Cymbelineについて
‑ ｢再生｣の問題を中心にして‑
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1)

Cymbelineは従来批評家達の間で穀誉褒定の多々ある戯曲であるが,この戯曲を特に酷
評しているのは

Dr. Johnsonの次の言葉であろう｡

To remark the folly of the fiction, the absurdity of the conduct, the confusion of
the names and manners of different times, and the impossibility of the events in any

system of life, Were to waste criticism upon unresisting imbecility, upn faults too
2)

evident for detection, and too gross for aggravation.

Quiller‑Couchはこの批評に反論を加へ, Dr. JohnsonがImogenの素晴らしい描写に

一言も触れない点を非難している｡ Quiller‑Couchによれば,無実の罪を負わされた後の
Imogen

の弁護こそこの戯曲のテーマであり,

彼女は

Hbe‑all and the end‑all of the

3)

play."なのである｡然し私は,何故Posthumusも重要視しないかとQuiller‑Couchに反

論を加えたい｡一見, Posthumusの嫉妬は不当なものであり,この戯曲のテーマや雰囲気
に何の関係もないように見えるが,特に｢再生｣のテ‑マを中心にCymbeline

を考える時

彼の嫉妬こそこの戯曲の基調をなすものではなかろうか｡
この小論では, "Posthumus‑Imogen Relationship'を中心に｢再生｣の問題を考察するこ

とにする｡

(1)
Shakespeare

の所謂"Last Plays"の一つ, All's Well That Ends Wellにおいては,

最初の幕から｢病気｣のテ‑マが表われているが, Cymblineにおいても最初から同じテ‑
マが表われている｡ブリテン王

Cymbelineはappearance

と

reality

の区別ができず,

appearanceのみに目を奪われて, "crafty devil" (2. 1.54)の女王や, =too bad for bad

report" (1･1･17)と評せられているClotenを大切にして, "worthy gentleman" (1.1.6)

として評判の高いPosthumusや"divine lmogen" (2.1.62)のrealityがわからない｡又,

人の中傷を信じ,勇者Belariusを追放し,その為後継ぎともなるべき二人の息子まで奪われ
る結果になる｡この点

Cymbeline

自身｢病｣ ‑ ｢心の病｣にかかっている｡王のこの

｢心の病｣はひいてはブリテンの宮廷全体に｢病的｣な雰囲気をひきおこすことになり,ブリテ
4)

ン国自体が危機におちいっている｡廷臣達は王にへつらい,第一幕第一場のFirst Gentleman

の言葉にあるように,彼等は｢王の顔つきを真似て渋面はしているが,一人として内心喜ん
でいないものはない｡｣ (1.1.12‑15)のである｡この｢病気｣の雰囲気の中で, Posthumus

とImogenの愛,美徳が際立って強調されているが,このことは｢再生｣のテーマから考
えると極めて重要である｡何故ならば, PosthumusとImogenの愛の完成に｢病気｣の治

癒がかかっているからである｡
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ここで, Posthumus

とImogen

No. 1

の愛について考えてみたい

Caroline Spurgeon

は,

Cymbelineの中に"buying and selling, value and exchange, every kind of payment,
6)

debts, bills and wages"のイメジャリーが多い事に言及しているが, PosthumusとImogen

の愛も"commerce"のイメジャリ‑で表わされているo

第一幕第一場,冒頭の二人の紳士

の対話の中でFirst Gentlemanは, Posthumusに対するImogen

の愛について次のよう

に述べている｡
To his mistress,
(For whom he now is banished) her own price
Proclaims how she esteem'd him;

(1. 1. 50‑52)

同幕第二場において, PosthumusがImogenに彼等の結婚について話す台詞の中にも同
6)

じイメジャリーが表われるo又,同幕同場で, Imogenが父Cymbelineに自分達の結婚を
弁護して述べる時にも, "commerce"のイメジャリーを用いている｡
heis

A man worth any woman : overbuys me

Almost the sum he pays.

(1. 2. 76‑78)

このように,彼等の愛が最初から"commerce''のイメジャリーで表わされていることは,

第一幕第五場の"Wager Scene''への伏線として,又プロットの面からも極めて重要である｡
何故ならば, "Wager Scene"においても,賭によりImogenの愛がためされ,その為二人

の愛に破綻が生じ,これを契株として,愛の試煉,悔俊,和解という｢再生｣のテーマが打
ち出されるからである｡
さて,以上のように,二人の愛は先ず"commerce''のイメジャリーで表わされているが,
7)

それと同時に"divine"なイメジャリーによって,その神聖な面が極度に強調されている事
も注目に値する.第一幕第五場, 〃Wager Scene"において, PosthumusはImogenのこと
をIachimoに述べるのにHI profess myself her adorer, not her friend. ''(1.5, 70‑71)と

云っている｡ Posthumusにとって, Imogenはgoddessのような存在になっている｡Imogen

ち,第一幕第四場でPisanioからPosthumusの立ち去った様子をきく時Pisanioに次のよ

うに話しかける｡
if he should write,

And I not have it, 'twere a proper lost
As offer'd mercy is.

(1. 4. 2‑4)

"offer'd mercy"について, Warburtonは"offer'd mercy of Heaven"と解釈している
8)

が, Imogenにとっても, Posthumusの愛は神の慈悲にひとしいものなのである｡更に同幕
同場で, ImogenはPosthumusにお別れを言う時間の短かかったことを

言う次の台詞にも"divine"な零同気がはっきり打ち出されている｡
‑; or have charg'd him

Pisanioに嘆いて
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At the sixth hour of morn, at noon, at midnight,
T'encounter me with orisons, for then
l

am

in

heaven

for

him;

(1.4.

30‑33)

この箇所について, The ArdenShakespeareのCymbelineの編著J. M. Nosworthyは

HThe times mentioned are three of the seven canonical hours of the Divine Office. The
obvious interpretation is that lmogen sees herself as a goddess whom Posthumus is to
9)

worship at certain hours, but I doubt whether it is the correct one. "と注をつけImogen

の"goddess"のような存在に疑問をなげかけているが,上述した第‑落第五場のPosthumus
の台詞を考える時,私は"Imogen sees herself as a.goddess whom Posthumus is to worship

at certain hours''という見解に従いたいのである｡

さて,このように, "divine"なイメジャリーで二人の愛が表わされていることはこの戯
曲に, "god" "Jove'', "Jupiter"等の言葉が多いことと相侯って, Jupiterのvisionを見

ることにより, Posthumus

の再生がはっきりした方向をとることを考え合わせると, ｢再

生｣のテ‑マの雰囲気を醸しだすのに極めて重要な役割を果している｡
以上, PosthumusとImogenの愛の実体について考察し,二人の愛が, ｢再生｣のテー

マに如何に密接なつながりをもっているかをみてきた.次にCymbelineの再生のテ←マの
基調をなしているPosthumusのことを考えたい｡

(2)
Granville‑BarkerはPosthumusについて, "He is a victim both to the story and to

the plan of its telling. Even when he reappears there is no weaving him into the inner
10)

thread of the action."と過少評価しているし, Clemen

もPosthumusを云葉の面から考

察して"Posthumus oppears throughout the whole play as a rather colourless character,
ll)

possessing little imagination;and this is reflected by his language. "と批評している｡然

し｢再生｣のテ‑マからPosthumusを考える時,私はClemenの"Colourless character"
に対して,むしろ"Colourful character"と呼んでみたい｡
先ずPosthumusの人物は,第一幕第一場, First Gentlemanにより"A poor but worthy

gentleman" (1.1.7)として紹介された後,次のように賛美されている.

alack good man,

And therefore banish'd a creature such
As to seek through the regions of the earth
For one his like, there would be something failing
ln him that should compare. I do not think
So fair an outward and such stuff within

Endows a man but he.

(1. 1. 18‑24)
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G･Wilson Knightの云うごとく,ここにPosthumus

No. 1

を賞賛するのに用いられている言
12)

葉"creature", "fair", "stuff"はHcolourless"な言葉であり, First GentlemanはPosthumus

の真価を,誇張せず極めてはっきりと伝えている｡その上, ｢立派な男だ｡だから追放され
たんだ｡｣という言葉に,ブリテンの宮廷の病的な零困気が巧みに表わされている｡更に
First Gentlemanの言葉は続きPosthumusは幼い者には"sample" (1. 1.48)であり,中年

者には身だしなみの"glass" (1.1.49)ともなり,又老人達にとっては,よく世話をしてく
れる"child" (1.1.50)として述べられている｡つまり最初からPosthumusのvirtueが
特に強調されている｡このvirtueがゆらぐのは, Cymbeline

(5.5.211)のIachimoに出逢い, Imogen

に追放され, "Italianfiend"

のことで鰭をした時からである, "goddess"

のような妻Imogenの貞節を緒によっ てためす行為自体罪であり,これを契機として｢再

生｣のテーマに必要な愛の試嬢が始まるのである｡彼は,女性一般にあらん限りの嚇罵,吹
いを浴せ(2.4. 174‑184),遂に無実のImogenを殺害するよう

その結果Imogen

Pisanioに命ずるのである｡

も愛の試嬢を経なければならないが,この事は後で述べることにする｡

さて,第三栄,第四幕にはPosthumusはすっかり姿を消し,この二つの幕の中心テ‑マ
はImogenの愛の試嬢にしぼられる｡ Posthumusが再び登場するのは,第五幕冒頭からで

ある｡彼は登場するや,自分がImogenに対して行った罪を心から悔いていて,その事は

彼の独白の中に表われている｡
You married ones,
If each of you should take this course, how mary

Must murder wives much better than themselves
For wrying but a little?

(5. 1. 2‑5)

J. M. Nosworthyは, Posthumusのこの独自について, ｢Posthumusは,まだImogen
13)

が罪を犯したことを信じているのに,このように良心の珂責を感じるのは納得がいかない｡｣
と述べているが,私はこの説に賛成出来ない｡ Posthumusは"bloody cloth" (5. 1.1.)を

手にして,自分が犯した罪はImogenの罪に比べると造かに大きいものであると悟り,儀

梅の気指を表わしているのであるo

この悟り,この俄梅の索持こそ彼の｢再生｣への第一歩

である｡更に彼は神に向かい, ｢神々よ,もしもあなた達が私の罪を憎み,もつと早く命
を縮めておいて下さったなら,こんな悪いことをさせる筈はなかったのです｡あの立派な
Imogenを生きながらえさせ,懐梅をさせ,不堵なのたくしに厳罰をお隠しになった方が当
然でした｡｣ (5.1.7‑ll)と神を非難する｡然し己に｢再生｣への道を歩み出したPosthumus
14)

はすぐ所謂"the waysof god to men''を悟り,神が人間を救い給う道に二通りあること

を知る,即ち神が罪人をこの世から消し給うのはそれ以上悪事をさせまいという御慈愛から
であり,又,或人には,益々悪事を犯させるのは,最後には罪人が自らの罪を怖れるように
なり,それがその人の利益になるとの神の思し召しなのだ(5.1.12‑15),と考えるようにな
る｡そして,第一の救いの道がImogen ‑,第二のそれが自分へ向けられたものと確信す

る｡然しここで彼がとる道は,更に罪を犯す道ではなく,ひたすら死を願う道である｡今,
妻の国を攻めにやってきたPosthumusであったが, "'tis enough / That'S, Britain, I have

kill'd thy mistress" (5.1.19‑20)と叫び,生きながらえてImogenの思いに苛まれるより
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速かな死を神に願うのである.
さて,戦争では,彼の働きによりブリテンが勝利を得るが,その時にも死ぬことが出来な
かった彼は,わざわざロ‑マ人と名乗りでてブリテン人の捕虜になり獄舎へ入れられる｡獄

舎における次の彼の台詞は注目に値する｡
Mort welcome bondage; for thou art away,
I think to liberty : yet am I better

Than one that's sick o'th'gout, since he had rather
Groan so in perpetuity than be cur'd
By th'sure physician, Death; who is the key

T'unbar these locks. My conscience, thou art fetter'd
More than my shanks and wrists : you good gods give me
The penitent instrument to pick that bolt,
Then free for ever.

Most I repent,
I cannot do it better than in gyves,

Desird'more than constraind : to satisfy,
If of my freedom 'tis the mainport, take

No stricter render of me than my all.

Posthumus

(5. 4. 3‑17)

は死を切望する｡死によって彼は良心の伽をはずしたいのである｡然し

Imogenを殺害したと思い込んでいる彼は,自分が罪を磨わないかぎり神の許しがでないこ

とを悟っている｡では,それは如何なる手段によって成就されるであろうか｡彼は倣悔によ
って己が罪を購おうとする｡ ｢神々はもつと慈悲深い｡｣ (5.4.13)のである｡ Posthumus

に｢死｣を与えるかわりに｢生｣を与えようとする｡
M. H. Parkerも, Hthey (gods) offer to ̀satisfy', togive life for life"と説明してい
1S)

る.神の許しをえて救われたPosthumusは,第五幕第五場Iachimoの罪を許し, ｢生きな
がらえて,これからはもつと親切に人を扱い給え｡｣ (5.5.419‑420)と述べる時,彼自身,人

を許して｢再生｣するのである｡彼がこの段階に達する前に,獄舎で眠る彼のもと‑ Jupiter

が訪れることが必要なのである｡
16)

Jupiterが訪れるsceneは,

G. Wilson Knight

によって詳細に扱われているが, Pos‑

thumusの｢再生｣のしめくくりとして極めて重要である｡先ずPosthumusは厳粛な音楽
17)

と共に父母及び二人の見違の亡霊をみる｡彼等は, Posthumusの美徳にもかかわらず,神
が"slight sling of Italy" (5.4.64)のIaehimoに,彼を苦しめさせたことを非難する｡そ

こえ,荒鷲にまたがってJupiterが天降り,彼等に返答するが,この台詞は注目に値する｡

Whom best I love I cross; to make my gift,
The more delay'd, delighted. Be content

You low‑laid son our godhead will uplift :
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His comforts thrive, his trials well are spent :
Our Jovial star reign'd at his birth, and in

Our temple was he married. Rise and fade.
He shall be lord of lady lmogen,
And happier much by his amiction made.

神が

Posthumus

(5. 4. 10ト108)

を苦しめるのは愛する為からであり,親書に耐えることにより, Pos‑

thumusの｢再生｣の時の喜びが一段と増すからである｡然し, Posthumusは,夢からさめ
て胸の上に"tablet" (5.4.109)がおいてあるのをみても神の意図がわからない｡彼にとっ
ては, Jupiterの夢はやはり"dream" (5.4. 146)であり, "senseless speaking" (5.4. 148)か,

"speaking such / A sense cannot unite." (5.4.148‑149)なのである｡彼が神のこの予言

を本当であると悟り,己れの難苦も結局意味があったことを知るのはCymbelineの最後の
場面,第五幕第五場であるが, Jupiterのsceneはその伏線として重要である｡最後の場面
では一切の紹繰が発かれるが, Iachimo

の告白により

Posthumusは自分の罪の恐ろしさに

陳然として深くそれを悔い,その結果,完全に｢再生｣するのがテーマである｡ Iachimoの

請をきくや彼は進みでて次のように述べる｡

0,give me cord, orknife, or poison
Some upright justicer ! Thou, king, send out
For torturers Ingenious : it is I

Thall all th'abhorred things o'th'earth amend
By being worse than they. I am Posthumus,

That kill'd thy daughter : villain‑like, I lie;
That caus'd a lesser villain than myself,

A sacrilegious thief, to do't

(5. 5, 213‑220)

Posthumusは他を省めるより自らが悪いとし,深く罪を悔いるのである｡結局Imogen
が生きていることがわかり, Iachimoが膝まずいて詫びるのをPosthumusは心よく許すの
である｡ repentanceとforgiveness‑これにより

こでJupiter

Posthumus

は完全に｢再生｣するがこ

の予言が正しかったことがわかるのである｡更に重要なことはこの｢再生｣は

Posthumusのみに限らず,彼の｢再生｣とともにブリテンの国も再生するという点である｡

(3)
最後に, Posthumusの賭の結果,愛の試煉を経なければならないImogenについて述べ
てみたい｡ Mark Van DorenはImogenは"one of the great women of Shakespeare or
18)

the world"と激賞しているし, Quiller‑Couch

も, "Imogen is the be‑all and end‑all of

19)

the play."と述べ,口をきわめて賢めたたえている｡

Cymbeline

の中で

lmogen

が最初に登場するのは,第一幕第‑場,継母の妃及び

Posthumusと一緒にであるが,妃が去った後,開口一番"Dissembling Courtesy ! How
fine this tyrant / Can tickle where she wounds. " (1. 1. 15‑16)と叫ぶ言葉の中に彼女の
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性格がうかがえる｡彼女は父Cymbelineと異なり, appearanceと

realityの区別がはっき

りできるのである｡誠実で美徳があり, Second Gentlemanには, "divine lmogenり(2. 1.59)
と呼ばれ, Walesの窟に住むBelariusには"thou goddess, / Thou divine nature'' (4.
BO)

2.169‑170)と呼ばれる｡又彼女の美しい心は神の殿堂(2.1.69)であり,その肉体は"so
divine a temple''(4.2.55)である｡更に彼女の肉体の美しさ,心の清浄さが｢自｣のイメイ

ジ‑これは,清らかさ,神聖さを表わすが‑によって強調されている事は注目に値する｡
トランクの中から出てローソクのあかりのもとでImogen

を眺めるJachimoは,彼女の

肌の自さを"whiter than the sheets (2.2.15‑16)と形容し, PosthumusもImogenのこ
とを思い出して, "as chaste as unsunn'd snow" (2.4.165)と形容している｡このように
ヽ

Imogen

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

に神聖な雰囲気がただよっていることは｢再生｣のテ‑マのもとに

Cymbelineを

考える時極めて重要である｡ "divine''なImogenを, Posthumusは賭によって,愛の試嬢

に旅立たせるが, Imogenが｢神聖｣であればある程Posthumusの罪は大きなものになり,

｢再生｣の意義も重要性をおびてくる｡
さて,無実の罪をうけたImogenは宮廷を抜け出し,試燦の旅に立ってWalesのBelarius

の窟へ辿りつくが,このことはプロットの面からも重要である｡何故ならば,この窟には
BelariusがCymbelineより盗んだ二人の王子と一緒に暮しているが,彼は王子達に絶えず
神に祈ることを教え従って敬慶な雰囲気が漂っていて, "divine''なImogenを迎えるには
格好の場所になっているからである｡ Belariusは王子達にこう云いきかせている｡
A goodly day not to keep house with such

Whose roof's as low as ours I Stoop, boys; this gate
Instructs you how t'adore the heavens; and bow you

To a morning's half Office.

この敬慶な雰囲気の中に住むBelarius, Guiderius, Arviragus

(3. 3.ト4)

の存在は,二つの点から,

｢再生｣のテーマに見逃すことは出来ない｡一つは,ローマ軍とブリテン軍が戦争をする時,

彼等は大いに働き,最後に｢病気｣の雰囲気下にあったブリテンを元の健康状態にもどすの
に大きな役割を演じているからである｡第二に,この窟でCloten

がGuiderius

られるからである｡このことは説明が必要であろう｡ Posthumus

が

に首を切

Cymbeline

の第三

慕,第四幕に全然顔を出さない理由として, R. G. HunterはClotenがその代りをして
之1)

いると述べているが賛成であるO Posthumusの服をまとい, Imogenを殺害しようと後
を追う

Clotenは,まさにPosthumusの姿であろう｡ appearanceとrealityをはっきり区別

できるImogenすら,仮死から目をさまし,首のないClotenの姿をみてPosthumusと間
違える｡ "A headless man? The garment of Posthumus? / I know the shape of's legs;

this is his hand, / His foot Mercurial, his Martial thigh, / The brawns of Hercules :
but his Jovial face. ''(4. 2.309‑312)‑これがImogenの言葉である｡つまりPosthumus

の服を着てImogenを追いかけるClotenは罪を背負ったPosthumusの姿であり,Guiderius

に首を切られるという意味はPosthumusの罪が振り除かれると考えてもいいだろう｡その

証拠に,第五幕に再び登場する時のPosthumusは己に己が罪を悔いて｢再生｣への途上に
あるからである｡

内山倫史

44

No. 1

さて, Clotenを死んだ夫と間違えたImogenはClotenの死骸の上‑倒れるが,ローマ

の将軍Luciusに助けられローマに味方してブリテン人と戦い,最後に捕虜となり,第五幕
第五場,父Cymbelineの前にひきだされ, Posthumusとも逢うことになる｡
この

Cymbeline最後の場面では,すべてのものが和解し, Posthumus

のみならず,ブ

リテンの国も再生する｡ Cymbeline王の最後の言葉,

Publish we this peace

To all our subjects‑･‑‑
And in the temple of greut Jupiter
22)

Our peace will ratify; seal it with feasts. (5. 5. 476‑481)

に, ｢再生｣のテーマの粋が語られていると云っていいであろう｡
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の中でこの箇所を引用してHIn Cymbeline feasts celebrate the reunion of lmogen and her
husband the restoration of families, and the harmony of the nation's peace. "と述べてい

るのは正しい批評である｡

