
In April 2022, Osaka City University and Osaka Prefecture University marge to Osaka Metropolitan University 

Osaka Metropolitan University 
 

 

Title アンティゴネーの恋 : ソポクレース『アンティゴネー』572 行 
Author 丹下, 和彦 
Citation 人文研究. 45 巻 8 号, p.719-745. 

Issue Date 1993 
ISSN 0491-3329 
Type Departmental Bulletin Paper 

Textversion Publisher 
Publisher 大阪市立大学文学部 

Description 薗田宗人教授退任記念号 
 

Placed on: Osaka City University Repository 



-127 -

人文研究
第 45~ 
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• 第8分冊1993年127且～154且

アンティゴネーの恋

ー ソポクレース 『アンティゴネー』 572行一

月下和彦

ふ¢t入ra0'Atμov,~ iμov, ws a'Cl,lμa(El匹 rf/p.

ー

572 

ソポクレースの悲劇 「アンティゴネー」の第 2工ペイソディオンの木尾に

次のような条りがある。少し長いが引用する（テクストは A.C.Pearson校訂

の O.C.T.版，成は岩波版「ギリシア悲劇全集」第 3巻 「ア ンティゴネー」

柳沼用剛ボに拠る） 1）。

クレオーン この一人の娘どもは痴れ者だ。 一人は今しがた狂ったら

しいが，

いま一人は生まれなからの痴れ者だわい。

イスメーネー でも， それもそのはずでございましょう。たとえ生ま

れつきは分別ある者でも，

難儀を可ねているうちに，それを見失ってしまいます。

クレオーン なるほど，悪人どもに手を箕して，悪事をはたらくこと

にしたそなたのようにだな。

イスメーネー この姉なしで，わたくし一人でどうして生きてゆけま

しょう。

クレオーン 「この姉」などと申すな。そのような者はもはやおらんの

だ。

イスメーネー ですがそれは， ご自分の御子のいいなずけを， 亡きも

(719) 
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のにしようとの仰せでございましょうか。

クレオーン 耕せる畠はほかにいくらもあるわ。

イスメーネー たとえあっても， ハイモーン様とこの姉が，互いに心

が通じ合ったように通じ合うというわけには参りますまい。

クレオーン 悪女を息子の嫁になど，まっぴらだ。

アンティゴネー ああ， ハイ モーン，いとしいお方，お父上は何とひど

いことをおっしゃるので しょう。

クレオーン まったくも って うんざ りだ， おまえという女も， おまえ

との縁組みの一件もな。

561-573 

これより前，禁令を犯して亡き兄ポリュネイケースの埋葬をし，逮捕され

たアンティゴネーが王クレオーンの前に引き出されて来， 2人の間に争論の

場（アゴーン）が持たれる。いわゆる「神の法」対「国家の法」の対決場面

である (441ff.）。 それに続き， 2人の前に召喚されて来たイスメーネーが姉

アンティゴネーとの間に対話をもち，姉の苦境を救わんとして，姉と一緒に

死なせてくれと言 う (536ff.）。 それが姉から冷たく拒絶されたあと，彼女は

今度はクレオーンに向かい，姉とクレオーンの息子ハイモーンとが婚約した

仲であることを取り上げて，姉の助命嘆願をする。それが今，上に引用した

部分である。

それは，クレオーンとイスメーネーがそれぞれ 1行ずつ喋る 1行対話形式

（スティ コミューティアー）になっているが， 572行に至って突然アンティゴ

ネーの台詞が割って入る。実はこの 572行は問題の箇所であって，その話者

を誰に特定するか，わたしたちの読んだとおりアンティゴネーとすべきか，

それともイスメーネーとすべきか，さまざまに議論がなされているのであ

る。

中世以来の写本はすべてこれをイスメーネーの台詞に帰している。アン

ティゴネーの台詞とするのは， 1502年の Aldus版以来の近世のテクストで

ある。比較的新しい読み方であると言わねばならないが， しかしこの読み方

を支持する研究者は数多い。 Boeckh,Campbell, Jebb, Dawe, Vollgraff, 

Kitto, Storr, Kamerbeek, Tovar, Muller,そして Pearsonらの名を挙げるこ

とができる。一方，写本どおりにこれをイスメーネーに帰す研究者には，

Dain, Mazon, Errandonea, Brown,それに川島重成らがいる。
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ギリシア悲劇においては， 1行対話（スティコミューティアー）は特定の 2

人の話者によって担われるのが普通である。そこに第 3の話者が割って入る

ことは，まず殆んどないと言 ってよい。 これにはギリシア悲劇が仮面劇であ

るということも関係している。特別なサインなしで対話者を変更してしまう

と，殊に役者が仮面を被っている場合には，観客に話者を認知させることが

困難になると思われるからである。

今，舞台上には 3人の俳優がいる。クレオ ーン役の俳優とイスメーネー役

の俳優がそれぞれの装束をつけ，仮面を被って対話している。そこヘアン

ティゴネー役の俳優の台詞が割って入る。その場合，話者が交替したことを

観客は即座に正確に認知できるのかどうか。観客の認知力に混乱を生ぜしめ

るそうした行為はしない約束だったというのである。2)

しかしこうした不都合を犯してまで，また写本の読みを変えてまで 572行

をアンティゴネーの台詞に帰すのは，それなりの理由があるか らである。 そ

のいちばん大きなものは， この台詞がイスメーネーにふさわし くない，むし

ろアンティゴネーにこそふさわしい台詞と読めることである。 572行の前半

「ああ，ハイモーン，いとしいお方」の 「いとしい似紅aO'」は，形容詞叫入OS

の最上級の形である。甘く 優しい情感に溢れたこの 言葉は，従妹（イスメー

ネーはハイモーンの従妹に当る）よりも婚約者（アンティゴネーはハイモー

ンの婚約者という設定になっている）の口から出るほうがより自然であろう

03)しかも 2行前のイスメーネーの台詞がこれの傍証をなす。イスメーネー

は姉とハイモーンとの仲を認めこそすれ，姉の婚約者を我がものとしようと

いうような野心はさらさらないのである。少なくともその徴候は，劇全体を

眺めても，どこにも見られない。

端的に言っ てしまえば，形式の上からはこの 572行はイスメーネーに帰せ

られ，内容上からはアンティゴネーに婦せられることになる。しかしいずれ

にしてもこの 1行は劇全体の流れとの関連で，あるいはアンティゴネー，イ

スメーネーふたりの人物像との関連で捉えられなければなるまい。 言 うまで

もなく，劇において部分は全体と，全体は部分と，常に関連し合っているも

のだからである。わたしたちもまたこの 1行を劇全体の流れとの関連で捉え

たいと思う。4)そして取りあえずこの台詞をアンティゴネーに帰すものと仮

定したい。5) 劇中のアンティゴネーは果してこの 572行の台詞を喋るのにふ

さわしいかどうか。以下，アンティゴネー像の解釈とからめてその当否を検

証する。

(721) 
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もしこの 572行をアンティゴネーの台詞と仮定すると， これはアンティゴ

ネーのハイモーンに対する愛の言葉とみることができる。この劇では，アン

ティゴネーとハイモーンは互いに許婚の仲という設定になっている。それゆ

えアンティゴネーがハイモーンに対して愛情を披歴すること自体一~この

572行が適切であるか否かは別として一ー不思議なことではない。そのアン

ティゴネーの愛情に呼応するハイ モーン側からの応答もあり，また第 3者に

よる証言 もあるのである。

先に挙げたイスメーネーの台詞 (570行）には「ハイモーン様とこの姉が，

互いに心が通じ合ったように」とあって， 2人が相思相愛の仲であることが

すでに証言されている。また 626行以下にはコロスの長の次のような台詞が

見えている。
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あれに，末の御子息，ハイモーン様が

お見えになりましたぞ。花嫁

アンティゴネー様の運命にお心を痛め，

御婚礼の夢破れて

御傷心ではございますまいか。
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626-630 

テーバイの長老たちによって構成されるコロスも， 2人が婚約した間柄に

あることはすでに承知しているのである。また父親のクレオーンも，アン

ティゴネーが息子ハイモーンの 「未来の花嫁功sμc入入o凶μ<f>ou633」であっ

たことは認めている。

そして 631行以下の第 3エペイソディオンに登場してくるハイモーンは，

父クレオーンとの論争を通じ，アンティゴネーを処刑しようとする父親の暴

挙を諫め，その行動を批判してアンティゴネーの命を救わんとする。なるほ

ど彼の言葉には，ボナールの言うとおり，感性に溺れたところは堪もない。

彼は「アンティゴネの命乞いをするのにけっして愛をもち出さない」， 彼は

「感情の言葉ではなく，男にふさわしい唯一の言葉，正義を求める道理の言葉

を気高く語るのである」 6)。しかし彼のこの言動の根底には，彼女に対する熱

烈な愛情があることは言うまでもない。それは次の 751行に凝縮されて表出
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されている。

クレオーン あの娘がこの世にあるうちに，嫁にしようとてそうは行

かぬぞ。

ハイモーン 娘が死んでごらんなさい，もう一人ともづれに死にます。

750-751 

ハイモーンは， この言葉どおりに，のちにアンティゴネーの後を追って自

死して果てるのであるが， その内心に秘められた激しい恋心は， さらに第 3

スタシモンのコロスの歌によって表示される。

ェロースよ，戦えば敵なく，

ェロースよ，富をば毀ち，

・・・略・・・

とこしえに生きます神々も，

かげろうのはかなき命の人間も，

君を逃れ得るものとてなく，

みな，狂おしうこそ乱るなれ。

ェロースよ，君は，正しき者に強いて，

不正の道を歩んで破滅に至らしめ，

今また，エロースよ，君は血を分けし

者らの心を揺るがしめ，

争いを起こさしめぬ。 して，

争いに勝ちしは，まごうかたなく

花嫁の瞳を求めてやまぬ憧れ，

781-797 

エロースは父と子という血族の間に争いを起さしめ，アンティゴネーヘの

恋に身を焦がす子ハイモーンは父を捨て，獄舎につながれた恋人の許に赴

き，その後を追って死ぬ。初め父親に逆理を説き正義を語っていたハイモー

ンも，頑同な父親の態度に激昂し，ェロースに駆り立てられてその身を滅ぼ

すのである。

(723) 
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ここに描かれているハイ モーンの姿は，恋の当事者としてのそれである。

彼は恋をしている。 ロマンテ ィックな恋の英雄ではなく，ェロースの激しい

力に翻弄される悲劇の人ではあるが， しかし彼は恋をしている。そしておそ

らく詩人はそれと意図してこの恋するハイモーンを劇に登場させた （ハイ

モーンの登場はソポクレースの創案と考え られている）。”恋するハイモ ー

ン，それもアンティゴネーと婚約者の間柄という設定でハイモーンを登場さ

せたことは，詩人がこの劇に若い男女の恋という構図を考えていたこと，少

なくともこの劇には，あるいは劇の主人公アンティゴネーには生の世界につ

ながる一面が描き込まれていることを示しているのではないか。恋愛は生の

世界の出来事である。

先にわたしたちは 572行をアンティゴネーの台詞とし，そこにハイモーン

に対する彼女の恋心の表出を見ると仮定した。そして今，上に述べたように

このアンティゴネーの気持に呼応するハイモーンの姿—一→恋するハイモー ン

—を見た。しか し アンティゴネーはほんとうにハイモーンを恋しているの

だろうかC 572行の 「恋の表出」はまだ仮定である。 これ以外に彼女がハイ

モーンに対して明白に恋を表明する箇処はあるだろうか。あるいは直接的な

表明ではなくても一一恋そして婚約という行為は生への願望を端的に表示す

るものであるから一一生への願望 もしくは生の領域につながる行為を，ま

だほかにこの劇のアンティゴネーの姿の中に見出すことができるだろうか。

皿

劇は冒頭から死の匂いに満ちている。アンティゴネーのふたりの兄エテオ

クレースとポリュネイケースがテーバイの王位を争い，互いに相討ちして果

てたのち，新たに王位に登った叔父クレオーンは，テーバイを攻めた反逆者

ポリュネイケースの屍の埋葬を禁じ， もしこの禁令を破る者があれば死刑に

処すと 言明する (35-36)。アンティゴネーはこの禁令を破ってポリュネイ

ケースの埋葬を敢行しようとする。死は覚悟の上である。

それで死ぬならそれこそ本望。 72 

死を覚悟したアンティゴネーは，妹イスメーネーに一緒に「ポリュネイ

ケースの遺体を運ぶ KOU¢tcis43」8)よう，協力を要請する。しかしこれはイ
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スメーネーに拒絶される。イスメーネーも兄の死を悼むこと にかけては姉に

負けない。しかし禁令を犯してまで埋葬し，死刑に処せられることは欲しな
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これでもし掟に逆らい，

王のお触れに逆らい，御威光に逆らおうなら，

わたくしたちにとってどれだけひどい身の破滅となるか。

58-60 

それを考えるべきである，とイスメーネーは再う。同じくオイディプース

の娘として生まれながら，姉のほうは「立派な血筋にふさわしく 38」死を

賭けて埋非を行おうとし，妹のほうは，今やオイディ プースの血族は「自分

たちふたりだけが迫されたのだから 58」それを絶やさぬよう 「あのIItにみ

まかった方々にお許しをお願いして 65」現世に生きることを選ぶのであ

る。一方は死を，他方は生を選択する。アンティゴネーは死者の側に，イス

メーネーは生者の側にその身を四くことが， このプロロゴスの問答を通して

明らかにされる。アンティゴネーの協力要請—それは死への誘いであった

ーは拒絶される。拒絶されたアンティゴネーは，単身埋葬へと赴くことに

なる。9)

以後アンティゴネーの死への意志あるいは願望は不変であると見える。

第 2エペイソディオン， 2度目の埋葬に赴いたアンティゴネーが番兵に逮捕

され，王クレオーンの前に引き出されて来る。 441行以下，アンティゴネーと

クレオーンとの間に有名な「神の法」対「人間の法」論争が展開されるが，

そこでもアンティゴネーは自らの死について以下のように言っている。

私も人の子，いずれは死ぬ身でございます。たとえ殿様の

お触れがなくても，死なねばならぬと，十一分に承知しております。

寿命が尽きる前に死ぬとしたら，それこそ褐をしたと申すものでござ

います。

そうでございましょう，私のように， かずかずの難儀の中に生きてい

る者には，

死ねば得をするに決まっているではございませんか。

ですから私にとっては，今死なねばならぬということは，

(725) 
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少しも辛うなどはありません。

460-466 

彼女の死の願望は，今回の件があって初めて起ったものではない。神なら

ぬ人間として「いずれは死ぬ身」というニヒリスティックな自覚。加えて 「か

ずかずの難儀の中に生きている」という状況認識，すなわち父オイディプー

スの罪ゆえに蒙らざるを得なかった苦難に満ちたこれまでの人生への屈折し

た思い。10) それが彼女に死を希求させても不思議ではない。 しかも死ぬこと

は，彼女にとって 「得」な行為なのである。II)

だからこそ彼女は 「（死刑を）なぜためらうのか 499」とクレオーンに迫る

（のちにクレオーンが死刑を変更して彼女を牢獄に閉じ込めたのは，彼女に

とって予想外のことであった。それゆえ彼女は自死を選ばなければならなく

なる）。

このあと，同じく第 2工ペイソディオンで，クレオーンに召喚されたイス

メーネーがアンティゴネーと言葉を交わす場面がある (536ff.）。姉妹の対面

はプロロゴス以来であるが，今度は攻守その処を替える。プロロゴスでは埋

葬への協力を依頼（それは取りもなおさず死の甘誘である）するアンティゴ

ネーに対し，生の世界への残留を希望するイスメーネーは冷たく拒絶した。

今度は，埋葬を終え，すでに死の世界に足を踏み入れたアンティゴネーに対

して，イスメーネーは「一緒に死なせてくれ 545」と嘆願し，冷たく拒絶さ

れる。

S
―
 

そなたは生きる方を選び，私は死ぬ方を選んだのです。 555 

元気を出して，生きなさい，そなたは。私はもうとっくに，

死んだ兄たちに尽くすつもりで，死んでしまいました。

559-560 

559行の「私」は，厳密に言えば「私の魂Eμか</>ux力」ということである。

肉体は生きているけれども精神は死んでいるというのである。 12) しかもその

「死」はかなり以前からだという。「とっくに ”aa」という副詞と「死んで

しまっている社釦TJ/(,砂」という動詞の完了形がそれを明示している。しかし

「とっくに」というのは，いつごろからのことであろうか。埋葬禁止令が出て

(726) 
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からか，それともポリュネイケースが死んだときからなのか，

と以前からのことなのか。

「私の死」の説明として，「死んだ兄たちに尽くすつもりで」という副詞句

が使われている。「死んだ兄たち」と訳された原語はてOisれal.1000lレであり，

これは用に「死せる者（複数形）」という意味である。それゆえこれを訳のよ

うにふたりの兄エテオクレースとポリュネイケースととることもできるし，

また死者一般と解釈することも可能である。あるいは死者の代表としてポ

リュネイケースひとりに限定することも不可能ではない。l3)

上でわたしたちは 460行以下を引用しながら，アンティゴネーの死の願望

は少なくとも埋葬禁止令以後のものではないことを指摘しておいた。それと

の1紺連から言えば， てols~avoDatv は 「死者一般―-—それはふたりの兄であ

り，また父オイディプース，母イオカステーも含むもの一―Jの意にとり，

すでに早くからアンティゴネーの心中には死の願望が潜んでいたと解釈する

のが妥当と思われる。u)

こうした死への願望はアンティゴネーの死の世界への近親感を示すもので

あり，死者とりわけポリュクセネーヘの愛へとつながっていく 。

あの方に愛されて，，並んで横たわりましょう，

しょに。

73 

私はこれから

址愛のお兄様砒臥¢Q¢dra叩の骸に，

ります。 • 

愛する力i<p秋OUといっ

土をふりかけて差し上げに参

80-81 

この愛はまず家族愛であり，・また死者への愛という人間に基本的な倫理を

含み込むものであると解される。それゆえにクレオーンがt張する国家の法

と鋭く対立することになる。国家の法は生者の法であり，死者の法は神の法

なのである。死者の側に立つアンティゴネーが神の法を標榜することは必然

である。

こうしたアンティゴネーの死への願望あるいは死者への愛を，川島は「死

のエ涵」1”という邑葉で要約する。 そして次のように述べる， 「アンティゴネ

(727) 
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ぷ厨は自己の外なる生の領域に対象を持ついわゆるヒューマニズムの愛

のカテゴリーにはとうてい納まらない愛であり，それ故 「死の愛Jとでも表

象するしかないものである。 これは自殺願望ということではない。•・・・略

・・・・しかし『死の愛』はそのような人間性の弱さの証しではなく，むしろ，

後述するように，死という否定の契機を自らに引き受け包摂することによっ

て，かえってそれを人間肯定へと転換せしめるもの，人間性の真の自由の謂
エロース

なのである」（川島，上掲書 108-109頁）と。そしてこの 「死の愛 」は 「根
工．o-ス エ〇ース

源的な愛」と同義であるとされる。「根源的な愛とは，ポリュネイケスヘの

愛その逍体の埋葬を求める愛というよりも，そのような形を借りた 「死の
ェロース

愛』である」（同上 118頁）のである。またその根源的な愛は 「許婚を愛す

る愛とは全く異質の愛な らぬ愛，愛を越えた愛」（同上 121頁）であるとも規
エロース

定される。 そして 「彼女の言動の一切は根源的な愛によ って規定されてい

る」（同上 116頁）のである。彼女が死ぬのは，クレオーンの禁令とは無関係

である。16)それ以前からすでに彼女には 「死の愛」が存在している。それを促

すのは彼女の生を取り巻く数々の苦難であり，そしてその根底には 「オイ

ディプスの娘としての運命の自覚」（同上 117頁）があるとしている。

この見解は説得的である。わたしたちもまたアンティゴネーの死の願望が

強いものであること，それはクレオーンの禁令以前からのものであること，

そこにオイディプースの罪に由来する苦難の人生が影を落としていることを

見た。それゆえにこの劇には冒頭より死の匂いが強く漂うことを指摘してお

いた。

ただしかし， この死への願望は，川島の言うほどアンティゴネーにあって

最初から最後まで絶対的かつ確固不変のものであろうか。川島はコンモスの

場—牢獄に引き立てられて行く直前，身の不幸を嘆くアンティゴネーの姿

は，前半の強いアンティゴネー像にそぐわぬものと一般に解される一を取

り上':fる際も，アンティゴネーの嘆きは「葬礼に伴なう習俗であり，その（修

正された） トポス的表現に過ぎない」（同上 124頁）とし，「彼女の個人的な

悲嘆の吐露をここに見るべきではない」（同上 124頁）と言い，前半の“強い

アンティゴネー像＂が 一貰して劇の最後まで存続しているという立場に立

つ。17) 

しかしアンティゴネー像はそのように一方に固定化されたものではなく，

もう少し変容に富んだものと解されないであろうか。彼女の死への願望の強

さはその通りであるとしても，彼女の姿の中に生の世界につながる部分もあ

・:d 

.“
 

． 

と

(728) 



直

r
士

tr"
，
 

＂^ッり

t

i
,＂
:ー-.,

-fンナィゴネーの恋 ー 137

ることをわたしたちは無視し忘却してしまうことはできないのである。

IV 

それはまずアンティゴネーか／ヽイモーンと婚約した1tl柄にあるという Ili,• 9/

かあるからである。ハイモーンはもちろんのこと，アンティゴネーのほうか

少なくともこの’li火を令定するような態度は劇中どこにも見せていない。否

定どころか，彼女もハイモーンを愛していたことか妹のdl.rtからわかってい

る (cf.570)。術約は結婚へと追み，粘婚は出産へ，そしてド｝たるI..-l:：活へと進

む。そうした女性としての将来の生活像を，アンティゴネーは少なくとも完

全に否定しているわけではない（否， コンモスに於いては，そうした生活を

fにすることができなかった沌点の易の卜を吸いたのであった）。少なくと

も昨l:Jまで，すなわちポリュネイケースか死ぬIiりまでは，そうした沐来の生

活，生の領域につながる部分か彼女には残されていた筈なのである。婚約者

ハイモーンを守場させたということは，し寺人かこうした生の世界につなかる

側面をアンァィゴネー像の中に認めていることを示すものに外なるまい。

オイディプースの娘と4れた術命は，アンティゴネーに死の世界を身近に

！必じさせるものであったろう。先に見たように，早くからすでに彼女は死へ

の強い顧氾に捉えられていた。しかしそのことは，生の領域につなかる迅筋

が特無であったことを心＼味するものではない。彼女はハイモーンとの婚約を

受け人れているのである。

しかしその一棲の迅筋が断ち切られてしまうときかくる。それがポリュネ

イケースの死及ひそれに伴なうクレオーンの埋葬禁止令である。死への願

望を只（本化する蚊初の契機となるものは，次のように説明される。

ハイモーン ・・・・略・・・・

あの姫は，［全1分の血を分けた兄が血戦の米討ち死にして，

杵らずに打ち捨てられ，生肉を食らう犬や鳥の

佃甘にされるのを見るに忍ひなかったのだ，

696-698 

これを境に魂の死から肉体の死へと，死が具体化され加速化される。この

ときの彼女は．すでに生への望みを一切断っている。それは．婚約者ハイ

(729) 
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モー ン一生へつながる道—に援助を要請していないからである。 要請ど

ころか，その存在に言及することすらもしていないからである。ハイモーン

は王の子息である。彼と協力し合えば生への道が開けるかもしれない。 しか

し彼女はそうすることは一切考えない。プロロゴスで妹イスメーネーに埋葬

を手伝うよう依頼するのは，一緒に死のうという死への誘いである。18) 依頼

を拒絶されたアンティゴネーは， 実際の死，肉体の死を求めて単身埋葬へ赴

く。

しかし死への道程は一直線ではない。そこには曲折がある。彼女はす ぐに

は死なない。否，死ねないのである。ポリュネイケースの埋葬に出掛けたア

ンテ ィゴネーは 1度戻って来る。そしてもう 1度出掛け，そこで番兵に逮捕

され，クレオーンの前に引き出される。埋葬行為は 2度行われるのである。19)

これは何を意味するのか。

第 1の埋葬は，夜明け頃と想定される時間に20)，見張りの兵の目を盗んで，

あるいは夜番と昼番の交代時を縫って行われた。屍の上に薄く砂を振りかけ

ただけであったが，逮捕されることなく無事に帰って来た。第 2の埋葬は，
てんどう

「明るいお天道さまがいつもどおり ／空高く昇って，暑くなってくる 415-

417」正午頃に行われた。今度は屍に砂をかけるだけでなく， 「上等の青銅の

水差しを高く 差 し上げて， ／死体に三度，供養の水をかけ 430-431」ている。

そして彼女は，今度は逮捕される。

なぜ 2度の埋葬なのか。Jebbや Tovarの言 うように，第 1埋葬でし忘れ

た湘莫の儀を行な って葬儀の完璧を期すためであろうか。21) まず， アンティ

ゴネーは第 1埋葬を行う際，急いでいたために灌莫の品を忘れてしまい，そ

れがために 2度目の埋葬が必要となったという理由づけは，意味をなさな

い。なぜならば，彼女は灌莫の品を忘れるほど慌てなければならぬ時間的切

迫状況にはなかった筈だからである。充分に準備して出掛けてよかったから

である。万が一，忘れ物をしたと仮定しよう。それならば取りに戻ってすぐ

にまた出掛ける筈である。 ところが第 1と第 2の埋葬の間には 5~6時間と

いう長い時間が経過している。忘れ物を取って引き返すには長すぎる時間で

ある。

また埋葬行為に段階を設け，第 1埋葬は砂をかけるだけに止め，第 2埋葬

で汁ぼの儀を行ない葬儀の完成度を期したという説も首肯できる一面はある

が，埋葬を 2度に分けることの決定的理由とはならない。なぜなら，屍を他

の場所に移し埋葬することが妹の拒絶によって不可能となった以上，埋葬は
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屍に砂を振りかける程度の象徴的行為とならざるを得ないからである。22) 灌

莫の儀の有無は， この象徴的埋葬行為にとって大した意味を持たない。その

ために 2度も埋葬に出向く理由とはならないのである。灌莫の儀を加えても

本格的な埋葬とはならないのである。否，それでも湘莫は必要だというなら

ば，そもそも最初からそれを用意しておけば l度の埋葬で事足りた筈であろ

ぅ。

2度の埋葬は詩人の意圏的な作劇技法である。だがその意図は，少なくと

も，その必然性が全くないのに慌てて灌莫の品を忘れるような胡乱な性格

を，アンティゴネーに賦与するためのものでは決してない。むしろこう考え

たほうが自然であろう。アンティゴネーは初めから灌莫の儀まで執り行な

い， それでもって不充分ながら埋葬の儀礼を果すつもりでいた。だから第 1

埋葬の折，彼女は灌莫の品を持参するのを忘れたわけではない。持参しなが

ら何らかの理由でそれを行使する前にやめて戻って来たのであると。 しかし

途中でやめざるを得なかった理由は何であろうか。それはすぐれて精神的な

もの，アンティゴネー自身の内面に関わるものでなければなるまい。

Tycho von Wilamowitz-Moellendorffは，専ら劇の構成の点からこの 2

度の埋葬について，もし 2度目の埋葬はなく，アンティゴネーは第 1埋葬後

直ちに逮捕されたと仮定した場合，クレオーンの埋葬禁止令違反の報告とア

ンティゴネー逮捕の報告とが交錯し，アンティゴネー逮捕という生々しい事

実の前に禁止令違反の報告の影が薄くなってしまう， というふうに述べてい

る。23) しかしこの問題を劇構成の点からのみ論じ尽すことはできないであろ

ぅ。それは構成の問題であると同時に，主人公アンティゴネーの性格，人物

像の問題でもあるのである。 Roseはこの点に留意し， T.v. Wilamowitzの

説を引き継ぎつつ，それだけではなく， ここにはアンティゴネーの性格も関

わっていることを指摘する。24) わたしたちもこの Roseの立場に賛意を表す

ものである。

Rose は第 2埋葬の存在理巾を専らアンティゴネーの強い性格に求めよう

とする。日＜，彼女の家族に対する強い愛情，強い忠誠心，強い優しさ，そ

して兄の埋葬への妥協を知らぬ強い義務感がそれである。これにも異論はな

い。しかし，不思議なことであるが，第 2埋葬へと赴く理巾は語られても，

第 1埋葬から戻って来た理由は明らかにされない。第 2埋葬へ出掛けるには

1度戻って来なければならない。そしてそれには理巾がある筈である。強い

だけのアンティゴネーを言うなら， 2度に分けて埋葬する必要はなかったで

(731) 
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あろう。アンティゴネーの性格を考慮すると言 うなら， Tychoの説を踏襲す

るにしても， 1度目の埋葬行為から戻って来た理由が性格の点から明らかに

されるぺきなのである。なぜ強い性格のアンティゴネーが戻って来たのか。

わたしたちはこれを旧稿で指摘した通り，アンティゴネーの“弱さ”ゆ

えであるとしたい。25)死への恐れ， 生への願望と言ってもよい。アンティゴ

ネーはイスメーネーと別れて単身埋葬へ赴く 。 もちろん灌莫の品も携えて行

く。幸い番兵に見咎められず埋葬を行なう。それはただ屍の上に砂をかけた

だけのものであり，せっかく持参した灌莫の品を供することはできなかっ

た。埋葬は途中で中止され，蒼憧として戻って来た。この彼女の姿に，わた

したちは死への恐れを見出したいのである。死を覚悟した上で埋葬に出掛け

ながら，彼女は埋葬，逮捕，死という過程を踏まず，逮捕される前に戻って

来る。それは逮捕と死を恐れたからではないか。

このアンティゴネーは，プロロゴスの彼女の姿からは想像しにくいかもし

れない。オイディプースの罪に由来する数々の禍いに疲れはて，強い死への

願望をもつアンティゴネーが，死を恐れるのはおかしいと言われるかもしれ

ない。 しかしアンティゴネーは常に強くあらねばならぬとするのは，教条的

に過ぎるのではあるまいか。死への願望を強くもつアンティゴネーが，実は

ハイモーンと婚約していたのである。婚約とは生につながる行為であろう。

そのアンティゴネーに死を恐れ生を願う瞬間があったとしても，不思議では

ない。

それかあらぬか， 詩人は意味ありげな 1行を差しはさむ。「できっこない

ことをお姉さまは願っていらっしゃるのよ 90」と決めつけるイスメーネー

に対して，アンティゴネーは次のように言う。

ですから，力尽きたらいつでもやめます。 91 

この言葉どおり， アンティゴネーはやめて戻って来た。26) 埋葬を途中でや

め，逮捕と死を免れた。これは「死の愛」に憑かれたアンティゴネーには許

しがたい違反行為である筈である。だが彼女は戻って来た。力尽きたがため

に。肉体の死を恐れたがために。魂は死んでいても，肉体の死は死ねなかっ

たのである。

2度の埋葬は， アンティゴネーを現場から戻す必要があるために行われた

（詩人がそう意図した）。 1度目の埋葬は出掛けて行くためではなく，戻って

r 

―ヽ
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i

t

 

1
-
1
 

り

1

]
り

t
＇ 

9
,
1

・・

9

ふし
'
ー

"＂＂' 
，
 

アンティゴネーの恋 ー141-

来るために行われたのである。戻って来ることに応味があった。 それは死を

踏躇するアンティゴネーの姿を閑示するためであ った。27)

ァンティゴネーは，以前から 1Ca入a1.死への思いか強かった。彼女は死者の

側に身を閻いている。いわば魂 ¢ux力は死んでいるのである＾ それでいて一

)jではハイモーンと婚約している。 I|．．の領域につなかるものを，彼女は一 切

断 っているわけではない。しかしポリュネイケースの死とクレオーンの埋・杵

示 l卜令を契機にして，彼女はその牛の領域につなかる追を断ち，松J｛本」の死

を求めて埋非に赴いた。そして戻って来た。ここにかつての婚約1j為につt,`

がる生への木紐と 白？って点弊かあ るなら，死ぬことへの図料を忍めるのは，

決してイ‘「l然なこと ではあるま い。
マヽ
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Kのように見てくると， 572行でアンティゴネーが一瞬ハイモーンヘの≪

をLJにすることも，強ちイ寸1然なことではないように思われる。 それは牛の

想起ということである。

m1埋作から戻って来たアンティゴネーはしはらくの間 (5~6時間）舵の

中に沖んでいる。それは，兄の屁の許か ら逃げ帰って来た自らの怯位を且め，

今 1 度死へのふ志を固めるための時間であったと推察される。•JI 死の決心を

して 2度目の埋拌へ出掛けた彼女は，たちまち番兵に捕まり，クレオーンの

前に引き出されて来る。彼女の決心はもはや揺るがない。生者の世界を律す

る 「国家の法」を犯し，死者の1廿界を律する 「神の法」を辺守しようとすれ

ば，死は必然である。

アンティゴネー 私を捕らえて殺す，それだけでは不足でございます

か。

クレオーン いや，それ以上は望まぬ。それですぺてだ。

アンティゴネー では何をおためらいです。

497-499 

と．彼女はクレオーンに処刑を要求する。「私のように．かずかずの難儀の

中に生きている者には， ／死ねば得をするに決まっている 463-464」からであ

り．また「私（の魂）はもうとっくに． ／・・・・略・・・・死んでしま っている 559-

(733) 
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560」からである。 しかしもう 1度この固い決心が揺らぐときがある。いや，

揺らぐわけではない。前回のように生の世界へ戻ろうとするわけではない。

ただ生の世界の残滓が一瞬彼女の心を過るだけである。それが 572行であ

る。
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クレオーン 悪女を息子の嫁になど，まっぴらだ。

アンティゴネー ああ， ハイモーン，いとしいお方，お父上は何とひど

いことをおっしゃるのでしょう。

571-572 

571行のクレオーンの台詞はアンティゴネーヘの誹謗である。 それは， ハ

イモーンとアンティゴネー 2人の間に交わされる細やかな愛情を証言する

イスメーネー (570)に対して言われたものである。それヘアンティゴネーが

割って入る。妹にハイモーンとの愛を想い起さされ， クレオーンによって 2

人の愛を否定されたアンティゴネーは，思わず 「いとしいハイモーン」と呼

びかける。行の後半を直訳すると， 「お父上はあなたのことをどれほど侮辱な

さる•ことでしょうか」 となる 。 彼女が怒るのは自分が悪女と決めつけられた

ためではなく，婚約者ハイモーンのためである。29) クレオーンの言葉を，彼

女はハイモーンヘの侮辱と，ハイモーンの自分に対する愛情を凌辱するもの

と受け取った。そして自分のことよりも婚約者の身の上を配慮したのであ

る。ここには恋を知った女性の深くて細やかな愛情が窺える。死者の側に身

を置き，現世のハイモーンよりも死者ポリュネイケースのほうを愛し，ハイ

モーンとの絆を断ってしまったアンティゴネーが，死を目前にして思い切っ

た筈のハイモーンの名を愛情を籠めて口の端に上らせる。これは生の世界へ

の未練であるが， しかし彼女は生きたいと思っているわけではない。生きら

れぬことを嘆いているのではない。死の意志は固い。それでいて一瞬生の世

界が彼女の心を過ったのである。しかしそれは一瞬のことである。クレオー

ンとイスメーネーの対話に割って入ったほんの数語に過ぎない。このあと彼

女は沈黙の淵に沈む。それゆえにこの 1行は死と生の鮮烈な対照を，あたか

も暗い闇に投ぜられた一条の光のように示す。そして介入の仕方が不自然で

あるだけ，それだけいっそう言われている内容は真実味を増すように思われ

る。

アンティゴネーを生と死のふたつの方向に引き裂かれた形で描くのは詩人
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の本意ではない， 「他のソポクレースの描いた英雄たちと同様に」アン ティゴ

ネーはひとつの方向しか持っていない，と Brownは言 う。30) “引き裂かれた

be torn"という表現が適切であるか否かという点には疑問があるが，しかし

アンティゴネー像は言われるほど画ー的なものではない。死と隣り合わせの

深いニヒリズムの中に生きているかに見える彼女は，同時にハイモー ンと婚

約した仲であった。兄ポリュネイケースの死とクレオーンの禁令を知り，ノ

イモーンとの絆を断念 し （ハイモーンに一切相談せず死を覚悟して埋葬に赴

く姿がそれを示していよう），肉体的な死を覚悟したあとも，死ぬこ とを 1

度は躊躇しなければならなかったのである。そして今また死を目前にして，

断念した筈のハイモーンの名を呼ぶ。確かに詩人は， Brownの言う如 く，ア

ンティゴネーの在りようを生か死かというアンビヴ ァレントな形で捉えよう

としたのではない。そういう姿には描いていない。詩人は彼女の死を描いて

いる。死を描きながら， しかし同時にそこへ生の世界，あるいは生の世界へ

つながるものを点綴させている。そのひとつにこの 572行がある。

アンティゴネーは恋を知らぬ人間ではない。ただそれを忘れざるを褐な

かったのである。そしてその忘れられた筈のものが間歌的に想起されるので

ある。第 1埋葬から戻って来たアンティゴネーをわたしたちは死への路躇

を表示するものと捉えた。いわばこれは，彼女のネガティプな形で表示され

た生の想起である。これに対して， 572行のアンティゴネーの台詞は，いわば

ポジティプな形で表示された生の想起であると 言える。

このアンティゴネーの恋は，すでに第II章で述べたように，ハイモーンに

よってしっかりと受け止められる。第 3エペイソディオン 635行以下，登場

したハイモーンは，アンティゴネーを死から救出すべく奮闘するのである。

しかしすでに死の世界へ踏み込んでしまっているアンティゴネーを生の世界

へ引き戻すことは，結局実現できない。 572行とこのハイモーンの行為は，運

命の舞台の表裏に別れ，互いに顔を合わすことのな いふたりの恋人たちの，

いわば相聞である。

VI 

強い死への願望と間歌的に現われる生への想起，それが集約的に表示され

るのが 806行以下のコンモス（嘆き）の場である。その冒頭で，アンティゴ

ネーは

(735) 
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祖国の人々よ，私を見てください，

最後の道を行く私を。もう二度と

見ることのない光を，お日様の輝きを

これを最後と仰ぐ私を。

806-809 

と，生との別れを歌う（この嘆きは 879行以下でもう 1度繰り返される）。

それは，寿命を待たずに死に行く身， しかも「婚礼の歌も行列も，祝うては

くれず， ／夫婦の寝間の戸口に祝いの歌を聞くこともなかった 813-816」薄幸

の身の上を嘆く歌である。31) これは，「寿命が尽きる前に死ぬとしたら，それ

こそ得 461-462」と言い切った先の彼女の姿と矛盾するものと言えるかも

しれない。 しかし“弱いアンティゴネー”は， ここで突然表示されたわけで

はない。上に見てきたように，強い死の願望の間に点綴された生の想起は，

この“弱いアンティゴネー＂を暗示し，準備するものであった。

全篇を通じて「死の愛」に憑かれた“強いアンティゴネー”を想起する川

島は，．このコンモスを「嘆き」の単なるトポス的表現に過ぎないとし，「それ

故に，アンティゴネかここで婚礼の祝歌に繰り返し言及しながらも，許婚の

ハイモンの名を挙げることさえしないのも頷けよう」（上掲同甚 124頁）と

言う。そしてここに個人的悲嘆の吐露を見ることを否定したのであった。32)

確かにアンティゴネーは父母，それに兄ポリュネイケースには言及するが．

許婚ハイモーンの名は一切□にしない。また， ここのコンモスの「嘆き」は

トポス的表現に過ぎないとする指摘は，一概に否定し去るわけにはいかな
ルチ，，

い。元来コンモスそれ自体が，いわゆる「嘆きの場」として，作劇法上定形化

した一面を持っているからである（そこでは個人的悲嘆は往々にして表面下

に隠れ易いが，さりとて完全に消失してしまうわけではない）。しかし“強い

アンティゴネー”を主張するあまり， ここに個人的な悲嘆を全く認めようと

しないのは如何であろうか。ただハイモーンの名が言及されていない点をあ

げて，オイディプースに始まる苦難の運命を嘆くアンティゴネーの個人的悲

嘆をトポス的表現に過ぎぬとして切り捨ててしまうのは．アンティゴネー像

が本来貝有している筈の人間性を半ば以上切り捨ててしまうことを意味しよ

う。

わたしたちは， 572行のアンティゴネーの愛の表出， また死を躊躇して第
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アンティゴネーの恋 145 -

1埋葬から戻って来たアンティゴネーの姿に， 彼女の個人的悲嘆につながる

ものを見ようとしてきた。それは彼女の人間性の豊かさの一端というべきも

のであった。ただしこの点はまだ議論の余地があるともし言われるならば，

ハイモーンとアンティゴネーの婚約という事実を挙げよう。婚約は生の世界

につながるものであり，死を前にしたアンティゴネーに個人的悲咲を催さし

めるに充分な要因となるものであろう。 これを否定することは，詩人がせ っ

かくふくらませようとしたアンティゴネー像の人間性を無視することにな

る。

コンモスはコンモスである。アンティゴネーは自らの個人的事情すなわち

オイディプースの娘に生れた悲運を，やはり個人的な悲嘆として嘆くのであ

る。いわば弱いアンティゴネー像がここに披歴される。しかし彼女は， 「泣い

てくれる人もなく，心の通じる友もなく，嫁ぎもせず 876」，また 「嘆いてく

れる身内の者もおりませぬ 882」と言いながら，ハイモーンの名もイスメー

ネーの名も挙げようとしない。アンティゴネーはこれら一切を拒絶する。 こ

こに彼女の強さを見ることは可能である。コロスの再うように，彼女は 「御

自分の掟に従い a加妙oμos821」死に赴くのである。コンモスは彼女の強さ

の意志表示の場でもあるのである。ここで，ハイモーンもイスメーネーも，

生の世界につながるものはすべて忘れ去られてしまう。それは今が初めてで

はない。ポリュネイケ_.,!スの死以来ハイモーンは彼女の脳裏から去った。埋

葬援助を拒絶されて以来イスメーネーは彼女の脳裏から去った。しかしその

後も彼らが間欲的に彼女の意識に上ってくること，あるいは現実に目の前に

姿を現わすことはあった。しかし今度こそ彼らは完全に忘れ去られる。彼女

はもう 2度と生の世界に戻ってこようとはしない。コンモスは嘆きと同時に

訣別の場でもあるのである。ハイモーンとイスメーネーの名前に言及しない

ことによって，彼女は最終的な生への訣別を述べたのである。強い死への願

望を抱きながら生の世界への想起を時折り見せていたアンティゴネーが， こ

こで完全に死の世界へと赴く。．このあとすぐ彼女は自殺して果てる。

VII 

アンティゴネーは， コンモスではついにハイモーンの名前を口にしなかっ

た。同時に誰からも，つまりはハイモーンからも嘆かれることなく，自分は

死に赴くのだと言う (876-882)33)。しかしわたしたちは，すぐ前の第 3エペイ

(737) 
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ソディオンで，ハイモーンがアンティゴネーの身の上を心配し，救命のため

父親に掛け合ったことを知っている。ただしァンティゴネーはそれを知らな

い。彼女は，自分の婚約者が如何に自分の身の上を心配し，心を寄せ，救命

のために奔走したか知らぬままに死地へ赴くのである。わたしたちは， ここ

に悲劇的アイロニイとでもいうべきものを感じざるを得ない。言うまでもな

く，アンティゴネーはすでにハイモーンとの恋をあきらめている。それでい

てなお自分は誰からも，すなわちハイモーンからも嘆いてもらえずに死ぬの

だと言 う。しかしこの言わずもがなのひと言が，つまり事実と彼女の認識と

のずれが，わたしたちの中にいるハイモーンの気持を掻き立てる （劇中のハ

イモーンはもちろんアンテ ィゴネーのこの言葉は聞いていない）。わたした

ちの同情がハイモーンに集まる。

ハイモーンとアンティゴネーは許婚の仲である。 しかし両者が自分たちの

そういう関係を互いに確認し合う場面は 1度としてなかった（あるのは妹の

証 言だけである）。両者が舞台上で遭遇することすら 1度もなかったのであ

る。詩人は，劇にアンティゴネーの婚約者ハイモーンを登場させた。しかも

2人が決して舞台上で遺遇することのない形で登場させたのである。これ

は，愛は存在するが，それが決して成就することはないということである。

愛情は一方的にハイモーンの側からしか表明されない。しかもそれは上述の

とおり，アンティゴネ ーには気付かれず仕舞いなのである。ハイモーンの愛

は，アンティゴネ ーに対する生の側からの初めて具体的な働きかけである。

しかし生の世界をあきらめ，死の世界に身を置かんとする彼女には結局受け

入れられることはない。ハイモーンの，自分にとって絶望的な，またわたし

たち観客にとっても絶望的なアンティゴネーヘの献身は，空しく尽き果て

る。愛する者の死に 1歩間に合わなかったハイモーンは絶望し，自らも死を

選ぶ。

この，どこまでも報われないハイモーンに，わたしたちはあの 572行のア

ンテ ィゴネーの台詞をもって報いてやりたいと思う。アンティゴネーのこの

1行が得られれば，ハイモーンはもう無謀な恋の実行者， その痛ましい犠牲

者となることはない。恋の道化を演ずることもない。この 1行を得ることに

よって，彼は劇中での実在性を増すことになる。わたしたちは，ハイモーン

の死が無謀な報われることのない死では決してなく，アンティゴネーの密か

な愛によって報われるものであったことを知るのである。

同時に，この 1行を得ることによって，わたしたちのアンティゴネー像も
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アンティゴネーの恋 ー147-

また違った輝きを放ち始める。それは健気な英雄とでも言 うべきものであ

る。語弊を恐れずに言えば，人間らしい英雄とでも言 うべきものである。 こ

の 1行を得ることによって，婚約という事実，第 1埋葬から戻って来たアン

ティゴネー，コンモスのアンティゴネーが，この 1行とひと筋の糸に結ばれ

る。強いばかりではない，人間らしい弱さも合わせ持ったアンティゴネーが

劇を一貫して存続することになる:O 34) 

このようにアンティゴネ ー像を解釈すること，それは劇に描き込まれたさ

まざまな要素を総合的かつ集約的に捉えることを意味する。逆にそうするこ

とによって，婚約の事実も，ハイモーンの恋も， 2度の埋葬も，それぞれが意

味をもち，また連関しつつ焦点を結び，アンティゴネー像を形成する。その

ひとつの要因に 572行も数え上げられるのである。

こう見てくると，これは若い 2人の愛と死の物語であったという一面も持

つことになってくる。しかし 2人は愛し合いながらもこの世で再び再菜を交

わすことはなかった。アンティゴネーは 2人の愛を確かめることを避けるか

のように，ハイモーンが獄舎を訪ねて来る前に自ら死を選んだのである。現

世での愛すなわち生の世界よりも来世での永遠の生＝死の世界を彼女は選

択したのであった。劇の最初から表明されていた死への意志は， こうして実

現される。そしてそのことによって彼女は強い自我を示す。神の法に殉じた

その行為は英雄的である＇との讃辞をもたらす。しかしその彼女の中に死せる

ポリュネイケースに対するのとは異なる現世＝生の世界につながる愛，ハイ

モーンに対する愛があったことを，わたしたちは見た。短い，一瞬の間のそ

の表示は，わたしたちに鮮烈な印象を残した。それは単なる英雄像にとどま

らぬ彼女のもつ深い人間性を垣間見させてくれるものであった。この 572行

の 1行を得ることによって，わたしたちには彼女アンティゴネーが身近かな

存在として，その息づかいもわかるほどに身近かな存在として，感じられる

ように思われるのである。そしてこれは「神の法」に殉じた“英雄アンティ

ゴネー”の姿を貶めるものでは決してない。

註

l) 以下『アンティゴネー』本文からの引用は柳沼訳を使用させていただく。但し，

引用の都合上，軍者の手で多少変更を施した箇処もあることをお断りしておきたい。

2) しかし約束は約束でも詩人がそれに振り廻される必要はない。劇作法上の約束

(739) 
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（規約）は詩人を永久に拘束するものではない。主体性はあく まで詩人の側にあると考

えられるのではないか。Kittoはそう言う。 cf.H. D. F. Kitto ; Form and Meaning in 

Drama, Methuen, 1960, p. 162, 3.またいかに仮面を被っているといえども，対話者の

変更を観客に認知させることは，俳優及び演出家の力でかなりの程度可能であろう。

3) ギリシア悲劇では直接男性に対して愛の言葉を吐露するのは良家の子女にふさ

わしくない行為だとして， 572行をアンティゴネーの台詞とすることに反対する説が

ある。cf.A. Brown ; Sophocles : Antigone, Aris & Phillips, Warminster, 1987, ad 

572-6. しかしこれをイスメーネーに充ててみても， 良家の子女にふさわしからぬとい

う点では同じことであろう。

4) Kamerbeekは，この 572行の扱いに関して，これをアンティゴネーの台詞とし

た上で， その根拠としてわたしたちが挙げた 2点， すなわち (1)行の前半はイスメー

ネーにはそぐわない内容であること，（2)これをイスメーネーの台詞とするとせっかく

の 570行のイスメーネーの認識が無に帰してしまうこと， 以外にこの行と劇の後半部

との関連性を重視する見方を示している。わたしたちはそれに加えて劇の前半との関

連性をも考慮しなければならないであろう。 それはアンティゴネー像全体との関連性

を示唆するからである。

なお Kamerbeekは，この 1行をアンティゴネーに帰すひとつの理由に“写本のも

つ不確実性（当然コロスに帰すべき 574,576行をイスメーネーに帰している）”をも挙

げている。 cf.J.C. Kamerbeek ; The Plays of Sophocles, ill. The Antigone, Leiden E. 

J. Brill, 1978, ad 572. 

5) この点でわたしは旧稿を改めねばならない。旧拙稿『二つの埋葬一ーアンティ

ゴネ像管見一』（「西洋古典論集」 VI, 京都大学西洋古典研究会， 1989年，所収） 27

頁，註(29)では， 1行対話（スティコミューティアー）の約束を破らぬように 572行をイ

スメーネーの台詞として読み，立論している。

6) A.ポナール （岡道男 ・田中千春訳）『ギリシア文明史」第 2巻人文書院， 1975

年， 11頁参照。これに続く箇処ではこうも述べられている。「つまり彼（ソポクレース）

は，父王に語りかけるハイモンに， 自分の恋について一言でも言及する権利を認めな

いのである。 それはハイモンがアンティゴネをおもう心を他人の目から隠そうとして

いることではない。 しかし，公益よりも個人の感情を優先させることを父王にあえて

願うならば，ハイモンはどんな人間になりさがってしまうだろうか。名誉心が，情熱を

抑え道理のみを語ることを彼に命ずるのである」（同上 12頁）。

また Winnington-lngramの言うように，この父と子の論争のテーマは愛について

ではなく政冶についてのものである，という一面はある。 cf.R. P. Winnington-lngram ; 
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Sophocles, An Interpretation, Cambridge UP., 1980, p. 92. しかし少なくともハイ

モーンの議論の根底には 「愛」があることは認められなければならない。もちろん

Winnington-lngram も， ハイモーンがアンティゴネーに恋をしている事実を認めな

いわけではない (op.cit., p. 94)。

7) Cf. A. Brown, op. cit., ad 568.. 

8) 正式の埋葬をするために城外に放置されたままのポリュネイケースの屍を埋葬

地へ運搬する (1Cou¢it,'et11)には，アンティゴネーひとりの力では手に負えない。そ こで

彼女は妹に協力を要請するのである。 しかし妹に断わられたため， アンティゴネーは

正式の埋葬をあきらめ，現地で屍の上に砂をかけるは皿砂加at)だけの形式的なある

いは象徴的な埋葬で我慢しなければならなくなる。cf.L. Campbell ; Sophocles, vol 

I., Georg Olms, Hildesheim, 1969, ad 43. 同じく Brown,op. cit., ad 43. Kamer-

beek, op. cit., ad 43. 川島重成 「ギリシャ悲劇の人間理解J新地占房，昭和 58年， 104,

105頁。

9) 果してアンティゴネーはこのまますぐに第 1回目の埋葬に赴いたのか否か， 議

論のあるところである。これについては第IV章で詳しく述べる。註{I9)参照。

1 0) Cf. 2ff. 594 ff.また 862-866.

1 1) この 「得んtp6os」という言葉に彼女の打算を読み取ること，すなわち埋葬行為

を自らの利ー一死による苦難の人生からの脱出と埋葬による令名の獲得—―ーに活用し

たところに彼女の打箕を読み取ることは，強ち不当とは思えない。つまり彼女は兄の

ためだけでなく，自分のためにも死ぬのである。そうした一面をアンティゴネーは

持っている。殊に第 2埋葬に赴く姿にその色が浪い。上掲拙稿 20, 21頁参照。

埋葬による令名獲得は次のように説明されている。

ですか，実の兄弟を葬って差し上げる， これよりほかに

こんな名営K入tos，こんな晴れかましい気持を何が味わわせてくれたでしょう。

502-503 

12) iμヵ¢ux力は文字どおり「私の魂」とせずとも，柳沼訳のとおり，用に「私」と

同義ととることも可能てある。 Tovarは，両者は全く同義であるとしている。 cf.A. 

Tovar ; S6focles Antfgona, Madrid, Institute "Antonio de Nebrija", 1962. ad 559. 

そしてこの類例として Tovarは Sophocles.Electra. 775を挙げる。

しかしここでは ¢ux力を敢えて「魂」と訳し，生ける肉体と死せる粕神との対照を強

調するほうか劇全体の文脈に沿ったものとなるであろう。わたしたちと同様に． I.Er-

(741) 
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randoneaは “mialma" (S6focles Tragedias, II, CSIC, Madrid, 1991), Brownは “my

spirit" (op. cit.), Campbellは “mysoul" (op. cit.)とする。

13) ギリシア語の複数形は厳密に複数の事物を表示しないことが多々ある。

1 4) KamerbeekはJebb説を踏襲し，クレオーンの禁令を破ろうと決心して以来の

こととする (op.cit., ad 559, 60)。また Campbellも同様の見解をとる。そしてそうす

ることでハイモーンのアンティゴネーとの婚約の事実が生かされると考える (op.cit., 

ad 559, 60)。すなわち婚約に象徴される生の世界からクレオーンの禁令による死の世

界への暗転をアンティゴネーに見ようとするわけである。一方， アンティゴネーの在

りようはそのように戟然と分たれないというのが， わたしたちの見解である。彼女は

死への意志を秘めつつ， ハイモーンと婚約もしていたのである。このように相矛盾す

る側面を包含するアンティゴネー像を， わたしたちはむしろ人間らしい姿であると解

釈する。

15) 川島は， この造語は 220行の 「わざわざ死を求める f)a11el11 epq愚か者も居り

ますまい （川島訳）」を要約したものだとして， 「ここで日本語として舌足らずの感を拭

えない 『死の愛』について一言付け加えれば」と言い，次のように説明している。「「死

の愛』ののは対象を示している。 しかしその対象は外的であるよりはむしろ内的なの

である。 アンティゴネの根源的な愛はいわば構造的に死を内包しているのである。そ

れ故，こののはほとんど同格ののであると考えてよい。その愛の内側にある死が，ちょ

うど文法における内的対格のように，外側に現れたものがポリュネイケスの死である，

と解せよう」（川島，上掲書 108頁）。

16) 川島はここで， 「もしポリュネイケ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，死を求めたに違いない」（毛利三彊 rァンティゴネー私見ー一英雄的

性格の孤高さー一』 「ギリシャ悲劇研究」 2,90頁）を引用して傍証としている。

I 7) 川島は， 「この悲劇には二つの全く相違するアンティゴネ像が呈示されている」

とする Schmid-Stahlinの解釈 (Geschichteder訂iechischenLiteratur, I 2, Mi.inchen, 
コンモス

1974 S. 354, n. l)や，「この『哀歌』のアンティゴネこそ，やさしい，愛のために生れ

ついた彼女本来の姿であり， これまでに彼女が見せた頑固な挑戦的な言動， あの死の

切望は，彼女の生れついた状況，その後のたび重なる苦難，兄への愛，加うるにクレオ

ンの禁令という非常事態が，彼女にその本性とはあい容れない役割を担わせた， その

結果に過ぎない」と見る S.A. Adamsの解釈 (Sophoclesthe Playwright, Toronto, 

1957, p. 53)は，「全くの的外れ」であるとして退ける。同上 124頁参照（カッコ内はい

ずれも川島の要約）。

また川島は，婚約者ハイモーンのアンティゴネーヘの愛は認めるが，その逆は認め
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ない。 572行の台詞はイスメーネーに帰す立場である。さらにこのあとわたしたちが取

り上げる 2度埋葬の問題（それはアンティゴネー像の解釈に重要な影孵を与えるもの

になる筈である）には関心を示さない。“強い＂ァンティゴネー像に何らかの改変を及

ぼしそうな要素はすべて避けて通る。

18) この死への誘いを， アンティゴネーはしかしハイモーンに対しては行わない。

ハイモーンは生の世界へつながる道であり，彼女はその道を断念しているからである。

またポリュネイケースの埋葬はあくまでオイディプース一家の家庭内の問題でもある

からである。

19) 最初の埋葬はアンティゴネーによるものではなく神の行為とする説 (Adams,

Furguson, McCall)，またイスメーネーの仕業とする説 (Rouse)がある。しかしわた

したちはこれをアンティゴネーによるものと見倣したい。 426-428, 434-435行がその

有力な証拠である。 アンティゴネー説をとる評家には Gelli,Whitehorne, Hulton, 

Rose, Kitto, Flickinger, Messener, Meiklejohn, Errandoneaらがいる。上掲拙稿参

照。

20) パロドスでコロスは勝利に明けた朝の光の美しさを歌う。 この直前にアンティ

ゴネーは埋葬に赴くべく舞台を後にしている。

21) Jebb は第 1埋葬の折アンティゴネーは灌莫の品を持参しなか ったとする。 cf.

R. Jebb ; Sophocles, m, A,ntigone, Cambridge, 1928, ad 429. Tovarの場合は第 1

埋葬の折に灌莫の儀が行われなかったのは， アンティゴネーが持参するのを忘れたの

か，持参したけれども行使されずじまいであったのか， いずれとも言及されておらず

不明である。 cf.op. cit., ad 429. 

22) 註(8)を参照。

2 3) Cf. Tycho von Wilamowitz-Moellendorff ; Die dramatische Technik des 

Sophohles, Weidmann, 1'969, S. 33, 4. 

2 4) Cf. J. L. Rose ; The Problem of the Second Burial in Sophocles'Antigone, CJ 

47 (1951-2), p. 221. 

25) 上掲拙稿 12-13頁参照。以下論旨は旧稿と些か重複する。

26) この場合アンティゴネーにおいては， 埋葬と死は一体になっていると解釈され

るぺきてある。埋葬だけでは未完成な行為である。クレオーンの禁令に違反するとい

うことは，死を賭して埋葬するということである。埋葬後も生き長らえるということ

は，考えるに不可能なことである。「国家の法」に抗して「神の法」を遵守しようとす

れば必然的に死は免れ得ない。なおも 言えば，灌莫の品を持参することを忘れたから

第 1埋昇が未完成なのではない。先に述べたように，灌莫の品は持参しながら恐怖に

(743) 
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襲われてそれを行使するに至らなかった， すなわち死ねなかったからこそそうなので

ある。

27) 第 1, 第 2 埋葬が劇中に占める役割—殊に劇構成における一の意味は， こ

の“戻る行為”をアンティゴネーの性格とからめて解釈することで初めて有機的に理

解されよう。「第 1埋葬は神によるものではないか 278-279」とコロスに言わせ，クレ

オーンの激怒を引き出し，のちのアンティゴネーとの対峙の場で頑なに 「神の法」に反

対させ，劇的対立に効果あらしめるのは，ここから出てくるひとつの結果に過ぎない。

逆に劇構成の面からだけみていては， アンティゴネーの“戻る行為＂は説明がつか

ない。

28) 2度目の埋葬は，長い考慮ののち今度こそ死を決心した上でなされたもので

あった。逮捕時の番兵の証言がそれを伝える。

娘はいっこうに取り乱しもせず，

さっきと今と，二度もやったことを問いただしましたが，

落ち着いたもんで，何もかも認めて，そんなことやってないなどとは，ちびっと

も申しません。

433.435 

2度の埋葬はその死の覚悟の度合いの違いだけでなく，その性格がそもそも異なる

ものと見倣されるべきである。端的に言えば，第 1埋葬は兄のため，第 2埋葬はアン

ティゴネー自身のためという色合いが濃い。これについては上掲拙稿 l3~15頁参照。

2 9) Cf. Campbell, op. cit., ad 572. 

3 0) Cf. op. cit., p. 177. 

31) Campbellは “Antigonebewails her untimely death. "と書く (op.cit., ad 

806-82)。

32) 上掲同書 123, 124頁参照。また第m章参照。

33) “親しい人間の誰からも嘆いてもらえない”という親しい人間のなかに，当然ハ

イモーンも含まれる筈である。彼はあれほど嘆いてくれたのにアンティゴネーはこう

言う。このアンティゴネーの姿にわたしたちはいらだっ。この悲劇的アイロニイを含

んだ事実と認識とのギャップによって，彼女の悲哀は一段と深まる。 cf.Kamerbeek, 

op. cit., ad 881, 2. 

34) このように人間味横溢する英雄像を， ‘ノポクレースはのちにピロクテーアース

においても造形する。 そのピロクテーテースを論じて Lessingは言う， 「哀泣 die
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Klagenは人間のなすところ，行為dieHandlungenは英雄のなすところである。両者

一体となって人間的英雄 denmenschlichen Heiden となるのである。 ...•略 ....こ

うした英雄こそ，英知が生みだしうる最高のものであり， また芸術が描くことのでき

る最高のものである」（『ラオコオン」斎藤栄治訳，岩波文庫， 68頁）と。今これをア

ンティゴネー用に捩って言えば， 「恋 dieLiebenは人間のなすところ，行為 dieHan-

dlungenは英雄のなすところ」となろうか。cf.G. E. Lessing ; Laokoon, IV. 3. In ; 

Werke, VI., Carl Hanser Verlag, Mtinchen, 1974, S. 38. 

アンナ ・カレーニナは廷進してくる列車に身を投げ，礫殺される寸前に 1度身を起

す。死のうと思いつつもつい身を起すのである。572行のアンティゴネーの台詞には，

このアンナの身を起す行為に似通う意味が籠められているように思われる。 時代も状

況も異なるが，それは作者が見せた文学の極意のようなものであろう。

附記：毛利三彊 rァンティゴネー私見ー一英雄的性格の弧高さ―J(「ギリシャ悲

劇研究」2，所収）を参照するに当って，川島重成氏から多大のご厚意を賜った。記し

て深く感謝申し上げる。
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