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"Oil and vinegar" について

The School for Scandal に見られるアイロニーと諷刺

丸橋良雄

I

18世紀には劇のプロローグは劇作家自身か,あるいは,全く別の人物によ

って書かれるのが普通であった。弱強五歩格の韻を跨んだ二行連句から成り立

っているTあeSchooljbrSαZndalのプロローグは,RichardBrinsleySheridan

ではなくて,DavidGarrickによって書かれたものである。劇のタイトルとこ

のプロローグの内容より,Sheridanの関心がscandalにあったことが明らか

になり,Garrickの言葉を借りれば,劇作家の目的は``hydraScandal"1)の正体

を見届ける為に洞穴に入り,その怪物と戦うことにある,と言う。換言すれば,

Sheridanの目的はSCandalの実体を暴露することによりそれを攻撃するとい

う,ある意味では道徳的なものである。これより先にすでに四つの作品2)が

Sheridanによって書かれているけれども,そのいずれをとってみてもscandal

という問題にはほとんど関心が示されず,ここにおいてそれが何の前触れもな

く真正面から唐突に取り上げられたのは不可解である。だが,伝記的な事実に

目を遣ると,そのあたりの事情が明らかになってくる。

1773年にSheridanはElizabethLinleyといううら若い歌手と結婚している

が,翌年には二人が唯一持ち合わせている現金であった妻の持参金も底を突

き,生計を立てて行く必要性からそれが契機となって劇作を始めたことは周知

の事実である。3)彼の処女作の7嵐e属坑脇缶という喜劇は1775年1月17日にCo-

ventGardenTheatreで上演されたが,彼の経験不足や役者の不出来が災いし
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て,完全な失敗に終った。早速Sheridanは脚本を書き直して配役も変えて,

10日後に再び上演した時には大成功であった。この時の苦い経験に加えて財

政的な事情もあり,興行的に大当りする可能性の高い劇を何とか書いて,ロン

ドンの芝居好きな人々を満足させたいという願望が,その後彼に強く生じたこ

とは言うまでもないであろう。1770年代初頭にはロンドソで新しいタイプの

ジャーナリズムが生まれて,SCandalを売り物にするMbrningn)S上や7bwn

α乃dC純血わ勇勿脚彿雛といった新聞雑誌が,1777年頃までには人々の間では

随分評判となっていたようである。4)1777年5月8日にDruryLaneTheatreで

77teSchooljbrScandalが初演された時には,SCandalはまだ栄えており人々に

話題を提供してくれる材料であった。18世紀の英国における流行社会の中心

地であり,上流階級の人々が集まって大いに栄えたBathでの見聞も手伝っ

て,そういう流れの中でSCandalという問題を彼が扱ったのは,興行的にはま

ことに時機に投じたことであった。しかしながら,彼の関心はそれだけではな

かったのである。

当時の劇壇はsentimentalismというものが一世を風靡しており,Sentimen-

talcomedyと呼ばれる劇が支配的であった。そういう演劇的な動向を肯定す

るにせよ,あるいは否定するにせよ,その時代に生きたSheridanにとっては

それと無線ではいられなかったはずである。Sentimentalcomedyというもの

を彼がどのように評価していたのか,それを知る上で手掛かりとなるのがそこ

でJulia役を演じたMrs.Bulkleyによって述べられた,771eRivalsの二番目の

プロローグである。

-LookonherwellRAoessheseemform'dtoteach?

Shou'dyoue*ecttohearthislady-preaCh?

Isgreyexperiencesuitedtoheryouth?

Dosolemnsentimentsbecomethatmouth?
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Bidherbegrave,thoselipsshouldrebelprove

Toeverythemethatslandersmirthorlove.

Yetthusadorn'dwitheverygracefulart

Tocharmthefancyandyetreachtheheartr

Mustwedisplaceher?Andinsteadadvance

TheGoddessofthewoefulcountenance-

ThesentimentalMuse!-Heremblemsview

Thepilgrim'sprogress,andasprigofrue!

Viewher-tOOChastetolooklikefleshandblood-

Primlyportray'donemblematicwood!

(Prolo釘1e.17-30)5)

41

喜劇でなければ悲劇でもない,道徳教訓臭の漂うこの得体の知れない``thesen-

timentalMuse"の実体を,このように諷刺的に描写したのはSheridan自身に

他ならず,これにより彼の批判的な姿勢は明らかである。同時代人としてsen-

timentalcomedyの流行に反対して,大いに論陣を張ったのは01iver

Goldsmithであるが,6)声高な彼と比べればanti-Senimentalismをアピールす

るSheridanの姿勢は控え目である。すでに述べたようにSheridanには経済的

な事情もあり,SCandalを作品の中で取り上げたのと同じような理由から,当

時の観客の好みに合うように,彼の喜劇にSentimentalityという味付けをした

のである。Sentimentalなプロットや登場人物を見慣れているロンドンの観客

に支持され,しかも興行的に成功する上で,これ程確かな材料は他には見当ら

なかったのである。だが,ここで留意すべき事は,だからと言って彼は決して

観客に完全に迎合したのではない,という点である。1771年にRichard

Cumberlandによって書かれた77LeVVulhdianという作品は純然たるSen-

timentalcomedyの典型であり,当時何度も上演されて大いに人気を博したと

いう記録が残っているが,7)これと7協β立如0gカγ馳乃血Jとを比較すると,劇

作家としての立場の違いが歴然である。Sentimentalityという万人の口に合う
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無難で月並な調味料を用いても,Sheridanの場合は塩梅加減が異なり,出来

上った料理は他とは一味違った辛口になっている。

77teSchooljbrSttmdalという劇の構造を考えると,theSurfaces,the

Teazles,theSlanderersという三つの異なったモチーフが存在し,それらが相

互に関わりを持って,プロットが複雑に展開しているのがわかる。本稿の目的

はSheridanが関心を抱いたscandalとsentimentalityという問題が,上にあ

げた三つのモチーフといかに有機的に関連づけられるかということを考察した

上で,劇作家としての彼の諷刺的な意図を探ることにある。

II

父親はすでに死亡しているが,Surface家にはJoseph(兄)とCharles(弟)

という二人の息子がいる。ここでは,彼らとsentimentalityとの関連性につい

てまず調べてみたい。Charlesの方は放蕩者でどうしようもない浪費家であ

り,友人もいなければ世間の評判も良くないという欠点があるけれども,一方

では慈悲深くてお人好しな側面があり,18世紀の価値観では大いに称賛され

たsentimentalなタイプの人間である。この事はCharlesの亡父のかつての忠

実な執事であり,今でもなお信頼できるし良識の持ち主でもあるRowleyによ

って指摘されている。

Andbelieveme,Sir,yOuwi11findintheyounger

brotheronewho,inthemidstoffollyanddissipation,has

Still,aSOurimmortalbardexpressesit,

atearforpityandahand

Openasdayformeltingcharity.(III.i.21-25)

Charlesに対する上の称賛の言葉には,もちろんこの文脈から判断する限りア
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イロニーは一切込められていないから,劇作家によって``pity''や"charity"の

価値が認められていると受け取ってよいだろう。ここで,先程言及した7協g

WbstIndianのヒーローであるBelcourとCharlesを比較すると,大いに共通

点があることが判明する。いずれの人物も基本的には善意の持ち主であり,欠

点もあれば愚かな行いもするけれども,それにもかかわらず,彼らは慈悲深い

人間である。極端なまでに寛大であり,困っている人を見ると憐んで見境なく

救いの手を差し伸べて,それにより満足感を得る。老世代の人間によって試さ

れるが,このような慈善的な性格の故に最後には幸福が保証される,というも

のである。ElizabethM.Yearlingによれば,Shaftesbury(1671-1713)は18世

紀にChamcieristicsという論文を書き,そこではsentimentalistの思想を具体

的に表現して"benevolence"や"pity''といった社会的な美徳を強調して,明

らかに理性を感情に従属させている,と言う。そういうsentimental

philosophyの影響を受けて,Sentimentaldramaに登場する多くの人物は

CharlesやBelcourと同じような行動パターソを示す,という趣旨の事を書い

ている。8)

しかしながら,Sentimentalityというものを単なる調味料として用いた喜劇

と,純然たるSentimentalcomedyとでは,当然相違点があるに違いないけれ

ども,それはヒーローが最後にどのように改心するかという点に顕著に認めら

れる。9)Charlesの場合には明確な意思表示はなく,腕曲的にわずか四行(Ⅴ.

lastscene.250M253)で片付けられているけれども,一方Belcourの場合には少

なくとも第四幕第十場,第五幕第四場,第五場と合計三場面にも亘って,彼の

悔恨の気持が周例に準備されて不自然に長引かされているのがわかる。おまけ

にこの長丁場では,今まで息子Belcourを試す為に伏せていたStockwellが始

めて父親の名乗りを上げ,その結果これまで自分が孤児だと思っていた

Belcourのセリフ(a)には,金言的でもったいぶった色合いが出ているし,再

会を喜んで二人が抱き合う場面は正しく観客の涙を誘ったであろう。また,最



44 "Oilandvinegar''について

後のBelcourのセリフ(b)には道徳的なトーンが引き続き感じられ,それによ

り最後を締め括って観客に余韻を残すように工夫されている。

(a)

Bel.HaveIafather?

Siock.Youhaveafather.DidnotItel1youIhadadiscovery

tomake?Composeyourself:yOuhaveafather,WhoobserveS,

Whoknows,Wholovesyou.

Bel.Keepmenolongerinsuspense;myheartissoftenedfor

theaffbctingdiscovery,andnaturefitsmetoreceivehisblessing.

S加点.Iamyourf誠her.

Bel.Myfather!DoIlive?

Stock.Iamyourfather.

Bel.Itistoomuch;myhappinesso'erpowersme;tOgaina

friendand五ndafatheristoomuch;Iblushtothinkhowlittle

Ideserveyou.(Theyembrace.

(Ⅴ.viii.p.405)10)

(b)

Bel.Ithankyou,andinmyturngloryinthefatherIhave

gained:SenSiblyimpressedwithgratitudeforsuchextraordinary

dispensations,Ibeseechyou,amiableLouisa,forthetimeto

COme,Wheneveryouperceivemedeviatingintoerrororo丘bnce,

bringonlytomindtheProvidenceofthisnight,andIwillturn

toreasonandobey.(Ⅴ.viii.p.406)

現代の観客の目から見れば,Belcourのこういうセリフはある種の新派悲劇の

場合と同様に我々を当惑させるものであるだろうし,ある意味では,やり過ぎ

る興醒めな演技と見なせるかもしれないが,少なくとも当時の観客の感性や価

値観では彼のセリフは人の心に強く訴えるものであり,傾聴に値するものであ

った,ということになる。Belcourに顕著に見られ,Charlesに欠けているも
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のは,上の引用からも明らかなように,お涙頂戴のセリフと,道徳教訓臭の漂

う金言的なセリフである。劇全体を通じて,それらの不必要な過度の使用によ

り,理性よりも感情の方に強く訴えて観客の憐れみを引く余り,本来の喜劇性

を著しく損なっているけれども,Sheridanの反発はそういうところにある。

以上の事から判断しても,Charlesは決して純然たるSentimentalheroとは呼

べない存在であるだろう。では,愛想が良くて世間の人々から評判も良く,そ

の上,SirPeterより"aManofSentiment"(I.ii.54)と評価されているJoseph

の方はどうであろうか。次に彼の性格に注目してみよう。

開幕冒頭のLadySneerwellとSnakeの対話は80数行に及ぶものであるが,

劇の二つのモチーフーtheSlanderersとtheSurfaces-が早くも導入されてい

る点で,注目すべき場面の一つである。ここではslandererとしてのLady

Sneerwellの嫌悪すべき姿と,彼女のグループの一人であるMrs.Clackitt(し

ゃべり立てるという意味のSpeakingname)のおしゃべりが,どれほど悪意に

満ちた有害なものであるか,その具体的な効き目が観客に伝えられている。二

人の会話の後半の所では,更にもう一つのモチーフについて言及されている。

世間では``aManofSentiment"で通用しているJosephが,実は``asentimen-

talknave'',11)即ち,言行不一致の偽善者であるというのである。``Oiland

vinegar"(Ⅴ.lastscene.210)にそれぞれ喩えられているJoseph(sentimentali-

ty)とLadySneerwell(scandal)というなかなかの役者が,共通の利害の為に手

を組む(I.i.80-84)という図式は,劇作家の意図との関連で捉えると非常に興

味深いものがあるが,これについては後に論じることにする。

心底そう思って実行する気はさらさらなく,口先だけで道徳的な含みのある

綺麗事を述べるJosephの偽善性は,彼女との会話に端的に表われている。

Joseph

True,madam,nOtWithstandinghisvices,OneCan'thelpfeeling
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forhim.PoorCharles!I'msureIwishitwereinmy

POWertObeofanyessentialservicetohim,forthemanwho

doesnotshareinthedistresSesofabrother,eVenthough

meritedbyhisownmisconduct,deserves-

LadySneerwell

Olud,yOuaregOingtobemoralandforgetthatyouare

amongfriends.

Joseph

Egad,that'strue.I'llkeepthatsentimenttillIseeSirPeter.

(I.i.108-115)

同じ穴の洛同志でそんな説教は御免だ,と彼女は言うのである。Josephはそ

の偽善性故に"aManofSentiment"とは全く正反対の人間であるから,彼の

発言はそれに対するアイPニックなコメントになっている。叔父のSirOliver

は15年ぶりに東インドからこっそりと帰国して,CharlesとJosephの心を試

す為に金貸しのMr.Premium,そして貧しい親戚のMr.Stanleyを装って二

人に会うが,それが有名なtheauctionscene(IV.i)とthescreenscene(IV.iii)

であり,Sentimentalityとの関連で捉えると興味深い事実がわかる。Surface

兄弟に対するSheridanの見方は,それぞれの場面において二人に投げかけら

れる笑いの性質が手掛りになるだろう。Charlesはこれまでの身持ちの悪さが

災いして,自分自身借金の返済に四苦八苦していながら,持ち前の慈悲心から

同じように負債に苦しんで投獄されているStanleyを救う為に,Surface家の

先祖の肖像画を売って金を工面するつもりである。相手の正体を全く知らない

で肖像画を次々と競りにかけていくCharlesと,傍白を九回も多用することに

よ、り自分の本音を伝えるSirOliverのやりとりには,喜劇に適用されたドラマ

チック・アイロニーが感じられるし,ここは非常にユーモラスな場面である。

慈善性の故にCharlesには救いがあり,ここに見られる観客の笑いは好意的な

ユーモアの笑いであり,決して嘲笑的な性質のものではあるまい。
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注目すべき事は,この場面にはトーンを変える「趣向」が見られ,それが笑

いの中にあってSentimentalismを適度にアピールする上で効果をあげている

点である。SirOliverは自分の肖像画を売り払うほど果してCharlesが薄情な

人間かどうかを最後に試してみる。ところが,いくら大金を積まれて、も,「こ

れまで随分と世話になった叔父さんだから決して彼の絵は手放さない」とい

う,泣かせるセリフを口にする。今まで,先祖の大切な肖像画を次々と競りに

かけたことに対しで憤慨していたSirOliverは,Charlesの心意気にほろりと

なり彼の傍白が示すように,いとも簡単にCharlesを許してしまう。Charles

の報恩の気持やSirOliverの寛大な許しは当時の観客の心に共感を与え,彼ら

の情に何か訴えるものがあったに違いない。Charlesのそのような心意気は,

競り落として得た代金の一部(100ポンド)をただちに困っているStanleyの

所に持って行かせようとする彼の慈善性により更に補強されて,Sentimen-

talismを一層アピールしているのである。Theauctionsceneは大向こうを唸

らせることを狙って,笑いの中にほろりとさせるセリフを一種のアクセントと

して盛り込み,コントラストの妙により十全たる喜劇的効果をあげている場面

である。笑いによりsentimentalityはあくまで抑制されているから,771e

Wおh肋彪間の場合とは異なり,度が過ぎた不合理なものには決してなってい

ない。このように,theauctionsceneはsentimentalityの価値の肯定的な側面

が,Charlesの言行により具現されているのである。

これに反して,thescreensceneはMoliとreが創造した似非宗教家である

Tartuffbの再来とも言えるJosephが,人前で仮面を剥がれるという極めて諷

刺的な場面であり,この劇の圧巻である。ここは大体次のような概要である。

Mariaはもとより,JosephはSirPeterの妻LadyTeazleをも"honourable

logiC''を巧みに用いて,自宅で誘惑しようとしている。ちょうどその時Sir

Peterがやって来て,彼女はあわててscreenの後ろに隠れる。そこに潜みな

がら,自分に対する夫の優しい気持を知る。そこへたまたま通りかかった
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Charlesがやって来て,SirPeterはclosetに隠れてSurface兄弟の話を聞くこ

とになる。その結果,噂に反してCharlesが妻の愛人ではないという事を知っ

て彼は安心するが,実は信用していたJosephこそ妻の相手だということが判

明して,Josephの化けの皮が段々と剥がれてくることになる。不利な状況に

立たされた彼はそれを打開する為に,SirPeterが隠れていることを弟に打ち

明け,Josephが中座している間,Charlesと姿を表わしたSirPeterは二人取

り残される。その間Charlesがscreenを引き倒して,LadyTeazleの存在が明

らかになり,Josephは言い逃れができなくなってしまう。

この場面におけるscreenはMarliesK.Danzigerも指摘しているように,単

なる小道具などではなくて,これまで継続状態にあった隠蔽や欺瞞を象徴する

イメージでもある。12)そのようなシンボリックな意味合いを持っている

SCreenが倒されたという事は,とりも直さずJosephの偽善性がここで暴露さ

れたということであり,彼に相応しい罰である。先に引用したtheauction

SCeneとは異なり,ここに見られるSheridanの筆致は極めて諷刺的なもので

ある。敬神家や宗教家を装うTartu蝕!がそうであったように,``aManof

Sentiment"を装うJosephに対して,観客から容赦なく浴びせかけられる笑い

は嘲笑的なものである。この場面では,Josephのこれまでの言動に顕現され

ているsentimentalityの否定的(偽善的)な側面が強調されている,と言える

だろう。このように,CharlesもJosephも"aManofSentiment"の,ある意

味では,両極端をなす人物であり,theauctionsceneとthescreensceneは

Sentimentalityの問題については,表裏一体の関係にあることがわかるのであ

る。更に,これに拍車をかけるかのように,次の第五幕第一場でもJosephは

引き続き諷刺の槍玉に挙げられている。

Josephの慈善の心を試す為に,哀れな親戚Stanleyを装ってSirOliverは彼

の家を訪ねる。"Charitybeginsathome''(Ⅴ.i.33-34)という彼の信条通り,

Stanleyの借金の申し出を殿憩に断わり,皮肉にも本人を目の前にして,金銭
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的な援助は叔父よりほとんどしてもらっていないと,二枚舌を使うJosephに

対する風当りは,偽善性が看破できる次の比喩的表現によって諷刺へと転化し

ている。

Joseph

Thisisonebade鮪ctofagoodcharacter;itinvitesapplication

fromtheunfortunate,andthereneedsnosmalldegree

Ofaddresstogainthereputationofbenevolencewithout

incurringtheexpense.Thesilveroreofpurecharityisan

expensivearticleinthecatalogueofaman'sgoodqualities;

WhereasthesentimentalFrenchplateIuseinsteadofit

makesjustasgoodashowandpaysnotax.(V.i.106-112)

"silverore"(銀の鉱石)と``plate"(鍍金)の違い-これがCharlesに象徴

される純粋な心からの慈善と,Josephに象徴される口先だけのまやかしの慈

善との違いであり,その性格上劇中で"oil''に喩えられているJosephに見ら

れる偽善的なsentimentalityを,Sheridanは諷刺の一つの対象として,以上

のように手厳しく攻撃しているのである。

JosephもLadyTeazleも共にLadySneerwellが主催するscandalcircleの

メソ/ミーであるが,13)theTeazlesというモチーフがsentimentalityといかに

関連づけられるか,次にそれを考察してみよう。

III

親子程年齢の違う男女が結婚するという図式-これはTeazle夫妻に当て

はまることである。年老いた独身男が若い無邪気な田舎娘を女房にして,華や

かなロこ/ドンに連れて行き,その結果彼女は虚飾やゴシップに満ちた上流社交

界に魅せられてしまう。これは例えば,T短滋短0カγ立α拗ね1より100年位前
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に上演されたWilliamWycherley作の7協eCount7yW的(1675)に登場する

Pinchwife(49歳)とその妻Margeryに見られる状況でもある。喜劇の倫理的

な世界では一般的に言って,自然に反した行いをする者や極端に走る傾向のあ

る者は,爪弾きされたり懲らしめられるのが常である。MayTDecembermar-

riageはある意味ではこれに該当し,そういう自然に反する結婚をした(ある

いは,しようとする)男性は,どうやらそれに値する罰を受ける運命にあるよ

うである。Pinchwife然りである。彼は実際Hornerにより妻を寝取られるが,

CuCkoldryほど夫にとって屈辱的な仕打ちはないであろう。だが,自業自得と

いうこともある。というのは,Pinchwife自身決して観客に共感を与えるよう

な人物ではないからである。彼こそかっては放蕩者で鳴らし,Hornerの言葉

を借りれば,"Whoremaster"(I.i.349)14)であったからだ。さんざん猟色に耽っ

て齢を重ねてから,田舎のおぼこ娘と結婚して,女性不信から妻を田舎の屋敷

に閉じ込めているのである。このようなPinchwifeの行為に対して,

Wycherleyは辛辣な諷刺の矢を放っている。

MoliとreのL笠coledesFbmmeに登場するArnolphe(42歳)も田舎育ちの若

くて無邪気なAgnとSとの結婚を望んでいる。しかしながら,若い青年Horace

が現われると,最初の一言を交わしただけでAgnとSは彼を恋するようになり,

CuCkoldryは免れるが,Arnolpheはその青年に彼女を取られてしまって結局

は結婚できなくなる。PinchwifeにしてもArnolpheにしても程度の差こそあ

れ,劇作家により諷刺の狙上に載せられている。15)彼らは女性不信から

cuckoldになることを恐れているだけで,相手の女性に対する心からの愛情と

いうものは何ら持ち合わせていないのである。

そこがSirPeter(56歳)と異なる点である。PinchwifeやArnoIpheの例か

ら見ても,彼はCuCkoldになるべく運命づけられているように最初は思われる

(I.ii.88-89)。ところが,田舎育ちの為にこれまで贅沢にはほとんど無縁であ

った妻が,今やロ二/ドン社交界の一員として堂々と振舞って,財産を湯水のよ
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うに使っていても,夫は何とか辛抱している。それというのも,妻を愛してい

るからだと言う(I.ii.16-17)。惚れた弱味とは言え,SirPeterの忍耐や愛する

妻の為に内証で財産譲渡の証書("thedraftsoftwodeeds")を作成した彼の寛

大さほ,人の好さや慈悲深い性質の表われであり,そういうsentimentalityを

持ち合わせている為に,彼は他の二人とは異なり辛辣な諷刺を免れているので

ある。

LadyTeazleには気取りや街い,それに浪費という欠点があるけれども,

Josephの家で誘惑されそうになった時には,毅然とした道徳的態度を取って

拒絶している。また,thescreensceneの最後の所では,これまでの自分の態

度を悔い改めて,これからは夫に対して感謝の気拝を持って接して行きたいと

いう,Sentimentalな気拝も披涯している(IV.iii.431-442)。これまですっかり

騙されてきた被害者であるTeazle夫妻は,往生際の悪いJosephが自己弁護の

為に口にする道徳的発言には一切耳を貸そうとほしないし,ここでは,本物の

Sentimentalityに目覚めたLadyTeazleによって偽善的なsentimentalityが完

全に否定されるのである。Anti-Sentimentalistとしての立場を取っているけれ

ども,SentimentalityというものをSheridanは絶対的に否定はしないのであ

る。良識や節度により抑制されている限りはその価値を認めているのであり,

これまで我々が見てきたように,適度のSentimentalityは彼自身劇中に取り入

れている。γ毎l桁融リ彿払間の場合のように,過度の使用により価値を低下さ

れたものは排除しようというのが彼の意向であり,偽善性という嘲笑すべき性

質の加わったものについては,更に諷刺の対象としているのである。続いて,

Teazle夫妻とscandalとの関連性について調べてみよう。

IV

名立たるSlanderersはLadySneerwellを筆頭にして,SirBenjamin
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Backbite,Crabtree,Mrs.Candourなどである。16)彼ら一同が集まってSCandal

に現を抜かす場面は,特に第一幕第一場と第二幕第二場である。ここで噂の種

になっている人物というのは,放蕩が崇って破産寸前のCharlesと夫婦仲がう

まく行っていないTeazle夫妻を除けば,他はすべてこの劇には直接登場しな

いし,SCandalgroupにしても劇の主要なアクションから分離できる存在であ

る。そういう意味では,SCandalのプロットはドラマツルギーの観点から見れ

ば,余り機能していないように一見思われる。Scandalgroupは,要するに,

``frame"に過ぎないという見方も生じてくる所以である。17)しかしながら,

SCandalほすでに考察したsentimentalityと並んで,Sheridanにとって大いに

関心のある重要な問題であり,それがいかに諷刺のもう一つの対象として取り

上げられているかを,これから例証してみたい。

LadySneerwellはその名前が暗示しているように,冷笑的態度や破壊的な

性質の持ち主であり,若い時にSCandalの犠牲になって傷つけられた為に,他

人も同じ目に合わせることに生き甲斐を感じるような人物である。その上,お

互いの利益の為にJosephと手を組んで,CharlesとMariaの結婚を阻止しよ

うと企てたり,根も薬もない噂を流す張本人("tale-maker")であったり,いろ

いろと紆知にたけた悪意の固まりのような女性である。Snakeの言葉を借りれ

ば,当て擦りの微妙さや冷笑の円熟味という点では他の追随を許さない,正に

筋金入りのslandererであると言えよう。SirBenjaminと叔父のCrabtreeは

他人であれ親友であれ,見境なく剥き出しの悪意でもって悪口を言う比較的単

純な小物である。Mrs.Candourは名前(公平無私,率直という意味であるが,

登場人物の中で彼女の名前だけがアイロニックにつけられている)とは裏腹

に,人の好さと慈悲深さを下品に装って悪口を言い,その的になっている人を

弁護していると見せかけて定すところがある。彼女自身sentimentalityとは無

縁の存在であり,たちの良くない偽善性の持ち主という点では,Josephの亜

流と呼べるだろう。
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Scandalの対象の多くは女性であり,彼女らの不倫や容姿などが次々と槍玉

に挙げられている。Slanderersとは対照的に,SCandalに対して否定的な立場

を取る人物は,SirPeter,Maria,Charlesなどであるが,彼らは皆善意の人間

でありsentimentalityを持ち合わせている。Scandalの邪悪で嫌のある性質

は,根も薬もない噂の為に破談や別居,それに離婚騒ぎにまで発展したカップ

ルがいるというSnakeの言葉(I.i.13-19)から看取できるだろうし,次のSir

Peterの辛辣な批評も注目すべきものである。

Yes,egad,theyaretenaciousofreputationwithavengeance;

fortheydon'tchooseanybodyshouldhaveacharacterbut

themselves.Suchacrew!Ah,manyaWretChhasridona

hurdlewhohasdonelessmischiefthantheseutterersof

forgedtables,COinersofscandal,andclippersofreputation.

(II.i.85-89)

捏造した嘘をscandalとして世間に広め,その人の評判を落とそうとする老こ

そ最悪の人間であると主張するのであり,これはSheridanの考え方と軌を一

にしている。機智的表現にしても,善意と結びついたものなら是認できるとい

うMariaやSirPeterとは異なり,"illnature"や``malice"がなければ効き目

がないとLadySneerwellは反駁し,両者の価値観は真っ向から対立している。

Thescreensceneの出来事が早速世間に知れて,第五幕第二場では,例の

SlanderersによってSirPeterのことであらぬ噂を立てられている。これ以外

にもscandalは劇を通じて途絶えることなく多かれ少なかれくり返しその実体

が描かれているから,``frame''であるという主張は退けられなければならない

し,持続した問題点として最後まで立派に機能しているように思われる。そう

して,Sheridanにより最終的に断罪されることになるのである。Scandalの常

として,上の場面では噂話が事実から掛け離れたものになっている。Lady
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Teazleの愛人がCharlesであると誤解したり,SirPeterが妻の愛人と決闘し

た結果剣やピストルで重傷を負ったとか,揚句の果てに,とばっちりを受けて

郵便配達人が怪我をしたとか,話がどんどんあらぬ方向に展開して行くことに

なる。身近な人間の事でさえこの有様である。確たる根拠のない噂話が,無責

任な人間の為にいかに歪曲されいい加減なものになっているかが,嘲笑的に措

かれている。劇中で``vinegar"に喩えられているLadySneerwellを筆頭とす

る,悪意のあるSlanderersに対するSheridanの諷刺は,激昂したSirPeterの

次の言葉に凝縮されていると言ってよいだろう。

Fiends!Vipers!Furies!Oh,thattheirownVenOmWOuld

Chokethem!(Ⅴ.ii.166-167)

Scandalに対する断罪ほ,その信奉者であったLadyTeazleの象徴的な訣別に

より最終的な局面を迎えることになる。即ち,LadySneerwellが"president"

を務める"scandalouscollege"から受け取った``diploma"を,この際返上して

SCandalとは縁を切る,というのである(Ⅴ.lastscene.192-196)。SirPeterも

これより先にRowleyの忠告を受けて,幸福なカップルであるというところを

見せつけて,彼らの悪意にしっぺい返しをして,SCandalなど無視しようとい

う意気込みを示している(V.ii.250-253)。悪意のあるSCandalはかくしてその

被害者となったTeazle夫妻により恒久的に排除されるのであり,これは

Sheridanの主張でもあるだろう。それ故に,SCandalはTeazle夫妻の問題と

何ら関係がないと述べるAndrewSchillerの説18)は,私には首肯し難いもので

ある。

この劇にはいわゆる勧善懲悪の思想が貫かれてはいるけれども,Lady

SneerwellとJosephにはsentimentalrepentanceが与えられていないから,二

人に関する限りは性善説は当てはまらず,従って型通りのSentimentalcoIn-
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edyの結末にはなっていない。それ故に,観客は二人に同化させられることな

く,客観的な批判が可能になっている。Mariaという恋人がいながら,

CharlesはLadySneerwellに懸想をした不誠実な人間であるということを捏ち

上げる為に,JosephとLadySneerwellはSnakeを使って画策したが,最後の

望みの綱とも言える彼らの紆計も,Snakeの土壇場での裏切りにより水泡に帰

してしまう。ここで面白いのは,Snakeが心底良心の珂責を感じた結果真実を

打ち明ける気になったのではなく,倍額の報酬がもらえるという不純な動機か

ら寝返ったのである。19)本質的には悪意の持ち主であり,今回ばかりは二人よ

りも役者が一枚上であったSnakeのうさん臭い善意(pseudo-Sentimentality)

により,彼らの悪意が功を奏さなかったのである。状況は異なるけれども,じ

ゃじゃ馬Katharinaを相手に奮闘するPetruchioのアイロニックなセリフを借

りれば,「毒を以って毒を制する」ところに,JosephとLadySneerwell(の価

値観)に対する強いアイロニーが感じられるのである。

Thisisawaytokillawifewithkindness;

AndthusI'llcurbhermadandheadstronghumOur.

(1協β7初前掛〆肋は肋紺,IV.i.198-199)20)

77ieSchooljbrScandalは以上見てきたように,悪意のあるscandalと偽善的な

Sentimentalityを,主として諷刺と上述のようなアイロニーという手段を用い

て攻撃した作品である,と言っても決して過言ではあるまい。劇作家のこのよ

うな意図との関連で,最後に駄目押しとも言うべき,``oilandvinegar''という

絶妙な比喩的表現を活かした,SirOliverの次のアイロニックなセリフォこ注目

してみよう。

Aye,andmarryher,Joseph,ifyoucan.Oilandvinegw,
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egad!You'11doverywelltogether.(italicsmine)

(Ⅴ.lastscene.210-211)

Scandalは悪意に基づくのが常であるだろうし,一方sentimentalityというの

は本来善意の心から生じるものである。``oil"と"vinegar''がその相容れない

性質上うまく混じり合わないように,JosephとLadySneerwellがたとえ結婚

しても,表面的には彼らの性格(一方は口先がうまいし,他方はひねくれてい

る)や価値観が対立するものであるから,うまくやって行けないだろう。にも

かかわらず,反対の事を主張するSirOliverの非論理性-これ自体単純なア

イロニーと見なすことも可能であるけれども-には,実は裏がある。

JosephのSentimentalityは周知のようにCharlesのそれとは異なりまがい物

であり,従って``oil''に喩えられているJosephの成分には偽善性という不純

物が色濃く混じっているから,``oil"と``vinegar"と言っても,穿った言い方

をすれば,一方は純度100%ではない以上結局は同じ穴の洛(悪意の持ち主)

同志,何とか混じり合う可能性もあるのではないか。こういうパラ泣↓嘉ふ

な解釈(アイロニーが優っている点で,私としてはこちらを支持したいが)も

成り立つ余地があるのではないだろうか。表面の(是認や称賛の)意味に隠れ

て,裏面でそれと反対の意味を伝えようとするのがアイロニーの常套であるけ

れども,Josephが"asentimentalknave"である為に,ここではアイロニーの

構造に曖昧さが生じているように思われる。これはある種のSentimentalityは

肯定するけれども,それ以外については好ましくない物として否定するという,

sentimentalityに対するSheridanのambivalentな姿勢の反映でもあるだろう。

開幕当初に導入されたscandalとsentimentalityという問題は,このように

諷刺とそれとは趣の異なる絶妙なアイロニーという手法を用いて,Sheridan

により一貫して攻撃の対象に晒されているのである。
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注

1)作品からの引用は次のテキストによる。F.W.Bateson,edリ771eSchooljbrScandal,

TheNewMermaidsEdition(London:ErnestBenn,1979).

2)彼の最初の喜劇であるme月わα血は1775年1月17日に,フアースであるSた

月かic桁か町も同年5月2日に,コミック・オペラである7協βか雛制相も同年11月21

日に,更にVanbrughの作品の改作であるA鋤toScwboYD埠妙は1777年2月24日

に,それぞれ上演されている。

3)Cf.LeonardJ.Le丘∵`SheridanandSentimentalism,"ResioYationandE妙teen-

th-CentuPy77teaierResearch,ⅩII,nO.1(Chicago:LoyolaUniversity,1973),pp.36,39.

4)1772年と1769年にそれぞれ創刊されている。Cf.R.CromptonRhodes,ed.,771e

PhysandR)emSqfRichaYdBrinslqSheridan,VOl.II(1928;rep.NewYork:Russe11,

1962),p.13.

5)行数指定は次のテキストによる。CecilPrice,ed.,771eD7umaticl坑)rks〆Richard

BrinsbSheridan,VOl.I(0Ⅹford:AttheClarendonPress,1973).

6)AntiLSentimentalistとしのGoldsmithの姿勢は,SheSto妙ioConquerのPrologue

(Garrickによって書かれたものではあるけれども)や,1773年1月に発刊された7伽

TnstminsterMZmzineに掲載された彼のエッセイ("AnEssayontheTheatreoraCom-

parisonbetweenLaughingandSentimentalComedy")の中に端的にうかがえる。Cf.

拙稿「ひねりの効用-『低く出て勝つ』とセンチメンタリズムとの関連性について

-」『日本演劇学会紀要』第28巻(日本演劇学会,1990)

7)SeeArthurSherbo,EnglishSbntimenialDYtlma(Michigan:MichiganStateUniversi-

tyPress,1957),pp.159-160.

8)Cf.ElizabethM.Yearling,"TheGood-NaturedHeroeSofCumberland,Goldsmith,

andSheridan"MbdemLanguLqReview,67(1972),490T492.

9)この点については,Yearling女史も同じような見解を示している。Cf.Yearling,ゆ

Ciま,499-500.

10)77teTnsthdianからの引用はEveryman'sLibrary(No.818)による。JohnHamp-

den,Selected,Eなhteenth-Centu2y鋤γS(London:J.M.Dent&Sons,1958).このテキス

トには行数指定がない為,引用箇所は頁数で示す。

11)Jeぬresの注によれば,``onewhouttersplatitudesoropinionswithmoralover-

tones,butmaynotliveuptothem"とある。BoJeffhres,1句rkJⅥ)ieson772eSchooljbr

Scandal(Beirut:YorkPress,1980).

12)Cf.MarliesK.Danziger,GohismithandSheridan(NewYork:FrederickUngar
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PublishingC0.,1978),p.117.

13)TheSurfacesというモチーフとscandalとの関連性については,Josephは

Slandererとしては見劣りはするが,そのグループに属し同じように悪意の持ち主で

ある。彼の本領はむしろ偽善的なsentimentalistとして発揮されるのであり,こちら

の方で諷刺の的になっている。一方,善意の持ち主であるCharlesの方は悪意のある

SCandalとは無縁の存在である。

14)行数指定は次のテキストによる。JolmDixonHunt,ed.,771eComt7yWUb,The

NewMermaidsEdition(London:ErnestBenn,1973).

15)JohnLoftisもSheridanの場合と比較して,同じような事を指摘している。Cf.

JohnLoftis,SheridanandtheDYamaqfGeo7gianEnghlnd(0Ⅹford:BasilBlackwe11,

1976),p.98.

16)LadyTeazleほSlanderersに属していながら,他とは一線を画しているところがあ

る。Scandalをロにするのは幾嫌がいいからであり,何ら悪意は抱いていないし,お

互い参加するスポーツのようなものとして捉えている,という点である(II.i.92-96)。

17)AndrewSchiller,"771eSchooljbrScandal:TheRestorationUnrestored,''月泌L4,71

(1956),699.

18)SeeSchiller,loc.cit.

19)Snakeのこのような日和見的な性格は,皮肉にもすでにJoseph自身により予想さ

れている(I.i.13ト133)。

20)作品からの引用はTheNewShakespeareEditionによる。




