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道徳劇のパタン

人物配置

善を表わす人物 VS. 悪を代表する人物

主人公はその中間

行動

主人公がどちらを選ぶかの選択

主人公の動揺と決断の過程

個人の魂の救済



道徳劇の前提

疑問に思ってはいけない事柄

疑問の余地のないように鮮明にする

キリスト教信仰を裏づける



道徳劇からの離陸

「シェイクスピアはアレゴリー的人物について
偉大な解釈をなし、それに新たな比類ない
性格を与えた。」（ベンヤミン『ドイツ悲劇の根源』）



シェイクスピア劇



王はただの人間

本来の王

(1)超自然的な力で病に勝って人々を治癒する

(2)自然を統括し社会に豊穣をもたらす公的呪術師

(1)嵐を静められないリア

(2)肉体的苦痛に喘ぐ

「数字抜きのただのゼロ」



王：治癒

ピエール・フィレン画『ラウレントム住民の瘤の原因とその治癒に
ついて』1609年



王：超自然的力

ギベルティ
「嵐を鎮める
キリスト」
（1404-24年）



リア

親不孝な娘ももたずに、人間がこれほど

あさましい姿になりはてるものか。

あれがいまの流行か。子に捨てられた父親が

自分の五体の肉を無惨に突っつきまわすのが？

正当な刑罰だ！ その肉だものな、

親の生血を吸うダニ娘を生んだのは。

KING LEAR
nothing could have subdued nature
To such a lowness but his unkind daughters.
Is it the fashion, that discarded fathers
Should have thus little mercy on their flesh?
Judicious punishment! ‘twas this flesh begot
Those pelican daughters. （III. 4）



リア

子に捨てられた父親は

その肉にほとんど哀れみをかけられないのが？

もっともな罰だ！ その肉だものな、

ペリカンの娘どもを生んだのは。

KING LEAR
nothing could have subdued nature
To such a lowness but his unkind daughters.
Is it the fashion, that discarded fathers
Should have thus little mercy on their flesh?
Judicious punishment! ‘twas this flesh begot
Those pelican daughters. （III. 4）



ハドリアーヌス・ユニウス『エンブレム集』1565年



ペリカン＝キリスト

(1)ペリカンは、子供が悪さをすると、殺す。

(2)殺したことを悔いて、自分の胸を突き刺す。

(3)血を流して、その血を子供に与える。

(4)死んだ子どもたちが生き返る。

初代キリスト教時代から伝承され続ける。



シモーネ・ディ・クロ
セフィッシ「聖母の
予兆」14世紀頃



リポン司教座聖堂（年代不詳）



「生命の木」

13世紀頃





ニコラス・レウスネル『倫理エンブレム集』



民衆のため、法のために、王も死なねばなら
ならず、

自らの死によって、民衆に命を与えなくては
ならない。



既存の自然観のほころび

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：ただの人間→荒々しい自然

ボナウェントゥーラ・ペーテレス 「海の嵐」 1632年



リア：ただの人間→荒々しい自然

闘争の場

自分の安全を意図的に確保す
る人間

＜理性＞は欲望満足の計算手
段

＜創意＞が社会を作っている

社会は簒奪行為をするための
ゲーム盤

ホッブス



「人間は人間にとってオオカミ」

(1)「人間の自然状態」は、

「各人の各人にたいす
る戦争状態」である。

(2) 「絶えざる恐怖と、暴

力による死の危険」が
あり、「人間の生活は孤
独で貧しく、きたならしく、
残忍で、しかも短い」

（ホッブス『リヴァイヤサン』）



二つの自然
秩序だった美しい配列 闘争の場

自然に順応する人間 自分の安全を意図的に確
保する人間

＜理性＞を発達させ使用
する

＜理性＞は欲望満足の計
算手段

＜慣習＞が社会を形成す
る

＜創意＞が社会を作って
いる

人間と社会との自発的協
力

社会は簒奪行為をするた
めのゲーム盤

リチャード・フッカー ホッブス





二つの自然
秩序だった美しい配列 闘争の場

自然に順応する人間 自分の安全を意図的に確
保する人間

＜理性＞を発達させ使用
する

＜理性＞は欲望満足の計
算手段

＜慣習＞が社会を形成す
る

＜創意＞が社会を作って
いる

人間と社会との自発的協
力

社会は簒奪行為をするた
めのゲーム盤

リチャード・フッカー ホッブス



シェイクスピア劇



これ以後のスライドは、

印刷不要です。



１:文字はど
こに

２:痛々しさは
どこに

３:なぜ子羊４:なんのた
めの瓶



文字



文字

Illum oportet crescere me, 
autm minui.
He must increase, but I must 
decrease.



痛み



痛み



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



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



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



自然への冒涜

リア： ええい、必要を論ずるな。どんな卑し

い乞食でも、

その貧しさのなかになにかよけいなものを

もっておる。

自然の必要とするものしか許されぬとすれば、

人間の生活は畜生同然となろう。



痛み
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