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――供犠空間としての舞台供犠空間としての舞台――

Is There a Cause to Sacrifice OneselfIs There a Cause to Sacrifice Oneself

                  / One's Children / Parent ?                  / One's Children / Parent ?

藤藤  田田  敏敏  明明

マッチするつかの間海に霧深し身捨つるほどの祖国はありや―寺山修二マッチするつかの間海に霧深し身捨つるほどの祖国はありや―寺山修二 1 )1 )

プロローグプロローグ――２００１年四月九日、２００１年四月九日、文化村。文化村。

　２００１年四月、　２００１年四月、渋谷、渋谷、文化村のシアター文化村のシアター・・コク―ンにおいて蜷川幸雄コク―ンにおいて蜷川幸雄

演出の演出の『マクベス』『マクベス』が上演されたが上演された2)2)。。蜷川らしい非常にスピーディな蜷川らしい非常にスピーディな｢｢疾走疾走

するする｣｣マクベスであり、マクベスであり、原色を使用した衣装原色を使用した衣装・・時に鏡になり時には素通し時に鏡になり時には素通し

にもなるマジックミラーの舞台装置にもなるマジックミラーの舞台装置・・たいまつやかがり火の使用たいまつやかがり火の使用・・手紙を手紙を

読みながら客席通路を歩くマクベス夫人の持つ巨大な花読みながら客席通路を歩くマクベス夫人の持つ巨大な花etcetc――蜷川流の蜷川流の

演出は健在であり演出は健在であり､､特にろうそくのゆれるシャンデリアの下でのマクベス特にろうそくのゆれるシャンデリアの下でのマクベス

のの｢｢明日がきて、明日がきて、また明日がきてまた明日がきて――｣｣の独白は白眉であったろう。の独白は白眉であったろう。

　　唐沢寿明唐沢寿明､､大竹しのぶ大竹しのぶ､､主演両名の演技については賛否両論があったが主演両名の演技については賛否両論があったが

――筆者自身もマクベス役の唐沢の、筆者自身もマクベス役の唐沢の、特に前半部分は多少退屈したが特に前半部分は多少退屈したが――

マクダフ役の勝村政信の演技が濃厚であり、マクダフ役の勝村政信の演技が濃厚であり、マルコム説得からクライマッマルコム説得からクライマッ

クスの決闘のシーンを盛り上げていた。クスの決闘のシーンを盛り上げていた。決闘シーンではマクダフが疲労し決闘シーンではマクダフが疲労し

てマクベスに殺されそうになるところてマクベスに殺されそうになるところ､､短剣の短剣の――あるいは彼に殺されたあるいは彼に殺された

ものたちのものたちの――亡霊が彼を妨げてとどめがさせなくなるという演出法もま亡霊が彼を妨げてとどめがさせなくなるという演出法もま

た斬新であった。た斬新であった。

　　それに先立ってマクベス側のマクダフ城急襲、それに先立ってマクベス側のマクダフ城急襲、マクダフ夫人と息子たちマクダフ夫人と息子たち

の殺害というの殺害という､､この芝居でもっとも陰惨なシーンがあるのだがこの芝居でもっとも陰惨なシーンがあるのだが､､二つの場面二つの場面
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のつながりを見ていて一つの疑問を抱いた。のつながりを見ていて一つの疑問を抱いた。

　　｢｢なぜおとうさまはいなくなってしまったのなぜおとうさまはいなくなってしまったの､､僕たちをおいて僕たちをおいて｣｣

　　｢｢妻子を置き去りにして逃げるなど妻子を置き去りにして逃げるなど､､男のやることではありません男のやることではありません｣｣

というマクダフの妻子の言葉である。というマクダフの妻子の言葉である。

　　マクベスの王としての振る舞いがあまりにも暴虐であるため亡命中のママクベスの王としての振る舞いがあまりにも暴虐であるため亡命中のマ

ルコムを説いてマクベス討伐の決意をさせるために国を脱出する、ルコムを説いてマクベス討伐の決意をさせるために国を脱出する、それはそれは

よい。よい。が、が、それが同時にマクベスの疑惑を確信に導きそれが同時にマクベスの疑惑を確信に導き､､自分の妻子を殺さ自分の妻子を殺さ

せるという結果をうむ。せるという結果をうむ。彼の論理は彼の論理は､､果たして妻子を殺させるほどの価値果たして妻子を殺させるほどの価値

があったのか。があったのか。

　　という以前にという以前に､､実際上の彼自身の行動を考えて実際上の彼自身の行動を考えて､､彼が国を脱出するに際し彼が国を脱出するに際し

て妻子とともに出奔する余裕は無かったのかて妻子とともに出奔する余裕は無かったのか――そう思ってみると一緒にそう思ってみると一緒に

亡命したとて大して困難はないように思える。亡命したとて大して困難はないように思える。さらにはその前幕、さらにはその前幕、バンバン

クォー殺害の宴会に出席しなかったところからすでに権力側の不信を喚起クォー殺害の宴会に出席しなかったところからすでに権力側の不信を喚起

している事実を考えあわせればしている事実を考えあわせれば､､ここは妻子ともども逃亡しているのが自ここは妻子ともども逃亡しているのが自

然であるようだ。然であるようだ。わざわざ妻子を置き去りにする必然性があったのだろうわざわざ妻子を置き去りにする必然性があったのだろう

か。か。たとえばたとえば､､妻子を人質として残しておくことによってマクベスの目を妻子を人質として残しておくことによってマクベスの目を

くらますというくらますという――いなマクベスはそのようなことは毫も気にしてはいないなマクベスはそのようなことは毫も気にしてはいな

い。い。したがって妻子を置き去りにする必然性はないしたがって妻子を置き去りにする必然性はない――少なくとも政治的少なくとも政治的

には。には。

　　とすればここはとすればここは､､演劇としての必然性がある、演劇としての必然性がある、ということになろう。ということになろう。

　　これ以外のマクベスの行動は、これ以外のマクベスの行動は、マクダフ、マクダフ、マルコムが延々と主張するよマルコムが延々と主張するよ

うな悪逆非道、うな悪逆非道、暴虐無比うんぬんとはいいがたい。暴虐無比うんぬんとはいいがたい。無論無論､､ダンカン殺害はダンカン殺害は

裏切りであるし、裏切りであるし、バンクォー殺害も暗殺ではある、バンクォー殺害も暗殺ではある、しかし政治家、しかし政治家、軍人の軍人の

行動としてはたいしたことでもない。行動としてはたいしたことでもない。というより、というより、権力者同士の争いの範権力者同士の争いの範

囲内における出来事として処理しうる。囲内における出来事として処理しうる。リチャードの王子殺し同様、リチャードの王子殺し同様、政治政治

的に何の非もないマクダフ夫人、的に何の非もないマクダフ夫人、非力を承知で殺人者に立ち向かう可憐な非力を承知で殺人者に立ち向かう可憐な

息子、息子、頑是無い赤子の殺害によって、頑是無い赤子の殺害によって、初めてマクベス夫妻に残虐非道初めてマクベス夫妻に残虐非道､､極極

悪な暴王という烙印が押される。悪な暴王という烙印が押される。

　　敵討ちという点に関しては、敵討ちという点に関しては、そもそもの発端で父を殺害されたマルコムそもそもの発端で父を殺害されたマルコム

がマクベスを倒す形のほうが遥かに飲み込みやすいはずである。がマクベスを倒す形のほうが遥かに飲み込みやすいはずである。しかしマしかしマ
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ルコムが直接対決するとなるとルコムが直接対決するとなると､､今度はかの預言今度はかの預言｢｢女から生まれていないも女から生まれていないも

のにはマクベスを殺せないのにはマクベスを殺せない｣｣がネックとなろう。がネックとなろう。王族の一員として、王族の一員として、マクマク

ベスは、ベスは、仮に第一王子マルコムが異常な出産をしていたならば、仮に第一王子マルコムが異常な出産をしていたならば、当然それ当然それ

についての情報はもっていて当然だ。についての情報はもっていて当然だ。「生まれる前に母親の腹を裂いて取「生まれる前に母親の腹を裂いて取

り出された」り出された」のは辺境の貴族であるマクダフでなければならない。のは辺境の貴族であるマクダフでなければならない。彼の妻彼の妻

子の無残な死がマクベスの残酷さを強調し、子の無残な死がマクベスの残酷さを強調し、マクダフのマクベス打倒の必マクダフのマクベス打倒の必

然性をもたらすわけである。然性をもたらすわけである。

　　妻子を犠牲にしてマクダフは妻子を犠牲にしてマクダフは「国」「国」を守った。を守った。しかし、しかし、「国」「国」にその価にその価

値はあったのかという疑問も、値はあったのかという疑問も、当然ありうる。当然ありうる。男にとっての男にとっての「国を守る」「国を守る」

大義が、大義が、そのまま家族を苦しめ、そのまま家族を苦しめ、女性や子供をしに至らしめる。女性や子供をしに至らしめる。あえて彼あえて彼

女たち女たち――女子供を殺す、女子供を殺す、犠牲にすることによって必然性を強調する犠牲にすることによって必然性を強調する――

それが演劇という芸術表現形式の一つの特徴であるかもしれない。それが演劇という芸術表現形式の一つの特徴であるかもしれない。

　　『マクベス』『マクベス』を筆者が見たのが四月九日、を筆者が見たのが四月九日、約二週間後の約二週間後の2121日、日、同じ文化同じ文化

村の今度はオーチャードホールで、村の今度はオーチャードホールで、プッチーニの歌劇プッチーニの歌劇『トゥーランドッ『トゥーランドッ

ト』ト』3)3)上演に接する機会を得た。上演に接する機会を得た。

　　タイトルロールの下畑千恵子の歌は今ひとつ盛り上がらなかったが、タイトルロールの下畑千恵子の歌は今ひとつ盛り上がらなかったが、

リュウ役の陳素蛾の熱演には拍手が巻き起こった。リュウ役の陳素蛾の熱演には拍手が巻き起こった。確かに、確かに、わがままお姫わがままお姫

様よりも、様よりも、愛する人のために自ら剣に飛び込む娘の純情のほうが観客とし愛する人のために自ら剣に飛び込む娘の純情のほうが観客とし

ては感情移入しやすそうである。ては感情移入しやすそうである。

　　今、今、たまたまわずかな間に近接した二つの空間で上演された作品におけたまたまわずかな間に近接した二つの空間で上演された作品におけ

るる｢｢自己犠牲自己犠牲｣｣の例をあげたが、の例をあげたが、演劇上演のクライマックスにおいて何らか演劇上演のクライマックスにおいて何らか

のの｢｢自己犠牲自己犠牲｣｣がテーマとして取り上げられているものは数多い。がテーマとして取り上げられているものは数多い。日本にお日本にお

いては、いては、江戸時代以来江戸時代以来「大義、「大義、親を滅す」親を滅す」という言葉があり、という言葉があり、（主として（主として

忠義という）忠義という）大いなる志のためには親であろうが妻子であろうが犠牲にし大いなる志のためには親であろうが妻子であろうが犠牲にし

てはばからないという感覚もある。てはばからないという感覚もある。それはそれは「男の仕事」「男の仕事」のためにはのためには「女子「女子

供を犠牲にしてはばからない」供を犠牲にしてはばからない」男性原理男性原理､､ということにもなろう。ということにもなろう。それにそれに

対して対して､､当然ながら当然ながら､､女性原理からの復讐もある。女性原理からの復讐もある。それは対立しつづけるもそれは対立しつづけるも

のなのかのなのか､､それとも克服しうるものなのか。それとも克服しうるものなのか。

　本稿では、　本稿では、ここ数年のいくつかの舞台を材料として、ここ数年のいくつかの舞台を材料として、演劇という芸術形演劇という芸術形

式における式における「供犠」「供犠」――｢｢自己犠牲自己犠牲｣｣およびおよび「肉親を犠牲とする行為」「肉親を犠牲とする行為」を含を含
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めてめて――というモチーフについて、というモチーフについて、「大義、「大義、親を滅す」親を滅す」というという「男性原理」「男性原理」

と、と、主として情念から成立する主として情念から成立する「女性原理」「女性原理」の対立あるいは対立の克服にの対立あるいは対立の克服に

焦点を当てて考えていきたい。焦点を当てて考えていきたい。

第一夜第一夜――２００１年四月二十一日、２００１年四月二十一日、文化村文化村

　「トゥーランドット清皇女にあられてはかくあるものの妃となられん、　「トゥーランドット清皇女にあられてはかくあるものの妃となられん、

王族の血筋にてかの方、王族の血筋にてかの方、出題あそばす三つの謎、出題あそばす三つの謎、解く者の。解く者の。されど試練にされど試練に

挑みて敗るる者、挑みて敗るる者、奢れる頭を斧に差し出すべし」奢れる頭を斧に差し出すべし」4)4)。。オペラオペラ『トゥーラン『トゥーラン

ドット』ドット』は、は、冒頭から人の命と体を賭けの対象冒頭から人の命と体を賭けの対象――いけにえいけにえ――にするこにするこ

の言葉で始まる。の言葉で始まる。女性を求めて命がけで謎に挑むのは男性原理としてのロ女性を求めて命がけで謎に挑むのは男性原理としてのロ

ゴスゴス､､わが身と引き換えに謎を突きつけるのはスフィンクス以来の女性原わが身と引き換えに謎を突きつけるのはスフィンクス以来の女性原

理とも言い換えうる。理とも言い換えうる。

　　『ニーベルンゲンの歌』『ニーベルンゲンの歌』におけるクリームヒルト、におけるクリームヒルト、わが国においてはわが国においては『平『平

家物語』家物語』における巴御前、における巴御前、オスカーオスカー・・ワイルド原作のワイルド原作の『サロメ』、『サロメ』、と並べと並べ

るとると――そう、そう、男の生首を持つ姫君であり、男の生首を持つ姫君であり、トゥーランドットも、トゥーランドットも、その系その系

列に名を連ねる。列に名を連ねる。さらに言えば他の面々はいずれも一人の首しか切っていさらに言えば他の面々はいずれも一人の首しか切ってい

ないのに、ないのに、彼女の犠牲者は数知れない。彼女の犠牲者は数知れない。少なくともこの勅使河原演出はそ少なくともこの勅使河原演出はそ

れを強調する。れを強調する。幕が開くや否や、幕が開くや否や、ステージの左手前方にはなぞに答えきれステージの左手前方にはなぞに答えきれ

ずに殺された男たちの首が数列にわたってずらりと並んでいるのである。ずに殺された男たちの首が数列にわたってずらりと並んでいるのである。

　　さらに、さらに、首切り人プー首切り人プー・・ティンティン・・パオとその部下たちのグロテスクな衣パオとその部下たちのグロテスクな衣

装のダンスがある。装のダンスがある。首を切る刃のために首を切る刃のために「砥石をまわせ」「砥石をまわせ」という群集のという群集の

コーラスの中、コーラスの中、彼らは下腹部に生首をぶら下げて踊る彼らは下腹部に生首をぶら下げて踊る（もっとも、（もっとも、アンサアンサ

ンブルがずれているという欠点はあったがンブルがずれているという欠点はあったが､､あれが単にずれていたのか意あれが単にずれていたのか意

図的だったかは分かりにくかった）。図的だったかは分かりにくかった）。｢｢月の出を待って処刑だ月の出を待って処刑だ｣｣。。そして最新そして最新

の犠牲者、の犠牲者、ペルシアの王子は巨大な月を背景にして首切り役人に首を切らペルシアの王子は巨大な月を背景にして首切り役人に首を切ら

れる。れる。トゥーランドットの美が男の命を奪う月によって象徴されているこトゥーランドットの美が男の命を奪う月によって象徴されているこ

の場面は、の場面は、いやが応にももう一人のアジアの姫いやが応にももう一人のアジアの姫――サロメを連想させずにサロメを連想させずに

はおかないはおかない 5)5)。。

　　サロメとトゥーランドット、サロメとトゥーランドット、考えてみればオペラ、考えてみればオペラ、というより演劇というより演劇・・文文
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学の世界屈指の自己中心主義な姫君であろう。学の世界屈指の自己中心主義な姫君であろう。そのわがままさはそのままそのわがままさはそのまま

月の気まぐれさに相通じる。月の気まぐれさに相通じる。群集は月を群集は月を｢｢青白い顔青白い顔｣｢｣｢体のない頭体のない頭｣｢｣｢血の気血の気

のない、のない、死人の憧れ死人の憧れ｣｣と歌う。と歌う。月は次々に様相を変え、月は次々に様相を変え、男を弄ぶ。男を弄ぶ。月は狂月は狂

気をあらわし、気をあらわし、人々を駆り立てる。人々を駆り立てる。

　　これに先立って、これに先立って、名も知れぬ異国の王子名も知れぬ異国の王子――というより最初からカラフというより最初からカラフ

と呼ぼうと呼ぼう――が、が、老いたる父チムールおよびそれを助ける娘リュウと北京老いたる父チムールおよびそれを助ける娘リュウと北京

の町で邂逅する場面から物語は始まる。の町で邂逅する場面から物語は始まる。リュウはチムールにめぐり合ってリュウはチムールにめぐり合って

以来彼を助け涙をぬぐい、以来彼を助け涙をぬぐい、時には物乞いまでしてやしなってくれた。時には物乞いまでしてやしなってくれた。そのその

理由はひとつ、理由はひとつ、カラフ自身は忘れているかもしれないがカラフ自身は忘れているかもしれないが､､かつて彼が王宮かつて彼が王宮

の前で一度だけ彼女に微笑みかけてくれたからである。の前で一度だけ彼女に微笑みかけてくれたからである。

　　一度だけ微笑みかけた一度だけ微笑みかけた――このひと言は、このひと言は、立場は逆だが、立場は逆だが、やはりサロメやはりサロメ

を思わせる。を思わせる。サロメは幽閉されたヨカナーンを一目みたいと思い、サロメは幽閉されたヨカナーンを一目みたいと思い、シリアシリア

人ナラボスに人ナラボスに「明日の朝おまえに向かって微笑んであげるから」「明日の朝おまえに向かって微笑んであげるから」と誘惑と誘惑

し、し、預言者を引き出させた。預言者を引き出させた。その結果サロメはヨカナーンをくどき、その結果サロメはヨカナーンをくどき、絶望絶望

したナラボスは自害するのだが、したナラボスは自害するのだが、サロメは彼の死など一顧だにせず、サロメは彼の死など一顧だにせず、水槽水槽

の中に去るヨカナーンのみを追いつづけた。の中に去るヨカナーンのみを追いつづけた。

　　月に煽られ、月に煽られ、幻の白い姫に心乱され、幻の白い姫に心乱され、カラフはトゥーランドットへの求カラフはトゥーランドットへの求

婚を決意する。婚を決意する。シリア人の友人はシリア人の友人は「なぜ、「なぜ、月から彼を隠しておかなかった月から彼を隠しておかなかった

のだ」のだ」と後悔するのだが、と後悔するのだが、リュウもトゥーランドットに魅せられたカラフリュウもトゥーランドットに魅せられたカラフ

にに「ここを立ち去りましょう」「ここを立ち去りましょう」と勧める。と勧める。が、が、恋に落ちた男恋に落ちた男――月に誘惑月に誘惑

された男は、された男は、分別ある言葉など聞く耳持たない。分別ある言葉など聞く耳持たない。

　　カラフがトゥーランドットの美しさをたたえていると、カラフがトゥーランドットの美しさをたたえていると、三人の大臣たち三人の大臣たち

は制止するは制止する 6)6)。。「トゥーランドットは存在せぬ」「トゥーランドットは存在せぬ」と。と。カラムがカラムが「私に愛を、「私に愛を、

勝利を」勝利を」と祈れば、と祈れば、大臣らは生首をぶら下げた首切り役人を指し示し大臣らは生首をぶら下げた首切り役人を指し示し「見「見

よ、よ、月がおまえに口づけする」月がおまえに口づけする」と脅す。と脅す。切り取られた首への月の口付け切り取られた首への月の口付け

――これもまたサロメの系統である。これもまたサロメの系統である。｢｢墓穴はすでに掘ってある墓穴はすでに掘ってある｣｣。。彼らも、彼らも、

月の気まぐれな殺人の後始末をするのはうんざりなのである。月の気まぐれな殺人の後始末をするのはうんざりなのである。

　　月の顔は気まぐれに変化する。月の顔は気まぐれに変化する。月と同じく、月と同じく、このオペラにおける群集のこのオペラにおける群集の

心理も非常にめまぐるしく変化し、心理も非常にめまぐるしく変化し、冒頭では犠牲者の死を望んだかと思え冒頭では犠牲者の死を望んだかと思え

ばその次には残酷さに悲鳴をあげ恩赦を望むし、ばその次には残酷さに悲鳴をあげ恩赦を望むし、カラフに対してもある時カラフに対してもある時
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はあざけりある時は同情し、はあざけりある時は同情し、またある時は憎む。またある時は憎む。この時点では愚か者よとこの時点では愚か者よと

ののしられつつののしられつつ､､カラフはドラを鳴らしカラフはドラを鳴らし､､謎への挑戦者として名乗りをあげ謎への挑戦者として名乗りをあげ

る。る。

　　第２幕、第２幕、求婚、求婚、謎解きの場面となる。謎解きの場面となる。皇帝が中空より舞い降り、皇帝が中空より舞い降り、宙乗り宙乗り

のまま勇気ある若者をとどめようとするがのまま勇気ある若者をとどめようとするが､､愛に盲目となった彼はそれを愛に盲目となった彼はそれを

振り切って死をかけた謎に挑む。振り切って死をかけた謎に挑む。そしてトゥーランドットが登場、そしてトゥーランドットが登場、純潔を純潔を

守るため求婚者を殺害するのは遠い昔、守るため求婚者を殺害するのは遠い昔、この国に侵略してきた異国の男たこの国に侵略してきた異国の男た

ちに殺されたロちに殺されたロ・・ウウ・・リン姫のあだ討ち、リン姫のあだ討ち、と所以を説明する。と所以を説明する。舞台上に並舞台上に並

べられた首はいずれも、べられた首はいずれも、過去において国のためにいけにえとされた姫のた過去において国のためにいけにえとされた姫のた

めにささげられた現在のいけにえということであり、めにささげられた現在のいけにえということであり、さらには姫自身も、さらには姫自身も、

謎が解かれた時点では自らをいけにえとしてささげようとしている覚悟を謎が解かれた時点では自らをいけにえとしてささげようとしている覚悟を

決めているということにもなる。決めているということにもなる。二重、二重、三重の供犠の図式がこの場面では三重の供犠の図式がこの場面では

並存している。並存している。さらには純潔を守る処女という主題において再びサロメとさらには純潔を守る処女という主題において再びサロメと

の共通性が明らかになる。の共通性が明らかになる。

　　第一の謎、第一の謎、闇の夜に咲く虹色の幻、闇の夜に咲く虹色の幻、暁とともに消えるもの、暁とともに消えるもの、夜毎に生ま夜毎に生ま

れ、れ、日ごとに消える日ごとに消える――答えは答えは「希望」。「希望」。そしてカラフは無論正解を与えそしてカラフは無論正解を与え

る。る。この王宮の場では、この王宮の場では、ステージ一杯に繰り広げられる三次元的オブジェステージ一杯に繰り広げられる三次元的オブジェ

――王宮の壁王宮の壁――の中に四つの巨大な円形空間がくりぬかれの中に四つの巨大な円形空間がくりぬかれ――当然これ当然これ

も月を連想せざるを得ないも月を連想せざるを得ない――そこに静止していた踊り子たちが、そこに静止していた踊り子たちが、謎の解謎の解

ける瞬間に踊りだすドラマチックな場面はける瞬間に踊りだすドラマチックな場面は､､本来現代舞踊専門の勅使河原本来現代舞踊専門の勅使河原

演出の真骨頂というべきであろう。演出の真骨頂というべきであろう。

　　第二の謎、第二の謎、人が死ねば冷たくなり、人が死ねば冷たくなり、人が夢見れば熱くなるもの人が夢見れば熱くなるもの――第一第一

の謎を解いたカラフを群集は英雄視し、の謎を解いたカラフを群集は英雄視し、「生きるために答えよ」「生きるために答えよ」と叫ぶが、と叫ぶが、

リュウ一人リュウ一人「それは愛のため」「それは愛のため」と歌う。と歌う。答えは答えは「血潮」。「血潮」。リュウの血潮も、リュウの血潮も、

愛によって燃え上がり、愛によって燃え上がり、最後の死の瞬間に冷たくなるはずである。最後の死の瞬間に冷たくなるはずである。

　　そして最後の謎、そして最後の謎、人に火を与える氷人に火を与える氷､､火よりいっそう冷たさをますもの火よりいっそう冷たさをますもの

――不可解であるが、不可解であるが、もっとも理解しがたいものは実は目の前にある。もっとも理解しがたいものは実は目の前にある。追追

い詰められたかに見えたカラフは遂にそれを解き明かす、い詰められたかに見えたカラフは遂にそれを解き明かす、答えはトゥーラ答えはトゥーラ

ンドットあなた自身だ、ンドットあなた自身だ、と。と。

　　解き明かされる謎の答えとなる言葉は彼女自身である。解き明かされる謎の答えとなる言葉は彼女自身である。謎に正解するこ謎に正解するこ
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とがそのまま彼女の人格、肉体を所有することになる。肉体を所有することになる。すなわち彼女自身

が、謎を解かれ解体されさらわれることを待っていたのだ。謎を解かれ解体されさらわれることを待っていたのだ。謎を提示しい

けにえを要求していた彼女自身もこの謎に差し出されたいけにえに他なら

なかった。なかった。この自己矛盾も月がはらむ両義性といいうる。

　しかし、しかし、姫は謎が解かれた後になって契約を拒む。「陛下の子は神聖、恥恥

辱に死にかけた奴隷のごとくにあのものに渡してはなりませぬ」と。それそれ

に対して皇帝が「誓いは神聖だ」と迫るのはと迫るのは､今度はサロメとヘロデのや

り取り――「ヨカナーンの首を、「ヨカナーンの首を、誓いは神聖です」「頼むからそれだけは

やめてくれ」やめてくれ」という場面と、逆になっている。ヨカナーンはサロメを見るヨカナーンはサロメを見る

ことを拒み、彼女に対しても｢｢私を見てはならぬ｣と拒否した。と拒否した。同様に

トゥーランドットは「おまえは、「おまえは、そのように勝ち誇った目で私を見てはな

らぬ」と、と、カラフを拒もうとする。

　謎を解いた上は、謎を解いた上は、カラフは堂々とトゥーランドットを要求する権利があ

る、にもかかわらず、にもかかわらず、彼は「自分が一つ謎を出そう、自分の名前を答えよ」自分の名前を答えよ」

という謎によって彼女に今一度のチャンスを与える。これは寛大さという

べきか、べきか、自信というものか。カテゴリーとして、実のところ、実のところ、これはトゥー

ランドットが出したような――熟考して理性をはたらかせれば解答できる

――「謎」「謎」とはいえない、単なる「未知の情報」「未知の情報」でしかない。とはいえ、

自らのアイデンティテイをいけにえとして差し出したこの行為は、自らのアイデンティテイをいけにえとして差し出したこの行為は、最後の

謎の答えがトゥーランドットそのものであったのに対応している。

　　しかし、横暴な姫に対してこれは火に油を注ぐようなもの、かくして第かくして第

三幕、北京の町全体がいけにえとして恐怖にさらされることとなる。「あ「あ

の男の名前を探れ、それを答えられぬ限り、今宵、今宵、北京では誰も寝てはな

らぬ。刑罰は死刑」。刑罰は死刑」。謎を解いたカラフに喝采を送った群集ではあるが、自

分たちがいけにえとされるのは真っ平なのだ。分たちがいけにえとされるのは真っ平なのだ。「あの残酷な姫に何ができ

るか、私たちはみんな知っている」。私たちはみんな知っている」。大臣があの手この手でカラフを誘惑

するが――ここもまたヘロデがサロメにヨカナーンの首の代わりにさまざ

まな財宝を提示する場面と対比しうる――、無論彼は賄賂に心を動かした

りはしない。りはしない。彼らは手っ取り早いいけにえを必要とする。そこでチムール

とリュウが引き出される。とリュウが引き出される。この二人はあの男と親しくしていた、名前を
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知っているはずだ、知っているはずだ、拷問にかけて聞き出せ。拷問にかけて聞き出せ。首切り役人を呼べ。首切り役人を呼べ。

　　残酷な姫はさまざまな拷問を使って名前を聞き出そうとするが、残酷な姫はさまざまな拷問を使って名前を聞き出そうとするが、弱者二弱者二

人はそれに屈しはしない。人はそれに屈しはしない。権力に対して、権力に対して、弱いものなりの抵抗ということ弱いものなりの抵抗ということ

もできるもできる――命さえおしまなければ。命さえおしまなければ。しかし、しかし、老いたる父が肉体を痛めつ老いたる父が肉体を痛めつ

けられるのを、けられるのを、当人はともかく情けある娘は見逃すことができない。当人はともかく情けある娘は見逃すことができない。｢｢そのその

方の名前を知っているのは私だけです方の名前を知っているのは私だけです｣｣と苦痛を一人で引き受ける。と苦痛を一人で引き受ける。処刑処刑

人に痛めつけられ、人に痛めつけられ、トゥーランドットに冷たく見つめられ、トゥーランドットに冷たく見つめられ、最後の瞬間、最後の瞬間、

彼女は役人から短剣を奪い取り、彼女は役人から短剣を奪い取り、自らの胸に突き刺す。自らの胸に突き刺す。何のために何のために､､と姫と姫

が問う。が問う。愛のため、愛のため、と、と、奴隷女は答える。奴隷女は答える。

　　シリア人ナラボスも報われない愛のため自害した。シリア人ナラボスも報われない愛のため自害した。ただし、ただし、リュウとのリュウとの

ちがいは、ちがいは、死をかけた純愛がむくわれるかいなか、死をかけた純愛がむくわれるかいなか、にある。にある。サロメは、サロメは、ナナ

ラボスの自決にも、ラボスの自決にも、全く心動かされない。全く心動かされない。彼女にとっては、彼女にとっては、自分のために自分のために

男が死ぬのは当然だから。男が死ぬのは当然だから。トゥーランドットもこの時点まではサロメと同トゥーランドットもこの時点まではサロメと同

様に男を扱い、様に男を扱い、彼らが彼女のために死ぬことを当然と受け止めていた。彼らが彼女のために死ぬことを当然と受け止めていた。そそ

してシリア人が報われることのない無駄死にで、してシリア人が報われることのない無駄死にで、サロメから一顧だにされサロメから一顧だにされ

ないない（演出によっては死体を蹴飛ばされ、（演出によっては死体を蹴飛ばされ、しかも石につまずいたかのようしかも石につまずいたかのよう

に扱われることもある）。に扱われることもある）。さらに彼の死は廻りめぐってヨカナーンの、さらに彼の死は廻りめぐってヨカナーンの、ささ

らにはサロメ自身の死をも呼び込んでしまう結末となるのに対し、らにはサロメ自身の死をも呼び込んでしまう結末となるのに対し、リュウリュウ

の死はの死は､､カラフに抱きしめられる。カラフに抱きしめられる。

　　自害することによってカラフの命を守り自害することによってカラフの命を守り､､彼の望みを遂げさせ、彼の望みを遂げさせ、わがまわがま

まな姫君の夫にさせる自己犠牲、まな姫君の夫にさせる自己犠牲、その犠牲に答えてカラフも激しい行動にその犠牲に答えてカラフも激しい行動に

出る。出る。｢｢天上の姫よ、天上の姫よ、地上に降りてきなさい地上に降りてきなさい｣｣。。彼はトゥーランドットを抱彼はトゥーランドットを抱

きしめ、きしめ、「一生にただ一度のくちづけ」「一生にただ一度のくちづけ」を遂げる。を遂げる。

　　サロメの場合は、サロメの場合は、最後の口づけは、最後の口づけは、首になったヨカナーンへの口づけで首になったヨカナーンへの口づけで

あり彼の心を変えることはありえなかった。あり彼の心を変えることはありえなかった。が、が、リュウの自己犠牲がリュウの自己犠牲が

トゥーランドットの心を変容させている。トゥーランドットの心を変容させている。さらにカラフはさらにカラフは｢｢私の名と命、私の名と命、

ともにあなたにささげよう、ともにあなたにささげよう、私はカラフ、私はカラフ、チムールの息子ですチムールの息子です｣｣と、と、自身自身

をいけにえとして差し出す。をいけにえとして差し出す。氷の心を溶かし、氷の心を溶かし、姫は遂に愛に目覚める。姫は遂に愛に目覚める。｢｢ここ

のお方の名は、のお方の名は、愛にござります愛にござります｣｣。。そして群集が王家をたたえる合唱の大そして群集が王家をたたえる合唱の大

団円となる。団円となる。
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　　ご都合主義のハッピーエンド、ご都合主義のハッピーエンド、というべきだろうか。というべきだろうか。ここでのリュウのここでのリュウの

「愛」「愛」は男性原理に追随する滅私奉公、は男性原理に追随する滅私奉公、トゥーランドットに目覚めるトゥーランドットに目覚める「愛」「愛」

は女性原理の男性原理への屈服なのか。は女性原理の男性原理への屈服なのか。もしかするとプッチーニとその時もしかするとプッチーニとその時

代における制限、代における制限、コンテクストはそうであったかもしれない。コンテクストはそうであったかもしれない。『蝶々夫人』『蝶々夫人』

は、は、「帝国主義的男性中心主義」「帝国主義的男性中心主義」の代表とも言える作品ではある。の代表とも言える作品ではある。

　　実のところ、実のところ、文化村製作オペラでは、文化村製作オペラでは、１９９５―９７年における１９９５―９７年における『マダ『マダ

ム．ム．バタフライ』バタフライ』という実績がある。という実績がある。この上演においては、この上演においては、結婚式の場面結婚式の場面

における大胆な視覚的装置、における大胆な視覚的装置、「ある、「ある、晴れた日」晴れた日」のアリアを歌うマダムのアリアを歌うマダム・・

バタフライが和服でなくバタフライが和服でなく『ミス『ミス・・サイゴン』サイゴン』を思わせる平凡なワンピースを思わせる平凡なワンピース

を着ている、を着ている、ピンカートンを待つ場面では正面を向いて強い意思を表す、ピンカートンを待つ場面では正面を向いて強い意思を表す、

等、等、非常に斬新な演出が多く見られたが、非常に斬新な演出が多く見られたが、中でも白眉はラストシーンで中でも白眉はラストシーンで

あった。あった。血を象徴する真紅の光に舞台が包まれる中、血を象徴する真紅の光に舞台が包まれる中、マダムマダム・・バタフライバタフライ

は舞台中央で決意明らかに短刀を己が胸に突き刺す。は舞台中央で決意明らかに短刀を己が胸に突き刺す。呆然と見つめるピン呆然と見つめるピン

カートン、カートン、それに対して激しく糾弾するように指を指し示す息子それに対して激しく糾弾するように指を指し示す息子――ここここ

には明らかに男性原理に対する女性原理からの告発が存在した。には明らかに男性原理に対する女性原理からの告発が存在した。

　　このこの「バタフライ」「バタフライ」のタイトルロールを演じた陳素蛾が今回リュウを演のタイトルロールを演じた陳素蛾が今回リュウを演

じじ――ともに短刀を胸に刺すシーンは共通しているわけだがともに短刀を胸に刺すシーンは共通しているわけだが――そして先そして先

に述べたとおりに述べたとおり､､観客のシンパシーはトゥーランドットより彼女に集まっ観客のシンパシーはトゥーランドットより彼女に集まっ

たのであるが、たのであるが、これは女性原理による女性原理の克服、これは女性原理による女性原理の克服、という立場で解釈という立場で解釈

されるべきかも知れない。されるべきかも知れない。

　　改めて改めて「サロメ」「サロメ」の場合と比較するならば、の場合と比較するならば、サロメとヨカナーンの対峙サロメとヨカナーンの対峙

は、は、終始、終始、女性的情念と男性的ロゴスとの対立であり、女性的情念と男性的ロゴスとの対立であり、それは解消されるそれは解消される

ことなかった。ことなかった。また後半、また後半、ヘロデの言葉はヘロデを束縛し、ヘロデの言葉はヘロデを束縛し、金銭によって金銭によって

取引しようとする男性原理はサロメの情念に全く抵抗できず、取引しようとする男性原理はサロメの情念に全く抵抗できず、暴発する女暴発する女

性原理がすべてを飲み込んだカタストロフを招くこととなった。性原理がすべてを飲み込んだカタストロフを招くこととなった。

　　トゥーランドットも基本的に冒頭から後半まで、トゥーランドットも基本的に冒頭から後半まで、すべてを飲み込む凶暴すべてを飲み込む凶暴

な女性原理を発露し続ける。な女性原理を発露し続ける。カラフのロゴスはそれに立ち向かい三つの謎カラフのロゴスはそれに立ち向かい三つの謎

を解く。を解く。だが彼女が抵抗するところから舞台上はパトスとパトスのぶつかだが彼女が抵抗するところから舞台上はパトスとパトスのぶつか

り合いの場となっていく。り合いの場となっていく。先にも言ったとおり、先にも言ったとおり、｢｢自分の名は何か自分の名は何か｣｣というという

カラフの謎は、カラフの謎は、ロゴスでロゴスで――論理的に論理的に――とけるものではない。とけるものではない。
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　　トゥーランドットのパトスは一般民衆の死を恐れる群集心理を呼び覚まトゥーランドットのパトスは一般民衆の死を恐れる群集心理を呼び覚ま

し、し、いっそう凶暴なものとなって荒れ狂う。いっそう凶暴なものとなって荒れ狂う。カラフのロゴスではこれにはカラフのロゴスではこれには

立ち向かえない。立ち向かえない。リュウの自己犠牲の行為がロゴスに頼らないリュウの自己犠牲の行為がロゴスに頼らない「愛」「愛」を覚を覚

醒させる。醒させる。それが連鎖的にカラフ自身の自己犠牲をもたらし、それが連鎖的にカラフ自身の自己犠牲をもたらし、トゥーラントゥーラン

ドットの氷を溶かす。ドットの氷を溶かす。

　　とすればここでのリュウの犠牲、とすればここでのリュウの犠牲、トゥーランドットの改心は、トゥーランドットの改心は、カラフなカラフな

いしは男性原理への追随というべきではなく、いしは男性原理への追随というべきではなく、むしろ女性原理そのもののむしろ女性原理そのものの

変容である。変容である。トゥーランドットが語るトゥーランドットが語る｢｢ロロ・・ウウ・・リン姫の怒りリン姫の怒り｣｣は、は、のちにのちに

取り上げるギリシア悲劇における復讐の女神と同一視できる。取り上げるギリシア悲劇における復讐の女神と同一視できる。その鎮魂がその鎮魂が

あってはじめてオペラは婚儀の喜びにいたるのだ。あってはじめてオペラは婚儀の喜びにいたるのだ。凶暴な破壊的女性原理凶暴な破壊的女性原理

に対抗するには男性原理ではなく、に対抗するには男性原理ではなく、死をも恐れない死をも恐れない「愛」「愛」による女性原理による女性原理

のみである、のみである、という主張がここにある。という主張がここにある。

第二、第二、三日三日――２００１年四月十一日、２００１年四月十一日、五月十六日　初台五月十六日　初台

　　井上ひさしのここ数年の戯曲は常に戦争にかかわる井上ひさしのここ数年の戯曲は常に戦争にかかわる「昭和史」「昭和史」とそれにとそれに

関連した庶民の立場を主題としている。関連した庶民の立場を主題としている。そしてその根底には、そしてその根底には、東京裁判を東京裁判を

免れた結果今日この姿で存在している天皇制に対する批判が常に底流とし免れた結果今日この姿で存在している天皇制に対する批判が常に底流とし

て流れているのだがて流れているのだが――五月に新国立劇場で上演された五月に新国立劇場で上演された『夢の裂け目』『夢の裂け目』

（演出。（演出。栗山民也）栗山民也）および９８年１１月に初演され四月に再演されたおよび９８年１１月に初演され四月に再演された『紙『紙

屋町桜ホテル』屋町桜ホテル』（演出、（演出、栗山民也）栗山民也）も、も、それが色濃く漂う作品である。それが色濃く漂う作品である。

　　『さくらホテル』『さくらホテル』は、は、東京裁判法廷に名乗り出る元海軍大将東京裁判法廷に名乗り出る元海軍大将（大滝秀治）（大滝秀治）

の自首から始まる。の自首から始まる。彼はさまざまな罪状を上げて自分が戦犯であると名乗彼はさまざまな罪状を上げて自分が戦犯であると名乗

り、り、自らを裁きのいけにえに差し出そうとするが自らを裁きのいけにえに差し出そうとするが､､対応するＧＨＱ側の担対応するＧＨＱ側の担

当者当者（小野武彦）（小野武彦）は容疑のすべてを否定して彼はいけにえの資格を奪われは容疑のすべてを否定して彼はいけにえの資格を奪われ

る。る。論争の中で、論争の中で、将軍は、将軍は、応待している男が敗戦直前、応待している男が敗戦直前、広島で出会った男広島で出会った男

――陸軍のスパイ陸軍のスパイ――であることに気づく。であることに気づく。そして両人とも、そして両人とも、広島のさく広島のさく

らホテルですごし、らホテルですごし、芝居にかかわった三日間が自分を変えたのだと認識す芝居にかかわった三日間が自分を変えたのだと認識す

る。る。

　　時間が過去に戻り、時間が過去に戻り、広島広島､､紙屋町さくらホテルの現場となる。紙屋町さくらホテルの現場となる。ここでまここでま
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ず日本人全体から、ず日本人全体から、いけにえにささげられているのは、いけにえにささげられているのは、ホテルの女主人ホテルの女主人

（宮本信子、（宮本信子、初演時は森光子）初演時は森光子）である。である。彼女は日系二世アメリカ人彼女は日系二世アメリカ人――｢｢敵敵

性国民性国民｣｣として、として、二十四時間憲兵の監視にさらされ、二十四時間憲兵の監視にさらされ、自由を制限されてい自由を制限されてい

る。る。彼女の家族はアメリカで彼女の家族はアメリカで「敵性国民」「敵性国民」とみなされ強制収容されているとみなされ強制収容されている

ので、ので、二重に二国の戦争のいけにえとされていることになる。二重に二国の戦争のいけにえとされていることになる。その紙屋町その紙屋町

ホテルに、ホテルに、「移動演劇団」「移動演劇団」一行が宿泊し、一行が宿泊し、役者不足をホテルのスタッフ、役者不足をホテルのスタッフ、客、客、

さらには憲兵まで含めて補おうとする。さらには憲兵まで含めて補おうとする。演目は報われぬ恋に自己犠牲をさ演目は報われぬ恋に自己犠牲をさ

さげる男の死さげる男の死――「無法松の一生」「無法松の一生」臨終の場面。臨終の場面。

　　ここで対立しているのはここで対立しているのは｢｢お上の原理お上の原理｣｣に対するに対する｢｢河原乞食の原理河原乞食の原理｣｣といえといえ

よう。よう。「役者なんか何も作らないし人の役にもたたない、「役者なんか何も作らないし人の役にもたたない、役者ほど無益な役者ほど無益な

ものはない」ものはない」と毒づく憲兵と毒づく憲兵（松本きょうじ）（松本きょうじ）に対しに対し「確かに役者は何もし「確かに役者は何もし

ない、ない、その代わり、その代わり、何にでもなれる、何にでもなれる、何でもできる」何でもできる」と言い切る演出家と言い切る演出家（辻（辻

萬長）萬長）――最初はしぶっていた人々も次第に最初はしぶっていた人々も次第に「芝居の毒」「芝居の毒」に当てられ、に当てられ、そそ

れぞれに工夫を凝らした自己演出を試みるところがれぞれに工夫を凝らした自己演出を試みるところが――現実にはおよそあ現実にはおよそあ

りえない、りえない、まさに舞台上のユートピア的な場面であるまさに舞台上のユートピア的な場面である――井上芝居の持井上芝居の持

ち味である。ち味である。

　　その過程で、その過程で、客二人が、客二人が、一人は一人は「天皇の密使」「天皇の密使」として各地を視察中の将として各地を視察中の将

軍、軍、もう一人がその動きを探る密偵であることが判明する。もう一人がその動きを探る密偵であることが判明する。将軍はすでに将軍はすでに

資材状況が資材状況が「本土決戦」「本土決戦」――国民すべてをいけにえにささげる播祭国民すべてをいけにえにささげる播祭――がが

可能な状態でないことを、可能な状態でないことを、「消えもの「消えもの（弾薬等）（弾薬等）はない。はない。小屋の土台も立っ小屋の土台も立っ

ていないし、ていないし、大道具、大道具、小道具もそろっていない、小道具もそろっていない、海の一座も陸の一座もこ海の一座も陸の一座もこ

れでは興行が打てない」れでは興行が打てない」と、と、楽屋用語で語り、楽屋用語で語り、密偵は密偵は「がやを二千万ぶっ「がやを二千万ぶっ

た切っても」た切っても」 ――あくまで陸軍は国民をいけにえにする決意だと主張すあくまで陸軍は国民をいけにえにする決意だと主張す

る。る。国家、国家、「大義」「大義」を強調する軍人の論理が、を強調する軍人の論理が、庶民の論理に対抗するが、庶民の論理に対抗するが、「数「数

字」字」の上からはすでにの上からはすでに「日本軍」「日本軍」は敗北してしまっている。は敗北してしまっている。それをあえてそれをあえて

「大義」「大義」精神論のみで戦争を続行しようとしているのが日本軍の断末魔の精神論のみで戦争を続行しようとしているのが日本軍の断末魔の

姿である。姿である。

　　上演当日、上演当日、二世の彼女が敵性国民として強制収容されることが判明す二世の彼女が敵性国民として強制収容されることが判明す

る。る。ずっと彼女を見張っていた憲兵がずっと彼女を見張っていた憲兵が､､それを打ち明けるつらさに泣き崩それを打ち明けるつらさに泣き崩

れる。れる。「軍」「軍」を主とする男たちの論理が女性的なを主とする男たちの論理が女性的な「情け」「情け」に頭を下げる瞬に頭を下げる瞬
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間である。間である。戦争の悲惨さの例示として劇団員の一人である言語学者戦争の悲惨さの例示として劇団員の一人である言語学者（井川（井川

比佐志）比佐志）が特攻隊で死んだ弟子の遺書を読み上げる。が特攻隊で死んだ弟子の遺書を読み上げる。｢｢ご両親様ご両親様｣｣で始まっで始まっ

た文章が、た文章が、最後には方言で最後には方言で｢｢オトン、オトン、オカンオカン｣｣の繰り返しになる。の繰り返しになる。｢｢これはまこれはま

さに殺されようとされる青年の絶叫だ、さに殺されようとされる青年の絶叫だ、このような青年を殺すほどの大義このような青年を殺すほどの大義

などがあるのか」などがあるのか」と叫ぶ。と叫ぶ。将軍は司令部に赴き秘密裏に自身の身分を明か将軍は司令部に赴き秘密裏に自身の身分を明か

し、し、彼女を通信部で暗号解読係りとして雇うという裏技を使って無事芝居彼女を通信部で暗号解読係りとして雇うという裏技を使って無事芝居

の幕は開く。の幕は開く。

　　ここで舞台は暗転、ここで舞台は暗転、冒頭の戦後の時点に戻り陸軍側の密偵はこのとき彼冒頭の戦後の時点に戻り陸軍側の密偵はこのとき彼

にに「殺意を抱いた」「殺意を抱いた」と告白する。と告白する。「密使」「密使」としての身分を自ら暴いてはそとしての身分を自ら暴いてはそ

れ以後れ以後「陛下のお役」「陛下のお役」に立てなくなる。に立てなくなる。「大義」「大義」より内輪の女性へのより内輪の女性への「情「情

け」け」を選ぶとは帝国軍人として何たる体たらく、を選ぶとは帝国軍人として何たる体たらく、と。と。

　　将軍は将軍は｢｢陛下の名代陛下の名代｣｣として各地を視察し報告した結果、として各地を視察し報告した結果、敗戦を早めるこ敗戦を早めるこ

とができなかったのかどうかを自己に問い掛ける。とができなかったのかどうかを自己に問い掛ける。決断を遅らせているあ決断を遅らせているあ

いだに、いだに、沖縄の戦いがあり、沖縄の戦いがあり、広島、広島、長崎、長崎、ソ連参戦があった、ソ連参戦があった、そのためにそのために

死んだ何十万人もの霊にざんげするすべはあるのか、死んだ何十万人もの霊にざんげするすべはあるのか、と。と。答えがあろうは答えがあろうは

ずがない。ずがない。元密偵元密偵､､現在の戦犯志望者対応係りは現在の戦犯志望者対応係りは「それを明るみに出して「それを明るみに出して

陛下を裁いては成りません」陛下を裁いては成りません」と説得する。と説得する。多くの庶民をいけにえにした戦多くの庶民をいけにえにした戦

争を裁く裁判は最大のいけにえ争を裁く裁判は最大のいけにえ「天皇」「天皇」を無傷で見逃そうとしている。を無傷で見逃そうとしている。彼彼

は自身がいけにえになった人々の身代りとして生き残ったと、は自身がいけにえになった人々の身代りとして生き残ったと、裁きをもと裁きをもと

める。める。

　　終幕、終幕、芝居が終わった夜、芝居が終わった夜、打ち上げでみなが喜ぶさなか、打ち上げでみなが喜ぶさなか、彼は芝居を演彼は芝居を演

じた人々に感謝しつつ再会を約して立ち去る。じた人々に感謝しつつ再会を約して立ち去る。とりあえずのハッピーエンとりあえずのハッピーエン

ドは、ドは、苦しい戦局の中、苦しい戦局の中、必死に喜びを見出そうとして光り輝く庶民の幸福必死に喜びを見出そうとして光り輝く庶民の幸福

を描き出す。を描き出す。宝塚出身の主演女優宝塚出身の主演女優（三田和代）（三田和代）の指揮するの指揮する「スミレの花咲「スミレの花咲

く頃」く頃」のコーラスのコーラス――そしてストップモーション、そしてストップモーション、もう一つの鮮烈な輝きもう一つの鮮烈な輝き

が彼らを包む。が彼らを包む。苦しい中の人々の喜び、苦しい中の人々の喜び、それも、それも、巨大な破滅のいけにえと巨大な破滅のいけにえと

してささげられるまでの猶予に過ぎない。してささげられるまでの猶予に過ぎない。彼らを含めて、彼らを含めて、広島の人々すべ広島の人々すべ

てがいけにえとなったのである。てがいけにえとなったのである。犠牲者たちの鎮魂のために、犠牲者たちの鎮魂のために、将軍は自首将軍は自首

を繰り返し懺悔し続ける。を繰り返し懺悔し続ける。

　　『夢の裂け目』『夢の裂け目』もおなじく、もおなじく、東京裁判を庶民の立場から描こうとしたも東京裁判を庶民の立場から描こうとしたも
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ので、ので、やはり中心主題はやはり中心主題は｢｢お上の原理お上の原理｣｣とと｢｢河原乞食の原理河原乞食の原理｣｣の対立となっての対立となって

いる。いる。主人公は主人公は「生まれついての口達者な」「生まれついての口達者な」紙芝居役者紙芝居役者（角野卓造）（角野卓造）で、で、

戦時中戦意高揚紙芝居を演じていた彼は、戦時中戦意高揚紙芝居を演じていた彼は、GHQGHQから呼び出されから呼び出され､､それを指導それを指導

した軍部のした軍部の――庶民的娯楽までをも戦争に活用しようとした悪辣さの庶民的娯楽までをも戦争に活用しようとした悪辣さの――

証人となるべく要求される。証人となるべく要求される。彼は家族ともども証言を舞台に見立てて稽古彼は家族ともども証言を舞台に見立てて稽古

し、し、その甲斐あって証言はうまくその甲斐あって証言はうまく「上演」「上演」される。される。

　　が、が、その後裁判の進行を追っていく過程で、その後裁判の進行を追っていく過程で、彼は、彼は、裁判自体が以前、裁判自体が以前、狸狸

の戦争を主題にして自分が上演した人情話と類似していることに気づく。の戦争を主題にして自分が上演した人情話と類似していることに気づく。

東京裁判は、東京裁判は、東条英機および数人の戦犯をいけにえとして日本国民全体、東条英機および数人の戦犯をいけにえとして日本国民全体、

あるいは天皇制度を救おうとする、あるいは天皇制度を救おうとする、連合国と被告、連合国と被告、証人との馴れ合いであ証人との馴れ合いであ

る、る、と。と。

　　このこの「真実」「真実」を材料として紙芝居を上演した彼は当局からを材料として紙芝居を上演した彼は当局から「流言飛語」「流言飛語」

として逮捕されるが、として逮捕されるが、ＧＨＱ職員の女性ＧＨＱ職員の女性（三田和代）（三田和代）から取引を持ちかけから取引を持ちかけ

られる。られる。今後そのような暴言には口を閉ざすこと、今後そのような暴言には口を閉ざすこと、そうすれば釈放されそうすれば釈放され

る、る、と。と。もし彼がジャーナリストであればもし彼がジャーナリストであれば「真実を明かすことこそ使命」「真実を明かすことこそ使命」

という大義の元、という大義の元、取引には応じないかもしれない。取引には応じないかもしれない。しかし彼は単なる口達しかし彼は単なる口達

者な紙芝居屋、者な紙芝居屋、庶民の知恵は、庶民の知恵は、そのような国家的大事に立ち向かうのは蟷そのような国家的大事に立ち向かうのは蟷

螂の斧であると直感的に悟る。螂の斧であると直感的に悟る。自らをいけにえにしてささげるよりは、自らをいけにえにしてささげるよりは、自自

身と家族とを可能な限り守ること、身と家族とを可能な限り守ること、それが生き抜くための知恵なのだ。それが生き抜くための知恵なのだ。時時

が流れ彼はや彼女と、が流れ彼はや彼女と、さらに彼を取り巻く何組かの人々も結婚し子や孫がさらに彼を取り巻く何組かの人々も結婚し子や孫が

生まれ、生まれ、それぞれのカップルがそれぞれのカップルが「劇場は現実と夢の裂け目を埋める場所」「劇場は現実と夢の裂け目を埋める場所」

というコーラスで演劇は終わる。というコーラスで演劇は終わる。「紙屋町桜ホテル」「紙屋町桜ホテル」ではでは「大義」「大義」に生きに生き

ようとした将軍はいけにえになった人々の命を生涯背負っていきぬかねばようとした将軍はいけにえになった人々の命を生涯背負っていきぬかねば

ならないゆえに、ならないゆえに、自己の罪を主張する。自己の罪を主張する。しかしこちらの主人公が選択したしかしこちらの主人公が選択した

のは、のは、男性的男性的「大義」「大義」ではなく、ではなく、女性の愛にすがったささやかな人生女性の愛にすがったささやかな人生――

それが戦争を生き抜いた庶民の出した結論であったそれが戦争を生き抜いた庶民の出した結論であった 7)7)。。

　　おりしも、おりしも、現実の日本社会では皇太子妃の懐妊が正式発表され祝賀ムー現実の日本社会では皇太子妃の懐妊が正式発表され祝賀ムー

ドが町に漂っていた。ドが町に漂っていた。生まれてくるその子が男性であれば景気が回復する生まれてくるその子が男性であれば景気が回復する

のではないかという期待感のではないかという期待感――これも形を変えた一つのいけにえであるかこれも形を変えた一つのいけにえであるか

もしれないもしれない 8)8)。。
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第四日第四日――２００２００ 11 年八月二十日、年八月二十日、木挽町木挽町

　　新世紀の日本演劇でひときわ注目を浴びた企画が、新世紀の日本演劇でひときわ注目を浴びた企画が、八月の歌舞伎座第三八月の歌舞伎座第三

部部『研ぎ辰の討たれ』『研ぎ辰の討たれ』である。である。二年以上前から予告されていたことである二年以上前から予告されていたことである

が、が、８０、８０、９０年代の新型小劇場の代表ともいえる野田秀樹９０年代の新型小劇場の代表ともいえる野田秀樹 9)9)が脚本、が脚本、演演

出で歌舞伎を上演した。出で歌舞伎を上演した。三部制三部制､､廉価の８月歌舞伎を企画して若者をひき廉価の８月歌舞伎を企画して若者をひき

つけ、つけ、さらには渋谷のシアターさらには渋谷のシアター・・コクーンでのコクーンでの｢｢コクーン歌舞伎コクーン歌舞伎｣｣でも歌舞でも歌舞

伎界に新風を吹き込んだ中村堪九郎が新世紀に打ち出した試みであるが、伎界に新風を吹き込んだ中村堪九郎が新世紀に打ち出した試みであるが、

遊び心満載の演出に連日満員の大盛況であり、遊び心満載の演出に連日満員の大盛況であり、一幕観の四階席では立ち見一幕観の四階席では立ち見

客が立錐の余地もなかった。客が立錐の余地もなかった。

　　オープニングはオープニングは｢｢忠臣蔵忠臣蔵｣｣のパロディである。のパロディである。立体的な廻り舞台が影絵で立体的な廻り舞台が影絵で

討ち入りの場面を示し、討ち入りの場面を示し、幕が開くと、幕が開くと、侍たちが剣術の稽古をしながら赤穂侍たちが剣術の稽古をしながら赤穂

浪士をうらやんで噂話をしている。浪士をうらやんで噂話をしている。その背後で竹刀をまともに使わず、その背後で竹刀をまともに使わず、イイ

チローのスイングを真似ているのが勘九郎演ずるチローのスイングを真似ているのが勘九郎演ずる｢｢研ぎ辰研ぎ辰｣｣、、研ぎや上がり研ぎや上がり

の口達者で侍に成り上がった辰二であり、の口達者で侍に成り上がった辰二であり、赤穂浪士赤穂浪士､､ひいては浅野内匠守ひいては浅野内匠守

を散々に批判する。を散々に批判する。｢｢浪士の中には浪士の中には､､死にたくないものもいたろうに死にたくないものもいたろうに――｣｣とと

いうせりふがラストシーンに響くことにもなるのだが、いうせりふがラストシーンに響くことにもなるのだが、考えてみれば考えてみれば｢｢忠忠

臣蔵臣蔵｣｣は古典歌舞伎の定番中の定番なのだからこの場面は歌舞伎そのものは古典歌舞伎の定番中の定番なのだからこの場面は歌舞伎そのもの

に対する皮肉にもなっているのだに対する皮肉にもなっているのだ 10)10)。。歌舞伎の、歌舞伎の、武士の道徳を否定した彼武士の道徳を否定した彼

は侍たちから孤立し、は侍たちから孤立し、剣の稽古に事寄せ家老に徹底的に叩きのめされる。剣の稽古に事寄せ家老に徹底的に叩きのめされる。

　　彼はむかしの職人仲間を呼び集め、彼はむかしの職人仲間を呼び集め、｢｢トムとジェリートムとジェリー｣｣を思わせる複雑怪を思わせる複雑怪

奇なからくりを作り上げて復讐を謀る。奇なからくりを作り上げて復讐を謀る。予定では髷をきって恥をかかせる予定では髷をきって恥をかかせる

つもりだったのだがからくり人形が暴走して家老は脳卒中で急死する。つもりだったのだがからくり人形が暴走して家老は脳卒中で急死する。部部

下の侍たちは、下の侍たちは、こんな死に様では無様、こんな死に様では無様、ということでわざわざ後ろから刀ということでわざわざ後ろから刀

傷をつけ、傷をつけ、辰二が闇討ちしたということにでっち上げてしまう。辰二が闇討ちしたということにでっち上げてしまう。家老の遺家老の遺

体が、体が、｢｢武士の面目武士の面目｣｣のいけにえに奉られてしまうのである。のいけにえに奉られてしまうのである。こうして辰二こうして辰二

は家老の二人の息子は家老の二人の息子（市川染五郎、（市川染五郎、中村七之介）中村七之介）からから｢｢仇仇｣｣として終われるとして終われる

羽目になる。羽目になる。藩主の奥方が超特急で二人を送り出し藩主の奥方が超特急で二人を送り出し｢｢天晴れじゃ！天晴れじゃ！｣｣と扇子と扇子

を振る。を振る。討たれる側も、討たれる側も、討つ側も、討つ側も、藩の名声のためのいけにえである。藩の名声のためのいけにえである。
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　親滅すほどの大義はありや　親滅すほどの大義はありや

　　逃走中、逃走中、はたごで宿代を滞納した辰は、はたごで宿代を滞納した辰は、実は自分は敵討ちの旅の最中で実は自分は敵討ちの旅の最中で

――と、と、立場を変えた作り話をする。立場を変えた作り話をする。真に迫った告白の途中、真に迫った告白の途中、義太夫語り義太夫語り

が舞台上に降りてきて彼と掛け合うくだりは、が舞台上に降りてきて彼と掛け合うくだりは、歌舞伎自体のパロディとも歌舞伎自体のパロディとも

いえる。いえる。周囲の人々は彼に共鳴し、周囲の人々は彼に共鳴し、宿代はもちろん、宿代はもちろん、協力を申し出る。協力を申し出る。同同

宿の姉妹宿の姉妹（中村福助、（中村福助、中村扇弱）中村扇弱）が彼に熱をあげ、が彼に熱をあげ、入れ替わりつつ口説く。入れ替わりつつ口説く。

彼女らにとっては彼の人格うんぬんよりも彼女らにとっては彼の人格うんぬんよりも｢｢敵討ち敵討ち｣｣というイヴェントを作というイヴェントを作

り上げるヒーローであることが重要なのである。り上げるヒーローであることが重要なのである。

　　｢｢盲亀の浮木、盲亀の浮木、優曇華の花優曇華の花｣｣偶然、偶然、相手の兄弟が同宿してしまい、相手の兄弟が同宿してしまい、敵討ち敵討ち

となる。となる。周囲の群衆は最初は辰に、周囲の群衆は最初は辰に、真相が露見してからはと手のひらを返真相が露見してからはと手のひらを返

して兄弟に協力する。して兄弟に協力する。逃走中の逃走中の｢｢だんまりだんまり｣｣の場面は有名なミュージカルのの場面は有名なミュージカルの

ダンスシーンを頂戴したもので、ダンスシーンを頂戴したもので、ある意味ではある意味では｢｢傾き＝歌舞伎傾き＝歌舞伎｣｣の原点の原点 11)11)。。

これもこれも｢｢古典古典｣｣歌舞伎に若い観客をひきつける。歌舞伎に若い観客をひきつける。そして遂に追い詰められたそして遂に追い詰められた

辰二辰二――兄弟が切りかかろうとするところを恥も外聞も構わず、兄弟が切りかかろうとするところを恥も外聞も構わず、刀も投げ刀も投げ

捨てて捨てて｢｢ええ、ええ、私は犬でございます私は犬でございます｣｣とまで言ってのけて命乞いをする。とまで言ってのけて命乞いをする。兄兄

弟が気分をそがれるところ、弟が気分をそがれるところ、群集が敵討ちを要求する。群集が敵討ちを要求する。辰二はまさしく群辰二はまさしく群

集のためのいけにえとなる。集のためのいけにえとなる。彼は冒頭で語った彼は冒頭で語った｢｢死にたくなかった浪士死にたくなかった浪士｣｣をを

引き合いに出し、引き合いに出し、｢｢潔く散る桜潔く散る桜｣｣ではなくではなく｢｢散りたくない紅葉散りたくない紅葉｣｣に自らをたとに自らをたと

える。える。い合わせた僧の説得もあって兄弟が敵討ちをあきらめると、い合わせた僧の説得もあって兄弟が敵討ちをあきらめると、群集は群集は

すぐさま次なるイヴェントを求めて右往左往する。すぐさま次なるイヴェントを求めて右往左往する。辰二がやれやれ助かっ辰二がやれやれ助かっ

たと安心しているところに兄弟が電光石火でかけ戻って彼をきり、たと安心しているところに兄弟が電光石火でかけ戻って彼をきり、敵討ち敵討ち

は成就するが、は成就するが、彼らに残るのはむなしさばかり。彼らに残るのはむなしさばかり。辰二も、辰二も、兄弟も、兄弟も、敵討ち敵討ち

というイヴェントを求める群集のいけにえだったのだ。というイヴェントを求める群集のいけにえだったのだ。辰二の遺体に紅葉辰二の遺体に紅葉

が一枚ひらりと落ち、が一枚ひらりと落ち、いけにえの悲しみを無言で語る。いけにえの悲しみを無言で語る。

　この月、　この月、第一部では古典歌舞伎の代表作第一部では古典歌舞伎の代表作｢｢寺子屋寺子屋｣｣12)12)が上演されている。が上演されている。

菅原道真の一子、菅原道真の一子、菅秀才を匿う源蔵菅秀才を匿う源蔵（市川染五郎）（市川染五郎）は、は、敵対する藤原時平敵対する藤原時平

の代官から若君の首を打って差し出せと強要され、の代官から若君の首を打って差し出せと強要され、｢｢我が子も同然我が子も同然｣｣の寺子の寺子

を主君の身代わりにする決意を固め、を主君の身代わりにする決意を固め、｢｢せまじきものは宮仕えせまじきものは宮仕え｣｣と妻とともと妻ととも

に嘆くに嘆く 13)13)。。首実検役の松王首実検役の松王（中村橋之介）（中村橋之介）は、は、父や弟への忠義立てとして父や弟への忠義立てとして

菅秀才を救うために我が子を差し出し、菅秀才を救うために我が子を差し出し、そ知らぬふりでその首を改める。そ知らぬふりでその首を改める。

かれが真相を明かしかれが真相を明かし｢｢笑って死にましたか笑って死にましたか――利口なやつ、利口なやつ、立派なやつ、立派なやつ、
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けなげな八つや九つで、けなげな八つや九つで、親に変わって忠義立て親に変わって忠義立て――｣｣と泣き崩れる場面でと泣き崩れる場面で

は筆者の斜め前のやや年配のご婦人が役者以上に号泣していた。は筆者の斜め前のやや年配のご婦人が役者以上に号泣していた。

　　この数ヶ月の歌舞伎座のラインアップを見てみると、この数ヶ月の歌舞伎座のラインアップを見てみると、九月には九月には｢｢一の谷一の谷

双葉軍記双葉軍記｣｣14)14)があり、があり、これも熊谷次郎が、これも熊谷次郎が、忠義のために、忠義のために、我が子を身代わ我が子を身代わ

りにして敵将敦盛を救うというものりにして敵将敦盛を救うというもの（ただしこの月の上演は（ただしこの月の上演は｢｢組討組討｣｣までまで

で、で、首実検の首実検の｢｢陣屋陣屋｣｣は上演されていない）は上演されていない）である。である。また十月はまた十月は｢｢先代萩先代萩｣｣15)15)

で、で、乳母、乳母、政岡が主君の若君を救うため、政岡が主君の若君を救うため、我が子が嬲り殺しにされている我が子が嬲り殺しにされている

のを耐える場面を義太夫がのを耐える場面を義太夫が｢｢貞女烈婦の鏡貞女烈婦の鏡｣｣とたたえる。とたたえる。さらに十一月にはさらに十一月には

国立劇場および平成中村座で国立劇場および平成中村座で｢｢義経千本桜義経千本桜｣｣16)16)の上演予定があり、の上演予定があり、この作品この作品

の見せ場の一つが、の見せ場の一つが、最初は悪党振りを見せつけた最初は悪党振りを見せつけた｢｢いがみの権太いがみの権太｣｣が、が、主を主を

助けるために妻子を身代わりに差し出す、助けるために妻子を身代わりに差し出す、それを誤解した父に刺され、それを誤解した父に刺され、虫虫

の息で真相をものがたる場面である。の息で真相をものがたる場面である。寺子屋、寺子屋、熊谷、熊谷、権太、権太、いずれも首実いずれも首実

検の首は身代りで差し出す側の縁ある偽首、検の首は身代りで差し出す側の縁ある偽首、実検する側もそれを承知で実検する側もそれを承知で

｢｢腹芸腹芸｣｣でだまされるでだまされる､､という点で共通している。という点で共通している。

　　と、と、みていくと、みていくと、毎月毎月――ということは月末と月初めを覗くほぼ毎日ということは月末と月初めを覗くほぼ毎日

――歌舞伎上演では歌舞伎上演では「わが身」「わが身」「我が子」「我が子」を犠牲として主を犠牲として主（義理ある人）（義理ある人）をを

救う物語が手を変え品を変えて上演されている、救う物語が手を変え品を変えて上演されている、ということになる。ということになる。｢｢忠忠

義義｣｣のために我が子を差し出す、のために我が子を差し出す、それが江戸期に演劇で育成された道徳それが江戸期に演劇で育成された道徳

――しかしこれが無条件で受け入れられたかという点には疑問が残る。しかしこれが無条件で受け入れられたかという点には疑問が残る。江江

戸歌舞伎の観客の大部分は武士ではなく町人であるし、戸歌舞伎の観客の大部分は武士ではなく町人であるし、作者も町人、作者も町人、あるある

いは武家崩れの町人なのだ。いは武家崩れの町人なのだ。そして観客が涙するのは、そして観客が涙するのは、いずれもいずれも｢｢大義大義｣｣にに

よって殺されざるを得なかった肉親をいたむ場面である。よって殺されざるを得なかった肉親をいたむ場面である。という意味におという意味にお

いていて､｢､｢野田版野田版・・研辰研辰｣｣は辰二が元元町人出身という点の強調からも、は辰二が元元町人出身という点の強調からも、そのその

歌舞伎的歌舞伎的「道徳」「道徳」に対する強烈なアンチテーゼを提示し、に対する強烈なアンチテーゼを提示し、本来の庶民感情本来の庶民感情

を暴露しているという解釈もなりたつ。を暴露しているという解釈もなりたつ。

　　実際、実際、野田が野田が｢｢犠牲の崇高さ犠牲の崇高さ｣｣を意図していないということにはならなを意図していないということにはならな

い。い。９６年の９６年の『贋作『贋作・・罪と罰』罪と罰』において坂本竜馬は時代を開くために殉教において坂本竜馬は時代を開くために殉教

し、し、９９年の９９年の  『パンドラの鐘』『パンドラの鐘』においても、においても、女王が自らをいけにえとし女王が自らをいけにえとし

て地下に封じ込めることで、て地下に封じ込めることで、原爆原爆（といっていいだろう）（といっていいだろう）をともに封印しをともに封印し

た。た。ただし、ただし、いずれも、いずれも、女性が自主的決断によって自分自身を処理したも女性が自主的決断によって自分自身を処理したも
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のであり、のであり、男性原理への追随ではない。男性原理への追随ではない。肯定的に扱うか否定的に処理する肯定的に扱うか否定的に処理する

かはともかくとして、かはともかくとして、何かに身をささげる何かに身をささげる「自己犠牲」「自己犠牲」は、は、大きな主題だ大きな主題だ

が、が、そのよってたつところがいかなる原理なのかが重視されるべきであろそのよってたつところがいかなる原理なのかが重視されるべきであろ

う。う。

第四、第四、五、五、六夜六夜――２０００年九月四、２０００年九月四、五、五、六日、六日、文化村。文化村。

　　２０００年秋でもっとも演劇界の注目を集めた作品は蜷川幸雄演出２０００年秋でもっとも演劇界の注目を集めた作品は蜷川幸雄演出『グ『グ

リークス』リークス』17)17)であったことに疑う余地はない。であったことに疑う余地はない。ギリシア悲劇のうちから十ギリシア悲劇のうちから十

作を一連のストーリーとして組み合わせ、作を一連のストーリーとして組み合わせ、からめあわせて一気に上演するからめあわせて一気に上演する

という企画は空前のもので、という企画は空前のもので、そろえた出演者陣が商業演劇、そろえた出演者陣が商業演劇、小劇場系統、小劇場系統、

宝塚、宝塚、歌舞伎、歌舞伎、等の各分野から選りすぐった見事な配役であった。等の各分野から選りすぐった見事な配役であった。この舞この舞

台の特徴は、台の特徴は、なんといっても、なんといっても、全編、全編、女性原理と男性原理との対立図式に女性原理と男性原理との対立図式に

彩られている解釈になったことだろう。彩られている解釈になったことだろう。

　　蜷川本人も蜷川本人も「最初の場面、「最初の場面、遅れて入場してきた人は後悔するよ」遅れて入場してきた人は後悔するよ」と自慢と自慢

していた導入場面がひとつの象徴とも言えよう。していた導入場面がひとつの象徴とも言えよう。前後を客席に囲まれたセ前後を客席に囲まれたセ

ンターステージ、ンターステージ、開演時間になると、開演時間になると、現代の日常衣装を着た女優陣がギリ現代の日常衣装を着た女優陣がギリ

シア神話の天地創造を口々に語りながら一般の客たちに混じって入場すシア神話の天地創造を口々に語りながら一般の客たちに混じって入場す

る。る。女優たちに間近に語りかけられて戸惑う観客たち女優たちに間近に語りかけられて戸惑う観客たち（なんと幸運な）（なんと幸運な）

――ざわめきが頂点に達したところで場面は暗転して巨大な振り子が時間ざわめきが頂点に達したところで場面は暗転して巨大な振り子が時間

を進行させ、を進行させ、舞台上には、舞台上には、透明なボックスにはいった胎児のようなコロス透明なボックスにはいった胎児のようなコロス

が現れ、が現れ、ゆっくりと一人ずつ、ゆっくりと一人ずつ、目覚めていく。目覚めていく。現代の渋谷から一気にタイ現代の渋谷から一気にタイ

ムスリップして三千年前のギリシアへムスリップして三千年前のギリシアへ――鮮烈なプロローグであった。鮮烈なプロローグであった。

　　真紅の衣装をまとったコロスたちが、真紅の衣装をまとったコロスたちが、ギリシア軍ギリシア軍､､英雄たちのあでやか英雄たちのあでやか

な姿、な姿、集結した船団の威容をたたえ合う姿は、集結した船団の威容をたたえ合う姿は、アイドル歌手に声援を送るアイドル歌手に声援を送る

今日の女子高校生のようなそぶりである。今日の女子高校生のようなそぶりである。黄金時代、黄金時代、白金の時代、白金の時代、と歴史と歴史

を語り、を語り、｢｢いまが一番いい時代、いまが一番いい時代、神々が人間の娘に子供を産ませて神々が人間の娘に子供を産ませて｣｣発端と発端と

なったアキレウスの父母の婚礼、なったアキレウスの父母の婚礼、三美神の審判、三美神の審判、ヘレネの不倫についてもヘレネの不倫についても

あたかもワイドショーの話題のように無邪気に笑い、あたかもワイドショーの話題のように無邪気に笑い、歌う。歌う。戦争という大戦争という大

きな悲劇の始まりを、きな悲劇の始まりを、まだ実態を知らぬ乙女らは軽々と考えている。まだ実態を知らぬ乙女らは軽々と考えている。しかしか
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し戦争には犠牲が付き物、し戦争には犠牲が付き物、そして悲劇の始まりは、そして悲劇の始まりは、イーピゲネイアの供犠イーピゲネイアの供犠

――親による子殺しの企てである。親による子殺しの企てである。ヘラ、ヘラ、アテネ、アテネ、アフロディテが注目さアフロディテが注目さ

れている中で一人敬意を払われなかった月の女神アルテミスが風を止め、れている中で一人敬意を払われなかった月の女神アルテミスが風を止め、

ギリシア船団を足止めしている。ギリシア船団を足止めしている。サロメ、サロメ、トゥーランドット同じく、トゥーランドット同じく、月の月の

女神は嫉妬深い。女神は嫉妬深い。

　　本来アンドロマケ役の麻美れいが巫女の口寄せをしてアルテミスの言葉本来アンドロマケ役の麻美れいが巫女の口寄せをしてアルテミスの言葉

を語る。を語る。

　　「イーピゲネイアの血をわれに与えよ」。「イーピゲネイアの血をわれに与えよ」。

　　そこにアガメムノンそこにアガメムノン（平幹次郎）（平幹次郎）が苦悩を浮かべながら入場し、が苦悩を浮かべながら入場し、第一幕第一幕

「アウリスのイーピゲネイア」「アウリスのイーピゲネイア」より、より、長い悲劇の幕開けとなる。長い悲劇の幕開けとなる。アルテミアルテミ

スの神像に向かって彼は自らの苦悩を語る。スの神像に向かって彼は自らの苦悩を語る。筆者は実はこの神像の真上の筆者は実はこの神像の真上の

席に座っていたので、席に座っていたので、彼の言葉は直接自分に訴えられているかのごとき印彼の言葉は直接自分に訴えられているかのごとき印

象を受けた象を受けた 18)18)。。

　　預言者カルカスの言葉を信じ、預言者カルカスの言葉を信じ、婚礼と偽ってイーピゲネイア婚礼と偽ってイーピゲネイア（宮本裕（宮本裕

子）子）を呼び寄せた彼だが、を呼び寄せた彼だが、やはり娘を犠牲にすることには戸惑いを持たざやはり娘を犠牲にすることには戸惑いを持たざ

るをえない。るをえない。部下の老人に手紙を託し彼女を止めようとするが、部下の老人に手紙を託し彼女を止めようとするが、弟のメネ弟のメネ

ラーオスラーオス（菅生隆之）（菅生隆之）に妨害され兄弟の争いとなる。に妨害され兄弟の争いとなる。弟は兄の権力欲をな弟は兄の権力欲をな

じり、じり、兄は不貞の妻を持った弟の情けなさを弾劾する。兄は不貞の妻を持った弟の情けなさを弾劾する。男同士の争いは双男同士の争いは双

方とも欲望剥き出しで方とも欲望剥き出しで「戦争」「戦争」を遂行する男の醜さを前面に押し出していを遂行する男の醜さを前面に押し出してい

る。る。

　　クリュタイムネストラクリュタイムネストラ（白石加代子）（白石加代子）がイーピゲネイアに付き添って訪がイーピゲネイアに付き添って訪

れる。れる。こちらの二人は婚礼を目前と信じ込んでいるので、こちらの二人は婚礼を目前と信じ込んでいるので、晴れやかな笑顔晴れやかな笑顔

で一杯。で一杯。まだ赤子のオレステスも抱いて、まだ赤子のオレステスも抱いて、幸せ満点の母の笑顔である。幸せ満点の母の笑顔である。同同

じ女性であるコロスに、じ女性であるコロスに、婚礼の衣装、婚礼の衣装、支度の協力を要請すると彼女らもア支度の協力を要請すると彼女らもア

ウリス海岸に大きな花を植え付けながらウリス海岸に大きな花を植え付けながら（本稿プロローグで述べたマクベ（本稿プロローグで述べたマクベ

ス夫人が持参していたのも色は純白だったがこれと同じものであった）ス夫人が持参していたのも色は純白だったがこれと同じものであった）忙忙

しく立ち働く。しく立ち働く。結婚式の準備は女性の独壇場である。結婚式の準備は女性の独壇場である。

　　しかしアキレウスしかしアキレウス（田辺誠一）（田辺誠一）が登場し婚礼のことなど何も知らされてが登場し婚礼のことなど何も知らされて

いない、いない、と語るにつれて、と語るにつれて、彼女たちの幸せはかげりを帯びる。彼女たちの幸せはかげりを帯びる。部下の老人部下の老人

が実はいけにえという真実を告げ、が実はいけにえという真実を告げ、幸福な母の顔が一転する。幸福な母の顔が一転する。クリュタイクリュタイ
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ムネストラはアキレウスに助けをもとめ、ムネストラはアキレウスに助けをもとめ、英雄は快く援助を申し出る。英雄は快く援助を申し出る。実実

のところ、のところ、このあたりが全舞台を通じて唯一のこのあたりが全舞台を通じて唯一の「男らしい」「男らしい」決意表明とい決意表明とい

えるかもしれない。えるかもしれない。

　　母が娘に真実を知らせる場面では、母が娘に真実を知らせる場面では、せりふはない。せりふはない。花園の中で凶事を知花園の中で凶事を知

らされた娘は美しい顔をゆがめ、らされた娘は美しい顔をゆがめ、ただ叫びをあげるのみ、ただ叫びをあげるのみ、そして再登場しそして再登場し

た父に、た父に、母娘はいけにえをとどめるよう哀願する。母娘はいけにえをとどめるよう哀願する。元元クリュタイムネス元元クリュタイムネス

トラは前夫、トラは前夫、さらには当時の息子を殺され、さらには当時の息子を殺され、彼の王家に奪われてきたので彼の王家に奪われてきたので

あった。あった。その犠牲を忘れ、その犠牲を忘れ、暗かった王家を明るくするため、暗かった王家を明るくするため、平和な家庭を平和な家庭を

作り上げるために、作り上げるために、これまでどれだけ努力したか、これまでどれだけ努力したか、「女性」「女性」の仕事を必死の仕事を必死

にアピールし、にアピールし、ここで彼が娘を殺したら自分もよき妻ではいられなくなるここで彼が娘を殺したら自分もよき妻ではいられなくなる

と懇願する。と懇願する。

　　アガメムノンは最初から最後まで揺れ動きつづける。アガメムノンは最初から最後まで揺れ動きつづける。二人を抱き二人を抱き「どん「どん

なにおまえたちを愛していることか」なにおまえたちを愛していることか」と泣くかと思えば、と泣くかと思えば、｢｢ギリシア全土にギリシア全土に

平和と調和と信頼をもたらすのが総大将の仕事だ平和と調和と信頼をもたらすのが総大将の仕事だ｣｣と、と、苦衷を訴える。苦衷を訴える。いい

けにえをささげれば個人として失格、けにえをささげれば個人として失格、ささげねばギリシア軍の総大将としささげねばギリシア軍の総大将とし

て失格、て失格、どちらを選んでも汚れてしまう、どちらを選んでも汚れてしまう、しかし決断するのが男の仕事、しかし決断するのが男の仕事、

と語る彼だが最後の決断を下す前に逃げ出してしまう。と語る彼だが最後の決断を下す前に逃げ出してしまう。事情がすでにギリ事情がすでにギリ

シア兵士たちに知れ渡り、シア兵士たちに知れ渡り、彼らがいけにえを要求している。彼らがいけにえを要求している。

　　｢｢群衆は怪物群衆は怪物｣｣と、と、母が嘆く。母が嘆く。するとイーピゲネイアは決意をする。するとイーピゲネイアは決意をする。自分自分

がいけにえとなることでギリシアが救えるならば、がいけにえとなることでギリシアが救えるならば、と。と。父が下しえなかっ父が下しえなかっ

た決断を、た決断を、娘がみずから下すのである。娘がみずから下すのである。「私はギリシアの花嫁、「私はギリシアの花嫁、いけにえいけにえ

の舞台が私の婚礼」の舞台が私の婚礼」と、と、花嫁のヴェールをまとって進む姿と表情は、花嫁のヴェールをまとって進む姿と表情は、男た男た

ちよりの遥かにりりしく、ちよりの遥かにりりしく、「雄雄しい」。「雄雄しい」。

　　そしていけにえの儀式そしていけにえの儀式――使者の口上で彼女はアルテミスによって救わ使者の口上で彼女はアルテミスによって救わ

れたと知らされるが、れたと知らされるが、クリュタイムネストラはクリュタイムネストラは「信じない」「信じない」と断言する。と断言する。

娘は娘は｢｢お父さまをうらまないでお父さまをうらまないで｣｣と願ったが母はと願ったが母は｢｢この償いは必ずこの償いは必ず｣｣と心にと心に

誓っており、誓っており、それは実現されるのだ。それは実現されるのだ。風が吹いたことにより、風が吹いたことにより、ギリシア軍ギリシア軍

は勇んでトロイアへ出発するわけであるが、は勇んでトロイアへ出発するわけであるが、この喜びはこの喜びは､､更なる大きな殺更なる大きな殺

戮の幕開けでしかない。戮の幕開けでしかない。

　　第２幕の第２幕の「アキレウス」「アキレウス」では、では、男性たちの欲望男性たちの欲望､､物欲と性欲の衝突が暴物欲と性欲の衝突が暴
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露される。露される。冒頭、冒頭、アキレウスの母、アキレウスの母、女神テティスが、女神テティスが、結婚のいきさつと息結婚のいきさつと息

子の運命を語る。子の運命を語る。ゼウスの都合によって人間の男の欲望の犠牲にされた自ゼウスの都合によって人間の男の欲望の犠牲にされた自

分、分、そしてトロイアを滅ぼすためにしぬ運命にある息子そしてトロイアを滅ぼすためにしぬ運命にある息子――女神すら女神すら､､女女

の運命を嘆くのだ。の運命を嘆くのだ。

　　ガメムノン、ガメムノン、アキレウスの両雄が戦利品である女性の分け前のことで争アキレウスの両雄が戦利品である女性の分け前のことで争

い、い、醜い自我を剥き出しにする。醜い自我を剥き出しにする。ここに及んで、ここに及んで、イーピゲネイアのいけにイーピゲネイアのいけに

えはこんな下らぬことのためにあったのかと、えはこんな下らぬことのためにあったのかと、改めて情けなくなってしま改めて情けなくなってしま

う。う。アガメムノンはトロイアの戦いにアガメムノンはトロイアの戦いに「つかれた、「つかれた、だからせめて戦利品が、だからせめて戦利品が、

肌を温める女の慰めがほしい」肌を温める女の慰めがほしい」と嘆くのだがと嘆くのだが､､実にみっともない男の言い実にみっともない男の言い

分である。分である。漢字漢字・・日本語の日本語の｢｢英雄英雄｣｣という言葉がこれほどむなしく響くことという言葉がこれほどむなしく響くこと

はない。はない。

　　すでに戦争におけるすでに戦争における「大義」「大義」も何もなく我欲のみによる対立の結果、も何もなく我欲のみによる対立の結果、アア

キレウスは母にギリシア軍への懲罰を依頼する。キレウスは母にギリシア軍への懲罰を依頼する。戦況の暗転戦況の暗転､､その結果がその結果が

かれの友人パトロクロスの死である。かれの友人パトロクロスの死である。一転してトロイアへの復讐を誓うア一転してトロイアへの復讐を誓うア

キレウスは、キレウスは、再び戦場へ赴けば自らも命を落とす運命がまっていると告げ再び戦場へ赴けば自らも命を落とす運命がまっていると告げ

る母女神テティスに対し、る母女神テティスに対し、生命をささげる決意を示す。生命をささげる決意を示す。（テティスの南果（テティスの南果

歩とアキレウスの田辺誠一とがどうしても兄妹のように見えてしまうが歩とアキレウスの田辺誠一とがどうしても兄妹のように見えてしまうが

――まあテティスは不老不死の女神なのだから仕方あるまい）。まあテティスは不老不死の女神なのだから仕方あるまい）。

　　ホメロスの原作にはない記述であるが、ホメロスの原作にはない記述であるが、｢｢戦利品戦利品｣｣プリュセイスプリュセイス（久世星（久世星

佳）佳）がパトロクロスの遺体に向かって奴隷女の嘆きを語る。がパトロクロスの遺体に向かって奴隷女の嘆きを語る。女性を女性を「もの」「もの」

「戦利品」「戦利品」としてしか扱えない男たち、としてしか扱えない男たち、彼らのあいだで女性は意志も何も彼らのあいだで女性は意志も何も

なくものとして移動するしかない。なくものとして移動するしかない。

　　そして復讐、そして復讐、へクトールの死へクトールの死――遺体を引き取りに現れギリシア軍の目遺体を引き取りに現れギリシア軍の目

的が的が｢｢破壊破壊｣｣だと糾弾するプリアモス王に対し同情を示すアキレウスに、だと糾弾するプリアモス王に対し同情を示すアキレウスに、わわ

ずかに救いが残る。ずかに救いが残る。が、が、彼とても戦争のいけにえになる運命を逃れること彼とても戦争のいけにえになる運命を逃れること

はできない。はできない。アガメムノンとの争い、アガメムノンとの争い、戦況の激変による多くの人々の死、戦況の激変による多くの人々の死、

さらに自身の約束された死、さらに自身の約束された死、｢｢このすべてはおまえの体が原因だったのだこのすべてはおまえの体が原因だったのだ｣｣

と、と、アキレウスはプリュセイスに告げるが彼女にとってはとんでもない八アキレウスはプリュセイスに告げるが彼女にとってはとんでもない八

つ当たりである。つ当たりである。それを十分承知のアキレウスは彼女の体に一時の安らぎそれを十分承知のアキレウスは彼女の体に一時の安らぎ

を求める。を求める。
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　　アキレウスの命をも犠牲にしてトロイアは滅ぶ。アキレウスの命をも犠牲にしてトロイアは滅ぶ。そして第三幕そして第三幕「トロイ「トロイ

アの女たち」アの女たち」――コロスはみなコロスはみな､､天井からロープで縛り付けられたとらわ天井からロープで縛り付けられたとらわ

れの姿で衣服は破れ顔には血や煤がこびりついている。れの姿で衣服は破れ顔には血や煤がこびりついている。相変わらず男性原相変わらず男性原

理の支配によって女性は戦利品とされる。理の支配によって女性は戦利品とされる。アガメムノンがアガメムノンが｢｢トロイアは滅トロイアは滅

んだんだ｣｣と凱歌を挙げ王妃ヘカベと凱歌を挙げ王妃ヘカベ（渡辺美佐子）（渡辺美佐子）が夫や息子たちの死を嘆く。が夫や息子たちの死を嘆く。

トロイアの女性たちトロイアの女性たち――カッサンドラカッサンドラ（中嶋朋子）（中嶋朋子）が、が、アンドロマケが、アンドロマケが、

ヘカベが、ヘカベが、次次に将軍たちに譲り渡される。次次に将軍たちに譲り渡される。ヘレネヘレネ（安寿ミラ）（安寿ミラ）一人は色一人は色

仕掛けを使ってメネラーオスの元に女王として君臨する。仕掛けを使ってメネラーオスの元に女王として君臨する。太ももの蛇の刺太ももの蛇の刺

青が青が「おんなの魔性」「おんなの魔性」を強調している。を強調している。彼女こそ最大の原因であったのに彼女こそ最大の原因であったのに

――女たちの怒りは不条理な裁きにいや増すばかり。女たちの怒りは不条理な裁きにいや増すばかり。

　　｢｢国を再興する希望国を再興する希望｣｣だったヘクトールの遺児もまた断崖から投げ落とさだったヘクトールの遺児もまた断崖から投げ落とさ

れる。れる。「たとえ赤子でも将来われわれにあだをなさぬとも限らぬ」「たとえ赤子でも将来われわれにあだをなさぬとも限らぬ」というという

男の論理、男の論理、というより力に女たちは嘆く以外なすすべがない。というより力に女たちは嘆く以外なすすべがない。たいまつをたいまつを

掲げたカッサンドラが掲げたカッサンドラが「にいどこは死の床「にいどこは死の床､､妻が夫を、妻が夫を、息子が母を殺し、息子が母を殺し、家家

は滅びる」は滅びる」とギリシア人たちの不幸を予言するが、とギリシア人たちの不幸を予言するが、｢｢狂った狂った｣｣彼女の言葉は彼女の言葉は

信用されない。信用されない。燃える光の中、燃える光の中、炎上し、炎上し、崩れ落ち、崩れ落ち、いけにえとしてささげいけにえとしてささげ

られた国家そのものられた国家そのもの――コロスのコロスの「トロイア、「トロイア、トロイア、」トロイア、」という哀悼のという哀悼の

合唱をもって第一夜は幕を閉じる。合唱をもって第一夜は幕を閉じる。

　　第二夜、第二夜、「ヘカベ」「ヘカベ」においても、においても、トロイアの女性たちの苦難は続いていトロイアの女性たちの苦難は続いてい

る。る。第一夜と呼応するかのように帰国の船のための風がやんでおり、第一夜と呼応するかのように帰国の船のための風がやんでおり、アキアキ

レウスの魂がいけにえを求めているのだという。レウスの魂がいけにえを求めているのだという。トロイアの末娘トロイアの末娘､､ポリュポリュ

クセネクセネ（川本絢子）（川本絢子）がアキレウスの祭壇にいけにえとしてささげられるこがアキレウスの祭壇にいけにえとしてささげられるこ

とに決まり、とに決まり、国が滅ぼされ生き甲斐を失った彼女は平然とそれを受け入国が滅ぼされ生き甲斐を失った彼女は平然とそれを受け入

れる。れる。イーピゲネイアは最後の瞬間にアルテミスによって助けられたが今イーピゲネイアは最後の瞬間にアルテミスによって助けられたが今

度はそんな奇跡は起こらず、度はそんな奇跡は起こらず、ヘカベの元に訪れる使者は彼女の死を痛ましヘカベの元に訪れる使者は彼女の死を痛まし

くものがたる。くものがたる。

　　さらにトロイア最後の遺児がさらにトロイア最後の遺児が､､かつての同盟者であったトラキア王に裏かつての同盟者であったトラキア王に裏

切られ殺される。切られ殺される。戦における合従連衡、戦における合従連衡、裏切り、裏切り、寝返りは世の常、寝返りは世の常、というという

のも男の論理である。のも男の論理である。女性の情念はそれを許さない。女性の情念はそれを許さない。ここまでいけにえにここまでいけにえに

され、され、もの扱いされ、もの扱いされ、男に支配されつづけた女たちが遂に男性原理に反抗男に支配されつづけた女たちが遂に男性原理に反抗
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し、し、復讐の女神が斧を研ぎ始める。復讐の女神が斧を研ぎ始める。へカベは計略を使ってトラキア王の息へカベは計略を使ってトラキア王の息

子を殺し彼の目をつぶす。子を殺し彼の目をつぶす。盲目となった彼は暴れ狂うが、盲目となった彼は暴れ狂うが、それを取り巻くそれを取り巻く

トロイアの女たちは、トロイアの女たちは、自身が復讐の女神になったかのごとくにうなり、自身が復讐の女神になったかのごとくにうなり、牙牙

をむく。をむく。彼はヘカベ自身はめす犬になる、彼はヘカベ自身はめす犬になる、アガメムノンは死にオデュッセアガメムノンは死にオデュッセ

ウスは放浪すると予言する。ウスは放浪すると予言する。ポリュクセネの命の代償として風が吹く。ポリュクセネの命の代償として風が吹く。アア

ガメムノンは帰国できると喜ぶが、ガメムノンは帰国できると喜ぶが、滅んだトロイアの恨みが地上にあふれ滅んだトロイアの恨みが地上にあふれ

ている以上ている以上､､勝利したギリシア軍もただで済むはずがない。勝利したギリシア軍もただで済むはずがない。

　　第２幕第２幕「アガメムノン」「アガメムノン」においてまず彼自身に裁きの鉄槌が下る。においてまず彼自身に裁きの鉄槌が下る。冒頭冒頭

は、は、トロイア戦争からの帰還を待ちつづけ編物をするミュケナイ女性たちトロイア戦争からの帰還を待ちつづけ編物をするミュケナイ女性たち

のの「銃後の女」「銃後の女」の嘆きの嘆き――プロローグで見せた陽気さは陰形もない。プロローグで見せた陽気さは陰形もない。彼女彼女

たちはクリュタイムネストラの不倫を知ってはいるが、たちはクリュタイムネストラの不倫を知ってはいるが、口には出さない。口には出さない。

そしてアガメムノンの凱旋そしてアガメムノンの凱旋――女たちを代表としてクリュタイムネストラ女たちを代表としてクリュタイムネストラ

が祝辞を述べるがが祝辞を述べるが､､コロスたちは、コロスたちは、何がおこるかを漠然と感じ取っている。何がおこるかを漠然と感じ取っている。

　　歓迎を受けたアガメムノンはカッサンドラを戦利品として紹介し歓迎を受けたアガメムノンはカッサンドラを戦利品として紹介し｢｢大事大事

に扱ってやれに扱ってやれ｣｣と妻に頼む。と妻に頼む。愛人の世話を妻に頼む亭主、愛人の世話を妻に頼む亭主、能天気といって能天気といって

しまえばそれまでのせりふではある。しまえばそれまでのせりふではある。妻の目つきが急変する。妻の目つきが急変する。彼を室内に彼を室内に

迎え入れ、迎え入れ、クリュタイムネストラは叫びを挙げ、クリュタイムネストラは叫びを挙げ、ゼウスにゼウスに｢｢望みが果たさ望みが果たさ

れることをれることを｣｣誓う。誓う。

　　カッサンドラが最後の狂乱を演じる。カッサンドラが最後の狂乱を演じる。アポロンの呪い、アポロンの呪い、血に塗れる館の血に塗れる館の

予言、予言、自身の死自身の死――すべては復讐の女神のなせる技だ、すべては復讐の女神のなせる技だ、と。と。前幕のポリュ前幕のポリュ

クセネに続いて、クセネに続いて、彼女もまた血のいけにえとして殺戮の憂き目に遭う。彼女もまた血のいけにえとして殺戮の憂き目に遭う。ココ

ロスは半信半疑だが、ロスは半信半疑だが、そこで館のうちからアガメムノンが断末魔の声を上そこで館のうちからアガメムノンが断末魔の声を上

げる。げる。

　　網を打たれて血に塗れた王網を打たれて血に塗れた王――クリュタイムネストラは蜘蛛の網目模様クリュタイムネストラは蜘蛛の網目模様

のローブも両腕も朱に染めて斧を振りかざし勝利を宣言、のローブも両腕も朱に染めて斧を振りかざし勝利を宣言、まさに鬼女と言まさに鬼女と言

える恐ろしさを見せつける。える恐ろしさを見せつける。彼女にとってはこれこそ、彼女にとってはこれこそ、復讐の女神が示し復讐の女神が示し

た正義なのだ。た正義なのだ。

　　それに対してそれに対して､､自分は手を汚さず事が終わってからでてきて死体に唾を自分は手を汚さず事が終わってからでてきて死体に唾を

吐きかけ、吐きかけ、悪口雑言を投げかけるアイギストス悪口雑言を投げかけるアイギストス（吉田鋼太郎）（吉田鋼太郎）は作中もっは作中もっ

とも卑劣な人物とみなされよう。とも卑劣な人物とみなされよう。ここでも、ここでも、男性の卑小さと女性の男性の卑小さと女性の｢｢雄雄雄雄
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しさしさ｣｣が対比されているというべきかもしれない。が対比されているというべきかもしれない。彼もまた復讐の女神に彼もまた復讐の女神に

言及し言及し｢｢タンタロス家の呪いタンタロス家の呪い｣｣――二代にわたる食人と肉親殺しの系譜二代にわたる食人と肉親殺しの系譜――

について語るが、について語るが、そうであるならばタンタロス一族の末裔である彼にも、そうであるならばタンタロス一族の末裔である彼にも、

同じ呪いが降りかかってくることになる。同じ呪いが降りかかってくることになる。コロスは警告するがコロスは警告するが､､あらたなあらたな

支配者は耳を貸そうとしない。支配者は耳を貸そうとしない。

　第　第三幕三幕「エレクトラ」「エレクトラ」タイトルロールを演じるのは寺島しのぶ、タイトルロールを演じるのは寺島しのぶ、弟のオ弟のオ

レステス役は彼女の実弟、レステス役は彼女の実弟、尾上菊之介というところにキャスティングの妙尾上菊之介というところにキャスティングの妙

がある。がある。前作より七年後前作より七年後――ということは、ということは、トロイア戦争の十年とあわせトロイア戦争の十年とあわせ

て戦争開始時赤子だったオレステスは１６、て戦争開始時赤子だったオレステスは１６、７歳、７歳、という計算になる。という計算になる。２２

０００年の日本は繰り返される０００年の日本は繰り返される「１６歳の殺人」「１６歳の殺人」に列島中が揺れ動いていに列島中が揺れ動いてい

た。た。

　　コロスはみな、コロスはみな、重荷を背負った姿で登場する。重荷を背負った姿で登場する。それはアガメムノン殺害それはアガメムノン殺害

以来この王家に降りかかった、以来この王家に降りかかった、簒奪の暗い陰であろう。簒奪の暗い陰であろう。かたくなに母と対かたくなに母と対

立するエレクトラに対し、立するエレクトラに対し、妥協を進める妹クリュソテミネス妥協を進める妹クリュソテミネス（小林さや（小林さや

か）か）は、は、一人苦労知らずで明るく、一人苦労知らずで明るく、その意味では陰惨なこの劇中で異彩をその意味では陰惨なこの劇中で異彩を

放っている。放っている。エレクトラとクリュタイムネストラのののしりあいは全作品エレクトラとクリュタイムネストラのののしりあいは全作品

中最も迫力のある言葉の対決といっていいかもしれない。中最も迫力のある言葉の対決といっていいかもしれない。そしてオレステそしてオレステ

スの帰還、スの帰還、歓喜する姉の姿、歓喜する姉の姿、いよいよ母殺しに立ち向かうとき、いよいよ母殺しに立ち向かうとき、オレステオレステ

スとエレクトラは熱い口付けを交わす。スとエレクトラは熱い口付けを交わす。俳優同士も実の姉弟であるが、俳優同士も実の姉弟であるが、ここ

の場面の場面､､彼らの近親愛を強調した演出である。彼らの近親愛を強調した演出である。

　　歌舞伎の歌舞伎の『女殺し油地獄』『女殺し油地獄』19)19)の様式を拝借、の様式を拝借、という蜷川得意の形式で大という蜷川得意の形式で大

きな壷を次々にひっくり返し、きな壷を次々にひっくり返し、こぼれ出た油に足をとられ身悶えながら、こぼれ出た油に足をとられ身悶えながら、

姉と弟は母を殺す姉と弟は母を殺す 20)20)。。ここは、ここは、弦楽器がかき鳴らす効果音も三味線と酷似弦楽器がかき鳴らす効果音も三味線と酷似

している。している。彼らの自由を損ねる油は、彼らの自由を損ねる油は、やはり良心のなせる技か。やはり良心のなせる技か。胸を広げ胸を広げ

「おまえを育てた乳」「おまえを育てた乳」を見せる母に、を見せる母に、息子は刃を向け、息子は刃を向け、迷い、迷い、最後には振最後には振

り下ろすため、り下ろすため、奥へと引きずっていく。奥へと引きずっていく。さらに断罪され殺されるアイギスさらに断罪され殺されるアイギス

トスがオレステス三部作におけるもっとも重要なキイワードを吐く。トスがオレステス三部作におけるもっとも重要なキイワードを吐く。｢｢もしもし

いまおまえがおれを殺せば、いまおまえがおれを殺せば、今度はおれの親族がおまえたちを殺さねばな今度はおれの親族がおまえたちを殺さねばな

らず、らず、それが永遠に続く、それが永遠に続く、俺たちは呪われたタンタロスの一族だ俺たちは呪われたタンタロスの一族だ｣｣。。

　　母とその愛人の血に塗れ母とその愛人の血に塗れ「正義は遂げられた」「正義は遂げられた」と宣言する二人。と宣言する二人。しかししかし
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母の遺体を前に、母の遺体を前に、突然彼らは震える。突然彼らは震える。自分たちは正義を果たした、自分たちは正義を果たした、しかししかし

殺人に正義があるのか殺人に正義があるのか――計略をもって母を殺せ、計略をもって母を殺せ、というのはアポロンのというのはアポロンの

命令であった。命令であった。が、が、その大義に従うことが果たして正義だったのか、その大義に従うことが果たして正義だったのか、どうどう

か。か。エレクトラは母の遺体に語りかけるエレクトラは母の遺体に語りかける「わたしの憎んだ人、「わたしの憎んだ人、そしてわたそしてわた

しの愛した人」。しの愛した人」。二人は復讐の女神に取り付かれ、二人は復讐の女神に取り付かれ、その呪いを受けて舞台その呪いを受けて舞台

から逃げ去る。から逃げ去る。コロスは嘆く。コロスは嘆く。「私たちは悪から解き放たれたのか、「私たちは悪から解き放たれたのか、それそれ

ともより大きな悪にのみこまれたのか、ともより大きな悪にのみこまれたのか、正義とは、正義とは、悪とは、悪とは、何か。何か。私には私には

わからない」。わからない」。２５００年前のギリシアにおいても現代においても明確な２５００年前のギリシアにおいても現代においても明確な

答えの出ない謎を残して答えの出ない謎を残して､､第二夜は終わる第二夜は終わる 20)20)。。

　　第三夜、第三夜、まずまず「ヘレネ」「ヘレネ」で状況は急転する。で状況は急転する。ヘレネはトロイアに連れ去ヘレネはトロイアに連れ去

られたのではなく、られたのではなく、エジプトにいた、エジプトにいた、というのである。というのである。神に連れ去られて神に連れ去られて

１７年、１７年、退屈をかこつ彼女は週刊誌をめくり、退屈をかこつ彼女は週刊誌をめくり、缶ビールを飲みながら自分缶ビールを飲みながら自分

が神々のが神々の｢｢おもちゃにされたおもちゃにされた｣｣いきさつを語る。いきさつを語る。元元、元元、彼女の誕生自体が、彼女の誕生自体が、

ゼウスがレダをいけにえにした結果だったのだ。ゼウスがレダをいけにえにした結果だったのだ。そこに流れ着いたメネそこに流れ着いたメネ

ラーオスはにわかにはそれを信じられないが、ラーオスはにわかにはそれを信じられないが、トロイアからつれてきたヘトロイアからつれてきたヘ

レネが雲になって消えたと聞き、レネが雲になって消えたと聞き、どうにか納得するどうにか納得する 21)21)。。

　　部下の兵士は叫ぶ。部下の兵士は叫ぶ。｢｢ヘレネは偽者だったかも知れないが、ヘレネは偽者だったかも知れないが、あの戦争は本あの戦争は本

物だった物だった｣｣。。トロイア戦争とはいったいなんだったのかトロイア戦争とはいったいなんだったのか――十年の歳月、十年の歳月、

トロイア人の、トロイア人の、ギリシア兵の犠牲は、ギリシア兵の犠牲は、すべて、すべて、神々の遊びに供されたいけ神々の遊びに供されたいけ

にえに過ぎなかったのか、にえに過ぎなかったのか、それとも人間たちの愚かな物欲が、それとも人間たちの愚かな物欲が、戦争を生ん戦争を生ん

だのかだのか――コロスたちが問い掛ける疑問の渦の中、コロスたちが問い掛ける疑問の渦の中、メネラーオスはヘレネメネラーオスはヘレネ

を伴って帰国する。を伴って帰国する。

　　二幕目二幕目「オレステス」「オレステス」は前夜展開された殺人連鎖の一応の締めくくりでは前夜展開された殺人連鎖の一応の締めくくりで

ある。ある。復讐の女神に追われ痙攣を繰り返すオレステスと彼を必死に看病す復讐の女神に追われ痙攣を繰り返すオレステスと彼を必死に看病す

る姉から舞台は始まる。る姉から舞台は始まる。母殺しの呪いにおびえ、母殺しの呪いにおびえ、市民に糾弾された姉弟は市民に糾弾された姉弟は

伯父、伯父、メネラーオスの救いを待つしかない。メネラーオスの救いを待つしかない。が、が、市民の審判は死刑と決ま市民の審判は死刑と決ま

り、り、頼ろうとした伯父は頼ろうとした伯父は､､相変わらず日和見をとおす。相変わらず日和見をとおす。

　　前夜、前夜、殺人の直前に提示された姉と弟の殺人の直前に提示された姉と弟の「禁断の愛」「禁断の愛」は、は、この幕でいっこの幕でいっ

そう明確となるそう明確となる 22)22)。。二人は抱き合って二人は抱き合って｢｢この処刑が二人の婚礼、この処刑が二人の婚礼、二人の子二人の子

孫孫｣｣と語る。と語る。しかし死を目前にした１７歳の少年は、しかし死を目前にした１７歳の少年は、「切れる」。「切れる」。大人は大人は､､自自
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分の利益しか考えない、分の利益しか考えない、どうせ死刑なら命の限り苦しめてやろうどうせ死刑なら命の限り苦しめてやろう――彼ら彼ら

は再び暴力的手段に訴えようとする。は再び暴力的手段に訴えようとする。音楽も照明も急転直下躍動し、音楽も照明も急転直下躍動し、彼の彼の

親友ピュラデス親友ピュラデス（合田雅史）（合田雅史）を加えた三人は最大の責任者であるヘレネをを加えた三人は最大の責任者であるヘレネを

殺そうとたくらみ、殺そうとたくらみ、彼女の娘ヘルミオネ彼女の娘ヘルミオネ（香月弥生）（香月弥生）を人質にとって立てを人質にとって立て

こもり、こもり、宮殿に火をはなとうとする。宮殿に火をはなとうとする。

　　若者たちがたいまつや剣を振りかざし舞台は混乱を極めあわや破局若者たちがたいまつや剣を振りかざし舞台は混乱を極めあわや破局､､とと

いう瞬間、いう瞬間、雷鳴とともにデウス雷鳴とともにデウス・・エクスエクス・・マキナが登場する。マキナが登場する。前夜までア前夜までア

ガメムノンを演じていた平幹二郎がアポロンとして降臨ガメムノンを演じていた平幹二郎がアポロンとして降臨 23)23)、、戦争が戦争が｢｢疲れ疲れ

果てた大地から増えすぎた人間たちを取り除くため果てた大地から増えすぎた人間たちを取り除くため｣｣の神々のたくらみでの神々のたくらみで

ありヘレネが無罪であることを告げる。ありヘレネが無罪であることを告げる。神々のあまりの身勝手さに呆れる神々のあまりの身勝手さに呆れる

人々に囲まれてなんとなく居心地悪そうに人々に囲まれてなんとなく居心地悪そうに「ま、「ま、ヘレネのことは、ヘレネのことは、それでそれで

よいな」よいな」とごまかす発言に、とごまかす発言に、それまで緊張しつづけていた客席から思わずそれまで緊張しつづけていた客席から思わず

笑いがもれる。笑いがもれる。

　　「エレクトラはピュラデスと、「エレクトラはピュラデスと、オレステスはヘルミオネと結婚」オレステスはヘルミオネと結婚」というという

デウスデウス・・エクスエクス・・マキナの神託が下り、マキナの神託が下り、彼らは舞台の両側に連れ去られる。彼らは舞台の両側に連れ去られる。

二重の婚約の実現という本来の演劇で考えれば二重の婚約の実現という本来の演劇で考えれば「めでたい」「めでたい」幕切れたるべ幕切れたるべ

きところ、きところ、エレクトラは引き裂かれた恋人同士としかいえない絶望の叫びエレクトラは引き裂かれた恋人同士としかいえない絶望の叫び

声を上げるのである。声を上げるのである。禁じられた愛ではあるが、禁じられた愛ではあるが、これもやはりギリシアのこれもやはりギリシアの

国家共同体を守るためにいけにえにされた愛情なのだ。国家共同体を守るためにいけにえにされた愛情なのだ。

　　三幕目三幕目「アンドロマケ」。「アンドロマケ」。前幕でオレステスと結婚するはずだったヘル前幕でオレステスと結婚するはずだったヘル

ミオネは神託にそむいてアキレウスの息子ネオプトレモスの妻になり彼がミオネは神託にそむいてアキレウスの息子ネオプトレモスの妻になり彼が

トロイアから奪い取ったアンドロマケ、トロイアから奪い取ったアンドロマケ、およびその息子に嫉妬して殺そうおよびその息子に嫉妬して殺そう

とする。とする。ペーレウスが割ってはいり母子の命は救われるが、ペーレウスが割ってはいり母子の命は救われるが、今度はネオプ今度はネオプ

トレモスがオレステスに殺されたという知らせがはいる。トレモスがオレステスに殺されたという知らせがはいる。自分の一族は滅自分の一族は滅

びたと嘆くペーレウスびたと嘆くペーレウス（田代隆秀）（田代隆秀）をテティスが慰め、をテティスが慰め、彼らは海の世界に彼らは海の世界に

帰る。帰る。

　　息子を抱き上げたアンドロマケは自分の中の息子を抱き上げたアンドロマケは自分の中の｢｢命を生み出す力命を生み出す力｣｣の強さをの強さを

知る。知る。アキレウスの血筋とトロイアの血筋が交わった息子がこの土地の新アキレウスの血筋とトロイアの血筋が交わった息子がこの土地の新

たな希望となるのだ。たな希望となるのだ。それは男たちの戦いのいきさつが女性の力で融和にそれは男たちの戦いのいきさつが女性の力で融和に

導かれた結果といえるのかもしれない導かれた結果といえるのかもしれない――数多くの女性の涙が流れた末数多くの女性の涙が流れた末
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に、に、ではあるが。ではあるが。

　　この幕と最終幕この幕と最終幕「タウリケのイーピゲネイア」「タウリケのイーピゲネイア」は、は、再生にいたる儀式と再生にいたる儀式と

も言える。も言える。アルテミスによってアウリスの祭壇から連れ去られて以来１７アルテミスによってアウリスの祭壇から連れ去られて以来１７

年、年、北方のタウリケでギリシア人を生贄とする儀式を続けてきたイーピゲ北方のタウリケでギリシア人を生贄とする儀式を続けてきたイーピゲ

ネイアのもとにオレステスとピュラデスが現れる。ネイアのもとにオレステスとピュラデスが現れる。最初は気づかなかった最初は気づかなかった

二人がトロイア戦争にかかわる人々の物語を語り合い、二人がトロイア戦争にかかわる人々の物語を語り合い、姉と弟であったこ姉と弟であったこ

とを認知する。とを認知する。殺された父、殺された父、母について語ることは彼らの鎮魂に通じてい母について語ることは彼らの鎮魂に通じてい

る。る。死を悼み、死を悼み、懺悔する語りを通じて死んだはずのイーピゲネイアがよみ懺悔する語りを通じて死んだはずのイーピゲネイアがよみ

がえり、がえり、死に瀕しているオレステスにも救いが訪れる。死に瀕しているオレステスにも救いが訪れる。

　　｢｢あの戦争には意味がなかったあの戦争には意味がなかった｣｣と嘆く弟に対し、と嘆く弟に対し、姉はアルテミス像を姉はアルテミス像を

持って故郷に帰ることにより、持って故郷に帰ることにより、多くの人々への救済がもたらされる希望に多くの人々への救済がもたらされる希望に

なるのだと意味付けを与える。なるのだと意味付けを与える。帰還するためオレステスは帰還するためオレステスは｢｢王を殺せば王を殺せば｣｣とと

物騒なことを言うが、物騒なことを言うが、イーピゲネイアは暴力を行使せず計略によって生きイーピゲネイアは暴力を行使せず計略によって生き

残ろうとする。残ろうとする。｢｢やめて、やめて、もう血を流すのはたくさんもう血を流すのはたくさん｣｣。。事実、事実、前二夜では前二夜では

多くの人が殺されたが、多くの人が殺されたが、この夜はネオプトレモス以外誰も死なないこの夜はネオプトレモス以外誰も死なない（実際（実際

一度も舞台上に出ることのない言及されるだけの人物であるので、一度も舞台上に出ることのない言及されるだけの人物であるので、死の意死の意

識は希薄である）。識は希薄である）。

思えばこの十部作全体をとおしての隠れた主人公は思えばこの十部作全体をとおしての隠れた主人公は｢｢復讐の女神復讐の女神｣｣だった。だった。

前幕前幕｢｢アンドロマケアンドロマケ｣｣に引き続いて、に引き続いて、その怒りを静める儀式が行われる。その怒りを静める儀式が行われる。戦戦

争と殺人の罪があがなわれるように、争と殺人の罪があがなわれるように、もう誰も死なないですむように、もう誰も死なないですむように、そそ

して自分にも子供が生まれ命を作り出すことができるようにして自分にも子供が生まれ命を作り出すことができるように――神々に祈神々に祈

るイーピゲネイアは第一幕の婚礼衣装に着替えている。るイーピゲネイアは第一幕の婚礼衣装に着替えている。時代が一回りめ時代が一回りめ

ぐったのだ。ぐったのだ。アルテミス像によるいけにえの要求から始まった流血はアルアルテミス像によるいけにえの要求から始まった流血はアル

テミス像の奪取といけにえの廃止によって円環が閉じられようとする。テミス像の奪取といけにえの廃止によって円環が閉じられようとする。

　　三人の逃亡を知ったタウリケ王は追え、三人の逃亡を知ったタウリケ王は追え、殺せと怒り狂うが、殺せと怒り狂うが、コロスの女コロスの女

性たちが頼るべき神として呼び出した知恵の女神アテネに諭される。性たちが頼るべき神として呼び出した知恵の女神アテネに諭される。前前

夜、夜、オレステスに殺されたアイギストス役の吉田鋼太郎が今度は不満顔なオレステスに殺されたアイギストス役の吉田鋼太郎が今度は不満顔な

がらがら｢｢三人とも、三人とも、幸せになれ幸せになれ｣｣と、と、剣を治める。剣を治める。暴力支配の男性原理が和解暴力支配の男性原理が和解

の女性原理に遂に道を譲る。の女性原理に遂に道を譲る。

　　アテネ役は前夜までクリュタイムネストラであった白石加代子が腰の曲アテネ役は前夜までクリュタイムネストラであった白石加代子が腰の曲
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がった老婆の姿で現れがった老婆の姿で現れ（はて（はて､､アテネといえばりんごを争ったアテネといえばりんごを争った「三美神」「三美神」のの

一人ではなかったかしら）一人ではなかったかしら）女性たちに処世のすべを教える。女性たちに処世のすべを教える。神々が天上で神々が天上で

争うのと同様に人間の心の中にも争いがある、争うのと同様に人間の心の中にも争いがある、善と悪、善と悪、愛と憎しみとは切愛と憎しみとは切

り離されないもの、り離されないもの、善を広めるために努力せよ、善を広めるために努力せよ、と。と。

　　争いの元になった林檎がアテナにささげられ、争いの元になった林檎がアテナにささげられ、コロスはコロスは――この時点でこの時点で

アンドロマック、アンドロマック、カッサンドラ、カッサンドラ、エレクトラ、エレクトラ、ヘレネなどの主要人物を演ヘレネなどの主要人物を演

じた女優もみなコロスの仲間入りしているじた女優もみなコロスの仲間入りしている――語るべきすべてを語り終語るべきすべてを語り終

え、え、プロローグと同様にギリシア軍の英雄たちの名を呼びながら、プロローグと同様にギリシア軍の英雄たちの名を呼びながら、あるもあるも

のはステージを静かに立ち去り、のはステージを静かに立ち去り、またあるものは胎児の眠りにつく。またあるものは胎児の眠りにつく。物語物語

が終わりが終わり､､振り子はゆれる。振り子はゆれる。男達が起こした戦による罪はすべて、男達が起こした戦による罪はすべて、女性に女性に

よって清められ新たな生命が始まろうとしているのである。よって清められ新たな生命が始まろうとしているのである。

エピローグエピローグ

　渋谷から初台、　渋谷から初台、木挽町と回った本稿の記述は、木挽町と回った本稿の記述は、作品としてはシェイクス作品としてはシェイクス

ピアに始まり、ピアに始まり、プッチーニやリヒャルト。プッチーニやリヒャルト。シュトラウスのオペラ、シュトラウスのオペラ、井上ひ井上ひ

さしの現代演劇、さしの現代演劇、歌舞伎と展開し、歌舞伎と展開し、演劇の起源であるギリシア悲劇の現代演劇の起源であるギリシア悲劇の現代

的解釈で終点を迎えた。的解釈で終点を迎えた。国のために妻子を犠牲にする武将、国のために妻子を犠牲にする武将、愛に身をささ愛に身をささ

げる娘、げる娘、戦争のために犠牲にされた国民戦争のために犠牲にされた国民､､敵討ちの目標となり周囲の愚民敵討ちの目標となり周囲の愚民

によって引き出される男、によって引き出される男、忠義のために息子を犠牲にささげる武士、忠義のために息子を犠牲にささげる武士、さらさら

には戦争にいけにえにされる無数の男女には戦争にいけにえにされる無数の男女――いずれにおいても舞台上においずれにおいても舞台上にお

けるける｢｢供犠供犠｣｣――自分であれ、自分であれ、自分にとって大事な人間であれ自分にとって大事な人間であれ――犠牲をさ犠牲をさ

さげる行為が中心でありさげる行為が中心であり､､その行動の決断においてその行動の決断において､､男性原理と女性原理が男性原理と女性原理が

葛藤を繰り広げていることは冒頭で述べたとおりである。葛藤を繰り広げていることは冒頭で述べたとおりである。いけにえがささいけにえがささ

げられる理由は基本的に男達が起こす争いごとでありげられる理由は基本的に男達が起こす争いごとであり｢｢いけにえいけにえ｣｣として自として自

ら進み出る行為は観客の涙を誘う。ら進み出る行為は観客の涙を誘う。しかし、しかし、犠牲がささげられる、犠牲がささげられる、その争その争

いにどのような意味があるのか、いにどのような意味があるのか、それだけのそれだけの｢｢大義大義｣｣が真実あったのかが真実あったのか――

犠牲が尊いほど対象となる犠牲が尊いほど対象となる｢｢大義大義｣｣は疑問視される。は疑問視される。

　本来、　本来、演劇は神々にささげられたもの演劇は神々にささげられたもの――擬似的供犠空間であった。擬似的供犠空間であった。古古

代ギリシアにおいては、代ギリシアにおいては、ディオニュソスにささげられたし、ディオニュソスにささげられたし、本邦において本邦において
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は天照大神をはじめとする神々にささげられた祝祭神事から始まった。は天照大神をはじめとする神々にささげられた祝祭神事から始まった。しし

たがって演劇たがって演劇――悲劇悲劇――という表現という表現､､芸術形態において、芸術形態において、ステージ上のステージ上の

｢｢自己犠牲自己犠牲――供犠供犠｣｣の提示は当然ともいえよう。の提示は当然ともいえよう。西欧の伝統を考慮するな西欧の伝統を考慮するな

らば、らば、ユダヤユダヤ・・キリスト教においては、キリスト教においては、その始まりにおいてアブラハムにその始まりにおいてアブラハムに

よるイサクの供犠という実例があるし、よるイサクの供犠という実例があるし、｢｢出エジプト出エジプト｣｣における過ぎ越しのにおける過ぎ越しの

祭りというものもまた、祭りというものもまた、エジプト人の長子を犠牲とした、エジプト人の長子を犠牲とした、神への供犠で神への供犠で

あったともいえよう。あったともいえよう。何よりも、何よりも、イエスイエス・・キリスト自身が犠牲の子羊でもキリスト自身が犠牲の子羊でも

ある。ある。

　そのような伝統の中　そのような伝統の中｢｢群衆群衆｣｢｣｢集団集団｣｣に対するに対する｢｢個人個人｣｢｣｢個人の血脈個人の血脈｣｣という、という、

今ひとつの対立軸を考慮することもできる。今ひとつの対立軸を考慮することもできる。北京の民衆、北京の民衆、大日本帝国、大日本帝国、ああ

だ討ちを要求する群衆、だ討ちを要求する群衆、そしてギリシアとトロイアという二つの国と軍隊そしてギリシアとトロイアという二つの国と軍隊

――いけにえを要求するのは共同体であり共同体を守らんがためにいけにえを要求するのは共同体であり共同体を守らんがために｢｢大義大義｣｣

を振りかざす．を振りかざす．それに対していけにえとして供されるのは常に個人、それに対していけにえとして供されるのは常に個人、あるある

いは個人の血縁関係である。いは個人の血縁関係である。

　リュウが命を投げ出す時、　リュウが命を投げ出す時、辰二が討たれる時、辰二が討たれる時、ミュケナイ王家一族が殺ミュケナイ王家一族が殺

しあう時しあう時――いけにえをささげる儀式に伴う緊迫感は舞台上を激しいパトいけにえをささげる儀式に伴う緊迫感は舞台上を激しいパト

スの場と化す．スの場と化す．それに対してトゥーランドットが愛に目覚める時、それに対してトゥーランドットが愛に目覚める時、兄弟が兄弟が

一時あだ討ちをあきらめる時、一時あだ討ちをあきらめる時、そしてアルテミスのいけにえが廃止されるそしてアルテミスのいけにえが廃止される

時時――いけにえが途絶される時、いけにえが途絶される時、客席は平穏に包まれ安堵の吐息をもら客席は平穏に包まれ安堵の吐息をもら

す．す．復讐の女神が刃を収めるとき、復讐の女神が刃を収めるとき、彼女たちは慈しみの女神へ変容を遂げ彼女たちは慈しみの女神へ変容を遂げ

ている．ている．それは必ずしも旧来いわれているような男性原理による支配を意それは必ずしも旧来いわれているような男性原理による支配を意

味しない．味しない．血の掟より強力な、血の掟より強力な、生命とその継続を求める女性原理がそこに生命とその継続を求める女性原理がそこに

存在しているのである。存在しているのである。

　舞台上で展開されるいけにえの儀式は観客の共感を呼ぶと共に疑問をも　舞台上で展開されるいけにえの儀式は観客の共感を呼ぶと共に疑問をも

呼び覚ます呼び覚ます――演劇の持つ不可思議な二重性と呼んでいいものかもしれな演劇の持つ不可思議な二重性と呼んでいいものかもしれな

い。い。現代においては演劇に引き込まれる観客一人一人は共同体の一員であ現代においては演劇に引き込まれる観客一人一人は共同体の一員であ

ると同時に切り離された個人でもあるのだから。ると同時に切り離された個人でもあるのだから。

NOTESNOTES

 1) 1)『空には本』『空には本』（昭和３３年）（昭和３３年）的場書房所収的場書房所収
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　親滅すほどの大義はありや　親滅すほどの大義はありや

 2) 2)本文は松岡和子役本文は松岡和子役『マクベス』『マクベス』ちくま文庫より。ちくま文庫より。

 3) 3)初演は１９２４年、初演は１９２４年、ミラノ、ミラノ、スカラ座。スカラ座。

 4) 4)本文は小瀬村幸子役オペラ対訳ライブラリー本文は小瀬村幸子役オペラ対訳ライブラリー『トゥーランドット』『トゥーランドット』より。より。

 5) 5)初演は１９０５年、初演は１９０５年、ドレスデン歌劇場。ドレスデン歌劇場。『サロメ』『サロメ』に関しては筆者がオペラ版に関しては筆者がオペラ版

を最後に見たのは２０００年四月九日を最後に見たのは２０００年四月九日､､新国立劇場。新国立劇場。これについては２００これについては２００

１年四月発行１年四月発行｢｢米英言語文化３２号米英言語文化３２号｣｣所収の拙論所収の拙論｢｢月の姫の語り月の姫の語り｣｣で詳述。で詳述。

 6) 6)それにしてもそれにしても､､ピン、ピン、パン、パン、ポン、ポン、という彼らの名前といいという彼らの名前といい､､『蝶々夫人』『蝶々夫人』にに

おける召使いの命名おける召使いの命名（（｢｢鈴木とか何とかは面倒だから鈴木とか何とかは面倒だから､､ツラ１ツラ１､､ツラ２ツラ２､､とよぼとよぼ

うう｣｣））といいといい､､プッチーニにおける東洋人への侮蔑感は時折胎が煮えてくるほプッチーニにおける東洋人への侮蔑感は時折胎が煮えてくるほ

どだが。どだが。

 7) 7)井上演劇としては前者の井上演劇としては前者の「毒」「毒」がが､､後者では薄まってしまったといえるかもし後者では薄まってしまったといえるかもし

れない。れない。 実は筆者の直前の席に井上本人が座っていたのだが、実は筆者の直前の席に井上本人が座っていたのだが、さすがにそさすがにそ

うはいえなかった。うはいえなかった。

 8) 8)本稿が出版される時点本稿が出版される時点（平成１４年三月）（平成１４年三月）にはには､､明らかになっているはずであ明らかになっているはずであ

る。る。（第二結時点（第二結時点――1313 年十二月中旬年十二月中旬――敬宮愛子内親王出産に世間は久し敬宮愛子内親王出産に世間は久し

ぶりに明るいムードになった）ぶりに明るいムードになった）

 9) 9)もっとも９０年代以後の彼は超売れっ子ですでにして商業演劇の雄もっとも９０年代以後の彼は超売れっ子ですでにして商業演劇の雄､､ともいえともいえ

そうだ．そうだ．何しろ何しろ､､チケットが取れない。チケットが取れない。

10)10)このせりふをしゃべる本人が、このせりふをしゃべる本人が、実のところ、実のところ、舞台上にいるうちでは舞台上にいるうちでは『忠臣蔵』『忠臣蔵』

出演回数が一番多いはずだし出演回数が一番多いはずだし､､二年前には大河ドラマで大石内蔵介を演じて二年前には大河ドラマで大石内蔵介を演じて

いたいた､､ということを考え合わせるとますます皮肉である。ということを考え合わせるとますます皮肉である。

11)11)『ウエストサイドストーリー』『ウエストサイドストーリー』のの｢｢クールクール｣｣が見事に三味線にが見事に三味線に｢｢乗る乗る｣｣のに驚嘆のに驚嘆

した。した。

12)12)『菅原伝授手習鑑』『菅原伝授手習鑑』原作竹田出雲原作竹田出雲､､並木千柳、並木千柳、三好松洛三好松洛､､延享三延享三（１７４６）（１７４６）年年

竹本座にて初演。竹本座にて初演。

13)1 3 )曲がりなりにも授業料をもらっている生徒を自分の忠義のために首をはね、曲がりなりにも授業料をもらっている生徒を自分の忠義のために首をはね、

露見を恐れてその母まで手にかけようというこの発想には露見を恐れてその母まで手にかけようというこの発想には､､現在の道徳から、現在の道徳から、

また教師という立場から、また教師という立場から、非難したくもなるのだがこれは歌舞伎の約束事と非難したくもなるのだがこれは歌舞伎の約束事と

してそういう内容面に関する批判は筋違いしてそういう内容面に関する批判は筋違い､､ということに一応ということに一応､､しておこう。しておこう。

14)14)『一の谷双葉軍記』『一の谷双葉軍記』並木宗輔原作、並木宗輔原作、宝暦元宝暦元（１７５１）（１７５１）年年､､豊竹座にて初演。豊竹座にて初演。
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15)15)『伽羅先代萩』『伽羅先代萩』松貫四、松貫四、高橋武兵衛、高橋武兵衛、吉田角丸原作、吉田角丸原作、天明五天明五（１７８５）（１７８５）年結年結

城座にて初演城座にて初演

16)16)『義経千本桜』『義経千本桜』竹田出雲竹田出雲､､並木千柳並木千柳､､三次松洛原作三次松洛原作､､延享四延享四（１７４７）（１７４７）年年､､竹竹

本座にて初演。本座にて初演。

17)17)原作ホメロス、原作ホメロス、アイスキュロスアイスキュロス､､ソフォクレスソフォクレス､､エウリピデスエウリピデス､､編集英訳編集英訳､､ジョジョ

ンン・・バートンバートン､､ケネスケネス・・カヴァンダーカヴァンダー､､日本語訳日本語訳､､吉田美枝。吉田美枝。

18)18)電話予約当日朝から夕方までリダイアルして、電話予約当日朝から夕方までリダイアルして、ようやくつながった予約係にようやくつながった予約係に

「一枚のみ残っております」「一枚のみ残っております」といわれ、といわれ、光速で光速で「お願いします」「お願いします」と叫んだ。と叫んだ。そそ

の夜はディオニュソスに犠牲獣をささげて感謝の夜はディオニュソスに犠牲獣をささげて感謝――とまでは行かず、とまでは行かず、ワインワイン

で祝杯をあげた。で祝杯をあげた。筆者はどうやら蜷川演出とは幸運に恵まれているようで、筆者はどうやら蜷川演出とは幸運に恵まれているようで、

２０００年三月の２０００年三月の『三人姉妹』、『三人姉妹』、四月の四月の『夏の夜の夢』『夏の夜の夢』ともに最後列の端の席ともに最後列の端の席

（つまり最後の一枚）（つまり最後の一枚）を獲得できたし、を獲得できたし、当日はすぐ横の通路で本人が見守って当日はすぐ横の通路で本人が見守って

いた。いた。

19)19)『女殺油地獄』　近松門左衛門原作　初演は享保六『女殺油地獄』　近松門左衛門原作　初演は享保六（１７２１）（１７２１）年竹本座にて。年竹本座にて。

20)20)定番であるが、定番であるが、この幕では最前列の観客は水しぶきから身を守るためビニーこの幕では最前列の観客は水しぶきから身を守るためビニー

ルシートを配布されている．ルシートを配布されている．なお２００１年九月歌舞伎座夜の部での本家なお２００１年九月歌舞伎座夜の部での本家

『油地獄』『油地獄』上演でもやはり観客席にビニールシートが配られていたが、上演でもやはり観客席にビニールシートが配られていたが、ビニービニー

ルが存在していなかった時代には客は甘んじてルが存在していなかった時代には客は甘んじて（喜んで？）（喜んで？）水をかぶってい水をかぶってい

たのだろうか。たのだろうか。余談ながら夜の部の同時上演作は余談ながら夜の部の同時上演作は『米百俵』『米百俵』で筆者は退屈しで筆者は退屈し

たが、たが、翌日翌日（九月八日）（九月八日）小泉首相が観劇し小泉首相が観劇し「感激した」「感激した」そうである。そうである。

21)2 1 )この日、この日、帰宅して夕刊を見ると帰宅して夕刊を見ると「仙台市で妻が夫をフライパンで殴り殺す」「仙台市で妻が夫をフライパンで殴り殺す」

という記事が掲載されていた。という記事が掲載されていた。２５００年の時間を超えて、２５００年の時間を超えて、日本とギリシア日本とギリシア

が筆者の頭の中で錯綜した。が筆者の頭の中で錯綜した。まさに、まさに、演劇は時代を映す鏡、演劇は時代を映す鏡、である。である。

22)22)このあたりのメネラーオスの三枚目ぶりはこのあたりのメネラーオスの三枚目ぶりは､､客席から失笑が漏れる。客席から失笑が漏れる。

23)23)ここはここは｢｢複式夢幻能複式夢幻能｣｣の形式の踏襲というべきだろう。の形式の踏襲というべきだろう。

2 4 )2 4 )この二人の近親愛を正面から扱った作品としては倉橋由美子この二人の近親愛を正面から扱った作品としては倉橋由美子『反悲劇』『反悲劇』シシ

リーズリーズ｢｢向日葵の家向日葵の家｣｢｣｢神々がいたころの話神々がいたころの話｣｣中央公論社が代表といえる。中央公論社が代表といえる。


