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『ロミオとジュリエット』における悲劇性
－ ことばと時間の観点からみた劇作術について －
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Tragic Features in Romeo and Juliet
－ On Dramaturgy from the Point of View of Words and Time －
by
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Abstract
Romeo and Juliet（1595) by William Shakespeare (1564-1616), as a play with a theme of love of a very young couple,
must be the most well-known tragedy all over the world. People of all ages and countries have been fascinated by the couple who
devoted themselves to pure love, although they are doomed to die eventually. At the time when Shakespeare wrote Romeo and
Juliet, the original story had already known to the Elizabethan audience by translations such as Arthur Brooke’s The Tragicall
Historye of Romeus and Juliet
（1562) or William Painter’s The Palace of Pleasure
（1566-67). On adapting the original story for
his own work, Shakespeare invented various drastic ideas for creating personae and plots of the play. To give examples, the most
famous inventions by Shakespeare were to condense nine-month story to only five
（or six)- day story and to lower the age of Juliet
from 16 to ‘nearly’ 14. And it is obvious that these two changes are closely involved in the meaning of the play.
The main purpose of this paper is to analyze and discuss tragic features in Romeo and Juliet. It will be focused on
Shakespeare’s dramaturgy from the point of view of words and time in the play, because words and time are the most decisive
factors related to love and death of the two tragic lovers. In the paper, by examining words and time in some scenes of the play, I
would like to clarify the theme of this tragedy.
Keywords : Shakespearean Plays, Tragedy, English Literature

1.

『ロミオとジュリエット』の創作時期は，作品の抒情

はじめに

的な雰囲気や修辞的技巧の特徴，作品の中の時事的記

ウ ィ リ ア ム・ シ ェ イ ク ス ピ ア（William Shakespeare

述あるいは他の作品との関連性などからみて 1595 年頃

1564‐1616）による『ロミオとジュリエット』Romeo

と推定されている。この時期，2 つの詩集『ヴィーナス

and Juliet（1595）は，古今東西，若き男女の恋愛をテー

とアドーニス』Venus and Adonis（1593）と『ルークリー

マとした悲劇の中でおそらく最も人口に膾炙した作品で

スの凌辱』The Rape of Lucrece（1594）が出版され，『ソ

ある。そして，少なくとも二人の名前は，悲劇であると

ネット集』The Sonnets（1609）も大半が完成していたと

いうことを超えて，ロマンチックな純愛を表象する不滅

みられており，こうした詩集の抒情性はこの時期のシェ

の代名詞となっていると言えるだろう。

イクスピアの劇作品にも色濃く影響を及ぼしていると

本稿の目的は，ことばと時間の観点から『ロミオと

考えられている。シェイクスピア劇の創作年代を研究

ジュリエット』におけるシェイクスピアの劇作術の特徴

した E. K.� チェインバーズ� は，『ロミオとジュリエッ

を分析し作品の悲劇性を論じることにあるが，まずはこ

ト』，
『リチャード 2 世』Richard Ⅱ（1595），
『夏の夜の夢』

の作品の背景について少し触れておきたい。1）

Midsummer Night’s Dream（1595）を抒情的な影響のもと
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に創作された一連の作品群とみなし，その最初の作品と

Which, but their children’s end, nought could remove,

して『ロミオとジュリエット』を位置づけている。チェ

Is now the two hours’ traffic of our stage;

インバーズはまた，この作品には数多くのことば遊びが

The which, if you with patient ears attend,

みられることからこの作品を初期の喜劇『ヴェローナの

What here shall miss, our toil shall strive to mend.

2 紳士』Two Gentlemen in Verona（1594）と『恋の骨折り
損』Love’s Labour’s Lost（1594）の後の作としている。

プロローグはわずか 14 行の詩だが，この悲劇の経緯

一方，中世イタリアの悲話を原話とするこの悲劇の内

から結末までの重要な情報を余すところなく観客に伝え

容は，既に 2 冊の英訳本がイングランドで出版されてい

ている。つまりプロローグからは，主役となる若い男女

たことからも当時世間では広く知られた物語であったと

のカップルはヴェローナの仇どうしの名家に生まれたこ

考えられている。シェイクスピアは自身の作品を創作す

と，両家には“ancient grudge”
「古くからの怨恨」があり，

るにあたって，この 2 冊の英訳本，すなわちアーサー・

それは今また血で血を争う“new mutiny”「新たな抗争」

ブルック Arthur Brooke の長詩『ロミウスとジュリエッ

を生んでいること，それによって二人の恋は不幸な結果，

ト の 悲 劇 の 物 語 』The Tragicall Historye of Romeus and

すなわち“children’s end”
「二人（子供たち）の死」をもっ

Juliet（1562）とウィリアム・ペインター�William Painter

て両家（親同士）の不和が贖われるという結末に終わる

の「ロミオとジュリエッタ」Rhomeo and Julietta（散文

ことが口上役から劇の冒頭に観客に伝えられるわけであ

物語集『快楽の館』The Palace of Pleasure 第 2 巻に所収，

る。また，
“star-cross’d lovers”
「不幸な星の下の恋人たち」

1566‐67）を参考としたとされ，そのうちシェイクスピ

や“death-mark’d love”「死の刻印が押された恋」という

アは特にブルックの作品を底本としたのでないかとみら

詩句が示すように，この悲劇は，人の力ではどうするこ

れている。

ともできないギリシャ悲劇のような運命悲劇としての性

ブルックとシェイクスピアの作品には，基本的な劇の

格を持っていることも同時に示唆されている。

プロットは類似しつつも様々な違いがある。その決定的

こうしてプロローグによって結末が明かされた今，この

な違いは，ブルックの作品ではおよそ 9 ヵ月に及ぶ話で

悲劇は終着点に向かってひたすら突き進み始めることにな

あったのに対して，シェイクスピアの作品ではそれがわ

る。観客にとってそれは既定された時間へのカウントダウ

ずか 5 日間（または 6 日間）に短縮され，またブルック

ンの開始であり，また“two hours”
「2 時間」という実際の

の作品では 16 才（ペインターの作品では 18 才）であっ

上演時間の中で劇的な時間を体験する瞬間でもある。

たジュリエットの年齢がシェイクスピアの作品では 14

実は意外なことに，劇の冒頭からあらすじも結末も観

才に満たない年齢（あと 2 週間余りで 14 才）へと引き

客に全て明かしてしまう劇は全てのシェイクスピア劇の

下げられている点にある。時間の短縮によって愛に殉じ

中で『ロミオとジュリエット』をおいて他にはない。3）

た二人の運命と悲恋は一層凝縮され，若さを強調するこ

当然この事実は，シェイクスピアがこの悲劇を創作する

とによって恋愛に対する純粋さとひたむきさは一層浮き

にあたって劇作上何らかの特別な意図をもって行ったと

彫りにされることになるが，時間の設定はこの劇の悲劇

いうことを意味している。それでは劇の冒頭にプロロー

性を高めるためにおそらくシェイクスピアが最も腐心し

グを置いて予め観客に結末を伝えたシェイクスピアの劇

た仕掛けの一つであったに違いない。ではまず，この劇

作上の意図とは一体どのようなことであったのだろうか。

における時間について論じることから始めたい。

2.

もちろん，結末を知ることによって観客は優位な視点
から劇を観る立場に置かれることになるわけだから，演

時間のトリック

劇上の効果として，舞台の登場人物に対して劇的アイロ

『ロミオとジュリエット』の際立った特徴は，劇の冒

ニーを生むことになろう。実際，この劇では観客が知り

頭に一人の口上役（コーラス）が登場し，ソネット（14

えて舞台上の登場人物たちが知らされていない事柄によ

2）

行詩）によるプロローグを述べるところにある。

り劇的アイロニーがもたらされる箇所がいくつもある。
しかし，こうした劇的効果はむしろ副次的産物であって，

Two households both alike in dignity

シェイクスピアにとっては，それはむしろ予め想定内の

（In fair Verona, where we lay our scene）

ことであったのかもしれない。それよりもシェイクスピ

From ancient grudge break to new mutiny,

アの意図あるいは関心は，別のところにあったのではな

Where civil blood makes civil hands unclean.

いだろうか。つまりそれは，結末という終着点を設定す

From forth the fatal loins of these two foes

ることによって，既定された時間の中で劇のプロットを

A pair of star-cross’d lovers take their life,

どう組み立てていくか，どう時間を構成していくか，と

Whose misadventur’d piteous overthrows

いう劇作家としての劇作上の実務的な作業のほうに関係

Doth with their death bury their parents’ strife.

しているように思える。すなわち，登場人物やプロット

The fearful passage of their death-mark’d love

は時間という枠組みの中に入れられることによって初め

And the continuance of their parent’ rage,

て生命を与えられるということなのである。出会った途
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端に恋に落ち，あっという間に死んでいくという悲劇の

に思える時間は長く感じられるといった主観的な時間の

カップルを主人公に据えたとき，シェイクスピアの頭の

知覚のことである。例えば，2 幕 2 場のロミオとジュリ

中に真っ先浮かんだことは，まず時間配分であり，同時

エットが互いに愛を告白するいわゆるバルコニー・シー

にそれをどうプロットをあてはめていくかということで

ンでは，いつの間にか時間が経過して夜半から夜明け

はなかったろうか。

となっている。これは恋の語らいに夢中になって時間の

ここでまず劇のプロットと時間の流れを確認する意

経過を忘れる恋人たちの心理を巧みに利用した時間のト

味でロミオとジュリエットを中心とした劇の進行表をこ

リックと言えるだろう。

こに提示してみたい。

第 2 の時間のトリックは，時間の省略である。これを
現代の映像手法に置き換えるとすれば，フェードアウト
やフラッシュバック，あるいは時空間をワープするよう
な視覚的な手法による時間の省略ということになるだろ
う。例えば，4 幕 5 場で水曜の朝に仮死状態のジュリエッ
トが（死んだものと誤解されて）発見され埋葬の支度が
される場面から一転して時間と空間が飛び，5 幕 1 場で
は翌木曜の朝，追放と身となっているロミオのいるマン
チュアへと場面が転換している。こうした時間の大胆な
省略は，劇のプロットを進めたり，劇のクライマックス
に向けて場面を転換したりする効果がある。
第 3 の時間のトリックは，時間の繰り返しである。こ
れは表面上においては物理的な時間の経過を意味し，言
わばタイムキーパーの役目を果たしている。しかし，実
際の舞台では 2 時間という枠内で演じられるわけである
から，ここには当然，先ほどの心理的な時間の進行と時
間の省略による演劇上の時間との調整が複雑に絡んでく
ることになる。また時間の繰り返しについて一つ補足す
れば，キャロライン・スパージョンがこの劇にみられる
光と闇のイメージャリーを指摘したように，そのイメー
ジャリーを最も象徴しているものは昼と夜との対比であ
る。5）この対比は，時間の巡りによって繰り返され，や
がては闇（夜）の力によって二人の愛が消されていくこ

表をご覧いただくとわかるように，この劇は両家の喧

の悲劇の雰囲気を演出していると言えよう。

嘩が起こる日曜の朝に始まり，ロミオとジュリエットの

第 4 の時間のトリックは，時間の行き違いやタイミン

亡骸が発見されて両家の和解で終わる金曜の朝までの足

グのずれによるトリックである。これは多くの場合，人

掛け 6 日間にわたる劇である。しかし，これは厳密な日

と人とのコミュニケーションに障害を引き起こすことに

数の数え方であって，ロミオとジュリエットが死ぬ木曜

なり，その演劇上の役割と効果はきわめて大きい。ご承

の夜半までがこの劇の実質と考えれば，それは 5 日間（こ

知のとおり，『ロミオとジュリエット』においても，こ

れが一般的な数え方）ということになる。しかしさらに，

のトリックは劇の結末への鍵を握る重要なトリックと

舞踏会での二人の出会いから死までに限定して時間を数

して使われている。すなわち，二人を助けるロレンス神

4）

えれば，それは正味 4 日間ということにもなる。

父の発案でジュリエットは一時的に仮死となる薬を服用

このように時間の数え方あるいは視点の捉え方の違

することになるが，それを追放の身となっているロミオ

いによって，この劇は 4 日間～ 6 日間という時間差（タ

に伝える伝令が疫病の発生による足止めをくって，その

イムラグ）を生じることになるわけだが，ここで重要な

事実をロミオに伝えることができなくなる。神父はその

のは，この劇が何日間に及ぶ劇なのかということではな

ことを知らず，まして既に仮死状態になっているジュリ

い。重要なのはむしろ，この時間差の中に実はシェイク

エットは知るよしもない。神父は直前に伝言がロミオに

スピアの劇作上のトリックが隠されているということな

伝わっていないことを知らされるが，時すでに遅く，二

のである。それを 5 つの時間のトリックに分類して説明

人の運命は決することとなる。またここにはもう一つ

してみたい。

の時間のトリックが並行して仕掛けられていて，ジュリ

まず第 1 の時間のトリックは，心理的時間の経過がこ

エットの薬の効用時間（42 時間）とロミオが到着する

の劇では効果的に使われているということである。心理

時間との微妙なずれが二人の悲劇を生むわけである。

的時間とは，楽しい時間は瞬く間に過ぎ去り，逆に苦痛

第 5 の時間のトリックについては，仮想の時間のト
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調子に聞こえてくる。次の箇所をご覧いただきたい。

冒頭で昨夜見た不吉な夢について次のように語る。
Nurse： She’s not fourteen. How long is it now
I dreamt my lady came and found me dead‐

To Lammas-tide?

Strange dream that gives a dead man leave to think!‐

Lady Cap.：

And breath’d such life with kisses in my lips

Nurse： Even or odd, of all days in the year,

That I reviv’d and was an emperor.

A fortnight and odd days.

Come Lammas Eve at night shall she be
fourteen.

（V.i.6-9）

（Ⅰ.ⅲ.14-17）
演劇上の夢は，現実となる未来を予見するものである。
従って，言うまでもなく，ここでのロミオの不吉な夢は
正夢となって彼に悲しい結末をもたらすことになる。

この場面からジュリエットがあと 2 週間ほどでやって
くる収穫祭の夜（Eve）に�14 才になることがわかる。ジュ

以上，5 つの時間のトリックについて説明してきたが，

リエットの誕生日が農作物の豊穣を祝う収穫祭の夜に

その分類は恣意的であり，多少強引な解釈であったかも

なっているところがポイントで，それは結婚を想起させ

しれない。しかし，少なくともここで言いたかったこと

るメタファーとなっているわけである。また，ここでの

は，劇中の“like fire and powder”
「火と火薬のように」
（Ⅱ.

乳母とキャピュレット夫人のやりとりからは，夫人が娘

ⅱ.10）ということばに象徴されるように，この悲劇の

の 14 才になる誕生日を心待ちにしている様子が窺える。

最大の魅力が一瞬のうちに燃え上がり，と同時に消え去

さらに続く次の場面の夫人の台詞をみてみよう。

ることになる二人の悲しい恋の儚さと運命の無情さにあ
るとすれば，時間は，ある意味，冷徹な一つの演出装置

Well, think of marriage now. Younger than you

としてこの悲劇において大きな意味をもっているという

Here in Verona, ladies of esteem,

ことなのである。

Are made already mothers. By my count

3.

I was your mother much upon these years

ジュリエットの年齢

That you are now a maid. Thus then in belief：
The valiant Paris seeks you for his love.

前章では，時間のトリックが様々な形でこの悲劇に重
要な演出効果をもたらしていることを論じたわけである

（Ⅰ.ⅲ.69-74）

が，ジュリエットについて論じる場合，避けて通れない
のは，やはりその驚くほどに若い彼女の年齢である。そ

この夫人の台詞からは，彼女もまたジュリエットと

れは，人物の造形だけにとどまらず，おそらくこの悲劇

同じ年頃で結婚し，既にジュリエットを生んでいた事実

の本質的な部分にもかかわり，シェイクスピアの巧みな

が知らされる。つまりジュリエットは親子 2 代にわたる

劇作術を知る上でも重要な要素にもなっている。

早婚の家庭に生まれたことになる。また最初の 69‐70

ジュリエットは，劇中，両親のキャピュレット夫妻か
6）

行目にかけてヴェローナの女性たちが早婚であること

ら“child”「子供」という呼び方を何度もされている。

が述べられているように，当時からヨーロッパの南に位

そうした中，1 幕 2 場で貴族のパリスから申し込まれて

置するイタリアの女性たちは，北のイングランドの人々

いるジュリエットへの結婚話に，ジュリエットの父キャ

からみれば，肉体的にとても早熟であるとみられてい

ピ ュ レ ッ ト は， 娘 の 若 さ を 気 に し て“Let two more

た。8）そしてイタリアは恋の先進国であると同時に，マ

summers wither in their pride”
「あと二夏が盛りを過ぎない

キアヴェリの『君主論』（Il Principe,1532）やボルジア

と」（Ⅰ.ⅱ.10）と躊躇する。あと二夏過ぎれば，彼女は

家の毒殺に象徴される権謀術数が渦巻く権力闘争の国で

16 才になる。だがこの時点において，ジュリエットの

もあった。こうしたイメージが『ロミオとジュリエット』

父親は，14 才に満たない娘の結婚はまだ早いと考えて

の背景となっているのである。

いるのである。また参考までに，14 才に満たない女子

もう一つ，この場面で注目しておかねばならないこと

の結婚年齢は ,� 当時の女性の結婚年齢や結婚観につい

がある。キャピュレット夫人は，娘のジュリエットに貴

ての実証的な研究と照らし合わせてみても極めて稀な事

族のパリスと結婚を勧めているわけであるが，ロミオの

例であったことがわかる。7）

モンタギュー家もジュリエットのキャピュレット家も共

一方，夫と同じく娘の結婚話に気を揉むジュリエッ

にヴェローナの富豪で名家である。しかし，両家は貴族

トの母，キャピュレット夫人の場合はどうであろう

ではない。ジュリエットが貴族のパリスに嫁げば、当然

か。確かに，キャピュレット夫人の口からも“She’s not

の家の格が上がることになる。このように，この悲劇は

fourteen.”
「14 才にまだなっていない」
（Ⅰ.ⅲ.12）と娘の

親の世俗的な打算が生み出す悲劇でもあると言えよう。

年齢の若さについて懸念する声が聞かれる。しかしそれ

議論をジュリエットの年齢に戻してみよう。前章にお

は，娘の結婚に否定的であった夫に比べて暗に肯定的な

いて，視点の違いや時間の数え方によって劇の日数を伸
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『ロミオとジュリエット』における悲劇性
び縮みさせている時間のトリックがこの劇には仕掛けら

Ben：

れていると述べたが，同じように，ジュリエットの年齢

Romeo：

について考えるとき，そこには数字のトリックが仕掛け

Ben：

られていると思われるのである。確かにあと 2 週間ほど

Romeo：

Good morrow, cousin.
Is the day so young?
But new struck nine.
Ay me, sad hours seem long.
Was that my father that went hence so fast?

でジュリエットは 14 才になるのだから，慣例的には 14
という数字を使ったほうが自然な数え方ではある。しか

Ben：

It was. What sadness lengthens Romeo’s hours?

し，ジュリエットの年齢が「14 才になっていない」と

Romeo： Not having that which, having, makes them short.

いう数え方は，14 才になっていないわけだから，「まだ

Ben：

In love?

13 才である」という言い方もできる。14 か 13 か，数

（Ⅰ.ⅰ.158-163）

字を選択して数えれば，13 才が正しいことになる。思
い出してみてほしい。ジュリエットは，収穫祭の夜を迎

朝の挨拶を交わすベンヴォーリオに，ロミオは，Is the

えることなく死ぬわけだから，実際の死亡年齢は 13 才

day so young?「まだそんな早い時間なのか？」と答える。

が正しい。言うまでもなく，13 という数字はキリスト

続くやりとりから，ロミオにとって時間が嬉々として

教の世界では不吉な数字を象徴している。おそらくシェ

中々進まないのは，恋患いが原因とわかる。アーデン版

イクスピアは，14 という数字を強調することによって，

の『ロミオとジュリエット』の註釈によれば，ロミオは

13 という不吉な数字を隠し，と同時にそれを観客の意

ここでメランコリーの状態に陥っていて，時間の感覚を

識下に刷り込ませることを意図したのであろう。これは

失っているとし，さらにここでロミオの空想に耽る孤独

一見，些細な数字のトリックに思えるが，迷信の世界に

な雰囲気は，1 幕の冒頭で見せた両家の白熱し興奮した

生きていた当時の観客にとって，この悲劇の結末と関連

喧嘩のシーンのムードと対照的な調子をなしていると解

する大きな意味をもっていたのではないだろうか。

説している。9）さらに続くロミオの台詞をみてみよう。

一方，劇的効果という視点からジュリエットの年齢に
… O Brawling love, O loving hate,

ついて考えてみると，13 才という年齢は観客の目にどの
ように映るであろうか。確かにジュリエットの年齢を下

O anything of nothing first create!

げることによって，彼女の恋愛に対する純粋さや一途さ

O heavy lightness, serious vanity,

は強調されることになる。しかし，恋愛にともなうセク

Misshapen chaos of well-seeming forms!

シュアリティを表現するには 13 才では若すぎる。性愛と

Feather of lead, bright smoke, cold fire, sick health,

いう観点からすれば．13 才はまだ子供なのである。それ

Still-waking sleep that is not what it is!

では，ブルックの作品の設定にもある，また劇中でジュ

This love feel I that feel no love in this.

リエットの父も言っていた 16 才，あるいはペインタ－の

（Ⅰ.ⅰ.174-80）

作品の 18 才という設定ではどうであろうか。確かに 16
や 18 という年齢であれば，恋をする若い女性としては相

恋に悩むロミオの不安定な心理状態は，矛盾した二つ

応しく，女としての女性性も物語のリアリティさも増す

の概念を一つの実体として統合するレトリック（修辞法）

ことになる。しかし今度は物語としては平凡なものとな

の手法「オクシモロン（撞着語法）」によって表現され

り，年齢の上昇と反比例して，ジュリエットの純粋さは

ている。台詞の各行にオクシモロンが使われている中，

下降することになる。やはりジュリエットの年齢はシェ

178 行目を例として取り上げてみると，「鉛の羽根，輝く

イクスピアが設定したように，もう少しで 14 才でなけれ

煙，冷たい炎，病める健康」と本来矛盾して結びつかな

ばならない。この「もう少しで」14 才という微妙な年齢

いようなことば同士が組み合わされることによって，互

は，少女から大人の女性への入り口としてまさに絶妙な

いに反発しながらもそれは一つにまとめられて不思議な

年齢の設定なのである。これによって，少女としての幼

ことばの効果が生み出されていることがわかる。オクシ

さと純心さを保ちつつも必死に大人の女として背伸びし

モロンの歴史は，古くは古代ローマの詩人ホラティウス

てみせるジュリエットの健気な姿が生きてくることにな

に始まり，14 世紀のイタリアで活躍した詩人ペトラルカ

る。このへんに我々は物語を魅力的なものに変貌させる

が多用したレトリックの技法として知られ，英詩の歴史

巧みなシェイクスピアの劇作術を見出すことになろう。

においては 16 世紀～ 17 世紀に盛んに用いられた技法で

4.

あった。10）オクシモロンをシェイクスピアも劇の中で多

ことばからみた人物の造形

用しているが，一見様式化され紋切り型の陳腐な技法に

第 2 章，第 3 章では時間や年齢といった，どちらも数

なりかねないこうした技法をシェイクスピアは，この劇

字にかかわるモチーフから作品を論じてきたが，この章

のムードや人物の造形に巧みに利用しているのである。

では，ことばの観点からロミオとジュリエットに焦点を

またこの場面について一つ補足すると，ここでのロミ

あて，彼らの人物の造形について論じてみたい。まずロ

オはまだジュリエットに出会っておらず，ここでロミオ

ミオの登場の場面をみてみよう。

が思い悩む恋の相手は，ロミオが一方的に片思いを寄せ

－ 11 －
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るロザラインという美しい女性である。しかし，彼女は

とはミトニミー（換喩法）である。つまりジュリエット

実際には一度も劇には登場しない。つまりここで表現さ

によれば，バラはバラであって，その呼び方（名前）を

れているのは，いわば自分の中で理想化された恋であり，

変えても，その実体である香りは変わらない。そうであ

恋に恋するロミオの姿なのである。ロミオは恋に悩むナ

れば，ロミオ（モンタギュー）についても同様に，ジュ

イーブな青年として登場するにあたって，ロマンチック

リエットはロミオそのものの実体に恋したのだから，そ

な詩人としての一面を担わされることになる。その詩人

の名前を変えてもロミオそのものの実体に変わりはない

ぶりは，時にロミオの親友のマーキューシオから�“Now

という帰結となる。意地の悪い論者であれば，その先を

is he for the numbers that Petrarch flowed in.”「さあ奴さん

問題にするかもしれない。つまり名前が何でもいいので

（ロミオのこと），ペトラルカばりの詩句でも口ずさみ始

あれば，バラはバラのままでいいということになり，こ

めるぞ」（Ⅱ.ⅳ.39 - 40）と皮肉られることにもなるが，

の問題はまた出発点に逆戻りすることになる。もちろん，

いずれにせよ，ロミオの持つこうしたメランコリックな

こうした屁理屈をジュリエットはここで考えない。言う

内面とその反面にある，行動に際してみせるあの激しや

までもなく，ジュリエットのここでの視点は，あくまで

すい外面（ティボルトの殺害など）、その両者のギャッ

もロミオへの恋心である。恋してしまった相手が敵の名

プはロミオの人物造形の特徴であり，この悲劇の一つの

前であることを知った今，ジュリエットは，名前が事物

要素となっていると言えるだろう。

を表す単なる表記であることにすぎないと信じたい一方

恋する男は女々しくなり，恋する女は勇ましくなる。

で，現実には，その実体をも支配していることに素朴な

そんな印象がこの悲劇にはあるが，この悲劇が若い男女

疑問を呈しているのである。こうして，ジュリエットの

のカップルの恋愛にテーマが置かれているという観点か

発することばは，ロミオの甘いソネットや形式的な技法

らみても，その中心にあるのは，ロミオというよりもむ

に比べて，強い意志を感じさせるものである。それはお

しろ，恋人への愛に自分の信念を一途に貫くジュリエッ

そらく女性特有の生命力に根差したものと考えられる。

トのほうにある。ロミオのことばに対する感覚が抽象的

もう一例ジュリエットのことばに対する意識が表明され

で内省的であるのに対して，ジュリエットのそれは具体

ている箇所をみてみよう。

的で現実的である。バルコニー・シーンにおいて，ジュ
リエットは木陰に隠れるロミオに立ち聞きされていると

Conceit more rich in matter than in words

も知らずに次のように言う。

Brags of his substance, not of ornament.
They are but beggars that can count their worth,

What’s in a name? That which we call a rose

But my true love is grown to such excess

By any other word would smell as sweet;

I cannot sum up sum of half my wealth.

So Romeo would, were he not Romeo call’d,

（Ⅱ.ⅶ.30-34）

Retain that dear perfection which he owes
Without that title. …

結婚式を済ませた後で，陽気な気分に浮かれるロミオ
（Ⅱ.ⅱ.43-47）

から二人の喜びを何か“sweeten thy breath”
「甘いことば」
で歌い上げてほしいとジュリエットは頼まれる。それ

ロミオが宿敵モンタギュー家の嫡子であり，ロミオ
との恋が許されざるものと知った今，ジュリエットは，

を受けてのジュリエットの台詞であるが，ここでも彼女
は，ことばのうわべの“ornament”「装飾」ではなく，そ

“What’s in the name?”
「名前って何？」と素朴な疑問を思

の“substance”
「内容」に価値を見出している。さらにこ

い浮かべて自問自答する。この悲劇においてロミオが詩

の考えは 32 行目から 34 行目へと引き継がれて，愛の価

人であるとすれば，ジュリエットは哲学者と言えるかも

値（＝財産）はことばで換算するようなものでないこと

しれない。ここでジュリエットが述べているのは，こと

が語られる。またこの中でジュリエットは愛の価値をこ

ばにつけられた名称とその中身の問題を問いかけている

とばに換算できるような人を“beggars”「賎しい者」と

わけであるが，それはまさに哲学における「形相」と「実

呼んでいるが，ここからジュリエットの愛に対する誇り

体」の問題であり，あるいはそれはまた，ソシュールの

高い信念と決意が伝わってくる。

言語学における「シニフィアン（記号表現）」と「シニフィ
エ（記号内容）」にも通じる問題でもある。

以上，劇中の台詞からロミオとジュリエットのことば
に対する意識の違いをみてきたわけだが，そこからは同

こうしてこの台詞からジュリエットがことばの中身

時に，二人の人物の造形の相違も浮かび上がってきた。

を重視するリアリスト（実念論者）であることがわかる。

それを端的に言えば，既に述べたように，ロミオの弱さ

実は，先のロミオがオクシモロンを駆使して自身の恋

とジュリエットの強さということになろう。この章を締

に悩む矛盾した心理を説明したのと同じように，ジュリ

めくくるにあたって最後にロミオとジュリエットによる

エットもここで，ある修辞学の表現方法を使って，自分

ソネットを紹介しておこう。

の中で葛藤する心理を解こうとしている。その表現方法

－ 12 －

『ロミオとジュリエット』における悲劇性
Romeo： If I profane with my unworthiest hand

ですか」と屁理屈を仕掛けて攻勢にでる。防戦に回った

This holy shrine, the gentle sin is this：

ジュリエットが，“lips that they must use in prayer”「聖者

My lips, two blushing pilgrims, ready stand

の唇はお祈りのためにあるもの」と言うと，ロミオはさ

To smooth that rough touch with a tender kiss.

らに大胆になり，それでは“let lips do what hands do”「手

Juliet： Good pilgrim, you do wrong your hand too much,

に触れ合うのと同じことをこの唇にも」と信仰の名を

Which mannerly devotion shows in this;

借りて懇願する。そして最後の 2 行連句では，観念して

For saints have hands that pilgrim’s hands do touch,

信仰のためであればと口づけを受け入れるジュリエット

And palm to palm is holy palmer’s kiss.

と，勝ち誇ったようにもっともらしいことを言いながら，

Romeo： Have not saints lips, and holy palmers too?

ジュリエットに口づけしようとするロミオの姿が語られ

Juliet： Ay, pilgrim, lips that they must use in prayer.

てこのソネットは終わる。

Romeo： O then, dear saint, let lips do what hands do：

詩作としての評価とは別に，シェイクスピアの劇作

They pray：grant thou, lest faith turn to despair.

品におけるソネットの評価は必ずしも高くない。ソネッ

Juliet： Saints do not move, though grant for prayer’s sake.

トの持つ様式的な表現方法は，シェイクスピア劇の中で

Romeo： Then move not, while my prayer’s effect I take.

も初期の作品にみられるアナクロニズム的な技法として

[He kisses her.]

みなされることもある。しかしながら，この作品の持つ

（Ⅰ.ⅴ.92-105）

豊かな抒情性を醸し出しているのはソネットに他ならな
い。現代におけるミュージカルやオペラのように，ソネッ

2 章の冒頭でプロローグ（ソネット）については既に
紹介したが，ソネットは劇中にも使われており，この悲

トは音楽的な調べに乗せて劇のプロット，テーマ，劇中
人物の感情を伝える一つの重要な手法なのである。

劇を演出する重要な役目を負っている。提示したソネッ

おそらく，リアリズム的な手法によってのみこの作品

トについて分析する前に，その形式についてまず確認し

を演出したとすれば，それはただただ悲惨な物語となっ

ておきたい。ソネットは，弱強 5 歩格を 1 行として，4

てしまうことになるだろう。悲劇を演出するには，むし

行の連句が 3 回繰り返され，最後に 2 行の連句で締めく

ろ逆の手法が必要である。そして『ロミオとジュリエッ

くられる 14 行詩である。脚韻は順に 4 行連句のところ

ト』という悲劇の中にソネットをおいた場合，ソネッ

で交互に置かれ，最後の 2 行連句では同じ脚韻が踏まれ

トが持つ音楽的な響きが一種の催眠効果を生み、それは

る。記号化すると abab/cdcd/efef/gg ということになる。

劇の悲劇性を緩和する効果をもたらしている。それはま

ソネットの最大の特徴は，音響的に耳に心地よく音楽

た同時に，かえってこの悲劇の悲劇性を高めることにも

的な調べを持っている点にあり，ロマンチックな雰囲気

なっているのである。

を演出するのには効果的な詩の形式と言える。実際のソ

5.

ネットについて言えば，まずロミオとジュリエットの二

おわりに－悲劇を演出するもの

人による合作となっている点がおもしろい。最初の 4 行

本稿ではことばと時間の観点から『ロミオとジュリ

連句をまずロミオが詠じ，それに対して次の 4 行連句で

エット』におけるシェイクスピアの劇作術の特徴を分析

ジュリエットが答え、3 連目の 4 行連句では二人が分け

しこの悲劇の悲劇性について論じてきた。この小論を締

合って，最初の 1 行目をロミオが，2 行目をジュリエッ

めくくるにあたり，本稿では今回取り上げることのでき

トが，3 行目と 4 行目をまたロミオが詠じ，そして最後

なかった問題も補足しながら，今一度この悲劇の特徴を

の 2 行連句では最初がジュリエット，続いてロミオの順

次の 3 つの観点から整理してみたい。

で締めくくられている。

まず第 1 にプロットとプロローグと観客との関係で

さて，ソネットの内容は，舞踏会で出会った二人が

ある。この悲劇の大きな特徴はコーラス役がプロローグ

別れに際して，ロミオが巡礼者に扮し，ジュリエットを

の中でこの劇の結末を最初から述べてしまうことにある

聖者にみたてて別れのキスをするという設定になってい

が、ここには当然，そのようにした劇作家シェイクスピ

る。内容を要約すると，最初の 4 行連句でロミオ（巡礼者）

アの意図とは何か，あるいはまた，それによってシェイ

がジュリエット（聖者）の手をとって手に口づけをする

クスピアはどのような劇的効果を狙ったのか，という疑

許しを乞おうとすると，それに対して 2 連目の 4 行連句

問が沸いてくる。それについてこのように考えられよう。

でジュリエットは，慎重に“palm to palm is holy palmer’

つまり，この劇は構造的に結末から結末へといたる劇

s kiss”
「手に手をとるのは聖者への口づけ」であるとし，

であって，その過程を観客に楽しんでもらうことにシェ

手に触れることは許すがその後の手への口づけについて

イクスピアの意図があったということである。現に我々

は恥じらう素ぶりをみせる。次の 3 連目からは二人の掛

はこの劇を観るとき，背景の設定やドラマティックなプ

け合いとなって，まずロミオがジュリエットの 2 連目の

ロットの展開，運命のいたずらやそれによって生じる急

最後の一行を逆手にとって，手に触れ合うことが口づけ

展開，そしてやがて訪れる二人の恋の悲しい結末まで，

になるなら，“Have not saints lips”「聖者には唇がないの

時間が経つのも忘れて一気に劇的空間と時間を体験する
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感覚を覚える。その疾走感こそがこの悲劇の魅力なので

インとして歩み始めることにもなる。このように乳母の

ある。また劇的効果という点について言えば，観客が結

ジュリエットからの離脱とマーキューシオの死（3 幕 1

末を知ることによって，そこには当然，観客と悲劇の主

場）は，二人の主人公の成長とかかわり，この悲劇の悲

人公たちとの間に一定の距離が生じることになる。その

劇性を側面から高める効果をもたらしているのである。

距離は，二人が死んだ後も決して縮まることはない。そ

そして最後の 3 つ目にあげるのは，ことばと悲劇性の

の距離によって，観客は二人に同情しながら，決して近

関係についてである。実はこの劇は悲劇でありながら喜

づけないというジレンマ，すなわち，ある種の虚無感や

劇を思わせるようなことば遊びや（特に性的で）卑俗な

人間世界の無常を感じるのである。

ジョークも多く登場する。11） こうしたことば遊びや卑

第 2 にあげるのは，人物の造形と悲劇性との関係であ

俗なジョークがこの悲劇の評価を貶めているという見方

る。外面的な男性性と女性性とは対照的に内面の部分で

もあるが，それはこの劇のことばに対する意識を正しく

みせるロミオのナイーブさとジュリエットの強さについ

理解していないところからくる誤解である。プロローグ

ては既に本稿でも述べてきたが，この部分についてシェ

で最初に結末を明かしたように，またオクシモロンやソ

イクスピアは恋における男女の本質を鋭く観察して二人

ネットの使い方からみて，シェイクスピアはこの劇を逆

の人物の造形に生かしたものと思われる。つまりここは，

説的な手法によって構築しようとしたのではないだろう

多少デフォルメされながらもリアリズムの手法にもとづ

か。この悲劇のテーマである純愛を聖なるものとして描

いて人物の造形がなされたものと考えるべきであろう。

くには，その対極にある俗的なものを提示する必要があ

またそうでなければ，二人の悲劇は観客の共感を得られ

る。聖と俗，その対比によってより劇の悲劇性は一層高

ないだろうし，観客に感動を与えることもできないだろ

められることになるだろう。ことば遊びや卑俗なジョー

う。シェイクスピアの劇作術の見事さは，こうしたリア

クにはこのような意味があったのである。

リズムにもとづく手法と時間のトリックでみせたような

以上で本稿は終わるが，『ロミオとジュリエット』の

フィクショナルな手法との使い分けにその妙があると言

悲劇はまだ終わらない。二人は舞台上で死を迎えること

えるだろう。

になるが，彼らの愛は死によって永遠の生命を与えられ

主人公以外の人物の造形について一つ補足しておく

ることになる。ここからこの悲劇はまた始まるのである。

と，この悲劇をわきから支え，対をなす役柄となってい
るロミオの友人マーキューシオとジュリエットの乳母に
ついて一言付言しておきたい。まず，マーキューシオで
あるが，彼はロミオが真面目で少しお堅い優等生タイプ
とすれば，シニカルで斜に構えるちょっと不良な好青年
といった役どころと言えよう。出番は決して多くないが
強烈な印象を劇に残している。マーキューシオの人物の
造形をブルックの作品から深化させたのはシェイクスピ
アの独創と考えられている。劇中におけるロミオとマー
キューシオの関係は，おそらくロミオがジュリエットに
心奪われる以前からの少年同士の堅い心の絆で結ばれた
親友同士と想像され，ロミオにとってマーキューシオは
ある意味，ロミオの分身（ドッぺルゲンガー）とも言え
る存在である。この悲劇にはロミオが男同士の仲間意識
の関係から離脱していく通過儀礼が描かれており，その
対象がマーキューシオということなのである。
一方，劇の緊張を解すコミックリリーフの役柄を担っ
ているジュリエットの乳母の場合もまた，ロミオにおけ
るマーキューシオの存在と同じである。劇中において乳
母は，ジュリエットの成長をずっと見守ってきた実質的
な母親であり，ジュリエットにとって乙女心の悩みを打
ち明けられる唯一の相談相手でもある。しかし，シェイ
クスピアは乳母の役柄に身分以上の崇高な精神を与えて
いない。ロミオとの恋を一見応援する乳母だが，パリス
との結婚に際して彼女は，結局，体制側（大人の側）に
まわり，ジュリエットは孤立することになる。しかし
ながら，これによって，ジュリエットは真の悲劇のヒロ
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