
【レジュメ】King Lear『リア王』 

【登場人物】……ウィキペディア『ﾘｱ王』より引用 

リア王 (King Lear)…ブリテン王。生来の気性の荒さと老いからくる耄碌から、娘ゴネリルとリーガンの腹の底を見抜け

ず、哀れな最期を遂げる。 

コーディリア (Cordelia) …リアの実直な末娘。リアに勘当されるが、誠実なフランス王の妃となる。  

ゴネリル (Goneril) …リアの長女。オールバニ公の妻。リーガンと共に甘言を弄してリアを裏切る。  

リーガン (Regan) …リアの次女。コンウォール公の妻。 

ケント伯 (Earl of Kent) …リアの忠臣。リアに諫言したために追放され、以降は変装してリアのもとに仕える。 

グロスター伯 (Earl of Gloucester) …エドガーとエドマンドの父。エドマンドの姦計によってエドガーを勘当してしまう。 

エドガー (Edgar) …グロスター伯の嫡子。異母弟エドマンドの姦計によって父から勘当される。  

エドマンド (Edmund) …グロスター伯の庶子。野心家で、異母兄エドガーの追放に成功する。  

オールバニ公 (Duke of Albany) …ゴネリルの夫。 

コーンウォール公 (Duke of Cornwall) …リーガンの夫。 

フランス王 (King of France) …コーディリアの求婚者。勘当され持参金を持たないコーディリアを喜んで王妃とする。  

オズワルド (Oswald) …ゴネリルの執事。彼女の言いつけ通り、リアを陥れる。  

道化 (Fool) …リア付きの道化師。彼の皮肉に満ちた言葉はリアの核心を幾度となく突くことになる。  

 

リア 

ケント 

グロスター 

エドガー エドマンド 

オールバニ フランス王 

攻めてきたフランス軍を 

ブリテン軍が倒す。 

 

死因：ｸﾞﾛｽﾀｰに同情した

兵士に刺されて死に至る。 

死因：ｺﾞﾈﾘﾙが仕込

んだ毒で殺される。 

死因：ｺﾞﾈﾘﾙとｴﾄﾞﾏﾝﾄﾞの

指示で獄中で絞殺される。 

 

ｺﾞﾈﾘﾙからの夫を亡き者にして一緒になろうとい

う手紙がｵｰﾙﾊﾞﾆにﾊﾞﾚ、悪事が露見。策略で追い出した

はずの兄・ｴﾄﾞｶﾞｰの手にかかって命を落とす。 

娘の裏切りに気が違え、ｺｰﾃﾞｨｰﾘｱの

死に絶望の果てに息絶える。 

死因：夫のｵｰﾙﾊﾞﾆにｴﾄﾞﾏﾝﾄﾞ

との関係を追及され、自害。 

死因：ｴﾄﾞﾏﾝﾄﾞに騙されて追放したｴﾄﾞｶﾞｰの乞

食に身をやつし辛酸を嘗めた話を聞いて、弱って

いた心臓が止まってしまう。 

 

リーガン ゴネリル コーディーリア 

コーンウォール 



【レジュメ】King Lear『リア王』 

【あらすじ】……ウィキペディア『ﾘｱ王』より引用 

ブリテンの王であるリアは、高齢のため退位するにあたり、国を 3 人の娘に分割し与えることにした。 

長女ゴネリルと次女リーガンは言葉巧みに父王を喜ばせるが、末娘コーディリアの率直な物言いに、激怒したリアはコー

ディリアを勘当し、コーディリアをかばったケント伯も追放される。  

コーディリアは勘当された身でフランス王妃となり、ケントは風貌を変えてリアに再び仕える。  

リアは先の約束通り、2 人の娘ゴネリルとリーガンを頼るが、裏切られて荒野をさまようことになり、次第に狂気にとり

つかれていく。 

リアを助けるため、コーディリアはフランス軍とともにドーバーに上陸、父との再会を果たす。  

だがフランス軍は敗れ、リアとコーディリアは捕虜となる。ケントらの尽力でリアは助け出されるが、コーディリアは獄

中で殺されており、娘の遺体を抱いて現れたリアは悲しみに絶叫し世を去る。  
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・生き延びるため
に、乞食でキチ
ガイの振りをして
いたところ、気が
違ったﾘｱと荒野
で出会う。
・弟の裏切りで
量目を失った父
ｸﾞﾛｽﾀｰとも再会
するも、名乗るこ
とはしない。
・罪もない息子ｴ
ﾄﾞｶﾞｰを追放した
ことを悔やみ、ﾘ
ｱの身の上を案
じ、ｴﾄﾞﾓﾝﾄﾞの姦
計を見抜けな
かった自分を悔
い死を望む父ｸﾞ
ﾛｽﾀｰを乞食のﾄ
ﾑとして励まし続
ける。

・リアの窮地とﾌﾞ
ﾘﾃﾝ国の政治の
混乱をｸﾞﾛｽﾀｰが
ｺｰﾃﾞｨｰﾘｱに報
告していたた
め、ﾌﾗﾝｽ軍が侵
略を兼ねてやっ
てくる。
・忠臣たちの手
はずでﾘｱはﾌﾗﾝ
ｽ軍とともにやっ
てきたｺｰﾃﾞｨｰﾘｱ
のところに避難
し、再会する。

・忠臣たちの尽力により、真の愛
情を持つ三女ｺｰﾃﾞｨｰﾘｱの元に行
き、正気を取り戻して和解する。
・しかし、捕虜になり、三女ｺｰﾃﾞｨｰ
ﾘｱが殺されてしまうと、再び気が
違い、哀しみの余り死んでしまう。

･ｺﾞﾈﾘﾙの愛と策
略の手紙が元
で、数々の悪事
が露見し、兄ｴﾄﾞ
ｶﾞｰと闘って命を
落とす。

・寡婦になった
ﾘｰｶﾞﾝがｴﾄﾞﾓﾝﾄﾞ
を手に入れるの
ではないかと恐
れたｺﾞﾈﾘﾙは妹
を毒殺する。
・夫ｵｰﾙﾊﾞﾆを亡
き者にしてｴﾄﾞﾓﾝ
ﾄﾞと一緒になろう
とした手紙が露
見し、ｺﾞﾈﾘﾙは自
害する。

・ｺﾞﾈﾘﾙからｴﾄﾞﾓ
ﾝﾄﾞに宛てた手紙
をみつけ、ｵｰﾙ
ﾊﾞﾆに通報し、ｴ
ﾄﾞﾓﾝﾄﾞと戦い、倒
す。

・フランス王の急
な帰国もあり、ﾌ
ﾗﾝｽ軍は負け、
ｺｰﾃﾞｨｰﾘｱとﾘｱ
はｵｰﾙﾊﾞﾆ率い
るﾌﾞﾘﾃﾝ軍の捕
虜となる。

弟を倒し、ﾌﾞﾘﾃﾝ
国に忠誠を誓

う。

フランス軍の侵
略を防ぐ。

・国土を分け与える代わりに愛情
を示せと、三姉妹に要求し、三女
の反抗に遭い激怒する。
・三女ｺｰﾃﾞｨｰﾘｱをフランス王に持
参金も持たせず渡し、諫言した忠
臣も追放してしまう。

・ありもしない父
への謀反をでっ
ち上げ、お人よ
しの兄ﾃﾞﾄﾞｶﾞｰを
追放して、父ｸﾞﾛ
ｽﾀｰやﾘｰｶﾞﾝの
夫ｺｰﾝｳｫｰﾙの
歓心を買う。

・甘言で父ﾘｱに
取り入るが、気
難しい父を疎ん
じて邪険に扱う。

・弟ｴﾄﾞﾓﾝﾄﾞの策
略にひっかか
り、父にあらぬ
嫌疑をかけら
れ、追放される。

・フランス王はリ
アの癇癪と無分
別に呆れ、持参
金なしの三女を
連れて国に帰
る。

ﾌﾞﾘﾃﾝ国の行く末

リアは求めた愛情を得られるの
か。

兄の領地を手に
入れられるか。

ｴﾄﾞﾓﾝﾄﾞと一緒に
国を動かせる

か。

父と兄である自
分を窮地に陥れ
た弟を倒せる

か。

フランス軍の侵
略を防げるか。

リアの誤算 ｴﾄﾞﾏﾝﾄﾞの野望 ｺﾞﾈﾘﾙ・ﾘｰｶﾞﾝの
打算

愛情は得られないまま死に至る。 領地どころか何
も得ないまま死

ぬ。

どちらも成就せ
ぬまま死ぬ。

・長女ｺﾞﾈﾘﾙと次女ﾘｰｶﾞﾝの邸で安
穏な老後を過ごそうとするが、老
人の気性を危ぶんだ娘たちから邪
険にされ、あまりの怒りに気が触
れて荒野を彷徨う。

・フランス軍と内
通していた父を
ﾘｰｶﾞﾝの夫に告
げ口し、失脚さ
せる。
・ｺﾞﾈﾘﾙとﾘｰｶﾞﾝ
両方に色目を遣
い、あわよくばﾌﾞ
ﾘﾃﾝ国を乗っ取
ろうと野望を抱
く。

･ｴﾄﾞﾓﾝﾄﾞの若さ
と野望に虜に
なった二人は、
互いにｴﾄﾞﾓﾝﾄﾞを
渡すまいと牽制
を繰り広げる。
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【レジュメ】King Lear『リア王』 

Sennet. Enter KING LEAR, CORNWALL, ALBANY, 

GONERIL, REGAN, CORDELIA,  

and Attendants 

 

KING LEAR  
Meantime we shall express our darker 

purpose. 

Give me the map there. Know that we have 

divided 

In three our kingdom: and 'tis our fast intent 

To shake all cares and business from our age; 

Conferring them on younger strengths, while 

we 

Unburthen'd crawl toward death. Our son of 

Cornwall, 

And you, our no less loving son of Albany, 

We have this hour a constant will to publish 

Our daughters' several dowers, that future 

strife 

May be prevented now. The princes, France 

and Burgundy, 

Great rivals in our youngest daughter's love, 

Long in our court have made their amorous 

sojourn, 

And here are to be answer'd. Tell me, my 

daughters,-- 

Since now we will divest us both of rule, 

Interest of territory, cares of state,-- 

Which of you shall we say doth love us most? 

That we our largest bounty may extend 

Where nature doth with merit challenge. 

Goneril, 

Our eldest-born, speak first. 

GONERIL  

Sir, I love you more than words can wield the matter; 

Dearer than eye-sight, space, and liberty; 

Beyond what can be valued, rich or rare; 

No less than life, with grace, health, beauty, honour; 

As much as child e'er loved, or father found; 

A love that makes breath poor, and speech unable; 

Beyond all manner of so much I love you.  
CORDELIA  

[Aside] What shall Cordelia do? 

Love, and be silent. 

LEAR  

Of all these bounds, even from this line to this,  

With shadowy forests and with champains 

rich'd, 

With plenteous rivers and wide-skirted meads, 

We make thee lady: to thine and Albany's 

issue 

Be this perpetual. What says our second 

daughter, 

Our dearest Regan, wife to Cornwall? Speak. 

REGAN  

Sir, I am made 

Of the self-same metal that my sister is, 

And prize me at her worth. In my true heart 

I find she names my very deed of love; 

Only she comes too short: that I profess 

Myself an enemy to all other joys, 

Which the most precious square of sense 

possesses; 

And find I am alone felicitate 

In your dear highness' love. 

CORDELIA  

     ラッパの吹奏。リア王、コーンウォール、オールバ

ニ、ゴネリル、リーガン、コーディーリア、従者た

ち登場。 

 

リア 

そのあいだに、いままで秘めておったわしの計画を 

披露しよう。地図をもて。いいかわしは 

王国を三つにわけた。わしの動かぬ決意は 

この老いの身からいっさいのわずわらしい務めを 

振り払い、それを若い力にゆだね、身軽になって 

余生を送ることだ。わが婿コーンウォール、 

それに劣らず愛してきたわが婿オルバーニ、 

いまここでわしは娘たちに遺す財産を定め、 

公に発表したい、それによって将来の争いを 

いまとりのぞくことができよう。フランス王と 

バーガンディ公は、末娘の愛を求めて競いあい、 

久しくこの宮廷に恋ゆえの滞在をかさねてきたが、 

それにも答えを与えよう。どうだな、娘たち、 

わしは国家の統治権も、領土の所有権も、 

政務のわずらわしさもかなぐり捨てたいのだが、 

おまえたちのだれがわしをいちばん愛してくれるか

な？ 

親を思う心のもっとも深いものに、わしは 

もっともゆたかな情愛を示したいのだ。まず 

ゴネリル、長女としておまえから言うがいい。 

 

 

 

 

 

 

 

ゴネリル 

私がお父様を愛する気持ちはことばでは尽くせません、 

この目よりも、限りない自由よりも大切なかた、 

あらゆる評価を越えたゆたかですばらしいかた、 

真善美をそなえたいのちにもまさるかたとして、 

子供が父親に捧げうる最大の愛を抱いております。 

その愛はことばを貧しくさせ、唇を閉ざさせます、 

これほどの愛と口に出して言える以上の愛です。 

コーディーリア 

（傍白）コーディーリアはどうしよう？ 愛して、黙っ

ていよう。 

リア 

この線からこの線にいたる地域はすべて、 

鬱蒼（うっそう）たる森林も、ゆたかなる平原も、 

魚の群がる河川も、裾のひろがる牧場も、 

おまえのものにするぞ。おまえとオールバニの子孫に 

永久に伝え遺すがいい。では次に二番目の娘、 

コーンウォールの妻、かわいいリーガンはどうかな？ 

 

 

リーガン 

          この私も 

お姉さまとまったく同じ心ですし、お姉様と 

同じ値打ちがあると思っています。さきほどの 

お姉さまのことばは私の愛の気持ちを伝えてくれまし

た。 

ただまだ十分言いつくしてはいないようです。 

私にとって、どんなに気高い感覚が味わう喜びも 

ただ一つをのぞいては敵なのです、私のしあわせは 
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[Aside] Then poor Cordelia! 

And yet not so; since, I am sure, my love's 

More richer than my tongue. 

KING LEAR  

To thee and thine hereditary ever 

Remain this ample third of our fair kingdom; 

No less in space, validity, and pleasure, 

Than that conferr'd on Goneril. Now, our joy, 

Although the last, not least; to whose young 

love 

The vines of France and milk of Burgundy 

Strive to be interess'd; what can you say to 

draw 

A third more opulent than your sisters? 

Speak. 

CORDELIA  

Nothing, my lord. 

KING LEAR  

Nothing! 

CORDELIA  

Nothing. 

KING LEAR  

Nothing will come of nothing: speak again. 

CORDELIA  

Unhappy that I am, I cannot heave 

My heart into my mouth: I love your majesty 

According to my bond; nor more nor less. 

 

引用先 http://shakespeare.mit.edu/lear/full.html 

 

 

 

お父様を愛することにしかないのですから。 

コーディーリア 

（傍白）ああ、あわれなコーディーリア！ いえ、 

あわれじゃないわ、私のお父様への愛は 

あわれな舌などおよばぬほど深いのだから。 

リア 

おまえとおまえの子孫には、末代まで、 

わが王国のこの肥沃なる三分の一を与えるぞ。 

その広さといい、ゆたかさといい、楽しさといい、 
ゴネリルに遺したものにまさるとも劣らぬ。さて、 

いちばん小さいわが喜びのいちばん小さくはない末

娘、 

フランスの葡萄とバーガンディの牛乳がおまえの 

愛を得ようと競っておるが、おまえは姉たちより 

もっとゆたかな三分の一を得るためにどういうか

な？ 

コーディーリア 

言うことはなにも。 

リア 

なにもない！ 

コーディーリア 

なにも。 

リア 

なにもないところになにも出てきはせぬ、 

言いなおすがいい。 

コーディーリア 

悲しいことに私は心の思いを 

口には出せないのです。私はお父様を愛しておりま

す、 

子の務めとして。それ以上でも以下でもありません。 

第一幕第一場 10ｐ～14ｐより抜粋 

引退を考えたリアは領土の分配という餌に、娘たちの愛情を量ります。 

ゴネリル、リーガンの愛情たっぷり巧みな言葉に酔い、そっけないコーディーリアの言葉に激怒します。

コーディーリアは、二人の身分ある男性から求愛されていたのですが、リアの庇護がなくなったと聞いて、

そのうちの一人はさっさと手を引きます。もう一人の求婚者・フランス王は無一文になったコーディーリ

アを連れてその場を去ります。リアの思慮のなさを嗜めた忠臣・ケントも追放されます。 

その様子をみてゴネリルとリーガンは次のような会話を交わします。 

 
（フランス王とコーディーリア退場） 

ゴネリル ねえ、ちょっと話があるの、私たち二人にとっても大事なことで。お父様は今夜にもここを出るつもり

よ、きっと。 

リーガン 間違いないわ、まずお姉様のところね、来月は私のところ。  

ゴネリル おまえも気がついているだろう、お父様はお年のせいかたいへん気まぐれになられたってこと。よおく

見ればひどいものよ。いままで妹がいちばんのお気に入りだったのに、どうお、見さかいもなしにおっぽ

り出してしまうなんて、正気の沙汰じゃないわ。 

リーガン もうろくしたのよ。もともとご自分のこととなるとさっぱりわからない人だったけれど。  

ゴネリル いちばん元気でしっかりしていたときでさえ無分別だったのに、これからさきどうなると思う？ 長年

の凝り固まった性癖のうえに、ぼけてかんしゃくを起こすお年でしょう、どんなわがままに手を焼かされ

るかわかったものじゃないわ。 

リーガン 私たちも、ケントが追放されたように、いつ気まぐれな発作に襲われるか覚悟しなければ。 

ゴネリル むこうでいまからフランス王と別れのあいさつをするところだわ。ねえ、おたがいに手を握ろうじゃな

いの。お父様にあんな気持ちで権威をふりまわされたら、権力を譲ってもらったことがかえって迷惑だわ。 

リーガン あとでよく考えましょうよ。 

ゴネリル すぐになんとかしなければ、鉄は熱いうちによ。 

第一幕第一場 27ｐ～28ｐより抜粋 

 

日本語部分はシェイクスピア全集『リア王』白水 U ブックス 28  訳者 小田島雄志 による。 

 

 

http://shakespeare.mit.edu/lear/full.html

