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《西洋比較演劇研究会 例会記録と報告》 

 2020 年度（2020 年 4 月～2021 年 3 月） 

 

 

 

《第 213 回例会報告》2020 年 6 月 27 日（オンライン開催） 

 

 

総  会 

 

最初に、事務局長山下純照氏によるコロナ禍におけるオンライン（Zoom）による 2020 年

度の総会開催が宣言された。司会（議長）はホスト校である成城大学の山下純照氏が担当し、

下記の事項が報告、審議され、承認された。 

 

1. 2019 年度活動報告・会計報告・会計監査報告 

 

(1) 会員情報 

井上優氏から、会員数は年度末の 3月末時点で、120名が登録されている旨が報告された。 

 

(2) 2019 年度例会 

山下純照氏から、2019 年度開催の例会内容についての報告があり、総会を含めて、年 6 回

の以下の例会が開催されたことが報告された。 

4 月例会（4 月 13 日、成城大学）では、まず総会が行われ、その後に成城大学の北山研二

氏による「不可能な演劇または反復されない演劇 −−− アルトーの「オリジナルのない分身」

とは」というテーマでの講演が行われた。 

5 月例会（5 月 11 日、明治大学駿河台キャンパス）では、住田光子氏による研究発表「フ

ァース的な要素と人間の主体性の問題――オールド・ヴィックの『ローゼンクランツとギル

デンスターンは死んだ』考」、及び北野雅弘氏による研究発表「ソフォクレス『アンティゴ

ネ』のいくつかの問題――ベスト・プレイズⅡへの翻訳の中から」が行われた。 

7 月例会（7 月 20 日、成城大学）では、紀要『西洋比較演劇研究』18 巻所収論文の合評

会（田中里奈・新沼智之・伊藤真紀・萩原健（司会））、及び、シンポジウム「研究と上演の

かかわりを考える」（内田健介・田中圭介・新沼智之（司会））が行われた。 

10 月例会（10 月 26 日、明治大学駿河台キャンパス）では、奥景子氏による研究発表「福

田恆存の『現代の英雄』に見られる喜劇観」、及び 30 周年記念事業成果報告および検討と題



ISSN 1347-2720 

■ 西洋比較演劇研究 Vol.20 No.1 March 2021 
 

■ 例会記録と報告 

29 

して、山下純照氏による発表「『西洋演劇論アンソロジー』の使い方など」が行われた。 

12 月例会（2019 年 12 月 7 日、専修大学神田キャンパス）では、阪東知子氏による研究

発表「世紀転換期における劇の抒情的要素と上演可能性――ホーフマンスタールの『小世界

劇場』を中心に」、及び新田孝行氏による研究発表「回想のオペラ――現代オペラ演出にお

ける時制の問題」が行われた。 

1 月例会（2020 年 1 月 11 日、明治大学駿河台キャンパス）では、パネルディスカッシ

ョンとして、小菅隼人氏のコーディネーター・司会のもと、「再び〈自然的身体と象徴的身

体〉の連接・融合・分離をめぐって」が開催された。内容は以下の通りである。 

発表①：熊谷 知子（明治大学）「演劇における「万歳三唱」 

――戦時下の東京を中心に」 

発表②：萩原 健（明治大学）「寿がれる「ヒトラー」 

―― 戦後のドイツと日本における〈ナチス式敬礼〉をめぐって」 

発表③：稲山 玲（明治大学）「「天皇の代替」を考察する 

――井上ひさし『夢の痂』から野田秀樹『南へ』」 

ディスカッサント：田中 里奈（明治大学） 

 

以上の詳細は J-stage 上の紀要「西洋比較演劇研究」Vol.19「例会報告」に記載されている

（下記リンク参照）。 

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ctr/list/-char/ja  

 

(3) 紀要 

萩原健氏から、『西洋比較演劇研究』第 19 号が J-Stage で 4 月 1 日付で刊行された旨が報

告された。計 3 本（論文 2 本、研究ノート 1 本）の投稿のうち、論文 2 本が掲載された

（川野真樹子「「自然な」女という表象 川上音二郎一座『ハムレット』（1903）における女

性像」、井上優「岩田豊雄の中のシェイクスピア――1955 年 福田恆存演出『ハムレット』

成立の一背景」）。 

また、紀要の 2019 年度の全文 PDF ダウンロード数の報告もあった（日本 6338、アメリ

カ 3177、ドイツ 1027、チリ 190、中国 148、イギリス 107、フランス 66、南アフリカ 53、

韓国 43、ロシア 43、台湾 42、インド 34、バルバドス 15 ほか）。世界各国で閲覧されている

ことが分かる。 

 

(4) 出版 

山下純照氏から、西洋比較演劇研究会 30 周年記念事業の一環として、以下の三冊の出版

報告があった。 

『西洋演劇論アンソロジー』 2019 年 9 月 
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『ベスト・プレイズⅡ』  2020 年 2 月 

『演劇と音楽』  2020 年 6 月 

 

(5) 会計報告 

安田比呂志氏から、昨年度の会費収入が延べ人数（会費未納者は 3 年をさかのぼっての支

払いを含む）で 84 名、その他補助金としては日本演劇学会から 6 万円、及び成城大学から

15 万円があり、また、山下純照氏、及び毛利三彌氏からの寄付、『ベスト・プレイズ』の印

税収入及び利子収入も計上された旨が報告された。 

（※詳細な会計報告の内容は希望者に添付ファイルで提供可） 

 

(6) 会計監査 

大浦龍一氏（監査）から、昨年度決算に関する収支に問題がない旨が報告された。 

 

2. 2020 年度活動計画 

 

(1) 2020 年度の運営委員（2019～2020 年度）：変更なし 

代表／小菅 事務局長／山下 庶務／井上・大林・安田 会計／安田・奥 例会企画／

新沼・村島・森・山下（責任者） 紀要／松田（責任者）・萩原 広報／辻 記録／岩原    

会計監査／大浦 

 

(2) 例会等 

6 月 27 日（オンライン） 

総会 14:00～14:25 

例会 14:30～17:00 研究発表（藤崎 景 & 山下 純照） 

以降の例会日程（予定） 

8 月（オンライン）：『演劇と音楽』シンポジウム 

10 月（オンライン）：『演劇と音楽』合評会 

12 月（オンライン）：2020 年度の上演合評（複数） 

2021 年 1 月（未定） 

 

(3) 紀要（CTR） 

基本的に昨年度と同様、二つの枠（論文、研究ノート）で 11 月 1 日をデッドラインとし、

原稿を募集（詳しくは下記サイトを参照）。 

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ctr 
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(4) 出版（30 周年記念事業） 

西洋比較演劇研究会 30 周年記念事業の一つとして『演劇と音楽』（森佳子、奥香織、新沼

智之、萩原健 編）が 2020 年 6 月に森話社から出版されたとの報告があった。 

 

(5) 予算 

基本的には昨年度と同様に、会費収入は 60 人分を計上、その他の補助金も同様の額を計

上した。しかし、成城大学からの補助金については、このコロナ禍、補助金支給に紐づけさ

れている懇親会の開催が困難であるため、不透明な部分があるとの注釈付で予算を計上。支

出予算では、30 周年記念出版の費用の一部を計上した。 

（※詳細な予算案は事務局に請求可能） 

 

(6) 規約改正 

小菅隼人氏から、これまで会に貢献されてきた諸氏に対する特別会員の提案がなされ、運

営委員会で討議の結果、西洋比較演劇研究会規約、5（会員）の項目に以下の規約を追加す

ることが決定された。 

ホ 会員の中に年会費を免除する特別会員をもうける。特別会員は運営委員会が推薦し総

会で決定する。 

「会に対して、貢献されてきた諸先輩」という定義については、長年にわたり会員であっ

た諸氏、及び会員でなくても会に対し貢献してきた人物（『ベスト・プレイズ』の印税を会

に寄付する者等）も対象とする。最終的には運営委員会で討議を行い、推薦され、総会の決

定にゆだねることとする。 

この規約に基づき、楠原（斎藤）偕子氏を特別会員にすることも了承された。 

 

(7) その他 

コロナ禍であることを踏まえて、『ベスト・プレイズⅡ』の電子版を出版することにし、そ

の費用、10 万円は論創社が負担する。10 万円を超えた分から印税（25%）が発生するとい

う契約になった旨が小菅隼人氏から報告された。 

 （文責 岩原武則） 
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研究発表-1 

メロドラマ研究における「思い出」の重要性 

藤崎 景 

 

 本発表の目的はメロドラマ、あるいはメロドラマ的と見做し得る演劇作品を研究するに

あたり、同時代のコンテクストの中で捉えることの重要性を主張することである。元来「メ

ロドラマ」とはある一定の演劇を指し示すジャンル名であった。それら原義の「メロドラマ」

に見られる劇作法を援用してバルザックらの小説を分析した論考がピーター・ブルックス

の『メロドラマ的想像力』である。ブルックスの理論において重要な点は、文学研究にメロ

ドラマの概念を導入したことにある。フランスの演劇研究者ジャン=マリ・トマソーの指摘

するようにメロドラマは「文学性」とは対極の位置にあり、そのために長らく軽視されてき

た。ゆえにブルックスがバルザックやヘンリー・ジェイムズの小説において「文学性」を現

前させるものとしてメロドラマの表現形式に着目したことが重要なのである。しかしなが

ら演劇学においては 90 年代から 2000 年代初頭にかけてトマソーやブルックスの著作が翻

訳されたものの、その後メロドラマ研究の翻訳、紹介は停滞しているというのが現状である。 

本発表ではまず、映画研究が映像資料を利用しメロドラマを盛んに研究していることを

示した。その上で、演劇学では映像資料の利用が進むほど上演当時の受容者の実感や「思い

出」を軽視している傾向が生じているのではないかと指摘。アナール学派の説く「心性史」

の概念に着目し、演劇史のうちに観客の心性史的視点を付け加えるためにも今一度メロド

ラマ研究に着目する必要があると結論付けた。 

フロアからは多くの指摘、助言を賜ったがここでは三点を報告する。第一点、演劇学にお

ける映像資料の利用と映画研究の成果への着目が問題意識として噛み合っていないと指摘

されたこと。本発表では映画研究と演劇学におけるメロドラマ研究の進展の差に注目した

ものの、この点については考察が手薄であり、今後の課題とさせていただいた。第二点、メ

ロドラマという用語の使用について牽強付会の傾向があり、発表者が研究している「新派」

というジャンルのメロドラマ性がどのようなものか十分に示されていないと指摘されたこ

と。この点も質疑応答の場では今後の課題として留保いただいた。この指摘を受け、新派に

おけるメロドラマ性の起源を探ることを研究の課題として設定した。報告時点では新派に

よる同時代のメロドラマ作品の翻案上演について調査を進めている。第三点、フランスにお

けるメロドラマ研究に情況について示唆をいただいたこと。発表にあたっては英語の文献

は参照したものの、フランス語の文献については未調査であった。明治時代の洋行者にはフ

ランスを訪れた者が多く、現地での観劇の記録も伝わっている。ゆえに日本演劇の研究にお

いてもフランス演劇の研究成果は洋行者がどのような演劇作品が摂取し、日本へ持ち帰っ

たか知るための手掛かりになると考えられる。こちらも今後の課題としたい。 
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研究発表-2 

岩井秀人のいくつかの作品にみる「語り」の演劇性 

山下 純照 

 

 21 世紀に入って以来、日本現代戯曲において、作例数は限定的ではあるものの一つの目

立つ形式上の傾向がある。対話とともに語りの形式をしばしば用いるという傾向である。劇

団ハイバイを率いる岸田国士賞受賞作家・岩井秀人のいくつかの作品はその好例だ。ところ

がそもそも従来の戯曲研究一般において、劇中の語りに焦点を当ててその機能を理論的に

分析した例はほとんどない。語りの研究は従来小説を対象として展開してきた一方で、劇は

対話によって構成されるものという理解が強固だったためである。しかし、近年では劇（ド

ラマ）のナラトロジーもようやく研究され始めてきている（Brian Richardson, 1988 2001; 

Monika Fludernik, 2008）。こうした流れを背景とし、本発表はナラトロジー（物語理論）の

立場から、岩井の代表作『ある女』（2012 年初演、2013 年刊）を中心に、そこでの語り（手）

の機能を考察し、その独自性をある種の演劇性として明らかにする。 

 『ある女』は、語り手である等々力（ひきこもりらしい若い娘をもつ、年配の男）の最初

の長い語りから始まる。等々力は、主人公タカコのアパートの隣の部屋で実体のない「定食

屋」を営む住人であり、彼女の身の上話の聞き役であり、記録係であり（ノートに書きつけ

ている）、観客への報告者であり、そして最後の数場面では劇行動に加わって彼女の人生の

いわば受け止め役となる、いわば作者（内在的作者）の分身である1。全部で 4 回、等々力

の比較的長い語りが、劇の開始から全体のおよそ 6 割方の頁数の範囲に存在する。はじめの

3 つはタカコの人生をさかのぼり、現在（28 歳）から見て近い過去（27 歳）の時点、次に 5

年前の時点、そして 18 歳の時点についてそれぞれ語る。しかし 4 つめだけは、タカコでは

なく彼女の意中の相手である森の現在の心境についての語りである。ところが、その後の劇

の流れ（もはや語りはなく、対話とト書きによる演示だけからなる。等々力自身も登場人物

として行動する）を見ると、等々力の 4 番目の語りの内容とは真逆の展開となる。従って

等々力の 4 番目の語りはブースの言う「信用できない語り」に当たるのではないかという検

討課題が生じる。 

 ここで参考になるのがシーモア・チャトマンの議論である。チャトマンは語り手の信用で

きなさ（unreliability）とは区別して、「物語中の出来事や別の登場人物の性質などについて

 
1 ナラトロジーでは内在的作者（implied author）の概念について、W. ブースによってそれが提起されて以

来、その妥当性をめぐって数十年にわたり論争が続いており、この概念を用いるべきではないという論者

は多い。しかし、現にそこにある作品をそのように創作した限りにおける実作者の agent という意味での内

在的作者を、作業仮説として設定することは適切だと思われる。内在的作者は語り手をも、作り出す立場

にある。そこで分身という表現を用いた。内在的作者の概念については例えば Ansgar Nünning: „Implied 
Author“, in David Herman et al. (eds.), Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, Routledge, 2005; James Phelan: 
Living to Tell about it. A Rhetoric and Ethics of Character Narration, Cornell U.P., 2005; Tom Kindt (ed.) : Implied 
Author (Narratologia 9), de Gruyter, 2006,を参照されたい。 
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の知覚や把握（perception and conception）が、語り手が語ったり示していることと合わない

場合、この後者のような作用を「間違いやすいフィルター作用（fallible filtration）」と呼ぶこ

とを提案したい」と述べる2。等々力の 4 番目の語りは、タカコから聞き取った過去の延長

上にありはするが、すでに過去の再現の域を超えて劇の現在時点の進行を述べている。ゆえ

に一見すると彼がタカコの人生に対していわゆる全知の語り手（almighty narrator）の立場に

立っているかのように感じられるが、それは暫定的な見かけであり、実際には物語世界の登

場人物でもある語り手が、チャトマンの言う「間違いやすいフィルター作用」にとらわれた

結果なのであった。すなわち、等々力はタカコを所有する欲望を持たないが、彼女の身の上

を物語化しようとする情熱をもつ。それゆえに彼の語りはタカコの願望を体現しつつ、次第

に演技性をおび、読者はそれによって、その後の展開についてタカコ目線の見通しを持たさ

れる。それが裏切られるとき、読者はタカコとともに呆然とすることになる3。等々力の語

り 4 の「信用できなさ」に見えたものは、語り手が登場人物として、他の登場人物を語る特

殊な情熱のバイアスに囚われた過ちとして判断される。 

 現代演劇の歴史を振り返ると、いわゆる回想劇（memory play）のカテゴリーに属する作

品において、回想主体である登場人物の（広義の）「信用できなさ」に出会うことがしばし

ばある。有名な例としてトム・ストッパード『トラヴェスティーズ』（Travesties, 1975）が挙

げられる。第一次世界大戦当時のチューリヒでジェイムズ・ジョイスやトリスタン・ツァラ、

レーニンといった歴史上の人物達と接点のあった青年ヘンリー・カー（実在した同名の人物

をモデルとする）は、老境になってから当時を振り返る。ところがト書きでカー老人の記憶

は覚束ないと明示されており、実際にも劇の終盤で読者はそれまで読んできた内容が本当

ではなかったらしいことに気づかされる。 

 また岩井秀人自身の別作品『おとこたち』（2014 年初演）は、老人ホームで暮らす山田の

人生の回想であるが、山田の記憶は想起が進むにつれ次第に不安定化し、やがて自分の体験

したことと友人達が語ったことの境目がつかなくなり、最後には思い出すこと自体が困難

になる。同じく岩井の『夫婦』（2016 年）は、名の知られた外科医だった作者の父の葬儀の

瞬間から回顧して、幼少期以来、岩井の 3 きょうだい（兄・姉と彼）がいかに暴君的な父に

悩まされて育ったかを描いた「自伝的」な劇である。「岩井」という名の登場人物が出てき

て、前後 9 回にわたって、通常の対話のやりとりに挿入するように短めの語りをおこなう。

幼少期では「小岩井」なる子ども時代の岩井が登場し、その傍らに現在の「岩井」がいて「小

岩井」たちの有様にコメントするのだ。現在の「岩井」の語り手としての役割は『ある女』

の等々力や『おとこたち』の山田ほど大きなものではないが、舞台が父の葬儀という現在か

 
2 Semour Chatman, Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film, Cornell U.P., 1990, 149.なお発

表では、チャトマンの議論を適用するための諸条件の吟味をおこなった。 
3  現実の展開によって語りが裏切られるというとき、この展開を用意しているのは内在的作者だから、こ

のことは、語り手が内在的作者とは一致しないことの証左となる。 
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ら回顧された過去のものであることをしばしば意識化させる。それなくしては読者／観客

は虐げられるかつてのきょうだいの日常に巻き込まれかねないが、すべては語り手である

「岩井」のフィルターを通して描かれることで緩衝材を与えられている。父親はがんを患い、

かつての同僚たちによる非人間的な施術の犠牲となって苦痛に満ちた最期を迎えた（これ

はこの劇の中のみならず事実もそうだったようである）。そのあたりから「岩井」の語りは

消え、結果的に父のたどった運命の痛ましさに感情移入を誘うようになっている。総じて

『夫婦』では、劇作家の分身4による語りは、かつての父からの暴力の記憶を中和し、トラ

ウマを乗り越えるための装置として働いているようだ。語りと演示の配置が計算されてい

るところは『ある女』と共通している。 

 岩井秀人の劇作品で用いられる語りは、以上のように登場人物の語りであることによっ

て、演示の部分と相互作用し、対話だけからなる劇にはない遠近法＝演劇性をもたらしてい

ると結論づけられる。 

 

 

《第 214 回例会報告》2020 年 8 月 29 日（オンライン開催） 

 

『演劇と音楽』シンポジウム：研究手法の視点から 

 

シンポジウム趣旨： 

   

  かつて演劇学において、「聴覚的なもの」を扱う研究は、単に「言語を媒介するもの」

という見解に基づくものが主流であった。しかし現在では、近年発展してきたパフォー

マンス研究の影響から、音楽・音への関心が高まり、研究者の興味の対象は広がってい

る。例えば、発話される言葉に限らない声、音楽、ノイズなどの要素に注目する研究、

または発話される言語そのものに音楽的な特徴や機能を見出す研究、あるいはオペラや

ミュージカルなど音楽が主導的な役割を果たすジャンルを、演劇学のなかに積極的に位

置付ようとする研究も増えてきている。 

   このような研究においては、伝統的な演劇学や音楽学だけでなく、より発展的な方法、

すなわち学際的な方法論も必要となるだろう。本シンポジウムでは、西洋比較演劇研究

会 30 周年を記念して刊行された『演劇と音楽』の執筆者の中から 5 名が、それぞれの視

点でこの問題を検討し、議論を深めることで、今後の研究における可能性を探っていく。 

 

 

 
4  この作品のように明らかに実作者の分身が劇中に登場するとき、それと内在的作者との関係は興味深い

ものとなるが、この論点については今後の課題とする。 
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報告-1：大崎 さやの 

「マルテッリアーノ詩形と演劇の音楽性 

    ―― ゴルドーニによるマルテッリアーノ使用をめぐって ――」 

報告-2：藤原 麻優子 

「ミュージカルにおける音楽について 

『ウエスト・サイド・ストーリー』を例に」 

報告-3：森 佳子 

「オペラ《蝶々夫人》パリ版再考  

演出台本から見えるもの」 

報告-4：萩原 健 

「ハイナー・ゲッペルスの〈ミュージック・シアター〉 

  聴衆／観客を解放する〈教材〉」 

報告-5：奥香織 

「定期市の舞台から「ナショナル」な歌劇へ 

―― 国家・公権力との関係にみるオペラ=コミックの特質 ――」 

 

 

報告-1 

マルテッリアーノ詩形と演劇の音楽性 

―― ゴルドーニによるマルテッリアーノ使用をめぐって ―― 

大崎さやの 

 

18 世紀のヴェネツィア出身の劇作家、カルロ・ゴルドーニ(Carlo Goldoni, 1707-1793)

は、イタリア演劇の改革者として知られ、自分の喜劇においても文体をそれに相応しいよ

うに単純で自然なものにしようと、散文喜劇の創作を目指していたが、その指針を裏切る

かのように、1751 年トリノ初演の喜劇『モリエール』(Il Moliere)を皮切りに、当時新しく

劇作品で使用されるようになった詩形、マルテッリアーノ(martelliano)という韻文詩形を使

って執筆している。マルテッリアーノは、詩人・劇作家のピエル・ヤーコポ・マルテッロ

(Pier Jacopo Martello, 1665-1727)がその劇作品で使用した、一四音節詩句による韻文詩形

で、マルテッロの名に因んでこの名で呼ばれる。マルテッリアーノはアルカーディア・ア

カデミーのグラヴィーナ(Gian Vincenzo Gravina, 1664-1718)等によって批判され、当時まだ

正統的な詩形と認められずにいたが、ゴルドーニは、このマルテッリアーノを『モリエー

ル』のみならず、1753 年ヴェネツィア初演の悲喜劇『ペルシャの花嫁』(La sposa persiana)

から 1760 年のやはりヴェネツィア初演の喜劇『イズミルの興行師』(L’impresario delle 

Smirne, 1760)までの 8 年間で、確認できるもので 30 作ものマルテッリアーノ詩形による劇
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作品を執筆している。その理由について、ゴルドーニ研究家オルトラーニ(Giuseppe 

Ortolani, 1872-1958)は、ゴルドーニは劇作家ピエトロ・キアーリ(Pietro Chiari, 1712-1785)と

のライバル争いがあり、マルテッリアーノ詩形の劇が観客から好評だったため、この韻文

体で執筆していたとしている。本論では「1．マルテッロがどのようにしてマルテッリア

ーノという詩形を提唱するに至ったか。また、マルテッリアーノとはどのような詩形か」

「2．ゴルドーニによるマルテッリアーノ使用のきっかけ」「3．マルテッリアーノは何故

ヴェネツィアの観客に好まれたのか、またゴルドーニにとってマルテッリアーノ使用の意

義は何だったのか。」という 3 点を中心に論じた。 

まず論点 1「マルテッロがどのようにしてマルテッリアーノという詩形を提唱するに至

ったか。また、マルテッリアーノとはどのような詩形か」であるが、マルテッロは無韻詩

行について、「壊れた粗野な散文のように思え、優美さもない」と述べ、 チュッロ・デ

ル・カーモという中世の詩人が発明した、7 音節から成る詩句が二つ組み合わされたもの

を、「ゆったりとして、立派な、それゆえ威厳に満ちた詩行で、部分的に見れば〔筆者

注：七音節詩句なので〕イタリア人の耳にとっては馴染みがないものではない」として、

理想的な詩形として見出した。彼はこの詩形を自作の悲劇で採用し、これが新たにマルテ

ッリアーノという名称で呼ばれるようになった。無韻詩のように音節数を守るのではな

く、マルテッリアーノではある程度一致したリズムと脚韻、つまり「リズムと音」を重視

する。各場面で一度使った韻を、二度使わないようできるだけ控えることで、少しずつ異

なった 韻文の脚から同じように生まれてくる全ての音に多様性を持たせるものとした。

リズムと音、および音の多様性を追求するマルテッリアーノは音楽性に満ちた詩形であっ

た。彼の悲劇は、ルイージ・リッコボーニ(Luigi Riccoboni, 1676-1753)の一座によって上演

されたが、リッコボーニの証言から、マルテッリアーノは俳優にも観客にも好まれる詩形

であったことが分かる。次に論点 2「ゴルドーニによるマルテッリアーノ使用のきっか

け」であるが、ゴルドーニが『モリエール』でマルテッリアーノを選択したのは、フラン

ス近代劇が内容空疎であっても韻文のおかげで観客に気に入られているので、イタリア語

でも韻文で書けば観客に気に入るに違いないという観客重視の姿勢のためと述べている。

実際この喜劇はイタリア諸都市で上演されて成功を収め、モリエールの母国フランスの

他、ドイツやオランダでも上演された。最後に論点 3「マルテッリアーノは何故ヴェネツ

ィアの観客に好まれたのか、またゴルドーニにとってマルテッリアーノ使用の意義は何だ

ったのか」であるが、ゴルドーニは劇作家として行き詰まっていた 1753 年に、『ペルシャ

の花嫁』をマルテッリアーノで執筆し、規模が大きく格が高いヴェネツィアのサン・ルー

カ劇場で上演した。上演は人気を博し、18 世紀のヴェネツィアで最大の成功作となった。

マルテッリアーノ使用の理由について、ゴルドーニは「『モリエール』での観客の評判が

よかったため」、オルトラーニは「サン・ルーカ劇場が大規模な劇場で、サン・ルーカ劇

場の一座の俳優達が台詞を覚えることに慣れていなかったため、響きが良く、俳優達も記
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憶しやすい韻文劇が選択された」としている。だが、単に響きが良く、覚えやすい韻文劇

で良いのであれば、正統的とされた 11 音節無韻詩行を選択するのが自然かつ無難だと思わ

れ、またヴェネツィアの観客はトリノの観客とは違い、フランス語の演劇に親しんでいた

訳でもなく、アレクサンドランのように韻を踏むフランス風の詩形が特に必要とされてい

たとは考えにくい。筆者の考えるマルテッリアーノ使用の理由は、韻を踏んでいるために

役者にとって無韻詩よりもさらに記憶しやすかったこと、また韻を踏むことで生じる音楽

的な響きが、オペラの中心地であったヴェネツィアの観客に喜ばれると考えられたためで

ある。すなわち、マルテッリアーノによる劇がヴェネツィアの観客に受け入れられたの

は、マルテッリアーノ詩形が無韻詩とは違い、その脚韻の効果で歌のような音楽的な響き

を持っていたことが一番の理由と考えられる。もちろん詩形の効果によるものだけではな

いが、この『ペルシャの花嫁』の後もヴェネツィアでマルテッリアーノ詩形の劇の流行が

しばらく続いたことを考えれば、この詩形が『ペルシャの花嫁』成功の一端を担ったこと

は疑い得ない。マルテッリアーノは次第に人々に飽きられるが、これはそもそも音楽性を

持つ劇としては、伝統的にオペラが存在していたヴェネツィアにおいては当然予見された

ことであった。とはいえ、マルテッリアーノは、その流行が去った後も、イタリア詩の中

で脈々と受け継がれていった。ヴェネツィアの人々の愛する音楽性に満ちたマルテッリア

ーノは、ゴルドーニが劇作家として窮地を脱し、成功を収めるために不可欠な詩形だった

のである。 

なお、発表では劇の詩形と上演について論じたが、演劇作品を論じる際には、台詞の内

容だけでなく、言語や文体といった形式や、どのような上演（時代、国、歳、劇場、役

者、観客）を想定して書かれたか、音声面を含めて検討していくことが、研究手法の視点

から見て重要であり、必要とされることを最後に指摘した。 

 

 

報告-2： 

ミュージカルにおける音楽について 

『ウエスト・サイド・ストーリー』を例に 

藤原 麻優子 

 

 本報告では、『ウエスト・サイド・ストーリー』を例に、ミュージカルでの音楽をど

のように捉え得るかについて扱った。 

 『ウエスト・サイド・ストーリー』は、一九五七年にブロードウェイで上演された。

名作と目されるゆえに、『ウエスト・サイド・ストーリー』はさまざまな考察の対象と

なってきたが、本報告では、ジョセフ・スワインの一九九〇年の著作に注目した。スワ

インは、同作の結末のマリアの台詞について歌であるべきだったと述べ、また二幕の「サ
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ムウェア」のダンス場面にも批判的である。しかしスワインの批判は、あくまで、音楽

がすべてを描きだすべきだという立場から行われている。ミュージカルにおいて、音楽

が必須の構成要素であることは疑いようがないが、ミュージカルは音楽が支配的なジャ

ンルだとはいえないこともまた確かだろう。そこで本報告では、音楽を、あくまでミュ

ージカルの諸要素のひとつとして捉え、スワインの指摘を批判的に検討することを足が

かりに、ミュージカルにおける音楽性へのアプローチを試みた。 

 『ウエスト・サイド・ストーリー』では、歌が歌われ、またダンスが踊られるだけで

なく、脚本のト書き、台詞や歌詞において、言葉、音楽、ダンスについての言及がみら

れる。本報告では、こうしたテキストでの諸要素への言及を整理することで、同作で言

葉・音楽・ダンスが担う機能について明らかにした。同作では基本的に、ダンスは感情

の発散や暴力（オープニング・ナンバーやジムでのダンス・バトルなど）、歌および音

楽は何か良いことへの期待や恋（「サムシングス・カミング」や「トゥナイト」）、そし

て言葉は偏見や敵意（トニーとマリアのバルコニーでの会話やベルナルドとアニタのジ

ムでの会話）と結びつけられている。そのうえで、この基本的な位置づけから逸脱する

場面として、ふたつのドリーム・バレエが置かれている。こうした三要素の使い分けに

よって、マリアとトニーの恋が、ふたつのギャング団が対立するという若者たちの世界

を変えていく可能性が示唆される。そして、結末においてマリアの台詞が歌われないこ

とによって、恋による世界の変革という可能性が幻に過ぎないこともまた示される。つ

まり『ウエスト・サイド・ストーリー』では、劇の結論は、物語によってだけでなく、

言葉・音楽・ダンスの配置によっても示されている。 

 このことは、ミュージカルにおける音楽を、あくまで、ミュージカルを構成する諸要

素のひとつとして捉える必要があることを示唆している。『ウエスト・サイド・ストー

リー』の結末のマリアの台詞は、単に歌われていないのではなく、歌の不在として、形

式上の一定の意味を担っている。ミュージカルにおいて、音楽について考えようとする

なら、必然的に、他の要素についても考えざるを得ない。このような関係性の先に、ミ

ュージカルにおける音楽というものへのアプローチが可能となるのではないだろうか。 

 

 

報告-3： 

オペラ《蝶々夫人》パリ版再考 演出台本から見えるもの 

森 佳子 

 

 プッチーニの《蝶々夫人》（イリカ、ジャコーザ台本）は、1904 年 2 月にミラノのスカラ

座で初演され、以後、国際的に広く知られるようになった。しかし、このミラノ初演は残念

ながら失敗に終わったため、プッチーニは大幅な改稿を加え、同年５月にプレーシャで再演
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を果たした。翌年の 1905 年 7 月にはロンドンで、1906 年 12 月にはパリのオペラ＝コミッ

ク座でも上演が行われ、その度スコアが書き直された。そのため、当時の《蝶々夫人》には

主に４つの版が存在すると言われる。このうち、パリ初演で使用されたいわゆる「パリ版」

は、プッチーニ立ち会いのもと、オペラ＝コミック座の支配人兼演出家であるアルベール・

カレによって台本、演出などが大幅に変更されたもので、フランス語に翻訳されている。ま

た、現在広く普及している版は、このパリ版が元になっている。 

本研究の目的は、先行研究で「蝶々さんが西洋的な女性として描かれている」と批判され

がなパリ版の意義を、上演の視点から明らかにすることにある。今回の発表では、パリ初演

の実態を知るための一次資料について、重点的に説明を行った。以下、詳しく述べる。 

本題に入る前に、台本レベルでの《蝶々夫人》の変遷を確認しておく。プッチーニのオペ

ラの原作であるベラスコの『蝶々夫人』(1900)は、ロティの小説『お菊さん』(1893 に単行本

化)が元になっている。この小説には喜劇的なイメージが強いが、メサジェのオペラ《お菊

さん》（コメディ・リリック）にもそうした要素が感じられる。プッチーニのオペラの場合、

ミラノ版（全 2 幕）からブレーシャ版（全 2 幕）、そしてパリ版（全３幕）へと改訂される

度に、喜劇的な要素は少しずつ削除された。特に日本を侮辱するような要素、例えばヤクシ

デのエピソードなどはほぼ削除されている。その他にも多くの変更が行われ、蝶々さんは猜

疑心のない純粋な心のヒロインに描き直された。 

当時のパリは自然主義の全盛期にあたり、オペラもまたその影響下にあった。ケルケルに

よると「自然主義オペラ」とは、ヴェリズモオペラを含む 1890 年から 1820 年ごろまでの作

品を指す。最初の作品はゾラの翻案によるブリュノー《夢》(1891)であり、やはりオペラ＝

コミック座で初演されている。一般に自然主義の演劇では、舞台美術においてディテールの

忠実な再現とリアリティが求められた。ヴェリズモオペラである《蝶々夫人》パリ初演の際

も、こうした影響のもとで大幅な改稿が行われたと考えられる。 

続いて、本研究で使用した主な一次資料について触れておく。パリ版《蝶々夫人》のヴォ

ーカルスコアやオーケストラスコア（Ricordi から出版）のト書きには、歌手の演技などに

ついて記載がある。また、演出・舞台美術に関しては、Niccolai, Michela. Giacomo Puccini et 

Albert Carré:《Madame Butterfly》à Paris. 2012, Brepoles（カレによる《蝶々夫人》の演出台本

や手書きの指示などを、ニコライが校訂、再編したもの）に詳しい。この資料によると、パ

リ初演に関する一次資料は、①印刷台本の手書きの指示 ②印刷楽譜の手書きの指示 ③

演出台本（手書き２冊、印刷１冊）の３つに分類される。舞台装置や身振りなどに加え、照

明や衣装についての情報も②と③に記載されている。以上を参照することで、初演の実態が

かなり明らかになる。 

本研究では上演に関する３つの点：①舞台美術 ②照明（アッピアが称賛した日没から

夜明けまでの光の描写） ③演技について分析を行った。以下、それぞれの要点をまとめ

ておく。 
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①舞台美術 

特に第 2 幕の冒頭において（蝶々さんの家の中が見える場面）、きわめて日本らしいリア

ルな舞台セットが作られた。演出台本には、日本の風物が大道具から小物に至るまで、非常

に詳細に書き込まれている。ちなみにミラノ初演の時、この場面は「アール・デコ調」だっ

たという。 

②照明 

第 2 幕と第 3 幕の間奏曲の間（蝶々さんがピンカートンを待って夜を明かす場面）、音楽

に合わせた照明の効果によって、日没から夜明けまでの情景が表現される。ポイントは室内

（行燈）と屋外の光で、日没までは障子越しに外が暗くなり、中が明るくなるのが見える。

夜が明けてくると、次第に外と内の光度が同じレベルになっていく。 

③演技 

パリ版とブレーシャ版を比較すると、特にラストにおいて歌手の演技が異なっており、前

者の方が演技としてより自然である。パリ版では、蝶々さんは自害する前に子供を外に出し

てしまい、部屋を施錠する。ピンカートンがやってきて戸を叩くが、中に入れない、という

設定になっている。しかしブレーシャ版の場合、子供は目隠しをされ、その側で蝶々さんは

自害する。駆けつけて来たピンカートンに、蝶々さんは子供を指し示して息絶える。 

 これらのことから、以下のような結論を導き出すことができる。冒頭で述べたように、こ

れまでパリ版《蝶々夫人》は、西洋的なヒロインに加え、「旧版から日本的な要素を取り除

いて出来上がったもの」と見なされてきた。しかし上演の視点から詳しく分析すると、必ず

しもそれは正確ではないと思われる。 

すなわち、パリ初演においてカレは、日本の風物を出来るだけ忠実に再現しようと努め、

それ以前に西洋で一般的であった日本のイメージ：「不思議な東洋の国」に陥らないよう工

夫を重ねた。言い換えれば、当時の西洋人の視点で日本のリアルな悲劇を翻訳し、観客が共

感できるように再生を試みたのである。 

オペラの「上演」を研究する際、楽譜、台本と同様に、演出台本も重要な一次資料である。

パリ版《蝶々夫人》の場合、幸運なことに、カレの演出台本がニコライによって校訂・出版

されている。今後の研究の発展において、さらにこうした貴重な資料の出版が行われること

が望まれる。 

 

 

報告-4： 

ハイナー・ゲッペルスの〈ミュージック・シアター〉 

聴衆／観客を解放する〈教材〉 

萩原 健 
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 本稿（『演劇と音楽』 pp. 165-186）では、ドイツの作曲家・演出家ハイナー・ゲッベルス

(Heiner Goebbels, 1952-)の〈ミュージック・シアター(music theatre)〉について論じた。 

 ゲッベルスは現代音楽の作曲家として活動を開始した一方、1970～80 年代にはオルタナテ

ィヴ・ミュージックの分野でも仕事をし、ロックやポップ・ミュージックとの接点もある。やがてドイ

ツ語圏の台詞劇の演出家たちと多く協働作業を始め、じきに自らも演出作品を発表して現在

に至る。こうした経歴のなかで制作された作品は、彼のウェブサイトで次の四つにカテゴリー分

けされている。すなわち(1)〈ミュージック・シアター〉ないし〈ステージド・コンサート(staged 

concert)〉、(2)作曲(composition)、(3)インスタレーションないし展覧会(installations/exhibitions)、

そして(4)ラジオ向け作品(radioworks)である。「演劇と音楽」という論題に即して、この一つ目

のカテゴリーである〈ミュージック・シアター〉に注目した。 

 〈ミュージック・シアター〉には主に、次の三つの特徴がある。 

 第一に、発話される言葉の音楽性が強調されること、言い換えれば、意味内容に加えて、響

きや間が重視されることである。《あるいは不幸なる上陸 Ou bien le débarquement désastreux》

(1993)の場合で顕著なように、俳優はあたかも楽器のひとつのように機能し、抑揚やリズムを際

立たせられたその語りが、多様な歌や旋律と絡み合う。 

 こうして俳優が音源ないし演奏者となる一方、ミュージシャンが俳優の役目を務めることもある。

これが〈ミュージック・シアター〉の第二の特徴だ。つまり、音楽の演奏者と俳優が同等に扱わ

れ、前者は必ずしも後者の引き立て役にとどまらない。《エラリチャリチャカ Eraritjaritjaka》

(2004)では、俳優が舞台から去って専ら映像で示される一方、弦楽四重奏団が舞台上に居残

って演奏を続ける。 

 こうした方針がラディカルになって、人間以外の、楽器や舞台装置も〈演者〉とみなされるケー

スもあるというのが、〈ミュージック・シアター〉の第三の特徴である。《シュティフタース ディンゲ 

Stifters Dinge》(2012)の場合、俳優も演奏者も現れず、楽器や舞台装置だけが〈出演〉し、いわ

ば、音（楽）が演じ手になるという意味での〈音楽劇〉が現出される。 

 注目したいのは、ゲッベルスが〈ミュージック・シアター〉の演出で「演劇手段の脱序列化」を

唱え、人間か否かを問わず、すべての構成要素を等価にとらえていることである。よって、互い

に等価な構成要素の数々が多声的に奏でるポリフォニーが〈ミュージック・シアター〉の核だと

も言える。またこの制作の原則は、造形美術の作品形態〈コンポジション(composition)〉のそれ

に通じる。そしてゲッベルスは作曲家(composer)でもある。この関連で、音楽・造形美術・演劇

の各分野を越境する作品形態として、Rebstock/Roesner (2012)が「Composed Theater」という概

念を提案していることは目を引く。加えてゲッベルスは、受け手と同じ時空間で演じる人間が不

在であっても、ひいては筋が不在であっても成立する〈ミュージック・シアター〉に即して、「不在

の美学」を唱えもする。 

 さらに、全構成要素が等価だということは、ブレヒトが言う「構成要素の分離(Trennung der 

Elemente)」とも通じ、これに実際、ゲッベルスは言及してもいる。また〈ミュージック・シアター〉
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では、構成要素間の連関について観客が能動的に考えるものとされ、これもブレヒトによる〈教

育劇 (Lehrstück)〉の構想に通じる。ランシエールの「解放された観客」まで顧慮して言えば、

〈ミュージック・シアター〉は、聴衆／観客を能動性へと解放する〈教材〉だと言い表せる。 

 

 以上が本論の概要で、例会では次の論点を示した。すなわち、ゲッベルスの〈ミュージック・

シアター〉は、音楽・テクスト・身体表現・舞台美術・照明等の構成要素をすべて等価に扱い、

この点で、演劇学・音楽学・文学・美学ほかの研究者による学際的な共同研究の可能性を拓く

研究対象だと判断される（またすでに前出の Rebstock/Roesner らが着手してもいる）。さらに言

えば、『演劇と音楽』第 3 部「社会と音楽劇」に鑑みて、ここに社会学的な研究アプローチが加

味されてもいいかもしれない。 

 質疑応答では、ゲッベルスがロボットや AI を使った例や総譜の特徴についてやりとりがなさ

れた。筆者の知る限り、ロボットや AI の使用例はまだなく、総譜の特徴については、少なくとも

研究論文等では論じられていない。一方で、これらの視点は今後の研究のための格好の切り

口と思われる。特に総譜に関しては、たとえばケージ（『4 分 33 秒』）やカーゲル（『ティンパニと

オーケストラのための協奏曲』）のそれが連想される。前出の「Composed Theater」という考え方

とあわせて追究すると非常に刺激的な研究が展開されそうだ。 

 またゲッベルスが〈解放〉しようとしている観客についても問われた。受け身であって主体的に

考えない観客を〈解放〉することが狙いのはずだが、〈ミュージック・シアター〉の観客は、上演を

体験しようと動機づけられている時点ですでに〈解放された観客〉だとも考えられる。より主眼と

なる観客はもしかすると、〈ミュージック・シアター〉ではなく、別カテゴリーの、特に〈インスタレ

ーション／展覧会〉を訪れる人々かもしれない。さらに言えば、ゲッベルスがまだ実践していな

い、街頭に仕込まれるような形式のインスタレーションに出合う人々なのかもしれない。 

 

 

報告-5： 

定期市の舞台から「ナショナル」な歌劇へ 

―― 国家・公権力との関係にみるオペラ=コミックの特質 ―― 

奥 香織 

 

ジャンルと劇場の両方を指す語であるオペラ=コミックは、歴史を経るなかで絶え間なく

変容してきたために、独自性を特定し難く、演劇史・音楽史においても軽視されがちである。

しかし、国家・公権力との関わり、国民性の表れという観点からその歴史的変容に目を向け

ると、18・19 世紀フランス社会における役割と位置づけが問い直され、社会的・政治的見

地からその特質もまた浮かび上がってくるのではないか。本論ではこうした観点からオペ

ラ=コミックを考察し、その特質を明らかにしようと試みた。なお、西洋比較演劇研究会で
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は 2017 年に「音楽劇とは何か」というシンポジウムが行われており、本論はその際の口頭

発表「オペラ=コミックとは何か ― 18・19 世紀パリにおけるジャンル／上演空間の存在

意義を考える ―」の内容を政治的観点から深め、修正・加筆したものとなっている。 

本論では、まず、公権力・国家・国民との関わり、同時代の社会や隣接の舞台芸術（演劇・

オペラ等）との呼応・影響関係という観点から、オペラ=コミックというジャンルの生成過

程および革新精神を検討した。次に、形式・上演空間の保守性という視点から、本ジャンル

がいかにしてナショナルな側面を帯びていったのか考察した。そして最後に、国家・国民意

識が高揚する 19 世紀後半に創作され、本形式のおよそ最終段階と言えるマスネ《マノン》

に注目し、自国の社会と文化がどのように意識されているのかを検討した。以上の考察から、

公権力との関係に翻弄されながら、一大衆文化から「国民文化」へと変貌するオペラ=コミ

ックの様相が浮かび上がった。また、劇場／場の社会的位置づけと公権力との関係に注目し

て考察することで、保守性を帯びながらフランス人のための社交場へと変容していく背景

が明らかになるとともに、演劇と公権力との両義的な関係も浮き彫りとなった。なお、《マ

ノン》には国民教化の側面は認めがたいが、ジャンルゆえの制約と保守性、そこから生じる

「フランス的精神」という観点からは、ナショナルな傾向が認められる。 

以上のように、社会的・政治的観点からオペラ=コミックの歴史的変容を俯瞰して考察す

ると、オペラ=コミックが、公権力との関係、および形式の特殊性ゆえに「優れてフランス

的」と形容され、ブルジョワ層を中心に広く開かれた、真に「大衆的」でナショナルな歌劇

へと変貌を遂げたことが明らかとなった。個別の作品や時代を限定してのさらなる考察、政

治文化の観点からの詳細な考察は今後の課題としたい。 

 

 

《第 215 回例会報告》2020 年 10 月 10 日（オンライン研究会） 

 

『演劇と音楽』合評会 

 

2020 年 6 月に森話社から刊行された『演劇と音楽』（森佳子・奥香織・新沼智之・萩原健

（編））の各論文の内容の不明瞭な部分を明瞭にし、また新しい視点や不足した部分をあぶ

り出し今後の一層深い研究へと発展させることを目的とする合評会を〔司会:コーディネー

ター〕新沼智之氏のもと、オンライン(Zoom)による西洋比較演劇研究会例会として開催し

た。 

この著書は、「演劇の上演空間とは常に、観客の視覚のみならず、聴覚にも訴える、情報

に満ちた空間である。視覚的なものよりも、「音」や「音楽」こそが劇場の観客に直接作用

を及ぼし、強い印象を与えるという見解もあるだろう。演劇における「音」や「音楽」、あ

るいは「音楽劇」そのものを対象にした、最新の研究成果をここに集める」という趣旨で、
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11 名の研究者が、以下の三分野に分かれて執筆したものである。 

《 Ⅰ 台詞・音・音楽 》：大崎さやの、村島彩加、藤原麻優子 

《 Ⅱ 上演 》         ：小菅隼人、森 佳子、中野正昭、萩原健 

《 Ⅲ 社会と音楽劇 》 ：奥 香織、赤井朋子、辻佐保子、田中里奈 

今回、合評会に取り上げられたのは、以下の三者の論文である。 

進行としては、参加者からのチャットによる質問に論文執筆者が答えるという形式で行

われた。 

 

① 村島 彩加論文 

「文士俳優・土肥春曙の仕事 ―― 台詞術に着目して」 

 

② 辻 佐保子論文  

「コムデン＆グリーンはいかにして「統合」と向き合ったか──『ベルがなってい

る』と『フェイド・アウト-フェイド・イン』の劇作術に見る美学」 

 

③ 田中 里奈論文 

「変容し続けるジュークボックス・ミュージカル ── ヴィーンにおける 

ミュージカルとポップ・ミュージックの関係を例に」 

 

 参加された論文執筆者は、チャットに書かれた質問に対する答えを含めて、合評会の

内容を以下にまとめた。 

 

 

報告-1： 

文士俳優・土肥春曙の仕事 ── 台詞術に着目して 

村島 彩加 

 

本論考では、文芸協会や無名会で俳優として活躍した土肥春曙（庸元、1869〜1915）を採

り上げた。彼は俳優だけではなく、翻訳や評論も行う文士としての顔も持っていた。演劇の

実際者としての演技経験と、外国戯曲の翻訳・翻案、さらには同時代演劇の評論といった執

筆作業は分かち難く結びついていたと考えられる。本論考では、上記のような彼の「文士」

としての仕事と「俳優」としての仕事の呼応関係を見出すことの出来る、彼の台詞術に着目

したものである。彼は西洋戯曲の翻訳者として、原文に忠実な訳を試みようとする反面、批

評家としての眼差しから、観客がその上演を的確に理解し楽しむことが出来るのかを考え、

また、実際に俳優として台詞を口にした時に、それが観客の耳に心地よい「調子」があるの
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か、といったことを考慮し、最終的には当時（明治末期）の西洋戯曲上演は翻訳ではなく翻

案が適切である、という考えに至っている。本論考では、彼がこのように台詞の「調子」に

留意した背景に、彼の少年時代の学習形態である「素読」、さらには坪内逍遥に学んだ朗読

術の影響があったことを指摘している。 

合評会においては、 

①「江戸時代の町人の識字率」と、明治 20 年代頃まで学生の間では一般的な読書形態であ

った「朗読（音読）」との関連で何か思い当たることはあるか 

②春曙が俳優あるいは演出として台詞回しを考える際、劇場の規模感は何か影響していた

のか 

③戯曲を翻訳・翻案する際、執筆者が台詞を発話し、語勢・語調を確認するということは、

古今東西一般的であると考える。したがって、それを春曙あるいは新劇黎明期独特の作業で

あったと考えて良いのか。また、歌舞伎ではそうした作業が一般的ではなかった証左があれ

ば示して欲しい 

④旧来の歌舞伎のような台詞回しと、そうではない台詞回しで、観客層によって求めるも

のに差はあったのか。都会人と地方出身者、またインテリ層と一般観客での違いはあったの

か 

⑤春曙の翻訳・翻案戯曲の台詞は、西洋の台詞の音楽性とどう異なるのか 

といったご質問をいただいた。以下に、その回答をまとめる。 

①江戸時代には識字率が低く、家庭や地域において、字の読める人物がそうでない人々に

「読み聞かせる」という習慣があった。また、春曙のように明治初期に生まれた者までは、

江戸以来の『論語』の素読によって学習の基礎を築いた者が多く、他人が書いた文章を「聞

くこと」によって、耳で理解をする、また声の調子や声そのものの魅力を楽しむといった感

受性が現在の我々よりもはるかに豊かであったと思われる。また当時は、自身が文章を読ん

で、それを理解しているか否かということや、自身の書いた文章の優劣も、それを他者に「読

み聞かせ」、それが聞き手に十分に理解されるか否かで測っていた。春曙の台詞術の基礎と

なった坪内逍遥の朗読術はそうした土壌の上に作り上げられたもので、彼の台詞術もまた、

前近代的な習慣を基礎としていると考えられる。 

②管見の限り、春曙当人の言及は見られない。しかし、演出（演技指導）も行っていた立

場上、それは留意していたと考えるのが妥当ではないか。 

③確かに、戯曲の執筆者が台詞を声に出して確認するのは、春曙独自の行為とは言えない。

歌舞伎では論理的な台詞であるかを第一義とするよりも、役者個々の調子や伴奏との兼ね

合い、義太夫との掛け合いなど、音楽性を重視する傾向にある。春曙が目指した「理解され

る」台詞はその点で旧劇の台詞と異なるが、彼自身は歌舞伎の台詞に親しみを持っていた。

彼が台詞で「調子（音楽性）」を重視したのはそのためであると考える。 

④翻訳劇上演においては、原作を知り、また海外での上演についての知識・関心を持って
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いたインテリ層は、「あの名台詞をどのように語るのか」といったことに対しての関心があ

ったと考える。 

⑤原文の台詞が韻を踏んで聞かせるところなどを、春曙は日本語のリズムを重視した台詞

にしている。しかし、ご質問にある「西洋の台詞の音楽性」との比較は難しい問題であり、

今後の課題として考えていきたい。 

合評会では参加者の皆様からのご質問により、改めて自身の論考を客観的に振り返る機

会を頂き、共に登壇した辻・田中両氏からも有益な示唆をいただいた。このような機会を頂

けたことへの謝意を示すとともに、今後の研究に役立てていきたいと考えている。 

 

 

報告-2： 

コムデン＆グリーンはいかにして「統合」と向き合ったか 

──『ベルがなっている』と『フェイド・アウト-フェイド・イン』の 

劇作術に見る美学 

辻 佐保子 

 

 この度、森話社『演劇と音楽』所収の拙稿について合評の機会を頂戴した。拙稿は、

ミュージカル史において紹介程度に留まってきた『ベルがなっている』（Bells Are Ringing, 

1956） と『フェイド・アウト – フェイド・イン』（Fade Out – Fade In, 1964） を取り

上げて上演時に主流となっていた劇作の方法論こと「統合」(the integration) に対して両

作品がオルタナティブな作劇の可能性を提示していることを劇作術分析から明らかに

することを目指したものである。 

 合評会ではまず藤原麻優子氏から、従来自明視されてきた『統合』の優位性に対して

批判的に再検討する研究が近年活発に提示されている中で、拙稿に対する位置づけがど

のように位置づけられるかという質問を頂いた。2000 年代前半まで、ミュージカルの

作り手・批評家・研究者にとっての「統合」とは、歌・ダンス・セリフが継ぎ目なく「融

合」されて物語をスムースに進展させる技法であり、また、技法を駆使することで政治

的・社会的課題に触れるテーマ性を有した「真面目」で「シリアス」な作品へと結実さ

せることを良しとする理念でもあった。それに対し、近年のミュージカル研究では、ミ

ュージカルにおいて「統合」状態を厳密に実現することは不可能であることがジャンル

の特異性であると認識の転換が生じており、モードの異なる複数の表現が盛り込まれて

いることで可能となる表現を考察する方向へと変化が生じて久しいこと。以上を確認し

た上で、発表者は、「統合」の実現を目指すことで文化的卓越性をミュージカルに付与

しようとしてきた歴史もあること、ミュージカル研究においてその点の再検討はまだ十

分に進んでいないことを指摘し、コメディ作品を分析の俎上に挙げることで先行研究が
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及んでいない角度から「統合」を再検討するという拙稿の位置づけを明確にした。 

 また田中里奈氏からは二点質問を頂戴した。一点目は、『ベルがなっている』上演当

時のアメリカにおける電話の普及状況についての事実確認の質問だった。日本とは対照

的に、アメリカではかなり電話の普及が進んでおり、第二次世界大戦以前から中間階層

以上では各世帯に一台電話が普及していた（吉見俊哉、若林幹雄、水越伸編著『メディ

アとしての電話』(1992) より）。したがって、本作で描かれている電話をめぐる恋のト

ラブルは、アメリカにおいては決して遠いファンタジーではなく、親近感を持って受容

されたのではないかと発表者は応答した。二点目は、『フェイド・アウト – フェイド・

イン』の主演女優キャロル・バーネットの上演時の認知度についての質問だった。『フ

ェイド・アウト – フェイド・イン』上演時、バーネットはテレビ番組で体を張ったギ

ャグを披露するコメディ女優として知名度が高かったことなど、基本的な情報を発表者

は補足した。 

 続いて山下純照氏より、拙稿でミュージカルにおける「リアリズム」志向批判は達成

されつつ、しかし、そのことを以て「統合」批判と言い切れないのではないかというご

意見を頂いた。ミュージカル作品を研究するにあたり、「リアリズム」批判と「統合」

批判の重なりとズレについて、より緻密に周到に議論をすべきであると発表者は気づか

された。 

 そして森佳子氏より、拙稿の力点はミュージカル表象の問題か作品の社会的影響力の

問題か、という質問を頂いた。これに対し発表者は、比重としては表象分析ではあるも

のの、ミュージカルが商業演劇である以上、作品の社会的影響力あるいは社会からの影

響は排除して論じることはできないため後者についても盛り込んだと応答した。 

 最後に新沼智之氏より、音楽劇において言語の論理や意図を音楽は容易に飛び越える

ことがしばしばある中で、脚本を中心としたミュージカル分析はあり得るのかという質

問を頂いた。この点について発表者は、ミュージカルでは複数の作り手が対等に協働す

ることが理想として掲げられつつ、実態とは乖離があり、特に脚本家は最もクレジット

がなされない立場であり、研究においても脚本家の創造性については検討の余地がある

という現状を指摘した。 

 合評会では、ミュージカル研究の方法論の問題に関心が寄せられたという印象がある。

これは拙稿において、研究動向や研究分野で共有されている前提との接続や差異化を十

分に主張しきれていないことから生じたものであり、今後の課題としたい。 

 

 

報告-3： 

変容し続けるジュークボックス・ミュージカル 

── ヴィーンにおけるミュージカルとポップ・ミュージックの関係を例に 
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田中 里奈 

 

 拙章では、オーストリア連邦共和国の首都ヴィーンで制作され、興行的成功を記録した

ミュージカル『アイ・アム・フロム・オーストリア I Am From Austria』を例に挙げ、アメリ

カ合衆国で成立したジュークボックス・ミュージカルという一ジャンルが、ヴィーンにおけ

るポップ・ミュージック史を参照し、さらにヴィーン市の文化政策という枠内に取り込まれ

ることで、当地の興行として認められるに至ったプロセスを分析した。 

ポップ・ミュージックとミュージカルという、いずれも合衆国から世界に広がった音楽

（劇）の形態がヴィーンという都市に適応していくという現象は、当地で重視されてきた表

現形態――既存の楽曲を異なる文脈で再利用してきたジングシュピールやオペレッタとい

った大衆音楽劇や、都市に根差したヴィーナリッシュということば
．．．

――、そして、その時々

の社会的状況に合わせてこれらの価値を幾度も再定義してきた一連の結果でもある。この

点において、拙章が所収された「社会と音楽劇」というトピックに対し、ひとつの視座を提

供できたのではないかと思う。だがそれだけでなく、本合評会を実施するまでに登壇者間で

行われた入念な意見交換を通じて、さらには会当日の活発なやり取りを通じて、演劇におけ

ることばと音楽性の関係をどのように捉え得るのかという問いに対して多くの示唆を得た。

以下、合評会での議論を踏まえて、補足的な省察を試みたい。 

ジュークボックス・ミュージカルという形式について検討する際、そこで参照されたポッ

プ・ミュージックの持つ時代性と、実際に上演されている今日との間に生じた文脈のずれに

目が向けられがちである。しかしながら、特定のポップ・ミュージックの意味合いが数十年

でまったく変化してしまうような社会において、当時と今という二項対立では不十分であ

る。くわえて、英米ほかから世界に発信されたポップ・ミュージックの諸スタイルがヴィー

ンのものに変換されていく、いわゆる洋楽受容史的な背景を認めるならば、今回のディスカ

ッションで複数の例会参加者から寄せられた、日本という第三の軸との対比も可能になる

だろう。ただしそのような比較分析を実施するには、拙章で行ったポップ・ミュージックと

ミュージカルの受容とその二者間関係の歴史を通時的に分析するという前提が不可欠であ

るとも断っておきたい。 

さらに、この作品をヴィーン固有のものとして理解するにあたって、当該社会において同

作に付与された文化的価値と、実際の観客層がそれをどのように享受するのかという習慣

上の問題は、個別に検討したうえで相互に関連付けなければならない。前者は、ヴィーン劇

場協会の社会的信用と公的助成の獲得に関わり、後者は、フェンドリッヒの楽曲から読み取

ることのできるヴィーン風の諷刺的表現は、ある特定の文脈に置かれて初めて効果を発揮

するものだということに関わる。少なくとも「アイ・アム・フロム・オーストリア」という

楽曲に関して言えば、参照可能な複数の文脈の中で、限定された「大衆」―― オーストリ

アにある程度長く住んでいて、ラインハルト・フェンドリッヒの音楽を日常生活の中で聞い



ISSN 1347-2720 

■ 西洋比較演劇研究 Vol.20 No.1 March 2021 
 

■ 例会記録と報告 

50 

たことがあり、なおかつヴィーナリッシュを解することのできる人々―― に適したものが

選ばれ、そして選ばれた文脈も、演劇として自明のことではあるが、実際の上演に合わせて

恣意的に解釈される。ヴィーン産ミュージカルは、1990 年代に観光業との連携による国外

発信を重視したが、2009 年のヴィーン高等研究所による調べでは、ヴィーン劇場協会の観

客のうち、半数がヴィーン在住で、30%がヴィーンを除いたオーストリア国内の他州に住ん

でおり、国外からの訪問は 20%に留まっている5。その背景には、右傾化する国政だけでな

く、大々的なプロモーションを世界規模で行うことが徐々に困難になりつつある経済的な

事情や、そもそも海外への輸出による収入よりも公的助成の額が大幅に上回るヴィーン劇

場協会の経営状況で、本当に国際的な作品を作る必要があるのかという根本的な懐疑があ

る。COVID-19 による自粛下で、オーストリア放送協会がこの作品を繰り返し全国放映した

ことを含め、受容の実際を生み出している諸背景には引き続き注意を払い続ける必要があ

る。 

 末尾になるが、Zoom 上で実施するにあたり、対面時に行っていた個々の発表を排し

たことで、チャットとマイクを併用した議論に多くの時間を割いて頂けた。オンライン

での例会実施にはさまざまな制約があるものの、緻密な打ち合わせと細やかな配慮の支

えのもとで合評会を敢行してくださったことに、この場を借りて感謝の意を表したい。 

 

 

 

《第 216 回例会報告》2020 年 12 月 12 日（オンライン） 

 

 

シンポジウム 

2020 年のコロナ禍を機に展開されるオンライン演劇、その現状と今後 

――英独仏語圏での制作・上演例から考える 

辻佐保子・田中里奈・藤井慎太郎・萩原健（司会） 

 

 2020 年の春以来、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって、世界各国の

劇場・劇団が活動の制限・休止を余儀なくされている。これを背景に発展してきたのが、

いわゆるオンライン演劇だ。その形態は、過去の公演録画を工夫して配信するものだっ

たり、あるいはまったく新規に、オンラインでの発表を前提に制作されたものだったり

する。 

 
5  Schnabl, A., Dippenaar, S., Müllbacher, S., u.a. (2011) „Ökonomische Effekte der Vereinigten Bühnen 
Wien,“ Endbericht von der Institute for Advanced Studies, S. 25. 
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 そのような事例の数々について、表象文化論学会や国際演劇評論家協会(AICT)日本セ

ンターほか、さまざまな場で議論が行われてきた。だが日本「国外」の劇場・劇団によ

る実践に対する目配りという点では、なお大いに議論の余地があった。 

 そこで本シンポジウムでは、英独仏の各言語圏の舞台芸術を専門とする 3 名の会員

が、それぞれに追ってきたオンライン演劇の実践例を紹介し、意見交換を行った。各国

での実践に関する考察を手がかりに、オンライン演劇の現状と今後について議論を展開

した。 

 以下、3 名の発表とそれに続いて行われた質疑応答の要約を記す。なお質疑応答の部

分については、例会当日、川野真樹子氏に要点の記録をお願いした。あらためてお礼申

し上げたい。 

（萩原 健） 

 

 

発表-1 

プラットフォームとしてのオンライン、媒体としてのオンライン： 

イギリスとアメリカの事例から 

辻佐保子 

 

 本発表は、イギリスとアメリカにおけるオンライン演劇の実践例を扱った。イギリ

スでは 3 月から現在に至るまで、ロックダウンから段階的再開、Tier 制度の開始、再

ロックダウンと演劇の制作・上演をめぐる状況は目まぐるしく変化している。他方の

アメリカ、特に中心地ニューヨークでは、感染爆発を受けて 2020 年 12 月段階では

2021 年 5 月末まで（MET は 9 月まで）劇場閉鎖が決定していた。どちらの国でも、劇

場や劇団、アーティストは厳しい状況への対応が迫られ続けている。 

 感染流行下の中で、イギリスとアメリカ両国におけるオンラインを用いた演劇制

作・発表は、以下の 3 つのパターンに分けることができる。 

  

A. 劇場や劇団、制作会社が所有する過去作品の配信 

B. メディア主導の雇用創出や寄付呼びかけを目的とした配信 

C. オンラインのみ、オンラインとライブがハイブリッドとなった新作配信 

  

 イギリスに関しては、A の事例として National Theatre や Bristol Old Vic といった劇

場による過去作品配信や、アンドリュー・ロイド・ウェバー主導の YouTube チャンネ

ル "The Show Must Go On!" を紹介した。また、B の事例として BBC や SkyArts とい

ったテレビ局主導の過去作品放送や新作放送を提示した。特に、BBC Arts が 2021 年 2



ISSN 1347-2720 

■ 西洋比較演劇研究 Vol.20 No.1 March 2021 
 

■ 例会記録と報告 

52 

月から放送を予定している "Lights Up" は、国内の未使用の劇場を利用した作品の録

画・録音放送であり、演劇人の雇用に対しテレビが積極的に関与している事例として

注目に値する。C については、感染拡大からのロックダウン当初はクリエイター個人

のオンラインを用いたパフォーマンスが興ったが、徐々に劇団や劇場が新作の制作・

配信に乗り出していった。ほとんどのクリエーションは、オンラインという媒体の特

性を活かすというよりプラットフォームとして活用するものであった。 

 他方アメリカについては、MET や Lincoln Centre、The Rodgers and Hammerstein 

Organization による、テレビ局 PBS や上述の "The Show Must Go On!"と提携した過去

作品配信を A への該当例として紹介した。また B については、民間ファンドへの寄付

を呼びかけるコンサート配信の事例を挙げた。イギリスと比して新作の制作・放送が

見られなかった背景として、Actors' Equity（舞台俳優組合）と SAG-AFTRA（映画・テ

レビ・ラジオ俳優組合）との合意が 11 月 14 日まで至らなかったことが考えられる。

C については、イギリス同様、オンラインを媒体としてよりもプラットフォームとし

て活用する事例が多い。その中で、2020 年 4 月から 11 月にかけて断続的に配信され

た『アップル・ファミリー The Apple Family』Zoom 三部作（What Do We Need to Talk 

About?, And So We Come Forth, Incidental Moments of the Day）は、オンラインを巧みに

用いた事例として評価できる。Zoom 三部作は、2010 年から 2014 年にかけて上演され

た『アップル・ファミリー』四部作の続編に位置づけられる。三作品とも、ニューヨ

ーク州の小さな町ラインバックに暮らすアップル家のメンバーたちが、パンデミック

で対面できない代わりに Zoom で夕食をとり雑談を交わす。三作目以外には目立った

運動も起こらず、観客はひたすら Zoom に映るバストショットを眺め、ささやかで親

密な会話を聞く。アメリカ演劇において大きな一画を担ってきた家族劇の形を用い

て、身体的接触が持てない状況で描き得る関係性とコミュニケーションの様態が真摯

に追究されていた。 

 イギリスとアメリカにおけるオンライン演劇の実践を比較した時、実践のパターン

としては目立った相違が生じているわけではなかった。しかし、イギリスではテレビ

局の積極的関与が見られたのに対し、アメリカでは労働組合間の協議を要するなど、

制作・上演システムや文化政策の違いが大きく作用していることがわかった。まだし

ばらくはオンラインを用いた制作は継続すると予想される。今後、各劇場や作り手た

ちが「オンライン」という媒体・プラットフォームをどのように踏まえてクリエーシ

ョンを進めていくか、注視していきたい。 

（本発表は、早稲田大学特定課題研究助成費（課題番号：2020C-552）による研究成果

の一部である。） 

 

 



ISSN 1347-2720 

■ 西洋比較演劇研究 Vol.20 No.1 March 2021 
 

■ 例会記録と報告 

53 

発表-2 

オンライン上での劇場的空間の創造：ドイツ語圏における試み 

田中里奈 

 

 本発表では、2020 年 3 月から 9 月にかけてドイツ・スイス・オーストリアで実施さ

れてきたオンライン演劇の諸実践を概観すると共に、いくつかの事例を取り上げた。 

 ドイツ語圏の劇場活動の事情に関しては、庭山由佳、林立騎、中村伸子らによる日

本語の論考が入手可能であり、さらにはゲーテ・インスティテュート東京や国際演劇

協会日本センター、東京芸術劇場といった諸団体によるオンラインでのトークイベン

ト等も配信されてきた。これらを踏まえつつ、本発表の内容は、本シンポジウムの問

題設定、すなわちオンライン上での劇場的空間についてオンラインで議論するための

足掛かりを提供するべく、発表者が観客または参加者として関与した作品の中でも、

オンラインを新たなプラットフォームとして用いることを試みた諸事例を抽出し、作

り手と観客の間での相互関係の創出または維持に焦点を当ててた。その際、2020 年 11

月にハインリヒ・ベル財団が刊行した書籍『ネット演劇：諸見解、実践、諸作品 

Netztheater: Positionen, Praxis, Produktionen』の議論を参考にした。 

 ドイツ語圏では、まず 3 月中旬頃の第一ロックダウンを受けて、オンライン演劇を

試行的に導入する動きが段階的に拡がった。反応が最も早かった個人レベルでの発信

では、カミュ『ペスト』やアルトー『演劇とその分身』など、感染症を扱った古典作

品が繰り返し参照された。オーストリアでは、スヴェリン・グレブナーSeverin 

Groebner がボッカチオ『デカメロン』を基にした動画シリーズ『デカメロン 2020 毎

日がひとつの〈物語＝歴史(ゲシヒテ)〉 Dekamerone 2020 - Jeden Tag eine Geschichte』

が、YouTube で 3 月から 6 月にかけて全 41 回配信された。同国における今日のカバレ

ットがテレビスタジオまたは小劇場でのモノローグを中心に活動しており、なおかつ

時事的な話題に対する高い感度を有していることが背景として理解される。 

 3 月下旬から 4 月にかけて、複数の劇場で主に過去の公演録画の無料配信が始まっ

た。配信の位置づけは劇場毎にさまざまであった。例えば、3 月 21 日に配信を開始し

たベルリン・シャウビューネとミュンヘン・カンマーシュピーレを比べると、前者が

配信プログラムを「オンライン代替公演」と当初称していたのに対し、後者は「カン

マー４」、すなわち３カ所の常設劇場（「カンマー１」から「カンマー３」）に加え

る形での第四の劇場に位置づけている。後者と同様の試みはベルリン・HAU（Hebbel 

am Ufer）ほかにも見られ、公演が徐々に再開し始めた 6 月半ば以降の、演劇のハイブ

リッド化を美学的に追及する持続的な試みへとつながっていった。 

 劇場同様、作り手と視聴者とが積極的に交流し合う場を創出するという試みは、オ

ンラインでも行われた。例えば、オンライン批評誌ナハトクリティーク nachtkritik
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は、3 月にドイツ語圏のさまざまな劇場や演劇団体による録画／生配信を日替わりで

視聴できるプラットフォームを無料で提供し始めた。さらに、配信中の作品に携わっ

た劇作家や演出家を不定期に招いて、作品の映像を観ながら観客参加型のライブ・チ

ャットを催した。コロナ禍で劇場毎の配信が主流となったドイツ語圏において、劇場

に属さないアーティストに配信の場を提供したり、特定の劇場や演劇団体の活動ばか

りを追いがちな現状に多様なラインナップを示したり、「突如姿を消してしまったド

イツ語演劇の担い手たちを可視化するための手助け」 をこのような形で批評誌が担っ

たことは注目に値する。 

 さて、上記に述べた背景のもと、オンライン初演を迎えた作品はドイツ語圏に多く

あり、その上演媒体も手法も多様である。4 月から 5 月にかけて初演された作品に

は、1 カ月以上にわたるワークインプログレスの連作が複数見られた。最も長期にわ

たった作品が、オーバーアマガウの受難劇の中止に着想を得た『コロナ受難劇 

Corona-Passionsspiele』（シャウシュピールハウス・チューリヒ、脚本・作曲・演出：

ニコラス・シュテーマン Nicolas Stehmann）である。4～6 月に配信された映像全 12 編

に加え、7 月に劇場版が初演され、10 月と翌 1 月にそれぞれ改訂版が初演された。 

 演者と観客の間での双方向的な仕掛けを採用した作品の中でも、キェシロフスキに

よるテレビドラマ『デカローグ』（1989-1990、ポーランド）を原案とした連作の配信

劇『十戒 Dekalog』（全 9 回、シャウシュピールハウス・チューリヒ、演出：クリス

トファー・ルーピング Christopher Rüping）はチャットや投票システムを効果的に導入

した。演出のルーピングは分岐型のテレビゲームやゲームプレイの実況配信に着想を

得たと述べているが、別の媒体（ここではゲーム）における双方向性を演劇の文脈に

生かそうとする試みはコロナ禍でいっそう積極的に行われつつある。 

 映像を介さない作品で注目されるのは、5 月にブルク劇場のアカデミーテアーター

が企画した Twitter 演劇『演出変更：恐ろしい侵入者 Vorstellungsänderung: Der 

unheimliche Eindringling』である。3000 件以上のツイートによる集合的語りの中で上演

が絶え間なく生み出されるという一種独特の上演形態は、コロナ禍で加速した SNS 上

のデマやフェイクニュースの拡散が想起されるとともに、ロックダウン以前はブルク

劇場に通っていたであろう観客たちによるコード化された表現の応酬が劇場特有の場

を生み出してもいた。 

 Zoom を用いた演劇の中でも、カフカの『城』を原案とした連作『カー k.』（シャ

ウシュピール・ライプツィヒ）では、観客をあえて参加させず、むしろロックダウン

以前の創作を Zoom という特殊な〈舞台〉上で実現するという目的が追求された。現

実と虚構の混交がインターネット回線の上で生じる不安定なコミュニケーションに重

ねられただけでなく、さらに、Zoom にプリインストールされた音量自動調整機能が台

詞の発話と音楽をまったく等位に扱ったことは、ポストドラマ演劇（レーマン）のさ
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らなる展開とも見て取れる。『カー』も含め、第一ロックダウン中にオンラインで初

演された演劇作品に、ヴァーチャル空間から始まり、（今はまだ帰ることのできな

い）劇場に帰っていくという演出が頻発したことは、劇中劇にありがちなこの意匠を

異なる文脈の中に再発見する試みであった。 

 劇場がいったん再開されたのちは、有料配信のシステムが整備され、オンラインと

いう場を意識的に取り入れた作品も意欲的に制作され続けている。なかでも特筆すべ

きは、ゴブ・スクワッドによるハイブリッド演劇『ショウ・ミー・ア・グッド・タイ

ム Show Me A Good Time』（HAU；発表者は 9 月に上演されたモウソントゥルム・フ

ランクフルト版に基づいて本発表を行った）だ。数時間にわたって劇場内外の複数個

所に点在する俳優と観客の時間を、画面を通じて 15 分毎に同期し続ける試みは、同劇

団がベルリン市内各地から同時中継した『スーパー・ナイト・ショット Super Night 

Shot』（2003）の試みをさらに拡張した事例となった。 

 ドイツ語圏では、間に合わせとして始まったオンライン上の試みが、アクセシビリ

ティ、国際性、バリアフリー、実験性の点で独自の力学を獲得し、個々の事例に関す

る批評や論考が豊かに生み出されてきた反面、とりわけ配信の環境を整えるためのリ

ソースという点で、公共劇場とフリーシーンがより深い分断に晒されている。昨秋に

始まった第二ロックダウンの長期化に伴い、劇場の閉鎖期間は延長され、オフライン

で実施される予定だった上演やフェスティヴァルがオンラインに移行した。演劇とそ

れを生み出す場の持続可能性がオフラインとオンラインの双方で問われている。 

 

 

発表-3 

公共の広場としての劇場が閉ざされたとき 

フランス語圏演劇に見る応答のかたち 

藤井慎太郎 

 

 フランス（パリ）では 3 月 15 日から 3 か月にわたって劇場が閉鎖された。6 月 15 日

から劇場は再開が認められたが、すぐに再開したのはパリ市立劇場、国立劇場ラ・コリ

ーヌなどわずかであった。夏のフェスティヴァルもほぼ全面的に中止され（アヴィニョ

ンは規模をずっと縮小して 10 月末に実施）、9 月からの本格再開に賭けたわけだが、

感染拡大の第 2 波を抑えることができず、10 月 17 日～29 日の夜間外出禁止（午後 8 時

までに終演するよう、17 時や 18 時に開演時刻を変更することを迫られた）を経て、10

月 30 日から再閉鎖に追い込まれた。12 月 15 日から再開予定であったが、研究会の直

前にそれも 1 月 7 日に延期されることが発表されたばかりである（その後、さらなる延

期が続いており、春の封鎖期間を超えて長期化しそうである）。 



ISSN 1347-2720 

■ 西洋比較演劇研究 Vol.20 No.1 March 2021 
 

■ 例会記録と報告 

56 

  

 劇場が閉鎖されている間、その活動はオンラインに移行した。多くの公共劇場が映像

を無料配信し、春のロックダウン時には 100 本を超える作品が視聴可能になった。コメ

ディ=フランセーズは毎日日替わりのプログラムを無料配信したが、それ以外の劇場は

過去の作品映像を一定期間無料配信するところが多かった ARTE、フランス TV など

のテレビ公共放送も配信に協力した。特に春には有料配信はあまり見かけなかったが、

パリ・オペラ座が秋に一部プログラムを有料化するなど、少しずつ増加している。opsis 

tv、scenso tv など、舞台芸術に特化した有料配信（VOD、SVOD）も増加してはいる（VOD

は 4～5€／本、SVOD は 3～6€／月）。 

 英語圏やドイツ語圏と比べて、フランス語圏では、たとえば Zoom を活用したオンラ

イン上演が盛んであったようには見受けられない。早い例ではダヴィッド・ボベ（David 

Bobée）が、俳優が自宅でスマホで自撮りした映像を編集して『妖精たち 外出禁止ヴ

ァージョン』（Fées version confinée）を映像作品として発表している（5 月 10 日公開）。

秋になって、アルチュール・ノジシエル（Arthur Nauzyciel）がジュネ作『スプランディ

ッズ』（Splendid's）をアメリカ在住の俳優と Zoom を用いて英語で上演し（11 月 18・

19 日）、注目された。 

 春のロックダウン期間中に注目されたメディアはむしろ電話であり、音声であったと

いえるかもしれない。国立劇場ラ・コリーヌ（La Colline, théâtre national）では、ディレ

クターのワジディ・ムワワドによる『封鎖日記』（Journal de confinement）として 3 月

16 日から 4 月 20 日の平日、日記のかたちをとって発表されたテクストの朗読の音声が

配信された。『耳のくぼみに』（Au creux de l'oreille）は、電話回線を用いて、ラ・コリ

ーヌの作品に出演する 250 人の俳優がヴォランティアで詩、戯曲、文学作品を朗読した

り、音楽を演奏したりする。 

 パリ市立劇場（Théâtre de la Ville de Paris）では、『詩による診察』（Consultations poétiques）

が行われた。劇場ウェブサイトで予約すると、指定した時間に電話がかかってきて、「診

察」の後、一編の詩を俳優が選んで朗読してくれる（所要 20～25 分）というものだ。

そもそもはコロナ禍とは無関係に、エマニュエル・ドゥマルシー＝モタ（Emmanuel 

Demarcy-Mota）が 2004 年にコメディ・ドゥ・ランス（Comédie de Reims）で始めたもの

で、劇場閉鎖直前にはカフェや図書館にて俳優と対面で行われ、再開後には劇場の屋外

空間、庭園を用いて実施された。この試みには、6 つの科学哲学的テーマをめぐって 8

人の科学者が電話で「診察」する『科学による診察』（Consultations scientifiques）、電

話による「診察」の後、電話越しにミュージシャンが音楽を演奏、翌日にフォローアッ

プとしてお薦めの一編の詩と音楽のタイトルがメールで送られてくる『詩と音楽による

診察』（Consultations poétiques et musicales）、目の前でダンサーがさらに踊ってくれる
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『詩と音楽と舞踊による診察』（Consultations poétiques, musicales et dansées、封鎖解除

後）など、いくつかのヴァリエーションが存在している。 

 これらの試みは、基本的に（とりわけ封鎖期間には）電話による音声のみを介してな

され、身体はもちろん同一空間にはなく、映像も伴わない点に特徴がある。不特定多数

への映像配信とちがって、1 対 1 のプライヴェートな関係、「癒し」をもたらすセラピ

ー的な関係により近づいている。観客は目の前には不在である俳優、出向くことがかな

わない劇場空間を想像するほかないのだ。外出や集会の自由、劇場に行く可能性を奪わ

れていて、相手の姿を見る可能性を奪われていることはロックダウンの状況によりふさ

わしかったとさえいえるのではないだろうか。 

  

 ここではさらにマリオン・シエフェール（Marion Siéfert）作・演出『ジャンヌ・ダー

ク』（_jeanne_dark_）を取り上げたい（初演は国立舞台ラ・ローズ・デ・ヴァン La Rose 

des Vents、2020 年 9 月 17・18 日）。パリ圏では 10 月 2 日～18 日にラ・コミューン（La 

Commune）劇場で公演されたが、インスタグラムでも同時に無料ライブ配信された。ア

カウント «_jeanne_dark_» をフォローすることでライブ配信を見ることが可能になる。

コロナ禍あってこその作品だが、劇場版あってこそのオンライン上演であったことには

注意が必要である。劇場が再び閉鎖された後の 11 月 18～20 日に無観客上演、インスタ

ライブによる配信が行われ、発表者はそれをまず経験した（上演時間 1 時間 45 分弱）。 

 本作品はエレナ・ドゥ・ロランス（Helena de Laurens）による一人芝居として上演さ

れる。主人公のジャンヌは 16 才の女子高生（「オルレアン近郊のカトリック家庭に生

まれ育った処女」）、というジャンヌ・ダルクを想起させる設定だが、オルレアン育ち

のシエフェールの自伝的要素もまた含むという。 

 ジャンヌが家族や学校、教会という親密圏（とその周辺）から外に出ることは稀で、

恋愛／性、家族や友達との関係の悩み・関心など、女性と＜性＞に関わる個人的、プラ

イヴェートな話題を中心に展開され、「女性についての女性による女性の演劇」と形容

することもできよう。一度だけ BLM（Black Lives Matter）をめぐって父との意見の相違

が問題になる場面が際立つ。テクスト／台詞は日常の高校生＜風＞会話体、言い換えれ

ば私的な文体で綴られるが、音楽を挟んだり、照明を変化させたり、「接続の不具合」

を理由に配信を中断し、インスタライブの観客に再接続を実際に求めたりして、単調に

ならないための工夫が凝らされていた。 

 有料の劇場版では、ほかの観衆（public）、他者も同一の時間と空間のなかに存在す

るという意味でより公共的な空間において、距離を置いて舞台全体（遠近法的に構成さ

れている）を俯瞰的に見ることになる（原理的には観客自身もほかの観客に見られ、聞

かれる）。舞台両袖にはスマホ画面を拡大した映像が投影され、「自室からライヴ配信」

という設定を現実に遂行している様子が可視化される。 
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 それに対して、無料のインスタライブ版では、観客は自宅／自室のスマホないし PC

の画面上で、1 人（ないし少数）で正面・至近距離から、切りとられた部分的映像を見

ることになる（俳優の自撮りによる映像には、劇場観客席から舞台を見るときのような、

全体を俯瞰することを可能にする距離がない）。観客もコメントを投稿でき、リアルタ

イムで画面に表示される。必然的に、受容の環境・条件はより私的、プライヴェートな

ものとなる。『ジャンヌ・ダーク』も物語においては自室から配信しているとされ、発

信者もひとり、プライヴェートな環境にいることになっている。また、オンラインで無

料で配信されるがゆえに、より幅広い観客に開かれているという点では、後者の方がよ

り公共的だと考えることも可能である。 

 この作品の面白味は、観客にとってパブリック／プライヴェートが交錯する受容のモ

ードを同時に設けた点にあると思われる。観客は別の受容の様態を想像することになり、

相互に批評性が生じるのである。特に、劇場ではインスタライブの配信映像も同時に見

ることができるのだが、インスタライブから劇場公演の様子を想像することはより難し

いがゆえにより想像力を求められるといえる。 

  

 劇場的、公共的なコミュニケーションをオンラインで映像と音声を通じて擬似的に代

替するよりも、むしろ私的、欠如的なコミュニケーションによって、その不可能性を引

き受けることを選択した試みを取り上げてきた。コロナ禍にあって、多くの劇場が劇場

再開以降、公演を無料化するか、少なくとも低価格化させている。経済活動が停滞し、

多くの芸術家および観客が購買力の低下に直面しており、「連帯」がこれまで以上に強

く意識され、演劇・劇場が「公共サーヴィス（service public）」（ジャン・ヴィラール 

Jean Vilar）、「公共の広場（place publique）」として果たすべき役割が再び強く認識さ

れている結果だといえる。 

 出演者が 1 名のみで、舞台装置も複雑ではない本作品は、多額の製作費を要する種類

のものではない。半分は無料で上演される本作品は、「女性についての女性による女性

の演劇」のみならず「持たざる者のための持たざる演劇」の側面をも備えているのであ

り（初演されたラ・コミューン劇場があるオーベルヴィリエは貧困層が多く住む自治体

である）、ごく私的な作品に見える外見の下には、公共性に対する高い意識が一貫して

存在している。それが本作が高く評価されている理由でもあろう。 

 

 

質疑応答 

 

 まずオンライン演劇の「ライヴ性(liveness)」(Auslander 2008[1999])が問われた（山下

純照氏）。Auslander は演劇概念をいわゆる肉体的な共在に限らず、多様なメディアを
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介した演劇体験の多様化を説くが、コロナ禍を経てライブ性のさらに多様な変化を注視

する必要がある。VR 演劇や観客参加型演劇における没入型(immersive)の観劇体験を考

える際は、映像制作のドラマトゥルギーも見逃せない（田中）。没入型ということでは、

インスタレーション的な状況がネット空間へ拡大し、作りこまれた空間が共有され、観

客と舞台の親密な一体感／親密性(intimacy)も認められる（山下）。示唆的なことに、あ

る映像コンテンツ制作者によれば、映像コンテンツは映像を作りこんだうえで観客が完

成させたものを見る世界であり、VR も同様の制作方法を取るという。映像や VR とい

った技術を用いた演劇を考える際には、各作品が依拠するドラマトゥルクに注意すべき

である（田中）。 

 各国での「オンライン演劇は演劇か」という議論に関する問い（横山義志氏）に対し

ては、多くの学会等の中止で研究者の共同作業が停滞したために今後の応答が待たれる

こと、The Guardian の論説等があることが指摘された（辻）。The Drama Review (TDR)

の特集もある（ウェブマガジン「かもべり」に内野儀の邦訳あり）。独語圏ではコロナ

禍の前からのオンライン演劇に関する議論（会議「Theater und Netz」[2013～]）が

『Netztheater』(2020)に活字化された（田中）。一方、Nauzyciel などは、Zoom 等による

オンライン演劇が劇場の演劇を置き換えるものではない次善の策と見る。またラジオ劇

が演劇だとすればオンライン演劇も演劇と呼べそうで、「何が演劇でないか」という議

論が生産的議論につながるかは疑わしい（藤井）。演劇の定義に場所等を含める議論が

いつ始まったか、そもそも他のメディアがない時代には成立しない議論ではなかったか

ということも考えていい（横山）。 

 米国では舞台作品の配信が Netflix 等を脅かしうると考えられていたのか、Broadway

作品等では競合しうると認識されているのかという問い（横山）に対しては、競合とい

うよりも、配信（映像）をどこまで演劇ないし TV 映画と考えるかという、俳優の所属

業界の線引きの問題であることが指摘された。どちらの組合に入る必要があるか、どの

ような補償が受けられるかという、俳優の立ち位置の問題であり（英国では同一の組合

だが、米国は業界ごとに分かれる）、たとえばヴァーチャルエフェクトを用いる配信は

演劇とは見なされない。市場競合とは異なる部分での合意を必要とする米国固有の事情

がある（辻）。 

 上記は著作権法の範囲（上演権と公共放映権）とも関連する。英国の劇場・劇団は手

持ちの映像を配信するが、米国では配信に関わる二次使用料がうまく定まっていない。

Lincoln Center や Rodgers & Hammerstein 財団等、自前の素材を持つ場合は配信できたり、

アマチュアなら上演料を払わなくてもよかったりする。あるいは学校演劇向けのものを、

例外的に年齢制限を撤廃して提供する例もある。また配信プラットフォーム設立に制度

上の困難がある（辻）。ミュージカルの場合、放映権をもつオリジナルのプロダクショ

ンのみが配信可能であり、その地域公演（日独語に翻訳されたバージョン等）は配信で



ISSN 1347-2720 

■ 西洋比較演劇研究 Vol.20 No.1 March 2021 
 

■ 例会記録と報告 

60 

きない。オーストリアでは自前で配信サービスを立ち上げられず、別サイトに間借りす

るケースがある。ドイツでは公立劇場が多く、常勤スタッフがアーカイブを整理し配信

が可能になっている（田中）。 

 ところで、コロナ禍が促した演劇のオンライン化は、育児中や遠方の人々に劇場を近

づけ、いわば演劇の公共化を推進した。この関連でコロナ禍を経た後の公共劇場の役割

が問われた（稲山玲氏）。たとえばベルギーの公共劇場 NTGent 芸術監督 Milo Rau は、

2020 年春、それまで特権的なものとされてきた劇場がオンライン化で民主化される可

能性と、却って管理がいっそう厳しくなる危険性の両方を説いたが、現実には後者に傾

いている。彼は欧州にブルジョワ型の劇場が多いことに触れ、それらの建築物の構造上

の問題（換気の難しさ等）を解決する必要性を訴えてきた。だが秋になると、結局元の

体制は変わらないのではないかと考えられてきた。公営・私営劇場間の格差が広がり（後

者の一部は倒産の危機）、現実と理想のギャップが見えてきている（田中）。かたや、

金銭的・世代的・地域的に劇場にアクセスできない人々へのプラットフォームとして、

コロナ禍の前から英国の NT Live が注目されており、同様の公共性の拡大が考えられる

（たとえば無観客のライブ中継をする Wise Children は、提携劇場での発券を感染終息

後も継続する予定）。BLM 運動のシェルターとしての役割等から公共性の担保に関す

る議論が広がるかもしれない。一方、却って既存劇場の特権性が高まる可能性もある。

劇場の改修資金がないので特権性を担保してしまうような状況がそれで、Broadway は

商業主義を背景にこの特権性へ流れるかもしれない（ミュージカルは没入型の設定を用

いた上演が流行したが、この形式はパンデミック後に難しくなると思われる）（辻）。

最も再開に苦しんでいると思われるのは NY とロンドンの商業劇場で、また助成金のあ

る劇場とない劇場の違いがある。フランスでは政府が文化に相当な予算を割いている。

一方、配信ほかで公共劇場が〈無料化〉するとコストがかからないかのように思われる

危険性があるため、各劇場が及び腰であることも考えられる（藤井）。 

 とはいえ、民間の商業劇場が動けない中で、公共劇場こそ攻勢に出るべきである。芸

術的・文化的創造の問題だが、一方で、公共劇場の中には自治体からの助成金が８割削

減されるところもある。その状態でどう攻められるかが課題であり、また情報を表に出

して議論を起こす必要がある（藤井）。佐藤信も指摘するように、公共劇場の運営は自

治体の判断次第という脆弱性がある（稲山）。組織の収入に直結する部分で要求を出し

たり脅しを使ったりする権力に対抗する武装の仕方を考えるべきである（藤井）。配信

料値上げという策がありうるが、たとえば東京交響楽団が配信料を値上げしないために

他の楽団が値上げできないという例がある（音楽芸術マネジメント学会全国大会でのセ

ッションでの報告）。U-Next や楽天 TV 等のビジネスも参照していいかもしれない（田

中）。フランスの場合、公共劇場も民間劇場のように運営されている英国の後追いであ

り（文化のビジネス化）、利益を最大化し、民間と関係を保つよう努めている。一方、
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月額３ユーロのサブスクリプションや舞台芸術に特化した月額６ユーロの有料配信と

いった、暴利を貪るわけではない民間サービスが誕生し、パブリックからプライベート

へという流れがある。こうしたあり方を、コロナ禍を機に考え直すタイミングが来てい

る感がある（藤井）。公共が出資すべきところを民間で動かせるのであればそうすべき

という考え方を見直す必要がある（田中）。 

（記録：川野真樹子／文責：萩原 健） 

 


