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日本版『ハムレット』 野村萬斎 

• 1:11:44-1:12:11 



『ハムレット』   表紙からわかること 

(1)ハムレットは誰か 

(2)どんな種類の劇か 

(3)どこで上演・出版され
たか 

(4)著者の名前はどこか 

(5)出版者の名前はどこ
か 

(6)旺盛な出版社である
といえるのはなぜか 
 



『ハムレット』 表紙からわかること 

(1)ハムレットは誰か 

 →デンマーク王 

(2)どんな種類の劇か 

 →悲劇 

(3)どこで上演・出版さ
れたか 

 →ロンドン 
 



『ハムレット』 表紙からわかること 

(1)著者の名前はどこ 

 →中央上・小さい 

(2)出版者名はどこか 

 →下段 イニシャル 

 →社章 イニシャル 

(3)旺盛な出版社 

 →社章 コルヌコピア 

 
 



『ハムレット』 コルヌコピア 
 

アントワープ大広場 



『ハムレット』 の独白 

To be, or not to be-- that is the question: 

Whether 'tis nobler in the mind to suffer 

The slings and arrows of outrageous fortune 

Or to take arms against a sea of troubles, 

And by opposing end them.                    (3幕1場１56-160) 

（生きるのか、死ぬのか、それが問題だ。 

一体どちらがすぐれた気概といえるのか、 

残忍な運命の矢玉をじっと耐え抜くことか、 

それとも、海なす苦難へ向かって武器をとり、 

対戦し、根だやしにするのことか。）    
 



フランス・ハルス「骸骨を持つ青年」1626 -1628年 

生きるのか、死ぬのか、
それが問題だ。 

一体どちらがすぐれた
気概といえるのか、 

残忍な運命の矢玉を
じっと耐え抜くことか、 

それとも、海なす苦難へ
向かって武器をとり、 

対戦し、根だやしにする

のことか。    
 



アダム・エルスミア「ユディトとホロフェルヌス」1601-03年 

生きるのか、死ぬのか、
それが問題だ。 

一体どちらがすぐれた
気概といえるのか、 

残忍な運命の矢玉を
じっと耐え抜くことか、 

それとも、海なす苦難へ
向かって武器をとり、 

対戦し、根だやしにする

のことか。    
 



ハムレット 
の独白 

＜運命の女神＞17世紀頃 



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 

(3)人生のピンチは？ 
 



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 

 →３７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』） 



コルヌコピアのシェイクスピア 

(3)人生のピンチはいつ？ 

→年収￡200 （待遇の良い教員の10倍） 

→土地購入￡440 

→末娘の婚約者が重婚1616年 

1596年認可 



コルヌコピアのシェイクスピア 

(3)人生のピンチ
はいつ？ 

→グローブ座焼
失1613年 



恋するシェイ
クスピア 

• VideoClip 

(1)劇場は現在
とどう違う 

(2)役者はどう
違う 

(3)劇場の名前
は 



劇場 

(1)劇場は現在とどう
違う 

→間近に見る 

→円筒形の急傾斜［反
民主主義］ 

(2)役者はどう違う 

→全員男性 
 

 

 

 



劇場 

• VideoClip 

(3)劇場の名
は→スワン座 

 

 

 



『リア王』ロイアル・
シェイクスピア劇団 

• 1:03-1:05 



リア王 の応酬 

You heavens, give me that patience, patience I need! 

You see me here, you gods, a poor old man, 

As full of grief as age; wretched in both! 

If it be you that stir these daughters' hearts 

Against their father, fool me not so much 

To bear it tamely          (2幕4場269-274) 

（神々よ、忍耐を与えたまえ、私に必要な忍耐を！ 

ごらんください、神々よ、このあわれな老人を、 

年の数ほど悲しみをかさね、押しつぶされております、 

この娘どもの心を父にそむかせるのがたとえ神々の 

ご意志であろうと、それをおとなしく忍ばせるほど 

私を愚弄しないでください。）    
 



忍耐の図像 

リーパ『図像図典』
1681年 



忍耐の図像 

ジョルジョット・ドゥ・
モンテナイ『キリスト
教図像100選』
（1584） 

 



忍耐の図像 

ジョルジョット・ドゥ・
モンテナイ『キリスト
教図像100選』
（1584） 

 

 



図絵と文字との共在 

パウロ・ジョヴィオ『徽章問答』1559年 

Malo Mori 
Quam Foedari 
 

汚れるよりは
死にたい 



図像と文字は 
共存化合 

 

 

 

ティツィアーノ 

「賢明」 

1565-1570年 



15-16世紀絵画は観ながら読むもの 

1. EX PRAETERITO  老年
 オオカミ 

2. PRAESENS PRUDENTER AGIT 壮年
 ライオン 

3. NE FUTURA[M] ACTIONEM 
DETURPET  

   若年 犬 

 



図像と文字は共存化合 

聖顕図
像文字 

 

•ウァレリアー
ノ 

図像
事典 

•リーパ 

神話
事典 

•カルターリ 



ここから以降のスライドは授業では扱いません 

 



忍耐の図像 



忍耐の
図像 

Patientia and Fortitudo, engraving by Hendrik Goltzius ( 1584). Courtesy of the 
Rijksmuseum, Amsterdam. 



忍耐の図像 


