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女性詩人サビーヌ・マンセルと「パントマイム 日本

にて」の創作 

Une Poétesse, Sabine Mancel et la création de sa  

‘‘Pantomime  Au Japon’’ 

山口順子 Junko Yamaguchi 

要旨  Résumé  

ポリーヌ・ヴィアルドが作曲したパントマイム「Au Japoｎ（日本にて）」のシナリオ作者

は、女性詩人サビーヌ・マンセルである。彼女は、詩作のほか「Dix chansons enfantines

（10の童謡集）」(1907年)「20 belles rondes et chansons populaires pour la jeunesse

（少女のための 20 の美しいロンドと歌曲集）」(1913年)、の歌詞をてがけるとともに、小

喜劇も遺した。また、女性による文化団体「Lyceum du France（リセウム ドゥ フラン

ス）」の 1906 年設立当初から終生にわたり文芸部門で活動した。彼女がなぜ「パントマイ

ム 日本にて」のシナリオ創作に向かったのか、その背景を演劇のジャポニスムやパントマ

イムのリヴァイバルとともに考察し、初演の年月日を新聞『ジル・ブラス』の記事資料によ

って確定した。 

La poétesse, Sabine Mancel est l’auteure du scénario, la  “Pantomine Au Japon”,  oeuvre 

composée par Pauline Viardot.  Elle a écrit , “ Dix chansons enfantines “(1907), “20 

belles rondes et chansons populaires pour la jeunesse”(1913)，quelques poèmes, et un 

opéra comique.  Elle a été un des membres de la section littérature dans le “Lyceum de 

France” depuis 1906.  Quelles furent ses motivations dans sa création  du scénario de la 

“Pantomine au Japon”?  Dans cet article,  nous replacerons son travail dans la 

perspective du Japonisme et celle de la renaissance du théâtre de mime. Enfin, nous 

verrons que l’analyse de l’article du Gil Blas permet de déterminer la date de la 

première représentation de cette Pantomime. 
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1 はじめに 

 

    姓名が明らかな人物に対して、無名無冠としてだけ形容していた時代、特に女性たちが

歴史研究のなかで眠れるままにいた時代はすでに過去のものになっている。Pauline 

VIARDOT(ポリーヌ・ヴィアルド)作曲のパントマイム「Au Japon」（日本にて）について、

小林緑氏の企画が、2014 年 3 月、部分演奏ながらも日本初演を可能にした。その国際女性

デーコンサート実行プロセスに参加するなかで、筆者は脚本を書いた Sabine MANCEL(サ

ビーヌ・マンセル)について深く興味を抱き調べを進めた。ヴィアルドに比して知られざる

この文筆家について、今日の WEB 検索技術は、詩人であり作詞家として 19 世紀後半から

20 世紀初頭に生きた彼女の著作を瞬時に画面上に展開してみせる。WorldCat をはじめと

する WEB 検索結果をまとめると、彼女は 1880 年代後半から 1930 年代前半にかけて創作

活動を行っている1。童謡の作詞も多く、彼女の作品を含む”Rondes et chansons populaires 

pour les enfants. Piano seul et chant et piano”（「子供のための民衆歌曲と踊りの楽譜

集」）は英語やドイツ語にも翻訳され、再版を多く重ねた。 

 では、彼女はなぜ「日本にて」の創作に至ったのだろうか。メディア史の立場から、19

世紀のベル・エポックに花開いた新聞雑誌そして演劇空間というメディアの杜のなかにその

背景を探るとともに、ハーバード大学ホートン・ライブラリ所蔵のシナリオ草稿を紹介し、

創作過程や初演時期を明らかにしていくこととする。 

 

２ サビーヌ・マンセルと日本、そしてマイムの接点 

 

   フランスの中世から 20 世紀までの女性詩人と、その作品を網羅的にリストアップし紹介

するサイト「Poétesses d’expression française (du Moyen age au XXèm siècle)」 

(http://www.poetesses.fr)においても生没年不明となっているサビーヌ・マンセルは、本名

Sabine Lucie Claire MOILIN といった2。Ponts-et-Chaussées の技術士として地方鉄道や

橋梁の建設監督をしていた Théodore Edouard MANCEL（1839－1915）の妻であり、

1870 年夫の任地、北部の Arras で息子 Paul を出産したとき 21 歳だった。したがって

1848 年か 1849 年生まれということになろう。1890 年代末には夫もパリに落ち着くが、そ

れ以前から Figaro 誌の消息欄ではパリと地方を行き来する彼女の姿が確認される。夫と死

別後は、遺族年金を得てパリの 16 区 Boulevard Flandrin 94 番地の館において弁護士だっ

た息子と同居していた。 

 80 歳を迎えたころ、彼女の作品を集めたメモワールコンサートが、Lyceum du France

（リセウム・デュ・フランス）という団体によって、その活動本拠地であったパリの

Bellechasse 17 番地で開催された（『フィガロ』1931 年 3 月 25 日付）。この団体の役員

名簿を辿ると、彼女が 1929 年まで事務局の文芸担当として活動していたことも記録されて

                                                 
1
 Worldcat（http://www.worldcat.org）に加え、パリ国立図書館・デジタルライブラリ Gallica や Googlebooks、

Internet Archive などによって判明した結果を「創作タイトルリスト」として本稿末に掲げた。 
2
 以下、Edouard MANCEL 及び Paul MANCEL のレジオン・ド・ヌール叙勲記録添付書類による（フランス

国立公文書館：http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/recherche.htm 内）。パリの住所は Tout -  

Paris：Annuaire de la société parisienne, A.La Fares, 1926, p.496 [Google-ebooks]。 
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いる3。 

  Lyceum は、ロンドンの女性参政権運動から派生した女性によるクラブの結成にその原点

があり、英国ではコンスタンス・スメドレーが 1903 年に始めた4。スメドレーはこの文化

運動が大陸へ波及することを画策し、ベルリンとパリに誘いをかけ 1906 年にパリにも国内

団体が誕生した。活動の柱は美術、文芸、音楽そして社会科学と 4 つあり、代表者 La 

Duchesse d'UZÉS のもとで女性の権利保護、女性参政権運動も展開した。マンセルはその

うちの文芸担当の一員として活動した。Lyceum に参加したときにはサビーヌ・マンセルは

すでに詩集を公刊して、女性詩人として文壇に立っていた。また、Lyceum du France 設立

以前に 2 年ほど活動を行っていた Théâtre Féministe にも Ladis Club 会長の Mme de 

MARCY やヌーヴェル・ルヴュ誌の Edmond ADAM(Juliette LAMBER)らとともに顔をの

ぞかせていた（『フィガロ』1898 年 1 月 18 日付）。後掲する作品タイトルリストに示し

たように、舞台の世界にも小喜劇作品を発表し、Jacques Sabine という偽名を使っていた。 

 そうした彼女の文壇デビューがいつだったかを辿るのは難しいが、子育てを終えた 1880

年代末にはコンクール受賞がいくつか続き、文芸雑誌にも作品が搭載されるようになること

が確認できる。その一つがローザンヌとパリで発行された『Le Semeur (ル・セミュール）』
5という文芸誌だった。詩人 Charles FUSTER が主宰し、1887 年 12 月に発刊された月 2

回刊行のこの雑誌の 1889 年 4 月 10 日号に彼女の「L’Ombre cornue（角のある影）」とい

う詩が掲載されている。同紙面にはパントマイム「日本にて」との関連を思わせる２つの記

事が見られる。 

 一つは、Alfred COPIN(Henry LYONETTE)の「Mimes et Pierrots（マイムとピエロ）」

である。同じ年に出版された同名の書籍6と合わせて考えるとパントマイムの一つの流行の

兆しが見えてくる。それは、1862 年オスマンのパリ大改造都市計画で姿を消したフュナン

ビュル座の再興を図るグループ、Cercle Funanbulesque(フュナンビュル・サークル）の出

現であり、かつて様々な無言劇のなかに文芸表現や政治風刺を込めた思潮のリヴァイバルと

も受けとれる。公演の実例は後述する。 

 もう一つは、スイスの外交官でスイス地理学会の事務局長だった Arthur de 

CLAPARÈDE（アーサー・ド・クラパレード）の日本訪問記「Au Japon: notes et 

souvenirs (日本にて：覚書と思い出)」の連載である。スイスのジュネーブ地理学会で行わ

れた講演録は 4 月から 10 月まで『ル・セミュール』に掲載されたのち、翌年書籍として出

版された。1887 年の滞日経験記録は、近代化の進む日本を好意的にみていたが、女性につ

いては社会的地位の低さ、特に家庭内で絶対的に家長に服従するが強いられていること、演

劇者として正規に認められないが鑑賞者として熱狂的な存在であるといっている。ジャポニ

ズムの立役者の一人でもあるエミール・ギメの『プロムナード・オ・ジャポン』でもフェリ

                                                 
3
 Annuaire des Grandes Cercles 誌では 1930年には名前が途絶えてしまう。[Gallica] 

4 ジャン・ラボ―著、加藤康子訳『フェミニズムの歴史』新評論，1987。以下リセウム・デュ・フランスの結成

経過については、http://www.lyceumfrance.org/内の「歴史」解説＜2014 年 5 月 30日参照＞による。この動き

には女性による女性アーチスト支援の社会的文化的活動が加わり今日まで発展してきた。日本には支部はないが、

世界各地に支部が存在し、現在も活動は続いている。 
5
 Le Semeur: Revue Littéraire et Artistique。目次については Revue de Fribourg 誌[Google-ebooks 版]掲載を

参照。 
6
 Paul HUGOUNET, Mimes et pierrots; notes et documents inédits pour servir à l'histoire de la pantomime, 

Paris Fischbacher,1889, 

（http://www.archive.org/details/mimesetpierrotsn00hugouoft＜2014 年 6 月 30 日参照＞） 
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ックス・レガメによる横浜湊座のイラストに、胸を肌け母乳を与えながら熱心に舞台を見入

る女性が描きこまれていたから、そのことはすでに知られていたことかと思うが、ド・クラ

パレードは芝居好きだったのか、日本の演劇についてさらに踏み込んでいる。悲劇と喜劇を

紹介しながら、歌舞伎について歴史的な英雄譚が多く女性役も現れるが男性が演じているこ

と、他方の喜劇にのみ演技者としての女性が出現し、それは吉原の遊女であると書いている。

明治時代にも年中行事として残っており、その時だけ女性や子どもが観客として吉原の中に

入ることができた「吉原仁
に

和賀
わ か

」の説明を現地で受けたのであろう7。 

 自分の作品が掲載された雑誌を通じて、マンセルがこれらの記事を読んでいたことは十分

考えられ得る。しかし、何といってもこの年の衆目は小説『お菊さん』（1887 年）に続く

ピエール・ロチのエッセイ『秋の日本』に集まっていた。『L'Année littéraire（文芸年

鑑）』（1889 年）では『日本にて』の紹介はほんの 2 行にすぎなかったが、『秋の日本』

には鹿鳴館舞踏会シーンを含んで 3 ページを割いている。急速に進む欧化のなかの日本の

実相を伝えるロチへの注目度は、はるかに高かったといえる。 

 

３ 演劇空間のジャポニスム 

 

 直接あるいは間接的に流出した版本や浮世絵の視覚芸術が及ぼした美術工芸界のジャポニ

スムの高揚は、第 3 共和政の政治的な変革と共鳴しながら 1870 年代にその頂点を迎えてい

た。1878 年のパリ万博でのジャポニスムの大衆化を受け、ベル・エポックの 1880 年代後

半から 1890 年前半にかけてパリの興業界にも波及した結果、日本をテーマにしたオペラの

創作や日本の旅芸人による奇術の公演がカフェコンセールでも盛んに行われていた8。 

 1883 年には Rochefoucauld の館で「日本の祭典」が催され、日本を舞台にしたオペラコ

ミック「La Belle Sainara」の上演があったことは、サロンでの一つの熱狂を示している9。 

 こうした演劇興行界の高揚に拍車をかけたのは、オデオン座におけるジュディット・ゴー

チエの創作ドラマ「La marchande de sourires : pièce japonaise (微笑みの女商人:日本の作

品)」（2 部 5 幕、音楽:Benedictus）であリ、初演は 1888 年 4 月 21 日のことだった10。プ

ロローグでは詩人アルマンド・シルベストレが登場し二世代にわたる物語の悲劇性を謳う。

そのリブレット11には、かつてパリに留学しドイツ公使とベルギー公使を兼任したばかりの

西園寺公望に捧げられたゴーチエの献辞があり、作品の成立に並々ならぬ西園寺の協力があ

ったことを示唆している12。 

                                                 
7 ただし彼は冬に日本を旅行したので、9 月を通して行われたこの行事を実際に見ているわけではなかった。遊

女が「獅子舞」を舞い、芸者が「踊り」、男芸者（幇間）が「狂言」をそれぞれ演ずる形式を元来もっていた

（尾崎久弥『江戸軟派雑考』（春陽堂、大正 14 年）。[国立国会図書館デジタルライブラリ版] 
8
 Jann PASLER, Political Anxieties and Musical Reception: Japonisme and the Problem of Assimilation, 

(http://musicweb2.ucsd.edu/~jpasler/wp/wp-content/uploads/2012/06/Pasler-Japonisme2008.pdf)＜2013 年 10

月 31 日参照＞ 
9
 『ル・モンド・イリュストレ』（1883 年 6 月 9 日付）。この記事の参照には横浜開港資料館編『ル・モン

ド・イリュストレ：日本関係さしえ集』（横浜開港資料館刊、昭和 63 年）を利用した。 
10

 PASLER,op.cit.,p.39 参照。 
11

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5436489s＜2014 年６月 20日参照＞。 
12

 1871 年からパリ留学生活を送った西園寺とゴーチエの出会いはオデオン座での観劇後のことであり、公使館

員から紹介されて西園寺自身も脚本を手伝ったと後年記している｡出会いは 1875年から遠くない時期という

（以上、吉川順子『詩のジャポニスム‐ジュディット・ゴーチエの自然と人間』京都大学学術出版会、2012 年、

pp.224-226, 246-247 参照.）｡一方、1887 年からドイツ赴任中の西園寺は 1 年の 3 分の１くらいをパリで過ごし
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また、このリブレットがアンリ・シャルパンティエから出版されているので、ジャポニスム

の牙城の庇護があったことがわかる。シルベストレは、シャルパンティエ社発行の『La 

Vie Moderne（ラ・ヴィ・モデルヌ）』編集長を務めた経験があった。この雑誌には印象派

の画家や文学者、その擁護者の評論家たち、先に言及したレガメらが集い合い、一種の文化

サロンを形成していた13。その中核にいたテオフィル・ゴーチエの逝去ののち、彼の娘、ジ

ュディットを文壇の中心に押し上げていく大々的な装置の一つとしてこのドラマを捕らえる

こともできよう。 

   慷慨14は以下のとおりである。「微笑みの女商人」つまり売笑婦（娼婦）である主人公ク

ール・ド・リュビ（coeur-de-Rubis）がヤマト侯の愛人としてその館に住まわせられる。妻

妾同居の設定は当時の慣習としてそれをもつ日本人、しかも生涯正妻を持たなかった西園寺

の示唆によるとも考えられる。ヤマトの正妻はこれに耐えられず幼い男児イワヒサを残して

自死する。クール・ド・リュビはヤマトの殺害を目論み、別の男性との逢瀬も楽しむ。舞台

には隅田川の小舟も用意された。ある日、館は全焼する。炎のなかでクール・ド・リュビは

財宝を集め逃走した。やがて青年となったイワヒサは出生の秘密を知り、母のかたきを探す

が、実はその人物は恋人の母親だった。自責の念にかられたクール・ド・リュビは自害して

結末を迎える。 

 大がかりな舞台装置により、ロマンチックな隅田川の岸辺や大名屋敷を思わせる豪邸の庭

と池がパリに再現され、豪奢な主人公の衣装とともに絵入新聞の格好の素材にもなりえた15。

劇中歌「鶯の愛」のピアノ演奏譜も『フィガロ』（1888 年 5 月 2 日付）に掲載されている。

こうしたメディアミックスが奏功し、6 月まで 61 回もの上演を収めた。 

 小劇場の世界では 1888 年 11 月 23 日にヴァリエテ座において、コメディ・ヴォードヴィ

ル「La Japonaise（日本女性）」（Najac と Millaud 合作、4 場）が、当時人気のあった

Anna JUDIC（アンナ・ジュディック）主演で上演された16。タイトルはいかにも日本女性

の登場を期待させるものがあるが、場面設定はフランスであり日本人役は一人もいなかった。

厳格な代訴人の妻である主人公が舞踏会に出かけ、横恋慕する男をかわしながら場面が展開

し、その間に主人公役のジュディックが 5 回衣装替えを行う。この一つが赤いクレープ地

に金の縁取りのある着物風衣装で、下からのぞかせるスカートも金という艶やかなものだっ

た。これにちなんで興行上の戦略としてタイトルを「日本女性」としただけだった。上演と

連動するかのように『L'Art et la mode（アートとモード）』誌（1888 年 12 月号）は見開

き 1 ページを使って、ジュディックの衣装 4 体とともに、日本風の結髪に二の腕をあらわ

にしながら誇らしげに登場する着物姿を紹介している17。衣装のイラストレーションは、舞

                                                                                                                                                        
たため経済的に窮し、1891 年 8 月に帰国した（『西園寺公望傳第一巻』立命館大学、1990 年、pp.436-455 参

照）。以上のことから断続的に継続したゴーチエと西園寺の 10 年余の交際結果が「微笑みの女商人」というこ

とになろう。 
13

 『ラ・ヴィ・モデルヌ』を出版したシャルパンティエと当時の芸術家や文化人の関係性については拙稿「ビゴ

ーの作品とその由来の究明」（『来日 130 年周年宇都宮美術館コレクションによる ジョルジュ・ビゴーと日

光展』図録、日光市小杉放菴美術館、2011 年、p4)で触れた。 
14

 Le théâtre à  Paris,4e serie, sept.1887-oct.1888,pp.562-564.及び Les Annales du théâtre et de la 

musique,1888,pp.123-125.[Gallica]. 
15

 参考図『ル・モンド・イリュストレ』(1888 年 5月 19日付)。 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6377171f/f5.image [gallica] 
16

 Le théâtre à Paris、pp.157-163[Gallica]。慷慨の確認もこれによった。 
17

 Jalou media group サイト内 L'art et la mode, 1888 年 12 月 1 日号, 

http://patrimoine.editionsjalou.com/lart-et-la-mode-numero_1-1889-detail-55-4790.html＜2014年 7 月 27日

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6377171f/f5.image
http://patrimoine.editionsjalou.com/lart-et-la-mode-numero_1-1889-detail-55-4790.html
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台女優の姿をよく描いた女性画家ルイーズ・アベマが担当し、中央に大きく配した小道具の

扇は、ジュディックの娘のスケッチをもとにしながら竹と鶴が描かれたものという手の込ん

だ宣伝を行っている18。 

 先述の「フュナンビュル・サークル」の公演も 1888 年の秋からだったが、そこにも明確

なジャポニスムの影響を見出すことができる。フュナンビュル座の顔ともいえるピエロの俳

優ポール・ルグランの持ちネタだった「Papillon(蝶々)」も「Au Japon（日本にて）」とい

う名でアレンジされている。美しく咲き誇るバラに恋したピエロが日傘と扇を持って日本人

として登場する。そして、花芯と戯れる一羽の蝶に嫉妬心を抱き、ライバル視して追いかけ

るうち花園を荒らし蝶も殺してしまう。そこに蝶の群が現われ、悔悟させられたピエロはそ

っと蝶の躯を土に埋めるという筋書きであった19。 

   このときの同時公演のなかには、イタリアのコメディア・デ・ラルテの流れを受けた

「Léandre Ambassadeur」の上演もあり、そこでは Félicia MALLET（フェリシア・マレ, 

1863-1928）がデビューを飾った。パントマイムの世界に新風を吹き込んだ本格的な女性の

マイムの登場であり、彼女は伝統的な定型化されたピエロの動きから脱して、自由奔放な身

体表現とより自然で人間的な感情表現を追求しながら、急速に人気を伸ばしていった。

1889 年 2 月にフュナンビュル・サークルが上演した「Barbe-Bleuette（青髭娘）」は 1891

年に Nouvelle Théâtre におけるバレエ・パントマイム「Scaramouche」で再演され、天賦

の才をいかんなく発揮したマレに大きな賞賛が与えられた20。 

   このように、1880 年代末には劇場空間のなかで「日本」が一つの流行をなしており、興

行成績を睨んだ重要な要素になっていたことがわかる。それはパリ万国博覧会とともに輸出

された「日本」の装飾的イメージの文化的な消費需要が拡大した結果、悲劇でも喜劇でも、

ジャンルを問わず市場の要請に応えたものととらえられる。同時に、女優だけでなく、舞台

内容を伝える雑誌メディアにも女性の活躍の場が広がっていた。さらに、パントマイムのリ

ヴァイバルのなかでは単に過去の表現を再演するのではなく、ジャポニスムにも反応をみせ

る一方、女性のマイムが新境地を切り開き、主役として舞台にダイナミックな活力を生み出

す状況も芽生えていたのである。 

 

４ パントマイム「日本にて」の創作と上演 

 

 こうした演劇空間へのジャポニスムの浸透やパントマイムの新たな動きは、ポリーヌ・ヴ

ィアルドとサビーヌ・マンセルの創作意欲にも大いに刺激を与えていたと考えられる。彼女

たちの創作過程について、1895 年刊行とされるピアノ曲楽譜21『Au Japon Pantomime en 

un acte (日本にて、パントマイム 1 場)』とともに、さらに恰好の資料を提供してくれる、

ハーバード大学ホートン・ライブラリの「Pauline Viardot-Garcia Papers, 1836-1905 (MS 

                                                                                                                                                        
参照＞。ただしサイト上のデータは 1889 年 1 月発行とされているが、ページヘッダーの印字をみると、1888

年 12 月 1日号と読めるし、上演時期にも合致する。 
18

 前 註 17, 見開き pp.10-11に展開されるイラストによる。 
19

 Mimes et Pierrot, op.cit.,1889, 
20

 参考図：Revue illustre, tome douzieme, juin 1891-decembre 1891, pp.337-338, 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6263995v/f366.image ＜2014 年 7月 27日参照＞ 
21

 小林緑氏より借用させていただいたパリ国立図書館蔵本複写とともに、パリ・コンセルヴァトワール・ビブリ

オテーク（http://mediatheque.cnsmdp.fr/opacwebaloes/opac/index.aspx）内の PDF 版も参照した。 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6263995v/f366.image
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Mus 232)及び(MS Mus 264)」22（以下「ヴィアルド・コレクション」とする)を分析してみ

ることとする。 

 

（１）創作プロセスの推定 

 

 「日本にて」ピアノ曲楽譜（以下「ピアノ曲楽譜」と略す。）によるこのパントマイムの

慷慨について、小林緑氏の紹介23に従うと、日本の地にて富裕なサムライによって幽閉状態

にあるジャスミーナが、絵をかいたり、蝶々と戯れたりして気を紛らわす日々を過ごしてい

る。彼女は時々窓の外を行進する駐留フランス軍の将校に恋心を抱いている。その思いを手

紙に託し、出入りの小間物売りに仲介を依頼する。サムライはジャスミーナに言い寄るのだ

が彼女はそれを拒否、外出のための鍵を要求するが受け入れられない。ジャスミーナの親

友・踊り子のコリブリは、館に潜り込み、二人は再会を喜ぶが、コリブリの示した将校の写

真により二人は同じ人物に恋していることがわかる。そこへサムライがシャンパンをもって

戻り、3 人で小宴会のうちにコリブリの踊りの指南にサムライも興じて、連れだって外に出

ていく。残ったジャスミーナのもとに、窓から将校フェビュスが忍び込み、ジャスミーナだ

けへ愛を告白する。再びコリブリが戻り、サムライの再来を告げる。フェビュスは日本の商

人のふりをしてその場をやり過そうとするが隠し切れない軍服のため失敗し、サムライとの

一騎打ちとなる。割って入ったジャスミーナが扇を使ってサムライを打ち倒し闘争を諌める。

そしてフェビュスとの結婚の決意を告白し、円満解決の終幕となる。 

 小林氏はピアノ楽譜の序奏に歌曲「La Japonaise(日本娘）」の一部が入っていることも

指摘されている。｢ヴィアルド・コレクション｣(MS Mus 232)にはヴィアルドが 1892 年に

発表した 6 つの歌曲集「Six mélodies pour une voix suivies d'un duo, pour 2 voix égales. 

Paris : J. Hamelle, 1892」があり「La Japonaise｣が含まれている24。そのため「パントマ

イム 日本にて」の創作時期の推定はこの歌曲集ができた 1892 年以前に遡及できる。 

 一方、「ヴィアルド・コレクション」（MS Mus 264）のなかには、サビーヌ・マンセル

の署名入りのシナリオ稿本やヴィアルドの書写、楽譜の草稿、浄書版などが含まれている。

順にみていくことにする。 

 整理番号（81）は、創作推定時期を補強するに十分な年記とマンセルの署名入りシナリ

オ手稿二点を含む。 

 

(81) Mancel, Sabine. Au Japon : autograph manuscript, manuscript libretto, 1890-1892 

and undated. 5 folders. 

Includes: 

・Autograph early draft of scene Fleur de jasmin (1890) 

・Autograph complete text 

・Autograph drafts of Scenes VIII and IX (1892) 

・Synopsis of Fleur de jasmin in the hand of Pauline Viardot-García 

                                                 
22
「Au Japon」草稿を含む「MS Mus 264」の 2011M-3 は、2011 年に購入された「Bonynge-Sutherland 

Collection」である。 
23

 プログラム執筆・対訳・監修 小林緑、 編集・日仏女性研究学会国際女性デー企画委員会 『国際女性デーにフ

ランス女性作曲家を聴く‐コンサートプログラム』制作・発行 日仏女性研究学会， 2014 年 3 月 8 日、p7． 
24

 Abel de Montferrier の作詞。なお、1882年に J.Duprato によって同じ詞に作曲された同名曲があり、le 

Livre des Sonnets の第 14 番に収められている[Open Library 収録版]を参照｡ 
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・Synopsis of Au Japon in the hand of Pauline Viardot-García 

2011M-3. 

 

 このうち、1890 年の年記のあるものはタイトルが「フルール・ド・ジャスマン」（ジャ

スミンの花）、舞台設定は日本とされる。配役は主人公フルール・ド・ジャスマン、サムラ

イ（富裕者）、レアンドル（海軍将校）、小間物売り、ミュスカデであり、９場となってい

る（以下「1890 年稿」とする。）。恋する相手にコメディア・デ・ラルテの「レアンドル」

を採用しているのは、前述のパントマイムのリヴァイバルから来ているのだろうか。日本に

駐留する仏国海軍将校という設定はロチの『お菊さん』との関連もうかがわせるものがある。

ちなみに『お菊さん』のなかには最初に愛人の候補として現れ、若すぎるために選ばれなか

った「ジャスミン」がいる。あるいは、『お菊さん』のパロディとして作られたという見方

もありうるだろう25。 

 もう一つの手稿の制作年は不明だが、タイトルは「日本にて」、配役はフルール・ド・ジ

ャスマン、グイド（スペインやイタリアのフィレンツェの歌手で、日本以外の異国の出身者

で豪華な衣装を想定）、コリブリ（踊り子）、サムライ、小間物売り、カルカ（グイドの伴

奏者、男性役）、二人の日本人従者と、登場人物がより多く、全 18 場と長い構成である

（以下「制作年不明稿」とする）。 

 さらに 1892 年 3 月の年記のある、第 8 場と第 9 場のメモが添付されており、将校の名は

「Philippe（フィリップ）」とされ、ピアノ曲楽譜のフェビュスとは異なるものがみえる。 

 最後にヴィアルドによる書写稿がついており、「1890 年版」と「制作年不明稿」の両方

を写している。 

 「ピアノ曲楽譜」との比較では、「1890 年稿」の配役が最も近い。「制作年不明稿」か

ら長い場数を詰めて、恋人役の設定を異国の歌手から駐留フランス軍将校へと変更させて

「1890 年版」ができ、その名前は、1892 年 3 月には Philippe であったという創作の流れ

が考えられる。ちなみに、サムライとフェビウスの抗争をジャスミーナが扇で諌める最終場

面は、グイドの登場する「制作年不明稿」では、サムライとカルカが絡み、グイドがマンド

リンを使っていなすという男役のみの所作になっており、ジャスミーナの姿は後景に退いて

いた。「1890 年稿」や「ピアノ曲楽譜」では、幽閉され自己解決能力が薄いようなジャス

ミーナを最後に大きく変化させ、より積極的主体的に男性同士の抗争に割って入り、和平を

もたらす勇者として描き、恋愛に勝利する終幕につなげている。1890 年前後のパントマイ

ムや女性のマイムの登場が、作品の変更に何らかの影響を与えたと考えたいところだが、決

定的な裏付けはない。 

 このほか、ヴィアルドが曲想を練っていった過程を見せる譜面ノートの整理番号（107）

は、「日本にて」とともに「L'Orge」,「Trop de femmes」といったツルゲーネフと協力し

てヴィアルドが創作したオペラコミックの写しやメモ書きを含む。整理番号(108)から(110）

は、実際に演奏に用いられたとみられるオーケストラ用楽譜やパートごとの譜面の手稿、浄

書版がみられる。オーケストラ用楽譜の配役は、主役が「フルール・ﾄﾞ･ジャスマン」と

「1890 年稿」の役名を踏襲し、「フェビュス」が「オフィシエ」とあって具体的な名前を

記していない。そのためピアノ曲楽譜より以前、さらに 1892 年 3 月のメモの「Philippe」

よりも遡る時期に制作された可能性がある。 

                                                 
25

 後述するオーケストラ楽譜の最終ト書きに、将校が旅立ちの直前にコリブリに慰労金を渡す場面がある。『お

菊さん』との別離とは異なり、明るい展開の終演に向かっている。 
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 最も「ピアノ曲楽譜」に近い手稿を含むのが（111）26である。 

 まず薄桃色の艶やかな地色の表紙に目を奪われる。その中央に、初代歌川広重の浮世絵

「風流花鳥尽」27の「桜に山
やま

雀
がら

」図が貼付されている。周囲のコラージュには、土産物の包

み紙と思しき、鹿の子の地模様に京都の紅葉の名所の地名を白く抜いて散らし書きになった

ものを使い、飾り文字風に作品タイトルと署名を書きこんでいる。ヴィアルドのこの作品へ

の愛着とともに、身辺に深く入り込んでいたジャポニスムの影響がうかがえる28。 

 このなかに含まれるのは制作年のないヴィアルドによる 2 種の手稿楽譜である。前半の

ものは「ピアノ曲楽譜」と同じ配役だが、後半のそれは「1890 年稿」と同一である。

「1890 年稿」を元にしながら完成した「ピアノ曲楽譜」を前にして、その表紙として広重

の花鳥画をアレンジしたものであろうが、「桜に山雀」の図は、ジャスミーナ（花）とコリ

ブリ（ハチドリ）の二人の女性の友愛と協力の見立てとして採用されたものかもしれない。

それはまた、ヴィアルドとマンセルの関係のメタファーとも解せられよう。 

 

（２）上演に関する記録資料 

 

 さて、サビーヌ・マンセルの手稿に見られた年記から推定すると、1890 年と 1892 年 3

月の間にヴィアルドの作曲が成立したと考えられるが、それを裏付ける資料が日刊紙『Gil 

Blas（ジル・ブラス）』（1891 年 5 月 25 日付）の「Propos de Coulisses（舞台裏の話

題）」欄に見出される。 

 

Brillante soirée dramatique et musicale, jeudi dernier, chez madame Pauline 

Viardot. Au programme : la Clé de Métella, l'acte amusant de Meilhac et Halévy, 

et comme morceau capital la première d'Au Japon, pantomime de madame 

Sabine Mancel, musique de madame Pauline Viardot. Un vrai succès.  

 

先週の木曜日（1891 年 5 月 21 日にあたる）にマダムポリーヌ・ヴィアルドの館で

演劇と音楽の素晴らしい夕べが催された。プログラムはメイラックとアレヴィ作

「メテラの鍵」の楽しい劇、そしてこの日の主演目として、サビーヌ・マンセル作、

ヴィアルド夫人の音楽によるパントマイム「日本にて」の初演。まことに素晴らし

い出来映えであった。（括弧内は筆者） 

 

 ほかの劇場の上演告知や予定記事とともに、Gaultier-Garguille というこの欄の通信者の

署名がついているが、この人物については不明である。記事中にはヴィアルドのサロンにお

ける「日本にて」の演奏が賞賛をもって迎えられたことがうかがえるが、具体的な内容には

言及されていない。しかし、すでにみたように 1892 年以前にオーケストラ楽譜が成立した

可能性があり、「ヴィアルド・コレクション」に含まれる（１０８）から（１１０）が使用

されたと考える。 

                                                 
26

 参考図：http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/46596942 ＜2014年 7 月 26 日参照＞ 
27

 広重作品を網羅した、内田実『広重』（岩波書店、昭和 53 年・昭和 7年復刊版）や最近開催された姫路市立

美術館『広重』展出品目録にも同様の図柄は見当たらない。稀有な版のようである。 
28

 オーケストラ楽譜では、1場の主人公が絵を描くシーンに対して、画架をたてるか、床に紙を置き、顔を客席

に向けて日本風に描いてもよいが、滑稽にならないようにとの注意書きがある。日本画を描くシーンをみたこと

があるのだろう。模倣であっても皮相に陥ることを避ける意図が読みとれる。 

http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/46596942
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 また、「日本にて」に先立って上演された「メテラの鍵」は、のちにオッフェンバックの

代表作となる「ラ・ヴィ・パリジェンヌ」の元となった喜劇であり、1862 年の初演だった。

ヴィアルドは 1860 年代に､ツルゲーネフ作品に作曲したオペラコミックを発表していたが、

それ以来、およそ 30 年ぶりの創作舞台劇であったため、往時への思いを重ね合せたのでは

ないだろうか。    

 フランス以外でも「日本にて」の上演があった記録が新聞記事に見いだせる。1896 年の

1 月には、サンクトペテルブルクの冬の社交界にこの作品が登場したという（『Gaulois』 

1896 年 1 月 18 日付）。ここでも作品の演奏状況は不明だが、国外でも演奏されたことは、

この作品がピアノ楽譜の刊行とともに演奏機会を増やしていったことを想像させる。 

 サロンにおけるアマチュア演劇の上演、特に喜劇についての演劇活動が熱心に行われ、そ

こに芸術の融合やジャンルを超えたコミュニケーションの活性が生まれたことを Victor du 

BLED が記録している29。彼のもとに届いた、チェロ奏者ジュール・グリセ（Jule GRISET）

がまとめた、サロン上演のオペラコミック作品リスト 34 曲によると、ヴィアルドがツルゲ

ーネフ作品に作曲した「Trop de femmes」（1 幕、女性 4 人、男性 2 人、女性コーラス）

「Le dernier sorcier」（2 幕、男性 2 人、女性 4 人、女性コーラス）とともに、

「Pantomime Au Japon」（女性 2 人、男性 3 人）も見いだすことができる。興業演劇と

は一線を画した、サロン芸術として「パントマイム 日本にて」は創作され、上演され、喝

采をあびたものとみられる。 

 

４ おわりに 

 

 以上、1889 年発表のサビーヌ・マンセルによる詩作掲載誌にマイムの流行や日本紀行の

掲載が見られることを手掛かりとして「日本にて」創作の背景を探ってみた。1880 年代の

劇場空間にはジャポニスムへの傾倒が認められることやパントマイムのリヴァイバルと女性

のマイムの登場などを背景に、ホートン・ライブラリに含まれる二人の草稿のうち「1890

年稿」を着目しながら、「日本にて」の創作プロセスを考察した。さらに初演年月日につい

て日刊紙『ジル・ブラス』により 1891 年 5 月 21 日にポリーヌ・ヴィアルドのサロンで上

演されたことを確認した。 

 1890 年の時点で 70 歳を超えていたヴィアルドと 40 歳前後のマンセルがどのような縁で

知り合い「日本にて」の草稿が手渡されたか、具体的には不明である。そのころからマンセ

ルには文壇に向かう勢いがあった。先に見たヴィアルド・コレクション（ＭＳ ＭＵＳ246）

には、Jacques SABINE 作詞、ヴィアルド作曲の「Chanson Tzigane」が含まれており、

演劇を介在して二人の交流があったことをうかがわせるが、この偽名が 1890 年以前に使用

された形跡を見出していない。いずれにせよ、サロンにおいてヴィアルドと接触する可能性

が大いにあったという推測の域にとどまる。 

 ただ確かなことは、二人の創作は、日本男性の性道徳に起因する女性たちの涙に満ちたド

ラマでもなく、興業演劇やモードに単純に消費されるだけの日本女性のイメージの流布でも

なかったということである。女性たちが機知を効かせて協力しながら紛争を解決し、誰も傷

つけることのなく終わる小さなパントマイムの草稿は、平穏な自然美を象徴する広重の花鳥

                                                 
29

 Victor du BLED, La Société française du XVle siècle au XXe siècle ;  VIIIe série,  XVIIIe &. XIXe siècles, 

la comédie de société, le monde de l’émigration, Paris ;Perrin et cie, 1911, Additions III, pp.298-301。 

https://archive.org/details/societefranca00dubl＜2014 年 7 月 1 日参照＞ 
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画とともに今日まで伝存されてきた。いつの日か全曲演奏が実現され、音楽学からの楽曲的

解明も進展していくことを心から希望している。 

 

サビーヌ・マンセル創作タイトルリスト 

（以下＊マークは WorldCat に未収録のもの。主に Google-ebooks より検索採取した。） 

 

[詩作及び詩集]  

L'Ombre cornue, récit périgourdin , Le Semeur :revue littéraire et artistique par Charles 

Fuster , 25 avril 1889 * 

La Veillée aux noix, Le Semeur, 10 sep.1889 * 

BRIC-A-BRAC, L'Année des poètes au "Semeur", 1890 * 

  (1895 年に Paris: René Godfroy より出版。) 

Les Voix de Jeanne, A  Jeanne D'arc, Académie champenoise d'Epernay, pp.28-31,1891 * 

KALLIRHOE-ELEGIE, ibid .pp.78-81，* 

（Le sylphe:Revue littéraire, vol.5,1891,pp.15-17 にも再録。）* 

  それぞれ Académie champenoise d'Epernay 主催コンクールにおける受賞作。 

Le chanson du travail, L'Année des poètes au "Semeur", 1891 * 

Fragment de <devant la mer>,L'Année des poètes au "Semeur", 1892 * 

France, L'Année des poètes au "Semeur",1893 * 

Douchka...,Paris：Firmin-Didot, 1893 

Contes périgourdins, Paris：Firmin-Didot,1893 

La Crémière de St Gervais. Suivi de : le Pére Croutechou et de l'Emba ̂cle 

Paris : Firmin-Didot, 1893 

Bardit de L'eppe: Stances, La France moderne: littérature, sciences et arts 

contemporains, mai 27, 1893 * 

Le Légende du Samedi、L'Année des poètes au "Semeur", 1895 * 

La Barque, L'Année des poètes au "Semeur",1896 * 

Illusions ! saynète en vers, Paris : Ed. de la Revue septentrionale, 1911. 

 

[作詞による楽譜及び曲集] 

L'Absence, Poésie de Sabine Mancel, musique de Mme Mélan-Guéroult 

Paris : le Figaro illustre, numero d'avril, 1893 

La Leçon de Redowa ! Redowa chantée et dansée..., poème de Sabine Mancel, musique 

de Gaston Lemaire、Paris : E. Gallet, [1895] 

L'Oubli ! Poésie de Mme Sabine Mancel, musique de Henry Février,Paris : H. Gregh, 

[1895] 

Rose d'avril ! :op:50, Poésie de Sabine Mancel, musique de Mme Mélan-Guéroult 

Paris : A. Durand et fils, [1896] 

Rends-moi mes Roses ! Poésie de Sabine Mancel, musique de Paul Jumel 

Paris : Laudy, [1897] 

Captif ! Mme Sabine Mancel, musique de Henry Février, Paris : A. Quinzard, [1897] 

Kacida persare, Poésie de Jacques Sabine, Hachette, [1899] * 

Ses yeux bleus. Mélodie. Poésie de Mme Sabine Mancel, musique de Henry Février 

Paris : H. Gregh, [1905] 
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Dix Chansons enfantines. Poesies de Sabine Mancel, musique de Gabriel Grovlez 

Paris : A. Joanin, [1907] 

Chansons et danses pour la jeunesse. Paroles et airs de Sabine Mancel. Harmonisation 

de Paul Ternisien, Paris : M. Sénart B. Roudanez et C.ie, 1909. 

La Chanson d'Annie, poème languedocien. Paroles et musique de Sabine Mancel. 

Harmonisation de Paul Ternisien, Paris : M. Sénart, B. Roudanez et C.ie, [1912] 

20 belles rondes et chansons populaires pour la jeunesse,Paris : éditions Aug. Zurfluh, 

[1913 et 1928] 

Les Lilas sont fleuris. Poésie de Sabine Mancel. Chant et guitare 

Auguste Zurfluh: L'Estudiantina, 1924. 

Les plus belles Rondes et Chansons jouées, dansées et chantées par toute la jeunesse 

Paris : Zurfluh, cop. 1931. 

Choeurs pour la jeunesse. Transcription à trois voix égales des plus belles rondes et 

chansons populaires. Adaptation et paroles de Sabine Mancel. N° 1. Chant seul 

Paris : A. Zurfluh, 1934. 

Le savent-elles ? . Poésie de Sabine Mancel. Chant et piano 

Paris (2 bis, rue Vivienne) : Heugel, éditeur, [s.d.] 

 

ほかに'Chansons de la vieille France : avec accompagnement de piano, Second volume, 

12 brunettes et bergerettes du XVIIe et XVIIIe siècle'や 

'Rondes et chansons populaires pour les enfants : Piano seul et chant et piano. 

Transcription par Aug. Zurfluh. Vol. 1-2,[1945-1946]' にも作詞曲が収録されている。 

 

[演劇関係] 

Pantomime Au Japon , composée par Pauline Viardot, 

  Gil bras,  25 mai 1891 に初演記録がある。 

 

La fille du Roi, Théâtre mathurins, juin 22.1899,  

 L'art du Théâtre, vol.2, 1902 に記録がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 


