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人文研究 大阪市立大学大学院文学研究科紀委

第62巻 20日J干3月 59頁-75頁

『お気に召すままJとキャンプ趣味

杉井正史

研究論文

アメリカの作家・批評家スーザン・ソンタグは、彼女のエッセイ『キャンプについてのノートJ
の中で、「シェイクスピアの『お気に召すまま』にはキャンプの要素である両性具有性がない」

と述べている。本論は、彼女の指摘にもかかわらず、『お気に召すまま』には、同性愛的なキャ

ンプ性だけではなく、ソンタグによって拡大された意味でのキャンプ性が存在することを論

証するものである。『お気に召すまま』においては、主人公ロザリンドの変装と彼女のオー

ランドウとの擬似求愛が行われる。エリザベス朝の舞台の伝統においては、女性役は声変わ

り前の少年俳優によって演じられたとし寸事実により、ロザリンドとオーランドウの聞の擬

似求愛は、同性愛の様相を呈してくるが、それはキャンプ的な同性愛の倒錯性を帯びている

のであろうか。トマス・ロジの牧歌ロマンス『ロザリンド』を材料とした『お気に召すまま』

は、牧歌の特色である人工性をどのように劇化しているのか。それは、ソンタグが「キャン

プ」の最も重要な要素であると主張する人工性とどう関係しているのか。これらの点につい

て分析し、この劇の新たな上演可能性を探る。

アメリカの女流作家、批評家スーザン・ソンタグ (1933-2004)は、彼女の有名な 1<キャンプ》

についてのノートJ(1964) において、「シェイクスピアの『お気に召すまま』には、キャンプ

の要素である両性具有性が感じられなし、」という趣旨のことを述べている。シェイクスピアの

康IJとホーフマンスタールの『蓄被の騎士Jとを比較したものである c どちらの劇にも異性装が

存在し、男性が男性を愛する、女性が女性を愛するという同性愛的要素が存在することを念頭

においてソンタグは評したのであろう。ソンタグは、社会現象、キャンプ趣味の起源を 18世

紀に置いており、キャンプを現代的な感覚だと主張する。シェイクスピアのこの劇が最初に上

演された時(1599年)には、キャンプというような雰囲気が醸成されていなかったことを主

張するつもりなのであろう。

キャンプを一般的に規定するのは非常に困難だが、「ランダムハウス辞典jは、キャンプ

(camp)の形容詞形“campy を次のように規定しているけ

[1] [俗語]わざとらしい、古臭くてかえって面白い、げて物趣味の

[2] [米同性愛俗語]なよなょした、ホモであることを隠そうとしない

「オックスフォード英語辞典」によれば、“camp の形容詞と名詞の定義は
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けばけばしい、仰々しい、気取った、芝居がかった、なよなょした、同性愛的なものC

同性愛の特徴と関連がある。名詞として、キャンプなふるまい、マニエリスム、などc

そのような行動を示す男性

である。「アメリカ俗語辞典」は、動詞“camp の重要な意味を次のように定義している。

他の同性愛者に自分も同性愛者で、相手を求めていることを知らせるために声や動作やこ

とばでそれを表わし、女性的な服装をする。いちゃっく。

キャンプの語源は不明だ、が、二十世紀初頭に使用された当初、この言葉は上記の「アメリカ俗

語辞典」にあるように同性愛者に対して使用されていた。このキャンプの同性愛的要素を典型

的に体現するものがドラッグ・クイーンである。彼らの過度に女性的な身振りや過剰に装飾的

な衣装がキャンプの極致である。ドラッグは時々女性の衣服から成っている。ちょっとしたメ

イキャップと二、三の女性の衣服、一般的に帽子、手袋、ハイヒールから、かつら、ガウン、

宝石、完全なメイキャップなとεで完壁に装ったものまで、幅がある。また swishという俗語も

キャンプの身振りを表わす。男の同性愛者の歩き方をさして使い、その意味は、「腰を振って

女性的に歩く」ことである。

しかし、 1960年代を境にキャンプの意味は変化する。その契機となったのが、前述のスー

ザン・ソンタグの 1<キャンプ〉についてのノート」である。ソンタグは、キャンプは「とら

えどころのない感覚」であり、「キャンプについてもっともらしく論文を書くなどというのは、

妙なものだ」という理由で、論文よりも羅列された短い文章の形でキャンプを説明する。その

ようなノートの一つの中で、ソンタグはキャンプを同性愛文化だけに限定しない彼女の考え方

を示している。

キャンプ趣味と同性愛との奇妙な関係は、解明しておく必要がある。キャンプ趣味すなわ

ち同性愛趣味とするのは正しくないけれども、両者の聞に奇妙な近似と重複があることは

確かである。[・・・]概していえば、同性愛者はキャンプの最前線を そして最もはっきり

した受容者をーなしている。[・・・]だが、同性愛者たちが最前衛にいたにしても、キャン

プ趣味そのものは同性愛趣味よりもずっと多くのものを含んで、いる。 (51)1) 

ソンタグは、キャンプを、広く様式美や人工性、不自然さに基づく芸術的立場ととらえる。

キャンプとはスタイルを基準にして見た世界のヴイジョンである。ただし、スタイルといつ

でもある特殊なスタイルである。つまりキャンプとは、誇張されたもの、《外れた》もの、
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ありのままでないものを好むことなのだ。 (8)

彼女によれば、リヒヤルト・シュトラウスのオペラやアール・ヌーヴォーの作品もキャンプに

なるし、昔のフラッシュ・ゴードンの漫画や『ラドンJ、『地球防衛軍J、ri夜体人間Jといった

日本製のB級SF映画、そして欲望を離れて見たポルノ映画もキャンプになる。

ソンタグ以降、キャンプはロウ・カルチュアやキッチュを意識的に評価する態度とほとんど

同義となる。この変化の背景には、文化の嫡熱、そしてそれに伴う価値観の多様化が存在する

と思われる。つまり、趣味が相対化され、以前ならば低俗として無視されてきたものにも芸術

的価値を見いだすことが出来るようになったのである(坂井 2005，p.226)。

『お気に召すままJという劇は、『蓄被の騎士Jと同じように同性愛的要素を持つものの、ソ

ンタグが指摘するように、上記のような「キャンプ」的倒錯性を持つものではないように思わ

れがちである。緑滴るアーデンの森での老公爵の生活とロマンティックな若者たちの恋愛、変

装のもたらす笑いや戸惑いなど、キャンプとは無縁の、牧歌的ですがすがしい印象を持つと思

われがちである。しかし、ソンタグのコメントとは違って『お気に召すまま』にも十分な両性

具有性があり、またこの劇にはソンタグによって拡大された意味でのキャンプ的要素が存在す

るのではないか。このような視点から劇を分析してみたい。

スーザン・ソンタグの r<キャンプ〉についてのノート』において、その両性具有性が比較

されているシェイクスピアの「お気に百すまま』とホーフマンスタールの『蓄磁の騎士Jとい

うのはどのような劇であろうか。

シェイクスピアの『お気に召すまま』は、エリザ、ベス朝の作家トマス・ロジのパストラル・

ロマンス『ロザリンド ユーフュイーズの黄金の遺産j(1590年作)を素材としている。舞台

はフランス。宮廷では、兄公爵を追放し、弟のフレデリク公爵が領土を支配している。追放さ

れた兄公爵(旧公爵)は、彼を慕う家来たちとアーデンの森でロピン・フッドのような生活を

送っている。一方、兄公爵の娘ロザリンドは、弟公爵の娘シーリアと仲がよいので、宮廷に留

まっている。家臣の騎士、ロウランド・デ・ボイスは三人の息子に遺産を残して死んだが、そ

れを管理している長男のオリヴァは、末弟のオーランドウには教育も与えず、下男のようにこ

き使っている。そんな末弟の不満が爆発し、兄弟は仲が悪い。ちょうどレスリングの御前試合

があり、弟オーランドウは強腕のレスラーを倒す。オーランドウとその試合を見物していたロ

ザリンドはお互いに恋に陥るが、フレデリク公爵はオーランドウとロザリンドを快く思わない。

ロザリンドは従姉妹のシーリアと道化のタッチストウンを伴って、父のいるアーデンの森へ向

かつて逃走する。オーランドウも老僕アダムから、兄オリヴァが自分を殺そうとしていること
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を知らされ、アダムを連れてアーデンの森へやって来る。森で飢えで苦しむオーランドウは公

爵の一行を襲うが、意外にも親切に迎えられ、公爵の一行に加わる。森の羊飼いとなったギヤ

ニミード(ロザリンド)たちは、オーランドウが自分ロザリンドへの恋に苦しんでいるのを知

る。ギヤニミードは、オーランドウの恋の苦しみを治療してあげると称して、自らをロザリン

ドと見なして求婚するように勧める。(擬似求婚 mock司wooing) こうしてギャニミードに扮し

たロザリンドが、さらにロザリンドに扮する擬似求婚が始まるが、オーランドウは相手がロザ

リンドであるとは気づかない。冗談で、シーリアが牧師になって、擬似結婚式 (mock-wedding)

も執り行う。森の中には、他にも恋をした羊飼いシルヴイアスがいる。彼が慕う女羊飼いフイー

ピは、皮肉にも彼女の高慢さを罵ったギャニミードに恋をしてしまう。フレデリク公爵から無

慈悲に財産を没収されて追放された兄オリヴァが森へやって来る。そこで彼は蛇とライオンの

ため危く命を失うところを弟オーランドウに助けられ、改心する。彼は弟と和解し、シーリア

とすぐに互いに恋し合う。ここでロザリンドは決断して恋のもつれを解決する。つまり、一同

を父公爵の前に集め、正体を明かして父娘の再会を実現すると共に、シルヴイアスとフイーピ

の仲を取り結び、自分はオーランドウと結ぼれるのである。そこへ、フレデリク公爵が兄を討

ちに森まで攻めて来たものの、そこで隠者に説得されて改心し世を捨てることにしたという知

らせが入り、みんなが喜んで、町へ帰ることにしたところで劇は終わる。

劇の中で、森の中に入るとロザリンドは男装してギヤニミードと名乗る。そして、オーラン

ドウの恋の病を治療するための擬似求愛では、オーランドウはギャニミードをロザリンドと考

えて求婚する。さらに、エリザベス朝では女優は存在せず、声変わり前の少年がロザリンドを

演じたと思われる事情がある。少年俳優→ロザリンド→ギヤニミード→ロザリンドという重層

的な異性装があり、擬似求愛ではオーランドウ対少年俳優、オーランドウ対ギヤニミードとい

う二重の同性愛が進行する。普通に考えれば、ロザリンドには両性具有性があると思われる。

一方、『蓄被の騎士』はオーストリアの劇作家ホーフマンスタール台本、リヒャルト・シュ
オペラ

トラウス作曲の楽劇であり三幕で 1910年完成した。翌日年 1月26日にドレスデン宮廷歌劇

場で初演。時と場所はマリア・テレジア治下 0740-80年)のウィーン。恋愛喜劇である。当

時のウィーンの貴族社会では、婚約の贈り物として、相手女性の婚約者に銀の蓄薮を贈る習慣

があったと一般的に言われているが、この習慣のことはホーフマンスタールの創作である。田

舎貴族で俗物のオックス男爵が成り金で成り上がり貴族のファニナルの娘ゾフィーと婚約し、

オックスの従姉妹にあたる元帥夫人マリー・テレーズは銀の蓄複を届ける「蕎穣の騎士」にオ

クタヴイアン伯爵を選ぶ。オクタヴイアンは元帥夫人の恋人だった。ところがオクタヴイアン

とゾフイーはたちまち恋に落ちる。好色で‘野卑なオックスを欺して、二人はめでたく結ぼれる。

二人の中を知った元帥夫人は二人を祝福し、その場を去る。

この劇でソンタグが両性具有性があるというのはどのような点であろうか。この三幕劇の中

では、男女の性が強調される場面がある。しかも、男役のオクタヴイアンには女性歌手が演じ
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ることになっている。第一幕で幕があがると元帥夫人はまだベッドの中にいる。オクタヴイア

ンはその傍らに横たわっている。女性演じる男性のオクタヴイアンと女性の元帥夫人の関係が

冒頭から強調されている。さらに同じ幕では、好色なオックス男爵は、今度は女性の小間使い

に変装したオクタヴイアンに言い寄る。第二幕では、恋に陥ったオクタヴイアンとゾフイが愛

の甘い三重唱を歌う。第三幕では、さらにオックス男爵の小間使いに変装したオクタヴイアン

への言い寄りが繰り返され、最後には、元帥夫人、オクタヴイアン(女性歌手が演じる)とゾフイ

の三人がそれぞれの複雑な思いを抱いての三重唱が歌われる。女性歌手が演じるオクタヴイア

ンのセクシュアリティについての暖味さが生じるのはよく分かる。

このようにいずれの劇でも、両性具有性が存在していると思われる。『お気に召すまま』の

両性具有性を否定しているソンタグの論はどのような文脈の中に表れるのであろうか。まず、

ノート 9で、ソンタグが「際立って細長い人物やひどく誇張された人物jを両性具有的である

と見ていることが明らかにされる。さらにノート 11でキャンプと両性具有について言及され

る。

キャンプとは、両性具有的スタイルの極致である。 (1男」と「女J、「ひと」と「ものJの

交換可能性)。しかし、あらゆるスタイルは つまり人工は 結局において両性具有的な

ものである。人生には、そして自然にも、スタイルはない。(11)

これに続くノート 12では、考察の焦点が歴史へと向けられる。そしてキャンプ的変遷を経て

いない古い芸術の例として、シェイクスピアの『お気に召すままJが挙げられる。

問題は、「なぜもじりや物真似や芝居がかりをするのか」ではない。問題はむしろ「いつ、

もじりや物真似や芝居がかりが、キャンプ特有の香りを放つようになるのか」である。な

ぜ、シェイクスピア喜劇 aお気に召すまま』など)の雰囲気は両性具有的でないのに、『蕎

磁の騎士.1[ホーフマンスタールの戯曲、一九一一]の雰囲気はそうなのか。(12)

しかし、『お気に召すまま』の何が両性具有的でないかについての説明はなされてない。そし

て「いつ、もじりや物真似や芝居がかりが、キャンプ特有の香りを放つようになるのか」につ

いて、ソンタグは、次のように述べる。

[一・]いちばん確かな出発点は、やはり十七世紀末ないし十八世紀初めだろう。その根拠は、

この時代特有の、人工のものや表面や左右対称に対する並外れた感覚である。また、この

時代には、絵のようなものやひとを興奮させるものを好む傾向があった。さらに、感情を

即座に表現したり、人間の性格全体を表わしたりするための、優雅なしきたりがあった。
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つまり、言葉においてはエピグラムや二行ずつ韻をふむ対句法であり、しぐさや音楽にお

いては装飾的要素の重視である。十七世紀末から十八世紀初めにかけての時代は、キャン

フ。の黄金時代だった。[・・・]だが、十九世紀に入ると、それまでは高尚な文化全体にゆき

わたっていたものが、特殊な趣味になってしまった。そこには、鋭くて秘密めいて倒錯的

な色合いが加わってきた。(14)

20世紀初演の『蕎穣の騎士』には、「しぐさや音楽においての装飾的要素の重視」があり、 16

世紀末上演の『お気に召すまま』には存在しない「鋭くて秘密めいて倒錯的な色合い」が存在

する。これがソンタグの考えだと推測される。通常の演劇である『お気に召すまま』よりも、
オペラ

歌劇というスタイルの『蕃被の騎士』に様式性が強いのは言うまでもない。「オペラとバレー

がキャンプの偉大な宝庫として受け取られているJ(33) のは事実である。冒頭から不倫の愛

の現場が出現する『蓄被の騎士jには倒針性が見られるし、『お気に百すまま』では同性愛が

存在するとは言え、主人公ロザリンドの自然な愛情の発露であり、どちらかと言えばプラトニツ

クな健全な愛を表すように解釈されることが多し、。しかし、皮肉なことに、ソンタグが指摘す

る現代的感覚、キャンプ的要素こそが、『お気に百すまま』の特色であると思えることがある。

本稿ではそれらの特色を探ってみたいわ

2 

『お気に召すままJでは、ロザリンドがアーデンの森に来ていることを知らないオーランド

ウは、恋の歌を書いてはあちこちの木に貼りつけている。男装したロザリンドがそれを見つけ、

彼をからかつて、恋の病いを直すという名目で、オーランドウが、彼(彼女)ギヤニミードを

ロザリンドと見立てて、毎日遊びに来るという約束をとりつけるリ

ROSALIND. Come， woo me， woo me， for now 1 am in a holiday humour， and like 

enough to consent. What would you say to me now an 1 were your very， very 

Rosalind? (N.i.65-68)2) 

オーランドウにとって、ギャニミードをIJ説くことは、男性対男性という同性愛行為になる。

この同性愛には、三つの注目点がある。

1) エリザベス朝当時の演劇では女性役を声変わり前の少年が演じた。

2)ギヤニミードというのはギリシァ神話で・ジュピター神の少年愛の対象であった。

3)エリザベス朝の少年俳優は、成人俳優の男色の相手であった。

これらの三つの要素によってロザリンドの変装と擬似求愛は特別な様相を帯びるのである。
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1)について。王政復古以前のイギリスの劇場には、慣習としてイギリス人の女優は存在せず、

代わりに声変わり前の少年俳優が女役を務めた。エリザベス朝演劇でロザリンドを演じたのは、

男性であった。少年俳優がいかにロザリンドを演じるか、そしてそのロザリンドがいかにギヤ

ニミードを演じるか、そのギヤニミードがいかにロザリンドを演じるか、重層的な異性装や演

技や機知があり、俳優の演技力が試され、それが観客の興味をそそったのである。このロザリ

ンドを演じる少年俳優に両性具有性があるのは当然である。また、少年俳優とオーランドウを

演じる俳優、ギャニミードとオーランドウの聞には、同性愛が発生し、二つの層でホモエロティ

シズムが進行していることが分かる。

王政復古期になると女優が出てきて、ロザリンドも女優の役になる。しかし現代では、同性

愛的要素を強調するために、上演当時と同じく全部男優(オール・メイル・キャスト)で演じ

られることも多い。 2004年、さいたま市の彩の固さいたま芸術劇場では、賂川幸雄が演出し、

成宮寛貴がロザリンド、小栗旬がオーランドウを演じている(元氏 2005，pp.80-81)。

2)について。 Ganymedeという名前をシェイクスピアは、素材のトマス・ロジのパストラ

ル・ロマンス『ロザリンドーユーフュイーズの黄金の遺産』の中から借用している。この名称

は同性愛という観点から見て多くの要素を含んでいると言える。「ジョブ(ジ、ユピター)の神

のお小姓の名より悪いのはいやだわ。だから、あたしを、ギャニミードと呼ぶようにしてくだ

さいねJ(I.iii.l20-21) というロザリンドの台詞が明示するように、元来ギヤニミードは、ギ

リシャ神話に登場する比類の美少年で、トロス王の息子であったが、ゼウス(ジュピター)の

酌人に選ばれ、ついに彼の愛人となった若者である。「オックスフォード英語辞典」によれば

Ganymedeの第一義は「酌人」、第二義は「稚児、つまり男色の相手」である。エリザベス朝

では同性愛を指す語としてsodomiteやcatamiteと並んで使われていた。その時代の劇作家ジョ

ン・マーストンは、男色を嘆いて「だが見よ! 伊達男のかかとを飾るギヤニミードを。二日

おきに密かに雇われている」と風刺詩に記している。()11地 1993，p.46) 元来、少年愛のモチー

フはヴァージル以来の牧歌の伝統であった。

3)について。『お気に召すまま』の幕切れの口上において、ロザリンドは次のように述べる。「も

しわたくしが女でございましたらば、わたくしの気に入ったお髭のかたは一人のこらず、それ

から、わたくしの好きな顔したかたも、わたくしが厭がるような呼吸でないかたも、一人のこ

らず、接吻いたしたいのです。」この幕切れの口上は、エリザベス朝当時、少年俳優が座長や

大人の俳優の同性愛の対象とされていたことを示唆している。また、それはシェイクスピアの

同世代の記録にも表れている。例えば 1600年にチャペル少年劇団を率いるナサニエル・ジャ

イルズの目にとまった少年の父親が、「みだらで放蕩的で金銭づくの役者の一団」への参加を

嘆いているし、ベン・ジョンソンの『へぼ詩人j(1601年上演)の一幕一場には、「イ可だって!
イングル

私が息子を役者の炉火(ingleは、「オックスフォード英語辞典」によればカタマイトの意)に

するのか」と語る台詞がある(JII地 1993，p.45)。
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1) 2) 3)の要素より、ロザリンドの異性装は二重の意味での同性愛であり、それはプラトニツ

クなものではなく、かなり倒錯的な性質のものを示唆することが分かる。キャンフ。という言葉

は元来は同性愛者から来た言葉であることは既に述べた。ソンタグは、シェイクスピアの『お

気に百すままJに対して両性具有性を否定しているが、どう見てもこのロザリンドには、『蕃

穣の騎士』同様クロス・ジェンダー的要素は存在し、さらにその示唆する同性愛はキャンプ的

な具体的、倒錯的なものである。ソンタグが指摘するように、「キャンプは不自然なもの」で

あるが、同性愛も生殖を伴わない不自然な行為である。こういった意味で、ロザリンドの異性

装、擬似求愛はキャンプ的色合いを帯びたものと言える。

3 

キャンプについてのソンタグの論考は、論理構成の厳密さにはこだわらず、番号を付して羅

列された短い文章という形で表現されており、筋の通った論理として把握するのが困難である。

しかし、ソンタグが指摘するキャンプの一番大きな要素は、その説明の量や順序から形式性、

人工性であることが分かる。ノートの 1と7がそれに触れている。

キャンプ的なものやひとは、必ず人工という要素を多く含んでいる。自然界のものは決し

てキャンプ的ではありえない。[...]田園的キャンプといえども人聞がこしらえたもので

ある c そしてキャンプ的なものは大抵は都会的である。(もっとも、そういうものの多く
，、ストラゆ

には、牧歌に見られるような静かさ あるいは素朴さ がこもっていることがよくある。

キャンプの多くは「都会的牧歌」というエンプソンの言葉を思い出させる。) (7) 

このように、ソンタグは、キャンプの中に人工性という要素を指摘し、牧歌に言及している。

人工性は自然とは対立概念である。人工性は伝統的な牧歌の要素としてしばしば指摘される。

トマス・ロジの牧歌ロマンス『ロザリンドーユーフュイーズの黄金の遺産』を素材としたシェ

イクスピアの『お気に百すまま』では、その牧歌の人工性が風刺され批判される。アルカデイ

アのような牧歌の世界は、現実の自然ではなく、人工的なものだというわけだ。人工と自然の

対比は、牧歌が掲げる永遠のテーマである。シェイクスピアの『お気に召すまま』は、伝統的

な牧歌の風刺であると言われている (Sugii1984， p.57)。ウィリアム・エンプソンの定義によ

れば、「牧歌とは、単純な物を複雑化する過程Jである。牧歌は単純な自然、の中に人工性を持

ち込んで複雑化したものであるが、その牧歌をさらに複雑化したものが『お気に召すまま』で

ある (Sugii1984， p.58) c 劇の場面が、都会と森であり、アーデンの森の中には羊飼いのコリ

ンやシルヴイアスが住んで、いる。厳しい自然であるにもかかわらず、宮廷の堕落よりもアーデ

ンの森の生活を賛美する公爵の台詞、コリンの羊飼いの生活を現実的、物質的、生物的視点か
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ら風刺する道化のタッチストウンの台詞などは、伝統的な牧歌のテーマの変奏である。

『お気に召すまま』の中で、 "And1 for ~"や“If this be so， why blame you me to love 

you?" という台詞が繰り返される以下の場面は、形式性、人工性が示される典型的な場面で

ある。自らの恋を拒絶し、森の羊飼いシルヴィアスに嘘を暴露したギヤニミードに激怒した森

の娘フイーピは、ロザリンド(ギ、ヤニミード)の所へやってくる。その場には擬似求愛を通じ

て恋の病を治療してもらっているオーランドウもいる。フィーピは自分に恋するシルヴイアス

に「恋とは何物か」を説明するように命じる。それぞれの登場人物は自分の恋の思いを告白する。

PHEBE. ... Good shepherd， tell this youth what 'tis to love. 

SIL VIUS. It is to be all made of sighs and tears， 

And so am 1 for Phebe 

PHEBE. And 1 for Ganymede. 

ORLANDO. And 1 for Rosalind. 

ROSALIND. And 1 for no woman. 

SIL VIUS. It is to be all made of faith and service 

And so am 1 for Phebe. 

PHEBE. And 1 for Ganym巴de.

ORLANDO. And 1 for Rosalind. 

ROSALIND. And 1 for no woman. 

SIL VIUS. It is to be all made of fantasy， 

All made of passion， and all made of wishes， 

All adoration， duty， and observance， 

All humbleness， all patience and impatience， 

All purity， all trial， all obedience， 

And so am 1 for Pho巴be目

PHEBE. And so am 1 for Ganymede. 

ORLANDO. And so am 1 for Rosalind. 

ROSALIND. And so am 1 for no woman. 

PHEBE. If this be so， why blame you me to love you? 

SIL VIUS. If this be so， why blame you me to love you? 

ORLANDO. If this be so， why blame you me to love you? 

ROSALIND. Why do you speak too， "Why blame you me to love you? 

ORLANDO. To her that is not here nor doth not hear. (V.ii.82-109) 
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この場面は恋の四重唱、あるいは連祷(litany)と呼ばれる。ロザリンドの“forno woman"は、

「女性には恋をしていない」という表の意味があるが、裏の意味はIW女性でない者』二男性=オー

ランドウを恋している」になり、他の三人とは異なっているものの、告白の形式は同じであり、

四重唱となっている。現実の人間の感情は多様なものであり、上記のような形式で表現するの

が可能なものではない。これは、牧歌の人工性を誇張して風刺する場面なのかも知れない。し

かし、それは滑稽な物であり、人工的な要素を含んでいるが故にキャンプ的であると言えるの

である。 Ifantasy(夢想)J、Ipassion (情熱)J、Iwishes (願望)J、Iadoration (崇拝)J、Iduty

(忠実)J、lobservance(献身)Jなど、シルヴイアスの叫ぶ愛の定義は、陳腐そのものである。

しかし、その陳腐さがキャンプが評価する点である。ソンタグが「ハプニングーラデイカルな

併置の芸術」の中で指摘しているように、キャンプにとっては、「対象が軽蔑されていればい

るほど、あるいは表現されている感情が陳腐であればあるほど、よいのである。」 この味わい

を理解するには、ソンタグが指摘するように、伝統的な風刺やアイロニーでは不十分で、ある。

単純な真面目さを超える伝統的手段ーアイロニ一、風刺ーは、こんにちでは弱いものに感

じられる。それは、現代人の感覚を鍛える文化的に栄養過多になった媒体にはふさわしく

ないものに感じられるのだ。キャンプは新しい基準を提示する一つまり、理想としての人

工、芝居がかり、である。 (43)

ロザリンドが正体を表す結婚の場面、最後の場面も、音楽、歌、神が執り行う儀式、舞踏が

存在する極めて様式性の強い場面である。キャンプの見方の基準も、美ではなく、人工ないし

様式化の度合である。まず、結婚の神ハイメンとその従者たちに扮する人々、およびロザリン

ドとシーリアが登場する。ハイメンは豊穣を表す神であり、彼は仮面を被っている。そして静

かな音楽が流れている。

HYMEN. Then is there mirth in heaven 

When earthly things made even 

Atone together 

Good Duke， receive thy daughter， 

Hymen from heaven brought her， 

Yea， brought her hither， 

That thou mightst join her hand with his 

Whose heart within his bosom is. 

ROSALIND. [To the Duke.] To you 1 give myself， for 1 am yours. 

[To Orlando] To you 1 give myself， for 1 am yours. 
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DUKE SENIOR. If there be truth in sight， you are my daughter. 

ORLANDO. If there be truth in sight， you are my Rosalind. 

PHEBE. If sight and shape be true， 

Why then， my love adieu! 

ROSALIND. 1'11 have no father if you be not h巴

I'll have no husband if you be not he， 

Nor ne'er wed woman if you b巴notshe. (V.iv.107-23) 

ハイメンの台詞は、 en，-er， -isと脚韻を踏んだ詩になっている。仮面が象徴するように、個性

が捨象され、画一性、形式性のあふれる場面である。神話の神、荘厳な音楽と歌、ロザリンド

が自らを父と夫に与えるという儀式はあるものの、感激のために感動する場面ではない。むし

ろそうした大げさな繰り返しの装置を馬鹿馬鹿しいと感じる場面である。「キャンプの本質は、

不自然なものを愛好するところに一人工と誇張を好むところにーある。J(序) 誇張によって

感情が異化されているのである。人類学者カーツアが指摘するように、通常儀式には以下のよ

うな性質と機能が存在する。

儀式行為にはフォーマルな性質がある。それは、高度に構造化され標準化されたシークエ

ンスにしたがい、しばしばそれ自体が特別のシンボリックな意味をおびた一定の場と時に

挙行される。儀式行為は反復的であり、したがってしばしば余分だが、まさにその要素が

情報をチャンネルし、認知をひきだし、社会グループを組織する、重要な手段として役立っ

ている。(カーツア 1989，p.20) 

『お気に召すまま』では、儀式の人工性を過度に強調することによって、このような儀式の性

質と機能が戯画化されているのである。

4 

議誌を強調することは、内容を軽視することである。あるいは、内容については判断を下

さないような態度をとることである。キャンプ的感覚が、参加していない。政治化を斥け

る一少なくとも政治色のないーものであることは、言うまでもない。 (2)

ある特定の見方に支持を示すことがない、非関与の視点はこの劇の特色である。強欲な弟フレ

デリクによって宮廷を追われた老公爵はアーデンの森へ逃げ込む。旧公爵と志を同じくする貴

族たちも森へ逃げ込むO 第一幕第一場のオリヴァと力士のチャールズのやりとりを聞くと、老
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公爵は、彼に従う貴族たちとともに黄金時代のようにのんびりとアーデンの森で過ごしている

がわかる。

OLIVER. Where will the old Duke live? 

CHARLES. They say he is already in the forest of Arden， and a many merry men with 

him; and there they live like the old Robin Hood of England. They say many young 

gentlemen fiock to him every day， and fieet the time carelessly， as they did in the 

golden world. (I.i.l14-19). 

康IJは伝統的牧歌と同じく、田園(森)の生活を賛美し、宮廷の生活を糾弾しているように思え

る。第二幕の冒頭で公爵は、森の生活を楽園のようではなく、厳しい自然、のはびこるものと描

写する。しかし、それで、も、公爵は森の生活を、廷臣の阿訣追従のない、「自らが何物であるか」

を厳しく知らせてくれるものとして称賛する。登場人物たちはさまざまな角度から、森の生活

を論評する。劇はある一つの立場に執着しない。皮肉屋のジェイクイズは、公爵もまた鹿たち

に対しては纂奪者であると、公爵の田園での生活を批判する。ジェイクイズは人間の愛にはシ

ニカルだが、二幕七場で貴族アミエンズの歌う忘思の歌の中で、忠実な僕アダムとオーランド

ウの救済が行われる。纂奪や陰謀が行われる宮廷や屋敷と人間の慈善の行われる森が対比され

ているのは確かだ。

劇は老公爵の田園の生活の方を支持している、「博愛」と「忘恩」とを比較しているように

思える。しかし、森へ攻めてきた弟公爵フレデリクは隠者に説得されて宮廷を捨て森に留まる

決意をする。フレデリクやオリヴァの性格は簡単に変わってしまうのである。兄オリヴァは弟

オーランドウに対して、「指ばかりか、首までへし折ってほしいところだJ(I.i.l44・145)、「ど

うしたわけか知らぬが、あいつほど心底から憎い人聞はないJ(163・164) とか「私は、生涯弟

めを愛したおぼえはないのでございますJ(lli.i.l1) と断言するような人間だ、った。ところが、

弟に助けられた途端に、欲と憎しみを捨てた人間に変身してしまう。フレデリク公爵も隠者に

説得された途端に、兄公爵への憎悪と公爵領に対する欲を捨ててしまう。ソンタグは、「キャ

ンプ趣味が反応を示すのは、《インスタント性格》に対してであるJ(33) と述べている。逆に

老公爵の方は、王位を回復し宮廷へ帰ることを決める。決して森の生活に固執するのではなし、

劇は非関与のキャンプ的特色を示している。プロットの上で重要なはずのロザリンドと老公爵

の再会も、台詞の中で語られるだけで、劇中では上演されない。内容や性格の軽視というキャ

ンプの特色を示している。
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5 

ソンタグはキャンプの非政治性を指摘するが、キャンプの文化批評としての役割を強調する

批評家もいる。本章では、キャンプについてソンタグとは異なる見解を見てみたい。『キャン

プの政治学と詩学』の中で、 MoeMeyerは、次のように述べる。

通常、軽薄で、審美化され、非政治的だと考えられるキャンプは、そのキャンプ現象を意味

を持つ行為と読み直すことによって、その機能を回復する。その行為とは、主体を過程と

して構成するだけではなく、実際に(唆昧化されてはいるものの)既存の文化批判の手段

である。(拙訳 Meyer 1994， p.l2) 

リンダ・ハッチオンのポスト・モダン的再定義を適用するならば、キャンプは文化的思想

的分析能力を有するゲイとしての風刺となるのである。異性愛に敵対するゲイとしての批

判を与えるような理論を可能ならしめる意味を持つのである。(拙訳 Meyer 1994， p.lO) 

イギリスではチーク・パイ・ジャウル劇団の上演は全員男性のキャスト(配役)である。デク

ラン・ドネラン制作のこの劇団の『お気に召すまま』では、ジェイクイズがドラッグ・クイー

ン化されている。この上演では、同性愛者による政治的アジェンダを明瞭化することを目的と

しているのである。ゲイという異端の身分を明白にするという政治的意図を持っている。

この目的は、ジェイクイズをノエル・カワード風のドラッグ・クイーンとして演じるよう

にした彼(ドネラン)の指示の中に一番よく表れている。レスターのギヤニミードは男

らしくキャンプではないし、女性の服を着ているものの男らしさがある。これに対して

ジョー・ディクスン (1991年;1994年はマイケル・ガーディナー)は派手なダンデイで白

のモーニング・スーツをカシミアの外套を着て、濃く化粧をし、頬にはつけほくろをして

いる o CBulman 2008， p.571) 

このように、ソンタグとは異なって、キャンプに政治性、「規範としての異性愛(さらにそれ

によって支えられている家父長制)Jに対する批判手段としての意味を持たせようとする読み

方、演じ方があることは、心にとめておくべきことである。
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結論

キャンプはあらゆるものをカッコづきで見る。単なるランプではなくて「ランプ」なので

あり、女ではなくて「女」なのだ。ものやひとの中にキャンプを見てとることは、役割を

演じることとして存在を理解することである。人生を芝居にたとえるやり方を感覚の次元

でつきつめて行くと、こういうことになるのだ。(10)

人生を芝居にたとえる典型的な例として挙げられるのが、次の老公爵とジェイクイズ、特に後

者の台詞である。

DUKE SENIOR. Thou seest we are not all alone unhappy: 

This wide and universal theatre 

Presents more woeful pageants than the scene 

Wherein we play in. 

]AQUES. AlI the world's a stage， 

And all the men and women merely players 

They have their exits and their entrances， 

And one man in his time plays many parts， 

His acts being seven ages. . . . (II.vii.l36-43) 

アーデンの森の中で飢えに苦しむオーランドウは、老僕アダムを救うために公爵の一行の中に

乱入する。しかし、彼は予期に反して、アダムとともに手厚く迎えられる。飢えに苦しむ二人

を迎えた老公爵は「どうだ、不幸なのはわれわれだけではない」と同情し、世界を劇場に轍える。

これに対して皮肉屋のジェイクイズは、人間の一生を七幕劇に喰えて、結局は無や死に帰して

行く空虚なものとする彼の考えを口に出す。我々は、人生の中である役割を演じる存在に過ぎ

ないのである。ソンタグによれば、こういう見方はキャンプの特色を示している。しかし、ソ

ンタグのキャンプ的見方がそうであるように、劇は、観客がそのようなシニカルな見方に関与

することを要請するものではない。この劇はもっと多くの見方を持っている。劇の見方は、ま

さに観客の「お気に百すまま」である。

この劇は他にも、ソンタグの言うキャンプとの接点を持っている。ソンタグは、「喜劇は標

準以下の参加ないしはデイタッチメントの経験であるJ(44) と言っている。デイタッチメン

トという特質を一番発揮しているのは、道化のタッチストウンとロザリンドであろう。羊飼い

の生活を無邪気な生活であると主張するコリンに対して、タッチストウンはそれは「羊の交尾
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に依存する罰当たりな生活だ」と言い放つ。さらに、結婚しようという新婦オードリに対して、

「貞節でない方がいしリと言うし、ジェイクイズに対しては、「オードリとの結婚式はいい加減

な方がいい、なぜなら、離婚する時にその方が言い訳が立つ」と驚くべき見解を述べる。ロザ

リンドは、変装を利用して、その変装に気づかない恋の相手オーランドウをさんざん榔撤する。

弟フレデリク公爵の森への来襲によって、悲劇的な展開も予想されたが、フレデリク公爵の変

心によってハッピー・エンドに終わる。ソンタグが指摘するように「キャンプには、どう間違っ

ても悲劇性はないJ(34)のだ。両性具有性、牧歌的人工性、内容への非関与、人生の劇場視

やその他の要素において、この劇はキャンプ的特質を多分に持っているということが出来る。

このような劇のキャンプ的味わいを増進する方法がある。それは、俳優たちの衣装や舞台装

置やハンドクラフトに、アール・ヌーヴォー的なものを揃えることである。ソンタグが指摘す

るように、キャンプ趣味は、衣服、家具、視覚的装飾といったものと関係が深い。

(キャンプの)いちばんいい例はキャンプ的スタイルの典型であり、発展の極致であるアー

ル・ヌーヴォーに見られる。よくあることだが、アール・ヌーヴォーの作品はあるものを

別のものに変えてしまう。たとえば、照明装置が顕花植物の形をしているとか、居間が実

は岩屋であるとかいった風である。著しい例はエクトル・ギマールが 1890年代末にデザ

インしたパリの地下鉄の入口で、それは鋳鉄性で蘭の茎の形をしていた。 (8)

アール・ヌーヴォーには政治的ないし道穂的な主張が存在する。アール・ヌーヴォーは、イギ

リスのアーツ・アンド・クラフツ運動の流れを汲み、その初期には職人仕事と芸術の結合から

生活の美を求めた運動であった。(白田 2009，p.l17)しかし、それと同時に、アール・ヌーヴォー

の作品には、参加していない、不真面目な「遊び」の部分が存在する。したがって、キャンプ

趣味とアール・ヌーヴォーとの聞には親和性が存在する。『お気に召すまま』の俳優の衣装に

ドラッグ風の衣装を用いることは誰しもが簡単に思いつくことだが、この劇の衣装や舞台装置

にアール・ヌーヴォーの作品を用いるならば、劇そのもののキャンプ性と相侠って、とぼけた

キャンプの魅力が増すであろう。

[注]

1 )ソンタグの引用の日本語訳は、ソンタグ、スーザ、ン 1964i{キャンプについてのノート)Jおよび「ハ

プニングーラデイカルな併置の芸術」喜志哲雄訳、『反解釈」 竹内書庖新書、 pp.290-323を使用。数字

は，(キャンプについてのノート )Jの中のノート番号。

2 )シェイクスピアのテキストは AgnesLatham， ed.， As You Like It“The Ard巴nShakespeare" (London: 

Methuen， 1975)を使用 η 引用の日本語訳は、阿部知二訳『お気に召すまま.1 (東京.筑摩書房、 1967)
を使用し、人物名等も同訳に従った。
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[2010年 8月27日受付、 10月 28日受理]

As Y ou Like It and Camp 

MASASHI Sugii 

American writer Susan Sontag， in her landmark essay“Notes on Camp，" observed that Shakespeare' s 

As You Like It lacked androgyny， one of the camp elements， compared with Richard Strauss' Der 

Rosenkavalier. The present study proposes to demonstrat巴that，despite her obs巴rvation，As You Like It 

displays many camp elements， not only in its original sense of being related to homosexuals， but also in 

the sense revised and enlarged on by Sontag' s essay. Owing to the historic fact that， in the Elizabethan 

stage convention， female characters， including Rosalind， were performed by boy actors， the heroin巴

Rosalind' s disguise and her mock-wooing with Orlando create a homosexual atmospher巴 onthe stage 

Does the mock-wooing take on any overtone of the perverse love often associated with camp? And 

what is the relationship between the sense of artificiality which was heavily emphasized in Sontag' s 

notes on camp and the artificiality which is dramatized by Shakespeare from a pastoral sourc巴， where 

oft巴nthe main theme was "art versus nature"? Analyzing the play from these viewpoints， 1 would like 

to explore the possibility of producing this play in a manner foregrounding its camp attractions 
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