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『オセロー』における悲劇の原因
―悪人イアーゴと善人デズデモーナに着目して―

　一般的にシェイクスピアの『オセロー』は、悪党

イアーゴの策略よって嫉妬に狂ったオセローが無

実の妻デズデモーナを殺害し、最後には自らの命も

絶つ夫婦の悲劇として知られる。善人である夫妻

を破滅へと追い込んでいくイアーゴは、同情の余地

のない極悪人と見なされることが多い。しかし、彼

には本当に同情の余地はないのだろうか。そして、

この悲劇は本当にイアーゴの悪意ある策略のみに

よって引き起こされたのだろうか。この二つの疑問

に答えるために、この論文では悪党イアーゴの立場、

動機、悪の手法について考察すると同時に、彼の

悪と対立する善であるオセローの妻、デズデモーナ

の言動と性格についても考察していく。

　まず、イアーゴの劇中での立場について考察す

る。青山誠子によるとシェイクスピアの描く悪人の

動機は、彼らが背負う「生まれつきの肉体的・精

神的・社会的ハンディキャップ」にあるという。（1）　

　たとえば、『リチャード三世』の主人公グロスター

公リチャードは、生まれつき背中が曲がり、びっ

こをひいているという身体的な障害のために周囲

から孤立し、そのことが原因で悪党になると決意

する。このように、悪人の多くは何らかの形で弱

者として描かれていることが多い。では、イアー

ゴの場合はどうだろうか。青山は、他の悪党と比

べるとイアーゴにはそのような「ハンディキャッ

プ」は見受けられないと述べている。（2）　確かに、

白人で五体満足のイアーゴは、一見、青山の言う

通り弱者ではないように思えるかもしれない、だ

が、この劇の主要な登場人物たちと比較するとど

うだろうか。オセローは「ムーア」と呼ばれるア

フリカ系の黒人であるが、王族の血を引く身分だ

と自ら述べており、将軍という名誉と高い地位を

与えられている。その妻デズデモーナは、ヴェニ

ス元老院議員ブラバンショーの娘という非常に高

貴な身分である。また、副官のキャシオーは、美

男であり、副官になる前は会計を担当していた知

識人のようである。その中で、イアーゴは高貴な

身分でもなければ、容姿に恵まれているわけでも

なく、旗手という一介の軍人にすぎない。こうし

てイアーゴとその周りにいる物語の主要人物たち、

という狭い枠組みの中で見てみると、旗手である

イアーゴの立場は弱者であると言ってもよいので

はないだろうか。他の悪党と比べればそのギャッ

プは小なものかもしれないが、少なくともイアー

ゴもまた彼らと同様に階級という面で社会的なハ

ンディキャップを抱えており、そのことが悪事の

原因だと考えられないだろうか。

　では、ここでイアーゴがオセローとデズデモー

ナ夫妻を破滅に追い込んだその動機について考え

てみる。イアーゴの動機については実に多くの研

究がなされてきた。そして、そのような様々な学

説を詩人のコールリッジは「動機のない動機探し」

と呼んだと青山は著書の中で述べている。（3）　つま

り、イアーゴの悪行には、はっきりとした動機が

ないというのである。正確に言うと、動機と思わ

れるものはいくつか見受けられるのだが、それは

彼の行った悪行に対しては、あまりにも卑小なも

のだという。一般的に、イアーゴの動機と考えら

れているものが三つある。第一の動機は、オセロー

が副官の地位を自分より能力の劣る同僚キャシ

オーに与えたことによる嫉妬。第二の動機は、オ

セローが自分の妻のエミリアを寝取ったのではな

いかという疑惑。そして、第三の動機はイアーゴ

自身のデズデモーナに対する憧れである。この中
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で、青山をはじめ、多くの研究者が最初の地位に

関する動機以外は「全く現実的と思われない」　と

述べている。（4）　イアーゴの妄想であるとされる第

二の動機についてはここでは割愛するとして、三

番目のデズデモーナへの憧れという動機から検討

したい。芳賀敬治はこれが「イアーゴの本音」で

あり、彼の動機はこのことから来る「性的嫉妬で

あり、満たされない運命にある抑圧された情欲が

ゆがめられたもの」だと述べている。（5）　この主張

には同意できる部分とそうでない部分がある。イ

アーゴは二幕二場で第三の動機について以下のよ

うに述べている。

Now,	I	do	love	her	too,

Not	out	of	absolute	lust	(though	peradventure

I	stand	accountant	for	as	great	a	sin)

But	partly	led	to	diet	my	revenge

俺も俺なりにあの女（デズデモモーナ）に惚れ

ている、ただし、やりたい一心からじゃない

（もっともそれくらいの罪を犯す気がないわけ

じゃないが）半分はやつ（オセロー）に仕返し

するためだ、（2.2.313-319）

確かにイアーゴはこの場面で	”love	her”	と言っ

ているが、本気でデズデモーナを愛しているとは

考えづらい。北川重男はイアーゴについて「恋愛

のできる気質が存在していないし、女性は彼にとっ

ては単なる性的な快楽という価値しかない」と述

べているし、（6）　小林孝信も「イアーゴにとり、愛

は性欲以外の何でもない」と述べている。（7）　彼ら

の言う通り、劇全体を通して、イアーゴが女性や

愛について述べる時には必ず性的な表現がされて

おり、どこか見下すような印象を受けることが多

い。したがって、イアーゴがデズデモーナに恋愛

感情を持っていたとは考えづらいが、性的な対象

として憧れを抱いていたとは考えられるかもしれ

ない。その意味で、イアーゴがオセローに対して

芳賀の言う「性的嫉妬」を持った可能性は十分に

ありうる。しかし、その場合にも、それはデズデモー

ナを決して自分の物にはできないという「抑圧さ

れた情欲がゆがめられたもの」が動機になったと

いうよりは、黒人のオセローが白人の自分よりも

いい女をものにし、性的な快楽を味わっているこ

とが許せないというような、人種的偏見によるオ

セローに対しての憎しみだったのではないだろう

か。つまり、デズデモーナへの叶わぬ想いがゆが

められてオセローへの憎しみになったのではなく、

もともとあったオセローへの憎しみにデズデモー

ナという性的な要素が加わったと解釈した方が自

然ではないか。その意味で「性的嫉妬」はイアー

ゴの動機の一部ではあるかもしれないが、その本

質はやはりオセローへの憎しみにあると考えられ

る。次に、最も現実的と思われる地位に対する不

満という第一の動機について考察してみる。この

動機についてイアーゴは劇の冒頭一幕一場で以下

のように述べている。

Three	great	ones	of	the	city,

In	personal	suit	to	make	me	his	lieutenant,

Off-capped	to	him;	and,	by	the	faith	of	man,

I	know	my	price,	 I	am	worth	no	worse	a	place.

（中略）

For	“Certes,”	says	he,

“I	have	already	chose	my	officer.”

And	what	was	he?

Forsooth,	a	great	arithmetician,

One	Michael	Cassio,	a	Florentine,	（中略）

That	never	set	a	squadron	in	the	field,

Nor	the	division	of	a	battle	knows　（中略）

This	countercaster,

He,	in	good	time,	must	his	lieutenant	be,

And	I,	his	Moorship’s	ancient.

この街のお偉方が三人もやつのところに出向い

て俺を副官にと頼んでくれたんだ、

頭を下げてだぞ。じっさい俺だって自分の値打

ちは分かってる、

それだけの地位に就いて当然だ。（中略）

「実は」とやつは言ったね、

「すでに副官の人選はすんでおりますので」だと

さ。で、そいつが誰だと思う？参ったね、これ

が戦術ならぬ算術の大先生、

マイケル・キャシオーというフィレンツェ男で

な、（中略）そもそも戦場で軍隊を指揮したこと

など一度もない、戦闘配備ときたら行かず後家
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ほどの知識もない（中略）あの会計係がまんま

と副官におさまって、この俺は、情けないじゃ

ないか、黒い将軍閣下の旗持ちだ。（1.1.9-35）

このように、イアーゴはオセローが副官に自分で

はなく、戦場経験の少ないキャシオーを独断で選

んだことに強い怒りを覚えている。また、”I	know	

my	price,	I	am	worth	no	worse	a	place.”という発

言からは、彼が非常に自尊心の高い人物であるこ

とがわかる。この場面から、松本寛はイアーゴの

動機が彼の「徹底したエゴイズムの帰結」であり、

「強烈な自我意識こそが根本的な動機」であったと

述べている。（8）　確かに、イアーゴのエゴイズムと

もいえる自尊心の高さがオセローを憎む大きな原

因になったというのは、現実的で筋が通っている

ように思われる。しかし、彼が憎んでいるのはオ

セローだけではなく、副官のキャシオーやデズデ

モーナまでもがその対象である。青山はイアーゴが

「元来全ての人間を憎んでいる」と述べている。（9）　

　その背景には、地位への不満だけではない、もっ

と根深い憎しみがあるのではないだろうか。イアー

ゴは劇が始まったその時からもうすでにオセロー

を憎んでいる。その強い憎しみには、人種と階級

の問題も関係しているのではないだろうか。オセ

ローはアフリカ系黒人であり、イアーゴは白人で

ある。シェイクスピアの時代には、「肌の黒いムー

ア人に対して偏見があった」と田中實が述べると

おり、（10）　黒人は白人に劣るものとされてきたよう

だ。実際、劇中でオセローは 42 回も”moor”と

呼ばれているのに対し、”Othello”と本人の名前

で呼びかけられているのは約半分の 24 回しかな

い。このことからも、オセローの人種的特徴が強

調され、差別的に描かれているという印象を受け

る。オセローがいくら素晴らしい人物であるとは

いえ、白人であるイアーゴが黒人であるオセロー

に従属する立場にあるということは、それだけで

も自尊心の高い彼にとっては屈辱的なことではな

いだろうか。また、人種の問題に加え、階級の問

題について中野春夫は面白い指摘をしている。当

時の社会では、階級が非常に重要であり、人口の

数パーセントであったジェントルマン階級が支配

者となり、その他の人々はジェントルマン階級に

従属する立場として「社会的なハンディを負って

いた」という。（11）　このジェントルマン階級に属せ

る人間として、中野氏は「不動産保有者・管理職

の軍人（指揮官など）・大学出身の知的エリート」

を挙げている。（12）　これを『オセロー』の登場人物

に当てはめると、「不動産保有者＝ロダリーゴ、管

理職の軍人＝オセロー、知的エリート＝キャシ

オー」と当てはめることができる。（13）　つまり、イ

アーゴだけがこの階級に属すことができない。彼

は、周りの人物を言葉巧みに操っていくほどの高

い知力を持ちながらも、階級では彼らに従属する

立場なのである。だとすれば、そういった階級で

のハンディは、オセローに対してだけではなく、

全ての人間に対して、やはりイアーゴの中で非常

に大きな不満の種となっていたのではないのだろ

うか。また、一幕三場でイアーゴは以下のような

ことを述べている。

‘Tis	in	ourselves	that	we	are	thus	or

thus.	Our	bodies	are	our	gardens,	 to	the	which	

our	wills	are	gardeners.	

こうなるのもああなるのも自分次第。

俺たちの体が庭ならその庭師は自分の意志だ。

（1.3.361-368）

このセリフからは、イアーゴが何事も自分の意志

の力で成し遂げようとする自己責任感の強い人物

だという事がわかる。だとすれば、身分という自

分の力ではどうにもできないことによって上下関

係が決まる階級制度は、イアーゴにとって許しが

たいものなのではないだろうか。そこには、白人

で能力もある自分が、社会によって押し付けられ

た階級のせいで、黒人の将軍や無能なキャシオー

といった人物に従属しなければならない悔しさが

あるだろう。だからこそ、イアーゴは、人間全て

を憎み、さらにはその人間が作り出す社会構造そ

のものをも憎んでいるのではないだろうか。そし

て、その憎しみの全てを、自分にとって最も身近で、

許しがたい存在のオセローにぶつけたと考えられ

ないだろうか。つまり、イアーゴの最大の動機は、

社会的な弱者である彼が持つ、人間や社会に対す

る根深い憎しみなのではないだろうか。
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　ここまで、イアーゴの悪の動機について考察し

てきたが、ここからは彼の悪の手法について考察

する。イアーゴはなぜ高潔で誠実だったオセロー

をいとも簡単に騙し、自分の思い通りに動かすこ

とができたのだろうか。そこには彼の悪人として

の二つの大きな武器がある。一つ目は、言葉の力

である。この点に関しては多くの研究者が言及し

ており、特に渋谷治美はイアーゴの言葉には「①

当意即妙・臨機応変、②説得的な弁舌、③思わせ

ぶりな言い方で相手を焦らし、ここぞというとこ

ろでズバリと言い放つ、④生々しい描写で相手の

感性に迫る、⑤疑問文の有効活用、⑥「正直」と

いう言葉や自分を卑下する表現を意識的・逆説的

に駆使する」という 6 つの特徴があるという。（14）　

確かにイアーゴは劇全体において、これらのテク

ニックを効果的に使用し、表向きには「正直で誠

実なイアーゴ」として振る舞いながら、裏で言葉

巧みに人を誘導することで悪事を実行させてきた。

しかし、言葉の力だけでは、崇高な将軍であるオ

セローをいとも簡単に騙すことは難しいだろう。

彼の本当の武器は、人の弱点や性格を見抜く鋭い

洞察力ではないだろうか。ブルームはイアーゴが

「各人にとって最も大切なものをはっきりと理解」

しており、また「彼らの人生が危機に陥るまで知

られずにいたであろう他の人々の弱点を知らせて

くれる」のだと述べている。（15）　皮肉なことにこの

劇中において、オセローという人物をもっともよ

く理解していたのは、他でもない悪人イアーゴだ

ろう。劇の前半では、オセローは自分の人種や年

齢がデズデモーナとの結婚において最大の弱点に

なるということをあまり意識していない。しかし、

イアーゴは初めからそういったオセローの外見上

の弱点に気が付いており、一幕三場ではそのこと

を理由に、ロダリーゴにもまだデズデモーナを得

るチャンスがあると納得させるのである。そして、

”The	Moor	 is	 of	 a	 free	 and	 open	 nature	 that	

thinks	men	honest	that	but	seem	to	be	so（ムーア

のほうは大らかで真っすぐな性格だ、正直者に見

せかければそのとおりだと思いこむ）”（1.3.442-

443）という言葉のとおりに、三幕三場では正直

者を装って、純粋なオセローに人種と年齢という

彼の弱点を突きつけ、劣等感と不安を植え付ける。

巧みな言葉使いの前に、オセローのこのような性

格と弱点をよく理解していたからこそ、イアーゴ

は彼を自分の思い通りに誘導できたのである。ま

た、キャシオーが酒に弱く、女ったらしだという

弱点も、観客はイアーゴを通して知ることになる。

イアーゴは劇中の誰よりも人の性格や立場という

ものを理解し、相手の立場に立って物事を考えら

れる人物であると言ってもよいのではないだろう

か。だからこそ、自分の行動によって相手はどう

感じるかということが容易に想像でき、実際その

とおりに人を動かすことができたのである。渋谷

が提示したイアーゴの言葉の力は、相手をよく観

察し、理解する彼の洞察力なくしては意味をなさ

なかっただろう。イアーゴは悪党ではあるが、劇

中の誰よりも人の心の動きに敏感なのである。

　ここからは、イアーゴの悪と対をなす善につい

て考察する。その中でも、多くの人物から「天使」

と称されているデズデモーナについて考察してい

く。『オセロー』は、幸せだった夫婦が夫の嫉妬に

より崩壊していくという点で「嫉妬」が一つの重

要なテーマになっているが、それと同じくらい重

要なテーマとなっているのが「人間の二面性」で

はないだろうか。イアーゴは表向きには「正直者

で誠実」な人物として通っていながら、裏では自

らの手を一切汚すことなく、もっともらしい嘘で

人の弱みにつけこみ破滅へと追い立てる悪魔で

あった。また、オセローも物語の前半では、高潔

で誉れ高い理性的な人物として描かれているのに

対し、後半では、感情をむき出しにし、本能のま

まに動く動物的な人物として描かれている。口調

も品のある穏やかなものから、終始怒鳴り散らす

ようなものへと変化している。ところが、デズデ

モーナは一貫してオセローを愛し、忠実なよき妻

として描かれる。ブラッドレーは彼女について

「シェイクスピアの女性中最も優しく最も哀れ深

く、無垢で、愛らしい」と述べている。（16）　確かに、

彼女は当時の社会で理想とされる貞淑で、夫に忠

実な女性像そのままのように思える。ロダリーゴー

はデズデモーナについて”She’s	full	of	most	

blessed	condition.（ 天 使 み た い な 人 だ も の ）”

（2.1.271-271）と誉めたたえているし、キャシー

オーも”She’s	a	most	exquisite	lady.	（実に素晴ら
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しい女性だ。）”（2.3.20）と、やはり彼女が非の打

ちどころのない女性だと述べている。登場人物た

ちのこれらの発言によって、デズデモーナは一点

の汚れもない善の存在であるかのように強く印象

づけられる。しかし、よく見てみれば彼女にも「天

使」とは言いがたい別の側面があるように思われ

る。夫に忠実で、優しいデズデモーナだが、彼女

は劇中で 3 度人を欺いている。そのうち、彼女に

降りかかった悲劇において重要な最初の二つの欺

きについて考察する。一度目は、冒頭の第一幕の

場面において、父親のブラバンショーを欺き、密

かにオセローと結婚したことである。ブラバン

ショーは、デズデモーナが自分の承諾も得ずに、

よりにもよってムーア人のオセローと結婚したこ

とにひどく憤慨し、取り乱している。それに対して、

デズデモーナは父の面前で、オセローを愛してい

ること、そして父よりも夫のオセローを大切にす

ると堂々と宣言する。当時の家父長制の社会では、

娘は父の財産の一部であり、親の言いつけに背く

ということは許されざる行為であった。これまで

は父に敬意を表し、おとなしく従ってきたであろ

うデズデモーナだが、自分に愛する相手ができ、

しかもそれが父親には受け入れてもらえない相手

となると、彼女は自らの意思を優先させて、あっ

さりと父親のブラバンショーを裏切った。良い方

向に見れば、デズデモーナは自分の意思を貫く自

立した女性であると言えるかもしれない。しかし、

父ブラバンショーの側からみれば、これまで大切

に育て、自分に忠実だと信じてきた娘に裏切られ

たショックは大きいだろう。事実、最後の五幕二

場では、ブラバンショーがこの結婚によるショッ

クのために命を落としたことが告げられる。これ

が「優しくて哀れ深い天使のようなデズデモーナ」

のすることだろうか。オセローとの密かな結婚が

露見する一幕三場の場面において、デズデモーナ

は父への謝罪や許しを請う言葉は一切口にしてい

ない。それどころか、父と故郷をあっさりと捨て、

オセローとともに戦場へと向かう。デズデモーナ

は娘として一番に従わなければならない父親を裏

切って、自分の気持ちを優先させたのである。彼

女はオセローに対して常に忠実であったかもしれ

ない。しかし、娘として一番に従うべき自らの父

親を裏切ったように、自分の気持ち次第ではオセ

ローを裏切るという可能性も十分にあるのである。

それをよく分かっていたイアーゴは、”She	did	

deceive	her	father,	marrying	you,（ご自分の父親

をだまして結婚なさった方ですよ）”（3.3.23）と

言い、オセローに彼女の不貞を信じ込ませる大き

な原因の一つとなったのである。また、彼女はオ

セローに対しても嘘をつく。それが、三幕四場で

オセローから初めて贈り物としてもらったハンカ

チの所在を尋ねられた時である。デズデモーナは

この時、ハンカチを失くしたことに気が付いてい

ながら、失くしていない、ただ今は見せられない

と嘘をついてごまかしていた。彼女が嘘をついた

理由は二つ考えられる。一つは、思い入れのある

贈り物だけに、失くしたと言えば夫のオセローが

傷つき悲しむだろうと夫の気持ちを考えての嘘と

いうこと。もう一つは、失くしたとわかれば夫に

あらぬ疑いをかけられる、もしくはひどく叱責さ

れ、その愛を失ってしまうかもしれないという自

らの保身を考えての嘘という可能性である。ここ

まで何事においても夫のことを一番に考え、従っ

てきたデズデモーナの性格を考えると、一つ目の

夫のためという可能性も十分にありうるだろう。

しかし、この場面では、ハンカチをなくしたとわ

かれば夫はどれほど悲しむだろうというようなセ

リフは見受けられない。むしろ、彼女はこの場面

の冒頭で次のように述べている。

And	but	my	noble	Moor

Is	true	of	mind	and	made	of	no	such	baseness

As	jealous	creatures	are,	it	were	enough

To	put	him	to	ill	thinking.

私のムーア様は

心が真っ直ぐで、嫉妬深い人につきものの

卑しさがないからいいけれど、そうでなければ

ひどい誤解をされるところだわ。（3.4.26-29）

オセローは嫉妬深くないと言いつつも、やはりハ

ンカチを失くしたことはあらぬ疑いを招く原因に

なると考えていることがわかる。また、オセロー

が怒り去って行ったあとには”I	am	most	unhappy	

in	the	 loss	of	 it.	 ( 惨めだわ、あれを失くしたなん
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て。)”（3.4.119）とハンカチを失くした自分を憐

れむ。ここでの主語は I（デズデモーナ自身）であっ

て、もしオセローの気持ちを考えてのことであれ

ば、たとえば主語が he になるなど、あれを失くし

たことでオセローがどんなに悲しんでいるだろう

というような表現があってもいいのではないだろ

うか。ブルームもこの場面でのデズデモーナの嘘

については、「オセローがそのハンカチを重要に

思っていることと、彼がそのハンカチについて語っ

た物語とにひどく怯えた」　からであると述べてい

る。（17）　オセローが語った物語とは、ハンカチはも

ともとオセローの母のもので、そこには魔法が織

り込まれているため、失くせば夫の愛を失うとい

うものである。つまり、この指摘からも、彼女は

オセローの愛を失いたくないという自らの保身の

ために嘘をついたのではないかと推測することが

できる。もし、この時彼女が正直にハンカチを失

くしてしまったことを話していたら、事態はそこ

まで深刻にはならなかったのかもしれない。父親

への裏切りとオセローへの嘘という二つの行為か

ら見えてくるデズデモーナの姿は、かならずしも

ブラッドレーや登場人物たちが述べるような「天

使のデズデモーナ」ではないと思われる。罷免さ

れたキャシオーの復職をしつこくオセローに迫る

ことも、妻としては夫の職務に深入りしすぎてい

るように思えるし、ハンカチを見せろと言われて

いるにもかかわらず、キャシオーの復職をねだる

というのは、状況や相手の気持ちを全く考えてい

ないように思う。デズデモーナは確かに、優しく

貞淑な女性であるが、同時に、意思が強く、時に

自分の意志を貫くために、意図せず相手の心を踏

みにじることがあるという一面もあるのではない

だろうか。彼女のこのような二面性が、イアーゴ

に付け入る隙を与え、幸せな夫婦を破滅へと導い

たのかもしれない。

　ここまで考察してきた悪党イアーゴの動機と手

法、善人デズデモーナの二面性を考慮すると、『オ

セロー』の悲劇は必ずしもイアーゴの悪のみによっ

て引き起こされたものではないと言える。確かに、

イアーゴは悪党である。しかし、彼が物語の枠組

みの中では弱者であったこと、彼の憎悪は階級と

いう社会構造から引き起こされた可能性があるこ

とを考えれば、イアーゴにも多少は同情の余地が

あるのではないだろうか。少なくとも、彼は劇中

の誰よりも人を理解している人物だった。その使

い方さえ間違えなければ、イアーゴは誰よりも優

しく、人の気持ちを一番に理解できる善人になれ

たのではないだろうか。また、イアーゴの悪は、

善人オセロー、デズデモーナの側にも隙がなけれ

ば完成しない。一見、何の非もない夫妻がイアー

ゴの悪によって滅ぼされたかのように見えるが、

彼ら自身も完全な善ではなく、そこには悪の付け

入る隙があったのである。特に、一貫して善人だ

と信じられてきたデズデモーナの嘘と裏切りとい

う行為は、そこに悪意がなくとも、自らを破滅へ

と導く悪の行動の一部となってしまったのである。

人間は完全に善であることはできないし、また完

全に悪であることもない。それが悲劇『オセロー』

の面白さであり、人間の面白さだということをこ

の劇は伝えているのかもしれない。
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