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コルヌコピアのシェイクスピア
(1)シェイクスピアは何作
書いたか
(2)シェイクスピアは結婚
していたか



コルヌコピアのシェイクスピア
(1)シェイクスピアは何作書いたか
→３8作
→３作を除き種本
→２０作がイタリア舞台



コルヌコピアのシェイクスピア
(2)シェイクスピアは結婚
していたか。
→年上の女性を妊娠
→18歳
→「二番目に良いベッ
ド」遺言

「若くして結婚する男は、傷つく男」
（『ウィンザー家の陽気な女房たち』）



『オセロー』
（1604）

四大悲劇の一つ
• 1604年

主題
• 嫉妬を通じて、夫婦間の愛と信頼
が破綻する悲惨。

題材
• ジラルディ・チンティオ『百話』(1565-6）



「血みどろの笑劇」
「ハンカチの喜劇」

トーマス・ライマー(1693)



白か黒かのムーア人
軍事と文化：

軍事の専門家、文化社会でよそ者
皮膚の色と国籍：

褐色（ムーア）と白色（ベニス）
冒険と秩序：

過酷な戦闘での勝利者
政治統整下の小間使い



幸福と不幸, 生と死,喜びと悲しみ
「今死んだなら
この上もない幸福だろう。わたしの心は
あくまで満ち足りている。どうやら、これ以上
またとこのようなよろこびが、はかりがたい運命の
ゆくてに
あろうとは思えない。」

2幕1場190-4



愛か嫉妬か
「俺は疑う前に確かめる。疑うなら、証拠をつかむ。
そして証拠をつかんだら、こうするだけだ。
ただちに愛を捨てるか、嫉妬を捨てるかだ。」

(第3幕第2場189-92）



庇うと敵対,誠実と悪意,愛と憎
「どうか、いささかもおかばい頂くこともなく、さりとて強い
られることもなく、
ありのままにわたしのことをお伝え下さい。それから、お
話し下さい、
賢明に愛するすべは知らなかったが、心の底から愛し
た男、
嫉妬しやすくはなかったのだが、はかられて
心極度に乱れ」

第5幕2場342-346



二値的世界

善 悪

勇者 卑怯者

有能 無能

可知 不可知

誠実 見せかけ

清潔 汚穢



振る舞いへの自意識
1. 宮廷文化の礼節

(1)自分の振る舞いが他人にどのように映るのか。
サークル内人間 vs サークル外人間

(2)映った振る舞いへの評価を計算する。
サークル内での地位の確保と向上

2. 市民文化での礼節の浸透



宮廷サークルへのしがみつき
手段

善 悪

勇者 卑怯者

有能 無能

可知 不可知

誠実 見せかけ

清潔 汚穢



紋切り型から複雑な現実

アンスロボファジャイのこと、肩の下に
首のある人種のことなど。（1幕3場143-4）



女の二項対立
女： (+) 乙女（処女）か妻

(－) 売女（娼婦）

(+) 女の名誉：貞節
純真無垢な乙女
夫だけに貞節を尽くす妻

(－) 売女：
肉体関係がありながら、結婚していない



姦淫
「結婚している男性が、自
分の妻以外と交わること、
あるいは妻が夫以外の男

性と交わること」『二説教集』（英
国国教会）



不邪淫戒

「姦淫してはならない」 (十戒)
「出エジプト記」20:14



姦淫の汚れと不名誉
汚れ：
妻の姦淫は家系を崩す

不名誉：
妻をコンとロールできない夫は家父長失格



姦淫への糾弾
「婚姻の破約」
(1)神の前で行った、結婚における信頼と義務
の絆を破る

(2)配偶者と神に対する侮辱



姦淫と殺人の高い相関
「人生では、姦淫をしたり、不品行をしたりする
と、それがきっかけになって人殺しがよく起こ
る。」
Bourne, A Gold Chain of Directions (1669) p. 70



姦淫実現のための殺害
(1)離婚は事実上、できない。

結婚には神の恩寵が働く。
恩寵を人間の力は破壊できない。

(2)離婚実現手段
配偶者殺害（毒殺）
配偶者遺棄



姦淫の流行
チャールズ二世の宮廷(1660年)



姦淫の引き金：抑圧
淑女１ そうね、確かに、結婚は軛と言うわ。つまり、妻とは、
幾何学で言う補助線みたいなものでしかなくて、自分の気
持ちなど持ち合わせず、夫という主体のままに動くということ。
でも、私の知っている奥さんは、心から陽気になれて本当に
嬉しいのは、夫から一番遠ざかるときだって言うわ。

淑女２ それは、女を支配するのは月だからよ。太陽から一
番離れたときが、 一番明るく、まぶしく輝くんだわ。

ジョン・フレッチャー『マルタ島の騎士』1幕2場（1618）



姦淫への力：女性の自律
エミーリア 女だって腹は立てます。お淑やかにして
いたって
仕返しぐらいはします。亭主に思い知らせるがいい
んです。
女房にも同じ感覚があるってことを。日は見えるし、
匂いもかげる。
酸いも甘いも噛み分けているのは、
亭主ばかりじゃないんです。

（4幕第3場92-6行）



姦淫への力：乙女の自律
イアーゴウ 奥様はあなた様と結婚をなされて、
御自身のお父様をおだましになりました。
それに、あなた様のお顔がこわいといって震えて
いらっしゃるように見えた時、
実は一番強く愛しておられたのですからな。

(3幕3場206-8行）



姦淫への証拠：ハンカチ

抑圧され自律するデズデモーナ

愛の印であるハンカチをなくす。

姦淫への確信 殺害



「血みどろの笑劇」
「ハンカチの喜劇」

トーマス・ライマー(1693)



＜角つき夫＞=道化



17世紀の「市民的洗練」
礼節ある紳士は、姦淫の事実
を無視する

∵
1. 事実への暴露は事実の取り消しにならない。
2. 関心事ではない取り扱いをする。
3. 罰は来世に任せる。



野蛮のムーア
異国の異形人
↓
文化的無洗練

「これはすべての良家の娘に対して、両
親の承諾なしに黒人と駆け落ちすると
どうなるかという注意となりうる。」

トーマス・ライマー



姦淫の肯定
デズデモウナ そんな女がいるとは思わないわ。
エミーリア いいえ、いますとも、たくさん。いたず
らをして手に入れた世界に生めよふやせよとつ
めこむ数と同じくらいたくさんいますわ。

(4幕3場84-6行）



姦淫から不倫へ
姦淫関係：
「愛の黄金の鎖でしっかりと結ばれた」関係

欲情：
「愛を誘う眼差しと憂鬱のため息ーー熱烈な
恋人たちの言葉にならない力強い修辞」



日本の姦淫
「金曜日の妻たちへ」
1983年テレビドラマ

渡辺淳一『失楽園』
1997年

不倫関係を保持しつ
つ、家庭の安定を捨
て去ない。



不邪淫戒

「姦淫してはならない」 (十戒)
「出エジプト記」20:14



「血みどろの笑劇」
「ハンカチの喜劇」

トーマス・ライマー(1693)



これ以後のスライドは授業と無関
係です



離婚して姦淫する
「言っておくが、不法な結婚でもないのに妻を
離縁して、他の女を妻にする者は、姦通の罪
を犯すことになる。」

「マタイ福音書」19章9節



結婚観の変化
The married state, which was 
ideally supposed to bequeath new 
independence and responsibilities, 
was ironically translated into 
comic discourse as a pathway to 
servility and failing sexual 
prowess great skill at doing 
something



•'depriving her of all that happiness 
of life which ariseth from the 
mutual kindness, which is 
between Man and Wife'



姦淫は嫉妬を引き起こす

•ある人の妻が心迷い、夫を欺き、(13)別の男と性的関係を
持ったにもかかわらず、そのことが夫の目に触れず、露見
せず、女が身を汚したことを目撃した証人もなく、捕らえら
れなくても、(14)夫が嫉妬にかられて、事実身を汚した妻
に疑いを抱くか、あるいは、妻が身を汚していないのに、
夫が嫉妬にかられて、妻に疑いを抱くなら、(15)夫は妻を
祭司のところへ連れて行く。その際、大麦の粉十分の一エ
ファを、オリーブ油を注がず、乳香も載せずに、妻のため
の献げ物として携えて行く。これは嫉妬した場合の献げ物、
すなわち罪の判定のための献げ物である。

• 「民数記」6:12-15



18世紀の逸話

• During the visit he had spent three hours alone with her, which, as he later 
discovered, had sent her husband into a jealous rage. While they were 
together the suspicious spouse had listened at the door to their 
conversation, and in his fit of jealousy had imagined that his wife was 
conversing not with her cousin, a ‘beardless stripling’, but with a ‘rakish 
gay Gentleman of the Temple’. Finally, his suspicions seemed to be 
confirmed by the cousins‘ ’parting kiss‘ which, the correspondent 
believed, ’mightily nettles him and confirms him in all his Errors‘. The 
correspondent learned that ever since that ’fateful afternoon‘, his cousin 
had been ’most inhumanly treated‘ by her husband, who had ’publickly
storm‘d’ that he had been made a cuckold. ‘Philagnotes’ protested that his 
behaviour was consistent with the tradition of kissing as a common and 
broadly accepted mode of salutation and was concerned that ‘this Accident 
may cause a virtuous Lady to lead a miserable life with a Husband, who has 
no grounds for his Jealousy'



•Undoubtedly another pamphlet‘s description of 
the punishment of adulterous wives in Moorish 
society, where they were apparently ’almost 
stung to death‘ by ants, was prurient and sadistic, 
serving more to titillate an English audience and 
confirm their prejudices about the ’barbarity‘ of 
Africans. 33
• A True Relation of the Inhumane and Unparallel'd
Actions and Barbarous Murders of Negroes or Moors: 
Committed on three Englishmen in Old Calabar in 
Guinney (London, 1672), p. 17.



「二項対立も、そこに隠されている、あるいは少
なくとも表には出ていない第三の項がなければ、
成り立たないのである。神、王、父親、牧者は、
教会、警察、母親、番犬という油断怠りない
仲介者がいなければ、被造物、臣民、子ども、
羊を支配することはできない。」バダンテール27
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