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〈日仏演劇協会会報巻頭言〉

６８年以来の演劇変革を想う
伊藤

洋

18 年４月下旬に、平田オリザ作・演出の『革

革についてはすでに多く語られているが、その変

命日記』
（９７年初演）の再演（青年団とその育

革の一つとして「演劇のグローバル化」があっ

成機関 “ 無隣館 ” の若手による）をこまばアゴラ

た。

劇場で観た。この作は以前にも一度見て感じてい

６８年の演劇変革への動きは、６６～６７年に

たが、フランスで一時流行っていた「日常演劇」

来仏していた世界各国の新しい演劇上演の影響を

の最たるものと改めて驚嘆した。そして６月末に

受けていた。「リヴィングシアター」も「パンと

は同作家の新作・演出『日本文学盛衰史』
（原作：

人形劇団」もすでにフランスで上演されていた。

高橋源一郎、青年団の第７９回正式公演）を観

演劇のグローバル化は６８年５月以前に行われて

て、さらに日常演劇の太い幹を感じたのだった。

いた。

『革命日記』は都市近郊のマンションらしき若

コメディ＝フランセーズでさえ、もはや１７世

者夫婦家庭のリヴィングが舞台で、革命を目指す

紀などの韻文のせりふを朗々と響かせながら語る

過激派のアジトである。表面はおとなしく日常を

旧来の舞台はほとんど見られなくなった。俳優た

過ごしているが、今夜は空港突入計画を話し合っ

ちがごく日常的なせりふをわめき立てるのではな

ている。そのひそかな会議がしばしば近隣の人た

く静かに語る、というフランス演劇らしからぬ演

ちが町会の連絡でやって来る。結局最後は町で仲

劇「日常演劇」の生まれる下地は、６８年５月に

間の一人が誰かに襲われたという知らせに一同は

作られていたのではなかろうか。

そっと分かれて出て行く。この終わり方は平田の

時代はすでにグローバル化しており、フランス

劇がしばしば「静かな劇」と呼ばれるゆえんを明

でも日本でも６８～６９年に同じように学生運動

示するかのようである。

があり騒動があった。フランスで日常演劇と言

『日本文学盛衰史』は森鴎外、田山花袋、島崎

われるものが生まれたのは１９７０年代である。

藤村、北原白秋ら明治の文豪たちが北村透谷を

その代表作家ジャン＝ポール・ヴェンゼル Jean-

筆頭に一人ずつ亡くなっていくその葬儀の様子か

Paul Wenzel の人気作『アゴンダンジュを遠く

ら、時代背景、文学傾向の移り変わりを描き出し

離 れ て 』Loin d’Hagondange の 仏 初 演 は ７ ７ 年

ていく。
「静かな演劇」の流れに乗ってはいるが、

（７５年作）である。その前後にミシェル・ヴィ

途中でラップ・ミュージックが出て来たり、最後

ナヴェール Michel Vinaver、ミシェル・ドゥー

（4 場）の夏目漱石の葬儀後には全員で踊りまく
るシーンがある。平田オリザの「静かな劇」の終
＊

その流れに乗ったとも思われる平田オリザの
「現代口語演劇」の人気は少し遅れて９０年代で

焉を思わせるものであった。
＊

チュ Michel Deutsch らが輩出する。

＊

ある。世界演劇のグローバル化に符合しているよ

両作とも平田の主張する「現代口語演劇」の流

うに思える。ただフランスではこの日常演劇の流

れに沿ったものであるが、思い出されるのはフラ

れはその後途絶えたが、日本では平田オリザが主

ンスにおける「日常演劇」théâtre du quotidien

流になってなお続いていると考えられる。今度の

の出現である。俳優が日常的な会話をしながら静

『日本文学盛衰史』の公演で、彼はその方向を変

かに過ごす様子を描くという日常演劇がフランス

えようと考えているのだろうか。ここにもグロー

で登場し一世を風靡したのは１９７０年代、つま

バル化の流れがあるようである。

り６８年のあの「５月革命」Evénement de mai

（日仏演劇協会会長）

以後間もなくのことであった。あの騒動の演劇変
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〈2017 年度 講演会〉

フランス詩の研究者が戯曲を翻訳するとき
岩切正一郎

2017 年にラシーヌの『フェードル』を上演し、私がその翻訳を担当したので、今日はそこ
を中心に、戯曲翻訳について実践的な面も含めてお話ししたい。
詩の研究者から戯曲翻訳者へ
私の研究領域は元々は 19 世紀のフランス詩で、特にボードレールを研究対象としてきた。
そんな私がなぜ戯曲翻訳をするようになったのか？

40 年も前のことだが、東京大学でフラ

ンス語を学んでいた頃、同級生に、現在、作曲家・管楽器演奏家として活躍し、舞台音楽で
も第一人者の笠松泰洋氏がいて（蜷川幸雄氏の『グリークス』の音楽は彼が担当した）、その
彼が当時からなぜか私の言葉の力を高く評価してくれていて、アヌイの『ひばり』上演（2007
年、主演・松たか子）を企画し翻訳者を探していた蜷川氏に私を推薦してくれたのだった。
私はその時、実績はほとんど無に等しかったが、笠松氏は私を信用し、蜷川氏は笠松氏を信
頼した。その期待に私も必死で応えようとした。『ひばり』の舞台は大好評で、これをきっか
けに戯曲翻訳を少しずつ手がけるようになった。
ラシーヌ『フェードル』翻訳上演
2017 年に演出・栗山民也、主演・大竹しのぶ、翻訳担当は私で、ラシーヌの『フェードル』
を上演した。シェイクスピアも演出している栗山氏がラシーヌを演出するというと、どうし
ても私のなかに、スタンダールの『ラシーヌとシェイクスピア』
（1823 年）が浮かんでくる。
その第一章の小タイトルは「1823 年の観客の興味を惹く悲劇を作るには、ラシーヌの誤った
やり方に従うべきかシェイクスピアの誤ったやり方に従うべきか？」となっている。知られ
ているとおり、スタンダールから見ればラシーヌ的悲劇は打破すべき古典主義の書き方であ
り、シェイクスピアは古典主義からすると正道をはずれている。
この第一章に先立つ序文はこう始められている。
「1670 年頃は、1000 エキュする刺繍入り
の服と、大きな黒いカツラを付けた侯爵達がラシーヌやモリエールの作品の善し悪しを決め
ていた。/ この偉大な作家達は、この侯爵たちの趣味にかなおうとし、彼らのために仕事を
した。
」
さて、このスタンダールからも 200 年近く経とうとする日本の観客の興味をラシーヌは惹
けるのか？
われわれが目指したのは、まず第一に、言葉で出来た演劇の醍醐味を舞台上で作りだし伝
えること。筋の運びのアクションによって、話の展開自体の面白さを堪能してもらうこと。
観客はテクストをあらかじめ良く知っているという人ばかりではない。劇場では、演技・
演出・装置・衣装・照明、そして劇の内容・言葉、両方からその心を動かさなくてはならな
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い。それは成功したと言えるだろう。見終わった後、椅子から立てなくなるくらい感動した、
という感想を寄せた観客もいたのだから。ブレヒトが何と言おうと、フェードルを見舞う運
命と一体となっていた人々がいた、ということは大事なことである。
フェードルを演じた大竹しのぶは、朝日新聞に「なんだろう、この胸の高鳴りは。心が揺
さぶられ、身体の中を熱い血がたぎる。愛の言葉が、嘆く言葉が、憎む言葉が、心の底から
湧きあがってくる」と書いている。栗山民也はプログラムで、今の日本は言葉が軽く、真実
の言葉がない、と批判し、
「このとき、古典が真価を放ってくる」と述べている。
ある演劇研究家はブログに批判を載せている。
「栗山は、ジャン・ルイ・バローのコメ
ディー・フランセーズで上演した「フェードル」の演出ノートをみていないのだろうか
……？画期的と言われた演出だ……」見ていない、どころか、抜粋の形ではあるが私が翻訳
して参考資料として演出家に渡してあった。バローの影がないのは、知らないからではなく、
それを退けているからなのだ。
さてそのセリフだが、当然のことながら、ラシーヌの韻文を翻訳する時点で、シラブル数
と脚韻、といったフォルムは無視した。ということは、散文にして訳す、ということなので、
いわば、スタンダールが演劇で求めた言語面での効果からすると、ロマン主義的ラシーヌに
なっている、ということである。
それでは翻訳は原文の何を受け継ぐのか？私は原語の詩行と訳文が同じ息づかいで言える
ように工夫している。
同じ息づかい、といっても自己流のフランス語読みではあるのだが。言う時間もだいたい
合わせる。これはなかなか分かってもらえない作業なのだが、単に時間の長さが合うように
言葉を配置するのではない。フランス語で言う息づかいと同じ息づかいで、対応する日本語
が言えるようにするのである。息の量をおなじにして、その結果、時間の長さも似てくる、
ということなのだ。傲慢のそしりを怖れず言えば、ここに私の特殊技能があるのではないか
と思っている。
訳に際して大いに参考にした既訳のなかから二つの訳と比較するかたちで実例をあげてみ
よう。
1-2. Le dessein en est pris, je pars, cher Théramène, / Et quitte le séjour de l’aimable
Trézène.
- 二宮フサ訳 (1965)：決心がついた。出発だ、テラメーヌ。/ 麗しのトレゼーヌでの暮しとも
お別れだ。
- 渡辺守章訳 (1993)：決心はついた、テラメーヌ、出発する、/ 住みなれたトレゼーヌの都と
もお別れだ。
いと

- 拙訳（2017）
：もう決めたことなんだ、ぼくは行く、テラメーヌ、/ 愛しいトレゼーヌの町
での暮らしとはお別れだ。
34-36. Cet heureux temps n’est plus. Tout a changé de face / Depuis que sur ces bords les
dieux ont envoyé / La fille de Minos et de Pasiphae.
- 二宮訳：あの楽しい日々も、今は昔。何もかも変わってしまった、/ ミノスとパジファエの
娘を、/ 神々がこの地に送られた時から。
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- 渡辺訳：あの幸せな時は、もはやない。すべては様変わりした、/ この岸辺に神々が遣わさ
れた時からだ、他でもない / ミノスとパジファエの娘であるあの人を。
- 拙訳：あの幸福な時はもうない。すべては一変した。/ 神々がこの岸辺に / クレタ島の王
ミノスとパジファエの娘を送って以来。
1617-1619. Non, Thésée, il faut rompre un injuste silence. / Il faut à votre fils rendre son
innocence. / Il n’était point coupable.
1622-1624. Les moments me sont chers,écoutez-moi, Thésée,/C’est moi qui sur ce fils chaste
et respectueux / Osai jeter un œil profane, incestueux.
- 二宮訳： いいえ、テゼー、正義にそむく沈黙は破らねばなりません。/ あなたの御子の汚名
をそそがねばなりません。/ あの方には、少しも罪はなかったのです。
〔…〕私は、今は一刻
も惜しまねばならない身です、聞いてください。/ けがれを知らぬ礼儀正しいあの王子に、/
淫らな不倫の眼を注いだのは、私です。
- 渡辺訳：いいえ、テゼー様、これ以上口をつぐむのは許されない。/ ご子息の汚名をそそい
でさしあげなくては。/ あの方に、罪はなかった。〔…〕一刻も今は惜しい、聞いて下さい、
テゼ−様。/ いかにもわたくしが、穢れを知らぬ、正しい王子に、/ 怖れ気もなく、淫らな、
不義の目をつけた。
よこしま

けっぱく

- 拙訳：いいえ、テゼ。邪な沈黙は破らなくてはなりません。/ あなたの息子に潔白を返して
あげなくては。/ あの人に罪はないのです。
〔…〕残された時間は短い、聞いてください、テ
こころば

そむ

ゼ、/ 心映えの美しいあの子に、/ 人の道に背いた眼差しを投げたのは、このわたし。
、

、

、

、

、

、

有名な « La fille de Minos et de Pasiphae. » を私の訳では「クレタ島の王 ミノスとパジ
ファエの娘」にしてあるのは、日本の観客には聞いてすぐに分からないかもしれないから、
という演出家からの要望を反映してのことである。上演に際してはこのような協議も行われ
る。
私の翻訳方針
演劇言語としての日本語をつくるために私は好んで三馬の『浮世風呂』や、春水の『春色
梅児誉美』
、南北の『四谷怪談』
、円朝の『怪談牡丹灯籠』などを参照する。この伝で、台本
でフェードルに「堪忍してください」と言わせていたところ、ちょっと江戸っぽ過ぎる、と
演出家からダメ出しがでて、言い回しを変えることになった。
新作ではなく昔の作品を上演するときには、当然、現代の問題意識が投影される。ジョ
ルジュ・フォレスチエが La Tragédie française で述べているように、悲劇は観客や読者に、
「我が身にふりかかるものと直面している人間のドラマ、超越のシステム、実存的矛盾のシ
ステムのなかで生きることの困難さ」について考えさせるが、しかし、［昔の］「悲劇作品を
このように理解し始めたのはロマン主義以降のことに過ぎないと言っておく必要がある」
。
『フェードル』もまたそのような歴史的位置にたって現代日本で上演されたのである。翻訳の
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参考にと、Garnier の Hippolyte も読んでみたのだが、やはり今日本で上演してもこれは面白
くはないだろうと私は思った。
フォレスチエと同じ考えはベルクソンにも見られ、彼は『思考と動くもの』のなかで、古
典主義にロマン派的要素があるとしても、それはロマン主義が出現したあと初めて事後的な
効果によって取り出された要素にすぎない、と言っている。
私はこうした見方を肯定的に取りたい。そうでなくては、現代において、過去の作品を読
んだり上演したりする意味はない。
さてそのために、自分にとってのテクストと上演の位置づけをしたい。
1）テクスト
演劇は永続する部分、すなわちテクストと、瞬間的な部分、すなわち上演というふたつの
要素でできている、と定義した上で、アンヌ・ユベルスフェルトは、「演劇は逆説的なアート
である」という。だが翻訳劇の場合には事情が異なる。翻訳テクストは、上演の社会・文化
的あるいは言語的状況によって時代と共に変化する。翻訳テクストは、半分、不変のテクス
トにつながりつつ、半分は上演の、瞬間的な出現の、性質を帯びてもいる。
2）上演
ドイツの演出家オスターマイヤーは、ドイツの演劇研究がメタ演劇的な次元でなされてい
ることに不満を感じ、インタビューで、
「実際は、対話や、登場人物や、対立や、劇的状況
があるのです」と述べ、
「演劇にたいする慎ましいアプローチが必要」だと語っている。「慎
ましいというのは、稽古場に入る前にあらかじめ、そこからどのような美学的表現が立ち上
がってくるのか、わからないからです」と。そしてこう言っている。「この［演劇という］芸
術は、人生の失望にたいする反抗ですよ。おおもとには、生まれたことへの憤慨がある。」
このような反抗には、言葉が重要な役割を持つ。それは何よりも登場人物の言葉である。
「私は、芝居の登場人物を通して、作家の芸術的で文学的な技量を聞く気はありません。重要
なのは、登場人物とその人の物語にとって必要不可欠な言葉なんです」と彼は言うのだが、
ラシーヌの翻訳で私が気を付けたのもそこのところだ。
ラシーヌの詩的な美しさを朗誦し、それを楽しむ、というのは、フランス語で言わなくて
は不可能である。その不可能の実現は、志としては持っていなくはないが、それよりも、舞
台で俳優が心の底から納得して自分のことばとして言える日本語にしておくことがより大切
なのだ。
最後にポーランドのヴァルリコフスキの言葉を紹介しておきたい。インタビューで演劇は
「規範」(norme) の場になることはあるのか、と聞かれ、ヴァルリコフスキはこう答えている。
「
［ノーマルな演劇になれるのは］演劇の本質を裏切ったときだけですね。愚かになって、自
分のミッションを捨ててしまうときです。人間についての考察、人間を知ろうとする試み、
われわれの人生と行動を導いている隠された構造の探求、それらの前衛に立つことを諦めた
ときです。人生というものがノーマルではないのだから、演劇だって、少なくとも、ノーマ
ルではないものであるべきです。
」
私も翻訳者としてこうしたミッションの遂行に尽力したいと思っている。
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〈2017 年度イベント報告〉
竹中香子講演会
フランスで舞台に立つために必要なこと
フランス語、演劇学校、そしてプロフェッショナリズム
2017 年 8 月 28 日

アンスティチュ・フランセ東京

日仏で舞台女優として活躍されている竹中香子さんの講演会を、2017 年 8 月 28 日にに飯田橋のアンス
ティチュ・フランセ東京で開催しました。当日は会場がほぼ満席になる 65 名の来場者がありました。
前半の 1 時間は竹中さんのお話、後半の 1 時間は会場の聴衆との質疑応答が行われました。講演では大
学卒業後の渡仏から現在に彼女の演劇生活の展開が語られました。竹中さんの講演は、ソロのパフォー
マンスのようでした。まるで舞台に立っているかのように、彼女は立ち歩き、優雅で豊かな身振りと表
情で、自由闊達に率直に自身を語りました。その魅力的なパフォーマンスに聴衆はすっかり引き込まれ
ていました。後半の質疑応答では、聴衆と竹中香子さんとのあいだで日仏の演劇状況の違いなどについ
て活発な意見交換が行われました。講演の様子は観客発信メディア WL に採録されています。（片山）
http://theatrum-wl.tumblr.com/post/165688341391/

木津潤平講演会
アヴィニヨン演劇祭 『マハーバーラタ』
『アンティゴネ』の舞台空間を振り返って
2017 年 9 月 7 日

アンスティチュ・フランセ東京

2017 年 7 月、フランスのアヴィニヨン演劇祭のメイン会場である法王庁中庭にて、静岡県舞台芸術セ
ンター（SPAC）の『アンティゴネ』がオープニング公演を飾りました。同演劇祭では 2014 年、かつ
てピーター・ブルックが歴史的上演を行ったブルボンの石切場で『マハーバーラタ』がやはり SPAC
によって上演されていますが、これら２作品において空間デザインを担当したのは、建築家・木津潤平
氏です。キーワードは「演劇の器（うつわ）
」をつくるということ。半地下のすり鉢のようなケ・ブラ
ンリーや急勾配のブルボンの石切場という特異な空間から、どのように演劇を立ち上げるかという闘い
はうかがっていてスリリングでさえありました。さまざまな現場の写真を見せてプレゼンテーションを
いただいたことは、舞台芸術にも大きな貢献をされている木津さんのお仕事の全体像を確認する貴重な
機会になったことと思います。
（堀切）

空間構成の視点から演劇を語る木津潤平氏

8

日仏演劇協会会報

復刊８号

「パフォーマンス」中の竹中香子氏

右から古関すまこ氏、呉宮百合香氏、堀切克洋氏（司会）

トークイベント
呉宮百合香×古関すまこ
フランスにおける Butoh をめぐる第一夜
2017 年 10 月 31 日

室伏鴻アーカイブカフェ Shy

シルヴィアーヌ・パジェス『欲望と誤解の舞踏：フランスが熱狂した日本のアヴァンギャルド』が慶應
大学出版会より刊行されたことを記念して、「熱狂」の文化的文脈を多角的に語り合うイベントを開催
しました。前半は、パリ第 8 大学にて修士号を取得した呉宮百合香氏より、パジェス氏の研究の前提と
なっているフランスの舞踊研究の現在について解説いただき、後半では 70 年代より長くフランスで活
動されてきた古関すまこ氏から、70-80 年代のフランスにおける「日本ブーム」の現場について貴重な
お話をうかがいました。パジェス氏の著作は、当時の批評を通じて舞踏受容の政治的・歴史的・芸術的
文脈の再構築を試みた労作ですが、このような手法にはある種の「限界」があることがさまざまな観点
から指摘されました。とくに「舞踏とは何か」という問いが、改めて突きつけられたことが印象的だっ
たと思います。参加者を交えたオープンディスカッションも大いに盛り上がりました。（堀切）
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〔報告〕

2017 年アヴィニヨン演劇祭 SPAC『アンティゴネ』参加報告
～ SPAC 新人俳優が体験したアヴィニヨン演劇祭〜
宮城嶋遥加（SPAC 俳優）
私は 2017 年度から本格的に SPAC 作品に出演

道具を持ち込んで稽古をしました。会場は変わっ

しており、『アンティゴネ』が初めての海外公演

ても実際の舞台を正確に再現した場ミリ（床面

でした。SPAC 新人俳優としての視点からその稽

にビニールテープで実際の舞台の大きさをかた

古や現地での様子などを書かせていただきたいと

どったもの）があり本番に近い装置が準備され、

思います。

SPAC スタッフの力と公立の劇団であることの強

『アンティゴネ』の稽古が始まったのは 2017 年
3 月。稽古初日には、出演する俳優とスタッフが

SPAC メンバーがアヴィニヨンへ到着したの

集まり、演出や舞台装置についての説明がありま

は 6 月 28 日の夜、翌日から仕込み作業が始まり、

した。新人の私は先輩俳優のアヴィニヨン演劇祭

俳優も大道具、衣裳、音響、楽器など班に分かれ

にかける思いや宮城さんの情熱に圧倒されていま

て作業を行いました。法王庁には観光客が毎日訪

した。

れますが、私たちの劇場入り後も例外でなく、観

『アンティゴネ』はアヴィニヨン演劇祭より前、

10

みを感じました。

光客の間をすり抜けながらの作業でした。舞台

５月に SPAC で開かれるふじのくに⇄せかい演

は法王庁の中庭に組まれ、楽屋は法王庁の建物内

劇祭で上演されました。静岡とアヴィニヨンでの

にありました。上を見上げると厳かな雰囲気の天

公演では、舞台の大きさが異なり、法王庁中庭の

井、世界遺産であるアヴィニヨン法王庁にいるの

大きな壁も再現できません。アヴィニヨンでの上

だと気が引き締められました。

演に近い形で、静岡のお客様に楽しんでいただけ

アヴィニヨンでは開演時刻となる 22 時に合わ

るよう準備していきました。
『アンティゴネ』で

せ、夕方に集合、俳優トレーニングと演奏稽古、

は本編前に数人の俳優があらすじ説明をするので

返し稽古、日沈後は照明を合わせた稽古があり、

すが、その演出もギリシャ悲劇になじみのない静

深夜～早朝にホテルに戻りました。私は初めての

岡のお客様に楽しんでいただくための工夫の一つ

海外公演だったので、体調管理の方法や必需品を

でした。

先輩から教えていただき、風邪と怪我はないよう

静岡公演が終わると、本格的にアヴィニヨン

必死でした。到着後数日は６月の下旬でしたが夜

演劇祭に向けた稽古が始まりました。法王庁の

は冷えました。法王庁中庭は風も強いのです。舞

舞台は間口が 40 ｍ、実際の舞台の広さを取るた

台全面に張った水の中に立つため、水が入らない

めには SPAC 専有の劇場とは別に稽古場を探さ

靴を履いているものの足から冷たさが身体全身に

なくてはならず、スタッフの方は苦労したようで

伝わってきました。日本から持参したカイロを

す。稽古場となったのは、専有の劇場のすぐそば

使って寒さをしのぎました。日中は熱く、夜は寒

にある調整池（雨天時に水がたまるようになって

く、最初の数日間は体調管理が難しかったです。

いて、普段はコンクリートの広い場所になってい

演奏に使う楽器も水を張った舞台上に置かれま

る）と、清水港マリンターミナルの多目的ホール

した。宮城作品では棚川寛子さん中心に作った劇

です。調整池は近隣に住宅地もあり大きな音が出

中音楽を俳優が演奏します。数多くある楽器が水

せなかったので、立ち位置や移動経路の確認、日

につかないよう、楽器台やマレット台を俳優が工

が沈み劇場に戻ると演奏やセリフ稽古というスケ

夫して作り、静岡から用意していきました。毎回

ジュールでした。マリンターミナルには楽器や大

稽古が終わると俳優で手分けして楽器は全て建物

日仏演劇協会会報

の中にもちこみ、水がついていないかどうか確認

演したという大きすぎるほどの貴重な体験をどう

したり、乾燥剤をかけたりしてメンテナンスをし

活かしていくのか、これからの演劇人生の中で考

ます。私は楽器を扱うのは初めてでしたので、扱

えていかなければと思っています。

復刊８号

い方やメンテナンスなど、先輩に教えていただき
ながら試行錯誤しました。劇全体からすると、楽
器一つの音は小さなことのように思えるかもしれ
ません。しかしその楽器が不調を来すとそのシー
ンの音は崩れ、作品全体の質に繋がります。楽器
の管理やメンテナンスのような小さな作業一つ一
つが宮城作品のクオリティを支えていて、自分も
それを支える一部にならなくてはと思いました。
演劇祭が近くなるにつれアヴィニヨンの街には
人も、パフォーマーも増えていきました。オフ部
門の劇団の方がチラシを渡しに来たり、路上パ
フォーマンスがあったり、街全体が活気に溢れて

【宮城嶋遥加（みやぎしまはるか）】

いました。SPAC の『アンティゴネ』は概ね高評

SPAC 俳優。静岡県静岡市出身。2017 年春から

価で、出演者パスをかけていると、
「
『アンティゴ

東京大学大学院総合文化研究科に進学し、舞台

ネ』に出演していましたか？」と声をかけられる

芸術を専攻する。中学時代に SPAC の人材育成

こともありました。

事業のシアタースクールに参加。高校時代には、

一つ印象に残っていることは、法王庁の照明ス

SPAC のスパカンファン・プロジェクトに参加

タッフの方に舞台裏を案内していただいたことで

し、カメルーン出身のダンサー・振付家のメルラ

す。普段入れない部屋に機材が置いてあり、開演

ン・ニヤカム演出の『タカセの夢』に出演した。

前にどう動かして準備するのか教えてくれまし

静岡大学在学中の 2016 年 2 月にオマール・ポラ

た。スタッフが仮眠を取ったり身体を動かしたり

ス演出の『ロミオとジュリエット』でジュリエッ

する部屋もありました。照明スタッフのオフィス

ト役に抜擢される。東京大学大学院に進学した

になっている場所には法王庁の舞台で上演された

17 年には、『アンティゴネ』に出演し、静岡とア

歴代の作品と演出家が書かれたポスターがあり、

ヴィニョンで公演に参加した。同年 9 月から 10

SPAC『アンティゴネ』もその一つに入りました。

月にかけては、スイスのローザンヌでの『ロミオ

案内してくださったスタッフさんは２か月後の

とジュリエット』の再演に出演し、ジュリエッ

スイスのローザンヌでの SPAC『ロミオとジュリ

トを演じる。同年 11 月に小野寺修二演出『変身』

エット』の公演にも駆け付けてくださり、今も連
絡を取っています。緊張した毎日の中で、現地の

（カフカ原作）に出演、2018 年 7 月に予定されて
いる同作品の上海公演にも出演予定。

スタッフとの交流には助けられました。
「アヴィニヨン法王庁の舞台は世界中の俳優が
憧れる場所だから、ハルカみたいな若いときに
この舞台に立てることはとても羨ましいことなん
じゃないかな」法王庁のスタッフと話す中、この
ようなことを言われ、我に返りました。初めての
海外公演で体調を整えて稽古と本番に臨むことに
必死だった毎日だったのですが、確かにここはア
ヴィニヨン法王庁の舞台で、自分はそこで仕事を
しているのだと、嬉しいと同時に何だか申し訳な
い気持ちになりました。アヴィニヨン演劇祭に出
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〔劇評〕

新国立劇場『トロイ戦争は起こらない』
田ノ口誠悟
2017 年秋、ジャン・ジロドゥの『トロイ戦争

と思う。

は起こらない』が新国立劇場で上演された（10/5

また、非常に凝った音響効果、照明効果にも驚

〜 10/22、中劇場。演出：栗山民也、主演：鈴木

かされた。全編を通じて吠えるように鳴り響く

亮平）。使用されたテキストは上演と時を同じく

ヴァイオリン、ギリシャ・トロイ首脳間の平和条

して出版された岩切正一郎氏による新訳であり

約締結会議の時に背景に映し出される日の丸のよ

（岩切正一郎訳『トロイ戦争は起こらない』ハヤ

うな深紅の照明、さらには幕が降りた後、すなわ

カワ演劇文庫）
、旧訳（
『ジロドゥ戯曲全集』、白

ち「トロイ戦争」が起こったあと、暗闇に浸され

水社）が出版されたのは 1950 年代後半だから、

た観客の耳をつんざく戦車やヘリコプターの爆

相当久しぶりの新たな日本語による上演であっ

音。おそらく、長い『トロイ戦争〜』上演史の中

た。

で、これほど壮麗なスペクタクル的演出は、初め

ジロドゥは、日本で最も舞台に上がるフランス

てだったのではないか。

語圏の劇作家の一人である。劇団四季がジロドゥ

そして、俳優の皆さんの演技には、みずみずし

を愛した詩人加藤道夫の遺志を受け継ぎ、継続的

いエンターテインメントとしてのジロドゥ劇の新

に『オンディーヌ』や『間奏曲』
、そして『トロ

しい側面を感得させられた。本公演では、パリ初

イ戦争〜』を上演して来たことは広く知られてい

演時に上演されなかったいくつかの喜劇的場面も

るし、民族対立、宗教対立といった人類に普遍的

完全に上演されている。例えば、当時の国際連合

な問題を真正面から扱うその作風は、多くの新劇

の風刺とおぼしき事大主義の国際法学者ビュジリ

の演出家達を惹きつけて来た。ゆえに今回の新訳

スの場面や、少年少女の登場人物（「トロイリュ

による、新国立劇場の規模一千人のホールでの再

ス」と「小さなポリクセーヌ」
）とギリシャの王

演に、開幕前から大きな期待を寄せていた方々も

女エレーヌが戦争に関する冗談を言い合う場面で

多かっただろう。

ある。作品全体としてみれば、これらの場面はい

そして実際に、新国立劇場の『トロイ戦争〜』

ささか冗長とも言える箇所だが、現在の演劇界、

は、これまでとは全く違う斬新なジロドゥであっ

映画界の第一線で活躍される俳優の方々の手に

た。まず驚かされたのは、その舞台装置、舞台衣

よって、この上なく魅惑的なコミック・リリーフ

装である。原作は古代ギリシャを舞台にしている

に変化を遂げていた。そしてその祝祭的な雰囲気

が、演出の栗山氏はこの設定を「第三次世界大戦

の中で、ヒロイン・アンドロマックを演じた鈴木

開戦前夜とでも言うべき（…）私たちの生活とも

杏の文学的演技は、生鮮な印象を放っていた。彼

地続きな何処か（註）
」という、いわば近未来的

女は、ジロドゥの台詞の微妙なニュアンスを見事

な時間軸に置き直した。舞台は円形の闘技場のよ

に掬いとり、それを透き通った力のある声で会場

うな場所であり、その周りを、黒褐色の巨大な壁

全体に一つの詩として響かせていた。

が、あるいは螺旋を描く円形の通路が取り巻いて

最高に危機的でありながら、最高な楽しさに溢

いる。そして俳優達はみな、モノトーンの、どこ

れた 21 世紀のジロドゥ。これからも、このよう

かエキゾティックなマントを羽織っている。この

なジロドゥの新演出を見てみたいと思う。

無国籍的世界観は、原作戯曲を大戦間期フランス
という局地的な歴史から解放し、東京の観客に、
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（註）栗山民也「この鈍感な時代の中で、何を語

主題であるトロイ人とギリシャ人の戦争をヴィ

り続けていくのか」、『新国立劇場

ヴィッドな問題として提示する事に成功していた

起こらない

パンフレット』、8 頁

トロイ戦争は
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〔書評〕

アンジェリカ・グデン著
『演劇・絵画・弁論術
一八世紀フランスにおけるパフォーマンスの理論と芸術』
譲原晶子訳、筑波出版会：2017 年

呉宮百合香
本書は、18 世紀フランス演劇を弁論術および

上も緊密な関係にあった 18 世紀の気風を反映す

視覚芸術との関係から論じた研究書である。西洋

るかのごとく、グデンは横断的な記述を展開す

演劇研究において見過ごされがちな 18 世紀だが、

る。その編み合わせのうちに、縦割的な歴史研究

実は身体パフォーマンスの営みが豊かな発展を遂

では捉えがたい「時代の空気」が立ち上ってくる

げた時代であった。著者グデンは、当時の批評言

のだ。

説の豊富な引用や、作品内に見られる表象の読解

たとえば一般に舞踊の文脈では、18 世紀は装

を通じて、当時の思想的・社会的背景を立体的に

飾的な舞踊から「劇」としての舞踊への転換が図

描き出してゆく。広い知識と緻密な資料調査とに

られた時代と語られる。しかしそこに至る流れは

裏付けられた本書の価値は、刊行から 30 年以上

決して単線的ではない。王立舞踊アカデミー設立

経った今なお色褪せない。

に由来する体系化・理論化の気運の高まりや、宮

原 題 は『 ア ク テ ィ オ と 説 得［Actio and

廷バレエの系譜に連なる一方で、イタリア人劇団

Persuasion］
』
（1986）だが、邦訳刊行にあたって

や定期市芝居の芸人たちが演じるパントマイムな

訳者の譲原晶子は、演劇・絵画・弁論術という本

ど、同時代の大衆的なパフォーマンスの流れも汲

書のキーワードを端的に打ち出す題名へと変更し

んでいる。そしてもちろん、ディドロの「タブ

た。一方では演劇が自らの社会的地位を確立する

ロー」論がしばしば引き合いに出されるとおり、

ために絵画や弁論術との類似性を主張し、他方で

演劇の取り組みとも呼応している。

は実社会や他の芸術領域における「演劇性」が

多角的な描写はまた、ある特定の領域の歴史的

盛んに議論された——しばしば複数の話題が絡み

変遷をより大きな文脈のうちに捉えることも可能

合って展開し、さらに人名や専門用語も頻出する

にする。19 世紀に入ると舞踊は、劇的バレエの

本書を読み進める道標となるのが、36 頁にわた

伝統を引き継ぎつつも、ドラマよりも技巧を重視

る訳註である。既刊邦訳書の案内もあり、興味

し、様式化と曲芸化の傾向を強めていく。フラン

に応じて適宜参照できるようになっている。ま

ス革命と産業革命によって客層が変化したのも大

た、「アティチュード」や「ク・ド・テアトル」

きな要因だが、それと同時に、当時の演劇批評家

といった翻訳しがたい概念については、本文中で

たちがアクティオの力を高く評価しながらもそれ

はあえてカタカナ表記のまま残し、訳註で説明を

を単独で用いることの限界を認めていたとおり、

加える形をとっている。特定の訳語を与えること

身体のみによって言語的な物語を「語る」ことの

は、一方で意味の矮小化と形骸化の危険を伴う。

限界に行き当たったということもあるだろう。加

時代による語義変化を鋭く捉え、概念と実際の現

えて、超絶技巧やスペクタクル性への嗜好は 19

象の結びつきを自明のこととせず探り続ける譲原

世紀に突然生じたものではなく、その前の時代か

の姿勢——その姿勢は彼女の単著『踊る身体の

らすでに醸成されていたことも本書の描写から推

ディスクール』
（春秋社：2007）における舞踊用

察できる。

語の変遷の詳細な検討とも通ずる——がそこには
うかがえる。
さて、本書の主眼は演劇である。とはいえ諸芸
術間の相互関係が活発に論じられ、理論上も実践

演劇性と視覚性、そして言葉と身体の均衡は、
舞台芸術の歴史の中で常に議論の対象となってき
た。領域の壁を超えて多くの示唆を与えてくれる
必読の書である。

13

日仏演劇協会会報

復刊 8 号

〔若手研究者よりの報告〕

が鑑賞したバレエ作品を調査した。これにより、

マラルメと舞踊
――詩と舞踊との架橋の試み
村上由美

メージするバレエ像を視覚的に指摘することがで
きた（註１）。
第二の点については、マラルメによる書き換え
（評論文から詩的散文への推敲）を語彙レベルで

19 世紀フランスの詩人、ステファヌ・マラル

分析することで、詩人の思索の経路を明らかにし

メ（Stéphane Mallarmé, 1842-1898）の詩的創造

た。この生成過程の分析の過程で、マラルメが踊

と舞踊の問題について、これまで文学研究と舞踊

り子の身体表現に象徴的意味を読み取り、足先の

研究の立場から取り組んできた拙論をもとに紹介

ステップを言語に見立てることで、踊りを解読し

する。

ていたことを示した（註２）。

マラルメの舞踊論を読み解くためのアプローチ
1990 年代の身体論の興隆と時を同じくして、

第三の点では、詩論として舞踊評論を読み解い
た。まず、マラルメの舞踊論が詩論の性質をあわ

マラルメ研究においても舞踊のテーマがにわかに

せ持つことを論じたうえで、マラルメの詩作品を

脚光を浴びるようになった。そこで展開されたの

支える詩学が、マラルメの舞踊思想の形成に大き

は、
（渡邊守章による舞台芸術研究を除き）主に

く影響したことを示した。また同時に、舞踊をめ

哲学的考察であり、抽象的な議論が多かった。そ

ぐる思索そのものが、その詩学の形成にも深く作

のため本研究では、渡邊守章の研究をうけ、マラ

用している点を明らかにした（註３）。

ルメの舞踊研究の不足を実証面から補うことを考

以上のように、拙論では、詩と評論の連続性

えた。19 世紀末の舞踊について資料調査をおこ

を、舞踊をとおして析出し、マラルメの舞踊思想

なうことを通して、マラルメの言説を実証的に支

を構築することを試みた。結果、マラルメの舞踊

えてゆくことができると考えられたからである。

の観念とは、通常の舞踊論の枠組みには留まら

マラルメの舞踊論は、一見したところ詩的散文の

ず、詩人の詩的創造において重要な意義と価値を

ようであるが、実際に鑑賞した公演を対象に展開

担うものであると位置づけられた。こうした捉え

されているという点で、具体性をもった評論でも

方（方法と視点）は、ほかの作家も含めたより広

ある。マラルメがバレエを鑑賞し、評論を書いた

いコーパスのもとで再検討される可能性を秘めて

のは 19 世紀末のことであるが、この時代はバレ

いる。舞踊の詩学が、ほかの作家（例えば、ポー

エがとくに衰退期にあり、舞踊研究者からは研究

ル・クローデルやポール・ヴァレリーなど）の諸

対象として着目されることも少なく、情報も乏し

作品からも析出され、その普遍性を証明すること

かった。そのところを克服し、マラルメが鑑賞し

ができるなら、舞踊の観点から文学史を新たに塗

た時代の舞踊を精査することによって、以下のと

り替えてゆくこともありうるのではないかと期待

おりマラルメの言説を読み解くことができるので

するのである。

ある。

1）村上由美「ステファヌ・マラルメのバレエ評論の再読解――失われ

マラルメにおける詩と舞踊

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

――研究方法とその成果
拙論では、三つの点から研究をすすめた。第一
に、
「マラルメにおける舞踊のイメージの特定」
、
第二に、
「マラルメの詩的散文をいかに解釈する

博物館グローバル COE 紀要演劇映像学 2010』、早稲田大学演劇博物館グ
ローバル COE プログラム、第 1 集、pp. 91-109、2011 年 3 月 .
2）村上由美「マラルメにおける薄布の役割――舞踊の問題を中心に」、
『フランス語フランス文学研究』、日本フランス語フランス文学会、第

か」という点から、マラルメの舞踊論がもつ特異

108 号、pp. 125-142、2016 年 3 月 .

性や革新性を明らかにし、そのうえで、第三に、

3）村上由美「マラルメにおける〈裸体〉の問題―― ｢エロディアード

「マラルメにおける舞踊とは何か」という問題に
迫る。
第一の点については、実証研究としてマラルメ

14

上演録、写真、台本の挿絵等から、マラルメのイ

｣ ならびに舞踊評論からの分析をとおして」、『日本フランス語フランス
文学会関東支部論集』、日本フランス語フランス文学会関東支部、25 号、
pp. 69-82、2016 年 12 月 .

日仏演劇協会会報

復刊８号

(Illustrations), 20 allée de la danse : La tournée

フランス語圏舞台芸術・文献目録
（2017）

au Japon , Paris : Nathan, 2017.
Armen Godel, Le nô infini : cinq études,

fragment d'une chronique, trois nô , avec onze

北原まり子・堀切克洋（編）

illustrations d'Isabelle Excoffier, Genève :
Mētis, 2017
François Laplantine, Le Japon ou Le sens des

extrêmes , Paris : Pocket, 2017.
Fabrice Melquiot, La grue du Japon , Paris :

１．著作・翻訳

l'Arche, 2017 ( 戯曲 )

一般書
京谷啓徳『凱旋門と活人画の風俗史：儚きスペク

États provisoires du poème, no. 17, « Japon :
poèmes et pensées en archipel », Devesset :

タクルの力』講談社、2017 年
馬渕明子『舞台の上のジャポニスム：演じられた

Cheyne-Manier-Mellinette, 2017.

幻想の〈日本女性〉
』NHK 出版、2017 年
丸本隆、荻野静男、佐藤英、佐和田敬司、添田里

研究書・評論

子、長谷川悦朗、東晴美、森佳子『キーワード

白井史人、小松加奈編『越境する翻訳・翻案・異

で読む：オペラ／音楽劇』アルテスパブリッシ

文化交流：日仏演劇国際シンポジウム』早稲田

ング、2017 年

大学演劇博物館演劇映像学連携研究拠点、2017

三木原浩史『随想・オペラ文化論：
「カルメン」
「サロメ」
「イスの王様」
「椿姫」
』彩流社、2017

年
神山彰編『演劇のジャポニスム』森話社、2017
年

年
クレール・パオラッチ『ダンスと音楽：躍動の

澤田直編『異貌のパリ 1919 ～ 1939：シュルレア

ヨーロッパ音楽文化誌』西久美子訳、アルテス

リスム、黒人芸術、大衆文化』水声社、2017

パブリッシング、2017 年

年

『ダンスマガジン（特集：オーレリ・デュポンと
パリ・オペラ座バレエ）
』2017 年 2 月、新書館
『ダンスマガジン（特集：スターダンサー名鑑）
』

高橋康也『サミュエル・ベケット』白水社、2017
年（新装版）
堀真理子『改訂を重ねる「ゴドーを待ちながら」
：
演出家としてのベケット』藤原書店、2017 年

2017 年 4 月、新書館
『ダンスマガジン（特集：パリ・オペラ座バレエ
「ラ・シルフィード」
「グラン・ガラ」
）』2017

佐野勝也『フジタの白鳥：画家藤田嗣治の舞台美
術』新宿書房、2017 年
富田大介、梅原賢一郎、本間直樹、レジーヌ・

年 6 月、新書館
『ダンスマガジン（特集：パリ・オペラ座バレエ

ショピノ、高嶋慈、那須誠、瀧一郎他『身体

とロイヤル・バレエ）
』2017 年 8 月、新書館

感覚の旅：舞踊家レジーヌ・ショピノとパシ

『ダンスマガジン（特集：バレエ・スプリーム

フィックメルティングポット』大阪大学出版

パリ・オペラ座バレエ＆ロイヤル・バレエ）
』

内藤義博『フランス・オペラの美学：音楽と言語

2017 年 10 月、新書館
『ダンスマガジン（特集：ベジャールと永遠の名

の邂逅』水声社、2017 年
森佳子『オペレッタの幕開け：オッフェンバック

作「ボレロ」
）
』2017 年 11 月、新書館
『ダンスマガジン（特集：シルヴィ・ギエム

会、2017 年

ベ

と日本近代』青弓社、2017 年

ジャールと自らの現在を語る）
』2017 年 12 月
『ふらんす（特集：フランス・オペラへの誘い）』
第 92 巻第 1 号、2017 年 1 月
Elizabeth Barféty (Auteur), Magalie Foutrier
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翻訳（戯曲）

学大学院人間文化研究科、2017 年、pp. 1-15

ジャン・ジロドゥ『ジャン・ジロドゥ（１）トロイ

松原陽子「ラ・ベルマの『フェードル』
：別離の苦

戦争は起こらない』岩切正一郎訳、早川書房、2017

悩とラシーヌの詩句」
『Stella』第 36 号、2017 年、

年

pp. 135-143
榎本恵子「モリエールのドラマツルギー：プレ

翻訳（その他）

リュード :『女房学校』論争」
『コミュニケーション

片山幹生「フルリ写本『ラザロの復活』劇 ( 作者不

文化論集 : 大妻女子大学コミュニケーション文化学

詳 ,12 世紀 ): 翻訳と註解」
『Etudes françaises』第 24

会機関誌』第 15 号、2017 年、pp. 15-34

号、2017 年 3 月、pp. 42-59

日比野雅彦「人称代名詞「on」による表現から見た

ドノー・ド・ヴィゼ「ドノー・ド・ヴィゼの「喜劇
『人間嫌い』について書かれた手紙」: その意義と翻

『タルチュフ』のエミールの存在について」
『人間と
環境』第 8 号、2017 年、pp. 1-17

訳」
、鈴木暁訳、
『専修人文論集』第 101 号、2017 年、

浅谷眞弓「悲喜劇の復権：トマ・コルネイユとキ

pp. 225-246

ノーを中心に」
『経済志林』第 84 巻第 3 号、2017

アントナン・アルトー「アントナン・アルトー後期

年、pp. 171-190

未翻訳テクスト ロデーズの新たなテクスト」
、熊木

鈴 木 彩 絵「 ラ・ メ ナ ル デ ィ エ ー ル が 提 唱 す る

淳訳、
『三田文学』第 96 巻第 128 号、2017 年、pp.  

エレジー的悲劇の概念について」
『Les Lettres

18-22

françaises』第 37 号、2017 年、pp. 1-11

――「アントナン・アルトー後期未翻訳テクスト

廣岡江梨子「マリヴォー『うまくいった策略』にお

ロデーズの新たなテクスト ( 第 2 回 )」
、熊木淳訳、

ける代替親子関係 : 道徳的恋愛喜劇の親子と主従」

『三田文学』第 96 巻第 129 号、2017 年、pp. 336-346

『仏文研究』第 48 号、2017 年、pp. 125-145

――「アントナン・アルトー後期未翻訳テクスト

奥香織「タルマの舞台実践にみる革命期フランス

ロデーズの新たなテクスト ( 第 3 回 )」
、熊木淳訳、

の演劇美学 :「真実であること」の探求をめぐって」

『三田文学』第 96 巻第 130 号、2017 年、pp. 246-254

『総合社会科学研究』
、2017 年、pp. 1-18

――「アントナン・アルトー後期未翻訳テクスト
ロデーズの新たなテクスト ( 第 4 回 )」
、熊木淳訳、
『三田文学』第 96 巻第 131 号、2017 年、pp. 352-359
クルト・ヴァイス「クルト・ヴァイス『マラルメ :

演劇（19・20 世紀）
田口紀子「フランス・ロマン主義演劇と歴史叙述」
『京都大學文學部研究紀要』第 56 号、2017 年、pp.

詩・格言・振舞い』
（1）
（翻訳）
」
、原山重信訳、
『慶

85-112

応義塾大学日吉紀要 フランス語フランス文学』第

辻村永樹「グザヴィエ・フォルヌレ『失われた時』

64 号、2017 年、pp. 85-91

の演劇性について」
『Etudes françaises』第 24 号、

シルヴィアーヌ・パジェス『欲望と誤解の舞踏：フ

2017 年、pp. 77-93

ランスが熱狂した日本のアヴァンギャルド』パト

岩本和子「マーテルランク「夢の研究」の謎 : 未知

リック・ドゥヴォス監訳、北原まり子・宮川麻里子

の世界との交感」
『国際文化学研究』第 48 号、2017

訳、慶應義塾大学出版会、2017 年

年、pp. 17-48
近藤美紀「語りの地平：
『ユビュ王』と『室内』に

16

２．学術論文

見られる演劇的語りの変奏 ( 西村哲一先生退任記念

演劇（16 〜 18 世紀）

号 )」
『青山フランス文学論集』復刊第 26 号、2017

永井典克「愛、名誉、それとも栄光 ? : コンピュー

年、pp. 89-110

タ処理によるフランス古典主義演劇テクスト研究の

松村悠子「バンヴィルと夢幻劇：
『接吻』
『巻き毛

試み (1)」
『成城法学 . 教養論集』第 27 号、2017 年、

のリケ』について」
『Etudes françaises』第 24 号、

pp. 43-67

2017 年、pp. 111-125

太田文代「ラシーヌ『イフィジェニー』における劇

佐々木菜緒「アンヌ・エベールの『魔宴の子供た

作術」
『人間文化研究科年報』第 33 号、奈良女子大

ち』における技法論：括弧による挿入語句と客観的

日仏演劇協会会報

立場」
『ケベック研究』第 9 号、2017 年、pp. 75-88

『日本フランス語フランス文学会関東支部論集』第

西野絢子「クローデル作品の能劇化」
『慶応義塾大

26 号、仏文学会関東支部、2017 年、pp. 31-44

学日吉紀要 . フランス語フランス文学』第 65 号、

清水さやか「身体と言語のはざまに響く歌のしら

2017 年、pp. 79-100

べ :――ベケット『事の次第』をめぐって――」
『日

根岸徹郎「ポール・クローデルの『女と影』と日本」

本フランス語フランス文学会関東支部論集』第 26

『演劇のジャポニスム』神山彰編、森話社、2017 年、

復刊８号

号、2017 年、pp. 45-60

pp. 163-192

―――「
〈私〉はなぜ泣くのか ? : ベケット『名づけ

番場寛「今なぜアルトーか？」
『日本病跡学雑誌』

えぬもの』における涙」
『仏語仏文学研究』第 50 号、

第 94 号、2017 年、pp. 43-45

2017 年、pp. 63-88

ファィヨル入江容子「カッサンドラの叫び、サラの

戸丸優作「大喜びするのに十分な脳が残されたら !

叫び：サラ・コフマン『オルドネル通り、ラバ通り』

: サミュエル・ベケット『モロイ』の運動と補綴的

に見る父の不在の痕跡」
『女性空間』第 34 号、2017

道具あるいは思考機械」
『テクスト研究』第 14 号、

年、pp. 30-48

2017 年、pp. 37-56

宇野邦一「アルトーの出現によって何が変化した

森尚也「
「無窓性」再考 : サミュエル・ベケットの

のか」
『立教映像身体学研究』第 5 号、2017 年、pp.

〈バロック的唯我論〉
」
『神戸女子大学文学部紀要』

118-128

第 50 号、2017 年、pp. 49-60

――「
〈病跡〉の彼方のアルトー」
『日本病跡学雑誌』

吉田隼人「回帰と反復：ジョルジュ・バタイユとジ

第 94 号、2017 年、pp. 46-49

ル・ドゥルーズの「演劇化」について」
『表象・メ

江川隆男「骨と血からなる〈非 - 存在〉
」
『立教映像

ディア研究』第 7 号、2017 年、pp. 97-113

身体学研究』第 5 号、2017 年、pp. 108-117

秋山伸子「フロリアン・ゼレール 仮面の愛：フラ

加藤敏「アルトーの精神障碍・思索：神による収

ンス演劇における真実と噓の問題について（コルネ

奪から神との訣別へ」
『日本病跡学雑誌』第 94 号、

イユ、モリエール、ギトリ作品との比較を交えなが

2017 年、pp. 50-68

ら）
」
『青山フランス文学論集』復刊第 26 号、2017

鈴木創士「アルトーと歴史の狂気：身体から抜け

年、pp. 111-132

出した身体」
『日本病跡学雑誌』第 94 号、2017 年、

岩切正一郎「舞台にのぼる翻訳（講演録）
」
『翻訳の

pp. 69-75

文化 / 文化の翻訳』第 12 号、2017 年 3 月、pp. 99-

堀切克洋「テクストの多様体：アルトーの魅力と

123

難しさについて」
『立教映像身体学研究』第 5 号、
2017 年、pp. 95-107

ダンス研究・オペラ研究

落合真裕「風習喜劇の仕掛け :『フランス語入門』

大山明子「17 世紀フランスにおける「驚異」につ

における笑いとユーモア」
『十文字学園女子大学紀

いての考察とシャルル・ペロー：ペローのオペラと

要』第 48 号、2017 年、pp. 123-133

お伽噺に関わる論考から」
『関西フランス語フラン

石 渡 利 康「 シ ャ ン ソ ン "La Rue des Blancs

ス文学』第 23 号、2017 年、pp. 15-26

Manteaux"(『ブラン・マントー通り』) とサルトル

川野惠子「C.-F. メネストリエのバレエ論 (1682) にお

の戯曲 "Huis Clos"(『閉ざされた扉』)」
『日本情報

ける模倣概念 : 構想の統一をめぐって」
『日本 18 世

ディレクトリ学会誌』第 15 号、2017 年、pp. 160-

紀学会年報』第 32 号、2017 年 6 月、pp. 50-64

164

森立子「17~18 世紀フランスにおけるオペラ = バレ

田村哲也「
『恋する虜』のイルビトの夜の場面の分

エの初演状況」
『日本女子体育大学紀要』第 47 号、

析：ジュネにおける個人的な体験とパレスチナ革命

2017 年、pp. 125-131

の結合をめぐって」
『Études de langue et littérature

赤塚健太郎「バロック時代のメヌエットの舞踏譜に

françaises』第 110-111 号、2017 年、pp. 207-222

記載された伴奏舞曲について：ヴァイオリンの運弓

中田麻里「ジャン・ジュネ初期作品における ジャ

法と伴奏舞曲の出自の問題を踏まえて」
『美学美術

ンヌ・ダルク：――身体とその領有をめぐって――」

史論集』第 21 号、2017 年 3 月、pp. 25-49

17
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復刊 8 号

上利博規「バロック中期における舞曲の芸術化」

第 39 号、2017 年、pp. 72-75

『人文論集：静岡大学人文社会科学部社会学科・言

三輪亜希子「海外活動キャリアをもつ日本人ダン

語文化学科研究報告』第 67 巻第 2 号、2017 年、pp.

サーとコレオグラファーの関係を中心とした事例研

1-21

究：ダンスカンパニーへの所属を通して」
『尚美学

笠原真理子「マスネのオペラ《マノン》における死

園大学芸術情報研究』第 26 号、2017 年、pp. 71-84

の表象：赦しと楽園 ( 死から生への眼差し )」
『死生

水村（久埜）真由美「日本と西洋の踊りの美しさ

学年報』2017 年、pp. 169-195

の違い」
『日本体育学会大会予稿集』第 68 号、2017

白川理恵「グルックのオペラ《アルセスト》を通

年、pp. 39-39

じてルソーがオペラでめざしたもの」
『Les Lettres

松澤慶信「舞踊におけるロマン的なるものの美学的

françaises』第 37 号、2017 年、pp. 13-24

考察」
『日本女子体育大学紀要』第 47 号、2017 年、

寺西暢子「バレーの中のマノン：1830 年 5 月 3 日

pp. 77-83

初演の《マノン・レスコー》
」
『仏文研究』第 48 号、
2017 年、pp. 5-40

文化政策

菊地章太「
『ジゼル』におけるヴィリ伝承の変質」

穴澤万里子「アヴィニョン演劇祭が及ぼす経済的及

『ライフデザイン学研究』第 13 号、2017 年、pp. 93-

び文化的影響」
『日本大学芸術学部紀要』第 65 号、

106

2017 年、pp. 37-44

村上由美「印象派の画家たちとマラルメ：1870 年

髙橋信良「ベルギーの現代舞台芸術 : 教育機関の拡

代における踊り子への「まなざし」をめぐって」

充と情報網の整備」
『千葉大学国際教養学研究』第

『早稲田大学大学院文学研究科紀要』第 62 号、2017

1 号、2017 年、pp. 27-37

年、pp. 203-214
戸梶江吏子「ムーシケーとしてのイサドラ・ダンカ

日仏交流史・日仏比較文化論

ン舞踊 (2) ダンカン舞踊のピアノ教育への活用」
『鶴

西野絢子「
『タンタジールの死』から『鐵門』へ :

川女子短期大学研究紀要』第 35 号、2017 年、pp.

虚子によるメーテルランク翻案能」
『慶応義塾大

91-100

学日吉紀要 フランス語フランス文学』第 64 号、

松井裕美「レイモン・デュシャン = ヴィヨンの作

2017 年、pp. 117-136

品における人体の躍動：抽象と具象、運動と情動、
音楽と舞踏のあいだの往還 ( 一九一〇 ~ 一三年 )」
『美術史』第 66 巻第 2 号、2017 年、pp. 165-180

博士論文
Megumi Shichijo, Les suites instrumentales issues

佐藤真知子「ニジンスキー《春の祭典》(1913 年 ) の

des opéras de Lully publiées à Amsterdam : études

受容とその評価」
『人間文化創成科学論叢』第 20 号、

historique, philologique et musicale sur l’éditeur

2017 年、pp. 59-68

Estienne Roger (1665/66 - 1722) , Thèse de doctorat en

貫成人「踊りを翻訳する：バレエと暗黒舞踏を糸口

Musique et musicologie, Soutenue le 24-01-2017 à Paris

に ( 公開シンポジウム「ことば」)」
『文明と哲学：

4 en cotutelle avec l'Aichi university (Nagoya).

日独文化研究所年報』第 9 号、2017 年、pp. 263-275

18

森島章仁「器官なき身体、衰滅の身体：アルトーと

３．その他（解説・評論・エッセイなど）

暗黒舞踏」
『日本病跡学雑誌』第 94 号、2017 年 12

青山薫「よみがえる「ホモセクシュアル」の亡霊：

月、pp. 76-86

ルドルフ・ヌレエフ舞台の中止」
『ピープルズ・プ

北村卓「宝塚歌劇のフランス・イメージとテロリズ

ラン』第 78 号、2017 年、pp. .91-97

ム：近年の演目をめぐって」
『表象と文化（言語文

荒井勉「オペラの楽しみ：マリア・カラスへのオ

化共同研究プロジェクト）
』第 14 号、2017 年 5 月、

マ ー ジ ュ」
『 法 曹 』 第 805 号、2017 年 11 月、pp.

pp. 43-49

2-10

今野真理子「舞踊芸術のアーカイブの現在：室伏鴻

リネア・イサクソン「Les Archives Internationales

アーカイブ等を例に」
『REAR = リア：芸術批評誌』

de la Danse (AID) 国際ダンスアーカイヴ」
『Dance

日仏演劇協会会報

Archive Network』2017 年 6 月 24 日

――善き人のいわれなき受難』
」
『ダンスマガジン』

石井達朗「フィリップ・ドゥクフレ演出・振付

2017 年 1 月号

ミュージカル『わたしは真悟』
」
『ダンスマガジン』

――「日本公演演目ガイド 伝統と革新、フランス

第 4 号、2017 年 4 月号

とアメリカ 「ラ・シルフィード」＆〈グラン・ガ

ニコラ・ヴィヨードル「フランス国立ダンスセン

ラ〉
」
『ダンスマガジン』2017 年 2 月号

タ ー（CND）
」
『Dance Archive Network』 第 8 号、

ナタリー・ドゥセ、船越 清佳「海外特別インタ

2017 年 1 月 9 日

ヴュー ナタリー・ドゥセ オペラからの引退の理由

梅津時比古「アートな時間 クラシック ラ・フォル・

そして新たな挑戦について語る」
『レコード芸術』

ジュルネ・オ・ジャポン 2017 ビギナーも、通も楽

第 66 巻第 4 号、2017 年 4 月、pp. 156-158

しめる 3 日間 今年のテーマは舞曲」
『エコノミスト』

林浩平「ドゥクフレ カンパニー DCA『コンタク

第 95 巻第 17 号、2017 年 4 月 25 日、pp. 101

ト』
」『ダンスマガジン』2017 年 2 月号

――「アートな時間 クラシック モーリス・ベジャー

松木哲志、吉澤真、徳久礼子「Stage Review ミュー

ル・バレエ団来日公演：革命的振付家ベジャール

ジカル「わたしは真悟」
：オープンデッキが生み出

没後 10 年に生まれる新たな命」
『エコノミスト』第

す近未来の音」
『Stage sound journal』第 17 巻第 91

95 巻第 45 号、2017 年 11 月 21 日、pp. 97

号、2017 年 3 号、pp. 34-43

笈田ヨシ、桂真菜「オペラ『蝶々夫人』の演出に、

ジェラール・マノニ「シェルカウイ振付『火の鳥』
」

アメリカに対する自らの思いをこめて」
『悲劇喜劇』

『ダンスマガジン』2017 年 2 月号

2017 年 1 月号、pp.  149-153

――「心を奪われるボラック＆ルーヴェ／デュポン

大竹しのぶ「演じ続けることで見えてくること :

の選択、キリアン再発見」
『ダンスマガジン』2017

ミュージカル『にんじん』と演劇への思い」
『悲劇

年 2 月号

喜劇』2017 年 9 月号、pp. 32-35

――「パリ・オペラ座バレエの芸術監督」
『ダンス

岡見さえ「リヨン・ダンス・ビエンナーレ」
『ダン

マガジン』2017 年 2 月号

スマガジン』2017 年 1 月号

――「公演レポート 対照的な 2 組の主演カップル」

沖 本「
【 書 評 】 澤 田 直［ 編 ］
『サルトル読本』

『ダンスマガジン』2017 年 3 月号

（二〇一五年、法政大学出版局）新しいサルトル像

――「パリ・オペラ座バレエ マグレガー振付『ツ

を求めて」
『法政哲学』第 13 号、2017 年、pp. 55-56

リー・オヴ・コーズ』
」
『ダンスマガジン』2017 年 5

オニール八菜「バレエ界のアカデミー賞「ブノワ賞」

月号

に輝き パリ・オペラ座のエトワールを目指す」
『婦

――「バランシン『真夏の夜の夢』
」
『ダンスマガジ

人 公 論 』 第 102 巻 第 2 号、2017 年 1 月 24 日、pp.

ン』2017 年 6 月号

48-51

――「パリ・オペラ座バレエ学校公演」
『ダンスマ

岸純信「
《カルメン》の饗宴：新国立劇場と藤原歌

ガジン』2017 年 7 月号

劇団 二つの《カルメン》を徹底比較 !」
『音楽の友』

毬矢まりえ「月は東に日は西に：俳句と西洋芸術

第 75 巻第 3 号、2017 年 3 月、pp. 28-31

(21) ポール・クローデル 劇作家・詩人・外交官」

北原まり子「世界の DANCE NEWS!：創立 20 年を

『俳壇』第 34 巻第 2 号、2017 年 2 月、pp. 186-189

迎えるフランス国立舞踏センター（CND）
」
『女子体

満島直子「書評 田口卓臣『怪物的思考』: 近代思

育』第 59 巻、2017 年 4 ～ 5 月、pp. 72-73

想の転覆者ディドロ」
『日本 18 世紀学会年報』第

鈴木亮平「インタビュー 言葉の裏に隠されている

32 号、2017 年、pp. 77-79

ものを掘り起こす :『トロイ戦争は起こらない』へ

百田尚樹「覚醒するクラシック ( 第 50 回 ) ラ・ボ

の挑戦」
『悲劇喜劇』2017 年 11 月号、pp. 62-67

エーム 「青春群像モノ」のオペラを書いたプッチー
:

寺田元一「書評 冨田和男『ディドロ 自然と藝術』
」

ニの現代性」
『Voice』第 477 号、2017 年 9 月、pp.

『日本 18 世紀学会年報』第 32 号、2017 年、pp. 79-

復刊８号

229-233

82

山形治江「ギリシャで「ギリシャ劇」をみる : 経済

長野由紀「Review カミーユ・ボワテル『ヨブの話

破綻が古代劇上演に与えた影響 ( 続 )」
『テアトロ』
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第 926 号、2017 年 1 月、pp. 16-20
吉田裕「東京バレエ団『ザ・カブキ』初演から 30
年：佐々木忠次追悼公演として、ベジャールの傑
作を柄本弾、秋元康臣主演で上演 喝采を天に捧ぐ」
『ダンスマガジン』2017 年 1 月号
四方田犬彦「舞台は全世界：渡邊守章演出『繻子の
靴』をめぐって」
『新潮』第 114 巻第 2 号、2017 年
2 月、pp. . 197-205
渡辺敦彦「パリ・オペラ座ケースマイケル演出オペ
ラ『コジ・ファン・トゥッテ』
」
『ダンスマガジン』
2017 年 6 月号
渡辺真弓「世界バレエのリーダー、パリ・オペラ座」
『ダンスマガジン』2017 年 2 月号
――「パリ・オペラ座バレエ学校 美しきエレガン
スの秘密」
『ダンスマガジン』2017 年 2 月号
＊誤記・遺漏がありましたら日仏演劇協会事務局ま
で情報をお寄せください。
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2017 年〜 2019 年活動報告
（2017 年 1 月〜 2019 年 12 月）
定例総会
・2017 年 6 月 18 日（土）
  
   会場：専修大学神田校舎 5 号館 542 教室
・2018 年 7 月 28 日（土）
  
会場：専修大学神田校舎 5 号館 542 教室
  
（2019 年度は開催なし）
講演会・トークイベント
（2017 年）
・2017 年 2 月 11 日（土・祝）
   会場：室伏鴻アーカイブカフェ Shy
テーマ「演劇と美術の交差点――象徴主義から
ベケットまで」
講師：宮脇永吏（学習院大学）
、袴田紘代（国
立西洋美術館）
・2017 年 3 月 30 日（木）
  会場：専修大学 神田キャンパス 541 教室
  テーマ「ピナ・バウシュとフランス」
講師：安田靜（日本大学）
、譲原晶子（千葉商
科大学）
・2017 年 5 月 13 日（土）
    会場：専修大学神田校舎 5 号館 542 教室
テーマ「フランス詩の研究者が戯曲を翻訳する
とき」
講師：岩切正一郎（国際基督教大学）
・2017 年 8 月 28 日（月）
  
   会場：アンスティチュ・フランセ東京
テーマ「フランスで舞台に立つために必要なこ
と：フランス語、演劇学校、そしてプロフェッ
ショナリズム」
講師：竹中香子（俳優）
・2017 年 9 月 7 日（木）
    
   会場：アンスティチュ・フランセ東京
テーマ「アヴィニヨン演劇祭『マハーバーラタ』
『アンティゴネ』の舞台空間を振り返って」
講師：木津潤平（建築家）
・2017 年 10 月 31 日（火）
   
   会場：室伏鴻アーカイブカフェ Shy

復刊８号

講師：古関すまこ（ダンサー、振付家）、呉宮百
合香（早稲田大学）
（2018 年）
・2018 年 2 月 1 日（木）
会場：青山学院大学 17407 教室
講師：鵜山 仁（演出家） 聞き手：秋山伸子
（青山学院大学）
「フランス喜劇の現在形

フロリアン・ゼレー

ル『真実』を中心に」
・2018 年 7 月 28 日（土）
会場：専修大学神田校舎 5 号館 542 教室
テーマ「「何やってもダメ」な身体を翻訳する
――『新訳ベケット戯曲全集』をめぐって」
講師：岡室美奈子（早稲田大学教授、演劇博物
館館長）
・2018 年 10 月 11 日（木）
会場：アンスティチュ・フランセ東京
テーマ「国際演劇祭から見るフランス演劇の現
在」
講師：竹中香子（俳優）
、横山義志（SPAC）
、
片山幹生（日仏演劇協会）
（2019 年）
・2019 年 3 月 24 日（日）
会場：アンスティチュ・フランセ東京
上映会『真昼に分かつ』（渡邊守章 訳・演出）
講師：

渡邊守章（フランス文学者、演出家、

日仏演劇協会名誉会長）
その他
・2017 年 5 月
   日仏演劇協会会報復刊第 7 号刊行
・2018 年 1 月
インタビュー記事公開
クリスティン・オリエ（ジュヌヴィリエ劇場制
作）「職業修士 ( マステール・プロ ) の学位を取
得し劇場で働くという道」
インタビュー：北原まり子（日仏演劇協会）
（2018 年 1 月、協会ホームページにて公開）

テーマ「フランスにおける Butoh をめぐる第
一夜」

21

日仏演劇協会会報

復刊 8 号

日仏演劇協会定款

第６条（会費） 会員はその種類に応じて、次の会
費を納入しなければならない。ただし、名誉会員

第１章（総則）

（名誉会長を含む）は会費を免除されるものとする。

第１条（名称・所在地） 本会は「日仏演劇協会

１．
一般会員

年額 3.000 円

（Société franco-japonaise de Théâtre）
」と称し、本部

２．学生会員

年額 1.500 円

を東京都渋谷区恵比寿３−９−２５ 日仏会館内に

３．賛助会員

個人１口

おく。

年額 10.000 円
法人１口

第２条（目的） 本会は次のことを目的とする。

年額 20.000 円

演劇および広く舞台芸術の領域における
日仏文化圏の間の交流を行い、相互の理解を促進す

４．名誉会員（名誉会長を含む）は会費を
免除されるものとする。

る。
第３章（役員および機関）
第３条（事業） 本会は前条の目的のために、次の

第７条（会長および副会長） 会長は１名とし、本

諸項目の実現を積極的に図る。

会の活動を主宰し、本会を代表する。副会長は３名

１．日本におけるフランス語圏の演劇や舞

とし、日本人副会長２名、フランス人副会長１名を

台芸術、フランス語圏における日本の演劇の上演、

おく。副会長は会長を補佐し、場合によっては会長

企画への積極的な関与、協力およびこれらの上演、

の代行をする。会長および副会長は総会により任命

企画の広報活動への協力。

される。

２．日仏両文化圏の演劇・舞台芸術関係の
資料の蒐集・保存・それらの展示等への協力。

第８条（事務局長および実行委員会） 会長は事務

３．機関誌（会報）の発行。

局長を任命する。事務局長は実行委員会を主宰し、

４．その他、本会の目的に沿うと思われる

本会の業務を執行する。

活動。

  （2）実行委員の任期は 2 年を 1 期とする。再任は
妨げないが、再任は連続 2 期（4 年）を原則限度と

第２章（会員）

する。

第４条（会員規定） 本会は、次の会員からなる。
なお、名誉会員は、満 70 歳以上の会員を対象に、

第９条（総会） 総会は会長が招集し、本会の活動

会長の推挙によって認められる。

に関して決議する。総会は本会会員によって構成さ

１．
一般会員

２．学生会員

れる。

３.  賛助会員

４．名誉会員

  （2）総会は代理も含め議決権数（出席者および代
理）の三分の二以上の賛成がある時に、有効に決議

第５条（入会および除名退会） 本会への入会者は

をすることができる。

所定の手続きおよび実行委員会の承認を必要とす
る。また、会員に重大な義務の違反がある場合には、

第 10 条（名誉会長） 本会には、会長の推薦によ

実行委員会は会長の承認を得た上で、当該会員を除

り、実行委員会および総会の議を経て、名誉会長を

名することができる。ただし、この措置に当該会員

置くことができる。

より異議のある場合は、会長に提訴して総会の評決
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を求めることができる。ただし、年会費が 3 年以上

第４章（運営）

にわたって未納である場合、実行委員会の承認を経

第 11 条（顧問） 実行委員会は参与機関として、

て退会とする。会員が退会を希望する場合にも、実

不定数の顧問を定めることができる。顧問は実行委

行委員会の承認を経て退会することができる。

員会に出席できるが、評決には加わらない。

日仏演劇協会会報

第 11 条（定款の改定） この定款の変更には、総
会の議決権数有効議決数の三分の二以上の賛成同意
を必要とする。

復刊８号

編集後記
本来であれば 2018 年内に刊行されるべき今号の
刊行が大幅に遅れてしまったことを心よりお詫び申

第 12 条（会計年度） 本会は、4 月 1 日から翌年 3

し上げます。最大の責任は、今号の編集作業を引き

月 31 日までを会計年度とする。

受けた私にあり、会員の皆様、とりわけ貴重な原稿
をお寄せくださった先生方には、この場をご海容を
乞う次第です。

1977 年 規定

本会報は、1984 年から 1991 年まで継続的に発刊
されたのち、しばらく休刊となっておりましたが、

2005 年 4 月 16 日 改定

協会の活動再開とともに 2008 年より復刊しました。

2017 年 5 月 13 日 改定

しかし、当協会の収支バランスに鑑み、紙媒体での
発行はいったん休止することが、度重なる実行委員
会内での議論を経て、すでに総会で議決されており

日仏演劇協会 役員
（2017-19 年度）

ます。当面のところ印刷されたかたちでは「最後」
となる今号の会報も、発行にかかる予算を可能なか
ぎり抑えるために、編集作業を実行委員のひとりで

名誉会長

ある私が請け負うことになり、これまでに鋭意作業

渡邊守章（東京大学名誉教授、演出家）
会長

を進めてまいりましたが、結果的にご迷惑をおかけ
する結果となってしまいました。今後はウェブも積

伊藤 洋
（早稲田大学名誉教授、演劇博物館元館長）
副会長

極的に活用するなど、活動のあたらしい展開を探っ
ていければと思っております。
今号に収録されたいくつかの主催イベントは、い

野村万作（能楽師、
「万作の会」代表）

ずれも現在の日仏演劇協会の活動を象徴するもので

セシル・サカイ

す。それは、さまざまな分野・領域の研究者どうし

（日仏会館フランス事務所長）
事務局長
根岸徹郎（専修大学教授）

が交流するにとどまらず、舞台芸術の現場に携わる
劇作家、演出家、俳優、ダンサー、振付家などと積
極的に意見を交わす場であるということです。一参
加者として、そのどれもが刺激に満ちたものでし

実行委員
片山幹生

た。
今後もこのような機会を継続的に提供できるよ

北原まり子

う、会員の皆様におかれましては、ひきつづきご協

齋藤公一

力とご支援をいただければ幸いです。
（堀切）

田ノ口誠悟
堀切克洋
八木雅子
横山義志
岡村正太郎（2018 年度〜）
呉宮百合香（2018 年度〜）
西樹里（2018 年度〜）
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