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"Consent is law enough to set you free"

-ファーカーの『しゃれ男の策略』について(II)-

丸橋良雄

IV

アーチャーが王政復古期喜劇の価値観を代弁する主人公であることはすでに

指摘したが、その本領が発揮されるのが「寝室の場面」(Ⅴ.ii.)である。まん

まとベレアを出し抜いてサラン夫人の寝室に潜んでいたアーチャーは彼女を誘

惑しようとする。だが、夫人の操は堅く強引に思いを遂げようとした正にその

瞬間に、強盗一味が家に押し入ったことを召使のScrubが知らせにやって来

た為に、それは一時中断される。格闘の末強盗のギベットはアーチャーによっ

て取り押さえられ、地下室に拘束される。

場面が替わって、彼の仲間であるHounslowやBagshotがドリンダとバウ

ンティフル令夫人を捕らえた現場にアーチャーとエイムウェルが救出に行き、

一戦交えた後悪人はすべて後者により取り押さえられる。追い剥ぎ一味によっ

て代表される(相手に危害を加える恐れのある)社会悪はこれで一気に粉砕さ

れ、センチメンタリズムが充満しているバウンティフル令夫人の家が勝利を収

めることになる(勧善懲悪)。しかしながら、次のアーチャーの台詞が示すよ

うに彼はあくまで金銭というものに執着する。

Wasnotthisbloodshedinyour

defence,andmylifeexposedforyourprotection?Lookye,
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madam,I'mnoneofyourromanticfooIs,thatfightgiants

andmonstersfornothing;myValourisdownrightSwiss;

I'masoldieroffortune,andmustbepaid.(V.iii.67il)

サラン夫人の為に自分の命も顧みず勇敢に強盗一味と戦ったアーチャーである

が、放蕩者としての本質は最後まで変わることなく報いを求めようとする。

そんなアーチャーと対照的に変貌するのがエイムウェルである。愛するドリ

ンダの命を強盗一味より救ったエイムウェルは、初めて二人だけになった時に

彼女に求婚する。義理の姉に当たるサラン夫人の性急な結婚がもたらした不幸

な現実を目の辺りにしたドリンダは慎重な態度を取り、自分は欠点の多い至ら

ない人間だから、もっとよく観察してほしいと懇願する。謙虚で誠実な彼女の

態度に心を打たれたエイムウェルは、しゃれ男の「策略」が奏効しない内に、

兄の称号(`viscount,)を装って不純な目的で彼女に近づいたことを恥じ、悔

い改めてすべてを告白してしまう。それを聞いたドリンダまでが感動の余り、

"Matchlesshonesty!"と言い出す有様である。

AIMWELL

(Aside)Suchgoodnesswhocouldinjure!Ifindmyselfun-

equaltothetaskofvillain;Shehasgainedmysoul,and

madeithonestlikeherown.Icannot,CannOthurther.-

Doctor,retire.-(EritFOIGARD)Madam,beholdyourlover

andyourproselyte,andjudgeofmypassionbymyconver-

sion!～I'mallalie,nOrdareIgiveafictiontoyourarms;

I'mallcounterfeit,eXCeptmypaSSion.

DORINDA

Forbidit,Heaven!Acounterfeit!

AIMWELL
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Iamnolord,butapoor,needyman,COmewithamean,a

SCandalousdesigntopreyuponyourfortune;butthe

beautiesofyourmindandpersonhavesowonmefrom

myselfthat,likeatrustyservant,Iprefertheinterestofmy

miStresstomyown.

DORINDA

SureIhavehadthedreamofsomepoormariner,aSleepy

imageofawelcomeport,andwakeinvoIvedinstorms!-

Pray,Sir,Whoareyou?

AIMWELL

BrothertothemanwhosetitleIusurped,butstrangerto

hishonourorhisfortune.

DORINDA

Matchlesshonesty!-OnceIwasproud,Sir,Ofyour

Wealthandtitle,butnowamprouderthatyouwantit:nOW

Icanshowmylovewasjustlylevelled,andhadnoaimbut

love.-Doctor,COmein.(V.iv.18-39)

21

これだけを取り上げれば、センチメンタル・コメディーの一場面以外の何もの

でもないし、エイムウェルの改心は余りにも唐突で不自然であるにも拘らず、

恐らくは当時の観客より支持されただろう。その事は同じ頃に上演されたシバ

ーやステイールのセンチメンタル・コメディーですでに実証済である。

わずか40行ほど前の台詞でアーチャーが表明したアンチ・センチメンタル

な価値観とエイムウェルがここで表明している価値観とは、余りにも接近した

場面のことであるだけに、その異質性が観客に与えるインパクトは極めて強い

ものがあり、作者もそれを計算したように思われる。改心したエイムウェルの

報告を聞いてアーチャーは立腹し両者の間に一時険悪な雰囲気が漂うのだが、
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それはその後ドリンダとサラン夫人の兄であるフリーマンがディアス・エク

ス・マキナとしてもたらす、ある知らせが一種の「落ち」となって払拭される。

結局、アーチャーとエイムウェルによってそれぞれ代表される価値観は、こ

の劇ではいずれか一方を支持してもう一方を排除する、という性質のものでは

ない。何故なら、劇の結末部ではアーチャーは女性よりも10000ポンドの方に

強い執着があるし、エイムウェルは金銭よりも愛するドリンダを優先している

からだ。思うに、ファーカーは自分が描こうとしていた対象について、移行期

の劇作家として明確な結論を出せないままでいたのだ。言い換えれば、観客の

様々な好みを満たそうとした1、とも言えるのではあるまいか。その為に、誘

惑目的でサラン夫人の寝室にアーチャーを済ませたり、エイムウェルが改心す

る場面を並列させるようなことをしたのだ。とは言うものの、ファーカーが一

番関心を持っていて観客にアピールしたかったのは、やはりサラン夫妻の関係

ではなかっただろうか。このテーマについては、これから例証するように作者

自身明確な解答を与えているのだ。このような観点から、夫妻が「離婚」を決

意するに至ったプロセスを綿密に検証してみたい。

王政復古期喜劇には不似合いな夫婦が対立する姿がよく描かれているので、

そのテーマ自体決して目新しいものとは言えないだろう。ファーカーのオリジ

ナリティーとして注目すべき事は、そのような不似合いのカップルの《扱い

方茅である。

兄であるフリーマンが妹の不幸な結婚のことで相談に乗る為に、はるばるロ

ンドンからやって来る。彼は正体を牒して、宿屋で泥酔していた彼女の夫のサ

ランと会い、妹と別れる意志があるかどうか予め確認する。妻とはいつでも別

れる用意はあるが彼女の財産(持参金)は手放すつもりはない、というのがサ

ランの主張の骨子である。次に、バウンティフル家でのサラン夫妻の話し合い
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はフリーマンがきっかけを作り、アーチャーが主導するという形で進んで行く。

夫妻はエイムウェルとドリンダの場合のように、愛と誠実さと相互の信頼関係

に基づいて結ばれたのではなく、少なくとも夫人は彼女の父親によって(おそ

らく政略的に)結婚させられたようである。夫妻が結婚した目的は、サランは

「財産の相続人を作る為」(Ⅴ.iv.213)であり、一方夫人の場合は「女性の弱

きを支え、男性と同様に快楽を味わう為」(V.iv.2,8一郎だという、ある意

味では不純なものであった。こういう二人が結びついた結果性格の不一致が生

じて、それがお互いうまくやって行けない理由だと言う("Weareunited

contradictions,fireandwater"(II.i.139))。

観客を楽しませることがファーカーの喜劇観の中核にあり2、その為にも幸

福な結末は必要であった。王政復古期喜劇流の解決法ではアイロニックな結末

にならざるを得ないし、それはファーカーの喜劇観に抵触することになるだろ

う。そこで彼が導入した解決法は、「互いの合意による離婚」という方法であ

る。これは当時の現実の社会に対する娩曲的な諷刺になっているように、私に

は思われる。

ボニフェイスの宿でのフリーマンとの事前の話し合いでは、サランは当初治

安判事と言う立場もあり、いくら夫婦仲が悪くても別れることは法に反する行

為だから、不可能だという態度を取っていた。一方フリーマンは、妻をひどく

嫌っているのなら別れるべきであり、誰も法の為に法を守るのではなく、法が

作られた人にとってプラスになるように法を守るのだ(Ⅴ.i.33-34)、と反論

していた。フリーマンの主張にはサラン夫人の離婚観(III.iii.412-26)と共

通点があり、いずれもミルトンのパンフレット3を下敷にした自然法の立場か

らの発言である。フリーマンとアーチャーの働きかけもあり、最終的に夫妻は

離婚することに同意する。妹と別れるに当たっては彼女の持参金も返すのが筋

だとフリーマンは言うが、サランは頑なにそれを拒否する。しかしながら、ア

ーチャーがすべてを円く収める上で貢献する。追い剥ぎのギベヅトはサランの

書斎にも侵入して、そこにあった彼の重要書類("allthewritingsofyour



24 ファーカーのFしゃれ男の策略』

estates,allthearticlesofmarriagewithhislady,bills,bonds,1eases,

receiptstoaninfinitevalue")をすべて手に入れたが、それを取り返したア

ーチャーの要求にもしサランが従わなければ、それをフリーマンに手渡すと圧

力をかけるのだ。止むを得ずサランは譲歩して妻の持参金を返すのみならず、

妹のドリンダとエイムウェルの結婚式と合意による離婚が成立したことを祝い・

たければ、自分の家を自由に使ってよいと、何ら悪態を吐くことなく寛大にも

フリーマンに申し出る。図式的には治安判事のサランが代表する実定法がアー

チャーの機智に屈服し、機智がセンチメンタリズムと融合した形である。

幕切れ直前のアーチャーの台詞では、「合意によって別れる者」と「結びつ

いた者」がともに謳歌されている。特に最後の二行の台詞に認められるある意

味ではセンチメンタルなモットーにこそ、ファーカーの合理的な主張の要諦が

凝縮されているように思われる。「お互い合意すれば弁護料が省ける」という

表現がいみじくも暗示しているように、ファーカーの関心はやはり前者、即ち、

サラン夫妻の関係にあったのだ。

Bothhappylntheirseveralstateswefind,

Thosepartedbyconsent,andthoseconjoined.

Consent,ifmutual,SaVeSthelawyer'sfee.

Consentislawenoughtosetyoufree.(V.iv.283-T86)

ところで、これまで絶えず評家を悩ませて来た問題が一つある。アーチャーと

サラン夫人が結婚するのか否か、ということだ。一例を挙げると、BoJef-

faresはアーチャーが夫人をカントリL・ダンスに導くということは、サラン

夫妻の離婚後二人が結婚することを暗示しているのだ、と言う4。プロットの

展開から見れば、そう考えた方がむしろすっきりするかもしれないが、私には

首肯し難い。その理由として先ず、二人の結婚を明確に示す登場人物の言動が

一切見当たらない、ということだ。しかも、それを付け加えることなどファー
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カーにとって造作ないことである。二番目の理由として、当時国教会は結婚の

永続性ということにこだわりがあり、離婚は不可能で違法なものとされていた。

それに代わるものとして形式的な別居は合法であったが、手続きは非常に煩雑

でその上時間と費用がかかり、いずれか一方が不貞を働いた時だけ審議され5、

サラン夫妻のように性格の不一致が原因で別居に至るケースは皆無に等しかっ

た。その辺の事情はドリンダの台詞(III.iii.403-4)にも伺える。加えて、万

一別居が認められても、いずれか一方が再婚することは許されなかったのであ

る。

三番目の理由として、都会の生活に郷愁感を抱く機智に富んだ二人の男女の

結びつきは王政復古期喜劇への回帰を意味するが、それはファーカーの本意で

はないだろう。サラン夫妻の離婚は当時の社会的現実をある意味では無視した

超法規的な措置であり、ミルトン流の離婚観を敷宿した理想的な解決法である、

と言えるだろう。ファーカーがアーチャーとサラン夫人の結びつきを曖昧にし

たのは6故意にであり、それにより現実離れした結末だという批判を回避する

ことにあったのではあるまいか。作者の関心が「結びついた者」よりも「合意

によって別れる者」の方にあったことは、打ち消し難い事実である。最後にサ

ランが登場してから閉幕までの112行の台詞のやりとりの中で、エイムウェル

に与えられた台詞はわずか1行(Ⅴ.iv.197)であり、ドリンダに至ってはず

っと沈黙を余儀なくされている。その他のすべての台詞(サラン夫妻、フリー

マン、ベレア、アーチャー)がサラン夫妻の離婚の方向付けをし、そちらに収

赦しているのだ。

喜劇は愛する者同士が結婚することにより幕を閉じるというコンヴェンショ

ンの一翼をエイムウェルとドリンダが担うことになるが、サラン夫妻の離婚に

よりそのような喜劇のコンヴェンションは理性による批判(不幸な結婚を互い

の合意により解消する)に屈服したことになる。しかしながら、当事者が滞足

している("pleased")以上、ある意味ではそれも喜劇のハッピー・エンディ

ングの一つのヴァリエイションだと言えるだろう。
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VI

ファーカーがこの劇を書くに当たって自分が描こうとしていた対象に対する

明確な判断をしかねていたことは、再三指摘した通りである。では、何に一番

関心を持って筆を起こしたのか、言い換えれば、観客に特に何を伝えたかった

のかということについては、これまでのテキストの分析からその全容はほぼ明

らかである。彼は自分の劇の前後に挿入したいくつかの序文、プロローグ、エ

ピローグの中で独自の喜劇観を表明しているが、それを検証することは彼の関

心事を知る上で更に大きな手掛かりとなる。先ず、『しゃれ男の策略』のプロ

ローグを見てみよう。

Whenstrifedisturbs,OrSlothcorruptsanage,

Keensatireisthebusinessofthestage.

WhenthePlainDealerwrit,helashedthosecrimes

Whichtheninfestedmost-themodishtimes:

Butnow,Whenfactionsleeps,andslothisfled,

Andallouryouthinactivefieldsarebred;

WhenthroughGreatBritain'sfairextensiveround

Thetrumpsoffamethenotesofunionsound;

WhenAnna'ssceptrepointsthelawstheircourse,

Andherexamplegivesherpreceptsforce:

Therescarceisroomforsatire;allourlays

Mustbe,OrSOngSOftriumph,OrOfpraise.

But,aSingroundsbestcultivatedtares

Andpoppiesriseamongthegoldenears,

Ourproductsso,fitforthefieldorschool,
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Mustmixwithnature'sfavouriteplant-afool:

Aweedthathastotwentysummersran,

Shootsupinstalk,andvegetatestoman.

Simplingourauthorgoesfromfieldtofield

AndcullssuchfooIsasmaydiversionyield;

And,thankstonature,there'snowantofthose,

For,rainorshine,thethrivingcoxcombgrows.

Folliestonightweshowne'erlashedbefore,

Yetsuchasnatureshowsyoueveryhour;

Norcanthepicturesgiveajustoffence,

ForfooIsaremadeforjeststomenofsense.

(ProloguelT26)
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世の中が争いや不和で悩んでいたり、怠惰によって堕落している時こそ、舞台

では辛辣な諷刺が必要である。ウィッチャリーの7第g月b乃βeαわγ(1676)が

然りである。ところが、今やアン女王が王位に即いて国民に道徳的な見本を示

しているような時世であるから、ほとんど諷刺の筆を振う余地はない。しかし

ながら、耕作のよく行き届いた土地にも雑草が生い茂るように、「愚か者」も

姿を見せるものだ。観客に気晴らしを与えてくれる彼らの愚行を捜し求めると、

材料には事欠かない。分別ある人々に楽しみを与えるために愚か者が存在する

以上、そういうものを描写しても観客に不快感を与えることなど有り得ない、

といった内容のプロローグである。

上のプロローグの中で、ファーカーの喜劇観を知る上でキーワードとなるの

は、「諷刺」、「愚か者」、「気晴らし」、「愚行」、「物笑いの種」である。つまり、

喜劇は「愚か者」や「愚行」を描くことにより、決して「辛辣」ではなく観客

に不快感を与えない程度の「諷刺」を通じて教化するべきだ7、というのが彼

のプロローグの眼目である。
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一方、この劇のエピローグに目を向けると、非常に興味深い事実に気がつく。

もしこの芝居が気に入らないようなら、正に瀕死の状態にある作者を哀れんで、

自分が死ぬ前には非難しないではしいという同情を請う書き出しで始まり、観

客の拍手喝采こそ何にも増して有り難いのだ、という常套文句で結んでいる。

だが、普通と異なる点は、どうやらファーカーがこの劇の最後の場面にある種

の≪こだわり≫を持っていた為に、次のような二行をわざわざ付け加えたこと

である。

Forbear,yOufair,Onhislastscenetofrown,

Buthistrueexitwithaplauditcrown;(Epilogue5-6)

すでに指摘したように、サラン夫妻が合意の上離婚を決めることになる最後の

場面こそファーカーが最も関心を持ち、観客の心に強くアピールしたかったの

である。終わりよければすべてよしである。自分が強調したかった場面がもし

観客の支持を得られないようなら死んでも死にきれない、というのが死期の迫

った(事実、初演から15日目に死亡している)ファーカーの偽らざる気持で

あったに違いない。プロローグで表明した喜劇観とエピローグにおける観客へ

の請願を通じて、ファーカーが一体何を観客に伝えたかったのか、換言すれば、

この作品の意義はいかなる点に見出せるのか、という問いに対する解答は明ら

かになるだろう。結論に至る前に、その正当性を補強する意味で、ファーカー

のその他の作品も取り上げてみよう。

『貞節な夫婦』という喜劇の中でも、彼の喜劇観が表明されている。即ち、

ユーモラスな登場人物や状況に諷刺を加えることにより、観客を楽しませ教化

することが喜劇の使命である、という主張だ。この作品の中で諷刺の槍玉に挙

げられているのは、大学教育・軍人・フランス(人)・カトリック・当時の偽

善的な宗教改革者・貴族社会と宮廷生活などであり、ファーカーの喜劇では諷

刺というのは極めて重要なモチーフとなっている。
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彼は道徳的目的という観点から喜劇を定義しているが、これは表面的にはコ

リア一によって影響を受けた結果である。この事との関連で、次にF双子のラ

イバル』という作品につけられた序文に注目してみよう。放蕩を助長した不道

徳な王政復古期喜劇など抹殺しろ、というのがコリアーの主張の眼目であるが、

その彼が攻撃の為に用いた諷刺という手段をファーカーは逆手に取って演劇を

栄えさせようとしたのである。コリアーのおかげで「詩的正義」という理念に

従って劇作できたのだ、とも序文の中で書いている。結局、ファーカーはコリ

アーの批判に従ったのではなく、むしろそれに答える形でF双子のライバル』

を書いたようだ。

ファーカーは間接的にコリアーより学んで自分の目的を達成し、愚行を嘲る

("thebusinessofcomedyischieflytoridiculefolly"8)為に諷刺という手

段を用いたのである。喜劇は教化を目的とするという点ではファーカーはコリ

アーと同じ考えであるが、教化の中身と方法が全く異なったのである。少し長

くなるけれども、このようなファーカーの喜劇観が表明されている彼の序文を

参考までに一部ここで引用してみよう。

Thesuccessandcountenancethatdebaucheryhasmetwithinplays,

WaSthemostsevereandreasonablechargeagainsttheirauthorsinMr

Collier'sShortView:andindeedthisgentlemanhaddonethedrama

COnSiderableservice,hadhearraingnedthestageonlytopunishits

misdemeanours,andnottotakeawayitslife;butthereisanadvantage

tobemadesometimesoftheadviceofanenemy,andtheonlyway

todisappointhisdesigns,istoimproveuponhisinvective,andto

makethestageflourishbyvirtueofthatsatirebywhichhethought

tosuppressit.

IhavethereforeinthispieceendeavouredtoshowthatanEnglish

COmedymayanswerthestrictnessofpoeticaljustice;butindeed,the
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greatershareoftheEnglishaudience-Imeanthatpartwhichisno

furtherreadthaninplaysoftheirownlanguage-haveimbibedother

principles,andstandupasvigorouslyfortheoldpoeticlicence,aS

theydoforthelibertyofthesubject.Theytakeallinnovationsfor

grievances;and,letaprojectbeneversowelllaidfortheiradvantage,

yettheundertakerisverylikelytosufferby't.Aplaywithoutabeau,

Cully,CuCkold,OrCOquetteisaspooranentertainmenttosome

palates,aStheirSunday'sdinnerwouldbewithoutbeefandpudding.

AndthisItaketobeonereasonthatthegalleriesweresothinduring

therunofthisplay.Ithoughtindeedtohavesoothedthesplenetic

ZealoftheCity,bymakingagentlemanaknave,andpunishingtheir

greatgrievance-aWhoremaster;butacertainvirtuosoofthatfrater-

nityhastoldmesince,thatthecitizenswerenevermoredisappointed

inanyentertainment-`For',Saidhe,`howeverpiouswemayappear

tobeathome,yetWeneVergOtOthatendoftheTown,butwith

anintentiontobelewd.'(ThePrefacel-27)

VII

『しゃれ男の策略』におけるファーカーの関心は、絶えず不和の状態が続き

不幸な結婚生活を送ることを余儀なくされている夫婦のおぞましい現実の姿を

描くことにあった、と言っても過言ではないだろう。しかしながら、それは決

して目新しいオリジナルなテーマではなく、王政復古期喜劇にはすでにそのよ

うな夫婦の姿が多く見られるし、事実1690年頃より非常にポピュラーなテー

マとなった。そこでは結婚生活に不満を持つ者は、現実には離婚が不可能であ

る以上他に慰みを求める(姦通)というのが通常の解決法(『田舎女房』の場

合)であり、さもなければ結婚生活がもたらした惨めな状態に甘んじざるを得
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なかったのである(『やれるならやりたいj)。センチメンタル・コメディーの

場合には、時として夫婦のセンチメンタルな和解(Fのんきな夫j)という現実

には有り得ない結末を導いている。

王政復古期を代表する喜劇作家とファーカーとを区別する決定的な違いとい

うのは、後者が結婚に纏わるトラブルや葛藤というものを劇の中心に据えた、

ということである。その結果、王政復古期喜劇やセンチメンタル・コメディー

に登場するカップルの扱いとは異なる結末を与えたのである。当事者の合意に

基づく離婚こそ抜き差しならぬ関係にある夫婦にとって一番自然で意義のある

解決法だと、ファーカーは考えるのである。それは英国の既存の法(実定法)

よりも自然法が優先した、ある意味では理想的な解決法である。先の時代の喜

劇作家との決定的な違いは正にその点にあり、ファーカーはこの劇で離婚とい

う道徳的なテーマを導入して、真面目に議論した結論が最後の場面における観

客へのメッセージとなっているのだ。

エサリッジやウィッチャリーは機智に大いに関心を示し、その追求に何より

も専念した。機智に富んだ猟色家やgaycouple、それに当時の風習を描くこ

とが彼らの目的であった。彼らの喜劇の結末は通常結婚で終わるのだが、シニ

カルな視点も含み、不自然でアイロニックな結末を迎えることが多かった9。

ヴァンプラーの場合はすでに結婚している夫婦を取り上げている。そこでは不

幸な結婚生活が描かれ真面目に受け止められてはいるものの、緊張状態が続く

結婚生活に対する有効な解決法は何ら与えられてはいない。ファーカーのこの

劇では、そこから更に話を進めて、不幸な結婚を強いられているサラン夫妻に

劇的な葛藤を与え、自分が理想とする解決法をもたらしたのである。

追い剥ぎ一味の珍妙な活躍や、アーチャーとエイムウェルという二人のしゃ

れ男の「策略」など(最後に功を奏しない故に)ユーモアに満ちたものであり、

彼らの対決の場面など笑劇的ですらある。劇の結末を導く為に用いられたアー

チャーの機智も、ユーモアと共に観客に楽しみを与える大きな要素である。観

客にそのような楽しみを与えながら同時に諷刺を通じて彼らを教化することが
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芝居の使命であるべきだ、とファーカーは考えていたようだ。このような形で

与えられる諷刺というのは、最後の幸福な結末(エイムウェルとドリンダの結

婚は言うまでもなく、サラン夫妻の合意による離婚も含めて)を素直に受け入

れようとしている「分別ある観客」("menofsense")に不快感を与え、それ

を台無しにすることがない位微妙なものである。

ファーカーの諷刺の対象は当時の結婚制度にあったのではあるまいか。結婚

というものを支配する厳格で息詰まる法規や、結婚という破棄できない契約に

違反することは道徳に反する行為であるという考え方を椀曲的に批判すること

こそ、彼の諷刺の目的であったように思われる。その為にファーカーが援用し

た託宣こそミルトンのパンフレットであった。

注

1.世紀の代わり目の前後約30年間(1685-1714)は、センチメンタル・コメディーも

王政復古期喜劇もいずれも劣らぬ人気があったことを示す上演記録が残っている。

Cf.FrancesM.Kavenik,BritishDnma1660-1779(NewYork:TwaynePub-

lishers,1995),p.72.

2.ファーカーのいくつかの書劇の前後に付けられた序文やプロローグやエピローグの

中で、その事は表明されている。

3.ミルトンのパンフレットはファーカーのこの劇が上演される60年以上も前(1643)

に出版されており、当然ファーカーがそれを読んでいたことは明らかである。評家の

間でもこれについては意見が一致している。

ErnestSirluck(ed.),ComPletePγOSeWorks〆JohnMilton,VOl.lI(NewHeaven:

YaleUniversityPress,1959),pp.217-356.

4・Cf.BoJeffares,ibrkNoleson771eBeauxStrahqem(Beirut:YorkPress,1983),

p.37.

5.SeeAnneLawrence,t穐meninEngkmd1550-1760:ASocialHisto7y(London:

WejdenfeldandNicoIson,1994),p.51.

6.筆者と同じような解釈をしている評家もいる。SeeJudithMilhouseandRobert

D.Hume,ProducibleInおゆreiation(CarbondaleandEdwardsvi11e:SouthernIlli-

noisUniversityPress,1985),p.293.

7.クラッチやジェイムズもファーカーの喜劇観について同じような事を述べている。
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Cf.JosephWoodKrutCh,ComedyandConsciencediertheRestoration(New

York:ColumbiaUniversityPress,1949),P.238andEugeneNelsonJames,771e

Deuel坤mentq/Geo雛hrquhaγaSaComicDramatist(TheHague:Mouton,

1972),p,298.

8.WilliamMyers(ed一),Geoqehrquhaγ:771eRecniitingqがcerandOtherP毎搾

(Oxford:TheClarendonPress,1995)の中で取り上げられている771e77t,inRivaLs

の序文の中のファーカーの言葉(55-6行)である。

9.拙稿を参照。「『当世風の男』の結末に見られる曖昧さについて」『日本演劇学会紀

要j35(日本演劇学会、1997年)、65-78貢。




