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『生活の藝術化』から『英國近世唯美主義の研究』へ
―本間久雄のウィリアム・モリス研究を中心に

特集：ワイルド研究者としての本間久雄

　川端　康雄

はじめに
本間久雄の『生活の藝術化』は、初版が1920（大正9）年に刊行されて以来、
大正期から昭和初期にかけて数度版を重ね、戦後の1946（昭和21）年にも
復刊されている。標題の論考に加えて「美感の頽廃」「ウィリアム・モリス
の生涯」の3部からなる本書は、大正期にひとつのピークを迎えた日本で
のモリス受容史のなかで特筆すべき著作である。『英國近世唯美主義の研究』
は1934（昭和9）年刊行、ラファエル前派から書き起こし、ジェイムズ・マ
クニール・ホイッスラーと並んでウィリアム・モリスに1セクションを割き、
中心人物たるワイルドへと筆を進めている。モリス研究に傾注していた時
期、本間は民衆芸術をめぐる論争に深く関わった。エレン・ケイやロマン・
ロランとともに、モリスの芸術論にも依拠して一連の論考を発表している。
本稿では、『生活の藝術化』から始めて、1928（昭和 3）年から翌年にかけ
ての英国での調査研究をへて『英國近世唯美主義の研究』に至る本間の研
究の道筋をたどったうえで、本間によって民衆芸術論と唯美主義思想がど
のような関係を結びつつモリスからワイルドの系譜が捉えられているのか。
この点を最後に考察したい。
本間は早くも1909（明治42）年3月に「人生も自然の模倣也」（『文章世界』）
でワイルドの「虚言の衰退」に言及している。このとき本間は23歳、早稲
田大学学生だった。1911（明治 44）年には長尺の「オスカア・ワイルド論」
を『早稲田文学』（1911年 3月）に発表している。佐々木隆は、これをふく
む本間の一連のワイルド研究の功績は、（伝記研究が主流であった時代に）
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「〔マックス・〕ノルダウに代表されるワイルド観に支配されることなく、
作品からワイルドの芸術観を理解したこと」（286）にあると評価している。
本間は同年には『獄中記』の翻訳（もちろん完本以前ではあるが）を『早稲
田文学』に掲載し、それを 1912（明治 45）年に単行本で新潮社より刊行、
翌 1913（大正 2）年に『遊蕩児』と題して『ドリアン・グレイの肖像』の翻訳
を、1916（大正5）年に童話集『石榴の家』（春陽堂）、1920（大正9）年に『社
会主義と人間の霊魂』（新潮社）と、続々と翻訳を手がけていた。『社会主
義と人間の霊魂』の扉絵にはマックス・ビアボウムのカリカチュアが用い
られている。

1．「民衆芸術論争」とモリス研究
ワイルド研究よりも後のことになるが、大正期に入って本間はモリスに
ついて本格的に取り組むようになる。むろんワイルドが強い影響を受けた
詩人・芸術家であったことからモリスに関心がむかうのは自然な流れで
あっただろうが、具体的にはどのような契機があったのか。これについて
は平田耀子がすでに検証しており、本間が『早稲田文学』の1916（大正５）
年８月号に発表した「民衆藝術の意義及び価値」に端を発する「民衆芸術論
争」に関連しているという（平田 215）。
エレン・ケイの「更新的修養論」とロマン・ロランの「民衆劇場」論に言
及して「民衆芸術」の定義を試みた本間のその論考に対して、安成貞雄や
大杉栄ら識者が反論を寄せ、『早稲田文学』を主要な場として一大論争となっ
た。この論争について、ひとつのまとめでは以下のように記されている。

本間が民衆を教化する芸術を論じたのに対し、急進的な大杉は〈民衆
によって民衆の為に造られ而して民衆の所有する芸術〉と規定して、
労働階級の政治的自立と芸術的自立の同時達成を主張し、両者の論旨
が有効にかみあうまでにいたらず、論議は労働文学や民衆詩などと一
つになって、大正末年のプロレタリア文学をめぐる大渦の中に吸収さ
れていった。(大津山 567)

この説明では、さほど生産的な論争ではなかったというニュアンスに
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なっているが、本間にとっては、「民衆芸術」の問題を根本から考えさせ
られる刺激になったのは確実であり、その際にモリスの芸術論から多く学
ぶところがあったように思われる。『早稲田文学』の1918（大正7）年6月号
に寄稿した小論で本間はこう述べている。

ウィリアム・モーリスは民衆藝術を定義して「民衆によつて民衆のた
めに造られ、その制作者にも、その需要者にも共に幸福である藝術」
と云つたのは確かに肯啓に中る。モーリスのこの場合の「民衆」が貴
族に対した平民、遊民階級に対した労働階級であつたことは云ふまで
もない。
　〔・・・〕民衆藝術といふ以上、「民衆」といふ一点に特に力点が附
されなければならない。言葉を換へて云へば民衆藝術とは特に民衆の
中に認められるべき諸価値―貴族階級、上流階級等には認められざ
る、又は認められることの甚だ少なき―を高調し力説することによ
つて、或ひはそれらの価値を所有しながらそ、〔ママ〕れを意識しな
い民衆にそれを意識せしめ、或は既に意識している民衆に更に一層こ
れを鼓舞する如き藝術であらねばならぬ。この意味で民衆藝術は、民
衆のためで

4 4 4

あると共に民衆によつて
4 4 4

―少くも民衆的精神の所有者
―造られたものであらねばならぬ。民衆藝術は決してトルストイ一
流の一般的藝術ではない。
　民衆藝術の考察はこの意味で、先づ「民衆」そのものの考察からは
じめられなければならぬ。（「民衆藝術の問題」23; 傍点は原文）1

モリスに依拠しつつ、階級と不可分な概念として「民衆藝術」を考察す
る必要を説くこのくだりを見るかぎりでは、先ほど引いた論争の要約で「本
間が民衆を教化する芸術を論じたのに対し」としているのは一方的で、必
ずしも大杉と対極の議論ではなかったことがわかる。
論争の発端となった本間の上記の論考はもっぱらエレン・ケイとロマ
ン・ロランに依拠していたのであるが、後年回想しているところによれ
ば、学生時代にすでに本間はモリスの第一講演集『芸術のための希望と不
安』（Hopes and Fears for Art, 1882）を読んでおり、「民衆芸術」の語を持ち
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出したのはそこに収録されているモリスの講演「民衆の芸術」（“The Art of 

the People”）を念頭に置いてのことだったのだという。2この論争が本間に
とっておそらくモリス研究に深入りする弾みとなったことは強調されてよ
いだろう。

2　『生活の藝術化』
1920年代の前半が日本のモリス受容という点でひとつのピークに至っ

た時期であるが、本間の主要なモリス論考も（またモリスの翻訳も）この
時期に集中している。1922（大正11）年には「工藝美術家としてのウィリア
ム・モリス」を『早稲田文学』に 2回に分けて掲載（1922年 2月、3月）、こ
れは工芸家としてのモリスに力点を置いての評伝で、その執筆に依拠した
文献はＪ・Ｗ・マッケイル、ホルブルック・ジャクソン、アルフレッド・
ノイズらの初期のモリス伝であった。1924（大正13）年4月には「生活美化
論」を『中央公論』に発表、また同年12月には「美感の頽廃」を『早稲田文学』
に発表した。これら3本の論考に若干の筆削を加え、一部改題して単行本
とした。それが『生活の藝術化』であった。これは結局（翻訳を除けば）本
間の残した唯一のモリス論の単行本となる。また、モリスの芸術論のうち、
「有用の仕事と無用の労苦」、「藝術の目的」、「新時代の曙」、「吾等如何に
生くべきか」の4本の講演を訳出し『吾等如何に生くべきか』のタイトルで
東京堂から1925（大正14）年に刊行、大槻憲二や佐藤清らとともに、大正
期におけるモリス紹介に翻訳によっても貢献している。
『生活の藝術化』の初版は1925（大正14）年12月28日発行、版元は東京堂、
判型は四六判で表紙カバーは布装、モリスの初期の壁紙デザイン「石榴」を
真似たと思われる（しかしモリスの作ではない）模様があしらわれている。
題扉の挿絵は、モリスの『地上の楽園』の初版で使われた木口木版で、エ
ドワード・バーン＝ジョーンズがデザイン、モリス自身が版木を彫ったと
される挿絵を転用していて、装幀にかなり凝っている。構成は「生活の藝
術化」（初出は「生活美化論」）、「美感の頽廃」、「ウィリアム・モリスの生涯」
（初出は「工藝美術家としてのウィリアム・モリス」）からなる。
巻頭の「生活の藝術化」は「一　生存と生活」と題し、こう始まる。
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生活（リーブ）するといふことは、この世において稀有のことである。
大抵の人は生存（イキジスト）してゐる。そしてそれがすべてである。
これは、矯激な文學者として、その名を馳せたオスカア・ワイルドの
言葉であるが、実際この言葉には、掩ふことの出来ない真理が含まれ
てゐる。（『生活の藝術化』3）

モリス論の著作の書き出しをワイルドの言葉から始めるのはいかにも本
間的であると言えるだろう。しかも「社会主義下の人間の魂」のなかの私
有財産制を廃止する意義について語っている文脈で出てくる警句を引いて
いるのは意味深長である。これは 1920年に刊行した本間訳とほぼ同文で
ある（ワイルド 26-27）。
近代における「生活美化又は生活藝術化の提唱の一端」（『生活の藝術化』

7）を述べるという目的を示し、本間は「生活美化」の意味をふたつに区別
し、第一の意味を「生活を、生活以外の美の標準に照して、それを美化す
ること」（7）、第二の意味を「美の標準を生活以外に求めないで、それを生
活といふものの中に求めようとすること」（8）と定義する。後者は言い換
えるなら「生活そのものを美とし、藝術としようとすることである。生活
の藝術（アート・オブ・ライフ）といふことを説いたカアペンタアやモリス
は、すなはち、この第二の場合における生活美化の思想を代表する」（8）。
そして本間がこの著作をとおしてモリスを中心人物として探ろうとするの
は第二の意味における「生活美化」であり、これが「現代においての最も重
要な思想問題であり、又一種の社会問題であり得るものである」（9）。そ
うした「生活美化の根本条件の第一は、その人本来の創造的衝動の充足又
は実現にある」（13）として、本間は「創造的衝動」を人びとがいかに発揮し
ていくべきか、という点に論を進めていく。エドワード・カーペンターや
エレン・ケイ、またバートランド・ラッセルらの芸術論も援用するが、もっ
とも引き合いに出すのが当然ながらモリスの著作と実践である。特に第5

節「労働の快楽化」ではモリスの講演「有用の仕事と無用の労苦」の内容を
紹介し、「祝福であり光明である労働と呪ひであり重荷である労働との差
異」（32）に読者の注意を促す。その差異は「希望」の有無、すなわち、「休
息の希望と、生産の希望と、仕事それ自らにおける快楽の希望」（33）のあ
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るなしの違いなのだという。
本間は最終節でモリス商会の工房での職人たちの仕事を紹介し、モリス
が「生活の芸術化」の実践を試みていた次第を語る。

〔講演「有用の仕事と無用の労苦」でモリスは〕現在の労働生活の環境を、
上のやうに半ば揶揄しながら、転じて、工場労働の状態に及び、彼等
工場労働者が、現在のやうに、決して狭苦しい市中の陋巷に豚のやう
に押込められてはならないこと、もつと住み心地のよいところに置か
れなければならないこと、工場は、そこに働く人に取つては、少くと
も充実した、温い社交生活の機会であり、知的活動の中心であり、自
己の家庭と同じく慰楽の源泉でなければならないといふことを、モリ
スは力説してゐる。そして、このことを、実現するために彼れは自ら
マアトン・アベーの工場を経営して、楽しい環境と変化のある仕事と
によつて、吾々の日常生活に最も有用な物品―家具調度その他の工
藝美術品の製作に一身を捧げたのであつた。（47-48）

ここで言及されている「マアトン・アベーの工場」はモリスがテキスタイ
ルの織りと捺染の作業をおこなうために1881年にロンドン南部マートン・
アビー（Merton Abbey）に開設した、テキスタイル制作および染色・捺染の
工場であった。これを書いた時点でもちろん本間は実際にこの工場を見て
いるわけではなく、マッケイルのモリス伝などの文献情報によってその様
相を思い描いていたのだった。

3　「マアトン・アベーにヰリアム・モリスを偲ぶ」(1929)
大正期における本間のワイルド、モリス研究は、文献資料を蒐集し精読
し（一部は翻訳し）、論文を書くというデスクワークを中心としたのであっ
たが、勤め先の早稲田大学から在外研究の許可を得て 1928（昭和 3）年春
から1年間ヨーロッパおよび英国への留学を果たしたことで新展開を見せ
る。帰国後の 1929（昭和 4）年に本間はその経験を綴った『滞欧印象記』を
刊行した。そこにはさまざまな興味深いエピソードが綴られている。そこ
に収められた紀行文「マアトン・アベーにヰリアム・モリスを偲ぶ」は、稼
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働中のモリス商会の工場の訪問記として非常に貴重な記録であるので（ま
た、入手困難なテキストでもあるので）、ここで多少詳しく紹介しておき
たい。その書き出しはこうである。

ヰリアム・モリスは云ふ迄もなく十九世紀後半の英文学の中では見逃
してはならない人である。詩人としても思想家としても、工藝美術の
改革家としても。私は前々からこのモリスに―殊に工藝美術の改革
家としてのモリスに特別の興味を感じてゐた。さきに公にした拙著『生
活の藝術化』も、結局、この工藝美術家としてのモリスを紹介したも
のに外ならなかつた。蓋し、工藝美術家としての彼れの努力の大部分
は、マアトン・アベーの工場の経営に注がれてゐたと云つてもよい。
で、英吉利に行つたなら、是非その工場の跡をたづねようといふのが、
私の前々からの望みであつた。
　私が、アマトン〔ママ〕・アベーの工場を訪ねたのは、昨年〔1928年〕
の十二月も暮に押しせまつた二十三四の頃であつた。チャーリング・
クロスから地下電車に乗つて約四十分ばかり南の方ヰンブルトンと云
ふ田舎町までゆき、この町の大通を西から東の方へ、約五六町ゆくと、
そこがマアトン・アベーの工場であつた。（177-78）

現在はグレイター・ロンドンの一部になっているが、マートンは当時は
サリー州の一部であった。引用の最後にあるように、いまでは毎年初夏に
開催されるテニス国際試合（全英オープン）の会場があるウィンブルドンに
程近い場所であるといえば地理が描きやすいだろうか。
「是非その工場の跡をたづねよう」という「前々からの望み」があっての
訪問だと述べているが、1861年に「モリス・マーシャル・フォークナー商
会」として発足したモリス商会は、1896年にモリスが没して後も存続し、
最終的に解体されたのは第二次世界大戦中の 1940年のことであり、本間
が訪ねた1928年は未だにモリス存命中の工場の状態を留めていた（1940年
の商会解体後、工場は人手に渡り、その木造の建物は取り壊された）。また、
モリスを直に知る人もそこには残っていた。このとき工場のマネージャー
を務めていたのはジョン・ヘンリー・ダール（1859-1932）だった。彼は
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1878年に19歳でモリス商会に就職、最初はオクスフォード街のモリス商
会ショールームの販売助手だったが、図案工としての才能をモリスに見込
まれて、タペストリー織りの技能を教え込まれた。モリスの偉大さゆえに
影が薄くなってしまったが、壁紙やテキスタイルのパターン・デザイナー
としても商会に貢献していた。モリス没後にモリスを継いでアート・ディ
レクターの任に就いてもいる。このような人物の晩年に本間はモリス商会
の現場で面会し、工場内を案内してもらったのである。

私は、倫敦のハノブァー・スケヤのジョルヂ街にあるモリス商会―
このマアトン・アベーで製作されたものを販売する商会―の支配人
からの紹介状を持つてゐたので、まづこの工場の管理者であるダール
氏に逢つた。氏は、六十位の小柄な上品な紳士で、モリス在世中は、
その弟子として親しくモリスの薫陶を受け、モリスの死後はその事業
を経営して今日に至つた人である。快く私を迎へて工場の中を案内し
て一々説明して見せて呉れた。（181）

モリス存命中であれ、没後であれ、稼働中のモリス商会の工場を見学し
た日本人はほかにいるのであろうか。寡聞にして私は知らない。本間が唯
一の日本人であったのかもしれない。ワイルドの関係者との面談もそうだ
が、『滞欧印象記』を読むと、本間は著名な文人や画家、あるいはその親

図 1 マートン・アビー工
場（出典：本間久雄『英國
近世唯美主義の研究』84
頁向かい）
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族や関係者らに何らかの手立てで接触し、相手の懐にすっと入っていって
突っ込んだ話を聞き出せるような、かなり高度なコミュニケーション能力
を持ち合わせていて、それが有益な調査・取材の成果をもたらしたように
見受けられる。1928年という時期にマートン・アビーを訪ねてダールに案
内してもらった記録を残しているというのは、モリス研究の資料としても
極めて貴重である。
ダールの案内でまず通されたのが「染物の室」だった。そこには「半ば土
間に埋められた大きな桶に、藍色や赤色などが、あちらにもこちらにも湛
へてあつた。そして、一方の隅には染色工が、絹をこの藍色でしきりに染
めてゐた」（181-82）。モリスが1870年代に自ら習得したインディゴ染料を
主とした染色の工程がここでおこなわれていたのだった。その次に案内さ
れたのは「織りものの室」だった。「ここには幾台かの織機が据ゑつけてあ
つて、四五人の織匠が、絹、羊毛、リネンなどでせつせと花模様を織つて
ゐた」（183-84）。つまりここは「織りのテクスタイル」（woven textile）の部
屋である。そこから「簡単な階子段を上つて二階の焼付硝子の室」に至る。
「ここは細長い室で、半ば出来上つたのや、未だ漸く手をつけたばかりの
焼付硝子が、あちらこちらに立てかけてあつたり、二三人の工匠たちが、
窓際で、丁度、霧を通して洩れ始めた太陽の光りにかざして、製作中の焼
付硝子の色どりを調べたりしてゐる」（183）。つまり、モリス商会の製品
のこれも草創期からの重要な一部門をなすステンドグラス工房がこの部屋
なのだった。

私たちは、やがてそこから、木造の屋外の階段を下りて工場の背面に
出る。と、そこには、幅二間位の浅い川があり、そこに架けられた小
橋を渡つて、今一つの他の工場へゆく。ダール氏の案内につれて、ま
づ二階に上る。ここは数十畳の大広間で、所謂「モリス更紗」の名で
ひろく知られてゐる染付更紗の製作場であつた。長い大きな卓子を室
の周囲に据ゑつけ、その上に布を延べ、そこに工匠が一々手擦で花模
様をつけてゐた。（183）

モリス商会のなかでも人気商品である「チンツ」（chintz）、つまり無地の
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コットン（綿布）に版木で何重にもプリントした捺染綿布（printed cotton）
の作業工程を語っている、これも貴重な観察記録である。なおここで言
及された「浅い川」とはテムズ川の支流のひとつであるウォンドル川（the 

Wandle）で、その清澄な水が捺染や染色の工程のなかの「ソーピング」に
とって欠かせず、それがあってこの地が工場に選ばれたといってよい。そ
の名にちなんだパターン・デザイン「ウォンドル」も「インディゴ抜染法」
を用いた人気商品のひとつだった。
その捺染織物（printed textile）のための二階の大広間から下に降りると、
その部屋は「有名なアラス織―掛毛氈の工場」だった。

一種の織機ではあるが、二間位の幅で縦糸を垂れ、これに梭代りに、
一々手で、横糸と色彩のある毛糸を編み込むといふ特別なやり方であ
つた。ここにも工匠が四五人、図のやうに腰をかけながら、前面の画
家の筆になつた原図と対照しながら黙々として製作にいそしんでゐた。
〔・・・〕私は今、工匠たちが一々丁寧に、編物や刺繍でもすると同
じやうに、垂れ下がつた縦糸に横糸を通しながら、そこに巧みに色毛
糸を嵌め込んでゆく様を眺めながら、このアラス織は容易ならぬ労作
になるものだといふことを、しみじみ感じたのであつた。（184-85）

ここで本間は「アラス織」という語を用いているが、現代の読者であれ
ば「タペストリー」と言ったほうが通りが早いだろう。装飾芸術作品のな
かでモリスの手がけたものとしては後期になってようやく実現させること
ができた、高度な技法を要するタペストリー製品が、モリス没後 20年以
上をへて依然としておなじような仕方で製作されていたことがここに証言
されている。
マートン・アビー工場の二階建てのふたつの棟の各部屋を一通り案内し
てもらい、本間は戸外に出る。この紀行文のなかでも本間の筆力がもっと
も発揮されている文章が次のようにつづく。

工場を出て、入口の橋の上に、私はダール氏と並んで立つた。師走の
末のこととて、霧が深くあたりを立ちこめ、凍てついたやうな冬枯れ
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の樹立が、その霧の中からぼんやりと影を浮かばせてゐる。ダール氏
の云ふところによると、これらの冬枯れの樹々の中には柳や栗や、菩
提樹や、樫などがあるさうだ。これらの樹々が春から夏にかけて一時
にその翠を競ふ時は、なかなかの眺めだといふことだ。殊に川岸に影
をうつしてゐる川柳の間を縫つて、水仙がところどころに、その黄ろ
い花を咲かせてゐる頃などは、何とも云へない、田舎めいた、趣のあ
る眺めださうだ。そしてモリスは、よく仕事のあひ間あひ間に、この
橋の上に立つてこの小川の風趣を味つたり、興の向いた時にはここに
釣をたれたりしたさうだ。私は、橋の上に立つて暫くこの風趣を眺め
ながら、今更のやうに、モリスがこの土地を工場として選んだことの
決して偶然でないのを知つた。と、同時に、このマアトン・アベーの
工場が、いかに、塵埃に埋つた狭苦しい普通の工場と異つたものであ
るかといふことをも推知し得たのであつた。
　「これでモリスの足跡をすつかり御紹介したことになります」と云
ひながらダール氏は、次にもと来た径を通つて、玄関側の事務所の氏
の部屋へ私を連れて行つた。そこは曾つてはモリス自身の事務室であ
つたと云ふことだ。何でも百五十年ばかり前の家の一部だといふこと
で、室内の装飾なども、どこか古めかしい。卓子の上には描きかけの
図案などが乱雑に置かれてある。氏は私にあたたかい紅茶をすすめな
がら、そのかみのモリスのことを思い出すままに語つた。（185-87）

モリスがこのマートン・アビーに工場を設立した1881年といえば、すで
に政治的活動に関わっていた時期で、2年後には自らが社会主義者たるこ
とを宣言し、80年代後半は生涯でもっとも多忙といってよい八面六臂の
活動をおこなっている。その頃のモリスを知るダールだが、この話題になっ
たとき、ダール自身は社会主義が「極端に嫌い」であったこと、そのため
に「余り冷淡だと云ふので時々モリスから叱られました」と本間に打ち明
けている。だがモリスも 1890年に社会主義同盟のなかでのアナキスト勢
力の台頭によって執行部の座を追われたこともあり、晩年の 1890年代は
マートン・アビーに滞在する時間が増えた。モリスが「この部屋で、机に
向つて窓越しに庭を眺めながら書きごとをしたり、図案の下絵を描いたり
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してゐる姿が、今でもよく眼の前にちらつきます」（188）とダールは本間
に感慨深げに語った。「私も亦、モリスがいつ頃から日本に紹介されたか
といふこと、今日尚、旺んに研究されてゐるといふことなどを語つてしば
しは興が盡きなかつた。氏に門まで送られて私がマアトン・アベーの工場
を出たのは日暮方であつた」（188-89）と述べて、本間はマートン・アビー
工場訪問記を結んでいる。
ダールは本間が訪ねてから3年後の1932年1月に72歳で没している。晩
年のダールから以上のような回想を引き出し記録に留めたことは、本間の
仕事の全体のなかで大きなこととは言えないのかもしれないが、モリスを
研究する者にはきわめて貴重である。この紀行文ひとつだけでも私は本間
に学恩を感じていると述べたら、大袈裟に受け取られるだろうか。

4．『英國近世唯美主義の研究』（1934）
前節では『滞欧印象記』中のマートン・アビー訪問記にしぼって書いたが、
ワイルド研究の観点からすると、同書の巻頭の「オスカア・ワイルドの墓」
での1928年10月のパリの墓地ペール・ラシェーズに眠るワイルドの墓参
りの紀行文、「オスカー・ワイルドの遺子と語る」でのヴィヴィアン・ホラ
ンドとの面談、また滞英中のワイルド関連資料の蒐集について語った「ワ
イルド研究資料蒐集について」など、貴重な記録がそこに残されているこ
とは言うまでもないが、それについては平田論文で扱われているのでここ
は割愛する。ひとつ強調すべきは、1928年春からの1年の滞欧、滞英は、
長年のワイルドと唯美主義の研究を深化させるのに資する生産的な在外研
究であったということである。その具体的な成果が1934（昭和9）年に東京
堂より上梓した『英國近世唯美主義の研究』であった。奇しくもそれはモ
リスの生誕百年の節目であり、日本でもそれを記念する行事がいくつかお
こなわれている。箱入り、天金、B5版で469頁（図版38点）におよぶ大著
である。この研究によって本間は1936（昭和11）年に早稲田大学より文学
博士の学位を授与されている。
さて、『英國近世唯美主義の研究』についても、平田耀子が『本間久雄
―大正時代のヨーロッパ文化移入』の第 9章でその完成までの道のり、
内容、出版とその後の評価について詳細に語っているので、私自身が付け
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加えられることはじつはあまりない。ひとつ、本間のその著作の主要な「種
本」のひとつとなっているウォルター・ハミルトンの『英国の唯美主義運動』
（The Aesthetic Movement in England, 1882）について、私自身が現在これの
試訳と解題を作る協同作業をおこなっていることでもあり、その関連で若
干補足しておきたい。
その本の巻末で参考書目を語るところで、本間は自身が依拠した文献の
筆頭にハミルトンの『英国の唯美主義運動』を挙げてつぎのように注記し
ている。

この〔英国の唯美主義〕運動をそれ自らとして、研究の対象としたも
のは、極めて少なく、少くも纏つた書物の形で刊行されたものは、恐
らく、
Walter Hamilton: The Aesthetic Movement in England. 1882. (London: 

Reeves & Turners.)

だけではないかと思はれる。本書は、唯美派運動の起源とその要素と
に就いて書いたもの。唯美派運動の理論的根據の説明には缺けてはゐ
るが、その当時の材料をひろく、ジャーナリズムの上から蒐集したも
ので、一種の社会的現象としてこの運動を知るには、屈強な、そして
唯一の文獻である。（445）

参考まで、『英國近世唯美主義の研究』の目次を以下に示す。

前篇
第一章　唯美派の起源
第二章　唯美派の径路及び要素（第一節　ラファエル前派／第二節　
　　　　ダンテ・ガブリエル・ロセッティ／第三節　ヰリアム・モリ
　　　　ス／第四節　ジェームス・ホイッスラア）
第三章　唯美派の様相
後篇
第四章　オスカア・ワイルド
第五章　唯美主義藝術観（第一節　ワイルド初期藝術観／第二節　ワ
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　　　　イルドの「新美学」）
第六章　唯美主義と日本
第七章　唯美主義の衰頽（第一節　ワイルド下獄誌／第二節　『ディ・
　　　　プロファンディス』考）
参考書目の事―後記
索引

後半はもっぱらワイルドを中心的に扱っているのがこの目次を見ただけ
でもわかるだろう。ハミルトンに負っていると思われる点は確かに多くあ
る。唯美主義の起源からラファエル前派、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッ
ティ、モリス、ワイルドという系譜で論を進めているところ、またエピソー
ドの多くがハミルトンの記述をおそらく情報源としている。だが明らかな
相違点も指摘できる。ひとつはホイッスラー評価である。ハミルトンはホ
イッスラーについて概ね否定的というか、「英国の

4 4 4

唯美主義運動」から極力
排除しようとする姿勢を露骨に見せているのだが、本間はそのような了見
の狭い見方はせず、積極的に評価している。またハミルトンはラスキンに
一章を割いているのに、本間はそうしていない。さらに、もちろんハミル
トンの本は1882年刊のものなので、それ以後の世紀末に至る唯美主義運
動の展開については、ホルブルック・ジャクソンほかの先行研究に当たっ
たうえで、本間自身の論を展開している。なかでも第6章「唯美主義と日本」
は、近年研究が大いに進捗したジャポニスムの先駆的研究と評価すること
ができるだろう。そしてハミルトンが唯美主義運動の当事者や追随者から
直に証言を得て記録しているという点で一次資料としての価値があるもの
の、「唯美派運動の理論的根拠」を追究した点が本間の著作を価値あるも
のにしている。英国留学で新たに加わった文献に加え、留学時の絵画資料
などの直接経験が記述に説得力を与えている。3

目次で確認したように、第二章「唯美派の径路及び要素」の第三節で本
間はモリスを取り上げ、唯美主義運動のなかでどのようにモリスを位置づ
けるかを検討している。誕生から説き起こして晩年のケルムスコット・プ
レスの活動まで語る評伝のかたちで書いていて、その点では『生活の藝術
化』中の「ウィリアム・モリスの生涯」と類似しているが、詩人としての業
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績に以前よりも紙数を割いている。注目すべきは、モリスの『地上楽園』
までの初期の3つの詩作品を論じたウォルター・ペイターの1868年の匿名
書評を取り上げて、モリスの初期詩集『ギネヴィアの抗弁』に見られる「中
世趣味」と唯美主義運動の関わりを論じるのに援用されている点である。
ちなみに、ハミルトンの著作ではペイターの名前はまったく出てこない。
ハミルトン的「英国の唯美主義運動」史観では、ラスキンはラファエル前派
の擁護者として重要になるものの、ペイターは脇役の座さえも与えられて
いない。本間の史観では、やはり中心人物であるワイルドの主要な影響源
として、ラスキンよりもむしろペイターに重きを置くことになる。
ワイルドへのモリスの影響については、第五章「唯美主義藝術観」の第一
章「ワイルド初期藝術観」において、ペイターの『文藝復興』と同程度に紙
幅を費やしている。アメリカでの一連の講演がそうだが、初期のワイルド
の諸論考には「ペイタアの口吻を模したと同じやうに、モリスの口吻をそ
のままに模したと思はれるものが相当にある」（244）。そう本間は指摘し、
「英国文藝復興」（“The English Renaissance of Art”）などの例をいくつか挙げ
たうえで、「その底を流れてゐる情調と云ふ点から、全体として見るとき
には、ペイタアよりも、より多くモリスに傾いてゐることがわかる」（246）
と判定する。なぜなら、ペイターの思想の根柢にある「消極的な人生厭離
の思想」はワイルドのなかでほとんど影をひそめていて、「モリス式に、社
会を、又は人生を美化しようといふ積極的な改造意識が充溢しているから

図2　書斎の本間久雄（出
典：早稲田大学英文学
会『英文学』56、1982年、
101頁）
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である」（246-47）。「少くも、ワイルド初期の藝術論には、モリス式情趣が、
より多く充溢してゐるのであり、同時に又、その当時の唯美派の運動なる
ものが、いかに社会改造意識の強いものであつたかといふことも容易に推
測し得るのである」（248）という同章の結論は、同時期に興隆していた社
会主義運動と唯美主義運動との（一見相容れない運動の）重なり合う部分
を示唆していて、社会に開かれた唯美主義という問題系に切り込んでいる
点で重要であると思う。
モリスの節では本間の滞英の際のマートン・アビー訪問も補強に使われ
ている。そこでも「有用の仕事対無用の労苦」を用いている。モリスの社
会主義思想が濃厚に出ているこの講演について、1930年代半ばという時
代を反映して、本間は「社会主義」の語の使用を避けている。とはいえ、「近
代の商業主義」の問題点を指摘して、マートン・アビーという「あるべき
工場」の理想を示し、「市場が主人で、人間が奴隷」となり、「物事の合理
的秩序を転覆」せしめてしまった「近代の商業主義者」（78-79）への批判を
モリスに仮託しておこなっている。これは本間がこの時期になしうる精一
杯の社会・政治批評であったと言えようか。
本間は訳書をふくめ、自著の体裁もなおざりにしなかった。『英國近世
唯美主義の研究』のカバーは唯美主義のシンボルのひとつといえる孔雀が
あしらわれている。裏表紙の見返しは向日葵のデザイン。装幀は本間が親
交のあった日本画家小林古径（1883-1957）に直々に依頼して制作してもらっ
た。本間の著書・訳書のデザインは凝ったものが多いが、とくにこの著作
は、研究書ではあるとはいえ、外観と中身を一致させようという強い意志
がうかがわれる。
それは本間の生活態度の証言を読むとなるほどと納得できる。本間夫妻
の没後まもなく、次女の星川清香は以下のように回想している。

「美的生活･･･」この父の生活信条を中心として、本間家はまわってい
たような気がする。晩の食事がすむと、父は二階にこもり、床の間の
掛軸を取りかえたり、額の色紙を季節にあったものに取りかえたりし
て、一人楽しむのが日課だった。それから書斎にはいり、夜更まで、
研究や執筆をつづけた。執筆の前、好きな絵と共にすごす一時こそ、
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父の研究の原動力だともいってよかった。そして、その美的生活を人
知らず支えたのが、母であったのだ。（星川 106）

唯美主義運動を自身の重要な研究テーマとして長年にわたって取り組ん
できた本間は、実人生においても、妻の助けを借りつつ、「美的生活」の
原理を日常の場で実践していったのであること、それをこの回想は生き生
きと伝えている。

おわりに
以上見たように、本間久雄は英文学者としてワイルド研究から出発し、
大正期から昭和初期にかけてモリスの紹介者・研究者として大槻憲二や佐
藤清らとともに重要な役割を果たした。モリスからワイルドに繋がるライ
ンを肝心なものとして手放さなかった点は強調されるべきであろう。
『早稲田文学』を主たる場として、大正末期の民衆芸術をめぐる議論の
深化に貢献したことを最初のほうで指摘した。宮澤賢治が昭和初年に試み
た農民芸術運動にも本間の著作は影響を与えている。本稿では言及する余
裕がなかったが、宮澤が 1925（大正 14）年から翌年にかけて本間の『生活
の藝術化』を読んでいたことはほぼ確実である。これについては拙論「宮
澤賢治と羅須地人協会」（207-9）で指摘しているので、そちらを参照され
たい。
『英國近世唯美主義の研究』は、この主題についての学術的な研究とし
て国際的にも高水準の業績であった。2021年は本間久雄の没後40年にあ
たる。日本におけるワイルド研究、モリス研究の先駆者としての本間の一
連の著作はいまもその価値を失っていない。むしろ新たに読み直されるべ
き機運が生じているように思われる。

*本稿は、日本ワイルド協会第45回大会（2020年12月12日、オンライン開催）にお
けるシンポジウム「ワイルド研究者としての本間久雄」で読んだ原稿に大幅な加除修
正をほどこしたものである。
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『生活の藝術化』から『英國近世唯美主義の研究』へ

注
1 本間の著作からの引用の旧仮名遣いはそのままとしたが、旧字については、「藝

術」など一部を除いて新字に直した。約物の踊り字記号は現在一般的でない
表記の場合は開いて示した（例：「こゝは」⇒「ここは」、「すべてゞある」⇒「す
べてである」）。また引用文中のルビは当該の語の直後に丸括弧（　　）に入れ
て示した。

2 1971（昭和 46）年に『日本近代文学』に掲載された大久保典夫との対談で本間
はこう述べている。「私にとってのモリスの興味は、思い出してみますと、自
然主義に感染する以前のことだったようです。私は、早稲田の学生時代、早
稲田の図書館の中で、モリスの著書の『芸術に対する希望と恐怖』という書物
を見つけて、それをむさぼるように読み取ったことを今でもはっきりと思い
出します。つまりエレン・ケイによって〔自然主義の〕「灰色の世界」から、よ
うやく脱して、新しい世界をのぞきかけた私に、しばらく忘れていたモリス
のいわゆる「芸術に対する希望」の世界が、ひときわ事新しくよみがえってき
たとでもいいましょうか。私のあの論文『民衆芸術

4 4 4 4

の意義及び価値』には、モ
リスのことには触れませんでしたが、実を申すと、あの民衆芸術という標題
なども、モリスの、上にあげた論文集中の『ザ・アート・オブ・ザ・ピープル』
という標題を、そのまま持ってきたものなのですね」（「「民衆芸術論争」のこ
ろ」100頁。傍点は原文）。

3 滞英中に本間がロンドンのデュロー書店で入手したステュアート・メイソン
の蒐集になるワイルド（および唯美主義運動）関連資料のうち、新聞雑誌のス
クラップブックが当初ハミルトンの作成したものをメイソンが引き継いで蒐
集したものであったことも附言しておきたい。『滞欧印象記』所収の「ワイル
ド研究資料蒐集について」のなかで本間はデュローで貴重資料に出会ったと
きのことを興奮気味にこう伝えている。「とりわけ私の狂喜して措かなかつ
たものは、私がそれ迄探しわびて、而も得られなかつたその当時の新聞雑誌
の資料である。殊に新聞は、一八八〇年代から一九二〇年代に亘る四十余年
の各新聞で、事苟もワイルドに関するものは、悉く切り抜いて切抜帳に貼り
つけてある。尚、後に調べて見てわかつたことだが、この蒐集は単にメエソ
ン氏ばかりの力によるものではなかつた。最初に『英國唯美主義運動』の著者
として有名なウォルタア・ハミルトンが一八八〇年代のを蒐集し、それをメ
エソンが受けついだものであつた。つまり二代にわたる蒐集であつた。その
量約等身大。これだけは、恐らく世界に一とあつて二とない大切な資料であ
らう」（113頁）。この資料は「「オスカー・ワイルド新聞雑誌切抜帖」全17集と
して、本間の没後に実践女子大学に遺贈された「本間久雄文庫」の重要な一部
を占めている。現在は同図書館でデジタルアーカイヴに加えられ、ウェブ上
で一般公開されている（実践女子大学、Web）。
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川端　康雄
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