
Title シェイクスピアの新しい本文批評 : フレッドソン・バワー
ズ述

Author(s) 田中, 幸穂

Citation [岐阜大学教養部研究報告] vol.[14]  p.[129]-[155]

Issue Date 1978

Rights

Version 岐阜大学教養部英語研究室 (Faculty of General Education,
Gifu University)

URL http://hdl.handle.net/20.500.12099/46027

※この資料の著作権は、各資料の著者・学協会・出版社等に帰属します。



フ レ ッ ド ソ ソ ・ パ ワー

中 幸

述

訳

ズ

穂

129

シ ェ イクスピアの新しい本文批評

解 説 :

本文批評がたんに本文の確定に資するだけでな く , 作品の深奥微妙な内容に深刻にかかおるもの

である こ とを知ったのは, 最近の文学研究の一つの大きな収穫 といえる。 こ こに訳出を試みた

Fredson Bowers の TheNew Textual Criticism of Shakespeare もそ の例 に もれず , 鋭 い論述 と

な っている。 F. Bowers は, 1955年に On Editing Shakespeareand theElizabethanDramatists,

1959年に TextuaI Criticism and the Literary Critic, 1964年には Bibliography and Textual

Criticism, 1966年にぱ Today’sShakespeareTextsandTomorrow’s’; StRdies緬 B淑iogm伽yを

世に問うたシェイクスピア本文批評の専門家で, 現在 Virginia大学の英文学の教授の職にある。

この訳文の内容は, Cambridge大学で 1957̃ 8年度のBibliographyのSandarsReaderの資格で,

1958年 1月20 日̃ 22 日にわたって講述したものである。内容は, 版本のためのコピーとして役立っ

たシェイクスピアの失われた原稿の特徴の回復の問題と, 版本の伝達の研究に関して最近の研究成

果を説明したものである。つま り, 単一説にせよ, 多数説にせよ, すべての実質的なシェイクスピア

の版本の背後にあるコピーに関して本質的な事実を回復すべく , よ り新しい, より科学的な基礎に

立って行われている最近の本文調査を解説, 説明しよ う と している。 も とよ り, シェ イ クスピアの本

文批評も日進月歩であり, この過去の論述にこだわるべきでないが, ここに述べられている事実関係

は時とともに変わるものではな く, 本文批評研究者に大いに参考になるので, 少々難解な点もあり,

訳出して研究者の御参考に供するこ と とした。

問題は, 聖書の本文批評家のい う三つの主要なカテ ゴ リーを呈す る とわた しはいった

ー すなわち, 現存する原稿の分析, 失われた原稿の特徴の回復, および本文伝達史におけ

る典拠の分析。

その資格が怪しいとはいえ, ≪サ・ トマス ・モア≫の中の数行といった例外はあるものの,

シェ イ クスピアによる原稿は一つもわれわれの手元に伝達されていない。 このため, シェイ

クスピアの本文批評は, どこまでも回復と伝達の問題にかかずらざるをえない。 わたしは,

なにも, シェイクスピアの本文批評家が保存されている当時の劇の原稿およびその特徴にた
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いして無関心た りうるとい うつも りはない。 なぜなら, そ う した原稿は, 失われたシェイク

スピアの記録の諸形体に関する仮説の基礎と して役立つだろ うからである。 わたしがいわん

とすることは, 本文批評家がシェイクスピアの原稿資料のなにか確実な実例を欲しながら,

分析すべきなんら有形のものを持たないという ことである。

われわれは, つねに, ある一つのこ とを心にし っか りと留めてお くべきである。 つま り,

本文調査というものは, 各シェイクスピアの劇における各個別々の語が確実視できるもので

どれがほんと うに
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あるかどうかに基づ く ものである。 すなわち一 有散な証拠に基づき

いし常識である。 いかなる言語学的ないし書誌学的議論も, それがなんらかの有鼓性を働か

せるようになるには, それを適用してみた結果が批評的判断に受容されなければならない。

さ らに, 批評的判断とは一人以上の人間の判断のこ とである一 つま り, われわれがいい う

ることは皆の同意とい うことである。 もちろん, われわれは本文のすべての究極的消費者を

含むよ うな一般の同意といったものを要求すべきではない。 或る読みが受容されるとい う同

意以前に各学校のすべての先生の賛同を確保する必要はない。 一般の同意とは, その人の意
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シェイクス ピアによって書かれたものであると信じ られるかといったようにである。 有数な

証拠に基づいて, 個々の語の大部分は確実視できるものだ。 他の個々の語は, なんらかの常

識的な学問上の見地には, はっき りと間違っているか, あるいは, まった く語を構成しない

ような誤ちであるか, するものである。 こ うした語は, はっき りと修正する必要がある。 疑

問を引き起こすような第三のカテゴリーにぞくする個々の語がある。 編纂者の中には修正し

た く なる者がある, した く ならない者もある。 この場合, 特殊な事情のあるため, 惑 うのも

無理がらぬこ とだ。 こ う した疑問の大低の場合, も とからの読みがなんらかの意味をなすも

のである。 そして, 修正したいとい う誘惑は, 提起された変更の魅力に抗してもとからの読

みが弁護され重要視される際の困難さに正比例するものである。第四のカテゴリーがあって,

この場合は, 大部分の編纂者にとって確実視されているとみえながら, いろいろな人たちが

(普通, ほとんど本文にも批評にも経験のない者たちが) 修正すべきだ と提議する語のこと

である。 ≪ ノー トと質問≫の欄やときどき〈 タ イムズ文芸付録≫への投書などが, まった く

中分のない語についてシェイクスピアの本文を変更すべきだという提議の石切場となる。

完全にするためにわれわれは第五のカテゴリーを付け加えるべきだ, これは上の四つを貫

通すると と もに, それらを含み, さ らに新しい錯雑さを加えるものである。 或るシェイクス

ピアの本文が或る種の権威をもって一つ以上の版で保存されているとき, 各語を確実視する

問題は, さ らに深刻になる。 異った読みがもとのものを表わすのか, それとも, も とからの

ものの権威あるシごイクスピアの改訂なのか, という独立した問題をわれわれがしばら くお

く と しても, われわれにはどちらの異読が正し く どの悪化が伝達の過程から生じたものかを

定めるのに大変な困難が生じる。 どっちつかすの場合は, 一般により確実だとされている本

文の読みがすぐれているとかならずされるものだが, 所与の個々の語の場合, 劣った本文の

異読でも, 或る編纂上の判断では, 確実な読みとわかるものもある。 いかなる本文もそんな

にひどいものはな 〈 , 〈 ウィ ンザーの陽気な女房たち≫の劣悪 ・ ク ォー トだって, また≪八

ムレッ ト≫の劣悪 ・第一クォー トだって, そ うひどく はないが, しかし編纂者は, 普通, そ

の異読の二三しか好んで採用しなかった。 そして本文が権威上, それぞれ, ≪ハムレッ ト≫

のQ2やフ ォ リオ, あるいは, ≪オセロ≫のQやFの場合のように, 相接近するとき, 異読間の

バランスはさ らに微妙なものになる。

われわれがシェイ クスピアの本文の個々の語を どのカテゴ リーに割 り当てた らいいかを決

定するものは, 一体なにかとたずねるとき, およその答としていえるものは, 批判的判断な
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見が充分強力で, ついには学校へ浸透してゆく編本の形を作り上げるような批評家や編纂者

をおもにい うのだ とわれわれは考える。 こ う した学者は50人位いるかもしれない。いやもっ

と少いかも, おそ ら くかな り少いかもしれない。

こ うした精選の意見は保守的ともみえる。少く とも, 合衆国では, このために, 通常, John

Dover W ilson や C.J.Sisson の編 し た全 集の本文が拒否 さ れて き た のだ 。 も っ と も こ の二 人

はがれらな りに新しい書誌学的ないし古文書学的手法を進めはする。 たとえば, 一冊本の場

合, ニュー・アーデソやニュー・エールやペリカン本の如き大担な企ては, 学校用テキス ト

以外にはさ して重要視されなかった。 だから, 一般に旧ケムリジ ( ないしグローブ) 本とか,

キ ト リジないし ピータ ー ・ アレキサンダー本とかいった ものに砕裂化して しま うのだ。 た し

か, イギ リスでもアタ リカでも, 当時およびそれ以後旧ケムリジ版に与えられたような一般

的受容を確保したような結果を生みだす本文に決定的に近づ く力を持っているとい x うるよ

うな新しい権威は1860年以後なんら起っていない。Mckerrowの死後いく らか経ってふたた

び現在進行中のオックスフ ォー ド古綴版がおそ ら く新しい権威となるだろ う, だが, それに

よって生じる権威を評価する方法は現在のところない。

だが, こ うい うから といって, 言語学にせよ, 書誌学にせよ, 現代の学問をシェイクスピ

アの本文の問題に適用する際いろいろな方向でわれわれが著しい進歩を とげてはいないなど

とい うつも りはない。 じっさい進歩はあったし, 多 くのまった く激励的な実際的収穫も確保

された。 他方, これまでのところ, いかなる学者もこの分野を 「張翼鷲的に縛 りつけた」 も

のもな く , また自分の調査やまた他人の調査との同化によって旧ケムリジ版の主編纂者に可

能だったように, 己の本文の一般的受容を確立するが如き今日の知識に対する全体的見解お

よび綜合を獲得した者はない。

綜合の知的努力をするにも本文を明確にするにも仕事がおおきすぎ, 理論と情報の量があ

ま りにも広範囲すぎるとい う こ とかも しれない。 しかし, わたしはそ うはおもわない。 ただ

し, われわれはそれに要する言語学的書誌学的純粋に批評的能力とい うものを単一個人が持

ち, バラソ不よく保つことの困難さ とい うものを過小評価してはならない。 また委員会組織

も解答とはならない。

だが, わたしは, 暫定的結果以外のこ とには本来われわれの用意はできていないとい うべ

きである。 書誌学的言語学的アプローチを用いてわれわれは大問題を削ぎ落すことができた

のだし, さまざまな決定的結果が達成されたのだ。 しかし, 第二次世界大戦後のシェイクス

ピアの本文学の驚 くべきルネサンスにもかかわらず, われわれにはこれまでに得たもの以上

に基礎的情報が欠けている。 だから, この暗い領域がよ り明かる く なるまでわれわれは綜合

などということを考える位置にはないだろ う。 この使用されてない情報の性質の重要なもの

と, それが現在書誌学を通して攻撃されている際の手法こそ本書の論議の主題である。

シェイクスピア編纂者たちの間にいまなお行き亘っている主要な誤ちの一つは, その語が

一通だけにあるか, あるいは, 二通にあるかする原稿の性質やこの原稿が印刷に移った際の

事情についてまず有力な一般的仮説に到達することもな く , シェイクスピアの本文中の個々

の語を確実視するとか, 訂正するとか, い う問題を解決し よう と試みることである。 批評的

判断の包含するものを絶えず参照するといった機械的基盤をある程度使う とい うこ とがと く

に多 く の権威が保存されているよ うな本文の場合に必要となる。

批評的決定に結果を提供しない うちにいわゆる科学的とい うか機械的証拠と呼ばれるもの

の可能性を使い果たすようなわれわれの戦後の試みにおいて, われわれは偽似科学的ないし

偽似書誌学的なものによって誤らないよう と く に用心する必要がある。 このい 1例が, 最近
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では, 古風な古文書学派によって与えられてお り, かつ, なにか時代錯誤的に復活している。

Sisson氏は, その最近のシェイクスピア本文の研究で, かれがいろいろな場合正しいシェイク

スピアの読みを回復した と主張している。 これをかれは印刷されたま x間違った語をエ リザ

ベス時代の書体で清書し, 他にどんな語がその書体から考えられるかを見るこ とによってお

こなったのだった。 理論上, こ う した他に考えられる語とい う ものは, 植字工によって混乱

させられたシェ イ クスピアにも とからあった語の失われたものである。

こ う した清書は, たしか, ときお り‘ababbledofgreenfields’( 「緑野のさ ざめき」) といっ

たようなしばしば霊感的訂正の起源になる創造的想像力には有力な刺戟として役立つかもし

れない。 しかも, 単なる混乱があったよ うな場合には, こ う した清書は推測の領域を限定す

るのに役立つものである。 〈 l==・ ミオとジュ リエ ッ ト≫の場合, 薔薇が別の「名前」ないし「語」

によっても甘 〈 匂 うものかどうかとい う問題には役立だないだろ う。 だが, 〈 マクベス≫に

おいては, こ う した清書をやればy time’よ りも‘tune’を批評的に好むことへの或る程度道理

に叶った物的根拠を提供する ( IV. 3. 235) 。

しかるに, この手法の根底にあるものは, これがあまりにも広範囲に拡大されるとき困難

を引き起こ すところの少く とも三つの潜在的謬説である(1)。まず, すべての悪化が誤読によっ
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て起きるとい う暗黙の仮説は, しばしばリプ リン トによって示される通 り,

40

憶の誤ち とい う既知の事実を無視する。 このため, 批評家が優良Q2起源の& 砂でな く劣悪QI

起源の!Thenl defyyou, stars’とい う ロ ミオの言葉を好むなら, 誤読でな く記憶の推移とい

う ものを仮定しなければならない。Sissonを論評したなかで, Shaaber教授は, 古文書学的手

法の行き過ぎについてこう論評しているー 『事実, ときたまそれはほとんど付き纒って離れ

な’〈 なる。 ( 〈 ヘソ リ五世≫ 3幕 1場 17行) “On, on, youNoblishEnglish”とい うわたしが

かって見た面白い例に論及して, かれぱ Therecanbenoreasonabledoubt that lloblest

was in the original copy misread asNObliSk” ( 11.61) とい っている。』(2) この場合のよ う

に, 植字工の誤ち とい う広範囲に亘る全領域を単一の狭い説明に還元するこ とにより, 古文

書学派は, 現代の書誌学が発見した本文上の悪化の証拠を無視する。

第二に, 古文書学的証拠は, 取消しの可能性が仮定されているとい う こ とである。 これこ

そ御自身非常に偉大な古文書学者だったWalter Greg卿がまことに正し く抗議したと ころの

提議であった。 た とえば, て っぺんに水平に横切る一線のないエ リザベス時代のaとか, 文

字をおえる ときに使 うはっき りと した斜線とかいったものは, uとわけな く混同されやすい。

だが, uが a と して誤植されることはまずあ りそ うにない。 とい うのは, その場合まった く

異った仮定が必要だろ うからである。 文字の形が眼を射る方法は, かならずし も取消し可能

ではない。 たとえば, Sissonは〈 ハムレッ ト≫の中にあるsolidμesk を絶対にこ うだとおも

い, さ らにー すべての重要な書誌学的証拠を無視して- s-O↓H-d かSdlid と誤読され

たとい う蓋然性 (かれがこ うおもっているように) に自分の場合を依存させている。 もちろ

ん, sonid と してのSdlid の如きまこ とに稀な語を誤読するとい う こ とはわたしの見解でも

まった く不可能とい うわけではない。 だが, このQ2の植字工が普通の単純な語を誤読し, か

つその過程において, Q1の役者 ・記録係が覚えていた特殊な語であ り, 優良な本文でのみポ

ロニアスが後になって使った (異った植字工が植字した) 語にたまたまどうにか到着したと

い う こ とは, なにが不可能にみえるかとい う こ とを議論することである。 手書きによる論証

が読みの選択を合理化する程度にまで進むとい うか, ≪ハムレッ ト≫ の植字工力行回心を

h4dS と誤読した と重々し く いわれるような程度になると, も う停止を命ずるべきだ。

第三に, 本文批評の古文書学的手法はつぎのごとき仮説を必要とするとい う こ とである。

植字工による記
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すなわち, エ リザベス時代の正常な手書きにアプローチする何かがあったという こと, およ

び, どんな異種の原稿が印刷屋によって使用されたにせよ, その中にはその語の見た形と本

質的には同一であるようなこの手書きによる現代の批評家自身の版があるとい う こ とであ

る。 手書きとい うものは, 個人間で著し く異なるものであるため, 大低の場合, 文字の形の,

したがって二人の手で書かれた似たような曖昧さ といったもののひどく特殊な類似性を否定

するこ と もあるため, 上に述べた仮定はまこ とに疑わしいのだ とおも う。 或る語の文字のう

ち, 一つないしそれ以上が出来損いであるため植字工が或る語を誤読するとなると, この出

来損いが一ダースもの異った手書きの場合にも, またおそら く 起 り うると想像するのは, 軽

信を強いるこ とである。 わたし自身の書 く大文字のTはよくCやJと受けと られるが, これは

なにも万人の手に共通に起る誤ち とい う こ とにはならない。 い くつかの誤ちは, 自然な普通

なものである。 た とえば, スク リプ ト体のf肖と四 を区別する困難さ, およびスク リプ ト体

のeとりの間に普段おこる混乱などそれである。 だが, 大体において, 手書きぱけっ してさほ

ど統一あるものではなかったので, Sissonの手書きの中で植字工が誤読したかもしれない文

字は, も しかしてかれがシェイクスピアの手書きないしはシェ イクスピアの本文のため印刷

屋用のコピーを提供したさまざまな写字生の手書きの中のいずれかで誤読したものかも しれ

ない と仮定しても不都合ではない。

じっさい, 問題は, スク リプ ト体の文字の形の多様性といった単純なものではな く なる。

イタ リア文字はスク リプ ト体にあってはさまざまな程度に変化するし, かならずしも一様で

ない。 たとえば, 1620年代の≪ウェルズ大使≫とい う劇の原稿にあっては, ときどきスク リ

プ ト体のeが用いられており, ときには, ギ リシャ文字のεが使われている。頭文字のcは,

二つの異った形のいずれかで書かれ, 大体のと ころ, 両者 ともはっき りと小草書体文字にな

るよう意図されているが, 一つは, 事実, 大文字である。他の文字の形はかならずしも定まっ

ていない。 この劇が印刷され, 原稿が失われていたら, すべてのeがスク リプ ト体であった

とい う仮定に基づ く古文書学的修正は, しばしば間違ったものになっているだろ う。 また,

頭文字の小草書体文字cは伝統上小草書体文字スク リプ ト体の形であったとい う仮定に基づ

く正しい議論はかならずし も提示できないだろ う。

このため, シェイクスピアの自筆の或るものと同様, シェイ クスピア劇のための印刷屋た

ちの原稿がいろいろな写字生の手に渡ったにちがいないという事実を無視して画一的エ リザ

ベス時代手書きの暗黙の仮定に基づきシェ イクスピアの版本を直そ う と試みるこ とは非科学

的な臭いのする方法で理論的には科学的手法を用いるこ とである。 た とえば, ≪ウィ ンザー

の陽気な女房たち≫や〈 ハムレッ ト≫の第ニ ク ォー トの本文を修正するための提議の途中一

点一画をも識別したいわゆる 「手書き」 批評家をわたしはまだ見付けなければならない。 だ

が, 片方の原稿はRalphCraneの手にあったに違いな く , われわれは幾つも実例を持っている

し, また他方はシェイクスピアの自筆であると想像されている し, それには≪サー・ トモス・

モア≫の一部があるし, また署名だけがある。

ところで, 或る本文の個 。々の語を確証するとか, 修正するとかする前に原稿の性質をまず

発見し よう とする現代の固執は, ただ単に古文書学的証拠の使用法を明確にする助けになる

以上にずっ と広い意味をもっている。 大低の本文批評家は不純な トランスク リプ トよ りもむ

しろ原本の純朴な 写 しで仕事をするこ とを好むものだ。 理由は大したこ とではない, す

なわち, おそ ら く , 誤ちがなかなか見付からない滑らかに書かれた写しからよ りも無知な誤

ちから正しい読みを回復することは, はるかにやさ しいからである。 たとえば, フ ォ リオで

ハムレ ッ トが‘Oh good Horatio’ ( V .2.355) とい う場合, 多 く の編纂者が非論理的にいぜん
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としで good’を好むにもかxわらず, と もにフ ォ リオの読みが不純なこ とを示す第一クォー

トの‘Oh fie Horatio’に よ っ て支持 さ れ る ‘oh god Horatio’ な る第ニ ク ォー トの読みがな け

れば, われわれはこの誤ちの語句をまず疑 うことはあるまい。 同様, 自分の版本で作者の書

いた文字の仮説を設けることのできる本文批評家は, 作者の原本を回復する前に剥ぐべき植

字工とい う唯一の転写者を扱うが, 自分の印刷本で写字生の転写を仮定しなければならない

批評家は, 写字生および植字工とい う二人の転写者を剥いでゆかなければならない。 もちろ

ん, この場合, 通常出て く る結論はこ うだ。 すなわち, 他のこ とがすべて同じでも, 一つの

転写の場合よりも二つないしそれ以上の転写から出来上った本文にはずっと多くの悪化が起

るものである。 このため, 単なる訂正は別として, 本文批評家は写字生の写しから印刷した

本文を修正する方が自筆から印刷した本文を修正するよりずっと自由にTCきるものと期待で

きる。

普通この期待は叶えられたが, いつも とはかぎらなかった。 だから, 反対の場合が正しい

場合, なぜ編纂上の作業が編纂上の仮説に従わなかったかを知るため, その仮説自身を綿密

に調べる必要がある。 たとえば, 〈 ヴェニスの商人≫の本文を考えてみる。 この本文は全般

にたいへんきれいだし, 大して修正の必要もない。またこれと第ニ ク ォー トの≪ハムレッ ト≫

の本文とを比較してみる, こち らは普通きれいだとは考えられておらず, 修正の必要おおい

にあ り とい うわけだ。 以前には, 両ク ォー ト ともシェ イ クスピアのひどいペーパーから印刷

されたものと考えられていて, 〈 ハムレッ ト≫にある多数の困難さは印刷屋のせいにされて

いた。 だが, 最近では, 植字工を確認することにより, 同じ二人の職人が両方の劇の植字を

したので, 印刷所の条件で異った結果が生じたからといって非難するわけにはいかないとい

うこ とがわかった。 あきらかに, われわれは商人の背後にある原稿理論を別に見なければな

らない。 だから, 将来の批評家は新しい証拠に基づいて, それが写字生の写しであると決定

することになるだろ う。 そ うなら, 編纂者はわかりにくい悪化を探すべく本文を以前にもま

してきびし く調べる とか, シェ イ クス ピアのペーパーと思われるものから同じ二人の人に

よって行われた (≪ハムレッ ト≫) のク ォー トの植字は, 写しから両人が植字したク ォー ト

よ りも, すべて純朴なものとは限らないが, 誤ちに満ち充ちているとい う表面上の逆説に対

峙させた方がよかろ う。

だが, 初頭の提議に立ち戻ろ うー すなわち, シェイクスピアの本文批評家および書誌学

者は, おもに回復と伝達という二つの問題に従事するものである。 じ っさい, 伝達の問題は

ただ回復とい う根本問題の延長にすぎず, 両者腸は複雑さの程度とい うもの以外本質的差異

はない。 だが, われわれの目的のため, 回復とい う問題を失われた原稿のできるだけ多 くの

特徴を印刷本文の中で確認する試みだと定義しよう。 したがって, これらの特徴が原稿と異

なるときには印刷所の特徴とい う ものをその印刷の中に確認するとい う こ とになるわけだ。

後者は, 不可欠の手順である。 とい うのは, 原稿の特徴が分離できるのは印刷所の特徴が識

別されて初めてできるこ とだからである。 多 く の非書誌学的批評家たちは, この両者を混同

してきた。 た とえば, DoverW ilsonやHelgeK6keritzがい x例であって, かれらは, 調査も

せずに, 繰返 し繰返 し異例が出て きて も, それを植字工のものとせず作者のものと普通考

えるのである。

シェイクスピアの諸版本の背後にある原稿の性質を明確にしよう とする幾多の試みは, 過
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まこ とに多 くの
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他の問題に対してと同様一一 初めて攻撃を加えたSir Walter Gregはもっ とも活溌な研究者

だった。 だが, かれは主として自分の証拠に 卜書の分析を用い, この材料とスピーチ ・ プ リ

去においてはただだ らだ らと書誌学的であったにすぎない。 この問題に
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フ ィ ックスのヴァ リエーシ ョ ンから生じた とおもわれるときお りの暗示とを結び合わせ, 読

み難いかあるいは読み難く ない原稿によるものと表面上はみえるような, 劇の中の誤 りの種

類を分析してみることを後廻わしにした。 この手法は価値あるものではあったが, せいぜい

おおよそのこ とであって, 試み うる唯一の真に意味のある区別といえば, 劇場用の原稿か非

劇場用の原稿かとい う位のことであ り, あるいは, とき として幾らか劇場用の注釈を付した

非劇場用の原稿である。 その上, 植字工 ・鑑定に基づ く より新しい書誌学がこの問題に入り

込み始めるにつれ, こ う した原稿に関するGregの理論の幾つかは, 具体的でしかも個人的解

釈とか, ふ とした機会とかに左右されることの少ない証拠に基づいて, だんだん真剣に問題

にされつつある。 い x例は, ≪商人≫とQ2の≪ハムレッ ト≫を比較することにより, ≪ヴェ

ニスの商人≫の原稿 (あるいは, ≪ハムレッ ト≫の原稿について) についていまわれわれが

推論できる ところのこ とである, ただわれわれが同じ二人の植字工によって組まれたそれぞ

れの作品中の正確な頁を知 りさ えすればのこ とである。 その上, この同じ研究法は, 非書誌

学的仮説を評価する有用な基準として役立ってきた。 JamesRobertsの印刷所における二人

の植字工をJohnRussell Brownが分析した結果わかったことは, DoverWilsonが正真正銘

シェイクス ピア自身のものとして分離していたクォー ト≪ハムレッ ト≫にみられるさまざま

な綴字は, 実際にはただ植字工によるものであるとい う こ とだった(3)。

われわれが必要とする解答をついには提供して くれるだろ う新しい研究は, まった く植字

工 ・鑑定と分析に由来するものである。 シェイ クスピアの第一フ ォ リオのA とB とい う植字

工の如く, 植字工はがれらの個々の綴字の癖によって確認でき。ることが知られてから久しい。

しかし, この知識は, いぜん不充分な事実の根拠しか持たなかったという主だった理由で,

今日まで, AliceWalkerや故PhilipWilliamsによる幾つかの開拓者的業績以外, ほとんど使

われなかった。たとえば, Walker博士の理論だと, Bなる植字工はより保守的なA よ りも本

文をずっと不純にしがちであるという ことであった。 たしか, この理論は, 究極的にはまっ

た く正しい ことがわかるだろ う。 だが, この証拠は一部再研究する必要があるだろ う。 なぜ

な ら, それを調べた ときには誰も, あ とであれほどはっき りとCharltonHinmanによって確

認された徒弟植字工Eの存在を知らなかったからである。 こ うして, 植字工Bの年代を定め

るすべてO研究の中で, Eの劣悪な仕事はBのものとされてきたのだし, それに応じて流れ

は混濁して しまった。将来Hinman博士の研究が完全に出版されたとき, それは, 反駁不可能

な証拠によって, すべてフォ リオの植字工の仕事を, パー ト ・ コラムまで, 確認するだろ う

し, また初めて, CとD とい う一組の植字工を付け加えるだろ うが, 喜劇の部でのかれらの

仕事はAの仕事と混同された り, あるいは, 未知の量X と して一様に取 り扱われた りしてし

ま っ て いた のだ。

綴字・検査の一つの難しさは, それが普通一頁以下の単位を扱ってもいxほど正確でな く ,

と きにク ォー トの全頁がわけな く疑われてもおかし く ないような場合があるとい う こ とであ

る。 だが, Hinman博士は, いま第一フ ォ リオの植字工を絶対正確に確認することができる。

すなわち, かれは, かれらが繰返し使った見出し語や活字盤の一仕切りりルールの順序など

から推論で きる綴字 ・検査および印刷業務の蓋然性によっただけでな く , 確認できる事例に

よ り, 植字から解版, さ らに植字といったふ うにしてフ ォ リオの職人たちが使用した異った

事例を通し て次から次へとタ イプの正確な使用法を跡づけるこ とによって これができるわけ

である。 こ うした分析は, かすかに損傷したタ イプを幾百も幾百も明確に確認してできるも

のである。 だから, それらは一括して頁を通して跡づけられるー すなわち, こ う した何百

ものタイプの各個別々のコースが, 植字され, 解版され, 仲間があった り, なかった りしな
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がら, 特殊な事例を とるようにな り, 何度も何度もそれぞれ解版されたのち, 或る頁を植字

すべ く使用されるままに, 区分されう るのである(4)。

細かい結果が出版され, われわれが五つ全部のフ ォ リオの植字工を正確に確認でき, しか

も同じ研究が実質的なシェイクスピアの各クォー トに対してもなされれば, われわれはさら

に進んで二つの応用ができる。 まず, これらの植字工が他の書物を植字した際のかれらを研

究すれば, われわれはかれらの誤ちの範囲を計るこ とができ, か く て必要とされる修正の量

について仮定がたてられる。 その上, シェイクスピアの本文を植字した異なる植字工の仕事

の中に見出される誤ちの種類を分析すれば, 本文の或るページには或る植字工に責任がある

とわかるにつれて必要となる修正の種類に対する, いまは欠けている, 事実の基礎をわれわ

れは疑いもな く持つよ うになるだろ う。

書誌学的研究を結びつけると助けになるだろ う。 たとえば, 第一フォ リオが, 頁は順次に

組まれないで, 大体八頁枚の内側から外へと組版によ り植字され印刷されたとい うHinman

のすばらしい発見の腫を追 うかのように, 他の研究によってエ リザベス時代の劇のク ォー ト

におげる組版による植字と印刷とのまった く疑 うべからざる量が確定した(5)。 エ リザベス時

代の印刷技術に関するこの新しい情報の適用によってすでに幾つもの成果があがっている。

少し前, G.B.Harrisonは, ≪アン トユオと ク レオパ トラ≫や〈 コ リオレイナス≫といった

後期の劇において朗誦される場合シェ イ クスピアが聞きた く思った リズムや強調を確保する

ため修辞上の考案として規則的な五韻脚の行を二つの不規則な行に分析する傾向のあったこ

とをまことに納得のゆく よう論じた(6)。そ して, Harrisonは, こ う した分析された行をホープ

が規則化したのに追従し, シェイクスピアが暗示した意図を均らした編纂者たちに少し く面

白味をおぼえた。 当時, なんの発言もなかったが, 批評家たちはにこ う した議論を受容する

以上のことを知っていたはずである, というのは, 俳優がその詩句を覚えた部分の写しをし

た写字生か, シェイクスピアの原本からにせよ, 写字生の後見用脚本写しないし中間の転写

からにせよ, かかる暗示に従っていたと しても, 常識からいって, 俳優の記憶がエ リザベス

時代の演芸目録の条件の必要とした多数の劇でいっぱいだったとき, どう して俳優がこのよ

うな委曲を思い起こすこ とができたか疑問におもわれるからである。 だが, われわれは, た

とえ劃切であるにせよ, こ う した異論を信じる必要はない, なぜなら, Hinmanが結論的に示

したとお り, 文芸批評家がシェイクスピアの巧妙な芸術と して称揚したことも, 大概は, 組

頁見積原稿が通常の植字で頁を満たしえないような事情の折にスペース浪費用にただ植字上

工案したこ とにすぎなかったからである。 書誌学的事実がどれだけのことを示し うるもので

あるかとい う批評理論はそれだけにしておこ う。

他方, 組版用の組頁見積原稿が割当て られたスペースにはま りきれないほど大きい場合,

植字工は余地を とるためいろいろな手段に訴えざるをえなかった, すなわち, 詩句を一緒に

印刷するとか, すべて行間の余白をな く するとかー またHinmanが幾つか証拠をあげてい

るように一 非常の場合には本文を切 り取るとかするのである。 こ う したこ とが新し く発見

され, 本文印刷の過程における実際に関するまことに有意義な証拠となった。 だが, その結

果はまだ現われていない。 た とえば, われわれがたとえ本文中のさまざまな異例を コピーの

組頁見積や組版による植字の結果だと説明できるにしても, 印刷のヴェールを幾らかでも取

り除 く際, われわれはオ リジナルな原稿の形状を復元する補助を しているわけである。 とき

おり, その結果がひじ ょ うに重要なこ とがある。 た とえば, われわれが散文のように組まれ

た韻文や韻文のように組まれた散文を明白な機械的原因によるものとし, けっしてその根底

にある原稿の特徴のせいにしない場合には, いつまでもわれわれが或る種の結果を誤って仮
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定する といった こ とがな く なる。

植字工研究の第二の手法は, シェイクスピアの実質的本文を組んだ職人たちの特徴を徐々

にしかも苦労しながら分析することであろ う。そ うすれば, ある程度われわれは原稿のコピT

が印刷結果にどんな影響を与えているかを確認できよう。 すなわち, た とえ植字工に或る語

を綴る際自分の好きな方法があって, ときおり一定の方法が見られるとはいえ, かれらの習

癖は一様でな く , しばしばコピーの綴 り,|大文字化,および多分句読法から影響を受けていると

考えられた。 われわれは, こ う した特徴を, これらの植字工がリプ リン トを組んでTいた場合

に主と して, 対照本文に照らして研究するこ とができ, このよ うにして, どの綴 りがかれら

の好みのもので, どれが無関心であるかを発見するこ とができよ う。 そ うすれば, われわれ

は事実的証拠の科学的基礎に近づ く重要なものを入手するようにな り, ついには, 原稿の影

響力を算定し, 植字工の取扱いを通して得られたまx原稿の特徴のもつい くつかのものを回

復することができるようになる。

現在のところ, ひどく風変わりな綴字が原稿によるもので, 植字工によるものでないこと

を前もって仮定するこ とがいかに危険であるかを予め仮定するこ とによってはじめて ときお

りかすかな光 りを この主題に当てるこ とができる。 われわれは, この手法が書誌学的保護も

な 〈 ク ォー ト≪ハムレッ ト≫に適用される場合, いかに誤らせるものであるか見てきた。 た

し か, AliceW alker博士がま こ と に巧者 に≪ ロ ミ オ と ジ ュ リエ ッ ト≫(7)を 利用 し た よ う な機

会は毎日訪れるものではない。 かの女は, 第ニ ク ォー トにck l)lessとい う語の代わ りにじ-yz-

α-1)-e-1-Sとい うか, ‘withoutlips’(接吻し ないで) とい う ミス プ リン トがあるごとを観察 した。

ついでかの女は, このク ォー トの植字工 ( じ っさいには現在わかっているように二人の植字

工) が一esse綴 りの人であったため, c-k 一畑 ・sなる読みは, ck l)lesと綴ろ うとしたこの植

字工による単なる転換誤謬ではなく (かれはckμesseという形を組んだだろ うから) あきら

かに原稿の取り違えであったことを指摘した。すなわち, 植字工はこの語が事実Ck pdSだと

思ったにちがいない。 したがって, 植字工のよ く知られた綴 り字上の習慣に抗して組まれて

いる場合の誤読の性質は, 原稿ではCk 伽SS社る語が- ya と綴られたことを うま く示して く

れる。 い く らか信ずる理由があるように, 原稿がシェイクスピアの自筆であれば, Walker博

士は信憑性のあるシェイクスピアの綴字を回復したことになる。 これはたいへんいxこ とだ

が, たしかこ う した証拠はそ う しばしば見出されるものではない。
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シェイクスピア劇の背後にあるいろいろな原稿のもっている
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原稿の綴字であるかは, この区別

綴字の証拠に話を戻そ う

綴字の特徴について多数の書誌学的に確認された情報を築き上げるや, 本文間に在る著しい

類似と相違がはっき りして く るし, われわれは徐々にわれわれが版本り持つ非植字工的綴字

の特徴によってシェイクスピアの原稿を確認すべく使用できる事実の基礎が構築でき, ある

いは, アルファ, ベーダ, カンマ等夕に姿を現わすい くた りかの写字生の手を識別するため

の重要なこ とをわれわれが為し うる と望むのはあた りまえのこ とである。故PhilipW illiams

は, この方面でひじ ょ うに独創的なスタ ー トを切った(8)。 ≪ヘソ リ六世一部≫の本文におい

て, かれは第一フ ォ リオでは, μ四 とい う名前がときどきJo皿e, ときに力肥 と綴られている

のを観察した。 だが, どち らがー もしいずれかなら

が純粋に植字工によるものであるため, 疑わしい。す扱祐も , Jo皿eとい う形がすべて植字工

Aによって組まれた頁に現われ, かんたん亙JO回 という形がすべて植字工Bによって組まれ

た頁に現われるからである。

と ころで, この同じ劇において, かれはまた, 場切 りをせずに一, 二幕を組んでしまった

植字工Aが三幕をまた組むようになった とき, ひと りで場区切 りを始めそ うにはおもわれな
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いけれども, 場区切 りは三幕まで始っていないこ とを観察した。 こ う した場区切 りの有る無

しの相違は, 植字工Aが組んだ同じ コピーに存在する或る種の綴字上の相違によ り際立った

ものとなる。 こ う して, 一, 二幕では召叩

綴られる。 しかし, 三幕においては, 場区切 りの導入に呼応するかのように植字工Aは変わ

り, したがって, きまってBwgo㎡eとい う名前を綴っている。 おなじ く驚 くべき こ とは, 一

幕ではJoanof Arcを 18回私加Zd と して呼称しているのにj 三幕では26回も? xa //となっ

ていることで, これがこの同じ植字工Aの組んだ頁すべてに亘るのである。 Williamsは必然

的につぎの結論を下したー すなわち, この劇用の印刷屋のコピーは雑多なものだった。 こ

のこと 自体二区分の有る本文の権威に関係を持つ特別興味深い情報だ。 しかも, 将来二つの

手のうちの片方がシェイクスピアの自筆だ とわかるこ とがあるかもしれない。いずれにせよ,

ここには, シェ イ クス ピアの本文における原稿の特徴に関してい くつかの基礎的観察を始め

るためのかな りの可能性が存在する。 そ して, ついでながら, 示唆できるこ とは, 植字工の

綴字ヵj oαm とか力w とかい うことはコ ピーが雑多なものであった こ との決定には価値のな

いものであったにせよ, 片方いずれかの形が, 当該植字工の特徴でないこ とが示され, も し

他方の綴字がそれに応じて この本文中でそれを使った職人の特徴だ と示されて, コ ピーの綴

字だ と推断できれば, い く らかの価値を持つかむしれないとい う こ とである。

Williamsは, また, フ ォ リオにおいて, 0k社いし, たんに0 なる叫声‘Oh’のさ まざまな綴

字が, 一人以上の植字工が本文を組んだ事実にもかxわらず, 幾つかの劇においてどち らか

の形で一貫 しているらしいこ とを観察し, この証拠でもって, かれは綴字が原稿の手を区別

する際, 助けになる一つの特徴と して有用かも しれないと推測した。 しかも, 〈 ジ ョ ソ王≫

のような劇において, 最初の三幕におげる単純な0 から最後の二幕に圧倒的に出て来るOk亙

る形へ綴字が急に変わるとき, Williamsは, この事実を, 基礎となる原稿が一様にただ一人

の筆記者の仕事でなかった こ とを暗示する他の重要な証拠に加えてもいっ こ うにさ しつかえ

のないことを感じた。

Williamsは大胆にも この証拠を押し進めて, ≪コリオレイナス≫や〈 アセンズのタ イモン≫

は, Gregが想像したよ うにひどいペーパーから印刷されたものでな く , 写字 生の トランス

ク リプ トか ら印刷 された ものである こ とを示唆 した。 そ して, わた し にい える こ と は,

Hinman博士が第一フ ォ リオに関するそのモ ノグラフを 出版す る と き, かれは他の証拠に

よ り, ≪アセンズのタ イモン≫についてのWilliamsの見解を部分的にせよ, 確認するだろ う

とい う こ とである。

Williams博士は, さ らに, 第一フ ォ リオであれこれ思いめぐらしながら, ≪タ イタ ス ・ア

ソ ドロニカ ス≫におけるフ ラ イ ・ シーンが (他の点では印刷屋に役立った ク ォー トのコ ヒフー

に原稿の中で加えられたもの) , た とえば, フ ォ リオでは珍しい事例だが, 二つの7) を もった

F顛凹 の綴字 とか, Tamiγαの如 く fを伴ったTαmomの名の綴字 とか, またタ イタ スからアソ

ドロニカスヘスピーチ ・ プ リフィ ックスが変わるとかいったように, 植字工のものとはおも

われない綴字上のい くつかの相違を示しているこ とを注意した。 こ う した こ とはすべて, 原

橋の特徴がじっさいプ リン トのヴェールを通して示し うる重要な証拠を構成するものであ

る。 最後に, Williamsは, かかる証拠を結論づけて, 〈 マクベス≫や〈 コ リオレイナス≫に

在るtOth’と してのtotheとい う植字工Aの綴字は, フ ォ リオのどこにもないものだが, プ リン

トの際, こ う した原稿を組み合わせた場合だろ う し, ≪ヘソ リハ世≫や≪ハムレッ ト≫にお

けるAの仕事が, かれの意見では, Aの慣習以上にセ ミ コ ロンを現象的にば多 く使っている

両方の本文にある扨ed とい う常規を逸 した綴字で支持で
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こ とで結び合わされる とい う
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きる結合一 ことは, あ りえないことだ と指摘した。

シェイクスピア以外の劇作家におけるかxる証拠の妥当性はすでに立証ずみだが, 他に沢

山の証拠がシェイクスピアの本文には必要である。 たとえば, ≪ハムレッ ト≫のQ2とQIの関

係を調べる際に考えられる幾つかの証拠の範囲の一つ と して, わたしは, 初めから≪タ イタ

ス ・アソ ドロニカス≫の第ニ ク ォー トを組んだ際, 確認できるQ2の植字工Xがおおむね句読

法のぎこちなさにさ らになにかを付加していたことを見出した。だが, Q2≪ハムレッ ト≫が,

これまで主張されてきたように, Q2の第一幕のため印刷屋のコピーとして役立つと注釈され

ていたら, かれはまった 〈 正反対の態度を とっていただろ う。 ≪タ イクス≫を担当した際,

植字工Xは, 8個もコンマを省いていながら 18個も付け加えている。だが, 〈 ハムレッ ト≫

では, 75個も省略しておきながら, ほんの14個付け加えていただろ う。他の句読法の証拠を

みると, また二つの植字の間には反対の方向のあることがわかった。 さ らに, Xの頁で≪夕い

イタス≫や≪ヴェニスの商人≫にみられる一定の綴字が≪ハムレッ ト≫では幾つか例外のあ

Iるこ とは, それらがこのような個所でQ2の模写ではなかったので, 原稿に起因するようにお

もわれた。 Q2における≪ハムレ ッ ト≫の一幕が注釈Q2か らでな く原稿か ら植字 された とい

う見解は, 証拠のあることだし(9), わたしには確かだとおもわれる。 また証拠によって, 原稿綴

字の二三が確認でき, 〈 ハムレッ ト≫や他の劇がシェ イ クス ピアの自筆から組まれたもの

か, あるいは, 写字生の トランスク リプ トから植字されたものかをいつかは決定するだろ う

わずかな蓄積一 大増加しているがー に付加できよう。

伝達の問題は, 本質的に回復の問題であるが, たいへん複雑である。 ≪ウィ ンザーの陽気

な女房たち≫といった劇において, 印刷本を通してみるままの原稿の特徴の回復は, Ralph

Craneとい う確実視できる写字生が印刷屋用コピーであった原稿を清書したこ とを示 して く

れる。その代りかれのコピニとしてかれが使った原稿の性質はよくわからない。Craneは, 普

通かれが転写するものを隈取 りして紙を貼るようだから (Craneを植字工のように扱 うた

め, この間題がかれのいろいろな本文の中で綿密に研究されていないこ とは事実だが) , 植字

工研究でその特徴を確めるこ とはほとんどできないようにおもねれる。 そして, 人はフ ォ リ

オの植字工がそのプロセスをさ らに助長すると期待するだろ う。 だが, 他の所と同様ここで

も, Craneよりも心の弱い写字生に関しては, 少 く とも理論上は, 或るごくわずかな証拠が掻

き集められるだけ七あって, われわれは初期のコピーに関して物欲しげに思いめぐらす以外

これといって考えを述べることはできない。

伝達に関する新しい証拠, および原稿の回復がこ う した調査に果たす時折の役割の例とし

て, 人は< ロ ミオとジュ リエ ッ ト≫を引用するこ とができよう。 コソヴェ ソシ ョナルな理論

では, 優良第ニ クォー トは, 注釈なしで劣悪第一ク ォー トから ( おそら く紛失した原稿 リー

フの代わりに) 換置された一パシヂを除けば, シェイクスピアのひどいペーパーから植字さ

れたものだとい うこ とだった。植字工が判読不能で困っただろ う とおもねれる箇所では, Q2

の他の箇所を ときどき幾らか参照するこ とが一般に許されてきた。だが, 最近, DoverWilson

教授は, 第ニク ォー トのかなりの部分が, 劣悪第一クォー トの注釈付リーフからの組版だっ

た とい う理論を提出した。

事実はどうい うものか, またそれはどうすれば明らかにできるだろ うか。GeorgeWilliams

博士は, この仕事を, 当然の方法である書誌学的方法で, せっせとやり, 幾つかの重要な結

論に達した(10)。 まず, かれは, 二人の植字工が優良第ニク ォー トを組んだことを決定し, 二

人の頁を確認した。 ついで, かれは, 印刷されたコピーからさまざまな同時代の劇を この二

人の職人が組んだ際の慣習を研究し, 印刷された本文の伝達に際して現われた個々の特徴を

47



140 田 中 幸 穂

一覧表にした。 こ う した確認ずみの特徴を〈 ロ ミオとジュ リエ ッ ト≫のQ2に適用したとき,

ク ォー トの中のこの植字工たちの仕事と印刷した文書を伝達する際のかれらの仕事との間に

は著しいヴァ リエーシ ョ ンがあるこ とがわかり, このこ とは, Q1のおなじみの りーフをのぞ

けば, 或る原稿が第ニ クォー ト全体の基礎をなしていた とい う証拠になった。 こ う して,

Wilson教授の非書誌学的仮定が誤ったものであるこ とがわかった。

ところが, はるかに重要な結果がこの慎重な書誌学的調査から出てきた。 キャピュレッ ト

夫人に対す る面eとかmotheyとか加心 とかいったこのクォー トのひど く変わ りやすいス

ピーチ ・ プ リフ ィ ッ クスは, た とえば, キャ ピュ レッ トが父親と してジュ リエ ッ トに関係づ

けられていたとか, あるいは, キャピュレッ トがキャピュレッ トと して形式的資格ではあっ

たとかいったふ うに, その場での人物の機能とい う観点から実作中の作者は当然書いたもの

であろ うから, かかるヴァ リエーシ ョ ンが当然作者のひどいペーパーの実在を示すものだ と

いうMckerrowの提案の古典的実例としていつも考えられてきた。だが, この理論は気を引く

ようにみえたが, 完全には理窟に合わなかった, とい うのは, も し人間の関係のパタ ンが綿

密に実施されておれば, キャ ピュ レッ トは自分の妻および自分の娘の乳母に対しても 「父」

であるこ とでおしまいになる とい う, この劇のどこで も考えられない提議となるからである。

と こ ろ が, GeorgeW illiamsは, あ る種のパ タ ンが仮定 され る文学的根拠以外の もので発展

させられう るこ とを観察した。 たとえば, 三幕一場までキャピュレッ トにたいするいつもの

プ リフ ィ ッ クスは, a 抑 である, と ころが, 三幕四場になる と, この形が現われる場合, C砂

やら 加やC砂dまで起る四幕二場および五幕三場をのぞげば, 0 に短縮してしま う。 三幕五

場を手始めにa プ リフ ィ ッ クスは機能的亙Fatker とい うプ リフ ィ ックスに不規則にも とっ

てかわられる。 キャピュレッ ト夫人にたいして異形が生じるのも概して同じである。 折順番

号H2の裏面 (左頁) でパタ ンのこ う した破れが始ま り, 凡7尚7 とい うスピーチ・プ リフ ィ ッ

クスが導入され, 大文字化がいち じるし く増大し始める三幕五場の開始と一致する。 A シー

トからGシー トにかけて, 8頁につき 30から 50の大文字が使われている。 しかし, 三幕五

場を手始めにHからMに至るシー トでは, 60から 90の大文字を使用している。三幕五場で始

まるこの増加は顕著なもので, 三幕四場の実情と鮮やかな対照をなしている。 た とえば, 対

話で’血theyとmotky亙る用語が現われるのは一幕一場から三幕四場にかけてずっ と少いが,

こ う した呼び掛け語は, 三幕五場から先では大文字になっている。 こ うした後期のシー トに

Hを集めるこ とから生じた他の変化が見られる, た とえば, 少い場合を初期に好んだこ とに

対立するかのように, 疑問符の後で節を始めるときは, 大文字にする一般的傾向がある。

さて植字工の分析が重要なこ とがわかる, とい うのは, 後々のシー トのこう した特徴は,

両植字工の仕事の中に見出されるし, どんな書誌学上の区分や単元のせいにもできないから

である。 このため, われわれが所有しているものは, 基礎をなす原稿の初期および後期の一

部の間に存在する或る相違の反映であるので, この原稿は以前に想像されていたよ うな同種

のものの粗悪なペーパーではあ りえないこ とは明らかだ。 もっ と先の調査でまたもや植字工

の分析が重要になる。 Williams博士の意見に従えば, こ う したスピーチ ・ プ リフ ィ ックスや

大文字の違いは, 原稿の二部分をつなぎ合わせる最初の植字工の仕事に起っているのがはっ

き り見えるが, 他の異形は, す く な く ともかれが日付けのため本文を分析した限 りでは現わ

れない。 このため, かれの現在の意見は, 完全に調べ尽した とはいえない証拠によ り, 原稿

の両部分は同じ筆者の手になるものだというこ とである。 しかし, 三幕五場から終わりまで

の部分は, 原稿のよ り初期のよ り粗悪な形を表わしてお り, 最初の部分が作者の正真のコピー

であるとい う こ とだ。 この暫定的な仮説がより綿密な調査に立ち向えるかどうか, わたしに
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真の立証にわれわれが関するかぎ りク ォー ト とフ ォ リオの本文の関係については

はわからないが, その見込みは大いにある。 そして, けっき ょ く, この伝達を学問的に探求

した こ と に よ り, Dover W ilsonが推測 し たQ2コ ピー とい う爆製 の鮮 (頓狂 な言辞) がま さ に

そのとお りであることが示されるや, 原稿の特徴回復から価値ある情報を発堀できたのである。。

≪ロミオとジュ リエ ッ ト≫の伝達をこのように調査していって, ついに一つの単一本文の

権威が確立できた ( どんなに極端に制限された権威が認められよう と, 記憶で再構成された

劣悪第一ク ォー トはべっだ) 。 しかし, 伝達の研究が別々の版に二重の権威を確立すると, ひ

じ ょ うに重大な難点が結果として起こるかもしれない。 ≪ハムレッ ト≫や≪オセロ≫そして

多分≪ ト ロイラスとク レシダ≫のよ うな本文の場合, 第二の権威が劣悪ク ォー トであるく ヘ

ソ リ六世二部≫〈 ウィ ンザーの陽気な女房たち≫≪ロ ミオとジ ュ リエ ッ ト≫≪ヘソ リ五世≫

および〈 リヤ王≫の劇のような第二権威の弱い場合よりもずっ とたしか困難さはひどい。 し

かしながら, これらすべての場合, 両方の版の原稿ができるかぎり綿密に回復されなければ

ならず, かつ本文伝達上の両版の正確な関係が確立されなければならない。

シェイクスピアの二重本文の中心問題は, その関係であり, したがって伝達である。 それ

らは依存関係のない原稿から印刷されたものだろ うか。 後々の本文は, 或る原稿によ り訂正

と改正で注釈した初期の版本のコピーから印刷したものであろ うか。 後々の版本のための印

刷屋用コピーは二つのものの或る種の結合だっただろ うか。 これらの問題は最高に重要であ

る。 こ う した劇の或るものに対して批評家は解答できていると考えていたが, 最近の調査の

傾向は, 正しいにせよ正し く ないにせよ, 従来の結論の大部分に疑問を投げかけるこ とにあっ

た。 フ ォリオ≪ヘソ リ五世≫が独立の原稿から組まれたものでなく , おそら く二つの異版の

部分さえ, 注釈の有る, 一つの注釈付ク ォー トから組まれたものだったことはいまではまった

く有 り うべきこ とのようにおもわれる。 ご く最近, DoverWilson自身≪ロミオとジュ リエ ッ

ト≫に関する従来の意見を覆えすべ くおこなった試みが論議を よび一 今度だけは一 従来

の信念が厳密に書誌学的な証拠で支持された。 ≪ リチャー ド三世≫用のフォ リオの印刷屋用

のコピーを作るべ く注釈をつけた精密なクォー ト版ないし諸版の問題がQ3( 1602年) を重視

して解決したのはごく最近のことである。 一人の研究家は, 或る部分で, 劣悪クォー トの注

釈付 リーフが≪ウィ ンザーの陽気な女房たち≫のフ ォ リオ印刷屋用コピーのために使われな

かった ( ほどんどあ りえないこ とにおもわれるが) ものだろ うかと驚異の念を起こしさえした。

これらの劇についての不確かさは, まこ とにひどいものであるが, 本文が厳密な書誌学的

調査を蒙っていないので, 〈 ヘソ リ四世二部≫や≪ハムレッ ト≫および多分≪オセ ロ≫の
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いて推測されてきたように, 片方が自筆のコピーを代表し, 他方が写字生の トランスク リプ

トを代表しているのだろ うか。 それともー ≪ トロイラスと ク レシダ≫にたいして考えられ

るよ うに一 初期のクォー トは,’ そのク ォー トの背後にあった原稿より早い時期に書かれた

原稿を参照してフ ォ リオ用に注釈さたものだろ うか。

この疑問は, 劣悪クォー ト本文の場合にさえ起ころ う。 ≪ハムレッ ト’≫のQIとQ2( 自筆か

ら組まれたと想像される) に照してみて, フ ォ リオと一致する場合, このQ1は改訂版ないし

上演上の変更のいく らかを留めているだろ うか, それとも, Q2はこ う した読みの悪変したも

のだ ろ うか。 Q2の背後に在る原稿で シ ェ イ クス ピアが書いた ま X演出す るのは不可能で はな

49

である

一 完全に疑問である程度がさ らにふかい。 もちろん, これらは伝達の問題であり, 二つの

意味で伝達に関係する。 まず, 後々の本文が独立の原稿から組まれたものにせよ, 印刷され

たク ォー トがそ う した独立した原稿を参照して注釈されたも0 にせよ, この問題は妙に重要

これらの二つの紛失原稿の関係は, どうい うものであるか。 ≪ハムレッ ト≫につ



142 田 中 幸 穂

いにしても難しいと して不注意に残しておいた上演法を劇団一行が適応させたとおもわれる

第一ク ォ!- 卜の入場法に応じて場を上演するため〈 ロ ミオとジュ リエ ッ ト≫の第ニクォー ト

本文をHosley博士が変更するのは正しいか, Cairncross氏が新アーデソ版で主張したよ う

に, フ ォ リオ〈 ヘソ リ六世二部≫中の幾つかの省略と変更が一つの結果として後のリプロダ

クシ ョツ のための検閲官の変更を反映しているのだろ うか。Q1〈 リヤ王≫のいくつかの細部

は, フ ォ リオの本文よ り信憑性に富むものだろ うか。 〈 ハムレッ ト≫で, あの尼僧院のシー

ンのQ1の位置は, Q2と同じ く フ ォ リオにも起こっている試 これはフォ リオの印刷も本質的

にQ2印刷に由るものであるこ とで説明できるので, Q2とい う 「文学的」版に照してわかるよ

うに, 上演用の版の位置であろ うか。

或る部分では, かxる問題にたいする解決は厳格な書誌学的調査を含むものでない。だが,

伝達問題の存在する第二の点が書誌学的分析だけに依存するものではないことは疑いがない

ー そして, それは, 肯定的にせよ否定的にせよ, 二つの本文の間の物理的関係の問題であ

る。 或る権威ある本文が活字に組まれる際の正確なコピーを知ることの重要性が決定的であ

る。 たとえば, フ ォ リオ≪ハムレッ ト≫が独立の原稿から組まれたものだったら, 或る読み

にQ2と Fが並起するこ とを うま く釈明するのはひど く難しいし, われわれは, 一人の植字工

および一人の写字生が忠実に写した自筆原本に誤謬があるとか, 原本にもこ う した二人の行

為者が同じ誤謬のま xまった く独立に或る方法で写した とおもわれる語が記されている と

いったふうだから, 変わ り者が好まない理論に訴えなければならない。このようにして, ≪八

ムレッ ト≫で, byeαthillg 賎es皿d浜d 皿d l)iottsboylds といった読みがQ2にもフォ リオ

にも見出されるのは間違いだ とか, あるいは, わた しが固 く信ずるよ うに, Theobaldがbα扨dS

(b皿dS) と修正したのが正しいといったこ とを信じる人がおった り, またQ2とフ ォ リオが独

立した原稿起源のものであれば, b皿dS示シェイクスピアの自筆でそ う書かれたので, Q2の植

字工, および劇場用原稿を作り上げるべく ひどいペーパーを模写するため雇われたかもしれ

ない仮説の写字生の両者が, 独立にαを oと, uを nと誤読したと想像しなければならない。

もちろん, これは不可能である, だが, そ う した説明を必要とする共通の誤ちがそれぞれに

付加されているので, この蓋然性は薄らぐ。 しかも, 純粋な状態で独立した原稿理論を主唱

する人にはすっかり安気にしてもおれないほどこ う した共通の誤ちがある。わたし自身には,

一幕五場の判然たる改善がと く に興味ぶかい。 これでもって, 両本文では, マーセラスは1110

と呼び, ハムレッ トはH1110 と呼んでいる。 これが意味のある区別とはおもえないが, わたし

の心には, Q1のI旧OかQ2の本文を汚し, この混淆がQ2からフ ォ リオへ移っていったもののよ

うにおもねれる。

かく て, も し フ ォ リオが注釈付Q2から組まれたものであるとか, あるいは, Q2がなにか他

の方法でフ ォ リオに直接影響を与えたものであれば, われわれはもっ と単純な仮説を受容す

る必要があろ う, すなわち, 各場合, 注釈家ないし写字生か誤ちを見落し, このため, その

誤ちがク ォー トからフ ォ リオへ自動的に移されたものだ とい うだけのこ とだ。

論理ははっき りしている。もし≪ハムレッ ト≫のQ2およびフ ォ リオが独立の原稿起源のも

のであれば, どの読みにも二つの本文が併起しているこ と こそ, 通常, 二重の誤ちにたいし

てい x原因が見付けられないほどのかxるすべての語のもっている信憑性の保証になるだろ

う。に のよ うな条件下で批評家が受容できる実際的な制限とい う ものがか1 る二重の誤ちの

数には存在する。) 二つの本文が異なる場合, 伝統とか個人的趣味とかを除いてどんな基礎原

理もな く , 或る選択の統一ある理論が保持され, かつそのプロセスがたんなる文学的折衷主

義に退化していかない限り, それぞれの原稿の相対的権威は, 相違の性質に応じて比較考量

50



されなければな らない。

他方, も し フ ォ リオが或る注釈付Q2から組まれたとか, あるいは, 他のなにかの方法で,

ク ォー トり直接的影響下でできたとかであれば, 二つの読みが併起していることは, いずれ

の個々の場合でも, 信憑性の保証にはと うていならない。 パラ ド ッ クスは明らかである。 す

なわち, 二つのこのような本文が異なる場合, われわれは, 普通, 後の方の異形が, 意識的

にせよ, 無意識的にせよ, それが植字工の錯誤と と られるよりもよりしばしば意識的な注釈

ないし変更の結果だったと仮定できるとい う こ とである。 こ うして, このことは, 通常印刷

の際合成されつ X, あった原稿の読みを表わすものだ。 だが, 二語が一致する場合, われわれ

には, 写字生がかんたんに相異を看過するものでないことやクォー ト中の語は原稿中に現わ

れた語を表わすものでもなかったとい う確信はない。

こ う して, ≪ハヒムレッ ト≫のような, あるいはく ヘソ リ四世二部≫とか≪オセロ≫とか≪ リ

ヤ王≫とかいったような劇に有る二つの本文の関係は, なにも無駄なアカデ ミ ックな脆弁で

はな く , どの編纂者でも自分自身の合成本文を正し く形作ったり, フ ォ リオ印刷の根底をな

す原稿の性質を評価する試みの如き予備作業を始める前に, 解決しなければならない問題で

ある。 われわれが十分われわれの植字工を知るとき, かれらが印刷したコピーを伝達する際

のかれらの習慣に関してわれわれの情報を使いえないと信じるこ とはまず不可能とおもわれ
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たとえば, 印刷したコピーの綴字, 句読点, および大文字化といったものがこれらの
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植字工にあたえた影響といったような外見上つまらない事情- こ うすれば, 疑問をこれっ

き り解決でき, こ う した議論の多い本文の正確な伝達事情をまった く疑いの余地のないとこ

ろまで立証するこ とができよう。 問題は, 幾百幾百もの小さな特徴の伝達ないし伝達の欠如

に依存しながら, 肯定的か否定的か, いずれかの証拠に依るのである。 単独では, 実質的読

みの証拠も しばしば粗雑だし, じ じつ正反対のこ と もある。 そして, しばしば, 説明すれば

するほどこの証拠の正当性に疑問を投げかけるこ ともある。 力八 る証拠は, また, しばしば,

伝達に参加する人間的要素によっておおむね批評的変更を受けやす く ない証拠を尊重すべく

訓練された書誌学者には, なんの確信ももた らさない。 より機械的に証拠を作 り出し, か く

て伝達行為に従事した人による意識的評価に従属することが少く なれば, 伝達過程の書誌学

的手法はますます科学的基礎を持つことになる。 このようにして, 確認された植字工の習慣

から分離されて認められるパタンに応じて, 綴字, 句読点, および大文字化といった小さな

ものが幾百幾百と併起した り, 相違した りすることは, 書誌学的用語でいう真理を確立する

ために, 読みによる証拠と結合させられなければならない。これには永い過去の時間がかXつ

た。

今日まで, 大低の批評家は, 読みだけの粗雑な証拠に頼らざるをえなかった, とい うのは,

本文のいわゆる 「偶発物」 が重要か重要でないかを確信をもって言明できないでいる植字工

については十分にわかっていないからである。 た とえば, ≪ロ ミオとジュ リエ ッ ト≫の第一

クォー トが第ニク ォー トの二三の読みのため, ち ょ う どどこで参照されたかを人が推測し

よ う とする とき, 人が特殊な影響の立証に近づき うる前に一致のパタ ンがいかに適確なもの

でなければな らないかが問題である。 蓋然性への普通の訴えには, このコンマがあのコンマ

に影響したにちがいないなどといった議論に切れた部分があるものである。 批評家に, 当該

植字工が, 印刷されたコピーの小さな特徴にいかに厳密に追従して行きそ うだったかに関し

て事実なんら正確な情報がないとき, せいぜい非書誌学的解決を試みるこ とがなければ, 問

題はまこと に難しい。

「偶発物」 の伝達であるものに関する補足的証拠としてたんなる推測で支えられるような

る
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実質的読みだけの頼りない性質が≪リチャード三世≫問題で うま く例証される。 最初, 読み

の証拠で, Q6が注釈をつけられてフォ リオ用の印刷屋のコピーになった と信じ られていた。

ついで, コ ピーには中程と終末にQ3のい くつかの注釈なしのりーフが有,つた と信じ られた。

最近では, ニュージーラン ドの学者がモ ノグラフを発表して, Q3は全体にわたって単独のコ

ピーである と論じて全体をひっ く りかえした。 かれに答えて, ス コ ッ トラン ドの研究家は,

Q3が主要コピーとして使われはしたが, たしかQ6によって補足されていると論じ, さ らにか

れは, このコ ピーの幾つかの部分はQI(II)からのりーフにちがいなかったとい う錯綜まで付け

加える。 批評家がこのように何がー けっきょ く一一物質的証拠であるかについて意見を異

にする場合は, 重要なことがまちがっている。 その重要なこ とがたしかに手法であるという

わたしの意見では, 植字工 ・分析で照査される偶発物とい う証拠を科学的に使わないで, 複

雑な由来を持つ印刷屋のコピーを調査して実質的読みに頼ること, これが書誌学的方法であ

る。 印刷屋のコピーおよびその権威の正確な性質を評価し, 編纂に必要な先決條件として,

それから出て く る伝達のすべての事実を確立する必要性の認識こそ今日の本文理解における

主要な原理である。 そして, 本文の偶発物とい う証拠に適用された植字工 ・分析とい う手段

で複雑な伝達を決定するための手法が発達したため, これが明らかに現代の書誌学的研究の

もっ と も価値ある道具の一つを提供して くれたのである。

印刷屋のコピーの性質についての情報の必要性が, 第二次世界戦争前にはさほどするどく

は感じ られなかったとい うつも りはない, なぜなら, 多 く の他の事柄における と同様, Pol-

lard, MckerrowおよびGregといったイギ リスの偉大な学者の ト リオが最前線にいたからで

ある。 だが, わたしが心におもっていることは, 大まかな手法以外のこ とを欠いた批評家は

本文の編纂にあたってこのような情報を特別に使うことがほとんどできないものだし, 印刷

屋のコピーをい く ら議論してみた ところで, それが, 個々の本文読みに際しておこる諸問題

を決定するのに正確に適用するための手段としてよ りも一般の歴史的興味の トピック と して

よ り考えられやすかった とい う こ とである。 ≪ リヤ王≫や≪ リチャー ド三世≫のために旧ケ

ムリジ版の編纂者たちがくだした伝達に関するほとんど不可解な決定を振り返るときはかな

らず, 本文に電撃的に適用されたまx文芸批評の単一な力を満足気に信仰したことが, 編纂

上の政策の基礎になった伝達の理論が正反対になづたのちも久し く , こ う した同じ間違いだ

らけの本文を好む莫大な数の読者を追認するこ とになったのだと一言いわざるをえない。 伝

達の新し く わかった歴史に応じてグローブ版の中のこ う した特殊な本文を改訂し よう と進み

出た編纂者はいなかった。 また出版屋も改訂委任の必要性を知らなかったし, 自分のコピー

の基礎をグローブ版におきつづけたいろいろな教科書編纂者は, 読みの選択に適用されると

重要な結果を生みだす筈の大きな本文上の顛倒が起っているこ とに気づいている気配も示さ

なかった。 シェイクスピアの本文の主要な基礎に対するこのような無感覚が示されるとき,

伝達のより曖昧な点に関する一般の議論に従おうとする編纂者たちにいっこ うに圧迫のない

こ とを認めるこ とはわけない。 Gregはかつて, フ ォ リオ〈 リソ リ四世二部≫が独立の原稿か

ら組まれたものと考えた編纂者たちがじっさいにはそのコピーが注釈付クォー トだったかの

ように編纂したことをするどく のべた。 これは, 編纂上の理論と実際とが一致しなかった唯

一の事例ではない。DoverWilsonは, フ ォ リオの〈 ハムレッ ト≫に与えられた通常の評価を

ひっ く り返 し, す ぐれた権威として第ニ クォー トを支持したにもかかわらず, ク ォー トに関

してかれがフ ォ リオの読みを選んだこ とは, 本質的には, フ ォ リオの優越性をつよ く感じた

旧ケムリジ版編纂者だちとなんらかわるところがなかった。そして, 最後の数年の間に, ≪口

ミオとジュ リエ ッ ト≫を編纂するに際してかれがQ1からの読みを優先した態度がいろいろ
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に変ったこ とは, これらの点で二つのク ォー トについてのかれの仮説に完全に対立している。

本文伝達史の実際の結果に対するこのような編纂者の無関心は, 歴史の再構成の多くが仮

説的試験的なもので, おそ ら く信じられないものた とい うなにかぼんやりした認識があった

ため, 崇じていったものだろ う。 二重本文のある劇の問題を解決すべ く なされた諸々の試み

にもかxわらず, ≪ハムレッ ト≫やおそ ら 〈 ≪オセロ≫といったテス ト ・ ケースの場合, 絶

対的立証はまだ達成されていないし, ≪ リチャー ド三世≫に対して一般に唱道された三つの

別々の理論の間における相違のため, たしか, 編纂者たちは確信をいだ くに至っていない。

このため, 専門家と称する者たちが一致できなかったとき, 自分自身の研究を通して独立の

判断ができないと感ずる編纂者たちは古風な折衷主義という安易な方法を放棄する動機をみ

なかった。

今は, 伝達の問題を解こ う とやってみている大低の批評家は, 約 80年前プレ ト リアス・真

蹟版を編纂していたP.A.Danielがとった方法となんら本質的には変らない方法で実質的読み

の証拠をいまなお使用しているわけだ。 こ う した証拠が, 複雑なヶ - スの場合, 決定的なも

のにな りえないこ とは, 過去現在とも十分実証ずみのこ とである。 そして, 普通, 偽書誌学

といわれているものを薄 く はがしてゆ く ところに現代の批評家が証拠を扱 う場合とDanielが

扱 う場合との違いがある。

ある意味では, 書誌学に基づ く新しい技術が大して進歩していないこ とがわかる, とい う

のは, そ う した技術は, それを司りそれが生み出す結果を評価する訓練された書誌学者を必

要とするし, それを本文研究に適用する際経験豊かな書誌学者の数はひどく制限されている

からである。 実質的読みの場合と同様, 意味が含められると, 知的人間なら誰でも併起と相

違を分析するこ とができるとおも う。 だが, 沢山の, まこ とに機械的で, それゆえ実質的に

意味のない 「偶発物」 の証拠の分析は, この暗い領域にほとんどとい うかまった く経験のな

い批評家にとって, 不可能でないにせよ, 絶望的にみえる。 このため, 伝達史を辿るのにい

ちばん信用のおげる証拠として昔ながらに実質的読みに依存しつづげよう とする一般的傾向

があったわけだ。

その上, 批評家のなかには, 書誌学的アプローチに同情的で, 本文の問題に適用されたまx

植字工 ・分析を開拓者風に利用した者もあったが, 概してこ うした植字工の習慣に寄せた興

味は, 実質的読みの正確さの評価に集中し, 本文伝達を立証するための手法として偶発物に

適用するということがなかった。 実質を捨て偶発物がこのように取ろ うとしないため, ある

点では, 新しいものがあるのに, 古いものにへばりつ く こ とになるのである。 だが, ある点

では, こ う したこ とが起ったのは, 習慣的ないし好みによる綴字の決定が植字工の割当仕事

を確立するのに十分正確な手法ではなかった とい う恐怖によるものである。 そして, 複雑な

排列の印刷屋のコピーを限定するための証拠と して偶発物を使用ずるのに要する絶対的正確

さは, 植字工・分析なしにはかならずし も確保できない。 ときお り, この恐怖は正しかった。

≪タ イタス ・ アソ ドロニカス≫の第ニ ク ォー トのように, い くつかの難しい場合, 一頁全体

のク ォー トの頁でさえ植字工の身元が, も し綴字の証拠だけ使っておれば, 怪 し く なるのも

当然である。 その上, 最近やっ と Hinman博士が区別した ところだが, フ ォ リオの通例の植

字工 B と徒弟植字工 E との混同といったように間違いがおこ りやすい。

だが, Hinman博士がまもな く モ ノ。グラフ を発表してフ ォ リオに従事したすべての植字工

をパー ト ・ コラムまで, 正確な説明を して くれるだろ う, これは, 綴字の特徴によるこ とは

もちろん, タ イプのケースで確認するための新しい証拠であり, いまや, 異論のない性質を

持つ大部分を書誌学的に立証しつ xあるものである。 かく て, すべて主要なシェ イ クスピア
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編纂者は, 二者択一的読みの間で選択する編者のことである。 ここで, われわれはたちまち

プロセスに関する基本的混同の一つに出喰わす。Lachmannが伝達の研究を強調したのは, 個

人的趣味とか, い く らか権威の有るあっちこちの文書を読んだこ とを根拠にした無節操な選

択などを拒むためだった。 これが, 熟慮された各作品に, 単一でもっ とも権威あるとい うか

「最上の」 原稿を原理上顕示する筈の原稿系図を産出したが, そ う した原稿の本文 (かかる

条件下の) は, たんなる訂正とか修正以外, ギャ ップを橋渡し して失われた原本に至るため

厳格に踏襲されなければならない。 このような事情の下では, どんな他の手続も折衷主義者

と熔印を押された。 ただ, 系図が失われた原型から放射する二つないしそれ以上の原稿を産

出したときは別だ( これは, Lachmannが, 紛失した原型を回復する校訂と, この原型と作者

が意図七だものとの間のギャ ップを橋渡しする修正が必要なことを感じたケースである) 。ま

たもっ とも科学的な精神を持った非折衷的編纂者が, すべての権威を統一し, か く てどんな

二者択一的真正の読みも理論的には 「最上の」 原稿のほかには存在しえないとい う状況を創

造することであった場合は別である。 こ うして, よ り権威の少い読みを優先するということ

は, 無節操 とい うか, 折衷主義者といわなければならない。

A.E.Housmanが, そのマニ リアス版の序文で, 統一理論の濫用と, そんな不死鳥が居 りも

しない場合に踏襲すべき 「最上の」 原稿をなんとしても見付けよう とする試みとをかなりう

ま く覆えしたものの, 版本の本文批評において, ドイツ的厳格さがいまだに魔力を発揮して

おり, ときお りそ う七 だ厳格さそのものから攻撃を受けている。 じっさい, 版本は原稿研究

とはちがった独自のルールを持つべきである。 本文書誌学では, 諸版の直接の派生はほとん

どの場合正確に仮定できないが, 一方, 直系の原稿の場合は, いつも紛失した介在物が在る

と仮定できるだけである。 この相違は, 深遠なる結果をもつものであ り, 版本に正確な適用
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の本文問題は, 第一フ ォ リオになるので, この植字工を正確に決定すれば, 伝達の問題に対

する来るべき書誌学的攻撃に必要な事実上の基礎を提供するだろ う。 この攻撃には二つの尖

頭がある。 まず, 確認された植字工の原稿からの仕事に習慣上のものとはいろいろ と違った

もののあることが, 植字工につき既知の実際の光 りに照して研究されれば, これが, フ ォリ

オで初めて印刷された劇の背後にあって根本となっている原稿に関するたんなる印象でな

く , 諸事実を産出するだろ う。 つぎに, 対照本文を使用することで, 印刷されたコピーから

植字する際の植字工たちの習慣が確められ, かれらがどんなに実質物と偶発物とを扱ったか

がわかろ う。 かれらが偶発物を特徴的に組むのに印刷コピーが影響した際の既知のパタ ンを

つぎに論議の多い本文に適用でき, いっそ う科学的な手法で (いっそ う機械的証拠に基づく

ので) Jaggardの職人が利用した背後にある印刷された (あるいは, 反対に, 原稿の) コ ピー

の正確な性質を決定することができるようになる。

だから, 事実がひとたび確立されるや, 編纂者は, もはや議論の対象にならない材料を正

し く利用し, 本文の問題の解決にそれを適用する際, 本文の伝達の詳細についての知識がい

かに実用的なものであるかを認めることが望まれる。 だが, この新しい編纂学の原理と目的

とはひどく誤解されているようにみえる。 そして, 編纂者がより 「科学的」 ないし 「書誌学

的」 になれば, かれはますます折衷主義の敵とな り, かれのひそかな理想は現存する印刷本

の一つからただ調整的に変えたにすぎない 「安全」 本を印刷することであるというのはあま

りにも共通した仮定である。 これが, Housmanがまこ とに有効に皮肉った 「最上原稿」 定着

と現代の本文書誌学の原理との混同である。 書誌学とその試験的科学的手法がもっ とも濃 く

染った保守主義を促進するものだ とい うのは甚だしい誤解である。

折衷主義とは正確にはどうい う ものだろ うか。 選択が有数な語である, すなわち, 折衷的



も し現代化するのなら一 折衷的になるだろ う。 正しい統語法とはどんなものだろ択は

をするための原稿研究から生ずる基準仮定を拡張し よう とする試みを極端に危険なものとす

る。

われわれがプリン トの特別な問題を考えるとき, われわれは, 「科学的」原稿研究で採用さ

れる折衷主義の定義があま りにも狭すぎ, 拡張と再定義中に世人はこれが持つ恐しさの多 く

を失 うものであることがわかる。 一般に認められていないことは, どんな書誌学的編纂者も

かれがたんなるフ ァ クシ ミ リ とい うかわた しがディ プ ロマチ ッ ク ・ リプ リン ト と呼びたいも

のを印刷するのでなければ (ある意味では) 折衷的にならざるをえないものだ とい うこ とで

ある。 すなわち, 編纂者がたとえば≪ヴェ ロナの二紳士≫の中のすべての語を正確に辿 り,

しかも本文を現代化しよ う と決心しても, かれは幾百とい う異った方法で, あるものは未決

のま 5, 「折衷主義」 たらざるをえないだろ う。 かれがすべての語を肖r X加r からgzx㎡erと

いったふ うに現代化すれば, かx、る綴字上の相異は発音になんら影響がないとかれは信じた

がるのだから, かれは折衷的といえないだろ うか。 かれが( まさに正し 0 枇紺fkerを現代化

すると仮定してみる, それでは, かれは1αuthoynをlautey筒と変えるべきだろ うか。 かれの選
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うか。 しばしばシェイクフ, ピアのヌ, ビーチは独立節で文章を始め, ついで従属節でつづき,

ついで独立節におそまるといったふうに, 節はコンマで句切られるだけである。 現代化に際

して, 従属節を第一独立節に従属するものと考えるべきか, 第二独立節の前に転倒させたも

のと考えるべきかとい う こ とは, しばしば, 決定するのに不可能でないにせよ, 難しい問題

である。 だが, 発音を現代化する編纂者 (あるいは, わたしは主張する, 古綴字編纂者でさ

え) は, その句読法の再生でかれが現代の読者にたいしてそれがかれの好みであ り, 好みを

示すものと考える方法を選ぶとき, 折衷的であるはずだ。

編纂者が単一校訂をするなら, 一般的意味でかれは折衷的本文を作ったことになる, とい

うのは, かれは二者択一的読みの間で選択を しているからであるノ 普通誤解されていること

は, 折衷主義が一つの本文以上のものからの読みの間の選択に本質的に限られるものでない

とい う こ とである。 ただ単一本文でだけ存在する劇になんらかの修正を施せば, これは, も

な事実から引き出された論理的原理によってすべての点で, 支配されなければならないとい

う こ とがみられる。 かくて, 照合によって, 初版以後の諸版にはなんら新しい権威は入って

おらず, しかも各版はたんに前の版のリプ リン トにすぎないこ とが確立するとき, 後の版の

異形がなんら権威の有るものでないこ とは明らかだ し, 筋がとおっている。 或る読みが初版

の誤ちを訂正し うるかもしれないとい う こ とが期待されるが, いかなる編纂者も, いわば,

ある意味で, それが根元であるが故に, かれ自身の修正よりも権威あるシェイクスピアの第

四フ ォ リオから読みを引用しよう としない。 このため, 「訂正」は後々の権威のない版からな

されるのに, 「改訂」と考えられるようなものも, またそれらが根元であるが故に当然す ぐれ

ていると考えられるどんな読みも, そ う した後々の版から取られるこ とがない。

この原理を無視する編纂者はこ う七だ危険を冒す。 たとえば, BlackとShaaber両教授は,

何千時間も費してシェイ クスピアの第二, 第三, 第四のフ ォ リオを第一フ ォ リオと綿密に照
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主義一 諸権威の間に, よ り特殊なのはもちろん, この一般的選択をすること

し拒否された読みが或る意味をなすものと して議論の余地があれば, 一種の折衷主義という

ものになるだろ う。 修正の典拠は, 二つの可能性間の選択の問題とはなんら関係がない。 こ

の広い意味では, シェ イクスピアのいかなる版も, それがフ ァ クシ ミ リかディ プロマテ ィ ッ

ク ・ リプ リン トでなければ, 問題の性質上いつも折衷的ならざるをえない。

書誌学的本文批評家が非科学的批評家と意見を異にする場合, かれの主張の中には, 折衷

が, 確実



合した。 すべての資料を調べたのち, かれらの考えついた結論は, 後々のフォ リオがリプ リ

ン トといったものでなく , たしかなにか編纂され但ものであり, 絶間なく悪化して行ったも

ので, どんな新しい権威も入りこん七ないことをわれわれに信じさせる十分な他の証拠物と

結合した十分に強力ないかなる証拠も存在していないとい う こ とだった。 どう して, ≪ヘソ

リ六世一部≫でSissonは, 第ニフ ォリオが「意味上必要であり, かつたんなる編纂上のもので

はまずあ りえない」二つの語を提供する と述べる とき, Shaaberは正し く も 「も しわれわれが

F2の新しい読みがなんらの権威を持つ可能性を心から受け入れるようなら, まこ とに面白い

ことになろ う」 と抗議する。 この二語は必要かも不必要かもしれない。 だが, 編纂者がこの

二語を受容すれば, それらは第ニ フ ォ リオの中のたんなる推測にすぎないとい う根拠に立つ
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てそ うするのでなければならない。 ( もちろん, かれはその二語が第一フ ォ リオ
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かれらのF Iの権威の調査の必要があろ うが一 中のその頁にある以前には未知の印刷・異形

状態から F2で写されたものであるとい う可能性をまず論究しつ くすだろ う。) Sissohがやる

ように, それらに権威があるかのよ う, 確信を もってこれらの語を受けとるこ とは, 書誌学

の許容できない仕方で折衷的なものとなる。 こ こでの違いは, 広い影響力をもつよ うな原理

の問題である。 い く らかこのような語が必要におもわれるなら, 書誌学者は当然折衷的にな

り, 挿入もするだろ う。 だが, かれが, 自分の発明になる他の二語を優先させるなら, それ

らはF Iの印刷異形由来のものでなければ, たんなる推測であ り うるから, 第ニ フ ォ リオから

の読みを と らないで, こ う した語を選ぶことは, まった く正しいだろ う。 権威のない F2の読

みを自動的に選ぶことは, 非論理的折衷主義となろ う。

折衷主義が行使される際, 論理が優勢でなげればならず, 書誌学的蓋然性がかならず満足

させられなければならないとい う書誌学の主張は, じ っ さい普通に保守主義を促進するもの

であるこ とを人は否定しえない。ただし, Walker博士が新ケムリジ版で≪ リチャー ドE 世≫

を用いて示 したよ うに, そ う した書誌学の固執は, 逆説的に, ある場合には, 普段非科学的

批評家に受容される以上の折衷主義を助長するかもしれない。 この論理の意味するものをみ

よう。≪ハムレッ ト≫の一幕二場 198行で, 編纂者のなかには, Q2およびFIの函㎡(すなわ

ちwaste) よ りQIの読み‘deadvast…of thenight’の方を好むものがある。 だが, Q1の読み

が正しければ, そ うでなければならないのだから, Q2の背後の原稿もし く はFIの背後の原

稿, あるいは或る介在原稿から由来したものだとすれば, 。いずれかの本文が単独で悪化して

いるものにちがいない。 も し, むαSt示正しければ, フ ォ リオのa/公jの唯一の説明は, F1の読

みがQ2印刷に基づ く ものだったということにならなければならない。だから, もし編纂者が,

フ ォ リオ≪ハムレッ ト≫は印刷屋用コピーとして使われた独立の原稿から組まれたものだ と

信ずれば, かれはzノαsG

われわれは, またDoverW ilsonが新ケム リジ版で≪ ロ ミ オ と ジ ュ リエ ッ ト≫を編纂 した際

の実例をあげるこ とができよ う。 DoverW小on教授はQ2のかな り沢山の頁がQ2の注釈付コ

ピーから組まれたものと信じた。 も し これが真実なら, かかる頁がやって来る度毎に, Q2に

よるどんな異形もQ1コ ピーを踏襲できないQ2の植字工の側の間違いにちがいないか, ある

いは, その異形は, 比較用に使われた権威ある原稿から引用されたQ1中の注釈の結果でなけ

ればならない, とい う論理が必要となろ う。 問題の性質上, 人は, 印刷されたコピーから植

字する際の植字工の誤ちは相対的に少いと期待するだろ う し, また, このため, 多 く の異形

の大部分は, 忠実に原稿の注釈を表わすものにちがいないと期待するだろ う。だが, 幾度も,

新ケムリジ本文は, 編纂上の仮説によって, Q2が注釈付 QIコピーから組まれた頁の Q2の異

形の代わりにQIの纂みを選択する。事実, この版は, Q2が原稿から組まれたと推測できる頁

この場合
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からよりもさ らにしばしばこ う した頁のい くつかからのQ20 異形の代わ りにQIの読みを選

択する。 一見したところでは, これはまった く非論理的な編纂上の手績きだが, これが書誌

学的蓋然性によって正当とは見倣されない。 しかも, たしか印刷屋用コピーの性質に関する

編纂者自身の仮説の用語では正しいと されえない真に無節操な折衷主義を表わすものであ

る。

この主題はまこ とに問題に富むが, こ こでは軽 〈 触れるだけにして≪ハムレッ ト≫で結論

づけよ う。 D6verW ilson教授の≪ハムレ ッ ト≫に関す る開拓者的刺戟的モ ノ グラ フは, 第一

ク ォー トがシェイクスピアの自筆のひどいペーパーから組まれたものであり, したがって,

われわれの確信に価するものであるとして称揚した。一方, フ ォ リオは少 く ともこ うしたペー

パーの写しの写しであ り, その伝達史の故に, 不純な信用できないものであった。 こ う した

第ニ ク ォー トの復権がCraigとParrottの本文 とい うかつて出版 された≪ハムレッ ト≫の版

の中でもいちばん貧弱な版の一つを生みだすこ とになったが, この版は頑固に第ニクォー ト

に固執し, 可能ならいつでもフ ォ リオの折衷的読みの移動を拒否 した。 当時, この版はまこ

とに科学的だと想像された, とい うのは, 伝統的な, フ ォ リオによる代置のい くつかのこの

版による反折衷的認容拒否というものが, 編纂上の仮定からみて, その後, 見事につづ く とお

もわれたからである。 ただ厄介なこ とは, この版がいまでははっ き り間違いだ とわかってい

る本文の伝達に関する幾多の前提に基づいていたことであ り, こ う してその反折衷主義の頑

固さそのものが, 自分自身の趣味に応じてかな り読みの間の選択を した非科学的折衷主義的

編纂者によればもっと うまく避けられた誤ちにそれを導いていったことである。

じ っ さい, 頑固すぎるとい う こ とはあるものである。 三幕一場の独自‘Tobeornottobe’

において, Kittredgeは, 大低の編纂者とおなじ く, Fのd匈)MZ’dよりQ2のdeゆis’dloveを好

む。 ただし, つづ く 35行にあっては, 7つの異形のうち, Q2の峠ck皿dmome戒にたいす

る夕涵を含めて, かれは6箇所でフォ リオの読みを採用する。Kittredgeがおおむね, フ ォ リ

オの読みはQ2の読みよりはるかに権威があると仮定するのだから, 人はかれが牡嵯d匈)yiZ’dよ

りdesl)is’dを微妙にも選んだのか知りた く なるだろ う, というのは, 疑わしい場合かれの編纂

上の実際は, ほかの箇所ではかれをフ ォ リオの読みに傾けさせているからである。 だが, か

れがd司)iS’d とd≒)yiZ’dおよび爾Chとj)池 の間でのように態度が定まらないからといってか

れを非難するのはおそ ら く なんだか適当でなさそ うである。 文字や音でこんなに接近した異

形なるものは, 後の版における実際の改訂の場合よりもいずれかの本文中の悪化を表わすこ

との方がはるかに多いとい うのがまず公理だからである。 両版にたいして同じ植字工が記憶

上失敗した とか誤読したとか論ずるのは, 理論的にはずっ と首尾一貫しているようではある

が, 事実, それらの語も, その仮定的本文史が与えられさえすれば, ク ォー トにおげると同

様, フ ォリオでも誤ちの可能性がある。編纂者がより権威のある本文らしきものに依拠して,

で きるかぎ り一様に, 推測される誤ちを取扱 う場合はるかに安心するのは当然である。だが,

≪ハムレッ ト≫の両本文の真に書誌学的な分析を欠いているため, われわれぱたやす く循環

論の犠牲になってしま う。 われわれの文学趣味のためわれわれは他方よりも全体として片方

の本文を好み, このため好む方がよ り権威があると考えて しま う。 こ う した方向の批判論も,

その循環性にもかかわらず, 実際上成果をあげるものである。 しかし, その基礎が, 用心深

い編纂者に, かかる推定の権威を, 絶対的厳密さをもって, すべての議論のある読みに適用

するこ とをためらわさせるものであるかどうかは, はなはだ疑わしい。

と ころで, われわれの知識が現在のよ うに不完全な状態にあ っても幾つかの制限は定めら

れる。編纂者は, Q1と Fの≪ハムレッ ト≫がQ2に照して一致する読みを拒否するとき, かな
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らずこ う した奇異がどう して起ったかを説明しなければならない。 もしかれがフ ォ リオは独

立の原稿から組まれたものだと考えれば, Q2と Fの一致する読みを直すべきしっかりした理

由をもたなければならない6 かれは, シェイ クスピアがQ2印刷中の原稿が表わしているよう

な段階後になっても本文を改訂したと信ずるか, 改訂しなかったと信ずるか, 断固決心しな

ければならない。かれが, 自筆の美しいコピーを作る過程で起り うる小さなものまで含めて,

改訂が施されていると考えよう としなければ, かれがフォ リオの読みを優先させるときはい

つでも, Q2の植字工が誤ちをおかしているのだ とい う論理的仮定に立だなければならない。

もしそう な ら, Q2中のこ う した仮定的誤ちが説明可能な(12)なんらかのパタ ンに陥っているか
ケ ー ス

どうか, またパタ ンが進む場合, それは取消し不可能で, こ う した場合のフ ォ リオの異形に

も同等, いやそれ以上強力に適用できるものであるかどうか見る必要がある。

かくて, 選択は, 個人の好みによ り本文間をあっち こち飛び廻るこ と以上のこ と となる。

他方, 編纂者がフォ リオの表わすような原稿の形でなんらか改訂が施されていると考えれば,

それはそ うで も, あ らゆる喰違いの場合にフ ォ リオを選ぶとい う こ とは不合理なこ とになる

だろ う。 1)itCkと峠 kとかdespis’d とd観)yiZ’d とい った場合のよ うに, すべての異形が改訂 とい

う項目に当たるとはかぎらない。 しかも, フ ォ リオ中の読みには不純なものもあるとい う立

証可能な証拠もある。 このため, 編纂者はどんな場合でも折衷的たらざるをえない, という

のは, 二重 ・本文劇の場合, 編纂者がいつも追求の努力を払うべき改訂の可能性はもちろん

のこ と, 両方に, なんらかの悪化があると考えなければならないからである。

編纂者の選択が原理に導かれ, その選択がこ うした原理に論理的に一致しなげればならな

いという事実がちがう点である。 もし≪ハムレッ ト≫で編纂者が改訂を信仰するなら, かれ

は, フ ォ リオからかれが権威ある変更であると考える読みを選ぶ際, またかれが編纂者によ

るものないし植字工の非権威的異形と考える読みを拒否する際, かれの導き手となる幾つか

の原理を進化させなければならない。 かれは, 自分の選択を正当化する用意がなければなら

ない。 も し, 反対に, かれが, Q2の背後の原稿となんらかの方法でフ ォ リオの背後にあった

原稿の間で≪ハムレッ ト≫の本文にはなんら新鮮な権威は入らなかったと信ずれば, かれは,

フ ォ リオの悪化とQ2の真実らしさ, あるいは, Q2の悪化とフ ォ リオが信ずべきシェ イ クスピ

アの読みを留めているこ と との間で決定を下すためのい くつかの原理を進化させなければな

らない。かれは自分の選択を正当化する用意がなければならない。両文書中の共通の誤ちが,

印刷前ないし印刷中の伝達に起源をもつものかどうかが決定されなげればならない。 上述し

たよ うに, かれがフ ォ リオに独立原稿理論を信ずるなら, かれがuJasteでな く IJαStを選ぶ正当

な理由はない。 もしかれ力功加yzはQ2の植字工の誤ちで, d観)yiZ’dはフ ォ リオの植字工の誤ち

だと考えるなら, 選択が意味に関してまこ とに無関心にみえる際のかれの決定には証拠がな

ければな ら ない。

AliceW alker博士 の開拓者的調査 (13)のほか , い まだ にほ と ん ど未開発で あ る も のは, 折衷

的編纂の問題に適用できるような, それぞれ別の確認された植字工の特徴に関する証拠であ

る。上のと ころで, わたしは, 少し思案しながら, 普通用語で, ≪ハムレッ ト≫の第ニ ク ォー

トとそのフ ォ リオ本文について, あたかもそれぞれが, 基礎になった印刷屋用コピーの同形

同質の表現物であるかのように述べてきた。 だが, これらの本文はそ うではなかった。 いろ

いろな場合, イタ リ ック体の揃いの活字にかすかな相違があったとい う活版上の証拠の援助

を受けて, 印刷作業と綴字の分析から, われわれはいまではX とY とい う二人の植字工がQ2を

組んだこ とを知ってお り, 両人が活字に組んだ頁を正確に知っている。 部分的には綴字の証

拠から, 大部分はHinman博士が活版上の証拠を容赦な く論理的に使用したことから, いまで
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はフ ォ リオ≪ハムレッ ト≫がA, BおよびE とい う三人の植字工によって組まれたものであ

ることを知っている。 このため, かくかくの種類のコピーを仮定して, 第ニク ォー トが峠hを

峠C剛こ, d匈)yiz’dをdesl)is’dに誤ったものであることの方が, かくかくのコピーから植字した

フ ォ リオがこ う した読みに異形上誤まられたものである以上, あ りそ うなものかどうかを決

定する試みの際, われわれは一般的蓋然性とか, 雑多な頁からの証拠とかに訴えるわけには

いかない。 その代わりに, 将来の書誌学的編纂は, 当該植字工の組んだこう七だ本文の頁か

らだけ, その証拠を, 集めるこ とになろ う。 その上, こ う して確認された職人が他の劇を組

むことになり, ほかの箇所でのかれらの特徴が全部の証拠の一部となり, この証拠が, 編纂

者の助けとなって, かれに, 考察中の劇の中で印刷屋用コピーを植字工が, 観察によると, どう

扱っているかを, 他のコピーを組む際に観察されるかれらの特徴に照して, 比較考量させる

ようになるだろ う。 このように照査ずみの条件のも とで こそ, 植字工 ・分析は, 印刷屋用コ

ピーの性質に関する評価を与えるためばかりでな く , こ う して本文の伝達についてのわれわ

れの一般的知識を増加するためにも使用できよ う。 そ して, また, 植字工 ・分析は, 特殊な

読みが, 根底に在るコピーを忠実に伝えるものかどうかという疑問に表われるように, 伝達

の特殊な問題に適用するのにも使用できるだろ う。 たしか, ただ一つだけ実例をあげてみる

と, 編纂者は, 植字工A , Bあるいは徒弟E が活字を組んだかどうかになにか異ったかた

ちで依存しながら, ≪ハムレッ ト≫ではフ ォ リオの読みの権威を評価するだろ う。

こ う したように, 印刷プロセスの知識と特殊な植字工の習慣を親し く知っているこ とが放

逸な仮定にたいしてたえずチェ ック ・ アソ ド ・バランスとして働 く ものだ。 これが基礎であ

る。 だが, か1 る援助のほか, 人は, 折衷的手続のための領域を制限する或る基準を確立し,

こ う した制限にもかxわらずしばしば積極的なガイ ドとして働 く ところの本文関係について

の有効な書誌学的原理を持っている。 書誌 ・本文上の原理の確立は, ときどき折衷主義的プ

ロセスを抑制する働きをすることがある。 しかし, ほかの場合には, この同じ原理が折衷主

義を促進する積極的拍車として働 く こ ともある。 書誌学が本文批評家の生活からすべての楽

しみを奪 う碧鼻の清教徒的検閲官として働 く ものだ とい うのは, 無知な見解であ り, 明確な

誤解である。

それでは, この新しい本文的手法の究極目的はなんであるか。 おそら く , もっ とも広範囲

に支持されている意見は, Sissonの≪シェイ クスピアの新しい読み≫について, 或る著名な批
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わた しはこの手続の正当性を議論するつも りはない。 Sisson氏がめずら し く率直な編纂

者であるといxうるだけである, とい うのは, フ ァ クシ ミ リだげは別だが, 1623年以後出版

されたシェイクスピアの本文で折衷以外のものはなにひとつないのが実情だからである。

非折衷的版にいちばん近いPorterandClarke両女史の第一フ ォ リオ版でさえ, 盲 目的にF

に追従していて, 最悪の一つである。本文の理論的解釈を決定し よう とする 20世記の偉大

な企画も重要な成果をあげておらず, 今日まで誰一人一つの劇の非折衷的本文さえ作り出

していない。 さ らに, わたしが永生き してなにかほかに見られるとも思えない, とい うの

は, 出版屋が保守主義だというばかりでな く , 問題に固有の困難さがあ り, またわれわれが

依拠する版本についてのわれわれの知識には欠けた と ころがあるからである。

こ うした見解は, 書誌学が編纂過程および, 将来, 結果として起こると期待できる諸成果

に対してもつ関係を, あま りにも狭 く解釈したものの代表のように, わたしには, おもねれ

る。 本文書誌学がわれわれになんら与える意図のないものを予想すれば, われわれは将来わ

れわれに提供されるものを正し く察知することはできないだろ う。

評家がのべたつぎのような書誌が代表的なものであろ う



さきの陳述をわたしが正確に解釈七てみると, 20世紀の本文的手法の大きな貢献は, 二重

の本文の背後でどち らが権威ある原稿であるかを科学的に決定するとい う特殊目的のため

シェイクスピア劇の背後にある失われた原稿の性質を調査した ことだったと考えられる。 し

たがって, 編纂者は, 一般に権威が薄いとされている原稿から印刷された文書から折衷的合

成を しないで, それ独自の用語で自分の本文の訂正に理想的に献身すべきである。 これこそ,
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問題の困難さ と, 失われた原稿に印刷過程が与える影響についてのわれわれの知識に欠けたと

ころがあるため, われわれが控える理想的非折衷的本文だと想像されるものだ とわたしはお

も う。

この現在の論説の議論は, かXる意見にはまった く対立する ものであるこ とがあきらかに

なるだろ う。 多数の権威があるとい う問題において, 単一原稿がー それをプ リン トから完
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シェイクスピアが実際に書いたものについてわれわれに十全に正確に回復さえできれば

分な情報を与えて くれるだろ う とい う こ とはマニ リアスにたい しても, シェ イクスピアにた

いしても考えられない。 こ うすると, 印刷屋用コピーは例外な く シェイクスピア本人の自筆

の文書だった とい う, 事実にも とる仮定をたてるこ とになるからである。 印刷屋用のコピー

自体が原稿だった場合でさえ, 幾つかの場合には, この原稿をすべての細部に至るまで正確

に回復して も≪ウィ ンザーの陽気な女房たち≫の場合のように, 写字生か写したにして も,

かならずし も本人の自筆からではなかったものをやっ とわれわれに提供して くれるにすぎな

いだろ う。 だが, はるかに通常の場合と当然わかるよ うな場合にあっては, 初期のク ォー ト

が, フ ォ リオの印刷屋用のコピーを提供するため一つの原稿と合成されたような場合のこと

だが, この注釈付きコピーの正確万な形を回復してみても, すべての本文上の問題は解決しな

いだろ う。 この特殊な紛失原稿は, それからク ォー トへ移動した注釈以外にぱけっ して回復

できるものではない。だから証拠上この注釈は不完全だった。このため, もしsaud浜d ba扨ds

とg㎡ ん治加g cαyパo が正しいとしても, それらがシェ イクス ピアの書いたものだ とい う証

拠は, も し フ ォ リオ≪ハムレッ ト≫用の印刷屋紛失コピーが明日にでも発見されて, それが

注釈付きク ォー トだ とわかれば, 見付からないこ とになるだろ う。

或る行が, 独自の理論的根拠による本文の訂正と折衷的編纂上の手法との間で引用できる

ものかどうかは, はっき りしない。 「科学的」編纂者は, かれがもし≪ リチャード三世≫で自

分の基礎とするフ ォ リオの中で, Q3から悪化した形で フ ォ リオへ移されたすべてのQIの読

みを取 り換えれば, 自分が折衷的にやってはいないと感ずるかも しれない。 だが, たんなる

誤ちの訂正か, 折衷的代用物かは見分けに く く , 誤読 とか記憶違いによる悪化をたんなる機

械的誤ち ( た とえば, たんなる置換とか仮定可能なひどい場合) と区別するこ とで両者の違

いに境界を付けるこ とはできない。 選択した本文で愚にもっかぬこ とを考えてたんなる訂正

と見倣 されるものをかならずし も要求するこ と もなかろ う。 ≪ハムレッ ト≫の三幕一場 119

行で, Q2のa aaなれよFの泌琲oc㎡αteによって立派に訂正でき る, しかし, フ ォ リオからの

μμzはQ2の加td の論証可能な訂正だろ うか, それとも折衷的置換だろ うか。 そして, フ ォ リ

オのd観)言Z’心こ代わるQ2のdesl)is’dはどうだろ うか。

もし ( フ ォ リオの≪ハムレッ ト≫を選んだ本文と仮定して) 人が五幕一場 355行でQ2のOh

god Homtioの代わ り に F か らのOkgOOd HO絨面 を保留 し な ければな ら ないな ら , さ ら に深

刻な厄介事に出喰わす。 また三幕一場 97行でQ2のYoMkllo加 y祉ktwell yoltdidの代わ りの

フ ォ リ オ のl h OUJ 禎面 WJ yOU did似 Q2の読み を 採用す る こ と は折衷的 に な る と い う

根拠で, 同じである。 そして, おそ ら く , さ らに難しいこ とが起るのぱ, 権威をQ2へ移す場

合やFで合成するこ とを拒む場合である。 他の劇の場合同様, ≪ハムレッ ト≫では, 一 改



訂の疑問は措 く と しても一 多数の権威の中のいかなる単一本文も, 自体の証拠から回復可

能とおもねれる状態で, 真正のシェイクスピア的読みであると普通たしか屡正確に考えられ

るものを留めていない。 こ う したこ とが, 伍teγy’dから Rm’dかとい う選択の間題におげると

同様, Q2あるいはFの≪ハムレッ ト≫にユニークに保存されている全パシヂの場合にもあて

はまる。 印刷屋用のコピーの状態が訪れる以前に原稿伝達において (改訂でないにせよ) 悪

化過程かおり, このコピーの印刷に伝達前

文の回復と信憑性とは, かならず折衷的手段によって, 多数の権威に由来せざるをえない。

書誌学の本文批評への貢献とい う ものをわれわれは誤解しないようにしよ う。 いかなる事情

でも, 本文批評とい う ものは折衷主義に他の手段を代置し よう と企てるものではない。 それ

どころか, わたしが本論で例証し よ う と試みてきたように, 本文書誌学の目的とすると ころ

は, 折衷的手法を論理的科学的にコン ト ロールし, 読みの選択に際して, 文学批評的手法を

適用することを補 う こ とである。 このコ ン ト ロールとは, 物質的事実と論理的蓋然性とい う

或る一定の制限内で働 く純粋に批判的判断を要求するとい う形を とるものである。

批評的判断と書誌学的手法とのこ うした結合こそ将来希望されるものである。 書誌学だげ

が人を立派な編纂に導 くだろ う, だが, 書誌学は約束の国に至る魔法の絨毯ではない。 そし

て, も七書誌学がすべての問題を解いて くれるとい う過度な期待が起こされるなら, 失望も

きついものとなろ う。 書誌学的手法のみに厳密に追従するなら, 本文に起こる損傷が普通よ

り少いことは事実である。 だが, 書誌学は, 編纂上の現実的原理と, 編纂をほとんど創作芸

術と位置づける規律にたいして, 言語研究のみならず, なかんず く 「書誌学と言語が規定す

る或る制限内」 判断を形成する文学批評を も含むただ一つの試みである。 しばしば置き誤っ

た創意が間違った読みを修正するとい う よ りも擁護するこ とに献げられている とい うのが
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Sir W alterGregの正 し い評論で あ る。シ ェ イ ク ス ピアの編纂史 にあ っ て と く に貧弱な書

誌学がときどきむしろ危険なものとなった 20世紀にあってー ( ときどき間違っている場合

もあるが) Kittredgeとかい う人やAlexanderとかい う人の趣味と判断を, それがあたかも問

題の全解答であり, 自動的に編纂者を必然的に安心させて, どんなふうにでも自分の批判的

判断を使わせるといったふうに, 科学的手法を, 未熟のま x, したがって, 非科学的に働か

せることよりも, わたしは優先すべきである。 書誌学は最終的に働き うる本文を準備する援

助をするこ とができるだけである。 書誌学は善良な従僕だが悪七き主人である。

汪

(1) ‘extended too far’ ( 「あ ま りに も拡張 しす ぎてい る」) と い う言葉で , わた し は, ≪ ロ ミ オ と ジ ュ リェ ッ

ト≫のQ1を根拠にして, わたしが原稿のCou114mtionと受容するもののQ2の誤読0 ,77f,77だu のごときかん

たんな混同の領域を越えて拡張しすぎるとい う意味である。 領域を限れば古文書学的証拠が役に立つこ と

を誰も否定できない。 この手法がただ危険になるのは, これが書誌学的仮定以上に証拠と して価値があると

考え (Sissonがやったよ うに) 唯一の手法と して利用し, これが蓋然性の外辺で働き始めるときである (正

確な物質的証拠に根拠がある唯一の修正的手法である と考えられるとき, ヤ つもそ うであるように) 。 わた

しの意見では, こ う した三つの反論は, C.J.Sisson≪シェイ クス ピアの新しい読み≫ 2巻 ( シェ イ クスピア

問題シ リーズ8巻 〔1956年D の有用性を少 くするのに役立つものである。

(2) Sk kes帥麗 Q皿巾巾 , Vm(1957), 104-7

(3) Std ies緬 B固iog似油y, VII(1955)。17-40にある 「≪ヴェニスの商人≫と≪ハムレッ ト≫Q2の植字工」。 ま

た Paul L . Cantre11とGeorgeW altonW illiamsの 「≪ タ イ タ ス ・ ア ソ ド ロ ニ カ ス ≫ Q 2に お け る Robertな る

植字工たちJ S.且,V111(1956),27-38を参照せよ。

(4) 確認されたタ イプを書誌学的証拠と して使用するこ とを初めて発表 したのはCharlton Hinman博士が



田 中 幸 穂154

「シェイ クスピアの第一フ ォ リオ用の組頁見積コピー」においてであった。Sk kes帥回 Qu yte雨 , VI(1955),

259-73. ついで 「シェイ クス ピア第一フ ォ リオの悲劇における徒弟職エー 植字工E」 が出た, S伍dies緬

Bibliogm油y, IX(1957), 3-20. 十分な情報が第一フ ォ リオの印刷について現在準備中のモノグラ フに期待さ

れる。

(5) 注目に価するものだが, GeorgeWaltonWiniamsの 「ク ォー ト印刷における組版による植字」, Sh4dies
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緬B濯 iOgれ4)hy, XI (1958), 39-53. さ らに情報の多いものは, Robert K. Tumerの 「飽 く なき伯爵夫人の植 ,

字, Q2」 であろ う, S.B., XII (1959)。 「組版による植字」 とは, ク ォー トで, 或るシー トの活字・頁が1, 1’,

2, 2’, 3, 3’, 4, そ して4’というようにでなく, 組版で, 好きな順序, た とえば, 1’, 2, 3’, 4それから1, 2’, 3, 4’,あ

るいはその逆 といったよ うに植字するこ とをい う。 シェ イクスピアの第一フ ォ リオで, 八頁枚が二人の職人

に同時に組まれた場合, A植字工が六頁を組み, 一方植字工Bが七頁を組みに の例に丁付数を使 う と) , つ

いでAが五頁まで, Bが八頁まで, ついでAが四頁までそ してBが九頁まで進んで行き, ついにAは一頁に,

Bは十二頁に達したのだろ う。 それからつぎの一 冊でBは十八頁で始め, Aは十九頁で, Bは十七頁に進

み, Aは二十頁に進みといったふ うに進んで, ついに, 八頁枚は, Bが十三頁を組み, Aが二十四頁を組む

とい うふ うに, 一番外のシー トの外側組版がで きるこ とで完全になった。 こんなふ うに組版で植字する とい

うふ うに植字工が仕事をするので, 印刷屋用のコ ピーは「組頁に見積られ」 なければならず, 各頁に見積ら

れる材料の量がマークされたので, 植字工はこのマーキングを綿密に観察しなければならない。活字が組版

で植字される とき (たとえば, 一枚の紙の片側に印刷するのに必要なタ イプ・頁) タ イプは少しですむこ と

にな り, あ る点で 印刷作業 は初めは速い。 こ う して, ク ォー トでは, 頁を順次植字するな ら, 中側の組版

を完成す るのに必要な七頁ではな く ほんの四タ イプ・頁の植字をするのに必要な合間ののち, 組版が印刷に

用意されるのである。 第一フ ォ リオにおいて, Aが六頁を植字し, Bが七頁を植字する場合, 八頁枚の一番

内側のシー トの内側組版が植字が順次だったら必要 となる七頁でな く , ほんの二頁の植字ののち印刷に用

意された。 この内側の組版は外側の組版を含め, 五頁と八頁で もって完成された。組版で組む際, 植字工が,

各頁宛予定した限度内に材料を無理やりに当てはめたため, 原稿の組頁見積が完全に正確でなかった場合

には重要な本文上の結果が印刷とい う機械的過程から生じるかも しれず, したがって, 植字工は自分の材料

を予め割当てたスペースにち ょ う ど人いるよ う圧縮するか拡大す るかせざるをえなかった。

(6) 「≪コ リオレイナス≫覚書」 J.Q. A面n

(7) 丁植字工決定と他の問題」, Sh4dies伍 B濯iog斑油y, VII(1955), 9-10.

(8) 「シェイクスピア本文問題への新しいアプローチ」, ぶz,磁5 加 瓦占yf昭,xz踊y,Vm(1956), 3-14.

(9) 「〈 ハムレッ ト≫のQ2とQIへの本文上の関係」 , Std ies緬 B濯iog,司)畑, VⅢ(1956), 39-66.

(10) P. L. Cantre11とG. W . W illiams. 「≪ロ ミオとジュ リエ ッ ト≫(1599)第ニ ク ォー トの印刷」, Sh4dies in

Bi昭Ogれゆky, IX(1957), 107-28,なお, RichardHosley, 「Q2≪ロ ミオとジュ リエ ッ ト≫用ク ォー ト・コ ピー」,

S.B., Iχ, 129-41参照。 この二つの論文は, 新ケムリジ≪ロ ミオとジュ リエ ッ ト≫および「シェ イクスピア本

文の新しい方法 : すなわち, 〈 ロ ミオとジュ リエ ッ ト≫の本文に関する第二近作」におけるJ. DoverWilson

を訂正する, Sk k哨)eαγeSu抑ey,VⅢ(1955), 81-99.

(11) J.K.W alton, 「≪ リチ ャー ド三世≫のフ ォ リオ本文用コ ピー」 (Auckland University CoIlege, Mono- l

graphSeries, n0. I , 1955) , Andrew S. Cairncross, 「〈 リ チ ャ ー ド三 世≫ 中 の符 合す る 異形」 Tk libM 巧,

5th ser. X I I (1957) , 187-90. だ が, と く に「≪ リ チ ャ ー ド三 世 ≫ の ク ォ ー ト と フ ォ リ オ 本文J」?Ez庇 g が £ 昭 ylsyz

Sh4dies, n.s. VⅢ(1957), 225-33.

(12) かかるどのパタ ンもが持つQ2の二人の植字の区分ないし, Fの三人の植字工の区分にたいす る関係がた

いへん重要になろ う。 なぜなら, どち らの本文の書誌学的区分を無視 し なかったいかなるパタ ン も, も し

別々の植字工に直接関係のある誤ちのパタ ンが確立されなければ, 基礎となる印刷屋用コ ピーに論理的に

は関係づけ られないからである。

(13) 以下のよ うな研究- 「〈 ヘソ リ四世一部≫のフ ォ リオ本文」 StMdies 緬 B濯iog斑油y, VI(1954), 45-59.

「(≪ハムレッ ト≫にと く に言及した) 対照実質本文」, S.B., VII(1955), 51-67. ( ≪ヘソ リ五世≫にと く に言

及して) い くつかの編纂原理J S.且, Vm(1956), 95-111.

(14) Sk kゆen 3(佃㎡M y, NIII(1957), 104-7. に出たM. A. Shaaberの厳重な論評から引用。 Shaaber教授がつ
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ぎのよ うにみたのは正しい。 「かれの新しい読みだけでな く , 根源本文ないし或る修正の弁護はC14γSttS

11temmmにしばしば依存している。」こ う した本文批評にたいする狭いベースは, 多 く の権威から選ばなけ

ればならないすべての読みや, 施すべき修正を支持しないだろ う。 このため, Sissonは古風な種類の折衷主

義- たんなる個人的選択一 に, 本文伝達の諸事実をなんら顧みるこ とな く , みちびかれていった。 これ

をShaaberはひじ ょ うにはっき りとみるー 「Sisson氏は, 各難問を別々に考え, 決定に達するまでに起こる

いろいろな賛否両論を熟考する傾向がある。 ときどきかれぱ わたしは折衷的読みに頼る” ( 2章 110頁) と

か, “この劇で文体上の折衷主義を避けるこ とはじつに難しい” (2章。88頁) とかいったような重要な発言を

する。た とえば, かれの議論の対象となっている≪ハムレッ ト≫の中の最初の読みにおいて, 一幕一場 21行

をホレイシオ( Q2) よりフ ーセラス( Q2. F) に与えるこ とに抗議するが, い くつかの本文の権威の問題を提出

せず, あきらかに“このスピーチはマーセラスにはまった く不適当だ”とい う こ とを, 事実によって確信して

いる。」原理のこ う した無さが他の立派な学者をまどわす と同様, Shaaber教授をまどわしている。 だが, 解

答は折衷主義の正当性を否定するとか, また原理上, 「最上の」 本文の同様誤ち易い本文手法やこのことの

意味するすべてのこ と (seep.121 n. l below) を含むといった極端なこ とではない。 そ うでな く , この論

評がさ らに進んで指摘していない通 り, 現代の書誌学的論理の手法が使用できるのは, 折衷主義が働き うる

領域を限定し, かつもり とも折衷的選択に合理的基礎を提供する場合である。だからー ときおり必要とな

るとお り一 本文書誌学が必要証拠を提供するとかその蓋然性を提示もで きないと ころで, 純粋に批判的

判断が信じなければならない場合, 編纂者 (そしてかれの読者) はどちらの規律をかれらが支持しているか

を知っており, かつ二つの規律の混同したものでな く , 明確な根拠に基づき自分の選択をするものである。

かxる識別によってのみ読者は自分の立っている位置をいつも知るこ とができるわけである。


