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　Antony and Cleopatra  は、シェイクスピア劇の中でも例を見ない恋愛至上主義が感じられ、

アントニーとクレオパトラの恋の道行には高らかなファンファーレの響きさえ感じられる。種

本である『プルターク英雄伝』が恋人たちに対して批判的な描き方をしているのに比べ、この

劇でシェイクスピアが二人の価値を高めようとしたことは明らかであろう注1。

　しかしながらシェイクスピアが、アントニーとクレオパトラを、愛に殉じた＜ヴィーナス＞

と＜マース＞の華麗な「愛の神話」として手放しで称揚しているとは言いがたい。シェイクス

ピアがこの作品で描いていることは、ほとんどすべてプルタークに依拠しており、基本的に

は史実とされていることから逸脱していない。シェイクスピアはローマの価値観に立脚して、

‘royal wench’（II.iii.226）「ふしだらな女王」と‘strumpet's fool’（I.i.13）「娼婦の機嫌をとる道

化」の恋を冷ややかにながめるまなざしも持ち合わせているのだ。＜愛＞と＜蛇＞と＜ナイル

川＞に象徴されるエジプトと、＜名誉＞と＜刀＞と＜鎧＞に象徴されるローマの政治的世界は

しょせん共存するはずがないし、世界の覇者であるローマの英雄と被征服国家の女王の恋は悲

劇に終わらざるをえない。この劇は比類なく豊かなイメジャリーを用いて二人の愛を壮麗に描

く一方、主人公を含む登場人物の心理的葛藤や自意識の揺れを非常に現実的に描いている。価

値や観念の両義性が複雑にからみあったこの劇には、従来の劇には見られないような複雑なア

イロニーとあいまいさが感じられるし、ニーリーの言うように、歴史劇や喜劇の要素さえかい

ま見られ、悲劇という枠におさまりがたいものがある（Neely 136）。

　アントニーとクレオパトラが劇中ほぼ互角に扱われていることも重要である。一般にシェイ

クスピアの悲劇では、女性は周縁に追いやられるか、男性に都合の良い存在でしかない。喜劇

やロマンス劇では女性の役割が重要な働きをするものの、かくも女性を物語の中心に据え、大

人の男性と女性の関係をこれほど正面切って対等に扱った作品は他にない。ふたりは神話・伝

説上のさまざまなカップルに変身する。＜軍神マース＞対＜美と愛の女神ヴィーナス＞として

出会ったふたりは、＜マース＞対＜イシス＞注2、さらには＜アエネース＞対＜ダイドー＞注3 ま

た＜ヘラクレス＞対＜オムファーレ＞注4 のような文明国の英雄と異境の女王になる。ルーン
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バによると「人種を超えたふたりの結びつきは、ローマ帝国と属領エジプトの間のヒエラルキー

を脅かし、西欧世界は東方世界に揺さぶりをかけられた」のである（Loomba 124）。

　この劇におけるジェンダーの描き方もまた非常にユニークであると言わざるを得ない。シェ

イクスピアは本作品で明らかにジェンダーに関する壮大な虚構の世界を築こうとした。戦争に

明け暮れる男性的なローマ世界と、美と官能に満ちた女性的なエジプト世界は、劇の進行とと

もに対立しつつ溶け合い、さらには逆転するかと思われるのである。オーゲルは、この劇を「女

性化する男性と男性化する女性」についての興味深い事例である（Orgel 78）としており、ニー

リーは「この劇におけるジェンダーの境界はたしかにあいまいだが、ジェンダーの交換や越境

はない」と考えている（Neely 137）。

　Antony and Cleopatra は演劇的メタファーに満ち溢れた劇でもある。シェイクスピアは演戯

することが自己表現であったようなクレオパトラを描きつつ、演劇そのものについての優位性

をも語っているように感じられるのだ。父権制が強固であった当時の価値観や倫理観を揺るが

すような、アントニーとクレオパトラの物語を＜ジェンダー＞と＜演劇的メタファー＞の視点

から今一度たどってみたい。

Ⅰ
　本作品におけるアントニーとクレオパトラの恋は、シェイクスピアによって当時の道徳観や

家父長的なジェンダー観の枠を超えた新しい関係として描かれている。劇の冒頭からエジプト

世界の優越性が高らかに謳いあげられ、その中心に「愛」と「高貴さ」に彩られた恋人たちが

君臨している。

　1幕 1場から早くもクレオパトラの変転極まりない情熱の豊かさが強調される。猫の目のよ

うに気分が変わるエジプトの女王に対してアントニーは、「王者は気まぐれでさえも意のまま

にする」（I.iii.92） と述べ、次のような賛辞を捧げている。

Whom every thing becomes, to chide, to laugh,

To weep: how every passion fully strives

To make itself, in thee, fair and admired! 　（I.i.49-51）（下線筆者）

「叱るのも、笑うのも、泣くのも、どんな激情も見事に生かし、そのさまは美しくすばらしい」

という手放しのほめ言葉は、1幕 5場のクレオパトラによるアントニー礼賛と照応し、両者は

パラレルになっている。シェイクスピアがさまざまな場面でクレオパトラのはげしい感情の移

り変わりを生き生きと描き出したのは、彼女の本質的魅力がその変幻自在の変化にあると考え

ていたためであろう。

　クレオパトラも負けてはいない。「アントニーは地球の半ばを背負って立つ巨人、全人類の

剣であり兜にもひとしいお方」（I.v.23-24）であり、「気質も釣り合いが取れている」（I.v.53） 

と賞賛されている。ここでアントニーは、ルネッサンス世界における男性の理想像として表現
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されており、古代ギリシャ・ローマの物語における半分神で半分人間という「ヘラクレス型の

ヒーロー」がはっきりと想起されているのだ。

　アントニーと＜ヘラクレス＞との類似性は、決してシェイクスピア独自の解釈ではない。『プ

ルターク英雄伝』によると、アントニーは「高貴な威厳」、「立派なひげ」、「広い額」、「鷲鼻」

をもち、ヘラクレス的な男らしさにあふれていたとある。また彼は家柄も良く、ヘラクレスの

流れを引くとも言われていたと記されている（74-75）。

　彼の「高貴さ」を称揚するクレオパトラの「悲しみにせよ、楽しみにせよ、どんな激情もあ

なたに似つかわしい」（I.v.60）というせりふは、前述のアントニーの言葉のエコーであり、恋

人たちの相互賛美によって新しい対等な男女関係を描こうとしたシェイクスピアの意図が感じ

られる。

　強大なローマや地中海周辺諸国との政治的軋轢を巧みに回避してきたエジプト女王クレオパ

トラは、プトレマイオス 12 世の娘として、自ら＜エジプトの守り神イシス＞をもって任じて

いるが、アントニーもまた＜ヘラクレス＞という神格化された英雄であり、＜軍神マース＞に

もたとえられる武将なのだ。この劇においてふたりは、＜女神イシス＞対＜マース＞あるいは

＜イシス＞対＜ヘラクレス＞というつりあいのとれた偉大なカップルとして並び称されている

といえよう。

　アントニーが故国の内乱とローマに残した妻ファルヴィアの死の知らせでエジプトを発た

ねばならなくなったとき、彼は「女王の兵士としてしもべとして、ここを発つのだ」（I.iii.70）

という重要な言葉を口にする。この言葉はのちの彼の運命を予言することになるのだ。彼は自

ら進んで、「わがナイルの蛇」（I.v.25）クレオパトラの軍門に下ったのだといえよう。

　劇の冒頭でアントニーは早くも、劇の中心テーマにつながる注目すべき発言をしている。

Let Rome in Tiber melt, and the wide arch

Of the rang'd empire fall!  Here is my space,

Kingdoms are clay:   （I.i.33）（下線筆者）

「ローマもタイバー河に飲まれてしまえ、、、。ここ（エジプト）こそ俺の宇宙。王国など土くれ

同然。」というこの有名なせりふは大ローマ帝国の執政官にあるまじき発言であり、男女の愛

の極致を示す実に大胆な恋愛至上主義宣言である。分別盛りの男女、しかも妻のいる英雄と一

国の女王の相思相愛の関係を、当事者がかくも堂々と言い切ることは当時の道徳観に対する一

種の挑戦であったにちがいない。この臆面もないアントニーのせりふは、簡潔ながら壮大で豊

かなイメジャリーに満ちており、その高揚感は忘れがたい印象を残す。シェイクスピアのひと

つの技巧的頂点を示すと同時に、公人の立場を犠牲にし全世界を敵に回しても己を貫くという、

強烈な自意識と自己主張を謳いあげて、この劇の中心的テーマを表現していると言えよう。

エジプトは豊饒の女神イシスに守られた土地であり、‘oily palm’（I.ii.49）「脂ぎった手のひら」，
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‘cuckold’ （I.ii.74）「寝取られ男」，‘overflowing Niles’（I.ii.47）「氾濫するナイル川」などのイ

メージで表される＜愛＞と＜欲望＞の世界である。女官と宦官に囲まれたエジプトの宮廷世界

は、いわば男子禁制の女性上位の世界である。豊かな自然や気候に恵まれた豊穣の地には、豊

富な食物や財宝、忠実な臣民がおり、足らないものといえば、いわば強大な武力をもつ男性権

力者だけである。しかしエジプトはもちろん恋人たちの安住の場所ではない。ふたりの恋路を

阻むのはローマ帝国だけでなく、ローマの影におびえるエジプトや近隣諸国、つまり全世界な

のだ。二人の天地はこの地上にはありえないし（Charnes 275）、愛の新天地を求めるアントニー

のせりふは破滅への序曲となっている。利害が対立する身分の高い男女が、互いに浮世の束縛

を断ち切って完全にお互いを受け入れ、自己の欲求に忠実に生きようとすれば、その代償は死

しかない。高揚した愛を語る恋人たちも、それぞれの公的立場と先行きの厳しさをたえず意識

しているのだ。

　1幕の最後、ローマに発ったアントニーを追慕するクレオパトラは、彼をジュリアス・シー

ザーと比べて注目すべき発言をしている。

My salad days,

　　　　When I was green in judgment, cold in blood,

　　　　To say as I said them. （I.v.73-75） （下線筆者）

（シーザーを誉めたのは）私の未熟な時代のこと、分別は青臭く、情熱も乏しかったころのこ

とだというのだ。すでに初老期だったシーザーとごく若かった彼女の関係は、おそらく対等な

ものとは言えず、20 代終りから 30 代初めにかけてのクレオパトラと男盛りのアントニーとの

出会いこそ、年齢的にもつりあいの取れた互角の関係だったと思われる。また、先代シーザー

は 1時期クレオパトラにうつつを抜かしながらもあくまでエジプトの愛人として彼女を遇し、

支配者・ローマの英雄という立場を逸脱することはなかったという。

　一方ローマの国益を傾けることも辞さないほどクレオパトラに耽溺し、彼女の支配に甘んじ

たアントニーは、愛人としてかつまた政治的交渉相手として彼女には理想の男性だったにちが

いない。アントニーは気質的にも、ローマ的倫理観の対極にある豊饒と欲望の世界・エジプト

に容易に溶け込むことができたことが、プルタークの記述からもうかがえるのだ。

　ここで注目したいのは、クレオパトラのせりふの大胆さと率直さである。当時の家父長社会

で、女ざかりの女性の恋とセクシュアリティについての本音が、かくもあからさまに語られた

ことはなかったと思われる。現代女性を思わせるような堂々とした生身の女性の肉声が生き生

きと伝わってくる。既成の道徳観にとらわれない恋のあり方を描こうとしたシェイクスピアに

は、ふたりの価値と魅力を最大限に強調する必要があったし、彼の円熟した技巧がそれを可能

にしたと言えよう。アントニーとクレオパトラの組み合わせはシェイクスピアには格好の素材

であり、ほぼ互角の両者の存在感と偉大さが、戯曲家シェイクスピアを新しい冒険へと駆りた
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てたのではないだろうか。

Ⅱ
　種本の『プルターク英雄伝』に依拠しながらも、シェィクスピアはこの劇で独自の脚色をい

くつか行っており、それによって劇は複眼的な視点を帯びることになり、大方の悲劇の概念を

逸脱した独特なアイロニーを持つユニークなものになったと考えられる。ローマ的視点に立つ

プルタークに比べ、シェイクスピアは明らかにローマを突き放して描いているが、かといって

エジプトの価値観に立脚しているわけではない。ローマとエジプトを描くシェイクスピアの絶

妙なバランス感覚は、どこから生じたのであろうか。

　まず第一に挙げられるシェイクスピア的特徴は、主人公の家来たちによる複眼的視点を大胆

に取り入れたことである。ふたりの部下や召使たちは、各々ローマやエジプトにコミットしな

がらも客観性や批評性を失わないし、自らの判断や直感にもとずいて本音を語り、対立するふ

たつの世界のはざまでバランスをとる役割を果たしている。彼らは鋭い洞察力をもち、主人た

ちが見えないものまで見抜いて、時に批判的なせりふを口にする。

　身分の低い者たちがその行動によって主人たちの手本になることさえある。アントニーは部

下のエロスに死にざまを教えられ、先を越されてしまったとき、‘Twice-nobler than myself’（IV.

xiv.95）「お前はおれよりずっと立派な男だ」という。クレオパトラと侍女イラスの主従関係に

も同様のことが起こる。クレオパトラも死の直前イラスに先を越され、‘This proves me base’

（V.ii.299）「お前の行為は私を恥じ入らせる」というのである。

　第二に挙げられるシェイクスピアの独自性は、アントニーの忠臣エノバーバスの人物造形で

あろう。プルタークではこの人物についてごくわずかしか触れられていないにもかかわらず、

シェイクスピアは彼に非常に重要な役割を与え、せりふや出番を大幅に増やしている。シェイ

クスピアによってエノバーバスは、この劇の＜コーラス＞、＜ローマとエジプトの仲介役＞、

＜預言者＞を兼ね備えたようなユニークな存在となったといえよう。Dusinberreは、シニカル

で冷静で客観的なまなざしを持つエノバーバスの描写と人物像は、シェイクスピア独自のもの

であると言っている（289）。

　エノバーバスはまずエジプトの途方もない豊かさをローマ人に語る。彼によると「なんとも

言いがたいようなばかばかしい大盤振る舞いをやった」（II.ii.181-83） エジプトは＜歓楽＞と同

意語であり、アントニーは「エジプト女王に招かれて、口というより目でご馳走を食べて、食

事代として魂をとられてしまった」（II.ii.224-26）のである。エジプトを表すもっともシンボリッ

クな語は、‘appetite’と‘lust’であろう。エジプトは人間の食欲や性欲を含むあらゆる欲望

を充たす世界なのである。そのようなエジプトの豊饒と快楽の中心にクレオパトラがいる。

　エノバーバスはアントニーの腑抜けぶりも語る。女にうつつを抜かすアントニーは、ローマ

から見れば酒宴三昧で「脳みそまで酒臭くして」（II.i.24）いる「好色な放蕩者」（II.i.33）である。

かつてはローマで‘Plated Mars’（I.i.4）「甲冑をつけた軍神マルス」、‘triple pillar of the world’

（I.i.12）「世界を支える三本柱」と言われたアントニーは、いまや‘strumpet's fool’（I.i.13）「淫
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売の道化役」になり下がってしまっており、「クレオパトラより女々しい」（I.iv.5）とシーザー

にうわさされる始末である。

　しかし、シニカルな観察者エノバーバスは突如クレオパトラの賛美者に変身する。クレオパ

トラのドラマティックな登場ぶりとその魅力をローマに伝えるのもまたエノバーバスなのだ。

キューピッドを従えたヴィーナスとしてクレオパトラが小舟に乗って登場し、初対面のアント

ニーをとりこにしてしまう次の場面はあまりにも有名である。

For her own person,

　　　　It beggar'd all description: she did lie 

　　　　In her pavilion̶cloth of gold, of tissue--- 　（II.ii.197-99）（下線筆者）

「その女性はというと、どんなほめ言葉でも言いつくせないほどであった」と語り始めるエノ

バーバスの語り口は、きわめて表現力豊かで生き生きとしている。彼女の小舟は、戦いと政略

に明け暮れるローマ世界とは対照的に、洗練された優美さと官能の極致としての閉じた宇宙で

ある。すべてが香りと色彩に満ち、命なきものさえ誘惑的であり、「吹く風さえ恋わずらいする」

（II.ii.193）。また、エノバーバスはクレオパトラの魅力について、「どんな女も相手を飽きさせ

るが、彼女だけは満ち足りたと思わせるそばからまた食欲を起こさせるのです」（II.ii.236-38）

とも語っている。きまぐれな男性の欲望を食欲にたとえたエノバーバスが、あらゆる男を満足

させる理想の女性として、クレオパトラの性的な側面をここで強調していることに注目したい。

エノバーバスは、2幕 6場でもクレオパトラのことを‘his Egyptian dish’（II.vi.123）「アントニー

のエジプトのご馳走」と表現している。

　種本ではクレオパトラ像はどう描かれているのであろうか。前述したクレオパトラの登場場

面に関しては、シェイクスピアの描写はほとんど『プルターク英雄伝』に依拠しており、表現

も似通っているが（99-100）、クレオパトラが絶世の美女であったとか男をとりこにせずには

おかないほど妖艶であったという記述はほとんどなく、その魅力はもっぱら才知と言語能力に

よるものであったと書かれているのだ。具体的には、人をそらさず飽きさせない交際術、説得

力をもつ会話能力、多言語を操る言語能力、そして音声の魅力であったという（100）。シェイ

クスピアはヒロインの性的魅力を強調することによって主人公たちの恋をより華麗で劇的なも

のにしたと考えられるが、クレオパトラを語るエノバーバスのせりふがローマの視点、さらに

は英国男性の視点を代表していることは確かであろう。彼女はローマの英雄をたぶらかす娼婦

的女性として表象される必要があったのだ。

　エノバーバスはまた、主人公ふたりの賛美者でありながらふたりを批判するという矛盾に満

ちた役割を担わされている。4幕 9場で彼は主人アントニーに絶望して去りはしたが、裏切っ

た主人アントニーの寛大さに触れ、自分を恥じて死んでしまう注5。彼の死に方にはどこかあい

まいな点があるが、自分の役割を終えた時点で、彼は消える運命にあったとも言えよう。そも
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そもエノバーバスは、ローマ的視点とエジプト的視点をともに異化し、弱点も含めた主人公ふ

たりの人間的魅力を余すところなく伝えるために、シェイクスピアによって大幅に改造された

人物なのだから。

　第三に、シェイクスピアはローマの権力者たちの政治ゲームの非情さをプルタークより強調

している。ローマでは打倒ポンペイを旗印に、世界の 3本柱すなわちオクテーヴィアス・シー

ザー、アントニー、レピダスが手を結び、つかの間の戦略的平和がもたらされる。ポンペイの

部下のメーナスが、酒宴のさなかに 3巨頭を闇討ちすれば天下が取れるとポンペイにけしかけ

るくだりがあり、権力者たちの力の均衡がいかに危ういものであるかを効果的に示している。

　武将たちばかりではない。この劇では将軍の部下たちが、戦闘の旗色次第で相手側に寝返っ

たり（3幕 10 場）、あまり大きな手柄を立てると主人に疎まれるから気をつけろと将校たちが

会話している（3幕 1 場）。状況を把握している兵士たちが戦法についてアントニーに直言し

ても、退けられてむざむざ敗戦の憂き目をみたり（3幕 7 場、3幕 10 場）、この劇ではさまざ

まな場面で、権力者や武将たちに振り回される兵士や家来たちの葛藤や嘆きがリアルに描かれ

ている。

　政略結婚と裏切りの上に築かれたローマの平和は、ほんのつかの間のあだ花にすぎない。世

界をがっちり固めるための＜たが＞として、またたく間にアントニーとシーザーの姉オクタ

ヴィアとの結婚が取り決められる。エジプトでクレオパトラに骨抜きにされたアントニーは、

ローマに帰ったとたん抜かりなくシーザーとの同盟を図るという変わり身の早さを発揮するの

である。前の妻ファルヴィアに死なれたアントニーは、現在独身ではあるがエジプトに事実上

の妻クレオパトラがいる。だがアントニーは、オクタヴィアとの結婚を勧められたとき、「私

に妻はない」（II.ii.123）と言ってあっさりと政略結婚を承知するのだ。政略結婚は当時広く行

われていたとはいえ、この結婚はどう考えても争いをなくすどころか、明らかにさらなる災い

を生じさせる類のものであった。シーザーは冷静に

for't cannot be

　　　　We shall remain in friendship, our condition 

　　　　So differing in their acts. 　 （II.ii.112）

「いつまでも友好を保っていられるわけはない。お互いの気質の違いが行動に表れるだろう」

と先を見通しているのだ。

　シェイクスピアはまた、アントニーと結婚したオクタヴィアを、政略結婚の犠牲者として強

調しているように思われる。『プルターク英雄列伝』では、オクタヴィアはもっと肯定的に描

かれており、彼女はアントニーとの間に 2人の子どもを産み、アントニーが彼女を捨てて再び

クレオパトラのもとに去るまでは、大切にされたと書かれている（110）。オクタヴィアは、夫

に捨てられてもなおその留守宅を守り、先妻ファルヴィアの子どもを含めアントニーと自分の
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子どもたちの面倒を見たという（プルターク 131）。忍耐の権化として名高い貞女グリセルダ

を想起させるこの貞節と婦徳の誉れ高い女性は、クレオパトラおよび彼女にへつらう使者に

よってこの劇ではあしざまに言われ、貶められる。

　この劇は従来の悲劇のコンベンションとはあきらかに異なっている。偉大な男性の没落を描

く通常のルネサンス悲劇では主に主人公の公的人格が描かれるが、この劇はクレオパトラない

しクレオパトラとアントニーという特異な主人公たちの悲劇を、かなり個人的な運命として独

自の手法で描いている。従来の悲劇の枠におさまらないさまざまな矛盾や対立をドラマ化する

このようなシェイクスピア独特の手法について、Singh は一貫性のない＜異化効果＞こそがこ

の劇の特徴であると言っている（415 － 16）。注6　人間はもとより矛盾の多い存在であり、主

人公たちの悩み惑う姿を生き生きと描こうとすれば、従来の悲劇としての一貫性を犠牲にせざ

るをえない。実際この劇では、主人公だけでなくいわゆる周辺の人物たちの肉声をもリアルに

掬い上げており、たしかに「異化効果」とでもいうべき、悲劇の概念を打ち破る斬新さが感じ

られるのだ。

Ⅲ
　アントニーの運命は第 3幕で下降し、4幕ではその破滅と死がたたみかけるように描かれる

が、彼の没落と死の様相は、その生と同様振幅が大きく、英雄にあるまじきジェンダーの揺ら

ぎを感じさせる。

　小康状態にあったシーザーとアントニーの関係、アントニーと新妻オクタヴィアの関係は 3

幕でほころびを見せ始め、ポンペイを降し、レピダスが失脚した今、世界を分かち合う‘Jupiter 

of men’（III.ii.9）「人間界のジュピター」シーザーと‘the God of Jupiter’（III.ii.10） 「ジュピター

の上に立つ神」アントニーの対決はもはや避けられないものになる。

　アントニーの没落の姿はさまざまなイメージで表現されている。かつて＜フェニックス＞

だった彼の名は ‘that magical word of war’ （III.i.31）「戦場での魔法の合言葉」 として兵士たち

を動かすことが出来た。しかしクレオパトラのあとを追って戦場から逃げたときの彼は、「雌

のしりを追う鴨」（III.x.20） にまで成り下がってしまう。

　3幕 13 場では、アントニーの転落がシーザーと対比させて集約的に表現されている。シー

ザーは「薔薇のような若さ」（III.xiii.20）を誇り、「若獅子」（III.xiii.94）と形容される。これ

に対しアントニーは「落ちぶれて」（III.xiii.27）「何も残っていない」（III.xiii.37）状態になり、

エノバーバスからも‘old lion dying’（III.xiii.95）「瀕死の老いぼれ獅子」と言われるありさま

である。彼の変化をもっとも良く示すのは、シーザーの使者になれなれしくするクレオパトラ

に対して怒りを爆発させたときのせりふだろう。彼は自らの運命の下降について‘our terrene 

moon is now eclips'd’（III.xiii.153）「この世の月（クレオパトラ）はいまや蝕まれてしまった」

と語り、自らを自嘲的に‘horned’（III.xiii.128）「寝取られ男」と呼ぶに至る。＜フェニック

ス＞から＜寝取られ男＞への下降は、彼の運命の変転をもっともよく物語っている。

　その一方、没落後でさえアントニーの「高貴さ」と「偉大さ」が繰り返し強調されているこ
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とは注目に値する。当時、月や星など天体の運行は人間の運命を支配すると考えられており、

失意のさなかでも彼のせりふは‘Jove’‘thunder’‘moon’‘stars’など天体のさまざまなイメー

ジを駆使して壮麗に飾られている。

　シェイクスピアは逆境の中でも人間的魅力を失わないアントニーを印象的に描いている。

去ったエノバーバスに示す寛大さ、緒戦に勝利したときの浮かれよう、クレオパトラへの怒り

など、いずれもスケールが大きく情熱的である。人間的魅力にあふれたアントニーが英雄にあ

るまじき弱さを見せるとき、観客や読者はいくばくかの共感と同情を禁じえない。

　実際アントニーほど毀誉褒貶の激しい男はいない。Ⅱで述べたローマ的視点を持ち出すまで

もなく、彼は『プルターク英雄伝』でも実に矛盾に満ちた存在として描かれているのだ。アン

トニーは武将として、並ぶ者のない武勇、気力、忍耐心を持ち、性格は寛大でかざり気なく、

弁舌さわやかで、気前よく分け与え、もてなし、部下や民衆に人気があったと書かれている。

一方で、彼は夜遊びが好きな浪費家で、酒癖が悪く、色事にふけり、下品なふるまいがあった

と記され、明らかに快楽主義者としての側面を持っていたと思われる（75, 81, 121）。

　クレオパトラが自分に対する‘full supremacy’（III.xi.59）「絶対的な支配力」を持つと自認

するアントニーは、クレオパトラに引きずられて、ついに戦場離脱という軍人としてあるまじ

き罪を犯してしまう。彼の厄災はクレオパトラによって引き起こされたものではあるが、クレ

オパトラに操られたというより、結局は自らの無分別や弱さが招いたことであった。深い絶望

と喪失の果てに唯一残された道は、自らを抹殺して最低限の名誉を守ることくらいである。ク

レオパトラに裏切られたと思ったアントニーは、シーザーに破れ「すべてを失った」（IV.xii.9） 

今、みずからのアイデンティティ消滅の危機のさなかにあって、部下のエロスに「お前には、

俺がまだ俺に見えているか」（IV.xiv.1）とたずねるのである。クレオパトラという存在が、「そ

の胸こそおれの王冠で、生きがいであった」（IV.xii.27）からこそ、その裏切りは彼を打ちのめ

すのだ。「女王、お前は俺をどこへ連れてきたのだ」（III.xi.51）というアントニーの言葉は哀

切である。

　敗北したアントニーのせりふを見よう。彼は3幕でクレオパトラに向かって次のように言う。

You did know

　　　　How much you were my conqueror, and that

　　　　My sword, made weak by my affection, would

　　　　Obey it on all cause. 　　（III.xi.65-68）（下線筆者）

これは女に主導権をとられ、「女への愛情ゆえに（武人のアイデンティティとしての）‘刀’を

なまくらにされてしまった」男の全面降伏のせりふであろう。4幕でもアントニーは再度似た

ようなせりふを口にする。恋によって骨抜きになった男の敗北宣言である。
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O, thy vile lady !

　　　　She has robb'd of my sword.  （IV. xiv. 22-23）（下線筆者）

‘刀’を奪われた男は、自分で死ぬこともできない。これは後の彼の死にざまの暗示にもなっ

ている。性的な含意を持つ‘刀’は男性の力の象徴であり、女に‘刀’を奪われたということ

は魂を抜かれたも同然なのだ。

　当時、女に恋して腑抜けになった男は女々しくなって、男でなくなると思われていた。女の

ために弱くなった男のテーマは当時の文学や戯曲に繰り返し表現され、コリオレイナスやブ

ルータスらローマ史劇の男たちにも起こった現象なのだ（Smith 106）。シェイクスピア作品に

は男性同士の連帯と、それを脅かす結婚や恋愛との相克や葛藤が繰り返し描かれている。当時

の状況において自ら進んで女の軍門に下り、自ら敗北を認めて愛に殉じたアントニーのような

男性はきわめてまれであり、かなり現代的な男性像だと考えることもできよう。利害関係によっ

て結ばれた男性社会の強固な連帯から自由になれる男は、女性から見た場合、最後まで女性

と運命をともにしてくれる誠実なパートナーなのだから。Neelyは「アントニーは、tragic hero 

として恋人を受け入れることができた特異な存在である」と言っているが（Neely 150）、シェ

イクスピアにとっても、彼は既成の道徳観にとらわれない恋人を描くためのモデルとしてほぼ

理想的な人物だったにちがいない。

　4幕のアントニーは戦う前から運命に見放されている。‘ ’Tis the God Hercules, whom Antony 

lov'd, now leaves him’（IV.iii.15）「アントニーの愛するヘラクレスの霊があの人から立ち去って

行く」と兵士たちにうわさされるばかりか、腹心の部下だったエノバーバスにも裏切られてし

まう。

　汚名を背負った敗戦の将にとって、「自ら命を絶つこと」がシーザーとローマに対抗できる

ただひとつの残された honourableな行為であったことは確かであろう。アントニーは名誉の

ために死んでいくと言い、14 場の 55 行目から 77 行目にかけて、dishonour, baseness, disgrace, 

shame, less nobleなどの「名誉の概念」をしきりに口にする。しかし彼の死は決して英雄的な

死ではない。彼の死の実体は、honourを重んじる武人というより loveの殉教者としてのイメー

ジが強いように思われ、通常の悲劇における男性ヒーローの死とは著しく異なっている。アン

トニーがローマ世界の残りかすであり武将の象徴でもある＜よろい＞を脱ぐのは、クレオパト

ラの「偽装の死」が知らされたあとのことである。女性に主導権をとられ、部下のエロスに先

んじられての「自決」であり、「道ゆき」なのである。彼の死は、いわば‘man in dotage’「愛

におぼれた男」としての死といえるのではないだろうか。Neely は「敗北した軍人の死という

より、＜死の結婚＞を想いながら恋人として死に赴いた」と言っている（150）。

　瀕死のアントニーは、クレオパトラがまだ生きていることを聞き、自分を女王のもとに運ば

せるよう命じる。この行為によって、彼は「英雄の不名誉な死」をかろうじて免れ、「一人の

男性としての恋の道ゆき」に殉じることになった。ふたりが堂々と愛を謳歌し、恋を成就でき
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る場所は、「墓場」だけなのだ。次のアントニーの「結婚宣言」にもそれはうかがえる。　　

But I will be

　　　　A bridegroom in my death, and run into't

　　　　As to a lover's bed.  （IV.14.99）（下線筆者）

　しかしアントニーとクレオパトラの道行きは、自分の腕の中で男の死を見届けた女が自分の

役割を思い巡らせてのち、かなりの時間的なずれを経て初めて成就されたものであった。クレ

オパトラの死には演戯的かつ演劇的な要素が非常に濃厚だが、アントニーが最後に選んだのも

ローマの英雄や軍人ではなく、「花婿あるいは恋する男」というスタンスだったと言えよう。

Ⅳ
　次にクレオパトラの運命の暗転から死へのプロセスを眺めることにする。3幕以降のクレオ

パトラには 2幕までの生彩はない。ローマとの関係が緊迫してからクレオパトラの優位は揺ら

ぎ始め、その神通力は閉ざされたエジプト世界でしか通用しないことが明らかとなってくる。

アントニーの新妻の様子を根掘り葉掘り使者から聞きだして悪口を言ったり、陸戦に強いアン

トニーに海戦を勧めたり、エノバーバスの制止を振り切って戦場に出て行った挙句逃げ出して

味方を敗北させたり、自分の失態を恥じてアントニーに許しを乞うかと思えばシーザーの使者

に色よい返事をしたり、次第にクレオパトラは女王にあるまじき、矛盾にみちた言動や女性的

な弱点をあらわにし始める。

　クレオパトラがローマの英雄アントニーと恋に落ち、ふたりで地中海世界を制覇する夢を描

いて愛も名誉も手中にしたいと願ったことは、当然の成り行きだったと考えることもできよう。

そして彼女がこれまでかかわってきたジュリアス・シーザーやポンペイと違って、おそらくア

ントニーはこれまでに出会ったことのないタイプの理想的な恋人だったにちがいない。しかし

エジプトの女王としてのクレオパトラは、自国の運命を左右する強国ローマに飲み込まれない

ように、老練な政治家でなければならず、ローマを敵にまわすことだけは避けねばならなかっ

たのである。アントニーを巻き込んで結局ローマと敵対する状況に陥ったこと、そして自ら戦

場に出て行って敗戦に至らしめたことは、一国の運命を左右する君主としていかにも無分別で

あり、その政治的かつ軍事的判断力も疑わしいと言わざるをえない。

　4幕でクレオパトラに対するアントニーの評価は反転する。彼がかつて「この世の光」（IV.

viii.13）と呼んだクレオパトラは、たちまち「三たび男を取り替えた尻軽女」（IV.xii.13）「魔女」

（IV.xii.16）に転落し、もはやただの「ジプシー女」（IV.xii.28）あるいは「不実なエジプト女」

（IV.xii.25）にすぎない存在となる。アントニーを激怒させた彼女は、最後の賭けに出る。彼女

の偽装の死がアントニーに死を決意させ、アントニーの死がまた彼女自身の死を覚悟させる契

機となる。

　アントニーの死後、彼女が口にする喪失感と嘆きは大変リアルで印象的である。‘noblest of 
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men’（IV.xv.59）「誰よりも気高い人」、‘the crown o’the earth’（IV.xv.63 ）「世界の王冠」、‘the 

soldier's pole’（IV.xv.65 ）「武人の柱」、‘our jewel’（IV.xv.78）「我らの宝石」であったアント

ニー亡き後、この‘dull world’（IV.xv.61）「くだらない世界」にはもはや‘there is nothing left 

remarkable beneath the visiting moon’（IV.xv.67）「夜ごとめぐってくる月のもと、際立つものは

何もない」のである。今やクレオパトラを現世につなぎとめる輝かしいものはことごとく失わ

れたのだ。

　アントニーとクレオパトラの哀切な喪失感は、ふたりのせりふの照応関係によって増幅され

ている。アントニーの‘the torch is out’（IV.xiv.46）「たいまつは消えた」のせりふはクレオパ

トラによって忠実に繰り返され、彼女の‘our lamp is spent, it's out’（IV.xv.85）「あかりは燃えつき、

消えてしまった」という言葉は、この世が暗闇になってしまったことを嘆くアントニーのせり

ふのエコーになっている。このクレオパトラのせりふにある「我らふたりの」という言葉に注

目したい。ふたりにとって相手のいないこの世はまさにまっくらな闇であり、エジプト的な世

界の終焉を意味しているのだ。

　アントニーを追慕するクレオパトラの言葉もこれまで以上に壮麗でスケールが大きい。ここ

では heaven, sun, moon, earth, sphere, orbなどありとあらゆる天体のイメージが動員される。‘His 

legs bestrid the ocean, his rear'd arm crested the world’（V.ii.82）「両脚は海原にまたがり、高く掲

げた腕は世界の頂上を飾っていた」で始まる 11 行のせりふは、比類なく大きく豊かなイメー

ジを喚起して美しい。‘nature's piece, ’gainst fancy’（V.ii.98）「空想を超えた自然界の傑作」と

形容されるアントニーは、クレオパトラにとって宇宙そのものの大きさとなる。彼の顔には太

陽や月が輝き、地球でさえかすんで‘little O’（V.ii.80）「小さくて丸い球体」にすぎなくなる。

アントニーの‘royalty’‘nobleness’はほとんど極限にまで理想化されてクレオパトラの想いは、

夢想や祈りにまで高まっている。ちなみにこの劇で「the world」という語は約 40 回も使われ

ており、シェイクスピアはこの語に単なる壮大な空間イメージだけでなく、形而上的な想念を

もこめたものと考えられる。

　クレオパトラにとって、シーザーと彼の支配する世界を超えることは、現世に決別すること

を意味する。彼女は打算に裏づけられたシーザーの寛大さ ---彼女の命を助け戦利品にすると

いう政治的取引…を斥ける。‘ ’tis paltry to be Cesar’（V.ii.3）「シーザーであることなど下らぬこと」

と言い切った彼女は、何よりも生き恥をさらすことを恐れている。‘This mortal house I'll ruin, 

do Cesar what he can’（V.ii.51）「シーザーはどんなことでもすればよい、この死すべき肉体は

自分の手で滅ぼすのだから」と述べる彼女に、われわれはシーザーへの強烈な対抗意識と俗世

蔑視を読み取ることができる。恋人アントニーへの愛に殉じることと、シーザーに代表される

ローマを拒否することとがひとつに結びついたとき、彼女は死を受け入れることを決意する。

　クレオパトラの‘immortal longing’（V.ii.280）「永遠なるものへのあこがれ」は明らかに恋

人アントニーにつながっている。とらわれの身となって生き恥をさらすことを拒んだ彼女は、

Cydnus川で恋人と再会するため、眠るがごとき甘美な死にあこがれる。彼女はうつしみの世
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界を超えようとして、

　　　　I am fire, and air; my other elements

　　　　I give to baser life.  （V.ii.288）（下線筆者）

「今や私は火と風、肉体を作る土と水はいやしいこの世にくれてやる」と宣言する。当時この

世の物質や肉体を形成する 4大元素「地・水・風・火」のうち、「火と風」は「地と水」より

高尚で精神的なものであると考えられており、卑しい現世や「地・水」から作られた肉体を抜

け出して、クレオパトラは恋人の待つ永遠の世界に旅立つたのだ。

　彼女の死によってアントニーの死はようやく意味あるものになったと思われる。時間差こそ

あれ、この恋の道行によって、二人はさまざまな政治的駆け引きや思惑、現世のしがらみを超

えて、最終的な恋の勝利者となったといえよう。ここにはローマ的価値観では測れない男女の

結びつきが示されている。シェイクスピアは、主体性をもった男女が自らの意思で行った人生

の幕引きを、ひとつの理想として華麗に描こうとしたと思われる。

　クレオパトラの死が aspによってもたらされることも大変象徴的である。2幕 5場において、

アントニーがローマで政略結婚したことを知ったクレオパトラが激怒し、身分を忘れて悪い知

らせをもたらした使者を打ちすえる場面がある。＜ヴィーナス＞は、突如嫉妬に狂って逆上す

る＜阿修羅＞になるのだ。 彼女の感情の高ぶりは、＜エジプト＞と＜ナイル＞と＜蛇＞のイ

メージで表現されている。「エジプトなどナイル河に沈んでしまえ、、、」と口走る彼女のせりふ

は、劇の冒頭で「ローマはタイバー河に飲まれてしまえ、、、」と言い放つアントニーのせりふ

のエコーになっている。

　　　　Melt Egypt into Nile!  And kindly 

　　　　Creatures turn all to serpents!  （II.v.78）（下線筆者）

　クレオパトラの没落もまた、‘dissolve’ （III.xiii.162）とか‘discandying’（III.xiii.165）という

ナイル川の＜蛇＞にふさわしい「溶解」のイメージで表現される。ぬめぬめとナイル河のほと

りを這う asp̶serpentは、恋人たちのどこまでが愛でどこまでが欲望か定めようもない愛のエ

クスタシーを表すとともに、肥沃なナイル河とエジプトの象徴であり、エジプト的な死のイメー

ジそのものであった。アントニーに‘my serpent of old Nile’（I.v.25）「わがナイルの蛇」と呼

ばれていたクレオパトラは、最終幕であらかじめ定められていたかのように、自分の分身であ

る蛇を赤子のように胸にあてがうのである。クレオパトラの死のシーンについて Neelyは、他

の劇における love death に比べ、クレオパトラは性的な存在を全うして死んだと解釈しており、

理想としての sexuality と death の結合をそこに見出している（161）。
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Ⅴ
　この劇には演ずることへの言及が非常に多く、演劇的メタファーがこの劇の本質を読み解く

キーワードのひとつであることは明らかである。遊戯的かつ演劇的なクレオパトラの言動は彼

女の本質を映し出しており、この劇の重要なテーマにつながっていく。ここではクレオパトラ

を中心に、劇における＜演劇的自意識＞について考えてみたい。

　1幕の初めから、世慣れた恋人たちは恋の絶頂期にも冷めたまなざしを失わない。クレオパ

トラは、‘I'll seem the fool I am not; Antony will be himself’（I.i.42）「私は阿呆を演じていよう、

アントニーが自分（正気）にもどるまで」 と将来を見据えている。アントニーも例外ではな

い。女にうつつをぬかしつつ、彼は‘These strong Egyptian fetters I must break, or lose myself in 

dotage’（I.ii.113）「この強固なエジプトの枷を脱ぎ捨てねばならぬ。さもないとおれは愛に溺

れて自分を見失うだろう」と自覚している。

　クレオパトラの自意識が「演戯すること」と結びついている例を見よう。1幕 3場エジプト

出立を告げようとするアントニーとクレオパトラのやりとりを引用する。

　　　　Cleo.　 .  .  .  .  .  .  . Good now, play one scene

　　　　　　　Of excellent dissembling, and let it look

　　　　　　　Like perfect honour.

　　　　Ant.             You'll heat my blood: no more. 

　　　　Cleo.  You can do better yet; but this is meetly.

　　　　Ant.   Now, by my sword, ---

　　　　Cleo.             And target.  Still he mends.

　　　　　　　But this is not the best.  Look, prithee, Charmian,

　　　　　　　How this Herculean Roman does became

　　　　　　　The carriage of his chafe. 　 （I.iii.78-85）（下線筆者）

アントニーがローマにもどると聞いて立腹したクレオパトラは、愛の証を求め（愛を本当らし

く見せる）見事な芝居を見せてほしいと男にせがむ。男をからかいながらその演技を値踏みし、

「うまくやっているが、まだ最高ではない、、、、でもこのヘラクレスのようなローマのお方は、

立腹した姿が一番お似合いね」と言う彼女の言葉には醒めた自意識が感じられるのだ。クレオ

パトラの本音と駆け引きの絶妙なバランス感覚の背後には、演技的虚構に賭ける強烈な自意識

が感じられる。演じること以外に、この世に真実などないのだ。

　クレオパトラがアントニーの妻オクタヴィアの視線をひどく気にしていることも重要であ

る。貞淑な女性の鑑でありアントニーの正妻であるオクタヴィアの背後には、彼女によって代

表される理性と常識の世界があり、アントニーをめぐる強い対抗意識が感じられる。彼女の

‘modest eyes’（IV.xv.27）「つつましいまなざし」は、自分を弾劾する人々の非情な視線を感じ
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させ、‘sober eye of dull Octavia’（V.ii.54）「愚鈍なオクタヴィアの生真面目な視線」に責めら

れるくらいなら、ナイル河の泥に身を投げ出すというのである。彼女にとってオクタヴィアは、

シーザーが支配するローマ世界であり、自分を敵視する世間の弾劾の声であり道徳律であった。

人間としても女性としても自分と対極にあるオクタヴィアの存在そのものが、クレオパトラを

真っ向から否定するものであり、自分のあやうい立場を映し出す合わせ鏡のように感じられた

のであろう。クレオパトラがオクタヴィアをあしざまに言えば言うほど、世間を後ろ盾にした

正妻に対する彼女の嫉妬、憎悪、敗北感、そしてアントニーをめぐる敵愾心があらわになる。

　大国ローマに対抗できないエジプトの女王は、戦略的な観点からたえず侵略者に恭順の意を

表しつつ、自国の安全を確保しなければならない。ローマの英雄たちとの恋も、虚構の政治的

かけひきの中から生まれたものであろう。クレオパトラのせりふにもあったように、大シーザー

やポンペイとの擬似恋愛と違って、おそらくアントニーだけは、これまでにない互角の関係を

築くことができた恋人であったと思われる。しかし彼女はアントニーとの恋も、しょせん永続

性のない‘play’にすぎないことが分かっていた。クレオパトラの恋は、エジプトの国益を守

り拡大させる女王としての政治的なスタンスのもと、時として虚構と真実の境目も分かちがた

いことがあっただろうし、アントニーとの関係においてもそのことが感じられる。現実には成

就できない恋は芝居と同じく虚構にすぎないが、最後まで‘play’を続けることが彼女に残さ

れた道であり、真実であったと思われるのである。クレオパトラにとって、虚構の恋を生きる

女性としてのスタンスが、そのまま女王としての外交的ポジションにつながることは避けられ

ないことであった。演劇的ジェンダーを生きることこそがクレオパトラの宿命となり、彼女の

外交手腕や交渉術によってエジプトがローマに辛うじて対峙することができたのではないだろ

うか。

　この劇では‘play’と‘show’という語がクレオパトラとエジプト世界を読み解くキーワー

ドになっている。まず、観客の目を意識し、自らをいかに見せるかということにつながる‘show’

という語を見よう。死の直前クレオパトラは侍女たちに‘Show me, my women, like a queen’

（V.ii.226）「さあ女たち、私を女王にふさわしく飾ってちょうだい」と言って、誇り高い高貴

な女王としての名誉ある死の「型」を作るのである。

　彼女はまたさらし者になるのを極度に恐れており、ローマの汚い野次馬どもの見世物になる

という連想が 5幕 2 場で 2 度も繰り返され、そこでも‘show’という語がキーワードになっ

ている。ローマの舞台で自分たち二人に扮する役者たちを、豊かな想像力で連想する彼女の演

劇的自意識はきわめて高い。‘drunken’「酔っ払い」（V.ii.218）のアントニーと、金切り声の少

年俳優によって演じられる‘whore’「淫売」（V.ii.220）のクレオパトラという自分たちのカリ

カチュアを冷静に思い浮かべる彼女の演劇的自意識が、自殺への強力な推進力になったと考え

ることができよう。ローマの町で引き回されさらしものになる屈辱に加え、自分たちの比類な

い人生が矮小化され歪められて、少年俳優によってぶざまに演じられることは、誇り高い女王

にとってとうてい耐えられない恥辱であったのだ。演ずることと、見られることに対する過剰
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なまでのクレオパトラの演劇的自意識は、もちろん女王としての立場と切り離すことができな

いし、民衆や観客の視線のありようを抜きにしては成立しがたいのである。

　‘play’という語はさらに重要である。2幕 5 場における‘play’という語は、「玉突きをす

る」から「音楽をかなでる」そして「演技する」というふうに語義が変化していく。しかしもっ

とも重要なのはもちろん、芝居すること、演じることを意味する playであろう。5幕で死にゆ

くクレオパトラが、侍女チャーミアンに‘I'll give thee leave to play till doomsday’（V.ii.231）「お

まえに暇をやる、最後の審判の日まで楽しく遊ぶように」 と言い、チャーミアンは女王の冠を

直しながら‘and then play’と言って、女主人の後を追って自害する。このやりとりの中で‘play’

は、憂き世を離れ、しがらみから開放されてゆっくり天国に遊ぶことを意味していると同時に、

女主人ともども演技によってシーザーとローマを欺き、自らの決着をつけることを宣言してい

ると考えられる。クレオパトラを中心とするエジプト世界の終焉にふさわしいせりふである。

ローマに対するクレオパトラの勝利宣言とも受けとれるこれらのせりふは、現実に対する虚構

の世界の優越を謳っているようでもあり、演劇に対するシェイクスピアの強い自負や信念がこ

められているようにも思われるのだ。

Ⅵ
　最後に劇における中心テーマのひとつであるジェンダー表象について考えたい。

　まず、この劇の男と女はしばしば役割が入れ替わっている。アントニーは 1幕で早くもシー

ザーに‘not more manlike than Cleopatra’（I.iv.5-6）（クレオパトラよりも女々しい）と言われ

ている。同じく 2場でエノバーバスがクレオパトラを主人のアントニーと取りちがえる場面

（I.ii.76-77）があるが、さりげないせりふの中に女性化した主人アントニーに対する揶揄と批

判がこめられている。2幕5場、クレオパトラの追憶の中のアントニーは戯れに女を演じており、

彼女自身は武人になっている。3幕 7場ではさらにはっきりとした男女の転倒が見られる。戦

場へ出てきたクレオパトラとアントニーを評して、アントニーの副官は、「わが指揮官は指揮

される身、我らは女の手下になってしまった」（III.vii.69）と言い、この逆転した男女関係が

敗戦をもたらすことが暗示されている。4幕 2場でアントニーを裏切るエノバーバスは最後に

「我らを女性に変えないでくれ」（IV.ii.36）と言うが、そのせりふには女にうつつを抜かして滅

亡した主人への強い不信感と当時の男性の典型的なジェンダー観が感じられる。そこには、女

を愛した男は女々しくなり、女は男を亡ぼす存在であるという女性嫌悪と女性不信の伝統的言

説が脈々と流れ、さらには女性への根強い恐怖心が感じられるのである。この劇に表現されて

いるジェンダーに関する不安はもちろん男性側の感情であるが、当事の英国の気分を反映して

いると Loombaは言っている（121）。シェイクスピア時代のイギリスでは 1588 年に異性装禁

止令が出されたが、ジェンダーの逆転にたいする不安が社会的ヒエラルキーの危機に対する不

安と結びついていたことは明らかであろう。

　ジェンダーの観点からみたアントニーとクレオパトラの関係はどのようなものだったのだろ

うか。アントニーは、Ⅲで見たように愛に耽溺して女性化した男の典型として描かれている。
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女を愛することが女々しくなることと同義であった当時、ローマの英雄が東方の属領に等しい

エジプトの女王に骨抜きにされることはおよそありうべからざる不祥事であったにちがいな

い。ローマとエジプトの相反する価値の間をたえず揺れ動き、男性社会の連帯や利益を体現す

るローマ的価値観とエジプトにおける異性愛との間で引き裂かれたアントニーは、自己分裂を

起こして敗北したともいえるだろう。古くから西欧の男性と、エキゾチックで魅力的だが危険

な異境ないし東方の女性との出会いは、一種の神話として繰り返し旅行記や文学などで表現さ

れてきた。しかし、そのような物語は、アフリカの女王ダイドーを捨てたローマの冒険者アエ

ネースのように、結局西欧男性が東方女性を同化し征服することで終わらなければならなかっ

たのである。

　恋人アントニーの愛情をたえず確かめ、試さずにはいられないクレオパトラは、その激しい

感情の起伏によってアントニーを翻弄し、侍女チャーミアンにまでたしなめられるほどである

（1幕 3場）。統御不可能で、変幻自在なクレオパトラには、＜男性の手に負えない女＞＜理解

できない他者＞とでも言うべきイメージがつきまとっている。

　Loomba は、この劇に東の異教徒やジプシーに対するローマの視点が感じられると指摘して

おり、「シェイクスピアの描く変化に満ちたクレオパトラはジプシーのイメージの反映である」

と述べている（131）。当時ジプシーは漂泊民として西アジア、北アフリカ、ヨーロッパ各地に

散在し、ペテン師や魔術師などのイメージと結びつけられ、しばしばエジプト人とも混同され

たという。

　しかし実際クレオパトラは人種的にはギリシャ系で、エジプト人ではないし、ジプシーの血

を引いているわけでもない。彼女の肌の色はこの劇で 2回言及されている。クレオパトラは、

1幕 1 場でアントニーの部下に‘tawny front’（I.i.6）「浅黒い顔」とうわさされており、1幕 5

場では自ら「日の神フィーバスに焼かれて肌が黒くなり、、、」（I.v.28）と色の黒いことを自認

している。あきらかにシェイクスピアは褐色の肌をもつクレオパトラ像を通して、エジプト的

さらにはジプシー的イメージを強調したかったに違いない。だが彼女の肌はもちろんあくまで

日焼けした色、あるいはせいぜい褐色であり、黒人的黒さであってはならないのだ。ローマの

英雄たちの子どもを何人も産んだ異境の愛人は、娼婦的であっても差し支えないが、決して黒

人であってはならなかったと思われる。

　クレオパトラの演戯的言動、道徳的奔放さ、はげしい感情の起伏などの描写には、西欧世界

を代表する‘文明国’ローマの視点、ひいてはローマを手本とする英国ルネサンス期の男性で

あるシェイクスピアの視点が反映されていることは否定できないであろう。注7　恋に殉じるア

ントニーといえども、クレオパトラを魔女とみなすローマ男性の女性観から免れることはでき

ない。逆上した際彼はクレオパトラを「（ジュリアス）シーザーの食べ残し」（III.xiii.116-17） 

と呼び、男性の欲望（食欲）をかきたてる食物として表象しているのだ。

　アントニーのクレオパトラへの耽溺は、ローマ側から見ると「人種的アイデンティティと男

性性の衰退を示すものである」と Loombaは言っている（133）。言いかえると、アントニーの
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エジプト化は、ローマおよび西欧のキリスト教諸国が東の異教徒やペテン師に改宗されるとい

う恐れにつながるものであったことはあきらかであり、ローマの支配者オクティヴィアス・シー

ザーは何としてでもアントニーの変節を認めるわけにはいかなかったのである。

　男女の役割が転倒したかに見える数々の場面の総仕上げは、何といってもふたりの死のシー

ンであろう。愛のために自滅したアントニーに比べ、シーザーに対する思惑やかけひきを最後

まで捨てなかったクレオパトラの自殺を、ある意味で政治的あるいは男性的な死ということも

できよう。アントニーは、クレオパトラに主導権を取られて死に赴くが、このときわれわれは

男と女の役割が完全に入れ替わったのを知る。男は＜鎧＞を脱いで＜私人＞として死に、女は

名誉を守り通すため＜女王＞の装束を身につけて＜公人＞として死ぬのである。Charnesが述

べているように「アントニーは任務と祖国を捨て女性化して死ぬが、クレオパトラはエロティッ

クではあるが、男性的で政治的なポジションで死んだ」（27-78）とも解釈できるのである。

　しかし、時に男性的ポジションを身にまといながら、結局のところクレオパトラのジェンダー

は基本的には女性的なものとして表象されているといわざるをえない。最後に政治的判断を

誤ったとはいえ、クレオパトラは終始自らの女性としてのジェンダーを最大限に発揮してきた

のだ。エジプトの女王としての彼女のスタンスは強大国ローマに対する従属を基本としており、

伝統的な女性の生き方とそれほど矛盾したものではない。しばしばアントニーに対して女性上

位的な行動をとったクレオパトラは、必要とあらば男性上位を装うこともできた。たとえば、

クレオパトラとアントニーの連合軍がローマ軍に敗れたあと、彼女はシーザーに恭順の意を表

明して、自分の息子にエジプトの王位継承権を認めてもらおうとする。また彼女はシーザーに

調子を合わせて弱い女を演じ、アントニーに引きずられての参戦だったかのようなことさえ口

にするのだ。シーザーと彼女のかけひきを Dusinberreは「政治的な化かし合い」と表現し、ク

レオパトラは男性上位を装っていると述べているが（289）、その＜男性上位の姿勢＞は彼女の

これまでの政治的スタンスと矛盾するものではない。

　シーザーという男性権力者の優位を認め、彼にへつらいつつ彼を欺いたクレオパトラは、結

局＜愛に殉じる女性＞というペルソナをまとって死んだと考えられる。もちろん、彼女にとっ

て生き恥をさらすことを避けるもっとも有効な解決策が「死」であったことはいうまでもない。

クレオパトラにとって「自殺」は、恋する女という演劇的ジェンダーを演じ通しながら、誇り

高いエジプト女王としての立場を全うする唯一の選択肢であったとも言えるのである。

　Loomba は、「クレオパトラはその死によってイシス神となり、同時にアントニーのローマ

の妻となった」（133）と言っている。ふたりはいかに愛し合っていても公的に承認される間柄

にはなりえなかったし、現世つまりローマの支配下ではとうてい夫婦になれない運命であった。

彼女は、死の間際かろうじて＜アントニーの妻＞という「恋する女のペルソナ」をつけて、あ

やうく女王の誇りを守り通したのではないだろうか。

　結局のところクレオパトラは、両性具有的なジェンダーの使い分けをきわめて意識的に行っ

た稀有な女性であるといわざるをえない。エジプトの女王という政治的立場とその立場によっ
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て培われた鋭敏な演劇的自意識が、彼女のジェンダーを極めて両性具有的なものにしたと思わ

れるのだ。

　ジェンダーの観点からみて、クレオパトラのペルソナは大きくふたつに分かれるように思わ

れる。ひとつはローマから見て統御できない変幻自在な東方の娼婦として＜ジプシー的エジプ

ト女＞のペルソナ、そしてもうひとつは豊饒を象徴する多産な女神＜イシス＞のペルソナであ

る。

　彼女が豊饒と多産の象徴＜イシス＞であることは大変重要である。クレオパトラがローマに

とって真の脅威となるのは、その生殖能力によってローマの純血主義がおびやかされるからで

ある。先代シーザーとの間に１人、アントニーとの間に 2人の子をなした彼女が死の直前まで

こだわったのも子どもたちの命乞いであった。彼女は多産な地母神であるがゆえに、ローマの

英雄の私生児を産むことによってローマの植民地支配の最大の脅威となったのである。3幕 6

場の初め、シーザーらがアレキサンドリアにおけるアントニーとクレオパトラの専横ぶりに憤

慨する場面がある。プルタークによると、アントニーはクレオパトラに産ませた二人の私生児

たちを認知したり（113）、   民衆の面前において夫婦気取りで領土を分割したりして（132）ロー

マ人を激怒させたとある。アントニーが私生児たちをはべらせてクレオパトラと公然と王座に

座り、クレオパトラにエジプトの所有権や近隣の王国を与えたことは、ローマとシーザーに対

する公然たる挑戦であり祖国へのもっとも屈辱的な敵対行為であった。

　紀元前 30 年、アントニーとクレオパトラが相次いで自害し、オクテーヴィアス・シーザー

はアレクサンドリアに入城する。ここにアレキサンダー大王のエジプト支配以来 300 年続いた

ギリシャ系のプトレマイオス王朝が滅亡したのだ。ジュリアス・シーザーとアントニーという

ローマの英雄を（ポンペイを入れると 3人までも）篭絡し、エジプト女王として君臨してきた

クレオパトラが、これ以上女を武器にして冷静なオクテーヴィアス・シーザーを懐柔すること

は無理であったと思われるし、敗戦国の王を殺すことはしないという方針を持つローマ帝国に

連れていかれて、捕虜としておめおめと生き延びたいと思うはずはなかっただろう。歴史劇と

も政治劇とも読めるこの物語は、ローマがエジプトを中心とする地中海世界の覇権を握るまで

のプロセスにおいて、歴史上稀有な男女の出会いが巻き起こした愚かしくも魅惑的な人間ドラ

マであったことはまちがいない。世間の道徳や常識を超えた大人の男女の愛を正面から取り上

げたこと自体、当時ユニークな試みであり、シェイクスピアにとっても大きな挑戦だったと考

えられる。その際シェイクスピアが、プルタークやローマの価値観から距離を置き、主人公ふ

たりの魅力を増幅してより肯定的に描いたことによって、現代にも通じるような新しいジェン

ダー感覚や演劇的自意識に貫かれた稀有な愛のあり方を描き出す結果となったのではないだろ

うか。

　両性具有的なジェンダー・ポリティックスを駆使して国を統治してきたクレオパトラが、同

じく両性具有的な大国の英雄アントニーと出会ったからこそ成立した類まれな関係を、かくも

説得力をもって描き出したこの劇はシェイクスピアのひとつの頂点を示すものであろう。そし
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てそれは壮麗なイメージャリーや比類なく豊かな言語表現に支えられて初めて達成された力技

であったことはたしかである。たぐいまれな主人公たちの大きさと個性、そしてクレオパトラ

の演戯的言動がシェイクスピアの創作意欲や演劇意識をかきたて、かくもユニークで現代的な

劇を生み出すきっかけになったのではないだろうか。この劇は、彼の鋭い演劇意識と劇作家と

しての強い自負心が生み出した、従来の価値観や歴史に対する壮麗な＜虚構の勝利＞とも考え

られるのである。

注
 1． プルターク（?46-120）の『英雄列伝』Parallel Lives（Plutarch's Lives） は、基本的にアントニーとクレオ

パトラに対して批判的な立場をとっており、クレオパトラはローマの英雄たちを骨抜きにして破滅させ

た妖婦で、アントニーは女のために堕落してローマの国益をないがしろにしたとされている。シェイク

スピアはプルタークの『英雄列伝』に依拠し、ふたりの弱点を描きながらも、華麗な表現によってふた

りの個性と魅力を強調し、彼らの出会いと恋を理想化しているといえよう。プルタークによると、放縦

で単純で好色なアントニーは、ファルビアとの最初の結婚でかかあ天下に慣らされたこともあって、容

易にクレオパトラに支配されるような男になったと書かれている（81, 82）。

 　シェイクスピアが依拠したのは、  Sir Thomas North による英訳（1579）であるが、プルタークの『英

雄列伝』は純然たる史実を記した客観的な歴史書ではなく、特定の倫理観で歴史上の人物を語ったもの

である以上、シェイクスピアが独自の解釈で登場人物を描き出す余地は十分あったと言えよう。

 2． 「イシス」はエジプトの守護神とされている豊饒の女神である。エジプトの支配層はギリシャ系で、ク

レオパトラの祖先もギリシャ系だったので、クレオパトラはエジプト人に対して意識的に自らを「イシ

ス」として印象づけようとしたと思われる。

 　シェイクスピアはクレオパトラをエジプト人として描き、繰り返しアントニーに「エジプト」と呼ば

せている。

 3． アエネースとダイドーはウエルギリウス（70-19 BC）の叙事詩『アエネード』Aeneid（30-19 BC）に出

てくるローマの冒険者とアフリカの女王。アエネースは、カルタゴの女王ダイドーに愛されるが、彼女

を捨ててローマに帰国する。ローマ帝国（文明国）の男らしさをだめにする異郷の女という図式のねじ

れた形を『オセロ』に見るパトリシア・パーカーは、アントニーとクレオパトラにもアエネースとダイドー

のエコーを見出している。ミソジニー（女性嫌悪）とオリエンタリズムが合体して、女に支配された異

郷の王国カルタゴとクレオパトラのエジプトを結びつけることは当時受け入れられやすい概念であった

と思われる（Parker 97）

 4． ヘラクレスとオムファーレは、ギリシャ神話の人物。英雄ヘラクレスは自分の犯した罪をつぐなうため、

リディアの女王オムファーレのもとに奴隷として売られ、3年間女装して仕えていたとされる。Orgelは、

女に仕えた男すなわち女性化したアントニーと、男を支配した女すなわち男性化した女クレオパトラを、

ヘラクレスとオムファーレにたとえている（78-79）。

 5． 『プルターク英雄伝』はエノバーバスについて、「アントニーを裏切り、カエサルに走る。アントニーの
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寛大さに触れ、自分の不信と裏切りが発覚したとでも思ったのか、まもなく後悔して死んだ」と書かれ

ている（141-42）。シェイクスピアは自分の劇で彼の人物像を複雑にし、非常に大きな役割を持たせたが、

彼の死についてはプルターク同様、あいまいさが残っている。

 6． 従来の悲劇のコンベンションから判断すると、この劇は正統的な悲劇とは言いがたいところがあり、主

人公たちが矛盾に満ちた存在であるゆえに、かれらに共感できない人々の反発を招いてきた。しかし近

年この劇に喜劇的要素を認めたり、ローマ対エジプトの対立を中心的なものと考えず、劇のマイナーな

人物たちに注目したり、ジェンダー・ポリティックスの新しい可能性を示すものとしてとらえる動きが

ある。

 　Singhは、この劇の矛盾や一貫性のなさに、ブレヒト的異化効果があると考えている（415-427）。

 7． ヨーロッパ男性が異境・異教の女性と結びつき、征服したり同化・改宗させるという図式は、男性の性

的欲望と結びつき、古典文学における大変魅力的なテーマであった。異境・異教の女性のイメージは、

征服すべき＜領土＞や＜新天地＞となり、ルネッサンス期に殖民地との貿易が内包する魅力と危険を意

味するようになっていったと考えられる。
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