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　ウィリアム・シェイクスピア（1564 年〜 1616 年）

によって上梓された『ヴェニスの商人』の作品中、

ランスロット・ゴボー（以下、ランスロットと省略。）

は道化の役割を果たしながら、ウィリアム・シェ

イクスピア（以下、シェイクスピアと省略。）の代

弁者となっている。ランスロットの話し方は、作

中のどの登場人物にも劣らないほど長い。また、

皮肉や冗談めいた内容を好んで話している。これ

らの要素を一見すると、ランスロットは喜劇の要

素を大いに含む、道化の役割を果たしていると仮

定できる。

　しかし、ランスロットはたた単純に道化の役割

を果たしているわけではない。なぜなら、彼のセ

リフを当時の時代背景と照らし合わせて考えると、

ランスロットの宗教や身分では話すことが許され

ない真実について言及しているためである。本稿

では、ランスロットのセリフとそのセリフが登場

する場面に着目し、彼のセリフの意味や役割を分

析しながら、なぜシェイクスピアがランスロット

にこのようなセリフを述べさせたのか推察してい

く。

Ⅰ . シャイロックに否定的な先入観を持たせる

　ランスロットは『ヴェニスの商人』において三

つの役割を果たしており、第一の役割として「聴

衆にユダヤ人シャイロックに対する否定的なイ

メージを抱かせる」という役割をもつ。この役割

をとおしてランスロットは劇中のキリスト教徒で

あるアントーニオとユダヤ人であるシャイロック

の対立を浮き彫りにする。

　第二幕第二場におけるランスロットは、ユダヤ

人であるシャイロックに仕えていたが、自身の良

心の呵責を理由にキリスト教徒であるバサーニオ

の従者へと職をうつそうと決意する。シャイロッ

クの持つ宗教がユダヤ教であり、ランスロットの

持つ宗教のキリスト教とは異なり、ランスロット

がシャイロックに使えることに抵抗を持っている

という点よりランスロットは、キリスト教徒であ

るバサーニオの従者になることを望むようになる。

しかし、ランスロットがシャイロックの従者を辞

める決意をする場面においてランスロットは、シャ

イロックとの宗教上の違いの他に従者を辞める理

由を明確に述べていない。つまり、ランスロット

は宗教上の違い以外に明確な理由を持たずに、シャ

イロックを非難する。そして、宗教上の理由以外

に明確な理由を持たずしてランスロットがシャイ

ロックを強く非難することにより、ランスロット

は「聴衆のシャイロックに対する否定的感情」を

増幅させる役割を果たす。

　著者の推察を実証するために、以下でランスロッ

トがシャイロックの従者を辞める理由を述べる二

つのセリフをみていく。

だいじょうぶだ、俺の良心は、俺があのユダヤ

人の旦那から逃げ出すのを許してくれるさ。で

も悪魔は俺の肘つっついて、そそのかしやがる。

「ゴボー、ランスロット・ゴボー、律義者のラン

スロット」とか、「律義者のゴボー」とか、「律

義者のランスロット・ゴボー、脚を使え、とん

ずらしろ、逃げ出せ」なんてな。すると良心は「駄

目だ、用心しろ、正直者のランスロット、用心

しろ、正直者のゴボー」とくる。（途中省略）ユ

ダヤ人から逃げ出せば、悪魔の言うとおりにす

ることになる。悪魔は、神様ごめんなすって、

正真正銘の悪魔だ。間違いねえ、あのユダヤ人
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は悪魔の生まれ変わりだ。そして、俺の良心に

かけて言うが、俺の良心は一種のむごい良心だ、

ユダヤ人のとこにいろって言うんだからな。悪

魔のほうがあくまで親切な忠告をしてくれる。

俺は逃げるぞ、悪魔さんよ、この脚はあんたの

言いつけを守る、逃げるぞ、俺は。（MV21）

ランスロット　手短に、嘘いつわりなく申しま

すと、あのユダヤ人の仕打ちときたらひどいも

んで。だもんで、その結果おいらがどうなった

かは、この年取った親父が細大漏らしてお話し

しますが。

ゴボー　ここに山鳩の肉を持参いたしまして、

是非とも旦那様にたまわしたく、その上でお願

いが－

（途中省略）

ランスロット　旦那様にご奉公したいんで。

ゴボー　そこですよ、話の盲点は。

（第二幕第二場）

　上記のランスロットがシャイロックの従者を辞

める理由を述べる場面において、ランスロットは

「シャイロックに対する否定的なイメージを固め

る」という重要な役割を果たしている。なぜなら、

ランスロットはシャイロックの従者を辞退する理

由として、宗教上の問題並びに自身の良心の呵責

のみを述べ、その他の従者を辞めるに適する明確

な理由を述べていないにもかかわらず、シャイロッ

クを強く批判しており、聴衆にシャイロックの否

定的なイメージを持たせるためである。

　さらに、第二幕第三場において、ランスロット

がシャイロックの娘ジェシカに対して述べたセリ

フをみていく。ここでは、ランスロットがユダヤ

人に対して抱く否定的な感情をランスロットのセ

リフから読み取ることができる。

お別れです。ご覧のとおり、涙が口ほどにもの

言ってまさぁ。お嬢様みてえに美しい異教徒は、

優しいユダヤ人は、いやしねえ！－キリスト教

が怪しからん真似をしてあんたをこさえたんだ

な、きっと。でも、これでお別れだ！馬鹿な涙

のせいで俺の男っぽい根性もびしょ濡れだ。で

は、これで！（第二幕第三場）

　上記で引用した、ランスロットがシャイロック

の従者を辞める理由を述べる場面とランスロット

がユダヤ人に対して抱く感情を述べた場面におい

てシャイロックがユダヤ人であるということ以外

に咎められるべき具体的なことがらについて、ラ

ンスロットは言及していない。つまり、シャイロッ

クがユダヤ人であるというためだけに、ランスロッ

トは彼を悪魔と呼び、これを見ている観客はシャ

イロックに対し否定的なイメージを抱くようにな

る。そして、ランスロットのシャイロックに対す

る根拠のない非難によって、聴衆のシャイロック

に対する否定的な印象は深まっていく。その結果

として、ランスロットは聴衆がシャイロックに抱

く否定的な印象を強め、劇中におけるユダヤ人シャ

イロックとキリスト教徒アントーニオの対立を際

立たせている。

Ⅱ . 真実を通し、シャイロックのアントーニオと
その友人に対する憎しみを増加させる

　ランスロットは、シャイロックにシャイロック

の宿敵であるアントーニオ及び、アントーニオの

友人に対する憎しみを増幅させる役割を果たす。

　以下は、第二幕第五場におけるランスロットの

セリフである。

それにみなさんで共謀しておいでで－いや、な

に、旦那様も仮想舞踏会をご覧になってと言う

つもりはないんですがね、でももしご覧になる

とすれば、あっしが鼻血を出したのも何かいわ

くがあったんだ、ほら、この前の復活祭明けの

月曜日、朝の六時、てことは四年前の聖杯水曜

日の午後に当たるな。（MV32）

　このセリフにおいて、ランスロットはシャイロッ

クのキリスト教徒に対する憎しみを増幅させてお

り、かつシャイロックに娘のかけおちをほのめか

す事で間接的にこれから起きる真実を告げている。

ここから、ランスロットは「シャイロックとアン

トーニオの相互に抱く憎しみを際立たせる役割」
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と「誰に対しても真実を語る役割」の二つの役目

を果たしていることがわかる。

Ⅲ . ランスロットの中立性

　ランスロットは、ランスロットの持つセリフの

長さ及び言い間違えによる曖昧性により、中立的

な内容の発言を聴衆に批判されることなく行って

いる。

　バサーニオの召使であるランスロットは、バサー

ニオの友人ロレンゾーに向かい既にお腹が空いて

いるので食事の用意はしておいた、残るはロレン

ゾーの一声で支度するのみである、という場面が

ある。ここでは、主従関係における上位の立場の

人アントーニオに対し、ランスロットは自由奔放

に振る舞い、弁明ではなく詭弁を働いていること

がわかる。しかし、アントーニオは怒ることなく、

ランスロットとのセリフのやり取りを続ける。ラ

ンスロットのこのような横柄な振る舞いが許され

るのは何故か。この理由は、シェイクスピアがと

ある意図を持って、あえてランスロットの言動を

自由にさせているのではないかという仮定により

解決できる。

　あえてシェイクスピアがランスロットの言動を

自由にさせ、ランスロットが中立的で真実を語る

ことができるようにした。加えて、ランスロット

の言動は道化という喜劇的要素やセリフの長さ、

言い間違えなどの曖昧性により、ランスロットの

なににも属さないような中立的発言が批判され、

注目されることをうまく回避している。つまり、

シェイクスピアはランスロットを道化として存在

させることにより、真実を語らせ、中立的な立場

で発言できるように意図している。著者は、シェ

イクスピアが道化を舞台に立たせ、道化のセリフ

を通して自身の主張及び思想を語ることで、直接

的な批判を受けることなく公に主張しようとした

のではないかと予測した。意図を持ってランスロッ

トという道化をつくり、ランスロットにシェイク

スピアの考えを語らせるという裏づけを以下の章

でおこなっていく。

Ⅳ . 道化としてのランスロット

　ランスロットは劇中、道化として聴衆の笑いを

誘うユーモラスな役割をこなしている。しかし、

ランスロットのセリフは笑いを誘引するためだけ

にかかれた訳ではなく、シェイクスピアの意見を

代弁するためにランスロットのセリフがかかれた

といえる。以下で、筆者がなぜランスロットは単

に聴衆の笑いを誘発するための役割ではなく、シェ

イクスピアの意見を述べるために書かれたキャラ

クターであると推測したかを展開していく。

　西野義彰の『シェイクスピア劇の道化』（2014）

によれば、ランスロットの道化としての特徴は以

下の通りである。

　劇の途中で変化を見せることはあるが、彼の

行動の全体を眺めると、彼は愚かで滑稽な人物、

笑いの対象かつ提供者であると言える。教養が

乏しいゆえのマラプロピズム、言葉のくり返し、

なまった表現、単純な思考、饒舌、大ぼら、作

り話、そして時に相手を感心させたり、やり込

めるほどの機知に富む言葉遣いなどが彼の言葉

における主な特徴であると言うことができる。

（西野	2014）

　この特徴を一見すると、ランスロットは劇中で

観衆の笑いを誘うための単純な道化であるように

思える。しかし、ランスロットのセリフの細部を

見ていくと、道化としてのランスロットのセリフ

が何の意味も無く、笑いのためだけに書かれたと

は断言できない。ランスロットが単なる道化の役

割でないことを確かめるために、実際のセリフを

引用してみていく。以下は、第三幕第五場におけ

るランスロットのセリフである。

そのとおり、だからなおのことけしからんご亭

主だ。もともとキリスト教徒は数が多すぎる、

そろっていい暮らしをしてくのは無理なくらい

だ。この上キリスト教徒をこさえてみろ、豚の

値段が上がる一方－みんながみんな豚肉食うよ

うになった日にゃ、いくら金を積んだってベー

コン一切れ買えなくなります。（MV64）
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　このセリフからランスロットがキリスト教徒の

多さを危惧していることが分かる。実際、その時

代のイタリアではどうであったのかを見ていくと、

シェイクスピアの生きていた 16 世紀後半から 17

世紀のはじめまでは、カトリックを主とするキリ

スト教がイタリア人の宗教であったとされる2。ま

た、16 世紀から 17 世紀にかけてイタリアはルネッ

サンス時代の後半であったため、経済的文化的に

イタリアはさかえ、ルネサンス期初頭と比べ人口

も増えていたと予測される³。この二つの点により、

ランスロットはキリスト教徒が多いという事実か

ら危惧される食料問題を指摘していることがわか

る。ただし、この食料問題に対する指摘はランス

ロットの道化的役割により、問題の深刻さを浮き

彫りにしていない。もし、ランスロットがただの

道化であれば実際問題に対する指摘とも捉えられ

るセリフをいう必要はないだろう。ランスロット

のセリフには彼を生み出した劇作家シェイクスピ

アの意図が隠されていると推察できる。シェイク

スピアの意図を読み解くために、次の章でシェイ

クスピアの生きた時代背景及び、社会思想につい

て追っていく。

Ⅴ . シェイクスピアの時代と彼の思想

　シェイクスピアの持つ思想は、シェイクスピア

が生まれたルネサンス期の影響を受け、人間中心

的で中立的であり、彼の中立的な思想は劇作にも

影響を及ぼしている。

　シェイクスピアは西暦 1564 年に生まれ、1616

年に没している。このことから、彼がルネサンス

の後期にうまれ育ったことが分かる。ルネサンス

の時代は、イタリアからはじまり、ペストの流行

による人口減少の影響を受け、人間を尊重する芸

術運動および思想をヨーロッパ全体へと広めた時

代である。シェイクスピアもルネサンスに影響さ

れたひとりであり、ヒューマニズムや“liberal	

education”の思想に影響を受けた。以下にシェイ

クスピアがルネッサンス期に受けた影響を示して

いる資料の引用文である。

Both	 sides	 of	 Renaissance	 Italy	 fascinated	

Shakespeare’s	 age,	 as	 one	 can	 tell	 by	 the	

number	 of	 plays	 by	 Shakespeare	 and	 other	

English	writers	 that	are	set	 in	 Italy	and	have	

characters	with	Italian	names.	The	early	English	

humanists	followed	the	lead	of	Italian	humanists,	

notably	in	their	idea	of	a	liberal	education,	and	

Italian	models	prevailed	in	other	areas.	（SG	4）

　ルネッサンスのイタリアは、シェイクスピア

及びその他のイギリス作家によってかかれた作

品の多さにおける点、作品の舞台をイタリアに

おき、イタリア語の名前を持つ登場人物をふく

んでいる点、どちらにおいてもシェイクスピア

の時代を魅了していた。初期のイギリス人人文

主義者はイタリアの人文主義者の先駆者を追い

かけ、とくにリベラル教育の思想およびイタリ

アのスタイルを別の地域に流行させた。4

　シェイクスピアが、イタリア及びルネサンス期

のヒューマニズムに影響されたという事実は、シェ

イクスピアの書いた劇作のおよそ五分の一がイタ

リアを舞台にしていることからも分かる。また、

ルネサンスに影響を及ぼしたローマギリシャが舞

台となっている劇作も多い。これより、シェイク

スピアがヴェニスの商人という劇作品を通して、

ランスロットにリベラルな発言をさせる理由が明

確になった。なぜなら、シェイクスピア自身がル

ネサンス期のリベラル教育という思想に影響を受

けていたためである。シェイクスピアが中立的な

思想を持ち、シェイクスピア自身の中立的な思想

を自身の劇作に表現しているということが推察で

きる。以下の結でシェイクスピアが自身の中立的

な思想をどのようにして自身の劇作品に表現した

かを詳しく、結論づけていく。

結

　上記の第 1 章から第 3 章では、第二幕第二場か

ら第三幕第五場におけるランスロットのセリフと

その役割に着目したところ、ランスロットが「シャ

イロックに否定的な先入観を持たせる役割」と

「シャイロックとアントーニオの相互に抱く憎しみ

を際立たせる役割」、そして「誰に対しても真実を
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語る役割」を果たしていることがわかった。特に、

３つ目の「誰に対しても真実を語る役割」は重要

である。なぜなら、道化として存在することによ

り「誰に対しても中立的で真実を語ること」が許

されているためである。

　ランスロットの自由な物言いは、シェイクスピ

アによって演出されたものであり、この役割をあ

えてランスロットにさせている。なぜ、シェイク

スピアはランスロットというキャラクターを作っ

たのだろうか。この疑問は上記で述べたランスロッ

トの役割を含めた、以下の３つの着目点を通して

解決することができる。第一に、長い脚本の中で

ランスロットが登場する場面は比較的に少なく、

作品全体を通して散りばめられている。第二に、

ランスロットのセリフは他の登場人物の意見に偏

ることなく、自分の意見を明確にしめしており、

時としてキリスト教徒が語らない真実を語る。し

かし、ランスロットは道化としての役目を担って

いるため、劇を鑑賞している観客はランスロット

のセリフが戯言のように聞こえる可能性が高い。

つまり、キリスト教徒に都合の悪い真実を語って

いるとしても注目を集める可能性は低い。第三に、

ランスロットはシェイクスピアの作品『ヴェニス

の商人』のもととなった種本（Giovanni	Fiorenti

no’s	Il	pecorone,	Masuccio	Salernitano’s	Il	nov

ellino 及び	Marlowe’s	The	Jew	of	Malta）には登

場しない。この３点を考慮して考えられることは、

この作品全体を通してシェイクスピアがランス

ロットという道化を使い、目立たないように、あ

らゆる場面で自分自身の発言を代弁させていると

いうことである。もちろん、直接的にシェイクス

ピア自身の意見を代弁させるだけでなく、脚本の

ランスロットのセリフを熟慮すると見えてくる疑

問もあえてシェイクスピアが脚本にしかけたと考

えられる。この推察をもとに、上記の第二幕第二

場から第三幕第五場におけるランスロットのセリ

フ及び、作品全体に及ぶランスロットの発言を見

直すと、様々なシェイクスピアの意見が見えて来

る。

注
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Italian	Renaissance	Economy	(1250-1600) より一部引用。ペー
ジ数は、引用元の web を印刷した際の５頁にあたる。

4　シェイクスピアの思想時代背景について記載されたテキスト
The	Greenwood	Companion	 to	Shakespeare	a	Comprehensive	
Guide	for	Students.	The	United	States	of	America	:Greenwood	
Press,	2005.	Print. については SG と略記し、引用部分の頁に
よって示す。日本語訳は拙訳。
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1979.Print.
シェイクスピア , ウィリアム　『ヴェニスの商人』　松岡和子訳　筑
摩書房　2002 年
西野義彰　『シェイクスピア劇の道化』　英宝社　2014 年　170 頁
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