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- その理論的特質と基盤-

徳 一 郎
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ジ ョイスの 〈エピファニー〉 論 (1)

〈は じ め に〉

ジ ョイスの死後はじめて明るみに出された 『スティーヴソ ・ ヒアロー』 ( StephenHeTo )

なる未完の自伝小説は, 周知のように, あの 『若き日の芸術家の肖像』 (j Po吋Γαa o./゙ 哨e

y1吋i琵 αs (yyong涯z71) の隠れたる草稿であった。 この 『ステ ィ ーヴソ ・ ヒアロー』 の

公表は, はからずも, ジ ョイス研究の上に大きな波紋を投げかける結果となったが, なかで

も, その中で芸術家を志向する主人公ステ ィーブンが口にする, いわゆる 〈エ ピフ ァニ= 〉

論は, 作家と してのジョイス自身とその文学のあ りようを示唆するものと して, と りわけ大

きな注目を浴びるよ うにな った。

『ステ ィーブン ・ ヒアロー』 の刊行によって 〈エピファニー〉 論の存在を世に広めたその

人 ・Theodore Spencer は, 次のよ うに述べている。

This theory seems to me central to anunderstanding of Joyce as artist, and we

might describe his succesiveworks as illustrations, intensifications and enlarge-

ments of it, D ubh eTs , w e may say , is a ser ies of epiphanies descr ibing apparentl y

trivial but actually crucial and reveal ing moments in the lives of different char-

acter s. T he P oM rαa may be seen as as a k ind of epiphany- a show ing for th一 〇f

Joyce himself as al young ma.n; U 1!J8se万lsl, by taking one daly in thelife of theaveralge

man, describes that man according toJoycei intention, more fully than any humanbeing

had ever been described before; itis the epiphany of Leopold Bloom, just as, years

earlier, thetrivial conversation overheard on a misty evening in Eccles’ Street

(where, incidentaUy, Mr. Bloo陽 lived) was the epiphany of those twopeople陥

enlargement, of course unconceived by Joyce as a young man, of th6 same view. . .ご. .

確かにジ ョイスの一連の作品を注意深く たどってみると, Spencer の指摘するように,

そのすべてが 〈エ ピファニー〉 論と密接なつなが りを持ってお り, 大げさな見方をすれば,

『ステ ィ ¬ ブソ ・ ヒアロー』 に続< ジ ョイスの全作品は, この <エ ピファニー〉 論を創作の

方法と して具体化あるいは強化 ・拡大 したものに他ならない, と言っても差し仕えないだろ う.

筆者の目的もむろん最終的には, こ う した 〈エ ピファニー〉 論について, それが作家と し

てのジ ョイスとその文学のあ りように具体的にどのようにかかお りあっているかを確かめる

ことにある. しかしそれにはまず, <エ ピフ ァニー〉 論自体を分析し, そこにみられる理論
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伊 藤 徳 一 郎76

〈 I 〉

ジ ョイ スの <エ ピフアニー〉 論とは, そ もそ も一体どのよ うなものであるか, と もあれ, そ

こから話を進めてゆこ う。

『ステ ィ ーヴン ・ ヒアp- 』 のあの有名な く だ りである。 ある霧深い夕暮れどきのこと, ス

テ ィ ーヴソはエグリーズ通 りを独 り歩いていた。 とその時レ 「アイルラン ドの麻庫そのもの

の体現」 ( “thevery incarnation of thelrish paralysis” ) と見える褐色の煉瓦の家々

の戸口の一つに, 一人の若い女が立っていて, 若い男と何かひそひそとさ xやきあっている。

通 りすがりにステ ィーヴンは彼等の会話の断片を耳にする。 すると突然, 彼の感受性は強烈

な印象を受ける。

探索の途中で通 り過ぎよう と した時, ステ ィ ーヴンは次のような会話の断片を耳にし,

そこから自分の感受性を激し く さいなむほどの鋭い印象を受けた。

若い女- (用心深く言葉を引っぱりながら) ……ええ……うん……あたし……教…会に…

…居たの……

若い男- (聞きとれぬように) ……ほJく …… (再び聞きとれない) ……ほFく ……ほJく ……

若い女- (やさ し く ) ええ……・でも……あなた……と・・・つても……意地……・悪よ……

このとるに足らない出来事は, 彼に多くのそのような瞬間を集めて, エ ピファニーの書を

作ることを思いつかせたご)
そ してこのす ぐ後に問題の <エ ピファニー〉 の定義が下される。

エピフ ァニーとは, 彼によれば, 言葉あるいは身振 りの卑俗性の中にであれ, 心それ自

体の記憶すべき様相の中にであれ, 突然の精神的顕現のことであった。 これらのエ ピフ ァ

ニを, それ自体が瞬間の最も精妙なまた う つろいやすいものであることを認めた うえで,

極度の注意深さでもって記録することが作家たるものの努めだと彼は信じたj3) ¥
引用が長 く なって恐縮であるが, ステ ィ ーヴソは, また別の場で友人クラ ソ リを相手に,

「脚荷会社の時計はエ ピフ ァニーを もたらすこ とができる。」 と しながら, 次のよ うにも言っ

て い る。

- そ うだ, とステ ィ ーヴソは言った。 僕は, 繰 り返 し, 何度も何度も, あれ (脚荷会社の

時計) を通 り過ぎ, あれに言及し, 一瞥を差 し向ける。 あれは, ダブリン市の街路備品

のカタ ログにすぎない。 その時, 突然, 僕はあれがわか り, あれが何たるかをたちどこ

ろに知る。 つま りそれがエ ピフ ァ ニなのだ。

一何だって

一僕のたびかさなるあの時計に向ける一瞥を, 正確な焦点に精神の眼を調整させよう とす

る精神のまさぐりと考えてくれ。その焦点が対象に到達した時, エピファニは起るのだj4)
以上がステ ィ ーヴンの口を通 して語られるジ ョイスの <エ ピフ ァニー〉 論のまず前半部

分である。 この前半部分における <エ ピファニー〉 の概念は, さ らに後半部分において, ト

マス ・ アク ィ ナス ( Thomas Aquinas) の美学論に結びつけられてゆ く のであるが, それ

については, 後に詳し く触れると して, ひとまずここで話を切って, いくつかの問題点をと

りあげてみる。 ‥
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的な特質とか基盤を把握しておく必要があるだろ う。

こ う した点から, 小論では, ジ ョ イ スのいわゆる 〈エ ピフ ァニー〉 論について, そ

れが理論的にどのような特質をもち, また, どのような考え方を基盤にして形成されたもの

なのかを 明らかに してみたい。
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これまでのところで一番目につ くのは, やは り何と言っても, 〈エ ピフ ァニー〉 という概

念が一般的なそれとは全く異質の次元からとらえられている点であろ う。 一般的な通念に従

えば, 〈エピフ ァニー〉 べ “epiphany” ) とは, 東方の三博士 (“TheThreeMagi・・) のベ

ッ レヘム来方によって象徴される <キ リス トの顕現〉 ( “TheEpiphany”) のこ とである。

しかしジ ョイスにおいては, それが先程の引用中に示されているように, 日常卑近な出来事

にあらわれる<突然の精神的顕現〉とい う意味に転化されている。 つま り, ジ ョイスにおける

〈エピファニー〉 とは, 現実の平凡で卑俗な出来事の背後に, 何らかの深い精神的な意味が

内包されていて, ある瞬間にそれがパッと顕れでる こ となのである。 そ して, ジ ョイスは,

そ う した 〈エ ピファニー〉 の決定的瞬間を注意深く と らえて記録することこそが作家たるも

のの務め, と考えているのである。

このようにジ ョイスの 〈エ ピフ ァニー〉 の概念は, 通常の宗教的な次元においてではな く ,

むしろ宗教とのアナロジカルな関係の中で, よ り現実的な, そ してよ り文学的な次元におい

てとらえられている。 ジョイスには, 宗教を文学に置き換える考え方がよくみられるが, くエ

ピフ ァニー〉 は, まさにその代表的な例と言ってよいだろ う。

周知のように, ジョイスという作家は, カ ト リッ ク教国アイルラ ン ドに生まれ, 巌格なジェスイ

ッ ト教育の中で成長 し, 一度は聖職者の道を志しながら, ついにはその道を放棄し文学へ

の道をつき進んでいった人間である。 こ う したカ ト リシズムから文学への転向を考慮に入れ

れば, その力ト リシズムの根本教義たる <エ ピフ ァニー〉 の概念に何らかの文学的修正がほ

どこされたと しても, さ して不思議なことではない。 あのしたたかなジ ョイスにしてみれば,

自分が拒絶したカ ト リシズムを逆手にとって文学に移し変えたまでに過ぎないであろ う。 彼

の <エ ピファニー〉 において, 肝心要の <神〉 が捨象されているのは, Nathan Halper の

指摘するようにカトリシズムへのパロディとも考えられるしj5)また同時にその<神〉 の顕現
が 〈突然の精神的顕現〉 ( “A sudden spiritual manifestation” ) に置きかえられてい

るのは, 逆に Harry Levinが指摘するよ うに, 彼が ( カ ト リシズムへの信仰は失ったが,

その思考様式はなおも心の奥底に強くとxごめていた。j)結果とも考えられよう。
いづれにせよ, ジ ョイスの <エ ピフ ァニー〉 は, 宗教を文学に置きかえている点で, きわめ

て特異な性格を持つが, それはさ らに, 作家の現実に対する認識と創作のあ りように結びつ

けられている点においても, きわめて特異な性格を持っていると言わざるを得ない。

先程, ジ ョイスの <エ ピファニー〉 は, 現実の平凡で卑俗な出来事の中に, 何らかの深い

精神的な意味が顕現されることであると指摘したが, そ う した現象は, 「脚荷会社の時計」

がステ ィーヴンの執ようなまでの 「精神の眼のまさ ぐり」 ( “thegropings of a spiritual

eye”) によって, その本質をあらわにするように, 観察者あるいは知覚者の側の現実に対

するあ く なき興味と凝視の姿勢が存在 しはじめて可能となる。

ジ ョ イスは, エ グリーズ通 りで聞きかじる立ち話しであれ, サソデ ィラ ウン ド海岸の一

少女であれ, バラス ト ・ オーフ ィスの時計台であれ, 精神の眼を じっと注いでいると, そ

の焦点が合った瞬間につま り’日常生活における意識の底辺が一瞬すっ とさけたときに, ぱ

っとその物自体の本質的な深い意味が顕現されると考えた。 それは当り前の考え方と言え

ばいえるが, 現実に対するその強烈な認識態度の背後には, この現実がある一つのより大

きな意味, 大きな価値, 真理, を包含し象徴する ノ タ フ ァーであ り, シンボルであるとい

う考え方, いわゆるこの世界のすべてが神のコ トバであ りイ ンカネーシ ョ ンである という

宗教的な発想形式があったかもしれなレフ)
これは野中涼氏の指摘であるが, 厳格なジェスイ ッ ト教育のしみ込んだジ ョ イスには, 確
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かに氏の言 うよ うに, 現実の立体的, 象徴的な見方が身についてお り, 彼の<エ ピフ ァニー〉

論も, そ う したキ リス ト教の独得な認識方法のあらわれなのかもしれない。

それはともかく と しても, ジ ョイスの 〈エ ピフ ァニー〉 論が一面において, 観照的かつ直

観的な認識方法と結びついていることは, 明らかであろ う。 そ してこの点に関してよ り重要

なことは, そ う した観照的かつ直観的な認識の方法によってとらえられた 〈エ ピファニー〉

の 「最も精妙でかつ うつろいやすい瞬間(“themost delicateandevanescentofmoment”)

が, 「極度の注意深さでもって記録」 ( “to record withextremecare ” ) されなけれ

ばならないと され, それこそが作家たるものの務めであると考えられているこ とである。 こ

れは, 〈エ ピフ ァニー〉 の認識がそのまx創作の方法につながることを明らかにしたものと

言えよう。 多 く の作家において, その現実に対する認識の方法は創作の方法と表裏一体の関

係にあると言われるが, ジ ョイスにおいても, それらは, <エ ピファニー〉 論の中で互いに

密接不可分なものと してと らえられているのである。

要するに, 文学と してのジョイスの <エ ピフ ァニー〉 論は, 現実の些細な, 一見何の意味

もないようなものにも注意深い観察の眼を向け, その本質を直観的に認識し, 意味づけなが

ら, 創作の材料に還元してゆく という, いわば創作論のための認識論的方法論なのである。

〈II 〉

先の章では, 〈エピフアニー〉 論が宗教を文学に置き換えた一種の認識論であ り, また創作

論であるこ とをみてきたが, この章では, それが続いて美学論に結びつけられていることを

みてみ よ う。

<美には, 完全性 ( “ wholeness ”) , 調和 ( “symmetry”) , 光輝 ( “radiance”) の三つが

必要〉 という, トマス ・ アクィナスの有名な美の定義を引き合いに出し, <エピフアニー〉 を

その第三の 「光輝」 に結びつけながら, ステ ィ ーヴンは, 友人クラ ンリーに次のよ うに言

う。

- さて, こんどは第三番目の光輝だ。 長い間, 僕はアク ィナスの意図がはっき りわからな

かった。 彼は比喩的な言葉を用いている。 (彼にしては非常にめずら しいこ となんだが)

でも僕はついにそれがわかったんだ。兎廊丿祐未責ゐ琵 ふん八。第二番目の属性であ
る調和を見い出す分析過程を終えたあと, 精神は唯一可能な論理的統合へとおもむき,

第三番目の属性である光輝を見い出すんだ。 これが僕の言うエピフアニーだ。 最初, 僕

たちは, 対象が一つの全体的なものであることを認識する。 次に, それが統合された構

成物, つま り実際のものであることを認識する。 最後に, 諸部分の関係が調和し, ふ点

の焦点に合わされた時, 僕たちは, それがまさにそれであるところのものを認識するん

だ。・ その魂, その本質が外被を破って僕たちの前におどり出るんだ。 もっと もあ りふれ

た対象で も, その構成にぴった りと焦点があった時には, その魂が僕たちには輝いてみ

えヽるりだ。この時, 対象は自らのエピフアニーを達成するんだj8)
ステ ィ ーヴンは, この美学論を自ら 「応用アク ィ ナス」 ( “applied Aquinas”) と称 して

いるが, その意味するところは, 要するに, 美にはアク ィ ナスの言 う 「完全性」 , 「調和」 ,

「光輝」 の三つのものが必要であ り, 美はこれら三つのレベルに呼応する認識作用が充足さ

れて, はじめて完全に認識される, ということであろ う。

たとえば, こ こに¬ つのもの, 箱があるとすれば, その箱を一つの全き箱と してほかのも

のから区別してと らえるのが第一の 「完全性」 のレベル, さ らにそれを見つめているとその

箱自体が各部分の一種の調和を もって形づく られていることのわかって く るのが第二の 「調
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ところでアクィナスの美学論の中には, 今の定義と並んで, も う一つ有名な定義がある。

それは改めて言 うまでもな 〈 , 例の 〈美とは見て快いもめ〉(“Pulcasuntquae placent.”)

とい う ものである。 この定義はアク ィ ナスが美を対象の単なる属性と して把握しただけでな

く , つねに主体との関係において快の感情に関係づけたことを意味している。 そ しT( さ らに,

美が 「見て」 つま り, 一 理性にもっ とも近い感覚とも言うべき一 視覚を もって代表され

る直観的認識作用に基づく, と考えていたことを意味するであろうご
スティーヴンの 「応用アクィナス」 の美学とは, こ う したアニクィナスの言う 「主体におけ

る快の感情」を対象における「完全性」, 「調和」, 「光輝」の認識と置き換えた美学に他ならない。

そしてまた, 「光輝と は, 事 物 の本質 のこと」 ( “C沁・おs is guJ 仙y’) であ り, 「僕

がアク ィナスの言う美の第三にして至高の属性たる光輝を見い出すのはまさにこのエ ピファ

ニーの中なんだ。」 ( “lt is just in this epiphany that l find the third, thesupreme

quality of be&uty. ” ) (11) と あ る よ う に , ア ク ィ ナ ス の犬「光輝 」 を 「事物 の本質 」 と 解 釈 し ,

その 「光輝」 の認識の中に 「事物の本質」 が顕現するとみなす, いわばアクィ ナス的 <ヱピ

フ ァニー〉 の美学と言えよう。

〈HI 〉 ・

以上, ジョイスの<エ ピフ ・アニー〉 論のあらましを述べ, その特異な性格を明らかにしてみ

たが, それにしても, この <エ ピフアニー〉 論には実に様々な要素が混 り合っているもので

ある。 これまでにわかっただけでも一方にカ ト リ ッ クの宗教概念や現実観の影響があるかと

思えば, また一方においてはアク ィナスの美学論の影響がみられる, といった具合である。

しかもそのうえに, 後に詳し く触れることになるが, イ プセ ン (Henrik lbsen ) のきわめ

て大きな影響も加わっているのである。 これだけのものが一つに混り合っていると, その中

で一体何が <エピファニー〉 論の一番本質的な基盤となっているのか, はなはだ不明瞭であ

る。 こ う した多面性は, それこそジ ョイスのあの特異な屈折 した思想形成の反映であ り, ジ

ョイ スのジ ョイスたるゆえんと言えばいえる。 しかしながら, <エ ピフ ァニー〉 論がジ ョイ

ス文学の本質と密接にかかおるほどの重要な存在である以上, その多面性を単にそれだけの

ものと して片付けて しまうこ とはできない。 〈エ ピフ ァニー〉 論をその根底において支えて

いるものの正体は, ジ ョイス文学のあ りようを見きわめる意味においても, はっき りとさせ

ておかなければな らないのである。

これまでの研究では, ステ ィーヴンがしばしばアクィ ナスの名を引き合いに出すからであ

ろ うが, <エ ピファニー〉 論の理論的基盤をアクィナスの美学から, という よ りはむしろ,

それだけによって説明しきる傾向が圧倒的であるぎ確かに先程みたように, 〈エピフアニー〉
論にはレ アクィ ナスの美学が巧みに援用されている。 しかしながら, それは 〈エ ピフ ァニー〉

論の一部である美学的な側面に援用されているにすぎない。

よ< 注意してみればわかることであるが, 〈エ ピファニー〉 論は, 美学論である よ りもま

えに, まず創作のための,現実に対する認識の。方法と してあるのだ。 アクィナスの美学が援用

されているのは, その認識の方法に美的な根拠を与えんがための強引なまでの手段にすぎな
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和」 のレベル。 つぎにさらに知覚をふくめてその箱の本質的内容, 言葉では言えないそのも

の自体であるところのものを把握するのが第三の 「光輝」 のレベル。 そしてこの最後のレベ

ルの認識がつまりエピファニーで, そこでは単なる箱が, その本質開示によって美的価値を

もってあらわれ, それを認識した瞬間に, この箱が美と して完全に認識される, とい うので
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いのである。 つま り, 表面的にはアク ィナスり美学にその基盤を見い出したかに見えながら,

実は <エピフアニー〉 そのものの認識論的側面の方がより優先してお り, アク ィナスの美学

はあ く まで もそれにあてはめられたもの, 要するに 「応用アクイナス」 ( “applied Aquinas”)

とい うわけなのである。 このことは, アク ィナスの美学のあ りようを調べることによって明

確になるであろ う。

さて, ア ク ィナスが美について触れているのは,例の『神学大全』 (“Stxm771αn eoloがcα”)

の中である。 しかし, そこでは, 美は善, 愛, 完全性, 神のペルソナ等との関連において副

次的に扱われることはあっても, 決して独立した考察の対象となることはないご
たとえば, 〈美とは見て快いもの〉 とい う定義は, 次のように, 善の特質を論ずる中で,

いわば派生的に言及されているにすぎない。

美と善とは, その基体においては同じものである。 両者はいづれも同一のものの上に,

つま り形相の上に基礎をもつものだからであって, 「善がうるわしいもの即ち美と して賞

讃される」 のもこのことに基づいている。 然しながら両者は概念と しては異なったもので

ある。 けだ し, 善は本来, 希求に関わっている。 善とは, すなわち, 万物の希求するとこ

ろのものなのである。 それは, だから, 目的という意味を持っている。 希求はいわばもの

ごとに向っての運動だからである。 美は, これに反して, 認識力に関わるのであって, す
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ( 14

なわち, 見てよろこびの感じられるものが美と呼ばれるのである。 ……

さ らにまた , <美には, 完全性, 調和, 光輝の三つが必要〉 と い う定義に して も,

次のように三位一体における 「御子」 の固有性を 「御父」 との類似性から考察する試みの中

で, たまたま, 引き合いに出されたものにすぎない。

……美しさは, 御子の固有性への類似性を有している。 というわけは, 「美しさ」 には

三つの条件が要求される。 第一は, 充全性, すなわち完全性である。 そこなわれたものは,

まさにそのこ と 自身のゆえに醜いのである。 第二は, 然るべき対比即ち一致である。 そし

て第三は, 明るさであって, 輝やかしい色を有するものが美しいといわれるのはこのゆえ

である。 いま, この第一の点に関するかぎり 「美しさ」 は, 御子が自らのうちに真実かつ

完全な仕方で御父の本性を有するものであるかぎりにおいて, 御子の個有性との類似性を

有している。 ……また第二に関するかぎり, 「美 しさ」 は, 御子が御父のあからさまな似

像であるかぎりにおいて御子の個有性に一致する。 ……また第三に関するかぎり, 「美し

さ」 は, 御言であるかぎ りにおける御子の固有性と一致する。 ……(IS

つま り, 美とは三位一体における 「御子」 の固有性の写 しに他ならない。 従って, 美が美と

してあるためには, その 「御子」 の固有性たる三つのものー 「完全性」 , 「調和」 , 「光輝」

- を同じように基本的な条件と して具備していなければならないというのである。

以上のようにアク ィナスの美の概念は, 何よ りもまず, 「善」 とか 「神」 の本性を基本的

な前提と している。 ところが 「応用ア ク ィ ナス」 と称する ジョイスの美学には, 先の章で

みたように, 「善」 とか 「神」 とかいった概念は一切存在しない。 これは一体どういうこと

なのか。 この点については, Maurice Beebe カ;次のよ うに指摘している。

……Joyce follows the form of certain scholasticprinciples, but by denying the

premises upon which they are based, distorts the meaning. A quinas alludes to

questions of art and beauty only in passing; his statements must deculled from

their conteχt, yet seen in their conteχt By taking Aquinasl definitions of beauty

out of their contgxt and by insisting upon his r ight to interpret them l itera lly,

Joycedra.lvs sonle conclusios which would be - and have been - the depair of
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ジ ョイスが金科玉条の如く アクィ ナスを引き合いに出したねらいは, 多 く の批評家の指摘

するよ うに, あるいは神学に隷属していた彼の美学をそれ自身と して独立させ, 己れの美学

の基盤にすえるこ とであったのかも しれない。 しか し, もと も と美学論と しての体系性と一

般性に欠けるアク ィナスの美学を実質的にどれだけ利用できるか, はなはだ疑問である6 ま

してや, それを 自己の芸術論全体の基盤にすることなどは, い く らジ ョイ スでも不可能なこ

とであろ う。

ジョイス程の人間がこのことに無知であった とは考えられない。 とすれば。 彼の本当のね

らいは, ア ク ィナスの美学そのものの利用にではな く , むしろア クィナスという旗印をかか

げるこ とに よって, アイ ルラン ドの俗物性から 自己の芸術を擁護 し, 正当化するこ との方に

あった, と考えるのがより適当なのかもしれないぎ
いづれに しろ, す く な く ともアクイ ナスの美学が <エ ピフ ァニー〉 論という総合的な ( ? )

芸術論の理論的基盤とはな り得ないこ とは明白であろ う。 〈エ ピフ ァニー〉 論における理論

的基盤は, それを も含くめてよ り包括的な観点から と らえなおさなければならないのである。

〈Ⅳ〉

さて, 〈エ ピフ ァニー〉 論は, 『ステ ィ ーヴソ ・ ヒアロー』 の時点 (1904̃ 1907) , つま

りジ ョイスの若き思想形成期の産物である。 このこ とは, <エ ピファニー〉 論をその根底に

おいて支えているものを さ ぐ り出す上に, きわめて大きな手がか りを与えて くれる。

ジョイ スの若き思想形成期といえば, それは主と して ダブ リンのUniversityCollege の

学生時代 (1898̃ 1902) というこ とになるが, この期間は周知のようにイ プセ ンの決定的と

も言って よい影響下にあった時代である。 その強烈な影響ぶ りを象徴するかのように, こん

な有名なエ。ピソー ドがある。 犬

当時, ジ ョイスの母国アイルラン ドには, イギ リスに対する自治要求の政治運動と相侯っ

て, アイ ルラン ド文芸復興 ( “The lrish Renaissance” ) と呼ばれる民族主義的な文化運

動が興盛を極めていた。 この運動には, W. B. Yeats, LadyGregory, J. M. Syngeな どの著

名な詩人, 作家達がこぞって参加し, 活発に動き回っていた。 しかしながら, ジ ョイスは,

この運動を 「=ヨ ーロ ッパで最も立ち遅れた民族の喧騒」 ( “therabbement of the most

belated race in E urope ” ) と き め う け jl吻終 始 拒 絶 の姿 勢 を と り続 け , そ の 間 も っ げ ら イ

プセンに熱中していた。 しかも驚く こ とに, その作品を原語で続むためにわざわざ北欧語を

勉強していたという。

こ う したエ ピソー ド一つをみただけでも, 若きジ ョイスがいかにイ プセ ンに強く惹 きつけ

られていたか, 容易に察せられよう。 若きジ ョイスがつねに自己をイ プセ ンの弟子と して意

識し, その英雄崇拝とも言うべき熱烈な尊敬の気持を次のような書簡によって, イ プ々ンに

伝えたこ とはあま りにも有名である。

……わた しへのお言伝てを知って, わた しがどんなに感動 したか, い うこ とができない
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アク ィナスと ジ ョイスの美学のあ りようを見 く らべれば, これは当然すぎる く らいの指摘

と言って よいだろ う。 ジョイスは, 確かに自己の美学の中にアク ィナスのそれを取 り入れて

いる。 しか しながら, それは, 単にアク ィナスのスコラ的な形式面にとどま り, 実質的な内

容面においては, その神学的な コ ンテ クス トを無視 して, つま りアクィ ナスが美の前提と し

た 「善」 あるいは 「神」 を完全に切 り捨て, 自分の考え方に合うように自由に解釈しなおし
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ほどです。 わたしは若い, きわめて若い男です。 たぶん, こんなおずおずした, 言い方を

笑われることで し ょ う。 しかし, も しあなたがいまのわたしのよ うな大学の学生だった頃

をおもいだして くださるのなら, そ して, わたしがあなたを尊敬しているのと同じく らい

にあなたが尊敬していたす ぐれた人から言葉をかけられたと したら, それが当時のあなた

にどんな意味をもったかを, かんがえて く だされば, わたしの気持はきっとわかっていた

だけるとおもいます……わたしはあなたの名前をはばかることな く , 大学中に吹聴しまし

た。 この大学では, それまであなたの名前は知られていなかったか, ご く漠然と しか知ら

れていなかったのです。 ……しかし, われわれはつねに, 最も大切なものは人とはわかち

もたず, ひと りで抱いているものです。 わたしは, わたしをあなたにいちばん緊密にむす

びつけているものについては, 学友たちに打明けたことがあ りません。 あなたの人生につ

いて, わた しにかすかに嗅ぎわけられるものが, じぶんの眼識の誇 りであるということ,

あなたの闘いがわた しに勇気をあたえ るという こ と, その闘いは目にみえる表面にあらわ

れたものでな く , あなたの額の背後で闘われている闘いであるということ, 人生からその

秘密を もぎとろ う とする頑なあなたの決意が, わた しの心を惹きっけるというこ と, そ し

て, 世間の芸術の規範や友人や合言葉にたいしてあなたが徹底的に無関心に, 内心のヒロ

イズムを光 りと して歩んでいるとい う こ と, それをわた しは, まだだれにも語ったことがあ

りませんo ・・・・・・ 〔桶 谷秀昭 『ジ ェ イ ム ズ ・ ジ ョ イ ス』 (紀伊国屋新書 ) 中の訳 よ り〕 剛

この書簡には, ジョイスにしてはめす らし く , 真情が素直に吐露されている。 ジョイスと

いう人間は, いかなる場合にも, 不遜なまでに自己に固執し, 他人に対して胸のうちをみせ

ないのが常であった。 その証拠に彼は同時代の現存している作家に対し, 例外な く傲然たる

態度を と った。 例えば, アイルラン ドでただひと り, 心中ひそかに高く評価していたイ ェイ

ツに対しても, 真為のほどはさだかでないが, いざ出合ってみると, 「僕が手を貸すにはあ

なたはあま りにも年を と りすぎています9」 ( “You aretooold for meto helpj’ ) と語っ

たというぎ)もしこれが本当だとすると, 傲然というよりは, むしろ狂気の沙汰としか思われ
ない。 何しろ相手はすでに世に知られた大詩人であ り, 。一方ジ ョイスは当時まだ一介の文学

青年にすぎなかったのである。 ところが, そのジョイスがただひと り, イ プセンだけには驚

ぐほど素直に敬服の意をあらわしたとい うわけなのである。 それだけイ プセンには無条件に

心酔していたのであろ う。

V ivienne K . Macleod は, イ プセ ンが ジ ョ イ ス に , こ と にそ の若 き思想形成 に及ぼ した

影響を丹念に調べあげた結果, 「イ プセ ンはジョイスにほとんど文字通 りの人生と芸術の案

内図を与えたごと断言しているが, 実際この表現が誇張とは思われないほどに, 若きジョイ
スの思想形成はイプセンから決定的とも言える影響を受けているのである。 若きジ ョイスに

影響をおよぼした者は, むろんイ プセンひと りだけではない。 イ プセンとは全く対照的な,

ブレイ ク ( WillianBlake) , シェ リイ ( P. B. Shelley) ニューマ ン (J. H. Newman ) ,

4 イ タ ー (Walter Pater ) な どのロフ ソ派, あるいは世紀末の詩人, 作家による影響も見

逃すことはできない。 しかしながら, それは文学青年にあ りがちな ロマンチ ックなものへの

志向にすぎず, 一時的なもので芸術家と してのジョイスを左右するほどのものではなかった

ようである。 このことは, 『ステ ィーヴソ ・ ヒアロー』において, 「 ロマン的気質」( “romantic

telllpel̀ ”) な るものが, 「不定の, 充足しない, いらだった気質」 ( “an insecure, unsatisfied,

imp4tient temper”) で あ る と し て , 古 典 主 義 を 信 奉 す る 立 場 か ら 厳 し く 戒 し め ら れ て い る

ことに端的に示岑れている。 ついでに触れておく と, その逆の 「古典的気質」 ( “classical

temper”) なるものは, 「芸術精神の不動の状態」 ( “a constant state of theartistic
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mind”) であ り, また 「芸術の三段論法」 ( “synogism of art”) とみなされ, 芸術家たる

ものの最も大切な気質とされている。

……他方古典的な気質は, つねに限界に留意 し, むしろ この世の現存する事物にのみに眼

を向け, 機敏な知性がそれを越え, まだ言葉にされていない意味に達するように, 働きか
け, 処理 してゆ く こ とを選びと るのである。 ……《’S

この定義にみられる きわめて堅固な, 現実への姿勢は, イ プセ ンり あの冷厳な リア リズムを思

わせないであろ うか。

それはと もかく と して, ここで注意 したいのは, 問題の <エ ピフ ァニー〉 論がこ う したイ

プセンの圧倒的影響下にあった時期に書かれていたこ とである。 そ ういえば, ジ ョイ xが

“Ep知h(1nies ” と名付けた ノ ー トー 先に触れたスティーブンの <エ ピフ ァ ニー〉の書 “a book

of epiphanies” に あ た るー を 手 に た え ず ダ ブ リ ン の街 々を さ ま よ い 歩 い て い た の も ち ょ

う どこの頃 の こ と で あ る。 この Epiphanies は, 〈エ ピフ ァ ニー〉 論を 実践化 し た も

のと思われるが, その大半が数行からなるスケッチ風の リア リステ ィ クな散文によって構成

され, Robert Scholes・ Richard M. Kain に よる 『ディ ーダラ スの工房』 ( n e 張)4 -

shol) of Daedalus ) によれば, 主と して1900年から1903年の間に書かれているご しかも興

味深いのは, その中にイ プセン自身を題材と したものがいくつか含まれている点である。

これは単なる偶然の一致かも しれない。 しか し偶然に してはあま りにも話しが合いすぎる

よ うに思われる。 <エ ピフ ァ ニー〉 論 と イ プセ ンの間に何 らかの結びつ きがあった と考え・な

ければ説明がっ かない。

…These epiphaniescan, l think, suggest an answer to a question which it is natural

to ask about the tr ibutes to lbsen thl t ゛ e find in Joyceら early w ritings: to w hat extent

is it lbsen,and lbsen alone, that caused Joyce to turn to realiSm? … the epiphanies

present features that can take i s some way toWards an assesrnent of lbsey s

share in Joycど s decision to write in a realistic manner.

F irst, it should be noted that two of the epiphanies are about lbsen‥・ The

other is a picture of the dramatist himself… The sketch describes a dream,

but there is no reason to doubt that the tribute to lbsen obtains on the fully

conscious level in Joycど s mind too. And the very fact that lbesen is the subject

of the sketch shows thathe was atthe forefront of Joycys mind atthe time. 叫

これは, £助

であるが, こ う した EI)φh(lnie8 の背景か ら考えてみて も <エ ピフ ァ ーニ〉 論がイ プセ ン

と密接に結びう いていることは明らかであろ う。 事実, それを裏づけるかのよ うに, その当

時のイ プセ ンに関する芸術論文 『演劇と人生』 ( “Dranla and Life”) 及び文芸批評 『イ プ

セ ンの新作戯曲』 ( “lbseys New Drama”) のなかには, <エ ピフ ァ ニー〉 論を想起させる

ような箇所が随所に見受けられるご
……た とえば 『野嶋』 を批評するな どとい うこ とは不可能です。 人はただ個人的な悲 しみ

に思いをひそめるように, それについて思いをひそめること しかできません。 実際, イ プ

セソの後期の作品すべてにおいては, 正当にも劇的批評と呼ばれるに値するようなもので

も, 無礼にな りかねません。 他のあらゆる芸術においては, 個性, 言い方のマ ンネ リズム,

地方感覚といった ものが, 飾 り, 附加的な魅力と してつけ加えられます。 しかしこ こでは,

芸術家はおのれを虚しく して, ヴェールに覆われた神の前に立ち, 畏るべき真実の媒介者とな

っているのです。 …… ( 『演劇と人生』 )

57



伊 藤 徳 一 郎84

・・・・・・イ プセンは事実を, 実際に, 他のいかなる場合の例にももれず, 実に広い洞察力と芸

術的抑制と共感を もって扱う。 イプセ ンは事実を非常な高みからみるよ うに, 完壁なヴィ

ジ ョ ソ, 天使のごとき冷静, 目をみひらいたまま太陽をみることのできるような強靭な視

力を もって, 確固と して, しかも全体的にながめている…… ( 『イ プセンの新作戯曲』 )

これらは, いづれもイ プセンの芸術家と しての態度あるいは姿勢に関する称讃の言葉である。

ここでそれらを と りあげたのは, 先に引用したあの書簡中にみられる言葉- 「あなたの闘

いがわた しに勇気をあたえる」 , 「人生からその秘密をもぎとろ うとする頑なあなたの決意

が, わた しの心を惹きっける」 - から知られるように, ジ ョイスがイ プセンから最も強く

影響され, 受け継いだものがイプセンの芸術家と しての態度 ・姿勢であったこと, そ してそ

れこそが ぐエピファニー〉 論をその根底において支えているものと考えられるからである。

ジ ョイスがイ プセンの中に見い出し, 受け継いだ芸術家の態度とは, 要するに, 日常卑近

な現実を徹底的に凝視することのなかで, 生の真相をあるがままにとらえ, 表現しようとする

( 自然主義的な) リア リズムの態度であったと言えようが, これは, そのまま <エ ピファニ

ー〉 論が, 現実の背後にひそむ真実の意味を, また事物の底にある本質的な姿を注意深く観

察して認識しようとする態度に支えられていたこと と密接に結びついているめである。 そ し

て, その認識をあるがままに記録するこ とこそが作家たるもののあるべき姿と考えられてい

た点とも深 くかかお り合っているのである。

‥‥‥美は頑固な動物主義か貧血症的な精神のものがほとんどです。 ……美は審美家の天国

ですが, 真実はもっとはるかに確実な, はるかに現実的な領域を持っています。 芸術は真

実とかかお り合うとき, 自己自身に忠実なのです。 ‥…・万一世界全体の改造というような

不運な出来事が地上に起るならば, そのとき真こそが美の家の入口となるで し ょ う。 ( 『演

劇と人生』)

‥…・しかしそれでもなおわた しは, この退屈な, 人みな同じよ うなあ りよ うの中から, あ

る程度の劇的な生活が引き出されうるものと信じ ます。 もっと も陳腐なもの, 生きている

l もののうちでももっとも死せるものも, 偉大な劇の中ではある役割を果すことができるの

です。 …・・・われわれは人生や男と女を, 妖精の世界にあるものと して理解するのではな く ,

目の前にあるがままに, 現実の世界で出逢うがままの形で, 受け容れるべきなのです。

て 『イ プセ ンの新作戯曲』 )

これは, 上に述べたイプセンの徹底した リア リズムの芸術家態度を基盤にして, ジ ョイ不

が自己の芸術理念を述べたものと思われるが, まず, そこでは, 「芸術とは真実とかかお り合う

とき, 自己自身に忠実であ り」 , 美は芸術にとって二義的なものにすぎない, と されている。

これは, <エ ピファニー〉 論がなかんず く , 現実の, つま り真実の認識と関わり, アクィナ

スの美学はその認識に美的根拠を与えるための手段にすぎなかったことに如実に反映されて

いる。 このころのジ ョイスにと って, イ プセンとの関係から何よ りも問題であったのは, 美

ではな ぐ, あ く まで真の問題であ り, 真実の追求であったようである。 アイルラ ン ドという,

きわめて封建的で因襲的な島国比おいて, 芸術家たらんとするには, イプセンのように, まず

第一に現実社会の真実の姿を見定めるこ とが先決問題であったからであろ う。 そ う した点で

<エ ピフ ァニー〉 論が, 少論の冒頭部分に引用した 『ステ ィ ーヴン ・ ヒアロー』 のあの劇的

場面- ステ ィ ーヴンが褐色の煉瓦の家に, さ らにはその戸口で人目を しのんでさ さやき合

う若い恋人ら しき男女の姿にアイルラ ン ド社会め麻埠状況を見い出す場面- の中に置かれ

ているのは, まこ とに示唆的である。

次に 「もっ とも陳腐なもの, 生きているもののうちでももっとも死せるものも, 偉大な劇
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〈おわ り に〉

〈エ ピフ ァニー〉 論は, イプセン的な リア リズムを基盤にして, 一応それな りの理論的統

一がなされている。 しかし同時にその中には, 完成された芸術論というには程遠い未熟さも

多分に含まれている。

例えば, <エ ピファニー〉 の認識を忠実に記録することがそのまま創作の方法に置き換え

られている点など, 最も問題になるだろ う。 確かにジ ョイスの言うように, 〈エ ピファニー〉

は, 文学の重要な素材とな り得る可能性を十分に備えているが, それだけでは単にスケッチ

のごときものにすぎない。 それが文学と しての独立した価値を持つためには, 何よ りも作品

による芸術的な肉づけ, あるいは再現が必要であろ う。

(Dublin: in theStaがs Head, Dame Lane.)
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の中である役割を果すことができるのです……」 とあるのは, ステ ィーヴソが現実の一見何

の意味もないような, つまらない出来事も注意深く観察すれば大きな精神的意味を見い出し

得るのであ り, 文学の題材と して十分に生かし得るものと信じたことに通じている。

最後になったが, イ プセンと <エ ピフ ァニー〉 論の結びつきを立証する うえに, きわめて

示唆的な言葉を と りあげてみよう。

……上演を必要とする劇があるとすれば, イ プセ ンの劇こそ, それである……,思想が充満

しているからである。 ふと した表現に, われわれの精神は或る問題を感じて苦しまされる。

そして一瞬の閃光の中に人生の遥かな拡がりが, ヴィ ジョ ンとなって展開されるが, その

ヴィ ジ ョ ンは, われわれが立ちどまってそれをおもいめぐらさないかぎ り, 一瞬の中に過

ぎて しまう…… ( 『イ プセンの新作戯曲』 )

これを最初に明らかにした 〈エ ピファニー〉 論の内容と見く らべれば, 使われている言葉こ

そ違えに両者の間には全く共通した発想が見られるだろ う。 「ふと した表現に, われわれの

精神は或る問題を感じて苦しまされる」 とは, ステ ィーヴソがたまたま立ち聞きした若い男

女のふと した会話の断片に 「自分の感受性を激し く さいなむほどの鋭い印象を受けた」 こと

に他ならないし, またふと した表現の 「一瞬の閃光の中に人生の遥かなる拡がりが, ヴィジ

ョ ンとなって展開される」 とは, <エ ピフ ァニー〉 がちよっと した人の言葉や身振 りの中に

あらわれる 「突然の精神的顕現」 であったことに他ならない。 そ してさ らに, イ プセツ の言

うヴィ ジ ョ ンが, 「立ち どまってそれをおもいめぐらさないかぎり, 一瞬の中に過ぎて しま

う」 とあるのは, <エ ピファニー〉 の認識が 「瞬間の最も精妙なまた うつろいやすいもの」

であ り, 作家たるものはそれを 「極度の注意深さで記録」 しなければならない, と されてい

る点にも一致しているのである。

以上, ジ ョイスの <エ ピフ ァニー〉 論は, 主と してイ プセソにみられる, リア リズムの芸

術家態度を基盤と して形成された リア リズムの芸術論と言ってよいだろ う。 なるほどその中

には, 瞬間の直観的な認識といった, ロマンテ ィ シズム特有の要素も含く まれてはいる。 し

かしそれは, 現実へのあく なき凝視の姿勢から生み出されるのであって, はじめからHarry

Levinの言うような「先験的」 なものではないぎまた, 現実の背後に, 何ある深い精神的な
意味が内包されていて,それがある瞬間にパッと輝き出すという認識のあ∇りようには,Wmiam

Y. T indall が示 唆 し て い る よ う に , 確 か に 象徴主義 につ な が る要 素 が十 分 に感 じ られ るご

しかしそれも, 『ステ ィ ーヴン ・ ヒア ロー』 における 〈エ ピフ ァニー〉 論の時点では, まだ

しかるべき文学の方法と して明確に位置づけられていないし, また実際に具体化もされるに

至 っていない。
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O’Mahony- Havenj t you that little priest that writes poetryover there-Fr

Russen?

Joyce- 0 , yes … l hear he has written verses.

0′Mahony- ( smiling adroitly ) …Verses, yes …thatブs theproper name for
them. 。。倒

(Dublin: at Sheehy s, Belvedereplace)

Joyce- l knew you meant him. But yoy re wrong about his age.

Maggie Sheehy- ( leans forward to speak seriously ) . W hy, how old is he?

Joyce- Seventy-two.

Maggie Sheehy- ls he?帥

これらは, 先 に触れ た EI)φha冠es の一 例 で あ る。 一見 して明らかなよ うに, あ く ま

でも断片的なスケッチにすぎない。 それらは, 文脈を欠如しているために, 記録者のジ ョイ

スにと って どのよ うな重要な意味が含まれているにせよ, われわれ読者にはほとんど無意味

な壇末事にす ぎない。 つま り, われわれ第三者には何も顕現されず, 「突然の精神的顕現」

を提示する とい う <エ ピフ ァニー〉 の理論は十分に実現されないま いこ終うている。

<エ ピフ ァニー〉 の認識とそれを作品と して再現す るこ とは, あ く までも別問題である。

ところがジ ョイスは, この二つを全 < 同一視 して しまっている。 〈エ ピフ ァニー〉 が 「突然

の精神的顕現」 と して十分に機能 し, それを核とする作品世界が構築されるためには, 周到

に準備された <場〉 の設定が必要であ り, この要請が充たされた時は じめて, <エ ピフ アニ
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こ う した点に続いて さ らにまた問題となるのは, <エ ピフ アニー〉 の認識において顕現さ

れるものが, 対象そのものの客観的な本質のようであ りながら, 実は対象の中に投影された

認識者自身の内面精神に他ならないのではないか, つま り 〈エ ピフ ァニー〉 とは認識者の感

情移入にす ぎないのではないか, とい うこ とである。 ジ ョイ スのい う堆未な事物にと らえら

れる深い意味とは, 事物自体のもっている意味というよ りは, すべて認識作用とはそ ういう

ものであるか, むしろはるかにこち らから主観的に附加された意味なのではないだろ うか。

むろんジ ョイ ス自身は, 事物自体がも っている客観的な意味に重点を置いたつも りであろ う

が, 何か今一つ判然と しない。 そ してこの点については, <エ ピフ アニー〉 の認識に認識者

の, おけても芸術家の主体がどのようにかかわ りあ うのか, 芸術家は事物から顕現される意

味をただ受見的に記録するだけで よいのか, そ う した点も大きな問題となるだろ う。

このよ うに <エ ピフ アニー〉 論には, 未熟な点が多く残されている。 しかしジ ョイスは何

しろ まだ若い。 それらが克服され, 〈エ ピフ アニー〉 論がよ り完成された芸術論と して実際

の作品の中に生かされてゆくためには, 彼の芸術家と しての成熟を待だなければならないの

である。
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