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エリザベス朝演劇とリバティ 

 

    「都市とフィクション」というテーマを扱う際に、第一に思い浮かぶの

は小説であり、劇場という具体的な場、観客という実体のある対象を持つ演

劇、とりわけシェイクスピアの従事した大衆演劇というジャンルは等閑にさ

れがちである。フィクション、「虚構」という言葉と、極めて具体的な環境

に発生する演劇活動とは相容れないように思われる。言うまでもなく、エリ

ザベス・ジェームズ朝演劇の多くは、歴史劇やロマンスのような現実の出来

事や伝聞、伝説を材料にした劇である。しかし、舞台はやはり現実とは異な

る世界である。舞台の世界は現実の模倣であるにせよ、現実を越えている。

『リア王』の苛烈な世界は、遠い時代の英国の古い王様を登場させるが、彼

は劇作家や役者によって新たな生命、意志を賦与された王である。何よりも、

観客と役者との相互作用によって虚構性が増幅されるよりダイナミックな

虚構世界である。現実に近接するが故に虚構性に欠けるように思われるが、

そのメカニズムは複雑で巧妙かつ陰険であると言える。新歴史主義やフェミ

ニズムはシェイクスピア研究において、現在このメカニズムを明らかにしつ

つある。そういう意味で、大衆演劇というジャンルもまたこのテーマ「都市

とフィクション」を扱うのに十分価値のある領域である。とりわけ、今日の



 

- 40 -

シェイクスピア研究が、国家と個人という両極の関係を模索することが多い

のに対して、「都市」という視点は比較的考察されることが少なかった中間

の視点であり、興味深いテーマであると思われる。 

  16 世紀後半、17 世紀前半という時代は英国で演劇が隆盛した時代であ

った。シェイクスピア、ベン・ジョンソン、マーロー、キッド、その他大学

才人が登場し、大衆演劇が人気を博し、今日でも鑑賞に堪える優れた作品が

輩出した。闘犬や熊いじめといったものと同等のレベルの娯楽であった劇

が、高度のレベルの文化にまで成長しえたのには、もちろんシェイクスピア

やマーローといった個人の天才による所が大きかったが、またエリザベス・

ジェームズ朝という時間、あるいはロンドンという場が大いに関係してい

た。大衆劇場の発生は、ロンドンという都市の地理的な要素、政治的な要素

とどう係わっていたのか。とりわけ、リバティ（Liberty）と呼ばれた特別行

政区の役割を考察したい。その際にシェイクスピアの喜劇『尺には尺を』

（Measure for Measure）を取り上げてみたい。 

    英国で演劇が職業として成立し始めたのは 16 世紀後半であり、同時期

にロンドン郊外に専門の劇場が建て始められる。それ以前には、劇団は貴族

や皇族の邸宅、宗教施設、法学院、旅館の中庭などを臨時の劇場としていた。

その内容も道徳劇や聖史劇という寓意性、宗教色の強いものが主体であっ

た。演劇形式もほとんど行列や舞踏に近いものから仮面劇や結婚の祝いの余

興といったものまで多岐にわたっていた。本格的な劇の上演を目的として建

てられた最初の劇場は、1576 年のジェームズ・バーベッジによるシアター

座（the Theatre)であった。バーベッジは指物師出身の興行主であり、彼の

息子リチャードは、シェイクスピアと同じ劇団の役者となる。シアター座は

ロンドンの北郊外、ショアディッチに建てられたが、そこは「リバティ・オ

ブ・ホリウェル」(the Liberty of Holywell)と呼ばれた特別行政区であった。
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翌 1577 年、同じくショアディッチのリバティに、おそらくはヘンリー・ラ

ンマンによってカーテン座(the Curtain)が建てられる。1599 年には、シェイ

クスピアの属する宮内大臣一座の専属劇場となるグローブ座(the Globe)が、

前記ジェームズ・バーベッジの二人の息子によってテムズ河岸のリバティに

建造される。この間多くの職業劇団の芝居小屋が建てられるが、全て郊外の

リバティと言われる地区に建てられた｡1 

  当時の大衆演劇という娯楽は、全ての人々に歓迎されていたわけではな

い。大衆の人気を博していたものの、今日の我々が懐く「劇聖シェイクスピ

アの芸術作品」といったイメージとはかけ離れた胡散臭い物だった。闘鶏、

闘犬、熊いじめや見せ物小屋の娯楽と同等のものと見なされていた。とりわ

け、ロンドン市当局から排斥される傾向にあった。ロンドン市およびその周

辺を統治していたのは、いうまでもなく女王、国王であった。ロンドン市は

そのお膝元であった。国王の方針は、枢密院に属する少数の貴族たちによっ

て決定された。彼らの中には劇団の保護者も含まれ、劇の上演に対しては好

意的であった。直接のこの部門の管理責任者は王室祝宴局長であった。彼は

枢密院の意向を受けて上演の許可、禁止命令を出した。しかし、宮廷といえ

ども、警察権を持つロンドン市当局や、劇の上演に苦情を寄せる地元住民の

声を無視することは出来なかった。ロンドン市は十二の職業組合(ギルド)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1 エリザベス・ジェームズ朝の劇団、保護者、大衆劇場の事情については Anne 
Lancashire, London Civic Theatre: City Drama and Pageantry from Roman Time to 
1558(Cambridge:     Cambridge University Press, 2002),  Janette Dillon, Theatre, 
Court and City 1595-1610: Drama and Social Space  in London (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000), Arthur F. Kinney, Shakespeare by Stages: An  Historical 
Introduction(Oxford: Blackwell, 2003), Siobhan Keenan, Travelling Players in 
Shakespeare's England  (New York: Palgrave  Macmillan, 2002), Paul Whitfield White 
& Suzanne R. Westfall(eds.), Shakespeare and  Theatrical Patronage in  Early Modern 
England (Cambridge: Cambridge University Press, 2002)、青山誠子『シェイクスピアと

ロンドン』(東京：新潮社, 1986)を参照。特にリバティとハンセン病患者については
Steven Mullaney, The Place of  the Stage: License, Play, and Power   in Renaissance 
England (Chicago & London: University of Chicago Press, 1988)を参照。 
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の集合体であり、その代表は市長(the Lord Mayor)であり、それを補佐する

のは市参事会員(Aldermen)たちであった。職業組合を母体とする彼らは清教

徒的倫理を人生の基本としていた。敬虔と勤勉を自らのモットーとする彼ら

にとって、血腥い復讐劇や不道徳な姦通劇は、歓迎すべきものではなかった。 

  さらに、当時の劇場は病気（ペスト）の伝染や喧嘩や騒動の発生を誘発

し、治安衛生上、市を管理する機関にとっては問題の多い場所であった。エ

リザベス朝ではペストの蔓延の時期には幾度か劇場が閉鎖され、役者たちは

地方興行を余儀なくされた。また役者たちの地位も低く、「浮浪者取り締ま

り法」(the Acts Against Vagabonds)の対象となっていたし、実際にロンドン

の劇場に取り壊しの命令が発せられたこともあった。劇場は遊興の施設であ

り、清教徒的傾向の強いロンドン市当局にとって嫌悪すべきところであっ

た。安息日に興業されたことも清教徒にとっては演劇を嫌悪する理由となっ

た。そのために清教徒的傾向の強いロンドン市当局は劇場を認めたがらなか

った。ジェームズ・バーベッジが市内のブラックフライアーズ地区に常設の

芝居小屋を建てようとしたが、地元住民の反対運動でついに実現しなかった

ことはよく知られている。劇団は、王や貴族などの宮廷勢力に保護を求め、

自らその仕着せを着る召使いとなった。しかし、これらのパトロンの貴族た

ちもロンドン市当局の意向を無視することは出来なかったのである。清教徒

革命の長い間劇場が封鎖されたことは、清教徒たちがいかに演劇を嫌悪した

かの端的な例である。 

  このような事情から、初期のエリザベス朝の劇場は、ロンドン市の管理

外のリバティという地区に建てられたのである。リバティは、ロンドン市に

は属していたが、主にローマ統治時代に建てられた壁の外にあり、市の管轄

外であった。かつてロンディニウムと呼ばれていたロンドンの城壁は、紀元

200 年頃のローマ軍の占領時代に建てられたものである。現在の地名、クリ
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ップルゲートやラドゲートはこの壁の城門を示し、防壁の名残である。ロー

マ軍が撤退した紀元 400 年頃には、この石壁は軍事上の役割を終えていた。

しかし、それは市中と郊外を分ける境界という象徴的な役割を果たすように

なったのである。 

  リバティはエリザベス・ジェームズ朝には、ロンドン市の管理の外の自

由な地区という他に、ある種の雰囲気を持っていた。まともな世界である市

内と一種悪魔的な得体の知れない外の世界というように、それは当時のロン

ドンの人々の意識の中で、大きな意味を持っていたのである。リバティには

文字通りある種の自由と賤しい得体の知れなさが同居していた。そこでは酒

場、淫売窟といったいかがわしい施設が王から公認されていた。劇の上演を

専門目的とする劇場はこのリバティに出現したのである。もちろん、壁の中

での貴族の私邸や宮殿や法学院での臨時的な上演は継続していた。また、壁

の中でも、ブラックフライアーズのように、英国の宗教改革以前の修道院の

治外法権を受け継ぐリバティも存在した。しかし、リバティは主に、壁の外

側にあり、12 の同業組合によって形成されていたロンドン市当局の実質上

管理外にあった。このように、初期の職業劇場は、都市とその外部との間の

境界、リミナルな領域に出現したのである。そこには単に「自由である」と

いうだけではない意味があった。それを明らかにするのが、同じくリバティ

に置かれたレプラ（ハンセン病患者）の施設の果たした役割である。 

  ロンドンのリバティには、以前にハンセン病患者を収容する施設が置か

れていた。この施設がリバティに設置されたのは、単に伝染を防いで隔離す

るということだけのためではなかった。レプラは古代には都市から追放さ

れ、鈴を鳴らして自らの存在を知らせながら放浪する運命にあった。病気が

接触によって伝染すると信じられたからであった。しかし、この患者たちは

中世にはむしろ保護されるようになった。中世の間、患者たちはロンドンの
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市中で普通の人々と一緒に生活をしていた。近世になると、彼らは次第に隔

離され都市郊外に収容されるようになった。1118 年英国の王妃モウドは、

セント・ジャイルズ・イン・ザ・フィールズに最初の収容施設(Lazer-house)

を設立した。このようにしてロンドン市中で暮らしていたハンセン病患者た

ちは、次第にロンドン郊外の特別行政区に移されるようになった。移動の際

には特別の儀式がなされ、患者が市外へ移動したことを祝福した。1557 年

ロンドンの市中で生活していた最後の二人のハンセン病患者が、テムズ河岸

の向かい側のサザックのリバティに移動したという記録が残っている。前述

のジェームズ・バーベッジがシアター座を建てるのは、このわずか 20 年後

である。大衆劇場の機能は、ハンセン病患者の機能と実によく似ていたので

ある。両者とも完全には追放されず、周辺部に置かれたのである。 

  肉体の腐敗が進行し、接触によって感染すると信じられていた時代に

は、彼らが忌避されたのは当然のことであった。しかし、彼らは単に卑しい

ものではなく、ある種神聖なものとも見なされた。皮膚が破壊されていく病

気は、まさに「死の象徴」と見られ、人々に人間が死すべき存在であること

を思い起こさせるミメント・モリであった。彼らは、「死の象徴」として、

また聖書の二つのラザロの話と結びつけられて、畏怖すべき神聖なものとな

った。彼らは積極的に展示される存在となり、共同体の周辺に見せ物として

置かれるようになったのである。彼らは「他者」であり、「追放者」(outcast)

であったが、神聖な存在でもあった。このようにレプラは、「汚れ」と「神

聖さ」の両方の面を持つ存在であった。 

  リバティには、社会の日常とは異なった異常なもの、死を想起させるも

の、賤しいものが置かれた。それは、規範的なものに対する批判能力の可能

性も持っていた。それは、日本の歌舞伎役者や芸能に従事した人々が「河原

者」と呼ばれ「賤しい民」と見なされながら活動したのと通じるところがあ
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る。スティーヴン・ドッドは、紀伊半島を扱った中上健次の作品群に対する

論評の中で、家畜の殺害を生業とする人々の果たすある種の神聖な機能を指

摘している。“marginality can be a source of powerful insight into the private 

parts of mainstream society.”2 このことは、英国のリバティに存在したレプ

ラについても言える。英国の初期職業劇団はこういったリバティの独特の機

能を受け継いだのである。 

  前述のようにリバティという場には、劇場、淫売窟など市中に置くに相

応しくない施設が置かれた。そこで芸術性の高い作品が教養ある観客に対し

て上演されていたということではない。当時の劇場では、同じ施設で野蛮な

熊いじめや闘鶏なども行われていたのである。文字通り、そこは市民に「自

由」を享受させる場所であり、民衆の性欲や「下品なものを見たい」という

感情を満たすことを、都市の周辺部において可能にした。しかし、それは完

全な「自由」ではなかった。統治者にとって、リバティはまた人民を統治す

る手段でもあった。自由や欲望のはけ口を与えるが、それを利用することに

よって統治者が人民を支配することを可能ならしめるシステムであった。レ

プラの収容所や大衆劇場という、ともにリバティに存在した施設が持つ他者

性、境界性、展示性（theatricality）を暗示している劇がある。それがシェイ

クスピアの『尺には尺を』である。 

 

                  シェイクスピアの『尺には尺を』 

 

  『尺には尺を』は、ジョージ・ウエットストーンという劇作家の『プロ

モスとカサンドラ』という先行作品を粉本としている。劇の舞台はウィーン

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2 Stephen Dodd,“Japan's private parts: place as a metaphor in Nakagami Kenji's works,”
Japan Forum 8 (1), 3-11. 
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である。この町もルネサンスの時代、郊外の淫売窟で有名であった。舞台は、

ウィーンであるが、シェイクスピアの頭の中にあったのはロンドンであろ

う。主人公はウィーンの総督、ヴィンセンシオ公爵である。シェイクスピア

の劇においては、公爵というのは国王とほぼ同義である。ヴィンセンシオ公

爵は、自らの寛大過ぎる統治のため風紀が乱れていることに気付き、これを

糾すため、厳格であると評判のあるアンジェローに政治を任せて、自らは「諸

国漫遊の旅に出る」と称して姿を消す。しかし、実際には、公爵はロドヴィ

コという修道僧に変装し、国内の状況を視察しているのである。代官となっ

た厳格なアンジェローは、長年眠っていて執行されなかった法律を再執行す

る。結婚式の前に許嫁を妊娠させてしまったクローディオという男に対して

姦通罪を適用して死刑を宣告する。クローディオの妹のイザベラが、アンジ

ェローに刑の執行を止めるように嘆願に行くと、イザベラの美貌に魅惑され

たアンジェローは、自らの欲望に屈してしまう。彼は「自分の欲望を満たし

てくれるなら、兄を助けてやる」という交換条件を出す。変装して視察して

いた公爵は、この状況を十分把握している。アンジェローの不法な要求に対

して一度はそれを拒絶したイザベラであるが、修道士としてやってきた公爵

に助言されて、彼の逢引の要求に応じることにする。すなわち、彼の要求に

応じるように見せかけるものの、実際の寝床に入いるのは、別の女性（かつ

てアンジェローに捨てられたマリアナという女性）にする。計画は成功し、

アンジェローはイザベラを抱いたと思っているが、実際はマリアナを抱いて

いたのである。イザベラが彼の不法な要求を受け入れたにもかかわらず、ア

ンジェローは前言を翻してクローディオに死刑の命令を下す。これに対して

も、公爵は別の人間の首を差し出すことで対応する。そして、最後に公爵は

正体を現し、悪行を犯したアンジェローを譴責し、死刑の宣告を下す。しか

し、最後には全ての人物が許されて幸福な結果を迎える。 
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  Measure for Measure という劇のタイトルは、聖書におけるキリストによ

る「山上の垂訓」に由来している。劇がキリスト教の寓意的枠組みを持って

いることを暗示するものである。 

 

Judge not, that ye be not judged.  For with that judgement ye jugde, 

Ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be 

measured  to you again.    (Matthew. 7: 1-2 )    Emphasis added 

 

人を裁くな。自分が裁かれないためである。あなたがたが裁くその裁きで、

自分も裁かれ、あなたがたが量るそのはかりで、自分にも量り与えられる

であろう。 

 

「人を裁いていけない、自分も裁かれるのだから」という教えは、他人を裁

こうとしたアンジェローが、最後には正体を現した公爵によって裁かれると

いう劇の筋と一致している。劇はこの教訓を説く寓話である考えることが出

来る。この劇の批評史の初期において、「公爵は神の代理人である」という

解釈が有力だった。「新約聖書的慈悲」を体現する公爵やイザベラと「旧約

聖書的律法」を体現するアンジェローの対立であり、「公爵は神である」と

解釈したのである。ロイ・バッツンハウスや G.ウィルソン・ナイト、R.G.

ハンターたちはこの立場に立つ｡3 

  しかし、最近ではミッシェル・フーコーの権力理論を取り入れた逆の解

釈がされている。ジョナサン・ドリモアの「『尺には尺を』における逸脱と

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3 Roy Battenhouse,“Measure for Measure and Christian Doctrine of the Atonement,”
PMLA, LXI(1946),1029-1059.   G.Wilson Knight,“Measure for Measure and the 
Gospels, ” The Wheel of Fire (Oxford: Oxford University Press, 1930), 80-106.  
R.G.Hunter, Shakespeare and the Comedy of Forgiveness (New York Columbia University 
Press, 1985). 
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監視」は、彼をもっと陰険な権力者と見なしている｡4 劇はハッピーエンド

で終わるので一応は喜劇という範疇に属するが、一般にはもっと別の名称、

「問題劇」と呼ばれることが多い。その理由は、ベッドトリックという手法

が使用されるところにある。ベッドトリックというのは、当時の劇で時々使

用されたコンヴェンションであった。男女が逢引するが、同衾する時に女の

方に別の者が入り、男の方はそれに気づかない。荒唐無稽で現実にはあり得

ない手段であるが、悲劇に終わりそうな劇を無理矢理にハッピーエンドに導

くために使用される一種の非常手段(deus ex machina)であった。例えば、こ

れを使用すれば、男性に捨てられた女性を救うことが可能である。男が浮気

のつもりで行う逢引において、男の浮気相手の代わりに、男の愛情を取り返

したい女性を同衾させればいいのである。事実、シェイクスピアの『終わり

よければすべてよし』では、主人公はこれによって改悛して妻への愛情を取

り戻すのである。しかし、明らかに道徳上の問題が存する。『尺には尺を』

では、聖職者に扮した公爵が道徳的に問題のある手段を使用するので、昔か

ら不可解な劇と思われ、喜劇、悲劇、歴史劇とは別の「問題劇」と呼ばれて

来たのである。作者の意図が計りかねる劇であると思われていたが、近年の

権力のメカニズムという新しい見方からすると、興味深い劇となっている。 

   劇のテーマの一つは、「自由」（あるいは「欲望」）と「抑制」の問題

である。公爵は、「自由が正義を引きずり回している」(And Liberty plucks 

Justice by the nose)(I.iii.29)5と嘆く。これは、人民の放恣(license)を制限する

法律が存在したにもかかわらず、公爵が法律を執行しなかったからである。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4 Jonathan Dollimore,“Transgression and surveillance in Measure for Measure,”Jonathan 
Dollimore & Alan Sinfield(eds.), Political Shakespeare (Manchester: Manchester 
University Press : 1986), 72-87. 
5 Measure for Measure の引用の行数は、Richard Proudfoot et al eds., The Arden 
Shakespeare Complete Works / William Shakespeare (Surrey: Thomas Nelson, 1998)によ

る。 



 

- 49 -

「自由」は特に性の「自由」によって象徴される。厳格な法のために逮捕さ

れ処刑の場へ向かうクローディオは、遊び人ルーシオに「何故に、死刑にな

るのか」と質問された時に、「自由のためだ」と答える。 

 

   Lucio. . . . Whence comes this restraint? 

      Claudio.  From too much liberty, my Lucio. Liberty,  (I.ii.124-125) 

 

クローディオは正式の結婚の前に許嫁を妊娠させてしまった自らの過ちを

このように告白しているのである。クローディオは身分の高い人物である

が、都市郊外に住む下層の民もまた自由の問題を深刻に感じている。 

  劇冒頭、新しい統治者アンジェローによって郊外にある売春宿の取り壊

しの命令が発せられたことが話題となる。“All houses in the suburbs of 

Vienna must be plucked down”(I.ii.95-96)と噂される。“houses”とはもちろ

ん淫売窟である。この郊外は、ロンドンのリバティ、特にグローブ座の位置

していたサザック地区を想起させる。ここは劇場、市場、宗教施設、売春宿

等の娯楽施設で有名であった。特に“Winchester goose”と呼ばれた売春婦

は有名であった。これらの施設はリバティにあったが、ロンドン市の意向を

受けて、しばしば取り壊しの運命に瀕していた。『尺には尺を』ではオーヴ

ァーダン(Overdone）という婦人が登場する。彼女はウィーンの郊外で売春

宿を経営する女将、女衒である。この種の宿の女将は以前は自身が娼婦であ

ったことが多く、彼女もそうであったと推測される。彼女の名前の中にある

“do”は性を暗示し、彼女の職業を暗示しているのである。オーヴァーダン

婦人は、宿取り壊しの後は、施設を hot-house つまりトルコ式浴場に変える
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が、実質は以前と同じ営業を続け、いろいろとトラブルを起こしている。こ

のように、『尺には尺を』では、「自由」とその対立概念である「抑制」の

問題が前景化されている。 

    自由の対立概念である「抑制」を最も体現している登場人物が公爵の代

官となるアンジェローと修道女になろうとしていたイザベラである。公爵は

自分の権力を委譲するアンジェローを厳格な人物と考えている。“A man of 

stricture and firm abstinence”(I.iii.12) “Lord Angelo is precise”(I.iii.50)  公

爵から権限を委譲されたアンジェローは、前述のように厳格な信念に従っ

て、数年来執行されなかった法を執行し、ウィーン郊外の歓楽施設や淫売窟

を取り壊す。また正式な結婚を行う前に許嫁を妊娠させたクローディオに対

して、死刑を宣告する。彼は、その台詞の中で自らの信念をしばしば明らか

にしている。 

  アンジェローについてよく言われるのは、彼が宗教改革後の英国の清教

徒を表しているのではないかということである。Angelo という名前はもち

ろん angel(天使)に通じるものであるが、清教徒であることの皮肉な暗示で

ある。彼を形容する“precise” という形容詞は、エリザベス・ジェームズ

朝において、特に清教徒を形容する語であった｡6 イザベラは彼を“This 

outward-sainted deputy”(Ⅲ.i.88)と呼ぶが、これもアンジェローが清教徒的

人物であることを示している。シェイクスピアの清教徒に対する取り扱いで

は、『十二夜』のマルヴォーリオが有名であるが、アンジェローも偽善的で

ある。清教徒が演劇抑圧の主体であったことを考えれば、シェイクスピアの

この扱いは当然であろうと考えられる。スティーヴン・ゴッソンやフィリッ

プ・スタブズのような清教徒たちは、「国民を堕落させる」あるいは「安息

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6 Peter Lake(with Michael Questier), The Antichrist's Lewd Hat: Protestants, Papists and 
Players in Post-Reformation England（New Haven & London: Yale University Press, 
2002）, 622. 



 

- 51 -

日の邪魔をする」という理由で劇場を非難した。同業組合組織を母体とし、

自ら清教徒的傾向を持つロンドン市当局は、彼らの過激な主張を受けて、幾

度か上演の禁止の働きかけを行っている。 

  アンジェローは、権力を掌握するとその偽善的な本性を露わにする。彼

は、国民に対しては厳格に法を遵守することを主張しながら、「兄の死刑の

執行を猶予してほしい」と懇願するイザベラの美貌に魅惑されて、「自分の

欲望に応じるように」という条件を出す。しかも、約束がイザベラによって

履行されても（実際は別人がベッドに入っているが）兄クローディオの死刑

を強行しようとする。また、アンジェローが、以前に許嫁が貧しくなったと

いう理由で、その婚約を破棄したことも明らかになってくる。アンジェロー

の描写の中に、自由を抑圧しようとする権力に対する批判があるのは明白で

ある。ベン・ジョンソンの『錬金術師』のアナナイナスやトリビュレーショ

ンといった人物ほどは明確ではないにせよ、そこに批判的視点があるのは明

白である。 

    イザベラは幕が開いた段階では、修道院に身を投じようとしていた。彼

女は、修道院の規則よりも「厳しい抑制」(a more strict restraint)(I.iv.4)を希

望する程の女性である。彼女は、助命嘆願する兄に対して、自らが汚れるよ

り兄が死ぬことを主張する。その態度はむしろ残忍さを感じさせる。アンジ

ェローが清教徒を思わせるのに対して、彼女はカトリック的なマゾヒズムを

感じさせる。 

  レプラの場合と同じように、劇でも死の恐怖は顕在化される。処刑を宣

告されたクローディオは、妹に対して長々と死の恐怖を述べ、「自分を助け

てくれる」ように依頼する。公爵もその死の恐怖を利用する。 

  公爵は最後に正体を表して、アンジェローの不正を糾し、その犠牲とな

ろうとしたクローディオやイザベラを救済する。アンジェローの厳格な律法
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主義に対して、寛大な慈悲を施すことによって自らの統治を回復するのであ

る。この過程の中で、寛大な神の恩寵が説かれているように思える。彼を神

の化身とする説が存在するのは、この面に注目するからである。前述のよう

に、近年では、フーコーの権力理論の影響を受けて、新歴史主義やフェミニ

ズムは、公爵の中により陰険な権力メカニズムの策謀を見ようとしている。

すなわち、彼は国民に自由を賦与し放任を認めるように見えながら、一連の

騒動の中で国民に恐怖を浸透させ、彼らを機構の中に封じ込めているのであ

る。民衆の転覆的なエネルギーは、結局は体制への組み込みを目指す公爵の

大がかりな芝居に利用される。この劇の筋は、エリザベス朝やジェームズ朝

で大衆演劇が果たした機能を暗示している。 

  公爵の行動に対する皮肉な視点は常に存在する。象徴的なのは彼が苦境

を乗り切るために用いるベッドトリックである。この手段は、寛大な神を具

現する人物とは矛盾している。シェイクスピアは、この矛盾を隠さずむしろ

顕在化させている。相手が誰であるかを知らないで、同衾してしまうという

行為の中には、神の恩寵とは逆の、冒涜的なものがある。肉体の結びつきは、

精神の相互理解や結びつきを前提とするからである。この冒涜の推進者が、

修道僧に変装したヴィンセンシオ公爵や修道女を目指したイザベラである

というのも皮肉である。公爵の法律執行の基本にあるのは、法律という恐怖

によって国民を抑えようとする姿勢である。彼は権力の属性は「恐怖」

(terror)であることを常に認識している(I.iii.26)。法律は、その罰則の恐怖に

よって犯罪や反乱を抑止するのである。公爵は“And Liberty plucks Justice by 

the nose”(I.iii.29)と嘆く。しかし、彼は自らは法律を執行せず、代官のアン

ジェローにその執行を委任していたのである。その理由として、「自分に苛

政の非難が向けられないようにするためである」と明言している。最終的に

は全ての臣民を許すものの、すぐに正体を正体を現さず、その過程で不必要
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な恐怖を国民に与えている。最後の裁きは、彼の権力、統治の再確認の儀式

となる。彼の人民に対する思いやりが策謀に見え、最後の裁きの場面が芝居

がかって見えるのはこのためである。 

   このように、「性」と「死」という人間の二つの属性を最大限に前景化

させながら、劇は「自由」と「抑圧」についての言説を提示している。統治

の権力は、一度は民衆の批判の下に曝される。しかし、この過程を通して、

人民はより強固に権力機構の中に取り込まれる。『尺には尺を』は、このよ

うな権力のメカニズムを暴露している。しかし、それはエリザベス・ジェー

ムズ朝の大衆演劇自体の機能も暗示することになる。演劇は権力に対する批

判の視点を持つが、同時に権力による欲望の封じ込めの手段でもあったから

だ。このように大衆演劇は都市の境界に生じる複雑なメカニズムを利用しな

がら、現実を映し出す鏡となり得たのである。 


