
オスカー・ワイルド研究20 （2021年）

オスカー・ワイルドは、近代社会に最初に公然と現れた同性愛アーティ
ストであり、今では性的マイノリティの象徴的存在でもある。ワイルドが
書いた長篇詩『レディング監獄のバラッド』の一節、「疎外されるものは常
に嘆き哀しむ」（outcasts always mourn）が、ペール・ラシェーズ墓地にある
彼の墓に彫られているが、この言葉はワイルド自身のことを指しているの
だろう。ワイルドの墓は、今でも同性愛者たちの巡礼地となっているが、
その求心力は彼の文学作品のみならず、彼自身が同性愛者として社会に処
罰された経緯とその心情を綴った『獄中記』にもあるので、本書の新訳が
刊行されたことはひときわ喜ばしい。
近年、LGBTへの理解が少しずつ進みつつあり、近代の人権保護という

文脈において隆盛した性的マイノリティの人々による政治的運動の成果の
ひとつとして挙げられるのが、（日本ではまだ認められていない）同性婚の
合法化である。ただ、2005年に合法化が実現しているイギリスでも、1 50

年ほど前までは、あらゆる形態の男同士の同性愛が犯罪化されており、脱
犯罪化すら達成されていなかった。そういうホモフォビアの文化において
アルフレッド・ダグラス卿との同性愛関係が白日の下に晒されてしまった
ワイルドは、法廷で「著しい猥褻行為」の有罪判決を受けて、二年間投獄
されることとなる。
ワイルドが獄中で経験した苦悩をダグラス宛ての手紙として綴った『獄
中記』は近年熱い関心を呼んでいるが、本書はその新訳をさまざまな関連

小川　公代

オスカー・ワイルド著、宮﨑かすみ編訳

『新編獄中記―悲哀の道化師の物語』

中央公論新社、2020

《書評》



– 109 –

小川　公代

書簡とともに翻訳、編集している。イギリス文学とセクシュアリティをテー
マに研究する者にとっていかに有益な書であるかはいうまでもないが、編
訳者が述べているように、本書はワイルドの人生の暗部を照らし出した「小
説仕立ての評伝」としても読めるため（『獄中記』、iii）、LGBTをめぐる社
会問題に関心のある一般読者にとっても魅力的な一冊となろう。
本書自体を評する前に、簡単に歴史的文脈を振り返っておきたい。ワイ
ルドが逮捕された背景には、1885年の刑法改正法第十一条のラブシェール
修正条項によって男同士の「親密な」関係が国家の徹底的な監視下に置かれ、
同性愛者の権利が著しく損なわれていた状況があった。イギリスで男性間
の同性愛行為が合法化される 1967年までは、同性愛の男性は差別の対象
となるだけでなく、法的な処罰を受けた。社会規範の埒外にある関係性に
侮蔑のまなざしが向けられていた時代に、ワイルドはクィアな愛を「深淵
でスピリチュアルにつながりあう愛にして、純粋かつ完全」であり、来る
べき新文化の曙光を暗示するものとして「名づけえぬ愛」と表現した。彼
に言わせれば、「今世紀 [十九世紀 ]ではその愛はまったく理解されていな
い」。2　ワイルドは社会の無理解に反論しつつも、「自分が犯罪者であると
いう自覚を弄び、その自意識を研ぎ澄ますことを創作の糧にして」いるた
め（『獄中記』、16頁）、この獄中書簡には、戯曲や小説では表現しえなかっ
た彼自身の悲痛な魂の叫びが記録されているとも言える。
ワイルドは、『獄中記』で投獄されるまでの自分の行いを省みて、自分を
翻弄したダグラスとは金輪際関係を持たないと誓っているが、そのような
顛末に発展した経緯とは何だったのか、そして出獄後に彼は実際にどのよ
うな人生を歩んだのか、本書はいわばワイルドの投獄時代のビフォア、ア
フターが雄弁に語られる一冊であり、次のような構成になっている。前説
「ワイルドの前半生と事件に至るまでのあらまし」、第一章 「三度の裁判」、
第二章 「深き淵より」、第三章 「新たな牢獄」、終章「ワイルドの亡霊」。編
訳者によるエゴドキュメントの丹念な掘り起こしの作業と丁寧な翻訳によっ
て、あたかもワイルドの人生が再構成されるかのような読み物となってい
る。
本書の前説では、ワイルド逮捕の発端ともなるダグラスの父親クィーン
ズベリー侯爵との醜い諍いまでの複雑な状況が整理され、それが第一章に
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収録された書簡の理解がさらに深まるよう工夫されている。まず、クィー
ンズベリー侯爵が、自分の息子二人が同性愛であるという噂が立っていた
ことや、彼自身の男性性が問われていたことがある。侯爵は、若い女性
と再婚した際に、「生殖器の奇形」および「不感と不能」を理由に婚姻無効
を申し立てられていたのだが（同、19頁）、このように男性性が否定され
たことによって、ワイルドは息子のダグラスと別れさせなければならない
天敵となった。侯爵がクラブに残したワイルド宛てのメモには、「男色家
を気取るオスカー・ワイルドへ」と書かれていたが（同、25頁）、ダグラス
はこの件を、「父親を法定に引きずり出して監獄に入れる絶好のチャンス」
だと捉え、ワイルドを焚きつけた。その結果、ワイルドが侯爵を名誉毀損
で訴えることになる。
第一章「三度の裁判」は、裁判、保釈、判決をめぐる書簡などがわかり
やすい解説とともに翻訳、収録されている。裁判でワイルドは、ダグラス
との関係のみならず、男色宿の経営者アルフレッド・テイラーから紹介さ
れた男たちとの関係までもがサヴォイ・ホテルの客室係の証言によって裏
付けられ、懲役刑が言い渡される。投獄によってさまざまな試練を背負わ
されているワイルドに対し、ダグラスは「安全地帯に身を置」いて、さらに
は逮捕後にワイルドが彼宛に綴った「熱烈な愛の手紙」をフランスの雑誌に
掲載すると主張する（同、45頁）。ワイルドは次第にダグラスへの不信感
を募らせていく。そしてその態度は、親友のロバート・ロスへの書簡（1895

年 5月 30日）からも見て取れる。またこの章には、同性愛を「病気だとみ
なす」性科学に依拠したワイルドによる減刑嘆願書も収録されている。　
第二章「深き淵より」が、これまで一般的に『獄中記』として読まれてき
たダグラス宛の獄中書簡に相当する。この長い手紙でワイルドは、ダグラ
スとクイーンズベリー侯爵との「喧嘩」（『獄中記』、228頁）に巻き込まれ、
自分の運命までもが翻弄されてしまったと解釈しており、人生の辛酸を
嘗めることになった事態は「絶対に必要な段階であった」と認めながらも、
出獄後はダグラスとは「二度と会いたくない」（同、286頁）とロバートに宛
てて書いている。それは、「世間には私の過去を別の眼差しで見させ、神
にも私の過去を別の眼差しでみさせなくてはならない」からだ（同、245

頁）。
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第二章の彼の獄中書簡には、世間の卑俗さに染まってしまったことに対
する深い悔恨が滲み出ている。ワイルドのデカダンスという美意識の根底
にあったのは、現世利益的な卑俗さへの反発である。小説、戯曲、批評い
ずれのジャンルにおいても、彼が嘲笑の対象としたのは、近代合理主義に
蝕まれ、感受性や想像力の欠如した俗物であった。

かくして私が辿りついたのが、究極の本質としての魂であるのは言を
俟たない。多くの点でかつての私は魂に敵対していた。それなのに魂
は友人として私を待っていてくれたのだ。魂と触れ合うようになると
人は子供のように純粋になる。キリストが人はかくあるべしと言った
あの純な状態である。（同、181頁）

ここでワイルドがいう「魂」とは、卑俗さとはかけ離れたところで、あ
りのままに生きることを意味する。彼は、二作目の喜劇の成功を祝して
特別な贈り物をダグラスに贈っているが、それは彼自身がデザインして作
らせた「銀色の靄のような色のハート形の四個の月長石がルビーとダイヤ
モンドの交互に並んだ台座に収まっている」美しいカフスボタンであった。
ダグラスに宛てたこの書簡では、その贈り物は「質に入れられるため」の
ものではなく、その真の価値は「友情」にあったと綴られている（同、239

頁）。ワイルドは、その価値を理解しないダグラスを糾弾する。「すべての
ものが他人から君〔ダグラス〕に与えられなければ気が済まず、他方、人
には愛情や尊敬や感謝の念を与えることを一切拒む」（237頁）。ワイルド
は投獄されて初めて、かつてそういう俗物的なダグラスとの関係にのめり
込んでしまった自分が「魂の真なる基調からどれほど遠いところにいる」
かを悔い改め、苦悩しているのだ。
「苦悩する魂」を中心としたテーマは、『社会主義下の人間の魂』（The 

Soul of Man Under Socialism, 1905）という著書にもっとも明快に論じられ
ている。私有財産制が基盤となり、物質的には豊かな社会では、人間は多
くのものを持っているがゆえに偉大な人間であるという欺瞞に陥ってしま
い、それによって「真」の個人主義は押し潰されるという議論である。
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おまえの完成はおまえの内にあるのだ。それが自覚できさえすれば、
金持ちになろうなどとは思わないだろう。普通の富なら人から盗める。
真の富はできない。おまえの魂という宝庫には、おまえから奪えない
限りなく尊いものがある。だから外的なものに害されぬようおまえの
生活を築くようにするのだ。そしてまた私有財産を除くようつとめる
のだ。3

ワイルドは、「害」となる外的なもののなかに「卑しい商売熱心」「無限の
勤労」「悪事の連続」を含めている（『社会主義下の人間の魂』、317頁）。彼
は物の豊かさを競い合うブルジョワ社会の価値観を脱したとき、真の魂が
自由に躍動できるという考えを持っていた。「死ぬまでに「魂を獲得する」
ことのできる人間がこんなにも少ししかいないというのは悲劇である」と
述べていることからも、ワイルド自身、それがいかに困難か痛感していた
ことが分かる（『獄中記』、180-81頁）。
耽美主義とは、一般的に道徳や倫理から外れたとしても美を極めること
を追求する考え方である。耽美主義者として知られるワイルドの「美」の
観念が、そのラベルのせいで誤解されてきたことは作品を読めば分かる。
ワイルドが「幸福な王子」（The Happy Prince, 1888）で描いた金箔に包まれ
た彫像は決して外見的な「美」を具現しているのではない。ワイルドがダ
グラスに贈ったカフスボタンの「美」もその物自体に内在しているのではな
く、二人の友情にあった。つまり、「美」は観念ではなく他者の「生」に関
わり合うという実践でもある。
主人公の「幸福な王子」は、実は人間の生まれ変わりである。贅を尽く
した生活を送った後に死を迎え、その後、目や剣の柄にはサファイアやル
ビーといった宝石がはめ込まれ、純金で覆われた彫像としての生を与えら
れる。この彫像が町を一望できるところに立てられたため、「この町の醜
さやみじめさがすっかり見えてしまうんだ。ぼくの心臓は鉛でできている
けれど、やはり泣かずにはいられなくてね」4 という心境の変化を体験す
る。城の囲いのなかで贅沢な生活を送っていたため、貧しさの苦しみに気
づけなかった人間の「幸福な王子」は、奇しくも、投獄されたワイルド自
身と重なり合う。
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「幸福の王子」の一度目の「死」は、現世利益的な卑俗さから抜け出し、
真の魂を手に入れる彫像の「新たな生」を意味する。皮肉にも、数十年を
経て、ワイルド自身が獄中で、これとまるで同じ価値観を唱えることにな
る。

「物の奴隷になり下がるために自由を浪費するものや、柔らかな衣服
に身を包み王の住処に住む者ら」に対して、彼は憐みを感じていた。
キリストが「汝の持てるものすべてを売り払い、その金を貧しい者に
施しなさい」と言った際、キリストの頭にあったのは貧しい者の状態
ではなく、若者の魂のことだった（同、181頁）。

実質すべての財産を奪われる形で投獄されたワイルドは、この「若者の
魂」を自分の「魂」に重ねていたのだろう。そして、『社会主義下の人間の魂』
の一節を思い返していたのではないだろうか。それは「イエスが貧しき者
について語るときかれはただ個性のことをいっているのである」という言
葉である（『社会主義下の人間の魂』、316頁）。獄中のワイルドは、世間が
価値を置くような卑俗なものを持たなくても、「個性」があれば、俗物的
なものや評判に振り回されることはないという『社会主義下の人間の魂』
の信念に傾倒している。「誰かに悪口をいわれても、口答えすべきではな
い。それに何の意味があるのだ？」と問いかけている。ワイルドにとって、
個人主義者とは「あるがまま」でいることができ、「世論などというものは
いささかの価値もない」と思える人間のことだ（『社会主義下の人間の魂』、
317頁）。
こうして比較してみると、第二章「深き淵より」は、ある意味で『社会主
義下の人間の魂』の実践編のようにも読める。ワイルドは新たな決意とと
もに、「あるがまま」の自分、すなわち芸術家として生きる意欲を見せて
いる。「私が出獄したあと、友人が開いた宴に私を招かぬことがあっても、
私は微塵も気にかけないだろう」という言葉は、彼の決意表明でもあろう
（『獄中記』、199頁）。また、投獄前は資金が許すだけダグラスの贅沢癖に
付き合ったワイルドの生き方が、彼がもっとも蔑む「俗物的中流階級人」
のものであったと後悔している（同、207頁）。
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第三章「新たな牢獄」では、出獄後にも「牢獄」が待っていたことが明ら
かになる。ここには、晩年の惨めな人生が刻銘に記録された多数の貴重な
書簡が掲載されている。現実世界のワイルドは、第二章「深き淵より」で
決意表明していたような人生を生きることができない。出獄した直後、親
友ロバートには、ダグラスのことを「哀れで恩知らずのあの若者」と呼び、
「悪しき影響力を及ぼす存在のように感じる」とまで書き、他方、ロバー
トがもたらしてくれる「甘美な友情」を何よりも大切にしているようなメッ
セージを送っている。ところが、三ヶ月ほど経つと、「ダグラスに会いた
いという思いを抑えることができなくなって」しまう（同、313頁）。そし
てついにロバートにも、「ぼくがボウジー〔ダグラス〕のもとへ戻るのは心
理的な必然なのだ」と認めている（同、317頁）。その後、妻のコンスタン
スは、ワイルドがダグラスとの関係を復活させたことに激怒して、送金を
停止する措置を取るが、それでも「心優しい彼女はワイルドを完全に見捨
てることができなかった」（同、347頁）。
晩年のワイルドは劇作家としてやり直したいという希望を最後まで捨
てなかったが、「再起を果たすことは叶わず、人生に怯懦し、あがき、失
望して不貞腐れては開き直るも、アイディアの多重売りという不名誉のな
かで人生の幕を閉じ」るのである（449頁）。耳の炎症が脳にまで及ぶ可能
性があったため手術を受けたワイルドだが、その後、回復することなく
四十六年の生涯を閉じる。
ワイルドの童話や戯曲、あるいは『ドリアン・グレイの肖像』（The 

Picture of Dorian Gray, 1890）については広く論じられてきたが、じつは
彼がシェイクスピアの同性愛についての短篇小説「W・H氏の肖像」（“The 

Portrait of Mr. W. H.”, 1889）を書いていたことはあまり注目されていない。
これは、シェイクスピアのもとで演じたことのあるウィリー・ヒューズ
（W・H）という少年俳優がこの大詩人に愛されたため『ソネット集』が書か
れたという虚構の物語である。このウィリー・ヒューズという少年を、大
橋洋一氏は「越境者」と形容している。5  なぜなら、彼は少年でありながら
女性の役を演じ分ける両性具有的な存在であり、また、俳優なので「現実
と虚構」、そして彼が肖像画にもなっているため「過去と現在」を越境する
登場人物だからだ。この作品でもっとも重要なのは、ウィリーの肖像画が
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「贋作」であったという事実だ。美しい彼の姿を映し出す肖像画をあえて「本
物」であると保証しないワイルドの思想の根底には「贋作」、つまり演技同
様に「虚構」や「演劇性」こそが人間の本質であるという考えがある。
本書からも、ワイルド自身が「現実」と「虚構」を行き来する「越境者」で
あることが分かる。彼の人生の終わりは、愛し合う二人が天に召される物
語を綴った「幸福な王子」ではなく、華々しく打ち上げられる夢をみたが
最期は誰にも見られない打ち上げ花火の物語「素晴らしいロケット」（“The 

Remarkable Rocket”, 1888）の結末により近いだろう。借金まみれで、劇作
家として再起することもかなわなかった点では、自分が描いた後者の「虚
構」を再現したのだと言える。虚実の価値が転倒しているとも言えるが、
『ドリアン・グレイの肖像』をはじめとした多くの作品で虚実混淆の世界を
表してきたワイルドにとっては、6  これ以上ない幕引きだったのかもしれ
ない。
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