
序

　ウィリアム・シェイクスピア (William	Shakespeare）

は一五六四年から一六一六年、つまり一六世紀の

イギリスを生きた人物である。彼が活躍する前の

時代は女性批判、女性蔑視が盛んで、女性達を悪

魔視、あるいは魔女視する風潮があった。同時に、

文学上では逆に女性を理想化する傾向もあり、中

世には昔からのキリスト教の聖母マリア信仰に騎

士道が結びつき、騎士による貴婦人崇拝という宮

廷愛の文学的伝統が生まれた。そのため、主とし

て文学においては、「『女は悪魔か女神』かという

究極な二元論が生じ」（青山　80）、女性を理想化

する傾向は処女性の崇拝という形に結びついたと

されている	。そして彼が劇作に従事した時代には、

女性は「貞潔、寡黙、従順」という三大条件を求

められた。男の言うことすべてに黙って従い、貞

潔であることが絶対だとされていたのだ。これは、

寡黙、つまり閉じた口は閉じた体だという概念が

あり、「男性に口答えしない控えめな態度は性的に

も慎み深いことを意味し、相対的に従順であると

みなされ」（濱田　27）ていたからである	。いくつ

かの文献をあたってみると、研究者はみな、シェ

イクスピア自身も女性の名誉は貞潔にあり、名誉

ある女性とは純粋無垢な乙女か、夫だけに貞節を

尽くす妻のいずれかであると考えていたという意

見で一致しており、世間では女が貞潔であること

は命よりも大事であるとまで考えられるように

なっていたとされている。その上、純潔でない女

性は他のすべての美徳さえも失われていると考え

られていた。つまり、女性の価値観はこの純潔の

美徳によって定められていたということである。

また、「自由に言葉を使って話す女性は、男性の主

権を剥奪し、男性脅威を脅かし、男性中心の社会

制度を転覆させかねない恐ろしい存在」（濱田　

27）であると考えられていたため、寡黙であるこ

とは男性優位の社会秩序を守るためには必要不可

欠で、言葉を話して良いのは男性のみであるとい

う考えが世間に定着し、自己主張する女性や男性

社会に足をふみ入れようとする女性達には社会的

制裁が加えられた。しかし同時に、この時代はル

ネサンスという文芸復興運動の動きが先進国のイ

タリアからようやく到達し、最盛期を迎えた時期

でもあった。このルネサンスは単に文芸の復興で

はなく、特にイングランドの場合、中世以来のキ

リスト教文化との両義性が目立ち、それから「イ

ギリス社会のあらゆる面に見られる二極の価値の

揺れ動きと対立化へと波及」（青山　2）しており、

人々の宇宙観、世界観、人間観が大きく変動した

時代であったとされている	。このようにして伝統

的な思想に新しいルネサンス的傾向が加わったこ

とで男女平等思想というものがうまれた。そして、

男女の結びつきの最終地点を結婚に見出すように

なり、結婚や家庭の重視、夫の助け手としての妻

の重要性などの認識が加わり、結婚生活の一番大

事な要素は妻と夫の協力であるとまで考えられる

ようになった。しかしながら、その反面で妻は夫

の助けであるということから夫は妻の頭であり、

その当時のほとんどの女性が読み書きをすること

ができなかったため、教育の面でさえ男性よりも

引けを取るとされていたことから、妻は夫の支配

下にある一段劣った存在であるともされていた。

結婚をした女性は家庭に閉じこめられて、身体や

財産を始めとするあらゆる所有物を男性に奪れ、

地位や権威、財産や自由さえも夫に支配されるこ

とになった。女性は結婚していれば重要な役割が

与えられたものの、結婚していなければ存在意義

が見出せないとまで考えられていた。このように、
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女性の社会的地位は男性に比べてはるかに低く、

男性は支配される性、女性は劣るがゆえに支配さ

れる性であるというのが一般的な考え方であった

のだ。これが家父長制的な考えである。

　この家父長制度というものにより、女性は父親

や夫、君主などの父長権力によって縁談を強制さ

れたり、行動の自由を束縛されたりした。シェイ

クスピアの生きた中世末から一六世紀にかけての

イングランドでは、上流の家庭でこのように領主

と親族が結婚を支配するというのが一般的であっ

たとされている。これは当時、土地の所有が主な

資産で、地所が一族にとっての永続的な財産であ

るとされ、これらの財産は相続や結婚によって維

持し、強化し、継承することが重要であったため

である。また、長男単独相続制という慣例によっ

て権利や資産が何も与えられなかった長男以外の

次男、三男は結婚することによって女性の地位や

財産を得ることができた。そのため、自分の財産

を分与する権利を持っていながらも息子に恵まれ

なかった父親が娘の結婚に介入することが当前と

なり、男性である父親や夫は女性である娘や妻を

自分たちの所有物であるかのように扱い、単なる

財産を運用する媒体とみなしていた。つまり、こ

の家父長制度による結婚は本人同士の愛情という

ものが必要なく、男性の地位や名誉を守るための

ものでしかなかったということである。それが

十六世紀末の文学作品においては、子供たちに対

する親の支配があったなかで、本人同士の愛情に

よる結びつきというものの主張が徐々に見られる

ようになったのだ。そして、シェイクスピアはこ

れらの動きすべてを包括し、劇化した。彼は劇を

観ていた当時の人々を楽しませるために、彼らの

価値観や生活意識を劇に多く取り入れている。そ

のため彼の作品の大方は当時の社会における結婚

の実態や結婚観そのものに基づいている。そして

その中に、彼は彼自身の結婚観や女性観、結婚に

ついての理念を加えて物語を完成させた。

　実際にシェイクスピアの作品を読んでみると、登

場する女性たちの多くがその時代の「従順、寡黙、

貞潔」という型に嵌った女性や、家父長制度に縛ら

れている女性ばかりではないことがわかる。ときに

は男性と同じ立場であるかのようにものを言い、と

きには家父長制下においても娘が結婚に口を出し、

そしてときにはその娘が父長権力に抵抗している。

　つまり、彼は当時のイギリス社会で一般的に考

えられていた女性像とは異なる女性達を描いたと

いうことである。それが彼自身の考えの表れであ

るといえる。悪魔や女神、夫の助け手、男性より

も劣等な存在など、激しく揺れ動いた女性観のな

か、家父長制によって縛られて生きた女性達。シェ

イクスピアはそれらの「伝統からうまれながらも、

伝統の枠を打ち破ろうとする複雑で両義的かつ多

彩な女性」（青山　81）の姿を描いたのである。シェ

イクスピアはそれらの女性の姿から何を伝えよう

としたのか。私は、彼がどのような考えをもって

このような女性達を描いたのか、ということにつ

いて、家父長制度に焦点をあてて論じていきたい

と思う。その為に、今回は男女の恋愛が主題とな

る『ロミオとジュリエット (Romeo	and	Juliet,	

1594)』、『 夏 の 夜 の 夢 (A	Midsummer	Night’s	

Dream,	1595)』の二作品をそれぞれ分析する。

Ⅰ．『ロミオとジュリエット』について

　まず一つ目に、『ロミオとジュリエット』につい

て考える。この作品の重要な女性は、言わずもが

なジュリエット (Juliet) である。彼女は仇敵の家

の息子であるロミオ (Romeo) と一眼で激しい恋に

落ちて愛を誓い合い、彼女の方から結婚の催促ま

でしたが、ジュリエットは父親から貴族の男パリ

ス (Paris) と結婚するように強いられており、言う

ことを聞かなければ親子の縁を切るとまで言われ

ていた。以下が結婚を断るジュリエットに対する

父親キャピュレット (Caplet) の言葉である。

キャピュレット：だがなそれじゃいやならいや

で、赦してやる。どこなと勝手にほっ

つくがよい、家へ入れることはできんぞ。……

お前がわしの娘なら、わしはお前をあの伯爵に

くれてやる、もしそうでないならば、飢えて、

往来でのたれ死ぬのもよかろうし、首を縊るな

り、乞食するなり、勝手にしろ。わしの方でも、

決してわしの子だとはいうまいし、わしの財産

は鐚一文、お前のためには使わせないからな。
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Caplet:	But,	as	you	will	not	wed,	I'll	pardon	you－

Graze	where	you	will;	you	shall	not	house	with	me.

.	.	.	An	you	be	mine,	I'll	give	you	to	my	friend;	

And	 you	 be	 not,	 hang,	 beg,	 starve,	 die	 in	 the	

streets,	

For,	by	my	soul,	I'll	ne'er	acknowledge	thee,	

Nor	what	is	mine	shall	never	do	thee	good:	

Trust	to't;	bethink	you;	I'll	not	be	forsworn.　(RJ	

78)	1

この発言から、パリスとの結婚は父親からの縁談の

強制、すなわち家父長制度による政略結婚だとい

うことがわかる。そしてジュリエットは薬を使って

仮死状態になることでなんとかしてロミオと結ばれ

ようとしたがロミオは毒薬で自殺してしまってお

り、彼女もそれを見て短剣で自らを刺し、二人とも

が死ぬことで破局となった。まさに彼女こそが「悲

劇のヒロイン」という言葉が最も似合う女性なので

ある。家父長制度によって結婚相手を決められた

ジュリエットは、父親の言いつけに背き、自分が本

当に愛するロミオと結婚しようと行動する。それは

当時の思想、風潮に反する行為である。しかしこの

ジュリエットの姿こそが、新しい女性のあり方を提

唱したシェイクスピアの女性像の第一号であるとさ

れているのだ。彼女は、女性は求婚しないという常

識を打ち破ってまで純粋な愛情による結びつきと

いうものを大切にし、表向きでは父親の言うことに

従いながらも、実際には父親が求めた財産目当て

の政略結婚を拒んだままで、密かにロミオと結ばれ

るために積極的に行動していた。そして愛したロミ

オが死んでしまったのを見るや否や、自らもその愛

ゆえに死を選び彼のあとを追ったのだ。このときの

ジュリエットのロミオを想う強さは以下の引用部分

から明らかである。

	ジュリエット：パリスと結婚するくらいなら、あ

の向うのお城の胸壁から跳んでみよとでも、追剝

の出る道を行けとでも、さては蛇のすむ叢に隠れ

ていよとでも、仰ってご覧なさいませ。……みんな、

今までなら、聞くまででも震え上がったことです

けれど、でも、今は決して怖いとも、不安だとも

思いません、ただ、あのロミオ様の妻として、操

を立て通すことができますなら。

Juliet:	O,	bid	me	leap,	rather	than	marry	Paris,

From	off	the	battlements	of	yonder	tower,

Or	walk	in	thievish	ways,	or	bid	me	lurk	

Where	serpents	are;	

.	.	.	Things	that,	to	hear	them	told,	have	made	me	

tremble －

And	l	will	do	it	without	fear	of	doubt,

To	 live	 an	 unstain'd	wife	 to	my	 sweet	 love.　

(RJ83)

この発言から、彼女が家父長制の社会の中で情熱

的な恋愛結婚を望み、従順と寡黙ではなく貞潔の

美徳を守り抜き、弱い存在とされてきた女性観に

立ち向かっている様子が感じられる。結末こそ悲

劇という形であれ、彼女の時代に反する行動とい

うものは勇ましいもので、力強ささえも感じるこ

とができる。また、この発言からわかるように、

彼女は愛するロミオのための貞潔と結婚に命をか

けており、政略結婚によって結婚するならば死ん

だほうがましであるとまで考えている。この様子

から、彼女の死は彼女が望んだものであるため、

この作品は最悪の悲劇ではないと言えるだろう。

彼女にとって政略結婚は死ぬこと以上に受け入れ

られないものであったため、政略結婚という精神

的な死と、恋愛結婚の先で迎えた死とでは彼女に

とって大きく異なるであろう。ロミオはジュリエッ

トを失ってしまった悲しみから自分の意思で自殺

したのであって、ジュリエットにも自害すること

を強要したわけではない。そこにはジュリエット

に対する支配や強制などがなく、ただ情熱的な愛

情によってこのような行為に及んだということが

わかる。そしてロミオが死んでしまった後でも、

ジュリエットにはパリスと結婚するという選択肢

は残されていたはずである。しかし彼女は愛する

ロミオのために貞潔を選び、ロミオのために死ん

だ。彼女は目の前の二つの「死」という選択肢から、

自分の意思を優先して、ロミオに愛を捧げるため

の死を選んだのだ。つまり、二人は家父長制度に

おける男性による女性の支配という関係の下では

なく、互いの愛情によってのみ結ばれ、死という

運命を共にしたということになる。彼女にとって、
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本当の悲劇とは政略結婚をさせられてしまうとい

うこと、愛する者のために貞潔を守れないことで

あったため、彼女は究極の悲劇からは逃れられた

のではないかと考えられる。以上から、ジュリエッ

トはその当時の女性の理想像とは異なり、息絶え

る最後まで家父長制社会という伝統の抑圧に挑み、

自らの意思で行動しようとした、賢くて力強い女

性だと言える。また、彼女の死後、両家の父親は

互いに謝り、ロミオの父親が彼女の貞節を称える

像を建てようとしたことから、シェイクスピアは

彼女の行動は称賛に値するものであるというよう

に描こうとしたのではないかと考えられる。そし

てこのことから、シェイクスピアは女性にとって

大切なのは従順であることや寡黙であることより

も、精神的にも身体的にも貞潔であることで、家

父長制度による愛していない者との政略結婚こそ

が悲劇であると考えたと言うことができるだろう。

Ⅱ．『夏の夜の夢』について

　次に、『夏の夜の夢』についてであるが、今回は

ハーミア (Hermia) にのみ焦点をあてて論じていく。

アテネに住む彼女はライサンダー (Lysander) と恋

人関係であるのだが、彼女は父親であるイジーア

ス (Egeus) からはその関係を許されていない。イ

ジーアスは彼女にディミートリアス (Demetrius) と

いう男と結婚するように言いつけていた。ディミー

トリアスとの結婚を拒む彼女についてイジーアス

と国王のシーシアス (Theseus) は次のように言う。

イジーアス：もしも我が子が御前でもディミー

トリアスとの結婚を拒むならどうか由緒あるア

テネの特権をお許しいただきたい。娘は私のも

のですので、この男の手に引き渡すのも、死の

手に渡すのも、このような場合に叶う国法に従

い私の意のままだと。

Egeus:	Be	 it	 so	she	will	not	here	before	your	

grace

Consent	to	marry	with	Demetrius,

I	beg	the	ancient	privilege	of	Athens:

As	she	is	mine	I	may	dispose	of	her:

Which	shall	be	either	to	this	gentleman,

Or	to	her	death,	according	to	our	law

Immediately	provided	in	that	case.　(MND	4)	2

シーシアス：死刑か、さもなくば世間との関わ

りを一切絶つ。……父親の意志に背くなら尼の

衣に身を包み永遠に暗い庵室に閉じ籠り何の実

も結ばない冷たい月に向かって賛美歌を歌い一

生を空しく過ごさねばならない。

Theseus:	Either	to	die	the	death,	or	to	abjure	

For	ever	the	society	of	men.

.	.	.	if	you	yield	not	to	your	farther's	choice,

You	can	endure	the	livery	of	a	nun,

For	aye	to	be	shady	cloister	mewed,

To	live	a	barren	sister	all	your	life,

Chanting	faint	hymns	to	the	cold	fruitless	moon.

　	(MND	5)

	

つまり、娘は父親のものであるので、父親の言う

ことを聞かないのならばアテネの特権により、死

刑にするか尼寺に閉じ込めて一生独身で暮らさせ、

世間との関わりを一切断たせることができるとい

うことだ。これは父親が娘の結婚を支配していた

ことや、娘を父親の所有物であるかのよう扱って

いたことに関する典型的な例と言えよう。しかし

このことについてハーミアは、次のように述べる。

ハーミア：そのように生き、そのように死にと

うございます。夫に処女のしるしを捧げるにも

望みもしないかせをはめられ心から従いたいと

思えない相手ではいやでございます。

Hermia:	So	will	l	grow,	so	live,	so	die,	my	lord,

Ere	I	will	yield	my	virgin	patent	up

Unto	his	lordship,	whose	unwished	yoke

My	 soul	 consents	 not	 to	 give	 sovereignty.　	

(MND	5)

彼女は、望まない結婚により夫となる、心から従

いたいと思えない相手に自分の処女を捧げるくら

いなら一生独身で良いと反抗している。つまり、

彼女は心から愛する者のためだけに自分の処女を

捧げようとしている、極めて貞潔な女性であると

いうことがわかる。そしてその後、彼女はライサ

ンダーと駆け落ちすることとなるが、この行動は
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決して許される行為ではない。父親に見つかって

しまえばどんな恐ろしい罰を与えられるかもわか

らない。それでも彼女は愛するライサンダーとの

結婚を望み、危険を冒してまでも自らの手で家父

長制によって定められていた運命を変えようとし

た。以上からハーミアは、『ロミオとジュリエット』

のジュリエットのように従順と寡黙ではなく貞潔

の美徳を守ろうとし、家父長制社会に屈せず勇敢

に立ち向かった強い女性であると言える。また彼

女は、森の中で寝ることになった際、愛するライ

サンダーに対して次のように言う。

ハーミア：でも、優しいあなた、私を愛して礼

儀正しくしてくれるならもっと離れて。それが

人の道というものだわ。誰が見ても結婚前のちゃ

んとした男女にふさわしいと言える距離。

Hermia:	But,	gentle	friend,	for	love	and	courtesy	

Lie	further	off,	in	human	modesty:

Such	separation	as	may	well	be	said	

Becomes	a	virtuous	bachelor	and	a	maid.　(MND	

24)

この言葉からも、彼女は貞操の固い女性であると

いうことができる。そして彼女は、途中恋人のラ

イサンダーが妖精の惚れ薬の力でヘレナに愛を誓

いだすなど思わぬ出来事を乗り越え、無事に彼と

の結婚を認められた。このことから、シェイクス

ピアは家父長制社会に対抗することは必ずしも悪

いことではないと考えていたと言えるだろう。彼

がこの制度に賛同していたのであれば、ヘレナと

ライサンダーが父親のイジーアスに駆け落ちしよ

うとしたことを白状した際に、彼らは法により罰

せられたはずであったし、イジーアスもそれを望

んでいた。シーシアスも、当初は国王である自分

の力を使ってでさえも緩めることのできない法で

あると述べていた。しかし、シーシアスは最終的

には彼らの結婚を認め、自分たちとともに結婚式

を挙げさせて永久の契りを結ばせてやりたいとい

う理由で頑固な法を曲げ、父親であるイジーアス

の主張を取り下げたのだ。これらの点から、シェ

イクスピアは家父長制を受け入れて心から従順に

なれない相手に処女を捧げるのではなく、愛する

者に処女を捧げるという本当の意味での貞潔を貫

くということを大事とし、家父長制社会に立ち向

かうことは許されるべきことであると表そうとし

たのではないかと考えられる。

Ⅲ．『ロミオとジュリエット』と『夏の夜の夢』の
比較

　『ロミオとジュリエット』と『夏の夜の夢』では、

娘が父親や国王の意見に背き、自分の好きな男と

恋愛結婚しようとしたという点においては同じで

あるが、前者は家父長制社会に対抗して恋愛結婚

を望んだ両者が死ぬという悲しい結末、後者は恋

愛結婚を望んだ者が晴れて結婚出来るという幸せ

な結末であるという大きな違いがあるのがわかる

だろう。このことについて研究者は、「シェイクス

ピアは親に背き当人の情熱に基づく恋愛に対して、

喜劇では［結婚］を与え、悲劇では［死］の結末

を与えています。いずれの結果に対しても、教訓

ではなく、観客や読者の心にある種の同感や同情

を引き起こすように書いていると思われる」( 青

山 144) と述べている。しかしながらこの意見に対

して、シェイクスピアは父親などの父長権力に逆

らって自由に行動しようとする女性に教訓を示そ

うとしたのではないかと言う人も勿論いるだろう。

『ロミオとジュリエット』の種本には、『読者に対

して「親に背くとこのように悲惨な結末に至る」

という道徳的教訓が付記されてまでいる』( 青山

142) ため、悲劇であるこの作品が教訓を示してい

ると感じたり、彼が家父長制度に刃向かっても良

いとしていたのならば、みなが幸せな終わりを迎

えるという結末を書いたのではないかと考えたり

するのは不思議ではない。つまり、ジュリエット

が死という結末を迎えたということは、そのよう

に父親達に背いて自分の意思を貫こうとするのは

罰すべきことであるという考えを彼は持っていた

のではないかとも考えられるということだ。確か

に、死というものは悲しい結末である。しかし既

に述べたように、ジュリエットにとっては愛する

者と結ばれない運命というのは、死以上に耐えら

れないものであった。そのため、彼女ように恋愛

結婚の先に待ち構えていた「死」という結末は究
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極的な悲劇ではなく、愛する者と離れ離れにさせ

られ、愛していない者との政略結婚をさせられる

ことこそが本当の悲劇であったのではないかと考

えられる。このことについて、「ロミオとジュリエッ

トの死は、性急な求愛と規範を無視した結婚に対

する罰（報い）として描かれているのではなく、

現世を超越した（愛の）成就を象徴するものとし

て描かれている」( 三戸 11) という研究結果もある

ため、彼女達の死は教訓を示しているのではない

という考えを支持することができる。また、この

ように家父長制による政略結婚ではなく情熱的で

純粋な恋愛を求めた者が死ぬという悲劇を目にす

れば、人々は少なからず同情の意を示すだろう。

その死という結末から、娘を失った父親の悲しみ、

純粋な愛だけを求めたが故に命を落とした娘の哀

れさに自らが同情していることに気付いたとき、

自分たちのもつ家父長制度の考えに多少の疑問が

生じるはずである。ロミオとジュリエットの父親

達でさえ、自分達の子供が愛に生きたが故に亡く

なったことを自分達に対する罰だと考えて深く悲

しみ、長年仇であった互いを許し合ってまでいる。

これこそがシェイクスピアの狙いであったのでは

ないかと考える。彼は、この家父長制という伝統

の中を生きた女性達に喜劇であれば幸福を、悲劇

であれば死という悲しみを与え、観ている人々の

心を揺さぶろうとしたのではないかと考えられる。

よって、シェイクスピアは彼の作品での死という

結末から、女性達に家父長制度に反抗するなとい

う教訓を示そうとしたのではなく、家父長制度を

善しとする社会に対して、当人の感情を無視する

家父長制度は大切な家族を本当に失うこともある

という警告のようなものを示したと言える。

結論

　シェイクスピアが描いた二人の女性は、その当時

のイングランド社会に求められていた姿ではなかっ

た。ジュリエットもハーミアも、当時の女性達を縛り

つけていた家父長制度という伝統から逃れ、自由な

恋愛を手にした。しかし、彼女達は本人にとっての

最悪の悲劇というものには見舞われておらず、罰も

与えられていない。それは彼が、女性は男性にも負

けず劣らず勇敢で行動力のある生き物であり、女性

にとって大切なのは家父長制度によって心から愛す

ることのできない相手と結婚をして処女を捧げるの

ではなく自分の愛する者のために貞潔を守ることで、

貞潔を守るためならば従順、寡黙の美徳が失われて

もよいとしていたからだと考えられるだろう。これは

シェイクスピアが女性の名誉は貞節にあると考えて

いたという研究者たちの意見と一致する。そして彼

は、家父長制度から逃れた女性や、従順や寡黙とは

言えない女性を描き、彼女たちに幸せを与えたこと

から、女性を縛るための家父長制度や当時の女性観

に対して批判的な考えを持っていたと言えるだろう。

以上から、シェイクスピアはそれぞれの作品で、そ

のほとんどを当時の社会の価値観や人間観に基づい

て描くことで劇を観ている人々を楽しませながらも、

その時代の家父長制社会の型にとらわれずに生きる

女性の姿を描き、その女性達を真の中心として物語

を進行させることによって自らの価値観や人間観、

家父長制度の欠点というものを暗に提示し、観てい

る人々に無意識のうちにその当時の思想や風潮とい

うものについて考え直させようとしたのだと私は結

論づける。男性でありながらも、この男性本位の家

父長制度に否定的な目を向けることができたシェイ

クスピアは、やはり天才で、偉大なのである。
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