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［書評］

に加藤周一、観世栄夫、太田省吾たちへの追悼を介して古典

渡邊守章
『快楽と欲望〜舞台の幻想について〜』

とはなにか、韻文とはいかなる表現か、われわれ、日本でフ
ランスの演劇をも学んでいる者はだれなのかをめぐる根底的
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新書館

渡邊守章
『越境する伝統』

問いの書だともいえる。この地が非常に陥りやすい日本製オ
リエンタリズムという罠を避けながらの思考であり、至難だ
ったろう力業の連続。わたしはいわば本書に煽られて世阿弥

2009 年

ダイヤモンド社

佐伯

隆幸

をまた何度か読み返した。むろん創造現場への発語も忘れら
れていない。太陽劇団の『堤のうえの鼓手たち』に言及した
わさびの効く一節など、ハッとさせられた言は多々ある。

気のせいか、昨年は演劇書が少なくない年だった。うち、
わたしがもっとも強度を感じ、昂奮した二冊である。双方、
幅広いが、強いていえば、前者が主としてバレエを軸にした
演劇の身体性、どちらかといえば「エロス」的領域を扱った、
雑文も混じる評論集。後者は、特定的には、日本とヨーロッ

千川哲生
『論争家コルネイユ
劇理論』

フランス古典悲劇と演
2009 年

早稲田大学出版部

パというふたつの軸のあいだを往還する者の、クローデルか

友谷

ら能までの、いかにも著者にしか語りえない位相からの演劇

知己

理論書といっていいだろう。「快楽と欲望」は、『女房学校』
のアニェスの「子猫が死にました」ならぬ、「猫は猫と呼ば

本書は、近年フランス古典劇に関して日本で著された書物

なくてはならぬ」のフランス的いいまわしを地でいくスタイ

のうち、最も刺激的なもののひとつであると言って過言では

ルで、観ることであれ、演ずることであれ、演劇の身体にい

ない。キーワードは、コルネイユに於ける「論証法」（argu-

わばつねにつきまとう文字通り「肉体」が発する幻惑を多角

mentation）である。

度から語ったもの。なによりもまず冒頭の論考、「ジェンダ

17 世紀から既にコルネイユ劇は、その雄弁術において並

ー」問題をかませながらハイナー・ミュラーの演劇が抱える

ぶものがないと言われてきた。天下国家を論じる登場人物の

「性」性を剔抉した『四重奏』論が圧巻の章である。フェデ

雄勁にして緊密な弁論の応酬、丁々発止と繰り広げられる舌

リコ・ガルシア等々の「ユーロ・クラシュ」も糞も、いぜん

戦のエスカレーションを、例えばドビニャック師は「かの美

として演劇の身体にエロスは存在することを証した強い評論

麗なる論争の数々」と呼んだし、現在もなお我々はコルネイ

であり、あまり「ポスト＝ドラマ演劇」などといった流行語

ユのこうした弁論家としての天才に感嘆する訳だが、実はこ

で舞台を丸めない方がいいということが実によく分かる。他

れまで、コルネイユ的な論法──つまり論理的かつ説得的言

方、『越境する伝統』は題名が表わすごとしなのではあるが、

説の形成の術──とは一体何なのか、ということが、体系的

能・文楽から折口信夫に及ぶ論題を跨ぎ、著者専門のカミー

に論じられることはなかった。2007 年ソルボンヌ大学提出

ユも含むクローデルや、昨今亡くなったレヴィ＝ストロース

の博士論文を基にした本書は、コルネイユがいかなる論証の
技法を用いていたのか、そしてコルネイユとはいかなる論争
家だったのか、という点を解明しようとする極めて独創的な
論考である。
全体は二部に別れ、第一部がコルネイユの演劇理論テクス
ト、第二部が悲劇作品を対象とするが、千川氏は常に、理論
と実践の二つの場を貫通するコルネイユ固有の諸原理を剔抉
しようとする。ここではその成果の最も興味深いものにしか
触れることが出来ないが、コルネイユ偏愛の論証技術として
．．
千川氏は、何らかの概念（例えば観客、正義、自由）の都合
．．．
のいい定義、というものを指摘する。即ち氏によれば、コル
ネイユの天才の秘密のひとつとは、「ある語を柔軟に定義す
ることで複数の推論を構築できる」（p. 140）能力、つまり
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「相対的なものの見方」（p. 296）にあるのだ。この点に関し
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われることだと定義される。

て千川氏が注目する『侍女』「書簡」（p. 165, 195）は極めて

こうして、不条理の演劇といわれる作家たちの登場人物の

重要である。モンテーニュを援用しつつコルネイユはそこで、

内面と時間の表し方が、すでにピランデルロからジロドゥー、

究極的に人間の判断とは相対的なものでしかないのかも知れ

ゲルドロード、クロムランク、サラクルー、ルノルマンとい

ぬと嘆いてた。ところがこれは正に、あらゆる事象に反論を

った大戦間の作家、さらにイプセンにまで遡って見られるも

構想し得るコルネイユ自身の美学上の資質を告げているので

のと同じムーブメントを持つものであることを浮かび上がら

ある。登場人物が、帰納的推論を働かせ過去の事例の解釈か

せる。新しいものは進化したものであり、前のものよりも良

ら今後の行動を模索する際にも、また何らかの行為の当否を

いはずだという考え方に疑問を投げかける著者は、敢えて時

判断する時にも、コルネイユ劇に於いては唯一絶対の正解は

代を遡行する形で作家を取り上げ、またフランスの周縁のベ

ない、というより寧ろ、ない方が劇的に優れている。何故な

ルギーの作家を分析の対象にすることで、「新しい演劇」の

ら、それこそが紛糾した事態の洗練だからである。こうした

作品が「ドラマの危機」を乗り越える試みの一環と位置づけ

千川氏の所論は、これまで頻発されて来た、コルネイユの

ることに成功している。

「真意」を同定しようとする思

ここでピランデリズムという考えは、従来は「新しい」と

想史的批評やテーマ批評に再考

いう言葉によって断絶されていた両大戦間演劇と不条理の演

を迫るものであり、フォレステ

劇に、共通の枠を与えるための接点として機能する。そして

ィエやドゥクレール以来の演劇

そこから 20 世紀演劇に通底する問題を明らかにした上で、

美学解明の姿勢が貫かれてい

現代演劇の転回点として第一次世界大戦がいかに重要な役割

る。

を果たしたかという問題にまで切り込む流れは、ダイナミッ

「フランス演劇の父」コルネ
．．．．．．
イユの、演劇的な思考の手付き

クだ。今後、著者が解き明かしてくれるであろう、第一次大
戦と 20 世紀演劇の関わりが注目される。

を整理したこの書は、今後の論

また、ジャーナリスティック

考に多くの示唆を与えるに違い

な文章や特定のテーマに沿った

ない。

読解的論文が多い中、不条理演
劇そのものを正面から捉えよう
とした論考は、実はそれほど多

小田中章浩
『現代演劇の地層
の基盤を探る』

くない。そういった意味でも、

フランス不条理演劇生成

「ドラマの危機」という広い演
劇的課題から不条理演劇へとア

2009 年

ぺりかん社

根岸

徹郎

本書は 1950 年代のベケット、イヨネスコ、アダモフらの
いわゆる「新しい演劇」、「不条理の演劇」と呼ばれる作家た
ちの活動を、「ピランデリズム」という新たな視座から見る

プローチする本書は貴重だとい
えよう。

────────────────────────

［紹介］

バレエ・リュス 100 年

ことで、両大戦間演劇の延長線上に捉え直そうとする意欲的
な論考である。早稲田大学に提出された博士学位請求論文

北原 まり子

（2008 年授与）に基づいている。立脚点となるのは、ペータ
ー・ションディが『現代劇の理論』の中で説く、「ドラマの

バレエ・リュスは 1909 年に初めて上演を行い（パリ）、

危機」の回避方法という問題である。著者はそこに、ベルナ

1929 年に団長ディアギレフが亡くなるまでヨーロッパとア

ール・ドルトのピランデルロをめぐる考察を発展させたピラ

メリカ大陸を巡業したバレエ団である。昨年 100 周年を迎え

ンデリズムという概念を重ねる。ここでいうピランデリズム

たが、世界各地では引き続きバレエ・リュスに関するイベン

とは、登場人物の言葉が意図とは別の何かを指し示している

トが行われている。パリでのディアギレフの活動は「セゾ

ように観客に見えることで、彼らの行為がゲームのように思

ン・リュス」と称され、絵画（1906）、音楽（1907）、歌劇
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（1908）と西欧にロシア文化を紹介する流れの中で、第 4 回

（2010.9.25-2011.1.9）、ディアギレフの二人の相続人の一人、

目にバレエの上演に至る。1910 年以降はバレエが中心にな

セルジュ・リファールから寄贈されたコレクションを所蔵す

るが、その「総合芸術」の理想の中で当時の中心的な作曲家

るコネチカット州ワズワース・アテネウム美術館（09.2.19-

や画家に作品を依頼し、若きストラヴィンスキーの才能を開

6 . 2 1 ）、 変 わ り 種 と し て は 、 国 立 舞 台 衣 装 装 置 セ ン タ ー

花させ、ピカソや「フランス六人組」の作曲家と協働するな

（CNCS）のディアギレフがプロデュースしたロシア・オペラ

ど、音楽と美術の分野にも大きな影響を及ぼした。また、巡

のパリ公演の衣装 130 点を中心とする展覧会（2009.12.12-

業集団であったためロシア革命（1917）と第一次大戦

2010.5.16）。オーストラリア国立図書館での展覧会はオース

（1914-19）という全世界的変動の波を大きく受けたが、スペ

トラリアにおけるパレエ・リュス研究プロジェクト４年の成

イン王室やモナコ大公一家の庇護を頼り、アメリカで巡業を

果の一つでもある（2009. 4.9-2010.1.31）。ほかにモスクワの

行うことで難局を乗り越えた。バレエ・リュスの周年記念が

国立トレチャコフ美術館、エカテリーナ文化財団およびモナ

世界各地、さまざまな芸術分野に亘って祝われる所以であ

コ新国立美術館の共同企画による展覧会、さらにはストック

る。

ホルムなど、ゆかりの地は網羅されている。

バレエ・リュスに関する 2009 年のイベントには、①展覧

パリ・オペラ座での展覧会は、ガルニエ内のさほど広くな

会（舞台美術、衣裳）、②パフォーマンス（舞台上演、演奏

いスペースで行われるため展示手法にも展示品の数にも限界

会）、③講演会、シンポジウムがある。舞台上演には、当時

があり、当然、舞台を再現するなどの大規模なものはできな

の舞台の再現上演と、バレエ・リュスの演目への新たな創作

いが、その狭さを武器に効率的かつ建物の構造もうまく活用

がある。特に再現上演は、映像記録の乏しい当時を知る上で

している。またほぼ自前のコレクションで構成されているこ

貴重な機会であるが（1987 年に行われたニジンスキー版

とも特徴だ。ディアギレフのもう一人の相続人ボリス・コフ

《春の祭典》の再現上演など舞踊研究に大きな影響を与える

ノ（フランス語ではコシュノ）のコレクションを核とするパ

ものも多い）、100 周年に合わせてそれらの多くが世界各地

リ・オペラ座図書博物館（BmO）のそれは、パリにおける

の劇場で上演された。日本では、「薄井憲二バレエ・コレク

バレエ・リュスの活動を辿るには十分にちがいない。もちろ

ション」（兵庫県立芸術文化センター内）がバレエ・リュス

んその役割を担うのはむしろ図録（写真）である。

関連資料を所蔵しており、キュレーター芳賀直子氏が展示活

一般的に言って展覧会の図録はその大きな収穫の一つであ

動や関連書籍の出版を行った。また、NBA バレエ団による

る。300 ページにおよぶ今回のそれは BmO のコレクション

《牝鹿》（ゆうぽうとホール）の再現上演をはじめ、様々なパ

目録でもあり、パリにおけるバレエ・リュスに関する資料集

フォーマンスも行われた。この年に先だち庭園美術館等を巡

であり（出典明記の上演リストやダンサー・写真家辞典付

回した展覧会も印象に残っている（2007）。

き）、詳細な解説書にもなっている。個人的には資料来歴や

バレエ・リュスは日本では公演を行っていないが、日本に
おけるバレエ・リュスの同時代的受容は興味深い。欧米を中
心として深められてきたバレエ・リュス研究だが、アジアに
おける間接的な受容の研究が今後新たな意味を持つのではな
いかと感じている。

「バレエ・リュス展 Les ballets russes」
主催：パリ・オペラ座図書博物館（Bm0）
会期： 2009 年 11 月 24 日〜 2010 年 5 月 23 日

八木

雅子

バレエ・リュス創立 100 年にあたる 2009/10 シーズンは、
各地で多くのバレエ・リュス関連の展覧会が開催された。主
なところでは、バレエ・リュス関連の主要なコレクションを
持つロンドンのヴィクトリア＆アルバート美術館
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BmO ならではの視点もあってひどく楽しい。図録は一般書
店サイトでも購入可能。

