
　シェイクスピア自身が両性愛者ではないかと議

論され、彼の作品にも同性間での恋愛を連想させ

る場面がいくつか存在している。キリスト教世界

で禁忌とされていた同性愛だが、シェイクスピア

は同性愛をどのように捉えていたか彼の作品を通

して考察する。『ヴェニスの商人』のアントニオに

焦点を当てて、バッサーニオに対する愛が友愛で

はない同性愛であるのかを明らかにし、シェイク

スピアがこの価値観についてどのように考えてい

たか論じる。

　『ヴェニスの商人』について論じる前に、シェイ

クスピア自身が両性愛者である可能性と作品の関

係について踏まえておきたい。アン・ハサウェイ

という妻がいた彼が両性愛者であるか否か議論さ

れる際に、必ず彼の『ソネット集』について言及

されている。『ソネット集』では、老い行く詩人が

青年の美を讃えている。『ソネット集』でのこの構

図はいかにも同性愛的であり、それゆえシェイク

スピアが両性愛者ではないかと考えられている。

この詩人が作者シェイクスピア、そして青年がシェ

イクスピアの愛した妻以外の人物に置き換えられ

るかは未だ決定的ではないものの濃厚である。

　シェイクスピアの『ソネット集』のうち、

美青年を歌った詩群（1-126）に表れている

情感は、友情というよりは恋愛である。…こ

のような若者の容貌の美に対する情熱的賛美

は、友情には決して見られない要素である。

　田口氏は彼の定義するプラトン的愛 1 と『ヴェ

ニスの商人』に見られるアントニオとバッサーニ

オの間の愛を重ねられると論じ、『ソネット集』に

ついてもこのように言及している。『ソネット集』

から推測されるシェイクスピアの両性愛者の可能

性、そして『ソネット集』と『ヴェニスの商人』

に共通して同性愛のテーマを含むことから、今回

議題である同性愛に対してシェイクスピアは肯定

的に捉えていたと考えられるだろう。

それでは、『ヴェニスの商人』の同性愛について見

ていきたい。この作品において同性愛の関係が窺

えるのは、アントニオとバサーニオの間にある。

物語の大筋はバサーニオがポーシャに求婚し、結

婚に至るまでが主である。バサーニオとポーシャ

の一組以外にも、グラシアーノとネリッサ、ロレ

ンゾとジェシカの他二組の恋愛・結婚が付随した

喜劇となっている。この恋愛が結婚に進んでいく

と同時に、高利貸しシャイロックとアントニオの

契約・裁判が描かれ、キリスト教徒とユダヤ教徒

の確執が明示されている。これもまた、物語にお

いて主要なストーリーである。そして、バサーニ

オとポーシャの結婚とシャイロックの金貸し問題

を背負い、結びつけている人物とはアントニオだ。

そんな彼が無一文のバサーニオの結婚資金を用意

するために、憎きシャイロックから無謀な条件を

のんで金を借りたわけとは何であったのだろうか。

単なる友情で、ここまで命を張ることができるの

だろうか。このことについて、友情を超えた想い

をアントニオがバサーニオに対し持っていたとい

う見解で論じていきたい。

　アントニオとバサーニオの間に友愛ではない異

性愛と同じような愛があったかどうか議論する際

に、必ずと言っていいほど取り上げられる場面は

冒頭のアントニオの憂鬱の場面である。

外国語学部　英語英文学科　4 年

長久保　瑠花

『ヴェニスの商人』における
同性愛について
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『ヴェニスの商人』における同性愛について

ANTONIO	

In sooth I know not why I am so sad.
It wearies me, you say it wearies you.
But how I caught it, found it, or came by it,
What stuff ’tis made of, whereof it is born,
I am to learn.
And such a want-wit sadness makes of me
That I have much ado to know myself.  (I.i.1-7)2

アントニオ：実際、なぜだかわからない。どうし

てこうも憂鬱なのか。いやになる。

君たちだって嫌だろう。なぜこんな

ものに取り憑かれてしまったのか。

どこで出くわし、どうして捕まって

しまったのか。その正体は何なのか、

そもそも何が原因なのか、分からな

い。おかげですっかり腑抜けになっ

て、自分が何者であるかさえ、見当

もつかぬ有様だ。	

　アントニオがどうして憂鬱になっているのかは、

はっきり述べられていない。彼が憂鬱なのはなぜ

かと理由を考えるとするならば、以下の二つの意

見が浮上する。

　①このアントニオの言葉に対してすぐにサラ

リーノとソラーニオが返しているように、ア

ントニオの財産は現在商船に揺られており、

難破してしまうのではないかという不安に駆

られているからだという意見。

　②アントニオがバサーニオに想いを寄せていた

が、バサーニオには他に好きな女性がおり、

叶わない恋に思い悩んでいるという意見。

バサーニオの意中の女性ポーシャについて、この

後バサーニオとアントニオが二人になった時に初

めて語られるが、それよりも前にアントニオはそ

のことについて知っていた。第一幕一場では、バ

サーニオがポーシャと結婚するためにアントニオ

から金を借りたいという相談に移っていく。アン

トニオはふつうの親しい友人のように接しており、

バサーニオに対して異性愛と同じように彼に想い

を寄せているのかは分かりにくい。しかし、他の

場面から読み解いていくと、アントニオが友達以

上にバサーニオのことを思っているのは明らかで

ある。自らの叶わない恋を憂いていると読み取れ

る。彼が憂鬱になっている一つ目と二つ目の見解

のどちらも、考えられなくはない。アントニオが

友人たちから憂鬱の訳を探られたとき、以上の二

つの見解両方を否定しているが、この二つの理由

以外に思い当たらない。この他に、物語から読み

取れない理由を設定しているとも考えにくい。そ

れならわざわざ、一番初めにアントニオに謎めい

た憂鬱を語らせたりしないだろう。今後の物語の

展開や重要なテーマの鍵となる台詞であると考え

るのが妥当であり、先に挙げた二つの理由のどち

らか、あるいは両方だろう。

　アントニオは原因不明の憂鬱におそわれて

いる。この裕福な貿易商人の憂鬱は、まもな

く明らかにされるように、親友のバッサニオ

に意中の女性ができて、彼との友情に大きな

変化が起こるのではないかと恐れ生じている。

さらに、この気分の落ち込みは、アントニオ

の人間的未熟さを示唆するものであるとも考

えられる。このことを指摘したローレンス・

ダンソンは「道徳的不全の情緒的反応」であ

ると述べている。シャイロックを邪険冷酷に

遇するアントニオは、ユダヤの高利貸に対す

るこのような行為の結果として、良心の呵責

が生じて、情緒がやや不安定になっているの

である。…西洋人が何世紀にもわたって抱い

てきた深くかつ広範囲に及び、宗教のお墨付

きもある、ユダヤ人でしかも高利貸に対する

社会的反感が、アントニオの憂鬱の背後には

存在する。

　金城氏は以上のようにアントニオの憂鬱につい

て見解を述べている。アントニオが性格的に憂鬱

を抱え、その精神の未熟さの結果としてシャイロッ

クに対して反感を持つことに繋がった、というよ

うな構図を提示している。しかし、物語の冒頭の

段階でここまでアントニオの憂鬱の背景まで考え

ることは難しいのではないだろうか。この段階で

は、まだアントニオとシャイロックの確執が描か
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れておらず、なにより観劇している者たちがすぐ

さまその考えに至らないのではないか。劇には時

間の流れが存在し、観ている者に次から次へと情

報が与えられる。その中でこの考えには行きつく

のはしばらく経って、第一幕三場であり、はたし

てその時でも瞬時にアントニオの憂鬱の理由をこ

のように想像できるだろうか。劇の時間の性質を

持って考えた時に、シェイクスピアがアントニオ

の憂鬱の理由を設定するならば、先に述べた一つ

目と二つ目の理由が妥当だろう。

　どちらか一つの理由に絞るのは難しい。アント

ニオの二つの理由の否定を素直に受け取ればどち

らも違うということになるのだが、友人の手前、

強がっているのかもしれない。ましてや当時キリ

スト教では禁忌とされていた同性愛に関わること

となれば、人に隠すのは当然のことだろう。キリ

スト教から外れるということは、社会的地位を失

うことであり、命に関わってくる。このことは、

演劇を上演する際にも注意しなくてはならない

テーマである。

　芝居を見る観客席の男性が役者の〈女〉の

衣装と演技に魅了され、劇中の女性登場人物

に欲情を抱き、さらには、女装の下の少年本

人に欲情し、そしてそのことによって今度は

男性観客自身が少年との性的関係において

〈女〉の役割を演じることになる。異性装演劇

をみる男性観客は理性を失って「女々しくな

る」（“effeminate”）、というのが演劇排斥論者

の論理だった。

　以上で小野氏が言うように、シェイクスピアが

活動していた時代、演劇は男性のみの役者で上演

され、その演劇に対しこのように異を唱える者が

いた。男性が女性に変わるという恐れがこの時代

には背景としてあった。それは恐らく、キリスト

教が同性愛を認めていないことにも起因しており、

シェイクスピアは演劇排斥論者と時代に反発する

意味も込めてあえて、巧妙な構成でこの作品を作

り上げたのではないだろうか。したがって、アン

トニオが同性愛者である可能性と、二つ目の憂鬱

の理由の可能性が増してくる。

　一つ目の憂鬱の理由について、アントニオは友

人の推量を否定しているが、財産が危険に晒され

ているならば多少なりとも心配しているのではな

いだろうか。口で何と言おうとも、言わないだけ

という場合も想像に難くない。よって、一つ目と

二つ目の憂鬱の理由の可能性はどちらもある。

　しかし、ここでアントニオが同性愛者であると

捉えられる視点があることに注目したい。友人か

らの推量を否定したアントニオの台詞のすぐ後で、

“Why then you are in love.”(I.i.47)「ははあ。じゃ

あ、そうか、恋しているのか。」とソラーニオがア

ントニオを茶化しているのである。友人同士のや

り取りで自然な会話だが、ここにシェイクスピア

が仕組んだものがある。冗談交じりの会話で分か

りにくくさせているが、よく考えればアントニオ

が同性愛者であると読み取れるようにしているの

である。ソラーニオの言葉を否定しているアント

ニオをまた茶化すように、ソラーニオは以下のよ

うに言っている。

SOLANIO	

Not in love neither? Then let us say you are sad
Because you are not merry; and ’twere as easy
For you to laugh and leap, and say you are 
merry
Because you are not sad. Now, by two-headed
Janus,
Nature hath framed strange fellows in her time:
Some that will evermore peep through their 
eyes
And laugh like parrots at a bagpiper,
And other of such vinegar aspect
That they’ll not show their teeth in way of 
smile
Though Nestor swear the jest be laughable.  
(I.i.49-59)

ソラーニオ：恋でもない？すると、つまり、陽気じゃ

ないから憂鬱だということか。そい

じゃあ、思いっきり笑って踊って、

こう言ったっていいわけだ、「おれは

憂鬱じゃないから陽気なんだ！」そ
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『ヴェニスの商人』における同性愛について

ういやあ、ローマ神話の門口の神様

ヤヌスには、笑い顔と泣き顔と二つ

の顔があるというけれど、自然の女

神というお方も、実際、不思議な人

間をさまざま産み出してきましたも

んねえ。一生目尻を下げっぱなし、

物悲しげなバグパイプの音を聞いて

も、オウムみたいにケタケタ笑い出

す男がいるかと思えば、あの、謹厳

実直を絵に描いたようなギリシャの

英雄ネストールでさえ、この冗談は

笑えると受けあった戯れ言を聞かさ

れたって、ニコリともしない男もい

るもんなあ。

　アントニオがバサーニオに対して友達以上の気

持ちを抱いている同性愛者という詳細は後述する

として、ソラーニオのこの台詞はアントニオを同

性愛者として見ることのできる最初の言葉だ。ソ

ラーニオの言葉を要約すると、この世に神が作り

出した人間には不思議で様々な者がいるというも

のだ。アントニオを同性愛者と仮定して、ソラー

ニオが彼をそうだと認識して言った言葉だとする

なら、シェイクスピアは同性愛者を肯定する意味

合いを持ってこのやり取りの場面を入れたのだろ

う。キリスト教世界においてタブーとされている

同性愛だが、実際には様々な者が存在して、悩み

を抱えているということを描きたかったのではな

いだろうか。

　さて、アントニオが同性愛者であるのかそうで

ないかを明らかにしていきたい。第二幕八場では

友人サラリーノが、ベルモントへ立つバサーニオ

と別れる際のアントニオの様子について語ってい

る。

SALARINO	

A kinder gentleman treads not the Earth.
I saw Bassanio and Antonio part.
Bassanio told him he would make some speed
Of his return. He answered “Do not so.
Slubber not business for my sake, Bassanio,
But stay the very riping of the time;

And for the Jew’s bond which he hath of me,
Let it not enter in your mind of love.
Be merry, and employ your chiefest thoughts
To courtship and such fair ostents of love
As shall conveniently become you there.”
And even there, his eye being big with tears,
Turning his face, he put his hand behind him,
And with affection wondrous sensible
He wrung Bassanio’s hand—and so they 
parted.
 ( Ⅱ . ⅷ．37-51)

サラニーノ：あれほど心優しい人物は、この世に

またといないからなあ。あの人がバ

サーニオと別れるところを目にした

んだが、バサーニオが、なるべく早

く帰るからっていうと、アントニオ

さんが答えるんだ。「いや、そんな

ことはしないでくれ。私のために、

ことを急くような真似はするな、機

の熟すのを、じっくり待つんだ。あ

のユダヤ人の証文のことなど、君の

愛の思いに踏み込ませてはいけな

い。ただ心晴れやかに、何よりもま

ず、どうやって相手の愛を求めるか、

いかにして君の愛を上手く相手に伝

えるか、その場にふさわしい振舞い

に、ひたすら心を注いでほしいの

だ」。そういうと、目には一杯に涙

を浮かべて、顔をそむけ、後ろ手に

手を差し伸べて、世にもまれな友情

もあらわに、バサーニオの手を握り

しめ、そうして二人は、別れたのだ。

　サラリーノの台詞から、アントニオがどれだけ

バサーニオを思いやっているかがわかる。ポーシャ

の気持ちを得るために、的確なアドバイスをして

いる姿は親友そのものだろう。しかし、ただの親

友がその別れ際に涙を目に一杯浮かべたりするだ

ろうか。アントニオがバサーニオに同性愛の意味

合いを持って好意を抱き、自らの遂げられない想

いがあるからこその、悲しみの涙だったのではな
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いだろうか。サラリーノはこのアントニオの様子

を“with affection wondrous sensible”と呼んで

おり、安西訳では「世にもまれな友情もあらわに」

と訳されている。ここで注意しておきたいのは、

“affection”という言葉が「友情」だけにしか訳

せないというわけでもないことだ。恋をする気持

ち、夫婦の間、親子の間にも使える広い意味での

愛情を含む感情を示し、“love”という単語にも置

き換えられる。第一幕二場でのネリッサとポーシャ

会話では“affection”が使われている。

PORTIA	

I pray thee, overname them, and as thou
namest them, I will describe them, and 
according
to my description level at my affection.　　　
(I.ii.36-38)

ポーシャ：一人ずつ名前を言ってみて。私、それ

ぞれ特徴を言ってみる。その口ぶりで、

私の気持ちを当ててみるといい。

　ここで使われている下線部“affection”は明ら

かにポーシャの恋心と形容すべき感情を表してい

る。この二人の後に続く会話では、ポーシャの好

意はネリッサによって挙げられる初めの 6 人の貴

族たちではなく、バサーニオのみにあることが分

かる。したがって、サラリーノの言う“affection”
は友情と考えなくてもよい。アントニオが同性愛

者であることをシェイクスピアはここでもわざと

曖昧に作ったのだろう。サラリーノやソラーニオ

がアントニオの想いに気付いているかどうかも曖

昧に設定して、アントニオが同性愛者であること

も分かりにくくさせているのだろう。また、シェ

イクスピアが異性愛と同性愛の愛に違いはないと

考えていれば、アントニオのバサーニオに対する

愛情とポーシャのバサーニオに対する愛情は同じ

恋心や愛であると考え、“affection”という言葉

を共通して用いたというようにも考えられる。ソ

ラーニオがアントニオについて“I think he only 
loves the world for him.” ( Ⅱ . ⅷ．52) と言って

いる。安西訳を参考に「バサーニオを生き甲斐と

するアントニオ」と捉えるならば、これもまたア

ントニオが直接バサーニオを愛している――

“love”なのかは曖昧で、同性愛かそれとも強い友

情なのかも確証を得られないようにシェイクスピ

ア は 作 っ て い る。 そ し て、“love” の 意 味 も

“affection”と同様に広い意味で彼は定義してい

るようだ。キリスト教世界で同性愛が認められな

いが故にアントニオが同性愛者であるか曖昧に

作ったと考え、なおかつサラリーノの語る目に涙

を浮かべたアントニオの様子を想像すれば、アン

トニオが同性愛者である可能性は高いだろう。

　アントニオが同性愛者であったか探るには次に

挙げる場面も重要である。それは、第四幕一場の

裁判の場面である。いよいよシャイロックに肉一

ポンドを切り取られそうになっているアントニオ

は、法学博士に変装したポーシャから遺言を求め

られる。そのアントニオの言葉には、バサーニオ

に対する“love”が含まれている。

ANTONIO	

But little. I am armed and well prepared.—
Give me your hand, Bassanio. Fare you well.
　　　　　　　　　…
Commend me to your honorable wife,
Tell her the process of Antonio’s end,
Say how I loved you, speak me fair in death,
And when the tale is told, bid her be judge
Whether Bassanio had not once a love.
Repent but you that you shall lose your friend
And he repents not that he pays your debt.
For if the Jew do cut but deep enough,
I’ll pay it instantly with all my heart. 
 (IV.i.276-293)

アントニオ：これといっては。すでに覚悟は、で

きております。バサーニオ、手を。

…奥さんに、くれぐれも、よろしく

な。話してあげてくれ、アントニオ

がどのようにして死を遂げたか、い

かにバサーニオを愛していたか、あ

りのままに伝えてくれ。そして、話

し終えたら、訊ねてみてくれ、バサー
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ニオには、はたして真実の友がいた

かどうか。君が友を失ったことを、

いささかでも悲しんでくれさえすれ

ば、その友は、こうして君の債務を

支払うことを、いささかも悲しみは

せぬ。もしあのユダヤ人が、十分深

く切り込んでくれさえしたら、私は

まさに文字どおり、この私の心臓で

もって、たちどころに負債を支払う

ことができるのだから。

　アントニオが死に際に語ったのはただひとつ、

バサーニオに対する愛の気持ちだった。アントニ

オには他にも友人と呼べるものがいた。それにも

かかわらず、バサーニオのみに語りかけ、下線部“I 
loved you”と男女の愛を伝える言葉と何ら変わ

らない言葉で思いの丈を打ち明けている。これほ

どまでの感情を友情と呼んでいいものだろうか。

“I’ll pay it instantly with all my heart.”(IV.
i.293) という台詞の“heart”は、そのまま考えれ

ばシャイロックがたった今から心臓を切り取ろう

としているので「心臓」という物質のことを指し

ていると読める。しかし、“I loved you”という

強い気持ちを語った後では、この“heart”にはア

ントニオの「精神」つまりバサーニオへの想いが

込められていると読み取れる。バサーニオはポー

シャと結婚した。同性愛も認められていない。そ

れゆえアントニオの愛は、バサーニオとポーシャ

の間にある結婚という一般的に愛の理想の形で結

びつきはしない。しかし、アントニオはバサーニ

オに実際に命を捧げることで、その愛を最大限に

伝え、誓ったも同然な行動をとったのである。命

を誰かのために与えることは、生涯を共にすると

いう結婚の際にある気持ち、誓う愛の気持ちと同

じではないだろうか。アントニオの愛が類まれな

友愛であるという見方を完全に否定もできない。

しかし、物語の冒頭の憂鬱はバサーニオが原因で

あり、ここまでの愛を持っているとするならば、

アントニオの愛は男女の愛と変わらないもので、

同性愛であったと言えるだろう。シェイクスピア

が伝えたかった隠れたメッセージと読み取ること

ができる。

註
１	 田口氏の定義するプラトン的愛：「ここでいうプラトン的愛とは、

プラトンが語ったソクラテスの愛の実践を念頭に置いての言葉で
ある。それは、本質的に同性愛であるが、日本においてしばしば
そうであるように、情緒不安定な思春期にありがちな移ろいやす
い現象ではなく、経験豊かな分別ある大人の愛である。」

２	『 ヴ ェ ニ ス の 商 人 』 の 英 文 テ キ ス ト は ＜ http://www.
folgerdigitaltexts.org/?chapter=5 ＞から引用し、（）内は場、幕、
行数の順に表記する。

３	『ヴェニスの商人』安西徹雄訳を記載。
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