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〈日仏演劇協会会報巻頭言〉

過去を思い、未来を見つめて
伊藤

洋

日仏演劇協会が創設されてからすでに 60 年近

筆時には未公演）にはパリ市立劇場のイヨネス

くが過ぎた。周知の通り、本協会の設立はジャン

コ「犀」、ピーター・ブルック新作「バトルフィー

＝ルイ・バローが劇団の公演で来日した折に、鈴

ルド」の公演もある。さらにイヨネスコの出身国

木力衛、観世壽夫（以下敬称略）などとの話し合

ルーマニアまで範囲を広げれば、10 月中旬にシ

いから始まっている。当時のいきさつ、その後の

ビウにある国立ラドゥ・スタンカ劇場が来日し、

経緯は、各場で直接関わっておられた渡辺守章・

長らくフランスでも活躍していた名演出家シル

本協会前会長が詳しくていらっしゃる。その歴史

ヴィウ・プルカレーテの演出作品二本「ガリバー

をきちんとまとめたものがこれまで本協会には存

旅行記」と「オイディプス」が上演されている（別

在していなかったから、いつか正式に会報にでも

稿参照）。

まとめておくべきであろう。

これに加えてフランス人演出家が日本人俳優を

日仏演劇協会は日仏会館の傘下に入っている一

使って演出した公演を考えると、9 月末から 10

学術団体である。本協会の定款によると、「日本

月にかけての、フレデリック・フィスバック演出

におけるフランス演劇およびフランスにおける日

のコルネイユ「舞台は夢」
（静岡芸術劇場）
、10

本演劇のより深い、より完全な理解を促進する」

月上旬のクロード・レジ演出、メーテルリンク「室

ことおよび「フランス人演劇家と日本人演劇家の

内」
（神奈川芸術劇場など）もあった。これらは

相互協力を助成する」ことを目的としている。そ

比較的大きな公演であるが、その間にはもっと小

のために「日本におけるフランス演劇の上演、フ

さな舞台公演、例えばヴィクトリア・ティエレ＝

ランスにおける日本演劇の上演、企画、助成及び

チャップリンほか作・演出・出演「ミュルミュル・

関係当局諸団体への達議」などを「積極的に図る」

（デ・）ミュール」（世田谷パブリックシアター）

と宣言している。これまでは曲りなりにも諸事業

もあるし、そのほかフランスのコンテンポラリー

をこうして続けてきて、一時はフランス政府から

ダンスやシルク公演などもある。

日仏会館を通して毎年約４万円の補助金を数年間

このように劇団の来日公演、演劇人の来日交流

受けていた。今後は日仏会館との関係もより緊密

が多いことを考えれば、必ずしも我々のこれまで

なものにしていく必要があるであろう。

のような協力、助力はすでに必要なくなっている
だろう。しかも世はまさにネット時代で、フラン

時代の移り変わりがあって、本協会がしなけれ

ス演劇の最新情報も研究資料もネット上でかなり

ばならない事業も今や変わらざるを得なくなって

自由に獲得できる。演劇研究のあり方も変化して

いる。定款に書かれている事業内容についても検

いるし、演劇資料の収集にしても以前とは大きく

討する必要がある。
「日仏両国の演劇交流への助

変わってきている。その上実際に渡仏しパリや地

成」と言っても、すでに我々の手が届かないくら

方の劇場でじかに芝居を観ることも、以前に比べ

いまで交流は盛んになっており、フランスの劇団

ればかなり自由に、安価にできるようになってい

の来日公演も、演劇人の来日も数多い。例えば今

る。しかもその情報を日本にいる人にメールでそ

年（2015 年）の秋、10 月上旬にはロベール・ル

の日のうちに通信できる。そんな現代に本協会が

パージュ（カナダ・ケベック出身）の「針とアヘ

するべきことは何なのだろうか。

ン」が来日公演したし、11 月下旬（この原稿執

日仏演劇協会のこれから果たすべき役割をここ
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らでもう一度再検討すべきではないだろうか。こ

要不可欠だろう。さらに充実したものを望みたい。

れが、不肖わたくしが由緒ある本協会の新会長に

会員からの要望も聞く必要があるだろう。

推されて、就任して最初に思い浮かんだことで

最近、たまたま 10 数年前から活発に活動して

あった。本協会の根本的な方向性、事業内容を一

いた「フランス演劇クレアシオン」（代表：岡田

度会員間で討議する機会も必要かもしれない。

正子）からその事業をどなたかに引き継いでもら

フランス演劇の上演舞台情報も、今ではネット

えないか、との申し越しがあった。実際にフラン

で調べることで難なく直ちに分かるし、どの芝居

ス演劇を翻訳・上演して、フランス演劇の普及を

が当たり、どれが不評か、新作の評判はどうかな

推進するその会の事業を、本協会の一部門として

ども知れる。新聞や週刊誌の劇評さえも容易に

行うことは本協会の趣旨にも適合しそうであるが

ネットで読める。とはいえ、会員全員が始終そん

いかがだろうか。

な情報を見ているわけではあるまい。それらの現

今年度をこうした様々な見直しをする一年とす

在の情報をある一定時期に一般会員にネットで流

ることもよいのではなかろうか。いずれにせよ、

すことも可能だし有意義だろう。やはりネットで

言うまでもなく会員諸氏のご協力がなければでき

の連絡を密にし、有効に活用すべきだろう。

ることではない。会員の皆さんにはより一層の積

会報で言うならば、これまで掲載していた日本
国内のフランス演劇研究に関する情報、特に各大
学などの紀要に掲載されたものは得てして見逃さ
れがちであるから、これらの情報は相変わらず必

4
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たいと思う。
（新会長、早稲田大学名誉教授）
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緩やかさと静けさのなかで、見えないもの、
聞こえないものを感じ取る
クロード・レジ演出× SPAC『室内』
片山幹生

「大きな冒険の悲劇よりもはるかにリアルで、は

している。この手前の空間には白い砂が敷き詰め

るかに深遠で、私たちの現実の有り様にはるかに

られていることが公演後にわかる。客入れがすべ

ふさわしい日常の悲劇というものがある。この日

て終わり会場の雰囲気が落ち着くと、客席前の演

常の悲劇を感じ取ることは難しくないが、それを

技エリアを照らす照明がほんの数秒間ぼおっと明

示すことは難しい。
なぜならこの本質的な悲劇は、

るくなり、それから一切が暗闇に包まれる。

単なる物質的あるいは心理的な性質を持っていな
いからだ」メーテルランク「日常の悲劇」

しばらくすると暗闇のなかにぼんやりと灰色の塊
が浮かび上がってくる。母親が幼い子供の手を引

1896 年に出版された哲学的エッセイ集『貧者の

いて下手側から時間をかけてゆっくりと入場して

宝』に所収されている「日常の悲劇」の冒頭は、

くる。舞台中央付近までやって来ると、子供はそ

その 2 年前、1894 年に書かれた一幕劇『室内』

こで静かに身体を横たえる。そしてその後、彼は

を想起させずにはいられない。瞑想的で静謐なこ

ずっとそこにとどまったまま動くことはない。白

の作品は、日本平の山中にひっそりとたたずむ楕

い服を着た母子の現れ方はメゾチント銅版画の黒

円堂という聖性を感じさせる空間で上演されるの

い背景に浮かび上がる人物のようだ。この母子以

がいかにもふさわしい。観客は緊張感に満ちた静

外の人物もあたかも実体のない幻影のように立ち

けさのなかで意識を研ぎ澄まし、宗教的儀式を思

現れ、自分の場所へぎごちなく、ゆっくりと移動

わせる崇高で神秘的な時空のなかに没入していっ

していく。

た。
観客から見て奥側が「室内」のエリアであり、男
東静岡駅を 17 時 20 分発のシャトルバスに乗って

の子、父、母、二人の姉妹の五人の家族がいる。

日本平の山のなかにある舞台芸術公園へ。この時

彼らの声は聞こえない。眠ったままの男の子を中

間にはもう辺りは暗くなっていた。バスの乗降

心に、他の四人の家族は持続的にゆっくりとした

場である舞台芸術公園のロータリーから楕円堂に

速度で移動している。手前側は老人、見知らぬ人、

向かう道のりからすでに作品が始まっているよう

老人の孫娘のマリーとマルトのエリアになる。室

な気がした。開演予定時間の 5 分前まで屋内ホー

内である奥側と戸外である手前側を区切るのは明

ル「楕円堂」の上層階の畳敷き回廊で待機する。

度の異なる照明でしかない。奥側の室内の領域は、

開場前に整理番号順に行列を作る。この開場前の

手前側より相対的に明るく照らし出されている。

段階で観客には沈黙が要望される。劇場スタッフ

しかしその明るさもぼんやりとしたもので、室内

から並んでいる観客に咳止めののど飴を配布され

にいる家族たちの顔はその淡い光の中では判別で

た。公演会場である楕円堂下層階への階段は既に

きず、人物のやわらかい輪郭を伝えるだけである。

暗い。なかに入るとアーモンド型をした楕円堂の

あいまいで精妙なグラデーションによって空間を

壁に沿って、客席はゆるやかな弧状に二列設置さ

照らす光は、抽象的で神秘的な劇空間を作り出す。

れていた。前列の客席の足元は演技のエリアと接

その空間は、天国にも地獄にも行けずに彷徨する
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死者たちの霊魂が苦しみを受けながら浄化され最

て伝えられるのだが、その動作は必ずしも台詞で

後の審判を待つとされる煉獄を連想させる。

伝えられる内容と一致していない。その動きは確
かにことばに反応しているように感じられるが、

手前の領域にいる人々は「室内」の観察者であ

その反応のしかたは不可思議で自由で謎めいてい

り、奥に見える室内の状況を言葉にする。言葉は

る。登場人物の関係性は象徴的な動きによって表

音楽を伴わない朗唱のように、とつとつと無機的

現されている。舞台の中央に横たわり眠ったまま

に淡々と、音節を区切って、慎重にひとつひとつ

の少年は、その不動性ゆえに圧倒的な存在感を放

音を拾い上げるように発声される。フランスの批

ち続けている。

評家ダヴィド・レスコの指摘によると、レジの演

老人の孫娘のマリーとマルトが左右から入場し、

出はメイエルホリドがメーテルランクの作品上演

室内にいる四人の家族（父、母、二人の娘）とそ

にあたって記した覚書の指示を踏襲しているとの

の様子を外から眺める四人の観察者（老人、見知

ことだ。メイエルホリドは台詞の発声について次

らぬ人、老人の孫娘二人）が配置されると、眠っ

のように指示している。

ている少年を中心に登場人物全員がゆっくりとし

「言葉は冷徹に彫琢されなくてはならない。声を

た舞踊的な動きで、大きな幾何学模様を描いてい

震わせたり、感情に訴えるような表情をつけたり

るように思えた。子供は手前側の世界と向こう側

してはならない。
音は常に支えを必要としている。

の世界の境界にいて、この世界の秩序の軸となっ

言葉は深い井戸に落ちる水滴のように落ちていか

ている。俳優たちの動きの連携とリズムは、多数

なければならない。観客はまっすぐと落ちる水滴

の歯車で構成されている巨大な機械時計の機構を

の音を耳にする」

連想させた。

『室内』の登場人物たちとその観客が共有する死
への接近と無力さの悲劇の経験は、メイエルホリ

『室内』は 2010 年にベルギーの出版社から刊行

ドの覚書にあるように、感情を込めない無機的な

されたメーテルランク全集で 20 ページほどの長

発声でこそ説得力を持って伝えることができるだ

さしかない（Œuvres. Maurice Maeterlinck, éd. Paul

ろう。俳優たちが発する声には芯がなく、空間に

Gorceix, Bruxelles, Versailles, 2010, t.II, p. 523-543）
。

たよりなく浮遊しているかのように感じられた。

普通に読めば 30 分ほどで読み終わってしまうご

しかしこの公演でレジ× SPAC が選択した日本

く短い戯曲だ。老人と見知らぬ人は、とある家族

語の特殊な発声法が、果たしてメーテルランクの

にその家族の長女の死を伝えなくてはならない。

テクストにふさわしい硬質で、かつ詩的な響きと

しかし窓明かり越しの家族の団欒を外から目にす

なり得ているかどうかについては、議論が分かれ

る二人は、この痛ましい事実を伝えることを躊躇

るだろう。メーテルランクの台詞は平易なフラン

し、なかなかその家の扉を叩くことができない。

ス語で書かれ、終わりきらない短い語り、ことば

ただこれだけの出来事を伝える戯曲をレジは、原

とことばの間の沈黙、繰り返しの多さが特徴と

作の言葉をさらに刈り取った上で 90 分の長さに

なっている。レジ× SPAC の『室内』では、既

引き延ばして上演する。緩慢さはこの作品の重要

に十分に寡黙と言っていい原作の台詞がさらに切

な鍵であることはあえて語るまでもない。極端に

り詰められ、日本語に置き換えられた台詞は原作

引き延ばされた時間のなかで初めて読み取ること

のエッセンスだけを抽出したかのような詩的断片

ができるもの、感じることができるものがある。

にまで刈り込まれている。

緩慢の時間のなかで、じわじわとゆったりと変化
していく光と動きのなかに、観客の精神は沈潜し、

6

俳優の動きも発声と同じく、あたかもひとつひと

極めて日常的で平凡な悲劇である死とじっくりと

つ手探りして確認しながらのように、慎重にゆっ

向き合い、その凡庸な悲劇がもたらしうる衝撃を

くりと行われていた。奥の家族の様子はもっぱら

想像することが可能になる。人が死ぬということ

手前にいる老人と見知らぬ人、そして遅れてやっ

はどういうことだろうか。日常の速度のなかで私

て来る老人の孫娘、マリーとマルトの言葉によっ

たちは、人が死んでしまうことの意味を考える余
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ディテイルにひとつひとつが観客の想像力を穏や
かに刺激し、静謐で神秘的な異世界への旅へと導

散々躊躇した挙げ句、
老人は家族の家の扉を叩き、

いていった。

長女の死を家族に告知する。告知はこの作品のク
ライマックスで、舞台上で提示されるただひとつ
の劇的な事件である。この一瞬にむけてそれまで

（10 月 11 日（日）18 時開演、静岡舞台芸術公園
屋内ホール「楕円堂」での公演）

の時間が費やされてきたのだ。それまで緩やかな
変化を続けながらずっと持続していた曖昧な時空

【公演情報】

が、告知の瞬間に鋭利な刃物でサッと鮮やかに切

『室内』Intérieur

り裂かれる。平穏で幸せな時間を打ち砕く無慈悲
で残酷な現実の衝撃は、家族が一瞬で舞台から走

日本語上演 ／ 上演時間：100 分［途中休憩なし］

り去っていくことで鮮やかに表現される。そして

〈神奈川公演〉10 月 2 日（金）19:30、
3 日（土）、4 日（日）各日 14:00

それに続く場面の厳粛さ。再び舞台の照明は暗く
なり、手前にいたマルト、マリー、村人たちはシ
ルエットになって、左手に向かってゆっくりと退

KAAT 神奈川芸術劇場 大スタジオ
〈静岡公演〉10 月 10 日（土）、
11 日（日）各日 18:00

場していく。最後に手前側に残ったのは、この家
族とも村人たちとも関わりのない、たまたまこの

静岡県舞台芸術公園

屋内ホール「楕円堂」

悲劇に立ち会った「見知らぬ人」である。呆然と
舞台上に取り残された「見知らぬ人」は、「子供

演出：クロード・レジ

は目を覚まさなかった」という虚ろな言葉を残し

作：モーリス・メーテルリンク

て、舞台からやはり立ち去っていく。

訳：横山義志
出演：泉陽二、大庭裕介、貴島豪、下総源太朗、

舞台中央で横たわった子供だけがひとり舞台に残

鈴木陽代、たきいみき、永井彩子、布施安寿香、

される世界は再びゆっくり暗闇へと戻っていく。

松田弘子、弓井茉那、吉植荘一郎、関根響、西

すべてがはかない幻影のように消え去っていく。

川尊（アンダースタディ）
演出助手：アレクサンドル・バリー

川で死んでしまった長女の死をその家族に伝えに

装置デザイン：サラディン・カティール

行く。物語の筋立ては実にシンプルであり、展開

照明デザイン：レミ・ゴドフロワ

することなくずっと停滞したまま、ドラマは最後

衣裳：サラディン・カティール、大岡舞

の告知の瞬間にのみ凝縮されている。にもかか

通訳：浅井宏美

わらずこの小さな作品は数多くの謎を含有してい

技術監督：サラディン・カティール

る。なぜあの少年は眠り続けるのだろうか。眠り

照明操作：ピエール・ガイヤルド

続ける少年は「死」の象徴なのだろうか、それと

舞台監督：内野彰子

も彼の存在は「生」への希望を示しているのだろ

衣裳ワードローブ：清千草

うか。「見知らぬ人」は一体何者なのだろうか。

制作：ベルトラン・クリル、米山淳一

女はなぜ川に身を投げて死んでしまったのだろう

製作：SPAC- 静岡県舞台芸術センター、アトリ

か。なぜ老人の娘のマルトとマリーだけが作品の

エ・コンタンポラン

なかで固有名を与えられているのだろうか。登場

主催：SPAC- 静岡県舞台芸術センター

人物のあの奇妙な動きはいったい何を意味してい

提携・技術協力：KAAT 神奈川芸術劇場 ［神奈

たのだろうか。

川公演］

観客は荘厳な緩やかさのなかで変化する光と動き

協賛：ANA

の中に浸ることで、日常ではまったく味わうこと

後援：在日フランス大使館 / アンスティチュ・フ

のできない世界の一部となる。不可解な表現の

ランセ日本
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舞台写真：三浦興一

障がい者割引：2,800 円［障害者手帳をお持ち

宣伝美術：坂本陽一 （mots）

の方］

◎チケット料金
〈神奈川公演〉
一般：4,100 円
シルバー：3,400 円（65 歳以上の方）

2013 年
6月

舞台芸術公園

楕円堂（ふじのくに⇄せか

い演劇祭 2013）［静岡］初演

U24：2,000 円（24 歳以下の方）

2014 年

障がい者割引：2,800 円

5月

ウィーン芸術週間［オーストリア］

5月

クンステン・フェスティバル・デザール［ベ

〈静岡公演〉
SPAC の会：3,400 円、

ルギー］

ペア割引： 3,200 円（2 名様で 1 枚につき）

7月

アヴィニョン演劇祭［フランス］

一般：4,100 円、

9月

フェスティバル・ドートンヌ・ア・パリ［フ

ペア割引：3,600 円（2 名様で 1 枚につき）

ランス］

グループ割引：3,200 円（3 名様以上で 1 枚に

2015 年

つき）

9月

ゆうゆう割引：3,400 円（満 60 歳以上の方）

8

◆『室内』上演歴◆

アジア芸術劇場 オープニング・フェスティ

バル［韓国・光州］

学生割引：
［大学生・専門学校生］2,000 円

10 月

KAAT 神奈川芸術劇場 ［神奈川］

［高校生以下］1,000 円

10 月

静岡県舞台芸術公園

楕円堂［静岡］
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ルーマニア・シビウ国際演劇祭を観る
―2014 年度―

伊藤

以前から観劇に行きたいと思っていたのだが、

洋

だろうと思っていた。しかし実際に行ってみると、

機会も時間もなく諦めていた。ようやく機会を得

街中でフランス語は一部にしか通じず、ほとんど

て、2014 年 6 月単身ルーマニアの古都シビウで

が英語だけだった。

毎年開かれている「シビウ国際演劇祭」を観に行

そのほかに首都ブクレシュティ（英語読み名ブ

くことができた。この年は第 21 回目で 6 月 6 日

カレスト）に「イヨネスコ劇場」があるのだろう

（金）から 15 日（日）までの 10 日間（15 年は 6

と思い違いをしていたこともある。イヨネスコ劇

月 12 日（金）から 21 日（金）まで）だった。今

場のあるのはルーマニアの隣国モルドヴァ共和国

となってはもう 1 年以上も前のことで旧聞だが、

（ルーマニア人国家でルーマニア語が母語）であっ

編集委員の求めに応じてここにルーマニア往復の
観劇旅行を振り返ってみたい。

た。その首都キシナウ（英語名キシノウ）では、
「ウージェーヌ・イヨネスコ劇場演劇祭」がかつ
ては隔年に、今では毎年開かれている。

Ⅰ

まず何故そこに行きたかったのか、という問

題から解き明かそう。第一はシビウ国際演劇祭が

Ⅱ

ルーマニアは面積約 237,500㎢で日本の本

最近めきめきとその充実ぶりで評判になり、諸外

州 と ほ ぼ 同 じ 広 さ、 人 口 は 約 2160 万 人、 現 在

国からの参加団体も年ごとに多くなっていたこと

は共和制国家である。東西文化の要衝の地に位

がある。それに加えてルーマニアの地方都市スラ

置し、山地や高原が国土全体の 70％近い。2007

ティナ生まれの劇作家ウージェーヌ・イヨネス

年にＥＵに加盟し、同年古都シビウは欧州文化

コ（1909~94）の出身国であり、いつかはその生

都市に選ばれている。住民は現在ルーマニア人

まれた町を訪ねたいと思っていたことが第二の理

90％、ハンガリー人 7％、ドイツ人 2％などで

由である。ほかにもルーマニア出身のフランスで

あ る。 シ ビ ウ Sibiu（ ド イ ツ 語： ヘ ル マ ン シ ュ

活躍した人たち、小説家ミルチャ・エリアーデ

タット Hermannstadt、ハンガリー語：ナジセベ

（1907~86）
、思想家エミール・ミシェル・シオラ

ン Nagyszeben）は、トランシルヴァニア地方南

ン（1911~95）などもいるし、フランスのみなら

部の古い都市（シビウ県の県都）で、人口は約

ずアメリカでも活躍する演出家アンドレイ・シェ

155,000 人（2007 年）、市域の広さは 121㎢である。

ルバン（1943~）もいる。こうした人たちの作品

この都市の名称がドイツ語、ハンガリー語で全く

を知るにつれその生地を見に行きたくなったので

異なることを見ても、その複雑な歴史の重みが察

ある。

せられる。

第三にルーマニア語とフランス語の類似性があ

案内書によると、ルーマニア中央部のシビウは

る。確かにルーマニア語もラテン語に由来する言

1190 年にドイツ人入植者によって創設され、14

語、仏語、西語、伊語などの「ロマンス語」の中

世紀には商業の中心地になり、トランシルヴァニ

に入るから、語彙や文法がフランス語に似通って

ア地方で最も重要な街になった。第一次世界大戦

いるところがある。中央ヨーロッパでは、唯一ラ

後オーストリア帝国が解体され、シビウはルーマ

テン系国家（ラテン民族の血筋）で気性も似てい

ニア王国に併合される。人口の大多数はルーマニ

るだろうし、街中でもフランス語が自由に通じる

ア人だったが、ドイツ人とハンガリー人の大きな

9
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共同体も存在していた。第二次世界大戦後、1950

全期間滞在して筆者の観劇したものは総計で

年代からドイツ系の人々は次第にドイツへ移住し

23 本、その内で印象に残ったものから順に挙げ

ている。岐阜県高山市と姉妹都市契約を結び、毎

てみると、以下のとおりになる。

年のシビウ国際演劇祭にも市を挙げて協力してい

（ロシア）シラー作『たくらみと恋』（レフ・ドー
ジン演出）

る。
さてルーマニアに渡航するのはかなり大変であ
る。首都ブカレストに行くのにも日本からの飛行
機の直行便はないから、ウイーン、ミュンヘンな
どで一度乗り換えて総所要時間は 17 ～ 18 時間か
かる。まして地方都市シビウに行く航空便はもっ
と数が少なく、途中で乗り換え便を長時間待たな
ければならない。例えば私の場合のようなウイー
ン経由だと、ウイーン空港で一泊しなければなら
なかった。だから多くの人はブカレストに行きそ
こから自動車で行く。その車は国際演劇祭事務局
で手配し迎えてくれるが、ブカレストからシビウ
まで車で５時間の行程である。列車便もあるが、

（ルーマニア）ゲーテ作『ファウスト』（シルヴィ
ウ・プルカレーテ演出）
（ルーマニア）ソポクレス作『オイディプス』（シ
ルヴィウ・プルカレーテ演出）
（イタリア）ピンター作『帰郷』（ペーター・シュ
タイン演出）
（フランス・カナダ）ムアワド作『孤独』（ムアワ
ドほか共同制作・演出）
（ポーランド）ストリンドベリ作『ダマスカスへ』
（ヤン・クラータ演出）
（ルーマニア）スイフト作『ガリヴァー旅行記』
（シルヴィウ・プルカレーテ演出）

本数が極端に少なく日に３、４本ほどしかなく不
便である。
シビウ市内の移動は徒歩でよいが、ルー

これらの芝居については、すでに七字英輔氏が

マニア国内の交通はかなり不便で、市民も皆ほと

『テアトロ』誌（14 年 9 月号）ほかに観劇記を発

んど自動車で移動している。筆者も今回はルーマ

表しているし、『オイディプス』と『ガリヴァー

ニア国内の旅行は全くできず、イヨネスコの生地

旅行記』は本年 10 月に来日公演もあった（東京、

も見られなかった。

松本）からご存知の方も多いだろう。ここではそ
れ以外の作品で印象に残った作品を中心に感想を

Ⅲ

シビウ国際演劇祭は 1994 年に発足し次第に

述べておこう。

発展した演劇祭で、
今日ではアヴィニョン、エディ
ンバラと並んでヨーロッパ三大演劇祭の一つに数

１）シラー作『たくらみと恋』（レフ・ドージ

えられている。演劇祭 10 日間の期間中、ラドゥ・

ン演出、ロシア、マ－ルイ・ドラマシアター

スタンカ国立劇場を中心に町全体が演劇の舞台に

公演）

なり、
演劇、
ダンス、
ストリートパフォーマンス（大

これこそ「古典劇」の現代的演出と言える傑作

道芸など）などが盛んに繰り広げられる。日本か

だった。私の見たもののうちではこの舞台が最も

らも毎年何らかの劇団が招聘されて公演を行って

印象に残っている。シラーのあれだけ長い複雑な

いる。14 年の第 21 回シビウ国際演劇祭の概要は

台詞をかなりアレンジして再構成しているが、古

次のとおりである。

典劇の現代化という点ではロシアの演出家ドージ

参加国数：70 か国

ンがその模範例になる見事な演出をしたと言える

（日本から演劇２本『ゴドーがやって来た』
と『マクベス』
、ほかに舞踏２本、ダンス１
本参加）
開催場所数：66 か所（上記国立劇場ほか大学
体育館なども含む）

のではなかろうか。
開幕するとすぐ台詞の始まる前に、ドイツ大公
の息子フェルディナンドがいきなり簡素な木製の
長机の上を一気に腹ばいになって滑って、町の音
楽師の娘ルイーゼの許に行く。恋する二人のこん

催し物数：381 本

な愛の場面（キスの繰り返し）がかなり長い間あ

参加観客数：約 62,000 人

る。二人の身分違いの恋愛が周りの反対に遭い引
き裂かれる物語の始まりである。秀逸なのはこう
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いう恋の場面が必ずと言っていいほど観察者（父、

いるだけで、時折父親かららしい電話で外部と話

大臣、侍従長など）に見張られていることで、原

すだけである。移民で一人離れて暮らしているら

作では示されていないこの観察者の存在が非常に

しい。幻想、夢の中でその悲惨な生活ぶりを描く。

効果を上げ、しかも時にはナチをも思わせる過酷

壁を塗りたくり、体に付けたペンキで壁にべった

さを感じさせていた。白と黒を基調とした衣装の

り張り付いて自分の跡を付けたりする。体は真っ

美しさ、とりわけ大公の愛妾ミルフォード夫人の

赤なペンキだらけになる。登場人物の孤独、苦悩

踊る場面の華やかさが際立ったし、それにも増し

は伝わるが、果たしてこれだけのけばけばしい色

てルイーゼの美しさも魅力的だった。ラストシー

使いのパーフォーマンスが必要だったか、という

ンは大量のろうそくの光を浴びながら祝宴の中で

疑問も浮かんでくる。

復刊 6 号

若い二人が毒をあおって死んでいくという美しい
幕切れであった。七字氏も「シンプルな美しさが

４）ピンター作『帰郷』（ペーター・シュタイ

際立つ」と書き、ルイーゼ役を讃えていた。

ン演出、イタリア、メタスタジオ・スタビー
レ劇場）

２）ゲーテ作『ファウスト』
（シルヴィウ・プ

イタリアから持ってきたものなのか、二階の階

ルカレーテ演出、ルーマニア、ラドゥ・

段および二階自体が組み上げられたリアルで強固

スタンカ劇場公演）

な舞台装置を使っている。イタリア人役者のそれ

この作品はプルカレーテが 07 年に初演出した

ぞれが非常にうまく、威張りくさった老齢の父

作品の再演である。評判が良く何度も再演が続け

親、その弟のタクシー運転手、女衒らしい次男、

られているが、それでもチケットは毎回完売され

ボクサーの三男、そこにアメリカで学者として成

るという人気レパートリーである。登場人物が総

功し帰国する長男とその妻、各人物の個性を明

勢約 100 人の大規模な作品である。郊外寄りの公

確に分かりやすく表現していた。シュタイン演出

演場所は、劇場でなく工場跡地らしい。前半と後

の捌きの見事さと言えるだろう。ついには男たち

半で観客は一度場所を移動して舞台が変わるとい

すべてを手玉に取って、この家の中央の大きなソ

う大掛かりな舞台構成の壮大なスペクタクルであ

ファーにアメリカ帰りの長男の妻がふんぞり返り

る。ファウスト博士を悪に誘惑するところから悪

不敵に笑う。このラストシーンがこの戯曲の主た

を楽しむ博士の姿まで、すべて観客を楽しませる

るテーマ、家族関係の中での地位の奪い合いの結

ように作られている。ここには人生のあらゆる要

果を如実に示して効果的だった。

素が詰め込まれ、苦しみと楽しみ、生と死、愛と
憎しみなどが見事に織り込まれている。メフィス

５）その他

ト役を女優（オフェリア・ポピイ）にしていると

すでに紙数も尽き原稿締め切り期限も過ぎた

ころがユニークで、またこの女優が体当たりの演

から、あとはまとめて少しだけ触れて終わりに

技で縦横に動き回って巧みに舞台をリードしてい

しよう。

た。あとで聞いたところ、これがラドゥ・スタン

○

カ劇場の名女優で、ほかの芝居（
『オイディプス』

へ』（ヤン・クラータ演出）

など）にも出演し大活躍しているのだった。

ポーランドのストリンドベリ作『ダマスカス
これも壮大な舞台装置だった。白い高い壁かと

思いきや、土色のしゃれこーべ（模造品）を縦
３）ムアワド作『孤独』
（ムアワドほか共同制作・
演出、グラン T 公演）

横にずらりと並べた棚を連続させたものだった。
所々から時折人が飛び出したりする。
「見知らぬ

フランスとカナダの共同制作で、作者ムアワド

人」が自転車に乗って登場して女の人に出会うと

の心底からの悩みらしきものが描かれる。ムアワ

ころから舞台は始まる。ただ乞食とか、医者など

ドは現在カナダに住んでいるが、どこにも自己の

が見かけだけでは区別がつかず、原作の面白さ、

生きる場を持てないでいるようで、その悩みが色

変化は出ていない。

濃く出ている。舞台には上半身裸の男が一人出て

○

オーストリアのモリエール作『守銭奴』（バ
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スティアン・クラフト演出）
舞台には奥行き 70 ～ 80 ｃｍ、高さ 2 ｍほどの

非常に良い作品を新作や再演で出していたという
思いが強い。今年のシビウには行っていないが、

板囲いの「部屋」の装置がある。そこには椅子も

七字氏の報告（
『テアトロ』15 年 10 月号）によ

机も階段もある。人物たちは天井のパイプを伝わ

ると今年は、レッシング作『賢人ナータン』、デュ

りながら移動し、人の頭上を越えたりする。極小

レンマット作『貴婦人の訪問』、ジョージ・タボ

の空間に守銭奴を閉じ込めて、その狭い空間で生

リ作『我が闘争』などドイツ系のものが多く成果

きていく家族としたアイディアは面白いと思った

を挙げていたという。フランス関係では、ベケッ

が、もっと画期的なことができそうに思われた。

ト作『クラップ最後のテープ』（ペーター・シュ

○

タイン演出、オーストリアの劇団公演）やイヨネ

イタリアのデルボノ作『蘭の花』
（ピッポ・

デルボノ演出）
身障者（車椅子の人やダウン症の人）や杖にす
がる老人を実際に登場させながら、人間の差別、

スコ作『授業』（ミハイ・マニウチウ演出、ルー
マニア・ラドゥ・スタンカ劇場公演）が上演され
て評判が良かったとのことである。

平等の問題を鋭く風刺し、実際に見せて観客に考
えさせる。うまい演出であるが、こうしていわば
さらし者にすること自体からきわどい微妙な問題
が生まれてきそうである。

付記
上記のムアワドの「孤独」は本年（16 年）5 月
に静岡国際芸術祭に来日して、
「火傷するほど独
り」の題名で上演された。ムアワド自身が演じて

以上メモを頼りにざっと記述してみたが、昨年
のシビウ国際演劇祭はやはりルーマニアの劇団が
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〈わたしの一冊〉

Histoire du « nouveau théâtre », Geneviève Serreau

(idées

Gallimard, 1966)

『ヌゥヴォ・テアトルの歴史』（中條忍訳、思潮社

1986 年）
根岸徹郎

「わたしの一冊」──これまで会報にこのテー

い演劇」が戦争終了を機に突然に発生したわけで

マで原稿を書かれた先生方の多くは、演劇を研

はなく、そこには通底する連綿とした流れが存在

究する上で重要な本を取り上げてこられた。そ

していることも、理解する必要があるだろう。け

れはたとえば、Jacques Scherer の La Dramaturgie

れども、この本がある意味で過去のある時点での

classique en France (Nizet, 1950)、Jacques Robichez

覚書に過ぎないとしても、そこから現代のわたし

の Le Symbolisme au théâtre : Lugné-Poe et les débuts

たちが得るものは本当にないのだろうか？

de l’Œuvre (L’Arche, 1957)、 あ る い は Georges

『ヌゥヴォ・テアトルの歴史』は、まず、1950

Forestier に よ る Le Théâtre dans le théâtre sur la

年代までにいたる舞台芸術の冒険を概観し、いく

scèce française du XVIIe siècle (Droz, 1996) と い っ

つかの問題をピックアップしている。その上で、

た研究書である。実際、これらはどれもがフラン

イヨネスコから始まり、アダモフ、ベケットなど

ス演劇を研究しようという者にとっては必須の文

の今日でも広く取り上げられている劇作家と同時

献であり、研究のあり方、アプローチの方法のお

に、ジョルジュ・シェアデといったマイナーとい

手本となるもので、ある意味では若手研究者への

える作家にも一章ずつ割いて取り上げたあと、
「ア

教育的な配慮も感じさせる選択だった。この流れ

ヴァン = ギャルドの交替」という章では、デュ

からすれば、今回、ここでわたしが選んだ一冊は

ラス、ワインガルテンなど、さらにフランス以外

いささか異質なもので、あくまでもわたしにとっ

ではオールビーやヴァイス、さらにカテブ、セ

て個人的に「大切な本」であるということを、最

ゼールなどの作品について言及をしている。こう

初にお断りしておきたい。

した作家、作品が取り上げられているのは、それ

改めて紹介するまでもなく、ジュヌヴィエー

らの多くがパリで上演されたことが大きな要因で

ヴ・セロー（Geneviève Serreau）の『ヌゥヴォ・

あり、その意味で『ヌゥヴォ・テアトルの歴史』は、

テアトルの歴史』
（Histoire du « nouveau théâtre »,

ひとつの「パリの演劇史」とも呼べるものだろう。

邦訳は中條忍訳で思潮社

さらに最後に、「《ヌゥヴォ・テアトル》の演出家

か ら 1986 年 に 出 版 ） は、 マ ー チ ン・ エ ス リ ン

たち」という章を置くことで、著者はこの本が単

（Martin Eslin） の『 不 条 理 の 演 劇 The Theatre of

なる戯曲史、文学史のカテゴリーに回収されるこ

idées Gallimard, 1966

the Absurd』
（原著 1962 年、邦訳は小田島雄志訳
1968 年）と並んで、第二次世界大戦後にパリを

とを回避している。
ところで、この本の魅力はどこにあるのだろう

中心として興隆してきた演劇の特色をいち早く掴

か？

それはなによりもまず、その独特の臨場感

み、整理した本であり、おそらくその紹介に第一

だろう。それはおそらく、著者のジュヌヴィエー

の意義があったと言ってよい。この点で、そこに

ヴ・セローの経歴と結びついている。彼女はベケッ

記されているのは今日ではもう十分に受容された

トの『ゴドーを待ちながら』が初演されたパリの

ことがらであり、
「新しい」とか「不条理」といっ

バビロン座を立ち上げた演出家ジャン＝マリ・セ

た言葉を、わたしたちは懐かしい響きとともに受

ローの妻であり、まさにヌゥヴォ・テアトルと並

け止めるだろう。あるいは、小田中章浩氏が『現

走し、その躍動を支えた人のひとりだった。それ

代演劇の地平』で論証されているように、「新し

だけに、この本で取り上げられた作家、作品に対
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する密着度は高く、また同時代の証言とも呼べる

演した際、まだ存命中だったジュネがあるインタ

記述があちらこちらに見られる。そこには、たと

ビューに応えて、あまりブラン（＝『屏風』のパ

え関わり方は異なっていても、同じ問題意識を

リ初演を演出したロジェ・ブランのこと）の名を

持った者に通底した固有のエネルギーが感じら

貶めることは言って欲しくないと語っていたこと

れ、それが時代を越えて読む者に伝わってくるよ

も思い出される。
初演のことを création と呼ぶが、セローのこの

うに思われるのである。
そうした上で、この本が今日わたしたちに示し

実直な本をいま読むと、ヌゥヴォ・テアトルの時

てくれるのは、演劇によって「何を」
「どう表現

代は文字通り、
「新しいこと」がそのまま création

するのか」という基本となる問題意識がかつては

と重なり合っていたように感じられる。新しい

明確に存在した、という単純な事実ではないだろ

ことを行うことが目的ではなく、止むにやまれ

うか？

ぬ衝動のようなものに突き動かされて出てきたも

それを逆に言えば、
現在の演劇は「何を」

というレベルでの問題提起に、変化が生じている

のが、結果として「新しい」ものとなった……そ

ように感じられる。現代社会ではあまりにも課題

う考えれば、新しさとはひとつの「精神＝ esprit」

が多すぎるためなのだろうか、文字通り、断片化

のあり方であって、その意味では決して古くなら

された世界に対応するように、演劇もまた断片化

ないものである、と言えるのではないだろうか？

されてしまっているように思える。そしてさら

「わたしの一冊」という題をいただいた際に、

に、細分化された各問題に対して、舞台は何らか

頭に浮かんだ候補は二冊あった。一冊はベルナー

の答えを出すことが求められているように感じら

ル・ドルト
（Bernard Dort）
の Le Théâtre public (Seuil,

れるのだ。

1967) であり、もう一冊がこの『ヌゥヴォ・テア

他方、「どう表現するのか」という問題は、い

トルの歴史』だった。いずれの本も研究書という

わゆる演出家の時代を経て、古典作品まで漁った

体裁ではないが、時代と密接に関わった演劇活動

あとになると、
「新しい」解釈の舞台を作り出す

を正面から扱っているという点において重要な論

ことへの執着が支配しているように思える。けれ

考であり、社会において演劇とその上演そのもの

ども、わたしたちは新しさを求めるために、あま

が何かを表わしているのだということを、わたし

りにも「解釈」をしすぎてきたのではないだろう

に教えてくれた本だと思っている。演劇上演が作

か？ 「新しい」
という言葉の下に、
あまりにも「そ

品の解釈になる前に、演劇行為が世界の解釈その

れまで誰もやってこなかった」ことを求めすぎて

ものだった時代、ある意味で演劇が演劇らしい活

きたのではないか？

例えば、一昨年にオデオン

力に正直だった時代の脈動を伝えてくれる本とし

座でロバート・ウィルソンがジュネの『黒んぼた

て、この『ヌゥヴォ・テアトルの歴史』はわたし

ち』を上演したが、それは非常に洗練された美

にとって、とても大切な一冊なのである。

しい舞台であるとともに、冒頭か
ら政治闘争を思わせるような情景
を描いていた。後にブラック・パ
ンサーやパレスチナ問題に関わっ
たジュネの軌跡から見れば、それ
が有り得べき「正しい解釈」であ
るとしても、同時にジュネの作品
が根底で持っていたエネルギーを
どこかで図式的に説明してしまい、
観客全員が了解できる地点に回収
してしまっているようにも感じら
れた。あるいは、パトリス・シェ
ローが『屏風』をナンテールで再
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形様式が形成される過程で象徴主義演劇の理念や
舞台演出の工夫が少なからぬ影響をあたえたと考

演劇と美術の交差点としての挿絵入り

えるようになり、19 世紀末の画家と演劇の関係
に興味をもった。実際にヴュイヤールは制作座の

プログラム

舞台づくりにとりわけ熱心に関わっており、この

袴田紘代

劇団のために挿絵入りプログラムを多く手がけて
いたという背景もある。この関心が博士論文の起
点となり、そののち留学先のフランスで学際的な
風土にあと押しされ、美術史学と演劇学の交差す

画家が舞台芸術から着想を得るのは歴史的に珍
しいことではないが、19 世紀末には画家をはじ

る媒体として挿絵入りプログラムに着目するよう
になった。

めとする芸術家たちが舞台作りに直接関わるよう

本媒体はまた、19 世紀末に開花した挿絵文化

になる。このように劇団員、劇作家、画家、音楽

のコンテクスト、すなわち芸術版画も含めたイ

家を巻き込む、舞台を介した一種の芸術共同体が

メージの出版・流通の加速とも深くむすびついて

形成されるなかで生み出されたもののひとつが、

いる点で、つまり版画史において重要な「創作版

挿絵入りプログラムであった。本稿では、本媒体

画（オリジナル版画）
」流行の文脈にあてはまる

を美術史側から考察してきた筆者の研究について

点で、ほりさげて考えるべき対象だった。制作座

報告させてもらい、演劇研究の方々と情報共有が

は上演にあたって小冊子型の公演パンフレットも

できればと願っている。

用意したのだが、それとは別に挿絵入りプログラ

ここでいう「挿絵入りプログラム」の語が指す

ムを刷って劇団の予約会員や招待客向けの特典と

のは、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて作られ

して頒布した。おそらく劇団の資金難ゆえに、大

た公演プログラムで、石版技法による一枚刷りを

半が薄いベラム紙に単色印刷という廉価な仕様だ

基本とし、全ページ大の挿絵のなかに舞台演目や

が、職業挿絵家のかわりに前衛的なナビ派の画家

配役、会場などの最小限の文字情報を盛りこんだ

たちや、退廃的なムードのポスター作品でよく

ものであり、協力雑誌の広告も挿入されることが

知られるアンリ・ド・トゥールーズ＝ロートレッ

ある（図 1）
。形式的には絵入りポスターに近い

ク、またノルウェー出身のエドヴァルド・ムンク

ため、時に「プログラム＝ポスター（programme-

といった「芸術家」を採用することで、プログラ

affiche）
」とも呼ばれるが、本来はプログラムとし

ムの美的価値が保証されている。そのため公演の

て構想され、いわゆる広告用ポスターとは別物

のちも、あくまで芸術作品という枠のなかで、一

だったようだ。この形式はアンドレ・アントワー

種の「創作版画」として販売され、美術愛好家た

ヌ率いる自由座が 1880 年代末より発刊しはじめ

ちの蒐集アイテムとなる。こうして挿絵入りプロ

た多色刷りのプログラムを発端とし（図 2）
、冊

グラムは芸術出版の波にのって、劇場の文化的ス

子形式・活字中心の従来のプログラムとは一線を

テータスを引き上げることにも一役買ったのだっ

画す新しい試みであった。本媒体はその後、1893

た。

年にオーレリアン・リュニェ＝ポーの立ち上げた

このように挿絵入りプログラムは美術史におい

制作座（Théâtre de l’Œuvre）に引き継がれて形式

て「作品」の扱いを受けるが、やはり広告という

が洗練されていった。

実用目的も帯びたエフェメラルな性格も持ち合わ

筆者はこの媒体を考察の軸にして 博士論文を

せており、ハイブリットな存在である。さらに

執筆した。美術史学を専攻する筆者が、このよう

は、象徴主義演劇といういくぶんニッチな分野と

に演劇学と接する領域に足を踏み入れることに

境界を接しており、（美術史研究者にとっては）

なった経緯は、次のようなものだった。筆者は修

少しやっかいな相手とはいえる。そのためか、本

士論文でナビ派の画家エドゥアール・ヴュイヤー

対象が美術史研究において日の目を見るように

ルが描いた室内画について論じるなかで、その造

なったのは比較的近年のことであった。この媒体
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がひとつのジャンルとして研究対象に措定され、
美術史学の俎上にあげられたのは、ジュヌヴィ

くわえて、この国立図書館リシュリュー館に

エ ー ヴ・ エ ト ケ ン の 学 位 論 文『Les peintures et

隣 接 す る、 フ ラ ン ス 国 立 美 術 史 研 究 所（ 通 称

le théâtre autour de 1900 à Paris』（École du Louvre,

INHA）の付属図書館には、きわめて状態の良好

1979）によるところが大きい。これは美術史研究

な挿絵入りプログラムが保管されている。すなわ

における、象徴派画家たちの再評価の動きとも連

ち、ジャック・ドゥーセ・コレクションに含まれ

動している。エトケンはナビ派画家の関わった劇

るプログラムである。服飾デザイナーとして大成

団（自由座、芸術座、制作座）のプログラムを対

したドゥーセが築いた美術作品および関連資料の

象に、基礎目録ともいいうる網羅的な論考を提出

膨大なコレクションは、まず 1918 年にパリ大学

した。だがその後、この分野で大きな研究の進展

へ寄贈され、その後移転を経て現在は INHA に帰

はみられない。また、エトケンも含めた先行研究

属している。啓蒙的な美術愛好家であったドゥー

は、概してプログラムに関連する上演や制作にま

セらしく、作品保存状態もよく、また同じ刷りが

つわる史実 —— つまりプログラムをとりまく外

複数点保管されていることもある。

的情報 —— を拡充する一方で、挿絵の造形様式

こうした蒐集家たちのコレクションのほかに、

や図像の選択について十分な分析をおこなってこ

フランス劇作家・劇音楽家協会（通称 SACD）の

なかった。それは上述したように、この媒体の捉

付属図書館に保管されるリュニェ＝ポー・コレク

えどころのない多義的な性格ゆえと考えられる。

ションも忘れてはならない。このリュニェ＝ポー

こうした状況をふまえ、博士論文においてはプロ

が旧蔵していた資料類は、ロンデル・コレクショ

グラムに描かれる個々の挿絵を熟視することを第

ンと同じく挿絵入りプログラム以外に上演に関わ

一とし、象徴主義演劇の理念や実態（主に芸術座

る諸資料や書簡がまとめて保管されている。

と制作座）を考慮しつつ、挿絵イメージがいかに

またパリ警視庁の資料室にもいくぶん特殊な関

構想され、いかに同時代美術と関連するのか、そ

連資料が保管される。19 世紀末には演劇の検閲

してプログラム制作の経験が画家の作品制作とい

が緩和されたものの、同時代の無政府主義思想の

かに結びつくかを中心に論じた。くわえて、舞台

高まりとテロの多発を受けて、上演の際にアナー

制作や協力雑誌の活動に画家がいかに介入し、美

キストとして当局に監視されていたメンバーが関

術と演劇のあいだで交わされた理念的な相互作用

与していたり、アナーキスム的思想を帯びるとみ

についても考察した。演劇学に対する貢献があっ

なされた戯曲が上演されたりする際には警官が監

たかどうかの判断は、筆者の手にあまる。とはい

視に入った。当の制作座もしばしば監視の対象と

え、たとえば舞台の視覚的要素や、劇場をめぐる

なり、公演の折には監視のレポートが作成され、

イメージを研究する方々になんらかの情報が提供

また劇評類もあわせてスクラップされた。現在こ

できるなら幸いと思っている。

うした機密資料が公開されている。もちろんごく

そこで以下では、本研究にあたって筆者がパリ

形式的に作成されたレポートもあり、ここに記さ

市内で確認できた資料の所在や内容をいくつか紹

れた情報を事実として鵜呑みにすることは控えな

介することで、情報提供の足しにしたい。

くてはならないが、アナーキストや観客層の報告

挿絵入りプログラムは当時から蒐集の対象と
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どの文字資料も多く含まれている。

は警視庁ならではである。

なっていたため、個人コレクターが集めた揃いの

ほかにパリの研究機関としては、演劇史協会が

プログラムが遺贈などによって公的機関に保管さ

ある。同機関の図書館に所蔵される一次資料は、

れる例も少なくない。同プログラムの網羅的コレ

劇作家であり俳優でもあったレオン・シャンスレ

クションを有する機関として第一に挙げられるの

ルのコレクションを中核としたものだが、1890

は、フランス国立図書館の舞台芸術部門内のロン

年代の制作座の活動に関連する資料はほとんど含

デル・コレクションと、同図書館版画・写真部門

まれない。ただし、同時代の諸劇場の公演パンフ

である。同コレクションには挿絵入り演劇プログ

レットといったエフェメラルな媒体を多く所蔵し

ラムのほかにも、制作座の上演にまつわる劇評な

ており、劇場をめぐるイメージを広くとらえるう
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えで有益となってくるだろう。
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ひくようになった。ポスターや挿絵本、挿絵入り

さいごに、挿絵入りプログラムの研究がどのよ

雑誌といったイメージと出版をめぐる、広く文化

うな射程をもちうるか触れて末尾としたい。同プ

史に包括される視座から引き合いに出されること

ログラムに特化した研究はいくぶん停滞している

もある。実際、筆者が研究をすすめるなかで感じ

にせよ、たとえば演劇学研究者のミレイユ・ロス

るようになったのは、挿絵入りプログラムの真価

コ＝レナや文学研究者のヴェルノワ・ソランジュ

は、
「創作版画」の枠組みに収まりきらないこの

による研究のように、近年は象徴主義演劇に関す

多義性にあるということだった。今後はこの曖昧

る研究のみならず、画家＝挿絵家と演劇を含めた

ともとれる多義的な性格が、学際的な議論を引き

当時の美術・文学界との関係を扱った研究が目を

だす動力になるものと期待している。

［図 1］エドゥアール・ヴュイヤール、制作座でのヘンリック・イプセン作『ロスメル

スホルム』上演時のプログラム（1893 年、リトグラフ、22.5 x 30.3 cm）
（図版出典：Patricia Eckert Boyer, Artists and the Avant-Garde Theater in Paris 1887-1900, exh. cat.,
Washington, D.C.: National Gallery of Art, 1998, p. 105）

［図 2］アレクサンドル・シャルパンティエ、自由座でのレオン・ド・ロニー作『ネル・
ホルン』上演時のプログラム（1891 年、カラー・リトグラフに型押し、22 x 18.4 cm）
（図版出典：Patricia Eckert Boyer, Artists and the Avant-Garde Theater in Paris 1887-1900, exh. cat.,
Washington, D.C.: National Gallery of Art, 1998, p. 44）
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ジェローム・ベル『Gala』（2015）について
越智雄磨

2015 年５月にブリュッセルで開催されたクン

されている「ソーシャリー・エンゲイジド・アー

ステンフェスティヴァルに赴く機会を得た。本稿

ト（社会関与型芸術）
」に近いと言えるかもしれ

では、そこで鑑賞したジェローム・ベルの『Gala』

ない。最近日本でも翻訳出版された『ソーシャ

について紹介したい。

リー・エンゲイジド・アート』の著者であるパブ

ジェローム・ベルはパリを拠点に活動する振付

ロ・エルゲラによれば、この概念および実践は、

家であり、90 年代の活動の初期には、その作品

米国においては 1960 年代の「パフォーマンス」

は「踊らないダンス」
「踊ることを批判的に捉え

や「ハプニング」などに起源があるとされ、社会

るメタ・ダンス」などと形容されることが多い。

学、言語学、エスノグラフィなどの間領域的な知

突飛なアイデアを実現する作風からスキャンダル

見を活用しながら、公共圏に影響を与えようとす

を巻き起こし際物扱いされたこともあるが、今や

る芸術である。
「ソーシャリー・エンゲイジド・

世界の舞台芸術マーケットで最も名前が知られ、

アート」の理論化と実践に対する近年の興隆には、

評価の確立した振付家であると言えるだろう。

人々が関係を生じさせる形態や社会的関係そのも

出世作となった
『ジェローム・ベル』
（1995）には、

18

のを美学的探求の対象に据えたニコラ・ブリオー

ダンスらしい動きは一切現れず、全裸の出演者が

に よ る『 関 係 性 の 美 学（Esthétique relationnel）
』

腹部の肉をつまんだり、皮膚に口紅で文字を書い

や、観客を主体的な創造者として捉え直すジャッ

たりする行為が淡々と続けられる。それは、「踊

ク・ランシエールの『解放された観客（Spectateur

る」ことよりも自身の「存在」そのものを静かに

émancipé）』などのフランスから発信された議論

確かめるようなパフォーマンスであり、当時エイ

が大きな刺激を与えたことも付言しておくべきこ

ズにより複数の友人を喪ったベルの個人的な思い

とだろう。

も背景に持つ作品だった。また同時にそれは、80

閑話休題。作品タイトルである「ガラ」と言う

年代以来の文化政策によって潤沢な予算が舞い込

言葉は、夜会服を着用して赴く オペラ座の豪奢

んだために、却って、振付家たちの創作意欲や衝

な特別興行を思い起こさせる。そこでは、高度な

動と無関係に「動き続ける」ことを余儀なくされ

技術を備えたダンサーが輝かしい魅力を放ち、壮

ていた当時のダンス界に対する批判としても機能

麗な舞台美術が眼を悦ばせる。だが、おそらく、

していた。しかし、最新作である『Gala』は踊る

そのような観客の連想も織り込んだタイトルを冠

ことの愉悦や衝動をピュアに取り出そうとする試

する本作品が狙う美や贅沢さは、まったく別のベ

みであるように思われた。

クトルの先にある。取り立てて装飾物のない舞台

『Gala』は、サン・ドゥニで地域住民を対象に

に登場する出演者はおよそ 20 人。ブリュッセル

行ったリサーチとワークショップを基にして作ら

での公演にあたって、キャストは現地で集められ

れた作品である。その狙いの一つは、多様な文化

たようである。年齢は３、４歳の幼児から、青年

的背景を持つ地域の住民から出演者を募り、舞台

層、中年の男女、上は 60 代と思しき女性もおり、

の上に共存の地平を出現させることにある。ある

人種と体型もさまざまである。足が悪く車椅子で

特定の地域や共同体に関与し、住民の多様性を包

登場する人もいる。その大半はダンスの経験のな

摂し、関係を新たに構築し直すという側面に注目

い者で、ダンスの経験者らしき人も中にはいるが

すれば、この作品の創造のプロセスは、昨今注目

プロというよりアマチュアという趣が強い。それ

日仏演劇協会会報

もバレエ、創作ダンス、バトントワリング、ミュー

客はほぼ総立ちのスタンディングオベーションを

ジカル、民俗舞踊など、通常では同一の舞台に上

この作品に贈っていた様子を目の当たりにしたか

がることが考えられないような人々が一堂に会し

らである。80 分という限られた上演時間の間に、

ている点が、この作品の特色だと言える。彼らが

上演者と観客の間に親和的な関係を高確率で成立

行うのは、優れたパフォーマンスではなく、むし

させる高度なマニュピレーションをベルは成し遂

ろ、失敗の連続である。たとえば、冒頭、司会

げていたと言える。

者らしき女性が登場し、出演者の名を読み上げ、

この作品は、振付家の作品であるにもかかわ

「BALLET（バレエ）
」と書かれた札を掲示すると、

らず、いわゆる振付（コレオグラフィ）が存在

『レ・シルフィード』の音楽に合わせて、一人ず

しない。その意味で、現代の振付家の役割や振

つ下手から現れ、中央辺りでバレエ風にターンや

付という行為の変容を考える上でも、興味深い作

フェッテを実行するがその多くは普段行ったこと

品であると言える。出演者たちが、自らが持って

の無い行為の実行に際して、バランスを崩し、高

いるダンスを引き出し、教えあい、構築している

く飛ぶこともできない。その後、
「Valse（ワルツ）」

関係性こそが作品の要となっており、ベルが行っ

「Improvisation en silence 3minutes（３分間静寂の

たことは、それに対して舞台作品としてのフレー

中で即興）
」
「Michael Jackson（マイケル・ジャク

ムワークを与えたと言えるだろう。先に触れた

ソン）」と次々と変わる演題に出演者たちは懸命

ジャック・ランシエールの言葉を借りれば、本来

に挑む。出演者たちはプロのバレエダンサーでは

観客席に座っている観客とさして変わらない出

ないため、数人を除いて、お世辞にも皆あまりう

演者たちの「知的平等」を確保することを目指

まく実行できない。しかし、眼をひかれるのは、

した創造をベルは行おうとしているとも言える。

タスクの実行の巧みさではなく、ターンにしても

また、観客の心が解かれる秘密はどこにあるの

フェッテにしてもその拙さであったり、失敗で

か、と考えれば、ロラン・バルトによる「愛好家

あったりする。こうした、ベルの戦略的なヴィル

（L’amateur）」の定義が一つのヒントになるかも

トゥオジテへの強烈な否定と失敗の連続を見せら

しれない。バルト曰く、愛好家とは「絵や音楽や

れて、観客は辟易するかと思われるかもしれない

スポーツや学問をたしなみながら、名人の域をね

が、むしろ逆であり、その様はサミュエル・ベケッ

らうとか勝ち抜こうなどという魂胆はない人」で

トの「また失敗する、
もっとよく失敗する（échoue

あり自分の享楽に連れ添って「愛し、そして愛し

encore, échoue mieux）
」という言葉を想起させる。

続ける人」のことである。このように滲み出てく

巧みな演出によってもたらされる錯覚なのかも

る踊りへの無償の愛が、観客の出演者を見守るよ

しれないが、出演者がうまく跳躍できない時、そ

うな鑑賞態度に決定的な影響を与えているように

の身体がよろめく時、自分たちが舞台で観ている

思われてならない。

ものは、表象というレジームに破断が生じ、そこ

『Gala』は現在、既に欧州や北米を巡演しており、

からリアルな人間らしさが垣間見えることに気づ

公演される都市毎に出演者を募り、都市ごとに新

く。つまり、失敗が肯定的に受け止められる空気

たなヴァージョンが生み出され始めている。おそ

が生まれるのである。終盤には、出演者のうちの

らく、それは多様性を共存させるというこの作品

何人かが自分の習得してきたダンスや即興的なダ

の性質が、グローバリゼーションの結果、多様な

ンスを披露し、ダンスを教えあうシーンが続き、

文化が交錯し合う各国各都市のアクチュアリティ

ライザ・ミネリの『ニューヨーク・ニューヨーク』

に適合していることと、形式としてある程度の普

を出演者全員で踊り大団円を迎える。普段は接す

遍性を備えているからだと考えられる。その一方

ることもないであろう人々が、踊ることの愉悦を

で、様々な国の舞台芸術のマーケットでこの作品

分かち合うこの最後の瞬間には、大多数の観客が

は売買され、フェスティヴァル・サーキットに乗っ

胸を撃たれた。そう言い得るのは、観客の反応の

て順延されていくことが予想される過程で、活動

違いも見るために、筆者はこの作品のブリュッセ

の発端にあり、この作品の生命の基点を支えてい

ル公演を３度鑑賞したが、3 度とも最終的には観

る「アンガジュマン」の契機が薄れていくのでは
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ないかという危惧もある。さまざまな意味で、主
流のダンス作品からすればオルタナティヴを提案
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しているこの作品の行く末を観察したいと思う。
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代演劇評論へのいくつかの質問」「悪い席？」「演

ジャン＝ピエール・アン著

劇創造の伝達における評論の役割」
「夢の時間に

『演劇評論とその周辺』

距離をおけ」
「演劇評論とマリオネットの芸術：

Jean-Pierre Han, Critique dramatique et
alentours, Théâtre Frictions, 2015

穴澤万里子

その難しい結婚」。表面的な記事を書かないこと、
ペダンチックな記事を書かないこと。この 2 つを
『フリクション』の鉄則としているアン氏らしい、
どれも読みごたえのある内容で、何より彼の紡ぎ
だす豊富な語彙力に圧倒される。
「演劇評論とマリオネットの芸術：その難しい結

2015 年は周知の如く、フランスにとって（そ

婚（組み合わせ）」という興味深いタイトルのエッ

して私たちにとっても）先の見えない不安と緊張

セイ（2010 年）の中でアン氏は、なぜ評論家が

が続き、試練の年となった。8 月には演劇研究者

マリオネットの芸術を正当に評価できないのかを

の訃報が相次いだ。20 日にはパリ第 3 大学名誉

言及している。分野別の担当者によって書かれる

教授の Michel Corvin ミッシェル・コルヴァン氏

演劇評論の世界でマリオネットは長い間、中でも

が享年 85 歳で、そして翌日 21 日には同大学名誉

最も低いとされる「子供劇」に配属されていたこ

教授の Martine de Rougemont マルティーヌ・ドゥ・

と、評論家が教育されてこなかった現状を挙げて

ルージュモン氏が享年 75 歳で亡くなった。実は

いる。アン氏は演劇評論家ならばムヌーシュキン

お二人はそれぞれ筆者の修論、DEA の論文主査

の「1789」、クレイグやヴィテーズの人形論、「パ

であり、恩師であった。思い出は尽きないが、卒

ンと人形劇団」やカントールの存在位は知ってい

業以来何十年経ても連絡を取り合い、仕事を紹介

るだろうし、彼らのうち何人かはクローデルを何

して下さった学生思いの先生方だった事を記して

ページか読んでいるかもしれないと毒舌を吐く。

おこう。色々な意味で、一つの時代が終わったと

フレデリック・フィスバックの「屏風」初演時

実感した年であった。

（2003 年）に評論家たちは評価できず、演劇界が

長い前書きになったが、今回の書評で取り上げ

先にマリオネットを演劇として迎え入れ、4 年後

る演劇評論家のジャン＝ピエール・アン氏もパ

のアヴィニョンでの再演の成功でようやく評論家

リ第 3 大学で長い間教鞭をとっていた。大学で

が追いついたと例を挙げる。その後、2008 年の

文学を専攻した後、ご自身もパリ第３大学大学

コメディー・フランセーズでのエミーユ・ヴァラ

院で演劇研究をされ、その時の同級生が Georges

ンタン演出「ドン・キホーテとサンチョ・パンサ

Banu バニュウ氏である。彼の「演劇評論」は毎

の人生」
、同年のフェスティヴァル・ドートーヌ

年人気の授業で教室に学生が入りきらず、2 クラ

でのウィリアム・ケントリッジの「ハイフェルト

スに分けていた程である。アン氏は演劇評論誌

のヴォイツェック」など優れたマリオネット作品

『Frictions』（1999 ～）の編集長であり、筆者も会

が続いて、ようやく演劇評論家たちがそれらのマ

員である AICT（UNESCO 傘下の国際演劇評論家

リオネット作品は「真の演劇作品」だと評価した。

協会）本部の副会長、また同協会本部が世界各地

氏は、それは多分評論家たちが返した最も美しい

で主宰する若い評論家養成ワークショップの責任

オマージュだったに違いないと述べている。しか

者でもある。

し一方で、ほとんどの評論家たちは分析するまで

『フリクション』の特別版として 8 月に刊行され

には至っていないとも言う。例えば有名なマリオ

たこの本は、アン氏が長い間書きためてきた、評

ネット劇場の人形と、現代演劇の、もはや肖像で

論という仕事に関する随筆集だ。演劇評論家とい

しかないところにまでおとしめられた登場人物た

う職業への愛情、不信感、危機感、そして未来の

ちとの関係性についてや、マリオネットを操る技

評論家への忠告ともとれる。各エッセイのタイト

術の話ではなく、危険を冒しても上演の問題点と

ルを記しておこう。
「演劇について書くこと」「死

して人形を分析してみるなど、誰が挑戦したのだ

人たちよ、立て！」
「予告された死のコラム」「現

ろうと問う。演劇評論の新しい働き方、書き方を
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早急に考慮することが必要だとアン氏は警鐘を鳴

厳しい。それでもアン氏は未来に肯定的だ。

らす。インターネットはその一つであろうが、さ

「一人の演劇評論家に出来ることは山ほどある」

しあたってブログの中では最悪の評論家がそれな

とアン氏は筆者に話していた。演劇評論とは何

りの人たちと頻繁に交信している、となかなか手

か？

その新しい答えがこの本にある。

ていない。著者は十九世紀末には新たな俳優の身

中筋朋著

体のあり方について意識化はされたものの、その

『フランス演劇にみるボディワークの
萌芽：「演技」から「表現」へ』
京都：世界思想社、2015 年

ための体系的な訓練方法はこの時代には確立する
には至らなかったと記しているが、現代において
も俳優のからだをつくるという考えは、それぞれ
の団体がそれぞれのやり方を模索していて、
「い
まだ明確な輪郭を与えられていない」（10 頁）
。

片山幹生

十九世紀末から現代にかけての俳優訓練法の発展

この著作は十九世紀末のフランスの自然主義・

俳優のあり方についての踏み込んだ調査が必要と

象徴主義演劇に関わる理論および作品を主な考察
の対象としており、とりわけ自由劇場（1887 年
創設）
、芸術劇場（1890 年創設）
、制作劇場（1893
年創設）とその周辺で活動した演劇人に関わるテ
クストを検証し、彼らの演劇美学のなかに現代演
劇につながる俳優の身体性の源を求めている。
著作表題に示されているように、現代演劇特有
の身体のあり方を著者は「ボディワーク」と結び
つけている。ボディワークとは「ニューエイジの
文脈で、心とからだの全体的な調和を探求するた
めのセラピーや訓練を指し」
、演劇やダンスの文
脈ではほとんどの場合は「からだを動かしながら
のワークを指す」
。
「ボディワークはむしろ、から
だの使い方に意識的になるためのものであり、よ
り内的に身体とかかわる体験である」
。
「ボディ
ワークは、筋肉や反射神経の訓練ではなく、自分
の意識と身体がどのように作用し合っているかに
注意を向けることに重点がある。自分の内面に注
意を向け、それを静かに受け入れ、演技の素地と
なるニュートラルな状態を作る鍵」である、と著
者は説明している（iv ページ）
。
研究の動機となった「ボディワーク」と現代演
劇の関わりについては、
「ボディワーク」という
語がタイトルに与えられているにも関わらず、本
著作での論証は不十分だ。自然主義・象徴主義演
劇の美学とボディワーク的な発想に基づく俳優訓
練法がどのように結びついたのかについての説明
はアナロジーのレベルであり十分な説得力を持っ
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に言及するのであれば、現代の多様な俳優訓練法、
なるだろう。そうでなければ読者はその多様性の
源泉として十九世紀末の自然主義・象徴主義演劇
を想定しにくいからである。この問題については、
また別に研究が必要となるだろう。
実際には著作の内容の大半は十九世紀末の自然
主義・象徴主義の演劇の状況の描写と分析にあて
られていて、この時代に新しい演劇概念、俳優像
がどのように形成されてきたのか、演劇史にどの
ような転換がもたらされているのかが、同時代の
多数の資料に基づいて丁寧に検証されている。
本著作は序章を含め六章で構成されている。こ
の六章は極めて論理的に配置にされている。序章
では現代の俳優の身体のあり方の起源を十九世紀
末に求めるという著者の問題意識が明確に提示さ
れる。第 1 章では考察の前提となる演劇史的状況
が解説される。第 2 章では新しい演劇美学の理論
的背景となった自然主義文学理論についての考
察、第 3 章がこの精神風土のなかで形成された劇
作術、第 4 章でこの劇作術のなかで要請された新
しい俳優像について考察される。第 5 章では、序
章で提起された問題に立ち戻り、2 章から 4 章で
行われた考察を総括しつつ、現代の俳優の身体の
問題につなげていく。
本著作は十九世紀末の自然主義・象徴主義の流
れの中で誕生した新しい演劇の様相を、その理論
的背景、劇作術、そして俳優の演技論という大き
く三つの観点から、同時代の証言の検証に基づ
き考察した大変な労作だ。象徴主義演劇につい
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ての包括的な研究書は、これまでフランスでも

城聰、鈴木忠志、平田オリザといった演出家の仕

1972 年に出版されたロビシェの『演劇における

事を私は思い浮かべるのだが）
、十九世紀末の自

象徴主義』
（J. Robichez, Le Symbolisme au théâtre,

然主義・象徴主義の演劇と現代演劇のあいだには、

Paris, L’Arche, 1972）と 2010 年に出版されたロス

劇作術、演出、俳優について多くの共通するコン

コ・レナの『象徴化された舞台（1890-1896）
』
（M.

セプトがあることに気づく。ただしこの継承は多

Losco-Lena, La Scène symbolisée (1890-1896), Univ.

くの場合、演劇史における自然主義・象徴主義の

de Grenoble, 2010）しか出版されておらず、現代

果たした役割を踏まえることなく、無意識的なか

演劇の出発点となるこの時期の演劇美学を明らか

たちで行われてきたはずだし、われわれの同時代

にしたこの著作は演劇史研究の上でも大きな意義

の演劇人たちの関心は、十九世紀末の自然主義・

を持つ。

象徴主義の演劇人たちの関心の中心であった「無

この著作で考察の対象となっているのはフラン
ス演劇だが、日本で見ることのできる現代演劇の

復刊 6 号

意識」とは別のものに向かっていることは留意し
ておく必要があるだろう。

状況を想定しても（例えば三浦基、岡田利規、宮
を考察する Roland Huesca ロレーヌ大学教授、日

Sylviane Pagès, Le butô en France :
malentendus et fascination, Centre
national de la danse, Pantin, 2015.

本現代史が専門の Michael Lucken 国立東洋言語文
化研究所教授、そして Patrick De Vos 東京大学教
授があたった。この顔ぶれからも、本書が舞踏を
舞踊学の視点からだけでなく社会・文化史的な視

北原まり子

点から考察したものだと理解することができる。
事実、フランス現代舞踊史を専門とするパジェス
氏のこの著作は、舞踏に関するこれまでの研究と
は異なり、あくまでフランスに起こった「舞踏現

本書は、現在パリ第八大学舞踊学科の助教授

象」に焦点をあててフランスの舞踊界を考察しよ

であるシルヴィアヌ・パジェス氏が 2009 年に学

うとしたものだ。中心となる資料は、当時の批評

位を取得した博士論文『La réception des butô(s) en

文と舞踊批評家ジャン = マリ・グロのアーカイヴ

France : représentations, malentendus et désirs』に加

（CND）に保存された写真や公演プログラム等で

筆・修正して出版したものである。フランスにお

初公開のものも多い。ただし、細かい舞踏の公演

ける暗黒舞踏受容に初めて本格的・網羅的に取組

記録は年表の形で巻末にまとめてあり、本文では

んだ研究として評価され、2015 年 2 月に出版元

データの陳列をできる限り控え考察・論述を深め

の国立舞踊センター（CND）において出版記念

ている。とりわけ、非言語的な芸術形式である舞

講演が開かれた（同年 6 月に急逝された室伏鴻氏

踊を扱う本書が、舞踏を巡って展開された言説や

の姿もあった）
。フランスのコンテンポラリー・

常套句の分析に多くの頁を割いているのは興味深

ダンスの興隆を追いかけるように設立されたパリ

い。その記述によれば、舞踏の異質性にショック

第八大学舞踊学科（1989）
、CND（1998）、舞踊

を受けたフランスの批評家たちは当初、舞踏を表

研究者協会（aCD, 2007）という三大拠点を中心

す適当な言葉を見つけることができずに写真やメ

に資料収集、議論、研究を重ねた成果としての本

タファー、詩的言語を溢れさせ、彼らの言説にお

書からは、現在のフランスの舞踊研究の姿を垣間

いては白塗り、裸体、重心、強い現前性、不安定

見ることもできる。

な立ち姿といった身体の描写が中心を占めた。そ

ところでこの博士論文の口頭審査には、Isabelle

の過程で舞踏は、死のイメージや独特な肌質から

Launay 舞踊学科教授以外に「Ethnoscénologie」を

「広島 = 原爆」と結び付けられ、また「日本化」

提唱する Jean-Marie Pradier 演劇学科教授、文化

された（本書では土方巽が西洋文化の影響下で舞

社会学の視点からバレエ・リュスなどの舞台芸術

踏を創始したことが強調されている）
。公演ディ
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レクターや批評家による「butô」というカテゴリー

ることになる舞踏がドイツ表現主義といくつかの

の普及は、舞踏家の就職や広報、制度上では有利

歴史的・美学的共通点を持っていたことにとりわ

に機能した一方、舞踏の多様性を見えにくくし、

け注目したのである。つまり本書は、隠蔽された

またフランスのコンテンポラリー・ダンスの中で

ドイツの記憶とフランスを結ぶ媒体としての舞踏

舞踏を「異国物」に分類し周縁に置くことにもつ

というあらたな舞踊史上の舞踏の位置づけを提示

ながった。フランスの現代舞踊家達による実践面

しているのである。

での舞踏受容を考察している最終部「フランス・
コンテンポラリー・ダンスにおける舞踏欲」で注
タブラ・ラサ

2014）の塩谷敬氏の文章で、氏が 1975 年の「ナ

目すべきは、フランスの新世代が「白紙」からつ

ンシー国際演劇祭」に土方巽を招聘しようと国際

くり上げたという所謂 1980 年以降の「ヌーヴェ

交流基金に渡航費の助成を申し出たところ、「『土

ル・ダンス」の神話を問い直し、政治的な要因や、

方巽の評価はまだ定まっていない』という理由で

アメリカ、日本、ドイツからの影響をあげ、とり

書類の受付を拒否されてしまった」というエピ

わけ後者二国とフランスを「三角形」として結び

ソードが語られている。バジェス氏は 1978 年を

つけた点である。ナチスによる占領の苦い経験か

舞踏来仏の決定的な年として注目しているが、も

らドイツ表現主義の戦前の影響に戦後目をそむけ

し暗黒舞踏の創始者がその数年前に「到来」して

ていたフランス舞踊界は、アメリカ・モダンダン

いたらどう歴史は違っていたのだろうか、と想像

ス、そしてカニングハムに代表される「新世代」

する。

を積極的に摂取したが、その代替えとして機能す
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薄井憲二（総監修）、芳賀直子（監修）『兵庫県立

フランス語圏舞台芸術・文献目録
（2014）

北原まり子・堀切克洋（編）

芸術文化センター薄井憲二バレエ・コレクショ
ン：目録 第 3 巻（アンティーク・プリント・手紙・
サイン・切手他）』、2014 年
日本舞台芸術振興会（編）『東京バレエ団 50 年の
あゆみ』日本舞台芸術振興会、2014 年
西尾智子『舞い上がれ華：能とバレエ和洋二つの
「舞」をプロデュースして』文理閣、2014 年

１．著作・翻訳

山田治生（編）『バロック・オペラ：その時代と

一般書

作品』新国立劇場運営財団情報センター、丸善

中村亮二（編）
『神々の世界から市民社会の幕開

出版、2014 年

けまで 文学上演篇Ⅰ』
「芸術教養シリーズ 13」

岸純信『オペラは手ごわい』春秋社、2014 年

幻冬舎、2014 年

辻昌宏『オペラは脚本から』明治大学出版会、丸

——『ロマン主義の胎動から世紀末まで 西洋の
芸術史 文学上演篇Ⅱ』
「芸術教養シリーズ 14」
幻冬舎、2014 年
森山直人（編）
『20 世紀の文学・舞台芸術 近現
代の芸術史 文学上演篇Ⅰ』
「芸術教養シリーズ
15」
、幻冬舎、2014 年
——『メディア社会における「芸術」の行方 近
現代の芸術史 文学上演篇Ⅱ』
「芸術教養シリー
ズ 16」幻冬舎、2014 年
小畑精和『カナダ文化万華鏡『赤毛のアン』から

善出版、2014 年
Yukie Mase et Catherine Nier (dir.), Le Théâtre de
Giraudoux, un mégaphone pour les vivants et les
morts, Cahiers Jean Giraudoux, n° 39, ClermontFerrand : Presses universitaires Blaise Pascal, 2012
Florence de Chalonge, Yann Mével, Akiko Ueda,
Orient(s) de Marguerite Duras, Amsterdam ; New
York : Rodopi, 2014
Pascal Griolet et Jean-Michel Butel (éd.), Cipango –
Cahiers d’études japonais, Nouveaux regards sur

シルク・ドゥ・ソレイユへ』明治大学出版会、

les arts de la scène japonais I, Paris : Langues O’,

2013 年

2013

芳賀直子『バレエ・ヒストリー：バレエ誕生から
バレエ・リュスまで』世界文化社、2014 年
渡辺真弓『世界のバレエ学校：誕生から 300 年の
歴史』新国立劇場運営財団情報センター、丸善
出版、2014 年
——『チャイコフスキー～三大バレエ～：初演か
ら現在に至る上演の変遷』新国立劇場運営財団

Jean-Jacques Tschudin, L’éblouissement d'un regard
: découverte et réception occidentales du théâtre
japonais de la fin du Moyen âge à la Seconde guerre
mondiale, Toulouse : Anacharsis, 2014
Edith Montelle, La boîte magique : le théâtre d’images
ou kamishibaï : histoire, utilisations, perspectives,
Strasbourg : Callicéphale éditions, 2014

情報センター、丸善出版、2014 年
アイヴァ・ゲスト『パリ・オペラ座バレエ』鈴木
晶訳、平凡社、2014 年
高木まさき（監修）
『アンナ・パブロワ：世界に
バレエを伝道した舞姫（時代を切り開いた世界
の 10 人）
』学研教育出版、2014 年
セルゲイ・グリゴリエフ『ディアギレフ・バレエ
年代記 1909-1929』森瑠依子ほか訳、平凡社、
2014 年
TBS テレビ
国立新美術館、
（編）
『バレエ・リュス展 :
魅惑のコスチューム』TBS テレビ、2014 年

研究書・評論
秋山伸子『フランス演劇の誘惑：愛と死の戯れ』
岩波書店、2014 年
伊藤洋、皆吉郷平、浅谷眞弓、橋本能、鈴木美穂、
冨田高嗣、榎本恵子、野池恵子、戸口民也『混
沌と秩序：フランス十七世紀演劇の諸相』中央
大学出版部、2014 年
村山則子『ペローとラシーヌの「アルセスト論争」
：
キノー／リュリのオペラを巡る「驚くべきもの
le merveilleux」の概念』作品社、2014 年
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阿尾安泰『18 世紀フランスにおける演劇モデル

子訳、2014 年（＊）

による知の構築』平成 23 年度 – 平成 25 年度科
学研究費助成事業研究成果報告書、2014 年
梅野りんこ『オペラのメデイア：近代ヨーロッパ
のミソジニー』水声社、2014 年
原大地『マラルメ不在の懐胎』慶應義塾大学出版
会、2014 年
小田中章浩『モダンドラマの冒険』和泉書院、
2014 年
熊木淳『アントナン・アルトー 自我の変容 ——
〈思
考の不可能性〉から〈詩への反抗〉へ』水声社、
2014 年
岡室美奈子（監修）
『サミュエル・ベケット：ド

２．学術論文
中世・17 世紀・18 世紀
イリニ・ツアマドゥ＝ジャコベルジェ「ギリシア
起源の語を通して考える演劇性概念」宮脇永吏
訳、『演劇と演劇性』、2014 年、pp. 113-124
ダルウィン・スミス「フランスの演劇伝統におけ
る文書の位置：十三世紀から十六世紀まで」黒
岩卓訳、『演劇と演劇性』、2014 年、pp. 21-27
黒岩卓「アルヌール・グレバン作『受難の聖史
劇』におけるアダムの描写について」
『トラウ

アはわからないくらいに開いている』早稲田大

マと喪を語る文学』中里まき子編、朝日出版社、

学演劇博物館、2014 年

2014 年、pp. 119-126

藤井慎太郎（監修）、F/T ユニバーシティ、早稲

——「十五・十六世紀における劇テクストの写本

田大学演劇博物館（編）
『ポストドラマ時代の

とその使用：アルヌール・グレバン作『受難の

創造力：新しい演劇のための 12 のレッスン』

聖史劇』H 写本（Paris, BnF, fr. 1550）の例」
『演

白水社、2014 年

劇と演劇性』、2014 年、pp. 29-44

宮信明、大久保遼（編）
『演劇と演劇性：日仏共

川那部和恵「フランス 15~16 世紀の『愚者演劇』

同国際シンポジウム』早稲田大学演劇映像学連

における笑いの衣装 : その批評性をめぐって」

携研究拠点、2014 年
ミシェル・レリス『オペラティック』大原宣久、
三枝大修訳、水声社、2014 年

58 巻 2 号、東洋大学法学会、
2014 年、
『東洋法学』
pp. 188-176
友谷知己「アルディ『血の力』に於ける脚色の様
態」『仏語仏文学』第 40 号、関西大学、2014 年、

翻訳その他
フェルナン・レジェ『サーカス』田村奈保子訳、
『行

橋本能「二つの『ティット』
：ル・ヴェールとマニョ

政社会論集』第 23 号、福島大学行政社会学会、

ン」『人文研紀要』第 79 号、中央大学人文科学

2010 年、pp. 61-82

研究所、2014 年、pp. 1-16

ルイ・ジュヴェ「
『肉体を離脱した俳優』序文」
間瀬幸江訳、2014 年（＊）
——「ジャン＝ルイの記憶によせて」間瀬幸江訳、
2014 年（＊）
ジャン＝ルイ・バロー「Ch. グランヴァル」間瀬
幸江訳、2014 年（＊）

小倉博孝「ラシーヌ的悲劇世界の誕生（2）：ロト
ルー『アンティゴーヌ』
（1637）からラシーヌ『ラ・
テバイッド』（1664）へ」『上智大学仏語・仏文
学論集』第 49 号、2014 年、pp. 1-20
鈴木彩絵「涙と血 : ラシーヌ『ベレニス』の悲
劇性を創造する 2 つの詩的言語」『Les Lettres

——「
『飢え』
」間瀬幸江訳、2014 年（＊）

françaises』第 34 号、上智大学フランス語フラ

——「アントナン・アルトー」堀切克洋訳、2014

ンス文学会紀要編集委員会、2014 年、pp. 15-

年（＊）
アントナン・アルトー「ルイ・ジュヴェへの手紙」
堀切克洋訳、2014 年（＊）
——「ジャン＝ルイ・バローへの手紙」堀切克洋
訳、2014 年（＊）
セルジュ・リファール「振付家の宣言」北原まり
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pp. 11-33

28
大田文代「ラシーヌ『フェードル』におけるレト
リック :「テラメーヌの語り」の構造をめぐっ
て」『人間文化研究科年報』第 30 号、奈良女子
大学大学院人間文化研究科、2014 年、pp. 2537
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畠山香奈「トリスタン・レルミット『マリアンヌ』

近藤美紀「『ユビュ王』における語りについて」
『関

とジャン・トロルー『コスロエス』における夢

東支部論集』第 22 号、仏文学会、2013 年、pp.

と狂気の位置づけ」
『関東支部論集』第 22 号、

111-126

仏文学会、2013 年、pp. 47-60
——「アンドレ・ダシエ訳アリストテレス『詩学』
におけるあやまちの概念について」
『関東支部
論集』第 23 号、仏文学会、2014 年、pp. 85-97
竹垣江梨子「マリヴォーの戯曲における『人間嫌

佐原怜「アルフレッド・ジャリにおける映画的時
間（Le temps cinématographique chez Alfred Jarry）
」
『フランス語フランス文学研究』第 104 号、仏
文学会、2014 年、pp. 119-133
岡本夢子「Le Chat Noir における総合芸術の具現

い』
」
『関西フランス語フランス文学』第 20 号、

化 : 影絵劇『聖アントワーヌの誘惑』にみる新

2014 年、pp. 51-62

しさ」
『関西フランス語フランス文学』第 20 号、

奥香織「マリヴォーにおける『露呈』の演劇性」
『演
劇と演劇性』
、2014 年、pp. 71-80
——「ルサージュの初期作品にみるアルルカンの

復刊 6 号

関西大学、2014 年、pp. 3-14
袴田紘代「19 世紀フランスにおける美術と演劇
の交差：挿絵入り演劇プログラムの研究」『鹿

表象」
『西洋比較演劇研究』第 14 巻 2 号、2014

島 美 術 財 団 年 報 』 第 32 号、 鹿 島 美 術 財 団、

年、pp. 29-40

2014 年、pp. 448-459
真野倫平「グラン＝ギニョル劇における異境のイ

19 世紀・20 世紀

メージ：ロルド、モレル『究極の拷問』におけ

松 村 悠 子「 テ オ ド ー ル・ ド・ バ ン ヴ ィ ル に お

る中国像」
『南山大学ヨーロッパ研究センター

け る 劇 作 術：1850-1870 年 に お け る 空 想 演 劇
（Dramaturgie de Théodore de Banville : le théâtre

報』第 20 号、2014 年、pp. 1-16
長野順子「セルフポートレートと演劇性：クロー

de la fantaisie des décennies 1850-1870）
」
『フラン

ド・カーンと前衛劇の交差」『美学芸術学論集』

ス語フランス文学研究』第 105 号、仏文学会、

第 10 号、神戸大学芸術学研究室、2014 年、pp.

2014 年、pp. 95-111

6-23

大出敦「空疎な神々 : ステファヌ・マラルメ『古

西野絢子「ポール・クローデル『1914 年降誕祭

代の神々』試論」
『教養論叢』第 135 号、慶應

の夜』: 鎮魂の劇として」
『藝文研究』第 107 号、

義塾大学法学研究会、2014 年、pp. 71-104

慶應義塾大學藝文學會、2014 年、pp. 180-162

坂口周輔「神話を相続する : マラルメとハムレッ

上杉未央「ポール・クローデル『繻子の靴』にお

ト」
『言語情報科学』第 12 号、東京大学大学

ける宣教」『関東支部論集』第 22 号、仏文学会、

院総合文化研究科言語情報科学専攻、2014 年、

2013 年、pp. 99-110

pp. 163-179
合田陽祐「アルフレッド・ジャリの『砂時計覚書』
を読む : テクストとイメージの関係を中心に」
『慶応義塾大学日吉紀要 フランス語フランス文
学』第 59 号、2014 年、pp. 67-94
——「アルフレッド・ジャリによる科学的言説
の受容について :『パタフィジック学者フォス
トロール博士の言行録』の場合」
『Les Lettres
françaises』第 34 号、上智大学フランス語フラ
ンス文学会紀要編集委員会、2014 年、pp. 2940
——「催眠術師のオイディプス : アルフレッド・
ジャリの『絶対の愛』再読」
『上智大学仏語・
仏文学論集』第 48 号、2014 年、pp. 83-98

内田智子「シャルル・デュランと仮面：東西の文
化圏とその先を目指して」『演劇映像学 2013』
、
早稲田大学演劇博物館、2014 年、pp. 85-97
永田道弘「脱演劇の二つの回路：『アフリカの印
象』と『田舎司祭の日記』の翻案をめぐって」
『大分県立芸術文化短期大学研究紀要』第 51 号、
2014 年 3 月、pp. 59-69
堀切克洋「救済としてのカタストロフ：メーテル
ランクとアルトーの決定論的演劇をめぐって」
『レゾナンス』第 8 号、東京大学大学院総合文
化研究科、2014 年、pp. 64-73
間瀬幸江「テクストと挿絵との対話：小説『ベラ』
の場合」『演劇と演劇性』、2014 年、pp. 81-89
イザベル・レック「演劇性と喪の儀式 ― ガリシ
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復刊 6 号

アの「あたらしい演劇（Nuevo teatro）
」宮脇永
吏訳、
『演劇と演劇性』
、2014 年、pp. 125-136

上演における観客の知覚について」『表象・メ

大 谷 理 奈「 ジ ャ ン・ ア ヌ イ の 戯 曲 に お け る 死

ディア研究』第 4 号、早稲田表象・メディア論

の 表 象： 生 者 の た め の 死 」
『Cahiers d'études
françaises Université Keio』19 号、2014 年、pp.
64-79
岡室美奈子「瓦礫の上で待ちながら：ベケットと
共生の思想」
『文学』2014 年 3・4 月号、
岩波書店、
pp. 2-15
菊池慶子「ライトモチーフとしての無意志的記
憶：サミュエル・ベケット『プルースト』にお
ける生・死・芸術」
『表象・メディア研究』第

学会、2014 年、pp. 73-90
——「 反 復 す る 死、 あ る い は 生 —— サ ミ ュ エ
ル・ベケット『ロッカバイ』試論」
『演劇映像
学 2013』早稲田大学演劇博物館、2014 年、pp.
113-124
堀田敏幸「ベケット、殺害への意志」『愛知学院
大学論叢』第 61 号、愛知学院大学教養教育研
究会、2014 年、pp. 17-33
——「ベケット、放浪の魂」
『愛知学院大学論叢』

4 号、早稲田表象・メディア論学会、2014 年、

2014 年、
第 62 号、愛知学院大学教養教育研究会、

pp. 27-43

pp. 1-20

木内久美子「初期ベケットにおける『擬人化』の

——「ベケット、明日なき真実」『愛知学院大学

問題 :『剽窃』の模倣の実践から『擬人化』批

語研紀要』第 39 号、愛知学院大学語学研究所、

判へ」
『Polyphonia : FLC 言語文化論集』第 6 号、

2014 年、pp. 3-24

東京工業大学 FLC 言語文化研究会、2014 年、
pp. 21-52
戸丸優作「
『一人称の主題による変奏曲』
：サミュ
エル・ベケットの一人称語りの探求について」

秋元陽平「ロラン・バルト、演劇を巡る愛と幻
滅（1）
：1950 年 代、 距 離 を 巡 っ て 」
『仏語仏
文学研究』47 号、東京大学仏語仏文学研究会、
2014 年、pp. 105-121

『言語情報科学』第 12 号、東京大学大学院総

林栄美子「舞台に上った「ヌーヴォーロマン」：

合文化研究科言語情報科学専攻、2014 年、pp.

演劇作品『ヌーヴォーロマン』をめぐって」
『慶

215-231

応義塾大学日吉紀要』第 58 号、2014 年、pp.

武田はるか「サミュエル・ベケットの『クワッド』
における沈黙の声」
『関東支部論集』第 22 号、
仏文学会、2013 年、pp. 155-166
八木斉子「ベケットから音響操作へ：
『言葉と音
楽』
『カスカンド』などのラジオ劇をめぐって
（From Beckett to the Engineered Sound: Words and
Music, Cascando, and Other Plays for Radio）
」
『演

97-116
佐藤朋子「情動的効果の場：『オイディプス王』
をめぐるディディエ・アンジューとジャン =
ピエール・ヴェルナンの論争（1966 年－ 1970 年）
とその争点」『関東支部論集』第 23 号、仏文学
会、2014 年、pp. 215-228
大坪裕幸「ドゥルーズと（反）メタ演劇：ブレヒ

2014 年、
劇研究』38 号、
早稲田大学演劇博物館、

トの読みかえを基軸にして」
『立教大学フラン

pp. 83-94

ス文学』第 43 号、2014 年、pp. 41-73

藤原曜「サミュエル・ベケットの『ソロ』にお

森田俊吾「アンリ ･ メショニックにおける演劇性

ける見えるものと聞こえるもの（Le visible et

の概念：翻訳行為と言語内身体の上演作用の関

l’audible dans Solo de Samuel Beckett）
」
『フラン

係について」『言語態』第 14 号、東京大学駒場

ス語フランス文学研究』第 104 号、仏文学会、

言語態研究会、2014 年、pp. 167-185

2014 年、pp. 135-150
山﨑健太「分かつことの両義性 : サミュエル・ベ
ケット『モノローグ一片』論」
『早稲田大学大

28

——「サミュエル・ベケット『わたしじゃない』

神崎舞「ロベール・ルパージュ作品における映像
術」
『ケベック研究』第 6 号、日本ケベック学会、
2014 年、pp. 51-67

学院文学研究科紀要（第 3 分冊）
』第 60 号、早

藤井慎太郎「演劇とドラマトゥルギー：現代演劇

稲田大学大学院文学研究科、2014 年、pp. 101-

におけるドラマトゥルギー概念の変容に関する

115

一考察」『早稲田大学大学院文学研究科紀要』
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第 60 号、2014 年、pp. 5-20
——「カタストロフィと演劇性」
『演劇と演劇性』、
2014 年、pp. 137-144

クベス》：パリ初演（1865）のための台本改訂
について（続）
」
『研究紀要』第 38 号、東京音
楽大学、2014 年、pp. 87-107

關智子「『謎』による読者の能動性の喚起：ポス

若宮由美「ヨーゼフ・シュトラウスの〈ロメオと

トドラマ的テクストにおける特異性の分析の試

ジュリエット〉
：グノーのオペラに基づくポプ

み」
『演劇映像学 2013』
、
早稲田大学演劇博物館、

リ」
『埼玉学園大学紀要（人間学部篇）』第 14 号、

2014 年、pp. 125-141

2014 年、pp. 75-87

ジョゼット・フェラル「演劇的なものとパフォー

伊集院元郁「上演の表象としてのドガ《E・F 嬢

マンス的なもの、その両者の間で」藤井慎太郎

の肖像、バレエ「泉」について》」『Aspects of

訳、
『演劇と演劇性』
、2014 年、pp. 145-153

problems in Western art history』 第 12 号、 東 京

カロール・エゲル「時間制に試される演劇性」穴
澤 万 里 子 訳、
『演劇と演劇性』
、2014 年、pp.
105-112

復刊 6 号

芸術大学、2014 年、pp. 51-61
塩田眞典「オペラ《カルメン》と制作者たち、お
よびその後のカルメン像の変貌」
『大阪商業大
学商業史博物館紀要』第 15 号、2014 年、pp.

ダンス研究・オペラ研究

121-157

秋山伸子「17 世紀フランスにおける音楽劇につ

鈴木愛理「オペラにおける子どもたちの役割：ビ

いて：
『アルミード』の場合」
『文学』2014 年 3・

ゼー《カルメン》の場合」『弘前大学教育学部

4 月号、岩波書店、pp. 54-68

紀要』第 112 号、2014 年、pp. 11-21

川野恵子「J・-G・ノヴェール『手紙』
（1760）に

林栄美子「現代バレエ作品『カルメン』と闘牛の

おける独創性概念 : 自然としての個別的身体」

イマージュ」『慶應義塾大学日吉紀要（言語・

『 芸 術 学 』 第 18 号、 三 田 芸 術 学 会、2014 年、

文化・コミュニケーション）』第 46 号、2014 年、

pp. 52-66
譲原晶子「メネストリエのバレエ理論からみた

pp. 43-67
林信蔵「エミール・ゾラ、アルフレッド・ブリュ

ノヴェール :『舞踏とバレエについての手紙』

ノーのオペラ共作：
《メシドール》『黄金の伝説』

（1760）における借用を巡って」
『美學』第 65 号、

のバレエ音楽をめぐって」
『仏文研究』第 45 号、

美学会、2014 年、pp. 121-132

2014 年、pp. 5-16

森 本 頼 子「 シ ェ レ メ ー チ ェ フ 家 の 農 奴 劇 場

澤田肇「テオフィル・ゴーチエと舞台芸術 : ジゼ

（1775~97 年）におけるトラジェディ・リリッ

ルはどこに？」
『女性学講演会』第 17 期、大

ク上演の試み：領主ニコライとパリ・オペラ座

阪府立大学女性学研究センター、2014 年、pp.

の音楽家イヴァールの往復書簡を手がかりに」

79-106

『音楽学』第 60 巻 1 号、日本音楽学会、2014 年、
pp. 78-91
田村和紀夫「ケルビーノが啓いた現実：ボーマル
シェの原作から見たオペラ『フィガロの結婚』
の革新性」
『尚美学園大学芸術情報研究』第 23
号、2014 年、pp. 53-63
星野聡「オペラ『ラ・ボエーム』のドラマと演奏
法」『フェリス女学院大学音楽学部紀要』第 14
号、2014 年、pp. 25-98
本間晴樹「さまよえる『仮面舞踏会』: 歌劇『仮

村上由美「マラルメとバレエの台本：『インド説
話集』における舞踊場面について」
『早稲田大
学大学院文学研究科紀要（第 2 分冊）』第 60 号、
2014 年、pp. 113-126
森田玲子「ダンカン・ダンスの運動特性（その
5）「ジムナスティックス」と「バー・ワーク」
を中心に」『比較舞踊研究』第 20 号、2014 年、
pp. 22-32
大木裕子「ディアギレフのバレエ・リュス（2）
：
バレエ・リュスの活動」『京都産業大学総合学

面舞踏会』の場面設定を巡って」
『研究紀要』

術研究所所報』第 9 号、2014 年 7 月、pp. 119-

第 38 号、東京音楽大学、2014 年、pp. 69-86

142

園田みどり「ジュゼッペ・ヴェルディのオペラ《マ

北原まり子「《牧神の午後》
（1912）以前のバレエ・
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リュスにおける絵画的舞台表象」
『舞踊学』第
36 号、舞踊学会、2014 年、pp. 1-8
伊藤雅子「アンドレ・レヴィンソンと 20 世紀ダ
ンス」
『舞踊学』第 36 号、舞踊学会、2014 年、
pp. 9-17
越智雄磨「フランスのコンテンポラリーダンスに

ミシェル・ワッセルマン「退職記念講義 歌舞伎、
オペラ、クローデル」『立命館国際研究』第 26
巻 4 号、 立 命 館 大 学 国 際 関 係 学 部、2014 年、
pp. 617-626
ブリジット・プロスト「講演録 20・21 世紀のヨー
ロッパ演劇のハイブリッド化における日本：人

みる支援政策の変遷：
『8 月 20 日の署名者たち』

文学部異文化交流研究施設第 25 回講演会」『異

の活動を端緒として」
『演劇研究』第 38 号、早

文化研究』第 8 号、山口大学人文学部、2014 年、

稲田大学演劇博物館、2014 年、pp. 21-39

pp. 97-101

寺尾恵仁「パラドックスの演技論：ジェローム・
ベル＋ Theater HORA 『Disabled Theater』上演

修士論文

分析」『藝文研究』第 106 号、慶應義塾大學藝

森本裕衣「太陽劇団研究」
（早稲田大学大学院文

文學會、2014 年、pp. 296-315

学研究科、2013 年度）

小林佐知子「図形楽譜づくりにおける個の思考過
程の展開と環境とのかかわり：バレエ組曲《火

博士論文

の鳥》より〈終曲〉を教材にした 6 年生の実践

原口碧『15 世紀フランス王国の宮廷文化におけ

分析を通して」
『学校音楽教育研究』第 18 号、

る「東方」の表象：ヴァロワ朝ブルゴーニュ家・

日本学校音楽教育実践学会、2014 年、pp. 133-

アンジュー家を中心に』
（お茶の水女子大学人

134

間文化創成科学研究科、2014 年 3 月 24 日）
井上由里子『ヴァレール・ノヴァリナの詩学：未

文化政策

知の共同体へ』
（大阪大学大学院文学研究科演

小畑精和「フランス語圏におけるケベック文化政

劇研究室、2014 年 3 月 25 日）

策の影響」
『明治大学人文科学研究所紀要』第
74 号、2014 年、pp. 32-35

糟谷里美『バレエ振付演出家小牧正英（1911-2006）
研究：バレエ・ルッスの日本への導入をめぐっ
て』
（お茶の水女子大学人間文化創成科学研究

日仏交流史・日仏比較文化論

科、2014 年 3 月 24 日）

Jean-Jacques Tschudin, « Le kabuki s’aventure sur les
scènes occidentales : Tsutsui Tokujirō sur les traces
des Kawakami et de Hanako », Cipango, no.20,

３．その他（解説・評論・エッセイなど）

2013, pp. 13-63

秋山伸子「フランク・カストルフ演出『ニーベル

Ian McArthur, « Le rakugo et Henry Black : Comment
un Britannique conta la modernité à Meiji »,
Cipango, no.20, 2013, pp. 65-94
Seiko Suzuki, « Le gagaku, musique de l’Empire
: Tanabe Hisao et le patrimoine musical comme
identité nationalel », Cipango, no.20, 2013, pp. 95139
Johng Wan Suh, « Le théâtre nō dans la Corée
colonisée : du nō comme théâtre d’État », Cipango,
no.20, 2013, pp. 141-164
Claude Michel-Lesne, « La question de la mixité dans
le théâtre Takarazuka : jeux d’ombre et de lumière »,
Cipango, no.20, 2013, pp. 165-230
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ングの指環』を観て」『青山フランス文学論集』
復刊 23 号、青山学院大学、2014 年、pp. 5-17
石井達朗「ジゼル・ヴィエンヌ『マネキンに恋し
て』
：官能と戦慄が錯綜する」『ダンスマガジン』
2014 年 8 月号、p. 78
——「 フ ィ リ ッ プ・ ド ゥ ク フ レ

カンパニー

DCA『パノラマ』
：ローテクであるからこそ心
惹かれる」『ダンスマガジン』2014 年 9 月号、p.
83
岩田美喜「書評

岡室美奈子・川島健・長島確編

『サミュエル・ベケット !

これからの批評』」

『 英 文 學 研 究 』 第 91 号、 英 文 学 会、2014 年、
pp. 83-86
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大 野 和 士、 武 田 奈 菜 子「INTERVIEW Conductor

塩谷敬「『ナンシー国際演劇祭』の頃」『日仏演劇

フランス国立リヨン歌劇場引っ越し公演で『ホ

協会会報』復刊第 5 号、2014 年、pp. 3-5

フマン物語』
を指揮 大野和士 ヒューマニティー

關智子「ジル・ドゥクレール教授講演会記録

パ

溢れるブリテン、音楽の未来を示したオッフェ

トリス・シェロー演出のラシーヌ悲劇：
『フェー

ンバック : そのオペラの魅力」
『音楽現代』

ドル』における剣」
『日仏演劇協会会報』復刊

2014 年 7 月号、pp. 92-95

第 5 号、2014 年、pp. 12-13

小田中章浩「フランス演劇 2013

シェローの死、

アヴィニョン演劇祭の監督交代」
『国際演劇年
鑑 2014』
、国際演劇協会日本センター、2014 年、

高萩宏「演劇の国際交流：海外公演から国際共同
制作へ」『悲劇喜劇』2014 年 11 月号、pp. 34-39
立木燁子「第 34 回モンペリエ・ダンス・フェス
ティバル報告〜多様性と変化への風」『Theatre

pp. 157-162
越智雄磨「ヌーヴェル・ダンス以後：コレオグラ
フィ概念の変異を巡る一つの作業仮説として」
『日仏演劇協会会報』復刊第 5 号、2014 年、pp.

Arts』2014 年 10 月 25 日更新（http://theatrearts.
aict-iatc.jp/201410/2113/）
——「音楽とダンスの融合が生み出す圧倒的な祝
祭性 —— 東京バレエ団、モーリス・ベジャー

21-23
桂真菜「人間の痛みを描き、生き延びる道を探る
作品群：パリ、マンハイムのテアター・デア・
ヴェルト、シビウ国際演劇祭をめぐって（特集
海外から学ぶ 2014）
」
『悲劇喜劇』2014 年 11 月

ル・バレエ団共同制作・出演モーリス・ベジャー
ル振付・演出ベートーヴェン『第九交響曲』
」
『Theatre Arts』2014 年 11 月 25 日 更 新（http://
theatrearts.aict-iatc.jp/201411/2258/）
西田留美可「世界観を提示するダンス：シディ・

号、pp. 54-58
鹿瀬颯枝「ミュッセ生誕 200 年記念国際シンポジ

ラルビ・シェルカウィ & ダミアン・ジャレ『バ

ウム：ミュッセティストたちの 21 世紀」『日仏

ベ ル Babel（words）
』
」
『Theatre Arts』2014 年 9

演劇協会会報』復刊第 5 号、2014 年、pp. 9-11

月 25 日更新（http://theatrearts.aict-iatc.jp/201409/

木内久美子「書評 川島健著『ベケットのアイル
ランド』
」
『比較文学』第 57 号、
日本比較文学会、

1971/）
林正和「世界の演劇から ウィルソン旋風と多彩
な演劇の力：パリ、フェスティバル・ドートン

2014 年、pp. 138-142
北原まり子・堀切克洋（編）
「フランス語圏舞台
芸術・文献目録（2013）
」
『日仏演劇協会会報』
復刊第 5 号、2014 年、pp. 24-33
喜多尾道冬「ムーサの贈り物（253）ヒーローと

ヌ（秋フェスティバル）2013」
『シアターアーツ』
第 58 号、2014 年、pp. 88-95
原田広美「〈国際性〉豊かな作品のコアをひもと
く〜勅使河原三郎 KARAS ＋デュポン、シェ

ヒロイン ユリシーズと彼をめぐるヒロインた

ル カ ウ ィ ＋ Dance New Air 他 」
『Theatre Arts』

ち（その 34）フォーレのオペラ《ペネロペ》」
『レ

2014 年 10 月 25 日 更 新（http://theatrearts.aict-

コード芸術』2014 年 7 月号、pp. 11-13

iatc.jp/201410/2063/）

黒岩卓「コピウーとラルドゥーのソチ（La Sottie

平野恵美子「文化：欧州が目を見張ったクラシッ

de Coppieurs et Lardeurs）」, Le théâtre français

ク・バレエ（ロシアの論理）」『エコノミスト』

du Moyen Age et de la Renaissance : Histoire,

2014 年 5 月号、p. 103

textes choisis, mises en scène, Paris : L’Avant-Scène
佐伯隆幸「シェローの死

藤井慎太郎「アヴィニヨンに風が吹く ——2014
年のアヴィニヨン演劇祭から」
『Theatre Arts』

théâtre, 2014, pp. 339-343
または、ある同時代者

の思い出」
『日仏演劇協会会報』復刊第 5 号、
2014 年、pp. 6-8

2014 年 8 月 25 日更新（http://theatrearts.aict-iatc.
jp/201408/1879/）
堀切克洋「トーキー以後、ブレヒト以前 ——1930

秋山伸子著『フランス演劇の誘惑

年代フランスの舞台芸術環境をめぐって」早稲

愛と死の戯れ』
」
『日仏演劇協会会報』復刊第 5

田大学演劇映像学連携研究拠点、pp. 1-6（＊）

——「書評

復刊 6 号

号、2014 年、pp. 16-17

——「現代芸術としての文楽：杉本文楽『曾根崎
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復刊 6 号

心中』パリ公演をめぐって」
『シアターアーツ』
第 57 号、2014 年、pp. 58-70

Aurélien Bory, Gwénola David, « Aurélien Bory :
Poème métaphysique » ( 伊藤郁女 ), Le Journal, janvier-

——「ドキュメント的に、そして神話的に：ジャ

mars 2014, Paris : Théâtre de la ville, p. 20.

ン = ミシェル・ブリュイエール／ LFKs『たっ

Laurent Catala, « Ardent Magma » ( に せ ん ね ん も ん だ

た一人の中庭』をめぐって」
『レゾナンス』第

い ), Mouvement : Arts et politiques, Mai-Juin 2014

8 号、東京大学大学院総合文化研究科、2014 年、

(« Changer d’Asie au rythme des décalages

pp. 34-35

artistiques »), Paris, pp.78-81.

——「光と闇とイデオロギー：ジョエル・ポムラ

Éric Demey, « Les Souffle des poèmes en fleurs »

の作品をめぐって」
『日仏演劇協会会報』復刊

(Souffleurs commandos poétiques), Mouvement :

第 5 号、2014 年、pp. 17-18

Arts et politiques, Mai-Juin 2014 (« Changer d’Asie

——
「饗宴の外側にあるもの：ポツドール『愛の渦』
パリ公演」
『wonderland』2014 年 1 月 22 日
更 新（http://www.wonderlands.jp/archives/
25011/）

au rythme des décalages artistiques »), Paris, pp. 8285.
Alexandre Dmidoff, « Plexus : Kaori Ito par Aurélien
Bory, plus ou moins l’infini », Journal de l’adc :

——「出口なき家族：ジョエル・ポムラ『うちの
子 は 』」『Theatre Arts』2014 年 10 月 24 日 更 新
（http://theatrearts.aict-iatc.jp/201410/2069/）

association pour la danse contemporaine, no.64,
décembre 2014, Genève, pp. 22-23.
Jean-Pierre Thibaudat, « Un prisme cosmopolite :

間瀬幸江「書評 『敵を欺け：カモフラージュ技

Kunio Shimizu, Yukio Ninagawa », Le Journal,

術と第一次世界大戦』
」
『日仏演劇協会会報』復

novembre-décembre 2014, Paris : Théâtre de la

刊第 5 号、2014 年、p. 15

ville, p. 8.

宮脇永吏「盲人たちと沈黙の声：ダニエル・ジャ

Nicolas Villodre, « Videodanse : Kazuo Ohno, de

ンヌトー演出『盲人たち』
、古川日出男主催イ

Daniel Schmid, 1995, 15 minutes », Mouvement :

ベント「見えない波」
」
『日仏演劇協会会報』復

Arts et politiques, Janvier-Février 2014, Paris, p.98-

刊第 5 号、2014 年、pp. 19-20

99.

森立子「あの人にこの質問を

パトリック・ドゥ

« My dinner with Michelle : Michelle Kokosowski

ヴォスさん」
『舞踊学会ニューズレター』
第 6 号、

(un non-entretien) » ( 坂 東 玉 三 郎 ), Cassandre/

舞踊学会、2014 年、pp. 3-7

Horschamps : Culture(s), Politique(s), Société(s),

柳下恵美「書評・紹介 鈴木晶著『オペラ座の迷宮：

n°.97, Printemps 2014, Paris, p. 74.

パリ・オペラ座バレエの 350 年』
」
『演劇映像』
55 号、早稲田大学、2014 年、pp. 65-69
八木雅子「書評

ジョエル・ユトヴォル著『啓蒙

（＊）印で示したものは、早稲田大学演劇映像学

の世紀の俳優たちと舞台衣裳：コメディ・フラ

連携研究拠点「演劇研究基盤整備：舞台芸術文献

ンセーズ所蔵フェッシュ & ヴィルスケールの

の翻訳と公開」のホームページにて一般公開され

ミニアチュール』
」
『日仏演劇協会会報』復刊第

ている（2014 年 3 日 27 日更新）。リンク先は下

5 号、2014 年、p. 14

記を参照（http://kyodo.enpaku.waseda.ac.jp/trans/）
。

Jean-Marc Adolphe, « Rayonnements d’un corps
obscuer » ( 大駱駝艦 ), Mouvement : Arts et politiques,
Mai-Juin 2014 (« Changer d’Asie au rythme des
décalages artistiques »), Paris, pp. 74-77.
Ushio Amagatsu, Sonia Schoonejans, Sylvian Pagès
« Ushio Amagatsu : le signe blanc », Journal de l’adc :
association pour la danse contemporaine, no.64,
décembre 2014, Genève, pp. 4-12.
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活動報告（2014 年度・2015 年度）

復刊 6 号

編集後記

2014 年度

「復刊」して６冊目となる今号は、事務局の体

総会

制を立て直した上での、あらたな再スタートの号

2014 年 5 月 14 日

と位置付けています。内容も、若手の研究者から

日仏会館

ご寄稿いただくなど、幅広い目で日仏の舞台芸術
に取り組むことができていると考えています。充
実した書誌情報と併せて、日仏演劇に関わる方た

シンポジウム
2014 年 5 月 14 日

日仏会館（総会終了後）

テーマ：
「20 世紀の演出家の時代をめぐって
──パトリス・シェローを中心にして」
パネリスト：佐藤信（演出家、座・高円寺芸術

ちにとっての貴重な資料となればと願っておりま
す。
およそ半世紀前、ジャン=ルイ・バローの来日
を機に設立された日仏演劇協会ですが、インター

監督）

ネットによってバーチャルな情報が一瞬にして世

渡邊守章（演出家、東京大学名

界を駆けめぐる現代社会の中で、身体、言葉を軸

誉教授、前京都造形芸術大学舞

に共同の空間が持つリアリティに立脚した舞台芸

台芸術センター長）

術とどのように関わっていくのか、このきわめて

坂原眞理（早稲田大学ほか講師）

今日的な課題を見据えながら、積極的に活動して
いく所存です。今後とも、ご支援を賜りますよう

講演会（早稲田大学演劇博物館主催、京都造形芸術大学お
よび本協会との共催による）

2014 年 3 月 3 日

早稲田大学 6 号館

テーマ：
「パトリス・シェロー演出のラシーヌ
悲劇『フェードル』における剣」
講師：ジル・ドゥクレール Gilles Declercq（パ

お願い申し上げます。
最後に、今号の発行が遅れたことで、会員なら
びに伊藤会長をはじめとした執筆者のみなさまに
は、ご迷惑をおかけしました。深くお詫び申し上
げます。
（ね）

リ第 3 大学教授）
研究会
2014 年 3 月 5 日

専修大学神田校舎 7 号館

テーマ：「フランスの最新舞台事情──鳴海康
平氏にうかがう」
講師：鳴海康平（津あけぼの座 芸術監督・第
七劇場 主宰・演出家）
聞き手：横山義志（SPAC- 静岡県舞台芸術セン
ター文芸部、学習院大学非常勤講師）
2015 年度
研究会
2015 年 10 月 23 日

専修大学神田校舎７号館

テーマ：
「アヴィニョン演劇祭 2015 概観／今
シーズンのフランス演劇の注目作品
をめぐって」
報告者：横山義志
モデラトゥール：片山幹生
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