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問題の所在　―シェークスピアvsラシーヌ―
　小説家、水村美苗によって書かれた評論書『日

本語が亡びるとき』の第二章、「パリでの話」の中に、

こんな一節がある。フランス人の聴衆に向けてな

された公演の中での発言である。

　ついこのあいだまで、ラシーヌはシェーク

スピアと肩を並べる存在だった。ところが今

はどうか。世界のほとんどの高校生はシェー

クスピアの名を知っているでしょう。ハリウッ

ド映画のおかげで『ロミオとジュリエット』の

名さえ知っているかもしれない、（中略）。そ

れにひきかえ、ラシーヌは？　ラシーヌとは
4 4 4 4 4 4

いったい誰ぞいな
4 4 4 4 4 4 4 4

。世界の高校生のうち、ほ

んのわずかしか、ラシーヌの名を知りはしな

いでしょう。お気の毒に、その高校生の数は、

『源氏物語』の作者、紫式部の名を知る高校生

の数に、だんだんと近づいていっているかも

しれません (1)。（傍点引用者）

　英語の台頭によって、かつては英語より尊重さ

れた言語であったフランス語が、世界の辺境に位

置する日本語と同じように凋落しつつある現状を、

シェークスピアとラシーヌの二人の劇作家を例に

挙げ、それと日本の古典文学を代表する『源氏物

語』の作者紫式部とを引き比べて皮肉交じりに説

明した文章である。水村美苗は幼少期から渡米し、

英語と日本語のはざまで暮らしてきた (2)。後に名

門イエール大学に進み、フランス文学を研究した。

その水村によって書かれた評論書『日本語が亡び

るとき』とはどんな作品なのか。ざっくり言うと、

〈普遍語〉や〈国民文学〉などの概念を用いて、近

代国家の成り立ちと密接な関係にある「国語」に

ついて述べたもので、最終的に、「書き言葉」とし

ての日本語こそ日本人を保障するものであり、し

かも日本語は世界に通用する優れた文学作品を残

していることから、日本語を守るべし、と述べて

章を結ぶ。そのことと、ラシーヌはどう関わるのか。

　シェークスピアと肩を並べるほどの傑作を残し

たとされているラシーヌの名が、現代においてほ

とんどの人に知られていない理由を、水村は使わ

れている「言語」の違いに求めている。つまり、

今や世界の共通語となった英語という、「誰でも読

める言語」で書かれたシェークスピアの作品の方

が、フランス語という、「フランス人しか読めない

言語」で書かれたラシーヌの作品よりも多くの人

から読まれるというのは当たり前である、という

のがその理由だとするのである。

　原作における使用言語の違いは確かに重要な要

素のひとつであるとは言えるだろう。しかし、そ

「ラシーヌとはいったい誰ぞいな。」
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れだけが原因であろうか。というのも、演劇の世

界では、未だにラシーヌ作品は傑作として高く評

価されているからである。表舞台で光を浴び続け

るシェークスピアと、陰ながら名を残しているラ

シーヌ。本論考では二人の偉大なる劇作家の作品

の特質を比較、分析することで、西洋演劇に特有

の法則とその歴史的な変遷過程を、以下に跡付け

ていきたいと思う。シェークスピア劇とラシーヌ

劇との評価の違いは、主流となるその演劇理論の

時代ごとの変化に伴うものであったというのが本

論文の立場である。

第一章　スペイン・バロック演劇の落日
　　　　―ル・シッド論争―
　シェークスピアとラシーヌ劇との評価の違いに

は、その背景にバロック演劇から古典主義演劇へ

の交替という歴史があった。エリザベス朝の下で

隆盛を極めたバロック演劇（その中で最も高く評

価されたのがシェークスピア劇だったのだが）は、

その後のピューリタン革命において、息の根を止

められ、一旦は滅びてしまう (3)。一方、フランスに

おける演劇の動きは、古典主義演劇の確立による、

バロック的要素の排除という形で表れた。それを

象徴するような出来事が、後に「ル・シッド論争」

と呼ばれるようになるスキャンダルであった。

ピエール・コルネイユ (4) の戯曲『ル・シッド』は、

スペイン・バロック演劇の影響を色濃く受けた作

品で、同時期に確立されつつあった古典主義演劇

の規則を様々な点で逸脱していた。古典主義演劇

を特徴付けるものとして、〈三単一の規則〉がある。

〈三単一の規則〉とは以下のようなものである (5)。

①	時間の一致：現実に流れている時間と同じ長さ

でストーリーを作らなくてはならない。

②	場所の一致：舞台となる場所は終始同じでなけ

ればならない。

③	筋の一致：様々な筋が複雑に絡み合うことなく、

一本の筋で展開しなくてはいけない。

　さらに、フランスの文学において優れた韻文形

式とされていた、「十
ア レ ク サ ン ド ラ ン

二音綴詩句」を使用すること

も特徴のひとつに挙げられている。コルネイユの

『ル・シッド』は、これらの規則から大きく外れて

いたのである。そこで、まずは、この作品のあら

すじを説明しようと思う (6)。

第一節）『ル・シッド』のあらすじ

　『ル・シッド』は 5 幕構成になっており、主とな

る登場人物は、ドン・ゴメス伯爵の娘シメーヌと、

それと相思相愛の仲であるドン・ロドリグの 2 人

である。

　劇の最初、第一幕一場では、ロドリグとシメー

ヌはお互いの父親も認める結婚間近の関係にあっ

た。しかし、第一幕三場で、シメーヌの父ゴメス

伯爵がロドリグの父ディエーグに喧嘩を吹っ掛け

る。それに腹を立てたディエーグは息子ロドリグ

に対し、老いた自分の代わりに伯爵を討ち取るよ

う命令する。誇りを傷つけられた父親の恥をそそ

ぐべきか、最愛の恋人を取るべきか、悩み苦しん

だロドリグは、第一幕六場で、シメーヌの父を討

つことと引き換えに、自らも命を絶つという決断

をする。

　第二幕二場で、伯爵を討ち果たすことに成功し

たロドリグは、第三幕四場、国王からの裁きを待

つ間、シメーヌのところに直接出向き、自分を殺

すよう申し出る。シメーヌとしては、父親を討っ

た相手を憎むべきなのに、それが最愛の相手でも

あることから、結局はロドリグに、この場を去るよ

うに懇願することしかできない。

　その後、当時のスペイン・カスティーユ王国の

敵となっていたモール人（北アフリカのイスラム

教徒）がカスティーユの地に来襲し、戦が始まる。

第三幕六場・第四幕三場において、ロドリグはス

ペインを守るべく戦い、敵側の王 2 人を捕らえる。

この功績は町中に知れ渡り、国王もロドリグの立

派な働きを認め、伯爵を討った罪を許すこととな

る。

　第四幕一場・二場でシメーヌは、ロドリグの無

事を知って安心し、その素晴らしい活躍を純粋に

喜ぶのだが、やはり父を討たれた憎しみとの葛藤

もあり、再度国王にロドリグの裁きを願い出る。

ロドリグとシメーヌが相思相愛の関係にあること

を知る国王は、第四幕五場、シメーヌの代理人と

ロドリグとの果し合いにおいて勝った者をシメー

ヌの夫とすることを命じる。

シメーヌの代理人はシメーヌに片思いしている男
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　ドン・サンシュであり、第五幕一場でロドリグは、

抵抗せず死を受け入れることをシメーヌに明かす。

しかし、ロドリグへの本当の気持ちを露わにしたシ

メーヌは、「私を愛しているのなら私のために果し

合いに勝って欲しい」と願い出て、ロドリグを奮

い立たせる。その思いに応えたロドリグは、第五

幕五場で、サンシュに見事勝利し、最後の第五幕

七場でついにシメーヌと結ばれることを許される。

第二節）その規則違反について

　『ル・シッド』とは大まかにこのようなストーリー

となっている。ここで、いわゆる「ル・シッド論争」

で問題になったこの作品の、〈三単一の規則〉を破っ

ている点に注目して見ていこうと思う。

　まず〈時間〉について言えば、明らかに 1 日で

は起こり得ない数多くの出来事が盛り込まれてい

ることが分かる。次に〈場所〉について。〈三単一

の規則〉に即していれば、始終一貫同じ部屋、同

じ空間でなくてはならないのだが、『ル・シッド』

ではあちこちの空間を行き来する。例えば第一幕

一場では「シメーヌの部屋」が舞台だが、第一幕

二場では「王女の部屋」が舞台となっている。

　最後に〈筋〉について見てみると、主筋は、シメー

ヌとロドリグの様々な困難を乗り越えて成就する

恋愛模様である。しかし、第一幕二場・第二幕五場・

第五幕三場に見られる、王女とその侍女レオノー

ルとの会話のやりとりからも分かるように、王女

がロドリグに密かに思いを寄せていたり、第三幕

二場・第四幕五場・第五幕五場に見られる、ドン・

サンシュの言動からも読み取れるように、彼がシ

メーヌに片思いをしていたりと、いくつかのサイド

ストーリーが見てとれる。様々な筋を織り交ぜて

描いていることから、筋の一致に関しても規則を

無視した構造をとっていることが分かる。

第三節）スペイン・バロック演劇から古典主義演

劇へ

　スペイン・バロック演劇の要素を色濃く残す、

この『ル・シッド』という戯曲が当時のフランス

の演劇界にどのような影響を与えたか、それを次

に見ていきたい。それには、まずは古典主義演劇

の確立から辿っていく必要がある。

　当時は、スペインによる劇的（まさに『ル・シッ

ド』のよう）な構成と、アリストテレスの『詩学』

に基づいたフランス古典主義の、あくまでも規則

に忠実な構成手法の 2 種の戯曲構成による文化戦

争の真っ只中にあった。しかもフランス古典主義

の規則は、まだ成立途上にあったその時期に、『ル・

シッド』は書かれたのだ。

　古典主義演劇の確立は、フランスにおける文化

政策の一環として、アカデミー・フランセーズ (7)

の創設や文人・芸術家の庇護という上からの改革

によって果たされた。アカデミー・フランセーズ

の中心人物シャプラン (8) は、16 世紀以来のイタリ

ア人文学者を中心とするアリストテレス『詩学（創

作論）』の読解を受けて、古典主義の理論的基準と

なる規則を確立する。その根幹にすえられたのが

〈三単一の規則〉だったのだ (9)。しかし、これに背

く作品『ル・シッド』が当時人気の絶頂にあった

コルネイユによって書かれる。1637年のことであっ

た。

　当時、オテル・ド・ブルゴーニュ座 (10) に対抗

して演劇界の主導権を握ることを目指していたマ

レー座 (11) が、『ル・シッド』の上演で大成功を収める。

熱狂的な歓迎を受け大評判になる一方、この画期

的成功をねたむ劇作家たちから、アカデミー・フ

ランセーズの推奨する〈三単一の規則〉への違反、

倫理的な問題、盗作という三点の非難が寄せられ、

ここに「ル・シッド論争」が起きるのである。〈三

単一の規則〉への違反については既に見た。それ

に加えて倫理的な問題とは、シメーヌが父を殺し

た相手と最終的に結ばれるという点が問題とされ

た。そして盗作の疑いについては、スペインの「ル・

シッドもの（英雄もの）」（シッドとは英雄・君主の

意）をそのままなぞったにすぎないとされ、その

オリジナリティの欠如が問題とされたのである (12)。

　このアカデミー・フランセーズ側との規則論議

に敗れたコルネイユは、古典主義の規則のしばり

によって自由を奪われ、その後 3 年間の沈黙を強

いられることとなる。だがさすがの大コルネイユ

である。やがて、規則に合致した三大悲劇の傑作、

祖国愛を扱う『オラース（1640）』、寛容を説く『シ

ンナ（1644）』、殉教を語る『ポリュークト（1642）』

の制作と成功とによって、見事に復活を遂げ、こ

「ラシーヌとはいったい誰ぞいな。」　
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こに古典主義演劇の確立を見るのである。

　「真実らしさ」に基づく〈三単一の規則〉は、フ

ランス啓蒙主義の明晰さを重んずる風潮とも合致

した (13)。その担い手の代表として次に現れたのが、

ラシーヌである。

第二章　古典主義演劇の旗手　―ラシーヌの登場―
　ラシーヌは幼少期から幅広いジャンルで高度な

教育を受け、そこから文学や詩などにおいて才能

を発揮させていく。やがて、フランスの代表的な

悲劇作家に止まらず、世界の演劇界にとって大き

な影響を及ぼす人物となる程の偉業を成し遂げる。

その生涯をかけて、古典主義演劇の確立に努めた

ラシーヌについて、以下に見ていきたいと思う (14)。

第一節）	 その生涯と作品

　ジャン・バティスト・ラシーヌは 1639 年 12 月、

パリ北東のラ・フェルテ・ミロンに塩倉庫の管理

官の長男として生まれる。1 歳で母親を、3 歳で父

親を相次いで亡くし、父方の祖父母に引き取られ

る。産まれつき利発であったラシーヌは 1649 年、

祖母の娘の所属する女子修道院に縁の深い、ポー

ル＝ロワイヤル (15) の「プティット・ゼコール」（学

校）に特待生として受け入れられ、有名な哲学者

や文法学者、古典の翻訳家などの当代きっての知

識人から教育を受けた。

　学業修了後の 1659 年に、ピレネー条約 (16) に際

して、宰相マザランに詩を捧げ（現存せず）、翌年

9 月処女作『アマジー』（現存せず）がマレー座に

よって拒否されたが、国王の結婚に際して献呈し

た『セーヌ河の水の精』の詩は、同時代作家のシャ

プランやシャルル・ペロー (17) などに評価され、広

く一般に知られるようになった。

　1663 年頃から、本格的に作家としての道を歩

み始めたラシーヌが、最初の成功を収めるのが、

1665 年 12 月に国王に献上した『アレクサンドル

大王』である。勝利を重ねる大王が敗者のインド

王を寛大に扱うエピソードは、フロンドの乱 (18) や

スペインとの戦争に勝利したルイ 14 世と重なり、

若き王を称える作品になっている。

　しかし、ここで、ラシーヌは非情な一面を覗か

せる。当時の代表的劇作家で自らも役者であった

モリエールによってラシーヌ劇は演じられ、12 月

4 日にパレ＝ロワイヤル劇場 (19) の初演で大成功を

収めたものの、そのモリエール劇団を裏切って、

悲劇作品の上演では秀でたオテル・ド・ブルゴー

ニュ座にも台本を渡してしまい、その後もオテル・

ド・ブルゴーニュ座での上演を続け、これにより

モリエール (20) との関係は決裂する。

　1667 年 11 月にはラシーヌの最も美しい悲劇の

一つである『アンドロマック』が王宮内の劇場と

オテル・ド・ブルゴーニュ座で上演され、華々し

い成功を収める。ペローは後にこの作品を、『ル・

シッド』に匹敵する評判の作品だったと書いてい

る (21)。1669 年から 77 年まで、ラシーヌは、ライ

バル劇団や作家との争いを続けながら、ほぼ 1 年

半に 1 つのペースで戯曲を発表する。

　1670 年春、シャンメレ嬢 (22) がオテル・ド・ブル

ゴーニュ座に加わり、11 月にシャンメレ嬢をヒロ

イン役にした『ベレニス』が華々しい成功を収める。

1671 年の年明けには他の文筆家による『「ベレニ

ス」批判』などの文章も出版されるが、1672 年に

トルコの後宮を舞台にした『バジャゼ』が上演され、

また大成功を収める。この年 12 月に、ラシーヌは

アカデミー・フランセーズの会員に選出されるの

だが、これは、デビュー以来 10 年足らずのうちに、

33 歳で文壇の頂点に達したことを示している。

　1674 年、モリエールの死後、パレ＝ロワイヤル

劇場を引き継いだリュリ (23) とキノー (24) によるオペ

ラ作品『アルセスト』が大成功を収め、このよう

にして 1671 年に始まったオペラ (25) が、古典主義

演劇を脅かす新たなライバルとして浮上してきた。

だが、1674 年 8 月に、ヴェルサイユ宮殿の庭園で

催された、フランス軍の大勝利を祝うルイ 14 世の

祝祭で、ラシーヌの『イフィジェニー』が成功を

収め、さらに 12 月のパリでの上演も絶賛される。

ここでも、古典主義演劇はラシーヌ作品によって、

その地位を守られるのである。

　ラシーヌは 1675 年 1 月の『イフィジェニー』の

序文で、近代派のペローのエウリピデス (26) に対す

る解釈の過ちを指摘し、自らは古代の作品に学ん

で成功していることを強調して以下のように言っ

ている。
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「ラシーヌとはいったい誰ぞいな。」　

エウリピデスについて諸氏が誤解をしている

のは、その非難の由来するところの作品を、

よく読んでいないためにほかならぬと、私は

確信する。諸氏の攻撃のもっとも重要なるも

のをえらんで、わたしがこのように言うこと

の正しさを証明しよう、（中略）。そのほかの

非難も、ほとんどこの程度のものである。し

かし、エウリピデス擁護は、すでにこれで十

分であると思う。諸氏には、古代の作家の残

した作品について、これからは軽々しく論評

を加えないように、おすすめする (27)。

　こうして宮廷をはじめ、形勢は急速に「古典派」

に傾く。1677 年元日に最後の世俗劇となる『フェー

ドルとイポリット』（1687 年からは『フェードル』

に改名）が上演される。『フェードル』は、現代

ではラシーヌ劇の頂点と見なされる作品だが、上

演当時はその 2 日後に上演されたプラドン (28) の

『フェードルとイポリット』の方が注目された。し

かし 3 月に戯曲が出版されるとともに、ラシーヌ

の『フェードル』の圧倒的優位を認める批評が多

くなった。前作よりさらにギリシア神話の世界に

深く分け入り、夫の息子イポリットへの思いに悩

む、罪の意識をもちながらも、情念に翻弄される

フェードルの描写は、自由意志では自らの魂を救

済できない人間の運命というポール＝ロワイヤル

の世界観に重なる作品であると評価された。

　ラシーヌは、宮廷で国王に仕えながらも、ボワ

ロー (29) をはじめとして、ポール＝ロワイヤルと親

交のある作家や貴族との関係は維持していた。そ

して1695年からは、ニコル (30) の情報をもとに『ポー

ル・ロワイヤル史概要』の執筆を始めるが、これ

は彼の死後、第一部が 1742 年に、第二部が 1767

年に出版されている。

第二節）	 代表作『フェードル』のあらすじ

　ラシーヌの生涯と代表作品についておおまかに

見てきたが、中でも、ラシーヌ劇として評判の高

かった作品の一つ、『フェードル』を例に話を進め

ることで、「古典主義演劇」とは実際にどのような

ものだったのかを次に見ていこうと思う (31)。

　『フェードル』は 5 幕構成となっており、主な登

場人物は、都市国家アテネの王テゼー、その妻で

あるフェードル、テゼーと先妻アンチオープとの

子イポリット、アテネ王家の血を引く王女アリシー

である。この戯曲は、アテネ王テゼーの妃フェー

ドルが、義理の息子イポリットに恋をしてしまうと

いう近親相姦の悲恋を描いた悲劇である。

　舞台は、ペロポネソス半島の町、トレゼーヌに

ある宮殿内。第一幕一場は、王テゼーが出征中に

行方不明となっている場面から始まる。第一幕三

場で、フェードルは自身の乳母エノーヌに、義理

の息子イポリットに対して恋愛感情をもっている

ことを明かす。第一幕四場では、夫テゼーの死の

報せを受け、イポリットに対する思いにフェード

ルは少しの希望を見出す。

　しかしながら第二幕一場・二場では、王女アリ

シーとイポリットが相思相愛であることが示され、

一方フェードルは、第二幕五場で、ついにイポリッ

トへの想いを当の本人に打ち明けてしまう。

　第三幕一場・二場で、イポリットへの想いを告

白したことで取り乱すフェードルのもとに、実は

無事であった夫テゼーが帰還し、再会を喜ぶ。し

かしフェードルは素直に喜べない。第五場で、父

と再会したイポリットは、理由も言わずこの土地

から離れることを告げる。

　2 人の様子を不審に思ったテゼーは、第四幕一場

で、真実を知るべく、エノーヌに話を聞く。しか

しエノーヌは、フェードルと自身の身を案じ、イポ

リットの方がフェードルに対して恋愛感情をもっ

ていると、嘘の話を作り上げる。それに怒ったテ

ゼー王は、第四幕二場、自分が愛しているのはア

リシー王女だと主張するイポリットの言葉を一切

信じようとせず、ついには息子を国から追放する

ことを決める。第四幕五場でフェードルは、イポ

リットを許すようテゼーに進言するが、話の中で、

イポリットが実はアリシーに想いを寄せているこ

とを知る。フェードルはエノーヌに自分の想いの

叶わないことを話し、最終的に自分とイポリット

を会わせたエノーヌを責める。

　第五幕一場、イポリットとアリシーは 2 人が共

に生きていける方法を考え、イポリットが先に城を

出て、アリシーがその後を追うことを決める。皆

が何かを隠していると疑いをもち始めたテゼーは、
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第五幕五場で、もう一度エノーヌを呼び出すのだ

が、エノーヌはフェードルから責め立てられたこ

とにより、既に海に身を投じて命を絶っていた。

いよいよ様子がおかしいと思ったテゼーは、第五

幕六場、イポリットを連れ戻し、詳しい話を聞く

よう、イポリットの養育係テラメーヌに命じるが、

城門を出てすぐ現れた、狂いたつ怪物に勇敢に立

ち向かったイポリットが、取り乱した馬から落ち、

亡くなったと告げられる。イポリットが死に際に、

「父がいつの日か自分の誤解を解いて、アリシー姫

をいたわってくれることを願う」、との言葉を残し

ていったことから、テゼーは自分が間違っていた

ことにようやく気づく。

　第五幕七場、フェードルは、自分がイポリット

とは義理の親子の関係にありながら、恋愛感情を

もってしまったこと、嘘の作り話をテゼーに伝え

たのはエノーヌの仕組んだこと、などをテゼーに

打ち明け、罪を償うべく自ら毒を盛って命を絶ち、

幕は閉じる。

第三節）「古典主義演劇」としての規則遵守について

　この戯曲を踏まえて、ラシーヌの書いた『フェー

ドル』がなぜ「古典主義演劇」の典型とされてい

るのかを見ていこうと思う。「古典主義演劇」とい

うのは、〈三単一の規則〉が守られていることが条

件である。

　まず〈時間〉について見てみると、「幕」が進ん

でも、登場人物が入れ替わるだけで、劇中の時間

経過は、現に流れている時間と一致していること

が分かる。例を挙げると、第二幕から第三幕への

移行では、イポリットとテラメーヌが、テゼー王

の継承者について話している場面で第二幕は終わ

り、第三幕一場は、フェードルとエノーヌが同じく、

王の継承者について語るところから始まっている。

次に〈場所〉に関しては、この戯曲の舞台が「ペ

ロポネソス半島の町、トレゼーヌにある城内の一

室」に限られていることである。劇中は終始この

一か所のみが舞台の空間となり、物語の中で他の

場所で起こった出来事は、その状況を目撃した人

物によって間接的に告げられるという形になって

いる。例えば、第五幕六場のイポリットが命を落

とす場面では、数分前の出来事であることから、

時間的には劇中に登場しても良いシーンである。

しかし、「城内の一室が舞台」という、〈場所〉の

縛りがあることから、ここでは、イポリットの死の

現場にいたテラメーヌが城内に戻った後に、王テ

ゼーに事件の全貌を語るという形になっている。

最後に〈筋〉についてなのだが、フェードルが義

理の息子イポリットに恋をしてしまうことが原因

で、様々な波乱を巻き起こすといったストーリー

展開がなされている。フェードルの禁断の恋を中

心に、周囲は翻弄されるのだが、それ以外に特に

サイドストーリーは見受けられない。

　このように、ラシーヌ劇において、〈三単一の規

則〉は守られるべきルールとして常に根幹にあっ

た。この時代において「古典主義演劇」が他の演

劇形態にその地位を侵されることなく、より強く

支持され続けたのも、ラシーヌが忠実にその規則

を守り、次々と傑作を生み出し続けたことに大き

く関係しているはずだ。

　しかし時代は移り行くものであって、台頭があ

れば必ず凋落も訪れる。第一章で説明した「古典

主義演劇」確立の足掛かりとなった「ル・シッド

論争」と同様、今度は「古典主義演劇」の時代に

終止符を打つ論争が、ある戯曲によって引き起こ

された。それが、ヴィクトル・ユゴーの書いた悲

劇『エルナニ』である (32)。

第三章　「ロマン主義演劇」の出現
　　　　―エルナニ論争―
　〈三単一の規則〉が忠実に守られ、「美しい詩句」

を並べることが特徴の「古典主義演劇」に対抗し

て出現したのが、「散文」を用いた「ロマン主義演劇」

である。ロマン派劇の重要な演劇論の一つである

『ラシーヌとシェイクスピア』において、スタンダー

ルは、「美しい詩句」は幻覚の発生を妨げるもので

しかないとして退け、思想を明確に表現できる散

文劇こそ現代人の要求に答え得るものとした (33)。

第一節）『エルナニ』のあらすじ

　ヴィクトル・ユゴーは小説『レ・ミゼラブル』

の作者として有名であるが、そのユゴーが書いた

散文劇『エルナニ（1830）』は、「ロマン主義演劇」

の勝利に大きな影響を与えた。その作品のあらす
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じについて、以下に説明する (34)。

　『エルナニ』は 5 幕構成になっており、主な登場

人物は、元貴族で山賊に身をやつす反徒エルナニ、

貴族の娘で孤児のドニャ・ソル、スペイン王ドン・

カルロス、ドニャ・ソルの後見人ドン・リュイ・

ゴメス老公爵である。大まかなストーリー展開は、

エルナニとドニャ・ソルの悲恋物語で、スペイン

王ドン・カルロスとドン・リュイ・ゴメス老公爵が

エルナニの恋敵となって 2 人の恋に様々な波乱を

巻き起こす、といった具合であろう。第一幕では

いきなり恋敵同士である 3 人とドニャ・ソルが顔

を合わせることとなる。

　第一幕三場、エルナニはドニャ・ソルと翌日二

人で会う約束をするのだが、第二幕一場・二場で

それを盗み聞きしたスペイン王ドン・カルロスは

エルナニの振りをしてドニャ・ソルの元へ行き、

自らの妻にするために攫おうとする。第二幕三場、

ドニャ・ソルを助け、ドン・カルロスに楯突いた

エルナニは、主君に背く逆臣として追われる身と

なる。

　一方、第三幕一場、老公爵はドニャ・ソルを自

らの妻とすることを決め、式の準備をしていると

ころに、第三幕二場、正体を隠し巡礼の振りをし

たエルナニが城を訪れるのだが、第三幕五場、エ

ルナニとドニャ・ソルが相思相愛の関係だと知っ

た老公爵は取り乱し、その混乱に乗じて国王ドン・

カルロスが城を訪れる。第三幕六場、ドニャ・ソ

ルは自分が国王の妻になることで 2 人の命を助け

てもらうよう申し出て、ドン・カルロスに連れ去ら

れる。第三幕七場、エルナニは老公爵に、自分を

いつでも殺して良いという条件の下、共にドニャ・

ソルを取り戻しドン・カルロスに復讐を遂げよう

と約束する。

　第四幕四場、スペイン国王から神聖ローマ皇帝

となったドン・カルロスの前に、エルナニ、公爵

を含む謀反人たちが復讐のため姿を見せ、第四幕

四場、エルナニは、本当は貴族出身ということ、

父が当時のスペイン王によって追放されたことを

皇帝に明かす。皇帝の憐れみによって、元貴族な

ら良いと、ドニャ・ソルとの結婚を許されたエル

ナニは、第五幕一場・二場・三場でドニャ・ソル

とついに結ばれることとなる。

　しかし第五幕五場・六場、ドン・カルロスへの

復讐を果たす際に老公爵と交わした約束によって

老公爵から死を迫られ、エルナニは瓶に入った毒

を飲もうとするのだが、それを取り上げたドニャ・

ソルは毒を半分飲んで残りをエルナニに渡し、エ

ルナニもその残りの毒を飲み二人寄り添って死ん

でいく。それを見た老公爵も自刃する。

　物語は二転三転し、いささか御都合主義の通俗

的な内容ではあるが、『エルナニ』とはこのような

ドラマ性のあるストーリー展開となっており、先

に述べた『ル・シッド』と同じく〈三単一の規則〉

を完全に無視した構成となっている。200 年の時を

経て、演劇の世界は再び元に戻ったと言えよう。

第二節）〈三単一の規則〉違反について

　ではこの『エルナニ』は、どのように〈三単一

の規則〉に違反しているのか。まず〈時間〉につ

いてだが、第一幕二場、ドニャ・ソルはエルナニと、

「前日」に密会の約束をし、実際に第二幕三場、「翌

日」の夜中に会っている場面がある、ということ

から、劇中で何日も日を跨いでいることが分かる。

次に〈場所〉については、第一幕では城内のドニャ・

ソルの部屋が舞台となっているのだが、第二幕で

は館の中庭へと、明らかに場所が変わっているこ

とが分かる。

　さらに〈筋〉について言えば、エルナニとドニャ・

ソルの恋物語という本筋がある一方、第一幕三場、

第二幕一場・二場、第三幕六場から分かるように、

ドン・カルロス国王はドニャ・ソルを無理やりに

でも攫い、王の妻にさせようとし、第一幕三場、

第三幕一場・二場・三場・五場・七場、第四幕四場、

第五幕五場からは、ドン・リュイ・ゴメス公爵が

ドニャ・ソルを夫人にしようと熱い恋に燃える様

子が分かる。よって、〈三単一の規則〉は悉く守ら

れていないことが明白である。

第三節）古典主義演劇からロマン主義演劇へ

　『エルナニ』という戯曲は、それまでアカデミー・

フランセーズによって確立されてきた「古典主義」

に基づく演劇に対抗する、新たな「ロマン主義」

に基づく演劇の記念作となった。ここでの「ロマ

ン（roman）」は西欧中世の大衆的物語（ロマンス）

「ラシーヌとはいったい誰ぞいな。」　
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に由来し、ギリシア・ローマの古典に学ぶ理性的、

合理的で均整を尊ぶ「古典主義」に対抗して現れた、

中世的な情感や空想性を優位に置き、18 世紀から

19 世紀にかけて市民社会の成長を背景に、西欧の

新しい芸術理念として力を得た芸術運動を示す (35)。

フランス・ロマン主義演劇の記念作となった『エ

ルナニ』の初演時には、ロマン派擁護の文学青年

たちが開演 6 時間前から劇場に押しかけ、上演中

に拍手喝采をもってこれに応え、それを非難する

古典派や常連客との論戦を 45 回の興行中、毎回続

けたと言われる (36)。古典派とロマン派の烈しい論

争を生み、最終的にロマン派の勝利となった、と

いうのが「エルナニ論争」の結末である。

結論　－再びシェークスピアvsラシーヌ－
　ピューリタン革命において、一度は滅びたかと

思われたシェークスピアだが、このロマン派の台

頭によって息を吹き返すこととなる。イギリス劇

団が 17 世紀から 18 世紀前半にかけてドイツ各地

を巡演し、シェークスピアの名前をドイツに伝え

たことが始まりで、18 世紀後半に、本格的にドイ

ツにおけるシェークスピア受容が始まった。当時

のドイツは 30 年戦争がもたらした荒廃により、政

治的・社会的・文化的な立ち遅れは著しく、演劇

状況は極めて野蛮かつ悲惨なものであった (37)。

　このような演劇界の混沌に対し、演劇改革運動

が起こり、シェークスピア受容に最も重要な役割

を担ったのが、若き日のゲーテである。ドイツに

おける初めての本格的な国民歴史劇である、ゲー

テの処女戯曲『ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン』

はシェークスピアの影響なくしては考えられない

作品だと言われる (38)。

　またシェークスピアによる影響は、ヨーロッパ

のみならず、日本にも及んでいる。明治時代の近

代化運動のひとつに演劇改良運動も含まれていた。

歌舞伎などの旧劇を廃し、西陽演劇を範とする新

しい演劇「新劇」が作り出される中、明治日本に

シェークスピア作品を根付かせようと、舞台作品

ではないが、朝日新聞には『お気に召すまま』の

翻案小説が連載された (39)。

　本論文の冒頭で言及したように、水村美苗の唱

える、たまたま〈普遍語〉となった英語を主言語

とするがゆえに、シェークスピアの作品が広く読

み継がれているという説は、誰もが納得するであ

ろう。しかし、時代の流れに伴い変化し続ける演

劇理論によって、たまたまシェークスピアが時代

の波と符合したということも、ひとつの説として

挙げられるのではないか。たとえば、スタンダー

ルは『ラシーヌとシェイクスピア』において、「風

習と信仰の現状において国民に最大限の快楽を与

え得る文学」が彼のロマン主義の定義であると説

き、「ラシーヌも彼の時代にはロマン派であった」

（傍点引用者）と断言している (40)。

　本論文を通して、ラシーヌとシェークスピアの

評価の違いは、何に由来するのかについて見てき

た。しかしその背後には、まだまだ多くの理由が

隠されているのではないかと考える。機会があれ

ば二人の偉大なる劇作家について、より深く研究

してみたいと思う。
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