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18 世紀前半、Rowe (1709)、Pope (1725)、Theobald (1733)、Hanmer (1744)、Warburton (1747) といった詩人や文

人たちによりシェイクスピア作品集が矢継ぎ早に出版された。ロウが編集した作品集のページには、本文のみ

が印刷されていたのに対して、18 世紀後半の作品集では、注釈者の名前を記した脚注が増えていき、Steevens 
(1773、1778、1793)や Malone (1790) では、ほんの 2、3 行の本文に付けられた脚注が紙面スペースを黒々と占

拠しているページも珍しくない。本発表は、1765 年のジョンソン版が 18 世紀後半のシェイクスピア編集の方

向を定め、その方針がスティーヴンズ、マローン、リードらの Variorum に引き継がれたことを、ジョンソン

版、スティーヴンズ版、マローン版に収録されたいくつかの注釈を例に検討した。 
1755 年に『英語辞典』を完成させたジョンソンは翌 56 年には、新たなシェイクスピア劇作品集の予約購読

を募るパンフレット (Proposals for Printing, by Subscription, the Dramatic Works of William Shakespeare) を出す。

辞書編纂によって蓄えた英語の知識をもとに、時の経過とともに理解しづらくなったせりふの解明を目指した

ジョンソンは、シェイクスピアの読んだ文献に直接あたる必要を感じていた。ジョンソンは英国史研究家

Thomas Birch にシェイクスピアが読んだかも知れない本を貸してくれるよう求める手紙を書く。翌年には、ス

ペンサー研究家 Thomas Warton に同時代の詩に関する注釈を寄稿するよう依頼する。バラッド収集家の文人主

教 Thomas Percy や、ケンブリッジ・エマニュエル学寮長 Richard Farmer にも専門分野に応じて編集協力を求め

る手紙を書いた (Sherbo 15)。彼らが提供した文献や注釈は、先行編集者がテクストに加えた改竄を暴いたり、

せりふに潜んでいた当時の詩やバラッドへの言及を発掘したりするのに役だった。このような稀覯本の貸し借

りや、専門知識の提供をとおして編集サークルが形成された。ウォーバートンまでの編集者が、ライバル編集

者の仕事を横目で見ながら、個人で作業を進めていたのに対して、ジョンソン以降の編集は、お互いに面識を

もつ知識人たちのネットワークの上に成り立つ共同作業になっていく。ジョンソンを中心に 1791 年に設立さ

れた「文学クラブ」は、政治家、聖職者、医者、歴史家、法律家、美術史家、俳優、劇作家といった異なった

専門知識を持つ文学愛好家がジョンソンのもとに集ったサークルだった。そのメンバーの多くは、王立協会や

好古家協会の会員でもあった。こうした教養人がシェイクスピア編集者クラブと呼ぶべきネットワークを形成

していったことが、18 世紀後半のシェイクスピア研究の発達の要因となった。 
スティーヴンズが編集したジョンソン改訂版 (1773、1778、1793) では、先行編集者のつけた注釈を再録し、

そのうえに編集者や寄稿者の新たな注釈を加えるといった形式が整う。注釈は、本文の意味を解明する目的に

加えて、注釈者が意見を交わし合った記録簿となる。一例として、ジョンソンが『マクベスの悲劇に関する雑

録』(1745)で提案したテクスト修正を巡り、編集者たちが議論を積み重ねてゆく様子をたどってみたい。マク

ベスは、劇の終盤、臣下の離反、イングランド軍の侵攻、さらに夫人の病を受けて、人生の秋を嘆く。第 1 フ

ォリオでは以下の通り。 
 
 I have liv’d long enough; my way of life 
 Is falne into the Seare, the yellow Leafe, 
 And that which should accompany Old-Age, 
 As Honor, Love, Obedience, Troopes of Friends, 
 I must not looke to have . . . .   (Hinman 757) 
 

1745 年のジョンソンは『雑録』のノート 42 番で、フォリオの “my way of life” を “my May of life” に修正す

る提案をした。 “my way of life” と “fall’n into the sear” に意味上の関連がなく、植字工が M の活字を上下逆

さに組んだのではないかと言う（40）。1747 年のウォーバートン版は、ジョンソンの修正案に反対する。「ここ

でのマクベスは、徐々に進む人生の下り坂について語っている」とし、「 “way” は “course, progress” の意味

だ」(6: 417) とする。65 年のジョンソン版は、本文は “my way of life” を残したまま、45 年の自身のノート 42
番と、47 年のウォーバートンの脚注を並録する(6: 472-3)。73 年のスティーヴンズ版も、本文は “my way of life” 
としたまま、Bennet Langton の注釈とスティーヴンズ自身の注釈を追加する。古代ギリシア文学の専門家ラン

グトンは、「文学クラブ」の創設メンバーの一人で、ジョンソンの親友であった(Boswell 251)。彼は、ジョンソ

ンの修正案をサポートする立場から、『空騒ぎ』の “May of youth”、 『ヘンリー5 世』の “the very May-morn” 



を挙げる。続いて、スティーヴンズが、 “May” が比喩的に青春期、勢い盛んな時期という意味で使われてい

る用例を 3 つ挙げ、ジョンソンの修正案を支持する。78 年スティーヴンズ版は、ついに本文を “May of life”に
改訂する。スティーヴンズは作者不詳の Claudius Tiberius Nero (1607)、Beaumont and Fletcher, The Sea Voyage 
(1622)、Robert Davenport, King John and Matilda (1655)、Philip Massinger, The Renegado (1630) から最盛期の意味

で使われている”May” の用例を挙げ、本文を改訂する根拠とした。ところがである。93 年の再改訂版の本文

では、 “my May of life” は、”my way of life” に戻されている。なぜスティーヴンズは変更を取りやめたのか。

93 年版で新しく加えられた 3 人の注釈を追ってみよう。Samuel Henley は、マクベスの「おれの足がどちらに

向かおうともその足音を聞くな」というせりふが、“Hear not my steps which may they walke” と組まれた版本

の例をあげ、この種の植字工のミスは起こりがちであると言い、“May” への改訂を支持する。しかし、次のス

ティーヴンズ自身の注釈には、”The old reading should not have been discarded” とあり、 78 年版で “my May of 
life” を採用した自らの判断は誤りだったとする。その理由は、シェイクスピアの時代には”way of life”という

言い回しが、現在（18 世紀後半）の “course of life” のようなありふれた表現であったことがわかったからだ

と言う(7: 556-557)。しかし、スティーヴンズが “my way of life” に戻した本当の理由は、マローンが 90 年に

出版したシェイクスピア作品集でこの箇所につけた注釈に圧倒されたからではないかと思われる。 
 1790 年のマローンの注釈は 93 年スティーヴンズ版に採録されている (7:557-9)。マローンは、「これほど容易

に説明がつき、またその表現法が作者の一般的な特徴に一致している時に、修正を試みるのは不必要であるば

かりでなく、危険である。しかし、ジョンソン博士が最初に提案した “my May of life” には多くの支持者がい

るので、その問題に一言二言触れてみよう」と述べ、シェイクスピア時代の手稿や印刷所の実情を示すことで

ジョンソン案の支持者の論拠を突き崩す。 
 

It is alleged that in this very play may is printed instead of way, and why may not the contrary error have happened 
here? ―For this plain reason; because May (the month) both in manuscript and print always is exhibited with a 
capital letter, and it is exceeding improbable that a compositor at the press should use a small w instead of a capital 
M.                    (7: 559) 

 
マローンは、シェイクピア時代の手稿の性質、上演に際しての草稿の使用法、印刷所に渡った原稿の扱い、植

字工が活字を拾い版組するときの条件など現代のテクスト編集学者のする仕事を最初に行った編集者である。

シェイクスピア時代の文献を収集し、本文とのパラレルを見いだすというスティーヴンズの方法は、それだけ

では不十分で、編集者は植字工が用いた活字箱をはじめ、当時の上演条件や出版事情に通じる必要があること

を明らかにした。 
 スティーヴンズは、直接交友のある友人知人に編集協力を求めただけでなく、ジャーナルや広告を通じて、

シェイクスピア理解に役立つ知識や経験を伝えるよう呼びかけた。古事物愛好家、古典学者、神学者、法律家、

博物学者、郷土史家といった諸分野の専門家が編集に協力した。彼らはお互い自分の知識や見解を出し合い、

時には反発しあいながら、本文解釈に寄与した。スティーヴンズが三度改訂を繰り返すごとに量を増やしてい

った脚注には、熱気に満ちた、雑多で豊穣なやりとりが残されている。すべての教養人に開かれたフォーラム

となっていたシェイクスピア編集作業は、やがてマローンのような編集に関する特別な知識を身につけた専門

家の仕事となっていく。文人が自由に議論をかわしあう編集クラブは、ジョンソンによって創られ、スティー

ヴンズによって大きく発展したが、18 世紀末、エドモンド・マローンの出現とともにその使命を終えた。 
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