
「伝記という芸術」って口にしてはみるものの、は

たして伝記って芸術かしら。こうした質問自体ばかげ

てるんだわ、きっと。伝記作者が与えてくれる大きな

喜びのことを考えてみれば、そんなこと言うの度量が

小さいってものよ。でもこうした疑問はいつだって口

に出るもの。だからそこには何か隠されたものがある

に違いない。そう何かが。新しい伝記を開くたびに、

それはページごとに影を投げかける。その影の中には

なにかものすごいものがあるようにも思える。だって

結局のところたくさんの人生が文字にされたとしても、

いったいどれほどの人が生き残っていくって言うんで

しょう。

この死亡率が高いわけは、詩や物語といった芸術と

較べ伝記が若い芸術だからだと、伝記作家本人は言う

のかもしれないわね。自分や他人への興味というのは

わたしたちのこころのなかに最近になって出現してき

たもの。イギリスでは十八世紀になって初めて、個人

の生活を文字にするということに興味が集まるように

なり、十九世紀になって伝記はようやく形をなして、

たくさんの作品が生み出されたの。偉大な伝記作家と

いうのがたった三人、ジョンソン〔訳注：ジョンソンは

ボズウェルによる伝記(1791)の主人公だが、伝記作家では

ない〕、ボズウェル、ロックハート〔訳注：19世紀スコッ

トランドの伝記作家。Walter Scotを義父に持つ〕だけだ

としたら、その理由は伝記の形式が生まれて間もない

からだ、と言うのよ。それから、伝記という形式はそ

れが形式として成り立つためのそしてまた伝記という

芸術として成長するための時間があまりにも少なかっ

たという弁解はきっと教科書に述べられてもいるわ。

実際のところ詩を書く自己というものが出現して何世

紀も経った後で散文を書く自己がなぜ出現したのか、

ヘンリー・ジェイムズの前になぜチョーサーがいたの

かといった理由を探りたい気にさせはするものの、そ

うした解決できない問題はそのままに、伝記には傑作

といったものが存在しないという、つぎの理由に移る

のが得策というもの。つまりは伝記という形式は芸術

の中でももっとも制限の多い形式だということ。その

証拠はすぐにでも開陳できるわ。たとえばこんな「序

文」があるとしましょう。ジョーンズ氏の生涯を書い

たスミス氏は序文の中に感謝を述べる。書簡を貸して

くれた友人たちへ、その中でもとりわけ、「最後にお名

前を挙げることになるが、少なからぬ」助力を提供し

てくれた未亡人ミセス・ジョーンズ、こうした人たち

の「助力なしにはこの伝記は決して書き上げられるこ

とはなかったろう」といったふうにスミス氏は書くの。

一方小説家は、前書きに、「この作品の登場人物はどれ

も架空のものです」と言えばいい。小説家は自由、一

方伝記作家には制約が多いのよ。

そうやってたぶん例の難しいそしてきっと解決不可

能な問題にかなり近づいて行くことになるわ。ある本

を芸術作品と呼ぶのはどういう意味なのか。ともかく

も伝記と虚構の間にはなんらかの区別があるのよ。こ

の二つを形作っているものが異なっているという証拠。

一つは友人の助力により事実で形作られる。もう一つ

は何の制限もなく、とは言ってももちろん作家がこれ

だったら作品を生み出すのに良さそうだと思う理由で

選んだ制限はあるものの、制限なしに創られる。そこ

が違いなのです。過去においては伝記作家はそうした

ことは単なる違いというよりとても大変な決定的違い

だと分かっていたと思わせる理由があります。

未亡人と友人たちはきっといろんな要求をごりごり

押しつけてきたでしょう。たとえば当該の人物が天才

なのに不品行な男だったら。気むずかしい男だったら。

メイドの顔めがけてブーツを投げつけるような男だっ

たら。未亡人はこう言うかもしれない。「それでも愛し

てましたのよ。だってあの子たちの父親ですもの。そ

れから世間一般の方々、あの人の作品を愛してくださ

ってますから、その方たちを幻滅させるようなことが

あっては決してなりませんわ。書かずにおいてくださ

いな。割愛してくださいな」。伝記作家はそのとおりに

したのよ。こうしてビクトリア朝時代の大部分の伝記

がウェストミンスター寺院に飾られている 人形のよ

うな作品になってしまったのです。葬列が通りを通る。

ヴァジニア・ウルフ「伝記という芸術」

A Translation of Virginia Woolf’s“The Art of Biography”(1940)

from (1942)

坂 本 正 雄 訳

translated by Masao SAKAMOTO

(和歌山大学教育学部英語教室)

2016年９月27日受理
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それと一緒に運ばれる作品、棺のなかに眠る遺体に表

面だけはうまい具合に似せた人
ひと
形
がた
として運ばれていっ

たのです。

そうして十九世紀が終わりを告げようとする頃、変

化が起きました。今度もまた見つけることが難しい理

由で。未亡人たちは寛容の心を持つようになりました。

大衆のものの見方は鋭いものとなりました。たんなる

人
ひと
形
がた
では説得力がなくなってしまったのよ。それでは

読者の好奇心を満足させることができなくなったので

す。伝記作家たちはきっとある一定の自由を手に入れ

たのです。少なくとも亡くなった人物の顔には傷やし

わがいくつもあったとほのめかすことはできるように

なったのです。フルード〔訳注：James Anthony
 

Froude 1818-94〕の書いたカーライル伝は赤ら顔に塗

られた 人形ではけっしてありません。フルードのつ

ぎにはエドムンド・ゴス卿〔訳注：Sir Edmund Gosse

1849-1928〕が出てきました。自分の父親〔訳注： Philip
 

Henry Gosse 1810-88〕のことを間違いの多い人物だっ

たと書きました。エドムンド・ゴスのつぎに、今世紀

〔訳注：20世紀〕初め、リットン・ストレイチー〔訳注：

Lytton Strachey 1880-1932。1909年２月17日Virginiaに

求婚・婚約し、翌日解消された。Lyttonには同性愛者とい

う があった。Lyttonの伝記Queen VictoriaにはVirginia

への献辞がある〕が出てきました。

リットン・ストレイチーという人物は伝記の歴史にお

いてたいそう重要な人物です。少し時間をかけて考えて

みることにしましょう。著名な三つの作品、Eminent
 

Victorians〔訳注：ナイチンゲールやトマス・アーノルド

らの伝記。それまでの伝記と異なり、偶像破壊的なスタン

スで書かれた。1918年刊〕、Queen Victoria〔訳注：ビク

トリア女王の伝記。1921年刊〕、Elizabeth and Essex〔訳

注：エリザベスⅠ世とエセックス伯の伝記。1928年刊。優

雅な文体で知られる〕は伝記に何ができて、何ができな

いかを一緒に示しているの。ということでこれらの作

品は、伝記ははたして芸術なのか、そうでないならな

ぜそうでないのかといった問題に、考えつくだけ多く

の答えを示しています。リットン・ストレイチーは伝

記作者としては実にいい時に生を受けました。1918年

リットンが初めて伝記を書いたとき、伝記という形式

は新たな力、何を書いても良いという自由を得て、大

きな魅力を持つ形式となりました。リットンのような

作家、詩や劇を書きたい気持はあってもその創作力に

自信を持てない作家にとって、伝記はそれらに代わる

望みを示してくれるもののように見えたの。死者につ

いて真実を語ることがついに可能な時代となったから。

ビクトリア時代には著名な人物がたくさんいました。

その多くはぺったり貼り付けられた化粧漆喰でひどい

変型を施されていました。そうした人物の再創造、そ

れらの人物をありのままに示すことは天分を、詩人や

小説家の才能に類似した天分を必要とする、それでい

て自分が欠落を自覚している想像力を要しない仕事で

した。

伝記は書いてみる価値のあるものとなったのよ。そ

うして
E m i n e n t  V i c t o r i a n s

優れたビクトリア人たちを短くまとめた研究が

読者に引き起こした怒りと興味は、マニングやフロレ

ンス・ナイチンゲール、またゴードン、それからその

他の人物を当時とは異なった姿で描き出すのがリット

ンには可能だということを示したのでした。この人た

ちはもう一度二十世紀のこの世に現れたのです。今一

度この人たちはごうごうとうるさい議論の中心に立っ

たのです。ゴードンは本当に酒飲みだったのか、それ

ともこの話は創作なのか。フロレンス・ナイチンゲー

ルがメリット勲章を受け取ったのは寝室だったのか、

それとも居間だったのか。ヨーロッパ戦争が起きかけ

ているときではありましたが、リットンの伝記は物議

を醸し、こうした細かいところまでと驚くほど興味の

対象にしていったのです。怒りと笑い声が入り交じり

ました。そうして版をいくつも重ねることになったと

いうわけ。

でもリットンのこの伝記はいささかの強調しすぎと

風刺とでゆがめた像を提供しました。二人の偉大な女

王、エリザベスとビクトリアの伝記では、もっと野心

的な試みを見せました。伝記というものが表現できる

ことをこれほどまでに示す機会に恵まれたことはあり

ませんでした。だって伝記という形式が勝ち取った力

をみな使うことができる作家によって試されることに

なったのですから。リットンに怖いものはありません

でした。すでに才能を示していましたし、自分のやる

べきことを熟知していました。新しい伝記は伝記とい

う形式に大きな光を投げかけています。だって二冊の

本をもう一度読んだ後、伝記の中のビクトリア女王が

素晴らしい成功を収めていること、伝記の中のエリザ

ベス女王はそれに対し失敗だということをだれが疑う

でしょう。でもまた同時に、その二人を較べると、失

敗なんかしたのはリットン・ストレイチーではないと

思えてくるのです。この作品は伝記という芸術です。

ビクトリア女王を描くときリットンは伝記を技能とし

て扱っています。伝記の限界内に甘んじて収めていま

す。エリザベス女王を描くときは伝記を芸術として扱

っています。伝記の限界など鼻であしらっているのよ。

でも続けてこう尋ねてみないわけにはいかないわ。

こうした結論にはどうやって達するのか。どのような

根拠に基づいているのかって。まず第一番にはっきり

していることは、伝記を書くリットンに対し、二人の

女王が極めて異なった問題を提示しているってこと。

ビクトリア女王については何でも分かっていること。

その行動は言うにおよばずその考えだってほとんどが

国民の知っていることだったの。ビクトリア女王ほど
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しっかりとみんなに知られ、正確に記憶されている方

はおられませぬ。リットンは伝記の中に女王の姿を捏

造することはできなかったのよ。どんなときにもなん

らかの記録が手許にあり、捏造を阻んだからです。そ

うしてビクトリア女王の下りを書いているときリット

ンはその条件を飲まねばならなかったのです。リット

ンは伝記作家としての力、題材を選んだり、結び合わ

せたりする力を充分に活用しましたが、厳格に事実の

世界に留まりました。人がしゃべったことばはどれも

実証できるものでした。どの事実も本物であることが

確認されていました。その結果ひょっとしたらボズウ

ェルが年老いた辞書編纂者に対して行ったのと同様の

ことをご高齢の女王に対して行うような伝記となった

のです。ボズウェルのジョンソンが今やわたしたちの

ジョンソン博士となっているように、リットンのビク

トリア女王が将来わたしたちのビクトリア女王になる

のでしょう。ほかの伝記作家の書いたビクトリア女王

はかすれ消え去るのです。それはとてつもない離れ業

でした。そしてきっとその偉業を成し遂げた後、リッ

トンはもっと女王の像を鮮明にしたいと思ったのです。

ビクトリア女王はしっかりとこの世に存在し、手に触

れることができる存在です。でも明らかにビクトリア

女王は制限された存在となってしまいました。伝記と

いう形式は詩の激しさ、劇の興奮を幾許かでも生み出

すことはできないのでしょうか。事実の世界にある特

別な力、現実を示す力、それ自体の創造性を保つこと

はできないのでしょうか。

一方エリザベス女王はその実験に完全な力添えをし

てくれているようです。エリザベス女王についてはほ

とんどが知られていません。女王が暮らした社会は遠

すぎて当時の国民の習慣、行動の理由、そして行動さ

えもが分からない、曖昧模糊としたものだったのです。

「どのような技術を用いて当時の見知らぬこころの中

へと道を切り進めていくことができるのか。当時のよ

り不可解な社会の中へ。そのことがはっきり分かれば

分かるほど、その不思議な社会がますます離れた存在

となってゆくのだ」。伝記の最初のページにリットンは

書いています。でも明らかに、エリザベス女王とエセ

ックス伯の間には悲劇的な歴史が眠ったままに半ば現

れ、半ば隠されたままに存在したのです。二つの世界

にあるそれぞれの利点を結びつけた本、伝記作家とい

う芸術家に、創造の自由を与え、事実の支援をもって

してその創造を支えた本、伝記であると同時に芸術作

品でもある本を作るのに、あらゆる事柄が支援の手を

さしのべたようです。

それでもその二つの利点の融合はうまく働いていな

いことが分かりました。事実と虚構は混じり合うのを

いやがったのです。エリザベス女王は、ビクトリア女

王が真に迫っていたのとは対照的に現実味のある像に

はなりませんでした。そしてクレオパトラやフォール

スタッフが虚構の産物であるという意味においても、

新たに創り出されたものでもなかったのです。その理

由は女王についてほとんどのことが不分明であったと

いうことなのでしょう。リットンは創作せざるを得ま

せんでした。それでも幾許かのことは分かっていまし

た。創作はそのためにそこで止まってしまいました。

女王は曖昧模糊とした世界、事実と虚構の間で揺れ動

いています。現実の肉体を与えられるでもなく、創作

の自由を与えられるわけでもなく。エリザベス女王に

はなにか中身のない感じ、悲劇を創ろうとしてクライ

マックスのない、登場人物たちは巡り会いはするもの

のぶつかり合うことがない悲劇を創ろうとした努力の

跡が見て取れます。

もしこの診断が正しければこう言わなければなりま

せんわ。問題は伝記という形式にあるのだと。伝記に

はさまざまな条件があります。その条件というのは事

実に立脚しなくてはならないということ。伝記の中の

事実というのは、伝記作家以外の人々によって確認し

うる事実ということ。もし伝記作家が、創作を行う作

家同様に事実を、誰も確認しようがない事実というこ

とですが、捏造するのであれば、そして別種の事実と

結びつけようとするのであれば、それぞれが互いを壊

してしまうことになります。

リットン・ストレイチー自身は『ビクトリア女王』

でこの条件の必要性を理解し、自発的に従ったように

思われます。「女王が四十二歳になるまでは大量で種々

の信頼できる情報に照らし出されていた。夫君アルバ

ートの崩御とともにとばりが降りてくるのだ」〔訳注：

ビクトリア女王は1861年夫の死後十年以上にわたり服喪し

た〕と、リットンは書いています。そしてアルバートの

死とともにとばりが降りてきて、信頼できる情報も手

に入らなくなったのです。伝記作家は先例にならわな

くてはならないことをリットンはよく知っていました。

「簡単でまとめ書きのようなお話で満足しなくてはな

らなかったのだ」と書き、実際女王の晩年は簡単にま

とめられてしまいました。しかしエリザベス女王の生

涯全体はビクトリア女王の晩年よりももっと厚い覆い

の向こう側に隠れてしまいました。それでもリットン

は自分の断り書きは無視して、簡単でまとめ書きのよ

うなお話ではなく、実際には信頼できる情報のない、

よく知りもしない心と、さらにわかりもしない現実と

を書き続けていったのです。自分で示したようにリッ

トンの試みは失敗するよう運命づけられていたの。

自分が書くものは友人や手紙、文書に縛られている

と伝記作家がこぼすとき、実は伝記に必要な要素にま

さに指を載せているように思えるの。そしてそれがま

た必要な限界であるように思えます。というのも創作

された登場人物はその創作された世界での事実はたっ
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た一人の人物が、つまり作家ですが、証明すれば良い

自由な世界で生きています。信憑性は、作家自身の想

像力が信頼するに足るかということにかかっています。

そうした想像力で創り出された世界は、他人が提供す

る信頼の置ける情報で成り立つ世界よりは、まれな世

界、激しい世界、そして全体的に同質な世界なのです。

そしてこうした違いにより二種類の事実というのは混

じり合うことがないのです。触れあえば、お互いが壊

れてしまう。結論はこうなるわ：だれもこの二つの世

界を上手に用いることはできない。どちらかを選ばな

くてはなりませんし、その選択を遵守しなくてはなら

ないのです。

でも『エリザベス女王とエセックス伯』が不首尾に

終わったことで、上記のような結論が導き出されはす

るものの、この失敗というのは、格調高き技術をもっ

てして実行された、思い切った実験の結果でしたので、

リットンに次なる発見をもたらす道へと導くのです。

もしリットンが生きていたなら、きっと自分が切り開

いた静脈の検査を仕上げていたことでしょう。ご存じ

のとおり、ほかの作家が切り開いて行ってくれるであ

ろう道筋をリットンは示してくれています。伝記作家

リットンは事実というものに縛られています。それは

そうなのですが、そうだとしても利用できるすべての

事実について裁量権を持っているのです。もしジョー

ンズがメイドの顔めがけて長靴を投げつけたなら、イ

シュリントンに女を住まわせてたら、夜中のやんちゃ

の後酔っ払って溝にはまり込んでいるのが見つかった

ら、そのとおりに描き出すことができるに違いありま

せん。少なくとも名誉毀損法やわたしたちの判断が許

す限りはということではあるのですけど。

ただこうした事実というのは科学の事実とは異なり

ます。科学の事実というのは一度発見されればいつだ

って同じこと。一方、作品が用いる事実というのは世

間の意見に左右されます。意見というのは時代が変わ

れば、変化します。心理学者たちが明らかにしてくれ

たことにより、いけないことと見なされていたものが

ことによると今では不運、ひょっとすると好奇心、も

しかするとどちらでもなくて、どっちにしろあまり意

味のないつまらない癖
へき
だということになります。セッ

クスがらみのことも覚えているだけでも変化してきま

した。こうなると、多くの過去の事柄が破壊されてし

まって人がどのような顔をしていたのかその本当の特

徴を消してしまうことになってしまいます。章のタイ

トルの多くが、たとえば大学での生活とか、結婚、就

職、などは気まぐれに選ばれ、他との区別を付けるた

め無理矢理選ばれたものです。主人公の姿は実際のと

ころ、もっと違った道筋を取ったのです、おそらくは

ね。

こうして伝記作家というのは、読者大衆よりは坑道

のカナリアみたいにずっと先を進んでいっているので

す。社会の雰囲気を分析し、虚偽や作り事、今では廃

れてしまった社会の慣習が当時はあったのだというよ

うなことを見つけるのです。真実を見極めようとする

伝記作家の嗅覚はいつもスイッチが入っていて、しか

も皆の目に触れることなく働いています。そしてまた

わたしたちの時代は新聞や手紙、日記といった手段で、

カメラにも似た人々の目があらゆる角度からあらゆる

人々に向けられている時代なので、同じ顔を見ている

にもかかわらず、別の全く逆の顔が写し出されるとい

うことにも伝記作家は対応しなくてはなりません。人

が目を向けない場所に姿見を掛けることで、伝記はあ

る部分を拡大してみせることもあります。それでもこ

うしたいろいろな違いがあるが故に、伝記は、多くの

混乱ではなく、より豊かな統一を生み出すことにもな

るのです。そして更に昔は知られていなかったことが

たくさん知られることになり、問題は必然的にこうい

うことになるのです：偉人たちの生涯が記録されるだ

けで良いのか。人生を生き、そしてその人生の記録を

残した人は誰だって伝記にしてもらえるだけの価値は

あるのではないのか。成功の人生同様失敗の人生も、

著名な人生を送った人同様つましい人生をおくったひ

とも。そもそも偉人というのは何なんだろう。小さな

人生って何。功績といったものの秤を作り替えて、わ

たしたちの時代に合う賞賛を得る主人公を作り上げな

くてはならないのです。

伝記はこうして今その経歴のスタート地点に立った

ばかりです。その前途には長い精力的な人生が待ち構

えています。きっと困難、危険、そして難しい仕事で

いっぱいの人生が。それでもその人生は詩や小説の人

生とは異なっていることは確信できます。おそらく緊

張の度合いだけは低い人生なのです。その理由で、で

き上がったものは、作家が自分の作品に対し折々に勝

ち取る芸術の永遠性を獲得できるように運命づけられ

ているわけではないのです。

そのことにはすでにある証明があるようです。ボズ

ウェルが書いたジョンソン博士でさえ、シェイクスピ

アが創り出したフォールスタッフほどには長生きしな

いでしょう。楽天家のミコーバ〔訳注：ディケンズの

David Copperfieldの登場人物〕や貧乏なミス・ベイツ〔訳

注：オースティンのEmmaに登場する、だれももらい手の

ない老嬢〕がロックハートの書いたウォルター・スコッ

トやリットン・ストレイチーが書いたビクトリア女王

よりもきっと長生きするでしょう。だって小説の登場

人物の方がずっと長持ちのする材料でできあがってい

るからです。作家の想像力はもっとも激しいときには

事実としては滅び去るものをなしにしてしまうのです。

長く持つもので作り上げるのです。でも伝記作家はそ

の滅び去るものを受け入れなくてはなりません。その
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滅び去るもので作品を作り上げなくてはなりません。

作品の生地に滅び行くものを埋め込んでいかなくては

ならないのです。多くは滅び去るものです。ほんのち

ょっとのものだけが生き残っていくのです。こうして

こういう結論に達するのです：伝記作家は職人だ、芸

術家ではない。その作品は芸術作品というよりはその

中間物どっちつかずのものだと。

しかしその低レベルにおいても伝記作家の作品は非

常に貴重なものなのです。伝記作家の存在は測りがた

いものなので、感謝し尽くせるものではありません。

だって想像力のうずまく強烈な世界ではわたしたちは

健全に生きることはできないから。想像力というのは

すぐに人を疲れさせ、休憩と元気恢復の食事が必要と

なるからよ。しかし疲れ切った想像力に必要な食事は

質の悪い詩や二流小説ではありません。そんなものは

想像力を鈍らせ、堕落させてしまうのよ。ちゃんとし

た事実というもの、正真正銘の情報なのです。リット

ン・ストレイチーが示したように、そこから質の良い

伝記は生まれてくるの。現実の人物はいつ、どこで生

きていたのか。どのような顔をしていたのか。編み上

げの長靴を履いていたのか、それともサイドがゴム張

りのものなのか。叔母は誰で、友人には誰がいたのか。

好きな女性には何でも面倒を見てやったのか。どのよ

うな面倒を見たのか。そして死ぬときはクリスチャン

にふさわしく、ベッドで亡くなったのか、それとも…。

真実の出来事を語ることで、輪郭が分かるように大

きな出来事から小さな出来事をふるい分け、全体を形

作ることで、伝記作家は詩人や小説家よりも想像力を

刺激する方策を駆使するのです。もちろん真に偉大な

詩人、小説家を除いてということではあるけどね。と

いうのも力量不足の詩人や小説家であれば、わたした

ち読者に真実味を与える高い緊張感を創り出すことは

できません。しかしほとんどの伝記作家は、もし事実

に対する配慮を欠かなければ、わたしたちの記憶に足

し算できる新たな事実をいくつも与えてくれるのです。

創造力のある事実を、創意力のある事実を、いろいろ

な連想を引き起こし生み出してくれる事実を提示して

くれるのです。このことについてはまた、別の証拠も

あります。だってある伝記が読まれてページが畳まれ

るとき、ある場面が幾度記憶の中に明るく照らされる

ことでしょう。ある人物が心の奥底に幾度生き返るこ

とでしょう。そしてなんということでしょう、詩や小

説を読むときに、以前経験したことを思い出すように、

ああこれは一度見たことがあるなあと思わせるような

びっくりするほどの認識を感じさせてくれるのです。

注

i 2000年からVirginia Woolfの短編小説やエッセイなどの小

品を学部の『紀要』上に翻訳してきたが、今回が最後であ

る。なお版権の処理については、ディラン・トマスの作品を

含め、1970年の和訳に関する特別措置に従った。
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