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機智とセンチメントの結婚

コングリーヴの『愛には愛を』の場合

丸橋良雄

ウイリアム・コングリーヴ(1670-1729)はジョージ・エサリッジ(1635?-

1691)やウイリアム・ウィッチヤリー(1641-1716)と並ぶ王政復古期の代表

的な喜劇作家である。この時代に書かれた喜劇作品を評価する上で留意すべき

ことは、価値基準というものが道徳的な善悪にあるのではなくて、機智の有無

が絶対的な世界がそこでは描かれている、ということだ。従って、彼らの作品

を評価する上で機智というのは決して無視できないし、それどころか大きな手

掛かりの一つである。1700年に上演されたコングリーヴの『世のならわし』は

王政復古期喜劇の代表作と目され、1コングリーヴこそ機智の精神をみごとに開

花させた劇作家である、というのが評家の一致した見方である。だが、この劇

の面白さはプロットの展開よりも機智のやりとりにあり、ミラベルとミラマン

トという二人の主人公はその為に自ら行動することはほとんどなく、これとい

ったアクションや劇的葛藤もなく、舞台の上では完全に失敗作であった。

確かに『世のならわし』に関する限り機智的表現の勝利に終っているが、だ

からと言ってコングリーヴをエサリッジやウィッチヤリーと同列の機智の絶対

的な信奉者であるとは見倣せないだろう。コングリーヴの四篇の喜劇の中で興

行的に最も成功を収めたのは第三作目に当たる『愛には愛を』(1695)であり、

少なくともこの作品に関する限りは、機智の扱い方や機智というものに対する
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作者の意識は他の二人の劇作家の場合とは決定的に異なっているのだ。

ジョージ・ファーカー(1677?-1707)は若死にしたがコングリーヴとほほ同

時代人であり、王政復古期喜劇の最後の幕引きをしたと言われている。『愛には

愛を』とファーカーの『しゃれ男の策略』(1707)との間には世紀の変わり目を

挟んで実に12年の隔たりがあるけれども、大詰の場面に注目すると興味深い類

似点が認められる。詳細は後に言及するが、いずれの芝居でもレイク(rake)

としての側面を持っていたヒーローの誠実さに心を打たれたヒロインが

"GenerousValentine!''、"Matchlesshonesty!"という台詞をそれぞれ発し、これ

を契機に理解を深めた二人の男女は結ばれることになる。多少ニュアンスの違

いはあるけれども、ヒロインをそれほどまで感動させるヒーローの言動がいか

なるものであったかを調べてみると、機智とは決して無縁ではなかったこれら

二つの作品における機智の扱い方や機智に対する作者の意識の違いが明らかに

なるだろう。

本稿の目的はファーカーの上の作品との比較を一つの手掛かりにして、『愛に

は愛を』の中で機智というものをコングリーヴがどのように処理したかという

ことを、時代背景も考慮に入れながら考察し、機智の喜劇の作家としての《実

像≫に迫りたい。

『しゃれ男の策略』にはアーチャーとェイムウェルという二人の主人公が登

場する。いずれもロンドン生まれの上流階級の紳士であるが、これまでの放蕩

が崇ってロンドンに居辛くなって田舎へ行き、あわよくば一山当てよう(資産

家の娘と結婚しよう)と思っている。だが、少くともエイムウェルにとっては

相手の女性の機智の有無は問題にならないようだ。二人は素姓を隠して身分の

良い金持ちの男とその召使いという風に偽装して女性に近づくつもりであるか

ら、彼らの策略はやはり王政復古期喜劇の枠組に沿ったものである。二人はリ
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ッチフィールドにあるポニフェイス(表と裏の顔を持つという意味)の宿に逗

留することになり、やがてエイムウェルは教会で見た金持ちの娘のドリンダと

恋に陥る。一方、アーチャーは町の治安判事であり飲んだくれの大地主でもあ

るサランの妻に関心を寄せている。二人は共にレイクであり快楽を求める

fortune-hunterとして登場するのだが、劇の結末部では女性を巡って彼らの価値

観が著しく対立する。

アーチャーは現実的で実用主義的な考え方の持ち主であり、その上、機智に

富んだ彼には冷笑的な側面もあり、宿の娘のチェリーとサラン夫人の二人に言

い寄る点など先の時代1)の喜劇に特有な存在である。一方、自分をロマンスの

主人公に見立ててロマンチックな白昼夢に耽るエイムウェルの姿は、金銭とい

う現実的な側面を強調するアーチャーとは対照的である。バウンティフル令夫

人の家に強盗一味が押し入った事件を契機にエイムウェルは著しく変貌する。

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にしたドリンダは慎重な態度を取り、自分の至らな

さを主張する。彼女のそのような謙虚な態度に心を打たれたエイムウェルはし

やれ男の「策略」が奏功しない内に悔い改めて、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告白してしまう。それを聞いたドリンダま

でが彼の正直さに感動して"Matchlesshonesty!"(V.iv.36)2)と言っている。

センチメンタルな改心をしたエイムウェルの報告を聞いたアーチャーは立腹

し、両者の間に一時険悪な雰囲気が漂うのだが、それはこの後ドリンダとサラ

ン夫人の兄であるフリーマンがもたらすある知らせにより払拭される。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(先の時代に特

有なものとセンチメンタルなもの)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。何故ならアーチャーは女性よ

りも10,000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

ドリンダのほう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
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していた対象(機智とセンチメントの関係)について明確な判断は下さずに曖

昧なままにしておいたようだ。3)エイムウェルは当初レイク・ヒーローに相応し

く偽装することによりドリンダに近づいたが、彼女の誠実さに心を打たれセン

チメンタルな改心をしてしまう。彼の行動は機智の精神を放棄するものである

が、元来彼もドリンダも機智の信奉者ではなく、二人の結びつきも機智ではな

くセンチメントが潤滑油としての働きをした結果である。

アーチャーは横智の精神を最後まで貫こうとした主人公であるが、先の時代

のレイク・ヒーローのように舞台の上で猟色に耽ることはなくサラン夫人との

関係も曖昧にされたままである。最終的にはエイムウェルと山分けすることに

なっていた10,000ポンドを独り占めして、猟色より金銭への執着の方が強くな

っている。

『しゃれ男の策略』の場合は機智を信奉するアーチャーと最後にはセンチメ

ントに屈服するエイムウェルという二人の主人公が対極に存在した。では、機

智に富んだ主人公が金銭よりも女性のほうを優先すればどういうことになるの

か。機智とセンチメントの関係という開運「一一ファーカーは避けて通ったけれ

ども、それに対して明確な判断を下すことは、ある意味では、価値観が移行す

る時代の要請でもあった-と真正面から取り組んだのが、コングリーヴの

『愛には愛を』の場合である。

この作品に関する代表的な批評の流れを調べてみると、オープリー・ウィリ

アムズは、神の摂理が働いていることを証明するもの4)と、トーマス・フジム

ラは最も重要な人物の機智により実体が与えられている5)と、そしてノーマ

ン・ホランドは「教育あるいはセラビイーというアイデアに基づいた作品」で

あり、「ヴァレンタインの教育の目的は彼をより高いリアリティーの世界、神の

摂理即ち神の下す正義に導くことである」6)と、それぞれ述べている。フジムラ
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は相変わらず機智の喜劇の枠組の中で作品を捉えているし、ウィリアムズもホ

ランドもヴァレンタインの恋人のアンジェリカを宗教的なイメージで捉えて理

想化し過ぎる余り、恋人のそれに優る彼女の機智によって結末が導かれるとい

う事実をどうやら見落としているようだ。比較的肯定できる解釈として、古い

要素と新しいセンチメントの混合物である7)という見方と、「センチメントの色

合いのするロマンス」8)という見方がある。しかしながら、いずれの解釈も私に

は不充分であるように思われる。というのも、前者の場合だとそれはこの作品

にだけ固有な解釈ではなくて、『しゃれ男の策略』も含めてステユーアート朝の

最後の時代(1685-1714)に書かれたその他のいくつかの劇にも適用できるか

らだ。後者にしても、作品の中で機智が果たす役割や作者がどのように機智を

捉えているかということを考察する視点が欠如しているように思われる。

私の関心は機智的表現の偉大な集大成とも言うべき『世のならわし』を書い

た劇作家が、それの対極にあるセンチメントに否応なしに関心を寄せたらどう

いうことになるのかという点にあり、もっぱらそれに焦点を合わせて主人公で

あるヴァレンタインとアンジェリカの関係をこれより考察してみたい。ヴァレ

ンタインは先の時代のレイク・ヒーローと同類の男である。友人のスキャンダ

ルが言うように(「君の最大の欠点は色恋と快楽の為に金を使い果たしたことだ」

(I.ii.147-8)9り浪費家であり放蕩者であり、もちろん才子でもある。これまで

の放蕩が崇って今では自宅に閉じこもり謹慎しているが、借金取りに責め立て

られる毎日である。ある日ヴァレンタインが産ませた子供を連れてマージャリ

ーという女性が金の無心の為に彼の家にやって来る。これは猟色家としての彼

の一面(名残り)を明らかにするエピソードであるが、少なくとも開幕してか

らはヴァレンタインはアンジェリカ一人だけに恋をしている。ホーナーやドリ

マントのように、人妻を誘惑したり寝取ったり同時に複数の女性と関係を持つ

ようなことは決してしない。彼らとヴァレンタインとを区別するものの一つは

猟色性の有無、言い換えれば、性的な欲求に動機づけられている割合がいかば

かりかという問題である。
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ヴァレンタインは劇中では唯一人の女性だけを追いかけているから、ホーナ

ーやドリマントのように策を弄して他人を出し抜いたり、ことさら演技したり、

状況を適確に判断することにより巧みに人を操る必要に著しく迫られることは

ない。フジムラに依ればヴァレンタインもアンジェリカもどちらも`Truewit'

だと言う。10)それについては何ら異論はないけれども、1670年代と1690年代とで

はやはり機智を有した主人公の言動に変化が認められるのだ。先に指摘したよ

うなヒーローの描写の仕方が大きな要因になっているが、一般的に言ってウィ

ッチヤリーやエサリッジと比べると、コングリーヴの機智はレトリックとして

は格調があり際立っていて、悪意や皮肉は余り感じられず、冷笑味が他の二人

の劇作家と比べてはるかに抑えられている分、劇の結末部に皮肉やある種の不

自然さが感じられる度合いが少なくなっているように思われる。

さて、彼の恋人のアンジェリカは迷信深いフォアサイトの姪に当たり才色兼

備で大きな財産を持っており、そういう意味ではレイク・ヒーローの恰好の標

的に成り得る。ところが、この時代のヒロインは結婚相手に必ずしも機智を求

めないのだ。才子もフールもどちらも望まないとアンジェリカはヴァレンタイ

ンの父であるサー・サンプソン・レジェンドとの対話で、次のような注目すべ

き発言をしている。

ANGELICA

ThereforeIaskyouradvice,SirSampson:Ihavefortune

enoughtomakeanymaneasythatIcanlike;iftherewere

SuChathingasayoung,agreeableman,Withareasonable

StOCkofgoodnatureandsense-forIwouldneitherhavean

absolutewlt,nOrafool.

SIRSAMPSON

Odd,yOuarehardtoplease,madam;tOfindayoungfellow

thatisneitherawitinhisowneye,nOrafo01intheeyeof
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theworld,isaveryhardtask.But,hithandtroth,yOuSpeak

Verydiscreetly,forIhatebothawitandafo01.

ANGELICA

Shethatmarriesafool,SirSampson,COmmitsthereputa-

tionofherhonestyorunderstandingtothecensureofthe

WOrld;andshethatmarriesaverywittymansubmitsbothto

theseverityandinsolentconductofherhusband.Ishould

likeamanofwitforalover,becauseIwouldhavesuchan

Oneinmypower;butIwouldnomorebehiswifethanhis

enemy;forhismaliceisnotamoreterribleconsequenceof

hisaversion,thanhisjealousyisofhislove.(V.ii.53-69)

67

彼女が夫に望むものは人の好きと良識だと言う。バリエツトがドリマントに惹

かれて結婚を決意したり、人妻のマージェリーがホーナーと関係を持つのは、

すべて彼らが本物の機智の持ち主であることが判明したからであり、人の好さ

とか誠実さなどというものが問題になることは全くなかった。つまり名誉革命

(1688)を挟んだこの20年位の間にヒロインの価値観に著しく変化が生じたの

だ。

ヴァレンタインは彼女との結婚を望み、これまで他の恋敵と張り合う為に随

分と金を使って来たのだが、彼女は未だに色好い返事をしていない。今や借金

で首が回らなくなった彼は長子としての相続権を弟のベンに譲って、負債から

一時解放してもらえるだけの一時金(4,000ポンド)を受け取るかどうかの選択

を父より迫られている。浪費することによりアンジェリカの心をとらえること

はできず、借金して経済的に困窮した有様を見せることによっても同情しても

らえず、彼女の遽巡は依然として続くことになる。そこで彼は万策尽きて一石

二鳥を狙って最後に一つの妙案を思いつく。伴狂ということだが、これは一つ

には父を欺き和解する為の時間をかせいで相続権を守る為であり、もう一つは
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そうすることによりアンジェリカの気を引き自分を愛させるように仕向けるか、

あるいは少なくとも自分に対する愛情を確認する為であった。策略を用いると

いうのは二昔前のレイク・ヒーローが用いた常套手段であるが、アンジェリカ

の方が役者が一枚上であり彼女の機智の方が優っていることがやがて判明する。

第四幕第三場でスキャンダルがジェレミー(ヴァレンタインの召使い)に向か

って目くぼせをし頬笑んだのを決して看過しなかった彼女は、今話題になって

いるヴァレンタインの狂気が実は彼の偽装であると見抜き、策には策で応じる

決意をする。

SCANDALG4side)

So,thisisprettyplain.-Benottoomuchconcerned,

madam;Ihopehisconditionisnotdesperate:anaCknow-

ledgementoflovefromyou,perhaps,mayWOrkacure,aSthe

fearofyouraversionoccasionedhisdistemperi

ANGELICA伍side)L

Sayyouso;nay,thenI'mconvinced:andifIdon'tplay

trickfortrick,mayInevertastethepleasureofrevenge.-

Acknowledgementoflove!Ifindyouhavemistakenmy

COmpaSSion,andthinkmeguiltyofaweaknessIama

StrangertO.ButIhavetoomuchsinceritytodeceiveyou,and

toomuchcharitytosufferhimtobedeludedwithvain

hopes.Goodnatureandhumanityobligemetobeconcerned

forhim;buttoloveisneitherinmypowernorinclination;

andifhecan'tbecuredwithoutIsuckthepoISOnfromhis

wounds,I'mafraidhewon'trecoverhissensestillIlose

mlne. (IV.iii.54,68)
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彼の策略に対するしっぺい返しが皮肉にも彼の誠実さを試すことになるのであ

る。劇の結末部になって漸くわかることであるが、彼をいつも愛していたにも

かかわらず彼女が色好い返事をしないでずっと遽巡していた理由は、彼の誠実

さが確信できない為に彼を試す必要があったからだ(V.last.504-6)。

ところで、アンジェリカの役を演じた女優は当時32歳であったアン・プレイ

スガードルである。当時を代表する女優で、コングリーヴの劇はすべてこのプ

レイスガードルをヒロインにして書かれている-『独身老人』(1693)のアラ

ミンタ、『二枚舌の男』(1693)のシンシア、『世のならわし』のミラマント。彼

女が初めて主役を演じたのはトーマス・ダーフイ作の『金の為の愛』(1691)の

中のマーティラの役であり、機智に富み憤しみ深く貞節な女性であった。その

後も彼女は機智に富んだ極めて魅力的なヒロインを演じたが、彼女が得意とし

て演じた典型的なヒロイン像というのは、恋人に追いかけられるが、ミラマン

トのように自分を愛してくれる男性の誠実さに確信が持てず、彼を試す必要に

迫られるというものである。そういうヒロインはしばしば裕福である為に

fortune-hunterの犠牲になることが多いから、特に慎重になり相手の男性に対し

て冷笑的になったり疑い深くなる傾向があった。これこそ正にアンジェリカが

置かれている状況であるし、相手の男性がどれ位ヒロインを探く愛しているの

かわからないという点ではシンシアにも当てはまる状況である。ダーフイ作の

『リッチモンドの女相続人』(1693)ではプレイスガードルが演じるフアルヴイ

アは恋人のフレデリックが財産にのみ関心を持っていることを知ってつらい思

いをして、男というものはすべて女を騙す人種だと信じて結婚をひどく軽蔑す

るようになっている。トーマス・サザーン作の『妻の言い訳』(1691)という作

品では、やはりプレイスガードルが演じたサイトリイーは求婚者が自分に相応

しくないという理由で彼との結婚を拒否している。エリザベス・ハウに依れば、

『愛には愛を』において初めて、プレイスガードルが演じたヒロイン(女相続人

の役)が自分に相応しい恋人を漸く手に入れるようになる、ということである。川

王政復古した1660年の12月に初めてプロの女優が舞台に立って以来およそ40年



70 『愛には愛を』の場合

の間、自分の気に入った女優の為に当時の劇作家は芝居を書いたのであり、当

然その作品はそこで主役を演じる女優によって絶えず影響を及ぼされたことは

疑う余地がないだろうし、コングリーヴの『愛には愛を』の場合も決して例外

ではないだろう。まず芝居があってキャスティングが決まるのではなく、プレ

イスガードルの為に芝居が書かれたのであり、ヴァレンタインとアンジェリカ

の関係を考察する上でこのようなスターシステムという視点は決して無視すべ

きではない。

ヴァレンタインの伴狂は相続権を弟に譲ることから法律的には免れることが

可能になったけれども、アンジェリカは金銭に執着する彼を見て「欲得ずくの

目的や浅ましい私利」(IV.xix.627)の為に自分に求愛したのではないかと、ま

すます不信感を募らせるようになり、彼女の心をとらえる上で彼の策略は単な

る徒労に終る。一方、アンジェリカは策には策で対抗しようと機会を狙ってい

たが、思わぬ形で実現できることになり、結果的にはそれによってヴァレンタ

インが試されることになる。

ベンもヴァレンタインもどちらも結婚しないことに業を煮やした父親は、ヴ

ァレンタインの代わりに自ら彼女に求愛して本気で結婚しようとする。サー・

サンプソンを利用してアンジェリカはもし二人が結婚することになれば、ヴァ

レンタインは自分を失うかもしれないという不安から狂人の仮面を取り外すこ

とになり、そうすれば彼を懲らしめられる(復讐できる)と思って彼の父を欺

き、弁護士に相談すると言って結婚については前向きに考える振りをするが、

無論彼女にはそんな気は毛頭ない。サー・サンプソンとヴァレンタインとアン

ジェリカの間の三角関係は最後の場面(Ⅴ.last)で喜劇的な解決を与えられるが、

その前に論点を整理しておきたい。

猟色性ということを抜きにすれば、先の時代の喜劇に特有なレイク・ヒーロ

ーとしてヴァレンタインは登場した。劇中では唯一人の女性だけを追いかけ、

機智的行動の一つである偽装という策略(伴狂)を最後の手段として用いるけ

れども功を奏さない。一方、アンジェリカも先の時代の喜劇に特有なヒロイン
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を彷考とさせる女性である。ヴァレンタインの策略を逸速く察知し、それを逆

手にとって彼を出し抜く為の策略(サー・サンプソンを欺いてお芝居をする)

を考え出すほどの優れた機智の持ち主である。しかしながら、彼女はバリエツ

トのように1670年代のヒロインではなく、結婚に際しては相手の男性の誠実さ

を必要としており、ここに機智の喜劇としての限界があるのだ。換言すれば、

機智だけではもはや大団円を導くだけの原動力には成り得ないということだ。

ではどうすればよいのか。次に大詰の場面に注目してみよう。

第五幕の最後の場面で主要な登場人物全員がフォアサイトの家にやって来る。

どうやら自分の父がアンジェリカと結婚するらしいという噂を開いたヴァレン

タインは、相続権を放棄する12)前に彼女の口から直接本心を聞きたいと言う。

弁護士のバックラムは例外として、次の四人のやりとりの中には各自の価値観

や倫理観が凝縮されているので、それを取り上げてみよう。

ANGELICA

`Tistrue,yOuhaveagreatwhilepretendedlovetome;nay,

Whatifyouweresincere?Sti11youmustpardonme,ifI

thinkmyowninclinationshaveabetterrighttodisposeof

myperson,thanyours.

SIRSAMPSON

Areyouanswerednow,Sir?

VALANTINE

Yes,Sir.

SIRSAMPSON

Where'syourplot,Sir,andyourcontrivancenow,Sir?Will

youslgn,Sir?Come,willyouslgnandseal?

VALENTINE

Withallmyheart,Sir.
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SCANDAL

S'death,yOuarenOtmad,indeed,tOruinyourself?

VALENTNE

Ihavebeendisappointedofmyonlyhope;andhethatloses

hopemaypartwithanything.Inevervaluedfortune,butasit

WaSSubservienttomypleasure;andmyonlypleasurewasto

pleasethislady.Ihavemademanyvainattempts,and丘nd

atlastthatnothingbutmymincaneffectit:Which,forthat

reason,IwillslgntO-glVemethepaper.

ANGELICAG4side)

GenerousValentine!

BUCKRAM

Hereisthedeed,Sir.

VALENTINE

ButwhereisthebondbywhichIamobligedtoslgnthisP

BUCKRAM

SirSampson,yOuhaveit.

ANGELICA

No,Ihaveit;andI'lluseitasIwouldeverythingthatisan

enemytoValentine.77ZarSthepと砂er

SIRSAMPSON

Hownow!

VALENTINE

Ha!

ANGELICA(TbVALENTINE)

HadItheworldtoglVeyOu,itcouldnotmakemeworthyof

SOgenerOuSandfaithfulapassion:here'smyhand,myheart
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WaSalwaysyours,andstruggledveryhardtomakethis

utmosttrialofyourvirtue.(Ⅴ.1ast.469-96)

73

娩曲的な表現でサー・サンプソンとの結婚に応じるポーズを見せて、アンジェ

リカはヴァレンタインを最終的に試そうとする。それに対するスキャンダルと

ヴァレンタインの反応は対照的であり、『しゃれ男の策略』の結末部で金銭を優

先させたアーチャーと金銭より愛する女性を選んだエイムウェルの姿を、それ

ぞれ彷髭とさせるものである。ヴァレンタインが金銭などというものは女性を

喜ばせる為のあくまで補助的なものに過ぎず、アンジェリカを失った以上もは

や金銭には未練はないと言って証書に署名しようとした時に、例のアンジェリ

カの傍白である。これは金銭よりも愛の方が優位を占めると言ったヴァレンタ

インに、アンジェリカの愛が応えた台詞であり、この劇のタイトルは正にそれ

に由来していると言えるだろう。ヒーローの寛太さという美徳が最後に報われ

るという筋立てである。

この劇では金銭というものがはなはだ重要な意味を持っている。ベンとブル

ー嬢(フォアサイトと先妻との間に生まれた娘)の婚約は本人の意志とは無関

係に父親同志が利益本位でお膳立てして決めた政略的なものであるが1:う)、皮肉

なことに当事者同士が気に入らず婚約は解消され、結局ブルー嬢は執事のロビ

ンと結婚したいと言い出す始末である(Ⅴ.vi.)。その上、fortune-hunterであり

金銭だけを目当てに結婚相手を変えてしまう半可通のタトルとフレイル(フォ

サイト夫人の妹)もヴァレンタインの機智により不本意な結婚をさせられるこ

とになる(Ⅴ.xi.)。これら二つのエピソードは拝金主義を批判する多少諷刺的な

内容であり、結末の場面の直前に挿入されコントラストを見せることにより、

「愛には愛を」によるヴァレンタインとアンジェリカの結びつきをより一層価値

あるものに仕向ける上で役に立っているように思われる。
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Ⅳ

金銭よりも愛する女性のほうを優先するという点ではエイムウェルとヴァレ

ンタインに共通点がある。けれども、ファーカーはエイムウェルを機智とは無

縁の人物に仕立ててセンチメンタルな改心をさせた為に、エイムウェルに関し

ては機智というモチーフは避けてしまったのだ。では、コングリーヴは一体そ

れをどのように処理したのかを分析してみると、そこに作者の分裂した意識が

観取できるのだ。すでに指摘したことだが、ここでもう一度恩い返してみよう。

先の時代の面影を残すレイク・ヒーローのヴァレンタインはアンジェリカの心

をとらえる為の最後の手段として、才子に相応しく伴狂することにする。とこ

ろが、彼に優るとも劣らぬ機智の持ち主であるアンジェリカはそれを見破り、

「策には策を」ということで逆に演技をすることにより彼を試すことになる。機

智というものを全く欠いている父親に一見才子が屈伏するという構図であるが、

もちろん最後にはどんでん返しがある。先の時代の才子であれば財産を放棄す

ることなど有り得ないことだが、アンジェリカの機智に導かれたヴァレンタイ

ンは自ら才子という存在から脱皮して(機智が代表する価値観を一時放棄して)、

センチメントというものを志向し、アンジェリカも新たな意識に目覚めた彼を

受け入れる。アンジェリカの機智を肯定しながらも、一方ではヴァレンタイン

に機智を否定させるような行動を取らせているのだ。機智は一つの価値基準で

ありその扱い方においてコングリーヴにある種の《迷い≫のようなものがあっ

たのではあるまいか。しかしながら、主人公である男女の間では機智とセンチ

メントは互いに補足し合い良好な関係を結ぶことが可能になり、ヴァレンタイ

ンは彼女と結婚し、恐らくは父の財産も近い将来相続して幸福な結末を迎える

ことになるだろう。

このような現象は明らかに先の時代の機智の喜劇には見られないものである。

ヴァレンタインは彼女に試されはしたけれども、エイムウユルとは異なり決し

て前非を悔いて改心したのではないから、彼を純然たるセンチメンタル・ヒー
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ローとは呼べないだろう。変貌はするけれども彼は本質的には機智に富んだ主

人公であり、機智という仮面の下にセンチメントが潜んでいたことは明らかで

あり14)、同様の事はヒロインについても言えるだろう。ウオーレン・チャーナ

イクが指摘するように、確かに彼は「雑多な要素からなる登場人物」であり、

欠点よりも長所のほうが多く認められる。15)英国の演劇史上1690年代になると政

治体制も一新されて、新興中産階級の人々を中心とする社会が勢力を得るよう

になり、観客層の変化と共に彼らが支持する演劇も道徳的な風土という点で変

容することを余儀なくされたのである。観客はもはや先の時代の喜劇のような

猟色性の強いものを好まず、自分たちを楽しませてくれる新しい演劇を支持し

たのである。1690年代の前半にはジョン・ドライデンやトーマス・サザーン、

コングリーヴ、トーマス・グーフィー、ジョン・クラウンなどの劇が上演され

たが、アン・プレイスガードルがすべての劇で主役を演じたという記録が残っ

ている。16J

プレイスガードルの填役とも言える主人公の誠実さを試すという役柄は1690

年代に上演された"thenewhumanecomedy"では観客の間で人気があり17)、第

二作目の『二枚舌の男』(1693)で観客の不評を買ったコングリーヴが、当時の

演劇的風土やそのような観客の好みを無視できずに『愛には愛を』の構想を練

ったことは容易に想像がつく。機智に富んだレイク・ヒーローが閥歩した男性

中心の世界が衰退して、女性を中心にして女性に大団円を導かせるような仕掛

けをコングリーヴが作ったのは時代の要請も一因しているが、やはり演劇史の

上から見れば、プレイスガードルを始めとする当時の女優18)の人気や演技力が

劇作家の意識をそういう方向に変える上で大いに貢献したと言えるだろう。

コングリーヴは1690年代になって上掲の新しいタイプの喜劇が脚光を浴びる

ようになっていた時、彼の意識の中で先の時代の喜劇に対する郷愁感からアン

ビヴァレントな姿勢をどうやら取ったようだ。機智というものを劇作の上でど

のように処理するかについては、ある種の迷いを持ったまま観客受けを狙って

センチメントというモチーフを導入してしまったのではあるまいか。用)『愛には
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愛を』の一年後に長初のセンチメンタル・コメディーと目されているコーリ

ー・シバーの『恋の最後の手管』が上演されることになる。それより二年後ジ

ェレミー・コリアーのパンフレットが出版され、1700年代に入るとリチャー

ド・ステイールやシバーによって書かれたセンチメントを身上とする喜劇が矢

継早に上演されることになる。この頃になると機智の喜劇は観客の好みに合わ

ず以前ほど支持されなくなるが、それを無視して機智へのこだわりが捨て切れ

ずに反動的に書いた『世のならわし』が当時の舞台で失敗したことは自明の理

であった。コングリーヴは機智的風土が黄昏れる時代の正に申し子であったと

言えるだろう。

1)チャールズ二世が統治(1660-1685)していた時代のことだが、とりわけエサリッ

ジやウィッチヤリーの代表作が矢継早に上演された1670年代を意味する。

2)引用行数はニュー・マーメイズ版に依る。

3)彼の関心はサラン夫妻の不幸な関係を措くことにあり、これについては明確な結論

を与えている。拙稿を参照。"Consentislawenoughtosetyoufree''-ファーカー

の『しゃれ男の策略』について(I),(Ⅱ)-『英文学評論』第70、71集(京都大学総

合人間学部英語部会,1998,1999),pp.31-49,pp.19-33.

4)cf.`The"UtmoseTryal"ofVirtueandCongreve'sLovejbrLove,'TbnnesseeStudies

i乃エ血1Ⅶ短柁,Ⅹdi(1972),1-18.

5)cf.ThomasH.Fldimura,771eRestortltionComedyqfWit(Princeton:PrincetonU.Pり

1952),pp.176~83.

6)NormallHolland,The肋t肋demCbmedies(Cambridge:HarvardU.P.,1959),p.162,
164.

7)SeeJohnHarringtonSmith,771eGの′CoupleinRest0717tionComedy(Cambridge:Harvard

U.P.,1948),pp.156-8.

8)RobertD.Hume,771eDevelqpmentqfEnglishDramaintheLateSeventeenthCentury

(0Ⅹford:Clarendon,1977),p.104.

9)引用行数は次のテキストに依る。M.M.Kelsall(ed.),LovejbrLove(London:A&C

Black,1990)
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10)Fujimura,坤.cit.,p.178.

11)プレイスガードルが演じたヒロイン像についての言及もハウに負うところが多い。

Cf.ⅢizabethHowe,771eFirstEnglishActYeSS(Cambridge:CambridgeU.Pリ1992),pp.

87-9.

12)今必要としているわずか4,000ポンドの現金と引き換えに、一年につき5,000ポンド

の価値がありしかもそれを終生受ける権利のある財産権を放棄するというのはなみな

みならぬ決意であり、そのあたりにアンジェリカを失うことへの深い失望感が見て取

れる。

13)ベンとブルー嬢の結婚はサー・サンプソンとフォアサイトの双方にとって利益とな

る。何故なら、もしヴァレンタインとアンジェリカが結婚すると、フォアサイトは何

ら得る物はなくその上自分が後見している彼女の財産も管理できなくなるが、相続権

を得たベンと娘のブルーを結婚させることは彼にとってもサー・サンプソンにとって

も互いに財産を増やす機会を得ることになるからだ。

14)ホランドも同じような事を指摘している。

Cf.Holland,坤.cit.,p.174.

15)cf.WarrenChernaik,Sexualn・eedominRestwationLitemture(Cambridge:Cambridge

U.P.,1995),p.45.

16)seeHowe,qP.cit.,pp.182-3.

17)Cf.JudithMilhousandRobertD.Hume,Dvduciblelnterpretation(Carbondale:Southern

IllinoisU.P,,1985),p.261.

18)その他エリザベス・バリー、ネル・グウイン、スザンナ・マウントフオート、ジェ

イン・ロジャーズなどが挙げられる。

19)すでに引用したアンジェリカの台詞(Ⅴ.ii.62-69)の中にコングリーヴの《迷い≫

が認められる。恋人には才子仁amanofwitつが良いと言うのだが、結婚相手に求

めるものは人の好さと良識("goodnatureandsense'')であって、才子とも愚か者

("anabsolutewit,nOrafoolつとも結婚したくないというのがアンジェリカの主張の要

諦である。つまり、恋人の場合と夫の場合とでは、相手に求めるものが機智であった

りセンチメントであったり使い分けをして一貫していないということである。




