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　私がフランス東部の都市ナンシーの「演劇教育・

研究国際大学センター」（通称 CUIFERD ）に留

学したのは 1972 年 10 月であった。この話を進め

るには前年 7 月のジャック・ラング氏との出会い

にまで遡らねばならない。

　1971 年 7 月、私はその秋に行われる仏政府給

費留学生試験の準備をしていた。

　指導教授の戸張智雄先生から「夏に初来日する

演劇関係者の世話係をしてもらいたい」というお

話をいただき、軽い気持ちでお引き受けしたのだ

が、これが私の一生を左右するほどの出来事に

なろうとは想像さえもしなかった。ラング氏は後

にミッテラン政権の文化大臣として辣腕を振るう

ことになるが、彼の原点はナンシー大学在学中の

1963 年に妻モニックらと創立した「ナンシー・

大学劇場」にあるのでその経過を簡単に記してお

こう。

　大学都市の住民と演劇との交流を通して文化の

潮流を創り出すという意図のもとに大学関係者及

び自治体の支持を得て、ラングたちの組織は他大

学の劇団との競演による「学生演劇・国際ディオ

ニソス祭」を企画した。記念すべき第一回演劇祭

は 1963 年 4 月 24 日から 30 日まで、古代ギリシ

アのディオニソス祭を模したコンクール形式で、

ヨーロッパの 8 ヶ国 11 劇団が参加して開催され

た。

　この演劇祭運動は、公的な文化組織の活動に対

応したものであることが早い時期に証明される。

つまり、行政側も都市の活性化に至るものという

認識でこの運動にかなりの期待を寄せていたので

ある。

　1964 年の演劇祭には、祖国ポーランドでも知

名度が低かったグロトフスキーを初めて異国に紹

介、彼の斬新な演劇論・俳優論は 60 年代後半か

ら 70 年代の世界の演劇に大きな影響を与えるこ

とになる。

　1965 年、新しい演劇教育を目的とした冒頭の 

CUIFERD を演劇祭の付属機関として設立。外務

省の特別予算枠で外国から演劇人 5 名を留学生と

して招き、交流を促す一方で彼らに「アトリエ」

と称した演劇の実践講座を主宰させ、地域住民に

無料公開した。

　1966 年にはアヴィニオン演劇祭の創始者で前

「国立民衆劇場」総支配人ジャン・ヴィラールを

総裁に、作家ミッシェル・ビュトールを審査委員

長に迎え（実行委員長は初回からジャック・ラン

グ）、この催しの存在意義を大々的にアピールし

ている。

　1968 年にフランス全土を揺るがした「五月革

命」の数日前に開催された演劇祭は、その名称を

「ナンシー国際演劇祭」に変更した。大学や社会

の変革を求め火山の如く噴火する学生運動を前に

して、学生演劇祭が、平凡な起爆剤で終わってし

まうことを危惧したラングの措置であった。以後

の演劇祭はコンクール形式を取らずに、アヴァン

ギャルドを中心にセミ・プロとプロの劇団の出会

いの場として世界にその存在を知らしめることに

なる。中でもベトナム戦争を痛烈に批判したピー

ター・シューマン率いるアメリカの「パンと人形

劇団」は路上で演じられ、演技空間の利用法に新

たな発見を加えた。

　1969 年より、質の維持と十分な準備期間を設

けるためにビヤンナーレ（隔年）開催とした。

　1971 年 5 月は、芸術的に最も実りの多い演劇

祭となった。ポーランドのタディウス・カントー

ル、アメリカのロバート・ウィルソンそして日本

の寺山修司もナンシーから世界にデビューを果た

した。結城人形座と青年座の合同劇団もこの年に

参加している。

〔思い出の舞台〕

「ナンシー国際演劇祭」の頃

塩 谷 　 敬
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　さて話を 1971 年 7 月の日本に戻そう。5 月の

演劇祭を大成功させた実行委員長ラングはその

2 ヶ月後、日本政府に招かれて妻モニックと初来

日したのである。世話係の私は約一ヶ月間夫妻と

行動を共にした。つたない仏語で会話を重ねるう

ちに彼らは私のプライベートな部分にまで興味を

示して、「これから君は何をするつもりか」と尋

ねてきた。「秋の留学生試験を演劇部門で受験し

ます」と答えると、驚くべき返事が返ってきた。「君

がチャレンジしようとしている留学生試験の最終

審査まで進むことを条件に、もし不首尾に終わっ

た場合は私の組織が君を留学生として迎えよう」

と言ったのである。前述のように CUIFERD は外

務省の特別枠で 5 名の外国人留学生を受け入れて

いた。私自身は大学に入学するまでの 6 年間を劇

団文化座研究生などで演劇修行をした経験がある

ので、そこの留学生資格は満たしているとのこと

だった。

　肝心の留学生試験は最終審査まで進んだものの

演劇部門ではその年の該当者は誰もいなかった。

　かくして私は 1972 年 9 月に CUIFERD の留学

生としてナンシーの地を踏んだのである。ナン

シーはパリの東 306km に位置する人口 20 万人、

カトリック教会の重要都市であり、文芸アカデ

ミーと大学を有する、主要都市の一つ。ガレやドー

ムに代表されるガラス工芸のアール・ヌーヴォー

の発祥地として日本人にも良く知られている。さ

らに同市中心部の「スタニスラス広場」が 1983

年にユネスコの「文化遺産」に登録され、2005

年には TGV も開通し、今ではパリから 90 分で

行けるようになった。北陸の金沢市とは 1972 年

以来姉妹都市として交流が続いている。

　演劇祭事務局は 1973 年 5 月の創立 10 周年記念

祭に向けて準備に余念がなかった。我々留学生は

昼間はナンシー大学大学院で演劇理論を学び、夜

はそれぞれがアトリエを開いて地元の青少年と演

劇活動に汗を流した。時間があると演劇祭事務局

に顔を出して邪魔にならないように組織作りのノ

ウハウを学んだものである。演劇祭の劇団選考シ

ステムは大変ユニークである。まず各国に滞在す

る、またはこれから滞在する仏人演劇関係者をボ

ランティアの選考委員に任命してナンシー国際演

劇祭にふさわしい劇団を紹介してもらう。それに

基づき事務局内の選考委員会で検討し、決定する

のだが、現地からの報告はすべて仏語なので翻訳

の手間は省け、すべてがスピーディーに進行する。

驚いたことに、選考委員会が作成した 1975 年に

招くべきグループのリストに「状況劇場」と土方

巽の率いる「暗黒舞踏」が記載されていた。この

ことは後述する。

　そして 1973 年 5 月。普段は中世のたたずまい

を想わせる静かなこの町は、演劇祭の始まる数日

前からその様相を一変させる。街は若者であふ

れ、種々の言語が飛び交うなか、参加劇団の宣伝

を兼ねたパフォーマンスに大きな歓声が湧く。ま

さしく演劇祭という「祭り」なのだ。

　この年、日本からは「早稲田小劇場」（現

SCOT）が最重要劇団の一つとして招かれた。私

はラング氏の意向を受けて、この劇団のパリ公演

に付き添い、その後ナンシーまで同行した。そこ

までケアするのは異例なことであるが、演劇祭が

「早稲田小劇場」に寄せた期待の大きさを計り知

ることができた。その期待にたがうことなく、白

石加代子が主演した『劇的なるものをめぐって』

は話題を独り占めにした。会場には立ち見席が用

意されたが、それでも収容しきれず、詫びを入れ

て帰っていただいたことを覚えている。とりわけ

白石加代子の六法を踏むシーンが圧巻で、アン

コールにも六法で応えていた。

　演劇祭に参加した劇団のいくつかは事務局のプ

ロデュースした別の都市で公演することができ

た。1972 年にラング氏がパリの国立シャイヨー

宮劇場総監督に任命されたのでナンシーの後はパ

リの国立劇場という夢のような巡業が実現したの

である。

　1973 年の記念演劇祭も成功裏に幕を閉じて次

の演劇祭の本格的準備に入った 1974 年の 6 月頃、

私はラング氏から呼び出しを受けた。『一度帰国

して留学生試験を受けなおしたらどうか』という

話だった。ラング氏は詳細を語ろうとしなかった

が、秘書によると東京のフランス大使館から私に

関することでラング氏に抗議文が届いたそうであ

る。大使館としては「仏政府給費留学生」は唯一

大使館だけが窓口であり、試験に合格した者だけ

が対象になるべきなのに、塩谷は別のルートで同

じ待遇の留学生として採用されたのは納得がいか
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ないという内容だったという。数日後私は『受け

なおしてきます』と答えた。するとラング氏は『君

を選考委員に任命するから候補に挙がっているグ

ループと交渉してきなさい』。つまり旅費が出る

ように配慮してくださったのだ。

　こうして一時帰国した私は早速状況劇場と土方

巽のグループとの交渉を開始した。状況劇場から

は「今のところ海外に出るつもりはない」とあっ

さり断られてしまった。土方巽との交渉はかなり

具体的に進んだのだが、渡航費を助成してくれる

国際交流基金から「土方巽の評価はまだ定まって

いない」という理由で書類の受付を拒否されてし

まった。「ナンシー国際演劇祭」は国庫の補助金

で運営されているが、フランスに来るまでの費用

は各グループの負担であるため国際交流基金に頼

らざるを得なかったのである。ほかのスポンサー

は見つからなかったので、残念ながらこの話は流

れてしまった。

　「暗黒舞踏」は今でこそ世界に誇る日本の舞台

表現術として定着したが、1979 ～ 80 年頃にフラ

ンスを中心に注目を集めたのが最初である。カル

ロッタ・池田や天児牛大らのグループの地道な活

動が評価されたのだった。もし土方巽が 1975 年

の演劇祭に参加していたなら、舞踏ブームはあと

数年早く訪れたであろう。これまた残念な結果と

なった。

　再挑戦した留学生試験は無事に通過し、正規の

留学生として再渡仏することになった。

　書きたいことの半分も表せなかったが、スペー

スの関係で思い出話は、これまた残念ながら、こ

こまでとなる。機会が許せば続編をと思っている。
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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.） 
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　21 世紀に入ると同時に盛んになったロマン派

の生誕 200 年は、ヴィクトル・ユゴー、アレクサ

ンドル・デュマ、ジョルジュ・サンド、そしてア

ルフレッド・ド・ミュッセと続く。フランスでは、

記念公演、記念出版、記念シンポジウムと行事が

目白押しであったが、日本では、ミュッセを語る

行事など皆無に等しい。そこで、ミュッセティス

トの端くれとして、2010 － 2011 年度に盛大に行

われたミュッセ生誕 200 年記念行事について報告

する義務があると感じた。

　今時、ミュッセなんて古い、黴臭い、集まる人

たちはノスタルジックな年配研究者の輩にちがい

ないと少しでも思われた方々に伝えたい。2010

年 8 月 14 日～ 21 日の一週間に渡り開催された国

際シンポジウム１）は、若手研究者がほとんどで

あり、最年長は、ソルボンヌ大学のフランク・レ

ストランガン教授と私であった。言い換えると、

ミュッセ研究に関しては、80 年代の私の指導教

授たち、故アンヌ・ユベルスフェルト教授（ソル

ボンヌ大）、ベルナール・マッソン教授（ナンテー

ル大）の時代から完全に世代交代をしており、今

回の招待者リストは、80 年以降にミュッセ、ロ

マン主義、およびその周辺をテーマに博士論文の

執筆者リストから選んだようだった。昨年 3 月に

ルーアン＆ル・アーヴル大学出版局よりコレク

ション《コロック・ドゥ・スリジー》の一つとし

て出版された『ミュッセの詩学』２）にも新時代

のミュッセティストたちによる新たな研究分野を

感じ取ることができる。

　ノルマンディーのスリジー・ラ・サル国際文化

センターで開催されたシンポジウムは、連日、午

前 2 名、午後 2 名の発表（各人 1 時間 30 分）に絞

られ、夜は、参加者有志による一幕物上演３）や

ワイン片手に名句引用ゲーム等を通して、ミュッ

セについて語り尽くすという趣向になっており、

至福の一週間を過ごした。唯、最終日に私の研

究発表が入っていたので、本当に幸せを感じたの

は、やっと解放された帰りの車中であったが。日

本では、過去にセゾン劇場で渡辺守章教授訳＆演

出の演劇史に残る『ロレンザッチョ』４）を観て、

大いに励まされ、勇気づけられたが、それ以降、

ミュッセ劇に関するものは、舞台上演も邦訳も耳

にしていない。ならばと、拙いなりに抄訳ではあ

るが対訳５）を試み、またシンポジウムの招待を

受けるなどと孤軍奮闘したのは事実である。

　スリジー・ラ・サルでの個々の研究発表につい

ては次に述べるとして、先ず、驚かされると同時

にさすがミュッセティストの集まりと感心させら

れたことがある。通常、1 ～ 2 日で開催され、同

時にいくつものジャンルに分かれているので、聴

きたい発表を選ばねばならないものだが、今回は、

21 名の研究発表すべてを一週間かけて参加者全

員が無理なく聴けるようにプログラムは組まれて

いた。また、今回の発表者全員（博論執筆中の院

生 2 名を除いて）、いずれかの大学に属し、教授、

准教授であるはずだが、所属も肩書も一切載せず

に名前だけが記入されていた。通常、名前より先

に所属大学、役職等の肩書がものものしく書き込

まれているが、何もないのが小気味よい。さらに、

人里離れた会場周辺には羊や牛以外、誰もいない

し、何もない（行事がある時しか停まらない駅一

つだけ）ので、3 度の食事は全員一緒にテーブル

につく。ファーストネームで呼び合い、自己紹介

から始まる。各人の宿泊部屋に鍵はない。未だか

つて泥棒に入られたことはないと言う。

　「私のグラスは大きくないが、私は自分のグラ

日仏演劇協会２０１３年度講演会報告

ミュッセ生誕 200 年記念国際シンポジウム
―ミュッセティストたちの 21 世紀―

鹿 瀬 颯 枝
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スで飲む」と言い切ったミュッセ、観るためでは

なく読むための芝居を好み、驕りのない詩を綴り、

古典主義とかロマン主義とか、いかなる流派にも

属することを拒んだへそ曲がり、しかし当時の青

年たちが罹った世紀病に自らも罹った世紀児。そ

んなミュッセの作品を愛する人たちが集まったシ

ンポジウム。主催者に心より感謝であった。生誕

200 年記念として、大きく掲げたテーマ『ミュッ

セの詩学　poétique de Musset』は、《Une poétique 

à rebours》という表現もミュッセの「さかしまの

詩学」というより「へそ曲がりの詩学」と読んだ

ほうが本人も喜びそうだ。シンポジウムのプログ

ラムは、シンプルに発表者のＡＢＣ順に発表され

たが、後で出版の際にはジャンル別に次の 5 項目

に分けられた。

I. 出典と台詞

II. ジャンルごとの詩法

III. 演劇：エクリチュール、ドラマツルギー、演出

IV. 独自のモチーフ、強迫的テーマ

V. 交差する視線

幾つかタイトルだけでも拾ってみると、「ミュッ

セと中世・ルネッサンス期のイタリア作家たち」、

「ミュッセと 15 世紀の表象」、「翻訳から創作へ、

ミュッセの出生証明書」、「ミュッセのメタ・レク

チュール」、「ミュッセ劇における庭園の様相」、

「ミュッセ：ドラマツルギーと政治」、「ロレンザッ

チョの謎」、「不調和の美学」、「ミュッセと賭博」、

「ミュッセとバルザック」、「ミュッセの忠実なる

信者 ― エミール・ゾラ」、「ミュッセとプルースト、

あるいは快楽の詩作」、「ロレンザッチョ、あるい

は仮面の人」等など、実に多岐にわたる。

　この国際シンポジウムの前に、2010 年 6 月 25

～ 26 日、既にヴァンドームにおいて《ミュッセ

のテリトリー、現実とフィクション》というテー

マで最初のシンポジウムが開催されていた。こ

の後、11 月にはパリ大学、翌 2011 年 3 月には

ルーアン大学でもシンポジウムが予定されてお

り、ミュッセ生誕 200 年を祝う実に豊かな 2010

－ 2011 が待っているはずだった。

　2011 年 3 月 14 日、私は成田空港からパリに出

発する予定であった。16 日にルーアン大学で最

後のシンポジウムが開催されることになっていた

からだ。しかし、周知の通り、この日は、未曾有

の東日本大震災から 3 日後、原発の爆発事故、そ

して「計画停電」の初日。当然のことながら、す

べての予定を変更せざるを得なかった。先ずは、

フランスの関係者に私がルーアンに行けないこ

と、私自身は無事であるけれど、日本は大変な状

況になっていることをメールで知らせた。2 日後、

シンポジウム当日は日本へのお祈りから始めたと

のルーアン大学からの報告。感謝。鍵すら要らな

い穏やかで幸せな暮らしを共有した仲間たちから

の暖かいメールが続いた。６）　

　あれから 3 年、今年 4 月にパリでルーアン大学

の教授の一人に再会した。相変わらず、ミュッセ

に限らず、ヴィニー、デュマ、サンドとロマン派

の作家たちの書簡集の朗読会とか忙しそうであっ

たが、2013 － 2014 年度は、バカロレアの文学部

門でミュッセが指定されているので、芝居もあち

こちで上演されているという。『ロレンザッチョ』７）

や格言劇『扉は開くか閉じるかしていなければな

らない』８）が現在上演中。少なくとも今年のバ

カロレアが終わるまで、パリではこの 2 作品が観

られる。

　『ロレンザッチョ』は、私が 2000 年から関係し

ている 9 区のテアトル・デュ・ノールウエスト

で、『扉は開くか～』は、16 区の住宅街にあるテ

アトル・ラヌラグで上演中。いずれもとても小さ

な劇場なので予約をしないと満席だ。特にノール

ウエストには高校生たちがグループで先生に連れ

られてやって来ていたのが、印象的だった。この

小さな芝居小屋は、かつてモリエール、ラシーヌ

に続いて、ミュッセの全作品を半年間上演９）し

たことがある。ミュッセ作品ばかり 40 年も演じ

た俳優がコメディー・フランセーズにはいるのだ

と教えてくれたのも此処だった。本人の肖像画を

見るまで信じられなかったのを覚えている。皆、

ファナティック？　今回は、見知らぬ顔ぶればか

りだったけれど、2 時間余に短縮して切れの良い

演出が一般には好評のよう。古くからの賑やかな

劇場街グラン・ブルヴァールにあるのだが、小さ

くて見落としそうになる。一方、ラヌラグも同様

に小さいけれど、上演作品はいつも話題になる。

静かな高級住宅街にひっそりと佇み、雰囲気のあ

る劇場で、年間のプログラムを見ても、客層をみ

ても、劇場の建築様式も 16 区という感じである。



日仏演劇協会会報　復刊５号

11

日曜のマチネにぴったり。その後は、近くのブロー

ニュの森を散策しながらマルモッタン美術館でモ

ネを見て、帰宅というのは如何だろうか。

十数年、通っているこの二つの小劇場、共通点

は唯一、ミュッセ劇をよく上演しているので発見

できたということ。大劇場では味わえない演劇空

間に浸れるのだ。朗読会などを通しての出会い、

再会も愉しみのひとつ。ノールウエストの劇場主

は、昔も今も初演の日には必ず、役者、裏方、関

係者全員に一本ずつ赤いバラをプレゼントする習

慣を欠かしたことがない。私自身も《シリーズ・

ミュッセ》の後、メーテルランク作『闖入者』の

初演日に新米の舞台監督として真紅のバラを頂い

た。振り返ってみると、私にとってはミュッセを

通して大きくなった演劇の輪である。

註

１） CERISY, LES COLLOQUES - La poétique de 

Musset - du samedi 1er août au samedi 21 août 

2010, au Centre International de Cerisy-la-Salle

２） La poétique de Musset, sous la direction de Sylvain 

Ledda, Frank Lestringant, Gisèle Séginger, Presses 

Universitaires de Rouen et du Havre, 2013

３）	Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée

４）	『ロレンザッチョ』訳・演出　渡辺守章、堤真

一主演、銀座セゾン劇場、1993 年 7 月 1 日～

24 日

５）	「劇場への招待席　－　ロレンザッチョ」対訳

（抄訳）鹿瀬颯枝、『ふらんす』2005 年 4 月号

～ 2006 年 3 月号連載　（ジェラール・フィリッ

プ脚色・主演のＣＤ音源付）　

６）	「ミュッセ生誕 200 年記念国際シンポジウム

日録」鹿瀬颯枝、『聖学院大学総合研究所　

Newsletter』　Vol. 22-1, 2012

７）	Lorenzaccio, au Théâtre du Nord Ouest, 13, rue du 

Fbrg Montmartre, 75009-Paris

８）	Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, au 

Théâtre Ranelagh, 5, rue des Vignes, 75016-Paris

９）	Alfred de Musset – Intégrale  (2000) , au Théâtre 

du Nord Ouest, 13, rue du Fbrg Montmartre, 

75009-Paris

   「21 世紀に向かって小さな芝居小屋の大きな

挑戦」鹿瀬颯枝、『ふらんす』2001 年 1 月号
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　パトリス・シェロー、2013 年 10 月 7 日没、享

年 68 歳。クロード・レジやピーター・ブルック

などの大御所が米寿を迎えた後も活発に創作を

行っているなかで、早すぎる死、大きすぎる損

失であった。今年 3 月に早稲田大学演劇博物館主

催で行われたジル・ドゥクレール教授の講演会で

は、そのシェローの代表作であるラシーヌ悲劇

『フェードル』（Phèdre, 2003）が取り上げられた。

DVD の映像を見ながら、シェローの独創性を指

摘し、さらには現代演劇における古典戯曲の読み

直しの意味を問う、鋭く奥深い議論だった。本稿

はそのまとめである。

　講演は演劇的記号の確認から始まった。演劇的

な記号は、舞台のイメージと演劇的イメージの二

つに大きく分けることができる。舞台のイメージ

は、舞台上で示されている内容であり、演劇的イ

メージは言葉によって観客の内に想起させられる

新たなイメージである。ラシーヌが『フェードル』

を書いた 17 世紀のフランス古典主義においては、

観客の演劇的イマジネールの力が強く、ギリシャ

悲劇やラテン悲劇を書き直すことが前提となって

いた。ラテン劇よりはギリシャ劇の方が模倣すべ

き手本とみなされていたが、ラシーヌはセネカの

『パエドラ』を作品のなかに取り入れつつ、新た

なエウリピデスとなることを試みた。

　シェローがもっとも興味を持ったのはそのラ

シーヌ劇における古代悲劇との緊張関係である。

彼はフランス古典主義の形式主義的な礼節や適合

性を取り去り、その下にあるものを明るみに出す

ための道具として、抜き身の剣を舞台上に持ち出

した。それは切っ先を引きずらないようにするた

めには常に誰かに向けていなければならない、極

めて危険なマテリアルである。

　剣は、舞台上の具体的な物質という意味におい

ては舞台のイメージに属すと同時に、台詞として

も「剣」という言葉が語られるために、演劇的イ

メージにも属している。この剣はやがて持ち主か

ら自立して脅威を持つようになり、登場人物たち

はそのことに対して恐怖する。また、イポリット

がフェードルに剣を向けるシーンでは、闘牛の剣

のイメージを持ち出し、彼女がミノタウロスの娘

であるという事実を暗示することで神話の時間を

挿入している。このように『フェードル』におけ

る剣は単なる武器としてではなく、複層的な時間

とイメージを喚起させ、ラシーヌ作品の深層部に

描かれた暴力性を炙り出すものとして提示されて

いるのである。

　以上のような上演における暴力性の描写は、

シェローはラシーヌを裏切ったのか、という問い

を喚起する。結論から言えばこれは裏切りではな

い。シェローはラシーヌ作品における隠された

暴力性を浮かび上がらせたのである。ラシーヌ劇

における暴力性を証明し得るのはまず、台詞にお

ける内的上演指示である。ラシーヌは上演指示を

登場人物の台詞のなかに織り込んでおり、台詞に

よって指示される暴力的な行為は舞台上において

なされ、舞台のイメージとなるよう示している。

次に「エノーヌの抽象」と呼び得るものもまた暴

力性を証明する。登場人物のエノーヌは、「剣」

を持った「腕が振り上げられた」と語るが、それ

が誰の腕であるのかを曖昧なままにする。観客は、

この「剣」という象徴的な言葉によって暴力性の

イメージを演劇的イメージとして受け取り、また

その剣の持ち主がイポリットとフェードルのどち

らでもあり得ることから、暴力性のイメージを両

義的なものとして認識するのである。

　この両義性は、シェロー作品がある種のパラ

ジル・ドゥクレール教授講演会記録

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

關 　 	 智 子
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ンプセスト palimpseste であることを明らかにす

る。パランプセプトとは、羊皮紙に文字を書く際

に文字を削り取ってさらに新たに書き直すため、

様々なテクストが層になって重なっている様子を

意味する。剣を持った腕がイポリットのものであ

る場合、それはラシーヌではなくセネカ作品にお

いて描かれていたシーンである。またフェードル

のものである場合はシェローのオリジナルという

ことになる。シェローはこのような複層的なイ

メージを喚起することで、『フェードル』という

作品が神話から、エウリピデス、セネカ、ラシーヌ、

そしてシェローによって次々に書き直され、そし

て本作品はその歴史が刻み込まれたものであるこ

とを示しているのである。

　以上のことから、シェローの『フェードル』に

見られる独創的な美学は、ラシーヌの『フェード

ル』における美学と重なり合うものであるとドゥ

クレール教授は語った。シェローの『フェードル』

における暴力性は無根拠なものではない。『フェー

ドル』の最後では、テゼーが血を顔に塗る。それ

はある種の演劇の仮面を作る行為であり、観客は

古代悲劇の形式を目の当たりにするのである。

＜講演者プロフィール＞

ジル・ドゥクレール（Gilles Declercq）

　1956 年生まれ。現在、パリ第３大学教授。同

大学演劇研究所長。専門は 17世紀修辞学、演劇史。

「情念と演劇性」、「ラシーヌにおけるレトリック

性と演劇性」といった論考を発表し、近年は舞台

芸術における演出美学に関する研究に取り組み、

パトリス・シェローやダニエル・メスギッシュと

いった演出家の舞台に関して、「古典の読み直し」

という面からの考察を精力的に行っている。

　著作に Iconographie théâtrale et Genres dramatiques

（2008）、Pascal Quignard ou la littérature démembrée par 

les muses（2011）、Reprise et Transmission. Autour du 

travail théâtral de Daniel Mesguich（2012）など。
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　18 世紀後半、ルカンやクレロン嬢が主導して

朗唱法や舞台衣裳の改革が試みられたことはよく

知られ、トガを纏ったタルマの絵姿も多くの演劇

書で目にする。だが、同時代の宮廷文化の延長線

上にあった舞台衣裳がどうであって、それに対し

て改革派の衣裳はどう「自然」だったのかは、そ

うそうわからない。文字だけのファッション誌が

ないように、たとえ詳細な衣裳の記述を読まされ

ても、である。写真も映像もない 18 世紀、唯一

のビジュアル資料は絵画のみ──しかし、ジャ

ン = ルイ・フェッシュとそのパートナーである

ヴィルスケール（以後、F&W と略）の手になる

それは、とんでもなく雄弁である。

　本書は、2011 年に CNCS（国立舞台衣裳装置

センター）で開催された同名の展覧会にあわせて

出版された。著者は前コメディ・フランセーズ演

劇図書博物館館長であり、現在、フランス国立図

書館舞台芸術部長を務め、演劇史家でもある。 

　ここにはコメディ・フランセーズ図書博物館

が所蔵する F&W による俳優の小肖像画（Portrait-

miniature）、グワッシュ画 123 点とトレース画 18

点が掲載されている。主に水彩で描かれる小肖像

画はイギリス、フランスを中心に大流行し、マリ

ヴォーの『諍い』にも登場するように、メダイ

ヨンやタバコ入れなどの小物に装飾・加工され

て恋人や家族間の贈物などとして人気を集めた。

F&W の小肖像画は、1760 年から革命までのコメ

ディ・フランセーズやコメディ・イタリエンヌの

舞台上の役者の姿を描いたもので、ファンや俳優

自身が購入し、コレクションすると共に飾って愉

しんだという。それは舞台写真であり、ポスター

であり、ブロマイドであったと言えるだろう。と

同時に、舞台衣裳のみならず、俳優の演技を垣間

見ることのできる極めて貴重な上演資料でもあ

る。 

　著者は、俳優の財産目録、手紙、雑誌記事など

の文字資料、あるいは同時期の別の絵画資料を参

照し、コレクションを再構成して、描かれた舞台

衣裳を検証し、舞台上の俳優たちの姿を浮かび上

がらせる。悲劇の俳優たちの姿以上に、面白いの

は喜劇のそれである。衣裳やメイクの変化に役柄

の継承と新たな創造が語られ、あるいはタルチュ

フたち「黒づくめ」の面々が一堂に集められる。

とりわけカルラン（パグ）と呼ばれた名アルルカ

ン役者の舞台上の姿は何度見ても飽きることがな

いし、多くの無名作品の内容が気になって戯曲を

探した読者は一人ではあるまい。 

　F&W の小肖像画は、衣裳の色彩や細部に至る

まで極めて忠実に描かれている点で重要な資料と

いえるが、のみならず、現代のイラストレーター

あるいは漫画家の作品と言われても誰も驚かない

だろうリアルで軽やかな筆致で描かれた、役者た

ちの生き生きとした姿は特筆に値する。写真が一

瞬を切り取るように、いや、むしろ動画を一時停

止したかのように、そこには役者たちの動きが内

包されており、次の瞬間、その絵が動きだして台

詞が聞こえてきそうなほどなのだ。また著者が指

摘するように、背景や舞台装置が描かれることは

まれで、ヴェラムに俳優とその影が足下に描かれ

るだけの絵でありながら、見る者は一瞬にして舞

台の世界へと誘われる。展覧会に行けなかったこ

とがいよいよ悔やまれるが、この本が手元にある

のが救いに思える。図録にありがちな重くかさば

る体裁ではないのも嬉しい。つい手にとって見て

しまうのが、この本の正しい見方読み方のような

気がする。

〔書評〕

ジョエル・ユトヴォル著

『啓蒙の世紀の俳優たちと舞台衣裳：コ

メディ・フランセーズ所蔵フェッシュ

＆ヴィルスケールのミニアチュール』 

　Joël Huthwohl, Comédiens & costumes des 

Lumières, Miniatures de Fesch et Whirsker, 

Collection de la Comédie-Française, Préface de 

Christian Lacroix, Bleu autour/Centre national du 

costume de scène, Imprimerie Chirat à Saint-Just-

la-Pendue, 2011 

八 木 雅 子
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『敵を欺け：カモフラージュ技術と	

第一次世界大戦』
Cécile Coutin, Tromper l'ennemi : L'invention du 

camouflage moderne en 1914-1918, Paris, Pierre 

de Taillac, 2012．

間 瀬 幸 江

が、着手されさえしたというのだから仰天である。

　たった一発の爆弾で広大な森林を一瞬で焼き尽

くせてしまう大量破壊兵器と「同居」する一方、

３D プリンタでピストルを「印刷」できてしまう

時代を生きる私たちには、カモフラージュ小隊の

仕事には、隔世の感どころか失笑を禁じえない。

しかし、劇場を持ち運ぶことを考えたフィルマン・

ジェミエの挑戦は 1912 年だった。コポーがジュ

ヴェに新生ヴィユ・コロンビエ座の図面を引かせ

たのは第一次世界大戦の只中のことだった。演劇

という仕組みを介して虚構を現実に接続しようと

した 20 世紀のアーティストたちと、組織に命じ

られ「あるもの」を隠し「ないもの」を見せるこ

とに砕身したアーティストたちは、同じ時代の落

し子である。老木の物見櫓の設計図と注意書きの

メモは、舞台装置を建築に見立てたり、戯曲では

なく舞台作品全体を作品と見なしたりし始めた

20 世紀前半の演劇人たちが書き残した演出ノー

トの類と、一見してとてもよく似ている。

　著者のセシル・クータンは、フランス国立図書

館で長きにわたり舞台装置のデザイン画をはじめ

とする、演劇関連博物資料の管理責任者をつとめ

た。前歴は現代史博物館である。私事ながら、国

立図書館時代の彼女には、リファレンスで本当に

お世話になった。論文のテーマを絞り込めず、質

問の体をなしていない愚痴のような私のつぶやき

を拾い上げ、さまざまな角度から速やかな資料調

査を行い研究意欲を刺激してくる職人芸のような

仕事ぶりに感嘆した。「仕事の完成度も然ること

ながら、戦争の惨禍をものともしない快活さで」

銃後でも人気を博したという最前線でのアーティ

ストたちの快活さは、芸術を愛し演劇を愛する彼

女の仕事の丁寧さといつも変わらぬ陽気さに一脈

通じていると実感する。

　カモフラージュ小隊の面々が身につけた腕章に

は小さなカメレオンの刺繍が施されている。カメ

レオンが保護色に身体の色を変えるのは、イデオ

ロギーのためではない。自覚的な保身のためでさ

えない。カモフラージュ小隊のアーティストたち

もまた、呼吸するかのようにモノづくりにいそし

んだのではなかったろうか。

　1915 年、フランス軍はカモフラージュ小隊を

編成する。ここに配属された兵士はすべて画家で

あり、その中には、デフォルマシオンに長けたキュ

ビストや、だまし絵を得意とする舞台装置家が含

まれていた。『敵を欺け：カモフラージュ技術と

第一次世界大戦』は、味方を敵の目から隠しつつ、

敵の目を欺く仕掛けを作る任務を担った彼らの仕

事を、主観を退けたニュートラルな立場から網羅

的に紹介している。

　赤いズボンと青い上衣という、19 世紀型のフ

ランスの軍服が、飛距離と殺傷能力の 20 世紀型

の武器の登場を前に姿を消したという「前史」に

始まり、カモフラージュ小隊が作られるまでの経

緯の説明が続き、そのあとに「作品」の数々がたっ

ぷりの図版を用いて紹介される構成。地面の土色

に見立てたアースカラーのユニフォームは迷彩服

の前身であろう。そして、設置された大砲を隠す

ための牛や死体のハリボテ。実際より数を多く見

せるために兵士が両手に持った、首から上だけの

人型。巨大な布やネットに木々や葉っぱを付けた

り着色したりなどして地表や森林に見立て、長い

橋や道をそっくりそのまま覆い隠してしまう巨大

プロジェクト。老木の内側をくり抜いて梯子を仕

込んだ物見櫓。武器を隠すための牛は、偵察機に

真相を見抜かれぬように、毎晩闇に紛れて場所を

移動しなければならない。老木の物見櫓に至って

は、戦場のリアリティから浮き上がらぬよう、生

きた木の上部をわざわざ爆弾で吹き飛ばしてから

制作に入るという手の込みようである。そしてそ

うした「作品」制作の大きなアトリエがフランス

各地にあったという事実。さらには、爆撃をかわ

すためにダミーのパリを作るという壮大な企画
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　古典主義前のテオフィル・ド・ヴィオーの『ピ

ラムとティスベ』から 20 世紀の『ゴドーを待ち

ながら』に至る、フランスでのまあ看板と目され

る芝居についての蘊蓄の書。17 世紀の三者（作

は『舞台は夢』、『タルチュフ』、『フェードル』）、

18 世紀がマリヴォーとボーマルシェ、ロマン派

からユゴーとミュッセ、世紀末のロスタン、及び

メーテルランク、掉尾にベケットと、十一篇が概

ね手際よく陳列され、加えてコラムが付く。好個

の啓蒙的読本といおうか、書き手の知を満載する

教養書。感心した。ただ、ありていに書くと、気

になる要素は多少ともある。作品選定は著者の勝

手ゆえ容喙はしないが、それでも、なぜこれら

諸作の集まりかという疑問は残る。演劇史の流れ

に沿っている趣向はほのみえても（語りはときに

教科書的、入門書的だ）、実はその線はそう肉太、

明快でなく、また個々の劇を捌く全体の視点もさ

まで首尾一貫していると映らないのだ。代わりに

ポイントは作品論なのかというと、これもなに

か微妙だし（個々の作品に捧げられた頁の短さ !! 

これで意を尽くせたら奇跡に近い）、記述そのも

のが研究言説なのかエッセイなのかという位相に

して模糊で、その、意図か否か判然とせぬ揺らぎ

に読者はいわば惑わされる。これぞ傑作という思

い込みだかオダだかの気配が漂うだけになおさら

だ。学者が初心者のように興奮し──別にわるい

ことではない、むしろつねにそうありたいもの、

だが、かなめはその熱の質にあるし、それを伝え

るエクリチュールの具体にも由る──、そのなか

で既知事項と新角度をとりまぜ、概論めかしつつ

その水位を超えようとした書という辺りがいちば

ん妥当と思える。当たり前の話、わかりきったこ

とを解説されるのはつまらず、強引でもあぶり出

される発見らしきは面白い。基本視点、劇をテク

ストではなく、大筋上演から迫ろうとした姿勢は

買えるし、その限りで、示された舞台と展開はひ

とまず刺激的。しかし、であればなお一層疑問が

浮かび出る。「フランス演劇の誘拐」がタイトル

──フランス演劇なる恐ろしく時代がかった用語

と「誘惑」の身ぶりの軽さとの結合にげんなりし

ないといったら嘘になる。副題の「愛と死の戯れ」

も同、ドラム・ブルジョワを除けば、大抵の芝居

は愛と死の戯れだ、これでは折角の論が泣くトー

トロジーに堕す──の啓蒙的手引書にしては、先

述の言と矛盾するみたいだが、細部は結構専門的

で、難しいのである。書評子のような者にはそこ

が魅力だったというと反語に聞こえるか、蘊蓄と

いうはそれ、これは両価的含みなので、所々筆が

ともすれば我田引水になりかねぬ調子に滑るのが

ちと残念。

　関連しよう、著者は芝居でもオペラでもあっけ

ないくらい無頓着に映像に依拠して語る。それは

どうなのか。遠い異郷の舞台でわれわれのだれも

全部は観てないという現実は認めてもいい（自慢

にあらず、筆者は言及された舞台を半分余観てい

た）、けれども、実舞台と映像はまるで異なるの

だということを前提にしないとやはり危険だろう

（個人的な意見を付加。筆者はジャン = リュック・

ブッテの『王は楽しむ』もシュタインの『ペレア

スとメリザンド』もこんな風には観ていない。当

然だ。またそれを議論する際、映像にかくのごと

く頼ってやるなどは及びもつかぬ）。仮に映像で

述べるにしろ、観ることのできる『タルチュフ』

や『フェードル』や『ゴドー』は他にもあるのを

著者はご承知だろう（シェローは措いて、ヴィテー

ズ、当て推量だがたぶんマレシャルか Ph. アドリ

アン、コルネイユはストレーレル。いや、仮に映

像はなくても、このくらいの幻視は入り用ではな

いか）。ちなみに、ジューヴェの『ドン・ジュアン』

を梃子に（要旨だけ記憶で書く）、あらゆる時代

がそれぞれのドン・ジュアンを提起してきたと述

べ、その各舞台が帯びる隔たりの表徴を論じたの

はドルトである。この言に筆者なりの敷衍を試み

るのをお許し願えれば、これ、前の世紀の R. フォ

ンタナまでおのおのの時代が固有のタルチュフ像

を表示してきた、この人物は「悪党」（鈴木康司

in『混沌と秩序　フランス十七世紀演劇の諸相』、

秋山伸子著

『フランス演劇の誘惑　愛と死の戯れ』

岩波書店、2014 年

佐 伯 隆 幸
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中央大学出版部、2014 年）とは限らないとも読

みかえうると筆者は思う。一回その系譜をきちん

と洗ってみる必要だってあるのだ、著者のような

専門人にはそういうことこそ期待したい。となる

と、本書の選定は若干恣意的だと思わざるをえな

くなってこないか。惜しい哉。

　あれこれ望蜀の念を連ねた最後に。参考文献表

は厖大でためになるが、いま少し有機的に使って

欲しい、演劇とオペラの差異についてももっと敏

感にみて頂きたいと愚考もする、このように架橋

する眼にいかなる創造性が横たわるか、その要諦

部を穿ってもらっていれば、よりよかっただろう。

とまれ、注文は注文、筆者は大変啓発され、勉強

になったのはまぎれもない、協会内外の方々に味

読をお勧めする次第。

〔パリの舞台から〕

光と闇とイデオロギー

――ジョエル・ポムラの作品をめぐって

堀 切 克 洋

　2013-2014 年シーズンにおけるジョエル・ポム

ラの活動は、パリ市内の劇場に限ってみても、オ

デオン座における二作品（『時の商人』『世界へ』）

の再演、およびカトリーヌ・アンヌの戯曲を演出

した新作公演（『夏のない年』）、ブッフ・ドュ・ノー

ルでの再演（『偉大で伝説的な儲け話』）の四作品

を数え、地方での再演（『シンデレラ』）やブリュッ

セル・モネ劇場での新作オペラ公演（『世界へ』）

などを勘案すればなおさらその仕事量に驚かざ

るをえない。オペラ版『世界へ』はベルギー現

代音楽界の巨匠フィリップ・ボースマンス（1936

年生）による作曲で制作され 2014 年 3 月に初演

された。

　ポムラの初来日公演（2011 年 6 月、静岡芸術

劇場）は東日本大震災によって敢えなく中止と

なってしまったが、このときに上演される予定

だった作品『時の商人』を震災後に見てみると、

まるで原発産業に関わる大企業とその周囲の

人々を描いているようにも見えて興味深い。た

だし、それはポムラの書くテクスト自体よりも、

彼の演出に拠るところが大きいだろう。仮にポ

ムラが多作の劇作家であるとしても、それ以前・

以上に、彼は演出家なのである。ポムラの活躍は

したがって「演出家の時代の終焉」でもなければ、

「劇作家・テクストへの回帰」なのでもない。

　ポムラの演出で最も特徴的なのは、最小限の

小道具（椅子やベッドなど）と、魔法のような

場面転換と、舞台奥や袖を利用した照明効果だ

ろう。特に今シーズンのオデオン座における開

幕で再演された『世界へ』（2004 年）や『時の商

人』（2006 年）はそのような演出法のエッセンス

が凝縮されている作品である。前者は、老いた

父親と子供たちによる相続をめぐる家族のドラ

マ、後者は地方都市で職を失った女性の物語だ

が、ポムラは戯曲に書き込まれた多数の場面（前

者では 27、後者では 40）の転換を、舞台奥全体

から照射されている光のフォルムや大きさを場

面ごとに変形させることで表現する。単純な装

置といえばそれまでだが、現実的な物語と台詞

が「光と闇」という抽象的な形象のなかに溶け

込んでいくさまは、ポムラの作品において劇作

と演出が分ちがたく結びついていることを端的

に示している。

　ポムラの作品でもうひとつ重要なのは、俳優

たちの台詞回しである。テクストがすべて舞台

外の語り手によって発せられる『時の商人』を

除けば、俳優はピンマイクをつけて演じるため

に自然と「呟く」ような発話となる。観客に向かっ

て朗々と演じるのではなく、場合によっては布

団に顔を突っ伏したまま呟く演技だってありう

る。第一次世界大戦開戦から百年目という節目

の年にポムラが 17 区ベルティエにある小劇場で

演出した『夏のない年』（1987 年）とて例外では

なかった。青春映画のような筋のリアリズム劇

ではあるが、小さな舞台空間の「光と闇」のな
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かで、若手俳優たちの現代的な感覚を、第一次世

界大戦前夜に「自分探し」をする若者たちの迷い

や反抗心と重ね合わせて描くことに成功していた

ように思う。

　発話に関していえば、『時の商人』は独特な形

式をもっている。というのも、この作品では精神

不安定で虚言癖のある女性の話を、その友人であ

るという女性が「語り手」として語り（舞台上で

は俳優たちが「発話以外」の演技を担当する）か

つ語り手の女性もまた原因不明の苦しみに苛まれ

ながら生きているという二重の構造を有している

からである。語り手そのものを「変数」として媒

介させることによって、舞台上に描かれるドラマ

は「現実」と「空想」の間で宙づりにされること

になるわけだが、私たちはここでも「光と闇」の

間に登場人物たちの発話の無意識の様態を垣間見

ることになる。

　ちなみに冒頭で本作が原発産業に関わる企業を

彷彿させると書いたのは、作品内に登場するノル

シロールという架空の（地域の人々のほとんどが

働いているという）企業が「爆発事故」によって

社会的信用を失うという主筋のためだけではな

く、ともすると時代遅れの言い方に聞こえるかも

しれないが、ポムラ作品では「経済」や「労働」

に関するイデオロギーが第二の主題となっている

からにほかならない。ただし、この「イデオロギー」

は台詞に意味内容として折り込まれているのでは

なく（ポムラの戯曲のなかに何か真新しい政治的

主張があるわけではまったくない）、舞台上の「光

と闇」の境界上で（まるで「幽霊」のように）明

滅するものである。

　ポムラが 1990 年に立ち上げた劇団の名称は「カ

ンパニー・ルイ・ブルイヤール」であり、そこに「太

陽（Soleil）」でもなく「嵐（Tempête）」でもなく、

「霧（Brouillard）」という言葉が書き込まれてい

ることは示唆的である。つまり、ポムラにとって

私たちが眼差すべき「現実」とは、夏の日差しに

照らされて明らかになるものでもなければ、夜通

しの嵐が街全体を混沌に落とし入れることで生ま

れるものでもなく、襖のような一面の霧の隙間か

らわずかに見えそうで見えないものであり、それ

ゆえにポムラのテクストはその「間」に置かれて

初めて生命を獲得するのである。
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盲人たちと沈黙の声

──ダニエル・ジャンヌトー演出『盲人たち』、

古川日出男主催イベント「見えない波」──

宮 脇 永 吏

　長らく博士論文を執筆する生活をしていると、

劇場で観る演目も自分の目下取り組んでいるテー

マに近いものに絞られてくる。視野が狭くなって

いるとも言えるが、関心が重なるものに連続して

出逢い、パズルのピースがぴたりと嵌まると突き

抜けるような喜びがある。サミュエル・ベケット

作品と「視覚」の問題について考えている現在、

以下の演出およびイベントには、深い感銘を受け

た。

　まず一つ目は、2 月初旬のこと。19 区にある

104（CENTQUATRE）で上演されたメーテルラ

ンクの『盲人たち』を観た。演出は、ダニエル・

ジャンヌトーである。日本でも近年、静岡舞台芸

術劇場で上演されたサラ・ケイン『ブラスティッ

ド』（2009）、テネシー・ウィリアムズ『ガラスの

動物園』（2011）の演出によって存在が定着して

きた演出家であるが、もとよりクロード・レジら

の舞台美術を手掛けてきた実力派として、テクス

トの深い理解から編み出される舞台美術に定評が

ある。

　salle に入る前にかなり待たされたので、何か

してくれるのかという期待はあった。通される

と、室内は真白な煙が充満していて、足元も座る

べき椅子も何も見えない。そこでなるほど観客も

「盲人たち」の仲間入りをして、座るべき場所を

求めて歩いていくのだが、辿りついた椅子も中央

付近にばらばらと置かれ、向い合せだったり背中

合わせになったりしている。さながら森に迷い込

み、どこかわからぬ場所に座り込むという状況を

初めから観客も共有するのである。「舞台」はな

く、俳優たちは観客たちと同じ椅子に、ぽつりぽ

つりと座っている。それによって「わたしたち、

いまどこにいるの？」という声が、まさに観客を

含めた「わたしたち」のなかから発されるという

仕組みになっている。客席／舞台という二項対立

が失われた盲目の共同体において、頼りになるの

はまず耳である。筆者にとって一番心に響いたの

は、ラストの場面での一言であった。老女の声が

言う。 « Écoutez les feuilles mortes. » 耳を澄ませて、

落ち葉の語る沈黙の声を聴くこと。盲人は人間の

声だけでなく、言葉を持たない何かを聴くという

別様な知覚を獲得している。見えないということ

は、理知的なものを超えたところにあるものを理

解するひとつの可能性なのである。

　この公演を観た後にもう一つ、まったく別の観

点から同じことを再確認する機会があった。3 月

5 日、7 日に催されたイベント「見えない波」に

通訳者として参加した時のことである。東日本大

震災 3 周年を迎えた被災地の現状を伝えるため、

3 人の詩人および作家がヨーロッパ朗読遠征に来

ていた。なかでも気鋭の作家、古川日出男の次の

言葉が印象的に残った。「見えないものを見よう

とする時に必要なのは、目ではない。」それは、「声」

であり、「想像力」である、と。震災 3 年後の現

在もなお、依然として苦しい状況のただ中にある

人々がいる。しかし、後戻りすることのない時間

のなかで、現地から遠く離れて日常を暮らす者た

ちには、彼らの姿やその心のなかが、見えない。

そこで想像力を働かせる必要があるのだが、演劇

も含めた文学の力というのは、このような場合に

発揮されるのだと言う。

　古川日出男は演劇的な身体感覚を持つ作家で

あった。いま、まさにこの場で、言葉を発し、空

気を震わせることによって、メッセージを身体的

に理解させようとする。彼が朗読した作品は戯曲

ではなく、小説『ベルカ、吠えないのか？』（2008）、

『馬たちよ、それでも光は無垢で』（2011）であっ

たが、散文体の語りが劇的な生を持ちうる瞬間を

目の当たりにした。文字に「響き」を与える、と

でも言おうか。二次元の平面的かつ虚構の世界を、

わたしたちの身体が生きている奥行きを持ったこ

の世界のなかで響かせる術を知っているのだと思

う。例えばこんな具合である。7 日は、『馬たち

よ』の抜粋を通訳者 2 人と古川の 3 人でいわば輪

唱するという形式をとった。古川が日本語で読み

上げる福島の情景のなかに、最初の一文から抽出

した一節 « Rupture du jugement » を通訳 2 人がフ
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ランス語でリフレインさせていく。あるいは、一

つの文章 « L’océan pacifique était calme. » を 3 人が

繰り返して読む。ある言葉の響きがくっきりと残

るまで響かせる。すると、聴いた者の頭のなかに

は色のついた情景が浮かんでくる。見たこともな

い世界が、声を通して脳裏に焼き付けられていく。

それはわたしたちが生来持っている想像力の介在

によるもので、時にそれは、現実に肉眼で見たも

のよりも強烈なイメージとなって留まることにな

る。視覚を剝奪された状況においては、声によっ

て呼び起こされる無数のイメージの断片が、見る

べき世界を、それぞれに固有の真実をつくり出す

のである。

　言葉を持たない落ち葉たち、言語を絶する経験

をした被災者たちの声は、想像の眼をもって見る

ことによって初めて聴こえてくる。サミュエル・

ベケットの晩年の散文作品で問題となるのも、こ

のような視覚ならざる視覚なのだと感じている。
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　日本学術振興会特別研究員（DC2）として、

2012 年の 8 月から 2014 年 3 月下旬までパリ第 8

大学ダンス科で研究する機会を得ることができ

た。その研究成果の一部をここに報告したいと思

う。

　私の研究課題はフランスのコンテンポラリーダ

ンスであり、とりわけ 1990 年代に現れた「ノン・

ダンス」と呼ばれる比較的新しい舞踊の傾向を対

象としているが、ノン・ダンスの説明に入る前に、

まずその前史として、1980 年代以降にフランス

で成立したコンテンポラリーダンスの歴史と日本

における受容を簡潔に概観しておきたい。

　80 年代に時の文化大臣ジャック・ラングの辣

腕によって、フランスのダンスが大きな発展を遂

げたことはよく知られている。国と地方自治体が

ダンスに対して相応の予算を割り当てた結果、フ

ランス国内 19 カ所に国立振付センター（Centre

chorégraphique national、以下 CCN）が設置され、

各センターでディレクターを担った振付家達が数

多の作品を創造し、「ヌーヴェル・ダンス」と呼

ばれる一つのシーンを形成していた。

　舞踊史的な観点から顧みれば、ヌーヴェル・ダ

ンスは、1960 年代以降にアメリカで起こったポ

スト・モダンダンスが採ったアンチナラティヴの

態度やダンスの純粋性を志向する美学と決別し、

造形芸術や映画、モード、サーカス等の他領域の

芸術と交わりながらダンスに演劇性や物語性、官

能性を取り戻したと言われる。それと同時に、バ

レエのテクニックに必ずしも根ざしていないとい

う点では、モーリス・ベジャールらに代表される

ネオ・クラシックの流儀とも袂を分かったダンス

と位置づけられる。だが、その多領域に跨がる性

質ゆえに、ヌーヴェル・ダンスは特定の様式やテ

クニックに基づいて定義されるものではなく、「作

者のダンス（danse d’auteur）」と呼ばれる事もあ

るように、多種多様なバックボーンを有する振付

家＝作者達の独自性が集合することで成立してい

たシーンだと言える。

　一方日本では、90 年代以降、フランスのシー

ンを後追いするような形で、いくつかの公共劇場

がヌーヴェル・ダンスの空気を伝える役割を担っ

ていたように思える。というのも、ヌーヴェル・

ダンスの旗手と言われたジャン＝クロード・ガ

ロッタやエルヴェ・ロブといった振付家は静岡県

舞台芸術センターや水戸芸術館で、短期間といえ

ど、劇場附属のダンスカンパニーを主導していた

時期があるからである。その他の公共劇場も、フィ

リップ・ドゥクフレやジョセフ・ナジ、マギー・

マラン、レジーヌ・ショピノ、クリスチャン・ブ

リゴー、フランソワ・ラフィノ、アンジュラン・

プレルジョカージュなどといったヌーヴェル・ダ

ンスを担った振付家の招聘公演を実現してきた。

彼らの多くはバニョレ国際振付コンクールを通

して脚光を浴び、80 年代に活躍し始めた俗に「バ

ニョレ世代」と呼ばれる振付家達である。しかし

ながら、長引く経済不況も影響してか、静岡、水

戸の劇場附属のカンパニーはほどなくして解体

し、その後に登場しているはずの新しいダンスの

世代は日本に紹介される事はほとんどなかった。

こうした空白の間に、ヌーヴェル・ダンス以後、

フランスのダンスシーンはどのような展開を見せ

たのだろうか？

　このような疑問に対して一つの示唆を与えてく

れるのが、ル・モンド紙で長年に渡って舞踊批評

を担当してきたドミニク・フレタールによる著作

『Danse contemporaine : Danse et non-Danse, vingt-

cinq ans d'histoires』 (2004) である。フレタールは、

それまでのヌーヴェル・ダンスとは明瞭に区別さ

れる「ノン・ダンス」と呼ばれる傾向が 90 年代

半ばに現れたと述べ、その傾向を担うジェローム・

ベルやグザヴィエ・ル・ロワ、エマニュエル・ユ

イン、ボリス・シャルマッツなどの振付家達にス

ポットをあてた。また、こうした新しい世代の台

頭と共に、フランスにおいて、CCN という制度

／施設と結びつきながら生まれたヌーヴェル・ダ

ンスが制度面においても、美学面においても批判

にさらされるようになった事実も指摘されてい

〔若手研究者よりの報告〕

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

越 智 雄 磨
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た。

　多くの日本人が知らぬ間に、フランスでは新た

なダンスの胎動が生じていたのである。フランス

では CCN のような大きな制度的枠組みの外側に

いたダンサーや振付家、批評家達が任意団体「8

月 20 日の署名者たち」を結成し、時の文化・通

信大臣にダンスを巡る文化政策に対する異議申し

立てを行い、制度面からダンスの創造環境を変え

ようとしていた。それと同時にヌーヴェル・ダン

スの美学的な停滞を認識していた彼らは大劇場で

はない比較的小さなスペースで身体表現の実験を

開始し、既存のダンスに非ざるダンス、すなわち

ノン・ダンスを探し求めていた。ポスト・ヌーヴェ

ル・ダンスの地平を切り開こうとする制度面と美

学面での革新、これがフレタールの描き出したノ

ン・ダンスの登場の歴史的背景である。

ただし、フレタールの著作は、コンテンポラリー

ダンス界の新たな潮流を巨視的に眺望するには有

益であったが、それを担う個々の振付家の特質に

アプローチするための微視的な分析が不十分であ

るという問題がある。そこで、私は新しい世代の

作品の実体を掴むためにも、フレタールの議論を

批判的に検証するためにも、ノン・ダンスの代表

的な振付家であるグザヴィエ・ル・ロワ（1963 ～）

の作品をサンプルとしてパリでの研究を進めるこ

とにした。

　幸いにも、私が渡仏した 2012 年度に、ル・

ロワは国際大学都市内にある Théâtre de la Cité

Internationale のアソシエイト・アーティストを

務めており、90 年代以降のダンスの刷新を印象

付けた作品として知られている Self Unfinished

(1998) や Produit de circonstance (1999) などの主要

な過去作品は、ほとんどここで観ることができた。

Self Unfinished はル・ロワ本人によるソロ作品で

あり、既存のダンステクニックを一切使用する事

なく、緩慢かつ、ダンスと言うよりはタスクのよ

うな動作のみで構成されている作品である。黒い

衣装による身体の分節や劇場の正面性を利用した

視覚効果により、ゆっくりではあるが、確かに、ル・

ロワの身体が非人間的な異様なフォルムに変容し

ていく過程を観客は観察することができる。音楽

やテクニックに基づいた動きや劇的なイリュー

ジョン、ダイナミックなイメージといったダンス

における主流の美的効果とは一線を画した身体表

現によって、ダンスを創作する方法及び知覚する

方法に揺さぶりをかけたこの作品は、フランスの

みならずヨーロッパのダンスシーンに衝撃を与え

た。

　Produit de circonstance はレクチャー・パフォー

マンスの形式を取っており、かつて分子生物学者

として癌細胞の研究に携わっていたル・ロワの人

生がいかにして、振付家・ダンサーとしての人生

に置き換わっていったのか、またその過程でフラ

ンスにおける「ダンス」や「コレオグラフィ」といっ

た概念がいかに限定的なものであったか、さらに

それらの概念と自身の身体との間に生じていた矛

盾を証言と実践を交えて浮かび上がらせる作品で

ある。ノン・ダンスに対する呼び方として「論弁

的なダンス（danse discursive） 」という言葉も存

在するが、この作品はまさにその好例であり、ル・

ロワは自らの身体を思考の素材としながら「ダン

ス」の概念を拡張し、我々の存在を規定する身体

そのものを考察する回路を開いた。

　このようなノン・ダンスの歴史を理解する上で

重要な旧作に加えて、ポンピドゥ・センターで毎

年開催されている Nouveau Festival において、美

術館等の展示空間を前提に創作されたル・ロワの

最新作 Rétrospective（2012）がおよそ 3 週間に渡っ

て行われた。観客がそのフロアに入ると、そこに

常時 4、5 人のダンサーがおり、それぞれがラン

ダムに選んだル・ロワの過去の作品を実演して見

せる。その後、観客に向かって話しかけ、自身が

なぜその作品を選んだのか、また身振りや再現を

交えながら自分のダンスの経歴や個人的な人生経

験を観客に語りかけてくる。通常、劇場では一

定の距離をもって観る対象であるダンサーが話し

かけてくる事に戸惑う観客もいるが、観客はダン

サー達に質問を投げかけ、対話することも可能で

あり、束の間ではあるが彼らと懇親的な関係をも

結ぶ事ができる。この作品は、演者と観客の直接

的な関係によって成立しているわけだが、ル・ロ

ワの創作上の関心の変化を如実に示していると同

時に、現代美術キュレーターであり、現在ではエ

コール・デ・ボザールのディレクターも務めてい

るニコラ・ブリオーが９０年代後半に提唱した「関

係性の美学（esthétique relationnelle）」との理論上
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の接近を感じさせるものだった。「関係性の美学」

の眼目の一つは、芸術作品の創作者が「観る者の

反論も補足も受け付けない自閉的で全体主義的な

芸術」の創造に陥ることを回避しながら、その観

客が主体的に自らの立ち位置を交渉しながら作品

及びその作者と関わることのできる方法や基準を

見定めることにある。そこには、芸術の意味や価

値が特権的な作者の創造の領域に宿るのではな

く、観客の多様な解釈や想像の領域に生じるとい

う、ロラン・バルトの「作者の死」にも通底する

芸術の価値生産を巡るパラダイム・チェンジを見

出す事ができるが、私は研究の過程で、ル ・ロワ

の新旧の作品を時系列に見た時にも、そのような

変化を見出す事ができるのではないかと考えるに

至った。つまり、ル・ロワは振付家としてのキャ

リアの最初期には、ヌーヴェル・ダンスの振付家

達と同様に、自身に固有のオリジナルな身体言語

を生み出し、それによって自己証言する事に専心

していたが、Rétrospective では自身の創造性の提

示は一つの口実に過ぎず、むしろダンサーと観客

との出会いや対話、共存の可能性に作品の生命を

賭けているように思われるのだ。

ノン・ダンスと呼ばれた振付家の一人がその

20 年のキャリアの末に行おうとしていることは、

作者としての「署名」が刻まれた独自のムーブメ

ントを創造する狭義の「コレオグラフィ」ではな

く、意味や価値の特権的な創造者である作者とし

ての権限をある程度手放し、同時に観客が作品の

形成に関与する権限を拡張しながら、観客との関

係や共存を可能にする作品構造やディスポジティ

フを構想する、言わば「共存のためのコレオグラ

フィ」なのではないだろうか。

また、安易な一般化は避けねばならないが、こ

うしたダンスの傾向と現代美術のある傾向とが接

近している事実は、美術の領域にせよ、ダンスの

領域にせよ、今を生きる芸術家たちが、芸術作品

の創出する空間を一つの仮想的な社会のモデルと

して捉え、人が集団や共同体を形成する際の正当

性を思考する実験に取り組んでいることを示して

いるように思えるのである。
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１．著作・翻訳

一般書

アラン・パジェス『フランス自然主義文学』足立

和彦訳、白水社、クセジュ文庫、2013 年

鹿島茂、倉方健作『カリカチュアでよむ 19 世紀

末フランス人物事典』白水社、2013 年

岡田正子『ふり返れば革命人生：パリのいろどり』

カモミール社、2013 年

ジェイスン・アーカリ『21 世紀俳優のための 21

キーワード：現代ヨーロッパの演劇トレーニング』

アレクサンダ・パヴロスキ訳、石井麗子補訳、武

久出版、2013 年

小畑精和『カナダ文化万華鏡──『赤毛のアン』

からシルク・ドゥ・ソレイユへ』明治大学出版会、

2013 年

鈴木晶『オペラ座の迷宮：パリ・オペラ座バレエ

の 350 年』新書館、2013 年

村山久美子『二十世紀の 10 大バレエダンサー』

東京堂出版、2013 年

三浦雅士『ブラヴォー !：パリ・オペラ座エトワー

ルと語るバレエの魅力：三浦雅士インタビュー集』

新書館、2013 年

山本ゆりこ、アトランさやか『10 人のパリジェ

ンヌ』毎日新聞社、2013 年

渡辺諒『フランス・ミュージカルへの招待』春風

社、2013 年

薄井憲二、芳賀直子、辺見海『兵庫県立芸術文化

センター薄井憲二バレエ・コレクション：目録 .

第 2 巻（書籍類・雑誌）』兵庫県立芸術文化セン

ター、2013 年

デヴィッド・ビントレー（監修）『DVD バレエ名

作物語 6  ジゼル』世界文化社、2013 年

戸口幸策、森田学監修『オペラ事典』東京堂出版、

2013 年

石戸谷結子『オペラ入門』ヤマハミュージックメ

ディア、2013 年

西原稔『世界史でたどる名作オペラ』東京堂出版、

2013 年

森岡実穂『オペラハウスから世界を見る』中央大

学出版部、2013 年

山田治生、渡辺和『戦後のオペラ：1945 ～ 2013』

新国立劇場運営財団情報センター、2013 年

ベネディクト・ナイチンゲール、マーティン・パ

ルマー『レ・ミゼラブル：舞台から映画へ』山上

要訳、日之出出版、2013 年

研究書・評論

『思想　特集＝ディドロ生誕 300 年』2013 年 12

月号、岩波書店

佐藤実枝『マリヴォー偽りの打ち明け話：翻訳と

試論』早稲田大学出版部、2013 年

黒木朋興『マラルメと音楽：絶対音楽から象徴主

義へ』水声社、2013 年

伊藤亜紗『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体

の解剖』水声社、2013 年

岡室美奈子、川島健編『ベケットを見る八つの方

法：批評のボーダレス』水声社、2013 年

『ふらんす　特集＝エメ・セゼール生誕 100 年』

2013 年 6 月号、白水社

岩本和子、石部尚登編『「ベルギー」とは何か？：

アイデンティティの多層性』松籟社、2013 年

高田和文、松本茂章『SPAC の 15 年：静岡県舞

台芸術センターの創造活動と文化政策をめぐっ

て』、静岡文化芸術大学文化・芸術研究センター、

2013 年

ナンシー・レイノルズ、マルコム・マコーミック

『20 世紀ダンス史』慶應義塾大学出版会、2013 年

内藤義博『ルソーとフランス・オペラ』ブイツー

ソリューション、星雲社、2013 年

澤田肇『フランス・オペラの魅惑：舞台芸術論の

ための覚え書き』上智大学出版、2013 年

Bénazet Alexandre, Le théâtre au Japon : ses rapports

avec les cultes locaux, Paris, Hachette Livre BNF,

2013 [éd. 1901]

Nishino Ayako, Paul Claudel, le nô et la synthèse des

arts, Paris, Champion, 2013

Geulincx Arnold, Beckett Samuel, Notes de Beckett

sur Geulincx, établi par Nicolas Doutey avec la

フランス語圏舞台芸術・文献目録
（2013）

北原まり子・堀切克洋（編）
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participation de Eri Miyawaki, Paris, Édition les 

solitaires intempestifs, 2013

Doganis Basile, Pensées du corps: Philosophie à 

l’épreuve des arts gestuels japonais (danse, théâtre, 

arts martiaux), Paris, Belles Lettres, 2013

Bizet François, Tozai !... Corps et cris des marionnettes 

d'Osaka, Paris, Belles Lettres, 2013

Murakami-Giroux Sakae, Reck Isabelle, Pourquoi le 

théâtre ?, Arles, Éditions Philippe Picquier, 2013

戯曲

アルフレッド・ジャリ『ユビュ王』竹内健訳、現

代思潮新社、2013 年［1965 年］

サミュエル・ベケット『ゴドーを待ちながら』安

堂信也、高橋康也訳、白水社、2013 年［1990 年］

エメ・セゼール『クリストフ王の悲劇』尾崎文太、

片桐祐、根岸徹郎訳、佐伯隆幸監訳、れんが書房

新社、2013 年

ベルナール = マリ・コルテス『西埠頭／タバタバ』

佐伯隆幸訳、れんが書房新社、2013 年

ヴァレール・ノヴァリナ『紅の起源』ティエリ・

マレ訳、れんが書房新社、2013 年

マリー・ンディアイ『パパも食べなきゃ』根岸徹

郎訳、れんが書房新社、2013 年

エンゾ・コルマン『天使達の叛逆／ギブアンドテ

イク』北垣潔訳、れんが書房新社、2013 年

クロディーヌ・ガレア「ほとりで」『ITI 紛争地

域から生まれた演劇 その４：ドラマ・リーディ

ング上演台本』佐藤康訳、国際演劇協会日本セン

ター、2013 年、pp.7-19

渡邊守章、浅田彰「上演台本 マラルメ・プロジェ

クトⅢ 『イジチュール』の夜へ：「エロディアード」

／「半獣神」の舞台から」『舞台芸術』第 17 号、

2013 年、pp. 111-155

Hardy Alexandre, Théâtre complet, t.3, éd. Tomotani

Tomoki, Vialleton Jean-Yves, Paris, Classiques

Garnier, 2013

翻訳その他

ステファヌ・マラルメ「ゴシップ 1875−1876」『ア

シニーアム』（5）」『慶応義塾大学日吉紀要・フラ

ンス語フランス文学』第 56 号、原山重信訳、日

吉紀要刊行委員会、2013 年、pp. 55-70

アーサー・オショネシー「マラルメの「ゴシップ」

『アシニーアム』1875–1876 補遺」『慶応義塾大学

日吉紀要・フランス語フランス文学』第 57 号、

原山重信訳、日吉紀要刊行委員会、2013 年、pp.

65-70

Amagatsu Ushio, Des rivages d'enfance au bûto de

Sankai Juku, propos recueillis par Kyoko Iwaki, Paris,

Actes Sud, 2013

２．学術論文

中世・17世紀・18世紀

黒岩卓「中世演劇におけるジャンヌ・ダルク：『オ

ルレアン攻囲の聖史劇』を巡って」『Nord-est』第

5・6 号 、仏文学会東北支部会会報、2013 年、pp.

38-42

友谷知己「十七世紀フランスの残酷劇について：

『残忍なるムーア人』を中心に」『仏語仏文学』

第 39 号、関西大学フランス語フランス文学会、

2013 年、pp. 3-28

石川知広「怪物と毒と悲劇の時間：ラシーヌ

『フェードル』をめぐって」『人文学報』第 481 号、

首都大学東京都市教養学部人文・社会系、2013 年、

pp. 141-172

小倉博孝「『アルセスト』論争とラシーヌの『イフィ

ジェニー』」『上智大学仏語・仏文学論集』第 47 号、

上智大学仏文学科、2013 年、pp. 87-106

真下弘子「ネロ、あるいは反キリスト者：ラシー

ヌの『ブリタニキュス』をめぐって（Néron ou

l’Antéchrist : sur BRITANNICUS de Racine）」『フラ

ンス語フランス文学論集』第 56 号、西南学院大

学学術研究所、2013 年、pp. 1-12

秋山伸子「モリエール『タルチュフ』の謎」『文学』

2013 年 1・2 月号、岩波書店、pp. 172-180

榎本恵子「フランスにおけるプラウトゥス翻案劇

『メネクム兄弟』誕生の背景」『上智大学仏語・仏

文学論集』第 47 号、上智大学仏文学科、2013 年、

pp. 65-85

――「プラウトゥスおよびテレンティウスの継

承者としてのモリエール（Molière, successeur de

Plaute et Térence）」『フランス語フランス文学研究』

第 102 号、仏文学会、2013 年、pp. 19-34

久保田麻里「モリエール喜劇における理性の変化：
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狂気をめぐる登場人物の動きについての考察」『仏

文研究』第 44 号、京都大学フランス語学フラン

ス文学研究会、2013 年、pp. 129-144

永井典克「第三共和制と聖別化されるモリエール」

『教養論集』第 24 号、成城大学、2013 年、pp.

31-46

梶 谷 二 郎「Corneille の Nicomède に お け る

admiration について」『ノートルダム清心女子大

学紀要：外国語・外国文学編』37 号、ノートル

ダム清心女子大学、2013 年、pp. 45-68

冨田高嗣「トマ・コルネイユ作『偶然の約束』」『長

崎外大論叢』第 16 号、長崎外国語大学、2012 年、

pp. 101-112

浅谷真弓「17 世紀フランスに蘇ったテレンティ

ウスの『宦官』」『人文研究紀要』第 76 号、中央

大学人文科学研究所、2013 年、pp.61-87

奥香織「マリヴォーとイタリア人劇団：演劇創

造の源泉としての演技（Marivaux and the Théâtre-

Italien: Acting as a Source of Theatrical Creation）」『西

洋比較演劇研究』第 12 巻第 2 号、西洋比較演劇

研究会、2013 年、pp. 187-198

浅谷真弓「ディドロにおける趣味の変容、あるい

は『演劇論』」『中大仏文研究』第 45 号、中大仏

文研究会、2013 年、pp.1-14

大橋完太郎「パントマイムする身体の相：『劇詩

論』と『ラモーの甥』から」『思想　特集＝ディ

ドロ生誕 300 年』2013 年 12 月号、岩波書店、pp.

232-250

佐藤淳二「主体についての逆説：ディドロとルソー

の俳優論への序説」『思想　特集＝ディドロ生誕

300 年』2013 年 12 月号、岩波書店、pp. 251-268

増田真「言語と他者：ディドロと 18 世紀フラン

スの言語論」『思想　特集＝ディドロ生誕 300 年』

岩波書店、2013 年 12 月号、pp.269-285

譲原晶子「演劇における「タブロー」の概念：ディ

ドロの演劇論を中心に」『千葉商大論叢』第 51 号、

千葉商科大学、2013 年、pp. 215-224

中山智子「フランス革命期（1789-1799）のパリ

の演劇状況」『研究論叢』第 82 号、京都外国語大

学・京都外国語短期大学、2013 年、pp.121-128

19 世紀・20世紀

稲本健二「メリメのスペイン演劇論四題」『言語

文化』第 15 号、同志社大学言語文化学会、2013 年、

pp. 195-220

藤 田 衆「Nerval と Le Monde dramatique」『 名 城

大学人文紀要』第 49 号、名城大学人文研究会、

2013 年、pp. 3-20

横田宇雄「視覚芸術家としてのゾラ」『学習院大

学人文科学論集』第 22 号、学習院大学、2013 年、

pp. 219-242

永倉千夏子「〈彼女〉の婚礼：『エロディアードの

婚礼』読解のために」『マラルメの現在』大出敦編、

水声社、2013 年、pp. 139-174

坂口周輔「物質と精神のあいだで：マラルメにお

けるヴィジョンあるいはイメージ」『マラルメの

現在』大出敦編、水声社、2013 年、pp. 241-273

内田智秀「モーリス・メーテルランク『青い鳥』

の結末について」『日本フランス語フランス文

学会中部支部研究報告集』第 37 号、仏文学会、

2013 年、pp. 59-78

中筋朋「ジャン・ジュリアンと雑誌『芸術と批評』：

世紀末演劇理論における自然主義と象徴主義

（Jean Jullien et la revue Art et Critique : Naturalisme 

et symbolisme dans la théorie théâtrale fin-de-siècle）」

『フランス語フランス文学研究』第 103 号、仏文

学会、2013 年、pp. 43-60

真野倫平「グラン = ギニョル劇と細菌学：フラ

ンシュヴィル『美しき連隊』を中心に」『南山大

学ヨーロッパ研究センター報』第 19 号、南山大

学ヨーロッパ研究センター、2013 年、pp.  29-37

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 2012』早

稲田大学演劇博物館、2013 年、pp.85-98

中筋朋「ミシェル・ド・ゲルドロードにおける存

在のモデルとしてのマリオネット」『「ベルギー」

とは何か？：アイデンティティの多層性』、pp.

164-182

鹿野祐嗣「未来の演劇と新しい哲学」『演劇映像

学 2012』、早稲田大学演劇博物館、2013 年、pp.

73-83

角井誠「テクスト、情動、動物性 ―― ジャン・

ルノワールとルイ・ジュヴェの演技論をめぐって」

『表象』第 7 号、月曜社、2013 年、pp. 191-206

田ノ口誠悟「演劇とデモクラシー：政治的言論生

産装置としてのジャン・ジロドゥ『ジークフリー
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ト』」『フランス語フランス文学研究』第 103 号、

仏文学会、2013 年、pp. 217-232

内田智子「ジャン・アヌイ『荷物のない旅行者』

初演時の反応を見る」『フランス文学語学研究』

第 32 号、早稲田大学大学院「フランス文学語学

研究」刊行会、2013 年、pp. 1-8

伊藤亮太「『事の次第』を読むモーリス・ブラン

ショ：サミュエル・ベケットにおける「分身」と「演

劇」」『演劇映像学 2012』、早稲田大学演劇博物館、

2013 年、pp. 85-98

井上善幸「サミュエル・ベケットの後期フランス

語散文小説の研究」『明治大学人文科学研究所紀

要』第 72 号、明治大学人文科学研究所、2013 年、

pp. 1-38

垣口由香「『勝負の終わり』における内破する空間」

『言語文化研究』第 12 号、静岡県立大学短期大学

部静岡言語文化学会、2013 年、pp. 37-45

河野賢司「ベケットの戯曲についての覚え書き：

DVD: Beckett on Film を手がかりに」『九州産業大

学国際文化学部紀要』第 54 号、九州産業大学国

際文化学会、2013 年、pp. 1-26

武部好子「ベケット前期演劇における喜劇的要素

──ベルクソンの笑いと狂言」『就実論叢』第42号、

就実大学・就実短期大学、2013 年、pp. 19-28

堀田敏之「ベケット、無目的の存在」『愛知学院

大学教養部紀要』第 60 号、2013 年、pp. 71-88

──「ベケット、悪魔払いの文学」『愛知学院大

学語研紀要』第 38 号、2013 年、pp. 69-91

八木斉子「ベケット『残り火』におけるメディエー

ターとしての聞き手（The Listener as a Mediator in

Beckett's Embers）」『演劇研究』第 36 号、早稲田

大学演劇博物館、2013 年、pp. 93-103

山崎健太「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、2013 年、pp. 113-

124

吉野修「ベケットとレヴィナス、知覚なき空間」

『論叢：現代語・現代文化』第 10 号、筑波大学人

文社会科学研究科現代語・現代文化専攻、2013 年、

pp. 23-36

武田はるか「ナタリー・サロートの『つまらぬこ

とで』における言葉たちのドラマ」『フランス語

フランス文学研究』第 101 号、仏文学会、2012 年、

pp. 207-222

高橋信良「ベルギーの舞台芸術」『「ベルギー」と

は何か？：アイデンティティの多層性』、pp. 143-

162

ダンス研究・オペラ研究

川崎（梅野）りんこ「ルイ 14 世（1638 ～ 1715）

時代の女性表象 ― オペラの登場人物 " メデ " に

見る女性像の変遷」『技術マネジメント研究』第

12 号、横浜国立大学、2013 年、pp. 37-41

赤塚健太郎「フランス風クーラントの舞踏リズム

の研究」『成城美学美術史』第 19 号、成城大学、

2013 年、pp. 87-89

──「J.S. バッハのフランス風クーラントと舞踏

の関わりについて」『美学美術史論集』第 20 号、

成城大学大学院文学研究科、2013 年、pp. 37-66

金坂拓「ジャン = フィリップ・ラモーのアクト・

ド・バレ 《ピュグマリオン》：ブフォン論争およ

び感覚論との関係をめぐって（修士論文要旨）」『美

学芸術学論集』第 9 号、神戸大学、2013 年、pp. 

73-75

譲原晶子「ノヴェールの作品におけるタブロー

と筋展開」『千葉商大紀要』第 49-2 号、2012 年、

pp. 55-72

川野惠子「J.-G. ノヴェール『手紙』（1760）にお

ける舞踊の語り：アクシオン概念の検討を軸に」

『美學』第 64 号、美学会、2013 年、pp. 167-178

園田みどり「ジュゼッペ・ヴェルディのオペラ

《マクベス》：パリ初演（1865）のための台本改訂

について」『研究紀要』第 37 号、東京音楽大学、

2013 年、pp.71-90

村上由美「マラルメ、夢想する詩人：『インド

の話』に追加されたバレエの場面をめぐって

（Mallarmé, un poète qui rêve : une scène de Ballet

ajoutée aux Contes Indiens）」, Cahier multiculturel de

la Maison du Japon, Centre d'études multiculturelles

de la Maison du Japon, 2013, pp. 34-46

大木裕子「ディアギレフのバレエ・リュス（１）：

バレエ・リュスの誕生まで」『京都産業大学総合

学術研究所所報』第 8 号、京都産業大学、2013 年、

pp. 103-112

北原まり子「初期バレエ・リュス（1909-1912）

における絵画化（Picturalisation dans les premières
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années des Ballets russes (1909-1912) ）」, Cahier 

multiculturel de la Maison du Japon, Centre d'études 

multiculturelles de la Maison du Japon, 2013, pp. 47-

60

大林のり子「ラインハルト演出『強制結婚』とモ

リエールのコメディ・バレエ」『演劇学論叢』第

13 号、大阪大学文学部演劇学研究室、2013 年、

pp. 35-55

柳下惠美「フランスにおけるダンカン舞踊とその

変遷：リザ・ダンカンと彼女の弟子の活動を中心

に」『演劇映像学 2012』、早稲田大学演劇博物館、

2013 年、pp. 149-166

──「ダンカン舞踊の継承と発展：イザドラブル

ズを中心に」『演劇映像』第 54 号、早稲田大学演

劇映像学会、2013 年、pp. 105-125

村田宏「「レジェとバレエ」再考」『跡見学園女子

大学文学部紀要』第 48 号、跡見学園女子大学、

2013 年、pp. 91-104

堀切克洋「象形文字としての身体：マラルメ、ニ

ジンスキー、アルトーにおける運動イメージ概

念をめぐって」『表象』第 7 号、月曜社、pp. 207-

229

深澤南土実「バレエ ･ デ・シャンゼリゼの誕生

《旅芸人》と《ランデヴー》（1945）を中心に」『人

間文化創成科学論叢』第 15 号、お茶の水女子大

学大学院人間文化創成科学研究科、2013 年、pp. 

123-132

岡見さえ「エドゥアール・ロックとラ・ラ・ラ・

ヒューマン・ステップス：ケベック・ダンスにお

ける振付の革新の例として」『ケベック研究』第

5 号、日本ケベック学会、2013 年、pp. 113-134

三宅舞「リズムの間様態性：アクラム・カーン／

シディ・ラルビ・シェルカウイによるダンス作品

『ゼロ度』におけるリズム間の緊張」『藝文研究』

第 104 号、慶應義塾大学藝文学会、2013 年、pp. 

250-267

文化政策

松本茂章「パリにおける民間芸術創造拠点の現状

と課題：ベルタン・ポワレ文化スペースの 10 年」

『社会科学』第 99 号、同志社大学、2013 年、pp. 

119-160

藤井慎太郎「演劇と国家　ベルギーの連邦化の過

程と舞台芸術」『早稲田大学文学研究科紀要』第

58 号、2013 年、pp. 5-23

井内千紗「フランデレンの文化行政と一九八〇年

代の『フランデレンの波』現象：文化の伝播から

創造の時代へ」『「ベルギー」とは何か？：アイデ

ンティティの多層性』、pp. 184-227

狩野麻理子「ベルギーの文化マネジメント教育：

ブリュッセル自由大学（ULB）の事例を基に」『「ベ

ルギー」とは何か？：アイデンティティの多層性』、

pp. 229-246

日仏交流史・日仏比較文化論

白田由樹「川上音二郎・貞奴が演じた「東洋」：

1900 年パリ万国博覧会における日仏の位相から」

『人文研究』第 64 号、大阪市立大学大学院文学研

究科、2013 年、pp. 95-114

森佳子「日本の歌劇事始め百年：帝国劇場の《マ

スコット》初演（1913 年）をめぐって （特集 こ

の百年の文学）」『文学』2013 年 11 月号、岩波書店、

pp. 157-173

穴澤万里子「メーテルリンクと日本人」『日本大

学芸術学部紀要』第 58 号、2013 年、日本大学芸

術学部、p.29-32

西野絢子「クローデルと道行文」『L’Oiseau Noir』

第 17 号、日本クローデル研究会、pp. 49-74

ウィリアム・マルクス「日本のオイディプ

ス、あるいはギリシア悲劇に対して能が行うこ

と（Œdipe au Japon ou ce que le nô fait à la tragédie 

grecque）」『フランス語フランス文学研究』第 103

号、仏文学会、2013 年、pp. 3-23

修士論文

久保田麻里「モリエール劇における理性の声：主

人公の狂気に対する登場人物の行動に関する研

究（Les voix de la raison dans le théâtre de Molière : 

étude sur les conduites des personnages face à la folie 

des protagonistes）」（京都大学、2013 年）

前野恵理子「ベケット作品における結末とその挫

折──『ゴドーを待ちながら』を中心に」（明治

学院大学、2012 年）

平間孝子「サミュエル・ベケット『見ちがい言い

ちがい』について」（東北大学、2013 年）

堀美佳「『ジゼル』から現代バレエへ」（明治学院
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大学、2011 年）

越智雄磨「グザヴィエ・ル・ロワ振付作品にお

ける権力の分散：政治的可能性をめぐって（La 

distribution d'autorité dans les œuvres chorégraphiques 

de Xavier Le Roy : sur son potentiel politique）」（パ

リ第 8 大学、2013 年）

博士論文

奥香織「マリヴォー劇における『発見／露

呈』：作劇法、思想、上演の機能をめぐって（La 

découverte dans le théâtre de Marivaux : dramaturgie, 

idées et fonctionnement de la représentation）」（パリ

第 4 大学、2013 年 12 月 20 日）

武田はるか「サミュエル・ベケット、マルグリッ

ト・デュラス、ナタリー・サロートの作品におけ

る声の問題（La question de la voix dans les œuvres 

de Samuel Beckett, Marguerite Duras et Nathalie 

Sarraute）」（パリ第 8 大学、2013 年 4 月 6 日）

３．その他（解説・評論・エッセイなど）

石井達朗「カンパニー・マギー・マラン『Salves

サルヴズ』」『ダンスマガジン』2013 年 9 月号、p.76

石田英敬「劇評 『マラルメ・プロジェクト』讃」『舞

台芸術』第 17 号、2013 年、pp. 160-165

石谷治寛「マラルメ・プロジェクトⅢ 劇評 身体

と声の狭間で」『舞台芸術』第 17 号、2013 年、

pp. 157-159

逸見龍生、王寺賢太、田口卓臣「〈座談会〉今、ディ

ドロを読むために」『思想　特集＝ディドロ生誕

300 年』岩波書店、2013 年 12 月号、pp. 6-48

伊藤洋「［わたしの一冊］Georges Forestier, Le 

Théâtre dans le théâtre sur la scène française du XVIIe 

siècle, Dros, 1981」『日仏演劇協会会報』復刊第4号、

2013 年、pp. 6-8

伊藤里優子「2013 年、モナコ世界演劇祭に参加

して」『テアトロ』2013 年 11 月号、pp.68-69

井上優「宮城聰の反メタシアター？――SPAC の

『黄金の馬車』を芸道ものとして読む」『シアター

アーツ』第 56 号、2013 年、pp. 39-43

岩切正一郎、鵜山仁、中村まり子、佐藤康「演出

家から見たフランス演劇」『Cahier 12』、仏文学会、

2013 年、pp. 9-13

海野敏「NBA バレエ団『ディアギレフの夕べ』」『ダ

ンスマガジン』2013 年 5 月号 p. 81

笈田ヨシ「笈田ヨシ　傘寿『俳優漂流』を語る：

講演会より抜粋」『悲劇喜劇』2013 年 10 月号、

pp. 18-22

岡田 Victoria 朋子「フランスの音楽祭」『ふらんす』

2013 年 5 月号、白水社、pp. 14-15

──「坂東玉三郎　フランス芸術文化勲章コマン

ドゥール受章／ La Ciboulette」『ふらんす』2013

年 4 月号、白水社、p. 10

──「Croquefer/L’île de Tulipatan」『 ふ ら ん す 』

2013 年 3 月号、白水社、p. 10

──「Opéra de Dijon」『ふらんす』2013 年 6 月号、

白水社、p. 10

──「L’Autre Monde/Blanche Neige」『ふらんす』

2013 年 7 月号、白水社、p. 10

──「南仏音楽・美術紀行」『ふらんす』2013 年

10 月号、白水社、p. 10

岡本章「錬肉工房『女中たち』上演の軌跡」『日

仏演劇協会会報』復刊第 4 号、2013 年、pp.  9-11

小山内伸「毛皮族パリ公演「女と報酬」：破廉恥

の誇示と過激な笑い」『テアトロ』2013 年 1 月号、

pp. 26-27

小田中章浩「フランス演劇 2012：政権交代、金

融危機の中でのフランス演劇」『国際演劇年鑑

2013』、国際演劇協会日本センター、2013 年、pp. 

146-151

オニール八菜「INTERVIEW エトワールたちの

オーラに魅了されて、オペラ座へ」『ダンスマガ

ジン』2013 年 12 月号、pp. 60-61
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「イザベル・シアラヴォラ」『ダンスマガジン』

2013 年 9 月号、pp. 62-63

「パリ・オペラ座バレエ団 2013 年日本公演『天井

桟敷の人々』」『バレリーナへの道』第 95 号、文

園社、2013 年 9 月、pp. 40-43

「ルドルフ・ヌレエフ没後 20 周年・生誕 75 周年

記念特集第 2 弾」『バレリーナへの道』第 95 号、

文園社、2013 年 9 月、pp. 50-90

「マイヨー、モンテカルロ芸術監督 20 周年」『ダ

ンスマガジン』2013 年 11 月号、p. 96

「モンタルヴォ、12 月に日本公演」『ダンスマガ

ジン』2013 年 11 月号、p. 84

今号も文献目録をお届けいたします。原則として

2013 年内に発刊された書籍、学術論文、記事な

どを対象としていますが、前号までに収録しきれ

なかった文献も合わせて掲載しております。収録

文献については可能なかぎり網羅的に調査をして

おりますが、遺漏がございましたら事務局までご

連絡ください。会員の皆さまのご協力のほど、よ

ろしくお願いいたします。（H）
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2013 年度活動報告

● 定期総会 2013 年 4 月 27 日（土）日仏会館 501

会議室

● 講演会　2013 年 4 月 27 日（土）日仏会館 501

号会議室

テーマ：「19 世紀演劇　ミュッセの詩学──生誕

200 年記念国際シンポジウム 

を中心に　ミュッセ断想」

講演者：鹿瀬颯枝（聖学院大学教授）

● 出版物

「コレクション　現代フランス語圏演劇」

01. エメ・セゼール『クリストフ王の悲劇』（6 月

刊行）

06. ヴァレール・ノヴァリナ『紅の起源』（5 月刊行）

07. エンゾ・コルマン『天使たちの反乱／フィフ

ティ・フィフティ』（5 月刊 行）

12. マリ・ンディアイ『パパも食べなくちゃ』（6

月刊行）

● 会　報　復刊 04 号（2013 年 4 月 25 日発行）

● 講演会　2014 年 3 月 3 日（月）早稲田大学 6

号館 318 教室（演劇博物館レク チャールーム）

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」

講演者：ジル・ドゥクレール（パリ第三大学教授）

共催：早稲田大学演劇映像学連携研究拠点、京都

造形芸術大学

● 講演会　2014 年 3 月 5 日（水）専修大学神田キャ

ンパス７号館 764 教室

テーマ：「フランスの最新舞台事情──鳴海康平

氏に聞く」

講演者：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）

編集後記

　ほんと慢性的な気候不順続きで、薫風の候など

といえるものはもうなく、冬が過ぎたらしいと

思ったら夏日と梅雨の訪れでやれやれだが、まあ

天気の話ほど無芸なものはなく、こればかりは

喧嘩を売るのも不可、そんななかでこつこつ進め

た会報第五号の仕上がりだ。毎号似たことをいっ

ている気もする、今回は刊行が予定より一カ月は

遅れた。というのも、総会がすでにもたれ、協会

は 14 年度に入っているのだ。少々報告を兼ねて

書いておく。総会は恙なく終了したが、小さくは

ない案件があった。前年予告されていた役員の交

替、長く会長の重責を担われてきた渡邊守章氏を

名誉会長に、副会長であった伊藤洋氏を新会長に、

副会長として野村万作氏を再選、事務局長だった

小生が伊藤先生の後任副会長に、事務局長に根岸

徹郎氏が決定をみた。日仏演劇協会の新たな陣容

である。なんといっても、渡邊旧会長にご苦労さ

ま、そして今後もよき指導をお願いしますと述べ

よう。ちなみに、会報今号はとくに若い世代を中

心に原稿が多く、正直なところ予算超過が心配だ

が（全部に眼を通したわたしの責任で頂いたもの

はすべて掲載した）、とりあえず慶賀なことと思

う（もちろん執筆者の全員が会員というわけでは

ないにしろ）。こうしてみると、名誉会長、会長

から、稿を寄せてくれた若い諸君まで、当協会は

こぶりながら多士済々だと自画自賛したくなる。

今後もこの態勢が継続できることを編集部として

期待する。もっとも、研究や表現に歳はなんら関

係ないのだから、伊藤新会長のもとでみなそれぞ

れ自力を発揮すべし、徹底的に思考してその自力

というやつを一段も二段もアップしようというの

が掛け声（!?）であるべきかもしれない。それが

わたし個人にもフィットする。その意味において、

会報は大事なメディアであり、この寸法でも質は

落とさないようにするので、是非読まれ、意見や

注文があれば頂きたい。やや爺ムサク聞こえるか

もしれぬ発言だが、会報はひとつの関門であると

同時に開かれてもいることはご承知を。今号はこ

こらで。いかにもすっきりしない候で、「厭な感

じ」のひっきりなしだ、時代劇もどきの台詞なが

ら、各人ご自愛、奮闘召されよ。																	（S）
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日仏演劇協会事務局（事務局長　根岸徹郎）

101-8425　東京都千代田区神田神保町 3 － 8
専修大学 1009 研究室（根岸徹郎）気付

E メール　office@sfjt.sakura.ne.jp（堀切）
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