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はじめに

　義理の息子に抱く若い継母の激しく理不尽な恋の情熱と情熱に対抗する

理性を中心テーマとする、今日も繰り返し上演されている2編の劇作品が

ある。17世紀ルイ14世の時代に成立したフランス古典悲劇ラシーヌ作

『フェードル』と、江戸時代18世紀の日本で人形浄瑠璃として生まれ19世

紀に歌舞伎に移入された『摂州合邦辻』の一場面である。時空を隔て洋の

東西にそれぞれ成立した相容れぬジャンルの2劇作品の、劇的感動をもた

らすテーマの共通性を示すとともに、テーマの展開のされ方の対比を通し

て、日仏精神の差異の一端を明らかにしてみたい。

1． フランス古典悲劇『フェードル』1と歌舞伎『摂州合邦辻』「合邦庵室」の場 2

　ラシーヌの悲劇『フェードル』は1677年1月にブルゴーニュ座の俳優た
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1 本小論ではフランス語版テクストとしてRacine, Phèdre, Larousse（Classique 
Larousse）, 1990を用い、引用文にはラシーヌ作、渡辺守章訳『フェードル　アンド
ロマック』岩波文庫、1993を用いている。

2 テクストは利倉幸一他監修『名作歌舞伎全集第4巻丸本時代物集三』東京創元新社、
昭和45年（1970）、pp. 279-298に拠っている。同書では「安井里庵室の場」となっ
ている。ただし演目としては「合邦庵室」と言い習わされており、本小論でも、こ
れに従うこととする。観劇時に求めた手元の「筋書き」3冊のうち、2冊（1989年5
月歌舞伎座、1991年6月新橋演舞場）には「摂州合邦辻　一幕　合邦庵室の場」と
あり、残る1冊（1963年5月）では単に「摂州合邦辻　一幕」となっている。おそ
らく1968年6月の国立劇場で「合邦庵室」に先立つ部分が利倉幸一補綴台本で復活
され「通し上演」されるまでは、少なくとも明治以降、「摂州合邦辻」といえば「合
邦庵室」の場以外の上演はありえなかったため、それを外題に書き添える必要もな
かったのであろう。
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ちによって初演された 3。一方、菅専助（すがせんすけ）、若竹笛躬（わか

たけふえみ）合作 4の『摂州合邦辻（せっしゅうがっぽうがつじ）』は、約

100年を隔てた安永2（1773）年2月に人形浄瑠璃として大阪で初演され、

更に70年近くを経た天保10（1839）年3月に歌舞伎狂言に仕立て直され

て大阪「角の芝居」で初演された 5。『フェードル』がエウリピデス（紀元

前5世紀、ギリシャ）の悲劇『ヒッポリュトス（イポリット）』やセネカ（1

世紀、ローマ）の悲劇『パイドラー（フェードル）』を下敷きにしている

ように、『摂州合邦辻』にも説経節『愛護若（あいごのわか）』『しんとく丸』、

謡曲『弱法師（よろぼうし）』など先行する諸作品が存在している。

　『フェードル』と『摂州合邦辻』「合邦庵室（あんじつ）」の場の二人の

女性主人公、フェードルと玉手御前は、どちらも、義理の息子に道ならぬ

恋の焔を燃やす若い後妻という、相似の罪をまとって登場し、狂乱の恋の

表徴となって、「理性」の光の及ばない「情熱」の闇の深さを現前させ、

一方は自ら毒を呷って罪を告白し、他方は父に刺され、無実を明らかに

し、共に死んで行く。

　演劇の諸ジャンルを広く見渡すとき、17世紀フランス古典悲劇と歌舞

伎ほど、たがいに遠くかけ離れたものはないように思われる。デカルトの

合理精神を育んだ同じ土壌に生まれた17世紀フランス古典劇は、「理性」

に照らして納得できる「本当らしさ la vraisemblance」と「適合性（礼節・

良識）bienséance」を演劇に求め、劇作にアリストテレスの『詩学』の一

説を援用したとされる「三単一の規則 les règles des trois unités」を課し、

厳しく自らを律していた。演劇の中で最高のグレードにあった悲劇におい

ては特に規則の遵守が重視されたのであった。「三単一」とは「時 le 

temps」「場所 le lieu」「筋 l’action」の「単一」を指している。

　劇中で経過する時間は「本当らしさ」を保持するべく、上演時間からあ

3 渡辺守章訳前掲書『フェードル他』p. 290.
4 戸板康二「解説　摂州合邦辻」、利倉幸一他監修　前掲書、p. 280.
5 伊原敏郎著『歌舞伎年表第6巻（全8巻）』岩波書店、昭和36年（1961）、p. 389下
段
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まり乖離しないように、一（単一）日までとされる。『フェードル』5幕

の時間は一日の日の出から日没までの内に全て収められている。一方、歌

舞伎では劇中でも歳月はしばしば年の単位で流れ去る。それどころか、劇

の筋は、鎌倉時代や平安時代など過去の時代に置かれ、歴史劇として始ま

り、かつ終わりながら、途中では同時代（江戸時代）の風俗を映した現代

劇として演じられる意図的な時代錯誤が一種の約束事となっているような

演目もある。歌舞伎には「時」の制約など全く存在しないのである。

　「場所」の単一は、劇の繰り広げられる場所が「単一」、すなわち、一箇

所であることをいう。フランス古典劇の「場 la scène」の転換は、歌舞伎

の「場」のように場面（場所）が変わることではなく、舞台上の人物構成

が入れ替わることで成り立っている。数人が同時に、または時間をずらせ

て、または一人で、劇中の全登場人物が次々と立ち現れ、演技、対話、会

話、独白を繰り広げ、去って行く古典劇の「場所」は、従って、殆どの場

合、宮殿や城館の出入り口の一室「控えの間 l’antichambre6」に設定される

ことになる。

　「筋」の単一もフランス古典劇では、守らねばならぬ要件であった。複

雑に入り組んだ筋は「本当らしさ」にも「適合性（良識）」にも欠けると

して排されたのである。したがって、紛失した宝物を探し出してお家再興

を企てる物語、恨みを晴らそうと敵を追い続ける物語、落魄した貴人にど

こまでも忠義を尽くす従者の物語、盗賊たちの波乱万丈の物語、別れた親

子が年経て巡り合う物語、片思いの恋、三角関係の恋、心中で終わる憐れ

な恋、呪われた近親相姦の恋などもろもろの恋の物語、それらの物語の幾

つかがそれぞの筋を複雑に絡み合わされ、撚り合わされて一つの劇作品に

編み上げられている歌舞伎は、その混沌とした錯綜によっても、簡潔さの

極みのようなフランス古典劇と鋭く対立している。

6 Roland BarthesはSur Racine, Seuil, 1963, pp. 16-20で l’Anti-Chambreを言語の空間と位
置づけ興味深い分析を行っている。邦訳にロラン・バルト著、渡辺守章訳『ラシー
ヌ論』みすず書房、2006年がある。
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　さらに「適合性（礼節・良識）」を重視するフランス古典劇では、戦闘

場面はもとより舞台の上で刃傷沙汰が演じられることも、血を見ることも

ない。死は舞台の外で主要人物を襲い、その凄惨なありさまも観客には登

場人物たちの言葉を通して伝えられるに過ぎない。その点でも、殺し場や

殺陣（たて）が見せ場であったり、体に短刀を突き立てられた瀕死の登場

人物が搾り出すようにして語る台詞が聞かせどころだったりする歌舞伎の

舞台とは大きく異なっている。

　このように、互いに遠く隔たった演劇ジャンル、フランス古典悲劇と歌

舞伎狂言にあって、『フェードル』と『摂州合邦辻』それぞれに登場する

二人の女性主人公は、義子を対象とする狂乱の恋によって、双子の姉妹の

ようによく似ている。両作品は、表現の方法においてはかけ離れている

が、それぞれに先行作品の存在していることからも知られるように、テー

マにおいては古来人間を惹きつけてきた普遍的なテーマ系に根ざしてお

り、中心的な「禁忌の恋」とその恋を巡る「情熱と理性の相克」のテーマ

ばかりではなく、「嫉妬」「子殺し」「父の悔恨」など主要な周縁テーマも

また両作品に共通して現れている。

　アテネ王テゼーは恋多き英雄であったが、太陽神の娘パジファエと死後

に冥界の王となったクレタ島の大王ミノスを両親とする若く美しいフェー

ドルを後妻に迎えて落ち着き、今は出陣中である。劇の「場所」はトレゼー

ヌの宮殿の一室。王不在の王宮には王妃フェードルのほか、テゼーがアマ

ゾンの女王との間にもうけた王子イポリットと、テゼーが滅ぼしたアテネ

の王家の血を引く虜囚のアリシー姫が残されている。フェードルはイポ

リットに道ならぬ恋心を抱き、その思いに抗ってイポリットを故意に疎ん

じ、自らは憔悴しきって死を願っている。色恋に無関心を自認してきたイ

ポリットは、敵方の姫アリシーに許されるはずのない恋をし、それを封殺

するために宮殿を去ろうと決意している。そこへテゼーの戦死の報が入

る。奴隷の身から解放されたアリシー姫に、イポリットは「狂おしい思い

に分別（raison＝理性）が敗け ...」（第525詩行）心に秘めていた恋情を告

白する。フェードルは腹心の侍女エノーヌの進言に力づけられ、始めは我
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が子を義理の息子の悪意から守ろうとする母を装い、ついで亡き夫を愛す

る妻を装ってイポリットに語りかけ、ついには滾り立つ恋の思いを堰を

切ったように告白してしまう。あまりのおぞましさにイポリットが、王宮

を逃げ出そうとしたそのとき、テゼーが存命だという噂が伝えられ、ほど

なく王は帰還する。フェードルは己の所業を恥じ、死を決意する。しか

し、エノーヌはこちらから王に訴え出てイポリットに不貞の汚名を着せよ

うと画策する。第三幕第四場で始めて舞台に現れたテゼーに「あなたを辱

めた者がおります」と言ってフェードルは身を隠そうとし、訝しがる第五

場のテゼーにイポリットは謎めいた言葉を返す。彼もまた敵の娘を愛した

ことで父に後ろめたさを感じているのである。王妃と王子の不可解な出迎

えに疑念を抱いたテゼーは、折りしも王妃を誘惑したのは王子だと明かす

エノーヌの讒言を信じてしまう。逆上したテゼーには、イポリットが意を

決してアリシー姫に恋焦がれていると告げても、言い逃れとしか聞こえ

ず、彼を追放し、復讐を誓う神ネプチューヌに引き渡してしまう。成り行

きに心を痛め、イポリットを救おうとテゼーのもとに駆けつけたフェード

ルは、王の言葉から、女を寄せ付けぬ男と思い込んでいたイポリットがア

リシーを愛していると知り、嫉妬に狂う。フェードルは愛し合う二人を呪

い、なおも恋に身を焼き復讐に逸る自分自身を憎み、また哀れみ、「私を

破滅に導いた」と腹心のエノーヌを退ける。イポリットの無実を主張する

アリシー姫の言葉に、テゼーは真相をエノーヌに糾そうとするが、彼女は

海に身を投げて死んだと知らされる。テゼーは息子を呼び戻すよう命じる

が、時すでに遅く、イポリットの無残な最期が報じられる。毒を飲んだ

フェードルはテゼーに全てを語り臨終を迎える。

　玉手御前がクローズアップされる「合邦庵室」の場も、「三単一」の少

なくとも「場所」と「時」の「単一」はクリアしている。歌舞伎狂言では

作品全体が「通し」で上演されることは異例であり、「通し上演」に耐え

る作品も極めて稀である。名作と言われる作品でも繰り返し上演されるの

は、一連の部分、すなわち数場面であり、「摂州合邦辻」と名題は掲げて

あっても、舞台に乗るのはほとんど決まって「合邦庵室」一場面という類
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の芝居も少なくない。そのような上演のされ方がなされるときは、歌舞伎

もフランス古典劇に多少接近することになる。

　合邦は、青砥藤綱（あおとふじつな）7の子で、親の跡目を継ぎ大名にま

でなったが、佞人（ねいじん）の讒言で浪人し、閻魔堂建立を志す勧進坊

主となって庵を結び、老妻お徳とつつましく暮らしていた。合邦夫婦の娘

辻（つじ）は、河内の国主高安左衛門尉（たかやすさえもんのじょう）の

館に奉公にあがり、腰元から、奥方亡きあと左衛門の後妻となり玉手御前

と称していた。玉手は、先妻の息子俊徳丸に道ならぬ恋慕を寄せ、恋敵の

浅香姫を遠ざけて俊徳丸を独り占めするために彼に毒酒を飲ませ癩病に罹

患させていた。俊徳丸は家督を奪おうとする妾腹の次郎丸一味に命を狙わ

れてもいた。継母の邪恋を逃れて家を出た俊徳丸は、諸国を巡ったのち天

王寺で乞食に身を落とし盲目となっていた。そこで巡り合えた許婚の浅香

姫ともども合邦に救われて、今は合邦の庵室に匿われている。合邦夫婦

は、夫を裏切り不義の恋に狂った娘の行状を恥じ、娘は死んだものとみな

すことにした。講中を招いて、不慮の死を遂げたに違いない娘のために回

向を手向けてもらったあと、老母が彼らをねぎらい、送り出すところから

この場は始まる。その夜、講中の衆が去ったあと、闇に紛れて、館を出奔

した玉手御前が忍んで来る。合邦は家に入れまいとするが、母は娘ではな

い幽霊だと言って夫を納得させ玉手を迎え入れた。不義の噂は偽りだろう

ととりなす老母に、玉手は俊徳丸を探し出して夫婦にしてくれと頼みこむ

有様で、義理を諭す合邦の言葉にも耳を貸さない。生かしておけないと憤

る夫を押しとどめ、思いとどまらせるからと老母は娘を伴なって奥に退

く。この様子を一間の内で聞いていた浅香姫と俊徳丸は、折りしも二人を

尋ねて潜んでいた忠僕入平の手引きで庵室を逃れ出ようとする。そこへ玉

手が出てきて、俊徳丸に熱い恋心を訴える。割ってはいる浅香姫に嫉妬を

7 河竹黙阿弥作1862年初演『青砥稿花彩画（あおとぞうしはなのにしきえ）』（通称『白
波五人男』）にも登場する鎌倉時代の武士。滑川に落とした僅かな銭をその5倍も
の費用をかけて探させた、という逸話で有名だがその実在は疑われている。
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あらわにし、俊徳丸を連れ去ろうとする。合邦が娘を引き戻し、刀を刺

す。と、玉手は、その突き立てた刃を抜かぬよう求め、瀕死の力を絞っ

て、自分の恋は身を捨てて義理の息子二人をそれぞれ救おうとして仕組ん

だ芝居に過ぎず、俊徳丸の病も、毒酒を盛った杯で、寅の月、寅の日、寅

の刻に生まれた女、すなわち自分の肝の臓の生き血を飲めば本復する、と

告げる。合邦は貞女とは知らず娘に手を掛けたことを悔やみ、生き血を採

るために鳩尾を裂けと言われても刃を向けることができない。玉手は自ら

懐剣を逆手に取りなおしてみぞおちを裂き開き、肝臓の生き血を肌身離さ

ず持っていた鮑貝に注いで俊徳丸に飲ませた。玉手は元の美しい姿に戻っ

た俊徳丸を目の当たりにし、大数珠の中央に座して、一同の祈りに送ら

れ、晴々と最期を迎えた。

2．恋情の吐露と「理性と情熱の相克」

　フェードルの押さえに抑えながら結局抑えきれずに噴出させる情熱と、

実は芝居だと明かされる玉手御前の「情熱」には、一方が制御不能な暴走

する情熱であるのに対して、他方は、徳性から導かれた、計算され、コン

トロールされた見せ掛けの「情熱」にすぎないという、両者の違いから来

る大きな温度差がある。歌舞伎狂言の筋を律儀に追えばその通りだが、し

かし、歌舞伎の観客は舞台に繰り広げられる演劇空間の中にそのような筋

の一貫性を決して求めない。歌舞伎狂言の「筋」は、一種の取り決めごと

として認められるに過ぎず、フランス古典悲劇におけるような「本当らし

さ」の一翼をになうものからはもっともかけ離れており、むしろ荒唐無稽

をその本領としている。観客の感動を実現する劇の現実は、台詞、仕草、

語り、音響効果、背景、道具類によって、今、ここに現前し、一瞬一瞬に

完結する舞台上の表徴そのものなのである。玉手御前の恋は「筋」とは離

れて、狂おしい真実の恋であり、役者もそのように演じるのが正しいとさ

れている 8。フェードルと玉手御前の情熱は、同じ、義理の息子に向けら

れた、激しく、理不尽で、制御不能な恋の情熱であり、恋情を吐露する告

白シーンは二作品に共通の見せ場である。
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　玉手御前の恋情の吐露「クドキ」は、逃げ去った恋の対象である継子俊

徳丸を尋ねて忍んで来た彼女の実家で、焦がれる対象の不在の場所にあっ

て、まず老母に向けてなされる。

玉手　 ...いかなる過去の因縁やら、俊徳様の御事（おんこと）は、寝

た間も ...

〽忘れず恋いこがれ、思い余って打ちつけに、いうても親
子の道を立て、つれない返事堅い程、思い切られぬ恋の道、

不憫と思うて共々に、

　　　俊徳様の行方を尋ね、女夫（めおと）にしてくださんすが、

〽親のお慈悲と、手を合わせ拝み廻せば、母親は今更あき

れ娘が顔、只打ち守るばかりなり　〽父は兎角（とこう）の

詞（ことば）なく、納戸の内より昔の一腰引っさげ出で、9

　〽マーク以降、下げて記した箇所は、役者の台詞から、浄瑠璃の歌詞に

引き継がれる部分である。歌詞は人物の台詞であったり、叙述であったり

する。演技者はこの間、無言のまま、身体の動き、すなわち所作のみで高

ぶる感情をあるいは抑制し、あるいは誇張して表出する。丸本歌舞伎の各

所に散りばめられるクライマックス表現の常道である。

　逃げた恋人の探索に手を貸し、二人を夫婦にして欲しいと玉手は老父母

に懇願する。常軌を逸した娘の有様に父合邦は激怒して、刀を抜こうと身

構え、老母は夫を押しとどめて、尼になれと娘を諭す。母の打開策には取

り合わず、なおもひたすら恋の成就を求める玉手を、老母は奥の間に引き

立てて行く。

8 「...異母兄の次郎丸に命を狙われているので、それを救うために母が（俊徳丸を）
病人にして家を出奔させようとする。この苦肉の計は〔...〕割ってはならぬ底で、
玉手御前の義子への恋は、真の恋らしく演じるのが正しい」（戸板康二「解説　摂
州合邦辻」、利倉幸一他監修前掲書、p. 280）

9 同書p. 288.
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　入れ替わって登場した入平、俊徳丸、浅香姫の前に、やがて再び玉手御

前が姿を現す。彼女の第2の恋情の吐露は、恋の対象である俊徳丸に直接

差し向けられる。義子に寄り添い、苦労や心配の甲斐あって逢うことがで

きたと縋りつく玉手に、俊徳丸は近親相姦の禁忌を省みさせ、癩を病む浅

ましい姿に目を向けさせて、理性を取り戻させようと試みるが、玉手の情

熱の炎を鎮めることはできない。

　

玉手　 愚かな事をおっしゃりませ。その難病もわたしが業（わざ）、

むさいとも汚いとも何の思おう思やせぬ。自らゆえに難病に苦

しみ給うと思う程 ...。

〽猶いやまさる恋の淵、いっそ沈まば何処迄もと、跡（あ

と）を慕うて歩行（かち）はだし、あしの浦々浪花潟（なに

わがた）身をつくしたる心根を、

思いやって下さりませ。10

　　　［　………………中略………………　］ 

玉手　 ヤア、恋路の闇に迷うたこの身、道も法も聞く耳持たぬ、モウ

この上は俊徳様、何処なりとも連れ退（の）いて、恋の一念通

さで置こうか、邪魔しやったら赦さぬぞ。

〽飛びかゝって俊徳の、御手（おんて）を取って引き立つ

る。アラ穢らわしと振り切るを、放さじやらじと追廻し〔...〕11

　

　玉手を振り切ろうとする俊徳、割って入る浅香姫、その姫を突きのける

玉手。奥から出てきた合邦は娘のたぶさを掴んで引き据え、怒りの形相を

あらわにその体に刃を突きたてた。玉手御前の恋情の表出はここで途切

10 同書p. 292.
11 同書p. 293.
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れ、『摂州合邦辻』は「筋」に立ち戻って、理性と情熱の相克のドラマは

新たな局面へと移行していく。

　フェードルのイポリットへの恋情の吐露も玉手の場合と同様、まずイポ

リットの不在の場（第1幕第3場）で、彼女の乳母であり腹心の侍女でも

あるエノーヌを相手に発せられる。12

　

フェードル　 禍の源は遥かに遠い。〔...〕

あれはアテネ、凛々しい敵のお姿を見せてくれたのは。

その人を見た、見て顔赤らめ、わたしは色を失った。

我を忘れたこの心に、渦巻き上がる恋しい想い。

目は見れどももはや見えず、口は渇いて声も出ぬ。

五体のことごとく、凍てつくかと思えば、また火と燃え上がっ

た。

これこそは、ヴェニュス大神、恐るべき呪いの炎、

女神の呪い給う血筋には、免れ難い恋の責め苦！

［　………………中略………………　］

崇める神はただ一人、イポリット様。お姿は目に灼きついて離

れず、

香をたかせる祭壇にその下に、わが身を投げては、すべてを

捧げていた、お名を呼ぶことさえかなわぬこの神に。13

　「禍の源は遥かに遠いMon mal vient de plus loin.」と、イポリットを見初

めた馴れ初めに遡って語り始めるフェードルの恋情の吐露は第269詩行か

ら第3場がそこで終わる第316詩行まで47詩行にも亘って切々と続く。

フェードルはこの恋に逆らい、イポリットを遠ざけ、「心の底の悲しみ 14」

を隠して夫にかしずき、平穏な日常を過ごしてきたのだ。だが、トレゼー

12 渡辺守章訳前掲書『フェードル他』pp.161-165; Racine, op. cit., pp. 55-57.
13 同書pp.162,163; Racine, ibid., p. 56,
14 同書p.164; Racine, ibid., p. 57, vers 299.
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ヌでイポリットに再会すると「余りにも深い傷口」はたちまち「血を吹き」、

恋の苦しみに苛まれることとなる。

　

ヴェニュス大神ご自身が、銜えて放さないのだ、餌食を！

わたしは己が罪に、当然の恐怖を抱いた。

生きてあることを呪い、わが恋の炎を嫌悪した。

死んで、己が名誉を守り抜こうと考えました、

日の光には、かくも不吉な黒々しい炎は見せずにすまそうと。

［　………………後略………………　］15

　

　つづく第4場でテゼーの訃報が届くと、第5場のエノーヌはイポリット

への恋も「世の常の恋 16」に過ぎなくなったと、フェードルに運命の新た

な展望を開いて見せる。

　フェードルの第2の恋情の吐露は、秘めていた恋を父王の死を機にアリ

シー姫に告白し、まさに旅立とうとしているイポリットを捕らえてなされ

る。フェードルは「あの方は死んではいない」と夫テゼーの死を認められ

ぬ妻を装いながら、なぜなら「あなたの中に息をしておられるpuisqu’il 

respire en vous17」からと、その愛がイポリットに向けられていることをほ

のめかし、やがて「迷宮の底まで降る、あなたと二人、フェードルは／生

きて帰るも、死ぬるのも、あなたと一つEt Phèdre au Labyrinthe avec vous 

descendue; Se serait avec vous retrouvée ou perdue.」と、露骨にイポリットに

向かって激しい恋情を表白する。あくまでもはぐらかそうとするイポリッ

トを前に「ええ、酷い人、分かりすぎるほど分かっているのに！」と二人

称も《vous》からあからさまに親密な者に呼びかける《tu》にすり替わり、

フェードルの42詩行 18に及ぶ告白が堰を切って溢れ出る。　

15 同書pp.164,165; Racine, ibid., p. 57.
16 同書p.168; Racine, ibid., p. 61, vers 350.
17 同書p.188; Racine, ibid., p. 78, vers 627.
18 同書pp. 190-193; Racine, ibid., pp. 80-82, vers 670-711.
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フェードル　ええ、酷い人、分かりすぎるほど分かっているのに！

これだけ話せば、思い違いの余地もない。

さあはっきりと見るがよい、フェードルを、狂おしいまでのそ

の恋を !

愛しています。そなたのことを恋い焦がれるその間にも、

我と我が目に罪なき女、己が所業を正しいとは露思わぬ。

［　………………中略………………　］

さあ、復讐するがよい、罰するがよい、おぞましいわが恋を。

 PHÈDRE

Ah ! Cruel ! Tu m’as trop entendue !

Je t’en ai dit assez pour te tirer d’erreur.

Eh bien ! connais donc Phèdre et toute sa fureur:

J’aime. Ne pense pas qu’au moment que je t’aime,

Innocente à mes yeux, je m’approuve moi-même

［　………………中略………………　］

Venge-toi, punis-moi d’un odieux amour:

　フェードルは「獣un monstre19」の心臓を刺し貫けとイポリットに迫る。

応ぜず無言のままのイポリットから「そなたの腕はいらぬ、その代わりに、

そなたの剣を！」と彼の剣を抜き取り、己が身を刺そうと逸り立つ。エ

ノーヌはそれをとどめ「浅ましいこの場の仕儀、見られてはなりません」

と女主人を促して共に退場する。

　『フェードル』においても『摂州合邦辻』においても、まず、恋の対象

ではない人物を聞き手に、次いで恋の対象その人に向かって女主人公が発

19 同書p. 192; Racine, ibid., p. 81, vers 701.
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する二段構えの恋の告白はそれぞれがクライマックスの一つを形作ってい

る。二人は、片や神々に近しい英雄、片や地方権力者という上下の越えが

たい隔たりがあるとはいえ、共に貴人の年若い後妻で、義理の息子に、片

思いの恋をしている。この恋が観客の心を捉えるのはそれが理性に反する

禁忌の恋だからである。理性が押さえ込もうとしても、抑えることのでき

ない溢れ出る理不尽な情熱、暴走する情熱、人間存在に深く広くつきまと

う情熱と理性の相克のテーマが、ラシーヌの詩行や浄瑠璃の詩句を得、さ

らに優れた演技者たちの表現を得て舞台に具現されたとき、観客の感動は

いやがうえにも高まる。頭巾で顔を覆った世を憚る慎ましやかな様子とは

裏腹に片袖がちぎれて色鮮やかな長襦袢の袖を見せた異装の拵えで花道に

現われ、やがて舞台に来て、下手の戸口の外に立つ玉手御前に、匂い立つ

ほどのエロチシズムを感取して固唾を呑む観客は、彼女の姿の中にすでに

反理性のただならぬ気配を察知し、情熱と理性の相克のドラマを予感して

いるのである。

3．収斂するフェードルと拡散する玉手御前

　『フェードル』と『摂州合邦辻』は、ともに理性と情熱の相克を主要テー

マとしているが、その展開のなされ方には、顕著な差異が認められる。

　フェードルはエノーヌが「悩乱の極みにある 20」と見なすほど当初から

憔悴し、取り乱し、死ぬことばかりを考えている。フェードルは義子への

恋を告白する前に、その恋を恥じ、己の罪を知っている。「私は死ぬ、余

りといえば恐ろしい告白、それをしないために 21」と彼女は言う。彼女は

理性と情熱の間に引き裂かれている。情熱の化身となった己自身とそれを

「悪」と断罪し恥じる理性的存在としての己自身との間でフェードルはす

でに戦っており、消耗し「いつ果てるとも知れ」ぬ状態にある。彼女は秘

めていた恋を、第一に、フランス古典劇の定番の登場人物「腹心confident, 

20 同書p. 153; Racine, ibid., p. 48, vers 149.
21 同書p. 159; Racine, ibid., p. 53, vers 226.
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confidente（打ち明け話の相手）」役を担うエノーヌに告白する。「腹心」

は主人公の心の内を観客に「本当らしく」伝えるために古典劇が生んだ仕

掛けであり、主人公の分身である。自分の分身に語りかけるフェードルは

反省的存在であり自らの上に屈み込み、引き受け、収斂する存在である。

恋に身を焼きながら、彼女は「己が罪に当然の恐怖」を抱き、「わが恋の

炎を嫌悪」している。恋する男を前にしても「己が所業を正しいとは露思

わぬ」「我と我が身がおぞましい 22」と自分自身を語ることを止めない。

また、テゼーの言葉の端に、自分を拒むイポリットがアリシー姫を愛して

いると知ると「思うだに口惜しい！ 23」と嫉妬に燃え立つが、結局は「口

をつく一言一言に、身の毛もよだつ。罪に罪を重ねて、行き着くところま

で来てしまった 24」と荒れ狂う自分自身に理性の目を向けている。フェー

ドルは分裂を体現し、一身の内に情熱と理性の相克を引き受けているので

ある。

　一方『摂州合邦辻』では、玉手御前の内に「理性」と「情熱」が同時に

宿ることはない。従って、その相克が彼女の身を分断することもない。

「子と名のついた俊徳様に、無体な恋をしかけるのみか、大恩うけた夫を

捨て、家出をした徒（いたず）ら女 25」と玉手を断罪し、戸口にその声を

認めても「たとえ無事で戻ったとて、門端（かどばた）も踏ましはせぬぞ、

もとより娘は切られて死んだ。今物いうたが娘なりゃ、幽霊でがなあろ

う 26」と彼女を拒否するのは父合邦の道徳観であり、理性である。母お徳

は、情熱と理性の中間に身を置いている。合邦に対しては「も一度見たい

娘の顔 27」と訴え、玉手に対しても「〽抱き締め抱き締め嬉し泣き 28」し、

「不義者（ふぎもの）」と「世間の噂」では言われているが「そなたに限り、

22 同書p. 191; Racine, ibid., p. 81, vers 678.
23 同書p. 232; Racine, ibid., p. 120, vers 1253.
24 同書p. 232; Racine, ibid., p. 120, vers 1268-1269, .
25 利倉幸一他監修前掲書、p. 285.
26 同書p. 287.
27 同書p. 287.
28 同書p. 288.
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よもやそんなことはあるまいの 29」と正当化を試み、母の情を前面に押し

出して両人に対峙する。その一方で、独自の道徳律から「娘と思えば義理

もかける、幽霊を内へ入れるに、誰に遠慮があるものかいナア 30」と合邦

に方便を示唆し、玉手を家の中に引き入れることに同意させる。娘には

「〽いかなる科（とが）の囚人（めしゅうど）も、助かるは衣（ころも）

の徳」と諭し、「そなたの恋は叶わぬ程に、ふっつりと思い切り、早う尼

になってたも 31」と、世間には義理を立てながら命を救う方策を提案して

いる。玉手の母お徳はエノーヌのような主人公の分身ではなく、独立の人

格であり調停者である。

　ところで『フェードル』ではフェードルの両親は登場人物によって言及

されるのみで、舞台に自ら登場することはない。父はクレタ島のミノス

王、死後は冥界を治めている。母パジファエは太陽神の娘であるが、海神

ネプチューヌの送った牡牛と交わり怪獣ミノタウロスを生んだことで知ら

れる異常性愛の女である。彼らは邪な恋を宿命づける神話的な「血」を

フェードルの体に注ぎ込み、フェードルと一体化している。

　母お徳のとりなしは、合邦には通じたものの、玉手御前は「わたしゃ尼

になることはいやじゃいやじゃ 32」と受け入れず「俊徳様に出合うたら、

あっちからも惚れて貰う気、怪我にも仮にも、尼さんの坊さんのと言い出

して下さんすな 33」などと言う始末である。「いかなる過去の因縁やら 34」

と己の恋の正当性に少々の疑念を抱いていること、「恋路の闇に迷うたこ

の身 35」と置かれた状態を闇に迷っていると把握していることに「理性」

の働きの片鱗が感じられる以外、玉手御前の振る舞いにも言説にも狂気の

恋を引きとめようとする理性の発現は全く見られない。玉手御前の恋の

29 同書p. 288.
30 同書p. 287-288.
31 同書p. 289.
32 同書p. 289.
33 同書p. 290.
34 同書p. 288.
35 同書p. 293.
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「情熱」に抗う「理性」は彼女の外にあり、「理性」の介入を排除して「情

熱」を推し進める玉手御前は反内省的であり、外部に向かう存在である。

　第2の恋情の吐露の場面では「エヽ情けない母上様〔…中略…〕道も恥

じも知りたまえ 36」と「理性」を代弁するのは、父合邦に変わって恋の相

手の俊徳丸その人である。更に「高安左衛門様の奥方ともあろう御身が、

我が子の俊徳様に不義をしかけるとは、そりゃ人間ではござりませぬ。

〔…中略…〕御本
・

心
・

におなりになって下さりませ」（傍点は筆者）と高安家

の使用人、奴（やっこ）入平にまで「理性」の代弁者の役は引き継がれて

いく。一途な恋情にすぎない存在となり「本心」を失った玉手御前は、彼

女の外から、父が、愛しい男が、郎党が仕掛けてくる「理性」の攻撃を迎

え撃とうと外部に向かって拡散していく。

　『フェードル』では女主人公フェードルの一身のうちで展開される「情

熱と理性の相克」のテーマが、『摂州合邦辻』では、女主人公玉手と他の

複数の登場人物の上に分散して展開されているのである。

4．言葉の力『フェードル』と言葉の無力『摂州合邦辻』

　「理性」の呼びかけを歯牙にもかけぬ玉手に怒りを爆発させ、合邦はつ

いに娘を手荒く引き据え「氷の切先」をぐいっとばかりに突っ込む。死を

確実なものとした玉手は、臨終の時間を引き延ばすための処置を求め、こ

こから、第3の告白 37を始める。

　外戚腹（げしゃくばら）の次郎丸が家督を狙って世継の俊徳丸を殺そう

と企んでいることを知ってしまったが、それを当主である夫に告げれば次

郎丸は手討ちに遭うか切腹をさせられることになる。二人の若者は玉手に

とっては義理ある仲の同じ継子である。双方の命を救うには、俊徳丸に家

督を放棄させ、次郎丸の悪心を削げばよいと考え、俊徳丸に「心にもない

36 同書p. 292.
37 同書pp. 294-295.
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不義いたずら 38」を仕掛け、毒酒を勧めて難病を発症させたのだと、玉手

は苦しい息の下で一連の騒動の真相を物語る。道ならぬ恋は二人の継子を

救い、夫の恩に報いるための方策だったと玉手の健気な「本心」が明かさ

れる。理詰めの合邦が都度抱く疑問に玉手は即座に明快な回答を返す。玉

手は別人である。狂った恋に突き進む理性を失った女はもうそこにはいな

い。毒に由来する俊徳丸の病は、毒を盛ったその同じ器で寅の月寅の日寅

の刻に生まれた女の肝臓の生き血を与えれば即座に本復すると聞き知って

いたから、玉手は俊徳丸の後を追って館を出、彼を探していたのだとい

う。

　玉手は今や理に適い、徳義に適った貞女である。合邦が「浮世の義理」

を立て「仏の教え」に背いてまで犯した子殺しは、正当性を突如失ってし

まった。合邦は悔い、玉手に赦しを乞い、身も世もなく嘆く。はやまった

「子殺し」とその後の「父の悔恨」は、「不義の恋」に並ぶ『摂州合邦辻』

の主要テーマである。それはまた、エノーヌの讒言を信じてイポリットを

死なせてしまうテゼーの場合にも見られ、『フェードル』でも主テーマに

ついで重要な副次的テーマになっている。

　玉手の第3の告白は、彼女がそれまで偽ってきた「本心」を話すことで、

『フェードル』とは全く異質の演劇局面を開いて見せる。

　『ラシーヌ論』の中でバルトは『フェードル』について「言うか、言わ

ないか。それが問題だ。ここでは、言葉の生きた存在そのものが舞台に乗

せられている 39」と述べている。バルトも指摘しているように『フェード

ル』では一度発せられた言葉は決して取り消すことのできないものとして

留まり、強い力を発揮する。フェードルは狂乱の恋を告白し、発した言葉

によって自分を追い詰める。言わなければ邪な恋は秘められたままであ

り、知られることがなく、存在しないも同然であった。言わなければ、

38 同書p. 294.
39 ロラン・バルト著、渡辺守章訳『ラシーヌ論』p. 183;  Roland Barthes, Sur Racine, 

Seuil, 1963, p. 115
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フェードルは自由であり、名誉が損なわれることもなく、エノーヌの卑怯

な策を黙認することもなかった。イポリットを無惨に死なせることもな

かった。しかし、フェードルは告白し、破局に向かっていく。フェードル

の第3の告白は、夫テゼーの前でなされる。すでに毒を飲み、玉手御前と

同じように死を確実なものとして、フェードルが語るのは、しかし、玉手

御前の義に適った「本心」とはかけ離れた、赦される当てのない、呪わし

い罪である。さらに、撤回不能な言葉の力をとりわけ見せ付けるのは、テ

ゼーがエノーヌの讒言を信じ、ネプチューヌに向けて発したイポリットへ

の復讐を願う祈りである。疑念が生じ「聞き届けられませぬように 40」と

撤回してもそれは実現されてしまう。そもそもテゼー本人も「我が子の血

の中に、この手を浸したりはしない。〔…〕ネプチューヌ様がわたしへの

約束、あなたの恥はそそがれよう 41」「神の誓約果たされるよう、祈って

くる 42」と、言葉に多くを恃んでいるのである。

　『フェードル』とは反対に『摂州合邦辻』では言葉は無力であり、撤回

可能である。手負いの玉手が腹帯を締め上げ、断末魔の力を振り絞って語

る「本心」の告白は、現に第1、第2の「恋情の吐露」から意味を奪い、

その邪恋に異議を唱えた全ての登場人物の言葉からも意味を奪い去ってい

る。第3の告白に先立つ台詞や浄瑠璃の歌詞は、告白が真相を明らかにし

ていくに従って、あるいは撤回され、あるいは新しい意味に上書きされ、

跡形もなく消えていく。舞台に繰り広げられてきた言語活動の所産はすべ

て饒舌な沈黙にすぎなかったのである。

　第3の告白も言葉を介してなされている以上、当然、その虚実が問題に

なってくる。

　玉手の話を聴き終わると、合邦は娘を「唐天竺にもまたとない貞女」と

認め、俊徳は「御身を捨てての御仁愛」に感謝し、浅香姫は「道知らずと

40 渡辺守章訳前掲書『フェードル他』p.249; Racine, op. cit., p. 134, vers 1484.
41 同書p. 227; Racine, ibid., p. 116.
42 同書p. 228; Racine, ibid., p. 117, vers 1192.
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さげすんだ」ことを恥じ、入平は女主人の非業の最期を悲しむ 43。玉手の

生き血を飲んだ俊徳の業病は癒え、悦びと悲しみの共に漲るなか、宗教的

な言説と雰囲気とに包まれて玉手御前は死に臨む。

　筋を辿れば、第3の告白を経て、玉手は徳高い貞女であったと公に認知

され、「不義の恋」は「徳行」に塗り替えられ、『摂州合邦辻』「合邦庵室

の場」は清々（すがすが）しく結末を迎える。

　「亡き子の荒ぶる魂を鎮めんためには〔…〕愛した姫が、今日からは、

我が娘となるように 44」と言うテゼーの言葉で終わる『フェードル』の幕

切れもまた爽やかだ。「今こそ死は、目（まなこ）の光を奪い去って、こ

れまで穢した／日の光も、元のごとく浄らかに、済みわたりゆくEt la 

mort, à mes yeux dérobant la clarté, Rend au jour qu’ils souillaient toute sa 

pureté.45」とフェードルは穏やかな言葉を残して死んでいく。フェードル

は、死後、彼女が居なくなった世界を照らす清らかな日の光を思い描いて

いる。彼女は罪の女として死に、その死が世界を浄化するのである。

　玉手御前も「吹き払う迷いの空も雲晴れて、蓮の台（うてな）に月を見

るかな 46」と辞世を詠む。玉手は、死後、極楽浄土で眺める月を歌ったの

である。

　玉手の第3の告白によって不義の恋はもとより無かったものとされ、登

場人物はそれぞれ道義的に容認できる理性に律せられた場所に収まり、爽

やかな幕切れとなった。この局面では言葉は登場人物とともに舞台にその

ままに留まっている。しかし見所とされ、聞かせ所ともされるこの場の合

邦のもっとも重要な台詞は「オイノウ」「オイノウ」「オイヤイ」というた

だの掛け声、いわば「非―言葉」である。第3の告白においても言葉は無

力を曝け出している。『摂州合邦辻』では、そもそも肝心のところは言葉

に委ねられてはいないのである。

43 利倉幸一他監修前掲書、p. 295.
44 渡辺守章訳前掲書『フェードル他』p.260; Racine, op. cit., p. 145, vers 1652-1654.
45 同書p. 259; Racine, ibid., p. 144, vers 1643-1644.
46 利倉幸一他監修前掲書、p. 298.
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　玉手の第2の告白に次のような条（くだり）がある。

　

俊徳　この癩病を、母上の業とおっしゃるその仔細は。

〽さらばいのう、去年の霜月住吉で、

　　　　　　　ト玉手、懐中より鮑貝を出して、

玉手　御酒（みき）と偽り、コレ、この鮑で、進めた酒は秘法の毒酒、

　　　［　……………………中略………………　］

　　　 お行衛尋ねるそのうちも、君の記念（かたみ）とこの盃 ...。肌

身離さず抱き締めて、

〽肌身放さず抱き〆て　〽いつしか鮑の片思い、47

　第3の告白で、玉手は再びこの盃に言及する。

玉手　 ...毒にて発っせし病には〔...〕肝の臓の生き血を取り、毒酒を

盛ったる器にて、病人に与える時は、即座に本服疑いなしと、

聞いた時のその嬉しさ、それでそれでこの盃、身に添え持って

御行衛（おんゆくえ）、尋ね探す心の割符（わりふ）、...48

　

　玉手御前が語るべきことを語り終えると、一同の愁嘆は最高潮に達す

る。彼女が仕残していることは、俊徳丸の病を癒すことである。玉手は俊

徳丸に寄り添って懐剣を構え、自らみぞおちを切り裂いて鮑貝に生血を注

ぐ。「鮑」は第2の告白の引用箇所で「片思い」の恋のアナロジーである

ことが告げられている。しかしそれは第3の告白で「心の割符」でもある

ことが明かされる。もう一方の「割符」を持つ心があるとすれば、それは

俊徳丸の心をおいてはない。相貌を冒され紫色の病鉢巻を結んだ病身の俊

徳丸には、健康な浅香姫より、むしろ義母玉手と響き会うものが感じられ

47 同書p. 292.
48 同書p. 295.



185-　　-

フェードルと玉手御前

さえもする。無力な言葉に代わって「物」が雄弁に語り出すのはこの時で

ある。血の盃に湛えられた鮮血は、言葉を拒否され沈黙を強いられ、死を

以って証（あかし）するほかない究極の愛の印である。震える手で盃を取

り、俊徳丸がそれを飲む。遂に玉手は思いを遂げたのだ。二人は合体し一

つに溶け合った。その証拠に俊徳丸は本復し、その姿は美々しく変容す

る。だが玉手は愛しい男の命の中に生きつづける。それを見届け、玉手は

喜悦のうちに死んでいく。

　「禁忌の恋」のテーマは、こうして、『摂州合邦辻』の幕が引かれるまで

台詞と浄瑠璃で饒舌に語られるドラマと同時に同じ舞台の上で、無言の表

象によって繰り広げられるもうひとつのドラマのなかで追求されつづけて

いる。「情熱と理性の相克」のテーマは、玉手の第3の告白以降、立ち消

えてしまった。それというのも、「理性」と「情熱」のテーマは同時に進

みながら、重ねられてあるような二つのドラマで、拮抗することなく、そ

れぞれ展開されているからである。観客も演技者もそこでは二つのドラマ

を自在に行き来している。

結論

　フランス演劇を代表する古典悲劇の傑作『フェードル』と、日本伝統演

劇、歌舞伎の一幕『摂州合邦辻』「合邦庵室の場」は、どちらも「禁断の恋」

「情熱と理性の相克」「子殺し」「父の悔恨」など、人間存在に深く切り込

む普遍的なテーマを擁している。

　義子を恋する前者の女性主人公フェードルは「情熱と理性の相克」を自

身の内に蔵し、苦しむ罪の女でありつづける。彼女は3回「告白」し、そ

の言葉で漸次追い詰められ、劇は一筋に幕切れに向かって進んでいく。登

場人物の言葉は一度発せられると強い力を持ち、取り消すことはできな

い。

　後者の女性主人公玉手御前も同じく義子を恋し、世を憚る罪の女として

登場する。しかし彼女の内には「情熱と理性の相克」はない。「理性」を

代表するのは周囲の人々である。玉手も3回告白する。3回目の告白は前2
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回の告白を覆すこととなる。玉手はここでは「理性」を代表し、「禁断の恋」

はなかったことにされる。それまでの登場人物の言葉は否定され、言葉の

無力が見せつけられる。一方、「禁断の恋」のテーマも消えたわけではな

く、言葉ではない表徴―物や仕草―が恋の成就とその喜悦を、無力な言葉

の劇と同時に、繰り広げている。

　フランス古典劇『フェードル』からは、個人の中に情熱と理性のような

正反対な方向に向かうものの対立・相克が存在すること、言葉が力を持ち

撤回不可能であることが明らかとなった。

　日本伝統歌舞伎『摂州合邦辻』からは、対立・相克は個人の中ではなく、

個人と周囲との間に存在すること、情熱に向かう方向から理性の方向にと

いうような、正反対の方向への変換・並存が自在であること、言葉は無力

で撤回も可能であること、言葉以外の表徴が力を持ちうること、が明らか

となった。

　これら両演劇に見出された共通性と差異は、それぞれが日仏の文化・心

性の特質の一端を示していると思われる。

　


