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オスカー・ワイルド『ドリアン・グレイの肖像』

　　　　における能動性と受動性の交錯

鵜 飼 信 光

　オスカー・ワイルド（1854－1900）の唯一の長編小説『ドリアン・グレイの

肖像』（1891年）の少し前、1889年に発表された「W．H．氏の肖像」1の中に、

年輩の紳士アースキンが忠告について次のような発言をする箇所がある。

忠告をするのは常に愚かなことではあるが、良い忠告をすることは絶対に

致命的である。私は君がその誤りに決して陥らないことを希望するよ。も

しそうなったら君はそれを悔やむだろう。2

この一節は忠告を立派な行いと考える思い込みを揺さぶる最初の一文も面白

いが、その妙味はむしろそれに続く二つの文にある。アースキンは年若い友

人に忠告の愚かさと致命的な害を述べた直後、人に忠告を与える誤りに陥ら

ないようにと忠告しているのである。忠告の非を説きながらも忠告を与えて

しまうほど人は忠告癖から逃れがたい。その一節はまた、作品がその謎を解

き明かそうとするシェイクスピアのソネット集が若いW．H．氏への幾つも

の忠告を含んでいることとも関わっているだろう。

　人に忠告を与えないようにという忠告にあるような自己言及的な逆説は、

『ドリアン・グレイの肖像』の中でも幾つかの箇所で興味深い現れ方をしてい

る。たとえば第十一章の次の一節に着目してみよう。
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不誠実さはそれほど恐ろしいことだろうか。私はそうは思わない。それは

単に私たちがそれによって自分の人格を多重化できる方法に過ぎない。

　それが、いずれにせよ、ドリアン・グレイの意見だった。3

この引用の第二文の「私」はドリアンを指すとも考えられるが、複数の批評

家がそれをワイルドが主張に熱を込めるあまり顔をのぞかせたものと解釈し

ている。4私はその「私」を語り手と取るが、ただし、そう解釈する理由はドリ

アンに意見を帰する最後の一文に語り手の鱈晦の印象があることと、語り手

「私」のここでの出現にも特別な鱈晦があることとにある。特別な鱈晦とは、

ここで語り手が「私」として顔を出すことが「私は嘘つきである」と述べる

者が嘘つきか正直者かが不明になるのと同じ状況を引き起こすことである。

不誠実さを恐ろしいと考えないと述べる「私」は、不誠実にそう言っている

可能性がある。「不誠実さは恐ろしいことではない」という主張自体の誠実さ

が自己言及的に不明であることを、主張者「私」の出現は一層明確にする。

「私」はいわば「私」を隠すために姿を現しているのである。

　先の引用はまた人格の多重化を暗に推奨する箇所でもあるが、自己の多重

化を志向する者は、それに反発する自己をも内包しなければ真に多重的では

ない。そのような逆説的な自己言及性は、ドリアンが初めてヘンリー卿に触

発される場面にも見られる。ヘンリー卿は他者からの影響の受容は借り物の

自己を身につけてしまうことだとし、自己の発展こそ人生の目的であり、そ

のために快楽の追求を恐れてはならないと説くのだが、ドリアンは他者から

影響を受けるべきでないというまさにその言葉に影響を受ける。

　ドリアンの変化の端緒のこのような自己言及的な逆説は、複雑な問題を提

起している。単純に考えれば、この状況は彼の自己の発展がまがい物である

可能性を示唆していると解釈できる。以下の考察でもそのことの確認が出発

点となるだろう。しかし、ドリアンの作品中の描写をたどって行くと、彼の

自己は利己心、快楽への欲望などとして激しく作用を及ぼし、まがい物でな

40



　　　　　オスカー・ワイルド幹リアン・グレイの肖像』における能勤性と受動性の交錯

い隆々とした発展を遂げているようにも見えるのである。

　ドリアンのそうした姿を理解する手がかりとして、この小論ではワイルド

の操り人形についての独特な考えに着目したい。獄中記『深淵より』（1949年）

の中に、操り人形がそれ自身の情熱を持つという、次のような一節がある。

そのことは私に君自身が何か秘密の見えない手によって恐ろしい出来事に

恐ろしい結末をもたらすよう動かされる操り人形（puppet）に過ぎなかっ

たように感じさせる。しかし操り人形たち自身も情熱を持っている。彼ら

は自分たちが観客に見せているものの中に新しい筋を持ち込み、運命の浮

沈の命じられた結末を自分たち自身の気まぐれや欲望に適するようねじ曲

げようとする。5

あるいは『ドリアン・グレイの肖像』の第十六章にも、バジル殺害の翌日ド

リアンが阿片窟へ向かう街並みの描写に、操り人形という語を含んだ次のよ

うな一節がある。

窓のほとんどは暗かったが、時々奇怪な影がランプに明るんだブラインド

に映った。彼はそれらを不思議そうに見つめた。それらは化け判じみた操

り人形（marionettes）のように動き、生きているもののような仕草をした。

彼はそれらを憎悪した。（152）

この「操り人形のように動き」かつ「生きているもののような仕草をする」

というイメージ、あるいは、前の引用の「操り人形たち自身も情熱を持って

いる」という考えに、操り人形のようでありながら奇妙に自らの情熱に促さ

れているように見えるドリアンの自己の発展の問題を考える手がかりがある

ように思われる。

　『深淵より』の引用の箇所は「完全に自由であり、同時に法則に完全に支配
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されていること、これは私たちがいつも認識する人間の生活の永遠の逆説で

ある」と続いて行く。自由さの能動性と法則による支配の受動性の逆説的な

同時発生の考えは、対話篇「芸術家としての批評家」（1891年）の中の「人は

行動する時、操り人形である」6という考えと共通する。その能動性と受動性

の指すものを、内在する自己に促される生と借り物の自己の生へと広げれば、

それはドリアンの自己の発展の問題と深く関わるものとなる。『ドリアン・グ

レイの肖像』は他にも、自発的意志による能動的な行為と演劇で与えられた

役を受動的に演ずることとをドリアンが奇妙に混同すること、他者の秘密を

知ろうとする彼が自分の秘密を知られることを恐れること、ドリアンを犬の

ように殺そうとするヴェインが誤射された猟犬のように死ぬことなど、多く

の能動性と受動性の交錯を含んでいる。その交錯はまた、肖像をナイフで刺

すという能動的な行為によって身にナイフが刺さって死ぬドリアンの最期に

も象徴的に表れているのである。

1

　ドリアンがヘンリー卿と出会うのは、画家バジル・ホルワードのアトリエ

においてである。バジルはある夜会で知り合った美貌の青年ドリアンの等身

大の全身像を制作する。小説はヘンリー卿が完成に近づいたその肖像に感心

し、展覧会への出品を勧めるところがら始まる。バジルはドリアンの人格か

ら芸術上で非常に強い影響を受けており、彼に心酔する自分自身をさらけ出

したその肖像を公衆には見せられないと言う。ヘンリー卿はドリアンに興味

を抱き、たまたまその時彼が来たため、バジルは彼らを引き合わせる。

　ドリアンはやがてモデルを務めに台の上に立ち、その間ヘシリー卿に話し

かけてもらう許可をバジルに求める。バジルはヘンリー卿は友人たちに悪影

響を及ぼすのでその言葉に耳を傾けないようにと注意を与えつつもそれを許

可し、直に制作に没頭する。ヘンリー卿は、バジルの言うほど友人にひどい
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悪影響を与えるのかとドリアンに尋ねられ、良い影響というものはなく、影

響は全て不道徳であると答え、その理由を次のように述べる。

　「それは人に影響を与えることは人に自分自身の魂を与えることだから

だよ。その人は自分の生来の思考をせず、自分の生来の情熱で心を焦がす

こともない。彼の美徳は彼にとってリアルではなく、彼の罪も借り物であ

る。もっとも罪と言ってもそれは罪などというものが存在すると仮定して

のことだけれどもね。彼は誰か他の人の音楽のこだまとなり、彼のために

書かれたのではない役割の演技者になる。人生の目的は自己の発展である。

自分の生来の性質を完全に実現すること　　それが我々一人一人の存在理

由なのだ。」（2章14）

ヘンリー卿はこれに続けて、現代人が自分自身や社会、神を恐れて願望を抑

圧し自己の発展という最高の義務をないがしろにしていること、衝動の抑圧

は精神を毒するが、罪は臆さずに犯せば精神は浄化されることを説く。ドリ

アンはそれらの言葉に当惑し、ヘンリー卿に話を中断するよう頼み、次のよ

うに描写される状態で立ち続ける。

　十分近い間、彼はそこで、両唇を離れさせ、目を奇妙に輝かせて不動の

まま立っていた。彼は全く新鮮な影響が彼の内部で作用しているのをかす

かに意識していた。しかしそれらの影響は本当には彼自身から来ているよ

うに彼には思われた。（2章15）

ドリアンのこの反応で注目されるのは、影響の受容が真の自己の喪失につな

がるというヘンリー卿の言葉の最初の部分を彼が忘れてしまっているらしい

ことである。彼は影響への警告に影響を受け、しかも、その影響を内部から

湧き上がってくるもののように考える。しばらく後、ヘンリー卿と庭へ出た
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時も、彼は「彼自身に彼を明らかにさせる役割が、何故見知らぬ人に任され

たのだろう」と、ヘンリー卿の影響を、自分自身を知ったことだみなす考え

方を示す。

　庭でヘンリー卿はさらに、ドリアンの美貌をほめ、その美貌の短命さ、老

いの惨めさを説く。彼はウォルター・ペイターが『ルネッサンス』（1873年）

の結語で「新しい印象」を追求し有限な人生を最大限に享受せよと提唱して

いるのをねじ曲げ、「常に新しい興奮（sensations）を追い求めたまえ、何物

も恐れるな」とドリアンを道徳を顧慮しない快楽の追求へ駆り立てる。ヘン

リー卿のそれらの言葉のドリアンへの影響力の強さは、再びモデルを務めた

後、彼が完成した肖像を見た時に表れる。彼は啓示のように初めて自らの美

貌に気づき、自分が老い絵が若さを保つことに怒り、それが逆であったらと

いう願いを口にする。バジルは彼のこの取り乱しように驚き、ヘンリー卿を

責める。

「これは君の仕業だ、ハリー」とその画家は苦々しげに言った。

ヘンリー卿は肩をすくめた。「それが本当のドリアン・グレイなのだよ

　単にそれだけのことだ。」

「それは違う。」（2章22）

　ドリアンの変化が「本当のドリアン・グレイ」であるかどうかは第三節で

見るように複雑な問題だが、彼自身はその変化が内部に眠っていたものの覚

醒であると信じて疑問を抱かない。この場面の少し前、先に見た影響への警

告に続くヘンリー卿の言葉について、彼はそれらが「今まで触れられたこと

のない何か秘密の弦に触れた」ように、また、以前は音楽がしばしば彼の中

に生み出した混沌にヘンリー卿の言葉が具体的な形を与えたように感じる。

ドリアンはヘンリー卿に君自身も恐怖、恥を覚えずにはいられない情熱、考

え、夢を抱いたことがあるのだと言われ、耐えきれずその言葉をさえぎるの
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だが、彼がさえぎった言葉は確かに正しかったのだと次のように考える。

　その通りだ。彼の少年時代には彼が理解できないものがあった。彼はそ

れらを今理解した。人生は彼にとって突然火のような色彩を持つものに

なった。彼には自分が火の中を歩いてきたのだと思われた。何故彼はそれ

を知らなかったのだろう。（2章16）

ドリアンのこの印象は錯覚ではないであろうが、ここで注目されるのは、彼

の真の自己をヘンリー卿が知っていてそれを明らかにしてくれるという印象

をここで持ってしまうがために、彼がその後ヘンリー卿からの影響にますま

す容易に身を委ねることになる点である。

　そのことの強調は、一ヶ月あまり後、ドリアンがシビル・ヴェインの自殺

を知った時、彼がヘンリー卿の影響下に再び入って行く様子を通じてもなさ

れる。彼は場末の劇場で天才的な演技力でシェイクスピア劇のさまざまの女

主人公を演ずるシビルに魅惑され短期間のうちに婚約するが、彼女が現実の

愛を知って舞台上で虚構の愛を演じる能力を失うと怒り、別れを宣告する。

帰宅したドリアンは肖像の口元が残酷な表情を浮かべているのに気づき、絵

が老いと罪の痕跡を負って自分が若さと純真さを保つという願いが実現した

ことを知る。その肖像の変化を良心の戒めと考え、彼はシビルとの結婚の約

束も果たそうと思うが、その夕方ヘンリー卿に彼女の自殺を知らされ衝撃を

受ける。しかし、ヘンリー卿はシビルの死への責任を顧慮しない現実の芸術

とのすり替えや女性蔑視を巧みに吹き込み、ドリアンはやがてそれらの意見

に同意し次のように言うに至る。

「ハリー一、あなたは私に私自身を説明してくれました。」彼はほっとしたよ

うにため息をつきながらつぶやいた。「私はあなたがおっしゃったこと全て

を感じたのですが、どういう訳かそれを恐れ、それを自分自身に言い表す
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ことができなかったのです。何とあなたは私のことをよく知っているので

しょう！」（8章85）

これに続く部分でドリアンは「あなたは確かに私の最良の友人です。あなた

ほど私を理解した人は今までにいません」とも言う。彼はこうは言うものの、

シビルといる時には自分が変化させられヘンリー卿の有毒な理論を全て忘れ

てしまうと感じたり、肖像の変化を見て彼女への仕打ちを悔いた時にはヘン

リー卿にもう会うまいと決意するなど、ヘンリー卿の影響から離反しようと

してきてもいる。それでもなおこの場面でドリアンがヘンリー卿の影響下へ

戻ってしまうのは彼の人生の重要な岐路の選択となるのだが、その際にも、

彼はヘンリー卿が彼の真の自己を知っているという考えを根拠にその選択を

する。

　この場面の翌日、ドリアンはユイスマンスの『さかしま』を部分的にモデ

ルとする架空の書物をヘンリー卿から貸し与えられて読み魅惑される。彼は

その「有毒な本」の主人公を彼自身を予兆するタイプであると思い、その書

物全体も彼がそれを生きる前に書かれた彼自身の人生の物語を含んでいるよ

うに思う。そして彼はその本の影響から何年も脱しようとしなくなるが、こ

こでも彼は自分に影響を与えるものの中に自分の姿を見出し、それを影響を

受容する根拠とする型を繰り返す。ヘンリー卿もその本を十六歳の時に読み

影響を受けるが、彼はドリアンのようにそこに自己を見出すのではなく「そ

れまで知らなかった多くのもの」を明らかにされたと感ずるにとどまる。ド

リアンも最初それを読み進める時には「彼がかすかに夢見たことのあるもの

が突然彼に現実のものとされた。彼が決して夢見たこともないものが次第に

明らかにされた」と感じるのだが、「決して夢見たこともない」と感じたもの

も彼はやがて自分の自己と人生の予兆と見なすに至る。

　ドリアンのヘンリー卿との出会いからシビルの自殺までの約一ヶ月が描か

れた後、彼の生活は十八年間を一つの章で足早に描写される。その歳月の間
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も彼はヘンリー卿の影響のもと「新しい興奮」を追い求めるが、その追求は

「感覚の精神化」を目指して美へ感覚を研ぎ澄ます努力に向かう一方で、人目

をはばかる不道徳な快楽の探求にも向かう。彼は歳月と彼が犯す罪の痕跡を

負って肖像が醜悪に変化して行くのを残酷な喜びとともに眺めるが、肖像に

表れる彼の魂の腐敗は恐怖をも引き起こす。彼の民族音楽の楽器、宝石、タ

ペストリーなどの収集や美への傾倒は、その恐怖を忘れるためのものでもあ

る。

　ドリアンのこうした生活と「自己の発展」の関連については、この作品の

ペイターの書評の中の次の一節が注目に値する。

真の享楽主義は人という有機体全部の徹底的でありながらも調和した発展

を目指している。したがって、ワイルド氏の主人公のように一一氏の主人

公たちは可能な限り速やかに、徹底的にそうしようと決意している　　た

とえば道徳的感覚を、罪と正しさの感覚を失うことは、有機的構造の喪失

あるいは下等化であり、複雑さの減少、高度な発展から低度のそれへの移

行である。7

道徳の感覚の喪失が「複雑さの減少」につながるとべイターが考えるのは、

罪への欲望の対立項の消滅によって、人が単純化し人格の調和を失うためで

あるだろう。しかし、ドリアンは、ペイターの考えとは逆に、自分の人格が

複雑になっていると考える。彼は先祖の肖像を見ては先祖たちの願望、罪深

さ、情熱などを受け継いでいるように思い、文学作品や歴史上の罪深さで際

だった人物たちの人生も自分の人生であるように思う。そのように感じる自

分自身を省みながら、彼は人を「無数の生活と無数の興奮を持つ存在、自ら

の中に思考と情熱の奇妙な遺産を抱える複雑な多形の生き物、その肉までも

死者たちの奇怪な病気で染められたもの」と考える。

　自己が複雑化したとドリアンが考えようとするのは「高度に有機的な構造
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を持つことは人の存在の目的であるような気がする」と述べるヘンリー卿の

影響でもあり、彼の自己の複雑化への志向自体も外から与えられたものだと

言えるが、その志向には自分の外部に自己を見出すという特徴もある。ヘン

リー卿に貸し与えられた書物の主人公を自分自身の姿だと考えたのと同じよ

うに、ドリアンは自分ではない罪深い生涯を送った人々の中に次々と自己を

見出し、そのことで自己の複雑化と発展を遂げつつあるように考える。

　ドリアンが歴史上や文学作品中の罪深い人物たちばかりに自己を見出すの

は、不道徳な自分の生活の正当化だとも考えられる。しかし、そのような罪

への偏りなしに、人類の過去の全ての精神のあり方に自己を見出すことは、

「芸術家としての批評家」で提示される批評精神の発展が可能にする理想でも

ある。

批評精神の発展とともに我々は自分たちの人生だけでなく、人類の総体の

生活をも実現することができ、そのことにより近代性という言葉の真の意

味において我々自身を絶対的に近代的にできるのだと私には思われる。8

「人類の総体の生活をも実現する」可能性の根拠としては、人の中に遺伝の原

理によって人類の過去が集積されているという考えが提示される。したがっ

て、その対話篇では、批評精神は人の内部に既に存在する人類の過去の集積

を人に自覚させる役割を担うものとなる。しかし、遺伝の原理による人類の

過去の集積という考えは、一方面、過去の集積によって人が行動を支配され

て「行動しようとする時ほど我々に自由が少ない時はない」、「人は行動する

時、操り人形である」という見方にもつながっている。ドリアンが数多くの

先人の思考と情熱の複雑な寄り集まりとして思う自己像は、そのような行動

という能動性が、操られるという受動性と入れ替わってしまう問題を内包し

ているのである。
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II

　この小論の序論で、語り手が「私」という人称代名詞で現れることによっ

て自身の考えを隠す事例を見た。童話を含めたワイルドの小説類の中で作中

人物と関わりを持たない語り手が「私」と自身を呼ぶのは、序論で触れた箇

所と、最初の童話集『幸福な王子と他の物語』（1888年）の第四話「献身的な

友達」の最後の一文の二箇所だけである。しかもそのもう一つの箇所は「私」

の顕現による隠匿という前者と共通する型を持っている。

　「献身的な友達」は、ビーヴァーが献身的な友情とはただ友人が自分に対し

献身的であってくれることだと言ったのをムネアカヒワが耳にして、裕福で

口の達者な粉屋が貧しいハンスに献身的な友人の義務だと説いて一方的に奉

仕させ、ついには死なせてしまう話を語って聞かせるという話である。ビー

ヴァーはその話を聞いても「粉屋は気に入った」などと言うのでムネアカヒ

ワは「あなたは話の教訓が分かっていないようだ」と言う。するとビーヴァー

は教訓のある話だと最初から言ってくれていたらそのような話は聞きはしな

かったと怒り出す。ムネアカヒワがそばにいたアヒルにビーヴァーを怒らせ

てしまったと言うと、アヒルは教訓のある話をするのはとても危険なことだ

と答える。それに続けて最後に語り手が「そして私も全く彼女に同感である」

という意見を付け加える。

　「献身的な友達」の語り手が末尾でアヒルの意見に同意を示すことは、彼の

話がアヒルの意見を教訓として含まない可能性を示唆する。そうすると話は

教訓の存在を許容し、アヒルの意見を教訓として持ち得ることになる。しか

しアヒルの意見は話に教訓を持ち込むことを危険視するものなので、話はそ

の場合アヒルの意見も教訓として含まない可能性を生じる。そうすると話は

教訓の存在を許容し……結局、「献身的な友達」の語り手が話に教訓を持ち込

むことを肯定するつもりで話を語ったのか否かは、自己言及的な論理の堂々

巡りによって、永久に分からなくなってしまう。「私」の出現が「私」を隠し
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てしまう状況を狙い澄まして、ワイルドはここでも語り手「私」を登場させ

ている。

　自己言及的な性質は、ムネアカヒワが語る話にも幾らか存在する。ムネア

殉ヒワの話の利己的な粉屋は、献身的な友情について語る言葉は巧みで「よ

い行いをする人は多い……しかしよく語れる人は全く少ししかいない。この

ことは語ることがその二つのうちで断然難しいものだということを示してい

るのだ」とまで言う。ムネアカヒワもまた、一方的に相手の献身を求める友

情のいびつな姿を讐え話によって巧みに語っている。童話集中のこの第四話

は、第一話「幸福な王子」、第二話「ナイティンゲールと薔薇」、第三話「利

己的な巨人」のそれぞれで、自己犠牲や利他的行為の美しさが教訓として巧

みに語られていることへのワイルドの自意識の表現であるとも言える。王子

の像がツバメを使者にして自らの金箔や目の宝石を貧しい人々へ届けるとい

う発想が卓抜で美しい話も、自己犠牲を称揚する「教訓」を持ってしまって

いることにワイルドは大いに自覚的であった。

　「教訓」の観点では、『幸福な王子と他の物語』は、利己性と利他的行為に

ついての連作的な性質を帯びた童話集である。第四話までに加え、第五話「す

ばらしいロケット」も尊大なロケットの自己中心性を描いている。第五話は

逆に、そのロケットも含め、人間を楽しませるために爆発によって自らを消

滅させる運命にありながら、そのことに疑問も悲壮感も抱いていない花火た

ちの利他的な存在を描いてもいる。

　そのように利他的行為とその対極の利己性はともにワイルドの強い関心の

対象であり、『ドリアン・グレイの肖像』でも、ドリアンが無自覚のうちに、

無自覚であるが故に、利己性によって強く支配されて行くことが重要な問題

となっている。「私」があるかどうか不確かなところに「私」があるように思

い込む彼はまた、「私」があると彼が思っていないところに強烈に存在する

「私」に支配される。selfの発現である彼のselfishnessは、彼の中でますます

つのり、「自己の発展」に似かよう様相を呈して行くのである。
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　原因が自覚されない感情の人への強力な支配は、シビルの弟ジェイムズが

姉に言い寄る紳士を「彼自身説明できず、そして説明できないが故に一層彼

の内部で支配的なある奇妙な種族の本能で」憎んだという描写にも見られる

が、より端的かつ微妙に描かれた例として、ドリアンのシビルへの恋をヘン

リー卿が分析する次のような一節がある。

シビル・ヴェインへの彼の突然の狂ったような恋は甚だ興味深い心理学的

な現象である。好奇心がそれと大いに関わっていることは疑いがない。好

奇心と新しい経験への欲望である。しかしそれは単純ではなくむしろ非常

に複雑な情熱である。その中にある少年期の純粋に感覚的な本能によるも

のは、想像力の作用によって変形され、その青年自身には感覚からほど遠

いものに思われる何かに変えられてしまっており、まさにその理由によっ

てそれだけ一層危険になっている。我々を最も強く暴君的に支配するのは

我々がその起源について自分自身を騙している情熱である。我々の最も弱

い動機は我々がその性質を意識しているものである。我々が他者に実験を

していると思っている時に、実は我々自身に実験をしていることはしばし

ば起きる。（4章48）

この一一節が微妙であるのは、最後の一文が、ドリアンの心理を分析するヘン

リー卿が彼自身が実験の素材となったかのように、ドリアンへのシビルの影

響の気高い面を理解しようとしない姿を露呈しているという解釈を示唆する

点である。シビルに影響されたドリアンの善への志向を想像力による自己欺

隔だとヘンリー卿が考えることには、影響下から離脱されながらも平静を保

とうとする彼自身の無自覚な自己欺隔という可能性があるだろう。

　確かに、ドリアンの劇と現実の混同の度合いはヘンリー卿の理解を超えて

おり、ヘンリー卿の分析は過度の単純化の印象がある。しかし、ドリアンの
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シビルへの愛が独特の精神性を伴っていたとしても、それは彼が一度反省す

るように「非現実的で利己的な愛」であった。彼の愛はシビルが彼の想像力

に与える喜びだけに依拠し、彼女が生身の女性となることを想定せず、彼は

彼女が演技力を失えば彼女の苦悩も顧慮せず捨て去る。しかし、ドリアンが

自らの利己性を自覚するのは、肖像の最初の変化を見た時に限られる。

　ドリアンの肖像の最初の変化が、口元に現れた残酷な表情であったことは、

残酷さが自らは傷つかず安全であるという利己性と結びついている点で意味

深い。彼はシビルに別れを宣告する時、傷ついたもののように床にしゃがみ

込んだ彼女を「美しい目で」見下ろし「彼の彫刻のような唇は非常に魅惑的

な軽蔑の表情を浮かべてゆがんだ」と描写される。ドリアンは既に肖像の力

に守られて、シビルへの非道な仕打ちの最中にも美しい表情をしているのだ

が、肖像は彼の表情を美しく保ったのと引き替えに、彼の酷薄さを刻み込む。

彼が後に醜悪になる肖像を残酷な喜びとともに眺めるのも、自分自身は醜さ

と老いから守られているという立場の利己的な意識が基盤となっているだろ

う。

　シビルの自殺を知ってドリアンは打ちひしがれるが、ヘンリー卿の慰めを

受けるうちに、その悲劇を自分が望むほど悲しめないことを次のように述べ

る。

けれども私はあなたが私を無情だと思わないのでうれしいです。私は無情

などではありません。私は自分がそうでないことを知っています。けれど

も私は今度起きたことがそうあるべきように私の心を動かさないことを認

めざるをえません。私にはそれがすばらしい劇のすばらしい結末に過ぎな

いように思えます。それはギリシャ悲劇の恐ろしい美しさを全て持ってい

ます。その悲劇に私も加わったのですが、私はその悲劇によって傷つけら

れていないのです。（8章82）
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「知っている」という言い方でドリアンは、自分の無情でないことをあたかも

客観的な事実であるかのように見なし安心しようとする。しかし、ヘンリー

卿はそれら言葉を「無意識な利己主義」と捉え、そこにドリアンが自分では

知らない無1青さを見る。「『それは興味深い問題だ』と、その青年の無意識の

利己主義をかき立てること（playi登g　on　the　lad’s　unconscious　egotism）に

非常に魅惑的な喜びを見出しながらヘンリー卿は言った」という描写がドリ

アンの言葉に続く。ドリアンはその少し前、彼に正しい道から逸れないよう

にしてくれただろうシビルが自殺したのは利己的だったと、彼自身の利己性

を露呈しながら発言してもいる。彼の現実と劇の混同癖を示す先の引用の言

葉も、ヘンリー卿の慰撫を受けながら発現して行く彼の無意識の利己主義の

流れの中に位置しているだろう。

　ドリアンはシビルを自殺させた自分の責任を軽視し、快楽にふける生活を

選ぶが、彼のそうした利己性は十八年後、バジルが彼に忠告しに来た時に、

堕落の責任を肖像とその作者に転嫁する様子を通じて、さらに強調して描か

れる。ドリアンの三十八歳の誕生日の前夜、バジルはパリに長期滞在しに出

かける直前ドリアンに会い、最近伝え聞いた彼の悪評を告げ、彼が友人たち

に悪影響を及ぼし破滅させたことを非難する。しかし、ドリアンは自分の責

任を否定し、やがてバジルが彼の魂を見たいと言うと、「彼の恥辱の全ての起

源である肖像を描いた人物」に自分の秘密を共有させその重荷を負わせよう

と急に決意し、肖像が隠されている最上階の部屋ヘバジルを連れて行く。

　肖像を見せられ衝撃を受けるバジルを、ドリアンは名優の演技を見る観客

のような表情を浮かべて眺めるが、彼の魂の腐敗への驚きをバジルが述べる

うちに、彼も心を動かされすすり泣きを漏らすに至る。しかし、バジルが罪

が清められるために祈るよう訴えると、ドリアンはバジルへの激しい敵意を

「まるで画布の上の像によって彼に示唆されたかのように、そのにたにた笑う

唇によって耳にささやかれたかのように」感じ、「狩られる動物の狂ったよう

な激麿」とともに、ナイフで彼の首を何度も刺す。
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　やがてドリアンは部屋を出ながら自分のバジル殺害を「彼の惨めさの全て

の原因である致命的な肖像を描いた友人がこの世を去った」ということに過

ぎないと考える。彼の利己心は、バジルの祈りへの訴えに良心を動かされ快

楽の断念を迫られた時、「狩られる動物」ように自らの罪の責任を肖像に転嫁

し、その作者を殺して窮地からの脱出を果たす。バジルへの殺意をドリアン

が肖像から示唆されるように感じるという描写も、行為の責任を外部に転嫁

しようとする彼の傾向を示していて意味深い。

　ドリアンはその後一旦外に出、呼び鈴で召使いを起こしてその時初めて

帰ったように装う。翌日彼は召使いを旧友の化学者アラン・キャンベルを呼

びにやる。ドリアンは彼にバジルの死体を薬品で消滅させる仕事を頼みたい

のだが、彼が到着するまで彼が来るのを拒んだり、外国に行っていたりする

ことをひどく恐れる。彼は崖の縁へ風に押されるように感じ、その先に待っ

ているものが見えてしまうのが耐えられず脳の視力を奪おうとするかのよう

に眼球を眼窩へ押し戻そうとする。そして、次のような一節が続く。

それは無駄だった。脳はそれ自身の食べ物を持っていてそれを食べて肥え

太る。そして想像力は恐怖によってグロテスクにされ、痛みによって生き

ているもののように捻られ歪められ、台の上の何か醜悪な操り人形のよう

に踊り、動く仮面越しににたりと笑った。（14章136－7）

この一節は「生きているもの」と「操り人形」が重ね合わされたイメージを

含む点で注目されるが、この箇所はまた、ドリアンが死への激しい恐怖によっ

て「生きているもの」の性質を強烈に発揮することを表現してもいる。しか

しこの場面では程なくキャンベルが現れ、安堵したドリアンは彼の秘密を暴

露すると迫って依頼を引き受けさせる。能動と受動の交錯の一例と言うべき

だが、自分の秘密の露見を極度に恐れるドリアンは、逆に、他者をその秘密

をつかむことで強力に支配する。
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　キャンベルはやがて作業を終えて去り、ドリアンはある晩餐会に現れ、い

つもと同じくつろいだ優美な物腰を見せる。語り手はここでも演技と能動的

行為の境界をぼやかすように、「おそらく人は役を演じなければならない時ほ

どくつろいで見えることは決してない」と述べる。しかし、しばらくして彼

は平静を失い早くに辞去し、バジルの持ち物を暖炉で焼却する。その後、彼

は阿片への渇望に駆られ、阿片窟へ馬車を走らせる。序論で引用した「化け

物じみた操り人形のように」動き「生きているもののような仕草」をする窓

のブラインドの人影の一節はこの部分にある。彼はその道中「全ての人間の

欲求で最も恐ろしい生きようという激しい欲望が全てのふるえる神経と繊維

を目覚めさせた」と描写される。操り人形的であるドリアンもこの時点では、

生きる欲望に操られていると言うべきほど激しく生きている様子が強調され

る。

　阿片窟でドリアンは彼が破滅させた友人の一人エイドゥリアン・シングル

トンを見出し、心を乱され他の場所へ移る。彼がここで特にこの友人に出会

う設定には、責任を外部に転嫁する彼の傾向を象徴的に描く重要な意味があ

る。シングルトンは請求書に友人の名前を書いて破滅したことが第十二章で

ドリアンの口から明らかにされる。自分が支払うべき請求書を他者に回した

罪で社会から葬られ阿片窟で全てを忘れようとしているシングルトンと同じ

ように、ドリアンは自分が償うべき罪の責任を肖像とその作者に転嫁してバ

ジルを殺し、その罪を阿片で忘れようとする。ドリアンは阿片窟へ来て彼の

いわば分身を見出す。DorianとAdrianという名前の類似もそれを示唆して

いるだろう。

　ドリアンは阿片窟を出る時、一人の女から「プリンス・チャーミング」と

いうシビルが彼を呼んでいた愛称を投げつけられる。彼は歩きながら、シン

グルトンの破滅が本当に彼のせいだった（was　really　to　be　laid　at　his　door）

かどうかを思い、結局「他人の過ちの重荷まで自分の肩に背負うには人の人

生は短すぎる」と自分の責任を認めず、「人はそれぞれ自分の人生を生きそれ
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を生きた代償を支払う」と自分の罪は償っているかのように考える。そして

彼は罪への情熱に操られる自動人形のように別の阿片窟へ急ぐが、その途中、

一件目の阿片窟から追ってきたジェイムズ・ヴェインにピストルを突きつけ

られ、姉の死は彼のせい（is　at　your　door）であり、姉が彼を呼んでいた愛

称だけを手がかりに復讐のため彼を捜してきたのだと告げられる。

　ドリアンはヴェインが「神と和解」するよう一分の猶予を与えた間に、姉

の死が何年前なのかを聞き、自分の若い顔を街灯の下で見せ、十八年も前の

その事件に彼が関わったはずがないと思わせる方策を思いついて実行し、

ヴェインから逃れる。しかし、その方策を思いつくまでのドリアンの死への

恐怖の激しさは、ヴェインが騙されたと知って彼を地方の地所セルビー・ロ

イヤルへ追ってきた時の恐怖とともに、彼の生きることへの欲望の強調とし

て重要である。

　生きているものとしてのドリアンのそうした強調は、それらの十一月の事

件から半年後、ナイフが心臓に刺さった時の彼の叫びによってもなされてい

る。彼の最期は、ボウルビーが指摘するように、彼が完成した肖像を見て自

分が老いるだろうことを思った時「痛みの鋭い苦痛がナイフのように彼を突

き通した」という描写によって予兆されている。9ただし、その場面で彼は激痛

で絶叫したりはしない。第二章の予兆的な描写とドリアンの最期は、想像の

中でのナイフに刺される痛みと、生身の身体にナイフの刺さった痛みの差を

強調し、劇と現実を混同するなど物事へのリアルな感覚の希薄なドリアンも、

断末魔の苦しみはまさにリアルに感じつつあることを描く。

　ドリアンが肖像の破壊を決意した契機は、シビルに似た田舎の娘を誘惑し

駆け落ちを約束させたものの直前でそれを思いとどまらせ、娘を救い善行を

したつもりになっていたのに、肖像が目に偽善の表情を加え、娘の自殺をほ

のめかすように新たな血を手から滴らせていたことである。彼は罪を公表し、

死刑となって罪を償わなければ絵の汚れは消えないのかも知れないと考える

が、ついに告白は選択せず、彼にとって今はうとましいだけの良心であるそ
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の肖像をナイフで刺す。絶叫があって十五分後、屋根伝いに窓から入った召

使いは若々しい主人の肖像の前で、醜悪な人物が心臓にナイフを刺して死ん

でいるのを見つけ、その人物がしていた指輪からやっとそれがドリアンであ

ることを知る。

III

　第一一節で見たように、ドリアンはヘンリー卿が彼の真の自己を知っていて

教えてくれるという印象のもとに彼の影響を進んで受容する。また歴史上や

文学作品中の罪深い人物たちの中に自己を見出し、彼は自分の中にそれらの

多数の人々の罪への欲望が集積しているように思う。ドリアンは外からやっ

てくる影響や外に存在する人格の中に自己を見出し、それを模倣しながら自

己を発展させているように思い込む。しかしそれは、本来自分に与えられた

のではない役を演じる操り人形的な生き方と言うべき面がある。

　もっとも、ヘンリー卿の言葉を最初に聞いた時、ドリアンが自分の内部に

あった罪への欲望を言葉で具体的に示されたと感じたことは、錯覚だとは限

らない。その点に限っては、ヘンリー卿はドリアンに真の自己を教えたので

はある。そして、バジルの絵はドリアンのそのような自己覚醒の瞬間の表情

を捉えたものだと言える。彼のその時の表情の特別の美しさは、外部からの

影響に触発される受動性と、自己を見出すという能動性が不可分に同時発生

している瞬間の美しさでもある。

　しかし、ヘンリー卿がドリアンに彼の真の自己を幾らか開示したとはいえ、

罪への情熱を道徳への顧慮なしに実現し、短い若さを最大限に生かすため常

に新しい興奮を追い求めるべきだとの考えは、以前にはドリアンの内部にな

かったにもかかわらず、ヘンリー卿が彼の中に植え付けたものである。ドリ

アンはそのように吹き込まれたものまで、真の自己であると錯覚して受容し

てしまう。彼はそうしてヘンリー卿に仕込まれたオウムのように、あるいは
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「他の誰かの音楽のこだま」のようになる。

　ドリアンがヘンリー卿から最初に受ける影響は、真の自己の願望を示され

たり、それまで内在していなかったものを植え付けられたりと、変転するが、

さらにもう一つの変転に注目しなければならない。ヘンリー卿は、道徳への

顧慮からの脱却を説きはするが、少なくとも当初、自ら償わなければならな

いものの外部への転嫁という形での利己主義はドリアンに教えてはいない。

ドリアンはヘンリー卿から植え付けられた自分の美貌の認識や若さの礼賛に

突き動かされて、絵が若さを保ち自分が老いることを嘆く。そこまではヘン

リー卿の影響であるが、しかし、絵に老いを引き受けさせ、彼自身はそれを

免れたいというその直後の祈願は、自らが償わなければならないものの外部

への転嫁という利己主義をドリアンが独自に発揮させたものと考えられる。

　ヘンリー卿はその後、利己主義が人を色彩豊かにすると発言したり、シビ

ルの自殺の直後にはドリアンの「無意識の利己主義」を煽ったりする。しか

し、それ以前に、肖像の変化の原因となる重要な祈願の中で、ドリアンは独

自に利己性を発現させている。ドリアンがシビルの自殺の軽視、バジル殺害、

絵の破壊の試みなどでつのらせて行く利己的な責任転嫁は、彼と肖像の関係

の端緒から既に存在しているのである。そしてまた、彼のそうした外部への

責任転嫁の傾向は、彼の操り人形的な姿と合わさって、彼の外部との関係の

二面性を示してもいる。ドリアンは外部にある自分にとって喜ばしいものは

それが自分の真の自己だという口実のもとに進んで受容し、自分の中の都合

の悪いものはその責任をしきりと外部に転嫁するのである。

　しかし、ドリアンの独自の利己性も、二転、三転ずる能動性と受動性の変

転と混在の中で捉えられなければならない。それは、ヘンリー卿が外部から

彼の内にかき立てた大波の荒れ騒ぎの中で揺り動かされて轟動し始めたもの

である。彼の中に本来無自覚に存在していたかも知れない罪への欲望も、ヘ

ンリー卿が植え付けたそれへの無制限な耽溺という考えと混じり合ってしま

う。罪への欲望はまた死への激しい恐怖となって、生命の根元的欲求という
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様相を呈するに至る。能動的にも発現していただろうドリアンの利己心と罪

への欲望は、やがてあまりに激しくなり、彼はそれらに受動的に操られるほ

どになる。

　「操り人形」という語は、第二章の「我々の四肢は衰え、感覚は腐る。我々

は衰退しておぞましい操り人形となる」というヘンリー卿の言葉の中にも、

あるいは第七章の「劇の操り人形たちと私は何の関係があるでしょうP」と

いうシビルの言葉の中にも現れる。あるいはまた同じ章でシビルの演技を見

たヘンリー卿は「もし彼女が木の人形のようにジュリエットを演じたとして

も何が問題だろうP」と言う。ヘンリー卿の「自己の発展」の提唱と若さの

賛美に触発されたドリアンが、このように老人や劣った演技者になぞらえら

れる操り人形となりはてる姿を描かれるのは、この作品と同年の講演録「社

会主義のもとでの人の魂」でワイルドが「自己実現」の可能性を楽観的に述

べているのと対照的である。講演の中で単純化されている問題がはらむ複雑

さを、ワイルドは小説の中では複雑なままに描き出している。

　他者から影響を受ける人物が「彼のために書かれたのではない役の演技者」

となるというヘンリー卿の言葉は、影響を被らない人も自分のために書かれ

た役の演技者であることを含意している。その言葉では、通常の能動的行為

すら役を演ずる受動性として把握されている。他にも能動性と受動性の把握

の逆転を作品が描く箇所は多い。演技力の喪失を難詰されたシビルは「本気

で言っているのではないのでしょう、ドリアンPあなたは演技している」と

つぶやく。肖像にかかったカーテンを引けば魂が見られると言われたバジル

は「ドリアン、君は狂っている。そうでなければ役を演じているのだ」と眉

をひそめてつぶやく。一方のドリアンはシビルの悲嘆とその後の自殺を劇の

中の出来事のように考え、肖像の変化を見たバジルの驚愕に舞台上の名優の

演技のように見入る。

　能動性と受動性の逆転は、ドリアンがヘンリー卿から受ける影響において

顕著に表れるが、「影響」という問題では、第八章にドリアンが「想念が生き
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た有機体に影響を与え得るのなら、想念は死んだ非有機的な物にも影響を及

ぼすのではないだろうか」と、肖像の変化を彼の想念の「影響」と捉える一

節がある。人に影響を及ぼすことをヘンリー卿は「人に自分自身の魂を与え

ることだ」と言うが、その表現は、肖像が老い自分が若さを保つためなら「自

分の魂を与えるだろう」というドリアンの発言と呼応している可能性がある。

永続的な若さと魂の取引でもあるその発言は、ドリアンが肖像に影響を与え

ることの表現でもあり得る。ヘンリー卿に影響を受けるドリアンは今度は周

りの友人に影響を与え破滅させるが、彼は周囲の友人にもまして彼自身の肖

像に「影響」を与える。

　ドリアンは先の第八章の引用で肖像を「死んだ非有機的な物」と捉えてい

るが、額縁商たちが第十章で肖像を最上階へ運ぶ場面では、肖像が生身の人

間のように重いことが描かれる。額縁商たちも苦労するその異様な重さは、

バジルのデザインした大きな額縁のせいでもあるとしても、肖像本体の人間

のような重さを想起させる。絵の中の像が生身の人間のような存在だと考え

ると、作品の結末はナイフを刺された絵の中の醜悪な姿のドリアンが躍り出

て死に、若い姿のドリアンが絵の中に収まることを表現しているようにも思

われる。作品の神秘的な結末は幾つもの解釈を同時に許容するであろうが、

肖像の内と外のドリアンの入れ替わりというこの解釈においても、現実の世

界で行為していたドリアンと、その行為の影響を絵の中で受け醜くなって

行ったドリアンと、どちらが本物のドリアンであるのか分からないような、

影響の与え手と受け手の錯綜した関係がある。

　序論の最後に幾つか言及した能動性と受動性の交錯の事例は、他にはヘン

リー卿に吹き込まれてドリアンが繰り返す「感覚によって魂を癒し、魂によっ

て感覚を癒す」という言葉の中の感覚と魂の関係にも見られる。あるいは、

他者に実験を施す者が自ら実験を施されるというヘンリー卿の考えにもそれ

は見られる。あるいはまた、ドリアンは肖像が若さを保ち自分が老いること

を嘆き「逆（the　other　way）でさえあったら」と祈願するが、その言葉は能
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動性と受動性の関係に似た運動の方向の逆転を印象づける。運動の方向の逆

転は、影響を受容しっっ自己を能動的に発展させ始めたと思い込む堕落の発

端から、ナイフを刺して刺される最期に至るまで、奇妙にドリアンにつきま

とうのである。

IV

　第二節の始めに、ワイルドの小説類で作中人物と関わりを持たない語り手

が「私」と自称する箇所は、『ドリアン・グレイの肖像』と「献身的な友達」

の中の二つだけであることを指摘した。「W．H．氏の肖像」でも語り手は「私」

と称するが、彼は登場人物の一人である。注意を要するのは短編集『アー

サー・サヴィル卿の犯罪と他の物語』（1891年）に収められた「カンターヴィ

ルの幽霊」である。英国へ移住した合衆国の元大臣オーティス氏の一家が幽

霊を全く恐れず幽霊を絶望させるという筋のその短編は、アメリカ人の物質

主義への椰楡を含んでいるが、その作品には一見全知の語り手と思われる語

り手が一人称の人称代名詞を使う箇所が六つある。しかし、全知のようなそ

の語り手はその六つの箇所の最初で、大臣一家のある晩の食卓での会話の話

題を列挙するのに先立って「私が後でオーティス氏に聞いたところでは」と

述べ、作中人物と関わりがあることを示す。

　ワイルドが彼の作品では異例なことに六度も全知の語り手に「私」と言わ

せ、しかも作中人物と会話もするらしいことを示すのは、彼がこの作品を語

り手をもう一人の幽霊と見立てた二重の幽霊話として意図しているからであ

るだろう。全知の語り手は、あたかも幽霊のように、どこへでも自在に現れ、

たとえば一人きりでいるはずの人物の言動と心理を見て取る。全知の語り手

のそのように幽霊に似た存在のあり方を、ワイルドは他ならぬ幽霊話で描こ

うとしている。オーティス氏はカンターヴィルの幽霊にも驚かないので、語

り手である幽霊とも平気で口をきくであろう。オーティス氏の住み着いた屋
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敷には三百年来の幽霊とともに、人を驚かそうとはしないがしきりと観察を

して物まで書く幽霊がもう一人いるのである。

　「カンターヴィルの幽霊」ではそのように語り手だけが幽霊と見立てられて

いるが、全知の語り手による作品では、読者もまた語り手に寄り添って幽霊

のように浮遊し、時には作中人物が必死に人に知られまいとしている秘密を

つぶさに眺めたりする。普段は意識されない読者のそのような幽霊に似た存

在のあり方は、『ドリアン・グレイの肖像』では特別な意味合いを帯びる。読

者は隠された秘密を知るというドリアンが取り葱かれている行為へ自身の読

む行為によって巻き込まれるのである。

　バジルが最初に作中に紹介される時「数年前突然姿を消し、当時非常な興

奮を公衆に引き起こし、とても多くの奇妙な推測を呼んだ」人物という説明

が付く。読者は公衆が興奮したバジルの失踪の神秘の実情を知るのだが、バ

ジルの失踪すらそれほどの憶測を呼んだとしたら、ドリアンの奇怪な死に方

は、どれほどの興奮と推測を世に引き起こしたことであろうか。公衆には説

明を付けられそうもないその神秘の実情を読者は特権的に知らされる。バジ

ルの紹介に付された説明は、読者のそのような「知る」ことをめぐる特権的

な立場を鋭く浮き彫りにする。

　禁断の知恵の実を食べてアダムとイヴが楽園を追放されるのと符合して、

ドリアンは「知る」ことへの欲望に取り懸かれ無垢の状態から外へ踏み出す。

未知の快楽の追求が直接ドリアンの堕落につながる一方で、彼が快楽に限ら

ず隠されたあらゆる秘密に神秘を感じ、それを暴くことへの欲望に駆られる

様子が作中に繰り返し描かれる。肖像の変化を最初に確認した時彼は「ほと

んど科学的な興味で」それを眺めるが、その描写でも「科学」の「知識」と

いう語源が意識されているだろう。そうした「知る」行為とそれへの欲望を、

読者は作品を読み進むことで、ドリアンと共有することになる。

　しかし、特権的な読者にも、キャンベルのついに明かされない秘密のよう

に、知ることが意図的に不可能にされる場合がある。その重要な例は、セル

62



オスカー・ワイルド『ドリアン・グレイの肖像』における能動性と受動性の交錯

ピー・ロイヤルヘドリアンを追ってきたヴェインの死の挿話である。阿片窟

の近くでヴェインに殺されかけてから一週間後、ドリアンは温室に蘭を取り

に行った時、窓に彼が顔を押しつけているのを見て気絶する。彼は翌日も家

に閉じこもったまま恐怖に苦しむが、ヴェインの顔を見たのは錯覚かも知れ

ないとも思う。その時彼は次のように考える。

実際の人生は混沌であるが、想像力には恐ろしく論理的な何かがある。罪

の足元に悔恨をつきまとわせるのは想像力である。犯罪に奇形児を生ませ

るのも想像力である。事実のありふれた世界では、邪悪な者は評せられず、

善良な者は報われない。（18章164）

　ドリアンはやっと三日目に元気を回復し狩猟の一行に加わる。ジョフリー

という人物の傍らを歩いていた時、前方に野ウサギが跳び出しジョフリーは

撃とうとする。しかし、ドリアンはその野ウサギの動きの優美さに奇妙に魅

せられ、撃たずに生かしてやるよう叫ぶ。ジョフリーは笑って取り合わず、

野ウサギが茂みに飛び込んだところを撃つ。その弾丸は野ウサギに命中する

とともに、そこに潜んでいたヴェインにも当たり、彼は即死する。

　ドリアンは死んだのがヴェインであることを夕方まで知らずにいる。事件

のすぐ後ジョフリーの妹の侯爵夫人に野ウサギを撃たないよう叫んだ理由を

聞かれて彼は「ええ、それは奇妙でした。何故そう言ったのかは分かりませ

ん。何かの気まぐれかと思います。それは小さな生き物の中で最も愛らしい

物に見えたのです。」と答える。ドリアンはヴェインの死を知った後にはそれ

を意識しないのだが、ヴェインが誤射されたのは彼が野ウサギを撃たないよ

う叫んでジョフリーの発砲が遅れたためである。ドリアンは野ウサギを救っ

てやろうとした善行のいわば報いのように、ヴェインの追跡から解放される。

　このことは先に引用した恐怖に苦しんでいた頃の「邪悪な者は訳せられず、

善良な者は報われない」というドリアンの考えと皮肉な対照をなしている。
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しかし、ドリアンは、たとえ小さな善行の報いとしてではあれ、ヴェインの

復讐による罰から免れてしまってもいる。「邪悪な者」は罰せられていない。

「邪悪な者は射せられず、善良な者は報われない」という考えを、この出来事

は同時に肯定し否定もする。この挿話に関する限り、読者は因果応報の考え

が肯定されているのか否かを知ることを阻まれているのである。

　ヴェインの死の挿話はワイルドの矛盾への偏愛の深さを見せつけるものだ

が、ワイルドは矛盾を真に愛する者にふさわしく、矛盾を愛しつつ、矛盾で

ないものをも愛するという矛盾に進んで陥っているように思われる。ヴェイ

ンの死では因果応報という道徳的な考えへの態度を矛盾する状況の現出に

よって意図的に隠したのと対照的に、『ドリアン・グレイの肖像』は全体とし

てはドリアンの快楽の追求が罰を免れ得ないことを矛盾なしに描く道徳的な

作品である。作品中に魅惑的にちりばめられたヘンリー卿の不道徳な言葉は

読者を幻惑するけれども、作品は彼の言葉を幾つもの重要な点で否定する。

　ヘンリー卿の吹聴する考えの一つに矛盾の称揚があるが、作品はドリアン

の自己矛盾をうかつな自己認識の欠如として否定的に描く。ドリアンはヘン

リー卿の永続性への軽蔑に同調するが、自身のためには若さの永続性を切望

し、実現したそれを享受する。あるいは、「一つの感情をなくすのに何年もか

かるのは浅薄な人間に過ぎない。自分自身の主人である者は喜びを発明でき

るのと同じように容易に悲しみを終わらせることができるのだ」とバジルに

抗弁する彼は、やがて苦悩、恐怖、罪への欲望につきまとわれ、それらの感

情を容易に終わらせることはできない。能動的であると思い込みつつ受動的

であるという矛盾の他にも、彼はそうした矛盾を抱え込んでいるが、それら

の矛盾には人格の豊かな複雑さという印象は薄い。作品中に積極的に矛盾を

現出しさえするワイルドは、その矛盾への志向と矛盾して、ドリアンの自己

矛盾の浅はかさを描く。

　『ドリアン・グレイの肖像』の道徳的な側面は、罪の魂への破壊的な影響の

強調にもある。罪を犯すことは魂を浄化させるというヘンリー卿の考えを、
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はなはだ道徳的にも、作品は真っ向から否定する。しかも、肉体の犯す罪が

魂を腐敗させるだけでなく、魂の腐敗は如実に肉体の表面に表れ、人は犯し

た罪を隠すことはできないということまでも作品は描く。「魂と肉体、肉体と

魂　　それらは何と神秘的であろう！」と第四章でヘンリー卿は思う。ヘン

リー卿がそう思うのは「魂にも動物性があり、肉体も精神性の瞬間を持つ」

という観点からではあるが、ドリアンの魂の腐敗を映す肖像は、魂と肉体の

密接な関係という観点から「魂と肉体、肉体と魂」の神秘を示す。

　出版当時の非難にもかかわらず、またもちろん、ワイルドがどれほどの誠

実さでそれを書いたかにも関わりなく、『ドリアン・グレイの肖像』はそのよ

うに道徳的なメッセージを含んでいる。単行本の冒頭には掲載誌とは別の雑

誌から転用された二十四個の警句が序文として掲げられていて、その中には

「道徳的な書物、不道徳な書物といった物は存在しない。書物はうまく書かれ

ているか、まずく書かれているかのどちらかである」という警句も含まれて

いる。しかし、それらはもし作品の中に含まれるならば、作品から美以外の

メッセージを受け取るべきでないというその内容自体によって作品のメッ

セージであることをやめてしまう。そのことで作品とメッセージの関係につ

いて「献身的な友達」の結末と同じ状況が生じるが、その堂々巡りを生むそ

れらの警句の自己消去にこだわって『ドリアン・グレイの肖像』を「道徳的

な書物」だと、道徳性自体が価値であるかのように力説することは私の本意

ではない。「人の道徳的な生活」を「芸術家の題材」として用いながら、ワイ

ルドは、読み取ろうと思えば道徳的なメッセージを読み取ることができてし

まいはするが、奇妙に魅惑的な非現実感を帯びた美しい一つの物語を書いた

のではある。

　真実らしさの観点では、ドリアンの影響の受けやすさは幾らか芝居がかっ

ており、彼とシビルの恋にも、ドリアンの現実と劇の頑なな混同や恋を知っ

たシビルの演技力の喪失など、現実にはあり得なさそうな不自然さがある。

しかし、それらの不自然さは、舞台上の俳優の化粧と同じように、作品の主
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題にくっきりとした隈取りを与えるちょうど適度な人工性であるように私に

は感じられる。罪が野面に魂を腐敗させそれが肉体の表面に表れるという設

定にも、現実感よりは約束事のような感触があるが、しかし、それは芸術作

品にふさわしい美しい非現実感であるだろう。

＊

魂の腐敗が如実に肉体の表面に表れるという考えは、ドリアンの魂の腐敗

を映す肖像の変化としてだけではなく、第十二章ではバジルによっても述べ

られる。ドリアンの悪評を心配して諌めに来た彼は「いいかい、私はそれら

の噂を少しも信じない。少なくとも、君を見る時、私はそれらを信じること

ができない」と言い、その理由を次のように述べる。

罪は人の顔にそれ自身を書き記すものだ。それが隠されることはあり得な

い。人々は時々秘密の悪徳のことを言うが、そのようなものは存在しない。

もしもある卑劣な男が悪徳を持っていれば、それは彼の口のラインや、瞼

の垂れ下がりや、手の形にすら表れる。（123－4）

あるいは第二十章でドリアンは、彼が誘惑した田舎の娘に自分が卑劣だと告

げた時、彼女が笑って卑劣な人はいつも年取っていてとても醜いと答えたこ

とを思い出したりする。

　何度か繰り返されるこの考えは、深いものと、表面的なものの同一化や逆

転という主題と関わりがある。肖像の変化やバジルが述べる考えにおいては、

魂という神秘的な深層は、顔という肉体の表層と一致させられる。「生涯に一

度しか恋をしない人々は実のところ浅薄な人々である」などと喋々と人格の

深さと浅さの既成のイメージを逆転させるヘンリー卿は、別のところでは、

幾重にも隠された深層にあるもののような神秘が、可視的なものの上にこそ
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あるという、この作品において重要な意味を持つと思われる考えを述べる。

美は皮相なものに過ぎないと人は時々言う。それはそうかも知れない。し

かし美は少なくとも思想ほどには皮相ではない。私にとって、美は驚異の

中の驚異である。外見で判断しないのは浅薄な人々に過ぎない。世界の真

の神秘は、不可視なものではなく可視的なものである。（18）

　このヘンリー卿の第二章での言葉と、ドリアンの人格の深い影響を言うバ

ジルの第一章での次の言葉を比べてみよう。

彼の人格は私に芸術における全く新しい方法、様式における全く新しい形

態を示唆した。私はものを違ったふうに見、それらについて違ったふうに

考える。私は以前には私には隠されていた仕方で今や人生を再創造するこ

とができる。（8）

バジルは少し後で「何か捉えがたい影響が彼から私へやってきて、生涯で初

めて私は平凡な森林地帯に私がそれまで常に探し求め常に見出し得なかった

驚異を見たのだ」とも述べる。見る仕方こそ「以前には私には隠されていた」

とはいえ、バジルが見出す「驚異」はたとえぼ平凡な森林地帯の上に以前か

ら可視的に存在していたものである。バジルが言う「驚異」は「美」とも、

また「探し求める」というイメージから「神秘」とも言い換えられ得るだろ

うが、それはそのように深層ではなく目に見える表層にある。先に見た二つ

の箇所の語り手「私」に似て、神秘は表面に表れていながら隠されており、

隠されていながら目に見えるのである。

　「平凡な森林地帯」に「驚異」をバジルが見出すことは、第十一章で説かれ

るドリアンの「感覚の精神化」の考えの中の「物が新鮮な形と色を持つだろ

う世界」への渇望の一つの実現である。「脳の部屋部屋を現実そのものより恐
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うしい幻影が吹き抜ける」夜の後、「夜の非現実的な影から、私たちが知って

いた現実の生活が帰ってくる。」そして次のように述べられる。

私たちは私たちがやめたところがらそれを再開しなければならない。そし

て、紋切り型にされた習慣を退屈でも元気を出してまた繰り返さなければ

ならないという恐ろしい思いが私たちに忍び寄る。あるいは、忍び寄るの

は、ある朝瞼を開くと闇の中で私たちの喜びのために世界が作り変えられ

ていたらという激しい憧れかも知れない。その世界では物は、新鮮な形と

色を持ち、変化させられ、他の秘密を持っているだろう。そこでは過去は

場所をほとんど、あるいは全然持たず、少なくとも、責任や悔恨という意

識的な形では残存しない。嬉しかったことを思い出しても苦さがよぎり、

喜びの記憶も痛みを帯びているのだから。（108）

このような考えのもとにドリアンは「新しく同時に喜ばしい興奮、ロマンス

にとって全く不可欠な奇妙さの要素を持った興奮」をi探し求めるが、結局、

新奇さの喜びのため、あるいは恐怖を忘れるため、さまざまの思想や収集に

一時半に熱中するにとどまる。しかし、表面は同じである世界が、新しい作

り変えられた世界であるように見えてくることは、表層での美と神秘の発現

として、作品中で渇望され経験されるものである。

　ドリアンから受けた影響についてのバジルの告白をヘンリー卿は彼にとっ

て「啓示（revelation）」だったとドリアンに言う。完成した肖像を初めてド

リアンが見た時、彼自身の美しさの感覚が「啓示のように」彼に訪れる。弟

との散歩でシビルは「恋に陥ることは自己を越えること」だと意気軒昂して、

今夜の演技を見て劇場の支配人が「私を啓示だと宣言するでしょう」と言う。

そのシビルはしかし、その晩彼女自身が啓示を受けたかのように、「空虚な見

せ物の空疎さ、ごまかし、愚かさ」を見抜き、舞台の見え方の激変を経験す

る。そうした「啓示」は、人生の見物人であるヘンリー卿には影響を及ぼさ
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ないものの、ドリアンの人生を一変させ、バジルとシビルの芸術を大きく左

右する。

　ドリアン、バジル、シビルの三人が経験する「啓示」はそれぞれ外部に触

発された自分自身や外界の見え方の激変である。作品は外部からの触発によ

る「啓示」の経験を、人の人生の最も貴重な瞬間として描く。ヘンリー卿の

言葉に影響されつつある瞬間のドリアンの表情を捉えた肖像は、その影響が

彼の中に能動性と受動性の破壊的な交錯を生むとはいえ、外部からの触発を

受け、世界の表層が新たな仕方で見え始めた人の美しい慌惚を表現している。

ドリアンからの影響により世界の見え方が一変するのを経験したバジルは、

そうとは知らないうちに、ドリアン自身の同様な経験の瞬間を写す。バジル

が描いたその肖像は、その完成時に画面の表面に捉え、ドリアンの死ととも

に回復する美しさによって、新しい世界を目の当たりにする「啓示」への夢

をも表しているのである。
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