秘密をささやきあったりする女どうしの関係には性的含意が読み取れるが，

やがて「ミスター・ライト（理想の男性）」が現れれば，女は正しい（right）セク

シュアリティへと導かれるのである。そうして正しい性対象を見出すと，ブルーム

によれば「女の親友どうし（sister souls）は互いに歯をむき合う」ようになるのだ

という。

　このブルームの独白と作家メアリー・コラム（Mary Colum, 1884-1957）の自伝

の一節とを比べてみよう（ガーティは 21歳であると解釈すると（17），コラムとは同

い年かひとつ違いということになる。ちなみにドラことイダ・バウアーは 1882年

生まれである）。

けれども，愛情はいたるところに輝かんばかりに溢れていた。修道女たちは慈

愛に満ちていたし，学校の友達と私はお互いのことがとても好きだった。私た

ちは親密な友情を育んだが，それは三人でなければならなかった。修道院には

いわゆる「特別な友情」を禁じる規則があって，友達はいわば三人組でなけれ
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ばならなかったのだ。この規則はことによると，女学生どうしが夢中になるの

を防ぐことを意図したものかもしれないが，そうやって女学生どうしが夢中に

なったとしても，私の寄宿学校生活の豊富な経験から言えることだが，まった

く無邪気なものだった。三人組は，休暇になると，互いに長い手紙を書いたり，

小説や詩集を交換したりしたものだった。休み明けの新学期は，このうえなく

幸せな再会のときだった（18）。

少女や若い女どうしの友情は，他者を思いやるキリスト教の教えに合致するものと

して作法書などでも奨励されたが，修道院の規則が示唆するように，危険視される

こともあった。19世紀の後半を通じて，女の友情は結婚に代わる選択となり得た

がために―現実には経済的理由で容易な選択ではなかったものの―家父長制に

とっての潜在的脅威であったのだ（19）。しかし結婚して夫とともにアメリカへ渡っ

たコラムが，往時を追懐し，女どうしの友情を無邪気なもの（harmless）と一蹴

し得たのは，それがたとえなんらかの身体的結びつきを伴っていたとしても，性行

為とは考えなかったからではないか。当時の性規範において性行為はペニスの挿入

と同義であったから（今日でもしばしばそう見なされているが），女どうしの親密

な関係は，せいぜい「特別な友情」（particular friendship）という名を与えられ，

脱性化されたのだ。

　ブルームが処女と言う場合には，ペニスを受け入れたことのない女を意味し，女

どうしの親密な関係を一過性の二義的なものと捉えているらしい。女が欲している

のは，自分を正しい快楽に導いてくれる正しい男なのだ。にもかかわらずブルーム

は，フロイトの問いに似た問いを発する―「彼女たちは何を愛するんだろう？」。

娘のミリーが丹毒と蕁麻疹をやったときのことを回想しての独白であるが，「彼女

たち（they）」の指す対象は，妻と娘だけでなく女たち一般に広がっていくようで

もある。

Only troubles wildfire and nettlerash. Calomel purge I got her for that. After 

getting better asleep with Molly. Very same teeth she has. What do they 

love? Another themselves? But the morning she chased her with the 

umbrella. Perhaps so as not to hurt. I felt her pulse. Ticking. Little hand it 

was : now big. Dearest Papli. （13 : 1194-98）
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そっくりの歯並びをして一緒に眠る妻と娘を思い出し，「誰を」ではなく「何を」

愛するのかと問いながら，頭に浮かんだ答えは「もうひとりの自分を？」である。

だが，まるで母―娘の関係から疎外されることを恐れるかのようにブルームはすぐ

さま「でも」と打ち消して，母娘の諍いと娘が自分に宛てた手紙の書き出し（「最

愛のお父ちゃま」）とを引き合いに出して，女が愛するのは女ではなく，男である

自分だと言い聞かせるのである。

　先に引いたフィリス・チェスラーの一節を，思い出そう―「はじめからお父さ

んが誰より好きだった，これからもずっとお父さんが誰よりも好き。娘たちはこう

言い続けなければならないのだ。その結果，女たちは権力を持つ父親的人格と恋に

落ちることができるのだし，そういう人物と結婚することが認められるのだ」。

V．他者の欲望

She would care for him with creature comforts too for Gerty was womanly 

wise and knew that a mere man liked that feeling of hominess. （13 : 222-24）

　「彼女は衣食住を整えて彼の世話を焼くでしょう，なぜならガーティは女性にふ

さわしい思慮があって，男のひとは家庭的な雰囲気が好きだって知っているからで

す」。この一文において，ガーティの夢想のなかのまだ見ぬ男（“him”）は，「男の

ひと」一般（“a mere man”）へと横滑りしていく。ガーティはまた，行きずりの

ブルームに，外国人（ブルームはユダヤ人である），罪人，プロテスタント，メソ

ディスト，妻が精神病院にいる既婚者などさまざまな役柄を与えながら，すでに見

たように愛の力で改心させたり改宗させたりすることすら夢想する。ガーティの欲

するものは，具体的な男ではなく，総体としての他者の欲望である。けれども，も

し「男のひとは家庭的な雰囲気が好き」でなかったとしたらどうだろう。あるいは

改心など望んでいなかったとしたら？

　エレーヌ・アンクレス（Elaine Unkeless）とスゼット・へンケ（Suzette 

Henke）が論じているように，パブと政治集会で仲間意識を醸成させる男たちにと

って，つまりホモソーシャルな男の絆にとって，女は教会の権威と家庭の責任を思

い出させる侵入者に他ならないとしたら（20），ガーティが「男のひと」に差し出そ

うとするものは，まったくの見当違いということになる。利他的な女の慈愛がブル

ームの欲望を喚起するのは，つぎの引用のように家庭の文脈を離れての場合である。
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Ah ! She glanced at him as she bent forward quickly, a pathetic little glance of 

piteous protest, of shy reproach under which he coloured like a girl. He was 

leaning back against the rock behind. Leopold Bloom （for it is he） stands 

silent, with bowed head before those young guileless eyes. What a brute he 

had been ! At it again? A fair unsullied soul had called to him and, wretch 

that he was, how had he answered? An utter cad he had been ! He of all men ! 

But there was an infinite store of mercy in those eyes, for him too a word of 

pardon even though he had erred and sinned and wandered…. （13 : 741-49）

ガーティの慈愛に満ちた眼差しがエロティックに読み替えられるのは，キャサリ

ン・マリン（Katherine Mullin）が指摘するように，成人男性向けのミュートスコ

ープ（のぞき眼鏡式活動映写機）のフィルムのなかの女が観客へ向ける大胆な視線

（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? ［13 :

794-96］）を想起させるからだ（21）。しかもブルームは「少女のように」頰を赤らめ，

規範的とされる男の役割から逸脱する。

　他方，ガーティが自らを他者の欲望の対象として思い描くのは，毎朝，勤めに出

る（まだ見ぬ）夫がぎゅっと抱きしめてくれて，彼女の目をしばし見つめてくれる

という規範的なファンタジーである。

He would be tall with broad shoulders （she had always admired tall men for 

a husband） with glistening white teeth under his carefully trimmed sweeping 

moustache and they would go on the continent for their honeymoon （three 

wonderful weeks !） and then, when they settled down in a nice snug and cosy 

little homely house, every morning they would both have brekky, simple but 

perfectly served, for their own two selves and before he went out to business 

he would give his dear little wifey a good hearty hug and gaze for a moment 

deep down into her eyes. （13 : 235-42）

一見，他愛のない，ごくささやかな夢のようであるが，男女の人口比が著しく均衡

を欠く当時のダブリンで，結婚市場における競争は熾烈である。女の雇用機会は限

られており，結婚できなければ，家族のお荷物になるか，修道院に入るか，娼婦に
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なるかしか，道はなかった（22）。女が生きて行くためには，経済的・社会的庇護者

としての男が必要だったのだ。このような経済的動機づけのロマンティックな偽装

こそ，女が結婚市場に参入する際に必要不可欠なものだったと言える。

　ガーティが夢想するのは，公的な職場で有償の生産労働に従事する男と，私的な

家庭においてもっぱら無償の再生産労働に携わる女という，男女の領域と役割が画

然と分たれたいわゆるドメスティック・イデオロギーの世界である。19世紀を通

じて，家庭は，苛烈な競争原理が働く市場経済と対比され，愛情に満ちた安らぎの

場所として理想化されるようになるが，このような分業が可能であったのは，19

世紀末になっても，産業化の進んだ都市部の中産階級以上の男女に限られていた。

ヴィクトリア朝イングランドの理想とする近代家族は，それ自体がほとんどフィク

ションだったと言えるが，イングランド（やアメリカ）の中産階級の家庭は，自ら

はその理想から排除された多くのアイルランド移民の女中や洗濯女なしには存在し

得えなかったことも，忘れてはならない。

　ガーティの母が手に入れられなかった「居心地のよい小さな家庭的なおうち」を，

ガーティは商品を消費することで手に入れようと目論むのだが，その商品の情報は

冒頭で見たように女装したイングランドの男が発信したものであり，ダブリンで流

通する商品のほとんどがイングランド製かアメリカ製であるのは，まことに皮肉と

言うほかない。ジェニファー・ウィッキー（Jennifer Wicke）は，ダブリンと広告

との関係が，ダブリンの置かれていた状況を映し出していると指摘している。つま

り，イングランドの植民地として意図的に未開発のままの状態に置かれていたダブ

リンでは，イングランドの経済的覇権の，目に見え耳に聞こえる表現としての広告

が，イングランドの政治的覇権の表現としての英語を介して，言語空間のほとんど

を占有しているのである（23）。「ドメスティック」という語が示唆するとおり，家父

長制資本主義は国境を越えた資本運動を支え，家庭の内と外だけでなく国の内外で

女を二分する。国境の外の女を経済的・性的に搾取するのが，ドメスティック・イ

デオロギーである。

VI．女の女性蔑視

　苛烈な結婚市場においては女友達すら競争相手である。感傷的なロマンス小説の

スタイルに混在していて読者を困惑させるのは，婦人病の症状だけではない。ガー

ティが心のうちで，シシーとガーティを腐すときの口汚さである。たとえばシシー



30　言語文化　Vol. 45

は「双子を連れてボールを持って浜辺を上がって来たけれど，走ったものだから帽

子は傾いてかろうじて頭にのっている格好で，二週間前に買ったばかりのすぐ破れ

そうなブラウスがぼろきれみたいだしペチコートがちょっとはみ出ていて滑稽だし，

まるで子どもをふたり引っぱって街を歩くだらしない女みたい」（13 : 505-09）。イ

ーディは「やぶにらみの目で，半笑いで，眼鏡越しに，いかず後家みたいに，赤ん

坊をあやす振りをしてガーティのことを見ている。怒りっぽいブヨみたいな娘だわ，

これから先もずっとそうだし，だから誰も彼女とはうまくやっていけないのよ，自

分には何の関係もないことに首を突っ込んだりして」（13 : 521-25），という具合で

ある。

　三人の女友達は，ブルームの関心を引こうと競い合っているらしい。男の関心を

勝ち取ることで自らの市場価値を確認するガーティは，他方で，自分とイーディは

はしたなくて口にできないことば（「おしり」）を平気で言ってのけ，それをブルー

ムに聞かれても意に介さないシシーを，好ましくも思っている。

　Madcap Ciss with her golliwog curls. You had to laugh at her You had to 

laugh at her sometimes. For instance when she asked you would have some 

more Chinese tea and japsberry ram and when she drew the jugs too and the 

men’s faces on her nails with red ink make you split your sides or when she 

wanted to go where you know she said she wanted to run and pay a visit to 

the Miss White. that was just like Cissycums. O, and will you ever forget her 

the evening she dressed up in her father’s suit and hat and the burned cork 

moustache and walked down Tritonville road, smoking a cigarette. There was 

none to come up to her for fun. But she was sincerity itself, one of the brav-

est and truest hearts heaven ever made, not one of your twofaced things, too 

sweet to be wholesome. （13 : 270-80）

男装して街を闊歩する不敵なシシーのことを，誰よりも誠実で勇敢で気持ちが真っ

すぐで裏表がないと認めるとき，ガーティは自らの自己欺瞞に無自覚ではない。

　シシーは，ブルームがガーティの父に似ていると言い，ガーティは，シシーが酔

った父がどんなふうか知らないからそんなことを言うのだと思う（You never saw 

him any way screwed but still and for all that she would not like him for a father

…. ［13 : 307-08］）。ということは，ガーティは，シシーに家庭内暴力について打ち
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明けたことがないのだ。カトリックのガーティは司祭に告白することもできるが，

「洗いざらい話さなくても察してくれる女の司祭がいればいいのに」（13 : 710-11）

と考えていることから，告白によって救われてはいないことがうかがえる。家長の

暴力に対しては女の連帯こそが救いとなるかもしれないのに，打ち明けられないほ

どの苦悩の重さゆえに，女どうしは分断される。雑誌という媒体は，マーガレッ

ト・ビーサムも示唆するように，読者共同体を作り上げ，分断され遠く隔たった他

人どうしが孤独や苦悩を分かち合うことを可能にする（24）。けれども，同じくビー

サムが注目しているように，ガーティの読むような女性週刊誌は，個人的な境遇や

恋愛についての投書は掲載せず，投稿欄は服装や家事についての質問に限るという

方針を貫いていたため（25），深刻な悩みを打ち明ける声が，他の読者に聞かれるこ

とはなかった。

　スゼット・ヘンケは，ガーティが自らの性的欲望に自覚的であることを評価し，

ブルームとガーティは互いを誘惑し合い，束の間親密な時間を過ごすことで，それ

ぞれの孤独から一時的に逃避することができた，と解釈している（26）。しかし「勃

起，弛緩」という「技術」を用いて綴られている第 13挿話において（27），空に打ち

上げられた花火とともにクライマックスを迎えるふたりの交情は，ペニスを特権化

した，男中心のセクシュアリティであることを見逃してはならない。ブルームはこ

う独白する―「おれの花火。上がるときはロケットみたいで，落ちるときは棒切

れみたいだ」（13 : 894-95）。さらにそれを「ある種の対話」と解する（“Still it was 

a kind of language between us.” ［13 : 944］）。

　第 13挿話を通じて“I”という主語で独白するブルームと，“she”として表象／

代弁されるガーティとの間に，はたして「対話」は成立するだろうか。ガーティは

ブルームの欲望のなかに存在し，自らの欲望からは疎外されているのである。
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