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巻頭言
今年度の『オスカー・ワイルド研究』をお届けします。今号には、2016 年
度全国大会での講演およびシンポジウムでの論考のほか、公募投稿論文と
書評が掲載されており、昨年に引き続き充実したものとなりました。玉稿
をお寄せくださった皆様はもちろんのこと、論文の査読や編集作業を精力
的に進めてくださった編集委員会と事務局の方々に、厚く御礼申し上げま
す。学会誌の充実は、活発な学会活動を示す指標と言えます。今後とも、
どうぞよろしくお願い致します。

2017 年夏も私はロンドンの大英図書館で仕事をしていました。偉大なコ
レクターとして知られたエクルズ卿夫人メアリー女史による 1,500 点あまり
の貴重なワイルド関係コレクションが 2003 年に遺贈されて以来、この図書
館は、ワイルドを中心とする世紀末研究に関する世界で最も恵まれた場所
の一つとなりましたが、さらに注目すべきことは、収蔵品を存分に活用し
て 19 世紀末と現代とを結ぶ実に多彩な企画が毎年のように開催されている
ことです。今夏の企画は “Gay UK: Love, Law and Liberty”。1895 年のワイ
ルド裁判から 2017 年の「アラン・チューリング法」に至る 122 年間の同性愛
関連の動きをたどったもので、サラ・ウォーターズの自筆創作ノートやちょ
うど 70 年前の、いわゆる「ウルフェンデン報告書」なども展示されていま
した。今回ワイルドも赦免の対象となったこの改正法は、第 2 次世界大戦
中、ドイツ軍の暗号解読に成功した優秀な数学者の名前を冠して「アラン・
チューリング法」と呼ばれています。彼もまた、1952 年、ワイルドと同じ
く “gross indecency” によって逮捕されました。入獄を避けるため、保護観
察下で化学的去勢（女性ホルモン投与）を強いられた彼は、その 2 年後に自
殺しています。エリザベス女王の名において正式に彼の名誉が回復された
のは、ほんの 4 年前のこと。19 世紀末の刑法改正とワイルド裁判が持つ強
烈なリアリティを私は感じ、ロンドンで改めて『獄中記』を読み直す夏とな
りました。

日本ワイルド協会
会長 原田 範行

ハーディとワイルド
―田舎、都会、イングリッシュネス

金子

幸男

ハーディとワイルドという対照的な二人の作家を比較するのが本論の目
的であるが、前者は田舎を、後者は都会を連想させることが多いので、二
人に現れる田舎と都会の表象を取りあげてみたい。ただし、イングリッシュ
ネスという観点から見てゆきたい 1。ハーディが田園のイングリッシュネ
スと関係づけられることは、ピーター・ウィドウソン以来のことであるが 2、
ワイルドとイングリシュネスはどうなのか。リチャード・ハスラムによれば、
ワイルドのアイリッシュネスの問題は、1990 年代以来すでに批評家による
活発な議論が始まっていたとのことであり、特にアンチ・イングリッシュ
ネスの色彩が濃いようだ 3。アイリッシュネスとセットでイングリッシュネ
スのテーマが現れてくるというのは他者がアイデンティティ形成に関わる
ということを例証していて興味深いが、ここでは、アイリッシュネスの問
題には深入りせず、ハーディとワイルドという二人の作家について田舎と
都会をイングリッシュネスの観点から眺めてみたい 4。同時代の二人を比
較する場合の見取り図を提示できればよいと思う。
一般的にナショナル・アイデンティティとは何か？ A. D. スミスは、ナ
ショナル・アイデンティティの要素として、次の五つを取りあげている。
① 領土または故国（homeland）② 神話と歴史 ③ 大衆の公的文化 ④ 法的権
利と義務 ⑤ 経済と移動の自由。スミスのあげた要素のうち、特に 1 番目
の「領土または故国」に注目すると、パトリオティックな愛情を喚起する
故国という意味だけではなく、郷土愛というときの生まれ故郷、私的な感
情の醸成される家庭の意味でとってもよい。ただし、故郷とか家庭にまで
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絞る場合には、それが何らかの意味でイングリッシュネスを象徴する場所
になっていることも必要になるであろう。
ではなぜホームを取りあげるのか。それは世紀末イギリスにおいて、国
民意識が高まり、アイデンティティを故国全体というよりも、田舎、それ
も南部イングランドの田舎に置く状況が生まれていたからである。精神的
拠り所としてのホームが重要になっていたのだ。それを反映するかのよう
に、ハーディが描く田舎は南部イングランドである 5。ワイルドでは田舎
のカントリーハウスと都会のタウンハウスをバランスよく舞台として用い
ており、田舎に比重を置いているわけではないが、世紀末の社会不安の中、
田舎と都会でホームの問題がどう浮かびあがるのかを考えてみる必要はあ
ろう。
国民意識、つまりイングリッシュネスが高まった理由として、批評家ク
リシャン・クマーがあげているのは、第一に、ブリティッシュ・アイデン
ティティが弱くなったことである。その要因は二つ、ボーア戦争における
苦戦を契機とした大英帝国に対する自信喪失と、同じプロテスタント国の
ドイツ、アメリカがライバルとして台頭し、反カトリックを旗印として団
結する力が弱くなったこと。田舎ナショナリズムが高まった第二の理由は、
英国や欧州で、デカダンス、退化の考えが広まり、より健康的なものが求
められるようになったこと。第三の理由は都市問題、ロンドンの貧民、病
気、公衆衛生、汚染、退化などの都市問題に対する解決が求められたこと。
結果的に不安定な大英帝国や首都ロンドン以外の場所ということで、イン
グランド南部、サウス・カントリー（ケント、サセックス、ウィルトシャー、
サマセット、ハンプシャー、ドーセット）に目が向けられたのである。こ
こがイングリッシュネスの本質を表す場所、ホームとなったのだ（第 7 章）。
以上のことを念頭におきながら、本論文では、田舎と都会についてホー
ムを形成できるのかどうかを論じる観点として、I. ダンディズム
リティ

II. チャ
6

III. カントリーハウス IV. 家系 V. 肖像画を取りあげる 。

I. ダンディズム
まず、ダンディとイングリッシュネスの関係を探っていきたい。まずは
ダンディとは何か。山田勝は七つの要素をあげる 7。
–8–
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①活動領域はロンドンの一部（St. James St., Pall Mall, Bond St., etc.）
②貴族趣味（閑暇と怠惰の価値、浪費と借金のすすめ、外見の美しさ
へのこだわり、労働・事務の嫌悪）
③俗衆を見下す不遜な姿勢（反民主主義、反平等主義）
④自己崇拝、自分の人生の芸術化のための演技
④貴族的な優雅なファッション
⑤反自然、特に田舎への嫌悪
⑥強い美意識―純粋芸術（音楽、文学、絵画、建築）の活動と生活
環境の美化
⑦不健康の賛美＝生産・労働重視のブルジョワへの批判
ダンディは芸術作品としての演技を理解できる観衆としてロンドンの上流
人士の集まる場所、つまりセント・ジェイムズ通り、ボンド通りなど、ロ
ンドンのー部地域に出没するのであるから、基本的には田舎にはダンディ
はいないはずである。また、反自然の立場から特に田舎を嫌悪しているの
で、ダンディは田舎には出没しないはずだ。
ダンディズムは、19 世紀初頭、ボー・ブランメルを筆頭にイギリスに出
現してから衰えると、パリへ移り、世紀末に再びイギリスへと戻っている
が、その性格は世紀のはじめよりはラディカルになったようだ。世紀末ダ
ンディがどのようなものであるかは、ワイルドのドリアンを理解するのに
も必要なので、ここでその特徴を見ておきたい。
ブルジョワたちの鼓吹する精神主義と偽善性に真っ向から立ち向かう
連中が、十九世紀末のロンドンに登場した。いわゆる世紀末芸術家た
ちの群れである。彼らは耽美主義、悪魔主義、背徳、偽悪というブル
ジョワ精神と対立する武器を手にしたのである。・・・ブルジョワた
ちの精神主義を具現化したような地味な服装を軽蔑するように、ブラ
ンメルのような貴族的優雅な服装を採用し、世間を挑発した。（山田『ダ
ンディズム』3; 下線は筆者）

–9–
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ブルジョワのリスペクタビリティに対する嫌悪や、彼らの慈善事業等の社
会活動に対する嫌悪から、いかに世紀末芸術家が善に対して悪を称揚、退
廃的な行動に走ったかがわかる。ブルジョワの精神主義や偽善性といって
も裏を返せば、家庭のイデオロギーを支えていたものだから、これは、ホー
ムという「イギリス的なるもの」、それに反対する立場を都会のダンディは
打ち出していたことがわかる。
さて次に、ハーディの小説に出てくるダンディを検討してみよう。ハー
ディの小説はほとんどが田舎の村や町が舞台で、農村地帯が舞台である。
だからダンディの出る幕はないはずだ。ところが、ダンディの基準を少し
ゆるめると、つまりは美意識や人生の芸術化という基準枠をはずすと、ダ
ンディもどきの人物、「田舎のダンディ」と言ってもいい人物が登場する。
ハーディの田舎ダンディには美的感受性は期待できないのである。
『遥か狂乱の群れを離れて』は、女農場主バシシバをめぐる、トロイ軍曹、
羊飼いゲイブリエル・オーク、農場主ボールドウッドの三角関係を描いた
ものである。トロイが初めて女農場主バシシバ・エバディーンと、夜、プ
ランテーションの中で出会う次の場面では、トロイのスパーにバシシバの
ドレスが絡みついて取れない。

The man to whom she was hooked was brilliant in brass and scarlet. He
was a soldier. His sudden appearance was to darkness what the sound of a
trumpet is to silence. Gloom, the genius loci at all times hitherto, was now
totally overthrown, less by the lantern-light than by what the lantern lighted.
（152; ch. 24; 下線は筆者）
赤い軍服のきらびやかさで女性をひきつけ、剣の舞で女性をまいらせてし
まうのが、トロイのやり口であり、バシシバもその餌食となった。それ以
前には、別の農場でメイドをしていたファニー・プライスという若い女性
を妊娠させ、捨てられたファニーは救貧院で最期を迎えている。トロイは
バシシバと結婚して農場主となったが、仕事はしようともしないし、理解
もできないで、ひまを持て余している。このように、外見の美しさにこだ
わり、怠惰に価値をおき労働を嫌悪する貴族趣味は、トロイが田舎ダンディ
– 10 –
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であるということを示している。いったん行方不明、死亡と推定されたト
ロイは、突然パーティ会場に姿を現し、バシシバに求愛していたボールド
ウッドという近隣の農場主により射殺される。ここでは田舎ダンディは存
在できないことが分かる。また『テス』に出てくるアレックもダンディであ
るが、テスを情婦として囲うことしかできず、最後には刺殺されるので、
ホームを形成できない 8。
このように田舎ダンディは女性といい仲になり、ときには結婚さえする
場合もあるが、リスペクタブルなホームを形成できないのである。田舎ダ
ンディであっても、都会のダンディ同様アンチ・イングリッシュなのである。
だからハーディのようなホームに基盤をおいた田園のイングリシュネスを
称揚した作品の中では生きながらえることができないのだ。
それでは、ワイルドの作品に登場するダンディはどうだろうか。ワイル
ドの社交喜劇は、結婚の成立やホームの維持を主要なプロットとする喜劇
であるが、ここに出てくるダンディは、ドリアンのようにたちの悪いもの
ではなく、最終的には、裏をかかれて無力化されている。『理想の夫』では、
ダンディのゴーリング卿とメイベル・チルターン嬢が結婚し、
『ウィンダミ
ア卿夫人の扇』では、ダンディのダーリントン卿は、ウィンダミア卿夫人
を誘惑するもアーリン夫人の機知によって妨げられる。『大したことのな
い女性』のイリングワース卿は、アーバスノット夫人により手袋で頬をた
たかれ、結婚の申し込みを拒絶される。他方、ジェラルド・アーバスノッ
トとへスター・ワースリーの結婚が成立する。また、『まじめが肝心』の
ジャック・ワージングとアルジャーノン・モンクリフもそれぞれ、グウェ
ンドレンおよびセシリーと婚約する。したがって水面下ではどうあれ、表
向きは、何事もなかったかのように、リスペクタブルなホームが、持続し
てゆくようである。しかし『ドリアン・グレイの肖像』になると、先ほど
見た世紀末ダンディの説明にあったようにドリアンは背徳的、偽悪的、耽
美主義的な退廃した輩であり、それを武器に中産階級の狭量なピューリタ
ニズムと偽善性に対抗する。したがって、ブルジョワを支えるドメスティッ
ク・イデオロギーの苗床であるホームは形成されず、ダンディのドリアン
は自分のダブルを殺すと同時に死に、もう一人のダンディのヘンリー卿も
妻に逃げられ離婚してしまうので、都会のダンディがいかにホームとは無
– 11 –
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縁な存在であるかがよくわかる。つまり、反イギリス的であることが理解
できる。

II. チャリティ
チャリティについては、金澤周作が次のように定義している 9。

18 世紀半ば以降 19 世紀を通じて、英国では空前の規模で慈善・博愛
活動がなされた。貧者はもとより、病人、障害者、孤児、未亡人、老
人、娼婦、犯罪者、被災者、黒人奴隷、未開人、動物といったさまざ
まな対象に、医療、教育、職業訓練・斡旋、金、物資、食糧、宿所、
宗教、生活指導、政治的支援などのさまざまな救済が与えられた。英
国では当時、こうした活動全般を、通例、公的な救貧行政と区別し
て、チャリティ（charity 慈善）ないし、より包括的にフィランスロピ
（philanthropy 博愛活動）という言葉で表現していた。 （3; 下線は筆者）
さらに、チャリティ（＝フィランスロピー）はイングリッシュネス、つまり
「英国人／イギリス人」の国民意識を醸成したという 10。反仏・反カトリッ
クと並んで「他者」と「われわれ」を区別する指標として機能したのである。
「不運な同胞に対する同情心の深さが、いわば「内側」から英国人の自己像
を定めた」
（金澤 228）のである。このように、チャリティは他者の苦しみ
への同情心に満ちたものとして国民性をとらえることに寄与し、英国国民
意識の一部となる。
では、ハーディとチャリティの世界はどうかかわってくるか。ハーディ
はチャリティの世界をあまり描かない。パターナリズムやホスピタリティ
を描く程度だ。それも数は多くない。理由はよくわからないが、あまりに
も当たり前の世界で関心がなかったのかもしれない。例えば『遥か狂乱の
群れを離れて』の収穫を祝う夕食（harvest supper）の場面をあげることがで
きる。農場主バシシバが農場労働者たちをねぎらうのであるが、これはパ
ターナリズムの例と言っていい。また、テスがハンターに撃たれたキジを
安楽死させる場面、ジュードがワナにはまった野ウサギを安楽死させる場
面は、動物へのチャリティ行為だろう。
– 12 –
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ところがワイルドの場合にはチャリティへの言及が多数あるが、怒りを
感じているようですらある。
『ウィンダミア卿夫人の扇』では、ベリック侯爵夫人の姪たちがチャリ
ティに関わっている（1.266-71）。『理想の夫』では、かつて内閣の大臣秘書
だったサー・ロバート・チルターンは、スエズ運河株買収に関するインサ
イダー情報を売って得た金で、現在の外務次官になった。チルターン卿が
チャリティに多額の寄付をしているのは良心をなだめるためであるとされ
（2.170-74）、卿夫人とともに社会改善運動に貢献している（1.290-309）。娘
のメイベル・チルターン嬢とチャリティの関係も深い（2.521-32）。
しかし、ブルジョワの偽善に批判的なダンディのワイルドは、チャリティ
に対して肯定的な態度を取ってはいない。『何でもない女』では、ダンディ
のイリングワース卿は、イーストエンドの問題は貧しい奴隷の問題であり、
奴隷は娯楽で解決すると言って、貧困の本質を見ない（1. 263-265）。さら
にレディ・キャロラインは娯楽さえ必要なく、毛布と石炭で十分だと言う
（2.272-273）。チャリティに無理解なイリングワース卿は、貧民の住宅問題
にも関心はない（2.57 & 370-71）。また、チャリティを行う動機も、アーバ
スノット夫人に至っては、男の誘惑にはまってリスペクタブルな社会から
拒絶された夫人が、貧民に受け入れてもらうためだという（4.238-44）。
さらに『ドリアン・グレイの肖像』ではより明確な反チャリティの姿勢が
表れている。ヘンリー卿は、叔母のアガサ夫人の家の退屈な昼食会に出席
すると、グッドボディ卿の話題は、貧困層に食事を与えることや、理想の
宿泊所の必要性のことばかり。上流の出席者ばかりが、自身の生活では順
守する必要のない美徳の重要性を説く。金持ちが倹約の価値を説き、のら
くら暮らす者が労働の崇高さを雄弁に語る。そのような場所から逃れられ
てよかったとヘンリー卿は語る（15-16; ch. 1）。さらには、ドリアンにイー
ストエンドで慈善事業の手伝いをさせているアガサ叔母を、ドリアンの美
に言及することもできない審美眼のない人間とみなして否定的だ（16; ch.

1）。ドリアン自身に向かっては、ヘンリー卿は「慈善事業などに関わるに
は、あなたは魅力的すぎますよ」
（19; ch. 2）と述べてチャリティは魅力の
ない人間が自分の価値を高めるためにする行為であると否定的な言葉をは
く。チャリティに批判的な言説は、都会と田舎を問わず、中産階級のリス
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ぺクタビリティと結びついた家庭のイデオロギーや精神主義に反発するも
の、ホーム（故国、郷里、家庭）の安定化を阻むものと言えよう。
ワイルドのチャリティ批判がもっともよく表現されているのは、「社会
主義下の人間の魂」である。そこでは、利他主義とその実践であるチャリ
ティが貧困をかえって永続させてしまい、社会主義こそ貧困をなくす最良
の治療薬であるという。おまけにチャリティにより自分を殺す代わりに、
個人主義にもとづけば悦びを伴う人間的な完成があるとする。それはまた
新しいヘレニズムであると言う 11。また、チャリティの根底にある苦痛へ
の共感は偏りであり、生の全体に対して、すなわち人生の喜び、美、エネ
ルギー、健康と自由にも共感すべきであると言う。この考え方は、『ドリ
アン』の中にでてくる、新快楽主義と通じるところもある。若さと美の価
値を高く評価し、ピューリタニズムの精神主義を否定する。他人の苦しみ
のために自己犠牲を厭わないのは病的な偽りの理想であるというこの主義
には、チャリティ否定の響きが込められている（24-25; Ch. 2）。また『何で
もない女』においても、イリングワース卿が、貧民の苦しみに同情するこ
とは現代の悪徳であり、そんなことよりは人生／生活の悦び、美、色彩に
共感するほうがよいと言った考え方と共通する（1.2.255-262）。ワイルドの
社会主義も新快楽主義も、ヴィクトリア朝的なホームとは相いれないもの
であり、アンチ・イングリッシュネスの実践であると言えるであろう。

III. カントリーハウス
次に、イングランドの権力の館（パワーハウス）であり、ネーション・ス
テートの象徴的存在ともいえる、田舎のカントリーハウスを取りあげたい。
まずはハーディからみてゆこう。
一部マイナーな作品ではカントリーハウスは前景化されて出てくるので
あるが、主要な作品になると背景に退いて、端役でしかない。カントリー
ハウスは牛の住まいになっている場合もある 12。前景化されている作品で
ももともとそこに住んでいた上流階級が住めなくなって出ていくとかい
う筋書きのものが多い 13。これは貴族、ジェントリー階級の衰退の反映で
はないかと考えられる。衰退はまた偽カントリーハウスの出現にも見られ
よう。『テス』のアレックとその母親が住むスロープと呼ばれるカントリー
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ハウスは偽物と言っていい。それは、“not a manorial home in the ordinary

sense, with fields, and pastures, and grumbling farmer,” “a country-house built
for enjoyment pure and simple, with not an acre of troublesome land”（55: ch. 5;
下線は筆者）であり、居住を主たる目的としたものだからだ。おそらくは
周辺住民、領民との接触もほとんどなく、パターナリズムの実践もないカ
ントリーハウスであろう。これは北部の商売で財をなしたアレックの父親
がジェントルマンになりたくてお金で建てたもので、このような成金の疑
似カントリーハウスが増えてくる傾向があるということは、貴族の側の衰
退がはじまっていることの証左とみていい。
では、ワイルドのカントリーハウスはどうなっているのであろうか。『何
でもない女』、
『まじめが肝心』の舞台は大部分がカントリーハウスである。
劇の中では、さまざまな問題があっても結末はうまく行くようにと処理さ
れている、そこにはカントリーハウスの存在を認めざるを得ないイングリ
シュネスの磁場が働いていると言えよう。ただ、そのカントリーハウスも、
厳しい社会的経済的現実に直面して揺らいでいるようだ。
まずは『何でもない女』では、カントリーハウスは否定されていない。第
一幕で、カントリーハウスゆえにイングランドはアメリカに優越すると言
わんばかりに、カントリーハウスを持たないアメリカ出身の女性へスター
に対して、レディ・キャロラインとレディ・ハンスタントンが自慢するの
である。イングランドの田舎生活（English country life）のよき思い出を持
ち帰るへスターということになる（1.57-59）。へスターはのちに都会生活
よりも田舎生活のほうがいいと答えている 14。また、カントリーハウスは
タウンハウスに対してリスペクタビリティの点で優越している。なぜかと
言えば、ロンドンの家の部屋には、“orchids, foreigners, and French novels”
（4.31）といった派手で不謹慎なものばかりだが、田舎のカントリーハウス
には、“the room of a sweet saint. Fresh natural flowers, books that donʼt shock

one, pictures that one can look at without blushing”（4.32-34）が あ り、ケ ル
ヴィル国会議員によれば、“the beauty of our English home-life”（1.333）を感
じ取ることができ、レディ・スタットフィールドも “nothing like the beauty

of home-life”（1.335-6）と相槌を打つ。ケルヴィルはさらに “the mainstay of
our moral system in England”（1.337）であるとまで言う。 彼が念頭におい
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ているカントリーハウスは、マーク・ジルアールが言うところのヴィクト
リア朝の道徳の館（Moral House）のことであり、家庭のイデオロギーによっ
て支えられたこのホームが道徳的支えでありながら美しいと言われている
ところに、このホームの磁場の強さ、イギリス的なるものの力が見て取れ
る。ところがダンディのイリングワース卿は、そのホームには価値を置か
ないと言われているのだ。
このカントリーハウスはしかし、世紀末の時代には経営していくのが困
難な時期に入っていた。『まじめが肝心』には、昨今の貴族の厳しい生活
状況を指摘したセリフがいくつか出てくる。グウェンドレンとの結婚を望
むジャック・ワージングの財産をめぐって、ブラックネル卿夫人がジャッ
クとやりとりする場面（1.484-502）は貴族のおかれた厳しい社会的経済的
状況を示している。ジャックが土地ではなく株券で財産を持つというと、
ブラックネル卿夫人は、土地（＝地位）には税金、相続税がかかり、地代
収入は少ないので財産として持つなら、株のほうが賢いと彼をほめる。だ
からジャックの田舎のお屋敷が些少の土地（1500 エーカーほど）とわかっ
てもあまり問題にはならない。普通なら土地の広さは大きな問題になると
ころだ。だがカントリーハウスの地所の所有はプラス価値ではないのだ。
カントリーハウスをめぐる 18 世紀～20 世紀初頭の文化的・社会的状況
をジルアードに依拠して簡単に概観すると、長い 18 世紀を経て、ロマン
派の時代までは、コスモポリタン文化が花咲いた、上流趣味の時代で初期
のダンディが活躍した時代であった。1815 年から 1870 年までは、ナショ
ナル・カルチャーおよび道徳の館としてのカントリーハウスが成立した時
代である。1870 年から 1914 年までは、農業不況による貴族・ジェントリー
受難の時代で、ハーディとワイルドの時代にあたる。地代収入は下がり、
上流階級は困窮する。土地収入のみに頼っていた貴族は経済的打撃を受け
た。おまけに相続税が課されるようになる 15。
時代の農業不況による上流階級の社会的、経済的力の衰えとともに、カ
ントリーハウスは、ハーディにとっては、貴族、ジェントリー階級の衰退
の反映であることがその扱い方から、つまりは端役に甘んじているか、あ
るいは所有者や住人が上流の者以外に変わってしまうということからわ
かった。ワイルドも道徳の家としてのカントリーハウスがホーム形成に果
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たす役割を描かざるを得ないが、同時に貴族に対して逆風が吹き始め、田
舎のお邸のホーム形成が不安定になったことには気がついていた。

IV. 家系
次に、家系の問題は、ワイルドよりもハーディの方により深刻に表れて
いる。ワイルドは軽い扱いしかしていない。家系にせよ、出自にせよ、ホー
ムの形成、維持、安定と密接なかかわりがあるので、イングリッシュネス
の問題であると言っていい。
ハーディからは『テス』を取りあげる。これは家系に翻弄される話であ
る。テスの祖先は、今は没落してしまったがウィリアム征服王時代にはナ
イトであったダーバーヴィル家と判明。これが裏目に出て、血族と思った
偽ダーバーヴィル家のしゃれ者アレックに誘惑され、私生児を生み、その
子を亡くすと農業労働者として各地を転々。トールボセイズ農場で知り合っ
たエンジェルと結婚するも、アレックとの過去を夫エンジェルは許さず二
人は別居。エンジェルはブラジルに行くが、テスは農業労働による自活を
強いられる。アレックと再会、彼は貧しいテス一家を金銭的に助ける代わ
りにテスを情婦とする。エンジェルが戻ってくると、テスはアレックを刺
殺する。エンジェルとテスの逃避行はストーンヘンジで終わり、テスは絞
首刑になる。家系にはロマンスの響きがあるが、テスの破滅をもたらす。
したがって由緒ある家系というものが否定的に捉えられていることが分か
る 16。
ワイルドのほうはどうだろうか。『まじめが肝心』では、同一人物が田舎
ではジャック・ワージング、都会ではアーネスト・ワージングになるとい
う喜劇的な状況が設定され、ジャックの出自が問題となる。ジャックはブ
ラックネル卿夫人の娘グウェンドレンと婚約の際、捨て子であったこと、
ヴィクトリア駅の手荷物預かり所の手提げかばんの中に入っていたことが
判明する。捨て子はトマス・カーデューに拾われ、トマスのポケットにワー
ジング行きの一等切符が入っていたことから、ワージングという姓をもら
いうけた。ブラックネル卿夫人は「手荷物預かり所にお嫁に行って、小荷
物と縁組する」ことになると婚約に反対。最終的には適当につけたアーネ
ストという名前が、父親の将軍と同じ名前で本当の洗礼名でもあり、姓は
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モンクリーフで、アルジャーノンの兄であることが判明するという流れな
ので、実に名前が軽いものとして扱われている。これでは由緒ある家名な
どいい加減なものと示唆しているようなものだ。逆にジャックが後見人を
していたミス・セシリー・カーデューの出自（III 幕）や履歴は詳細である。
まず、三つの住居―ロンドン南西区ベルグレイヴ・スクエア 149 番地、
サリー州ドーキング町ジャーヴァス・パーク、およびイギリス北部ファイ
フ州、スポラン荘―をもつ、故トマス・カーデュー氏の孫娘であった。カー
デュー家顧問弁護士は、マークビー・マークビー・マークビー法律事務所
で、業界では最高の地位にある。出生、洗礼、百日咳、種痘、堅信礼、は
しかの証明書についてドイツ語版と英語版の二つが用意されている。財産
はコンソル公債で 13 万ポンド。見事な家柄を持つセシリーと結婚するアル
ジャーノンの方は、最初は婚姻制度、家族や血縁の否定までしていた人物
だが、自分が結婚をするとなると制度容認に豹変する（I 幕）。喜劇だから
分からないでもないが、家系や出自の扱いがワイルドは恣意的で軽い。三
世代以上前の祖先への言及もほとんどない。
家系については、ハーディもワイルドも否定的にとらえているようだ。
ハーディは悲劇的、ワイルドは喜劇的に扱っているが、家系に翻弄される
点では同じで、二人ともホームというイングリッシュネスを形成しようと
もがく人間を扱っていると言えるであろう。ここでは都会と田舎の別はあ
まり問題にならない。

V. 家系―肖像画の場合
次に家系の問題として、特に肖像画を見てみよう 17。ハーディの『テス』
には、ダーバーヴィル家の肖像画が登場し、ワイルドの『ドリアン』では、
ロンドンのドリアン自身の肖像画とカントリーハウスにおける祖先の肖像
画が登場する。
ハーディの肖像画は、遺伝、家系の連続、悪を表象する。テスとエンジェ
ルはハネムーン先としてマナーハウスを選ぶ（第 34 章）。テスの祖先のダー
バーヴィル家が住んでいたところだ。ここで目にした約 200 年前の先祖二
人の中年女性の肖像画は、“The long pointed features, narrow eye, and smirk

of the one, so suggestive of merciless treachery; the bill-hook nose, large teeth,
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and bold eye of the other, suggesting arrogance to the point of ferocity”（214; 下
線は筆者）と描かれ、無慈悲、裏切り、傲慢、獰猛さが目をひき、その祖
先の特徴はテスの顔にも見て取れ、遺伝、家系の連続、悪の連続を表象し、
同じ印象をエンジェルも後に持つ。つまり肖像画とテスの類似は、テスに
よるアレック殺害の伏線となっている。貴族などの家系は悪との連想が強
く、テスのような純粋な女性が家系に翻弄されている様子は、家系が否定
的にとらえられていることを示していると言えよう。
ワイルドも『ドリアン』の第 11 章で、ドリアンがカントリーハウスのギャ
ラリーで祖先の肖像画を見る場面を設定する。

To him man was a being with myriad lives and myriad sensations, a
complex multiform creature that bore within itself strange legacies of
thought and passion, and whose very flesh was tainted with the monstrous
maladies of the dead. He loved to stroll through the gaunt cold picturegallery of his country house and look at the various portraits of those whose
blood flowed in his veins. （137; 下線は筆者）
下線部にあるように、「祖先のやせ細った冷たい肖像画」を見ながら、自
分にも先祖の血が流れていることを確認したドリアンは、人間が無数の生、
無数の感覚からできた存在で、すべて祖先から譲り受けた不思議な思想と
情念の遺産だと感じる。しかもドリアンの肉体は、死者（＝祖先）の途方
もない病で汚染されているのだ。 ゆえにフィリップ・ハーバート他、悪
名高い先祖の名前が、その悪行とセットになって語られるのだ。
肖像画の考察についてまとめよう。先祖の肖像画、しかも悪辣な人物ら
しき肖像画をとりあげて、それがヒーロー、ヒロインらの人生に影響を与
えている点に注目しているところまでは、ハーディもワイルドも似ている。
したがって祖先を巻き込んだホームの歴史的連続性、伝統というものを二
人の作家が田舎のカントリーハウスについて意識していたことは間違いな
く、イングリッシュネスの何たるかをよくわかっていたと言えよう。
しかし、ワイルドの場合には、祖先の肖像画だけではなく、画家バジル
に描いてもらったドリアン自身の私的肖像画がある。しかも場所はロンド
– 19 –

ハーディとワイルド

ンという都会である。このドリアンの肖像画は、彼の魂、道徳的内面を表
す肖像画であり、自らは醜く変形しても、ドリアンの美と若さを保つとい
う審美的な目的を持つ肖像画となっている。このドリアンのダブルは、彼
が新快楽主義、世紀末の退廃的ダンディズムを実践した結果である。ヘン
リー卿が主張する審美的態度は現在の一瞬一瞬において感覚の快楽を得る
ことが肝要であるから、先祖の肖像画という歴史的伝統とは縁のない、つ
まりはイングリッシュネスとは無縁の個人肖像画となる。最終的にはそれ
がドリアン自身の良心の痛みによって破壊されるということは、中産階級
的なホームの価値観が強く働き、その力を取り戻したということであろう。

〈結論〉
ワイルドの都会のダンディは、最終的には無力化されて家庭人へと回収
されるか、ドリアンのように破滅し、ハーディの田舎ダンディもまた破滅
する。ダンディはそのままではホームの形成には関われない存在なのであ
る。英国国民意識の一つであるチャリティに対するワイルドの批判は新快
楽主義的なアンチ・イングリッシュネスの実践であり、ホームの安定化を
阻む言説である。カントリーハウスを、ワイルドはホームの持続する場所
として描かざるを得ないが厳しい経済的現実も認識しており、ハーディは
けんもほろろの扱いで、廃墟や上流階級が住めない偽のお屋敷が登場した。
家系の問題は上流階級の問題であるが、ハーディは庶民を幸福にするもの
ではないという立場のようであり、ワイルドは軽くあしらえばよいものと
考えていたようだ。祖先の肖像画には悪辣な人物の血が子孫にも流れ、致
命的な運命をもたらすことを示唆しているということで、ハーディもワイ
ルドも肖像画が伝えるホームの連続、特に上流階級のホーム形成には消極
的なようだ。ドリアンの私的肖像画は、ドリアンの命を奪うことによって、
ドリアンの家系の連続を断ち切り、ホーム形成を許さない。田舎、特にサ
ウス・カントリーをホームのイングリッシュネスとして称揚する都市のリ
スペクタブルな上流、中流階級に囲まれながら、ワイルドは、伝統的なホー
ム形成の磁場の強さに対する不快感（アンチ・イングリッシュネス）を、ダ
ンディ、チャリティ、カントリーハウス、家系、肖像画の表象を通じて表
現し、同じ表象を使ってハーディは、都会の中産階級読者が好むサウス・
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カントリーの田舎においてホーム形成に携わるのは、上流階級ではなく民
衆ではないかと問いかけているような気がしてならない。最終的には、二
人ともホーム形成をする主体、ネーション（国民）の問題に関わったので
はなかろうか。

＊

本稿は、日本ワイルド協会第 41 回大会（2016 年 12 月 3 日、武庫川女子大学）にお
いて行った講演に、加筆修正を加えたものである。

1
2
3

4

5

6

注
イングリッシュネスについては、Colls の単著、Colls & Dodd の共著、Kumar,
Giles & Middleton を参照。
ハーディとイングリシュネスについては、Kumar（7 章）
，Brooker & Widdowson，
丹治愛，Whitehead を参照。
Lalonde は、『まじめが肝心』が、国教会の儀式の 無意味さ、科学の言説の根
拠のなさ、法制度の腐敗をとりあげ、社会制度批判になっているとする。つ
まりアンチ・イングリッシュネスである。Scheible は、ペイターの『ドリアン・
グレイの肖像』の書評を分析した Riquelme の文章を紹介し、ゴシックのモチー
フをイギリスの外の脅威ではなく、内部の脅威を表象するのに利用するアン
チ・ブリティッシュネスを見ている（134-35）。Haslam は、『ドリアン・グレイ
の肖像』第二版におけるアンチ・ブリティッシュネスについて議論している。
二人について都会と言った場合にはロンドンに限定してよいだろう。また、
OED に よ れ ば、“Englishness” は、“The quality or state of being English or of
embodying English characteristics”（OED）、“English” は、“Of or belonging to
England（or Britain）or its inhabitants” と定義されているので、本稿ではイング
ランド中心のイングリッシュネスと考えてもさして問題はないだろう。
南部イングランドにイギリスらしさをみる点については、Alun Howkins を参
照。ハーディが描く都市は地方の町がせいぜいで、ロンドンは多少描かれる
程度である。ハーディ自身は、1862-1867 年、1878-1881 年にロンドン在住。
1885-1928 年の間は、ドーチェスターの自宅マックス・ゲイトに住みながら、
毎年首都ロンドンを訪問、各界の名士と交流した。
これ以外に、道徳的善悪、健康と病、記憶という観点から二人の作家を見て
ゆくことも面白いが、紙幅の関係で省略する。特に世紀末イングリッシュネ
スが、田舎＝健康、都会＝病という図式で動いているのに対し、ハーディも
ワイルドも田舎＝健康ばかりではなく、田舎＝病（死）もあり得るという現実
的なとらえ方をしており、田園のイングリッシュネスが脱構築されている点
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7

8

9

10
11
12
13

14

15
16

17

は興味深い。
山田のダンディ論は 30 年前のものであるが、その 10 年後に書かれ、影響力の
あるケンブリッジ・コンパニオンシリーズに掲載された Calloway のダンディ
ズム論が、山田があげるダンディの要素をほぼ準拠枠として持つことを考え
ると、山田の論は今でも色あせていないと言えよう。さらに両者は、世紀末
ダンディをリージェンシーのダンディ、フランスのダンディの系譜の上におい
ている点でも共通するが、Calloway は美的感性の重視をその論の中心にすえ
ている。もし両者に足りないところがあるとすれば、それはダンディをゲイ、
クィアの中にどう位置づけるかという点であろうか。「ゲイ」／「クィア」批評
については金田仁秀を参照。山田は最新のダンディズム論で、犠牲の精神、
ノブレス・オブリージュの精神をもダンディズムの中に含めている。
ダンディになることを拒否した人物がいる。小説『帰郷』
（1878）のクリム・ヨー
ブライトは、ウェセックスの田舎の下層中産階級出身でありながら、受けた
教育を通じてほとんどジェントルマンと言っていい存在だが、都会パリのダ
イアモンド店で貴婦人の虚栄に奉仕する仕事に嫌悪感を抱き、ダンディには
ならずに帰郷、農民教育に専念しホームを築こうとするが、ダンディ好みの
妻とは死別。
中世、近世のチャリティの流れをおさえながら、18 世紀、19 世紀のチャリティ
全盛時代を包括的に論じた金澤の著書は、最新の研究をふまえた信頼できる
好著である。19 世紀後半から現代にいたるまでのチャリティの変質を追った
ものとしては、岡村を参照。
チャリティ（フィランスロピー）と家庭（ホーム）の密接な関係、国家をホーム
とみる見方については、Prochaska を参照。
ワイルドがマシュー・アーノルドの『文化とアナーキー』の系譜の上にあるこ
とについては、鈴木英明論文が簡潔に論じている。
『森林地の人びと』第 23 章のシャートン城の廃墟がその例である。
『ギャスケル 論 集』
（2017 年 第 27 号）に お い て ハーディと ギャスケル 夫 人、
フォースターを比較した拙論の中で、ハーディの『微温の人』をこの点から論
じておいた。
短編「カンターヴィルの幽霊」においては、アメリカのオーティス公使一家が、
カンターヴィル卿から幽霊が出没することを承知の上でカントリーハウスを
購入する。アメリカの物質主義、消費主義批判が、カントリーハウスや幽霊
の商品化に見られる。
Peter Mandler もカントリーハウスの社会史として必読書である。
ハーディと家系の問題については Gilmartin が詳しい。特に、ワーズワースも
利用しながら、田舎の墓地の生者と死者の共同体が可能にする家系のナラティ
ブについての議論が面白い。
肖像画が、ヴィクトリア朝のゴシック小説やセンセーション小説で多用され
たことについては、Mighall を参照。

– 22 –

金子

幸男

引用文献
Brooker, Peter and Peter Widdowson. “A Literature for England.” Colls & Dodd. 141-88.
Calloway, Stephen. “Wilde and the Dandyism of the Senses.” The Cambridge Companion
to Oscar Wilde. Ed. Peter Raby. Cambridge: CUP, 1997. 34-54.
Colls, Robert. Identity of England. Oxford: Oxford UP, 2002.
Colls, Robert and Philip Dodd. Englishness: Politics and Culture 1880-1920. 2nd ed.
1986. London: Bloomsbury, 2014.
“English.” Def. A-1 The Oxford English Dictionary. 11 August. 2017. <http://www.oed.
com.ezproxy3.lib.le.ac.uk/view/Entry/62251?rskey=iFjeqb&result=1&isAdvanced=
false#eid>.
“Englishness.” Def. The Oxford English Dictionary. 11 August. 2017. <http://www.oed.
com.ezproxy3.lib.le.ac.uk/view/Entry/62262?redirectedFrom=englishness#eid>.
Giles, Judy and Tim Middleton, eds. Writing Englishness 1900-1950: An Introductory
Sourcebook on National Identity. London: Routledge, 1995.
Gilmartin, Sophie. Ancestry and Narrative in Nineteenth-century British Literature: Blood
Relations from Edgeworth to Hardy. Cambridge: CUP, 1998.
Girouard, Mark. Life in the English Country House: A Social and Architectural History.
New Haven: Yale UP, 1978.
Hardy, Thomas. Far from the Madding Crowd. London: Macmillan, 1974.
–. A Laodicean: A Story of Today. London: J. M. Dent, 1997.
–. The Return of the Native. London: Macmillan, 1974.
–. Tess of the d’Urbervilles. London: Macmillan, 1974.
Haslam, Richard. “Revisiting the ‘Irish Dimension’ in Oscar Wilde’s The Picture of
Dorian Gray.” Victorian Literature and Culture. 42(2014): 267-79.
Howkins, Alun. “The Discovery of Rural England.” Colls & Dodd. 85-111.
富士川義之、玉井暲、河内恵子編著．『オスカー・ワイルドの世界』東京：開文社出
版、2013 年 .
金澤周作．『チャリティとイギリス近代』．京都：京都大学出版会、2008.
金子幸男．「カントリー・ハウスにみるホームの変遷―ギャスケル夫人、トマス・
ハーディ、E. M. フォースターとイングリッシュネス」．『ギャスケル論集』27
（2017）: 1-18.
金田仁秀．「ワイルドと『同性愛』の言説―『ゲイ』／『クィア』批評の可能性」
『オ
スカー・ワイルドの世界』424-438.
Kumar, Krishan. The Making of English National Identity. Cambridge: Cambridge UP,
2003.
Lalonde, Jeremy. “A ‘Revolutionary Outrage’: The Importance of Being Earnest as Social
Criticism.” Modern Drama. 48.4(2005): 659-76.
Mandler, Peter. The Fall and Rise of the Stately Home. New Haven: Yale UP, 1997.
Mighall, Robert. Introduction. The Picture of Dorian Gray. By Oscar Wilde. ix-xxxiv.

– 23 –

ハーディとワイルド
岡村東洋光、高田実、金澤周作．『英国福祉ボランタリズムの起源―資本・コミュ
ニティ・国家』京都：ミネルヴァ書房、2012 年．
Prochaska, F. K. “Philanthropy.” The Cambridge Social History of Britain 1750-1950.
Ed. F. M. L. Thompson. Vol. 3. Social Agencies and Institutions. Cambridge: CUP,
1990. 357-93.
Scheible, Ellen. “Imperialism, Aesthetics, and Gothic Confrontation in The Picture of
Dorian Gray.” New Hibernia Reviews. 18.4(2014): 131-150.
Smith, Anthony D. National Identity. Reno, Nevada: Univ. of Nevada Press, 1991.
鈴木英明．「ワイルドと政治」．『オスカー・ワイルドの世界』439-48．
丹治 愛．「ハーディと田園主義的イングリッシュネス その概念の構築と脱構築」
『ハーディ研究』第 42 号（2016）1-20.
山田 勝．『ダンディズム―貴族趣味批判と近代文明批判』NHK ブックス 東京：
日本放送出版協会，1989．
–.「ダンディズム」
．『オスカー・ワイルドの世界』166-179.
Whitehead, James S. “Hardy and Englishness.” Palgrave Studies in Thomas Hardy
Studies. Ed. Phillip Mallet. London: Palgrave Macmillan, 2004. 203-28.
Widdowson, Peter. Hardy in History: A Study in Literary Sociology. London: Routledge,
1989.
Wilde, Oscar. “The Canterville Ghost.” Complete Short Fiction. Ed. Ian Small. London:
Penguin, 2003. 206-34.
–. The Importance of Being Earnest and Other Plays. London: Penguin, 1995.
–. The Picture of Dorian Gray. London: Penguin, 2003.
–. “The Soul of Man under Socialism.” The Soul of Man under Socialism and
Selected Critical Prose. By Oscar Wilde. Ed. Linda Dowling. London: Penguin,
2001. 125-160.

– 24 –

バジルとはいかなる画家か
―『ドリアン・グレイの肖像』の絵画考察
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はじめに
永遠の美青年ドリアンを描いた肖像画は、それ自体が小説のタイトル『ド
リアン・グレイの肖像』として用いられていることからも明らかなように、
物語展開において重要な役割を果たす。ところが、絵画のモデルとなった
ドリアンに対しては多くの関心が寄せられる一方で、ドリアンを描いた画
家バジルに対しては、あまり関心が向けられてこなかった。バジルはドリ
アンのような美貌の持ち主でもなく、ヘンリー卿のような機知に富んだダ
ンディーでもないため、道徳的に優れてはいるものの、とくにこれといっ
た取柄のない人物として考えられてきたからだ。事実 Oulton は、“Basil,

the most trustworthy proponent of romantic idealism, represents the most sincere
moral voice in the novel, but he is marginalised almost from the beginning”（150）
とバジルの役割を軽視している。また Warwick は、“Basil is a rather pitiful

figure, although as readers we do not really pity him”（78）とバジルの不人気に
ついて指摘し、さらに “Basilʼs story is the difficulty of being a true artist”（79）
と彼の芸術性を疑っている。
実際バジルは、若くして、ドリアンの等身大の肖像画という傑作は生み
だすものの、それ以外には優れた作品を残していないと考えられてきた。
たとえばヘンリー卿は、“During the last ten years his painting had gone off

very much”（349）1 と述べた直後に、再度 “[H]is painting had quite gone off. It
seemed to me to have lost something. It had lost an ideal”（349）と同様の発言
をくり返し、画家としてのバジルを批判する。さらにヘンリー卿は、ドリ
オスカー・ワイルド研究 16（2017 年）
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アンとの交流を断って以来のバジルの作品について、“Since then, his work

was that curious mixture of bad painting and good intentions that always entitles
a man to be called a representative British artist”（349）とより具体的な欠点を
指摘している。
すなわち、
『ドリアン・グレイの肖像』で画家バジルに与えられた役割は、
ドリアンの変化していく肖像画を描くことであり、その役目を果たしたあ
との彼については、これといって注目すべき点がない、凡庸な画家として
軽視されてきたのである。しかし本論文では、これまで光があたることの
なかった画家としてのバジルに焦点を合わせ、彼の絵画にみられる画風や
描き方を考察する。さらに当時のモダン・アートの世界における、画家と
画商とのかかわりに着目することにより、バジルに対してこれまでとは異
なる新たな見解を示す。

I 肖像画
絵画には描かれる主題によって、肖像画、歴史画、風景画などいくつか
のジャンルがあるが、ドリアンの肖像画を描いたバジルは、当然のことな
がら肖像画家といえる。しかし、肖像画家という肩書が、芸術家としての
バジルの価値を下げてしまっている可能性がある。なぜなら、当時の肖像
画に対する認識は次のようなものだったからだ。

Portrait painting was quicker, less demanding and more profitable and in the
last decades of the Victorian age demand seemed limitless. Almost all figure
painters executed portraits and some practically gave up other subjects
altogether. But the demands of portraiture deadened the artistic impulse;
late Victorian portraits by specialist portraitists tend towards dullness, as is
evident from the dreary rows of dignitaries in many town halls and clubs.
(Treuherz 184)
他のジャンルに属する絵画と比べて、肖像画の芸術的な価値は劣るとされ
ていたために、肖像画家としての活躍が目立ったバジルは、その芸術性を
低く評価されがちだったのである。
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バジルの描いた肖像画のなかでは、ドリアンの等身大の絵画がもっとも
よく知られているが、実はバジルは、生身のドリアンを描く以前に、神話
の人物に扮装したドリアンを描いている。次のバジルのセリフを見てみよ
う。
“I had drawn you [Dorian] as Paris in dainty armour, and as Adonis with

huntsmanʼs cloak and polished boar-spear. Crowned with heavy lotusblossoms you had sat on the prow of Adrianʼs barge, gazing across the green
turbid Nile. You had leant over the still pool of some Greek woodland, and
seen in the waterʼs silent silver the marvel of your own face. And it had all
been what art should be, unconscious, ideal, and remote.” (264)
神話に題材をとった絵画は、歴史画と並んで芸術的な価値が高いとされて
きた。そのため、伝統的なジャンルの優劣にこだわる画家は、人物に焦点
を合わせた作品を創作する際に、モデルに歴史や神話の人物の扮装を施し、
一見、歴史画や神話画としても通用するような工夫を行っていた。英雄に
扮したドリアンの姿を描き、神話世界を前提とした絵画を作成していた頃
のバジルは、絵画の伝統的な価値観にこだわりをもった保守的な画家だっ
たのである。
ところが、ある日、突然思い立ったバジルは、自身の制作において新た
な試みに挑戦する。彼は、その日のことを次のように回想する。
“One day, a fatal day I sometimes think, I determined to paint a wonderful

portrait of you as you actually are, not in the costume of dead ages, but in
your own dress and in your own time.” (264)
それでは、生身のドリアンが描かれた、他の絵画ジャンルとは被らない、
れっきとした肖像画には、どのような特徴があったのだろうか。肖像画
に描かれたドリアンの表情に注目してみたい。モデルをつとめた際のド
リアンの様子が、次のように描写される。“For nearly ten minutes he stood

there, motionless, with parted lips, and eyes strangely bright”（184）
. さらにバ
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ジルも、その際のドリアンの様子を、“I have caught the effect I wanted―

the half-parted lips, and the bright look in the eyes. I donʼt know what Harry
has been saying to you [Dorian], but he has certainly made you have the most
wonderful expression”（185）と述べて、ドリアンの「開いた唇と奇妙に輝い
た眼」を強調している。ドリアンの表情が、穏やかな落ち着いたものでは
なく、ヘンリー卿の発言に刺激されたがゆえの、興奮したものだったこと
が分かる。
しかし、このような表情を描いた作品は、肖像画としては特異なものだっ
た。

It was uncommon for portraits to show any extreme expression, as neutral
and studied features gave sitters an air of dignified repose or concentration.
Most sitters preferred to be represented in this way, as any facial expression
in a portrait could appear ugly or unnatural. (West 34)
バジル自身も、この作品が、肖像画の伝統的な規範からはずれていること
を認識しており、この作品制作を契機として、「新しい方法」を獲得した
と次のように述べている。
“[Dorianʼs] personality has suggested to me an entirely new manner in

art, an entirely new mode of style. I see things differently, I think of them
differently. I can now recreate life in a way that was hidden from me
before.” (177)
再 度 バジルは、“[Dorian] is a suggestion, as I have said, of a new manner. I

find him in the curves of certain lines, in the loveliness and subtleties of certain
colours”（177）と同様の主張をくり返す。生身のドリアンの肖像画を制作
したことを契機に、バジルは自身の芸術において、これまでとは異なる「新
しい方法」を獲得したのである。
「新しい方法」を用いて描かれたこの肖像画は、他のバジル作品に対し
ては低評価をくだしていたヘンリー卿ですら、傑作として認めざるを得
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なかった。彼は、“It was certainly a wonderful work of art, . . . It is the finest

portrait of modern times”（188）と述べたあと、続けて “It is one of the greatest
things in modern art”（189）と断言する。さらにバジルに対して、“You must
certainly send it [the portrait] next year to the Grosvenor. The Academy is too
large and too vulgar . . . The Grosvenor is really the only place”（169-170）と助
言する。ヘンリー卿が、バジルが描いた肖像画は、アカデミーの規範には
とらわれないグローヴナー・ギャラリーに展示すべきだと主張しているこ
とからも、彼の作品には前衛的な特徴がみられたことが分かる。神話の英
雄に扮装したドリアンを描いていた時のバジルが、伝統的なジャンルの位
置づけにとらわれた保守的な画家だったのに対して、当時の服装を身に着
け、特異な表情をしたドリアンの肖像画に挑んだバジルは、伝統的な価値
観にはとらわれない、「新しい方法」を獲得したモダンな芸術家へと変化
したのである。

II 画商
先の引用で、ヘンリー卿が言及していたモダン・アートの世界では、芸
術と商業との結びつきが一層顕著であり、アート・ディーラーすなわち画
商の存在が不可欠なものとなっていた。

In an increasingly entrepreneurial age, it was perhaps inevitable that art
and commerce would be drawn closer together. This produced a new
phenomenon, the powerful dealer, who interpreted and marketed the new
art to the public, and simultaneously employed the artists he was promoting
by guaranteeing to buy their work. (Hook 19-20)
そして従来、作品の芸術的及び金銭的価値を決定してきた、官展やオーク
ション・ハウスに代わり、画商の経営する画廊がそれらの役割を担うよう
になってくる。

The traditional venues of sales and publicity, auction houses and Salons,
were first supplemented and eventually replaced by an emergent class of
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dealer whose chief product was contemporary painting, and who developed
international connections and international audiences for the artists they
managed. (Jensen 32)
つまり画家としてのバジルが生きた 19 世紀末の芸術世界では、画商から
の支持がなければ、芸術家としての成功は難しくなってきていたのである。
当時、芸術の最先端はフランスを中心に生みだされており、画商の多く
はパリに画廊を構えていた。画商として早くから名声を確立していた人物
としては、デュラン = リュエル 2 がもっともよく知られている。そして彼
を凌ぐ勢いで台頭してきていたのが、“Other dealers handling Impressionist

painting sprang up in Paris to challenge Durand-Ruel, the most significant of
whom was Georges Petit”（Hook 49）と評される人物だ。ジョルジュ・プティ
の経歴は次のようなものである。

Georges Petit: Owner of a Café in the Rue de Sèze in Paris, founded by
his father Francis Petit; Delacroix, Corot and the painters of the Barbizon
school exhibited here. From 1880 he sold Impressionist works and became
with Durand-Ruel one of the most important of the gallery owners. (Walther
687)
さ ら に プ テ ィ の 画 廊 は、“Petitʼs premises were extremely grand, and he

presented his pictures in highly elegant surroundings”（Hook 50）と指摘される
ように、その豪華さで知られており、彼の芸術的センスの良さは、クロー
ド・モネなどの画家たちからも称賛されるほどだった 3。
このようにモダン・アートの世界を代表する画商の一人となっていたプ
ティであるが、彼の名前とセーズ通りに実在していた画廊が、
『ドリアン・
グレイの肖像』に登場してくるのである。バジルがパリでの展覧会につい
て述べるセリフを見てみよう。
“I am going to exhibit it [Dorianʼs portrait] in Paris in the autumn. I shall

probably have to give it another coat of varnish before that, . . . Georges
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Petit is going to collect all my best pictures for a special exhibition in the
Rue de Sèze, which will open the first week in October.” (263)
バジルは、当時のモダン・アートを牽引していた画商から、個展の依
頼を受けるほど注目された、流行の先端をいく画家だったのである。プ
ティに 関 し て は、Bristow も 注 釈 を つ け て お り、“a major art gallery that

held many well-publicized exhibitions, including the display of works by
Claude Monet” と印象派画家とのつながりを指摘したうえで、“Hallwardʼs
connection with this gallery suggests the avant-garde, fashionable nature of his
work”（389）と述べている。こうなってくると、バジルを道徳的に過ぎた
つまらない人物とはみなせず、本論の冒頭で言及した、バジル作品に対す
るヘンリー卿の低評価にも修正を迫る必要がある。バジルは、つたない技
術しかもたない凡庸な画家ではなく、むしろ前衛派の画商から作品を望ま
れるほど、モダン・アートの世界で活躍していた画家だったのである。

III 風景画
バジルを支持していた画商プティが好んだ流派として印象派があげられ
るが、印象派画家が多く手がけた絵画ジャンルの一つに風景画がある。風
景画は、肖像画と同様にあるいは肖像画以上に、絵画の芸術的な価値の位
置づけでは下位であるとされてきた。歴史や神話を描いた絵画の背景とし
て風景が描かれることはあっても、風景そのものを主題にした絵画は価値
が低いとみなされてきたのである。そんななか、19 世紀初頭にウィリアム・
ターナーやジョン・コンスタブルが風景画を手がけたことを皮切りに、世
紀後半になってくると印象派画家が、絵画の主題として積極的に風景を描
くようになる。
そして興味深いことに、肖像画専門のように思われがちなバジルも、風
景画を作成していたことが、次のヘンリー卿に対するバジルのセリフから
分かる。
“You remember that landscape of mine, for which Agnew offered me such

a huge price, but which I would not part with? It is one of the best things I
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have ever done. And why is it so? Because, while I was painting it, Dorian
Gray sat beside me. Some subtle influence passed from him to me, and
for the first time in my life I saw in the plain woodland the wonder I had
always looked for, and always missed.” (177)
バジルが風景画を制作していたことに加えて、さらに注目すべき点は、引
用 1 行目の “Agnew” である。というのも、アグニューとは、1817 年にマン
チェスターで画廊を開設して以来、19 世紀を通して活躍したイギリスの画
商の名を指すからだ 4。バジルはフランスのみならず、イギリスの画商か
らも「莫大な金額」で作品購入をもちかけられるほどの人気画家だったの
である。
またバジルは、自身の風景画を傑作のひとつだと評し、その理由として、
それまで「平凡な森」としてしか見えていなかった風景のなかに、求めて
いた「驚異」を発見したからだと述べている。バジルは獲得した「新しい方
法」を風景画にも用いて、興趣に欠ける「平凡な森」の風景に、自分独自の
見方を加えることにより、
「驚異」を帯びた魅力的な作品へと仕上げたのだ。
Ⅰ章で参照したヘンリー卿の発言―バジルの作品は保守的なアカデミー
ではなく、唯美主義を標榜していたグローヴナー・ギャラリーに展示すべ
き―をふまえて、バジルをラファエル前派に属する画家とみなすことも
出来るかもしれない。しかし、ラフェエル前派の画家が、観察に基づく自
然の忠実な描写を目指したのに対して、バジルは「平凡な森」を「平凡な森」
としては描かず、そこに自分独自の見方を加えたうえで作品を完成させて
いる。となると、バジルの自然に対する向き合い方は、ラファエル前派よ
り、むしろ印象派―風景をただ写実的に描くのではなく、風景に対して
自身が抱いた印象もキャンバスに描き込む―に近いのではないだろうか。
生身の姿のドリアンを描いたことを契機にバジルが獲得した「新しい方法」
とは、描こうとする対象をそのまま描くのではなく、そこから喚起された
自身の印象を重視して制作にあたった、印象派画家が用いた方法と同等の
ものだったと考えられるのである。

– 32 –

桐山

恵子

IV 筆づかい
Ⅲ章では、バジルが印象派的な方法を用いて絵画制作にあたっていた可
能性を指摘したが、本章では、バジルの筆づかいに着目することにより、
さらにそれを裏づけていきたい。バジルがドリアンの肖像画を描く様子を
見てみよう。

Hallward painted away with that marvellous bold touch of his, that had the
true refinement and perfect delicacy that in art, at any rate comes only from
strength. (184)
バジルの筆づかいが、「驚嘆すべき大胆なタッチ」と表現されていることか
ら、彼がゆっくりと時間をかけて絵を描いているのではなく、力強く勢い
に任せて描いていることが分かる。
彼の筆のはしりが素早いものであることは、次の引用からも確認できる。

The sweep and dash of the brush on the canvas made the only sound that
broke the stillness, except when, now and then, Hallward stepped back to
look at his work from a distance. (188)
さらに最後の仕上げにとりかかるバジルが、使用している筆の大きさに注
目してみたい。

After about a quarter of an hour Hallward stopped painting, looking for a
long time at Dorian Gray, and then for a long time at the picture, biting the
end of one of his huge brushes, and frowning. “It is quite finished,” he cried
at last, and stooping down he wrote his name in long vermilion letters on
the left-hand corner of the canvas. (188)
バジルが口にくわえているのが、「巨大な筆」であることから、彼が最後
の仕上げを、小さな細い筆で丹念に行うのではなく、大きな太い筆を用い
て、勢いある筆さばきで行ったことが分かる。
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バジルによる絵画制作の過程を振り返ると、筆のあとをキャンバスに残
さないように気を配りながら、細い筆で丁寧に描くのではなく、太い筆を
用いて、素早くかつ大胆なタッチで描いていたことが分かる。そして、こ
のような描き方は印象派が用いた方法でもあり、肖像写真が登場してきた
時代において、新たな意味合いをもってきていた。

[P]erhaps there was one further element to the early appeal of an
Impressionist painting: there may have been an attraction to its rougher
texture and broader brush stroke. This was a generation still coming to
terms with photography. . . . The brush strokes were the evidence of the
artistry; proof that the work of art was created not by a machine, but by a
human hand expressing a human temperament. (Hook 17)
「巨大な筆」を用いて、「素早く叩きつけるよう」な筆のはしりで、「驚嘆す
べき大胆なタッチ」をキャンバスに残して、ドリアンの肖像画を描いたバ
ジルは、自身の制作において、印象派画家が用いたのと同様の方法を取り
入れていたのである。
バジルと同様に、肖像画の作成に印象派の方法を取り入れることにより
人気を得た実在の画家としては、ジョン・シンガー・サージェントがあげ
られる。

[John Singer] Sargent was an effective integrator of Impressionism
into the taste of the English Establishment. He deployed an undeniably
Impressionist brush stroke, but on portraits of the ʻgreat and goodʼ which
the sitters rather liked as they found themselves endowed with a certain
flashy style. (Hook 128)
印象派の筆づかいを用いたという点で、サージェントとバジルは共通して
いる。しかしサージェントは、肖像画の伝統にも敬意を払い、モデルとなっ
た人物の落ち着きや威厳が失われないように気を配った。対して、「開い
た唇と奇妙に輝いた眼」の興奮した状態のドリアンを描いたバジルは、サー
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ジェントの肖像画よりもさらに先をゆくような、より前衛的な作品を完成
させていたのである。

おわりに
これまでの考察で明らかになったように、バジルは従来みなされてきた
ような、道徳的に過ぎる凡庸な画家ではない。それどころか、当時の前衛
だった印象派のように、風景画で優れた作品を描いたり、印象派に特徴的
な筆づかいを絵画制作に用いたりするような、先進性を備えた芸術家だっ
たのである。ヘンリー卿がバジルの晩年の作品に対して、厳しい評価を下
していたように、たしかに画家としてのバジルの全盛期は生身の姿のドリ
アンを描いた頃であり、それ以降の彼は次第に名声を失っていったのかも
しれない。しかし華々しく活躍できた年月がそう長くはなかったとしても、
少なくともある時期のバジルは、画商として名を馳せたジョルジュ・プティ
やアグニューが、彼の個展をパリで開いたり、莫大な金額で作品の購入を
望んだりするほど、モダン・アートの世界で十分に通用する優れた画家だっ
たのである。

＊

本論文は、日本ワイルド協会第 41 回大会シンポジウム「ワイルドを取り巻く視覚
芸術―絵画、映画、サヴォイ・オペラ」
（2016 年 12 月 3 日、於武庫川女子大学中
央キャンパス）における口頭発表原稿に加筆修正を施したものである。

1

2

3

注
Wilde, Oscar. The Picture of Dorian Gray (1891). The Complete Works of Oscar
Wilde. The Picture of Dorian Gray: The 1890 and 1891 Texts. Ed. Joseph Bristow.
Vol. 3. Oxford UP, 2005. 165-357. この作品からの引用は括弧内にページ数のみ
を示す。
デュラン＝リュエルは、バルビゾン派を支持していた父親の事業を引き継ぐ
形で画商となり、印象派絵画の発展と普及に大いに貢献した。1871 年に普仏
戦争のためフランスを離れていたクロード・モネ、カミーユ・ピサロらとロ
ンドンで知り合いになり、当地で大規模な印象派展を開催している（Walther
660, 682, 688）。
モネはデュラン＝リュエルに宛てた手紙で、次のようにプティの画廊を称
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4

賛している。“One canʼt deny that the public is captivated and that they dare not
make the smallest criticism because these paintings are mounted advantageously,
because of the luxury of the room, which together is very beautiful and imposing on
the crowd” (Hook 50).
アグニューは 19 世紀半ばにはリバプールとロンドンにも店舗を構え、ジョン・
エヴァレット・ミレイやエドワード・バーン＝ジョーンズら、同時代の画家
の作品を取り扱う中心的な画商として活躍していた (Bristow 374)。
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1 序
2000 年代前半、Oscar Wilde（1854-1900）の作品が相次いで映画化され
た。1997 年には Wilde の半生を描いた映画 Wilde が発表され、時代の寵児
から醜聞にまみれた囚人へと転落した悲劇の作家に目が向けられたばかり
であった。その後 Oliver Parker 脚本・監督による An Ideal Husband（1999）、

The Importance of Being Earnest（2002）、The Picture of Dorian Gray（2009）
と 10 年間で 3 作品が映画化されている。2000 年は Wilde 没後 100 年にあた
る。これを記念するように、Wilde の華麗な風習喜劇が 21 世紀の映画館で
上演されることとなった。また 2000 年前後には英国ヘリテージ映画が隆
盛を極めていたことも、ヴィクトリア朝を舞台とするワイルド作品の映画
化に繋がったと考えられる。Wilde を取り巻く視覚芸術の中で、映画もまた、
その作品の魅力を現代に伝える形態として定着したと言えよう。本稿では

21 世紀の映画産業という市場において、英米合作の映画 The Importance of
Being Earnest がどのように原作から変容し、大衆への受容を目指したのか
について考察してみたい。

2 文学作品の翻案
Oliver Parker に よ り 2002 年 に 映 画 化 さ れ た The Importance of Being
Earnest（以下 Earnest）は、BBC News のレヴューや視聴者コメントを見る
限り、俳優陣の演技や台詞については概して肯定的である。1 しかし映画
独自のシーンについては否定的なレヴューが散見する。Buckton はシガレッ
オスカー・ワイルド研究 16（2017 年）

Wilde の受容

トケースの件が、Algernon の閉ざされたフラットから女性も同席する公共
の空間へと移動したことで、異性愛的側面が強調され、台詞が含蓄する同
性愛的なスリルが削がれたと主張する（Buckton 330）。 Hakala が注目する
のは、映画ではショーガールのフレンチカンカンの後にドラァグキングの
ショーが続き、タキシードを着た中性的な女性や男娼らしい少年までもが
画面に映り込むことである。この映画は、後に割愛された Grisby Episode
を含む 4 幕版の Earnest を下敷きにしながらも、4 幕版にのみ登場する “The

Green Carnation”（418）2 すなわち Wilde のセクシュアリティを仄めかす本に
は触れていない。そして女性登場人物を大胆に脚色することで、三組のカッ
プルの異性愛に主眼を置いているように見える。しかし異性装者や男娼風
の少年が背景にいることから、Hakala は Parker のセクシュアリティの演出
に疑問を呈している。また Krämer は Jack の名前に関する重大な改変を指
摘している（145）。原作では The Army List から Jack の洗礼名は Ernest John
であることが判明する。しかし映画では John であることが判明し、それ
にも関わらず皆に Ernest であると嘘をつくのだ。これでは Jack は Ernest
でもなければ earnest（真面目）でもなく、ワイルドの用意した大団円とダ
ブルミーニングが作用しない。しかし実際は大幅な台詞の改変があった
訳ではなく、Parker は Lady Bracknell の台詞 “Yes, I remember now that the

General was called Ernest. I knew I had some particular reason for disliking the
name.”（Wilde 418）3 を割愛し、その空白部分に Lady Bracknell の表情やカ
メラを使った The Army List の接写など映画ならではの演出を加えること
で、劇のラストに最大の悪戯を仕掛けたのである。これにより、最後まで

Ernest だと嘘を吐く John の “trivility”（418）が強調される終幕となったもの
の、原作ファンの批判を浴びるのも無理はない。しかも原作の設定とは異
なり Jack は Algernon の弟になっており、またしても原作派の観客の予想
を裏切る形となっている。文学作品の翻案においては、一般的に原作に忠
実な演出が期待される傾向が強いが、むしろそれを裏切ることが他作品に
も通じる Parker の意思であるようにすら思える。
本来、舞台演劇である Earnest は、上演される時代の演出家によって大
胆に脚色されてきた過去をもつ。古典的作品を現代のステージに乗せる
際、劇的で前衛的な改変が見られることは珍しくない。それは舞台演劇
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が、その空間の小規模さや観客の素養ゆえに、映画ほどの大衆性を求め
られず、演出家にとって実験的な場にしやすいからであろう。Kaplan は
演劇とはむしろ上演される時代性を映して変容すると述べる。“As Sheila

Stowell and I have argued recently in New Theatre Quarterly, costumes, sets and
stage properties were regularly, and sometimes perversely, updated through this
period to reflect the date of individual productions rather than that of the play
itself”（Kaplan 342）
. Haymarket での Earnest のリヴァイヴァル公演（1923）で
は、Cecily と Gwendolen がフラッパーとして登場したり、電話・オートバ
イ・避妊といった第一次大戦後のテクノロジーや社会問題について言及す
る台詞が追加された。1987 年には Dublinʼs Gate Theatre で Patrick Mason に
よる Irish を意識した Earnest が上演され、1989 年には Bloomsbury Theatre
で Yvonne Brewster による全役者が黒人の Earnest が上演された。

[I]t has remained the state of affairs until the past decade, when renewed
concerns with gender, nation and the nature of performance, and a
notable reassessment of Wilde himself—nowadays Queer, Political, and
Post-colonial—have joined forces to create conditions in which radical
re-working of Earnest and its characters are beginning to upend the axis
of comfortability that is the legacy of the play’s mid-century formulation.
（Kaplan 343）
Paul Doust の Lady Bracknell’s Confinment（1994）で は Lady Bracknell が 劇
の主役に取って代わり、彼女は Gwendolen の母親ではなく、女装した父
親という設定になっている（Kaplan 345）。この複雑な脚本は最早 Wilde の
軽妙洒脱な台詞に乗せたヴィクトリアニズム批判の枠を超え、1990 年代
が抱える性のダイヴァーシティの問題へと大きく舵を切っている。こう
して Wilde の書いた Earnest は形骸化されることなく “potent attack upon an

Englishness”（Kaplan 344）の急先鋒に立ち、伝統的なジェンダーやセクシュ
アリティに一石を投じる役割を担い続けている。
このように舞台演劇では Earnest の前衛的な演出が散見する中で、映画
界においては古き良きイングリッシュネスを表象する「ヘリテージ映画」
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の系譜に連なる形で 2002 年の Earnest は制作された。英国では保守党の

Margaret Thatcher 政権時代（1979-1990）に脱工業化が進み、各地方自治体
が観光産業に転じていった。歴史的建築物や考古学的遺跡を保全する「イ
ギリス・ヘリテージ法」の制定は、過去を再現するヘリテージ産業全体を
後押しした（平林 111）。Parker が監督を務めた Earnest そして The Picture of

Dorian Gray（以下 Dorian Gray）の製作においては The Film Council が協賛
している。2000 年に英国の映画産業の振興を目的として発足した英国政
府が後援する映画助成団体 The UK Film Council は、2010 年の緊縮財政の
影響を受けて消失するまでに多くの映画を世に送り出した（“Fade Out”）官
民挙げてのヘリテージ産業振興の潮流に乗り、一連の Wilde 作品の映画化
が実現したと考えられる。
ヘ リ テ ー ジ 映 画 研 究 で 知 ら れ る Higson は、歴 史 や 過 去 は、Fredric

Jameson の 表 現 を 借 り る な ら、“ʻa vast collection of imagesʼ designed to
delight the modern-day tourist-historian”（Higson 95）で あ り “The past is
reproduced as flat, depthless pastiche, where the reference point is not the past
itself, but other images, other texts”（Higson 95）と批判する。1980 年代の初
期ヘリテージ映画は「イングランド南部の美しい絵画のような田園地方に
そびえたつ邸宅で日々の生活を送る上流階級の人々」
（大谷 4）をノスタ
ルジックに描き、観客は「その舞台となっているカントリーハウスの表象
を通じて、理想化された英国のイメージを消費」
（大谷 4）するものであっ
た。こうしてカントリーハウスはイングリッシュネスの象徴となる。一
方、1990 年代以降の第二期ヘリテージ映画は「エドワード朝前後のイング
ランドという時代設定と保守的な映像スタイル」はそのままに、「労働者階
級・女性・アメリカ人といった、階級・ジェンダー・国籍の点でイギリス
社会の周辺に位置する人々がイングリッシュな文化に揺さぶりをかけると
いった、ヘリテージ映画の従来の保守的なイメージを若干揺るがすような
変化が見られた」
（松本 95）と指摘される。この時代に制作された Parker の

Earnest は、ヘリテージ映画の伝統に則って上流階級のマナーハウスでの
優雅な生活や、ロンドンの洗練された社交界を描き、美しく豊かな英国の
イメージを消費しつつも、後世の人々がヴィクトリア朝の実態として認識
している複数のイメージを新たに追加している。それは Wilde の風習喜劇
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の根底に流れる、ヴィクトリア朝の respectability に対する風刺的な眼差し
を強化するために取られた手法であることを、次節で確かめてみたい。
ヘリテージ映画についての批判は Higson 以外にも見られる。Hewison は
「現代の創作物で、批判的言説というよりもコスチュームドラマであり再
現」
（qtd. in Krämer 135）であると述べ、Monk はポスト・ヘリテージ映画の
中には過去がいかに表象されるのかを意識した作品も現れたと述べている
（Monk 33）。その上で Krämer は Parker の Earnest について、映画が原作に
どれだけ忠実であるかを判断するために両者の違いを丹念に調べるよりも、
映画のテクストの綿密な分析を元に Wilde の作品が有する特定の側面を論
じるべきだとし（Krämer 135）、以下のように論じる。

It seems more rewarding to regard the two adaptations [Parker’s An Ideal
Husband and Earnest] as reflections of Wilde’s own creative use of history
and the literary tradition. Wilde himself had, after all, quite specific ideas
about the creative and original potential of appropriating history and art. He
considered the first duty of the critic as artist to be the creation of something
new out of given historical or artistic material, and Höfele defines Wilde’s
position thus: “It is only such ‘critical’, meta-textual, art which possesses
the potential for innovation.” (1999:155) This tendency is most obvious in
Wilde’s Poems in his recycling of epigrams and indeed in his constant reinvention of his public image. (Krämer 136)
この Wilde を考察する視座に立ち、Wilde の時代には存在しなかった映画
という新しい視覚芸術の世界で、Parker の Earnest が Wilde のテクストのも
つ特定の側面を浮かび上がらせるために、どのような革新的な演出を行っ
ているのか見ていきたい。Wilde のヴィクトリアニズム批判は、映画では
どのような形に変容し観客に提示されているのであろうか。

3 過去のある女
Parker の Earnest の最大の特徴は、19 世紀のテクストでは言語化されな
かった後期ヴィクトリア朝のジェンダーやセクシュアリティの誇張された
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姿であり、それは主に視覚的情報の追加によるものである。中産階級の美
徳である勤勉、節制、貞淑、禁欲といった respectability を揶揄する Wilde
の風習喜劇に、Parker がどのようなサブテクストを重ねたのかについて、
本稿では女性の表象を中心に見ていく。
第一に、脇役ながら存在感を放つ Lady Bracknell について考察する。ヘ
リテージ映画ではお馴染みの女優 Judi Dench が演じており、彼女は二度、
藤色の衣装を身につけて登場する。この色の選択には Dorian Gray の “Never

trust a woman who wears mauve, whatever her age may be, or a woman over
thirty-five who is fond of pink ribbons. It always means that they have a history”
（Wilde 81）があると考えられる。世紀末は「藤色の時代」とも呼ばれている。
トーマス・ビア（Thomas Beer）の著書 The Mauve Decade のとおり 1890
年代が「藤色の時代」と呼ばれるいっぽう、The Yellow Book にちなんで、
フランシス・ウィンウォー（Frances Winwar）は「黄色い 90 年代」と呼ぶ。
いずれも健康的な色でないことは確かで、藤色についてはオスカー・
ワイルド（Oscar Wilde）のアフォリズム “Never trust a woman who wears

mauve…”）からも察せらるるとおりである。（堀江 92）
1890 年代を象徴する藤色は、Wilde にとっては過去のある女が着る色とし
て相応しいようである。Wilde は Lady Windermere’s Fan（1892）や A Woman

of No Importance（1893）で人に言えぬ過去をもつ女性の苦悩や母性を書い
たが、Lady Bracknell についてはそのようなストーリーはない。彼女は身
分や財産への執着が強く、手提げ鞄から発見された Jack を手荷物預かり
所の小包に例えて愚弄する。Lady Bracknell の尊大な態度を Jack はギリシャ
神 話 の 醜 女 や 怪 物 に 喩 え て 皮 肉 る。“Never met such a Gorgon…. I don’t

really know what a Gorgon is like, but I am quite sure that Lady Bracknell is
one. In any case, she is a monster, without being a myth . . .”（Wilde 370）
. Lady
Bracknell の過去については、僅かながら次のような台詞がある。
LADY BRACKNELL: Never speak disrespectfully of Society, Algernon.
Only people who can’t get into it do that. (To CECILY): Dear child, of
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course you know that Algernon has nothing but his debts to depend upon.
But I do not approve of mercenary marriages. When I married Lord
Bracknell, I had no fortune of any kind. But I never dreamed for a moment
of allowing that to stand in my way. Well, I suppose I must give my
consent. (Wilde 409)
この「結婚する時、財産と呼べるようなものは何も持っていなかった。で
もそれが妨げになるのを許そうなんて夢にも思わなかった」という台詞
を映画は拡大解釈し、夫人の出自をミュージックホールのダンサーに仕
立て上げた。映画は原作の台詞をそのまま借用しながら、夫人の回想
シーンを差し込むことで、新たなサブテクストを生み出したのである。

Lady Bracknell が女性について述べる “We live, I regret to say, in an age of
surfaces”（409）が過去に踊り子であった女性のものとするならば、この台
詞は一層重みを増すと言えるだろう。映画の序盤で Jack が Algernon と共
にミュージックホールで踊るダンサーを見るのは、夫人の過去の伏線であ
る。なお Wilde は Earnest よりも前に、身分違いの男性に弄ばれるステー
ジ女優を二人描いている。Dorian Gray の Sibyl Vane とその母親である。

Parker は Lady Bracknell をこの二人の系譜上にある女性に脚色し、Earnest
に過去のある女を新たに加え、女性の表層的な respectability を原作者以上
に揶揄してみせたのである。

4 家庭教師のセクシュアリティ
表 層 的 な respectability の 誇 張 は Chasuble と Miss Prism の 熟 年 カ ッ プ
ル に も 見 ら れ る。牧 師 で あ る Chasuble は “Were I fortunate enough to be

Miss Prismʼs pupil, I would hang upon her lips. [MISS PRISM glares.] I spoke
metaphorically. My metaphor was drawn from bees”（Wilde 377）とセクシュア
ルな欲望をちらつかせ、Miss Prism は次のように意味深に述べる。“Maturity

can always be depended on. Ripeness can be trusted. Young women are green.
（DR. CHASUBLE starts.）I spoke horticulturally. My metaphor was drawn from

fruit”（380）
.「性的に未熟」を意味する “green” という形容詞で Chasuble を
驚かせ「園芸の話をしているのですよ」とかわしてみせる。また彼女は
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Chasuble の前で男性は誘惑であると述べる。“And you do not seem to realise,
dear Doctor, that by persistently remaining single, a man converts himself into
a permanent public temptation. Men should be more careful; this very celibacy
leads weaker vessels astray”（380）
. さらに Miss Prism は自作の小説について
告白する際、“The manuscript unfortunately was abandoned.（CECILY starts.）I

use the word in the sense of lost or mislaid”（376）
とも述べる。“abandoned” に
は「あばずれの」という意味があり、ト書きから Wilde がダブルミーニング
を意図していたことは明らかだ。このように Miss Prism の台詞がちらつか
せる欲望が、映画の中では誇張されている。
映画では、Chasuble が Miss Prism を聖具室で待っていると Cecily に嘘を
つかれ、Miss Prism が 1 時間 45 分も牧師を待ち続ける間に何が起きてい
たのかを映像で書き足すことで、原作では台詞で仄めかすだけであった

Miss Prism と Chasuble の抑圧された欲望を可視化する。聖具室の机の上に
は Chasuble が描いたと思われる女性のスケッチや水彩画が何枚も置かれて
おり、その中に胸元をはだけて目を閉じて果物を噛む女性の絵がある。牧
師が描いたその女性はラファエル前派が好んで描いた豊かな金髪に、世紀
末絵画を彷彿させる青ざめた瞼と赤い唇をしている。その絵の女性は机上
に置かれた葡萄をひとつ指で摘み、歯で噛んでいる。この絵が女性の官能
美の表現であることは明白だ。果物を噛む行為は Salomé で Herod が見せた
セクシュアルな欲求でもある。

HEROD: Bring me ripe fruits (Fruits are brought.) Salomé, come and eat
fruit with me. I love to see in a fruit the mark of thy little teeth. Bite but a
little of this fruit and then I will eat what is left.” (Wilde 593)
映画の中の絵画の女性は、果物を噛みながら官能的な表情を浮かべている。
さらに Miss Prism は、Chasuble が自分と結婚する場面を絵に描いていたこ
とを知り、先の絵画の女性になりきって思わしげに葡萄を食べる。生真面
目な堅物教師という設定の Miss Prism の台詞に滲む性的な好奇心を、監督
は台詞ではなく映像を加えることで前景化している。原作では Algernon
の暴食を表す食べる行為が、映画では Miss Prism と Chasuble の抑圧された
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色欲の表現にまで及び、禁欲的であるべき者の胸のうちを衆目に晒す役目
を担っている。

5 ヘリテージと令嬢
次に Cecily の演出を見ていきたい。国債で 13 万ポンドの財産をもち、田
園のマナーハウスで使用人に囲まれて裕福で退屈な暮らしを送る Cecily に
は、懐古主義的なヘリテージ文化のイメージが重ねられている。Wilde は

Cecily の登場を “The garden, an old-fashioned one, full of roses”（Wilde 375）
と古風な背景に設定している。Jack が “a sweet, simple, innocent girl”（403）
と表現する田舎育ちの Cecily は、Algernon に “a brilliant, clever, thoroughly

experienced young lady”（403）と言われる都会の Gwendolen とは好対照を成
す。Cecily は “People never think of cultivating a young girlʼs imagination. It is

the great defect of modern education”（390）と述べるほど勉強を嫌い、フィ
クションの日記をつけるほど空想癖がある。映画では Cecily にラファエル
前派の絵画のイメージを重ねることで、その妄想癖を印象づける。Cecily
は大嫌いなドイツ語のレッスン中に、縄で木に縛り付けられた自分を救い
出してくれる鎧の騎士を白昼夢に見るが、その構図はラファエル前派の画
家 John Everette Millais（1829-1896）の “The Knight Errant”（1870）を モチー
フにしたものである。また映画で Cecily と Algernon が木陰で愛を語らう場
面は、これもラファエル前派の画家 John Melhuish Strudwick（1849-1937）
の “Acrasia”（1888）を 再 現 し た も の で あ る。Edmund Spenser（1552/1553-

1599）の The Faerie Queene（1590, 1596）第 二 巻 に 登 場 す る「至 福 の 園」
（Browre of Blisse）の女主人 Acrasia は、「放縦」をその名の起源とする愛の
喜びの庭の番人であり（平川 5）、OED によれば acrasia は自制の欠如、不
節制を意味する語である。空想の恋愛に耽溺する少女の “girlish dream”
（Wilde 395）が、“Acrasia” や “The Night Errant” といったラファエル前派の
絵画イメージと重ねられることにより、観客は 19 世紀の美術作品と上流
階級の令嬢がどちらも英国のイングリッシュネスを象徴するヘリテージで
あることに気づかされる。
映画で Cecily が Algernon とピアノを連弾するシーンでは、Cecily が上流
階級の娘の嗜みとして習った古典的な旋律を弾くのに続いて、Algernon は
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即興でモダンなアレンジを加えて曲の堅苦しさを崩してみせる。Algernon
のピアノは時代を先取り過ぎている感があるが、前衛的な演出の Algernon
との対比により、旧式の世界に閉じ込められた Cecily が保守主義を体現す
る側の人間であることが際立つシーンとなっている。

Cecily の 住 む 田 園 地 方 の 風 景 は、National Trust が 管 理 し て い る West
Wycombe Park で撮影されたものである。National Trust は英国の歴史的建
造物や美しい景勝地を保存する目的で設立された団体で、国内外から観
光客が訪れている。公式サイトによると文学作品を映像化する際のロケ地
として頻繁に利用されており、West Wycombe では Earnest の他に Cranford
（2007）、Little Dorrit（2008）、Downton Abbey（2010-2015）が撮影されている。
英国の誇る田園風景は、薔薇に囲まれた深層の令嬢と騎士の姿を通して、
世界中のヘリテージ映画の消費者に捧げられたのである。4

6 ニューウーマン
ラファエル前派の絵画の世界に安住する Cecily とは対照的に、都会に住
む Gwendolen は現代的で進歩的な女性として描かれる。自尊心が高く、自
己発展への強い欲求も持ち合わせている。

ALGERNON (to GWENDOLEN): Dear me, you are smart!
GWENDOLEN: I am always smart! Am I not, Mr. Worthing?
JACK: Youʼre quite perfect, Miss Fairfax.
GWENDOLEN: Oh! I hope I am not that. It would leave no room for
developments, and I intend to develop in many directions. (Wilde 363-64)
Gwendolen は母親である Lady Bracknell の極めて厳格な教育のせいで近
視になったと言い、眼鏡を使用することからも読書量は多いと推測される。
また家庭における父親像について、ヴィクトリア朝の家父長制社会とは真っ
向から対立する意見を述べる。

Outside the family circle, papa, I am glad to say, is entirely unknown. I
think that is quite as it should be. The home seems to me to be the proper
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sphere for the man. And, certainly once a man begins to neglect his
domestic duties he becomes painfully effeminate, does he not? And I don’t
like that. It makes men so very attractive. Cecily, mamma, whose views
on education are remarkably strict, has brought me up to be extremely
short-sighted; it is part of her system; so do you mind my looking at you
through my glasses? (Wilde 397)
男性の領域は家庭であり、彼らが家事を放棄し始めるとあまりにも
女々しくなると、同時代の家父長制社会を皮肉るような台詞を口にする

Gwendolen に、Parker は幾つかの雄々しいエピソードを与えている。第一
に「アマゾン」としての演出である。これは Wilde が “The Canterville Ghost”
（1888）で男性を競馬で打ち負かすアメリカの少女 Virginia に用いた表現で
ある。

Miss Virginia E. Otis was a little girl of fifteen, lithe and lovely as a fawn,
and with a fine freedom in her large blue eyes. She was a wonderful
amazon, and had once raced old Lord Bilton on her pony twice round the
park, winning by a length and a half, just in front of Achilles statue, to the
huge delight of the young Duke of Cheshire, who proposed to her on the
spot, and was sent back to Eton that very night by his guardians, in floods
of tears. (Wilde 185)
OED によると amazon は女性の戦士で、18 世紀以降は「強靭で背の高い男
性的な女性」
（1758-）の意味で使用された。映画では Gwendolen と Cecily が
馬上から Jack と Algernon を見下ろしながら、馬の足で泥をかけて走り去
るシーンが描かれる。さらに Gwendolen の豪胆さを印象づけるのは、自動
車を乗りこなすシーンである。彼女は仄暗い早朝に一人で屋敷を出て、自
らハンドルを握り、恋しい Jack の屋敷に向けて車を走らせる。ただし旧式
の車のスピードが遅すぎて、自転車に乗ったカップルに追い抜かれるとい
うコミカルな笑いが用意されている。自転車こそ New Woman を象徴する
乗り物であり、合理服を着て自転車に跨る女性はその典型的表象である。
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しかし 21 世紀の米国の観客には、自転車を漕ぐ姿では新しさが伝わらな
いという懸念からか、自転車に乗る女性と対比する形で、ゴーグルを装着
し自動車を運転する Gwendolen が描かれる。この馬車のような形状の自動
車は、1890 年代から 1900 年頃にかけて Gladiator 5 や Ford 6 等の自動車メー
カーが製造した初期型四輪自動車を模していることから、Parker は 19 世紀
末の最先端テクノロジーの代表格である自動車を操縦させることで、進歩
的思想をもつ Gwendolen を「新しい女」として演出したと考えられる。
なお、他にも 19 世紀を演出する手段として、写真術や、1854 年に移転
した水晶宮で楽しまれていた熱気球（ヒューズ 191）等、当時のテクノロジー
が画面に映りこんでいる。原作ではト書き “The sound of an electric bell is

heard.”（Wilde 363）によって Algernon のロンドンのフラットがモダンであ
るという印象付けがなされているが、映画では当時のテクノロジーをより
分かりやすく演出したい意図が窺える。なお序盤のト書きで Wilde が指示
する Algernon のピアノは、映画ではジャズの原型であるラグタイム風であ
り、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけてアメリカを中心に流行した新しい
音楽が映画を彩っている。Parker は Earnest が制作された 1890 年代が新し
い時代の到来を予感させるものだったことを、映像や音楽で伝えようと
しているかのようだ。なお原作のト書きに “JACK and ALGERNON whistle

some dreadful popular air from a British opera”（405）とあるが、映画では代
わりに Wilde の詩 “Serenade（For Music）”（Wilde 860）にメロディを付けた
ものが歌われている。観客は思わぬところで Wilde の詩を耳にするという
仕掛けである。

Parker が Earnest で 演 出 しよ う とし た 19 世 紀末 の「新 しさ」の中 でも、
Gwendolen に投影される「新しい女」の特徴は際立っており、乗馬や車の他
に喫煙行為も挿入される。さらには彼女が臀部に刺青を入れるシーンもあ
る。19 世紀末のロンドンでは、刺青師 Tom Riley、Sutherland Macdonald、

George Burchett の三名が、刺青文化を船乗りから民間人へと広げることに
貢献した（DeMello 362）。海軍で刺青の施術を始めた Riley は、ロンドンに
開いたスタジオで電気機器による刺青の施術を始め、より清潔で早くて痛
みの少ない刺青がこの市場を拡大することになった。MacDonald は軍に従
事していた際に日本を訪れ、刺青の名人であった彫千代の作品を目にする
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機会をもち、1890 年にロンドンに戻ると、日本風の刺青のスタジオで彫千
代風のデザインを客に施した。やはり海軍出身の Burchett は正式な施術の
トレーニングこそ受けていなかったが、くつろげる快適なスタジオで彫千
代に影響されたデザインの刺青を上流階級の顧客に施術したという。彼ら
の顧客は幅広い層で女性も含まれていた。

From about 1890 to 1915, the upper classes of London society, including
men, women, and royalty, flocked to Riley, Burchett, and Macdonald for
tattoos; both Tom Riley and Sutherland Macdonald tattooed King Edward
VII. They even offered cosmetic tattooing for women.（DeMello 362）
また、エドワード七世の長男であるアルバート・ヴィクター王子（クラレ
ンス公）と次男のジョージ王子（ヨーク公、ジョージ五世）は、軍艦バッカ
ンテの乗員として 1881 年に横浜に着港したという記録があり、『軍艦バッ
カンテの巡航』
（1886）には、二人が他の少尉候補生たちと共に日本で刺青
を入れたとの記述がある（小山 175-76）。小山によれば、日本を訪れる英
国の海軍には、刺青を土産として体に刻んで帰る習慣があった。そして明
治時代に活躍した日本の刺青師の中で、海外で名を馳せたのは彫千代とい
う男性彫師であった。実際はどうであれ、来日したヨーロッパの王侯貴族
に刺青を施した日本の刺青師の栄誉は、全て彫千代に帰すことになったと
いう。彼の存在は伝説化し、その内容には虚説も多いが、アルバート・パ
リー著『刺青』の中で彫千代は「刺青のシェークスピア」と評されている（小
山 212）。公に語られることの少ないヴィクトリア朝の刺青文化を、映画

Earnest は Gwendolen の表象に利用したといえる。
映画で Gwendolen は “Hori Chiyo Tatooist” と看板に書かれた店に入って
行く。店の前には汚れた作業着の労働者の姿があり、店には水兵服の少年
が出入りしている。中には東洋人の刺青師がいて、室内には般若の面や日
本刀が飾られている。施術を受けるために青い着物に着替えた Gwendolen
は、画家 Alfred Stevens の “La Parisienne Japonaise”（1872）を彷彿させ、こ
の場面には世紀末ジャポニズム絵画の影響が濃厚に漂う。1895 年 8 月

30 日の Western Mail 紙の記事「刺青の熱狂 ―社交界の大流行（Craze for
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Tatooing）」によれば、自分のイニシャルを刺青として入れることが流行し
た時代に（小山 87）、映画の Gwendolen は恋人の名前である Ernest を自ら
の体に刻んでいる。怪しげな東洋人の刺青師の店を一人で訪問し、臀部を
露出して刺青を入れる Gwendolen の大胆な行為が、ヴィクトリア朝時代の
上流階級の娘らしからぬものとして描かれていることは間違いないだろ
う。
刺青が臀部に施されることは Bunbury の言葉遊びに他ならない。Earnest
には “gay masculinity”（Lalonde 659）の痕跡が見られるとして、Bristow は

bun と bury が男色を意味する可能性を示唆した（新谷 260）。Fineman と
Craft は Bunbury が「男性売春宿」を意味すると同時に “desire to bury in the
bun”（Lalonde 660）を示唆すると主張している。一方で Sinfield は Bunbury
の解釈について次のように注意を促している。

In his[Sinfield’s] essay, “‘Effeminacy’ and ‘Femininity’: Sexual Politics in
Wilde’s Comedies,” he isolates one particularly anachronistic claim that is
made by Fineman and rearticulated by Craft—that Bunbury “was not only
British slang for a male brothel, but is also a collection of signifiers that
straightforwardly express their desire to bury in the bun” (Fineman, qtd.
in Sinfield “‘Effeminacy’” 34). Bun does not signify “buttock” in any of
the dictionary records that Sinfield reviews—that is, until it assumes that
meaning in United States sometimes in the 1960s (35). (Lalonde 660)
こ の よ う に 研 究 者 の 間 で も 議 論 が 揺 れ た bun と bury の 語 呂 合 わ せ を、

Parker も映画に取り入れたと思われるが、彼は英国の公然とは語られない
刺青の歴史と掛け合わせ Gwendolen の豪胆さを演出するために利用した。

Parker が選択したのが同性愛の暗示ではなく、Gwendolen が標榜する「新
しい女」像であったことは、「緑のカーネーション」の割愛と合わせて、本
映画がワイルド作品を脚色する際の定石となっている同性愛的文脈から離
れ、異性愛に焦点を当て大衆への受容を目指したことを象徴しているよう
にも思われる。7
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7 結論
The Importance of Being Earnest（2002）は、一見すると英国のヘリテージ
映画の伝統に則って、田園地方のマナーハウスにおける優雅な生活や都市
貴族の洗練を今に伝えている。それと同時に、Wilde が風習喜劇という伝
統的な型の中で描いた男女の性格や特徴を、映画という自由な表現の枠の
中で大胆に翻案している。Parker は Wilde のセリフを極力用いながら、映
画ならではのスピーディな場面転換を武器に、映像の挿入によってヴィ
クトリア朝の風習、芸術、テクノロジーにおいて新旧が対立する構図を与
えた。それにより、本映画は 1890 年代が新しい時代の到来を予感させる
ものであったことを印象づけ、同時代を 19 世紀の終わりとしてではなく、

20 世紀への序奏として描こうとした Parker の見解を表明しているように
思われる。Wilde が登場人物の台詞に込めたヴィクトリアニズムへの批判は、

Parker の視覚的演出により威力を増して、彼らの respectability からの脱却
に寄与している。現代における Wilde の受容は、上流階級の文化を伝える
ヘリテージ的な側面と、偏狭な道徳主義に対する風刺的精神の両方にある
と言えよう。そして、この賛否両論を巻き起こした脚本が気づかせるのは、
演出一つで台詞の意味がすり替わってしまう演劇台本の可変性である。ヘ
リテージ映画の形式を継承しながらも、批判を恐れずに古典作品に新しい
風を吹かせた Parker の大胆さは、Wilde の反骨精神に通じるのかもしれな
い。

＊

本稿は第 41 回日本ワイルド協会大会シンポジウム「Wilde を取り巻く視覚芸術―
絵画、映画、サヴォイ・オペラ」
（2016 年 12 月 3 日、於武庫川女子大学）にて口頭発
表した原稿を大幅に加筆修正したものである。多くのご助言をいただいたワイルド
協会の先生方に厚く御礼申し上げたい。

1

注
BBC NEWS World Edition（website）には、記者 Matthew Davis による 2002 年度
版キャストの台詞や演技についての好意的なレヴューが掲載されている。
Despite its Victorian provenance the film feels contemporary, and the cast
convey the irreverent spirit of the dialogue. Everett is a charismatic Algernon,
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2

3

4

5
6
7

Firth is both debonair and stiff as the part of Jack requires, and Dench handles
Lady Bracknell's playful side well despite coming into the production in the
last three weeks of shooting.
このレヴューを受けての視聴者コメントには、キャストや演技を賞賛してい
るものが散見する。
“All the cast gave excellent performances and I was hooked from start to
finish. . . . a widely appealing film, just good acting/script and direction.”
(Philippa, UAE)
“A breath of fresh air with a wonderful cast, gorgeous costumes and locales…
and of course Oscar Wilde’s wit preserved. I highly recommend it!” (Frances,
USA)
“The scenery, acting, costumes and sublime mockery of the social etiquette of
the era make this a truly wonderful film to see.” (Jane Thomason, England)
ワイルドの作品からの引用は全て Complete Works of Oscar Wilde に依処し、頁
数を付す。4 幕版の Earnest では、以下のとおり John が The Army List を探す場
面で、Lady Bracknell が『緑のカーネーション』というタイトルの本を手に取る。
なお三幕版では割愛されている。“This treatise, ʻThe Green Carnationʼ, as I see it
is called, seems to be a book about the culture of exotics. It contains no reference to
Generals in it. It seems a morbid and middle-class affair”（Wilde 418）
.
映画の脚本は Earnest の 4 幕版を下敷きにしているため、本稿での Earnest
の 引 用 は 全 て Complete Works of Oscar Wilde に 収 録 の 4 幕 版 と す る。な お
3 幕 版 と の 比 較 に は、Wilde, Oscar. “The Importance of Being Earnest.” The
Annotated Oscar Wilde: Poems, Fictions, Lectures, Essays, and Letters, edited by H.
Montgomery Hyde, Clarkson N Potter, 1982. pp. 326-67. を使用した。
英国の入場無料の美術館には、ラファエル前派の絵画を所蔵するテート・ブ
リテンやリヴァプール国立美術館が含まれる。映画を通して文化遺産を世界
に発信することで観光客の誘致に繋がる可能性がある。
Grace’s Guide to British Industrial History. www.gracesguide.co.uk/Gladiator
ト ヨ タ 博 物 館 www.toyota.co.jp/Museum/collections/list/data/0031_FordModelT.
html
Jack を演じた Collin Firth と Algernon を演じた Rupert Everett は、過去に同性愛
を主題とした Another Country（1984）で共演しており、後に Everett は実人生
で同性愛者であることを告白している。Earnest が撮影されたマナーハウスは、
Another Country が撮影された場所と同じであることが映像から確認できる。
Algernon と Cecilly の舟遊びのシーンが、Another Country で Guy Bennett 役の
Everette と Tommy Judd 役の Firth が舟に乗るシーンに酷似していることから、
この映画へのオマージュとも考えられる。Parker は Jack と Algernon の男性間
の友情について、観客に深読みの余地を残すことも忘れてはいない。
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1．はじめに―装飾、美、キーツ
ワイルドはアメリカでの講演で、装飾について次のように語っている。
「装飾とは作った者にも使う者にも喜びを与える」
（ʻThe English Renaissance

of Artʼ）、「装飾は喜びの表現」
（同上）、「自分の個性を表現する機会であ
り芸術の源泉」
（同上）、「あらゆる芸術は美術であり、あらゆる芸術は装
飾芸術である」
（ʻArt and the Handicraftsmanʼ）、「絵は純粋に装飾的なもの」
（ʻLecture to Art Studentsʼ）…。まとめるなら、装飾とは喜びの表現、芸術
とは純粋に装飾的なもので、美と喜びしか持たない、と言えるのではない
だろうか。
ここで思い出されるのが、ワイルドが詩の中で「エンディミオン」と呼び、
エッセイ「キーツの墓」
（ʻThe Tomb of Keatsʼ, 1877）では「美の司祭」と仰い
だキーツ（John Keats, 1775-1821）である。また、キーツのあの有名な一節、
『エンディミオン』
（Endymion, 1818）の冒頭「美はとこしえに喜びである」
も、ワイルドの芸術観を育んだ揺籃のひとつであった。

A thing of beauty is a joy for ever:
Its loveliness increases; it will never
Pass into nothingness; but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep
Full of sweet dreams, and health, and quiet breathing.
(Endymion, Book I, 1-5)
オスカー・ワイルド研究 16（2017 年）
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ワイルドは美の司祭キーツを崇拝し、自分の詩やエッセイのなかでたび
たび言及している。ここでキーツにかかわるワイルド作品を挙げてみよう。
これらの作品群は二つのエッセイを始まりと終わりの軸とし、アメリカ講
演旅行を境に大きく二つの年代に分けられるように見えながらも、最終的
にはまとまって一定の方向性を見せている。
エッセイ

ʻThe Tomb of Keatsʼ (1877),ʻKeatsʼs Sonnet on Blueʼ (1886)

詩

ʻThe Grave of Keatsʼ (1881), ʻEndymion (For Music)ʼ (1881),
ʻThe Garden of Erosʼ (1881), ʻThe Burden of Itysʼ (1881),
ʻSphynxʼ (written 1883, published 1894), ʻOn the Sale by

Auction of Keatsʼ Love Lettersʼ (1885)
キーツについて最初に書かれたのが、
『月刊アイルランド』
（Irish Monthly）
に掲載されたエッセイ「キーツの墓」
（1877）である。ワイルドはキーツの墓
碑銘を引用し、異国情緒豊かな墓所の様子について語り、最後はソネット
「ああ悼まれし若者」
（ʻHeu Miserande Puerʼ のち ʻThe Grave of Keatsʼ に改稿）
で締めくくる。ローマ、エジプト（オベリスク、ピラミッド、スフィンク
ス）、水、花々、美の司祭、永遠の美、など、ワイルドの詩の中で鍵となる
モチーフやイメージとして発展していく要素が、このエッセイに集約され
ている。これを皮切りに、ソネット「キーツの墓」を含むキーツにまつわる
詩が 4 つ書かれ、1881 年『詩集』
（Poems）に収められた。

1882 年のアメリカ講演を経て、私生活では 1884 年に結婚、その後 1886
年、二つ目のエッセイ「キーツの青にまつわるソネット」が文芸雑誌『セン
チュリー・ギルド・ホビー・ホース』
（Century Guild Hobby Horse）に掲載さ
れた。これは、キーツの ʻBlue! ʼTis the life of heavenʼ で始まるソネット 1 の手
稿をワイルドが入手するに至った経緯等を語ったエピソードである。キーツ
にとって青は特別な色である。ワイルドは、このソネットをキーツの繊細な
色彩感覚を表す作品として、アメリカでの講演中に取り上げた。それが契
機となり、アメリカ在住のキーツの遺族から手稿を贈られることとなった。

1885 年にキーツのラブレターが競売にかけられたとき、ワイルドがその憤
りを瞬時に表明した ʻOn the Sale by Auction of Keatsʼ Love Lettersʼ は、この経
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験と無縁ではない。このソネットで、キーツは美の司祭から殉教者へとい
わば聖化された。そして 1883 年にパリで完成された『スフィンクス』は、エ
ジプトの情趣溢れるキーツの墓地に回帰していく印象を与えるものである。
これらの作品を概観して気づくのは、ワイルドがキーツのイメージを
ʻcrystalʼ、ʻblueʼ と一貫して表現していることである。ワイルドがこうした
イメージを持つに至って、キーツ作品における ʻcrystalʼ と ʻblueʼ の頻度を
数値として確かめたとは思われないが、実際キーツはさまざまな色彩のな
かで、緑（green）を除けば、青をもっともよく用いており、宝石の中では
水晶をもっとも多く扱っている。キーツにまつわる作品を通して見られる、
こうしたイメージの統一と反復から、ワイルドがキーツ作品にいかに親し
んでいたかがよくわかる。
本稿は、キーツの作品と、キーツにまつわるワイルド作品を手掛かりに、
ワイルドが詩のなかで宝飾（宝石やジュエリー）をどのように位置づけて
いたのか、時代背景や周辺の状況も絡めながら探っていきたい。

2．キーツと宝石
まず着目したいのは、キーツが作品中に宝石を多用することである。『エ
ンディミオン』を例に挙げて、概観したい。引用部には、宝石や色彩にま
つわる箇所に下線を施した。
『エンディミオン』第 2 巻では宮殿の豪華絢爛な様子を描写するために、
宝石や華やかな色彩や自然の事物の輝きが用いられている。下記引用では、
青いサファイアの列柱は硬質の輝きを放ち、水晶は冷たく透明な水流とな
り、ダイアモンドは太陽に匹敵するほどの輝きを放つ球体として、闇の中
から突如現れる。

Whether to silver grots, or giant range
Of sapphire columns, or fantastic bridge
Athwart a flood of crystal. On a ridge
Now fareth he, that o’er the vast beneath
Towers like an ocean-cliff, and whence he seeth
A hundred waterfalls, whose voices come
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But as the murmuring surge. Chilly and numb
His bosom grew, when first he, far away,
Descried an orbed diamond, set to fray
Old darkness from his throne: …
（Endymion Book II, 237-246）
（下線は筆者による）
地下の王国へ行く場面では、水晶の壁や青いトルコ石の床、ダイアモン
ドの欄干、煌めくダイアモンドの道など、道中の眩い幻想的な景色が描か
れる。そして水晶が資材ではなく自然の事物として現れ、引用部最終行で
は美しい創造物たちが姿を現す。

So, with unusual gladness, on he hies
Through caves, and palaces of mottled ore,
Gold dome, and crystal wall, and turquois floor,
Black polish’d porticos of awful shade,
And, at the last, a diamond balustrade,
・・・・・・

… but at the splash,
Done heedlessly, those spouting columns rose
Sudden a poplar’s height, and ’gan to enclose
His diamond path with fretwork, streaming round
Alive, and dazzling cool, and with a sound,
・・・・・・

Cover’d with crystal vines; then weeping trees,
Moving about as in a gentle wind,
Which, in a wink, to watery gauze refin’d,
Pour’d into shapes of curtain’d canopies,
Spangled, and rich with liquid broideries
Of flowers, peacocks, swans, and naiads fair.
（Endymion Book II, 593-7; 605-9, 615-20）
（下線は筆者による）

– 58 –

髙橋

美帆

第 3 巻では、海底のネプチューンの宮殿の描写に宝石が使われ、その後
は自然の風景を描写する際の色の比喩として、ダイアモンドをはじめとす
る、さまざまな種類の宝石が陳列されている。

At every onward step proud domes arose
In prospect,—diamond gleams, and golden glows
Of amber ’gainst their faces levelling.
Joyous, and many as the leaves in spring,
Still onward; still the splendour gradual swell’d.
Rich opal domes were seen, on high upheld
By jasper pillars, letting through their shafts
A blush of coral. Copious wonder-draughts
Each gazer drank; and deeper drank more near:
For what poor mortals fragment up, as mere
As marble was there lavish, to the vast
Of one fair palace, that far far surpass’d,
Even for common bulk, those olden three,
Memphis, and Babylon, and Nineveh.
（Endymion Book III, 835-848）
（下線は筆者による）
そして第 4 巻では、宮殿でもなく自然の色彩の比喩でもなく、宝石は象
徴として用いられている。第 4 巻 717 行から 718 行にかけての「それらダイ
アモンドと輝くもの、それら気高き真珠の泉」という表現を見てみよう。

And that affectionate light, those diamond things,
Those eyes, those passions, those supreme pearl springs,
Shall be my grief, or twinkle me to pleasure.
（Endymion Book IV, 717-719）
（下線は筆者による）
ここでダイアモンドと真珠は「揺るぎのない高貴な愛の輝かしい象徴」と
して用いられ、物語は終焉へと向かう。作品全体に青と金の色彩が断続的
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に散りばめられているのは、最終場面で娘の髪の色が金に変わり、目の色
が青に変わって天上の恋人に変身する、あの驚きの瞬間、あの大団円へと
向かうためのイメージの反復だと考えられる。キーツが青い瞳を好んだこ
とは、先に紹介したワイルドのエッセイ「キーツの青にまつわるソネット」
の主題となったソネットからも明らかである。視覚描写や比喩として登場
した種々の宝石類や色彩は、最終的には美の「象徴」として昇華される。
このように、キーツの詩は色彩豊かな幻想に満ち溢れ、宝石はその彩り
をさらに華やかにする装飾的な効果と、象徴的な意味をもたらしている。
真珠は純粋で高貴なイメージを表すため、水晶は透明感のあるものや水の
ような流動性のあるものを表現するために用いられている。一方ダイアモ
ンドについては、キーツは絢爛かつ硬質なイメージを持っていたようであ
る。
さて、ワイルドの作品に少し戻りたい。先に触れたキーツに関する二つの
ソネット「キーツの墓」
（1881）と「キーツの恋文が競売にかけられるに際し」
（1885）を見てみると、ワイルドにとってのキーツの、いわばキー・イメー
ジである ʻcrystalʼ と ʻblueʼ に加え、
「キーツの墓」では、水、涙、緑、イザベ
ラの涙で育てたバジル、など、キーツの作品とその生涯のモチーフが簡潔
に表現されている。そして、
「キーツの恋文が競売にかけられるに際し」で
は、詩人の心の純粋美が、透明で硬質な ʻcrystalʼ として結晶化されている。
キーツの華やかな色彩と煌めく宝石類の散りばめられた美しい作品群、
それと対照的な詩人の壊れやすい心と儚い生涯、どれひとつをとっても、
ワイルドの美意識に叶うものであった。では、キーツの宝石のイメージは、
ワイルドの作品の中でどのように昇華されていくのだろうか。当時の宝石
や宝飾品が置かれた状況も踏まえながら、以下、考察していきたい。

3．装飾芸術としてのジュエリー
ワイルドはアメリカでの講演のなかで、装飾芸術である当時の宝飾（ジュ
エリー）について次のように批判している。「現代のジュエリーほど下品で
俗悪なものはありません」
（ʻHouse Decorationʼ）
「ルイ 14 世のもとのフランス
装飾芸術は…わざとらしい奇怪な芸術です」
（ʻArt and the Handicraftsmanʼ）
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「現代的なジュエリーほどデザインの陳腐きわまるものを知りません」
（同
上）。ここでワイルドが批判しているのは、当時の野暮ったい重厚なジュエ
リーである。
ワイルドが称賛するのは、イギリスの実用的かつ繊細で美しい装飾芸術、
とくにラファエル前派やモリスの手がける装飾である。彼らは皆、ワイル
ドと同じように「キーツの熱烈な崇拝者」
（「イギリスの芸術復興」）で、キー
ツの作品はラファエル前派とその周辺の画家たちのインスピレーションの
源となり、絵画化され芸術作品として残った。ワイルドがソネットで触れ
た『イザベラ めぼうきの鉢』
（Isabella; or The Pot of Basil, 1818）も、ハント
（Willam Holman Hunt, 1827-1910）と ミレイ（John Everett Millais, 1829-96）
によって絵画化されている。
ラファエル前派にとって「見たままを描く」のはもとより重要であるが、
キーツの物語詩の世界に描かれる色彩や植物や宝石は、彼らには象徴性を
帯びた事物として捉えられた。すなわち、ラファエル前派にとっては、色
彩には象徴的な意味があり、花にも宝石にも、そして数字にも、神秘的で
象徴的な意味がある。19 世紀は花言葉や宝石の意味が一般に広まっていっ
た時代でもあった。つまり、ラファエル前派は花や宝石を装飾として用い
るだけではなく、象徴、シンボルとして用いた。こうした象徴的意味合い
をもつ事物は、絵画で描かれても、詩で歌われても、彼らにとっては等し
い価値があった。とくにロセッティ（Dante Gabriel Rossetti, 1828-82）の場
合、詩と絵画は等価でかつ補完関係にあり、彼は詩と絵画を一体化させる
ために、絵によせる詩を額縁に刻み込んでいる。このような詩と絵画の幸
福な結合が、彼の目指す「完璧な美」であったといえよう。
また、ラファエル前派の画家たちは画家であるだけではなく職人でもあ
り、今でいうジュエリー・デザイナーでもあった。ロセッティもジュエリー
をデザインしたが、同時にアンティークショップなどで気に入ったものを
購入して、自分の絵に積極的に取り入れてもいた。たとえば、ロセッティ
が「私はこの絵の色彩を宝石のようなものにしたい」と言っていた『最愛の
人（花嫁）』
（The Beloved, 1865-66）と題される作品では、異国風のアクセサ
リーが用いられ、竜の頭の形をした金のブレスレットが使われた。また『青
のあずまや』
（The Blue Bower, 1865）という作品では、赤と緑のペーストガ
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ラスをはめたハート型のブローチが使われた。ハート型は当時もっとも流
行した形であった。ロセッティの絵画に登場するジュエリーのほとんどは
失われたが、このブレスレットとブローチは、ロセッティからジェイン・
モリス（Jane Morris, 1839-1914）の手に渡り、その後、ジュエリー・デザイ
ナーとなるジェインの次女メイ・モリス（May Morris,1862-1938）に受け継
がれ、彼女の死後、ヴィクトリア＆アルバート・ミュージアム（V&A）に
遺贈された。

4．宝飾品大衆化の時代
貴族でもないロセッティが宝飾品を購入していることからもわかるよう
に、ヴィクトリア朝はいうなれば、宝飾品が大衆化した時代、つまり、王
侯貴族や聖職者など特権階級に限られていた宝飾品の市場が中産階級の庶
民にまで広がった時代、逆に言えばそうした人々が入手できる新種の宝飾
品が登場した時代であった。その発端は、産業革命による資本家の台頭や、
技術や交通網の発達に加え、ヴィクトリア女王とアルバート公の宝石収集
にあった。1848 年にフランスで二月革命が起こり、オルレアン家のルイ・
フィリップがイギリスに亡命し、ルイ・フィリップとともにパリからやっ
てきた宝石商やデザイナーたちがさまざまな宝飾品を王室にもたらした。
女王の許可によって 1851 年と 62 年に開催されたロンドン万国博覧会に宝
石商が参加し、1856 年以降はルビーとサファイアがビルマから輸入される
ようになった。また 1867 年に南アフリカでダイアモンド鉱山が発見されて
からは、ダイアモンドの供給量が増え、中産階級のジュエリーのほとんど
はダイアモンドで飾られた。
ヴィクトリア朝時代には、宝飾品が使用される環境そのものに大きな
変化が生じている。所得の向上に伴って、金銭的な余裕がある人々の
間では、社交生活が普通のものとなり、宝飾品を用いる機会が増大し
ていった。こうした昼や夜の社交の場では、一定のルールを持った宝
飾品の使い方が発生し、そうした人々にとって、宝飾品は一種の必需
品となったのである。（山口 148）
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その結果、「大衆が楽しい宝飾品を求める時代へと進んでいった」
（山口

146）。19 世紀に次々と建てられた博物館や美術館は、王室のみならず国
民全体の収集癖と所有欲を満たす「宝石箱」だったといっても過言ではな
いだろう。
宝石への関心には、博覧会や博物館に加え、1855 年にプリニウスの『博物
誌』
（Naturalis Historia）の翻訳が出たことにも一因があると思われる。この
英訳は、エリザベス朝以来数百年ぶりに出されたもので、専門家だけでは
なく世間の耳目を集めた。宝石については、第 37 章（最終章）2 で詳細に述
べられている。プリニウスによれば、宝石は「この世の美が凝縮されて表現
された」ものである。彼は宝石を色で分類し、宝石の起源、宝石の歴史、彫
刻師、そして水晶（クリュスタロス：水晶、氷の二つの意）の大きさ、性質
などについて詳しく述べている。続けて、琥珀、アダマス（ダイアモンド）、
緑玉、緑柱石、オパール、など、さまざまな宝石をアルファベット順に並
べて紹介し、さらには動物の部分によって名づけられた石、動物にちなん
で名づけられた石、植物と無生物にちなんで名づけられた石、宝石の形・
宝石の真贋、鑑定方法、自然の恵みについての各国の比較、値段で比較し
た各種の産物など、宝石についての興味深い考察を詳細に著している。

5．ワイルドと宝石
『博物誌』で挙げられている宝石は、ワイルドの作品中、『ドリアン・グ
レイの肖像』や『サロメ』などの、さまざまな宝石を陳列する場面に出てく
るものと一致する。またドリアンの宝石箱（コレクション）の描写は、ワイ
ルドがよく通っており、アメリカでの講演でも誇らしく語っていたサウス・
ケンジントン博物館（1899 年 V&A に改称）のタウンゼント・コレクション
がモデルだと言われている（フィリップス 18）。このコレクションはすべて
天然石で、人口改良された宝石や合成宝石が開発される前につくられた貴
重なものである。キーツ作品には出てこない宝石の名前が、ワイルド作品
のなかに頻出するのは、『博物誌』とサウス・ケンジントン博物館のもたら
した賜物ともいえよう。
ダイアモンドをはじめとする宝石のアクセサリーは、ワイルドの演劇作
品にしばしば登場する。たとえば、『理想の夫』に出てくる蛇のダイアの
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ブレスレットは当時の流行であった。蛇のモチーフには「一匹のもの、尾
を口に入れているもの、2 匹が絡み合って結び目を作っているものなどが
あり、『人間の寿命より長生きする愛』という意味が込められている」
（「愛
のヴィクトリアン・ジュエリー」16）。演劇作品や小説などの散文作品には、
ほかにもさまざまなジュエリーが登場する。
一方、ワイルドの詩のなかでは、宝石がジュエリーとして出てくること
はなく、自然の事物の色彩を表現するための比喩として用いられている。
まず「ラヴェンナ」
（ʻRavennaʼ, 1878）の第一連を見てみよう。

A year ago I breathed the Italian air,―
And yet, methinks this northern Spring is fair,―
・・・・・・

The crocus-bed, (that seems a moon of fire
Round-girdled with a purple marriage-ring);
And all the flowers of our English Spring,
Fond snowdrops, and the bright-starred daffodil.
・・・・・・

I watched the day till, marked with wounds of flame,
The turquoise sky to burnished gold was turned.
（ʻRavennaʼ, 1-2, 10-13, 28-29）
（下線は筆者による）
美しい花々が咲き誇る様子が描かれるなか、比喩として出てくる「結婚
指輪」は、当時の指輪の流行を反映しているようである。引用部最終行の「ト
ルコ石色の空」と「金」の組み合わせは、キーツの『エンディミオン』におけ
る青と金の反復を想起させる。音声面から見ても、ʻ turquoise ʼ と ʻ turned ʼ
の頭韻に ʻburnishedʼ を加えた母音韻、そして ʻburnishedʼ ʻgoldʼ ʻturnedʼ の語
末に見られる破裂音の連続、これらが紡ぐ音の統一感は、視覚的要素と音
楽的要素の双方を高め合い、緊密なハーモニーを醸し出している。
自然の風景を描写する際に、色の比喩として宝石が用いられる例として、
「イティスの歌」
（ʻThe Burden of Itysʼ, 1881）の第 1 連と第 3 連、
「航海の印象」
（ʻImpression de Voyageʼ, 1881）の冒頭 4 行も挙げておきたい。これらの作品
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では、川や海の色の輝きや自然現象の色合いを表現するために宝石が使わ
れている。下記引用には、宝石と色彩表現の両方を下線で示した。
THIS English Thames is holier far than Rome,
Those harebells like a sudden flush of sea
Breaking across the woodland, with the foam
Of meadow-sweet and white anemone
To fleck their blue waves,—God is likelier there,
Than hidden in that crystal-hearted star the pale monks bear!
・・・・・・
The wind the restless prisoner of the trees
Does well for Palæstrina, one would say
The mighty master’s hands were on the keys
Of the Maria organ, which they play
When early on s ome sapphire Easter morn
In a high litter red as blood or s in the Pope is borne
（ʻThe Burden od Itysʼ, 1-6, 13-19）
（強調は筆者による）

THE sea was sapphire coloured, and the sky
Burned like a heated opal through the air,
We hoisted sail; the wind was blowing fair
For the blue lands that to the eastward lie.
（ʻImpression de Voyageʼ, 1-4）
（強調は筆者による）
どちらの作品も、ワイルドの定型詩のリズムと整った韻律に、宝石の輝
きや色彩が混じり合い、新たなハーモニーを醸し出している。たとえば、
双方に共通して出てくる、「青い」宝石 ʻsapphireʼ を見てみよう。「イティ
スの歌」では、頭韻 [s]（ʻsomeʼ ʻsapphireʼ）は次行の ʻsinʼ と連なりつつも、
ʻsapphireʼ に隠された音 ʻfireʼ が、語末の破裂音でつながる ʻredʼ と ʻbloodʼ の
赤と視覚的に結びついている。そして、復活祭の曙の空に滲む赤と、サファ
イアの青がもたらす硬質な透明感とが、微妙なコントラストと共鳴を生み
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出している。「航海の印象」でも同じく、頭韻 [s]（ʻseaʼ ʻsapphireʼ ʻskyʼ）は、
次行の母音の頭韻（ʻopalʼ ʻairʼ）と、色彩と触覚（温感覚）の面で対照を成し
ながらも、語末の破裂音でつながる ʻBurnedʼ と ʻheatedʼ の熱と、ʻsapphireʼ
に隠された ʻfireʼ の熱が結びつき、同じく微妙なコントラストと共感覚を生
み出している。そのコントラストは、3 行目の ʻhoisted sailʼ で見事にひとつ
にまとまり、調和を見せる。
「ハルミデス」
（ʻCharmidesʼ, 1881）では、さらに多くの宝石が並べられ、
その宝石の美しさは海の世界の美しさを物語っている。

Deeper than ever falls the fisher’s line
Already a huge Triton blows his horn,
And weaves a garland from the crystalline
And drifting ocean-tendrils to adorn
The emerald pillars of our bridal bed,
For sphered in foaming silver, and with coral-crownèd head,
  
We two will sit upon a throne of pearl,
And a blue wave will be our canopy,
And at our feet the water-snakes will curl
In all their amethystine panoply
Of diamonded mail, and we will mark
The mullets swimming by the mast of some storm-foundered bark,
  
Vermilion-finned with eyes of bossy gold
Like flakes of crimson light, and the great deep
His glassy-portaled chamber will unfold,
And we will see the painted dolphins sleep
Cradled by murmuring halcyons on the rocks
Where Proteus in quaint suit of green pastures his monstrous flocks.
  
And tremulous opal-hued anemones
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Will wave their purple fringes where we tread
Upon the mirrored floor, and argosies
Of fishes flecked with tawny scales will thread
The drifting cordage of the shattered wreck,
And honey-coloured amber beads our twining limbs will deck.”
（ʻCharmidesʼ, 379-402）
（下線は筆者による）
ここで特徴的であるのは、キーツ作品の特徴でもある複合語の使用（ラ
ファエル前派の詩にもよく見られる）、そして名詞の形容詞化あるいは過
去分詞化である。とくに着目したいのは、389 行目、名詞 ʻdiamondʼ が過
去分詞化され形容詞的に使われている ʻdiamondedʼ である。
この ʻdiamondedʼ という表現は『スフィンクス』
（The Sphinx, 1894）にも見
られる。『スフィンクス』では、さまざまな宝石が自然描写だけではなく、
人物の描写にも用いられている。

With Syrian oils his brows were bright: and wide-spread as a tent at noon
His marble limbs made pale the moon and lent the day a larger light.
His long hair was nine cubits’ span and coloured like that yellow gem
Which hidden in their garment’s hem the merchants bring from Kurdistan.
His face was as the must that lies upon a vat of new-made wine:
The seas could not insapphirine the perfect azure of his eyes .
His thick soft throat was white as milk and threaded with thin veins of blue:
And curious pearls like frozen dew were broidered on his flowing silk.
・・・・・・

See, the dawn shivers round the grey gilt-dialled towers, and the rain
Streams down each diamonded pane and blurs with tears the wannish day.
What snake-tressed fury fresh from Hell, with uncouth gestures and unclean,
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Stole from the poppy-drowsy queen and led you to a student’s cell?
（The Sphinx, 87-94, 159-162）
（強調は筆者による）
この詩は二行連句で書かれているが、韻律は枠で囲んだ語が示すよう
に、二行間で交差している。韻を踏む語の意味は、対照を成す場合と縁
語になる場合とがあり、決して無関係ではない。また、先の ʻdiamondedʼ
に加えて興味深いのは ʻinsapphirineʼ という造語で、ワイルドが目の青い
色を強調している点である。先ほど「ダイアモンド」を動詞として用いた
ように、ここでは「サファイア」から派生する造語を動詞として用いてい
る。この ʻinsapphirineʼ は ʻwineʼ と韻を踏み、視覚的には青と赤で対照を成
すが、聴覚的には響き合っている。そして 160 行目では「ハルミデス」で使
われた、ʻdiamondedʼ が再び過去分詞化した形容詞として用いられている。
この ʻdiamonded paneʼ は、キーツの『聖アグネス前夜』
（The Eve of St. Agnes,

1820）の第 24 連 4 行 ʻAnd diamonded with panes of quaint device,ʼ へのオマー
ジュかもしれない。
「ダイアモンド」はこの過去分詞以外、ワイルドの詩の中には出てこな
い。これはキーツとの大きな違いである。キーツは宝石としての「ダイア
モンド」に硬質なイメージを持ち、名詞としても形容詞としても、あるい
は動詞としても用いた。それとは対照的に、彼は「水晶」には透明感のある、
水のような流動性を見出していた。一方ワイルドは、
「水晶」については水
ではなく、月や心や目など、なにか透明感がありながらも実体のある硬質
なものを表すための比喩に使った。それはむしろ、キーツにおける「ダイ
アモンド」のイメージや比喩に似ている。
ワイルドの最後の作品『レディング牢獄のバラッド』
（The Ballad of Reading

Gaol, 1898）では、色とりどりの宝石は姿をなくし、唯一「水晶」だけが「夢」
と結びついて現れる。

And as one sees most fearful things
In the crystal of a dream,
We saw the greasy hempen rope
Hooked to the blackened beam,
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And heard the prayer the hangman’s snare
Strangled into a scream.
（The Ballad of Reading Gaol, 385-390）
（強調は筆者による）
頭韻 [h]（ʻhempenʼ, ʻHookedʼ, ʻheardʼ, ʻhangmanʼsʼ）は、[b]（ʻblackenedʼ,
ʻbeamʼ）と [p]（ʻropeʼ, ʻprayerʼ）の破裂音を挟みながら、死刑にまつわる一
連の頭韻 [s]（ʻsnareʼ ʻstrangledʼ ʻscreamʼ）へと変化していく。その頭韻 [s] は
引用部冒頭の、「夢のなかで見る（ʻseesʼ）ように」
「縄を見た（ʻsawʼ）」の視覚
的行為の音とそもそも結びついており、いわば残響のように共鳴しつつ
も、音量を上げながら断末魔の叫び（ʻscreamʼ）へと至るものである。この
中で ʻcrystalʼ は乾いた音 [k] を響かせ、透明で冷たく硬質なレンズのように、
絞首台の縄という残酷な現実を映し出す。
以上をまとめると、ワイルドにとって、宝石や色彩は自然の事物の比喩
であり象徴でもあると同時に、宝石特有のイメージから沸く語感や音の効
果を、詩全体の音楽的効果に生かすための、装飾であり意匠でもあった、
と言えるだろう。

6．宝石の役割―芸術と自然
これまでワイルドの詩に見られる宝石の用法を見てきたが、キーツとラ
ファエル前派についても、ここでまとめておきたい。
キーツが宝石を多用するのは、主に物語詩においてである。登場人物が
身に着ける宝石そのものとして用いる場合と、自然描写の比喩や色彩その
ものとして用いる場合とがある。先に用例を詳しく挙げた『エンディミオ
ン』では、キーツの作品中、最も高い頻度で宝石が用いられている。次いで、
ʻdiamondedʼ の用法で触れた『聖アグネス前夜』、そして『レイミア』
（Lamia,

1820）など、神話や伝説を基にした作品において宝石はしばしば登場する。
『レイミア』第 2 巻 174 行（ʻFillʼd with pervading brilliance and perfumeʼ）は、
手稿では ʻFillʼd with light, music, jewels, gold, perfumeʼ とあり、宝石は五感
にまつわるものとして捉えられている。キーツの物語詩のさまざまな場面
で、宝石は冷たく鮮やかな光と色彩を放ちつつ、物語詩の要求する神秘的
で幻想的な雰囲気を鮮やかに描き出す。同時に、物語詩の時空を過去へと
– 69 –

ワイルドと宝飾

遡らせるために、宝石の成り立ちそのものが有する時空的距離感を付与す
る役割も果たしている。キーツにとって宝石は、自分の物語詩の要求する
すべてを満たす美の象徴であり、同時に貴重で希少なもの、美そのものの
結晶であった。
イタリア絵画を手本とするラファエル前派は、キーツの物語詩に散りば
められた宝石の放つ、ステンドグラスのような透徹かつ絢爛な色彩美に魅
かれた。彼らは宝飾品大衆化の時代に生きて、キーツよりは宝石の現物に
親しんでその魅力を理解していたし、その伝統的・象徴的意味も把握して
おり、キーツ作品の宝石類に象徴的意味を見出そうとした。キーツの場合、
宝石は伝説や神話を効果的に語りなおすための比喩に用いられたが、ラファ
エル前派の場合は聖書に遡って、図像学的象徴として扱われた。そして何
よりも宝石はその象徴的意味によって、ラファエル前派の信条である詩と
絵画の等価性を担保するものであった。しかしながら一方で、キーツの時
代よりも実際の宝石は入手しやすくなったため、その現実的価値は下がり、
絵画と詩のなかでは貴重で希少なものとしての象徴的役割を果たしつつも、
ラファエル前派の画家たちのジュエリー・デザインの素材として装飾的な
扱いを受けるようになった。興味深いことに、詩のなかで宝石が自然描写
の比喩や色彩そのものとして用いられたように、ジュエリー・デザインの
場合も、宝石の素材の色や形を生かして、自然の事物の色彩や形をかたど
るデザインが主流となっていった。
そしてワイルドは、詩、劇、小説、童話とで、宝石の使い方を分けている。
劇『サロメ』
『聖なる娼婦』そして小説『ドリアン・グレイの肖像』において
過剰に陳列される宝石群は、ひとつひとつの名は挙げられているものの、
それぞれに象徴的意味が付与されているわけではなく、まとまりとして世
俗的な虚栄・虚飾を表している。童話『幸福の王子』と『ざくろの家』の「若
い王」の場合、宝石はこの世で権力を持つ者（王や王子）が手にする、単純
な世俗の美と価値を示すものである。しかし物語が進むにつれて、それよ
りももっと美しく素晴らしい魂の美を教えるために無力化される。詩にお
いては、基本的にはキーツにならって、自然の事物や色彩そのものの比喩
として用いられているが、キーツの好んだ水晶、サファイア、ダイアモン
ドなどには、ラファエル前派のように象徴的な意味を付与している。ただ
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し、現実の宝石は世俗の虚飾と結びついているため、ワイルドは自分の高
尚な詩を虚飾で汚さないように、ときに特定の宝石名を動詞化して使った
のではないだろうか。
さらに、ワイルドの詩に見られる宝石と自然の事物との結びつきは、キー
ツの詩やラファエル前派の詩からの影響だけではなく、先にも触れたよう
に、ラファエル前派の作品も含めた当時のジュエリー・デザインに見られ
る流行でもあった。
当時の宝石職人は、夜会用の宝飾品のモチーフを自然界に求めた。バ
ラ、ユリ、デイジーといった庭に咲く花、オークや月桂樹、さまざま
な昆虫からインスピレーションを得た。エナメルで加工された色石で
飾られた甲虫、ハチ、蝶なども作られ、髪に飾ったり、ネックライン
のレースの襟飾りにピンで留められた。色石は鳥の鮮やかな羽根の色
をも再現し、頭に飾られるとまるでそこに舞い降りたかのように見え
た。（「愛のヴィクトリアン・ジュエリー」16）
ここで鳥のブローチを見てみよう（図 1）。左はラファエル前派の画家バー
ン＝ジョーンズ（Edward Coley Burne-Jones, 1833-98）がヴェネツィアのモ
ザイクに着想を得て作ったもので、1862 年ラスキン（John Ruskin, 1819-

（図 1）左：Private Collection 右：The Victoria & Albert Museum
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1900）から送られたデザイン画を参考にしたと言われている。このブロー
チは 1892 年から 93 年にかけてニュー・ミュージアムで展示され、ワイル
ドの挿絵画家であるリケッツ（Charles Ricketts, 1866-1930）はそれを見て触
発され、右のブローチ ʻThe Bule Bird（
ʼ 1899）を作成した。
リケッツはワイルドのほとんどの作品の装丁と挿絵を手がけた画家であ
る。彼もラファエル前派の画家たちのように、絵画だけではなくジュエリー
や衣装のデザインも手がけた。メイ・モリスのための指輪もデザインした
ことがある。
ワイルドは最後のバラッド『レディング牢獄の唄』の装丁と挿絵を、リケッ
ツに頼みたがっていた。ワイルドがリケッツの仕事を好んだのも無理はな
い。二人は同じ趣味を持ち、同じ考えを―つまり、「芸術」を理解する
には「自然」を愛することを学ぶべきだ、という考えを共有していたので
ある。

7．指輪とワイルド―結びにかえて
最後に、ワイルドが身に着けた宝飾品のなかで最も有名な指輪に触れて、
本稿の結びとしたい。
ヴィクトリア時代全体を通じて、最も広く用いられた宝飾品は指輪で
あり、そのデザインは様々に変化した。ヴィクトリア時代初期の絵を見る
と、一般の人々が指輪以外の宝飾品を用いている例はまだ少ないが、19
世紀半ば以降の絵画を見ると、指輪以外の宝飾品の流行までもがわかる。

1818 年にキーツが婚約の証としてファニー・ブローンに送り、彼女が生涯
はめていた銀の指輪は、花弁のような枠の中心に大粒のルビーを冠したシ
ンプルなものであった。ロセッティの絵画には、オーバル型やハート型な
ど、さまざまな形や色をした（ペーストガラスの）指輪や他の宝飾品が見
られる。

1860 年を過ぎる頃には、トカゲ、蛇、トンボ、カブトムシなどがジュエ
リー・デザインのモチーフとして流行りはじめた。ワイルドも緑のスカラ
ベの指輪をいつも小指につけていた。スカラベは、古代エジプトでは太陽
神と同一視された聖甲虫で、不死のシンボル、再生、復活、生成、豊穣の
象徴として崇拝され、スカラベをかたどった印章・護符・お守り・装身具
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などが宝石や貴金属で作られた（桃沢 200）。写真に残されたワイルドの指
輪（図 2）を見ると、シグネットという男性用の指輪（図 3）にも見えるが、
古代エジプトの両面使えるスカラベの指輪（図 4）にも見える。

図2

ワイルドの指輪

図3

シグネット

図 4 スカラベの指輪

大英博物館に展示された古代の宝飾の品々も、当時のジュエリー・デ
ザインに取り入れられていた。こうした実際の昆虫や動物を加工したジュ
エリーは「ノベルティ」というジャンルで、新奇なものを好むワイルドに
ちょうどふさわしい。
また、ワイルドと指輪の結びつきは 21 世紀の現在でもよく知られており、
ワイルドをモチーフにした指輪がインターネットで販売されているほどで
ある。しかしそれを見たら、ワイルドはきっとこう言うにちがいない、
「現
代のジュエリーほど下品で俗悪なものはありません」。

＊

本稿は第 41 回日本ワイルド協会大会シンポジウム「ワイルドを取り巻く視覚芸術
―絵画、映画、サヴォイ・オペラ」
（2016 年 12 月 3 日、於武庫川女子大学）での発
表原稿「ワイルドと装飾」をもとに、大幅に加筆修正したものである。

1

注
キーツは、青い瞳よりも黒い瞳を讃えた友人レノルズ（John Hamilton Reynolds:
1794-1852）のソネット ʻSonnet from the Garden of Florence & Cʼ に応える形で、
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2

ʻWritten in answer to a Sonnet ending thus:―ʼ と冠して、青を讃えるこのソネット
を書いた。キーツは空の青、海の青、木々の緑と結びつく青、花々を彩る青を
讃え、なによりも「あなた」の瞳に宿る青を讃えた。
以下、『プリニウスの博物誌Ⅲ』中野親子訳、第 37 巻〈宝石〉pp. 1497-1542 を
参照してまとめた。
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『ペイシャンス』から『ユートピア有限会社』へ
―ワイルド、アメリカ、アイルランド

金山

亮太

はじめに
戯曲家ウィリアム・ギルバートと作曲家アーサー・サリヴァンがコンビ
を組んでヴィクトリア朝後期の演劇界を賑わしたサヴォイ・オペラの演目
の一つ『ペイシャンス』
（Patience, 1881 年 4 月 23 日初演）は、登場人物の一
フレッシュリー

人である官 能 派詩人レジナルド・バンソーンがオスカー・ワイルドを想起
させるということで特に記憶される。バンソーンは若い女性の気を惹きた
いがために、外見のみ唯美主義的な様子をし、思わせぶりなポーズで感傷
過多な詩を朗読する鼻持ちならない俗物として描かれており、本作はヴィ
エ ス テ ティシズム

クトリア朝後期の芸術界を賑わせた唯 美 主 義 の皮相性を風刺したものと
理解されている。そのアメリカ公演の際にワイルドは、興行主であるリ
チャード・ドイリー・カートの劇団に同行し、各地で「イギリスの文芸復興」
（“The English Renaissance”）
「装飾芸術」
（“The Decorative Arts”）
「美しい家
庭」
（“The House Beautiful”）などの表題で講演を行った。当時のヨーロッパ
の芸術風潮に対する知識が乏しい観客が、『ペイシャンス』が何を嘲笑の対
象としているのかを予め了解した上で鑑賞できるように、唯美主義の本質
を説くためである。ワイルドは行く先々で多くの聴衆を集めたが、彼らに
唯美主義の要諦がどの程度理解されたのかは疑わしい。結果的にこのタイ
アップはワイルドに多額の講演料を、カートに北米公演の大成功をもたら
しただけなのかもしれない 1。ただし、世紀末の風雲児と大衆演劇の興行
主が手を組んだ、ウィン＝ウィンの関係のようにしか見えないこのエピソー
ドは、その一方で、ワイルドに何らかの変化をもたらしはしなかっただろ
オスカー・ワイルド研究 16（2017 年）

『ペイシャンス』から『ユートピア有限会社』へ
アイリッシュネス

うか 2。滞米中に彼が行った講演やインタビューの中に、自らの 民 族 性
に目覚めたと思しき内容がいくつか見つかるのである 3。
滞米初期の 1882 年 3 月下旬から 4 月上旬にかけて、ワイルドはカリフォ
ルニア州サンフランシスコにおいて全日程中で唯一、講演会を 4 度催した。
そこには一大コミュニティを形成していたアイルランド系移民のための、
上記の 3 つとは異なる特別講演が含まれていた。「19 世紀のアイルランド
詩人と詩」
（“Irish Poets and Poetry of the Nineteenth Century”）は、当時独立
の機運が高まっていたアイルランド本国への思いを募らせる人々の愛国心
に寄り添う内容であった。しかし、この特別講演から伺われるような母国
への関心は、これ以降のワイルドの言動の中には乏しくなる 4。いずれも

19 世紀に登場しながら今日なお根強い人気を誇るサヴォイ・オペラとワイ
ルドは、いわば後期ヴィクトリア朝文化の象徴である。本論では、ワイル
ドの講演内容にも触れながら、この 2 つの象徴の束の間の交わりの背後に
あるものを考えてみたい。

1．バンソーンのモデルは誰なのか
まずは『ペイシャンス』とは不可分の関係であると考えられているワイル
ドの姿が、実際にはどの程度この作品に投影されているのかについて検証
しておこう。原作者ギルバートは自ら挿絵なども手掛ける人物であり、彼
の戯文集『バブ・バラッド』
（Bab Ballads, 1869）にはエドワード・リア風の
いささかグロテスクなスケッ
チが含まれている。
『ペイシャ
ンス』の原作にも彼の手によ
るバンソーンの原型の姿が添
えられているが（図版 1）、ぼ
さぼさ頭に貧弱な体と細い
ひ ま わ り

脚、向日葵と思しき花を片手
に腰を下ろす男性はワイルド
とは似ても似つかない（彼は

190 センチ近い身長を持ち、
蓬髪ではなかった）。その頃

図版 1 “Bunthorne” from William Schwenck
Gilbert, Patience (1880)
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の彼は長編詩 Ravenna を 1878 年に、さらに第一詩集 Poems を 1881 年半ば
に世に問うてはいたものの、未だ詩人というよりも文芸サロンの寵児とい
う扱いであった。『ペイシャンス』の中で、彼の崇拝者である乙女たちの目
につくように歩き回りながら、最後の一行に苦吟している様子をバンソー
ンは見せつける。その直後に彼がもったいぶって披露する詩は自己陶酔的
美文調であり、ワイルドの知的な詩とはいささか異なっている。

Bunthorne: Oh, Hollow! Hollow! Hollow!
What time the poet hath hymned
The writhing maid, lithe-limed,
Quivering on amaranthine asphodel,
How can he paint her woes,
Knowing, as well he knows,
That all can be set right with calomel?
（後略）

(W. S. Gilbert, Patience, Act I, p. 205)5
バンソーンは詩が完成した直後に極度の疲労からその場に倒れこみ、たま
たま居合わせた近衛竜騎兵隊（乙女たちのかつての婚約者たちである）の
隊長に抱きとめられるのだが、そもそも、このように創作上の生みの苦し
みに悩む姿を他人に見せることなど、サロンなどで即興的に発せられる鋭
エピグラム

い 警 句 で名声を博していたワイルドの美意識にはそぐわない。それでは、
乱れ髪の詩人バンソーンのモデルは誰だったのだろうか。
ヴィクトリア朝美術を考える際に不可欠なラファエル前派とも関係の深
かった D. G. ロセッティ（1828～82）は、肖像画を見る限り若い頃にはワイ
ルドと同様に長髪であったが（図版 2）、晩年には半ば世間に忘れられた存
在であった。ギルバートが挿絵を描いた段階で念頭にあったのは、世間一
般から官能派詩人として目されていた A. C. スウィンバーン（1837～1909）
であったと思われる（図版 3）。『ペイシャンス』の初演に際してバンソーン
役を演じた当代随一の喜劇役者ジョージ・グロスミス（1847～1912）は、
ギルバートの挿絵に近い人物造形で舞台に立った（図版 4）。グロスミスは
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図版 2

Dante Gabriel Rossetti (1847)

図版 3 Algernon Charles Swinburne
(1870)

図版 4 George Grossmith as Bunthorne
(1881)

図版 5 Napoleon Sarony, “Oscar Wilde”
(1882)
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背も低く体格も貧弱だったためにワ
イルドと外見上の共通点に乏しく、
長髪にビロード地の衣装を着てポー
ズをとる姿は、スウィンバーンに似
ている。ワイルド自身、アメリカで
これと似た服装で写真に収まってお
り（図版 5）、むしろ彼が聴衆のため
にバンソーン風の衣装を着てみせた
可能性がある。しかし、ここで 1 つ
問題が生じる。ギルバートの挿絵も
グロスミスが演じた初代バンソーン
モノ ク

ル

も片眼鏡をしていないのに、それ以
降のバンソーン役は片眼鏡をして舞
台に現れることが増えていくのであ
る（図版 6）。これは、時代が移るに
つれて、観客が想起する唯美的人物

図版 6

John Reed as Bunthorne (1966)

のイメージが変化していったことに
その原因を求めることができるだろう。初演時のバンソーン像がどこまで
当時の観客に唯美主義を理解させたかは疑わしいが、『ペイシャンス』の演
出において、バンソーンが片眼鏡をするというのは今日ではほぼ定型化し
ている。では、ワイルド自身は片眼鏡をしていたのであろうか。

1841 年 に 創 刊 さ れ た 風 刺 漫 画 雑 誌『パ ン チ』
（Punch, or The London
Charivari）には挿絵画家ジョージ・デュ・モーリエの手による、唯美主義
の芸術家を揶揄するような漫画が 1878 年ごろから掲載されており、そこ
には片眼鏡をした人物が繰り返し描かれていた（図版 7）。ちなみに、この
図版にはワイルドらしき人物も描かれている。背景の右側から二人目の肘
をついている男性がそれで、このようなポーズの写真をワイルドは滞米中
に何枚も残している。これもまた、ワイルドが漫画を真似しているのかも
しれない。一方、モーリエはワイルドであると一目で分かるような漫画も
描いているが、彼に片眼鏡をかけさせることはない（図版 8）。この当時、
片眼鏡をした唯美的人物として人々がまず連想したのは、ジャポニズムの
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図版 7

George du Maurier, “Nincompoopiana”, Punch. (20 December 1879)

図版 8 George du Maurier, “The Six
Mark Tea-Pot”, Punch. (30 October 1880)
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影響を強く受けた画家のジェームズ・マクニール・ホイッスラーであった。
ここで、
『ペイシャンス』の背景と唯美主義の関わりについて再確認しよう。
バンソーンの詩に聞きほれていた乙女たちは、近衛竜騎兵たちに婚約話
を蒸し返されると、彼らの軍服の悪趣味な色合いに嫌悪を露わにする。彼
女たちは彼らが不在の間に唯美主義に染まり、美意識を完全に塗り替えら
れてしまっていたのだ。

Jane: [Looking at uniform]: Red and Yellow! Primary colours! Oh, South
Kensington!
Duke: We didn’t design our uniforms, but we don’t see how they could be
improved.
Jane: No, you wouldn’t. Still, there is a cobwebby grey velvet, with a
tender bloom like cold gravy, which, made Florentine fourteenthcentury, trimmed with Venetian leather and Spanish altar lace, and
surmounted with something Japanese — it matters not what —
would at least be Early English! Come, maidens.
(W. S. Gilbert, Patience, Act I, pp. 205-6)
乙女たちの一人が赤と黄の原色を用いた軍服を見るなり「サウス・ケンジ
ントン！」と叫ぶこの場面が示唆するのは、1851 年の第 1 回ロンドン万国
博覧会の展示物を集めて 1857 年に建てられたサウス・ケンジントン博物
館（現在のヴィクトリア＆アルバート博物館）の展示物の色使いが下品だ
ということなのだろうが、当時の人々にとっては常識だったこの地名の含
意も、現在の観客は解説なしには理解できない。そういう意味では『ペイ
シャンス』は当時の流行や常識に対する言及に満ちている作品といえよう
が、唯美主義に対する人々の関心の高さを物語ってもいる。この後、乙
女たちが近衛竜騎兵たちと交わす軍服の色彩に関する会話には、フィレン
ツェ、ヴェネチア、スペインそして日本などという地名が登場する。とも
かくこういった美の先進地と思われる国々の色遣いを真似していれば、少
ア ー リ ー・ イ

ン グ リ ッシュ

なくとも「初期のイギリス 風 」を思わせる美意識に近づける、という意味
であることは理解できる。これはアーサー王伝説やロビン・フッド伝説な
– 83 –

『ペイシャンス』から『ユートピア有限会社』へ

ど、中世の伝説への関心がヴィクトリア朝において復活して絵画や詩の
主題になったことと関係があり、ラファエル前派の人々が理想としていた
メ

リ

ー

「陽気なイングランド」への回帰志向を指している。
実はバンソーンは村の乳搾り娘ペイシャンスに密かに想いを寄せている
のだが、素朴な彼女には高尚な詩など理解できず、幼馴染の元・田園派詩
人アーチボルド・グローヴナーと結ばれてしまう。バンソーンのことを慕っ
ていた乙女たちも近衛竜騎兵たちと元の鞘に戻る。結局彼は誰とも結婚で
きない、という結末を迎えるこの喜劇の第 2 幕で、バンソーンとグローヴ
ナーが歌の応酬をするところにグローヴナー・ギャラリーという名称が登
場する。

Bunthorne: A pallid and thin young man,
A haggard and lank young man,
A Greenery-yalley, Grosvenor Gallery,
Foot-in the grave young man!
(W. S. Gilbert, Patience, Act II, p. 241)
グローヴナーという名前が、ラファ
エル前派や唯美主義者たちの本拠地
となる 1877 年設立の画廊に由来する
ことは当時の観客には周知のことで
あった。ここに出品した自作の「黒
ノクターン

と金の夜 想曲」を酷評した美術評論
家ジョン・ラスキンに対してホイッ
スラーが訴訟を起こしたことで、こ
の画廊はさらに知名度を高めた。ワ
イルドに対しても美術論争を繰り広
げるなど、何かと世間を騒がせたり
スキャンダル

醜 聞 の的になったりすることの多
かったホイッスラーは、その肖像画
では必ず片眼鏡をしている（図版 9）。
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図版 9 Walter Greaves, “Portrait of
James Abbott McNeill Whistler” (1877)
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彼は奇矯な言動やダンディズムに徹した装いで当代随一の唯美的人物と認
知されており、だからこそ画家でもないバンソーンが舞台上で片眼鏡をか
ける演出につながったのであろう。バンソーンはスウィンバーンの外見と
プロトタイプ

いう 元 型 に、片眼鏡に象徴されるホイッスラー的要素が上書きされてい
る。ワイルド風の衒いがその台詞にはあるものの、本質的に彼とは異なっ
ていることは明らかであり、『ペイシャンス』とタイアップしたという理由
で彼のことが連想されているに過ぎないのである。しかし、演技的人物
（histrionic）であったワイルドは、自らに期待されている役柄を演じたり漫
画を真似たポーズで写真を撮ったりすることに密かな喜びを見出してはい
なかっただろうか。「素顔で語る時、人はもっとも本音から遠ざかる。仮
面を与えれば真実を語り出す。」
（“Man is least himself when he talks in his

own person. Give him a mask, and he will tell you the truth.”）という彼自身の
警句そのままに、唯美主義者の歩く見本としての自らの役割を全うするた
めに、彼は営業用の「仮面」をつけていたのかもしれないのである。

2．ワイルドは愛国者なのか
Speranza’s Son
Oscar Wilde Lecture on What He
Calls the English Renaissance
—
The Utterness of Aestheticism
—
Phrasing about Beauty while
a Hideous Tyranny Overshadows
His Native Land
—
Talent Sadly Misapplied6
1882 年 1 月 14 日にニューヨークで発刊された新聞『アイリッシュ・ネー
ション』
（The Irish Nation）の 1 面を飾った見出しは、母親スぺランサは愛
国的な詩を数多く発表してきたというのに、息子はアメリカ人相手に「イ
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ギリスの文芸復興」などという主題で講演をして回っていることに不満を
鳴らす。「才能の無駄遣い」という一行には、ワイルドの弁舌をもってすれ
ば母国の窮状を広く世界に訴えられるのに、と歯噛みするアイルランド系
移民の思いが透けて見える。エリザベス朝以来のイングランドによるアイ
ルランド支配は、1801 年の連合法によって強化され、ワイルドの同郷人の
不満は高まる一方であった。1880 年にチャールズ・ステュアート・パーネ
ルを党首に選んだアイルランド国民党は祖国の自治運動を主導し、ワイル
ドが渡米した時期にはアイルランド議会党となり、イギリス本国の自由党、
保守党に対抗して自国の自治拡大を訴えていた。そのような中、ワイルド
はカリフォルニア州サンフランシスコで「19 世紀のアイルランド詩人と詩」
という講演のために、同市のプラッツ・ホールに 1882 年 4 月 5 日に姿を見
せた。これは同年 3 月 17 日（アイルランドの守護聖人である聖パトリック
の日）にミネソタ州の州都セント・ポールで、彼が母国に関する即興の演
説を行ったことを聞きつけたサンフランシスコのアイルランド系移民たち
が、当地でも母国のことを話すように要望したことから実現したもので
あった 7。その内容に入る前に、彼が講演用に準備していた主要な 3 つの
題目について確認しておきたい。
「イギリスの文芸復興」、「装飾芸術」、「美しい家庭」の 3 題目は互いに連
関しあっており、その根底に流れるのはアメリカの持つ潜在能力に対する
ワイルドの期待と、目下のところその能力が物質主義の影響で十分に発
揮されていないことへの不満である。渡米の 1 週間後の 1882 年 1 月 9 日に
ニューヨーク市のチカリング・ホールで幕を落とした講演旅行第 1 回目の
題目「イギリスの文芸復興」においてワイルドは、イギリスにおける文芸復
興の端緒をフランス革命に求め、理性や実用性重視の 18 世紀的価値観が
人間性や自然に目を向けるロマン主義へと向かったと説明する。その上で、
ジョン・キーツをラファエル前派の先駆と捉え、文学と美術とを結び付ける。
次に彼が説くのはアメリカにおける文芸復興である。まだ生まれてから日
の浅いこの国は、物質主義の段階に達したばかりだが、これからは真の芸
術を生み出すような国民になるべきだというのである。アメリカ人の聴衆
に対するリップサービスが込められていたのであろうこの講演は、しかし、
はかばかしい反応を得られなかった 8。ワイルドという「見世物」にこそ彼
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らの興味はあったからである。
ニューヨーク州イサカ市のオペラハウスで 1882 年 2 月 6 日に初日を迎え
た「装飾芸術」は、「イギリスの文芸復興」の続編あるいは実践編とでも呼
ぶべきものであり、聴衆にとって馴染みやすい内容にしようという工夫の
跡が見て取れる。ワイルドの目にはアメリカには粗悪な大量生産の商品が
満ちているように映っており、ちょうどイギリスにおいてウィリアム・モ
リスが実践して見せたような、芸術家と職人とが一体化した工房で真に美
しいものを生み出す必要があると彼は主張する。そのためには芸術的感性
を養うような学校を作って職人を訓練すべきであり、真に美しいものとは
何であるかを一般の人々に伝えるために博物館を建設する必要があること
も訴える。今のアメリカ人はただ単に人生を送っているだけで、本当の意
味で生きているとは言えない。真に生きるとは、美を愛する心をもって日
常を送ることであり、そのためには人々の美意識をもっと高めなければな
らない、とワイルドは強調する。「装飾芸術」と題されている通り、身近な
ところに美的感覚を養うヒントがあることを指摘するワイルドは、次世代
を担う子供たちに美意識を持たせることの重要性を説いており、これは子
を持つ母親たちを視野に入れた講演だった言えるであろう。
残る「美しい家庭」は 1882 年 3 月 11 日にイリノイ州シカゴで初めて行わ
れたが、これも題目から明らかなように、家庭を主たる美意識醸成の場と
して捉えた内容であり、「装飾芸術」とその主張は重なる。やはり女性の
聴衆を意識した内容となっており、ワイルドの狙いが唯美主義の本質を語
るという本来の目的から、それを日常の中で実践してゆく必要性を説き、
実際にその方法論を示すことに移っていることが分かる。いずれの講演
も、その目的は真摯なものであり、堂々とした内容を備えていた。オック
スフォード大学出の秀才ワイルドの面目躍如といったところであろうか。
彼は相手が自分に求めていること、そして自分にできることを冷静に判断
し、最善を尽くすことのできる優秀な講演者だったのである。抽象的な議
論では聴衆の興味を維持できないと悟るや、相手のレベルに合わせて内容
を改訂し、より親しみやすい表題を掲げて関心を引くというのは、テーマ
の本質への正確な理解と優れた表現力がなければ不可能である。聴衆を飽
きさせないためには、敢えて彼らが望むような唯美主義者の姿で登場する
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といった道化めいた真似もワイルドは厭わなかった。傲慢で自意識過剰な
印象に目が奪われがちではあるが、彼の中には地道な努力家の側面と有能
なセールスマンの側面もあったのである。
このように、あくまでも興行主の意向に沿って講演旅行をしていたワイ
ルドがアイルランド人としての個人的心情を吐露する最初の機会は 1882
年 3 月 17 日に訪れた。前日に「装飾芸術」の講演をセント・ポール市内の
オペラハウスで既に終えていた彼は、翌日も同じ会場に姿を現し、一聴衆
としてアイルランド系移民の愛国的演説を拝聴していた。しかし、1848 年
の蜂起の時のことを歌った詩人の息子であるという紹介の後に指名を受け
た彼は、即興の演説で母国の文化に対する誇りを訴えた。翌日の同市の『デ
イリー・グローブ』紙（Daily Globe）はその内容を次のように伝える。かつ
て文化的にはヨーロッパの頂点に立っていたアイルランドは、ヘンリー2
世以降のイングランドによる侵略でその栄光を失い、以来 700 年以上が経
過した、とワイルドは語る 9。
…芸術とは自由と美とを愛する国民によって表現されるものであり、
たとえ本国では発揮することが許されなくとも、アイルランド系の
人々の中には芸術的感性が残っている。その気持ちがあればこそ、今
夜ここに集って守護聖人の記念日を祝っているのである。生まれ故郷
のあらゆる辺地、丘、小川に対して抱いている愛情にその気持ちは現
れている。アイルランドの歴史に光を投げかけてきた偉人たちの行動
や仕事に対する敬意の念にもそれは見て取れる。アイルランドが独立
を遂げた暁には、その芸術や学問分野は復活し、ヨーロッパの国々の
中でかつて味わっていた誇りある地位を占めるようになるだろう。
母親への敬意を示してくれた出席者一同に感謝の意を伝えてワイルドは演
説を終え、大きな拍手を受けた、と記事は伝える。アメリカの同胞を激励
した彼の中に民族意識が芽生えたのではないか、と考えるのは自然なこと
であろう。サンフランシスコでの特別講演に備え、ワイルドは入念な下調
べを施して本番に臨んだ。マシュー・アーノルドの『ケルト文学について
の研究』
（On the Study of Celtic Literature, 1867）を種本とし、20 人近いアイ
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ルランド詩人を紹介したその講演は 10、カトリック教徒解放運動の指導者
だったダニエル・オコンネルの詩「アイルランド亡命者の気持ち」を引用し、
締めくくりは彼自身の母の詩の朗読であった。少女が菫の花束をワイルド
に贈呈したとき、会場は再び拍手に包まれ、彼は微笑んで恭しくお辞儀を
したという 11。
彼の滞米中、自身の民族性にからめた発言はそれ以降も見られた。1882
年 6 月 24 日、ルイジアナ州ニューオーリンズで現地の新聞社 The Picayune
紙の記者に南部（アメリカ連合国）の元大統領ジェファーソン・デイヴィス
に会いに行くそうだが、と問いかけられた彼は、次のように答えている。
南北戦争での南部の立場は、私の考えでは今日のアイルランドの立
場と非常に似ている。それは帝国が分割されるのを見る闘争ではなく、
アイルランド国民が自由になるのを見、アイルランドがそれでもなお
自ら進んでイギリス帝国の不可欠な一部たらんとする闘争だった。（中
略）しかし、進歩のために最大の結果を得ることができるようになる
前に、まず自由と自治が人々の手になければならない。これが南部の
人々に対する私の感情であり、母国アイルランドの人々に対する感情
でもある。ジェファーソン・デイヴィス氏に会うことを大いに楽しみ
にしている 12。
アメリカ深南部に残る南軍びいきの感情に配慮したとも考えられるこの発
言には、国の分裂は望ましいことではなく、アイルランドはあくまでも自
治権を認められつつ連合王国の一員でいるほうがいい、という彼の考えが
にじみ出ている。南北戦争によって傷つきながらも統一国家として復興し
ようとしていたアメリカを支持するワイルドの中には、やはり同じように
虐げられてきた母国への思いがあったはずなのだ。それにも関わらず、サ
ンフランシスコで成功を収めたこの講演を彼が定番化しなかったのはなぜ
だろうか。アイルランド系移民が多い地域だったために可能になった講演
ではあったが、シカゴやニューヨークなど、他にも条件の似た都市はいく
つもあった。母国において独立の機運が高まっていたこの時期に、彼の講
演を通してアメリカ全土に散らばっているアイルランド系移民の自覚と団
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結を促し、イギリス政府に揺さぶりをかけることができたかもしれないの
である。
実はワイルドにとってこの種の発言は、聴衆の聴きたい話を披露すると
いう、彼お得意のリップサービスの延長だったのかもしれない。あるいは
政治的な話題に首を突っ込むことは彼の人生哲学に反したのかもしれな
い 13。唯美主義者の仮面で巧みな演技を見せていたワイルドが、ここでは
民族主義者の仮面をかぶって見せたと考えるのは穿ちすぎであろうか。い
ずれにせよ、10 か月以上に及ぶ北米大陸を巡る講演旅行の中で、この「19
世紀のアイルランド詩人と詩」は日の目を見ることもなく、埋没していく
ことになる。アメリカでひととき交わったワイルドとサヴォイ・オペラの
関係はこの後、復活することはなかった。

3．アイルランド自治問題と『ユートピア有限会社』
ワイルドがアメリカ講演旅行を終えてから 11 年後の 1893 年 10 月 7 日、
サヴォイ・オペラの新作『ユートピア有限会社』
（Utopia Limited, 1893）がサ
ヴォイ劇場で初日の幕を開けた。南の島ユートピア国の王女ザーラが留学
先のイギリスから帰国するや、祖国の制度をすべてイギリス風にするとい
う改革を断行する。その結果、あまりにも理想的な国家体制が完成したた
めに病人も犯罪者もいなくなる。失業した医者や判事や警官たちが巷に溢
れ、彼らの不満が社会転覆の不安を掻き立てる。ここで王女が妙案を思い
つく。イギリスの諸制度のうち、「政党政治」だけは導入していなかった。
これを採用すれば、政権与党が交代するたびに国の政策は変更を余儀なく
され、あちらこちらに矛盾と混乱が生じ、再び病人や犯罪者の蔓延する社
会に戻るに違いない。そうすれば、失業者の不満も収まり、万事解決する。
かくして、彼女をはじめ王女たちはみなイギリス人と結婚し、国王パラマ
ウントまでが王女の元家庭教師（イギリス人女性）と結婚するという筋立
てである。あけすけなイギリス礼賛を前面に打ち出したこの作品における
ギルバートの狙いは、このような理想的な国が、実際は混乱を内包した普
通の国でしかないことを観客に突きつけて居心地の悪い思いをさせること
にあり、それと同時に、愛国心を鼓舞しようとする当時の風潮に風刺の矢
を射かけることだったのかもしれない。いわば、舞台上のユートピア国の
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ドタバタを笑う観客自身が自らの戯画を笑うという二重構造がそこには仕
組まれていたのである。
このような筋書きとは別に、この作品には時事的要素も含まれてい
た。ワイルドが渡米中の 1882 年 5 月 6 日、イギリス自由党のアイルランド
担当相フレデリック・チャールズ・キャベンディッシュ卿がアイルランド
人愛国者によってダブリンで暗殺される事件が起こっていたし 14、W. B.
イェイツやグレゴリー夫人などを中心にアイリッシュ・ルネッサンスの動
きが生まれつつあった。アイルランド人の愛国心はこの時期、大いに高
揚していたのである。また、この劇にはタララという公衆爆破係（Public

Exploder）が登場する。その名がダブリン郊外の聖地タラの丘に由来し、
1890 年代にアイルランドの各地で頻繁に起こった爆弾テロにちなんでいる
ことを観客は承知していた。さらに、この劇の最後には、アイルランドが
イギリスからの独立を目指していることを揶揄するような歌詞が登場する。

King: Oh, may we copy all her maxims wise
And imitate her virtues and her charities;
And may we, by degrees, acclimatize
Her parliamentary peculiarities!
By doing so, we shall, in course of time,
Regenerate completely our entire land —
Great Britain is that monarchy sublime,
To which some add (but others do not) Ireland.
(W. S. Gilbert, Utopia Limited, Act II, pp. 684-5)
国王が最後に付け加える「大英帝国こそわれらが崇高なる君主、それにア
イルランドを加える人もいればいない人もいる」という一節は、かなり際
どい歌詞である。ワイルドが考えていたような、アイルランドは帝国の一
部として留まるべきかどうかがここでは問われている。一触即発寸前の状
態になっているアイルランド自治問題をこのように弄ぶことで矮小化する
狙いがギルバートにあったのかどうかは分からないが、イギリスのことを
「褒め殺し」とでもいうべき過剰な言葉で礼賛する一方、アイルランドにも
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言及することで観客にスリルを味わわせるという、アクロバット的な台詞
回しであると言えるだろう。
一 方、こ の 頃 の ワイルドは 長 編 小 説『ドリアン・グレイの 肖 像』
（The

Picture of Dorian Gray, 1891）や短編小説を矢継ぎ早に発表する一方、
『ウィ
ンダミア卿夫人の扇』
（Lady Windermere’s Fan, 1892）、『つまらない女』
（A

Woman of No Importance, 1893）などの風俗喜劇にも手を染めていた。『サ
ロメ』
（Salomé, 1892 フランス語による執筆）は国内上演が禁じられたもの
の、まさしく彼は絶頂期を迎えていた。しかし、この時期の書簡には彼が
母国の自治問題をどう思っていたのかは一切書かれていない。私生活が乱
れていた彼は、母国の困難に対して発言するどころではなく、文壇を泳ぐ
ことに腐心していたのかもしれない。かつて滞米中に彼の中に自覚された
と思しき民族性は消えてしまったのか。唯美主義者を演じて見せたときと
同様、民族性もまた必要に応じて身に着けた仮面に過ぎなかったのか。「仮
面を与えれば真実が語られる」のだとすれば、その下にはどのような素顔
があったのだろうか。求められる人物像を演じるための仮面が彼には多す
ぎたのではなかったか。「人生にこそ精魂を注ぎ込んだ」と嘯いていたワ
イルドの人生の終幕は数年後に迫っていたが、彼自身、自らの本性や真実
が分からなくなっていたのではないかとも察せられるのである。

1

2

3
4

5

註
ただし、ワイルドの出費も多額だったために、半年で数百ポンドの儲けしかな
かったようである。Lloyd Lewis and Henry Justin Smith, Oscar Wilde Discovers
America (New York: Benjamin Blom. 1967 reprinted. original publication 1936),
pp. 442-443.
Lewis and Smith, p. 443.「ワイルドはアメリカを変えなかったが、アメリカはワ
イルドを変えた」と Lewis と Smith は言うが、唯美主義者の格好をやめ、髪を
切ったという外見上の変化について述べるにとどまっている。
ただしワイルド自身はアングロ・アイリッシュであり、ケルト系ではなかった。
たとえば彼の書簡集の索引には「アイルランド」の項目が存在しない。Rupert
Hart-Davis (ed.), The Letters of Oscar Wilde (London: Rupert Hart-Davis, 1962) を
参照。
Ed Glinert (ed.), The Savoy Operas: The Complete Gilbert and Sullivan (London:
Penguin, 2006). サヴォイ・オペラの引用は、すべてこのテキストによるものと
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し、以降は幕とページ数のみを示すこととする。
Richard Ellmann, Oscar Wilde (London: Penguin Books, 1988), pp. 185-186.
http://www.oscarwildeinamerica.org/lectures-1882/april/0405-san-francisco.html
（最 終 閲 覧 日 2017 年 7 月 31 日）よ り。現 地 の 新 聞 Daily Alta California, April
2, 1882 の記事にある。これは Oscar Wilde on Dress（CSM Press, 2013）の著者
John Cooper の運営するサイトの一部。ホームページのタイトルは “Oscar Wilde
In America: A Selected Resource of Oscar Wildeʼs Visits to America”（http://www.
oscarwildeinamerica.org/index.html）。以下、ワイルドのそれぞれの講演内容に
ついては、全集に収められた文章と本ホームページに掲載されている抄録から
まとめた。
Lewis and Smith, pp. 60-61. 多くの新聞はワイルドの講演内容については紙面を
割かず、出稼ぎにきたこの唯美主義者を嘲笑するような短評を掲載した。
http://www.oscarwildeinamerica.org/features/st-patricks-day-1882.html（最 終 閲 覧
日 2017 年 7 月 31 日）より。Daily Globe の記事は拙訳による。
http://www.oscarwildeinamerica.org/lectures-1882/april/0405-san-francisco.html
（最終閲覧日 2017 年 7 月 31 日）より。
Lewis and Smith, pp. 269-270.
Lewis and Smith, pp. 366-367. この記事を読んだニューオーリンズ市民は一気に
ワイルドびいきになり、講演会に詰めかけたという。
Lewis and Smith, p. 41. The Philadelphia Press の記者に、政治的には自由党か保
守党かと尋ねられたワイルドは、「そういうことには関心がない。文明と野蛮
という二つの用語だけは知っている。私は文明側の人間だ」と答えた。
Lewis and Smith, p. 244. この事件についてコメントを求められたワイルドは、
「自由が血塗られた手で来るときには受け入れがたい。イギリスに責任がある。
7 世紀もの不正の実を手に入れているのだ」と語った。

参考文献
Brown, Thomas N. Irish-American Nationalism 1870-1890 (Philadelphia & New York: J. B.
Lippincott Company, 1966).
Ross, Robert ed. The First Collected Edition of the Works of Oscar Wilde 1908-1922 15
volumes (London: Dawsons of Pallmall, 1969).
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1．はじめに
本稿は、オスカー・ワイルドの童話が、ワイルド文学における原点とし
ての特質を備えていることを探究する試論である。童話という文学ジャン
ルとして見た場合、ワイルドの童話は芸術至上主義 1 と宗教意識が相克し
ているという特異性を帯びている。そして、その特異性がのちの作品に組
み込まれていき、ワイルド文学総体の特質を形作っていると筆者は考える。
これまで、ワイルド文学を唯美主義文学としての観点や、キリスト教文学
としての観点で研究したものはあったが、芸術至上主義と宗教意識の両方
に焦点を当て、その濃淡が作品ごとに変化していったことを本格的に論じ
たものは未見である。

2．先行研究
De Profundis（1905）以前のワイルド文学は異教趣味が前面に出て、キリ
スト教が付随物だったが、De Profundis 以降はキリスト教が前面に出てい
ると池田正義は指摘している 2。しかし、異教趣味をギリシャ的な芸術至
上主義と考えた場合、異教趣味（ヘレニズム＝芸術至上主義）とキリスト
教（ヘブライズム＝宗教意識）という二つの思想の相克はワイルド文学を
貫くテーマであり、その相克が最初に表出し、宗教意識が芸術至上主義の
前面に出たのは De Profundis ではなく、童話であると筆者は見ている。ワ
イルド文学の初期作品である童話と晩年の書簡である De Profundis がキリ
スト教文学として、The Picture of Dorian Gray（1891）や Salomé（1893）な
オスカー・ワイルド研究 16（2017 年）
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どの代表作が唯美主義文学として研究されることが多かった。芸術至上主
義と宗教意識は、ワイルド文学を通して共存・混在し、描写の濃淡を変え
ながらも、いずれかが前面に出ようと相克していたと筆者は考える。本
稿における「濃淡」とは、芸術至上主義と宗教意識の、どちらの要素を備
えた描写がより前面に出ているかを指している。芸術至上主義的描写は、

The Picture of Dorian Gray のように、芸術は人生や愛よりも重要であると
するものである。一方、宗教的描写は、“The Happy Prince”（1888）や “The

Selfish Giant”（1888）のような神による救済や秘跡である。ワイルド文学は
書かれた時代によって、作品の芸術至上主義色と宗教色は濃淡が変化して
いるのである。また、“The Happy Prince” は、回心や救済についての宗教
的描写が濃いものの、エロティックで同性愛を想起させる芸術至上主義的
な描写がある。すなわち、芸術至上主義と宗教意識の描写は、同じ作品の
中でも濃淡を変えている。
芸術至上主義と宗教意識という観点とは若干異なるが、愛他精神とデカ
ダンスという両極端な内容がワイルドの童話に共存・混在していることに
ついて、富士川義之は以下のように発言している。
そこにはさまざまな対立物をことさらに融和させることもなく、矛盾
は矛盾のままに、ほとんどいびつと言ってもよいが大層華やかな形で
複合的に表出するワイルド文学に二面性が認められるのではあるまい
か。（富士川 36-37）
私見によれば、愛他精神とデカダンスという思想は、それぞれヘブライズ
ム・宗教意識と、ヘレニズム・芸術至上主義という大きな思想に包含され
ると考えることができる。概して、ワイルドの童話は、芸術至上主義より
も宗教意識の色合いが濃いが、同じ作品の中でもこの二つの思想は描写の
濃淡を変えて相克している。
キリスト教文学の定義を論じる場合、キリスト教徒が書いたものかどう
かという主体論の立場と、キリスト教的題材を用いているかどうかという
素材論の立場で区別する考え方がある 3。欧米はキリスト教文化圏である
ため、全ての文学がキリスト教文学であるという見解があるが 4、日本の
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ようにキリスト教徒が主流でない国においては、主体論の立場から考える
ことは困難である。その理由は、非キリスト教徒がキリスト教を題材とし
た文学もあれば、キリスト教を棄教した作家が書いている文学もあるため
である。兒玉實英は素材論の立場から、キリスト教と文学のかかわりを以
下の 4 つの類型の中で分類しており、ワイルド文学の相克を検証する参考
になるため、本稿は兒玉の提示する類型に依拠する（兒玉 114）。

1. 聖書的題材を用い、宗教的感動をともなう作品
2. 聖書的題材を用いるが、宗教的感動をともなわない作品
3. 世俗的題材を扱うが、宗教的感動をともなう作品
4. 世俗的題材を扱い、宗教的感動をともなわない作品
兒玉の定義によれば、
「宗教的感動」とは、改心、新生、信徒の交わりと恋愛、
別れ、隣人愛、祈り、啓示、迫害、罪の許し、などに伴う宗教的感情に起因
する感動である。1 はジョン・ミルトン（John Milton, 1608-1674）の Paradise

Lost（1667）や湯浅半月の『十二の石塚』
（1885）、2 はワイルドの Salomé、3
はチャールズ・ディケンズ（Charles Dickens, 1812-1870）の Christmas Carol
（1843）やワイルドの “The Happy Prince”、4 はほとんどの文学作品がこれに
属すと兒玉は例示している。兒玉はこの 4 類型のうち、ヘブライズムを中心
テーマとする「キリスト教文学」は 1 と 3 であると論じている。さらに兒玉
は、
「ふしぎなことに、
『サロメ』を書いたワイルドも、この分野に属す『幸
福な王子』などを書いている」
（兒玉 114）と発言している。同じ作家が 2 と

3 の両方を書くというのは、兒玉には奇異に思われたのであろう。この発
言は、ワイルド文学の備える二面性を端的に表している。芸術至上主義と
宗教意識の葛藤があったため、ワイルドはこのような異なる作品を書いた
のであると筆者は考える。
また、ワイルドの童話に関する初の単著であるジョラス・キリーンの The

Fairy Tales of Oscar Wilde（2007）ではキリスト教からの影響について、ア
ン・マーキーの Oscar Wilde’s Fairy Tales（2015）ではアイルランド伝承から
の影響について、それぞれの角度から検証されている。ワイルドの童話が研
究されてこなかった理由として、教訓的なものが多い童話という文学ジャ
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ンルと、「社会の危険分子」というワイルドのイメージから、彼の童話と他
の作品とは無関係なものと研究者からとらえられてきたと、キリーンは注
目すべき指摘をしている 5。

3．時代背景
19 世紀末の申し子であるワイルドが、同時代の複数の思潮から大きな
影響を受けていることについて述べておこう。この時代の思潮の特徴とし
て、1. プロテスタンティズムと道徳的抑圧、2. ヘレニズムとヘブライズム、

3. 子ども観の変化が挙げられる。ワイルドの童話が、唯美主義とキリスト
教の相克という特異性を帯びた背景が、これらの思潮にあると筆者は考え
る。
ヴィクトリア時代のプロテスタンティズムは資本主義と結びつき、道徳
的抑圧の原因となり、死んで地獄に落ちることへの恐怖から、イギリス人
は信仰と労働を強いられていた。その一方で、高教会の教義を重視し、カ
トリシズムに回帰するオックスフォード運動が、ワイルドの入学したオッ
クスフォード大学を拠点として起こっていた 6。道徳的抑圧への反発が原
因で、カトリシズムの様式美が多くの唯美主義者を引きつけたが、ワイル
ドもその一人であった。また、彼が作家として活動した時期は世紀末であっ
たがゆえに、デカダンスやダンディズムなどが流行した。
ヴィクトリア時代に大きな影響を与えた批評家として、マシュー・アー
ノルド（Matthew Arnold, 1822-1888）が挙げられる。ヘレニズムとヘブラ
イズムの相克を最初に問題提起したのはアーノルドの Culture and Anarchy
（1869）で、ヘレニズムの思索とヘブライズムの行動という性質を対比した 7。
『ブリタニカ国際大百科事典』によれば、ヘレニズムとは、「古代ギリシャ
の文化・思想。人間中心的な合理的精神を基盤」8 とし、ヘブライズムを「古
代ヘブライ人の思想・文化。旧約聖書（ユダヤ教）および新約聖書の全体
を含むキリスト教の精神を包含する語」とされている。アーノルドの影響
は、ウォルター・ペイター（Walter Pater, 1839-1894）を通じて、ワイルドへ
受け継がれていき、ワイルドにとってのヘレニズムは唯美主義に単純化さ
れ 9、ヘブライズムはカトリシズムに集約されたとされている 10。
ところで、三宅興子は童話と宗教の結びついた時代について、17 世紀
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のピューリタンの時代、ヴィクトリア朝、1930-1950 年代の 3 つに時代区
分している。ヴィクトリア時代について、「ピューリタンは、子どもは原
罪をもって生まれ出たものとみたが、同じころ、ロマンチシズムの思潮
のなかで、子どもをイノセントで汚れのないものとみる人々も出てきた」
（三宅 282）と三宅が指摘するとおり、子どもをイノセントで無垢な存在と
みなす思潮が生まれた。その背景はウィリアム・ブレイク（William Blake,

1757-1827）の Songs of Innocence and of Experience（1794）の影響が考えら
れる。ブレイクが提起した「無垢と経験」は、「経験＝無垢の喪失」という
普遍的なテーマへと変化し、「大人になってほしくない」というテーマを
扱った Alice’s Adventures in Wonderland（1865）や、少し時代は異なるが、
「大
人になりたくない」というテーマを扱った Peter Pan and Wendy（1911）とい
う作品を生み出していった。児童文学史において、時代区分と宗教との結
びつきは重要な枠組みであり、三宅が挙げた時代の重要性は L. H. スミス
も指摘し 11、童話と宗教の結びつきについて、ポール・アザールも三宅と
同様の問題提起をしていることを考えれば 12、三宅の区分は妥当といえる
だろう。

4．ワイルドの童話の技法
Alice’s Adventures in Wonderland のように教訓性が希薄で、児童教育に対
する風刺としてエンターテインメントに徹した童話 13 に向かわず、ワイル
ドの童話は民話伝承のような形式で主にヴィクトリア時代の社会に起こる
不思議な出来事を描き、比喩や象徴、寓意を駆使して、「何かに喩える」
ことで読者に伝えるという伝統的な技法を用いている。ワイルドの童話は
擬人法を用いて、“The Happy Prince” における施しを行うつばめや、“The

Star-Child”（1891）における恩返しをするうさぎのなどの動物と、外見の美
しさしか理解しない人間のスノビズムを対比させることで、ヴィクトリア
時代の営利主義を痛烈に批判している。A House of Pomegranates（1891）以
降、ワイルドは虚構的な作品を書くことがなかったため、擬人法を用いる
機会はその後なかった。しかし、Lady Windermere’s Fan（1893）や An Ideal

Husband（1895）で描かれる「ゆすり」が同性愛の地下取引を暗に示してい
ることや、彼が唯美主義の象徴であるひまわりを好んで身につけたことな
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ど、比喩や象徴など、「何かに喩える」という技法はワイルド文学を通じ
て用いられたものである。
さて、ワイルドは、“The Decay of Lying”（1889）の一節と The Picture of

Dorian Gray の序文で、リアリズムを批判し、後年の多くの作品でリアリ
ズムを排し、現実には起こりえない荒唐無稽な物語を書いた。しかし彼の
童話は、伝統的な童話にありがちなハッピー・エンドは 1 編しかなく、残
酷な結末（いわゆるトラジック・エンディング）が多い。この点について、
宮崎かすみは、
「後に成功する戯曲や小説ではリアリズムを否定するのだが、
他方、リアリズムを前提としない童話という形式にはあえて現実生活の無
情なリアルさを導入する」
（宮崎 82）と発言している。宮崎が指摘するよう
に、反リアリズムを標榜するワイルド文学において、童話はファンタジー
という非現実的性質を持ちながらも、無情な現実を描いたリアリティを持
つという、相反する性質を備えている。C. S. ルイス（Clive Staples Lewis,

1898-1963）は、An Experiment in Criticism（1961）において、文学における
リアリズムの定義について、論理学と形而上学の議論を区別し、「表現の
リアリズム」と「内容のリアリズム」を分けて考えている 14。ワイルドの童
話の場合、ファンタジーという非現実的な作品だが、現実に起こりえる
ような「内容のリアリズム」を描いているといえる。そのリアリティゆえ
に、“The Devoted Friend”（1888）や “The Nightingale and the Rose”（1888）の
ように、最後まで自己犠牲が認められない詩的正義に反する作品や、“The

Remarkable Rocket”（1888）のようにサスペンスがなく結末を迎える作品が
生み出されたと考えられる。童話という形式をとりながらも、のちのワイ
ルド文学と同様、ヴィクトリア時代の道徳的抑圧への反発という世相批判
をしているのである。
また、ワイルドの童話は、ブレイクの影響に反して、
「経験＝無垢の喪失」
としなかった。たとえば、“The Happy Prince” において、快楽主義者であっ
た王子は一種の死を経験して自己犠牲に目覚める。さらに庶民への施しと、
つばめの死という悲しみを経験して、王子は神によって天国へと導かれる。
“The Young King”（1891）においては、快楽主義者であった王が、自分のた
めに庶民がどのような苦しみを味わっているのかを夢の中で知る。その経
験を積んで回心した結果、王は神によって叙階される。このように、ワイ
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ルドの童話では、経験した結果として、死や悲しみがその人間を、よりいっ
そう無垢で純粋な存在へと変化させるものが多い。最も顕著な例が “The

Star-Child” である。美しい外見を持ちながらも、無垢であるがゆえに無知
な星の子が、美しくない母親を罵倒する。その罰として星の子は醜い外見
へと変貌し、その贖いの苦行を強いられる。その苦行を経験することを通
じて、星の子は内面の美しさの大切さを知り、神による赦しの秘跡を受け
る。“The Star-Child” では、単純に「子ども＝無垢」や「経験＝無垢の喪失」
とできないことや、自己犠牲や自己処罰の結果として救済されるという複
雑なテーマが潜んでいる。また、唯美主義者ワイルドが、外見の美しさの
みをよしとしなかったこともこの作品の重要なメッセージである。

5．ワイルドの童話の芸術至上主義
ワイルドの童話が備える芸術至上主義的要素は、芸術のために死を
いとわない登場人物と、同性愛を連想させる描写が挙げられる。“The

Nightingale and the Rose” では、赤いばらを欲する若者のために、ナイチ
ンゲールが自らの血をばらの花に注ぎ込み、白いばらを赤く染め上げる。
“Bitter, bitter was the pain, and wilder and wilder grew her song, for she sang

of the Love that is perfected by Death, of the Love that dies not in the tomb.”15
と、絶唱の果てに命尽きるナイチンゲールの姿は、芸術は命を犠牲にする
価値がある 16 という芸術至上主義を象徴している。しかし、ナイチンゲー
ルが一方的に共感した若者は、実際には単なる俗物であり、ナイチンゲー
ルが命を費やしたばらの花を捨ててしまう。芸術家（ナイチンゲール）は、
世間から理解されないという皮肉が効いている。また、“The Remarkable

Rocket” において、自分が注目を集めるために打ち上げられることを望む
ロケットが、誰にも見られることなく燃え尽きる。このロケットは周囲の
注目を集めようとする唯美主義者ワイルドを連想させると同時に、ワイル
ドが大衆には理解されないことを彼自身がなかば理解していたことが読み
取れる。“The Devoted Friend” では、粉屋のヒューがかかげる「友情」とい
う偽りの言葉にハンスは従い、最後にはヒューのせいで嵐の日に命を落と
すという自己犠牲の物語である。しかし、最後までヒューの卑劣さは誰か
らも糾弾されず、ハンスが神に救済されることもない。ハンスのひとりよ
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がりな友情は、同性愛を連想させる。
死して神に救済されるというキリスト教文学としての要素が強い “The

Happy Prince” においても、芸術至上主義を連想させる描写がある。結末
が近づくにつれ同性愛的な描写は増していき、越冬をあきらめて王子のも
とにとどまることを決めたつばめの心理は、“[H]e [the Swallow] loved him

[the prince] too well”（CW 276）と表現されている。いよいよ死期が迫った
つばめは王子の手にキスすることを希望するが、王子は、“[Y]ou must kiss

me on the lips, for I love you”（CW 276）と答える。このやりとりは同性愛を
連想させるエロティックな描写である。
ところで、美についての描写も、のちのワイルド文学を読むうえで重要
な論点である。“The Happy Prince” では、町の市長や市議会議員、大学の
美術の教授は、王子とつばめの両者の愛情と自己犠牲を理解していない。
大学の美術の教授は、“As he is no longer beautiful he is no longer useful”（CW

276）と言っている。政治家や大学の美術の教授の価値観は、「美しいもの
が役に立つ」であったり、「実際に役に立つものでなければ価値がない」で
あったりという、低俗で一面的な考えである。このような実際主義や営利
主義が、ヴィクトリア時代の人々の支配的な考え方であった。ワイルドは
ヴィクトリア時代の世相批判をしているが、外見の美しさだけが重要なわ
けではないということをここで主張している。既述のように内面の心の美
しさを知ることで神に救済される星の子も同様であり、善行や自己犠牲の
重要さをワイルドは説いている。
さて、簡潔で寓意に満ちた The Happy Prince and Other Tales（1888）と比
べて、A House of Pomegranate は唯美主義色が強く、文章も装飾過多で長文
の童話が多くなっている。特に、“The Young King” では苦行の描写が紙数の
半分以上を、“The Fisherman and His Soul”（1891）では魂による誘惑の描写
が紙数の半分以上を占めるなど、物語の本筋と直接関係がない部分で、長
大で装飾された描写が前面に出るようになった。A House of Pomegranate に
収録された作品はいずれも脇道にそれる長大な描写があり、それらは全て、
異教趣味や芸術を賛美するヘレニズム的なものである。このような童話は、
ワイルドの童話以外には類を見ない。The Happy Prince and Other Tales の作
品 5 編にも、快楽主義や芸術を称賛するヘレニズム的な面はあったが、そ
– 102 –

宮本

裕司

の描写は極めて簡素であった。The Happy Prince and Other Tales と A House

of Pomegranate の 3 年間で大きく作風と文体が変化しており、のちの彼の代
表作に見られる装飾過多の文体は、A House of Pomegranate の時期に確立さ
れたと考えられる。

6．ワイルドの童話の宗教意識
ワイルドの童話には芸術至上主義と同様に宗教意識が投影されており、
キリスト教文学としての要素を備えている。9 編の童話中、5 編で神によ
る救済が描かれているように、ワイルドの宗教意識が前面に出ている。
神のみが人を救済しうるという宗教的テーマが描かれているのが、“The

Happy Prince”、“The Selfish Giant”、“The Young King”、“The Fisherman and
His Soul”、“The Star-Child” の 5 編である。逆に言えば、神の登場しない作
品はいずれも救済のない悲劇的な作品であり、詩的正義に反するものと
なっている。現世で死を迎えるが、神によって天国へ導かれる “The Happy

Prince” と “The Selfish Giant” のような作品もあれば、“The Star-Child” のよ
うに神により救済されたにもかかわらず、悲劇的な結末を迎える作品もあ
る。ワイルドは、神による救済を童話で描いたが、その後のワイルド文学
では、神による救済を明示的に描くことはなかった。
“The Happy Prince” は、ワイルドの童話の中でも特に宗教色が濃い。“Bring

me the two most precious things in the city”（CW 277）という神の指示に対し
て、天使は王子の壊れた心臓と死んだつばめを神のもとに持ってくる。“As

he is no longer beautiful he is no longer useful”（CW 276）という理由で王子と
つばめを廃棄する美術教授と対照的である。自己犠牲の末に命を失った王
子とつばめは、神によって天国という黄金の都（city of gold）へ導かれる。
キリーンは、カトリシズムとオリエンタリズムの関係から、つばめの越冬
がプロテスタンティズムの国イングランドからの逃走の喩えであることを
指摘している 17。この点をさらに検証するならば、現世でプロテスタンティ
ズムの抑圧から解放されることは困難であり、死が現実からの救済である
と読むことができる。
“The Happy Prince” と同様に、“The Selfish Giant” も宗教的な側面が強い。
物語なかばで、わがままな大男を回心させる少年が登場する。終盤でその
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少年には両手と両足には釘あとを二つ備えていることがわかり、この少年
はキリストを連想させる。物語前半では、二人称に “you” が用いられてい
たが、この場面以降、“nay” や “thou” という古風な英語を用いることで、大
男とこの少年とのやりとりを、ワイルドは荘重なものにしている。年老い
た大男は死の際に、この少年によって天国へ導かれ、死が新しい始まりで
あると読める。次男ヴィヴィアンは The Son of Oscar Wilde（1954）において、
興味深い回想をしている。 “[H]e [Oscar Wilde] had tears in his eyes when he

told us the story of The Selfish Giant, and he replied that really beautiful things
always made him cry.”（Vyvyan 53-54）とヴィヴィアンは発言しており、“The
Selfish Giant” のような宗教的感動を与える作品を美しいと考えるキリスト
教徒としての側面を、ワイルドが持っていたことがわかる。
さて、ざくろが旧約聖書にたびたび登場する植物であることから、A

House of Pomegranate という書名をワイルドが考えた可能性を西村孝次は指
摘している 18。“The Selfish Giant” では、白い花に包まれて大男は天国へと
旅立ち、“The Fisherman and His Soul” では、漁師と人魚の死んだ場所に咲い
た白い花が、司祭達を感動させる。これらの白い花は、聖母マリアの象徴
である百合であると読むことができる。作中に描かれた花の花言葉が、物
語展開を暗示していると麻生えりかは指摘しているが 19、それだけではな
く、聖書にちなんだ花が、宗教的な場面を一層荘厳なものとしている。“The

Young King” の戴冠の場面で白い百合を描いていることが、最もわかりやす
い例である。また、作中で描かれる動物も、キリスト教の影響を受けてい
る。たとえば、聖書の創世記 30. 32-36 では、羊はキリスト教徒、山羊は異
教徒の喩えである。“The Devoted Friend” ではハンスがヒューのために追い
立てるのは羊であり、ヒューの死体を発見した者や、“The Young King” で王
を育てたのは山羊飼いである。ここで山羊が描かれているのは、ハンスの
死が神に救済されぬことや、王がこの時点では神に叙階された真の王では
ないことの隠喩であると読める。また、“The Birthday of the Infanta”（1891）
では、植物が次々に侏儒を罵倒するが、侏儒のことを好きな動物は蜥蜴と
鳥である。しかし、蜥蜴はイスラエルでは不浄なものであり 20、聖書のマタ
イによる福音書 6. 26 では、鳥はものを考えない動物として描かれている。
これは、侏儒が呪われた存在であることや、自らがそれに気づいていない
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無知の隠喩である。“The Happy Prince” のつばめが、考えると眠くなるとい
うことや、“The Nightingale and the Rose” のナイチンゲールが若者から、も
のを考えないという先入観を持たれていることも、聖書の影響であると読
むことができる。このように、キリスト教とかかわりのある植物や動物を
描くことで、ワイルドは作品の宗教色を演出していたのである。

7．ワイルドの童話における相克
ワイルドの童話は神による救済を描いたものが多く、ヘブライズム色が
濃いキリスト教文学ととらえられることが多かった 21。特にガイ・ウィロ
ビーは、The Happy Prince and Other Tales と A House of Pomegranate の描出
に、ワイルドの考える救い主キリスト像が反映されていることを指摘して
いる 22。その一方で、フラニー・モイルは、ワイルドの童話はエロティッ
クで唯美主義的なものであり、“The Selfish Giant” にキリスト教色を付与
したのはワイルドではなく妻コンスタンスであると言い切ってはばからな
い 23。このようにワイルドの童話の解釈が分かれる原因は、ワイルドの童
話が備える、芸術至上主義と宗教意識の相克が原因であると考えられる。
筆者の考えによれば、カトリシズムとプロテスタンティズムの相克と、制
度としてのキリスト教とワイルドの信仰心の相克が、宗教意識のサブ・テー
マとして存在している。個々の童話の中にも、これらの思想が相克し、描
写の濃淡が変化している。
キリスト教色が濃い作品は、“The Happy Prince” や “The Selfish Giant”、
“The Young King”、“The Star-Child” であり、芸術至上主義色が濃い作品は
“The Fisherman and His Soul” や “The Birthday of the Infanta” である。“The

Happy Prince” や “The Selfish Giant”、“The Young King”、“The Star-Child”
の結末では、神による救済が描かれているが、自分をかつて快楽主義者で
あったと語る王子や、外見の美しさと内面の美しさに葛藤する星の子など、
作中には芸術至上主義的要素も混在している。
「若い王」は、何か新しい神々
の礼拝やガリー船、アラビアやペルシャなど、芸術至上主義的な異教趣味
の描写が続くが、神による叙階というキリスト教的結末で終わる。また、
“The Fisherman and His Soul” は漁師と人魚の異教的な愛を描いた作品だが、
最後には神による祝福を連想させる描写がある。このようにワイルドの童
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話は芸術至上主義と宗教意識が共存・混在している。
ところでワイルドは、“The Birthday of the Infanta” でカルヴィン派のこと
を「狂信的な改革派教会（fanatics of the Reformed Church）」と批判する一方、
“The Young King” と “The Star-Child” でカトリシズムのサクラメント（秘跡）
を描いたことからも、カトリシズムを賛美しつつ、プロテスタンティズム
を批判していたことが読み取れる。“The Star-Child” では、外見の美しさ
しか理解しない星の子が、母を罵った罰として醜い外見へと変貌する。贖
罪の苦行を経て、心の美しさの大切さを悟った星の子は、「癩病やみと女
乞食」24 に涙を流して謝罪するが、実はその二人が両親であり、王と王妃
であったことが結末で明かされる。癩病やみと女乞食が聖書を連想させる
登場人物であるだけでなく、この場面ではカトリシズムの叙階の秘跡と赦
しの秘跡が描かれている。プロテスタンティズムのサクラメント（聖礼典）
は洗礼と聖餐のみであるのに対し、カトリシズムのサクラメント（秘跡）は、
洗礼、堅信、聖餐、赦し、病者の塗油、叙階、結婚である。このことを考
慮すれば、“The Young King” と “The Star-Child” の結末で描かれる宗教的感
動はカトリシズム賛美であるといえる 25。
しかし、ワイルドはカトリシズムを全面的に賛美していたわけではなく、
制度としてのキリスト教については批判的であった。“The Young King” で
は、司教（the Bishop）は、“Is not He who mad misery wiser than thou art?”（CW

221）と神を引き合いに出して、貧しき者に共感する王の行為を無意味であ
ると諫める。しかし、王は神に祝福され、美しい衣と光に包まれる。神に
よる叙階の秘跡を目の当たりにした司教は、“A greater than I hath crowned

thee….”（CW 222）と、悔い改めて王の前にひざまずく。貧しき者への共感
を持つ王の善行を、司教は理解しなかったが、神は王の行いをよしとしたの
である。これは神の偉大さを賛美する作者の信仰心の表れであるにとどま
らず、制度としてのキリスト教批判であると考えられる。“the Bishop” がプ
ロテスタントの「主教」なのか、カトリックの「司教」なのかは作中の文章か
らは読み取れない 26。
「主教」ととらえるならば、単なるプロテスタント批判
であるが、「司教」ととらえるならば、プロテスタントだけでなくカトリッ
クも含めたヴィクトリア時代の聖職者や制度としての教会に対する批判で
あると解釈できる。“The Devoted Friend” においても「牧師（clergyman）」を
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批判し、ヒューの退屈な話しを教会の説教に喩えるなど、プロテスタンティ
ズム批判と、教会批判が描かれている。“The Young King” と “The Fisherman

and His Soul” は、いずれも最後に神の奇跡が起こり、聖職者が心を動かさ
れるという結末となっている。畢竟するに、ワイルドはキリスト教の教義
や制度としての教会に惹かれたのではなく、神やキリストの生き方に惹か
れ、童話の結末で神による救済を描いたものと考えられる。
“The Fisherman and His Soul” では、人魚との愛を成就するために、漁師
は肉体と心から魂を切り離すことを迫られる。漁師はカトリックの司祭
（Father）に相談するが、“The love of the body is vile”（238）と、司祭は激しい
罵倒の言葉を浴びせる。ワイルドはカトリシズムに惹かれたにもかかわら
ず、カトリックの司祭を非寛容な人物として描写しており、制度としての
キリスト教を批判していると読める。人魚の愛と命を失った漁師は悲しみ
のあまり心臓が破れて死に、漁師と人魚の死体を見た司祭は、神に見捨て
られた者であると呪いの言葉を述べる。3 年後、漁師と人魚が死んだ場所に
は白い花が咲き、その美しい香りに司祭は感動の涙を流す。その後、漁師
と人魚の死んだ場所には、二度と白い花が咲くことはなく、海の族もあら
われることがなかった。漁師と人魚の愛の象徴である白い花について、神
に祝福されたと解釈する先行研究もあるが 27、二度と白い花が咲かなかっ
たことから、漁師と人魚は神に祝福されなかったと読むこともできる。読
者によって解釈の分かれている作品であるが、鈴木ふさ子は、
「この作品は
愛と性を自由に謳歌するという古代ギリシア世界にみられる異教的なエロ
スと、厳格なキリスト教との対峙を描いた物語」
（鈴木 84）と興味深い指摘
をしている。筆者の考えでは、この作品はヘレニズムとヘブライズムの対
峙に留まらず、二つの思想が融合した作品である。漁師と人魚の愛を呪っ
た司祭の住む場所が祝福されなかっただけであり、漁師と人魚の魂は神に
導かれ、別の地へ向かったためである。つまり、漁師と人魚の愛の尊さは
司祭には理解されなかったが、神のみが理解しており、彼らの人の道に外
れたヘレニズム的な異教の愛が、神による祝福というヘブライズム的な救
済を迎えている。ワイルドの童話の中で最も長く複雑な “The Fisherman and

His Soul” は、芸術至上主義と宗教意識が激しく相克し、この二つの思想の
両方を救済するという結末へとワイルドは昇華させているのである。
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8．ワイルド文学における相克
ワイルドが世に出した最初の作品である Ravenna（1878）では、ギリシャ
について言及があるものの、ヘレニズム・芸術至上主義とヘブライズム・
宗教意識の相克は作品の主要素とはなっていない。対立する思想の二面性
が最初に出たのは童話であり、それはのちの作品にも脈々と受け継がれて
いくことになった。童話においてキリスト教を賛美したワイルドだったが、
唯美主義的な小説、悲劇、喜劇へと、その関心と技法は推移していった。
ワイルドは芸術至上主義と宗教意識の間を行き来しており、この振れ幅の
大きさが、彼の美意識の変化や、作品ごとに技法やテーマの特異性を帯び
させた原因であると筆者は考える。
まず、“The Critic as Artist”（1890）で、“Whatever, in fact, is modern in our

life we owe to the Greeks. Whatever is an anachronism is due to mediævalism.”
（CW 1117）とワイルドはヘレニズムを称賛している。これは、
「芸術家ワイ
ルド」らしい発言であるといえる。しかし、彼の唯美主義色の強い主張に
埋もれがちだが、De Profundis では、キリスト教を賛美し、救いを求めてい
る。De Profundis の言葉は、人生の最後にキリスト教に救いを求めた、「人
間ワイルド」の発言であると考えられる。The Picture of Dorian Gray に登場
するヘンリー卿のような逆説的な警句を発するダンディがワイルドの投影
だと世間からは思われていたが、誠実な画家バジルこそが自分の考えてい
る自分の姿であるとワイルドが書簡で告白しているように 28、
「芸術家ワイ
ルド」として自己演出していた。しかし、最初期の作品を書いていた時期
や、投獄後には、自己演出のない「人間ワイルド」としての潜在的な宗教意
識が前面に出ている。幼少時にカトリックの洗礼を受けとされ 29、死に臨
んで終油の秘跡を受けたワイルドの人生において、ヘブライズムは最も長
期間影響を与えた思想であったためである。
童話以降のワイルド文学においても、芸術至上主義と宗教意識の相克は
主要素である。The Picture of Dorian Gray は唯美主義や堕落の象徴のよう
にとらえられてきたが、前半はドリアンの堕落を描いた唯美主義文学だが、
後半はドリアンの地獄墜ちを描いたキリスト教文学と読むことができる。
ドリアンが悔恨する場面で、プロテスタンティズムに対して、“to save it [life]

from that harsh, uncomely puritanism that is having, in our own day, its curious
– 108 –

宮本

裕司

revival….”（CW 99）と辛辣な発言をしている。また、プロテスタンティズ
ムの教義だけでなく、“[I]n the Church they [the successful men] donʼt think. A

bishop keeps on saying at the age of eighty what he was told to say when he was
a boy of eighteen.”（CW 19）と、主教に対してもドリアンは批判的である。
その一方で、ドリアンはカトリックへの改宗を逡巡し、蒐集品に「聖母マ
リア（the Virgin）」30 に関するものがあるなど、カトリシズムに惹かれたワ
イルドの思想がドリアンに投影されている。堕落したドリアンを嫌ったバ
ジルは、出会った頃のドリアンの、汚れなき内面の美しさを崇拝していた
というのも注目すべき点である。依然として若さと美しさを保ったドリア
ンをバジルが嫌い、最後にドリアンが芸術とかけ離れた姿で死なねばなら
なかったことは、ワイルドが重視する美とは何であったかを示している。
“The Happy Prince” や “The Star-Child” で描かれた、内面の美しさをよしと
する思想が、The Picture of Dorian Gray でも受け継がれているのである。

Salomé も The Picture of Dorian Gray と同様、猟奇的で唯美主義色の濃い
ヘレニズム的な作品ととらえられることがこれまで多かった。しかし、猟
奇的な行為の末にサロメが処刑される結末は、人間の小ささや愚かさと、
神の存在を陰画的に描いていると読める。また、聖書では母ヘロデアに唆
されてヨカナーンの首を所望したサロメであるが、ワイルドの Salomé では
この点について大きな改変がなされている。ヨカナーンに対するサロメの
世俗的な思慕の念と、サロメを罵倒するヨカナーンへの世俗的な反発が交
錯し、サロメが自らの意思でヨカナーンを処刑して口づけするという唯美
主義的な戯曲へとワイルドは仕立て上げた。しかし預言者ヨカナーンを殺
したことへの罪悪感と、サロメの狂気への恐れから、父ヘロデはサロメを
処刑するという場面で終わる。つまり、神からの罰を恐れるヘロデがサロ
メを裁くというヘブライズムの勝利を描いていると解釈することができる。
唯美主義者ワイルドの代表作である Salomé にも、神を賛美する側面が潜
んでいたのである。

The Picture of Dorian Gray や Salomé の作品で前面に出ている唯美主義色
は、ワイルドの人物像と合致するが、これらの作品の根底においても濃淡
の差はあれども、彼のキリスト教信仰が潜んでいる。快楽の限りを尽くし
たドリアンは罪の意識に苦しみ、醜い最期をとげるが、The Picture of Dorian
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Gray の終わりは、Salomé の始まりであるとフィリップ・コーヘンは指摘し
ている 31。ドリアンの後半の苦悩とヘロデの苦悩は、神からの罰を恐れる
という同種のものであり、唯美主義色の極めて濃い、ワイルドの代表作と
言われているこの二作において、はからずも彼の潜在的な宗教意識が描か
れている。また、De Profundis においてワイルドは、カトリシズムを賛美
し、制度としてのキリスト教を批判しつつも、ギリシャ精神を賛美してお
り、ワイルドの相克は最晩年の作品まで続いていたことがわかる。唯美主
義文学ととらえられている、童話以降のワイルド文学もまた、表現方法は
異なれど、陰画的に神の存在を示すキリスト教文学ととらえることができ
る。すなわち、神による救済を描いた童話はキリスト教文学としてのワイ
ルドの原点であり、作品ごとに濃淡を変えていった芸術至上主義と宗教意
識の相克が最初に顕著となった作品である。

9．結論
子どもへの教訓性やエンターテインメントを主題とした伝統的な童話
と異なり、芸術至上主義と宗教意識の相克を主題としたワイルドの童話
は、特異な作品であった。ワイルドの童話は、「子どものための本」である
だけではなかった。“The Happy Prince” について、“not for children, but for

childlike people from eighteen to eighty….” 32 とワイルドが発言しているよう
に、その童話は「子どものための本」であるだけでなく、
「大人のための本」
でもあり、彼自身の思想が投影された「作者のための本」でもある 33。プ
ロテスタンティズムへの反発やカトリシズムへの憧憬、同性愛的描写といっ
た自己開示や自己慰撫、自己処罰としての作品であると読むことができる。
唯美主義を信奉した「芸術家ワイルド」であったが、時代によって唯美
主義やキリスト教的描出の濃淡は変化しながらも、作品の根底には宗教意
識が潜んでいた。唯美主義を賛美する戯曲や小説だけでなく、童話のよう
な宗教的感動を与える作品も、ワイルドに潜む複数の自己の一面である。
ワイルドの童話は、のちの作品にも見られる技法や主題といった萌芽を持
ちつつ、芸術至上主義と宗教意識が相克した結果、「人間ワイルド」の宗
教意識が前面に出た、ワイルド文学における最初の作品である。童話で初
めて表出した芸術至上主義と宗教意識の相克と、キリスト教的描出は、の
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ちのワイルド文学総体に組み込まれていったのである。
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“To Circle Round One Centre of Pain”:
Oscar Wilde, Thomas Hardy and the Human Condition

Neil Addison & Barnaby Ralph
1. Introduction
Oscar Wilde and Thomas Hardy are not writers that are
traditionally, or indeed easily, grouped together. At first glance,
the prose styles of Wilde and Hardy would appear to have little in
common. Wilde’s aestheticism and social satire, modelled as it was
on the rhetorical traditions of Swift, Pope and Moliere, appears to
the casual critic worlds away from the austere, pessimistic, stoically
late-Victorian tragedies of Thomas Hardy. Whilst both reached
the literary and financial zeniths of their careers at almost exactly
the same time, and both were similarly fêted as great literary men
of letters in fashionable London society, they moved in different
literary circles. However, these circles sometimes overlapped, and
they did meet several times; according to Hardy’s autobiography
The Early Life of Thomas Hardy, Hardy met Wilde in 1886 at the
house of a mutual acquaintance (239). They had also met three
years before in September 1883, when Wilde lectured at the Town
Hall in Hardy’s hometown of Dorchester on “The House Beautiful.”
Wilde advised an audience — including Hardy — that “Furniture
should be Queen Anne, and stoves should be Dutch Porcelain”
(Tomalin 261) and that floors should be covered by “tiles rather
than a carpet” (261). The two men met privately after the talk had
Oscar Wilde Studies 16 (2017)
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ended, but, whilst Hardy moved into his new self-designed house at
Max Gate shortly afterwards in 1885, Tomalin notes that “the hall
floor was of polished wood” (261) rather than tiled. It should be
noted that Max Gate was constructed out of brick in Queen Anne
architectural style, yet nevertheless there is scant evidence of Queen
Anne furniture or Dutch Porcelain having been used for decorative
purposes inside. Hardy may thus have been largely unmoved by
Wilde’s advice on interior design, but did attend a performance at
the Literary Theatre Society of Wilde’s Salome with the poet Arthur
Symons (Gibson 65) in 1906. Subsequently, he criticized “the play’s
weakness — that Herod swears his oath to Salome before she has
danced, and not — as in the Bible, after” (65). Wilde had, of course,
passed away at this point, and was presumably beyond caring about
such niggardly attacks.
Such connections aside, whilst there is thus no clearly
acknowledged deep link between Wilde and Hardy, both writers
enjoyed their greatest commercial and financial success during the
early 1890s, and their influence jointly lingers on strongly into the
present. A quick glance inside the Oxford Book of Quotations, for
example, reveals a large number of entries from both men. Yet it
might be interesting for one to also question what such quotations
can reveal about Wilde and Hardy, their similarities and their
differences, their literary styles and aesthetic opinions. Perhaps
the first question that one might ask is whether it is actually as
straightforward to distinguish between them as it might at first
seem. It appears that certain Wilde quotations could be mistaken
for Hardy’s and vice versa; indeed, Hardy constructed an aphorism
of his own when mocking Wilde’s wit as relying “on a formula
by which he took a well-known saying and distorted it to make
it shocking, ‘Never put off till tomorrow what you can do today’
becoming ‘Always put off till tomorrow what you can do today’”
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(Tomalin 260). Furthermore, the literary output of both writers
also exhibited certain similarities, and, in thematic terms, the
works of both address ideas which, although expressed differently,
actually complement each other dyadically. Wilde’s The Picture of
Dorian Gray and Hardy’s The Well-Beloved focused on the theme
of the self-obsessed aesthete, and the long-term consequences
that one incurs when striving after an idea. Hardy’s The Mayor
of Casterbridge and Wilde’s The Importance of Being Earnest
addressed the act of falling in love in terms of how this process
ultimately engenders self-realization. Finally, Wilde in Salome and
Hardy in The Return of the Native dissected the idea of death as
a narrative event. In this way, both writers explored fundamental
elements of the human experience in terms of its singular and everdecreasing circular condition, from aestheticism to self-realization,
and finally, mortality and death. Both writers’ works can thus be
read in terms of Wilde’s definition of the human condition in De
Profundis as seeming “to circle round one centre of pain” (1). This
discussion will examine and compare Wilde and Hardy’s similar
treatment of these same three stages, and in particular how the
nature of the aesthetic creative experience is expressed in The
Picture of Dorian Gray and The Well-Beloved. In order to examine
how Wilde and Hardy represent these similar elements, however,
and indeed to further dissect exactly how and why they share a
subtle literary commonality, this discussion will first consider
and address the historical milieu in which such ideas on art and
aestheticism were founded.

2. Moralism vs. Aestheticism
The aestheticism and social satire of Wilde and the pessimism
and tragic output of Hardy can perhaps best be seen as archetypical
responses to the religious scepticism and doubt that punctuate the
– 117 –

“To Circle Round One Centre of Pain”

late Victorian era. Such questioning was underpinned by a number
of seminal works that appeared during the nineteenth century;
writers such as David Friedrich Strauss in The Life of Jesus (1835)
and Baden Powell in Essays and Reviews (1860) produced texts that
challenged the Bible’s pretensions to divine authority, and Charles
Darwin’s 1859 On The Origin of the Species provided a more radical
perspective that brought this doubt into much sharper focus. This
more dramatically accentuated the culture of scientific questioning
put in place by Charles Lyell’s Principles of Geology (1830-33),
powerfully undermining the Biblical conception of the natural
landscape and its flora and fauna as having been created by God.
While these scientific moments had direct implications for theology,
they also complimented movements within industry that were
already taking place during the Victorian period. By the mid-point
of the nineteenth century, work had become a sanctified term within
the Victorian lexicon, elevated, as Altick contends, “into a virtual
eleventh commandment by Carlyle” (168), who, in Sartor Resartus
(1836) cried “Produce! Produce!...Were it but the pitifullest
infinitesimal fraction of a Product, produce it in God’s name!” (qtd.
in Altick 168). This added further impetus to the doctrine of work,
and also chimed with the Victorian can-do credo of Samuel Smiles’
Self Help. Smiles argued that nature was practically exploitable
and should be conquered through industry, with “labour and toil on
the way leading to the Elysian Fields” (qtd. in Briggs 124). While
the Romantics had depicted inventors and industrialists negatively,
bridge construction workers, railways engineers, architects, ship
builders and pipeline cable layers began to dominate the natural
landscape; the most important words of the times in this regard were,
as Briggs notes, “thought,” “work,” and “progress” (9).
In response to the turning wheels of Victorian industry, Matthew
Arnold, in Culture and Anarchy, claimed that “Faith in machinery”
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was the nineteenth century’s “besetting danger” due to its lack of
“value in and for itself” (96). Instead Arnold attempted to reinforce
the worth of high culture, and its role in the “pursuit of perfection”
(112). Arnold’s atheistic pessimism was thus redirected, inspired
by Coleridge’s On the Constitution of Church and State which had
argued for the existence of a “‘clerisy,’ or what would now be called
the intellectual community — the sum of the nation’s scholars
and artists” (Altick 262-3). Arnold, in Culture and Anarchy thus
dismissed the aristocracy, the middle classes and the working class,
possessing “three distinct terms, Barbarians, Philistines, Populace,
to denote roughly the three great classes” (143). Instead he favoured
an intellectual elite, or what he termed the remnant; the few men
who rose above the restrictions characteristic of their respective
classes” (Altick 264). Thus if Arnold was the poet of faith in retreat,
he nevertheless held strongly that art and culture should exemplify,
in lieu of a religion, those moral codes of the highest order that had
previously been the aesthetic preserve of the Christian tradition.
Arnold exerted a towering influence during the latter half of
the nineteenth century, with his views on culture affecting writers
as seemingly diverse as Wilde and Hardy. Arnold’s high cultural
tradition was, however, in certain cases met with derision by writers
such as Hardy, who originated from outside of his elite circle. Leslie
Stephen recommended in 1876 that Hardy turn to Arnold’s work
(Bjork 257), and, as the documented entries in Hardy’s collected
literary notebooks illustrate, he read Arnold extensively from this
time onwards. The reasons for these extensive entries are unclear
but it may, as Bjork contends, “have been the ethical idealism
in Arnold’s literary criticism that especially appealed to Hardy”
(257). Certainly the strong social messages and reformist aspects
that underpin Hardy’s later, more mature novels such as Tess of the
d’Urbervilles appear to exemplify an Arnoldian morality. Despite
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Hardy’s sympathy for Arnold’s moral view of culture, it was likely
his elitism that Hardy criticized in his final novel. In Jude the
Obscure it is the intellectual class that prevent the gifted but lowly
protagonist from rising; Jude Fawley is excluded from studying
at Christminster, Hardy’s literary term for Oxford, due to his
provincial, or ‘populace’ background. Such criticism of Arnold is
documented much more explicitly in The Early Life, as Hardy states
that “Arnold is wrong about provincialism…A certain provincialism
of feeling is invaluable. It is the essence of individuality…without
which no great thoughts are thought, no great deeds done” (Florence
Hardy 189).
Wilde’s critical response to Arnold was of a different sort.
The aesthetic pessimism noted above that permeates Culture and
Anarchy is rejected implicitly by Sir Henry Wotton in Dorian
and damned with satirical faint praise by Gilbert in “The Critic as
Artist”:
It was reserved for a man of science to show us the supreme
example of that ‘sweet reasonableness’ of which Arnold spoke
so wisely, and, alas! to so little effect. (“Critic” 134)
This refers to Arnold’s discussion of the moral temper of Jesus
from his 1873 Literature and Dogma (Blackburn 130). The phrase
appears several times in the work and turns into something of a
cliché by the end, presented ironically here. It is an example of
Horatian satire at work in Wilde, mocking the ineffectuality and
contrarian rationalist Spinozism (Honan 364) of Arnoldian rhetoric.
Arnold was, as James Livingston notes, well-educated in religious
thought and deeply concerned with its representation (17), but
also rejected “the supernatural elements in Christianity”, and his
critical reception was one in which accusations of his atheism was
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foregrounded (Caufield 46). He was a writer who, in Collini’s words
“manifestly preferred to loll on Parnassus than to crawl up Calvary”
(84). Thus, Wilde would have been more than aware of the irony
in the phrase. In Dorian Gray, Lord Henry serves as a point of
departure from amoral aestheticism. What seems most likely is that
he embodies a complex mix of admirable detachment, a developed
sense of beauty and dubious moral flexibility, becoming, in effect,
a fin de siècle decadent everyman. He serves as a plot device rather
than a fully-developed character, manipulating events without
becoming directly involved in them. He is a Mephistopheles in
this Faustian narrative. Lord Henry is intended, in this sense, to
be censured rather than admired, and one might therefore argue
that this offers an implicit support for the kind of moral aesthetic
hierarchy which Arnold championed.
While those who followed such ideas as “the late nineteenthcentury movement commonly called ‘aestheticism’” (Collini 110)
claimed to be Arnold’s rightful literary descendants, as Collini
observes acerbically, “figures as diverse as Walter Pater, [and]
Oscar Wilde…could all be seen as having absconded with part of
his legacy” (110). Significantly, Walter Pater’s aesthetic response
to Arnold, whilst linking him to Wilde, also greatly affected the
thought and work of Hardy. Therefore, like Arnold, Pater can
also be understood as an important joint influence upon the work
of Wilde and Hardy. Whilst Hardy didn’t meet Pater until 1886,
Wilde first encountered the great essayist and critic in the last years
of his studies at Magdalen College in 1877. This meeting was no
coincidence; Wilde initially sought the latter out, sending him
some of his own work (Ellmann 81). At this point, before he was to
become the doyen of aestheticists everywhere1, Pater would likely
have been flattered by the attention. Whilst he was well-connected
at Oxford, he was far from universally admired. His “Conclusion”
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to the Studies in the History of the Renaissance (originally
published in 1873), had led to his public and private censure, due
to his apparent support of hedonism, combined with his suspected
homosexuality. In fact, Pater was denied an expected proctorship,
and this, combined with similar humiliations, seems to have
affected him greatly. This was to lead, in some ways, to his taking
a more apologetic, cautious tone in the writing which followed. He
removed the offending section, and it was not until 1888 that he
was perhaps secure enough in his career as an aestheticist to restore
the essay in a revised form (Shuter 50-51). Indeed, Michael Levey
notes that he came to possess “a staidness and semi-timidity with
which he had learned to shroud his true nature” (120).
The “Conclusion” contains, in its earliest version, the following
oft-referred to but frequently misunderstood passage:
Of this wisdom, the poetic passion, the desire of beauty,
the love of art for art’s sake has most; for art comes to you
professing frankly to give nothing but the highest quality to
your moments as they pass, and simply for those moments’
sake. (Qtd. in Levey 96)
Albert Farmer noted as long ago as 1931 that Wilde was to take
this philosophy and remove it from what was, for Pater, a moral
context. Beauty had to be tempered with “all that is fine, noble
and moving in human endeavor” (95). One might argue that Pater
possessed an intensity which he was constantly attempting to
suppress, whilst Wilde sought intellectual tools for the amplification
of his self-image. As has been well documented elsewhere, despite
their similarities, Wilde and Pater were not to become the most
comfortable of friends. In fact, although Wilde flattered Pater in
his reviews of Imaginary Portraits and Appreciations, and, whilst
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he seemed grateful (Letters 109), Pater did not return the favour,
attacking The Picture of Dorian Gray in terms of its depiction of
epicurean philosophy in the form of Lord Henry Wotton (Levey
20). His review was gently sarcastic in places, containing such
Wildean paradoxes as “There is always something of an excellent
talker about the writing of Mr. Oscar Wilde” (qtd. in Levey 119).
Oddly, this idea was paralleled in a comment by Harris in his
1916 biography. The connection between the two is complex and
nuanced, but one can perceive perhaps a kind of symbiosis in play,
where each inspired the other, although not always in ways that they
may admit to or even be grateful for.
Unlike Oscar Wilde, Thomas Hardy was not an aesthete, and,
therefore, while a great number of critics have traced the literary
connections between Pater and Wilde, Hardy’s debt to Pater is
harder to ascertain. Nevertheless, the links between them have
not been completely neglected by scholars. Suzanne J. Flynn,
for example, notes that Hardy likely encountered Pater’s Studies
in the History of the Renaissance around 1876 (95), and Pater’s
“philosophy, and even his diction, are especially evident in Hardy’s
masterful depiction of Hellenistic and pagan forces in The Return
of the Native” (Flynn 95). Indeed, when one investigates The Early
Life, one finds amongst Hardy’s notes fulsome praise for Pater’s
erudition, Hardy recollecting after meeting Pater in 1886 that his
“manner is that of one carrying weighty ideas without spilling
them” (236). Yet perhaps the clearest link between Hardy and
Pater can be found in Hardy’s disavowal of realism and naturalism,
and his preference for imaginative art. These ideas are explicitly
documented in The Early Life, where, as Hardy states, “Art is an
actual changing of the actual proportions and order of things…
which appeals most strongly to the idiosyncrasy of the artist…art is
disproportioning… Hence ‘realism’ is not Art” (299). Such ideas
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can also be found expressed in his literary works, such as his poetry
where the creative power of Hardy’s fantasy frequently conjured
ghosts and spirits, or “with magic in my eyes” imagined the
Arthurian romance of Lyonesse on a trip to Cornwall. This aesthetic
quality or model of artistic perception links Hardy to Pater, but
through Pater this also connects his work to Wilde.
Whilst in their works, therefore, Oscar Wilde and Thomas
Hardy explored fundamental aspects of the human condition, they
did so through aesthetic creativity, and not realism. Hardy in The
Early Life, while conceding “a going to nature”, maintained that his
art was “no mere photograph, but purely the product of the writers
own mind” (198). For Wilde, this artistic production of life did not
mean, however, that “the artist desire[d] to prove anything”, and, as
Wilde outlined in the preface to Dorian Gray, “It is the spectator,
and not life, that art really mirrors.” Both writers thus refracted the
human condition through an artist lens, being stylistically different,
and yet sharing in their creative representations of life’s stages a
strong sense of conveying impressions and sensation that have
more in common with Pater’s views on aesthetics than an Arnoldian
morality.

3. The Circular Condition
In different works, published at different stages of their
careers, both men represented in contrary styles an ever-decreasing
circularity associated with the human condition, which was itself
a literary commonplace in the period. Such universal stages of
the living experience included young love and the idealisation
of perceived beauty, middle age and gradual self-realization,
and ultimately, the cold finality of death. Yet, in both cases, the
treatment of these stages is managed through an aesthetic literary
lens, dealing with these physical phenomena in the creative manner
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of Shakespeare’s metaphor for the seven ages of man, where “all
the world’s a stage” (227). Wilde’s Dorian Gray and Hardy’s The
Well-Beloved both dealt with the first stage, and “the lover, Sighing
like furnace” (Shakespeare 227), through satirical representations
of the romantic aesthete, but Hardy’s The Mayor of Casterbridge
and Wilde’s The Importance of Being Earnest similarly addressed
the process of enlightened or bitter self-realization that can occur
when the self-obsessed, proud or vain look outside of themselves
and learn to genuinely love another, becoming “full of wise saws”
(Shakespeare 227). Finally in Salome and The Return of the Native
the “second childishness and mere oblivion” (227) or death, seen as
an imaginative narrative event, is examined by Wilde and Hardy.
As an aside, it is worth noting that no claim is being made in
the present discussion that there is a fundamental uniqueness to
their work in this sense. Concerns with the human condition and
the aesthetic connection with the cycle culminating in oblivion are
common in the writing of this period. One might well argue this for
most other periods as well, as well as genres other than the literary.
What is, instead, being explored is the way in which connections
can be made between Wilde and Hardy, arguing that, whilst the
thematic preoccupations may not be unique, links that can be
discussed between the two writers offer a valuable perspective
on both their works and the interconnected nature of the literary
aestheticism of the time.
In Wilde’s The Picture of Dorian Gray and Hardy’s The
Well-Beloved, both works focus on, and indeed satirise the theme of
the self-obsessed aesthete, and the long-term consequences that one
incurs when striving after an idea. The Picture of Dorian Gray (1891)
is a depiction of obsession, or, indeed, several obsessions taken to
dangerous lengths. Whilst the titular protagonist can be understood
as the embodiment of obsessive evil, he is nevertheless a product
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of his environment. He is sought out, cultivated and then allowed
to grow corrupt as an active member a society which refuses to
condemn evil in incremental steps. Lord Henry, based in large part
upon Lord Ronald Gower, a Scottish politician and sculptor wellknown for his homosexuality in late Victorian society (Getsy 64),
but also in some ways a version of Pater and perhaps even Wilde’s
conception of himself, claims amorality:
If one puts forward an idea to a true Englishman - always a
rash thing to do — he never dreams of considering whether
the idea is right or wrong. The only thing he considers of any
importance is whether one believes it oneself. (11)
He is admonished for this later by the painter Basil Hallward, who
notes that his amorality is a philosophical posture:
I believe that you are really a very good husband, but that
you are thoroughly ashamed of your own virtues. You are an
extraordinary fellow. You never say a moral thing, and you
never do a wrong thing. Your cynicism is simply a pose. (15)
One can argue, therefore, that the motivation felt by Lord Henry
to corrupt Dorian Gray with his “fascinating, poisonous, delightful
theories” (88) is an obsession based around a desire to see his ideas
come to life, yet to avoid direct personal responsibility. Our other
obsessives in the novel — Basil Hallward is obsessed with his
art, Sibyl Vane is obsessed first with her acting career then with
Dorian, James Vane is obsessed with his sister’s death — all suffer
terrible consequences. In fact, the only major character who does
not is Lord Henry himself, perhaps because he retains at least the
pretense of detachment throughout. In this, a reflection of Wilde in
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his departure from the somewhat repressed passions of Walter Pater
can be found. Wilde starts as a Lord Henry, but ultimately becomes
a Dorian, at least in public perception. Of his fall from grace, Frank
Harris was to write, with strong reference to the “poisonous book,”
a semi-justification which contains much of the circular condition in
its depiction of Wilde as a creature of his passions:
We have all come from the animal and can all without any
assistance from books imagine easily enough the effects of
unrestrained self-indulgence. Yet it is instructive and pregnant
with warnings to remark that, as soon as the sheet anchor
of high resolve is gone, the frailties of man tend to become
master-vices. All our civilization is artificially built up by
effort; all high humanity is the reward of constant striving
against natural desires. (450)
The Well-Beloved, by Thomas Hardy, serialized in 1892, shortly
after the publication of Dorian Gray, but published in 1897, can be
seen as representative of one the aesthetic texts of the late Victorian
age. Similarly to Wilde’s work it is a novel about an obsession with
art, beauty, and most importantly the idea of beauty that draws on
classical themes. Like Dorian Gray, Hardy’s text also looks toward
Greek culture for its inspiration; while the titular protagonist of
Wilde’s novel appears to resemble Narcissus in his idealization
of himself, and was likely named after Doros, the grandson of
Zeus, Jocelyn imagines his ideal female personification of beauty
as “the wile-weaving daughter of high Zeus…the implacable
Aphrodite herself” (12). Yet where Hardy’s protagonist, Jocelyn
Pierston, appears to resemble Basil Hallward in his vocation as
an artist, as well as in his desire to create an image of beauty in
stone, in his pursuit of his idea of the well-beloved, his character
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is actually closer to the irresponsibility of Lord Henry. Thus in
The Well-Beloved Pierston places his own artistic ideas before
reality, seemingly, like Lord Henry, to see these ideas made flesh.
In particular Jocelyn hangs his own particular concept of beauty
upon the frame of a number of different women so that “she who
always attracted him…had not remained the occupant of the same
fleshy tabernacle in her career so far” (13). He convinces himself
that Alice Caro, a “nice girl” (13) is his well-beloved made flesh,
and proposes marriage, and yet while “To his Well-Beloved he had
always been faithful; but she had had many embodiments” (12). Yet
the singular peculiarity of Hardy’s novel is that Jocelyn attaches his
concept of the well-beloved to three successive generations of Caro
women. But eventually Jocelyn realizes, with sinking heart that he
too had become the personification of another’s well-beloved. The
second of the Caro girls informs him in an ironic twist that while he
has been the object of her desire:
…I get tired of my lovers as soon as I get to know them well.
What I see in one young man for a while soon leaves him and
goes into another yonder, and I follow, and then what I admire
fades out of him and springs up somewhere else, and so I
follow on, and never fix to one. (78)
The gradual sense of self-awareness that Jocelyn encounters
in The Well-Beloved is examined in more detail in The Importance
of Being Earnest and The Mayor of Casterbridge. Both Wilde and
Hardy employ the motif of consumption as an objective correlative
in order to symbolise their characters’ selfishness, pride and vice.
In The Importance of Being Ernest this is represented by Algy’s
lust for cucumber sandwiches, muffins, pate de foie gras and
champagne. Jack accuses him of being “perfectly heartless” for
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eating “muffins in that greedy way” when they are in “horrible
trouble” (297). Oliver S. Buckton notes that Algy’s “excessive
appetite is the besetting vice throughout the play” (130). Wilde’s
use of such food, and Algy’s attitude towards it, provides a window
into his inner predatory nature; he “incessantly eats food intended
for other people and so usurps their right to nourishment” and thus
his “greed emerges as a failure to accept the social contract” (131).
Similarly, in The Mayor of Casterbridge, Hardy employs Michael
Henchard’s early craving for furmity laced with rum as an objective
correlative for his masculine pride masking his inner weakness and
selfishness. Henchard’s drunkenness leads him to sell his wife and
daughter to a stranger, leading him, in chapter two of the novel, to
“take an oath before God” that he will “avoid all strong liquors for
the space of twenty-one years to come” (765). At the termination of
his self-imposed limit, however, with his personal and professional
life once more in disarray, he again relapses into alcoholism. Escape
from this vice, and indeed the pride and weakness that it stands
for, comes not through renouncing alcohol but in learning to open
his heart to his wife’s daughter. In The Mayor of Casterbridge,
Michael Henchard, like Shakespeare’s soldier, “Jealous in honor,
sudden and quick in quarrel” (Shakespeare 227) comes to love
his adopted daughter Elizabeth-Jane as a true father, providing,
as Elaine Showalter argues, “the emotional centre of The Mayor
of Casterbridge” (130). Having mistreated and deceived her, he
decides to burden her no more and learns to act selflessly on behalf
of her happiness, in his will stipulating that “Elizabeth-Jane Farfrae
be not told of my death, or made to grieve on account of me”
(982). Henchard’s moment of self-realization that accompanies his
“weakness and “womanishness,” breaking through in moments of
tenderness” leads Showalter to argue that “Hardy is really showing
us the man at his best” (130). Yet his letting go of Elizabeth Jane
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and his forgiveness of Donald Farfrae allows them to marry happily
at the conclusion of the novel. Similarly, in The Importance of
Being Earnest the self-awareness of both Wilde’s male leads is
engendered by the process of falling in love; Jack and Algernon
thus discover “the importance of being Earnest” (313) in the course
of this process.
Wilde in Salome and Hardy in The Return of the Native
both dissected the idea of death as a narrative event, just as
Shakespeare’s seven ages conclude with the final act of “oblivion,
sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything” (227). Yet,
again, both writers engage with death through a refracted and
metaphorical lens that seems to borrow from Shakespeare’s idea
of stage as aesthetic realm. In The Return of the Native, Hardy’s
aesthetic stage is Egdon Heath, which operates as a manifestation
of the artists’ own mind. Thomas Hardy grew up in an isolated
cottage in the village of Higher Bockhampton on the edge of a large
expanse of open heathland. This environment became the basis for
his literary Egdon Heath, yet it was also imaginatively inspired by
a Shakespearean rural dream world. Hardy was likely familiar with
As You Like It where Shakespeare writes of a dream-like Arcadian
“golden world” (218) when describing the Forest of Arden. Egdon
Heath, immortalised in The Return of the Native, was described by
Hardy in the preface to that book as “the Heath of that traditional
King of Wessex — Lear” (Orel 13). Hardy’s Wessex, similar to
Lear’s heath, was employed as a dramatic stage upon which acts of
seemingly random tragedy would play out, so that man becomes as
Gloucester cries in Act IV, Scene I of King Lear, “a worm”, or “as
flies to wanton boys” (l32-37). Virginia Woolf, therefore, trained
her critical lens upon the source of Hardy’s tragedy and, identified
it as emanating from his heathland, where “The moors are round us
and the stars are above our heads. The other side of the mind is now
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exposed — the dark side” (260). D. H. Lawrence also connected
Hardy with the darkness of the moors, and saw his tragedy as
emanating specifically from “the Heath…Here is the deep, black
source” (68). Indeed, Egdon is described by Hardy at the beginning
of The Return of the Native as possessing the power to “intensify
the opacity of a moonless midnight to a cause of shaking dread”
(455).
Yet upon this creative and tragic stage Hardy also plays with
the characterisation of mysterious and amoral beauty in the form
of its most famous representative female inhabitant. Kaye notes
that “Many of the period’s most arresting ideas and images about
sexuality are evident in the late-Victorian fascination with an
atavistically aggressive female” (56), and while the heath is depicted
anthropomorphically as a man, the central figure of The Return of
the Native is the female protagonist, the heath’s “Queen of Night”,
Eustacia Vye. During the nineteenth century novels and painting
began to play with the form of the female ‘bad sublime’, and J. B.
Bullen notes that the representation of the female protagonist as
“witch, child-killer, or patricide” followed in a tradition of the “‘bad’
female sublime [that] has many precedents in literature” (168) such
as Mozart’s Queen of the Night, the Vampire and the Sphinx. More
specific to Victorian art and literature during the 1860s, however,
such as the poetry of Swinburne or the painting of Rossetti, the
concept of the ‘bad sublime’ juxtaposed a sexualised yet often
dangerous, or amoral female figure with the older traditional
sublime, Bullen noting that the latter was “closely associated
with landscape effects, overwhelming sensations of vastness and
power” (169). Thus while Eustacia claims to hate the heath, she
appears to represent one half of a matrimonious “bad sublime” that,
similarly to the representation of the “bad sublime” female subjects
of Swinburne’s verse (168) will result in the emasculation of the
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supine men around her.
Indeed, Hardy intimates that Eustacia shares more in common
with its dark environs than she will admit, so that “Egdon was her
Hades, and since coming there she had imbibed much of what was
dark in its tone, though inwardly and eternally unreconciled thereto”
(500). From this passage one can ascertain that Eustacia is bound up
with and representative of the paganism of the heath, but her dark
beauty and the bonfires that she lights to attract the local men also
connect her to the landscape. Indeed, the bonfires are indicative of
“Druidical rites,” and see her suspected by the local Christians of
possessing witchcraft, leading Eustacia to bemoan that this “witch
story will be added to make me blacker” (603). The theme of amoral
beauty as representative of the back heart of the heath is also found
in Hardy’s poetry. In “The Moth Signal (On Egdon Heath),” for
example, Hardy relays the story of a cheating wife who deceives
her husband, yet he also subtends a wider historical perspective,
as an ancient Briton tells how hearts are “thwartly smitten” (245)
across the generations. Ultimately Eustacia’s flirtations with Damon
Wildeve break the heart of her husband Clym Yeobright, and his
perceived rejection of her prompts her to fall or throw herself
into Shadwell Weir. Clym, having convinced himself that he was
responsible for Eustacia’s death becomes an itinerant preacher. This
path towards faith is foreshadowed earlier in the novel when Clym
uses the language of Paul of Tarsus to describe his awareness of
suffering, seeing “the whole of creation groaning and travailing in
pain, as St Paul says” (581), and he is himself described in somewhat
desultory fashion by Eustacia as reminding her of “the Apostle
Paul” (657). Thus while Eustacia, as Hardy’s representative of the
heath, is suspected of witchcraft to emphasize her anti-Christian and
ostensibly amoral pagan character, Clym is driven to Christianity and
indeed a passive, Christ-like life through guilt at her death. This has
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led several critics to link the emasculation of culture to fin-de-siecle
“bad sublime” of the later nineteenth century. Bullen, for example,
lists Swinburne, Rossetti, Pater, and Hardy as “drawing upon a group
of sentiments which clustered around the notion of the ‘bad sublime’
in the 1860s and 1870s” (170), while Kay observes that atavistic
femme fatales included Rider Haggard’s She (1885) with its ruthless
goddess-ruler, and Robert Louis Stevenson’s novel of London
anarchists, The Dynamiter (1885), featuring the dominatrix brothelowner Senora Mendizabal” (56). However, as Kay concludes, “The
most enduringly successful of these femme fatales is undoubtedly
Salome in Oscar Wilde’s play” (56).
Wilde’s Salome can thus also be seen as representative of this
bad sublime in terms of stage and amoral beauty (Bullen 168).
Interestingly, Wilde’s play, performed long after Hardy’s tale,
inverts Hardy’s theme of death and religion, and, if anything,
appears a more powerful emasculating force than Hardy’s work,
as, unlike Eustacia, instead of dying and converting her lover to
Christianity, Salome is responsible for the beheading of John the
Baptist. Wilde sets the play within a familiar topographia, but it is
one which has been transformed by the sensibilities of the narrative.
A biblical story on the surface, and, indeed, in facsimile, Salome
is really a twisted mirror image. It is a psychodrama of desire, and
the “bad sublime” in the play is — if one considers this in the sense
promulgated by Schopenhauer — a force of terror and destruction.
Replacing the warmth of the sun, the moon becomes a cold, distant
over-sexualized distortion of the nurturing of love (Stokes 122).
Beauty transforms to something repulsive yet greater, as in Salome’s
contrarian lust for and rejection of Jokanaan:
SALOME
I am amorous of thy body, Jokanaan! Thy body is white like
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the lilies of a field that the mower hath never mowed. Thy
body is white like the snows that lie on the mountains, like the
snows that lie on the mountains of Judaea, and come down into
the valleys. The roses in the garden of the Queen of Arabia
are not so white as thy body. Neither the roses in the garden of
the Queen of Arabia, nor the feet of the dawn when they light
on the leaves, nor the breast of the moon when she lies on the
breast of the sea . . . There is nothing in the world so white as
thy body. Let me touch thy body.
JOKANAAN
Back! daughter of Babylon ! By woman came evil into the
world. Speak not to me. I will not listen to thee. I listen but to
the voice of the Lord God.
SALOME
Thy body is hideous. It is like the body of a leper. It is like a
plastered wall where vipers have crawled; like a plastered wall
where the scorpions have made their nest. It is like a whitened
sepulchre full of loathsome things. It is horrible, thy body is
horrible. (403)
The play was originally to be staged with the finest actress of
the day, Sarah Bernhardt, in the title role, but famously failed to
receive licensing from the Lord Chamberlain’s Office. Ostensibly,
the reason given was the transgression of the ruling on the stage
presentation of biblical characters, but Wilde and others were aware
that this was clearly a disingenuous excuse, as the availability of
contemporary productions such as Saint-Saëns’ Samson and Delilah
showed (Hyde 140). The bleakness of desire as a motivic force
underpins the action of Salome. The titular character searches for
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pleasure and self-gratification, yet, through a heuristic process of
manipulation, discovers only emptiness and death. Gratification is
endlessly delayed and desire ultimately abrogated.

4. Satire and Similarities
In their output, therefore, one can make the argument that Wilde
and Hardy explore seminal periods of the human condition in terms
of three circular and decreasing stages. Hardy’s The Well-Beloved,
the first of these stages, inhabits an ostensibly paradoxical position,
both connecting thematically to Wilde’s work while also appearing
to possibly critique it. This might perhaps be partly attributed to the
fact that The Well-Beloved is a rather curious and unique number in
the Hardy canon, and critics appear divided over its origins. Robert
Gittings has linked the novel “in which the hero, Pierston, falls in
love, again almost without volition, with three generations of girls,
all with strong physical resemblances” (167) to Hardy’s female
cousins on his mother’s side. Gittings notes how, as members of
“the large Sparks family, his three girl-cousins were so widely
separate in age as to suggest three generations” (167). Certainly it
appears that Hardy was romantically attached to the youngest of the
three girls, Tryphena Sparks, and may have been rebuffed by the
other two. Yet Hardy’s work appears less an avocation of Jocelyn’s
obsession than a satire of it, as Patricia Ingham argues, noting, “the
medium for the examination of art and the artist in this text is high
farce” and that it represents “the ironising of the fanciful and artistic
idea that women are clay or a medium or an instrument” (107). If
the novel is, indeed, a high farce or satire, this leads one to consider
exactly who the target of Hardy’s work might have been. It is
possible that Hardy was parodying The Pre-Raphelite Brotherhood,
and perhaps Dante Gabriel Rossetti’s obsession for employing
working class women, such as Jane Burden, as muses. Certainly
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the second Avice fits this mold, working as a washer woman until
Jocelyn finds her in the sunlight appearing “rather as a sylph than
as a washerwoman…it was not the washerwoman that he saw now”
(68). The linen washer thus becomes yet another well-beloved, “that
more real, more interpenetrating being whom he knew so well!”
(68) The target may also have been the Pre-Raphaelite sculptor
Thomas Woolner, who Jocelyn resembles, and who Hardy knew,
and, in an 1897 letter to Florence Henniker he revealed that the plot
of The Well-Beloved was inspired by “the remark of a sculptor that
he had often pursued a beautiful ear, nose, chin, &c, about London
in omnibuses & on foot” (169). Yet in its satire of aestheticism and
aestheticists Hardy’s work can also be seen as mocking the “artfor-art’s sake” school, and according to Michael Ryan, “Hardy’s
primary targets are Walter Pater and Oscar Wilde” (qtd. in Holmes
240).
Thus, where Hardy’s The Well-Beloved, like Dorian Gray,
deals with the theme of youthful artistic obsession, being one of the
cycles of the human condition, the text can also be seen as a satire
of aestheticism and, by implication, of Wilde’s general body of
work. Yet Wilde and Hardy also share a number of commonalities;
both are artistic inheritors of complex and evolving ideas that
saw their ferment in the latter half of the nineteenth century.
Religious criticism and new scientific theories led to a growing
mercantile capitalism that placed emphasis upon industry and
work leading Arnold, in direct response, to establish his view of
the moral responsibility of culture’s role in society. The legacy of
this Arnoldian tradition dominated the late Victorian age, casting
an intellectual shadow over numerous writers, poets and critics,
and influencing the very different work of Wilde and Hardy. It
concomitantly provoked responses from aesthetes such as Pater,
whose imaginative and artistic influence also, in turn, affected the
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two great Victorian authors. This may perhaps be why many of their
ideas and quotations on the uses of art and literature appear similar,
but thematically, the two writers also converge. This leads to the
conclusion that, whilst Hardy and Wilde moved in different literary
circles, their narrative themes addressed the human condition in
a somewhat similar fashion. In this way, the connections between
how both writers explored the various fundamental stages of the
human experience in terms of its ever-decreasing circular condition,
from aestheticism to self-realization, and finally, mortality and
death, is revealing. Their satires of society, their innovative methods
of employment of a framework that was a literary commonplace at
the time, their oddly contrastive yet complimentary stances to one
another and to the process of writing — all of these argue for an
underlying connection between the two men that, if not immediately
apparent on the surface, is all the more intriguing for its subtlety.

1

NOTE
Pater’s blue plaque says “Walter Pater 1839-1894 aesthete and
writer lived and worked here 1885-1893.”
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尚志

嘗てのタイトストリート 16 番地にあった、ワイルド邸に掛かる丸いプ
ラークの図柄がブックカバー中央にあしらわれ、かつ、世紀末を象徴する
色のひとつ「菫色」を基調とする表紙で覆われたこの本は、当協会の前副
4

4

会長である新谷好先生が、これまでに発表なさった諸論文の一部 を、「追
手門学院大学研究成果助成制度」によって纏められたものである。「一部」
とは言え、全 4 章（それらの章が各々3～4 項に分けられ、全 14 項）・本文

330 頁からなる大著で、世紀末研究の基盤となる必須の知識を読者に広範
に授けてくれる書となっている。そして、オスカー・ワイルドを主軸とし、
幾つかの「キー」となるテーマに沿って英国世紀末文化の全体像の解明を
試みている。
本書はまず第 1 章において、
「19 世紀末英国文化」の全体像の把握から始
まる。―産業革命をいち早く推進し、「世界の工場」の名を欲しい侭に
したヴィクトリア朝英国は、その 64 年間に及ぶ治世において、「新しい価
値観」が「伝統」を揺さぶった激動の時代であった。その間、社会・経済・
文化において絶え間ない変化があったが、それらの事象は 1890 年代、即
ち「ヴィクトリア朝末期＝世紀末」において、特に顕著となった。「新しい」
という形容詞が頻繁に用いられたことからも分かるように、時代は新奇な
ものを求める風潮に支配された。また、伝統的な人間観や男女観が崩れた
結果、芸術家の関心は、否応なく人間の獣性や性の本質等への解明へと引
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新谷好著『英国世紀末文化とオスカー・ワイルド』

き寄せられた。それと呼応するかのように、社会では、
「切り裂きジャック」
に代表される扇情的な事件や訴訟等が頻発した。悪名高き「ワイルド裁判」
もその一例であった。
・・・

同章では、その後、世紀末の一大キーワードである「新しい女」という観
点を手掛かりとして、世紀末の社会情勢の一端が語られる。即ち、
「ヴィク
トリア朝の女性と教育」に関する議論である。―19 世紀末英国では、女
性の高等教育と職業進出は、社会の伝統的価値観を覆すものとして「一部」
で恐れられた。当時、
「新しい女たち」は社会活動に関心を抱き、看護や教
職等に多く就業するようになったが、実は、仕事と家庭を両立できた女性
は依然、希少だったのである。
概括的な面から各論的な側面へと、本書は徐々に世紀末文化に関する論
考を深めていく手法が取られているが、第 2 章において論じられるのは、
主に「オスカー・ワイルドの恋愛、結婚、及びセクシュアリティ」である。
―同性愛の罪で実刑判決を受けたワイルドほど、
「同性愛者」の烙印を押
4

4

された者は歴史上いないと言ってよいが、ここでは、彼が恋に落ちた女性
たちに焦点を当て、彼の「性癖」が露にされる。オスカーを最初に同性愛行
為へと導いた張本人と称されるロバート・ロスへの手紙の中で語られてい
る、ワイルド自身の「ウラニアの愛」への関心は、彼のオックスフォード大
・・

学時代にまで遡れるのだが、ワイルドの初恋の女性が登場するのも同時期
であることは注目に値するのである。
続いて「ワイルドが妻コンスタンスと結婚するに至る経緯とその後の破
局」が詳述されるが、彼の「セクシュアリティ」が、ワイルドの文学、特に
劇作品との関連において更に深く考察される。更に、彼と交流のあった有
名女優や「新しい女」のモチーフ等との関連でワイルドの悲・喜劇の本質も
鋭く切り込まれていく。そして、
「ワイルドは「女性の権利」を主張する「新
しい女」に取り囲まれていたと言っても過言ではないが、彼は母親ジェーン
の女性観を踏襲している嫌いがある」という、著者の指摘は誠に意義深い。
第 3 章では、更に敷衍され、英国世紀末研究の重要テーマが各々分析さ
れていく。―初めに「19 世紀末の英国劇に登場する「新しい女」」の項で
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は、社会階級のカーストが未だ歴然と存在していた英国社会の中における
女優の存在意義が概観される。「そして、女性の性と自立について並々な
らぬ関心を示した 19 世紀末の男性劇作家は概して、性的に搾取されて男
性に隷属する種類の「新しい女」を描いていた」という指摘も刺激的である。
「ピグマリオン物語の変容」の項に進むと、サロメやタンホイザーと並び、

19 世紀の芸術家の想像力を強く掻き立てた、ピグマリオンの物語の変容
が綴られる。そして、「新しい女」が現れた 19 世紀末の英国社会では、男
女の関係がより流動化したが、「多くの芸術家が創作したピグマリオンの
物語に登場するガラティア像には、当時の男性が理想とする女性の面影が
投影されていたことも注目に値する」、とも語られている。
続いて考察されるのは、「絵画を代表とする装飾芸術とワイルドの関わ
り」である。―英国におけるジャポニスムは、ラファエロ前派の中世趣味、
唯美主義運動、アーツ・アンド・クラフト運動等と融合しながら、実用的
なデザインの日本の文物に注目が集まったことから始まった。そして、国
民性や時代思潮や芸術運動と相まって花開いた英国のジャポニスムは、装
飾品・建築・絵画・演劇等の幅広い分野に渡ってその刻印を残すこととなっ
た。そして、唯美主義運動を唱導したワイルドは、絵画を作品の道具立て
に多く使用した作家でもあった。『ドリアン・グレイの肖像』然り、『W・

H 氏の肖像』然り。ジャポニスムにも魅了された彼は、作品に日本趣味も
多く取り込んだが、主にその傾倒ぶりを促したのは、同様に日本美術に憑
かれていた画家ウィスラーからの影響だったのである。
オスカーは自ら「私はラファエロ前派に属している」と明言しているよ
うに、彼と「ラファエロ前派との関係」も無視できない。ワイルドがラファ
エロ前派の画家バーン＝ジョーンズと親しく交わったことは有名であるし、

1891 年にバーン＝ジョーンズの元を訪れたワイルドは、奇しくもそこで
18 歳当時のオーブリー・ビアーズリーと出会い、親交を深め、後に『サロメ』
の挿絵を彼に依頼することにまで至る。―このように、この項では、ワ
イルドが、「ラファエロ前派、ウィスラー、そしてジャポニスムに纏わる
芸術運動」と分かち難い関係にあったことが、丹念に論じられているので
ある。
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最終章となる第 4 章の第 1 項においては、ワイルドがジャポニスムの初
期の進展期に「アメリカ講演旅行に出かけ、唯美主義を喧伝したこと」と、
その「講演内容」までが精査される。また、その中で彼がいかにジャポニ
スムを受容し、その後の文筆活動で体現していったかも考察される。そし
て、ワイルドがアメリカ旅行中に日本的装飾美の価値を認識し、その日本
的な「活版術」にもどのくらい多大な関心を示したかという特異な視点が、
この項の最後に掲げられる。
同章・第 2 項においては、いよいよワイルド「文学」の根幹を成すテーマ
が取り上げられる。―ワイルドは「芸術家としての批評家」の中で、「19
世紀は歴史上の転換期で、それは全てダーウィンとルナン二人の業績であ
る」と述べたが、これは彼の慧眼を示すものであった。何となれば、他の
獣と同様に人間は本能に駆り立てられる生き物に過ぎないという、新しい
人間観や宗教観が世紀末の頃までに既に芽生えていたからである。『ドリ
アン・グレイの肖像』においても主人公は、人生や美に対するこれまでの
因習的な思想を一変させ、倒錯の世界へと耽溺する。マックス・ノルダウ
はこれらの現象を「ネオカトリックのヒステリー」と称して、ワイルドを英
国デカダンスの代表と見なしたが、確かにワイルドには、カトリシズムに
対する並々ならぬ関心があったのである。
またワイルドは、「社会主義下の人間の魂」の中で、人間が十全に生き
るには新個人主義が不可欠であり、その新個人主義とは新ヘレニズムのこ
とであると主張した。実は、ワイルドの著作に見られる社会批評や文明批
判においては、この「新個人主義」や「新ヘレニズム」を看過してはならず、
それらを醸成したのはワイルドが青春時代を過ごしたオックスフォード大
学に源がある。つまり、ワイルド文学における「オックスフォード気質」の
重要性が、ここで指摘されるのである。
続く同章・第 3 項では、「ワイルドの芸術至上主義」と「ヴィクトリア朝
の性道徳と検閲」の問題に焦点が当てられる。2011 年に『ドリアン・グレ
イの肖像』のタイプ原稿が史上初めて出版されて話題になったが、その中
では同作品の当時の出版者が、同性愛を少しでも仄めかしていると見なさ
れる個所を悉く削除していった様が明確に見て取れる。またそこでは、作
者であるワイルド自身も、「細心」の注意を払って、同作品の校正を行って
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いたこともより明白となった。『サロメ』に関しても「検閲の問題」は重大
で、サラ・ベルナールを主役としてリハーサルが 2 週間に渡って行われた
にも関わらず、同戯曲は検閲制度に抵触して突如上演が禁止されるなど、
芸術至上主義を貫こうとするワイルドは、当時の英国社会の偏狭な性道徳
といつも闘わざるを得なかったのである。
さて、いよいよこの著書の最後を飾る同章・第 4 項においては、一転、
ワイルドの周辺に華々しい彩りを添えた 4 人の女優の経歴が、ワイルドと
の関わりを交えて語られる。―「生まれついての道徳律反対論者」と自負
したワイルドは、常軌を逸した振る舞いをする女優に非常な関心を示した
が、ここで詳らかにされるのは、エドワード皇太子の愛人となったリリー・
ラングトリー、建築家エドワード・ゴドウィンと駆け落ちしたエレン・テ
リー、英国の道徳律を無視したヒロインのサロメを演じそこなったサラ・
ベルナール、そして、イプセン劇の過激な女主人公を演じたアメリカの女
優エリザベス・ロビンスの四人についてである。これらの女優とワイルド
の交友関係が、誠に波乱に満ちた興味深い逸話としてここで紹介され、こ
の本の「結語」となっている。
この著書の概観は以上であるが、今回、何より痛感したのは、著者であ
る新谷先生の豊富な知識と卓見であった。また、これほどの分量に及ぶ論
考を纏められた、先生の真摯で丹念な研究ぶりにも頭が下がった。かつて
故・平井博先生が著された名著、
『オスカー・ワイルドの生涯』と『オスカー・
ワイルド考』と同様に、これから世紀末研究を始めようとする諸氏には、
新谷先生のこの本は必読の書、即ち、格好の入門書となるのではなかろう
か。が、この本に対して全く不満が無いわけでもない。それは（新谷先生
・・・

ご自身も述懐されているように）、実は、この本には、純粋に個々の「作
品論」と呼べるものがひとつも存在しないことである。よって、ワイルド
の作品論を纏めた先生の著作の出版が一刻も早く待たれる。特に新谷先生
がお得意とされている筈の、ワイルドの劇作の分析を纏めた論考がこの先
上梓されることを願って、ペンを置く。
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Dominic Janes,
Oscar Wilde Prefigured:

Queer Fashioning and British Caricature, 1750-1900
Chicago and London: University of Chicago Press, 2016.
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『モンティ・パイソン』第 3 シリーズの最終回（1973）に、「オスカー・ワ
イルド・スケッチ」という一幕がある。セピア色の街並みに、まず「ロンド
ン、1895」、続けて「ミスター・オスカー・ワイルドの邸宅」とキャプショ
ンが出る。場面は客間に変わって、オスカー・ワイルド（グレアム・チャッ
プマン）が、プリンス・オブ・ウェールズ（テリー・ジョーンズ）を前に、
ホイッスラー（ジョン・クリース）、そしてバーナード・ショー（マイケル・
ペイリン）と、ノンセンスな「ウィット」を競い合う。
パイソンズの作品として特段優れているわけでもないこのスケッチが、
それでも興味を引くのは、ゲイであるチャップマンが、ワイルドを、とい
うよりも、1890 年代に数々の諷刺画の中でカリカチュアライズされたワイ
ルドの姿を忠実に再現＝表象しているからだ。偽りの天才とナルシシズム
を示す金メッキしたスイセンを左手に、刹那的な身体の欲望を象徴するか
のような葉巻を右手に持って、ワイルドというクイアな記号を己の身体で
なぞるクイアな俳優。
しかしドミニク・ジェインズによれば、当のワイルド自身が、諷刺画に
描かれた「ダンディ」のイメージをみずからの身体でなぞることによって、
クイアな自己形成（queer fashioning）を行ったのだという。例えば 1882 年
のアメリカ講演旅行で、ワイルドは、ギルバートとサリヴァンの『ペイシェ
ンス』でパロディ化された唯美主義者のパロディを演じた。そして『ペイ
シェンス』もまた、ジョージ・デュ・モーリアの描く唯美主義者のカリカチュ
オスカー・ワイルド研究 16（2017 年）
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譲

アに触発された作品だった。
「こうしたコピーと再発明のプロセスを通して、
何十年にもわたって複数の意味が上書きされていったのである」
（Janes, p.

229）。
ジ ェ イ ン ズ の、Oscar Wilde Prefigured: Queer Fashioning and British

Caricature, 1750-1900 は、時の有名人として（さらには「犯罪者」として）繰
りかえし諷刺画に描かれたワイルドのイメージが、それ以前の諷刺画の歴
史において形成されてきた「女々しい男（effeminate man）」の図像や、そこ
に含まれるソドミーの暗示を受け継いでいることを指摘する。「ワイルド
のイメージは、18 世紀以降の猥雑な諷刺画の伝統によってあらかじめ形づ
くられ（prefigured）、そこではすでにダンディ的なパフォーマンスがソド
ミー的な欲望と関連づけられていたのだ」
（p. 2）。
アラン・シンフィールドはかつて「ワイルド裁判までは、女々しさとホ
モセクシュアリティは、それ以降のようなやりかたでは結びついていな
かった」
（The Wilde Century, p. 4）と述べたが、ジェインズは、シンフィー
ルドの著作の重要性を認めながらも、ワイルド裁判がソドミーと同性愛ア
イデンティティを結びつける決定的な契機となった、という考えを採らな
い。「1895 年の一連のワイルド裁判は今日もよく知られているが、決して
ユニークなものではなかった。本書の第 1 部で取りあげる 18 世紀の裁判記
録では、はっきりと、ソドミーが（過剰に）ファッショナブルな男性と結び
つけられていた」
（p. 16）。
ワイルド裁判こそ同性愛アイデンティティを形成する決定的な契機であっ
たとする 1990 年代のクイア批評に対しては、21 世紀以降の研究によって
さまざまな観点から批判や修正が加えられてきた。ある程度は本書もそ
の流れに棹さすものだと言えそうだ。とはいえ、ジェインズは実証的な歴
史学の立場から初期のクイア批評を見直そうというのではない。テクスト
を重視してきた従来のクイア批評を補うために、視覚文化研究の方法論を
導入しようというのがジェインズの主張である。なによりも「その名を口
にすることができない」愛を表現してきたのは、言葉ではなく、身体的な
パフォーマンスではなかったか。「法的・社会的な危険に身をさらすのは
もちろんのこと、そもそもそれを表現する充分な言語を持たない文化に
おいては、同性に対する欲望は、しばしば暗示的なジェスチャーや言葉遊
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び、服装、ふるまいといったものの組み合わせを通して、暗号のように
して伝えられる必要があった」
（p. 22）。こうした暗号化された微妙な身体
言語を、（しばしば悪意ある）誇張によって、はっきり見える形で表現し
てくれるという点で、カリカチュアは貴重なのである。しかも、現実とカ
リカチュアの表現は一方的ではないことを、本書は何度も強調する。「イ
メージやステレオタイプは、クイアな人々によってだけ、あるいは諷刺画
家によってだけ作られたものではなく、両者の相互交渉によって生まれた」
（p. 228）。要するに、「クイアなパフォーマンスと同性愛嫌悪のカリカチュ
アとは、分かちがたく関連しあった現象なのである」
（p. 231）。
こうしてジェインズは、18 世紀後半以降のファッショナブルな男性たち
と、彼らの「女々しさ（male effeminacy）」を揶揄した諷刺画をたどり、そ
こに埋め込まれた同性愛的欲望／同性愛嫌悪を解読していく。
第 2 章では、グランド・ツアーに出かけて大陸ふうのファッションを身
につけてきた「マカロニ（macaroni）」たち、とりわけホレス・ウォルポール
とその友人たちが取りあげられ、舞台や諷刺画で彼らがどのように描かれ
たのかを論じる。「マカロニ」のひとりロバート・ジョーンズは、1772 年、
実際にソドミーで裁判にかけられ、フィレンツェに亡命することになる。
「1895 年のオスカー・ワイルド裁判は、ロバート・ジョーンズとそれを報
じるメディアによって、予見されていた（prefigured）のである」
（p. 47）。第

3 章は 18 世紀後半のもうひとつの「女々しさ」のありかた、ヘンリー・マッ
ケンジーの小説（1771）のタイトルを借りて「感情の人（man of feeling）」の
図像学だ。ジョウゼフ・ライト・オブ・ダービー描くサー・ブルック・ブー
スビーの有名な肖像画の分析から、ルソーとも親交のあったこの人物のセ
クシュアリティの曖昧さ（ベネディクト・ニコルソンは彼を「18 世紀のオス
カー・ワイルド」と呼んだ）を読みとっていく。感受性と共感の時代とは
いえ「男の感傷性は、行きすぎると、一種の感情面での異性装とみなされた。
伝統的な女性の涙もろさが模倣されているのだと」
（p . 67）。第 4 章で 18 世
紀前半を総括し、第 1 部は終わる。
第 2 部は第 5 章、摂政時代の「ダンディ」の分析から始まる。ボー・ブラ
ンメルに代表されるダンディは、前世紀のマカロニとは異なり、節度ある
服装をよしとしたが、その「自己への配慮」もまた、女々しさのひとつの
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表れと疑われる。身づくろいに余念がないダンディたちは、服装を除けば
女性と区別がつかない身体を持つ存在として描かれた。折しもカリカチュ
アの全盛時代、アイザック・ロバートとジョージのクルックシャンク兄弟
は頻繁にダンディを題材にしたが、彼らの諷刺には「恐怖と嫌悪だけでな
く、それに強く惹かれる気持ちも含まれていた」
（p. 119）という。第 6 章「バ
イロン主義者たち」の主題は 19 世紀前半のダンディたち、特にロード・ブ
ルームと若き日のディズレーリ、そしてブルワー＝リットンである。前時
代のダンディ表象を受け継いだ諷刺画の中で、彼らが「女性化」されていっ
た経緯が論じられる。
ヴィクトリア時代後期を扱った第 3 部の中心がオスカー・ワイルドである。
第 8 章は主にキャリア前半の、唯美主義者としてのワイルドを扱う。デュ・
モーリアの諷刺画や『ペイシェンス』のワイルド像は、これまで検討して
きた「マカロニ」や「ダンディ」のイメージに多くを負い、一方でワイルド
本人も積極的にバイロン的な「ダンディ」
「天才」のポーズを利用していた
ことが確認される。第 9 章では 1890 年代、「男らしい」新しい女に対して、
「女々しい」新しい男が『パンチ』などの諷刺画に登場したことが指摘され
る。同じころ、若い男性の取り巻きを連れ歩くようになったワイルドに、
一度は下火になっていた諷刺が再び向けられ始めた。こうした文脈を踏ま
え、裁判前後のワイルド像、とりわけオーブリー・ビアズリーとマックス・
ビアボーム―それぞれが、やはり曖昧なセクシュアリティの持ち主であ
る―の手になるカリカチュアが読みとかれる。
ワイルドの視覚表象には 18 世紀以来のカリカチュアの伝統が影響を与え
ている、という本書の主張の骨格はいたってシンプルだ。とはいえ、それ
を裏づける豊富な図像とその解釈、ここでは省略した派生的な議論（ボク
シング選手の身体の意味、東洋と「女々しさ」の関係など）の面白さもあっ
て、非常に読みごたえのある研究になっている。
ちなみにジェインズは、本書に先立って、併せて読まれるべき 2 冊の著
書を上梓している。まず Picturing the Closet: Male Secrecy and Homosexual

Visibility in Britain（Oxford University Press, 2015）。イヴ・コゾフスキー・
セジウィック『クローゼットの認識論』
（1990）を前提に、同性への欲望が
視覚文化においてどのように表現（あるいは抑圧）されてきたかを、ホガー
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スとエドマンド・バークに始まり、セシル・ビートンやデレク・ジャーマ
ンまで俎上に載せて分析されている。当然、Oscar Wilde Prefigured の議論
と重なりつつ、20 世紀以降も射程におさめている点で、ジェインズの現
時点での主著と言えるだろう。もう 1 冊は同性愛アイデンティティとキリ
スト教の「殉教」概念との関係を吟味した Visions of Queer Martyrdom from

John Henry Newman to Derek Jarman（University of Chicago Press, 2015）で
ある。同書の第 5 章 “Saint Oscar” は、Oscar Wilde Prefigured とは全く異な
るアプローチのユニークなオスカー・ワイルド論だった。クイアな視覚文
化論の書き手として、今後も注目したい。
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《書評》
原田マハ著
『サロメ』
文藝春秋

緋田

2017 年

亮

〈サロメ〉と聞いてまず思い出されるものは何であろうか。カラヴァッ
ジョやモローの絵画か、シュトラウスのオペラか。名前こそ明記されない
ものの、様々な芸術家にとって創造の源泉となった聖書の一節を思い起こ
すかもしれない。あるいは、19 世紀末に時代の寵児が生み出した演劇で
あろうか。
原田マハが『サロメ』を書きあげたその根源にあるものは、オーブリー・
ビアズリーによる絵画「おまえの口に口づけしたよ、ヨカナーン」である。
著者による新書『いちまいの絵―生きているうちに見るべき名画』
（2017
年 6 月）では、2014 年にオルセー美術館で〈彼女〉と対峙したときのことが
フ ア ム ・ フアタル

語られている―「会場の半ば、「運命の 女 」のコーナーに小さな白黒の
絵が展示されてあった。その一角が不思議な光を放っているようで、私は
惹きつけられていった。そこではっと息をのんだ。オーブリー・ビアズリー
の描いた、オスカー・ワイルドの戯曲『サロメ』の挿絵だったのである。」
美術に造詣の深い著者が、「私を変えた世界を変えた」26 点の絵画の一つ
として上記の絵を取り上げたこの本に先立って発表した作品が、長篇『サ
ロメ』
（2017 年 1 月）である。
物語は、現代のロンドンから始まる。未発表の〈サロメ〉を入手したジェー
ン・マクノイア博士は、ビアズリーを専門とする V&A 客員学芸員の甲斐
祐也に相談を持ちかける。ここから舞台は 19 世紀ロンドンへと移り、メ
イベル・ビアズリー、弟のオーブリー、オスカー・ワイルド、アルフレッド・
オスカー・ワイルド研究 16（2017 年）

原田マハ著『サロメ』

ダグラスといった人々の愛憎入り交じる、〈サロメ〉を巡る物語を読者は目
の当たりにすることとなる。
本の題名、そして日本人とイギリス人という〈異国人〉のやり取りから
物語が始まることからも、その背景にはワイルドの『サロメ』があること
は明白である。しかし、著者の主眼は、表紙に例の絵を、そして本扉の次
ページには「あゝ！あたしはたうとうお前の口に口づけしたよ、ヨカナー
ン、お前の口に口づけしたよ」という台詞を載せていることが示唆するよ
うに、ワイルドよりもビアズリー（姉弟）の人生に向けられている。史実
を織り交ぜながら描かれた、枠物語の体裁をとるこの『サロメ』の特徴の
一つは、複数の階層で仕掛けられた〈ズレ〉にあると考えられる。
まず読者が認識するのは、物語全般で繰り返し強調されているビアズリー
姉弟の〈普通〉とのズレである。彼らの母は、オーブリーの芸術的才能に
触れ、
「やっぱり普通じゃない」という思いをこぼす。オーブリーがグラマー
スクールで演劇や出し物に関わると、
「普通ではない芸術的才能がある」こ
とに周囲は気付く。オーブリーの絵の価値を見出したフレデリック・エヴァ
ンズは、彼の絵を「よくも悪くも普通ではない」、「普通じゃないのを超え
0

0

て、異端だ」と評する。姉のメイベルは、その異端な画家の姉であること、
そして舞台女優としての成功を夢見て活動していることを隠しながら、エ
ヴァンズの書店を訪れていたが、後に彼から「あんたの立ち居振る舞いは、
普通のご婦人と違っていた」と言われる。彼女自身も、一人の女性として
当時の支配的な価値観とのズレに自覚的であり、「普通であれば、自分く
らいの年頃の女性は、結婚して家庭に入り、子供を育てているのが当たり
前だ」と家庭の天使的な役割にも思いを巡らせる。このようなビアズリー
姉弟の〈普通〉からの逸脱が繰り返し示されることで、彼らの存在が物語
世界で際立つこととなる。
この物語にはまた別の大きなズレが描きこまれている―オスカー・ワ
イルド原作の『サロメ』とのズレである。その前提として、それぞれの作
品の主人公メイベルとサロメが重なり合うことを読者に気付かせる作中の
表現は枚挙に遑がない。舞台女優としての成功を夢見るメイベルは、聞い
たこともない演目のオーディションで、サロメを存分に意識しながら「靴
を脱ぎ捨て、ストッキングをするりと足から抜いて、裸足になっ」て踊っ
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たり、喀血し意識を失ったオーブリーの「首を掻き抱い」て、口と口を合
わせたりする。サロメの象徴の一つである〈月〉とメイベルが直接的に結
びつけられることはないが、メイベルが舞台女優として（一時的な）成功
を収めた際の描写―「スポットライトが、この世界中で自分ひとりだけ
を照らし出す太陽のように頭上高く輝いている」―は、太陽によって形
を規定される月の性質と彼女の人生の満ち欠けを踏まえると興味深いもの
である。物語の主人公であるメイベルが、演劇〈サロメ〉の主人公と随所
で響きあっているさまが見て取れる。
ただし、メイベルは原作のサロメ像を単純に引き写して創造されたキャ
ラクターではない。サロメとの類似性の中に、差異を紛れ込ませることに
よって、一人の女性としての葛藤が巧みに表現されている。幼少期からオー
ブリーの絵のモデルを引き受けているメイベルは、画家である弟の視線を
一身にまとう。つまり、男性の視線にさらされる対象としての立場が強調
されている。それはワイルドによって書かれたサロメを想起させるもので
あるものの、自身の扇で顔を隠し、視線に耐えられないと嘆くサロメに対
し、メイベルはその職業が象徴するように「目に飢えて」いる。欲情する
目の対象となることに恍惚を感じ、そして自分には「見られる素質」があ
ると信じる彼女は、一人の男の視線では物足りなくなっており、「百万人
のオーブリーの『目』にみつめられたい」という彼女の強い願いが物語の序
盤で語られる。
多数の目にさらされるためにメイベルがとる手段の一つが、処女性の喪
失である。メイベルは舞台に立つという自己実現のために、劇場関係者に
身をゆだねる。原作のサロメも、ヨカナーンの肉体を追い求めるという意
味では似ているかもしれない。しかし、メイベルの「白い麻の寝間着の裾
をゆっくりと染めていく鮮血」がこの物語の始まりを象徴するものである
一方、その色彩から想起される原作『サロメ』の一場面―「お前の小さな
足は白い鳩とならう。木の枝先に揺れ踊る小さな白い花ともならう・・・
おゝ！ならぬ。踊れば血を踏まう！あたり一面、血のしぶきだ」―は、
結末に向けてサロメが動き出す終盤のシーンである。初めから純潔を失う
ことによって願いを叶えようとするメイベル、純潔を武器として最後に願
いを叶えようとするサロメ。大筋ではサロメ像を辿りながらも、初期段階
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原田マハ著『サロメ』

で二人の性質が巧妙にずらされることで、「悪魔に身体を売り渡」すとい
う決断をした主人公メイベルの意志や迷いが浮き彫りとなっている。
言うまでもなく、メイベル／サロメだけでは小説『サロメ』は成立しない。
「父親不在のビアズリー家」において、長男であるオーブリーが「着席しな
いことには夕食は始まらない」ことからも明らかなように、物語中では彼
が父性の一端を担っている。そのことは、絵のモデルを務めるメイベルに
向けられる欲情した「目」の持ち主であることと相まって、オーブリー＝
ヘロデという結びつきを読者に意識させる。物語が進むにつれて、その関
係性に加わるのがオスカー・ワイルドである。「預言者のような口調で」話
す彼を、メイベルは「女優として花開く希望を託してみたい相手」として
捉え、「強い願望」を持って取り入ろうと試みる。
オーブリーとワイルドがそれぞれヘロデ、ヨカナーンのように機能しつ
つも、その等式は固定的ではなくむしろ流動的なものである。メイベルが、
自身の思う七つのヴェールの踊りを〈語って〉みせた相手はワイルドであり、
彼女が繰り返し様子や体調を見に行く対象は自室に籠るオーブリーである。
実際に彼らの視線はすれ違っていく。両者の〈目〉を求めていたメイベル
を取り残すように、オーブリーの視線はワイルドに、ワイルドの視線はオー
0

0

ブリーへと注がれることとなる。この視線の行き違いは、「ふたりは普通
0

0

0

0

ではない 関係に陥っている」ことをメイベルに実感させ、その結果、三者
の関係性を揺り動かしていく（傍点引用者）。物語終盤では、オーブリーと
ワイルドに加えてメイベルの役割さえも固定されることを拒む。作者が作
り出した舞台上で、役者は場面に応じてその姿を変え、互いの役割を奪い
クライマックス

合うかのような力強さで読者を「最 高 潮」へと導いていく。
改めて、メイベルの行動や関心に目をやると、物語全体を通じた大きな
変化に気付かされる。それは、〈声〉から〈文字〉への移行である。彼女は、
自分をモデルにスケッチをする弟の「甘美に響」く「つぶやき」に胸をしめ
つけられたり、「一言だけ」の台詞のために劇場主と関係を持ったりする。
その上演の後にどこかから「声がかかると信じて」いたメイベルであった
が期待通りにはいかず、劇場主との関係を断ち切る。その後、メイベルが
フレデリック・エヴァンズの書店を訪れた際に、彼から「二十世紀はどん
な時代になるだろうか？」問いかけられ、「ごく普通の市民がひとり残ら
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ず字を読めるようになって、新聞や雑誌を楽しむ」時代がくるという彼の
予言めいた持論を聞かされる。ここで読者は、物語序盤で提示された〈声〉
を象徴する場面―病床に臥すオーブリーの「初めに言葉ありき」で始ま
る有名な聖書の文言を繰り返しつぶやく―を対比的に思い出すかもしれ
ない。そしてその時にメイベルがエヴァンズから手渡されるのがワイルド
による私家版『サロメ』である。スミレ色の表紙の本を手にしたメイベルは、
幼少期に聖書を読んだ体験を思い返し、手元の薄い本に刻まれた活字を
「貪るように」読む。彼女の演劇すなわち〈声〉への憧憬は残しつつも、物
語は手紙、電報、紹介状、そして英訳版『サロメ』といった〈文字〉を中心
として展開していく。文字の力を利用して切り開かれたメイベルとオーブ
リーの人生は、
「大きく踊る文字」によって再度、変転を迎えることとなる。
そして「口をふさ」ぐという行為によって、物語の幕は下ろされる。
メイベルが物語中でサロメとしての役割を担うことにもまして、この
〈声〉から〈文字〉への移行を体現していることは興味深く感じる。それは、
フォノセントリズム

音声中心主義を批判的に捉えているといった理由によるものではなく、著
者がジャンルのずらしを試みているからである。〈声〉から〈文字〉への移
行は、〈演劇〉から〈小説〉への移行とも考えることができる。物語中で〈舞
台女優〉を〈書く女〉へ徐々に変容させることによって、著者は原作『サロ
メ』の演劇的な要素を意識しつつ小説『サロメ』へと書き換えたと言えるの
ではないだろうか。21 世紀を舞台としたプロローグで、ワイルド研究者の
ジェーン・マクノイア博士はビアズリー研究に携わる甲斐祐也に次のよう
4

4

4

4

に問いかける―「〈サロメ〉は、誰によって書かれたと思いますか？」
（傍
点引用者）原田マハの『サロメ』は読者に、この問いに対する新たな選択肢
を与えてくれるかもしれない。
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学会記録
日本ワイルド協会 第 41 回大会 プログラム
日時：2016 年 12 月 3 日（土） 13:00-17:35
場所：武庫川女子大学中央キャンパス 中央図書館棟 C － 804
〒 663-8558 兵庫県西宮市池開町 6-46
会場受付開始（大会会場前） 12:00
総会
総合司会 副会長
【開会の辞】

12:30-12:50
金田仁秀（群馬大学准教授）

13:00

理事・開催校担当

玉井

暲（武庫川女子大学教授）

【シンポジウム】 13:10-15:10
ワイルドを取り巻く視覚芸術―絵画、映画、サヴォイ・オペラ
司会

桐山恵子（和歌山大学准教授）

The Picture of Dorian Gray の Basil Hallward はいかなる画家か？
講師

同

上

講師

高橋美帆（関西大学教授）

ワイルドと装飾
『ペイシャンス』から『ユートピア有限会社』へ
―ワイルド、アメリカ、アイルランド
講師

金山亮太（立命館大学教授）

ワイルドの受容
―映画 The Importance of Being Earnest にみる「新しさ」の変容
講師
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池田祐子（中村学園大学准教授）

【研究発表】

15:30-16:10

司会

松本

朗（上智大学教授）

Ever Decreasing Circles: The Aesthete's Idealism,
Self-Realization and Mortality in the Fiction of Wilde and Hardy
Barnaby Ralph（Seikei University）
Neil Addison（Tokyo Womanʼs

Christian University）

【講演】

16:20-17:20

司会

原田範行（東京女子大学教授）

ハーディとワイルド―田舎、都会、イングリッシュネス
金子幸男 （西南学院大学教授）
【閉会の辞】

17:30

【懇親会】

18:00-20:00

会長

原田範行

キャンパス内・学院食堂「アゼリア」
（公江記念講堂地下 1 階）
会費：一般会員 5,000 円、学生 2,000 円
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日本ワイルド協会第 41 回大会発表要旨
ワイルドを取り巻く視覚芸術―絵画、映画、サヴォイ・オペラ
司会・講師

桐山

恵子

講師

高橋

美帆

講師

金山

亮太

講師

池田

祐子

シンポジウム全体要旨
ワイルドを取り巻く視覚芸術―絵画、映画、サヴォイ・オペラ
オスカー・ワイルドの活躍した 19 世紀後半から 20 世紀にかけては、作
家や画家、あるいは舞台にたずさわる人々が、自身の芸術領域を超えて、
他の芸術媒体への関心をより深めていき、それらを自身の作品に反映させ
たり、新しい総合芸術の創造を目指したりするような傾向が見うけられる。
そしてその傾向は、脚色されたワイルド作品が、舞台や映画で上演され続
けている現在にも当てはまるだろう。そこで本シンポジウムでは、ワイル
ドおよびワイルド作品を、美術、装飾、サヴォイ・オペラ、映画といった様々
な視覚芸術とのつながりから分析し、これまでにあまり注目されることの
なかったワイルドの芸術観や彼のアイルランドに対する意識のありようを
考察してみたい。また現在の映画監督による、ワイルド作品の新たなとら
え方も紹介する。

The Picture of Dorian Gray の Basil Hallward はいかなる画家か？
桐山

恵子（和歌山大学准教授）

『ドリアン・グレイの肖像』のバジル・ホールワードといえば、ドリアン
のような超絶美青年でもなく、かといってヘンリー卿のような機知に富ん
だダンディーでもない。物語の途中からは存在感自体が薄くなり、ようや
くドリアンと再会したかと思えば、直後に刺し殺されてしまうという、小
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説中とりわけイケてないキャラクターだと思われがちだ。しかし、物語の
契機となるドリアンの肖像画を描いたのはバジルであり、彼の本職は画家
である。そこで本発表では、彼の絵画制作の様子や画風の特徴を考察する。
ヴィクトリア朝の美術界において、画家としてのバジルはどのような位置
を占め、いかなる評価を得ていたのだろうか。芸術の最先端であるフラン
スの首都パリで、新しい美術界の流行を生みだしていたアート・ディーラー
とバジルとの関係にも触れてみたい。

ワイルドと装飾
高橋

美帆（関西大学教授）

ワイルドの生きた時代は、アーツ・アンド・クラフト運動からアール・ヌー
ヴォーへの移行期と重なる。ワイルドの好んだ画家たち―ロセッティ、
モリス、バーン＝ジョーンズ、リケッツ―はこうした運動に深く関わり、
絵画だけではなく装飾デザインも多く手掛けた。そのデザインは書物の装
丁や挿絵にはじまり、ステンドグラスやジュエリーに至るまで、多岐に渡
る。ワイルドも装飾デザインに強い関心を持ち、彼の服飾にまつわるエッ
セイと実践はよく知られるところである。彼らがそろって敬愛したのが、
唯美主義の原点かつラファエル前派の霊感の源ともいえるキーツである。
ワイルドも若い頃キーツに寄せる詩を残し、彼の手稿や直筆書簡を入手し
ている。本発表では、このようなキーツへの傾倒を再考しながら、ワイル
ドが当時の芸術運動の流れに乗って、いかに装飾を自分の作品に取り入れ
ていったのかを検討したい。

『ペイシャンス』から『ユートピア有限会社』へ
―ワイルド、アメリカ、アイルランド
金山

亮太（立命館大学教授）

サヴォイ・オペラ『ペイシャンス』
（1881）の中で彼自身が風刺されてい
る唯美主義についてアメリカ人を啓蒙するために、ギルバート＆サリヴァ
ン劇団と共に同年末に渡米したワイルドは、「英国ルネッサンス」、「住宅
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装飾」、「芸術と職人」などの講演を全米各地で行った。また彼は、アイル
ランド系移民の多い都市（サンフランシスコなど）では「1848 年のアイルラ
ンド詩人たち」という、母国絡みの講演も行っている。講演旅行から約 10
年後、サヴォイ・オペラの最新作『ユートピア有限会社』
（1893）では、ア
イルランド独立運動を下敷きに、イギリスの政党政治が風刺されていた。
しかしその頃の彼は、母国の闘争とは距離を置き、『サロメ』や『ウィンダ
ミア卿夫人の扇』などを発表して、文壇の寵児の地位を享受していた。彼
の講演やサヴォイ・オペラの作品の内容を紹介しつつ、ワイルドのアイリッ
シュネスの覚醒とその後について考察する。

ワイルドの受容
―映画 The Importance of Being Earnest にみる「新しさ」の変容
池田

祐子（中村学園大学准教授）

19 世紀末に書かれた風習喜劇『まじめが肝心』の魅力を、時代を縦断し
て今に伝える芸術の一形態として、映画を取り上げたい。随所で誇張され
た演出法は、ワイルドが描こうとした同時代の精神性の諷諭である。現代
のオーディエンスはこうした明快な視覚的表現を通して、世紀転換期の人々
が予感していた新しい時代の到来を追体験することが可能となる。「新し
い」という表現は「ニュー・ウーマン」
「ニュー・ヘドニズム」に代表される
ように、19 世紀末の特徴を表す一つのキーワードと言えるが、監督・脚本
をつとめたオリバー・パーカー氏が映像化したのもまた、世紀末の新しい
技術や新しい男女の表象であった。その過激な演出方法の意図を読むこと
で、元々ワイルドが書いた女性キャラクターの解釈が広がりを見せること
についても言及したい。
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Ever Decreasing Circles: The Aesthete’s Idealism, Self-Realization
and Mortality in the Fiction of Wilde and Hardy
Neil Addison (Tokyo Woman’s Christian University)
Barnaby Ralph (Seikei University)

Whilst Oscar Wilde and Thomas Hardy reached the literary zeniths of
their careers at almost exactly the same time, and were both similarly
fêted as great literary men of letters by fashionable London society, they
moved in different circles. Indeed, on first glance, the prose of Wilde
and Hardy would appear to have little in common. Wilde’s aestheticism
and social satire, modelled as it was on the rhetorical traditions of
Swift, Pope and Moliere appears to the casual critic worlds away from
the austere, pessimistic, stoically late-Victorian tragedies of Thomas
Hardy. Yet, their literary output does exhibit certain similarities, and, in
thematic terms, both writers address ideas which, although expressed
differently, actually complement each other dyadically. Wilde’s A
Picture of Dorian Gray and Hardy’s The Well Beloved focus on the
theme of the self-obsessed aesthete, and the long-term consequences
that one incurs when striving after an idea. Hardy’s The Mayor of
Casterbridge and Wilde’s The Importance of Being Earnest address the
act of falling in love in terms of how this process ultimately engenders
self-realization. Finally, Wilde in Salome and Hardy in The Return of
the Native dissect the idea of death as a narrative event. In this way,
both writers explore fundamental elements of the human experience
in terms of its ever-decreasing circular condition, from aestheticism to
self-realization, and finally, mortality and death. Thus whilst Hardy and
Wilde moved in different literary circles, their narrative themes can be
understood as having addressed the human condition in a complimentary
fashion.
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日本ワイルド協会規約
（名称）
第 1 条 本会は「日本ワイルド協会」と称する。
（目的）
第 2 条 本会は、19 世紀末イギリスの作家、オスカー・ワイルドに関する
理解と研究を深めることを目的とする。
（事業）
第 3 条 本会は、この目的を達成するため、次の事業を行う。
（1）全国大会（講演、研究発表、シンポジウム等）年 1 回。
（2）研究会。
（3）研究誌、会報の出版。
（4）その他の関連事業。
（会員）
第 4 条 本会の会員は、研究活動に積極的に参加し、これを援助する。
（役員）
第 5 条 本会には、会長（1 名）、副会長（2 名）、理事（若干名）を置く。ま
た、本会には名誉会長、顧問を置くことができる。
2 本会には、他に、事務局長、
『ワイルド研究』編集委員長、会計監査（2 名）
を置く。
3 会長、副会長、理事、会計監査の任期は 2 年とし、留任を妨げない。
但し、会長、副会長は、原則として 2 期までとする。
4 役員は、理事会が推挙し、総会において選任する。
5 理事は、会員のなかから総会において選任する。
6 本会の運営は理事会が行う。理事会は本会の主要事項を審議し、会の
運営に責任をもつ。会長、副会長は、自動的に理事を兼任するものとする。
7 事務局長、
『ワイルド研究』編集委員長は、理事を兼任するものとする。
なお『ワイルド研究』編集委員は、理事会において選任し、任期は 2 年とし、
留任を妨げない。
8 名誉会長、顧問は、本会の発展に寄与した者のなかから理事会が推挙
し、総会において選任する。但し、名誉会長、顧問は、本人からの申し出
がない限り終身役職とし、本会の年会費が免除される。
9 理事および役職者の任期は会計年度にあわせて 4 月 1 日よりとする。
（研究誌、会報）
第 6 条 第 3 条（3）の事業を行うについては別に定める。
（総会）
第 7 条 総会は、第 3 条（1）の時期に開催する。
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（会費）
第 8 条 会費は、次の通り定める。
一般会員 8,000 円
大学院生 5,000 円
学部学生 5,000 円
（会計）
第 9 条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から始まり、翌年 3 月 31 日ま
でとする。
2 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれに当てる。
3 決算については、総会の承認を得るものとする。
（事務局）
第 10 条 本会の事務局は、青山学院大学文学部田中裕介研究室（〒 150-8366
東京都渋谷区渋谷 4-4-25）に置く。
2 事務局に、事務局長 1 名を置く。
3 事務局に、事務局長補佐 1 名を置く。本職は事務局長が任命するもの
であり、本会の他の役職と兼務することができる。
4 事務局に、編集事務、大会事務、広報、ウェブの担当者を若干名置く
ことができる。上記の職は事務局長が任命するものであり、本会の他の役
職と兼務することができる。
第 11 条 本会則の改正は、総会の議決による。
（入会と退会）
第 12 条 入会希望者は、署名と入会年月日を記載した入会届を事務局に
提出する（電子メール添付も可）。
2 入会者には、入会年月日の含まれる年度より会費納入の義務が生じる。
3 会費未納をもって自然退会とは見なさず、退会希望者は、退会の意思を、
文書（電子メールも可）をもって事務局に伝えることとする。
4 退会者には、退会の意思を事務局に伝達した年月日の含まれる年度の
会費納入の義務がある。
5 会費未納年度のある退会者には、退会後も未納分の会費を納入する義
務が残存する。
附
則
昭和 63 年 11 月改定
平成 元 年 12 月改定
平成 2 年 12 月改定
平成 4 年 4 月改定
平成 4 年 11 月改定
平成 6 年 11 月改定
平成 10 年 11 月改定（会費）

平成 11 年 11 月 27 日条文整備
平成 14 年 11 月改定（学会開催数）
平成 18 年 11 月改定
平成 19 年 12 月改定（会計年度）
平成 26 年 11 月改定（役員任期）
平成 28 年 12 月改定（事務局・入退会）
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日本ワイルド協会研究誌
『オスカー・ワイルド研究』第 17 号投稿規定
1. 投稿資格 本協会会員であること。
オスカー・ワイルド、および関連する諸問題の研究で、未発表の論文、
2. 内容
または研究ノート（論文執筆に向けた予備的な覚え書き）とする。（但し、過去にお
いて学会及び研究会などで行われた口頭発表をもとにしたものも可。その場合、原
稿末尾にその旨を明記すること。）
日本語または英語。
3. 言語
4. 執筆要項
（1）論文は、日本文の場合、横書き 14,000 字以内。英文の場合、7,000 語以内。研究ノー
トは、日本文の場合、横書き 7,200 字以内。英文の場合、3,600 語以内。いずれも注
および引用文献一覧を含む。
（2）書式は MLA Handbook for Writers of Research Papers などの標準的なスタイルマ
ニュアルに従うこと。
（3）注および引用文献一覧は論文・研究ノートの末尾にまとめること。
（4）提出原稿は MicrosoftWord ファイル形式（.dox, .docx）あるいはリッチテキスト・
ファイル形式（.rtf）で保存すること。
（5）原稿ファイルとは別に、執筆者の略歴（生年、最終学歴、現在の身分）を同じ
く MicrosoftWord ファイル形式（.doc, .docx）あるいはリッチテキスト・ファイル形式
（.rtf）で保存したカバーレターのファイルも併せて送付すること。
（6）印字原稿の提出は必要としない。
（7）論文、研究ノートの抜き刷りは 20 部とする。
（8）著作権のある図版などを使用する場合は、あらかじめ許可を得ておくこと。

5. 投稿期限 2018 年 7 月 31 日
電子メールの添付ファイルでのみ受付：wildesocietyjapan@gmail.com
6. 送付先
（メールの表題を「『オスカー・ワイルド研究』投稿」とすること）

7. 附則
（1）掲載の可否は編集委員会が決定する。
（2）初校のみ執筆者が行うこととする。その際の校正は植字上の誤り等に限り、内
容に関する加筆訂正は認めない。
（3）協会主催の講演等に基づいた論文の場合、上記規定とは別に本協会会員以外の
原稿を掲載することがある。
日本ワイルド協会『オスカー・ワイルド研究』編集委員会
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編集後記
昨年の本協会大会シンポジウム「ワイルドを取り巻く視覚芸術」では、ワ
イルドの作品に基づく映画も取りあげられ刺激的な議論が交わされた。ワ
イルド作品の映画化といえば、個人的に（忘れたくても）忘れられない映画
として、イタリアの劇作家・俳優であるカルメロ・ベーネが監督した『サ
ロメ』
（1972 年）がある。映画批評家の赤坂太輔氏によれば、かつてイタリ
ア文化会館でこの作品が一度だけ上映されたとき、最前列にいた女性が
「恐怖のあまりハイヒールで出口に向かってダッシュしドアを蹴破った」こ
とがあったという。この作品、ホラー映画でもスプラッター映画でもない
のだが、上映会場からの脱出を敢行した女性の気持ちもわからないではな
い。ベーネの『サロメ』では、反復されるキッチュでグロテスクなイメージ、
調和を欠いた色彩、ヒステリックな歌声のようなイタリア語、大げさで場
違いな音楽等々が遠近法に収まることなく、観客の神経を逆なでするかの
ように画面から押し寄せてくるのだから。まさしく「音と映像のスキャン
ダル」である。ワイルド版『サロメ』の原形をほとんどとどめていないベー
ネ版『サロメ』はしかし、スキャンダラスという点で、みずからの身体と人
生を一つの「スキャンダル」に成形したともいえるワイルドに似ている。た
だこの場合、「スキャンダル」という言葉を不名誉な醜聞といった意味に解
すべきではない。それは、マジョリティーによる平準化と歴史化の暴力か
ら逃れるプロセスそのもの、マイノリティーの政治的であるほかない存在
の仕方を表す言葉なのだ。ジル・ドゥルーズは「マイナー宣言」と題された
ベーネ論でこういっている。自分の特異性をマジョリティーの一部に組み
込む力を持ったシステムから逃れようとする限り、マイノリティーに成る
ことは万人にとっての目標となる、と。誰もが知る通り、こうしたマイノ
リティー＝スキャンダルは文化資本にその糧としてただちに回収されてし
まうわけだが、しかしだからこそ、マイノリティーに成り「続ける」ことが
普遍的な目標となりうる。「出口に向かってダッシュしドアを蹴破った」例
の女性は、ベーネ版『サロメ』のスキャンダル性を忠実に体現するマイノリ
ティーにあの瞬間成っていたのかもしれない。
十分に「マイナー」たりえているかはわからないが、本号も刺激的な論文、
書評を掲載することができた。原稿をお寄せくださった皆様に心より御礼
申し上げます。
鈴木 英明
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