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中世演劇

種類 内容

聖史劇 『聖書』の物語

奇跡劇 聖人の生涯

道徳劇 アレゴリー



聖史劇のマンション

ユベール・ケイロー「ヴァランシエンヌ聖史劇」
1547年



七つの徳と悪徳

貞節 情欲

節制 暴食

慈愛 貪欲

勤勉 怠惰

忍耐 憤怒

同情 嫉妬

謙虚 傲慢



悪徳から治癒対象へ：1850年代

貞節 情欲 性的逸脱

節制 暴食 中毒

慈愛 貪欲 資本主義の精神

勤勉 怠惰 無感情

忍耐 憤怒 攻撃性

同情 嫉妬 不当感

謙虚 傲慢 精神的過失



ボス「七つ
の大罪」
1475-90
年



四終：死」(左上)「最後の審判」(右上)「天国」(右下)「地獄」(左下)

七つの大罪:怠惰、憤怒、貪欲、飽食、嫉妬、虚栄、悦楽



「憤怒」（七つの大罪）



『リア王』の特徴

１．四代悲劇の一つ：

20世紀に再評価→家族関係の希薄化

２．二つ以上のテキスト

３．宮廷公演（1606年）



『リア王の真の年代誌』
(1605年)



W. J. Rolfe, ed. 
King Lear
(1880)

王土の
分割

Peter Brooks 4:01-
7:56



ジョン・ギルバート「リア王宮のコーディリア」（1873年）



エドウィン・アビー「別れを告げるコーディリア」
（1898年）



セバスティアン・ブランド『愚者たちの船』
（1494年）

王の生活と
宮廷道化

18:24-21:02

1. 役割：当意即妙な、王の政治
顧問
2. 期間：14世紀頃から18世紀末
まで
3. 資格：侏儒か身体障害
4. 技能：柔軟な身体訓練、音楽と楽

器（三弦琴あるいは手回し琴、ラッパ、
風笛） 詩・小唄、適確/辛辣な言葉、
小咄



１ 遺産相続：
(1)嫡出子間
(2)嫡出子と非嫡出子

２ 自然への対応
(1)マキャヴェリ精神
(2)既存道徳

エドモンドとエドガー：

31:00-32



自然への態度

既存道徳 マキャヴェリ精神

事象の流れに沿う 作為的に変更

障害の抱え込み 障害の克服

明確な因果
（勧善懲悪・応報賞罰・占星術）

周到な計算
（奸計・予測）

小欲での満足 欲望の肥大

正義の実現 欲望の実現



ウィリアム・ダイス「嵐の中のリア王と道化」（(1806–1864)） 1:06:00-08:56



ドーバーの絶壁 1:32-34:58/ 41-42:30



ドーバーの城



フォード・マドックス・ブラウン「リアを慰めるコーディリア」
(1849-54年)  1:53/  1:55:45-66:13



ウィリアム・ブレイク「牢獄のリアとコーディリア」
（1779年） 1:58-2:00/



ジェイムズ・バーリー「死んだコーディリアを抱くリ
ア」（ 1786-1788年） 2:07:29-09:30



道徳劇としての『リア王』：忍耐の勧め

末娘からの返答 「耐えることのできない所業」 憤怒

姉娘たちの仕打
ち

「忍耐」への祈り 逆境

嵐との遭遇 「忍耐の範例」となり、
「耐えてみせる」

逆境

狂う 「忍耐はこと切れた」、
「忍耐はどこにお持ちか」

絶望

臣下との再会 「お前は忍耐を持たなくては
いけない」

希望



リア：忍耐と怒り

末娘との再会 「俺とともに耐えてもらいた
い」

謙虚

「愚かな老人であった」という
自己認識



忍耐

ヨリス・ホフナーフェル

「忍耐論」1569年

逆境



忍耐

ハンス・ベーハム

「忍耐」1540年

謙虚



ガブリエッロ・シメオーニ『武勇と道徳の記章』1559年

「忍耐は傷つけられると憤怒となる。」



「忍耐は傷つけられると憤怒となる。」

謙虚

ジーン・ジャック・ボワサー『エンブレム書』（1593年）



「忍耐は傷つけられると憤怒となる。」

黄金虫はワシに復讐心を燃
やさせずにはおかない。

ジュッピテル大神が見てい
てもだ。

怒りには限度というものがな
い。いったん切れれば、健
全な心を奮い立たせる。

傷ついた忍耐は狂気となり、
狂った手には武器が握ら
れる。

ジーン・ジャック・ボワサー『エンブレム書』（1593年）



主人公の軌跡



リア：怒り克服・忍耐獲得・新認知

１．国王と父親：完成した姿

２．王国分割と末娘の放逐

３．苦難： 内的忍耐と外的忠臣

４．霊薬獲得：人間性への認識

末娘との和解

５．逃走：狂気と策略により失敗



リアの死：運からの賜物？

死 運



運

ジーン・クザン『運の書』1568年

「誰も自
分の運
に満足
していな
い」



死

「今のお前はかつての私、今の私はこれか
らのお前



死

マザッチョ

「聖三位一体」

1425-28年

(1)神による最終

的な救済
(2)アタラクシア
（心配事から解放され

た平穏な精神状態）



確実な救済と平穏

救済

どこからの？
本当の？



自然への態度

既存道徳 マキャヴェリ精神

事象の流れに沿う 作為的に変更

障害の抱え込み 障害の克服

明確な因果
（勧善懲悪・応報賞罰・占星術）

周到な計算
（奸計・予測）

小欲での満足 欲望の肥大

正義の実現 欲望の実現



『リア王』の修身：

１．老年：国事へのわずらいからの開放

２．苦難： 内的忍耐により乗り越え

３．忠臣：王は資格・権能がなくとも身分
として尊重

４．子供：親に裏切られても孝行する



自己成型化 SELF-FASHIONING
生活（国家・社会・家庭）のなかで、ふさ
わしいとされる仮面を身につけ、演じる
行為。

リア： (1)王としての役割

(2)父としての役割



修身の自己成型化

人物 仮面

リア王 王と父

末娘 孝行する娘

ゴネリル/レーガン 欲望実現の娘

エドガー 嫡出子としての孝

エドモンド 欲望実現の非嫡出子

ケント/グロースター 忠臣

オズワルド 欲望実現の忠臣

妻（ゴネリル/レーガン） 欲望実現の配偶者



世界舞台

ボワサード

『人間生活の劇場』

1596年

人間は役者



悲しみの父

フリードリヒ・ペヒト

『シェイクスピア・ギャラリー』

1876年



ジョヴァンニ・ベッリーニ「ピエタ」（1505年）



ミケランジェロ「ピエタ」（1498年-1500年)



悲しみの聖母

聖パウロ聖堂（ミュンスター）フ1



悲しみの聖母

聖パウロ聖堂（ミュンスター）フ1



『リア王』の修身：

１．老年：国事へのわずらいからの開放

２．苦難： 内的忍耐により乗り越え

３．忠臣：王は資格・権能がなくとも身分
として尊重

４．子供：親に裏切られても孝行する

通念への隷属



徹底した修身

１．末娘の死：「王の全権はリア様にお
預けする」（臣下オールバニー）

２．王の死：「これほど長い間、よく耐え
抜かれた」 （臣下ケント）

３．自らの死：「運命の車はみごとひ
とまわりし 、おれはこのとおりど
ん底だ。」（エドモンド）

通念への隷属



悲しみの聖母

聖パウロ聖堂（ミュンスター）フ1

狂気



自然への態度

既存道徳 マキャヴェリ精神

事象の流れに沿う 作為的に変更

障害の抱え込み 障害の克服

明確な因果
（勧善懲悪・応報賞罰・占星術）

周到な計算
（奸計・予測）

小欲での満足 欲望の肥大

正義の実現 欲望の実現



これ以後のスライドは、

印刷不要です。



コンテンプトゥス・ムンディ



確実な救済と平穏

救済

どこからの？
本当の？



神話を隠蔽するキリスト教ロマンス

Holinshed recounted the history of King Lear [Leir]. The 
King, who had willed his kingdom to be divided between 
his two eldest daughters and their husbands, was 
betrayed. He lost both throne and kingdom to his 
unfaithful kin. Lear fled to Gallia and the safety of his 
youngest daughter Cordelia and her husband. They 
gathered an army, defeating the usurpers. Holinshed’s 
Cordelia was a “woman of manly courage” who, like 
Elizabeth I, served as “supreme governor.” At the death 
of her husband, however, Cordelia’s nephews rose up 
and imprisoned her, precipitating her heroic suicide. 
Shakespeare departed from Holinshed’s account with his 
own equally tragic ending.



修身の破れ：救済はあるのか

救済

諦念

どこからの？



逆境への勧め

「順境の徳性は節制であり、逆境のそれは忍耐
である。道徳においては、後者のほうが英雄
的な徳性である。順境は旧約聖書の恵みであ
り、逆境は新約聖書の恵みである。後者のほ
うが前者より大きな祝福と、神の好意の明ら
かな啓示をもたらす。… … 確かに、徳性は焚
かれたり粉にされたりする時に最も芳香を放
つ高価な香料に似ている。順境は悪徳を最も
よく表わし、逆境は美徳を最もよく表わすから
である。」（フランシス・ベーコン『随想集』「逆境について」）



苦痛（受苦）

苦痛を受ける



狂気：自己成型化が不能

忍耐の尊さ

事柄 忍耐

サイーザの死 「こらえてください」III. 1

マリーナの墓碑 「嵐に耐える」IV,4

マリーナの自分史 「わしの忍耐の千分の一」
V.1


	痛みの視覚芸術：� 『リア王』�
	中世演劇
	聖史劇のマンション
	七つの徳と悪徳
	悪徳から治癒対象へ：1850年代
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	『リア王』の特徴
	『リア王の真の年代誌』(1605年)
	王土の分割�
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	王の生活と�宮廷道化
	エドモンドとエドガー：
	自然への態度
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	道徳劇としての『リア王』：忍耐の勧め
	リア：忍耐と怒り
	忍耐
	忍耐
	スライド番号 27
	「忍耐は傷つけられると憤怒となる。」
	「忍耐は傷つけられると憤怒となる。」
	主人公の軌跡
	リア：怒り克服・忍耐獲得・新認知
	リアの死：運からの賜物？
	運
	死
	死
	確実な救済と平穏
	自然への態度
	『リア王』の修身：
	自己成型化　self-fashioning
	修身の自己成型化
	世界舞台
	悲しみの父
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	悲しみの聖母
	悲しみの聖母
	『リア王』の修身：
	徹底した修身
	悲しみの聖母
	自然への態度
	スライド番号 51
	コンテンプトゥス・ムンディ
	確実な救済と平穏
	神話を隠蔽するキリスト教ロマンス
	修身の破れ：救済はあるのか
	逆境への勧め
	苦痛（受苦）
	狂気：自己成型化が不能

