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二つの埋 葬

- ア ンテ ィゴネ像管見 -

丹下和彦

ポ リュネ イケス は 2度埋葬 された. なぜ 2度埋葬 されたのか. 2度 目の埋

葬が ア ンテ ィゴネの手 によるものであるこ とは, まず確実 である. しか し最

初の埋葬のほうは誰の手 によるものか, 劇 中に確 とは示 され ていな い. やは

りア ンティゴネなのか. ある いは妹 のイス メネであ ろうか. それ ともそれ以

外の誰 かなのであろうか. それ に してもなぜ 2度の埋葬な のか.

ソポ クレスの悲劇 『ア ンテ ィゴネ』で展 開 される悲劇的事件 は, ポ リュネ

イケスの埋葬 にその端 を発す る. ポ リュネ イケスは父 オイデ ィプスの死後,

テーパイの覇権 をめ <+って兄エテオクレス と対立 し, 国を出てアル ゴス に過

れて いたのが, アル ゴス王 ア ドラス トスの後援 を得 て祖国テーパ イに反攻す

る. テーパ イ側 は これ を撃退 するが, この とき王エテオク レスは攻撃軍 の七

将のひ とり弟のポ リュネ イケス と刺 し違 え, ともに果 てる.

それが昨 日の ことであ る. 一夜 明けた今朝テーパ イの君 王 の地 位 にはふた

りの兄弟の叔父 クレオ ンが就 き, 終主挽後 の処理 に当って いる. その最初 の仕

事がポ リュネイケス埋葬禁止令の布告であ った. 兄エテオ ク レスは祖 国 を護

って戦 った末に発れた ゆえに, 最大限の栄誉 をもって葬送 の儀 を執 り行 う,

しか し弟ポ リュネ イケス は祖 国 に弓を引 いた逆賊 ゆえに, 屍 は集 れた まま放

置 し, 禽獣 の餌食 とな るに任せ る, も しこれを埋葬 しようとす る者があれば

誰にせ よ死罪 をも って罰せ られる, というものである｡ この布告 をふた りの

→′兄弟 の妹 ア ンテ ィゴネ は いち早 く聞 きつけ る. 彼女 はこれ に どう対処 しよう

とす るのか. ここか ら劇 が始 まる.
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始 まると舞台 - 舞.台 は王宮前 の広場 と設定 され て いる - にはア ンテ ィ

ゴネ と, その妹 の イス メネが いる (プロロゴス). す でに兄ポ リュネ イケス
/

の埋葬 を決心 して いるア ンテ ィゴネ は, 任入れた情報 を妹 イス メネに漏 らし

た上 で埋葬 行為へ の協力 を依頼す る (目 しか しイス メネは禁止令 を破 るこ

とを恐れて協力 を渋る. 事は不首尾 に終 わ る. ア ンテ ィゴネは己ひ と りでも

実行す ることを言 明 して舞台 か ら去 って ゆ く. イス メネも舞台 を去る.

テーパイの長老 たちか ら成 る合唱隊の入場 (パ ロ ドス)があったあ と, 吹

に舞台 に登場す るのは新 しくテーパ イの王 とな った クレオ ンである. 登場 し

た ク レオ ンは, 改 めてポ リュネイケスの埋葬禁止 考厳 しく言 い渡 し, 合唱隊

の長老 らに禁止令執行 のための協力 を要請 する. ところへ, 禁止令実行 のた

めポ リュネ イケス の屍 の見張 りを していた 当番兵が使者 とな って王 ク レオ ン

に変事 出来 を注進 に及ぶ. 最初 の 当番兵 が見張 りにつ くよ り前に, す でに誰

か屍 を埋葬 した者 があ る とい うのである. ただ妙な ことに, あた りを掘 り起

こした跡もな く, 土 を運 んで きた車の轍 の跡もな いの に, 屍 には薄 く砂 がか

けられ ている. そ して野獣や野犬が荒 した痕跡 も見 えぬ. しか しとにか く誰

かが埋葬 した. これが第 1の埋葬 である.

誰 かが埋葬 した. ここでわれわれ は直ち にア ンテ ィゴネ を思 い浮かべ るで

あろ う. これは 自然である. 先 ほ どのア ンティゴネ を知 って いるのであるか

ら. だが 目撃者が いな い二･容疑 は濃 いけれ ども確定 はできな い. ひ ょっ とす

ると他 の人間がや ったのかも しれな い. その可能性 はゼ ロではな い. そ して

この疑惑 を増幅 させるものがひ とつ ある. このあとも う 1度埋葬 がなされ,

しか もそれがア ンテ ィゴネの手 でなされ る という事実 であ る. この ことは,

現行犯逮捕 された アンテ ィゴネを連 れて先 ほどの番兵 が再 び登場 して くる第

2エペ イソデ イオ ン (384ff.)で明かにされる.

第 1埋葬 の事実 を報 告 した あ と, 番兵 は再び部署 に戻 って見張 りにつ いて

いた｡

その まま何刻か経 ち ま した. つ いに輝 く 日輪 が中空 にかか り, 照 りつ ける
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熱 が上が ってき ま した. と, その とき突然大風が吹 いて, 大地か ら突風

を巻 き上 げた‥‥ 略 ‥ ..しば らくして これが おさまると, そ こにこの娘が

いて大声 に泣 きわめ いて いたのです‥‥略..‥そ してす ぐに乾 いた砂 を手

です くってきてか け, 確 かな鍛 えの青銅の水差 しを高 くかかげて, <Llる

りぐる りと輪 を措 きざま, 都合三度供養 の水 を遺体 の上 に注 ぎか けま した

(415-31).

これが第 2の埋 葬 である. なぜ ア ンテ ィゴネは兄ポ リュネイケスの埋葬 を

2回に分け, しかも時 間を置 いて行 うという不 自然な ことを した のか く2)

これがひ とつの問題 やある. いや, それ よ りも第 1の埋葬 は果 してア ンテ ィ

ゴネの手 によるものだ ったのか. 2回に分 け られた不 自然 さゆえ に, 逆 に第

1の埋葬はアンテ ィゴネ以外 の者 の手でな された とも考え られるので はな い

か. 第 1の埋葬 がな された時点 では, それがア ンテ ィゴネの手に よるもの と

考えるのは 自然 な ことであった. しか し第 2の埋葬 がアンテ ィゴネによって

なされたあ とでは, 第 1の埋葬 の為手 をア ンテ ィゴネ と特定する ことが逆 に

不 自然 にな って くるのである. そ こでまず, 第 1の埋葬の為手 を特定す るこ

とがわれわれの課題 とな って こよ う. 第 1の埋葬 は果 して誰 がや った のか.

神 がや った, という説 がある. アダムズ, フ ァーガソン, マコール らがそ

う唱え る(3). 確か に第 1の埋葬 には神秘 に包 まれた ところ, 謎 め いた ところ

がある. まず 目撃者が いな い. 当番兵が見張 りにつ く時間 を見計 らったかの

ように, うまく間隙 を縫 ってな されている. しかもその埋 葬 の様子 が神秘的

である.

‥‥鶴塀 をふ るった跡 も鍬 で掘 った跡 もあ りません. 土 は乾 いて固 いもの

ですか ら砕けぬ まま, 轍 の跡も残 っていず, 犯人 は何の痕跡も残 してお り
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ませ ん ‥ ‥賂 ‥ ‥埋 葬 され た といいま しても, 別 にお墓 がつ くられ た わけ

で はな く, ただ積れ を払 うつも りなので しょう, 砂 が軽 く上 に撮 りか けら

れ て いただけだ った のです (249-56),

ひ ょっとす る と, これ は人 間以外 のも の の手 でな された のかも しれ な い.

この疑惑 を代表す るか の ように, 報 告 を側 らで開 いて いた合唱隊 のテ ーパ イ

の長老 たち, 世故 に長 けた長老 た ちも, 次 のよ うに言 う.

殿 よ, 最 前か らず っ と考 えてお るのです が, これ はひ ょっ として神 さまの

な された ことで はあ ります まいか (278-79).

一瞬 われ われ もそ う した気 にな る. しか しわれわれ は また思 い返す. これ

はあ くまで疑惑 で あって, 事実 とす る必 要 はな いの で はな いか と. 確か に

この よ うに神が劇 中の事 件 に介入 す る例 は ギ リシア悲劇 に は少な くな い(4)

しか しも しこれ を神 の仕 業だ とすれ ば, これ は阜 う した例 の中でもか な り大

幅かつ具体 的な介入 とい うこ とにな る. 単 に薄 く砂 がか け られて いるだ けで

はな く ｢お供 え｣ (247)まで してあ る というのだか らくら). ただ このあ とア

ンテ ィゴネ は, ク レオ ンの追 求 に対 し自己の行 為 を ｢書 かれ ざる法 -神 の

法｣ に則 ってのもの と弁 明す る, そ の弁 明 に, この神 秘 に満 ちた第 1埋葬,

また合唱隊 の長老 たちの言葉 が強力 な援護 の役 を果 たす こ とは確 かであ る.

だがそ のた めに この介入 が事 実 であ る必 要 はな い. そ うで はな いか, という

思惑 だ けで充分 で ある. ク レオ ンに対 して はその思 惑 だ けで充分 な圧 力 とな

るので ある. 逆 に, 事 実神 が介入 した とす る と, それ はア ンティゴネ に とっ

て強力 な後楯 とな るよ うで いて, 却 って ア ンテ ィゴネ その人 の人 間性 を阻害

す る こ とにな りは しな いか. ア ンテ ィゴネ もそ こまで は求 めな いはず であ る.

これ は人間界 の 出来事 と して処理 されね ばな らな い.

今ひ とつ, これ はイス メネがや った とす る説 がある. ラ ウズが これ を唱 え

る (6). これ は些 か魅惑 的な説 であ る, イス メネ とい う人物 は劇 中出番 が少
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な く (そ して前半 の 576行 を最後 に姿 を消 して しまう), 目立た ないけれ ど

も注 目すべ き人物 である ことは間違 いな い(7) も しイス メネがや った とす

れば, 彼女 はこの劇 に大 きな役割 を持つ ことになる｡ ラウズ はそ の証拠 とし

て次の 2行 を挙げ る.

あの仕事, わた しがや りま した (536).

罪 を犯 した という点 で は, わた したちふ た りとも同罪です わ (558),

いずれも イス メネの台詞 である. 536行 の ｢あの仕事｣ とは, 第 1埋葬 を

指す. しか しこの行 の後半 には ｢も しも姉 さんがそれ を認 めて くだ さるな ら

ば｣ との留保条件 がつ いて いる (ラウズ はこれ をなぜか落 して議論 してい

る). この後半部 は, 単 にイスメネの性 格の優柔不断 さを表す もの (8)では

な くて, む しろ姉への同情 も しくは逆 に己 を利す るための欲 か ら無実 の罪 を

買 って出た もの と解 され は しな いか. これ がア ンテ ィゴネ に否定 され拒 絶さ

れる と, 次 に彼女 はこう言 うのである, ｢あなたがひ どい 日にあって いると

きにわた しもその苦 しみ を頒 ちあえるな らば, それ はむ しろ嬉 しい限 りです

わ (540)｣ と. 558行 に言 う ｢罪 ｣ というのも, 第 1埋葬すなわち ｢人の

法 ｣ を犯 した罪 とも とれ るが, また埋葬 を拒否す るこ とによって死者 に対す

る, あるいは ｢神 の法 ｣ に対す る罪 を犯 した とも と り得 るのであ る (9)

イス メネ はなん とか してア ンテ ィゴネ を助けようと して第 1の埋葬 を した

のだ, とラ ウズ は言 う, それな らば最初か らア ンテ ィゴネ の協力要請 に応 え

て一緒 にやればよかった, と反論 されよう. そもそもプロロゴス に於 け るイ

スメネには, そのあと す ぐ埋葬へ と走るよ うな様子 は微塵 もない. それ でい

て埋葬 した とすれば, 観衆やわれわれにはその意外性 が興味深 いが, そ うと

るのはイス メネ像への偏 向 というべ きであ り, またそ こまでの変貌 を許 せば,

それ はギ リシア悲劇の プ ロロゴスの役割 を些か逸脱 す るこ とにな ろう. む し

ろイス メネの この姿 は, 1度 は乗 ることを拒否 した埋葬 という ｢バス｣ に,
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乗 り遅 れた ことを後悔 してあわててあ とを追 いか けて いる, というそんな図

式 を努紫 とさせ る.

今ひ とつ, も し第 1埋 葬が イス メネの行 為 とす る と, イス メネ像 の劇 中に

占め る位置割合 は些少 のものではな くな る. そ してそ の分 だ けア ンテ ィゴネ

像 の比重が下が る ことにな る｡ 彼女 は妹 の行為 (埋葬 )を一切知 らぬ まま,

得 々 と して ｢神 の法｣ を説 くことにな る｡ これ は道化 ではな いか. それ とも

彼女 はすべ て東知 の上 で, 妹 を救 うため にわ ざ と邪優 に して いる とい うのか.

これ も また興味 をそそ られ る考察 であるが, 果 して彼女 はそれほ どまで に寛

容で あ ろうか. 少 な くともプ ロロゴスの姿 か らはその ような彼女 は予想 でき

な い. 彼女 らふ た りの関係 は, プロ ロゴス に於 けるものが そのままこの第 2

エペ イ ソデ イオ ンにも持 ち越 され て いる, と解す るのが妥 当であ ろう.

イス メネ は埋 葬 な ど しなか った. 姉 と別 れたあ と, ひ と り館内 で姉 の身 の

心配 を して いた. それ だ けで ある.

か く して, 第 1埋葬 の為手 は どうや ら神 でもな くイス メネでもな いよ うで

ある. とな る とア ンテ ィゴネ 自身 がや った公算 が大 き くな る. プ ロロゴスで

の妹 イス メネ との遣 り取 りを聞 いたわれ われ には‥ それが いちばん 自然 に.忠

われ る. その上 われわれ は, 彼女 自身 そ の ことを認 めた という情 報 を実 は得

て いるので ある｡

さ っそ くにわれ らは, 前後 2回にわた る不時 な行 いを問 い質 してみ ま した.

す る とこの女, 一切 を否定 せず, 認 め ま した (傍点 筆者 ) (434-35).

これ は番 兵 の報 告の一節 である. そ して これ を聞 いた ク レオ ンが直接 ア ン

テ ィゴネに問 い質す と, 彼女 はき っぱ りと答え る, ｢や った と申 し上 げ ます.

や らなか った とは 申 しませぬ (443)｣ と. ｢前後 2回の不時な行 い｣ (原

文 を直訳すれ ば ｢前の行 為 と今度 の行為 ｣ ) とはも ち ろんふ たつ の埋葬 行為

を示 す. ア ンテ ィゴネ は ｢前 の行為 ｣す な わち第 1埋 葬も 自分がや った と確

認 して いるのであ る (これ を, 上 に述べ た ような妹 をかば うための嘘 ととる
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のはや は り苦 しいのではな いか). 番兵 の報告 だけではな い. 彼女 自身 も 口

を添えてク レオ ンの前 で確認 して いる｡ これ以上に確実な ことはないであろ

う.

今ひ とつ, 彼女 の行 為であることを示唆 する箇処 を挙げておこ う｡ 上 の番

兵の報 告の少 し前 の処 に次のような件があ る.

娘 はむき出 しにされた遺体 を見 て嘆きのたけを声高 にあげ, またそんなひ

どいことをした者 らに向けて呪 阻の言葉 を吐 いた (426-28)｡

第 1の埋葬 をク レオ ンに報 告 した番兵 は, ク レオ ンの厳 命 で再 び見張 りの

部署 に戻 り, 屍 にかけ られた砂 を取 り払 う. 上 の引用 は, 第 2の埋葬 に現れ

たア ンティゴネが それ を見た時の状況措写 である. ここには第 1の埋葬 を為

した者 に しか言えぬ言葉, できぬ行動が描写 されて いる. かけた砂が取 り払

われ て屍がむき出 しにされた ことを怒 り得 るのは, 前 には砂 がか け られて い

たことを知 って いた者, すなわち砂 をかけた当人だ けのはずである. 彼女 は

自分･の為た (弟 1)埋葬行為が無 にされた のを発見 して怒 ったのである.

か くして, 第 1の埋葬 も第 芦のそれもア ンテ ィゴネの仕業 というこ とにな

る(川). ではなぜ彼女 は 2度 も埋 葬行為 を したのか.

Ⅲ

ジェブは これ を, 第 1の埋葬で仕残 した ｢選集 の儀 ｣を取 り行 うことによ

って埋葬の儀式 の完壁 を期すため と考 えた く1日. た しかに第 1の埋葬 では屍

に軽 く砂 をかけた程度 で あったのが, 第 2の埋葬 では, 彼女 は ｢確かな鍛 え

の青銅 の水差 しを高 くかかげて, ぐる りぐる りと輪 を措 きざま都合三度供養

の水 を遺体 の上 に注 ぎか け (430-31)｣ て, 濯臭 の儀式 を行 って いる.

しか しこの濯真 の儀 は, 埋葬の儀 式に必 ず しも必要不可欠 のもの と考 えるメ

必要 はない. 兄ポ リュネ イケスの慰霊のた めの儀式 は, 第 1埋葬 だ けでも充
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分 である とも言 え るの である｡ そ もそも第 1埋 葬 自体 がす でに "象徴 的埋

葬" となっている. プ ロロゴスでア ンテ ィ ゴネが妹 に依頼 したの は, ｢屍 を

一緒 に手 で持ち上 げて kGphieis(43)｣ 運び, 他 の適 当な場所 に埋 葬 す る

ことであった 日 2)｡ それ を拒 否 されたた め埋葬 は現場 で済 まさな けれ ば な ら

な くな る. つ ま り埋葬 は仮 の, 象徴的埋 葬 にな らざるを得 な いのであ る.

な らばそれ は 1回でよ いはず である (象徴 的行 為が何度 も あ るこ とはお か し

い). 儀式 はこれ で終 わ った と見 るべ きで あろ う.

しか し今, 仮 に ｢浮袋 ｣が必要 不可欠 で ある としよ う. な らばなぜ ア ンテ

ィゴネ は第 1埋 葬 の折 にそれ を用意 しなか った のか (13). 忘れた のか. それ

に しては忘れ物 を取 って帰 って くる第 2埋 葬 まで, 時 間が かか り過 ぎ よ う.

また ア ンテ ィゴネ は忘 れ物 を しても, ソポ クレスが忘れ物 をす る ことはな い
LfI+I

はず である. 作者 はわ ざ と忘 れ物 をさせ た のである. そ う考 えな けれ ばな ら

な い. キ トーが言 うのが それ であ る. ア ンテ ィゴネ はなぜ 戻 ってきたか, と

問 うて はな らな い, 作者 はなぜア ンテ ィゴネを再び兄 の屍 の処 まで戻 したの

か, と問 うのが正 しい と(14). 2度 の埋 葬 は作者 ソポ クレスが意 図 した もの

であ った. その理 由は何 か. なぜ 2度か. また, 第 1, 第 2それ ぞれ の埋葬

の持 つ意味 は何 か.

われ われ は, 作者 の意 図に沿 うべ く, この 2度 の埋 葬 の意 味 を劇全体 との

関連 の 中で探 らぬ ばな らな い. まず, 第 1埋葬 の持 つ意味 は何か｡ それ を探

るに は登場 人物 にそれが与 えた影響 を量 るのがひ とつ の方法 であ る.

ク レオ ンの場合 か ら始 めよ う.

第 1埋葬 の報 告 を受 けた とき, ク レオ ンは激怒 した (280ff｡). 革 命が無

祝 され, 己 の権威 が蔑 ろ にされたか らであ る. そもそもあ の ような禁 令 を布

告 した彼の政治 的立場 の基 本 は次 のように言われて いる.

それ に 自分の祖 国よ り身 内の者 を大切 と考 え るよ うな輩 をば, わた しは軽

蔑 す る. わた しには, すべ てをみそなわす神ゼ ウス も ご照 覧あれ, 安寧 に

代 わ って市民 らに忍 び寄 る破滅 を黙 って見過 ご しはできな い し, また祖 国
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に仇 なす輩 を同朋 とみなす こともできな い, それ は, われ らを救 うの はこ

の国 であ るこ と, そ して この国 という船 に乗 り合 わせて蒜 な く航海 して こ

そ, われ らは本 当の 同朋 をみつ けだせ る というこ とを承知 して いるか らだ

(182-90). .

これ は為政者 た るにふ さわ しい態度, つ ま り私 よ りも公, まず 国事行 為 を

最優 先 させ る立場 であ る. ゆえに祖 国に仇 なす輩ポ リュネ イケス は徹底 的 に

弾圧 されね ばな らな い. 彼 の この態度 は頑 な である. ｢ひ ょっ として これ

(埋葬行為 )は, 神 のな された こ とではな いか｣ と合唱隊 が言 う ときも, そ

んな はず はな い と彼 は激 怒 して否 定す る, ｢それ とも神 さ ま方は悪人 どもを

姦 し給 うとでも いうのか. そんな こ とはあ るはずがな い (288-89)｣ と 日 5)

しか し以上 はあ くまで公式 の立場表 明, いわ ば建 前 であ って, その裏 には

現実 的 また私的な事情 が潜 んで いる. 予期 せぬ事態 の発生 によって計 らず も

王位 に就 いた彼 は, 政権基盤 の弱 さに対す る不安 と気負 いか ら, 埋葬報 告 に

対 し過剰 に, しか も本筋 をはずれ た反応 をす る ことになる, ｢だ が市 民 らは

この件 では最初 か らあ ま り従 う気 が のうて, わた しに隠れ てぶつぶつ言 うて

おった. 頭 を横 に振 って, 言 うこ とを聞 いて鯛 にち ゃん と首 を入 れず にな.

あれ は, そ ういった輩 か ら見張 りの者 らが鼻薬 misthosをきか され てや っ

た仕 業 だ, わた しにはち ゃん とわか って い る (289-94)｣ と.

ここには, 政権 争 いに絡 んでの人 間の金銭欲 という極 め て現実 的な, また

それ だ け次元 の低 い理 由付 けが登 場 して くる. こう した彼 の現実 的な ものの

見方 は以後 も変 わ らな い｡ いやむ しろそれ は益 々需呈 され て くる と言 ったほ

うが よ いか も しれ な い 日 6). 彼が第 1埋葬 を 自らの主権へ の重大 な侵害 とみ

て, これ を敵視 す るの は正 しい. しか しそ こには私 的かつ現実的感覚 が加わ

って, その態度 を屈折 Lよ り硬化 したもの とさせて いる. この少 しあ と, ク

レオ ンはア ンテ ィゴネ と直接 対峠 す ることにな るが,,その時 ｢神 の法 ｣ で武

装 した ア ンテ ィゴネ に対 す る ク レオ ンの姿 は, 決 して単な る "人 の法 の権
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化" で はな い. それ は, いま上 で述 べた よ うな さまざ まの現実感 覚が絡 み込

んだ よ り複 雑な もの とな って いる. そ して こう した夜 雑化 した ク レオ ン像 を

作 り出 した, あ る いは発 き出 した の は, 第 1埋葬 につ いて の番兵 の報 告 であ

った. 建前 だけで は量 れ ぬ, 屈折 し複雑化 した彼 の暗･部 を別決せ しめた こ と,

しか もア ンテ ィゴネ との対.決 前 にそ うせ しめた こと, これ が劇 中での欝 1埋

葬存 在 のひ とつ の役割 であ り, 効用 であ ったのであ る.

さて, 第 1埋葬 の存在 とその報 告 は, 合 唱隊 に対 しても大 きな影響 を与 え

る.

す で に述 べ た よ うに, 報 告 を聞 いた合 唱 隊 は, それ は神 の仕業 ではな いか

と反応 する (278-79)｡ そ して これ を聞 いた ク レオ ンがそ の怒 りを増 幅 させ

るこ とにな る. したが って, それ は合唱隊 へ の影響 というよ りは, 合 唱隊 を

介 してのク レオ ンへの影響 と言 うべ きで あ ろう. しか もテ ーパ イの長老 たち

か ら成 る合 唱隊 の意見 は, 凡 そ市民一般 の公約数的意見 とみてよ い. それ に

ク レオ ンは反発す る. この反発が, 今後 ク レオ ンをよ り一層依借 地 に させ,

その立 場 を孤立 させて ゆ く恐れ は充 分 にあ る. 事実, のち にア ンテ ィゴネ と

対略 した ク レオ ンは, この合 唱隊 の言葉 か ら吹 き込 まれた先入観 ゆえ に, ア

ンテ ィゴネの唱 え る ｢神 の法 ｣ を絶対認 め よう としな い. その意味で, この

合唱 隊 の一 語 は劇 の展 開 に重 要 な一石 を投 ず るもの と言 って よいであ ろ う.

さ らにこの合 唱 隊の一 語 は観客 にも少 な か らぬ影響 を及 ぼす. すで にプロ

ロゴス を見 て いる観客 は,-第 1埋葬 の犯人 がア ンテ ィゴネ で ある ことを知 っ

て いる. 日車 したわけで はな いが, 極 めて蓋然性 の高 い推 測 としてであ る.

だが この合 唱隊 の一語 にはそ の蓋 然性 を一 瞬揺 るがす 力が あ る. ｢ひ ょっ と

す る と‥‥ ｣ という思 いが観 客 の胸 中に頭 をもたげ る. これ は少 しあ とにア

ンテ ィゴネ 自身 の告 白に よって否定 され るが, 一瞬 浮 かんだ この思 いは, 完

全 に払拭 されぬ ま まのちのち まで残 って ゆ く, それ は, ア ンテ ィゴネの主張

する ｢神 の法｣ と微妙 に結び つ いて, 観 客 の心 にア ンテ ィゴネ像肯定 の印象

を強 く刻 みつ け る という結果 を生 む ことにな るので あ る.

ところで, この第 1埋 葬 は イス メネにも何 らかの衝 撃 を与 えた はず で ある｡
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ア ンティゴネか ら埋 葬協力 を依頼 された折, 彼女 はこれ を拒絶 した. そ し

てこう言 って姉 と別れた, ｢おできにな るな らどうぞ. でもその気はあって

も どうにもな らな いわ (90)｣ と. それが ｢で きた｣. その報 に接 した とき

彼女 は何 を思 ったであろ うか. 第 2の埋葬がな され, 達 挿 されたア ンテ ィ

ゴネ と再会するまでの間, イス メネの消息 は不 明である｡ ただ これ よ り前

に, 彼女 は館の 中で狂乱状態 にあったこ とが知 られて いる. クレオ ンが言 う,

｢あの娘も ここへ呼んで こい. 館 内でた しかに見か けたぞ. 狂 いたって, 気

の赴 くまま, どうにもな らん様子 だ った (49ト92)｣ と. この狂乱 は何 を語

るのか. 姉 の身 の上の心配 か, また は嫉妬 か, ある いは英雄的行 為 に乗 りそ

こね, あとに残 された者 の焦慮か. 何も書 かれ ていな いゆえに, 正確な とこ

ろは不明である. ただ, この ｢狂乱｣が第 1埋葬の結果 のひ とつ である こと

だけは確かであろ う.

最後 に, この第 1埋 葬 が大 き く影響す るはず の人物 が いる. ア ンテ ィゴネ

自身 である. ア ンテ ィゴネの場合 は どうか.

Ⅳ

第 1の埋葬はア ンテ ィゴネ 自身 に とって どの ような意味 を持つのか.

プ ロロゴスに於 いて協力要諦 を妹 に断 わ られたア ンテ ィゴネは, 憤然 とし

て舞台 をあ とにす る (93f｡). そのあと彼女 はひ とりで埋 葬 に出掛 けた く17)

時刻 は夜明 け直後. 偶 々 (あるいは狙 った とお りか)見張 り番 の到着前 で,

無警戒 であ った. 彼女 は誰 に沓め られるこ ともな く屍 に近 づ き, 埋葬 を済 ま

す ことがで きた. ただ屍 に砂 を薄 くかけただけの, 簡単な型 どお りの埋葬 で

あった. そ して埋葬後, 恐 らくはあ まり時 間をおかず彼女 は戻 ってきて いる｡

番兵 にみつか らなかった のであるか ら. 時 間にそう余裕が あ った はず はない｡

故意 か偶然 かはわか らぬが, とにか く彼女 は埋葬後 あ まり時間をおかず に,

そ して番兵 にみつ かる こ とな く戻 ってきた. このことは何 を意味す るで あろ

うか.
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忘 れ物 を した という説 が あ る. な るほ ど, のちの第 2埋 葬時 には, この時

忘れた とされ る ｢濯負 の儀 ｣ が行 われて いる. そのた めの道 具 を取 りに戻 っ

た, そ して また 出掛 けた (第 2埋 葬 ) - そ うも考 え られ る. しか し忘れ物

を取 ってまた埋 葬 場所 へ戻 って くるのに, あま りに時 間がかか りす ぎて いる

(夜 明け直後か ら正午頃 まで). いやそれ よ り ｢忘 れ物 ｣ という些か 日常 的

にす ぎる次 元の現 象でも って彼女 の行動 を規定 す るの は, この場合 ち ょっ と

そ ぐわな いので はな いか. 今 少 し彼女 の心 理 に即 して考 え るべきではな いの

か. 彼女 は 自らの意志 で出掛 けて ゆき, そ して 自らの意志 で戻 ってきた. そ

れ は, ｢忘 れ物 ｣ とい うような外 的要 因 に拠 るもの で はな く, 内的な意志 あ

るいは衝動 に拠 るもの であ った と考 えた い. 彼女 は この行 為が死罪 に相 当す

るものであ るこ とは先刻東知 して いる. そ して いざ となれ ば死ぬ覚悟 も でき

ている. それは本 望である とも言 っている (95ff.). そ の彼女 が戻 ってき

た. 忘れ物 を したか ら? な ん とうまい 口実, また長 閑な 口実で あろ う. 今

はも う正式 な埋 葬 が不可能 な事態 である こ とは, 管 (われ われも含 めて)が

承知 して いる ところであ る｡ 象徴 と してで あれ, 今 は埋葬 行為 を行 うこ とに

こそ意 味が ある. 濯臭 の儀 の有無 は問 う ところではな い (第 2埋 葬 で濯隻 が

行われ るのは, あれは逮 捕 のための形 式 づ くりに外 な らな い). それ に また

｢忘れ物 ｣ はア ンテ ィゴネの人間性 を却 って定 める こ とにな りは しな いか.

現場へ着 いた とき番兵 が いなか った のは全 くの偶然 と しよ う. そ こまで彼女

に故意 を要求 しな くとも よい. 偶然性 は また演劇 の一 大要 素 であ る. しか し

番兵 の居ぬ まに埋 葬 を済 ませ, みつか らぬ まま戻 って くる ところ まで偶然 で

あ りうるだ ろうか. みつか らず に戻 る とい う点 には意志が働 いて いる とみな

すほ うが意味 が あ るので はな いか.

彼女 は恐 くな ったのだ. これ で いい. だ か ら番兵 が到着 す る前 に早 々に戻

って きた. も し死 の覚悟 が不 変な らば, 彼 女 はその ままそ こに残 って, や が

てや って くる番 兵 に逮 捕 され ても よか った はず である. 逮 捕 され て, 己の行

為の高貴な るこ とをア ピール す る こ とが で きた はず で ある｡ だが そうせず に

戻 って きた. 恐 か ったか ら. 彼女 は, 自分 でや った埋 葬行 為 の結 果恐怖 を得
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たのである 日 8)

これ には異論 が あるか も しれな い. プ ロロゴスでの彼女 は, 兄 の埋葬 に関

して死 も辞 さぬ熱意 と決意 とを表 明 して いたか らであ る. そ の姿 と今 の ｢恐

怖 ｣ とは相 容れぬ と考 え られ よう. しか しわれ われ は, いつ の彼 女 も兄弟愛

に燃 え, ｢神 の法 ｣ に殉死す る英雄 的女性 であ る と考 える必要が あ ろ うか.

プロロゴスで見せ た強 いア ンテ ィゴネは彼 女の一側面 にす ぎぬ, とは考 え ら

れぬ であろ うか. も しも強 いア ンテ ィゴネ な らば 2回も埋 葬 は要 らぬ はずや

あ り, もっ と違 った劇 構成 が考 え られるはずで ある. 但 し 1回 目の埋 葬 を神

の行 為 とみなす な ら別 である. 神 意 の強調 のた め第 1埋葬 が企 まれた と考 え

ればよ い. しか しわれ われ は第 1埋葬 も ア ンテ ィゴネ によ る と考 えた. とす

る と, この ア ンテ ィゴネ はた だ強 いだけの ア ンテ ィゴネで はな い. 見張 りの

目を逃 げて戻 ってきた ア ンテ ィゴネであ る. だか らといって しか しわれ われ

はこの姿 を非難 す るので はな い. 自然な姿 として受 け容れ るので ある.

埋葬 を終 えて館 へ戻 ってきた (はず の) ア ンテ ィゴネは, その後 どう した

か. 不 明で ある. それ につ いての情報 は- 切 な い. 館 にいたか どうか も不明

であ る (19). このあ とわれわれが彼女 につ いて の情報 に接 す るの は, 番兵 の

第 2回 目の報告 の中で第 2の埋葬 に現れた彼女 の姿 が触れ られた ときで ある.

そ こで彼女 は正 午頃再 び屍 の現場 に姿 を現 し, 濯隻 の儀 を行 って いる. この

間約 5- 6時間 が経過 して いる. もちろん ｢忘れ物 ｣ を取 って帰 って くるに

は長す ぎる. この 5- 6時間 は, 一見 まった くの空 白時間 で ある. それ は何

も告 げて くれな い. だが この時間 の終わ りにア ンテ ィゴネが再び登場 して く

るこ とによ って, それ は単な る空 白時間 で はな くな り, ひ とつ の意味 を帯び

たもの と化 す. 第 1埋葬 か ら戻 って きた ア ンテ ィゴネが次 の第 2埋葬 へ 出掛

けて ゆ く, その準備時 間 とな るのである.

第 1の埋 葬か ら彼女 は恐怖 を得 て戻 って くる. そ して館 の どこか に うず く

ま りなが ら, 今一度死 の決心 を して彼女 は 出て ゆく (いわ ば満腔 の意 を込 め

て作者 が送 り出す ). そ の間 の長 い時間 は, 死 をも う 1度決心 し直す た めの

時間だ とも言え る. した が って, 第 1埋 葬 と第 2埋葬 とは決 して同 じも のの
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繰 り返 しで はな い. 両者 は相 異な るもので ある. それ は単 に ｢濯隻 の儀 ｣ の

有無 の問題 ではな い. 埋 葬 を行 うア ンテ ィ ゴネがす で に同一 の人 ではな いか

らであ る.

ア ンテ ィゴネ に とって, 弟 1の埋 葬 は純粋 に死者 の霊 を慰 めるための儀 式

であ った (74,75). しかも死者 は兄であ る. いわ ば ごく内輪 の慰霊行 為 で

ある (45)｡ そ してそ こには, 禁 令 を知 り-, それに驚 き反 発 し, 取 るものも

取 りあ えず駆 けつ けた という, 切迫 した面 がある.

一 方, 第 2の埋 葬 は, 充分 に計 画 され た と言 って語 弊が あるな ら, 充分 に

覚悟 の上 でな され たも の と言 うこ とがで き る. 番兵 の見茨 っているなか, 逮

輪 と死 を衆知 で 出てゆ くので ある. ゆえ に逮捕 され た あ とも ｢彼 女 は何 ら臆

す る ところもみせ ぬ (433)｣ のであ る. 今度 は彼女 は (第 1埋 葬 の よ うに)

埋葬 す るだ けで はな く, 埋葬 を問題 化す る ことに意 義 を見 出す. そのた めの

理論 武装 もす る. それが ｢神 の法 ｣ であ る. いわゆる埋葬 は, 済 んだ. 慰霊
ヽ

の儀 式 は終 わっ た のであ る. 今度 はその埋 葬の是非 を クレオ ンとの間 で問題

化す る こと, 第 2埋葬 の最大 の意義 はそ こにある. そのた めに彼女 は死 を賭

して 出掛 けてゆ く. む しろ逮 捕 され死刑 を受 けるた めに出掛 ける と言 ってよ

い. そ こに彼女 は己 を賭 ける｡ 長 い空 白時 間はそのた めの準備期 間であ った

のだ. 長時間 にな らざる を得 な いはず であ る.

ただ も うひ とつ別 に, 彼女 が恐怖 を克服 して第 2の埋葬 に出掛 けて ゆ く理

由が あ る. それ は, 埋 葬 によ る名声 の獲得 と死 による現世 の苦労 か らの脱 出

のた めであ る｡ 彼 女 は ｢寿 命 の尽 きる前 に死 んでも, それ はわ が身 の利得

kerdos(462)｣, ｢わた しの ように無数 の禍 いにまみれて生 きて いる者 は,_ヽ､

死んだ ほ うが得 kerdos(464)｣ と言 い, そ して ｢あれ以上 にわた し, 世 間

のおひ とか らよ くや った と噂 kleosされ るよ うな, どんな ことがあ りま し

て, お兄 さ まのお弄 いを して あげ る こと以上 に (502-04)｣ と言 う. 彼女 は,

｢神 の法 ｣遵守 という高遠な理 由だ けで第 2埋 葬 に出掛 けた ので はな い. 早

なる ヒロイズムだ けで はな い. そ こには現実的 な理 由も介 在 して いるのであ

る(28). む しろ こ う した現実 的な理 由 こそが ｢神 の法 ｣の主張 を強力 にバ ッ
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ク ･ア ップ して いる と言 えるので はないか. 第 2埋 葬へ実際 に出 てゆか しめ

たの は この現実的 な理 由のほ うか も しれ な いのであ る. そ して これ は また決

して彼女 の人間性 を損 うものではな い. 生 身の人間 と して 当然 の ことなので

ある. これ もまた あの長 い空 自の時 間のな かで, 次第 に彼女 の心 中に頭 をも

たげて き固 まって きた ものであろ う.

このように見 て くる と, 第 1埋 葬 と第 2埋葬 とはそ の意 味 が全 く違 うもの

のよ うに見 える｡ 第 1埋葬 は純粋 に死者 を慰 め るた めの儀 式 であ る. 第 2埋

葬 は, 埋葬 という行為 を現世 での問題 と化 すた め, そ して 己が死 ぬた めの儀

式あ る いは手続 きであ る. 第 1埋 葬 でア ンテ ィゴネ は兄の霊 を慰 める儀 式 を

済 ませた. 第 2埋 葬 は, 彼女 はむ しろ 自分 のた めに 出掛 けて ゆ くのであ る.

埋葬行為の意味 を問題 化 し, そ して今度 こそ死 ぬた めに出掛 けて ゆ くのであ

る.

先 にわれ われ は, なぜ埋葬 が 2度 も行 われな けれ ばな らなか ったか, とい

う問 いを提 出 して お いた. ｢神 の法 ｣ と ｢人の法｣ との対 立 とい うテ ーマ を

展 開す るた めであれば, 1回の埋 葬 (この場合 第 2の埋葬 ) で充 分 こ とた り

るはずだか らで あ る. ゆえに余計 な (と思 われ る)第 1の埋葬 の意味 が問わ

れ, その行 為者 の名が詮 索 され る こ とにな った. 上 に述べ た ように, われわ

れはその行 為者 をア ンテ ィゴネ と した. そ してその第 1の埋 葬 の存在 が ア ン

テ ィゴネに与 えた影響 を見 よ うと した. もちろん, この第 1埋葬 が ア ンテ ィ

ゴネ のみな らず ク レオ ンに与 えた影響 も看過 で きな い. それ は `̀神 が したか

も しれぬ" という謎 め いた神秘性 を帯び る ことによ って, ｢神 の法｣ と ｢人

の法 ｣ との対立 の図式 の 中で ｢神 の法｣ を主張 す るア ンテ ィゴネ に強 力 な援

護力 とな り, それが また ク レオ ンの心理 を大 き く圧 迫す る こ とにな るか らで

ある. しか しそれ と同時 に, この第 1埋葬 の存在 は (もち ろんそれだ けでな

く第 2埋葬 と関連 す る こ とによって)ア ンテ ィゴネ という人物 の性格 の幅 を
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広 げ, 深み を増 す のに大 きな働 き を して いる と言 い得 るの である.

最初 か らアンテ ィゴネが神 の定 めた永遠 の淀 に殉 ず る英 雄 的女性 で あ る と

す るの は教条的 に過 ぎよ う. ク レオ ンが, 最初 の触 れ こみ と裏腹 に事 態 の推

移 とともに馬脚 を露わ し, 正 当な意味で の独裁君主 と して の姿す ら維 持 でき

なか ったの と同様 に, ア ンテ ィゴネも硬軟織 り交ぜ た複雑 な相貌 を見せ る.

われ われ はプロ ロ ゴスで のア ンテ ィゴネ, また第 2埋葬後 ク レオ ンと対略 し

また イス メネ と対 略 した ときの彼女 の強 い姿勢 に気 を奪 われすぎ るき らいが

あるのではな いか. いず れも舞台上 にあ って強烈な 印象 を残 すか らで ある.

しか し第 1埋葬 に まつ わ る彼女 の行動 に, われ われ はその弱 い一 面 を見 た.

ふたつ の埋葬 の間 にはさ まる空 白の時間, そ して舞 台裏 に隠れて いる彼女 の

姿 に, われ われ はそれ を推測 した のであ る. だが このも うひ とつ の彼 女 の姿

は, いつも舞台裏 の推測 の領域 にばか りあ るのではな い. 表舞台 に立 った と

きの彼女 もそ う した一 面 を示 さぬわ けで はな いのである. 806行 以下 の第 4

エペ イ ソデ イオ ン, ア ンテ ィゴネ嘆 きの場 を一例 に挙 げよ う. 死刑 は免 れた

ものの, ほぼそれ と等 しい罰, 洞窟 内の牢 獄 に幽閉 との宣 告 をうけて引 き立

て られ てゆ く彼女 が, これ を最後 と嘆 きの歌 を うた う. そ の一節 に, ｢わた

しは こ うして手 を取 られ連 れ てゆかれ ます. 婚 礼の歌 も聞 かず, 嫁 ぎゆ けぬ

身 の まま, 人 の嫁 とな り子 の母 とな る喜 び も得 られ ぬ ままに (916-18)｣ と

ある. また .｢あ あ, お兄 さ ま, あなた は不幸 な結婚 をな さった あげ くに命

を落 し, そ して まだ生 きて いるこJのわた しを滅 ぼ して しま ったのです (869-

71)｣, さ らに ｢わた しは地下 に降 りて ゆ くのだ, 定 め られた寿 命 を まだ充

分消化 も し尽 さぬ うちに (896)｣ とうたわれ る. ｢寿命 の尽 き る前 に死ん

でも, それ はわが身の利得 (462)｣ と言 い切 り, あれほ ど埋葬 と死 に固執

した彼女が, 死 を前 に して こう歌 うのであ る.

またかの有名 な 905行以下 のア ンテ ィゴネ の台詞 を挙 げ よう. そ こで彼

女 は, 自分 が埋葬 に固執 した理 由はご く私 的な ところにあ った こ とを明かす.

すなわ ち, 子供や 夫 を亡 くした場合 は市 民 の反対 を押 して まで埋葬す る こと

は しなか った ろ う, 子供 や夫 は代替 がき くか ら. だが両親 がすで に死 ん で い
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る今, 兄弟 の代替 はも うきかぬ, つ まりか けが えのな い兄 ゆえに埋葬 に固執

した というので あ る. これ は, 先 に主張 された ｢神 の法｣ の無差別 の絶対性

(450ff.)とどれ ほ ど懸 け健 れ て いることであ ろう. ｢神 の法｣ というの は,

兄へ の特別な感情 を公 式化す るた めの便法 に外 な らなかった ことにな る. そ

れは人間愛 を標 傍 す る高湛な テーゼ (｢愛 を領 けあ う symphilein (523)｣)

ではなか った こ とにな る. か くして アンテ ィゴネ像 の純粋性 を保 ちた い向き

はこの台詞 に驚 き うろた え, この箇所 (904-20)を後 代の挿 入 と して削 除 ま

で考 え る(2日 . しか しわれわれ は驚 かな い. 削除も しな い. 第 1埋葬後逃 げ

戻 ってきたあのア ンテ ィ ゴネ の姿 を知 って いるか らであ早･ 劇 中一貫 してい

るのは強 いア ンテ ィゴネ像 で はな い. 強弱 ふたつの相貌 を持 つ ア ンテ ィゴネ

像 が一貫 しているので あ る.

その ことは, 彼女 を見 る第三者 の眼が必 ず しも一 定 して いな い ことか らも

窺 える. ふ つ う主 人公 の与党 的立場 にあ る合唱隊も, 本籍 に於 いては必 ず し

もア ンテ ィゴネ に優 しくな い. 第 2埋葬後遺挿 され て クレオ ンと対決 す るア

ンテ ィゴネ を評 して, ｢この娘 の気性 ときた らまさに父親 譲 り, きつ いもの

だ. 辛 い 目に逢 うても屈 す る ことを知 らぬ (471-72)｣と言 うしく22), また

嘆 きの場の この彼女 に対 して は, ｢娘御 よ, あなた はあた ら蛮勇 をふ るった

がた め に正義 の い と高 き官居 に激 しく突 き 当た り, そ う して お父上以来 の罪

の償 いをい ま果 た され るのだ (853-56)｣, ｢でもあなた を滅ぼ した のは,

結局 自分勝手 な怒 りにす ぎ ませぬ (872-75)｣ と痛烈 な言葉 を投 げつ ける.

そもそも禁 令 を犯 して埋 葬す るこ と 自体 が, 彼 らに とって は ｢愚か な行 為

mopros(220)｣な のであ る.

一 方, 彼女 の婚 約者 ハ イモ ンが市 中の噂 と して紹介 す るの は, これ と相 反

す るものである. 市民 らはア ンテ ィゴネの ことを ｢あれほ ど立派 な世 に請 わ

れて然 るべ き仕事 を した のに, 全 女性 の うちで もいちばんひ どい悪女 と して

死んで ゆ く (694-95)｣, ｢こ.水 は どの人 間が至高 の名誉 に価せ ぬ と, 果 し

て言 え るで しょうか (699)｣と噂 して いる とい うので ある.

ア ンテ ィゴネ 白身 も, ク レオ ンとの対決場面 では, 己が行動 に市民 らも
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賛成 している, ただあなた (クレオ ン) を滞 って 口をつ ぐんで いるだ けだ

(504-05), 合唱隊だ ってそ うだ (509)と強気 に主張す る. その一 方で,

しか し嘆きの場 では, 死 んだ のが兄でな く子供や夫 であった場合 は市民 の意

向に反 して まで こんな苦労 を引き受 けは しなか った ろう (905-07)と言 って

いる. あたかも 自分の行為 に眉を しかめる市民 の存在 を認 めているかの如 く

に. それ よ りも まず彼女は, 埋葬 という己の行為 を ｢愚かで無分別 な もの

dysb正lia(95)｣ と自ら規定 して いるので ある｡

つ ま り彼女の行 為に対 する第三者 の反応 も一定 して はいな いし, また彼女
l

白身, 己の行為 に最後 まで 自信が あるわ けでもないのであ る. 彼女 の姿 は内

も外 も不安定 に揺 れて いる. 彼女 は決 して ｢神 の法｣の権化 ではな い. 兄の

埋葬 には, ｢神 の法｣ という大義名分のみな らず己の利得 も関係 して いた こ

とは, 前章末尾 に言及 しておいた とお りで ある.

Ⅵ

こう した不安定 なア ンテ ィゴネの心 を, しか し揺 れなが らも一本突 き抜 け

るものがある. それは彼女 の死へ の意志 である. す で にプ ロロゴスで彼女 は

3度死への覚悟 を ロにす る (72,73,97) (23). しか しこれ は 1度挫折 しな

けれ ばな らな い. それ はすで に見 た ように, 第 1埋葬 の折 突然彼女 を襲 った

恐怖 ゆえである. プロロゴスで言 明 した とお りに兄 を埋葬 して立派に死ぬ こ

とは, よう しなか った. それが本望 だ った のにである. しか し彼女 は再び死

奪節心 して第 2埋葬 に赴 く･ 以後 その決心 は揺 らぎつつも変わ らない･ 第 2

埋葬後 イス メネ と再び対略 した彼女 は, 一緒 に死なせ て くれ と頼 むイス メネ

を拒否 して言 う, ｢だ ってあなた は生きる速 を, 私 のほうは死ぬ途 を択 んだ

のです もの (555)｣ と.

今や彼女 の願 いは死ぬ ことだけである. しかも早 急な死 を彼女 は願 う.

Ant｡:わた しを捕 まえて殺 す以上 に, 何 かもっとひ どい ことをお望 みです

- 18-



の.

Kr.:いや, 何 も望ん でお らぬ. それだけやれ ば万事終わ りだ.

Ant∴ で はなぜ梼蕗 な さるのです.

(497-99)､

埋葬禁止令 を犯 せば石子詰 めの刑 で殺 されるはずであった (36). それ を

クレオ ンは蹄拷す る｡ 犯人 を捕 まえてみれ ば身 内 (痩 )であ ったせ いか (24).

身内でも容赦 はせ ぬ と断言 した (183)はずであ ったが. 息子ハ イモ ンの説

得 と抗議 のせ いか. 第 3ス タシモ ンのこのハ イモ ンと対暗 す る場面 のあ と,

クレオ ンは刑罰 の変更 を行 う. 石 子詰めに代え て, 洞窟内の牢獄 に命果 てる

まで僅 かな食糧 を添え て閉 じ込め る というので ある (773ff.). この変更 の

持つ意味 は小さ くない. これ は, 舞台に登場以来順次露呈 されて きた ク レオ

ンの政治家 としての器量不足の一端 (性格 の弱 さ) を示す ものと見 る ことも

できよ う. また別 の見 方 をすれば, これ はアンティゴネの, その死 によ って

一挙 に上が る市民 か らの同情 と名声 とを阻止す るための手段 とも考 え られ る,

公開の場で時間 を置かず に処刑す る ことをせず, 幽閉 して徐 々に殺す という

方法 は, ア ンテ ィゴネそ の人,.その生前 の行為 を風化 させ るに効力が あるか

らである. とすれ ば, 彼 はなかなかの政治 家 ということにな る. 彼女 を掌 中

に握 った ことにな る.

ク レオ ンが どう考 えたか, いずれ にせ よ この刑罰 の変更が ア ンテ ィゴネに

与えた影響 は大 きい. 捨 て身 の死 によって こそ得 られ る, 彼 らふ た りの対立

の主導権が相手 に移 って しまう. それを取 り戻 さぬばな らぬ. そ して名誉 あ

る死 を得な けれ ばな らぬ. このまま幽閉 され生 き晒 しにな る ことはとうてい

青 い得 ない. 兄の埋葬 をす る ことは死ぬ こ とであった. 埋葬 の向 こうに死が

控えて いるか らこそ彼女 は埋葬 した のであ る｡ それ が この劇 の最初か らの取

り決 め, 約束であ った. 埋葬 ののちの大団円な どあ り得べ か らざるこ とであ

るく25). そ の辻硬が合 わな い. 辻凄合わせ を しなけれ ばな らな い｡ それが 自

殺である. 刑罰 の変更 軌 実 にこの 自殺へ の伏線 であ った. そ して この 自殺
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によ って, よ うや く彼女 は己 の行 為 に一貫性 をもた らす こ とにな る と同時 に,

クレオ ンとの主導権争 いに勝 利す るのであ る. 自殺 は, 最初共同体 の法 の将

外 に出て死 を覚悟 の上 で兄 を埋葬 す るこ とを決意 した あの彼女 の姿 の, 少 し

く廻 り道 を した上 での, しか しまた 当然 の帰結 であ る.

だが なぜ彼女 は死 に急 いだ のか. つ ま りなぜ埋葬 を しよ う としたのか. 兄

ポ リュネイケスへ の愛 の ゆえか. いや, ご く普通 の死者 の霊 を示巳る敬 度 な感

情 の ゆえか. しか し子 供 や夫が死 んだ場合 は市民 の反感 を買 って まで埋 葬 は

しな いと明言 され る. とすれ ばや は りポ リュネ イケスへの特別な感情 の ゆえ

なのか. しか しこの兄妹 ふた りの関係 は今 ひ とつ不 明 であ る. 生前 のポ リュ

ネイケスに対す る アンテ ィゴネの感情 は一切 明 らか に され ぬ ままであ る. 死

せ るポ リュネ イケ スに対 す るアンテ ィゴネ の打 ち込 み ようは, 単 なる兄妹愛

を越 えて近親相姦 的な愛す ら感 じさせ るほ ど異常 に強 い. しかもそれ で いて

そ こにはなぜか優 しさが感 じられな い. 婚 約者 ハ イモ ンに対 して冷淡 である

と同様 に, 兄 に対 しても彼女 はその言葉 か ら予想 され そ うな優 しさは, 実 は

持ち合 わせ て いな い. 少 な く ともそれが感 じられな い. 死 を賭 しての埋 葬行

為 こそ愛 の証 で はな いか, と彼女 か ら反論 され そうである. しか しそ うだ ろ

うか. 彼女 が言 う愛 とは, む しろ兄への愛 に名 を誇 りた 自己愛で はな いか.

死者へ の面巳リに名 を潜 りた己 の死 の準備 で はな いか.

劇 の 冒頭 か ら してす で に ア ンテ ィゴネの言葉 には己の出生へ の鈴持 (37-

38, また 940-43) と, 己の家系 でも傍系 か ら思 いが けず王位 に登った新 国

王 ク レオ ン に対 す る反 発 と皮 肉 (31-32,48)が盛 られて いる (26). ここに

はあの ｢神 の法 ｣ の無差 別の絶対性 を主張 す るアンテ ィゴネ とは別の ア ンテ

ィゴネが いる ことが知 られるのであ る.

同時 に ア ンテ ィゴネ は現 在 の己 を取 り巻 く状況 に絶望 している (ト10).

己の出生 を呪 う ときも ある (857ff.). 彼女 に は婚約 者ハ イモ ン という存在

が あるけれ ども, しか しその存在 は彼女 を生 の方向へ 向け る力 と して は一 向

に作用 しな い. 彼 女がポ リュネイケスの死 を契機 に死 を望 んでもおか しくな

い状況 が, ここに はあ る. 兄 の死 及びそ の埋葬 は単 な るき っかけ にす ぎな い.
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彼女 は己のために己の人 生 を清算 したい と思 うのである く27㌦ 誤解 を恐れず

に言 えば, 彼女 はポ リュネイケス を愛 して いな い. それが証拠 に, ポ リュネ

イケス とエテオ ク レスの立場が逆 になった場合 でも彼女は ポ リュネイケス を

愛 した ろうか. 甚 だ疑問 である. 彼女 は彼 の死 (死せ る彼 ではな い !) を愛

したのだ. 彼の死 を契機 として己が死ね る ことを, しかも "立派 に.''死ねる

ことを(28). もち ろんハ イモ ンな ど愛 して はいない(29㌦ いやハ イモ ンとポ

リュネイケスも愛 しては いるだろ う. ただ それ以上 に己 を愛 して いるのであ

る. 彼女 は, 兄のために死ぬ と同時 に自らのた めにも死ぬ のである. 自殺 こ

そその何 よ りの証拠 であろう.

しか しこのように見 て くる と/ 作者の意 図は果 して どこにあったのか, も

う一度見直 さぬばな らな くな って くる. ｢神の法｣ の絶対性 の主張 は, あれ

は嘘だ ったのか. 嘘ではな い. ただ大きな一面 である とは いえ, それ ばか り

が この劇の意味す るものではない. A.ボナールは ｢ソポ ク レスの天才 と芸

術 のも っとも著 しい特徴 のひ とつ は, 登場人物 の一人一人 の生 を我 々に じつ

に身近 に体験 させ るこ とによ り, 彼 らが我 々の まえに立 って語 る とき, みな

それ ぞれ正 しいと思わせず にはおかない点 にある｣ (38 )と言 うが, これ は一

人の登場人物がみせ る複数 の相貌 について も言えるこ､とで はな いか｡ ア ンテ

ィゴネは決 して一面的で はな い. さまざまな顔 をみせ るのである. そ してそ

のそれぞれ がそれぞれ の存在感 を与 える. われわれ にはそれが皆 はん とうと

思 えるのである. 第 2エペ イ ソデ イオ ンで, ク レオ ンとア ンテ ィゴネの両者

はそれ ぞれ ｢人 の法｣, ｢神 の法 ｣ を主張 して対立す る｡ しか しそれ は単 に

純粋 な イデオロギーの対立 とのみ とられ るべきではな い. そ こには現世 的付

随物 が いろ いろ と付 着 している. ふた りの対立 にはそ うした眼に見えぬ表面

下の暗蹄もあるのである.

ア ンティゴネは決 して ヒロイズム に酔 った跳 ね上 りではな い. 跳ね上 って

殉教者 という臭 いお芝居 を しよう として いるわ けではな い. もっ と現実的で

ある. 打算 はあるが, しか しその死 の意志 は其撃 であ る. 彼女 は埋葬 し死ぬ

ことによって, 兄ポ リュネイケス を救 い (死者への儀礼), 己を救 い (利得
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と名声), クレオ ンを貝乏めん とした (家柄へ の鈴持) (3日｡ それが最後 まで

死 に執着 した理 由である.

ア ンティゴネの死は またさ らにふたつ の死 を招 く｡ ハイモ ンとエ ウリュデ

イケそれぞれの 自殺である. このふたつの死 はクレオ ンに大 きな打撃 となる.

彼 は滅びてゆ く. これ をもって ｢神 の法 ｣の勝利, ｢人の法 ｣の敗北 と言 う

は易 い. しか しこのふ たつを秤 にか けれ ば前者 のほ うが重 いに決 まって いる.
f

そ して元来前者 は後者 の後楯 とな りこれ を補佐 し擁護 するもので はあ っても,

決 して互 いに対立 しあ うものではな いはず である(32). ク レオ ンは, 決 して

｢神 の法｣ と対立 して いるつ も りはな い. 共同体のために戦 った者 を過 し敵

対 した者を前す るのは, 彼の考 えでは ｢神 の法 ｣に則 った ものな のである.

ただ この考 えを, 彼 は最後 になって変えて しまった. 彼 はア ンテ ィゴネ同様,

その頑迷 さを最後 まで保持すべきであった. ハ イモ ンの死後, 彼 は ｢今 こそ

悟 った (1292)｣ と言 う. 悟 って はな らなか ったのに. だが息子 と妻 の死 は

あま りに重 か った. ふた りの死ののち彼 は急速 に堕落 し, われわれの興味 と

同情 を失 ってゆ く. ア ンテ ィゴネ は死 して英雄 とな るが, ク レオ ンは生 きて

汚辱 の徒 となる. 自らに謄 ける頑迷 さが足 らなかったがため に. その怒 り易

い気質な ど, 彼 を破王威に導 いたものは多 い. だが 自らに謄 ける頑迷 さが足 ら

なか った ことこそ, その破滅 の最大 因ではないか. それは 自らの弱 さに敗れ

た と言 うのが正 しい.

で は彼は どう対処すべ きだ ったのか. ただひ と言 ｢これで よし｣ と言 うこ

と, それだ けで よかったのだ. それ は, これが政治 というものな のだ, 妻子

を犠牲 に したが, しか しおれ は国 を救 った のだ, という意味 である. それが
し.

彼の頑迷 さの帰結 であ り, また政治 を行 う者 の 当然 の態度 であるはずである.

このひ と言 で彼 はアンテ ィゴネの死 に充分対抗 し得た はず である. しか し作

者 ソポ クレスにはクレオ ンをそう措 く意 図 はなかった ようである. だが また

そうだか らといって, このよ うな結未か らこの劇を ｢神の法 ｣を全的 に担 っ

たア ンティゴネの クレオ ンに対す る勝利 を歌 いあげた もの と安易 に解す るこ

とはできな い. 上 に述べたの はその ことであった.
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註

(1) これ はア ンテ ィ ゴネ の, 妹 イス メネ に対 す る死 の勧 誘 で あ る. 埋葬

すれ ば必ず死罪 にな る こ とを明 らか に した上 で の協 力要諦 で あ るのだ か ら.

ア ンテ ィゴネ は, ポ リュ ネ イケス の死 を契 城 に父オ イデ ィプ ス に端 を発 す る

一家 の汚辱 の歴 史 をこ こで清 算せ ん と思慮 した かの如 くで あ る. いず れ にせ

よ, 劇 は冒頭 か ら死 の匂 いに満 ち て いる.

(2) 第 1の埋 葬 は夜 明 け 直後, 第 2の それ は ｢日輪 が 中空 にかか ｣ る頃

というか ら, ほぼ真昼 とみ て よ い.

(3) Cf.S.A.Adams,TheBurialofPolyneices,⊆旦45(1931),pp.110-

ll,I.Furguson,ACompaniontoGreekTraged.V,Lo-ndon&Austin, 1972,

pp.168-69,a.比cCall,宣旦墨22(1972),pp.103-17(未 見).

(4) Adamsは 『オ イデ ィプ ス王 』1258行以下 ｢狂 った あ の方 (オ イデ ィ

プス) に どなた か神 さ まが道 を示 された....｣ を, こ こ と矯 似 の神 の介 入 の

例 と して挙 げ る. Cf.art.cit.,p.111. Kittoは, 劇 中の現象 をあ ま りに

人間 の眼か ら現 実 的合 理 的 に解 釈 しす ぎ る傾 向 を劇 の本質 を見失 いか ね な い

'として戒 め る. と同時 に, だ か ら といって人 間的要 素 を無 祝 せ よ とい うわ け

で娃な く, いわ ばバ ラ ンス の とれ た解釈 が必 要 であ る とす る. Cf.H.I).F.

Kitto,Formand斑eaninginDrama,沌ethuen,London,1956,p.154.

(5) ｢お供 え ｣ とまで訳 す のは訳 しす ぎか も しれ な い. 規 定 どお りの埋

葬儀 式 を済 ませ た との意 で あ る.

(6) Cf.W.H.D.Rouse,TheTwoBurialsin Àmtigone',⊆塁25(1911),

pp.40-42｡

(7) イス メネ は単 に ア ンテ ィ ゴネの引 き立 て役 にす ぎ な い とす る説 が多

い. 例 えば, Ticho Yon Wilamowitz一班oellendorff, Die dramatische

TechnikdesSoDhokles,Weidmann,1969(1917), S.41, Kitto,qp.q_it.,

p.159｡これ に反対 す るのは, R.P.Winnington-Ingram,Sophocles.AnIn-

terDretation,CambridgeU.P.,1980,p.136, W.J左kel, DieExposition
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inderAntigonedesSophokles,Gy叫aSium68(1961),S.41な ど.

(8) Cf.i.Campbell(ed.),SQphoQles,vol.1,01ms,Hildesheim, 1969

(1879),ad536.

(9) Cf.Campbell, op.°it.,ad558. 但 し Campbellは 536行 の 内容

の繰 り返 しとす るほ うが よい と して いる. Jebbは これ を第 1埋 葬 に参 加 し

なか ったも のの, 姉の行 為 に同情 す る点 で精神 的な 同罪者 である と解 釈 す る.

Cf｡求.Jebb,Sophocles,Ⅲ,Antigone,Cambridge,1928(1888),ad558.

(10) 両 方の埋 葬 を いずれ も ア ンテ ィ ゴネの行為 とす る評 家 は多 い. G.H.

Gellie, ∫.E.G.Whitehorne,A.0.Hulton,II.L.Rouse,H.D.F.Eitto,A.A.

Flickinger,I.朋essener,K.W.放eiklejohn,Ⅰ.Errandoneaら.

(ll) Jebb,op.°it.,ad429.また Tovarも同様 に仕残 した濯真 の儀 を

す る こ とを理 由 に挙 げ る. Cf｡A.Tovar,S6foclesAntijgona,斑adrid,1962,

ad429.

(12) 川 島垂成 『ギ リシャ悲劇 の人間理 解 』新地 書 房, 昭和 58年, 104,

105貢参 購. また Campbell,op,C亘.,ad43, ∫.C.Xanerbeek,

of__89phocles,Ⅲ,Leiden,E.J.Brill,1978,ad43.

(13) これ の弁 明 と して, 濯桑 に必要 な 葡萄 酒 は夜 間貯 蔵 庫 に保管 され て

いて簡 単 に取 り出せず, 世 の引 き明 けの第 1埋 葬 に は間 に合 わな か った とい

うよ うな こ とも, 考 え られな いで はな い (Kitto, QB,_:Sit., p.156. 但 し

Kittoは これ を肯 定 して いるので はな い). しか しこれ は, 劇 中 の事 象 のす

べ て を辻連 が合 うよ うに考 えた いわれ ら現 代読 者, あ るい は古今 を問 わ ぬ書

斎派 の悪癖 であ って, こ こか らは劇 の正 しい解 釈 は生 まれ て こぬ であ ろ う.

また で.Ⅴ.Wilamowitzは, 作者 は舞 台外 の 出来 事 を矛盾 せ ぬ よ う正確 に意 味

づけ る よ うな こ とは して いな い, 裏 の事 件 の詮 索 よ りその とき どきの舞 台上

の出来 事 の ほ う を重要 視 して いるのだ と喝破 して いる. Cf｡T.Ⅴ.Wilamowitz,

op.cit" S.21,34.

(14) Cf｡ap__.Cit.,p.152.

(15) これ はの ちの ア ンテ ィゴネ の主 張 す る ｢神 の法｣ に対す る彼 の態度
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とも関係す るが, 彼は神 の行為, 神 の法 そのものに反対す るので はな い｡ 神

がそんなこ と (悪人 を助 ける こと) をす るはずがな い, 悪人 を助 けるのが神

の行為であるはずがな い, と言 っているのである.

(16) のちの, 息子ハ イモ ンとの対決 場面 で言及 される ｢男尊女卑 ｣,

｢長幼 の序 ｣の強調 と並 んで, この金銭感 覚はクレオ ン像 の本質 をなす もの

と言 ってもよいであろ う. Funke は, 人間 の行 為を金銭欲 を第 1に して認識

しようという狭小 で盲 目的な態度 こそ彼 の破滅 の遠 因であ る という. Cf.H:

Funke,EreonApolis,Antikeu.Abendland12(1966),S.35.

(17) 第 1埋葬 はプ ロロよスの前 にすで にな されて いた という説が ある.

Errandoneaが これ を唱 える. これ よ り前彼女 は埋葬 に出掛 けたが, 一人で

はとうてい手に負えぬ こ とを知 って妹 に助力 を求めに館へ帰 って きた. そ こ

か らプロロゴスが始 まる とい うわ けである. これは, 第 1埋葬 の時期 をプロ

ロゴス以後 と既定事実 の ように考 えているわれわれ には意表 をつかれ る, そ

して また検 討を要す る問題提起 であると言 えよう. その是非 はさておき, た

とえそ うだ としても, 第 2埋葬が ア ンテ ィゴネの命 を賭 しての行 為であ った

という点で は, われわれ の見解 と異 なる ところはな いであろ う. Cf.Ⅰ｡S.Ⅰ.

Errandonea, Sol_foQie_写_,__investigac_10neSSObre_1旦__e_StruCtura_卓ram左t阜ca

de_____slI_S__SietQ_trag革diasysQ_bre_1apersonalidad__deBus_qQrQ墨,Esceli-

cer,S.A.,Madrid,1958,_p.92.

(18) この間題 は, T.V.Wilamowitzの言 うよ うな劇構成, 劇 の存立 の点

か らのみ論 じ尽 くす こ とはで きな いであろ う. アンテ ィゴネが戻 って きた,

すなわち作者が 2度 の埋葬 を設定 したことにはもちろん劇構成上 の問題 が大

き く関わっているが, そ こにはまた アンテ ィゴネ という人物 の性 格も関 わっ

ている ことが指摘 されね ばな らな い. この点 は Rouseの言 うとお りであ る｡

但 し, Rouseは第 2埋葬 との関連 でアンテ ィゴネの性格 をそ の ｢強 さ｣ にの

み求めよう とす るが, 逆 に第 1埋葬 と関わ るその ｢弱 さ｣が もっ と指摘 され

て然 るべ きではな いか. Cf.T.V.Wilamowitz, _Q_p._Cit., S.33-34, ∫.L.

RolユSe, TheProblem̀oftheSecondBurialinSophocles'Antigone, G1
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47(195ト2),pp.220-21.

(19) 492, 531行で ク レオ ンは館 内の イス メネの行状 を描写 して いる. そ

こで イス メネだ けが触 れ られ ていて ア ンテ ィゴネの情報 が欠落 している点 か

ら, 却 って ア ンテ ィゴネ が館 内 に いなか った とも推 定 できる. Cf.T.V.

Wilamowitz,op.qiL,S.33. もち ろん いたか も しれ な い. その場合 は, 彼

女の情報 は舞台上 の事件 と無 関係 とみな されて省格 された のであ る. だが こ

れは単 純 に無関係 とも言 えな い｡ 彼女 の消 息 は観客 も気 にな って いた はず で

ある.

(20) Rouseは第 2埋 葬へ赴 くア ンテ ィゴネ に ｢強 さ｣ を求め ようとす る.

それ は, 性格 の強 さ, 餐, 忠誠心 の強 さ, 家族 愛, 兄 の埋 葬への義務感 の強

さで ある.Rouse,art.cit., p.221また註 (18)参照｡ しか し理 由はそれだ

けで はな い｡_ここに挙 げた よ うな現 実的理 由も介在 して いるのである.

(21) か の Goetheをは じめ と して W.Schmid, C.H.Whitman, D.L.Page

ら. その ま ま認 め よう とす るのが G.Eaibel,T.V.Wilamowitz,C.皿.Bowra,

Errandoneaら. Kittoは, ア ンテ ィゴネ の言辞 に一 貫性 を求めよ う とす る

のは無 いも のねだ りであ る と一蹴 す る. Cf.Kitto,op.cit.,pp.170-71,

(22) この合 唱 隊の言葉 は ｢神 の法 ｣ を主張す るア ンテ ィゴネ に対 して言

われ た もの である. この ことは ｢神 の法 ｣思想 が合唱隊 に は一顧 だに され て

いな い ことを示 して いる. 彼 女 のせ っか くの高遠 な主 張が さっぱ り効果 な い.

松永雄 二 ｢劇 "Amtigone"の統一性 につ いての一 つの覚書 ｣ 『西洋古典学研

究』 Ⅳ, 岩汲書店, 昭和 31年, 20貢, 殊 に註 (28)参照.

(23) こ こでも どこでも, 劇 中ア ンテ ィゴネ はその行動 に関 して婚約者 の
ヽ . .

ハ イモ ンに相談 す るこ とは- 切な い. その名 は 口の端 にす ら上が らな い. 舞

台上 で はす れ違 って遭 うこともな い. この ことは象徴 的で ある. すなわち,

埋葬 を決意 した ときか ら生 につなが るハ イモ ンとの関係 を, 彼女 は 自ら断 ち

切 って いる のであ る.

(24) Cf.D.A.Hester,SophoclestheUnphilosophical,凹nemosyneⅣ.

24(1971),p.33.

- 26-



(25) 川 島は, 幸せ に生 き延び るアンテ ィゴネを醜悪 と評 し, その よ うな

ア ンテ ィゴネは存在 しな いという. 川島, 上掲書, 118貢参照. ただ しか し

これだけで は彼女 の 自殺 は説 明されないであろ う. 後述す るように, 己の宇塊

惑 さを払拭する と同時 に, それはクレオ ンへの打撃 を意図 したも の と考 え ら

れねばな らない.

(26) ク レオ ンのほ うでも こう した雰 囲気 を薄々感 じて いた ら しいことは,

アンテ ィゴネ, イスメネのか弱 い姉妹 を本 気で敵 に算 え入れ るというその言

動 (531-35)か ら推測 され る.

(27) 竹部 もア ンテ ィゴネの死 の問題 を (アヌイの 『ア ンチゴーヌ』 と比

較 しなが ら) 次 の ように言 う, ｢さまざ まの恵の中にいる enpolloisin

kakoisくらいな ら, む しろ死の方が利益 kerdosである と言 うア ンチ ゴネ

-の表 明の中に, この世 間の不純 さに叛逆 し絶望 し, 死 を決意す るフラ ンス

のア ンチゴーヌの原型 が見 出せな いか? ギ リシアのアンチ ゴネ-も別 の言

葉で, この世界 を拒絶 しているのだ. その ための手段 として神 の法や埋葬が

持ち出されているので はな いか｣ と. 竹部琳 昌 ｢アヌイの 『ア ンチ ゴーヌ』

における問題性 ｣ 『同志社大学人文学』, 第 116号 (23), 1970年.

(28) これの傍証 と して次 のもの を挙 げておきた い. ｢も しポ リュネ イケ

ース埋葬の禁止令がな ければ, ア ンティゴネ- は他 の禁 を破 って, 死 を求

めた にちが いな い｣. 毛利三爾 ｢ア ンテ ィゴネ-私見 - 英雄的性格 の孤高

さ - ｣ 『ギ リシャ悲劇研究 』 2, 昭和 34年, 90頁.

(29) ハ イモ ンへの愛 を語 る唯一 の章句 とされ る 572行 は写本 どお りイス

メネの台詞 として読む. またそうすれば一行対話 stichomythiaの約束 を破

らず とも済 む.

(30) A. ボナール (岡, 田中訳 ) 『ギ リシア文 明史』 Ⅱ, 人文書 院, 描

和 50年, 33頁参 照.

(31) ア ンテ ィゴネ は死ぬ こt:によってテーパイ というポ リス を積れ か ら

救 ったのだ とす る説があ る. しか しこれは結果 としての話 である. 彼女 にそ

の意図があ ったわけではない. これ につ いては, 岡道 男 ｢ア ンテ ィゴネ とク
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レオ ン｣ 『古代 文 化』第 38巻 第 7号, 昭和 61年, 4-5貢参照.

(32) このこ とはギ リシアの思想家た ち の言説 に しば しば見 られ る ところ

で あ る. た とえばプラ トン 『法律』7.793a, トウキ ュデ イデス 『歴 史』2.

37.3な ど｡ 桧永, 上掲書, 18真参照｡
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