
223

フィリップ・キノー『ベレロフォン』における人物造形と悲劇性

はじめに

　フィリップ・キノーは、17世紀フランス、ルイ14世治下で活躍した劇作家・オペラ台本作家で

ある。悲劇『ベレロフォン』Bellérophon は、キノーの上演向けの作品としては20作目に当たるが、

この作家のキャリアにおいてひとつの区切りとなる作品と言える。キノーはこの作品を最後に劇

作品の執筆を離れ、音楽家ジャン＝バティスト・リュリと組んでオペラ台本作家としての仕事に

専念することになるのである。初演の日付ははっきりしていないが、初演からおそらく２、３日

後にあたる1671年１月19日、ボーヴィリエ公（１）とコルベールの次女アンリエット＝ルイーズの

婚礼の際にこの作品が上演され、当時のガゼット記者ロビネはこれについて「申し分なく、高く

評価されていて、要するに、順風満帆なキノーの『ベレロフォン』が、ブルゴーニュ座の劇団に

よって上演された（２）」と報告している。また、この上演からわずか３日後の１月22日にはヴァ

ンセンヌ城で再演され、ロビネは次のように言及している。

新たなヴァンセンヌの浮かれ騒ぎについては、

この前の週にあなたにお届けしましたが、

この手紙であなたにお話しすると、

逐一すべて、このような次第になります。

木曜日…

夕べ、大宴会の時に

まさに国王劇団そのものによって

キノーの『ベレロフォン』が

申し分なく舞台に上げられ、

それはもちろん、奇跡的に好評を得ました、

ある神託のような声から私が知ることによれば。（３）

ブルックスによれば「順風満帆な」 « a le vent en poupe » は「劇団」 « troupe » と韻を踏むため

フィリップ・キノー『ベレロフォン』における 
人物造形と悲劇性

髙　安　理　保



224

に用いられるロビネの常套句であり、これらの文言を根拠に作品が取り立てて目覚ましい評判を

得ていたとは言い難い。ただし、初版（1671年）の翌年には同じ出版社から第二版が出されてい

ることから、作品は確かに成功を収めたものと見られる。

　この作品は「悲劇」と銘打たれているものの、「10年前ならばキノーは『ベレロフォン』を悲

喜劇と呼んでいただろう（４）」とブルックスは見做している。リトレによれば、悲劇とは「韻文

で書かれた劇作品で、高尚な人物が描かれており、畏れと憐れみを促すことを目的とし、一般に

忌わしい出来事で終わるもの（５）」であり、以前ならばキノーは死によって恋人同士が分かたれ

る結末を迎える作品のみを悲劇と呼んでいたが、この作品において主人公ベレロフォンは恋人

フィロノエと結ばれるのである。ところが、この作品が世に出る頃には、悲喜劇という分類はと

うに廃れていた。この作品が悲劇たる理由は第一にそうした外的要因にある。しかしながら、結

末からすればずいぶんと悲喜劇的なこの作品は、登場人物の心理描写に着目すると、悲劇として

の性質を色濃く帯びている。本論では、筋の運び方と関連付けながら主要人物それぞれの人物造

形について比較・検討することで、キノーがこの作品において「悲劇」として表現しようとした

ものを探る。

　なお、本論における戯曲の引用はすべて拙訳であり、註に原文の該当箇所を示してある。

Ⅰ．原作と梗概

　作品分析に入る前に、作品の成り立ちと梗概を紹介する。リュリ /キノーによるオペラは後期

三部作を除いてすべてがギリシア神話から題材を採っているが、オペラの直前に成る本作でも、

キノーは神話的主題を選択している。グロによれば、物語の大筋はアポロドロスやヒュギーヌス

に基づいているものの、エウリピデスの『ヒッポリュトス』Hippolytus やセネカの『パエドラ』

Phaedra との関連性が見受けられる他、とりわけ後半の核となる怪物との戦闘描写については

同時代のゴンベルヴィルによる小説『ポレクサンドル』Polexandre からの影響が認められる。

　アポロドロスにおける物語の大要は次の通りである。誤って兄弟を殺してしまったことで祖国

を追われたベレロフォンは、アルゴスの王プロイトスの宮殿に身を寄せる。プロイトスの妻ステ

ネボイヤはこの英雄に恋をするが、英雄はこれを拒絶する。怒ったステネボイヤはベレロフォン

に乱暴されそうになったと夫に訴える。これを受けてプロイトスは、義父であるリュキア王イオ

バテスの元へベレロフォンに手紙を届けに行かせる。その手紙にはベレロフォン殺害の依頼が書

かれていた。イオバテスは国を荒らしていた怪物キマイラの退治をこの英雄に頼む。ベレロフォ

ンはペガソスに跨って怪物を倒してしまう。驚いたイオバテスは彼にさらに危険な任務を課した

が、ベレロフォンは忠誠と勇敢さを示し生還する。イオバテスはついにこの英雄に事情を明かし

て詫び、ステネボイヤの妹であるフィロノエとの結婚を認め、自らの死後リュキア王国を継がせ

た。
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　続いて、キノーの悲劇『ベレロフォン』の梗概を記す。舞台はリシー国の首都パタール。

【第一幕】アルゴスの王プロエテュスは腹心リカスに喜びを語る。リシー王イオバスの長女ステ

ノベとの結婚が近付いているのだ。神託によれば、これまでリシー国を襲っていた怪物の脅威は

やがて去るという。プロエテュスはひそかに、亡命して自分のもとに身を寄せている親友、エ

フィールの王子ベレロフォンを、許嫁の妹フィロノエと結婚させたいと望んでいる。しかしベレ

ロフォンはステノベの命令で国を出て行かなければならないことになっていた。ステノベが彼の

追放を決めた真の理由は、じつは彼女がベレロフォンを愛しており、しかしこの英雄は彼女を愛

さないどころか妹を愛しているということだった。ステノベはベレロフォンが落とした書字板が

その証拠だと言うが、侍女メガールは宛名の無いその書字板を見てステノベ自身への恋文である

可能性を訴える。ステノベは侍女に頼んでベレロフォンの本心を探らせることにする。

【第二幕】メガールによればベレロフォンはフィロノエに無関心を示したという。ステノベは妹

の気持ちに探りを入れる。フィロノエは家族のために自分より身分の低いベレロフォンとの結婚

を受け入れると言うが、ステノベはベレロフォンからの拒絶を妹に伝え、彼女に相応しい結婚を

させることを約束する。フィロノエは侍女ラディスに悔しい気持ちを打ち明ける。彼女はベレロ

フォンからの拒絶が信じられず、姉の策略を疑っている。そこへベレロフォンがやって来て、フィ

ロノエとの結婚ではなく追放を選んだ理由を説明する。彼はステノベの罠を恐れ、フィロノエの

身を案じて結婚を拒絶したのである。さらにベレロフォンがフィロノエへの愛を打ち明けるので、

彼女も彼を憎からず思う気持ちを漏らし、言葉を濁して立ち去る。

【第三幕】プロエテュスがステノベに自分たちの結婚の日取りを告げる。彼によればベレロフォ

ンは出立前にステノベに会うことを強く求めているという。ステノベは面会を許可するものの、

ベレロフォンに想われているのかと思うと激しく動揺し、会うことをためらう。ベレロフォンが

やって来る。彼はステノベの寛大な態度に甘んじて、フィロノエと想いあっていることを打ち明

ける。ステノベは執り成しを約束してベレロフォンを立ち去らせる。結局ベレロフォンの愛が妹

へのものだとわかったステノベは、侍女に悔しさを訴え、自身の破滅をもいとわず復讐を決意す

る。

【第四幕】フィロノエとプロエテュスはともにステノベを待っている。プロエテュスはフィロノ

エに感謝し、ベレロフォンに王位を譲る考えでいる。ステノベが狼狽した様子で出て来る。彼女

はベレロフォンが落とした書字板を見せ、これが自分に宛てられた恋文だと言う。怒りに燃える

プロエテュスに、復讐の役目は自分に任せて欲しいと言ってステノベは去る。残された二人が嘆

いているところに、ベレロフォンがやって来る。フィロノエは彼の話を聞こうともせず立ち去り、

プロエテュスも同様に恨み言を吐き捨てて行く。困惑するベレロフォンだが、衛兵隊長ティマン

トが自分を逮捕しに来るので、すべてステノベの仕業だと悟り、自らの死を望む。
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【第五幕】悲しみに沈むフィロノエが、ベレロフォンが死んだという噂を姉に知らせる。ステノ

ベは信じられずにいるが、ベレロフォンの護衛についていたはずのティマントが戻って来る。彼

によれば、ベレロフォンは移送される道すがら突然現れた怪物に立ち向かい犠牲になったのだと

いう。ステノベはベレロフォンの潔白と自らの罪を公然と告白し、自害をほのめかして立ち去る。

プロエテュスがやって来て、ティマントの話の続きとしてベレロフォンの勝利をフィロノエに語

り聞かせ、英雄を讃える民衆が大挙して彼女とベレロフォンの結婚を求めていると知らせる。

フィロノエが王にベレロフォンの潔白を伝えたところで、ステノベが自害したことが報告され、

プロエテュスは嘆きながら立ち去る。ベレロフォンが帰還し、フィロノエと再会を果たす。ふた

りは愛を確かめあい、親や友を慰めようと思案する。

　キノーは、ベレロフォンの物語を「悲劇」に仕立てるために、神話に大幅な改変を加えた。ロ

マネスクな筋を持ち三一致の規則から逸脱する傾向のある悲喜劇に対し、悲劇の筋は簡潔で、規

則を遵守するものである。アポロドロスにおいて物語は長期にわたり複数の場所で展開していた

が、キノーはプロエテュスとベレロフォンの関係を友人として設定し、プロエテュスとステノベ

の結婚の準備を理由として、すべての登場人物をリシー国の宮廷一箇所に集めた。この場所の内

部で、物語は素早く展開し、日を跨がずに完結する。物語の展開の仕方にも、唐突さや不自然さ

がなく、一貫性が保たれている。例えば、ベレロフォンはフィロノエに直接愛を告げられず書字

板に想いを綴ったが、それがステノベに見つかり、結果として書字板はベレロフォンを陥れるも

のとして使われた。また、怪物については冒頭からすでに神託を介してその脅威が知らされてい

た。このように、この作品においては場所と時間、そして筋が統一されており、三一致の規則が

守られている。また、悲喜劇においては観客の目に訴える場面が多く用意される傾向にあるが、

この作品ではベレロフォンの闘いやステノベの自死といった見せ場となる場面が舞台上に直接描

写されることはなく、報告されるのみである。こうしたことから、作品の構成自体が、この作品

が悲喜劇ではなく悲劇として企図されたものであることを示している。

Ⅱ．自己犠牲の英雄

　作品のタイトルが示すように、この物語の主人公はギリシア神話に登場する英雄ベレロフォン

である。ここではベレロフォンの忌むべき過去については触れられず、プロエテュスとの深い友

情がこの王の台詞を通してまず印象付けられる。プロエテュスによれば、ベレロフォンは「故郷

を追われ、さまよい、そして後ろ盾もなく、 / 彼は自分の国で失ったものよりも多くを私の国で

見つけた（６）」（１幕１場）。そしてこの英雄が初めて舞台上に現れる時、キノーは神話における

英雄の猛々しいイメージを逆手に取り、悩まし気にため息をつく弱々しい姿を描き出す。彼は動

揺し、身震いしながら、国を出ていかなければならないと王に告げるのである。しかしこの時、
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彼はその理由を明らかにしようとはしない。プロエテュス自身のために、理由を聞かないで欲し

いと王に懇願する（１幕２場）。

私が沈黙を保っているのはあなたのためを思ってのことでしかありません。

私を遠ざける悲しみに打ちひしがれながら、

私はわざとそれをあなたに隠しているのです、あなたにその悲しみを免れさせるために。

穏やかな、変わらぬ幸福を享受してください、

できれば、私を打ちひしぐあらゆるものには関わらないでください、

あなたの願いを満たそうとする幸福を安らかに楽しんでください、

そして不幸な男の災いを引き受けないでください。（７）

ベレロフォンの沈黙が最初に印象付けられる場面である。ここでベレロフォンはプロエテュスの

命令に従って真実を告げたいという気持ちを必死に抑えている。すなわち、相手のためを想うが

ゆえに自らの意思に反するどころか相手の意にも沿わない選択をしてしまうのである。

　こうした英雄の特徴的態度は、想い人フィロノエに対しても同様に表れている。メガールがス

テノベに報告しているように、ベレロフォンはフィロノエに無関心を示し、彼女との結婚の提案

を拒絶する。これはひとえにフィロノエの身を案じてのことで、第一にステノベの策略を疑い、

第二にフィロノエの身分を貶めてしまうことを憂いたがために、ベレロフォンは愛する者との結

婚という至上の喜びを投げ打って自らが追放の身となることを選んだのである。しかしフィロノ

エにとってはその選択が不服でしかない。フィロノエは「別の選択をするのはあなた次第だった

のですよ（８）」とベレロフォンをなじり、この英雄に憎からず思う気持ちを告げる（２幕４場）。

グロは、ベレロフォンのフィロノエに対する態度を「キノーの英雄の中で最も受動的（９）」と評

しているが、その態度は受動的というよりはむしろ過ぎるほどの自己犠牲によって特徴づけられ

る。こうして自らの感情を抑えて敢えて本当のことを言わないという選択をしたことが、後にベ

レロフォンの首を絞めることになる。

　ベレロフォンがフィロノエとの結婚を拒絶したことは、ステノベにあらぬ期待を抱かせる。そ

してベレロフォンの抱く熱情を自らへの恋心と誤解したステノベの寛大な対応が罠となり、すで

にフィロノエから愛されていると確信を抱いているベレロフォンはステノベに本心を吐露してし

まう。これを受けてステノベは復讐を決意し、プロエテュスとフィロノエを欺いてベレロフォン

を陥れるのである。フィロノエから拒絶され、プロエテュスから憎しみの眼差しを向けられたベ

レロフォンは、自己弁護するよりもむしろ諦念し、命を差し出すことを望む（４幕５場）。

陛下、私に話すことなく、あなたも私を避けるのですか？
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なんということだろう？おお正当なる神よ！なんという突然の怒りが

あなたの凄んだ眼差しによって私にこれほどの憎しみを示すのだろう？

あなたは私がすべてを負っている方です、あなたは私の唯一の支えなのです、

あなたも、今日私を打ちひしごうとするのですか？

それでは私がこれほど大切な友情を失うために何をしたというのですか？

陛下！私の庇護者よ！私の希望はあなたにしかありません。

あなたが私を見捨てるならば私はどうなってしまうのだろう？

せめて、憐れみから、私を完全に罰してください。

私の人生を羨望に値するものにしていたものを私から奪いながら、

私を生かしておくというならばあなたはあまりにも残酷です。（10）

　ベレロフォンはその慎み深さゆえに友人であったプロエテュスにさえフィロノエへの恋心を明

かしたことがなかった。それどころか、プロエテュス自身からフィロノエとの結婚の打診を受け

た時も、やはり自ら身を引いたのであった。プロエテュスは当初、このベレロフォンの態度をス

テノベに対する敬意ゆえだと捉えていた。ベレロフォンがフィロノエとの結婚を拒絶したのは、

女王が夫となる自分のためを思って意に反してベレロフォンに好意的な決断をするのを遺憾に

思ったからだと、プロエテュスは受け止めたのである。ステノベからの問いに、プロエテュスは

次のように答えていた（３幕１場）。

ステノベ

彼（ベレロフォン）はそれほど強く私の憎しみを恐れているのですか？

プロエテュス

 私にはできません、

彼がどれほどそれに敏感であるように見えるのかを説明することは。

追放にどれほどの苦しみを見出そうと、

あなたを敵だと思うことが、彼の最大の苦悩なのです。

彼はあなたの意に適うことができなかったことに絶望しているのです。

彼は自分の不幸のすべてもあなたの怒りほどには感じていません。

そして奥様、あなたは彼を半ば慰めたでしょうに、

あなたが彼を憎むことなく追放したなら。（11）

しかし、ステノベに疑念を吹き込まれた後になっては、そのような態度こそがベレロフォンのス
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テノベへの恋心を裏付けるものに思われる。皮肉にも、プロエテュスにとって、憐れみを催させ

るほどの美徳であったベレロフォンの慎み深さそれ自体が、ベレロフォンの罪の証拠にすり替わ

るのである。ベレロフォンの美徳は、この悲劇のひとつの要因と言える。キノーにおいてこの英

雄はその美徳のためにあらゆる人々を惹きつける人物であり、それゆえにステノベに愛を抱かせ

てしまう。それほどの美徳こそが、彼自身を陥れる原因になっている。

　囚われの身となり、すべてがステノベの思惑によるものだと理解したベレロフォンは、「もは

や生きていることはあまりにむごい苦痛だ。 / それに死ぬことを望む者にとっては、何だって

構わないのだ（12）」と吐き捨てる（４幕６場）。しかし、神々から送り込まれた怪物にベレロフォ

ンが立ち向かうのは、ただ自暴自棄な気持ちからではなく、栄誉を求める英雄的勇敢さからであ

る。ティマントは怪物に果敢に挑むベレロフォンの様子を次のように報告する（５幕３場）。

この恐ろしい対象を目の当たりにして、死に至る不安から

我々兵士は皆逃げ、武器を捨てます。

ただベレロフォン様だけが毅然としてこの危険の中で

大胆不敵な眼差しで敢えてそれを直視するのです。

私は町へ帰るために彼の戦車の向きを変えます。

しかし彼は私の意に反して私の心遣いをすべて無駄にするのです、

彼は飛び出し、その身を地面に投げ出しながらつかみます、

恐怖が兵士たちに捨てさせた武器を。

ああ、虚しい希望を抱いて抵抗するのです、

人間の力を越える怪物に対して。

ですが確かな最期の時になおも

犠牲になる名誉を求めて武器を手にしたまま。

こうして彼自身が自らを犠牲に供するのです、

彼は私に言います、「私の罰を縮めさせてくれ。

行け、女王のもとに戻って、私の死を知らせるのだ。

彼女に言うのだ、彼女が何をしたとて、私はそのことを嘆きはしない、

せめて私の記憶に報いて

彼女が私の死後に私の栄光のためになんらかの心遣いをしてくれさえすれば」。（13）

これはベレロフォンの自己犠牲が極まった行動と見做すことができる。ただし、ここで彼は、自

分の名誉を回復することを求めて自らの命を犠牲にしようするのであって、自分の気持ちを圧し

殺してはいない。命と引き換えに、自分の望むものを得ようとする。ベレロフォンはこの時、一
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方で死を甘んじて受け入れながらも、一方ではすべてに見放されたという絶望を超克して英雄と

しての栄光を選び取ったのである。

Ⅲ．対照的な姉妹

　キノーはステノベをプロエテュスの妻ではなく婚約者に留め、舞台をリシー国に設定すること

でステノベとその妹フィロノエを近くに置いた。この姉妹にはそれぞれ侍女が付いており、侍女

との会話を通して彼女たちの感情の推移が細かく描写される。ステノベについて最初に印象付け

られるのは、彼女の持つ絶対的な権力である。プロエテュスによれば、「彼女こそが国を、そし

て父を支配している（14）」（１幕１場）。ステノベ自身もそれを認めており、ベレロフォンを追放

する理由をプロエテュスに対して次のように説明している（１幕３場）。

彼がそれほどあなたにとって大切だから、私にとっては憎いのです。

いいえ、陛下、私にはできません、踏みにじられることなく、

あなたの優しさが彼と私の間で分け持たれることを容認するなんて。

私は嫉妬深い目で見ています、彼のためを思うあなたの心遣いを、

あなたの心がわたしからかすめ取った恋のしるしと同じくらいに。

私があなたの心の帝国を誰かと分け持つことなどできないでしょう？

私は私が自分を与えるのと同じようにあなたを手に入れたいのです。

すっかりあなたに捧げている私の心は十分ふさわしいはずです、

友情が私から何もかすめ取ることのない心に。

お許しください、陛下、この傷付きやすさを。

私にはその癖がついており、思い通りに抑えられないのです。

私は父から、王から、優しさのすべてを得ました。

私は私に対して同じような善良さを持つ夫を求めていました。

そして私は恥だと思い、侮辱だと受け止めるでしょう、

愛が私のためにしてくれることが、自然がしてくれることよりも少なければ。（15）

彼女がベレロフォンを追放するのは、夫となるプロエテュスがベレロフォンに対して抱く友情に

嫉妬しているためというわけである。もちろんこの言葉はステノベの本心ではない。侍女に対し

てのみ彼女は本心を打ち明け、ベレロフォンへの尊敬の気持ちが失せたのではなく、彼を愛し過

ぎていることが問題なのだと言う。ベレロフォンを愛するという罪を彼女に犯させたこと、それ

がステノベにとってベレロフォンの最初の罪である。この罪について彼女は次のように語る（１

幕４場）。
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あまりに素晴らしいことによって彼はあまりに罪深くしかなり得ない。

彼は企図した以上に罪深くあるのです、

私の心にまで、私の自由にまで、

これまで恥も、弱さもなかったこの心にまで、

野心だけがその支配者であったのに、

この心は栄光の中であれほど決然と揺るがず、

この心は完全に彼の友のためにあるべきだったのに、

彼はその義務を、恩をかすめ取り、

その平和と潔白を乱したのです。（16）

この時彼女は栄光や義務を引き合いに出しており、王女として、そして王の妻となる女性として

高い誇りを持っていることがわかる。彼女にとってベレロフォンへの愛は自らの栄光の敵でしか

ない。だからこそこの英雄を自分から遠ざけなければならないというわけである。しかしそれだ

けが理由ではない。ステノベにとってより深刻なベレロフォンの第二の罪は、彼女に罪を犯させ

ておきながら自らは潔白であること、すなわち彼自身はステノベを愛していないことであり、さ

らに、第三の罪は、ステノベを愛していないにもかかわらず、他の女性、しかも妹のフィロノエ

を愛していることである。ステノベはベレロフォンに自らの恋心を暴かれることを恐れて、侍女

に彼の本心を探らせるが、この侍女の働きによって彼女の心が揺さぶられることになる（２幕１

場）。

彼が我が妹を愛していないのなら、そして彼が愛しているのは私なのだとしたら。

私が感じている動揺に、私の極限の弱さの中で

私が彼に対抗するのを助けてくれるものはもう何もないなんて、

これほど差し迫った必要から彼を追放しなければならなかったことがあっただろうか？

愛が信じられるなら、私の望みが彼を引き止めるなら、

私の栄光や私の義務はどうなろうというのか？（17）

ベレロフォンがフィロノエに無関心を示したと聞いたステノベは、恨みを忘れて恋する乙女さな

がらに動揺する。しかしやはり栄光や義務の意識を持ち続けており、仮定の形で語っていること

からもわかるように、侍女の話をすっかり信じてしまうことはない。慎重を期して、妹の気持ち

を探り、さらにプロエテュスからもベレロフォンの気持ちを聞き出そうとする。ところが友のた

めを思うプロエテュスの返答は、侍女のせいですでに期待を抱いているステノベにとっては誤解

を深めるものでしかない。ベレロフォンに想われていると信じたステノベは、罪の意識に苛まれ
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何度も躊躇しながらも、ついに彼に会うことを決意する。

　そして、ステノベの思い込みから始まったベレロフォンとの面会が、ステノベに決定的な変化

をもたらす。それまでステノベは、すでに妹への嫉妬に駆られて行動していたとは言え、罪深い

愛に抗う誇り高いヒロインであった。しかし、ベレロフォンに愛されるという希望を抱いて彼と

言葉を交わすことによって、ステノベはついに愛に屈する。ところが、虚しくも彼女はベレロフォ

ンからフィロノエへの愛を打ち明けられることになる。この時ステノベはベレロフォンの抱く熱

情について「自分の義務を為すために必要である以上に私はそれについて知っています（18）」と

語っているが（３幕３場）、この言葉は皮肉なニュアンスを帯びており、彼女の復讐心が義務の

意識を凌駕したことがうかがえる。失望がステノベをベレロフォンの敵に仕立て上げたのである。

ステノベは侍女に語りかける（３幕４場）。

愛する者を譲るのにひとは苦しむものです。ああむしろ、

どんなことでもしましょう、何もかも失いましょう、必要とあらば私たち自身をも。

不幸になりましょう、苦痛を分かち合いましょう。

私は女です、私の力は策略のうちにあります。

行きましょう、メガール、行きましょう、考えて手筈を整えましょう、

私たちの性が復讐のために備えている技のすべての。（19）

もはや彼女に栄光や義務の意識はない。恋に破れたひとりの女性として、考えるのは復讐のみで

あり、そのためには手段を選ばない。ステノベはベレロフォンの落とした書字板を利用してフィ

ロノエを騙す（４幕２場）。

この恩知らずが、あなたに対してこれほど冷酷でなくて、

妹よ、罪無く、あなたに充ててこんなふうに書いていたならよかったのに。

彼はあなたの純潔を裏切ったことを鼻にかけ、

プロエテュス様も王も惑わす術を知っていて、

私にしか感じていない情火をあなたへのものに見せかけたのです。（20）

ステノベがフィロノエに差し向ける言葉は、真実をそのまま裏返して伝えており、フィロノエに

とってもステノベ自身にとっても残酷な嘘に満ちている。さらに、プロエテュスがベレロフォン

への復讐を急ぐのを止める時、ステノベの嘘は一層腹黒いものになる（同上）。
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プロエテュス

ですがあなたは何を恐れることがありましょうか？…

ステノベ

 極限の狂気を、

私は恐れています。自問してみてください、人は愛しているときに何を恐れるでしょうか、

今日という日に、あまりにも大切な恋人のためにすべてが私に不安を与えます、

それに恐怖は愛にとっては恥ではないのです。

私の人生が関わっている人生を危険にさらさないでください、

あなたは私にそう約束しました、私の涙はあなたにそれを促すものです。（21）

プロエテュスはこの言葉を、ステノベの狙い通りすべて自分自身に当てはめて受け止める。すな

わち、「あまりにも大切な恋人」を自分のことだと考える。しかし実のところ、ここで愛の対象

として暗に指し示されているのはすべてベレロフォンである。相手に自分のためを想っているよ

うに信じ込ませ、巧みに心をつかむのが、ステノベの話術の特徴と言える。

　このように、この作品においては、登場人物の嘘や沈黙、無知から生じる情報の伝達の齟齬が

大きな結果を伴う。ベレロフォンの怪物との戦いという重要な事件も、舞台上に直接描写される

のではなく、第三者の報告という形をとって描かれる。最初の報告者である衛兵隊長ティマント

は、ベレロフォンからのことづけを受けて早々に退いたため、戦いを最後まで見届けていない。

にもかかわらず、当然ベレロフォンが死んだものと決めつけてステノベに事の成り行きを語る。

その結果として、ステノベが罪を告白し、自害するに至るのである。ステノベは妹を前にして公

然と語る（５幕３場）。

私の心は美徳に対してはあなたの心と同様にできていました。

あなたの意に適う栄光が、私の最も甘美な願いでした。

私はあなたよりずっと、何倍も誇りを持っていました。

ごらんなさい、こんなにも不吉な愛が私をどこへ追いやったのか？

あなたは何を失っても、少なくとも、潔白があなたには残ります。

それにたくさんの美徳も、栄光も、誇りも、

私には何も残りません、愛が私からすべて奪ったのです。

あなたの情火は不安や恐れによって妨げられましたが、

私の恋の炎は制約のひずみによって大きくなったのです。

あなたに逆らうものは何もありませんでしたが、私にはすべてが対立していたのです。
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あなたの愛は敢えて何をすることもありませんでしたが、私の愛は敢えてすべてのことをし

ました。

愛は私にすべてを裏切らせました、愛自身を免れさせることもなく。

愛は私にすべてを失わせました、私の愛する者までも。

あなたの情火に対して、私の情火は大いに勝っていました、

より罪深く、より高くついただけに一層のこと。（22）

ステノベがベレロフォンの潔白と自らの罪を認めるのは、彼女が言うように、愛するベレロフォ

ンの復讐を為し彼の栄光を回復するためであるが、それは同時に、彼女自身の懴悔のためでもあ

る。さらには、もはや恋人に会うことができない（と思われた）妹に後悔の念を植え付けること

で、妹に対する彼女自身の最後の復讐をするという意味合いもある。ステノベの死に様はティマ

ントによってフィロノエに報告される（５幕５場）。

彼女は生きることに対して悲痛な恐怖を覚えていて、

望みを抱かせるようなものはもうなにも無いと思っていたので、

人に救われることを彼女自身が妨げて、

ベレロフォン様の後を死に急いでいたのです。

民衆の叫びによって、彼の勝利を知り、

彼が生きて、栄光に満ちてやって来るのだとわかると、

はかなく、今にも飛び立ちそうな彼女の魂は、

その音によって呼び戻されるような気がしたように思われました。

しかし遅過ぎました、彼女の致命傷は

彼女をまったく生き返らせてはくれませんでした。

もろい最後の結び目は解けました、

彼女が虚しくも死に抗おうとした力によって、

そして彼女の魂は飛び立ったのです、狂おしい恐怖を抱きながら、

永遠の夜闇にひとりで降りて行くという、

そして最も甘美な希望の中にそっとしておくという、

彼女が死ぬという日に、ベレロフォン様とあなたを。（23）

この報告は、生還したベレロフォンがフィロノエに再会して大団円が導かれる最終場の直前に為

される。ベレロフォンの怪物との戦いが伝えられた後、畳み掛けるように伝えられるステノベの

死を以て、観客の緊張は最高潮に達する。すなわち、この場面は悲劇としてのクライマックスで
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ある。そして、この物語を突き動かしていたのは、ステノベの嫉妬、期待、疑念、失望、憎しみ

といった様々な感情であった。ステノベはこの悲劇のヒロインにして真の主人公と言える。彼女

自身がそう望んだように、愛によって何もかもを失ったステノベは、最終的には命までも自らの

手で失った。この作品は、確かに栄光や義務の意識を持っていた誇り高い王女が、致命的な愛の

ために破滅する悲劇を描いているのである。

　一方で、ステノベの妹フィロノエは、ステノベとは対照的に、穏やかで控えめな女性として描

かれる。冒頭からフィロノエの結婚がベレロフォンの処遇を左右することが強調され、彼女が重

要な人物として印象付けられるが、決定権を握るのはあくまで姉である。この王女は２幕で初め

て姿を現し、姉との会話を通して、その優しい性格が印象付けられる。ベレロフォンにフィロノ

エとの結婚を打診したことを謝罪するステノベに対し、彼女は次のように答える（２幕２場）。

私は認めます、お姉さま、王位は十分意に適うものです。

この国では父の王位をあなたに譲らなければなりませんが、

おそらく諸王が心を配って

私がこの国で譲ったものを他の国で私に授けてくれるでしょう。

しかしどんな王冠の輝きにも魅力はありません、

私が家族の幸せのために犠牲にしないような魅力は。

常に最高の身分が最良なのではないのです、

そしてあなたの傍で暮らすことには他の国で君臨することほどの価値は十分にあります。（24）

フィロノエはベレロフォンとの結婚を密かに望んでいるものの、ここではその気持ちを表に出さ

ず、あくまで家族のためを思うがゆえ、ベレロフォンと結婚し国に留まることを苦には思わない

という立場をとっている。ステノベもこの態度に胸を打たれるが、ベレロフォンからの拒絶を伝

えられたフィロノエは、侍女ラディスとふたりきりになると、悔しい胸の内を明かす。ベレロフォ

ンは祖国を追放された身で、王国を持たず、フィロノエとは大きな身分差がある。それゆえに一

層、彼からの軽蔑は侮辱的なものになる。しかしフィロノエは姉の話を鵜呑みにはしない。姉が

ベレロフォンに対する自分の関心を探ろうとしたのではないかとステノベの策略を疑い、ベレロ

フォンから直接気持ちを確かめようとする。王女としての誇りと、慎重さは、この姉妹の共通点

と言える。ベレロフォンに会い、結婚を選ばなかったのは彼女を愛しているからこそのことで

あったのだという弁明を受けたフィロノエは、彼に応えて自らの気持ちを打ち明ける（２幕４場）。

しかし誰があなたに言ったのですか、何が出来ようとも

王位の魅力だけに私の気に入る権利があると？
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私の魂が君臨する熱情にとりつかれていて

名高い心の帝国を軽蔑すべきものと思っていると？

そして甘美な愛が駆り立てる好みにもかかわらず

偉大さのためには何でもして美点のためには何もしないと？（25）

彼女の言葉は婉曲的ではあるが、「愛」という言葉を直接用いており、彼女の本心を表している。

彼女はこれ以上に語ることを恐れ、ベレロフォンに別れを告げる。しかし、別れ際のため息と、

次の言葉が、ベレロフォンにフィロノエの愛を確信させる（同上）。

ベレロフォン

結局私は私の熱望する告白をあなたから得られるのでしょうか？

フィロノエ

あくまで私にあまりに多くそのことを語らせようとしないでください、

お行きください、そして出来ることなら、私に思い出させてください、

私が得なければならないのは私からの告白ではないのだと。（26）

この時フィロノエの念頭にあるのは姉の存在である。自分がベレロフォンを受け入れるだけでは

十分ではなく、絶対的な権力を持つ姉の許可が必要なのだと、フィロノエは考えている。プロエ

テュスに「あなたはご存知です、私の義務を、そして私の心に至るまで / すべてが私の父、あ

るいはむしろ私の姉次第なのだと（27）」（４幕１場）と語っていることからもわかるように、彼女

はあくまで次女として、姉に従うことを自らの義務だと認識しているわけである。慎重であるこ

とに加えて姉に従順であることがフィロノエの特徴と言え、ステノベがベレロフォンを告発する

場面では、フィロノエの慎重さがステノベの話術の巧みさを、そしてフィロノエの従順さがステ

ノベの残酷さを際立たせている。

　ステノベとフィロノエは、生まれついた立場の違いから、何もかも意のままにしようとするわ

がままな姉と、控えめで従順な忍耐強い妹という対照的な性格をしているが、この差は愛し方に

も表れている。ステノベの愛は破滅的であり、愛する者を窮地に陥れ、最終的には彼女自身の命

をも失わせた。フィロノエは愛ゆえに命を落とすことはなくとも、静かにベレロフォンを想い続

けている。彼女は愛でも苦しみでも死ぬことのなかった自らの心を恨めしく思い、姉に先を越さ

れまいと自らの死を匂わせはするが、プロエテュスに引き止められ、そのまま彼の話に耳を傾け

る。その結果としてフィロノエはベレロフォンの生還を知り、彼と再会して大団円を迎えること

になる。フィロノエに象徴されるのは変わらぬ愛の勝利という悲喜劇的なテーマであり、この姉
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妹の対比が一層、ステノベを悲劇のヒロインとして浮かび上がらせている。

Ⅳ．善良な王

　キノーは、喜びに満ち溢れた様子のプロエテュスを登場させ、彼の置かれた幸福な状況を説明

させることによって、これから彼の身に降りかかる悲劇を予感させる幕開けを用意した。アルゴ

スの王である彼は、リシーの王女ステノベの婚約者であり、彼女との結婚によってリシー国とギ

リシアを新たに手に入れることになっている。腹心リカスの言葉で、この栄光はプロエテュス自

身が力を尽くして手に入れたものであることが強調される。彼は愛する者と結婚するという喜び

を語り、密かに抱いている望みをリカスに打ち明ける（１幕１場）。

新たな王冠が私の心を打つこの甘美な喜びは、

私の分身においてそれを享受するためのものでしかない。

私が玉座についたところで幸せは半端なものでしかない、

そこに我が友を引き上げることができない限りは。

アルゴスの王冠は私の願望に十分こと足りる。

この場所で私が他の帝国を求めるのは彼のためなのだ。（28）

ここでは友のためを思うプロエテュスの人の好さが印象付けられる。彼はステノベと自分の結婚

に加えてフィロノエとベレロフォンの結婚を望んでおり、その暁には、自分が得たリシー国の王

位を友に譲るつもりでいる。そのために、妻となるステノベの許可を得ようと画策している。と

ころが、ステノベその人によってベレロフォンの追放が決定されていた。プロエテュスはステノ

ベに訴える（１幕３場）。

なんと？他でもないあなたがこれほど忠実な友を私から奪うのですか？

私にとってこれほど大切な者にあなたはこれほど辛く当たるというのですか？

ああ！ベレロフォンはだからこそ慎ましやかな献身から

私にこの不吉な秘密を隠していたのだ、

そして致命的な一撃はなんとひどい傷を負わせるものだろう、

それがこんなにも愛おしい手からもたらされる時には。（29）

この時点でプロエテュスは、ベレロフォンの沈黙を好意的に解釈している。そしてそれは、ベレ

ロフォンの真意である。彼はこの友に全幅の信頼を寄せており、純粋な善意から、ベレロフォン

に面会の機会を与えるようステノベに懇願する（３幕１場）。
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消えかかった命をよそへ引きずっていこうとする時に

彼はこの上なく強く大切な望みを抱いています。

あなたのそばでわびることが彼が望むことのすべてです。

あなたに憎まれることなく発つのなら彼は十分に満足して発つでしょう。

必要ならば彼を追い出してください、しかしお許しください、彼があなたに会うことを、

そして彼がせめてこの最後の喜びを得ることを。

それが今日、ただひとつのはからいを求めて

愛と友情が彼のためにあなたに求めることのすべてです。（30）

友を想う優しい気持ちが彼の言葉に表れているが、この言葉が聞かれるのはステノベやベレロ

フォンの本心が明らかになった後であり、皮肉なニュアンスを帯びている。実際、この言葉がベ

レロフォンに愛されているというステノベの幻想を補強し、彼女のベレロフォンへの愛をさらに

掻き立てることになる。すなわち、彼の想いとは裏腹に、プロエテュスの振る舞いは彼自身の幸

福を阻むものになる。ベレロフォンは多くを語らなかったがために災難を招いたが、プロエテュ

スの場合、彼が全くの善意から発した言葉が裏目に出るのである。彼の優しさと無意識の軽率さ

が、意識的に二重の意味を含ませたステノベの返答の残酷さとの対比をなしている（同上）。

プロエテュス

どんなお礼をしたら良いか…

ステノベ

 その必要はありません、

必要とあらば、陛下、愛がその心遣いをしてくれるでしょう。（31）

　結局、プロエテュスはフィロノエと同じくステノベの策略にはまり、ベレロフォンの裏切りを

信じてしまう。あれほど強い友情を抱いていたはずのベレロフォンに対するプロエテュスの気持

ちは、さして大きな痛みを伴うこともなく憎しみに変わる。この時ベレロフォンの恋文が記され

た書字板が決定的な証拠となる。プロエテュスは書字板を一目見て友の字だと見分け、それほど

の親密さが一層、ステノベの残酷さを際立たせる。さらにステノベは、プロエテュスに「あなた

の親切は彼の厚かましさを高ぶらせ、 / 彼に私の厚意につけ込む理由を与えただけです（32）」と

言って追い打ちをかけるが（４幕２場）、プロエテュスの善良な人柄それ自体が、確かにこの悲

劇の要因のひとつとなっている。プロエテュスの最大の不幸は、ステノベに裏切られ、死なれる

ことだが、彼はステノベの罪の告白をフィロノエから伝えられるのみで、直接聞いてはいない。
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しかも、愛する者の死の際に立ち会うことも、引き留めることも叶わず、ただ死に樣を事後的に

知らされるだけである。このすれ違いがプロエテュスの不幸を一層残酷なものにしている。プロ

エテュスは、苦悩のため息を漏らして舞台を去る。彼を中心に据えて見ると、この物語は、栄光

に満ち幸福の絶頂にあった善良な王が失墜する悲劇と言える。ただし、フィロノエがベレロフォ

ンと協力して父王とプロエテュスを慰めることを終幕に宣言している。プロエテュスのベレロ

フォンに対する友情が愛に起因する憎しみのために消えたように、プロエテュスのステノベへの

愛もやがて失せ、ベレロフォンとの間に再び見出される友情が彼を癒すだろう。

おわりに

　ブルックスは、悲劇『ベレロフォン』をキノーにおいて「悲喜劇的に複雑な筋から、単純な筋

における態度や登場人物の複雑さへの移行（33）」を示すものと位置付けている。物語の筋は単純で、

両想いの男女に別の女性が嫉妬するというだけだが、事件の連続であり、緊張感に満ちている。

そして、それぞれの登場人物の性格や、言動のひとつひとつが、筋の展開と密接に関係している。

すなわち、キノーが緻密に設計した人物造形が物語に必然性を与えているのである。グロはステ

ノベを情熱を欠いた冷たく意地悪なキャラクターだと非難しているが（34）、実際には、ステノベ

の感情の推移が細やかに描き込まれており、彼女の様々な感情が筋を運び、事件を引き起こして

いた。とりわけベレロフォンを陥れる告発の場面は見どころになっている。ステノベは侍女メ

ガールと組んでこの告発を入念に準備しており、どうすればプロエテュスとフィロノエをほろり

とさせ、心をつかむことができるのか把握している。最終的に自身の死を以て事件を解決するの

はステノベであり、この作品を悲劇たらしめている一番の要素はステノベの死である。

　また、この物語においては、主要人物のそれぞれが道徳的葛藤を抱えていた。プロエテュスに

とってそれは愛と友情の問題であり、彼はそのどちらかを選び取ることをせず、両者にとって最

善の方法を模索し続けた。ベレロフォンはフィロノエを恋い慕う気持ちと彼女の身を気遣う気持

ちの間で揺れ動いていた。彼女の愛を得た喜びも束の間、陥れられたこの英雄は、絶望の最中で

怪物に挑みながら栄光と名誉の回復を求めた。フィロノエもまた、ベレロフォンを想う気持ちに

反して、自らの意のままに動くことのできない、制限のある状況に置かれていた。そして破滅的

な恋に陥ったステノベは、幾度も栄光と義務の意識に苛まれながら、最終的には叶わなかった愛

の絶望に屈し、すべてを投げ打って復讐をおこない、自らの命をも失った。ブルックスは、「キ

ノーの悲劇的アクションの概念は、登場人物を複雑な心理的問題に直面させ、彼らがどのように

それを克服するか、あるいはそれに屈するかを示すことから成る（35）」としている。この作品でも、

登場人物ひとりひとりが抱える問題が複雑に折り重なり、ひとつの悲劇が編み出されている。

　本論では、筋の展開と照らし合わせながら主要人物の性格や感情の推移を読み解き、それぞれ

の人物が抱える葛藤が重層的に複雑で大きな悲劇を作っていること、そして緻密な人物造形がそ
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こに必然性を与えていることを明らかにした。先に述べた通り、この作品はキノーの最後の劇作

品であり、この後キノーはオペラの台本作家としての仕事に専念することになる。『ベレロフォ

ン』で明らかになったキノーの人物造形の巧みさは、オペラにおいても重要な要素と言えるだろ

う。キノーが劇作品の執筆を通じて磨き上げた技法がどのように彼のオペラに落とし込まれてい

くかは、今後の研究の課題としたい。

　なお、同名のオペラ『ベレロフォン』は、トマ・コルネイユとフォントネルの台本でリュリに

より1679年に初演される別作品である。これは本論であつかったキノーの悲劇『ベレロフォン』

に基づいて作られたが、オペラへの改作にあたって、物語には大幅な変更が加えられ、悲劇的要

素は完全に削除されることとなった。このことは、逆説的に、キノーの『ベレロフォン』がいか

に悲劇として完成されていたかを示している。

注
（１）　Paul de Beauvilliers （1648-1714）、キノーが悲喜劇『恋する亡霊』Le Fantôme amoureux （1656）を献呈し

たFrançois Honorat de Beauvilliers （1607-1687） の息子。
（２）　« Le Bellerofont de Quinaut, / Que l’on exalte, comme il faut, / Et qui, bref, a le vent en poupe, / Fut 

representé par la Troupe / De l’Hôtel. （…） » （Robinet, 24 janvier 1671, dans William BROOKS, Le Théâtre 
et l’opéra vus par les gazetiers Robinet et Laurent, Paris : Papers on French Seventeenth Century Literature, 
1993, p.61.）
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point, en point, les voici. / Le Jeudy, （…） / Le Soir, on eût, pour grand Régale, / Par la propre Troupe 
Royale, / Le Bellerophon de Quinaut / Mis au Théatre, comme il faut, / Et qui plût, certes, à miracle, /A ce 
que j’ay sceu d’un Oracle. » （Robinet, 31 janvier 1671, ibid., p.61.）
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