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(1)

T. M. Parrottは, Twelfth Nightが,その緊密な構成,作中人物のあざやかな性格描

写,美しい韻文と生き生きとした散文が巧みに調和している点で, Shakespareの喜劇の中
で最も傑出した作品であることを指摘している(1)｡ B. I. Evansも,この作品における散文

の重要性と,韻文の更に顕著な用法に注目している(2)0
Twelfth Nightにおいて,韻文は,主として, Orsino, Olivia, Violaのロマンスの世界
を表わすのに,また,散文は, Sir Toby, Sir Andrew, Malvolio,道化のFesteなどのリア

リズムの世界を表わすのに用いられている｡
この小論では, Twelfth Nl'ghtにおける韻文及び散文が,この作品の雰囲気を醸し出す

点において,また,作中人物の性格描写に,いかに重要な役割を演じているかを考察してみ
たい｡

(2)

開幕努頭のOrsino公爵の台詞は,語菜,比噴,詩の調子からいって,己にこの作品全体

の主調音を奏でている｡

廿music be the food of love, play on;
Give me exce防Of it, that, surfeiting,

The appetite may sicken, and so die.
That strain again ! it had a dying fan:

0, it came o'er my ear like the sweet sound,
That breathes upon a bank of violets,
Stealing and giving odour! Enough; no more:

'Tis not so sweet now as it was before.
O spirit of love! how quick and fresh art thou,
That, notwithstanding thy capaclty
R∝eiveth as the sea, nought enters there,

(1) T. M. Parrott, Shakespearea72 Comedy (New York, 1949), P.178.
(2) E. Ⅰ. Evans, The Language of Shakespeare's Plays (Lendon, 1952), P. 88.

(3) J. H.Lengは, ShakcsPeare's Use of Music (Univ. of Florida, 1961)の中で, Twelfth

Nightにおける｢音楽｣の重要性を,次のように述べているo
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Of what validity and pitch soe'er,
But falls into abatement and low price,
Even in a minute: So full of shapes is fancy
That it alone is high fantastical. (Ⅰ. i. 1‑15)

第一幕第‑場,努頭15行のOrsinoのこの台詞には｢音楽｣(3), ｢食物｣(4), ｢海｣(5), ｢花｣, ｢恋｣

という

Twelfth Nl'ghtの主なイメージが殆どあらわれ,この作品の雰囲気を巧みに作り

あげている｡ 8行目までの台詞では, ｢音楽｣と｢恋｣が結びつき,言葉は哀調をおびたリ
ズムで流れ,恋人を恋するというよりも,悲しくも甘い片恋のムードに浸るOrsinoの性格
を(6),見事に浮き彫りにしている｡
このロマソチックなムードは, "moreH (7行目)と, "before"(8行目)の脚韻であざ

やかにしめくくられ, ｢恋の精｣ (9行目)に語りかけるとたん,別のテーマがあらわれる｡

｢海の｣イメージで,恋心の｢気紛れ｣や｢食欲さ｣が示されるが,今までのゆるやかなリ
ズムはくずれ,そのテーマにふさわしい,テンポの早い韻文になっている｡
さて,ここで注意すべきことは,恋心の気紛れについて語る

Orsinoの心そのものが,気

紛れである点である(1)｡ ｢あの曲をもう一度/｣, ｢消えいるような調べだった｡｣, ｢もうよい

./やめてくれ｡前ほどには美しくもない｡｣‑このような言葉が示すように,彼の心そのも
のが気紛れで,道化Festeの言葉を借りれば, ｢オパールさながら千変万化｣ (Ⅱ. iv. 77)

"As is true ol‑ costume, scenery. Iighting, and other stage devices, dramatic music is
best employed when it does not attract attention to itself at the expence of the play as a
whole but rather is immediately accepted by the audience as being so appropriate that it

is taken as a matter of course. Such is the music of Twelfth N7'ght. " (P. 164)
(4) E. F. C. Ludowykは, Understanding Shakesl,Care (Cambridge, 1962)の中で, Twelfth

Nightにおける｢食物｣のイメージについて,次のように巧みに説明しているo
"The image from food on which the eater sates himself or from drink for which the
person is ̀dry', runs through the play. One set of characters is occupied with the food
of love; another is concerned only with physical food and drink; while yet another chara‑
cter is so extreme in壬lis objection to such things as 'cakes and ale'that he is Just as
badly in need of a cure as those who cram themselves with musIC, Or love, or drink.〟

(P. 206)
(5) G. Wilson Knightほ, The Shakespearean Tempest (0Xford, 1932)の.I‑て, "Throughout,
however, sea･thought and voyages are inwoven in our world of music." (P. 124)と述べて

いる｡
(6) E. C. Pettetは, Shakespeare and the Romance Tradition (London. 1949)の中で, …〔Duke〕
is momentarily in love with love's mood rather than with any women." (P. 127)と述べて
いるし, L･ S. Championも, The Evolution ofShakespeare's Comedy (Harvard Univ. Press,
1970)の中で, "The Duke, like Romeo in love with the idea of love, strikes an immediate
tone of土lyperbolic sentimentalizing as he revels in the music whicll feeds his passion. ‖

(P.81)と述べている｡

(7)第二幕第四場, Viola

との対話で,男というものが,女より気紛れであるとして,次のように述べ

ている｡

For, boy, however we do praise ourselves./Our fancies are moregiddy and unfirm,/
More longing, wavering. sooner lost and won,/TIlan WOmen's are. (ⅠⅠ. iv. 32‑35)

しかし,同素同場, 96行から102行のところで,今度は,女の気紛れさを強調している｡ Orsinoが,

最後に,あれ程思い焦がれていた01iviaをすぐ諦め, Violaと結婚しようとするのも,気紛れの証
拠である｡
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するのである｡
発頭のOrsinoの台詞の中の｢食物｣と｢海｣のイメージは,第二幕第四場,彼が自分の

愛の深さについてViolaに語る次の言葉の中に再びあらわれる｡
There is no woman'S sides
Can bide the bcnting of so strong a passion

As love doth give my heart; no woman's heart
So big, to hold so much; they lack retention.

Alas their love mav be call'd appetite,
No motion of the liver, but the palate,
That suffersurfeit, loyment and revdt;
But mine is all as hungry as the sea,
And can digest as much: (ⅠⅠ. iv. 96‑104)

ここには

Orsino

の限りない情熱が誇張的に語られている｡まず,強い否定"no woman/S"

という反復の技巧で,女性の心が,己れの心ほど大きな愛情を抱くことができないことを強
調すると,次に,女性の愛の変り易さを｢食欲｣にたとえ,早いリズムで, ｢口淋しい｣,
｢満腹｣, ｢すぐいやになる｣, ｢吐気を催す｣,という嫌悪すべき類語をたたみかけ,その気紛
れを見事に浮き出させている｡最後に, Orsino

自身の恋は,それと対照に,すべてを飲み

込むにふさわしい,ゆったりとしたリズムで, "as hungry astheseaM (海のように限りが

ない)という比境で結ばれている｡しかし,この台詞にも大げさな表現が目立ち,つまり,
自分の愛を誇示して,恋に恋するOrsinoの性格がここにも示されている｡

(3)

Orsinoが恋のムードに酔いしれる性格なら, OliviaはD. Traversiが指摘しているよう
に(8),悲しみに恋をしているのである｡紳士Valentineは,主人, Orsinoに, 01iviaに

ついて次のように述べている(9)0
The element itself, till seven years'heat,
Shall not behold her face at ample view;
But, like a cloistress, she will vei】ed walk

And water once a day her chamber round

With eye‑offending brine: all this to season
A brother's dead love, which she would keep fresh
And lasting in her and remembrance. (i. i. 27‑33)

(8) D. Traversi. An APproach to Shakespeare I, (London, 1968 〔1938〕, P. 305.

(9) P. G. Phialas, Shakespeare's Romimtic Comedies (Univ. of North Carolina Press, 1966)

の中で,次のように述べている｡
"With the entrance of Valentine at line 23

and his report to the Duke, Shakespeare

matches Orsino's hyperboles with Olivia'S own extreme sentimentality in rejecting his
Suit in order to abandon herself to excessive grief over her brother/s death." (P. 270)

内

28

ここには, 01iviaの姿が,それを聞く

山

倫

史

人文科学論集第9号(1975)

Orsinoの気分にふさわしい誇張的な表現で語られて

いる｡ ｢大空も今後7年の間はお姫様のお顔をまともに仰ぐことはできますまい｡｣ ｢修道尼
のようにヴェールをかむってお歩きになる｣, ｢日に一度,目にしみる塩水でお部屋をお洗い
になる｡｣‑このような振舞は,たとえ亡くなった兄への愛情のためとはいえ,あまりにも

極端であり,すぐに実体が露見するポーズである｡
第一幕第五場,始めて登場する

01iviaは道化と次のような教義問答をするが,その中に,

己に,彼女の本当の姿が顔をのぞかせる｡
CID. Good madonna, why mournest thou?
Old. Good fool, for my brother's death.
Clo. I think his soul is in hell, madonna.

Old. Iknow his soulis in heaven, fool.
CID. The more fool, madonna, to mourn for your brother's soulbeing in heaven. Take
away the fool, gentlemen. (I. Ⅴ. 72‑78)

まず,道化に, ｢姫よ｣と言われると,すかさず冗談気味に, ｢阿呆様｣と応ずる

01ivia,

｢兄上の魂は地獄においでのようじゃな,姫よ｡｣という道化の言葉にたいし, ｢地獄｣を

｢天国｣に変え, ｢お見様の魂は間違いなく天国においでだわ,阿呆｣と,同じ構文を繰り
返し,技巧的な言葉遊びをする01ivia‑わずか6行の,このテンポの早い問答の中に,冗
談を解し,機知もある01iviaの性格がうかがえるのである｡
戟知怠るる01iviaの性格は,第一幕第五場Orsinoの使いで彼女を訪れたViolaとの次
の対話にうかがえる｡

V2'0. What I am, and what I would, are as secret as maidenhead; to your ears, divinity,
to any other'S, profanation.

Oli. Give us the placealone: we wil) hear this divinity. Now, sir what is your text?

V210. Most sweet lady,‑

Oli. A comfortable doctrine, and much may be said of it. Where lies your text?
Vio. In Orsino's bosom.
Oli. In his bosom! In what chapter of his bosom?
Vio. To answer by the method, in the first of his heart.
Oli.

0,

I

have

read

it:

it

is

heresy

これは01iviaに, ｢あなたは何者?

(Ⅰ.

V.

231‑246)

どうしようというの7｣ (Ⅰ. Ⅴ. 228‑229)と尋ねら

れたViolaの答えから始まる台詞である｡ 01iviaとVidaは,共にOrsinoと同じ韻文の

世界の人であるが,小姓に変装した

Vidaが散文で話すため, 01iviaも同じように散文で

応じている.まず, Violaが, 01ivia

にたいし,自分の正体,自分の目的は, ｢あなた様の

お耳に入れば神聖(divinity)ですが,人の耳に入れば冒酒ですo｣と宗教的な比境で話すと,
01iviaも｢神聖｣という言葉を巧みにとらえ, ｢では,あなたの説教のお題目(text)は何

ですの?｣とすかさず宗教の比倫で応じている｡次に, Vidaが｢世にもうるわしき姫君｣

Twelfth Nightの言葉について
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と紋切型の挨拶で切り出すと, 01iviaほ,これをわざと｢説教の題目｣にとって, ｢ありが
たい御教理だこと｡｣と抑輸する｡更に, 01iviaは, ｢章｣ (chapter) (244行), ｢異端説｣

(heresy) (246行)と,関連のある言葉をつづけ,機知縦横の彼女の性格が,このテソポの

早い検知合戦の中に,見事に描かれている細.
次に01iviaのロマンチックな性格の面を取り上げてみよう｡
01iviaのポーズは,数行後, Violaの願いで顔のヴェールを取ることによってW,はっき

り失われ,彼女のロマンチックな性格がみられることになる｡この瞬間からVidaは韻文
で話し始めるが, 01iviaも, Vidaに対する恋心を,自然に韻文で語ることになる｡この場

の散文から韻文の変化は,二人の気持を示す点で極めて重要である｡
同幕同場Viola

が去った後,すっかり彼女に対する恋のとりこになった01iviaの独自を

みてみたい｡

'What is your parentage?'
'Above my fortunes, yet my state is well:
I am a gentleman. 'Ⅰ'll be sworn thou art;

Thy tongue, thy face, thy limbs, actions, and splnt,

Dogive thee five‑fold blazon: not too fast: soft, soft!
Unless the master were the man. How now!
Even so quickly may one catch the plague?
Methinks l f由I this youth'Sperfetions

With an invisible and subtle stealth
To creep in atmine eyes. Well, let it be. (I. V. 308‑317)

まず, ｢あなたのお家柄は?

今の運命よりは上でございますが,今の身分も悪くございま

せん｡紳士の身分でございます｣と自分の質問と, Violaの答えをもう一度噛み締めるよう
に口に出す｡ 309行では,あらたまった〃you''からりthou"にかわり, Violaへの親しみが

‑そう表われている｡次に, ｢顔立ち｣, ｢身体つき｣, ｢動作｣, ｢心構え｣と名詞をならべた
て01iviaが, Viola

の一挙一動をよく見守っていたことが示される｡また,性急さをたし

なめる感嘆詞, "soft, soft" ｢落着いて./,落着いて./｣ (312)の反復によって, 01iviaの

乱れた心が顔をのぞかせている｡この独白には,恋のため,ポーズをすっかりすて去った
01iviaの本心が巧みに語られている｡

最後に, 01iviaの真実の心が, Viola
よう｡第三幕第一場, Vidaと対話する

に,はっきりと打ち明けられる台詞を取り上げてみ
01iviaが,己れを抑えることができず,次のよう

に本心をあかすことになる｡

㈹

Brian VickersはThe A7･tistry of Shakespeare's Prose (London, 1968)の中で,この検知合

戦について次のように述べている｡

"This is the only time in the play (apart from the duel, and there for other reasons)that

Viola is not dominant by her wit, and it is only right that Olivia should be allowed to
I win." (P. 225)

(li)ヴェールは,本心を隠す01iviaのシンボルと考えられる｡
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0, what a deal of scom looks beautiful
ln the contempt and anger of his lip!

A murderous guilt shows not itself more soon
Than love that would seem hid: love's night is n00n.
Ce阻rio, by the roses of the spring,

By maidh00d, honour, truth and every thing,
I love thee so, that, maugre all thy pride,

Nor wit nor reason can my passion hide.
Do not extort your reasons from this cause,
For that I woo, thou therefore hast no cause;
But rather reason thus with reason fetter,

Love sought is good, butgiven unthought is better. (III. i. 1561168)
恋心は,いくら隠そうとしてもすくや顕れることを, ｢恋の夜は真昼も同じ｡｣ (159)と具体的
なイメージで述べている巧みさ,また, ｢春のバラ｣というイメージで誓いをたて, ‑そう

ロマンチックな雰囲気を醸しだしている技巧, 158行からは,対句によって泌詩話と恋を柏
手にとく一途な気持‑ 01iviaの真情が見事に述べられている.
以上のように,機知があり,ロマンチックな01iviaの性格が,韻文により,あざやかに

浮き彫りにされている｡

(4)

Violaは,韻文の世界に住む人たちの中で,大げさな恋や悲しみのポーズをとることのな
い唯一人の女性である｡
まず,第一幕第五場, Orsinoの小姓に変装したVidaが,恋の使者としてOliviaの邸

を訪れ,彼女に話しかける時の言葉をみてみたい｡
Most radiant, exquisite and unmatchable beauty, ‑ I pray you, tell me if this be
the lady of the house,for I never saw her: I would be loath to cast away my sp既Ch,

for besides that it is excellently wellpenned, I have taken great pairis to coin it. Good
beauties, let me sustain no scorn; I am very comptible, even to the least sinister usage.
(Ⅰ. Ⅴ. 18ト188)

この台詞が散文で語られているのは, Violaが小姓に変装しているためである｡ Oliviaへの
挨拶として, ｢いとも輝かしく｣, ｢いみじくも｣, ｢類なくうるわしい｣という誇張した形容

詞を重ねたり,一つの文章のあと,必ず理由をつけ加えるため,散文のリズムが乱れ,この
ことは, Violaが散文の世界に適しないことをありありと物語っている｡
(129

E. F. C. Ludowykは,次のように述べている.くLudowyk, oP. cit., P.217): " The couplets

in their jingle are well suited to a declaration of love which is an impulse amenable nei･
ther to the understanding nor to reason, "
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Vidaは, Oliviaが顔のヴェ

ールをとると,遂に,次のように韻文で話すようになる｡

'Tis l光auty truly lent, whose red and white

Nature's own sweet and cunning hand laid on:
Lady, you are the crudl'st she alive,
If you will lead these graces to the grave

And leave the world no copy.03 (I. V. 257‑261)

中世ロマンスの美人を措くのにしばしば用いられた赤と白の色の対照, ｢あなた様は何とま
あ残酷なお方でございましょう｡こういう美しきを墓場へ持ってお行きになり,この世に写
しをお残しなさらぬとは｡｣という

ソネットのテーマを歌い上げる流れるようなリズム,

"laid" (258行)と"I.ady'' (259行), "graces" (261行)と"graves''(261行)の摂音の技巧

‑この台詞にはViolaの激しい気持はうかがえるが, Orsino

の使者としての恋心の表現

のため,極めて技巧的な面があらわれている｡
第2幕第4場, Orsinoと対話するVidaの次の台詞も,心の中ではOrsinoを思いなが

ら,変装のため,真情の吐露ができないのである｡
A blank, my lord. She never told her love,
But let concealment, like a worm i'the bud,

Feed on her damask cheek: she pined in thought,
And with a green and ydlow mdancholy
She sat hke patience on a monument,
Smiling at grief.㈱ (II. iv. 114‑119)

ここにみられるように,妹に託して自分の恋を語るViolaの言葉は非常に技巧的である｡
｢膏の中の虫のような物思い｣というありふれた比噛,ゆううっの形容としては,おきま
りの"green"と"yellow'',自分のしずかな態度を,中世以来よく用いられている｢石碑の
83) F. E. Hallidayは, The PoetrJ′ Of Shakespeal･els Plays (London, 1954)の中で,この台詞に

ついて,次のように述べている｡
"Here is the dramatic poetry that we have been waiting for. a poetry in which almost
every word is related to character and action, and at the same time harmonically related
to the other words throughout the passage. Less obvious than the earlier lyricism, be･

cause no longer static and repetitive in pattern, more natural. or more seeming‑natural,
therefore, and for that reason again more dramatic, it is the beginning of the perfected
Shakespearean counterpoint, in which rhythm and assonance are complementary and in･
terdependent, making a pattern which, though based on the linear structure, is coex･
tensive with the speech. " (P. 123)
(14

D. Traversiは次のように述べている｡ (Traversi, op. cit. pp. 309‑310): …This, thoughit

may appear at first sight to be a mere echo of Orsino's mood, is in effect different. Viola
is lamenting the unnatural and apparently insoluble plight in which she finds herself.
not giving it poetic decoration or luxuriating in the ̀dark'thoughts which it insplreS in

her."
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上の忍耐の像｣への憶え, ‑これらの言葉の中に, Vidaが,それとなく恋心を

Orsino

に表現するいじらしい姿が巧みに描き出されている｡
以上, Vidaの情熱,しかも,変装のため内に秘められた情熱が,いかに巧みに韻文,敬

文で表わされているかみてきたが,最後に,彼女の機知についても簡単にふれてみたい｡
彼女の機知がうかがえる一例として,第三幕第‑場,道化と後女の機知合戦をみてみたい.
V2‑0. Save thee, friend, and thy music: dost thou live by thy tabor?
CID. No, sir, I live by the church.

V2'0. Art thou a churchman?
Clo. No such matter, sir: I do live by the church; for I do live at my house, and my
house doth stand by the church.

Vie. So thou mayst say, the king lies bya beggar, if a beggar dwell near him; or, the
church stands by thy tabor, if thy tabor stand by the church. (ⅠⅠⅠⅠ. i. 1‑ll)

この機知合戦には,反復の技巧が,極めて巧みに用いられている｡道化は,最初, Vidaの
言葉を一つ一つとらえ,それをもじって,からかい,この機知合戦ではVidaが敗北する

ようにみえる｡しかし,彼女は,道化の論法をつかむと,すかさずそれを逆手にとってやり
返す｡遂に道化は, ｢お説のとおり｡世も末だね./

秀才にあっちゃ,せっかくの酒落もキ

ッドの手袋みてえに,かんたんにベロッとひっくりかえされちまわあ./｣ (Ⅲ.i.12‑14)と

言って敗北をみとめることになる｡
今一つ, Violaの機知についての例をあげてみることにする.同幕同場,今度は, Viola
と

01iviaの機知合戦をみてみよう｡

Oli. What is your name?
Vt'0. Cesario is your servant's name, fair prlnCeSS.

OIL. My servant, sir! ITwas never merry world Since lowly feigning was call'd com‑
pliment: you're servant to the Count Orsino, youth.
Vio. And he is yours, and his must needs be yours. Your servant's servant is your ser･
vant, madam. (ⅠⅠⅠ. i. 107‑114)

ここでも, HservantHという言葉の反復の技巧が見事に活かされているo

更に, "servant"

に, ｢召使い｣と｢恋人｣の両方の意味があるのを利用して, Vidaは, ｢公爵はあなた様の

もの｡したがって,あの方のものはあなた様のものでございます｡あなた様の僕の僕は,こ
れすなわちあなた様の僕,という道理でございましょう?｣と完全に

01iviaを煙にまいて

いる｡

このようにViolaの言葉は,彼女の機知を示すと同時に,喜劇的雰囲気も,あざやかに作
出りしている｡
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(5)

Milton Craneも指摘しているように胸,Twelfth Nightにおいて, Sir Andrew, SirToby,

Malvdio, Festeが関係している場面はすべて散文で語られている｡更に,注目すべきこと

は,各登場人物の語る散文が,その性格描写に,極めて重要な役割を演じている点である｡
以下, Sir Andrewから順を追って考察することにする｡
Sir Andrewは, T. M. Parrottの言葉を借りれば鵬, Shakespeareの全作品の中で,最

も愚かな人物である｡
第一幕第三場,始めて登場する彼の言葉をみてみよう｡
Sir To. Accost, Sir Andrew, accost,

Sir And. What's that?
Sir To. My niece's chambermaid.
Sir And. Good Mistress Accost, I desire better acquaintance.

Mar. My name is Mary, sir,
Sir And. Good Mistress Mary Accost, ‑ (I. iii. 52‑58)

この会話には, "accost''(挨拶する)という流行語を知らないSir Andrew,そのため, ｢あ,

アイサツさん,どうぞよろしく｣とか, ｢メアリーアイサツさん｣と,とんちんかんな答え

をするSir㈹ An血ewの無智ぶり,そのためひきおこされるおかしみが,あますところなく

措かれている｡
Sir Andrewの愚かさの特徴は,彼が柄にもなく,気取った言葉に関心を示そうとする点
にもあらわれる｡
第三幕第一場, Vidaがわざと大げさな言葉で01iviaに挨拶するのを聞いて,自分も真
似ようとする｡

Vio Most excellent accomplished lady, the heavens rain odours on you!
sir And. That touth's a rare courtier : 'Rain odours; ', well.

V2'0. My matter hath no voice, lady, but to your own most pregnant and vouchsafed
ear.
sir and. ̀Odours', ̀pregnant'and ̀vouchsafed; ', Ⅰ'll get 'em all three all ready. (ⅠII. i.

95‑102)

Shakespareの喜劇では,登場人物が,しかも無知な人物が,しばしば大げさな表現をして
89

Milton Crane, Shakespeare's Prose (Univ. of Chicago Press. 1951), P. 108.

8匂

T. M. Parrott, oP. cit., p. 188.

(17) Sir andrewの台詞には,その他,人の言葉を繰り返すのみ,とか,言葉の滑槽な誤用とか,自分
を愚かと言われてもそれを肯定する言葉が表われるo I. iii. 67168, Ⅱ. iii. 32‑34, Ⅱ. iii, 55‑73,
Ⅱ. iii. 89, Ⅱ. Ⅴ. 199‑209を参照｡
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が,わざと衛学的な言葉を使っていることにSir

An血ewは気づかずに,懸命に覚えようとするその姿に,観客は笑いと訊刺を感じるのであ
る｡

Sir Tobyは,その名Sir Toby Belch

が示すように,酔っぱらいで,それ程機知はない

が,ウイットとユーモアに富んでいる.彼の語る散文は,彼の性格をあざやかに浮き彫りに
している｡

まず第一幕第三場, Mariaから,彼の帰りの遅いのを01iviaが答めていると聞いた時の
Sir Tbby台詞をみてみよう｡

Mar. By my troth, Sir Toby, you must come in earlier o'nights: your cousin, my
lady, takes great exceptlOnS tO your ill hours.

Sir To. Why, let her except, before excepted.
Mar. Ay, but you must confine yourself within the modest limits of order.

Sir To. Confine! IIll confine myself no finer than I am: these clothes are good enough
to drink in; and so be these boots:anthey be not, let them hang themselves in
their own straps. (Ⅰ. iii. 4‑13)

Sir Tobyが登場して最初に話すこの言葉に,早くも彼のウイットとユーモアが顔をのぞか
せている｡ Mariaの言葉"exceptions"をすかさずとらえ,法津用語を使って言葉遊びをし
ながら,巧みにMariaをはぐらかしている｡また, Mariaが, ｢あなたは,もう少し,きち
ん･｢ と･き･ な･ち･ さ･ん･

らなければ｣という意味で"confine"を使うと,それを｢身なり｣の意味にとり,

とした身なりをしているじゃないか｣とやりかえす｡更に,ここで注意すべきこと
は, Sir Tobyの台詞には, ｢酒｣ ｢服｣, ｢長靴｣, ｢靴ひも｣などの日常語が頻出して,彼の
世俗的な性格が浮彫りにされている点である｡ Brian Vickersは, Sir Tobyのイメージ

が,毒舌に満ちていることを指摘して,更に,彼のイメージから,スポーツ好きの性格,学

問を衛う傾向にあることを指摘している佃｡
彼の性格を示すもう一つの例として,次の台詞をみてみよう｡
With drinking healths to my niece. I'll drink to her as long as there is a passage
in my throat and drink in Illyria. He's a coward and a coystrill that will not drink to

my niece till his brains turn o'th'toe like a parish‑top. What, wench! Castilianovu1‑
go; (I. iii. 40‑45)

これは, Mariaに, SirAn血ewと毎晩のように酒を飲むのを谷められ,それに応ずる

Sir

Tobyの台詞である｡ ｢わしの姪の健康を祝って飲んでるんだ｡｣という彼の答えには機知があ
らわれている｡ "drinkM

という言葉の反復には,彼の酒好きが強調されている｡ ｢村の大ご

ま｣という比頓には,スポーツ好きの性格が,最後の行の"Castiliano vulga''には,衛学

的な彼の一面がでている｡わずか5行のこの台詞に,彼の性格が全部含まれていると言って
よいであろう｡
0尋

Brian Vickers, The Artistry of ShakesPeare's Prose (London, 1968), P. 230.
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最後に,彼の時々用いる三段論法の一例をあげてみたいo
第二幕第三場, Sir TobyとSir An血ewの対話である｡

Sir To. Approach, Sir Andrew: not to be a‑bed aftermidnight is to be up betimes;
and Ldiluculo surgere', thou know'st‑

Sir And. Nay, by my troth, Iknow not: but Iknow, to be up late is to be up late.
Sir To. A false conclusion: I hate it as an unfill'd can. To be up aftermidnight, and
to go to bed then, is early: so that, to go to bed after midnight is to go to bed be‑
times. (ⅠⅠ. iii. 1‑9)

Sir Tobyはまずラテン語の格言｢早起きは健康に最もよし｣ (diluculo surgere)杏,学を

衛って持ち出してくる｡それから,おもむろに,三段論法に移るのである｡ ｢真夜中過ぎまで
起きていて,それから床につくのは朝早いんだ｡だからさ,真夜中過ぎに床につくのほ早寝
ってことだよ｡｣しかし,この逆説的な言葉を最初に持ち出したラテン語の格言は,全然確
証していないのであって｡ここに‑そうのおかしみが生みだされることになる｡
Malvolioは,自惣れの強い人物である｡彼は01ivia

を愛することを装っているが,実は,

J. R Brownの指摘するように脚,自分のみを愛しているだけである｡第一幕第五場, Mal‑
volioを評する01iviaの次の言葉は,見事に彼の性格を見抜いている｡

0, you are sick of self‑love, Malvolio, and tastewith a distempered appetite. To
be generous, guiltless and of free disposition, is to take those things for bird･bolts that
you deem cannon‑bullets: (I. Ⅴ. 99‑102)

まず,第一幕第五場, 01iviaに, Violaの様子を報告にくるMalvolioの言葉をみてみた
い｡

Madam, yond young fellow swears hewill spak with you. I told him you were
sick; he takes on him to understand so much, and therefore comes to speak with you.
I told him you were asleep; he seems to have a foreknowledge of that too, and therefore
comes to sp飽k with you. (Ⅰ. V. 148‑154)

ここには, Malvolioの非常に気取った態度が,取るに足らぬ内容を並列文で反復すること
により,巧みにあらわされている｡更に,それを｢だから｣ (therefore), ｢だから｣と,一々

理由を説明するため,陳腐な内容のものが,益々陳腐になり,おかしみさえ生ずるのである｡
Malvolioのきざな性格は,彼が人を批評するイメージの中にうかがえる｡
01iviaに, Violaが｢どんな人柄で,いくつくらい?｣と尋ねられると,次のように答え
る｡

Not yet dd enough for a man, nor young enough for a boy; as a squash is before
吐g J. B. Brown, Shakespeqe and his Comedies, (London, 1957), P, 167.
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'tis apeascod, or a codling when 'tis almost an apple: 'tiswith him in standing water,
between boy and man. (I. V. 165‑170)

｢ほじける前の英豆｣, ｢赤リソゴになりかけの青リンゴ｡｣ ｢子供と大人の間の水たまり｡｣
‑このような比境でViolaを描写するのである軸｡

最後に,第二幕第五場, Malvdio伯爵になりすました彼の台詞をみることにする｡

…sitting in my state, ‥.Calling my officers about me, in my branched velvet gown;

having come from a daybed, where I have left Olivia sleeping,... And then to have the
humour of state…tdling them I know my place as I wo血d they should do theirs, to

ask for my kinsman Toby,...Seven of mypeople, withan01光dient start, make out for

him: I frown the while; andperchancewind upmy watch, or play with my‑somerich
jewel. (II. V. 50‑67)

この台詞には,進行形を多用することにより,架空のことを,まるで眼前の行為であるかの
ように夢想するMalvdioの姿が,あざやかに描きだされている｡また, ｢花模様のビロー
ドのガウソ｣とか, ｢ぐるり‑まわり粛然と見まわして｣という大げさな表現に,おかしみ

が生み出されている｡最後に狂人として彼が｢暗い部屋｣へぶち込まれるのは, ｢狂気｣を
Twelfth Nt'ghtのキーワードと考えるC. L Barberの言葉をまつまでもなく伽,適切な

処置であろう｡
道化Festeは, As You Like ZtのTouchstone

のような痛烈な訊刺をすることなく,

温い,ユーモアに満ちた言葉で,相手の欠点を指摘する｡ Violaが第三幕第一場で, ｢あの

人は頭がいいから阿呆の真似ができるのね｡上手にとぼけてみせるのは特殊な才能だh,か
らかう相手の気分を見なきゃならないし,人楠や,タイミングだって大切だわ｣ (Ⅲ. i.67
‑69)とFesteのことを言っているが,見事に彼の性格をつかんでいる｡ Festeの言葉の特

徴は,しゃれや三段論法である｡それぞれ一例をあげてみたい｡
第一幕第五場, Mariaに｢お前が家をあけてた罰にお前はしぼり首になるだろうと｡｣と
言われると, Festeは次のように応ずる｡

Let her hang me: he that is well hanged in this world needs to fear no colours.
(Ⅰ. Ⅴ. 5‑6)

Mariaの"hang thee" (お前はしはり首になるだろう)という言葉を巧みにとらえ,しか
も格言的な表現"fear no colours''を用いて, "colours"に"collars''(紋首刑のなわ)をか

けて,うまくしゃれている｡

軸 下の台詞も同じ例である｡
My masters, are you mad? or what are you? have you no wit, manners, nor honesty,
but to gabble like tinkersat at this time of might? Do ye make an alehouse of my lady's
house.that ye squeak out your coziers'catches without any mitigation or remorse of voiceP
(ⅠⅠ. iii. 93‑98) (Italicsは筆者)
的

C. L. Barber, ShakesPeare's Festive Comedy, (Princeton UmiV, Press). PP. 242‑245,
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また,同幕同場, 01iviaとの次の対話では,三段論法を用いて,自分の弁護をしている｡

Two faults, madonna, that血ink and good counsd will amend: for give the血y

fool drink, then is the fool not dry: bid the dishonest man mend himself; if he mend,
he is no longer dishonest; if he cannot, let the botcher mend him. Any thlng thatls
mended is but patched: Virtue that transgresses is but patched with virtue. If that this
simple syllogism will serve, so; if it will not, what remedy? As there is no true cuckold
but calamity, so beauty's aflower. The lady bade take away the fool; therefore, I say
again,

take

her

away.

(I.

Ⅴ.

48‑59)

Festeのこの三段論法は極めて機知に富んでいる｡大前提は｢総じて直し物はつぎはぎ仕立
て｡｣,小前提は｢犯した美徳は罪でつぎはぎ｣,結論は｢なおした罪は,美徳でつぎはぎ｡｣
となり,要するに,この世には,絶対的な善も悪もなく,人間はみな相対的存在であること
を巧みに述べているのである｡
以上考察したように, TtL.elfth Nightにおいて,韻文は,恋の気分に恋するOrsino,悲し

みの気分に酔いしれる01ivia,変装のもとで恋心を抑えるViolaの性格を見事に措きあげる
とともに,また,ロマンチックな雰囲気をこの作品に与えている｡散文も,愚鈍なSirAn‑
drew,酔っぱらいではあるが,ウイットとユーモアに富むSir Toby,自惣れ屋のMalvolio,

道化の職に徹するFesteの性格をあざやかに浮き彫りにしている｡更に,かなりの散文のた
めに,韻文の世界がかえって‑そう引きたっていることも注意してよいであろう｡

