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Cymbelineにおける観客と神(2)1)

桑 山 智 成

Ⅰ 序

Cymbelineは神がはっきりとした形でプロットに介入するという点で,

Shakespeare作品の中でも珍 しい芝居である｡ 5幕 3場で,Posthumus

の夢の中という設定のもと,Jupiterが雷を落としながら舞台の天井から

現れる｡夢とはいえ,そこで渡された予言の書が目覚めたPosthumusの

側に残っていることから,Jtlpiterの存在と統御が劇世界で確かなものに

なっている｡

20世紀の前半まで,Jupiterの場面を書いたのはShakespeareではな

いという意見が大勢を占めていた｡流れを変えたのがG.WilsonKnight

である｡ 彼が注目したのは,Jupiterが現れる前から登場人物たちが頻繁

にJoveや Jupiterや godsに積極的に呼びかけている事実で,Jupiterの

存在が芝居全体に調和 していると指摘 した2-0

Jupiterの演劇性に関 して近年発表された見解のなかで興味深いのは,

Richard Paul Knowlesと依田義丸との論文である｡ 後者はLeonard

Powlickの意見を出発点としているo Powlickは,Cymbelineにおいて,

悲劇的な状況が高められるが常に回避されるという悲喜劇のパターンが,

目立っかたちで繰り返されていることを指摘 した3)｡依田は,Powlickの

1)本稿は2004年度京大英文学会 (於京大会館)で発表したものに加筆したも

のである｡

2)G.WilsonKnight,TheCrownofLlfe(1947;London:Methuen,1977)
129-202.

3)Leonard Powlick, "Cymbeline and the Comedy of Anticlimax,

Shakespeare'SLatePlays(Athens:OhioUP,1974)131-14l.
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見解を発展させ,この人工的なパターンの後でJupiterが現れること,ま

た,Jupiter登場後の大団円で,登場人物の誤解によって複雑に絡み合っ

た事件が次々と解決 していくことに注目し,Shakespeareが自分の劇作家

としての統御をJupiterの統御に重ねた劇作りをしている,と論じた4'｡

Richard PaulKnowlesもShakespeareの芸術的統御とJupiterの劇

世界の統御を重ねて見ているが,彼は特に観客の期待感を強調している｡

登場人物の状況があまりにも悲惨なので観客は神の介入を期待せずには

おられず,この期待が頂点に達 した時にJupiterが現れるので,まるで

観客の期待がJupiterを出現させたかのように思わせる効果がある, と論

じた｡さらに,観客の期待感が劇作家の統御とJupiterの統御とに重なる

ことで,観客の積極的な劇参加が可能になると述べている5)｡Jupiterと

Shakespeareの統御の重なりを見る見解の背後にあるのは,神 (々 )が劇

作家および観客の立場で人間の芝居を見ているという ｢世界劇場｣の概念

である0本稿では,Cymbelineがどのようにこの概念を扱っているか,そ

して観客にどのような視点を与えているか,について吟味したい｡

Ⅱ 神々への呼びかけ

Knightや Knowlesは,観客はJupiterの登場前に超越的存在の介入を

予期する,と述べている｡Knightは,｢Cymbelineにおける神々は,いっ

も側にいて耳をそばだて介入してくるように思える｣と述べ,この原因

を登場人物が頻繁に神々-呼びかけることに見ている6)｡しかしながら,

登場人物の神々への呼びかけは,必ずしも劇世界における神々の存在を

保障しない｡実際に,KingL,earでは,登場人物の頻繁な呼びかけにも関

4)依EEr義九 『cymbelineでJupiterは何をしているのか｣lAlbion30(1984)
28-43.

5)RichardPaulKnowles,"TheMoreDelay-d,Dellghted:Theophaniesin

theLastPlays,''ShakespeareStudies15(1982)270-274.

6)Knlght.180.
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わらず,神々はついに介入せず,CordeliaもLearも死を迎えてしまう｡

Knowlesは,劇世界を統御する超越的存在を観客は5幕までにすでに

感 L,その登場を望むので,Jupiterの登場は絶大な満足感をもたらす

("tremendouslysatisfyingH)と述べている｡Knowlesのこの指摘は正 し

いのではあるが,Knowlesも,Knightと同様,なぜ観客がJupiterの登場

の前から,神々の介入を予期 してしまうか,については触れていない7)｡こ

こにCymbelineが観客にどのような視点を与えているかを吟味する理由

がある｡

重要なのは,観客と登場人物の状況認識に関するこの芝居特有の性質で

ある｡BertrandEvansが示 したように,全 27場面のうち23場面におい

て,観客はほぼいかなる登場人物よりも情報量において優位な位置にい

る8)｡しかも,その23場面において登場人物たちの誤解は堆積していく.

Cymbelineは,複雑な ドラマティック･アイロニーを含むという点で,実

に特異な芝居である｡

本稿で特に強調 したいことは,登場人物の神々への言及や呼びかけの多

くが, ドラマティック･アイロニーと組み合わされていることである｡最

初の例は,Giacomoが,盗んできたInnogenのブレスレット等で,自分が

彼女と性的関係を持ったとPosthumusに信 じ込ませようとする場面であ

る｡

Posthumus Jove∫

Oncemoreletmebeholdit.Isitthat

7)RobertG.Hunterもジュピター登場以前に神々の存在を感じているが, そ

の原因には触れてはいないo RobertG.Hunter,Shakespeareand the

ComedyofForgil/eneSS(NewYork,London:ColumbiaUP,1965)154.

8)"ltheaudlenCe]holdls]advantageoversomeorallparticipantsin

twenty-threeoftwenty-sevenscenes;advantageatsometimeover

everynamedperson;andsimultaneous,multipleadvantageoverall

personsinmanyscenes."(BertrandEvans,ShakesPeare'sComedu,S

(Oxford:Clarendon1960)248.)
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WhichIleftwithher?(2.4.98)

Giacomo ByJupiter,Ihaditfromherarm.(121)9)

親客は,前の場面で Giacomoが寝ているInnogenか らブレスレットを

こっそりと抜き取るところを目にしているので,Giacomoの嘘を知 りな

がら,Jupiterへの呼びかけを聞 く｡また,引用 したGiacomoの台詞は,

字義通 りに理解すると,確かに嘘でないことも観客は分かる｡ ここでの

Jo17eやJupiterへの言及は,Posthumusや Giacomoの感情を強める修

辞であるだけでなく,観客の知識の優位や ドラマティック･アイロニーの

存在を確認する働きがある｡

3幕 2場において,Innogenは, ローマにいる夫 Posthumusから手紙

を受け取った際に次のように述べる｡

Yougoodgods,

Letwhatisherecontainedrelishoflove,

Ofmylord'shealth,ofhiscontent‥

… Goodnews,gods!(3.2.29-39)

この台詞 もドラマティック ･アイロニーと組み合わさっているO 観客は,

Posthumusが Innogenの不実を信 じ込み,彼女を殺害するためにこの手

紙を送ったことを知っているからである｡同様に,3幕 6場において,男

装 したInnogenがウェールズで ArviragusとGuideriusに出会 う場面で

ち,神々への呼びかけとドラマティック ･アイロニーが組み合わされてい

る｡彼 らは出会うや否や意気投合 LInnogenは次のように述べる｡

Pardonme,gods,

Ⅰ'dchangemysextobecompanionwiththem,

SinceLeonatus'false.(3,6.84-86)

お互いにその事実を知 らないものの,彼 らはInnogenの実の兄であり,鶴

9)Cymbelineからの引戸削ま全てRogerWarren ed.,Cymbeline (Oxford
OxfordUP,1998)による｡
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客は神々が Innogenを許す必要なぞないことをわかっている｡

ここで他のShakespeare作品において,神々がどのように呼びかけら

れているかを見てみたいO近い時期に創作されたロマンス劇Periclesにお

いても,登場人物は神々に頻繁に呼びかけるが,Cymbelineにおける呼び

かけ方とは性質を異とする｡例えば,Periclesは,嵐の船の中で妻 Thaisa

が死んだと知った時に,次のように述べる｡

Oyougods!

Whydoyoumakeusloveyourgoodlygifts

Andsnatchthemstraightaway?(3.1.1-3)10)

実は,Thaisaは生きているのだが,この時点では観客もそのことを知らな

い｡つまり,Cymbelineとは異なり,Periclesでは,観客にとっても答えの

出しようのないことを,Periclesは神々に問いかけている｡後に,親客は

Thaisaが実は生 きていることを知 らされるので,ここで観客の認識が

Periclesの認識を上回ることになる｡しかし,認識に差ができた後は,Per-

iclesが妻の死に関して神々に呼びかけることはない｡

KingLearにおいても,登場人物が頻繁に神々に訴えるが,その性質は

Periclesと似ている｡例えば,Learが娘二人に裏切 られたと思った時に,

"Youseemehere,yougods,apooroldman,/Asfullofgriefasage,

wretchedinboth"(2.4.265-266)と言い,Gloucesterも,残忍なRegan

とCornwallの拷問によって目をくりぬかれるときに"0 cruel!0 you

gods!"(3.7.69)と神々に訴える11)｡しか し,これらの事件が何故おきたの

かといったことに関 して,登場人物と観客の認識の間に,大きな差異はな

いのである｡

10)Periclesからの引用は,New Cambridge版による｡DoreenDelVecchio

andAntonyHammond,eds.,Pericles(Cambridge:CambridgeUP,

1998)

ll)KingLearからの引用は全てNewCambridge版による｡JayL.Halio,ed.,

KingLear(Cambridge:CambridgeUP,1992).
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KingLearにおける神々-の呼びかけのほとんどはこういう頬のものだ

が, ドラマティック･アイロニーと神々への呼びかけが組み合わされた例

もある0日をえぐられたGloucesterは自殺するために ド-ヴァー海峡ま

で行くが,道案内をしている人間が息子のEdgarだとは知らず,自殺を試

みる前に次のように述べる｡

Oyoumightygods!

ThisworldIdorenounce,andinyoursights

Shakepatientlymygreatafflictionoff.

JfEdgarlive,0blesshim.

Now,fellow,faretheewell.(4.5.34-41)

しかし,この台詞と,Cymbelineでの神々への呼びかけとは決定的に異な

るOKingLearのこの台詞では,Gloucesterが観客の持っている情報を得

ても,つまり,目の前にいる男が彼の息子であることを知っても,彼の悲

劇的状況はさほど改善されない｡彼の悲劇的状況は,もう一人の息子

Edmondの裏切りや,Reganたちが彼の目をくりぬいたことに起因して

いるからである｡

しかしCymbelineにおいては,登場人物が観客の情報を持っていれば,

神々によびかける彼らの混乱や危機的状況は回避できる｡ここでCymbe-

lineに戻って,Innogenが死体の横で目覚める4幕 2場を見てみたい｡

Butsoft,nobedfellows!0godsandgoddesses!

Itremblestillwithfear;butiftherebe

Yetleftinheavenassmalladropofpity

Asawren'seye,fearedgods,apartofit! (4.2.296-313)

これに続く独白で,Innogenはこの死体を夫 Posthumusのものだと思っ

て嘆 くのだが,実は,この死体は彼女を強姦 しようと追いかけてきた

Clotenの死体である｡本当は彼女が嘆く必要はないのである｡そして,
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彼女は,Posthumusを殺 したのは部下のPisanioだと思い, さらに勘違

いとドラマティック･アイロニーが複雑になっていく｡観客は,これが

PosthumusでなくClotenの死体であることも,Pisanioが潔白であるこ

とも知っており,この知識があれば,Innogenの悲劇的状況は一挙に解消

されうるのである｡

5幕 1場 も同様の例として挙げることができる｡ここで,Posthumus

はPisanioが彼の指示通 りにInnogenの殺害計画を実行 したと思い込ん

でいる｡彼は,Innogenの不実を信 じつつも,罪の意識にさいなまれ,戟

死することを決意 し,次のように神々に訴えかける｡

Gods,ifyou

Shouldhaveta'envengeanceonmyfaults,Inever

Hadlivedtoputonthis;sohadyousaved

Thenoblelnnogentorepent,andstruck

Me,wretch,moreworthyourvengeance.

‥.Therefore,goodheavens,

Hearpatientlymypurpose.(5.1.7-22)

ここにおいても,親客は,彼が殺 したと思っているInnogenは生きている

ことを知っている｡そしてこの知話はiあれば彼の悲劇的状況は回避するこ

とができる｡つまり,これらの神々への呼びかけの場面で大きな意味を

持っているのは情報量なのである｡

ここで, なぜ観客が神々の存在感をJupiterの登場前から感 じることが

できるのかという問いに戻ることができる｡神々への呼びかけと ドラマ

ティック ･アイロニーの組み合わせは,登場人物の状況に関 して真実を

掴んでいる観客の視点と,想定 しうる神々の視点との問に,類似性を生み

だすのである｡もしも劇世界に神々が存在するなら,少なくとも登場人物

の現状に関しては,観客と同じような視点を持っているはずである｡批評

家たちが一様に指摘する神々の存在感の理由はこうした仕組みに見ること
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ができる｡ 引用 した独白の最後において,Posthumusは,神々に…Hear

patientlymypurpose''と呼びかけるが,劇場でまずこの言葉を聴いてい

るのは観客であることを考えると,ますます観客は自らの立場との類推で

劇世界の神々の存在や反応ということを意識せざるをえない｡

他の劇作家の悲喜劇やロマンス劇もCymbelineほど ドラマティック･

アイロニーと神々への呼びかけを組み合わせていない｡たとえば,神や神

意といったものを扱うロマンス劇に,TheThracianWonderという芝居

がある (これは特にTheWinter'sTaleとよく比較される)｡神託が現れる

ことからわかるように,この芝居でも神意が重要な位置を占めており,さ

らに複数の ドラマティック ･アイロニーを含んでいる｡主人公の一人

Radagon,その妻 Ariadne,彼女の父 Pheander,息子 Eusaniusが,互い

のアイデンティティーを知らずに,一堂に会する場面がある｡認識におい

て,登場人物は誰も互いに対して優位な立場にいない点はCymbelineと似

ている｡しかし,彼らはドラマティック･アイロニーと組み合わせて神々

に呼びかけたり神々の名前に言及したりはしない｡

この点でCymbelineに類似しているのはClyomonandClamydesとい

うロマンス劇である｡Innogenと比較されるNeronisは,恋人Clyomon

が死んだと勘違いし自殺しようとし,天に呼びかける12)oこの時に,親客は

Clyomonが生きていることを知っている｡またその後,変装 したNeronis

とClyomonは互いを恋人だと知らずに,主従の関係を結ぶが,その際に

Neronisは運命に感謝する｡また,Clyomonは,Neronisの母に彼女の冒

場所について聞かれ,"NocertiswouldtoGodsldid"(1819)と述べる｡

確かにこれらの例にはドラマティック･アイロニーと神々への呼びかけが

ある｡しかし,Cymbelineのように,超越的な存在が舞台に現れるまでに

12)"WellnowyouheauensreceiuemyghoJt,mycorpsIleauebehind,/
TobeincloJdwithhisinearth,bythoJethatJhallitfind"(1546-
1547).ClyomonandClamydesからの引用は,ClyomonandClamydes,the
MaloneSocietyReprints,No.36(London:oxfordUP,1913)による｡
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この組み合わせが幾度も繰り返される,ということがないOまた,Cymbe-

lineはど複雑なドラマティック･アイロニーによって劇が展開されないこ

ともあり,観客の視点は超越的存在の視点と対応しない｡そもそも,推定

上演年代が 1570年と古いClyomonandClamydesには,観客に直接 you

で話 しかける登場人物 もおり,両芝居における観客のあり方は大きく異

なっている｡ ドラマティック ･アイロニーは演劇における常套手段であ

り,｢神々への呼びかけ｣もよく使われる修辞的技巧であるが,Cymbeline

はどこれら二つを意識的に組み合わせ,独自の効果をう且ったものは珍 し

い,と言うことができる｡

最後にJupiterがdeus-ex-machinaとして現れるTheRueTriumphs

ofLoveandFortune(上演推定 1582年)を見てみたいOこの芝居の最終場

はCymbelineのJupiter降臨に影響を与えたと考えられているoTheRare

Triumphsは,VenusとFortuneが力比べをするという枠組みのもと,い

わば劇中劇としてHermioneとFideliaの恋の顛末を描く｡ここにおいても

登場人物はしばしば神々に呼びかける｡しかしそもそもこの芝居にはドラ

マティック･アイロニーが少ない｡Cymbelineと関連 してむしろ興味深い

のは芝居の構造である｡VenusとFortuneは途中に現われ劇展開にコメン

トを加えるが, 冒頭と大団円にのみ登場するJupiterや神々も劇中劇を見

ていることになっている｡つまり,観客はこれらの神々と共に劇中劇を見

るのである｡ここにCymbelineにおける観客のあり方との類似点がある｡

この点で,CymbelineにおけるPosthumusの夢の中で,彼の家族の幽

霊が彼の不幸に関してJupiterに訴えかける場面に注目する必要がある｡

重要なのは,夢の中とはいえ,GiacomoがPosthumusを編 したという,

Posthumus自身が知らないことが言及されていることである13)｡つまり,

彼ら幽霊も,観客と共にこれまで劇展開を見守ってきたことがわかる｡幽

13) .LWhydidyousufferGiacomo,/SlightthingofItaly./Totainthis

noblerheartandbraln/Wlthneedlessjealousy,/Andtobecomethe

geckandscorn/0'th'other'svillainy?''(5.3.157-162)
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霊は直接Jupiterに訴えることのできる超越的存在であり,彼らの視点や

認識は観客の視点や認識と類似したものとなっている｡この点でCymbe-

1ineはTheRareTriumphsのような古い芝居と似た構造を持っているo

Lかし,TheRareTriumphsのように始まりから神々の存在を提示しない

ことの意義は大きい｡観客は,自らの視点との類推で想定されうる神々の

視点を意識 しながら,登場人物たちの悲劇的なすれ違いの結末に注目す

る｡そしてこれが,後で検討するCymbeline独自の,観客の複合的視点を

生み出す基盤になるのである｡

Ⅲ 世 界 劇 場

Cymbelineにおける観客の視点が超越的性格を帯びる原因は,観客が登

場人物のおかれた状況の真実を知っているだけでなく,登場人物の行為の

善悪や良心の動きについても知らされるからである｡これは主に脇台詞や

独白によって観客に伝えられる｡例えば,QueenやClotenの悪の計画が

挙げられる｡特にQueenに関して興味深いのは,彼女が脇台詞で自分の計

画を悪として観客に提示することである｡"Ineverdohimwrong/But

hedoesbuymyinjuriestobefriendsJ PaysdearformyoNences"(1.

1.105-107強調は筆者)この台詞は彼女の潜在的な罪の意識を表したもの

ではない｡Queenは,死の床において悪の計画をばらす時にも,その全て

が実現 しなかったことを悔いながら死ぬ登場人物なのである｡この脇台詞

は彼女の行為が悪であることを明確に観客に示す役割を持っている｡

Posthumusは冒頭では善い人物として表されているが,Innogenの不

実を信じPisanioに彼女の殺害を命令してしまう｡ 5幕で登場 した際には

彼は良心の珂貢にさいなまれている｡HomerD.Swanderは,Posthumus

の独白が,キリスト教における悔悟の三段階,sorrow,repentance,satis-

factionを踏まえていると述べている14)｡観客は登場人物の,神への祈りや

14)HomerD.Swander,"Cymbeline:ReligiousIdeaandDramaticDesign:I/
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倫理的な心の動きを,如実に知ることができるのである｡AnneRighter

は,道徳劇において,親客は,普段人間を見ている天使たちの視点を楽し

むことができたと述べているL5)｡この点でもCymbelineが古い芝居の構造

を取り入れていることがわかる｡

｢世界劇場｣は,秤 (々 )を劇作家および観客にたとえ,人間の世界を舞

台にたとえる比唖である｡そして, これまで見てきたように,Cymbeline

は,Jupiterの統御と実際の劇作家の統御を重ねるだけでなく,観客に登

場人物の状況に関する超越的視点を与えている｡この比口和まCymbelineに

おいて観劇体験と有機的に結び付けられているのである｡｢世界劇場｣の趣

向は,Cymbelineの自らの虚構性を強調する性格にも見てとれる｡たとえ

ば,悪の典型としての継母 ･女王といった設定,悲劇的な状況の高まりと

その回避というパターン,不自然なほど重なっていく登場人物の誤解など

によって,登場人物は,何か大きなものによって動かされている操り人形

のように見えるのである｡

あまり指摘されないが,登場人物を操り人形のように見せる趣向は,5

幕の戦争の場面にも表われている｡現在のほぼ全ての版が元にしているの

はFirstFolio(1623年出版)である｡この版において戦争の場面の ト書き

は次のようになっている｡

[Amarch.]EnterLucius,Giacomo,andtheRomanarmyatone

door,and theBriton armyatanother,LeonatusPosthumus

followinglikeapoorsoldier.Theymarchoverandgoout.

[Alarums]ThenenteragaininskirmishGiacomoandPosthumus:

hevanquishethanddisarmethGiacomo,andthenleaveshim.

＼inPacificCoastStudiesm Shakespeare,ed.WoldoF.McNeirand

ThelmaN.Greenfield(Eugene:U,ofOregonP.,1966)255.

15)AnneRighter,ShakespeareandtheIdeaofthePlarl,(London:Chatto

andWindus,1962,･Connecticut.･GreenwoodPress,1977)27
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(5.2.0.1-7)

Thebattlecontinues.[Alarums.Excursions.Thetrumpetssound

aretreat,]TheBritonsfly,Cymbelineistaken.Thenentertohis

rescue Belarius,Guiderius,and Arviragus.(10.1-4)Enter

Posthumuslikeapoorsoldier,andsecondstheBritons.They

rescueCymbelineandexeunt.[Thetrumpetssoundaretreat,]

thenenterLucius,Giacomo,andlnnogenasFidele(13.1-4)

かぎ括弧は0Ⅹford版の編者 RogerWarrenが挿入 したものである｡この

判断は,戦いの場面に普通入るはずの トランペットなどの音響が抜けてい

るという考えに拠っている｡ しかし忘れてはならないのは,Shakespeare

がこの ト書 きの所作を,マイムの強調された黙劇,または黙劇に近いも

のと して表象 した可能性 であ る｡Warrenは "hevanquishethand

disarmethGiacomo,andthenleaveshim"は描写的すぎると述べてい

る｡普通なら"Theyfight.Iachimofalls.ExitPosthumus'◆と書かれるは

ずだとWarrenは疑問を示 しているが16),この文は黙劇的効果を反映して

いる可能性もあるのではないだろうか｡FirstFolioの性質には様々な要素

が絡み合うので一様に判断 しがたいが,Folioが他の場面では音響効果を

指示 しているのは見逃せない｡ 2幕 2場では時計の音を "clockstrikes"

(50SD)と,2幕 3場では,Clotenのノックを"knocks"(74SD)として

いる17)｡戦いの場面に近い,幽霊の登場時の音響効果に関する指示はさら

に細やかである｡

Solemnmusic.Enter,asinanapparition,SiciliusLeonatus..

leadinginhishandanancientmatron,hiswife,andmotherto

16)warren,72.

17)Warrenは3.1のCymbelineとLuciusとの会見の始まりの ト書きにも

Flourishか抜け落ちているとしているが,Arden版編者とNewCam-

brldge版編者は何も追加していないoJ.M.Nosworthy,ed.,Cymbeline

(London:Methuen,1955).MartinButler,ed"Cymbeline(Cambridge:

CambrldgeUP,2005).
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Posthumus,withmusicbeforethem.Then,afterothermusic,foll

lowsthetwoyoungLeonati‥.(5.3.123.1-8強調は筆者)

Jupiter登場の際の ト書きは,"Jupiterdescendsinthunderandlight-

ning,sittinguponaneagle.Hethrowsathunderbolt"(5.3.186.1強調は

筆者)となっており,雷の音響が指示されている｡もっともWarren自身,

戦争場面の ト書き…Theymarchandgoout"(5.2.0.1)は様式的な所作

を要請すると述べている18)｡しかし,Warrenが考えている以上に,戦争場

面の所作全体が様式化されている可能性がある｡そして黙劇的な戦いは登

場人物を操り人形のように見せる｡戦局が機械的に仕組まれたように見え

るからである｡そもそも,Cymbelineの戟争場面は他のShakespeare作品

の戦争場面とは決定的に異なる｡この芝居においては,戦争の次の場面

(5幕 3場)でJupiterが全てを統御 していることが明らかになるからで

ある｡

Ⅳ 観客の現実

これまで観客に与えられた超越的視点に焦点を当ててきたが,もちろん

観客は劇世界の神々そのものではないoCymbelineにおける観客のあり方

はもっと込み入っている｡注意 したいのは,芝居の中盤以降,一方で観客

と登場人物との問の認識の差はより広げられているが,他方では,同じ現

実を共有する人間として両者を近づける工夫があることである｡5幕の中

心は,Innogenの死に絶望 し自殺 しようとするPosthumusの独白であ

り,観客とPosthumusの認識の差は歴然としている｡しかし,Warrenも

指摘するように,Posthumusの以下の台詞で,一部の観客 (既婚男性)は

自分たちの現実が直接言及されていると感じるであろう19)｡

18)Warren, 5.2.∩.

19)"Thisspecificaddresstoatleastapartoftheaudiencehelpsto】n-

volvehisbearerslnhissituation"(Warren,5.1.2.n).
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Youmarriedones,

Ifeachofyoushouldtakethiscourse,howmany

Mustmurderwivesmuchbetterthanthemselves

Forwryingbutalittle!(5.1.2-5)

5幕 3場でJupiterが残 した予言の書を読む前のPosthumusの台詞にも

類似した効果がある｡

Abook?0rareone,

Benot,asisourfangledworld,agarment

Noblerthanthatitcovers.Letthyeffects

Sofollowtobemostunlikeourcourtiers,

Asgoodaspromise.(5.3.227-231)

このourは第一に劇中世界の人々一般を指すと思われるが,一人舞台にい

るPosthumusの台詞を観客が聞いている状況を考えると,観客がourの

中に自分たちを含めても不思議ではない｡特にジュームズ朝のイングラン

ドには実際にCourtiersが存在 したのだから,当時の観客はこのfangled

worldや Courtiersを,紀元前後という劇現実としてだけでなく, 自分た

ちの現実としても理解 したと思われる｡ こういったweの使い方は,劇世

界の自立性を守りつつ観客を巻き込むという,Shakespeareのさりげなく

も効果的な手法である｡

同様の効果は,数十行先のJailerの独白に再び現われる｡Messengerが

Posthumusを王の許へ連れて行った後で,Jailerは"Iwouldwewereall

ofonemind,andonemindgood''(296-297)と述べる｡ここで明らかな

のは,芝居が観客の関心を,劇展開だけでなく,観客を含んだ人間一般の

問題にも,特にその倫理性の問題にも引きつけることである｡これは,芝

居の終盤においてPosthumusや Giacomoが罪の意識について語る独白

からも見てとれる｡独白がこうした一般論を含むのはShakespeare作品

ではよくあることだが,Cymbelineでは特に効果的である｡なぜならこれ

らの台詞は,情報量の差で観客と劇世界の間に距離を生む枠組みの中で,
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観客と劇世界を近づけるからである｡Cymbelineという芝居の特殊性は,

こういった観客と劇世界との独特な距離関係にある｡

上で見た台詞は登場人物と観客が同じ世界に属 しているような意識を生

むが, もっと切実なテーマで観客に自分たちの現実と劇世界を結び付けさ

せる工夫がある｡それはメメント･モリ,つまり,観客全員にもやがて訪

れる ｢死｣という問題であるoCymbelineでは死が頻繁にプロット上に現

れる｡劇展開の中で死ぬのはQueenとClotenであるが,芝居が始まる前

からPosthumusの家族やInnogenの母やClotenの父は死んでいる｡ ま

た劇展開の中で多くの登場人物が互いを死んだと勘違いする｡

Cymbelineにおける死の問題は不思議にも批評家の関心を集めてこな

かった20)｡ cynthiaMarshallはこの原因をあからさまな虚構性や心理的

距離感の存在にあるとしている21)｡その真偽はともかくも,Marshall自身

の論文で興味深いのは,Cymbelineは死の一般性 ･平等性 (commonality

ofdeath)を強調する,という見解である2210分け隔てなく人間に訪れると

いう死の性質を表す台詞 として次のようなものがある｡"meanand

mightyrotting/Togetherhaveonedust"(4.2.247-248),"Thersites

bodyisasgoodasAjaxソWhenneitherisalive"(253-254),"death/

Willseizethedoctortoo"(5.4.29-30).ClotenとPosthumusの類似は

頻繁に指摘されるが23),特にClotenは葬儀の場面でPosthumusの服を

着ており,実際にInnogenは彼をPosthumusだと勘違いして しまう｡

Marshallは,Clotenの葬儀におけるClotenとPosthumusの類似に,人

20)富田爽子は他のシェイクスピアのロマンス劇との関係でCymbelineにおけ

る死について考察している｡富田爽子 ｢『シンベリン』一死について｣『シェ

イクスピア全作品論』(東京 :研究社,1992)367-3770

21)CynthiaMarshall,LastThingsandLastPlaysShakespeareanEschatol0 -

gy(CarbondaleandEdwardsville:SouthernIllinoisUP,1991)16.

22)Marshall,15-19.

23)Swander251,Marshall15n4,Warren50-51,51,n3参照｡
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問の差異を奪い,全てを等価値にする死の力を見ている｡

不思議にもMarshallは触れていないが,InnogenとClotenの葬儀の

有名な歌ほど,死の一般性が明確に表われている箇所はない｡

Guiderius

Fearnomoretheheato'th'sun,

Northefuriouswinter'srages.

Thouthyworldlytaskhastdone,

Homeartgoneandta'enthywages.

Goldenladsandgirlsallmust,

Aschimney-sweepers,cometodust.

Arviragus

Fearnomorethefrowno'th'great,

Thouartpastthetyrant'sstroke.

Carenomoretoclotheandeat,

Totheethereedisastheoak.

Thesceptre,learning,physic,must

Allfollowthisandcometodust.(4.2.259-270)

歌はこの引用箇所を含め23行続 くが,内容が芝居を展開させることもな

ければ,これまでの劇展開について直接的にコメントすることもない｡こ

の歌はまさに,死が誰にも平等に訪れるという現実を幾度も強調するので

ある｡

じつは,Shakespeareは歌の前に,歌が誰にでも当てはまりうることを

目立たないかたちで示している｡ArviragusはHsinghimtoth'ground/

Asonceourmother;uselikenoteandwords,/SavethatEuriphile

mustbeFidele''(237-239)と名前を変えて歌を歌おうと述べるが,実

際の歌にはEuriphileという名前もFideleという名前 も使われない｡批

評家はこの台詞の不合理性に首をかしげてきた｡ ∫.M.Nosworthy や

Warrenは｢母親の葬儀と同じような言葉と音楽を使おう,Euriphileの葬
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儀ではなくてFideleの葬儀というだけで｣という読みを提案している｡し

か し,MartinButlerは,上演中は,歌が Fideleという名前に言及 しない

ことは気にならないと述べている24)｡ この箇所は,歌が強調する死の普遍

性を事前に強調 していると思われる｡

そして言うまでもなく,これは観客も直面 している現実なのである｡こ

の時点で,生きているInnogenが Fideleとして葬られる, ということを

はじめさまざまな誤解が堆積 しているが,観客は真実をすべて知 ってい

る｡ しかし距離を置いてみるだけではない｡同時に自分たちの切実な現実

を扱 う台詞に引き込まれもするのである｡この効果によって,親客は,こ

れ以降頻繁に言及される死を,虚構世界の出来事として済ますことはでき

ない｡特に, 5幕 3場のJailerとPosthumusは再び死について一般論を

語る25)0

また,Fideleの葬儀は,ジェームズ朝での上演において.Innogen役の

少年俳優の擬似葬儀になった可能性 も見逃せない｡これまで女性 Innogen

を演 じてきた少年俳優は,この場面では現実と同じように少年として扱わ

れているのである｡この点で "goldenladsandgirls''という表現は効果的

である｡観客の現実を思い起こさせるメタシア トリカルな趣向は,葬送歌

前のArviragusの"thoughnow ourvoices/Havegotthemannish

crack"(236-237)という台詞にも表われている｡ArviragusとGuiderius

を演 じる役者たちがInnogen役の少年俳優より年上であり,彼らがすで

に声変わりしている,という現実 (観客 ･役者の現実)にこの台詞は触れ

ている｡Shakespeare作品では,少年俳優演 じる女性登場人物が男装する

ことはよくあるが,Innogenだけ男性の姿のままで葬られる｡このように

24)Butler,4.2.237.n.

25)この場面では,ジェームズ朝の現実であるはずの酒場 (tavern)と死とを結

びっけた言葉遊びによって,さらに観客は台詞を自分たちの現実のものとし

て受け止めたであろう (5.3.2451283)｡
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死は,虚構世界の出来事としてだけでなく,観客の現実に近いものとして

も表象されるのである｡これにより,親客は,死に直面する登場人物の台

詞や心理を,より切実な問題として受け止めることができると言える｡

ここで重要なのは,Cymbelineが,自らの虚構性をあからさまに表 しっ

つ,観客の現実にも切実な形で迫るという,二要素を併せ持っことである｡

上で扱った葬儀の場面でも,"wemustlayhisheadtoth'east"(256)と

いう台詞でキリスト教とは反対の方角に登場人物を埋葬し,虚構世界の自

立性の確保にも気が配られている｡

極端な虚構性と現実感の両方を混在させるという特徴はJupiterの登

場にもみてとれる｡Shakespeareは,ギリシャ･ローマ神話の神として

Jupiterを描きながら26),彼の入退場の芝居しみた性格も強調している27)｡

ト教の神としての属性 も与え られているのである｡Siciliusは"Thou

orphans'fatherart''(5.3.134)という台詞でJupiterを孤児たちの父と形

容しているが,これはPsalm 68.5に見られるキリスト教の神の属性であ

る28)｡幽霊たちの台詞が当時使われていた礼拝用詩篇歌と同じ詩形式であ

ること29)も, この場面を観客にとってさらに現実味のあるものにしたであ

26)登場時のト書きの thunder,lighting,eagle,thunderboltに端的に表れて

いる｡Siciliusは "WlthMarsfallout,withJunochlde,/Thatthy

adulteries/Ratesandrevenges"(5,3,126-128)とギリシャ･ローマ神

話のエビソートにも触れる｡

27)JoanHartwlg,Shakespeare'sTragicViswn(BatonRouge:Louisiana

StateUP,1972),97:SimonPalfrey,LateShakespeare:ANewWorldof

Words(Oxford:ClarendonPress,1997),244参照｡Siciliusの台詞 "his

celestialbreath/Wassulphuroustosmell"(208-209)は登場に使われ

た火薬を指しうる(Warren,5.3,209.n)｡

28)Warren,5.3.134.n,Butler5.3.129.n.

29)"[Ⅰ]tisthesameballadstanzausedmostofthetextsintheSternhold

andHopkinspsalter,theonlyreliglOuSmusicmostEnglishchurch

goersin1610hadeverknown"(GaryTaylor,"Divine[ ]sences,''/
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ろう｡そもそもJupiterは,人々の祈りを聞きそれに反応するという性質

において,キリス ト教の神と類似 している30)ocymbelineは劇世界をあき

らかに芝居じみたものとして表象すると同時に,不思議にも強い現実感を

ジェームズ朝の観客に与えたのである31)0

Ⅴ ま と め

Cymbelineは,劇作家の統御とJupiterの統御を重ねつつ,観客には登

場人物の現状に関 しての超越的視点を与えている｡Shakespeareは,詩や

散文で発展 してきた ｢世界劇場｣を,その出所たる劇場にもう一度戻 し,

この比晴を有機的に劇場体験に取り込もうとしている｡ しかし見逃 してほ

ならないのは,Cymbelineはこれに相反するような視点も観客に与えてい

ることである｡観客に劇世界の超越的存在と類似 した視点を与える一方

で,観客を登場人物と同様の現実を共有する存在としても扱っている｡つ

まり,この芝居は劇場の観客を ｢世界劇場｣の観客として扱うと同時に,

現実においては彼 らも ｢世界劇場｣の舞台上にいることを観客に再認識

させるのである｡この特徴は,観客が登場人物の台詞に距離を置くように

要請されているのか,積極的に共感するように要請されているのか,とい

う議論にも関係 してくるだろう｡Cymbelineは,異化効果を促す枠組みを

提供 しながら,共感を呼び起こす台詞を持っ特異な芝居なのである｡ここ

にみてとれるのは,二つの互いに矛盾する視点を同時に与えるという,

Shakespeareの円熟 した観客操作である｡

＼㌧
ShakespeareSurvey54(2001),24).

30)FrederickKiefer,Shakespeare'sVisualTheatre(Cambrldge:Cambridge

UP,2003) 153-155.Kieferは, 審判を下すキリストをJupiterの属性を

使って表象したRenaissance期の絵画に触れている (153-154)｡

31)この特徴は,紀元前後という時代設定に,シェ-ムズ朝の政治･文化を待椀

とさせる台詞を並置することからもうかがえる｡
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