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近代劇としてのエサリッジの

第二作の意義について

丸橋良雄

世界の奇書の一つに数えられているサミュエル・ビープス(1633-1703)の

日記は,単なる一個人の日記ではなくて,17世紀後半の英国を知る上で,文

化的にも政治的にも一級の資料である。ビープス自身が無季の芝居好きという

こともあり,彼の日記は当時の演劇状況(観客反応・俳優の演技力・演劇界を

支えた宮廷人との関わり等)を知る上で,極めて貴重な観劇記録でもある。例

えば,1661年1月3日の彼の日記には,「王立劇場へ『乞食のブッシュ』とい

う芝居を見に行き,そこで始めて女優が舞台に立つ1)のを見た。」,という興味

深い記述がある2)。

本稿でこれから検証しようとしているジョージ・エサリッジ(1635-1692)

の第二作である,『やれるならやりたい』(原題はSゐピ勒〟/dゲ5ゐeCo〟Jdで

ある)という喜劇が始めて上演されたのは1668年2月6日のことであり,ビ

ープス自身偶然初演を観たということを日記の中でしたためている。引用が少

し長くなるけれども,どういう雰囲気のもとで上演されたのか非常にリアルに

事細かに描写されているので,ここに引用してみよう。

Hegone,WeSatattheoffice

allthemorning,andatnoonhometodinner;andmywife

beinggonebefore,ItotheDukeofYork'splayhouse,Wherea
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newplayofEtherigescalledSheu)Ouldifshecould.And

thoughIwasthereby2a-Clock,therewaslOOOpeopleputback

thatcouldnothaveroominthepit;andIatlast,becausemy

wifewasthere,madeshifttogetintothe18dbox-andthere

SaW;butLord,howfullwasthehouseandhowsillytheplay,

therebeingnothingintheworldgoodinitandfewpeople

pleasedinit.TheKingwasthere;butIsatmightilybehind,

andcouldseebutlittleandhearnotall.Theplaybeingdone,

Iintothepittolookmywife;anditbeingdarkandraining,

Itolookmywifeout,butcouldnotfindher;andsostayed,

goingbetweenthetwodoorsandthroughthepitanhour

andhalfIthink,aftertheplaywasdone,thepeoplestaying

theretilltherainwasoverandtotalkonewithanother;and

amongtherest,herewastheDukeofBuckinghamtodayopenly

Satinthepit;andthereIfoundhimwithmyLordBuckhurst

andSidlyandEtherigethepoett-thelastofwhomIdidhear

mightilyfindfaultwiththeActors,thattheywereoutofhumour

andhadnottheirpartsperfect,andthatHarriSdiddonothing,

norcouldsomuchasslngaKetchinit,andsowasmightily

COnCerned:Whilealltherestdidthroughthewholepitblame

theplayasasilly,dullthing,thoughtherewassomethingvery

roguishandwitty;butthedesignoftheplay,andend,mighty

insipid3).

少なくとも初演の内容に関しては,ビープス自身はもとより,その他の大部分

の観客,更にはエサリッジ自身も不満であったことは明らかである。エサリッ

ジは特に俳優がユーモアを欠いていたことや演技力のなさ,それにサー・オリ

ヴァー・コックウッドの役を演じたハリスの出来が悪かったことを非難したよ
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うである。全体の印象として総じて退屈でつまらぬものであり,機智に富んで

ひょうきんな場面もいくつかあるけれども,筋書や目的は面白みのない無味乾

燥なものである,というようにピーブスやその他の観客の間では不評であった

ことが分る。

このピーブスのコメントを一体どれぐらい信用するかについては疑問の余地

はあるが,少なくとも初演に関しては失敗であったと言わざるをえない。彼の

記述内容をここでわざわざ取り上げたのは,それが王政復古期喜劇の本質を鋭

く看破していると思われるからだ。この時代の喜劇は概して退屈なものである

が,機智の喜劇と呼ぶことは可能であるだろう。その上,芝居の筋書は粗く,

結末も不自然で御座なりである。こういう指摘はすでに批評家の間で意見の一

致を見ている,と言ってよいだろう。つまり,ピーブスの批評はエサリッジの

この喜劇にだけ当てはまることではなくて,大なり小なり他の王政復古期の喜

劇についても同じ事が言えるのである。果してこの時代の喜劇は,ピーブスが

言うように単に退屈でつまらないだけの二流の作品であったのだろうか。

『やれるならやりたい』の上演史を調べてみると,初演のつまずきがどうや

ら災いして,エサリッジの生前は評判は良くなかったようである。初演も含め

て1668年から1680年までの13年間に,合計12回だけしか上演されていな

い4)。しかしながら,当時の才人たちにはこの作品は称賛され,エサリッジの

ライバルであった劇作家のトーマス・シャドウェルは,「劇場が再開した後に

書かれた喜劇の中で最高傑作」5)と絶賛している。エサリッジの友人であった

ロチェスター卿は,「シェイクスピアやベン・ジョンスンの模倣ではなく,全

くオリジナルな作品である。」6)と評しているし,18世紀の著名な批評家である

ジョン・デニスは「何人かの登場人物には真実味が感じられ,会話も生き生き

として洗練されていてオリジナリティーが感じられる。」7),と言った趣旨で好

意的に批評している。

18世紀に入ると前半は概ね好評であり,1705年から1736年までの間に合計

55回の上演記録が残っている。その後1750年に1回,1751年に1回それぞれ
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上演されただけで,センチメンタル・コメディーの台頭と演劇の不毛の時代を

迎えると,人々の記憶から忘れ去られてしまったのである。エサリッジの第三

作である『当世風の男』(1676)と比べると,第二作は見劣りがするし,批評

家からも余り対象として取り上げられてこなかったけれども,20世紀後半に

なると桐眼を持った一部の批評家の間では,王政復古期の喜劇の中で注目すべ

き最初の作品として捉えられている。ここで彼らの批評を詳細に紹介するだけ

のスペースはないけれども,多少ニュアンスの差こそあれ,彼らは皆異口同音

に『やれるならやりたい』は「完成度の高い最初の王政復古期の風俗喜劇であ

る。」8),と評価している。

ジェレミー・コリアやトーマス・マコーレーなどの酷評9)が災いした結果,

王政復古期喜劇などに現をぬかすのは如何物食いだということになり,長い間

エサリッジを始めとするこの時代の劇作家たちは,不遇の時代を共有しなけれ

ばならなかったのである。20世紀になって,さまざまな批評的アプローチが

なされてきたにも拘らず,エサリッジの作品は捕え処がなく,批評家の間で余

り意見の一致を見ていない,というのが実情のようである。

しかしながら,フランスに亡命中のチャールズ二世がオランダより海路イギ

リスに渡り,1660年に国王として即位し王政復古が成立した後に書かれた喜

劇として,これは比較的完成度の高いものであり,この後ウィッチャリーやコ

ングリーヴなどといった優れた劇作家を同時代人として持つことになる,王政

復古期喜劇の顕著な特質をすでに色濃く持ち合わせている作品であることは,

紛れもない事実である。筆者のアプローチの仕方は,一言で言えば,当時の歴

史的背景に照射したものである。王政復古期喜劇は不道徳な題材を扱っただけ

の退屈な作品であるという,不当な汚名をこれまでずっと着せられてきたけれ

ども,本稿はそれに対する一種のアンチ・テーゼとしての視点を提供しようと

する試みである。
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コートオールとギャティー,それにフリーマンとアリアーナは,恐らく,シ

ェイクスピアの『空騒ぎ』にそのルーツを持つと考えられる,「ゲイ・カップ

ル」に属するタイプの男女である。彼らは機智に富んだ陽気で快活なカップル

であり,互いに相手に魅力を感じているのだが,容易に相手に身を委ねること

はしない。男の方は例外なく放蕩者であり,結婚により不自由な生活を余儀な

くされることを恐れて,結婚を嫌っている。女も同じような理由から,当初は

結婚に懐疑的である。両者の反目は機智合戦や当意即妙のやり取りの中で表明

されるが,結局はそういうプロセスを通じてお互いの愛情を試すことになる。

線の細いフリーマンは別として,コートオールは王政復古期の喜劇にこれか

ら登場することになる,機智に富んだ魅力的な主人公の先駆けとも言える人物

である。これより八年後に書かれた『当世風の男』に登場する主人公のドリマ

ントには,すでにラヴィットという愛人がいて,彼女と手を切ることを望む一

方で,その友人のべリンダとも性的な関係を持とうとし,その上バリエツトと

言う美人の女相続人にも狙いをつけて,猟色性がますます度を増している。主

人公の猟色性はこの時代の喜劇では無視できないモチーフであり,「アンタ

イ・ヒロイック・プレイ」と呼ばれる所以である。

「ゲイ・カップル」が登場する喜劇では,男女は知的平等制に立脚した行動

をしている。女は男と対等の立場で機智合戦に興じ,親たちに無理強いされる

ことなく自分の自由意志で相手を選び,結婚を決めている。ここには男女の関

係に対する劇作家の,近代的と言って語弊があれが,理想的な視点が見られる

のである。ところが歴史的な現実はこれとは全く異なっていた。

17世紀後半から18世紀にかけて英国の特に上流階級の間では,政略結婚が

広く行なわれていたと言う。結婚は愛情の有無に依存するものではなく,明ら

かに財産を増やす為の手っ取り早い手段であった。子供を持つ父親が将来の結

婚の事を考える時,常に考慮の対象としたのは金銭的な利益ということであっ
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た。このように愛情を一切伴わない結婚の結果,当事者が不幸な一生や時とし

て姦通を招くことになったのは,容易に想像がつくだろう。

コートオールとギャティーの恋愛がいかに当時の現実と掛け離れて描写され

ているか,上述の事からも明らかである。ギャティーはコートオールが単に自

分の財産目当てに求婚したのではないかという疑いを持っているが,コートオ

ールは「自分は親の負債を全部支払おうと望んでいるfortunehunterではな

い。」と答えている。

GATTY.Thetruthis,SuChexperiencedgentlemenas

youare,Seldommortgageyourpersonswithoutitbe

toredeemyourestAtes.

COURTALL`Tisamercywehavescapedthemischief

SOlong,andareliketodopenanceonlyforourown

Sins;mOStfamiliesareaweddingbehindhandinthe

world,Whichmakessomanyyoungmenfooledinto

wives,tOpaytheirfathers'debts;(Ⅴ.i.487-94)10)

こういうある意味ではロマンチックな視点は当時の現実を否定するものである

けれども,それだけエサリッジの欺くあるべLという理想への願望の表われで

はないのか。そして,これは劇の結末の処理の仕方にも端的に表われているの

である。

コートオールは猟色家,即ち,ドン・フアンである。ヨーロッパ文学に見ら

れるドン・フアン神話の常として,彼は不特定多数の女と次々と性的な関係を

持ち,決して満足することはない。言わば性の虜であり,一見自由に見えて決

して自由の身の上ではない。常に循環する動きの中に取り入れられて,彼の行

動は収束することを知らない。性的不能や禁欲や死以外にこの循環性から解放

される方法がもしあるとすれば,それは結婚を通じてであろう。コートオール

は完全な結婚否定論者ではない。その事は消極的ではあるけれども,結婚とい

うものを肯定する彼の人生観の中に伺うことができるだろう。
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‥.allthehapplneSSa

gentlemancandesire,istoliveatliberty,tillhebe

forcedthatwaytopayhisown.(V.i.494-96)

劇中では描写されていないけれども,コートオールやフリーマンがこれまでい

ろいろな女と関係があったことは,彼らのやり取りから明らかである。(I.

i.5-31)コートオールが放蕩な人間であり,性的な満足を与えてくれる対象

として女を追いかけていることを,ギャティーは熟知しているのである。この

ような男性側の視点に立った論理が罷り通っていたのが,この時代の喜劇の世

界であり,そこには当時のチャールズ二世を始めとする宮廷人の姿が色濃く反

映していただろう。猟色家の男と恋に陥った女にとっての課題は,理想的な夫

にする為にどのように相手を飼い馴らせば(教育すれば)良いか,ということ

である。ギャティーにとって,二つの試練をコートオールに与えることにより

この間題は解決されるだろう。

一つ目は,もうあと一ケ月猶予期間を彼に与えて,慎重に考えた結果,それ

でも求婚するだけの誠意が果たして相手にあるかどうか確認することである。

実はこのテストは,シェイクスピアの『恋の骨折損』の結末の部分で,ナヴァ

ール王を始めとする三人の貴族が,本当に誠実な気持から自分たちに求婚した

のかどうかを確かめる為に,フランス王女と彼女に仕える貴婦人によって試さ

れたモチーフ(この場合は一年を猶予期間として,病院や淋しい庵室行きを義

務づけている)のヴァリエーションと言えるだろう。

もう一つの試練は,監禁や制限,不自由な生活が待ち受けている,田舎での

結婚生活に耐えられるか否かということである。コートオールの最終的な判断

はすべて観客に委ねられているが,恐らく彼はギャティーと田舎で結婚生活を

送ることになるだろう。ドリマントとバリエツトがそうするように。これまで

さんざん女道楽をしてきた猟色家に対する,これは一種の罰と見倣せるかもし

れない。しかしながら,当時の現実として重くのしかかっていた政略結婚に対

する一種のアンチ・テーゼである,というもっと肯定的な受け取め方はできな
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いだろうか。誰から強制されることもなく,これらの男女は自分の自由意志で

相手を選び,相互信頼に基づいて結婚しようとしているのである。これはエサ

リッジにとって,好ましい結婚観を表明するものではなかっただろうか。

ピーブスの詳細な日記に依れば,この作品が書かれた頃はロンドンの大疫や

大火が起った後政治が安定せず,国民の間には大きな社会不安が広まっていた

ようである。国王や宮廷人は放蕩・飲酒・悪徳にふけっていて,宮廷の維持に

は莫大な金を必要としたにも拘らず,チャールズ二世は慢性的な歳入欠陥に悩

んでいた。国王の怠慢により国威は失墜し,オランダ艦隊がテムズ河を北上し

軍港を攻撃するという事件も起ったという。ロンドンのあちこちで暴動が起り

国が滅びてしまうのではないかという不安が一般庶民の間に広まっていた時代

である。このように社会的にも経済的にも混沌としていた時代に,放蕩者が闊

歩する喜劇的無秩序の中で,結婚という社会的に好ましい制度を何とか維持し

ようとしたエサリッジの姿勢は,健全なものであったと言えるだろう。この姿

勢は王政復古期喜劇全般に対する不当な汚名を晴らす上で,見落してはならな

い点であるように思われる。

III

「ゲイ・カップル」が志向する結婚観が,当時の現実とは相容れないある意

味で理想化されたものであるのに反して,コックウッド夫妻には当時罷り通っ

ていた政略結婚がもたらした不幸な結婚のリアルな縮図が見られる。両者を区

別する行動原理がもしあるとすれば,若い男女の場合にはお互い自然に接して

いるけれども,中年の夫婦の場合には「気どり」や「見せかけ」といった演技

性を伴う行動が顕著に見られる,ということである。

サ・オリグァーは彼のセリフ(II.ii.151-2)が暗示しているように,実

質的には性的不能者であるにも拘らず,放蕩者を装って威勢のいい所をアピー

ルしている。
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SIROLIVER.NowamIasrampantasalion,Ned,and

couldloveasvlgOrOuSlyasaseamanthatisnewly

landedafteranEastIndiavoyage.(III.iii.277r79)

他方では,サー・ジョスリンに誘われて料理店に娼婦を呼んで遊ぼうとする時.

「妻が帰宅した時にもし自分がいなければどれほど心配するか。」(III.ii.

63-5)とか,「妻のことを思うと良心の呵責を感じる。」(III.iii.73-4)など

と言って,いかにも妻に誠実な優しい夫を演じていて,同時に二つの仮面を被

っているのである。

コックウッド夫人も夫に対しては言うまでもなく,心を許して打ち明けられ

る待女のセントリーに対してさえも貞節な妻を装っていながら,その裏には強

い不倫願望を潜ませているのである。エサリッジはコックウッド夫人を念頭に

おいて,この喜劇にいみじくも『やれるならやりたい』というタイトルを付け

たのである。コートオールともし可能なら関係を持ちたい,でも,自分は貞節

な女だから体面があるので,とてもそんな事はできないという意味に解せるが,

実はこれには裏がある。コートオールとの情事の妨げとなっているのは本人に

原因がある(夫人のそのような紛い物の貞操観念)のではなく,相手の男の方

に全くその気がない,という事が夫人には分っていないのであり,そういう意

味ではこれは皮肉なタイトルになっている。

劇のタイトルそれ自体になっているから,当然我々の関心はコックウッド夫

人に向くことになる。彼女は気性が激しく何よりもエネルギッシュな存在であ

る。情事の相手に他に女がいるのではないかと疑いを持つと,偽りの手紙を差

し出してそれを確認したり,自分を裏切った男には嫉妬心を燃え上らせて,嘘

をついて夫を唆し,何とか復讐しようとするような紆計にたけた人間である。

彼女はエリック・ロススタインが呼ぶところの,「好色な悪女」(`lustfulvil-

lainness')11)に属するタイプの女性の喜劇版,と言えるかもしれない。事実彼

女は特に劇の後半部(第三幕第三場の「ベア」の場面以降)に移って,いろい

ろと策謀に手を染めるにつれて,`theolddevil,,`MadamMachiavil,,`a
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veryfineolddevi1'などという悪のイメージで呼ばれる回数が多くなってい

る。

だが,劇全体の中で彼女がいつもこのように悪のイメージと結びつけて考え

られるような,好ましくない人物としてばかり描かれているわけではない。例

えば,コートオールは自分の友人であり,しかも夫人の夫であるサー・オリヴ

ア一にこんな事を言っている。

COURTALL.WellmayI,pOOrSinner,beexcused,Since

awomanofsuchrarebeauty,SuChincomparable

parts,andofsuchanunblemishedreputation,isnot

abletoreclaimyoufromthesewi1dcourses,Sir

Oliver.

SIROLIVER.Tosaythetruth,Sheisawifethatnoman

needbeashamedof,Ned.(I.i.110-16)

多少リップ・サービスがあるとしても,全く魅力に欠けるグロテスクな女性で

あるとは言い切れないだろう。彼女は実際不幸な結婚を強いられたのであり,

夫としての務めをサー・オリヴァーが果たさない為に,精神的にも肉体的にも

欲求不満に陥っているのである。

互いの愛情や信頼や尊敬の気持など一切考慮せず,単なる商業的な契約とし

て結婚が見倣されていたような時代における,暗くて不幸な夫婦関係の現実的

な側面が彼らの描写に表われているのである。田舎から久しぶりにロンドンに

やって来たサー・オリヴァーは開口一番,田舎の生活の退屈さと,それに続け

て不自由な結婚生活の不満とを延々とコートオールに述べている。

SIROLIVER.Iwouldwillinglygivetheeapairof

thebestcoach-horsesinmystable,SOthoucouldst

butpersuadehertolovemeless.

COURTALL・Hervirtueandmyfriendshipsufficiently

SeCureyOuagainstthat,SirOliver.
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SIROLIVER.Iknowthouwertnevermarried;buthas

itneverbeenthymisfortunetohaveamistresslove

theethusentirely?

COURTALL.Itneverhasbeenmygoodfortune,Sir

Oliver.Butwhydoyouaskthisquestion?

SIROLIVER.Becausethen,perChance,thoumight'st

havebeenalittlesensiblewhatadamnedtroubleitis.

COURTALL.Ashow,SirOliver?

SIROLIVERWhylooktheethus:foramancannotbe

altogetherungrateful,SOmetimesoneisobligedto

kiss,andfawn,andtoy,andliefoolinganhouror

two,Whenamanhadrather,ifitwerenotforthe

disgracesake,Standallthatwhileinthepillory

paultedwithrotteneggsandoranges.

COURTALLThisisaveryhardcaseindeed,SirOliver.

SIROLIVER.Andthentheinconvenienceofkeeping

regularhours;butaboveall,thatdamnedfiend

jealouslydoessopossessthesepassionatelovers,that

Iprotest,Ned,undertherosebeitspoken,ifI

Chancetobealittleprodigalinmyexpenseona

privatefriendorso,Iamcalledtosostrictan

accountatnight,thatforquietness'sakeIamoften

forcedtotakeadoseofcantharidestomakeupthe

Sum.

COURTALLIndeed,SirOliver,eVerythingconsidered,

youarenotsomuchtobeenviedasonemayrashly

imaglne.

63
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SIROLIVER.Well,apOXOfthistyingmanandwoman

together,forbetter,forworse!uponmyconscience

itwasbutatrickthattheclergymighthaveafeeling

inthecause.(I.i.120-55)

一方,コックウッド夫人の口から結婚生活の不満を直接訴えるセリフは見当ら

ないが,上のサー・オリヴァーのセリフと並行して,第二幕第一場の冒頭の部

分で,夫人は情事の相手のことを早速使いに送ったセントリーに尋ねて,間接

的に今の結婚生活に対する不満の気持を表明している。このように不幸な結婚

をした夫婦にとってそこから逃れる方法は,離婚が不可能であった以上,姦通

や私通の中に兄い出したのである。こういう男の立場はコートオールや,ウィ

ッチャリーの『田舎女房』(1675)に登場する,遊び人のドリラントの比喩的

なセリフの中に端的に表われている。

COURTALL.‥.forawife's

adish,Ofwhichifamanoncesurfeit,heshallhavea

betterstomachtoallotherseverafter.

(III.iii.296-98)

DORILANT

Amistressshouldbelikealittlecountryretreatnearthe

town-nOttOdwellinconstantly,butonlyforanightand

away,tOtaStethetownthebetterwhenamanreturns.

(I.i.201-3)12)

先の時代,とりわけシェイクスピアが措いたロマンチック・コメディーの世界

に見られなかったものは,女もまた男と同様に性欲を持ち情事を志向する生物

である,という認識である。王政復古期の喜劇作家たちは男女の着藤を対等の

立場で描いていて,そこにこそジョージ・メレディスが洗練された喜劇である

と評する所以がある。従って,このような浩抗する関係が崩れて,いずれか一
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方が他を圧倒したり屈服させてしまった時には,劇作家の筆致は諷刺的になる。

『田舎女房』のピンチワイフは若くてうぶなマージャリーを,自分の所有物扱

いして暴君になるが,結局は大切な妻を猟色家のホーナ一にまんまと寝取られ

て笑い者にされ,都会の女として教育されるという手痛いしっぺい返しを受け

ているのが,その良い例である。

「ゲイ・カップル」の場合にも見られる′現象であるが,現実には男中心の社

会でありながら,この喜劇では女の方がむしろ男に対して支配権を持とうとし

て対抗するという姿勢が見られ,そこではパワー・ポリティックスという比喩

が随所で用いられている。アリアーナとギャティーは自分たちを「絶対的な専

制君主」と見立て,コートオールとフリーマンは彼女たちに楯突く「無法な家

臣」というわけである。(I.ii.177-81)

同様の比喩はコックウッド夫妻にも当てはまるのである。ロンドンでさんざ

ん羽目を外して放蕩三昧にふけり,遊んで帰って妻に悪態をつこうものなら,

翌日は懐悔服というみっともない服を一日中着せられて,反省の為ずっと宿に

閉じこめられるという罰を夫は受けなければならないのである。「邪悪な政策

で妻は私の絶対的な権力を奪おうとしていて,彼女の心にはファラオが宿って

いる。」(II.ii,176-8),と夫は言う。彼は専制君主となって妻を何とか支配

しようとするが,妻の方でも同じ意志が働き,両者の間の戦いはピューリタン

革命後9年間続いた「内戦」(III.iii.283)に喩えられているのである。この

場合国王と対立する議会側にそれぞれ喩えられているのは,コックウッド夫人

とサー・オリヴァーということになる。シャーリーン・M・テイラーの穿った

見方でこれを補足すると,サー・オリヴァーはピューリタニズムを暗示する人

間であり,拡大解釈してピューリタンの偽善性を示している13),ということに

なる。歴史的な事実が明らかにしているように,議会派が屈した後1660年に

「プレダの宣言」や「大赦法」が発せられ,チャールズ二世が国王として即位

して王政復古が成立したのである。サー・ジョスリンはコックウッド夫人を国

王に見立てて,彼女の夫を悪所通いさせたけれども,自分を「大赦法」の適用
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から外して罪しないでほしいと冗談混じりで言っている。(Ⅴ.i.584-6)即

ち,比喩的にはここで最終的に支配権を得たのは夫人の方であるけれども,王

政復古後の政局が示しているように,国民の問には常に不安が付きまとい,安

定した絶対王政はその後30年と続かなかったのであり,その縮図とも言うべ

き家庭内でもこれと同じことが言えるだろう。

ところで,サー・オリグァーの最後の殊勝なセリフ(Ⅴ.i.669-671)は

文字通り受け取ってよいものだろうか。彼はロンドンに来たら懲りもせず,こ

れからも悪友と放蕩にふけるだろうし,夫人の方もその飽くなき性欲は依然と

満たされず,その捌口を別の男に求めるだろう。コートオールの次のセリフは

彼女のそのような本質を看破しているように思われる。四人の若い男女には多

少不安(Ⅴ.i.573-77)は残るもののまだ希望はあるが,この中年夫妻の行

く末には皮肉が感じられる。

COURTALL.`Tisaverypiousresolution,madam,and

thebettertoconfirmyouinit,prayentertairlanable

Chaplain.(Ⅴ.i.635A37)

コックウッド夫人とコートオールにまつわるプロットは,結果的に見れば,夫

人の情事が達成されなかった点で破綻していると言えるだろう。もし二人の間

で性的な関係が成立していたら,人妻と猟色家との情事をもっと露骨に描いた

『田舎女房』のような皮肉の強い喜劇になっていたかもしれない。だが,エサ

リッジはウィッチャリーほど皮肉屋ではなく,そういう事に余りこだわらなか

ったのではないだろうか。エサリッジは『やれるならやりたい』という作品を

通じて,先の時代には思いもつかなかったような新しい近代的な喜劇を書いた

のである。そこでは男女が対等の立場で戦いを繰り広げていて,互いに桔抗し

た力関係の上に男女の関係が成立しているような世界である。これはある意味

では当時の現実から掛け離れた理想的な側面である。それと同時に,血肉を持

った人間の獣的な側面-姦通や夫婦生活の暗くてネガティヴな部分を扱った

もの-も,一つのありのままの現実として赤裸々に描いているのである。
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いずれにしてもシェイクスピアの喜劇に見られるようなフェミニスト的な視

点に加えて,男女の戦いやその暗い側面にまでリアルにメスを入れて鋭く決り

出した点は,この時代の喜劇を評価する上で,決して見落としてはならないこ

とであるように思われる。
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