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本間久雄と英国の1890年代
―ワイルド、シモンズ、ビアボウム

特集：ワイルド研究者としての本間久雄

　庄子　ひとみ

1. はじめに
本間久雄（1886-1981）は、1928年 3月から約 1年間、早稲田大学海外研

究生としてヨーロッパ、主に英国に滞在していた。英国唯美主義研究の資
料収集を目的とした滞在であったが、この経験を記録し帰国後に刊行され
たのが『滞欧印象記』（1929）である。この印象記は英国の唯美主義やジャ
パニズムにも造詣が深いオスカー・ワイルド研究者である本間の広範な知
識と好奇心に支えられている点で、一般的な外国見聞録としての紀行文と
は異なる独自性を有している。20世紀初頭の英国に残る19世紀末の名残
を確かめるかのように積極的に移動し、人脈を広げ、世紀転換期の文学や
芸術を支えた人々の証言を得た本間の言葉は 1890年代の英国の雰囲気を
現代の我々に伝えてくれる。『滞欧印象記』出版の背景を含む詳細につい
ては『本間久雄―大正時代のヨーロッパ文化移入』（平田、2011年）8章が
詳しいが、平田が指摘している通り（248）、本間の研究の集大成として後
に刊行された『英国近世唯美主義の研究』の基盤を成したという意味でも
『滞欧印象記』は貴重な資料である。
本稿では『滞欧印象記』に収録されている英国の1890年代の文学や芸術

を彩った人々と本間の交流について注目し、その中でも1929年1月にアー
サー・シモンズ（Arthur Symons, 1865-1945）邸を訪問した本間の回想「アヽ
サア・シモンスと語る」を中心に取り上げる。この回想に収録されている
シモンズ夫妻と本間の会話は、道徳と芸術を混同しワイルドを表舞台から
追放したヴィクトリア朝読者の偽善性と偏狭性を批判した「芸術と英国の
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民衆」（“Art and the English Public,” 1930）発表へとシモンズの背中を押した
のではないだろうか。

2. 日本の英文学者の眼差し
『滞欧印象記』の目次を見ただけで、まず英国のヴィクトリア朝世紀末の
文学や舞台芸術に関心がある向きには憧れの、錚々たる面々と本間が直接
会っていることに驚かされる。例えば、ワイルドの息子ヴィヴィアン・ホ
ランド（Vyvyan Holland, 1886-1967）、詩人アーサー・シモンズ 、作家であ
り風刺画家のマックス・ビアボウム（Max Beerbohm, 1872-1956）、舞台芸
術家ゴードン・クレイグ（Edward Gordon Craig, 1872-1956）と面会を果た
している。ロンドンだけではなく、シェイクスピアの生家があるストラッ
トフォード・アポン・エイヴォンも含め、英文学に所縁のある場所を中心
に英国各地を訪問しながら、チェコ（スロヴァキア）やギリシア、イタリア
へも訪問している。このような疲れを知らぬ旅人であり英文学者である本
間は『滞欧印象紀』の「はしがき」で、このように書いている。

通りすがりの旅人としての印象でありますから、微に入り細に亘ると
いふやうな種類のものではないことは申すまでもありません。たゞ私
は、この印象記をものするに當つて、常に二つのことを念頭に置いた
ことを申し添へて置きたいと思ひます。一つは出来るだけ自分を謙虚
にして対象の與える印銘を、素直に、又、ゆたかに受け入れようとし
たことゝ、今一つは、常にそれらの印銘を受け入れるに當つて、「日本」
といふものを忘れなかつたといふことであります。（1-2）

本間は常に日本を意識しながら外国文化に触れていた。日本と比較対
照しながら目の前の外国を興味深く観察する比較文学・比較文化研究者
の眼差しは『滞欧印象紀』で一貫して認められる。随所でホルブルック・
ジャクソン（Holbrook Jackson, 1874-1948）の著書『イギリス世紀末文学―
一八九〇年代』（The Eighteen Nineties: A Review of Art and Ideas at the Close 
of the Nineteenth Century, 1913）が引用されているように、本間は英国の世
紀末唯美主義文学に通じた日本の英文学者として、その広範な知識と語
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学力を駆使し、展示会でのゴードン・クレイグとの偶然の出会いをきっか
けに1890年代の文学を支えた人物やその子孫と直接対面を果たしていく。
ワイルドの遺児ホランドとは、ロンドンの日本料理店を含め、お互いに夕
食に誘い合う仲となった。完全版の『獄中記』（De Profundis）原稿 1の写し
と日本語翻訳を許可されるだけではなく、ワイルドの臨終の際にロバート・
ロス（Robert Ross, 1869-1918）が切り取ったとされる形見の毛髪を分けて
もらうほどに、ホランドと打ち解けていたことが記されている（本間、『滞
欧』22）。

3. マックス・ビアボウムと語らう
『滞欧印象記』に収録されている「無敵のマックス」では、本間がロンド
ンの展覧会で対面を果たしたマックス・ビアボウムとのやりとりが確認で
き、英国の世紀末文学の隆盛も衰退も知っている彼の文学・芸術談義と回
想が興味深い。もはや「髪も髯も、大かた白くなつた五十六歳」（本間、『滞
欧』41）の小説家であり風刺画家ビアボウムと、ワイルドの英語版『サロ
メ』 （Salome, 1894）の挿絵も担当した画家オーブリー・ビアズリー（Aubrey 

Beardsley, 1872-98）の共通項を見出していた本間は、ビアボウムの画風に
も「どこか日本畫の線の味ひ」（41）を感じ取り、浮世絵と英国芸術の関係
について質問する。「日本の浮世絵を英吉利に鼓吹したのはホイッスラア
です。しかし、ホイッスラアにそれを鼓吹したのはロセッティです。そし
てこのロセッティにそれを鼓吹したのはロセッティの兄〔ママ。実際は弟〕
のヰリアムです」（41）と説明したビアボウム自身も、本間の推測通り「浮
世絵に興味を持ち、歌麿や北斎を好む」と認めている（41）。
日英の芸術談義がひと段落すると、ビアボウムは 1890年代を懐かしむ
ように少しずつ語り出す。「力めずして、冷やかに、理智的に」（38）観察
しているビアボウムの特徴を目前に認めながら、本間は決して表面上の言
葉に言い包められることはなく、常に本質を見出そうと、真っ直ぐに質問
を重ねていく。現在と当時と、どちらを好むかと尋ねた際のビアボウムの
返答は、世紀転換期を経験した者の複雑な心境を物語っていた（41）。単
に失われた古き良き時代と懐かしむだけではない、愛憎入り混じった過去
への憧憬とも言えるかもしれない。英国の1890年代は青年たちがカフェ
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に集まっては芸術論を戦わせ、いかに変わった生活様式を求めるかに日々
を費やす、今日から見ると不思議な複雑な時代であり、言い換えれば「巴
里模倣の時代です」（42）と断じたビアボウムの言葉をそのまま受け取らず、
独特のポーズであると気づいた本間の観察眼にも感嘆するが、ここでジャ
クソンの著作を例に出しながら、本間はビアボウムにさらに真意を問い直
す。確かに1890年代の英国文壇はパリの模倣の時代であったかもしれない。
「しかし、当時の青年たちが、何れも﹁如何に生きようか﹂の問題に悩み苦
しんだ時代であったのだから、少くも文化史的には、重要な時代であるや
うに思はれる」（42-43）。この本間の真っ直ぐな言葉に、ビアボウムの態度
が変わった瞬間が確実に存在したと伝わってくる。「始終にこにこしなが
ら、時には軽く肯きながら」（43）、本間の話に耳を傾けていたビアボウム
は最後に「今日の倫敦は、芸術家の住むところではありません」（43）と切
り出す。つまり、本間の言葉をきっかけに、過ぎ去ったロンドンの世紀末
を懐かしみ、芸術家にとって今よりも良い時代だったと認めているのであ
る。そして実際、本間と会話をした時にはビアボウムは既に英国を離れイ
タリアのラパロに移住していて、展示会のために帰国、在廊していたのだっ
た。冷静に質問に答えていた印象が強かったビアボウムの方から、本間の
共感を得るかのように能動的に話しかけていく流れへの変化は興味深い。
ビアボウムはロンドンが今や機械文明と商業主義の虜となり、喧騒そのも
のの巷と化し、静かに読書し、瞑想し、思索するに適さない都会になった
ことを嘆きながら「お国の東京もさうでせう」と尋ね、本間は程度の差は
あっても同じ傾向であると認めている（43）。
英国における日本趣味や芸術の話題をきっかけに英国の世紀末を共に振
り返り、最終的にビアボウムの本心を引き出したように、本間の初対面の
人の心に自然に入り込むことのできる才能、知的好奇心に正直で、目の前
の憧れの人物の言葉でも違和感を覚えれば中途半端に迎合せず、真意を確
かめようと努める誠実な姿勢が窺える。研究者としてだけではなくインタ
ビュアーとしての稀有な才能を遺憾なく発揮しているからこそ実現した、
日英の芸術や文学を媒介とした幸福で奇跡的な交流の瞬間ではないだろう
か。
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4. シモンズ邸での会話
ワイルドの遺児ホランドやビアボウムとの出逢いがそうであったよう
に、初対面の人物との間にある壁を超えて自然に打ち解けられる本間の姿
は「アヽサア・シモンスと語る」の章にも認められる。ロンドンのリージェ
ント・ストリートのギャラリーで偶然出会ったゴードン・クレイグと会話
する機会を得て親しくなった本間は、クレイグに紹介状を書いてもらい、
1929年１月にロンドンのラングフォード・プレイスにあるシモンズ邸に招
かれる。

1890年代は『象徴主義の文学運動』（The Symbolist Movement in Literature, 1899）
に代表される文学批評や詩を発表し、文芸誌『サヴォイ』（The Savoy, 1896）2 

編集長としても活躍していたシモンズだが、1908年に精神的に不安定に
なり、旅行先のイタリアで失踪騒ぎを起こして以降は表舞台から遠のいて
いた 3。
世紀末の唯美主義あるいは頽廃派詩人として取り上げられることも
多いシモンズは、クイーンズベリー裁判によるワイルドの失墜をきっか
けに唯美主義者や頽廃派に対する世間の風当たりが強くなった世紀転換

図 1 アーサー・シモンズの肖像写真（本人
署名入り） 出典：本間久雄『滞欧印象記』（東
京堂、1929年）44頁向かい。
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期以降、この精神不安のニュースもさらに追い討ちをかけて孤立してい 

った。このような状況でクレイグは変わらずシモンズ夫妻と交流のある人
物の一人だった。このクレイグを介し、不思議な巡り合わせで本間とシモ
ンズは直接会話をすることになる。

1929年 1月の午後にシモンズ宅に入るところから始まるこの回想は、
本間の気分が高揚している様が伝わってくるほどに、玄関のドアに至る
アプローチの部分まで詳細に書かれている。シモンズ自ら出迎えてくれ
た場面から、案内された邸内の様子を言葉のカメラワークの如く描写し
ており、シモンズの趣味や作品世界を投影するミクロコスモスのような
室内を伝えてくれると言う意味で他に類を見ない貴重な資料ではないだ
ろうか。ビアボウムと対面した際と同様に、室内に飾られていた日本の
作品、歌麿、広重、菊川英山などの浮世絵や仏像などをきっかけに話題
はビアズリーやホイッスラー（James McNeill Whistler, 1834-1903）、ジョ
ン・デイヴィッドソン（John Davidson, 1857-1909）、アーネスト・ダウソ
ン（Ernest Dowson, 1867-1900）、そして彼らが集ったカフェ・ロイヤルへ
と発展し、本間は急速にシモンズ夫妻と打ち解けていく。1900年にヨー

図 2 「シモンズの筆跡」『滞欧印
象記』51頁に挿入された図。“To 
H. Homma from Arthur Symons, 
January 8, 1929” と署名があり、
下にシモンズの詩「ハシッシュ」
（“Haschisch,” 詩集 Images of Good 

and Evil, 1899所収）の第 2連が記
されている。“Behold the image 
of my fear./ O rise not, move not, 
come not near!/ That moment, when 
you turned your face,/ A demon 
seemed to leap through space./ His 
gesture strangled me with fear.”（見
よ、わが恐怖の像（すがた）を。
／おお、立ち上がるな、動くな、
近づくな！／顔を向けたるその刹
那、／悪鬼、空隙を跳躍したかに
見えた。／その仕草は私を恐怖で
絞め殺した。〔川端康雄訳〕）
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ロッパ公演をした日本の女優、川上貞奴（1871-1946）について批評を執筆 4

し、浮世絵に限らず日本文化や芸能に関心があったシモンズにとって日 

本からやってきた英国唯美主義文学の研究者と英国の 1890年代について
語り合う機会は非常に心躍る出来事だったのではないか。そう推察できる
のは、ビアボウムとの会話と異なり、本間の方がシモンズ夫妻から好奇心
を持って「問はれるまゝに」（50）日本について答えているからである。
日本と英国の自然について、そしてシモンズ作品の日本での翻訳や受
容についてひとしきり説明した後、本間が「オスカア・ワイルドに特別の
興味を持つてゐる」（50）と伝えると、ここで場の空気が少なからず変わっ
たのだろう。「夫人は、改まつたやうな調子で、もしワイルドのやうな男
色事件が起つたら日本の法律 5はそれをいかやうに取扱ふかとたづねた」
（50）。1882年に廃止されたものの、西洋文化の影響を多方面で受けた明
治期の日本において、男性間の同性愛行為について刑事罰が施行された時
期は確かに存在していた。それでも、本間の「それは、日本では多分、余
りに私的なことゝして不問に附するであらう」（50）という簡潔かつ率直な
返答に「合づちを打つ」（50）たシモンズ夫妻の心情はどのようなものだっ
たのだろうか。
シモンズ夫人の「さうなくてはならない」（50）と言う短い言葉に、ワイ
ルドが辿った生涯についてシモンズ夫妻がどのような会話を重ねてきた
のかが推測できる。ワイルドの「あまりに私的なこと」について騒ぎ立て、
かつては注目し大いに楽しんだ作家ワイルドの才能に対する評価を一夜に
して一転させ、ワイルドとの関わりを彷彿とさせる芸術や人物までも不当
に拒否した英国のヴィクトリア朝世論に翻弄された一人であるシモンズの
突然の沈黙は、多くを語っている気がしてならない。

5.　ワイルドとシモンズ
シモンズにとってワイルドはどのような存在だったのか。英国の世紀末
文学、とりわけ唯美主義文学の隆盛に貢献した人物という共通項がありな
がら、お互いに距離を保っていた期間が長く、生涯不仲であったとする論
考も少なくない。しかしBecksonが指摘しているように、ワイルドやシモ
ンズの書簡集を参照すると、少なくとも1890年初頭までは友好的かつ直
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接的なやりとりが続いていた（Beckson, AS 172）。シモンズよりも 11歳年
長のワイルドは、シモンズがペイター（Walter Pater, 1839-1894）に評価され
てロンドンに出てきた 1880年代に、まだ無名の若いシモンズに原稿を依
頼した一人であり、実際にワイルドが1887年春から1889年秋にかけて編
集を担当していた月刊誌『ウーマンズ・ワールド』（The Woman’s World）に
仏作家リラダン（Villiers de lʼIsle-Adam, 1838-1889）論を執筆している 6。さ
らに、1890年10月22日の日付でワイルドがシモンズを自宅に招待してい
る手紙も残っている。「妻が２週間不在です、夕飯にきませんか。あなた
の文章にはずっと魅了されてきましたので、先日はお会いできて嬉しかっ
た。夕飯を食べながら現在ヨーロッパの芸術で唯一語る価値のあるフラン
ス芸術について、特にヴェルレーヌについて語りあうのを楽しみにしてい
ます。ところで、コーンヒル誌で私たちのペイターを揶揄したのは誰だと
思いますか」（Wilde, Letters 455-56）。非常に打ち解けた文面で、この手紙
を書いた時は少なくともワイルドはシモンズに悪い感情はなかったのでは
ないだろうか。それどころか、共通の唯美主義の師としてペイターを介し
た仲間意識を強調しているようにすら読める。この招待に対し、シモンズ
が実際にロンドンのタイト・ストリートにあったワイルド邸を訪れた記録
は確認できない。しかし、この手紙以降はシモンズもワイルドも直接的な
やり取りの記録が見当たらず、各々共通の友人を介して間接的にお互いの
名前を話題にあげることはあっても直接関わらないと言う奇妙なまでに頑
なな距離感があったことが書簡から伝わってくる。
疎遠な時期を経て、シモンズがワイルドについて直接動いた事実が認め
られるのは、クイーンズベリー裁判直後である。親しい友人でもある仏詩
人ヴェルレーヌ（Paul  Verlaine, 1844-96）への手紙に「ワイルドの裁判のこ
と以外何も考えられない」（Beckson, AS 114）と書くほどに動揺していたが、
ワイルドが詩集『レディング監獄のバラッド』（The Ballad of Reading Gaol）
を執筆していたことを知ると、出版者のレナード・スミザーズ (Leonard 

Smithers, 1861-1907)にワイルドが収監中にも執筆していることが嬉しい
と率直に語り（Beckson, AS 171）、四面楚歌だったワイルドの原稿出版を
働きかけ（Beckson, AS 115）、自ら文芸誌『サタデー・レヴュー』（Saturday 
Review）に書評を書くと申し出て、実際に書いている 7。この書評に感動
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したワイルドはしかし、感謝と書評に対する称賛の言葉をシモンズ本人に
は直接伝えず、シモンズの友人スミザーズに伝えている（Beckson, AS 172）8。
シモンズにとって、ワイルドの才能と名誉を回復させたいという願いか
ら行動へと駆り立てたものは何だろうか。それはシモンズ自身の問題でも
あったのかもしれない。　　

1895年以降、シモンズは英国の道徳と芸術を混同して作品評価する傾
向を批判する文章を数回発表している。その背景として1895年のワイル
ドの失墜だけではなく、シモンズの詩集『ロンドンの夜』（London Nights, 
1895）の主題が退廃的という理由で匿名の書評者に作品批判だけではなく
人格批判までされた経緯がある 9。作品そのものの評価ではなく、詩人シ
モンズの私生活を勝手に推測し、作品評価に反映させ誌面で人格批判をす
る。道徳的ではない（あるいは、そう推測される）人間の作品は芸術とし
て劣っていると断罪する状況は、ワイルドの例を見ても当時は珍しくない
状況だったのだろう。シモンズは『ロンドンの夜』第 2版を 1897年に出版
した際にこの匿名書評に対する反論を序文として追加し、正面から抗議
する姿勢を見せた。「道徳性の問題が理由で私を攻撃してきた人々は、そ
れゆえ私の本も否定したのです。芸術として劣っているからではなく、不
道徳な内容だと考えたから。彼らは自分たちが芸術的判断と道徳的判断
を混同していること、そしてそのように芸術を制限したところで道徳を
助けられはしないということを忘れてしまっているのでしょう」（Collected 
Works, 165-66）。
ワイルドの英語版『サロメ』（Salome, 1894）の挿絵を描いていたビアズ
リーも道徳性を重んじる大多数の声、ヴィクトリア朝読者の拒否反応に
翻弄された一人だった。ビアズリーがワイルドの有罪判決後に風評被害
を恐れた編集者と出版社から文芸誌『イエロー・ブック』（The Yellow Book, 

1894-97）を解雇された際に、シモンズは一緒に新しい文芸誌を作ろうと声
をかけ、ビアズリーを美術編集に採用し1896年に『サヴォイ』を創刊した。
自らの美学を貫き、大多数の声に屈しない態度はしかし、保守的な読者層
に目をつけられていたシモンズを確実に不利な状況へ追い込んでいく。書
店大手フランチャイズW・H・スミスに店頭販売を拒否されたことが痛打
になり『サヴォイ』は一年で廃刊になった。1895年のワイルドの事件を一
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つのきっかけとして、シモンズは苦難の時代を過ごしながら20世紀を迎え、
1908年の精神不安による入院をきっかけに、文体も明らかに不安定さを
増していく。本間がシモンズに面会した1929年には症状も軽快し執筆も
再開していたものの、本間との会話でワイルドの裁判の話題が出た際の沈
黙はおそらく、これらの経験からくるものだろう。そして、この1929年
以降にシモンズが発表したワイルド論には明らかな変化が認められるので
ある。

6. 「芸術と英国の民衆」執筆へ
1921年8月号の雑誌『ヴァニティ・フェア』（Vanity Fair）に掲載されたシ

モンズの「英国芸術と英国の民衆」（“English Art and the English Public”）は、
シモンズの『オスカー・ワイルド研究』（A Study of Oscar Wilde, 1930)にも
加筆修正を施して収録されている。『ヴァニティ・フェア』の記事ではタ
イトルの直後に「芸術作品を芸術以外の何かであることを求めずには受け
入れられない民衆」（A Public Incapable of Accepting a Work of Art, Without 

Asking it to be Something Else）（39）という副題がついている。以下は冒頭
部分の抜粋である（以下、邦訳は全て拙訳）。

私の目には、英国の民衆は世界で最も芸術性に欠けて縛られている人々
のように見える。一方で、このように全体として見ると低いレベルを
補うかのように、この国では時々コールリッジやターナーのような想
像を超えた稀代の天才、恐らく他のどの国でも見出しがたい天才も生
まれている。コールリッジやターナーのような唯一無二の天才が現れ
る理由は何だろうか。大多数の民衆、それは魔法使いが調合した魔術
の茶のようなものではないだろうか。その中には犠牲となった数多の
命が含まれており、そこから貴重な一滴としての天才が生み出される
というわけだ。英国では芸術作品を作品そのものの価値を認めて購入
あるいは賞賛する人は千人中一人いれば良い方である。広告や演出に
莫大な金額が使われているとか、有名な俳優がでているという理由で
足を運ぶ人はいても、作品が素晴らしいからという理由で劇場に足を
運ぶ人はいない。シェイクスピア劇を見に行く人々がいる、それは確
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かに事実だが、日曜日に教会に行くように、そうすることが適切な行
為だからである。
The public in England seems to me to be the least artistic and the least 

liberal public in the world. On the other hand, as if to make up for this 

low general level, we have at intervals a man of genius, like Coleridge or 

Turner, who is a man of genius in a rarer and more profoundly imaginative 

sense than the men of genius of perhaps any other nation. What is it that 

goes to the making of this unique thing, Coleridge, or Turner? Are not the 

vast masses of the public like the wizardʼs ingredients in the magic brew, in 

which the sacrifice of a thousand lives has brought into existence one drop, 

but of the elixir of life? In England no work of art is bought or admired for 

its own sake by more than one person in a thousand. No one goes to the 

theatre to see a play because it is a great play, but because it is acted by 

some famous actor and because it has been advertised how many thousand 

pounds he has spent on the production. People go to see Shakespeare, it is 

true, as they go to church on Sundays, because it is the proper thing to do. 

(Symons, “English Art” 39.)

冒頭から英国民衆の芸術の無理解について辛辣に批判している。最終的
にワイルドのような偉大な才能を追放した英国民衆の偏狭な価値観につい
て批判を展開したい意図があることは読み取れるが、1921年のこの記事
ではワイルドの名前を直接出す前にシェイクスピアやコールリッジ、カー
ライルなど英国が誇る才能の例を散発的に提示し、全体的に冗長な文体に
なっており、わかりにくい。英国民の芸術理解に対する偏狭さを明確に指
摘しながら、ヴィクトリア朝世紀末の唯美主義芸術を体現した一人である
ワイルドの名誉回復をも意図していることは、注意深い読者なら文脈から
推測できるかもしれない。読み進めていくと時に歯切れが悪く、時により
広い芸術論へと移行している。この文章のわかりにくさの原因ともなって
いる奇妙な脱線は、シモンズが名誉回復を図りたい対象であるワイルドが
明確に特定化されることを恐れていた、シモンズ自身の相反的な心情を反
映しているのだろうか。ビアボウムと本間の会話でも感じられたように、
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本間とシモンズの対面が果たされた1929年になってもなお、前世紀末の
唯美主義運動を担った人物への世間の風当たりは強かった。1921年のこ
の記事を書いた時点では、及び腰になってしまうのも仕方のないことかも
しれない。
一方、本間との会話の翌年、1930年に刊行された『オスカー・ワイルド

研究』に収録された加筆修正版「芸術と英国の民衆」（“Art and the English 

Public”）では、より直接的にワイルドの才能を受け入れず追放した英国
民への怒りが現れており、それをシモンズ自身の問題として言及してい
ることが大きな特徴である。タイトルも1921年の「英国芸術と英国民衆」
（“English Art and the English Public”）から変更されており、シモンズ自身
はこの変更について説明していないけれども、英国芸術に限定せず、より
普遍的な意味合いとしての「芸術」と、自由で開かれているはずの芸術に
対する英国民衆の関係性の有り様を再考させられる変化と捉えることがで
きよう。

英国における芸術の危機はこのように、その振り子が極端に振れてし
まうところにある。『社会主義下の人間の魂』は、後に被告人席に立っ
た人物が著者だからすぐれた文学作品だというのではけっしてないこ
と、『獄中記』も被告人席にいた人物が著者だからすぐれた文学作品
だというのではけっしてないこと、そのことをこの国ではどれほど多
くの人がわかっているだろう。しかも、この混乱は文筆業を生業とし
ている人々にも認められるのだ。本質では何も判断できず、ただ偶発
的な事象でしか判断できない群衆の混乱ぶりをこんなにも実感させら
れてしまうとは。
Such are the perils of the arts in England; so helplessly does the pendulum 

swing. How many people over here will ever realise that The Soul of Man 
under Socialism is not in the least a better piece of literature because its 

author afterwards stood in the dock; and that De Profundis is also not in 

the least better because its author had already stood in the dock? I see these 

confusions even in the minds of men of letters: how much more does one 

realise them in the unreasoning minds of the crowd, that can distinguish 
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nothing by its essence, only by its accidents! (Symons, “Art and the English 

Public” 15.)

英国の民衆のように芸術作品を芸術として受容できず、それは他の何
かであることを求めずにはいられない、そんな民衆は他の国に存在す
るのだろうか。ピューリタンの影響、あるいは単純に美しいものへの
無関心、あるいは性急に国のエネルギーを貪り続けている帝国主義。
本来なら創造を担うことのできる本能が欠落した人種だから、これら
のために美を嫌悪するようなことが実際に起きてしまうのだろうか。
これは私自身に対する問いでもある。
Can any other public, I wonder, be as incapable as the English public of 

taking a work of art as a work of art, and not asking it to be anything else? 

I ask myself whether this lack of instinct in a race which has the instinct 

of creation can be an actual dislike of beauty, due to Puritan influences, 

or a mere inattention to beauty, due to the hasty Imperialism which was 

devouring the energies of the country. (Symons, “Art and the English 

Public” 16-17.)

シモンズの伝記を執筆しているベックソンも指摘している通り（Beckson, 

AS 115）、シモンズにとってワイルドは憧れと反発が入り混じる相手だっ
ただけではなく、厳格なメソジストの司祭の家に生まれたシモンズ自身が
抱えていた、罪の意識と芸術を追い求める理想のはざまの葛藤を映し出す
鏡のような存在だったのではないだろうか。1908年前後から精神的に不
安定になっていった背景にも、このような事情は無視できないと考える。
上述の通り、シモンズは 1895年以降、自分の作品が批判されたことに

対する反論として個人の才能と私生活の道徳性を混同する英国民の偏狭さ
を批判してきたが、苛烈な世論の批判という経験を経て、時に歯切れが悪
いこともあった。しかし、『オスカー・ワイルド研究』の序文「芸術と英国
の民衆」における変化の背景には、日本からやってきた唯美主義文学を専
門としている英文学者である本間の迷いのない率直な指摘が少なからず貢
献しているのではないだろうか。シモンズの心にまとわりついて離れない



– 68 –

本間久雄と英国の1890年代

ワイルドのケースの複雑さも、本間との会話では議論にもならなかった。
作者の私生活と作品は別のものであり、ワイルド裁判に代表される作家の
スキャンダルなど「あまりに私的なこと」であり、日本なら「不問にするで
しょう」と、日本からやってきた唯美主義文学の研究者である本間が言い
切ってくれた瞬間は、芸術の理想と道徳律、罪の意識の間で自分自身を無
意識に縛っていたシモンズを1890年代から抱えていた混乱から解放する
ような瞬間だったのかもしれない。
表面的には些細なエピソードである本間とシモンズの交流は、英国唯美
主義文学を媒介として点から線へと繋がり、シモンズの背中を押し、ワイ
ルド論刊行へと繋がっていったのではないだろうか。英国の唯美主義文学
に魅了された日本の研究者である本間と、日本の芸術に魅了されていた英
国の唯美主義文学者シモンズの奇跡的かつ幸福な出会いは、結果的に20

世紀後半におけるワイルド作品再評価の道筋を作った可能性は否定できず、
ワイルド作品研究において記録すべき日英交流の瞬間と言えるだろう。

*本稿は2020年12月12日（オンライン開催）日本ワイルド協会第45回大会シンポジ
ウム「ワイルド研究者としての本間久雄」での口頭発表「本間久雄と英国の1890年代
―ワイルド、シモンズ、ビアボウム」の内容に加筆修正を加えたものである。

注
1 1905年の初版は縮約版。1908年に改訂版、1949年に完全版が刊行された後

1962年に 新訂完全版が刊行されている。
2 文芸誌『サヴォイ』（The Savoy, Jan.- Dec. 1896） シモンズが文学編集、ビアズ

リーが美術編集を担当。W. B. Yeatsも積極的に編集に関わり、ニーチェやコ
ンラッドをいち早く英国に紹介した雑誌でもある。ワイルドの失墜後、風評
被害を恐れビアズリーを不当に解雇した雑誌『イエロー•ブック』（The Yellow 
Book）に対抗して創刊されたが書店大手フランチャイズW. H. Smithに取扱を
拒否されたことが痛打になり一年で廃刊になった。 

3 このエピソードも含め、シモンズの生涯についてはBecksonのArthur Symons: 
A Life（1987）が詳しい。

4 貞奴の演技を見たシモンズはこのレビューの中で彼女の死の演技はフラン
スの名女優サラ・ベルナールを凌ぐと評している。「日本の演者達」“The 
Japanese Players,” Star （July 1901）, 1.

5 明治期の日本では男性間の性行為を刑事罰の対象とする法令が存在していた。
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1872年「鶏姦条例」、1873年に布告・施行された改定律例の第266条「鶏姦規
定」。改定律例第266条では男性同士の性交は合意の上であっても90日の懲役
刑とされたが、刑法典の旧刑法への移行に伴い1882年に廃止され、本間とシ
モンズ夫妻対面時の日本では確かに法的に罰せられることはない（堀田1883 
350頁）。

6 Symons, Arthur. “Villiers de lʼIsle-Adam,” The Woman’s World, 2 (October 1889), 
657-60.この10年後に刊行されたシモンズの代表的な文芸批評集『象徴主義の
文学運動』The Symbolist Movement in Literature（1899）に繋がる初期の仏文学
批評であり、その発表の場を雑誌編集者としてワイルドが与えた点は注目に
値する。

7 Symons, Arthur. “The Ballad of Reading Gaol,” Saturday Review, 85 (March 12, 
1898), 365-66.

8 ワイルドはこのスミザーズとの会話で、短い批評やエッセイを休みなく発表
し続けていたシモンズをSymons LTD.と大量生産で商品（文章）を売り出す企
業名のように呼んで揶揄しながらも「しかしこの企業はリスクを承知で投資
してみる価値はあるだろう」と結んでいる。

9 「アーサー・シモンズ氏は穢れた精神の持ち主であり、その精神は出来の悪い
詩の寄せ集めに反映されている。」（“Pah!” Pall Mall Gazette, 2 September 1895.）
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