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『新ハムレット』
太宰　治のシェイクスピア翻案

佐　野　昭　子
　

１

　太宰　治（1909-48）の『新ハムレット』（1941）は、シェイクスピアの『ハムレッ

ト』から設定と登場人物名を借りて、ハムレット王家とポローニアス一家の３日

間にわたる出来事を、劇の形式で描き出している。場所はエルシノアの王城。九

つの場面で構成されている。作品の「はしがき」によると作者は各場面を「節」

と呼んでいるのだが、論述しやすいように「場」と呼びかえ、内容から日にちを

判定していくと、劇は次のように進行している。各場面の指定と登場人物名の表

記は太宰のものである。 1

　

　第１日

第１場　エルシノア王城　城内の大広間：新王の初謁見が行われている。

第２場　ポローニヤス邸の一室：レヤチーズが父と妹に別れを告げる。

第３場　高台：ハムレットとホレーショーの会話。ホレーショーは亡霊とハ

ムレット王子の狂気の噂を報告する。

　第２日

第４場　王妃の居間：王妃はホレイショーに、ハムレットの最近の変化につ

いて質問する。

第５場　廊下：ポローニヤスはオフィリヤを妊娠させたとしてハムレットを

非難する。しかし、亡霊の噂には根拠があるといって、ハムレット

とホレーショーを驚かせる。

第６場　庭園：王妃とオフィリヤの会話。オフィリヤは王妃を敬愛してきた

こと、その気持ちはハムレットへの愛よりも強いこと、王妃の孫を
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産めることがうれしいと語る。

第７場　城内の一室：ポローニヤスの提案で王を試すための朗読劇が上演さ

れる。ハムレットとホレーショーも出演。

第８場　王の居間：王は、自分を裏切ったとポローニヤスを非難する。ポロー

ニヤスは、朗読劇の目的は王を助けるためだったと抗議する。王は

ポローニヤスを刺殺する。

　第３日

第９場　城の大広間：ハムレットとオフィリヤの会話。ハムレットは前夜の

朗読劇は王とポローニヤスの計略だという。オフィリヤは父親は正

直で忠誠と主張。王が従者とともに登場し、ノーウェー軍の攻撃で

レヤチーズの乗っていた商船が沈没、レヤチーズは死亡したと告げ

る。続いてホレーショーが飛び込んできて、王妃が庭園を流れる川

に身を投げて亡くなったと報告する。

　

　　太宰はシェイクスピアの原作をこのように変更している。反抗的で不安定な

ハムレットは作者の若い日の自画像でもある。年齢を 23歳としている。ちなみに、

レヤチーズも 23歳、ホレーショーは 22歳である。亡霊は登場せず、ただハムレッ

トの狂気、王の犯罪とともに噂の内容となっている。ハムレットは噂の真偽には

関心を持つが、復讐は考えない。母と叔父の結婚には困惑しているが、二人には

そのほうが都合いいのだろうと思っている。ハムレットはオフィリヤと結婚する

つもりでおり、レヤチーズとの剣の試合は行われない。太宰のハムレットはシェ

イクスピアの王子よりも行動力を欠き、口数が多い。

　「はしがき」によると、太宰はこの作品を書くにあたり、坪内逍遥訳の『ハム

レット』を読んでいる。1933年出版の改訂版であろうと思われる。太宰は文体

に基本的に残っている歌舞伎の響きを感じとっているが、「沙翁の『ハムレット』

のような芝居は、やはり博士のように大時代な、歌舞伎調で翻訳せざるを得ない

のではないか」としている。

　原文は、浦口文治著『新評註ハムレット』に載っているものを「辞書を片手

に、大骨折りで」読み、「いろいろの新知識を得たような気もする」そうである。



『新ハムレット』― 太宰　治のシェイクスピア翻案

－ 172 －

『新ハムレット』―　太宰　治のシェイクスピア翻案

－ 173 －

浦口の『新評註ハムレット』は 1932年の出版で（三省堂）、『新評注ハムレット』

という日本語の書名と Shakespeare’s Hamlet: As Seen by the Elizabethan Audience と

いう英文タイトルが併記されている。浦口は 1913年から２年間、ハーバード大

学に留学し、キトリッジ（G. L. Kittredge）の下でシェイクスピアを研究した。キ

トリッジは著書の註に自分の名（と見解）を載せる許可を浦口に与えている。2

　キトリッジは「ハムレットは生来の弱虫ではなく、また大学で無気力を身に

つけたわけでもない」とし、「劇の最後にフォ－ティンブラスが述べる告別の

辞」（Bear Hamlet like a soldier to the stage; / For he was likely, had he been put on, / To 

have proved most royally; 5.2.349-351）3をそのまま受け入れるべきだという。4　

キトリッジのハムレットは知性を持った行動の人である。浦口はキトリッジの弟

子として、ゲーテ、シュレーゲル、コールリッジのようなロマン派の人々やトル

ストイやショウのような社会主義者たちが、「エリザベス朝の観客の観た」ハム

レット像を歪めてしまったとしている。5　浦口の解釈、註に従っていくと、行

動的で気高く、生真面目なハムレット像が出来上がる。太宰はこういう人物像を

基に、知的で感受性が鋭く、また、わがままで滑稽でもあるハムレット像を作り

上げていった。

　レヤチーズがフランスへ行く場面、シェイクスピアでは 3幕 1場、太宰では全

9場中の第 2場で、レヤチーズはオフィリヤに手紙を書くようにという。

　

Laertes: But let me hear from you.

Ophelia: Do you doubt that? (1.3.4-5)

　

太宰はこの箇所を描出する時、坪内の訳文をからかっている。太宰では「音信を

しろよ」という兄にオフィリヤは「すまいとばし思うて？」という。坪内の文を

借りているのである。レヤチーズはこう反応している。

レヤ「なんだい、それあ。へんな言葉だ。いやになるね。」

オフ「だって、坪内さまが、――――」

レヤ「ああ、そうか。坪内さんも、東洋一の大学者だが、少し言葉に凝り過る。     
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　　すまいとばし思うて？とは、ひどいなあ。媚びているよ。」6

しかし、太宰は本気で坪内を批判しているわけではない。「はしがき」には「ちょっ

と坪内博士の訳文を、からかっているような数行があるけれども、作者は軽い気

持ちで書いたのだから、博士のお弟子も怒ってはいけない。」とある。太宰は坪

内の『ハムレット』翻訳文を古い文体とも感じつつも、評価していた。自分が馴

染んでいた日本の芝居の語調を聞き取っていたのである。

　太宰は演劇活動はしなかったが、芝居にはある程度の関心をもっていた。23、

24歳のころに書かれた『思い出』という小品には、幼い時の芝居体験が記され

ている。7　父が建てた村の芝居小屋の舞台開きに東京の一座がやってきたのが、

初めて観た歌舞伎だったという。学校から帰るとすぐに出掛け、興業中いちにち

も欠かさず見物した。その後自分で脚本を書いて、弟や親類の子供たちと自宅で

上演した。好きで読んでいた物語の適当な箇所を脚色したもので、七五調で書い

たという。

　芝居に対する太宰の興味は続き、『新ハムレット』の一年後、1942年の『正義

と微笑』という小説では、役者を志す、17歳の良家の少年を主人公にしている。8

少年は、はじめ現代の西洋劇を翻訳で上演している劇団の試験を受ける。しかし、

劇団の幹部たちの横柄で、だらしのない態度に失望して、次に伝統のある歌舞伎

劇団の試験を受ける。日本的なこの劇団のほうが雰囲気がずっと上品で、しかも

知的だった。幸いにも少年は合格し、一年間の訓練の後、舞台に立ちはじめ、次

第に注目されるようになっていくという物語である。

　1945年の『惜別』は東北地方の村で開業している老医者の手記という形式で、

仙台医学専門学校での二年間にわたる、魯迅との交友の思い出が語られている。9

田舎から新入生として仙台へやってきたその医者は、大都会の文化と賑わいに触

れて、興奮して見物して回った。その楽しみのなかには芝居見物もあり、大・小

のいくつかの劇場で上演される歌舞伎劇を安い、立ち見席で観ていた。

　後に魯迅となる、その中国人留学生とは淋しい者同士という感じで親しくなり、

また「藤野先生」との交流なども出てくるが、ここでは芝居見物のエピソードに

注目する。ある日、「先代萩」の上演を観に行ったところ、その留学生と出会っ
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たというのである。この芝居の愁嘆場、政岡がわが子の死を嘆く場面で二人とも

涙を流す。太宰にとって、また、この世代の日本人にとって、演劇とはまず歌舞

伎であったことがよくわかる。

　戦後、1946年に太宰は戯曲を２本書いている。『冬の花火』と『春の枯葉』で、

どちらも終戦直後の普通の日本人の暮らしを扱っている。10　

　『冬の花火』の舞台は太宰の故郷である津軽地方の農村で、女性が娘を連れて、

東京から実家に戻ってくる。夫は召集されたままで、家は空襲で焼けた。母親は

後妻だったが、優しい人で、今は女性の娘をかわいがっている。女性はここで農

業をしてもいいと思った。ところが、村の昔の知り合いの男がしつこく結婚を迫

る。しかも、その男は継母と関係したことがあるという。女性はすべてに絶望し、

東京に帰る決意をする。彼女は人々が民主主義に狂奔している東京を嫌っていた

が、何も変っていない田舎にも失望した。線香花火は継母が孫に買ってきたもの。

冬なのに、おもちゃ屋の商品はこれしかなかったという。そしてこの女性を象徴

している。明るく輝きたいが、その光はあまりにも小さく、また季節はずれである。

　『春の枯葉』の舞台も津軽だが、こちらは漁村である。主人公の野中は村の小

学校の教員で、野中家の婿。義母は亡くなった夫や息子と比べて、野中は見劣り

すると不満である。妻はその母親に反対できない。野中家では一室を野中の同僚

である奥田に貸しているが、そこへ東京の妹が身を寄せる。彼女は派手な衣装と

奔放な行動で、村人の批判の的となるが、野中は彼女と自分を比べ、絶望する。

自分は春の若草に混じっている枯葉のようだと思う。冬を生き延びても、若草と

違って、未来がない。野中は代用アルコール酒を大量に飲み、中毒死する。

　1946年の二つの劇の主題は同じである。時勢に乗り遅れまいとあくせくする

人々と田舎の頑固な保守主義、戦後の日本の二つの世界双方に対する太宰の絶望

である。太宰にとって芝居とはまず第一に歌舞伎であったが、戦後の作品では新

しい表現方法を実験していることわかる。

２

　坪内逍遥は 1928年に『沙翁全集』全 40巻の最終巻としては発行された『シェー

クスピヤ研究栞』の中で、自分の翻訳の文体を５期に分けていることはよく知ら
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れている。11　第 1期「浄瑠璃まがいの七五調」、第２期「逐語訳」、第３期「歌

舞伎調の七五調」、第４期「文語口語錯交訳」、第５期「現代語本位訳」というの

が坪内の説明である。ただし、第５期（1912年ころから）の現代語は、特定の

町や生活習慣を連想させないように工夫された、演劇のための口語体だったとし

ている。

　太宰も登場人物の台詞の現代語について同じような試みをしているようであ

る。太宰には出身地の津軽方言を用いた作品は少ない。ほとんどの作品は標準語

で書かれているため、登場人物たちも標準語を話すことになるのだが、標準語は

太宰にとってはいわば第二の言語だった。各登場人物にふさわしい言葉を与えて

いるが、多くの人物は、彼の時代の東京、山の手の中流住宅地の人々のような、

丁寧な言葉遣いをしているように聞こえる。しかし、これは実際には太宰が創造

した一種の人工言語であり、時折、表現の不自然さや敬語の使い方の間違いなど

が指摘されている。12

　三島由紀夫は、太宰を人気作家にした小説『斜陽』（1947）に登場する貴族た

ちの言葉遣いと生活様式を批判している。13　『斜陽』は第二次大戦後、没落し

てゆく貴族の家の物語であるが、「没落」というテーマは、戦中や戦後に生活上

の大きな被害や変化を体験した日本人に、強く訴えかけたものと思われる。しか

し、三島は、作中の母と娘の言葉は彼が実際に知っている貴族たちが使っている

ものと違うという。もちろん、作家は自分のイメージで貴族を描いてかまわない

のだが、それでもある程度の写実性が必要だというのが、三島の見解である。

　人工的な言語はリアリズムを基準にすると、このような不都合がみられること

があるが、しかたがないことである。作品の舞台が地理的、もしくは時間的に遠

く離れている場合には、問題は目立たない。たとえば、『新ハムレット』のエル

シノアや、太宰による日本の昔話の翻案『お伽草紙』などの世界では、太宰の言

葉はいかにもそれらしく決まっている。また、演劇の言語、つまり、聞いて理解

してもらう言葉としては、坪内が考えたように、連想を伴わない、中立的なもの

がより効果的である。

　しかし、読まれるための作品、作者のいう「LESEDRAMA ふうの小説」が上

演できるものであろうか。『新ハムレット』が出版された時、芥川比呂志は学生
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劇団のメンバーであったが、団員たちは、この戯曲の上演を検討したという。問

題は、検閲が通るかということと、レーゼドラマが上演可能かということにあっ

た。しかし、実際に上演にこぎつける前に、学生たちは戦場に行くことになって

しまった。戦後一年経って、芥川は新しい劇団を組織し、第一回公演に『新ハムレッ

ト』を選んだ。芥川は、金木の実家に身を寄せていた太宰を訪ねて、上演許可を

求めたところ、太宰はすぐに同意してくれたという。芥川の手記によれば、太宰

は機嫌が良く、戦時中には丸山定夫から同じ依頼があり、自分はクローヂヤスを

やりたいと言っていたなどと語ったという。丸山は広島で亡くなってしまい、こ

の計画は実現しなかった。芥川の劇団も財政上の問題から一度も公演しないうち

に解散してしまった。14

　結局、東京での『新ハムレット』の初演は、東京青年劇場による 1948年のも

のである。15　芥川はその後、俳優として名を成し、1955年に福田恆存の翻訳・

演出で演じたハムレットで評判となる。16　1975年になって芥川は、当時主宰し

ていた劇団雲により『新ハムレット』を上演した。1971年にテアトル・エコー

も上演しているが、この劇団は東京公演の後、日本の各地の学校をまわって、生

徒たちのために『新ハムレット』を上演した。その他の公演には、1977年の劇団

神戸、1984年の八起座があり、この劇団は 1987年には『新・新ハムレット』と

いうタイトルでの上演もある。17

　上記の記録からわかるように、この作品の上演回数は多くはない。台詞が長く、

劇としての動きが少ないため、商業演劇としては成功しにくいと考えられるため

であろう。しかし、丸山定夫や芥川比呂志など優れた俳優たちが興味をもち、上

演を望んだし、テアトル・エコーの巡回公演は生徒たちに喜ばれたという。18　

最近の上演としては、2002年の出口典雄のシェイクスピア・シアターによるも

のがある。客席数 90ほどの小さな劇場で、舞台装置は特になく、椅子やベンチ

など、わずかな小道具が用いられた。衣装は簡素な現代服、女性たちはロング・

スカートだった。この舞台は、太宰の言葉は耳に心地よく響くこと、台詞には適

当にユーモアもあり楽しめることなどを実証したと思う。

　『新ハムレット』は対話劇である。対話が観客の興味を喚起すれば上演は成功

する。問題は一つ一つの台詞がとても長いことである。日本語 400字を約１分で
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話すと考えると、５分以上かかる台詞が６箇所ある。２分から５分かかると思わ

れる台詞が 10箇所ある。最も長い台詞はハムレットの２つの独白のうちの１つ

で、７分半はかかるであろう（第 7場冒頭）。ハムレットは、そこで自分の性格、

人生、オフィリヤへの愛などについて語る。２番目もハムレットのもので６分半。

王とポローニヤスの陰謀についての、自分の発見をオフィリヤに語っている（第

９場）。ポローニヤスも６分以上の台詞で、親として子供の教育に失敗したこと

を嘆く（第２場）。

　『新ハムレット』の長い台詞の構成を第 1場のクローヂヤスとハムレットの会

話を例に見ていく。新王としての公式謁見がすむと、クローヂヤスはハムレット

との私的な話し合いを求める。話すのはもっぱらクローヂヤスで、ハムレットは

短い受け答えをはさむだけである。クローヂヤスは、亡き兄のような良い国王と

父親になろうと努めていると語り、ハムレットに、二人が叔父・甥として仲良し

だった昔、ハムレットが自分を「山羊のおじさん」と呼んでなついていたころを

思い出してほしいという。ハムレットは甥としてはかわいかったが、息子になっ

てからは違う。愛情が憎悪に変わった感じである。しかし、それでも宮廷内では、

国の平和のために、仲の良い親子を演じてほしいと頼む。おそらく観客は自分を

ハムレットと一体化し、クローヂヤスの話を聞き、クローヂヤスは口先はうまい

が、なかなかの陰謀家だなどと判断するのである。

　同じことがポローニヤスの台詞についても言える。第 2場で父親としてレヤ

チーズに与える忠告はシェイクスピアの原作よりも、念が入っている。太宰は忠

告の項目をつけ加えているのである。試験に落ちるよりはカンニングするほうが

良いとか、友人たちとの酒飲み会ではどう振舞えば良いかなどと悪乗りしている。

次はオフィリヤとの対話になるが、オフィリヤはほとんど口を利かないので、実

質はポローニヤスの独演である。母を亡くした子供たちのために、良い父親にな

ろうと努めてきたが、隠し事をするオフィリヤに失望している、ハムレットとこっ

そり付き合っていることを家来から聞いたと、非難する。ここでも観客は父親の

前のレヤチーズやオフィリヤと共にいる。

　次の、城の高台の場ではホレーショーが、「このエルシノアの城下より起こり、

次第にデンマーク一国にひろがり、とうとう外国の大学にいる者どもの耳にまで
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入ってきた」という、ウィッタンバーグ大学での噂話を報告する。噂とは、亡く

なったハムレット王の亡霊が現れて、自分は弟のクローヂヤスに毒殺されたと語

り、息子に復讐を命じた。ハムレット王子は、幽霊が毎晩現れてうらみを晴らせ

といので、乱心してしまったというものである。

　王妃がホレーショーを居間に呼び、ハムレットの異変についてたずねる場では、

語り手は王妃、聞き役はホレーショーである。王妃は誇り高い女性だが、王室の

一員としての強い義務感を持っていることがわかる。

　第 5場、廊下の場ではハムレット、ポローニヤス、ホレーショーが喜劇的な会

話をする。ポローニヤスはオフィリヤとの件でハムレットに責任をとるようにと

要求するが、ハムレットは亡霊の噂にばかり関心を示す。ホレーショーはその成

り行きを隠していたのはひどいとハムレットをなじる。ハムレットは結婚するの

だから問題ないという考えである。ハムレットの受け答えは長いけれど、それで

も最も演劇的に会話が進んでいく場面である。

　第 6場、庭園の場では王妃とオフィリヤが話し合っている。オフィリヤはどち

らかというと聞き手、主に話すのは王妃である。男の人たちは高邁な理想をもっ

て仕事をしているものと信じていたが、ただ女性を喜ばせたいと思っているだけ

と分かって失望したと、男性観を語る。オフィリヤの妊娠にも理解を示す。女性

の側から見た世界である。子供のころから敬愛していた王妃の孫を産めるのがう

れしいというオフィリヤとの間に女性同士の連帯が生まれる。

　この太宰による『ハムレット』のパロディでは、劇中劇を提案するのはポロー

ニヤスで、彼が用意する朗読劇は、クリスティーナ・ロセッテイの「時と亡霊」

を利用したものである。19　太宰はロセッティの翻訳詩集を使い、同じ詩集にあ

る「妻と夫」も一部借りて、脚色している。20、21　花嫁のもとに死んだ恋人の亡

霊が現れ、花婿の手から彼女を奪い去るという内容で、ポローニヤスが花嫁を演

じる。ハムレットには亡霊、ホレーショーには花婿の役が与えられるものの、青

年たちはポローニヤスを手伝っているだけである。ポローニヤスのガーツルード

への思いも暗示しているところが、太宰的である。

　朗読劇の場で動揺を示すのはガーツルードで、彼女は部屋から出て行ってしま

う。王は上機嫌で演技を褒めたりする。ハムレットとホレーショーには状況が理
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解できないが、ポローニヤスは満足の様子である。

　劇中劇の後、王はポローニヤスを呼びつけ、若者たちを煽動して、あのような

朗読劇をやらせたとして非難する。ポローニヤスは、亡霊の噂から彼らの関心を

遠ざけるための計画で、王への忠誠心からの行動だったと弁明する。怒った王は

ポローニヤスを殺す。亡霊の噂は王に関係があるらしく、その秘密を知っている

ポローニヤスは、王に滅ぼされるのではないかと恐れていたが、現実になったわ

けである。王は冷酷な政治家として描かれている。

　ハムレットとオフィリヤが大広間で話し合っている場では、オフィリヤは愛に

ついて語り、ハムレットの性格や行動を批判する。ハムレットに負けないくらい

雄弁である。無口が美徳とされていた女に大いに、それも論理的に、語らせるの

は、太宰らしい皮肉でもあるが、現実を見て取っていたということでもある。ま

た、二人の密会の場が大広間というのも皮肉である。ハムレットによれば、普段

めったに使われないから安全ということになるのだが、何かが起これば、この日

のように、王の一行が突然入ってきて、公式の場に変わるのである。

　ノーウェーとの開戦を報告する王は、戦死したレヤチーズの勇敢さを長々と称

える。目的は人々の抗戦意識の高揚である。ポロ－ニヤスの不在を「今は問題に

ならない小事」として、巧妙に隠蔽しようとする。王妃自殺の知らせにも、恋を

忘れ、国のために戦うと応じて、したたかである。ハムレットは「弱い一兵卒」

として戦争に参加するつもりだが「疑惑は死ぬまで持ち続ける」という。太宰の

ハムレットは一貫して、非行動的である。

３

　太宰の劇中人物たちは、舞台上の相手役を聞き手として長い台詞を述べていく

ことが多いが、観客を退屈させないのは、今まで見てきたように、観客は舞台上

の相手役と心理的に一体化して、一緒にその長い話を聞くからである。もう一つ

は、太宰の日本語が分かりやすい現代口語体で、一文が原則として短いからであ

る。さらに、太宰は歌舞伎や浄瑠璃、および、落語に用いられる伝統的な語りの

技術を援用している。ここでは、太宰が借りている、語りのテクニックを見ていく。

　第一は諺や決まり文句の使用である。第 1場の独白で、ハムレットは叔父ク
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ローヂヤスがハムレットの心を見抜いていることについて「蛇の路はへび」だか

らという。クローヂヤスは、二人が親子になってから、「心が千里も万里も離れ

た」と嘆く（第１場）。ホレーショーは、王妃の前でハムレットの気質を褒めて

「山中の湖水のように澄んでいる」という（第 4場）。ポローニヤスは、王との密

談中に、誰にも立ち聞きされる恐れがないことを強調して、「もはや丑満時」、「軒

端に宿る小鳥たち」も「天井裏に巣くう鼠」もみなぐっすり眠っているという。

また、王はポローニヤスを失脚させようと、失態を「鵜の目、鷹の目」でさぐっ

ていた（第８場）。ハムレットは王とポローニヤスの陰謀について、自分の発見

をオフィリヤに語り、「間違っていたら、この眼をくり抜いて差し上げてもよい」

という。王とポローニヤスは「同じ穴の狢」だったともいう。オフィリヤの予想

外の多弁を「紅唇、火を吐くの盛観」とからかう（第９場）。このような、耳に

親しんでいる決まり文句は観客をくつろがせるものである。

　二つ目のテクニックは繰り返し、対比、列挙などによる強調である。王妃は王

家の者は常に「デンマーク」のこと、「デンマーク」の人々のことを考えねばな

らないという。ポローニヤスは子供たちのために「100歳まで、いや 109歳まで」

生きていたいと思った。少し後でまた「109歳、いや 108歳まで生きるつもりだっ

た」という（第２場）。ハムレットは王とポローニヤスの陰謀について「世の中

には悪い人がいる」といい、さらに、「世の中に悪人が本当にいるのを発見した」

という。オフィリヤの「ごめんなさい」も効果的である。ハムレットの利己的で

卑怯な性向を次々と列挙しながら、オフィリヤは間に６回も「（生意気なことを

言って）ごめんなさい」をはさむのである（第９場）。これで大広間での二人の

会話は喜劇味を帯びる。

　もう一つの繰り返しは、強調のため、似たような語や句を繰り返すものであ

る。クローヂヤスはハムレットに、自分を「きらいなのか、軽蔑しているのか、

憎んでいるのか」と畳み掛ける。ハムレットはシェイクスピアの英語でそれに答

える。“A little more than kin, and less than kind.”（第１場） ハムレットは第 1場の

独白の最後で、「苦しみが苦しみを生み、悲しみが悲しみを生み、溜息が溜息を

ふやす」ともいっている。第 5場のハムレットは、オフィリヤの件と亡霊の件で、

「乱雲がもくもく沸き立ち、流れ、重なり」、苦しみは「三倍にも五倍にもふくれ
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あがった」。叔父に対して「忍従か、脱走か、正々堂々の戦闘か、いつわりの妥

協か、欺瞞か、懐柔か、to be, or not to be, どっちがいいのか」。第 7場のハムレッ

トの独白は自己批判である。「僕の空想の胃袋は、他のひとの五倍の広くて、十

倍も貪欲だ」。自分は「形而上の山師。心の内だけの冒険家。書斎の中の航海者」。

ホレーショーは亡霊の噂を「無礼千万、奇怪至極、尾篭低級！」だという（第 3場）。

この種の多弁は観客を辟易させる恐れもあるが、うまくいった場合には強い印象

を与え、説得力が増す。

　対比の例は、ハムレットによるクローヂヤス批判に見られる。「（叔父さんは）

小さい策士かもしれないけれど、決して大きい悪党じゃない」（第３場）。王はポ

ロ－ニヤスを非難し、30年間の忠勤も無駄になった、「建設は長く、崩壊は一瞬」

という（第 8場）。ハムレットはポローニヤスをこう批判する。「あの人が正義の

仲間だったら、天国は満員の鮨詰めで、地獄のほうは、がらあきだ」（第 9場）。

　列挙も太宰が好んだ技法である。王妃は３人の男性にだまされたと嘆く。先王

と現王とハムレットである。デンマークのためと思って苦しいことに耐えていた

のは自分だけであったという（第６場）。オフィリヤはハムレットの容姿を批判

する。鼻が長過ぎる、眼が小さく、眉が太すぎる、歯が悪い、脚が曲がっている、

猫背だ、という具合である（第 6場）。オフィリヤは愛と言葉の関係を論じて、

神は「みんなを、森を、草も、花も、河も、娘も、おとなも、悪い人も」一様に

黙って愛すると主張する（第 9場）。

　太宰の長い台詞は、彼が歌舞伎や落語などの語りの伝統から学んだ、言葉の技

を駆使して成り立っている。太宰は歌舞伎役者の物真似が上手で、また、落語本

を好んで読んだという。22　俳句のような短い詩形がある反面、伝統的な語りも

のでは複雑な技巧的な文体が好まれた。太宰の文体も語り物、説話の流れを汲む

もので、したがって、耳から入った時に大きな効果を発揮する。レーゼドラマと

いう形式、しかも登場人物それぞれの台詞が長い『新ハムレット』も、文体に施

されたこのような工夫によって、舞台劇としても十分に楽しめる作品となってい

る。



『新ハムレット』― 太宰　治のシェイクスピア翻案

－ 182 －

『新ハムレット』―　太宰　治のシェイクスピア翻案

－ 183 －

注

  1 太宰治　『新ハムレット』、『太宰治全集』　第 4巻（筑摩書房、1989年）。

  2 浦口文治　『新評註ハムレット』（三省堂、1932年）。

  3 この論文の Hamlet からの引用は The Complete Works, ed. by Stanley Wells and 

Gary Taylor (Oxford: Clarendon Press, 1988) による。

  4 G. L. Kittredge, Introduction to Hamlet (Boston: Ginn, 1939), p.xiv.

  5 浦口、II-III 頁。

  6 坪内逍遥訳『ハムレット』、『新修シェークスピヤ全集』、第 27巻（中央公論、

1933年）。

  7 太宰治『思い出』、『太宰治全集』第 1巻。

  8 太宰治『正義と微笑』、『太宰治全集』第 5巻。

  9 太宰治『惜別』、『太宰治全集』第 7巻。

10 太宰治『冬の花火』、『春の枯葉』、『太宰治全集』第 8巻。

11 坪内逍遥『シェークスピヤ研究栞』、『沙翁全集』（早稲田大学出版、1909-28

年）第 40巻。

12 安岡章太郎「解説」、『現代の文学』第 26巻（河出書房、1966年；『新文芸読本：

太宰治』、河出書房、1990年）134頁。

13 三島由紀夫「太宰治氏について」（東京新聞、1963年；『新文芸読本：太宰治』）

114頁。

14 芥川比呂志「新ハムレット」（朝日新聞、1965年；『新文芸読本：太宰治』）

70-72頁。

15 山内祥史「解説」、『太宰治全集』第 4巻、398頁。

16 福田恆存『全集』（文藝春秋、1987-88年）第 7巻、337-39頁。

17 MURAKAMI, Takeshi, ‘Shakespeare and Hamlet in Japan: A Chronological 

Overview’ in  Hamlet and Japan, ed. by UENO Yoshiko (New York: AMS Press, 

1995), pp.276-92.

18 奥野健男「解説」、『新ハムレット』（新潮文庫、1973年）308頁。

19 Rossetti, Christina, ‘The Hour and the Ghost’, in The Complete Works of Christina 



『新ハムレット』― 太宰　治のシェイクスピア翻案

－ 184 －

芦澤明子撮影監督をインタヴューする：A Woman behind the Camera

－ 185 －

Rossetti, ed. by R. W. Crump (Baton Rouge: Lousiana University Press, 1979 ), Vol. 

1, pp.40-42.

20 入江直祐訳『クリスチナ・ロセッティ詩抄』（岩波文庫、1940年）。

21 Rossetti, Christina, ‘Wife to Husband', The Complete Works of Christina Rossetti, 

Vol. 1, pp.54-55.

22 太宰は 15代目羽左衛門の大ファンで、彼の声色を真似るのが上手だったと

いう。（山内祥史編『太宰治に出会った日』ゆまに書房、1998年、74頁）ま

た、落語の本を読むのを好んだ。（奥野健男『太宰治論』、新潮文庫、1984年、

196頁）




