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Abstract

The Transformation in Representation of Shakespeareʼs Othello
in Toni Morrisonʼs Desdemona:
The Ill-Fated Relationship between Othello and Desdemona
FUKUSHIMA Noboru
This paper examines how Morrison, an African American, interpreted
Shakespeareʼs Othello in her Desdemona focusing on the relationship between
Othello and Desdemona from the perspectives of gender, sex, sexuality, and postcolonialism. As a black feminist, Morrison wrote many books that examined the
reality of marginalized black people with a unique perspective on both racial and
gender discrimination. This paper examines the transformation in representation of
Shakespeareʼs Othello in Morrisonʼs Desdemona aiming at the paradigm creation of
black feminism.
Shakespeare ʼ s Othello commits the terrible crime of killing an innocent
Desdemona, but Morrisonʼs Desdemona says that when she reunites with Othello in
the “Afterlife”: “You were not killing me. You were killing Othello. The man I
believed you to be was lost to me”（Des. 50）. Othello replies to her: “You never
loved me. You fancied the idea of me, the exotic foreigner who kills for the State,
who will die for the State”（Des. 50）. Othello loved Desdemona, but because he was
brotherly united with Iago, he strangled Desdemona under Iagoʼs lie. This is because
Iago undermined and tenaciously referred to Othelloʼs inferiority complex, “the sooty
bosom”（Oth. 5. 2. 70）and he said that Desdemona would become bored with him.
Did Iago concoct the affair between Desdemona and Casio because he wanted to
destroy Othello and take Desdemona for himself? However, even if Desdemona is
killed by Othello, her love for Othello remains the same forever as the poet of
Sonnets. Morrison saw Shakespeareʼs Desdemona -- the brightest, most inspired,
most perfect creation -- as challenging every social norm within Othello to create a
new world. Morrison challenged the ideal and revised edition of Othello while Rokia
Traoré sings the quiet ethnic anthem of Africa throughout Desdemona.

キーワード：ポストコロニアリズム、人種、三角関係、兄弟愛、真の愛
Keywords: post-colonialism, race, love triangle, brotherhood, true love
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１．はじめに

2009年、ピーター・セラーズ（Peter Sellars, 1957-）はシェイクスピア
（Shakespeare, 1564-1616）の戯曲『オセロー』
（Othello, 創作年1604, 初演
1604）の改訂版あるいは翻案である前衛的なオペラ『オセロー』をニュー
ヨークのパブリック劇場で上演した。同年、黒人女性作家トニ・モリスン
（Toni Morrison, 1931-2019）は「私は文字にする価値がある独自の言語を
見つけなければならない」
（Dow）と創作にかける意気込みを語り、
『ガー
ディアン』
（The Guardian）で、シェイクスピアの『オセロー』の改訂版
あるいは翻案であるミュージカル『デズデモーナ』
（Desdemona, 創作年
2012, 初演2011）を著そうと決意した（Adewunmi）。2011年、モリスンは
セラーズとの議論の成果として、全10章、登場人物 7 名による「死後の
世界」
（Des. 48）を描いた『デズデモーナ』を発表した。チャールズ・ホ
ルデファー（Charles Holdefer, 1959-）が指摘するように（Desdemona）
、
モリスンの『デズデモーナ』は通常の意味での演劇でもコンサートでもな
く、文学と音楽のコラボレーションである。死者が「死後の世界」でも存
在するというアフリカの伝統的な考え方がこの戯曲には満ちている。
本稿の目的は、なぜモリスンが『オセロー』の改訂版あるいは翻案『デ
ズデモーナ』を書いたのか、オセローとデズデモーナの不運な関係を中心
に、ポストコロニアリズム、人種、真実の愛、兄弟愛の視点から、モリス
ンの『デズデモーナ』におけるシェイクスピアの『オセロー』表象の変遷
について考察することにある。
２．その心にオセローの真の姿を見たからこそ、妻となったのです
『デズデモーナ』第 1 章はデズデモーナが彼女の両親のくびきを逃れて
自由意志を貫くことが困難だった自分の運命を「私の名前はデズデモー
ナ。デズデモーナという言葉は悲惨を意味する。不幸を意味する。破滅を
意味する……。私は自分が選んだわけではない名前が意味するような女で
はない」
（Des. 13）と語るところから始まる。デズデモーナは両親の厳し
い管理の下で鬱屈した人生を送っていた。シェイクスピア劇のヒロイン
“Des-demon-a” の綴りの “des” には、死 “death” の響きがあり、また悪魔
“ demon ” が潜んでおり、不吉な予感がする。古代ギリシャ語でもデズデ
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モーナは不幸を意味する1。モリスンのデズデモーナは私の名前にはさら
に「悲惨」「不幸」
「破滅」という意味もあるが、「私は自分が選んだわけ
ではない名前が意味するような女ではない」と名前が持つネガティブな意
味を否定し、自分の運命すべてを受け入れて、勇敢に立ち向かう気構えを
見せる。シェイクスピアのデズデモーナはセラーズが言うように単純すぎ
るくらい善人で人種的感覚が絶望的に古いが（Kaufmann）、モリスンの描
くデズデモーナは、彼女の心の内をブラック・フェミニズムの観点からよ
り深く明らかに描いている。デズデモーナがオセローと結婚したのは「年
長者の気まぐれや、男達の支配に思うがままになってしまうという」（Des.

13）家父長制下において、家長のブラバンショー（Brabantio）がデズデ
モーナの気持ちを汲まずに財産の大小で勝手に決めた好きでもない相手と
結婚することを嫌ったからだ。彼女は家から「一歩足を踏み出したが最
後、じっさい安堵の気持ちなどない悲惨なものだった」（Des. 13）と言い、
家父長制を鋭く批判し、男女同権の立場に立つブラック・フェミニストと
して登場する。シェイクスピアはデズデモーナの綴りだけでなく、“ Othell-o” の綴りの中にも「地獄」hell を潜ませる。実際、オセローはその名
前のネガティブな意味通り、何の咎もないデズデモーナを殺害し（図 1 ）
、
「おれの魂は地獄に堕ちてもいい、おまえを愛さないようなら」
（Oth.
3.3.90-91）と言ったように生き地獄を見ることになる。モリスンは『ビ
ラヴィッド』
（Beloved, 1987）の中では、デズデモーナのような暗いイ
メージを避けて、主人公の亡霊（幼くして母親に殺された娘の亡霊）を愛
されし者 Beloved とポジティブな名前をつけたが、彼女は止むを得ない事
情があるとは言え母親に殺害されてしまう。
『オセロー』第 1 幕第 3 場、ヴェニスの会議室、デズデモーナは颯爽と
登場するや、オセローとの結婚に強く反対する父親ブラバンショーを前に
して、結婚の理由をヴェニスの公爵に次のように堂々と述べる。
私の心は
夫の軍人としての人柄に惹かれたのです。
その心にオセローの真の姿を見たからこそ、
この人の名誉と雄々しい武勲のかずかずに
私の魂と運命を捧げ、妻となったのです。
（Oth. 1.3.246-50）
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図1

オセローがデズデモーナを寝室で絞殺する場面。オ
セ ロ ー 役 の レ ニ ー・ ヘ ン リ ー（Lenny Henry）、デ ズ
デモーナ役のジェシカ・ハリス（Jessica Harris）、バ
リー・ラター（Barrie Rutter）監督『オセロー』
、ロン
ドン：トラファルガー・スタジオ、2009年。“Lenny
Henry as Othello and Jessica Harris as Desdemona in
William Shakespeareʼs Othello, directed by Barrie Rutter
at the Trafalgar Studios in London.”（Photo by Robbie
Jack/Corbis via Getty Images）. Web. Jun. 16, 2020.

このように、デズデモーナは純情で箱入り娘と思われていたが、家柄も、
年齢も、人種も、世間体も顧みず、父親の反対を押し切り、目にするのも
恐れていたムーア人オセローと駆け落ちをした理由を述べる。デズデモー
ナはオセローの皮膚の色ではなく、彼の「軍人としての人柄」と高潔で波
乱に満ちた輝かしい経歴に惹かれ、また「その心にオセローの真の姿」を
見て、彼女の魂と運命を捧げて妻となったと公爵に言う。将軍としてのオ
セローは、重い鉄のよろいをまとうこと絹の肌着をまとうがごとく、デズ
デモーナの目には映ったにちがいない。ジェンダーの視点から言えば、デ
ズデモーナは言って見れば男まさりの性格の女性として父親と対峙する構
図となっている。ブラバンショーはデズデモーナが父権社会の制度を拒否
したことに強い衝撃を受ける。このように、デズデモーナは自分の生き方
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を自分で決める自立心の強い女性として描かれている。
さて、「ジェンダー研究はフェミニズムから生まれたものであり、1960
年代に欧米で台頭したウーマン・リブに代表される動き「第二波フェミニ
ズム」を起源としている。政治哲学、フェミニズム、セクシュアリティ、
クィア理論の領域にまたがる研究をしているジェンダー理論家ジュディ
ス・バトラー（Judith Butler, 1956-）の研究書『ジェンダー・トラブル』
（Gender Trouble, 1990）が広く知られている」
（福島 67）。バトラーはこ
の書物によって、ミシェル・フーコー（Michel Foucault, 1926-84）が先鞭
をつけたジェンダーとセクシュアリティの研究をさらに一層推し進め、理
論家としての地位を確立する。
「ジェンダーは性だけでなく、セクシュア
リティ、父権社会、人種、階級等とも複雑に関係し合っており、厳密に定
義することは不可能である。ただし、本稿は性別、ジェンダー、セクシュ
アリティの区別はつかないというさまざまな意見を認めつつも、現実に照
らして区別は存在するという立場をとる」
（福島 67, 69）
。
３．セクシュアリティの近代
モリスンのデズデモーナはオセローが「私の唇を求める喉。愛撫を求め
る肩。大胆で愛に満ちた心を隠す苺のような乳首」（Des. 25）と言うよう
に、抑圧された性から解放された自然体の女性に修正されている。封建的
色彩が色濃かったシェイクスピアが生きた時代では、女性が自分のセク
シュアリティを口にすることは、慎みのないことであった。他方、シェイ
クスピアのデズデモーナは「花はずかしい娘が、やさしくもの静かでおの
れの心の動きをのぞき見ても顔を赤らめるあの娘」
（Oth. 1.3.94-96）で
あ っ た。 そ れ は イ ヴ・ コ ゾ フ ス キ ー・ セ ジ ウ ィ ッ ク（Eve Kosofsky

Sedgwick, 1950-）が指摘するように（3）、セクシュアリティは「男はこ
うあるべきだ」「女はこうあるべきだ」というジェンダーや権力関係の影
響を受けているからだ。しかし、モリスンはシェイクスピアのデズデモー
ナを女性の権利や男女の価値観などの平等を目指す女性に修正している。
モリスンはデズデモーナをフーコーが言う「セクシュアリティの近代」す
なわち、性の抑圧を象徴する女性から性の解放を象徴する女性に変えてい
る。デズデモーナのセクシュアリティは他の登場人物、例えば長編小説
『タール・ベイビー』
（Tar Baby, 1981）のジェイディーン（Jadine）や
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『スーラ』（Sula, 1973）の主人公スーラと比べれば少なく抑えられている
が、シェイクスピアのデズデモーナよりは明らかに自由奔放で解放的に描
かれている（Jeﬀerson 119-20）
。
シェイクスピアのデズデモーナは舞台が兵隊であふれる、言うなれば男
社会のキプロス島に移ると、ヴェニスにいた時のような自立心の強いデズ
デモーナではなく、シモーヌ・ド・ボーヴォワール（Simone De Beauvoir,

1908-86）が「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」と言う従来
の女性――封建社会の中で抑圧されている女性――に変貌してしまう。し
かし、モリスンのデズデモーナはオセローに「私の肉体を、あなたの肉体
を通して再生させてください」
（Des. 25）と自分の性的欲望を隠さずに自
己表現する。デズデモーナは古代ローマの神々を信じているかのように、
この世の命、若さ、美しさ、そして快楽としての愛を素直に表現するが、
それはデズデモーナにとって、精神（魂）だけの愛は色も香もない亡びに
過ぎないからではないか。デズデモーナは性差別の劇として批判の的と
なっている『じゃじゃ馬ならし』
（The Taming of the Shrew, 創作年159394, 初演1593）のキャタリーナ（Katherina）のように、男性に飼いならさ
れることを拒絶する。ミランダ・カウフマン（Miranda Kaufmann）が主
張するように（Periscope Post）
、モニスンはデズデモーナに新しい声を与
えたのである。
『デズデモーナ』第 6 章はデズデモーナがオセローとの結婚生活を回想
する場面である。二人が門の下にある石のベンチに座り、デズデモーナが
オセローの言葉を聞く形式をとっている。オセローはアフリカでの不思議
な物語をデズデモーナに次のように語る。
「私はすぐにシリア人に捕えられた。私はラクダと雄牛とともに生き、
同様に扱われた。……わが船は陸地からの猛襲を受けて沈んだ。私は
一人、陸地に泳ぎ着くことができた。……先住民は頭がなく、顔が胸に
ある。……彼らは私の奇形の体を見て、私の肩の上に不格好な形をし
て、傷つきやすくのっかっている私の頭を見て愉快そうに笑った……」
（Des. 31-33）
モリスンのオセローはシェイクスピアよりも具体的にアフリカでの不思議
な体験談――頭がなく、顔が胸にある先住民がオセローを見て、彼を奇形
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と思い笑ったことや、船が沈んだことや、オセローを捕らえたのはシリア
人であることなど――を話す。モリスンは自らと異なる者を奇形とすれば
奇形とは何かと問いただす。さらに皮膚の色とは何か、人種とは何かと問
いただすのである。こうした異形の人間は他の作品にも出てくる。
『青い
眼がほしい』
（The Bluest Eye, 1970）に登場するピコーラ（Pecola）の母
親ポーリーン（Pauline）は一本足であり、スーラの瞼の上にはバラのよ
うなあざがあり、エヴァ（Eva）は子供を預けて18ヶ月ぶりに家に戻って
くると片足はない。
『ソロモンの歌』
（Song of Solomon, 1977）のパイロッ
ト（Pilate）には生まれつきヘソがなく、
『ビラヴィッド』の主人公で元奴
隷だったセサの背中には、鞭で打たれた跡が木のように生えている。この
ように、非日常的なことを日常的に描くのは魔術的リアリズムの手法と言
われる。オセローの上記の台詞はシェイクスピアのオセローがいかにして
デズデモーナの愛を勝ち得たかを公爵に語る次の台詞を想起させる。
破滅をまのあたりにした冒険のかずかず、
海に陸に遭遇した身の毛もよだつ出来事、……
おごり高ぶる敵の手に捕らえられ、
その結果奴隷に売られた体験談、……
さらにはたがいに食いあうという食人種
アンスロポアジャイ族、
顔が肩の下にある珍しい人種のことなども。
（Oth.1.3.134-44）
オセローは夜戦、城攻め、勝敗の運不運に命を賭けた歳月の物語をデズデ
モーナにせがまれるままに語った。彼女は涙をこぼしながら聞き、何度も
深い溜息をつき、不思議な、想像を超えた不思議な話だと言い、オセロー
がアフリカで体験した艱難辛苦の物語に引き込まれて行き、彼を愛するよ
うになるのである。
４．愛は完全で純粋で恐れを知らぬもの
『デズデモーナ』第 7 章はオセローとイアーゴーとの衝撃的な関係を述
べる次の台詞からはじまる。
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私の夫はイアーゴーが嘘をつき、だまして、故意に妨害行為を働いて
いたのを知っていた。だったらどうして彼はそんな疑わしい詐欺行為
に従って行動したのだろう。兄弟愛によるものだ。……麝香の交換か
ら生まれた心の一致。男鹿が牝鹿を見る目。牝鹿を捕まえたあとに起
こるやさしい蔑視の感情。
（Des. 37）
シェイクスピアのオセローは恐ろしい罪を犯した後、イアーゴーが罠にか
けた理由を自分の副官であったキャシオーに聞いてもらうが、イアーゴー
は「なにを聞いてもむだだ、わかってるだろう、わかってることは」（Oth.
5.2.300）と答え、二人の関係は明らかにされず謎のままである。しかし
モリスンは、オセローはイアーゴーの不正、破滅行為のすべてを知ってお
り、かつデズデモーナとキャシオーが不倫の関係にあるというイアーゴー
の嘘も知っていたと解釈し、またオセローとイアーゴーの二人は兄弟の契
りを結び、同じ心と同じ匂いをしていたと斬新な解釈をしている。さらに
モリスンはオセローのイアーゴーへの態度は牝鹿に対する牡鹿のような思
いやりであり、オセローはイアーゴーの自分への倒錯した愛を知った時、
彼に対しやさしい蔑視の感情を抱いたと言う。オセローは妻のデズデモー
ナを愛しているが、また同時に戦友のイアーゴーに「兄弟愛」を抱いてい
る。デズデモーナが「愛の言葉は男が公の場で話す秘密の言葉の裏にある
隠された言葉と比較すれば些細なものだ」
（Des. 37）と言うように、戦場
で結ばれたオセローとイアーゴーの秘密の言葉はオセローとデズデモーナ
の愛の言葉よりも強い。オセローはデズデモーナを愛しているのに、なぜ
嘘と知りつつイアーゴーを信じてしまったのか。それはイアーゴーがオセ
ローを陥れるために彼の致命的な弱点を言葉巧みに突き、
「同じ国［ヴェ
ニス］の、同じ肌の色［白］の、……それ［結婚］を受けるのが自然の情
じゃありませんか――フーッ！ そういう人［デズデモーナ］には汚らわ
しい欲情の臭いがする」
（Oth. 3.3.232-34）とオセローに言ったように、
デズデモーナが黒人のムーア人をいつまでも愛し続けるはずがないとオセ
ローに思い込ませたからだ。オセロー自身も「おれの肌の色が黒いため
に、……あの女［デズデモーナ］は離れていった」（Oth. 3.3.265-69）と、
イアーゴーの言うことを真に受けている。
オセローはイアーゴーと一緒に少年が見ている前で老婆をレイプし、二
人は「お互いの楽しみ」
（Des. 38）を確認したとデズデモーナに告白する。
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デズデモーナはオセローのおぞましい告白に強い衝撃を受ける。彼女はオ
セローの行為を許すことはできないが、
「あなたを愛することはできるし、
あなたと関わって行くことはできる」
（Des. 39）と言う。オセローとイ
アーゴーのグロテスクな行為と「兄弟愛」を知った時、デズデモーナが
陥った混乱状態は、美しい金髪であると思っていたものが地獄のように黒
く、 夜 の よ う に 暗 い と 知 っ た 時 の シ ェ イ ク ス ピ ア の『 ソ ネ ッ ト 集 』
（Sonnets, 1593-1609）に登場する詩人（the Poet）が陥った狂乱「私はた
えず不安にさいなまれて錯乱している」
（Son. 147.10）に相通じる。しか
し、デズデモーナのオセローへの愛は彼女が「誰かを愛するということは
利益に基づいて収穫することだと思っていたの？
腐った果実を捨てることだと思っていたの？

熟した果実を選んで、

愛は完全で純粋で恐れを知

らぬもの」
（Des. 39）と言うように、詩人と同じく不変である。シェイク
スピアの戯曲『トロイラスとクレシダ』
（Troilus and Cressida, 創作年

1601-02, 初演1602）の中で、トロイのトロイラスとクレシダは変わらぬ
愛を誓うが、クレシダは捕虜交換でギリシャ側に引き渡され、敵の将軍ダ
イアミディーズ（Diomedes）に求愛されると、トロイラスを捨てて彼に
のりかえる。クレシダにとっては、昨日の愛は昨日の真実、今日の愛は今
日の真実だからだ。しかし、デズデモーナはクレシダとは異なり、愛は打
算ではないときっぱり答える。デズデモーナがオセローに誓った愛は詩人
が「事情が変わればおのれも変わるような愛、相手が心を移せばおのれも
心を移そうとする愛、そんな愛は愛ではない。とんでもない。愛は嵐を見
つめながら、揺るぎもせず、いつまでも、しっかと立ち続ける燈台なの
だ」（Son. 116.2-6）と言うように「しっかと立ち続ける燈台」の如く決し
て変わらぬ愛である。詩人が美青年（the Young Man）の裏切りを知って
もなおかつ愛の真実を捨てようとはしないように、デズデモーナも偕老同
穴の契りをオセローと結んでいるのである。
５．私の間違いはあなたのその心に真の姿以上のものがあると
信じたことだわ
デズデモーナはオセローと「死後の世界」で「再会」し、自分の無実を
信じてくれなかったオセローに対して「私の間違いはあなたの心に真の姿
以上のものがあると信じたことだわ」
（Des. 39）と言う。デズデモーナは
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オセローと結婚した理由を「その心にオセローの真の姿を見たからこ
そ……妻となった」と公爵やブラバンショーの面前で言ったが、それは間
違いであったと認める。デズデモーナはヴェニスの封建的な父権社会に辟
易し、オセローと駆け落ちをしたものの、夫の異邦性はその肌の色だけで
あることに気づくのである。デズデモーナがそう言うと、ロ キ ア・ ト ラ
オ レ（ Rokia Traoré, 図 2 ）は 西アフリカのフォークソング「ディアン
ファ」の中で、
「おれから離れないでくれ」
（Des. 40）とオセローの心情
を歌う。オセローは罪のないデズデモーナを殺してしまったので、彼女に
捨てられはしないかと不安を感じ、彼女がいくら「愛は完全で純粋で恐れ
を知らぬもの」と言っても、トラオレは「いま、おれは捨てられて無価値
なものになるんだ」
（Des. 41）とオセローの苦しい胸の内を歌う。オセ
ローはデズデモーナに捨てられ、存在価値をなくし、地獄か煉獄に行くの
ではないかという不安を抱いているのではないか。
『デズデモーナ』第10章は主としてオセローとデズデモーナの対話の場
面であるが、キャシオーが途中から二人の対話に割り込んでくる箇所もあ
る。オセローがデズデモーナに「私がおまえを殺したことをどうして否定
したのだ」
（Des. 50）と尋ねると、デズデモーナは「あなたは私を殺して
などいない。あなたはあなた自身を殺したのよ。私があなただと信じてい
た人は私の手から離れてしまった」
（Des. 50）と答える。オセローが、お
まえの信じるオセローとは誰なんだと尋ねると、「私のオセローは嘘とわ
かっていることを信じるような人ではない」
（Des. 50）と答える。オセ
ローはデズデモーナが理解できず、またデズデモーナもオセローを誤解し
ていた。なぜならば、ジャック・ラカンの自己意識の概念を援用すれば
「《私は夫を愛しているのだ》と確信すればするほどオセローは《妻は私を
愛していない》と思わなければならない。夫の中にそれだけ強く疑いを起
こさせる」
（新宮 205）からである。デズデモーナは「あなたは嘘を信じ
たのです」
（Des. 51）と言う。彼女はその心にオセローの真の姿を見たか
らこそ妻となったが、オセローはイアーゴーの嘘を信じてしまった。オセ
ローがイアーゴーの嘘を嘘と知りつつ信じたのは、イアーゴーがオセロー
のコンプレックス、すなわち彼の人種問題に言及したからではないか。シェ
イクスピアのオセローはイアーゴーが「同じ国の、同じ肌の色の、……」
と彼の致命的な弱点をつくと、彼は「おれの肌の色が黒いために、……あ
の女は離れていった」とイアーゴーの言うことを信じ、彼女を殺害してし

トニ・モリスン『デズデモーナ』におけるシェイクスピア『オセロー』表象の変遷
――オセローとデズデモーナの不運な関係を中心に
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左から、ロキア・トラオレ（サラン役と歌）
、ナバ・
ア ミ ナ タ・ ト ラ オ レ（Naba Aminata Traoré, コ ー ラ
ス ）、 ビ ン ト ウ・ ソ ン ブ ノ ウ（Bintou Soumbounou,
コーラス）、ファティム・クヤテ（Fatim Koyaté, コー
ラス）、マーヴェル（舞台手前の女性、デズデモーナ
役）。セラーズ演出『デズデモーナ』
、ブリュッセル、
KVS ロイヤルフランドル劇場、2011年。“Desdemona
directed by Peter Sellars, Text by Toni Morrison, Music
by Rokia Traoré 29 May 2011, Koninklijke Vlaamse
Schouwburg – Royal Flemish Theatre, Brussels.”（Photo
by Ruth Walz）. Web. Oct. 12, 2020.

まう。そこにオセローの人種に対する苦悩の深さがある。モリスンはオセ
ローがイアーゴーの嘘を知りながらもデズデモーナを殺したのは、人種問
題もあるがオセローには、自分とデズデモーナとの愛の絆よりも、自分と
イアーゴーとの「兄弟愛」の絆の方がより勝ったからと思っているのでは
ないか。
『ソネット集』の詩人と美青年とあやしい色香につつまれた黒い貴婦人

the Dark Lady をめぐる屈折した泥沼の三角関係はイアーゴー、オセロー、
デズデモーナの三角関係を想起させる。モリスンは、戦友として強い絆で
結ばれているイアーゴーとオセローはホモソーシャルな関係にあると解釈
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し、シェイクスピアのイアーゴーは「このおれもあの女には惚れている」
（Oth. 2.1.272）と言うように、デズデモーナが大好きである。三人の屈折
した関係は『ソネット集』144番にも描かれている詩人と美青年と黒い貴
婦人の関係と表面上は似ているが、デズデモーナは黒い貴婦人と異なり、
イアーゴーと性的な関係はない。シェイクスピア劇で、デズデモーナと対
極にある女性はおそらくクレシダであろう。なぜならば、クレシダの「女
はくどかれるうちが天使、男のものになったらおしまい、……」
（Tro.

1.2.291-92）と言う打算的な台詞に明らかなように、クレシダは状況が変
われば愛を誓ったトロイラスを平気で捨てて、敵方のダイアミーディーズ
に言いよることができる計算高い女であるからだ。しかし、デズデモーナ
の愛はオセローとイアーゴーの関係を知っても「完全で純粋で恐れを知ら
ぬもの」すなわち、北極星の如く微動だにしない本当の愛である。
Ａ・Ｃ・ブラッドリー（A. C. Bradley, 1851-1935）やＪ・ドーヴァー・
ウィルソン（J. Dover Wilson, 1881-1969）やヘレン・ガードナー（Helen
Gardner, 1908-86）らによれば、シェイクスピアのオセローは自分の非を
認めて武人らしく自刃し、ムーア人につきまとう「野蛮」さを払拭し、英
雄性を取り戻したヒロイックな人物とされている。しかし、モリスンはオ
セローを英雄ではなく、イアーゴーと共に子供の見ている前で老婆をレイ
プし、互いの喜びを共有する、目にするのも恐ろしいシェイクスピアの
『タイタス・アンドロニカス』
（Titus Andronicus, 創作年1593-94, 初演
1593） に 登 場 す る「 野 蛮 な ム ー ア 人 」（Tit. 2.3.78） で あ る エ ア ロ ン
（Aaron）に似た人物に造形している。エアロンはイアーゴー的悪役であ
るからだ。ジークムント・フロイト（Sigmund Freud, 1856-1939）の理論
に則れば、オセローはイアーゴーを映し出す、言わば「鏡の機能」を果た
しているとは言えないか。
オセローはイアーゴーの悪意の動機・策略を初めから知っていて、二人
は「堅い友愛」で結ばれていたとモリスンは斬新な解釈をしているが、こ
れはモリスンの『オセロー』の修正的な読みである。オセローはイアー
ゴーの嘘、不正、破滅行為のすべてを知っていた、二人は兄弟の契りを結
び親密な関係であったとモリスンは従来の解釈とは異なる新しい解釈をし
ている。シェイクスピアのデズデモーナは首を締められてもいまわの際に
「私のやさしい主人によろしく」
（Oth. 5.2.126）とエミリアに言い残して
亡くなり、モリスンのデズデモーナはイアーゴーとオセローとの「兄弟

トニ・モリスン『デズデモーナ』におけるシェイクスピア『オセロー』表象の変遷
――オセローとデズデモーナの不運な関係を中心に
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愛」を知っても、二人がそろって老婆をレイプしたことを知っても、なお
以前と変わらずに彼を愛し続ける。
イアーゴーの悪意の動機について、なぜサミュエル・テイラー・コール
リッジ（Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834）をはじめ白人を中心とする
多くの欧米の批評家はイアーゴーの悪意の動機に気づかなかったのか。そ
れ は『 青 い 眼 が ほ し い 』 の 中 で、 英 国 貴 族 の 血 を 引 く ソ ー プ ヘ ッ ド
（Soaphead）がイアーゴーの黒人オセローへの性的倒錯に気づかなかった
ように（BE 134）
、白人が黒人に同性愛的欲望など抱くはずはないという
白人の「思いこみ」やヨーロッパ中心の学問につきものの誤解がイアー
ゴーの動機の発見を困難にさせたのではないか。
オセローはデズデモーナに「おまえに対する愛は深い理性からであっ
た」（Des. 54）と言った。「深い理性」とはデズデモーナのオセローに対
する「真の愛、アマゾンの愛」
（Des. 37）とはまったく異なる。デズデ
モーナの愛はオセローとイアーゴーのような「耳に快い言葉や男同士の間
で分かち合う秘密に基づくもの」
（Des. 37）
、すなわちこそこそした「倒
錯した愛」ではなく、心からの本当の愛である。デズデモーナがオセロー
にイアーゴーがいなくても「わたしたちは二人きりで無敵にもなれたので
す」（Des. 54）と過去を振り返れば、オセローは「もう遅いのか」
（Des.

55）と尋ねる。デズデモーナは「遅いということは死後の世界では意味
がありません。ここでは英知の可能性しかありません」（Des. 55）と答え
る。最後にデズデモーナが「死後の世界」では「私たちはいかによく愛し
合っているかによって判断されるだろう」
（Des. 56）とオセローに言い、
「私の高慢、人間であることの私の愚かな尊大さが私をうんざりさせる。
これが多くの不運の元なのだ」
（Des. 57）と言って幕は降りる。『デズデ
モーナ』の冒頭で、デズデモーナは「両親は間違っていた。制度のことは
よく知っていたが、私のことは知らなかった」
（Des. 13）と言い、第 5 章
では「私は自尊心を求めます。ママ……私は自己尊厳を求めます。パパ」
（Des. 29）と両親に向かって言った。しかし、そのうぬぼれが仇となり、
両親を、バーバリー／サランを、エミリアを、オセローを不運なデズデ
モーナの道連れにしてしまったと嘆く。さらに、彼女は天真爛漫で無垢な
ために、オセローに嫉妬心を起こさせ、またイアーゴーに邪心を抱かせ、
キャシオーに誤解を与えたことにうんざりする。デズデモーナは自分の尊
大さが多くの不幸の原因なのだと自分の人生を総括するのである。
『オセ
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ロー』のヒロイン、
デズデモーナはシェイクスピアの戯曲『リア王』
（King

Lear, 創作年1605, 初演1605）のヒロイン、コーディーリア（Cordelia）に
似ている。なぜならば、デズデモーナと同じくコーディーリアは心地よい
返事を期待していたリア王に「言うことは何も」（Lear 1.1.82）と冷たく
答えたからだ。コーディーリアの実直な物言いが、リアを立腹させ、彼女
の不運を招いたとも言えるからである。
６．終わりに
シェイクスピアのオセローは無実のデズデモーナを殺すという恐ろしい
罪を犯したが、モリスンのデズデモーナは「あなたはオセローを殺したの
よ」と言う。それに対し、オセローは「おまえはおれを愛したことはな
かったのだ。おまえはおれという概念、国のために人を殺し、国のために
死ぬ異国情緒豊かな外国人を空想しただけだったのだ」（Des. 50）と答え
る。オセローはイアーゴーと強い絆で結ばれているために、嘘と承知しな
がらもイアーゴーを信じ、デズデモーナを絞殺してしまった。イアーゴー
がオセローのコンプレックスの原因であるデズデモーナとの人種の違いを
陰険な言い回しで突いてきたからだ。イアーゴーがデズデモーナとキャシ
オーとの不倫をでっち上げたのは、オセローを破滅させデズデモーナを自
分のものにし、キャシオーも破滅させ自分が副官になろうとしたからだと
思う。しかし、デズデモーナはオセローに殺害されようとも、オセローへ
の愛は『ソネット集』の詩人と同じく永遠に不変である。モリスンはシェ
イクスピアのデズデモーナ――最も聡明で、霊感をうけたような、完璧な
創造物――はオセローと共に新しい世界を作ろうとしてあらゆる社会的な
規範に挑んだと捉え、ト ラ オ レ が 歌 う「 デ ィ ア ン フ ァ」 や ジ ュ ゼ ッ
ペ・ヴェルディ（ Giuseppe Verdi, 1813-1901）の歌劇『オテロ』（Otello,
1887）で歌われる「柳の歌」や叙情詩を背景に、『オセロー』の理想的
な読み方と修正的な読み方に挑戦したのである。
以上見てきたように、アフリカ系アメリカ人のモリスンはブラック・
フェミニストとして、人種・民族差別と性差別の双方を見渡す独自の見地
に立ち、周縁化された黒人の現実を見据え、多くの作品を著した。本稿で
は、ブラック・フェミニズムのパラダイム創出をめざしたモリスン『デズ
デモーナ』におけるシェイクスピア『オセロー』表象の変遷について、オ
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セローとデズデモーナの関係を中心に、ジェンダー、性別、セクシュアリ
ティ、ポストコロニアリズム、真実の愛、兄弟愛の視点から考察した。
＊本稿は2020年 9 月 4 日に開催される予定であった日本英語文化学会全
国大会（明海大学浦安キャンパス）の大会予稿集に掲載された原稿に加
筆修正を加えたものである。
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bad）plus “daímon（δαίμων）”（deity, divine power, guiding spirit, tutelary deity）which
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イザベル・アーチャーの目
川口淑子
Abstract

Isabel Archerʼs Eyes
KAWAGUCHI Toshiko
The time Henry James wrote The Portrait of a Lady saw people trying to deﬁne
the eyesight on scientific, philosophical and sociological basis. In this story, to
indicate the protagonist Isabelʼs development, stress is put on her ability to judge that
improves over time. Isabel comes to ﬁnd the right way of seeing as if equipped with
excellent detectiveʼs eyes: she doubts what her eyes catch and at the same time
understands more than what her eyesight allows.
James employs limited views and peculiar situations to dramatize this story.
Being cut loose from her hometown, the American girl is placed in Europe, just as
game players are imported into an unfamiliar world. This storyʼs title ʻThe Portraitʼ
invites the reader to observe Isabel and for the emphasis on the experience of seeing,
the readers realize that they are experiencing the act of watching themselves.

キーワード：ヘンリー・ジェイムズ、ヴィクトリア朝、
『ある婦人の肖像』

Keywords: Henry James, Victorian age, The Portrait of a Lady
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１．視覚を尊重しながら疑う
ヴィクトリア朝時代は、医学や生理学が発展するのと同時に、不可思議
なテーブル・ターニングにも人々の関心が寄せられ、人間の視覚や理解力
がこれまでになく問われていたと言える。ヘンリー・ジェイムズの初期の
代表作と呼ばれる『ある婦人の肖像』
（The Portrait of a Lady, 1881）には、
この関心に応えるという一面がある。本論では、この作品の主人公の視線
がどのように設定され、読者の視線がどのように誘導されているのかに注
目しながら作品を読む。
この作品の主人公イザベル・アーチャーは、未熟で自由奔放なデイ
ジー・ミラーが、もう一度アメリカから抜け出してヨーロッパに挑戦して
いるという印象も抱かせるが、
「肖像」というタイトルが示すように、背
景となるイザベルを取り巻く世界の中に彼女がどう収まるのかが作品の重
要な部分だと言える。環境になじまないデイジー・ミラーとは対照的に、
イザベルは適切に見ることを学ぶことで、ヨーロッパの中に居場所を見つ
けるようになる。同じように不幸な結末を迎えるデイジー・ミラーとイザ
ベルには重要な違いも多く、その一つは、イザベルが最後に自ら自分の未
来を選択することである。この決断の直前には、イザベルは以下の場面で
幽霊を見ている。

He told her, the ﬁrst evening she ever spent at Gardencourt, that if she
should live to suﬀer enough she might some day see the ghost with which
the old house was duly provided. She apparently had fulfilled the
necessary condition; for the next morning, in the cold, faint draw, she
knew that a spirit was standing by her bed.（418）
この幽霊は、イギリスに来たばかりの世間知らずのイザベルには見るこ
とができなかったが、彼女が苦難を知ってから見ることを考えれば、読者
に恐怖心を抱かせるために使われるのではなく、イザベルの認識力の変化
を読者に示すためにある。イザベルが見る幽霊の意味は、まだアメリカ
にいた頃のイザベルとタチェット夫人との次の会話にヒントが隠されて
いる。
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ʻI donʼt see what makes you fond of it; your father died here.ʼ
ʻYes; but I donʼt dislike it for that,ʼ the girl rather strangely returned. ʻI
like places in which things have happened – even if theyʼre sad things. A
great many people have died here; the place is full of life.（
ʼ 34）

ヴィクトリア朝時代に現実の生活や小説の中で目撃される幽霊は、目の
錯覚である可能性、精神的な問題から来る幻覚の可能性の他、カーライル
のような思想家から見ると、心の目で物理的には見えないものを見ている
可能性などが考えられた。そのため、合理的な分析、通俗的な興味が交差
したところに生まれた存在であり、当時の認識の問題と深くかかわってい
ると言える。作品の中の幽霊の在り方は作者が人の理解力をどう考えてい
るのかを示すことにもなるだろう。
ウォルター・スコットは、幽霊の存在を現実的なもののように明確に作
品の中で描いてしまうと緊迫感が損なわれると1820年代に早くも述べて
いるが（Scott 62）
、ジェイムズは幽霊の存在の疑わしさに光を当てただけ
でなく、主人公の状況を見る目がどの程度育ったのかを知る尺度として幽
霊を登場させる『ある婦人の肖像』では、幽霊が実在するか否かの問題を
超えたところで作品が成り立っていると言える。言い方を変えると、ジェ
イムズは幽霊を登場人物の性質を描くために利用するという立場の作家だ
と考えられる。
ヴィクトリア朝時代の視覚や人間の理解力を探偵小説の探偵の観察眼か
ら考察したスマジェクは、ポーやコナン・ドイルの名探偵が目に見える状
況を重視しながらも、常識や偏見にとらわれている可能性のある視覚は盲
目的に信じることなく推理を行う点に注目し、探偵小説は当時の視覚の問
題と深く関連していることを見抜いている（Smajic 73）。一般に『ある婦
人の肖像』は、イザベルのビルドゥングス・ロマーンであり、探偵小説だ
と考えられることはまずないが、莫大な財産を手に入れたアメリカ娘がど
うなるのか、謎が多いマダム・マールやオズモンドの正体はどんなものか
など、作品中には読者の推測を誘う問題がいくつも用意され、作品はその
謎解きとともに進んで行く。
ただし作品の中では、合理的な分析を重視するか、想像力を働かせ、そ
こにないものを見るかのどちらかを推奨しているわけではない。この作品
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で最も巧妙な支配者であるオズモンドは、マダム・マールが行きすぎないよ
うに作品終盤の以下の場面では、洗練された偽善者らしい忠告をしている。
ʻYou always see too much in everything: you overdo it; you lose sight of
the real. Iʼm much simpler than you think.ʼ（337）
オズモンドの言葉は、探偵の目は通常幽霊を見ないことを思い出させる
が、「世界そのもの」と呼ばれ、優れた状況の読み手でもあるマダム・
マールの行動に向けられた言葉は、テキストを読む際に、どの深さが適切
なのかに注意を向けさせもする。
直感の瞬間を描くジェイムズらしい場面としてよく取り上げられる、オ
ズモンドとマダム・マールの親密さにイザベルが気づく場面では、イザベ
ルは、月並みな判断力を超えた名探偵の分析を思わせるような判断を行
う。親密さが疑われる問題の二人は言葉少なく、オズモンドが椅子に座っ
ているにもかかわらず客であるマダム・マールがなぜか椅子に座っていな
いことをヒントに、イザベルの洞察力が動きだし、不幸な結婚の後、損な
われていたイザベルらしい知性が回復する兆しを見せることになる。ここ
では、人物の価値と適切な観察眼の有無が結びつけられている。
イザベルにとってのオズモンドは単なる加害者であるだけでなく、巧妙
な敵であり、シャーロック・ホームズとライバルのモリアーティのよう
に、どちらがより優れた判断力を持ち、状況を支配するのかを競う対立関
係にあると考えることができる。とりわけ、パンジーのロード・ウォーバ
トンとの縁談の際には、イザベルとオズモンドは巧妙な頭脳戦と言える対
立を見せ、二人の対立は、型の対立という様相も帯びる。オズモンドとは
比べ物にならないほど莫大な財産を持つイザベルは、夫と観察眼や分析力
で競い合っていると言える。
２．異世界の中の主体
ジェフリー・ムアは、
『ある婦人の肖像』の導入部分の視覚的効果に注
目し、チューダー様式のカントリー・ハウスから芝生の庭が緩やかに下り
坂を描き、庭にいる三人の人物が初めは遠くから描かれ、次にクローズ
アップされて主人公のイザベルの話題に入っていく手順が、映画のズーム
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インのようだと捉えている（Moor 8）
。作品のタイトルによって、ある女
性を描くと予告しているこの作品は、ムアが指摘するように、視覚を重視
した描き方を取り入れているが、それは最初の場面に限らず、イザベルと
いうアメリカ娘がヨーロッパという背景とどういう位置関係にあるのかを
見せるのが、この作品のテーマ、表現方法の両方である。
デイジー・ミラーは家族旅行でヨーロッパを訪れるが、アメリカでは一
人で読書していることが多かったイザベル・アーチャーは、家族を伴わず
異質な存在としてヨーロッパに飛び込むことになる。イギリスに親戚がい
るとはいえ、基本的には見知らぬ国で単独で冒険に挑むこの状況は、注目
に値する。ある人物の行動を客観的に捉え、スケッチするように描くとい
う前提で進むこの作品では、イザベルという個人、換言すると主体とその
背景の関係が常にトレースされ、この関係がどうあるかによって、彼女の
価値が示唆されている。
ゴシック的な風景とゲームの関係を分析した A・ダベンポートは、ゲー
ムでは、プレイヤーは、スコア獲得とは別に、ピクチャレスクな景色を楽
しむ18世紀の旅行（picturesque tourism）のように景色を体験することが
重要な部分だと適切に指摘する（Davenport 90-91）。ゲームのプレイヤー
は、日常的風景とは縁を切った場所で意識的に自分の行動を選択すること
により主体の感覚（sense of agency）を得ることになるが、この状況や感
覚は、作品の冒頭で自分が求めるのは幸せではなく、体験だと伝えるイザ
ベルを思い出させる。
慣れ親しんだ世界とは異なる環境に外国人として飛び込み、自分という
存在を周りの人間との違いから認識するという設定は、イザベルの体験を
理解する際にも鍵となる。アメリカで読書を通して知った小さな世界から
抜け出し、ヨーロッパに乗り込んで未知の文化に触れようとするイザベル
の状況は、ゲーム・プレイヤーの置かれた状況に近く、目にするものと自
分の関係を問い、自分自身の在り方を考えせざるを得ない環境が用意され
ていると言える。
イザベルのヨーロッパ旅行には、代理旅行という一面もある。いとこの
ラルフは、知的ではあるが病弱で行動は制限され、その父のタチェット氏
は高齢のため足が弱く、身体的な自由も感覚の鋭さも失われている。タ
チェット親子は、イザベルに出会う前に、二人の体験を代行できる彼女の
登場を読者に期待させるかのように、次のように話す。
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ʻAre you cold?ʼ the son enquired.

The father slowly rubbed his leg. ʻWell, I donʼt know. I canʼt tell till I
feel.ʼ
ʻPerhaps someone might feel for you,ʼ said the younger man, laughing.（6）
二人のタチェット氏の莫大な遺産を受けてヨーロッパで様々な体験をし
ようとするイザベルは、自分の感覚を自分と恩人のために使うことにな
り、一種のアバターとしての役割を担う。
３．善意を毒に変える
『ある婦人の肖像』の不幸な結末は、1881年の出版時から現代まで、多
くの読者を当惑させてきた。イザベルが信用ならない夫のオズモンドのも
とへ帰ると決心するのは、義理の娘パンジーとの約束を守るため、あるい
は結婚という制度を尊重するためなど、様々な理由が考えられてきたが、
この結末は何より自由を求めたイザベルが不自由の身となる失敗を意味す
るという印象を与える。しかし、主人公の目指すもの、あるいは作者が主
人公に与えようとしたものが、物を見る目であるなら、物語は、失敗の物
語には終わらないことになる。イザベルはオズモンドに利用されたと見る
のが一般的な解釈だが、彼女は理解力を得るためにオズモンドと関わった
と考えるなら、オズモンドはイザベルの成長のためのアイテムに過ぎない。
作品の冒頭、まだ主人公が登場しない場面で、タチェット氏とロード・
ウォーバトンは、庭でお茶を飲みながら、感覚が目を覚ますのは不幸な時
だけだと以下のように語っている。
ʻThe fact is Iʼve been comfortable so many years that I suppose Iʼve got
so used to it I donʼt know itʼ
ʻYes, thatʼs the bore of comfort,ʼ said Lord Warburton. ʻWe only know
when weʼre uncomfortable.ʼ（6-7）
油断ならない夫と暮らすことは、常に感覚を鈍らせないことに繋がり、
初めの段階でイザベルよりはるかに経験豊富で洗練されていたオズモンド
と未熟なイザベルの立場は、最後には対等なものとなっている。従来、敵
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として解釈されてきたオズモンドは、イザベルを成長させるライバルと読
み替えることが可能であるだろう。
デイジー・ミラー、イザベル・アーチャー、ミリー・シールの三人のア
メリカ女性には、ジェイムズのいとこミニー・テンプルの印象が重ねら
れ、作品を超えた共通点がある。しかし、三人の中でイザベル・アー
チャーは、独立心が強く頑固なため人間的な魅力に欠けると批判されるこ
とが少なからずある。作品の結末でイザベルが悪意のある夫の元に戻るこ
との意味を再考するなら、このイザベルの性格も含めて考える必要がある
だろう。
過剰なほどに洗練されているが、形ばかりで中身がないと言われるイザ
ベルの夫オズモンドが最も嫌うのは、判断力や、思い通りに動かせない頑
固さを持つ人間だが、イザベルはまさにこの二つを持ち合わせている。そ
のため、彼女が夫のもとに帰ることは、単純に夫に従うことではなく、オ
ズモンドが苦手とするものを持ち込むことでもあり、二人の勝敗は単純に
は決めることができない。
この作品で最大の皮肉は、イザベルに自由を与えるために莫大な財産を
ラルフが贈与するせいで彼女が財産目当ての悪人に捕まることであり、い
わば善意が不幸を呼び込むことである。ジェイムズの作品の中で善意が単
純に良きものとして届かない印象的な例は、晩年に書かれた『鳩の翼』
（The Wings of the Dove, 1902）のミリー・シールの遺産である。この作品
では、際立った善意が策略を練る二人の強い結束を壊してしまうことにな
るが、『ある婦人の肖像』よりずっと後に書かれた『鳩の翼』の例とラル
フの変質する善意には共通点があり、イザベルの最後の選択も彼女の単純
な善意や敗北を意味するのではなく、武器を手に入れての帰還という毒を
含んだ善意を思わせる。
４．小説の壁
ジェイムズは、あえて人間の限られた視野を小説に取り入れた作家とし
て知られるが、イザベルが最終段階で直面する壁は、彼女の個人的な失敗
を強調するというより、人や作品の限界を表現していると考えることがで
きる。イザベルの物語は、ヨーロッパに憧れても病身のため渡航できな
かったジェイムズのいとこミニー・テンプルをモデルとしていることを思
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い出すなら、イザベルが夫に拘束されることは、ミニーの不自由さの表れ
でもあり、彼女の願いを実現しようとする作品では、主人公はどうあがい
ても理想に出会うことがなく、作品の外の現実の世界にも出られないとい
う限界が示されている。
ピーター・ローリングスは、この作品をイザベルの幻想の物語として捉
え、幻想である理想の外にある現実と接触することは、作者にとっても、
作中人物にとっても幻滅や死を意味する危険な行為だと見る（Rawlings

73）。ローリングスの言う幻想と現実の間の境界線の一つは、作品という
枠とほぼ一致すると言える。この作品は、作品の枠以外にも、アメリカと
ヨーロッパ、あるいは素朴な人間と悪意があっても洗練された人物などの
間の境界線をクローズアップし、置かれた状況の中でイザベルがどう振る
舞うことができるのかに読者の注意を向けさせている。
しかし、視野が制限されることで作品が単純化されるわけではない。イ
ザベルという主人公を置くことで視点の一つは作品内に設定されている
が、R・ノーマンが指摘するように、ジェイムズは、対立するグループの
両方を同時に応援する傾向があり（Norrman 115）
、単純な上下関係や優
劣は成り立たなくなる。この作品の中では、オズモンド以外に、善悪の分
離を難しくする存在としてはオズモンドの娘のパンジーがある。彼女は悪
人の娘でありながら、悪意は持たず、保護を必要とすることでイザベルか
ら自由を奪うことになり、作品を複雑化させている。
この作品の複雑さは、一つにはイザベルの世界を見る目と読者がイザベ
ルを見る目の両方に注意が促されていることにある。この作品の原作と
キャンピオン監督の映画を比較したナンシー・ベントレーは、原作でも
「ポートレイト」というタイトルが、読者の視線を見る対象であるイザベ
ルに集めているように、映画でも若い女性という典型的な鑑賞対象として
イザベルが扱われていると指摘する（Bentley 127-128）。原作では、彼女
の行動より、彼女の物を見る目が重視されており、読者の観察対象である
イザベルの視線に注意を促し、視線自体の在り方を問うことで、読者は自
分が主人公に向ける視線も意識することになる。
医療や哲学的分析の発達にともない人間の理解力自体も問われた時代
に、ジェイムズがイザベルに求めさせた観察眼、あるいは理解力は、探偵
の目のように、事実を見抜く分析と直感の間にあるものだと考えられる。
最後にイザベルが目にする幽霊は、対象を冷静に観察しつつも視覚自体も
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疑う探偵の目が見る真実を表しているようでもあり、彼女が求めたものが
表面と内実の両方に関わりながらどちらでもないものだと示唆する。作者
の思い入れが深いイザベルの特徴を挙げるなら、若い娘としては知的であ
ること以上に、敵の中に優れた性質を見出し、通常超えられない境界線を
越えようとする性格であるだろう。
本論は、日本英語文化学会第23回全国大会の口頭発表原稿に加筆修正
を加えたものである。
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することを目的とする。
第３条

本会は第２条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
１．大会
２．研究発表会
３．機関誌の発行
４．その他必要と認められる事業

第４条

本会の会員は第２条の主旨に賛同し、
年会費を納入した者とする。
会員は次の三種類とする。
１．一般会員

年会費5,000円を納めた者。

２．賛助会員

本会の主旨に賛同し、これを援助する目的をもっ

て年間10,000円以上を納めた個人、または団体。
３．学生会員

大学学部、または大学院修士課程在籍者で、年会

費2,000円を納めた者。
４．年会費を２年間未納のときは、役員会の認定により退会とみ
なすことがある。また、在外研究・留学１年以上の場合は、
その年の年会費を免除する。
第５条

本会は次の役員を置く。役員の任期は２年とし、兼任及び再任を
妨げない。役員に欠員が生じたときは補充し、前任者の残任期間
とする。
顧問若干名
理事10名程度

会長１名

副会長１名

監事長１名

監事３名程度

会計１名

会計監査２名

編集長１名

編集委員10名程度

１．顧問は役員会で推挙し、総会で承認を得る。
２．会長は本会を代表し、会務を統括する。総会において会員が
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互選する。
３．副会長は本会の会長を補佐し、会長に事故があったときは会
長の職務を代行する。会長が推薦して総会で承認を得る。
４．理事は役員会において本会の運営について協議し、その意見
を具申する。役員会で推薦して総会で承認を得る。
５．監事長は研究発表会の総合的な司会を務める。役員会で推薦
して総会で承認を得る。
６．監事は総会、研究発表会、その他の会務を執行する。役員会
で推薦して総会で承認を得る。
７．会計は本会の金銭の収支を執行し、総会において収支決算を
報告する。役員会で推薦して総会で承認を得る。
８．会計監査は本会の金銭の収支を監査する。役員会で推薦して
総会で承認を得る。
９．編集長は原稿の収集、査読者への依頼をし、本会の機関誌の

第６条

第７条

第８条
第９条
第10条
第11条

発行を執行する。役員会で推薦して総会で承認を得る。
10．編集委員は本会の機関誌の原稿読み合わせをする。役員会
で推薦して総会で承認を得る。
本会は次の機関を置く。
１．事務局
２．役員会
３．編集委員会
４．総会
５．その他必要と認められる機関
総会は本会の最高議決機関であり、毎年１回会長が召集する。た
だし、会長が必要と認めたとき、臨時総会、役員会、及びその他
の会を召集することができる。
役員会は役員をもって構成し、本会の運営にあたる。
編集委員会は編集長及び編集委員を以て構成し、機関誌の発行を
執行する。
本会の会計年度は４月１日より翌年の３月31日までとする。
本会の会則の改正は総会の承認を経なければならない。
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附則
１．施行細則については別途に定める。
２．本会は昭和47年４月上毛英米文学会として発足し、昭和50年４月
１日ビビュロス同人会として改組され、平成４年７月25日ビビュ
ロス研究会と名称を変更し、さらに発展させて平成10年４月１日
より日本英語文化学会と名称を変更し設立された。
３．この会則は、平成10年４月１日より施行する。
４．この会則は、平成12年４月１日より施行する。
５．この会則は、平成14年９月７日より施行する。
６．この会則は、平成18年９月２日より施行する。
７．この会則は、平成20年９月13日より施行する。
８．この会則は、平成22年９月４日より施行する。
９．この会則は、平成26年９月12日より施行する。

10．この会則は、平成28年９月９日より施行する。
事務局
〒279-8550 千葉県浦安市明海１
明海大学

管理研究棟1718

中井延美研究室
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役員一覧

任期：2019年 4 月 1 日〜2021年 3 月31日

顧

問

高山信雄

会

長

中井延美

副会長

渡辺宥泰

理

上石実加子 朝川真紀

石和田昌利 大野直美 加藤英治

川口淑子

佐々木隆

清水純子 錦織裕之

町田成男

水野晶子

三幣友行 宮本正和

落合真裕

須永隆広

亦部美希

事

日中鎮朗
監事長

錦織裕之

監

事

岩崎宏之

会

計

三幣友行

田中保

市川仁

岸山睦
＊

会計監査

尾形重政

学会誌編集長

日中鎮朗

学会誌編集委員

上石実加子 朝川真紀

大野直美

小野雅子 (a) 川口淑子

佐々木隆

染谷昌弘

原隆幸

会報編集長

清水純子

会報編集委員

松山博樹

＊2020年 3 月31日まで

大野直美

白鳥義博

本間章郎
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日本英語文化学会学会賞・新人賞内規
平成24年12月22日制定
平成24年12月22日施行
第１条

本内規は、日本英語文化学会（以下本学会）が、本会員のより一
層の研究・実践活動を奨励し、本学会の質的向上をはかるため、
会員の顕著な研究・実践活動等の業績に対し顕彰をおこなうため
に関わる事項を取り決めたものである。

第２条

名称は、「日本英語文化学会学会賞」
（以下「学会賞」
）と「日本
英語文化学会新人賞（以下「新人賞」
）とする。
（１）学会賞
・本学会個人会員で、本学会が目指す日本英語文化全般にお
いて顕著な学術貢献をした者。
・受賞対象となる業績は、本学会が扱う研究領域に関する実
証的・理論的研究を含む学術書、論文を対象とする。
（２）新人賞
・本学会個人会員で、本学会が目指す日本英語文化全般にお
いて顕著な学術貢献をした者。
・受賞対象となる業績は、本学会が扱う研究領域に関する実
証的・理論的研究を含む学術書、論文を対象とする。
・原則として、推薦時に特段の事情のある場合を除いて、40
歳以下の者を対象とする。
・共同研究の場合も、推薦時に特段の事情のある場合を除い
て、40歳以下の者を対象とする。
（３）各賞の受賞対象は、前年の４月１日より３月31日までに発
表されたものとする。

第３条

学会賞・新人賞の受賞者にはその栄誉を祝し、
表彰状を授与する。

第４条

受賞対象となるものが、他学会等で受賞している場合でも、受賞
候補となることができる。

第５条

共同研究等の場合は、学会賞・新人賞の受賞対象は本学会会員の
みとする。

第６条

学会賞・新人賞選考のため、
学会賞・新人賞選考委員会（以下「選
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考委員会」
）を設置する。
第７条

選考委員会は、本学会会長、副会長、理事（役員会が３名を推薦
する）
、顧問（２名）計７名で構成される。
（１）学会賞・新人賞候補の推薦者（自薦・他薦）は、下記送付
物と共に３月末日までに本学会事務局へ申請する。
・推薦書（対象者氏名、所属先名、授賞対象研究名、推薦理由、
新人賞にあっては対象者の年齢を明記）
・学会賞・新人賞の対象となっている学術書、論文等
（２）事務局は、推薦者から申請があった場合は各選考委員へ資
料を送付する。
（３）選考委員長は選考委員会を開催し選考を行う。
（４）選考委員長は役員会議で決める。
（５）選考委員は選考過程及び候補者に関する情報の守秘義務を
負う。
（６）選考委員の任期は２年とし、兼任及び再任を妨げない。
（７）選考委員会は、受賞対象が各賞の基準に達しないと判断し
た場合は該当者無しとすることができる。
（８）選考委員会は、必要に応じて本学会会員中から学術的な意
見を聴取することができる。この場合、選考委員会は役員会
に対して聴取者の氏名、所属、専門分野等を報告しなければ
ならない。
（９）事務局は選考委員会の決定を受け、各賞受賞者へ表彰式日
時を通知する。
（10）表彰式は全国大会の総会において行う。
（11）各賞の募集案内は本学会の HP に記載する。

第８条 選考委員長は、全国大会の総会において選考委員会の報告を行わ
なければならない。
第９条

本内規の改定は役員会の議を経なければならない。

附則
施行年における選考については、
第２条第３項にとらわれないものとする。
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『異文化の諸相』投稿規定（2017年３月11日改訂）
１．投稿論文について
（１）未発表のものであり、日本英語文化学会の機関誌にふさわしい
内容のものであること。ただし、すでに口頭で発表し、その旨を
明記している場合は、査読の対象となりうる。
（２）冒頭にタイトル（和英併記）と Abstract（300語以内）をつける
こと。なお、英文原稿と Abstract についてはネイティヴ・スピー
カーのチェックを受けること。また、Abstract のあとに、５個以
内のキーワード（和英併記）を記載すること。
２．応募は、日本英語文化学会に１年以上所属している会員であると同時
に、本会月例会あるいは全国大会で発表した経験があり、年会費の滞
納がない会員に限る。
３．論文は次の長さとする。
（１）和文の場合：A4の用紙。引証資料は含めず15枚以内。横書き、
１枚は40字× 25行（15,000字）
。フォントは MS 明朝体（11 point）
を使用。余白は上下左右30ミリ。
（２）英文の場合：A4の用紙。引証資料は含めず15枚以内。横書き、
１枚は25行。Times New Roman 体を使用（11 point）。余白は上下
左右30ミリ。
４．論文は、メール本文に氏名・連絡先住所・電話番号・メールアドレス
を明記し、著者の氏名を削除した論文を WORD ファイルでメールに
添付して提出すること。なお、WORD ファイルについては、プロパ
ティ情報も削除すること。件名は、
「異文化の諸相 投稿（氏名）
」と
する。また、掲載決定の場合、氏名を明記した論文のデータをメール
に添付して提出すること。
５．書式上の注意
（１）本文から独立した引用は、和文の場合は１字、英文の場合は３
ストローク下げて書き、前後を１行ずつあける。
（２）註および引証資料リストは、原稿の末尾にまとめてつける。
（３）本文内の各章のタイトルと本文の間を１行あける。
（４）人名、作品名などに英文表記をつける場合は、日本語表記の後
にかっこ書きで英語表記を入れ、読点を打ったあとに生没年、出
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版年などを入れる。
（５）本文内は基本的に全角の（

）を用いる（ただし、独立した英

文の引用文の場合は半角の ( ) を用いる）
。
（６）日本語のサブタイトルなどにつける「̶」は、全角のダッシュ
を二つ「̶̶」にする。
（７）本文内における英語の引用文は “ ” で囲む。
（８）引用文の著者が本文内で言及されている場合は、（特に必要のな
い限り）“ 英文引用文 ”（ページ数）で表記する。
（９）引用文の著者が本文内に言及されていない場合は “ 英文引用文 ”
（筆者名 ページ数）で表記する。
（10）ページ数を表すのに pp. はつけない。
（11） 数 字 の 表 記 は1-8, 12-15, 22-34, 102-05, 113-48, 1825-45, 1654-

1725のように表記する。
）に入れず、カンマ・ピリオド・句読点の外に上
付き文字で付す。
（13）英文引用文を一部省略する場合は、半角スペース空けたピリオ
ドを三つ打つ（例：〜 Antigone . . . in the 〜）。文が終わっている
場合は、ピリオドに続けて半角スペースを空けたピリオドを三つ
打つ（例：〜 Antigon . . . . In the 〜）
。
（14）書名はイタリックで表記する。
（15）上記（１）〜（14）以外の書式および引証資料の細部について
は、MLA（最新版）のスタイルに従う。英語学・言語学関係の論
文は、APA（最新版）のスタイルに従う。
６．上記５で指定された書式に従って書かれていない投稿論文は受理され
ない。
７．投稿論文の採否及び掲載時期は、匿名の査読者による審査の上、編集
委員会が決定する。採択されても、編集委員会の決定によって、書き
直しを求めることがある。
８．校正は二校までとする。校正における訂正加筆は、必ず文字上の誤り
に関するもののみとし、内容に関する訂正加筆は認めない。
９．原稿提出締切日：10月４日（厳守）
10．原稿提出先：日本英語文化学会編集委員長
〈jsce_submission@yahoo.co.jp〉
（12）註番号は（
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「会報」
（NEWSLETTER）投稿規定
１．研究ノート

和文2000字、欧文800語程度

２．書評

和文2000字、欧文800語程度

３．その他

和文2000字、欧文800語程度

10月31日
５．応募先
日本英語文化学会会報編集部編集長
〈jesse@jcom.zaq.ne.jp〉
６．応募方法
メール（WORD 形式の添付ファイル）
７．掲載の採否については編集部に一任とする。
４．応募締切

編集後記
『異文化の諸相』第41号をお届けいたします。
皆様のご協力とご支援のおかげで今回も無事に発行することができま
した。
文学関係の２編の論文が収載されています。査読にご協力いただいた先
生方、編集委員の先生方に心より感謝申し上げます。
今年はなんといっても新型コロナウイルス感染症拡大対応の１年間で
した。
この感染症の世界的拡大は今後も記憶に残り続ける未曾有の、歴史的な
出来事でした。大学も基本オンライン授業となり、多くの教員は莫大な時
間と労力を注ぎ込んで対応してきました。本学会も対応した措置を取り、
第41号の投稿論文募集期間も延長措置を行いました。
来年度は新型コロナウイルス感染症拡大が収束することを願ってやみま
せん。それにともなって、本学会活動も常態に戻り、英語文化の様々な分
野での投稿論文がいっそう増えることが期待されます。
今後とも、会員の皆様のご協力・ご支援を賜りたく、どうぞよろしくお
願い申し上げます。

2021年 2 月20日
日本英語文化学会
編集長

日中 鎮朗
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