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ラシーヌ 『フェー ドル』 における登場人物の 「感覚の不確実さ」 一

矢 橋 透

-

ブ リ ュ イ

初めに↓噂フ ノ イズがあった●●●●●●
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ラシーヌの 「フェードル」 (1677年初演) は, 同じ題材を扱ったエウリーピデースとセネ

カの作と比較した時, 劇構成上際立って大きな二つの変更点を持っている。その一つは, フェー

ドルが恋する義理の息子のイポリ ッ トが他の女性に恋をしているこ とである。 二人の先行者

の作品では, すべての女性を憎んでいるこ とになっていた彼が, 父親の政敵の娘であるアリ

シーに恋をするこ とで, ラシーヌの作品は横恋慕という一般的な恋愛劇の方向に近づき, 先

行作における男対女という伝統的な劇構造が崩れ, アンチ ・ フェ ミニズム的な言説も影を潜

めている(1)。 もう一つの変更点は, フェー ドルがイポリ ッ トに恋を告白する契機と して, つ

まり劇全体を起動させる契機と して夫のテゼの 「死の誤報」 が導入されていることだ。 そし

て, そ う した偶然的要素とと もに, ヒロイ ンの乳母のエノーヌ という寸他者」 の強い干渉に

より, 「フェードル」 は, 極めて受け身な女主人公が運命によって流されてゆく劇という印

象を与えるようになる (たとえば, ヒロインの二つの決定的な行動である 「恋の告白」 と

「罪のなすりつけ」 のうち, エウリーピデースの主人公は後者を, セネカの主人公は前者を

自らの意志で決然と行なづているのだが, ラシーヌでは, 後者は完全に乳母によって行なわ

れ, 告白も一応は主人公がするのだが, 実際は乳母の強いイニシアチ ヴによっているのであ

る)。 ■■ ㎜ ■

これから私か述べるこ とは十七世紀の初頭に

起こったことである。 議論と騒乱の時代, そこ

から今日も賞賛されている理性と美の天才たち

の一団がでて く る。 ( ミ シェル ・セール, 「ノ ワ

ズウな美女 [美しき浮い女Labellenoiseuse]」,

『生成』 〔及川馥訳 〕)

フラ ンス語研究室

(1995年10月11日受理)

Au commencement 6tait le召raa;,…

- 《L’incertitudedessens》 despersonnagesdanstj)MdredgRacine-

T6rou Y ABASi】 犬



ではまず, ラシーヌが先行作に対して行なった最も重要な変更の一つであった 「死の誤報」

の導入について考えてみよう。 この変更はこれまで, なによりフェードルの恋の告白をより

よく動機づけるため, 更には, この時代支配的であった, 性的実践を夫婦関係に集中させよ

う とする 「婚姻の装置」(4) に対して敬意を払うためになされたと考えられてきたと言えよう。

そして, ラシーヌ自身が序文の中で, そう した見解を支持してさえいるのである。
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ここでは, こ う した二つの主要な変更点のうちの二つ目の 「死の誤報」 と, それと関係す

る運命 ( これから見てゆく ように, それは実際には 「感覚の過誤」 という要素によるところ

が大きいのだが) によって受動的に流される登場人物たち ( ヒロインだけではない) という

観点から, 「フェー ドル」 という巨大な作品の一側面を明らかにしてみたい。あらかじめ言っ

ておけば, そう した側面は, この時代の精神史と関わるところが大きい。 それは, 十六世紀

から十七世紀にかけて西欧を襲った一大知的危機一 中世のスコラ学的な知の根幹をなして

いたアリス トテレス= トマス主義的な直観的 ・ 日常的世界観の崩壊- という現象であり,

それによって人間が感覚によって捉える世界は, 演劇と同様の不安定な 「仮象世界」, シミュ

ラークルの世界と見倣されるようになる。 「(視覚を初めとする) 感覚の不確実さ」 の意識が

常に人に付き纏い, ラディ カルな懐疑主義も横行することになる。 十六世紀後半から十七世

紀前半にかけてのこれまで主にバロックと呼ばれてきた文学 (特に悲喜劇を初めとする演劇)

は, こ う した世界の仮象性を飽く ことな く描き出していたわけだが(2), そう した傾向は, 形

を替えこそすれ, いわゆる古典主義期の作家たちにも現われ続けているように思われる。 私

はこれまで√主にモリエールに関して, そう した側面を明らかにしてきたのだが(3), こ こで

は古典主義の範例的なラシーヌの代表作において同様のアプローチを試みたいと思うのであ

る。

Et lebruit dela mort deTh6s6e, fond6 sur cevoyagefabuleux,donnelieu a Ph6drede

faireuned6clarationd’amour,qui devient unedeprincipalescausesdesonlilalheur,et

qu’ellen’aurait jamaisos6 fairetant qu’elleaurait cru quesonmar16tait vivant. (5)

しかしながら, 「誤報」 が運命の無気味な誘導を感じさせるのも事実であり, またこ う した

人の感覚を欺く偶然の悪戯が, 悲喜劇を初めとするいわゆるバロック的演劇において数多く

見られる (視覚に関する場合が多いが, この場合のように聴覚的なものもある(6)) のも確か

なことなのである。 このような常に感覚が人を迷わす世界においては, 登場人物たちは懐疑

的にならざるをえなく なる。 テゼの死の噂を, 初めから疑ってかかっていたアリシーのよう

に。

そして, その伝説的な旅に基づいたテゼの死の噂は, フェー ドルに恋の告白をすること

を許すのだが, 彼女の不幸の主たる原因の一つになるその告白を, 彼女は, 夫が生きて

いると信じているかぎりは, 決して行なわなかったであろう。



それじゃイスメ ーヌ√それはあやふやな噂ではないの ?

私は囚われの身ではなく なり, もう敵はいなく なるというの?

そして, イポリ ッ ト自身が彼女を前に驚 くべき告白を始める時, 彼女は叫ぶ。
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Cen’est doncpoint, lsm6ne, uTtbruit mal cげfermij?

Jecessed’6treesclave,et n’ai plusd’ennemi? (p.762)

結局のところ噂は誤 りでこ う した喜びは虚 しいものであるのだから, シャン ・ルッセが執拗

に列挙 している(7), 夢と現実が絢い交ぜになったバロック劇の登場人物と彼女は, 幾ら も離

れていないと言えるのではないだろうか ? このように, これまではフェー ドルの告白を動機

づけるという (古典主義的な ? ) 心理的意味づけがなされてきた 「死の誤報」 の導入が, 実

際には登場人物の 「感覚の不確実さ」 を露呈させるという (バロック的な ? ) 機能も合わせ

持っているこ とが明らかになって く るのである。

さて, こ う した不安定な世界にあって人の感覚を欺こう とするのは, 風に乗せて噂を運ぶ

偶然だけではない。 いわゆるバロック劇の世界は, 意識的に人の 「感覚の不確実さ」 を突こ

う とする 「仮面masque」 の人間で溢れて もいるのだ(8)。 「フェ ー ドル」 において, そ う した

役割を担っているのは, ヒロイ ンを破滅へ と導 く もう一つの力であった乳母のエノ ーヌであ

る。 確かに, 彼女は女主人を愛し, すべて を彼女のために行なっているのだが, それが結果

的には全部裏目と出るのである。 彼女は, フェ ー ドルのもとに残されたイポリ ッ トの剣をテ

ゼのと ころに持ち寄 り, それを証拠にイポ リ ッ トに罪をなす りつけよう と し, そう した 「偽

りの外観 fausseapparence」 によって, テゼはあっ さ り と欺かれて し まう (テゼに関しては,

後で詳しく見ることにしたい)。 そう した状況は, 例えばモリエールの初期喜劇 (実際には,

それは悲喜劇に類するものである) の 『ナヴァールの ドン ・ ガルシーまたは嫉妬深い王子

Dom GarciedeNauarreott lePr・ cej (110uχ) ( 1661年 初 演 ) に登 場 す る , 典 型 的 な 「仮 面 」

の人間である ドン ・ロプが, ガルシーの嫉妬を煽るために, 半分に裂けて宛名が見えなくなっ

た手紙 (実は届けられなかったガルシー自身への手紙なのだが) - まさに範例的な 「偽 り

の外観」- を見せる場面を思わせる。 しかしエノ ーヌ とロプの類似は, そう したシチュエー

ショ ン ・ レベルに留まらない。 第四幕の最後でフェ ー ドルは, ついにそう したエノ ーヌの行

Detout cequej ’entends6tonn6eet confuse,

Jecrainspresque,jecrainsqu’ 乙xπsotxgetle肌’a&xxse.

vem&j e? Puis-jecroireunsenlblabledessein? (p.766)

今聞いたこ とは驚 く ような漠然と した こ とばかりで,

私はほとんど, 夢に欺かれているのではないかと思って しまいます。

私は目が覚めているのかしら ? そのよう な計画を信じることができるで しょうか?



正しい天が, お前にふさわしい報いを与えるよう に。 卜

そしてお前に与えられた罰が, 永遠に恐れさせるように,

お前のように卑劣にも巧みに,

不幸な王侯たちの弱さを養い,

彼らを , その心が赴く ほうに押しやり,

罪への道を均す全ての者たちを !

憎むべきへつらい者たちめ, ……

ところが, こ う した表現は, 「 ドン ・ ガルシー」 でロプ が自分の 「完璧なる廷臣parfait

courtisan」 と しての信条を述べる, 次のような表現と奇妙に似通っているのである。

Puisse lejusteciel dignement tepayer;

Et puisseton supplicea jamais effrayer

Tous ceuχqui, commetoi, par delachesadresses,

7)esμΓ加cesM㎡yxazraxχπo乙z瓦s託旭 Zesか治Zesses,

Lespoussent au penchant oa leur c(13ur est enclin,

Et leur osent du crimeaplanir lechemin!

£)& es£晶臨 μα££er s,… (p.792)
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動の本質を見抜き, 次のように詰っている。

透

Et les pluspromptsmoyensdegagner leur [lesgrands] faveur,

C’e畝 deflatter toujours lefaU)1edeleur co2ur,

D’applaudir en aveuglea cequ’ilsveulent faire,

● ● ● ● ● ●

結局どこででも見られることだけど, 廷臣の術とは,

大物たちの弱みを利用するこ と,

奴らの過ちを養い, 決して奴らの心に

非難すべきこ とを意見した りはしないこ とに尽きるのさ。

そして , やつら [大物たち] の寵愛を得る一番てっ と り早い方法は,

いつも心の弱い部分にへつらう こ と,

彼らが したがることに盲目滅法喝采を送ることなのさ。

● ● ●

Enfin onvoit partout que1’art descourtisans

Netend qu’a profiter des似 iblessesdesgrands,

λxxoMx例rZ心rserraxrs, etjamaisdansleurame

Neporter lesavisdeschosむsqu’on y blame. (9)



では, ここで視点を変えて, 「仮面」 のエノ ーヌが利用したイポリ ッ トの 「剣」 について

考えてみよう。 それは実際には, フェ ー ドルがイポリ ッ トに恋の告白をした後で, 茫然自失

する彼を前にして自らの行動を恥じて自殺 しよう と した際に彼女の手元に残されたものであ

る。 しかしそれが, エノ ーヌの言によってテゼの目には, イポリ ッ トがフェ ー ドルを犯そう

と した際に脅すために使ったものと映って しまう。 このよう に, 事物あるいは状況が人の目

に実際とは異なるものと して映じて しまう シチュエーショ ンを, 1640年代から1650年代にか

けて隆盛を誇った, 悲喜劇の流れを汲むスカロンらの喜劇は非常に好んでおり(11), それは代

表的なスカロンの喜劇の題名から 「偽 りの外観」 のテーマ と呼ばれている。 そう した視覚的

トリ ッ クによって, 人間の丁視覚の不確実さ」 が露呈されるのであり, この時代の懐疑主義

的な風潮に対応していたと考えられるのである。 さて, 問題の 「剣」 の場合だが, 剣をイポ

リッ トの不利になるような証拠とするという発想は, 実は既にセネカの作品に出てきている。

パイ ドラを切ろう と して思い止まったヒ ッポリュ トスが投げ捨てた剣を, 乳母が拾って公衆

にヒ ッポリュ トスの罪の証拠と して示 し, 後にそれをパイ ドラ もテセウスに示すのである。

しかし, 同様の状況に立ちつつも, ラシこ ヌのテゼには 「視覚」 に対するこだわりが見られ

る。

エノ ーヌ とロプはと もに, 王侯を欺く ために, 「感覚の不確実さ」 とと もに, 恋心のよう な

彼らの心の弱いところを巧みに突いている。 これら二人の登場人物間には, 直接的な影響関

係があるのだろ うか ? ラシーヌは, ここで二十年近い間を置いて, 彼を演劇界にデビューさ

せた (そして, その後裏切った) 恩人の不幸な作品を思い出していたのだろうか ? それはと

もかく , こ こでは, エノ ーヌ という人物が, ロプ同様 「仮面」 のイメ ージのもとに捉えられ

ていることを確認しておこう。 彼女もまた, この近代の産みの苦しみの不安定な世界(10)を構

成する ものの一つと考えられるのである。
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Leperfide! il n’a pu s’emp6cher depalir.

Decrainte, enm’abordantj el’ai uu tress(limr . ( p.783)

Ah! 1evoici.GrandsDieuχ! a cenoblemaintien

「偽 りの外観」 を扱った喜劇の登場人物たち も, 必ず と言っていいほど, こ う した 自らの

「視覚」 に基づ く確信を口にし, それが後に誤 りと解ることで, 「視覚の不確実さ」 が余計に

強調されるのである(12)。 このテゼの場合も, まさにそう した過程を取るこ とになるだろう 。

その後すぐに, 逆に当のイポリ ッ トを目の前にして, 彼は自らの 「視覚」 がこれまで息子の

不実さ を見抜けなかったことを嘆く のだが, こ う した 「視覚」 が伝える ものに対する評価の

混乱こそが, 「視覚の不確実さ」 を構成しているのである。

不実者め ! あいつ [イポリ ッ ト] は顔を青ざめずにはいられなかった。

俺に近づ く時, あいつが不安で震えるのが見えた。



Qael atilxzeserαi£pas£ro肌ρ&com現eXex7xiexz?

Faut-il quesur lefront d’unprofaneadult6re

Brilledela vertu lesacr6 caract6re!

Et nedevrait-on pas & 直 ss槍几escer£a伍s

Reconnaitrelecceur deSperfideshumains! ( pp.783-784)

ああ ! 奴がやって来た。 偉大な神々よ ! ああ した高貴な物腰に,

どんな目が, 私のよ うに欺かれないで しょ うか ?

不義を犯す俗物の額に,

徳の聖なる徴か輝いていなければならないので しょ うか ?

そ して, 確かな印の元に 卜

不実者の心を認めてはならないので しょ うか ?
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テゼの剣に関する誤りは逆に, 「ポール ・ロワイヤル論理学£a£oが卯eoxxl’ar£& μxxser」

(初版1662年) の記号の分類によれば, 単に蓋然的なものにすぎない記号を, ここで彼自身

が口に しているような 「確実な記号」 と思い込んで しまったこ とにあるのである(13)。

ここでは, 非常に明瞭に, テゼの 「視覚の不確実さ」 が指摘されている。 こう した彼の視覚

に関する否定的表現は, エウリーピデースやセネカには一切見られない。 そう した批判に対

してテゼは, 再び 「視覚」 に基づ く確信を口にする。

M ais j ’ en croisde£&x7xo加scer£αixzs, irr6prochables:

J’ぶ じg,j ’ぶ 1ノ£xco㎡er面sZαΓ肌es渥7晩αわZes. (p.796)

貴方は, あの人の心をそれほどお知 りになっていないのですか ?

それほど罪と無実を見分けられないので ?

貴方の目にだけは, 忌まわしい雲が, し

全ての人の目には輝いている徳を隠さなければな らないので しょ う か ?

さて, その後は, 次第に真実が明らかにな り, テゼの 「視覚の不確実さ」 が露呈してゆく

過程となる。 まず第四幕の初めで, 彼はアリシーからレイポリ ッ トに対する彼の不明を詰ら

れる 。

Avez-vous deson cceur si peu deconnaissance?

Discertlez-1yo£xssi 肌㎡ Zecri肌ed Z’加xlo& ?刄ce?

Fad j Z卯 ’a し・osjyaxx se㎡satxzx乙xαμ oぷazχ

1)& o& sαし叱r加 卯 3 rf副 & £oasZesya x? (p.796)



Veulent-itsm’6blouir par uneμiMevaine?(14)

Sont-ils d’accord tousdeux pour memettrea la g6ne? (p. 797)

あいつらは, 虚しい演戯で俺の目を眩まそう と しているのか?

二人で協力して, 俺を困惑させよう と しているのか ?

その時, フェ ー ドルの侍女によって, フェ ードルが妄想状態に陥っていること, そして, フェー

ドルによって追放されたエノ ーヌが自殺 したこ とが告げられる。 ここでやっ と, テゼも, 自

らの行動がどうやら誤りであったこ とに気づ く 。
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しかし私は, 否の打ち どころのない確ヵ なヽ証拠を信じているのだ。

私は見た, 本物の涙が流れるのを見たのだ。

ここでは, フェードル ( とエノーヌ ? ) の涙が言及されているのだが, それらも, 確かに悲

しみを表現してはいて も, その合む内容は異なる 「偽 りの外観」 なのである。 ここ で もテゼ

は, 蓋然的であるに過ぎない記号を 「確かな証拠」 とする誤 りを犯していると言える。 しか

し, そう しているうちにテゼの心のなかにも疑惑が湧いて く る。

Jouissez desa perte,injusteou 16gitime:

Jecotlsetls gae肌esy心x so加肘 £o厦oMrsα&ljsas・

Jelecroiscrimine1, puisquevous1’accusez. ( p.801)

不正なものにせよ正当なものにせよ, あいつの死を喜ぶがよい。

私は, 自分の目が永遠に欺かれるこ と をよ しと しよう。

あいつを罪人と思おう , お前がそう難 じたのだから。

彼は, 真実を直視せず, 「視覚の不確実さ」 のうちに留まろう とするのだ。 こ う した 「人間

嫌い」 の四幕でのアルセス トのセリメ ーヌへの台詞にも見られた(15)特有の身振 りは, ラシー

J’ai peut-6tretrop cru des t6moinspeu fid61es, ( p. 798)

俺はたぶん, 確かではない証拠を信 じすぎて しまったのだ。

しかし時既に遅く , イポリ ッ トの死が腹心のテラメ ーヌによって伝えられるこ とになる。 こ

の場合のテゼのような 「視覚の不確実さ」 の只中に置かれ行き迷う登場人物像は, 典型的に

悲喜劇のそれであると言える。 エウリーピデースやセネカのテセウスは, 息子の追放と呪い

以降, コロスの歌を挿んですぐに息子の死を伝えられるのであり, こ う した疑惑の闇の体験

を持たないのである。 そして最後に二鼠子の死を聞いた後, テゼは, 英雄らしからぬ驚くべ

き台詞を, 真実を告白するためにやって来たフェ ー ドルに向けて投げかける。
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ヌ もまた, この時代を捉えて離さな

かった 「視覚 (感覚全体更には悟既)

の不確実さ」 の問題, またルッセの

言う 「十七世紀の核心に触れる」

「内実と外観の論争 d6bat deP6tre

et du parai tre」 (16) と 無 関 係 で は な

かったことを確実に証明していると

言えよう(17)。

危機と, それによる世界の仮象化現象を反映するものなのである(18)。 このように古典主義の

範例的なラシーヌの代表作にいわゆるバロック的な要素を認めよう とする試みは, 別に偶像

破壊的な意図によるものではな く , 時代の大きな精神史的コンテキス トのうちに作品を開い

てゆこう とする意図に基づいている。 いわゆる古典主義とその理性主義が一枚岩のような安

定したものではなぐ, 前代の宗教戦争を初めとする社会的 ・精神的不安に対する反動ないし

は強引な封じ込めであったことは, 例えばフーコーが 『狂気の歴史』 の中で行なっている分

析 (いわゆる 「大いなる閉じ込め」(19)) からも明らかであろう。 そう した観点からすれば,

いわゆる 「古典主義期」 においても, 前代の精神史的形象の残存が見られ, それと古典主義

的な理性とのダイナミ ックな葛藤が起きているのは当然のことなのである。 エウリーピデー

スやセネカの作品と対照させられる時, ラシーヌの 『フェードル』 は, その古典主義的 「普

遍性」 の神話の影から出て, そう した同時代的なコンテキス トの明確な痕跡のもとに立ち現

われてく るように思われる。

図t 1677年版におけるルブラ ンによる口絵 (古典主義の

代表的画家による秩序だった背景の前で展開する, 噂= ノ
イズがもたらたした血なまぐさいバロック的騒乱)

以上, 「イポリ ッ トの恋」 と並ん

で, ラシーヌが同じ題材を扱ったエ

ウリーピデースやセネカの先行作に

つけして行なった変更のうちの最大の

要素である 「テゼの死の誤報」 から

説き起こ し, 「仮面」, 「偽りの外観」,

「視覚の不確実さ」 といった諸観点

から, 「フェ ー ドル」 という作品が,

十七世紀前半に隆盛を極めた悲喜劇

を初めとする, いわゆるバロック演

劇と共通する 「感覚の不確実さ」 に

よって運命に弄ばれる主人公像を提

示しているこ と を明らかにしてきた。

こ う した主人公像は, 初めにも述べ

たとお り, 十六世紀に西欧を襲った,

アリス トテレス= トマス的な感覚的・

日常的世界観の崩壊という一大知的
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注

(1) エウリーピデースとセネカの作品には, ヒポリ ュ ッ トスに非常にはっ きりと した反女性的な台詞が

あり, そこで展開されるパイ ドラのイメ ージ も, 単純化して言えば, それぞれ 「奸策を弄する女」,

「肉体に捕われた女」 といった否定的ニュアンスの強いものとなっている。 それに対 して, ラ シー

ヌのイポリ ッ トは, 時代の風潮を反映してか非常にフェ ミ ニス トであ り , ヒ ロイ ンのイ メ ージ も

「悔い改める女」 というキリス ト教的なものに変わっている。 なお, 女嫌いであっ た王子が恋をす

るようになるという設定は, ラシーヌの同時代の同じ題材を扱った作家たち (ジルペール, ビダル,

プラ トン) も採用してお り, やはり時代のフェ ミニズム的土壌を証明している。 それに対して, 後

述のもう一つの大きな変更点である夫の 「死の誤報」 は, 他の同時代作家にも見られない, ラ シー

ヌの全 く オリ ジナルな設定である。

(2) Cf.JeanRousset, £αa l&raaxredd ’age&aroqE a FΓαnce― Circ&etlepaon, Jos6Corti,

1983, surtout 〈prem16repartie》. Didier Souiller, £αZ治& α缶reh ro9£xe飢 万乙£r叩e,

PU F , 1988, pp. 127-184.

(3) Cf. 拙論, 「『タルチュフ』 一 視覚の劇」, 『フランス文化のこころ ー その言語と文学』 (共著) ,

駿河台出版社, 1993, pp. 1-12. 「 〈善いぺてん師〉 ? - モ リエール 『守銭奴』 における く演劇的

知〉 」 , 『筑波大学フランス語フラ ンス文学論集』 9, 1994, pp. 194-210。 エ

(4) ミ シェル ・ フーコー, 『性の歴史I一 知への意志』 (渡辺守章訳) , 新潮社, 1986, pp. 48-49,

p. 136.

(5) Rac伍e(Euurescompt&tesl Th6atre,Po&sies, (6dit6esparRaymondPicard) , Gallimard,

Biblioth6quedela P161ade, 1950, pp. 746-747. 以下 ラ シ ー ヌ の本文の引用 は全 て こ の版 に よ り ,

。ページ数は引用のすぐ後に掲げる。 強調は筆者。

(6) たとえば, この時代の最大の成功の一つを得た トマ ・ コルネイユの 『チモ ク ラー ト 77mocrα£e』

(1656) における 「チモクラー トの捕囚」 の噂を思い浮べよう。

(7) Rousset, 0ρ。臨 。 pp.66-74.

(8) Cf. 拙論, 「劇場都市と仮面たち ー コルネイユの初期喜劇におけるパリ」, 『岐阜大学教養部研究

報告』 31, 1995, pp. 169- 183。

(9) λfoZf& e(E &vrescoynμ& es7, (6dit6espar GeorgesCouton) , Gallimard, Biblioth6quede

la P161ade, 1971, pp.355-356. 以下 モ リ エ ー ルの本文の引用 は全 て こ の版 に よ り , ペ ー ジ 数 は引

用のすぐ後に掲げる。

(10) こ う した 「感覚の不確実さ」 が支配し, エ ノ ーヌのよう な 「仮面」 が跳梁する不安定な世界のイメー

ジは, ゴルドマ ンがラシーヌの作品世界に見る 「神= 世界= 人間」 の三重構造の中の, 動揺と虚偽

が支配する 「世界」 のイメ ージにかな り近いと言えよう (Cf. Lucien Goldmann, LeDieu

C(1Ch&, Gallimard, 1955, 《4epartie》 )。 しかし一言留保を付け加えておけば, ゴルドマンは

『フェ ー ドル』 の分析においては, フェー ドルのみを 「人間」 の範躊に分類し, 残 りの登場人物を

全て 「世界」 に一括しているのだが, 四幕一場でイポリ ッ トがアリシーに, と もに逃亡する前に結

婚の儀式を挙げる場と して言及する 「不実者には恐ろ しい聖なる神殿un templesacr6 formida-

bleauxparjures」 は, 「動揺と虚偽の世界」 からの, 彼らなりの脱出の願望を表していると考え

ら れる。
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C’est la quelesmortelsn’osent jurer en vain:

Leperfidey reqoitun chatiment soudain;

Et craignant d’y trouver la mort in6vitable,

Lemensongen’a point defrein plus redoutable. ( pp. 794-795)

透矢 橋

そこでは, 人間は虚しい誓いをするこ とはできません。

不実者は直ぐさま罰を受けるのですから。

避けるこ とので きない死を見出だすのを恐れて,

嘘にとっては, これ以上に恐ろ しい歯止めもないのです。

忠実であるよう に見せかける努力をして くれ。

Cf. 拙論, 「仮面の劇- モリエール 「人間嫌い」 について」, 「筑波大学フランス語フランス文学

論集」 3, 1986, p. 8。

㈲ Rousset, 印 .d£。, p.226.

㈲ 以上ラシーヌ作品において明らかにして きたよう な 「視覚の不確実さ」 は, ス タ ロバンスキーが分

祈 している 「視線の詩学」 - そこにおいて視覚は, 恋する相手の拒絶を見透かすほどには明晰な

「不吉なn6faste」 ものなのであるがー とは, 異なる種類のものである(Cf.Jean Starobinski,

《Racineetlapo6tiqueduregard》, L’(Eitu沁a几t, Gallimard, 1961, p.86. )。 二9 の 「視覚」

は絡み合いながら, ラシーヌの悲劇的世界を構成しているように思われる。

(瑞 シ ャ ン= ク リス ト フ ・ アグニューは, 同時代のイギ リス思想 ・文学において も, 同様の世界の仮象

化という不安な現象を反映していると考えられる演劇的比喩 ・テーマの頻出を指摘している。 しか

し彼は, その原因と して, ここで指摘したような思想史的背景よりは, 当時の市場 ・貨幣経済の発

展とそれによる社会的関係の変化を見ている。 アグニューの説に対する検討は今後の課題としたい。

その意味では, 彼らもまた 「世界」 から超出する契機を持っているのであり, フェー ドルのみを特

権化するのはバラ ンスを欠いた見方であると言えよう。 十

(11) そ う したテーマの流行ぶりは, 当時初演された喜劇の名前を列挙するだけで も直ちに理解されよ

う ー ドゥヴィ ル 『偽 りの真実LesFaussesV&rit&s』 (1643) , ボワロベール 『欺きの外観 Les

Apparences trompeuses』 ( 1656) , ス カ ロ ン 『偽 りの外観 FattsseappareRce』 ( 1662刊 ) 。

叫 Cf. 前掲拙論, 「劇場都市と仮面たち」, pp. 171-172。

(13) Cf. 塩川徹也, 『虹と秘蹟- パスカル 〈見えないもの〉 の認識』, 岩波書店, 1993, pp. 57-58.

㈲ この 「演戯= ふ り feinte」 という タームも, 現実が演劇と同様の 「仮象世界」 と見倣されるバロ ッ

ク的な演劇においては頻出し, 非常に重要な意味を持っていた。 Cf. 前掲拙論, 「劇場都市と仮面

たち」, pp. 170-171. ・ 。 |

㈲ アルセス トはセ リメ ーヌの浮気の証拠をつかみながら, 次のよう に彼女が潔癖である可能性に しが

みつこう とする。

Efforcez-vous ici dejXard £refidale, (M ola re (Eu rescomplelas皿 p. 200)
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Cf. シャン= クリス トフ ・アグニユー, 「市場と劇場一 資本主義 ・文化 ・表象の危機1550- 1750

年」 (中里壽明訳) , 平凡社, 1995.

㈲ Cf. ミ シェ ル ・ フーコー, 「狂気の歴史一 古典主義時代における」 (田村恢訳) , 新潮社, 1975,

第一部第二章。 し


