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〈フランスの演劇人が語る日本演劇の魅力〉 

 

演出家ダニエル・ジャンヌトーとの対話 

 

横山 義志 

 

 

横山：2021 年 11 月に SPAC-静岡県舞台芸術センターで初演された『桜の園』はジャンヌトーさんにとって

どんな意味をもつ作品ですか？ 

ジャンヌトー：私がこれまで日本でやってきたことのすべてが結実した作品だと思います。サラ・ケイン作

『ブラスティッド』（2009）、[テネシー・ウィリアムズ作]『ガラスの動物園』（2011）、メーテルリンク作『盲

点たち』（2015）と、私が SPAC でつくった作品はすべてフランス版と日本版があり、二つが双子のように

なっていました。『ガラスの動物園』では初めて、最初に日本版をつくり、次にそれにもとづいてフランス版

をつくって、二年にわたるツアーを行い、2018 年の東京芸術祭でも上演することができました。そのなか

で、日本とフランス双方のキャストが共存する作品をつくることをずっと夢見ていました。それがここでよ

うやく実現したのです。チェーホフはフランス人でも日本人でもないし、『桜の園』は一つの物語というより

も風景というか、ある時代の世界のあり方として、集団としての人間というもののポートレイトを描き出し

たような作品なので、それにはぴったりでした。 

 

 

ダニエル・ジャンヌトー演出『ガラスの動物園』（2011 年） 

 

『桜の園』は私にとってちょっと桁外れの規模の企画でした。フランスから俳優 5 人、スタッフ 4 人が静岡

で 5 ヶ月間滞在し、SPAC の俳優 8 人と作品をつくったのです。コロナ禍の真っ最中に準備作業をしていた

ので、本当にできるのか、直前まで分かりませんでしたが、とにかく実現したかったので、八方手を尽くし、



  

18 

 

日仏演劇協会会報 復刊 9 号  

国際交流基金がかなりの協力をしてくださって、なんとか来日できました。静岡での稽古を通じて仏日の俳

優・スタッフのあいだに出会いが生まれ、二つのチームが融合していき、私にとっては一つの舞台を越えた

意味をもつ作品になりました。 

単に言語や文化がちがうというだけでなく、日本の俳優もフランスの俳優もそれぞれ、かなり演技スタイル

のちがう俳優が集まったので、それも楽しかったです。 

 

 

ダニエル・ジャンヌトー演出『盲点たち』（2015 年） 

 

横山：ダニエルさんはほとんど毎年日本にいらしていますが、最初にいらしたのはなぜでしたか？ 

ジャンヌトー：最初に来たのは 1998 年で、ヴィラ九条山（京都にあるレジデンス施設でアンスティテュ・

フランセ日本の支部の一つ）に滞在しました。9 月から 4 カ月間滞在しました。昔から日本文化には興味を

もっていて、映画や造形美術や文学など、それなりに知ってはいました。でも、「世界で一番行きたいところ」

というわけでもありませんでした。中東などにも興味をもっていたのですが、ふとヴィラ九条山に応募しよ

うと思い立って、採用されたという感じです。これほどの経験が得られるとは思っていませんでした。でも

日本に着くと、すぐにそれが自分の人生にとって重要な経験になるだろうと思いました。日本中を旅して、

多くの重要な出会いをして、4 ヶ月の間にすっかり日本と恋に落ちてしまいました。この経験を通じて、自

分自身のことも、よりよく理解できるようになりました。それにフランスにいるときよりも、なんだか落ち

着いたんですよね。日本にいるほうが幸せだった。なので、できる限り多く日本で過ごしたいと思うように

なりました。この最初の日本滞在は人生で最も重要な経験でした。 

横山：なぜ自分のことをよりよく理解できると思ったのですか？ 

ジャンヌトー：まずは、自分のことを知らない人ばかりのところに来たからです。それに、日本はフランス

と違うところが非常に多い国だと思います。一方で、すごく似ているところもあります。日本人は控え目で、

他者に敬意を払い、他者と距離を取ります。なので旅をしても、余計な干渉をされることなく、すごく自由

でいられます。ヴィラ九条山では京都で宿泊も確保され、滞在費も支給されていたので、これまでにないほ

ど、のびのびと過ごすことができました。フランスの家族や仕事からも距離を取れたので、自分がやりたい

ことをじっくり考えられたのです。気候や風景、芸術や美意識も、とても自分に近いものを感じました。そ
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して日本に滞在すればするほど、それが確信に変わっていきました。 

横山：自分に近いと思ったのはどんなところですか？ 

ジャンヌトー：繊細さと気配りですね。日本においてはそれがあらゆる場面に見られます。細かい物事への

気配りが、日ごろの身のこなしにも、一つ一つの物の仕上げにも感じられます。静けさ、距離を取ることも。

一方で、盛り上がったり、騒々しくなったり、クレイジーになったりするところも、もちろんありますけど

ね。いずれにしても、自分にとってちょうどいい生き方ができる場所が日本だったんです。フランス人とし

て日本にいる、というのもよかったんでしょうね。きっと日本人にとってはもっとしんどいでしょう（笑）。

そのあたりはちょっと自分勝手な話でもありますが。 

横山：その繊細さと気配りが、私は苦手で、フランスのほうが性にあっていました（笑）。 

ジャンヌトー：フランスはめちゃくちゃですよね（笑）。日本人にとっては日本の秩序とかヒエラルキーとか

のなかで生きていくのは大変でしょう。私もフランスのいいかげんさとか、無秩序さとかもけっこう好きで

す。その間にいるのがいいんですよね。 

 

横山：ではどういうきっかけで SPAC で仕事をするようになったのですか？今ではジュヌヴィリエ劇場でほ

とんど毎年のように日本特集をやっていらっしゃいますよね。 

ジャンヌトー：本当は毎年やりたいくらいですが、毎年はできていません。ジュヌヴィリエではすでに前の

ディレクターのパスカル・ランベールのときから日本と深い関係が築かれていました。パスカルはフランス

で岡田利規や平田オリザを最初に招いたディレクターの一人でした。そしてちょうど私が就任したばかりの

ときに、国際交流基金から「ジャポニスム 2018」への参加のご提案がありました。そのおかげで 4 作品を招

聘・制作することができ、大きな成功を収めました。それによって国際交流基金ともよい関係を築くことが

できました。今回の『桜の園』でも、国際交流基金がこのプロジェクトを成立させるために、非常に深くコ

ミットしてくれました。資金だけでなく、フランス人がこの時期に来日する許可を得るためにも。 

横山：この時期にこれだけのフランス人が長期にわたって滞在できたというのはかなり例外的なことでした

ね。 

ジャンヌトー：はい、通常は不可能だったでしょう。国際交流基金があらゆる手を尽くして実現してくれた

のです。本当に奇跡的なことでした。 

 

横山：国際交流基金の方々とはどんな形で出会ったのでしょうか？ 

ジャンヌトー：理事長の安藤裕康さん（当時）から直接、アポイントメント依頼のご連絡をいただきました。

パリ日本文化会館でお目にかかり、ジュヌヴィリエ劇場としてぜひジャポニスムに参加したいとお答えしま

した。そこで日本に二週間滞在させていただいて、日本中で舞台を見て、人に会い、一つの新作製作を含む

四つの提案をしました。タニノクロウの二作品、松井周の作品、そして岩井秀人との新作です。岩井秀人は

フランスのプロの俳優と、ジュヌヴィリエのアマチュアと一緒に作品を作りました。国際交流基金からはも

っと有名な、キャリアのあるアーティストをご提案いただきましたが、自分が興味を持てたアーティストだ

けをプログラムしたかったので、交渉を重ねました。この提案が受け入れられて、ジュヌヴィリエ劇場の歴

史に刻まれる企画となりました。国際交流基金の方々もとても評価してくれて、深い関係を築くことができ

たのです。 
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横山：初めに SPAC を知ったのはいつですか？ 

ジャンヌトー：1998 年のヴィラ九条山滞在時に、フランス大使館の当時の文化アタシェ、エマニュエル・

ド・モンガゾンさんが SPAC での二十四時間滞在を企画してくれました。鈴木忠志さんにお目にかかり、劇

場等を見学し、舞台芸術公園に宿泊させていただいたんです。 

 その後は（横山）義志さんが宮城さんに紹介してくれて、再び SPAC とつながったのでした。2008 年に

アヴィニョン演劇祭で宮城（聰）さんにお目にかかったのですが、ちょうどステュディオ・テアトル・ド・

ヴィトリーのディレクターになることが決まったときでした。それでサラ・ケインの『ブラステッド』を SPAC

で演出することになり、その年の秋には SPAC を訪れて、下見をしました。2009 年の始めにオーディショ

ンのためにもう一度静岡に行って、6 月に「Shizuoka 春の芸術祭」で初演しました。義志さんは私が 2005 年

にジェラール・フィリップ劇場（サン＝ドニ）で演出したバージョンを観たんですよね？ 

横山：はい、それで推薦したんです。 

ジャンヌトー：ありがとうございます。 

横山：まさかそれから、こんなに長い付き合いになるとは思いませんでしたけどね。 

ジャンヌトー：そうですね。その後の人生に大きな影響がありました…。私は国際的な関係を築いたりする

のは苦手なので、義志さんがいなかったら、こういうことにはならなかったでしょう。 

横山：SPAC のプログラマーとしても、ここまで長くお付き合いしているアーティストは他にあまりいませ

ん。 

ジャンヌトー：義志さんとも、それから俳優や技術スタッフとも、かなり個人的にも友情を培ってきました

ね。 

横山：そこまで長く友情がつづいたのはなぜでしょう？ 

ジャンヌトー：私がみなさんのことを大好きだからです（笑）。静岡で働けたのは夢のようでした。 

横山：SPAC の技術スタッフとここまで深く友情を培った演出家はあまり他にいないでしょう。 

ジャンヌトー：それは不思議ですね（笑）。本当にすてきな人たちなので。 

横山：ダニエルさんがいつも現場で働いていたからでしょうね。日本の演出家も含めて、ここまで技術スタ

ッフの仕事をよく知っていて、一緒に仕事をした演出家はなかなかいなかったでしょう。スタッフの仕事の

質とか、どれだけの努力をしてそこに至ったか、ということをよくご存知だったからだと思います。 

ジャンヌトー：そうですね。私は技術スタッフが大好きなので、一緒に働くのが楽しいんです。もともと舞

台美術家だったので。でも、どんなスタッフともここまで深く関わるわけではありません。私にとっても特

別です。ここまでやる気があって、質の高い仕事をしてくれるスタッフはなかなかいないので。制作部の方々

もそうです。SPAC の方々は特別ですね。 

横山：やる気があるというのは、たくさん働くという意味ですか（笑）？  

ジャンヌトー：いや、たくさん働いてもやる気があるとは限りません（笑）。細部へのこだわりがあり、やさ

しさがあり、企画に意味があることを信じている、ということです。その信念がなければ、演劇は成立しま

せん。それがあるので、SPAC ではとてもみなさんに支えられている気がします。やっていることに確信が

持てるのです。 

横山：SPAC とは演劇への信念を共有している、ということでしょうか？ 
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ジャンヌトー：そうですね。なので、SPAC で仕事をすると、自分の仕事に自信が持てるのです。それに、

仕事の環境がすばらしいです。今回は大変でしたが。コロナ対策の規則がすごく厳しくて、それはしんどか

ったです。でも、実現できて本当によかった。 

 

横山：フランスのスタッフと日本のスタッフとのちがいもありますか？ 

ジャンヌトー：いや、フランスだって、もちろんジュヌヴィリエ劇場のスタッフをはじめとして、私が大好

きなチームはいくつかあります。でも SPAC とは、文化も言語も違いますが、非常に緊密な共犯関係を築く

ことができたように思います。おかげで楽しく仕事ができました。SPAC の仕事の質というのはなかなか他

では見られないようなものなんですよ。 

横山：たとえば？ 

ジャンヌトー：責任感、知性、細部へのこだわり、企画への理解、精神のオープンさ、人間的な温かみ…と

いったことです。SPAC も日本によく見られるようなヒエラルキーとか、形式主義的なところとかもありま

すが、私たちのことをよく見守ってくれて、個人的な友情も感じられて、とてもやりやすいです。 

横山：その点はとても興味深いですね。というのは、俳優や技術スタッフがダニエルさんのことを好きにな

った理由の一つとして、ダニエルさんが SPAC 内部のヒエラルキーを壊していったところがあると思うんで

すよ。それに、それまでとは違った仕事の仕方を教えてくれたところもあります。たとえば、あまり長時間

稽古をしないとか。 

ジャンヌトー：そうですね。稽古を短時間にしたり、役割の大小にかかわらず、全ての俳優やスタッフに同

じように接したり、部屋に招いて一緒に一杯飲みながら話をしたり、といったことで、『ブラステッド』のと

きから、劇場にちょっと違った空気を持ち込んだのではと思います。SPAC の歴史のなかでそういうことを

したのは私たちが最初だったかもしれませんね（笑）。 

横山：それも、みんなダニエルさんのことが好きな理由の一つですね（笑）。それによって俳優やスタッフ同

士の関係も変わったように思います。 

ジャンヌトー：はい。それは私も本人たちから聞きました。『ブラステッド』はみなさんにとっても重要な体

験だったようですね。それによって多くのことが変わったと聞いています。 

横山：一方で、ダニエルさんは SPAC で革命を起こそうとしたわけでもなく、SPAC のやり方もかなりリス

ペクトしてくれた。 

ジャンヌトー：そうですね。もちろん、それまでの SPAC のやり方を全て変えさせようとしたわけではなく、

自分らしくいるようにした、ということですかね。 

横山：それによって、同僚たちにとっても、私自身にとっても、だいぶ風通しがよくなったと思います。 

ジャンヌトー：私にとっても、みなさんのおかげで、自分の人生のなかで最良の時間のうちのいくつかを

SPAC で過ごすことができました。 

横山：私にとってもです。ダニエルさんと SPAC のような幸せな出会いというのはかなり稀なものですね。 

ジャンヌトー：私もそう思います。今回の『桜の園』の経験は、これまで以上にクレイジーなものでした（笑）。 

横山：どういう意味でですか？ 

ジャンヌトー：だいぶ長い間、本当にできるのか分かりませんでしたし、しんどい制約がたくさんありまし

たし、母が亡くなって急に一時帰国しなければならなくなったりもして、私事も重なり、不思議な経験にな
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りました。それからママール・ベンラヌーとの共同演出にしたことで、仕事の仕方もだいぶ変わりました。 

横山：どう変わったのですか？ 

ジャンヌトー：これまではママールは撮影担当で、同時に作品についていろいろ話す、というくらいだった

のですが、今回は初めて、最初から最後までママールと一緒に演出しました。舞台美術も、俳優への演出も、

みんな一緒にやりました。 

横山：うまくいきましたか？ 

ジャンヌトー：そうですね。まあ面倒なこともありましたが（笑）。なかなかよかったです。演出家としての

仕事の仕方が少し変わったように思います。 

横山：どのあたりですか？ 

ジャンヌトー：より俳優の話を聞くようになり、その分形式的な演出が減りました。ママールは俳優の演技

をよく見て、話をよく聞いてくれるので。私の方がよりコンセプチュアルなところがあると思います。 

 

 

ダニエル・ジャンヌトー演出『桜の園』（2021 年）稽古の様子 

 

横山：これまでの日本での経験から、日本の演劇について「これが好き」というのはありますか？ 

ジャンヌトー：日本で演劇をたくさん見ているわけではないんですよね。フランスでのほうが日本の演劇を

多く見ています。日本の演劇で好きなのは…日本人ですかね（笑）。最近、ジュヌヴィリエ劇場で岡田利規さ

んとタニノクロウさんの作品（『消しゴム山』と『笑顔の砦』）を同時に上演しました。この二作品は美学的

には本当に全くちがうのですが、どちらも強烈な作品でした。「フランス演劇とは」と聞かれても、あまりに

いろいろなものがあるので、私には定義できないのと同じように、「日本演劇とは」と聞かれても、一つの答

えはできません。たとえば、西洋の演劇を真似ている日本の演劇はあまり好きではありません。でも、岡田

利規さんやタニノクロウさんのように、独自の深みをもったアーティストの作品は大好きです。判断基準は

フランス演劇の場合と同じですね。「日本演劇」という一つのカテゴリーがあるわけではなく、「日本の劇場」

という一つの創作の空間、作品が出現する空間があって、そこでは本当に重要な作品が生まれています。た
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だ、「日本演劇」一般について語ることはできません。 

横山：とはいえ、ジュヌヴィリエ劇場には他の国より日本の演劇作品をよく招聘していますよね。それは単

に他の国より日本のことをよくご存知だからでしょうか？ 

ジャンヌトー：たしかに、私は他の国や地域のことはよく知らないのに、日本にばかり来てしまうんです。

それはよくないですね（笑）。 

横山：つまり、まず日本が好きでよく来る、ということがまずあり、そこからアーティストとの出会いが生

じたということですね。 

ジャンヌトー：その通りです。結局のところ、出会いは生き方から生じるものですから。 

 

横山：今回はダニエルさんが日本でこれまでに経験したこと、一緒に経験したことを振り返ることができて、

とてもよい時間を過ごすことができました。 

ジャンヌトー：私たちが最初に出会ったのは 2002 年なので、もう 20 年になりますね。 

横山：20 年も定期的に会っている友達はそんなに多くないです。 

ジャンヌトー：今回は一緒にごはんを食べることもできませんでしたが、次回はもうちょっと一緒に時間を

過ごせるといいですね。パリに来るときには連絡してくださいね。 

横山：次回は SPAC 新作『ギルガメシュ叙事詩』を 2022 年 3 月にパリのケ・ブランリー美術館で上演する

ので、そのときですかね。 

ジャンヌトー：その頃はパリにいるので、もちろん観に行きますよ。ではまた！ 

 

 （日仏演劇協会実行委員・SPAC-静岡県舞台芸術センター文芸部） 

 

 

 

【ダニエル・ジャンヌトー（Daniel Jeanneteau）】 

演出家・舞台美術家。1963 年、フランス・モーゼル生まれ。ストラ

スブール装飾芸術学校を卒業後、ストラスブール国立劇場付属学校

で演劇を学ぶ。89 年に演出家クロード・レジと出会い、彼の作品の

舞台美術を 15 年に渡って一手に引き受ける。2001 年からマリー=

クリスティーヌ・ソマと共同でストリンドベリ、ラシーヌ、キーン

などの作品を演出。05 年、サラ・ケイン『ブラスティッド』をスト

ラスブール国立劇場で上演。SPAC では『ブラスティッド』（09 年）、

『ガラスの動物園』（11 年）、『盲点たち』（15 年）、『桜の園』（21 年）

を演出。08 年よりステュディオ・テアトル・ド・ヴィトリー芸術監

督を経て、17 年よりジュヌヴィリエ劇場（T2G）ディレクター。 

 


