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　周知のごとく、昨秋シェローが逝った。演劇に

関心を抱く者なら一様に痛撃を覚える出来事だか

ら、この演出家、映画人（それに俳優）へのさま

ざまなひとの葬送の辞、哀悼の意が各所で表明さ

れたし、されている。わたしも末席で、死を知っ

た直後に短文をベルナール = マリ・コルテスの

東京公演のプログラムに載せてもらった。この二

月に早稲田大学で開催されたパリ第三大学主任教

授ジル・デュクレール氏の講演「シェロー演出の

悲劇『フェードル』における剣」は具合よくそう

した言説群の締めくくり学問版の役を果たし、わ

たしたちはそれを介して複合的世界の一端を味

わった。おびただしいインクが費やされたという

ほどではないかもしれぬとしても、「別れの儀式」

はひととおり済んだといってよい。あとは儀礼に

留まらぬヴェクトル、かれとその時代の痕跡化で

ある。この演劇人はヨーロッパ二〇世紀演劇を考

えるとき欠かしえぬ存在だった。そこで、僭越で

もわたし自身をも解読格子にして、紙数が許す範

囲でかれの営為を辿り、跡づけ、その形式で演劇

の 20 世紀にひとつの反省的眺望をつけておこう

と思う。

　シェローは名実ともに一時代を画す貌である、

日本にいるわれわれすら照応的に意識していたス

ケールの。その照応性も掘り起こしつつ追ってみ

る。わかりよく経歴から（芋蔓式に他の名が顔を

見せるのはやむをえない、大事な軸のみに極力絞

るが）。パトリス・シェロー、一九四四年生、の

ちの盟友コルテスの四歳歳上、同時代的符合、日

本でアングラと呼ばれた運動を担った世代の平均

に比しても若い。この若さとのっけから早熟とし

か喩のない完成状、磨きのかかった感性がシェ

ローの基本像である（終生挑戦のスタイルを崩さ

ず、どの挑戦にもそれにみあう結実を示した）。

かれが初の脚光を浴びたのはリセ・ルイ = ル・

グラン時なのだ。二歳上のジャン=ピエール・ヴァ

ンサンとともにユゴーのメロドラム的作品、この

頃はだれも着目しなかった（当然である。テクス

トが刊行されたのは 1951 年なのだ）『介入』やロー

ペ・ド・ベーガの『フエンテ・オベフーナ』を出す。

この公演にして早やベルナール・ドルトを先頭と

する批評家連が詰めかけ、称讃のまなざしを送っ

た。知ったのはややあとにしろ、わたしは一驚し

たもの。日本では俳優はともかく、演出家にこう

した事態は滅多に生じない、強いて挙げれば勃興

期アングラを評価した渡邊守章の例ぐらい、でも、

そんな炯眼の主は通常そういまい。66 年シェロー

はパリ郊外サルトルヴィルに赴任。ここでも出し

物は異色だ、ラビッシュ『ルルシーヌ街の事件』、

レンツ『兵士たち』（「若者劇団賞」獲得）。ヴォー

ドヴィルが現代演劇のレパになり、むろんヴィ

ラールの『ホンブルクの公子』一瞥も怠ることな

く、ヘルダーリンはシャウビューネのグリュバー

を待たねばならぬことも留意していうと、やがて

『ヴォィツェック』に精魂を傾けるヴァンサンが

典型だ、見出された 疾
シュトルム・ウント・ドランク

風 怒 濤 、ないしドイツ・

ロマン派が流行するのもここが嚆矢だろう。しか

し、かれの行程は平坦ではなかった。デビュー時

からシェローは後年と変わらず幻惑的舞台を企て

ていたようで、創造は金を喰いすぎると当局には

悪評嘖々、69 年、赤字で立ちいかなくなった劇

場を事実上追い出されるかたちでかれはこのベッ

ド・タウンを去る。ゲーテを借りれば、ここまで

がパトリスの修業時代ということになるか。修業

どころか、歴としたプロ、それももう十分に目立っ

ていたけれど。

　かれが急激に飛躍、変貌めざましかったのはそ

れよりである。流謫の演出家をピッコロ座のパオ

ロ・グラッシがミラノに招く。いわずもがな、小

屋はストレーレルの城でもあり、墺伊仏を跨ぎ、

シェローの死　または、ある同時代者の思い出

佐 伯 隆 幸
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81 年に「ヨーロッパ劇場」初代監督となる同先

達は戦後演劇の巨匠だ、シェローがその美学（オ

ペラも含め）や比類なく示唆的なブレヒト咀嚼を

この地で学びとったことは容易に窺える。存分に

滋養を得て翌年パリ帰還。このいわば復員を契

機、踏み台に前からの世界視座を拡げつつフラン

スでの創造を再開したわけだが、初発のアンファ

ン・テリブル流儀、その公式性を毀す（「前衛」

はかく名ざされた途端に商品に変わるとバルトな

ら宣う。D. メスギッシュを想起されよ、70 年代

以降の演出家寵児期は「恐るべき子供」の大安売

り期だ、シェローこそその走りにされる両義性を

孕んでいた。かれはそれを払いのける、簡単には

尻尾をつかませない変幻自在ぶりで）反コンフォ

ルミスト芸術家の、余人にはとうてい模倣不可な

才能の発揚とアニマトゥールとしての実践が車の

両輪のごとく作動し、かれに時代の演劇の担い手

のなかでも稀な居場所を担わせることになるだろ

う。とうに人口に膾炙していようその後の途を反

復も覚悟しつつ速歩で。フランス・ブレヒチアン

の頭領プランションによってリヨン近郊ヴィルー

ルバンヌに呼ばれ、後者主宰の市
テアトル・ド・ラ・シテ

民劇場が再生

国
Ｔ Ｎ Ｐ

立民衆劇場に昇格するに伴い、シェローも参入

（二つの 認
コンセクラシヨン

知 ）、77 年まで共同芸術監督を務め

る。杮落しはマーロウの『パリの虐殺』、舞台奥

に巨大な壁が聳え、その前に湛えられた本水を迸

らせて（本多劇場開場の際、水の重みで舞台床を

抜いた唐十郎の『秘密の花園』、嗚呼同時代 !!）、

演出家がほぼ二〇年後に映画にするはずの（『王

妃マルゴ』）聖バルテルミー譚。巨大な壁という

のも事由は明白、シェローのセノグラフィは常時

「壁の舞台美術家」R. ペデュティの仕
トラヴァイエ

事だ。ここ

にかの地の「演出家の時代」の際立った特性があ

る、かればかりではない、ムニューシュキンと

ギー・クロード・フランソワとかアンドレ・エン

ゲル（アンゲル）とニッキィ・リエティとかヴィ

テーズとヤニス・ココスとか、セノグラフィを中

心に、照明にせよ衣裳にせよ、みな特定の芸術家

が個別の演出家と組み、共同作
トラヴァイユ

業して舞台創造

は為され、「演出に仕える」装置家という概念が

廃れる状況が現出した。この事態はテクストに仕

えるのを拒んだ「演出」の写し絵であると同時に、

時代の趨勢たる演劇の記号学的探究と不可分に連

接しており、ほどなく「セノグラフィの演劇」な

るものが誕生するのもこのパラダイムを動因とし

たことはいまさらでない。

　次第に紙幅がきつくなってきた。急ぐ。それか

らどんな舞台があったか、有名なものだけにせざ

るをえない。73 年『いさかい』──佐藤実枝言説

が述べるように、マリヴォーを「サドの残酷で読

んだ」と大評判を喚んだ文化人類学的演劇。テク

ストの深層に向かう解読の演劇の記念碑的な成果

──、77 年「日常性の演劇」の秀作、ヴェンゼル

の『アゴンダンジュを遠く離れて』（この戦略は

凄い。かれがとり上げなければ、わたしまで眼を

通す戯曲になったかどうか）、80 年、一転して超

大作『ペール・ギュント』（公演は二日掛かりで

はなかったか。ストレーレルの『別荘地三部作』、

ヴィテーズの四晩もの『モリエール』等、この時

代はどう長い舞台だろうと演出家に躊躇なし、い

かにも堂々の構えだった、なにせアラバールが演

出家の専制を倒せと叫んだ頃だ。極めつきはペー

ター・シュタインがエディット・クレーヴァーを

主役にした『オレスティア』三部作、しめて 7 時

間を越えた。東京の黒テントで長尺には慣れてい

たとはいえ、観たわたしは演劇とは経験だとはし

なくも躰で再認するくらい堪能、疲労した）。こ

の間、シェローの舞台が話題にならなかったこと

はまず皆無だ。しかも、かれの営
トラヴァイユ

みは芝居だけで

はない、映画（ここでは略）と、なかんずくオペ

ラという非常に重要な磁極を有した（師に当たる

ストレーレルの拓いた路、演出家の時代のもう一

箇の特徴、演劇人がオペラへ越境、「オペラにな

りたがる演劇と演劇になりたがる音楽劇が共存す

る」とドルトが評した風
ク リ マ

土の最尖端を印す里程

標）。70 年代に『ホフマン物語』（オッフェンバッ

ク再評価の導火線）、ベルク『ルル』の全曲上演、

そしてテアトル・リリックにおけるシェローの

この期の絶頂は 76 年から 80 年に掛け敢行された

バイロイトの『指輪』演出だ（ブーレーズ指揮）。

この舞台については渡邊守章の緻密な論があるゆ

え、一言のみ。ワーグナーに関しても表にある地

平を当為の枠とみなさず、楽劇の作者自身の精神

史的な時までをテクスト（神話＝物語と音楽）の

深部に読みこもうとした、これまた解読型舞台で

ある。賛否両論激しかったけれど、芸術表象とは
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いかなる網の目で織られているかという問いに真

正面から答える圧巻の実践であった。

　この演
ア ニ マ ト ウ ー ル

劇運動家が TNP よりおのれのやりたい

ことが自由にできると思ったかどうかは不明なが

ら実際まさしくそうなった、82 年から 90 年、か

れはナンテール・アマンディエ劇場を背負う。こ

の約 10 年はアマンディエ「シェローの歳月」と

呼ばれる。然り。かれは演劇学校を創り、映画も

教え、リュック・ボンディ、ルカ・ロンコニ、ボ

ブ・ウィルソン、ピーター・セラーズ、ジェロー

ム・デシャンら力量ある同時代演劇人に仕事をさ

せるとともに、かれ自身が水を得た魚のごとく、

使いにくいというのが定評のナンテールのやたら

巨きい舞台はむろんのこと、巷の映画館まで駆使

して自己のヴィジヨンを投影した冒険的な企てを

継続する。開幕からしてまこと離れ業、B.-M. コ

ルテスの『黒人と犬どもの闘争』にジュネ『屏風』。

後者がバルベス = ロシュシュアールの場末館な

ら、前者は舞台に中途で切れた莫迦でかい高速道

路が突き出、砂利床に車やらキャンピングカーが

登場、ミシェル・ピッコリ、Ph. レオタール、イ

サク・ド・バンコレ、ミリアム・ボワイエが奮闘

するアフリカ語り作（89 年に没する劇作家のコ

ンセクラシヨンの徴、フランス演劇のテクスト復

位の体現者、現代古典となるのはこの舞台、それ

に 86 年『西埠頭』、87 年の哲学劇『綿畑の孤独

のなかで』、88 年『砂漠への帰還』と続くシェロー

演出があったればこその側面は否定しにくい、テ

クストのもつ途方もなく透徹した世界視像が方

向は決定づけたにしても）、85 年ハイナー・ミュ

ラーの『カルテット』、87 年チェーホフ『プラトー

ノフ』とそれに基づく映像『オテル・ド・フラン

ス』、89 年『ハムレット』。演出家が現代劇には

とても禁欲的で（ストレーレルやプランションと

同様、かれが五〇年代前衛劇のうち俗に「不条理

劇」といわれるものにいっさい手を染めなかった

のは衆目の認めるところ、20 世紀演劇反芻のう

えで考察に値す）、18 世紀を偏愛したことは失念

すまい（『カルテット』にもその傾きはある）、ア

マンディエの劇場として無機質な大空間は格好の

実験場だったし、84 年のモーツアルト『ルーチョ・

シッラ』、湾曲した前舞台を駆けるジェーン・バー

キンにピッコリ、ディディエ・サンドルらが出

た『贋の侍女』（85 年）はそれこそかれのその本

領発揮だったはずだ。90 年代は映画、で、03 年

『フェードル』とくるわけだが、60 年代以来ここ

まで、民衆演劇の課題とスノビスムすれすれの絢

爛たる詩想（「驚かされる術を知らねばならない」

とかれ自身が説く創造の秘法はかれだけの図では

ない、太陽劇団にもラヴォーダンにも後行世代

の E. ラカスカードにもある演出家の時代の共分

母だ、ブルックやヴィテーズらをも同一視するの

はやや無理にしろ。そして、その確認を踏まえて

も、かれの名
ヴィルテェオジテ

人芸は規格を外れた）と、なんとい

う実
プラクシス

践の一代だったこと、各舞台を想像する度に

めくるめくものを覚えてしまう。

　さらなる活躍が願わしかったと嘆くのは詮ない

愚痴だし、きりないので止める。観たものも観て

ないものも区別なく綴った、それだけかれの仕事

の衝迫が圧倒的な証し。演出家シェローに焦点を

絞るけれど、万人の異口同音、かれには繊細この

うえない美意識とデミウルゴス流の意志的な造型

に達する壮麗な構成力、テクストの幹をたちどこ

ろに射る分析的知に思考の文体が精妙に交差する

三幅か四幅対が存在したというのがわが総括。「想

像力の至高性」、つまり、かれの舞台はいつだっ

てブルトン的な意味の、かつそれに収まらぬ域の

「不
メ ル ヴ ェ イ ユ

可思議」＝驚異に満ちていた。シェローとか

れ（ら）の世紀はかくありうる現前の可能性を演

劇全体が漲らせていた時代だったという謂いでも

ある。

（Nanterre Amandiers―les années Chéreau, ouvrage 

réalisé par Sylvie de Nussac, Imprimerie nationale, 

1990, Sous la direction de Michel Corvin, Dictionnaire 

encyclopédique du Théâtre, Bordas, 1991. Sous la 

direction de Robert Abirached, Le théâtre français du 

XX e siècle, Éditions L’avant-scène théâtre, 2011. etc.） 


