
序

　シェイクスピアの劇に一環として流れているのは

愛である。恋は愚かな夢であり、それは『夏の夜の夢』

と『ロミオとジュリエット』でも扱われているテー

マである。「恋も夢も一種の狂気だとシェイクスピア

は言います。」（河合　みすず 81）というように理性

的な判断もできない世界に行くわけであるから、狂

気と言える。理性的な判断ができない世界というの

は恋は盲目ということわざに近いだろう。シェイク

スピアの時代には、恋愛を巡ることわざが極めて多

い。「M.P.	Tillyの調べによれば100近くある」（芝　

2,012 年）とされている。「”Love	overcomes	all.『恋

は全てに打ち勝つ』」（芝　2,012年）ということわざ

は文字通り、恋はあらゆる障害を乗り越えることが

できることを意味している。その一方で、「”Love	

covers	many	infirmities.”『恋が冷めれば、欠点もあら

わ。』」（芝　2,012年）や「”Love	is	without	reason.”『恋

に理性は寄り付かず』」（芝　2,102年）ということわ

ざもあるため、恋の危うさや不確実な部分は、恋は

盲目ということわざの部類に入る。また、このこと

わざは「目隠しされたキューピッドの寓意と密接な

関係がある」（芝　2012年）と述べられている。	シェ

イクスピアの時代にはシェイクスピアの作品には目

隠しをしたキューピッド1への言及が数多くあり、『ロ

ミオとジュリエット』と『夏の夜の夢』にも数多く

出てきている。『夏の夜の夢』も『ロミオとジュリエッ

ト』の両作品は自分たちの愚かさについて全くと言っ

ていいほど気づかない。自分たちの愚かさに気づか

ない理由はキューピッドが関係しているのではない

だろうか。そしてそれを見ているのは『夏の夜の夢』

では妖精のパック、『ロミオとジュリエット』では僧

ロレンスの二人が恋を加速させ混乱させている。シェ

イスピアが劇にキューピッドを数多く登場させる理

由をここで考察していきたいと思う。

　Ⅰ『夏の夜の夢』
　『夏の夜の夢』におけるキューピッドの言及につい

て見ていく。『夏の夜の夢』で一番初めにキューピッ

ドについて述べられているのはヘレナとライサン

ダーの会話である。

		HELENA:	Love	can	transpose	to	form	and	dignity.

	 Love	looks	not	with	the	eyes	but	with	the	

mind.

	 And	therefore	is	winged	Cupid	painted	

blind.

	 Not	hath	Love’s	mind	of	any	judgment	the	

taste.

	 Wings,	and	no	eyes,	figure	unheedy	haste.

	 And	therefore	is	Love	said	to	be	a	child.

	 Because	in	choice	he	is	so	oft	beguiled.

	 As	waggish	boys	 in	game	 themselves	

forswear.

	 So	the	boy	Love	is	perjured	everywhere.	

(MND	1.2.239－ 247)

				ヘレナ：	『恋は程を知らないから、卑しく醜いも

のも並はずれた立派なものに変えてしま

う。目で見るのではなく心が見たいよう

に見る。だから、絵に描かれたキューピッ

ドはいつも目隠しをしてるんだわ。恋の

神さまには判断力もない。翼があって目

がないのは、無分別でせっかちなしるし。

恋の神さまが子供だと言われてるのも無
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理はない。』

次に述べられているのは、オーベロンとパックの会

話である。

		OBERON:		That	very	time	I	saw	(but	thou	couldst	not),

	 Flying	between	the	cold	moon	and	the	

Earth,

	 Cupid	all	armed.	A	certain	aim	he	took	

	 At	a	fair	vestal	throned	by	the	west,

	 And	loosed	his	love-shaft	smartly	from	his	

bow

	 As	it	should	pierce	a	hundled	thousand	

hearts.

	 But	I	might	see	young	Cupid’s	fiery	shaft

	 Quenched	in	the	chaste	beams	of	the	wat’

ry	moon,

	 And	the	imperial	vot’ress	passed	on	

	 In	maiden	meditation,	fancy-free

	 Yet	marked	I	where	the	bolt	of	Cupid	fell.

	 It	fell	upon	a	little	western	flower,

	 Before,	milk-white,	now	purple	with	love’

s	wound,

	 And	maidens	call	it	“love-in-idleness.”

	 Fetch	m	that	flower;	the	herb	I	showed	thee	

once.

	 The	juice	of	it	on	sleeping	eyelids	laid

	 Will	make	or	man	or	woman	madly	dote

	 Upon	the	next	live	creature	that	it	sees.	

(MND	2.1.161-178)

オーベロン：『あの時、お前は気づかなかっただろうが、

冷たい月と地上とのあいだを横切って、

矢をつがえたキューピッドが飛ぶのが見

えた。たがわぬ的は西の空に君臨する処

女神ヴェスタ 2、勢いよく弦を離れた恋

の矢は、千万の心臓をも射抜くとみえた

ものの、火と燃えるキューピッドの矢じ

りも、潤んだ月の浄い光に消されたらし

く、処女王はそのまま通りすぎてしまっ

た。恋とは無縁の無垢の思いにふけりな

がら。だが、俺はキューピッドの矢が落

ちた場所を見逃さなかった。西の彼方の

小さな花に落ちたのだ。それまでは乳の

ように純白だったが、今は恋の傷で真紅

に染まっている。娘たちは「浮気草」と

呼んでいる。その花を摘んでこい。前に

一度見せたことがあるだろう。その絞り

つゆを眠っている目蓋にたらせば、男で

あれ女であれ、目覚めて最初に見るもの

に夢中で恋し虜になる。』

パックが惚れ薬をたらす場面でパックの台詞にも

キューピッドについて述べられている。

	OBERON3:	Yet	but	thee?	Come	one	more.

	 Two	of	both	kinds	makes	up	four.

	 Here	she	comes,	curst	and	sad.

	 Cupid	is	a	knavish	lad

	 Thus	to	make	poor	females	mad.	(MND	

3.2.467-470)

　パック：『まだ三人か？もう一人おいで。男二人、

女二人で四人になる、来たぞじゃじゃ馬、

いたずら小僧のキューピッド、哀れな娘

を狂わせる！』

最後にキューピッドという言葉が出てくるのは、魔

法をオーベロンたちが解く場面である。

　

		OBERON:	Be	as	thou	wast	wont	to	be.

	 See	as	thou	wast	wont	to	see.

	 Dian’s	bud	o’er	Cupid’s	flower

	 Hath	such	force	and	blessed	power.

オーベロン：『もとのお前に戻るがいい、もとの通り

に見るがいい、キューピッドの花の魔力

をしのぐのは、ダイアナのつぼみの恵み

の力』

　『夏の夜の夢』以外のシェイクスピア作品に比べて、

劇の話が短い作品であるのに、4 回もキュ―ピッド

が登場する。一方、喜劇ではなく悲劇である『ロミ

オとジュリエット』にもキューピッドという言葉が

数多く登場するので見ていきたいと思う。
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Ⅱ『ロミオとジュリエット』
　　　

　ROMEO:		Alas	that	love,	whose	view	is	muffled	still,

	 Should,	without	eyes,	see	pathways	to	his	

will!	(RJ	1.1.177-178)

　ロミオ：	『	ああ、いつも目隠しをしているくせに、

恋の神は目が見えないまま思いどおりに

目当ての的を射る。』

ここではキューピッドと直接的に言われているわけ

ではないが、目隠しをしている恋の神という特徴か

らキューピッドと読み解くことができる。

BENVORIO:	A	right	fair	mark,	fair	coz,	is	soonest	hit.	

(RJ	1.1.213)

　　　	 ベンヴォ―リオ『目立つ的なら落とすの

も楽だろう。』

　ROMEO:		Well,	in	that	hit	you	miss:	she’ll	not	be	hit

	 With	Cupid’s	arrow;	she	hath	Diana’s	

wit;

	 And,	in	strong	proof	of	chastity	well	arm’d.

	 From	love’s	weak	childish	bow	she	lives	

unharm’d.	(RJ	1.1.214-217)

　ロミオ：	『それが的はずれ、キューピッドの矢で

も落とせない。処女神ダイアナの分別の

持ち主で、純潔の鎧に身を堅め、恋の神

のやわな矢ではかすり傷ひとつ負わな

い。』

	 	

　まず、作品冒頭からロミオはロザラインに恋をし

てることを話しており、片思いということが判明す

る。ロミオとベンヴォ―リオとの会話から、ベンヴォ

―リオも恋をしている様子がうかがえる。ロミオ、

ベンヴォ―リオの二人は恋の病の原因を全てキュー

ピッドの仕業とシェイクスピアは描いている。

MERCUTIO:	Speak	to	my	gossip	Venus	one	fair	word,

	 One	nick-name	for	her	purblind	son	and	

heir,

	 Young	Adam	Cupid,	he	that	shot	so	trim,

	 When	King	Cophetua		loved	the	beggar-

mind!	(RJ	2.1.11-14)

マキューシオ：『ヴィーナスおばさんへのご機嫌取りの

一言でも、目隠しした赤ん坊のアブラハ

ム・キューピッドとかな。昔コフェチュ

ア王が乞食娘に恋をした時、見事その胸

を射抜いたあいつだ。』

BENVORIO:	Blind	is	his	love	and	best	befits	the	dark.	

(RJ	2.1.32)

　　　	 ベンヴォ―リオ：『恋は盲目、夜の闇が

もってこいだ。』

MERCUTIO:	If	love	be	blind,	love	cannot	hit	the	mark.	

(RJ	2.1.33)

マキューシオ：『恋が盲目なら、的は射抜けないな。』

　ROMEO:	 By	love,	who	first	did	prompt	me	to	inquire;

	 He	lent	me	counsel	and	I	lent	him	eyes.	(RJ	

2.2.80-81)

　ロミオ：	『恋の手引きで。まず探せと唆したのも

恋、恋が助言をしてくれ、僕が目を貸し

た。』

　ロミオが片思いをしている人が出席しているとい

うキャピュレット家で行われる仮面舞踏会に、ロミ

オ達は向かい、その仮面舞踏会で、ロミオはジュリ

エットと出会うことになる。このとき最初に恋をし

ていたロザラインのことはロミオの中から消えてい

る。そして、ロミオがジュリエットに一目ぼれし、

恋に落ちたことを知らないロミオの友人たちは、ロ

ミオの恋を馬鹿にするようにからかっていることも

わかる。友人たちによるからかいを気にもせず、ジュ

リエットのことが忘れられないロミオは、キャピュ

レット家の庭に忍び込む。そして、キャピュレット

家の庭に忍び込んだロミオは、ジュリエットの愛の

告白をこっそり聞き、ジュリエットの台詞に応える

ために、ジュリエットの前に現れ、第 2 幕 2 場の台

詞から分かるように、庭に忍び込んだのはキューピッ

ドの仕業だと語っている。この第 2 幕 2 場でロミオ

とジュリエットの愛が確かめられ、キューピッドの

迷える矢で射ぬかれた二人の恋は見事実り、相思相

愛となり、親にばれてしまうといけないので、秘密

に結婚することになる。
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　ロミオとジュリエットが相思相愛になり、秘密に

結婚しようとしていることを知らないベンヴォ―リ

オやマキューシオたちは、ロミオがまだロザライン

に恋をしていると勘違いしているため次の台詞のよ

うに、キュ－ピッドという言葉を用いて、ロミオを

馬鹿にしている。

MERCUTIO:	Alas,	poor	Romeo!	he	is	already	dead;

	 stabbed	with	a	white	wench’s	black	eye;	

shot

	 through	the	ear	with	a	love-song;	the	very	

pin	of	

	 his	heart	cleft	with	the	blind	bow-boys	butt-

shaft:	(RJ	2.4.13-16)

マキューシオ：『ああ、哀れなロミオ、もう死んでるよ、

なまっちろい女の黒い瞳に射抜かれ、恋

の歌に耳を貫かれ、めくら小僧の稽古矢

で心臓のど真ん中をぶち抜かれてな。』

この台詞の時にはすでにジュリエットの乳母がロミ

オのところへ行き、結婚が決定される段階となって

いる。ジュリエットはロミオのところへ使いとして

送った乳母の帰りをキューピッドの言葉を用いなが

ら、次の台詞のように急いで待っている。

		JULIET:		 O,	she	is	lame!	Love’s	heralds	should	be	

thoughts,

	 Which	ten	times	faster	glide	than	the	sun’

s	beams,

	 Driving	back	shadows	over	louring	hills:

	 Therefore	do	nimble-pinion’d	doves	draw	

love,

	 And	therefore	hath	the	wind-shaft	Cupid	

wings.	(RJ	2.5.4-8)

ジュリエット：『ああ、ばあやは足が悪いんだった。やっ

ぱり恋の使いは人の思いでなくては。険

しい山々の上を、影を追い散らして駆け

抜ける日の光より十倍も速いんだもの。

だから、愛の女神の車は速い翼の鳩が引

き、疾風のようなキューピッドには翼が

ある。』

また、神父であるロレンスの庵にて、秘密に結婚し、

ロミオを待つジュリエットはキューピッドの言葉を

用いて次の台詞のように待っている。

				JULIET:		Lovers	can	see	to	do	their	amorous	rites

	 By	their	own	beauties;	or,	if	love	be	blind,

	 It	best	agrees	with	night.	(RJ	3.2.8-10)

ジュリエット：	『恋人たちは、自ら美しさの明かりがあ

れば逢瀬を遂げられる。

	 恋が盲目ならなおさら夜はふさわしい。』

しかし第 3 幕 2 場の前である、第 3 幕１場で、ティ

ボルトとマキューシオの喧嘩があり、マキューシオ

は、ティボルトによって殺されてしまう。マキュー

シオが殺されたことに怒ったロミオはティボルトを

殺す。ティボルトを殺してしまったロミオは、大公

の宣告によって、ヴェローナから追放となる。そして、

ロミオを待っていたジュリエットのもとにはロミオ

の追放という知らせが届く。相思相愛で、今まで順

調であったロミオとジュリエットの二人の関係がロ

ミオの追放によって、壊れることが明確な形となる。

二人の関係が破局となることが決まり、今後の二人

の愛の行方が決まったタイミングで、キューピッド

は登場しなくなる。

結論

　両作品におけるキューピッドが登場する箇所に着

目してきた結果、シェイクスピアがキューピッドを

数多く登場させる理由として、恋について注意をし

ていると考える。そう考えた理由として、まず、キュー

ピッドに射抜かれた者はせっかちになり、分別がつ

かなくなるという点である。『夏の夜の夢』の第１幕

２場のヘレナの台詞でもあったように、翼があるの

に目が見えないことは、せっかちで、分別がないと

いうしるしである。『ロミオとジュリエット』の第２

幕５場のジュリエットが乳母の帰りを急いで待って

いる場面があるため、キューピッドに射抜かれた者

はせっかちになり、分別がなくなることは確実だと

考えられていたのであろう。さらに、第２幕１場の

恋は盲目のため的は射抜くことができないというマ

キューシオの台詞があり、盲目というのも分別がな
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いという意味に近く、恋に落ちても上手くいかない

ことを暗示していると考える。このキューピッドの

矢に射抜かれずに済む方法はないのだろうか。第１

幕１場のロミオの台詞にあった、『分別の持ち主で、

純潔の鎧に身を堅め、恋の神のやわな矢ではかすり

傷ひとつ負わない。』というのを見ると、純潔であり、

分別さえある人物であればキューピッドの矢から逃

れることができ、『ロミオとジュリエット』などのよ

うに悲劇になるようなことはないのであろう。また、

「恋愛の媒介神キューピッドが目隠しをされている図

柄（例えばボッチチェリの「春」〔最上部中程に目隠

ししたまま、空中を浮遊しつつ弓に矢をつがえて的

を定めようとするキューピッド〕）は、「理性を失わ

せる恋の力には十分注意するように」という教訓で

ある。」（芝　2012 年）であり、「神話を題材にして

倫理や道徳の概念を表現することは、ルネサンスの

人文主義的な環境のもとで絵画の主要な題材の１つ

ともなった」（芝 2012 年）と当時の考えがあり、そ

の時代を生きていたシェイクスピアは、『ロミオと

ジュリエット』や『夏の夜の夢』という悲劇と喜劇

の両方に理性を失わせるキューピッドを登場させる

ことによって、その劇を見た観客たちに、恋の危険

性を注意していたのである。

註
１	 キューピッド（Cupid）とは、ローマ神話に出てくるヴィーナ

スの子で、それぞれ金と鉛の矢じりのついた矢と弓を持ち、天
使のごとく可愛い翼を背中に付けた存在。その気まぐれに放っ
た金の矢じりに射ぬかれた者は誰でも異性に対して恋に落ち、
鉛の矢じりであれば、たちまち相手への嫌悪の情に打たれると
言われている。（芝　2012 年）

２	 ヴェスタはローマ神話のかまどの女神。すべての家庭で、崇拝さ
れると同時に、国家のかまどの神として崇められ、神殿には常に
火が保たれていた。この個所の処女王のイメージはエリザベスⅠ
世への賛辞になっているというのが定説。（松岡　2015 年）

３	 パック、またはロビン・グッドフェローという名前がある。英
語版では“ROBIN”となっているため、英語の引用文では

“ROBIN”、日本語訳ではパックと使い分けることにする。
４	「アブラハムはユダヤ人の祖先。旧約聖書「創世記」によれ

ば百七十五歳まで生きた。『恋の骨折り損』第五幕五場には
「（キューピッドは）五千年間坊やのまま」という台詞がある。
マキューシオは「赤ん坊のアブラハム・キューピッド」という
矛盾した呼び方を楽しんでいるのだろう。」（松岡 2014 年）
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と『ロミオとジュリエット』をめぐって-」『清泉文苑　清
泉女子大学人文科学研究所』　2006 年

山根正広	 「シェイクスピアの『トロイラスとクレシダ』試論 - 恋愛
の話を中心にして-」『英米文化No.24』　英米文化学会　
1994 年

渡辺芳圭	 「『ロミオとジュリエット』幻想」『学術研究複合文化学編
早稲田大学教育学部』2011年

ジュリエット・デュシンベリー
	 『シェイクスピアの女性像』　森祐希子訳　紀伊国屋書店

1994 年
シェイクスピア，ウィリアム
	 『トロイラスとクレシダ』　松岡和子訳　筑摩書房　2012

年
シェイクスピア，ウィリアム
	 『夏の夜の夢・間違いの喜劇』　松岡和子訳　筑摩書房　

2015年
シェイクスピア，ウィリアム
	 『ロミオとジュリエット』　松岡和子訳　筑摩書房　2014

年
レスリー・ダントン＝ダウナー、アランライディング
	 『シェイクスピアヴィジュアル事典』　水谷八也・水谷利美

訳　新樹社　2006 年
Shakespeare,	William.	Romeo	and	Juliet.	大塚高信解説注釈　研究社　

2010年
シェイクスピアの原文テキスト：	
	 http://www.folgerditaltexts.org/?chapter=4
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