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『ハムレット』の構想再考

-サクソー,ベルフォレ,シェイクスピアー

酒井幸三

シェイクスピアの悲劇『ハムレット』(肋仙励」崩裾の〆仇棚削戒,1600-1)

は,12世紀末にサクソー・グラマテイクス(SaxoGrammaticus)によって伝え

られた北欧英雄伝説の物語,アムレス(Amleth)一代記に基づくとされてい

る。その伝承は叙事詩形による『新エッダ』(PγOSe£ddα,C.1230)に現われる

が,その名はさらに2世紀以前から流布していたといわれる。サクソーが最初

に印刷に付されたのは16世紀初頭の『デンマーク史』(仇Sわ元αかα血αβ,1514)

第3巻および第4巻であるが,それは,のちにフランソワ・ド・ベルフォレに

よって仏訳され,『悲劇史話集』(FrancoisdeBelleforest,mStOiresTragiques,

1570)に収められた1)。

エリザベス朝イギリスにハムレットの名が喧伝されるようになったのは,恐

らくサクソーの原典よりも半世紀以上遅れた16世紀後半,ベルフォレの仏訳に

ょらざるをえなかった。サクソーの原典2)は1514年に翻刻出版されていたが,

そのデンマーク語訳が上梓されたのは1575年である3)。従って,シェイクスピ

アは,主として初版以来版を重ねていたベルフォレの仏訳第二版(1582)に

依った可能性が強いとされている。さらに,シェイクスピアの『ハムレット』

上演が成功を収めたのに刺激されて原典への関心が促されたのであろう,その

数年後訳者未詳の英訳『ハムレット一代記』(T九g均′gb元β〆地肌わ励,1608)が

出版される。この訳者がベルフォレを英訳する過程でシェイクスピアを参照し

たことは確実視される。プロウは,ベルフォレと対比して慎重な吟味を加え,

『ハムレット』との異同箇所に注を付して『シェイクスピア出典資料集成』

(NarrativeandDnmaticSourcesqfShake坤gare,8voIs.,ed.GeoffreyBullough,

1957-75)第七巻に収めている4)。
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エリザベス朝悲劇にハムレット伝説が登場するのは,サクソーおよびベル

フォレ以後に属すると考えて差し支えない。現存する資料によれば,最初にそ

の名が出るのは,シェイクスピアの『ハムレット』に先立つこと10年,トマ

ス・ナッシュがロバート・グリーン作『メナフォン』(RobertGreene.

地名坤ん肌,1589)に寄せた「序文」である。次に,1594年には,フィリップ・

ヘンズロウ(PhilipHenslowe)に「ハムレット」上演の記載が出る。その結果,

台本が現存しないにもかかわらず,いわゆる「原ハムレット」(〔ルー助肋Jkf)の

存在は動かし難い事実とされ,原作者には,あるいは『スペインの悲劇』

(ThomasKyd,The*anishTngedy,1589)の作者が擬せられ,セネカ風の復健

悲劇を想定するのが一般である5)。

もうひとつ,同じく断片的ではあるが重要な言及がある。その2年後の1596

年に出版されたある文献中に,「シアター座で牡蛎売りの女のようにみじめな

声をしぼり出して,『ハムレットよ,復撤せよ』と叫ぶ幽霊のような異音な顔」

という文言が読まれるという6)。この記録は,当時シアター座(th。Th。atre)

を占有していたのがシェイクスピア所属の劇団であることを考慮するならば,

シェイクスピアの『ハムレット』と何らかの関係をもつ可能性は否定できない。

これが「原ハムレット」を指すのか,あるいは,シェイクスピアの改訂加筆段

階に属する中間的作品であるのかは定かではない。ただし,1596年は,シェイ

クスピアの『ハムレット』に別の意味で関連をもつ年である7)が,這般の事情

については別途に再検討することになろう。いずれにしても,諸種の文献に

「ハムレット」の名前が出る以上,その存在は否定し得ないとしても,その一

事のみをもって「シェイクスピアは『原ハムレット』を書き直した可能性が強

い」とする推定8)は,説得力に欠ける。仮定の「原ハムレット」がシェイクス

ピアの制作過程に直結するとみるのは速断である。本当に『ハムレット』は

「原ハムレット」を模倣して書かれたのであろうか。

フィリップ・エドワーズは,「新ケインブリジ版」の「序論」で,その前提

に立ってキッド以来亡霊を導入してそれに復健を要求させる形式が定着してい

たこと,また,劇中劇およびレアティーズの存在は,すでに「先行する劇」

(`01dplay,)にこれらの新たな脚色が行なわれていたことを示唆すると考えて

いる9)。すなわち,現存する『ハムレット』を特徴づけるこれらの新構想は

シェイクスピアの手になるとは考え難いとし,亡霊が命じた流血の復礫がもつ
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古風な様式と人物のエリザベス朝的「新しさ」(`modemity')との対照は無視

できないという。しかしながら,もし『ハムレット』の復健観がその古い流血

の復健を否定して「新しい」解決を示唆することにあり,劇中劇の原理および

レアティーズの導入にも一貫した別途の典拠が指摘できたならば,その場合に

もなお「原ハムレット」を前提にしなければならないのであろうか。シェイク

スピアが,フォーテインブラスの導入も含めて,手近な素材から独自に『ハム

レット』を構想した可能性は否定Lがたいように思われる。

『ハムレット』の構想は,サクソーの原物語に加えられたベルフォレ翻訳な

らびに加筆過程と密接に関連する。その読み方いかんによっては,シェイクス

ピアの独自性を確認することができるのではなかろうか。以下,『ハムレット』

をサクソーならびに訳者未詳のベルフォレ英訳本と並行的に読むことによって,

シェイクスピアが新たな構想のもとに『ハムレット』を執筆した過程を探り,

若干の問題点を指摘することにしたい10)。

『ハムレット』は,『ジュリアス・シーザー』(九五のCαgSαγ,1599),および

『トロイラスとクレシダ』(77。iJ視Sα抑dCl間id勘1602)とともに,悲劇の三部

作として構想された可能性が強い。スタンリー・ウェルズの最近の研究によれ

ば,その執筆ならびに初演時期が,1603-04年にわたる劇場閉鎖以前に収まる

ことは確実である11)。各種の内的証拠からも,一括した三部作構想に従って

いることが予想される。その要になるのが『ハムレット』である12)。悲劇構

想の基盤に関しても,シェイクスピアはそれらに共通する主題を復櫛の諸相に

求めた13)可能性が強い。

サクソーの原話では,アムレスの父ホーウェンデイル(Horwendil)は弟の

フェング(Feng)に殺されてその地位を奪われる。それに対して,その息子

である王子アムレスが亡父の仇を討ち,おじのフェングを殺して国王に即位す

る。原話では,子が父の復轍を果した成功講という明快な形をとった。シェイ

クスピアが原話に則ったことは確実であるが,しかしながら,彼が設定した

「悲劇」としての構想では,ハムレットは復健者の立場から何らかの形で復撤

される立場に移されていなければならない。宰相ボローニアス一家による第二

の筋が加えられたゆえんである。次に,悲劇の威厳が失われないためには,
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「デンマークの王子,ハムレット」の死後,王位はそれに劣らぬ位階の人物に

よって継承されねばならない。単一な筋による復位成功の原話が「王子ハム

レットの悲劇」に書き替えられるためには,ハムレットが復権される立場に移

される第二の筋と,そのあとに決着をつける国王級の第三の人物の導入が必要

となろう。

『ハムレット』の第一の筋がサクソーの原話に即して構想されたことは確実

である。それでは,第二および第三の筋の発想はどこに由来するのであろうか。

とりあえず,サクソーと第一の筋の対応を辿ることにしたい。

(-・1

『ハムレット』の荒筋は,主人公がイギリスに護送される第四幕前半までは,

サクソーの『デンマーク史』第三巻の記述内容とかなりよく一致する14)。

デンマーク王ロリック(Rorik)のもとでジャットランド島(Jutland)を弟

のフェングと共同して統治していたホーウェンデイルは,第三巻冒頭の挿話に

よれば,ノルウェイ王コル(Koll)と北欧古代の風習に従った「約定」のもと

で一騎打ちの勝負をし,相手を倒して勇名を馳せる15)。王のロリックは,そ

の功績を認めて娘のゲルーサ(Gerutha)を結婚させ,アムレスが生まれる16)。

しかしながら,弟のフェングにとっては,兄が王の寵を得ることは望ましいこ

とではないであろう。その必然の結果として,フェングは兄を殺して王の地位

を奪おうと企てる。物語の発端は,弟による見殺しの罪で始まる。

SuchgreatgoodfortunestungFengwithjealousy,SOthatheresolvedtreacher-

OuSlytowaylayhisbrother,thusshowlngthatgoodnessisnotsafeevenfrom

thoseofaman'sownhouse.Andbehold,Whenaehancecametomurderhim,his

bloodyhandsatedthedeadlypassionofhissoul.Thenhetookthewifeofthe

brotherhehadbutchered,Capplngunnaturalmurderwithincest.Forwhosoyields

tooneinlquity,Speedilyfallsaneasiervictimtothenext,thefirstbeinganincenr

tivetothesecond.

(Saxo,Ⅶ,62)

サクソーでは,事実の要点はこれ以上には出ない。フェングは言葉巧みに「自

分の犯罪」を糊塗し,ゲルーサが「夫を極度に嫌っていた」ので,「自分が兄

を殺害したのは専ら彼女を救うためだった」と言いつくろう。このように彼が

兄の殺害を理由付けた限りでは,「嫉妬した」弟フェングが王位に即くべく兄
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を殺す,というのが物語の主題であり,それに続いて付随的にフェングとゲ

ルーサの結婚が行われた,というふうに読める17)。このようなサクソーの論

旨がベルフォレの翻訳によって別途の視点から読み替えられ,その結果,『ハ

ムレット』の核心にどのように受け継がれることになるのかが,『ハムレット』

解釈の第一の問題である。

息子のアムレスは,『スペインの悲劇』の場合とは逆に,父の復権を果さな

ければならない立場に置かれる。しかし,自己防衛のためにはその決意を隠す

ことが必要である。従って,狂気を装い,輪晦の言辞を弄して異常者のごとく

みせかける。フェングの廷臣たちはアムレスの伴狂を怪しんで真偽を験すが,

彼は何程かの真理を含んだ奇弁の言葉遊びにたわむれる18)。フェングは,彼

が正気か否かを検証するために,ふたつの手段を試みる。

ひとつは,彼の幼ななじみの一女性(`afairwoman')に彼を誘惑させ,森

の中で女性にどのような対応をするかが試される。アムレスは,ホレーシオを

連想させるような一友人(`afosterbrother')からひそかに注意された意味を

察して,彼女と交わったうえで彼女には秘密を守るように誓わせる。そのうえ

で,彼は「彼女と交わった」と誓いながら,その場所あるいは方法について筋

の通らない情況説明に終始したので,一座の「高笑をもって迎えられた」。彼

女は彼との約束を守って否定し,人々は彼女の言葉を「真実」だと信じた19)。

この女性がオフィーリアの原型であるが,これだけの記述から「尼寺の場」で

クライマックスを迎える二人の関係はいかにして生まれるのであろうか。シェ

イクスピアがベルフォレ訳を介してオフィーリアという人物に性格化した過程

には,シェイクスピア独自の女性観が潜んでいる。『ハムレット』第二の筋へ

の有力な手掛りが示唆されることになろう。

もうひとつは,フェングの腹心の部下がアムレスとゲルーサとを二人だけに

して両者の会話を「盗み聞き」(`eavesdropping')し,彼の本心を探り出すこ

とを提案する。この人物がボローニアスに当たることも容易に推測される。ア

ムレスは,この男が寝台の藁の下に隠れているのを見付けて刺殺し,死体を切

り刻んで豚に食わせる20)。これは,『ハムレット』ではボローニアスの死体隠

しに相当し,クローディアスには「岨虫が王様を食う」食物連鎖の冗談に仕立

てられる21)。一方,アムレスは悲しむ母を激しくなじり,亡父を裏切って弟

のフェングと結婚したことを責める22)。ただし,ベルフォレおよび『ハム
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レット』ではこのあとに大巾な敷桁・拡大が行なわれる。サクソーではアムレ

スは母に「だまっているように23)」命じてこの場を終るが,ベルフォレでは,

母は改心してアムレスに詫び,以後アムレスの復権を助けることを約束する。

それに対して,『ハムレット』では母はあくまで弁解せず,ハムレットへの抗

弁に終始する24)。その結果,ふたりの関係は,彼らが初めて登場する一幕二

場に潮っで性格との一致が計られ,第一独自における「女の弱さ」(`frailty,)

への嘆き以下一連の独白が要求されることになる。『ハムレット』構想への新

たな視点が必要になったと考えたい。

フェングは,第三の策としてイギリス王にアムレスを殺させようと計画し,

そのことを依頼した密書を持参させて二人の従者に護送させる。一方,アムレ

スは,それに先立って母に一年経った時に彼の葬儀を行うように依頼し,その

時帰国することを約束して出発する。彼は,途中の船の中で板に彫られた国書

の内容を削り落し,自分の名前を二人の同伴者にすりかえ,さらにイギリス王

に娘をアムレスと結婚させるよう懇願する内容に改ざんする25)。その結果,

イギリス到着後二人は処刑され,アムレスはイギリス王の娘と結婚することに

なる。ただし,それは,これに先立って起こったある事件で,アムレスが超能

力の持主であることが実証された結果である。その挿話自体は『ハムレット』

に登場しないが,構想の立て方に重大な影響を及ぼした可能性が強い。

一行は,イギリス到着後王の歓待を受け,盛大な「王主催の晩餐会」に出席

する。その席で,アムレスは,もてなされた「極上の馳走」を「馬鹿にし」て

手をつけず,ビールもまた「一口も飲もうとしなかった」。イギリス王が密か

にその理由を探らせたところ,アムレスは,一行に「パンは血の斑点で汚れ,

酒は強い鉄の味があり,肉からは人間の死体の悪臭が立ち上っていた」と説明

し,さらに「王には奴隷の目付きがあり,女王は三つの点で女奴隷の仕草を見

せた」と付け加えたというのである。王はその真偽を確かめるべく調査した結

果,事実はアムレスの言う通りであることが判明する。すなわち,パンは「昔

殺された人の骨が散乱し,今なお大量殺人が行われたしるしの歴然たる畑」で

収穫された小麦からつくられ,肉は「強盗の腐った死体を食って太った豚」の

ものであること,また,ビールについては近くで「幾振りかの錆びた刀剣」が

発掘され,その鉄錆で醸造に用いた水が汚されていたことが判明する。また,

王ならびに女王の行状が卑しいと批判されたことについては,二人の出生に関
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して,王は母と奴隷の子供であり,女王はその母が奴隷であったことが暴露さ

れる26)。イギリス王の宮廷で起こったアムレスの不思議な予言的言動につい

て,サクソーではただ客観的に事実のみが述べられ,結論として次のように要

約される。

TheflthekingadoredthewisdomofAmlethasthoughitwereinspired,andgave
himhisdaughtertowife;aCCeptlnghisbarewordasthoughitwereawitnessfrom

theskies.Moreover.inordertofulfilthebiddingofhisfriend,hehangedAmleth's

COmpanionsonthemorrow.Amleth,feignlngOffence,treatedthispleeeOfkindness

asagrievance,andreceivedfromtheking,aSCOmPenSation,SOmegOld,Whichhe

afterwar・dsmeLtedinthefire,andsecretlycausedtobepouredirltOSOmehollowed

Sticks.

(Saxo,Ⅶ,69)

イギリス渡航についての結論は以上で尽される。サクソーは,ふたつの`as

though'によって,イギリス王が「アムレスの英知をそれが霊感によるもので

あるかのごとく」見なし,また,彼の言葉が「天上界からの証言であるかのご

とく」受け入れたと,イギリス王に関する事実の記述に終始する。それに対し

て,ベルフォレでは大巾な加筆が行われ,その結果,ハムレットは予言者とし

ての性格を付与されることになる。シェイクスピアでは,この挿話が一切削除

されていることは当然である。しかしながら,この挿話の眼目であるアムレス

の千里眼的予知能力は,ベルフォレを媒介として「霊感」論に姿を変え,父の

亡霊が秘密も教えるという『ハムレット』の新構想を示唆したのではなかろう

か。ベルフォレの該当箇所で再度詳説することになろう。なお,上掲引用後半

は,二人の同伴者が処刑され,アムレスは無知を装ってその「代償」に「金」

を要求したことに触れている。それは`weregild'と呼ばれ,アムレスの要求で

二本の中空にした棒の中に融かして流し込まれ,のちに身代りとしてイギリス

に持ち帰られるのである27)。

一年経って,アムレスが以前と同様狂気を装って帰国すると,彼の葬儀が行

われている最中であった。彼は二人の同伴者のことを訊ねられて`Hereisboth

theoneandtheother'と言って件の「棒」を差し出したり抜身の剣を振り廻し

たりするので,剣が抜けないように「くぎ」で留められた。大宴会の席上,彼

は一座が泥酔するのを待って「壁掛け」で廷臣たちを一網打尽にして宮殿に火

を放った。最後に,すでに床に就いていたフェングを起し,抜けないように留
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められた剣をフェングのものと交換して彼の首を切り落し,復轍を果したので

ある。、

サクソーは,「父の仇を討った…アムレスの勇敢さ」を称える短い一節で第

三巻の物語を結んでいる。

(二)

サクソーの第四巻は,第三巻で客観的な復権の事実とその結末を述べたあと

を受けて,アムレスがこの復健の行為を一般民衆に説明する大演説で始ま

る28)。従って,当時の倫理観に照らして国王殺しを正当化する弁明に当たる。

言葉を変えれば,復権の基本理念を示し,第三巻の物語を締めくくる。それと

同時に,国民に事情を説明して同意を求め,亡父のあとを継いで国王に推され

るように訴える。その意味では,事実上の国王就任演説に近い。

アムレスは,まず亡父ホーウェンデイルとフェングとを比較し,国家と国民

に対する功罪に従って,ふたりを対照的な「名君」と「暴君」に区分する。特

に後者については,

Surelythatmostabominablebuteheronlydeprivedhiskingoflifethathemight

despoilhiscountryoffreedom!Thehandthatslewhimmadeyouslaves.Whothen
SOmadastochooseFengthecruelbeforeHorwendiltherighteous?…

(Saxo,Ⅶ,71)

ふたりが比較されるのは,まさしく「国家」への関係にあり,その「国王」と

しての資格が問われている。『ハムレット』三幕四場の「寝室の場」における

ふたりの比較,あるいは五幕二場におけるクローディアス復健の正当性の確

認29)は,ともにその演説内容と一致する。そのうえで,自分がひとりで復健

を果したことを強調する。

Yebeholdthedoerofthedeed;heisbeforeyou.Yea,lownthatIhavetaken

VengeanCeformycountryandmyfather.Yourhandswereequallyboundtothe

taskwhichminefulfilled.Whatitwouldhavebeseemedyoutoaccomplishwithme,

Iachievedalone.NorhadIanypartnerinsogloriousadeed,Ortheserviceofany

mantohelpme.

(Saxo,Ⅶ,71)

アムレスは,自分ひとりで復権を遂行し,その目的は専ら「祖国のためであり

父のためである」という。この単独性と祖国のために復髄したという主張は,
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ベルフォレではさらに強調されることになる。そこから彼の王位継承への意志

が示される文脈に導く。

Disdainthedustofhimwhoslewhisbrother,anddefiledhisbrother'squeerlwith

infamousdesecration,Whooutragedhissovereignandtreasonablyassailedhis

maJeSty,Whobroughtthesharpesttyrannyuponyou,StOleyourfreedom,and

CrOWnedfratrieidewithincesLIhavebeentheagentofthisJuStVengeanee;日.Itis

Iwhohavewipedoffmycountrysshame;Iwhohavequenchedmymother'sdis-

honour;Iwhohavebeatenbackoppression;Iwhohaveputtodeaththemurderer;

・・・Acknowledgemyservice,honourmywit,givemethethr'OneifIhaveearnedit;
foryouhaveinmeonewhohasdoneyouamightyservice,andwhoisnodegener-
ateheirtohisfather'spower;nOfratricide,butthelawfulsuccessortothethrone;

andadutifulavengeroftheerimeofmurder.…lhavedeposedthedespotand

triumphedoverthebutcher,Inyourhandsisthereward:yOuknowwhatIhave

doneforyou:andfromyourrighteousnessIaskmywage,

(Saxo,Ⅶ,72-73)

アムレスの演説は,まずフェングの「見殺し」と「姥との近親相姦」を掲げる

が,そのような父を殺されたことへの復権以上に,「国家に対する恥辱」を晴

らしたという意識が強い。従って,「国王への正統なる後継者」であるから

「王位を与えよ」と訴える。ハムレットが第五幕で「国王選出」の問題にこだ

わり,死の床で自分のなきあとの王位継承者としてフォーテインブラスが「選

出されることを予言する30)」のも,サクソ一時代の慣習と背馳するものでは

なかったのである。アムレスの演説が終わって,「彼は即座に全員賛成の歓呼

の声に迎えられて王に任命された」(`hewasappointedkingbypromptand

generalacclaim')とある。この情況がベルフォレでは「国王選出」への訴えに

読みかえられ,『ハムレット』では・election,の問題に受け継がれる31)。この演

説の該当箇所は,第三の筋導入の契機として再検討することになろう。

(三)

第四巻後半部は,以下アムレスの後半生を物語る32)。しかしながら,第二

の物語には『ハムレット』との対応関係がほとんどなく,プロウはアムレス以

外の人物に属していた可能性を示唆している。ただし,著しい類似点として,

特に「彼の巧妙さ,彼が殺されるように他の国に派遣されること,凶悪な手紙

が書き変えられること,彼が愛し、た第二の妻(ハーマトルード)によって死後

裏切られること」などをあげている33)。しかしながら,『ハムレット』構想の
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最大の問題である第二の筋の形成過程に関して,第一の筋がサクソー第三巻の

筋書に添って書かれたほどには密接な対応関係を求めることは無理であろう。

『ハムレット』第二の筋で復権者ハムレットが復位される立場に移される経緯

について,第四巻の第二の物語との間に類比を見ることは不可能であるように

思われる。

『ハムレット』第二の筋は,サクソーと対比して読む限り,シェイクスピア

自身の創意によると考えざるをえない。たしかに,イギリス王がフェングとの

「血盟」に従ってアムレスに「復椎」しようとしたということはある。しかし,

『ハムレット』では,「盗み聞き」をしようとしたボローニアスが自業自得とは

いえ刺殺され,第二の筋の発端となる。また,`afairwoman,に相当するオ

フィーリアも単独で圏の役割を演じているに過ぎない。サクソー第三巻では独

立した個別の人物が,『ハムレット』では父と娘に仕立てられ,その復権を志

す第三の人物として息子のレアティーズが導入されてハムレットに復権する。

この筋書は,サクソ一第四巻からは出てこない。

『ハムレット』とサクソー第三巻,アムレスの復饉誰成功詩との主要な構想の

相違は,サクソ一にはない第二の筋が導入されたことによる。それにかかわる

諸人物には,その命名法から推定されるように性格形成の範例となった出典が

あるとみなければならない。対するハムレット自身,復権者の立場から復恍さ

れる立場に移される過程で,性格を一変してキリスト教的受難者となる。その

根拠は,サクソー以外に求めるはかないであろう。

ハムレットの物語は,デンマーク土着の口諭伝承に基づくとされている34)。

それがイギリスに伝えられた正確な時期は詳かではない。「原ハムレット」を

含めてエリザベス朝演劇にハムレットが登場するのは,フランソワ・ド・ベル

フォレの『悲劇史話集』(FrancoisdeBelleforest,HistoiresTngiques,1570)に

収められた仏訳によることは確実である35)。ハムレット物語はその第五巻に,

含まれ,初版以後版を重ねている。1582年の第二版テクストは,1576年版に大

巾な変更が加えられた模様である36)が,この版が訳者未詳の英訳『ハムレッ

ト一代記』(T磁理面前呵〃短軸嫉1608)の底本である。

このように,エリザベス朝におけるハムレットの物語は,サクソーの原古詩
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め忠実な再現ではなかった。ベルフォレの仏訳を介して,異なった視点が重ね

られていたのである。サクソーは,『デンマーク史』の一環であることを標模

する以上,作者の主体性を抑制して伝えられた口諦内容を尊重する。それに対

して,ベルフォレ37)は,仏訳版への「序文」で,「フランス貴族階級の方々に

提供できる」「悲劇的素材」には事欠かない38)と断り,第一章冒頭で,そのよ

うな北欧古詩サガの時代について,「一般の民衆は野蛮かつ未開」であり,支

配者層の「王侯たちは残酷で信仰ならびに忠誠心を欠き,ひたすら殺教をこと

とする」ような世界であったと規定し,「残虐な復権が生来彼らの心情に刻ま

れている」と要約している。なぜならば,「デンマーク王国がイエス・キリス

トの信仰を受け入れ,キリスト教の教義を抱懐するに至る以前のことであるか

らだ」というのである39)。ベルフォレは,原話の伝承内容をキリスト教の視

点から解釈し,かつ批判していたことが知られる。

ベルフォレは,サクソー第三巻相当部を五章に分かち,第四巻冒頭の民衆へ

の演説部を加えた仝六車をもって,『ハムレット』の五幕に相当する物語に訳

出している。以下,ベルフォレの六章を順次サクソーと対照して読むことにし

たい。それによって,両者の相違から生ずる新たな構想の変化が指摘されるこ

とになろう。

(一)

第一章物語の発端40)

サクソーは,原古講を事実として物語ることに徹する。一方,当然のことな

がら,ベルフォレはそれをキリスト教的倫理観に従って批判し,それに即応し

た修正を加えることになる。

その第一章は,サクソ一におけると同様,亡父ホーヴェンダイル(Horvendile)

がノルウェイ王コレア(Collere)と一騎打ちの決闘に勝利した故事で始まる。

当時,海賊として活躍することは「最大の名誉」であった41)が,ふたりは

「戦いの条件」を定め,互いに「富への貪慾よりも名誉」のために「すべての

富」をかけて戦った。それと同時に,勝者は敗者を丁重に埋葬する責を負っ

た42)。ベルフォレは,いわゆる騎士道の精神に即して解釈したのである。『ハ

ムレット』の冒頭,一幕一場でホレーシオが前国王ハムレットの所行に言及し,

「騎士道の提」に従って「敵はいのちともども全領土をわが方に没収された」
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ことに触れているのもそのことである43)。ホーヴェンダイルは,ロデリック

(Rodericke)王の信望を得て娘のゲルーサ(Geruth)と結婚を許される。この

ことでもまた,専らその「名誉」が強調されている。

第二の課題もまた,事実としてはサクソーと同じであるが,その扱い方には

微妙な変化が起こっている。フェングによる公然たる見殺しの行為が,ベル

フォレでは秘密めかし,暖味にされ始める。それによれば,フェンゴン

(Fengon)は兄ホーヴェンダイルの武勇と名声,ならびに彼が王の娘と結婚し

たことへの「嫉妬」に駆られて兄を殺す決意を固める。ただし,暗殺計画立案

の過程では「だれも疑問を抱かないようにやりおおせた44)」とある。シェイ

クスピアが殺害の事実を秘密にしたのは,もとをただせばベルフォレに始まる。

事を実行に移すに当っては,人を集めて宴会最中に彼を襲い,手を下した罪は

部下になすりつけて自分は無垢を装う45)。彼は,兄を殺したのは兄が妻ゲ

ルーサに加えようとした残虐な仕打ちから彼女を救うためであり,自分は兄嫁

に「誠実な愛」を尽したのだと申し立て,一般の人々にはその罪が許され,貴

族の間では正義の行為と見なされるように運んでいる。フユンゴンは兄を非難

して,「彼は妻を殺していたことだろう。自分は彼がそれを実行に移そうとし

ているのに偶然気付いて,婦人を守るために彼を斬ってその一撃を回避したの

だ。兄は,無垢な王女にただ悪意だけで打ってかかったのだ・‥」と,見殺しの

責任を兄自身に転化し,廷臣たちはこぞって彼を称賛し,阿談追従これ努めた

というのである46)。

ベルフォレは,フェンゴンとゲルーサとの関係についてもサクソーと食い違

う。彼の行為が彼のいう「誠実な愛」に発するものであるとしても,見殺しの

所行を正当化することにはならない。彼女は,彼の言い訳が嘘であることは当

然知っていた。サクソーでは,フェングは「兄の幸運を嫉妬して」兄を殺し,

続いて「近親相姦」の罪を重ねた47),とあるだけであるが,ベルフォレでは,

ゲルーサはフェンゴンによる夫ホーヴェンダイル殺害以前に,フェンゴンと姦

通関係に陥っていたことを再三示唆している。

(1)‖…beforehehadanyviolentorbloodyhandes,....heehadincestuously

abusedhiswife.…

(Belleforest,Ⅶ,87)

(2)herwhomheeusedashisconcubineduringgoodHovendile-slife….

(1玩d.,Ⅶ,88)
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(3)……imbasedherselfe.(Ibid"Ⅶ,88)

(4)shehadbeenetheeauserofthemurther.therebytoliveinheradulterywith-
OutCOntrOle.

(1抗d.,Ⅶ,88)

ベルフォレによれば,フェンゴンが兄ホーヴェンダイルの生命を奪ったのは,

それ以前に彼女と近親相姦の関係にあったからである。というよりは,彼女は

自分の「姦通関係」をほしいままにしようとして,彼女こそ「殺害の因になっ

た」というのである48)。フェンゴンの見殺しは,まずゲルーサの「堕落」に

始まるとの謂であろう49)。

ベルフォレは,サクソーの原話を単に客観的事実としてではなく,人間の本

性とその激情に発する必然の帰結として読んでいたことが知られる。その結果,

ゲルーサはその性「度を過ごした淫蕩の極」と決めつけられる50)。そこに宗

教的寓意を読み「女の弱さ」(`frailty')とおきかえたのはシェイクスピアであ

るが,女性の本性に対するそのような見解がどこに由来するのかは,別途の課

題として残されることになろう51)。一方,フェンゴンに関しては,ベルフォ

レでは

two-foldimpletie,aSineestuousadulteriearldparricidemurther……

(Belleforest.Ⅶ,88)

と言及される以上には出ず,その罪は,たかだか心理的乃至は倫理的含意にと

どまるが,シェイクスピアにおいては,「悪魔」が「魔力」によってイーヴを

「誘惑した」原罪と,その子タインによる「人類最初の兄弟殺しの罪」を連想

しなければならない52)。

恐らくシェイクスピアの亡霊が訴えようとするのもそのことではなかろうか。

亡霊は,まずガートルードの「堕落」に言及する。単にこの一行のみならず,

フユンゴンによってゲルーサが「欺かれて」「近親相姦の罪に堕する」次第を

述べた前掲各引用は,亡霊がハムレットに秘密を開示する一節と文字通りに一

致する。それによれば,クローディアスは,まず楽園の「へび」のごとくデン

マーク国民を「欺き」,次に,王妃ガートルー_ドを「誘惑して」「堕落」させる。

Ay,thatincestuous,thatadulteratebeast,

Withwitcheraftofhiswits,withtraitorousgifts--

Owickedwitandgiftsthathavethepower
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Sotoseduce-WOntOhisshamefullust

ThewillofmymostseemlngVirtuousqueen.

OHamlet,Whatafallingoffwasthere,.,

(1.5.42-47)

次に,楽園とおぼしき「果樹園」(`orehard・)53)で午睡を楽しんでいる間にク

ローディアスの手で毒殺される次第を告げ,「弟の手で生命も王冠も,王妃も

ともども」奪い去られたと訴える。

ThuswasI,Sleeplng,byabrother'shand,

Oflife,Ofcrown,Ofqueen,atOnCedispatched;

(1.5.74-75)

ベルフォレが,ゲルーサの近親相姦的姦通とフェングの見殺しの順序にこだ

わったのは,彼なりに心理的洞察があったのかもしれない。あるいは,キリス

ト教神話としての寓意を読もうとしていた可能性も完全には否定できないが,

少なくともシェイクスピアは,サクソーの原話を単なる客観的事実としてでは

なく,ベルフォレの心理的解釈を媒介とすることによって,人類史の最初に起

こった原罪とカインの罪になぞらえて読んでいたことは確実である。亡霊がハ

ムレットに訴える真意54)は,まさしくそのことを意味するのでなければなら

ない。

亡霊の伝える事実は,第三幕の劇中劇で真実であることが確認されるが,そ

れに先立つ第一場で,クローディアスは自分の正体が「悪魔」(`devil')に等

しいことを自覚し55),第二場ゴンザーゴー殺しでは「ルーシアナス」

(・Lucianus,)即大悪魔ルーシ77の変身である実体が暗示され56),第三場では

「人類最初の兄弟殺し」の罪を犯した「カイン」に等しいことを告白する。一

方,ハムレットもまた,五幕一場「墓場のシーン」で「土掘り」を職業とする

「ァダム」から「カインのあご骨」にまで連想を馳せる57)。「墓場」とは過去

の歴史の謂である。シェイクスピアは,ハムレット一門の歴史をキリスト教的

人類史に重ねて読んでいるかにみえる。『ハムレット』はシェイクスピアの

「楽園喪失」である。全員出演による世界劇場の大団円は,神の裁きとしての

最後の審判でなければならないであろう。
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(二)

第二章ハムレットの「伴狂」とある「女性による誘惑58)」

第二章の頭書には,「ハムレットは叔父の暴虐を逃れるために異常者を装う」

とある。逆に,フェンゴンの側では,その狂気の「真偽」を見定めるために圏

の「女性による誘惑」を試みる。ハムレットは,復権の意志がないかのごとく

に振舞わなければならない。サクソーでは事実は明快でそれ以上に出なかった

が,ベルフォレでは具体的事実が暖味にされ,ハムレットが「狂気を装う」

(`counterfeitedthemadman';`counterfeitedmadnesseornot')ことの「真偽」

に焦点が移される。

ハムレットは,「母に捨てられ,すべての人々から見放された」いま,フェ

ンゴンが父と同様自分も殺す理由がないように「巧みに暴君を欺いて」「狂人

を装う」。「一人前のおとなになれば,時を逃さず父の復柾を果すだろう」と判

断されていたからである。従って,彼は正気ではやれそうにないさまざまな愚

行を重ね,そうした「ベールの陰にかくれて‥・生命を守った」のである。かっ

て「ローマの君主『ブルータス』(Brutus)が愚鈍を装ってそう呼ばれた」故

事にちなんだのである59)。その結果,物語展開のダイナミックスは,外観と

真実の関係に移される。復権を忘れないハムレットは表面は「狂気を装って」

愚行を重ね,一方,フェンゴンはハムレットの本心を測りかね,手管を弄して

その「真偽」を探ろうとする。そのための園がまず`afairwoman,,次に,顧

問官による`eavesdropping'という順序で筋は展開する。

ハムレットは,まず「森の中の人気のない場所」に連れて行かれ,その女性

にいかなる行動をとるかが試される。この情況は,サクソ一におけると同じで

ある。ホレーシオに相当する廷臣の一人が彼を助けてよき相談役となり,適切

な忠告を与えてくれることでも一致する。しかしながら,ハムレットと件の女

性との関係がどうなったのか,再度サクソンとベルフォレでは食い違う。サク

ソーでは,アムレスは彼女と交わってのち,固く口止めをした60)。それに対

して,ベルフォレでは事実そのものへの言及はなく,その存否は当事者たちの

申し立てによるだけである。

……TheprlIICeinthissorthavingbothdeceivedthecourtiers,andladyes

expeetation61),thataffirmedandsworethatheeneveroneeofferedtohavehis

pleasureofthewoman,althoughinsubtiltyheeaffirmedtheeontrary,eVeryman

thereuponassuredthemselvesthatwithoutalldoubthewasdistraughtofhis
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sences,thathisbrayneswereasthenwhollyvoidofforce,andincapableofreason-

ableapprehension,…‥,

(Belleforest,Ⅶ,92-93)

ハムレット自身が事実として肯定したことを件の女性は否定するのであるから,

事実の「真偽」はいずれとも定め難い61)。

ベルフォレは,頭書以下,「伴狂」を指して専ら`counterfeit,の語を用いてい

る。この章の第一の話題は,

HowHambletcounterfeitedthemadman…..(Belleforest,Ⅶ,89)

しかしながら,『ハムレット』にはこの語は出ない。シェイクスピアでは,そ

れに代えて,まず一幕二場でガートルードがハムレットの「黒の喪服」をとが

める`seems'論争で始まる。また,亡霊がハムレットに教える母の実体も

seemingvirtuous,である62)。あるいはまた,・seems,は「外見」と「真実」の

対応関係であるから,「尼寺の場」では,オフィーリアの「化粧」(`paintings')

から女の「顔」と「実体」の意味になり,あるいは「美」と「誠実」

(・beauty…honesty,)問答を誘導したことは確実である63)。ベルフォレの「装

う」(`counterfeit,)は,ハムレット自身が「狂気を装って」「内実」を隠した

のであるが,『ハムレット』では一幕二場の「アクション」と「内なるもの」

の対応論が女性の本性についてのうわべと真実の意味にすり代えられ,うわべ

即「外見」によって真の実体を覆い隠す「虚偽」(falsehood)の問題を派生す

る。そのような発想のすり代えは『ハムレット』のみではない。ほぼ同じころ

に書かれた『トロイラスとクレシダ』では,二人が愛を誓うのに「真実」と

「虚偽」(・true,truth,;・false,falsehood・)にかけた誓約の言葉の応酬となる64)。

シェイクスピアでは,ベルフォレ以外の別途の出典を予想しなければならない。

その過程でオフィーリアもひと役演じるのであるから,第二の筋形成の契機が

奈辺にあるのか,その典拠を含めて物語展開の力学構造にかかわっていること

を指摘しておきたい65)。

このことからすれば,ハムレットの「狂気」は,シェイクスピアにおいては

その対女性観と何らかの関連があると考えざるをえない。`seems,論争に続く

第一独白-`Frailty,thynameiswoman!'-あるいは,第二独白および第

三独自も,その根底においては心理的コンプレックスの観点から追求しなけれ
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ばならない。ハムレットが「尼寺の場」で女性の軽薄さを指して「それがおれ

の気を狂わせたのだ」(`ithathmadememad')と罵るのを開いて,オフィーリ

アは「狂気という毒気に触れて,しおれ枯れてしまった」(`Blastedwith

ecstasy,)と相槌を打つ。同じ「狂気」(`mad';`ecstasy')論争が,「寝室の場」

で亡霊が見えるか見えないかをめぐって母との対話で繰り返される66)。ハム

レットの「内なる真実」は,そこから三つの独自に体系だてられ,母および父

に対するコンプレックスの表現として読むことが可能なように思われる。

(三)

第三章「寝室の場」-顧問官殺しとハムレットの大熱弁67)

ハムレットが「巧みに狂気を装う」のを暴こうとして,「彼を罠にかける」

(・intraphim,)68)第二の案が画策される。フェンゴンは,「彼の顧問官

(eounsellors)の一人を王妃の部屋に密かに忍ばせ,「壁掛け」(arras)の陰で

ハムレットと女王との対話を盗み聞きさせる」。この舞台設定は『ハムレット』

三幕四場「寝室の場」にそのまま受け継がれる。

「寝室の場」は,サクソーの原話,ベルフォレ訳,ならびに『ハムレット』

の間で,事実の細部に相違はあるが大筋は一致し,顧問官刺殺事件で始まるこ

とでは共通している。サクソーおよびベルフォレでは,ともにフェングは宮殿

を留守にし,その間に,件の顧問官は,ゲルーサの部屋に忍び込んで身を隠す。

それに対して,『ハムレット』では,彼の狂気を疑うのはあくまでクローディ

アスであって,ボローニアスは,最初からオフィーリアに対する恋愛症候群の

ひとつと決めこんでいる。これは,サクソーおよびベルフォレでは,`afair

woman,と「盗み聞き」をする顧問官とが無関係な他人であるのに対して,『ハ

ムレット』では宰相一家の父と娘の間柄に仕立てられたことによる。すでに一

幕二場で息子のレアティーズも紹介ずみであるから,最初から第二の復権詩へ

の布石は打たれていたことになる。

本来,サクソーでは,顧問官は「寝台の藁」の中に隠れている。アムレスは,

罠が仕掛けられていることを察知して,「雄鶏の鳴き声と羽措きの仕草をまね

て…例のごとく狂気を装い」,上から踏みつけてその存在に気付く。ベルフォ

レでは,ゲルーサとハムレットの二人に気付かれないように密かに部屋に忍び

こんで「壁掛け」の陰に隠れる69)。ハムレットは入って来るとそれをたたい
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て調べ,何かが動く気配を感じて`Arat,arat!'と叫んで刺す。この部分はま

さしく『ハムレット』と同じである。これは,プロウも指摘しているように,

英訳者がベルフォレの原文に独自の加筆を行なった箇所のひとつで,恐らく

『ハムレット』をそのまま援用した可能性が大きい70)。『ハムレット』の宰相

ボローニアスは,さきに動物に擬せられて「騎駄…いたち・・・鯨」とされていた

が,ここではその役柄相応の「ねずみ」となり,「王と間違って」刺されるの

である71)。

死後の処理に関しても,微妙な相違が生じている。サクソーでは「死体を小

さく刻んで熱湯でゆで,下水口から投げて豚の餌にした」とあるが,ベルフォ

レでも事実はほぼ一致し,奇怪な残酷さが拡大強化される。すなわち,ハム

レットはそれを「汚物汲取口あるいは屋外便所」に撒き散らして「豚」

(・hogges,)の餌にした,と,さらに念が入っている72)。ただし,『ハムレット』

では重点の置き方は全く異なる。サクソーならびにベルフォレでは,顧問官殺

しの話題はそこで一切打ちきられるのに対して,『ハムレット』ではその残し

た余波が,ハムレット,オフィーリア,およびレアティーズそれぞれに波及し,

その結果,第二の筋が一気に顕在化する。第四幕全体は主として第二の筋にか

かわり,シェイクスピア独自の部分である。まず,第一場以下,ハムレットは,

クローディアスから死体の所在を詰問されてもすぐには明かさず,第二場およ

び第三場にかけて言を左右に託して死体隠しの戯れとなり,「王様を食った‥・

岨虫」に始まる食物連鎖のジョークとなる。あるいはまた,「今月中見付から

なければ」嗅気を発して「かぎつけられる」ようになると答える73)。これは,

ベルフォレが一見即物的なグロテスクさに仕立てたのをもじって,言葉の戯れ

に喜劇化したかにみえる。しかしながら,『ハムレット』では,喜劇的効果の

ための戯れだけではない。ボローニアスは,一連の動物とその自然性になぞら

えられていたが,一方,オフイ二リアは,終始植物またはその寓意で用いられ

る。オフィーリアは第一の小唄で巡礼となり,死んだ恋人の墓を訪ねてさまよ

うことを歌うが,クローディアスは,これを娘のオフィーリアが父ボローニア

スの死体を探すことであると解する。彼女は花言葉で寓意し,自ら花を摘み

「水」と戯れ,その四元に「同化」する74)。また,死体の所在不明ということ

がレアティーズの復櫛要求を妥当ならしめ,さらにクローディアスは,レア

ティーズに「息子の父に対する愛」すなわち自然の情に基づく復健の原理を鼓
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吹する75)。ともに,この発想はどこに由来するのであろうか。この一族が第

二の筋を組み,新たな復恍葦が並行的に進行することになる。『ハムレット』

第二の筋は,「自然」の人間関係に基づく「自然の情」のみによって駆り立て

られた復権を主題として展開されることになろう。生死は糾える縄のごとく,

盲目的な「自然」の原理に近い。ハムレットが神の「摂理」(`providence7)に

生死を託すのとまさしく対脹的である76)。このような「自然」の原理はベル

フォレには出ない。シェイクスピアはその発想の典拠をどこに仰いだのであろ

うか。第二の筋を動かす根本的契機は,その対照性にあるといって過言ではな

い。

再度,「寝室の場」に戻りたい。第一の課題は,顧問官刺殺事件が『ハム

レット』における第二の復権詳成立への直接の契機になったことであった。次

に,第二の課題として,この事件への母の対応の仕方から,サクソーの原話と

ベルフォレとの間に重要な相違が生まれる。その結果,シェイクスピアは,ベ

ルフォレに触発されて第一の筋への独自の構想を思い付いたふLがある。その

ひとつは,これに続く母ゲルーサに対するふたつの「熱弁」(`Amleth,sHaran-

guetohismotherQueenGeruth')から,シェイクスピアは第一の筋の一連の

独白を父母に対する心理的葛藤の表現として思いつくとともに77),もうひと

つのポイントとして,秘密にされていた殺害の事実を父の亡霊によって語らせ

る形式に組み替えたと考えられるのである。サクソーの原古詩は,新規に導入

されたこのふたつの工夫によって,はじめて「アクション」と「内なるもの」

が対応する第一の筋に形成されるが,その契機は,明らかにベルフォレの母へ

のふたつの大「熱弁」によることが指摘できる。

まず,サクソーでは,アムレスは顧問官を刺殺したあとで,死体を処理して

部屋にもどり,短い言葉で一方的に母を非難し,復権の決意を述べて終わるだ

けである。それに対して,ベルフォレでは,焦点はハムレットの所行を目のあ

たりにした母の主観的対応に移される。彼女は,それを「わが良心への少なか

らぬ苛噴」(`pricke,)と感じ,最初の「夫の暴虐な殺害者と近親相姦の結婚を

したことに対して神々が彼女に加え給うたあの罰」(`thegodssentherthat

punishment,)であると解している78)。一方,『ハムレット』では,罪を自覚す

るのは母ではなくてハムレット自身である79)。

Forthissamelord,
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Idor・epent;butheavenhathpleaseditso,

Topunishmewiththis,andthiswithme,

ThatImustbetheirscourgeandminister.

Iwillbestowhim,andwillanswerwell

Thedeathlgavehim.

(3.4.173-78)

ベルフォレと『ハムレット』では,このあとにさらに大きな相違がある。ベル

フォレのハムレットは,顧問官の死体を野蛮に処理して母の寝室に戻ると,母

が「自分を敵に捨て去った」ことを非難し,母に対して第一の「熱弁」を始め

る。それを聞いて,母は前非を悔いてハムレットに許しを求め,それに応えて

ハムレットも第二の「熱弁」では母と和解し,復権の決意を述べが0)。この

ように,ふたつの「熱弁」の焦点は,第一はハムレットの母への告発であり,

母からの弁解を受けた第二は父への復轍の決意の披涯にある。シェイクスピア

は,それを第一,第二,および第三独白と亡霊の導入によって,それぞれ母と

父に対する心理的反応に二系列化し,かつ対照的に内在化したが,その出所は

ベルフォレの「寝室の場」のふたつの「熱弁」であることを指摘しておきたい。

まず,第一のポイントは,ハムレットが第一の「熱弁」で母に迫る告発の弁

と,それに応える母ゲルーサの態度である。ベルフォレの文脈に帰れば,彼女

は夫ホーヴェンダイルの殺害には同意していないこと,自分はフェンゴンに強

いられて結婚せざるを得なかったのであって,その暴虐にはそれ以外に方法が

なかった旨を弁解し,また,自分はハムレットが前夫のために「報復」

(`avenge')し,復健が成功することを希望する旨を伝え,ただし余りに性急に

ことを急いで自暴自棄にならないように忠告する。この点で,『ハムレット』

の母が一切弁解せず,むしろ相手を挑発するようにハムレットの非難に抗弁を

もって応じるのとは異なる。ハムレットもまた,それを受けた第二の「熱弁」

では,「復権」が成功することを誓い,その「栄光」を樟説し,「決意」を述べ

て終わる。これはごく普通の母子のあり方であって,ハムレットが亡父の復権

に邁進することになるのは,復権諸に一般である。このように,ベルフォレで

は,母子のノーマルな対応関係からハムレットの心理的葛藤は解消され,父に

対する復権の決意表明がなされた以上,亡霊が現われる余地は全く残されてい

ないといってよい。

それに対して,シェイクスピアは,ベルフォレの「寝室の場」の対話を援用
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して『ハムレット』第一の筋の構想を立てながら,それを独白体系と亡霊の出

現に組み替えた。なぜならば,ベルフォレの第一「熱弁」は母に対する息子の

屈折した心理的葛藤の原点ではあるが,それが母の対応によって解かれている。

逆に,シェイクスピアでは,ハムレットのコンプレックスは,解かれないまま

に体系化され,無意識的情動の領域は母に対する心理的葛藤と父に対する憧憬

に二元化される。シェイクスピアは意識下の世界を扱う原型論者のごとくであ

る。まず,一幕二場,最初の母と息子の対話を含めて第一独白は,プロウも何

箇所か言葉の反響を指摘しているように,第一「熱弁」に出るゲルーサ批判の

言葉に直結する。また,第三独白は,第一・囲つ折本では,第二・四つ折本と

置き場所が異なる。すなわち,`seems'論争と第一独白に続いて硯石版二幕二

場,169行以下,第二独自の前に出るが,この第三独自は,ステイブラーが指

摘しているように,第二「熱弁」に出典がある。現行版では三幕一場に移され

て論旨も一変しているが,第一・四つ折本では第二独自に先行し,復櫛への決

意表明に直結していたのであが1)。

『ハムレット』では,ハムレットの母に対する心理的コンプレックスは解か

れた形跡がない。ハムレット自身も告発の舌鋒を一段と強化し,それに対する

母も抗弁に終始して両者の心理的葛藤は極限に達する。その時,亡霊が出現す

るのもまた,深層心理の劇的表現として的確である。亡霊は,いわば,意識下

の世界の客観的対応物である。同じことは,『夏の夜の夢』の妖精,あるいは

『マクベス』の魔女とバンクオウの亡霊にも当てはまる。『ハムレット』の母は

ハムレットに徹底して抗弁し,彼女が亡夫の死後クローディアスと早々と結婚

したことに一言の弁解もしなかった。その結果,一幕二場以来,母に対するハ

ムレットのコンプレックスがその心理的葛藤の劇的表現として一連の独白を

もって応えさせ,亡父とクローディアスの姿を対比した`Hyperion'と`satyr'

へのメタファーを生み82),最後に,亡父に対する憧憶が亡霊という客観的対

応物による具体的な劇的表現の形をとるに至ったことは必然であろう。

『ハムレット』三幕四場,「寝室の場」における残された課題は,父の亡霊

の出現である。サクソ一にもベルフォレにも亡霊は出ない。また,その必要も

なかった。アムレスは「狂気を装って」再度罠を逃れたが,母にだけは伴狂の

事実を打ち明けて復権を誓った。あるいはまた,ベルフォレのハムレットは,

第一「熱弁」の後半部で,母に自分の「狂気は‥・見せかけ」(`dissimulation,)
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であることを繰り返し強調し,「自分の身振りも,容貌も,言葉も,すべて狂

気から出たもので自分が正気と真っ当な判断力を全く喪失していると皆に思わ

せたかったのは,理由がない訳ではないのだ」と,伴狂の謂れを説明する83)。

この部分と,『ハムレット』の「寝室の場」後半で亡霊が現われて,ハムレッ

トに「母に語りかけて」慰めてやるように命じる箇所84)とを対比したい。そ

れが見えない母は,その出現をハムレットの「狂気」(`mad∵ecstasy')に帰し

ていたことが想起される。

GertrudeThisistheverycoinageofyourbrain.

Thisbodilessereationecstasy

Isverycunnlngln.

fIamletEcstasy?

Mypulseasyoursdothtemperatelykeeptime,

Andmakesashealthfulmusic,Itisnotmadness

ThatIhaveuttered.Bringmetothetest,

AndIthematterwillreword,Whichmadness

Wouldgambolfrom.

(3.4.138-45)

亡霊は,ガートルードにとってはハムレットの「狂気」の所産であるが,その

「狂気」は,彼女の態度と抗弁によって挑発されたハムレットの深層心理的反

応である。実際にその客観的対応物として亡霊を現出させたのは,シェイクス

ピアの天才である。ただし,舞台上では,そのような虚構の存在を現出させる

劇的想像力は,シェイクスピアの手を離れてハムレットの内なる「狂気」に帰

せられることになろう。

「寝室の場」におけるハムレットの心理的現実は,亡霊という超自然の存在

によって舞台化されるほかはなかった。それによって,亡霊が見えないガート

ルードは感覚の世界にしぼられた存在であることを意味し,それが見えるハム

レットは,意識下の超現実を「心の眼85)」によって現実化できることになる。

いわば,ハムレットが「心の眼」で見る演劇的舞台は,感覚的現実のみならず,

深層の原型世界をも亡霊という現実を超えた形而上的存在によって形象化でき

る,より高次の想像空間である。そのまなざしは,三界を舞台とする世界劇場

に向けられ,四次元的であり,千里眼的である。

『ハムレット』は,亡霊が過去の秘密を開示することで始まった。シェイク

スピアは,そのような認識論的発想の根拠をどこに仰いだのであろうか。その



Fハムレット』の構想再考-サクソ一,ベルフォレ,シェイクスピアー23

構想もまた,サクソ一にはなく,ベルフォレの追補箇所による。その詳細は,

イギリス王の宮廷で起こったハムレットの千里眼的「予言」(Adevination,,Sic)

に関するベルフォレの解説を待たなければならない。ハムレットは,それに

よって「過去のものごと」や「自然のことがら」に関する秘密を読みとるので

ある86)。次節で詳説することになろう。

(四)

第四章イギリスへの護送とその宮廷で起こったこと

『ハムレット』「寝室の場」は,ハムレット自身が母にイギリスに護送され

ることを予告して,いわくありげに彼らは「おのれが仕掛けた地雷にひっか

かって打ちあげられ」自分はその裏をかいて「月まで奴らを吹き飛ばしてや

る」とうそぶいて結ばれる。この放言もまた,ベルフォレに微妙なひねりを加

えたものである。ハムレットは,母に「あなたの子供(しかも一人息子)を政

うために」諸外国,「スウェーデン,ノルウェイ,あるいはイギリスでもいい」,

犠牲にされるよりはどこにでも送ってほしいともらしていたこととアイロニッ

クに符合する87)。

ベルフォレでは,ハムレットは出発に先立って部屋の周囲に「壁掛け」を張

りめぐらして,その中で父の復健をするための矢をつくり,謎めいた儀式のの

ち,最後に,「出発一年後に自分の葬式の行事を行う」ことを母に依頼して,

その時自分が勇んで帰って来るのを見るだろう,と予告する。これらの約束は,

ベルフォレでは正確に一年後に帰国して復権を果す場面に再現されるのである

が,『ハムレット』では,オフィーリアの葬儀に立ち会うことになる。イギリ

ス渡航に当っては,フェンゴンの二人の忠実な役人に付き添われるが,彼らが

「ローゼンクランツとギルデンスターンの原型」である。また,木に刻まれた

イギリス国王宛親書を携えているが,その中にハムレット殺害を依頼した文言

が含まれていることも,サクソー以下同じである。また航海中二人が眠ってい

る間にその親書を読み,処刑さるべき人物の名前を彫り直し,さらに「王フェ

ンゴンはイギリス王が彼の娘をハムレットと結婚させるように希望する」旨,

書き加えたことも頭書にある通りである88)。

ベルフォレでは,舞台はイギリス王の宮廷で歓待される宴会場に移される。

ただし,『ハムレット』では途中で海賊船に乗り移ってデンマークに帰国する



24『ハムレット』の構想再考-サクソ一,ベルフォレ,シェイクスピア～

のであるから,以下の挿話は一切削除されており,ベルフォレとは全く異なる。

にもかかわらず,この宴会の席で起った例の出来事とそれにベルフォレが加え

た独自の解説によって,シェイクスピアは,『ハムレット』を悲劇の大団円に

もたらす発想基盤を与えられることになったと考えて差し支えない。

以下の挿話は,ベルフォレではすでに紹介したサクソーの記述に忠実に従っ

ている89)。イギリスに到着したハムレットは,付添ったふたりの男とともに

イギリス王の宮廷で歓待を受ける。しかし,晩餐会の席上,食卓に出されたパ

ン,肉,ビールなどの馳走にことごとく手をつけなかった。ハムレットは,あ

とで二人から問い質された時に,パンには死人の血の斑点があり,肉は死臭を

放ち,ビールは鉄錆の味で汚されているからだと答え,さらにイギリス王およ

び王妃は,その地位にふさわしからぬ卑しい素性を窺わせるというのである。

この挿話について,サクソーの場合は事実に密着した客観的記述以上には出な

かった。それに反して,ベルフォレは,サクソ一には見られない千里眼的「予

言」能力の持主として,綿密に理由を敷桁することになる。

ベルフォレは,すでに第一章冒頭で,ハムレットの物語はデンマーク王国が

「イエス・キリストの信仰を受け容れる以前」の「野蛮で…未開な」時代のこ

とであると規定していた90)が,ここでも,北方諸国は「サタンの支配下にあ

り」,「魔法使いがいっぱい」で,ハムレットは「悪魔」のひとりであった父か

ら生前「悪魔の術」を教えられていたという。イギリス王および王妃の素性を

あばいたことについて,ベルフォレは,次のように理由を説明する。

…‥inthosedayes,thenorthpartsoftheworlde,livingasthenunderSathans

lawes,Werefullofinchanters,SOthattherewasnotanyyonggentlemanwhatsoever

thatknewnotsomethingthereinsufficienttoservehisturne,ifneedrequired:aS

yetinthosedayesinGothlandandBiarmy,therearemanythatknewnotwhatthe

Christianreligionpermitteth,aSbyreadingthehistoriesofNorwayandGothland,

youmaieeasiliepereeive:alldsoHamlet,Whilehisfatherlived,hadbiJljnstructed

inthatdevilishart,Wherebythewickedsplriteabusethmankind,andadvertiseth

him(ashecan)ofthingspast.

(Belleforest,Ⅶ,103-04)

ベルフォレは,物語の本筋と直接の関係はないと断りながら,以下霊感論を

数行して,ハムレットは,「過去のものごと」の原因を見抜く「千里眼的能力」

(・thepartsofdeVinationinman,)の持主で,「悪魔の術」即「魔法の術」

(`magicart')を父から教えられていたという。このようなハムレットの「千
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里眼的能力」の由来は,サクソーでは僅かに「霊感を受けた」かのごとく,あ

るいは「天上界からの証言」であるかのごとくであると説明されたにとどま

る91)。それに対して,ベルフォレは,「彼の余りに激し過ぎる憂うつ」(`his

overgreatmelancholy,)のためではないかと問い,「哲学者が‥・その様々の深

遠なる問題を論じて彼の予言能力をその性サターン族(`Saturnistsby

complection')なるがゆえに帰する」のになぞらえている。さらに「プラトン」

(恐らく『ハイドロス』)の名を援用して,「予言者や詩人たち」が「霊感の火」

に憑かれた場合の「熱狂状態」(`theirfury')に言及して「芸術における著

述・創作」は「予言の霊」が彼らをとらえて「物語らせ,微妙な議論を押し進

めた」ものなのだ,と説明する。いわゆる舟和γ♪0gfic祝∫である92)。ベルフォ

レはさらに続けて,「理知的な魂は下級な悪魔の住処となり,それによって自

然のことがらの秘密を知る」ことになるのかもしれないという説を紹介してい

る。従って,ハムレットの場合も,内なる「悪魔」または霊的存在がその知識

をもっていなかったら,彼が「過去のものごと」を言い当てたのは奇跡のよう

にみえるだろうというのである93)。この論旨は,ハムレットが馳走や酒など

「自然のことがら」に関する由来ならびに王および王妃の出自にかかわる「過

去のものごと」の隠された秘密を見破った「千里眼的能力」にそのまま直結す

る。シェイクスピアは,この予言能力を父の「亡霊」に付与し,それがハム

レットに「クローディアスの見殺しと王妃との近親相姦の姦通」を密かに知ら

せた経緯に読み替えたことは確実である。ベルフォレでは,原話は「サタンの

支配下にあった」時代のことであり,『ェツダ』の故事である。彼らが「悪魔

の術」に通じていたこと,また,予言能力をもち「狂気」(`theirfuryつに憑

かれていたのはその性「憂うつ」(`Saturnistsbycomplection')に発すること,

また,彼らの魂が「下級な悪魔の住処」となり,その「自然のことがら」に関

する予言能力は魂に住む「悪魔」あるいは霊的存在から「知らされた」

(`advertiseth,)結果であるということなど,一貫して『ハムレット』に直裁で

ある。「亡霊」がハムレットに「秘密」にされていた「過去のものごと」を教

え,逆にハムレットが再度にわたって「亡霊」の実体を尋ね94),かつ「亡霊」

の教えた秘密確認のために劇中劇を思い付くゆえんである。ステイブラーが指

摘しているように,ベルフォレの前掲一節が,『ハムレット』第二独自結尾部

の出典となったことは確実である95)。



26『ハムレット』の構想再考-サクソ一,ベルフォレ,シェイクスピア一

日lhavetheseplayers

Playsomethinglikethemurderofmyfather

Beforemineuncle,I'llobservehislooks,

I'lltenthimtothequick.Ifadoblench,

1knowmycourse.ThespiritthatIhaveseen

Maybeadevil.andthedevilhathpower

T'assumeapleaslngShape.Yea,andperhaps,
Outofmyweaknessandmymelancholy,

Asheisverypotentwithsuehsplrits,

Abusesmetodamnme.I'11havegrounds

Morerelativethanthis.Theplay'sthething

WhereinI'llcatchtheconscienceoftheking.

(2.2.547-58)

ハムレットは「亡霊」から教えられた事実の真偽確認のために劇中劇を思い付

く。これは,ベルフォレのハムレットがイギリス王の宮廷でその性「憂うつ」

ゆえに「狂気」に憑かれ,「悪魔の術」によって「過去のものごと」および

「自然のことがら」について「千里眼的予言能力」を発揮した経緯と対応する。

もとより,『ハムレット』の舞台はキリスト教国デンマークであり,主人公

の「王子ハムレット」もキリスト教徒である。このことは,クローディアスが

「魔力」(`witchcraft')によって「誘惑した」(`seduee,)ガートルードの「堕

落」と兄弟殺しの秘密は『創世記』に即して読み直され,ハムレット自身が見

抜いたのではなく父の亡霊が告知したというように構想を変える96)。なぜな

らば,キリスト教徒ハムレットは「悪魔の術」を伝授されていない。近親相姦

の姦通であれ欲望のための見殺しであれ,人間の「自然」に基づく「過去のも

のごと」について秘密を「予知し」それを「知らせる」ことは「亡霊」によら

ざるをえない。あるいはまた,亡霊から秘密を知らされたあとで,ホレーシオ

に口止めをして,アイロニックに

Therearemorethingsinheavenandearth,Horatio,

Thanaredreamtofinyourphilosophy.

(1.5.166-67)

と言う場合の`philosophy'も,いわゆる「自然哲学」の言胃であるから,ベル

フォレのいう`thesecretsofthingsnatura1,についての知であり,ハムレット

は,キリスト者としていわゆる「哲学」の知に全面的な信頼を寄せていなかっ

たことと符合する97)。「悪魔の術」または「魔法の術」は,ベルフォレではハ
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ムレットに「千里眼的予言能力」を発揮させた。しかし,『ハムレット』では,

それは父の「亡霊」に譲るとともに,彼自身は誠実なキリスト教徒になり切る

ことができる。デンマークの王子ハムレットは,その性「憂うつ」ゆえに前王

の「亡霊」から「過去」と「自然」の秘密を「知らされる」とともに,彼自身

はキリスト教信仰の人として神の「摂理」に従うことになるのである。

ベルフォレは,挿話についての解説の途中98)で,「悪魔が過去のものごとに

ついて知っていたがゆえに,ハムレットは予知することができた」のであって,

「過去の…自然のものごと」を知ることは容易であるが,「未来のものごと」に

ついての正しい「予言」は,「神の聖霊の御業であり,聖なる予言者によって

伝えられるもの」でなければならないと敷桁している。たとえば,「未来のも

のごと」(`thingsthatshallhappentomen')の予言について,サウル(`Saul,)

が魔女(巫女)に伺いを立てた故事を例に引いて,それだけで未来の予知また

は「占い」を是認する「詐欺師の一派」がいると批判する。以下,ベルフォレ

は自分の見解を次のように結んでいる。

….theythemselvesconfessethattheyeandevine,nOtaCeOrdingtotheuniversal

CauSeOfthings,butbyslgneSborrowedfromsuchlikecauses,Whichareallwaies

alike,andbythoseconJeetureStheyeanglVejudgementofthigstocome,butall

thisbeeinggroundeduponaweakesupport,_itshouldbeagreatfollyinaman

Ofgoodjudgement,SpeCiallyonethatimbraceththepreachingofthegospell,and

Seekethafternootherbutthetrueththereof,tOrepOSeupOnanyOftheselikeliA

hoodsorwritlngSfullofdecelpt.

(Belleforest,Ⅶ,104-05)

ベルフォレは,サクソーの原話でアムレスが発揮した「千里眼的予言能力」を

「過去のものごと」あるいは「自然のことがら」についての場合に限り,それ

と対照して,「未来のものごと」についての真の予言は「神の聖霊の御業であ

る」から,特に「福音の教えを信仰し,その真理のみを求める」ように強調し

ている99)。

三幕四場のボローニアス刺殺以後,ハムレットは第二の復恍講に巻き込まれ

る。イギリス渡航が筋のうえで「劇全体の回転軸」になっていることは諸家の

指摘するところである1)が,それは,ハムレットが第一の筋の主人公から第二

の筋の主人公に切り替わること,また,それと呼応して復権の理念にも変化が

起ること,さらに,それらの構想上の変化に伴って,主人公の性格もサクソー
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以来の「憂うつ」の王子から「神のふるう鞭でありその代理者である」ことを

自覚したキリスト者に変貌すること,などによる。その契機は,特に「福音の

教えを信仰し,その真理のみを求める者」となることにある。宰相一家が「不

信」と「自然」性の原理によっで性格化されたのに対して,ハムレットは,あ

たかも神の「摂理」によるかのごとく海賊船で帰国する。第五幕において完全

なるキリスト者に変身し,赤十字の騎士のごとく,生死を神の「摂理」に託し

て悪との戦いに臨むゆえんである。

(五)

第五章デンマークへの帰国と復伴の完結2)

ハムレットは,出発以前に母に予告した通り,一年後「彼の葬式が挙行さ

れ」大宴会が催されている最中に帰国する。前後の経緯はサクソーと一致し,

プロウが指摘しているように,『ハムレット』では,五幕一場冒頭のオフィー

リアの葬式に相当する3)。皆は「イギリスで死んだと想像されていた」ハム

レットが帰国し,しかも,「なお正気をとり戻していないことをいぶかって」,

同行したふたりの友人の所在を訊ねた。ハムレットは,イギリス王に二人を処

刑した代償として要求した例の「金を融かし込んだ棒」二本を差し出して「ふ

たりはここにいる」と答えたので,それを開いて事態を察した一同は,二本の

棒を彼のために用意した墓穴に投げ込み,累が及ぶのを恐れて宮廷から逃げた。

恐らく『ハムレット』五幕一場の「墓場のシーン」への発想を促したとみられ

るが,シェイクスピアの真意はコミック・リリーフどころではない。ふたりの

墓掘りとハムレットおよびホレーシオが冗談半分のごとくに交わす対話は,実

際は「アダムの土掘り」と「カインのあご骨4)」に始まるキリスト教的人類史

にハムレット一門の来歴を重ねたものであることが明らかとなろう。すなわち,

クローディアスによるガートルードの「堕落」と「兄弟殺し」の罪を「楽園喪

失」と「人類最初の呪い」(`theprimaloldestcurseupon`t,)5)になぞらえた宗

教的寓話のパロディーである。恐らくベルフォレにはないシェイクスピア独自

の主題解釈であるといってよい。

ハムレットの帰国が刺戟となって,全員「飲みかつ浮かれ」,ハムレット自

身も「執事」役を勤めて接待し,.一座はまさに酒池肉林6)。一幕四場,ハム

レットの父の死後,クローディアスの即位とガートルードとの結婚を祝して催
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された深夜に及ぶ大視宴の連想がある。~デンマーク人の飲酒癖を風刺したナッ

シュの援用と見るのが一般であるが,必ずしもデンマークに限らず,北方諸国

のそれは当時ヨーロッパ中に悪癖の最たるものとして知れわたっていたらしい。

一同が前後不覚に泥酔し,「豚」(`hogs・7))のように床に倒れているのを見

て,ハムレットは伴狂をかなぐり捨て,大広間の周囲に張りめぐらされた「壁

掛け」を彼らの上に被せて床に釘付けにし,館の四方から火を放って「全員…

いやでも火によって罪を焼き浄められる7)」ように計らった。出発前に母に依

頼して取り行なった秘儀のいわれが,一括してこのためであったことがわかる。

一方,ハムレットはフェンゴンを迫ってその部屋に入り,自分の剣に代えて彼

のものをとった。というのは,自分の剣は帰国後輪から抜けないように釘付け

にされていたからである。この挿話は,『ハムレット』では,レアティーズと

の手合わせで剣が入れ換わったことに転用されている8)。フェンゴンはとび起

きてハムレットの抜けない剣をつかんだが,ハムレットは,かまわず首を切り

落し,目的を果したのである9)。

サクソーの原話では,アムレスの復位は父を殺された息子として当然の義務

であった。しかし,ベルフォレは,最初からそれを「野蛮な」時代の所行であ

り,キリスト教による超克の必要性をくり返し主張していた。第五章のハム

レットによる復桂の成功も,血に対する報復の原理ではなく,旧約あるいは古

代ギリシアからの例を借りて,正義顕彰の立場から弁護される。ベルフォレに

よれば,ハムレットの復健にはそれを支持する立派な前例があるという。その

ひとつは,ダヴイデ王が息子のソロモン王に命じて,自分が受けた反逆行為に

対してみせしめのための復権を命じた旧約『サミュエル前書』の前例であり,

もうひとつは「アテナイの支配下にあった」古代ギリシアの国家的英雄顕彰の

故事である10)。この弁護論はベルフォレのものであって,もとよりサクソ一

には出ない。シェイクスピアもまた,ベルフォレに倣ってハムレットの復健を

意味付けるための新たな視点を準備しなければならない。

ベルフォレのハムレットは,一般の人々がこの事態を知ったときどのような

態度をとるかを見守った。彼らは,王宮が焼け落ち,死体が散乱し,特に首の

落ちた王の胴体が血にまみれて倒れているすさまじい情景を見て驚きかつ怪ん

だ。一部の人は復憶であることを知って恐れたが,大多数は,ホーヴェンダイ

ル殺害の過去を想起して,「天上界からの正当なる裁きが暴君の倣憶を打ち倒
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したのだ」と考えた11)。

Andinthissort,thediversitiesofoplnionsamongthatmultitudeofpeoplebeing

many,yeteVerymanlgnOrantWhatwouldbetheissueofthattragedie,nOneStir-

redfromthence,neitheryetattemptedtomoveanytumult,eVerymanfearlnghis

OWneSkinne,anddistrllStlnghisneighbour,eSteemlngeaChothertobeeconscentr
ingtothemassacre.

(Belleforest,Ⅶ,111)

最後の場面を見守る人々は,「だれもその悲劇の結末がどうなるのかわからな

かった」という。このようなベルフォレの状況説明は,主人公が生きのびて復

権成功澤となることを除けば,『ハムレット』の大団円において彼自身が最後

を遂げる場面にそのまま転用できそうである。

『ハムレット』は,原話とは異なって主人公が死んで「悲劇」となる。五幕

二場の大団円は,当事者ではないフォーテインブラスとイギリスからの使者の

目には,まさしく「活劇」(`thissight')であり,「痛ましいこの光景」(`the

sightisdismal・)である12)。あるいは,

Thisquarryeriesonhavoc.Oprouddeath,

Whatfeastistowardinthirleeternalcell

ThatthousomanyprlnCeSataShot

Sobloodilyhaststruck?

(5.2.343-46)

しかしながら,ハムレット自身の目には,これらの客観的な見方とは異なった

ヴィジョンが浮かび出る。

『ハムレット』第五幕は,第一場「墓場のシーン」を受けた第二場で,その

結末を「最後の審判」の現世版に仕立てている。ハムレットは神の「摂理13)」

によって帰国した。一方,レアティーズはクローディアスから子の父に対する

「自然の惰」に基づく復髄の原理14)を鼓吹されている。そのふたりが,神なら

ぬ「悪魔」の化身クローディアスの御前試合をやらされたという図柄が浮かび

出る。一同毒剣または毒杯に倒れる終末図は,「最後の審判」のパロディーで

ある。剣試合を仕組み,それを観戦しようとした「悪魔」の一党が,逆に裁か

れ,破滅する。それを観客から観られているのである。「手はず狂うた企みが

自らの頭上に禍をもたらした15)」終末図が,観客のまなざしに鏡のごとく映

し出され,そのまなざしに「活劇」の意味を読むのが,ハムレットの「内なる
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眼」である。

ベルフォレの前掲一節との関連に帰りたい。第五幕の幕切れで,ハムレット

は最後の場に立ち合う人々に多少アイロニックな口調で呼びかける。「観客」

一同のおびえるまなざしは,復健の「この行為」-あるいは悲劇大団円の

「この幕」に向けられている。まず,ガートルードが毒杯の犠牲となり,次に,

ハムレットは王クローディアスを刺して復饉誰を果し,自らの毒剣に倒れたレア

ティーズと罪を許し合って,最後に周囲の見守る人々に呼びかける。

Youthatlookpale,andtremblea「抽ischance,

Thatarebutmutesoraudiencetothisaet,

HadIbuttime,aSthisfellsergeantdeath,

Isstrictinhisarrest,OhIcouldtellyou-

Butletitbe.Horatio,Iamdead,

Thoulivest;repOrtmeandmycausearight

Totheunsatisfied.

(5.2.313-19)

一座の人々がいま眼前に見ている状況は,ハムレットには,自分は「悲劇」の

主人公であるという意識を喚起する。彼自身は,自分が主役を演じている舞台

に「観客」としての人々のまなざしが注がれるのを感じている。ベルフォレで

は,集まって来た人々は,物語の最終情況に立ち合い,やがて「国王選出」の

ための「演説」を聞く聴衆となるが,『ハムレット』では,周囲を取り巻く

人々の視線は,これまでのハムレットの「行為」を「鏡」に映すごとく対象化

し,ハムレット自身に「悲劇」の主人公としての意識を目覚めさせる。ハム

レットは,劇中劇によってゴンザーゴー殺しを演出したが,いま,彼自身も神

演出による宗教的人類史劇の一舞台,世界劇場における「最後の審判」の「ひ

と幕」の立役者と化している。五幕一場「墓場のシーン」がキリスト教的人類

史にハムレット一門の歴史を重ねて始められたゆえんである。

ハムレットは,躊躇するホレーシオ-前作『ジュリアス・シーザー』のお

もかげが再現されている16)-に,重ねて依頼する。

IfthoudidsteverholdmeiIlthyheart,

Absenttheefromfelicityawhile,

Andinthis′harshworlddrawthybreathirLPaln

Totellmystory.

(5.2.325～28)
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このように死後の始末を託されたホレーシオは,ハムレットの死の直後に到着

したフォーテインブラスとイギリスからの使者が説明を求めるのに答えて,

Notfromhisrnouth.

Haditth'abilityoflifetotharlkyou;

...…glVeOrderthatthesebodies

Highonastagebeplacedtotheview,

Andletmespeaktoth'yetunknowlngWOrld

Howthesethingscameabout,...

(5.2.351r52…356-59)

あるいはまた,フォーテインブラスが「この王国にある権利をもつ17)」こと

に言及したのを受けて,

‥.letthissamebepresentlyperformed,

Evenwhilemen'Smindsarewild,lestmoremischance

Onplotsanderrorshappen.

(5.2.372-74)

と答える。この太尾の言葉は,ベルフォレと同様,死者の遺骸を前にした英雄

の顕彰または罪過告発の構図である。

ハムレットは,古典悲劇のコーラス的人物ホレーシオには,「私の物語を伝

えてくれる」ように懇願する。同時に,ハムレット自身が自覚しているように,

その大団円は,罪と裁きのキリスト教的人類史の最終幕である。『ハムレット』

は,神演出の世界劇場における「悲劇」の出し物として読まなければならない。

『ハムレット』を復礫悲劇たらしめたものは,これらふたつの視点に集約され

る。そのひとつは,ハムレットの「心の眼」に映し出された宗教的「悲劇」の

ヴィジョンである。同時に,そのアクションは,デンマーク王国の「王子ハム

レット」のそれとして弁証されねばならない。ハムレット自身によるその注解

が,続くベルフォレの第六章「デンマーク国民に訴える演説」である。

(六)

第六章「デンマーク国民に訴える演説」と「国王選出」の問題

第五章の大団円は,ハムレットが叔父のフェンゴンに対する復権を果して終

わる。しかし,それだけでは,ハムレットの行為は復権のための復権,亡父殺

しに対して仇討ちをしただけの報復以上には出ない。加えて,ハムレットは
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「王殺し」の大罪を犯したのである。ベルフォレは,第五章末尾でダヴイデ王

が息子ソロモンに命じて旧敵に報いさせた旧約の故事をあげ,あるいは,古代

ギリシアは「アテナイの支配下にあって」国のために戦った勇者の武勲顕彰の

習Lに言及している。復礫の行為が国家的栄誉によって意味づけられたゆえん

である。

続くベルフォレ第六章は,全章すべてが「デンマーク国民に訴える演説」

(・anOrationtotheDanes・18))に捧げられている。彼の復櫛は,デンマーク国

「王子」としての資格で根拠づけられるのである。それによって,ベルフォレ

は,国王虐殺の所行を単に父を殺されたことに対する息子の復健という,血縁

の復櫛葦ではなく,実際は国家的次元での正義の弁証として意味づけることを

意図していたのではなかろうか。第六章は,サクソーの該当部19)が大巾に拡

大され,国家的政治的視点から訴えた復健擁護論の性格を帯びる。

ハムレットの「デンマーク国民に訴える演説」は,大略三つの要因から成る。

その第一は,亡父である前国王の名君ぶりを称え,次に,フェンゴンは「王位

簑奪者」であり民衆から自由を奪い隷属を強いた「暴君」であること,第三は,

ハムレットが果した復櫛の弁護とその政治的正当化である。ハムレットは,自

分が復雌を果したことは父を殺された当然の義務であり,「王位継承権」を奪

われた自分こそ「正当なる後継者」であることを主張する。彼がこの演説の中

で民衆に自己紹介をする場合,数度にわたって繰り返す決まり文句がある。自

分の資格について,

‥"me,WhomhesoughttodeprlVeOfmineinheritanee,takingfromDenmarka

lawfullsuccessor….

(Belleforest,Ⅶ,113)

あるいはまた,

ItisI(mygoodfriends),itisI,thatconfesseIhavetakenvengeanceforthevi0-

1encedoneuntomylordaIldfather.andforthesubjeetionandservitudethatIper-

Ceivedinthiscountrey,WhereofIamthejustandlawfullsuccessor,ItisIalorle,

thathavedonethispleCeOfworke,Whereuntoyououghttohavelentmeyour

handes,andthereinhaveaydedandassistedme.Ihaveonlyaecomplishedthat

Whichallofyoumightjustlyhaveeffected,bygoodreason.withoutfallinglntOany
pointoftreasoIOrfeHonje.

(Belleforest,Ⅶ,114)
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プロウは,「シェイクスピアのハムレットもまた単独の復健者となる」と注し

ている。これは,ハムレットがオフィーリアの墓にとび込んで,レアティーズ

と対決し,

ThisisI,

HamlettheDane. (5.1.224-25)

と叫ぶ言葉に再現されているが,これを裏返せば,シーザー殺害のあとで,ブ

ルータスが皆に血の儀式によって責任を分ち合うことを提案した場面を連想さ

せる20)。

次に,フェンゴンの罪状告発の弁を読みたい。さまざまに策を弄して自分を

殺そうとしたことを訴える。

Youknowhowmyfatherinlawconspiredmydeath,andsoughtbydiversmeanes

totakeawaymylife;howIwasforsakenofthequeenmymother・.mOekedofmy

friends,anddispisedofmiIleOWnSubjects:hethertoIhavelivedladenwithgriefe,
andwholyconfoundedinteares,mylifestillaceompaniedwithfearandsuspltion,
expectlrlgthehourewhenthesharpswordwouldmakeanendeofmylifeandmis-

erableanguishes.Howmanytimes,COunterfeitingthemadman,haveIheardyou

pittymydistresse,andsecretlylamenttoseemedisinherited?

(Belleforest,Ⅶ,115)

再度,国王への「継承権」を奪われたことに言及して結んでいるが,このよう

な本来は王位を継ぐべき「王子」としての自覚が,「国王選出」(`electionT)の

問題に関心を向けさせることになる21)。ハムレットは,フェンゴンを殺し,

その復櫛を果した自分の使命を次の一行に要約している。

Hamlet,theministerandexeeutorofjustvengeance……(Bellforest,Ⅶ,116)

プロウが指摘しているように,『ハムレット』では,三幕四場,ボローニアス

刺殺を契機として自ら「神の振う鞭であり,かつその代理人」(`Imustbe

theirscourgeandminister,)であることを自覚する22)。それに対して,ベル

フォレでは,「ハムレットは,正当なる復権の代理人でありかつその執行者」

であるということになろう。その場合,「正当なる復権」とは何か。

IwasgrleVedattheinJuriecommittedbothtomyfatherarldmynativecountry.

andhaveslainehimthatusedmorerlgOrOuSCOmmandementsoveryou,thenwas

eitherJuStOrCOnVenienttobeuseduntomenthathavecommaundedthevaliantest
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nationsintheworld,Seeing.then,hewassuchaonetoyou,itisreasonthatyou

acknowledgethebenefit,andthinkewelofforthegoodIhaddoneyourposterlty,

andadmiringmyspiritandwisdome,Chusemeyourking,ifyouthinkmewor'thy

oftheplace.YouseeIamtheauthorofyourpreservation,heireofmyfathers

kingdome,nOtStraylnglnanypOintfromhisvertuousaction,nOmurtherer,Violent

parricide,nOrmanthateveroffendedanyofyou,butonlythevitiousLIamlawfull

SuCCeSSOr・inthekingdome,andjustrevengerofacrimeabovealothersmost

grleVOuSandpunishable:‥

(Belleforest,Ⅶ,116-17)

ハムレットは,一貫して自分は「父」を殺され「祖国」を破壊されたことの苦

衷を訴え,国民に対して苛酷な服従を強いた暴君なるがゆえにフェンゴンを殺

害したのだと復権の理由を主張する。その行為は,一般民衆ならびにその子孫

のために果されたのであるから,自分を「諸君の国王に連出せよ」というので

ある。その場合,ハムレットは「自分がその地位にふさわしい価値があるなら

ば」という条件をつけ,以下に「王」たる者の資格を列挙する。それによれば,

ハムレットは,まず「諸君の保護に初めて名乗りをあげた,父の王国の継承

者」であることを宣言する。次に,否定辞を列挙して「美徳の行為から逸脱せ

ず,人を殺害することなく,暴力的尊属殺害は行なわれず,邪悪なる者以外は

国民のだれひとりに罪を犯させたことはない」ことを誓い,最後に,自分こそ

「王国の正当なる継承者」であり,「正当なる復俳者」であることを宣言するの

である。引用文中のこの箇所は,マルカムがマクダフに国王への抱負を打ち明

ける部分を連想させるであろう23)。

ベルフォレがサクソーを大巾に拡大敷桁した論旨は,ハムレットのフェンゴ

ンに対する報復を単なる個人的な復健ではなく,国家次元の観点から根拠づけ,

倍称者でありかつ暴君であったフェンゴン殺しを弁護し,正当なる王位継承の

あり方を強調したかったのではなかろうか。「デンマンーク国民に訴える演説」

は,『ハムレット』構想の根幹に触れる第三の課題を提起していると考えたい。

『ハムレット』の主要な構想は,ふたつの筋から成ることが指摘できた。ハ

ムレット一門にかかわる第一の筋は,クローディアスに対するハムレットの復

轍にあるが,その原理は,単に父に対する子の個人的な義務とみなした場合と,

国王としての父から命じられた場合とでは重大な相違が生じる。第二の筋,す

なわち宰相一家のハムレットに対する関係もまた,その復健の精神に関して対

照的なふたつの原理を開示する。すなわち,クローディアスがレアティーズに



36『ハムレット』の構想再考-サクソ一,ベルフォレ,シェイクスピアー

鼓吹した復権の精神は「自然」の原理であった。それと対照すれば,ハムレッ

トのクローディアスに対するそれは,まさしLく神の「摂理」に基づき,「悪魔」

との戦いである。それに対して,ベルフォレの「デンマーク国民に訴える演

説」は,復髄の第三の原理として,国家的次元においてそれを位置づけようと

試みているかにみえる。五幕二場,ハムレットがレアティーズとの勝負を前に

してホレーシオに打ち明ける決意は,正確にベルフォレの「演説」内容を下敷

にしている24)。

Doesitnot,thinkthee,Standmenowupon.

Hethathathkilledmyking,andwhoredmy-mOther,

Poppedinbetweenth'electionandmyhopes,

Thrownouthisangleformyproperlife,

Andwithsuchcozenage-is'tnotperfeetconscience

Toquithimwiththisarm?Andis'tnottobedamned

Toletthiscankerofournaturecome

Infurtherevil?

(5.2.63-70)

ハムレットは,すでに一幕五場で亡霊から「父を殺され,母を汚された」こと

を教えられ,復健を命じられた。その限りでは,復櫛は父に対する息子の義務

である。しかしながら,この箇所に至って「わが国王」(`myking')となって

いることに注意したい。次に,自分に関しては「私の生命そのもの」を奪おう

として策を弄したことを怒るが,そのような個人的な理由にもまして,自分の

「国王選出」(`election')の希望を妨害されたと訴える。ハムレットにとって,

父は「国王」として殺されたのであり,彼自身は自分の「生命」のみならず,

それによって「王子」として当然の「国王選出」の機会を妨害されたと主張し

ているのである。このような王位継承の問題は,ベルフォレの「私の王位継承

権を奪われた」(`depriveofmineinheritance∵disinherited')という告発に由

来し,民衆に対して「国王選出」(`chusemeyourking')を訴える箇所によっ

て裏付けられている。また,引用の後半68-70行は,第一・二つ折本(Fl)の

みに出る。これは,ベルフォレがフェンゴンを暴虐なる国家への害敵として再

三言及しているのと一致する。その結果,「人間本性の害毒」(`thiscankerof

ournature')と呼ばれるものは,`cozenage',`tobedamned'から読み続けるとき

ハムレットはクローディアスに人間の「本性」に潜む「悪魔」のおもかげを垣

間見ていることを示唆する。シェイクスピアは,ベルフォレを援用しつつ宗教



『ハムレット』の構想再考-サクソ一,ベルフォレ,シェイクスピアー37

的罪悪観にまで深化していることが知られるのである25)。

前掲引用は,エドワーズが「劇全体の回転軸」とよび,作品の構想の焦点に

定めた一節である。してみると,ベルフォレの第六章,「デンマーク国民に訴

える演説」は,『ハムレット』を読むべき第三の視座を提示している可能性が

強い。ベルフォレは,サクソーを踏襲して第一章冒頭でアムレスの父ホーヴェ

ンダイルがノルウェイ王と一騎打ちの勝負をし,事前の「約定」によって戦利

品すべてを収めた故事で始まったが,それ自体は独立した挿話として終ってい

た。それに対して,『ハムレット』では,その息子「王子フォーテインブラス」

(`youngFortinbras')の話題が一幕一場の深夜の厳戒態勢に始まり,二幕二場,

四幕四場などに繰り返し言及されて,五幕二場,最後の幕切れに登場し,それ

によって全篇が締めくくられる。

Butldoprophesyth'eleetionlights
OnFortinbras;hehasmydyingvoice.
Sotellhim,withth'oceurrents,mOreandless,

Whichhavesolieited-Therestissilence.

(5.2.334-37)

「王子フォーテインブラス」は,ベルフォレには存在しない。それのみではな

い。シェイクスピアは死を目前にしたハムレット最後の言葉で彼の「国王選

出」を「予言」させる。その意味するところは重い。悲劇『ハムレット』は,

亡父が前ノルウェイ王から「騎士道の捉」に従って,相互の「約定」によりそ

の領土を奪った挿話で始まった。ハムレットは,先代のその主権関係を廷らせ,

それを流血の復櫛ではなく,民衆による「国王選出」という平和的領土委譲の

観点から解決することを提起しているのである。ハムレットの死の直後に登場

したフォーテインブラスもまた,そのことを自覚している。ベルフォレのハム

レットが繰り返し主張するのも,このことであった。

Iamlawfullsuccessorinthekingdome"..(Belleforest,Ⅶ,117)

ハムレットのこの言葉に『ハムレット』幕切れのフォーテインブラスを続けて

読みたい。

Ihavesomerightsofmemorylnthiskingdom,

Whichnowtoclaimmyvantagedothinviteme.
(5.2.368-69)
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フォーテインブラスの導入は,先代の因果が復饉誰ではなく,正当なる王位継承

問題におきかえられたことを意味する。シェイクスピアは,第一幕と呼応して

フォーテインブラスを登場させ,「国王選出」の要求で結ばせた。それによっ

て,悲劇全体は精神的基盤を与えられる。あるいは,『ハムレット』全体が額

縁に収められる,いわば枠筋とも名付けるべきものに当たる。逆に,フォー

テインブラスが登場しなかったならば,単なる復権譜になりかねないであろう。

ベルフォレにおける復権の成功と「国王選出」を訴える「演説」は,『ハム

レット』においては,ハムレットの死すなわち「悲劇」化とそれに代わる

フォーテインブラスの「この王国における過去に基づく権利」の主張となる。

すなわち,政治倫理の基盤に立って国家的正義が再確認される。ハムレット自

身は「悲劇」の主人公になることによって,亡父の前ノルウェイ王に対する負

い目を購い,血に報いるに血をもってする復権の連鎖を断ち,平和裡に王位委

譲が行なわれる可能性を示したところに,「王子フォーテインブラス」登場の

意味があるのではなかろうか26)。

少なくとも,ベルフォレ第六章の「デンマーク国民に訴える演説」からすれ

ば,『ハムレット』第三の筋は,作品構想の基底に政治倫理への観点があった

ことを示唆している。このことは,単に『ハムレット』のみにとどまらない。

復健を主題に掲げた第一・三部作の他の二篇,『ジュリアス・シーザー』およ

び『トロイラスとクレシダ』もまた,復権をいかに位置づけるかは,シェイク

スピア悲劇論の根幹に触れる。別途の課題となろう。

四

シェイクスピアの『ハムレット』は,サクソーの原話がベルフォレを媒介と

して悲劇化される過程で大幅な読み替え乃至は増補が加えられた。サクソーで

は事実の客観的記述にとどまったものが,ベルフォレでは数項目の増補部でよ

り主体的な意味を読み込まれることになった。それに加えて,シェイクスピア

は,独自の観点からその構想を重層化する。『ハムレット』の難解さは,少な

くとも三?の次元を整合的に読み分けねばならないことと無関係ではない。

『ハムレット』構想の原点は,ベルフォレを媒介とすることによって始めて姿

を現わすのである。

エドワーズは,「新ケインブリジ・シェイクスピア」版の「序論」で,「ハム



『ハムレット』の構想再考-サクソ一,ベルフォレ,シェイクスピアー39

レット」がサクソーの原話と異なる重要な相違を次の六項目に要約してい

る27)。

1Themurderbecomessecret;

2AghosttellsHamletofthemurderandurgesrevenge;

3LaertesandyoungFortinbrasareintrodueed;

40phelia'sroleisextendedandelevated;

5Theplayersandtheirplayareintroduced;

6Hamletdiesashekillstheking.

『ハムレット』はサクソーの物語とはジャンルを異にした悲劇である。それを

解く鍵のひとつは,エドワーズの六項目からシェイクスピア独自の構想を探る

ことにあるのではなかろうか。

(一)

第一の筋は,エドワーズの言葉を借りれば,「殺害が秘密にされ」「亡霊がハ

ムレットに殺害の事実を告げて復健を迫る」ことで始まる。ただし,これは客

観的な事実ではない。最初ハムレットが父の姿を見るのは「心の眼28)」に

よってである。客観的な事実を暖味に主観化する傾向は,すでにベルフォレに

現われていた。シェイクスピアは,ベルフォレを援用してサクソーの物語を悲

劇の主題に合わせて主観化する。その結果,ハムレットの心的領域は一連の独

白によって告白され,亡霊が伝える「過去のものごと」は「心の眼」に内在化

される。その「真実」乃至は本質開示の方法が劇中劇であることは,ハムレッ

ト自身が確認している。なぜならば,「目に見える,人間が演じてみせるしぐ

さ」と「私の心のなかの…見せかけを越えたもの29)」との間にアナロジカル

な対応関係があり,そのもとで第一の筋は進行する。『ハムレット』の構想は,

ハロルド・ブルームが示唆しているように,「心理的」解釈から「宗教的」神

話の解読にまで及ぶことになろう30)。

『ハムレット』第一の筋は,ベルフォレ訳と対比した場合,「目に見える…

しぐさ」の背後に「私の心のなかの・‥見せかけを越えたもの」を前提にしてい

たことが知られる。それによって,サクソーの原物語にキリスト教の神話原型

が読み込まれるのである。シェイクスピアは,ベルフォレの第一章を人類の祖

たちの「楽園喪失」とカインの兄弟殺しとして解釈するとともに,その因と

なった「悪魔」の「誘惑」を女性の「弱さ」として措定する。ベルフォレの第
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二章,ハムレットの「伴狂」と一女性による誘惑の話題が,`seems'論争から

seemingvirtuous,でありながら「堕落」したガートルードに読み替えられた

のも同じ手続きによる。「アクション」と「内なるもの」の二項対立的構成法

によって主題が神話原型に還元されるとともに,「内なるもの」もまた,『ハム

レット』特有の一連の独白と亡霊による秘密開示に構想されることになる31)。

その第一の端緒は,ベルフォレの「寝室の場」におけるふたつの「熱弁」とゲ

ルーサの対応の仕方にある。シェイクスピアは,それを第一の套酎こおけるふた

つの独自と亡霊の出現によって構想化するのである。

ベルフォレの「寝室の場」における第一の「熱弁」は,ハムレットが母に対

して自分を捨ててフェンゴンと結婚したことを非難し,自分のコンプレックス

を打ち明けるのであるから,シェイクスピアの『ハムレット』三幕四場と正確

に対応する。ベルフォレでは,ゲルーサは事情を釈明して,以後復権を忠実に

助けることを約束する。従って,第二の「熱弁」ではコンプレックスは解消さ

れ,父に対する憧憬と復健実行の決意が述べられる。『ハムレット』の母と父

に対する関係は,ふたつの「熱弁」に基づくとみて差し支えない。すなわち,

第一独自における女の「弱さ」への告発は第一「熱弁」に由来する。「ハイビ

リオン3?)」にもなぞらえるべき父を裏切って「サクー」に身をまかせた無思

慮あるいは愚かさへの批判は,ベルフォレに始まり,『ハムレット』の「寝室

の場」および第一独白に共通する。それに対して,第三独白が第二「熱弁」に

ょることも確実である33)。ベルフォレの原出典は,復健実行の決意を披涯し

た部分であるから,第三独自冒頭,

Tobe,OrnOttObe,thatisthequestion (3.1.56)

は,第一・四つ折本(Ql)では,文字通り復権決行の是非を問う意味に解さ

れる。以下の二者択一が第二の「熱弁」によることは,ステイブラーによって

指摘されている34)。従って,現行版二幕二場一六九行以下,亡霊の秘密開示

と復権の命令に続く文脈に挿入されていることを考え併せるとき,第三独自は,

はじめは父に対する復錐の是非を提起していたことになが5)。ただし,第

二・四つ折本(Q2)では三幕一場に移され,第二独自に続く文脈で「生と死」

の択一を問う周知の話題に切り替わる。これには,その変更を思い付かせた隠

されたもうひとつの典拠があることを予想させる。それは,テクスト成立過程
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の第二段階,すなわち,ベルフォレにうわのせして`seems'論争および女の

「弱さ」など第一独自および第二独自末尾に手が加えられ『神仙女王』第一巻

の影響が強く現われる部分である。再度ベルフォレの文脈に帰れば,ふたつの

「熱弁」でフェンゴンと比較された父への憧憶および復髄実行の決意が述べら

れるのと呼応して,『ハムレット』三幕四場でも父とクローディアスとが比較

され,その亡霊が現われるのである。

しかしながら,第一独自および第三独白がベルフォレの「寝室の場」に由来

するという意味では,亡霊出現の根拠ならびに第二独白の出典をベルフォレの

「寝室の場」に求めることはできない。第二独白前半部は,復櫛を怠る自己嫌

悪であり「臆病者」とさえきめつける。後半部で,躊躇する自分の本当の不安

を述べ,亡霊の真偽を確認するために劇中劇を思い付く。前掲の一節を再度引

用したい。

HumIhaveheard

Thatguiltyereaturessittingataplay

Havebytheverycunningofthescene

Beenstrucksotothesou1,thatpresently

Theyhaveproclaimedtheirmalefaetions;

Formur'der,thoughithaverlOtOngue,willspeak

Withmostmiraculousorgan.Hlhavetheseplayers

Playsomethinglikethemurderofmyfather
Beforemineuncle.I'110bservehislooks,

l'lltenthimtoquick.Ifadoblench,

Iknowmycourse.Thesplritthatlhaveseen

Maybeadevil-andthedevilhathpower

T'assumeapleaslngShape.Yea,andperhaps,

Outofmyweaknessandmymelaneholy,

Asheisver'ypOtentWithsuchspirits,

Abusesmetodamnme.I'llhavegrounds

Morerelativethanthis.Theplaysthething

WhereinI'lleatchtheconseieneeoftheking.
(2.2.54ト58)

まず,亡霊の出現に関する一連の用語と思考法に注意したい('Thespirit...

thedevil…melancholy…abuses.‥damn..つ。一幕五場,亡霊によれば,ク

ローディアス即「悪魔」がガートルードを「魔力」で「誘惑」し,「堕落」さ

せた一節を想起させる。ともに超自然の存在が人間界に働きかけるあり方であ
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る。この一節でも,ハムレットは依然として亡霊の実体を決めかねている。そ

の結果,このように「悪魔」が自分の「憂うつ」な気質につけこんで「自分を

欺き」,王殺しをさせて「地獄に落す」のではないか,と考える。すでに触れ

たように,ステイブラーは,この箇所の出典としてベルフォレの第四章,ハム

レットが「千里眼的予言」の超能力の持主であったとした一節を特定している。

すなわち,「憂うつ」の気質が「悪魔の術」または「魔法の術」の母体となり,

「過去のものごと」についての秘密を教える。劇中劇によって「王の良心を捕

えよう」という思い付きも同断である36)。

この第二独白の一節には,『ハムレット』に先行してもうひとつ類似の典拠

がある。シェイクスピアは,最初はベルフォレに依りながら,それによって関

連する変更を行った形跡がある。その出所は『神仙女王』第一巻第七篇および

第九篤,赤十字の騎士がデュエッサに「欺かれて」死の思いに補われ,あるい

はまた,「絶望」に唆されて自殺未遂事件を起したのを,ユーナ姫が嘆く部分

に出る。たとへば,

Wellhopedl,andfairebeginningshad,
Thathemycaptluelangourshouldredeeme,
Ti11allvnweeting,anEnchaunterbad
Hisseneeabusd,arldmadehimtomisdeeme

Myloyalty,nOtSuChasitdidseeme;
Thatratherdeathdesire,thensuchdespight.

(FQ.,I.vii.49)

また,第九章末尾では騎士が自殺未遂,すなわち`hellishthought'におそわれ

たことを戒めている。第三独白が二幕二場一六九行以下(Ql)から三幕一場

の現行版の位置(Q2)に移され,復櫛の決意を問う内容から「生と死」の二

者択一を掲げた自殺是非論に変換されたのも,『神仙女王』の第一巻第七篇か

ら第九篤への文脈を重ねて読んだことに依るのかもしれない37)。第二独白で,

再度亡霊の実体にこだわるが,もし「悪魔に欺かれて」国王殺しの大罪を犯せ

ば,「堕地獄」の罪を犯すことになるのは必至である。ハムットは,そのこと

を恐れていたのである。しかし,自殺者も地獄に堕ちなければならない。『ハ

ムレット』に再三現われる`damn,という語は,現世の行動規範として来世の

「堕地獄」の罪を想定している。第三独白は,復権すなわち国王耗逆の罪から

自殺の可否を問うニュアンスに切り換っているが,その選択の推移が第二独白
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から第三独白を結ぶ文脈にあることに疑問の余地はありえない。

再度,前掲第二独自に帰りたい。その課題は,亡霊の実体を確認するために

劇中劇を思い付く経緯にある。すなわち,父の亡霊は「悪魔」で,自分に王殺

しをやらせ,「地獄におとそうとしている」のかもしれない,だから劇中劇で

亡霊の実体を確認しなければならないということになる。第二独自の課題は,

そのための演劇論にあることが知られる。それによれば,「罪を犯した者が芝

居を見ているうちに,舞台の真実に魂をうたれ,たちまち悪事いっさいを白状

することがあるという。人殺しの罪は…不思議な力が人に告げ知らせる」から

である。これは,「芝居」の「不思議な力」を「予言」の超能力とおき換えれ

ば,ベルフォレの第四章,ハムレットが「過去のものごと」についての秘密を

見破った挿話にそのまま当てはまる。すなわち,演劇が過去の罪悪を暴露する

という理論の根拠には,ベルフォレの「千里眼的予言」の霊感が,舞台と観客

の間に成立するパトスの感応論に読み替えられているのである。

恐らくシェイクスピアは,第二独自のこの部分から劇中劇の構想を立て,そ

のあとで減ってパトス反応論ともいうべき「イ一二一アスがダイドーに語った

物語」('jEneas'taletoDido')を追補したのではなかろうか。前座「イ一二一

アス‥・物語」に始まり,第二独白,劇中劇本番の順に配置されると,驚くべき

綿密さで組み立てられた演劇意識が現われる。ハムレットは,座頭俳優に「プ

ライアム王の最後を語るあたり」を所望する。というよりは,ハムレット自身,

ピラスが父アキリーズヘの復位を果すためにプライアム王を探す条を自ら諭し

てみせる。そのあとを座頭俳優が続けるが,その姿は「悪魔のごとく」,異と

血のイメージで色どられ,トロイの城が焼け落ちる,まさしく「恐怖」の図と

なる38)。次に,ヘキュバ即「面を包みし妃」(`themobledqueen,)に関しては

憐れを極め,「いたましさ」の情で満たされている。座頭俳優は,「神々とても

人の世のあわれを知りたもうものなれば,天に輝く星々を悲しみの涙にてぬら

したもうらん」と結ぶ。ボローこアスも「彼の目に涙を浮かべている」と言及

し,やがてハムレットは,第二独自で亡霊から命じられた復雌を怠り無為に過

ごしていることを恥じるはずになっていた。この一節の主調は「涙」と「いた

ましさ」にある39)。

この挿話は,『イ一二イッド』第二巻々末にまで帰らねばならないとしても,

直接の素材がマ一口ウの『ダイドーの悲劇』(ChristopherMarlowe,The
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Tmgedie〆∂鵜◎路弼e〆Cαγ兢αge,1594)に依ることは明らかである40)。

マ一口ウの女王ダイドーも,トロイ落城の仔細を耳にして「憂うつな思い」に

とらえられている41)。座頭俳優がヘキュバのいたましさを涙ながらに演ずる

のを見て,ハムレットは心を浄められ,第二独自前半部で己の無為を恥じ,自

分を・coward,とさえ告白する42)。「イーニーアスがダイドーに語った物語」か

ら「恐れ」と「いたましさ」の感動が喚起され,それがハムレットの心を浄め

た(カタルシス)と考えればわかりやすい。その結果,亡霊の命令に応えて劇

中劇を思い付くという図式である。『ハムレット』のパトス篇は,アリストテ

レスの『詩学』に直結する。第六章は悲劇を四項目にまとめて定義しているが,

その最後の項は,

(iv)いたましさと恐れを通じて,そのような諸感情の浄めを達成していくもので
ある。

とある43)。これは,三幕二場,劇中劇本番に直結する。ハムレットはまず,

俳優たちに演技について弁じる。

Suittheactiontotheword.thewordtothe-aetion,".Foranythingsoo'erdoneis

fromthepurposeofplaylng.Whoseendbothatthefirstandnow,WaSandis,tO

holdasltwerethemirroruptonature;44)
(3.2.15-19)

これもまた,『詩学』第六章,悲劇の定義第一項および第二項に当たる。すな

わち,悲劇とは,

(1)真面目で厳粛な行為の,そして一定の大きさをもって完結している行為の,描
写(模倣)であり,(11)その描写(模倣)は快い効果を与えられた言葉によってお
こなわれながら,その快い効果のための手段の各種類が,作品の諸部分において
別々に用いられるものであり,…45)

現実の行為とは,本質の再現でなければならない。あるいは,「アクション」

は,「私の心のなかの…見せかけを越えるもの」を映し出すものでなければな

らないことの謂であろう。劇中劇本番の素材は,イタリア・ルネサンスの実話

である。それをアレゴリカルに解釈すれば,ゴンザーゴー公殺しは,ハムレッ

ト一門に起った悲劇の再現であり,「悪魔」(Lueianus)による「楽園喪失」と

カインの罪を開示する。現実とぼ,神演出の世界劇場の神聖舞台にはかならな

い。
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詳細に関しては稿を改めて再検討を必要とするが,「イ一二一アスがダイ

ドーに語った物語」ならびにゴンザーゴー公殺しの劇中劇は,もし下敷にした

教科書があったとすれば,「原ハムレット」ではなく,アリストテレスの『詩

学』以外にはありえなかったであろう。

(二)

エドワーズは,『ハムレット』がサクソーの原話と異なる構想上の問題点を

六項目に集約した。それによれば,第一の筋ならびに第三の筋は,ベルフォレ

が新たにサクソ一に追補または拡大した「寝室の場」および「千里眼的予言」,

ならびに「デンマーク国民に訴える演説」に基づき,一貫した主題の展開とし

て跡づけることができた。残るは,第三項のレアティーズと第四項のオフィー

リアが,第二の復恍諸において演ずる役割である。

このレアティーズおよびオフィーリアの導入に関しては,その命名法に始ま

り,それぞれの性格についても,サクソーおよびベルフォレにはほとんど手掛

りはない。本来,レアティーズはシェイクスビアの虚構であり,オフィーリア

は単なる`afairwoman'で,名前もない一女性にすぎない。同様に,`an

eavesdropper'とだけされた人物がボローニアスと名付けられ,宰相一家に組

み立てられる。彼がハムレットに刺殺され,第二の復健護の端緒となる経緯は,

ベルフォレとは別途の典拠を予想しなければならない。興味ある手掛りは,ベ

ルフォレの第二章では,ハムレットの「伴狂」-`counterfeitthe...madnesse

-と,`afairwoman'を岡にしたハムレットの真相究明の試みが,逆にハム

レットの手で暖味にぼかされていたことである。『ハムレット』でもまた,「装

う」のはハムレットではなく,女性の側に移される。ガートルードとの

seems,論争に続いて「外見」と「真実」の対照論となり,第一独白における

女性の「弱さ」(`frailty')への批判,亡霊によるガhトルード`seemingvir-

tuous,説と続く。この論旨そのものは「寝室の場」の「熱弁」に由来する。し

かし,その言葉遣いと女性観は,このヴァリエイションが「尼寺の場」にまで

尾を引いて,女性の「化粧」(`paintings,)から,「美貌」と「誠実」の対照論

となり,別途に『トロイラスとクレシダ』では,ふたりの愛の誓いにまで関連

する。シェイクスピアが,女性の本性に関して`seeming'(falsehood)とLtruth,

に並々ならぬ関心を寄せていたことは間違いない46)。
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このような女性の本性に関する一連の言葉遣いとハムレットの女性観は,サ

クソーはもとよりベルフォレにも出ない。してみると,原話では個別にハム

レットに接近し,探りを入れたふたりの人物を父娘の家族関係に組み,新たな

復権諸に仕立てた構想はどこに由来するのであろうか。その典拠には,『神仙

女王』第一巻で,「赤十字の騎士」(KnightoftheRedcross)に刺殺された悪漢

「信なき者」(∫α抑ぶ舟)とその情婦「デュエッサ」(肋皿ののことを連想せざ

るを得ない47)。

次に,第二篤は「真実」と「虚偽」の対照を主題とする。騎士は「異教徒」

(∫α和之の「信なき者」を退除するが,ためにその情婦「デュエッサ」にとり

つかれる仕儀となる48)。デュエッサはもとより女性二重人格者を表象し,自

称「フイデッサ」(苅d…のはTidgわα,を象った似而非「誠実」即「虚偽」の

女性である。トロイラスとクレシダが互いに「真実」と「虚偽」をかけて愛を

誓い,裏切られたトロイラスが,クレシダの二重人格を嘆く一節も想起される。

また,オフィーリアが第一・四つ折本では`Ofelia'と綴られていることも注意

しておきたい49)。第二篇早々,赤十字の騎士は悪の三人兄弟の長兄「信なき

者」を倒すが,その情婦となっていた悪女デュエッサは素早く赤十字の騎士に

乗り代えて,以後ユーナ姫に化けて「欺き」苦しめる50)。その末弟が「喜び

無き者」(Sα耽りので,騎士がデュエッサに証かされて女王ルーシフェラ

(LuciPhertL)が君臨する「倣怪の館」(TheHouseofPride)に連れ込まれるの

を迫って,館に乗り込み,決闘を求める。ふたりはルーシフェラの前で天覧試

合をやり,瀕死の重傷を負う51)。このような舞台背景は,劇中劇はウルビノ

の宮廷でゴンザーゴー公を毒殺する黒装束ルーシアナス(Lucianus)と,自ら

「悪魔」を自認するエルシノア城主クローディアス52)にも,女王ルーシフェラ

と単なるアナグラム以上の微妙な類縁関係が成立する。してみると,ユリシー

ズの父で,「復位の鬼」とされるレアティーズ(Laertes)の名は,ただ復轍の

ために復髄を求める人物であり,「喜び無き者」の言動を象って性格を付与さ

れた可能性が強い。

第二の筋を形成する宰相一家は,一貫した性格典型の持主であることも見落

してはならない。ボローニアスは,一幕三場で,二人の子供への対応以来,人

間に対する「不信」の態度で徹している53)。また,さまざまな獣に擬せられ,

ハムレットに刺殺されたのち,死体はやがては「悪臭」を放ち「岨虫」の餌と
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なるはずで,まさしく「自然」の典型である。オフィーリアもまた,父が殺さ

れて以後発狂してふたつのバラッドを歌い,「草花」と花言葉を弄ぶが,それ

らは父に対する以上に恋人に捧げられたものである。女性の深層心理を開示し,

最後に水死するまで,一連の言動は一貫して「自然」性の発現である。ちなみ

に,最初のバラッドは,デュエッサが赤十字の騎士を「欺く」偽りの生い立ち

と正確に一致することも付言しておきたい54)。また,父の復権を求めて密か

に帰国したレアティーズの言動についても,「自然」性の原理が当てはまる。

オフィーリア「水」死の後に,烈「火」のごとく怒り報復の念を新たにし55),

クローディアスがレアティーズに鼓吹する復健の原理が子の父に対する「自然

の情」にあることも注意しなければならない。このような宰相一家の性格なら

びに復位の原理に関しては,アクションの大筋も「不信」と「自然」性の原

理56)も,・SαれS,三人兄弟とデュエッサによった可能性が大きいように思われる。

このように,イギリス渡航-というか,より正確には「寝室の場」でボ

ローニアスを刺殺して,「神のふるう鞭にもその代理人にもなる必要があった」

と自覚して以後,第二の筋のハムレットは第一の筋のそれから性格を一変し,

宰相一家が「自然」の原理を明確にしていくのと呼応して,それと対照的に,

神の「摂理」(`providence')に己が生死を託す心境に立ち至る。「異教徒」の

末裔,非キリスト教的「不信」のボローニアスを殺し,「自然の情」に発する

復権を鼓吹されたレアティーズとの勝負に望むハムレットは,北欧古詩のアム

レスの末裔というよりは,「赤十字」の騎士によって目覚まされた「神の・‥代

理人」,『マタイによる福音書』(meC叫gJαCCO誠呼bSg朋α助紺)に従う完

全なキリスト者に変身している。

その第一の現れは,復健を命じられながらなすすべなくイギリスに護送され

る途中,港町でポーランドに遠征するフォーテインブラスの一行に会ってもら

す第四独自である。ハムレットにおけるボローこアスと,フォーテインブラス

に対するポーランドの間に暗黙の類比関係を見ることは容易であろう。第一・

四つ折本(Ql)には出ず,第一・二つ折本(Fユ)でも削除された第四独自の

意味に関しては,別途に検討することになろう。次に,イギリスに行き着く前

にハムレットのみひとり帰国することになるが,その経緯にも『ハムレット』

独自の課題が窺われる。第一・四つ折本(Ql)では暴風によって吹き戻され

てデンマークに漂着する。いわば「自然」の力に弄ばれるのであるが,第二・
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四つ折本(Q2)では「義賊のような」(`likethievesofmercy')海賊船で無事

送還される57)。ハムレットの行為は盲目的な「自然」の力によって動かされ

ているのではなく,「神が仕上げをする」(`There'sadivinitythatshapesour

。nds,)ことを意味すが8)。「暴風」と「海賊」の間には根本的な相違がある。

(三)

『ハムレット』にはサクソーおよびベルフォレとジャンルの違いでは説明の

つかない相違がある。その一因は,エドワーズの六項目のうち,第一項および

第二項,周知の事実が「秘密」にされ,「亡霊」が殺害の事実を伝える,とい

う新たに導入された形式にある。事実は,それが生起した現実の世界から,亡

霊の住む形而上的本質界に移される。同時に,それが超自然界から伝えられる

ためには,異界と現実界とが橋渡しされるような一種の直観または霊感の存在

が予想されるのではなかろうか。

ハムレット自身は,「目に見える,人間が演じて見せるしぐさ」と「私の心

のなかの…見せかけを越えるもの」とを対応させ,前者は「真実をあらわして

はいない」と言う59)。ハムレットは,いかにして形而上的本質界をアレゴリ

カルに現実化するかという課題を提起しているのである。そのひとつとして,

一連の独白,異界の消息を伝える亡霊,あるいは「自然に鏡を掲げる」演劇,

の三つの方法が提起される。また,それによって伝えられるのは,独自によっ

ては人間心理の奥底に潜む深層心理の原型である。また,亡霊は,形而上的本

質すなわち,単なる事実としての見殺しと近親相姦ではなく,その宗教的アレ

ゴリーである。また,演劇とは「自然」を写すものとして,真実の再現を意味

することになろう。

シェイクスピアがこのような方法を導入したのは,主題の意味が現実を越え

たところにあり,内在化すれば深層心理的コンプレックスであるが,神話原型

に還元する以外に劇化できない領域だからである。第一の筋において亡霊が伝

えるのは,キリスト教的人類史のアレゴリーにはかならない。このようなアレ

ゴリーの構想は,第二の筋にも当てはまる。レアティーズとハムレットは,第

二の復健澤の主人公としてはそれぞれ「自然」の原理と神の「摂理」を掲げて

行動する。シェイクスピアがベルフォレから「楽園喪失」とカインの大罪への

発想契機を引き出したことに疑問の余地はありえない。しかし,ベルフォレ自
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身は,ゲルーサの近親相姦を女性心理のあやに倭小化し,「楽園喪失」の主題

を読んだ形跡はない。

シェイクスピアは,ベルフォレの主題を宗教的寓話に読み替えている。また,

女性の「弱さ」(`frailty,)については,直接の契機が『神仙女王』によること,

第二の筋もデュエッサと`∫α朋,三人兄弟によったことなど,各所に示されてい

る。人類の祖たちは「悪魔」に「欺かれて」「誤り」を犯した。これが「原罪」

である。それを購うことができるのはキリストのみである。もうひとりは『神

仙女王』第一巻の「赤十字の騎士」である。ハムレットと騎士を関連づける証

拠がもうひとつある。騎士の生い立ちを紹介したい。第一篇冒頭60),騎士は

「栄光の女王」(GJ彿加のの命を受けて「大冒険」に赴く。道連れは「由緒あ

る王家」の血を引く「ユーナ姫」(L玩ので,「あの極悪非道の悪魔が反旗をひ

るがえしてその国土のすべてを荒し,この王族を追い出してしまったので‥・そ

の仇を報いるように」姫の要請を受けたのである。ふたりは,まず「憂うつの

洞穴」に住む「迷妄」(`Error')と呼ばれる「龍」または「半身は蛇の如く…

残りの半身は女の姿」の怪物と戦うが,これは,ハミルトンによれば「原罪」

を象徴する61)。赤十字の騎士が「迷妄」の龍を切り殺した時の情況62)は,

『ジュリアス・シーザー』におけるキャシャスの死因-

OhatefulError,Melancholy'schild,... (5.3.67-71)

を連想させる。『トロイラスとクレシダ』および『ハムレット』でも,悲劇の

原因が`error,にあるとされることと無縁ではない。クレシダは,ダイオミー

デイーズに心を移したことを「目の誤り」に帰している。

Theerrorofoureyedirectsourmind;
Whaterrorleadsmusterr-

(5.2.108-9)

一方,「古代のローマ人」をもって任ずるホレーシオは,悲劇の結末をつけて

理非曲直を正すことを提案する。

...lestmoremisehance

Onplotsanderrorshappen.

(5.2.373-74)

現実を直視する醒めたまなざしには,悲劇は「陰謀」と「誤り」に起因すると
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いうのであろう。

『神仙女王』仝六巻の出版(1596)以後,次々と書かれた最初の悲劇三篇は

いずれも字義通り「誤り」に起因する悲劇である。ともに異教世界を舞台とす

ることによるが,しかし,ハムレットはそれには首肯しなかったであろう。彼

にとって,それは人類の母の「誤り」即「堕落」である。彼もまた,赤十字の

騎士の血筋に当たるからである。

『ハムレット』は,まさしくシェイクスピア独自の創作である。強いて同一

構想の範例となったかもしれない作品を挙げれば,同じくシェイクスピアによ

る『夏の夜の夢』以外にはありえない。「ハムレット」と名付けられた作品が

上演されたことはあったかもしれない。しかし,『ハムレット』は,「原ハム

レット」とは次元を異にする作品である。シェイクスピアはその執筆に際して

恐らく参照する必要も感じなかったのではなかろうか。あるいは,いわゆる流

血の復恍劇を否定し,宗教的受難劇たらしめようとしたのではなかろうか。

【注】
1)州zrrativeandD粕maticSourcesqfShake坤eare,ed.GeoffreyBullough,8voIs.(London:
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ピアはサクソーの「アムレスの物語は知らなかった可能性が強い」という。減り
Ⅶ,7参照。

2)saxoGrammaticus,HistonaeDanicaeは,OliverEltonの英訳本(1894)により,プ
ロウ所収版(Saxo,Ⅶ,60-79)に従って出典を指示する。

3)Bullough,Ⅶ,5.
4)プロウは,ベルフォレ仏訳原本に代えて訳者不詳の英訳本を収録している。本稿で

も,特に断らない限りその英訳によることとし,プロウの収録版(Be11eforest,Ⅶ,
81-124)によって出典を指示する。

5)Hamlet,PrmceqfDenmark,ed.PhilipEdwards(TheNewCambridgeShakespeare,
1985),pp.2-3.Bullough,Ⅶ,15-16も併せ参照。

6)mtsMiserie(1596)の中の一人物について,`…ThomasLodgewroteofonewho
Walksforthemostpartinblackundercoverofgravity,arLdlooksaspaleasthe

VizardoftheghostwhocriedsomiserableattheTheatrelikeanoyster-Wife,Hamlet,
revenge!〝T(cit.mmlet,ed.Edwards,p.3)とあるのを参照。

7)作品構成上,『夏の夜の夢』(1596)と『ハムレット』には共通性があり,同じく一
五九六年に『神仙女王』(T短イ池川kOの脚吼1596)全六巻が上梓される。プロウは,
『ハムレット』の執筆を一五九八年から一六〇一年と考えるが,これらの作品の内
的関連については,以下,随時指摘する。

8)Bullough,Ⅶ,15-16.Hamlet,ed.HaroldJenkins(TheArdenShakespeare.1982),p,13
も併せ参照。

9)Hamlet.ed,Edwards,Pp.3T4.また,プロウは,同様の観点から『スペインの悲劇』
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との類似点または対応する事件および情況二〇項目を列挙している。Bullough,Ⅶ,
16-17参照。

10)プロウは『ハムレット』に関連するおびただしい資料を博捜し,前掲『資料集成』
第七巻に`sources,および`analogues'の主要なもの十五を収録している。しかしな
がら,その「序論」において,同書が公刊された1973年の時点において,『ハム
レット』研究の現状に次のように言及している。LToaeeountforallthismaterialirl

dramaticterms,tOeXplainhowitseemstooccurquitenaturally(despite

anachro空ms)andtofallintoasatisfyingpatternwiththemajorinterestisatask
whichcrltlCalenquiryhasnotyetfullyaehieved'(Bullough,Ⅶ,50).
本稿のテクストは,Hamlet,PrmcedDenmark,ed.PhilipEdwards(Cambridge

Univ.Press,1985)により,小田島雄志訳(白水社,1986)を参照した。また,ハ
ムレットの大小七独白は,主要なものについて,第一独自(1.2.129-59),第二独
白(2.2.50ト58),第三独白(3.1.56-88),第四独自(4.4.32-66)と略称した。ま
た,「尼寺の場」(3.1.90-155),「劇中劇」(3.2.82-245),「寝室の場」(3.4.ト218)
「墓場のシーン」(5.1.ト266)なども同様である。

11)E.K,Chambers,mlliamShake坤eare:AStudyqfFactsandProblems(0Ⅹford:

ClarendonPress,1930),I,270-71;I,397,423-24,443A44,ならびに,StanleyWells

andGaryTaylor.1職IliamShakespean:ATextualCompanion(0Xford:Clarendon

Press,1987),p.121,122,123の各項参照。

12)前記ウェルズのhliusCaesarの項には,`InrarevocabularyCaefarhasmostlinks
withHamletarldTroilus(thenexttwoTragedies);metrically,itlSClosesttoHenッ

V,arldmustbelaterthanHen73)IV;thecolloqulalism-inAVerSeteStplacesitbetween

HenryVandAs′謝LikeIt'(Wells,p.121),また,Ihmletの項には,IThemetrieal

testputsHamletearlierthanTYOllus...InrarevocabularyltSStrOngeStlinksarewith

TroilusOthello,andLear(thethreesubsequenttragedies),andtoalesserdegree

withHenryVandMacbeth;…'(Wells,P.122),Troilusの項では,`Inrarevocabulary

theplayislinkedmostcloselytoIhmlet,andtoalesserdegreeHenryVandMacbeth'

(Wells,p.123)とある。月α刑kfとル五舶CαgSαγ,および1短面厨とT和沌朋に多数の
関連する語句ならびに表現箇所を指摘できる。個々の例について別途に詳説する。

13)いずれも,国家的背景における復位を主題にする。九五のCαg∫αγについては断るま

でもないが,Th祓鵬では,神話伝承に発する復権の連鎖があり,それがトロイの落

城で結ばれる。すなわち,ヘレンの強奪に対する復位はクレシダの処置をめぐって

決着がつけられ,最後に,トロイラスがヘクターヘの「復健」を誓って結ばれる

(5.10.2「31)ことに注意。Hamletも,「キリスト教以前」(Belleforest,Ⅶ,85)の北

欧伝承の一環として読む限り,復錐が主題である。なお,Tm捕鵬を悲劇に分類する

ことについては,JohnBayley,ShakespeareandTragedy(London:Routledgeand

KegarlPaul,1981),pp.97-98参照。前記ウェルズ(注12)あるいはフィリップ・エ
ドワーズを含めて,悲劇に分類するのが一般である。

14)以下,サクソー『デンマーク史』第三巻は,オリヴ7・エルトン訳,プロウ第七巻

所収テクスト`HistoriaeDanicaebySaxoGrammaticus,tranSlatedbyOliverElton
(1894)'により,必要に応じてSaxo,Ⅶ,60-70と表記する。

15)`Aftermutuallypledgingtheirfaithstotheseterms,theybeganthebattle....Then,

nottofailofhiscompact,heburiedhimroyally...'(Saxo,Ⅶ,61)と,『ハムレット』
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の該当箇所でホレーシオが`Ourlastking子.,/Daredtothecombat;inwhichour
valiantHamlet一/…/DidslaythisFortinbras;Who,byasealed~COmpaCt,/Well

ratifiedbylawandheraldry,/Didforfeit(withhislife)allthosehislands/…tOthe

conqueror:...'(1.1.80-89)と説明する箇所が対応する。
16)saxo,Ⅶ,6ト62.
17)saxo,Ⅶ,62.

18)saxo,Ⅶ.62.エルトン訳では,`heehosetofeigndulness,andpretendanutterlack
ofwits'とあるが,ベルフォレの対応部分では`counterfeitthemadness...'と訳され
ている。シェイクスピアの`seems'論争(1.2.75ff.)はこの箇所と対応するが,その

過程で触媒的役割を果した作品があり,『ハムレット』解釈の第二の鍵となる。次
章で詳説する。

19)saxo,Ⅶ,63-65.なお,アムレスと`afairwomanrは,`bothofthemhadbeenunder

thesamefosteringlntheirehildhood;andthisearlyrear'inglnCOmmOnhadbrought

Amlethandthegirlintogreatintimacy'(Ⅶ,64)とあり,続くLaneavesdropper'と父
娘の関係を結ばせることも容易ではなかろうか。

20)saxo,Ⅶ,65.
21)助刑短,4.2.5-4.3.36.
22)saxo.Ⅶ,65-66.

23)アムレスは母を激しく非難してのち,復健の決意を述べ,最後にだまっているよう
に口止めして,`Ontherestseethoukeepsilence'(Ⅶ.66)と結ぶ。ハムレット最後
の言葉-`Therestissilence,(5.2.337)を連想することも可能であろう。

24)いわゆる「寝室の場」の原型である。ハムレットの母子関係に対する心理的解釈の

必要性は,ErnestJones.Hamletand/Oedipus(LoIidon:Gollanz,1949)以来,繰り返し
暗示され,『ハムレット』解釈の焦点となる。ただし,サクソーの原典処はそうし
た心理的解釈を示唆する余地にとほしく,ベルフォレの大巾な加筆増補と,シェイ
クスピアの心理的洞察による再構成をまたなければならなかった。次節で詳説する。

25)国書の書き替えは,多少の修正を加えられてほぼ原形通り『ハムレット』に受け継
がれている。Saxo,Ⅶ,66-67.

26)saxo,Ⅶ,67-69.ベルフォレでは,この挿話はさらに拡大数行されるが,『ハムレッ
ト』では,挿話自体が一切削除されている。この点に関しては,ベルフォレの該当
箇所で詳説する。

27)イギリスに同行した二人物が`Rosenerantz'ならびに`Guildenstern'と命名された由
来については,同名の人物がウィッテンベルク大学に在学していたことが確認され

ている。ただし,何らかの寓意が秘められているかもしれない。特にこの挿話に出
る`gold∵weregild'との語呂合わせを連想することも可能であろう。Saxo,Ⅶ.69参
照。

28)サクソーの第四巻(Saxo,Ⅶ,70-79)は,前半の演説部(Ⅶ,70,71-73)と,アムレス
の後半生を扱った後半部とから成る。『ハムレット』,特に第五幕に関連をもつのは,
前半の演説部である。

29)肋刑Jkf,3.4.53-65,96-101,etal;5.2.63-70.
30)`ButIdoprophesyth'electionlights/OnFortinbras;hehasmydyingvoice./Sote11

him,‥.つ5.2.334-37).

31)saxo.Ⅶ,73n参照。Saxoからの引用文は,ベルフォレでは`ehusemeyourking
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(Ⅶ,116)と訳され,『ハムレット』の「国王選出」(`election')の問題(5.2.65;334)と
なる。プロウの注参照。次節で詳説する。

32)saxo,Ⅶ,73-79.

33)Bullough,Ⅶ,9,
34)williamF.Hansen,SaxoGmmmaticusandtheLi存dHamleE:ATranslation,Hisfory

andCommentary(LirlCOln:Univ.ofNebraskaPress,1983),pp.2-4.
35)Bullough,Ⅶ,10,
36)Bullough,Ⅶ,11.「アムレス物語」を含むベルフォレ第五巻は,十版を重ねている

(1570,1572,1576,1582,1583,1601,etc.)が,一五八二年の第二版テクストは一五七
六年版に多くの変更が加えられている。この版が,訳者未詳の英訳m絶句融俳k〆
仇肌地目1608)の底本である。恐らくシェイクスピアの『ハムレット』(1600-1)が,
ベルフォレの英訳を促したとみるのが順当なところであろう。なお,一五七六年版
の方がよりシェイクスピアに近いとされている。

37)プロウは,『資料集成』第七巻にベルフォレの訳者未詳英訳本丁加地血液団日加融-
letを収録し,その主要`marginalnotes'ならびにベルフォレとの異同を注記してい
る。以下,特に断らない限り,ベルフォレのテキストはプロウ所収英訳本
(Belleforest,Ⅶ,81-124)による。

38)Belleforest,Ⅶ,84.
39)Belleforest,Ⅶ,85.
40)以下,各章とも章題はなく,英訳書のみ内容を簡単に説明した「頭書」(chapter

headings)が付されている。本稿ではさらにそれを要約して仮題の形で示した。ま
た,固有名詞の表記法は,サクソーと多少の相違がある。なお,第一章は,Belle-
forest,Ⅶ,85-89参照。

41)ベルフォレは,当時の倫理規範として「名誉」(`hon?r'・`fame')を掲げる0`Nowthe
greatesthonorthatmenofnoblebirthcouldatthattlmeWinandobtaine,WaSinex-

ercisingtheartofpiracieupontheseas,_'あるいは,Horvendileobtainedthehigh-

estplaeeinhistime,beeingthemostrenounedpiratethatinthosedaysseouredthe
seasandhavensofthenorthparts:WhosegreatfamesomoovedtheheartofCollere

.,(Belleforest,Ⅶ,86)と紹介されるのを参照。Q2でハムレットがイギリス護送の

途中,「義賊のような」海賊船に救われることとも平灰が合っている。

42)`ThisvaliantandhardykinghavingchallengedHorvendiletofightwithhimbodyto

body.thecombatewasbyhimaccepted,withconditions,thatheewhichshouldbe

vanquishedshouldlooseallthericheshehadinhisships.andthatthevanquisher
shouldcausethebodyofthevanquished".tObehonourablyburied,…T(Ⅶ,86)とあ

り,『ハムレット』の`seal▼dcompactT(1.1.86)と正確に一致する。

43)助刑Jer,1.1.61,80-95と逐語的に対応する箇所がある。別途に詳説する。

44)`Fengon,brothertothisprinceHorvendile,Who〔not〕onelyfrettinganddespighting

inhisheartatthegreathonorandreputationwonnebyhisbrotherinwarlike

affaires,butsolicitedandprovokedbyafoolishjealousietoseehimhonoredwith

TOyallaliance・…determined(whatsoeverhappened)tokillhim;Whichheeeffected

lnSuChsort,thatnomanoncesomuchassuspeetedhim,…'(Belleforest,Ⅶ,87and

n4).なお,他人の「名誉」に「悪意」を抱き,「嫉妬」に駆られるのはセイタンの
本質である。この心理過程は,イアーゴウとオセロウにも再現されることに注意。
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45)プロウは,この間のベルフォレの記述と仇刑勧1.5.59-75,42-46における亡霊の
説明との対応に注意を促している。`ButFengon,havingsecretlyassembledcertain
men,andperceivlnghimselfstrongenoughtoexecutehisinterprlSe,Horvendilehis

brotherbeingatabanquetwithhisfriends,SOdainelysetuponhim,Whereheslewe

himastraiterously,aSCunnlnglyhepurgedhimselfeofsodetestableamurthertohis

subjeets;forthatbeforehehadanyviolentorbloodyhandes.oroncecommittedpar-

ricideuponhisbrother,heehadincestuouslyabusedhiswife,Whosehonourhee

oughtaswelltohavesoughtandprocuredastraiterouslyhepursuedandeffected
hisdestruction,(Belleforest,Ⅶ,87,andn5and6).

46)Belleforest,Ⅶ,88.この間の事情に関するサクソーとの相違について,プロウの注
解に注意(Belleforest,Ⅶ,12)。

47)saxo,Ⅶ,62.
48)ふたつのことの前後がサクソーと逆になることについても,プロウの注解に注意

(Bullough,Ⅶ,12)。また,エドワーズも,ベルフォレについて,`…intheincidents
ofthestoryhefollowsthestarkversionofSaxocloselyexceptintwoimportantre-
SpeCtSrelatingtothequeen.SheandFeng,OrFengonashenowis,haveanadulterA
ousliaisonbeforethekingismurdered;Fengon`usedherashiseoneubine'(Hamlet,
ed.Edwards.p.2)と言及している。また,プロウは,前掲引用(4)について,Hamlet.
3.4.28-29への関連を往記している。ただし,プロウもエドワーズも,シェイクス
ピアへのそれ以上の関連を読むことには慎重である。

49)前掲引用(3)について,プロウは`Whatafallingoffwasthere'(1.5.47)を注記してい
る。このことは,シェイクスピアがゲルーサを象ってガートルードを性格化する過
程でイーヴとの閏に類比関係を見ていたことを意味する。『ハムレット』第一の筋
の主題に「楽園喪失」が選ばれた可能性を示唆する。

50)Belleforest,Ⅶ,89.プロウの前掲注解(Bullough,Ⅶ,12)にも,`Inevitablysome
Danesbelievethatshecausedthemurdersoastoenjoyheradultery'と付言されて
いる。

51)その原型は,『神仙女王』の第一巻第二篇で,デュエッサに欺かれて木に変身させ
られた女性`Fraelissa,(FQ,I,ii.37.8A9)。ハミルトンによれば,`frailnature'(Ital.

jhle);ineffeet,`WomanthynameisFrailty.'Sincesheisreducedtoherplightbe-
causesheisdoubtedbyherlover,thedescriptionextendsto4frailemenl(32.7)とあ
る。あるいはまた,第三独自と関連する箇所で,`fraile,feeble,fleshlywight'(I.ix.
53.1)と出る。『神仙女王』第一巻の基本概念のひとつである。別途に詳説する。差
し当たり,TheFaerieQveene,ed.A.C,Hamilton(London:Longman,1977),p.52n参
照。

52)肋彿柄,1.5.42-46;3.3.36-38.
53)肋刑Jkf,1.5.35-36,59-60.
54)月b彿如,1.5.34-88.
55)肋抑励,3.1.47-53.
56)`Lueianus'は,原出典の実名`LuigiGonzagaT(Bullough,Ⅶ,172-73)のアナグラムで

あるが,それ以上にLueipherへの連想も強い。なお,Gonzago公の耳に毒液を注ぎ
ながらとなえる呪文(3.2.231-36)はまさしく大悪魔の言葉であり,その中の
`Hecat'sban'とは,『マクベス』三幕五場に登場する「へカティ」と同様,地獄の魔
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女の主領である。

57)ガ彿融扉,5.1.42,85.

58)Belleforest,Ⅶ,89-93.第二幸は三つの話題から成り,頭書によれば,`howHamblet

eounterfeitedthemadman',`howhewastemptedbyawornan',および`howHamblet

wouldbynomeanesbeebroughttoconsentuntoher'である。

59)Belleforest,Ⅶ,89-90,90n.なお,ブルータス(L.JuniusBrtltuS)の故事について

は,`FromTheRomaneHistoriebyTitusLivius.translatedbyPhilemonHolland

(1600),Bullough,Ⅶ,80-81を参照。

60)saxo,Ⅶ,64.

61)Belleforest,Ⅶ,92n.プロウは,脚注でステイブラーに従って,`Amistranslation

basedonanawkwardcommainB・1582・・:LIn1572etc・thegirlaffirmedthathehad
nevertriedtoravishher.ItisleftuncertalnWhetherhehadinfactenjoyedher'と注
している。Bullough,Ⅶ,12-13も併せ参照。

62)助刑Jkr,1.2.74-86;1.5.46.

63)肋刑わJ,3.1.137-42;3.1.103-14.
64)TroilusandCressida,3.2.148-86.トロイラスが女性の`herconstancy'と`beauties

outward'を対照して,自分のクレシダに対する`myintegrityandtruth'を誓うのに

対して,クレシダは`myfalsehood'をもって応えることに注意。
65)オフィーリアおよびクレシダは,デュエッサと縁続きである。『神仙女王』第一巻

第二篇の題詩で,デュエッサの登場を`TheguilefullgreatEnchanterparts/The

RederosseKnightfromTruth:/Intowhosesteadfairefalsehoodsteps,/Andworkes
himwofullruth,と紹介している。第二の筋は,第二篇以下の挿話をなぞったもので
あることが予想される。次章以下で詳述する。

66)Hamlet,3.1.140-41,154;3.4.103ff.,eSp.105,139,140,etc,
67)Belleforest,Ⅶ,93101.
68)『ハムレット』では,逆に劇中劇がクローディアスの「良心」を揃える`Mouse-

trap'として仕掛けられる。
69)saxo,Ⅶ,65;Belleforest,Ⅶ,93.
70)ハムレットは劇中劇によってクローディアスの「良心」を捕えるために`Mouse-

trap,を仕掛けた(注68)のであるから,「目上の者と間違って」刺されたボローこ
アスは,Larat?'または`Arat,arat!'ということになる。Hamlet,3.2.216;
3.4.24,32;4.1.10参照。プロウによれば,この部分はベルフォレの仏訳には見えず,
英訳者が『ハムレット』によったことは確実である。BelleforesLⅦ,94n参照。

71)雲の形に似せて,ボローニアスを`camel...wease1...whale'と評したのは妙。さら
に深い寓意があり,別途に検討する予定である。なお,死後の在り処について

「狐」にされている。肋刑kf,3.2.339-44;4.2.27.
72)saxo,Ⅶ,65;Belleforest,Ⅶ,94,andn6参照。
73)Hamlet,4.3.16ff.,eSp.19-29,31-34.
74)オフィーリアの第一の小唄は,死者が土に帰り,自然の諸要素で飾られることを歌

い,第二の小唄では,女性の自然即深層心理にひそむ無意識の欲求を歌う。花言葉
の寓意も水死する死因も,すべて女性における自然の諸相として要約できる。地肌一

Iet,4.5.23ff.;48ff.;4.5.174-80;4.7.163-83,eSP.179A80.

75)助刑励,4.7.106-27.
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76)助刑ikf,5.2.10-11,192-96.
77)Belleforest,Ⅶ,95-98.プロウによれば,ベルフォレの頭書に`Amleth'sHarangueto

hismotherQueenGeruth'と訳されている(Ⅶ,95,n5)。なお,第一「熱弁」から,
プロウほ『ハムレット』「寝室の場」への出典箇所六のほか,他に二箇所,特に第
一独自へは三箇所を注記している。ただし,なお多くの脱落があり,第一独白およ
び「寝室の場」は,事実上この第一「熱弁」によると考えて差し支えない。なお,
`Alittlemorethankin,andlessthankindT(1.2.65)も,出典とみられる箇所(Ⅶ,
96)がある。稿を改めて詳説する。

78)saxo,Ⅶ,65-66;Belleforest,Ⅶ,94.
79)ただし,ハムレットが自分の罪として自覚し,`theirscourgeandminister'であるこ

とを知るのは,同じくベルフォレの別の箇所に出典がある。(Belleforest,Ⅶ,116,
andnl)

80)第一「熱弁」に対する母の弁解はⅦ,98-99,それに応えたハムレットの第二「熱
弁」はⅦ,99-101に出るが,前者には特にQlへの出典三,後者には,「寝室の場」
への出典がある。

81)第三独白に関しては,第二「熱弁」に構想の骨格を暗示されたとみられる部分(Ⅶ,
100-01)があり,その一部はステイブラーによって指摘されている。Belleforest,Ⅶ,
100,n3,n4参照。なお,第三独自の主題が「復健」にあると見る解釈に関しては,
肋mLet,ed.Jenkins(TheArdened.),p.485参照。ジェンキンズは極めて批判的であ
るが,それについては別途に詳説する。

82)肋仰短,1.2.140;Cf.3.4.53-67.
83)Belleforest,Ⅶ,97.
84)ガα刑励,3.4.114ff.

85)`Inrn,ymind,seye',1.2.185.

86)Belleforest,Ⅶ,103104.

87)肋mlet,3.4=.206-11;Belleforest,Ⅶ,96.なお,イギリス護送前後の経緯にも,『ハム
レット』に多くの関連する箇所が指摘されている。Belleforest,Ⅶ.101.02参照。ク
ローディアスがレアティーズにハムレットを処分しなかった理由を説明した箇所

(Hamlet,4.3.1-3;4.7.5r18;Cf.Belleforest,Ⅶ,101,n3,n4),あるいはまた,イギリ
ス王にひそかにハムレット殺害を実行させようとする計画(肋勒JgJ,4.3.54-64)な
ど,参照。

88)Belleforest,Ⅶ,102,n2,n3,n4;Ⅶ,108,nl参照。デンマークに帰国後,ハムレットが
ホレーシオに説明する国書の書き換えその他の事情(仇肌Jkf,5.2.12-53)は,ベル
フォレに従っている。

89)以下の括話は,Saxo,Ⅶ,67-69に紹介済みである。ただし,ベルフォレでは,Belle-
forest,Ⅶ,103-07に敷桁されている。

90)Belleforest,Ⅶ.85.本稿と直接の関係はないが,原話の舞台は北欧『エッダ』時代
の北方諸国であることに注意したい。ゲルマン古代の異神教社会は,南方諸国のカ
トリック世界からはそう見えたのであろう。加えて,北方諸国は,当時激動期を迎

えていたプロテスタント運動の母体であったことも,魔女裁判などが猫叛を極めた
こととともに連想される。『ハムレット』でも,原話が異教世界の物語であること
を考慮して,ウィッテンベルグが選ばれた印象が強い。ハムレット自身を含めて,
若者たちがその地の大学で教育を受けていることと符合する。
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91)サクソーでは,前掲引用のごとく,`ThenthekingadoredthewisdomofAmlethas

thoughitwereinspired,andgavehimhisdaughtertowife;aCCePtlnghisbareword

asthoughitwereawitnessfromtheskiesT(Ⅶ,69)とあるのみで,プロウによれば,
「英雄に具わった生来の自然な特性」(Bullough,Ⅶ,13)程度にとどまると注されて
いる。

92)ベルフォレの「千里眼的予言能力」論は二段階から成り,アリストテレスの天才即
「憂うつ」の理論と,プラトンの「詩人狂気」説との複合理論である。`Ittoucheth
notthematterhereintodiscoverthepartsofdevinationinman,andwhetherthis

prlnCe,byreasonofhisovergreatmelaneholy,hadreceivedthoseimpressions.de-

vinlngthat,Whichneveranybuthimselfehadbeforedeclared,likethephilosophers,

whodiscourslngOfdiversdeeppolntSOfphilosophie,attributetheforceofthosedi-

vinationstosuchasareSaturnistsbycomplection,WhooftentimesspeakeofthiIlgS

which,theirfuryceaslng,theythenalreadyeeanhardlyunderstandwhoaretheproL

nouncers;andforthatcausePlatosaith,manydevinersandmanypoets,afterthe

forceandvigouroftheirfierbeginnethtolessen,dohardlyunderstandwhatthey

havewritten,althoughintreatingofsuchthings,Whilethesplriteofdevinationeonu

tinuethuponthem,theydoeinsuchsortediseoursethereofthattheauthorsandin-

ventersoftheartsthemselvesbythemalledged,COmmendtheirdiseoursesandsubtill

disputations'(Belleforest,Ⅶ,104).
なお,ここにいう`devil'は,非キリスト教的霊的存在一般を含んで用いられてい

る。ハムレットが,`Bethouaspiritofhealthorgoblindamned,..:(1.4.40)とその
実体を問い質すゆえんである。なお,「憂うつ」と「詩的天才」に関しては,

BridgetG.Lyons,ThicesqfA4elanchoLy(London:RoutledgeandkeganPaul,1971),pp.

1-6,eSp.3-4参照。
93)前掲引用に続き,当時のいわゆる自然「哲学」的認識理論による根拠を説明しよう

としたと考えれば解りやすい。Belleforest,Ⅶ,104参照。
94)〃α肌kf,1.4.40-44;2.2.551-52.

95)A.P.Stabler,`Melaneholy,Ambition,andRevengeinBelleforest'sHamlet',PMLA,
LXXXI,1966,207p16,eSp.207-08,andn8,n9,nll.なお,原注8によれば,John.D.
Ratliffが,すでに「亡霊」の役割からベルフォレを『ハムレット』の`sourcebook'
であるとの結論を予示しており,ステイブラもそれに賛成している。

96)地肌Zkf,1.5.43-47.なお,その直前(1.5.39-41),亡霊がハムレットに`Theser-

pentthatdidstingthyfather'slife/Nowwearshiscrown'と暗示したのに答えて,
`Omyprophetiesoul!/Myuncle?')と応ずるのは,ハムレットにも始めから予感
があったことを示唆し,ベルフォレと微妙な反響がある。

97)亡霊に会ったあとでハムレットがホレーシオに語るLyourphilosophy'の解釈につい
ては,HamLet.ed.Edwards(TheNewCambridge),p.113n参照。ジュンキンズ
(Hamlet,ed.Jenkins,p.226m)は,`your'という言葉のアイロニックな意味を無視し
ており,そのために.philosophy'の語義に厳密さが欠けている。ベルフォレでは,
`philosopher'は,`areasonablesoul'に住みついている「下級の悪魔から`thesecrets
ofthingsnatural'を学ぶ」とあることとまさしく符合する。なお,Bellefor・eSt.Ⅶ,
104参照.

98)以下,Belleforest,Ⅶ,104参照。下記引用に続く。なお,「サウル」(イスラエル初代
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の王)に関する故事については,1〝加gS,28を参照。
99)「予言」の根拠として「福音」に言及する例は,全巻を結ぶ第八章結語部にも出る。

Belleforest,Ⅶ,105;Ⅶ,124参照。

1)イギリス渡航途中で海賊船によって帰国したハムレットは,ホレーシオに決意を述
べる(5.2.63-70)。この一節について,エドワーズは`thepivotoftheentireplay
と呼んでいるが,その象徴的役割は,「悪魔」的なクローディアスに対して神の
「摂理」を提唱することにある。以下,詳説する。なお,Hamlet,ed.Edwards,pp,
17-19,56-58参照。

2)Belleforest,Ⅶ,108-11.
3)Belleforest,Ⅶ,108n.

4)肋刑短,5.1.31,65.
5)仇刑上略3.3.37-38.
6)この情況について,`…OVergreatdrinking(avicecommonandfamiliaramongthe

Almaines,andothernationsinhabitingthenorthpartsoftheworld)'とあり,プロウ
によれば,英訳本にのみ欄外注に,`Drunkenesaviceovereommoninthenorth

partsoftheworld'とある。Belleforest,Ⅶ,109,andnl参照。
7)Hamlet,1.4.8-22.この一節はQ2にのみ挿入された22行(ef.Hamlet,ed.G.R.Hib-

bard(TheOxfordShakespeare),Pp.356-58)の一部で,Nashe,PiercePenilesse(1592)
の反響が随所に出る。「豚」への連想(`withswinishphrase')とともに,.Gluttony
との関連を読まなければならない。

8)肋肌J紘5.2.280.に挿入されたト書参照。
9)Belleforest,Ⅶ,109-10.

10)Belleforest,Ⅶ,110-11.
11)ホーヴェンダイルの殺害に対する`ajustjudgementfromabove,thathadthrowne

downetheprideofthetyrant'(Belleforest,Ⅶ,111)と考えれば因果応報の思想であ
るが,キリスト教の見地からは,最後の審判を連想させる。

12)肋彿励,5.2.341,346.
13)肋刑嫉5.2.192.

14)肋刑嫉4.7.106-25.
15)肋研励,5.2.363-64.
16)ホレーシオ自身,`IammoreanantiqueRomanthanaDane./fIere'syetsomeliquor

leftつ5.2.320-21)と,自害をほのめかしていることに注意。
17)ガα肋Iの,5.2.368-69.

18)Belleforest,Ⅶ,111-17,
19)Saxo,Ⅶ,71-73.

20)Belleforest,Ⅶ,114n.なお,ルilusCaesar,3.1.105-10参照。
21)Belleforest,Ⅶ,115.n3.なお,当時の国王選出の手順については,ibi.,Ⅶ.73n;

Hamlet,ed.Jenkins(TheArdenShakespeare),pp.433-34(LN,I.ii.1)参照。
22)Belleforest,Ⅶ,116n.Cf.肋mlet.3.4.175.
23)肋C毎晩4.3.60-100.なお,前記引用文中,「王」「王国」および「王位継承」が主

要モチーフであることに注意。
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24)エドワーズは,この一節をQ2およびFlの該当部と比較検討して`thepivotofthe

entireplay'と呼んでいるが,それは,ハムレットに起こる変化を主に宗教的次元で
読むべきことを示唆する。関連して,再度,`acriticaljunctureoftheplay'と名付
けているのも,宗教的観点への転換である。しかし,それが最初に示されるのは,
「寝室の場」で,クローディアスを刺殺したときの「神のふるう鞭であり,その代
理人」(3.4.175)であることの自覚に始まる。この一節もベルフォレの「演説」の
言葉の読み替えであるから,ここでは,ベルフォレの政治的関心に即して読みたい
それによって,王位継承という政治的課題が宗教的に弁証される過程が現われる。
エドワーズは,ベルフォレ第六章の「演説」との対応を無視している。肋間Jkr,

ed.Edwards(TheNewCambridge),pp.17-19,56-58参照。
25)前掲エドワーズ(坤.C存.,pp.56-58)は,クローディアス即「悪魔」の観点を欠いて

いる。従って,`thiscankerofournature'には,ハムレットがガートルードに.Here
isyourhusband;likeamildew'dear,/Blastinghiswholesomebrother'(3.4.64-65)
とメタフォリカルに示したように,宗教的「悪魔」像を重ね合わせて読まなければ
ならない。それゆえにこそ,たとい現在は「王」であっても,彼を生き延びさせる
ことは「地獄に堕ちる罪」を犯すことになるのである。

26)プロッサーは,フォーテインブラスの登場によってデンマークの王位が失われる結
末は不可解であると主張している。しかし,これは,原話にはないフォーテインブ
ラスの導入と王位委譲で結んだシェイクスピアの真意を見誤った解釈である。「復
雀誰」否定の復饉誰観が提示されたものと考えたい。それが,「国王選出」の意味であ
る。プロッサーはホレーシ才の最後の結語にも異を称えているが,これも「復鰊」
の真意を見失った結果である。EleanorProsser,Hamlefandlhenge(Califomia:
StanfordUniv.Press,1967),pp.239-40参照。

27)Hamlet,ed.Edwards(TheNewCambridgeShakespeare),p.2.
28)肋刑嫉1.2.185.
29)肋刑Jkf,1.2.84-85.

30)1槻IiamShakesPeare'sHamlet.ed.HaroldBloom(NewYork=ChelseaHouse,1986),pp.
3-9,

31)コールダウッドは,『ハムレット』の記号論的二項対立を`PresenceandAbsenee,あ
るいは同類のヴァリエイションとして構造化しているが,そこからは,『ハムレッ
ト』のアレゴリカルな対応関係は視野の中に入って来ない恨みがあろう。JamesL.
Calderwood,ToBeandNotToBe(NewYork:ColumbiaUniv.Press.1983)参照。

32)Hamlet,3.4.56;1.2.140.ベルフォレの原出典は,Belleforest,Ⅶ,96,nl参照。
33)ステイブラーの指摘は,語句の部分的な出典関係に重点を置いているが,むしろ第

三独自(3.1.56T88)全体の文脈への影響に注意しなければならない。Belleforest,Ⅶ,
100-01,n3,n4参照。

34)Belleforest,Ⅶ,100,n3参照。
35)第三独白の二者択一が復健決行の是非を問う意味に解しうることについては,肋刑-

let,ed.Jenkins(TheArdenShakespeare),p.485参照。
36)A.P.Stabler,`Melancholy,Ambition,andRevengeinBelleforest'smmletT.PMI.A,L

XXXI,1966,207-08.

37)第二独白から第三独白への文脈は,FQ,I,Vii.45,49からI.ix,46-49に続く文脈と大
筋で一致することに注意。別途に詳説する。
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38)月α刑柄,2.2.408-22,426-55.

39)肋彿姉2.2.458-76,477-78.
40)ジェンキンズは,マ一口ウからの直接の借用としては二,三のごく少数箇所に限ら

れることを指摘している(Hamlet.ed.Jenkins,p.103)。しかし,『ジュリアス・シー
ザー』および『トロイラスとクレシダ』に,同じ括話からの巧妙な引喩があり,シェ
イクスピアは,目的に合わせて書き直したのである。マ一口ウが客観的な描写に傾
いているのに対して,パトスの言葉に直結することに注意したい。

41)`Troian,thyruthfulltalehathmademesad:/Comeletusthinkeuponsomepleasing
sport,/Toridmefromthesemelanchollythoughts'(TheTragedieqfDido,II.i.
30ト3).

42)仇肋柄,2.2.50ト40,523.なお,第三独白への関連(3.1.83)に注意したい。
43)『詩学』藤沢令夫訳,『世界の名著8アリストテレス』(中央公論社,1979),二九三

頁。

44)ジェンキンズは,`thewide-SpreadRenaissaneetheoryofdramaasanimageofactual
life,と注し,ローマ喜劇批評の言葉を出典としているが,本来,アリストテレスの

模倣理論に直裁である。Hamlet.ed.Jenkins(TheArdenShakespeare),p.288
(3.2.21-22n)参照。

45)前掲邦訳書,二九三頁。
46)前掲注51,62-66参照。
47)rQ,I.ii12,18,34の各節,ならびにそれに付されたハミルトンの傍注参照。
48)FQ,I.ii.Proem,並びにI.ii.12参照。
49)LOfelia'という女性名も実在した。ただし,`Ofelia'即`Fidessa'の「娘」を意味する

アナグラムかもしれない。
50)ダ0,1.ii.16-19,20-22.

51)`TosinfullhouseofPride,Duessa/guidesthefaithfullknight,/Wherebrothersdeath
towreakSan幼y/dothchalengehimtofight(I.iv.Proem).FQ,I.iv-V参照。

52)肋刑短,3.1.48-50.

53)二暮一場で,レナルドーを探偵にしてレアティーズの私生活を探らせるのは∴息子
に対する「不信」を通り越している。

54)オフィーリアのバラッドには当時流行の出典が指摘されているが,デュエッサが恋
人の死体を何者かに持ち去られたので探している(I.ii.24)と騎士を欺く生い立ち
の物語など,奇妙な一致がある。FQ,I.ii.22ff.参照。

55)月α別田,4.7.185-91.

56)ハミルトンによれば,lwantoffaith,Orguiltofsin'は,FQ,I.vii.45からix.46に続
き,『神仙女王』第一巻の根本概念のひとつである。それぞれの箇所の傍注(砂Cif.,

pp.106n,128n)参照。
57)仇刑kf,4.6.11-23,eSp.17.
58)月α刑勧5.2.10.
59)肋刑lkr,1.2.84-86.
60)FO,I.i.3,5,13-14.訳文は,『妖精の女王』熊本大学スペンサー研究会訳(文理,
C昭和44年)による。

61)FQ,ed.Hamilton,P.34n.
62)FQ,I.i.24-25.特に,JC,5.2.69-71とFQ.I.i.25.7-9(cf.p,37n)の対応に注意。




