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『オセロー』における言葉と想像力 
 

和田侑子 

 

序 

『オセロー』（Othello）はシェイクスピア(William Shakespeare)の四大悲

劇の一つである。ムーア人将軍オセローが奸臣イアーゴーの罠にかかり、

潔白の愛妻デズデモーナを殺害する。これが劇の筋である。 

本稿の目的は『オセロー』における「言葉と想像力」の考察である。本

稿の仮説は以下である。「言葉と想像力はオセローとデズデモーナの恋

において重要な役目を果たした。また、その後の悲劇においても重要な

役目を果たした」。この夫婦はどのように恋に落ちたのか。イアーゴーは

どのようにオセローを破滅に追いやったのか。以上二点を言葉と想像力

の観点から考察する。 

 

1. 恋と言葉と想像力 

ここでは、オセローとデズデモーナの恋における言葉と想像力の考察

を行う。言葉と想像力はどのような役割を果たしたのか。結論は以下であ

る。「オセローは自らの半生をデズデモーナに語った。デズデモーナは

オセローの物語に彼の心を見て、彼の心を愛した。オセローはそのような

彼女の心を愛した。オセローが語った物語は、『語り手』オセローを体現

している。オセローの物語は、彼の詩的な心と、その人となりを表している。

そして『聞き手』であるデズデモーナは、彼の物語を理解する想像力を持

つ。想像力を持つからこそ、彼女はオセローのロマンに溢れる物語を理

解し、同情した。このように言葉と想像力が二人の恋において大事な役

割を果たした。この二人は物語を語る、聞くという行為を通じて、互いの

本質を見て、恋に落ちた」。これから、この結論に至る具体的な考察を行

う。 

 

2. 風変りな恋 

オセローとデズデモーナの恋は風変りである。言いかえると、恋におい
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て「物語」が重要な役目を果たしている。他のシェイクスピア劇と比較する

と、その差異がよく解る。例えば『ロミオとジュリエット』（Romeo and Juliet）
のジュリエットの美貌はロミオを惹きつける。『ヴェニスの商人』（The 
Merchant of Venice）のポーシャの美貌も多くの求婚者を惹きつける。結

果として、ロミオはジュリエットに愛され、受け入れられる。一方ポーシャの

求婚者の一人、モロッコ王はその肌の色の為に、裏で彼女に拒絶される。

ポーシャの次の台詞は、明らかに彼の肌の色を嫌悪している。“A gentle 
riddance. Draw the curtains, go. / Let all of his complexion choose me so” 
(2.7.78-79). これにより以下のことが解る。 

普通、男女の恋において、容姿が重要な役割を果たす。しかしオセロ

ーとデズデモーナの恋において、容姿は重要な役割を果たしていない。

その代わりに、物語や同情の心が重要な役割を果たしている。では、重

要な役目を果たしたオセローの「物語」とは「どのような」物語なのか。そ

れを考える際に、デズデモーナの父ブラバンショーの台詞が良い鍵とな

る。 

 

3. オセローの魔術 

ブラバンショーはオセローが娘の心を誑かしたに違いないと、以下のよ

うに罵る。“That thou hast practised on her with foul charms / Abused her 
delicate youth with drugs or minerals / That weakens motion” (1.2.73-75). 
この台詞はある意味正しい。オセローはたしかに「魔術」を使って、デズ

デモーナを魅了した。オセローの自負は以下の台詞に表れている。“Yet, 
by your gracious patience, / I will a round unvarnished tale deliver / Of my 
whole course of love, what drugs, what charms, / What conjuration and 
what mighty magic / For such proceeding I am charged withal / I won his 
daughter” (1.3.90-95). オセローは自分の魔術が何かをよく解っている。

彼の魔術とは「言葉の魔術」である。武人オセローは良き「語り手」であり、

詩人であり、言葉の魔術師である。ではオセローの言葉とはどのようなも

のか。魔術とまで言われる彼の言葉にはどのような特徴があるのか。次は

オセローの言葉について考察を行う。 
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4. オセローの言葉と物語 

ここではオセローの言葉の考察を行う。オセローの言葉を分析し、それ

がどのようにデズデモーナを惹きつけたかを考察する。結論は以下であ

る。「オセローの半生の物語には、デズデモーナを魅了する二つの要素

がある。一つ目はその血湧き肉躍る内容。二つ目はそれを語るオセロー

の言葉そのもの。そして、後者はより彼女を魅了したと考えられる。なぜ

オセローの言葉は彼女を魅了するのか。それは、オセローの言葉が二つ

の要素を体現しているからである。一つ目は、彼の詩的な心。二つ目は、

彼の高潔かつ勇猛果敢な人となり。物語は、この二つの要素がしっかりと

表れたオセロー独特の言葉で語られる。その物語はデズデモーナを魅

了した。彼女は、オセローの物語に彼の心を見た。“I saw Othello’s 
visage in his mind” (1.3.253) という有名な台詞における “his mind” と

は何か。mind は目に見えないはずである。mind とは具体的に言えば、

mind が表れている彼の語った物語のことである。デズデモーナが『オセ

ローの心に彼の顔を見た』というのはつまり『オセローの語る物語に彼の

心を見た』と言いかえられる。簡単に言えば、デズデモーナはオセローの

物語に彼の心を見た。そしてその心を愛した」。この結論に至るまでの考

察をこれから行う。 

まず、オセローの半生の物語 “the story of my life” (1.3.130) につい

て考察する。その内容はほぼ “the battles, sieges, fortunes / That I have 
passed” (1.3.131-132) であり、女であるデズデモーナが決して体験でき

ない内容で、またヴェニスでも経験できない「新世界」を思わせるもので

ある。また本当かどうかわからない不思議なエピソードも含まれている。オ

セローの物語がデズデモーナの想像力に訴えかけ、その好奇心を刺激

したことは明らかである。 

しかし、この血湧き肉躍る冒険譚はデズデモーナが結婚を決意するほ

どのものであろうか。もしこれを普通の軍人が語っていたら、デズデモー

ナは結婚を決意するだろうか。結論から言う。他でもない詩人オセローが、

オセロー独特の言葉で語ったからこそ、デズデモーナは涙を流すまで感

動し、結婚を決意するまでに至ったのである。では、そこまでの力がある

と仮定して、オセローの言葉とはどのようなものなのか、考察する。 
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ではまず、オセローの言葉の魅力を知るために、彼の台詞を分析する。

オセローの言葉にはただの武人の言葉とは思えないほどの詩的な美しさ

がある。トルコ艦隊との海戦後、オセローがデズデモーナと再会した時の

台詞がその一例である。 

 

OTHELLO. It gives me wonder great as my content 
To see you here before me! O my soul’s joy,   
If after every tempest come such calms  
May the winds blow till they have wakened death,  
And let the labouring bark climb hills of seas, 
Olympus-high, and duck again as low 
As hell’s from heaven. If it were now to die 
’Twere now to be most happy, for I fear 
My soul hath her content so absolute 
That not another comfort like to this 
Succeeds in unknown fate.  

DESDEMONA. The heavens forbid  
But that our loves and comforts should increase 
Even as our days do grow. (2.1.181-193) 

 

オセローの台詞を見る。再会に歓喜する彼の激しい喜びがはっきりと表

れている。デズデモーナの短い台詞を見る。彼女がオセローの詩的で情

熱的な言葉に満足しきっているのが解る。彼女の台詞も喜びに溢れてい

る。しかしその長さはオセローの台詞の三分の一もない。デズデモーナ

は劇を通じてほとんど「聞き手」である。彼女はオセローの言葉を受けと

め、味わう。感情を露わにして、言葉で表現するのは常にオセローの方

である。オセローの豊かで詩情溢れる言葉はオセローの心の豊穣を物語

る。 

上記の二人の会話は、劇中には書かれていない二人のなれそめ――

オセローが語り、デズデモーナが聞く――の場面を彷彿とさせる。デズデ

モーナは、オセローの心の表れである、その豊かな言葉で語られる物語

に感動したことであろう。オセローもそれを自負している。“And often did 
beguile her of her tears / When I did speak of some distressful stroke / 
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That my youth suffered” (1.3.157-159). この台詞は単なる事実だけでは

なく、オセローの自分の言葉に対する自負心をも表している。 

ルーク・アレン・バーンハート（Luke Allen Barnhart）はオセローがどの

ようにしてデズデモーナを得たかを端的に述べている。“There is no 
doubt that Othello wins Desdemona over by the power of his own 
imagination, by his skills as a storyteller” (14). バーンハートは重要な指

摘をしている。想像力と「語り手」との密接な関係を指摘している。指摘の

通り、人の心を動かす語りをするには、豊かな想像力が必要である。オセ

ローは上手い語り手である。よって、彼は豊かな想像力を持つと言える。 

 

5. “I saw Othello’s visage in his mind” の意味 

またバーンハートはデズデモーナの “I saw Othello’s visage in his 
mind” (1.3.253) という台詞の意味と、彼女がどのようにオセローに魅了

されたかについて以下のように述べている。 

 

But what does she mean when she says that she “saw Othello’s visage in his 
mind”? Perhaps the line would be more easily deciphered if she claimed to 
see Othello’s visage in her own mind, in a kind of loving contemplation. But 
seeing Othello in Othello’s mind is another matter entirely. One simple 
reading of the line is to say that Desdemona falls for Othello’s intellect; in 
other words, she is able to look past his blackness and therefore his 
unsuitability for her and see the brilliance of his imaginative mind. (15) 

 

バーンハートの分析を簡単に言い換えると以下である。「デズデモーナ

は恋する瞳でオセローを見た。彼の肌の黒さや、不似合いを無視した。

彼の知性に夢中になり、その想像力に富む心を認めることができた」。以

上の解釈はだいたい正しいが、曖昧である。よって、デズデモーナがオ

セローの知性や想像力に富む心を「どこに」見出だしたかを加えた解釈

をする必要がある。そして先ほどの結論に戻る。「デズデモーナはオセロ

ーの物語に、その言葉に、彼の心を見た。そしてその心を愛した」。オセ

ローの言葉には、彼の詩的な心と高潔な人となりが表れている。デズデ

モーナはオセローの物語の内容にも無論魅了されたが、それ以上に彼



 

 
- 43 - 

の言葉に魅了された。彼の言葉に彼の心を見た。そしてその心を愛した。

以上から、オセローとデズデモーナの恋において、言葉と想像力が大き

な役割を果たしたことが解った。次はオセローとイアーゴーの関係におけ

る言葉と想像力を考察する。 

 

6. 罠と言葉と想像力 

ここではオセローとイアーゴーの関係における、言葉と想像力を考察

する。この二人の関係において、言葉と想像力は非常に重要である。な

ぜならこの二つの要素は一つの問いを解く鍵だからだ。「オセローはなぜ

イアーゴーの罠にかかったのか。言いかえれば、なぜイアーゴーはオセ

ローを欺き、破滅させることができたのか」。 

その答えは以下である。「イアーゴーの言葉はオセローに不快で歪ん

だ想像、思考をするように仕向ける力を持つ。そして不快で歪んだ思考

は同様の行動を引き起こす。イアーゴーは自分の手を汚さない。相手に

毒を吹き込み、相手の手を汚させる。イアーゴーはオセローに毒を吹き

込み、オセロー自身が堕落するように仕向ける」。この答えに至るまでの

考察を以下で行う。 

イアーゴーの罠は言葉の罠である。そして罠をかける際、イアーゴー

はオセローの想像力を利用する。フレデリック・トリーニ（Frederick Tollini）
は『オセロー』における想像力について、興味深い指摘をしている。“No 
play of Shakespeare’s displays the tragic power of imagination as forcibly 
and consistently as does Othello. From start to finish, the play is driven by 
[I]ago’s use of imagination to capture and confound the Moor” (196). トリ

ーニは劇中の想像力の働きをしっかりと認めている。それも想像力の悲

劇的な力を認めている。なぜ悲劇的か。想像力の犠牲者が出ているから

である。言うまでもなく、ここでの想像力の悲劇的力の犠牲者はオセロー

である。トリーニはイアーゴーがオセローを捕らえる「ために」想像力を利

用することを指摘している。この指摘は正しい。イアーゴーは言葉を武器

に、相手の想像力を利用することによって罠にかける。それは具体的に

はどのような行為を指すのか。 

言葉を武器に、相手の想像力を利用して罠にかけるとはどういうことか。



 

 
- 44 - 

具体的な内容は以下である。イアーゴーは猥雑な言葉を使い、オセロー

を性的嫉妬と性的妄想で苦しめる。狡猾な言葉でオセローを唆す。オセ

ローの耳に言葉の毒を注ぎこみ、まともな判断を行うのを不可能にする。 

この際重要なのは「実際に頭を使って考えるのはオセローである」こと

だ。悪い想像をするのも、悪い思考を巡らせるのもオセローである。もっと

言えば、悪い想像から悪い行動に移るのもオセロー自身である。イアー

ゴーは言葉でそれを仕向けているに過ぎない。イアーゴーは必要になる

まで、自分の手を決して汚さない。イアーゴーはオセローに不快で歪ん

だ想像、妄想、思考をするように仕向けて、同様の行動をさせる。結果オ

セローは殺人という罪を犯す。 

一方、オセローはイアーゴーの言葉をまともに耳に入れる。聞き流すこ

とができない。言葉の持つ「イメージ」をそのまま頭に入れる。文脈や意味

を考えない。よって、イアーゴーが猥雑な言葉を使えば使うほど、オセロ

ーの頭の中はその猥雑な言葉のイメージで満ちる。そして悪い思考は悪

い行動を引き起こす。オセローは取り返しのつかない罪を犯す。潔白の

妻の殺害である。 

こうしてオセローの立場が逆転する。かつて自分が詩的な言葉でデズ

デモーナを得たのとは逆の立場になる。つまり、言葉によって「魔法」をか

けられる立場になる。イアーゴーと出会い、オセローは初めて「聞き手」に

なる。皮肉なことに、オセローは「不誠実」なイアーゴーの「誠実な」聞き

手になる。だが、その聞かされる言葉は悪魔の言葉である。それはオセロ

ーの精神を苛む。オセローは不安と混乱に陥り、理性を失う。愛、貞節、

信頼を信じていた高潔なオセローは消え失せる。次はイアーゴーが実際

どのようにして、オセローを罠にかけたのかを具体例を挙げて考察する。 

 

7. イアーゴーの罠 

ここではイアーゴーの罠を、具体例を挙げながら分析する。まずそのま

えにイアーゴーが熟知している二つのことを説明する。一つ目は、言葉

が人間に与える影響力である。トマ・モワザン（Thomas Moisan）は以下

のように述べる。“Iago is in control and Othello is not; Iago knows what he 
is doing with language; Othello appears not to know what language is 
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doing to him” (59). まさにその通りである。イアーゴーは言葉で何ができ

るか解っている。 

二つ目は、標的にする相手の性質である。ジャンフランコ・ペスセッテ

ィ（Gianfranco Pescetti）はイアーゴーが他人の弱点を測ることができると

述べる。“Furthermore, Iago, able to size up other’s weaknesses” (4). この

指摘は正しいが、補足する点がある。イアーゴーは他人の弱点だけでは

なく、性質や長所を測ることができる。次の台詞はイアーゴーが思うオセ

ローの性質である。“The Moor is of a free and open nature / That thinks 
men honest that but seem to be so” (1.3.398-399). 的を射ている。実際に

オセローはイアーゴーが「誠実そうに」見えるから信用する。イアーゴーは

他人の性質を見抜くだけでなく、それを利用する方法を簡単に思いつく。

この場合オセローの free で open な性質を利用する。 

イアーゴーは歪んだ考えの持ち主だが、特にオセローについては、正

しく判断しているところもある。オセローを憎悪しながらもその美点をしっ

かり把握している。それは次の台詞に表れている。“The Moor, howbeit 
that I endure him not / Is of a constant, loving, noble nature / And I dare 
think he’ll prove to Desdemona / A most dear husband” (2.1.286-289). 彼

はオセローとデズデモーナが愛し合っていることも認めている。ここがイア

ーゴーと、ブラバンショー、ロダリーゴーとの違いである。イアーゴーの恐

ろしいところは、歪んだ考えを持ちながらも、ある程度眼識がある点であ

る。だから計画に狂いが生じない。以上二点を踏まえ、イアーゴーがオセ

ローを陥れる手法は以下であると言える。 

イアーゴーがオセローを陥れる手法は二つある。一つ目は、猥雑で強

烈な言葉を使い、精神的に混乱させる方法。二つ目は、人間関係を断ち

切り、歪んだ関係に結び直させる方法。今回は想像力についての考察

であるので、イアーゴーの一つ目の手法にのみ注目する。 

イアーゴーの人を精神的に混乱させる方法は巧妙である。劇の始め

の、ブラバンショーに対する言葉がその典型である。ここでイアーゴーは

オセローとデズデモーナの駆け落ちを、性的かつ獣的な表現を用いて

伝える。バーンハートは以下のように分析している。 
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Iago’s first provocation is to incite Brabantio to imagine his daughter 
deflowered by the leader of the Venetian army: “Even now, now, very now, 
an old black ram / Is tupping your white ewe” (1.1.87-88). His insistence on 
the present tense—“now, now, very now”—suggests that he is not only 
interested in Brabantio contemplating his daughter as an unchaste 
individual; Iago also demands that Brabantio imagine Desdemona and 
Othello in the act of coupling (the repetition of his speech even replicates 
that act). (11) 

 

バーンハートはイアーゴーの陰険な手法を的確に指摘している。イアー

ゴーのこの言葉遣いは、独特で猥雑である。“now” という語を繰り返すこ

とにより、臨場感を生む。ブラバンショーを焦らせることに成功している。

オセローを “an old black ram” と呼び、デズデモーナを “your white 
ewe” と呼ぶことによって以下の効果が生まれる。まず二人を獣になぞら

えることで、駆け落ちをより性的な話にすり替える。また肌の色に言及し、

人種の差を強調する。そして “old” という言葉で年の差を示す。デズデ

モーナを an white ewe ではなく your white ewe と呼ぶことには二つの意

味がある。まず、デズデモーナがブラバンショーの所有物であることを示

す。そしてその所有物が、いまムーア人に奪われようとしていることを示

す。ここでイアーゴーは「奪われる」ことを強調したいのである。所有格を

一つ使うことで、ブラバンショーの頭に血をのぼらせている。短い台詞だ

が、一つ一つの言葉がよく選ばれている。 

このように、イアーゴーは言葉で、相手に過激で不快な想像を強いる。

彼はブラバンショーにした行為を、同じようにオセローに行う。第三幕第

三場での獣のたとえは、特に効果的にオセローを苦しめる。“It is 
impossible you should see this / Were they as prime as goats, as hot as 
monkeys / As salt as wolves in pride, and fools as gross / As ignorance 
made drunk” (3.3.405-408). 山羊、猿、狼など獣の比喩を使って、キャシ

オーとデズデモーナの姦通をより猥雑に描写する。この描写はオセロー

の嫉妬と怒りを煽るだけ煽る。このイアーゴーの手法に対してアレクサン

ダー・Ｇ・ゴンザレス（Alexander G. Gonzalez）は以下のように分析してい

る。 
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“. . . you should see [that they] / Were . . . as prime as goats, as hot as 
monkeys, / As salt as wolves in pride . . .” (3.3.399-401). Here he creates a 
vivid, writhing, bestial image, which cannot but serve to inflame the 
imagination and create the motive. The idea puts Othello out of reason, 
indeed, blind to anything but that thought, that image. Iago has succeeded, 
and from now on, almost without exception, Othello will be the sole carrier 
of the “symptom” of animal imagery. (47) 

 

イアーゴーは言葉で過激なイメージを作り出す。その過激で不快なイメ

ージに触れることによって、オセローは自分の頭の中でもそのような想像、

妄想を作り出してしまう。ここが も重要である。 

このようにイアーゴーは言葉によって、オセローに忌まわしい場面を想

像させることに成功する。言葉を武器に、オセローを嫉妬と妄想の二重の

拷問にかける。その精神的拷問が終わった後も、オセローは変わらず目

に見える証拠 “the ocular proof” (3.3.363) をイアーゴーに要求する。し

かしイアーゴーは目に見えない、キャシオーの夢の話をする。 

 

IAGO. In sleep I heard him say ‘Sweet Desdemona, 
Let us be wary, let us hide our loves,’ 
And then, sir, would he gripe and wring my hand, 
Cry, ‘O sweet creature!’ and then kiss me hard 
As if he plucked up kisses by the roots 
That grew upon my lips, lay his leg o’er my thigh, 
And sigh, and kiss, and then cry ‘Cursed fate  
That gave thee to the Moor!’ (3.3.421-428） 

 

夢の話もイメージと同じである。実体のない、オセローを苦しませる道具

である。イアーゴーはオセローを苦しめることができればよいので、捏造

した夢の話でも猥雑なイメージでも何でも使う。しかもそれらは言葉で作

られるため、その毒は無尽蔵である。以上がイアーゴーの言葉の罠の具

体例である。 
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8. オセローの言動の変化 

ここでは、オセローの言動の変化の考察を行う。イアーゴーの罠にか

かり、オセローは徐々に変化する。その変化は行動と言葉に表れる。ま

ず行動の変化を考察する。 

先ほど、悪しき想像と思考は悪しき行動を引き起こすと述べた。実際、

オセローの行動は目に余るものとなる。以下はその例である。デズデモ

ーナを公衆の面前で打つ。ヴェニスの高官に対して暴言を吐く。“You 
are welcome, sir, to Cyprus. Goats and monkeys!” (4.1.263). エミリアを

姦通の取り持ち役呼ばわりする。“She says enough; yet she’s a simple 
bawd / That cannot say as much” (4.2.20-21). この暴挙の根底には、イア

ーゴーがでっちあげた妻と部下の姦通への嫉妬と苦しみがある。悪しき

想像と思考はこのようにして、悪しき行動を引き起こす。では次にオセロ

ーの言語面における変化を考察する。 

オセローは、以前は使わなかったような過激で猥雑な言葉を使うように

なる。しかしイアーゴーの生来の猥雑な言語と、オセローの変り果てた言

語には決定的に違う点がある。それは、オセローの変り果てた言葉の中

にも、デズデモーナへの愛が見られる点である。それが劇の悲劇色を強

めている。この点をこれから詳述する。 

ゴンザレスはオセローの変化について以下のように指摘している。

“The dignified Othello has succumbed, and his language marks the 
transition clearly” (37). この指摘は正しい。オセローはイアーゴーの罠に

かかり、屈服する。徐々にオセローがデズデモーナを非難する、形容す

る言葉はイアーゴーの言葉のように猥雑になっていく。“I took you for 
that cunning whore of Venice / That married with Othello” (4.2.91-92). ま

たゴンザレスはオセローがデズデモーナを呼ぶときの言葉に注目する。 

 

When he calls Desdemona “fair devil” (3.4.475) he demonstrates the 
opposition going on in his mind, for his language, as a reflection of his 
thoughts, reveals his confusion in values, his inability to distinguish 
properly between good and bad. . . . Othello is thinking in extremes, and his 
frequent use of paradox reveals his weakness in this respect. (44) 
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“fair devil” は、オセローの心の中の敵意の表れではない。それはオセ

ローの激しい葛藤の表れである。fair はデズデモーナへの愛と未練を表

し、devil は彼女への憎しみを表す。“fair devil”はまさに愛憎の台詞なの

である。オセローの言語にはイアーゴーの言語と決定的に異なる点があ

ると先ほど述べた。それは、オセローがデズデモーナを語る言葉に、彼

女への凄まじい愛情が感じられる点である。妻に対する猥雑な罵倒の言

葉の中に、美しい言葉が存在する。ゴンザレスの指摘した、オセローの言

葉における paradox はオセローの弱さを意味するのではない。paradox は

傷ついたオセローの心の状態を、ありのままに表している。たとえばこの

混乱した台詞からは何が解るだろう。 

 

OTHELLO. Ay, let her rot and perish and be damned  
tonight, for she shall not live. No, my heart is turned 
to stone: I strike it, and it hurts my hand. O, the  
world hath not a sweeter creature: she might lie by 
an emperor’s side and command him tasks. (4.1.178-182) 

 

明らかにオセローはまだ妻を愛している。“No, my heart is turned / to 
stone: I strike it, and it hurts my hand” から以下のことが解る。殺したくて

殺すのではない。殺さなくてはいけないが、殺したくないという心理が表

れている。またその「殺さなくてはいけない」と感じる理由もデズデモーナ

を愛しているからである。次の台詞はそれを示す。“O perjured woman, 
thou dost stone my heart / And makest me call what I intend to do / A 
murder, which I thought a sacrifice!” (5.2.63-65). この台詞からは、これ

から行うことが殺人ではなく sacrifice であるという意識が表れている。まる

でこの殺人が、正義の名の下に行われる神聖な儀式であるかのような表

現である。つまり、オセローがデズデモーナにこれ以上罪を犯させない為

に彼女を殺すのが解る。オセローがデズデモーナを「殺さなくてはいけな

い」と感じるのも「殺したくない」と感じるのも「愛しているから」である。この

ように理由は一つだが、異なる考えが生まれてくるのが悲劇的かつリアル

であると言える。 
また “a sweeter creature” からわかるように、デズデモーナを世界で
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も美しい生き物だとオセローは思っている。皮肉なことに、ここまで強烈な

称賛は、オセローが嫉妬に狂う前は無い。嫉妬に狂い、妻への愛に憎し

みが加わってからより一層、彼女の美貌に圧倒されている。それは彼が

自分の肌の黒さを意識し始めるのと似ている。 

オセローは妻への疑惑を抱いてから、自分の肌の色を気にするように

なる。“Haply for I am black” (3.3.267), “Her name, that was as fresh / As 
Dian’s visage is now begrimed and black / As mine own face” 
(3.3.389-391). オセローは自分の醜さとデズデモーナの美しさを強く意

識する。彼は自分たち夫婦の「不自然さ」に苦しむ。しかし彼が も耐え

られないことは他にある。デズデモーナの美貌と彼女の醜い行い（不貞）

が両立する「不自然さ」である。つまりオセローは、デズデモーナの美貌と

その醜い行いの「不均衡」に耐えられない。不貞は清らかで美しいデズ

デモーナを汚す。オセローはそれが許せない。それゆえに彼女を殺す。

これ以上彼女が汚れずにすむように。 

オセローの口から fair という語が何度も出てくるのは、彼が彼女を愛し

ている証拠である。“For the fair devil” (3.3.481), “A fine / woman, a fair 
woman, a sweet woman!” (4.1.175-176), “Was this fair paper, this most 
goodly book / Made to write ‘whore’ upon?” (4.2.72-73). オセローの愛

にあふれた言葉は、彼の放つ猥雑な言葉と対照的である。この対照は劇

の悲劇的調子を高める。次の罵倒はその一例である。 

 

OTHELLO. O, ay, as summer flies are in the shambles,  
That quicken even with blowing. O thou weed  
Who art so lovely fair and smell’st so sweet 
That the sense aches at thee, would thou hadst ne’er been born! 
(4.2.67-70) 

 

ここに fly の比喩を使ってデズデモーナを貶めようとするオセローがいる。

しかし lovely, fair, sweet という語を思わず使ってしまうオセローもいる。殺

すと決めたはずなのに、オセローは妻の美しさを誉めずにはいられない。

イアーゴーの毒によってオセローは、事物をまともに見ることができない。

それにもかかわらず、デズデモーナの美しさだけは、昔のようにしっかりと
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見ることができる。ここから、イアーゴーの毒は、オセローの妻への愛を殺

せなかったことが解る。オセローの中には愛と嫉妬と憎しみとが共存して

いる。しかしイアーゴーはそのほうが満足だろう。イアーゴーは以前にこ

のように述べているから。“But O, what damned minutes tells he o’er / 
Who dotes yet doubts, suspects yet strongly loves!” (3.3.171-172). 皮肉

なことに、事態はより酷いものになる。オセローは疑いながら愛することを

通りこし、憎みながら愛することになるのである。 

そして、真実を知ったオセローの言葉からは猥雑さと毒が抜ける。これ

が彼に起こる 後の変化である。彼の愚かさと悲哀は次の台詞に表れる。

“Cold, cold, my girl / Even like thy chastity” (5.2.273-274). デズデモー

ナの冷たい肌に、彼女の貞節を見出すのである。デズデモーナは終始、

その容貌の美しさと行いの美しさの均衡を崩したことはなかった。また、

オセローの熱を帯びた怒りとデズデモーナの冷たい貞節は、交わって和

解を生むことはできなかった。 

期にオセローは、無力な「聞き手」から、元の孤独な「語り手」に戻る。

彼は再び love を口にする。憑き物が落ちたオセローの言葉は、かつての

詩的な響きを取り戻す。 

 

OTHELLO. Then must you speak 
Of one that loved not wisely, but too well; 
Of one not easily jealous, but, being wrought, 
Perplexed in the extreme; of one whose hand,  
Like the base Indian, threw a pearl away 
Richer than all his tribe; of one whose subdued eyes, 
Albeit unused to the melting mood,   
Drops tears as fast as the Arabian trees 
Their medicinable gum. (5.2.341-349) 

 

こうして彼は 期まで「語り手」であり続けた。 

 

結論 

以上の議論により言葉と想像力は、この悲劇において非常に重要な
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役目を果たしたことが解った。言葉と想像力はオセローとデズデモーナ

の恋を実らせた。そしてイアーゴーの奸計を通じてではあるが、誤解とそ

れに伴う殺人をも引き起こした。また、このようにも言える。オセローは「語

り手」として言葉の力を発揮し、デズデモーナと愛を手に入れた。そして

イアーゴーに出会い、オセローは「聞き手」として言葉の力に支配され、

デズデモーナと愛を失った。一つだけオセローが救われる方法があった。

愛するデズデモーナの誠実な(honest)「聞き手」になれば、オセローは救

われただろう。 
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