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1787 年 11 月 12 日、ロンドンのロイヤルティ劇

場でウィリアム・ベイツ作のパントマイム『ハー

レクィン・マンゴー』(1)が上演された。ハーレク

ィネードに典型的なパターン(2)にしたがって、主

人公であるハーレクィンがコロンバインと駆け

落ちをし、様々な魔法を駆使しながら追跡者たち 
  

2016 年 9 月 28 日受理 

Pantomime and Slavery in Eighteenth-Century London:

Historical Significance of Harlequin Mungo 
*1 Hiroshi YASUDA 

開智国際大学リベラルアーツ学部 

を出し抜き、ついにはふたりが結ばれてハッピ

ー・エンドを迎えるこのパントマイムは、初演時

から大変な好評を博し、翌年の元日までに少なく

とも 37 回の上演を繰り返す(3)人気作となった。 

当時のイギリスでは、ハーレクィンがハムレッ

トやリア王以上に観客に愛された役どころであ

った(4)ことを考えれば、その彼が魔法を駆使しな

がら大活躍するこの作品が興行的な成功をおさ

めたとしても、何の不思議もないように思われる。

ところが、このパントマイムが描き出しているの

は、恋愛の成就というハーレクィネードにお決ま

りのプロットだけではなかった。当時のイギリス

18 世紀ロンドンにおけるパントマイムと奴隷制度 

―『ハーレクィン・マンゴー』の歴史的重要性― 

 

安田 比呂志＊1 

1780 年代後半のロンドンでは、黒人奴隷を主人公とし、当時の奴隷制度に対する批判と見なし

得る内容を含む 2 作の演劇作品が上演された。ウィリアム・ベイツ作のパントマイム『ハーレク

ィン・マンゴー』（1787）と、トマス・ベラミー作の散文劇『友人たち、または慈悲深い植民者

たち』（1789）である。1772 年の有名なサマーセット判決の後、奴隷制度廃止に向けた運動が具

体的な形を取り始めていた当時の時代的な文脈を考えると、これらの作品の上演は時宜を得たも

のであるように思われる。ところが、『ハーレクィン・マンゴー』が興行的な大成功をおさめて

いる一方で、『友人たち』は大失敗に終わっているのである。 

本論は、同じテーマを扱うこれら 2 作品の上演が、このように正反対の結果に終わった理由を、

パントマイムと散文劇というジャンルの違いにあると考え、最初に、18 世紀後半のロンドンで見

られた奴隷制度を取り巻く様々な状況を簡潔にまとめながら、その中に『友人たち』を位置づけ

ることにより、この散文劇が失敗に終わった必然性を明らかにする。次に、『ハーレクィン・マ

ンゴー』に描き出されている奴隷制度に関わる種々の様相を、当時の黒人問題や奴隷制度にまつ

わるいくつかの議論との関連で検証する。そして最後に、この作品のハーレクィネードとしての

特徴やその効果について検証することにより、『ハーレクィン・マンゴー』の、そしてパントマ

イムという演劇形式の性質や独自性の様相を明らかにする。以上の検証を通して、散文劇では不

可能であった奴隷制度批判がパントマイムでは可能であった理由を明らかにするとともに、この

パントマイムが担い得ていた歴史的重要性をも明らかにする。 

……………………………………………………… キーワード ……………………………………………………… 
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社会が容易には容認し得なかった、奴隷制度の問

題をも扱っているのである。この作品では、ハー

レクィンに変身するのは黒人奴隷のマンゴー(5)

であり、彼は「自分が奴隷であることをひどく悲

しみ、ついには自殺をしようと決心」（12 頁）す

る。そして、観客が見守る目の前で、実際に首を

吊ろうとするのである。それだけではない。奴隷

市場の場面で始まるこの作品には、当時の奴隷制

度が実際に生み出していた様々な社会問題を暗

示する場面さえ盛り込まれているのである。これ

らの場面は必然的に、奴隷制度を維持していた当

時のイギリス社会に対する辛辣な批判ともなり

得るものであった。そして、このような奴隷制度

に対する批判が当時の劇場では許容され得ない

ものであったことは、当時の奴隷制度の在り方を

批判したトマス・ベラミー作の散文劇『友人たち、

または慈悲深い植民者たち』(6)が 1789 年 8 月 5

日にヘイマーケット劇場で上演された時に、興行

的な大失敗に終わった事実にも明らかなのであ

る。 

それでは、ともに奴隷制度を批判する内容を含

みながら、どうして『友人たち』が失敗に終わる

一方で、その約 2年前に上演された『ハーレクィ

ン・マンゴー』が成功をおさめることができたの

であろうか。この疑問に対する解答を得るために

改めてこれら 2 作を読み比べてみる時、我々は、

これらの作品が奴隷制度批判を行う際に採用し

ている、その手法の決定的な違いに改めて気づく

ことになる。すなわち、パントマイムという演劇

形式が、散文劇では舞台上に具体化することが不

可能であった奴隷制度批判を可能にしていると

考えることができる(7)のである。 

そこで本論では、散文劇では不可能であった劇

場における奴隷制度批判を、パントマイムがいか

にして可能にしていたのかを明らかにすること

を目的とし、この目的の実現のために、最初に、

18 世紀後半のロンドンで見られた奴隷制度を取

り巻く様々な状況を簡潔にまとめながら、その中

に『友人たち』を位置づけることにより、この散

文劇が失敗に終わった必然性を明らかにする。次

に、『ハーレクィン・マンゴー』に描き出されて

いる奴隷制度に関わる種々の様相を、当時の黒人

問題や奴隷制度にまつわるいくつかの議論との

関連で検証する。そして最後に、この作品のハー

レクィネードとしての特徴やその効果について

検証することにより、この作品の、そしてパント

マイムという演劇形式の性質や独自性の様相を

明らかにする。以上の検証を行うことにより、散

文劇では不可能であった奴隷制度批判がパント

マイムでは可能であった理由を明らかにすると

ともに、このパントマイムが担い得ていた歴史的

重要性をも明らかにすることとする。この考察は

また、「一種の国家的宝物」と呼ばれるほどに、「お

そらくイギリスの劇場で最も常に人気が高かっ

たエンターテインメント」(8)でありながら、これ

まで研究の対象とされることが極めて少なかっ

たパントマイムという演劇ジャンルが潜在的に

持つ、多様な可能性の一端をも浮き彫りにするこ

とになるであろう。 

 

１．奴隷貿易に関する攻防と『友人たち』 

 

アフリカ、イギリス、西インド諸島（カリブ海

諸島）を結ぶ三角貿易がイギリスに多くの富をも

たらし、産業革命を実現し、経済活動を円滑にす

るための制度を整備し、大英帝国を築き上げるた

めの財政的な礎ともなった(9)ことは周知の通り

である。なかでも、17 世紀後半から本格的に始ま

った砂糖きび種の生産は、西インド諸島において

「砂糖革命」を完成させ、農園主に多大な利益を

もたらしていた。マイケル・クレイトンによると、

「奴隷制度が存在した期間全体を通じて、西イン

ド諸島の農園だけでも、農園主は総計 1億 5,000

万ポンドを超える利益を得た可能性があり、18

世紀には年平均100万ポンドが彼らの懐に入った」

(10)という。砂糖貿易は、まさしく、「お茶や流行

の衣料となったキャラコ（綿織物）などをもたら

したアジア貿易、ロンドンとスコットランドのグ
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ラスゴーに巨大な富を蓄積させたタバコ貿易と

ともに、イギリス社会の構造やイギリス人の生活

様式を一変させるほどの影響」(11)をイギリス社会

全体に及ぼしていたのである。西インド諸島で生

産される砂糖が極めて重要であったことは、それ

が新世界の「白い黄金」とまで呼ばれていた(12)

事実にも明らかであろう。 

ところが、この砂糖貿易は、しばしば「奴隷・

砂糖貿易」とも呼ばれることに明らかなように、

奴隷貿易と不可分のものであった。ピーター・フ

ライヤーによると、1713 年のユトレヒト条約締結

で奴隷貿易の独占権を得たイギリスは、「中南米、

スペイン領西インド諸島、メキシコ、フロリダに

向け、年間 4,800 人のアフリカ黒人を調達する公

式契約を結」び、1791 年までには、「大西洋岸地

域における奴隷貿易の4分の1を支配下におさめ、

1791 年から 1806 年にかけては、奴隷貿易におけ

る英国の市場占有率が半数を超えていた」(13)とい

う。18 世紀後半には、「イギリス人が扱ったもの

だけで年平均五万人ないし六万人という膨大な

規模の奴隷貿易が、大西洋を舞台に展開」(14)して

いたのである。 

このように砂糖・奴隷貿易が盛んになった 18

世紀後半は、しかし、同時に奴隷制度に対するイ

ギリス人の認識に大きな変化が見られた時期で

もあった。特に、ジェイムズ・サマセット裁判で

マンスフィールド伯爵が「イギリス本国にいるか

ぎりは、黒人は奴隷ではない」と述べ、イギリス

本国内には奴隷制度が存在しないことを確認し

た 1772 年 6 月 22 日以降、在英黒人や西インド諸

島に売られて行く黒人奴隷が直面している苛酷

な現実が次々と明らかにされて行った。とりわけ

1781 年に起こった、200 人以上の黒人奴隷という

「積荷」を生きたまま船から「投棄」したゾング

号事件は世間を騒がせ、イギリスから西インド諸

島に至る「中間航路」における黒人奴隷たちの不

衛生で苛酷な状況を世間に広く知らしめ、その後

のトマス・クラークソンやウィリアム・ウィルバ

ーフォースなどの奴隷制度廃止論者の活動を促

進することになる。そして『ハーレクィン・マン

ゴー』が上演されるおよそ半年前の 1787 年 5 月

22 日には、奴隷貿易廃止促進協会が設立され、奴

隷貿易廃止に向けての運動が全国的に展開され

始めることになるのである。 

このような奴隷制度廃止に向けた運動が具体

的な形を取り始めていた時代の流れを考えるな

らば、ベラミーが『友人たち』の上演を試みたの

はひとつの歴史的必然ということもできよう。彼

は、ジャマイカを舞台とした散文劇の中で、当時

の白人農園主たちが黒人奴隷を虐待している現

実を直視し、博愛主義の精神に則って、その改善

を求めているのである。このベラミーのメッセー

ジは、早くも『友人たち』のプロローグで明らか

にされている。劇が始まる前に、アフリカ人水夫

に扮したスティーヴン・ケンブルが舞台に登場し、

次のように語るのである。 

 

いかなる土地に生まれようと、 

また、いかなる肌の色をしていようとも、 

誰もが同じひとりの慈悲深い父の子なのです。 

ですから父の愛によって結ばれ、 

人類のすべてと友人になろうではありません

か。 

神のご計画を熱心に追い求め、 

暴虐な人間から人々を解放しようではありま

せんか！      （40 行～46 行） 

 

このメッセージを舞台上に具体化するベラミ

ーの作劇術は、実に単純である。3 つの場面から

成るこの散文劇の第 1場で、彼はジャマイカで財

をなした 3人の農園主たちを登場させる。グッド

ウィン、ステディ、ハートフリーという、「善の

勝利」、「堅実」、「誠実」をそれぞれに意味する名

前を持つ農園主たちは、対話の中で、祭の日にス

ポーツ大会を開催し、そこで優勝した黒人奴隷を

解放しようという、副題にある「慈悲深い」計画

について話し合う。そしてその話の中で、戦争の

ために引き裂かれ、白人に捕えられて奴隷として
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別々に売り飛ばされたオランとセリマという黒

人奴隷たちの話題になり、愛し合うふたりを再会

させようと計画を立てるのである。すると、第 2

場ではグッドウィンが、自分の農園で働くセリマ

とともに登場する。オランを失ったことを悲しみ、

絶望し、死をのみ望むセリマに対して、彼は希望

を持つようにと励ます。そして第 3場で農園主た

ちは、彼らの「慈悲深い」心遣いから、大会当日

にふたりを再会させるのである。「美しい音楽」

が流れる中、オランが待つ舞台上に、「意匠を凝

らした服装を身にまとった6人の処女たちにかし

ずかれて、セリマが下りてくる」（第 3場 72 行～

73 行）場面は感動的である。かくして、「慈悲深

い」農園主たちが抱き合うふたりを祝福し、結婚

と、自由な身分と、そして土地までをも与えるこ

とで、劇はハッピー・エンドに終わるのである。 

しかも、ベラミーは、農園主たちの慈悲深さを

強調するために、黒人奴隷のオランとセリマを、

オルノーコとイモインダを容易に想起させる人

物として造形(15)する工夫まで行っている。オルノ

ーコの物語は、1688 年にアフラ・ベーンが散文の

形で世に出した後、1696 年にトマス・サザーンが

劇化して大きな成功を収めていた。その人気は 18

世紀を通じて続き、1759 年にはジョン・ホークス

ワースが、1760 年にもフランシス・ジェントルマ

ンが改作上演を行い、1788 年にはジョン・ファリ

アーが更に手を加えて『アンゴラの王子』と題し

て上演している。「高貴な野蛮人」オルノーコは、

このように、18 世紀を通じて常に多くの観客の心

を捉え、大きな共感と感動を与え続ける登場人物

として、繰り返し舞台に登場していたのである。

ベラミーは、オランとセリマの、オルノーコとイ

モインダとの類似性を敢えて明確にしながら、悲

劇的な最期を運命づけられているはずのふたり

の黒人奴隷を「友人たち」として救出させること

によって、農園主たちの「慈悲深さ」とともに、

人種の壁を越えて白人と黒人を友情関係で結び

つけようとする博愛主義の精神の必要性を強調

しているのである。 

ベラミーがこのような主張をいかに観客と分

かち合うことを望んでいたのかは、この劇の終わ

り方にも示されている。愛し合うふたりを囲んで

全員が喜びを分かち合っている最中に、「ルー

ル・ブリタニア」の曲に合わせて、「奴隷制度は

名ばかりのものに過ぎない」（80 行～92 行）が歌

われるのであるが、ここには、博愛主義の精神の

勝利を寿ぎながら、それを愛国心と結びつけるこ

とで、自らの主張を社会の中に確立しようとする

ベラミーの意図がありありと表されていると言

えよう。 

デイヴィッド・ダムロッシュが指摘しているよ

うに、｢友人たち｣というタイトルは、奴隷制度廃

止運動を積極的に推進していたクエイカー教徒

たちが使っていた呼びかけの言葉と同じもので

はあった。しかし、ベラミーがここで、クエイカ

ー教徒たちが主張していたような頑ななまでの

奴隷制度廃止論を展開していると考えるのは適

切ではなかろう(16)。プロットを展開させているの

が農園主たちである事実に示されているように、

この作品が主眼をおいているのは、デイヴィッ

ド・ウォオールも述べているように、「奴隷を解

放するというよりは、農園主たちを改心させる」

ことであり、「奴隷制度を廃止するというよりは、

いかに非現実的であろうとも、奴隷制度を改善す

るという、当時ヨーロッパに広く見られた多くの

見解を具体化」(17)するものでしかなかった。ベラ

ミーの主張は、その意味では非常に穏健なもので

あったのである。 

ところが、それにもかかわらず、ベラミーがこ

の散文劇を通して広めようとした博愛主義の精

神は、劇場で観客に受け入れられることはなかっ

た。たとえマンスフィールド判決でイギリス本国

内には奴隷制度が存在しないことが確認されて

いたとはいえ、劇場のような多くの人々（特にエ

リート層）が観客として集まる場所で、当時の奴

隷制度の在り方に関して批判的な主張を行うの

は時期尚早であったのである。 

実際に、イギリスで奴隷貿易法が成立し、奴隷
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貿易が廃止されたのが 1807 年 3 月 25 日であり、

奴隷制度廃止法が制定され、奴隷制度そのものが

違法と見なされるようになるのが、更にその 26

年後の1833年 8月 23日であったという事実に明

らかなように、イギリスの社会の中では、黒人を

奴隷と見なして蔑視する傾向は簡単になくなる

ことはなかった。それどころか、18 世紀後半には、

砂糖・奴隷貿易で巨額の富を得た砂糖農園主や貿

易商人たちは「伝統的な地主ジェントルマンと肩

をならべ、支配階層（エスタブリッシュメント）

の一部を構成する存在」(18)にまでなっていた。農

園主たちの中には、西インド諸島を離れてイギリ

スで生活をしていた不在農園主（その中にはロン

ドン市長も含まれていた）が多数おり、彼らは巨

額の献金を行って西インド諸島系ロビイストを

雇い、出版物を通じて世論操作を行うばかりか、

40 名にも及ぶ議員をイギリス議会に送りこみ、政

治・立法・司法など、様々な分野で大きな影響力

を行使していたのである。奴隷制度を維持しよう

とする勢力が議会の中でさえ大きな勢力を誇っ

ていたことは、1791 年 4 月にウィリアム・ウィル

バーフォースが提出した初の奴隷貿易廃止のた

めの議案が約3分の2の反対で否決された事実に

も明らかであろう。彼らは、マンスフィールド判

決が確認したイギリス本国には奴隷は存在しな

いという認識を共有しながらも、その一方では、

新世界の「白い黄金」がもたらしてくれる膨大な

利益を忘れることはなかった。奴隷制度が遠く離

れた西インド諸島で行われることについては、何

ら良心の呵責をおぼえることはなかった(19)ので

ある。かくして、ベラミーの『友人たち』は、当

時の観客たちに歓迎されることなく、たった 2回

の上演だけで舞台から葬り去られることになっ

た(20)のである。 

 

２．『ハーレクィン・マンゴー』における 

奴隷制度批判 

 

それでは、『友人たち』と同じく奴隷制度に対

する批判となり得る内容を持つ『ハーレクィン・

マンゴー』が、なぜ大成功をおさめることができ

たのであろうか。先にも触れたように、このパン

トマイムには、主人公の黒人奴隷マンゴーが自殺

を試みる場面だけではなく、当時の黒人や奴隷制

度を巡る様々な議論を暗示する場面が描き出さ

れているのである。そこで、これより、『ハーレ

クィン・マンゴー』に描き出されている奴隷制度

批判の様相を明らかにして行くこととする。 

『ハーレクィン・マンゴー』は 2幕で構成され

ており、第 1幕の第 1場から第 3場には、過酷な

「中間航路」をわたり得た黒人奴隷が市場で売ら

れ、農場で働かされるまでの姿が具体的に描き出

されている。そして、それぞれの描写の中に、黒

人や奴隷制度を巡る様々な問題が暗示されてい

るのである。 

このパントマイムの第 1 幕は西インド諸島を

舞台とし、川辺の心地よい谷間を夕日が海に沈ん

で行く光景の描写から始まる。そこへ一隻の船が

現れ、その船から一艘の小舟が出て来て陸地に上

陸する。すると、小舟をおりた船長と乗組員たち

は、ついに港に到着したことを喜び、次のように

歌うのである。 

 

再び我らは待ち望んだ港に着いた、 

 無事に固い大地を踏みしめている。 

もはや風や波にもてあそばれることはない、 

 さらば、海神ネプチューンの塩辛い寝床よ。 

報われた愛と、黄金のたくわえが、 

船員たちの報酬だ、危険は過ぎ去ったのだ。 

（6頁） 

 

ここには、長く辛い航海を終えた船員たちの安

堵や歓喜が表現されている。特に最後の 2行はリ

フレインで繰り返し歌われることで、辛い貿易に

よって得られる報酬を喜ぶ彼らの気持ちの高揚

が強調されている。ところが、この歌が歌い終わ

り、更に数艘の小船が船から出てくると、この場

面が持つ意味が一変することになる。小船に乗せ
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られているのは黒人たちであり、彼らは上陸する

と、船員たちに誘導され、売り物として整列させ

られるのである。ここにおいて観客は、歌詞にあ

った「報われた愛と、黄金のたくわえ」が奴隷貿

易によって得られるもの(21)であることを知る。そ

して、この直後に、実際に奴隷市場の模様が舞台

上に再現されることになるのである。 

奴隷市場の場面は、奴隷商人でもある船長の言

葉や、彼と客（植民者）たちの対話がレチタティ

ーヴォでなされているために、場面自体は至極軽

快に、しかもよどみなく進んで行く。そのために、

奴隷売買という現実が日常的で当たり前の事柄

であるかのようにも思われるのであるが、そこで

歌われる歌詞の内容は、当時の奴隷貿易や黒人に

対する白人の差別的な考え方を明確に暗示し得

る内容になっている。 

それは、奴隷市場を開くに際して船長が客たち

に呼びかける、その時の歌詞にも明らかである。

彼は黒人奴隷を「健康で若くて頑丈」な「極上品」

と呼ぶが、黒人奴隷を「商品」として扱う彼の姿

勢は、黒人奴隷を「積荷」と見なしたゾング号事

件で問題視された姿勢を明らかに反映している。

黒人奴隷を「商品」と見なすこの奴隷商人として

の姿勢は、「急いで買わなきゃ、市場は閉まりま

すよ」と言って客を焦らせながら、「値段を下げ」

てでも売り切ろうとする彼の言動によって、更に

強調されることになる。 

そして、「船長」と同様に、黒人奴隷を買う客

として登場する、「女」、「老人」、「判事」という

個別の名前が与えられていない3人の植民者たち

の言動もまた、当時の黒人奴隷の境遇をそれぞれ

に暗示するものとなっているのである。 

最初に登場するのは、「逞しくって、若い」「肩

幅の広い男」をほしがる「女」である。このよう

な男をほしがるのは、暴力をふるう夫から自分の

身を守るためであると、彼女は語る。しかし、身

長が「5フィート 6インチもあって筋骨隆々」の

男を紹介されると一目で気に入り、思わせぶりに

「役に立ちそうね」と言って、言い値の 30 ポン

ドをすぐに支払うこの「女」の言動（7頁～8頁）

は、植民者の家庭内でしばしば見られたとされる

夫の妻に対する暴力の問題と同様に、あるいは、

それ以上に、当時のイギリスに見られた社会的不

安を反映しているようにも思われる。それは、白

人女性と黒人奴隷との性的な関係の問題である。 

デイヴィッド・ダビディーンが「一八世紀のロ

ンドンは視覚的には黒色だった」(22)と述べるほど

に、黒人はロンドンの至るところに存在していた。

ところが、特にマンスフィールド判決以降、この

判決を怖れた雇い主に解雇され、放置されたため

に、物乞いや浮浪者になる黒人の数が急増してい

た。彼らは「セント・ジャイルズの黒い鳥」(23)

と呼ばれ、ロンドン社会の貧民層を構成していた

のであるが、これに、1783 年のアメリカ独立戦争

終結の結果、イギリス側の軍隊とともに戦った黒

人たちがロンドンに流れ込み、加わることになる

(24)。こうして黒人人口が増加の一途を辿ると、黒

人に対する批判が頻繁に聞かれるようになり、つ

いには人種差別主義をも生み出すことになるの

である。 

ところが、この批判の背後にあったのは、平田

雅博が述べているように、黒人が白人の仕事を奪

うことに対する恐怖と、そして、「黒人の男と白

人の女との異人種間性交渉ないし結婚への恐怖」

(25)であった。実際に、早くもマンスフィールド判

決の直後には、西インド諸島に膨大な富を築いて

いたサミュエル・ウストウィックは、彼の『ニグ

ロの大義に関する考察』（1772）の中で、「ブリト

ン人という人種を汚れや着色から守る」ために黒

人を立ち入り禁止にする法律が必要であると主

張しており、翌年出版した改訂版では、「イギリ

ス人が人間であるというのと同じ意味では、黒人

は人間ではない」とまで述べていた。そして、『ジ

ャマイカの歴史』（1774）の著者であるエドワー

ド・ロングに至っては、『率直な考察』（1772）に

おいて、「イングランドの下層階級の女は、おぞ

ましくてとても口にはできない理由で、黒人をこ

とのほか好んでいる」と述べ、「これは有害で危
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険な潰瘍であり、その害悪を遠く広くまき散らす

ので、やがてはすべての家族が感染することにな

るであろう」(26)とまで述べて警告しているのであ

る。夫の暴力の犠牲者を気取りながらも、長身で

逞しい黒人奴隷を「私のためにいるような男」と

呼んで喜ぶこの「女」は、当時の観客に、黒人を

性奴隷として仕えさせようとしていた白人女性

全体を想起させる存在でもあり得たのである。 

次に登場する「老人」もまた、不気味な言葉を

歌詞に含ませている。一見すると欲のない優しそ

うなこの「老人」は、自分の身のまわりの世話を

してくれる奴隷を買いに来ている。「服と靴にブ

ラシをかけ、鬘をすいてくれりゃ十分じゃ、器用

な奴で、食卓の給仕ができりゃ十分じゃ」と彼は

歌う。ところが、彼が求めるのは、「出しゃばら

ず、飯も少しで大丈夫な奴」でもあった。「食う

のは芋だけで、寝るのは地面」という「活きのい

い若造」を勧められると、彼はすぐに気に入り、

20 ポンドで購入する。そして、退場間際に、「ち

ゃんと務めてくれりゃ、むちを怖がることはない

ぞ」と歌うのである（8頁）。この言葉は、自分が

むちを振るうことのない優しい主人であること

を示そうとした言葉ではあろう。しかし、ベイツ

が「むち」という言葉を、意識的にせよ無意識的

にせよ、歌詞に含めた事実は重要である。なぜな

ら、この「むち」こそは、イギリスから西インド

諸島に至る「中間航路」を生き延びた黒人奴隷た

ちを待ち受けていた、苛酷な日常生活の恐ろしさ

を象徴するものでもあったからである。事実、黒

人奴隷たちは、「農園経営者による節約と思惑と

の両面から、はなはだしく食料を切り詰められて」

おり、「むち使いの下で作業を」行っていた黒人

奴隷たちに対して、「むち打ち（ジャマイカでは 3

メートルを超える太いむちを使用）の刑は、ほぼ

すべての違反行為を対象として日常的に行われ

ていた」のである。このむち打ちの刑に、黒人奴

隷たちは「年齢を問わず苦しめられ」ていた。そ

して、驚くべきことに、新世界に到着した黒人奴

隷たちのうちの3人に1人が最初の3年間のうち

に命を落とすのが当時の常識であったとされて

いるが、その理由は、赤痢と、そして、このよう

な苛酷な生活環境を不条理にも強いられること

に対する抵抗の意思表示としての自殺であった

(27)のである。ベラミーは『友人たち』のプロロー

グで、「私がそこで体験した、残酷な主人から受

けた／苦しみやむち打ちのことを語るならば、／

涙とほとんど無縁であった目でさえ、涙をこぼす

ことになるでしょう」（24 行～26 行）とアフリカ

人水夫に語らせていていたが、この言葉は、まさ

しく黒人奴隷がおかれていた現実の悲惨さを想

起させるとともに、そのような現実を生み出して

いた農園主たちの非道を告発するための根拠に

もなり得ていたのである。そして、この優しそう

な「老人」が実際にむちを振るったか否かには関

係なく、ベイツがこの言葉を劇中で使用したとい

う事実それ自体が、黒人奴隷を平気で死に至らし

める過酷な労働環境が当時の社会の中では当た

り前のこととして認識されていたことを示して

いるのである。 

そして、3人目の「判事」の言動もまた、当時

の植民地の現状を想起させ得るものとなってい

る。彼は「黒人の書記」を求めており、「筆記が

早い奴」で「証書」が書ける奴が良いと言う。と

ころが、彼はまた、黒人奴隷に「密告者を手伝い、

浮浪者を拘禁する」ことをも求めているのである。

一見すると謎めいて聞こえるこの言葉は、しかし、

西インド諸島において奴隷たちがしばしば反乱

を企てていたという事実を考えるならば、その意

味が明らかになるように思われる。マイケル・ク

レイトンによると、「英領西インド諸島では 1638

年から 1837 年のあいだに奴隷による反乱は少な

くとも 75 件、つまり 2 年半に約 1 回の割合で発

生」していたが、そのうちの「17 件を除く反乱の

全てに少なくとも奴隷数百名が、また 22 件では

数千名あるいはそれ以上の奴隷がかかわってい

た」(28)という。また、オーランドー・パターソン

が述べているように、ジャマイカにおける英国統

治下での 180 年間にわたる奴隷制度の間に、「奴
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隷制度全体が深刻な謀反の脅威にさらされるこ

とのなかった時期が 10 年続いたことは殆どなか

った」(29)のである。このような反乱や謀反を抑え

るためには、黒人奴隷の中に密告者のネットワー

クを作り上げ、事前に反乱を防ぐ必要があった。

判事が無神経に「こいつの黒い顔なら、赤面して

危険な目にあうこともなかろう」（8頁～9頁）と

語る時、そこには、この奴隷が顔色を変えずにや

らされようとしている極秘裏な仕事が暗示され

ている(30)のである。 

第 1幕第 1場の最後には、黒人奴隷が働かされ

ていた農場での過酷な仕事の一端が垣間見える、

更なる場面がつけ加えられている。パンタルーン

たちが退場し、マンゴーとクラウンだけが取り残

されると、クラウンは自分が主人のために持って

いたパラソルをマンゴーに持たせ、自分の頭の上

に掲げさせて、悦に入った様子で退場するのであ

る。この様子は第 2場の冒頭でも繰り返されるの

であるが、ここには、農園管理者が奴隷たちに振

るっていた横暴さや苛めが暗示されている。そし

て、このふたりの管理者と奴隷の関係の性質は、

第 3 場で明らかにされることになる。「パンタル

ーンの邸宅。大農園」を舞台とするこの場面では、

クラウンが手にむちを持ち、マンゴーを扉から外

に出すと、彼に仕事を教え、早く仕事をしろと威

嚇するのである。ここには、先に述べた、自殺に

追い込むほどに黒人奴隷たちの身体だけではな

く自尊心をも傷つけた、むち打ちの刑を容易に想

起させる光景がリアルに描き出されているので

ある。 

こうして、マンゴーは砂糖きび圧搾機を使って

仕事を始めることになる。この作業の苛酷さは、

フライヤーが紹介しているジャマイカ副総督婦

人の日記に明らかである。そこには、奴隷が煮立

った大釜の脇に 12 時間も立ち続けるという長時

間労働の様子や、居眠りをして製粉機に指を挟ん

でしまった場合に機械を止めずに指を切り落と

すためにいつも用意されていた斧のこと(31)が記

されているのである。テキストにはマンゴーが具

体的にどのように仕事をしていたのかを示す記

述は見られないが、「夜になり、月がのぼる」と

いう記述は、奴隷たちが長時間労働を強いられて

いたことを暗示している。そして、奴隷としての

仕事がマンゴーの精神に大きな影響を及ぼして

いたことが、彼のその後の行動に示されることに

なる。1日の仕事を終えて奴隷たちが退場すると、

ひとり舞台に取り残されたマンゴーは、「自分が

奴隷であることをひどく悲しみ、ついには自殺を

しようと決心する」のである。 

『ハーレクィン・マンゴー』の最初の 3場面に

は、このように、奴隷商人によって売られ、様々

な思惑を持つ白人たちに買われ、農場主たちに酷

使される黒人奴隷の姿が描き出されている。そこ

には、当時のイギリス人が自身の欲望を充足させ

るために、あるいは黒人に対する恐怖を解消する

ために黒人奴隷が強いられていた、明らかに苛酷

で不条理な状況が暗示されているのである。マン

ゴーの自殺の決意は、このような白人の横暴に対

する黒人奴隷たちの意思を代表している。『ハー

レクィン・マンゴー』に描き出される奴隷制度の

生み出す様々な現実の描写は、まさしく、当時の

黒人奴隷たちの過酷な現実をリアルに想起させ

るものとなっているのである。 

 

３．『ハーレクィン・マンゴー』のハーレ 

クィネードとしての特徴 

 

以上に述べてきたように、『ハーレクィン・マ

ンゴー』は、当時の黒人や奴隷制度を巡る社会問

題を様々な形で暗示している。ところが、ここで

興味深いことは、パントマイムという演劇ジャン

ルには、このように深刻な問題さえも観客に自然

に受容させる性質が最初から備わっているとい

う点である。それは、意味を無効化する性質であ

る。散文劇の場合とは異なり、パントマイムでは

社会問題を想起させる言葉が対話として語られ

ることはない。先に言及したように、レチタティ

ーヴォの形をとり、一定の旋律で軽快によどみな
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く歌われると同時に、そのリズムでアクションも

展開して行く。そこでは、罪や問題の意識が表さ

れることはなく、したがって奴隷売買に本来伴う

はずの悲惨な現実が見えてくることもない。この

ために、奴隷売買という行為は、普段の買い物と

何ら変わらない日常的な行為のひとつであるか

のように示されるのである。しかも、この場面で

実際に舞台に登場しているのは顔を黒く塗った

白人の役者たちである。彼らが演じる黒人奴隷の

姿は否応なくコミカルなものにならざるを得な

い(32)。彼らの姿は、それ自体が、現実の奴隷市場

に伴う悲惨さを更に無効化することになるので

ある。 

このような無効化は、奴隷市場の場面で売られ

るマンゴーの描かれ方にも見られる。マンゴーは、

他の奴隷たちとは異なり、「頻繁に客に勧められ

るが、常に拒絶される」からである。マンゴーは、

船長が客に何度勧めようとも、あるいは、値段を

下げると言っても、どうしても誰にも買ってもら

えない。最終的にはコロンバインのとりなしで、

やっとのことでパンタルーンに買ってもらえる

のであるが、このような描き方をすることで、ベ

イツは、『友人たち』では悲惨なものとして描き

出されていた奴隷売買を、まったく異なるものと

して描き出している。すなわち、彼が客に拒絶さ

れ続け、売れ残り続ける姿を見ていた観客は、奴

隷として売られるという現実に伴う悲惨さを意

識しないばかりか、逆に、マンゴーがようやく買

ってもらえたことを単純に喜び、彼を買うよう父

親に申し出たコロンバインの優しさに感心さえ

していたと考えられる(33)のである。 

同様に、マンゴーが自殺をしようとする場面も、

決して悲惨なものとしては描き出されていない。

逆に、このパントマイムのプロットの視点に立つ

と、この場面が新たな展開を開始するためのきっ

かけとして機能していることが明らかになるの

である。自殺を決意したマンゴーは、腰ひもをは

ずして首に結びつけ、それから大きな木に登って

首を吊ろうとするのであるが、首を吊ろうとした

瞬間に枝が折れ、彼は木から落ちる。すると、そ

こに突如魔法使いが現れ、マンゴーをハーレクィ

ンに変身させる。そして、彼に魔法の剣を与え、

彼が抱える不安のすべてを贖ってくれる「美しい

乙女」（13 頁）のもとへ行くよう命じるのである。

かくして、黒人奴隷マンゴーの悲劇的と思われた

物語は、突如として、ハーレクィンが活躍するハ

ーレクィネードへと見事に転換する。そして、こ

の場面以降、マンゴーはこのパントマイムのプロ

ットをリードする主要な役割を担いながら、『ハ

ーレクィン・マンゴー』のハーレクィネードとし

ての特徴を十二分に発揮させ、観客を笑いと驚嘆

の世界へと誘っていくことになるのである。 

このように、冒頭の 3場面に描き出されるマン

ゴーの苦しみは、それ自体に大きな意味が与えら

れているというよりは、観客のマンゴーへの関心

や共感を確保するための布石として機能してい

る。事実、マンゴーがハーレクィンに変身し、こ

の作品がハーレクィネードとしての魅力を発揮

して行くに伴い、彼を苦しめていた自分が奴隷で

あるという現実や、奴隷制度が生み出す様々な社

会問題は、明らかに遠景化され、無効化され、そ

の現実性を失っていくことになる。そして、『ハ

ーレクィン・マンゴー』という作品は、このよう

なことを可能にするほど魅力的に、ハーレクィネ

ードの多様な特徴を舞台上に実現しているので

ある。 

第 1幕第 2場では、パンタルーンは娘の結婚相

手に決めている中国人紳士と出会い、互いに抱擁

し合う場面が描き出されている。当時のイギリス

では、中国という国は、大量に輸入される磁器製

品や中国趣味の家具や装飾品などの贅沢品のゆ

えに、帝国に相応しい過剰さを象徴するもの(34)

であった。また、東インド会社との関係を維持し

ながら、高品質の品物の輸入販売に励み、経済的

な成功をおさめていた中国人は、常に「富と密接

に関連づけられる」(35)存在と見做されていた。『ハ

ーレクィン・マンゴー』に登場する中国人もまた、

同じ中国人の召使を連れた、船員に「大型の旅行
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かばん」を運ばせ、飲み物にはビールではなくワ

インを注文する「紳士」であり、「金箔ばりの扇

や造花の花冠、その他インドの玩具」と「2 体の

中国服姿の首ふり人形」を結婚相手への贈り物と

することができる金持ちとなっているのである。

パンタルーンが娘の結婚相手として中国人紳士

を選んだのは、当時としては自然なことであった。 

ところが、ハーレクィンに変身したマンゴーは、

この中国人紳士からコロンバインを奪い、ふたり

で駆け落ちをすることになる。そして、それに続

く追跡劇は、まさしくハーレクィン（コンメディ

ア・デッラルテのアルレッキーノ）の元来の性質

を示す絶好の場面となっている。アルレッキーノ

は、ラッチに典型的な敏捷性と軽業の点で卓越し

ている、「子猫の柔軟さと敏捷性と優雅さ」を兼

ね備えた役どころ(36)であったからである。ハーレ

クィネードで繰り返される追跡の場面は、まさし

くこの「敏捷性と軽業」、「柔軟さと敏捷性と優雅

さ」を表す格好の場面であり、それは、ハーレク

ィンが演じるフォースタス博士やジャック・シェ

パードが町の人々が追いかけられるという場面

(37)のように、コロンバインが登場しない初期のイ

ギリスのパントマイムから常に見られる特徴で

あった。『ハーレクィン・マンゴー』においても、

たとえば第 1幕第 6場の「倉庫」の場面で、ハー

レクィンが「ポスターが貼られた倉庫の壁を突き

破って退場」する場面（もちろん、壁には初めか

ら穴が開いており、それをポスターで隠していた

ところに彼が飛び込んで、壁を突き破ったように

見せかけたのであろうが）や、「クレーンに乗っ

て上の倉庫に姿を現す」場面などは、まさしくハ

ーレクィンの身軽な俊敏性がいかんなく発揮さ

れる場面となっている。 

また、ハーレクィネードに特徴的な魔法の使用

も『ハーレクィン・マンゴー』の大きな見どころ

となっている。早くも第 1幕第 5場の「パンタル

ーンの邸宅の私室」の場面では、ハーレクィンが

首ふり人形に変身したり元に戻ったりしてパン

タルーンたちを欺きながら、コロンバインに求婚

し、また、中国人紳士を椅子の中に封じ込め、そ

のあいだに自ら中国人紳士に変身し、結婚証書に

署名をするばかりか、まんまとパンタルーンから

結婚の祝福をも受けてしまう。そして、コロンバ

インと駆け落ちをするハーレクィンは、魔法使い

の助けも借りながら、追跡者たちに追いつかれそ

うになるたびに魔法を使って場面を次から次へ

と変えて行くのである。 

この魔法を使っての場面転換は、逃亡の果てに

彼らが到着するロンドンの場面で更なる展開を

遂げることになる。第 2幕は、追跡者たちに見つ

かった恋人たちがロンドン塔の中に逃げ込む場

面から始まっており、そこでは、「野生の動物た

ちの檻」（第 2 場）――動物園――から「スペイ

ン軍の兵器庫」（第 3場）、「騎馬用の甲冑の部屋」

（第 4 場）へと矢継ぎ早に場面が転換して行く。

ロンドン塔内の動物園でライオンを見ることが

観光の目玉であったことから「ライオンを見る」

（“see the lion”）という表現が「名所見物を

する」を意味するようになったことに明らかなよ

うに、当時すでに一般公開されていたロンドン塔

の動物園は、有数の観光名所となっていた。動物

園を舞台とする第 2場では、観客は（おそらく着

ぐるみの）ライオンや豹、熊、鷲といった動物を、

歌による解説つきで楽しむことができたのであ

る。また、第 3場の「スペイン軍の兵器庫」では、

ティルベリーに現れた時と同じ甲冑姿のエリザ

ベス一世の像が、美しい白馬と小姓の像、そして

スペイン無敵艦隊からの略奪品とともに陳列さ

れており、観客は、ハーレクィンとコロンバイン

と一緒に、1588 年のスペイン無敵艦隊撃破という

イギリスの栄光の歴史物語が歌われるのを、「ル

ール・ブリタニア」や「ブリトンズ・ストライク・

ホーム」、そして「ゴッド・セイヴ・ザ・キング」

といった愛国主義的な音楽の演奏とともに聞く

ことになる。そして、第 4場の「騎馬用の甲冑の

部屋」では、歴代の王たちやジョン・オブ・ゴー

ント、ヘンリー八世の道化ウィル・サマーズなど

の像が、完全武装した馬に乗った姿で展示され、
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その左手には歩兵の甲冑が並べてられているの

である。残念ながら、これらの場面がどのように

舞台上に具体化されていたのかを伝える資料は

現存しない。しかし、背景を担当したコーネリウ

ス・ディクソンに対する評価――彼は「驚くほど

の迫力で観客に訴えかけるので、すべての競争相

手を寄せつけない」背景画家であり、「彼の舞台

効果の知識はルーテルブールの天才をさえしの

ぐものであった」(38)――は、これらの場面が圧倒

的な力で観客に強い印象を与えていた可能性を

強く示唆している。このように、このパントマイ

ムは観客に、劇場にいながらにして、その副題に

あるように、まさしく「ロンドン塔内をのぞき見

る」（“Peep into the Tower”）楽しみを提供し

ていたのである。 

しかも、それぞれの場面に観客を笑わせる工夫

がちりばめられているところに、この作品のパン

トマイムとしての更なる特徴が表されている。と

りわけクラウンは、スラップスティック的な特徴

を強調する大きな役割を担って活躍している。ク

ラウンは、第 1幕の最初の 3つの場面では、奴隷

管理者の横暴を体現する役割を確かに担ってい

た。ところが、むちを持ってハーレクィンを威嚇

した時に、主人の娘であるコロンバインに「ハー

レクィンに厳しすぎると言って叱られる」ように、

彼は主人には頭の上がらない召使として描き出

されている。彼がハーレクィンに命じて自分の頭

上にパラソルを掲げさせたのも、日常的に自分が

させられていることを新参者にさせることで、憂

さを晴らしていたにすぎなかったのである。その

ような彼は、他の場面でも、常にお調子者でどこ

か抜けた人物として描き出されている。早くも第

1幕第 4場で黒人少女の召使にキスをしようとし

て頬をひっぱたかれる彼は、第 5場では中国人紳

士がコロンバインに贈った扇を破って困ってし

まう。第 2幕に入っても、動物園ではライオンを

叩こうとして手を噛まれ、「ロンドン塔近くの街

路」（第 5 場）でもハーレクィンが変装したオレ

ンジ売りの少女に言い寄ってふられるなど、常に

観客の嘲笑の的（そして、作品自体の笑いの源）

となるように工夫されている(39)のである。このよ

うなスラップスティック的な特徴は、追跡者たち

が檻から出てきた動物たちと猿たちに追いかけ

られる場面（第 2場）や、ハーレクィンが小姓の

像に変身し、気づかれないように中国人の顔を殴

ることで、中国人が自分を殴ったと勘違いした召

使を殴ってもみ合いになる場面（第 3 場）、トラ

ンペットの音に合わせて作り物であるはずの馬

たちがすべて後足で立ち上がり、剣を振り回す王

たちと共に動き出して、クラウンたちに尻餅をつ

かせる場面（第 4場）など、様々な場面でスペク

タキュラーな様相を交えながら繰り返され、観客

を絶えず驚かせながら、笑わせてもいるのである。 

このスペクタクルと滑稽さが入り混じった場

面は、劇の終盤に至るまで繰り返されている。第

6 場でコロンバインが捕らわれて幽閉されている

「牢獄」が、魔法使いの杖の一振りで花々が咲き

誇る美しい「カントリー・ハウスとその庭」（第 7

場）へ転換すると、そこでもクラウンが、バラの

木が変身した2体の首ふり人形と「滑稽なダンス」

をする。その直後にも、恋人たちを追跡するパン

タルーンと中国人紳士が通り抜けようとした東

屋が巨大な鳥籠に変わり、追跡者たちを閉じ込め

てしまうのである。鳥籠の「窓の格子のところに

吊らされる」ふたりの姿は、巨大な鳥籠とともに、

観客の喝采と笑いを喚起したに相違ない。そして、

第7場で鳥籠から解放されたパンタルーンと中国

人紳士が、ついにはハーレクィンとコロンバイン

の結婚を認め、恋人たちを祝福すると、突然「花々

で飾られている」「壮大な宮殿」が舞台上に現れ、

そこでグランド・バレエが踊られて、このパント

マイムは幕を下ろすのである。 

『ハーレクィン・マンゴー』は、このように、

主人公のハーレクィンがコロンバインと結ばれ

るまでのプロセスを、ハーレクィネードに特有な

魔法を用いてのトリックやスペクタクル、観光案

内的な要素やスラップスティック的な要素、そし

て音楽をふんだんに織り交ぜながら、舞台上に描
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き出すことで、常に観客を驚かせながら楽しませ

る、まさしく最高級の娯楽作品となっているので

ある。 

そして、このような『ハーレクィン・マンゴー』

の魅力を決定的なものにしながら、同時に、当時

のイギリス人に恐怖や嫌悪感を与えていた異人

種間の結婚という重大な社会問題をさえ無効化

しているのが、ハーレクィンという主人公の存在

である。マンゴーとコロンバインの結婚は、黒人

奴隷が主人の娘である白人女性と結婚すること

を意味しており、これは当時の保守的な社会通念

に対する非常に革命的な挑戦でもあり得た。とこ

ろが、ハーレクィンがコロンバインと駆け落ちを

するのを常として来たパントマイムでは、肌の色

や身分の違いが問題にされることはなかった。そ

れは、観客が魔法を使ったトリックを伴うスペク

タクルや、恋愛成就の物語を愛好していたという

こともあるが、同時に、ハーレクィンという登場

人物が劇場で観客との関係の点で果たしていた

機能のゆえでもあった。 

ハーレクィンの前身はベルガモ出身のアルレ

ッキーノであり、彼はコンメディア・デッラルテ

の登場人物として誕生して以降、経験から何も学

ぶことが出来ない、とんまで間抜けな田舎者、し

かも女好きで大食漢という、しばしば人間が生き

る上で基本となる本能的な欲求を体現する人物

として描き出されていた。このために彼は、ただ

単に滑稽であるというだけではなく、劇場に集ま

る田舎者や低い身分の者たち、そして同じ欲求を

共有するすべての観客を代表する人物となって

いた(40)。必然的に、彼は観客が自身の欲求や希望

や夢や理想を気軽に投影することができる人物

となり、それらを舞台上で代行的に実現していた

のである。先に言及したフォースタス博士やジャ

ック・シェパードを初めとして、多くの人々が関

心や共感を覚えた多様な人物の役柄を彼が担え

ていたのは、まさしくこのためであった。ハーレ

クィネードのパターンにコロンバインとの恋愛

が組み込まれたのも、恋の成就が多くの人々が実

現を望む人間に本質的な欲求であるからに他な

らない。召使である彼が主人の娘であるコロンバ

インと結ばれる結末が、常に観客に大きな喝采を

もって喜ばれたのもまた、彼が観客の願望を充足

させる機能を果たしていたからであった。 

そして、彼が果たすこの機能は、18 世紀後半

にハーレクィンの黒い仮面がアフリカ黒人を表

象し得るようになってから以降も、変わることが

なかった(41)。『ハーレクィン・マンゴー』は、そ

の理由の一端を教えてくれているように思われ

る。この作品の冒頭の 3場面に描き出されるマン

ゴーは、市場では誰にも買ってもらえず、仕事場

では鞭を打つぞと脅され、自殺をしようとしても

失敗する、とんまで間抜けな、良いところがひと

つもないような、弱い人間として描き出されてい

る。このようなマンゴーの姿は、特に笑いをさえ

誘う滑稽なものとして演じられることにより、観

客には、自分たちとはまったく異なる憐れむべき

存在としてよりも、むしろ、自分たちの中にも同

様の性質を感じ取ることができる存在として認

識されていた可能性が高い。マンゴーの人間的な

弱さに対する共感は、必然的に、観客にマンゴー

への愛着を抱かせることになる。ここにおいて、

観客は、人種の違いを超越し、ひとりの人間とし

てのマンゴーを心から愛し、応援するようになる

のである。実際に、このパントマイムの興行的な

大成功は、とんまで間抜けな黒人奴隷マンゴーの

ハーレクィンへの変身と恋愛の成就が、それを見

る観客に勇気をさえ与えていた可能性をも示唆

している。黒い仮面を被ったハーレクィンは、黒

人奴隷マンゴーの変身後の姿となったとしても、

尚も人々の期待を担う人気者として舞台に登場

し、魔法と軽業という奇跡的な行動を通して恋愛

を成就させながら、多くの人々の夢や理想を実現

させ続けていたのである。 

 

結論 

 

以上に述べてきたように、『ハーレクィン・マ
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ンゴー』は、当時の奴隷制度が生み出す様々な現

実を暗示する場面を、特に劇の冒頭の 3つの場面

の中に描き出していた。しかし、ベイツが自ら提

示した奴隷制度の残虐性やそれが生み出す様々

な社会的問題を自ら無効化し、マンゴーの自殺と

いう行為をさえプロット転換のためのエピソー

ドとして利用していることを考える時、彼の目的

は、奴隷制度批判をすることではなく、もっぱら

最高の娯楽作品を作り上げることにあり、その目

的を実現するために黒人奴隷や奴隷制度という

トピックを利用したと考える方が妥当であるよ

うに思われる。 

しかし、『友人たち』の興行的な失敗に見られ

たように、黒人や奴隷制度を巡る社会問題を舞台

上で再現する試みそのものが困難であった時代

にあって、『ハーレクィン・マンゴー』が、奴隷

制度が生み出す様々な現実の様相を具体的に描

き出しながらも、興行的な大成功をおさめていて

いたという事実は、決して無視することはできな

い。ジョン・オブライエンが述べているように、

パントマイムは確かに「多様な種類の演劇的な魔

法によって支配されたファンタジーの世界」(42)

にすぎないかもしれない。しかし、たとえ「ファ

ンタジーの世界」の中でのことであったとしても、

その世界の中で、当時の観客は、少なくとも 37

回の上演のたびごとに、西インド諸島における黒

人奴隷たちの姿を目の当たりにしていた。そして、

演劇というものが、社会に浸透する思潮を反映さ

せる作品の上演を通して、その思潮を強化し、更

に社会に浸透させることにより、より具体的な言

動を生み出す可能性を持つものであるとするな

らば、奴隷制度が生み出す様々な問題を舞台上に

提示していたという事実そのものが非常に大き

な意味を持つことになると言えよう。 

残念ながら、『ハーレクィン・マンゴー』を見

た観客の反応を伝える資料は現存しておらず、し

たがって、このパントマイムが社会に及ぼした社

会的な影響について語ることはできない。しかし、

黒人奴隷や奴隷問題を巡る社会問題の舞台化が

不可能であった時代に、このパントマイムがそれ

を可能にしていたという事実は、しかも、黒人奴

隷であるマンゴーやハーレクィンに対する人間

的な共感のゆえに、観客が人種の違いを超越して

いた可能性は、それ自体が、奴隷制廃止の実現に

至るプロセスにおける非常に重要な歴史的な事

件であったと言うことができよう。『ハーレクィ

ン・マンゴー』の歴史的重要性は、まさしくここ

にあるのである。あらゆる現実が無効化される

「ファンタジーの世界」の中にあって、ハーレク

ィンは常に観客の夢や理想を担いながら活躍し

続け、社会問題とされていた異人種間の結婚をも

実現し、観客もまた、それを見て心から喜び、歓

迎していた。このような現象を生み出していた

『ハーレクィン・マンゴー』は、パントマイムと

いう演劇ジャンルの特徴や魅力とともに、あらゆ

る社会問題をも平気で取り込んでしまうパント

マイムの豊かな包容力をも伝えてくれる、最高級

の娯楽作品となっているのである。 
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(1) William Bates, Harlequin Mungo; or, A Peep 

into the Tower (London: J. Skirven, 1788)．以下、

本作からの引用および頁数はこのテキストによ
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第三十九号（2016）、211 頁～238 頁に掲載され

ている。 

(2) ジョン・オブライエンによると、ハーレクィネー

ドは次のパターンで展開する。１）ハーレクィン

はコロンバインと恋に落ちるが、２）その恋はパ

ンタルーンなどの年長者によって妨げられる。そ

こで、３）恋人たちは駆け落ちをし、パンタルー

ンが時にはクラウンなどを伴って追いかけ、追跡

劇が始まる。４）ハーレクィンはしばしば魔法の

杖や剣を用いて物や人を変身させたり場面を変

えたりしながら、追跡者たちを出し抜き、裏をか

く。こうして、５）最後に恋人たちは結ばれ、ハ

ッピー・エ ンドを迎え る。 John O’Brien, 

“Pantomimic Politics” in The Oxford Handbook 

of the Georgian Theatre 1737-1832 (Oxford/ 

Oxford UP., 2014), eds. by Julia Swindells, 
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一般に無言劇として知られる「パントマイム」と
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世紀イギリスにおけるアルレッキーノの変容―
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本橋学館大学 芸術フォーラム叢書 5 18 世紀

ヨーロッパにおけるアルレッキーノの変容』（日

本橋学館大学、2015）、22 頁～40 頁。 
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Macmillan, 2007), p. 69. 
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に皆さまに、ハーレクィンを提供いたしましょう」

と述べている。 David Garrick, “Occasional 

Prologue, Spoken by Mr. Garrick at the 

Opening of Drury-Lane Theatre, 8 Sep. 1750,” 

The Poetical Works of David Garrick, Esq. 

(1968 rep.; New York: Benjamin Blom, 1785), 

vol. II, p. 103. 
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(Clarendon Press, Oxford: 1989)は、「マンゴー」

（“mungo”）を「黒人奴隷に典型的な名前、転じ
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(6) Thomas Bellamy, The Friends; or, The 
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Iwanisziw, Oroonoko: Adaptations and 

Offshoots (Hans, Ashgate, 2006)による。 
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Pantomime and Slavery in Eighteenth-Century London: 

Historical Significance of Harlequin Mungo 

Hiroshi YASUDA＊1

In the latter half of the 1780s, two dramatic works which 
featured black slaves as their main characters and could be regarded 
as criticism of slavery were premiered in London. One was a 
pantomime Harlequin Mango (1787) by William Bates and the other 
was a prose drama The Friends; or, The Benevolent Planters (1789) by 
Thomas Bellamy. When we think about the cultural context in which, 
after the famous Somersett Case in 1772, the movements of 
abolitionism began to take their concrete forms, it seems very natural 
that these works were staged. But it was only the pantomime that 
enjoyed the great success and popularity, and the prose drama was a 
complete failure. 

This paper, assuming such historical facts of these productions 
were due to the different natures of their dramatic genres, aims to 
clarify the natures of pantomime and a prose drama. Firstly, we verify 
the reasons why the prose drama was a complete failure in the 
historical and social context in which the slavery was strongly 
protected and maintained even after the Somersett Case. Secondly, we 
analyze the critical facets against slavery depicted in Harlequin 
Mungo, together with the discussion about black slaves’ severe 
situation in the West Indies and the social problems caused by the 
black people living in England. Thirdly, we identify the specific 
features and their effects of Harlequin Mungo to define the natures of 
pantomime as a dramatic genre. 

Through these considerations, we clarify the reasons why the 
pantomime could successfully present the criticism of slavery upon the 
stage which was not impossible for the prose drama to achieve, and 
highlight the significance the pantomime assumed in the history of 
abolitionism. 
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