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シェイクスピアの世界観と『マクべスの悲劇』小論 
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1、解釈への出発点――世界観と人格造形の問題 

2、『マクベスの悲劇』における問題の所在 

3、「自然の本性」“nature”について 

4、行為と希望 

参考文献 

 

１、解釈への出発点――世界観と人格造型の問題 

 

 シェイクスピア劇の全体の構成に関して、しばしばその不備が指摘される。「時間

の経過」「場所の関連性」「筋や登場人物の人格」などに、合理的な統一性が欠如し

ているというのである。それに対して、観劇や一気呵成の読了後の印象をも踏まえ、

様々な角度から説明がなされているが、もう一つ釈然としないものが残る。 

 問題は、時間や空間、事物の交流や人格を形成しそれらに生命力を吹き込む世界

観の捉え方にあると考えられる。私の結論をいえば、シェイクスピアの世界観は、

論理や意志の世界観をも包摂する、霊的な世界観である。それを、シェイクスピア

自身と観客、および当時の精神風土とが共有していた。 

 霊的世界観の特徴の一つは、思い、声としてのことば、映像などの現象が、日常

的な自然法則に支配された時空間を飛び越えて通底し交信し合うということ。他は、

そうした交流は、基本的に、論理的な一対一の対応関係ではなく、多対多の対応を

惹起し、そこから生まれうる一つの方向性としての身体的深い意味のゆくえは、そ

れを感じ取った個や集団の即興的かつ主体的解釈にゆだねられる、ということであ

る。 

 以上の論点に関してここで詳細な立論はできないので、以下に私の考えているい
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くつかの論拠を列記するにとどめる。 

 シェイクスピアの作品からまず実例を挙げると、パックやエアリエルは、そうし

た霊的な力の働きを目に見える形で履行する登場人物である。パックは地球を四十

分で一周し、エアリエルは思考と同じ速さで行動する。一方、アイルランド遠征の

ための軍資金の捻出に苦慮するリチャード二世のもとへ、あたかも王の思惑と願い

が通じたかのようにジョン・オブ・ゴーント危篤の知らせが入る。ジョンの死後そ

の財産を没収し、資金の調達にあてんと喜々として見舞いに向うリチャードである

が、これはジョンの方から見るならば、死に臨んだ人間の必死の思いが相手にとど

き、最期を悟った者のみが語りうる真実のことばを聞くために、リチャードがジョ

ンの臨終の場面へと駆り出されたともいえるのである。また、自らの憤怒と絶望を

嵐へ映し出すリア王が、周囲の忠実な僕たちの説得にようやく促され、グロスター

が用意した近くの小屋へ避難しようとした時である。全く唐突に、気違いトムに扮

するエドガーが、リアの眼前に脱兎のごとく現われ出る。それは直前のリアの、貧

しき者たちへの祈りや高ぶる者たちへのいましめの思いが自らへ跳ね返る形で通じ

たかのようであり、同時に、狂気寸前のリアの心が、エドガーという肉体となって

そこに出現したかのようなのである。この不思議な現象によって苛酷にも、リアは

自らの心とことばを直視する道をさらに先へ先へと進まざるを得ない運命となる。 

こうした霊的な通底現象を作品の主題と共にとりあげ、一つの世界観へと結晶さ

せた戯曲が『ハムレット』である。そこには、あたかも、世情に怯える人々の想念

から現出したかのような、人格的な亡霊が登場する。また、独白、叙述的セリフ、

対話といった中世演劇以来の伝統的な舞台上の約束事が、その機能主義的な手法か

ら完全に解き放たれ、霊的な世界観の表出として確立されている。とりわけ「自然

を映す鏡」という演劇観は、宇宙と劇場と人間の心とが通底し、劇場も人の心も鏡

のように澄み渡り霊的なものと成りきることによって初めて宇宙のすべてを捉え、

また発信もできるという、シェイクスピアが到達した世界観、人間観、の表白とし

ても読むことができるのである。 

少し枠を広げ、当時の書物に表われた思想や精神風土に目を移してみると、そこ

に私たちは、霊的な世界観に通ずる内容の展開をしばしば見い出すことができる。

その一つが、当代の碩学ジョン・ディー（1527～1608 年）の『寸言による入門書、

卓越した自然的諸力について』（1568年）である。これは、長短とり混ぜた百二十の

寸言から構成された、ディー自身のことばによれば、「数学に基礎をおいて、占星術



シェイクスピアの世界観と『マクべスの悲劇』小論 

 - 39 - 

の方法論のすべてを余すところなく提供した」ラテン語の書である。そこでは、厳

密な数理計算に基づく天体自体や天体の位置関係に関する考察と、宇宙の森羅万象

の不思議さに対する神秘思想的ではあるがきわめて冷静な思索とが、渾然一体となっ

ている。 

ディーによれば、宇宙全体は相似的な三重構造を成している。つまり、「太陽」

に象徴される天上界と、「黄金」に象徴される地上界、そして小宇宙としての「人間

の心」（コル・ホミニス）である。それらの間を、各天体が発する固有の「光」（ラ

ディウス）が瞬時に遍くかけめぐり、全体を結合する。「光」には見える光と、秘め

た影響力をもつ見えない光とがあり、後者は宇宙に存在するすべてのものを貫通す

る。また、「霊体ばかりでなく他の自然体も、光を通してあるいは光なしで、物体か

ら視覚へと、また時には他の感覚へと流れ込む。そして、それらはわれわれの想像

的な霊の中に、あたかも鏡の中に集まるように、集結し、その姿をわれわれに現わ

し、われわれの中に驚嘆をひき起こすのである」（寸言の十四番）。最後のディーの

ことばは、シェイクスピアの「自然を映す鏡」の思想に通底するものがあると思う。 

 次に、聖書を見ることにする。大きく見れば、聖書とシェイクスピアおよび観客

とのかかわりは、当然のことながら宗教改革ということになる。中世の人々の生活

を隅々まで支配していた教会政治の力に対し、内部からはその腐敗と矛盾が烈しく

糾弾され、外部的には都市部の新興勢力としての商人や新思想の標榜者たちからの

問いかけが風雲急を告げていた。そうした時代の高まりの中で、本来的な意味での

聖書的人間とは何か、聖書的君主とは何か、聖書的政治とは何かが知的な人間たち

の間で熱く問われた時代である。しかしながら、こうした大きな流れに対し、日々

の生活に追われる民衆がどのように本質的にかかわっていたかは、微妙な問題であ

る。民衆は聖書をどのように具体的に生きたのか。だが、その文化史を見て少くと

もいえることは、民衆の心の中に聖書は様々な形をとって生きつづけ，また民衆の

生活そのものが，知識人の偉業と共に聖書の思想を支えていた。 

例えば、民衆の教化と享楽がないまぜになり、大工や革なめし業といった各同業

組合によって、一年に一度膨大なエネルギーと経費を費やして準備され挙行された、

聖書の名場面集から成るコーパス・クリスティー劇は、記録の上ではランカシャー

の州都プレストンで 1603 年まで続けられた。また、活版印刷の普及と共に民衆の間

で流行したストリート・バラッド（歌謡曲）の内容をみると、熱愛、失恋、浮気と

いった恋愛ものや、珍談、奇談の類が主流を占める中、聖書から題材をとった罪や
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慈悲、天国や地獄、復活について、素朴な英語で語りかけるものも多く見うけられ

る。これらの中心を貫くものが、ジョン・ウィクリフから始まり欽定訳聖書に結実

する、ヘブライ語とギリシャ語で書かれた聖書原典の英語への翻訳事業である。 

直接文字を読める者は少なかった。しかし、その代わりに発達した「耳」の力で、

民衆たちは聖職者の語る、自分たちの日常のことばと同じ響きをもった聖書のこと

ばを、むさぼるように心に吸収したと想像される。そして、普段の生活の中で、苦

しんだ時、“Verely, verely I say unto you, Except the wheate corne fall into the ground and 

dye, it bideth alone : but if it dye, it bringeth much frute,”（ジュネーブ聖書、ヨハネ福音

書十二章二十四節）とつぶやくことのできた一農民は、どれほどイエスを身近に感

じ、なぐさめられ体を熱くされたことだろう。英訳聖書が可能にした、そうした目

に見えない者同士のことばによる肉的な交流こそ、真に聖書的な意味での霊的な現

象である。これはシェイクスピアの生きた時代こそは、十二小予言書の中の一つヨ

エル書が述べる、「この後わたしはわが霊をすべての者に注ごう。君たちの息子息女

は予言し、君たちの若者は幻を見る。僕やはしための上にもわたしはかの日に霊を

注ぐ」という、創造論的かつ終末論的な霊（ルーアッハ）に満ちた時代であったこ

との一つの証左であり、それがシェイクスピアの作品形成や観客の想像力に見えな

い影響力を及ぼしていたと考えられる。 

 次に、Ｍ. Ｍ. バフチーンの『ドストエフスキーの創作技法（パエーティカ）の諸

問題』（1963年）を基に、シェイクスピアの世界観について考えてみたい。シェイク

スピアの全作品を、霊的な世界観を基礎に据え、体系化して論じた研究書は未だな

いようである。バフチーンの上記の本（以後『パエーティカ』と略記）は、標題が

示す通りドストエフスキーの全体像を、ことばの形式や思考形態から論究したもの

である。「パエーティカ」とは、そうした意味で使われている。しかし、この本を適

切に読み換えることによって、それはシェイクスピアの世界観を理解するためのき

わめて有力な先導役となる、というのが私の考えである。（『パエーティカ』の解釈

と翻訳には、原典（ネクスト、1994 年）を参照しつつエマーソンの英訳（ミネソタ

大学出版、1999 年）を基本テキストとした。また、新谷敬三郎訳（冬樹社、1988

年）と望月哲男・鈴木淳一訳（筑摩書房、1995 年）も適宜参考にした。） 

 バフチーンが『パエーティカ』でドストエフスキーを考察する際の最も基本的な

態度は、常にドストエフスキーの全体を意識する、ということである。一つの作品

やさらにその部分を論ずるにしても、生き生きとした全体像から細部へ向うのであっ
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て、ヴェクトルの向きはその逆では決してない。これは、ドストエフスキー自身の、

「（一般の自然法則をも高所から見おろす）すべてを知覚する私の私」（エマーソン訳

の 99 頁）を基盤にした創作態度を反映させた研究姿勢であると同時に、バフチーン

の、一人の小説家も一つの作品もその全体において生きているという人間観、芸術

観に起因するものでもある。だからバフチーンの議論において始めから終りまでま

ず在るのは、生き生きとしたドストエフスキーの全体像とその作品を生々しく読書

体験したバフチーンの感性的意識であり、完結した冷厳な文学理論体系の中に閉じ

込められた分析的断片ではない。「論理的な系列は、こうした（登場人物の）具体的

な意識を通じ、全体として存在する一個の人間の発する生きた声という肉体をまと

うことになる、そして初めて論理は、描写された出来事の全体へと参加することを

許されるのである」（同 9～10 頁）。 

 こうしてバフチーンによって捉えられたドストエフスキーの創作技法の中心に位

置するものが、「意識」（サズナーニャ）である（この単語はロシア語としては日常

語の一つであるが、バフチーンは独特な意味合いを付加し拡張して使っている）。つ

まり、ドストエフスキーの小説では、「あまたの自立し迎合しない声や意識が複数存

在し、完全な価値をそなえた様々な声が真正な多声音楽」（同 6 頁）を奏でている。 

 ドストエフスキーの登場人物たちの「意識」は、慣習や固定観念によって構成さ

れ確定された意識ではない。それは逆に、「世界と自分自身を見晴らす特別な地点で

あり、登場人物自身とそれをとり巻く現実世界の意味と価値を見定める地点」（同

47 頁）である。「ドストエフスキーにとって重要なことは、その主人公が世界にど

う現われるかではなく、徹頭徹尾、世界が主人公に対して、主人公自身が主人公に

対してどう現われるかなのである」（同）。いわば、「意識」は世界と自分の中の自分

との中間にあり、それらを映す鏡であり、しかもそれは、世界のすべてと自分のす

べてを反映する。 

 見方をかえれば、「意識」は単独では存在しえない。「意識」は、世界と自分との

「声」による「対話」によって初めて存立する。そして、世界の対象物のすべてを映

し出す「意識」と、対等に、相手の完全性を一つも損うことなく「対話」ができる

もの、それは、もう一つの「意識」でしかありえない。「対話」とは完璧な「意識」

と「意識」との全き交信である。「主人公の、すべてを吸収する意識に対して作者が

唯一対抗させうるものは、単一の客観的世界、つまり主人公と全く同じ権利を有し

た諸々の意識から成る一つの世界である」（同 45～46 頁）。 
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 こうした「意識」が内面へ向けられるとそれは「自意識」となり、外の世界へ向

けられてある一つの方向性を見い出すときには「思想」（イヂェーヤ）となる。「自

意識」も「思想」も「発話行為」によって自らを現わし、その基盤にある「意識」

の本性上、両者は常に交信し、そのことによって「自意識」の独白的なことばは意

味作用を強め、「意識」を限定しようとする外的なあらゆる種類の力に対する内的な

抵抗力を高めるのである。そこで、こうした「自意識」と「思想」を有したドスト

エフスキーのすべての主要な登場人物たちは、「全く私心がない。これは、人物の思

想が、その人物の人格の最も深い所を完全に掌握しているからである」（同 87 頁）。 

 また、こうして平等に並び立つ、すべてを映し出す「意識」は、「永遠」の相のも

とに置かれている。「なぜなら、ドストエフスキーによれば、永遠においてこそ、す

べてが同時であり、あらゆるものが並び立つからである」（同 29 頁）。これを登場人

物として見るならば、「ドストエフスキーの描く人間は常に、最期の決断の敷居の上

に立つ人間であり、危機の瞬間にあり、限定されえない――つまり予め決定するこ

とのできない――自らの魂にとっての転回点に立つ人間なのである」（同 61 頁）。こ

れは、「ドストエフスキーなりの終末論」（同 30 頁）の提示であり、そこにおいて彼

は、現実生活では全く無縁であった、互いに声すら聞くこともなかった「思想」同

士を世界規模の「対話」で交信させ、「思想」の新しい結合と、新しい声によって語

られる「思想」の到来を予告するのである。そして、こうしたすべてを結合させる

ドストエフスキーなりの終末論的世界気運を生み出すものが、「カーニバル的な世界

感覚」（同 134 頁）なのである。 

以上が、バフチーンの『ドストエフスキーの創作技法の諸問題』に関する、「意

識」論を中心とした、私なりの解釈と要約である。バフチーンの解釈するドストエ

フスキーの思想は、私が判断する限り、シェイクスピアの思想と根幹において通じ

合っていると考えられる。バフチーンのいうドストエフスキーが描く登場人物の「意

識」や「自意識」は、「霊」あるいは「霊的直感力」として読み換えられると思う。

一方、これをシェイクスピアの作品に関して、ことばの次元でいえば、“your imagination”

（『夏の夜の夢』）、“my prophetic soul” “mirror” “special providence”（『ハムレット』）、

“ripeness”（『リア王』）などがそうしたものに相当し、シェイクスピア研究の｢人格｣

は、バフチーンの｢思想｣に対応することになる。 

 ここで論じた「霊」や「霊的世界観」を視野に入れ、ある程度前提としつつ、次

に『マクべスの悲劇』を考察することにしたい。 
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2、『マクべスの悲劇』における問題の所在 

 

 バンクォーと、軍神マルスの如き勇猛の武将として見参したマクべスだが、驚く

べき魔女たちのことばに動顛し、夫人と二人、悪の道へと転落する。城の風光明媚

を愛でる主君ダンカンを殺し、不敵な僚友バンクォーは暗殺、単身出奔したマクダ

フの、残された一族郎党は、妻子もろとも全員息の根を止められる。 

 伝達役ロスの奔走、老賢者たちの嘆きと箴言、マクダフとマルカムの再会と話し

は進展するが、最後はマルカムの軍勢と、シートンを携えたマクべス軍との決戦と

なり、小シーワードの犠牲を伴いつつも、マクダフの振う剣先に、マクべスの首は

刎ねられる所となる。 

 全体を鳥瞰してみると、『リア王』において忍従の問題がそうであったように、こ

こでは行為の問題が、一人一人の背に課せられているように思える。少くともこの

問題は、表層の様態から、内奥の中心核へと参入するための一つの戸口となりそう

である。 

 それでは、そもそも『マクべスの悲劇』において行為の本質は、どのようなもの

として捉えられているだろうか。また、冒頭から全域へと不気味に浸透する実践魔

術と、それと織り成すように見え隠れする聖書の思想とは、この行為の問題とどの

ような本源的な関連性があるのだろうか。さらに、名品佳作の並ぶシェイクスピア

の作品中、『マクべス』にとどめを刺すと思われるその詩的言語の美と深みは、この

問題と何か深いつながりがあるのだろうか。最後に、行為が到達しようとする、前

向きの、ほとばしるような新しさを与えつつ、それに固執させる一つの終結点を仮

に希望と呼ぶならば、『マクべスの悲劇』は全体としてそうした何らかの方向性を開

示していると、果して言えるだろうか。 

 

3、「自然の本性」“nature”について 

 

 冒頭十行ほどに凝縮された魔女たちの場面は、観客に、見える形と見えない形で、

いったい何を伝え浸透させようとしているのだろうか。それは、いわゆる四大悲劇

において顕著であるのだが、観客を含めその劇を演ずる者たちの、世界と自分自身

を受け止め映し出す基底面が何であるのか、ということの提示である。『オセロ』の

場合それは、イアーゴーが具現する「人間の意識の暗い側面」とでもいうべきもの
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である。そして『マクべスの悲劇』では、「魔術的あるいは霊的な存在状況」といえ

る。それでは、この作品が創作され上演されたと一般に推測されている 1606 年前後

において、シェイクスピアおよび観客が実感していた「魔術」とは何か。 

『マクべス』を考察する際にしばしば参照される本が、Ｒ. スコットの『実践魔術

の実体』（1584 年）とジェームズ一世の『魔術論』（1597 年）である。前者は実践魔

術の客観的な観察と論難の書、後者はそれに対抗して書かれた魔術的力の生々しい

擁護論である。しかし内容の上で『マクべス』と根幹において関っていると思われ

る書物が、ディーの蔵書目録の中の一冊であり、「この主題（魔術）へのこれほどす

ぐれた入門書は外にない」（Ｗ. シューメイカー）といわれる、アグリッパ（1486

頃～1535 年）の 583 頁に及ぶ大著『秘教哲学・三巻』（英訳 1651 年、原典 De occulta 

philosophia libri tres は 1531 年出版）である。（以下の議論は英訳版による。） 

 アグリッパの本によれば、世界は、ヘブライ語を中心とした神の見えないことば

から成立する知性界と、数理に基づく天体の位置や運動から成る天上界、火・空気・

水・土の四大元素から構成された元素界（地上界）の三層構造から成っている。そ

の頂点に在る神からは全世界に向けて「光」がよどみなく注がれており、その「光」

に媒介されて、神の恩寵としての「活力」“virtue”が全ての被造物に与えられている。

そして、非肉体的な知性界と肉体的な他の二つの世界を結合するものが、世界に遍

満する「霊」“spirit”である。哲学者、即ち魔術師の仕事は、まず、知性界のことば、

天上界の数学的位置関係と運動、元素界の性質と混合、のそれぞれに関してその構

成原理を解明することであり、次に、地上において、ことば・数理化された運動・

四大元素をその解読された構成原理に基づいて「調和」ある形に再構成し、「活力」

を自ら得、それを操作し、善なる神へと上昇していくことである。悪魔や魔女たち

は、それを巧みに悪用する。『マクべス』の冒頭は、その作品世界が、こうした魔術

的あるいは霊的な、行動原理としての力に覆われていることを示すものである。 

 また、『秘教哲学』を通して読んでみると、全世界は実は、四層構造として捉えら

れていることが判明する。秘教哲学における主役は、何といっても、魔術的力を解

明し、それを再現、吸収する人間であり、その人間が第四の世界となる。元素論か

ら見ると人間は、外的な感覚としての五感と、内的な感覚としての「共通感覚」「想

像力」「識別力」「記憶力」を具えており、これらはいずれも臓器に宿る肉体的な力

である。この九つの感覚の最上部に位置するものが、「心」“the mind”である。「心」

は非肉体的であり、真理を究める「観想的知性」と、行為についての判断を下す「行
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為的知性」とから成る。「諸力のこの秩序は、故に、自然が人間の中に定めたもので

あり、私たちは、外的感覚によって肉体的なものを知り、内的感覚によって諸々の

肉体の表現するものを知り、心や知性――これらは肉体でもそれに類したものでも

ないのだが――によって、抽象的なものを知るのである」（第 1 巻 61 章）。一方知性

論から見ると、「私たちの心は、純粋かつ聖なるものであり、宗教的な愛によって燃

え立ち、希望によって見目麗しくされ、信仰心によって導かれるものとして、人間

の魂の最上部に位している。そしてこの心は、真理を引き寄せ、それがあたかも一

枚の永遠の鏡の中にでもあるかのように、一瞬にして真理を把握し、聖なる真理の

中における、自然なるものと不滅なるものに関してのあらゆる立地点・場所・原因・

知識、を見てしまうのである」（第 3 巻 6 章）。その結果人間は、今あることばかり

でなく、過去に起ったことや、これからすぐに起ること、あるいは何年も先に起る

ことをも分ることがある。つまりアグリッパにとって「心」は、人間の中心点に位

置し、世界中のあらゆる肉体的なものと霊的なものを真理の相において、同時にか

つ一挙に収束させ発散させるものである。『マクべス』において、この「心」に近似

的に対応するものが、「自然の本性」“nature”である。 

『マクべス』の中で“nature”は、二十六箇所使われている。それは概ね、「自然」「人

間」「肉体」「本性」「性質」という意味で用いられる。これは、Ｒ. フッカーに沿っ

ていえば、「神の力」によって潜在的に方向性が定められている存在としての“nature”

である。ここで注目すべきことは、外在的な「自然」と、内面的な「本性」とが、

しばしば同時に意味されるということである。このことは、一般的に統語論の観点

からＮ. ブレイク氏が、「個人的な次元と一般的な次元とにおいて全く同時に書き表

わすことのできるこの能力は、シェイクスピアの著作における重要な力の源泉となっ

ている。」(『シェイクスピアの言語』、1983 年)と論じた問題であり、本稿では、そ

れを世界観の問題として取り上げることになる。 

 例えば五幕一場で侍医が、狂気じみたマクべス夫人の夢中歩行に驚愕してつぶや

くセリフ、「自然の本性における、これはとてつもない大混乱だ。」の“nature”は、一

次元的には、マクべス夫人の本来的な心の状態をいっている。しかし多次元的には、

この“nature”は、マクべス夫人の夢中歩行を密かに見守る侍医と侍女の居る一室であ

り、同時に、殺人鬼マクベスによって混沌の血の海と化したスコットランドであり、

それに呼応するかのように天変地異に揺れる大自然そのものである。 

 あるいはロスの伝言によって魔女の予言の実現を知り、茫然自失となったマクベ
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スがいう、「もし善いならば、今にもこの誘惑に屈服しそうなこのおれだが、その誘

惑が描くおぞましい想定図が、どうしていつものおれに似つかわしくなく（against the 

use of nature）、おれの髪の毛を根本からひきつらせ、いつもはじっとしている心臓

が肋骨をつきぬくようにたたくのだ」。この“nature”は、一般的にはマクベスの性質

をさすと解釈されるが、話しことばとしては、「人間の本性に反して…誘惑に屈する」

と聞くこともできる。 

 さらに、「あの人は今それにとりかかっている。戸は開けてある。たらふく飲み食

いした番人たちは高いびきをかいて自分の職務などすっかり忘れているだろう。あ

の者たちの酒には薬を入れてやったからね。生きるか死ぬか、あいつらの周りで死

と生“nature”が格闘している。」と語るマクベス夫人。この“nature”は、見えないもの

としての生命力をまず表わす。ところがそれが「あいつらの周りで格闘している」

と続くことにより、見える形、さわることのできる形となり、また、“life”ではなく

“nature”ということによって、ことばの力はさわろうとする人間の手を乗り越えて、

一挙に「大自然」へと拡大する。 

しかしここで最も重要なものは、“nature”がもっている祝祭の力の響きだ。それは

バフチーンが『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネッサンスの民衆文化』(1965

年)で余すところなく論じた、大らかで、何の恐れも知らぬ、何ものにも屈すること

のない民衆的力である。この力の響きによって、生と死という、日常の次元では最

高度に限定され越え難く閉じ込められたものが、解放され自由の身になる。だから

この極めて利己的で陰惨なマクべス夫人のことばが、シェイクスピアのことばの芸

術世界では、｢全く私心のないもの｣になっている。それは取りも直さず、内面の思

いの世界と外側の自然的世界の中心に、両方の世界を平等に映し出しことばに表わ

す“nature”が在り、それを『マクベス』の登場人物の一人一人が実現しているからで

ある。 

 そこで彼らの語ることばは、「王の銀色の皮膚を、黄金色の血が縞模様となって流

れていた」という、ヨーロッパの伝統的な修辞学の「遠いもの同士の結合」が生み

出す美と、「この城は、すばらしい場所に立っているな」「おれにはアーメンといえ

なかった」「西の空には未だかすかに光の筋が見えている」といった、外的世界と内

面世界とが「自然の本性」によって全く均等に映され結ばれるところから生ずる深

みとをたたえることになる。 

 ところでここまでは、『マクべス』におけるシェイクスピアの世界観を、「自然の
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本性」に基づいて論じてきたが、それは、シェイクスピアが世界の中心点を常にそ

のことばで表わしている、という意味では決してない。「おれの心は蠍でいっぱいだ」

というときの「心」“mind”は、今問題としている「自然の本性」とほぼ同じ意味合

いで使われいる。「心」は可変的なものとして使われ、「自然の本性」は恒常的なも

のとして使われる傾向があるが、問題は単語ではなく、世界と自分自身を映し出す

鏡という意味内容である。“nature”という単語で論ずるのは、それが「自然」と「本

性」の両方を同時に意味し、視覚性を伴い理解しやすいからである。 

 そのことを踏まえたうえで、もう一つシェイクスピアの「自然の本性」の特徴を

挙げれば、それはアグリッパの説く「心」と同様、肉体的なもの、実体的なもので

はないということである。むしろ、何かその場で即興的に生ずるものである。さら

にそれは、アグリッパが「心」に関して「観想的知性」と「行為的知性」を考えた

ように、シェイクスピアの「自然の本性」も二つの世界の力を映すと共に、同時に

その力を両世界に向けて発信し返し、それが人間を、本性に映ることばに促される

ようにという意味で、演劇的に動かすことになる。つまり、「自然の本性」の鏡の力

が、内面の思いの世界と外的自然世界とを共に動かし、統合し、それらを「世界劇

場」へと再構成するのである。その典型的な一つの過度的場面の人物が、再会した

マクダフの前で、「治めるにふさわしいですと？ばかな、生きる価値もありはしない」

とマクダフに罵倒されるほどの、肉欲と物欲にまみれた無能な人間を演ずる無垢な

未来のスコットランド王マルカムである。 

 

4、行為と希望 

 

 マクべスの行為の過程は、マクべスの「自然の本性」「心」「自然に向けた鏡」の

変容の過程である。そしてそれは、様々な段階の、善悪の諸像を中心に映しつつ進

行する過程である。 

 初めに登場するマクベスの、気性、あるいは既成の習慣化した本性は、およそ三

重の刻印を押されている。一つは、ダンカン王との関係に具現する、庇護および報

償の下賜と、敬意および武力の献上を主内容とする「贈与互酬関係」としての封建

制度である。他は、「でも私にはあの人の心根が気がかりだ」「あなたが身に纏って

いたあの時の希望は、酔っ払っていたというの？」という鋭い人間洞察力と強い行

為喚起力を秘めたマクべス夫人に映るマクベス像。そして、「柔和な」ダンカン、「起
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きろ、起きろ、そしてとてつもない最期の審判の像を見るがよい！」に現われ、劇

全体に濃密に漂っている聖書的雰囲気である。 

 このマクベスの気性へ、突然魔術的な一撃が加えられる。それは、確実で安全な

楽園的本性世界に住むマクべスを、「人間的な」世界へと送り出す一撃である。「あ

なたの手紙が、私を、この無知な現在のはるか向こうへと飛び越えさせてしまいま

した。そして私は今、未来をこの瞬間にありありと感ずるのです」。悪的なものに魅

力を感じそれを生き生きとした想像力の中で手中に収めること、それが人間的、か

つ悲劇的世界の始まりである。なぜなら、「人間は自己を対立性の中に見出すことに

よってのみ対立性を認識する」（Ｍ. ブーバー、『善悪の諸像』）からであり、魔術的

想像力は、自らが肉化することを希求して止まないからである。 

 かくして殺人が行なわれる。しかしこの行為は、「アダムとイブ」や「カインとア

ベル」の場合と同様、何か夢心地の中で実行される。マクベスは殺人が何であるか

を知らず、あたかも「悪の中へと滑り落ちる」（ブーバー）ように殺すのである。 

 この第一の殺人によってマクベスが獲得したものは、「おれにはアーメンといえな

かった」に集約される、根源的なことばの喪失であり、内面世界から生ずるさわる

ことのできない不安感と、外的世界から訪れることばの原初形態としての音の襲撃

である。すやすやと眠る赤ん坊とは全く逆に、マクベスは自然の本性における混沌

を体験する。だがマクベスは同時に、駄々っ子のような強さをも獲得した。血のり

のついた短剣を返しに行くことを断固拒否し、晴れやかな晩餐会の席上で、亡霊へ

の恐怖心を臆面もなく絶叫のことばに託すことを止めない。マクベスの存在の中心

に、殺人という二度とやり直しのきかない行為の楔が打ち込まれ、それが原初的な

本性を呼び醒し、もはや自己の存在実感以外には、何ものも自分を肯定するものが

ないかのようなのである。マクべスは、自分以外に自分を確証してくれるものを失っ

た。そこからさらにマクべスは、ブーバーのいう｢悪の第二の段階｣へと突き進む。 

『善悪の諸像』におけるブーバーの深遠な考察によれば、一般に、古代イスラエ

ルの文献に示された「人間はまだ選択しない、彼は行動するのみである」という第

一段階の悪は、古代イランの『アヴェスター』に示された第二段階の悪へと進む。

そこでは、「自己のうちに見出されたものが欲せられるがゆえに、悪は徹底化される」。 

即ち、マクダフの妻子の殺害においてマクベスは、「悪を、それが悪と知らずに

ではなく、かえって悪として選んだ」。悪を悪として選択したのである。確証を必要

とするマクベスは、今や自分そのものが否定としての悪であることを知っているの
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で、自分を肯定することによってしか、自らへ確証を与えることができない。残さ

れた道は、悪としての自分を、他者への決断として肯定することであり、その決断

が自らへの確証となる。だがマクベスは一方で、魔女との再会によって「不決断と

しての悪」も依然として具現しており、『マクベス』の場合両者はほとんど、最期ま

で並立している。 

 しかしやがて訪れる最期の、すべての人間が再び並び立つ終末論的な大団円にお

いてマクベスは、「決断」にも「不決断」にも身をおいていないように思える。「杭

につながれた熊のように、おれは最期まで戦わねばならん」というマクベスは、戦

場でマクダフと再会するのだが、「おれの魂はおまえたち一族の魂が流した血に、も

うどっぷりつかっている」とつぶやき、戦いを避けようとする。しかもマクダフの

思わぬ即興の返答によって、魔女や亡霊たちの予言としての確証からも見捨てられ

てしまう。それでもマクベスは前進する。このときマクベスと対峙するマクダフは、

マクベスの分身であり、高貴な熱情と正義に光輝く霊的な一個の英雄的人格である。

そのマクダフに向けてマクベスは全身を投げ入れるかのようなのである。しかも終

末論的雰囲気は、すべての人間を、霊的次元で交信させる。 

 人間的深みをたたえた「老賢者」シーワードに息子の死が伝えられる。さすがに

一瞬たじろぐのだが、「あやつの傷は向う傷であったか？」との問いに、「はい、真

正面からのものでした」との答えを受け、「ならば、あやつは神の兵士となってくれ

よう」といい、シーワードは息子の最期を敢然と祝福するのである。それはあたか

も、マクダフに身を投じ、果てていったマクベスに向けられたことばのようでもあ

る。こうした形でマクベスは正義を映し、死を生きぬき、その渦中で神的な妻や子

供、英雄たちや老賢者たちが映す深い肯定の力を注がれることによって、マクベス

自身が光と再生の方向へと導かれていくように感じられるのである。 
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