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ジョン･リリー:『愛の変身』について

成　沢　和　子*

"a dramatic shaping of the Petrarchan situations"

-G. K. Hunter

〃Lyly's authorship is proved…　by the ample use

of his favourite Latin poet Ovid.=

-R. W. Bond

(1)

ジョン･リリー(JohnLyly)は,例のユーフェイズム(Euphuism)という文体によ

って彼の名を文学史上にとどめた散文物語｢ユーフユイ-ズ｣ (Euphues)二部作の他に,

八つの劇作品を残している(1)｡これらは1580年位から12-3年間に書かれたものとされて

おり,このうち『ボンピーかあさん』 (Mother Bombie)をのぞく全作品がエリザベス一

壁(Queen Elizatxth I)の宮廷で上演された記録を持っている｡リリーの作品が,いわ

ゆる`官廷劇′′ (Court plays)と呼ばれる由縁である｡創作する彼の念頭にある観客は,

女王と彼女を取り巻く廷臣,侍女たち,当時のもっとも華やかで,知的で,いささか軽薄

なイギリス人たちであった｡彼等の趣味を十分に取り入れた作品によって,自からの宮廷

における道を切り開こうとした彼の意図は, -ンクー(G. 氏. Hunter)によって指摘され

ている通りだが(2),具体的にどのような作品を目指したかは, 『サフォーとファオ』 (Sapho

and Phao)の劇場上浜用の口上書きに述べられていることが参考になる｡これはシドニ

ー(Sir Philip Sidney)の『詩の擁護』 (Defence of Poesy)の中の有名なcomedy

に関する主張のもっとも直接的な反応として注目されている文章である｡

Our intent was at this time to moue inward delight, not outward lightnesse,

and to breede (if it might bee) soft smiling, not loude laughing : kowing it to the

wise to be as great pleasure to heare counsell mixed with witte, as to the foolish

to haue sporte mingled with rudenesse. They were banished the Theater at Athens,

and from Rome hyssed, that brought parasites on the stage with apish actions, or

fooles with vnciuill habites, or Curtisans with immodest words. We haue endeuoured

to be as farre from vnseemely speaches, to make your eares glove, as wee hope

you will bee from vnkinde reportes to make our cheekes blush.

(Saz'ko and Phao, The Prologue at the Black Fryers.)

ここで述べられているように,彼の劇の世界では,神々,ニンフ,王,廷臣といった高

貴な登場入場によって,機知(wit)に富んだ,主として愛についての会話が取りかわさ

れ,ひどく貧しく,卑しいもの,極端に悲劇的な情況などほ退けられている｡こういった
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ことから,リリーの作品は〝高級喜劇〝 (high comedy)と呼ばれるジャンルの最初に位

置するものとも考えられているのであるが,一括して〟宮廷劇〟　と呼ばれ,あるいは〝高

級喜劇〟　と呼ばれる八つの作品をさらに分類してみると,こうしたレッテルの意味すると

ころが一層明らかになって興味深い｡

この分野では,ボンド(R. W. Bond)に代表される伝統的な考え方と, -ンタ一に代

表されるより新しい考え方があるo　ボンドは貴重なリリー全集(3)の編者であるが,彼はt)

リーの劇を伝統的な文学のジャンルの言葉を用いて,四つのグループに分類している｡す

なわも,アレクサンダー大王を主人公にした『キャンパスピ』 (Campaspe)を歴史劇

(historicalplay), 『サフォーとファオ』 『ェンデュミオン』 (Endimion) 『マイダス』

(Midas)の三つを宮廷寓意劇(court allegory)とし, 『ガラシ7』 (Gallathea) 『愛の変

身』 (Love's Metamorphosis) 『月の中の女』 (The Woman in the Moone)を牧歌劇

(pastoral comedy),そして『ボンビ-かあさん』を写実劇(realistic comedy of modern

life)としているのである(4)｡こういう分類の長所は,リリーがどういった分野に興味を持

っていたか,あるいは当時の宮廷人たちの問で,どういう文学が好まれていたかといった

問題に対する解答を暗示してくれることであろう｡確かに,エリザベス女王と彼女を取り

囲む-セックス伯(Essex),ローリー卿(Lord Ralegh)などの男性たち,あるいはスペ

イン壬フィリップ(Philip of Spain)などと明らかにオーバーラップする登場人物が,秤

話や古典の人物の名を借りて活躍する宮廷寓意劇は,中世以来の寓意劇の伝統にのっとっ

たものとはいえ,女王はじめ宮廷での観客に新鮮な楽しみを与えたことであろう｡宮廷の

生活をそっくり田園に置き換えるという伝統的牧歌劇も依然としてエリザベス宮廷の人々

には人気があったことがうかがえる｡

しかしこのボンドの分類を,ただ作品の素材を明らかにするだけで,リリーの劇作家と

してもっとも勝れた点,すなわち伝統的な素材を有機的に組織して,一つの芸術作品に仕

上げる力を表現することは出来ないとして否定したのが-ソクーで,彼はこの点を明白に

するために,作品の構造分析による別の分類を試みている(5)｡彼によると,第一のグルー

プは｢ある論題をめぐって統一された作品群｣すなわち,主題となる論点を,様々な場

面,エピソード,事件などを巧みに配して明確にしていくという意図を持った作品群で,
`Whatis true royalty?'という主題を持った『キャンパスピ』と『サフォーとファオ』

が代表的な作品である｡又`What interests ought a true monarch to avoid'というテー

マを持った『マイダス』もこれに入るが,前二作より寓意的興味が強すぎて,あまり成功

しているとはいえない｡さらに『エンデュミオン』もこの範噂に入るが,この作品は『サ

フォーとファオ』の延長線上にあるテーゼを浮び上らせるアンチテーゼに欠けており,そ

れだけ別の爽雑物があって,主題を強く印象づけることに失敗している｡言い換えると,

このグループは一つの強力な中心(アレクサンダー,サフォー,シソシア,マイダスとい

った人物)があり,その他の要素をこの中心に対してもっとも効果的に配する,統一する

刀(the pwer of unification)がある作品群ということであるo　これに対して第二のグル

ープは｢統一を保った多様性を持つ作品群｣ということで,ここでは強力な主題あるいは
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人物を中心にした統一構造ではなく,様々な互いに関連し,影響を与えあうエピソードが,

偽わりの外見,自己の意志,あるいは運命とか人間の限界といった,ギリシャ悲劇やシェ

イクスピア(William ShakesI光are)劇を思い起させるテーマを表現しているのだとしてい

る｡ 『ガラシア』 『愛の変身』 『月の中の女』がこの範噂に入る｡この他に『ボンピーか

あさん』があるが,これは他の作品とは｢全くジャンルを異にしたもの｣(6)で,テレソス

(Terence)的喜劇の伝統に属するものだとしている｡

-ンタ-の試みは,ユーフユイズムの創始者としてのみ記憶にとどめられがちだったリ

リーを,彼自身の価値を持った劇作家として評価しようとする姿勢に好感が持てるのだが,

構造上の問題に限られた見方は,それだけで十分作品の全体像を物語るわけにはいかない

点不満が残る｡むしろボンドの用いた, `素材'を明らかにする分類の, `素材'という概

念を伝統的な文学のカテゴリーの用語から解放し,これと-ンタ-の構造分類とを組合せ

たところに作者の創作意図と,作品の全体像がより明確に浮彫りにされるのであろう｡こ

うしてみると,中心になる強力な主題,人物が独特の女王とその宮廷のアレゴリーである

作品群は,その個々の全体像と創作の意図が比較的明快に浮び上ってくる｡しかし,寓意

的要素が後退し(全く無いわけではないが),それぞれ独自の主題,創作意図があるよう

に思われる作品については,文句なく受けた宮廷のアレゴリーと,いわゆる`myal love'

の他に官廷人たちを楽しませることの出来る`素材'をリリーは何に見出したのだろうか｡

こういった観点からの読みに対して,作品のもっとも本質的なところから応えてくれるの

は『愛の変身』であると思われる｡

『愛の変身』 (Love's Metamorphosis)というタイトルから,我々はすぐにp-マ古典

の作家オヴィド(Ovidius)の『変身讃』 (Metamorphoses)と『愛の技巧』 (The Art of

Love)を思い浮べる｡そして又,作品の最初の数場面に目を通すと,これはまさしく｢べ

トラルカ的情況の劇化｣ (`a dramatic shaping of the Petrarchan situations')(7)ではない

かとも思いあたる｡なかなか憩いを聞き入れてくれない,つれない恋人に対する自虐的な

求愛という絵に書いたようなペトラルカ風の情況がそこには見られる｡この作品のエッセ

ンスは,まざれもなくこのオヴィド風ロマンスとペトラルカ流のソネット連作の設定なの

である｡

西欧の愛のレトリックは,プラトンの『饗宴』 (Plato : Symposium)に述べられている

例のウラニア･アプロディテとパンデモス･アプロディテの二人によって代表される上下

二つの愛の問の様々な相(aspects)に,後にはキリスト教の愛まで加わった愛自体の複雑

な概念に伴って,様々な形を示したが,ルネッサンス期にはダンテの『新生』 (Dante :

Vita Nuova)が出て,上昇する愛の理念とそのレトリックの頂点を築いた｡ダンテの影響

を受けたペトラルカ(Francesco Petrarca)は,理想化された恋人ラウラ(Laura)によせた

ソネット連作(sonnet sequence)によって,以後のフランス,イギリスに及ぶソネット大

流行の先がけとなった｡現実には決して自分のものとなることのない理想の恋人に対する

詩人の自己犠牲的求愛の情況は,一つの確固たるパターンを形成し,恋人讃美と説得との

レトリックは,伝統的な愛のレトリックと結びつき,新たにペトラルカ風コンベンション
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(Petrarchan Convention)と呼ばれるようになった｡このソネットはイギリスにはワイア

ット(Sir Thomas Wyatt)とサリー(‖erry Howard Suney)によって, 15世紀半ば頃に

輸入された｡トッテル版の『歌とソネット』 (Toiile's Songs and Sonneite)は1557年以

来版を重ね　詩人や宮廷人たちは競ってペトラルカにならって,理想の恋人に求愛するソ

ネットを書いた｡

Thou canst not die whilst any zeale abound

ln feeling hearts that can conceiue these lines;

Thoughthou a Lawa hast no Petrarch found,

In base attire, yet cleerly Beauty shines.

And I (though borne within a colder clime,)

Do feele mine inward heat as great (I know it)

He neuer had more faith, although more rime.

I lone as well, though he could better show it.

But l may adde one feather to thy fame,

To helpe her flight throughout the fairest Ile,

And if my pen could more enlarge thy name,

Then shouldst thou in an immortall stile.

(Daniel : βgJfα, Sonnet XLIII)

1591年にはこの流行の質的な点での最初の高峰であるシドニーの『アストロ7ェルとス

テラ』 (Astrophil and Stella)が出版されたが,量的にはそれに続く四年間は,もっと

も多くのソネット集が世に出た時期であった｡主なものをあげても,コンスタブル『ダイ

アナ』 (Henry Constable : Diana),ロッジ『フィリス』 (Thomas Lodge : Phillis),ダ

ニエル『ディ1)ア』 (Samuel Daniel : Delia),ドレイトン『イディ7の鏡』 (Michael

Drayton : Ideas Mirrour),そしてスペンサー『アモレッティ』 (Edmund Spenser :

Amo7･ettl')等々である｡これら一連の作品の政和こシェイクスピアの『ソネッツ』 (The

Sonnets)が来るわけで,まことにエリザベス朝文学の一つの顕著な現象といえよう｡

一方,もう一つのよく持て曝された文学はオヴィドの作品であった｡オヴィドの皮肉と

咽笑とをコミカルな態度で包んだ愛の文学は,当時の人々の心をとらえ,その『変身雷』

や『愛の技巧』の英訳は広く読まれた｡又その影響を受けた文学,いわゆるオヴィド風ロ

マ./ス(Ovidian Romance)が多く生れた｡ロッジの『スキィラの変身』 (Scilla's Meta-

morphosis),マ-ローの『ヒ-ローとリ7ンダー』 (Christopher Marlowe : Hero and

Leander),そしてシェイクスピアの『ヴィーナスとアドニス』 (Venus and Adonis)が

一つの頂点で,それ以後もドレイトン『ェンデュミオンとフィ-ど-』 (Endimion and

Phoebe)など多数が出版された｡これらの作品はオブィドの,愛を見る独得のつき離し

た視点を維持しつつも,神話や伝説の世界を借りて漕刺としたルネッサンス人の愛の世界

を措いており,ソネットに劣らず宮廷でも大いに読まれたのである｡

宮廷人たちを観客とした劇を書き続けていたりリーが,彼等の好みに敏感なのは当然で

あろう｡輸入されて以来目ざましい流行をみせているソネットと,ペトラルカ風のレトリ
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ックに,劇作家として,逸早く着目し,これに彼自身以前からよく読み,多くを取り入れ

ていた,いわば自家薬篭中のオヴィドを組み合せて,作品を書こうという意図は,極めてリ

リー的なものであると考えられる｡

(2)

ソネット連作の情況設定は常に一定で,そこでは決して愛を受け入れようとしない,つ

れない恋人に対して,虚しい求愛の言葉を繰り返す詩人の姿が必ず見出せる｡

My loue is lyke to yse, and I to fyre,

how comes it then that this her cold so great

is not dissoiu'd t王lrOug王l SO hot desyre,

but bar°er growes the more l her intreat?

(Spenser : Amwetti, Sonnet XXX, 1-4)

As good to Write as for lie and grone.

O Stella deare, how much thy power hath wrought,

That hast my mind, none of the basest, brought

My still kept course, while others sleepe, to none.

Alas, if from the height of Vertue's throne,

Thou canst vouchsafe the in且uence of a thought

Upon a wretch, that long thy grace hath sought ;

(Sidney : AsiroPhil and Stella, Sonnet 40, 1-7)

『愛の変身』第一幕第-場の舞台-まず登場してくる三人の森に住む若者たちもソネッ

トの詩人たちと同じく,そろってシーリーズ(Ceres)のニンフたちに恋をしており,しか

も三人ともども彼女らから相手にされず,深く傷ついている｡

Mon. ･･････I am in worst plight, since I loue a Nymph that mocks loue.

Ramis. And I one that hates loue.

Sil. Let vs not dispute whose mistris is most bad, since they be all cr･uell; nor which

of our fortunes be most froward, since they bee all desperate.

rf, i, 23-29)

しかし彼等はなおもくじけず彼女等に求愛の言葉を伝えようと,舞台の中央に立つシー

リーズに捧げられた大木(これがこの劇の唯一の,そしてもう一つのプロットにとって重

要な舞台装置である｡)にそれぞれのメッセージを書いた札を下げる｡まず第-の若者レ

イミス(Ramis)のほ, ｢あの貞女の鏡ペネロピーでさえ,じっと耐えて待てば折れてなび

くかもしれない｡｣と書かれたものである｡

Penelopen ipsam perstes mode tempore vinces.

(Ⅰ, i, 31)
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彼の思うニンフ,ニーザ(Nisa)の冷淡な,彼を歯牙にもかけない態度にも,ただ耐えて

じっと待つ決意を述べたものである｡次の若者モソティナス(Montanus)のは｢どんなに

美しい顔でも,誰も見るものがいなければなんにもならない｣である｡

Fructus abest facies cum bona teste caret.

(∫, i, 33)

この明白な意味から,彼の思うシーリア(Celia)は,美しいが内気で,決して男性を近づ

けないことがうかがえる｡最後のシルヴェストリ(Silvestris)のは｢恋敵にもしんぼう強

く耐えよ｡｣

Rivalem patienter babe.

(Ⅰ, i, 38)

とあり,恋人ニオペ(Niotだ)の浮気な態度に悩む彼の様子がみられる｡

こうして,それぞれ冷酷(cruel),内気(coy),浮気(inconstant)という特徴を持った

ニンフたち-の思いを書いた札を残して彼等が退場すると,第二場に移り,問題の三人の

ニンフが登場する｡彼女等はシーリーズの大木に,それぞれの植物で作った花輪を掛けて

豊作を祝うのだが,この三人三様の植物が前の場面で暗示された彼女等の性格をさらに明

確にしているのである｡ニーザのは,ひいらぎ(hollie)で作ったものなのだが,彼女はそ

の理由を,自分の心はこの木の葉の様に絶対不変であるからという｡

Nisa. Of 出ollie, because it is most holy, which louely greene neither the Sunnes

beames, nor the winds blasts can alter or diminish.

(Ⅰ, ii, 7-9)

シーリアのは糸杉の菓(Cypress leaves)で,実を付けないこの木の様に,美しいまま誰の

手にも渡らず,子供など残さずに死んでゆきたいという｡

CgJfα. Mine all of Cypres leaues, which are broadest and beautifullest, yet beareth

the least fruit ; for beautie maketh the brightest shew, being the slightest

substance; and l am content to wither before l bee worlle, and depriue my

selfe of that which so many desire.

(I, ii, 10-14)

ニオペはサラミンツ(Salamints)(8)という植物で作った花輪を捧げる｡この花の色が時に

よって移り変る様に,自分の心も一つ所に定まっていないという｡

Niobe. Of Salamints, which in the morning are white, red at noone, and in the

Euening purple, for in my affections shall there be no staiednesse but in vnsta-

iednes :

(I, ii,4-6)

この三人のニンフたちのそれぞれを表わす言葉,冷酷(cruel),内気(coy),浮気(in-
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constant)は,明らかにペトラルカ風の愛のレトリックの中の詩人の思い通りにならぬ恋

人を表わす決り文句で,エリザベス朝の多くの詩の中で,繰り返し用いられているのは周

知の事実である｡以下それぞれ一つずつ例をあげてみる｡

Faire is my Loue, and cruell as she's faire;

(Daniel : Delta, Sonnet VI, 1)

`Tis but a kiss I beg : why are thou coy?

(Shakespeare : Venus and Adon'S, 96)

Thou canst not vex me with inconstant mind,

(Shakespeare : The Sonnets, 92, 9)

しかもこの三つの言葉,あるいはイメージは,作品中幾度となく繰り返され,三人のニン

フたちのコンベンショナルな役割を強調しているのである｡

Ramis. Cruell Nisa, borne to slaughter men!

M6m. Coy Celia, bred vp in skoffes !

Sil. Wauering, yet wittie Niobe !

(ⅠⅠⅠ, i, 137-140)

Mon. ･-･･ and their hearts as their speeches, cruell, proud, and wauering :

(ⅠⅠⅠ, i, 165-6)

Cupid. ･･･- What are your mistresses?

Ramis. Ceres maidens : mine most cruell, which shee calleth constancie.

Mon. Mine most faire, but most proud.

Sil. Mine most witte, but most wauering.

Cupid. Is the one cruell, th'other coye, the third inconstant?

(ⅠⅤ, i, 39-47)

こういったソネット･コンベンションの導入は,いよいよこの三組の恋人たちが対決す

る第三幕第-場でさらにはっきりと見られる｡まずレイミスが`Stay, cruell Nisa,'と叫

びながらニーザを迫って登場する｡

Ramis. Stay, cruell Nisa, thou knowest not from whome thoufliest, and therefore

fliest ; I come not to offer violence, but that which is inuiolable : my thoughts

are as holy as thy vowes, and l as constant in loue as thou in crueltie : lust

followeth not my loue as shadowes doe bodies, but truth is wouen into my loue,

as veines into bodies : let me touch this tender arme, and say my loue is emdlesse.

(Ill, i, 1-7)

as～asという直境の繰り返しによって,平行する内容を積重ね　愛の真実を強調している

レイミスの言葉の中には,伝統的な二つの愛の概念(love　とlust)とか,誓言(vowes),
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不変の(constant),残酷(cmeltie),それにネオプラトニック(Neo-Platonic)なレトリ

ックの代表的な語句,影(shadowes)といったお馴染みの言葉が登場している｡そして懸

命にかき口説く男の言葉にも,典型的な〝冷酷な恋人〝 (cruel mistress)ニーザの態度は

変らない｡

Nisa. Gods doeknow, and men should, that loue is a consuming of wit, and restor-

ing of folly, a starng blindnesse, and a blind gazing.

Ramis. Wouldst thou allot me death ?

Nisa. No, but discretion.

Ramis. Yeeld some hope.

Nisa. Hope to dispaire.

(ⅠⅠⅠ, i, 23-29)

モソティナスとシーリアのやり取りも,恋人の誠実(lover's faith),恋の盲目(love'sblind-

ness),美の移ろい易さ(beauty wained)などの主題を取り入れて,早いテンポの検知に

富んだ場面を作り出している｡

Mon. The fairest wolfe chuseth the foulest, if he bee faithfuuest, and he that

indureth most griefe, not bee that hath most beautie.

Celia, If my thoughts were woluish, thy hopes　might be as thy comparison lS,

beastly.

Mon. I would thy words were, as thy lookes are, louely.

Celia. I would thy lookes were, as thy affection is, blind.

Mon. Faire faces should haue smoothe hearts.

Celia. Fresh flowres haue crooked rootes.

Mon. Womens beauties will waine, and then no art can make them faire !

CgJgα. Mens follies will euer waxe, and then what reason can make them wise?

Mon. To be amiable and not to loue, is like a painted Lady, to haue colours, and

no life.

(ⅠⅠⅠ, i, 45-54)

浮気なニオペとシルベストリは,やはり代表的な愛のレトリックである｢-と多｣ (One

and many)を用いて会話を展開する｡

Sil. Sweete Niobe, a ryuer running into diuers brookes becommeth shallow, and a

mind diuided into sundrie affections, in the end will haue none. What joy can I

take in the fortune of my loue, when l shall know many to haue the like fauours?

Turtlesflocke by couples, and breede both ioy and young ones.

Niobe. But Bees in swarmes, and bring forth waxe and honie.

Sil. Why doe you couet many, that may find sweetnesse in one?

Niobe. Why had Argus an hundred eyes, and might haue scene with one?

Sil. Because whilest he slept with some, he might wake with other some.

Nt-abe. And l loue many, because, being deceiued by the inconstancie of diuers, I

might yet haue one.

(ⅠⅠⅠ, i, 96-106)
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｢私は多勢の人を好きになるの,なぜっていろいろ裏切る人がいても,一人く"らいは残る

でしょう｡｣とうそぶくニオペの浮気の弁に対して,シルベストリは次の音楽の主題によ

る地口(pun)を使って,必死になって単一のものの価値を主張する｡

Sil. My Lute, though it haue many strings, maketh a sweete consent ; and a Ladies

heart, though it harbour many fancies, should embrace but one loue.

Niobe. The strings of my heart are tunedin　a contrarie keye to your Lute, and

make as sweete harmonie in discords, as yours in concord.

Sil. Why, what strings are in Ladies hearts? Not the base.

Niobe. There is no base string ln a WOmanS heart.

Sil. The meane ?

Niobe. There was neuer meane in womans heart.

Sil. The treble?

Niobe. Yea, the treble doubleand treble ;

(ⅠⅠⅠ, i, 115-126)

後半の低音(base),中音(meane),高音(treble)という音楽用語をそれぞれ｢下劣な｣,

｢卑しい｣,そして｢三重になった｣すなわち｢多を望む｣女心にだぶらせて,ここで又

｢-と多｣の主題に返っているこのあたりのワリ-の技巧は手馴れたものとはいえ,すで

にコンベンションとして固定しているリュート(Lute)のイメージをいきいきと再生して

みせて見事である｡

若者たちの求愛を検知に富んだ言葉で換わつけて三人のニンフが退場してしまうと,失

意の若者たちはついにこの冷たい恋人たちのことを恋の神キューピッド(Cupid)に訴え

て敵を討ってもらおうと決意する｡キューピッドは愛を主題にした様々な作品に登場する

非常に良く知られた神であるが,ここではいたずら好きの子供っぽい神として描かれてい

る多くの作品,あるいはリリー自身の他の作品,例えばこの作品との少なからぬ類似点を

指摘されている『ガラシア』のキュ-ビッドと比較してみると,はるかに尊厳さをそなえ

た大人の神として措かれている｡彼の神殿(Temple)にはシ- 1) -ズが捧げ物を持って

拝し,三人の若者達も十分な尊敬をしめす｡

Ramis. This is the Temple of our god, let vs offer our sacri丘ce.

(ⅠⅤ, i, 1-2)

この場面で,キューピッドと三人の若者の問に展開される愛に関する問答は,恐らく当時

もっともポピュラーな素材であって,数々のソネットがこの中のモチーフや言葉を用いて

書かれている｡

Cupid. -.･･What haue you vsed in loue?

Ramis. All things that may procure loue, -giftes, words, othes, sighs, and swoun-

ings.

Cupid. What said they of gifts?

Mon. That affection could not bee boughtwith gold.
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Cupid. What of words?

Ramis. That they were golden blastes, out of Leaden bellowes.

Cupid. What of othes?

Sil. That Jupiter neuer sware true to Iuno.

Cupid. What of sighes?

Sil. That deceipt kept a forge in the hearts of fooles.

Cupid. What of swounings?

Mon. Nothing, but that they wished them deathes.

Cupid. What reasons gaue they, not to loue?

Sil. Womens reasons ; they would not, because they would not.

(ⅠV, i, 64-79)

以上のようにこの作品のいままで指摘してきた部分は,言葉,主題,情況設定の面でペ

トラルカ流のソネット連作の特徴をほとんど余す所なく,しかも原型に近い形で取り入れ

ており,作者のソネット連作を意識した態度は明白であるといえよう｡しかしソネット集

はもともとそれが,例えばシェイクスピアの『ソネッツ』のように最高に劇的な構成を持

ったものを除けば,一言でいって求愛(courting)の詩の羅列である｡詩人が思いを込めて

恋人の心を追い求める,いわば一定の流れしか持っていない｡ここが,ある葛藤(conflict)

が存在し,その解決(solution)によって終る構成を持った劇と根本的に異る点である｡

ソネット集の枠組を劇化する際にこういった型を導入するためにリリーが注目したのが,

彼の手の内にあり,当時の宮廷に非常に人気のあったオヴィドであった｡

そこで,まったく恋に目もくれない恋人について三人の若者の訴えを聞いたキューピッ

ドは,ニンフたちを罰するのにオヴィド流｢変身｣という手段を用いる｡すなわちかたく

なな心を持ったニーザを海辺の石(stone)にして,波に打たれ,苔を生やし,魚にまとい

つかれ,魚の様に耳が聞こえないようにしてしまう｡内気でプライドの高いシーリアは香

りの高いピンクのバラ(DamaskeRose)に変え,美しきを虫に食われ,盛りのうちに風に

吹かれて散るはかない身の上に｡浮気なニオペは空気しか腹に入らず,地上に足を休める

ことの出来ない鳥(bird)にしてしまう｡オヴィドの『変身讃』第八巻に似たような部分

があり(9),そこから取ったものであることはボンドによって詳しく指摘されている｡こう

して三人のニンフをそれぞれの特徴を表わす｢石｣ ｢バラ｣ ｢鳥｣に変えてしまうことに

よって劇的な緊張が生じたのであるが,実はオヴィドの要素はこれよりもっと早く,すで

に第一幕からソネット連作の要素と並行して提示されているのである｡

第一幕第一場,ニンフたちが例の大木に若者たちの求愛のメッセージに対する返事を残

したあと,つむじ曲りで自己中心的な吐o)農夫エリジクトン(Erisichthon)が登場する｡彼

はニンフたちが女神シーリーズを謡えて踊る様子を見ると嫉妬を感じてあたりちらし,揺

句のはてにこの神聖な木に斧をふるう｡とその時,木から真赤な血がふき出し,女の声が

聞える｡その声のめんめんと語るところによると,彼女はやはりシーリーズのニンフの一

人フィデリア(Fidelia)で,多情なサティルス(Satire)に追われ,逃れ難くこの木に身を

隠した(すなわち｢変身｣した)のだという｡話し終ったフィデリアは死んでしまい, -
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リジクトンはかまわず木を切り倒してしまう｡このシーリーズに反抗するエリジクトンの

話は, 『身変讃』第八巻にあるものと大筋はほとんど同じで,ボンドの指摘によれば1カい

くつかの細部-エリジグトンを農夫とした点,ニンフにフィデリアという名前をつけた

点,彼女の木への変身の理由をサティルスに追われたためとした点など-だけがリリー

のものであるという｡

自分の木が切り倒された知らせを聞いたシーリーズは,おおいに怒り,復讐のため｢飢

え｣ (Famine)を呼びよせてエリジクトンの総ての畑から穀物を取り上げ,彼をすさまじ

い飢えで苦しめる｡

Eri. ･･･ Thou seest in how short a space I haue turned all mygoods into myguts,

where l feele a continuall丘re, which nothing can quench : my famine increaseth

by eating, resembling the Sea, which receiueth all things, and cannot bee丘ued :

(ⅠⅠⅠ, ii, 3-6)

この恐ろしい飢えを癒すために,今やあらゆる物を売って食物に換えねばならなくなった

彼は,娘のブローティア(Protea)まで売ることになる｡泣く泣く商人に売られて行った

ブローティアほ幸いなことに海神ネプチューンのおかげで老漁夫に｢変身｣して逃げ戻る

ことが出来る｡この娘にはペテユーリアス(Petulius)という恋人がおり,彼女は今度は

ユリシーズ(Ulysses)の亡霊に｢変身｣して,この恋人もサイレン(Syren)の誘惑から

救うのである｡作者はエリジグトンにかかわる筋で三つもの変身語を挿入して,オブィド

的な雰囲気を充満させているのである｡

ところでブローティアとペテユーリアスの真実の愛は,このオヴィドのプロットと前述

したペトラルカのプロットを結ぶ紳となる｡

Pet. I will, and onely loue Protea, and neuer cease to wonder at Protea.

(ⅠⅤ, ii, 103-1)

この相思相愛の二人は森の若者とニンフのままならぬ愛のアンチテーゼの役割を果すのみ

ならず,キューピッドの心を動かして彼等のた酬こエリジグトンを助けようという気拝に

ならせるのである｡

Cupid. ･･･- The faithfull loue of thy daughter Protea, hath wrought both pittie in

me to graunt her desires, and to release thy Punishments.

(Ⅴ, iv, 24-26)

愛の主題にかかわっていたキューピッドは,エリジクトン救済という目的によって,シー

リーズと対決することになる｡シーリーズほ一方でエリジクトンの運命をにぎり,他方で

は自分のニンフたちを元の姿に戻してほしいという問題をかかえているので二人の神々は

互いに五分の条件でわたり合うことになる｡シーリーズがこの作品で演じている,受を侮

るニンフたちの神としてキューピッドと対立する役割は,一般に, 『ガラシア』でもそうで

あったように,ダイアナ(Diana)のものであるが,ここではエリジクトンにかかわるプ
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ロットのために｢殻物神シーリーズ｣がどうしても必要となる｡彼女と愛の主題との関連

については㈹ソネットでの求愛の一つの理論,結婚して子孫を残すことによってあなたの

美を永遠に伝えなさい,という生殖(pr∝reation)の主題が思い出される｡だがこれはダ

イアナとは相容れない属性で,とも角ここでは二つのプロットを組み合せるため多少の矛

盾には目をつむったのだろうか｡この二神の対決によって,愛の主題と神の冒潜の主題,

ソネット連作の枠組とオヴィド風の物語がしっかりと結び合わされたのである｡

互いに交換条件を持ったキューピッドとシーリーズの交渉は円滑に進み,エリジグトン

は飢えから解放され,三人のニンフは元の姿にかえる｡本来ならば,これで目出たく幕と

なるところであるが,ここではその前に-騒動持ち上るのである｡キュ-ビッドに許され

て,再び元の姿にかえったニンフたちは, ｢愛を侮り,キューピッドを侮辱するものがど

のような目にあうか良くわかったであろう｡さあそこにお前たちを愛する若者がいる,彼

等を夫とするように｡｣という愛の神の言葉を異口同音に｢私はいやです｡｣と断固拒絶し

てしまう｡ニーザの言い分は,卑しい望みが透けて見えるような男の甘言にはうんざり,

それ位なら何も感じない石でいたほうがずっと増しだというわけである｡

Nisa. Not I, Cupid ! neither doe I thanke thee that I am restred to life, nor feare

againe to be chaunged to stone : for rather had l beene worne with the continuall

beating of waues, then dulled with the importunities of men, whose open aatteries

make way to their secret lustes, retaining as little truth in their hearts as

modestie in their words. How bappie was Nisa, which felt nothing ; pined, yet

not felt the consumption! vnforunate wench, that now haue eares to heare their

cunning lies, and eyes to behold their dissembling lookes ! tunre me, Cupid,

againe, for loue l will not ど

(Ⅴ, iv, 66-74)

この中の,男の淫らな本心,不誠実を表わすいくつかの言葉は,反ペトラルカ的なレトリ

ックとして,やはりペトラルカン･コンベンションに含まれるもので,リリーの後に登場

するシェイクスピアは『ソネッツ』のいわゆる　〝ダーク･レディー･シリーズ〟　でこの種

の言葉をしばしば用いて,アンティ･コンベンションの一つの頂点を作り上げている｡

If eyes corrupt by over-partial looks,

Be anchored in the bay where all men ride,

Why of eyes'falsehood hast thou forg主d hooks,

Where to the judgement of my heart is tied?

Why should my heart think that a several plot,

Which my heart knows the wide world's common place?

(Shakespeare : Tj..e Sonnets, 137, 5-10)

次のシーリアも｢バラの姿でいた方が,愛なんかに描まるよりもずっと良いことがある

わ｡｣と元の姿にしてもらったことを返って迷惑だというのである｡

Celia. Nor I, Cupid : well would I content my seife to bud in the Summer, and to

die in the Winter : for more good commethof the Rose, then can by loue : when
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it is fresh, it hath a sweete sauour ; lone, a sowre taste : the Rose, when it is

old, loseth not his vertue ; loue, when it is stale, waxeth loathsome. The Rose,

distilled with丘re, yeeldeth sweete water : loue, ln extremities, kindles iealousies :

in the Rose, how euer it be, there is sweetnes ; in loue nothing but bitternesse.

If men looke pale, and sweare, & sigh, then forsooth women must yeeld, because

men say they lone, as though our hearts were tied to their tongues, and we must

chuse them by appointment, our selues feeling no affection, and so haue our

thoughtes bound prentises to their words : turn me againe. Yeeld i will not.

(Ⅴ, iv, 77-88)

このシーリアの用いる言葉もきわめてコンベンショナルなものであることは一見して明白

で,恋する男が青ざめ(pale),誓い(sweare),溜軌息をつく(sigh)といった調子だが,

ここでの｢バラ｣のイメージはいささかひねった使われ方をしていて興味深い｡本来｢バ

ラ｣はジャン･ド･マンの｢ばら物語｣ (Jeande Meung:Romen de Za Rose)以来,悲

人のイメージとして広く用いられたもので, ｢愛｣ (love)とは密接な関係を保っていた

のである｡ここにある蒸留した(distilled)バラの香水(sweete water)のイメージは,

恋人(｢バラ｣)の滅びる運命にある肉体の美しさを永遠に保つため,そして｢愛｣の永遠

の象徴として好んで用いられたものである｡

Then were not summer's distillation left

A liquid prisoner pent in walls of glass,

Beauty's efFectwith beauty were bereft,

Nor it nor no remembrance what it was.

But 凸owers distilled though they with winter meet,

Leese but their show, their substance still lives sweet.

(Shakespeare : The Sonnets, 5, 9-14)

ところが,ここでシーリアは｢バラ｣と｢愛｣とを対立概念として用いており, ｢バラ｣

からは香水が取れるのに, ｢愛｣は嫉妬をかき立てる｡ ｢バラ｣は香わしく(sweete),負

淑(vertue)なのに, ｢愛｣は忌しく(loathsome),苦い思ひ(bitternesse)のみ残すとい

い立てる｡このような用い方は,例えばシェイクスピアの有名な130番のソネット

I have seen roses damasked, red and white,

But no such roses see I in her cheeks,

And in some perfumes is there more delight,

Than in the breath that from my mistress reeks.

(Shakespeare : The So〝neis, 130, 5-9)

のように,現実のバラとそれに愉えられるべき恋人とのズレを指摘した,明白に反コンベ

ンション的な用い方とも異る.この一種独特な｢バラ｣のイメージは,シーリア(すなわ

ち｢バラ｣)の自己愛を際立たせるという効果を持ち,この劇中での彼女の役割を一層強

調しているのである｡内気(coy)という言葉に隠された,他人を愛するよりも自分を愛
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し,自己満足に捕われた彼女の性格付けは,第一幕第二場の糸杉のイメージ以来一貫して

守られており,ここにもリリーの決して``人間的〝なレベルではないが,明瞭な性格描写

がうかがえるのである｡

こオペも同様な口調で若者の愛を受けるのを拒否すると,舞台は-ッピー･エンドの前

の華やいだ雰囲気から一転して,開幕時と同じ状態に戻ってしまう｡この土壇場でのニン

フたちの抵抗は,一見不可解にみえるが,ここにも作者のソネット･コンベンションを意

識した構成がうかがえる｡繰り返し述べたようにソネット連作はあくまで求愛(courting)

が主題であり,詩人から恋人に対する一方通行の求愛の詩集である｡しかもイデアとして

の愛を考えるダンテの影響下にあったペトラルカ以来,詩人にとって恋人とは多かれ少か

れ,書きもの,美しきもの,真実なるものの象徴である｡二人の愛は地上では決して実を

結ばないという大前提があり,恋人は終始一貫して拒絶の態度を崩さないか,あるいは死

によって,結ばれる可能性を永遠に無くしてしまうかである｡

My grief es long liu'd, and care succeeding care.

This is my state, and Delias heart is such,

I say no more, I feare l sayd too much.

(Daniel : βα7㍍, Sonnet LX, 12-14)

従って,愛の主題にソネット集の枠組を用いた立場からすれば,ここで三人のニンフがす

んなり若者たちを受け入れてしまってはならぬわけで,大団円を前にしてかなりのスペー

スをさいたニンフの抵抗は,こういった枠組を貫くためにぜひとも必要なものであった｡

だが,リリーはJl喜劇〝 (comedy)を書いているわけで,彼の劇にとっては, -ッピー

･エンディングは必須の条件であるから,キューピッドもシーリーズも神としてのそれま

での威厳をいささか損うほどに慌て,三人のニンフを脅したり,すかしたりするのである｡

Cupid. ･･.･･･ Ceres, I vowe here by my swete mother Venus, that if they yeeld not,

I will turne them againe, not to　flowers, or stones, or birds, but to monsters,

no lesse Blthie to bee seene then to bee named hatefull : they shall creepe that

stand, and be to all men odious, and bee to themselues (for the mind they shall

retaine) loathsome.

Ceres. My sweete Nymphs, for the honor of your sex, for the loue of Ceres, for

regard of your own countrie, yeeld to. loue ; yeeld, my sweete Nymphes, to sweete

loue.

(Ⅴ, iv, 104-112)

これではニンフたちも抗い難く,しぶしぶ愛を受け入れることを承知する｡そして形通り

の大団円がやっと達成されたのである｡

(3)

『愛の変身』の出版は1601年だが, 1584-8の間に書かれ,宮廷で上演されたものであ

るらしい｡この第-のテクストは現存しない｡現在の形は1599年に改訂されたもので,1600



ジョン･リリー:『愛の変身』について 15

年チャペル(Chappell)の少年俳優たちによって上演され,それがリリーの作品の宮廷で

の最後の上演になったとされている｡第-の作品が残されていないために,改訂を証拠立

てる試みが様々あるのだが,その中で,この作品にはリリーの他の総ての作品に見られる

ファース(farce)の部分が欠けていることが指摘され,それは多分第一のテクストにはあ

ったものが,改訂された折に,何らかの理由によってカットされたらしいと考えられてい

る｡この作品は他の総てと比較しても明らかにJJ短い〟　ということもこの点を裏付けると

もいわれている83)0

私にとって,この問題の真偽の判定は難しいが,それとは別に興味を引かれたのは,上

に考察したオヴィドを縦糸に,ペトラルカ流ソネット連作を横糸にして織りあげられたエ

リザベス朝の愛のレトリックという華麗な織物ともいうべきこの作品が,ファースの欠如

によってその織柄を一層鮮明にされている事実である｡しかもファースが上演時間の問題

その他の外的な事情によってカットされたのではなく,内的な事情,すなわち作者の意志

によってカットされたと仮定すれば,上の効果は明らかにリリーの狙いであったろう｡

1590年代のソネット集及びオヴィド風ロマンスの出版ラッシュを併せ考えるとこれはうな

ずけるような気がする｡だが,人間的レベルの複雑さをさけて,より図式的世界を志向し

たリl) -は1600年にはすでにもう過去の人であって,この上浜は他のリバイバルされたい

くつかのエリザベス朝劇とともに,二,三の悪評叫を後世に残しただけだったようである｡

荏)

(1)この他にThe Maydes Metamorphosis (1599?)という作品にも関係していたことが判明して

いる｡

(2) G. K. Hunter : John Lyly : The Humaw'si as Courtier, London, Loutledge　&　Kegan

Paul, 1962.

(3) R. W. Bond : The Complete uJorks of John Lyly, London, 0Ⅹford U.P., 1902, 3vols.

(4) )bid., VOI II, p. 249.

(5) Hunter, op. cii., p. 160.

(6) Zbid., p. 220.

(7) Zbid., p. 205.

(8)この植物は実在しないもので, PlinyのNatural Historyを参照したものと思われるo

(9) Ovidでは, Nisus - bird, Naiads -- islands, Philemon　と　Baucis - trees　と

いう変身が措かれている｡

(lt? Erisichthonのこういった性格は,例えば"Nimph, Or goddesse, it skilleth not, for

there is none that Erisichthon careth for, but Erisichthon." (I, ii, 137-8)といった

セリフで明らかである｡

(ll) Bond, op. cii., VOI III, p. 293.

(1カ　ギT)シャ神話には,娘ペセルボネーと冥府の王との結婚を嫌って,ゼウスに反抗しつづけたデー

メ-テール(シーl)-ズのギリシャ名)が描かれている｡娘の貞操を守るため狂奔する彼女の姿が,

どことなく貞操堅固なダイアナに通じるようにも思われる｡

(l頚　Bond, op. cii., vol III, p. 197.

(14 "musty fopperies of antiquity" (Marston); "the umbrae or ghosts of some three

or four plays departed a dozen years since have been seen walking on your stage

here･-" (Ben Jonson)
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