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主軸である。キャタリーナとペトルーチオの関係を
見ると、当時の女性には「女性らしさ」＝「寡黙・
従順であること」が必要とされていたことが示唆さ
れているように見える。キャタリーナがペトルーチ
オによって「理想の女性像」という型に押し込まれ、
変わっていく様は、女性が「女性らしい」振る舞い
を強制されていたことを示していると考えられる。
一方、ペトルーチオは、物語の始めと終わりを比較
しても、特に変化は見られない。従って、女性だけ
が「女性らしさ」を強制されていたように考えられ
る。そこで、キャタリーナの物語終盤のスピーチで
ある。女性が女性の役割を果たさなければいけない、
対して男性も女性を守り、辛い仕事をするという男

性の役割を果たさなければいけないことを、改めて
思い出させる。同時に、キャタリーナは、人々が求
める「理想の女性像」そのものへと変化を遂げ、女
性のあるべき姿について「主張」をし、初めて褒め
称えられる立場を手に入れたのである。『じゃじゃ
馬馴らし』は、ペトルーチオがキャタリーナを馴ら
すという関係が主である。もしキャタリーナが心の
底から変わってはいなくて、その従順な態度が演技
だとするならば、その裏には、キャタリーナがペト
ルーチオやその他男性陣を馴らすという構図も見え
てくる複雑な物語なのである。
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キャタリーナの従順さ

シェイクスピアの作品『じゃじゃ馬馴らし』につ
いて、じゃじゃ馬キャタリーナが本心から従順な女
性へと変化したのか、当時の理想的な女性を演じた
だけなのか、という問いは多くの批評家によって議
論されてきた。中でも、朱雀成子の『愛と性の政治
学』（2006）で述べられている「従順を演じるキャ
タリーナ論」 はキャタリーナと周囲の関係性を深く
考察したものである。筆者の解釈は、父権社会の規
範、すなわち夫に逆らわないことを訓練されたキャ
タリーナが、ペトルーチオとの「ふざけ（our first 
merriment）」（4.5.176）の一環として、従順な妻を
装い、夫唱婦随の演技をしたというものである。最
終場において、キャタリーナがペトルーチオの命令
全てを受け入れる姿は、ビアンカや未亡人と比べて
も最も従順な妻であることを表面的には証明してい
る。しかし朱雀成子氏は、「馴らし」の過程と彼女
のスピーチを分析すると、心底従順になったという
解釈はあまりにも単純過ぎると指摘する。

Nay, I will win my wager better yet,
And show more sign of her obedience,
Her new-built virtue and obedience”.（V.ii.116-18）
いや、私はまだまだ賭けに勝ちますよ、彼女が従順
だというしるしをお目にかけましょう、新たに築か
れた貞淑と従順が姿を現します。（5.2.198）

これは賭けに勝利してすぐのペトルーチオの台詞
である。朱雀氏は、この発言から、ペトルーチオが
キャタリーナの従順なパフォーマンスを皆に披露し
ようとする意図を読み取っている。父バプティスタ
らがキャタリーナの従順さを「飼いならされたもの」

としているのに対し、ペトルーチオは「上塗りされ
た要素」と捉えているということだ。それを示すも
う一つの例は、キャタリーナと未亡人の会話に見受
けられる。

KATHERINE
“He that is giddy thinks the world turns round”.
I pray you tell me what you meant by that.

「めまい持ちの人は、世界のほうが回っていると思
う」
どういう意味でおっしゃったのか教えていただけま
す？
WIDOW
Your husband being troubled with a shrew
Measures my husband’s sorrow by his woe.
And now you know my meaning.
ペトルーチオさんはじゃじゃ馬に悩まされているの
で、うちの人と「同病相哀れむ」だとお思いになっ
たのだわ。
これでどういう意味かお分かりね。
KATHERINE
A very mean meaning.
ずいぶんつまらないことなのね。
WIDOW
Right, I mean you.
そうよ、あなたのことだもの。
KATHERINE
And I am mean indeed, respecting you. （V.ii.26-32）
確かに私はつまらない女よ、あなたの言うことを気
にするなんて。 （5.2.190-91）

ここで登場する未亡人とは、キャタリーナと同じ
くらい手強い女で、ペトルーチオの親友ホーテン
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ショーの結婚相手である。「めまい持ち」に関する
未亡人の喩えに対して、キャタリーナがその意味を
問いただすことから上のような口論になる。女二人
のこの機知合戦のなかに、未亡人をやりこめようと
する以前のじゃじゃ馬キャタリーナが見え隠れする
わけであるが、このやりとりにおいて従順な女性に
変化したはずのキャタリーナのほころびが見えると
朱雀氏は説く。加えてペトルーチオも妻に女らしい
寡黙を奨励せず、彼女がむしろ主張し勝つことに声
援を送っていることにも言及する。では、そもそも
キャタリーナが従順を装うことを決意したのはいつ
からであろうか。里帰りをすることになった際、時
刻が七時だというペトルーチオに、今は二時だと主
張したためにキャタリーナは彼の怒りを買うことと
なる。ペトルーチオは自分の発言を認めるまで帰ら
ないと宣言し、その後やっとのことで出発するも、
今度は月と太陽について口論になり、キャタリーナ
に旅は中止だと言い放つ。以下の台詞は、その際キャ
タリーナから発せられたものである。

And be it moon, or sun, or what you please,
And if you please to call it a rush-candle,
Henceforth I vow it shall be so for me.（IV.v.13-15）
月でも太陽でも、何でもあなたの好きなものでいい。
あれがロウソクだと言いたいなら、
これからは誓って私もそう呼びます。（4.5.172）

朱雀氏はこの場面をキャタリーナの転換点として
挙げ、この表明以後夫に反抗しなくなったのは、彼
女の自由意志であり、そのほうがいいと彼女が判断
したからだと断言する。そしてその後も夫の命令を
上回る言動を披露するキャタリーナは、自分を抑え
我慢して従っているというより、むしろ楽しんでい
るようだと述べる。朱雀氏はペトルーチオの言動を
踏まえつつ、キャタリーナの急変ぶりを「ふざけ」
の一環と考えることで、表向きには父権的な夫と従
順な妻に見える彼女たちを、実質は仲間意識（コン
パニオンシップ）に裏付けられた対等な関係だと主
張するのだ。しかし、この見解はペトルーチオがキャ
タリーナの偽りの従順を許していることになるわけ
であるが、自分の強さを誇り、彼女を飼い馴らすこ

とに新婚生活を費やしたペトルーチオが芯から理想
の女性になるのではなく、従順さという被り物をか
ぶるキャタリーナに満足するだろうか。他者とは違
う自分に誇りを持っているペトルーチオだからこ
そ、典型的な女性ではないキャタリーナに魅力を感
じ、素質を失わないように上のような戦略を生み出
したとも考えられる。しかし、そうなるとそもそも
馴らすと宣言した意味がなくなってしまうのではな
いだろうか。これらの疑問を解くために、ペトルー
チオとキャタリーナの言動ひとつひとつに着目し、
それぞれの「心情」と「目的」を分析する必要があ
る。

ペトルーチオの思惑

ペトルーチオがキャタリーナの存在を知ったの
は、親友ホーテンショーに結婚の話を持ち掛けられ
たためである。この時彼は、自分に対する大きな自
信からか「じゃじゃ馬」という点には関心を示さず

「お金持ち」であることに着目した。

（その娘がフロレンティウスの恋人みたいなブスだ
ろうが、巫女シビルみたいな婆さんだろうが、ソク
ラテスの妻クサンチッペみたいなドツキ女だろう
が、いや、それよりひどくたって俺はへっちゃらさ。
少なくとも俺の熱い思いは減りはしない、その女が
アドリア海の怒涛なみにたけり狂っても大丈夫だ。
俺は金持ちの女を妻にしようとパドヴァに来たん
だ、金持ちでさえあれば、パドヴァで幸せにやれるっ
てもんだ。）（1.2.52）

これは彼がお金に執着していることを示す台詞
で、相手の容姿や内面にはいっさい興味がないこと
が読み取れる。つまり、キャタリーナとの結婚の目
的は「お金」であったことは明白だ。しかし、お金
がきっかけで始まった思惑は、キャタリーナと接し
ていくことで変化していくと考えられる。例えば
キャタリーナとペトルーチオの結婚式、式典には相
応しくない格好をしてきたペトルーチオであるが、
お金を求めて結婚を決めたのだとしたら、おかしな

服装をした彼の意図や脚本に細かく服装の不適当さ
が書き記されたことにも疑問が生じる。

（新品の帽子に古い上着、三度も裏返ししなおした
古ズボン、ちびた蠟燭入れになってたおんぼろブー
ツ、しかも片方はバックル留めでもう片方は紐で結
ぶやつ。） （3.2.108）

意地でもお金を得たいのであれば、せめて父親に
は低姿勢で接してもよいだろう。彼がわざわざ結婚
式当日に、周囲に不愉快な思いをさせる理由がある
としたら、お金とは別の目的が存在すると考えられ
る。

To me she’s married, not unto my clothes. （III.
ii.119）

（結婚相手は私なんだ、私の服じゃない。） （3.2.107）

バプティスタたちから非難されたペトルーチオ
は、上のように言い返す。この発言からは、彼があ
えて式のために着飾ることを避け、衣装ではなくあ
りのままの自分を人前でアピールしたいと思ってい
ることがわかる。

Well, come, my Kate, we will unto your father’s,
Even in these honest mean habiliments. 
Our purses shall be proud, our garments poor,
For ’tis the mind that makes the body rich,
And as the sun breaks through the darkest clouds,
So honor peereth in the meanest habit. （IV.iii.175-
80）
さてと、ケイト、お父さんのところへ行こうか、
飾らなくていい、普段着のままでいいんだ。
財布の中身はたっぷりでも、着るものは質素に、
だって体を豊かに飾るのは精神だからね、
ちょうど太陽が真っ黒な雲を突き破って光を放つよ
うに、
美徳はどんな粗末な服をきていても顔をのぞかせ
る。（4.3.160-61）

服装にこだわらない考え方は自分自身に対してだ

けではない。ペトルーチオ家からバプティスタ家へ
向かう際、彼はキャタリーナに着飾らないよう指示
する。ペトルーチオは、服装や装身具で自分を表現
するのではなく、何も加えない外見や内面を大切に
する男なのだ。このように彼のひとつひとつの言動
には、「自分らしさ」にこだわる一面が垣間見える
わけであるが、一方で、時々「らしさ」を超えた「自
己顕示欲」を露にする。結婚式の最中には大声を出
して皆を仰天させ、落とした聖書を拾い上げようと
する司祭を前に攻撃的な姿勢を見せる。

“Now, take them up,” “if any list.” （III.ii.167）
「誰でもいい、こいつを起こせるか、拾えるか、や
れるもんならやってみろ」（3.2.117）

この言動には目立ちたがり屋で常に自分が一番の
存在でありたいと思っていることがはっきりと表れ
ている。それ程自我の強い彼が、男でも敵わない「悪
魔」とさえ呼ばれるじゃじゃ馬女キャタリーナを前
に平静を保つことができ、朱雀氏が説くように「上
塗りされた従順」を黙認するとは理解しがたい。ペ
トルーチオがキャタリーナのじゃじゃ馬さに興味を
示すのは、彼女にリュートで頭を叩かれたホーテン
ショーを見たときである。

Now, by the world, it is a lusty wench.
I love her ten times more than ere I did.
O, how long to have some chat with her! （II.i.168-
70）
ほう、なかなか生きのいいお嬢ちゃんだ。
いままでの十倍も好きになった。
ああ、一刻も早く話がしたい。（2.1.79）

その直後、実際に対面した際には、キャタリーナ
を馴らすことが生まれてきた意味だとさえ言うの
だ。

For I am he am born to tame you, Kate,
And bring you from a wild Kate to a Kate
Conformable as other household Kates.（II.i.291-93）
僕は君を飼いならすために生まれてきたんだよ、ケ
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ショーの結婚相手である。「めまい持ち」に関する
未亡人の喩えに対して、キャタリーナがその意味を
問いただすことから上のような口論になる。女二人
のこの機知合戦のなかに、未亡人をやりこめようと
する以前のじゃじゃ馬キャタリーナが見え隠れする
わけであるが、このやりとりにおいて従順な女性に
変化したはずのキャタリーナのほころびが見えると
朱雀氏は説く。加えてペトルーチオも妻に女らしい
寡黙を奨励せず、彼女がむしろ主張し勝つことに声
援を送っていることにも言及する。では、そもそも
キャタリーナが従順を装うことを決意したのはいつ
からであろうか。里帰りをすることになった際、時
刻が七時だというペトルーチオに、今は二時だと主
張したためにキャタリーナは彼の怒りを買うことと
なる。ペトルーチオは自分の発言を認めるまで帰ら
ないと宣言し、その後やっとのことで出発するも、
今度は月と太陽について口論になり、キャタリーナ
に旅は中止だと言い放つ。以下の台詞は、その際キャ
タリーナから発せられたものである。

And be it moon, or sun, or what you please,
And if you please to call it a rush-candle,
Henceforth I vow it shall be so for me.（IV.v.13-15）
月でも太陽でも、何でもあなたの好きなものでいい。
あれがロウソクだと言いたいなら、
これからは誓って私もそう呼びます。（4.5.172）

朱雀氏はこの場面をキャタリーナの転換点として
挙げ、この表明以後夫に反抗しなくなったのは、彼
女の自由意志であり、そのほうがいいと彼女が判断
したからだと断言する。そしてその後も夫の命令を
上回る言動を披露するキャタリーナは、自分を抑え
我慢して従っているというより、むしろ楽しんでい
るようだと述べる。朱雀氏はペトルーチオの言動を
踏まえつつ、キャタリーナの急変ぶりを「ふざけ」
の一環と考えることで、表向きには父権的な夫と従
順な妻に見える彼女たちを、実質は仲間意識（コン
パニオンシップ）に裏付けられた対等な関係だと主
張するのだ。しかし、この見解はペトルーチオがキャ
タリーナの偽りの従順を許していることになるわけ
であるが、自分の強さを誇り、彼女を飼い馴らすこ

とに新婚生活を費やしたペトルーチオが芯から理想
の女性になるのではなく、従順さという被り物をか
ぶるキャタリーナに満足するだろうか。他者とは違
う自分に誇りを持っているペトルーチオだからこ
そ、典型的な女性ではないキャタリーナに魅力を感
じ、素質を失わないように上のような戦略を生み出
したとも考えられる。しかし、そうなるとそもそも
馴らすと宣言した意味がなくなってしまうのではな
いだろうか。これらの疑問を解くために、ペトルー
チオとキャタリーナの言動ひとつひとつに着目し、
それぞれの「心情」と「目的」を分析する必要があ
る。

ペトルーチオの思惑

ペトルーチオがキャタリーナの存在を知ったの
は、親友ホーテンショーに結婚の話を持ち掛けられ
たためである。この時彼は、自分に対する大きな自
信からか「じゃじゃ馬」という点には関心を示さず

「お金持ち」であることに着目した。

（その娘がフロレンティウスの恋人みたいなブスだ
ろうが、巫女シビルみたいな婆さんだろうが、ソク
ラテスの妻クサンチッペみたいなドツキ女だろう
が、いや、それよりひどくたって俺はへっちゃらさ。
少なくとも俺の熱い思いは減りはしない、その女が
アドリア海の怒涛なみにたけり狂っても大丈夫だ。
俺は金持ちの女を妻にしようとパドヴァに来たん
だ、金持ちでさえあれば、パドヴァで幸せにやれるっ
てもんだ。）（1.2.52）

これは彼がお金に執着していることを示す台詞
で、相手の容姿や内面にはいっさい興味がないこと
が読み取れる。つまり、キャタリーナとの結婚の目
的は「お金」であったことは明白だ。しかし、お金
がきっかけで始まった思惑は、キャタリーナと接し
ていくことで変化していくと考えられる。例えば
キャタリーナとペトルーチオの結婚式、式典には相
応しくない格好をしてきたペトルーチオであるが、
お金を求めて結婚を決めたのだとしたら、おかしな

服装をした彼の意図や脚本に細かく服装の不適当さ
が書き記されたことにも疑問が生じる。

（新品の帽子に古い上着、三度も裏返ししなおした
古ズボン、ちびた蠟燭入れになってたおんぼろブー
ツ、しかも片方はバックル留めでもう片方は紐で結
ぶやつ。） （3.2.108）

意地でもお金を得たいのであれば、せめて父親に
は低姿勢で接してもよいだろう。彼がわざわざ結婚
式当日に、周囲に不愉快な思いをさせる理由がある
としたら、お金とは別の目的が存在すると考えられ
る。

To me she’s married, not unto my clothes. （III.
ii.119）

（結婚相手は私なんだ、私の服じゃない。） （3.2.107）

バプティスタたちから非難されたペトルーチオ
は、上のように言い返す。この発言からは、彼があ
えて式のために着飾ることを避け、衣装ではなくあ
りのままの自分を人前でアピールしたいと思ってい
ることがわかる。

Well, come, my Kate, we will unto your father’s,
Even in these honest mean habiliments. 
Our purses shall be proud, our garments poor,
For ’tis the mind that makes the body rich,
And as the sun breaks through the darkest clouds,
So honor peereth in the meanest habit. （IV.iii.175-
80）
さてと、ケイト、お父さんのところへ行こうか、
飾らなくていい、普段着のままでいいんだ。
財布の中身はたっぷりでも、着るものは質素に、
だって体を豊かに飾るのは精神だからね、
ちょうど太陽が真っ黒な雲を突き破って光を放つよ
うに、
美徳はどんな粗末な服をきていても顔をのぞかせ
る。（4.3.160-61）

服装にこだわらない考え方は自分自身に対してだ

けではない。ペトルーチオ家からバプティスタ家へ
向かう際、彼はキャタリーナに着飾らないよう指示
する。ペトルーチオは、服装や装身具で自分を表現
するのではなく、何も加えない外見や内面を大切に
する男なのだ。このように彼のひとつひとつの言動
には、「自分らしさ」にこだわる一面が垣間見える
わけであるが、一方で、時々「らしさ」を超えた「自
己顕示欲」を露にする。結婚式の最中には大声を出
して皆を仰天させ、落とした聖書を拾い上げようと
する司祭を前に攻撃的な姿勢を見せる。

“Now, take them up,” “if any list.” （III.ii.167）
「誰でもいい、こいつを起こせるか、拾えるか、や
れるもんならやってみろ」（3.2.117）

この言動には目立ちたがり屋で常に自分が一番の
存在でありたいと思っていることがはっきりと表れ
ている。それ程自我の強い彼が、男でも敵わない「悪
魔」とさえ呼ばれるじゃじゃ馬女キャタリーナを前
に平静を保つことができ、朱雀氏が説くように「上
塗りされた従順」を黙認するとは理解しがたい。ペ
トルーチオがキャタリーナのじゃじゃ馬さに興味を
示すのは、彼女にリュートで頭を叩かれたホーテン
ショーを見たときである。

Now, by the world, it is a lusty wench.
I love her ten times more than ere I did.
O, how long to have some chat with her! （II.i.168-
70）
ほう、なかなか生きのいいお嬢ちゃんだ。
いままでの十倍も好きになった。
ああ、一刻も早く話がしたい。（2.1.79）

その直後、実際に対面した際には、キャタリーナ
を馴らすことが生まれてきた意味だとさえ言うの
だ。

For I am he am born to tame you, Kate,
And bring you from a wild Kate to a Kate
Conformable as other household Kates.（II.i.291-93）
僕は君を飼いならすために生まれてきたんだよ、ケ
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イト、
山猫ケイトを飼い猫ケイトに変えて
大人しく言うことをきく家庭的なケイトになっても
らう。（2.1.87-88）

キャタリーナを中心に、周囲に対する彼の態度を
考慮すると、ペトルーチオがキャタリーナを結婚相
手に決めたのは、彼女を静めることで「自分の強さ
を証明する」という目的からきたものと解釈するこ
とが可能になる。つまり、「お金」への執着よりも「1
番であること」への欲が上回ったと考えることがで
きる。また、彼女を馴らす過程で愛が芽生えた可能
性もあるが、ペトルーチオのキャタリーナの扱い方
は、妻に対してとは考えられない過激さを含む。彼
の接し方が愛情からくる厳しさと考えるか、それと
もただのひどい扱いと捉えるかでこの作品の解釈に
は大きな差が生じるといえるだろう。

She ate no meat today, nor none shall eat.
Last night she slept not, nor tonight she shall not.
ケイトは今日なにも食っていない、この先も食わせ
ない。
昨夜は一睡もしていない、今夜も眠らせない。

Ay, and amid this hurly I intend
That all is done in reverend care of her. （IV.i.197-
204）
乱暴狼藉をやりながら、何もかもお前のためを
思えばこそ、というふりをするのだ。（4.1.138）

じゃじゃ馬を馴らすとはいえ、結婚式後のキャタ
リーナへの対応はあまりにも痛々しいものである
し、上のペトルーチオの発言（intend）からは、計
画的あるいは意図的な考えが読み取れる。先に述べ
た太陽と月についての会話でも、ペトルーチオの台
詞とその前後の会話から彼がキャタリーナを自分の
言いなりにさせようとしていることが明らかだ。

Now, by my mother’s son, and that’s myself,
It shall be moon, or star, or what I list,
Or e’er I journey to your father’s house. （IV.v.7-9）

俺のおふくろの息子、つまり俺自身に懸けて、
月だ、星だ、俺の言うとおりのものだ、
でなきゃ、お父さんのところへ行くのは取りやめだ。 

（4.5.171）

昼間に月ではなく太陽が出ているのは当たり前
で、月や星が見えるなどという彼の意見は言うまで
もなく嘘の発言になる。分かっていながらも彼女が
自分に賛同するまで前進しないその手段は、彼女を
女性らしくしてあげたいという心理からは程遠く、
まるで真偽に関わらず俺に同調しろと強要している
ようである。これは愛情からくる鞭ではなく、自分
の欲望のために横暴さを発揮していると捉えるほう
が説得力がある。

キャタリーナの意図

キャタリーナが最終的に彼に従順な姿勢をみせた
のは、芯から女性らしさを身につけたわけではなく、
男を手のひらで転がす技を身につけたと考えられ
る。まず彼女の内面としてプライドの高い持ち主で
あると読み取れる。

I see a woman may be made a fool
If she had not a spirit to resist. （III.ii.226-27）
分かってます、反抗する根性がなければ女は馬鹿に
されるんです。 （3.2.121）

この発言は、彼女とペトルーチオの結婚式の披露
宴の直前、急用があって出かけなければならないと
身勝手な行動をするペトルーチオを見て放たれたも
ので、女の立場が男より下であることに不満を持っ
ていることがわかる。つまり、それが当時の風潮で
あるからといって納得しない自分らしさを持ってい
るフェミニスト的女性だと考えることができ、「男
に馬鹿にされたくない」という目的あってじゃじゃ
馬として生きていることが読み取れる。それほど強
気な彼女がいくらペトルーチオが相手とはいえ、急
に貞淑な妻に変化できるだろうか。仮にペトルーチ
オに敵わないことを察して従うようになったとした

ら、従順な妻として堂々とスピーチを述べることな
どできるだろうか。

夫はあなたの主人、あなたの命、あなたの保護者、
あなたの頭、あなたの君主（5.2.200）

Such duty as the subject owes the prince,
Even such a woman oweth to her husband; （V.
ii.171-72）
臣下には、君主に果たすべき義務がありますよね、
そ れ と 同 じ 義 務 を 妻 は 夫 に 果 た す べ き で す。

（5.2.200-201）

朱雀成子氏はこのキャタリーナの巧みなスピーチ
について以下のように述べる。「彼女の最終場のス
ピーチは夫と妻の関係が神と教会の関係に、さらに
は国王と臣下の関係に置換され、妻の夫への服従を
説くものである。そのスピーチの内容は、およそ一
週間前までじゃじゃ馬であったキャタリーナの言葉
にしては、伝統的な古い結婚観に満ちている。」（48） 

「妻が家でくつろいでいるときに、夫は妻のために
身を粉して寸暇を惜しんで働き、妻に求められるも
のは愛とやさしさと従順というくだりは、結婚した
ばかりの彼女の経験に由来するものではない。その
中身は妻と夫の役割に関する当時の説教書、道徳書、
パンフレットなどに書かれているもので、父権的な
結婚の言説である。」「借り物の言葉で妻の従順を陳
述しているのであるから、これは単なる知識にすぎ
ず、彼女の心情の反映ではないということだ。」

（49-50）先に述べたように、しっかりとした目的を
持ってじゃじゃ馬をやってきた彼女が、ペトルーチ
オに従順な姿勢を見せたからといって、父権制に同
調するのは不自然に思えるし、夫婦の関係を君主と
臣下に例えるのも極端な表現である。最終幕での
キャタリーナのスピーチは、彼女の忠実な姿勢や心
情を示したものではなく、ペトルーチオとの関わり
によって深い知識を得た「賢いキャタリーナ」を暗
示させるものであったのかもしれない。

キャタリーナがペトルーチオと初めて会った日、
父バプティスタが彼女の顔色を伺う場面がある。

BAPTISTA
Why, how now, daughter Katherine? In your dumps?
どうした、娘、キャタリーナ？　いやにしょんぼり
してるじゃないか？
KATHERINE
Call you me daughter? Now I promise you
You have showed a tender fatherly regard, （II.
i.300-303）
娘と呼んでくださるの？　なら言わせてもらうわ、
よくも父親らしい思いやりを見せてくれたわね、

（2.1.88）

娘として心配されることに違和感を持っている態
度からは、彼女が普段父親から娘らしい扱いを受け
ていないと実感していることが理解できる。その事
実に不満を持っているのだとしたら、あまりにも自
分と扱いが違い、宝のように大切に扱われている妹
ビアンカに嫉妬し、当たりが強くなってしまうと考
えられる。

BIANCA
Good sister, wrong me not, nor wrong yourself,
To make a bondmaid and a slave of me.
お姉さま、やめて、私もご自分も辱めてるのよ、
こんなふうに私を縛って奴隷あつかいして。
KATHERINE
Of all thy suitors here I charge
thee tell
Whom thou lov’st best. See thou
dissemble not. （II.i.1-9）
今すぐ言ってごらん、求婚者のなかで
誰がいちばん好きなの。いいこと、とぼけるんじゃ
ないよ。（2.1.67-68）

このキャタリーナの台詞からは、彼女がビアンカ
の色恋沙汰に関心があることを示しているわけだ
が、この姉妹が楽しく恋の話をするような関係柄で
ないことは言うまでもない。また、「悪魔」や「欠
点だらけの女」と言われるほど敵対しているホーテ
ンショーやグレミオーらに好意があるとも考え難
い。誰にでもいい顔をし、好かれているビアンカに
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イト、
山猫ケイトを飼い猫ケイトに変えて
大人しく言うことをきく家庭的なケイトになっても
らう。（2.1.87-88）

キャタリーナを中心に、周囲に対する彼の態度を
考慮すると、ペトルーチオがキャタリーナを結婚相
手に決めたのは、彼女を静めることで「自分の強さ
を証明する」という目的からきたものと解釈するこ
とが可能になる。つまり、「お金」への執着よりも「1
番であること」への欲が上回ったと考えることがで
きる。また、彼女を馴らす過程で愛が芽生えた可能
性もあるが、ペトルーチオのキャタリーナの扱い方
は、妻に対してとは考えられない過激さを含む。彼
の接し方が愛情からくる厳しさと考えるか、それと
もただのひどい扱いと捉えるかでこの作品の解釈に
は大きな差が生じるといえるだろう。

She ate no meat today, nor none shall eat.
Last night she slept not, nor tonight she shall not.
ケイトは今日なにも食っていない、この先も食わせ
ない。
昨夜は一睡もしていない、今夜も眠らせない。

Ay, and amid this hurly I intend
That all is done in reverend care of her. （IV.i.197-
204）
乱暴狼藉をやりながら、何もかもお前のためを
思えばこそ、というふりをするのだ。（4.1.138）

じゃじゃ馬を馴らすとはいえ、結婚式後のキャタ
リーナへの対応はあまりにも痛々しいものである
し、上のペトルーチオの発言（intend）からは、計
画的あるいは意図的な考えが読み取れる。先に述べ
た太陽と月についての会話でも、ペトルーチオの台
詞とその前後の会話から彼がキャタリーナを自分の
言いなりにさせようとしていることが明らかだ。

Now, by my mother’s son, and that’s myself,
It shall be moon, or star, or what I list,
Or e’er I journey to your father’s house. （IV.v.7-9）

俺のおふくろの息子、つまり俺自身に懸けて、
月だ、星だ、俺の言うとおりのものだ、
でなきゃ、お父さんのところへ行くのは取りやめだ。 

（4.5.171）

昼間に月ではなく太陽が出ているのは当たり前
で、月や星が見えるなどという彼の意見は言うまで
もなく嘘の発言になる。分かっていながらも彼女が
自分に賛同するまで前進しないその手段は、彼女を
女性らしくしてあげたいという心理からは程遠く、
まるで真偽に関わらず俺に同調しろと強要している
ようである。これは愛情からくる鞭ではなく、自分
の欲望のために横暴さを発揮していると捉えるほう
が説得力がある。

キャタリーナの意図

キャタリーナが最終的に彼に従順な姿勢をみせた
のは、芯から女性らしさを身につけたわけではなく、
男を手のひらで転がす技を身につけたと考えられ
る。まず彼女の内面としてプライドの高い持ち主で
あると読み取れる。

I see a woman may be made a fool
If she had not a spirit to resist. （III.ii.226-27）
分かってます、反抗する根性がなければ女は馬鹿に
されるんです。 （3.2.121）

この発言は、彼女とペトルーチオの結婚式の披露
宴の直前、急用があって出かけなければならないと
身勝手な行動をするペトルーチオを見て放たれたも
ので、女の立場が男より下であることに不満を持っ
ていることがわかる。つまり、それが当時の風潮で
あるからといって納得しない自分らしさを持ってい
るフェミニスト的女性だと考えることができ、「男
に馬鹿にされたくない」という目的あってじゃじゃ
馬として生きていることが読み取れる。それほど強
気な彼女がいくらペトルーチオが相手とはいえ、急
に貞淑な妻に変化できるだろうか。仮にペトルーチ
オに敵わないことを察して従うようになったとした

ら、従順な妻として堂々とスピーチを述べることな
どできるだろうか。

夫はあなたの主人、あなたの命、あなたの保護者、
あなたの頭、あなたの君主（5.2.200）

Such duty as the subject owes the prince,
Even such a woman oweth to her husband; （V.
ii.171-72）
臣下には、君主に果たすべき義務がありますよね、
そ れ と 同 じ 義 務 を 妻 は 夫 に 果 た す べ き で す。

（5.2.200-201）

朱雀成子氏はこのキャタリーナの巧みなスピーチ
について以下のように述べる。「彼女の最終場のス
ピーチは夫と妻の関係が神と教会の関係に、さらに
は国王と臣下の関係に置換され、妻の夫への服従を
説くものである。そのスピーチの内容は、およそ一
週間前までじゃじゃ馬であったキャタリーナの言葉
にしては、伝統的な古い結婚観に満ちている。」（48） 

「妻が家でくつろいでいるときに、夫は妻のために
身を粉して寸暇を惜しんで働き、妻に求められるも
のは愛とやさしさと従順というくだりは、結婚した
ばかりの彼女の経験に由来するものではない。その
中身は妻と夫の役割に関する当時の説教書、道徳書、
パンフレットなどに書かれているもので、父権的な
結婚の言説である。」「借り物の言葉で妻の従順を陳
述しているのであるから、これは単なる知識にすぎ
ず、彼女の心情の反映ではないということだ。」

（49-50）先に述べたように、しっかりとした目的を
持ってじゃじゃ馬をやってきた彼女が、ペトルーチ
オに従順な姿勢を見せたからといって、父権制に同
調するのは不自然に思えるし、夫婦の関係を君主と
臣下に例えるのも極端な表現である。最終幕での
キャタリーナのスピーチは、彼女の忠実な姿勢や心
情を示したものではなく、ペトルーチオとの関わり
によって深い知識を得た「賢いキャタリーナ」を暗
示させるものであったのかもしれない。

キャタリーナがペトルーチオと初めて会った日、
父バプティスタが彼女の顔色を伺う場面がある。

BAPTISTA
Why, how now, daughter Katherine? In your dumps?
どうした、娘、キャタリーナ？　いやにしょんぼり
してるじゃないか？
KATHERINE
Call you me daughter? Now I promise you
You have showed a tender fatherly regard, （II.
i.300-303）
娘と呼んでくださるの？　なら言わせてもらうわ、
よくも父親らしい思いやりを見せてくれたわね、

（2.1.88）

娘として心配されることに違和感を持っている態
度からは、彼女が普段父親から娘らしい扱いを受け
ていないと実感していることが理解できる。その事
実に不満を持っているのだとしたら、あまりにも自
分と扱いが違い、宝のように大切に扱われている妹
ビアンカに嫉妬し、当たりが強くなってしまうと考
えられる。

BIANCA
Good sister, wrong me not, nor wrong yourself,
To make a bondmaid and a slave of me.
お姉さま、やめて、私もご自分も辱めてるのよ、
こんなふうに私を縛って奴隷あつかいして。
KATHERINE
Of all thy suitors here I charge
thee tell
Whom thou lov’st best. See thou
dissemble not. （II.i.1-9）
今すぐ言ってごらん、求婚者のなかで
誰がいちばん好きなの。いいこと、とぼけるんじゃ
ないよ。（2.1.67-68）

このキャタリーナの台詞からは、彼女がビアンカ
の色恋沙汰に関心があることを示しているわけだ
が、この姉妹が楽しく恋の話をするような関係柄で
ないことは言うまでもない。また、「悪魔」や「欠
点だらけの女」と言われるほど敵対しているホーテ
ンショーやグレミオーらに好意があるとも考え難
い。誰にでもいい顔をし、好かれているビアンカに
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不満があるからこそ、妹の意中の相手が誰なのか
探ってやろうという魂胆だろう。もし、「父親から
可愛がられたい」、「男から言い寄られたい」という
気持ち、あるいは結婚願望が強かったのだとしたら、
なぜキャタリーナは男性側から愛される女性らしい
ふるまいを試みないのであろうか。素質がないとし
ても妹のビアンカを真似ることは容易にできたので
はないだろうか。人の生き方を手本にしたり、真似
るほど器用な女性ではないという考え方もできる
が、キャタリーナの不器用さを示す描写を見つけ出
すことは難しい。上で述べたフェミニスト的発言の
ことも考慮すると、ただ単に従順になれないことを
理由にビアンカを妬んでいるわけではないだろう。

「じゃじゃ馬」であり続ける明確な理由が彼女には
隠されており、その理由あるいは理由のうちの一つ
が「男に馬鹿にされたくない」という気持ちである
と考えることができ、自分の考えを強調するよりも
男に従うことで好感を得るビアンカに嫌気がさすと
感じているのかもしれない。このように妹に対する
言動からも、キャタリーナが意図あってじゃじゃ馬
な女として生きていることが理解できる。ホーテン
ショーやグレミオーへの態度からは、彼女がいかに
も結婚に否定的な姿勢を示しているように感じられ
るが、決して結婚自体を拒んでいるわけではない。

What, will you not suffer me? Nay, now I see
She is your treasure, she must have a husband,
I must dance barefoot on her wedding day
And, for your love to her, lead apes in hell.
Talk not to me. I will go sit and weep
Till I can find occasion of revenge. （II.i.34-39）
妹はお父様の宝物、夫を持つに決まっている、売れ
残りの私はあの子の結婚の日に裸足で踊るに決まっ
てる、お父様は妹ばかりかわいがるから、私は猿を
引き連れて地獄へ行くんだわ。話しかけないで、私
はあっちで泣いています、復讐のチャンスが見つか
るまで。（2.1.69-70）

結婚できる可能性すら見えない彼女にとって、沈
黙を守ることで誰からも愛され、思うように生活で
きるビアンカはもちろんのこと、そんな妹の味方に

付く男たち（バプティスタも）もまた敵に分類され
る。その圧倒的敗北感に苛立ちの感情を持っている
のではないだろうか。

悪魔とまで言われる彼女が劇的に変化する理由を
考えると、ペトルーチオに愛情を抱き始めたと考え
るのが一番自然な答えに思える。事実、彼との出会
いから結婚式までのキャタリーナの言動に注目して
みると、彼女がペトルーチオに興味関心を持ってい
たと考えられる箇所が複数ある。

私からもお願い
私を愛してるなら行かないで（3.2.119-20）

何かを頼み込む姿勢はこれまでのキャタリーナか
らは想像がつかないものであるし、結婚式当日にペ
トルーチオが遅れてきた際には、彼に悪気はないん
だと声をかけたトラーニオに対して、

Would Katherine had never seen him, though! （III.
ii.26）
だけど、キャタリーナはあんな男に会わなきゃよ
かった。（3.2.107）

と泣きながら答える。この時点で、彼女がペトルー
チオを既に愛していたとは言い難いが、関心があっ
たと考えられるし、同時に好意を持っている人に裏
切られた女性の発言ともいえる。ペトルーチオとい
う男は、これまで多くの男に罵声を浴びせてきた彼
女が唯一隙を見せた相手でもあり、逆に唯一彼女に
接近してきた男でもある。（ホーテンショー、ルー
センシオ、グレミオーと比較して）のちのち彼女を
馴らそうと横暴さを発揮するが、結婚式までの間、
ペトルーチオはキャタリーナを受け入れてきた。彼
女の代わりに弁解する姿勢を示し、彼女の女性らし
くない性格を知ったうえで結婚を誓った。自分の強
い思いからじゃじゃ馬として生きてきたキャタリー
ナにとって彼のそういった判断は魅力的であっただ
ろう。しかし裏を返せば、初めて心を開いたともい
える男に結婚式当日裏切られ（遅刻され）、恥をか
かされた彼女の怒りは計り知れず、そのまますんな
り自分を大切に扱わないペトルーチオを愛せたとは

考え難い。 
これらの疑問を考慮することで、理想の妻を演じ

ているという解釈に信憑性が増す。キャタリーナは
夫が妻に求めるものとして、 “love, fair looks, and 
true obedience”（愛と機嫌のいい顔と心からの素直
さ）（V.ii.169）と主張している。彼女はペトルーチ
オから鞭を受けることによってこの三つの武器を得
た。そしてそれらを聞き手の女性たちに教えてあげ
ているように感じられる。また、上で述べた（義務
を妻は夫に果たすべき）（5.2.201）という台詞で、
権利ではなくて義務と表していることからも、心か
ら従っていると捉えるのは難しいだろう。

私たち女の体が柔らかく、弱く、なめらかで世の中
の辛い仕事や苦労に向かないのはなぜでしょう？や
はり、柔らかな気立てや心がそれを包む体にしっく
り合っているからじゃないかしら。 （5.2.201）

これは彼女が、自分の置かれている環境や女性の
体についての理解を女性達に説いている。この台詞
から分かるのは、キャタリーナが自分の立場をしっ
かりわきまえて自分にしかできない行動を見出した
ということだ。男に馬鹿にされたくなければ、歯向
かうのではなく、女だからこそできること、つまり
それは、相手がものも言えなくなるほど貞淑な姿を
見せて虜にしてしまうということだ。彼女のスピー
チにはそのようなメッセージが込められていたと考
えることで、この劇の醍醐味ともいえる長ったらし
いスピーチの理由が説明できるようになり、上で述
べたペトルーチオの心情とも繋がってくる。

シェイクスピアの女性像

シェイクスピアの作品の中には、男性に負けない
くらい目立った女性が多く存在する。「女性らしさ
を捨てた」という観点から考えると、『じゃじゃ馬
ならし』におけるキャタリーナの他に、『十二夜』
のヴァイオラ、『ヴェニスの商人』のポーシャ、そ
して『お気に召すまま』のロザリンドなどが挙げら
れる。キャタリーナを除いた 3 人の女性の特徴の 1

つは「男装」であり、その選択肢を持って自分の道
を切り開いていく姿が印象的である。彼女たちの行
動力や、そこから生じたハッピーエンドの世界は、
自由が制限された当時の女性たちに活気を与えたと
もいえるだろう。楠明子は『シェイクスピア劇の＜
女＞たち』において以下のように述べている。「少
年俳優の演じる＜女性＞登場人物を創りあげるの
に、シェイクスピアは当時の民衆に浸透していた大
衆文化を巧みに取り入れて、観客、特に女性観客の
共感を呼ぼうとしたと思われる」（24-26）ロザリン
ドの存在については、フィクションに登場する人物
の中で、イギリス人に最も人気のある女性の一人で
あり、ウィットに富み、活力溢れる彼女は魅力的な
女性であると肯定的な意見を示す。（90）また、「ロ
ザリンド自身は少年俳優が演じているフィクション
の＜女性＞である。観客がこのことを認識している
からこそ、当時の社会で考えられていた婦徳を逸脱
するロザリンドの行為を受け入れることができたと
思われる。むしろ、家父長制社会のさまざまな制約
に縛られていた女性観客にとって、たとえ二重の意
味のフィクションの＜女性＞であったとしても、自
分たちが現実にはできない奔放な愛情表現をするロ
ザリンドは羨ましい存在であったかもしれない」

（95）と説明する。本物の女性の想いを観客に説得
力をもって表象するために、シェイクスピアが 16、
17 世紀イギリスの民衆に人気のあった大衆文化

（Popular Culture）を導入して＜女性＞を創りあげ
ていると主張しているのだ。このように他作品の女
性の在り方にも目を向けると、シェイクスピアが女
性の活躍できる世界を劇の中で創りあげ、当時の男
性優位な社会で生きる女性に希望を与えるような存
在であったとも考えられるだろう。

スライの存在意義

『じゃじゃ馬ならし』の大きな特徴の一つともいえ
るのが、序幕の存在である。20 ページにわたるこ
の幕では、クリストファー・スライという鋳掛屋の
男が中心人物で、領主とその一行が酔っぱらったス
ライに彼が殿様であると思い込ませようといたずら
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不満があるからこそ、妹の意中の相手が誰なのか
探ってやろうという魂胆だろう。もし、「父親から
可愛がられたい」、「男から言い寄られたい」という
気持ち、あるいは結婚願望が強かったのだとしたら、
なぜキャタリーナは男性側から愛される女性らしい
ふるまいを試みないのであろうか。素質がないとし
ても妹のビアンカを真似ることは容易にできたので
はないだろうか。人の生き方を手本にしたり、真似
るほど器用な女性ではないという考え方もできる
が、キャタリーナの不器用さを示す描写を見つけ出
すことは難しい。上で述べたフェミニスト的発言の
ことも考慮すると、ただ単に従順になれないことを
理由にビアンカを妬んでいるわけではないだろう。

「じゃじゃ馬」であり続ける明確な理由が彼女には
隠されており、その理由あるいは理由のうちの一つ
が「男に馬鹿にされたくない」という気持ちである
と考えることができ、自分の考えを強調するよりも
男に従うことで好感を得るビアンカに嫌気がさすと
感じているのかもしれない。このように妹に対する
言動からも、キャタリーナが意図あってじゃじゃ馬
な女として生きていることが理解できる。ホーテン
ショーやグレミオーへの態度からは、彼女がいかに
も結婚に否定的な姿勢を示しているように感じられ
るが、決して結婚自体を拒んでいるわけではない。

What, will you not suffer me? Nay, now I see
She is your treasure, she must have a husband,
I must dance barefoot on her wedding day
And, for your love to her, lead apes in hell.
Talk not to me. I will go sit and weep
Till I can find occasion of revenge. （II.i.34-39）
妹はお父様の宝物、夫を持つに決まっている、売れ
残りの私はあの子の結婚の日に裸足で踊るに決まっ
てる、お父様は妹ばかりかわいがるから、私は猿を
引き連れて地獄へ行くんだわ。話しかけないで、私
はあっちで泣いています、復讐のチャンスが見つか
るまで。（2.1.69-70）

結婚できる可能性すら見えない彼女にとって、沈
黙を守ることで誰からも愛され、思うように生活で
きるビアンカはもちろんのこと、そんな妹の味方に

付く男たち（バプティスタも）もまた敵に分類され
る。その圧倒的敗北感に苛立ちの感情を持っている
のではないだろうか。

悪魔とまで言われる彼女が劇的に変化する理由を
考えると、ペトルーチオに愛情を抱き始めたと考え
るのが一番自然な答えに思える。事実、彼との出会
いから結婚式までのキャタリーナの言動に注目して
みると、彼女がペトルーチオに興味関心を持ってい
たと考えられる箇所が複数ある。

私からもお願い
私を愛してるなら行かないで（3.2.119-20）

何かを頼み込む姿勢はこれまでのキャタリーナか
らは想像がつかないものであるし、結婚式当日にペ
トルーチオが遅れてきた際には、彼に悪気はないん
だと声をかけたトラーニオに対して、

Would Katherine had never seen him, though! （III.
ii.26）
だけど、キャタリーナはあんな男に会わなきゃよ
かった。（3.2.107）

と泣きながら答える。この時点で、彼女がペトルー
チオを既に愛していたとは言い難いが、関心があっ
たと考えられるし、同時に好意を持っている人に裏
切られた女性の発言ともいえる。ペトルーチオとい
う男は、これまで多くの男に罵声を浴びせてきた彼
女が唯一隙を見せた相手でもあり、逆に唯一彼女に
接近してきた男でもある。（ホーテンショー、ルー
センシオ、グレミオーと比較して）のちのち彼女を
馴らそうと横暴さを発揮するが、結婚式までの間、
ペトルーチオはキャタリーナを受け入れてきた。彼
女の代わりに弁解する姿勢を示し、彼女の女性らし
くない性格を知ったうえで結婚を誓った。自分の強
い思いからじゃじゃ馬として生きてきたキャタリー
ナにとって彼のそういった判断は魅力的であっただ
ろう。しかし裏を返せば、初めて心を開いたともい
える男に結婚式当日裏切られ（遅刻され）、恥をか
かされた彼女の怒りは計り知れず、そのまますんな
り自分を大切に扱わないペトルーチオを愛せたとは

考え難い。 
これらの疑問を考慮することで、理想の妻を演じ

ているという解釈に信憑性が増す。キャタリーナは
夫が妻に求めるものとして、 “love, fair looks, and 
true obedience”（愛と機嫌のいい顔と心からの素直
さ）（V.ii.169）と主張している。彼女はペトルーチ
オから鞭を受けることによってこの三つの武器を得
た。そしてそれらを聞き手の女性たちに教えてあげ
ているように感じられる。また、上で述べた（義務
を妻は夫に果たすべき）（5.2.201）という台詞で、
権利ではなくて義務と表していることからも、心か
ら従っていると捉えるのは難しいだろう。

私たち女の体が柔らかく、弱く、なめらかで世の中
の辛い仕事や苦労に向かないのはなぜでしょう？や
はり、柔らかな気立てや心がそれを包む体にしっく
り合っているからじゃないかしら。 （5.2.201）

これは彼女が、自分の置かれている環境や女性の
体についての理解を女性達に説いている。この台詞
から分かるのは、キャタリーナが自分の立場をしっ
かりわきまえて自分にしかできない行動を見出した
ということだ。男に馬鹿にされたくなければ、歯向
かうのではなく、女だからこそできること、つまり
それは、相手がものも言えなくなるほど貞淑な姿を
見せて虜にしてしまうということだ。彼女のスピー
チにはそのようなメッセージが込められていたと考
えることで、この劇の醍醐味ともいえる長ったらし
いスピーチの理由が説明できるようになり、上で述
べたペトルーチオの心情とも繋がってくる。

シェイクスピアの女性像

シェイクスピアの作品の中には、男性に負けない
くらい目立った女性が多く存在する。「女性らしさ
を捨てた」という観点から考えると、『じゃじゃ馬
ならし』におけるキャタリーナの他に、『十二夜』
のヴァイオラ、『ヴェニスの商人』のポーシャ、そ
して『お気に召すまま』のロザリンドなどが挙げら
れる。キャタリーナを除いた 3 人の女性の特徴の 1

つは「男装」であり、その選択肢を持って自分の道
を切り開いていく姿が印象的である。彼女たちの行
動力や、そこから生じたハッピーエンドの世界は、
自由が制限された当時の女性たちに活気を与えたと
もいえるだろう。楠明子は『シェイクスピア劇の＜
女＞たち』において以下のように述べている。「少
年俳優の演じる＜女性＞登場人物を創りあげるの
に、シェイクスピアは当時の民衆に浸透していた大
衆文化を巧みに取り入れて、観客、特に女性観客の
共感を呼ぼうとしたと思われる」（24-26）ロザリン
ドの存在については、フィクションに登場する人物
の中で、イギリス人に最も人気のある女性の一人で
あり、ウィットに富み、活力溢れる彼女は魅力的な
女性であると肯定的な意見を示す。（90）また、「ロ
ザリンド自身は少年俳優が演じているフィクション
の＜女性＞である。観客がこのことを認識している
からこそ、当時の社会で考えられていた婦徳を逸脱
するロザリンドの行為を受け入れることができたと
思われる。むしろ、家父長制社会のさまざまな制約
に縛られていた女性観客にとって、たとえ二重の意
味のフィクションの＜女性＞であったとしても、自
分たちが現実にはできない奔放な愛情表現をするロ
ザリンドは羨ましい存在であったかもしれない」

（95）と説明する。本物の女性の想いを観客に説得
力をもって表象するために、シェイクスピアが 16、
17 世紀イギリスの民衆に人気のあった大衆文化

（Popular Culture）を導入して＜女性＞を創りあげ
ていると主張しているのだ。このように他作品の女
性の在り方にも目を向けると、シェイクスピアが女
性の活躍できる世界を劇の中で創りあげ、当時の男
性優位な社会で生きる女性に希望を与えるような存
在であったとも考えられるだろう。

スライの存在意義

『じゃじゃ馬ならし』の大きな特徴の一つともいえ
るのが、序幕の存在である。20 ページにわたるこ
の幕では、クリストファー・スライという鋳掛屋の
男が中心人物で、領主とその一行が酔っぱらったス
ライに彼が殿様であると思い込ませようといたずら
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を仕掛ける。そして、殿様スライを楽しませるとい
う体で『じゃじゃ馬ならし』の演劇が始まるという
繋がりを成している。そのため、それぞれの登場人
物や物語の構成には共通部分がないように思えるわ
けであるが、この序幕の存在は他のシェイクスピア
作品にはみられない特殊な構成でもあり、『じゃじゃ
馬ならし』を理解する上で極めて重要な部分である
と考えることができる。物語の内容そのものは異な
るが、登場人物の性質や振る舞い方に着目するとい
くつかの類似点を見出すことができる。一つはスラ
イとペトルーチオの横暴さである。ペトルーチオの
横暴な性格はキャタリーナ中心とする周囲への言動
から明らかである。一方、短い序幕の中で垣間見え
るスライの性格は冒頭にあるおかみとのやりとりの
中で顕著に表れている。

ぶちのめしてやる、覚えてろ。 （序幕、9）

これはスライの最初の台詞で、お金を請求するお
かみにむけたものだ。このような汚い言葉を浴びせ
る姿から芝居が始まることには大きな影響力があ
り、彼の言葉遣いの荒々しさや下品な一面を観客に
植え付けることになる。

お役人だろうが小役人だろうが連れてきやがれ、出
るとこ出て迎え撃ってやらあ。こっから一歩だって
動くもんか、こん今野郎。是非ともおいで願いてえ
もんだ。 （序幕、10）

 
この台詞は彼の反抗的な態度や頑固な面が感じら

れ、ペトルーチオの言動、特に司祭に向けた台詞と
重なる。領主たちとのやりとりから始まるのではな
く、この些細な描写を取り入れたことにシェイクス
ピアの意図を感じることができ、序幕においてスラ
イの内面的性質が重要であることが理解できるので
はないだろうか。また、この二人の人物を同じ役者
が担う演出は珍しくなく、多くの劇団で試されてい
ることからも、二人の関係性に着目しながら読むこ
とは『じゃじゃ馬ならし』を研究するために欠かせ
ないといえる。そしてそのスライが騙されるさまが
序幕における魅力的要素の一つであることも忘れて

はいけない。中村友紀は『喜劇的懐疑』において、
序幕の存在を次のように述べる。「居酒屋のおかみ
Hostess に敵わないスライを見る限り、男性上位と
は全く根拠のないものだとわかる。酔ったスライが
おかみに張ってみせる虚勢はでたらめで安っぽい。
こうした振る舞いは、スライを「立派な男」に見せ
るどころか、却って皮肉な効果しか生まない。ここ
でスライの落ちこぼれぶりを笑うことで、ジェン
ダー規範からの落伍・逸脱というこの喜劇のテーマ
が、観客や読者に強く印象づけられる。」（167） こ
の印象が影響力を持つのだとしたら、罵詈雑言を浴
びせるという観点から類似性を持つペトルーチオも
笑われる対象となる可能性がある。この 2 人のキャ
ラクターを同じ役者が演じている舞台なら尚更、観
客たちは二人を比較しながら物語を楽しむだろう。
作者シェイクスピアがスライの安っぽさを故意に提
示しているのだとすれば、『じゃじゃ馬ならし』自
体も「男性上位」を覆す物語であると考えることが
でき、キャタリーナが馴らしを完了したと自負して
いるペトルーチオを笑うと解釈できる。序幕では女
房（本当は小姓）に釘付けになるスライの描写があ
るが、もしキャタリーナが従順な女性を演じること
で周囲を騙したのだとしたら、その変わりように見
惚れたペトルーチオが上のスライと同じ境遇（自分
を騙す偽物の女に惚れる）にあったと捉えることも
可能になる。

ビアンカから読み解く従順な女性

『じゃじゃ馬ならし』の中で男性に従順な理想的女
性として描かれているのがキャタリーナの妹である
ビアンカだ。キャタリーナが「悪魔」とさえ呼ばれ
ているのに対して、「女神ミネルヴァ」（1.1.35）と
表現され、当時の社会における模範的な姿勢を周囲
の男性から称賛されていることがわかる。ビアンカ
は父バプティスタや求婚者の多さからもわかるよう
に、誰もが認める魅力的な女性像であることが明確
に描かれている。しかし本文の中には、彼女のイメー
ジを崩しかねない描写も存在する。最後の宴の場で
行われる賭けの場面において、ルーセンショーから

呼ばれた彼女は、手が放せないことを理由に彼のと
ころへ向かわなかった。この行動については、キャ
タリーナの証言から、未亡人とおしゃべりしていた
ことが明らかになる。（5.2.197）男に従順な理想的
女性として描かれてきたはずのビアンカが初めて夫
に反抗するような選択をした。その後ペトルーチオ
の言いなりになるキャタリーナを前にした際も否定
的な発言をし、ルーセンショーに攻撃的な姿勢を見
せる。

Fie, what a foolish duty call you this? （V.ii.139）
いやだ、馬鹿みたい、あんなに言いなりになって。 

（5.2.198）

The more fool you for laying on my duty. （V.ii.143）
あなたこそ大馬鹿よ、そんなことで私に賭けるなん
て。（5.2.199）

この言葉からは、彼女が言いなりになることを馬
鹿げた行為と認識していることが分かり、女性らし
い自分を作って周りと接しているという考えが生じ
る。一見キャタリーナと対照的な女性として描かれ
ているビアンカであるが、このような細かい言動に
注目してみると完全な従順さとは言い切れず、意外
にも主体性を大切にしている女性と考えることもで
きる。
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を仕掛ける。そして、殿様スライを楽しませるとい
う体で『じゃじゃ馬ならし』の演劇が始まるという
繋がりを成している。そのため、それぞれの登場人
物や物語の構成には共通部分がないように思えるわ
けであるが、この序幕の存在は他のシェイクスピア
作品にはみられない特殊な構成でもあり、『じゃじゃ
馬ならし』を理解する上で極めて重要な部分である
と考えることができる。物語の内容そのものは異な
るが、登場人物の性質や振る舞い方に着目するとい
くつかの類似点を見出すことができる。一つはスラ
イとペトルーチオの横暴さである。ペトルーチオの
横暴な性格はキャタリーナ中心とする周囲への言動
から明らかである。一方、短い序幕の中で垣間見え
るスライの性格は冒頭にあるおかみとのやりとりの
中で顕著に表れている。

ぶちのめしてやる、覚えてろ。 （序幕、9）

これはスライの最初の台詞で、お金を請求するお
かみにむけたものだ。このような汚い言葉を浴びせ
る姿から芝居が始まることには大きな影響力があ
り、彼の言葉遣いの荒々しさや下品な一面を観客に
植え付けることになる。

お役人だろうが小役人だろうが連れてきやがれ、出
るとこ出て迎え撃ってやらあ。こっから一歩だって
動くもんか、こん今野郎。是非ともおいで願いてえ
もんだ。 （序幕、10）

 
この台詞は彼の反抗的な態度や頑固な面が感じら

れ、ペトルーチオの言動、特に司祭に向けた台詞と
重なる。領主たちとのやりとりから始まるのではな
く、この些細な描写を取り入れたことにシェイクス
ピアの意図を感じることができ、序幕においてスラ
イの内面的性質が重要であることが理解できるので
はないだろうか。また、この二人の人物を同じ役者
が担う演出は珍しくなく、多くの劇団で試されてい
ることからも、二人の関係性に着目しながら読むこ
とは『じゃじゃ馬ならし』を研究するために欠かせ
ないといえる。そしてそのスライが騙されるさまが
序幕における魅力的要素の一つであることも忘れて

はいけない。中村友紀は『喜劇的懐疑』において、
序幕の存在を次のように述べる。「居酒屋のおかみ
Hostess に敵わないスライを見る限り、男性上位と
は全く根拠のないものだとわかる。酔ったスライが
おかみに張ってみせる虚勢はでたらめで安っぽい。
こうした振る舞いは、スライを「立派な男」に見せ
るどころか、却って皮肉な効果しか生まない。ここ
でスライの落ちこぼれぶりを笑うことで、ジェン
ダー規範からの落伍・逸脱というこの喜劇のテーマ
が、観客や読者に強く印象づけられる。」（167） こ
の印象が影響力を持つのだとしたら、罵詈雑言を浴
びせるという観点から類似性を持つペトルーチオも
笑われる対象となる可能性がある。この 2 人のキャ
ラクターを同じ役者が演じている舞台なら尚更、観
客たちは二人を比較しながら物語を楽しむだろう。
作者シェイクスピアがスライの安っぽさを故意に提
示しているのだとすれば、『じゃじゃ馬ならし』自
体も「男性上位」を覆す物語であると考えることが
でき、キャタリーナが馴らしを完了したと自負して
いるペトルーチオを笑うと解釈できる。序幕では女
房（本当は小姓）に釘付けになるスライの描写があ
るが、もしキャタリーナが従順な女性を演じること
で周囲を騙したのだとしたら、その変わりように見
惚れたペトルーチオが上のスライと同じ境遇（自分
を騙す偽物の女に惚れる）にあったと捉えることも
可能になる。

ビアンカから読み解く従順な女性

『じゃじゃ馬ならし』の中で男性に従順な理想的女
性として描かれているのがキャタリーナの妹である
ビアンカだ。キャタリーナが「悪魔」とさえ呼ばれ
ているのに対して、「女神ミネルヴァ」（1.1.35）と
表現され、当時の社会における模範的な姿勢を周囲
の男性から称賛されていることがわかる。ビアンカ
は父バプティスタや求婚者の多さからもわかるよう
に、誰もが認める魅力的な女性像であることが明確
に描かれている。しかし本文の中には、彼女のイメー
ジを崩しかねない描写も存在する。最後の宴の場で
行われる賭けの場面において、ルーセンショーから

呼ばれた彼女は、手が放せないことを理由に彼のと
ころへ向かわなかった。この行動については、キャ
タリーナの証言から、未亡人とおしゃべりしていた
ことが明らかになる。（5.2.197）男に従順な理想的
女性として描かれてきたはずのビアンカが初めて夫
に反抗するような選択をした。その後ペトルーチオ
の言いなりになるキャタリーナを前にした際も否定
的な発言をし、ルーセンショーに攻撃的な姿勢を見
せる。

Fie, what a foolish duty call you this? （V.ii.139）
いやだ、馬鹿みたい、あんなに言いなりになって。 

（5.2.198）

The more fool you for laying on my duty. （V.ii.143）
あなたこそ大馬鹿よ、そんなことで私に賭けるなん
て。（5.2.199）

この言葉からは、彼女が言いなりになることを馬
鹿げた行為と認識していることが分かり、女性らし
い自分を作って周りと接しているという考えが生じ
る。一見キャタリーナと対照的な女性として描かれ
ているビアンカであるが、このような細かい言動に
注目してみると完全な従順さとは言い切れず、意外
にも主体性を大切にしている女性と考えることもで
きる。
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