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劇中劇 (plays-within-plays) とは、一編の劇の中に
挿入されている劇のことであり、劇中で別の劇が展
開する「入れ子構造」によって、ある種の演出効果
を生むために使われる構造である。シェイクスピア
(William Shakespeare, 1564-1616) は、この手法を用
いて、観客にある種の影響をもたらすことを期待し、
物語の中で劇中劇に明確な意味を持たせた。実際に、
観客がシェイクスピアの演劇を観る上で、劇中劇と
いう構造に主眼を置く人はあまり多くはないと思う
し、むしろ気にかけない人が多いかもしれない。し
かし、劇中劇と十把一絡げに言ってもその演じられ
方や物語における役割は作品によってさまざまで、
劇中劇自体が観客に認知の観点である種の影響を及
ぼすこともできるため、非常に興味深いものである
といえる。実は、我々が演劇を観るうちに、舞台上
の人物に感情移入し、その物語があたかも実際の出
来事であるかのように錯覚するのは、劇中劇をはじ
めとするシェイクスピアの巧妙な演出が影響してい
るかもしれない。そのため、劇中劇が用いられる主
な３作品『ハムレット』『夏の夜の夢』『じゃじゃ馬
馴らし』の劇中劇の意味・役割について考察してい
く。第一章では、すべての劇中劇に共通する役割で
ある、劇をメタシアター化し、観客に「世界劇場」
の概念を伝えるということについて、三作品を用い
て詳しく述べる。第二章では、シェイクスピアがな
ぜその場面で劇中劇を描いたのかという問題につい
ての主観的な考察と、物語の中で劇中劇が持つ意味
について考察していく。

１．「世界劇場」と劇中劇

エリザベス朝のイギリスにおいて ”all the world’s 
stage”（世界はすべて劇場である）という考えがあっ
た。これは、「世界劇場」（Theatrum mundi）と呼
ばれ、人間という小さな世界とそれを取り巻く大き
な世界が呼応するとみなす新プラトン主義の考え方
に基づいた概念である。『シェイクスピア　人生劇
場の達人』の著者、河合氏は著作の中で、シェイク
スピアの時代のグローブ座の入り口の上に、古代
ローマの詩人ペトロニウスの言葉「世界はすべて役
者 と し て 演 技 を す る 」(Totus mundus agit hist-
rionem) が掲げられていたという伝説もあったと述
べている。このように、「人生は舞台、人は役者」
であるというこの概念は、演劇と密接に関係してい
ることは言うまでもないだろう。さらに、劇中劇構
造と「世界劇場」も、切っても切れない関係にある。
劇のなかに劇中劇が組み込まれることによって、劇
そのものの構造が登場人物の演技の意識に取り込ま
れ メ タ シ ア タ ー と な る か ら だ。 メ タ シ ア タ ー
(Metatheatre) とは、theatre とギリシャ語の接頭
辞 ”meta-”(a level beyond を含意 ) が結合した言葉
であり、「演劇についての演劇」と解され、演劇性
を強調する演劇を指す。（Metadrama と表記される
こともある。）独白や口上、エピローグといった観
客への直接的演説や芝居のなかでの宮廷仮面劇、見
世物といった劇中劇構造を持つ劇もこれに含まれ
る。また、変装・パロディ的異化的演技や演劇性を
意識させる台詞、「世界＝劇場」の隠喩 (Metaphor)
など、演劇の機能への自意識を盛り込むものも含ま
れる。つまり、劇中劇構造が演劇をメタシアターた
らしめる役割を持つということになる。そして、劇
をメタシアター化することで「世界劇場」という概

念を観客に色濃く認知されるのである。シェイクス
ピア作品の中で劇中劇構造を持つ有名な作品である

『ハムレット』『夏の夜の夢』『じゃじゃ馬馴らし』
を用いて、劇中劇構造をとることで劇をメタシア
ターたりしめる役割があることと、「世界劇場」と
いう概念をどのように観客に与えるかについて詳し
く考察していこう。

まずは、『夏の夜の夢』(A Midsummer Night’s 
Dream) である。この作品は、1595 － 96 年頃に執
筆されたと推定されている、シェイクスピアの有名
な喜劇の一つである。シーシアス公の結婚をひかえ
るアテネを舞台とし、四人の若者（ハーミア、ライ
サンダー、ディミートリアス、ヘレナ）の恋や妖精
の惚れ薬によって混沌となる彼らの関係をめぐる物
語である。ハーミアはライサンダーと恋仲だが、ハー
ミアの父であるイジーアスはハーミアとディミート
リアスとの結婚を望んでいた。そこで、ハーミアと
ライサンダーは駆け落ちを決意し、森へ行き、それ
を追ってディミートリアスと彼を愛する乙女・ヘレ
ナが後を追った。妖精王オーベロンは妖精パックに
ディミートリアスがヘレナを愛するように命令を下
すが、パックはこれを勘違いし、間違えてしまう。
それによって、ディミートリアスとライサンダーの
二人が、ヘレナを愛するようになり、喜劇における
攪乱期へと突入する。物語の終盤、パックがオーベ
ロンの命令通りライサンダーの目蓋に花つゆを塗っ
たことで、ライサンダーは妙薬によって忘れられた
ハーミアへの愛を取り戻し、四人の関係はようやく
円満になる。そして、彼らと、シーシアス公らの三
組の結婚式の余興として劇中劇が演じられるのであ
る。これが『夏の夜の夢』の簡単なあらすじだ。こ
の劇中劇は、「ピラマスとシスビー」という題で、『ロ
ミオとジュリエット』の物語と似た構成である。ピ
ラマスとシスビーは恋仲であるが、憎き石壁によっ
て隔たれている。二人は駆け落ちをするが、シスビー
は、突然現れるライオンに驚きマントを落とし、そ
れを見たピラマスは、彼女が死んだものと勘違いす
る。ピラマスは後を追おうと剣で自害し、死んだピ
ラマスの後を追ってシスビーが自害するという物語
だ。石壁は、『ロミオとジュリエット』においての
長きにわたる代々の名家間の対立を象徴していると

思われ、この劇中劇は、まさに「悲劇」であるとい
える。しかし、『夏の夜の夢』という題からわかる
ように、夏至祭前夜のお祭り騒ぎの破天荒な夜にみ
る夢のような「馬鹿げた芝居」（喜劇）として演じ
られる。劇中劇でピラマスを演じる俳優ボトムもこ
の劇について「世にも悲しき喜劇、ピラマスとシス
ビーの世にも残酷な死」と、悲劇としてのプロット
を 持 ち な が ら 喜 劇 と し て 演 じ る と、 撞 着 語 法
(Oxymoron) を用いた演目名で呼んでいる。さて、
この劇中劇があることで、どのように「世界劇場」
の概念を観客に届けるのか。これは、劇中劇、劇、
観客と妖精の相互関係を考察すると明らかになる。

「ピラマスとシスビー」は、悲劇的なプロットであ
るが、先ほど述べたように「馬鹿げた芝居」として
演じられる。そして、それを観る劇上の若者たちは、
この劇中劇を観て嘲笑する。一方、我々は、『夏の
夜の夢』を観劇し、妖精によって惑わされるライサ
ンダーらの若者やヘボ役者のボトムたちの劇中劇を
観て、その滑稽で閔然たる様を嘲笑う。このことか
ら、前者も後者もとても似ている構図をとっている
とわかる。つまり、「ピラマスとシスビー」を見て
笑うハーミアやライサンダーら若者とシーシアス公
らは、『夏の夜の夢』を見て笑う我々観客を映し出
すということだ。このことを踏まえたうえで、劇中
劇を観るシーシアス一行を観察する妖精の存在にも
着目する必要がある。「世界劇場」の概念は、演じ
手を客観視する視点が必要である。いわば、自分が
人生の役者であるとするならば、それを観る観客の
視線を意識する必要があるということだ。劇中劇を
観ている彼らを客観視する視点は、いうまでもなく
妖精である。妖精は、神話・伝承の精霊や超常的な
存在とされ、その起源は、土着の神が神格を剥奪さ
れたというものや、堕天した天使（悪魔）であるな
どいくつかの説が示されている。そのことを踏まえ、
E.M.W. ティリヤードの『エリザベス朝の世界像』
をみてみよう。その中で、ホメロス（Homer 紀元
前 10 世紀頃）は、ゼウスによって天から降ろされ
た黄金の鎖 (aurea catena) がまさに神が天空から地
上へ垂らすように命じたもうたものであると告げて
おり、新プラトン主義者によって、これは存在の鎖

（the great chain of being）であると解釈された、
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と記されている。この存在の鎖という観念は、神か
ら万物へ連綿と連なる階層秩序の体系のことであ
る。下位から上位へ順に、鉱物、植物、動物、人間、
天使、神と連環しており、天使は人間の上位である
とされている。妖精はどこに位置づけられるだろう
か。諸説あるが、先ほど述べたように神や天使を起
源とするものが多いため、人間の上位に位置するだ
ろう。よって、妖精は、超自然的存在であり、人間
の認知の及ばない天使と同列視できる階層に存在し
ていると考えられる。『夏の夜の夢』において、恋
に惑わされる若者たちをはじめとする登場人物らは
そうした超自然的視線には気づかない。そして、我々
観客も現実世界において妖精などの存在を認知する
ことはできない。しかし、舞台上で妖精の存在を可
視化することで、観客は、自分たちの認知の及ばな
い外界からの視線を意識することが可能になる。さ
らに、先にも述べた劇中劇を観る一行が、劇を観る
我々を象徴することで、それを一層強く意識するよ
うになるのだ。このようにして、観客は劇中劇構造
によって「世界劇場」の概念を意識することができ
るのだ。さらに、これを踏まえたうえで、パックの
台詞を考察する。
ROBIN: Shall we their fond pageant see?
　　　    Lord, what fools these mortals be! 

(3.2.116-117)
パック：愚かなひと幕を見物しましょう。
　　　　 人間てほんとに馬鹿ですね！（松岡和子訳

『夏の夜の夢』第三幕第二場）
パックは、自らの失敗によりアテネの若者たちの

愛の行方を撹乱し、混沌とした惨状を生み出したの
にもかかわらず、劇中の登場人物の認知外から彼ら
の恋に振り回される様子を観察してこう発言した。
この台詞は恋に振り回される彼らに対して発せられ
たものであるが劇中劇は劇と呼応し、さらに劇は劇
外劇ともいうべき観客の人生に呼応するということ
を踏まえれば、我々観客へ向けられたものでもある
と捉えられる。「人間てほんとに馬鹿ですね！」と
いう台詞は、恋人たちが妖精の嘲笑の的になってい
ることを表現していると同時に、我々観客を愚弄し
ているともとれるということだ。”their fond pag-
eant”（愚かなひと幕）は、攪乱された恋の行方に

右往左往する若者たちの様子を馬鹿にしつつ、我々
観客の人生を ”fond pageant” であると、メタファー
として表しているのである。エラスムス (Desiderius 
Erasmus) の『 痴 愚 神 礼 賛 』(Morias enkomion, 
1511) は、人間の愚かさや当時の脆弱化したカトリッ
ク体制を痛烈に諷刺した作品であるが、この中でも
人間は阿呆であり人生の役者であることに言及して
いる。シェイクスピアはこれに影響を受け、劇中劇
構造やパックの台詞を通してこの概念を観客に伝え
ようとしたのだろう。このように『夏の夜の夢』で
は、劇中劇によって観客は外界からの視点を意識し、
芝居の枠をも超えて響きわたる妖精の台詞によっ
て、我々が自身を人生役者（阿呆）であるとして認
識するのである。

次に、『じゃじゃ馬馴らし』(The Taming of the 
Shrew) についてである。この作品は、1590 － 94
年に執筆されたとされる、『夏の夜の夢』と並ぶシェ
イクスピアの有名な喜劇の一つである。この芝居に
おける劇中劇の題は「じゃじゃ馬馴らし」である。
その名の通り、この物語のほとんどが劇中劇として
演じられているのだ。（以下、劇を『じゃじゃ馬馴
らし』、劇中劇を「じゃじゃ馬馴らし」として述べ
ていく。）まず、「じゃじゃ馬馴らし」のあらすじを
簡単に述べておこう。イタリアのパドヴァの富豪バ
プティスタには二人の娘がおり、次女ビアンカには
多くの求婚者がいるが、長女キャタリーナは手の付
けられないじゃじゃ馬女で、男たちは寄り付こうと
しない。そこで、バプティスタはキャタリーナに求
婚者が現れるまでビアンカには結婚させないと言
う。そこに、ペトルーチオという残忍な矯正手段を
用いる紳士が現れ、そのじゃじゃ馬馴らしの手法に
よってキャタリーナは従順な女性になる。ビアンカ
もルーセンショーというピサの紳士と密かに結ば
れ、彼らの結婚によって大団円となるストーリーで
ある。『じゃじゃ馬馴らし』では、序幕において、
ある領主が居酒屋の前で眠り込んでいる酔っ払いス
ライを殿様扱いするいたずらを仕掛け、その殿様ス
ライのためにこの「じゃじゃ馬馴らし」という演目
が上演される。「じゃじゃ馬馴らし」を劇中劇とし
ない見解も存在するが、先に述べたことを鑑みれば、
劇上のスライが観ている劇中劇であるとしてとらえ

るべきであろう。シェイクスピアの生まれ故郷であ
るストラトフォード・アポン・エイボン (Stratford-
upon-Avon) で 2019 年夏に上映された、ロイヤル・
シェイクスピア・カンパニー (Royal Shakespeare 
Company) に よ る Justin Audibert 演 出 の ”The 
Taming of the Shrew” では、スライの登場するこ
の序幕を完全に省略して演じている。物語の流れと
して問題はないが、これでは『じゃじゃ馬馴らし』
はメタシアター構造をとれない。現代においてその
ように省かれることの多くなった序幕をシェイクス
ピアが何故描いたのか、疑問に思う人も多いだろう。
スライの登場する序幕をシェイクスピアが描いたこ
とについて、自分なりの仮説があるが、それは第二
章で詳しく述べていく。ここでは、『じゃじゃ馬馴
らし』と「世界劇場」について考察していこう。先
ほど認知外からの客観的視点が「世界劇場」の概念
には必要不可欠であることを説明したが、『じゃじゃ
馬馴らし』におけるこの視点はスライとそれを取り
巻く領主の一行であることがわかる。つまり、
Justin Audibert の演出による幕をなくした『じゃ
じゃ馬馴らし』の芝居は、そうした視点が存在しな
いためメタシアターの役割を持ち得ないということ
になる。一方、2012 年にグローブ座で上演された
Toby Frow 監督の ”The Taming of the Shrew” は、
スライの登場場面を演じ、メタシアターとしただけ
でなく、スライの演出を通して「世界劇場」を観客
により色濃く意識させている。彼の演出において、
スライは観客席から登場するのだ。スライが観客席
から舞台に上がり演技をすることは、我々観客が人
生という舞台で役者を演じているということを象徴
する。また、観客に小便に見立てた水をかけるなど
の演出を通して、彼らを『じゃじゃ馬馴らし』とい
う芝居に巻き込むことで、観客がその芝居の演じ手
の一人であるということを意識させるのである。さ
らに、スライとペトルーチオを Simon Paisley Day
という俳優一人で二役演じるのである。これは、観
客の視点が役者に移り、自らが役を演じているよう
な感覚に陥ることを象徴していると考えられる。良
い役者は、登場人物の情念を表現して観客の情念を
揺さぶることができるとされている。それは、いわ
ゆる感情移入というものであり、舞台上の役者が悲

劇に涙すれば、それを観る観客も同様に胸を打たれ
涙するといった具合だ。つまり、劇を観ている我々
観客の視点が、良い演技を通していつの間にか役者
の視点に移り変わっているということだ。役者
Simon がスライとペトルーチオを一人で演じている
ことは、劇中劇を観ているスライの視点がペトルー
チオに移り、スライ自らが演じている感覚に陥って
いることを表現するのに非常に有効であると考え
る。これは、観客に「世界劇場」の概念を意識させ
ることにもつながる。観客の視点が役者に取り込ま
れ、観客が役者の視点に立つことで、彼ら自らが演
じ手であることを意識することにつながるのであ
る。このように、スライの登場する序幕が『じゃじゃ
馬馴らし』をメタシアターたらしめ、「世界劇場」
の概念に必要な客観的視点を提供するだけでなく、
スライの演出を通して観客自らが人生という舞台の
役者であることを意識させることができるのだ。
『ハムレット』における劇中劇は、『夏の夜の夢』
の妖精のように劇中の登場人物を認知外から客観視
する明確な視点は存在しないが、「世界劇場」の概
念を観客に与えることは可能だろうか。『ハムレッ
ト』(The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark)
は、1600 年に執筆されたと推定されており、シェ
イクスピアが書いた四大悲劇の一つとして知られて
いる。今も多くの人に親しみ読まれ、上演されてい
る戯曲である。この戯曲は 4000 行を超え、彼の戯
曲の中で最も長い作品であるが、物語を縮約してこ
こにあらすじを先に述べておく。舞台はデンマーク、
国王が急死し、弟のクローディアスが故国王の王妃
と結婚して王位についた。一方、ハムレットは、父
の亡霊から、その急死は現王クローディアスの毒殺
によるものだといわれる。確証がほしいハムレット
は、劇中劇で毒殺のシーンを扱い、現王の反応を観
察する。父の死が現王によるものだとわかったハム
レットは復讐を決意するが、恋人オフィーリアの父
ポローニアスを誤って刺し殺してしまう。それに
よって、彼女は発狂し水死する。激怒した彼女の兄
レアティーズとハムレットの決闘が組まれるが、毒
入りの剣と葡萄酒を用いたこの決闘で、両剣士と王
夫妻という主要人物たちがすべて死ぬという悲劇で
ある。『ハムレット』における劇中劇は、物語の中
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と記されている。この存在の鎖という観念は、神か
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ていると考えられる。『夏の夜の夢』において、恋
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ことはできない。しかし、舞台上で妖精の存在を可
視化することで、観客は、自分たちの認知の及ばな
い外界からの視線を意識することが可能になる。さ
らに、先にも述べた劇中劇を観る一行が、劇を観る
我々を象徴することで、それを一層強く意識するよ
うになるのだ。このようにして、観客は劇中劇構造
によって「世界劇場」の概念を意識することができ
るのだ。さらに、これを踏まえたうえで、パックの
台詞を考察する。
ROBIN: Shall we their fond pageant see?
　　　    Lord, what fools these mortals be! 

(3.2.116-117)
パック：愚かなひと幕を見物しましょう。
　　　　 人間てほんとに馬鹿ですね！（松岡和子訳

『夏の夜の夢』第三幕第二場）
パックは、自らの失敗によりアテネの若者たちの

愛の行方を撹乱し、混沌とした惨状を生み出したの
にもかかわらず、劇中の登場人物の認知外から彼ら
の恋に振り回される様子を観察してこう発言した。
この台詞は恋に振り回される彼らに対して発せられ
たものであるが劇中劇は劇と呼応し、さらに劇は劇
外劇ともいうべき観客の人生に呼応するということ
を踏まえれば、我々観客へ向けられたものでもある
と捉えられる。「人間てほんとに馬鹿ですね！」と
いう台詞は、恋人たちが妖精の嘲笑の的になってい
ることを表現していると同時に、我々観客を愚弄し
ているともとれるということだ。”their fond pag-
eant”（愚かなひと幕）は、攪乱された恋の行方に

右往左往する若者たちの様子を馬鹿にしつつ、我々
観客の人生を ”fond pageant” であると、メタファー
として表しているのである。エラスムス (Desiderius 
Erasmus) の『 痴 愚 神 礼 賛 』(Morias enkomion, 
1511) は、人間の愚かさや当時の脆弱化したカトリッ
ク体制を痛烈に諷刺した作品であるが、この中でも
人間は阿呆であり人生の役者であることに言及して
いる。シェイクスピアはこれに影響を受け、劇中劇
構造やパックの台詞を通してこの概念を観客に伝え
ようとしたのだろう。このように『夏の夜の夢』で
は、劇中劇によって観客は外界からの視点を意識し、
芝居の枠をも超えて響きわたる妖精の台詞によっ
て、我々が自身を人生役者（阿呆）であるとして認
識するのである。

次に、『じゃじゃ馬馴らし』(The Taming of the 
Shrew) についてである。この作品は、1590 － 94
年に執筆されたとされる、『夏の夜の夢』と並ぶシェ
イクスピアの有名な喜劇の一つである。この芝居に
おける劇中劇の題は「じゃじゃ馬馴らし」である。
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ていく。）まず、「じゃじゃ馬馴らし」のあらすじを
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プティスタには二人の娘がおり、次女ビアンカには
多くの求婚者がいるが、長女キャタリーナは手の付
けられないじゃじゃ馬女で、男たちは寄り付こうと
しない。そこで、バプティスタはキャタリーナに求
婚者が現れるまでビアンカには結婚させないと言
う。そこに、ペトルーチオという残忍な矯正手段を
用いる紳士が現れ、そのじゃじゃ馬馴らしの手法に
よってキャタリーナは従順な女性になる。ビアンカ
もルーセンショーというピサの紳士と密かに結ば
れ、彼らの結婚によって大団円となるストーリーで
ある。『じゃじゃ馬馴らし』では、序幕において、
ある領主が居酒屋の前で眠り込んでいる酔っ払いス
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ない見解も存在するが、先に述べたことを鑑みれば、
劇上のスライが観ている劇中劇であるとしてとらえ

るべきであろう。シェイクスピアの生まれ故郷であ
るストラトフォード・アポン・エイボン (Stratford-
upon-Avon) で 2019 年夏に上映された、ロイヤル・
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Company) に よ る Justin Audibert 演 出 の ”The 
Taming of the Shrew” では、スライの登場するこ
の序幕を完全に省略して演じている。物語の流れと
して問題はないが、これでは『じゃじゃ馬馴らし』
はメタシアター構造をとれない。現代においてその
ように省かれることの多くなった序幕をシェイクス
ピアが何故描いたのか、疑問に思う人も多いだろう。
スライの登場する序幕をシェイクスピアが描いたこ
とについて、自分なりの仮説があるが、それは第二
章で詳しく述べていく。ここでは、『じゃじゃ馬馴
らし』と「世界劇場」について考察していこう。先
ほど認知外からの客観的視点が「世界劇場」の概念
には必要不可欠であることを説明したが、『じゃじゃ
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巻く領主の一行であることがわかる。つまり、
Justin Audibert の演出による幕をなくした『じゃ
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いためメタシアターの役割を持ち得ないということ
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という俳優一人で二役演じるのである。これは、観
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曲の中で最も長い作品であるが、物語を縮約してこ
こにあらすじを先に述べておく。舞台はデンマーク、
国王が急死し、弟のクローディアスが故国王の王妃
と結婚して王位についた。一方、ハムレットは、父
の亡霊から、その急死は現王クローディアスの毒殺
によるものだといわれる。確証がほしいハムレット
は、劇中劇で毒殺のシーンを扱い、現王の反応を観
察する。父の死が現王によるものだとわかったハム
レットは復讐を決意するが、恋人オフィーリアの父
ポローニアスを誤って刺し殺してしまう。それに
よって、彼女は発狂し水死する。激怒した彼女の兄
レアティーズとハムレットの決闘が組まれるが、毒
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夫妻という主要人物たちがすべて死ぬという悲劇で
ある。『ハムレット』における劇中劇は、物語の中
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で ”mousetrap”「ねずみ捕り」という外題がつけら
れている。その名の通り、ハムレットが、自ら用意
した劇中劇を罠にクローディアスからなにかしらの
反応を誘発させようという狙いがある。そして、彼
がハムレットの父である先王を暗殺したかどうかの
確証を得ようとした。「ねずみ捕り」は、黙劇
(pantomime) と台詞劇の両方で上演され、先王の亡
霊の主張に基づいて構成された。死期の近い王が王
妃に自分の命が尽きれば再婚せよというが、彼女は
否定し、二人目の夫はないという。それに安心した
王は眠りにつくが甥のルーシアスの手によって耳に
毒を注がれて殺され、王妃は毒殺者である甥と結ば
れるという構成だ。この殺害シーンが、『ハムレット』
の冒頭、先王の亡霊の言っていた通りになっている
わけだ。この劇中劇が、「世界劇場」の概念を伝え
る要因としては、この劇中劇の最中、ハムレットが
ずっと狂人を演じているというところにある。
HAMLET:  They are coming to the play. I must be 

idle.
　　　　　Get you a place. (3.2.96-97)
ハムレット： 見物が来たな。気違いに戻らなくては。
　　　　　　 その辺に坐ってくれ。（松岡和子訳『ハ

ムレット』第三幕第二場）
このセリフが発せられるのは、第三幕の劇中劇の

直前である。この台詞からわかるように、ハムレッ
トは、王や王妃、ポローニアスやオフィーリアの前
で、狂人を装う。もちろん、ハムレットが狂人を演
じて、クローディアスに自分が復讐者であることを
悟られないようにするというのは、蓋し当然のこと
である。ハムレットが「ねずみ捕り」の最中に狂人
を演じ、クローディアスの動向を密かに観察するの
は、彼がただ劇中劇を観ている観客ではないことを
表す。彼は、劇中劇を観る観客の視点を持つと同時
に、劇中劇を観る王クローディアスの反応を伺う観
察者としての視点を持っているのだ。”Dr.Jekyll 
and Mr.Hyde”『ジーキル博士とハイド氏』のよう
に完全に分離した二重人格を持つのではなく、復讐
者・観察者としてハムレットと狂人としてのハム
レットという二面性が同時に彼に内在するというこ
とになる。また、ハムレットは、ホレイショーとい
う親友に、劇中劇の最中クローディアスの顔色を

しっかりと窺っていろと命令を下す。つまり、観察
者としてのハムレットの視点は、クローディアスの
様子を観察するホレイショーの視点とも同列視する
ことができよう。このことから、劇中劇を観る王一
行と狂人ハムレット、それを客観的視点から観察す
るホレイショ―と観察者ハムレットという関係がで
きあがる。しかし、クローディアスは、劇中劇を観
ている最中、ハムレットに観察されていることには、
気づかないのである。『夏の夜の夢』や『じゃじゃ
馬馴らし』と同様に『ハムレット』においてもこの
ような認知外からの客観的視点を見つけることがで
きる。そして、観客に「世界劇場」の概念を意識さ
せるのだ。

さて、今まで、劇中劇がメタシアター的構造を構
築し、観客の認知において「世界劇場」という概念
が浸透すると述べてきたが、序論おいてのメタシア
ターの説明で述べた通り、実は劇中劇をとらずとも
その効果が期待できる。そのことについて、第一章
の最後に補足として述べておこう。
Hamlet:  You that look pale and tremble at this 

chance, You that look pale mutes or audi-
ence to this act,　(5.2.366-367)

ハムレット： この惨状に蒼ざめ震えているお前たち、
この芝居が台詞のない脇役か、それと
も観客か。（第五幕第二場）

この台詞は、『ハムレット』の終幕において、次々
と人が死んでいく現状に驚く宮廷の人々や観客に向
かって死にかけのハムレットが発した言葉である。
リチャード・バーベッジ (Richard Burbage, 1568-
1619) は、シェイクスピアを専属劇作家として擁し
ていたことで知られる国王一座 (The King’s Men)
に所属していた俳優であり、ハムレットやオセロー、
リチャード三世やリア王を演じたことで知られてい
る。そこで、彼が『ハムレット』においてこの台詞
を発したと仮定しよう。この台詞から、バーベッジ
演じるハムレットは自分が役者であることを公言
し、自分の人生を芝居に譬えていることがわかる。
観客は通常、舞台上のハムレットを役者バーベッジ
が演じている人物として認識する。しかし、このよ
うに演劇性を強調する台詞をあえて発することで、
観客はバーベッジがハムレットを演じているという

事実を忘れ去り、ハムレットという人物が人生劇場
において役を演じているという認識に移っていった
のだ。バーベッジ演じるハムレットではなく、人生
劇場を演じるハムレットであると観客が認識し、あ
たかもハムレットという人物が実在するかのように
感じるのである。この台詞によって、『ハムレット』
は芝居の虚構性を失い、メタシアターとして成り立
ち、観客はこの芝居が虚構の出来事であるという事
実を忘れるのだ。このように、劇中劇構造をとらず
とも、台詞からも劇をメタシアターにすることが可
能であるとわかる。

2.  『じゃじゃ馬馴らし』において劇中劇
構造がとられることの考察

劇中劇構造が、劇そのものをメタシアターたらし
めることについて述べてきたが、その構造によって

「世界劇場」の概念を観客に伝えることだけが、劇
中劇の役割ではない。物語の中で明確な役割や意味
を持つのだ。『じゃじゃ馬馴らし』における劇中劇
の意味や役割について、また、なぜその芝居におい
て劇中劇が用いられたのかなど、主観的に考察して
いく。第 1 章では触れなかった、なぜシェイクスピ
アが序幕を描いたのかということについて、この章
では詳しく述べていく。現代では、序幕が省かれる
演出も珍しくないが、少なくともシェイクスピアが
生きた時代では序幕は演じられていただろう。私は、
この「じゃじゃ馬馴らし」が『じゃじゃ馬馴らし』
という喜劇の中の劇中劇として理解されることが重
要だったことは、当時イギリスで厳格な家父長制
(Patriarchy) がとられていたことが起因していると
考える。『じゃじゃ馬馴らし』は、キャタリーナと
いう女性が、男性に負けないような強い女性として、
男性優位の社会に抗う女性として描かれており、
フェミニズム的要素の強い作品であると考えられる
ため、家父長制の敷かれていた当時の社会において
は疎まれたのではないだろうかと考える。劇中劇は、
我々が見ている劇の中に挿入された劇であるため、
完全な虚無である。このことを利用し、「じゃじゃ
馬馴らし」を劇中劇・虚構の出来事として演じるこ

とで、観客にフィクションをフィクションとして捉
えさせ、現実ではないものであると理解させたので
はないか。そうすることで、家父長制の敷かれてい
た当時の社会からの糾弾を避け、女権拡張の風潮を
漂わせるこの芝居についての反感を避けたのではな
いだろうか。J.H. ブランバンドは、中世、ルネッサ
ンス期の口誦や民話と『じゃじゃ馬馴らし』を比較
し、この芝居は口誦伝統に由来すると結論付けた。
民話の中では、妻は頑固で、意地悪、朝寝坊や怠け
者等、懲らしめられて当然な性格で描かれることが
多く、キャタリーナのような頑固で悪業雑言垂れる
女性をピカレスク的に描き、ペトルーチオという男
にとって矯正される勧善懲悪的な物語であるとみる
こともできる。しかし、『じゃじゃ馬馴らし』に登
場するじゃじゃ馬キャタリーナは、そのようなただ
手の付けられない女というわけではなく、第二幕第
一場ではペトルーチオという紳士と、息とリズムを
合わせてお互いに丁々発止と言葉を投げあい、彼に
負けないくらい機知に富んだ返しをする知的な女性
として描かれる。『じゃじゃ馬馴らし』では、男性
に負けないくらい機知のある強い女性、力にものを
言わせる残忍な男が登場するのだ。当時、家父長を
敷いていた社会からはこのような機知に富んだ強い
女性をよく思わない観客も一定数はいたと考えられ
る。そのため、シェイクスピアは「じゃじゃ馬馴ら
し」を劇中劇として演じることで、虚構であること
を強調したのではないだろうか。「じゃじゃ馬馴ら
し」を劇中劇として演じたことについて、当時の演
劇検閲 (censorship) の実態についても鑑みる必要が
ある。『エリザベス朝・ジェイムズ朝に於ける演劇
検閲の実態―トマス・ミドルトンの『チェスゲーム』
をめぐって―』を執筆した梅宮氏は、1620 年に初
演された、国をあからさまに糾弾していると捉えか
ねない危険な戯曲『チェスゲーム』(A Game at 
Chess) を例に当時の演劇検閲について述べている。
当時の芝居はすべからく検閲官の影響下で書かれ、
いかなる劇作家であっても国の統制執行人から意識
を切り離すことはできず、特にジェイムズ朝におい
ては宗教的・社会的問題について大衆演劇の場で触
れることが難しかったと述べている。そのような複
雑な状況下で、社会的批判を多く含んだ『チェスゲー
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で ”mousetrap”「ねずみ捕り」という外題がつけら
れている。その名の通り、ハムレットが、自ら用意
した劇中劇を罠にクローディアスからなにかしらの
反応を誘発させようという狙いがある。そして、彼
がハムレットの父である先王を暗殺したかどうかの
確証を得ようとした。「ねずみ捕り」は、黙劇
(pantomime) と台詞劇の両方で上演され、先王の亡
霊の主張に基づいて構成された。死期の近い王が王
妃に自分の命が尽きれば再婚せよというが、彼女は
否定し、二人目の夫はないという。それに安心した
王は眠りにつくが甥のルーシアスの手によって耳に
毒を注がれて殺され、王妃は毒殺者である甥と結ば
れるという構成だ。この殺害シーンが、『ハムレット』
の冒頭、先王の亡霊の言っていた通りになっている
わけだ。この劇中劇が、「世界劇場」の概念を伝え
る要因としては、この劇中劇の最中、ハムレットが
ずっと狂人を演じているというところにある。
HAMLET:  They are coming to the play. I must be 

idle.
　　　　　Get you a place. (3.2.96-97)
ハムレット： 見物が来たな。気違いに戻らなくては。
　　　　　　 その辺に坐ってくれ。（松岡和子訳『ハ

ムレット』第三幕第二場）
このセリフが発せられるのは、第三幕の劇中劇の

直前である。この台詞からわかるように、ハムレッ
トは、王や王妃、ポローニアスやオフィーリアの前
で、狂人を装う。もちろん、ハムレットが狂人を演
じて、クローディアスに自分が復讐者であることを
悟られないようにするというのは、蓋し当然のこと
である。ハムレットが「ねずみ捕り」の最中に狂人
を演じ、クローディアスの動向を密かに観察するの
は、彼がただ劇中劇を観ている観客ではないことを
表す。彼は、劇中劇を観る観客の視点を持つと同時
に、劇中劇を観る王クローディアスの反応を伺う観
察者としての視点を持っているのだ。”Dr.Jekyll 
and Mr.Hyde”『ジーキル博士とハイド氏』のよう
に完全に分離した二重人格を持つのではなく、復讐
者・観察者としてハムレットと狂人としてのハム
レットという二面性が同時に彼に内在するというこ
とになる。また、ハムレットは、ホレイショーとい
う親友に、劇中劇の最中クローディアスの顔色を

しっかりと窺っていろと命令を下す。つまり、観察
者としてのハムレットの視点は、クローディアスの
様子を観察するホレイショーの視点とも同列視する
ことができよう。このことから、劇中劇を観る王一
行と狂人ハムレット、それを客観的視点から観察す
るホレイショ―と観察者ハムレットという関係がで
きあがる。しかし、クローディアスは、劇中劇を観
ている最中、ハムレットに観察されていることには、
気づかないのである。『夏の夜の夢』や『じゃじゃ
馬馴らし』と同様に『ハムレット』においてもこの
ような認知外からの客観的視点を見つけることがで
きる。そして、観客に「世界劇場」の概念を意識さ
せるのだ。

さて、今まで、劇中劇がメタシアター的構造を構
築し、観客の認知において「世界劇場」という概念
が浸透すると述べてきたが、序論おいてのメタシア
ターの説明で述べた通り、実は劇中劇をとらずとも
その効果が期待できる。そのことについて、第一章
の最後に補足として述べておこう。
Hamlet:  You that look pale and tremble at this 

chance, You that look pale mutes or audi-
ence to this act,　(5.2.366-367)

ハムレット： この惨状に蒼ざめ震えているお前たち、
この芝居が台詞のない脇役か、それと
も観客か。（第五幕第二場）

この台詞は、『ハムレット』の終幕において、次々
と人が死んでいく現状に驚く宮廷の人々や観客に向
かって死にかけのハムレットが発した言葉である。
リチャード・バーベッジ (Richard Burbage, 1568-
1619) は、シェイクスピアを専属劇作家として擁し
ていたことで知られる国王一座 (The King’s Men)
に所属していた俳優であり、ハムレットやオセロー、
リチャード三世やリア王を演じたことで知られてい
る。そこで、彼が『ハムレット』においてこの台詞
を発したと仮定しよう。この台詞から、バーベッジ
演じるハムレットは自分が役者であることを公言
し、自分の人生を芝居に譬えていることがわかる。
観客は通常、舞台上のハムレットを役者バーベッジ
が演じている人物として認識する。しかし、このよ
うに演劇性を強調する台詞をあえて発することで、
観客はバーベッジがハムレットを演じているという

事実を忘れ去り、ハムレットという人物が人生劇場
において役を演じているという認識に移っていった
のだ。バーベッジ演じるハムレットではなく、人生
劇場を演じるハムレットであると観客が認識し、あ
たかもハムレットという人物が実在するかのように
感じるのである。この台詞によって、『ハムレット』
は芝居の虚構性を失い、メタシアターとして成り立
ち、観客はこの芝居が虚構の出来事であるという事
実を忘れるのだ。このように、劇中劇構造をとらず
とも、台詞からも劇をメタシアターにすることが可
能であるとわかる。

2.  『じゃじゃ馬馴らし』において劇中劇
構造がとられることの考察

劇中劇構造が、劇そのものをメタシアターたらし
めることについて述べてきたが、その構造によって

「世界劇場」の概念を観客に伝えることだけが、劇
中劇の役割ではない。物語の中で明確な役割や意味
を持つのだ。『じゃじゃ馬馴らし』における劇中劇
の意味や役割について、また、なぜその芝居におい
て劇中劇が用いられたのかなど、主観的に考察して
いく。第 1 章では触れなかった、なぜシェイクスピ
アが序幕を描いたのかということについて、この章
では詳しく述べていく。現代では、序幕が省かれる
演出も珍しくないが、少なくともシェイクスピアが
生きた時代では序幕は演じられていただろう。私は、
この「じゃじゃ馬馴らし」が『じゃじゃ馬馴らし』
という喜劇の中の劇中劇として理解されることが重
要だったことは、当時イギリスで厳格な家父長制
(Patriarchy) がとられていたことが起因していると
考える。『じゃじゃ馬馴らし』は、キャタリーナと
いう女性が、男性に負けないような強い女性として、
男性優位の社会に抗う女性として描かれており、
フェミニズム的要素の強い作品であると考えられる
ため、家父長制の敷かれていた当時の社会において
は疎まれたのではないだろうかと考える。劇中劇は、
我々が見ている劇の中に挿入された劇であるため、
完全な虚無である。このことを利用し、「じゃじゃ
馬馴らし」を劇中劇・虚構の出来事として演じるこ

とで、観客にフィクションをフィクションとして捉
えさせ、現実ではないものであると理解させたので
はないか。そうすることで、家父長制の敷かれてい
た当時の社会からの糾弾を避け、女権拡張の風潮を
漂わせるこの芝居についての反感を避けたのではな
いだろうか。J.H. ブランバンドは、中世、ルネッサ
ンス期の口誦や民話と『じゃじゃ馬馴らし』を比較
し、この芝居は口誦伝統に由来すると結論付けた。
民話の中では、妻は頑固で、意地悪、朝寝坊や怠け
者等、懲らしめられて当然な性格で描かれることが
多く、キャタリーナのような頑固で悪業雑言垂れる
女性をピカレスク的に描き、ペトルーチオという男
にとって矯正される勧善懲悪的な物語であるとみる
こともできる。しかし、『じゃじゃ馬馴らし』に登
場するじゃじゃ馬キャタリーナは、そのようなただ
手の付けられない女というわけではなく、第二幕第
一場ではペトルーチオという紳士と、息とリズムを
合わせてお互いに丁々発止と言葉を投げあい、彼に
負けないくらい機知に富んだ返しをする知的な女性
として描かれる。『じゃじゃ馬馴らし』では、男性
に負けないくらい機知のある強い女性、力にものを
言わせる残忍な男が登場するのだ。当時、家父長を
敷いていた社会からはこのような機知に富んだ強い
女性をよく思わない観客も一定数はいたと考えられ
る。そのため、シェイクスピアは「じゃじゃ馬馴ら
し」を劇中劇として演じることで、虚構であること
を強調したのではないだろうか。「じゃじゃ馬馴ら
し」を劇中劇として演じたことについて、当時の演
劇検閲 (censorship) の実態についても鑑みる必要が
ある。『エリザベス朝・ジェイムズ朝に於ける演劇
検閲の実態―トマス・ミドルトンの『チェスゲーム』
をめぐって―』を執筆した梅宮氏は、1620 年に初
演された、国をあからさまに糾弾していると捉えか
ねない危険な戯曲『チェスゲーム』(A Game at 
Chess) を例に当時の演劇検閲について述べている。
当時の芝居はすべからく検閲官の影響下で書かれ、
いかなる劇作家であっても国の統制執行人から意識
を切り離すことはできず、特にジェイムズ朝におい
ては宗教的・社会的問題について大衆演劇の場で触
れることが難しかったと述べている。そのような複
雑な状況下で、社会的批判を多く含んだ『チェスゲー
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● 論文  論文 ●

ム』は、権力者の認可などにより上演がされたわけ
だが、私は、この芝居の演出・構造についても当時
の厳しい検閲制度の敷かれた状況下で上演が可能に
なった要因の一つであると考える。この芝居では、
序幕において舞台上で展開される物語があくまで
チェスの試合であることについて言及されるだけで
なく、その物語自体がエラー (ERROR) という人物
の夢の具現化であると述べられている。つまり、観
客にとって、この劇空間が虚構であるということを
慎重に提示しているのである。このように、社会批
判・諷刺を観客に虚構として提供するという手法は、

『じゃじゃ馬馴らし』と全く同じである。当時のイ
ギリス社会と対蹠的に理想社会を描いたトマス・モ
ア (Sir Thomas More) の『 ユ ー ト ピ ア 』(Utopia, 
1516) でさえ「妻は夫に、子は親にそれぞれ仕える」
と述べ、男性優位社会が普遍的に認められ、そういっ
た社会について何の疑念も抱かなかった社会で、
シェイクスピアはこの手法を採用し、男性に勝る強
い知的な女性がありありと登場する「じゃじゃ馬馴
らし」を劇中劇・虚構として描いたのではないかと
私は考えている。次に、『じゃじゃ馬馴らし』にお
いて、スライが序幕以降登場しないことの意味につ
いて考察する。普通、劇中劇は『ハムレット』にお
ける「ねずみ捕り」、『夏の夜の夢』における「ピラ
マスとシスビー」のように、劇中劇を観て劇中の人
物が感想を述べたり、反応を見せたりするが、『じゃ
じゃ馬馴らし』では、劇中劇で飼いならされたキャ
タリーナの演説を受けて発したルーセンショーの台
詞で終わり、スライは登場しない。
LUCENTIO:  ‘Tis a wonder, by your leave, she will 

be tamed so. (5.2.189)
ルーセンショー： 奇跡だ、言っちゃなんだが、この

先もあの人がこんなふうに飼い馴
されて行くのか。（松岡和子訳

『じゃじゃ馬馴らし』第五第二場）
ルーセンショーのこの台詞は、物語の最後の台詞

である。この台詞から、キャタリーナは本当に飼い
馴らされたのか、今後も飼いならされて行くのか、
未来はどうなるかわからないというということ、芝
居自体がオープンエンドで終わっていることがわか
る。 こ の こ と を 踏 ま え て、”The Taming of a 

Shrew”（以下、『ジャジャ馬馴らし』）をみてみよう。
この芝居は、作成年も作者も不明だが『じゃじゃ馬
馴らし』と非常に似たプロットであることが知られ
ている。違う点といえば、『ジャジャ馬馴らし』で
は終幕においてスライが登場することだ。「じゃじゃ
馬馴らし」を観ながら眠ってしまったスライが目を
覚まし、「俺も嫁を馴らしてやろう。」と発言する場
面が終幕で描かれている。一方、シェイクスピアの

『じゃじゃ馬馴らし』にはそれがない。私は、シェ
イクスピアが、あえて終幕でスライを登場させず、
発言をさせないことで、キャタリーナが本当に飼い
ならされたのか、飼いならされる演技が上達しただ
けなのかという判断を我々に委ねているのであると
考える。つまり、『ジャジャ馬馴らし』の終幕にみ
られるスライの視点・役割を『じゃじゃ馬馴らし』
では、我々が担うということだ。このように、400
年以上たった現代においてもキャタリーナが本当に
飼いならされたのか否かといった議論が可能であ
り、終幕においてスライを描かないことでその後の
展開を観客の想像によって補わせるというこの手法
は、驚嘆に値する。
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