
オスカー・ワイルド研究20 （2021年）

オスカー・ワイルドの喜劇における
「芸術家ワイルド」と「人間ワイルド」の葛藤

宮本　裕司

はじめに
本稿は、オスカー・ワイルド文学を貫く思想である「芸術至上主義と宗
教意識の相克」に注目し、芸術至上主義を標榜する「芸術家ワイルド」と、
キリスト教を信仰する「人間ワイルド」の葛藤を探究する試論である。ワ
イルドは唯美主義者として名声を得たが、現代では童話や書簡のキリスト
教的描写が注目され、キリスト教文学作家として再評価されつつある。し
かし、ワイルドの喜劇に投影された芸術至上主義と信仰心の葛藤を指摘し
た喜劇論は未見である。
日本においてワイルド文学は、2冊の童話集と、『ドリアン・グレイの

肖像』（The Picture of Dorian Gray, 1891）、『サロメ』（Salome, 1893）が、広
く受容されている。ところが海外では、猥褻罪で投獄される前の 3年間
（1893-1895）がワイルドの絶頂期としてとらえられており 1、その3年間は、
『ウィンダミア夫人の扇』（Lady Windermere ’s Fan, 1893）、『つまらない女』
（Woman of No Importance, 1894）、『理想の夫』（An Ideal Husband, 1895）、『ま
じめが肝心』（The Importance of Being Earnest, 1895）という4作の喜劇以外
はほとんど執筆していない。ワイルドの喜劇が立て続けに成功したのに
対して、悲劇については、『ヴェラ、実は虚無主義者たち』（Vera; or, The 
Nihilists, 1880）、『パドヴァ大公妃』（The Duchess of Padua, 1893）、『サロメ』
という3作しか書いていない。また、喜劇はいずれも成功作品であるのに
対して、『サロメ』以外の悲劇が読み継がれていないことも注目すべき点
である。
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1.　先行研究
海外ではワイルドの喜劇の研究が継続的に行われている。ロンドンや
ニューヨークをはじめ、海外では演劇文化が活発であるが、ワイルドの喜
劇が今もなお上演されていることが、彼の喜劇の研究が活発である背景の
一つであると考えられる 2。
フィリップ・コーヘンの『オスカー・ワイルドの道徳観』（The Moral 

Vision of Oscar Wilde, 1979）は、喜劇全般におけるキリスト教的性質をと
りあげた最初期の先行研究の一つである 3。これ以降、ワイルド文学のキ
リスト教的側面の研究が徐々に出てきたが、喜劇の研究はまだ少ない。
ジョラス・キリーンの『オスカー・ワイルドの信仰―カトリックと伝承、
アイルランド』では、『まじめが肝心』における儀式主義をとりあげ、ワイ
ルドの信仰心を分析している 4。一方、ワイルドの信仰心を研究したガイ・
ウィロビーの『芸術と救い主キリスト―オスカー・ワイルドの美学』では、
『ドリアン・グレイの肖像』や『サロメ』を取りあげているが、喜劇につい
ては論じていない 5。日本では彼の喜劇論の単著は存在せず、『サロメ』や
『ドリアン・グレイの肖像』と比べると、喜劇の先行研究は少ない 6。唯美
主義とキリスト教が共存していることが原因で、ワイルド文学は曖昧性を
備えていると指摘した先行研究もあるが、喜劇については論じられていな
い 7。このように、ワイルドの喜劇のキリスト教的側面については、まだ
研究の余地の大きい状況である。
ところで、日本と海外とではワイルドの喜劇の評価は大きく異なってい
る。日本におけるワイルド文学の受容は、日本語に翻訳して紹介された作
家像と切り離すことが困難である。森鴎外が『サロメ』を翻訳したことや、
同じく耽美主義作家である三島由紀夫が自決の際に追悼公演として『サロ
メ』を指定したことなどは、ワイルドの唯美主義者像と、彼の代表作は『サ
ロメ』であるとするイメージを与える出来事であった。戦後のワイルド研
究においても、平井博の伝記 8をはじめ、スキャンダラスなワイルドの人
生を論じることが中心であり、踏み込んだ作品論に入っていくには時間が
かかった。ヴィクトリア時代の演劇文化とワイルドの喜劇をリアルタイム
に経験した西洋と、日本人作家という触媒を介してワイルドの喜劇を受容
した日本との文化環境の違いである。谷崎潤一郎が『ウィンダミア夫人の
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扇』を翻訳し、日本に紹介したが、既述のように『サロメ』や唯美主義的な
作品の方が注目されてきた経緯がある。
悲劇の先行研究の一例として、『サロメ』は退廃的な戯曲であるように
読めるが、人間の愚かさや卑小さを描くことで、神の偉大さを暗示してい
るとも読める 9。このような唯美主義と宗教意識の相克は、ワイルド文学
を通じた大きなテーマである。『サロメ』や『ドリアン・グレイの肖像』の
ように唯美主義的な作品でキリスト教賛美を暗示する作品がある一方で、
「幸福な王子」（ʻThe Happy Princeʼ, 1888）のようにキリスト教色を前面に出
しつつ、エロティックな同性愛を描く作品もある。キリスト教と芸術至上
主義は矛盾し、葛藤しながらも、ワイルド文学の根底に流れる共通したテー
マである。

2.　ヴィクトリア時代の演劇とワイルドの喜劇
シェイクスピアを頂点とするイギリス演劇の歴史において、ヴィクトリ
ア時代は喜劇の復興と、庶民まで客層が広がったという点で演劇文化が進
歩した時代であった。ワイルドの喜劇はその両方に大きく貢献している。
『日本大百科全書』では、イギリス近代劇について注目すべき指摘がある。

　劇場では誇大な感情表現に頼るメロドラマや笑劇のたぐいが客席
をわかせていたが、１９世紀後半からトマス・ウィリアム・ロバート
ソン Thomas William Robertson（1829-1871）の『社会』（1865）や『階級』
（1867）を先頭に、社会問題を写実的に扱う作品が書かれ始めた。10

ロバートソンが問題劇を書き、彼に続いたヘンリック・イプセン（Henrik 

Johan Ibsen, 1828-1906）、その影響を受けたバーナード・ショー（George 

Bernard Shaw, 1856-1950）が、問題劇を流行させた。このように、ヴィク
トリア時代の抑圧的な世相と関連して問題劇が勃興してきたのに対して、
ワイルドは喜劇を流行させた。
ワイルドとショーには共通点が多い。ワイルドもショーもアイルランド
出身だが、生涯の多くをイギリスで過ごし、作品のアイルランド色は薄い。
ショーはワイルドのよき理解者であった。ショーは以下のようにワイルド
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の喜劇を高く評価している。

明らかに金もうけのために書かれたのに、氏（ワイルド）の戯曲（『理
想の夫』）がこのような情況で依然類いのないものであるという事実
は、わが物書き族の自制を雄弁に物語る。ある意味で、わたしにとっ
てワイルド氏はわが国でただ一人、根っからの劇作者である。氏はあ
らゆるものと戯れる。11（括弧内筆者）

ショーはワイルドの喜劇を批判しつつも、自分ではワイルドほどの機知
と警句をひねり出せないという前提に立っており、劇作家としてのワイル
ドの文才を認めている。この時代の演劇を牽引したのは、問題劇作家ショー
と喜劇作家ワイルドであった。
ヴィクトリア時代後半は、数多くの劇場が建設され、富裕層以外の観客
も増えていった 12。ワイルドの喜劇は人気を博し、1895年にはロンドンの
別々の劇場で、『理想の夫』と『まじめが肝心』が同時に上演されるほどの
支持を得た。ワイルドの喜劇では、ダンディズムや快楽主義者、過去を持
つ女、ピューリタン女性など、当時の思潮を取り入れており、いずれの作
品も軽妙な台詞回しとハッピー・エンディングで観客や読者を楽しませる
作品となっている。当時の演劇文化を発展させ、廃れていた風習喜劇を
百年ぶりに復活させたワイルドの功績は大きい 13。喜志哲雄はジョージ・
スタイナー（Francis George Steiner, 1929-2020）の『悲劇の死』（The Death of 
Tragedy, 1961）を引き合いに出し、「悲劇の死」は「喜劇の死」でもあり、近
代以降に純粋な喜劇は少ないと発言している 14。このことからも、ワイル
ド以降本格的な喜劇が登場しなかったということが読み取れる。サマセッ
ト・モーム（William Somerset Maugham, 1874-1965）やノエル・カワード
（Noël Coward, 1899-1973）などがのちに登場したが、彼らの喜劇が、ワイ
ルドほど成功をおさめることはなかった。

3.　喜劇の手法とジャンル
本節では、ワイルドが喜劇で駆使した手法を検証する。喜志は、劇的ア
イロニーを前提に、大きく分けて5つの手法が喜劇で使われていると指摘
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している 15。すなわち、1． だます（変装、一人二役、嘘、変身）、2． 迷
う（双生児、偶然の一致、反復、循環、逆転）、3． 間違える（誤解、身代
わり、自縄自縛、誤算）、4．語る（傍白、アイロニー、沈黙と間、機智合戦、
スラップスティック）、5． 考える（バーレスク、パスティーシュ、劇中劇、
夢、ハッピー・エンディング）である。この手法の中で、ワイルドの喜劇
で該当するものが、嘘、偶然の一致、アイロニー、機智合戦、ハッピー・
エンディングである。アイロニーや機知は他のワイルド文学と同様の手法
であり、「言葉の王者」16を自認していたワイルドにとって、台詞回しを重
視する風習喜劇は最も相性がよく、作家としての強みを発揮できるジャン
ルであった。喜劇である以上、ハッピー・エンディングを迎えるのが定石
であるが、ワイルドの喜劇の結末は予定調和ではなく、悲劇に突き進むう
ちに急展開を迎えてハッピー・エンディングとなるものが多い。嘘と偶然
の一致はワイルドの喜劇の大きなテーマであり、嘘を隠した主人公や過去
を持つ女が物語の鍵を握っている。
喜劇には複数のジャンルがあるが、王政復古の時代に生まれた風習喜劇
は、貴族の生活を描いた風刺劇である。ワイルドののちの時代にイギリス
で喜劇を執筆したモームは『要約すると』（Summing Up, 1938）で、風習喜
劇は動きよりも台詞回しを重視するジャンルであるとしたうえで、以下の
ように風習喜劇の特徴を的確に指摘している。

上流階級の滑稽さや、くだらなさや、悪徳を、寛大なシニシズムを
もって扱う。それは上品で、これはイギリス人の性格の中にあるから
だが、ときには感傷的で、いささか非現実的である。お説教はしない。
ときに教訓を引っ張りだすことがあるが、それも、そのことにあまり
力点をおかないようにとでもいうように、ちょっと肩をすくめて見せ
てである。17

ワイルドの喜劇は、モームが指摘する風習喜劇の特徴を全て備えている。
ワイルドは、童話や小説でヴィクトリア時代の世相を批判していた表現と
は異なり、風習喜劇という形態ゆえに弾劾や批判というよりも、軽い風刺
という表現で世相と偽善を皮肉った。貴族や政治家の汚職や、体面を気に
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する人間的な弱さを皮肉ってはいるものの、世相批判や教訓性は色濃く表
面に出てはいない。
滑稽さやシニシズムを受容する民族性をイギリス人は従来備えており、
道徳的抑圧が厳しいヴィクトリア時代であったが、1890年代後半には、ワ
イルドの喜劇の風刺を許容するほどの土壌はできていた。しかし、フィク
ションとしての喜劇を許容することと、現実の行動を許容することには温
度差があった。ワイルドが舞台挨拶で好んで身につけていた「緑のカーネー
ション」は同性愛の隠喩であり 18、ワイルドは特定の観客に自己開示をし
ていたが、1895年にワイルドは猥褻罪で投獄され、作家生命を絶たれる
こととなる。ワイルドは作家の絶頂期に、作品の許容度と実人生との許容
度を見誤り、破滅したといえる。

4.　ワイルドの喜劇の特徴
最初に出版した作品『ヴェラ、実は虚無主義者たち』から『サロメ』まで
の 13年間、ワイルドは悲劇にこだわり、喜劇を書くことがなかった。喜
劇より悲劇が尊ばれる風潮は古代ギリシャ時代からであり、アリストテ
レス（前384-前322年）は、喜劇は「比較的劣っている人たちを再現するも
の」、「滑稽なものはみにくいものの一部である」19と『詩学』（前335）で論
じている。ワイルドは批評集「嘘の衰退」（ʻThe Decay of Lyingʼ, 1889）で、
「人生は芸術を模倣する」20と発言しているが、これはアリストテレスの『詩
学』の一節「芸術は自然を模倣する」21のパロディである。ワイルドはアリ
ストテレスを意識していたからこそ、悲劇に固執していた可能性がある。
しかし、「皮肉と機知で有名になったワイルドの人生そのものが喜劇である」
と劇場支配人ジョージ・アレキサンダーは喝破し、ワイルドに喜劇を書く
ことを推奨した 22。喜劇の中でも特に、台詞回しが重要な風習喜劇は、ワ
イルドの個性と相性の良い文学ジャンルであった。
ワイルドの喜劇の4作は共通点が多い。いずれも、「24時間以内の出来

事である」と巻頭に明記されており、短時間で物語が二転三転することが、
独特の緊迫感を生み出す要因となっている。破滅に突き進み、悲劇で終わ
るとしか思えない物語が、意外などんでん返しで突如ハッピー・エンディ
ングを迎える。『まじめが肝心』には、「ハッピー・エンディングの小説は
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嫌い」23という機知に富んだ台詞が出てきて、喜劇を見に来た観客を笑わ
せる。こうした台詞回しは、観客が既に結末を知っていたとしても、何度
でも見たくなる要素である。
さて、ヴィクトリア時代の演劇文化においては例外的なことに、ワイル
ドの喜劇は全ての階級が共感できる作品であった 24。貴族の生活を描きつ
つも、貴族の失敗や人間的な弱い面を描き、ところどころで登場する庶民
が結末にかかわることもあり、幅広い観客を楽しませる要素をワイルドの
喜劇は備えていた。人間味のあふれるハッピー・エンディングや、先の読
めない展開、一度結末を知っていても何度でも楽しめる軽妙洒脱な台詞な
ど、ワイルドの喜劇が備えている魅力は大きい。
最初の喜劇『ウィンダミア夫人の扇』では、ヴィクトリア時代に流行した

「過去を持つ女」が描かれており、『サロメ』の「ファム・ファタール（運命
の女）」と同様、時代の思潮を取り入れた作品である。『ウィンダミア夫人
の扇』のアーリン夫人は、過去に家庭を捨てた「過去を持つ女」だが、娘マー
ガレットの誕生日に現われ、破滅へ向かう娘を救う母性愛に突如目覚める。
アーリン夫人の自己犠牲で娘は救われるものの、アーリン夫人が母性愛に
目覚める動機は不自然で、そこに至るまでの説明がない。また、アーリン
夫人は最後まで出自を娘には明かさず、秘密を抱えたまま娘のもとを去る。
ワイルド文学ではたびたび自己犠牲がテーマとなり、童話と喜劇でその傾
向は顕著である。しかし、他者のために命を捧げ、最後に神に救済される
童話の自己犠牲と、娘のために汚名を着せられ、救済されないアーリン夫
人の自己犠牲とでは、読後感が異なっている。キリスト教色が前面に出て
いたワイルドの童話と、キリスト教色を潜ませた彼の喜劇の作風の違いが
出ているといえる。
最後に書かれた『まじめが肝心』では、都会と田舎で異なる名前を名乗
り、恋愛を謳歌するダンディが主人公である。嘘が明るみになることによ
り、本命の恋人との結婚が危うくなるが、最後には偶然の一致で嘘が嘘で
なくなり、全員がハッピー・エンディングを迎える。嘘を告白して予定調
和を迎える喜劇はたくさんあるが、「本当に面白いのは、『真面目が大事』
のように嘘がただの嘘ではなくなるという状況を扱った喜劇である」25と
喜志が指摘しているように、『まじめが肝心』は巧妙なプロットになってい
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る。アーリン夫人の不自然な母性と救済されなかった『ウィンダミア夫人
の扇』の結末と比べて、登場人物が互いに許しあう『理想の夫』、偶然の一
致が登場人物の出会いにとどまらず、嘘から出た真になる『まじめが肝心』
など、ワイルドの喜劇は後半の作品ほど、うまくなっている。3年間とい
う短期間でプロットを進化させるほどに、喜劇を書く天賦の才を持ってい
たのである。
しかし、本節で問題提起したように、ワイルドの喜劇4作は時代ものの
風習喜劇であり、多様性に欠けるともいえる。シェイクスピアの場合、『ウィ
ンザーの陽気な女房たち』（The Merry Wives of Windsor, 1602）のみが時代も
のであり、問題劇やロマンス劇など多様な喜劇を10作書いている。台詞
回しの多様さに反して、多様なプロットや作品を書かないところがワイル
ドらしいといえる。

5.　ワイルドの喜劇に見て取れる芸術至上主義的要素
本稿4で既述したように、ワイルドはアリストテレスへの関心が高かっ

た。オックスフォード大学でギリシャ古典を研究したことや、ギリシャを
旅行して感銘を受けたこと、『獄中記』（De Profundis, 1905）や批評集での
執拗なまでのギリシャ哲学への言及からも、ヘレニズムへのワイルドの憧
れが読み取れる。ワイルド文学では、ヘレニズムは唯美主義に単純化され
た 26。代表作である『ドリアン・グレイの肖像』や『サロメ』ではエロティッ
クな唯美主義が描かれたが、喜劇ではダンディや恋愛の謳歌、快楽主義者
が多く描かれ、唯美主義の表現が異なっている。
ワイルドの喜劇の主人公はみな、嘘を抱えたダンディや快楽主義者たち
である。彼らは嘘を包み隠そうとし、真実の自分と、妻や恋人の描く理想
の男性像との間で葛藤することになる。また、過去を持つ女、理想を追求
する善良なピューリタン女性、ダンディの三者が登場するのもワイルドの
喜劇の登場人物の特徴である。例を挙げるならば、『ウィンダミア夫人の
扇』のマーガレットがピューリタン的女性、アーリン夫人が過去を持つ女、
オーガスタス卿がアーリン夫人を救済するダンディである。『理想の夫』で
はロバートが過去を持つ男、その妻ガートルードがピューリタン的女性、
アーサーがダンディであり、プロットの構図は『ウィンダミア夫人の扇』と
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似通っている。『まじめが肝心』においては、ジャックとアルジャーノンが
ダンディ、セシリーがピューリタン的女性という具合に、登場人物の配置
は変化しているものの、やはり共通点が多い。ピューリタン的女性につい
ては、次節にて後述する。
困難な局面を迎える主人公や過去を持つ女はモラリストに救われ、ハッ
ピー・エンディングを迎える。結果的にモラリストの重要さが浮き彫りに
なっており、『ドリアン・グレイの肖像』の序文 27や社交界でワイルドが反
道徳を主張したのと、大きく矛盾している。しかし、ワイルドの潜在的な
道徳観がここに反映されていると筆者は見ている。道徳に厳しく、嘘や過
去の過ちに対して許容度のない社会に対して、「寛容であることの道徳」
をワイルドは説きたかったのである。
ヴィクトリア時代の道徳的抑圧への反発や、ファム・ファタール、過去
を持つ女、唯美主義など、ワイルドはその当時の思潮や芸術観の影響を
受けやすい人物であったと考えられる。19世紀末に流行した唯美主義や、
ピューリタンと営利主義批判を題材とすることが多く、ワイルドは世紀末
の申し子といえる。その一方で、浪費癖が激しかった彼は、執筆料欲しさ
に喜劇を書いたという営利主義的な一面も持ち合わせている。
ワイルドの喜劇は、『ドリアン・グレイの肖像』をはじめとする彼の他の
作品と同様、貴族の生活を描いている。過去のワイルド研究では、「ノブ
リス・オブリージュ」からダンディズムが生まれ、ワイルドも自己犠牲を
重視するダンディであったとされているが、社交界の友人や恋人のダグラ
スのような貴族と交わることはあっても、貴族でないワイルドが、実際の
貴族の生活思想を知っていたわけではなかった。ヴィクトリア時代の俗物
を批判したワイルドであったが、実際には、高貴な身分に憧れるスノビズ
ムが彼の中に多少なりともあったであろう。ワイルドの喜劇の皮肉や機知
に富む台詞回しは、彼自身がそれらを用いて社交界の寵児やダンディとし
て自己演出した「芸術家ワイルド」らしい内容である。

6.　ワイルドの喜劇に見てとれるキリスト教的要素
アルフォンス・デーケンの先行研究によれば、ユーモアは人間が自由に
なり解放されたことの象徴であり、キリストは人間にユーモアと笑いとい
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う賜物を与えたということになる 28。ワイルドは、童話では営利主義批判
と神による救済というキリスト教的テーマで、ヴィクトリア時代の道徳的
抑圧へ抵抗したが、喜劇ではユーモアという手法でピューリタン的抑圧か
らの解放を望んだのである。
ワイルドの喜劇には、厳格で寛容さに欠ける「潔癖なピューリタン思想」29

を持つ人物が登場する。本稿5で論述したように、マーガレット、ガート
ルード、グウェンドレン、セシリー、プリズム女史らでピューリタン的女
性である。これらのピューリタン的女性には共通点がある。主人公の妻や
恋人という親密な立場であるが、厳格で偏狭なものの見方しかできない人
物として描かれている。また、このような偏狭な考えはピューリタン的な
思想下にあった当時の観客の一般的な通念であり、観客がピューリタン女
性に対して共感を抱くことを計算に入れながらも 30、ワイルドはピューリ
タン批判をしていたのである。当時の観客は、ワイルドの機知を評価して
も、一部の観客や読者を除けば、ピューリタン批判や芸術至上主義の思想
を評価してはいなかった。『まじめが肝心』の副題は、「まじめな人たちの
ためのつまらない喜劇」である。ヴィクトリア時代の禁欲的で「まじめな」
聴衆を、彼は暗に皮肉っていた可能性がある。
『ウィンダミア夫人の扇』のマーガレットは、一度罪を犯した女について、
「決して許されるべきでない」と発言しており、厳格さと偏狭さを象徴す
る人物である。第四幕では、アーリン夫人を誤解したアーサーが、「アー
リン夫人は、俗に言うように、犯した罪以上に罰せられた女性だと思って
いた 31」と批判する。アーリン夫人がマーガレットをかばって犠牲になっ
たことを、観客は第三幕で既に知っている。アーリン夫人に寛容であるこ
とを観客がアーサーに求めると、ワイルドは計算していたであろう。人生
の最後に神に救済されることを求めてカトリックに改宗したように、喜劇
の登場人物が救済される願望を投影したのである。
『理想の夫』では、ピューリタン的女性が最も顕著にその特徴をあらわし
ている。夫の汚職を知ったガートルードは夫の元を去ろうとし、破滅へと
突き進む。しかし、「理想の夫」という偶像を崇拝してきたが、その偶像
が破壊されただけで、愛してきた夫は以前から何も変わっていないと自ら
の過ちに、ガートルードは気づく。引き返せなくなったガートルードは過
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去の潔癖さや厳格さを悔い改めるものの、逆に自分自身が嘘や秘密を抱え
る展開となる。最後は全員が秘密や嘘を告白し、大団円を迎えるのが、こ
の作品の巧妙なところである。また、『まじめが肝心』のグウェンドレン、
セシリー、プリズム女史はいずれもピューリタン的女性だが、人間性や大
切なものが何なのかを見失った人物として描かれている。人柄を見ずに、
「アーネスト」という名前だけを愛するグウェンドレンや、預かった子ども
と原稿を間違えて駅に置いてきたプリズム女史などは、人間性が軽視され
たヴィクトリア時代を象徴しているといえる。
さて、リーランド・ライケンは『聖書の文学』（The Literature of The Bible, 

1974）で、聖書が人々に喜びをもたらすという意味で喜劇的性質を持つと
いうことを踏まえて、喜劇の特徴を挙げている。

ロマンスというのは、人間経験の理想化された姿を描く文学である。
それは私たちの願望成就への欲求を満足させる。それに対立するのが
反・ロマンスであるが、それは、完全な束縛の世界と理想的なものの
不在を提示する。行動がロマンスから破局へと降りていく物語は悲劇
であり、束縛から自由へと上がっていく動きが喜劇である。32

束縛から自由へと上がっていく動きが喜劇であるが、そこに至るまでの
過程は様々である。ライケンは聖書のヨブ記を例にとり、「出来事が繁栄
の状態で始まり、次に悲劇へと落ちていき、また突然に幸運な結びへと上
がっていく」33物語を、「U字型プロット」であると発言している。ワイル
ドの喜劇は全てこのパターンをとっており、理想の家庭生活や理想の結婚
前夜を迎えながらも、嘘や誤解から破滅へと突き進み、最後にピューリタ
ン的気質を持つ女性が悔い改めることで、『理想の夫』や『ウィンダミア夫
人の扇』のプロットを決着させている。ワイルドの喜劇は、U字型プロッ
トにのっとったピューリタン批判という点で首尾一貫している。

7.　「芸術家ワイルド」と「人間ワイルド」の葛藤
ワイルドの内面には、多くの相克があった。アイルランド出身でありな
がらも、イギリスで作家活動をし、話し言葉も作品もアイルランド色を消
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していた。また、プロテスタントの家系に生まれながらもカトリックに惹
かれ、唯美主義と宗教意識の間を行き来した。ワイルドの中には、様々な
「自己」があり、その矛盾と葛藤に揺れ動いたといえる。
先行研究では、ワイルド文学の『獄中記』までは異教趣味（唯美主義）で
あり、『獄中記』以降はキリスト教であると指摘されている 34。しかし、筆
者の考えでは、『ドリアン・グレイの肖像』や『サロメ』、童話などのワイル
ド文学を通して、芸術至上主義とキリスト教は、どちらが前面に出るのか
変化を重ねながらも、いずれもが一貫して根底に潜んで相克している。こ
の相克は、「芸術家ワイルド」と「人間ワイルド」の葛藤が原因である。
ワイルド文学を通じて、逆説的な警句を発するダンディが登場する。先
行研究では、こうした人を食った登場人物は、社交界で縦横無尽に言葉を
駆使して名声を得たワイルドの投影であると、解釈されることが多かった
35。ワイルドの喜劇にも逆説を繰り返すダンディが登場し、『ウィンダミア
夫人の扇』のダーリントン卿や、『つまらない女』のイリングワース卿、『理
想の夫』のゴーリング卿は、ワイルドの代弁者、分身であると荒井良雄は
断言している 36。喜劇以外の作品に登場するダンディとして、『ドリアン・
グレイの肖像』のヘンリー卿が挙げられる。しかし、「世間の考えるワイル
ド像はヘンリー卿だが、バジルこそが自分の考えている姿である」とワイ
ルドは書簡で発言している 37。ここには大きな矛盾が存在し、唯美主義を
自己演出した「芸術家ワイルド」と、実際の「人間ワイルド」は一致してい
ないとワイルド自身が告白しているのである。先行研究においても、唯美
主義的なワイルドの代表作について、解釈の議論が行われつつある。たと
えば、『ドリアン・グレイの肖像』の結末を、「唯美主義批判とも、唯美主
義の不徹底批判とも解釈できる」とする先行研究があり 38、『サロメ』の結
末における預言者ヨカナーンの死を、「ヘブライズムの勝利」と解釈する先
行研究も存在する 39。ワイルド文学には、ワイルド自身の葛藤が投影され
ているがゆえに、様々な解釈を読者に迫ってくるのであると筆者は考える。
カトリックを賛美していたワイルドらしいピューリタン批判のような宗
教意識や、モラリストやダンディによる救済、自己犠牲などの価値観もま
た、ワイルドの喜劇に潜んでいる。
アーリン夫人の自己犠牲に救われたマーガレットは、「過去を持つ女」で
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あるアーリン夫人への考えを改める。「人間は、別々な人種や生物のよう
に、善人と悪人とに区別できるとは考えません」40というマーガレットの
第四幕の変化は、結末の台詞に象徴されている。アーリン夫人と結婚す
るオーガスタス卿に対して、「あなたはとても善良な女性と結婚なさる
のです！」41とマーガレットが語り、物語は締めくくられる。このことか
ら、彼女がピューリタン的な偏狭な女性から、寛容さを知る女性へと「改宗」
したと読みとれる。
「多角的なものの見方ができずに破滅する主人公を同情的に描くのが悲
劇」であり、「逆説を用いて批判的に描くことによって現実と妥協させる
のが喜劇」であると、先行研究で定義されている 42。マーガレットをはじめ、
ワイルドの喜劇はピューリタン的な偏狭な視野の女性が、世の中との接点
を広げ、寛容さを身につけるという展開で、喜劇の定義に準じている。し
かし、筋金入りのピューリタンが、「因果応報よりも寛容さや神の愛を終
生貫くことができたかどうかはなはだ疑問である」43と丸橋良雄が問題提
起するように、「ダンディによるピューリタンの一時的な改宗」44はワイル
ドの儚い願望であろう。筆者の考えでは、その願望がかなうことがないと
いう諦めがワイルドにはあったであろうが、その願望を描くことで、ワイ
ルドは社会との接点を持ちたかったのである。ワイルドが喜劇を執筆して
いた時期にはまだ明るみにはなっていなかったが、ワイルド自身が同性愛
者という当時の法律では罪人であった。ピューリタン批判を通じて、理想
（同性愛を許容する社会と、彼自身のカトリックへの憧れ）と現実（同性愛
は犯罪であることと、ピューリタンが主潮であること）との融和を望んで
いた可能性がある。
『まじめが肝心』のタイトルは、「まじめ（earnest）である」ことが大事で
あることと、「アーネスト（Ernest）という名前である」ことが大事である
というダブル・ミーニングである。二重生活で恋愛を謳歌したふまじめな
ジャックがアーネストになり、まじめなピューリタン女性は人間性を見失っ
ている。実際には、「まじめが肝心」とはワイルドは考えておらず、むしろ、
まじめに徹しすぎるヴィクトリア時代の観客への皮肉であったと考えられ
る。また、「アーネスト」が同性愛の隠語であったことも 45、ワイルドの自
己開示のメッセージの一つと考えられる。『まじめが肝心』のジャックとア
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ルジャーノンが、田舎と都会とで違う人物を演じて恋愛を謳歌する二重生
活は、妻コンスタンスと結婚しておきながらもアルフレッド・ダグラスと
恋人関係であったワイルドの実人生そのものであり、メタフィクション的
である。このように、社会との接点を持つことの願望や、実人生を投影し
たことは、「人間ワイルド」としての喜劇である。
警句や逆説、皮肉、機知、快楽主義といった「芸術家ワイルド」として
の面が強いワイルドの喜劇であるが、カトリックに惹かれる「人間ワイルド」
としての面が根底に潜み、「芸術家ワイルド」と葛藤していたのである。「一
人の男が何かに殉じて死んだからとしても、それが必ずしも真実とは限ら
ない」46というワイルドの箴言のように、芸術至上主義を標榜した彼は死
の前日にカトリックに改宗している。作家の発言が一貫しないことは珍し
いことではない。ワイルドは唯美主義者という喜劇を演じきろうとしたが、
聴衆や観客を最後には欺ききれなかったといえよう。

結論
ワイルド文学には芸術至上主義と宗教意識の相克があり、実人生の投影
と自己開示が行われている作品群である。唯美主義者でありつつもカトリッ
クに惹かれたワイルドの葛藤は、キリスト教色が前面に出た童話や、唯美
主義的な作風でありながらも、神の存在を暗に描いている『サロメ』から
読み取れる。喜劇においては一読して見て取ることは難しいものの、ワイ
ルドの相克が根底に潜んでいる。
ワイルドの喜劇もまた、表現方法は異なるものの、作者の矛盾と葛藤が
存在するという点で、ワイルド文学共通のテーマを備えている。彼の喜劇
は軽妙洒脱な娯楽として完結しており、ヴィクトリア時代の演劇文化を牽
引した存在であったが、作品の根底に潜む作者の願望や自己開示、葛藤は、
当時の観客には理解しえない深刻なものであった。ワイルドは自分の作品
や書簡が、後世に読まれることを想定して、自作自演していたのであろう。
その描写や主張の移り変わりは、唯美主義とキリスト教とで揺れ動くワイ
ルドという人間を示しているといえる。
他作品における「芸術家ワイルド」と「人間ワイルド」の葛藤については、
今後の研究課題としたい。
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［付記］本稿は、故竹野一雄先生の生前にご指導いただいた最後の論文である。今
後も研究を続けることで、竹野先生に恩返ししたい。

注
1 Holland, Vyvyan. Oscar Wilde: A Pictorial Biography. London: Thames and 

Hudson. 1966. p. 80.
2 2020年から 2021年にかけて、新型コロナウイルスの影響でロンドンでは多

くの劇場が閉鎖されているが、2020年にTurbine Theatreが、2021年にはThe 
Royal Overseas Leagueが、『まじめが肝心』を上演した。

3 Cohen, Philip K. The Moral Vision of Oscar Wilde. London: Associated University 
Press. 1979, p. 175.

4 Killeen, Jarlath. The Faith of Oscar Wilde: Catholicism, Folklore and Ireland. 
Hampshire: Palgrave Macmillan. 2005. pp. 138-61.

5 Willoughby, Guy. Art and Christhood: The Aesthetics of Oscar Wilde. London: 
Associated University Press. 1993.

6 山田勝や木村克彦などのワイルド研究家が作品論の一部でワイルドの喜劇を
論じている他、『ユリイカ』のワイルド特集記事で喜劇が取り上げられている。

　　　『ユリイカ』青土社、1980年9月、 pp. 180-89.
7 鈴木ふさ子『オスカー・ワイルドの曖昧性』開文社出版、2005。
8 平井博『オスカー・ワイルドの生涯』松柏社、1960年。
9 遠藤光「ヘブライズム」山田勝編『オスカー・ワイルド事典―イギリス世紀

末大百科』北星堂書店、1997年、p. 359.
10 中野里皓史・大場建治「イギリス演劇」『日本大百科全書』ジャパンナレッジ
　　　https://kotobank.jp/word/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B

9%E6%BC%94%E5%8A%87-30126（2021年6月5日閲覧）
11 ショウ、バーナード（金谷展雄訳）「理想の夫」『ユリイカ』青土社、1976年5月、

p. 92.
12 逢見明久「劇場―一九世紀末英国劇団の寵児ワイルド」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』開文社出版、2013、pp.343-44.
13 川崎淳之助「風習喜劇」山田勝編『オスカー・ワイルド事典―イギリス世紀

末大百科』北星堂書店、1997、pp. 318-19.
14 喜志哲雄『喜劇の手法―笑いのしくみを探る』集英社新書、2011、p. 217.
15 喜志『喜劇の手法―笑いのしくみを探る』、pp. 15-16.
16 Complete Works of Oscar Wilde. New York: HarperCollins Publishers. 2003. p. 

1010. 筆者訳。
17 モーム、サマセット（中村能三訳）『要約すると』新潮文庫、1994、p. 118.



– 100 –

オスカー・ワイルドの喜劇における「芸術家ワイルド」と「人間ワイルド」の葛藤

18 宮崎かすみ『オスカー・ワイルド―「犯罪者」にして芸術家』中公新書、
2013、p. 109.

19 アリストテーレス、ホラーティウス（松本仁助、岡道男訳）『アリストテレース
詩学・ホラーティウス詩論』岩波書店、2016、p. 32.

20 Complete Works of Oscar Wilde. p.1082. 筆者訳。
21 アリストテーレス、ホラーティウス『アリストテレース詩学・ホラーティウス

詩論』、pp. 27-28.
22 菊池せつ子「オスカー・ワイルドの「風習喜劇」論考―『理想の夫』について」

『武蔵丘短期大学紀要』武蔵丘短期大学、2005年、p. 2.
23 Ibid. p. 376.
24 英米文化学会監修『ヴィクトリア朝文化の諸相』彩流社、2014、p. 93.
25 喜志『喜劇の手法―笑いのしくみを探る』、p. 36.
26 遠藤光「ヘレニズム」山田勝編『オスカー・ワイルド事典―イギリス世紀末

大百科』、p. 364.
27 Complete Works of Oscar Wilde. p. 17.
28 デーケン、アルフォンス「キリスト教とユーモア」『人間学紀要』25号、上智人

間学会、1995、p. 256.
29 山田勝『世紀末とダンディズム―オスカー・ワイルド研究』創元社、1987、p. 

93.
30 奥村三郎「ヴィクトリア朝後期の芝居とオスカー・ワイルド―『ウィンダミ

ア夫人の扇』を中心に」『大阪市立大学大学院文学研究科紀要』大阪市立大学大
学院、1972年10月、p. 849.

31 Complete Works of Oscar Wilde. p. 456. 筆者訳。
32 ライケン、リーランド（山形和美監訳）『聖書の文学』すぐ書房、1990、p. 29.
33 前掲書、p. 151.
34 池田正義「オスカーワイルドにおける異教観と基督教観」『時事英語学研究』７

号、日本時事英語学会、1968、p. 62.
35 Holland, Merlin. ed. Oscar Wilde: A Life in Letters. New York: Carrol & Graf 

Publishers. 2007. p. 170.
36 荒井良雄「劇作家ワイルド」『ユリイカ』青土社、1980年1月、pp. 186-87.
37 Holland, ed. Oscar Wilde: A Life in Letters. p. 170.
38 富山太佳夫「誘拐するテキストの記号論―『ドリアン・グレイの肖像』論」『ユ

リイカ』青土社、1980年9月号、p. 127.
39 遠藤光「ヘブライズム」山田勝編『オスカー・ワイルド事典―イギリス世紀

末大百科』、p. 359.
40 前掲書、p. 143.
41 前掲書、p. 162.
42 荒井良雄「オスカー・ワイルドの戯曲」『学習院大学文学部文学部研究年報』23

号、学習院大学、1976、p. 196.



– 101 –

宮本　裕司

43 丸橋良雄「ワイルド喜劇研究 2」『歴史文化社会論講座紀要』京都大学大学院、
2006年3月、p. 24.

44 前掲書、p. 24.
45 宮崎『オスカー・ワイルド―「犯罪者」にして芸術家』、pp. 136-37.
46 Complete Works of Oscar Wilde. p. 312. 筆者訳。


