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ヴァーノン・リー『オークハーストのオーク』論
―サージェント、肖像画、感情移入―

大　渕　利　春

はじめに

　作家ヴァーノン・リーと画家ジョン・シンガー・サージェントは幼馴染みで、

幼少時代、二人はサージェントの母メアリとともにヨーロッパ各地を旅行す

るなどの親密な交際をしていた。教養あるメアリがリーに多大な影響を与えた

ことをリー本人が認めている。（1） サージェントは後に肖像画家として成功し、

富裕層の肖像画を多く手掛けた。有名なヴァーノン・リーの肖像画もサージェ

ントの手になるものである。サージェントはアメリカ人、リーはイギリス人で

ありながら、ともにフランス、イタリアといった異国の地で若い時代を過ごし

た国際人で、文学、美術、音楽に関する趣味を含め、二人には共通点も多い。

また、ヴァーノン・リーはレズビアンで生涯独身、一方サージェントも独身を

貫き、ホモセクシャルであったと考える研究者もいるように（2）、同じ 1856年
生まれの二人には、性別を超えて共感できることが多かったようだ。

　ヴァーノン・リーは小説家であるだけでなく、美術関係の著作も多い美術研

究家でもあった。彼女の小説にも多くの画家や彫刻家が登場する。リーにとっ

て、小説は彼女の美術観を表明する手段と言っても過言ではない。

　サージェントは 1877年に初めてフランスのサロンに作品を出品して以来、

画家として成功の階段を上り始める。1884年発表の『マダム X』がフランスで

スキャンダルを巻き起こした後はロンドンに拠点を移している。サージェント

に肖像画を描いてもらいたいと望む有力者は絶えることがなく、画家を辟易さ

せるほどであった。
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　その一方、1830年代の登場以来、写真という新技術がヨーロッパに紹介さ

れ、写真が肖像画にとってかわる時代も訪れていた。肖像画の需要は依然とし

てあったとはいえ、その相対的価値は確実に落ちつつあったのだ。ヴァルター・

ベンヤミンは『写真小史』の中で、写真技術の登場の犠牲になったのは肖像画家

であり、1840年代には多くの肖像画家が肖像写真家に転向したとしている。（3）

なお、OED に “portrait picture” という語が入るのは 1864年のことである。肖

像画に嫌気がさしていたサージェントは 1907年に肖像画製作を中止する旨の

発表をし、その後は風景画や、第一次大戦勃発後は戦争画を描くことになる。

　こうした肖像画を取り巻く環境の変化の中、ヴァーノン・リーとサージェン

トの間に不協和音が流れ始める。真に親密だったと言えるのは子供の頃だけ

だったとリー自身が述べているし、（4）交流は保ちつつも、一定の溝が二人の間

にはできたようだ。リーの攻撃的な性格はヘンリー・ジェイムズなど他の友人

との関係にも溝を作ったが、サージェントもリーを攻撃的な性格と考えていた。

　本論文は、ヴァーノン・リーの幻想短編「オークハーストのオーク、あるい

は幻の恋人」を俎上に載せ、この短編に反映されたヴァーノン・リーとサージェ

ントの関係、そして肖像画に関する記述から、ヴァーノン・リーの過去に対す

る関心を考察するものである。

1．ヴァーノン・リーの肖像画論

　ヴァーノン・リーのエッセイ集 Hortus Vitae: Essays on the Gardening of Life に

は「肖像画の罪」（‘The Blame of Portraits’）という短いエッセイが収録されてい

る。冒頭で、リーは書斎に飾ってあった二人の友人の素描を片付けたことに言

及している。Garnett によれば、レズビアンであったヴァーノン・リーは恋人

Ann Meyer の写真を彼女の死後も部屋に飾っていた。（5） 友人の肖像画を愛玩す

ることについて、リーは次のように述べている。

　We do not guess that this humble desire for a likeness is one of our most signal 
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cravings after the impossible; an attempt to overcome space and baffle time; to 

imprison and use at pleasure the most fleeting, intangible, and uncommunicable of 

all mysterious essences, a human personality. （6） 

　肖像画を残すことは、最も捕えがたい人間の個性を、その人物の死後も残し

たいという人間の願望の表出であるとしつつも、肖像画はその目的を果たしえ

ないとリーは考えている。人間は可視の物質という形で過去の記憶を表現し、

維持することを望み、そのことを託されたのが肖像画であった。肖像写真の登

場後は、写真がそれに取って代わった。それに対し、人間はそこまで literal で

material であるべきではないとリーは述べている。美術評論集 Euphorion では、

“For portrait is a curious bastard of art, sprung on the one side from a desire which is 

not artistic, nay, if anything, opposed to the whole nature and function of art.”（7）と述

べ、肖像画は真の芸術とは対極に位置するとしている。まして、当時の新技術、

蓄音機や写真術などは、リーに言わせれば “hideous machinery” ということにな

る。リーは次のように述べている。

　We all of us commit that man’s mistake of thinking that the life of our dear ones is 

in an image, instead of in the heartbeats which the image―like a name, a place, any 

associated thing―can produce in ourselves. And only changing things can answer to 

our changing self. （8）

　肖像画や写真が与えてくれる安らぎも、リーに言わせれば迷妄（delusion）に

すぎない。肖像画や写真が再現してくれる「現実」は、現在（presentment）の捏

造であり、mean trick であり、物質の中で「過去」を「現在化」しようとする誤っ

た試みであるとリーは述べる。物質の中にイメージを固定する肖像画や写真

は、故人を回想する契機にはなるが、契機に過ぎないとも言える。リーにとっ

ては、鑑賞者が生きて変化している以上、鑑賞者に変化、動きを感じさせる

暗示力が芸術には不可欠であった。Euphorion では、ジョットの絵画を取り上
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げ、ジョットの描く形態は意図的に不完全であり、それは暗示（suggestion）を

意図しているからであるとしている。（9）後期の著作 Beauty and Ugliness では、

リーはティッツィアーノの絵画『聖愛と俗愛』を取り上げ、この絵と鑑賞者の

間に起こる作用を分析している。そのリーの主張を Vineta Colby は “viewers 

unconsciously imitate the inner movement and balance of the painting and experience 

a pleasurable sensation of harmony and increased vitality. （10）” と要約している。

　芸術の鑑賞者は、その作品が暗示する内なる動きを模倣し、調和と生命力を

感じ、幸福を得られる、とリーは主張している。こうした作用をリーは感情移

入（empathy）と読んだ。人間の精神が絶えず流動し、変化している以上、同様

に変化を許容するものでなければ感情移入を維持できない。そして、芸術作品

への感情移入をとおして、その作品に宿る過去は鑑賞者の意識の中で再現され、

「現実化」される。再現された過去が鑑賞者に喜びをもたらすとき、その芸術

は「美」となり、不快をもたらすとき、それは「醜」となる。リーによれば肖像

画は芸術作品に不可欠なこうした作用をもたらさない。生きて絶え間なく変化

している鑑賞者の意識は、静止した瞬間を写し、変化を許容しない肖像画に感

情移入できないのである。このように肖像画に対する否定的な考えをもってい

たヴァーノン・リーが、肖像画サージェントとの間に意見の相違をもつことは

必然とも言える。

2．肖像画家の失敗

　「オークハーストのオークあるいは幻の恋人」はヴァーノン・リーの代表的

な短編集 Hauntings に収録された幻想短編である。そして、リーの幻想短編の

多くがそうであるように、この短編も一種のゴーストストーリーであり、芸術

家の失敗の物語である。

　主人公は落ち目のイギリス人男性肖像画家。彼はある有力な婦人の肖像画を

描きながら、その婦人の不評を買い、肖像画の依頼が途絶えてしまい、不本意

ながらもオークハースト夫妻の肖像画製作の依頼を承諾する。その画家が夫妻
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のマナーハウスを訪れるところから物語は始まる。Pulham はこの主人公の肖

像画家のモデルがサージェントである可能性を指摘している。（11） この短編が

執筆されたと推測される時期に、サージェントによる『マダムＸ』騒動がフラ

ンスで起きている。この騒動の結果、サージェントが肖像画家としての仕事を

イギリスに求めざるを得なくなったことを考慮すれば、「オークハーストのオー

ク」の語り手の肖像画家がサージェントをモデルとしていると考えることに無

理はない。

　肖像画家は典型的なイギリス紳士であるオークハーストよりも、その妻アリ

スに興味をひかれる。しかし、主人公はアリスの美しさに魅かれたわけではな

い。アリス・オークハーストについて主人公は次のように述べている。

　You see she (Alice) isn’t really handsome; her forehead is too big, and her nose 

too short. This gives no idea of her. It was altogether a question of movement. （12） 

　主人公がアリスのことを美しいとしたり、まったく美しくないとしたりする

など、アリスの容姿に関する記述に一貫性はない。そのこと自体、真の美には

動きの要素があり、鑑賞者の意識にもたらされる変化とともに、鑑賞者の中で

刻々と変化するものだとするヴァーノン・リーの芸術観を反映している。

　主人公はアリスを肉体としてとらえたことは一度もないとし、自分の記憶の

中のアリスを肖像画に表現することを望みながら、それは不可能だとする。ア

リスの不可思議な魅力はその動きに宿っているのである。そして、肖像画家は

次のように述べている。

　I don’t believe, you know, that even the greatest painter can show what is the real 

beauty of a very beautiful woman in the ordinary sense. Titian’s and Tintoretto’s 

women must have been miles handsomer than they have made them. Something―

and that the very essence―always escapes, perhaps because real beauty is as much a 

thing in time―a thing like music, a succession, a series―as in space. （13） 
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　真の美とは空間に属するものであると同時に時間に属するものであり、連続

や動きに宿る。従って、リーにとって芸術の典型とは時間を表現するのに適し

た音楽と文学になる。そして、時間を固定する肖像画や写真は真の美をとらえ

られないことになる。実際、肖像画家は最後までアリスの肖像画を完成させる

ことができない。「ディオネア」や「悪魔の歌声」などの同じ短編集 Hauntings 収

録の作品同様、「オークハーストのオーク」も芸術家が時間・過去に敗北する物

語である。 

3．過去への関心

　肖像画家のモデルとなるアリス・オークは現在にはまったく関心がなく、過

去に異常な情熱をもっている。そのため、肖像画家の仕事にもほとんど関心を

示さない。何事にも無関心に見えるアリスが唯一関心を寄せるのが、250年前

に死んだ同じアリスという名前の先祖である。アリスは先祖の肖像画を頼り

に、250年前のアリスと同じ服を身につけることで、先祖のアリスを模倣しよ

うとする。画家は先祖の衣装に扮したアリスについて「現在にはまったく関心

がなく、過去に異常な情熱を抱いて」いて、「過去の女性と一体化しようとして

いる」と述べる。ヴァーノン・リー自身、“I am full of curiosity about the Past.”（14）

と述べ、自身の小説に登場する亡霊は過去を象徴しているとしている。さらに、

Renaissance Fancies and Studies の中で、リーは次のように述べている。

  

　Now the Past―the joys and sufferings of the men long dead, their efforts, ideals, 

emotions, nay, their very sensations and temperaments as registered in words 

or expressed in art, are but another side of the universe, of that universal life, to 

participate ever deeper in which is the condition of our strength and serenity, the 

imperious necessity of our ever giving, ever taking soul. （15） 

　芸術作品は過去に生きた人々の喜びや苦しみを生き、人生を豊饒なものとす
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るための手段である、とリーは述べる。しかも、同書の中で、その過去は、そ

の芸術作品の鑑賞者が作り上げたものでも良い、とも述べている。 

　アリス・オークは先祖のアリスを模倣し、その喜びや悲しみといった感情を

追体験しようとする。アリスにとって、先祖のアリスは単なる肖像画に固定さ

れた存在ではなく、彼女の精神の中で変化する、生きた存在となっているのだ。

語り手の肖像画家はアリスを先祖のアリス生まれ変わりと感じているが、250
年前に死んだアリスは現在のアリスの作り出した印象の中で生き続けていると

言える。ヴァーノン・リーが言うように肖像画が現在を捏造しているのだとし

たら、アリスは自ら先祖のアリスを生きることで、過去と現在を一致させ、過

去を現在に蘇らせていることになる。

　先祖のアリスは夫がありながらラブロックという愛人と交際していた。しか

し、最後にはそのラブロックを自ら殺害してしまう。以来、オークハースト邸

にはラブロックの亡霊が出没すると噂されるようになる。アリスはこの先祖が

愛し、殺害したラブロックと交流しようとする。アリスは典型的なヴィクトリ

ア時代の俗物紳士である夫ウィリアムとの夫婦生活には何の喜びも見出さな

い。先祖のアリスが激しい恋に落ちたラブロックの霊との交流に喜びを感じ、

ラブロックのことを考えるときのみ幸福を感じる。ラブロックの亡霊が直接登

場することはなく、客観的存在としてのラブロックの亡霊が出現しているのか

どうかはわからない。重要なのは、アリスにとっては実在するラブロックの亡

霊との交流を通じて、アリスが先祖アリスの感情を共有し、彼女と一体化しよ

うとしているという点である。オークハースト邸に出没するとされるラブロッ

クの亡霊の噂の信憑性について、アリスは次のように述べている。

　“How does one know that anything is true in this world?” she replied evasively; 

“because one does, because one feels it to be true, I suppose.” （16）

　時間を固定する肖像画に対して、ラブロックの霊が出没し、また先祖と一体

化したアリス、換言すれば 250年間に死んだ女の生まれ変わりであろうとす
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るアリスが暮らすオークハースト邸は、過去を感じ、動きを感じることので

きる芸術の象徴である。こうした暗示力を有する土地や建物を表現するのに、

ヴァーノン・リーは「ゲニウス・ロキ」という言葉を好んで用いた。

4．ゲニウス・ロキとしてのオークハースト邸

　ゲニウス・ロキとは、通常「地霊」と訳されるラテン語の用語である。これ

は土地や建築物に蓄積された歴史や記憶が醸成する雰囲気、様相を指す言葉

である。ヴァーノン・リーは多くの旅行記を遺しており、そのうちの一つに

Genius Loci: Notes on Places というタイトルを付すほどゲニウス・ロキに強い

関心を抱いていた。

　肖像画家は初めて目にしたオークハースト邸の美しさに圧倒され、すべてが

先祖のアリスが生きた 16世紀のまま保存されていることに驚嘆し、「眠れる森

の美女」の宮殿に入ったかのように感じる。また、自身にあてがわれた部屋で、

まるでアヘンに酔っているかのように感じ、浮世から切り離されているように

感じる。さらに画家は、アリスが触れる人や物や木や石に至るあらゆるものが、

アリスは夫を気にかけていないという notice を受け取る、と感じている。すな

わち、オークハースト邸においては無機物までもが、人の思念を宿す、と感じ

ている。このように、オークハースト邸は過去の記憶を蓄積した、ゲニウス・

ロキの建物である。エッセイ ‘In Praise of Old Houses’ の中で、リーは古い家

では “the sense of being companioned by the past, of being in a place warmed for our 

living by the lives of others”（17）を持つことができるとしている。 

　250年前、ラブロックが殺された場所である Cotes Common、そして、オー

クハースト邸のなかでもラブロックが先祖のアリスに宛てた手紙が保管されて

いる「黄色い部屋」（yellow drawing room）がゲニウス・ロキの最たる場所である。

アリスは画家を Cotes Common に案内し、アリスの夫ウィリアムは黄色い部屋

をラブロックの亡霊が出現する場所として極度に恐れる。

　そのオークハースト邸を訪れる画家のモデルがサージェントだとするなら、
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画家は視覚のみに依存した芸術家である。ヴァーノン・リーは次のように述べ

ている。

　Like other painters of those ingenuous, unpsychological days, John Sargent did 

not know that seeing is the business of the mind, the memory and the heart quite as 

much as of the eye. （18） 

　ヴァーノン・リーはサージェントを視覚のみに依存する画家と見ていた。そ

して、視覚のみではゲニウス・ロキを感じることはできない。また、Limbo 収

録のエッセイ ‘The Lie of the Land’ では、風景画において視覚で捉えられない

要素、すなわちゲニウス・ロキを “lie of the land” と名付け、「土地の嘘」を描く

ことこそ重要と説いている。そして、視覚を “terrible overimportance of the act 

of vision”（19） と呼び、視覚のみに依存する態度を批判している。

　物語中でラブロックの霊が視覚的に出現することはなく、感じることのでき

る人間が感じるのみである。リー自身は、テオドール・リップスらドイツの心

理学者の仕事に傾倒し、美術批評に心理学を持ちこんだ。ヴァーノン・リーの

美術批評のキーワードが感情移入であり、OED の感情移入（empathy）の項目の

最初の用例がヴァーノン・リーの Beauty and Ugliness から取られていることが

示すように、ヴァーノン・リーはこうした美術鑑賞の態度をイギリスにもちこ

んだ最初のひとりであった。視覚のみに依存する肖像画家は、先祖のアリス

という過去を生きようとしてラブロックの霊と交流するアリスの魅力を感じて

も、肖像画という一瞬の画像に固定することが不可能になる。

5．レズビアン的傾向

　ヴァーノン・リーが過去に強い憧憬の念を抱いた理由に関し、Vineta Colby は、

リーが現在に不満が抱いていたからであるとしている。（20）さらに、肖像画を

嫌った理由も、自身の容姿にコンプレックスを抱いていたことが一因であると



－ 44－

大　渕　利　春

Colby は考えている。これらの理由に加え、彼女がレズビアンであったことが

原因と想像される。ヴィクトリア時代のイギリスでは同性愛は認められていな

かった。ヴァーノン・リーのレズビアン的情熱は、現代ではない時代―過去―

への没入を可能にする芸術作品を媒介として、過去の女性との一体化によって

ある程度の満足を得られたのではないか。同時代を生きた恋人の肖像画は、こ

の目的を達してくれない。それは彼女の情熱を慰撫するどころか、掻き立てた

に違いない。それゆえ、リーは友人の肖像画をその死後片付けてしまった。

　Patricia Pulham や Dennis Denisoff、Burdett Gardner といった研究者たちは、

アリスにリー自身のレズビアン的傾向を見ている。つまり、先祖アリスを模倣

しようとする現代のアリスの姿に、レズビアン的傾向を見ている。（21） Colby

はゲニウス・ロキとの交感について、“Her communion with the genius loci is a 

sacramental act; the genius is the lover pursued and finally possessed. （22）” と述べて

いるが、リーにとってゲニウス・ロキを求める心情は、恋愛におけるそれに近

かったのかもしれない。

　アリスが、そしてリーが求める恋愛とは、肖像画に固定されうるような肉体

的恋愛、あるいは時間に制約された恋愛ではなく、肉体を廃した精神的な恋愛、

肉体が滅んでも永続する恋愛であった。肉体的恋愛は時間に制約され、恋人の

死後は肖像画などの偶像に頼らざるをえない。しかし、精神的な恋愛は時間を

超越し、過去を喚起させる芸術作品やゲニウス・ロキとの交感によって、いつ

でも現実化し、再現できるものである。そうした恋愛を描いたのがダンテの『新

生』で、ヴァーノン・リーはこの作品を愛し、たびたび言及している。肖像画

家はアリスに『新生』を読むことを勧め、二人は「抽象的で長続きする愛」につ

いて語り合う。アリスはそうした愛について次のように語る。

　

　Such love as that[....] is very rare, but it can exist. It becomes a person’s whole 

existence, his whole soul; and it can survive the death, not merely of the beloved, but 

of the lover. It is unextinguishable, and goes on in the spiritual world until it meet 

a reincarnation of the beloved; and when this happens, it jets out and draws to it all 
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that may remain of that lover’s soul, and takes shape and surrounds the beloved one 

once more. （23） 

　死んだ恋人の記憶は肖像画ではなく、絶えず変化する生きた人間の変化に応

じて変化しうるゲニウス・ロキとしての芸術作品への感情移入を通して現代

に蘇らせるものである。こうしたヴァーノン・リーの思想を表明した作品が、

「オークハーストのオーク」であると考えられる。

まとめ

　絵画に科学的厳密さが求められるようになるのはイタリア・ルネサンス期で

ある。その先駆けとなり、遠近法を駆使した絵画をのこしたマザッチョについ

て、リーは外的事物をありのままに描こうとすることに執心し、絵画が物語の

一部（part of nature）であることに関心を持たなかったとしている。（24） マザッ

チョより１世紀早いジョットの絵画には存在した、絵画の中に物語を暗示す

る、換言すれば時間の要素を取り込む姿勢はマザッチョ以降、衰えていった。

17世紀にはデカルトが登場し、主体と客体を分離する近代的思考法が生まれ

た。科学の時代と呼ばれる 18世紀には、客体を観察者の主観から分離する態

度がより求めるようになり、絵画には科学的に厳密な遠近法が適用されるよう

になった。そして、視覚以外の要素は絵画から排除されるようになった。リー

はルネサンス以降、遠近法と解剖学の研究に淫する絵画が増えたと ‘The Lie of 

the Land’ で述べている。イギリスでも、フランスの画家クロード・ロランの

理想的風景画が好まれたが、ロランの風景画は遠近法を厳格に適用した幾何学

的な風景画であった。19世紀中葉の写真の登場はその傾向に拍車をかけたと

想像される。

　ロマン派の詩人ワーズワースはこうした目には見えない要素を厳しく排除す

る科学的遠近法に反発し、土地や場所に霊が宿る「地霊、the spirit of the place」

の概念を導入した。この the spirit of the place は、ゲニウス・ロキ（genius loci）
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と言い換えても良い。ワーズワースは、過去のある時点（spots of time）におけ

る体験の再現を通して自己のアイデンティティを確立しようとした。ワーズ

ワースの場合、過去の再現は自然への共感を通して行われた。リーの場合、過

去への感情移入は芸術への没入によってなされた。こうした主体と客体を分離

せず、過去の思念を宿す客体への感情移入を目指す思考は、ワーズワースと

ヴァーノン・リーに共通していると考えられる。

　現代に息苦しさを感じ過去に逃避していたヴァーノン・リーは、時間を現在

に固定し、現在を過去から切り離す肖像画や写真に違和感を抱いていたに違い

ない。リーにとっては、過去は人の精神の中で常に現在であり、心の中で過去

を現在化させるための装置が芸術作品であった。ヴァーノン・リーの文学的営

みは、すべてこうした固定された現在からの脱却と過去の回復を希求するもの

であったと言えるかもしれない。

Notes: 

（ 1） Peter Gunn. Vernon Lee. 33. 

（ 2） ディアゴスティーニ、『週刊アートギャラリー 58　サージェント』、1827
ページ。

（ 3） ヴァルター・ベンヤミン著、久保哲司訳『図説　写真小史』（ちくま文庫学

芸）28ページ。

（ 4） Vineta Colby, Vernon Lee, 324. 

（ 5） Burdett Gardner, Lesbian Imagination, 316. 

（ 6） Vernon Lee, Hortus Vitae: Essays on the Gardening of Life, 140. 

（ 7） Vernon Lee, Euphorion: Being Studies of the Antique and the Mediaeval in the 

Renaissance. Vol2, 6. 

（ 8） Hortus Vitae, 144-5. 

（ 9） Euphorion, 177. 

（10） Colby, 157. 

（11） Patricia Pulham, Art and Transitional Object in Vernon Lee’s Supernatural Tales, 
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（14） Hortus Vitae, 189.

（15） Vernon Lee, Renaissance Fancies and Studies, 240. 

（16） Hauntings and Other Fantastic Tales, 124. 

（17） Vernon Lee, Limbo and Other Essays, 27. 

（18） Colby, 325. 

（19） Limbo and Other Essays, 43. 

（20） Colby, 28. 

（21） Dennis Denisoff については、Talia Schaffer と Kathy Alexis Psomiades 編に

よる Women and British Aestheticism を参照。

（22） Colby, 256. 

（23） Hauntings and Other Fantastic Tales, 150.  
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