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Ⅰ. はじめに
オスカー・ワイルド（Oscar Wilde）の多くの作品のテーマとなっているのが若さや美し
さである。煌びやかな宝石を身にまとっていたが、それらを貧しいものに与えることで達成
される自己犠牲的献身を描いた「幸福な王子」（ The Happy Prince ）、醜い不恰好な小人
が美しい王女に興味を抱かれるが、鏡に映った自分の姿を知って死んでしまう「王女の誕生
日」
（ The Birthday of the Infanta ）、自分の美しさを知ったために傲慢な心が育ち、乞食
姿の実母を罵ったことで醜い姿と化して実母を探し求める旅に出る「星の子」（ The Star
Child ）等がそれらを扱った作品に当たる。そして本稿で扱う長編小説『ドリアン・グレイ
の肖像』
（

）のテーマも若さであり、それを失っていくもので

ある。若さとは時間と密接なつながりを持ち、その経過と共に失われてしまうものだ。時間
が流れれば身体に変化が現れるのは当然避けられない。しかしこの作品では、ドリアン
（Dorian Gray）が若さを保ったままなのでその構造が崩壊している。その結果、我々は作
中で時間が止まっているかのような錯覚に陥り、20歳から38歳にドリアンが成長し、18年と
いう歳月が流れているのを見落としてしまう 。
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ひとが羨む美貌を持っていることを快楽主義者のヘンリー卿（Lord Henry Wotton）から
教えられたドリアンは、それが失われてしまうのを恐れるが、肖像画が自分の罪を背負うと
いう契約を肖像画と結び、永遠の若さを手に入れることに成功して若さを保ったままでいら
れる。これは一見するとドリアンの願いが叶えられ、まるで時間を支配したかのようにみえ
るが、はたしてそうなのだろうか。時間を我が物にすることはできたのだろうか。その答え
はドリアンの最期をみればわかるだろう。彼の最期の姿は老けてやつれ、皺だらけで、見る
からに厭わしい容貌となっていた。この描写からわかるように、ドリアンは最終的には若さ
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を保つことなどできず、本来あるべき姿となって最期を迎えたことになる。時間に支配され
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てしまったのである。
この作品が出版された当時、放蕩生活を謳歌している若者の物語であり、そこにはホモセ
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クシャルな空気を漂わせていたため、不道徳な悪本というレッテルが貼られたが、肖像画は
ドリアンの罪の記録であり、結末を見ればわかるように、不道徳な行いをした人間に相応し
い最期になっている。このことから本書を道徳的に読むことは可能であろう。事実、ワイル
ドは不道徳だと罵った雑誌編集者に抗議の手紙を書いている 。道徳的な書物と読まれても
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よいのにそうされなかったのは、ワイルドがこの作品の序文において

There is no such

thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or badly written. That is
all.（３）と述べていたからではないだろうか。道徳や不道徳といった価値観からの評価は本
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書に関して不要であり、むしろヴィクトリア朝に広まっていたそれらを越えたものがあるよ
うに思える。
この作品は美の喪失や道徳性といった多くの側面を持ち、ワイルド自身も仮面を付けて執
筆していた作家であって、多種多様な解釈が生じてしまうのは避けられない。それが原因と
なって難解さを生んでしまうのも事実である。本稿ではとりわけ作品の進む時間軸に焦点を
当てていく。ドリアンが若さを手にして願いが叶ったかに見えたが、なぜそれが壊されてし
まったのか、その背景には何があるのか、そして時間に支配されてしまったドリアンをワイ
ルドはどう受け止めたのかという点について考察していこうと思う。
Ⅱ. 時間を意識し始める過程
はじめに、ドリアンが時間を意識し始めた動機と、それを支配しようとする過程を探りた
い。ドリアンの若さを保ち続けたいという欲望は自分自身の中で生まれたのではない。それ
は他者からの「呼びかけ」によってドリアンの中で覚醒させられたものに他ならない 。そ
5

の呼びかけとは、退廃へと導くものと良心的なものの呼びかけである。
画家バジル（Basil Hallward）のアトリエで絵のモデルをしていたとき、快楽主義者のヘ
ンリー卿と出会う。このヘンリー卿こそがドリアンを破滅へと導く声の持ち主である。初対
面にも関わらず、ドリアンは彼から発せられる言葉に魅了されていく。ヘンリー卿も卓越し
た美貌を持つドリアンに興味を持ち、格好の実験対象に出会ったことを喜ぶ。そしてヘンリ
ー卿は、ドリアンが持っている美という財産がいかに重要であるかを説明し始める。次の引
用は植物を例に出して若さの重要性を説く箇所である。 The common hill-ﬂowers wither,
but they blossom again. The laburnum will be as yellow next June as it is now. In a
month there will be purple stars on the clematis, and year after year the green night of
its leaves will hold its purple stars. But we never get back our youth. （23）植物は一度萎
れてしまっても花を咲かすことができるが、人間の若さはどうだろうか。人間の若さは植物
のように循環などしないし、若かったときの一瞬に決して戻ることはできない。枯れてはま
た咲く、という繰り返しが可能な自然界の時間と、やがては終わりが来る人間界の時間とい
う対照的なものを比べて若さが永続的でないことを説くのだ。そして若さが続く間の生き方

― 342 ―

『ドリアン・グレイの肖像』に潜む時間

の手本として、ヘンリー卿は経験そのものを目的とする新しい快楽主義の思想を植えつけて
いくのだった。 Live! Live the wonderful life that is in you ! Let nothing be lost upon you.
Be always searching for new sensations. Be afraid of nothing....A new Hedonism─that is
what our century wants. You might be its visible symbol. （23）
このようにしてヘンリー卿の言葉で若さがいずれは失われてしまうこと、価値ある若さを
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自分が持っているらしいことを教えられたドリアンは、完成した肖像画と対面したことでヘ
ンリー卿が言ったことが事実だと認識する。肖像画を目にしたドリアンは初めて本来の自分
の姿を知ったような感覚に襲われる。 as if he had recognized himself for the ﬁrst time
（25）このときバジルが口にした数々の褒め言葉はドリアンにとって友情からくる誇張のよ
うにしか思えてならない。 He stood there motionless and in wonder, dimly conscious that
Hallward was speaking to him, but not catching the meaning of his words.（25）このよう
にバジルの声がドリアンの本質に影響を与えていないことがわかる。肖像画と対面した時か
ら自分の中で響くのは、ヘンリー卿の若さはいずれ失われていくという警句である。バジル
が影響を与えるのは、あくまで芸術であって言葉ではない。声と芸術という異なる媒体手段
によって自分自身のアイデンティティーに気がついたドリアンは、若さを維持したいという
欲望が確実に芽生え始めるのだった。 If it were only the other way! If it were I who was
to be always young, and the picture that was to grow old! （25）
ヘンリー卿はドリアンを破滅へと導く快楽主義者の師であり、言葉で影響を与えられる唯
一の人物だとわかった。それとは相反する声でドリアンを導く存在として登場するのが場末
の舞台女優シビル・ヴェイン（Sibyl Vane）である。ヘンリー卿から新しい快楽主義を吹聴
され、新しい感覚を求めて街を彷徨っていたちょうどその時、シビルに遭遇するのだ。シビ
ルは中産階級の家の出で、一家の生計を立てるべくグロテスクな劇場の女優として働いてい
た。醜悪な場所とシビルの容姿のコントラストに惹かれてすぐに恋に落ち、二人は結婚の誓
いを交わす。以下の引用は、ヘンリー卿にシビルの様子を述べた時の描写である。
...And her voice─I never heard such a voice. It was very low at first, with deep
mellow notes, that seemed to fall singly upon one s ear. Then it became a little louder,
and sounded like a ﬂute or a distant hautbois....Your voice and the voice of Sibyl Vane
are two things that I shall never forget. When I close my eyes, I hear them, and each
of them says something diﬀerent. I don t know which to follow....（46）
ドリアンにとってヘンリー卿とシビルの声は、「決して忘れられないもの」であり、影響を
与える声であることを認めていることがわかる。シビルは純粋無垢な少女であり、彼女の声
は良心を象徴する声だ。一方で、ヘンリー卿は邪悪な声である 。この異質な２人の声がド
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リアンの中で共鳴していて、どちらの「呼びかけ」に反応したらいいかわからないでいる。 I
cannot help telling you things. You have a curious inﬂuence over me. （47）とヘンリー卿
に告白してはいるものの、完全にヘンリー卿の影響下にいるわけではないようである。２人
の声がドリアンを混乱させているのだ。
しかし迷っているのも束の間、どちらの声に従うかを決定する出来事が生じる。シビルは
出会った当初はたしかに傑出した女優だったが、ドリアンと恋に落ちたことが原因で芸術で
はなく現実の世界で生きることを選び、三流役者と化してしまう。芸術的価値のなくなった
シビルにはもはや何の魅力もなくなり、ドリアンは彼女に罵声を浴びせ、その結果自殺に追
い込んでしまう。この非道な行動によって肖像画が醜く変貌し始めてしまい、ひどく狼狽す
る。しかしながら、この時点では良心の欠片があるのでシビルに謝罪し、結婚する意志を固
める。そして、ヘンリー卿と絶縁することを誓うのだった。 He would not see Lord Henry
any more─would not, at any rate, listen to those subtle poisonous theories that in Basil
Hallward s garden had ﬁrst stirred within him the passion for impossible things.（78）そ
こへヘンリー卿がシビルの訃報を持ってやって来る。ドリアンはシビルが死んでしまった悲
しみに浸ることができず、死を一つの悲劇として傍観する自分がいることを認識する。この
ような非人間的感情を抱くことは非難されるのが当然であるはずなのに、ヘンリー卿は非難
せず、むしろ賞賛したのでデカダンの道に進むことの決め手となったのだ。シビルの自殺を
知ったとき、ドリアンを安堵させるのはヘンリー卿の言葉だった。ドリアンを心配して訪れ
たバジルではなかった。ヘンリー卿の言葉に従うことは、新しい快楽主義に耽ることと同時
に、肖像画が変化してその代わりに若さを保ったままの人生を選ぶことも意味する。前者は
第三者からでもわかる事実であり、後者はドリアンと肖像画との間で交わされた私的な決定
となるのだ。こうしてドリアンは時間も嫉妬する若さ Time is jealous of you （23）を手
に入れる術を得たのである。
ドリアンは自分の犯した罪を肖像画が代わりに背負うことで永遠の若さを手に入れる術を
手に入れることができた。これは初めて自分の肖像画を見たときに発した願いが現実のもの
になったと見ることもできるし、ドリアン自身もそう解釈している。しかし、このことを覆
す内容がシビルの自殺を知った第８章の最後の記述にある。その引用は以下である。
He felt that the time had really come for making his choice. Or had his choice
already been made? Yes, life had decided that for him ─ life, and his own inﬁnite
curiosity about life. Eternal youth, inﬁnite passion, pleasures subtle and secret, wild
joys and wilder sins─he was to have all these things. The portrait was to bear the
burden of his shame: that was all.（88）
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自らが主体的に選択して生きているのは思い込みにしか過ぎず、ひとはある構造の枠組みの
中を生きている。ドリアンの場合は、自分の美貌を気付かせたヘンリー卿、肖像画の呼びか
けに反応してしまったことで、
「新しい快楽主義」というイデオロギーの支配から脱するこ
とができなくなり、これに服従することになってしまった。そして彼らによって若さへの渇
望がドリアンの中で生まれたのである。しかし、上の引用を見るとこの「呼びかけ」と「服
従」という構造が壊れていることがわかる。なぜなら、若さを維持するために、肖像画がド
リアンの罪を背負って生きていくことは「決められていた」、「永遠の若さ、情熱を持つこと
になっていた」と書かれているからである。ドリアンが自分の私有財産である美に気がつい
たのは、自惚れによってではなく、他者からの呼びかけによってだった。呼びかけに応じた
後の生き方は、ヘンリー卿の新しい快楽主義という経典に従っているだけに過ぎない。だが、
そこには少なくともドリアンの「どう生きるかを選択する意志」が存在しているはずだし、
それに基づいて行動していると我々は思うのではないだろうか。この引用はそのような前提
を否定する記述であることは確かである。では何によって決められていたというのだろうか。
決定したのはドリアンによってではなく、さらに影響を与えた人物でもない。それは「人生
によって下された」とある。そして「永遠の若さと果てしなき喜び、烈しい罪をドリアンは
持つことになっていた」と続く。これらの点からドリアンの人生は既に決められていたと解
釈できるだろう。
ドリアンとは相反して、決められた人生を歩まない人物がいる。シビルの弟のジェイムズ
（James Vane）である。ジェイムズもシビル同様、家計のためにオーストラリアに出稼ぎを
しなければならなくなってしまう。母親は水夫生活に満足すること、自分で水夫になるのを
選んだことを忘れてはいけないことを出発前にジェイムズに言う。その台詞を受け、ジェイ
ムズはこう返答する。 I have chosen my own life. （56）この引用からジェイムズの人生は
決められてなどいなくて、ジェイムズ自らが人生を選んだことがわかる。これこそ自分の意
志で生きている人間の化身といえよう。ジェイムズはドリアンとは身分も生き方も全く異な
る登場人物として位置づけられているのだ。
肖像画の変化を目にしたとき、ドリアンは善か悪かのどちらに進むかを決めなければなら
なかった。だが、この時点で既にどちらか選ぶ権利を「人生」に剥奪されてしまったのであ
る。有無を言わせず、不道徳な行いをして生きていくという人生がドリアンを待っていた。
避けられない運命がドリアンの眼下にあったのだ。
Ⅲ. ドリアンの過去
なぜドリアンの人生は決められていたのだろうか。決められた人生を生きていることにド
リアンは気がついていたのだろうか。このことを議論していくには過去に遡らねばならない。
運命は過去との関連性があるように思われるからである。ここではドリアンの子ども時代と、
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ドリアンが生まれる前の過去をみていき、決められた運命にそれらがどう関わっているのか
を見ていくことにする。
ⅰ.ドリアンの子ども時代
肖像画の秘密をバジルに見られそうになったドリアンは人目のつかないところに肖像画を
移す決心をする。肖像画を隠すことになった部屋というのは、ドリアンが幼少時代を過ごし
た最上階の部屋だった。そしてこの空間こそドリアン自身の過去、それも忌々しい過去と密
接なつながりを持っている場所なのだ。ドリアンの生い立ちは決して幸せなものではない。
フランス人のドリアンの母は、自分とは身分と国籍の違う裕福でないイギリス人と周囲の反
対を押し切って駆け落ちした。母方の祖父は二人の結婚を良きものと思っておらず、娘を引
き戻したい一心だった。そして最終的にドリアンの父親は祖父の策略によって殺されてしま
ったのだ。娘を取り返すことに成功はしたものの、皮肉なことにドリアンの母はその後すぐ
に死んでしまった。このような状況の下で生まれ、幼児期に親の愛情を知らず、祖父に忌み
嫌われて育ったのがドリアン・グレイである。自分とは自分以外の他者との関わりによって
作られる。生まれた当初、その役割を担うのが父親であり、自己を形成していく過程におい
て親はなくてはならない存在である。世界の秩序を教える父親が不在だったわけではない。
ただ、ドリアンの場合、父親の代わりとなったのが冷酷な祖父だった。愛情が注がれるはず
の幼少時代を憎悪で育てられたのだから、父親は不在だったようなものである。それゆえ20
歳の時にデカダントの道へと導くヘンリー卿と出会ったことで、自分が何者であるかを知ら
されて初めて気がついたことから見て、ヘンリー卿はドリアンにとって父親的要素が強かっ
た人物だったように思える。だからこそヘンリー卿の声に反応したのではないだろうか。
子ども部屋に入ることを避けてきたドリアンだったが、肖像画を隠すためにとうとうこの
空間に入ることになる。部屋に入ると孤独だった当時の思い出が蘇ってくるのだった。その
回想に費やした時間は、肖像画を上階に運ぶために呼んだ額縁屋が休憩できるほどだったの
だから、それ相当の時間がかかったことがわかる。
...Every moment of his lonely childhood came back to him as he looked round. He
recalled the stainless purity of his boyish life, and it seemed horrible to him that it
was here the fatal portrait was to be hidden away. How little he had thought, in those
dead days, of all that was in store for him!（101）
肖像画を隠す場所がこの子ども部屋以外なかったのは皮肉である。孤独な過去の思い出と、
まだ穢れを知らない無垢だった少年時代の思い出がある部屋が自分の過去が刻み込まれてい
る肖像画を置くことで罪と無垢が融合する空間となる。そして他ならぬこの場所はバジル殺
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害や、科学実験のような彼の死体処理、そしてドリアンが自殺する現場にもなってしまう。
ドリアンの運命を決定付ける出来事が起こる空間となるのだ。
また、肖像画を部屋に閉じ込めることでドリアンの関心がこの部屋の外に向けられなくな
ってしまうのも事実である。この部屋の鍵を持っているのは自分だけなのにも関わらず、誰
かに見られるのではないか、という不安に終始苦しめられるのだ。自分以外の人間をこの部
屋から締め出し、秘密を隠すことによって子ども部屋がよりいっそう私的な空間へと化して
いく。
ⅱ.過去との共通点
孤独な少年時代とは一変して、青年のドリアンは華やかな生活を送り、新しい快楽主義者
となって新しい感覚を求め、瞬間的に興味を持った対象に没頭していく。それらは一時の興
味であって長続きはしないが、そうであっても興味を持っている間は徹底的に追及していく
のだった。特に第11章はそれらを探求してく過程が細部にわたり描かれていて、この章だけ
でドリアンの18年間が凝縮されていることから、いかに充実して年月を過ごしたかをワイル
ドが提示しているよにも思える。移り変わる関心事の中でも、絶えず影響力を持っていたの
はヘンリー卿が送った一冊の黄色い本だった。ドリアンはその本の主人公と共有している点
を探し始める。
...The hero, the wonderful young Parisian, in whom the romantic and the scientiﬁc
temperaments were so strangely blended, became to him a kind of preﬁguring type
of himself. And, indeed, the whole book seemed to him to contain the story of his own
life, written before he had lived it.（105）
この小説というのはドリアンが生まれる前のものであるからドリアンと共通性などあるはず
がない。仮に関連性がるのなら、ワイルドの格言を使えばそれはドリアンが芸術を「模倣」
しているだけのことである。そう考えるのが自然である。しかしドリアンはこの本が自分の
伝記であるように思えてならず、芸術が自分の人生に先行していると考えるのだ。自分の伝
記ということになれば、小説に自分の歩むべき人生が記されていることになる。たしかに放
蕩生活に明け暮れるという点は共通しているが、美貌が衰えないという異なる点も探し出す。
都合のよいものだけを小説から作為的に選び取っているようである。
恣意的に共通点を見出すのは小説だけに限ったことではない。ドリアンは自分の先祖の肖
像画の前に立ち、彼らからも共有するものを探っている。
...To him, man was a being with myriad lives and myriad sensations, a complex
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multiform creature that bore within itself strange

of thought and passion, and

whose very ﬂesh was tainted with the monstrous maladies of the dead. He loved to
stroll through the gaunt cold picture-gallery of his country house and look at the
various portraits of those whose blood ﬂowed in his veins....Was it young Herbert s
life that he sometimes led?...What had this man s［Sir Anthony Sherard］
been?...Had he something of her［Lady Elizabeth Devereux］ temperament in
him?...What of George Willoughby, with his powdered hair and fantastic patches?
How evil he looked! The face was saturnine and swarthy, and the sensual lips seemed
to be twisted with disdain....（119-20）（強調は引用者による）
ドリアンにとって人間とは無数の生活と感覚とを持つ生き物であり、さらには命ある者だけ
に留まらず、死者の異様な病気で冒された身体がある生き物だというのだ。つまり、ドリア
ンの中では先祖が自分を形成することに少なからず貢献しているというのである。ここで出
た遺伝という言葉からもわかるように、これはダーウィンの『種の起源』の影響からきてい
る。 と い う の も、 第 11 章 で ド リ ア ン は

inclined to the materialistic doctrines of the

movement in Germany（110）、 the conception of the absolute dependence
of the spirit on certain physical conditions（111）という考えに共感したとあるからである。
『種の起源』は生物界だけでなく、文学の世界にも影響を与えた。人間は創造主である神に
よって造られた、というこれまでの定説を覆すものだったからである。ダーウィンを読んだ
ことがある人よりも、読んでいない人間を探した方が早いぐらい彼の考えはヴィクトリア朝
に浸透していたのである 。ワイルドもダーウィンの影響を受けていたことは間違いない。
7

たしかに、香水、音楽、神秘主義と同じように、ダーウィニズムへの傾倒もドリアンの一
時の興味だけだったかもしれない。しかしここには見落とせない点がある。ドリアンは自分
の先祖の肖像画の前に立ち、彼らから受け継いでいるものは美貌と罪、恥、邪悪さと考える
のである。ドリアンの中には、生きる者と死者との間にある連続性や同質性を信じる姿があ
る。ここで注目すべきは美貌といったこれまで称賛されてきた面だけでなく、邪悪な面も受
け継いでいることにドリアンが気が付き始めている点である 。目に見える点だけでなく、
8

目に見えない精神面も受け継いでいると考えているのだ。このことからシビルへの酷い仕打
ちを始めとする一連の道徳を欠いた行動の根源は、既にドリアンの中に存在していたと見な
すことができる。邪悪さも遺伝しているのである。
この作品においてドリアンの他に遺伝という観点から見ることができるのはヴェイン家の
人々だ。美しい容貌の姉シビルと、弟のジェイムズの外見の差は歴然としている。 He was
not so ﬁnely bred as his sister. One would hardly have guessed the close relationship that
existed between them.（55）とあるように、姉と弟の関係は同じ肉親とは思えないほどか
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け離れていることがわかる。二人の親はどうかというと、母親は役者で、父親は紳士であっ
た。このことからドリアンの出生同様、身分の差があったことがわかる。ドリアンと異なる
のは、シビルとジェイムズは嫡出子でないことだ。ジェイムズの風貌はリアリズムの描写と
の見方が多いが、合法の下に生まれた子どもと、そうでない子どもとでは遺伝的な差異が起
こり得るという考えも風貌を比較するとわかり、優生学に通じるように思われる。ワイルド
と優生学の関連性という興味深い問題がここで浮上してくるだろう。
先祖に興味を持ち出したことからもわかるように、ドリアンの興味が過去に向かっている
ことをここで強調しておきたい。また、快楽主義に走った原因の一つは過去を忘却するため
であったことも思い出してほしい。そもそも快楽主義者とは瞬間を生きるのだから、過去に
執着してはならないはずだ。快楽主義者を徹底するのなら、忘却しなければならない過去か
らも快楽を得ているという点で矛盾が生じてしまう。過去を嫌悪するどころか、これを新し
い感覚を得る一つの手段と見なすところがヘンリー卿の言われたままの快楽主義者ではなく、
独自の快楽主義者像を創り出し、それを模索しているドリアンの姿が窺えると思う。過去と
いう自分の人生を「眺めること」に徹することで、自らの美学を実践し、快楽のレベルを高
めることに成功したのだ。
これまで悪行を犯し続けてきたのは、新しい快楽主義に耽っていただけでなく、血族から
残酷な遺産を受け継いでいたからである。そしてこの遺伝という思想こそ、ドリアンを破滅
へと導き、時間を支配できない真の原因なのだ。
Ⅳ. 運命への抵抗
邪悪な側面があることが決められていたと感じながらも、快楽に耽って生きてきたドリア
ンであったが暗い影が少しずつ近づき始めている。その知らせを告げる事件が第12章の38歳
の誕生日前日に起こる。社交界で囁かれている噂の真意を問いにバジルがドリアン邸を訪れ
たのだ。第10章では20歳の青年だったドリアンが、第11章で18年を過ごし、第12章で突然38
歳になろうとしているのだから時間の経過を見過ごしてしまうだろう。肖像画の秘密を知っ
たバジルは祈りを捧げて救いを求めようとする。しかしドリアンはそのような態度を取るバ
ジルに耳を貸そうとしない。バジルの声はドリアンに届いていないのだから仕方がないのだ。
そしてバジルの肖像画を描いた責任を放棄する態度に嫌気が刺し、側にあったナイフで彼を
殺害するに至ってしまう。ヘンリーの教えに従って「観客」でいることを徹底していたドリ
アンだったが、殺人の「行為者」になってしまったことで観照の生活に終わりを告げること
になった。殺害後のドリアンは、殺人を犯した過去とその罪の意識に苦しめられてしまい耐
え切れなくなる。そのような状況を打破しようと、人工的な忘却を求めてアヘン窟に向かう
のだ。記憶をコントロールしようとするのである。
しかしドリアンの思惑通りに事は進まない。向かったアヘン窟では自分の過去を知る相
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手、シビルの弟ジェイムズと遭遇してしまう。ジェイムズはたった一つの目的、すなわち自
殺に追い込まれた姉の敵を討つ、という目的のためだけに18年間生きてきた。ジェイムズの
出現によって、信念や感情は継続していることが証明されていることがわかる。これは次々
と自分の興味の対象を変えて過ごしてきたドリアンとは対照的な姿である。
若さの仮面によってこの窮地を脱することに成功するが、ジェイムズの出現はドリアンに
新たな恐怖を抱かせる。命を狙われるという恐怖である。これまでは肖像画の秘密が露見す
る不安に支配されていたが、命が狙われるという恐怖も付与され二重の強迫観念に襲われる
のだった。その恐怖はロンドンから離れたセルビー・ロイアルの温室にいても消えることは
なく、どこかにジェイムズが潜んでいるのではないかと怯えていた。そんな精神状態を一時
的に克服して狩猟に出かけるも、そこで誤って人が撃たれるという事件が起こる。この惨劇
をドリアンは次のように解釈する。 It is a bad omen, Harry. I feel as if something horrible
were going to happen to some of us. To myself, perhaps, （168）ドリアンはこの出来事を
何か不吉で得体の知れない前兆であり、それは自分に対して起こるものだと考える。しかし、
ドリアンの現実味のない話を聞いたヘンリー卿は It has no psychological value at all.
（169）と一笑してドリアンの主張を受け入れようとはしない。科学で証明できない現象を徹
底的に否定するヘンリー卿の姿を垣間見ることができる。既述したように、ドリアンは遺伝
という科学的な根拠に基づく思想の影響を受けたものの、非科学的な現象を信じる一面もあ
り、ヘンリー卿とドリアンの科学への態度が異なっていることがわかる。ヘンリー卿は首尾
一貫した科学に関しての思想を持っているが、ドリアンは自分に都合よく科学を利用したに
過ぎないのだ。
ドリアンは犯した過去だけでなく、前兆によって未来をも恐れるようになる。過ぎてしま
った過去は変えられないので、これから起こるかもしれない不吉な出来事を回避しようとし、
そうできるとドリアンは信じている。未来を変えるには罪を犯すのではなく、善人になるこ
とだと考え、その第一歩にドリアンはシビルに似た田舎娘ヘッティ（Hetty）を誘惑しない
ことにする。ヘッティがシビルに似ているという点から、18年経っても彼女を自殺に追い込
んだという過去がドリアンの中で生き続けていることがわかるだろう。ドリアンもジェイム
ズ同様、継続する心情を持っていたのだ。ヘンリー卿にたった一つの善行を誇らし気に告白
するも、ヘンリー卿から言わせれば善人になったという新しい感覚を味わいたいだけに過ぎ
ない。そんなヘンリー卿をよそにドリアンはあくまで変わることができると主張し続ける。
悪行を犯すと肖像画は醜くなったのだから善行を行えばそれは改善されていると思い、肖像
画を確認するために上階の子ども部屋へと急ぐ。しかし、ドリアンの期待とは裏腹に醜悪さ
が増す一方だった。たった一つの善行などでは18年間で犯した罪を償うことなど到底できな
かったのである。ヘンリー卿が there is a fatality about good resolutions─that they are
always made too late （84）と述べるように、良い決断とは成された時には既に遅いのであ
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る。
過去さえなくなれば楽になれると思い、自分の過去の象徴である肖像画を壊そうとバジル
を殺したナイフを突きつける。結果的にこれが自らの人生に終止符を打つことになってしま
った。最期に肖像画を見たとき、ドリアンはこう思う。
...And why was the red stain larger than it had been? It seemed to have crept like a
horrible disease over the wrinkled ﬁngers. There was blood on the painted feet, as
though the thing had dripped─blood even on the hand that had not held the knife.
Confess? Did it mean that he was to confess? To give himself up, and be put to
death?...（182）
肖像画にあった赤い汚点が以前にも増して赤くなっていることに気がついている。ドリアン
はこれを肖像画が自分に自白するよう促している、と解釈する。しかし、これとは別の解釈
も可能である。すなわち、この時の肖像画は過去を示していたのではなく、ドリアンが自殺
してしまうことを示唆していたのではないか、という解釈である。最後は過去を映すはずの
肖像画までもがドリアンの未来を映し出してしまったと言うことがでるだろう。たとえ善行
を行ったとしても、ドリアンの人生は既に決められていたので肖像画は良い方向に変わるは
ずなどなかったのである。ドリアンの死体は老けてやつれ、皺だらけの状態だった。これは
4

4

4

4

4

4

4

38歳の人間にしては老けすぎている姿に思える。つまり、死体に年齢以上のものが付け加え
られえてしまったのだ。第11章だけでドリアンの18年間が凝縮されていることから、その間
にドリアンは波乱に満ちた人生を送ってきたことを死体が物語っているのではないだろうか。
ドリアンはたしかにヘンリー卿と肖像画によって自らの美に目覚め、それを保ちたいとい
う欲望のためだけに時間を操ってきたかに見える。肖像画が変化することはドリアンの意思
に関係なく決定していたことは既に述べたが、肖像画の変化を示唆する描写は自分の美しさ
を初めて知った時に出てきている。 Every moment that passes takes something from me,
and gives something to it［the portrait］. （26）とドリアンが発言しているのだ。ここで注
目したいのはsomethingの部分である。「何か」が肖像画に付け加わるとあるが、「何か」と
は何を指すのだろうか。自分の身体から奪われる「何か」とは、若さと考えるのが自然であ
る。だが、その若さが肖像画に付け加わると解釈するのは不自然である。なぜなら、肖像画
は絵であるので変化などするはずがなく、ましてや若い姿を描いた肖像画に若さが付加され
ることなどないからである。これは自分から奪われる「何か」が罪や邪悪さであって、それ
らが肖像画に付け加わるという予言的な言葉だったのではないだろうか。また、同じく第２
章にはドリアンがナイフを刺して自殺するかのような描写がある。 As he thought of it, a
sharp pang of pain struck through him like a knife, and made each delicate ﬁbre of his
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nature quiver.（25）若さを失うことを思うとナイフで刺されたような痛みが走ったと書か
れている。さらに、シビルを自殺に追い込んだ自分を責めるとき、 murdered her as surely
as if I had cut her little throat with a knife （83）と、自分がシビルの喉をナイフで刺して
殺してしまったと告白している。このように、物語が始まって間もない第２章で自分の最期
の姿や自殺にナイフを用いることをほのめかす表現があることは、ワイルド自身が読者に悲
劇的な最期になることを読者に知らせるための痕跡を残したように思えてならない。
ドリアンは新しい快楽主義者として瞬間を生き、快楽を求めてきたが、最終的には快楽を
得ていた過去によって苦しめられてしまった。過去を抹消することはできなかったのだ。
The past could always be annihilated. Regret, denial, or forgetfulness could do that. But
the future was inevitable. There were passions in him that would ﬁnd their terrible outlet,
dreams that would make the shadow of their evil real.（99）とあるように、忘却が成り立
つのなら過去をないものにできる。だが、ここにはこれから何が起こるかわからない未来が
「不可避」だと書かれてある。過ぎてしまった過去はどうすることもできないのは当然だが、
ワイルドの場合は逆である。未来こそ避けられないのである。過去を忘れることができなか
ったのだから、ドリアンは未来を変えることなど尚更できなかったのだ。逃れられない人生
の中で「生きる」ことになったのは、新しい快楽主義の影響である。ヘンリー卿はドリアン
に「生きよ」と説いた。生きるという言葉は能動的な行為だが、ドリアンの場合は既に決め
られていた人生を歩んだこととなったので、結果的には受動的な行為だった。過去と運命に
翻弄されながらも「生きること」を徹底したドリアンは、新しい快楽主義に殉じた人間だっ
たといえよう。
Ⅴ. おわりに
ドリアンが時間を意識し、それを支配していく過程の背後に潜んでいたものは、悲劇的な
運命を予兆するものだった。そして悲劇的な要素は、先祖から受け継がれていたものだった
のである。運命は不可避であり、ドリアンが変えようと努力しようとも抗うことはできなか
った。
ワイルドは友人に宛てた手紙の中でドリアンを自分の理想像だと語っていた⁹。その理想
像であるドリアンの最期をワイルドはどう捉えていたのだろうか。なぜ、運命を変えること
ができると躍起になって無駄な努力をする哀れな主人公ドリアンを描いたのだろうか。
シビルが自殺したとき、ドリアンは彼女の死を悲しむことができず、涙を流すもの惜しい
と思っていた。かつて愛した女性の死を芸術の、それも悲劇のすばらしい結末のようにしか
思えなかった。このような自分の残忍な面を責めはしたものの、シビルの死をヘンリー卿と
共に称えたのである。これと同じように、ワイルドはドリアンの最期を評価したのではない
か。時間を支配するはずが逆に時間に支配されてしまい、罪深い未来が先祖から「遺伝」し
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ていたドリアンの人生を否定的、そして道徳的に描いたのではなく、一つの悲劇の完成と受
け止めたのではないだろうか。
悲劇の代表作はソポクレス（Sophocles）『オイディプス王』（

）であ

る。アリストテレス『詩学』の悲劇理論は、この作品に基づいていると考えられている。こ
の作品において、オイディプス王だけが自分の素性（実の父親を殺し、実母と結婚してしま
ったこと）を知らないまま生きている。しかし、この劇の観客はその事実を既に知っている
のだ。観客はオイディプスの出生には興味がなく、「いかにしてオイディプスが事実を知る
のか」に関心が集中する。結末がわかっているにも関わらず、観客はオイディプスの悲劇に
涙してしまう。ドリアンの場合もワイルドは各所でドリアンの未来を予兆する描写や、先祖
から伝えられる遺伝を書いて読者、つまり観客に悲劇的な最期になることを気づかせようと
したのではないだろうか。そして、運命に立ち向かっていったドリアンの人生を「悲劇」と
いう一つの芸術の完成形としてワイルドは評価したのである。
註：
1

本稿は2007年11月3日に明治大学で行われた大学院英文学専攻課程協議会第41回研究発表会の発
表原稿に大幅な加筆・訂正を施したものである。

2

Nassaarは『ドリアン・グレイの肖像』でワイルドがドリアンの18年間の成長を書いたことは不
適当であり、この作品の深刻な弱点であるとしている。Nassaar, The Darkening Lens. Harold
Bloom, ed.

3
4

Holland,

.（New York: Chelsea House, 1985.）108-9.
（ London: Forth Estate, 2003.）127.

『ドリアン・グレイの肖像』の引用頁は

. Ed. Donald L. Lawler. 2nd

ed. London: Norton, 2007.に拠る。
5

「主体」の定義は数多くあるが、本稿における「主体」という語はルイ・アルチュセール（Louis
Althusser）の「呼びかけ」によるイデオロギー論に依拠している。アルチュセールによれば、
国家のイデオロギー装置は、呼びかけられることによってsubject（主体）が呼びかけた者に従
属 し、
「 臣 下 」 と な っ て 機 能 す る と し た。Althusser, Ideology and the State. Trans. Ben
Brewster.

（London: NLB, 1971.）160-2; 162-4.

⁶ Nassaar, 119.
7

Beer,
.（Cambridge: Cambridge UP, 2000.）3.

8

ワイルドはオックスフォード時代にウィリアム・キングダム・クリフォード（William Kingdom
Cliﬀord）の著作を多く読んでいた。クリフォードの哲学によれば、進化とは肉体的な進歩だけ
でなく精神面も含んでいて、ワイルドは個性も受け継がれていくという考えに精通していた。
Sloan,

9

（Oxford: Oxford UP, 2003.）143.

Holland,170.

― 353 ―

参考文献：
Althusser, Louis. Ideology and the State. Trans. Ben Breweter.
London: NLB, 1971.123-173.
Arata, Stephen.

Cambridge: Cambridge UP, 1996.

Beer, Gillian.
Cambridge: Cambridge UP, 2000.［ジリアン・ビア著『ダーウィンの衝撃』渡
部ちあき・松井優子訳, 工作舎,1998.］
Brown, Julia Prewitt.

Charlottesville:

UP of Virginia, 1997.
Ellmann, Richard.

Wilde. London: Penguin, 1987.

Guy, Josephine. Small, Ian.

Greensboro:ELT

Press, 2006.
Holland, Merlin.

London: Forth Estate, 2003.

Knox, Melissa.

New York:Camden House, 2001.

Marshall, Gail, ed.

Cambridge: Cambridge UP,

2007.
Nassaar, Christopher S. The Darkening Lens. Harold Bloom, ed.

. New York:

Chelsea House, 1985.
Raby, Peter, ed.
Sloan, John.
Wilde, Oscar.

. Cambridge: Cambridge UP, 1997.
. Oxford: Oxford UP, 2003.
. Ed. Donald L. Lawler. 2nd ed. London: Norton, 2007.

― 354 ―

『ドリアン・グレイの肖像』に潜む時間

An Analysis of Time behind

MACHIDA, Naoko
Because of Dorian Gray s unchanged appearance, it is quite natural for us to see that he
does not get old as time advances in

. Though Dorian certainly

hopes to keep his youth forever and control time, neither he can do. The purpose of this
paper is to show why Dorian has been controlled by time, and what its author thinks
about his tragic ending.
First, I would like to examine how Dorian has got an eternal youth, instead of changing
his picture, which functions as a mirror to reflect his evil deeds, focusing on the
relationship to the two characters─Henry Wotton and Sibyl Vane. Second, I will discuss
Dorian s past, especially his lonely childhood that he is detested by his grandfather and
his ancestors who have something special for Dorian. Next, I will describe Dorian s
resistance to his destiny that he can not ultimately escape. Finally, I hope to present
relations with

and this novel.

As noted above, Dorian s destiny that he does vicious things has been determined by
his life. Furthermore, it is found that Dorian has inherited his evil nature from his
ancestors. These results show that its author would evaluate Dorian s death as a complete
tragedy.
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