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Coriolanusにおける放浪と女性化をめぐる不安

滝 川

I

coriolanus(1608年頃制作､以下Corと略す)四幕四場 1)｡ Romeから追放されたCoriolanus

は､AntiumにあるAufidiusの館に放浪者 として姿を現す｡FirstFolio版の ト書 き- ｢コリオ

レイナス登場｡貧 しい身なり､変装をして､顔を覆っている｡｣("EnterCoriolanusinmeane

Apparrell,Dis-/guisd,andmuf7ed."Hinman,TLN2621-22)2)- に措写 されたCoriolanus

のうらぶれた様子を補うかのように､Aufidiusの召使たちは､彼にこう声をかける-

FIRSTSERVINGMAN.Whatwouldyouhave,friend?Whenceareyou?

Here'Snoplace氏)ryou.Praygotothedoor.

THIRDSERVINGMAN.Whatareyou?

CORIOIANUS.Agentleman.

THIRDSERVINGMAN.Amarvellouspoorone.(4.5.7-8,25-27)

貧者にふさわしく､戸口に回って施 し物でも貰ったらどうかと召使から邦捻されるだけでなく､

Aufidiusにも ｢策具の壊れた｣("thytackle'storn"4.5.58)船に誓えられるほど､Coriolanusの

身なりは貧 しい｡

本劇の種本のひ とつである､ThomasNorth訳Plutarch'SLiuesoftheNobleGreciansand

Bomanes(1579)に収められた "TheLifeofCaiusMartiusCoriolanus"では､｢誰 も自分の正体

を見破れないような服で変装をして｣("…hedisguisedhimselfeinsuchearrayeandattire,as

hethoughtnomancouldeverhaveknowenhim玩)rthepersonehewas,Seelnghiminthat

apparellhehaduponhisbacke"527)､Coriolanusは敵方の街へ侵入 していった､と記されて

いる｡ なるほどplutarchもこの直後に､Coriolanusの姿を､TheOdyssey第 4巻331-32行に措

かれた､浮浪者に変装 してTroyの町に潜入 していったUlysses(527)になぞらえてはいるが､

それでも本劇の四幕四場 と五場における､浮浪者 としてのCoriolanus像 と比べて､Plutarchの

筆 になる彼 の像 は強烈 な印象 を残 しは しない｡Shakespeareが創造 した浮浪者 としての

Coriolanusが我々の想像力にかくも強 く訴えかけるのはなぜなのだろうか｡

また､AufidiusはAntiumに現れたこの浮浪者が実はCoriolanusであることに気づいたときに､

このような言葉で彼を歓待する-

･卜
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Knowthoufirst,

IlovedthemaidImarried;neverman

Sighedtruerbreath.ButthatIseetheehere,

Thounoblething,moredancesmyraptheart

ThanwhenIfirstmyweddedmistresssaw

Bestridemythreshold.(4.5.110-15)

Coriolanusを歓待する喜びは､花嫁を家に迎え入れるとき以上の喜びであると､Aufidiusは告白

する｡ この台詞において､Coriolanusは女性化され､Aufidiusとcoriolanusはまざれもないホ

モソーシャルな杵で結ばれることになる｡ では､なぜAufidiusはここでCoriolanusを花嫁と比

較 し､Coriolanusの女性化を促すような歓待の言葉を用いるのであろうか｡

本論の目的は､Coriolanusにまつわる放浪性と女性化への不安が生成される過程と､それらが

役者や演技性､そして芝居の概念を媒介にして結びついていく過程を解明することである｡

Romeから追放されたCoriolanusが浮浪者として登場することは､観客や読者にとって意外な

ことではない｡なぜならCoriolanus自らが､放浪者 となるべ く､ローマからの追放を自分に宣

告するがよい､と民衆に言い放っていたのだから-

Letthemlthepeople]pronouncethesteepTarpeiandeath,

Vagabondexile,naylng,penttOlinger

Butwithagrainaday,Iwouldnotbuy

Theirmercyatthepriceofonefairword....(3.3.95198)

いや､それだけではない｡Coriolanusにとって､｢広場｣("themarket-place"3.2.132)に立ち､

｢謙遜の衣｣("thegownofhumility"2.3.35)をまとい､戦争で受けた傷をローマの民衆に見せ､

執政官になるために彼らの支持を取 り付ける行為そのものが､民衆に物乞いすることに等しいの

である｡

CORIOIANUS.No,sir,'twasnevermydesireyettotroublethepoor

withbegglng.

Amatch,sir.There'sinalltwoworthyvoicesbegged.I

haveyour[citizens']alms.Adieu.(2.3.62-63,72-73)

さらに､執政官になるために必要な民衆の同意をうまく得ることのできないCoriolanusを､護

民官はローマで道に迷って行き暮れた放浪者とみなしているのである｡

SICINIUS. Ifyou[Coriolanus]willpass

(2)
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Towhereyouarebound,youmustenqulreyourWay,

Whichyouareoutof,withagentlerspirit‥‥(3.1.54-56)

AdrianPooleは､他のShakespeare劇とは比べものにならないほど､本劇が "home"という言

葉を頻繁に用いていることを指摘 しているが (34-35)､こうした "home"をキーワー ドにした

劇の中でCoriolanusは､｢浮浪者｣(thehomeless)の身分を甘受しなければならないのである｡

荒野を妨裡するKingLearを ｢ホームレス ･キング｣("theHomelessKing")と名付けたのは

LindaWoodbridgeであるが (205-37)､国や家庭 という帰属すべき場所を失ったCoriolanusも

また､"homeless"という形容詞が冠せられるのにふさわしい存在と言えよう｡

Coriolesの町に突入 してい くときのCoriolanusの台詞- "So,nowthegatesareope.Now

provegoodseconds!"(1.4.44)- や､そうした彼の雄姿を解説する兵士の言葉- "Following

thefliersattheveryheels,/Withthemheenters,whouponthesudden/Clappedtotheir

gates"(1.4.53-55)- を始めとして､本劇には "home"に劣 らず "gate(S)"という言葉が頻出

するが､JanetteDillonによれば､"gate(S)"もまたCoriolanusを包む放浪性 ･浮浪性を表象 して

いることになる｡

WhenMartiusappearsoutsideAntiumin4.4,heisbetweentwocities,exiled

fromRome,existinglnaspacebarelylmaglnableforawarrior,outsideany

communityhemaybecalledupontodefend....locationoutsidecitywalls(and

thestagedoors,byconvention,makethepresenceofacitywallvisible

throughoutthisscene)canofferapowerfullyiconicrepresentationofsocial

exclusion,evenexclusion丘tomfullhumanity.(Dillon147-48)

だが しかし､Col:が制作された当時の英国の時代背景を考慮に入れるならば､Coriolanusと

放浪性 ･浮浪性とが不即不離の関係を結ぶという､一見必然的に思われる事態が､次に述べるよ

うに実は本劇における最大の逆転現象のひとつであることが判明する｡

本劇冒頭における､"Youareallresolvedrathertodiethantofamish?"(1.1.3)というFirst

Citizenの掛け声 とともに開始 されるローマの民衆の暴動が､Plutarchの "TheLifeofCaius

MartiusCoriolanus"で語られる､金貸 し業者に対する民衆の反乱に基づいているというよりは

むしろ､Shakespeareの生まれ故郷Stra脆)rd-upon-Avonをそのうちに含む､英国Midlands地

方における､囲い込みと小麦の不足が引き金となって1607年5月に起こった､農民を中心とし

た暴動に取材 していることは､多 くの研究者が指摘 しているところである (Pettet,Patterson

135-46,Wilson,Shanker,Stirling,Adelman147-48)｡ 冒.C.Pettetはこの暴動の顛末を次のよ

うに活写 しているが､ここで述べられている ｢火口｣("tinder")は､Col:の背景となる古代ロー

マそのものと言ってよい｡

InMay1607asparkofrevoltfellinNorthamptonshire.Thearea...wastinder;

and,blazlngup,thenamesranswiftlyoverNorthamptonshireintotheadjacent

(3)
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counties.But,aftersomehesitanthalf-measuresonthepartofthelocaljustices,

thefirewasrapidlyandeffectivelybeatendown.Itwastheoldstory-adoomed

outburstofdesperate,ill-Organizedpeasants,Sobadlyequippedthattheywere

shortevenofspadesandshovelstosetabouttheirtaskoflaylngOpen

enclosuresandfillingupditches,sopoorlyarmedthatahandfulofmounted

gentry,withtheirretainers,wasenoughtoroutathousandofthem.Andthe

aftermathwasthefamiliarone-executions,aRoyalCommissionoflnqulry,

somevaguepromisesofredress.(34)

われわれにとってここで重要なことは､いかに1607年のMidlandsにおける暴動が本劇努頭の

反乱に似ているかではない｡肝要なのは､RogerB.Manningが用IageRevolts:SocialProtest

andPopularDisturbancesinEngland,1509-1640で述べているような､こうした暴動の元凶

である貧困 ･飢えが生みだす､｢浮浪者｣(MasterlessMen)の 放浪性が (Manning157)､本

劇では暴動を起こす民衆ではなくて､暴動を鎮圧するCoriolanusに付与されている点である｡

Coriolanus自身が次のように､暴動と浮浪の連関を言い当てていたにもかかわらず､皮肉なこ

とに､二幕二場以降､彼こそが浮浪者の身なりそのものと言ってもよい ｢謙遜の衣｣をまとい､

挙げ句の果て､彼が先頭に立ってローマへ ｢反旗を翻す｣("revolt"4.6.108)ことになるので

Isayagaln,

Insoothingthem[thepeople],wenourish'gainstoursenate

Thecockleofrebellion,insolence,sedition,

Whichweourselveshaveploughed氏)r,sowed,andscattered

Bymlnglingthemwithus,thehonourednumber,

Wholacknotvirtue,no,norpower,butthat

Whichtheyhavegiventobeggars.(3.1.69-75)

もちろん本劇における逆転現象は､暴動を起こした者でなく､鎮圧する者が放浪者となるという

この点にだけみられるものではない｡たとえば､執政官になるためにCoriolanusが ｢広場｣に

おいて行わねばならない三幕三場の儀礼- ｢謙遜の衣｣をまとい､民衆に傷口を見せるという

儀礼 - は､当時の教会裁判所 (churchcourt)において記録 された､次の証言録取書

(deposition)で説明されているような､当時の英国の教会前で行われた､中傷者が罪をすすぐ

ために執 り行う辱めの儀礼によく似ているが､本劇の主人公は俄悔するどころか逆に､上で確認

したように中傷ともとれるような痛罵- ｢反乱､不遜､暴動をまき散らす雑草｣("[t]hecockle

ofrebellion,insolence,sedition")- を民衆に投げつける｡

[WilliamSmithe]shall.‥atthetimeofdivineservicecomeintothesaidparish

churchandtherebeingshallhaveawhiterodofanelllonglnhisrighthand

(4)
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standingunderthepulpitconvertinghisfaceuntothepeopleinthebodyofthe

church,beingbareheaded,andsostandinguntildivineservicebeendedshall

immediatelybe玩)rethedepartureofthepeoplethencongregatedtogethercome

tothepeworseatwherethesaid[Helen]Brouneshallsit,andkneelingupon

hiskneesshallaskher玩)rglVeneSSinthathehathslanderedher,andalsodesire

thepeopletoforglVehimfortheoffencecommitteduntothemanddesirethem

totakeexamplebyhimtoavoidandeschewthelike.(qtd.inlngram294)

そして､かつてはローマの守護神であったCoriolanusが､ローマに向かって攻撃をしかける｡

さらには五幕三場､母親volumniaが息子に向かって脆さ頭を垂れ､懇願する--｡どうやら執

政官就任のために用意された儀礼を境にして､劇中のあらゆる価値観が逆転 してしまうようなの

だ｡

Pettetに して も､RichardWilsonに して も､coriolanusを ｢田舎 の生 活｣("countrylife"

Pettet39)を連想させる ｢現代の農夫｣("amoderncropfarmer"wilson87)や ｢穀物を買い

だめする者｣("agrainhoarder"wilson87)に誓 えているが､む しろ当時の観客 にとって

Coriolanusは､Midlands地方の蜂起が鎮圧された後､行 き場を失って妨裡する農民そのものに

見えたに違いない｡

本劇において表象される放浪性 ･浮浪性の特徴は､執政官になるために､Coriolanusが民衆の

同意を得るための儀礼を執 り行 うか否かをめぐって交わされる､Volumniaと息子の次のような

やりとりに表されているように､放浪性 ･浮浪性と､彼の演劇性や､彼が抱 く女性化への不安と

が掬い交ぜになっている点である｡

VOLUMNIA.Iwoulddissemblewithmynaturewhere

Myfortunesandmyfriendsatstakerequlred

lshoulddosoinhonour‥‥

Gotothem[thepeople],withthisbonnetinthyhand,

AndthusfarhavlngStretchedit-herebewiththem-

Thykneebusslngthestones-forinsuchbusiness

Actioniseloquence,andtheeyesofth'ignorant

Morelearnもdthantheears-wavlngthyhead‥‥

CORIOIANUS. Well,Imustdo't[toperR)rmthepart].

Away,mydisposition,andpossessme

(5)
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Someharlot'sspirit!Mythroatofwarbeturned,

Whichchoiredwithmydrum,intoaplpe

SmallasaneunuchorthevlrglnVOice

Thatbabieslullasleep!Thesmilesofknaves

Tentinmycheeks,andschoolboys'tearstakeup

Theglassesofmysight!Abeggar'Stongue

Makemotionthroughmylips,andmyarmedknees,

Whobowedbutinmystirrup,bendlikehis

Thathathreceivedanalms!(3.2.63-65,74-78,111-21)

ではいったいどうして､放浪 ･浮浪と演劇性および女性化への不安が結びつくのであろうか｡

放浪 ･浮浪と役者､あるいは芝居や演劇性との連関については､たとえば次にその一節を引用す

る､1572年6月29日に発布された ｢浮浪者取締法および救貧法｣(AnActejTorthepunishement

ofVacabondesandforRelelfofthePooreandImpotent,14Elizabethc.5)を熟知していた当時

の観客にとって､さして驚 くには当たらない現象だったに違いない｡

.‥AllandeveryepersoneandpersonesbeyngewholeandmightyeinBody

andabletolabour,havingenotLandorMaister,norusinganylawfull

MarchaundizeCrafteorMysteryewherebybeeorsheemightgethisorher

Lyvlnge,andcangyvenoreckningehoweheorsheedothelawfullygethisor

herLyvlnge;良allFencersBearewardesComonPlayersinEnterludes良

Minstrels,notbelonglngtOanyBaronofthisRealmeortowardesanyother

honorablePersonageofgreaterDegree;allJuglersPedlarsTynkersandPetye

Chapmen;whicheseidFencersBearewardesComonPlayersinEnterludes

MynstrelsJuglersPedlersTynkers&PetyeChapmen,Shallwanderabroadeand

havenotLycenseoftwoJusticesofthePeaceattheleaste,whereofonetobeof

theQuorum,whenandinwhatShiertheyshallhappentowander.‥Shalbee

takenadjudgedanddeemedRogesVacaboundesandSturdyBeggers.(qtd.in

Chambers270)

た とえこの法令 を知 らない として も､Kent州の治安判事ThomasHarmanのACaueatfor

CommonCursitorsVulgarlyCalledVagabonds(1566)- 上述の法令発布 と相前後 して出版 ･

重版された ｢ならず者文学｣(RogueLiterature)のひとつ- で暴露された､｢詐病の策士｣(A

CounterfeitCrank)であるNicholasJenningsの手管- 哀れな放浪者 ･浮浪者の変装をして､

同情を引き金銭を巻き上げること- を読んだことのある者なら､放浪 ･浮浪と演劇性の関連性

について熟知 していたものと思われる (Harman128-32､滝川3-4)｡

傷口をさらすことによって､見ている者の憐れみを誘 うという意味では､Harmanが措 く

(6 )
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NicholasJenningsと､執政官になるためにローマ市民の前で傷口を露わにしなければならない

Coriolanusは､非常に近接 した存在であると言わざるをえない｡旅役者や手品師が､浮浪者や放

浪者と同一視されるにいたった理由は､｢ぶらぶらしていること｣(idleness)､帰属すべき場所

をもたないこと､身分を偽ること､そして演劇性であると指摘 しているのはPaolaPugliattiであ

るが (5)､彼女が挙げる､放浪 と演劇性をつなぐこれらの要因は､本論の冒頭で紹介 した

Antiumの街に姿を現す放浪者coriolanusにすべて該当するのである｡

では､なぜCoriolanusの放浪性と､彼の女性化への不安は結びつくのだろうか｡その答えは､

LauraLevineがMeninWomen'sclothing/Anti-TheatricalityandEjfeminization1579-1642

で詳述 しているような､当時の演劇排撃論に求めることができるだろう｡ Levineは､Stephen

GossonのTheSchoolofAbuse(1579)や､PhillipStubbesのTheAnatomieofAbuses(1583)

をはじめとする演劇排撃論に浸潤 していた不安- 男性俳優が､女装することによって女性化 し

ていくことに対する不安- を指摘 し､その不安が具体的に措かれた例として､WilliamPrynne

のHistrio-Mastix:ThePlayer'sscourgeor,Actor'sTragedy(1633)に添えられた次のエピソー

ドを引用している｡

...inthisfeast,thepeopledidlearnetheinfamousanddishonestartsand

studiesofStage-players,froma)henceejfeminacyanddissolutionofmanners

didproceed.DothnotthatValiantman,thatmanofcourage,a)hoisadmirable

inhisarmes,andformidabletohisenemies,degenerateintoaa)omana)ithhis

uailedface?heletshiscoatehangdou)netohisankles,hetu)istsagirdleabout

hisbrest,heputsona)omensshoes,andafterthemannerofu)omen,heputsa

cau)leuponhisheadJmoreover,hecarriesaboutdistajfea)itha)ooll,and

drau)esoutathreda)ithhisrighthand,a)hereu)ithhehathformerlybornea

trophie,andheextenuatethhisspiritanduoyceintoashrilleranda)omanish

sound.(Prynne197)

Prynneの説明によると､西暦390年に書かれたとされるこの説教の中で､勇猛な戦士が女性の

ような格好- 上着の裾をかかとまで下げ､胸のところでリボンを結び､女性の靴をはき､室内

用のキャップをかぶること- をし､女らしい仕草をし､かつては戦利品を抱えていた右手で糸

を手繰るという所作をしたところ､男らしさが消え失せ､声も甲高い女性の声に変ったというわ

けである｡ Col:の場合は､ローマの民衆の前で謙虚に演技すること､Antiumの町に浮浪者のな

りをして潜入することが女性化への不安と結びつ くのであって､けっしてCoriolanusが女性の

衣装を着たり､その仕草をするわけではないが､それでもやはり､｢売春婦｣("harlot"3.2.113)

の魂が己の体に宿るがよい､｢少女の声｣("thevirginvoice"115)に自分の声が変ってしまうが

よい､と彼が絶叫するとき､その言葉の裏には､近代初期英国の演劇排撃論に浸透する､演劇性

と強固に結びついた女性化への不安が潜んでいることは間違いない｡

(7)
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なるほど､Coriolanusが抱 く､女性化への不安は､彼が民衆の前で謙虚に傷口を披露するとい

う演技を最終的に拒むことによって､解消されたかに見える｡ しかし､第 Ⅰ章で確認したように､

ローマから追放された､漂泊する浮浪者に身をやつしたCoriolanusを温かく迎えるのは､彼を

花嫁と同じ位相に置くことによって､女性化を促すような､Aufidiusの歓待の言葉だったのであ

る｡

CoriolanusがAufidiusとともに､ローマに攻撃を仕掛けようと進軍しているときに､演技性

や役者概念と連動した女性化への不安を掻き立てるのは､Coriolanusに進軍を思いどどまらせよ

うとして彼の前に現れる､Volumina､Ⅵrgiliaを筆頭にした､ローマの女性たちと子供からなる

一団の懇願である｡

CORIOIANUS.Whatisthatcurtsyworth?Orthosedove'seyes[Ⅵrgilia'seyes]

Whichcanmakegods氏)rsworn?Imelt,andamnot

Ofstrongerearththanothers.

Likeadullactornow

lhave氏)rgotmypartandIamout,

Eventoafulldisgrace.(5.3.27129,40142)

観客とでもいうべき､母親や妻､彼の子供､さらにはAufidiusや ｢ヴオルサイ人兵士｣(volscian

soldiers)たちを前にして､Coriolanusは ｢大根役者｣("adullactor")を務めるだけでない｡

彼の固い体にしても主体にしても､prynneのエピソー ドに登場 した戦士を連想させるような形

で､｢溶け｣("melt")はじめているのである｡ 母や妻の説得に屈 しまいと､coriolanusが己に向

かって語 りかける台詞- ｢女のように優柔不断にならぬためには､/子供も妻の顔も見ないよ

う にす るが よい ｣("Notofawoman'stendernesstobe/Requiresnorchild,norwoman's

facetosee"5.3.129-30)- は空しく響 く｡なぜならば､彼はローマへの進軍を中止するだけ

でなく､彼の目には､当時女性にこそふさわしいと思われていた涙が浮かんでいたからである｡

CORIOIJANUS.And,sirlAufidius],itisnolittlethingtomake

Mineeyestosweatcompassion.(5.3.196-97)

Coriolanus殺害の直前に､Aufidiusが ｢泣 き虫小僧｣("thouboyoftears"5.6.103)という呼

称を用いてCoriolanusを挑発するとき､彼が直面 しているのは女性への変身ではなく､むしろ

子供への退行なのである｡

NorthropFryeは､FoolsofTime:StudiesinShakespeareanTragedyの中で､Shakespeare

の悲劇においては､復讐者は復讐を果たす前に必ずと言ってよいほど､芝居の筋 (アクション)

(8)



Coriolanusにおける放浪と女性化をめぐる不安 19

から､普通は追放という形で､隔離されるということを指摘 した上で､そうした復讐者の具体例

としてCoriolanusをはじめ､mchardIIのBolingbrokeやMacbethのMalcolmや Macduff,さら

にHamlet､Edgar､Cordeliaなどを列挙 している (95)｡ 一方､pooleは劇中で措かれる凱旋式

(triumph)に着 目し､本劇の二幕-場で措かれるCoriolanusを称える凱旋式と､Kingluchard

〃において措かれるBolingbrokeを称えるそれとの類似性を､それらのスペクタクルを見つめる

群衆 (前者ならばローマ市民､後者ならばLondon市民)の描写に基づいて､指摘 している

(35)｡

BRUTUS.AlltonguesspeakofhimlCoriolanus],andtheblearもdsights

Arespectacledtoseehim.Yourprattlingnurse

lntoaraptureletsherbabycry

Whileshechatshim.ThekitchenmalkinplnS

Herrichestlockram'boutherreechyneck,

Clamberlngthewallstoeyehim.Stalls,bulks,Windows

Aresmotheredup,leadsfilled,andridgeshorsed

Withvariablecomplexions,allagreelng

Inearnestnesstoseehim....(Col:2.1.179187)

YORK.Then,asIsaid,theDuke,greatBolingbroke,

Mounteduponahotandfierysteed,

Whichhisasplrlngriderseemedtoknow,

Withslowbutstatelypacekeptonhiscourse,

Whilstalltonguescried,̀Godsavethee,Bolingbroke!'.

Youwouldhavethoughttheverywindowsspake,

Somanygreedylooksofyoungandold

Throughcasementsdartedtheirdesirlngeyes

Uponhisvisage,andthatallthewalls

Withpaintedimageryhadsaidatonce,

'Jesupreservethee!Welcome,Bolingbroke!'....(B2 5.2.7117)

なるほど､Fryeが述べるようにCoriolanusとBolingbrokeは､復讐者 として放浪を軸にしなが

ら同じような軌跡をたどるであろうし､Pooleが指摘するように二人を称える凱旋式は同様なイ

ンパクトを観衆に与えるかもしれない｡だがしかし､とくに凱旋式に焦点を合わせた場合､二人

が主役 となるスペクタクルは決定的に異なっていると言わざるを得ない｡なぜならば､二つの凱

旋式はそれぞれの劇においてまったく異なった位置に置かれているからである｡ Coriolanusの凱

(9)
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旋式が二幕-場､つまりAntiumの町を陥落させた後､彼がローマに入城 (市)するさいに行わ

れるのに対 して､Bolingbrokeのそれは､彼がロンドンに入城 (市)したことを告げる五幕二場

で報告されるのである｡ そして､Col:の場合､五幕においてローマの群衆の歓声に迎えられるの

は､帰還 したCoriolanusの凱旋式 で はな く､Coriolanusの侵攻 を阻止 した､Voluminaと

Ⅵrgiliaが先導する女性たちの凱旋式なのだ｡

Manningは前掲書において､近代初期英国における放浪者の特徴について次のように述べて

いる｡

VagrantswerealsofearedbecausetheywerethoughttohaverebelledagalnSt

thepatriarchalauthorityoffamilyandhousehold;manyofthemhad,infact,

desertedhusbandsorwives,orhadrunawayfrOmmasters.Theirveryidleness

wasthoughttoconstituteanotheractofrebellion.Theywererootlessand

withoutvisibletiesofkinship.Theydidnotenterintodurablemaritalorfamilial

relationships.Becausevagrantswerehighlymobiletheywereregardedas

spreadersofseditiousrumoursandalsoofdisease.Vagrantswerealso

consideredtobepronetodisorder,andTudorstatesmenassumedthatthey

furnishedthebulkofthosewhoparticipatedinrebellionsandriots.Itwasnot

unusual氏)rcomplainantsinenclosure-riotcasesintheCourtofStarChamberto

allegethatthedefendantshadhiredvagrantsoutofalehousesfortheworkof

levellinghedges.(163)

近代初期英国の放浪者が家父長制社会にとって脅威的存在であったこと､さらに放浪者の存在が

暴動などの社会的秩序の混乱 と結び付 けて考 えられていたことを示唆 して くれる､この

Manningの説明を､人類学者victorTurnerが唱えるところの､｢境界的存在｣(liminalfigures)

と当時の放浪者をみなすLindaBradleySalamonの言説や､地理的 ･制度的境界をいとも軽やか

に越えていくトリックスター的存在 と彼らをみなすWilliamC.Carrollの言説を援用 して補強す

ることもできるだろう (salamon265,Carrol186)｡ いずれにせよ､近代初期英国における放浪

者 ･浮浪者は､家父長制度などの社会的制度の枠組みを解体させるモメントをはらんだ存在だっ

たのである｡ そしてまた同時に､上に引用したManningの説明は､女性上位の世界を現出させ

るCoT:の結末をも暗示 しているとも言えよう｡ なぜならば､ローマからCoriolanusを追放する

ことは､すなわち彼をしてローマに侵攻すべ く ｢反乱を引き起こさ｣("revolt"4.6.108)せるだ

けでなく､本劇の五幕五場に用意されているのは､ローマの男性たちが挙行する凱旋式ではなく､

voluminaをはじめとする女性たちが率いる凱旋式なのであるから｡

ASENATOR.Beholdourpatroness,thelifeofRome!

Callallyourtribestogether,praisethegods,

Andmaketriumphantfires.Strewflowersbeforethem.

(10)
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UnshoutthenoisethatbanishedMartius;

Repealhimwiththewelcomeofhismother.

CrỳWelcome,ladies,welcome!'

ALL.Welcome,ladies,welcome!(5.5.1-7)
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注

* 本稿は平成20年度科学研究費補助金 (基盤研究 (C)課題番号 18520190)による ｢近代初期英国におけ

る放浪文学と社会的変動 との関連性についての研究｣の成果の一部である｡

1)Coriolanusの引用および行数は､TheNewCambridgeShakespeareの版に拠っている｡

2)TLNは "throughlinenumber"の略であり､劇における通しの行数を表している｡
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VagrancyandAnxietyaboutEffeminizationinCoriolanus

ByMutsumuTakikawa

SynopsIS
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ThispaperisintendedasahistoricalinvestigationoftwofeaturesofCoriolanus,i.e.hisvagrancy

andanxietyforeffeminization,takingthehero'stheatricalityintoconsideration.

ItisclearthattheaudienceofthefirstperformanceofCoriolanusmusthaverecognizedtheclose

connectionbetweenvagrancyandtheatricalitystipulatedinAnActeforthepunishementofVacabondes

andforRelelfofthePooreandImpotent(1572)CouldbereflectedinCoriolanus'swords(3.2.111121)

andhisdisgulSeaSaVagrantinAct4,Scenes4and5.Moreover,theymusthavealsonoticedthatthe

fearofeffeminizationofplayersinwomen'sclothing,whichwasexpressedintheanti-theatricaltracts

suchasStephenGosson'sTheSchoolofAbuse(1579)andWilliamPrynne'sHistorio-Mastix(1633),

CouldbetransferredtoCoriolanus'swordsandhisdisgulSe.

OnecansafelystatethatCoriolanus,whohasvehementanti-theatricalprejudice,isforcedtoput

hismother'swords"Actioniseloquence"(3.2.77)intopractice,andthatastheconsequenceoftheprac-

tice,hehastosubmithimselfto"vagabondexile"(3.3.96)aswellastheanxietyabouteffeminization.
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