身体内部へ侵入する視線
――『タイタス・アンドロニカス』の場合（１）
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Ⅰ 身体内部の露見
『タイタス・アンドロニカス』においては、人間身体の断片としての手や首は重要な
メタファーである。劇中では人間身体の断片化は四肢切断という暴力事件によって引き
起こされる。確かにシェイクスピアは、リアリズムを損なっても、スペクタクルとして
の身体（とくに傷ついたラヴィニアの身体）を前景化している。しかしこの劇には、身
体表面への関心に加えて、身体の内奥への関心も存在し、後者は劇作家にとって、よ
り大きな関心事であるかもしれない。後者への関心は、たんに身体に加えられる暴力
以上にこの劇をより広く覆っているのではないか。近年の英国ルネサンス文学研究に
は、身体の内界をテーマとするものが目立つ。Katharine Eisaman Maus は、英国ルネ
サンスの演劇の前提には見えるものに対する懐疑的な姿勢があると述べる。Maus の “Its
[English Renaissance Stage’s] spectacles are understood to depend upon and indicate the
shapes of things unseen” という説は本論にとっても重要な視点である。そして英国ルネ
1
サンス文化の信念は “inward and invisible” なものにあったという。 また Linda Charnes

は、当時の人々が外観に対して抱いた不安ゆえ、この時代の宮廷人の演劇性が、演劇と
2
同じように、清教徒の不安を掻きたてたのだと言う。 また、Jonathan Sawday は、カル

ビニズムの影響によって、身体の内的次元が罪との際限なき戦いの場として理解された
3

という。 本論はこのような研究の動向を念頭においている。四幕二場におけるタモーラ
出産の場面から、話を始めたい。
タモーラ出産の場面は一波乱含んでいる。乳母が慌てふためいて登場し、探し当てた
アーロンに “we are all undone”（4.2.55）と言う。彼女は赤ん坊を抱いている。その場
に居合わせたタモーラの息子たちは、乳母の言葉と彼女が抱く赤ん坊から、母親と黒人
アーロンとの肉体関係を初めて知らされる。そしてアーロンを非難して、黒い子どもの
誕生のせいで母親は破滅だと叫ぶ。延いてそれは、
彼らの身の破滅をも意味する。タモー
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ラは突然ローマ皇帝の寵愛を受け后になったとはいえ、彼らは畢竟蛮族の捕虜であった
からである。

Demetrius Villain, what hast thou done?
Aaron That which thou canst not undo.
Chiron

Thou hast undone our mother.

Aaron Villain, I have done thy mother.
Demetrius And therein, hellish dog, thou hast undone her.
Woe to her chance, and damned her loathèd choice!
Accursed the offspring of so foul a fiend!
(73–79)4

この騒動は、劇中の表現を借りるとタモーラの「汚れた情欲」（“foul desire” 2.3.79）の
結果である。予想しない幸運によって捕囚の身分から解放されたけれども、彼らがかつ
ての敵地ローマに暮らし続けていることに変わりはない。その彼らが、自分たちは破滅
するという恐れを示すこの場面は、タモーラの息子たちどうしの争いの場面（二幕一場）
を想起させる。
そこでは情欲に駆られた息子たちがラヴィニアをめぐって言い争う。性的欲望を満足
させるという行為が、やり方次第によってはタモーラ親子の破滅を導くと、アーロンは
警告する。彼はタモーラの息子たちの争いを制止しようとして次のように述べる。

Away, I say!
Now, by the gods that warlike Goths adore,
This petty brabble will undo us all.
Why, lords, and think you not how dangerous
It is to jet upon a prince’s right?
What, is Lavinia then become so loose,
Or Bassianus so degenerate,
That for her love such quarrels may be broached
Without controlment, justice, or revenge?
(2.1.60–68, my emphasis)

この争いの場面とタモーラ出産の場面では、ともに “undo” という語が使われてい
る。タモーラの息子たちが互いに争う場面の終わりで、“The emperor’s court is like the
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house of fame, / The palace full of tongues, of eyes and ears”（127–28）と、アーロン
はもう一度、ローマでの振舞いに気をつけるよう、若者たちへの注意を忘れない。この
アーロンの用心は、かつて彼らがローマにとっての外敵であったことを考えれば当然で
ある。また性欲に駆られる若者たちに忠告する役目がアーロンであるというのも、彼に
ふさわしい。なぜなら、ムーア人である彼は、ローマ人でもゴート族でもない、アウト
サイダー中のアウトサイダーであるからだ。異国の土地で、彼の神経は研ぎ澄まされて
いる。
さてこのように、異国の土地ローマでの性行為は身の破滅を招く恐れがあるという点
で、四幕二場と二幕一場は呼応し合うのであるが、それゆえにこそ、四幕一場でのタ
モーラの出産には、観客を納得させない側面がある。タモーラの息子たちの争いの場面
で、彼らにとって頼りになる指導者であったアーロンは、自分の問題となると面倒を避
ける手段をもたなかったというのだろうか。四幕二場では、タモーラとの肉体関係から
二人の間に黒い肌を持つ子どもが誕生する。それはタモーラの息子たちが恐れるよう
に、彼ら全員の破滅を招きかねない。破滅の危険は当然アーロンにも及ぶだろう。二幕
一場で示されたように、周囲の状況に注意を怠らないアーロンは、タモーラとの性的関
5

係において、なぜ避妊の手段を取らなかったのか。 避妊の手段は古代から知られてい
6
たと、John M. Riddle の研究は述べる。 従って、そのような方法は実際、シェイクス

ピアの時代にも行われていたのである。確かに、このような角度からの作品読解は、こ
の作品における登場人物（今の場合はアーロン）の性格の一貫性を前提としており、こ
れは適切な問い掛けとは言えないかも知れない。ではなぜ、四幕二場と二幕一場は呼応
しあうのか。この劇でのシェイクスピアの関心は、一貫した性格をもつ登場人物を創造
することにあるのではなく、
「なにがなんでも」タモーラの出産という事件を必要とし
たことにあると感じられる。さらに読者や観客は、赤ん坊の誕生をアーロンの性癖では
なく、タモーラの性癖に結びつけて考えるだろう。それは生まれた子どもに対する二人
の対照的な態度にも現れている。息子たちの驚愕にもかかわらず、タモーラは、その性交・
妊娠・出産によって性欲全開の息子たちにとって、まぎれもなく手本（“Venus govern
your desires” 2.3.30）なのであり、タモーラの肉体の魅力に捕らわれていないアーロンは、
この四幕二場ではっきりと、彼女とは別の路線を歩み出す。
では、赤ん坊誕生にこめられたロジックとは何なのか。それは逸脱した性的行為の結
果は露見するということである。赤ん坊誕生によって、タモーラの胎の内部が明らかに
7

される。 この劇に登場する女性はタモーラとラヴィニアだけと言ってもよいのだが、
劇は二人の女性の体の内部に、並々ならぬ関心を示している。四幕一場でラヴィニアに
暴行を働いた者たちの正体が開示され、次の場面でタモーラが出産するという劇の展開
の仕方は、ラヴィニアをめぐる事件とタモーラをめぐる事件の両方において、同じモチー
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フを扱っているとみることができる。この劇は女性の身体内部への関心を劇化している
と言えようか。従って観客の想像的な視線も彼女たちの身体内部へと誘導される。
ここで従来の『タイタス』解釈と本稿との違いを示しておこう。定説の一つは、この
劇は人間の四肢切断（mutilation）とそれに関係する言語表現に焦点を当てているとする。
例えば Albert H. Tricomi は、この劇におけるメタファーの独特な用法について次のよ
うに述べる。

Constantly pointing toward and underlining the events that we witness upon the
stage, metaphor in this tragedy strains to keep the excruciating images of mutilation
ever before our imaginations even when the visual spectacle is no longer before us.
The words ‘hand’ and ‘head’ appear copiously as figures of speech whose effect is to
saturate every aspect of the play with remembered or foreshadowed horror.8

四肢切断の暴力は舞台上の事件として起るが、その事件のスペクタクルが観客の目前
から消え去ったあとにも、台詞中の「手」や「頭」への言及は暴力事件を思い出させ
たり、予感させたりすると、Tricomi は言うのだ。引用文中の “saturate every aspect of
the play” に、その特徴が及ぶ範囲の大きさがよく示されている。マーカスが暴行を受
けたラヴィニアに出会う箇所は、“visual spectacle” の最たるものである。Tricomi に
よると、マーカスの言葉は、舞台上に立つラヴィニアの無残な姿の細部のひとつひと
つに観客の注意を向けさせ、冷酷な暴力を受けたその姿を無理やり観客に見せる仕組
9

みになっているという。 ここでも Tricomi が強調するのは、四肢切断を中心とした
“visual spectacle” である。すなわち身体の外観や表面である。この観点は、Leonard
Tennenhouse のように、四肢切断は秩序あるローマ（ローマの政治的身体）の崩壊を表
わすとする読みへとつながってゆくだろう。即ち、自然の身体と政治の身体との呼応で
10

ある。 この劇の四肢切断は、タモーラの長子が生贄になるときのエピソード（一幕一
場）が最初で、それ以後も繰り返し起きる。しかし、多くの場合、実際の切断場面はオ
フステージで行われ、Tricomi が述べるようにメタファーと残酷な事件との相関関係は
あるものの、劇の展開において四肢切断が持続的なインパクトをもつとは感じられない。
本論が論じたいのは、主要な登場人物の身体表面の向こう側、身体の内奥への関心こそ、
劇全体に通底する関心であるということなのである。

Ⅱ 性的身体への想像的視線
女たちは、人々（男たち）から見られることを強く意識せざるを得ない事件の中に置
かれる。すなわち劇は、女性の登場人物を見られるジェンダーとして利用している。劇
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の冒頭、タイタスの凱旋は、捕虜の中に敵方ゴート族の女王タモーラを含んでいた。ロー
マの戦死者の霊を弔うため、タモーラの長子が生贄として四肢を切断されるとき、母親
は、タイタスの凱旋で自分が演じさせられた見世物としての役目に言及する。

Suffieth not that we are brought to Rome
To beautify thy triumphs, and return
Captive to thee and to thy Roman yoke;
But must my sons be slaughtered in the streets
For valiant doings in their country’s cause?
(1.1.109–13, emphasis mine)

“beautify thy triumphs” の表現には、美しいものは権力に強制的に奉仕させられるとい
う暗示すらある。さらに状況が急展開してタモーラがローマ皇帝の后となり、アンドロ
ニカス一族を破壊する企みを語るとき、彼女は女王である自分が往来で跪かせられたこ
とを思い出す。

The cruel father and his traitorous sons,
To whom I suèd for my dear son’s life;
And make them know what ’tis to let a queen
Kneel in the streets and beg for grace in vain.
(452–55, emphasis mine)

ここでもタモーラがローマに連れて来られてから、次々と人々の視線に晒されるという
試練に会ったことが語られる。
タモーラが人々の視線を引くのは、捕虜となった外敵の女王であるからという理由ば
かりではなく、まさしくその容貌が性的魅力をもつからである。皇帝サターナイナス
は、凱旋将軍であるタイタスから捕虜と戦利品一切を献呈されると、先刻タイタスの娘
ラヴィニアを后に迎えるよう宣言したばかりであるにもかかわらず、すぐにタモーラの
容姿に心奪われ、“A goodly lady, trust me, of the hue / That I would choose, were I to
choose anew”
（1.1.261–62）と呟きをもらす。ここには “hue” という語が用いられている。
シェイクスピアの作品群の中にあって「肌の色」を表わす “hue” という単語は、この劇
11

において、最もその使用が多い。 この劇では、ローマに戦争の捕虜としてゴート族と
ムーア人が連行されてくるので、人種の違いを示す肌の色への言及があったとしても不
思議ではない。しかし、ムーア人を主人公とする『オセロ』ではまったく使用されてい
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ないことを考えると、 『タイタス』と “hue” という単語との関係を内容面から考える
必要があるかもしれない。この台詞の後、サターナイナスの劇における役割はただ一つ。
それはタモーラに間男される夫の役である。五幕三場、タイタスはタモーラを刺し殺す。
それを見てサターナイナスは、“Die, frantic wretch, for this accursed deed”（5.3.63）と
叫んでタイタスを殺し、后の仇討ちをする。すなわち、自分が死ぬまで妻の不義につい
て彼は無知である。この文脈におけるタモーラは性的に騙す女である。間男される夫の
額には角が生えるという言い習わしがシェイクスピアの時代にあった。サターナイナス
に、その比喩が繰り返し用いられるのはこのためである。

This was the sport, my lord: when Publius shot,
The Bull, being galled, gave Aries such a knock
That down fell both the Ram’s horns in the court,
And who should find them but the Empress’ villain?
She laughed, and told the Moor he should not choose
But give them to his master for a present.
(4.3.70–75)

この劇での “hue” の使用は、そのような性的文脈における人間の身体表面と、その内部
へ向う視線に、この劇が関心をもっていることを示唆している。
サターナイナスの額に角を生えさせる原因となる彼の妻の姦淫、タモーラとアーロン
の情事が劇化されるのは、二幕三場の森の場面である。この場面にはある種の意外性
がある。前日タイタスの指示によって長子を殺害され、一幕の終りで “I’ll find a day to
massacre them all, / And raze their faction and their family”（1.1.450–51）と、アンドロ
ニカス一族に対する激しい恨みを述べたにもかかわらず、タモーラはそのことを忘れて
しまったようである。そしてラヴィニアをめぐる争いで彼女の息子たちが示した警戒心
の欠如を、彼女もここで示している。タモーラは今、狩猟の一団から離れた場所に居る
とはいえ、そこでは猟犬の鳴き声や角笛の音などが聞こえてくる。それくらいの距離に
過ぎない。つまり人々に偶然発見される危険性もないとは言い切れない場所である。な
のにタモーラが愛人を誘う言葉は、奇妙なほど警戒心が感じられず、のんびりとしてい
る。

My lovely Aaron, wherefore look’st thou sad,
When everything does make a gleeful boast?
The birds chant melody on every bush,
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The snakes lie rolled in the cheerful sun,
The green leaves quiver with the cooling wind,
And make a chequer’d shadow on the ground.
Under their sweet shade, Aaron, let us sit,
And while the babbling echo mocks the hounds,
Replying shrilly to the well-tun’d horns,
As if a double hunt were heard at once,
(2.3.10–19)

警戒が不要であるというタモーラのこの意識はどこから来ているのか。
この劇の多くの登場人物たちは自分たちの行動の先例を古典文学に見出す。彼らと同
じように、ここでのタモーラもまた、古典文学の一つのエピソードに言及する。

Let us sit down and mark their yellowing noise;
And after conflict such as was supposed
The wand’ring prince and Dido once enjoyed,
When with a happy storm they were surpris’d,
And curtain’d with a counsel-keeping cave,
We may, each wreathed in the other’s arms,
Our pastimes done, possess a golden slumber,
Whiles hounds and horns and sweet melodious birds
Be unto us as is a nurse’s song
Of lullaby to bring her babe asleep.
(2.3.20–29)

地面に縞模様の緑陰（a chequer’d shadow）ができるほどの好天気と比べ、タモーラが
言及する『アエネーイス』の中の故事に現れる “a happy storm” はまったく正反対の空
模様なのだが、この正反対であるということは、タモーラの意識の中で問題化されな
い。彼女にとって重要なのは、他人の目の侵入から完全に守られた環境での逢引である。
それを示すのが、“curtain’d with a counsel-keeping cave” というディテールである。そ
して理想的な場所で、性の楽しみが終わった後は、母親の子守唄（a nurse’s song / Of
lullaby）にあやされる赤子のように午睡 (a golden slumber) を楽しむことができる。つ
まり大急ぎのセックスをする必要がないということだ。このように、タモーラの警戒心
はみられない。
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アーロンはタモーラから愛の行為に誘われるが、バシエーナスを目撃し悪巧みを実行
するため、その場から立ち去る。バシエーナスは、森の中で出会ったタモーラに次のよ
うに声を掛ける。

Who have we here? Rome’s royal Empress,
Unfurnish’d of her well-beseeming troop?
Or is it Dian, habited like her,
Who hath abandoned her holy groves
To see the general hunting in this forest?
(2.3.55–59)

この台詞の中にも、タモーラがいま居る場所が、狩猟の場所からあまり隔たった場所で
はないという暗示がある。この森で今まさに進行中の狩りと、狩猟好きな女神ダイアナ
とが結びつけられているのだから。また、ダイアナ女神は処女性を特徴とする。その女
神にタモーラが喩えられたのは、バシエーナスによるタモーラに対する皮肉とも取れる
が、第一には思いがけない形で彼女に遭遇したという事実のためである。すなわち、発
見されたときの彼女は、従者の一団も引き連れず、たった一人だった。
タモーラは情事を他人に邪魔された不満を、ダイアナ物語をなぞる形で侵入者にぶつ
ける。

Tamora

Saucy controller of my private steps!

Had I the power that some say Dian had,
Thy temples should be planted presently
With horns, as was Actaeon’s; and the hounds
Should drive upon thy new-transformed limbs,
Unmannerly intruder as thou art!
Lavinia

Under your patience, gentle Empress,

’Tis thought you have a goodly gift in horning,
And to be doubted that your Moor and you
Are singled forth to try thy experiments.
(2.3.60–65)

ラヴィニアは、タモーラの姦淫を非難するが、間男された夫の額に生える角（cuckold’
s horn）のイメージをそこで用いる。このイメージは、タモーラの言葉にある、ダイ
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アナの水浴を目撃した罰として鹿に変えられたアクティーオンへの言及から連想され
13

たものである。 上のタモーラの言葉には、侵入者に対する彼女の反撃の態度（Saucy
controller）がうかがわれるが、彼女は侵入した敵に対する攻撃を、姦通という自身の
性癖と行動に合致する方法で表わしたことが、ラヴィニアの反応によって明らかにさ
れる（後述するように、タモーラには自分の性癖を他人に投影する癖がある）。バシ
エーナスは、先ほどの驚きと非難の混じった言葉の中で、女神ダイアナを着衣している
（habited like her）ものとして述べたが、タモーラが発する言葉の中に想像されるダイ
アナは、アクティーオンへの言及が示すように、裸である。そして、二幕三場冒頭でアー
ロンを性的快楽へと誘う言葉の中に現れるカルタゴの女王ダイドーは、ひと時の性交を
楽しむのであるから、そこにおけるダイドー、そしてダイドーに我が身をなぞらえるタ
モーラは、少なくとも彼女の空想においても裸のはずである。詩というジャンルであれ
ば女性の裸体を描写することが可能であるし、実際ホメーロス、ウェルギリウス、オヴィ
ディウスにあっては、女性の裸体が描かれ、女性が着衣を取り去ることができる人気の
14

ない場所において、人間や神々が遭遇する様子が描かれてきた。 しかし、エリザベス
朝の舞台では裸体そのものを提示することはできない。
『タイタス』のように、古典文
学からの影響（特にオヴィディウス）を顕示する劇作品においては、古典文学において
裸体を含むエピソードは、どのように扱われることになるのか。この点については次の
セクションで扱うこととする。
ダイアナ神話における女神の特権的な地位と猟師アクティーオンの人間としての地位
との隔たりは、突然ローマ皇帝の后となったタモーラの特権的な地位と、家臣の地位と
の隔たり（Saucy controller）に置き換えられる。またアーロンは、すでに二幕一場冒頭
で、タモーラの特権的な地位を利用し、その背後に隠れることによって、己の野心を実
15

現するのだと、その決意を述べていた。 しかし、アーロンやタモーラ自身のこれらの
言葉にかかわらず、バシエーナスらと遭遇した場面におけるタモーラは攻撃されやすい
（vulnerable）立場にある。彼らの言葉の中に現れる “the golden sun”（2.1.5）や “Dian”
（2.3.61）は神話物語の登場人物であって、タモーラは神話的存在と同じ力を揮うことは
できない。だから、侵入者バシエーナスをアクティーオンになぞらえて反撃の姿勢を露
わにしたタモーラに、さらに非難の言葉が浴びせかけられる。

Believe me, Queen, your swarthy Cimmerian
Doth make your honour of his body’s hue,
Spotted, detested, and abominable.
Why are you sequestered from all your train,
Dismounted from your snow-white goodly steed,
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And wandered hither to an obscure plot,
Accompanied but with a barbarous Moor,
If foul desire had not conducted you?
(2.3.72–79)

ここでバシエーナスは色を強調している。バシエーナスの想像では、タモーラの白い
裸身は “swarthy Cimmerian” の体と絡み合っている。ここでは彼の侵入する視線が感じ
られる。バシエーナスがその侵入する道徳的視線によって見るのは、タモーラの体の
表面の奥に隠された色、彼女の性的正体（sexual identity）である。引用文中の “your
honour” とは、貴人に対する呼び掛けの言葉であるが、ここでの “honour” の語には、
“chastity” や “credit” の意味も感じられる。道徳的規範としての白色はタモーラが乗っ
ていた馬の色に置き換えられている。白馬から “dismount” するというフレーズには、
二幕一場でアーロンが用いる “mount aloft her pitch”（2.1.14）との共鳴も考えられよう。
また白色は一般的に道徳的純粋を暗示するだけではなく、一幕一場で新しい皇帝が着る
はずの “This parliament of white and spotless hue”（1.1.182）との共鳴もある。タモー
ラの本当の色は黒色で、それは彼女の白い身体表面の奥に隠されていると、バシエーナ
スは言いたいのだ。彼女の “foul desire” が秘密であるという暗示は、バシエーナスのこ
の台詞の後半でなされる。バシエーナスによると、タモーラは馬から降りて “wander”
したという。彼女は乗物で目的地まで行かなかったわけだ。しかし、これはバシエーナ
スの道徳的観点からの発言である。“wander” する行為そのものが、性規範からの逸脱
として想像されている。タモーラがいま居る場所は、実際には皇帝の狩の一行から、そ
れほど離れた場所ではない可能性を指摘したが、タモーラを非難するときバシエーナス
は、むしろ人目につかない離れた場所（“an obscure plot”）を空想する。それは彼の視
点と侵入的視線に沿った表現だった。

Ⅲ 充満する身体内部
劇の展開の中でタモーラは、バシエーナスが提示したこの「隠れた場所」のトポスを
敷衍してゆく。地理的な境界線（geographical boundaries）は、個人の境界線（personal
16
boundaries）と重なり合う。
彼女は自分がこの辺鄙な場所にいるのは、バシエーナス

とラヴィニアに「巧妙に誘われた」（“ ’ticed” 2.3.92）からだと言う。“ ’ticed” という語
を用いるところからしてタモーラらしい。

And when they showed me this abhorred pit,
They told me here at dead time of the night,
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A thousand fiends, a thousand hissing snakes,
Ten thousand swelling toads, as many urchins,
Would make such fearful and confused cries
As any mortal body hearing it
Should straight fall mad or else die suddenly.
No sooner had they told this hellish tale
But straight they told me they would bind me here
Unto the body of a dismal yew,
And leave me to this miserable death.
(2.3.98–108)

バシエーナスらが自分を殺そうとしたのだとタモーラは言うが、彼女が語る殺し方がこ
れまたタモーラ的である。蛇がとぐろを巻いて日向ぼっこをしていた数分前の森の情景
は、タモーラのレトリックによって “A barren detested vale”（2.3.93）と変り、そこに
は決して太陽の光が差し込むことはない。そしてこの劇の観客が予想もしなかった森
の穴が出現するが、その出現は、あたかも彼女の言葉の魔術によるかのようである。タ
モーラが言うところの “this miserable death” とは、恐ろしい話を聞かせて、聞き手が
想像の中で、そのイメージに取りつかれ苦しめられる末の死であった。当時の魔女術
（witchcraft）の解説書は、どのようにして魔女が現実にはないものを人の目に見せるこ
とができるのかについて説明している。例えば、Heinrich Kramer and James Sprengern
の著した The Malleus Maleficarum は、魔女が動物などに変身したように見えるのは記
17

憶に保存されたイメージによるという見解をとる。 タモーラの人々を害する方法は、
イメージの力を利用した殺人の方法であった。その方法は、舌の力を誇るタモーラが得
意としたものである。彼女はそれをバシエーナスらに投影する。そして、現れた息子た
ちに、自分が “foul adulteress, / Lascivious Goth”（109–10）と罵られたと告げる。後に
息子たちは、母とアーロンとの肉体関係を知って驚愕することになるが（四幕二場）
、
この時点では、彼らはまだそのことについて知らない。そうだとすると、姦通の女だと
いう中傷を受けたというタモーラの訴えは、伏せておいた方がタモーラのためになると
いうものだ。自分の秘密を暴露しているようなものだからである。引用したタモーラの
言葉について、以上の観察から言えるのは、タモーラは自己を暴露（self-exposing）し
ているということである。バシエーナスらは、タモーラの情事の場面に出くわしたと
き、彼女に向けた道徳的視線によって彼女の白い皮膚の下に隠されたものを見ようとし
たが、悪意によって人目につかない場所に誘い出されたと訴えるタモーラは、その訴え
18

の言葉のすぐ表面下で、自分の正体を観客に対して明らかにしているのである。
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クィンタスとマーシャスがアーロンに案内され森の穴がある場所にやって来るとき、
彼らは不思議な睡魔に取り付かれている。

Quintus

My sight is dull, what’er it bodes.

Martius And mine, I promise you. Were it not for shame,
Well could I leave our sport to sleep a while.
(2.3.195–57)

二幕に入って、朝の目覚めから不可思議な眠りへ変化があるように思われる。一幕から
二幕初めにかけては一晩が過ぎたという劇の設定なので、登場人物たちはすでに通常の
眠りを眠り終えていることになる。狩猟の用意ができたタイタスは、猟犬の鳴き声によっ
て、皇帝と后を目覚めさせようと言う。またその夜は、夢に悩まされることがあったが、
“But dawning day new comfort hath inspired”（2.2.10）と晴れ晴れとした気分になる。
ラヴィニアはさらに極端だ。彼女は、“I have been broad awake two hours and more”
（17）
と言う。従って、これら通常の眠りから覚醒した後に示される睡魔、二幕で人々に取り
つく睡魔は、尋常なものであろうはずがない。目覚めから眠りへの変化は、アンドロニ
カス一族が慣れ親しんできた明瞭な世界が、彼らにはなにがなんだか理解できない不明
瞭な世界へと、変化したということを暗示している。後者の世界の中では、タイタスた
ちは自分の力と意識で状況をコントロールできない。彼らはまったく受身的になってし
まう。
この異常な睡魔の源はどこにあるのか。二幕三場冒頭でタモーラは、人目から隠れた
アーロンとの性の楽しみの後、乳母（“nurse” 28）の子守唄にあやされる赤子のように、
まどろみを得ようと提案する（28–29）。“nurse” という語は、皇帝サターナイナスから
マー
の求婚に対するタモーラの言葉の中に、初めて現れた語（1.1.332）である。その後、
カスは傷ついたラヴィニアに森の中で出会い、次のように言う。

If I do dream, would all my wealth would wake me!
If I do wake, some planet strike me down,
That I may slumber an eternal sleep!
(2.4.13–15)

従って、劇の構成からは、この異常な眠りは、あたかもタモーラが導入したかのようで
ある。またアーロンに騙され、息子たちの首が命の代わりにタイタスの元に戻されてき
たとき、父親は “When will this fearful slumber have an end?”（3.1.251）と、自分の理
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解を超えた悪夢の世界であると、当惑をもらす。タイタスの子どもたちを襲う不可解な
暴力は、このように睡魔が取りつき、悪夢が支配する世界の中で次々と生じる。
クィンタスとマーシャスが森の穴に落ち込むのは、このような劇のムードの中である。
殺されたバシエーナスが投げ込まれ、タイタスの息子たちが落ち込む森の穴は、観客の
想像的な視線に対し劇が提示した身体内部である。オヴィディウスは、人目につきにく
い場所で裸になる女性身体への侵入的視線を物語化したが、そのような隠された場所は、
詩人の物語世界の一部分に過ぎない。他方シェイクスピアでは、隠れていた「身体内部」
は、劇世界全体に象徴的かつ顕示的に充満する。タイタスの息子たちが見るのは、地獄
19

図と重ね合わされたようなタモーラの子宮（腹）の内部であった。 身体内部は劇世界
に充満するので、彼らはそれを、オヴィディウスの物語におけるように、侵入的視線で
人目につかない場所を覗き込むのではなく、身体内部に落ち込み、身体の内側から、身
体のいわば内壁を眺めることになる。
（Michael Goldman によると、セネカ悲劇のレト
リックに見られる地理的・宇宙論的（cosmological）な拡がりは、舞台の登場人物の台詞
として語られるときにのみ効果的に用いられ、ウェルギリウスとオヴィディウスではそ
20

のように行かないと述べている。 ）タイタスの息子たちによるこの身体の内壁の描写
が、タモーラ自身が語る、突然に現れた恐ろしい森の穴の描写と地続きであるのは言う
までもない。前者の穴も、クィンタスが不思議な恐怖（“an uncouth fear” 2.3.211）に
襲われるものであった。

Upon his bloody finger he doth wear
A precious ring that lightens all this hole,
Which, like a taper in some monument,
Doth shine upon the dead man’s earthy cheeks,
And shows the ragged entrails of this pit;
So pale did shine the moon on Pyramus
When he by night lay bath’d in maiden blood.
O brother, help me with thy fainting handIf fear hath made thee faint, as me it hathOut of this fell devouring receptacle,
As hateful as Cocytus’ misty mouth.
(2.3.226–236)

死体となったバシエーナスの指にはめられている指輪が放つ光は、この言葉を述べる
マーシャスの視線を誘導すると共に、観客の想像的な視線をも誘導する。案内される視
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線の先にあるのは、怪物の臓器（the ragged entrails）を思わせる光景であった。続いて
穴は、人を貪り食う容器（this fell devouring receptacle）として想像される。タモーラは、
男性の性的な視線を引つける身体表面の持ち主として造形されているが、シェイクスピ
アは、この女の破壊的で堕落した内的リアリティを、このように大掛かりな象徴的仕掛
けを用いて提示する。
視線は、視線の対象あるいは視線を向ける者の意識によって、能動的になったり、受
動的になったりする。当時の人々は、視覚の機能について一定の理解をもっており、こ
のことによって、シェイクスピアは世界と人間の意識との関係を表わす代喩として、
視覚を発展させることができた。人間の目がどのような仕組みでものを見ることがで
きるのかという目の光学は、他の感覚と同様、熱心に研究された分野であった。そし
て、視力の理論は、光線やイメージが能動的に目に移動するという観念（intromissive
theories）、
あるいはそれらが目から出現するという観念（extramissive theories）について、
議論を重ねたのである。そのような理論が劇作家にとってもつ価値は、その前提と用語
にある。視覚は、文字通り、触覚の一種であった。すべての理論は、目と対象とを媒介
するものとして、ある種の直接的な接触があるものと考えていた。それは、目から生じ
る光線や、視線の対象物から生じる薄膜や、目から生じる火と混ぜ合わされた外気であ
る、などとされた。すべての理論はまた、目の能動性・受動性の問題を提起した。目は、
光線を放射するか、見られる物体から発せられる光線を受け取るか、媒介となる大気と
物体の延長されたものとを混ぜると考えられた。もし目が光線を放射するなら、見る人
は攻撃する者、盗人、侵害者と理解される。もし目が受容器であるなら、見る人は純粋
に受取り手である。見られる対象物はといえば、それは見る人の目から放出される光が
当たる受動的な物であるかもしれないし、あるいは、人々の視野に光線を放出する能動
的な働きをするものであるかもしれない。これらの可能性のすべてが、見るという行為
は、いったい積極的な参加なのか、あるいは受動的な参加なのか、という複雑な問題を
21

提起した。

バシエーナスが道徳的視線によって、アーロンとの逢引を企てるタモーラを見たとき、
その視線は能動的なものであった。能動的なものであったからこそ、その視線は、タモー
ラによって、アクティーオンの侵入的視線になぞらえられた。また、彼女は、ダイアナ
神話の中でアクティーオンが受けたのと同じ罰を、バシエーナスも受けよ、と言い放っ
たのである。一方、マーシャスとクィンタスによる森の穴についてのやりとりは、見る
者（beholder）の受動性と無力感を示している。

MARTIUS O brother, with the dismal’st object hurt
That ever eye with sight made heart lament!
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QUINTUS I am surprised with an uncouth fear;
A chilling sweat o’er-runs my trembling joints;
My heart suspects more than mine eye can see.
MARTIUS To prove thou hast a true divining heart,
Aaron and thou look down into this den,
And see a fearful sight of blood and death.
QUINTUS Aaron is gone, and my compassionate heart
Will not permit mine eyes once to behold
The thing whereat it trembles by surmise.
O, tell me who it is, for ne’er till now
Was I a child to fear I know not what.
(2.3.204–221)

ここには、兄弟たちの見るという行為が能動的なものであるのか、あるいは受動的な
ものであるのか、その曖昧さが劇化されている。うっかり落ち込んでしまった穴の中
には、バシエーナスの死体があった。最初に穴に落ちたマーシャスは、偶然にも目に
した死体によって、自分が受身の立場に回ってしまう。“with the dismal’st object hurt”
と、自分が傷つけられたように感じる。穴の底からマーシャスは、地上のクィンタス
にも中を覗き込むように促すが、恐ろしいものを見せられる予感がして、クィンタ
スにはそれができない。だからクィンタスは、その恐ろしいものの正体を言葉で教え
てくれという。この穴の中は暗いために普通ならば何も見えないということが前提と
なっており、その中で二人のやりとりが進む。暗い穴の中で、どうしてバシエーナス
の死体であること、また死体が “beray’d in blood, / All on a heap, like to a slaughtered
lamb”（2.3.222-23）の状態であることがわかったのか。マーシャスによると、バシエー
ナスが指にはめていた指輪が放つ光のおかげで、それが分かったのだと言う。その説
明（A precious ring that lightens all this hole, / Which, like a taper in some monument,
/Doth shine upon the dead man’s earthy cheeks, /And shows the ragged entrails of this
pit, 227-230) の中でマーシャスは、その指輪が「見せる」
（shows) のだと表現している。
暗い穴の中だから、通常ならば視力を発揮することができない。しかし、指輪の光が
それを可能にしてくれたと。タモーラの身体を眺める男たちの侵入的な視線とは異な
り、得体の知れない恐ろしいものを前にしては、見る行為は能動とも受動ともつかな
いものになってしまう。これは、『アエネーイス』において、イニーアスが冥界のダイ
ドーを見たときの視線に似る。ホメーロスが描くオデュッセウスの冥界への降下の際の
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視線と比較して Theresa M. Krier が “These qualities attendant upon stricken, shocked,
intensely responsive yet helpless sight are particularly Virgilian: they have no place, for
example, in Homer’s Odyssean descent to the underworld” と述べている通りである。22
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