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「団菊じじい」という言葉がある。この場合菊五郎は「五

代目」か「六代目」かわからなかったので手元の国語辞典を

ひいたらこの項目はなかった。そのかわり「団菊左」という

項目があった。「九代目市川団十郎、五代目尾上菊五郎、初

代市川左団次をさしていう」とあった。では正確には「団菊」

に「左」を加えて「じじい」というのだろうか。

それはどうでもいいが、かつての歌舞伎の名優を見たこと

を自慢して、見たことのないものを悔しがらせる言い方だと

おもうが、これは昔のことをしゃべって得意になっている老

人を揶揄する否定的な意味に使われるが、三島由紀夫がこん

な意味のことをなにかのエッセーに書いていたのを覚えてい

る。「〈先代を見た〉というのは日本人特有の批評精神のあら

われである」と。批評の言語になじまない日常生活のなかで

は「先代」というのは一種の規範となっている場合がある。

「先代」という概念は西欧の演劇には当てはまらないが、そ

れでも伝説となっている名優や演出で、規範化したものはあ

るようだ。まだ世を去って間もないヴィテーズ、バロー、ス

トレーレルなどはそうなる可能性を秘めている。お断りして

おくが、この小文はその方向には進まない。それは資料の必

要なかなり厄介な作業となるからである。「マリー・ベル」

という固有名詞が発する思い出の芳香にひたるだけにしよ

う。残念ながら「団菊じじい」の批評性は発揮できない。

私が初めてパリの土を踏んだのは 1964 年 11 月の初旬だ

った。その夜か次の夜コメディー・フランセーズに出かけた。

見た芝居は『地球は丸い』。俳優は覚えていない。作者はア

ルマン・サラクルー。もういまやフランスでも日本で

も演じられる機会をあたえられない劇作家である。時

代はルネサンス期のフィレンツェ。主人公はサヴォナ

ローラだった。

いまとなってはサヴォナローラの僧服姿しか思い出

せない。その数週間後新聞にマリー・ベルの名前を見

つけて、劇場へと足を向けた。

われわれの世代は映画を通してフランスを知った。

高校時代、恵比寿に汚い映画館があった。「恵比寿本

庄」といった。ここがよく「懐かしのフランス映画」

を上映していた。一日五本立てというのもあった。ジ

ュリアン・デュヴィヴィエの『望郷』、『我らの仲間』、マル

セル・カルネの『霧の波止場』、『愛人ジュリエット』などな

ど数多くの「古い名画」を見まくった。思いつくままにあげ

ると、男優ではルイ・ジューヴェ、ミッシェル・シモン、ジ

ェラール・フィリップ、ジャン＝ルイ・バロー、ピエール・

ブラッスール、フランソワ・ペリエなど、また女優ではアル

レッティ、エドウィージュ・フイエール、マリア・カザレス、

マドレーヌ・ルノーなどを映像として知った。後年フランス

へ行って、あこがれが粉砕されたこともある。

たとえば『望郷』である。アルジェのカスバはセットだっ

たようだが、あれに憧れていた。ところがあの映画のカスバ

はアルジェリアがフランスだった時代の象徴だったのであ

る。フランスでポンテコルヴォの監督になる『アルジェの戦

い』を見たときあのカスバは実は反仏レジスタンスの拠点だ

ったことを知り、不明を恥じた次第。カスバの下にある大通

りは「アナトール・フランス」というが、フランス人はふざ

けてアルジェリア独立後は「アナトール・アルジェリア」に

変えられてしまったなどという。わたしにとってはカスバは

もう『望郷』のカスバではなくなった。なるほどこのような

迷路だったからこそカスバがレジスタンスの拠点となること

ができたのかと納得した。アルジェリア最大のカスバのある

アルジェへ行ったのは 70 年代の中ごろだった。まだアルジ

ェリア旅行が危険ではなかった。

その『望郷』に主演したジャン・ギャバンは愛好する俳優

のひとりだった。「ギャバン好き」は当時じつに多かった。
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［思い出の舞台］

「パリの芝居の思い出　マリー・ベル」

田 之 倉 稔



彼は舞台俳優ではなかったから、アーティキュレーションは

わるかった。まさにコロキュアルなフランス語をしゃべる俳

優だった。もちろんそれは後年フランスへ行ってから知った

ことだった。スクリーンやシャンソンと現実の落差はぞくぞ

くと出てきた。イヴ・モンタンのフランス語などもそうだっ

た。あのしゃべりにあこがれていたが、フランスへいってし

ばらくすると、彼のフランス語はベタつくような、すこしも

きれいではないのがわかってきた。こういうことには日本に

いるとなかなか気がつかない。聞いた話であるが、ゴダール

映画に出てくる俳優のフランス語を聞き取れなかった先生が

多かったそうだ。あの時代のフランス語の先生のヒアリング

能力は今よりずっとおとっていたのかもしれない。いまやラ

ジオ・テレビのフランス語講座に出演する日本人はネイティ

ヴなみのフランス語発音をするので、いかにフランスが近く

なったかを思い知らされる。われわれが映画を通してフラン

スに憧れていた時代と隔世の感がある。

さてマリー・ベルであるが、『舞踏会の手帳』の、帽子を

はすにかぶった、あまり表情のかわらない、どちらかという

冷たい感じの女性だったのをよく覚えている。ヒロイン、マ

リー・ベルは手帳に書きつけてあった何人かの男を訪ねる。

リュクサンブール公園で宵闇の詩を吟じるルイ・ジューヴェ

の顔と姿は記憶に焼き付いている。オペラ座広場から走る広

い通りを進むと、ブールヴァール・ボヌ・ヌーヴェルに出る。

サン・ドゥニ門のすこし手前左側に「ジムナーズ・マリー・

ベル」劇場があった。フェリシアン・マルソーの『La bonne

Soupe』という芝居に出演していた。ミッシェル・コルバン

編の『演劇百科辞典』（Ed. Bordas）によると、こうある。

「Marie-Jeanne Bellon が本名。1900-85。1921 年コメディー・

フランセーズ、デビュー。その後アンリ・ベックの『大鴉』

で認められ、1928 年“sociétaire”となる」その後『フェード

ル』『絹の靴』などの演技で悲劇女優としての地位を確立し

たというから、映画スターとして知られるようになる前は、

演劇界の大女優だったわけである。映画ではジャック・フェ

デ（「フェデール」とするひともいる）やアベル・ガンスの

作品に出演をし、1937 年デュヴィヴィエの『舞踏会の手帳』

となる。『Britannicus』のアグリッピーヌを演じた後、1953

年コメディー・フランセーズを退団。「ジムナーズ」劇場の

芸術監督になったのは 1958 年で、86 年までその地位にあっ

た。私が見たのは新しい活動が始まった時期にあった。劇場

は芸術監督としての才能よりスターとしての名声を利用した

かったに違いない。コメディー・フランセーズを離れた後は、

「ブールヴァール」喜劇によく出演していたようである。『舞

踏会の手帳』からはちょっと想像ができない。しかし 1960

年ピーター・ブルック演出の『Le Balcon』に出演している

から、ブールヴァール劇の大衆的な人気に安住していたわけ

でもない。そんな経歴を知らずただ「マリー・ベル」という

だけで私は劇場の椅子にすわった。
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古老といった存在（たとえば河盛好蔵［敬称略。以下同］！

わたしは辰野隆の最終年度に「十九世紀文芸思潮」なる講義

に出たが、相手は大長老にみえた）が許されぬ時代だという

一般論はどけても、そういう者に自己をなぞらえることがい

かにそぐわないかは自分がいちばんよく知っている。でも、

「実盛が髭を染めしも世の名利」の斎藤別当どころでなく齢

を喰ったのは歴然たる事実。だのに、暇にあかせて繙き、ま

んざらでないかの篠田鉱造の『百話』式に、転身―転回
パ ン タ ・ レ イ

のわ

が研究史がよし概括にせよ辿れるかと振出しの骰はやや躊躇

い気味だ。とまれ、そんなこんなもどきを絡め──

わたしが仏に限らず演劇研究らしきに些少なりとも本気で

とり組むようになってから四○年ばかり、元来わたしは演劇

が専攻ではなかったのだから妙な按配だ。モリエールを学部

と院で鈴木力衛に、ラシーヌを丸山熊雄に習い（ただし、後

者は、教場にはほんの数回）、ついで若かった大久保輝臣に

当時の現代演劇を聞かされ、学部生の頃バローがきたのだし、

フランス演劇に無縁だったわけではない。しかし、わたしは

そんな偉い先生に就いているという意識はおろか、たとえば

古典劇が面白いと感じるセンスも皆無に近く（『ドン・ジュ

アン』を精読させられたが、ヴィテーズの舞台に接するまで

モリエールが問題だとは考えもせず）、手前味噌の原則に生

きていた。わたしの世代なら月並みだ、おれにはおれのやり

たいことがあり、流儀も教室とは違うと思っていたふう、不

敵というか迂闊というか、鼻柱だけはやたら強かったという

か。いや、単に学外で多忙だったのだ、なにせ六○年代頭で、

まず街頭ありき、であった。その後、演劇は学ではなく、現

場からきた。院に入り、教場に戻った辺りで、テクストを読

み、かつ同時平行状に舞台集団創立に携わる過程が手伝って、

演劇を理論的に考究せねばならない切迫に襲われたかたち。

蕩児の帰還でも年貢の納め時でもない、むしろ、より真剣へ

と自己に焼きを入れ直すこと。加うるに、わたしにとってで

かかったのは、毎月パリでどんな舞台が掛かっているかを連

載で紹介する仕事が舞い込むのだ。すべてはたまたまだが、

この全偶然が通過儀礼みたいな束と化してお調子なこの身の

他愛なさを徐々に削ぎ、変位させる。

舞台現場加担が本格化したのはいわずと知れる、やがてア

ングラと呼ばれる

演劇とその運動へ

の関与を契機に、

だ。運動というも

のはたとえこの東

京の現在時でのみ

成立しているのだ

としても、同時代

性を射程にしてお

かねばならないこ

とは即感触したし、

わたしの外国語で

有効なものがある

とすれば、概ねフ

ランス語に尽きる以上、同言語の演劇を引き寄せ、西欧演劇

史を眺望することはいわば理の当然の必須になるわけであ

る、それも、目下パリにいかなる舞台が出現しているかを刻

一刻把持する作業を伴いつつ。シェローのオデオン座登場作

『リチャード二世』からこっち月々今は亡き『レットル・フ

ランセーズ』の記事を筆頭に劇評の山を掘り崩し、観てない

舞台をも嗅覚で仮構する試みは演劇批評の、優れてゲシュタ

ルト的訓練、演劇史に浸って畳水練に陥りがちなこの視線を

歴史に固定する一歩手前で止める場であり、現場アングラは

異なる演劇の同時代鑑識力を鍛えるとともに、ヨーロッパの

芝居にそれが西欧という理由だけでのめらない「距離のパト

ス」をもたらし、理論学習はそれぞれを違うものとして立て

ながら、ここで使えるものは摂るという態勢の形成につなが

った、というと、予定調和的めいて厭だが、でも、それに紛

れはないのだ。いつか友人が日仏二極のあいだの往復のみで

はまずいと忠告を呉れた。かもと諾いながら、極は無数にも

てようもなし、わたしが当地の演劇の、依然変わらぬ一国自

立主義にも、ヨーロッパ二○世紀前衛拝跪式の公式的誘惑に

も陥らずに済んだのはこの三つの位相ゆえだろうと領野を決

めたので、とりあえず後悔はない。

こんな修業時代を介してわたしはフランス演劇研究の途に

入る。要するに、大抵の研究者が学から現場への回路でいく
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［わたしの一冊］

Bernard Dort, Théâtre en jeu (Seuil, 1979)

──最近の演劇書一瞥を兼ねて

佐　伯 隆　幸



出したように、悲劇に創作の比重を移した。ひとくちに悲劇

といっても『ティモクラート』や『ベレニス』（1657）のよ

うにロマネスクな筋立てのものもあれば、ピエールの政治悲

劇を彷彿とさせる『コモド帝の死』（1657）、ギリシア神話に

取材した単純な筋のラシーヌ的な悲劇『アリアーヌ』（1672）

など、かれの悲劇はヴァラエティに富んでいる。その後は仕

掛け芝居『女占い師』（1679）やオペラ『メデ』（1693）も手

掛けた。

こうしたトマの旺盛な創作活動を理解するうえで、「競作」

と「共作」は重要なキーワードとなる。トマは他の劇作家が

取り上げた同じ主題をもとにして別の作品を生み出すことを

ためらわなかった。たとえばオテル・ド・ブルゴーニュ座で

初演されたスカロンの喜劇『自分自身の番人』（1654）を受

けて、同じカルデロンのコメディアを翻案した『自分自身の

牢番』をマレー座で初演させた（おまけにこれはスカロンの

作品を上回る成功を収めたようだ）。また仕掛け芝居やオペ

ラの創作に際してドノー・ド・ヴィゼやリュリ、キノーと協

力することもいとわなかった。自分独自の主題を孤独に探求

するという近代的な文学者像はここにはみられず、むしろ観

衆の嗜好や要望を踏まえ、既存のテーマを巧みに処理し、必

要に応じて共同作業もいとわない職人像が浮かんでくる。

トマが同時代人のあいだで幅広い評価を得ていたことは、

各劇団にコンスタントに新作を提供し、多作にもかかわらず

初演が大失敗に終わったことが少なく、同業者から深刻な批

判にさらされなかったことから理解できる。これはトマの温

厚な人柄のおかげでもあるが、周囲からの羨望によって妨害

されるほど高い地位に上れなかったからだと言えなくもな

い。そのため、トマとの関係から三大劇作家を再検討するこ

とが可能だろう。19 歳離れた兄ピエールとは生涯に渡って

良好な関係を保ち、ピエールの亡くなった翌 1685 年にアカ

デミー・フランセーズの空席を継いだ。創作原理については、

兄の演劇を熱心に研究した形跡が『ティモクラート』をはじ

めとする作品の随所に見てとれる。またトマは世紀後半の悲

劇を代表するラシーヌに対抗意識を抱いていたようだ。恋愛

の破局を単純な筋の中で描き出した『アリアーヌ』はラシー

ヌ『ベレニス』に触発されたと考えられ、このギリシア神話

の主題の後日談はラシーヌ『フェードル』で取り上げられる。

コルネイユとラシーヌの比較は研究テーマとしては目新しく

ないが、両者の悲劇を意識した作品を書いたトマに着目する

ことで、二大悲劇作家の影響力を再検討できるだろう。最後

にモリエールについて述べれば、モリエールは自分がデビュ

ーするより先に喜劇ジャンルで活躍したトマの作品をレパー

トリーに加えていた。一方トマはモリエールの『ドン・ジュ

アン』をかれの死後韻文劇として改作し（1677）、この翻案

が 19世紀半ばに至るまで舞台に掛けられることになった。

このようにトマを研究することは流行の移り変わりを把握

する上で、さらには三大劇作家を再考する上でも重要である

ことが分かる。しかしながら、トマの演劇を当時の趣味の単

なる一例に矮小化してしまうことは適切ではない。長期間に

渡って安定したキャリアを築いたという事実は、流行に追随

したというだけでは片づけられないからだ。したがって、ド

ラマトゥルギーの独自性や一貫性などトマの演劇固有の価値

を考慮しながら、当時の演劇の多様性を明らかにする手掛か

りを探っていくことが今後必要になると思われる。

（千川哲生）

［17世紀パリの劇場と劇団］

17世紀初めのパリ

パリにはすでにフランス最初の常設劇場オテル・ド・ブル

ゴーニュ座があった（1548 年、モーコンセイユ通り rue

Mauconseil とフランセーズ通り rue Française の角地に建設）。

このほか、プティ＝ブルボンもイタリア人劇団がパリを訪れ

たときに劇場としてつかわれていた。当時の有力な職業劇団

としてはヴァルラン・ル・コント劇団、ラ・ポルト劇団、グ

ロ＝ギヨーム劇団などがあり、パリでもしばしば上演してい

たが、首都定着には至らなかった。イタリア人劇団も断続的

にパリを訪れ、オテル・ド・ブルゴーニュ座やプティ＝ブル

ボンなどで演じていた。

王立劇団とマレー劇団の競合

1620 年ころからグロ＝ギヨーム劇団とシャルル・ル・ノワ

ール劇団がパリ定着を目指し競い合うようになる。1629 年、

国王の庇護のもと、グロ＝ギヨーム劇団が王立劇団としてオ

テル・ド・ブルゴーニュ座定着に成功。1634 年にはル・ノ

ワール劇団がヴィエイユ＝デュ＝タンプル通り rue Vieille-du-

Temple のマレー掌球場を劇場に改築し、本拠地とする。パ

リ第二の常設劇場マレー座の誕生である。

こうしてパリでは二つの劇団がそれぞれ常設劇場を拠点と

して覇を競うことになる。王立劇団はベルローズ、マレー劇

団はモンドリー、フロリドールが看板俳優として活躍した。

1647 年、フロリドール、王立劇団に移籍。以後、王立劇

団＝オテル・ド・ブルゴーニュ座は悲劇の殿堂となる。

イタリア人劇団とモリエール劇団

1639 年、スカラムーシュ（スカラムッチャ）率いるイタ

リア人劇団がパリにやってくる。喜劇だけでなくオペラ・仕

掛け芝居も上演した。1648 年、劇団はパリを去るが、1653

年にパリに戻り、プティ＝ブルボンを拠点として上演活動を

9

日仏演劇協会会報　復刊 3 号



ものを、迂回し、現場から研究室へ、そこでヴィス・ヴェル

サの方法を採ったという結果になるか。先生たちの教えを無

にしたつもりは毛頭ないと力む要もなかろう。そんな話は莫

迦げている。が、バローはパリで発見というように多くわた

しは独習、教えは後で反芻するスタイルだった。アングラや

かの地の現代演劇は直面した場で生成するほか文法はないと

受けとった。つまりその限りで、熟知していなくてはならな

い理論も言も厖大に存在する、わたしとしては眼に入るもの

は何であれ、ミシェル・クルノー、コレット・ゴダール、ギ

ー・デュミュールやジル・サンディエを読み解き、そこに浮

かび出る脈絡をおのれの文法に構成し直し、他方、今劇作品

は措くが、ヴィラールやバルトやジェミエ、コポーらのいる

大きい枠組を追った格好だ。事柄自体は当たり前で格別労苦

を覚えた気もない。また、こうした比較的正統的研究対象の

外に、マリオン・ドロルム的形象の系譜、役者、なかんずく

女優の存在論、courtisane が関心領域にあり、民衆演劇史が

最大の主題だったりするのだから、思考はなかなか完了をみ

せず、作業台上に横たわっている。昨今はアビラシェッド監

修の『二○世紀のフランス演劇』をもう前世紀総括かと嘆息

まじりに味読で、まこときりはない。

種々読み、影響されてきたものはかくのごとくだけれども、

わたしがもっとも啓発された一冊ということになると、これ

はもうベルナール・ドルト、それも、Théâtre en jeuに止めを

差すだろう。同書を出たばかりのときわたしはパリで一読し

た。かれにはすでに東京の紅テント興行で会っており、この

ときの滞在でも劇場などで何度か話していたが、そんな個人

的なことはどうでもいい、この書はとにかく鮮烈、およそ批

評という名でわたしが知るレヴェルをはるかに超えていた。

かれがブレヒトに一章設けたことは当然にせよ、アンドレ・

アンゲルがストラスブールで上演した『バール』や TNS と

ヴァンサンの『ジェルミナル』を構図にした叙事演劇論はわ

たしが当時理解してい

た面白くはないブレヒ

ト像を一変させる言説

であり、別立てで、民

衆演劇論、ダリオ・フ

ォから「パンと人形一

座」に関する記述、ア

ルトー、ジュネ、シェ

ロー、ヴィテーズら時

代の貌が出揃い、どの

章もが刺激なのだ。そ

して、それらの固有名

を通して劇場という場処が孕むテアトラリテ、七○年代と歴

史やユートピアとの相関性、俳優の記号学等々が犀利かつ精

密に説かれる。韜晦にも蘊蓄にも流れない批評がもつ途方も

ない知的射程距離にわたしは痺れた。巻末のクロニクルがま

た息を呑む奥深さ。これだけの短さでこれだけのことが書け

るのかと讃嘆としか感想はない。命題＝批評は知であり、明

晰さと吸引力をもたねばならぬことや、ドイツ、イタリア演

劇も知悉した前提で（かれは両言語ともできた）フランス現

代演劇を視る稀有な地平が見事に出現しており、こういう批

評家がかの地にはいるという事実をしたたか思い知らされた

といっていい。ここには演劇の生成と批評言語の生成が合致

する豊穣な空間がある。その牽引と現地で舞台を観ながら覚

えた連動の感触は後にわたしの書く『「20 世紀演劇」の精神

史』にもろ刻印されていよう。その頃パリと東京はさまで遠

いとは感じられなかったといい出すと老残の逆説染みるが、

企てればいくらでも往復可能な時なのに、今ある関係性たる

や往還どころか、どう知を気どっても「身を守るかくれどこ

ろはこゝこそとちゑを古井に蛙なくなり」（平秩東作）ではな

いかとわたしは自分もいるここの趨勢に呆然としかねないの

だ。ドルト書はその危うさを照射してくる。

スイユが出したかれの演劇批評集の三冊目に当たり、フラ

ンス・ブレヒチアンの立場を明解に出した興味ある前二著

Théâtre réel, Théâtre en publicに比べても段違いな本書を出し

てしばらくしてかれは忽然と逝ったが、その後の本、あるい

はかれに捧げられたサラザック編集で寄稿多数の les Pouvoirs

du Théâtre, éditions Théâtrales, 1994 もそう、だれもがいう通

り、エクリチュールやかれがジャック・シェレールとともに

創立したパリ第三大学演劇研究科を経て、いや、かれ自身を

媒質にして演劇批評や演劇の学に次代が到来したことは間違

いない。まるでカドモスが撒くと次々強靭な者に成る例の歯

の持主の竜のようにといえば見立てもすぎようし、不吉かも

しれないが、実際かれにはそんな徴もなくはないのだ。先述

の『二○世紀のフランス演劇』にしてから、一辺の編年体で

はなく、断層図のような個別テーマ別に叙述するという構成

だし、これもまたドルトが中軸で編集を担った名著、ボルダ

ス版『演劇』の方法の拡延ではないかと映る。

くどくなった。わたし（たち）がかれに学べることはまだ

まだ沢山ある。みな基層だ。
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われわれは数人の仲間で「17 世紀フランス演劇研究会」

を 40 年以上続けている。よくも続いていると思うばかりだ

が、その不定期刊行の研究誌『エイコス』も 17 号を数える

ようになっている。

その『エイコス』誌には途中から、互いに読み合い、議論

し合った 17 世紀の戯曲作品（多くが翻訳はおろか日本に紹

介もされていないもの）の「梗概集」を載せてきた。それら

の資料の散逸を避けるべく、数年前から『フランス 17 世紀

演劇事典』を作ろうということになり、早稲田大学のグロー

バル COE「演劇・映像の国際的教育研究拠点」（拠点リーダ

ー竹本幹夫 演劇博物館館長）の平成 22 年度の研究成果単行

本出版経費の補助を受けて、中央公論新社から 2011 年 3 月

に刊行することができた。

シンポジウムではその『フランス 17 世紀演劇事典』刊行

の成果を中心に報告したが、会場からも活発な意見が出され、

議論され、われわれ編著者としてもいくつかの反省すべき個

所、不足していた項目などのご批判をいただいた。ここでは

そのシンポジウムに参加した報告者たち（野池恵子、戸口民

也、千川哲生、鈴木美穂）に報告内容を簡単にまとめてもら

い、それを伊藤が全体としてまとめた。

文体・内容などは報告者にまかせ、全体としては若干不統

一感もあるがそのままにしてある。したがって、ただ単に事

典の紹介のみの報告から今後の研究発展を展望したものまで

ある。しかも各自が主として自分の担当した項目や事項を中

心としているから、この報告文が事典全体の内容を網羅して

いるわけではないことをお断りしておく。さらにシンポジウ

ムの際には出席し報告発表者になっていたが、この報告文に

は都合で参加できなかった二人（冨田高嗣、オディール・デ

ュスッド）がいること、また当日の報告順と異なることもお

断りしておきたい。

［事典の意図、全体の構成］

言うまでもないことであるが、フランスの 17 世紀は他の

ヨーロッパの国々同様、演劇の黄金時代であった。この世紀

は演劇がことのほか栄えたというばかりではなく、近代的な

演劇に変貌した重要な時代である。ヨーロッパ各地に屋内の

劇場ができ、職業人としての演劇人（女優を含めて職業俳優

や劇作家）が誕生し、印刷術の普及により戯曲が広く読まれ

るようになった時である。もちろんコルネイユ、モリエール、

ラシーヌという三大劇作家が活躍し、名作を生み後世に名を

残したが、劇作家はこのほかにも数多くいた。つまり大劇作

家の生まれた裾野をより明らかにしたいという意図があっ

た。

その貴重な世紀の総体を紹介するために、本事典では総論、

Ⅰ部 作家、Ⅱ部 作品、Ⅲ部 事項の４部構成をとることにし

た。総論で 17 世紀演劇の流れを説明し、以下ほぼ 60 人の

劇作家と 250 編の劇作品の梗概および解説を載せ、それらを

より深く理解するのに必要な事項を 150 ほど挙げて解説し

た。作品としては三大劇作家はもちろん全作品を取り扱った

が、そればかりではなく、17 世紀前半の主要な作家ロトル

ー、メレ、トリスタンなどもほぼ全作品をとりあげた。また

事項については、ドラマツルギーに関するもの、この世紀の
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諸論争、17世紀演劇周辺の重要人物などをとりあげた。

さらに、本書のあちこちに 36 の読み物風の記事「コラム」

を配し、これらを通してフランス 17 世紀演劇を多様な視点

から眺められるようにした。17 世紀演劇の現代における受

容を始め、宮廷バレエ、オペラなどの音楽関係、役者や女優

などのほか、演劇に批判的だったパスカルの目から演劇をみ

るコラムなども存在する。 （伊藤洋）

［第四の男］

三大劇作家に続く第四の作家、ジャン・ロトルー（1609-

1650）は、アカデミックな文学史から「前（非）古典主義の

作家」とみなされ、長らく等閑視されてきた劇作家である。

しかし、ヴォルテールは、その著『ルイ 14世の世紀』（1751）

で、ロトルーを「演劇の始祖」と呼び、スタンダールは『赤

と黒』（1830）で、ロトルーの傑作悲喜劇『ヴァンセスラス』

（初演 1647?）を引用し、テオフィル・ゴーティエは『キャ

ピテン・フラカス』（1863）で、巡業劇団のレパートリーと

してロトルーの代表的喜劇『忘却の指輪』（初演 1629?）を

挙げている。つまり、ロトルーの作品のいくつかは、死後二

百年経っても文人の記憶に留まっていたのである。彼は、41

年の生涯に 35 作品を残した（散逸した作も含めると 50 作

ほど）。質量共に、17 世紀前半では明らかにコルネイユに次

ぐ作家、世紀全体では、モリエール、ラシーヌを含めた三大

劇作家に次ぐ位置を占めると言っていいだろう。

全作品中、最も息の長い成功を収めたのは『ヴァンセスラ

ス』である。初演が行われたオテル・ド・ブルゴーニュ座で

の上演回数は不明だが、モリエール劇団でも 1659 年に上演

され、コメディ＝フランセーズでは、1680 年の創立以来、19

世紀半ばまで 227 回もの上演回数を重ねた。版数も多く、

1648年の初版から 1907年まで 30版以上が出ている。

19 世紀後半になって「バロック」の概念が登場し、20 世

紀半ばからバロック研究が盛んになるにともなって、バロッ

ク的要素を満載したロトルーの作品群にスポットライトが当

たるようになった。1988 年に悲劇『真説聖ジュネ』、1992 年

に喜劇『美しきアルフレード』、1993 年に悲喜劇『コルコス

のアジェジラン』、1996 年に悲劇『コスロエス』が相次いで

上演されたのは、そうした研究活動を背景にしたロトルー

「復権」の試みである。

三大劇作家と異なり、ロトルーは、全集すら十全な形で編

纂されてこなかった。19 世紀初めにヴィオレ＝ル＝デュック

が刊行したが、厳密とは言えないものであった。やっと現在、

ジョルジュ・フォレスティエ監修による全集が、詳細で充実

した解説付きで第十巻まで出版されている（Société des textes

français modernes, 1998–）。カバーされた作品数は 24 作で、

あと 11 作を残す。この全集の完成により、ロトルーの研究

はいっそう豊かなものになるだろう。ほぼ忘れられた劇作家

たちの代表であるロトルーの「復権」は、他の作家たちの復

権にもつながるであろう。

『フランス 17 世紀演劇事典』には、ロトルーの全作品

の梗概を掲載することができた。梗概だけでは、どの作家

の作品も、内容の魅力は伝わりにくいと言えよう。しかし、

梗概により、作品のアイデンティティーを垣間見ることは

できる。ロトルーの作品の約半数（17 作）は悲喜劇であり、

これは世紀前半に最も人気があったジャンルである。その

特徴は、深刻なテーマを抱えながら結末はハッピー・エン

ド、筋は波瀾万丈で、策略、変装、取り違え、遭難、決闘、

幽閉、偽の死、真の素性の発見、劇中劇的場面などの手法

やモチーフ（バロック的要素）が駆使される。そしてこれ

は梗概だけを読んでもおわかりいただけるだろうが、悲劇

や喜劇にもこうした特徴、つまりバロックの精神が、横溢

しているのだ。当時の観客に「劇的なるもの」とみなされ

ていたこのような「パターン」と、このパターンへの執着

を味わっていただきたい。なお、『フランス十七世紀演劇

集・悲劇』（中央大学出版部、2011）に、ロトルーの問題

作『真説聖ジュネ』の翻訳が収められているので、合わせ

て参照されたい。

（鈴木美穂）

［トマ・コルネイユ］

『フランス 17 世紀演劇事典』の主なねらいは、コルネイ

ユ、ラシーヌ、モリエールの三大劇作家だけでなくマイナー

な作家や作品にも項目を割り振って、当時の演劇の豊かな裾

野の広がりを示すことにある。ただし事典としての性格上、

作家や作品の紹介を超えた記述にまで踏み込んではいない。

そこで、本事典を出発点としてどの方向に具体的な研究が展

開できるのかを示すひとつの例として、ピエール・コルネイ

ユの末弟トマ・コルネイユ（1625-1709）を取り上げ、その

研究可能性を明らかにしたい。

トマは 17 世紀最大の当たりを取った悲劇『ティモクラー

ト』（1656）で演劇史上にその名をとどめているが、それだ

けではなく 40 篇を超える作品を発表し、多産な作家の例に

もれず時代の風潮に即応する器用さを持ち合わせていた。40

年代から 50 年代にかけてスペインのコメディアを翻案した

喜劇が多く作られたが、トマはこの流行に応じて『偶然の約

束』（1649）でデビューし、計 8 篇の喜劇を発表した。その

後は、ちょうど兄のピエールが喜劇から悲劇に活躍の場を見
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再開する。

1643 年、ジャン＝バティスト・ポクラン（後のモリエー

ル）、女優マドレーヌ・ベジャールとともに盛名座を結成。

1644 年、メテイエ掌球場を改装した劇場で旗揚げするが、

まもなく破綻。その後 10 年あまりの地方巡業時代を経て、

1658 年パリ定着に成功。イタリア人劇団とともにプティ＝ブ

ルボンを本拠として活動を始める。

1660 年 10 月ルーヴル宮拡張のため、プティ＝ブルボンが

取り壊される。モリエール劇団とイタリア人劇団はパレ＝ロ

ワイヤル劇場（リシュリュー枢機卿が自分の館の中に建設し

た劇場、1641 年落成）を与えられ、1661 年から上演活動を

再開する。こうしてパリでは、オテル・ド・ブルゴーニュ座

（王立劇団、悲劇を得意とする）、マレー座（仕掛け芝居を売

り物にする）、パレ＝ロワイヤルのモリエール劇団（モリエ

ールの喜劇で客を集める）とイタリア人劇団が覇を競うこと

になる。

モリエールの死と演劇界の再編

1673 年、モリエール死す。ルイ 14 世はパレ＝ロワイヤル

をリュリ率いる王立音楽アカデミーに与える。以後、パレ＝

ロワイヤルはオペラの常設劇場となる。王命により、モリエ

ール劇団とマレー劇団が合併。劇団はゲネゴー劇場を拠点に

選ぶ。ゲネゴー座誕生。イタリア人劇団もゲネゴー劇場に拠

点を移す。

ゲネゴー劇場は、フォセ＝ド＝ネール通り rue des Fossés-

de-Nesle（今日のマザリーヌ通り rue Mazarine）とセーヌ通

り rue de Seine の間、ゲネゴー通り rue Guénégaud に面した

場所にあったブテイユ掌球場を改装、オペラ用の劇場として

1671 年 3 月にオープンした。フランス語による最初のオペ

ラ『ポモーヌ』上演で大成功するが、リュリの画策によりオ

ペラ上演を禁止され、門を閉ざしていた。

1680 年　コメディ＝フランセーズ誕生

1680 年、ルイ 14 世、オテル・ド・ブルゴーニュ王立劇団

とゲネゴー座の合併を命令。コメディ＝フランセーズ誕生、

ゲネゴー劇場を本拠地とする。オテル・ド・ブルゴーニュ劇

場はイタリア人劇団（コメディ＝イタリエンヌ）に与えられ

た。

しかしながら 1687-1689 年には、コメディ＝フランセーズ

は劇場移転を余儀なくされる。87 年 6 月、国王は劇団に立

ち退きを命じる。ゲネゴー劇場のすぐ近くにコレージュ・

デ・カトル＝ナシヨンが創立されることになったためであ

る。劇団はフォセ＝サン＝ジェルマン＝デ＝プレ通り rue des

Fossés-Saint-Germain-des-Prés（今日のランシエンヌ＝コメデ

ィ通り rue de l’Ancienne-Comédie）のレトワール掌球場を改

装し、新たな劇場とする。1689 年 4 月、新劇場落成公演で

は、ラシーヌ『フェードル』と、モリエール『いやいやなが

ら医者にされ』が上演された。

17 世紀末から 18 世紀へ

世紀末にイタリア人劇団追放という特筆すべき事件が起き

る。1697 年、イタリア人劇団は、マントノン夫人に対する

露骨なあてこすりを含んだ劇『偽貞女』を上演しはじめた。

王の命令により、すぐさま劇場は閉鎖、俳優たちは追放され

た。イタリア人劇団が再びパリに戻るのは、ルイ 14 世の死

の翌年、1716年のことである。

こうして時代は 18 世紀へと移り、パリではコメディ＝フ

ランセーズ、コメディ＝イタリエンヌ（オテル・ド・ブルゴ

ーニュ）、オペラ（パレ＝ロワイヤル）の三者が競い合うこ

とになる。 （戸口民也）

「コラム」について

どうしても断片的になってしまう『事典』の知識を少しで

も横断的に、全体的にとらえられたらと考え、読み物風の

「コラム」を用意した。全部で 36ある。テーマはさまざまで、

たとえば 17 世紀演劇に直接大きな影響を与えた「宮廷バレ

エ」「オペラ」「祝祭」について、演劇美学の形成に力となっ

た「リシュリューの文化政策」、「ル・シッド論争」、あるい

は当時の宗教界で重要な位置を占めていた「イエズス会での

演劇上演」についてなどがある。同じキリスト教界でもイエ

ズス会とは対極的な存在であったポール・ロワイヤルやパス

カルについては、特にこの分野の専門家でいらっしゃる塩川

徹也氏に「パスカルと演劇」を執筆していただいた。演劇じ

たいを俎上にあげて、役者や女優、衣装や興業についての紹

介もされている。当時の演技や朗唱法がどのようなものであ

ったかは「演技と朗唱」で明らかにされる。

食文化や日常生活の一端も取り上げた。ナイフだけであと

は手づかみだったなど当時の「食卓作法」が詳らかにされた

り、「ヴェルサイユ宮殿に便所はなかったのか」では実は

WC は皆無ではなかったという研究結果を紹介し、古典劇の

翻訳も WC を表す語をきちんと訳出して、日常生活をあり

のまま反映すべきだと結論づけている。目をフランス国外に

移すと、同時代のイタリア演劇やイギリス演劇（シェイクス

ピア）との関わりについてのコラムもみつかり、コンメディ

ア・デッラルテがいかにフランス演劇の中に溶け込んでいる

か、それに対してシェイクスピアはいかに無縁な存在であっ

たかが、わかってくる。

フランス古典劇が現代にいかに受容されたかは、「フラン

スにおける近年の古典劇名舞台」や「コメディ＝フランセー
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ズのレパートリー」を読むとわかる。「フィルモグラフィー」

も 17 世紀演劇を把握するのに大いに役立つ。日本の読者・

観客としては「日本におけるフランス 17 世紀演劇の受容」

は興味深いはずである。先陣をきった上演作品は『守銭奴』

で、尾崎紅葉が「夏小袖」として 1892 年に翻案した。コル

ネイユは『ル・シッド』が「鎌倉武艦」として 1911 年に、

歌舞伎座で上演された。翻訳集の歴史もここで紹介されてい

る。

演劇そのものに関係はしないが、ラシーヌをめぐって批評

のあり方が論争された「ピカール・バルト論争」もコラムに

取り上げて、現代におけるラシーヌのテクストの受容を多様

にした。

フランスの 17 世紀は、初頭にようやく内乱がおさまった

ものの、領内は荒廃しており、宮廷は野卑な言葉にあふれて

知的文化の宿るところではなかった。演劇が栄えて、乱闘も

しばしばだった劇場に女性が通えるようになったのは、プレ

シオジテの精神が行き渡り、行為よりも言葉が先行するよう

になったことが大きかった。『事典』に「プレシオジテ」や

「文芸サロン」のコラムを採用したのは、女性が出産のため

だけの性ではなく、ともに会話を楽しみ、自己を啓発してい

く仲間だという認識が形成された背景を紹介するためであっ

た。たとえば「プレシオジテ」では、スキュデリー嬢がその

著『会話集』の中であげた会話の心得が示されていて、「面

白がらせる」のが第一だが、会話を独占してはいけない、自

分の考えを述べることができるし、間違ってもよい、反論す

ることも会話を中断することもできるが、男女の性差別はす

べきではなく、女にも学問や知識が必要であるなどの主張が

紹介されている。女性尊重、個人尊重がうたわれているとい

う指摘があり、一般に負の部分ばかりが強調されていたきら

いのあるプレシオジテに、積極的な評価を与えている。

プレシオジテの精神はおもに「文芸サロン」で養われた。

このコラムでは、サロンのパイオニアで大貴族であったラン

ブイエ侯爵夫人のサロン、作家スキュデリー嬢のサロン、パ

トロンを後ろ盾にすることから人生をスタートしたニノン・

ド・ランクロのサロンの３つのタイプをとりあげて、それぞ

れの特徴が紹介されている。ランブイエ夫人は来客を招じ入

れる場所の整備から始め、“教育”をサロンの目的とした。

男女とも清潔と洗練が教えられ、詩人が提供するさまざまな

言葉の遊びを通じて女性を尊重することに重きをおいた“ギ

ャラントリー”の精神が養われた。

世紀半ばのフロンドの乱でそれまで築いたギャラントリー

の文化が失われそうになったとき、スキュデリー嬢らはギャ

ンラントリーを一層声高に叫び続け、プレシオジテの推進者

という意味で、とくにプレシューズと呼ばれるようになった。

彼女は自身のサロンで実践したプラトニックな愛をめぐる論

議や遊びを小説に書いて伝えたので、プレシオジテは広く中

産階級まで浸透することになった。一方ニノンは、言葉と同

じように欲望も大切にして生きた。集まる人々から教えを受

けて知的な成長をとげたが、とくにサン＝テヴルモンの影響

により、父親譲りの自由思想家としての生き方をみごとに我

が物にした。投獄の経験をした後は思慮深くなり、世紀後半

になると宮廷人のほとんどが彼女のもとを訪れるようになっ

た。彼女は死後、遺産の一部を幼いヴォルテールに残したが、

それは 17 世紀の自由思想家が次の時代の啓蒙思想家に書籍

代の贈り物をした図と捕らえられて、意味深い。

このようなコラムを用意したのに、『事典』の出版でなお

悔いても悔いきれないことがおきた。フランスでは、これま

で日の目を見なかった女性作家の作品集が二種類も出版され

たのに、そのどれ一つとして『事典』に採録できなかったこ

とである。彼女たちの作品は難はあっても無視されるいわれ

はないものが多い。あと一歩の努力が足りず、またの機会を

今は待つばかりである。 （野池恵子）
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［書評］

佐々木滋子著
『祝祭としての文学　マラルメと第三共和制』

水声社、2012 年

坂巻　康司

19 世紀後半のフランス象徴主義を代表する詩人ステファ

ヌ・マラルメ（1842–1898 年）については日本でも長年に亘

り多くの研究が積み重ねられてきた。一昨年、筑摩書房版

『マラルメ全集』全五巻が 20 年越しで完結した他、若手研究

者による注目すべき著作も続々と出版されるなど、マラルメ

研究の気運は再び高まっている。そのような中、ベテランの

仏文学者である佐々木滋子氏による『祝祭としての文学　マ

ラルメと第三共和制』が水声社から刊行された。

佐々木氏はすでに『「イジチュール」あるいは夜の詩学』

という浩瀚な研究書を同じく水声社から上梓しているが

（1995 年）、それはマラルメの未完の散文詩「イジチュール」

を徹底的に言語学的な観点から分析するという内容のものだ

った。それに対して本書は、第三共和制という 19 世紀末の

フランス社会・政治体制の中にマラルメの後期散文作品を置

き直し、この詩人がその時代といかに対決しようとしたのか

を丹念に分析した研究書と言うことが出来よう。マラルメの

後期散文は、一見、演劇やバレエなどの舞台芸術批評の様相

を呈してはいるものの、その実、表象の問題、政治・経済の

問題、文学の存在意義、宗教の意義など、多種多様かつ複雑

な問題に切り込もうとした極めて難解な散文である。その全

貌を本格的に明らかにした研究はいまだ世界に存在していな

いと言えるが、佐々木氏はそのような困難な課題に単身立ち

向かおうとしている。

もちろん、そのような試みが簡単になされるわけはないの

だが、佐々木氏はマラ

ルメの散文の片言隻句

もゆるがせにせず、

「祝祭」という概念を

手がかりにしつつ、そ

の言葉が那辺を目指し

て書かれているのかを

可能な限り明らかにし

ようとしている。その

周到かつ粘り強い読解

作業は読む者を圧倒す

るほどの力を持ってい

る。氏は極端な思考の飛躍を要求する過去の研究に疑念を呈

し（例えば、哲学者のラクー＝ラバルトやランシエールの

論）、自らにはそのようなアクロバットな読み方を禁じ、あ

くまでも誠実にマラルメの思想の核心に迫ろうとしている。

いずれの章も興味深いが、特に第 5 章「マラルメの文芸共和

国」は「庇護」という散文の読解作業を通して、マラルメに

おける「文学」理念を剔抉した秀逸なる研究であると感じら

れた。

演劇研究者の目からすれば、当時の演劇状況についての調

査がこの本では不十分に思えるかもしれない。しかし、佐々

木氏のマラルメ読解は恐らくまだ終わっていない。『祝祭と

しての文学』は今後、氏が更なる深い読みの成果を提示して

くれることを予告する書物なのであろう。

Patrick Besnier著
『Alfred Jarry』

Fayard, 2005

齋藤　公一

ジャリ（1873–1907）の評伝にはすでに 1974 年刊行の

Noël Arnaud『Alfred Jarry d’Ubu Roi au Docteur Faustroll』

（2003 年水声社から相磯佳正氏による翻訳が出版されてい

る）があるが、これはジャリの 1892 年から 98 年までの評

伝で、アルノーは下巻を書くはずであったが、残念ながら

2003 年に亡くなってしまった。ベスニエはアルノーが集め

た資料を始め、書簡やジャリの書いた時評なども参照し、ユ

ビュ王という仮面の下に紛れがちなジャリの全体像を、生誕

前から亡くなるまで虚実を整理しながら提示している。

アルノーはジャリの友人・知人の証言をもとに、ジャリの

エピソードに満ちた生活を読みやすく時間の流れに沿って記

述していた。ベスニエは前後関係や時期などを考慮にいれて

証言の信憑性を分析、判断し、アルノーの資料も検討、補足、

訂正したうえで取り上げて、『ユビュ王』上演以降に「ユビ

ュ神話」を背負ってしまった従来の虚像を解体すべく、アル

ノー以降発見された参照し得る書簡や資料をも渉猟してジャ

リの実像を浮かび上がらせようとしている。結果的にはユビ

ュの呪縛を解きながらも、新たに「ジャリという神話」を構

成してしまっているように思われる。その一方で、象徴主義

から脱却しようとし、『ユビュ王』によって独自の演劇を展

開しようとするジャリの、生涯にわたる、とりわけ演劇的な

生きざまに焦点が当てられ、詩、小説を書きながらも人形劇

12

日仏演劇協会会報　復刊 3 号



やオペレッタの台本製作に執着するジャリが、まさに「演劇

の人」であったことが明らかにされてもいる。

評伝という形式のためか、ベスニエはジャリの作品、演劇

観、世界観（パタフィジック）に関して深く考察してはいな

いが、700 ページあまりの大部の本書は、少年時代から死ぬ

までの身辺雑記も含めて、「ジャリという神話」の生まれる

素地を掘り起こした優れた評伝とは言えよう。2010 年 6 月

3 日から７月 20 日までコメディ＝フランセーズはジャン＝ピ

エール・ヴァンサン

の演出で『ユビュ王』

を上演し、機関誌 Les

Nouveaux Cahiers 5号

でジャリを特集して

いる。この著作は

2005 年の刊行である

が、『ユビュ王』をコ

メディ＝フランセー

ズがレパートリーに

入れたことを考える

と、時宜にかなった

ものなのかもしれな

い。

鈴木晶編・著
『バレエとダンスの歴史』

平凡社、2012 年

高橋　信良

フランスのバレエ史については『バレエの歴史　フラン

ス・バレエ史――宮廷バレエから 20 世紀まで』（佐々木涼子、

学習研究社、2008）が記憶に新しい。また、17 世紀フラン

スの宮廷バレエに関しては『宮廷バレエとバロック劇』（伊

藤洋、早稲田大学出版部、2004）が、19 世紀バレエ・ロマ

ンティックの台本分析では『十九世紀フランス・バレエの台

本』（平林正司、慶應義塾大学出版会、2000）が非常に詳細

な研究として基本図書となるであろう。その一方で、舞台上

の身体表現はジャンルを超え、国境を越え、さまざまな試み

が繰り返され、その定義づけは簡単なものではなくなってき

ている。とりわけ、バレエ・リュス以降の現代バレエ、モダ

ン・ダンス、コンテンポラリー・ダンスなどの現代舞踊とパ

フォーミング・アーツの関わり方など、容易く理解できるも

のではない。

そんな状況を打破すべく、身体表象の最前線の研究家たち

10 人がそれぞれの専門分野をわかりやすく解説したのが、

『バレエとダンスの歴史』である。表題どおり、バレエの起

源からコンテンポラリー・ダンスの最前線まで通史的に解説

したものではあるが、とかく各論に終始しがちな解説集では

なく、通時的な流れと共時的な諸関係が網の目のように関連

づけられ、非常にわかりやすい。編著者が言うように、一冊

の本で「舞踊一般」を網羅的に解説することは不可能であり、

したがって、同書は解説の範囲を「劇場舞踊」に限定された

ものであるが、まずはそれで充分、というよりも、ヨーロッ

パの舞踊史を曖昧に知っていることで、理解したと思い込ん

でいるような私にとっては、非常にありがたい文献である。

特に日本における西洋現代ダンス研究の分野では、人物名の

カタカナ表記すら統一が出来ていない状況で、たとえば、同

書の表紙にもなっているローザスのドゥ・ケールスマーケル

はドゥ・ケースマイケルやケースマイケルという風に表記も

まちまちで、どこまでが名字かも不確定な状態である。そこ

で、同書を手がかりとして、今後、現代ダンス辞典など、用

語の統一が行われ、この分野に興味を持つ人がひとりでも多

く出てきてくれることを願う。
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一年前よりパリ第八大学の舞踊学科に籍をおいているが、

舞踊史学はその国で行われている舞踊実践と強く結びついて

いることが多いので、海外で学ぶことは面白い体験である。

特にこの学科は二十数年前に新設されたばかりで、〈ダン

ス・コンタンポレンヌ〉を主な対象としており（私自身は

20 世紀初頭を研究対象としているのではあるが）、現在のフ

ランスの舞踊実践に積極的に関与する姿勢が強い。ここの舞

踊史系の研究者たちの現在の関心は、1980 年代以降に顕著

となる所謂〈ヌーヴェル・ダンス〉以前
．．
のフランスの舞踊状

況を再検討すること（つまり戦後のアメリカの新しい舞踊潮

流からの影響）、またイザベル・ロネ教授は舞踊作品の復

元・引用をめぐる授業を今年度開講するらしい。アメリカで

は 1980 年代後半に、ニジンスキーの二作品《牧神の午後》

《春の祭典》が舞踊史学の研究者によって舞踊譜や記録資料

を基に復元上演され大きな影響を与えたが、パリ第八大学舞

踊学科の場合、1992 年の振付家ドミニク・バグエの死直後

に組織されたレパートリー伝承団体〈Carnets Bagouet〉、ま

た 1993 年より歴史的舞踊作品の新解釈に基づく上演を行っ

ている団体〈Quatuor Albrecht Kunst〉と関係を持ちながら、

復元・引用をめぐる批判的・創造的な理論の構築を試みてい

ると言える。

ところで、上記の環境に身を置いていると、「ダンス・ド

キュマンテール」とも言える、過去の舞踊作品を一種のドキ

ュメンタリーとして引用する作品に出会ったとき、いろいろ

と考えさせられるものである。ここでは国際大学都市劇場で

最近上演された二作品に触れようと思う。

一つ目は、振付家ジェローム・ベルによる作品《Cédric

Andrieux》（2011 年 12 月 8 日～ 23 日、2009 年初演）。裸舞

台の上で、30 代半ばのタイトルと同名の舞踊家（現在リヨ

ン国立歌劇場バレエ団所属）が自身の舞踊家としての遍歴を、

1999 ～ 2007 年のマース・カニングハム・ダンス・カンパニ

ー（N.Y.）での経験に重点をあてて、当時の舞台や稽古を部

分的に再現しながら語る（説明する）。これは、ベルが 2004

年より始めた、ダンサーが舞台上で自身の舞踊経験を語ると

いうシリーズの一作品である。語り（説明）と舞踊による引

用（再現）は「できるだけシンプルに」舞台化され、スペク

タクルというよりはレクチャーの形式に近いとも言える。ベ

ルは、本作品の成功の要因を、「説明」に比重をおいたこと

と述べている。「舞踊はコミュニケーション形式として言語

よりはるかに不明瞭である」、「観客は普通、舞踊において多

くのことを〈理解〉しない」、しかし「セドリックは彼が踊

るものを説明する」と。本作品は、30 分短縮した子供向け

公演として、一週間程前にパリ市立アベス劇場で上演され

（《Cédric Andrieux - 50’》）、その際上演後、舞台のアンドリュ

ーと観客の間に質疑応答が設けられた。

二つ目は、元オペラ座ダンサーで振付家のオリヴィア・グ

ランヴィル作《Une semaine d’art en Avignon》（2012 年 3 月

15 日～ 20 日、2010 年初演）で、17 日の回には 1968 年のア

ヴィニョン演劇祭で学生集団によって撮影された記録映像

『Être  libre』の上映と当時の関係者達による対談も行われた。

作品は、1947 年にヴィラール演出《リチャード二世》に出

演したレオヌ・ノギャレード（オリヴィアの実母）による語

りと、オリヴィア及び舞踊家カトリーヌ・ルグランによるバ

グエ、ベジャール、バウシュの舞踊作品の部分的引用を中心

に構成されている。この二人はバグエの元ダンサーとして前

述した〈Carnets Bagouet〉に参加、1993 年にアヴィニョン教

皇庁での上演に出演した。つまり、彼女たちのバグエ作品の

引用は、前述したアンドリューと同様、自身の舞踊経験に基

づいたものと言える。

この二作品は、演者の記憶を言葉による説明と身体による

引用を通して舞台上で表現している。それはダンサーの自叙

行為である以上に、彼らの身体的表現（引用）が「舞踊史」

におけるある瞬間や文脈（カニングハム、バグエといった）

に強く制限されていることを明らかにしている。一方で観客

は、総合芸術から切り離された部分的な動作の引用を一つの

完成したスペクタクルとして鑑賞することはできない。言葉

による「説明」もそれを遮る役目を果たす。この二つの側面

を持ちあわせた二作品は、20 世紀後半に多様化・国際化し

た舞踊界と、その世界を漂流するダンサーという存在、彼ら

の記憶、身体、また役割について示唆に富んだものであった。
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パリ便り

パリで観たダンス・ドキュマンテール
──《Cédric Andrieux》, 《Une semaine d’art en Avignon》

北　原 まり子



フランス語圏舞台芸術・文献目録
（2010－ 2011）

堀切克洋（編）

１．著作・翻訳

一般書

伊藤洋、オディール・デュスッド監修『フランス 17 世紀演

劇事典』、中央公論新社、2011年

ロジェ・ズュベール『十七世紀フランス文学入門』、原田佳

彦訳、白水社、2010年

清水徹『ヴァレリー――知性と感性の相剋』、岩波書店、

2010年

テレーズ・ムールヴァ『その女の名はロジィ――ポール・ク

ローデルの情熱と受苦』、湯原かの子訳、原書房、2011年

ヴィリジル・タナズ『カミュ（ガリマール新評伝シリーズ―

世界の傑物６）』、 神田順子、大西比佐代訳、祥伝社、2010

年

高階秀爾『ヤン・ファーブル×船越桂』、淡交社、2010年

デブラ・クレイン、ジュディス・マックレル『オックスフォ

ードバレエダンス事典』、鈴木晶監訳、平凡社、2010年

守山実花『魅惑のドガ エトワール物語』、世界文化社、2010

年

ダンスマガジン編「追悼特集　ローラン・プティ 1924-2011」

『ダンスマガジン』2011年 10月号、pp.44-65

――「インタビュー特集　パリ・オペラ座にようこそ！」

『ダンスマガジン』2011年 12月号、pp.14-31

渡部篤郎『FRANCE 172 ATSURO WATABE』、キネマ旬報社、

2007年

研究書・評論

川那部和恵『ファルスの世界―一五～一六世紀フランスにお

ける「陽気な組合」の世俗劇』、溪水社、2011年

小倉博孝『コルネイユの劇世界』、上智大学出版、2010年

小林和樹『モリエール『町人貴族』解析』、カモミール社、

2009年

渡辺淳『喜劇とは何か――モリエールとチェーホフに因ん

で』、未知谷、2011年

『フランス十七世紀演劇集 喜劇』、鈴木康司、伊藤洋、冨田

高嗣訳、中央大学出版部、2010年

『フランス十七世紀演劇集 悲劇』、伊藤洋、友谷知己、橋本

能、浅谷真弓、皆吉郷平、千川哲生訳、中央大学出版部、

2011年

中央大学人文科学研究所編『フランス十七世紀の劇作家た

ち』、中央大学出版部、2011年

清水徹『マラルメの〈書物〉』、水声社、2011年

原大地『牧神の午後　マラルメを読もう』、慶應義塾大学教

養研究センター、2011年

村山則子『メーテルランクとドビュッシ――『ペレアスとメ

リザンド』テクスト分析から見たメリザンドの多義性』、作

品社、2011年

『三田文学　特集ポール・ヴァレリー』、2010 年夏号、三田

文学会

小田中章浩『現代演劇の地層――フランス不条理劇生成の基

盤を探る』、ぺりかん社、2010年

中條忍監修『日本におけるポール・クローデル―クローデル

の滞日年譜』、大出敦、根岸徹郎、篠永宣孝編、クレス出版、

2010年

宇野邦一『アルトー 思考と身体』白水社、新装復刊版、

2011年［1997年］

間瀬幸江『小説から演劇へ――ジャン・ジロドゥ　話法の変

遷』、早稲田大学出版部、2010年

『ユリイカ　特集ジャン・ジュネ――“悪”の光源・生誕

100年記念特集』、2011年 1月号、青土社

アンドレ・ベルノルド『ベケットの友情 1979-1989』、安川慶

治、高橋美帆訳、現代思潮新社、2011年

和知叶恵『デュラス劇へのエチュード』、近代文藝社、2011

年

ルック・ファン・デン・ドリス『ヤン・ファーブルの世界』、

佐伯隆幸、高橋信良、石井惠、堀切克洋訳、論創社、2010

年

茂木秀夫『小森敏とパリの日本人 : 近代日本舞踊の国際交

流』、創栄出版、2011年

ベルトラン・メヤ = スタブレ『ヌレエフ―― 20 世紀バレエ

の神髄光と影』、新倉真由美訳、文園社、2010年

アニエス・イズリーヌ『ダンスは国家と踊る―フランス コ

ンテンポラリー・ダンスの系譜』、岩下綾、松澤慶信訳、慶

應大学出版会、2010年

矢橋透『〈南仏〉の創出─癒しの文化史』、彩流社、2010年

内山美樹子監修、武田潔編『還ってきた文楽フィルム『日本

の人形劇－人形浄瑠璃』研究報告』（日仏 2 カ国語版）、早稲

田大学演劇博物館グローバル COEプログラム、2011年

Université Marc Bloch et Université Waseda, Traditions et trans-

formations dans le théâtre en France et au Japon du XV e au XX e

siècle, Publications orientalistes de France, 2008

Théâtre/Public et Université Waseda, Scène françaises, scènes
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japonaises ： allers-retours, Théâtre/Public, no 198, 2010

Françoise Quillet, Les écritures textuelles des théâtres d'Asie :

Inde, Chine, Japon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2011

――, Théâtre s’écrit aussi en Asie, L’Harmattan, 2011

Michel Wasserman, Claudel danse Japon, Classiques Garnier,

2011

戯曲

ジェラール・ド・ネルヴァル、ジョゼフ・メリー『ハールレ

ムの版画師』、藤田衆訳、七月堂、2008年

ジィップ『マドゥモァゼル・ルウルウ』、森茉莉訳、2009 年

［1973年］、河出書房新社

真野倫平編訳『グラン = ギニョル傑作選 ベル・エポックの

恐怖演劇』、水声社、2010年

サミュエル・ベケット『ゴドーを待ちながら』、岩切正一郎

訳、『悲劇喜劇』2011年 5月号、pp.94-158

ジャン・ジュネ『女中たち／バルコン』、渡邊守章訳、岩波

書店、2010年

マルグリット・デュラス、ジャン・コクトー『アガタ／声』、

渡邊守章訳、光文社、2010年

ジャン = リュック・クールクー、カンタン・フォコンプレ

『スルタンの象と少女』、前之園望訳、文遊社、2010年

ジョエル・ポムラ『時の商人／うちの子は』、横山義志、石

井惠訳、れんが書房新社、2011年

ダヴィッド・レスコ『破産した男／自分みがき』、奥平敦子、

佐藤康訳、れんが書房新社、2010年

フィリップ・ミンヤナ、ノエル・ルノード『亡者の家／プロ

ムナード』、佐藤康、齋藤公一訳、れんが書房新社、2011年

ミシェル・アザマ『十字軍／夜の動物園』、佐藤康訳、れん

が書房新社、2010年

ミシェル・ヴィナヴェール『いつもの食事／ 2001 年 9 月 11

日』、佐藤康、高橋勇夫、根岸徹郎訳、れんが書房新社、

2011年

オリヴィエ・ピィ『お芝居／若き俳優たちへの書翰』、佐伯

隆幸、齋藤公一、根岸徹郎訳、れんが書房新社、2010年

ワジディ・ムアワッド『頼むから静かに死んでくれ』、山田

ひろ美訳、れんが書房新社、2010年

ヤン・ファーブル『変身のためのレクイエム』、宇野邦一訳、

書肆山田、2010年

ヤン・アングレ『雪／ Neige』（日仏 2 カ国語版）、藤井慎太

郎訳、エスパス 34出版、2010年

ギィ・フォワシイ「派遣の女」、佐藤康訳、『テアトロ』2010

年 6月号、pp.126-153

クワン・タワ「罠」、佐藤康訳、『テアトロ』2012 年 1 月号、

pp.72-98

ジャン・ポール・アレーグル「天国への二枚の切符」、岡田

正子訳、『テアトロ』2011年 5月号、pp.108-146

翻訳その他

ピエール・ラモ「ダンス教師（１）」『聖徳大学言語文化研究

所論叢』第 18 号、市瀬陽子訳、聖徳大学出版会、2010 年、

pp. 283-320

――「ダンス教師（２）」『聖徳大学言語文化研究所論叢』第

19号、市瀬陽子訳、聖徳大学出版会、2011年、pp. 245-277

モーリス・メーテルランク「幼児虐殺」『近代』第 104 号、

岩本和子訳、神戸大学、2010年、pp.81-94

ステファンヌ・マラルメ『マラルメ全集〈４〉書簡（１）』、

松室三郎、菅野昭正、清水徹、阿部良雄訳、白水社、2010年

ポール・ヴァレリー『ヴァレリー集成Ⅰ』、恒川邦夫訳、筑

摩書房、2011年

――『ヴァレリー集成Ⅱ』、塚本昌則訳、筑摩書房、2011年

――『ヴァレリー集成Ⅲ』、田上竜也、森本淳生訳、筑摩書

房、2011年

――『ヴァレリー集成Ⅳ』、山田広昭訳、筑摩書房、2011年

アンドレ・アントワーヌ（編）「自由劇場」、横山義志訳、

2011年★

――「演出についてのおしゃべり」、横山義志訳、2011年★

――「現代の俳優術」、横山義志訳、2011年★

アドルフ・アッピア「ドラマと演出の将来」、田中晴子訳、

2011年★

――「リトミック体操と演劇」、田中晴子訳、2011年★

モーリス・ポトゥシェール「人民劇場」、田中晴子訳、2011

年★

民衆劇場創設委員会「公教育・美術大臣への手紙」、田中晴

子訳、2011年★

フィルマン・ジェミエ「明日の演劇とシェイクスピア協会」、

田中晴子訳、2011年★

ジャック・コポー「ドラマ革新の試み」、田中晴子訳、2011

年★

ジャン・ジュネ「アメリカに向けてジッパーを下ろす」『ユ

リイカ』2011年 1月号、鵜飼哲訳、pp.52-59

――「あるアンケートへの回答」『ユリイカ』2011年 1月号、

根岸徹郎訳、pp.60-64

――『公然たる敵』、アルベール・ディシィ編、鵜飼哲、梅

木達郎、根岸徹郎、岑村傑訳、月曜社、2011年
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２．学術論文

中世・ 17 世紀・ 18 世紀

片山幹生「十三世紀演劇テクストの流動性――初期フランス

語演劇作品と語りものジャンル」『西洋比較演劇研究』第 10

号、日本演劇学会分科会西洋比較演劇研究会、2011 年、

pp.45-58

小澤祥子「中世ファルスと狂言の比較――人間関係の対立に

おける第三者の役割」『仏語仏文学』第 36 号、関西大学フラ

ンス語フランス文学会、2010年、pp.57-74

黒岩卓「『我らが主の受難の聖史劇』（サント = ジュヌヴィ

エーヴ図書館所蔵写本 1131 収録）の孤立詩行の評価につい

て」『Nord-est』第 3・ 4号、仏文学会、2011年、pp.70-82

Michael DESPREZ, « L’alexandrin comme moyen de restitution de

la tragédie antique : Quelques réflexions sur les traductions du

Cyclope par Alessandro Pazzi de’ Medici (1524) et de l’Electre par

Lazare de Baif (c.1529) », 『フランス語フランス文学研究』第

97 号、仏文学会、2010年、pp.31-45

川那部和恵, « Le Jeu d’errance entre le sacré et le profane : Sots

en quete de la connaissance de soi dans le théâtre profane des XVe

et XVIe siècles », Le voyage créateur, L’Harmattan, 2010, pp.37-44

友谷知己「ラシーヌに於ける悲劇的人物のコンセプト――中

庸・過誤・良さ」『演劇映像学 2010』、早稲田大学演劇博物

館グローバル COEプログラム、2011年、pp.259-277

永盛克也「ラシーヌ悲劇の生成過程」『文学作品が生まれる

とき――生成のフランス文学』、田口紀子、吉川一義編、京

都大学学術出版会、2010年、pp.57-81

――, « Racine et Sénèque. L'échec d'un idéal stocïen dans la

tragédie racinienne », Société d’étude du XVII e siècle, PUF, 2010,

pp.411-421

――, « Les étapes de la composition d'une tragédie racinienne »,

Comment nait une œuvre littéraire? Brouillons, contextes culturels,

évolutions thématiques, éds. Kazuyoshi Yoshikawa et Noriko

Taguchi, Champion, 2011, pp.25-38

藤本武司「ラシーヌの作品と時間」『Gallia』第 50 号、大阪

大学フランス語フランス文学会、2010年、pp.115-123

石川友弘「聖史と悲劇 : 『アタリ』と <ユダヤ悲劇 > の可能

性」『人文学報』第 451 号、首都大学東京都市教養学部、

2010年、pp.1-46

千川哲生「神の表現と回心―― 1640 年代のキリスト教悲劇

を中心に」『人文研紀要』第 67号、中央大学人文科学研究所、

2010年、pp.47-70

秋山伸子, « Esthétique théâtrale des Annales galantes : le cas de

“Dom Sébastien” », Madame de Villedieu et le théâtre (Biblio 17),

no 184, 2009

――「コルネイユと仕掛け芝居」『コルネイユの劇世界』、

2010年、pp.40-75

――, « Corneille et ses pièces à machines », XVII siècle, no 248,

2010, pp.403-417

――, « Molière notre contemporain », Théâtre/Public, no 198,

2010, pp.76-79

――, « Alceste de Quinault et de Lully »,『青山フランス文学論

集』復刊第 20 号、青山学院大学フランス文学会、2011 年、

pp.17-30

井村順一「コルネイユの『小さな悲劇』――『舞台は夢』五

幕三場の分析」『コルネイユの劇世界』、2010年、pp.114-142

小倉博孝「燃える洪水――『ディットとベレニス』について」

『コルネイユの劇世界』、2010年、pp.143-179

ミッチェル・グリーンバーグ「舞台における死――コルネイ

ユと絶対悲劇」、小倉博孝、冨田高嗣訳、『コルネイユの劇世

界』、2010年、pp.222-267

ミカエル・デプレ「コルネイユ――イタリアの影響、または

アリストテレスをめぐる大混乱」、岡見さえ、野呂康訳、『コ

ルネイユの劇世界』、2010年、pp.182-221

クリスチャン・ビエ「コルネイユと諸矛盾の問題」、白石嘉

治訳、『コルネイユの劇世界』、2010年、pp.10-39

――「フランスにおけるピエール・コルネイユの劇作品の演

出」、永盛克也訳、『コルネイユの劇世界』、2010 年、pp.348-

374

ヘンリー・フィリップス「コルネイユと教会――倫理と劇作

法」、小倉博孝、西村光弘訳、『コルネイユの劇世界』、2010

年、pp.76-113

ニコラウス・ミュラー = シェル「怪物的なもの、常軌を逸

したもの――レッシングによるコルネイユ像、レッシング後

のコルネイユ像」、小倉博孝、畠山香奈訳、『コルネイユの劇

世界』、2010年、pp.222-267

村瀬延哉「コルネイユ劇のキーワード（1）」『クインテット』

第 30号、「クインテット」刊行会、2010年、pp.7-40

――「コルネイユ劇のキーワード（2）」『クインテット』第

31号、「クインテット」刊行会、2011年、pp.23-61

Alain Couprie, « Sur la mise en scène de Dom Juan », 『青山フラ

ンス文学論集』復刊第 18 号、青山学院大学、2009 年、

pp.55-61

―― « Être actrice au XVIIème siècle : Marquise-Thérèse Du Parc
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pp.1-14

鈴木暁「『町人貴族』を読む」『跡見学園女子大学文学部紀要』

第 44 号、跡見学園女子大学、2010年、pp. 129-145
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森元庸介「17 世紀演劇論争を再考するために：決疑論をプ

リズムとして」『フランス語フランス文学研究』第 99 号、仏

文学会、2011年、pp.131-147
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演劇博物館グローバル COE プログラム、2010 年、pp.165-

178

――「サミュエル・ベケットの『…雲のように…』における

想起の構造について」『演劇学論集』第 51号、日本演劇学会、

2010年、pp.19-37

――「非合理の消尽 : サミュエル・ベケットの『クヮッド』

に内在する不規則性の分析」『表象・メディア研究』第 1 号、

早稲田表象・メディア論学会、2011年、pp.43-66
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早稲田大学演劇博物館グローバル COEプログラム、2011年、
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宮脇永吏「サミュエル・ベケット『名づけえぬもの』におけ
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2011年、pp.145-164

谷上れい子「Beckett 劇『…雲のように…』における亡霊 :

W.B.Yeats の影響を受けて」『言語文化研究』第 16 号、言語

文化研究所、2009年、pp.43-65

吉田雄高「ベケットにおける無いことへの志向と媒体への志

向」『文化交流研究』第 6 号、筑波大学文化交流研究会、

2011年、pp.49-71

大森晋輔「ピエール・クロソウスキーの作品における演劇性

の研究に関する序論：そのカルメロ・ベーネ論をめぐって」

『関東支部論集』第 17号、仏文学会、2008年、pp.185-198

――「シミュラークルとスペクタクル：ピエール･クロソウ

スキーにおける神学と演劇」、『LAC ワークショップ論文

集』、Vol.2、2009年、pp.41-50

――, « Vers une « nouvelle langue » de la communication : La

théâtralité dans les écrits sur la peinture de Pierre Klossowski »,

『フランス語フランス文学研究』、第 97 号、仏文学会、2010

年、pp.93-107

郷原佳以「合一しないこと、あるいは、果てなき愛――ジュ

ネ／ブランショ」『ユリイカ』2011年 1月号、pp.200-209

福島勲「陰画の文学――バタイユのジュネ論から」『文学』

2011年 1月号、岩波書店、pp.143-163

藤井律子「不在と共にある生――ジャン・ジュネ『葬儀』に

おける語り手のナルシス的軌跡」『文化交流研究』第 5 号、

筑波大学文化交流研究会、2010年、pp.71-91

宮崎裕助「革命の印璽から残ったもの――ジャン・ジュネ

『恋する虜』の余白に」『ユリイカ』2011 年 1 月号、pp.190-

199

フランソワ・ビゼ「ジャン・ジュネを批評するジョルジュ・

バタイユ」『ユリイカ』2011 年 1 月号、荻野厚志訳、pp.100-

114

川那部和恵, « Sur la relation acteur/public dans la notion de

"théâtre pauvre" de Jerzy Grotowski », Revue des Sciences

Humaines, Presses universitaires de Lille, no 304, 2011, pp.147-

153

稲村真実「エレーヌ・シクスー（へ）の接近 : 現在で書く」

『立教大学フランス文学』第 38 号、立教大学、2009 年、

pp.107-118

――「素描するエクリチュール : エレーヌ・シクスーの「絶

え間なく」の試みをめぐって」『立教大学フランス文学』第

39号、立教大学、2010年、pp.21-37

中筋朋「マルグリット・デュラスの戯曲における演劇性の変

容 : 『ラ・ミュジカ第二』(1985)における「誠実な現実」」

『関西フランス語フランス文学』第 15 号、仏文学会、2009

年、pp.61-73

ヴァンサン・ブランクール「不確かな存在としての舞台――

演劇に関するコルテスの考察について」『慶應義塾大学日吉

紀要　フランス語フランス文学』第 51 号、慶應義塾大学日

吉紀要刊行委員会、2010年、pp.119-129

井上由里子「ヴァレール・ノヴァリナ『セーヌ』における供

儀と祝祭」『美学』第 61号、2010年、pp.25-36

――「ヴァレール・ノヴァリナの詩学――『時間の動物』を

めぐって」『フィロカリア』第 28 号、大阪大学大学院文学研

究科、2011年、pp.1-11

中筋朋「舞台上の存在力学と「在りて在る者」についての試

論――ヴァレール・ノヴァリナにおける《Je suis》をめぐっ

て」『仏文研究』第 41 号、京都大学フランス語学フランス文

学研究会、2010年、pp.21-38

ダンス研究・オペラ研究

江花輝昭「身体の饗宴――宮廷バレエからコメディ・バレエ

へ」『フランス文化研究』 第 41 号、獨協大学外国語学部、

2010年、pp. 1-50

赤塚健太郎「舞踏譜《ラ・ボカンヌ》と、その伴奏舞曲を伝

える諸資料の比較研究」『武蔵野音楽大学研究紀要』第 43号、

武蔵野音楽大学、2011年、pp.23-40

清水康子「フランス文学における舞踊(IV) : 古典主義の時代

から啓蒙主義の世紀へ(3)」『研究紀要』第 45 号、国立音楽

大学、2010年、pp.25-36

――「フランス文学における舞踊(V) : 古典主義の時代から啓
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蒙主義の世紀へ(4)」『研究紀要』第 46 号、国立音楽大学、

2011年、pp.73-84

内藤義博, « Le Devin du village de Rousseau est-il un opera pas-

toral? », 『仏語仏文学』第 46号、関西大学、2010年、pp.37-

55

市瀬陽子「オペラ演技考 基礎教育における一提案」『聖徳大

学研究紀要』第 18号、2007年、pp.49-56

――「バレエ教育における舞踊史の意義」『聖徳大学研究紀

要』第 19号、2008年、pp.57-63

――「Les Caracteres de la Danse（ダンスさまざま）――ダン

スの様々な表情――『ル・メルキュール』誌(1721)のパロデ

ィを通して」『聖徳大学研究紀要』第 21 号、2010 年、pp.95-

102

森佳子「オッフェンバックの《にんじん王》初演における

「風刺」――第二帝政と第三共和政の狭間で」『西洋比較演劇

研究』第 10 号、日本演劇学会分科会西洋比較演劇研究会、

2011年、pp.89-101

大鐘敦子「フローベール『ヘロディアス』生成研究――第一

のダンスの形成」『関東学院教養論集』第 20 号、関東学院大

学法学部、2010年、pp. 1-25

渡辺響子「エミール・ゾラ オペラ『メシドール』」『明治大

学教養論集』第 454 号、明治大学教養論集刊行会、2010 年、

pp.235-242

村上由美「マラルメにおける舞踏――バレエ評論に見られる

具体的イメージと詩的イメージ」『フランス文学語学研究』

第 29 号、早稲田大学大学院文学研究科、2010年、pp.71-85

――「マラルメにおけるロイ・フラーの問題 : 「もうひとつ

の舞踊論～バレエにおける背景、最近の事例に基づいて」か

ら」『関東支部論集』第 19号、仏文学会、2010年、pp.69-83

――「ステファンヌ・マラルメのバレエ評論の再読解――失

われたバレエ《ヴィヴィアーヌ》とマラルメのバレエ論をめ

ぐって」『演劇映像学 2010』、早稲田大学演劇博物館グロー

バル COE プログラム、2011年、pp.91-109

荒原邦博「プルーストにおけるドガの諸問題（1）ダンスを

めぐる美学と時間の誕生」『明學佛文論叢』第 43 号、明治学

院大学文学会、2010年、pp. 57-89

伊藤亜紗「ヴァレリーにおける詩の「純粋性」と身体への生

理学的関心」『美学』第 57号、美学会、2007年、pp.15-28

――「描写なき文学としての詩――ヴァレリーにおける読者

の身体の主題化」『美学』第 62 号、美学会、2011 年、pp.1-

12

――「「関係性の美学」の演劇的性格」『美学芸術学研究』第

30 号、東京大学大学院人文社会系研究科、2011 年、pp.23-

44

――「ヴァレリーのリズム論」『國學院雑誌』第 112（3）号、

國學院大學綜合企画部、2011年、pp.1-14

安見貴子「ヴァレリー「魂と舞踊」 : バレエの記憶を辿って」

『人間文化創成科学論叢』第 12 号、お茶の水女子大学大学院

人間文化創成科学研究科、2010年、pp.63-71

富田大介「P ・ヴァレリーにおける運動的陶酔のメカニズム

: 「私」を脱して自走するダンスの考察に向けて : 「魂と舞

踊」「ダンスについて」「ダンスの哲学」読解」『美学芸術学

論集』第 6号、神戸大学、2010年、pp. 21-37

安田靜「19 世紀～ 20 世紀前半のバレエ作品と音（楽）」『研

究紀要』第 55号、日本大学経済学部、2007年、pp.1-11

――「パリ・オペラ座のダンサーとその観客： 19 世紀の特

権的アボネの「踊り子」から 20 世紀の「芸術家」へ」『研究

紀要』第 65号、日本大学経済学部、2010年、pp.43-56

――「アボネの服装規定変遷にみるパリ・オペラ座の「大衆

化」について」『研究紀要』第 68 号、日本大学経済学部、

2011年、pp.37-55

澤田肇「バルザックとゴーティエ――オペラと創作にまつわ

る二人の友情」『Les Lettres francaises』第 30 号、上智大学フ

ランス語フランス文学紀要編集委員会、2010年、pp.69-80

小山聡子「テオフィル・ゴーチエによるバレエ――現代舞踊

論の幕開け」『Les Lettres françaises』第 30 号、上智大学フラ

ンス語フランス文学紀要編集委員会、2010年、pp.105-115

岡見さえ「『薔薇の精』をめぐる変奏――詩から 20 世紀のバ

レエへ」『Les Lettres françaises』第 30 号、上智大学フランス

語フランス文学紀要編集委員会、2010年、pp.117-125

間野嘉津子「バレエ・リュスのパリ初公演の成功とディアギ

レフの総合芸術の勝利」『大阪経大論集』第 62 号、大阪経大

学会、2011年、pp.71-79

北原まり子「バレエ《春の祭典》（1913 年初演）における

「300 歳の老婆」の表象」、『演劇映像学 2009』第１集、早稲

田大学演劇博物館グローバル COE プログラム、2010 年、

pp.163-182

――「供犠の表象の変質―第二の《春の祭典》（マシーン振

付、1920 年初演）における変更―」『演劇映像学 2010』第１

集、早稲田大学演劇博物館グローバル COE プログラム、

2011年、pp.111-130

吉田未央「バレエリュス『春の祭典』の受容 : ジャック =エ

ミール・ブランシュ『1913 年の芸術的総括』分析」『比較文

学・文化論集』第 27 号、東京大学比較文学・文化研究、

2010年、pp.51-61

関典子「バレエ・リュスとシュルレアリスムの邂逅――『パ
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ラード』（1917）を起点として」『神戸大学大学院人間発達環

境学研究科研究紀要』第 4号、神戸大学、2011年、pp.83-94

成田麗奈「バレエ・スエドワ（1920-1925）と前衛音楽家と

しての「フランス六人組」イメージの形成をめぐる一考察」

『東京藝術大学音楽学部紀要』第 37 号、東京藝術大学音楽学

部、2011年、pp.77-94

森美樹「アンリ・マティスによる、バレエ「赤と黒」のため

の舞台装飾について」『研究紀要』第 16 号、愛知県美術館、

2010年、pp.5-39

安田靜「パリジァンが見たアメリカン・バレエ・シアター

（1940-1958）」『研究紀要』第 56 号、日本大学経済学部、

2007年、pp.75-84

深澤南土実「ローラン・プティ《若者と死》 : 「生」の象徴

としての「若者」」『人間文化創成科学論叢』第 14 号、お茶

の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科、2011 年、

pp.117-125

並木浩一「デジタル映像アーカイヴは映画研究にどう寄与す

るか――バレエ映画を例に」『Cre biz』第５号、映画専門大

学院大学定期文集編集委員会、2010 年、pp.44-54 ――「1960

年代～ 1980 年代の写真集メディアとモーリス・ベジャール」

『大同大学紀要』第 47 号、大同大学研究・産学連携支援室、

2011年、pp.131-138

越智雄磨「反スペクタクルの身振り――ノン・ダンス(non-

danse)という概念をめぐって」『演劇映像』第 51 号、早稲田

大学文学学術院、2010年、pp. 91-102

――「ジェローム・ベル《The Show Must Go On》分析」『早

稲田大学文学研究科紀要』第 56 号（第 3分冊）、早稲田大学

文学研究科、2011 年、pp.17-34

――「フランスにみるアメリカのポスト・モダンダンスの影

響――クアトゥオール・アルブレヒト・クヌストの活動を巡

って」『演劇映像学 2010』、早稲田大学演劇博物館グローバ

ル COEプログラム、2011年、pp.189-207

安田靜, « “ La chorégraphie est-elle un art éphemère? — Angelin

Preljocaj, militant de la notation chorégraphique et sa réponse” »,

Research Bulletin (Liberal Arts), Nihon University College of

Economics, vol.59, 2008, pp.101-119

――「舞踊の稽古場における鏡とボディ・イメージ形成に関

わる諸問題について――パリ・オペラ座バレエ団レパートリ

ーに見るコンテンポラリー作品を中心として」『研究紀要』

第 66 号、日本大学経済学部、2011年、pp.123-134

アニー・シュケ「ステージ――踊る身体：知覚の実験室」

『身体の歴史｣』、アラン・コルバン他監修、下澤和義訳、藤

原書店、2010年、pp.475-501

文化政策

長嶋由紀子「フランス文化政策分権化の進行と「協力」の制

度化―地域文化施設運営の問題を中心に―」『演劇映像学

2009』第 2 集、早稲田大学演劇博物館グローバル COE プロ

グラム、2010年、pp.49-66

藤井慎太郎「フランスの舞台芸術環境」『公共劇場の 10 年―

―舞台芸術・演劇の公共性の現在と未来』、伊藤裕夫、小林

真理、松井憲太郎編、美学出版、2010年、pp.136-158

――「ネーションの舞台 : ケベックとフランダースの舞台芸

術と表象の政治学」『早稲田大学大学院文学研究科紀要』第

55報、第３分冊、2010年、pp.5-20

――, « Théâtre et nation : réflexions sur l'essor du spectacle vivant

au Québec et en Flandre »,『演劇映像学 2010』、早稲田大学演

劇博物館グローバル COEプログラム、2011年、pp.177-197

八木雅子「Muséeか Centreか : 国立舞台衣装装置センターｖ

（CNCS）の意義」『研究年報』第 56 号、学習院大学、2009

年、pp.247-264

日仏交流史・日仏比較文化論

渡邊守章, « “ Classique ” et “tradition ” : La réception des arts de

la scène entre la France et le Japon », trad. Benjamin Giroux,

Théâtre/Public, no 198, 2010, pp.11-16

Chris BELOUAD, « Leon de Rosny et la spiritualite de l’Orient :

Une derniere incarnation du paradigme philologique de la

“Renaissance Orientale”? »,『Gallia』第 50 号、大阪大学フラ

ンス語フランス文学会、2010年、pp.23-32

――「レオン・ド・ロニー『青竜寺』(1872)の構造と物語 :

フランス演劇初の「日本」をめぐって」、『Gallia』第 51 号、

大阪大学フランス語フランス文学会、2011年、pp.11-20

Jean-Jacques Tschudin, « La découverte du théâtre par les

voyageurs français dans le Japon de Meiji », Théâtre/Public, no

198, 2010, pp.23-26

伊藤洋「日本最初の『ル・シッド』翻案『鎌倉武鑑』につい

て」『コルネイユの劇世界』、2010年、pp.305-346

大橋裕美「二代目市川左団次によるモリエール劇――草野柴

二訳『結婚療法』初演をめぐって」『西洋比較演劇研究』第

9 号、日本演劇学会分科会西洋比較演劇研究会、2010 年、

pp.17-32

根岸理子「マダム花子 :「日本」を伝えた国際女優」『演劇学

論集』第 53号、日本演劇学会、2011年、pp.43-59

Béatrice Picon-Vallin, « Un choc esthétique et culturel : Sada

Yacco à Paris », Théâtre/Public, no 198, 2010, pp.26-33
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Nicola Savaresse, « La création d’un monstre sacré : L’information

et la critique sur le phénomène Sada Yacco à Paris »,

Théâtre/Public, no 198, 2010, pp.34-39

林正和, « L’apport du théâtre français dans les années 1920 : la

figure de Kunio Kishida », Théâtre/Public, no 198, 2010, pp.39-41

西野絢子「ポール・クローデルの能解釈 : 西洋における能の

受容史の中で」『関東支部論集』第 17 号、仏文学会、2008

年、pp.123-135

―― « L’influence du théâtre Nô sur la synthèse des arts de Paul

Claudel », Bulletin de la Société Paul Claudel, no 201, Société Paul

Claudel, 2011, pp. 64-67

――「ポール・クローデルと能 : 狂言をめぐる沈黙」『藝文

研究』第 101（2）号、慶應義塾大學藝文學會、2011 年、

pp.102-117

岡健司, « Eugène Ionesco et le Japon », Lire, jouer Ionesco : col-

loque de Cerisy, Solitaires intempestifs, 2010,［ s. p. ］

安永愛「ルネ・シフェールの能楽論翻訳をめぐって : 鏡の中

の芸道論」『翻訳の文化/文化の翻訳』第 6 号、静岡大学、

2011年、pp.1-30

Mikio TAKEMOTO, « Hisao Kanze, une quête du nô et de la

théâtralité », trad. Patrick De Vos, Théâtre/Public, n° 198, 2010,

pp.41-43

奥香織, « La tournée de la compagnie Renaud-Barrault au Japon et

les échanges culturels », Théâtre/Public, n° 198, 2010, pp.44-46

清水義和「ディドロの『盲人書簡』と寺山修司の『盲目書簡』

に於ける闇の世界」『愛知学院大学教養部紀要』第 57（3）

号、愛知学院大学、2010年、pp.61-80

岑村傑「ジャン・ジュネの受容史のために : 朝吹三吉訳『泥

棒日記』と三人の守護聖人石川淳、三島、安吾」『藝文研究』

第 101（2）号、慶應義塾大學藝文學會、2011年、pp.23-45

辻本千鶴「松浦理英子『犬身』論――ジュネとガーネットの

受容を視座として」『言語文化論叢』第 5 号、京都橘大学文

学部野村研究室、2011年、pp.59-70

Sylviane PAGÈS, « La réception du butô dans la danse contempo-

raine en France : contre-modèle esthétique et résurgence expres-

sionniste », Théâtre/Public, n° 198, 2010, pp.47-50 

Odette ASLAN, « Sade, Genet, Mishima : Du butô de Hijikata aux

mises en scènes françaises », Théâtre/Public, n° 198, 2010, pp.50-

54

Dominique DUPUY, « Rêver, rencontrer, vivre le Japon, la mer-

veilleuse découverte des actes du mouvement au Japon par deux

danseurs français de la deuxième moitié du XXe siècle »,

Théâtre/Public, n° 198, 2010, pp.55-59

藤井慎太郎, « Jouer, créer ensemble - bilan et réflexions sur les

collaborations franco-japonaises », Théâtre/Public, n° 198, 2010,

pp.60-66

Cristophe Triau, « Le détour japonais : Fisbach, Gutmann, Meyssat

», Théâtre/Public, n° 198, 2010, pp.67-71

Stanca SCHOLZ-CIONCA, « Sans surtitres : Le heurt des idiomes

dans le théâtre d’Oriza Hirata », Théâtre/Public, n° 198, 2010,

pp.72-75

Emmanuel WALLON, « Airbus et bunraku : Les relations franco-

japonaises de l’art à l’industrie », Théâtre/Public, n° 198, 2010,

pp.106-111

間瀬幸江, « Souvenirs acoustiques de 4.48 psychose de Sarah

Kane mis en scène par Norimizu Ameya », Théâtre/Public, n° 197,

2010, pp.102-106

武部好子, « The Effect of Translated Plays : Samuel Beckett and

Japanese Theatre », 『通訳翻訳研究』第 11 号、日本通訳翻訳

学会、2011年、pp.113-122

芳野まい, « Le travail de traduction dans le cadre d’une création

théâtrale interculturelle : El Don Juan d’Omar Porras »,

Théâtre/Public, n° 198, 2010, pp.79-81

――「演劇における翻訳・台本作成の問題――静岡県舞台芸

術センター『ドン・ファン』公演の例から」『総合社会科学

研究』第 3号、総合社会科学会、2011年、pp.61-72

修士論文

長谷恒雄「モリエール劇におけるモノローグに関する研究

（Étude sur le monologue dans le théâtre de Molière）」（京都大学

大学院文学研究科、2010年度）

石坂亜希「モーリス・ベジャール振付作品《ボレロ》をめぐ

る考察―女性版メロディを中心に―」（早稲田大学大学院文

学研究科、2009年度）

深澤南土実「ローラン・プティ《若者と死》（1946）―表象

化された「死」と「生」の象徴「若者」―」（お茶の水女子

大学人間文化創成科学研究科、2009年度）

西樹里「ベルナール =マリ・コルテス研究――「プロローグ」

をめぐって」（学習院大学大学院人文科学研究科、2009 年

度）

越智雄磨「ジェローム・ベル作品における反スペクタクルの

戦略―《The Show Must Go On》を中心に―」（早稲田大学大

学院文学研究科、2009年度）

藤原江玲「文学とバレエ」（東北大学大学院文学研究科、

2010年度）
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博士論文

榎本恵子「16，17 世紀フランスにおけるプラウトゥスとテ

レンティウスの受容（Plaute et Térence en France aux XVIe et

XVIIe siècles）」（パリ第４大学、2011年 1月 14日）

伊藤亜紗「身体的機能を開発する装置としての詩－ポール・

ヴァレリーにおける作品の位置づけと身体観」（東京大学大

学院人文社会系研究科、2010年度）

林正和「西洋演劇と伝統に直面した日本演劇――小山内薫

（1881-1928）の演劇活動をめぐって（Le théâtre japonais face

au théâtre occidental et à la tradition : l’œuvre théâtrale d’Osanai

Kaoru (1881-1928)）」（パリ第４大学、2010年 3月 10日）

熊木淳「変幻する自己――アントナン・アルトーの詩学の理

論的展開（L’avatar du Moi : l’évolution théorique de la poétique

d’Antonin Artaud）」（リヨン高等師範学校、2011 年 6 月 25

日）

大森晋輔「ピエール・クロソウスキーの作品における伝達の

概念と方法としてのドラマトゥルギー」（東京大学大学院総

合文化研究科、2010年 3月）

景英淑「ベケット作品における円という形象-時間、機械、

身体の表象をめぐって」（早稲田大学大学院文学学術院、

2011年 9月 22日）

鈴木哲平「サミュエル・ベケットの〈切断〉の詩学――

1940 年代における〈メディア的思考〉――」（東京大学大学

院人文社会系研究科、2010年度）

３．その他（解説・評論・エッセイなど）

秋山伸子「［わたしのこの一冊］Alain Couprie, Marquise ou la

« Déhanchée » de Racine, Paris, L’Hartemann, 2006」『日仏演劇

協会会報』復刊第 2号、2010年、p.4

尼ヶ崎彬「そしてはじまる観客との駆け引きのゲーム――ジ

ェローム・ベル『The show must go on』」『ダンスマガジン』

2012年 2月号、p.88

池内紀「自由時間 居酒屋の哲学（第 13 回）ゴドーを待ちな

がら」『中央公論』2010年 1月号、pp.184-187

石井達朗「日本の伝統精神に通じる感覚――シャルロアダン

ス『空気と風』」『ダンスマガジン』2011年 4月号、p.83

――「身体が語ることのみがすべて――ピーピング・トム

『ヴァンデンブランデン通り 32 番地』」『ダンスマガジン』

2011年 2月号、p.87

石川太郎「書評『ベケットとその仲間たち : クッツェーから

埴谷雄高まで』」『英米文学』第 71 号、立教大学、2011 年、

pp.81-83

伊地智均「ソフィアンの本棚 小倉博孝編『コルネイユの劇

世界』」『ソフィア』第 59 号、上智大学、2010 年、pp.331-

334

伊藤洋「資料・日本におけるコルネイユ受容――フランス古

典劇の翻訳――コルネイユを中心に」『コルネイユの劇世

界』、2010年、pp.415-423

――、井村順一「コルネイユ・フランス古典主義演劇と日本」

（対談）、『コルネイユの劇世界』、2010年、pp.375-414

井村順一「書評『フランス十七世紀演劇集 喜劇』」『ふらん

す』2010年 7月号、p.74

岩波剛「芥川比呂志――ジロドゥから鏡花への知性派」『テ

アトロ』2011年 5月号、pp.14-15

鵜飼哲「明かしえぬ共犯性――ジュネをめぐる二つの集いの

こと」『ふらんす』2010年 12月号、pp.46-47

宇野邦一「喪の演劇」『ユリイカ』2011 年 1 月号、pp.130-

137

旺なつき「『コレット』の人生を演じて」『テアトロ』2011

年 12月号、pp.18-19

岡見さえ「身体が変容する異空間――グザヴィエ・ル・ロワ

『Self Unfinished（1998）』」『ダンスマガジン』2011 年 10 月

号、p.90

――「夢幻と現実が交錯する妖しく美しい世界――シルヴ

ィ・ギエム『エオンナガタ』」『ダンスマガジン』2012 年 2

月号、pp.12-13

小田切ようこ「Best choise ! 第１回」『テアトロ』2009 年 12

月号、pp.62-63

――「Best choise ! 第 2 回」『テアトロ』2010 年 1 月号、

pp.62-63

――「Best choise ! 第 3 回」『テアトロ』2010 年 2 月号、

pp.64-65

――「Best choise ! 第 4 回」『テアトロ』2010 年 3 月号、

pp.70-71

――「Best choise ! 第 5 回」『テアトロ』2010 年 4 月号、

pp.62-63

――「Best choise ! 第 6 回」『テアトロ』2010 年 5 月号、

pp.62-63

小田中章浩「書評・紹介 岡室美奈子、森尚也、ブリュノ・

クレマン、シェフ・フーパーマンズ、アンジェラ・ムアジャ

ーニ、アンソニー・ウルマン編『今日のサミュエル・ベケッ

ト』第十九巻」『演劇映像』第 51号、早稲田大学文学学術院、

2010年、pp.63-66

――「フランス演劇 2009 確実に進む世代交代」『国際演劇年

鑑 2010』、国際演劇協会日本センター、2010年、pp.133-138

――「フランス演劇 2010 太陽劇団の新作など」『国際演劇
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年鑑 2011』、国際演劇協会日本センター、2011 年、pp.108-

113

片岡昇「国内研究者によるサミュエル・ベケット研究書誌一

覧」『演劇映像学 2010』第 3 集、早稲田大学演劇博物館グロ

ーバル COEプログラム、2011年、pp.369-411

金坂拓「F ・アンカースミット「ピュグマリオン : 劇場と表

象におけるルソーとディドロ」 : 論文紹介」『美学芸術学論

集』第 7号、神戸大学、2011年、pp.78-81

金原礼子「十七世紀フランス宮廷の文化――宮廷バレエの展

開」『紫明』第 27号、紫明の会、2010年、pp.8-11

鎌田隆之「書評　真野倫平編訳『グラン＝ギニョル傑作選 ベ

ル・エポックの恐怖演劇』」『仏文学会中部支部研究報告集』

第 35号、仏文学会、pp.65-67

河村錠一郎「『手塚治虫』を通して『日本』を見る――

『TeZuKA』世界初演」『ダンスマガジン』2011 年 12 月号、

pp.70-71

菅孝行「社会と演劇の視野（２）：ゴドーの替りに来たもの

は…」『テアトロ』2011年 7月号、pp.30-34

――「60 年代演劇の萌芽」『テアトロ』2011 年 9 月号、

pp.50-59

北原まり子「［紹介］バレエ・リュス 100 年」『日仏演劇協会

会報』復刊第 2号、2010年、pp.13-14

合田正人「泡と泥のあいだで――ベケットを廻る覚書」『文

学』2011年 1月号、岩波書店、pp.90-99

小林和樹「諷刺を極めて『町人貴族』千百回」『テアトロ』

2009年 12月号、pp.26-27

佐伯隆幸「［書評］渡邊守章『快楽と欲望～舞台の幻想につ

いて～』『越境する伝統』」『日仏演劇協会会報』復刊第 2 号、

2010年、p.12

榊原貴教「ミュッセ翻訳作品年表」『翻訳と歴史』第 56 号、

ナダ出版センター、2011 年、pp.19-26

坂出洋二「笑いとダークサイド――フランス版『屋根裏』を

観にゆく（上）」『悲劇喜劇』2010年 7月号、pp.62-63

――「なんだか広い『屋根裏』だった――フランス版『屋根

裏』を観にゆく（下）」『悲劇喜劇』2010年 8月号、pp.58-61

坂原眞里「「孤独な」言葉と観客――「彼方へ　海の讃歌」

（クロード・レジ演出）、「若き俳優への手紙」（宮城聰演

出）」、SPAC ウェブサイト内、2010 年、URL ： http://spac.

or.jp/critique/

桜井弘「資料紹介　文楽映画フィルム「MARIONNETTES

JAPONAISES」」『演劇映像学 2009』第 4 集、早稲田大学演

劇博物館グローバル COE プログラム、2010年、pp.337-342

篠井英介「桟敷と閨房――ジュネの女方たち」『ユリイカ』

2011年 1月号、pp.115-125

佐々木涼子「形がことばになる――シェルカウィ×首藤康之

『アポクリフ』」『ダンスマガジン』2010年 12月号、p.25

佐藤実枝「［わたしのこの一冊］人間と芝居の危険な関係」

『日仏演劇協会会報』復刊第 2号、2010年、p.3

佐藤康「舞台翻訳をめぐる架空の Q ＆ A」『テアトロ』2010

年 5月号、pp.20-21

――「ロベール・トマ　裏返しの天才」『W ダブル』公演パ

ンフレット、2010年

――「『令嬢ジュリー』を読む」「劇場文化」、静岡県舞台芸

術センター、2010年

――「『テーブルに十三人』喜劇研究会から」「劇団 NLT

SPOT」2010年 10月号

――「フランス人も迷信ぶかい？」『テーブルに十三人』公

演プログラム、劇団 NLT、2010年

――「ジュネへの、東洋からの真摯な応答　錬肉工房『女中

たち』」『図書新聞』2010年 11月 27日号

――「世界の劇場――フランス」「『ゴド―を待ちながら』公

演プログラム」、新国立劇場、2011年

――「オレステスの末裔たち」『テアトロ』2012 年 1 月号、

pp.24-25

佐藤友紀「『苦悩』、そしてパトリス・シェロー」『悲劇喜劇』

2011年 11月号、pp.41-43

三條三輪「乾杯、モリエール様！」『テアトロ』2009 年 12

月号、pp.24-25

志賀信夫「ジゼル・ヴィエンヌ・インタビュー～人形がすべ

ての始まりです」『TH』第 42号、書苑新社、［ s. p. ］

清水徹「戯曲とダンスの見事な調和―― KYOTO EXPERI-

MENT 渡邊守章『アガタ――ダンスの臨界／語りの臨界』」

『ダンスマガジン』2011年 3月号、p.88

新藤弘子「伝統を超えて輝くエトワールたち」『ダンスマガ

ジン』2010年 6月号、pp.10-14

鈴木康司、ピエール・ノット「対談『コメディ・フランセー

ズ今昔』」『日仏文化』第 77 号、日仏会館、2010 年、pp.62-

82

鈴木創士「ジュネあるいは類似の錯乱」『ユリイカ』2011 年

1月号、pp.166-172

鈴木晶「オペラ座の迷宮第 1 回　オペラ座の怪人Ⅰ」『ダン

スマガジン』2011年 3月号、pp.74-77

――「オペラ座の迷宮第 2 回　オペラ座の怪人Ⅱ」『ダンス

マガジン』2011年 4月号、pp.74-77

――「オペラ座の迷宮第 3 回　オペラ座の怪人Ⅲ」『ダンス

マガジン』2011年 5月号、pp.76-79

26

日仏演劇協会会報　復刊 3 号



――「オペラ座の迷宮第 4 回　オペラ座のレパートリーⅠ」

『ダンスマガジン』2011年 6月号、pp.76-79

――「オペラ座の迷宮第 5 回　オペラ座のレパートリーⅡ」

『ダンスマガジン』2011年 7月号、pp.80-83

――「オペラ座の迷宮第 6 回　彷徨えるオペラ座Ⅰ」『ダン

スマガジン』2011年 8月号、pp.74-77

――「オペラ座の迷宮第 7 回　彷徨えるオペラ座Ⅱ」『ダン

スマガジン』2011年 9月号、pp.76-79

――「オペラ座の迷宮第 8 回　彷徨えるオペラ座Ⅲ」『ダン

スマガジン』2011年 10月号、pp.78-81

――「オペラ座の迷宮第 9 回　彷徨えるオペラ座Ⅳ」『ダン

スマガジン』2011年 11月号、pp.78-81

――「オペラ座の迷宮第 10 回　彷徨えるオペラ座Ⅴ」『ダン

スマガジン』2011年 12月号、pp.78-81

――「オペラ座の迷宮第 11 回　オペラ座の黄金時代Ⅰ」『ダ

ンスマガジン』2012年 1月号、pp.76-79

――「オペラ座の迷宮第 12 回　オペラ座の黄金時代Ⅱ」『ダ

ンスマガジン』2012年 2月号、pp.82-85

関典子「箱の中の遊戯　残酷さを描く距離：池田扶美代＋ア

ラン・プラテル＋ベンヤミン・ヴォルドング『ナイン・フィ

ンガー』」『明倫 art』2010年 4月号、京都芸術センター、p.6

扇田昭彦「現代中東の『オイディプス王』――ピープルシア

ター『焼け焦げるたましい』」『ダンスマガジン』2010 年 1

月号、p.75

――「被災地のゴドー――新国立劇場『ゴドーを待ちながら』」

『ダンスマガジン』2011年 7月号、p.84

高橋信良「アルトーとエロス」『フロイト全集 13』月報、岩

波書店、2010年

立木�子「30 周年を迎えたフェスティバル――モンペリ

エ・ダンス・フェスティバル」『ダンスマガジン』2010 年 10

月号、pp.80-81

田ノ口誠悟「書評・紹介 間瀬幸江著『小説から演劇へ――

ジャン・ジロドゥ 話法の変遷』」『演劇映像』第 52 号、早稲

田大学文学学術院、2011年、pp.64-67

恒川邦夫「書評『ヴァレリー――知性と感性の相剋』」『ふら

んす』2010年 7月号、p.75

佃典彦「イヨネスコ『犀』」『悲劇喜劇』2011 年 8 月号、

pp.14-15

パトリック・ドゥ・ヴォス「講演 1980 年代の大野一雄 : フ

ランスでの舞台評を読む」『舞踊学』第 34 号、舞踊学会、

2011年、pp.92-96

友谷知己「［書評］千川哲生『論争家コルネイユ　フランス

古典悲劇と演劇理論』」『日仏演劇協会会報』復刊第 2 号、

2010年、pp.12-13

中島廣子「書評『サラ・ベルナール メディアと虚構のミュ

ーズ』」『ふらんす』2010年 3月号、p.74

永盛克也「書評： Georges Forestier, Jean Racine, Gallimard

(NRF Biographies), 2006」『仏文研究』第 39 号、京都大学フ

ランス語学フランス文学研究会、2008年、pp.147-152

――, « Compte-rendu : John E. Jackson, L’Ambiguité tragique.

Essai sur une forme du tragique au théâtre, Jose Corti, « Les

Essais », 2008 », Revue d’histoire littéraire de la France, n° 4,

2010, pp.1015-1016

根岸徹郎「［書評］小田中章浩『現代演劇の地層　フランス

不条理演劇生成の基盤を探る』」『日仏演劇協会会報』復刊第

2号、2010年、p.13

――「ジュネ演劇のこれから」『ふらんす』2010 年 12 月号、

pp.44-45

野田はるか「海外でふれたマイムの世界」『都市文化研究』

第 17号、2011年、pp.117-118

野中広樹「手品の種に仕込まれた思い出――『ガラスの動物

園』（ダニエル・ジャンヌトー演出、テネシー･ウィリアムズ

作）」、SPAC ウェブサイト内、2011年

芳賀徹「書評『日本におけるポール・クローデル―クローデ

ルの滞日年譜』」『ふらんす』2011年 8月号、p.75

畑澤聖悟「普遍性があるということ――カミュ『ペスト』」

『悲劇喜劇』2011年 8月号、pp.12-13

林正和「パリ・秋のフェスティバル 2010 ――多彩な演劇の

力を提示」『テアトロ』2011年 3月号、pp.66-70

日比野雅彦「書評　矢橋透著『演戯の精神史 バロックから

ヌーヴェルバーグまで』」『中部支部研究報告集』第 33 号、

仏文学会、2009年、pp.69-71

藤井慎太郎「国際シンポジウム報告『演劇・舞踊・芸術環境

日仏交流の 20 世紀』」『演劇映像学 2009』報告集１、早稲田

大学演劇博物館グローバル COE プログラム、2010 年、pp.1-

20

――, « Chronologie des relations France/Japon den les arts de la

scène », Théâtre/Public, n° 198, 2010, pp.116-119

――「海外 STUDY フランスの舞踊環境の変遷 アンジェ国立

現代舞踊センターを中心に」『地域創造』第 30 号、2011 年、

pp.63-68

――「フランス語圏の演劇論」、早稲田大学演劇映像学連携

研究拠点、演劇研究基盤整備、2011年、pp.i-iv★

堀切克洋「地理的な外部／歴史的な外部――フェスティヴァ

ルの功罪を中心に」『シアターアーツ』、2010 年秋号、pp.25-

34
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――「重層化するテクスト、声、記憶――クリストフ・ルタ

イユール演出『ヒロシマ・モナムール』」、SPAC ウェブサイ

ト内、2011年

――、北原まり子「フランス語圏舞台芸術・文献目録

（2007-2009）」『日仏演劇協会会報』復刊第 2 号、2010 年、

pp.15-27

眞下弘子「書評『フランス１７世紀演劇事典』」『ふらんす』

2011年 7月号、p.75

間瀬幸江「書評・紹介 小田中章浩著『現代演劇の地層――

フランス不条理劇生成の基盤を探る』」『演劇映像』第 52 号、

早稲田大学文学学術院、2011年、pp.60-64

――「『シャイヨの狂女』（ジャン・ジロドゥ作）初演時の演

出ノートより（１）」『演劇映像』第 52 号、早稲田大学大学

院文学研究科、2011年、pp.102-126

ジェレミー・マッカーター「伝記 世紀の大女優サラ・ベル

ナール」『ニューズウィーク』2010 年 10 月 6 日号、阪急コ

ミュニケーションズ、pp.54-55

ジェラール・マノニ「新世紀のエトワールたち――『ジュエ

ルズ』」『ダンスマガジン』2010年 1月号、林修訳、pp.42-44

――「偉大なエトワール オペラ座最後の夕べ」『ダンスマガ

ジン』2010年 2月号、林修訳、p.49

――「待ちに待った任命――『くるみ割り人形』」『ダンスマ

ガジン』2010年 3月号、林修訳、pp.20-21

――「現代を生きるベジャール――パリ・オペラ座・ベジャ

ール・バレエ」『ダンスマガジン』2010 年 4 月号、林修訳、

pp.62-63

――「オペラ座が誇るマルグリットたち――『椿姫』」『ダン

スマガジン』2010年 5月号、林修訳、p.36

――「ル・リッシュ、輝く魂――『シッダールタ』」『ダンス

マガジン』2010年 7月号、林修訳、pp.54-56

――「プラテルによる伝統の継承――パリ・オペラ座バレエ

学校公演」『ダンスマガジン』2010 年 7 月号、林修訳、

pp.80-81

――「ラコット振付『三銃士』世界初演に向けて」『ダンス

マガジン』2010年 8月号、林修訳、pp.50-51

――「新世紀ロビンズ！――『ジェームズ・ロビンズへのオ

マージュ』」『ダンスマガジン』2010 年 8 月号、林修訳、

pp.52-55

――「新旧、競い合う火花――『ラ・バヤデール』『輝夜姫』」

『ダンスマガジン』2010年 9月号、林修訳、pp.54-58

――「愛と死の色彩――『ローラン・プティ・プロ』」『ダン

スマガジン』2010年 12月号、林修訳、pp.26-30

――「まるで妖精のような…――シャンゼリゼ劇場『二十一

世紀のエトワールたち』」『ダンスマガジン』2010年 12月号、

林修訳、pp.34-36

――「時間を忘れるほど輝きにあふれて――『パキータ』」

『ダンスマガジン』2011年 1月号、林修訳、pp.58-59

――「個性光るジークフリートたち――『白鳥の湖』」『ダン

スマガジン』2011年 3月号、林修訳、pp.32-35

――「ル・リッシュのイメージが結実した夜――『カリギュ

ラ』」『ダンスマガジン』2011年 5月号、林修訳、pp.36-37

――「二度、送られた喝采――『コッペリア』」『ダンスマガ

ジン』2011年 6月号、林修訳、pp.36-37

――「並外れたジュリエットたち――『ロミオとジュリエッ

ト』」『ダンスマガジン』2011年 7月号、林修訳、pp.22-24

――「純粋美が生む至福の 70 分間――『レイン』」『ダンス

マガジン』2011年 8月号、林修訳、pp.42-43

――「やさしい攻撃――マクレガー『感覚の解剖学』」『ダン

スマガジン』2011年 9月号、林修訳、pp.42-43

――「エトワールの旅立ち――マルティネズ退団公演」『ダ

ンスマガジン』2011年 10月号、林修訳、pp.28-31

――「オペラ座注目の２公演」『ダンスマガジン』2012 年 2

月号、林修訳、p.58

三浦展「ジュネを通して考える『演劇』」『ユリイカ』2011

年 1月号、pp.138-143

三浦雅士「プティの光芒――追悼ローラン・プティ」『ダン

スマガジン』2011年 9月号、p.67

――「成熟の時、時の成熟――シルヴィ・ギエム・オン・ス

テージ」『ダンスマガジン』2012年 1月号、pp.12-17

――、森英恵「舞台衣裳を創造する歓び」『ダンスマガジン』

2010年 2月号、pp.54-58

――、ニコラ・ル・リッシュ「バレエ創造者たちの楽器とし

て」『ダンスマガジン』2011年 1月号、pp.60-66

――、エリザベット・ロス「ベジャールと過ごした時間」

『ダンスマガジン』2011年 2月号、pp.70-74

――、マニュエル・ルグリ「ヨーロッパ中央に位置して――

新人芸術監督の眼から見た世界のバレエの現在」『ダンスマ

ガジン』2011年 10月号、pp.22-26

三上その子「骨と関節からなる回廊の中に――日仏国際共同

制作公演『遊 *ASOBU』」『詩学』第 62(3)号、詩学社、2007

年、pp.19-23

皆川勤「書評　ジェラール・ド・ネルヴァル著　ジョゼフ・

メリー著　藤田衆訳『ハールレムの版画師』」『図書新聞』

2009年 5月 2日号

みなもとごろう「劇評 クローデルとベケットの今――青年

団国際演劇交流プロジェクト 2011 ＝交換、新国立劇場＝ゴ
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ドーを待ちながら、円 = カシオペアの丘で」『テアトロ』

2011年 6月号、pp.50-52

岑村傑「ジャン・ジュネ主要作品解題」『ユリイカ』2011 年

1月号、pp.210-223

森新太郎、藤田赤目「混沌としたものを選んでる 森新太郎 :

新国立劇場で『ゴドーを待ちながら』を演出」『Join』第 73

号、日本劇団協議会常務理事会、2011年、pp.3-15

八木雅子「［紹介］バレエ・リュス展」『日仏演劇協会会報』

復刊第 2号、2010年、p.14

柳瀬太一「ささやきの詩想レジスタンス～桜前線 2000 キロ

の旅」『テアトロ』2011年 5月号、pp.32-33

横山義志「静岡のオリヴィエ・ピィ」『日仏演劇協会会報』

復刊第 2号、2010年、pp.8-9

吉田裕「二人が刻印した時の重み――マニュエル・ルグリと

シルヴィ・ギエム」『ダンスマガジン』2010 年 5 月号、

pp.14-15

――「神々の物語へ」『ダンスマガジン』2010 年 11 月号、

pp.14-15

渡辺淳「『モリエール――恋こそ喜劇』 喜劇作家モリエール

誕生の秘密」『テアトロ』 2010年 3月号、pp.66-68

渡辺敦彦「“沈黙の強度”の魅惑―ローザス『ツァイトゥン

グ』―」『ダンスマガジン』2010年 3月号、pp.75-76

――「ダンスをめぐるふたつのハイブリッド――ギエム『エ

オンナガタ』／プレルジョカージュ『千年の平穏が続く』」

『ダンスマガジン』2011年 4月号、pp.70-72

渡辺えり「オンディーヌと唐十郎と井上ひさし」『悲劇喜劇』

2010年 8月号、pp.6-7

渡辺保「『芸』を支える身体――『 の会』パリ公演」『ダ

ンスマガジン』2011年 9月号、p.75

渡邊守章「メータ、イスラエル・フィル、そしてベジャー

ル・バレエ」『ダンスマガジン』2010年 11月号、pp.70-71

――「ジュネに私が負う幾つかのこと」『ユリイカ』2011 年

1月号、pp.126-129

――、清水徹、松浦寿輝「鼎談 多面体マラルメの耀きを求

めて」『ちくま』2010年 7月号、pp.6-13

アニェス・ピエロン「グラン＝ギニョル ベル・エポックの

恐怖演劇」『南山大学ヨーロッパ研究センター報』第 17 号、

真野倫平訳、南山大学ヨーロッパ研究センター、2011 年、

pp.13-19

アンヌ・ユベルスフェルト「コルテス――その才能の諸地平

（後）」、佐藤康訳、『日仏演劇協会会報』復刊第 2 号、2010

年、pp.5-7

Cristian Biet, « Nous nous connaissons depuis 144 ans »,

Théâtre/Public, n° 198, 2010, pp.21-22

Antoine Laubin, « Imagerie par résonances à propos d’IVANOV

RE/MIX d’après IVANOV de Tchekhov », Alternatives théâtrales,

n° 108, 2011, pp.65-67

Jean-Louis Perrier, « Le chant du sein dans HOUSE OF THE

SLEEPING BEAUTIES », Alternatives théâtrales, n° 104, 2010,

pp.58-60

Cristophe Triau, « Entretien avec Georges Banu — Une passion

défunte : le Japon et ses acteurs », Théâtre/Public, n° 198, 2010,

pp.17-20

※　末尾に星印（★）が付された文献は、下記のウェブサイ

トにて閲覧することができる。早稲田大学演劇映像学連携研

究拠点「演劇研究基盤整備：舞台芸術の翻訳と公開」

URL＝ http://kyodo.enpaku.waseda.ac.jp/trans/

前号につづいて、文献目録をお届けいたします。原則として

2010 ～ 2011 年内に刊行された文献を対象としております

が、復刊第２号収録分（2007 ～ 2009 年）から洩れてしまっ

た文献も同時収録しております。会員間の知的交流の一助と

なれば幸いです。（H）

舟 

29

日仏演劇協会会報　復刊 3 号



劇場によくいく。いつからだろう、翻訳ものがひっきりな

しに掛かる。日本の演劇に翻訳劇が多いのは新劇の伝統だか

ら珍しくはないけれど、現在は圧倒的に英語圏のドラマだ。

それがいけないというのではないが、偏りすぎだし、もう少

し別の言語の芝居があっていい。しばらく前ドイツ語の戯曲

がシリーズで訳されて、現代演劇の大事な相が丹念に掘り起

こされたが、それも上演は少ないよう。通貨として流通して

しまうのでない劇テクストというのは刊行されるのも板に乗

るのも難しいのが当節である。そのなかで、独語圏の向こう

を張ったわけではない、幸い日仏学院の支えがあり始まった

フランス語圏劇の実勢を開示する狙いの当コレクションも既

刊十二巻、あと五巻というところに届いた。ヴィナヴェール

からダルレまで、どのくらい多彩に鋭い時代感覚がどの幅で

表現されているかの現況が次第にみえてきている。フランス

語の演劇研究者、いや、日本演劇の方々、否、専門家のみな

らず、芝居に関心ある向きには是非一読を、また舞台化も念

願する。各作家が一様でなく、固有に自分の世界をつくって

いるさまは手応え充分だし、今テクストは可能かの問いにも、

そんな事沙汰はご免だ、ただ知りたい的欲求にも応えられる。

咀嚼は読み手の意欲一つ、捨てておくにはもったいない魅力

の総結集だと口上申し上げる。残るノヴァリナやエメ・セゼ

ールらをもって仕上がる遠近法にご期待を。
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活動報告

2010 年度

●総会

2010年 11月 20日（土）日仏会館 501号会議室

●シンポジウム・講演会　2010 年 11 月 20 日

テーマ：「17 世紀演劇研究の現在」

講演者：伊藤洋

会　場：日仏会館 501 会議室

●刊行物ほか　会報「復刊 2 号」（2010 年 11 月）

「コレクション　現代フランス語圏演劇」

05 M.アザマ『十字軍／夜の動物園』

13 W.ムアワッド『沿岸　頼むから静かに死んでくれ』

02 M.ヴィナヴェール

『いつもの食事／ 2011 年 9 月 11 日』

12 O.ピィ『お芝居／若き俳優たちへの書翰』

14 D.レスコ『破産した男／自分みがき』

2011 年度

●総会

2011年 7 月 31 日（土）日仏会館 501号会議室

●シンポジウム・講演会　2011 年 7 月 31 日

テーマ：「17 世紀演劇の多様性」

発表者：伊藤洋・オディール・デュスッド・戸口民也

野池恵子・鈴木美穂・冨田高嗣・千川哲生

会場：日仏会館 501 会議室

●刊行物ほか

「コレクション　現代フランス語圏演劇」

04 P.ミンヤナ／ N.ルノード『亡者の家／プロムナード』

10．J.ポムラ『時の商人／うちの子は』

09．K.クワユレ『ザット・オールド・ブラック・マジッ

ク／ブルー・ス・キャット』

16．E.ダルレ『隠れ家／火曜日はスーパーへ』

08．J=L.ラガルス

『まさに世界の終り／忘却の前の最後の後悔』

03．E.シクスー『偽証の都市、あるいは復讐の女神たち

の甦り』

編集後記
会報をお届けする。ようやく三号だが、少しずつ「復刊」

の機軸、新しい陣容が整いはじめているのは慶賀の至り。さ

て、今夏も暑かったというと、去年と同じ台詞で芸がないが、

小生にとってはきつい夏であった。若干個人的な事情になる

けど、小生、昨年三月無事に職場を終えた。前回書いたよう

な時間があり余るほどできるとの予測は幻、案に反し、どう

も在職中より過密だ。赴く劇場はけたたましいほど多、それ

に、わが書斎には読み残し書が溜りに溜まり（あるんだなあ、

これが!!）、まだ本屋を覗いたりしている。まあそれらにと

り組んで残る歳月を静かにと念じていたら、高橋信良さんと

一緒にやった「コレクション　現代フランス語圏演劇」エレ

ーヌ・シクスー巻のわが担当「解題」でとんでもない間違い

をやらかしたのに気づき、酷暑が倍加した。この場をお借り

して、是非にも訂正しておかねばならない。「解題」に「ル

ーマニア出のクリステーヴァと並び」とある節は「ブルガリ

ア出のクリステーヴァと並び」の誤謬である。そう直して頂

きたい。読者たちにも協会にも編集委員会にも高橋さんにも

謹んでお詫び申し上げる。体調も不良だし、やはり齢は争え

ぬと慨嘆、爾後も事務局長なる重責を負えるかどうか、担う

とすれば、相当心しなくてならぬ。以上、自戒と反省と展望。

会報にしても実行委員会の奮闘の賜物で、小生は人畜無害。

わが悩みはそこ。とまれ、ご斟酌を。

（佐伯隆幸）

フランス語圏演劇に関する催しの情報をお寄せください

当会 HP（http://www.sfjt.jpn.org）では、日本でのフランス語

圏の舞台芸術に関する各種催しに関する情報を掲載していま

す。フランス語圏からの来日公演、フランス語で書かれた作

品の翻訳・翻案による公演のほか、フランス語圏演劇に関す

る講演や研究会など、日仏演劇協会以外の団体・個人が主催

する催しが対象です。メーリングリストによる配信も行って

います。ML 配信・ HP 掲載を希望される方は、（１）件名

を「関連イベント掲載依頼」として、（２）メール配信用に、

そのまま配信できる文面（テキスト形式）を事務局

（office@sfjt.sakura.ne.jp）までお送りください。その際、必ず

問合せ先を明記してください。いただいた情報は、基本的に

HP の「関連情報」ページに掲載をいたします。講演名／公

演名等、日時、会場、URL 等の情報のほか、添付ファイル

等へのリンクも可能です。
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