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この小論の目的は、シェイクスピアの悲劇『オセロー』(創作年代はWells [927]の1603

年９月30日から1604年夏までの期間とする説に従う。)のレトリックの基本的な面､ 特

にその説得的な効果を分析することにより若干のコメントをつけることである。とすれ

ば､ 経験豊かな話術でもって周囲を騙し､ 誘惑する旗手イアーゴーを扱うものと予想さ

れようが､ 小論の対象はそこにはないことをあらかじめお断りしておく｡

レトリックを言語表現法とすれば､ 『オセロー』の言語研究は､ 従来､ シェイクスピ

アのほかの劇と同様に､ イメジャリに焦点を絞って進められた｡ Knight､ Clemen といっ

た人たちによって劇の理解は大いに進められ､ シェイクスピアのイメジャリ研究は20世

紀の‘one of the success stories’(Honigmann 78)だったと評価されているのは妥当と考

えられる｡ なぜなら､ Honigmann が指摘しているように , 彼らによる『オセロー』のイ

メジャリ研究が劇中の人物各自の個性化に直結する個性的な表現を理解するうえで貢献

したことは確実だからである｡

しかしながら､ 個々の人物の表現は相違するだけでなく､ 類似あるいは同一でさえあ

ることも多い｡ 言語行為の中にあって一つの語句が聞き手に影響し､ 独特の連鎖反応を

起し､ 当人たちにとって以前とは違ったニュアンスを帯びてくることもある｡

レトリックは､ 周知のように､ 古来､ 説得を旨とする弁論術のことで､ シェイクスピ

アの時代､ 文法学校の基本的な科目の一つだった(Baldwin I; Mack)｡ ここではその意味

を厳密に限定せず、言葉の多様な工夫による台詞の表現法から、法廷的､ 演示的､ ある

いは審議的な弁論に通底する登場人物の交わす台詞に表れる人柄 (エトス )と台詞 (ロ

ゴス )と心 (パトス )とによるレトリックの３種類の説得の相互作用までを含めて使用

するものとする。

１

『オセロー』 に登場する人物で､ 学校で弁論術を学んだと言う者は一人もいないが､デ

ズデモーナが父の質問に答える台詞に education という言葉が２度出てくる。(引用は

Alexander 版により、台詞のイタリックは筆者による。)
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Bra. I pray you hear her speak.

If she confess that she was half the wooer,

Destruction on my head if my bad blame

Light on the man! Come hither, gentle mistress.

Do you perceive in all this noble company

Where most you owe obedience?

Des. My noble father,

I do perceive here a divided duty:

To you I am bound for life and education;

My life and education both do learn me

How to respect you; you are the lord of duty –

I am hitherto your daughter; but here’s my husband,

And so much duty as my mother show’d

To you, preferring you before her father,

So much I challenge that I may profess

Due to the Moor, my lord.

Bra. God bu’y, I ha done. (1.3.175-89)

彼女の言う education の内容は具体性に欠け､ 不明である｡ しかし､ そのスピーチから､

彼女の育ちが､ 公開の場で､ 家父長制を尊重しつつも､ オセローへの一途な愛情に裏打

ちされた自分の自由な判断と意志を父にはっきりと言う､ そうした態度の涵養とその態

度を表現する方法の素養も含むと考えられる｡

いずれにしろ､ デズデモーナは弁論術的な才能を発揮し､ 父を説得することに成功す

る｡ 彼女のスピーチは､ 彼女が half the wooer で､ オセローに過失がなく､ 彼に無罪をも

たらす上で決定的な､ つまり､ 説得力のある証言であって､ それは法廷弁論の一例とな

る｡ ブラバンショーは自分のしたオセロー告訴が讒訴であることを納得し､ それを取り

下げる｡

少し彼女のスピーチを分析してみよう｡ それを直前の父の台詞と比較すると､ 彼女は

父の表現を巧みに利用していることが分かる｡ 父の形式的な gentle mistress に対する彼

女の My noble father の noble は､ もちろん､ 父の gentle と類義であるが､ しかし､ 父の

all this noble company の noble を反復しており、父及び間接的に元老院議員の注意をひ

く呼びかけとしてふさわしい。オセローの元老院議員たちへの慎重な長い呼びかけと対

照的に簡潔でもある｡
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父の質問どおり、彼女は柔順に perceive を反復した上で､ 父が口にしなかったdutyを

提題とし､ 頭韻の効果も込めて divided duty と分割して説明する｡ here の中身は複数で

ある｡ 父への duty は､ 氏と育ちを反復し､ それを both で強めて表す部分と the lord of

duty の部分とで繰り返される｡ その間に予想されたであろう obey ではなくて respect と

いう言葉を使い､ 次いで you を anadiplosis で反復する｡ 次に､ but の前後で hitherto と

here(空間的に中身は単数だが､ 時間もからむ ), your daughter と my husband が対照さ

れ､ それから､ 最上級で表されるような内容を原級の so much を隔行で反復して表現し､

母の選択を唯一の例証にして自分の過去の行為を弁護し､ 有利な判断を得ようとする｡ オ

セローとの愛に裏打ちされた彼女のエトスとロゴスは父を説得し､ 父の社会的地位と信

用がもたらす a voice potential(1.2.13)を圧倒する｡

彼女は､ その申し開きに加えてオセローに同行しない自分を A moth of peace(1.3.256)､

つまり､ 衣蛾 (しみ )として、ゆっくりと静かにオセローが脱いだ平時の衣を無駄に食

べていたくないとする｡ それは夫婦の権利でもある愛の営み (rites = rights [1.3.257])と

ともに強くセクシュアリティの公認を取り付けようとするものである｡ 彼女の願いはオ

セローの強い支持発言で叶うが､ 公爵たちを説得する彼女の言語行動は沈黙と謙虚をス

テレオタイプとするルネッサンスの女性としてはユニークである (Magnusson 93)｡

２幕のサイプラスで夫の来島を待つデズデモーナがイアーゴーに求める賞賛は彼らし

い演示弁論的な反応をもたらすが､ それを彼女は O most lame and impotent conclusion!

(2.1.160)と評価する｡ ここでは彼女は､ 内心は夫のことを気遣い緊張しながらも､ まず

は楽しい暇つぶしの弁論の審判者である｡ 次いで､ オセローが登場し､ 二人の愛情観が

示されるが､ デズデモーナの愛情増加観はオセローの考えより優勢である｡

Des.       The heavens forbid

But that our loves and comforts should increase

Even as our days do grow!

Oth. Amen to that, sweet powers! (2.1.191-93)

しかしながら､ キャシオー免官を機に､ 二人のコミュニケーションはしっくりいかな

い気配となる｡オセローは相手の質問に詳しく答えないのである。

Des. What is the matter, dear?

Oth.      All’s well now, sweeting;... (2.3.244)



３００

言語文化論集　第XXIV巻　第２号

その気配は直後の３幕１場でエミーリアがキャシオーに､ オセローたちが復職につい

て話し合い､ デズデモーナの方は she speaks for you stoutly(3.1.44)と伝えることで一旦

なくなる｡ ここでキャシオーの直接の依頼を受けたデズデモーナは、生死をかけた強い

態度を示す(3.3.27-28)。彼女は有力な法廷弁論的な論拠でもってオセローを説得し､ 彼

から２度も I will deny thee nothing(3.3.77; 84)と約束を取り付ける｡

しかし､ すでに変化しつつあるオセローのパトスはデズデモーナには全く理解の域を

越えており､ 彼女の説得はオセローの嫉妬心と憎悪を煽るばかりである｡ ３幕４場の冒

頭は､ デズデモーナと下男の lie という地口の antanaclasis(寝泊まりすると嘘をつく)に

よるちぐはぐなコミュニケーションの場面だが､ 結局､ 彼女の意は伝わる｡ その対話は､

オセローとデズデモーナの心の距離を対照的に際立たせることになる｡ その後､彼女は嫉

妬の虜になっているオセローにキャシオー復職の promise(3.4.45)の履行を迫り､ キャシ

オーが最高に有能にして､ オセローと危険を共にした友人できたことを論拠として説得

するが失敗､ 思わず口にする非難

I’faith, you are to blame. (3.4.98)

と､ オセローの反発と行為

Zounds! [Exit Othello. (3.4.99)

とは､ ともにそれぞれの現在の思いからすると自然な反応であり､ それらの表現は ｢社

会的ならびに権力的な関係の場としての性格｣(Magnusson 99)だけでは説明しきれない｡

この時からデズデモーナのレトリックはことごとくオセローの反発に直面し､ やがて彼

女は悪魔と呼ばれて､ 殴られる (4.1.236)｡

４幕２場は重要な場面である｡ オセローは､ エミーリアにキャシオーの名をあげてデ

ズデモーナ不貞の真実を確かめようとするが､ デズデモーナの誰とと繰り返す質問には

全く答えずキャシオーの名をあげることはない(4.2.41-42)｡ 恐らく、その名を口にする

ことはオセローにとって屈辱以外のなにものでもなかったからであろう｡ デズデモーナ

の説得は失敗する｡ 彼女の説得力 (an admirable musician – O, she will sing the savageness

out of a bear! – of so high and plenteous wit and invention [4.1.183-86])は今や無力の状態で

ある｡(言うまでもなく invention はレトリック用語である｡)キャシオーの朝の音楽 (３

幕１場 )が失敗したように､ 彼女のオルペウスのような音楽は無駄にこだまする｡
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しかしながら､ それはデズデモーナが悪の説得に屈することを意味するものではない

し､ 彼女の説得力の意外な効果を妨げはしない｡ その力は特にエミーリアに対して発揮

されるように思われる｡

エミーリアは話し手､ それも饒舌家としてイアーゴーにより紹介される｡

Sir, would she give you so much of her lips

As of her tongue she oft bestows on me,

You’d have enough. (2.1.100-02)

そして彼女は､ no speech(2.1.102)の状態から､ イアーゴーの韻文の前半部を受けて後

半部を初めて口にする｡

[Iago.] She puts her tongue a little in her heart

And chides with thinking.

Emil. You ha little cause to say so. (2.1.106-07)

エミーリアの台詞は独立した１行とするのが通例だが(例､ Honigmann 版)、 Alexander

版のようにイアーゴーと１行作りするとしたら、彼女には１行が 11 音節の例もあり

(4.3.25)､ 女性韻のある音節の多さは､ 二人のちぐはぐなところをさらに強く表すことに

なろう｡

その彼女がデズデモーナを相手にもっとも多弁になるのは､主人を世界の

monarch(4.3.74)にするためなら不貞を働いてかまわないと言う時である｡ 台詞が散文に

なるのは､ 彼女の緊張が弛み､ いかにもイアーゴーの妻らしいところを表すためであろ

う｡ そこには､ エミーリアのかなわぬ夢が語られているようである｡ 彼女がイアーゴー

の経済力や社会的な地位に言及することはないが､ 階級意識が特に強い軍隊に所属する

夫の栄達を思ったとしても何の不思議もない｡ しかし､そのためには地獄ならぬ浄罪界に

行ってもよいとするところで､ 良心の呵責が少し表れる｡

妻の堕落する原因は､ 結局､ 夫の性的怠慢等のせいとする中で､ エミーリアの台詞は

韻文形式に戻る (4.3.84)｡ セクシュアリティの満足を説く中に､ 彼女の夫に対する積も

る不満がはっきりと表れるが､ デズデモーナはそれゆえの不貞の思いを神への祈願文で

もって間接的に諌止する｡(havingは our treasure、つまり semensである｡)
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[Emi.] But I do think it is their husbands’ faults

If wives do fall. Say that they slack their duties,

And pour our treasures into foreign laps;

Or else break out in peevish jealousies,

Throwing restraint upon us; or say they strike us,

Or scant our former having in despite;

Why, we have galls; and though we have some grace,

Yet have we some revenge. Let husbands know

Their wives have sense like them; they see and smell,

And have their palates both for sweet and sour

As husbands have. What is it that they do

When they change us for others? Is it sport?

I think it is. And doth affection breed it?

I think it doth. Is’t frailty that thus errs?

It is so too. And have not we affections,

Desires for sport, and frailty, as men have?

Then let them use us well; else let them know

The ills we do their ills instruct us so.

Des. Good night, good night. God me such uses send,

Not to pick bad from bad, but by bad mend! (4.3.84-103)

一見､ エミーリアのレトリックが優勢のようであるが､ デズデモーナの語句の反復を

活かしたカプレットによる短い祈願文は､ やがてエミーリアを説得することになる｡

エミーリアに関する重大な問題は､ デズデモーナが懸命に探すハンカチの一件を頑な

なまでに口にしないことである｡ 彼女は､ ハンカチをめぐるオセローとデズデモーナの

対話(３幕４場)を聞きながら､ オセロー退場後の台詞 (Is not this man jealous? [3.4.100])

は登場前の台詞(Is he not jealous? [3.4.26])と変わらない｡ オセローがデズデモーナを悪

魔と呼んでロドヴィーコーの前で殴る場面は恐らく見ているであろう。(Nicholas Rowe

がつけた 4.1.257.1 のト書 ([Exit Desdemona.)は､ 18世紀以来､ 編者により踏襲されてき

たが､ 多分､ 不正確であろう｡) 次の４幕２場冒頭でエミーリアはオセローの嫉妬の対象

がキャシオーだと知るが､ 彼女はそのことを誰にも伝えない｡

粉本では旗手の妻は､ 夫を恐れて何も言わない｡ 彼女は､ 夫の死後､ 初めて一部始終

を話す｡ では､ エミーリアの沈黙の理由はどのように解釈すると妥当であろうか｡ その
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点で重要な場面は､ 劇中で１度だけある Emilia の独白と Iago との夫婦のやりとりであ

る｡ そこで彼女は､ ハンカチを拾って喜ぶが､ 彼女は I [know] nothing but to please his

fantasy(3.3.303)と､ ひたすら気まぐれな夫を楽しませることが目的だとしている｡ そこ

へ夫が現れる｡

Iago. How now! What do you here alone?

Emil. Do not you chide; I have a thing for you. (3.3.304-05)

エミーリアは夫に叱られたと思っている｡ そこには､ 家父長としての夫への恐怖心が

伺われる｡ そして､ 彼女は夫からハンカチの使途があると聞くだけで､ 夫の命令に従う｡

そうしたところから伺われるエミーリアは､ 家父長制のジェンダー意識下にあって夫へ

の従順な信頼と叱られるのではないかという恐怖心の入り交じる愛情を夫に抱いている

と考えられる｡ 彼女の愛情の程は､ 言葉の端々に滲み出る－ Look you, Cassio and my

husband(3.4.107); ’Las, what’s the matter? What’s the matter, husband?(5.1.111)｡ 夫を思う

気持ちが強い分､ 夫と考えを共有していると思っているかぎり､ エミーリアはイアーゴー

のよき妻とせざるをえない｡ (なお、エミーリアがイアーゴーによる家庭内暴力の犠牲

者らしいことは say they strike us [4.3.88] から伺い知れよう｡ ちなみに言えば、５幕１

場のビアンカの怯えや震えと退場後の彼女の行く末を兵士たちの何らかの暴力的な行為

によってさらに具体化し、暗示することは演出家の自由であろう｡)

しかし､ エミーリアは､ 最後の幕で変わる｡ husband の conduplicatio(5.2.143; 149; 153;

155. Baldwin II.104参照。)がこだまする｡ 彼女の変貌は､ イアーゴーの説得の失敗とデ

ズデモーナの説得の成功を印象づけ､ レトリックの効果が一時的､ 局部的なものにのみ

あるのではなく､ 時間とともに熟成していくものでもあることを示す｡ デズデモーナ殺

しの下手人が彼女自身ではなくてオセローだと知るとエミーリアは叫ぶ｡

      O, the more angel she,

And you the blacker devil! (5.2.133-34)

このエミーリアの判断は観客のパトスを説得する｡ オセロー自身もやがてそれを追認

する (this heavenly sight [5.2.281])｡ そして彼女は､ 夫の真実を知ると､ 夫に従わない一

人称単数形を多用する告発者になる｡
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[Iago.]      Go to, charm your tongue.

Emil. I will not charm my tongue; I am bound to speak:

My mistress here lies murdered in her bed;

And your [Iago’s] reports have set the murder on;

Villainy, villainy, villainy!

I think upon’t. I think – I smell’t. O villainy!

I thought so then. I’ll kill myself for grief.

O villainy, villainy! (5.2.186-88; 190; 193-96)

エミーリアに自殺への思いが表れることは注目される｡

彼女は夫の命令に対して即座に反応もしなくなる。

Iago. What, are you mad? I charge you get you home.

Emil. Good gentlemen, let me have leave to speak.

’Tis proper I obey him, but not now.

Perchance, Iago, I will ne’er go home. (5.2.197-200)

その Perchance に､ イアーゴーへの未練が表れているかもしれないが､ それは ne’er か

らしてunderstatement の一例と解釈される｡ エミーリアのジェンダー意識の葛藤過程も

表す｡

彼女は､ 夫に従わないために夫に殺されそうになって､ 告白者になりきる｡ それは、夫

から解放される時であり、夫を裏切る「売女」という中傷の罵声を聞く時である｡

Emil. O thou dull Moor! That hankerchief thou speak’st of

I found by fortune, and did give my husband;

For often with a solemn earnestness –

More than indeed belong’d to such a trifle –

He begg’d of me to steal it.

Iago.   Villainous whore! (5.2.228-32)

such a trifle にエミーリアとオセローの価値観の対照が際立つ｡
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ここに至ってデズデモーナの歌声は､ エミーリアに再現され､ 最後は彼女を完全に説

得してイアーゴーを忘れさせ､ オセローを愛するデズデモーナの心に徹して自分の思う

真実に素直な人にさせることになる｡

What did thy song bode, lady?

Hark, canst thou hear me? I will play the swan,

And die in music. [Sings] Willow, willow, willow. –

Moor, she was chaste; she lov’d thee, cruel Moor;

So come my soul to bliss, as I speak true;

So speaking as I think, alas, I die. [She dies. (5.2.249-54)

最後の３行は表現上興味深い｡  呼びかけの Moor は行末で反復(epanalepsis)され､ そ

の間に she の反復と以下の類義表現が収められる｡ So は anaphora をなし､ So...as も反

復､ my から主格に変わって I は３度使われ､ speak は分詞形で反復される。true と as I

think とは類義の反復表現とみてよかろう｡ anaphora によって２行の中身がしっかりと連

結しあう｡ その中で､ エミーリアは抑圧から解放される ― 思いどおりに本当のことが

言えなかった過去を清算したのである｡

３

エミーリアが死ぬと､ 女性の声はもはや聞こえなくなるが､ 彼女たち､ 特にデズデモー

ナは､ その無言のレトリックで人物たちや Henry Jackson(Tillotson 494)のような観客を

説得し続ける｡ 集まる男性たちの中にあって中心はもちろんオセローである｡ 彼のレト

リックと言えば､ １幕３場でデズデモーナとの秘密結婚を弁護するスピーチの説得力が

早速思い起こされる｡ それは､ 公爵をして I think this tale would win my daughter too

(1.3.171)と言わしめるほどのものだった｡

しかし､ オセローのレトリックがイアーゴーに通じないことは､ 彼がイアーゴーの思

いに対し口を開く劇中初めての台詞に対するイアーゴーの反応に見られる｡

[Iago.]           Nine or ten times

I had thought to have yerk’d him here under ribs.

Oth. ’Tis better as it is.

Iago.         Nay, but he prated,
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And spoke such scurvy and provoking terms

Against your honour

That, with the little godliness I have,

I did full hard forbear him. (1.2.4-10)

オセローは沈着､ 冷静な自信をもって､ わずか５語のなかに反復(epanalepsis)の効果

を活かしており､ 彼の反復習慣は３幕で始まる(Honigmann 80)のではなく､ 最初から見

られる｡ 興味深いのは､ その表現がイアーゴーを納得させないことである｡ そこに見ら

れる二人の微妙な説得力の戦いは､ その後の方向を象徴している｡

オセローが内的に変化してトルコ人と化す傾向と直情径行的な性格は､ 酔ったキャシ

オーが起す騒ぎの折に表れる｡

Are we turn’d Turks, and to ourselves do that

Which Heaven hath forbid the Ottomites?

For Christian shame, put by this barbarous brawl.

He that stirs next to carve for his own rage

Holds his soul light: he dies upon his motion;

            Now, by heaven,

My blood begins my safer guides to rule;

And passion, having my best judgment collied,

Assays to lead the way. Zounds if I stir

Or do but lift this arm, the best of you

Shall sink in my rebuke. (2.3.162-66; 196-201)

それゆえ､ イアーゴーが１幕２場の冒頭で話題にしたオセロー中傷とそれに対する忍

耐強い態度は､ トルコ人と化すオセローの最期の態度と比較される｡

And say besides that in Aleppo once,

Where a malignant and a turban’d Turk

Beat a Venetian and traduc’d the state,

I took by th’ throat the circumcised dog,

And smote him – thus. [He stabs himself.(5.2.355-59)
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ここに至ってオセローは､ トルコ人としての自己に対し厳格な処罰者になって自殺す

るのだが､ その言動には godliness をもって忍耐するところがないともとれよう｡

このオセローの引用を一部とする､ 例の Soft youで始まる台詞については､ Eliot(130-

31)の解釈は避けて通れない｡ 彼によれば､ オセローは自分を元気づけようとして今は

デズデモーナのことを忘れており､ オセローが倫理的でない美的な態度をとる動機はボ

ヴァリー趣味､ つまり､ ものごとをありのままにではなく見ようとすることだという｡ さ

らに､ Leavis(152)は､ オセローはその自己劇化のなかにあって自分自身のスペクタクル

に涙を流すとする｡

しかしながら､ １幕３場のオセローのレトリックが公爵に及ぼした効果のことを想起

して､ この場面を見ると､ 別の見方も考えられてくる｡

まず､ オセローの台詞は､ 彼が自分は馬鹿だった(O fool! fool! fool! [5.2.326])と認め､

キャシオーによりその免職にからむイアーゴーの挑発が証明された後､ ロドヴィーコー

がオセローに下す命令に対して直接反応して生まれたものだということである｡ 換言す

れば､ ロドヴィーコーはオセローを説得し､ そして､ 失敗する｡

You must forsake this room and go with us.

Your power and your command is taken off,

And Cassio rules in Cyprus. For this slave,

If there be any cunning cruelty

That can torment him much and hold him long,

It shall be his. You shall close prisoner rest

Till that the nature of your fault be known

To the Venetian state. Come, bring away. (5.2.333-40)

この台詞にあって､ キャシオー総督の件は既に４幕１場でオセローが認めていること

であり､ そこでオセローは帰国命令に従うと明言している｡ また､ イアーゴーの処分は

オセローも納得がいくものであるに違いない｡ しかし､ オセローの処分にかかわる箇所

は､ ロドヴィーコーが彼の今の思い、いや､ 彼の神髄が分かっていないことをよく示し

ている｡ それというのも､ そもそもオセローの人生観は､ 彼の初登場の際に最もよく表

れていた｡

   For know, Iago,

But that I love the gentle Desdemona,
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I would not my unhoused free condition

Put into circumscription and confine

For the seas’ worth (1.2.24-28)

それゆえ､ デズデモーナを全く誤解している中では彼女の不実は彼が最も我慢できな

いこととするのも彼らしい｡

But there, where I have garner’d up my heart,

Where either I must live or bear no life,

The fountain from the which my current runs,

Or else dries up – to be discarded thence! (4.2.58-61)

その彼が､ 扼殺したデズデモーナの真実を知ると､ グラシアーノーに伝える｡

Here is my journey’s end, here is my butt,

And very sea-mark of my utmost sail. (5.2.270-71)

３度の類義表現はオセローが生きる意欲をなくしたことを伝えているだけではあるま

い｡ それは自分の死に場所の指定でもある｡ しかし､ 彼はまだそのように思い至っては

いない｡

Where should Othello go? (5.2.274)

そしてオセローは､ 罪の意識に苛まれるなかでデズデモーナに値しないとして悪魔た

ちに地獄での浄罪的な処罰の命令を下しつつ彼女から遠ざかろうとしながら､ 結局、デ

ズデモーナに全神経を集中する｡

Whip me, ye devils,

From the possession of this heavenly sight.

Blow me about in winds, roast me in sulphur,

Wash me in steep-down gulfs of liquid fire.

O Desdemona! Dead! Desdemona! Dead!

O! O! (5.2.280-85)
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o 音に次ぐ dや e 音の反復の末に o 音がこだまする｡

しかし､ 彼は､ イアーゴーを傷つけ､ その血を見て死こそ幸福と思い至る｡ そのよう

な彼にとって囚人としてデズデモーナの姿が見えなくなるロドヴィーコーの退室命令は､

死に場所をさとる時になったと私は解釈する｡

１幕３場のスピーチ構成と同じなかにも､ 今や､ オセローは呼びかけを変えてややイ

ンフォーマルな命令文で注意を引き､ the nature of your fault を先延ばしにせず､ of フレー

ズ を anaphora の技法を多用して自らの告白を固め､ 価値判断を込めた the base Indian

の直喩から the circumcised dog の隠喩へとおのれの真実にせまっていく｡ それは､ 周囲

の者たちばかりでなく､ オセロー自身も説得する｡ 換言すれば､ Soft you 以下の台詞は

全体として一つの心的状態を表すのではなくて､ 動的な展開と結果を生むレトリックな

のである｡

４

国家権力に対するオセローの非服従は彼独自の考えに沿って実行され､ 彼はこれまで

の運命のせいとする考え(5.2.268; 275; 344)を断ち、自己断罪でもって自らの運命の支配

者となる｡ 彼のスピーチと自殺､ そして最期の言葉は周囲の人物たちの反応を呼ぶ｡

Lod. O bloody period!

Gra.     All that is spoke is marr’d.

Oth. I kiss’d thee ere I kill’d thee. No way but this –

Killing my self, to die upon a kiss.

[Falls on the bed and dies.

Cas. This did I fear, but thought he had no weapon;

For he was great of heart.

Lod. [To Iago]  O Spartan dog,

More fell than anguish, hunger, or the sea!

Look on the tragic loading of this bed.

This is thy work. – The object poisons sight;

Let it be hid. Gratiano, keep the house,

And seize upon the fortunes of the Moor,

For they succeed on you. To you, Lord Governor,

Remains the censure of this hellish villain;
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The time, the place, the torture – O, enforce it!

Myself will straight aboard; and to the state

This heavy act with heavy heart relate. [Exeunt. (5.2.360-74)

ロドヴィーコーの period は単に終わりという意味ではあるまい｡ それは､ ルネッサン

ス期のレトリックにあって尊重されたキケロ流の完全な掉尾文(ペリオドゥス)の意味

を踏まえて使われており､ ロドヴィーコーはオセローのレトリックが自分たちを説得す

るものであることを知るが､ それが本人の血を呼ぶほどのものだったことに驚き批判し

ている｡ ブラバンショーの弟グラシアーノーの台詞の is spoke の後には is marr’d の後

と同じ by him [Othello] が省略されており､ オセローのレトリックがグラシアーノーに

もたらしかけた説得の効果が意外にも無効になったとする批判的な発言である｡ つまり､

彼らは､ オセロー延命の可能性を考え始めていたと私は解釈する｡

オセローの言動はそこで終わらず､ キスと殺しの chiasmus による反復表現の中､ キス

をもって締めくくられることになる｡ それは放浪の戦士オセローが真に「場」を確定す

る時であり、彼が this heavenly sight の所有者となると共に､ 妻 (とエミーリア)と一緒

に周囲の者たちを無言で説得し始める時でもある｡

キャシオーの台詞はその結果として出てくる｡ その解釈は､ 彼一人だけでなく､ 周囲

の者たちや主人公オセロー､ また､ 劇が観客や読者に与える影響を考える上でも重要な

のでこだわらざるをえない｡

Engler(134-35)は､ キャシオーの great of heart は､ 結局､‘‘magnanimous’’ではなくて､

‘‘passionate, having strong emotions (of an unspecified kind)’, or ‘bold’’の意味であり､

‘‘beside himself’, or even ‘desperate’’のような意味を暗示し､ キャシオーの台詞は､ 例え

ば､ ハムレットの遺骸の運び方を指示するフォーティンブラスの台詞のようなコーラス

ではなくて､ オセローの自殺と劇最後のロドヴィーコーの台詞を接続させる助けになっ

ているだけとする｡

この解釈は､ OED や Schmidt､ また､ エリザベス時代の心理学における情熱と血液と

心臓の関係説をもとにしており､ それはそれで教えられるところがある｡ ちなみに OED

の Great を見ると、great [=  pregnant] of Paris は1647年、比喩的な意味では John Marston

の『アントーニオの復讐』の my heart is great of thoughts と great of thanks (2.3)が 1602年

にある｡ (この劇の創作年代は Chambers [III. 429-30] によれば、1599年初冬である｡)

しかしながら､ great of heart の連語は､ エングラーが認めざるを得なかったように､

シェイクスピアではキャシオーの他に例はなく､ 比較される唯一の例は I am too great of

birth(『ウィンザーの陽気な女房たち』､ 3.4.4)である｡ (この劇の創作年代は Evans and
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Tobin [82] によれば、1597年で、1600-01年頃改訂｡)フェントンが口にするこの great

と birth が身体的な意味でないのも明らかである(高貴な生まれ)｡ そのため､ キャシオー

の great も比喩的な意味をもちうることになる｡ エングラーは､ さらに､ great of heart が

‘magnanimous’の意味を持つのは 17世紀後半か 18世紀と予想し､ 次のように強調する

(134)｡

Indeed, the first example in the Oxford English Dictionary where the collocation

of great and heart (in great-heartedness) may refer to ‘magnanimity’ is from

1813, long after our expectation.

OED を見ると､ なるほど greatheartedness は 1813年初例となるが､ Great-hearted を見

ると､ 次のように記されている｡

†a. Hight-spirited; proud. Obs. b. Having a noble or generous heart or spirit;

magnanimous; great-souled.

1388 [see GREAT-WILLY}.... c1440 Promp. Parv. 210/2 Grete hertyd, and bolde,

magnanimus. Grete hertyd, not redy to buxumnesse, pertinax, inflexibilis.

さらに､ Great-willy を見ると次の通りである｡

High-spirited, strong-willed, proud.

1382 WYCLIF Judg.v.15 Ruben a�ens hym diuydide, of greet willi [1388 greet hertyd]

men is foundun stryuynge.

そのような次第で､ エングラーの歴史的解釈はその多くの根拠を失うことにならざる

をえない｡ ただし､ 旧約聖書士師記のデボラの歌におけるその句の意味はエングラー同

様に肯定的と言うよりむしろ批判的､ 否定的であることも事実である｡

他方､ Thomas Malory の『アーサーの死』(1470年頃 )における

… the bloode trayled downe more than in an hondred placis of hys body so that he was

all bloodé tofore and behynde. But he seyde never a worde as he whych was grete of

herte. (Vinaver 960)
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の grete of herte は‘noble-hearted’(MED)である｡ (なお、OED第２版でも同箇所は Full

or ‘big’ with courage とも､ arrogant 等とも読める｡)

それゆえ､ キャシオーの文句は､ 本来､ コンテキストにより賞賛(noble-hearted)と非難

(proud)いずれの意味にもなりうるのである｡

しかしながら､ それをすべて非難の意味にとるとするば､ コンテキストの理解に色々

と無理が出てくるように思われる｡ エングラーは､ キャシオーの台詞のなかにキリスト

教の禁じる自殺をくい止められなかったことに対する弁解あるいは弁護を読みとり､ 自

分には罪なしとして身の潔白を主張するかたちの彼をヴェニス派の一人とし､ オセロー

との単純な二項対立の枠の中にいれた｡ しかし､ それでは､ キャシオーのこの最後の台

詞は意味を失うのではないだろうか｡

その理由であるが､ オセローの最後の２行とキスは､ 直前のロドヴィーコーとグラシ

アーノーへの効果とは違うものをキャシオーにもたらす､ あるいは､ 確認させるからで

ある｡ 彼は､ オセローの後から感嘆符なしの韻文行を続け､ そこに彼のエトスを込めて

いる｡ キャシオーがオセローの延命を願うとすれば､ それは友情が続くことになるから

であろう｡ しかし､ 彼はオセローのデズデモーナへの愛情を熟知していた｡ 彼が､ オセ

ローは自殺するかもしれないと思った時点は､ 既に触れたように､ 椅子駕籠に乗って再

登場後､ オセローがスペインの名刀をもってしてもイアゴーを殺し損ね､ 血を流すイア

ゴーを見ながら口にする表現 (For, in my sense, ’tis happiness to die. [5.2.293])を聞いた

時だったと私は解釈する｡

『オセロー』 はシェイクスピアにあって黒人を主人公とする唯一の劇であるが､ その黒

人の周囲に彼を愛するよき理解者の白人がいることで注目される ― それが副官キャシ

オーである｡ 彼はフローレンス出身の文武に秀でた楽天的な性格の青年だが､ ベニス共

和国ではよそ者の少数派である (Brown 201)｡ 彼は､ 公にはひたすらオセローのもとで

軍人として危険な仕事をし､ 最近､ 副官に昇格したばかりであり､ 個人的にはオセロー

への愛情は堅く、彼とデズデモーナの結婚の仲介をし､ 彼女でさえ非難したことのある

オセローを終始一貫して弁護してきた｡ この私的な出来事は､ ブラバンショーたちの知

らないところで進められる｡

もちろん､ 観客や読者にとってキャシオーの印象は必ずしもよくない｡ エミーリアと

デズデモーナへの挨拶の仕方もあるが､ 娼婦ビアンカとの交際､ 泥酔による喧嘩騒ぎ､ 免

官直後の動揺には彼のだらしなさが認められる｡ にもかかわらず､‘socialized eroticism’

(Auden 262)を楽しむ彼は憎めない人物である｡

キャシオーのレトリックを分析すると､ オセロー来島をジョーブに祈願する台詞には

オセローへの愛情と性的な陽気さが現れており､ また､ The divine Desdemona(2.1.73)へ
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天の恵みを祈願する彼の祈り(2.1.85-87)には､ 月並みな表現に止まらない真摯さが感じ

られる｡

彼のデズデモーナ観は､ すでに少し酔ってはいても変わることがない(2.3.18ff.)｡ 免官

後のオセロー観も不動である｡

I will rather sue to be despis’d than to deceive so good a

commander with so slight, so drunken, and so indiscreet an

officer. (2.3.268-70)

復職活動のなかでキャシオーは､ イアーゴー､ 楽師たち､ 道化､ エミーリア､ 特にビア

ンカとの関係で彼なりに苦労し､ また､ 几帳面さと陽気なだらしのなさを発揮する｡ 嫉

妬深いイアーゴーのコメントも的を得ている｡

He hath a daily beauty in his life

That makes me ugly;... (5.1.19-20)

キャシオーは､ 冒頭の場面でイアーゴーから実戦の駆け引きも知らないそろばん野郎

と強烈な中傷を受けるが､ 副官としての力量は公爵命令の伝達者として登場する１幕２

場以後で発揮され､ 軍人としての実戦経験はデズデモーナによってやがて伝えられる｡

        A man that all his time

Hath founded his good fortunes on your love,

Shar’d dangers with you – (3.4.94-96)

彼は､ 泥酔しても､ 前総督モンターノーに重傷を負わせ(2.3.157)､ 軍人として油断せ

ず力量があることは､ 夜陰にまぎれて切りかかるロダリーゴーに対しても示される

(5.1.24-26)｡

その彼がイアーゴーに片脚を真っ二つに切られ､ 椅子駕籠生活を強いられる(将来は

粉本同様に義足を免れまい )が､ 劇最後の場面で､ それも､ ロドヴィーコーたちと共に

最後に登場してからのキャシオーは注目に値する｡ そこで彼はオセローを今までの ｢思

う｣ から ｢知る｣ 世界 (Jorgensen 265)へ完全に引き戻し , 重要な､ つまり､ 説得力のあ

る発言者となる｡ すなわち､ 彼は､ オセローのハンカチについての疑念を一掃するなか

でイアーゴーの自白も既に取り付け(5.2.323-26)､ 加えて､ ロダリーゴーの手紙と証言に
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よりイアーゴーを告発する (327-32)｡

告発者キャシオーのイアーゴー観は､ 結局､ 次の言葉に尽きる｡

        Most heathenish and most gross! (5.2.316)

これは､ Nay, it is true, or else I am a Turk (2.1.114)と言うイアーゴーへのこの上ない

信頼 (I never knew A Florentine more kind and honest [3.1.39-40])を裏切られたフローレ

ンス人が、キリスト教の次元からする厳しいイアーゴー批判と否定であり､ キリスト教

社会の脅威に対する内部批判でもある｡

他方､ オセロー批判の言葉は聞かれない｡ この場面で登場してしばらく沈黙していた

キャシオーが最初にするオセローへの呼びかけは､ いかにも thrice-gentle Cassio(3.4.123)

にふさわしい｡

Dear General, I never gave you cause. (5.2.302)

そして彼の問題の台詞であるが､ それは、それを口にするキャシオーの心が nobleな

オセローの域にきている､ 換言すれば､ オセローの立派な後任者たりうる境地に達した

ことを示唆している｡ 彼は he だけを再度使う簡潔な台詞でもってデズデモーナの近親

者を説得し､ そして､ 劇の観客に働きかける｡

次に､ その文句はオセローを悲劇の主人公にして犠牲者にする上で有効である｡ キャ

シオー自身のエトスが単純な言葉を介して聞く者のパトスを動かす｡ 「観客」ロド

ヴィーコは､ 今や国家に対し the nature of your [Othello’s] fault (5.2.339)を知らせるので

はなくて､ 悲劇をもたらした責任をすべてイアーゴーにあるとした上で､ イアーゴーに

よる成果の隠蔽を命じる｡ ロドヴィーコーの最後の２行には､ 彼が悲劇の語部､ つまり､

オセローの悲劇のレトリッシャンという役になろうとする気概が表れている｡ relate は

オセローの relate (5.2.344)を反復し､ ここで繰り返される heavy には､ まずもって､ こ

の国家の使者のパトスとエトスが込められており､ 劇の観客の心理を直接操作するとと

もに､ 彼の語る悲話がヴェニスにあってオセローの願い (Speak of me as I am [5.2.345])

を叶え､ 確かな説得力をもつだろうことを暗示させる｡ 他の人物たちと違って､ キャシ

オーが初めて口にした heart をロドヴィーコーも初めて口にする｡ 彼は､ よく話す人(He

speaks well. [4.3.36])に加えてよい人になる､ つまりは､ クィンティリアヌス流の理想的

人間になるのである｡ 舞台にはカーテンを引いたベッドが残るなか､ 皆が退場する｡ オ

セローは､デズデモーナでもあるヴェニスのムーア人､ つまり､ the Moor of  Venice に
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なる｡

そのような次第で､ キャシオーの最後のせりふのレトリックは､ オセローのよき理解

者にして初めて可能な説得力をデズデモーナの従兄弟に､ ついで､ 劇を見てきた観客に

発揮されるであろう。『ジュリアス・シーザー』のアントニーによるブルータス賛辞の環

境と違い､ オセロー賛辞は人間関係からして､ また､ 宗教的にも複雑微妙なものとなら

ざるをえない｡ 短い､ 曖昧ななかにも分かりやすい台詞でもってフローレンス人はヴェ

ニス人を､ そして､ 劇の観客を説得する｡ その説得力を発揮することが求められるキャ

シオーの役は､ 意外とむずかしいように思われる｡
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