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A Review of Lorna Hutson, The Invention of Suspicion: Law and Mimesis in Shakespeare 

and Renaissance Drama, Oxford: Oxford UP, 2007. 

 

一、本書の趣旨 

本書の目的は、1590年代後期頃までに成立したシェイクスピアを中心とする劇作家達の作品が、当時、イ

ギリスの裁判において、すでに一般的になりつつあった慣習法（common law）の理念1に基づく、真相究明

の方法を利用しているという事実を指摘することである。2法廷弁論術が、近代イギリス演劇に新たな流儀 ―

すなわち、ドライデンの言う「人物造形の多様性と上手さ」と「筋書きの豊富さとその絡み合いの巧さ」―

をもたらしたというのが著者の主張である。シェイクスピアは、アリストテレスのいう模倣（ミメーシス）

の原理に忠実に作品の構成を考えていて、さらに、その原理に法廷弁論における語りの方法（narratio）を

応用することによって、内面性を有した人物を写実的に描く新たなレトリックを創り上げたとしている。 

  

二、本書の構成と要旨 

第一部（第１章～第２章）：宗教改革以降のイギリスでは、慣習法の理念を規範とする裁判に関する相当な意

識と、それに基づく物事の考え方や真相を究明するための法廷弁論術 (forensic rhetoric) が、すでに広く一

般大衆に普及していたことを実証的に示し、シェイクスピアに代表される 16世紀後半から 17世紀頃のイギ

リス演劇が、その考えを反映させていることを示そうとしている。1215 年に開催された第 4 ラテラン会議

以降、中世ヨーロッパ社会においては、教会法（ecclesiastical law）に基づき司祭が裁判を執り行う権利を

教会が有していたが、宗教改革によってその時代が終ると、宗規法（canon law）や議会法（statute）に基

づき裁判官が裁判を執り行う新しい時代が始まった。かくして、広くヨーロッパ社会では、民事法（civil law）

による近代的法治体制の基礎が確立してゆくことになる。しかし、一方、古くから慣習法を重視してきたイ

ギリスでは、法律を専門としない一般大衆の中から選出される、陪審員（jurors）によって執り行われる、

陪審（jury trial）に重きが置かれるようになったという。さらに法制の地方分権化が進み、すでに、一般庶

民が日常的に法的論議に参加していく社会が構築されていたという。イギリスの法治制度はミシェル・フー

コーが分析しているフランスなどの民事法社会におけるそれとは、大きく違っていたことになる。そうした

裁判のあり方は、イギリス人の思考様式にも影響を及ぼすようになる。グラマー・スクールの教育を通じ、

キケローやクインティリアヌスの法廷修辞学が広く社会に普及した一方で、文人たちの世界では、法廷修辞

学の影響を受けたローマ新喜劇が読まれ、イギリス独自の知的風土を築いていった、とハットソンは推論し

ている。 

 

第二部（第３章～第４章）：近年盛んな文化批評（cultural criticism）が、18世紀の古典主義の時代からロマ

ン主義の時代を通じて、20 世紀初頭のブラッドレーに至る批評が一貫して注目してきた、シェイクスピア

劇にみえるミメーシスの原理 ― すなわち、文学が自然を模倣しようとする原理 ― に対して目を開かない

傾向にあることを、まず、指摘している。その上で、1560年代から 1580年代にかけて、劇作家達が関心を

寄せていたキケローやクインティリアヌスの法廷弁論術の修辞法が、ミメーシスの構築に利用された事実を

示そうとしている。1560年代から 1570年代においてミドル・テンプル法僧学院を中心として、ローマ新喜

劇の巧みな筋立て（intrigue plot）の受容が進み、そして、ジョージ・ガスコインによって、ローマ新喜劇

とは区別されるべき新しい流儀の素地が出来上がったという。その新しい流儀は、シェイクスピアが初めて

                                                 
1 つまりは、慣習規範に基づく法治体制を理想とする考え方のこと。この理念は、教会法による裁判制度が成立する以前、すな

わち国家権力による法治体制のイデオロギーが発達する以前から存在していたものであり、イギリスでは 1215年に制定された

『マグナ・カルタ』や近代的法概念の基礎となっている。 
2 “My argument is that these very rhetorical techniques [i.e. techniques of rhetorically inventing 

suspicion] for evaluating probabilities and likelihoods in legal narratives were perceived by dramatists in 

the London of the late 1580s and 1590s to be indispensable for their purposes in bringing a new liveliness 

and power to the fictions they were writing for the increasingly successful and popular commercial 

theatres” (2) とハットソンは記している。 



ローマ新喜劇に倣って書いたとされる『間違いの喜劇』にも継承されている、としている。 

 

第三部（第５章～第７章）：主として 1590 年代に注目し、シェイクスピアとその周辺の劇作家達の手になる

いくつかの作品に関して、それらが、1580 年代までに成立した新たな劇作法の伝統を継承し、さらに発展

させようとしている事実を、テクストの分析に基づいて示そうとしている。かつてエーリッヒ・アウエルバ

ッハがその写実性を褒め称えた、『ヘンリー四世第二部』におけるハルとその周辺の人物達を描くミメーシ

スも、法廷弁論術を応用したものであると考えれば、説明がつくという。著者は、そのことを、シェイクス

ピアが使用している女王一座が上演した芝居『ヘンリー五世の有名な勝利』とシェイクスピアの『ヘンリー

四世第二部』を比較しながら、要領よく解説している。それに引き続き、『ハムレット』のポローニアスや

『気質比べ』のプロスペローなど、1590 年代後期に書かれた多様な人物達を写実的に描いている方法が、

その同じミメーシスの原理に従っていることを示そうとしている。 

 

三、各部のハイライト 

Ⅲ. 第一部のハイライト 

A．裁判方法の変化―その論理と実践 

 1. 1215年から‐1530年代の状況 

 

2.1530年代以降の状況 

 a. Sir Thomas Moreと Christopher St. German 

(1) They divide sharply . . . over the question of the methods that law is permitted to use to examine 

conscience.  More, having little faith in the jury system, prefers the civil and ecclesiastical legal 

models which permit the judge discretion to examine witnesses secretly and evaluate their 

testimony according to canon law presumptions and codified fractions of proof.  St German would 

rather place conscience beyond secret investigation by any coercive system of law, while at the same 

time remedying the common law’s defectiveness in failing to take account of other than written 

evidences by absorbing the equitable processes of Chancery as a necessary supplement. (49)  

 

   (2) As Bernadette Meyler has shown, seventeenth-century debates on the role of the jury increasingly 

ascribed to it the conscionable, equitable role once ascribed to the Lord Chancellor in Chancery. 

(86-7) 

 

3. Foucault学派の盲点 

 

C. Titus Andronicusの新解釈 

1. Saturninus’ tyrannical reign = 中世的法治イデオロギーの象徴  

    a. “[T]he guilt is plain” (2. 2. 101)   

    b. Lavinia’s mutilation  

    c. The slaughter of the Clown  

 2. Titus and Macus’s suspicion = 近代イギリスのイデオロギーの象徴 

    a. Lavinia’s silent reactions   

    b. Philomel’s story  

    c. The black issue 

 

Ⅳ. 第二部のハイライト 

A. 現代批評とミメーシスの問題 

 1. 現代批評の問題点 

a. The idea that the ordering of scenes and the selection and disposition of narrative elements might 

contribute in crucial ways to dramatic mimesis at the height of the English Renaissance appears to 

have dropped somewhere below the current critical radar.  At the same time, however, what unites 

the diversity of current cultural-historical approaches to dramatic mimesis in the English 



Renaissance is precisely the assumption that mimesis, construed as lifelikeness, or likeness to an 

essential and unvarying ‘nature’, is an illusion. (108) 

 

b. Since tragedy is the representation of an action, and is enacted by agents, who must be 

characterised in both their character and their thought (for it is through these that we can also 

judge the quality of their actions, and it is their actions that all men either succeed or fail), we have 

the plot structure as the mimesis of the action (for by the term ‘plot structure’ I mean the 

organisation of the events.3 

  

2．法廷弁論術とミメーシス、そしてジョージ・ガスコインによるその融合 

   a. [T]he only way . . . in which a conception of Hamlet’s character could be proved true, would be to 

show that it, and it alone, explains all relevant facts presented by the text of the drama.4   

      

b. Narrative . . . concerned with circumstances which are listed in this little verse: who, what, where, 

with what help, why, how, when.  It can be made more copious if you amplify and dwell on the 

circumstances and carefully describe the time, the place and the manner, the instrument and 

lastly the reason (causa) for which something was done.5 

 

c. he whom I sent hither with my sonne to be his servaunt, and to give attendance on him, hath 

eyther cut his throate, or by some evill meanes made him away, and hath not only taken his 

garments, his bookes, his money and that which he broughte out of Sicilia with him, but usurpeth 

his name also, and turneth to his owne commoditie the bills of exchaunge that I have alwayes 

allowed for my sonnes expenses, Oh miserable Philogano, oh unhappie olde man: oh eternall god, 

is there no judge? no officer? no higher powers whom I maye complaine unto for redresse of these 

wrongs? (4. 8. 25-34)6 

 

Ⅴ．第三部のハイライト 

A．Forensic Plot の系譜とシェイクスピアの歴史劇の形成 

 1. 人物と影響関係 

Robert Dudley ・Leicester’s Menを組織する。 

Francis Walshingham ・上記のスター役者三人を含む Queen’s Menを組織し、“English History Plays”を上演

する。(プロテスタント的考えを広く普及させる意図があったという。) 

・Thomas Nortonの助言を受け Gorboducを改訂する。 

・Queen’s Menはマーロー演劇（Tamburlaine）の崇高なブランク・ヴァースを応用し、

キリスト教と王権を讃えるヴァースへと書き換える。 

Philip Sydney  

(R. Dudleyの甥) 

・Nortonの Old Arcadiaに倣い Old Acadiaを書く。（Forensic rhetoricの影響あり。） 

・ 後に、Queen’s Men のスター俳優 Richard Tarlton の息子の godfather となる。

（Queen’s Menに対して影響力を持つ立場となる。） 

Thomas Kyd ・因果関係を重視した緻密な筋立ての芝居を書く。 

William Shakespeare ・Queen’s Menの上演したいくつかの芝居の翻案を書く。 

 

 

                                                 
3 Stephen Halliwell, The Poetics of Aristotle (London: Duckworth, 1987), p. 37. As quoted by Hutson, p. 115. 
4 A. C. Bradley, Shakespearean Tragedy [1904], with a foreword by John Bayley (Hamondsworth: Penguin, 1991), p. 127. 

As quoted by Hutson, p. 117. 
5 Aphthonii Sophistae Progymnasmata . . . cum luculentis & utilibus in eaden scholijs Reinhardi Lorichii Hadamarii 
(London: Thomas Marsh, 1583), fol.17r-v; Peter Mack, Elizabethan Rhetoric (Cambridge: Cambridge University Press, 

2002), p. 37. As quoted by Hutson, pp. 122-23. 
6 George Gascoin, Supposes, in Hundreth Sundrie Flowres, ed. G. W. Pigman III (Oxford: Clarendon Press, 2000).  As 

quoted by Hutson, p. 195. 



  2．Leicester ’s Men played drama thematically concerned with the commonwealth and the workings of 

justice, but not formally indebted to evidential models. . . . The Queen’s Men in the 1580s did 

develop a new, non-allegorical mode of drama, and especially a new genre: the English history plays. 

(218) 

   

B．シェイクスピアに歴史劇の人物達の書き換え 

  1．When Shakespeare rewrote The Troublesome Raigne of King John, The True Tragedy of Richard III, 

King Leir, and The Famous Victories of Henry the Fifth, he transformed them mimetically as well 

as metaphorically.  He adapted the forensic strategies of argument typical of classical intrigue 

plots into more inward dramas of inference and conjecture, prompting us, as readers or audience, to 

participate in the processes by which characters rhetorically invent the intentions, motivations, 

occasions, and histories which enable them－and us－to construe the ‘facts’ of their own and one 

another ’s ‘cases’, or causes. (219-20) 

  

 2. 

     

 

3.  [W]e can see that this achievement turns on the recasting of events staged and enacted in the earlier 

play into a past which is merely alluded to, and from which, in a quasi-forensic manner, inferences 

are drawn, thus giving us a sense of the substantial, psychic reality of the conjectural reconstruction 

of the past, and enabling us thereby to detect, or pick up, clues to ‘what Hall is really feeling’ (the very 

activity, of course, which constitutes Hall as a character) as these emerge in the form of moments of 

resistance to the pressure of the inferential constructions being built up around him. (226) 

 

 

 

 



四、本書の評価 

  シェイクスピア劇の人物達が内面性を与えられて写実的に描かれている点に関して、近年盛んな精神分析

や主体形成論などに拠ることなく、当時の劇作法の視点から論じようとする果敢な試みである。慣習法制度

に重きを置いてきたイギリスでは、独自の裁判方法が確立したことで、法廷弁論術が一般庶民のエピステモ

ロジーを形成したことと、そして、シェイクスピアはそれに応えるかのような筋立てを考案することで、登

場人物達の描写に奥行きを与えていることを、豊富な第一資料とテクストの分析に基づいて証明しようとし

ている点は、本書において最も注目すべき点である。また、ブラッドレーによる四大悲劇の性格論の意義を

再評価し、その有効性を、ブラッドレーが論じているハムレットやオセローといった、イギリス・ルネサン

スを代表する人物達が書かれた直前の時期 ― 1590年代後半 ― の演劇状況に特に注目しながら、1600年

代初頭へと継承されてきたエナルゲイア（enargeia）の神秘を解き明かそうという、緻密に考慮されたアプ

ローチも、本書独自のものである。また、本書は、近年軽視される傾向にある性格批評の意義について、さ

らにはシェイクスピア演劇のミメーシスについて、歴史的な角度から考え直す契機となる、刺激的な研究書

である。 

一方、（この手の研究書においては至極当然のことだが）、議論の核をなす部分において、いくつかの不備

が目立つ。まず、慣習法の裁判方法が、初期近代のイギリス人のエピステモロジーを形成しつつあったこと

については、よく説明がなされているのだが、その一方で、キケローやクインティリアヌスの修辞学が、一

般庶民にも受け入れられていたかのように響いてしまっている。ローマの修辞学が一般庶民にも受け入れら

れていたことを示す証拠として、ハットソンは、当時グラマー・スクールで使用されていたラテン語の修辞

学教本（アントニウス著・ロリキウス註解『修辞学の基礎』，1583年刊）の存在を指摘しているが、当時の

イギリスでは、グラマー・スクールに通うことができたのは、ごく一握りのエリートに過ぎなかったはずで

ある。『空騒ぎ』のヴァージスや『ハムレット』の墓堀のように、法廷弁論術に関していい加減な知識しか

有さないまま、裁判や検死の議論に関わる人々も、実際には多く存在していたのではないかという評者の疑

念を、本書は払拭しない。また、はたして、（知識階級に属する人々が出版された作品を読む場合は別とし

て）、一般庶民が公設劇場で芝居を楽しむ際に、裁判的思考（forensic thinking）を有しておく必要があっ

たのだろうか。むしろ、そうした修辞学の方法を、シェイクスピアなどの学殖のある劇作家達がイリュージ

ョンを起こすトリックとして使用したことじたいが重要なのであって―（そもそもミメーシスとは、劇作家

のマジックなのだから）―、ここで観客側の精神構造を問題にする必要はなかったのではないだろうか。 

もう一つ、少なくとも 18世紀前半までは、シェイクスピア作品に関してその写実性や、また特に人物達

の内面性については、あまり注目されてこなかったという事実について、著者が一言も言及していないこと

が惜しまれる。サミュエル・ジョンソンが、“In the writings of other poets a character is too often an individual; in 

those of Shakespeare it is commonly a species” と言っているのは有名だが、シェイクスピアは（ベン・ジョンソ

ンやフレッチャーならば、そうしたかも知れないが）人物の個性や多様性を描いているのではく、人物を（もちろん

神に対しての）人間として、その在りのままの姿（nature）に忠実に模倣していることが、18 世紀の文人達

にとっての関心事であった。一方、ハットソンのいうミメーシスとは、人物の性格描写のことであり、さら

に突き詰めて言うならば「内面性」(inwardness) の写実的描写のことである。法律的弁論術を利用するこ

とで、シェイクスピアの人物描写は、同時代の他の作家達の人物描写をどのように凌駕していて、アリスト

テレスのいうミメーシスの原理にどう近づいているのかについて、本書は説明していないと思われる。（あ

るいは、本書を構成する各章の議論が断章的な部分から構成されていて、それが極めて難解な文章で綴られているために、著

者が展開しようとしているミメーシス論の最もエッセンシェルな部分を、評者が読み落としてしまったのだろうか。）シェイ

クスピアがミメーシスを完成させるのに、何故、イギリスの裁判制度を必要としたのか。また、何故、キケ

ローやクインティリアヌスの修辞学の影響を受けたと、ごく単純に言い切れなかったのか。その説明を、平

凡な文章で、できるだけわかりやすく解説して欲しかった。 

以上のような問題点はあるが、それらは本書の有する独自性と刺激性を著しく損なうものではなく、本書

の価値を無効にするものでもない。本書は、シェイクスピア作品のミメーシスの原理を説き明かそうとする

啓蒙的な研究者や批評家にとって、一読に値する研究書であることにかわりはないだろう。 
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