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　最近芝居を観に行くと、劇場に入ってすぐに気

がつく。多くは緞帳も幕もなく舞台が丸見えに
なっている。その舞台にほとんど舞台装置がない
こともある。芝居が昔、と言ってもここ 3、40 年
ほど前のものと比べてもかなり変わってきている
ことは、誰でもすぐ気付くことだろう。
　近頃は舞台上にがっちりと組んだ舞台装置、木
組みなどはめったに見られない。むき出しの舞台
があるだけ、そこに椅子や机があるのみのことも
多い。時にはその椅子なども開幕してから役者が
運んできたり、持ち帰ったりする。それも演技の
うちなのである。また装置の一部としての扉だけ
を運んできて、それが家の玄関あるいは部屋の入
口を表したりすることもしばしばある。その扉を
くぐったら家の中に入ったことになる。その動作
を補うかのように、場面転換を示す照明の変化も
頻繁に使われる。
　舞台の背景には映像が流され、まったく雰囲気
が変えられることもある。照明や映像によってこ
れまでのような舞台装置をまったく使わなくても
よいことさえある。そのあたりは演出家や美術担
当者の腕の見せ所でもある。映像をうまく使って
顕著な成果を挙げたのが、昨年暮れのクローデル

『繻子の靴』の京都公演（翻訳・演出：渡邊守章）
であろう。
　劇の内容面でも大きく変化している。とりわけ
古典ものを上演する時には往々にして、劇に外枠
を付け加えて構成したり、場面を入れ替えて構成
し直したりする。蜷川幸雄演出のシェイクスピア

『マクベス』が仏壇開きから始まったのを覚えて
おられる人は多いだろう。最近でも、例えば昨年
11 月の演劇集団円公演の『景清』（原作：近松門
左衛門、脚本：フジノサツコ、演出：森新太郎）
でも、平景清（橋爪功）が盲目となった自分の人
生を語る構成にその外枠を見た。
　これらの演劇を観るに当たっては、観客はかな
り想像力を発揮しなければならない。公演者側と

してはその場面転換を台詞で説明する愚を避けた
いし、観客に巧みに想像させなければならない。
これこそが現代の演劇であり、観劇の仕方、観劇
の醍醐味でもあろう。耳から聞こえてくる台詞と
合わせて、その芝居の分かりやすさ、解読しやす
さによって芝居の印象もすっかり変わってくるこ
とだろう。
　日本では近頃は演劇が非常に縁遠くなっている
人たちが多いらしい。古典と言われる歌舞伎や能
楽の話ではない。現代劇の話である。現代演劇を
観に行ったことがない人の比率が非常に多くなっ
ているという。実際、地方に住んでいる人にとっ
ては観劇する機会も少なく、「観劇」が遠い絵空
事のようになっているのだろう。それに加えて上
述の観劇の際に要する想像力も、慣れていない人
にとっては負担なのかもしれない。演劇の見方の
大きな変化によって、観客はまた敷居が高くなっ
たと感じているのだろう。もっと演劇を身近なも
のにはできないか。どうすればよいのか。いわゆ
る大衆演劇の分かりやすさがなければならないの
だろうか。
　フランスでは演劇がもっと身近にあり、観劇し
た舞台の面白さが日常会話の端々に上るものに
なっている。ある人が自分の観た数日前の芝居の
役者のうまさを強調すれば、道で出会った相手

（多くは近隣の人など）はその同じ芝居の別の役
者の良かったことをしゃべる。同じ芝居を観てい
るからこんなおしゃべりが成り立つ。パリに住ん
でいた 90 年代でもこのような光景に頻繁に出く
わした。しかしパリでさえもそんな光景が最近は
だいぶ減ってきているという。それでもまだ人々
が足繁く芝居を観に行っているから、近隣の人と
もこうして気軽に話せるのである。こんなことは
日本ではほとんど稀なことだろう。どこに違いが
あるのだろうか。演劇をもっと身近に引き寄せ、
普及させることにもっともっと工夫をし、力を注
ぐべきなのであろう。　　　（日仏演劇協会会長）

〈日仏演劇協会会報巻頭言〉

様変わりの演劇と観客

伊 藤 　 洋
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　昨年十二月に、京都で『繻子の靴』全曲版の日本初演を果たして帰ってきて、そういえば

佐伯は来なかったが、風邪でもこじらせていたのだろうかと思っていたところへ、夫人から

電話で、病状が急に悪化して亡くなったというお電話があった。十月二日の日仏演劇協会の

例会で、『繻子の靴』の演出のことを喋って、久しぶりに食事をし、「補聴器を変えたから大

きな声でしゃべらなくてもよくなった」と、にこにこしていただけに、ただただ茫然とする

ばかりであったし、事態の急変に、夫人のご苦労は如何ばかりかと、文字通り言葉もない有

様であった。

　思えば、佐伯隆幸という人の存在を知ったのは、遡れば、彼が学習院の院生であり、私は

非常勤のフランス語教師として教えに行っていた一九六〇年代の初頭のことかと記憶するが、

「演劇人」としての、いやより正確に言えば「闘う演劇人」としての佐伯隆幸の存在を知ら

されたのは、70 年代初頭からの、「黒テント」の活動以後である。もっとも、当時のジャル

ゴンで言えば「アングラ御三家」の内で、佐藤信率いる「黒テント」は、一番ご縁が薄かっ

たから、「大型テント芝居」になって、東京の郊外で、「黒テント」の入り口を睥睨してい

る「オフ・ホワイトの三つ揃え」を着込んだ「お兄さん」とは、余り口をきく機会もないま

まに過ぎたように思う。ただ、フランスの月刊誌『エスプリ』が、「日本特集」をするとい

うので、当時、中央公論の編集部にいた塙嘉彦がコーディネーターとなって、私は、いわゆ

る「アングラ御三家」、つまり唐十郎の「黒テント」、鈴木忠志の「早稲田小劇場」、そして佐

藤信の「黒テント」（正しくは「演劇集団 68 ／ 71」）を中心に、「演戯・肉体・言語――日本

の前衛劇における〈始原神話〉」という論考を、フランス語で書き、一九七三年の二月号だ

かに掲載されるという、「所謂アングラ御三家」との付き合いの中で、佐伯隆幸という存在

も、おそらく「運動体」の理論化のなかで、存在を増していったのであろうと、後になって

推測することになった。（因みに、なにしろ四十年も前のことであるから、この論文の日本語

版の初出を書いておくならば、『虚構の身体――演劇における神話と反神話』（中央公論社、

一九七八年）であり、フランスにおける日本の前衛劇分析としては、相変わらず唯一の資料

となっている。）

　一九七〇年代といえば、私が二度の長期フランス留学を終えて、一方では舞台の現場に接

近を始め、その最初の冒険が、観世寿夫たち、主として能狂言の役者と、新劇の舞台部が共

同制作をした「冥の会」で、アイスキュロスの『アガメムノーン』を一九七二年に、セネカ

の『メーデーア』を一九七五年に演出するという幸運に恵まれ、その間に、のちに学位請求

論文とする「クローデル論」を書き、三度目の長期フランス滞在を、パリ第三大学演劇研究

科の客員教授もするというアクロバットをしながらやり通し、挙句は、演劇集団「円」の企

画委員・演出家として、全面的に「舞台の現場」にコミットする時期であった。

〈追悼〉

佐伯隆幸副会長の死を悼む

渡 邊 守 章（日仏演劇協会名誉会長）
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　丁度この時期、つまり一九七〇年代に、佐伯隆幸は、フランス演劇の現場を追及するため

に、フランス滞在を企て、この時期のフランスの劇場の〈創造力〉と〈批評的言説〉とを、

彼自身の思考と言説の最も重要な〈場〉とするという、演劇人として大きな転換を果たす。

それは、現代演劇の分析家佐伯隆幸にとっては、極めて豊饒な体験の幕開けであり、「単にパ

リへ行って芝居を見て帰ってくる」というのではなく、舞台創造の現場と、その需要の実態

についての、多重的《視座》と《言説》とを手に入れたのである。時間的に言えば、少なく

とも暮から正月休みにかけての時期、そして一九七？年から二年近くに及ぶ「留学」が、彼

の生活の上でも、創造作業の上でも――その間に、病魔に侵されるという事態はあったにも

せよ――最も網羅的でかつ厳密な「演劇体験とその言説化」という作業に、文字通り「生き

甲斐」を覚えた時期であったろう。『二十世紀演劇の精神史―収容所のチェーホフ』（1982）

から『記憶の劇場／劇場の記憶――劇場日誌 1986~2000』(2003) へと、その十冊を超える《フ

ランス演劇の現在》に関する批評的証言は、著者の執拗さを情熱に変換した《エクリチュー

ル》の展開によって、ほとんど読むものを呆然とさせる《強度》に貫かれている。そもそも、

この時期には、「パリへ行って芝居を観る」という《作業》自体が、膨大なエネルギーを要求

する作業である。私自身の経験としても、「一週間の会議に招かれて行って、その期間中に十

本の芝居を観る」、というような「暴挙」が、要求される時代でもあったのだ。その意味で

は、「観て・書いた」というだけでも、「証言」としては貴重なのであるが、そこに彼特有の

「批評的視線」と「批評的エクリチュール」を絡ませる作業を見せられて、その実態の「容易

無さ」を知る者としては、この「アーカイヴ」を前にしただけで、ほとんど呆然自失、言葉

を失うほどであった。

　二十世紀の最後の四半世紀と、二十一世紀の最初の十年ほど、この間のフランスの劇場で

起きていたことを知るには、フランス語で書かれたものの中にさえ、これほどのスケールと

丹念さと、さらには批評的視座を保ってきた書物はないと思われる。この「エクリチュール

の闘い」に比べれば、彼が、晩年というには早すぎる時期に、責任者となって刊行した現代

フランス語圏演劇の翻訳などは、敢えて暴言を吐くならば、彼でなくともできたのではない

かと思う。そして、実作の上で、彼が情熱の対象としたコルテスの戯曲の翻訳と上演も、果

たして彼の抱いたコンセプトやイメージに応えるものであったかも、疑問は残る。敢えて言

えば、残された者たちの、挑戦すべき豊饒な荒野を、とにかくそこに開いて見せてはくれた

のである。

　プランション、シェロー、ヴィテーズという、年代上のずれはあるが、しかし「五月革命」

の後で、「公式の前衛」と認められる世代より前の、つまり、バロー、ヴィラールによって代

表される「第二次大戦後演劇の先駆者」の作業と舞台によって、二十世紀のフランス演劇と

付き合いだした者にとっては、「70 年代以降」を起点にして熱っぽく語る佐伯隆幸の言説は、

時として異国の地の舞台のような錯覚を抱くことも事実である。しかしそれは、なにもフラ

ンスの劇場で起きていることには限らない。日本の能楽堂でも歌舞伎劇場でも起きているこ

とであり、その意味でも、佐伯隆幸が、それこそ「身命を賭して」書き綴った「フランス演

劇の現在」は、他に類を見ない、貴重な証言なのである。
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　本会報の校正など準備をしている 2017 年 1 月、突然衝撃的な訃報が舞い込んだ。佐伯隆幸

副会長が 21 日早朝、急性虚血性心不全で亡くなったというのである。ほとんど突然死だった

とか（享年 75）。私が会長に就任して、これから日仏演劇協会の方向や進め方などで教えを

請い、何かと頼ろうと思っていた矢先の副会長の死とは、哀惜の念断ちがたく無念の限りで

ある。日仏演劇協会としても、親しくしていただいていた私個人としても、心からお悔やみ

を申し上げ、哀悼の意を表する次第である。

　思い出してみると、昨年 12 月初めにたまたま上野の劇場で一緒になり、駅までの帰り道で

歩きながらしばらく話をしたのが最後だったようである。お互いに芝居好きということもあ

り、それまでも劇場ではしばしばお会いしていた。その時は「京都に『繻子の靴』を観に行

くから、またあちらで会いましょうよ」と言われたが、彼の日程を聞くと私の日と異なり、

結局会えそうもなかったのであるが。『繻子の靴』の京都公演は 12 月 10 日（土）と 11 日

（日）で、佐伯さんは 10 日、私は 11 日観劇の予定だった。実際に京都に行ってから、会場で

出会った本会の事務局長、根岸徹郎さんに「昨日、佐伯先生が見えただろう？」と尋ねたと

ころ「お見えになっておられなかった」とのことだった。何か用事ができてお出でにならな

かったのかな、と思っていた。

　あとで奥様に伺うと、彼は京都行きの前に少し具合が悪かったので京都行きを諦めたとの

ことだった。佐伯さんはクローデルの『繻子の靴』（翻訳・演出：渡邊守章、出演：剣幸、石

井英明ほか）を見たがっていたし、実際今回の舞台は、成功作と言えるものだったから、さ

ぞかし残念なことだっただろう。

　3 月 29 日（水）に佐伯隆幸追悼講演会「演劇人佐伯隆幸とは誰だったのか」（講演者：佐

藤信、高橋治男、渡邊守章諸氏）があり、そのあと「思い出を語る会」も開かれた。予想以

上に多くの方々が集まったようであるが、それだけ慕われ、幅広く話題をまいた存在だった。

あちらでは今や安らかに、余り人に噛みついたりせず穏やかに、お休みになるよう願ってい

る。謹んでご冥福をお祈りし哀悼の心を捧げたい。合掌

〈追悼〉

佐伯隆幸先生の訃報に接して

伊 藤 　 洋
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反植民地主義闘争とギリシャ悲劇

　セゼール劇の中心的テーマは、植民地支配や奴

隷制に叛逆する英雄的指導者と、近代化について

いけない民衆との間の矛盾と葛藤であり、指導者

の自己犠牲的な死と象徴的な再生を通した民衆の

覚醒にある。

　しかし、セゼール劇には、もう一つ別の次元が

開かれている。それは文化とは何かを問う次元で

あり、劇全体が世界への眼差しそのものを問う構

造を内包している。セゼールを語るジャン＝マ

リ・セローの次の言葉が、この最後の点をうまく

説明してくれる。

　　伝統的な人間主義（humanisme）は永遠に西

洋であり、決定的な点において西洋であると思

い込んでいたのですが、別の人間主義によって

不意に問い直されているのです。

　エメ・セゼールは、学生時代にニーチェの『悲

劇の誕生』を愛読していた。彼の演劇の源泉の一

つがそこにあることは間違いない。更に、シェー

クスピアへの参照もあり、ジャン＝マリ・セロー

との協力の中ではブレヒト劇を取り込んでいっ

た。グアドループの詩人ロジェ・トゥムソンは、

『劇作家エメ・セゼール』の中で、セゼールのド

ラマツルギーを次のように要約している。

　　ギリシャ悲劇とシェークスピア劇の無意識的

記憶が、ニグロアフリカの文化的遺産から来る

発想によって脚色されている。

詩と政治を結ぶ言語空間としての演劇

　ここで、セゼールの生涯を、演劇作品に手を染

めるまでを中心にして、簡単に振り返っておこう。

　エメ・セゼールは、1913 年にカリブ海のマル

ティニック島で生まれている。1931 年にバカロ

レアを取得すると、フランス政府給費留学生とし

てパリに留学、セネガル出身のレオポル＝セダー

ル・サンゴールやギュイエンヌ出身のレオン＝ゴ

ントラン・ダマスらと出会い、黒人のための新た

な文学創造を目指す活動を始める。その 8 年間の

留学の中で、物質的不如意に苦しみながら書き上

げたのが、代表作となる長編詩『帰郷ノート』で

ある。1939 年、彼は妻に娶ったシュザンヌと共

にマルティニックに帰島。リセの教員として生計

を立てる一方、雑誌『トロピック』Tropiques を

仲間と創刊し、第 2 次世界大戦中の閉塞した状況

の中で、島の知識人たちに強烈な刺激を与える。

　大戦後、セゼールはフォール・ド・フランスの

市長および国会議員として政界に入り、共産党に

所属する政治家としてフランス本国とマルティ

ニック島の格差の改善に努める一方で、ネグリ

チュードの指導的な詩人として創作を続け、アフ

リカ諸国との友好関係を深めつつ政治・文化活動

を繰り広げる。大戦後から 1950 年代、1960 年代

が、文学者として、また政治家としてきわめて広

範な影響力を及ぼした時代である。

　エメ・セゼールの劇作品は主に 1960 年代に書

かれている。詩人として出発した彼にとって、詩

はなによりも認識を深める道具だった。それに対

して、演劇は詩（認識）と政治（現実への働きか

け）を結びつけ、より多くの人々に言葉を届ける

ための手段だった。

詩から演劇へ

　セゼールは 1960 年代よりもはるか以前から、

ある劇詩を何度も書き直していた。それが『そし

て犬たちは黙っていた』という長篇詩劇で、1948

年刊行の詩集『奇跡の武器』の後半を占めてい

る。

　主人公は「叛逆者」と呼ばれ、固有名詞を与え

られていない。全体は、「叛逆者」が自己の使命

エメ・セゼールの演劇

立 花 英 裕
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自体が文化的事象なのです。

　以上のような見方でアフリカの新興国家群を見

るなら、その多くは国家組織を一応備えているか

もしれないが、肝心のネイションが不在であり、

その前提条件になる文化が脆弱であると、セゼー

ルは考えていた。

　この劇において特筆すべき点は、ハイチ民衆の

登場である。材木流しの筏乗りや、道化師ユゴナ

ン、ヴォドゥの死神バロン・サムディ（ユゴナン

が演じる）など、ハイチの人々の歌、口上、迷

信、信仰が数多く登場する。そして、近代化への

絶望的な努力の中でクリストフ王は、ついに進退

極まって自死を選ぶ。彼は部下に対し自分の遺体

からヨーロッパ風の衣服をはぎ取り、洗って清め

るように命令する。王は最期に民衆の懐、すなわ

ち、共同体の文化へ戻るのである。

　この作品の基本的構造は『そして犬たちは黙し

ていた』にきわめて類似している。「叛逆者」に

見られた死の象徴性と神話性がクリストフ王の死

にそのまま受け継がれているからである。おそら

く、指導者の自己犠牲的死は古い象徴交換を新し

いそれへと更新させ、共同体文化と近代的価値観

を融合させる作用を引き起こすことが求められて

いる。

『コンゴの一季節』

　コンゴ民主共和国の初代首相パトリス・ルムン

バを主人公としている。『クリストフ王の悲劇』

が歴史的ネグリチュードの劇だとすれば、『コン

ゴの一季節』は、現代のネグリチュード劇と言え

るだろう。初演は、ブルッセルにおいて 1967 年
3 月 30 日にルュディ・バルネ Rudi Barnet の演出

でなされている。パリでは、同年 10 月にジャン

＝マリ・セローが上演している。ベルギーがコン

ゴの宗主国であったせいだと思われるが、批判的

記事が多く、ルュディ・バルネの言によれば、彼

の交わしていた契約が理由もなく次々に破棄さ

れ、約 2 年間、演劇の仕事を干された。一方、10

月 10 日付けのル・モンドはパリでの上演をきわ

めて好意的に評している。

　劇は、コンゴ独立直前のレオポルドヴィル、そ

の猥雑な都市空間から始まる。パトリス・ルムン

バは、肝の据わったナショナリストで政治活動に

に目覚め、牢獄で自己犠牲的な死に至るまでの過

程が荘重な調子で描かれており、隠喩が散りばめ

られた詩的性格と演劇的性格を兼ね備えている。

この作品は、更に書き改められ、1956 年に戯曲

として独立して出版されている。初演は 1954 年

にパリでなされるが、不評だった。とはいえ、こ

の作品は、セゼールがオラトリオとも呼んでいる

が、詩から戯曲への足どりを如実に示している。

彼の創作展開において鍵となる性格の作品で、セ

ゼール劇のエッセンスが凝縮されている。

1960 年代の演劇活動

　劇作家としてのエメ・セゼールが、そのエンジ

ンを全開にさせるのが、1960 年代である。この

時期の 3 つの作品をまとめて示しておこう。

1.『 ク リ ス ト フ 王 の 悲 劇 』La tragédie du roi 

Christophe 1963 年。

2.『コンゴの一季節』Une saison au Congo　1967 年。

3．『もう一つのテンペスト』Une tempête（ニグ

ロ演劇のためのシェークスピア『テンペスト』

の翻案）	1969 年。

『クリストフ王の悲劇』

　1963 年にプレザンス・アフリケーヌ社から出

版されている。初演は、ジャン＝マリ・セローの

演出によって 1964 年 8 月にザルツブルグ演劇祭

においてなされ、翌年、パリのオデオン座におい

ても上演されている。

　ハイチ独立の英雄の一人、アンリ・クリストフ

を主人公とし、その挫折を通して、黒人国家建設

の問題、指導者と民衆、あるいは民衆文化と近代

化改革との間の軋轢が扱われている。周知のよう

に 1960 年は「アフリカの年」と呼ばれ、アフリ

カではこの年の前後に多くの独立国が誕生する。

『クリストフ王の悲劇』は、新興国が脱植民地化

の過程で直面する困難を、最初の黒人共和国と言

われるハイチを舞台にして取り上げている。エ

メ・セゼールにとって、脱植民地化は政治だけで

は解決できない位相をもっていた。ある講演の中

で、彼は次のように語っている。

　文化を作るのがネイションだと言うのではな

く、おそらく、ネイションを作るのが文化だと

言わなければならないのです。ネイションそれ
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従事していたが、ベルギー・ビールを売る商人で

もある。劇は、ルムンバが広場でベルギー・ビー

ルの能書きをベルギー本国への皮肉もこめて舌滑

らかにまくし立てるところから始まる。そこに街

の人たちの声が混じり、女たちの声と歌が混じ

る。舞台は展開が速く、明と暗が交錯しながら、

ルムンバの殺害へと至る。裏切りによって権力の

座についた独裁者モクツは、首都の最もにぎやか

な大通りにパトリス・ルムンバの名をつけ、彼を

祖国の英雄に祭り上げる一方で、ルムンバを慕い

モクツに反感をもつ群衆の虐殺を命じる。

　セゼール劇において、パトリス・ルムンバは、

トゥサン・ルーヴェルチュールやクリストフ王と

同様、自己犠牲によって民衆を目覚めさせる預言

者である。劇作は、コンゴ動乱についての正確な

情報に依拠している（近年の新資料はセゼールの

見方を強化している）。その洞察の深さと簡潔で

濃密な形象力によって、21 世紀においても、こ

の劇は古びるどころかますますアクチュアルにな

り、古典的な寓意性をさえ獲得している。

『もう一つのテンペスト』

　この作品は、日本でもっともよく知られたセ

ゼールの戯曲かもしれない。

　エメ・セゼールは、『コンゴの一季節』の後に、

『熱い夏』Un été chaud というタイトルの劇を構

想していた。そこでは、アメリカ合衆国の黒人問

題が扱われるはずだった。ところが、まもなく

ジャン＝マリ・セローからシェークスピア『テン

ペスト』の翻案を依頼され、結局そちらに取りか

かる。こうして日の目を見たのが、『もう一つの

テンペスト』である。初演は、1969 年 7 月、チュ

ニジア・ハマメットのフェスティバル。

　この作品には、きわめて多様な要素が流し込ま

れている。

　一つは、アメリカ合衆国の公民権運動を仄めか

す要素。キャリバンの「わしを X	と呼んでくれ」	
« Appelle-moi X » という言葉は、キャリバンがマ

ルコム	X に対応していることを暗示しているし、

アリエル（ここではフランス語読みで表記）は

マーチン・ルーサー・キング（1968 年に暗殺され

た）に対応しているようである。実際、エメ・セ

ゼールは、『マガジン・リテレール』に掲載され

たインタヴューの中で次のように明かしている。

　　プロスペロは島を征服すると、直ちに、主人

と従僕の関係を打ち立てます。［…］プロスペ

ロの支配を前にしたとき、対応の仕方は幾つか

あるでしょう。暴力的な態度もあれば非暴力的

な態度もあります。マーチン・ルーサー・キン

グもいれば、マルコム	X もいるし、ブラック・

パンサーもいるのです。

　この劇は、反植民地主義闘争や反人種差別闘争

には暴力的なやり方もあれば、非暴力もあり、被

支配者側の様々な反応がありうることを暗示して

おり、劇の中で交わされる言葉は、セゼールの

『植民地主義論』に通じている。

　他方、最近の生成研究の成果によって、エメ・

セゼールがジャン＝マリ・セローと何度も打ち合

わせを重ねながらテキストを書き換えていったこ

とが明らかになっている。それによれば、ゴンザ

ロは当時の海外県大臣にあたり、フランス政府の

海外県やアフリカ政策への批判が劇中に込められ

ている可能性がある。プロスペロは島 ( マルティ

ニック ?) に支配者として居残るが、実質的な支

配権を握るのはむしろキャリバンなのであり、そ

れが最後のセリフ「自由」につながっている。

　また、セローによる書き込みからは、サミュエ

ル・ベケットの『勝負の終わり』を下敷きにして

いることが判明している。プロスペロとキャリバ

ンの果てしない対話は、そこから着想を得ている

のだろう。エメ・セゼールは、『もう一つのテン

ペスト』においてニーチェ・ブレヒト路線から、

悲劇性を弱めた不条理劇に移行したのである。

結び

階級闘争と反植民地主義闘争の間

　エメ・セゼールは、1956 年にフランス共産党

と決別している。反植民地主義闘争の論理は古典

マルクス主義的な階級闘争に還元しえず、固有の

文化的論理をもっている。セゼールに言わせる

と、共産党にも差別意識が見られ、ヨーロッパ中

心主義の域を出ていなかった。セローは、セゼー

ル劇に「別の人間主義」を見ていたが、セゼール

は、演劇を通して階級闘争に還元しえない植民地

の文化問題を提示し、世界への眼差しを変えよう

としたのである。
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　最初のフランス留学は 1977 年の夏から 1981 年

の春まで。研究テーマとして選んだのが当時ほと

んど一冊も新刊で作品を入手できないベルギー世

紀末のマイナー・ポエトだったため、その大半は

リシュリュー街の、今は懐かしい（旧）国立図書

館（BN）で過ごした。完全にゼロからの出発で、

先ずは DEA 取得という課題もあっていつも時間

に追われていたし、もとより一給費留学生に潤沢

な資金などあるわけもなかったから、芝居だ、音

楽会だ、展覧会だ、映画だと、豊かなパリの文化

的環境にアンテナを張り巡らして泳ぎ回ることな

どかなうはずもない、単調な毎日だった。

　そんな中、元来が歌好きだったこともあって、

ガルニエ宮の（旧）オペラ座だけはほぼ唯一の例

外で、BN を抜け出しては何時間も行列をして前

売りの安い席を買い求め、疲れたからだを厭わ

ず、何度も足を運んだものである。そこで初めて

観たのがペーター・シュタイン演出の「ラインの

黄金」、確か着いた年の暮だったと思う。出発前、

大学院の渡邊守章先生の授業でワグナーや「ニー

ベルングの指環」について色々お話しを伺ってお

り、マラルメの「ワグナー論」の講読の教室にも

顔を出していたので、どこかで目に留まって、直

ちに駆け付けたのである。当時のオペラ座の支配

人はロルフ・リーベルマン（そのことを知った

のは帰国後のことだったが）、その下でクラウス

＝ミヒャエル・グリューバーが「ワルキューレ」

を、ジョルジオ・ストレーレルが「フィガロの結

婚」を、パトリス・シェローが「ホフマン物語」

をと、綺羅星のごとき才能ある演出家たちが次々

と多彩な舞台を展開していた。だから、単なる無

邪気なまぐれあたりでも、思えば大きな僥倖だっ

たわけだ。中でも複数回通った数少ない演目が、

ジョルジュ・ラヴェッリ演出の「ペレアスとメリ

ザンド」だった。

　最初にこのドビュッシーの名高いオペラを観た

のは翌 1978 年の 4 月、昼間 BN でメーテルラン

クの原作を読んで「予習」をし、その夜に観に

行った。もう 40 年近くも昔のことであるし、手

許にヴィデオがあって見直せるわけでもないか

ら、「思い出の舞台」といっても、上演プログラ

ムとリーベルマンに捧げられた 2 冊の写真集 1）

をめくりながらの断片的な回想で、現在時に引き

付けて改変されたものになってしまうかもしれな

いが、開幕から終演まで一気に時間が経過したこ

とだけはよく覚えている。

　舞台は仄暗い銀色の照明に染められた、黒と白

を基調とする幽玄の世界、影絵のような中世の古

城を背景に、黒子でもある侍女（に扮した黒衣の

男？）たちが浮遊するように見え隠れする幻想的

な雰囲気の中、登場人物たちが、セルジュ・ボー

ド指揮のオーケストラの演奏の下、過度に「劇

的」にならずに、淡々と静かに歌い、演じていた

情景を思い出す。ロジェ・ソワイエのアルケル、

ジョスリーヌ・タイヨンのジュヌヴィエーヴ、リ

チャード・スティルウェルのペレアス、そしてフ

レデリカ・フォン・シュターデのメリザンド…。

　この戯曲――といっても音楽なしの芝居として

上演されることはまれだし、パリで一度観たきり

であるが――というかこのオペラは、齢の離れた

若い妻と同じく若い異父弟の道ならぬ恋と、それ

に悩み、嫉妬に苦しむ夫＝兄の心理と情念の、そ

れ自体はありふれた運命的な悲劇を核に、メリザ

ンドという、どこか現実離れした正体定かなら

ぬヒロインをめぐる謎めいた物語を綯い合わせた

もの、といえるだろう。解釈が大きく分かれるの

は、このヒロインの存在をどこまで重視するか、

またどのように造型するか、という点ではない

か。

　メリザンドとは何者なのか。ラヴェッリの舞台

思い出の舞台
ジョルジュ・ラヴェッリ演出「ペレアスとメリザンド」

遠 山 博 雄
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は、終幕で黒眼鏡のアルケルがほのめかすよう

に、死の気配漂う中世の古城に引き込まれ、閉じ

込められて、生きることの居心地の悪さに耐えて

いる異界からの迷い人、という読みに支えられて

いたと思う。プログラムの中でメリザンドはどこ

か東方の姫ではないかと自身語っている演出家

は、幻視者たる長老の叡智を共有していたのであ

ろう。私はこの読みに共感を覚える。舞台に置か

れた大きな円い銀盤の泉――若い二人がはじめて

心を通わせ、また破局の直前に激しい愛の告白を

する盲人の泉――、メリザンドの流れ落ちるよう

な髪、海に浮かぶ小舟のようなその死の床、あ

の夢幻的なセノグラフィーから私が濃厚な水の存

在を感じ取ったのは、ごく自然なことだったと思

う。メリザンドは水という異界からの越境者だっ

たのではないか。そう考えれば、時として不可解

なその言動も何とか説明がつく。もちろんゴロー

のマッチョな暴力も血の殺戮も演じられたはずだ

が、全く記憶にない。嫌いなものは忘れるという

ご都合主義の功徳である。

　留学の 2 年目、無事 DEA を終え、自由な読書

時間を得て、やはり BN で世紀末期のメーテルラ

ンクの戯曲群を読んでいた時に、水とその娘のよ

うなヒロインたちというテーマに逢着したのは、

あの舞台がヒントになっていたのか、それともは

じめて原作を読んだ時にすでに漠然と感じ取って

いたのか、もう定かではない。が、メーテルラン

クの物質的感受性を消化したようなラヴェッリの

舞台は、今にして忘れがたい印象を残している。

＊

　それはそれとして、ずっと後になって観た生の

舞台は 2 本、1993 年のピーター・ブルック演出

の「ペレアスの印象」（ブッフ・デュ・ノール劇

場）と 1994 年のペーター・シュタイン演出のも

の（シャトレ・パリ音楽劇場）である。後者は

原作の世界をある程度残した上で、緻密に組み立

て、じわじわと追い詰めていく心理劇、ブルック

の短縮版はさらに神秘性をはぎ取った過激な人間

劇だった。しかしながら、両大家の舞台であって

も、親近感を覚えることはなかった。

　昨今、あるいはこちらの解釈の方が主流で、異

界と斯界の接点を作るようなラヴェッリ版の方が

異端なのかもしれない。メリザンド＝カマトト悪

女説というのもあるくらいだ。しかし、だからと

いって、メリザンド＝英国貴族社会に潜り込んだ

娼婦 2）だの、全てはメリザンドの性的妄想とオ

プセッシヨンのなせる一夜の夢 3）などという「解

釈」は、まさに荒唐無稽としか言いようがない。

メーテルランクがもしもそんな上演に立ち会って

いたら、それこそ卒倒するか憤死してしまうので

はないか。この作品が、どう考えてみても戯曲よ

りはドビュッシーの音楽に力によってフランス・

オペラの定番として毎年のようにどこかで舞台に

かけられている現状を思えば、演出家としても何

とか新機軸を打ち出そうと腐心しているのかもし

れないが、もうとてもついて行かれないという心

境である。この種の舞台を（ヴィデオや TV 放映

で、ではあっても）観たことを早く忘れてしまい

たいと思うのは、やはり齢のせいなのだろうか。

してみれば、初めて目の当たりにした舞台がラ

ヴェッリのそれで、かつ自分自身がベルギー象徴

主義の研究に取りかかっていた時期と重なってい

たことは、リーベルマンの時代にパリに居られた

ことと共に、やはり大きな幸運だったのだろうと

思う。

1）	Rolf Liebermann en passant par Paris Opéras, Éditions 

Gallimard, Paris, 1980; L’Ère Liebermann à l’Opéra de 

Paris, BnF, Gourcuff Gradenigo, Montreuil, 2010

2）	グレアム・ヴィック演出、グラインドボーン音楽

祭、1999 年

3）	カティ・ミッチェル演出、エクサンプロヴァンス

音楽祭、2016 年
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〈わたしの一冊〉

Le théâtre professionnel à Paris. 1600-1649, Étude par 
Alan Howe. Documents analysés par Madeleine Jurgens 
et Alan Howe. Transcriptions par Andrée Chauleur et 
Pierre-Yves Louis, Paris, Centre historique des Archives 
nationales, 2000

戸 口 民 也

　17 世紀前半といえば、フランスにおいて演劇

が社会的な地位を固めた時期である。題名からも

うかがえるように、俳優という仕事が「職業」と

して成立するようになっただけでなく、ピエー

ル・コルネイユの例でもわかるように、すぐれた

劇作家であることが社会的名声をもたらすように

なった時期でもある。そのことはコルネイユ自身

が『舞台は夢』L’Illusion comique（1635 年初演）

のなかで、登場人物の口を借りながら高らかに歌

い上げている通りだ。「今や演劇は、非常に高い

地位にあるのじゃ。だから、みんなが熱愛してお

る。あなた方のころには軽蔑されておったがの。

今日では、知識ある人たちみんなの愛好するもの

でな。パリの話題、地方の憧れじゃ。王侯の好む

最も楽しい娯楽だし、一般の人たちの無上の楽し

みでもあり、貴族方の気晴らしでもある。数ある

娯楽のうちでも第一のものとなった。（…）非凡

な才能の持ち主が、夜を徹して劇作に励む。芸術

の神アポロンに最も美しいまなざしで見染められ

た人たちが、巧みな芸の一端を披露する。人間を

富で推し測らねばならぬなら、演劇も収入の良い

職業の中に入ろう」（第５幕最終場、伊藤洋訳）。

　上に紹介した題名等からも推察されるよう

に、Le théâtre professionnel à Paris. 1600-1649 は

国立文書館 Archives nationales に保管されている

パリの公証人の記録のなかから、17 世紀前半に

おける演劇の関わる文書のうち、俳優・劇団に

関する文書を集めたものである。なお参考まで

に付け加えれば、同じく 17 世紀前半のパリの

公証人記録のうち劇作家に関する文書は、本書

の姉妹編ともいうべき Écrivains de théâtre. 1600-

1649, Documents réunis et présentés par Alan Howe, à 

partir des analyses de Madeleine Jurgens, Paris, Centre 

historique des Archives nationales, 2005 に収録され

ている。

　公証人の記録に基づく演劇研究といえば、古く

は Eudore Soulié, Recherches sur Molière et sur sa famille, 

Paris, 1863 があり、20 世紀に入ってからは S. Wilma 

Deierkauf-Holsboer や Madeleine Jurgens の 仕 事

をあげることができるだろう。なお、Le théâtre 

professionnel à Paris と Écrivains de théâtre の両方

で Howe を支えていたのも Jurgens である。こう

した一次資料の発掘という地味な仕事が演劇研究

の進展にどれほど貢献しているか、説明の必要は

ないだろう。

　さて、Le théâtre professionnel à Paris の構成だが、

前半は Howe による研究（劇団・俳優たちの半世

紀にわたる活動をたどったもの）、後半は 458 点

の文書の Analyses（要約）と、そのうちとくに重

要な 20 点の Transcriptions（全文転写）からなっ

ている。文書の中には未刊文書 documents inédits

が数多く含まれており、それが新たな発見につな

がっている。ひとつだけ例を上げて紹介しよう。

　Transcription VII はフランスにおける職業俳優

の先駆者ともいうべきヴァルラン・ル・コント

Valleran Le Conte が 1615 年 10 月 22 日にパリで

で新たに劇団を結成したことを記した文書で、そ

の資料的価値は極めて高い。というのも、これま

で長いあいだ、ヴァルランは 1612 年を最後にパ

リを離れてオランダに赴いたあと、間もなく死ん

だものと考えられていたからである。しかし、こ

の文書が見つかったことで、彼は 1615 年にもま

だ活動を続けていたことが確認されたわけであ

る。またこの文書によって、これまでは仮説にと

どまっていたことだが、ヴァルランが 1613 年か

ら 1614 年にかけてハーグ Den Haag/La Haye、ヘ
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ント Gent/Gand、カンブレ Cambrai などで演じて

いた可能性がほぼ確かなものとなったのである。

　そればかりではない。新たに結成された劇団は

「悲劇、喜劇、田園劇その他の劇を演じる」と文

書に記されているが、そのレパートリーにはアレ

クサンドル・アルディ Alexandre Hardy の 12 編の

戯曲（悲劇 6 編、田園劇 2 編、幕間劇 3 編、ジャ

ンル不詳の劇 1 編）が含まれていることが、こ

の文書の 2 日前に締結された 1615 年 10 月 20 日

の売買契約書（analyse 166）と突き合わせること

によって明らかとなった。しかもその 12 編は、

ヴァルラン劇団に加わっている俳優クロード・

ユソン Claude Husson が所有者であることも文書

VII に記されている。Deierkauf-Holsboer によれば、

ヴァルラン・ル・コントが座長として所有してい

数々の戯曲は、アルディの戯曲を含め、すべて弟

子の俳優ベルローズ Pierre Le Messier, dit Bellerose

が受け継いだものとされていたが、この説は覆さ

れたのである。しかも 1615 年 10 月の劇団協約に

はベルローズの名前は記されていない。つまり、

ベルローズは師匠ヴァルランの劇団を引き継いで

いるわけでもない、ということだ。

　話は変わるが、実は私も Archives nationales や

アンジェ Angers にあるメーヌ・エ・ロワール県

立文書館 Archives départementales de Maine et Loire

で公証人記録を調べた経験がある。すでに長いこ

と中断したままだが、私はヴァルラン・ル・コン

トの生涯をたどりつつ論文を書いていた。そのさ

い、Deierkauf-Holsboer が取り上げていたある文

書の日付に疑問をもち、パリに滞在する機会を利

用して Archives nationales を訪れ、問題の文書を

実際に手に取ってみたのである。その結果わかっ

たことは「17 世紀フランス演劇史研究ノート ― 

1598 年パリ：古文書の読み違いをめぐって」と

題して論文にまとめ、私のホームページに掲載し

ているので、興味のある方はお読みいただきたい。

　とにかくこれが事の発端で、その後はパリやア

ンジェに一定期間滞在する機会を得るごとに文

書館に通い、あわよくば未刊資料の発掘も期待

しつつ、400 年前の文書の束を１枚ずめくったり

したものだ。私の文書館通いは 1980 年代末から

1990 年代後半まで、断続的に細々と続いた。限

られた時間しか使えなかったので、作業にあたっ

た日数は延べにしてパリとアンジェそれぞれで

15 日程度にすぎない。それでもパリでは 50 点ほ

ど、アンジェでも 2 点の未刊文書を見つけ出すこ

とができた。パリで私が見つけた文書のなかには

Le théâtre professionnel à Paris に収録されているも

のもある（analyses 2, 3, 5, 6 [transcription I], 13, 19, 21 

[transcription II], … など）。Howe の仕事には質量

ともに遥かに及ばないが、同じ時期に同じような

ことを彼もしていたのだと思うと、感慨を禁じ得

ない。

　ところで、私がアンジェで見つけた未完文書２

点のひとつはアレクサンドル・アルディが名前を

連ねている劇団協約文書（1600 年 3 月 22 日）で、

アルディ関連の文書資料としてはこれまで確認さ

れているどの資料よりも古いものだった。しかも

アルディは作家ではなく俳優として劇団に加わっ

ており、また劇団の座長はヴァルラン・ル・コ

ントではなく、ラ・ポルト Mathieu Lefebvre, sieur 

de La Porte だった。これは、アルディは 1597-98

年から 1612 年までずっとヴァルランの座付き作

者を務めていたとする Deierkauf-Holsboer の主張

とは明らかに食い違うものである。さらにこの劇

団には、先に紹介したように 1615 年 10 月の時点

でアルディの戯曲 12 編の所有者とされている俳

優クロード・ユソンも加わっていた。この二人の

関係が 1600 年にさかのぼることが、ここから明

らかになったわけである。

　しかもこの話には後日譚がある。アンジェの文

書の transcription を私のホームページに掲載して

おいたところ、それを Howe が見つけ出し、自分

の論文で利用したいとメールで連絡してきてくれ

たのである。もちろん私は即座に快諾した。後日

Howe が送ってきてくれた論文は、私にとって良

い記念となっている。

　公証人の記録をはじめとする文書の発掘は今後

も続けられるはずである。Archives nationales に

保管されている膨大な文書のうち、まだ誰にも気

づかれていない文書が残っていないと断言するこ

とはできないし、パリ以外の都市でも文書館で

眠ったままの記録は必ずあるはずだ。今の私に

は、文書発掘のための時間も手段も事実上ない。

Howe のような研究者がこの仕事を続けてくれる

ことを心から願っている。
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〔若手研究者よりの報告〕

『ジハード』翻訳雑感：グローバリゼー
ションをめぐる卓越した思想劇

田 ノ 口 誠 悟

　6 月に、戯曲翻訳のお話を頂いた。ベルギー

の劇作家イスマエル・サイディの『ジハード』

（Ismaël Saidi, Djihad）である。近年フランス語圏

で問題になっている、イスラム過激派に共感し、

その中東地域での戦闘に参加する移民の若者達を

描いた作品で、12 月に東京芸術劇場で上演する

という（リーディング公演、国際演劇協会日本セ

ンター主催「紛争地域から生まれた演劇」）。

　私の専門は 20 世紀フランス演劇研究であり、最

近は劇作家ジャン・ジロドゥと演出家ルイ・ジュー

ヴェの仕事を、同時代における国際文化交流・多文

化主義の流行の観点から語り直す博士論文の執筆

を進めている。『ジハード』は、「移民」という多文

化的存在を扱っている点で、そのような私の関心に

重なる作品だと思い、翻訳をお引き受けすることに

した。また、近年欧州で頻発しているイスラム系移

民による大量虐殺事件に私も興味を持っており、翻

訳、上演を通してこの問題について理解を深めるこ

とができるのではないかとも思った。

　初めての戯曲翻訳であること、また、現代ベ

ルギー社会、移民問題についての知識の欠如も

あり、作業は困難を極めた。ご迷惑をおかけし

た演出の瀬戸山美咲さんをはじめとする『ジハー

ド』座組の皆さんにはこの場を借りてお詫び申し

上げる。しかし、難産ではあったものの、モロッ

コ系移民二世である作者がマリーヌ・ル・ペンの

排外主義的言説に突き動かされて書いたというこ

の物語に、私はすっかり魅了されてしまった。こ

の春出版された『国際演劇年鑑　戯曲集』に本作

の「解題」を執筆しているので、作品の詳説はそ

ちらに譲るが、「移民問題」を、宗教対立や民族

対立といった、イデオロギーの問題としてではな

く、個人のアイディンティティの問題として描い

ている点が面白いと思った。「同胞」であるイス

ラム教徒を守るべく、欧米の軍隊との戦いに出発

する移民二世の主人公三人は、実は祖国の宗教・

文化をほとんど忘却してしまっている。かといっ

て出生国ベルギーでは、その外見から永遠の他

者として差別される。彼らは、アッラーの教義に

も、ヨーロッパの伝統文化にも完全に同化できな

いまま、レコード・ミュージック、マンガ、ゲー

ムといった、匿名的ポップ・カルチャーを心の

よりどころにして生きている。主人公たちが「ジ

ハード＝キリスト教世界との戦い」に参加するの

は、そんな自らの脆弱なアイディンティティをイ

スラム原理主義のイデオロギーによって再建する

ためなのである。しかし「異教徒」との戦闘の中

で次々と仲間が死んでゆくのを見るうちに、特定

のイデオロギー、政体（それがイスラム教であれ

キリスト教であれ、祖国であれ民族であれ）に自

らの心を預ける愚かさを彼らは知ることになる。

　近年の文化論には、グローバル経済の進展によっ

て国境、国民意識、民族的伝統といった近代的価値

観が揺らいだ結果、世界中の個人が恒常的なアイ

ディンティティ・クライシスに陥っているとする見

方があるが（参照：渡辺靖『「文化」を捉え直す：

カルチュラル・セキュリティの発想』、岩波新書、

2015 年）、『ジハード』が描いている人々も、まさ

にこの悲劇に身を置いている。その意味でこの戯曲

は、ある特定の社会の問題をあつかった政治劇では

なく、現代世界においてはどこででも、だれにでも

起こりうる問題を扱った普遍的思想劇だと言える。

　日本語版『ジハード』は、複数回の稽古の後、

2016 年 12 月 17 日、18 日に無事上演された。両

日とも立ち見が出るほど盛況であり、同時代外国

戯曲の初演としては、大きな成功を収めたといっ

ていいだろう。大きく取り上げてくれたメディア

もあった（東京新聞、2016 年 12 月 13 日夕刊）。

　しかしこのリーディング公演だけで、この作品を

十全に理解し、表現し得たと思ってはならないだろ

う。先に述べたとおり、『ジハード』は現代世界の

きわめて普遍的なテーマをあつかった思想劇である

（だからこそフランス語圏各地の劇場で6万人近く

を動員し得たのだ）。その思想性を咀嚼し、共有し、

日本の文脈の中で語り直すには、一週間程度の稽古

では足りなかった。近い将来、今回と同じ座組で本

格的な上演が出来れば、と願っている。演出家の瀬

戸山さん、そして演者の皆さんも同じ気持ちではな

いだろうか。私はそのときまで、『ジハード』とい

う奇跡の作品について勉強を続けるつもりである。
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　以下は、現在執筆者がフランス国立図書館にて進

行中の劇作家ジャン・アヌイとその作品のテレビに

おける扱われ方に関する調査の中間報告である。

　テレビ放送の草創期において、演劇作品や俳優

を流用することは英米のようなテレビ先進国で

は 1920 年代にすでに採用されていた手法である。

その範に倣う形となったフランスのテレビ番組制

作陣が演劇に期待した 2 つの役割は、まずレパー

トリーの提供、そして低予算での制作であった。

この背景には、1964 年まで単一チャンネルによ

る国営放送のみであり、厳しい予算によって運営

されていたフランスのテレビ事情があった。テレ

ビ向けに新たなシナリオの執筆を発注する代わり

に、既存のテキストに基づき、舞台美術や衣裳、

演出すらもパッケージ化され流用可能であった演

劇作品は、娯楽のためのフィクションというテレ

ビ局の需要に合致するものであった。

　そもそも当時のフランスは放送技術、受像機の

普及、及び番組内容の充実という面において、英

米の後塵を拝していた。戦後、占領軍の置き土産

となったエッフェル塔のアンテナ、放送機材、そ

して技術を礎に、漸くフランス・テレビ史が動き

出すこととなる。1950 年の時点でフランス全土

のテレビ受像機の台数はわずか 3794 台を数える

のみであり、テレビの大衆化に向けて放送技術の

発展と並行して放送番組のジャンルの多様化と質

の向上が急務となった。

　最初期のテレビ放送では、演劇はまず文化報道の

なかで登場する。占領下の 1942 年に独仏協同で立

ち上げられた France Actualité のニュース番組内にす

でにその傾向を確認でき、1943 年 10 月 12 日の放

送でジャン・アヌイの戯曲『荷物のない旅行者』Le 

Voyageur sans bagage の映画化が撮影風景とともに伝

えられている。

　この一方で、演劇上演そのものの放映には未だ

課題が残されていた。30-40 年代に人気のピーク

を迎えていたラジオドラマと比べると、演劇作品

を録画・放映するのにはまだまだ金銭的・技術

的な壁が高く、戯曲の一部が番組内で演じられ

るという形態が一般的であった。それでも 1950

年 2 月 24 日にはマリヴォー作『愛と偶然の戯れ』

Jeu de l’amour et du hasard 全幕がコメディ・フラ

ンセーズより放映され、これがフランス史上初の

生中継となった。50 年代後半に入ると、演劇作

品を通しで放映する番組が散見されるようになる

（アヌイの戯曲が初めて全幕放映されるのもこの

頃である）。

　定期的な演劇上演の放映が実現するのはさらに

後の 1966 年、マリニー劇場で 20 年に渡って公開

録画を行ったAu Théâtre ce soir以降のことである。

そのレパートリーは多岐にわたり、フランス内外
311 名の作家による 416 もの戯曲を放映した。

　さて演劇作品がテレビの番組構成のなかで娯

楽・文化を担う存在となる一方で、その出演者へ

の関心も高まっていった。興味深い一例は 1956

年 11 月 6 日放送のバラエティ・ショー Bouquet 

de joie である。ステージ上には作家アヌイの遠縁

を名乗る「アヌイ氏」。そのぎこちない様子は、

華やかな歌手やダンサーといった出演陣からひと

きわ浮いてみえ、その登場は番組の主旨にそぐわ

ないものとすら思われる。しかし放送の前月、ア

ヌイ作 Pauvre Bitos の公開最終稽古で、ほとんど

暴動といえる騒動が起きている。劇場でのスキャ

ンダルが視聴者の関心を喚ぶとの制作陣の判断か

らは、演劇関係者へのゴシップ的な関心の芽生え

が確認できるだろう。

　演劇とテレビの協調関係は、しばしば批判の対

象となりながらも、以上のようにフランスの初期

テレビ放送を取り巻く技術的、経済的及び社会的

な状況によって自ずと成立したものであったが、

技術の発展、経済規模の拡大やメディアとしての

テレビの重要性の増大とともに、テレビにおける

演劇は、文化・教養としての劇場中継、娯楽とし

てのドラマやテレビ映画（téléfilm）といった異な

る形態へ分化していき、その役割も変化していっ

た。今後の調査では、70 年代以降のテレビにおけ

る演劇、また 90 年代以降急速に流行した、演劇

における映像の使用、あるいはテレビ文化へのレ

ファレンスなどについての考察も課題としたい。
　参考：文中で言及した映像作品については全て、執筆者
がフランス国立図書館研究図書館オーディオ・ヴィジュア
ル資料室にて視聴したものである。
JEANNENEY, Jean-Noël (dir.). L’écho du siècle : Dictionnaire 

historique de la radio et de la télévision en France. Paris : 
Hachette-Littératures et Arte-Éditions. (1999) p.602.

ALBERT, Pierre et TUDESQ, André-Jean. Histoire de la radio-
télévision. Vendôme : Presses universitaires de France. (1991) 
p.127.

1930-60年代草創期フランス・テレビと演劇

大 谷 理 奈
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　2017 年春に上演するラシーヌ作『フェードル』

の翻訳台本を担当していることもあり、2016 年

春に、パリのオデオン座で上演されたクシシュト

フ・ヴァルリコフスキ演出 Phèdre(s) を観た。タ

イトルが複数形になっているのは、フェードル

が登場する二つの現代劇、ワジディ・ムアワド

作『雌犬』（2016 年、書き下ろし）とサラ・ケイ

ン作『フェードルの愛』（1996 年、英語からの翻

訳）、およびクッツェーの小説『エリザベス・コ

ステロ』の一節からの翻案、をその順に舞台にの

せるという構成になっているからだ。

　ラシーヌのフェードルは、主演のイザベル・ユ

ペールが演じるエリザベス・コステロ（小説家

で、ジャーナリストからインタビューを受けてい

る、という設定になっている）が、突然椅子から

立ち上がり、フェードルからイッポリットへの有

名な告白の場面を演じてみせるところで出てく

る。« Et bien ! connais donc Phèdre et toute sa fureur. / 

J’aime […] » その、大きく両腕を広げた仕草と高

らかに迸る台詞回しは、私は DVD でしか観てい

ないが、パトリス・シェロー演出、ドミニク・ブ

ラン主演の『フェードル』の同じ場面のそれを意

図的に模倣し再現しているように見えた。

　舞台上のインタビュー場面は、神が人間に生き

させている苦しみや運命についての考察で、そこ

に不意にアレクサンドランの長台詞が響き渡る。

私の横に座っていた男性は、連れの、外国訛りの

ある女性に、ここぞとばかり「これはラシーヌだ

よ」と、小声で得々と解説してあげていたが、女

性は彼が思っているよりも充分に教養があるらし

く、「知ってる」と少々はた迷惑そうに答えなが

ら舞台を見続けていた。

　別の日には、先生に連れられたリセの生徒たち

も真夜中近くに終わるソワレを観に来ていた。舞

台上には、経血に染まった大股開きのフェードル

など、なかなかすごいシーンも頻出なのだが、さ

らけ出される愛と身体の諸相に耳目を凝らし、暗

転して幕になると感動の声を発していた。

　劇全体は、エウリピデス、セネカ、ラシーヌを

下敷きにしながらも、徹底的に現代文明の世界へ

移され、再解釈されている。たとえばケインのイッ

ポリットは、高潔で狩りを好む青年から、太って、

チップスを食べ、ラジコンカーで遊ぶ引きこもり

の王子になり、古典の恋愛嫌いは、ここでは、肉

体が性的刺激に反応する時にも、心は、テレビを

見ながら平然としているという類の無関心へと変

形されている。古典における森は、演出家によっ

て巨大な透明な箱の空間へ変形されていた。

　ところで、『雌犬』の前書きによると、ムアワド

はもともとはエウリピデスとセネカの仏訳された

台詞をより現代的に詩的に書き直す仕事を演出家

に依頼されていたそうだ。それを二人で専らメー

ルのやりとりを通じて進めていくうちに、書き下

ろしで行くことに変更したのだという。その過程

でムアワドが発見したのは、フェードルの祖母エ

ウロペが牛の背中に乗って攫
さら

われた海岸は、彼が

子供時代に親とピクニックに来ていたシドンの海

岸で、レバノン生まれの彼とはその意味で繋がっ

ており、彼はフェニキア人のフェードルをそこ

に見いだしたのだ、という。「ラシーヌ的エクリ

チュールの宝石であるフェードルは、地中海東側

の女（Lévantine）、淫乱な女（une chienne）」であり、

ヨーロッパの観客に、彼女の根底にはアジアがあ

ることを再言明することができた、と記している。

逆手に取った「オリエンタリズム」と言えようか。

　西欧文明、現代文明の只中に胎動し続け、作家

に再所有化されたフェードルが、演出され演じら

れて観客に再所有化され、新しく誕生する、その

醍醐味を感じた舞台だった。

　（本稿は、雑誌『悲劇喜劇』（783 号）の寄稿記

事と重複している箇所がある。それでも良いとの

お許しを得て掲載して頂くこととなった。会員の

皆様には海容をお願いする次第である）

〔劇評〕

オデオン座の『フェードル（ズ）』
岩 切 正 一 郎
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　劇、音楽、照明、動き、装置、衣装などすべて

の芸術を統合する「全体演劇」の理念は、19 世

紀末から西洋の演出家たちがその実現を目指して

試行錯誤してきた難題であった。クローデルと

ジャン＝ルイ・バローによる 1943 年の『繻子の

靴』初演、そして 1953 年の『クリストファ・コ

ロンブスの書物』上演はまさにその実現という記

念碑的事件であった。これを直接の鑑賞体験では

なく知識として学んだ者にとって、2016 年 12 月、

京都・春秋座での渡邊守章氏による演出『繻子の

靴』の全曲本邦初演を鑑賞したことは、21 世紀

における記念碑的な全体演劇の実現の場に身を置

くという大事件であった。クローデルの宇宙規模

の世界大演劇は、高谷史郎氏による最先端の映像

技術を駆使し、日本の古典芸能の音楽や技法をも

導入し、すべてを調和させ、視覚・聴覚に見事に

訴える演出により、驚異的なスペクタクルとなっ

た。序文にあるカーニヴァル的熱狂の雰囲気は勿

論、劇詩人クローデルの想像世界にある古今東西

の舞台芸術の諸要素を、これほどまでに忠実に実

現することは、後にも先にも無いのではないだろ

うか。良い芝居の印象はその後日にも響くという

が、この日本語版『繻子の靴』の場合、観劇当日

と翌日の夜は歓喜と感激で眠れず、一週間後も熱

狂は続き、一か月を経て筆をとる現在もなお興

奮は冷めない。世界演劇史に残すべき出来事なの

だ。

　『繻子の靴』はクローデルの集大成的戯曲であ

り、そのスケールの大きさからも世界文学の傑作

である。1919 年にパリで着手され、1924 年東京

で脱稿。大半は大使として日本に滞在していた時

に書かれている。この「4 日間のスペイン芝居」

の「主筋」はスペイン貴族の若く美しき人妻ド

ニャ・プルエーズをめぐる 3 人の男の、愛と別離

の悲劇である。その演じ手は、夫で大審問官のド

ン・ペラージュ、禁じられた恋の相手で新大陸副

王のドン・ロドリッグ、そしてプルエーズに片想

いを寄せつつアフリカの要塞に籠る背教者ドン・

カミーユである。「副筋」は音楽姫とナポリの副

王の幻想的で明るい恋の物語。これらには「ミニ

副筋」として主人公たちの劇と並行する召使たち

の劇がコミカルに絡んでいく。「1 日目」から「３

日目」までに、プルエーズとロドリッグの「すれ

違い」恋愛劇は、愛と義務、そして魂の救いとい

う深いテーマを提示し、破局をもって完了する。

しかし「4 日目」という「ナンセンス不条理劇」

の先取りともいえる道化芝居が、傷心のロドリッ

グを中心に展開し、閉幕となる。各幕に相当する

「日」にはそれぞれ十数の場が含まれるが、場面

単位でも、「日」単位でも、ギリシャ演劇やシェ

イクスピア戯曲のように、悲・喜のバランスが計

算されている。

　この長大な劇を上演するために、1943 年には

「上演版」が作られたが、1987 年にヴィテーズが

「全曲上演」を果たして以来、それが前提となっ

ている。しかし全曲中の要素をどう取捨選択する

かは演出家の至難の業である。日仏演劇協会主催

の事前講演会の際、渡邊氏は「日本語で演じても

面白くない部分―例えば聖書の細かい理屈など―

はカットした」と述べられていた。観客は上演当

日にその結果を観ることになったのだが、それは

この上ない名人技であった。こぼれそうになっ

た涙は、軽快にやってくる笑劇によって拭い去ら

れ、しっとりと感動したあとには、アクロバット

に目を見張る。それは世阿弥が『花鏡』で説い

た、観客の視覚・聴覚・心に訴える舞台という普

遍的理想に近い印象を受けた。

　上演成功の理由の一つは、何よりも「三層舞

台」の仕掛けで、各雛壇の壁面に多様な映像を投

射した装置であろう。三層舞台はクローデル自身

渡邊守章演出『繻子の靴』
― 21 世紀の記念碑的全体演劇―

西 野 絢 子
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がバレエ台本『男と欲望』のために考えた仕掛け

を援用したものであるが、そこに映像を組み込む

のは妙案で、『コロンブスの書物』でバローが舞

台上の船のマストに映像を写した成功例が想起さ

れる。この装置により、春秋座は視覚・聴覚の喜

びで満たされる演劇空間となった。

　写された映像は、静止と様々なニュアンスの動

きを使い分け、観客の魂に入り込んでいく。ク

ローデルの言葉をかりれば、「観客の夢、記憶、

想像力へと道を開く魔法の鏡」を成すのだ。あ

る時は地球、星座、地図、船が映し出され、ゆっ

くりと動く。あるいは草原が風になびき、海上

の水が優しい波となる様子が、まるで音楽を奏で

るかのような動きで表現されていく。映像は人物

の背景となりつつも劇に参加する俳優のようであ

り、クローデルやバローが想定していた演出理念

に適っている。俳優の衣装の色と背景の色を統

一・調和させる工夫や水墨画を映写する試みは、

舞台空間を一つの美しい絵画作品のように飾り上

げていた。口上役の野村萬斎氏が一人あるいは同

時に 3 段に複数現れるという映像ならではの工夫

もあった。視覚の喜びは、映像の力だけでなく、

能・狂言の作り物の舟に乗った演者が愉快に揺

れる場面や、海上の綱引きをする 2 組がシンメト

リックに配置されて演技する場面等からも享受で

きる。

　その綱引きの場面の冒頭は、歌舞伎・文楽の

「東西ー」という呼び声から始まっていた。拍子

木が響く場面もあった。視覚の喜びは聴覚の喜び

と密接にリンクしている。原摩利彦氏の音楽、藤

田六郎兵衛氏の能管の生演奏、そして様々なレベ

ルのことば・台詞が行き交う舞台に、観客の「眼

は聴き」、耳は観る。「オラトリオ型」という「譜

面台を前に俳優が朗読する」局面と、「舞台上で

実際に演技する」局面とが組み合わさった今回の

演出では、観客は舞台との距離の取り方を変化さ

せていくことになる。オラトリオ型で「読まれる

台詞」を聴く時は、意味に集中し、客観的距離が

とれる。逆に「演じられる台詞」を聴く時は、俳

優陣の巧妙な演技力によって、劇の内部にぐんぐ

んと引き込まれ、切ないほど感情移入をしてしま

う。と思えば、突然「ト書き」がそのまま読まれ

る――バルタザールや肉屋の娘が息絶える時――

というメタテアトル的台詞も面白い。喜劇的場面

は日本語版ならではの、関西弁や狂言のリズムが

耳を愉しませる。この劇の重要な場面の一つ、聖

ヤコブが登場し、地上で引き離された恋人同志を

天上で結び付ける予兆を語る時、その台詞は能の

謡に変奏されていた。能管の響きと共に、謡の声

は意味のレベルを超えて魂に浸みこんでゆき、通

常の台詞にはない人間の魂に訴える力が謡にはあ

ることが実証された。能管はプルエーズが片方の

靴をマリア像に捧げる場面（写真 1）や、夢の中

で天使と対話する場面（写真 2）など、超自然世

界との交流を表す象徴的場面において、効果的

に、両世界を繋ぐ架け橋のように響いていた。

　舞台芸術の成功に欠かせない、役者の演技力も

また特記すべきである。2 日間の上演に賭けた集

中力は勿論、長大な台詞に見事に生命を吹き込

み、作者クローデルの心と日本の観客の心とを密

接につなぎ、通い合わせてくれたのだ。（特に主

演の剣幸氏の演技は魅力的で印象に残ったが、中

には絶叫調や棒読み風が残念な役者もいた。）渡

邊氏は 2005 年に待望の『繻子の靴』日本語訳を

出され、「オラトリオ版」の試演や様々な実験を

重ねられた。今回の上演の背景には国際的な演出

家・専門家としての博識や幅広い創作活動がある

ことは言うまでもない。その中には新作能『内濠

十二景あるいは二重の影』の創作もある。「二重

の影」の演出はクローデル自身をも悩ませた、演

出家たちの難題であるが、今回は、フランス語の

テクストが字幕のように投影されたところに、渡

邊氏の肉声で日本語のテクストが読まれるという

形式であった。その声には長年クローデルと舞台

に関わってこられた氏のこの上なく深い響きが

あった。プログラムで言及されていた、日本を愛

したクローデルへの「義理」は、その恵みが有り

余るほど豊かに果たされたのではないだろうか。

そして約１世紀近くも前からこのような全体演劇

を想定していたクローデルの先見の明にも改めて

驚かされる。
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　冒頭の科白［merde を下敷きにし、さらに r を

入れて下品にした merdre というジャリの造語］

であるが、竹内健氏は「くそったれ」と訳し、窪

田般彌氏は「うんこたれ」と訳した。ジャリが目

論んだ衝撃は明らかに後者の日本語の方が伝わっ

てくると思う。この舞台は冒頭でユビュ王に相当

する役柄の人物が「うんこたれ」とは言うが、ズ

ボンのようなボロ切れをあげながら、さも自分が

「うんこたれ」であるような説明的な演技をして

しまった。「うんこたれ」はジャリの意図では観

演劇企画「ある」ジャリ原作、
堀益和枝構成・台本・演出「ユビュ王」

2016 年 10 月 13 日～ 18 日　於：ART	THEATER	かもめ座（阿佐ヶ谷）

齋 藤 公 一

1）一日目第三場　ドニャ・プルエーズ（剣幸）とドン・バルタザール（小田豊）
写真：橋本正樹

2）三日目第八場　ドニャ・プルエーズと守護天使（瑞木健太郎）
写真：清水俊洋

（C）京都芸術大学舞台芸術研究センター（2016）

（C）京都芸術大学舞台芸術研究センター（2016）
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客に向けられてこそその威力を発揮するはずのも

ので、この冒頭の演技でこの芝居の方向が見えた

ような感じがしてしまった。また芝居が始まる 5

分ほど前に演出家が舞台脇に来て、「これから始

まる芝居はブッフォンという、ヨーロッパ中世に

見られた風刺の強い演技形態を用いて上演する。

通常の芝居と異なるので戸惑うなかれ」と言った

趣旨の話をした後、お手玉のようなものを前列の

観客に渡し、舞台でこれと同じものがユビュに向

かって投げられたら皆さんも投げてください、と

指示をして、あたかも観客参加を促すようなこと

を言って期待をさせた。ところが芝居が進行して

いくと観客が芝居に関わるのはユビュの王位簒奪

が失敗に終わって民衆の支持が得られなくなった

ときに例のお手玉のようなものを投げるだけで、

これに何の意味があるのか分からなかった。別に

観客に投げさせなくてもいい場面であった。

　ブッフォンとは言っても全体にそれなりにきち

んと芝居になっていて、あえてブッフォンを使っ

ているなどと説明しないでも不都合はなかったよ

うに思われる。ユビュの狡猾で薄汚い王位簒奪

をユビュおっ母が後押しして、むしろユビュおっ

母の方が陰謀家で策士であることが明らかにな

る、ある意味ではユビュおっ母に焦点が当たって

しまった芝居になってはいるが、それはそれで面

白かった。ユビュおっ母役を平田三奈子氏はエキ

セントリックに好演していた。またユビュ役の古

川真司氏もとぼけた小心者の味わいをうまく出し

て好感が持てた。演出家が開演前に「これはブッ

フォンを使った諷刺劇だ」と断ってはいたが、ほ

んの一部で現首相の口癖を揶揄するような場面が

あったくらいで諷刺劇とは思えず、お手玉とい

い、遠慮がちな諷刺のような科白といい今ひとつ

腰が引けている印象は拭えなかった。パンフレッ

トにもブッフォンのことを観客は知らないだろう

という思い込みでわざわざ説明して、ブッフォン

色の濃くなるのに尻込みをしているように思えた

りもした。シュルレアリスト達が高く評価する芝

居であることがよくわかる演出ではあったが、行

儀の良い演劇に慣れている観客を挑発することが

できたか、あるいはただ唖然とさせたにすぎない

か評価の分かれるところである。なぜ今、わざわ

ざ、ジャリを取り上げるのか、はっきりしない芝

居であった。筋を丁寧になぞりいわゆる物語を

辿っていくことができたが、ジャリはそうしたこ

とを目論んでいたわけではなかったはずである。

力量のある俳優陣を使っていることがあだになっ

ているのか、あるいは演出家が観客への過剰な配

慮をしたせいなのか、いまひとつ行儀の良い「ユ

ビュ王」になってしまっている。結末も「日の本

の国に帰る」というセリフをユビュに吐かせて、

「どこでもない場所」と言うジャリの思惑を台無

しにしているのも残念に思えた。ジャリ原作で構

成台本を演出家が担当しているが、ユビュを「ゆ

びゅとと」としたりバンセスラスを「晩成螺王

（ばんせいらおう）」などとしたりしているのに何

の意味があるのかは不明であった。芝居全体は悪

くなく、それなりに楽しめた舞台であったが、演

出を担当した堀益和枝氏の立ち回り過ぎの感が強

い公演であった。ブッフォンや原作の構成に拘り

すぎず、大胆な諷刺で暴れればもっと楽しめる舞

台になったと思う。

　『MONTAGNE/ 山』は、フランス人劇作兼演出

家、フランス人俳優、日本人俳優、そして日本人

通訳というミニマルなメンバーで制作された舞台

作品である。この小規模な舞台には、異文化間交

流にかかわる様々な問いが興味深いかたちで集約

されていた。

青年団国際演劇交流プロジェクト 2016
『MONTAGNE ／山』

片 山 幹 生
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　登場人物はフランス人（ブノワ・カレ）と日本

人（河村竜也）の二人であり、二人はアルプス山

中でさまざまなサンプル採集を行う任務を負った

調査員だ。作品のなかで大きく二つのテーマが提

示されていた。一つは異文化間コミュニケーショ

ンのなかで明らかになる日仏の感性の違い、もう

一つは日本の「神」を介在とした人間と山（自

然・宇宙）との関係への問題提起である。75 分

の上演時間の前半は前者に、後半は後者に重点が

置かれていた。

　日本公演では山の自然、星空、そしてたき火な

どがすべて記号的表現に置き換えられ、その象徴

性が作品のファンタジーを豊かなものにしてい

た。劇場に入った観客が舞台上に目にするのは、

「岩」、「石」、「草」、「木」などの漢字が書かれた

大量の「標識」である。これらの「標識」は三角

形に折られた様々な大きさの厚紙でできていて、

無造作に舞台上に並べられている。たき火の「火」

もこの紙製の標識で表現されていた。漢字の表意

性に着目した面白い趣向だ。背景にはスクリーン

が設置され、開演前にはそこに、図案的に描かれ

た三つの峰の山が映し出されていた。この背景の

スクリーンには、この後、劇中で展開に合わせ、

黒い画面に白でさっと一筆書きされたようなシン

プルな描線で動物や二人の人物の脳内地図、そし

て漢字の文字列などが投影された。こうした記号

的美術は、作品の寓意性を高め、観客の想像力を

引き出すキューとなった。これらの舞台美術はま

た、その抽象性ゆえに日仏の隊員のかみ合わない

台詞のやりとりに時折含まれる詩情を増幅させる

効果を持っていた。

　個人的には日仏のステレオタイプをうまく利用

して、両国間の感覚の違いをユーモラスに対比し

た前半部のほうが面白かった。そこでは互いが相

手に持っているステレオタイプをぶつけ合い、コ

ミュニケーションのすれ違いにいらだちながら、

共同で作業を進めていく様子が描かれている。劇

中で河村が演じる人物は無愛想で相手に迎合しな

い強い日本人だ。一方ブノワが演じるフランス人

隊員はやたらと饒舌で愛想はいいが、相手の気持

ちを考慮しないマイペースなところがある。

　河村は twitter での投稿でこの作品の制作過程

の様子を報告していた。そこで河村はフランス

人の日本人に対するステレオタイプに翻弄される

自分の姿を自虐的なユーモアとともに伝えていた

が、河村のすごいところはそういう環境のなかの

自分の姿を客観的に批評し、ステレオタイプに飲

み込まれることを明確に拒否したこと、そして同

調圧力や説得の面倒を厭わず、フランス人演出家

と疑問に思った点について粘り強く議論を行い、

すり合わせ作業を行っていることだ。

　とは言うもの、作・演出家がフランス人だった

ために、作品全体としてはフランス人から見た日

本的なイメージが主調になっていて、その視点は

必ずしも相互的なものであるとはいいがたい。河

村が演じた日本人隊員の言動には、フランス人演

出家の日本人イメージが投影されていて、自然や

神についての説明的な台詞のなかには微妙な居心

地の悪さを感じることもあった

　作品の後半部についてはあまり評価できない。

その内容は日本的自然観や宇宙についての凡庸な

説明であり、日本人が一般的に持っている神仏へ

の微妙な距離感については、作・演出家の観察・

批評の浅さに不満を覚えた。自然や山に対する日

仏の感覚の違いは、相互にもっと踏み込んだ上で

劇に取り込んで欲しかった。

（2016 年 9 月 19 日 14 時の公演を観劇）

【公演情報】

『MONTAGNE/ 山』

東京公演：2016 年 9 月 17 日（土）- 9 月 19 日

（月・祝）

会場：小竹向原アトリエ春風舎

作・演出：トマ・キヤルデ

出演：ブノワ・カレ、河村竜也（青年団・青年団

リンク	ホエイ）

照明・字幕：西本	彩　井坂	浩

音響：泉田雄太

ドラマツルグ：山内健司

翻訳・通訳：平野暁人
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　本著は、モスクワとパリで学んだアレクセイ・

エストラトフ氏の博士論文にさらなる検討が加え

られた労作である。18 世紀のロシアでは文明は

宮廷に集約され、都市部の文化との間に大きな隔

たりがあり、演劇もまた皇帝（と少数の寵臣）の

ためだけに行われていた。真の観客が存在しない

なか、エカチェリーナ 2 世の時代になると、宮廷

だけでなく都市部でもフランス語劇が上演される

ようになる。この上演を通し、「観客」ひいては

「社交の場／共同体（société）」が出現することを

論じる本著は、18 世紀ロシアにおけるフランス

語劇上演の実態を明らかにし、文化史におけるそ

の意義を明示する。

　書名にある 1743 年はロシアに初めてフランス

の劇団が定住した時代、1796 年はエカチェリーナ

2 世の逝去の年である。当時のロシア宮廷ではフ

ランス語が日常的に使用され、お抱えのフランス

劇団による上演が頻繁に行われていた。また、エ

カチェリーナ 2 世はヴォルテールやディドロと親

交があり、フランスの劇団やフランス演劇の影響

を受けて自らもフランス語で戯曲を執筆し、「洗

練された風俗と文化」を表象・伝搬する場として

舞台を活用した。本著の第 1 章、第 2 章ではこう

した背景に目が向けられ、フランス劇団の詳細お

よび宮廷の思惑との関係性、権力を表象する装置

ともいえる宮廷のスペクタクル／祝典が論じられ

ることで、ロシア宮廷における演劇、フランス語

劇上演の位置づけが明らかにされる。第 3 章では

当時のロシアで上演されたフランス語劇の詳細、

第 4 章ではロシアで活躍したフランス劇団の演

目（ジャンル・形式・作家など）が分析・統計化

され、ロシアにおけるフランス語劇上演の重要性

が具体的に示される。第 5 章では観客の受容、第

6-8 章では上演の場（宮廷から都市部への広がり）

について論じられており、フランス語劇の上演を

推進したエカチェリーナ 2 世の政治的な意図、彼

女が文化的文脈において果たした役割が明らかに

される。こうした多角的な分析を通し、18 世紀

ロシアにおいてフランス語劇の上演が政治的・教

化的側面を持つだけでなく、さまざまな階層の

人々をつなぐ媒体として機能していること、すな

わち、これらの上演によって宮廷と都市部という

「二つの文化」の差異が縮小され「社交の場／共

同体（société）」が生まれることが浮き彫りとな

る。当時のロシアにおいて、都市の文化、さらに

は国の文化を発展させ底上げする啓蒙活動の主軸

となったものが演劇であったが、そこでは、女帝

にとって啓蒙の手本であったフランスの演劇文化

もまた大きな役割を果たしたのである。18 世紀

のロシア宮廷における演劇の重要性はすでに指摘

されているが、ロシア語で上演された劇を精査し

た研究はあっても、フランス語劇を体系的かつ学

際的に扱ったものはこれまでにない。本著は、ロ

シア・フランス両国の演劇史に新たな視座を提示

するものであろう。なお、巻末には、18 世紀ロ

シアの歴史、1762-1796 年にサンクト・ペテルブ

ルクおよび他の宮廷管轄地で上演されたフランス

語劇の演目一覧、この時期に活動したフランス人

俳優のリストが付され、上演されたジャンルや形

式、作品と文化的背景との関係性等が俯瞰できる

配慮もなされている。

　本著の主眼はフランス語劇上演の政治的・社会

学的考察にあるが、本論はまた、ロシアにおける

フランス演劇の影響という観点、すなわちフラン

ス演劇のロシア文化への移し替えという点からも

興味深い。というのも、フランス劇団のロシア上

演では、演目が同じであっても内容に変更が加え

られることが多々あり、またエカチェリーナ 2 世

が執筆した戯曲にも、例えばモンテスキュー『ペ

ルシア人の手紙』の主題の変奏など、ロシアの社

会的・文化的文脈への置き換えがみられるのであ

る。異文化間の演劇交流、他文化への文学作品の

移し替えという観点からみれば、本著は、演劇史

だけでなく、より幅広いパースペクティヴでヨー

ロッパの文化史・交流史に新たな視点を提示する

ものでもあろう。

〔書評〕

Alexe ï  Evs t ra tov,  Les  Spec tac les 
francophones à la cour de Russie (1743-
1796) : l’invention d’une société, Oxford, 
Voltaire Foundation, 2016.

奥 　 香 織
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東西の絶え間なき往還

　本書はタイトルとは裏腹にたんなる文楽論にと

どまらず、イメージ論を基幹に据えた舞台芸術論

であり、日本文化論でもある。それは著者にとっ

ても、ヨーロッパの文化に造詣の深い読者にとっ

てみても、それぞれの文化的前提を問い直し、輪

郭づけ、あわよくば覆さんとする野心的な試みと

して立ち現れることになるだろう。

　本書は 2013 年に刊行されたフランス語版の邦

訳であるが、原題の「Tôzai !」は文楽の舞台へと

観客を誘惑するあの謎めいた呼び声を指し示すだ

けではなく、まさしく文字通り「東西」の文化的

記憶を絶えず往還しながら思考を紡いでいく軌跡

を暗示してもいる。まるで宙を舞う文楽の人形の

ように軽妙かつ深淵な、どこまでも滑りつづけて

ゆくその文体は、訳者である秋山伸子氏によって

日本語においても見事に再現されている。

　この滑走的文体は、著者が初めて義太夫節に立

ち会った日のことを回顧する場面において最も顕

著である。2004 年、青山学院大学の特任教授と

して来日したビゼ氏は、その数ヶ月後に鶴澤三

寿々（人間国宝・竹本駒之助の弟子）による『一

谷嫩軍記』組討の段に立ち会う。その唯一的な経

験を語るために著者は種々の文化的・歴史的な記

憶――ピアフの身体、映画『オーソンウェルズの

フォルスタッフ』の戦の場面、オペラ歌手ジャ

ネット・ベイカーやイヴリン・リアーの立ち姿、

そしてトスカの不幸な主人公を演じるマリア・カ

ラスの演技など――を動員してみせる。

　もっとも、博識な著者のことだから、来日以前

からクローデルやバルトの文章を通じて、極東の

島国における特異な形式の人形劇について多くの

ことを知っていたことだろう。しかし、だからこ

そ実際に浄瑠璃に触れて初めて、かれらの著作の

フランソワ・ビゼ著

『文楽の日本　人形の身体と叫び』

秋山伸子訳、みすず書房：2016 年

堀 切 克 洋

なかで語られていないことの多さを直観したはず

である。舞台の機構や形式を超えて、もっと根本

的なところでヨーロッパの舞台芸術と日本の文楽

には――つまり「東西」には――隔たりがあるの

ではないか、というように。

　著者は「何事も理詰めに考えがちな習慣」を通

じて、次々とシンプルな問いを重ねてゆく。アル

トー、ミショー、ジュネといった理論的実践家た

ち、あるいはムヌーシュキンやヴィテーズといっ

た偉大な演出家たち、さらにはシェーンベルク、

ブーレーズ、メシアンといった前世紀の音楽家た

ちの言説を横糸として縫い込みながら、文楽とい

う舞台の上で生起していることの正体を突き止め

るべく、自由闊達な思考を縦糸として紡いでいく

戦略がテクストの重層性を生み出す。

　とはいえ、本書を貫くのはただひとつ、文楽と

最も相容れないヨーロッパ的思考とは何かという

問いなのだ。これに対し、著者は最終章で「微粒

子化」という概念を提示している。この概念は

ヨーロッパ近代の解剖学的パラダイムと密接に結

びついており、部分が全体に奉仕する分析的秩序

とも呼びかえうるものだ。ヒゼ氏は、加藤周一や

オギュスタン・ベルクの議論も参照しながら、こ

の部分と全体の顛倒を文楽の舞台のなかに読み込

んでいる。「文楽において声は、脇に追いやられ

るどころか、演劇史において初めて、真の意味で

舞台に登場したのではなかろうか」。

　引用文中の「脇に追いやられる」というのはバ

ルトの言葉であるが、周知のように、舞台の主

役は太夫であって人形ではない。この「声の演

劇」をいかに言語化するのか。少なくともヒステ

リー的症状の露呈としてバルトが素描したイメー

ジは、著者によって容易く否定されている。し

かし、だからといって太夫の声が表象するものを

十全に言語化する手立てをわれわれは獲得したわ

けではない。演劇における「声」とは何か、声の

「イメージ」とは何か。これらの問いはまだ開か

れたままであり、東西どちらかの陣営に属するも

のではけっしてない。

　自身の体験を素材とするセミ・ドキュメント形

式の批判的論考でありながら、文化的記憶と思考

のプリズムによって読者を舞台芸術の根源的思考

へと誘う良書であるといえよう。
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１．著作・翻訳

一般書

『ふらんす（特集：シェイクスピアとフランス演

劇）』2016 年 12 月号、白水社

森本達夫『ごっこ遊びが生む笑い：私の出会った

フランス喜劇』駿河台出版社、2015 年

K-BALLET 監修『これ 1 冊できちんとわかるク

ラシック・バレエ入門』マイナビ出版、2016 年

渡辺真弓『パリ・オペラ座へようこそ！：魅惑の

バレエの世界』青林堂、2015 年

新藤弘子『バレエ・キャラクター事典』新書館、

2015 年 

乗越たかお『ダンス・バイブル：コンテンポラ

リー・ダンス誕生の秘密を探る』河出書房新

社、増補新版、2016 年 

『ふらんす（特集 パリ・オペラ座 バレエの殿堂）』

2015 年 12 月号、白水社

有吉京子他『Swan magazine（特集：愛と感動を

ありがとう！シルヴィ・ギエムの奇跡）』第 42

号、平凡社、2015 年

『バレリーナへの道（特集：第 43 回ローザンヌ国

際バレエ・コンクール／ユース・アメリカ・グ

ランプリ 2015）』第 102 号、文園社、2015 年

加藤浩子『オペラでわかるヨーロッパ史』平凡

社、2015 年

吉田進『パリの空の下《演歌》は流れる』アル

ファベータブックス、2016 年

田畑きよ子『白井鐵造と宝塚歌劇：「レビューの

王様」の人と作品』青弓社、2016 年

石澤秀二『世界演劇辞典』東京堂出版、2015 年

『世界で一番美しい劇場』エクスナレッジ、2015 年

研究書・評論

17 世紀仏演劇研究会『エイコス』第 18 号、2016 年

マリアンヌ・シモン = 及川（編）『詩とイメージ：

マラルメ以降のテクストとイメージ』水声社、

2015 年

宗像衣子『響きあう東西文化：マラルメの光芒、

フェノロサの反影』思文閣出版、2015 年

中筋朋『フランス演劇にみるボディワークの萌芽：

「演技」から「表現」へ』世界思想社、2015 年

ロジャー・シャタック『祝宴の時代：ベル・エ

ポックと「アヴァンギャルド」の誕生』木下哲

夫訳、白水社、2015 年

井上善幸、近藤耕人（編）『サミュエル・ベケッ

トと批評の遠近法』未知谷、2016 年

フランソワ・ポルシル『ベル・エポックの音楽家

たち：セザール・フランクから映画の音楽ま

で』安川智子訳、水声社、2016 年

小髙正行『ロベール・デスノス：ラジオの詩人』

水声社、2015 年

大森晋輔『ピエール・クロソウスキー　伝達のド

ラマトゥルギー』左右社、2014 年

盛加代子『身体から発見する演劇：ジャック・ル

コック国際演劇学校 1981-83』翔雲社、2016 年、

多木陽介 『（不）可視の監獄：サミュエル・ベケッ

トの芸術と歴史』水声社、2016 年

平田栄一朗『在と不在のパラドックス：日欧の現

代演劇論』三元社、2016 年

ジェラール・マノニ『偉大なるダンサーたち：パ

ヴロワ、ニジンスキーからギエム、熊川への系

譜』神奈川夏子訳、ヤマハミュージックメディ

ア、2015 年

片岡康子（監修）『日本の現代舞踊のパイオニア：

創造の自由がもたらした革新性を照射する』新

国立劇場運営財団情報センター、2015 年

原田広美『国際コンテンポラリー・ダンス：新し

い「身体と舞踊」の歴史』現代書館、2016 年

越智雄磨、中島史江、張宝芸（編）『Who dance?：

振付のアクチュアリティ』早稲田大学坪内博士

記念演劇博物館、2015 年

長木誠司『オペラの 20 世紀：夢のまた夢へ』平

凡社、2015 年

小林康夫『オペラ戦後文化論 1　肉体の暗き運命

1945-1970』未來社、2016 年

フランソワ・ビゼ『文楽の日本：人形と身体と叫

び』秋山伸子訳、みすず書房、2016 年

Sakae Murakami-Giroux et Irini Tsamadou-Jacoberger 

フランス語圏舞台芸術・文献目録
（2015-2016）

北原まり子・堀切克洋（編）
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(textes réunis et présentés par), Théâtralité(s) : 

tradition et innovation, Arles : Éditions Philippe 

Picquier, 2015.

Claude Régy (auteur du texte), Alexandre Barry 

(réal.), Du régal pour les vautours, Besançon : Les 

Solitaires Intempestifs, 2016.

Aya Sekoguchi, Augustin Berque (pré.), L’empreinte 

de Zeami dans l’art japonais : la fleur et le néant, 

Paris : l’Harmattan, 2016.

Michel Wasserman, Paul Claudel dans les villes en 

flammes, Paris : Honoré Champion éditeur, 2015.

Catherine Mayaux (dir.), La fleur cachée du nô, Paris : 

Honoré Champion éditeur, 2015.

Hélène Bayou (texte d’après), Japon, images d’acteurs 

: estampes du kabuki au XVIIIe siècle, Paris : Musée 

national des arts asiatiques Guimet, 2015.

Jérôme Ducor et Christian Delécraz (dir.), Le 

bouddhisme de Madame Butterfly : le japonisme 

bouddhique, Milan : Silvana editoriale ; Genève : 

Musée d’ethnographie de Genève, 2015.

Sylviane Pagès, Le butô en France: malentendus et 

fascination, Pantin: Centre national de la danse, 2015.

Céline Wagner, Frapper le sol : Tatsumi Hijikata sur 

la voie du butô, Arles : Actes Sud, 2016.

Fabien Arribert-Narce, Kohei Kuwada et Lucy 

O’Meara (dir.), Réceptions de la culture japonaise 

en France depuis 1945 : Paris-Tokyo-Paris : 

détours par le Japon, Paris : Honoré Champion 

éditeur, 2016.

翻訳（戯曲）

『フランス十七世紀演劇集　悲喜劇・田園劇』中

央大学出版部、2015 年

　ジャン・メレ『シルヴィ』皆吉郷平・橋本能訳

　ジョルジュ・ド・スキュデリー『変装の王子』

冨田高嗣・橋本能訳

　ジャン・ロトルー『ヴァンセスラス』伊藤洋・

鈴木美穂訳

　フィリップ・キノー『アマラゾント』戸口民

也・野池恵子訳

『モリエール傑作戯曲選集 1』柴田耕太郎訳、鳥

影社、2015 年

　モリエール『女房学校』『スカパンの悪だくみ』

『守銭奴』『タルチュフ』

アルフレッド・ド・ミュッセ『ロレンザッチョ』

渡邊守章訳、光文社、2016 年

アンドレ・ド・ロルド『ロルドの恐怖劇場』平岡

敦訳、筑摩書房、2016 年

ロジェ・ヴィトラック『愛の神秘』永戸多喜雄

訳、『慶應義塾大学日吉紀要　フランス語フラ

ンス文学』第 60 号、2015 年、pp. 1-69

サミュエル・ベケット『ゴドーを待ちながら』河

合祥一郎訳、『悲劇喜劇』2016 年 11 月号、pp. 

66-133

ベルナール＝マリ・コルテス『黒人と犬どもの闘

争―プロローグ』コルテス戯曲選３、佐伯隆

幸、西樹里訳、れんが書房新社、2016 年

翻訳（その他）

アントナン・アルトー『演劇とその分身』安堂信

也、白水社、2015 年［1996 年］

――『ヘリオガバルス :	あるいは戴冠せるアナー

キスト』鈴木創士訳、河出書房新社、2016 年

――『アルトー後期集成２　手先と責苦』宇野邦

一、鈴木創士監修、管啓次郎、大原宣久訳、河

出書房新社、2016 年

サミュエル・ベケット『事の次第』片山昇訳、白

水社、2016 年［1972 年］

２．学術論文

演劇（〜 16世紀）

Taku Kuroiwa, « 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 », Le Moyen Âge dans le 

texte, 2016, pp. 213-228

―― « Les rimes dans la Passion d’Arras et dans le 

Mystère de la Passion d’Arnoul Gréban : un essai 

de contribution aux études comparatives », Sens, 

Rhétorique et Musique. Études réunies en hommage 

à Jacqueline Cerquiglini-Toulet, 2016, pp. 405-419

戸口民也「演劇史研究資料：トマス・プラッター

が見た俳優たち	 ―	1598 ～ 1599 年：アヴィ

ニョン、バルセロナ、パリ、ロンドン	―」『エ

イコス』第 18 号、2016 年、pp. 81-94
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演劇（17世紀）

浅谷真弓、鈴木美穂、野池恵子、萩原芳子「作

品梗概集」『エイコス』第 18 号、2016 年、pp. 

95-116

浅谷真弓「ラ・カルプルネード作、悲喜劇『ブ

ラダマント』について」『エイコス』第 18 号、

2016 年、pp. 16-26

徳田有衣「コルネイユ『メデ』における交換的

正義」『千里山文学論集』第 94 号、関西大学、

2015 年、pp. 1-18

小倉博孝「ラシーヌ的悲劇世界の誕生（2）：ロト

ルー『アンティゴーヌ』（1637）からラシーヌ

『ラ・テバイッド』（1664）へ」『上智大学仏語・

仏文学論集』第 49 号、上智大学仏文学、2015

年、pp. 1-20

永井典克ほか「ヨーロッパ近現代におけるギリシ

ア悲劇の女性像の変容（1）イーピゲネイア」

『東洋大学人間科学総合研究所紀要』第 17 号、

東洋大学人間科学総合研究所、2015 年、pp. 

107-118

矢橋透「モリエールあるいは近代演技機械（1）:	

『粗忽者』『痴話げんか』」『岐阜大学教育学部

研究報告 .	人文科学』第 64-1 号、2015 年、pp. 

45-58

中村良「ルイ 14 世治世下の劇場作品におけるブ

レとリゴドンの区別――特徴的リズム型を通じ

て」『武蔵野音楽大学研究紀要』第 46 号、2016

年、pp. 107-128

江花輝昭「モリエールとルイ 14 世 : 1661 年の転

機」『フランス文化研究』第 47 号、獨協大学外

国語学部、2016 年、pp. 45-62

千川哲生「英雄喜劇の再発見：コルネイユ

『ティットとベレニス』と『ピュルケリ』」『エ

イコス』第 18 号、2016 年、pp. 2-15

――「悲劇は国王を描くのか	:	コルネイユ『アッ

ティラ』におけるルイ 14 世の称賛演説」『仏語

仏文学研究』第 49 号、東京大学仏語仏文学研

究会、2016 年、pp. 75-90

鈴木彩絵「ラシーヌ劇に秘められた詩的喚起の

力――ラシーヌとコルネイユの『ベレニス』

比較によって顕在化するもの」『Les Lettres 

françaises』第 35 号、上智大学フランス語フラ

ンス文学会紀要編集委員会、2015 年、pp. 15-28

久保田麻里「ドン・ジュアンの復活	:	モリエール

『石像の宴』から『人間嫌い』へ」『Stella』第

34 号、九州大学フランス語フランス文学研究

会、2015 年、pp. 89-103

Odile Dussud, « Ni tout à fait coupable, ni tout à fait 

innocente ― terreur, compassion et culpabilité dans 

Phèdre de Jean Racine ― », 『エイコス』第 18 号、

2016 年、pp. 27-61

永井典克「アポロンの正義：ラグランジュ・シャ

ンセルによる『オルフェ』」『仏語仏文学研究』

第 49 号、東京大学仏語仏文学研究会、2016 年、

pp. 123-138

小倉博孝「今なお悲劇的世界観を語ることはで

きるのか ?	 :	ラシーヌ『アタリー』（1691）を

めぐって」『上智大学仏語・仏文学論集』第 50

号、2015 年、pp. 101-130

演劇（18世紀）

岡野亜希子「劇場演劇と祝祭をめぐるルソーのス

ペクタクル論（発表要旨）」『日本教育学会大會

研究発表要項』第 74 号、2015 年、pp. 306-307

馬場朗「「感性」の上演劇と変容する生成期の近

代美学：ジャン = ジャック・ルソーのメロド

ラム『ピュグマリオン』を巡る一視座（1）」

『東京女子大学紀要論集』第 66-2 号、2016 年、

pp. 1-19

――「「感性」の上演劇と変容する生成期の近代

美学	:	ジャン = ジャック・ルソーのメロドラム

『ピュグマリオン』を巡る一視座（2）」『東京女

子大学紀要論集』第 67-1 号、2016 年、pp. 35-

55

奥香織「感覚の知を表象する場としてのマリ

ヴォー劇：「恋の不意打ち」の構造と機能をめ

ぐって」『総合社会科学研究』第 28 号、総合社

会科学会、2016 年、pp. 19-35

――「初期オペラ＝コミックのドラマトゥルギー：

権力、観客との関係性をめぐって」『演劇映像』

第 57 号、早稲田大学演劇映像学会、2016 年、

pp. 1-18

山下裕大「マリヴォー	『愛と偶然の戯れ』におけ

る身分差と恋愛心理」『仏文研究』第 46 号、京

都大学フランス語学フランス文学研究会、2015

年、pp. 167-178
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田地志帆「マリヴォー『愛と偶然の戯れ』におけ

る作中人物による演出」『広島大学フランス文

学研究』第 34 号、広島大学フランス文学研究

会、2015 年、pp. 29-39

廣岡（竹垣）江梨子「マリヴォー『改心した伊達

男』におけるジャンルの混交」『仏文研究』第

47 号、京都大学フランス語学フランス文学研

究会、2016 年、pp. 91-110

桑瀬章二郎「マリヴォーと「肖像」」『立教大学フ

ランス文学』第 45 号、立教大学フランス文学

研究室、2016 年、pp. 9-31

渋谷直樹「ヴォルテール悲劇における「悔悟の

念」の役割」『フランス語フランス文学研究』

第 106 号、仏文学会、2015 年、pp. 193-209

――「ヴォルテールの人間への信頼：悲劇作品を

中心に（研究発表要旨）」『フランス語フランス

文学研究』第 108 号、仏文学会、2016 年、p. 229

中山智子「デフォンテーヌ作『娘兵士』（1794 年）

に見るフランス革命期の演劇の男装のヒロイン

像」『京都外国語大学研究論叢』第 87 号、2016

年、pp. 57-63

演劇（19世紀）

齋藤由佳「演劇趣味から美食の世界へ：グリモ・

ド・ラ・レニエールの演劇批評分析」『年報地

域文化研究』第 19 号、東京大学大学院総合文

化研究科地域文化研究専攻、2015 年、pp. 42-64

吉川真太郎「フロベール『感情教育』における発

話的多声性と演劇テクスト性について」『フラ

ンス文学研究』第 35 号、東北大学フランス語

フランス文学会、2015 年、pp. 11-23

白田由樹「サラ・ベルナールの愛国劇とユダヤ性

の問題 : ふたつのジャンヌ・ダルク劇からの再

考察」『Lutèce』第 42 号、大阪市立大学フラン

ス文学会、2015 年、pp. 39-57

林信蔵「ゾラによるオペラの美学：《水車小屋攻

撃》の物語と「楽劇」との対応関係について」

『比較文学』第 58 号、日本比較文学会、2015

年、pp. 54-68

真野倫平「グラン＝ギニョル劇における怪物的身

体」『南山大学ヨーロッパ研究センター報』第

21 号、2015 年、pp. 1-14

――「グラン＝ギニョル劇における痙攣的身体」

『南山大学ヨーロッパ研究センター報』第 22

号、2016 年、pp. 103-118

中筋朋「サン＝ポル＝ルーと 19 世紀末フランス

演劇：ダニエル・ハーコランド作『個人からな

る登場人物たち』を巡って」『フランス語フラ

ンス文学研究』第 109 号、仏文学会、2016 年、

pp. 107-120

演劇（20世紀〜）

岡村正太郎「ポール・クローデルの劇作品につ

いての試論」『学習院大学人文科学論集』第 24

号、2015 年、pp. 277-316

――「ポール・クローデルの戯曲における劇

言語の構想：日本の伝統演劇受容への過程」

『L’OISEAU NOIR』第 18 号、日本クローデル

研究会、2016 年、pp. 97-134

谷昌親「見知らぬ「わたし」との対話――ダダ・

スペクタクルからシュルレアリスム演劇へ」

『ユリイカ　ダダ・シュルレアリスムの 21 世紀』

2016 年 8 月臨時増刊号、青土社、pp. 311-324

大坪裕幸「「表現者」アントナン・アルトーにお

けるリズムとヒエログリフについて」『関東

支部論集』第 24 号、仏文学会、2015 年、pp. 

103-117

――「アントナン・アルトーとメタ演劇：現実世

界における「破滅」としての悲劇（研究発表

要旨）」『フランス語フランス文学研究』第 108

号、仏文学会、2016 年、p. 236 

堀切克洋「純粋イメージから感覚の交歓へ	:	アン

トナン・アルトーの映画における視覚性と聴覚

性」『レゾナンス』第 9 号、東京大学大学院総

合文化研究科、2015 年、pp. 18-27

笠井裕之「ジャン・コクトー『地獄の機械』の

生成論的研究に向けて：エディション・クリ

ティックの試み（一）」『慶應義塾大学日吉紀要　

フランス語フランス文学』第 62 号、2016 年、

pp. 85-188

――「ジャン・コクトー『地獄の機械』の生成論

的研究に向けて：エディション・クリティック

の試み（二）」『慶應義塾大学日吉紀要　フラン

ス語フランス文学』第 63 号、2016 年、pp. 75-154

田ノ口誠悟「ジャン・ジロドゥの《外国戯曲翻案

劇》『テッサ』：フランス文化・精神の国際化の
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ために」『関東支部論集』第 25 号、仏文学会、

2016 年、pp. 27-40

ヴァンサン・ブランクール「ジャン・ジロドゥに

おける公衆衛生」『藝文研究』第 108 号、慶應

義塾大學藝文學會、2015 年、pp. 139-158

間瀬幸江「ジャン・ジロドゥ『イメージとのたた

かい』初版本再読」『Nord-est』第 7・8 号、仏

文学会東北支部会、2015 年、pp. 43-56

東浦弘樹「芝居ができるまで：アルベール・カミュ

の『戒厳令』の場合」『人文論究』第 64-1 号、

関西学院大学人文学会、2014 年、pp. 153-173

大谷理奈「『洞穴』：ジャン・アヌイとその観客

観」『Cahiers d’études françaises Université Keio』

第 20 号、2015 年、pp. 32-47

――「ジャン・アヌイの視点戯曲における死の描

かれ方を通じて（研究発表要旨）」『関東支部論

集』第 24 号、仏文学会、2015 年、pp. 137

クリス・アッカリー「勝負の楽しみ：『勝負の終

わり』におけることば遊びと範列」長島確訳、

『ベケットを見る八つの方法』、2014 年、pp. 

217-230

井上善幸「ベケット『幽霊トリオ』の気息学」

『いすみあ』第 7 号、明治大学大学院教養デザ

イン研究科、2015 年、pp. 166-185

アントニー・ウルマン「ベケットの後期戯曲にお

けるイメージとディスポジション」川島健訳、

『ベケットを見る八つの方法』、2014 年、pp. 

141-50

岡室美奈子「自動降霊機械としてのテレビ：ベ

ケット『……雲のように……』における霊媒／

媒体について」『ベケットを見る八つの方法』

2014 年、pp. 337-361

――「憑依するテクスト：ベケット『モノローグ

一片』の劇構造を再考する」『サミュエル・ベ

ケットと批評の遠近法』、2016 年、pp. 430-453

J・M・クッツェー「サミュエル・ベケットを見

る八つの方法」田尻芳樹訳、『ベケットを見る

八つの方法』2014 年、pp. 21-36

ブリュノ・クレマン「ところでこれは何の声？」

西村和泉訳、『ベケットを見る八つの方法』、

2014 年、pp. 111-124

S・E・ゴンタースキー「上演の未来」堀真理子

訳、『ベケットを見る八つの方法』、2014 年、

pp. 259-282

――「生成過程としてのテクスト伝：「キルクー

ル」から『わたしじゃない』へ」井上善幸訳、

『サミュエル・ベケットと批評の遠近法』、2016

年、pp. 379-413

近藤耕人「『見ちがい言いちがい』と「間」につ

いて」『ベケットを見る八つの方法』、2014 年、

pp. 329-335

対馬美千子「物質性と非物質性のあいだ――『言

葉と音楽』と『カスカンド』」『サミュエル・ベ

ケットと批評の遠近法』、2016 年、pp. 201-217

田尻芳樹「「擬似カップル」のセクシュアリティ：

『メルシエとカミエ』論のために」『サミュエ

ル・ベケットと批評の遠近法』、2016 年、pp. 

285-298

ジェイムズ・ノウルソン「ベケットとクライスト

の「マリオネット劇場について」」井上善幸訳、

『サミュエル・ベケットと批評の遠近法』、2016

年、pp. 416-429

堀真理子「戦争の記憶と証言：『すべて倒れんと

する者』における言語の不可能性と不確実性を

めぐって」『ベケットを見る八つの方法』、2014

年、pp. 245-257

――「『ゴドーを待ちながら』にみるベケットの

戦争体験」『サミュエル・ベケットと批評の遠

近法』、2016 年、pp. 109-127

メアリー・ブライデン「ベケット、ベル、道化」

川島健訳、『ベケットを見る八つの方法』、2014

年、pp. 199-215

イノック・ブレイター「ダダからディディへ：ベ

ケットとその世紀の芸術」木内久美子訳、『ベ

ケットを見る八つの方法』、2014 年、pp. 167-177

リンダ・ベン＝ツヴィ「ベケット・マクルーハ

ン・テレビ：メディア・メッセージ・「混乱」」

久米宗隆訳、『ベケットを見る八つの方法』、

2014 年、pp. 311-328

宮脇永吏「ベケットの言語と抽象絵画」『フラ

ンス語フランス文学研究』109 号、仏文学会、

2016 年、pp. 189-203

ウルリカ・モード「幽霊を見る」『サミュエル・

ベケットと批評の遠近法』、2016 年、pp. 454-495

武田はるか「声の在処、作品のかたち : プルース

トとベケット」『言語文化』第 32 号、明治学院
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大学言語文化研究所、2015 年、pp. 39-58

久米宗隆「トーキング・ヘッズの系譜学：ベケッ

トのテレビ作品における顔」『表象・メディア

研究』第 5 号、早稲田表象・メディア論学会、

2015 年、pp. 41-56

秋元陽平「ロラン・バルト、演劇を巡る愛と幻滅

（2） 欲望と舞台」『仏語仏文学研究』第 48 号、

東京大学仏語仏文学研究会、2015 年、pp. 95-113 

八木橋久実子「ロラン・バルトにおけるオレステ

イア的狂気：演劇論を中心に（研究発表要旨）」

『フランス語フランス文学研究』第 106 号、仏

文学会、2015 年、p. 256 

――「ロラン・バルトと「悲劇的なもの」（研究

発表要旨）」『フランス語フランス文学研究』第

108 号、仏文学会、2016 年、p. 239 

吉田隼人「ジョルジュ・バタイユにおけるパロ

ディの演劇的諸相」『表象・メディア研究』第

5 号、早稲田表象・メディア論学会、2015 年、

pp. 57-78

――「文学言語における演劇的形象：ジョル

ジュ・バタイユと「ドン・ジョヴァンニ」」『比

較文学年誌』第 52 号、早稲田大学比較文学研

究室、2016 年、pp. 34-51

黒木秀房「ドゥルーズと「フィクション」の問

題：「ドラマ化」を中心に」『関東支部論集』第

25 号、仏文学会、2016 年、pp. 209-223

井上由里子「ヴァレール・ノヴァリナの転換期に

おける演出家クロード・ビュシュヴァルトの

役割：『時に住むあなた』『食事』『架空のオペ

レッタ』演出をめぐって」『演劇学論集』第 62

号、日本演劇学会、2016 年、pp. 1-15

ブリジット・プロスト「演劇における死 : 遺骸と

幽霊 : 目に見える死と目に見えない死、見せら

れた死と語られた死、写実的な死と象徴的な

死」『人文学報 フランス文学』第 512 号、榎本

恵子・西山雄二訳、首都大学東京人文科学研究

科、2016 年、pp. 3-25

榎本恵子「ブリジット・プロスト「演劇における

死」からの考察：歴史はぐるぐる回る螺旋なの

か、未来に伸びる線なのか」『人文学報 フラン

ス文学』第 512 号、首都大学東京人文科学研究

科、2016 年、pp. 33-43

東浦弘樹「ヴァンサン・シアノ氏演出によるカ

ミュの戯曲 : 『アストゥリアスの反乱』『カリ

ギュラ』『誤解』『戒厳令』『正義の人々』」『人

文論究』第 65-2 号、関西学院大学人文学会、

2015 年、pp. 63-83

藤井慎太郎「演劇とドラマトゥルギー：現代演劇

におけるドラマトゥルギー概念の変容に関する

一考察」『文学研究科紀要』第 60 号、早稲田大

学文学研究科、2015 年、pp. 5-20

ダンス研究・オペラ研究

川野惠子「C-F・メネストリエのバレエ論（1682）

における模倣概念：構想の統一をめぐって」

『美學』第 66 号、2015 年、p. 123

――「17-18 世紀フランスにおける劇的バレエ理

論（メネストリエ , カユザック , ノヴェール）

の変遷：構想の統一からアクシオンへ」『西洋

比較演劇研究』第 15 号、西洋比較演劇研究会、

2016 年、pp. 1-18

譲原晶子「バレエ・ダクシオン成立前史における

バレエの演劇性：「劇的バレエ」は劇的か」『美

學』第 67 号、2016 年、pp. 97-108

森立子「ノヴェールにおける「パントミム」」『日

本女子体育大学紀要』第 46 号、2016 年、pp. 

67-74

白川理恵「小説『新エロイーズ』におけるオペラ

理論の実践と展開 : 第 4 部書簡 17 の自然描写

をめぐって」『Les Lettres françaises』第 35 号、

上智大学フランス語フランス文学会紀要編集委

員会、2015 年、pp. 29-40

――「『村の占い師』の「ヤコブの杖」をめぐっ

て : ルソーのオペラ観の変化」『Les Lettres 

françaises』第 36 号、上智大学フランス語フラ

ンス文学会紀要編集委員会、2016 年、pp. 17-27

内藤義博「オペラ台本作家ヴォルテール」『仏語

仏文学』第 41 号、関西大学フランス語フラン

ス文学会、2015 年、pp. 181-205

田村和紀夫「『フィガロ』における影のヒロイン：

ボーマルシェの原作から見たオペラ『フィガロ

の結婚』の革新性」『尚美学園大学芸術情報研

究』第 24 号、2015 年、pp. 71-82

加藤一郎「ショパンによるオペラの受容過程に

関する実証的研究：ポーランド時代」『音楽研

究 : 大学院研究年報』第 28 号、国立音楽大学、
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2016 年、pp. 1-16

久保歩「エティエンヌ・ド・ジュイ『フランス・

オペラについての考察』：Étienne de Jouy, Essai 

sur l’opéra français （1826）に関する研究」『ロッ

シニアーナ』第 36 号、日本ロッシーニ協会、

2016 年、pp. 1-14

関口純明「《ポリウート》と《殉教者》：主役のテ

ノールの比較を通して」『東京音楽大学大学院

論文集』1 号、2015 年、pp. 4-22

――「ジョアキノ・ロッシーニ（1792-1868）の

パリ・オペラ座初演作品におけるプリモ・テ

ノールの特徴：原作品と改訂作品の比較を通し

て」『東京音楽大学大学院論文集』2 号、2016

年、pp. 4-20

福田（寺嶋）美雪「19 世紀小説に描かれるオペ

ラ座の観劇風景：バルザックからゾラまで」

『フランス文化研究』第 46 号、獨協大学外国語

学部、2015 年、pp. 121-147

間瀬玲子「ネルヴァルとバレエ = パントマイム

『悪魔の恋』」『筑紫女学園大学・短期大学部人間

文化研究所年報』第 26 号、2015 年、pp. 93-107

三井麻衣「ラヴェル《バレエ音楽『マ・メール・

ロワ』》より『美女と野獣の対話』におけるコ

ケトリー」『上智大学文化交渉学研究』第 3 号、

2015 年、pp. 19-30

村上由美「マラルメとローデンバックの舞踊思想

について：マラルメの書き換えに見られる二人

の舞踊観の相違から」『早稲田大学総合人文科

学研究センター研究誌』第 3 号、2015 年、pp. 

53-61

――「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』第

108 号、仏文学会、2016 年、pp. 125-142

塚田花恵「コンバリュー『音楽史』（1913~1919）

のオペラ史記述 : フランス・オペラの評価にみ

る共和主義の音楽史観」『ムーサ』第 16 号、沖

縄県立芸術大学、2015 年、pp. 1-13

村山久美子「M・プティパから M・フォーキン

へのバレエの変貌、そのバレエ史上の意義：作

品構造、使用空間、技術的側面の分析を中心

に」『研究紀要』第 35 号、昭和音楽大学、2016

年、pp. 68-77

深澤南土実「バレエ・デ・シャンゼリゼの軌跡」

『舞踊学』第 37 号、2015 年、pp. 10-25

並木浩一「バレエと腕時計：ベジャール・バレ

エ・ローザンヌとジャケ・ドローの「伝統と革

新」」『桐蔭論叢』第 32 号、2015 年、pp. 97-103

越智雄磨「フランスのコンテンポラリーダンスに

みる支援政策の変遷：『8 月 20 日の署名者たち』

の活動を端緒として」『演劇研究』第 38 号、早

稲田大学演劇博物館、2015 年、pp. 21-39

内藤義博「バロック期フランス・オペラの現代上

演における問題 : 驚異の再現は可能か」『アー

ト・リサーチ』第 15 号、立命館大学アート・

リサーチセンター、2015 年、pp. 13-22

文化政策

藤井慎太郎「試練の時代の文化政策：フランス、

ベルギー、カナダにおける文化政策の再構築」

『早稲田大学大学院文学研究科紀要』第 3 分冊、

2016 年、pp. 19-33

Shizuka Yasuda, « Is Paris Opera still a Public Theater 

‟for Every One”? — Ticket Price Transitions and 

the Management of This Theater from 2009 to 

Today », Proceedings of International Conference 

on Business Management, 2015

――「フランス最大の公共劇場、パリ・オペラ座

の歴史と現状」『産業経営プロジェクト報告書』

第 39-2 号、日本大学経済学部産業経営研究所、

2016 年、pp. 41-68

日仏交流史・日仏比較文化論

武部好子「現化西洋演劇における能楽的要素の意

義：見えるものと見えないもの」『就実論叢』

第 42 号、2015 年、pp. 45-55

高橋博美「ブリジット・プロスト『演劇におけ

る死』への応答」『人文学報 フランス文学』第

512 号、首都大学東京人文科学研究科、2016

年、pp. 27-32

山口庸子「坪内士行とエドワード・ゴードン・

クレイグ：未公開書簡に見る東西演劇の文化

接触」『演劇学論集』第 62 号、日本演劇学会、

2016 年、pp. 81-91

白田由樹「川上音二郎の「西洋」体験と正劇運

動：欧米巡業から「世界的演劇を起すの必要」

に至る過程を中心に」『人文研究』第 66 号、大
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阪市立大学、2015 年、pp. 127-152

永井典克「冥王の禁――日本、ドイツ、フラン

ス、イタリアの間で――」『教養論集』第 26

号、成城大学法学会、2016 年、pp.115-130

三枝大修「石川淳の翻訳力 : モリエール『シチリ

ア人』の場合」『成城大學經濟研究』第 208 号、

成城大学、2015 年、pp. 97-119

――「石川淳の翻訳力（2）モリエール『ドン・

ジュアン』の場合」『成城大学経済研究』第

210 号、成城大学経済学会、2015 年、pp. 303-

331

中川登美子「日本における「不条理劇」受容の一

断面：冥の会『ゴドーを待ちながら』をめぐっ

て」『演劇学論叢』第 15 号、2016 年、大阪大

学文学部演劇学研究室、pp. 81-100

川島京子「日本バレエ第二の誕生「東京バレエ

團」とその上演作品 : 日本初演 3 作品『白鳥の

湖』『シェヘラザード』『コッペリア』」『演劇映

像』第 56 号、早稲田大学文学学術院演劇映像

研究、2015 年、pp. 134-111

沼辺信一「大田黒元雄の観た「露西亜舞踊」 : パ

ヴロワ、ニジンスキー、バレエ・リュス」『国

立新美術館研究紀要』第 2 号、2015 年、pp. 

158-197

糟谷里美「バレエ振付演出家・小牧正英の舞台芸

術観 : 絵画制作に着目して」『研究紀要』第 34

号、昭和音楽大学、2015 年、pp. 96-109

永井聡子「劇場空間の前舞台領域に関する考察：

パリ・オペラ座（1875）をモデルとする帝国劇

場（1911）の『貴賓席』について」『静岡文化芸

術大学研究紀要』第 15 号、2015 年、pp. 67-72

北原まり子「「ハラキリ」舞踊と「バリ」舞踊：

戦前フランス映画に残された芦田栄と小森敏の

舞姿」『舞踊學』第 38 号、舞踊学会、2015 年、

pp. 56-63.

川嶋絢子「パリ・オペラ座と東京・歌舞伎座：都

市改造における劇場とその社会的価値の変容」

『恵泉アカデミア』第 20 号、2015 年、pp. 381-405

Xavier Blondelot, « Du théâtre Nô au psychodrama : 

Une application du théâtre masqué japonais aux 

pathologies de l’agir », L’Autre, Vol.16, 2015, pp. 

306-314.

修士論文

Sera Sachiho（世良幸穂）, « Étude sur l’Impromptu 

de Versailles de Molière » （京都大学大学院文学

研究科、2015 年度）

Yuta Yamashita（ 山 下 裕 大 ）, « Études sur Le Jeu 

de l’amour et du hasard de Marivaux – condition 

sociale et psychologie de l’amour – »（京都大学大

学院文学研究科、2014 年度）

岡村正太郎「ポール・クローデル研究：その劇作

における日本の伝統演劇の受容と展開」（学習

院大学大学院人文科学研究科、2014 年度）

伊藤雅子「20 世紀初頭の芸術思潮とアンドレ・

レヴィンソンの舞踊批評概念：純粋芸術論の

視点から」（東京大学大学院総合文化研究科、

2015 年度）

Shuntaro Yoshida（吉田駿太朗）, « La Flash Mob 

Danse, transformation de l’espace : configuration et 

perception des spectateurs »（Paris 8, 2014-15）

Yurika Kuremiya（ 呉 宮 百 合 香 ）, « Jouer avec 

l’autre sur la frontière : la polyglossie dans Spiel 

d’Emmanuelle Huynh et Akira Kasai (2011-2013) »

（Paris 8, 2015-16）

博士論文

袴田紘代『19 世紀末フランスにおける美術と演

劇の交差：制作座の挿絵入りプログラムを中心

に』（東京藝術大学大学院美術研究科、2015 年

3 月 25 日）

Tetsuro Negishi（根岸徹郎）, Paul Claudel au Japon : 

rencontre diplomatique et poétique, soutenue le 10 

janvier 2015 à Paris 4.

Eri Miyawaki（ 宮 脇 永 吏 ）, Figures et fonctions ‟du” 

spectateur dans l’œuvre de Samuel Beckett , 

soutenue le 23 juin 2015 à Paris 4

深澤（川崎）南土実『バレエ・デ・シャンゼリ

ゼ：第 2 次世界大戦後フランス・バレエの出

発』（お茶の水女子大学比較社会文化学専攻、

2016 年 3 月 23 日）

Lise Guiot, Le bunraku et ses nouveaux visages sur 

la scène française contemporaine, soutenue le 18 

janvier 2016 à Montpellier 3.

Mitsuya Nakanishi（ 中 西 充 弥 ）, Saint-Saëns et le 

Japon : considérations sur le japonisme dans 
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l’oeuvre du compositeur, soutenue le 9 février 2016 

à Paris 4.

Simon Daniellou, La place du spectateur : représentations 

théâtrales et théâtralité de la représentation dans le 

cinéma japonais, soutenue le 27 novembre 2015 à 

Rennes 2.

３．その他（解説・評論・エッセイなど）

秋山伸子「フィガロ三部作とフランス社会」東京

二期会オペラ劇場『フィガロの結婚』公演プロ

グラム、東京二期会、2016 年

――、伊藤玄吾、川那部和恵、黒岩卓「シンポジ

ウム報告：残るものと消え去るもの：十七世紀

以前におけるフランス語劇テクストの制作・上

演・伝承」『フランス文学研究』第 35 号、東北

大学フランス語フランス文学会、2015 年、pp. 

36-43

麻美れい「役に魂を込め、生を謳歌する：『炎 

アンサンディ』ナワルを演じて」『悲劇喜劇』

2014 年 11 月号、pp. 72-77

穴澤万里子「書評　ジャン＝ピエール・アン著

『演劇評論とその周辺』」『日仏演劇協会会報』

復刊第 6 号、2016 年、pp. 21-22

安藤元雄「interview フランスオペラ夜話 安藤元

雄（詩人・仏文学） ボードレールとオッフェン

バック」『洪水 : 詩と音楽のための』第 18 号、

洪水企画、2016 年

岩切正一郎「舞台上の《ob-scene》」『悲劇喜劇』

2016 年 11 月号、pp. 40-43

井口淳子「ライシャム劇場、一九四〇年代の先進

性：亡命者たちが創出した楽壇とバレエ」『ア

ジア遊学』第 183 号、2015 年、pp. 36-50

――「近代からコンテンポラリーへ：音楽評論

が伝える一九三〇年代の上海楽壇とバレエ・

リュス」『アジア遊学』第 201 号、2016 年、pp. 

165-186 

伊藤玄吾「講演会・シンポジウム報告：人文主義

演劇と身体性」『フランス文学研究』第 35 号、

東北大学フランス語フランス文学会、2015 年、

pp. 38-40

いとうせいこう「避雷針としての人形」（ジャン

＝ミシェル・ドープ演出『聖★腹話術学園』公

演パンフレット）静岡県舞台芸術センター、

2015 年

伊藤洋「フランス演劇に見る『戦争』」『テアト

ロ』2015 年 6 月号、pp. 19-21

――「コルネイユと『舞台は夢』」（『舞台は夢』

公演パンフレット）静岡県舞台芸術センター、

2015 年

――「過去を思い、未来を見つめて」『日仏演劇

協会会報』復刊第 6 号、2016 年、pp. 3-4

――「ルーマニア・シビウ国際演劇祭を観る―

2014 年度―」『日仏演劇協会会報』復刊第 6 号、

pp. 9-12

岩本和子「ベルギーの作家たち」『ふらんす』

2016 年 6 月号、白水社、pp. 16-17

鵜戸聡「アラブ＝ベルベル演劇の現在：アルジェ

リア演劇祭管見」『国際演劇年鑑 2014』国際演

劇協会日本センター、2014 年、pp. 259-264

――「あっちとこっちの反弁証法、或はないと

ころにあるものについて」『劇場文化』（『ベイ

ルートでゴドーを待ちながら』公演パンフレッ

ト）静岡県舞台芸術センター、2015 年

宇野邦一「「自動性」の喪失について：熊木淳

『アントナン・アルトー 自我の変容 : 〈思考の

不可能性〉から〈詩への反抗〉へ』書評」『表

象』第 9 号、表象文化論学会、2015 年、pp. 

254-257

――「聞こえないイメージ、見えない声」『劇場

文化』（クロード・レジ演出『室内』公演パン

フレット）静岡県舞台芸術センター、2015 年

梅津時比古「アートな時間 クラシック ザ・カブ

キ：現代バレエと融合した忠臣蔵 日本特有の

身体の統一性」『エコノミスト』2016 年 10 月 4

日、p. 113 

江川隆男「骨と血からなる〈非 − 存在〉　アント

ナン・アルトーにおける脱 − 墓石化の身体―

―『アルトー後期集成　全三巻』（河出書房新

社）完結によせて」『図書新聞』2016 年 6 月 25

日号（3260 号）、第 1 面

大橋毅彦、関根真保、藤田拓之「上海租界の劇場

文化 : 混淆・雑居する多言語空間」『アジア遊

学』2015 年 4 月、p. 183

大久保美春「書評 宗像衣子『響きあう東西文化 : 

マラルメの光芒、フェノロサの反影』」『Lotus』

第 36 号、日本フェノロサ学会、2016 年、pp. 
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93-97

小田中章浩「太陽劇団の新作、ストに脅かされた

アヴィニヨン演劇祭、若手演劇人の台頭、新し

い文化相の登場」『国際演劇年鑑 2015』、国際

演劇協会日本センター、2014 年、pp. 141-148

――「書評 フランソワ・ビゼ『文楽の日本 人形

の身体と叫び』秋山伸子訳」『演劇学論集』第

63 号、日本演劇学会、2016 年、pp. 92-98

越智雄磨「ジェローム・ベル『Gala』（2015）に

ついて」『日仏演劇協会会報』復刊第 6 号、pp. 

18-20

桂真菜「インタビュー エマニュエル・ドゥマル

シー = モタさんに訊く : 不条理劇の檻から『犀』

を放ち、多くの観客と問題を共有したい」『悲

劇喜劇』2016 年 1 月、pp. 64-66

片岡大右「挑発する存在：フランスにおけるシェ

イクスピア」『ふらんす』2016 年 12 月号、白

水社、p. 19

片山幹生「中筋朋『フランス演劇にみるボディ

ワークの萌芽』一九世紀末自然主義・象徴主義

演劇のなかに、現代演劇における俳優の身体性

の起源を探る」『演劇学論集 日本演劇学会紀要』

第 62 号、2016 年、pp. 115-122

――「緩やかさと静けさのなかで、見えないも

の、聞こえないものを感じ取る：クロード・レ

ジ演出 ×SPAC『室内』」『日仏演劇協会会報』

復刊第 6 号、2016 年、pp. 5-8

――「書評　中筋朋著『フランス演劇にみるボ

ディワークの萌芽：「演技」から「表現」へ』

京都：世界思想社、2015 年」『日仏演劇協会会

報』復刊第 6 号、2016 年、pp. 22-23

神崎舞「ケベックの舞台芸術――言葉の壁を超え

て」『国際演劇年鑑 2016』、国際演劇協会日本

センター、2016 年、pp. 87-93

菊池慶子「サミュエル・ベケット展 : ドアはわか

らないくらいに開いている」『表象・メディア

研究』第 5 号、早稲田表象・メディア論学会、

2015 年、pp. 133-136

北原まり子「書評　Sylviane Pagès, Le butô en France: 

malentendus et fascination, Pantin: Centre national 

de la danse, 2015.」『日仏演劇協会会報』復刊第

6 号、2016 年、pp. 23-24

――、堀切克洋「フランス語圏舞台芸術・文献目

録（2014）」『日仏演劇協会会報』復刊第 6 号、

2016 年、pp. 25-32

熊木淳「書評 思考としての編集：アントナン・

アルトー著 宇野邦一、鈴木創士監修／管啓次

郎、大原宣久訳『アルトー後期集成Ⅱ：手先

と責苦』」『三田文学』第 127 号、三田文学会、

2016 年、pp. 356-358

黒岩卓「〈展評・書評〉杉山博昭『ルネサンスの

聖史劇』 : 中央公論社、2013 年」『ディアファ

ネース―芸術と思想』第 2 号、京都大学大学院

人間・環境学研究科岡田温司研究室、2015 年、

pp. 183-185

今野喜和人「メーテルリンクの闇と光：『盲点た

ち』上演に寄せて」『劇場文化』（『盲点たち』

公演パンフレット）静岡県舞台芸術センター、

2015 年

坂巻康司「哲学者が語る象徴主義詩人：ランシ

エールのマラルメ論」『ヨーロッパ研究』第 10

号、東北大学大学院国際文化研究科、2015 年、

pp. 313-315

七字英輔「critic 劇評 フランス、スペインの劇

三題：ピーター・ブルック『バトルフィール

ド』； アンジェリカ・リデル『地上に広がる大

空（ウェンディ・シンドローム）』；勝田演劇事

務所プロデュース『ファンドとリス（アラバー

ル 2 本立て）』」『テアトロ』2016 年 2 月号、pp. 

46-49

――「モルドヴァ イヨネスコ劇場『ユビュ王』

と東欧の演劇 : 第 12 回ウジェーヌ・イヨネス

コ劇場ビエンナーレから」『テアトロ』2016 年

9 月号、pp. 70-73

白石冬人「書評　ジャック・ランシエール著、坂

巻康司・森本淳生訳、『マラルメ セイレーンの

政治学』」『フランス文学研究』第 36 号、東北

大学フランス語フランス文学会、2016 年、pp. 

62-63

關智子「書評　小田中章浩著『モダンドラマの冒

険』『フィクションの中の記憶喪失』」『演劇映

像』第 56 号、早稲田大学演劇映像学会、2015

年、p. 33

相馬千秋「私の好きな劇団」『新潮』2016 年 9 月

号、pp. 220-221

高橋豊「アートな時間 舞台 オンディーヌ：ジャ
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ン・ジロドゥの名戯曲」『エコノミスト』2015

年 4 月 21 日号、毎日新聞社

立木燁子「ダンスの領域―拡張と多様化　第 16

回リヨン・ダンス・ビエンナーレ」『シアター

アーツ』2015 年 1 月 3 日更新（http://theatrearts.

aict-iatc.jp/201501/2445/）

田中淳一「解題　ロジェ・ヴィトラックと『愛の

神秘』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 60 号、2015 年、pp. 

73-79

田ノ口誠悟「ジェラール・ノワリエル『歴史・演

劇・政治』／オリヴィエ・ヌヴー『観客の政治

学 — 今日における政治演劇の諸問題』：最新の

フランスの政治演劇論を読む」『演劇学論集 日

本演劇学会紀要』第 62 号、2016 年、pp. 108-114

津村記久子「やりなおし世界文学（第 27 回）モ

リエール『人間ぎらい』」『波』2016 年 8 月号、

新潮社、pp. 30-32

――「やりなおし世界文学（第 30 回）サミュエ

ル・ベケット『ゴドーを待ちながら』安堂信

也・高橋康也訳」『波』2016 年 11 月号、新潮

社、pp. 44-46

徳永京子「演劇史に衝撃を与えたフィジカルシア

ターをさらに更新する『CONTACT―コンタク

ト』」フィリップ・ドゥクフレ『CONTACT―

コンタクト』公演パンフレット、pp. 17-18

土門さやか「ジャン・コクトーと寺山修司のコ

ラージュの手法」『フランス文学研究』第 36

号、東北大学フランス語フランス文学会、2016

年、pp. 54-61

中谷美紀「舞台に立って、私の人生そのものが変

わった」『悲劇喜劇』2016 年 3 月号、pp.77-80

根岸徹郎「わたしの一冊　『ヌゥヴォ・テアトル

の歴史』（中條忍訳、思潮社、1986 年）」『日仏

演劇協会会報』復刊第 6 号、pp. 13-17

林立騎「ロラン・バルトの演劇」『すばる』2016

年 3 月号、pp. 184-186

平田オリザ、イレーヌ・ジャコブ、深田晃司「特

別対談 深田晃司が問う、海を越えての演劇交

流 平田オリザ × イレーヌ ･ ジャコブ」『キネマ

旬報』2015 年 12 月号、pp. 72-74

平野啓一郎、杉本博司「対談 なぜ今、『ジャン・

コクトー劇』か」『文學界』 2016 年 12 月号、

pp. 174-181

広田敦郎「海外劇作家 11 人を語る」『悲劇喜劇』

2015 年 9 月号、pp. 44-51

福田桃子「カントルとフランス現代演劇：ジョ

エル・ポムラを中心に」『スラヴ学論集』第 19

号、日本スラヴ学研究会、2016 年、pp. 34-35

藤井慎太郎「世界の演劇祭⑥　パリ・フェスティ

バル・ドートンヌ」新国立劇場『星ノ数ホド』

プログラム、2015 年

――「テロにはじまりテロに終わった 2015 年　

しかし演劇界にとっては豊穣の年に」『国際

演劇年鑑 2016』、国際演劇協会日本センター、

2016 年、pp. 143-150

――「アンジェ（フランス）の芸術文化環境と

複合劇場施設ル・ケの試み」『地域創造』第 40

号、2016 年、pp. 63-67

――「ワジディ・ムアワッドとロベール・ルパー

ジュ　『月の向こう側』から『火傷するほど独

り』へ」『劇場文化』（『火傷するほど独り』公

演パンフレット）静岡県舞台芸術センター、

2016 年

――「予想を裏切るアヴィニヨン、予想通りの

エクス――2015 年のアヴィニヨン演劇祭とエ

クサン・プロヴァンス音楽祭から」『シアター

アーツ』2016 年 1 月 6 日更新（http://theatrearts.

aict-iatc.jp/201601/3594/）

――「個人的記憶と集合的記憶　ロベール・ルパー

ジュ『887』」『シアターアーツ』2016 年 10 月 12

日更新（http://theatrearts.aict-iatc.jp/201610/4719/）

――「モントリオールのフェスティヴァル・トラ

ンス・アメリーク（FTA）	刺激と興奮にあふれ

た 2 週間」『シアターアーツ』2016 年 10 月 25

日更新（http://theatrearts.aict-iatc.jp/201610/4837/）

藤元直樹「演劇の開化とジュール・ヴェルヌ : 川

島忠之助・依田学海・川上音二郎の系譜、そし

て長田秋濤の影」『Excelsior!』第 10 号、2015

年、pp. 176-194

古市憲寿「ベルギーの王立劇場に行ってきた」

『新潮』2015 年 12 月号、pp. 64-67

堀尾幸男「開帳場紀行 : 欧州四ヵ国の劇場をめ

ぐって」『悲劇喜劇』2016 年 11 月号、pp. 35-39

堀切克洋「饒舌と寡黙のあいだ：ロメオ・カステ

ルッチ演出『モーゼとアロン』」『観客発信メ
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ディア WL』2015 年 11 月 15 日

毱矢まりえ「月は東に日は西に : 俳句と西洋芸

術（11）モーリス・ベジャール 振付師」『俳壇』

2015 年 4 月号、pp. 160-163

三浦雅士「バレエと小劇場運動を結ぶ：金森穣

『ラ・バヤデール』の見どころ」『劇場文化』

（『ラ・バヤデール』公演パンフレット）静岡県

舞台芸術センター、2016 年

溝口昭子「演じられる「真実」を切り裂く」『劇

場文化』（『ユビュ王、アパルトヘイトの証言台

に立つ』公演パンフレット）静岡県舞台芸術セ

ンター、2016 年

三谷理華「白井鐵造、パリ、そして宝塚少女歌劇

レヴュー『パリゼット』」『美術フォーラム』第

32 号、2015 年、pp. 59-64

水野みか子「ヨーロッパ音楽通信（2）パリ、ナ

ント、ケルン：フランソワ・パリのオペラ《マ

リア・レピュブリカ》初演、他」『音楽現代』

2016 年 8 月号、pp. 122-124 

宮城聰、長谷部浩「『マハーバーラタ：ナラ王の

冒険』アヴィニョン公演を終えて」『悲劇喜劇』

2014 年 11 月号、pp. 59-66

宗像衣子「“大空に架かる虹”のひとかけら :『響

きあう東西文化　マラルメの光芒、フェノロ

サの反影』の刊行に寄せて」『鴨東通信』第 99

号、思文閣出版、2015 年、pp. 14-15

矢橋透「世界理解の鍵としての演劇：ジャック・

リヴェット試論」『文學界』2015 年 11 月号、

pp. 89-120 

――「ゴダール再考：映画と演劇」『文學界』

2016 年 12 月号、pp. 218-242 

サラ・ヤンセン「2014 年ベルギー舞台芸術の情

勢」『国際演劇年鑑 2015』、国際演劇協会日本

センター、2015 年、pp. 149-159

結城雅秀「critic 劇評 緊張空間における光と闇：

ロベール・ルパージュ『887』ほか『テアトロ』

2016 年 9 月号、pp. 40-43

横山義志「音楽と驚異 : 村山則子『ペローとラ

シーヌの「アルセスト論争」：キノー / リュリ

の「驚くべきもの le merveilleux」の概念』書

評」『表象』第 10 号、表象文化論学会、2016

年、pp. 320-324

――「芸術と娯楽　オリヴィエ・ピィ『少女と悪

魔と風車小屋』について」『劇場文化』（『少女

と悪魔と風車小屋』公演パンフレット）静岡県

舞台芸術センター、2016 年

吉井京「書評　アイヴァ・ゲスト著／鈴木晶訳

『パリ・オペラ座バレエ』」『演劇映像』第 57

号、早稲田大学演劇映像学会、2016 年、pp. 

38-39

吉田朋正「書評　岡室美奈子・川島健編 , 『ベケッ

トを見る八つの方法――批評のボーダレス』, 

水声社 , 2013 年 , 385pp.」『英文學研究』第 92

号、日本英文学会、2015 年、pp. 126-131

渡邊守章「追悼 パトリス・シェローの墓 天才演

出家の死を悼む」『舞台芸術』第 18 号、京都

造形芸術大学舞台芸術研究センター、2014 年、

pp. 68-72

――、尾池和夫「特別対談 リズムと耳を育むこ

と」『舞台芸術』第 18 号、京都造形芸術大学舞

台芸術研究センター、2014 年、pp. 182-191

――「クローデル、マラルメ、そして日本」『新

潮』2015 年 9 月号、新潮社、pp. 206-207

――「〈フェスティヴァル〉の歴史的 ｢起源｣ を

めぐって」『舞台芸術』第 19 号、京都造形芸術

大学舞台芸術研究センター、2015 年、pp. 68-

75

――、天野文雄、八角聡仁他「座談会 「大学の劇

場」 その役割と課題をめぐって」『舞台芸術』

第 19 号、京都造形芸術大学舞台芸術研究セン

ター、2015 年、pp. 45-67

――「ポール・クローデル 日本で書かれた超大

作『繻子の靴』――あるいは「やってみなけ

れば分からないこと」『Kotoba』第 25 号、集英

社、2016 年、pp. 132-135

今号も文献目録をお届けします。可能なかぎり、

情報収集に努めておりますが、遺漏にお気づき

の際には事務局までご一報いただけますと幸いで

す。　　　　　　　　　　　　　　　　　（堀切）
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2016 年度活動報告（2016 年 12 月
31日まで）

定例総会

	・2016 年 6 月 18 日（土）　専修大学神田校舎 1 号

館 8B 会議室

講演会

	・2016 年 6 月 18 日（土）　専修大学神田校舎 1 号

館 8B 会議室

　テーマ「エメ・セゼールの演劇言語」

　講師：立花英裕（早稲田大学）

	・2016 年 10 月 2 日（日）　専修大学神田校舎 1 号

館 7A 会議室

　テーマ「『繻子の靴』（Ｐ．クローデル）上演を

めぐって～翻訳・構成・演出の渡邊守章先生に

お聞きする」

　話し手：渡邊守章（演出家・東京大学名誉教

授・京都造形芸術大学）

研究会

	・2016 年 9 月 15 日（木）　アトリエ春風舎

　 テ ー マ「 異 文 化 間 の 共 同 制 作 の 実 際：

『MONTAGNE／山』の日仏公演をめぐって：

河村竜也氏（ホエイ、青年団）公開インタ

ビュー」

　（観客発信メディアＷＬとの共催）

　ゲスト：トマ・キヤルデ（演出家）ほか

　聞き手：片山幹生（早稲田大学）

　通　訳：平野暁人

・2016 年 10 月 20 日（木）　室伏鴻アーカイブカ

フェＳＨＹ

テーマ「進化するフィリップ・ドゥクフレ――こ

れまでの活動の軌跡から『わたしは真悟』まで」

スピーカー：越智雄麿（早稲田大学演劇博物館）、

篠田麻鼓（ホリプロ）

編集後記

　復刊第 7 号は、なんとか総会に間に合いまし

た。当初は悠々間に合ったのですが、当協会の副

会長の佐伯隆幸先生が 2017 年１月 21 日に御逝去

なさったこともあり、総会直前のぎりぎりの発刊

になりました。まさに「巨星墜つ」で、日本の演

劇界は大きな存在を失ってしまいました。日仏演

劇協会も、一時停滞しこのままでは存在意義も失

われるのではという状態になっていた時期があり

ましたが、佐伯先生がいろいろご尽力くださり、

なんとか活動を再開することができました。とり

わけ『演劇学の教科書』（国書刊行会、2009 年）、

《コレクション現代フランス語圏演劇》（れんが書

房新社、2010-2012 年、全 16 巻）は先生がいな

ければ実現できなかったものです。今後、先生の

精緻な分析とあの毒舌を耳にしたり、目にしたり

することができないと思うと寂しい限りです。先

生の残された著作を何度も読み返すしかありませ

ん。先生、ご苦労様でした。安らかにお休みくだ

さい。

　当協会の活動は活動報告に記してあります

が、2016 年度には総会以降に研究会を二度催し、

2017 年に入ってからも 2 月と 3 月に研究会を催

しています。佐伯先生の薫陶宜しく当協会も徐々

に活動を増やしていっています（詳しくは当協会

のホームページ及びブログをご覧ください）。

（さ）

訂正とお詫び
　会報復刊 6 号（33 ページ）およびお送りし
ました定例総会の報告書（議事録 1 枚目）に
おきまして、シンポジウム登壇者の坂原先生
のお名前を、「真理」と表記しておりました。
正しくは「眞里」となります。また、ご所属
を「早稲田大学」と記しましたが、正しくは

「青山学院大学、日本赤十字看護大学」となり
ます。謹んで訂正をさせていただくとともに、
坂原先生およびご関係のみなさまにご迷惑を
おかけしましたことを、深くお詫び申し上げ
ます。　　　　　　　（日仏演劇協会　事務局）



日仏演劇協会事務局
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E メール　office@sfjt.sakura.ne.jp（堀切）
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