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藤田貴大（ふじた・たかひろ）

マームとジプシー主宰／演劇作家。北海道
伊達市出身。07年マームとジプシーを旗揚
げ。以降全作品の作・演出を担当する。作
品を象徴するシーンを幾度も繰り返す “リフ
レイン”の手法で、演劇の反復における観客
や俳優への作用を探求。音楽のサンプリ
ングや映画やビデオクリップのデジタル的な
カット割りとの同時代性を演劇によって鮮烈
に打ち出し、注目を集める。11年6月–8月に
かけて発表した三連作「かえりの合図、まっ
てた食卓、そこ、きっと、しおふる世界。」で第
56回岸田國士戯曲賞を26歳で受賞。以
降、様 な々分野の作家との共作を積極的に
行うと同時に、演劇経験を問わず様 な々年
代との創作にも意欲的に取り組む。13年、
15年に太平洋戦争末期の沖縄戦に動員さ
れた少女たちに着想を得て創作された今日
マチ子の漫画「cocoon」を舞台化。同作で
2016年第23回読売演劇大賞優秀演出家
賞受賞。演劇作品以外でもエッセイや小説、
共作漫画の発表など活動は多岐に渡る。

http://mum-gypsy.com/

アクター・マネージャー
　長い演劇の歴史において「演出家」という職能がうまれたのは最近
のことだ。専門書を紐解けば、例えば19世紀後半、ドイツのマイニ
ンゲン劇団でゲオルグ2世とその指揮のもとで働いたクロネック、フ
ランスで自由劇場を立ち上げたアントワーヌらが世界初の演出家とし
て挙げられている。しかし演出に類する作業がそれ以前にはなかっ
たわけではない。英国にはアクター・マネージャー（actor-manager）と
いう存在があった。18世紀の名優デビィッド・ギャッリックが原型を
作ったといわれるその役割は、主演と舞台監督と劇団運営を兼務し、
リハーサルから舞台装置の設計まで責任を持った。役の割り振りを
し、リハーサルをまとめる演出的役割もそこには含まれる。18世紀か
ら19世紀の英国演劇はこのようなスーパースターによって支えられて
いた。「俳優の時代」と呼ばれる19世紀の英国演劇を代表するヘン
リー・アービングが、俳優として初の爵位を授与されたのが1895年。
シェイクスピアを得意としたアービングは、そのブランク・バース（blank 

verse無韻詩）を見事に朗誦したことで記憶されている。この時代の名
優とは朗誦術に長けた俳優のことであった。一方、主役以外の俳優
たちは戯曲全体の台本を持つことはなく、自分の台詞が記された断
片的テキストが渡されるだけであった。演劇が主演俳優の技量を見
せるものであったこの時代、その台詞回しの流麗さを強調するために
原作の恣意的な編集も厭わなかった。

演出家という職能
　「俳優の時代」の19世紀にたいして、20世紀は「演出家の時代」と
いわれる。はじめて演出家（stage director）という言葉を用いたのはエ
ドワード・ゴードン・クレイグといわれている。クレイグの母親エレン・
テリーは著名な女優であり、アービングと内縁関係にあった。クレイ
グはテリーの連れ子で、アービングと血の繋がりはなかったが、彼の
ことを実の父の如く慕い、舞台人として尊敬していた。しかし演出理
論家としてのクレイグの主張は、アクター・マネージャーを頂点とする
システムを、遺物として葬り去ろうとするものであった。
　彼の有名な論考「俳優と超人形」（1907）は俳優至上主義批判だ。
演技は芸術ではないし、俳優は芸術家でない。それは「マリオネッ
ト」で十分だというのがその主旨だ。俳優にたいする侮蔑ともとれる
言葉は、演劇にたいする高貴な思いの裏返しとして理解しなければ
ならない。「芸術は設計によってのみ達成可能である。だから芸術
作品を創造するには、計算可能な素材のみを使うべき。その素材に
人間は含まれないのである」1）。「素材」と「設計」という視点が明らか
にするとおり、クレイグは演劇を全体芸術と考え、多彩なスタッフの
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川島 健
Takeshi KAWASHIMA

演出家の役割：英国演劇の場合

の問題でもあります。
　演劇の可能性をもっと広げたいと思い、異なるジャンルの人とコラ
ボレーションをしたり、演出方法を考えたり、前の世代とは、異なる
方法で集客も考えてきました。それは、劇作家の部分ではなく、演
出家の部分で、その時々で異なる空間をどう使うことができるかを考
えて、観客数を伸ばしてきました。岸田戯曲賞受賞以降は、演出に
重きをおいて活動してきたと思います。
　新しい可能性を演出していくことで、新しく開拓した領域があり、そ
れは著作物であり著作権があるという感覚はあります。ただ、それ
は法律でどうにかするという問題ではないし、それがある種の抑圧に
なってしまうのもおかしな話です。

20年後の演劇
　先ごろ、4歳のこどもから大人まで楽しめる作品『めにみえない み
みにしたい』を上演しました。4歳のこどもたちにとって、初めて見る
演劇が、僕たちの作品のようなシーンを繰り返すものだったら、大人
になった彼らにとって、演劇は繰り返すことが当たり前になる。そん
な人たちは、僕の想像もつかない時間の流れだったり、テンポだっ
たりを演劇によって作り出すんだと思って楽しみになりました。僕は、
平田オリザさんの演劇をVHSビデオで教科書のように見て、80年代、
90年代は、こういうのが流行っていたんだ、これが当たり前のスタイ
ルなんだと思っていました。そういう経験が自分の血肉になることが
歴史だと思っていて、「マームとジプシー」を見ている今のこどもたち
は、僕が50歳くらいになったとき、ぜんぜん違う演劇を見せてくれる
のが楽しみです。

（5月15日インタビュー、構成：セゾン文化財団事務局）

photo: 小笠原真紀 ©マガジンハウス
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才能を有機的に組織することを企図した。「演劇の芸術 第一対話」
（1905）をみればクレイグの考えの具体性が分かる。

俳優、舞台美術家やその他の職人の手を借りて戯曲家の戯曲を
解釈するとき、演出家は職人となる。職人頭となるのだ。彼が動き、
言葉、台詞、色とリズムの使用をマスターすることができたら、彼
は芸術家になることだろう。そうすればもはや戯曲家の手助けな
ど必要ない。我 の々芸術は自律的であるからだ2）。

演出家の仕事は戯曲を解釈することあり、それによって演劇は劇作
家から独立することができる。そのために演出家は他のスタッフの
仕事を統括しなければならないというのがクレイグの主張だ。演劇
を言葉の呪縛から解き放ち、劇場空間の持つ即物性の領域へと引き
寄せるためには、専門スタッフの組織化が必要というのだ。クレイグ
が俳優の恣意と即興を禁じたのは、演劇を集団創作の芸術と構想し、
明確な職務分掌を計画したからだ。
　劇場に劇作家は必要ないというクレイグは戯曲を軽視しているよ
うにみえる。しかし実際は逆である。「戯曲家にたいする俳優の最
悪の違反は、戯曲の言葉と台詞を省略したり、『ギャグ』のようなもの
を差し挟んだりすることである。劇作家の唯一の所有地に侵入する
ことは違反なんだ」3）。権能の明確化のために、クレイグは、劇作家

と俳優の領域を確定し、その関係を監督する役割を演出家のものと
したのだ。したがって演出家の解釈とは原作を傷つけることなく、新
たな息吹を吹き込むにあるといえよう。
　劇場における職階を整理し、職務を分掌しようとするクレイグの演
出家論は、演出のノウハウというよりは組織論であった。その目的は、
制作におけるコミュニケーションの方向を明確にし、複数の人間の力
をひとつのビジョンの実現に向かわせることにある。ところが、クレイ
グの提言にもかかわらず、英国で演出家の仕事が独立するまでには
戦後を待たなければならなかった。アクター・マネージャーの伝統
は戦間期まで残り、主役以外の役者に作品全体の台本を渡さぬ慣習
は1950年代まで残っていた。主演俳優に依存するシステムが堅牢で
あり続けたのだ。一方、クレイグの微妙な表現がその説得力を損なっ
ていたことも確かだろう。規律と訓練の重要性を唱えるために、演劇
制作を軍艦の操縦に譬え4）、演劇への愛を帝国主義者の愛国心に譬
える5）。俳優の自由、意志、個性を否定し、服従と拘束こそがその仕
事だといって憚らないクレイグの論調は、労働者を搾取する悪辣資
本家のそれのようであった6）。

新しい演出家像
　英国の演出家の伝統はピーター・ブルックにはじまるといっても過
言ではない。20代の若さでロイヤルオペラ・ハウスの制作監督に抜
擢された天才は、戦後の英国演劇を挑発し続ける。アルトーやグ
ルトフスキーなど異国の鬼才の演劇論を紹介し、『マーラー／サド』
（1964）、『US』（1966）などで俳優やスタッフとの議論から舞台を作り
上げる手法を確立した。トレバー・ナン、ニコラス・ハイトナ、マイケ
ル・ボイドなどの英国を代表する演出家たちはブルックの切り拓いた
道を辿り、そのステータスを高めていった。国立劇場の芸術監督に
収まった彼らは英国の演出家というイメージを堅固にしていく。原作
に寄り添いながら、時には斬新な解釈を交え良質な舞台空間を創り
上げるその手法は、シェイクスピアを生んだ国という伝統の継承と
強化に貢献してきた。60年代以降観光スポットともなったふたつの
国立劇場とともに、演出家たちは文化外交の顔としての役割を担った。
特に1990年代のクールブリタニアの時代には英国文化の広告塔とし
て利用された事実は否定できない。
　1970年代にパリ郊外に拠点を定めるブルック自身は、そのような
英国的演出家像からいち早く離脱していく。劇場を飛び出しあらゆ
る場に劇的なモメントを求めるラディカルさは、ブルックを旅に駆り
立てて、様々な演劇文化とのインターフェイスを追求させた。彼の主
著『なにもない空間』（1968）には次のようにある。

少なくとも半世紀前から、演劇はひとつの統一体であり、すべて
の要素が調和されなければならないと考えられてきた。それが演
出家の誕生を導いたのだ。しかしこれまで問題とされてきたのは、

川島健『演出家の誕生 演劇の近代とその変遷』彩流社、2016

1） Edward Gordon Craig. “The Actor and the Über-Marionette”. On 
the Art of the Theatre. Ed. Franc Chamberlain (London: Routledge, 
2009), 28. 

2） Edward Gordon Craig. “The Art of the Theatre: the First Dialogue”. 
On the Art of the Theatre. 77. 

3） Edward Gordon Craig. “The Art of the Theatre: the First Dialogue”. 
On the Art of the Theatre. 78. 

4） Edward Gordon Craig. “The Art of the Theatre: the First Dialogue”. 
On the Art of the Theatre. 85-86. 

5） Edward Gordon Craig. “The Art of the Theatre: the Second 
Dialogue”. On the Art of the Theatre. 95. 

6） Edward Gordon Craig. “The Actor and the Über-Marionette”. On the 
Art of the Theatre. 30. 
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Carol Ann Duffy and Rufus Norris, My Country: A Work in Progress; 
in the words of People across the UK, Faber & Faber, 2017

外面的な統一の問題、主に、異質なスタイルが不調和をきたさぬ
よう、不協和音を出さぬように、外面的に、種々のスタイルを調和
させることであった。複雑な作品の内的統一はいかにして表現し
うるか考えるとき、わたしたちはその逆こそが真実だと知るであろ
う。つまり外部から聞こえてくる不協和音こそ不可欠なものなの
だ。さらに観客、そしてそれを生み出す社会について考えるならば、
これらすべての要素を真に統一するのは、他の基準では醜悪で不
調和で破壊的にみえる因子であろう7）。

演劇を統一体とする見方が約50年前に生まれたとブルックはいう。
それは明らかにクレイグが夢見たような、演出家がスタッフを組織化
し、戯曲と上演を俯瞰することで与えられた統一体としての演劇のこ
とだ。ブルックの求めた演劇はそれとは異なる。彼は演出を、双方
向的コミュニケーションと合議を媒介するものとして位置づけ、作品
を観客とその背後にある社会に開いていく。その仕事の肝要は自分
の考えを伝えることではない。「演出家は作業をし、耳を傾ける。演
出家は、俳優が作業し、耳を傾けるのを手助けするのです」8）。演出
家の仕事は自らのビジョンを実現することではない。制作過程に生
まれた言葉を預かり、観客と社会に投げかけていくことが演出家の仕
事であるとブルックはいう。

演出と演劇のこれから
　ブルック以降、「なにを創るか」よりも「いかに創るか」というプロセ
スに力点を置く演出家が増え、言葉を発するよりも、言葉を預かるこ

とがその任務とみなされるようになってきた。複数意見を媒介する
仕事は、異文化コミュニケーションとグローバライゼーションの時代
を象徴する職能にみえる。その役割がこの時代に必要とされるリー
ダー像と重なっているようにみえるのだ。
　2015年から英国のナショナル・シアターで芸術監督を務めるルファ
ス・ノリスは、2017年に『わたしの国  進行中の作品』（My Country; 

A Work in Progress）を演出した。前年に行われたEU離脱／残留
を問う国民投票が、少数のエリートたちの論議に左右されてしまった
と悔いるノリスは、国民の真意を拾い上げる必要性を感じる。1000

以上集められたインタヴューは、桂冠詩人キャロル・アン・ダフィに託
され、戯曲化された。イーストミッドランド、北アイルランド、カレドニ
アなど英国を形成する6つの地域が擬人化され、それぞれが地域の
声を表象し、移民や貧困など英国を悩ます社会問題を討議する。擬
人化されたブリタニアによる議事進行のもと、EU離脱か否かを問う
のが目的だ。『ガーディアン』誌のインタヴューでノリスは「国立劇場
が議論の場であることを望むなら、耳を傾けることからはじめるのが
適切だ」と創作の意図を打ち明けた。できるだけ公平を期するために、
EU離脱派と残留派の意見を数量的に調整し、特定の考えに誘導し
ないようにしたという9）。
　上演は賛否両論であった。『インディペンデント』誌のポール・テイ
ラーがその政治的介入を評価する一方10）、『ガーディアン』誌の大物
劇評家マイケル・ビリントンはその意図を評価しつつも、新しい知見
がなかったと苦言する11）。多種多様な反応に共通するのは、制作意
図の評価と作品の美学的評価のダブルスタンダードだ。それが批評
家たちに留保的判断を強いている。「果敢な挑戦だが演劇作品とし
てはいまひとつ」というのが、多くに共有される本音だろう。
　ノリスの試みは、代議制の欠陥を熟議民主主義によって代補する
ものといえよう。多様な声に耳を傾けるノリスの態度は、ブルックの
意志を引き継いだものであることは間違いない。しかし熟議は当事
者以外には閉じられる傾向にあることを忘れてはいけない。ノリス自
身は弱者の声を拾い上げようとする公演を「反響室」に譬えている12）。
この比喩は、作品を単一の声に支配されぬようにする制作の配慮を
示すとともに、声を響かせるために密閉が必要とされることを図らず
も示している。数量的な民主性を担保して制作された『わたしの国』
は、「良きリーダーシップを求める」という議長ブリタニアの言葉で締
めくくられる13）。政治的な表象／代表を求めるこの結末は、ブリグ
ジットを「芸術的」に表象することを回避してはいないか。『わたしの
国』の副題には「英国の人々の言葉による（in the words of people 

across the UK）」という文言が含まれている。それらの言葉は反響こ

7） Peter Brook. The Empty Space (New York: Touchstone, 1996), 39. 
8） Peter Brook. The Open Door: Thoughts on Acting and Theatre (New 

York: Anchor Books, 2005), 144. 

9） “Rufus Norris’s Interview with Amelia Gentleman: We Are Living in 
an Age of Extreme Selfi shness”. The Guardian (Feb. 27. 2017). Web.

10） Paul Taylor. “Carol Ann Duffy Brings a Major’s Poet’s Ear to the 
Music of the Text”. Independent (March 13. 2017). Web.

11） Michael Billington. “Carol Ann Duffy Tackles Brexit”. The Guardian 
(March 12. 2017). Web. 

12） “Rufus Norris’s Interview with Amelia Gentleman: We Are Living in 
an Age of Extreme Selfi shness”. 

13） Carol Ann Duffy and Rufus Norris. My Country: A Work in Progress; 
in the words of people across the UK (London: Faber & Faber, 2017), 
58. 
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川島 健（かわしま・たけし）

英文学研究、演劇研究。博士（学術）。早
稲田大学高等研究所助教、広島大学大
学院文学研究科准教授等を経て、現在、
同志社大学文学部教授。著書に『演出家
の誕生 演劇の近代とその変遷』（彩流社、
2016年）、『ベケットのアイルランド』（水声社、
2014年）、『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、岡室美奈
子、長島確との共著）、『サミュエル・ベケット！ 
これからの批評』（水声社、2012年、岡室美
奈子との共著）、『ベケット証言録』（白水社、
2008年、ジェイムズ&エリザベス・ノウルソ
ン著、田尻芳樹との共訳書）など。現在は
BBC（英国放送協会）と文学者の関係を論
じる書物と、20世紀英国演劇を通史的に
振り返る書物を準備中。

そすれ、結局どこにも届けられていない。
　舞台芸術と他の芸術ジャンルの違いのひとつは、制作に関わる人
数の規模だ。それゆえアウトプットだけでなく制作過程も重視され
る。しかしプロセスの重視は往々にして作品そのものの価値を減じ
てしまう危険がある。もちろんプロセスを重視すべき場合はある。小
さなコミュニティを基盤にする演劇では、演出家は議事進行役に徹
したほうがよいこともあろう。しかし、ブリグジットをテーマに不特
定多数の観客のために上演する舞台が目指すべきものはそこではな
い。拾い上げた声を来るべきリーダーに託すことは政治的には正し
い。しかし演劇が芸術であるならば、政治的な手続きに甘んじるわ
けにはいかない。演劇はなにを目指すのか。演出家は預けられた言
葉をどこに届けるべきなのか。演劇に携わるものは今一度考えなけ
ればならない。そしてこの問題の中心に「演出家」がいることを忘れ
てはならない。

セゾン文化財団では、当財団の趣旨に賛同し、活動を支援していただける法人賛助会員を募っております。
新しい文化を創造するアーティストたちの創造活動に、ぜひお力をお貸しください。
詳細につきましては下記URLにてご覧になれます。
http://www.saison.or.jp/support/index.html

法人賛助会員のご紹介（2018年7月現在）
当財団の活動に対しましてご理解・ご支援を頂いています以下の法人賛助会員に深く感謝いたします。 
株式会社パルコ  http://www.parco.co.jp/

セゾン文化財団  法人賛助会員の募集


