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日仏間で、演劇人の交流などを図るために、日仏会館の関連機関として「日仏演劇協会」を設立したの

は、1960 年春、バロー＝ルノー劇団の最初の来日公演の折であった。きっかけの一つは、シフェール訳

世阿弥『伝書』を読んで、いたく能に興味を抱きだしたジャン＝ルイ・バローと観世寿夫の対談を企画す

るとか、特にバロー一座の人々を招いて、青山の銕仙会舞台で、寿夫の『半蔀』を見せ、それに一同ひど

く感動し、なかでもバローは、寿夫をパリに招きたいとまで言い出した、という「事件」があった。当時

の日仏会館館長（正しくはフランス学長）は、ドゴール派の大物でもあったジャン・キャピタン氏であり、

バロー自身も、マルローの進言でドゴール大統領がバローに任せたオデオン＝テアトル・ド・フランスの

総支配人として勢いに乗っていた時であったから、キャピタン、バロー両氏の間で話は早かった。

当初は、「日本とフランス両国間で、互いの舞台芸術に関心を持つ学者、演劇人の集まり」というよう

な、大学と劇場の現場とを共に視野に入れた企画であり、日本側は日仏会館内に拠点を置き、フランス演

劇の翻訳者としては、当時すでに名高かった学習院大学の鈴木力衛氏が会長となられた。事務局を仕切る

立場にあったのは、「新帰朝者」のなかではすでに文学座に籍を置いて活躍を始めていた早稲田大学の安

堂信也氏であった。因みに安堂信也氏は、1955 年時点では、文字通りの新帰朝者であり、東京大学で開

催された日本フランス語フランス文学会で、TNP の『ロレンザッチョ』の報告をされて、翌年からフラ

ンスへ留学するつもりだった私も、大いに刺激を受けた。

フランス側はオデオン＝テアトル・ド・フランスにそれを置くという申し合わせであったように記憶す

る。事実、フランス側は、ミッシェル・ビュトール等の著名人を集めて、発会式のようなものを行ったと

聞く。

日本側は、「大学」と「劇団」という、その関係が極めて両義的な二つの組織に跨るということや、バ

ロー側は、たとえば観世寿夫に代表されるような日本の「伝統演劇」に関心を集中していたから、話はや

やこしくなる。かてて加えて、1960 年初夏と書けば、多少なりと記憶のよい人ならばすぐに思い出すで

あろう「日米安保条約改訂反対運動」、いわゆる「安保闘争」が、一気に高まりを見せる時期であり、日

仏文化交流どころではなくなっていたし、その三年後には、三島由紀夫の『喜びの琴』事件をきっかけに、

文学座の大分裂が起きる。

併せて、浅利慶太氏率いる劇団「四季」が、日生劇場という拠点を得て、従来は当然のことのように思

われていた「新劇の反体制的スタンス」を、一気に廃棄する。どちらの集団も、多かれ少なかれ「フラン

ス演劇」をレパートリーに掲げていたし、文学座の分裂で生まれた現代演劇協会「雲」もまた、福田恆存

氏のシェークスピアだけではなく、芥川比呂志氏に率いられる「フランス派」も抱えていたから――そし

て、私自身は、そちらに籍を置いたから――話は極めてややこしくなった。

1966年には、「雲」が、福田恆存氏によるマイケル・ベントール招聘・演出の『ロミオとジュリエット』

のフランス版ということで、ジャン・メルキュールを招いて、モリエールの『ドン・ジュアン』の演出を

依頼するということがあった。メルキュールは、全く日本では知られていなかったし、日本の事情も全く
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知らなかったようで、黒澤明監督の『天国と地獄』にて児童誘拐犯を演じていた山崎努を当てるという冒

険をして、大変だったようだ。というのも、私自身は、この年の秋から、二度目のフランス行きの準備を

していて、この企画に関わる余裕は無かったが、しかし、翻訳者が「会長」なのだから、それなりのパー

ティーなどの準備はした。

二度目のフランス留学から帰ってきたのは、1969 年 2 月であり、学園紛争の、所謂「正常化」の最中

であったが、この時に、「雲」のサルトル作『トロイヤの女たち』を観て失望し、当時、白水社の『新劇』

編集部にいた畠山繁の勧めで観た早稲田小劇場の『劇的なるものをめぐって Ⅰ』と、状況劇場の『腰巻

お仙――振袖火事の巻』、そして「演劇センター 68/69」の『鼠小僧次郎吉――一の巻』を見て、後世が

「小劇場第一世代」と呼ぶことになるものの虜になった。併せて、観世寿夫たちと「冥の会」というグル

ープを作ることにもなって、「新劇」の業界からは、距離を取る 10 年間が始まる。その間も、フランス

政府は、結構こまめに「文化使節」を送り込んできたが、その多くは、フランス文学会が受け皿になるか、

日仏会館がその役割を果たすかであって、日仏演劇協会の「出る幕」は、あまりなかったように記憶す

る。

むしろ、観世寿夫の縁で、1972 年に、「冥の会」の企画、アイスキュロス作の『アガメムノーン』の演

出の最中に、バローが、オデオン座を追われた後も、レカミエ座で続けていた「世界演劇祭」に招かれて、

「日本の演劇伝統における身体」についてのレクチャー・パフォーマンスを行った。それは、観世寿夫の

シテで、『道成寺』の前段を舞うという舞台と、野村万作の『釣り狐』の前段を見せる舞台に続いて、鈴

木忠志の『劇的なるものをめぐって Ⅱ』の抜粋を演じ、私がそれらのプレゼンテーションをフランス語

でするというものであった。寿夫の『道成寺』が、我々が見ていてもその気迫に圧倒されるものであった

ことは、当時の『朝日新聞』に報告の記事を書いているが、白石加代子という異色女優が、パリに知られ

たのも、この時であった。そして、この企画は、まさに「日仏演劇協会」の名義で行われたのである。

そればかりではない。翌年に、当時ナンシーで「国際青年演劇祭」を主催していたジャック・ラングの

招きで、早稲田小劇場が初めての海外公演をするに際して、国際交流基金の助成を受けるべく「日仏演劇

協会」の企画という形を取った。こうした一連の、従来の「日仏演劇交流」では、想像もつかなかったい

くつかの「発信型」の事業を行ったのは、問題の在り処が、歴然と変わってきたという、大げさに言えば

「時代の要請」もあったように思う。しかし、「なぜ、日仏演劇協会が、日本の伝統演劇やアングラ芝居に

現を抜かすのか」という批判も、会員の、特に年長の先生方からの批判を聞かれたことも事実である。

この系譜に属する企画で、おそらく国際的にも最も知られることになるのは、二度目のルノー＝バロー

劇団来日（1977 年）の際に、駐日フランス大使館文化部の提案で行った「寿夫・バローの立ち合い――

演劇行為の根拠について」であった。場所は、青山銕仙会舞台であり、構成と解説を私が行った。この時

は、プロの記録映画作家に収録させるということであったが、それが失敗して、音声の付いていない映像

等も多かったが、しかし、観世寿夫とジャン＝ルイ・バローが、おなじテーマを、身体技的にどう表現す

るのか、その根拠は何かを、自らの身体で表現するという、まさに前代未聞の「立ち合い」が実現したの

であった。このフィルムは、制作会社から本協会に寄付されたが、16mm 版では扱いにくいので、私が放

送大学在任中に、DVD に焼きなおした版があって、早稲田大学演劇博物館の GCOE 企画による国際シン

ポジウム（パリ）でも上映されている。因みに、その前年には、観世寿夫の最後の欧州巡業となる企画で、

当時オルセー劇場に拠っていたバローの劇団で、４日間の能狂言公演を行い、その全てが France-Culture

で録音され、私の解説付きで放送された。（このお蔭で、寿夫の『砧』の録音が残ることとなったのであ

る。）

時間的には前後するが、1975 年に、三度目のフランスの長期滞在をする。すでに二回目の長期滞在に
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際しては、CNRS（国立科学研究所）の研究員を経験していたのだから、やはりパリ大学で教えるという

仕事に賭けるほかはなかったし、幸い、友人のベルナール・ドルトのお蔭で、それは実現する。私なりの、

ささやかだが「発信型」の日仏演劇交流の、制度的な局面だと言ってもよい。因みにドルトは、この年に、

日本フランス語フランス文学会の招きで来日しているが、実際の世話役は、日仏演劇協会であった。以後

も、所謂「文化使節」の形であるにもせよ、あるいは別の形であるにもせよ、フランスの演劇人は結構来

日していて、たとえば、演劇学者では、パリ第三大学演劇研究科の主任であった、ユゴー研究者のアン

ヌ・ユベルスフェルト氏、リヨンに移った TNP の支配人となっていたロジェ・プランション氏、国立シ

ャイヨー宮劇場支配人に任命される予定になった時点でのアントワーヌ・ヴィテーズ氏など、パトリス・

シェローを除けば、当時の重要な演劇人は、ほぼ来日し、本協会がそのお世話をしていたことになる。

ところで、フランスの舞台を招くような資金は、個人的にも組織的にも持ち合わせていないから、この

局面は、他人任せにならざるを得ないが、日本の舞台をフランスへ持っていくという作業には、私自身、

日仏演劇協会の名義を随分と使わせてもらった。その最初が、1986 年の、「有史以来初めての」日本人に

よる、日本語の『悲劇フェードル』公演であり、ローマ・ヴィラ・メディチ、パリ国立シャイヨー宮劇場

（アントワーヌ・ヴィテーズの招待）、ベルギー・ハッセルト文化会館と、演劇集団円の製作になる舞台が

上演されたのであり、国際交流基金、日本航空等の助成を受けた。この記録は、『フェードルの軌跡』（新

書館）に詳しい。

これを皮切りに、1990 年代には、ヨーロッパ公演の機会が増え、ついには自分の制作事務所「空中庭

園」を作るという、とんでもない「お道楽」にまで発展してしまう。パリ日本文化会館開場一周年記念の

泉鏡花作『天守物語』、ラシーヌ没後 300 年記念のラシーヌ『悲劇フェードル』の改訂ヴァージョンがそ

れであり、更には、2001 年、クローデル晩年の居城ブラング城館における「日本に耳を澄ますクローデ

ル」特集に、創作能『内濠十二景、あるいは《二重の影》』を、ブラング城館、エクス＝アン＝プロヴァ

ンス能楽堂、パリ日本文化会館で初演したし、2004 年には、上記創作能に加えて観世榮夫による『翁』

（三番叟は野村萬斎）、『靭猿』（万作、萬斎）、能楽の囃子のレクチャー・コンサート等を行って、同会館

開場以来の入場者を記録した。

21 世紀になってからの、本協会への私の関わり方は、主として、京都造形芸術大学舞台芸術研究セン

ター所長としての立場から、フランスから招聘する舞台を京都芸術劇場で公演するというものが主になっ

ていくが、そのなかでも、パトリス・シェロー演出、ドミニック・ブラン主演のデュラス『苦悩』と、ク

ロード・レジ演出の『海の讃歌
オード

』は、観客に深い感銘を与えた。これらの「フランス物」の上演には、必

ず「日仏演劇協会後援」のクレジットを入れてきた。

日仏演劇協会発足当時からの、「発信型」の交流になっていたわけだが、意外なことに、それが「舞台

作品」のそれを主体として、「研究」の交流が少なかったという印象を受ける。それは、実際には、自分

自身のことを考えても、「研究シンポジウム」や「学会」には、頻繁に出席していたのだし、本協会会員

の場合にも、個人レベルではそれは多く行われていたと思う。たとえば、ジャン・ジュネ生誕 100 年記

念シンポジウムは、結局京都造形芸術大学でしか催すことは出来なかったが、その記録は、同大学舞台芸

術研究センターの『舞台芸術』16 号（「マラルメ、ジュネ、パゾリーニを〈横断〉する」2012 年刊）に

掲載されている。ただ、本協会が企画主体となって催す国際シンポジウムのようなことが出来なかったの

は、協会の事務機構のやむを得ぬ不備から、拠点大学ともいうべきものがなく、従って文科省の助成金申

請といった場には踏み込めなかったことにもよるのだ。

現状では、舞台芸術関連の助成金に、「大学における劇場」も対象となるように変わりつつあるのだか

ら、そういう場にも進出できるような工夫をすることが、差し当たり緊急の目標かもしれない。
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「劇中劇 Théâtre dans le théâtre」と言うと、すぐにシェイク

スピア Shakespeare の『ハムレット Hamlet』（1601）の中で、

ハムレットが旅役者を呼んで演じさせるあの国王暗殺「ゴン

ザーゴ殺し」の場面を思い出すだろう。またフランスならピ

エール・コルネイユ P.Corneille の『舞台は夢 L’Illusion

comique』（1635）の観客の目を欺く 2 幕～ 5 幕の場面展開、

とりわけ 5 幕の悲劇とそのどんでん返しの場面が頭に浮かぶ

だろうし、あるいはモリエール Molière の『ヴェルサイユ即

興劇 L’Impromptu de Versailles』（1663）の芝居のリハーサル

風景を思い出すに違いない。そう、まさしく劇中劇は 17 世

紀にヨーロッパ各国で大いに栄え、もてはやされたものなの

である。

今日では日本でも外国でもあちこちで頻繁に見られ、観客

にとっても奇異でも不思議でもなんでもない。例えば、作品

としてはピランデルロにもブレヒトにもアヌイにも見られる

し、舞台上演では蜷川幸雄が現代の外枠を作って、実際の芝

居を劇中劇のように見せるという手法をよく使う。ごく最近

（13 年 3 月）、筆者が観劇した燐光群の『カウラの班長会議』

（作・演出、坂手洋二）でも、この劇中劇が見られた。

このように劇中劇は今日、日本の演劇ではかなり多い。と

はいえ、ただ単に中心主題になる一本の芝居（外枠）の中に

別のもう一本の芝居が置かれるという形のみでなく、上記の

モリエール喜劇のようにリハーサル光景を舞台化するものも

あり、また現代ではあるが、燐光群のように映画制作の一場

面を劇中劇の形で見せるなど様々な形式があり、その形も姿

も多様で複雑である。

表記のフォレスティエの著書は、その複雑な劇中劇の淵源

を探り、17 世紀におけるその変遷を探求し、構成と機能を

鮮やかに分析している。著者フォレスティエは現在パリ・ソ

ルボンヌ（第Ⅳ大学）教授で、17 世紀演劇研究の第一人者

として大活躍している。本書は彼の最初期の著書（おそらく

博士論文）である。劇中劇の研究は必ずしもフォレスティエ

が最初ではなく、英米の研究者、とりわけイギリスのボアズ

F. S. Boas はシェイクスピア作品についての劇中劇研究をし

てすでに『劇中劇 The Play within a Play 』（1927）を出版し

ているし、アメリカのネルソン R.J. Nelson はそれも参考に

しながら『劇中劇 Play within a Play』（1958）という著書を

出している。しかしフォレスティエは劇中劇を使った演劇の

最初の作品について、ネルソンらとは異なる論を展開してお

り、劇中劇の意味を彼らより狭く限定して考えている。

ネルソンはその著書に副題として「劇作家の芸術観、シェ

イクスピアからアヌイまで」としていることでも分かるとお

り、劇中劇の歴史を掘り起こしてたどっているわけではなく、

劇中劇を使用している劇作品を英仏を中心に随時取り上げて

いるにすぎない。「鏡としての演劇」の章でシェイクスピア

の『夏の夜の夢 A Midsummer Night’s Dream』（1595）と『ハ

ムレット』を扱い、以下ロトルー J.Rotrou、コルネイユ、モ

リエールなど、フランスの劇中劇作品を取り上げる。だから

必ずしも劇中劇そのものの研究とは言えないだろうが、その

第１章「ドラマ、儀式か演劇か？」でネルソンは、彼以前の

ボアズの著書で言及されているメドウォール H. Medwall 作

の世俗劇『ファルジャンスとリュクリース Fulgens and

Lucres 』（1497）を、劇中劇を取り入れた最初の作品として

いる。しかし彼自身イギリスが発祥とは思っていない様子で、

むしろ中世のフランスにあるのではないかと疑問を呈してい

る。議論の余地のある所だろうが、ここではこれ以上この問

題に深入りはすまい。

フォレスティエはこれらの論を踏まえた上で、これらの劇

作品に見られる「劇中劇」と言われるものは、単なるプロロ

ーグ（前口上）の後に劇が続く、あるいはそれに準じて観客

を劇に誘導するだけのものに過ぎないと説き、彼の意味する

本来の劇中劇からは「プロローグ＋劇」を排除している。わ

れわれにはこの処置は妥当と思われる。そうでなければ、演

劇がほとんどすべて劇中劇に類したものになってしまうだろ

う。実際に劇中劇の最初はギリシア時代のコロスの登場する

演劇にあるとする説（A. Pierron : Dictionnaire de la Langue du

Théâtre ）もあるようで、際限がなくなりそうである。

ではフォレスティエは「劇中劇」という言葉をどう定義し
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ようとしているのか。彼はまず形態として「一つの劇（スペ

クタクル）の中にもう一つ別の劇が含まれている手法を劇中

劇と呼ぶ」という観点から出発する。彼の主張する劇中劇の

特徴は２点である。第一は劇中の芝居を見る「観客の存在」

が不可欠なことであり、第二は「ロール・プレイング（役割

演技）jeu de rôle」とは区別しこれを排除することである。

だから単に幕間に見せる、外枠の劇の「主筋」とは関係のな

い気晴らし用の幕間劇（intermède）は彼の言う「劇中劇」に

は入らない。「枠組みを作る劇の少なくとも一人の役者が、

観客に変わるときから劇中劇になる」と定義する。その際に

著者が厳密に区別しようとするのが、「ロール・プレイング

（役割演技）」との違いである。（役割演技という日本語訳は

適切でない気がするが、ここではこの訳語を使用することに

する。）役割演技にも観客らしきものも借り物の役もあり、

一種の芝居をするのだが、必ずしも見世物（スペクタクル）

として考えられてはいない。役割演技とは、喜劇などでしば

しば使われる手法で、ある人物をだますために人物が別の人

物になってまやかし（ペテン）の演技をするものである。劇

中劇を使用した芝居には、嵌め込まれた劇（劇中の劇）の筋

とは別の、外からの目が必要だと言う。劇中劇と役割演技、

この二つは非常に近いもので形の上で混同されやすいから、

彼はこれら二つを厳密に区別しようとする。

著者の論点を実際の劇作品で追ってみればもっと分かりや

すくなる。著者の挙げる例をみると、モリエールの『病は気

から Le Malade imaginaire』（1673）の第 1 幕間劇（第Ⅰ幕と

第Ⅱ幕の間―ポリシネルのセレナーデの場―）は主筋とは関

係ないものなので単なる幕間劇に過ぎず、第 2 幕間劇（第Ⅱ

幕と第Ⅲ幕の間―ムーア人に扮したジプシーたちの歌と踊り

の場―）は、外枠の劇（主筋）の登場人物ベラルドが兄アル

ガンに見せようと連れてきて踊らせるものだから劇中劇であ

る。さらに第 3 幕間劇（最終―ある男を医者にする儀式のバ

レエの場―）は主筋のテーマの延長で結びになるものだから

劇中劇であるとする。一方、第Ⅲ幕の小間使いのトワネット

が医者に扮してアルガンの所にやって来て、アルガンをまや

かしで診察する場面（8 場と 10 場）には観客としてベラル

ドがいるが、この男は主人公アルガンをいわばペテンにかけ

る劇の共犯者であり、第三者つまり外側の人物がいないから、

この場面は劇中劇ではなく役割演技であると著者は分類す

る。こう見てくると著者が言うように、ロール・プレイング

（役割演技）は喜劇に頻繁に使用される手法であると納得が

いく。

この劇中劇（幕間劇）の踊りを見る劇中の人物（観客の役）

は、自身も背後にわれわれ、つまり劇場内の観客の目を意識

せざるを得ず、完全に虚構の中だけにいるわけにはいかなく

なる。ここに虚構と現実の入り混じりが起こり、現実世界の

再現と著者の言う演劇存在が浮かび上がり、劇中劇の大きな

意味が生まれてくる。フォレスティエはこれが 17 世紀フラ

ンスの非常に重要な演劇手法であり、演劇美学だったと考え、

それが当時のバロック精神と結びついて、大きく花開いたと

論証するのである。

著者はこの劇中劇という手法が生まれた起源を、巷間言わ

れるように近代の始まりと同時期と認める。しかしその手法

の萌芽のようなものは古代ギリシアにも中世にもあったに違

いないのに、それを利用する演劇的な理論が欠けていたと考

える。そこから著者の卓見が出てくるのだが、ルネサンスで

古代演劇が再認識され、それと中世の活力ある演劇とが結び

ついて、16 世紀末にこの劇中劇の手法が突如として誕生し

たとする。そして言う。「劇中劇は、演劇の発展とある一つ

の時代の精神との出会いから生じた。その時代こそ喜劇を演

ずるように世界を生き、二重化という言葉で説明される時代

なのである」と。

ある一国だけの問題ではなくヨーロッパ全体を見渡す視野

の広さと、中世演劇とルネサンス演劇を新たに結びつけたこ

とは彼の優れた見解だろう。こうして著者は、コンメディ

ア・デラルテの即興性にも目を向けた上で、結論としてイギ

リスのキッド T. Kyd の悲劇『スペインの悲劇 The Spanish

Tragedy』（1589) を劇中劇の最初の作品と推定する。この劇

作品がエリザベス朝の多くの劇作家に新しい道を開き、以後
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のシェイクスピアの『ハムレット』、ボーモント F. Beaumont

とフレッチャー J. Fletcher 合作の『熱烈なすりこぎの騎士

The Knight of the Burning Pestre』（1607）などの劇中劇が生ま

れたと考える。

フランスでは、フォレスティエの説く「劇中劇」が現れる

最初の劇作は、バルタザール・バロ B. Baro 作の悲喜劇（英

雄叙事詩と称されている）『セランド Célinde』（1628）であ

るとする。こうして彼はフランス 17 世紀演劇の中でこの作

品から、大マルカントワーヌ Marc-Antoine Le Grand 作の喜

劇『パエトンの失墜 La Chute de Phaéton』（1694）まで 40作

品に劇中劇を見せる演劇があり、それらを詳細に分類・分析

して論じる。

その分析は劇中劇全体の構造上の分類と、嵌め込まれた劇

中のスペクタクルの機能の分類とに分けて綿密である。劇中

劇が完全な形で、つまり外枠の中ほどに主筋と融合した形で

入っている劇（例えば『セランド』）と、グジュノー

Gougenot の悲喜劇『役者たちの芝居 La Comédie des

Comédiens』（1633）のように最初の 3 幕が外枠の喜劇で、後

半 3 幕（合計 6 幕）がその同じ役者たちの悲喜劇（劇中劇）

という二つが離れた形の不完全な劇中劇もあるとする。内部

の劇中劇が外枠の人物の絡み合いと関係のあるもの、ないも

のなどと見事に分析する。第三部で劇中劇の意味を問い（分

量はこの部分が最大）、世界の鏡としての演劇、ひいては

「世界演劇」観にも言及し、「現実の再生」、「幻想」、「暴露」

の意味合いを持つものと分析する。ここで「人生と芸術の演

劇化というバロック時代の本質的な問題」を論じ、劇中劇は

自己考察、自己反省の結果として生まれてきた手法だと断じ

ている。

フォレスティエはこうして彼の意味する劇中劇が使われて

いる 17 世紀フランスの劇作品は、40 作と結論付ける。その

中で劇中劇として成功していると彼が考える作品は、この世

紀前半の「バロック期」では、上記のバロの悲喜劇『セラン

ド』、コルネイユの喜劇『舞台は夢』、ロトルーの悲劇『真説

聖ジュネ Le Véritable saint Genest』（1645）、ブロス Brosseの

喜劇『目覚めて見る夢 Les Songes des hommes éveillés』（1645）

の 4 作を挙げる。世紀後半の「古典劇時代」では、冒頭に挙

げたモリエールの喜劇『ヴェルサイユ即興劇』、モンフルー

リ Montfleury の喜劇『役者で詩人 Le Comédien poète』

（1673）、トマ・コルネイユの喜劇『見知らぬ男 L’Inconnu』

（1675）の 3 作を優れたものと評価している。分岐点を 1660

年と考えると、全 40 作のうち 60 年以前が 17 作、以後が 23

作となる。数字の上ではほぼ拮抗しているが、容易に理解さ

れるように、前半の劇中劇は様々なジャンルの劇作品に使わ

れており、後半ではこの手法は喜劇の中に多く使用されるよ

うになっている。「二重化して世界を再現する」と見るフォ

レスティエの劇中劇の観点は奥深く興味は尽きない。彼は劇

中劇をフランス演劇の近代化への第一歩の重要な要素であ

り、演劇美学であると考えるのである。

本書はその後も注目される研究書として再版（1996）され

ている。ところで「劇中劇」はすぐに登場人物のアイデンテ

ィティー（自己同一性）の問題につながり、変装や見せかけ

の手法の研究に発展する。フォレスティエの次の大著が

Esthétique de l’identité dans le théâtre français (1550-1680) —Le

déguisement et ses avatars—, Dros, 1988になったのは当然のこ

とと思われる。
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ただ今ご紹介いただきました岡本です。今日は、「錬肉工

房『女中たち』上演の軌跡」というタイトルでお話させてい

ただきます。私の主宰しております錬肉工房では、この所、

ジャン・ジュネの『女中たち』に取り組み、様々な形で上演

を重ねてきました。2005 年には、麻布ｄｉｅ　ｐｒａｔｚｅで男優

バージョンを、また 2010 年には錬肉工房アトリエで、女優

バージョンを、そして今年 2012 年にはルーマニアのシビウ

国際演劇祭、モルドバのＢＩＴＥＩ国際演劇祭から招聘を受け、

『女中たち』の女優バージョンの海外公演を行いました。そ

の取り組みの中で、こちらの問題意識や方法論が深まり展開

してきた所もありますし、また『女中たち』の世界の核にな

る部分や構造、そしてさらには、日本で上演する意味といっ

たことが明瞭になってきた所もあります。今日は、そうした

問題について、映像も交えながら具体的に少しお話させてい

ただきます。

『女中たち』は、かなり以前から気になっていて、一度是

非演出してみたいと思っていました。『女中たち』は、的の

絞り方で様々な演出の仕方が可能ですし、またこれまで色々

な取り組みの舞台を見て刺激も受けていましたので、自分な

りの切り口、問題意識をしっかり固めてからと準備を進めて

きました。やはり私にとっての一番の興味、関心と言えば、

まずそれは、魂の根底を揺さぶってくるジュネの言葉の深層

と、演技者の身体との関係性、その切り結びということにな

ると思います。お手元にお配りした「『コロス劇』の試み」

という文章は、2005 年の公演の折にパンフレットに掲載し

た演出ノートですが、私なりの問題意識や演出意図を述べた

もので、それを参考にしていただきながら、お話を進めさせ

ていただきます。

まずその問題意識、舞台の挑戦のポイントは三点あります。

一つ目は、『女中たち』の〈ごっこ芝居〉の構造をどのよう

に引き受け、展開するのかという課題です。ご存知のように

『女中たち』の冒頭では、奥様の留守の間に、二人の女中が

奥様のドレスを着て、〈奥様と女中ごっこ〉を演じます。妹

のクレールが「奥様」を、姉のソランジュが「女中クレール」

の役割で、その後もこうした〈ごっこ芝居〉が変奏、展開さ

れていきます。ジュネも「ジャン＝ジャック・ポーヴェール

への手紙」の中で、自作について語っていますが、これは

『女中たち』の捉え返しの大きな手掛りになるものだと思わ

れます。そこでは、ヨーロッパの近代リアリズム演劇への根

底からの批判が行われています。西洋の俳優は、「さまざま

な表徴（シーニュ）を担った一つの大いなる表徴（象徴的記

号）となろうとはせず、たんに、深刻な劇や喜劇の一登場人

物に同化しようとするだけ」であると述べ、〈ごっこ芝居〉

の構造により、演劇の虚構性を露呈させ、ずれを作ることで、

リアリズム演劇的な役、登場人物を廃止しようと考えていま

す。

私の演出の方向性としては、こうした近代リアリズム演劇

批判としての〈ごっこ芝居〉の構造をさらに徹底、拡大させ、

現代演劇の課題としてもう一度受け止め直そうという所にあ

りました。そのため実際の作業として、具体的には〈ごっこ

芝居〉の枠組みをさらに押し進めるために、〈役〉を固定せ

ず、二人の登場人物を三人で演じてみたり、五人の演技者が

順番を決め対話を進行するといった工夫、試みを行うことで、

近代劇的な〈役〉の、自我のアイデンティティに根元から揺

さぶりがかかり、解体され、存在の基底部の〈複数の自己〉

への下降が目指されました。これは大変でしたけれど演技者

の皆さんには、毎回色んな順番で、また色んな役をやっても

らい、最終的にはテクストのすべての台詞を覚えていただき

ました。また例えば奥様の登場の場面までは、四人の演技者

によって演じられることで、ジュネの言う、「映った影のま

た影という〈反映〉」の構造が、明瞭に浮き彫りになるよう

にも設えてみました。

続いて二つ目としては、ジュネが〈ごっこ芝居〉の構造に

より手に入れようとした、日本や中国やバリ島などの東洋の

祭儀的演劇に見られるような「朗誦的な調子」の課題を、現

場でどのように引き受け、展開することが出来るのか。それ

は言い換えれば、ジュネのテクストの言葉や仕掛けに対応す

る新たな声、語り、身体性、演技のあり方がそこで求められ

ているはずで、そうした時、一つの重要な手掛りになるのが、

ジュネと同様にヨーロッパの近代劇を徹底して批判し、乗り

越えようとしたアントナン・アルトーの作業、視座だと思わ

れます。
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周知のようにアルトーは、ヨーロッパ演劇の伝統における

言葉の絶対的優位、戯曲を頂点とした厳しいヒエラルキーの

解体、転覆の作業を行いました。そして言葉の、生命の流動

の場に戻ってみるために、堅固な分節言語の秩序に亀裂を入

れ、解体し、声、そして息にまで還元し、追いつめていきま

した。もちろんジュネの否定はそこまで徹底していたのでは

なく、ある意味で演劇の枠組みを誇張し、最後の最後まで使

い果たすことで破壊していく。パンフレットの文章にも引き

ましたが、ベルナール・ドルトの言うように、「こうして、

奇妙な時間的逆転によって、アルトーはジュネの終わったと

ころから始まり得る」わけでして、今回の試みは、ジュネの

仕掛けた〈ごっこ芝居〉の構造を丸ごと引き受け拡大すると

ともに、同時にアルトー的な身体性の地平、切り口からも照

射し、捉え返す作業であったと言えると思います。

もちろんしかし、ここで重要なのは、単に分節言語の解体

を行うことではなく、アルトーがバリ島の演劇から啓示を受

けて戻ろうとした言葉の、生命の流動の場、まさに言語意識

の深層領域に下降し、そこにちゃんと足を着けながら、どの

ように対話を成立させていくのかという課題であるはずで

す。近代劇はある意味で対話を狭く限定し、貧しい意味で等

身大にしてしまったわけで、こうした試みは、対話を根底か

ら豊かに支える原コロスとでも言えるものの存在を浮かび上

らせます。それは先程の、自我や役のアイデンティティに根

元から揺さぶりのかかる、存在の基底部の〈複数の自己〉と

も密接に関連しているはずで、そこから多層的な役や人格が

刻々生み出され、また消えていく。思い起こしてみますと、

能の地謡や文楽の義太夫などの語り物の水脈、構造、さらに

は伝統演劇の自在な〈変身〉のあり方ともこれは繋がってく

るもので、そうした水脈の捉え返しとともに、新たな声、語

り、身体性、演技のあり方がそこで探れるのではないか。ジ

ュネは、「ジャン＝ジャック・ポーヴェールへの手紙」の中

で、「わたしは、言うまでもないことだが、声の調子や、歩

き方、身体所作まで考案すべきであった……。この企ては失

敗に終った」と書いていますが、そうしたジュネが夢見て実

現できなかった「朗誦的な調子」の課題とも、これはどこか

で繋がってくる所があるはずで、伝統演劇の水脈を持つ日本

で『女中たち』を上演する一つの意味も、そうした所にある

のではないかと作業してみました。

さて、最後に三つ目の課題として、「コロス劇」としての

演技のあり方が問い直されました。先に原コロスという言葉

も出てきましたが、このコロスは、もちろん通常のギリシャ

悲劇の群集や合唱隊を指すのではなく、これまで述べ、探っ

てきました舞台の、演技の位相をすべて担い、そして含み込

むような「無の場所」とでも言えるコロスのあり方を示して

います。ここで演技の位相に少し的を絞って捉え直してみま

すと、これはもちろん、通常行われているような〈ごっこ芝

居〉を演じるといった演技のレヴェルではなく、この「コロ

ス劇」としての演技のあり方には、四つの位相が考えられて

います。それはまず一番表層の、「現実の奥様と女中二人」

の世界、そしてその下層の、「芝居の芝居、映った影のまた

影という〈反映〉」の〈ごっこ芝居〉のレヴェル。三つ目は

その先の存在の基底部の〈複数の自己〉のあり方。そしてさ

らには、前に少し述べたアルトー的な身体性の地平、分節言

語の解体のレヴェルが存在し、それはそのもう一つ根底の言

葉の、身体の流動する深層領域であると思われます。ジュネ

がテクストに仕掛けた〈ごっこ芝居〉の構造を、困難な課題

ではありますが、「コロス劇」としてこうした形で引き受け

直し、深め、展開してみること。そしてこの表層から深層ま

での四つの演技の位相を絶えず保持し、担いながらも、どこ

かに固定することなく刻々自在に生き、運動することが出来

た時、初めて根源的で新たな「祭儀的演劇」が、くっきりと

そこに浮き彫りになってくるのではないか。伝統演劇の型や

様式を参照しながらも直接使用するのではなく、現代演劇の

演技者が、現代演劇の重要な作業として取り組みながら、こ

うした問題意識を持って様々な形で上演を重ね、考え、探求

し、挑戦してきたと言えると思います。

さて、それではここから実際に舞台上演の映像を見ながら、

その作業の内実についてお話させていただきますが、その前

に少し翻訳テクストの問題について触れておきたいと思いま

す。今回ずっと渡邊守章先生の翻訳を使わせていただきまし

たが、ご本人を前にしてなんですが、本当に恩恵に浴したと

言うか、大きな力をいただきました。記号レヴェルでの翻訳

の厳密さ、深さ、素晴らしさはもちろん言うまでもありませ

んが、同時に、その多彩な文体には強度があり、身体性のあ

る言葉だった。発語すると演技者の存在、身体の深部、根に

響き、働きかけてくる言葉でした。先程、四つの演技の位相

を自在に生きる作業の話をしましたが、それはまさに言語の

レヴェルの問題でもあり、翻訳言語がそうした重層性を持っ

ていなければ、今回の様々な演技の作業は具体的に進まなか

ったと思います。そういう意味でも有難かった。

それでは実際の舞台上演の映像として、まず 2005 年の男

優バージョンをご覧いただきます。（機器のトラブルで映像

見れず。）残念ながら映像は見れませんが、それではその作

業の狙いについて少しお話しておきます。この上演は、私共

錬肉工房と龍昇企画の共同企画公演で、現代演劇、特に小劇

場の第一線で活躍する四人の男優、猪股俊明、直井おさむ、
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笛田宇一郎、龍昇の各氏が出演しました。黒の衣装、黒の靴

で、役の分担は刻々移動し、所作、動きも基本的には写実的

な再現は封じられていました。特に演出上注意しましたのは、

ある種の「おかま芝居」にならないよう、舞台の虚構性から

出来るだけ距離を取り、強度と抽象度の高い演技を貫き、緊

張感を持って自在な関係性を生きることを求めました。その

中で、ある瞬間、不思議にジュネの『女中たち』の世界の根

底にある甘美な死とエロティシズムが、舞台上に浮かび上っ

てきたのを印象的に覚えています。

では、2010 年の女優バージョンをご覧いただきます。こ

の公演には、客演の横田桂子氏をはじめとして、錬肉工房の

北畑麻実、牧三千子、村本浩子、吉村ちひろと女優陣五名が

出演しました。男優バージョンとの一番の違いは、一名増え

た奥様役が登場するまでソデに控えていて重層性が可視的に

なり、また「コロス劇」としての位相が深まり展開したこと

が挙げられます。映像をご覧いただくと分るように、抽象度

のある様式性で演技、空間が設えられた場面が多く、女中二

人の対話の部分も正面を向き顔を合わせることはありませ

ん。役も刻々変わり、リアルな再現型でない演技の方向性に

徹していましたが、観客から見終って、通常の再現型の舞台

より『女中たち』の物語世界や舞台の構造が良く伝わり、深

く理解できたという声が毎回少なからずありました。そのこ

とは一見意外ですが、考えてみれば、〈役〉を固定せず、台

詞をすべて入れ、存在の基底部の〈複数の自己〉に下降する

ことで、多層的な役や人格が刻々生み出され、また「コロス

劇」として重層的な演技、言葉のあり方を自在に生きたこと

によって、日常の表層的な対話ではなく、ある意味でまさに、

存在と存在の対話がそこで交わされることが可能となったも

のと思われます。

さて今年の五月末から六月初旬にかけて、毎年開催されて

いるルーマニアのシビウ国際演劇祭と、モルドバの首都キシ

ナウで隔年に開かれるＢＩＴＥＩ国際演劇祭に招かれ、女優バ

ージョンの上演を行いました。もちろん言葉は日本語で上演

するわけで、観客の手掛りは、字幕しかありません。しかし

手直しして分りやすくすることはせず、こちらの問題意識を

大事にして、声と身体性にかけることにしました。ツアーの

写真の一部を見ていただこうと思いますが、シビウ国際演劇

祭では、ゴング劇場という二百名くらい収容の劇場で上演を

行いました。声の通りが悪かったり、見づらかったりと劇場

の条件が思いのほか悪く、格闘を強いられました。しかし演

技者が限りを尽して演じましたので、深く出会う所までは行

きませんでしたが、観客が息を詰め、熱心に見てくれて、手

応えを感じました。

一方、モルドバのＢＩＴＥＩ国際演劇祭は、会場が、十九世

紀末に出来たルネサンス様式の古典的な劇場、国立ミハイ・

エミネスク劇場で、こちらは劇場自体が時間、記憶を建物に

内蔵していて、演技者も力をもらい伸びやかに演じていまし

た。四百名収容の劇場が満員で、最初から深い集中があり、

役が刻々変わり、写実的な再現ではなく、抽象的な様式性を

基盤にして演じられていても充分言葉が届き、却って想像力

を豊かに働かせ鑑賞していることが見て取れました。観客や

劇場から大きな力をもらいましたが、深い出会いがあり、存

在の基底部の〈複数の自己〉のあり方、生命の流動の場は、

言語や文化、国籍を越えて交流出来るものだと改めて気づか

されました。

今後とも『女中たち』の上演は、ジュネの言葉の深層に耳

を澄ませ、ジュネの世界の持つ根源性と現在性を立ち上がら

せることが出来ますよう、さらに工夫を重ね、持続、展開し

ていければと思っています。ご清聴ありがとうございました。
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私は第七劇場という現代演劇のカンパニーを主宰する演出

家です。ポーラ美術振興財団より助成を受けて、2012 年 10

月から研修と作品製作のためにパリに滞在しています。滞在

は 2013 年 9 月末までのため、まもなく予定されている滞在

期間の約半分が過ぎようとしています。

私の研修先はパリ市郊外の Vitry sur Seine にある Studio

Théâtre de Vitryという劇場で、Direction Régionale des Affaires

Culturells, Île de France, Val de Marne, Vitry sur Seine から助成

を受け運営されています。昨年 19 区にある Théâtre Paris-

Villette が経営困難とみなされパリ市から閉鎖通告が出され

ましたが、私の研修先の劇場は先にあげたように国、地域圏、

県、市からの助成を受けており今のところ安定しているよう

です。これは 60 年代の André Malraux による Maison de la

Culture を引き継ぐ劇場と運営資本は似ていますが、規模と

しては Studio Théâtre の名の通り、とても小規模です。この

劇場は他の一般的な公共劇場のようなシーズンプログラムを

設定せず、新作のためのリハーサルの場所として利用された

り、若手やアマチュアカンパニーの上演などに利用されてい

ます。ここで私は芸術監督のひとりである演出家・舞台美術

家 Daniel Jeanneteau氏のレクチャーを受けたり、劇場の運営、

地域との連携や文化振興を務める中心的存在 animateur とし

ての劇場のあり方などを学んでいます。もちろんすべてが日

本に応用できるとは思いませんし、まだその消化に時間がか

かりますが、多くの面で刺激を受けています。

また同時に時間の許す限り観劇のために他の劇場に足を運

んでいます。これまで観た 40 弱のパフォーマンスの中では、

Maguy Marin の“Nocturnes”、Joël Pommerat の“La Réunifi-

cation des deux Corées”、Les Chiens de Navarre の“Quand je

pense qu’on va vieillir ensemble”が特に（個人的に）刺激的で

した。Maguy Marin はコンテンポラリーダンスの振付家です。

私が観た“Nocturnes”はいわゆるダンス作品ではなく、とて

も短い何十編もの心象的なシーンを暗転と轟音をブリッジに

淡々とつなげてあるインスタレーションのような作品で、他

者が次々にイメージを通して対話を求めてくるようなパフォ

ーマンスでした。Joël Pommerat は 2011 年に静岡で初来日公

演の予定でしたが震災の影響で叶いませんでした。中堅にお

いて頭一つ抜けている作家・演出家といえます。光の魔術師

ともいわれるそうで、私が観た作品はタイトルがまとってい

るポリティックなイメージはなく、南北朝鮮が抱える課題を

個人同士の関係に敷延した（これも）短編構成による作品で

した。その異名のとおり、高い技術力と繊細な表現力で効果

的に照明と映像が駆使され、それが作品の奥行きを深化させ

る無二の役割を果たしていました。Les Chiens de Navarre は

ここ数年でとても目立ってきたといわれる若手のカンパニー

です。雑誌 Mouvement でのインタビューにもありましたが、

俳優のほとんどが演劇学校での訓練を受けておらず、Théâtre

public で上演されるフランス国産の集団としては珍しいタイ

プで、伝統的な洗練は意図的に避けられています。私が観た

作品は（これも）短編で構成される作品で、それぞれの短編

は強者／弱者もしくは主／従の対比になっています。終結に

近くになるにつれ弱者（従）側の倫理観やパラダイムが前面

に出て、ある種の転倒とその循環を予見させます。

観る作品の私の選び方にも問題がありますが、現代演劇

（特に書き下ろしの新作）の多くが理性や人間性を前提にせ

ず物語自体が相対化、分節化され、語り raconter に対する考

えも Stanislas Nordey のように原理的であったり、Pascal

Rambert のように形式にリベラルであったりするなど多様化

している印象を受けます。ある意味で「演劇の終焉」ともい

える時なのかもしれません。私自身ひとりの日本人／アジア

人として、フランス／ヨーロッパのコミュニタリズムの壁を

感じることが多々ありますが、残りの滞仏の中で、自身の研

修の充実とともに、フランス現代演劇の「終焉」の向こう側

と水面下を探っていきたいと考えています。
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期待に胸躍らせて向かったコメディ・デ・シャンゼリゼ劇

場だったが、観客の笑いに包まれた朗らかな雰囲気に、いく

ばくかの疎外感を味わいつつ劇場を後にした。アニー・デュ

プレー（Anny Duperey）主演、ディディエ・ロン（Didier

Long）演出の『シャイヨの狂女』（La Folle de Chaillot）であ

る。

ジロドゥの遺作にあたるこの作品の舞台は、彼が演劇人と

してのスタートを切ったパリのシャイヨ、アルマ広場に面し

たカフェ・フランシス。処女作『ジークフリート』に続き

『アンフィトリオン 38』『間奏曲』の初演の舞台となったコ

メディ・デ・シャンゼリゼ劇場から徒歩数分のカフェのテラ

スは、1920 年代末から 1930 年代前半、ジロドゥが幾度とな

く演出家のジュヴェと待ち合わせた場所だ。『シャイヨの狂

女』がコメディ・デ・シャンゼリゼでかかるとなれば、ジロ

ドゥ作品の初演のアーカイブを掘り続けた私のような人間

は、アルマ広場を横切るあたりですでに、登場人物の住む世

界と自分の世界とが地続きになったかのような感慨を抱く。

しかも、パリの街を徘徊する「みんな知っているあの生きた

都市伝説」である狂女オーレリイが、金と権力とにモノを言

わせてパリに穴を堀り再開発しようとする実業家たちを、フ

ァンタジーの力で駆逐するという痛快かつ奇天烈な寓話は、

資本主義社会の光と影のコントラストに依然苦しみ続ける今

日の私たちにとってもおよそ他人事ではない。

しかし、期待値が高かったからこそ、ロン演出になじむの

は難しかった。狭い舞台幅にあわせてなのか、パリの街並み

をまるで階上から眺めたかのような灰色の建物の連なりを背

景に、下手にテラスの端が見えるのみで、カフェテラスの開

放感が感じられない。冒頭でギャルソンのマルシャルが登場、

曲芸師も現れて、ちょっとしたサーカス芸が披露されるのは

演出家のはからいだろうが、あとで振り返るに、この「はか

らい」も説明的に過ぎる気がしてしまう。というのは、カフ

ェの一介のギャルソンとして実業家たちに給仕するマルシャ

ルが、実は曲芸師同様にオーレリイ側の人間であるというこ

とは、テクストの冒頭には書かれていない。物語が進行し、

実業家たちから脅迫される青年を狂女が救うあたりでようや

くマルシャルの二重性が浮かび上がり、作品の構造が見えて

くるのだが、ロンはこの二重性をあえて退ける演出プランを

取ったことになる。

物語がこのようにフラットになったのは、狂女オーレリイ

の人物造型の単調さゆえであったろう。ロンは、多面的で複

雑怪奇、魑魅魍魎と親しみ、濃厚なコニャックのように奥行

のある人物オーレリイではなく、デュプレーの言う「スカー

トを履いたドンキホーテ」としてのオーレリイを舞台にのせ

た。彼は主人公を敬意により「座長」と称しているが、それ

はとりもなおさず、大女優デュプレーを「座長」とする座組

で今回の演出プランが組まれたことを暗に物語ってもいる。

デュプレーは、ジロドゥの代表作で、タイトルの構文がその

まま「実現してほしくない未来」を表す汎用表現となって久

しい『トロイ戦争は起こらない』（La Guerre de Troie n’aura

pas lieu 1971 年アヴィニヨン演劇祭）を出世作とした。77

年にはセザールを受賞、以後一貫してフランス劇界のアイコ

ンであり続けてきた「名女優」の「名舞台」は、親しみやす

い娯楽として、平均年齢 50 歳をゆうに越えるであろう、白

人を多数派とするコメディ・デ・シャンゼリゼの観客にあた

たかく迎えられていた。

しかし、あの「あたたかさ」が寂しかった。作家はなぜあ

の、生きた都市伝説のような女にしか、パリを「悪」から救

い出す力を与えなかったのか。ロン演出でこの問いが提起さ

れることはなかった。そしてさらに心苦しいことに、こうし

て首をひねる自分もまた、この問いを十分な咀嚼なしに神話

化していると自覚する。舞台ではなくテクストを介してオー

レリイに出会ってしまった極東

の観客は、たどり着けもしない

「ほんとう」に翻弄されながら、

身体化されたオーレリイを前に

「違う違う、そうじゃない」とブ

ツブツと小さく文句を言う他は

ないのかもしれない。
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『シャイヨの狂女』評

間　瀬　幸　江



［書評］

Cécile Backès, Anthologie du Théâtre français du

20 e siècle, coll. Folioplus classiques, Gallimard

2011.

佐　伯　隆　幸

レトロスペクティヴの兆候か、とり立ててめぼしい現象が

目下みつけにくいということなのか、今世紀も十年を経た前

後から、終わったばかりの世紀の演劇をふり返る書がよく出

る（「20 世紀前衛」というのはあっても、20 世紀演劇なる呼

称は用語としてやや荒っぽい。それでも、「今世紀最大の舞

台」を謳う芝居が幾分前にあった東京よりは数段まし）。す

でに挙げたアヴァン = セーヌ社のものは浩瀚で読み応えが

あるが、そっちは 17、18、19 世紀とともに各一巻ずつで全

体を成す大掛かりなものだから、単独では紹介しにくい。こ

ちらは文字通り劇テクストの選文集である。ゾラ、アントワ

ーヌにはじまり、クローデル、ジロドゥ、サルトル、カミュ

を経て、ベケット、イヨネスコ、ジュネ、ヴィナヴェール、

デュラス、シクスー、コルテスからラガルス、ミンヤナ、ノ

ヴァリナ、ヤスミナ・レザにいたる、今日までのフランス演

劇の流れを総覧したもの。コンパクトな構成のわりには、魅

力的。歓迎すべきは、各作家の代表作の抜粋が、初演時の作

者の位相、演出家のアプローチの言、当時の新聞記事や批評

の切抜き、その後の上演史とともに分かりやすく配置されて

いることだ。演劇史入門としては好著と思える。たとえばジ

ュネは『屏風』が提示されているのだけど、初演時の騒動が

マルローの国会での発言などと相俟って如実に浮上してき

て、追体験には絶好。加え、『クリストフ王の悲劇』のエ

メ・セゼールや『アゴンダンジュを遠く離れ』のジャン =

クロード・ヴェンゼルなど思いがけないものまで入っている

し、ブレヒトの問題やドイツ・オーストリア演劇との相関性

なども簡潔にふれられているから、現存作家に限らず、フラ

ンス演劇のテクストが 20 世紀にどう変わってきたかの礎石

を知るには有益である。直線で進んできたわけではむろんな

く、かなりジグザグと展開、各時代状況の函数のように劇は

あったということが肉迫的に把握でき、興味深く、また巻末

に収められたコポーやデュラン、ピィの演出をめぐる論も役

立つし、なかんずく、ポール・デルヴォーの一枚の絵をめぐ

り、劇場＝炎論のエッセイ（アンリ・スケピ執筆）は出色。

ただ、コンパクトゆえの難がないわけではない、最前のジュ

ネだが、バローの初演と比較的最近のフィスバック演出、と

くに後者は結城人形座を含めて詳述されているが、シェロー

演出にはあまり筆が割かれていないとか、「演出家の時代」

の演出陣の名は出揃ってはいても、みな後景にされているこ

とや、『アトリエ』のグランベールの評価が異様に高い（ど

うも大筋「フランス座」史観なのだ）など、筆者には若干疑

問もなくはない。そこはまあ当方のないものねだり、よかれ

あしかれ、これが現在の演劇史的眺望なのだろう（重要な結

節点は述べられている）。その意味で、本書は今後の基本文

献、批評的に咀嚼されるとよい。
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ベルナール＝マリ・コルテス著、佐伯隆幸訳
『西埠頭／タバタバ―コルテス戯曲選２』

れんが書房新社、2013 年

西　　　樹　里

きたるべき読者に

2001 年に出版された『コルテス戯曲選』から十年余り、

やっと、やっと『 2 』の登場である。待ちわびた。

本書に収録されているのは二作品、西アフリカのどこかの

家の中庭、バイクにご執心で遊びに出ようとしない弟と、そ

んなかれを恥じて、ビールと女の子をひっかけに外へ行けと

けしかける姉とを描く、八六年発表の小品『タバタバ』、そ

して同じく八六年にパトリス・シェローが初演した、ニュー

ヨークの打ち捨てられた倉庫街を舞台にした大作『西埠頭』。

いずれも緻密な構成とコルテス独自の劇作法が顕著にあらわ

れ、いまここで渦まいている「他者」の、『西埠頭』に登場

する家族のような、金はもちろん職も食い物も戸籍もない、

何も持たないがゆえに語ることができない者たちの発する

音
おと

・ふるえ・においの塊が、読者の身を衝く、たいへんに

「物騒な」本なのだ。

と、しかつめらしくわかったふうに書くのはよろしくない

気がする。正直言ってこの日本語版はわたしには少しも簡単

ではないし、中身の要約などどだい無理、したくない、よっ

て全然書評らしくない「わたし」の回路で少し書くのが精い

っぱい。けれども喉元をするする通り過ぎる性質の本ではな

いからこそ、いま読まれなければならないと言うべきか。や

れ「超訳」やら「何分で読める」シリーズやらが売れに売れ、

書物がただの情報として流通し、それをできるだけ大量にか

き集めて一分一秒でも早くモノにして使いこなすことを是と

する風潮が目立ってしかたないが、書店で平積みにされてい

たってこの本は消費
、、
されないだろう。否、できないだろう。

それほどに手ごわく、噛み砕けないが（だからもう呑める塊

から丸呑みしようよ、というのがわたしの意見）、それゆえ

にはるかな射程を持つ。たとえば本書所収の『西埠頭』には

いくつかのエピグラフが置かれており、巻末の訳注ではその

一つひとつについて出典とあらましとが記されているのだ

が、それを読むだけでもこの戯曲がどれほどの書物を、「歴

史」を背負って立っているかがわかろうというものだ。

そういうおそろしい一冊の本があらゆるものを乗り越え引

き連れて、わたしの暮らす安アパートの本棚までやってきた。

わたしはそれを読んでしまった。だからこれからも繰り返し

読む。そうしてふいに、紙の書物というのは希望だ、と思う。

ほとんど泣きたくなるような苛烈な希望だと思う。
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フランス語圏舞台芸術・文献目録
（2012）

堀切克洋（編）

１．著作・翻訳

一般書

青山昌文編『舞台芸術への招待』放送大学教育振興会、2011

年

スーザン・ソンタグ『サラエボで、ゴドーを待ちながら』富

山太佳夫訳、みすず書房、2012年

『悲劇喜劇　特集＝ピーター・ブルック』2012 年 4 月号、早

川書房

シェング・スヘイエン『ディアギレフ――芸術に捧げた生涯』

鈴木晶訳、みすず書房、2012年

鈴木晶編『バレエとダンスの歴史――欧米劇場舞踊史』平凡

社、2012年

渡辺真弓『名作バレエ 50鑑賞入門』世界文化社、2012年

ダンス・マガジン編『バレエ・パーフェクト・ガイド（改訂

版）』新書館、2012年

長野由紀『バレエの見方』新書館、2012年

マチュー・ガニオ『マチュー・ガニオ――パリ・オペラ座バ

レエのエトワール』新書館、2012年

芳賀直子『拍手しすぎる日本人 行列してまで食べないフラ

ンス人』講談社、2011年

多田鏡子『新オペラ鑑賞事典』有楽出版社、2012年

研究書・評論

植田祐次編『ヴォルテールを学ぶ人のために』世界思想社、

2012年

大橋完太郎『ディドロの唯物論――群れと変容の哲学』法政

大学出版局、2011年

日本ジョルジュ・サンド学会編『200 年目のジョルジュ・サ

ンド : 解釈の最先端と受容』新評論、2012年

森佳子『オッフェンバックの「夢幻オペレッタ」 : 1870年代

パリの演劇文化の変容とミドルカルチャーの誕生』早稲田大

学出版部、2012年

佐々木滋子『祝祭としての文学――マラルメと第三共和制』

水声社、2012年

永倉千夏子『〈彼女〉という場所――もうひとつのマラルメ

伝』水声社、2012年

フェリシア・ミラー・フランク『機械仕掛けの歌姫―― 19

世紀フランスにおける女性・声・人造性』大串尚代訳、東洋

書林、2010年

アラン・ケラ = ヴィレジェ『ピエール・ロチ伝』遠藤文彦

訳、水声社、2010年

岡室美奈子・長島確・川島健編『サミュエル・ベケット！―

―これからの批評』水声社、2012年

京都造形芸術大学・舞台芸術研究センター『舞台芸術 16 マ

ラルメ、ジュネ、パゾリーニを〈横断〉する』角川学芸出版、

2012年

伊藤裕夫・藤井慎太郎編『芸術と環境――劇場制度・国際交

流・文化政策』論創社、2012年

André Lequeux, Le théâtre japonais, Hachette Livre, 2012 [éd.

1889]

Toshiko Mori, Folklore et théâtre au Japon- Kinoshita Junji et les

contes populaires, Publication Orientaliste de France, [1987] 2011

Nicolas Doutey (avec la participation de Eri Miyawaki), Notes de

Beckett sur Geulincx, Les Solitaires Intempestifs, 2012

Jennifer Lesieur, Mishima, Folio, 2011

Jean-Michel Lou, Japon d’Amélie Nothomb, L’Harmattan, 2011

Chantal Aubry, Yano : Un artiste japonais à Paris, Centre national

de la danse, 2008

Lionel Guillain, Le théâtre Nô et les arts contemporains,

L’Harmattan, 2009

Jean-Jacques Tschudin, Histoire du théâtre classique japonais,

Anacharsis, 2011

Aurélie Samuel, Kabuki : Costumes du théâtre japonais, ArtLys,

2012

戯曲

エレーヌ・シクスー『偽証の都市、あるいは復讐の女神たち

の甦り』高橋信良、佐伯隆幸訳、れんが書房新社、2012年

ジャン = ポール・アレーグル『ジャン-ポール・アレーグル

戯曲集』岡田正子訳、カモミール社、2012年

コフィ・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』八木雅子訳、れんが書房新社、

2012年

ジャン = リュック・ラガルス『まさに世界の終り／忘却の
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前の最後の後悔』齋藤公一、八木雅子訳、れんが書房新社、

2012年

エマニュエル・ダルレ『隠れ家／火曜日はスーパーへ』石井

惠訳、れんが書房新社、2012年

ファブリス・メルキオ『ブリ・ミロ／セックスは心の病いに

して時間とエネルギーの無駄』友谷知己訳、れんが書房新社、

2012年

マラルメ・プロジェクト「『イジチュール』の夜」（上演台本）

『舞台芸術 16』、2012年、pp.127-149

翻訳その他

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」『フランス語フランス文学』第 51 号、

原山重信訳、慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会、2010 年、

pp.47-69

ステファヌ・マラルメ「ゴシップ 1875-1876『アシニーアム』

（１）」『フランス語フランス文学』第 52 号、原山重信訳、慶

應義塾大学日吉紀要刊行委員会、2011年、pp.83-92

――「ゴシップ 1875-1876『アシニーアム』（２）」『フランス

語フランス文学』第 53 号、原山重信訳、慶應義塾大学日吉

紀要刊行委員会、2011 年、pp.27-34

――「ゴシップ 1875-1876『アシニーアム』（３）」『フランス

語フランス文学』第 54 号、原山重信訳、慶應義塾大学日吉

紀要刊行委員会、2012 年、pp.61-71

――「ゴシップ 1875-1876『アシニーアム』（４）」『フランス

語フランス文学』第 55 号、原山重信訳、慶應義塾大学日吉

紀要刊行委員会、2012 年、pp.47-55

モーリス・メーテルランク「閑話～演劇について～」早稲田

大学演劇映像学連携研究拠点：演劇研究基盤整備、穴澤万里

子訳、2012年、

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

detail.php?id=belgium

ジャン・ジュネ「フレッチマンへの十一通の手紙」『舞台芸

術 16』岑村傑訳、2012年、pp.94-109

２．学術論文

中世・ 17 世紀・ 18 世紀

黒岩卓, « “Le viel jeu” en mouvement : la configuration rimique et

métrique des triolets dans les manuscrits du Mystère de la Passion

d’Arnoul Gréban », Vers une poétique du discours dramatique au

Moyen Âge (Collection Babeliana 14), H. Champion, 2011, pp.143-

157

――「聖王の言葉の再編成――『聖ルイ殿の生涯』における

韻文構築原理に関する覚書」『聖地と聖人の東西』藤巻和宏

編・勉誠出版、2011年、pp.235-253

――「『アラス受難劇』およびグレバン作『受難の聖史劇』

における「第一日目」――内容構成と韻文構造の比較」『ヨ

ーロッパ中世の時間意識』甚野尚志・益田朋幸編、知泉書館、

2012年、pp.193-208

――, « Notes sur l’apparition des vers isolés dans les imprimés des

textes dramatiques médiévaux : le cas de la deuxième édition

Trepperel de Maistre Pierre Pathelin », Cahiers électroniques

d’histoire textuelle du LAMOP (CEHTL), no4, 2012, pp.41-64

黒岩卓, Xavier LEROUX, Darwin SMITH, « De l’oral à l’oral :

réflexions sur la transmission écrite des textes dramatiques au

Moyen Âge »,  Médiévales no59, 2010, pp.17-40

――, « Ipotesi sul funzionamento della versificazione nella Passion

de saint André », Teatro religioso e comunità alpine, Atti del

Congresso internazionale, Susa — Convento di San Francesco, 14-

16 ottobre 2010, Caterina Agus, Giuliana Giai et Andrea Zonato

(dir.), Centro culturale diocesano di Susa, 2011, pp.182-194

――, « Formes fixes : futilités versificatoires ou système de

pensée ? », Vers une poétique du discours dramatique au Moyen

Âge (Collection Babeliana 14), H. Champion, 2011, pp.121-14

秋山伸子「市の芝居とオペラ = コミック」『紀要』第 53 号、

青山学院大学文学部、2012年、pp.115-127

――, « Mathilde de Mlle de Scudéry : une lecture croisée avec le

théâtre de l’époque », Tangence, no96, 2012, pp.51-64

安成英樹「アンシァン・レジーム期フランスの文学に見る身

分感覚 : モリエール『町人貴族』、ラ・ファイエット夫人

『クレーヴの奥方』、ラクロ『危険な関係』」『研究年報』第 8

号、お茶の水女子大学比較日本学教育研究センター、2012

年、pp.27-37

梶谷二郎「Corneille の Discours des Trois Unités」『ノートル

ダム清心女子大学紀要 外国語・外国文学編』第 32 号、ノー

トルダム清心女子大学、2008年、pp.80-93

――「Corneille の Horace（2）」『ノートルダム清心女子大学

紀要 外国語・外国文学編』第 33 号、ノートルダム清心女子

大学、2009年、pp.54-70

――「Corneille の Cinna と Grotius の Sophompaneas」『ノー
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トルダム清心女子大学紀要 外国語・外国文学編』第 35 号、

ノートルダム清心女子大学、2011年、pp.65-82

――「Corneille の Horace 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』第 36 号、ノートルダム清心

女子大学、2012年、pp.90-110

阿尾安泰「18 世紀における演劇性の問題」『言語文化論究』

第 28 号、九州大学大学院言語文化研究院、2012 年、pp.157-

169, 2012

高瀬智子「十八世紀フランス舞台芸術の改革者」『ヴォルテ

ールを学ぶ人のために』、pp.144-159

奥香織, « L’idée de “jeu” dans Le Petit-maître corrigé de

Marivaux »,『関東支部論集』第 19 号、仏文学会、2010 年、

p.15-27

――, « Du type au personnage : caracteristiques et fonction-

nements d’Arlequin dans les comedies de Marivaux»『演劇映像

学 2011』第 5 集、早稲田大学演劇博物館グローバル COE プ

ログラム、2012年、pp.43-64

ピエール・フランツ「マリヴォーをめぐって その思想と現

代性」奥香織訳、『演劇映像学 2010』第 2 集、早稲田大学演

劇博物館グローバル COEプログラム、2012年、pp.93-109

19 世紀・ 20 世紀

渡辺響子「演劇、この「最も広大で完璧な芸術」――『デゼ

ルトの城』を中心に」『200 年目のジョルジュ・サンド』、

pp.129-145

三枝大修「『幻想演劇』形式の理論と実践 : ジョルジュ・サ

ンド『竪琴の七弦』を中心に」『言語情報科学』第 10 号、東

京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻、2012 年、

pp.207-220

中筋朋「フランスにおける俳優訓練術の萌芽――自然主義演

劇理論をめぐって」『近現代演劇研究』第 3 号、日本演劇学

会分科会近現代演劇研究会、2011年、pp.30-40

上田和弘「マラルメ『エロディアード／舞台』：その翻訳と

解釈をめぐる問題（１）」『大学教育研究紀要』第 7 号、岡山

大学留学生センター、2011年、pp.15-30

江中里子「ペレアスとメリサンド：メーテルランクの修辞法」

『昭和女子大学文化研究』第 15号、昭和女子大学文化史学会、

2012年、pp.27-41

近藤美紀, « La métathéâtralité dans Ubu roi »,『青山文学論集』

復刊 20号、2011年、pp.47-61

――, « La structure du récit dans Ubu roi », 『青山文学論集』復

刊 21号、2012年、pp.78-96

真野倫平「グラン = ギニョル劇と三面記事」『南山大学ヨー

ロッパ研究センター報』第 18 号、南山大学ヨーロッパ研究

センター、2012年、pp.13-24

西野絢子「ポール・クローデルのエッセイ「能」とその反響

―― 1930 年代以降の西洋における能の受容史の中で」『藝文

研究』第 103号，慶應義塾大学、2012年

根岸徹郎「詩人＝大使クローデルの誕生」『L’Oiseau Noir』第

16 号、日本クローデル研究会、2011 年、pp.1-18

角井誠「「個性」的表現の探求 ―トーキー初期におけるジャ

ン・ルノワールの演技論―」『演劇映像学 2011』第 1 集、早

稲田大学演劇博物館グローバル COE プログラム、2012 年、

pp.55-74

大坪裕幸「アントナン・アルトーと思考あるいは象徴のドラ

マ : 《詩人》アルトーにとっての残酷演劇とは」『立教大学

フランス文学』第 41号、立教大学、2012年、pp.85-111

堀切克洋「演劇嫌いのための演技論――アルトーからイヨネ

スコへ」『演劇研究』第 35 号、早稲田大学演劇博物館、2012

年、pp.1-15

森功次「サルトル『聖ジュネ』における不道徳作品の「善用」」

『美學』第 63号、美学会、2012年、pp.37-48

岡田和也「ベケットを読む女 : バスのうえのコトバ : 意味と

無／意味とコエの言語操作」『研究集録』第 150 号、岡山大

学大学院教育学研究科、2012年、pp.45-55

岡室美奈子「霊媒ベケット――蓄音機としての『オハイオ即

興劇』と『ユリシーズ』」『サミュエル・ベケット！』、

pp.291-320

垣口由香「歓待の失敗――『ゴドーを待ちながら』と他者の

迎え入れ」『サミュエル・ベケット！』、pp.53-74

片岡昇「終わりなき流離――『なに　どこ』における構造の

不確定性について」『サミュエル・ベケット！』、pp.235-262

川島健「ロンドンのアイルランド人――ベケット『なつかし

の曲』／パンジェ『クランクハンドル』をめぐって」『サミ

ュエル・ベケット！』、pp.107-133

木内久美子「演劇の〈今（maintenant）〉を転倒させること―

―サミュエル・ベケット『モノローグ一片』における〈捉ま

える手（la main tenante）〉」『サミュエル・ベケット！』、

pp.265-290

菊池慶子「ベケット『メルシエとカミエ』における「空
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間」: 二つの煉獄をめぐって」『フランス語フランス文学研究』

第 101 号、仏文学会、2012年、pp.191-205

――「同伴するために――『伴侶』におけるイメージの創造

と境界の感覚」『サミュエル・ベケット！』、pp.185-209

景英淑「死せる想像力よ想像せよ――球形、アンドロギュヌ

ス的イメージの表象をめぐる考察」『サミュエル・ベケッ

ト！』、pp.163-183

久米宗隆「具体化できないイメージを求めて : サミュエル・

ベケットの『カタストロフィ』」『演劇映像学 2011』、早稲田

大学演劇博物館グローバル COE プログラム、2012 年、

pp.179-195

――「起源なき痕跡としての身体――『あしおと』における

指標性」『サミュエル・ベケット！』、pp.213-233

鈴木哲平「ベケットにおける＜死につつある言葉＞の創出 :

『ゴドーを待ちながら』から『名づけえぬもの』へ」『仏語仏

文学研究』第 45 号、東京大学仏語仏文学研究会、2012 年、

pp.73-87

高山典子, « Beckett Fin de partie : le metathéâtre et l’œuvre »,

『関東支部論集』第 20号、仏文学会、2011年、pp.15-25

西村和泉「結びのパラドクス――『ゴドーを待ちながら』に

おける執筆の軌跡をめぐって」『サミュエル・ベケット！』、

pp.23-51

藤原曜「ひび割れた声、開かれた瞳――『クラップの最後の

テープ』における裂開と合一のイメージ」『サミュエル・ベ

ケット！』、pp.77-105

道木一弘「ベラックァと身体の「痛み」について――サミュ

エル・ベケットの More Pricks than Kicks に関する一考察―

―」『外国語研究』第 45 号、愛知教育大学外国語外国文学研

究会、2012年、pp.71-84

宮脇永吏「見える身体のゆくえ――『わたしじゃない』にお

ける「聴き手」の不在を考える」『サミュエル・ベケッ

ト！』、pp.135-159

稲村真実「エレーヌ・シクスーによる演劇のためのエクリチ

ュールの試み : 太陽劇団との協働作業から」『立教大学フラ

ンス文学』第 41号、立教大学、2012年、pp.133-148

ヴァンサン・ブランクール, « Image, nom dans le théâtre de

Bernard-Marie Koltes : Héroisation et iconicité dans Roberto

Zucco », 『明學佛文論叢』第 43 号、明治学院大学文学会、

2010年、pp.1-33

――, « Koltes : Un théâtre de la réticence : Paratexte théâtral et

strategic de résistance à la représentation théâtrale »,『藝文研究』

第 101号、慶應義塾大学、2011年、pp.46-65

ダンス研究・オペラ研究

市瀬陽子「バレエの起源」『バレエとダンスの歴史』、pp.8-24

森立子「バレエ・ダクシオンの誕生」『バレエとダンスの歴

史』、pp.25-44

譲原晶子「バレエ・ダクシオンにおける筋立て構成」『演劇

学論集』第 55号、日本演劇学会、2012年、pp.1-19

鈴木晶「19世紀のバレエ」『バレエとダンスの歴史』、pp.45-70

大武彩子「《ホフマン物語》ヒロイン・モデルの検証 : ユー

リア・マルクとドーラ・ハットに焦点をあてて」『音楽研究 :

大学院研究年報』第 24号、国立音楽大学、2012年、pp.33-47

森佳子「夢幻劇とその音楽的構造 : 19 世紀フランスにおける

大衆的音楽劇の一断面」、『音楽学』第 57 号、日本音楽学会、

2012年、pp.94-108

高橋由季子「ロマン派バレエにおける女性ダンサーのイメー

ジについて」『人文科学論集』第 21 号、学習院大学大学院人

文科学研究科、2012年、pp.185-209

鈴木晶「バレエ・リュス」『バレエとダンスの歴史』、pp.71-92

村田宏「『バレエ・リュス』とロシア・アヴァンギャルド演

劇」『文学部紀要』第 47 号、跡見学園女子大学文学部、2012

年、pp.43-59

上杉未央「クローデルとバレエ――『男とその欲望』を手掛

かりに」『L’Oiseau Noir』第 16 号、日本クローデル研究会、

2011 年、pp.19-44

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』、お茶の水女子

大学大学院人間文化創成科学研究科、2012年、pp.117-125

安田靜, « Nouvelle Danse en France »,『研究紀要』第 71 号、

日本大学経済学部、2012年、pp.19-28

――「フランスのダンス」『バレエとダンスの歴史』、pp.213-

228

――「デュッセルドルフにおける“Tanzmesse”とパリの新シ

ーズン劇場プログラムから見た欧州のダンス動向」『研究紀

要』第 72号、日本大学経済学部、2012年、pp.53-64

神崎舞「越境するサーカス : ロベール・ルパージュ演出シル

ク・ドゥ・ソレイユの『トーテム』」、『フィロカリア』第 29

号、大阪大学大学院文学研究科芸術学・芸術史講座、pp.55-67

ジェローム・ベル「ジェローム・ベルによるジェローム・ベ
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ル」越智雄磨訳、『演劇映像学 2010』第 2 集、早稲田大学演

劇博物館グローバル COEプログラム、2012年、pp.149-170

Sylviane Pagès, « Au risque de l’intime : le butô, une poétique de

l’infime », Repère : cahier de danse, avril 2012, pp.24-27

文化政策

藤井慎太郎「フランスの対外文化政策」『芸術と環境――そ

の歴史と現在、理念と現実』、2012年、pp.230-243

日仏交流史・日仏比較文化論

高瀬智子, « Voltaire au Japon ou Candide en Extrême-Orient au

XXIe siècle », Cahiers Voltaire, no 9, Société Voltaire et Centre

international d’étude du XVIIIe siècle, 2010, pp.83-90

穴澤万里子, « Maeterlinck et les Japonais », Textyles, no41, Le

Cri, 2011, pp.142-148

間瀬幸江「寺山修司におけるジャン・ジロドゥからの影響 :

ラジオドラマ『大礼服』論」『演劇学論集』第 54 号、日本演

劇学会、2012年、pp.1-21

久野誠「漱石、野田秀樹、プルーストにおける《異義復用法

（アンタナクラーズ）》の使用」『仏語仏文学』第 38 号、関西

大学フランス語フランス文学会、2012年、pp.73-91

北原まり子「戦前日本におけるバレエ・リュス初期作品の芸

術的特質の受容 : 宝塚少女歌劇と日劇ダンシングチームを中

心に」『演劇映像学 2011』、早稲田大学演劇博物館グローバ

ル COEプログラム、2012年、pp.225-247

Zaven Paré, « Esthétiques de la manipulation : Marionnettes et

automates au Japon », Gradhiva, no 15, 2012, pp.120-142

修士論文

Hanae Mizumoto（水本華絵）, « Histoire d'une figure dansée : les

dynamiques de l’arabesque »（Université Paris 8, 2011）

Mariko Kitahara（北原まり子）, « Picturalisation de la première

époque des Ballets Russes (1909-1912) : rideaux peints au

proscenium et figures en profil »（Université Paris 8, 2012）

Yasuko Suda（寿田裕子）, « Le Groupe de Recherche Théâtrale

de l'Opéra de Paris : analyse d'une institution ephémère »

（Université Paris 8, 2012）

博士論文

Ayako Nishino（西野絢子）, L’Influence du théâtre Nô sur la

synthèse des arts de Paul Claudel（Université Paris 4, 2011）

森佳子「オッフェンバックの芸術的戦略としての「夢幻オペ

レッタ」 1870 年代パリの演劇文化の変容と「二流劇場」に

おけるミドルカルチャーの誕生」（早稲田大学大学院文学研

究科、2012 年 1 月 30 日）

久米宗隆「サミュエル・ベケットの演劇作品におけるイメー

ジの形成と変容―ラジオドラマ体験とそれ以降の演劇を巡っ

て」（早稲田大学大学院文学研究科、2012 年 6 月 23 日）

Sylviane Pagès, La réception des butô(s) en France. Représenta-

tions, malentendus et désirs (Université Paris 8, 2009)

３．その他（解説・評論・エッセイなど）

浅田彰、鵜飼哲、宇野邦一「ジュネにおける〈政治的なもの〉」

『舞台芸術 16』、pp.78-88

石井達朗「ヴィジュアルな憑依と変身――ジョゼフ・ナジ

『カラス Les Corbeaux』」『ダンスマガジン』2012 年 5 月号、

p.82

石井洋二郎「作家の肖像（２）モリエール」『ふらんす』

2012年 5月号、pp.54-57

石田英敬「再-魔術化としての文学 : 熊谷謙介『マラルメによ

る祝祭』書評」『表象』第 6 号、表象文化論学会、2012 年、

pp.267-270

石谷治寛「反ワーグナー的な二一世紀のトータル・パフォー

マンスの試み : 渡邊守章演出・マラルメ作、《『イジチュール』

の夜》劇評」『舞台芸術 16』、2012年、pp.150-153

伊藤洋、鈴木美穂、千川哲生、戸口民也、野池恵子「フラン

ス 17 世紀演劇の多様性――『フランス 17 世紀演劇事典』作

成をめぐって」『日仏演劇協会会報』復刊第 3 号、2012 年、

pp.7-11

岩切正一郎「夢と義務」『悲劇喜劇』2012 年 6 月号、pp.16-

17

内田洋一「震災後の『ゴドーを待ちながら』」『悲劇喜劇』

2012年 3月号、pp.22-23

――「『始まりの場所』で聴いた橋爪功のセリフ」『テアトロ』

2012年 3月号、pp.24-25

ヨシ笈田「ピーター・ブルックと出会ってから」『悲劇喜劇』

2012年 4月号、pp.15-18

岡田正子「アレーグル作品との接点―想像力―」『テアトロ』

2012年 6月号、pp.16-17

岡見さえ「異文化へのバイアスと見事に戯れるソロ――クド
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ゥス・オニケク『STILL/Life』」『ダンスマガジン』2012 年 5

月号、p.83

――「未来に向けたダンスの方向性を示す――第 15 回リヨ

ン・ダンス・ビエンナーレ」『ダンスマガジン』2012 年 12

月号、pp.60-61

小田中章浩「フランス演劇 2011 カステルッチの問題作、意

欲作が続くオデオン・ヨーロッパ劇場とコリーヌ国立劇場な

ど」『国際演劇年鑑 2012』、国際演劇協会日本センター、

2012年、pp.139-144

河合祥一郎「ブルック演劇を理解するカギ」『悲劇喜劇』

2012年 4月号、pp.12-14

喜志哲雄「シェイクスピアを演出するピーター・ブルック」

『悲劇喜劇』2012年 4 月号、pp.6-9

北原まり子「パリで観たダンス・ドキュマンテール――

《Cédric Andrieux》,《Une semaine d’art en Avignon》」『日仏演

劇協会会報』復刊第 3 号、2012年、p.14

児玉竜一他「アルベール・カーン博物館所蔵、 日本演劇関

係オートクロームおよび フィルムについて」『演劇映像学

2011』第 4 集、早稲田大学演劇博物館グローバル COE プロ

グラム、2012年、pp.159-177

齋藤公一「書評　Patrick Besnier 著『Alfred Jarry』」『日仏演

劇協会会報』復刊第 3 号、2012年、pp.12-13

佐伯隆幸「Beranard Dort, Théâtre en jeu (Seuil, 1979) ――最近

の演劇書一瞥を兼ねて」『日仏演劇協会会報』復刊第 3 号、

2012年、pp.5-6

坂巻康司「書評　佐々木滋子『祝祭としての文学　マラルメ

と第三共和制』」『日仏演劇協会会報』復刊第 3 号、2012 年、

p.12

佐藤友紀「ピーター・ブルックのこと」『悲劇喜劇』2012 年

4月号、pp.19-22

――「フランク・クラウチックに訊く」『悲劇喜劇』2012 年

4月号、pp.23-24

――「ブルックの魔笛――マリー =エレーヌ・エティエンヌ、

歌手たちに訊く」『悲劇喜劇』2012年 4月号、pp.25-27

新藤弘子「浮かび上がる永遠に新鮮な関係性――ジャン = ク

ロード・ガロッタ『ダフニスとクロエ』」『ダンスマガジン』

2012年 8月号、p.90

鈴木晶「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

――「オペラ座の迷宮第 13 回　オペラ座の黄金時代Ⅲ」『ダ

ンスマガジン』2012年 3月号、pp.82-85

――「オペラ座の迷宮第 14 回　オペラ座の黄金時代Ⅳ」『ダ

ンスマガジン』2012年 4月号、pp.80-83

――「オペラ座の迷宮第 15 回　ガルニエ宮開場Ⅰ」『ダンス

マガジン』2012年 5月号、pp.76-79

――「オペラ座の迷宮第 16 回　ガルニエ宮開場Ⅱ」『ダンス

マガジン』2012年 6月号、pp.84-87

――「オペラ座の迷宮第 17 回　ガルニエ宮開場Ⅲ」『ダンス

マガジン』2012年 7月号、pp.80-83

――「オペラ座の迷宮第 18 回　ガルニエ宮のバレエⅠ」『ダ

ンスマガジン』2012年 8月号、pp.82-85

――「オペラ座の迷宮第 19 回　ガルニエ宮のバレエⅡ」『ダ

ンスマガジン』2012年 9月号、pp.76-79

――「オペラ座の迷宮第 20 回　ガルニエ宮のバレエⅢ」『ダ

ンスマガジン』2012年 10月号、pp.80-83

――「オペラ座の迷宮第 21 回　ガルニエ宮のバレエⅣ」『ダ

ンスマガジン』2012年 11月号、pp.78-81

――「オペラ座の迷宮第 22 回　バレエ・リュスの時代Ⅰ」

『ダンスマガジン』2012年 12月号、pp.82-85

扇田昭彦「俳句スタイルのオペラ――ピーター・ブルックの

『魔笛』」『ダンスマガジン』2012年 6月号、p.53

高橋信良「書評　鈴木晶編・著『バレエとダンスの歴史』」

『日仏演劇協会会報』復刊第 3号、2012年、p.13

田之倉稔「ノーマンズ・ランドの方へ」『悲劇喜劇』2012 年

4月号、pp.10-11

――「パリの芝居の思い出　マリー・ベル」『日仏演劇協会

会報』復刊第 3号、2012年、pp.3-4

長野由紀「ルグリが切り開いた新しい地平」『ダンスマガジ

ン』2012年 7月号、p.12-13

西堂行人「演劇革命の書――アルトー『演劇とその形而上学

（演劇とその分身）』」『悲劇喜劇』2012年 12月号、pp.14-15

根岸徹郎、宇野邦一、鵜飼哲、山田せつ子、八角聡仁、森山

直人「劇場のジュネⅠ　ダンスプロジェクト『恋する虜』を

めぐって」『舞台芸術 16』、2012年、pp.45-58

長谷川孝治「生きて在る俳優――ロベール・ブレッソン『シ

ネマトグラフ覚書』」『悲劇喜劇』2012年 12月号、pp.18-19

林正和「パリ秋演劇シーン――キリスト冒涜、ラテンアメリ

カの嵐」『テアトロ』2012年 3月号、pp.66-68
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――「アヴィニヨン演劇祭 2012 ――新た鳴る現実との関係

性の模索」『テアトロ』2012年 11月号、pp.62-65

悲劇喜劇編集部「ピーター・ブルック略年譜」『悲劇喜劇』

2012年 4月号、pp.28-37

堀切克洋（編）「フランス語圏舞台芸術・文献目録（2010-

2011）」『日仏演劇協会会報』復刊第 3号、2012年、pp.15-29

間瀬幸江「『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（２）」『演劇映像』第 53 号、早稲田大学

文学学術院演劇映像研究室、2012年、pp.102-120

ジェラール・マノニ「新しいグラン・バレエの誕生――パ

リ・オペラ座バレエ『泉』」『ダンスマガジン』2012 年 1 月

号、林修訳、pp.35-37

――「比類なき輝き――パリ・オペラ座バレエ『シンデレラ』

『オネーギン』」『ダンスマガジン』2012 年 3 月号、林修訳、

pp.10-13

――「待望のエトワール任命」『ダンスマガジン』2012 年 6

月号、林修訳、pp.10-16

――「ロミオが帰ってきた！――パリ・オペラ座バレエ『ロ

ミオとジュリエット』」『ダンスマガジン』2012 年 8 月号、

林修訳、pp.47-53

――「由良之助＠ガルニエ宮――東京バレエ団パリ・オペラ

座公演『ザ・カブキ』」『ダンスマガジン』2012 年 8 月号、

林修訳、pp.58-61

――「新エトワール誕生！――パリ・オペラ座バレエ『ラ・

フィーユ・マル・ガルデ』」『ダンスマガジン』2012 年 9 月

号、林修訳、pp.14-16

――「ギレーヌ・テスマーとピエール・ラコット――映画

『バレエに生きる～パリ・オペラ座のふたり～』」『ダンスマ

ガジン』2012年 10月号、林修訳、pp.64-66

――「絶頂の大エトワール――パリ・オペラ座バレエ 新シー

ズン開幕！」『ダンスマガジン』2012 年 12 月号、林修訳、

pp.32-35

三浦雅士「成熟の時、時の成熟――シルヴィ・ギエム・オ

ン・ステージ 2011」『ダンスマガジン』2012 年 1 月号、

pp.12-17

――、シディ・ラルビ・シェルカウィ「あらゆる動きにダン

スが潜む――『ゼロ度』から『テヅカ』まで、日本への熱い

視線」『ダンスマガジン』2012年 3月号、pp.58-63

――「マイヨー、フランスのエスプリ」『ダンスマガジン』

2012年 4月号、pp.38-39

――、バンジャマン・ペッシュ「プリセツカヤに学んだこと

――エトワール・ガラ、そして Love from Parisにこめた熱い

思い」『ダンスマガジン』2012年 4月号、pp.66-70

――、ベルニス・コピエテルス「私は彼のためにつくられた

――マイヨーに我が身を差し出したモンテカルロのミュー

ズ」『ダンスマガジン』2012年 6月号、pp.28-33

――、オーレリ・デュポン「ピナ・バウシュの啓示――ピア

ノに惹かれてバレリーナになった女の子の物語」『ダンスマ

ガジン』2012年 11月号、pp.58-64

渡邊守章「再び見出されたジュネ：基調講演『ジュネを読む

――その過去と現在』」『舞台芸術 16』、2012年、pp.12-19

――、浅田彰、鵜飼哲、根岸徹郎「再び見出されたジュネ」

『舞台芸術 16』、pp.20-29

――「劇場のジュネⅡ　ジュネを演出するということ」『舞

台芸術 16』、pp.59-71

――、根岸徹郎、森山直人「劇場のジュネⅡ」『舞台芸術

16』、pp.72-77

――、鵜飼哲、宇野邦一、浅田彰「ジュネにおける〈政治的

なもの〉」『舞台芸術 16』、pp.89-93

――「〈マラルメ・プロジェクト〉とは何か : 解題にかえて」

『舞台芸術 16』、pp.122-126

前号に続いて、文献目録をお届けいたします。原則として

2012 年内に刊行されたものを収録していますが、復刊第 3

号（2010 ～ 2011 年）までに洩れてしまった文献も同時収録

しております。会員間の交流に役立てていただければと思い

ます。（H）

【お詫び】

前号に下記の事実誤認がございました。謹んでお詫び申し上

げます。

（誤）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

（正）ステファヌ・マラルメ『マラルメ全集〈１〉詩・イ

ジチュール』松室三郎、菅野昭正、清水徹、阿部良雄、

渡辺守章編集、筑摩書房、2010年
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活動報告

2012 年度

●総会

2012 年 12 月 1 日（土）日仏会館 501 会議室

●シンポジウム・講演会　2012 年 12 月 1 日（土）

日仏会館 501 号会議室

テーマ：「錬肉工房『女中たち』上演の軌跡」

講演者：岡本章

●刊行物ほか

「コレクション　現代フランス語圏演劇」

04．Ph. 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．H. シクスー『偽証の都市、あるいは復讐の女神たち

の甦り』

15．F. メルキオ『ブリ・ミロ／セックスは心の病にして時

間とエネルギーの無駄』

会報　復刊 03 号（2012 年 11 月 30 日発行）

【お知らせ】

会員の堀切克洋氏が、「翻訳（不）可能な文化をめぐる旅

――ジャン = ミシェル・ブリュイエール『たった一人の中庭』

――」で、第 17 回シアターアーツ大賞を受賞されました。

シアターアーツ賞の大賞は実に８年ぶりということです。心

よりお祝いを申し上げます。

編集後記

「四月は残酷な季節で」と歌ったのは T.S.エリオットだっ

た、それとも、『荒地』はまるで違う出だしだったか、どっ

ちにしろ、大学にいたとき、それは当たっていた。でも、引

退したのに、とりわけ今年はわたしにはその感が強い。ひと

つには次々に舞いこむ訃報ゆえ。ほかはともかく、梅本洋一

さんのそれにはがっくりきた。かつてこの会報を編集した三

名のひとり、かれの力は大きかった。謹んで黙祷。諸氏もご

自愛を。そして、これは事務局長として書いておいたほうが

いいだろう、「コレクション・フランス語圏演劇」が最終局

面を迎えて喘いでいる。なかなか訳が出てこないのだ。不測

も不測、わたしはじりじり焦がされていく心境、老いたとは

いえ、無間地獄にはまだ早いのだ、たまらん、いい加減にし

ろ!!  それはともかく、会報もやっと三号雑誌の域を越えた。

依頼したものの頂けなかった原稿もあり、その点は残念だが、

これだけは朗報。以後もこの持続を願う。日仏演劇協会も、

先述のわが愚痴のごとく、組織ががたついているのかもしれ

ない、さりながら、会長の稿にある前史を継いで、会員諸氏、

全力を出して頂きたいと思う。事務局長がいつまでもつのか

はもはや自分でもわからないが、異国の演劇との関係性総体

の研究を、たとえば「国際演劇協会」の年報のようなレヴェ

ル、東京の業界でいま流行りの国際交流は額面のみ、そんな

情報装置にわたしはしたくはない、絶対に。沢山の書物が贈

呈される齢になり、頂いた本を読む機会も多々、啓発される

ことが依然莫大にある身だが、つい先頃思ったことを留保と

して口走れば、あまり「ボーダーレス」といわないほうがい

いと思う。各現場にボーダーがあるから面白いのだし、差異

がないなどはいまや予算獲得の絶好命題、どれだけの文献を

読もうと、どれだけの舞台を観ようが、風潮にすぎない、そ

んなご時世。わたしはそういう書や芝居になるほど色々教わ

るけれども、若干危惧を覚える。異なりがあったうえで、

「小さく」とも、この協会にいようと考えている。小さな現

場を担えない者にでかいことができるはずはないのだから、

と、これはなんの当てこすりでもない、つねにわが身に聞か

せ、自戒にしている身構え。そういう恊働が梅本洋一とはで

きたのだと、過去を振りかえるつもりもさらさらない、若す

ぎだとの嘆息はあれ、個々はひとりだ、いつも、そこで組む

のだ、なにごとかのため、それを忘れまい。

（佐伯隆幸）
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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。



日仏演劇協会　事務局（事務局長　佐伯隆幸）

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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