
イギリス・ルネサンスにおける「クレオパトラ文学」
－シェイクスピアのクレオパトラとその姉妹たち

‘CleopatraLiterature’intheEnglishRenaissance：

Shakespeare，sCleopatraandHerSisters

北村　紗衣
KIT剋MURA，Sae

『ァントニーとクレオパトラ』は、男性が中心となることの多いシェ

ィクスピア悲劇には珍しく、クレオパトラという女性が大役を担う

芝居である。クレオパトラはアントニーとともに主役をつとめ、ア

ントニー亡き後の第5幕は1人で芝居を牽引し、彼女の死でこの悲

劇は終わる。喜劇も含めてシェイクスピア劇には肉感的な女性がそ

れほど登場しないことを考えると1、官能性と機知を兼ね備えたク

レオパトラが主役をつとめる『アントニーとクレオパトラ』は特異な

作品である。

クレオパトラの性格造形は批評家や読者、観客からしばしば独創

的かつ魅力的だとして称賛されてきたが2、シェイクスピアはこう

したクレオパトラ像を一から自分の手で作り出したわけではない0

クレオパトラはヨーロッパの文芸において伝統的に人気のある題材

であった。シェイクスピア措くところのクレオパトラは、古代から

ィギリス・ルネサンスの先行作品に登場するクレオパトラたちとい

かなる共通点を有し、またいかなる点で異なっているのであろうか0

本論考においてはイギリス・ルネサンスの時代に影響力のあった作

品群に登場するクレオパトラ像とシェイクスピアが措いたクレオパ

トラを比較することを通して、『ァントニーとクレオパトラ』か汗ク

レオパトラ文学」とも言えるようなヨーロッパの長い伝統の中にど

のように位置づけることができるのかを検討したい0

1．イギリス・ルネサンス以前のクレオパトラ像

1－1．古代のクレオパトラ

シェイクスピアが『ァントニーとクレオパトラ』の種本としたのは

主に古代の文献であったが3、M・L・ウイリアムソンが指摘して

いるように、古代の文献の多くはクレオパトラの物語を政治史の枠

組みでとらえ、恋愛の要素を描かなかった（19）。ローマの詩人にとっ

て、オクテーヴイアス・シーザーがクレオパトラを打ち負かした紀

元前31年の出来事はまだ「伝説」にはなっていない生々しい過去で

ぁり、クレオパトラは恋愛詩のヒロインではなくあくまでもローマ

1この点については河合28－30

も参照。
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Hulsc，Ch．4も参照。
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の政敵だった。

ルネサンスの基礎教養だったラテン語の詩においてクレオパトラ

の役柄は小さい。ウェルギリウスの『ァェネーイス』4や、オウイデイ

ウスの『変身物語』5では、クレオパトラはエジプト女王として数行

言及されるのみで、図有名すら登場しない。1627年にトマス・メ

イの英訳が発表されたルーカーヌスの『フアルサリア』6では、クレ

オパトラは「エジプトの面汚し、ローマの邪悪な怒り、イタリアの

恥辱となるまでに不貞」（10．70－1）、「弟のベッドを楽しむだけでも、

またエジプトの王冠を楽しむことでも満足しない」（10．161－2）と描

写され、近親相姦に耽る野心的な女性として批判される。

こうした中で例外的なのはホラーティウス『歌章』第1巻第37歌、

通称“CleopatraOde”である7。この作品はクレオパトラという固有

名を出さず、政治を主題とする点においては他の詩人の詩と共通し

ているが8、オクテーヴイアスとクレオパトラの戦いを多様な角度

から描き出している点に特徴がある。ホラーティウスはクレオパト

ラをローマに刃向かう「破滅をもたらす怪物」（21）と呼ぶ一方、そ

のセクシュアリティについては‘‘monstrum，，という言葉で曖昧に暗

示するのみで明示的な批判は避け、オクテーヴイアスのローマ凱旋

に捕虜として引かれていくのを拒んで潔く自殺する様子を「卑しか

らぬ女」（32）と称える。このような複数の視点の混在は、クレオパ

トラに対する登場人物の称賛と非難が交錯する『ァントニーとクレ

オパトラ』を思い起こさせる。

詩がアントニーとクレオパトラの関係をほとんど取り上げていな

かったため、史実に関してシェイクスピアは歴史書を頼るはかなかっ

た。基本的な種本はトマス・ノースがフランス語から英訳したプル

タルコスの『英雄伝』であり、この他に1578年に出たアツピアノス

の『内乱記』の英訳と、1602年にトマス・ロッジによる英訳が出た

フラウイウス・ヨセフスの『ユダヤ古代誌』も参照したと考えられる9。

これら歴史書の多くはクレオパトラの性的堕落や残虐性を厳しく

批判している。『内乱記』では、若者のように恋に狂ったアントニー

が「神への尊敬も払わず、クレオパトラがしてほしがることを全てやっ

た」10と、クレオパトラがアントニーに与えた悪影響が言及されて

いる。ユダヤ人の歴史を主題としていたヨセフスはローマよりもむ

しろユダヤの強力な仮想敵としてクレオパトラを措き、「当時最も

著名で高貴な女」11であるが、「生来強欲な傾向があるがゆえに、い

かなる種類の堕落した行いも悪行も慎むことはなかった」（388）と、

弟妹殺しやユダヤの領土に対する野心に言及する。ユダヤの王へロ

デを誘惑するなどの醜聞にも触れ、アントニーとの関係についても「も

し何かのきっかけや必然によってクレオパトラの友誼が試されざる

を得ないような状況になれば、疑いなく彼女は［アントニーを］見捨
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てるだろう」（389）と、純粋に利益のためのものだったと記している。

シェイクスピアはへロデ誘惑の挿話などは取り入れていないが、こ

れはおそらく後述するような中世の恋物語の影響により、シェイク

スピアがアントニーとクレオパトラの愛を強調しようとしていたた

めだと考えられる。

シェイクスピアが主な種本としたノース訳のプルタルコスにおい

ては、クレオパトラに対する批判は多少和らげられている。クレオ

パトラは「高貴な血筋と権力において、その時代ではアルサケスを

除いて他の全ての王に抜きんでる女王」12であり、彼女との結婚によっ

てアントニーは「さらにずっと偉大な存在になった」（120）が、一方

で2人の関係はオンフアレとヘラクレスに喩えられ（319）、アントニー

がクレオパトラに操られていることが暗示される。このようにプル

タルコスはアントニーとクレオパトラの関係を批判一辺倒ではなく

両義的なものとして措いており、他の文献に比べてエピソードも豊

富であるため、シェイクスピアにとっては利用しやすかったと思わ

れる。

一方で「アントこウス伝」と題されていることからもわかるように、

プルタルコスの著作の主題は他の歴史書と同様、アントこウスの政

治生活であって恋ではない。シェイクスピアは恋愛悲劇を執筆する

にあたって、クレオパトラの役柄に大きな変更を加えた。プルタル

コスのクレオパトラはひたすらアントニーに阿るばかりだが（38）、

シェイクスピアのクレオパトラはわざとアントニーに冷たくするな

ど演技を駆使して相手の気を惹く13。「美においても年の若さにお

いてもオクテーヴイアに勝ることはない」（79）プルタルコスのクレ

オパトラに対して、シェイクスピアのクレオパトラはオクテーヴイ

アよりも美しいと2度に亘ってほのめかされる（II．vi．122－31；III．

iii．1ト41）。このため相対的にオクテーヴイアの役柄は小さくなり、

オクテーヴイアスを嘆願で動かすほど雄弁で、2人の娘の母でもあ

るプルタルコスのオクテーヴイアは（282）、『ァントニーとクレオ

パトラ』では子供がなく（III．xiii．106－9）、「冷たく、口数が少ない」（Il．

前．122－3）女性になっている。こうした変更は、フイツツが指摘す

るようにシェイクスピアがプルタルコスよりもはるかにクレオパト

ラの人物像に興味を抱き（195）、その役柄を大きくしようとしてい

たことを示すものだと言える。

古代の文学において、批判の度合いは異なるにせよ、クレオパト

ラは多かれ少なかれ否定的に措かれていた。ホラーティウスのよう

に恋愛を離れた政治的文脈でクレオパトラを評価する詩人や、プル

タルコスのようにアントニーとクレオパトラの関係に複雑な色合い

を与えた歴史家もいるが、全体としてはアントニーとクレオパトラ

の結びつきはローマに刃向かう姦通として政治的観点から非難され

12　創血城山玩叫VOl．6，120．

プルタルコスの引用は全て1899

年に出版されたトマス・ノースに

よる英訳のリプリントによる。

13　ノ転知り朗重α呵地物（以下

JC），I．ili．3－5．シェイクスピアの

引用は全てリヴァーサイド版第2

版による。
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ている。

こうした古代の種本に比べて、シェイクスピアははるかにクレオ

パトラの役柄を大きくし、美化している。このようなクレオパトラ

の性格造形における変更のうち、シェイクスピアが独自に施したも

のはどの程度であり、また古代以降に起こったクレオパトラ像の変

化に起因するものはどの程度を占めるのであろうか。この点を見極

めるには、中世以降のクレオパトラ像の変遷をも見ていく必要があ

ると考えられる。

1－2．中世・ルネサンスのクレオパトラ

中世後期からルネサンスの文芸において、アントニーとクレオパ

トラは一転して恋物語の登場人物となる。古代の文学の中心的なテー

マであった政治性は薄められ、批判の対象となるにせよ、称賛され

るにせよ、恋人としてのクレオパトラに焦点があてられるようになる。

イタリア・ルネサンスのクレオパトラ文学の特徴は、過度な愛に

よって滅びた女として戒めの意図をもってクレオパトラを描いてい

る点である。ダンテの『神曲』では、クレオパトラは愛欲者が落とさ

れる地獄の第二圏で罰せられる（地獄編V63）。ぺトラルカの『幸と

不幸の治療』（エkjk椚戯弘と方γ叫四九血醐）第2巻19番「無情な妻

について」（“DeImpormnaUxore’’）では、トロイのへレネやパイド

ラーと並んで姦通の秦の代表としてクレオパトラが挙げられる。ボッ

カチオもこうした描き方を踏襲しつつ、クレオパトラの野心と性的

堕落を強調した古代の文学に近い表現も取り入れている。ボッカチ

オの『名婦列伝』（かど〟〟〟件娩灯C肋壷）第88章の主人公はクレオパ

トラであるが、彼女は「このような祖先と美しい顔以外に、彼女を

輝かせる栄光のしるLはほとんど全くなく、反対に強欲と残忍と贅

沢で世界中に名を馳せた」14暴君であり、性的にも「あたかも東方の

王たちの娼婦のよう」（364）に堕落していた。ボッカチオはクレオ

パトラの死に関して二つの説を紹介しており、一つ釧まクレオパト

ラが毒蛇を用いて自殺するという人口に脾泉した説であるが、二つ

めはアントニーとの感情のもつれの末に毒殺されるという説である。

ボッカチオは二つめの説を紹介することにより、クレオパトラの死

を決然たる自殺ではなく、男女の痴情のもつれによるスキャンダラ

スな殺人に還元し、クレオパトラを否定的に描き出そうとしている

と言える。M・へイマーは、この作品の目的は「異教の昔から個々

の女たちの人生を集めた著作をものすことによりr（他者という）女性』

を刻みつけること」（30）だと指摘しているが、残虐な行為に手を染め、

愛欲の末に自らも殺人の被害者となる異教徒クレオパトラは、他の

章で取り上げられる忍耐強いキリスト教徒の女たちとは対照的である。

一方、イギリスの詩人の態度はイタリアの文士たちとは少々異なる。
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チョーサーの『善女物語』（乃ビ上野乃♂〆G旭の菊間川）第1歌は「エジ

プト女王たる殉教者クレオパトラの物語」であり、クレオパトラを

愛に殉じた美女として描き出す15。クレオパトラはアントニーの「妻」

‘‘wif，，（615）で16、姦通ではなく2人は正式に結婚しており、その間

柄は利益のためクレオパトラがアントニーを誘惑したのではなく、「激

情」（599）によって燃え上がる相互的な愛である。「全裸で」（696）毒

蛇のもとに向かうクレオパトラは性的な存在ではあるが、そのセク

シュアリティは娼婦のものではなく夫に殉ずる妻のものであり、彼

女は「自らの愛にこれほど忠実であった女はいなかったとよくわか

るだろう」（694－5）と語って死ぬ。

この詩は愛の賛歌のように見えるものの、チョーサーは最後の部

分で「これほど忠実にして堅固で、愛のた糾こ惜しげもなく死を選

ぶ者を見つける前に、神よ、我々の頭が痛まないようにしてくだ

さいますよう！」（703－5）と、称賛とともに驚き呆れる感情をもほの

めかす17。このような複数の視点の共存はクレオパトラを徹底して

否定的に描いたイタリア・ルネサンスの著作とは異なり、道徳的判

断がはっきり示されない構造はシェイクスピアの『アントニーとク

レオパトラ』に近いと言える。

中世以降のイギリスの文筆家たちは、おおむねチョーサーの描

き方を踏襲した18。ジョン・ガワーはチョーサーと同様19、クレオ

パトラを愛のため蛇穴に入って自殺する「いたましき女王」（VIII．

2572）として措いた。ジョン・リドゲイトは、それぞれ別の詩でア

ントニーのクレオパトラに対する愛と（乃′呼ん〆G血∫778－9）、クレ

オパトラのアントニーに対する愛を措写しており（〟i乃∂r乃g椚∫，PartI，

‘AVhlentinetoHerthatExcellethAn”60）、2人を愛し合う悲劇的

なカップルとしてとらえていた。詩ではないが、『内乱記』の英訳版

に補遺として収められている、ポンペイの死以降の欠落部分を扱っ

た「アレクサンドリアのアツピアノスに続けてJ”Continuationof

AppianofAlexandria”においてもクレオパトラはアントニーの「妾」

（395）として死ぬ覚悟について独白してから死んでゆく。

古代においては政治史のひとこまであったアントニーとクレオパ

トラの物語は、イタリア・ルネサンスにおいては過度の愛を戒める

教訓物語となり、中世以降のイギリスにおいては非難の色合いが薄

れて愛の悲劇と見なされるようになった。この変化の過程は、クレ

オパトラの物語から政治性が薄れていく過程でもある。ボッカチオ

においては無能な暴君としてクレオパトラを政治的に批判する要素

があったが、チョーサーのようにクレオパトラを愛の殉教者として

称える物語からは政治性は払拭されている。ヒューズ＝パレットが

指摘しているように、この時期のクレオパトラは「良き女になるも

のの、自らの命で評判を回復するためのつけを払わねばならない」

15　チョーサーの引用は全てリ

ヴァーサイド版第3版による。な

お、チョーサーがrアントニー

とクレオパトラ」に与えた影響に

関してはSchanzerの“‘A由り

〟乃JCん乎〟如’and‘乃ど上竹壷

ゲCクのり穐明〃㍗を、シェイク

スピアとr善女物語」に関しては

1hompson第3章を参照。

16　中英語の“wir”は「妾」以

外に「女」という意味があるが、

チョーサーの恋愛詩に現代英語

の訳注を付したアンソロジー上卯〝

もわ〝∫及び日本語訳r善女物語J

は「要」という解釈をとっている。

17　こうしたチョーサーの表現を

根拠にこの作品は純然たる蔑刺

詩であるとするGodd乱rdのような

批評家もいる。こうした見解への

反論としては、Robinson482及

びHughes－Hanctt148を参照。

18　ガワー及びリドゲイトのrアン

トニーとクレオパトラJへの影響に

関してはHamiltonを参照。

19　Cク痺∫∫如月朋がi∫，547の

Macaulayの注釈及びntolock

99を参照。ガワーの引用は全

てmgC♂〝少的酌r貞∫西方乃

G甑巧VO1．3による。なお、解釈

にあたっては日本語訳r恋する男

の告解」も参照した。
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20　メアリ・シドニーによるガ

ルニエの英訳は乃パ叫控茄〆

止血剤むめ血前略7‰CO〟乃ね∫∫

〆乃鼎h起し鋤血液など様々な

名称で呼ばれているが、本論文

においてはHann勒Kinnamon

andBrennan編の∫どんr虎が朋も戎∫

〆肋γ揖句迅屈叫雷抑血∫

〆乃鼎h血に倣ってrアントニウ

ス」と表記する。ただし劇中にお

ける呼称としてはおおむね「アント

ニー」が用いられているため、主

人公の名としては「アントニー」を

用いる。以下シドニーの引用は全

てこの版による。

21ダニエルがメアリ・シドニー

から受けた影響に関してはRees，

∫〟椚〟′／♪〟乃Jg／第3章を、ダ

ニエルの種本についてはRees，

“SamuelDaniel’S‘α呵旭ね’and

TwoFrenchPl野S”を参照。

22　執筆年代及び当時の知名

度については£／izdん蕗Cβワ，

乃ど痺車〆〟〟r由桝，乃ど凡ir

e肌里〃mγ彿射侮心ゆ

凡戊元間d・餓rエ炉に収録されて

いる、編者のⅥ屯ncrとhrguson

によるIIltrOduction5－6を参照。

rメアリアム」の引用は全てこの版

による。

23　rアントニウスJのシェイ

クスピアに対する影響に関し

てはSchanzer，‘“〟乃′間γ〃乃J

CleQOfra”andTheCountess

Pembroke’“J乃山方〟∫”’及び

Brower346を、ダニエルがシェ

イクスピアに与えた影響について

はNormanやSeronsy及びCraig

272を、プランドンとシェイクスピ

アの類似についてはChambcrs，

vol．1，478を参照。rメアリアムj

とrアントニーとクレオパトラJのど

ちらが先に執筆されたかははっき

りしないが、Brashca∫はrメアリア

ム」が先に執筆され、シェイクスピ

アがrオセローJ及びrアントニーと

クレオパトラJを書く前にこの作品

を読んでいたと推定している。

R
■
題
一

（168）。詩人たちはクレオパトラを古代に作られた悪女像から救い

出して文芸の主題として美化するため、政治家としての側面を無視

し、アントニーに殉死する貞淑な「妻」として描き出すという戦略を

とっていた。

2．イギリス・ルネサンスのクレオパトラたち

演劇が興隆したイギリス・ルネサンスにおいて、クレオパトラは

しばしば悲劇に取り上げられた。『ァントニーとクレオパトラ』は

1606－7年頃に書かれたという説が有力だが（Neil122）、それ以前に

多くのクレオパトラ劇が執筆されている。こうした作品の囁矢と言

えるのが、ロベール・ガルニエが1578年に発表したフランス語の

戯曲『マルク・アントワーヌ』をメアリ・シドニーが英訳し、1592

年に出版した『ァントニウス』である20。この作品の影響を受け、サ

ミュエル・ダニエルは英語による最初のクレオパトラ劇『クレオパ

トラ』を1594年に執筆した21。この後、サミュエル・プランドンが

1598年にオクテーヴイアをヒロインとする『淑徳の誉れ高きオクテー

ヴイア』（以下『オクテーヴイア』）を上梓し、1603年から1609年の

間頃にはエリザベス・ケアリが『麗しきユダヤの女王メアリアムの

悲劇』（以下『メアリアム』）を書いている。この作品は一度も上演さ

れず、『ァントニーとクレオパトラ』より後の1613年に出版された

が、原稿の状態で様々な読者に読まれていたと考えられる22。シェ

イクスピアはこうした作品群から影響を受けていたと考えられる一

万23、1607年にダニエルが『クレオパトラ』を改訂した際には逆に『ァ

ントニーとクレオパトラ』を参照したと推測されている（Rees，‘An

ElizabethanEyewitnessofAntoyandC物＞a如r）。先行作品群と『ァ

ントニーとクレオパトラ』の間にはいかなる共通点があり、またシェ

イクスピアのクレオパトラはいかなる点において独自性があると言

えるのか。本節ではとくにクレオパトラの気まぐれな性格、アント

ニーとクレオパトラの家庭生活、クレオパトラの政治性という三つ

の要素に着目し、それぞれの作品の比較を通してシェイクスピアの

クレオパトラ像をいかに位置づけるべきか考案する。

2－1．気まぐれな美女

イギリス・ルネサンスのクレオパトラ劇に共通しているのは、ク

レオパトラを極めて美しい女性として描いていることである。オク

テーヴイアの美をクレオパトラより上に置くプルタルコスの記述の

なごりはイギリス・ルネサンスにおいてはほぼ影を潜める。『ァン

トニーとクレオパトラ』でイノパーパスがクレオパトラの美を称え
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る修辞をこらした一場ほどではないが（II．ii．190－239）、他の作品で

もクレオパトラの美は詩人の腕の見せ所である。ガルニエ作、シド

ニー訳の『ァントニウス』のクレオパトラ（以下「ガルニエ＝シドニー

のクレオパトラ」と表記）は「天の妖精」（II．728）と呼ばれ、美貌と才

気を称賛される（II．719；II．727－32）。ダニエルのクレオパトラは「栄

光ある貴婦人にして強き女王」24であり、アントニー死後の意気消

沈した姿ですらドラベッラを魅了するほど美しい。ブランドン作『オ

クテーヴイア』でも、クレオパトラは「その美が男の精神をあまりに

も圧倒してしまうような」25「天使のごとき女王」（III．1229）である。

『メアリアム』では、クレオパトラは死後もなお東方の美しい女王と

してヒロインのメアリアムと所を競う存在である26。

クレオパトラの美貌はしばしば厄災の元として措かれる。ガルニ

エ＝シドニーのクレオパトラは「あまりに麗しい我がかんばせのせ

いで私の境遇は惨めになってしまった」（II．437）と自らの美を呪い、

ダニエルのクレオパトラも美貌が何の役にも立たないと嘆く（IIII．

1081－9）。女が自らの美を不幸の源として呪う台詞はイギリス・ル

ネサンス演劇にしばしば登場するにもかかわらず27、『ァントニー

とクレオパトラ』にはこうした場面はない。

ヒロインが自らの美を呪うモチーフをシェイクスピアが採用しな

かったのは、クレオパトラをより自信に満ちた女性像として措くた

めであったと推定できる。先行作ではしばしばクレオパトラが自ら

の過ちを後悔する様子が措かれる。ガルニエ＝シドニーのクレオパ

トラはアクティアムで「恥ずべき逃亡」（11．443）をした自らを非難し、

無謀な戦闘を試みて失敗したのは自分の責任だと語り（459）、誤報

を流してアントニーを死なせたことを悔いる（V1810－41）。ダニエ

ルのクレオパトラも「へつらいによって自分が自分でないなどと説

得されてしまうほどに、私は自らの弱きを覆い隠していたものなの

か？」（1．35－6）と告白する。一方でシェイクスピアのクレオパトラは、

アクティアムの海戦についてはイノパーパスに問うて自らに責任が

ないことを確認し（III．元ii．ト13）、アントニーの自殺についてもほ

とんど反省の色を見せない。

シェイクスピアのクレオパトラは他作晶のヒロイン達に比べて後

悔や遽巡の感情をそれほど表さず、より気まぐれさが強調されてい

る。この気まぐれさの表現にあたって特徴的なのは、シェイクスピ

アが先行するクレオパトラ劇からクレオパトラ以外の登場人物の行

動を抜き出し、自作においてクレオパトラのものとしているのでは

ないかと思われる点である。

『ァントニーとクレオパトラ』には、嫉妬からオクテーヴイアのこ

とを事細かに尋ねるクレオパトラに対して、使者がその容姿をこと

さら不器量に報告する場面があるが（III．iii）、ブランドンにおいて

24　C顛押如，V．i．1376．ダニ

エルの引用は全て乃Hh叫施

術戒止り飯田独り玩∫どによる。

2　7如rけ〟紺∫Or／〟の〃

（0Ⅹford：MaloneSocietY，

1909），III．1330．プランドンの引

用は全てこの版による。

26　この点に関してはWcller

andFerguson，Introduction41

の注解も参照。またGutierrez

は、ケアリはクレオパトラを描くに

あたってダニエルのrクレオパトラ』

に対抗しようとしていたと分析する

（233）。

27　シェイクスピアの五九矧d

ZIZ，II．i．229－30や、Thomas

Middleton，脇桝のLβの臥射り

脆椚網，Il．ii．423などに同様のモ

チーフがある。
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28　Schanzer，乃gPrdん別物∫

〆ぶん止呼紺rg133・問題劇の定
義に関しては同6ページも参照。

もオクテーヴイアに味方するローマの女性ユリアとカミラがクレオ

パトラの容姿を気にし、それに対してゲミナスがエジプト女性の美

はローマ女性には及ばないと女たちに阿る場面がある（0戒細壷，V

1933－50）。ここでゲミナスを質問攻めにするのはオクテーヴイア

自身ではないが、恋敵の容姿を気にして使者を質問攻めにする女と

それに阿る使者というモチーフは同様である。シェイクスピアがど

の程度ブランドンから影響を受けていたかははっきりしていないが、

この類似が意図的であるとすると、シェイクスピアはローマの貴婦

人とクレオパトラが同じような状況において同じような振る舞いを

する様子を描くことにより、エジプトであってもローマであっても

変わらぬ女性の嫉妬心をやや皮肉な調子で暗示しているとも考えら

れる。

『メアリアム』に登場するメアリアムの夫へロデの振る舞いにも、

シェイクスピアのクレオパトラを思わせるところがある。メアリア

ムの不貞を疑ったへロデは妻の処刑を命じるがすぐに後悔し、その

死を知らせる使者が自らのところにやってくると、使者を無視して「な

んと？我がメアリアムは生きているのか？喜ばしい、大変喜ばしい」

（Vi．13）と言い、「お願いだから死んだとかいうような話はするな」

（Vi．17）と哀願する。『アントニーとクレオパトラ』においては、ア

ントニーの結婚を知らせるため送られてきた使者に対してクレオパ

トラが「アントニーが死んだ！悪党め、もしそんなことを言ったら

お前は女主人を殺すことになる」（II．Ⅵ26t7）とわざと早合点して使

者を殴るなどの大騒動を演じる。この二つの場面は、主君が使者を

勝手に遮って騒ぐという同じ構造になっており、へロデもクレオパ

トラもともに気まぐれさが原因で配偶者を死なせてしまう人物であ

る。シェイクスピアはオリエントの王に典型的とされる気まぐれさ

を措くにあたって、『メアリアム』のへロデの振る舞いをより派手な

形に脚色し、クレオパトラのものとしたのではないかとも考えられる。

クレオパトラの気まぐれさは批判の対象にもなるものであるが、

そのあからさまな発露は自らの女性としての魅力を高めるための意

図的なものでもあり（I．iii．6－10）、また強い権力を持つ女王だから

こそ許されるものでもある。シェイクスピアは先行作品からクレオ

パトラの悔悟の要素を薄め、一方で様々な表現を借りてきて気ま

ぐれさを強調することにより、見方によっては身勝手でもあるが、

開き直った強さと魅力を有しているともとれる独特の女性像を作り

上げた。このように複数の見方が可能なヒロインの性格造形は、『ア

ントニーとクレオパトラ』が観客が態度を決めかねるような複雑な

モラルの問題を提示する「問題劇」28と見なされる一因になっている

と考えられる。
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2－2．愛と家庭

イギリス・ルネサンスのクレオパトラ劇の主な主題は恋であり、

クレオパトラは多くの作品で情熱的な恋人として措かれる。『ァン

トニーとクレオパトラ』において、アントニーがエジプトを去る時

には離れたくないと言って相手を困らせ（I．iii．13－101）、側にいな

い時は恋しがり（I．u）、再婚には嫉妬し（ll．V．57－106；lll．iii．）、最

後の場面ではアントニーの名を呼びつつ死んでいくクレオパトラは

（Vii．312）、政略のためにオクテーヴイアスに取り入るなどしてア

ントニーを翻弄するものの、結局はアントニーに強い愛を注ぐ女性

である。

主役の2人が正式に結婚しておらず（H．ii．122）、子供への言及も

少ない『ァントニーとクレオパトラ』に比べて、先行するクレオパト

ラ劇では家庭的な夫婦愛が強調される傾向がある。とりわけ『ァン

トこウス』には一種の家庭悲劇としての色彩があり、この作品のク

レオパトラは妻としての愛と母としての愛の間で引き裂かれてい

る。ガルニエ＝シドニーのクレオパトラは「愛しの夫」（V1830）ア

ントニーを想う妻で、第2幕では夫が死ぬなら後を追うと半狂乱に

なってチャーミオンになだめられ、アントニーの死後も「あなたの

妻、あなたの友」（V1973）だと宣言する。一方でクレオパトラは子

を持つ母でもあり、アントニーの死にあたって妻の役割と母の役割

を天秤にかけることを迫られるが、クレオパトラの心は最終的には

夫に傾いていく。クレオパトラは「ご子息方のために生きるのです」

とチャーミオンに請われて「いえ、子供のお父様のた糾こ死ぬの」（II．

562）と答え、再びチャーミオンに「冷たいお母様ですね！」となじら

れて「優しい妻なの」（II．563）と返す。第5幕の自殺の場では、ユー

フロンから子供達を守るため自殺を思いとどまるよう説得されるが、

クレオパトラは結局、アントニーを破滅させたことへの後悔を示し

て死を選ぶ。この結末はクレオパトラを忠実な妻として描き出すこ

とで哀れを誘う一方、母としての責任を放棄した女として価値を切

り下げてもいるという点においてアンビヴァレントである。『ァン

トニウス』において、熱烈な変は母としての役割と妻としての役割

を不調和に陥らせる悲劇の原因であり、クレオパトラは良き妻では

あったが、良き母にはなれなかった女性である。

ダニエルのクレオパトラも「アントニーのもとに我が魂を自ら運

ぶ」（Vl187）ために自殺する忠実な妻だが、『クレオパトラ』におい

て焦点があてられているのは妻としてよりもむしろ母としての役割

である。この作品の特徴は子供への言及が多いことで、とりわけク

レオパトラの息子シザーリオを殺したオクテーヴイアスは劇中で厳

しく批判される。シザーリオは台詞の上でしか登場しないが、臣下

のロドンによるとクレオパトラは「この貴重な宝石、私が持つ最高

イギリス・ルネサンスにおける「クレオパトラ文学」（北村紗衣）



のもの、私が一番大事にしている我が魂の宝」たる息子をオクテー

ヴィアスから守るためインドへ逃がそうとした（IIII．870－81）。子

の身を慮るクレオパトラの態度は母としての愛と女王としての政治

的配慮に満ちたものだが、努力も空しくシザーリオはオクテーヴイ

アスに殺される。『リチャード3世』で幼い王子暗殺を打診されたバッ

キンガムの遽巡や（IVii．12－26）、『ジョン王』における追い込まれ

たアーサーの死などに見られるように（IViii．）、子供の殺害はエリ

ザベス朝の演劇において残虐行為の代表と見なされるものであった。

『クレオパトラ』でも、「神は無垢の子の恨みを晴らしてくれる」（IIII．

1062）と、聖書におけるへロデの嬰児殺しがシザーリオの死に重ね

られ、オクテーヴイアスは「血まみれの手で他の氏族の継承を断ち切っ

た」（HII．1029－30）と非難される。『クレオパトラ』において、ダニ

エルは子供を逃がそうとしたクレオパトラの親心を強調し、それを

阻んだオクテーヴイアスに批判の目を向けることにより、クレオパ

トラが悪しき母として価値切り下げにあうことを避けようとしてい

ると考えられる。『ァントニウス』とは異なり、ダニエルのクレオパ

トラは忠実な妻であると同時に愛情深い母でもある。

先行作品にはこのように母としてのクレオパトラが描かれている

にもかかわらず、シェイクスピアは母子の関係をほとんど措かなかっ

た。『ァントニーとクレオパトラ』のクレオパトラは多産で、ジュリ

アス・シーザーとの間にはシーザリオンが、アントニーとの間にも

数人の子供がいるが（IH．vi．5－8）、舞台には登場しない。クレオパ

トラが子供に言及するのはエジプトの統治に関連した話題において

のみである。クレオパトラはアントニーへの愛を誓う際、もし自分

がアントニーを愛さなくなるようなことがあれば自分も「わが腹の

記念」“thememoryofmywomb”たる子供もエジプトとともに減び

るがよいと誓い（III．dii．159－67）、アントニーに頼んでシーザリオ

ンを王位につけるが（III．前．12－15）、『ァントニウス』や『クレオパト

ラ』にあるような母子の関係に焦点をあてた台詞はない。

シェイクスピアにおいて母としてのクレオパトラが措かれていな

いのは、政治と恋愛というこの劇の二つの軸に観客の注意を引きつ

けるためだと考えられる。『ァントニーとクレオパトラ』の政治的主

題はエジプトとローマの関係であり、子供たちはエジプトの継承と

いう政治劇の枠組みの中でのみ言及される。一方で家庭における子

供の存在を前面に出さない描き方は、前述したようなクレオパトラ

の気まぐれさともあいまって、この作品のもう一つの主題であるア

ントニーとクレオパトラの関係を家庭的な夫婦愛ではなく別離と再

会を繰り返す恋人同士の激しく不安定な愛として提示する。家庭的

な側面を切り捨てることによって男女の激しい愛を強調するという

表現は、マクベス夫人が夫のためなら自らの乳が胆汁に変わっても
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よいと祈り（I．Ⅵ47－48）、母であることをやめてでも夫への愛を貫

こうとする『マクベス』とも共通する手法である。クレオパトラは恋

人の死後に母としての側面をようやく見せる。アントニーの自殺の

後、クレオパトラは息子への王位継承をオクテーヴイアスに嘆願す

る（Vii．18－9）。自殺の直前、クレオパトラは「私の胸の赤ちゃんが

見えないの？」（Vii．309）と、蛇を赤ん坊に見立て、胸を噛ませる様

子を授乳に喩える。『ァントニーとクレオパトラ』においては、最後

の場面で初めて母親としてのクレオパトラの身体が可視化され、激

しい愛の結末としての死と生殖が結びつけられるような表現で舞台

がしめくくられるようになっている。

2－3．政治家としてのクレオパトラ

アントニーとクレオパトラの物語はエジプトとローマの関係をめ

ぐる物語であるが、中世と同様、イギリス・ルネサンスのクレオパ

トラ劇は政治家としてのクレオパトラを描くにあたって消極的である。

『ァントニウス』はその顕著な例であり、クレオパトラはオクテーヴイ

アスのロニーマ凱旋が自らに及ぼす影響に関してユーフロンとの会話

でわずかにほのめかす以外（V1852－3）、エジプトの政情にはほと

んど言及しない。彼女が自殺するのは純粋に愛のためである。シェ

イクスピアのクレオパトラがローマ凱旋を飾る「エジプトの操り人形」

（〟C，Vii．208）にされることを拒み、アントニーへの愛のためだけ

ではなく政治的な恥辱を避けるた桝こ自殺することを考えると、ガ

ルニエ＝シドニーのクレオパトラははるかに政治性が薄く、愛情深

い妻という面が強調されている。

ダニエルの『クレオパトラ』は『ァントニウス』よりも政治色が濃

い。前述したように妻としての愛と母としての愛が組鮪をきたさな

いように措かれている一方で、ダニエルのクレオパトラは女王とし

ての役割と母・妻としての役割を調和させることができない。クレ

オパトラは「私は母を忘れて女王にならねばならない。たとえ私が

私ではなかったとしても、私は母であるのに」（I．96－7）と、女王と

しての立場を優先すべきだと自らを説得する。彼女は常に「女王」と

しての自覚を口にし（III．ii．667；Vi．1199）、「女王らしく死ぬ」（IIII．

1199；Vii．1662）と決意している。それにもかかわらず一時の情熱

に溺れて女王としての役割を見失い、祖国を窮地に陥れたクレオパ

トラは、エジプト人からなるコーラスに劇中で批判される。

そして今やクレオパトラは

自ら選び、どうなるか気にもかけなかった

危険な道をよく知っている。

その道のせいでクレオパトラは堕落したのだ。
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29　0顔r‘膵〝gん∫♪汀山花〟ワ，

2・－ded．，“COmmOn”の6－bによる

と、女性に対しては“harlot”や

“prostitutc，，とほぼ同義に用いら

れた。

30　この台詞に見られるエリザベ

ス1世の演説の影響については、J．

E．Neak，VOl．1，366も参照。

そしてまた彼女の乱れた欲望のせいで

我らは自らの血というつけを払わされるのだ。

（Cん乎〟坤，I・221－6）

ダニエルのクレオパトラは、恋を政治的責任に優先させてエジプ

ト臣民を苦しめたことを責められる。この作品では忠実な妻であり

愛情深い母であることと、政治家として有能であることは両立しな

い。ダニエルのクレオパトラは無責任ゆえに失敗した政治家であり、

この点においてダニエルの『クレオパトラ』は『ァントこウス』とは異

なる形でヒロインに批判の目を向けていると言ってよいであろう。

クレオパトラの政治性が否定的に措かれるのは『メアリアム』でも

同様である。『メアリアム』ではクレオパトラは台詞でしか登場しな

いが、メアリアムの母アレクサンドラは、アントニーの妻になって

いればメアリアムはクレオパトラを押しのけて栄光あるローマの后

妃となれただろうと語る（I．ii．143－98）。それに対して、政治的野

心のないメアリアムは自分はクレオパトラのように生きるより「純

粋な体」“PureStbodY”（I・ii・201）を守りたいと答える。この‘burest

bodY”は後の場面でコーラスが批判する“commonbody’’（III・iii・

143）と対置される言葉である。“COmmOn”はここでは「淫ら」という

意味だが29、“Public，，という意味もある0こうした二重の意味を考

えると“commonbody”は「公的な肉体」という政治的な意味をも含

んでおり、女性が公的であることは淫らであることと同義である。

メアリアムは「ユダヤの王妃という君主であるよりはむしろ乳搾り

女であったほうがどんなにいいか」‘‘hadIrathermuchamilknaid

be，／乱anbethemonarchofJudedsqueen”（I．i．57－8）と語るが30、

王妃という公的地位にあるはずのメアリアムは、私的領域に身を置

くことで“common”であることを避け、貞淑であろうとする。一方、

メアリアムと対置されるクレオパトラは生前「公的」であることを好

み、‘Yurestbody’’を持たない女として必然的にふしだらさと結びつ

けられる。『メアリアム』において、女性が政治の表舞台に出ること

は不適切な行為として描かれる。

シェイクスピアはこうした先行作品よりもクレオパトラにはる

かに強い政治性を賦与した。『ァントニーとクレオパトラ』でも

“common’’はしばしば用いられ、とりわけオクテーヴイアスはこ

の単語を否定的に用いる。彼は民衆の移り気を呪う際に“general

public’’「大衆」という意味で‘‘commonbodY’’（I．iv．44）という言葉を

用い、アントニーとクレオパトラが自分たちの権力を大衆に示す

儀礼を行ったことに対しては「見世物をやるような公共の場で」“I’

th’commonshow－Place’’（III・Vi・12）と嫌悪感を示す。この表現から

わかるように、クレオパトラは積極的に“commonshow－Place”に現
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れる女性であり、前述したようにわざと人前で気まぐれに振る舞っ

て女王としての権力を見せつける。アントニーの死に際して、クレ

オパトラは「乳搾りや雑用をする娘と同じ無惨な情念に駆り立てられ、

私はもう女王ではないただの女になってしまった」‘‘Nomorebut［etn］

awoman，andcommanded／Bysuchpoorpassionasthemaidthat

milks／Anddoesthemeanestchares，，（IVxv．72－5）と、上述した『メ

アリアム』の台詞に類似した表現を用いる31。この台詞は女王とい

う公的立場への執着を示すものであり、クレオパトラは乳搾り女と

いう私的存在であることを肯定的に捉えるメアリアムとは逆の姿勢

を示している。シェイクスピアはメアリアムの台詞を全く異なる意

味でクレオパトラに言わせることによってそれぞれのヒロインの政

治的性格を対比させ、『アントニーとクレオパトラ』とrメアリアム』

が古代の政治史において時間的・地理的な連続性を有した物語群で

あり、前者は後者の一種の前日譜であることを示唆しているように

思われる32。

シェイクスピアのクレオパトラは単に権力を有するのみならず、

自らの女としての魅力でエジプトを守ろうとする政治家として描か

れており、これはクレオパトラを妻・母としての役割と女王として

の役割を調和させられずに失敗した政治家として措いたダニエル

とは大きく異なる。劇中のローマ人にとってクレオパトラは非難

すべき「淫らな」（II．i．21）女にすぎず、後世の批評も官能性に目を

とられて女王としての側面を無視する傾向があったが（Harrier63；

Murry376；andMⅡS61）、近年こうした解釈は見直しを迫られる

ようになっている33。常に自らを「女王J”queen”（I．i．29；I．iii．24－5）

として意識するクレオパトラはローマとの交渉に横極的であり、ア

ントニーにはローマの使者に会うよう勧め（I．i．48）、戦いには自ら

出陣し（III．di）、使者を通じてオクテーヴイアスと交渉を試み（HI．

衰ii．）、敗戦後もエジプトの存続のため尽力する（Vii．18－9）。こう

した交渉は結局は成功しないが、クレオパトラは女王として政務を

司る能力がある人物として措かれている。クレオパトラは恋に溺れ

て政務を忘れるどころか、形式的には未婚女性であるという自らの

セクシュアリティを政治において最大限に活用する。女王たる彼女

の恋は政治行為として描かれ、ジュリアス・シーザー、大ポンペイ、

アントニーといったローマの将たちとの恋は一面ではエジプトを守

るためのものでもある。クレオパトラは政治のために最大限に自ら

の魅力を活用し、外交の場ではしばしば報償として口づけをちらつ

かせ（Il．Ⅵ29；III．xiii．75）、その魅力と雄弁でドラベッラを圧倒し

て情報を引き出す（Vii．198－206）。『ァントニーとクレオパトラ』に

おいて、クレオパトラの政治家としての立場は恋する女としての立

場と組酷をきたすのではなく、調和するものとして措かれる。

31　この類似はⅥ存11erand

Rrgusonも指摘している（154）。

32　rメアリアム」もrアントニー

とクレオパトラJ同様rユダヤ古

代誌Jを種本としている。この点

についてはStraznickylO7及び

Newdigatc87－90参照。

33　例えばLevinはクレオパトラ

の政治家としての役割を過小評価

しているとしてNyquistを批判し、

A脆rは劇中でクレオパトラが果た

している女王としての役割に着目

している（140）。
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34　こ　の点　につ　いて　は

Tbnnenhouse146、佐藤「クレオ

パトラと過去の幻影」及び「rアン

トニーとクレオパトラ」と「エリザベ

ス一世への追悼歌」に詳しい。

シェイクスピアがクレオパトラに強い政治性を賦与したことは、

執筆当時の政情に起因すると考えられる。ダニエルが『クレオパトラ』

を執筆した時代はエリザベス1世の晩年であり、佐藤は老いた女王

の政権への不安がこの作品に影響していると指摘している（「サミュ

エル・ダニエルのクレオパトラ」）。クレオパトラが失敗した政治家

として描かれているのはこうした状況の反映であると考えられる。

一方A・バートンによると、1603年以降、イングランド国民はジェ

イムズ1世の治世に急速に幻滅し、エリザベス1世の華やかな治世

に対する郷愁を抱くようになっていた。この時期に書かれた『ァン

トニーとクレオパトラ』はエリザベス1世の追悼と顕彰を意識して

いると言われており34、生前の女王の姿がクレオパトラに重ね合わ

されているとしばしば指摘されている（MorriS；funehart；andMuir，

“ElizabethI，Jodelle，andCleopatra’’）。エリザベス1世も政治の場で

未婚女性としての立場を活用していた女王であり、廷臣たちをあた

かも自らに思いを寄せる恋愛詩の騎士たちのように扱うことで女王

としての力を示そうとする傾向があった（Grecnblatt164－9）。シェ

イクスピアにおいてクレオパトラが強力な政治家として描かれてい

るのは、エリザベス1世を懐かしむ当時の風潮を反映していると考

えられる。

結論

本論文で扱った様々なクレオパトラ像は、稀代の悪女から愛に

殉じる哀れな女性まで一定しない。多くに共通する特徴は、政治家

としてのクレオパトラは否定的に、夫を愛する妻としてのクレオパ

トラはどちらかというと肯定的に描かれる傾向があることである。

古代のクレオパトラはローマに対する政治的脅威であったが、中世

からルネサンスにかけては政治色の薄い恋物語のヒロインとなり、

チョーサーのようにひたすら恋する女であるか、ボッカチオに代表

されるように淫らで無能な君主として批判されるかであった。ダニ

エルのように女王としての責任を措いた作家においても、愛の強さ

や美が称賛される一方で政治的能力は切り下げられる。

こうした中で登場した『ァントニーとクレオパトラ』は、政治劇で

もあり恋愛劇でもあるという点において古典古代の伝統と中世以来

の伝統を融合させている。この作品は両者の伝統を受け継ぎつつ変

化を加え、恋人でありかつ責任感ある政治家でもあるクレオパトラ

をヒロインに据えている。『ァントニーとクレオパトラ』において、

シェイクスピアは先行作品の様々な要素を組み合わせてクレオパ

トラの気まぐれさを強調することにより、愛においては情熱的であ
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り、かつ政治においては強力な権力をふるう女性としての新しいク

レオパトラ像を作り上げた。シェイクスピアのクレオパトラは長年

に亘る文学的伝統の産物である一方、イギリス・ルネサンスの「ク

レオパトラ文学」に新しい一石を投じた作品でもあったのである。
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