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少年よ、慟哭もてタイタスを救え
親滅すほどの大義はありや　III

藤田　敏明

プロローグ

「貪婪な虎、タモーラについてはいかなる葬儀も禁じ、たれであれ喪服を

まとうことはならず、弔いの鐘一つ鳴らすことも許さない。死体は野ざらし

にして獣や鳥の餌食にするがいい」

『タイタス・アンドロニカス』（１）最期のせりふは血塗られた作品世界の末尾

を飾るに相応しく苛烈であり救いの片鱗だに見せない。２００１年九月１１

日同時多発テロ以来、アフガン・イラクを始めとした戦乱に塗れたこの世界

には救済のないむごたらしさがお似合いなのだろうか。大規模な戦闘終結後

も続く自爆テロに対する威嚇として、捕縛されたサダム・フセインが口中を

探られる姿を全世界にさらし者にしたテレビ映像は、まこと「死体を野ざら

しに」するに等しかったともいえる｡

無論、救いのなさを現実として突きつけるというのも演劇の一つの手法で

はある。が、２００４年一月の蜷川幸雄演出は僅かながらでも救済の可能性

を探ろうとした。最後のせりふが終わった後、少年ルーシアスは「残忍な虎」

タモーラと「忌まわしい下郎」エアロンの間に生まれた「不義の赤子」を抱

いて舞台中央に進みいで、身も世もあらず泣き叫ぶ。何の説明もないがこの

号泣は作品内のあらゆる死者に捧げられるものであり、従って哀悼の対象と

してはタモーラ及びその息子たちなどの「敵」全てが含まれる。喪服もまと

わず鐘も鳴らさないが、しかし尚かつての敵を抱きしめ共に泣き叫ぶ少年

――これこそ和解が、そして救済の光明が見出されうる姿なのだ｡

｢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｣（２）

寺山修司の歌を｢大義、親を滅す｣という大時代的な慣用句に摘要させて変形

した｢親滅すほどの大義はありや｣なる表題で、筆者は２００１・２００２年

と舞台上における｢犠牲・献身｣を主題に幾つかの演劇について論じてきた。（３）
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２００３年四月イラク戦争が勃発し報復テロが続出し、それに関して｢戦争

の大義｣なる言葉が随分と流布され、さらには日本国自衛隊がイラクに駐留

するに及んで｢大義｣が何であるのかが問われようとしている（当初から実体

が極めて疑わしいものとみなされていたが２００４年九月の時点では「大量

破壊兵器」の所在は既に雲散霧消した感さえある）。

もとより筆者は｢大義｣の側に組するものではなく、｢大義｣ゆえに｢滅す｣事

を強いられる｢個人｣の側に立つ。それを大前提とした上で『タイタス・アン

ドロニカス』をテーマとし関連する幾つかの作品をヴァリエーションとして

対比させながら、演劇作品における｢犠牲｣の主題が如何に観客の心を動かす

かについて考えていきたい。空虚な｢大義｣が世界中で引き起こしている悲惨

な犠牲者の霊に祈りを捧げつつ。

１．家督争いの犠牲

テーマ：戦争の終結と皇位継承には生贄の儀式が必要とされる

『タイタス・アンドロニカス』の主題は生贄と復讐――そして考えてみれ

ばそれは２０００年の『グリークス』（４）以来、『オイディプス王』（５）『エレ

クトラ』（６）などのギリシア神話に、そして『ハムレット』（７）『リチャード三

世』（８）などのシェイクスピア劇に、蜷川幸雄が一貫して追求しつづけてい

るテーマである｡

開幕前、未だ観客が談笑しているロビーにはよろいかぶとや武器などの小

道具が置かれ役者たちが時々それを身にまとっては鏡に映している。ステー

ジ上でも役者は打ち合わせを繰り返し、ユニフォーム姿の演出助手や舞台係

も｢はい、そこの道具、あわせて｣などと打ち合わせをしている。時に役者が

｢アーーー｣と発声練習。｢通路は役者たちが通るので物を置かないで下さい

ね｣と、客たちに注意する者もいる。やがて巨大な雌狼の像――乳首を二人

の人間の子供、レムルス、ロムスに含ませているローマを象徴する白い像―

―が舞台中央に引き出される。狼とは言え、顔つきは優しく「慈母」と言っ

てもよいほどだ。このやさしい顔――異種の生き物に乳を与え育てる慈愛あ

ふれる姿は、やがて舞台上で男たちが繰り広げる血の惨劇と対比をなすこと

になろう。
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時は迫り｢開幕五分前｣｢三分前｣などの連絡がマイクで飛び交う。

｢ハイ、狼を一番において｣

これで舞台の準備が整い、｢スタート｣の声とともに悲劇が始まる。

冒頭はローマ皇位継承に関する二人の皇子の――サターナイナス、バシエ

イパスの権力闘争である。先帝の死後、皇位継承権を主張する二人に対し、

元老院議員が今一人の候補、ゴート族との戦争を勝ち抜いた英雄タイタスの

名をあげる。ローマの高官たちは一応歴史考証通りの白のトーガ姿である。

そして凱旋式が始まる。タイタスは、兵士、息子たち、棺にはいった二人の

息子の遺体――透明な棺の中の白い遺体で所々赤い血の筋が入っている――

そして鎖につながれたゴートの捕虜、タモーラと息子たちを引き連れて凱旋

する。この場面でタモーラの息子たちは上半身裸体で下は青、緑の腰巻姿と

いう「蛮族」衣装、タモーラ本人は黒一色をまとい、顔は頭巾で深く覆って

いる。

そして凱旋式に付き物の生贄の儀式――戦死した二人の息子の霊を慰める

ため、タモーラの長男を生贄として捧げると宣言する。母親は始めて顔を剥

き出しにして命乞いをするが、戦場で２１人の息子を失った父親は聞き入れ

ようとしない。ローマ軍司令官は敵軍女王のあごをつかんでその子の死を改

めて宣告する。死者の霊を慰め、国を安定させるためには生贄が必要なのだ。

息子は連れ去られ、血に塗れたその生首と片腕が投げ込まれる（この作品に

おいては、流血は全て赤い布、というより細長い紐によって表現され、生首

も透明な樹脂製の楕円体で、流血の記号とはなっているが視覚的には生々し

い残虐さは希薄になっている）。

役者の肉体はそれ自体が一つのメディアである。この時タモーラを演じる

麻実れいの姿に２０００年九月の『グリークス』におけるアンドロマケーの

姿を垣間見ることも出来る。ギリシア軍の「将来の安全」のために「禍根を

絶つ」べく、トロイア王家の幼い息子は城壁から投げ捨てられた。アンドロ

マケーには嘆くことしか出来なかったが、タモーラは復讐を心に抱く。

生首を抱いて悲嘆に咽ぶ母を尻目に、戦勝者たちの間では権力闘争が始ま

る。タイタスは元老院から皇帝候補者に推挙され、二人の皇子がそれぞれ自

分への支持を求める。タイタスは優秀な軍人ではあっても政治家ではなかっ

たということなのだろうか、弟から｢あなたが求めれば帝位が手にはいる｣と
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ささやかれたにもかかわらず、あっさりと｢先帝の長男｣サターナイナスを皇

帝に推挙する。彼の人格や業績など知ろうともしないで「長男」という事実

のみに重きを置くのは、軍司令官=軍人官僚としては唯一の選択なのかもし

れない。これが自分の没落の始まりとも知らず、客席にまで降り立って「皇

帝万歳」の唱和を観客一同に求める。これは『リチャード三世』でも観客を

ロンドン市民に見立てて使った手法であった。『リチャード』の時は「王位

を奪う」という野望がいよいよ達成されるかという前半最後の盛り上がりの

場面で、観客全員が「万歳」を叫ぶ気持ちになれたのに対し、ここでは拍手

しかえられなかった。

家督争いの犠牲；ヴァリエーション

２００４年一月２７日　半蔵門　『浮世柄比翼稲妻』

御家騒動の重宝紛失から忠臣が追放される

近年の国立劇場の歌舞伎上演は、初演以来上演機会のなかった長編狂言を

復活させるところに重きをおいており今回の『浮世塚比翼稲妻』（９）もその

１つであった。

主役の名古屋山三は、歌舞伎の世界では最高級の色男の代表格であり様様

な演目に登場する。その象徴がこの第二幕に現われる｢鞘当｣の場であり、実

はこの場面こそが｢恋の鞘当｣と言う言葉の語源となっている事に、たいてい

の観客は始めて気づくことになる。

『タイタス』冒頭はローマ帝国の継承権を主張する二人の兄弟の争いだっ

たが、この狂言もそっくり同じ始まり方をする。舞台は初瀬神社であり争う

兄弟は佐々木家の家督をめぐる佐々木桂之介及び額五郎。桂の介は次男なが

ら正室の子、額五郎は妾腹ながら長男、しかし親の法要には参詣しない。

主人公の山三は桂の介の近習であり、当然、桂の介の家督相続を望む。一

方、悪役の不破伴座衛門は額五郎の近習であり、主の相続を望んで画策をめ

ぐらせる。

どちらが正当か――実のところそんな基準はない。ただ歌舞伎の約束事と

して桂の介はすっきりした色男、対する額五郎はあかっつら=悪党メイクと
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されてしまっている。神社に来ているのは｢父の追悼の時期｣であり行動を慎

まねばならないにもかかわらず獣の皮の行縢をはいた｢遊猟支度｣で、鷹狩で

殺生をして山三に無理難題を言いつける（ただこの程度なら並みの馬鹿息子

で、廃嫡する理由にはならない）。無論、彼の家臣は主の家督相続をもとめ

ており、さらには｢額五郎をぶっ殺してお家横領｣をも狙っている――とあっ

ては被害者とも言いうる。玄蕃・不破はそのために「御家の重宝」を盗み出

すなどの陰謀をめぐらせる。したがって彼らが悪人であることはゆるぎない

事実として観客に突きつけられる。しかし彼らの忠義の対象については、本

来どちらが正しい相続者か基準などありはしないのだ。庶民にとってはどち

らでも同じ事、相対的な｢大義｣において忠誠心は、ならばどちらが美的か､

ということに絞られる。というより美的に｢見える｣方へと、観客の感情移入

は働く。

不破・玄蕃は奴又平を使って「御家の重宝」を盗み、その紛失の罪によっ

て山三を追放させる。しかし悪いことは出来ないもの、さらに罪の追い討ち

を仕立てようと山三・岩橋の恋仲を暴露するが、それに連動して不破自身の

岩橋への恋情まで表にさらけ出されてしまい、結果として両人ともに御家追

放、紛失した重宝を発見すればその効により帰参がかなうということになる。

実は山三にとっては父を殺した下手人詮議のためには宮仕えは不自由、浪人

を志願していたので渡りに船ということであった。

紛失した宝が発見されるまでは跡目争いは一旦休止ということになって

『タイタス』同様、相続問題は一段落。そして主人公（善玉であるが）が肉

親（息子ではなく父）の復讐を誓っている。ただし歌舞伎の幕切れは様式美

が必要、急に雨が降り出し山三と岩橋が相合傘、不破が｢うらやましい｣と悔

しがるところで(のんきなものだが)幕となる。

２．忠誠心と愛情　　

テーマ：国家への忠誠を示すためには親子の情を配して実子を殺す場合も

ある

サターナイナスはいきなりタイタスの一人娘ラヴィニアを妻にめとると宣

言し、タイタスもそれを「まことに身に余る光栄」と受け入れる。おや、彼
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女はバシエイナスの婚約者ではなかったか、と訝るひまもなくタイタスは戦

利品としてタモーラ一族を皇帝に差し出し、皇帝は彼女の顔を一目見たとた

ん、

「美しい人だ、全く、選びなおせるならこういう人を選びたい｣

と、一変する。確かにお人形のような真中瞳より凛冽な（息子を失ったば

かりである為、凄絶ともいえる）美をたたえた麻実れいのほうを選びたくな

る気持ちは分かるが、背後でラヴィニアの血相が変わるのは当然だ。が、彼

はそれに気づきもせず

「美しい女王、顔にかかる雲をはらい晴れやかな顔をしてくれ」

とかきくどく。ふと我に返り、先に妻と定めたばかりのラヴィニアに対して

「こういっても気を悪くしないな？」

と断わるのも白々しく

「はい、少しも」

答えが返るが「気を悪く」しているのは（少なくとも観客には）表情から

明らかだ。

ここから事態は急転する。バシエイナスが「自分のもの」としてラヴィニ

アを連れ去り二人の仲を知っていたタイタスの息子たちがそれを擁護、怒っ

たタイタスはなんと自分の息子を刺殺してしまう。

ここで「国家の法」と「家族の情愛」との二項対立がある、といってよい

のだろうか。ラヴィニアとバシエイナスの「婚約」が正式に承認されていた

かどうかは不明だし、たとえ一般的にそれが認識されていたにせよ、父であ

るタイタスが皇帝に娘を差し出したとき、自動的に婚約は解消されたといっ

てもよいかもしれない。タイタスにとって何よりもローマ帝国の安泰が大事

というのなら（そのために戦場でこれまで２１人もの息子の戦士を見てきた

というのなら）それを脅かす息子たちの行為は反逆であると同時に死んだ兄

弟たちへの裏切りであるとも言える。あるいは彼の心情にとってはローマ国

家、あるいは皇帝への忠誠心に比べれば、息子への愛情など無に等しいとい

うのか。いや、そのような細かな分析をしている余裕もなく、要は

「おれに恥をかかせた」

怒り故というのが一番正しいようだ。

この上演の数日前、１５歳の息子を監禁・食事を与えず餓死させる寸前に
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まで追い詰めたとして父と義母の二人組が逮捕されたのは現代の日本で

ある。

彼の怒りは収まらず、息子の埋葬さえも許そうとしないが、他の息子たち

や弟の仲介によってようやく許可する。そうしている間に、気がつけば高み

から皇帝サターナイナスと、その妃に収まったタモーラが彼らを見下ろして

いる（タモーラは純白の衣装になっており、息子たちも白い上着を与えられ、

虜囚の記号は取り去られている）。妃にするはずだった娘を土壇場で連れ去

られて面子をつぶされた皇帝（つまりは「ドタキャン」され大恥をかかされ

た振られ男）はタイタス一族を罵るが、タモーラが（無論、後の悪謀をたっ

ぷり含んだ上で）とりなし、タイタスは彼女に反逆者扱いされずにすんだ礼

をいわなければならなくなる。

どこでボタンを掛け違ったのか？　幕切れで、タイタスは息子をさらに一

人失った上に戦勝将軍としての恩賞さえも与えられずに、皇帝の機嫌をとる

ために翌日の狩りを提案する。その狩には、彼ら一族を破滅に導く罠が仕掛

けられることになる。

忠誠心と愛情；ヴァリエーション

『浮世塚比翼稲妻』

忠義も親も誓いも愛には勝てない

「犠牲・献身｣の主題が濃く現われるのは第一幕、山三浪宅の場である。

山三が浪人している破れ長屋に借金取りが押しかけるが、借金は山三が入

れ揚げている葛城花魁（恋人である岩橋が失職後に転職した姿）の「着物代

３０両」｢櫛笄諸々で２８両｣など。浪人の身でどうすればそんな借金が出来

たものだか不思議である。｢そんなものに払う金があるならたまっている家

賃一年分を｣という大家の愚痴ももっともだ。

山三は｢それについては全て下女のお国に任せてある｣とのんきなもの。下

女を雇う賃金のほうが心配になる。やがて帰って来たお国は

「そのようにお急ぎなさらないでもあげるときはあげますぞえ」

とやわらかくかわそうとするが、山三が

「こりゃ、国、何も町人どもにわびることはない、もっと威張ってやれ」

少年よ、慟哭もてタイタスを救え



－78－

と言うとあっさり態度を変えて、

「これこれそこな掛取りども、今日は当家不如意によって都合が悪い、今

日のところは立ち返れ」

と、客も大笑いする口八町の挨拶で借金取りたちを煙に巻く。

そのうちに雨が振り出しボロ家は雨漏りとなる。山三は

「こりゃ家主、この雨漏りが目に入らぬかこのような家を貸し付けて家賃

を催促とは不届き至極、容赦はないぞ｣

借金取りたちをこき使って雨受けに盥をつるし、その下に横になって吉原

の禿
かむろ

に

「こりゃ、足をさすってくれ｣

ここまで来ると大物なのか馬鹿なのか、これでは借金取りも出直すほかは

ない。

お国が山三に恋心を抱いているのは誰の目にも一目瞭然、曲がりなりにも

それを隠しているふりをするのは、お国の顔にあざがあるゆえの負い目であ

る。山三に隠れて山三と絵姿を見比べるお国の表情が全くいじらしい。

雨漏りの襤褸長屋に、山の情人・岩橋＝葛城太夫（お国と早変わりで二役

を演じる）が花魁道中で乗り込んでくるという歌舞伎独特のアンバランスな

騒動となる。彼女は敵の動向を探り、紛失した重宝の行方を見定めたようで

ある。

宝を取り戻すため吉原に出かけようとする山三の髪を（家賃はなくても吉

原にはいくのが歌舞伎の｢いき｣である）お国が整える。鏡を避けてぎごちな

いのを咎められると

「醜き私の顔があなたの鏡に映るのも勿体のうございます｣

隠し持っていた似姿を発見され驚く拍子に袖がめくれる、腕には｢旦那様

命｣の彫り物。これに対しては男は

「かわいいやつよのう」

というしかない。

そうして二人が奥の部屋にはいり帯を解いている間に又兵が登場し、

「金目のものは｣

と探る。お国の帯を引っ張ると娘が登場、

「ほんまにおまえと言う人は、あさましいお人じゃわいなあ｣
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と責められる。その面目なさに

「ふっつり悪事は止める、その代わり俺が頼み、聞いてくれるか」

という事で、悪事をやめる・頼みを聞くという誓いを立てるが、その誓いに

際してなんと先ほど毒酒を入れたお神酒の酒を飲んでしまう。

それにもきづかず、

「この酒、山三に飲ませてくれ｣

山三を毒殺しようとしてその実行をお国に迫る。

「親を大事と思うならおれの寝覚めのいいように、キリキリ毒を飲ませて

くれろ」

まず親への「孝行」を盾に迫る。お国が

「ええ、情けない、現在お主に」

と「忠義」の原理を持って拒むと、

「でも、わりゃ誓いの神酒を飲んだぞ」

今度は神への誓約という個人的倫理原則で迫る。

ここで歌舞伎にお定まりの「誓いを破るか」「さあそれは」「毒を飲ますか」

「さあそれは」「さあさあ」という場面となる。

もちろん一般的道徳から行けば毒酒を飲ませて殺人などという行為が許さ

れるはずはない。また歌舞伎の構造からいけば、父の旧主である伴左衛門に

お国もつかねばならないはずであるが、ここではその定法があっさりと破ら

れている。お国が従うのは「忠義」ではなく自身の愛情だからだ。

毒酒が回って二人とも半死半生での立ち回りとなるが結果的にはお国は父

親を殺すこととなる。彼女の山三への愛が純粋だからこそ、客は彼女一人に

感情移入し｢父殺しの大罪｣という感覚は持たない。

実はこの場面で山三が登場しないのは（広大な屋敷ではなく狭い長屋なの

だ）不思議としか言いようがない。はっきり言って毒で弱った又平相手なら、

山三なら片手で切り伏せることができるはずである。だが、山三は又平がよ

うやく息耐えた直後に次の間から登場、葛城花魁に会いに行くための濡れ燕

の小袖に着替えている。

「こりゃ、明かりが消えたか、水を一杯汲んでくりゃれ」

何を能天気な――いくら暗くても大立ち回りをしでかした直後の気配に気づ

かないはずがあろうか。観客の不審を尻目に、山三は水を一口飲んだだけで
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「ああ、もう飲めぬ、捨ててくりゃれ」

お国はその茶碗から一口含み

「これが末期の」

彼女にとっては三三九度の杯でもある。山三は編み笠を取り、

「ふとした事から新枕、好みの大事にそなたを残して」

「お気の結ぼれ、解けるは廓の」

「あの葛城は一夜妻、内に残すは宿の妻｣

「そのお言葉があの世へ土産｣

「思えば不憫な｣

と、山三が門を出て花道にかかったところでお国は息耐える。これでよいの

か、お国の献身は山三には全く知れぬままで終わってしまうのか。いや、ひ

と言でも｢妻｣と呼ばれたからには、彼女の犠牲は十分報われたことになるの

か。それにしても山三は一体どこまで鈍感なのだろうか。

「――よう留守せえよ」

花道で片手を上げて拝む形を見せる山三――やはり彼は単なる能天気ではな

く、全てを知っていたのだ。父親との争いの中にわざわざ出て行かなかった

のはいずれ彼が手出しせずともともに毒によって息耐えることが分かってい

たからであり、彼が父の正体を知ってしまったと分かれば死に行くお国の心

が蝕まれるからだ。暗闇の中気づかぬふりをして水を頼んだのも、お国と杯

を交わすために他ならなかった。

この芝居の大詰めであるが、山三と伴左衛門とが｢鞘当｣のパフォーマンス

を繰り広げ、さていよいよきりあいになって――というところで急に茶屋女

房お梅（これも、お国・葛城太夫と同じ役者がはや変わりで演じる）の仲裁

がはいる。二人が白刃を交えたところに上から着物を投げかけて三者が顔を

見合わせ見得を切るのは後にあげるが『三人吉三巴白波』（１０）と全く同じ構

図になっている。留めのせりふが

「どちらにお怪我があろうともいずれも様がご心配｣

歌舞伎独特の美意識――人気俳優どちらが舞台で殺されても贔屓の観客が

不満になるのでとりあえず勝負を決せぬまま分かれろというしきたり。ここ

でせりふは作品内世界をこえて劇場全体にはみ出す。｢お客様のご満足｣が演

劇人にとっての最大の｢大義｣なのだ。
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しかし「物語」として、このまま終わってはお国の霊が浮かばれないので

はーーと思う客もいるだろう。確かにそれは事実であって、上演こそされな

いが原作においては葛城太夫＝岩橋が実は伴左衛門と兄弟であることが判明

しそれを悔いて自害。最後には山三が伴左衛門を倒すということになる。お

国と岩橋=葛城太夫の山三への献身はストーリー上でも又舞台上の場面とし

ても（同じ役者が演じているゆえ）報われるのだ。

３．復讐する女

テーマ：復讐を誓えば流血は過激の一途をたどる

エアロンの造形はなんといっても権謀術数をめぐらして他者を陥れ罪の意

識を持たないと言う、イアーゴやリチャードにも合い通じる純粋悪の魅力と

言うことになろう。彼は先ずラヴィニアをめぐって――というより彼女への

欲望をめぐって――争うカイロスとディミートリアスの兄弟に割ってはい

り、両人の欲望を（愛ではない）遂げる策略を提案する。

争う二人を一人が止める――どこかでみた、どころではない、先に述べた

『浮世塚』「鞘当」の仲裁場面であり『三人吉三』大川端の留めどころそのも

のだ（蜷川が歌舞伎に多くの場面を負っている事は周知の事実である）。

彼の策謀が効を奏し狩りの途中の陰惨な殺戮となる。バシエイナスを殺し、

さらにラヴィニアを強姦しようと迫る息子たち。ラヴィニアはタモーラに、

そして男一人一人に懇願するがこの作品内にあって救済の懇願はまず受け入

れられることはない。慈悲の心は最後まで明かされずタモーラは息子たちの

復讐を遂げる。

レイプされた挙句、舌と手首を切り取られたラヴィニアは、その記号とし

て袖口と口から赤い紐をたらしながら草原を彷徨する。レイプ犯の二人は裸

体で下半身に（ラヴィニアを犯した）血を著す紐をたらす。

「その舌で喋れるなら喋るがいい」

「書くがいい、その切り株で書けるなら」

と声をかけるが体中が（そして声も）震えているのはやはり罪の意識にお

ののいているからだろう。嘲笑の言葉が過激なのは、自分たちの罪を意識す

るからこそ、それを覆い隠すために余計に邪悪さを露骨にしているといえ
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よう。

やはりこの上演の時期――新聞配達員宅でダンボール箱に入れられた女性

の遺体が発見された。金銭目当てで一組の男女がこの女性を監禁、連日暴行

を加えさらには「腕立て伏せを強要していた」という。自らの悪を意識すれ

ば普通の人間は苛烈な行為を思いとどまる。が、中断できない――取り返し

がつかないとき――邪悪な行為がエスカレートしてしまう場合もある。

復讐する女；ヴァリエーション

２００４年一月２７日　夜　上野　『バヤデルカ』

捨てられて黙っている女ばかりではない

女二人に挟まれて能天気な男――名古屋山三もしかりだが『バヤデルカ』（１１）

におけるインド（と言うにはいささか抵抗がある「ヨーロッパにとっての異

郷」としてのインドだが）の騎士ソロルも相当なものである。彼をはさんで

三角関係になる女性は王宮の舞姫ニキヤと王女ガムザッティ。

冒頭は宮殿の奥――聖火が灯り奴隷が灯を見張る。部下を従えた大神官の

入場。そして舞姫ニキヤの登場――ニキヤは奴隷たちに哀れみを示す。大神

官はニキヤに恋慕の情を表す。神に仕える身が不届きものーーとは断らない

が、ニキヤの心が騎士ソロルにあることはすぐに判明する。そして神官が振

られ男となってニキヤとソロルの踊りとなる。このあたりは岩橋を巡る山

三・伴左衛門の三角関係と瓜二つの展開で、まあ男と女のこの種の関係の描

写はどこでも一定のパターンがあるものだ。

第二幕において三角関係は逆転する。ソロルに対して王女ガムザッティと

の結婚が決まる。王の決定であるゆえこれは断れない。ニキヤは当然驚く。

そして嫉妬――というより激情の余り王女に向かって短剣を振りかざし取り

押さえられてしまう。反逆罪といってよいがニキヤの頭にはそんなことは存

在しない。相手が王女だろうとなんだろうと自分の男を奪った女、それだけ

なのだ。

ガムザッティ親子の陰謀で（王家としては、姫に対して未遂とは言えナイ

フを突きつけた婿の｢元愛人｣という不安因子を消すことは王家安泰のために

当然の処置だといえるのだろうが）躍りの最中毒蛇にかまれたニキヤは、毒
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消し薬を差し出した大神官を敢えて振り切り、死を選ぶ。彼女は自身の死に

よって、ソロルの、そして王国の未来に安定を与えたのか――そういうわけ

にはいかない。

第三幕、ソロルの夢の中に｢影の王国｣が現われる。上段から一人一人静静

と登場し、やがて三十名以上のコール・ド・バレエとなる。全員の動きがあ

っていなければならないが、途中で一人でも二人でもバランスが崩れると観

客は失望の吐息を漏らしてしまうことになる。

やがてニキヤ一人がちらりと姿を見せすぐさま引っ込む。ここでソロルガ

踊るのは｢魂呼び｣の儀式というべきだろう。それが効を奏して、ニキヤは全

身をあらわし、二人はめぐり合い、グラン・パ・ド・ドウーとなる。二人が

長時間コンビネーションで踊るのは全幕を通じて、最初で最後であって（第

一幕ではほんの僅かな時間だった）最大の見せ場である。ニキヤもソロルも

この場面では十分に身体も伸びジャンプも高く、しなやかに踊っていた。

｢影の王国｣のコール・ド・バレエとも息があっておりこの場面では観客も惜

しみなく拍手を送っていた。

夢から覚めた後、ソロルは何事もなかったかのようにガムザッティとの結

婚式に赴く。

献身的な日本のお国ならこれを笑顔で見守るのだろうが、こちらでは逆だ。

結婚の喜びに踊る二人の背後で、いつのまにかニキヤの霊が踊っている。

が､二人はなかなかそれに気づかない。ガムザッティがもらった祝福の花束

を、踊りの間にニキヤが掠め取っていく。二つ、三つ、四つ――王の前で花

嫁花婿はベールで結ばれるが、その背後からニキヤの霊が花束を振り掛ける。

それは祝福ではなく既にのろいの道具と化している。驚く二人――ようやく

ソロルはニキヤの存在を認識したがもう遅い。退くニキヤをソロルは追いか

けようとするが、落雷と同時に王宮は崩壊、ソロルは（そして王家の人々も）

息絶える。後には、愛を失った大神官が聖なるともし火を前に呆然としてい

るばかり。ニキヤの恋を踏みにじった結果は最終的に王国全体の滅亡となっ

てしまう。個人を踏みにれば、相応の報いがあるのだ。
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４．手を切る

テーマ：国への忠誠が裏切られたとき、個人的復讐が大義と化す

無残な姿のラヴィニアをマーカスが抱いて悲嘆に暮れる場面に引き続い

て、今度は皇帝殺害計画の罪でタイタスの二人の息子たちが連行され、タイ

タスは元老院議員たちに命乞いを懇願する。ここにおいてタイタスの立場は

第一幕におけるタモーラの立場と完全に逆転する。自ら犯した罪になされた

復讐――しかしその「罪」も、それに先立つ息子の死を購うためのものであ

り、さらにはローマへの忠誠心ゆえであったのだ。

「この老骨を哀れんでくれ、貴方方が安眠している間、危険な戦争に若さ

の全てを費やしたのだ。｣

議員らはひと言も語らず冷たく彼を突き放すばかり。｢安眠をむさぼって

いた｣政治家たちはそれゆえ無慈悲に兵士の命を使い捨てするのだ。

「２２人の息子たちの種に私はないたことがない、みな高い名誉の床で死

んでいったからだ。だがこの二人のためには、私は心の底の悲しみを記し、

魂から湧き出る嘆きの涙を注ごう｣

彼の発言にも実は矛盾がある。本来、息子が死んだときの親の嘆きは同等

であるべきではないのか。この期に及んで彼にとっては未だ｢ローマ｣｢帝国

の安寧｣が大切なのか。

「父上、護民官たちは一人も聞いてはいません｣

護民官と言うものは、国家の安定を維持するための執行機関に過ぎない。

だからこそタイタスは彼らが通り過ぎた後も路上の石に語りかける。

「石ころはおれの悲しみに答えることは出来ない、それでも護民官よりましだ」

口を利かぬ石のほうが人間よりコミュニケーションがとりうるという矛盾。

ただ一人健在な息子、ルーシアスはローマからの追放刑に処せられる。そ

れに対して

｢何という幸せものだ、お前は助けられたのだ、ローマは虎が跳梁跋扈す

る荒野だ｣

といった時、タイタスの中にはローマの｢大義｣に対する疑問がきざしてき

ているのかもしれない。

国が安定するためにはどれだけの犠牲がなされねばならないのか――どれ
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だけ「理不尽な」犠牲が払われねばならないのか。戦争で死ぬのと無実の罪

で殺されるのとどちらが「理不尽」なのか。「名誉の戦死」なら救われると

いうのは身勝手な男のみの論理ではないのか。

そしてそのタイタスの目の前に無残なラヴィニアの姿が突きつけられる。

「この手はローマのために戦ったが無駄だった｣

個人の努力に、国は報いてはくれないのだ。貪欲に利益を吸収するのみ。

「よかったな、ラヴィニア、両手がなくなって。ローマに尽くす手など、

あるだけ無駄だからな｣

悲嘆に暮れるタイタス一族にさらに追い討ちを掛けてエアロンが皇帝の意

思を伝える。

「一族の誰でもいい、片手を切り落として陛下に献上しろ、そうすれば息

子達は生かしたまま返す｣

父、息子、叔父の三人が手を切り落とす犠牲者役を取り合って争う。

「無数の敵をうち倒した父上の尊い手を渡すわけには行きません｣。

「二人の手のどちらがローマを守らなかったというのだ、私の手はずっと

怠けてきた｣

息子、弟の主張にうなずいたと見せたタイタスは、二人が一時退場したす

きに

「お前の手を貸してくれ、おれの手をやる｣

左手首を切り落としエアロンに手渡すが、この犠牲が実を結ぶことはない。

やがて訪れた使者は息子二人の首と彼の手首を差し出し、

「閣下のお嘆きはあちらでは慰みの種｣

と同情する。マーカス、ルーシアスが嘆きの涙――タイタスは雌狼の台座

に突っ伏し、やがて笑い声を上げる。

「なぜ笑う。こんなときに場違いです｣

「流す涙はもう一滴もないからだ。｣

そしてここからタイタスの――あるいは彼の一族の――「大義」はローマ

国家への忠義から個人的復讐へと大きく方向転換する。

「この二つの首はおれに話し掛け、脅しているようではないか、このよう

な悪行の全てをその元凶の咽喉元に突きつけてやるまでは、お前に二度と幸

せは訪れないと｣
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無論、二人を死刑に処したのは（その背後にどのような陰謀があろうとも）

ローマ国家であり皇帝である――とすると、ここで彼にとって最早｢ローマ

の大義｣は意味がなくなっていることになる。当然だろう。捧げたものに対

して報われた結果が悲惨すぎる。

「お前は、ルーシアス、追放の身だ、ここにいてはならん、ゴートの国へ

いき、そこで兵をあげるのだ｣

かくて忠節の英雄は完全にローマ国家に対する――あるいは現皇帝体制に

対する――反逆者となる。手を切った結果、国家に対して「手を切る」こと

になるのだ．

タイタス一族は「必要な体力をつける」ために食事をするが、その場面で

はタイタスは狂っているのかそれとも正気なのか、判然としない。

マーカスが蝿をつぶし

「たかが蝿です」

というと、タイタスは

「たかが、だと？その蝿に父や母がいたらどうなる？」

問いかるのだが、「たかがア」「どうするウ？」という、コント調のイントネ

ーションであるため、客席からは思わず笑いが漏れてしまう。皿で頭を殴り

つける音（擬声語なら「ポカン」「カポン」と表記されるような）がまたさ

らにコントを思わせる。おそらくこれは意図的な演出なのだろう。もちろん、

「リア王」の狂乱の場面でも憐れな中に笑いが混じるのであるからそれはそ

れでよいのかもしれないが、怒りの持続を期待していた観客にとっては相応

しくない場面に思えたかも知れず、賛否分かれる場面ではある。

手を切る；ヴァリエーション

２００４年一月２７日　半蔵門　『戻橋』

２００４年二月９日　木挽町　『茨木』

切られた手は国家への反逆の証となる

タイタスは権力体制側による権謀術数によって手を切り落とされ、それを

契機として権力に対する反逆を自身の大義とした。同じ「手を切る」にして
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も、最初から権力に「まつろわぬもの」と認定されているものの場合、その

反逆者のアイデンティテイが認定されると自動的に手を切り落とされる場合

がある。歌舞伎舞踊『戻橋』（１２）における鬼女である。

源頼光、及びその四天王による鬼との戦いの主題には様様なヴァリエーシ

ョンがある。『戻橋』で愛宕山の鬼女と戦うのは内裏の警護者渡邊綱であり、

両者の戦いの場所は京都一條戻橋――都と地方、王城の地といまだまつろわ

ぬ民の住む蛮地、そしてこの世とあの世との、「橋」は境界線である。

綱は主の恋の文使いで、郎等二名を従えて戻り橋に差し掛かる。そこへ通

りかかる一人の女性。

「妖怪変化の取りざたに夜に入っては表を閉ざし男子さえも通行せぬに女

子の来るはいぶかしし｣

身構えるが、彼女はやはり恋の使いの最中、伴のものにはぐれて一人夜道

が怖いと嘆く。そこで綱は同道を申し入れる。月に照らされた姿は美しいが

水面に映る影は怪しい。彼女は彼の名前を言い当て

「恋をする身は余所他の事まで存じておりまする｣

と彼への恋情を打ち明けて恋の踊りを踊るがついに綱は正体を見破る。

「月の光に映りたる影はまさしく鬼形なり。いで本性を顕せよ｣

と追求すれば鬼女はついに正体を暴露する。

「悪鬼の起こす黒雲にそこかとばかり宮柱、北野の神の鉾杉に、魔界の響き

どうどうと、火炎の光煌きて」

鬼女は風雨・稲妻・雷を操り、

「我は愛宕の山奥に幾年すみて天然と業通得たる悪鬼なり」

自然を味方につけて権力と対抗する。

「この上はなんじをわが住処へ連れ帰らん」

鬼女は綱の襟髪をつかんで黒雲の中へ連れ去ろうとする。綱は必死に抵抗し

もがいた末に両者は北の天満宮の社殿屋根に降り立つ。神社の境内ではさす

がに鬼女の魔力は弱められる――綱は破風へ飛び降りざま鬼女の右手を切り

落とし、両者が見合って幕となる。

戦い終わってどちらの力が強かったといえるだろうか――片手を切り落と

すことが出来たのは綱の僥倖、どうやら鬼女の方が力は圧倒しているようで

ある。もっとも鬼女が霊力を使っているのはあたりまえで、人間である綱が
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互角に渡り合ったことをたたえるべきなのだろう。

『戻橋』公演自体はここで終幕になるのだが、実は鬼女は念の言ったこと

にこの切り取られた手を取り返しに権力者の中枢に赴く。歌舞伎舞踊『茨木』
（１３）は後日談である。前回は妙齢の美女だった鬼女は、今度は綱の伯母・真

柴に変身して綱を訪問する。彼は鬼女と戦ったゆえ「物忌み」として彼女に

対面しようとはしない。古代の人々にとっては人情よりその種の「恐れ」の

ほうが優先される。悪鬼に接触した場合はその穢れがはれるまで公的活動を

一切停止するという決まりは、古代社会が自身の制度を防衛するために作り

出したルールなのだ。しかし真柴が余りにも嘆きをあらわし今日対面できね

ば今後終生あわないとまで言い募るにいたって、やむを得ず彼女に対面する

事となる。人間としての情に負けて「物忌み」を破るのは即ち社会のルール

を破ることに他ならず、鬼女はまたも自然を味方にして嵐を巻き起こす。本

来の姿に戻って自分の腕を取り返し、雷鳴に合わせて姿を消す。愛宕山の鬼

女=茨木童子=自然は権力によって作られた平安京――「都市」に対して反逆

し続ける。そして権力側は一時的にそれを｢払う｣のみであり、その力を壊滅

させることなど出来ない。

手を切る；ヴァリエーション

２００４年二月１日　木挽町　『三人吉三巴白波』

切られた手は個人の結びつきの証ともなる

「手を切る」とは普通の日本語では「縁を切る」ということに他ならない。

タイタスの場合も鬼女の場合も、それは同じだ。しかし時には「手を切る」

事によって結びつきを深めることもある。先に「鞘当」でも触れた『三人吉

三巴白波』大川端の場面だ。

お嬢吉三・お坊吉三が百両をめぐって切り合いになったとき、和尚吉三が

留めに入り、金を挟んで三人顔をあわせてのみえとなる。

「退いた、退いた」

「いいやのかぬ、のかれねえ」

と応酬があるのは「鞘当」と全く同じ、そして両人から事情を聞き出し和

尚が出した解決策は
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「その百両、お嬢が５０、お坊が５０、半分にわって、おれにくんねえ、

その代わり、おれの両腕、切ってそれぞれ渡す」

二人の吉三の

「どっちに怪我があってもなんねえ」「命の身代」として、和尚が自分の手

を切ってわたすというのであるから、手が命の身代となるという意味では

『タイタス』と全く同じなのである――が、ここでは二人が納得で引くため、

実際に手が切断されることはない。

ではあるが、三名はここで義兄弟の契りを結ぶことを決断し、その証とし

て、切り落としはしないまでも片腕を少々傷つけて血をとって「兄弟固めの

血杯」を交わす。そして、この兄弟の契りが、やがては和尚の妹と弟二人の

首を切ることにつながっていく因縁となるのであるから、廻りめぐれば、こ

こで切り落とされない手の代償が妹弟二人の生首となるともいいうる。

５．首を切る

テーマ：純粋に悪に徹した個人は国家権力を平然と欺く。

タモーラとエアロンはタイタス一族をいたぶるばかりでなく皇帝に対して

も不義密通と言う反逆をなしている。しかし悪事はおのずから現われる．タ

モーラが生んだ息子はエアロンの血を引いて肌の色が黒い。エアロンの息子

――自分の息子でもある「禍の種」を、

「おきさきさまは、短剣の切っ先で洗礼を施せとお命じだ」

ここではタモーラはわが身（と、既に育った二人の息子も含めて）かわいさ

に生んだばかりの新生児の殺害を命じる。再び麻実れい主演の『オイディプ

ス王』が連想される。イオカステは預言を恐れてわが子に死を命じた――し

かしそういう子は運命によって生き残り親に禍をもたらしてしまうものなの

だ。

エアロンはライオースとは違い自分の子供を守り抜く道を選ぶ。

「二人きりなら秘密はばれぬ、だから消しちゃえ三人目」

ただし手段は相変わらずえげつない。先ず証人である乳母を殺害、さらに

新生児を取り替えて皇帝の目をごまかそうとする。

「皇帝には自分の子だと思わせて膝の上であやしてもらいましょう」
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権謀術数を使い、法の網を潜り抜け皇帝すら騙す悪人――しかし我が子を

救うためではあるのだ。第一幕で皇帝の理不尽な命令に従うために息子を切

り殺してしまったタイタスに引き比べると人の情愛としては至極まっとうと

いえないだろうか。「大義」を振りかざしていたタイタスよりも自己の欲望

に忠実にしたがっているエアロンのほうが人の親としては正しいと言う逆転

の構図がここで現われる。さらに彼はこの子をゴートに隠そうとしてゴート

軍に捉えられ策謀が露見してしまう。劇中僅か一度示した人間らしい情愛が

破滅のもととなるのだ。

タイタスの息子ルーカスもゴート軍に身を投じローマに対して公然と反逆

する。彼にとっては「ローマの大義」という価値はどうなのか。第５幕冒頭

ゴート諸侯の先頭に立って彼は

「民衆は皇帝に激しい憎悪を抱き我々の到来を一日先週の思いで待ちわび

ている｣

といっている。ならば彼は現在のサターナイナス体制に反しているだけでロ

ーマ自体に対する忠義はあるのか。しかし同じせりふの中で

「ローマによって僅かでも危害を受けたものは三倍にして恨みを晴らせ｣

ともいっている。ここでは敵は｢ローマ帝国｣そのもののように見える。

彼の骨身にローマへの忠誠心が染み付いていることも事実なら、その忠義

が無残な裏切られ方をした恨みに焼かれていることも事実だろう。終幕に至

るまで、彼自身にも結論はつけられないのかもしれない。

ゴートの騎士たちの反応はどうだろう。

「お父上の名はかつて我々の恐怖でした、しかし今は頼みの綱｣

実際、武将・軍司令官は敵が憎くて戦っているわけではない。であるから

こそ優秀な将軍は（コリオレナスなどもその例だが）かつての敵軍にも迎え

られる。

「裏切り者のタモーラに復讐を遂げます｣

タモーラ一族も皇后になったときから手のひらを返すようにローマ化しゴ

ートを省みることがなかったのだろう。彼らが権力の座を得たとき自身の快

楽のみにおぼれずローマ・ゴートの融和に心を砕いていたら、ローマ宮廷内

での争いはともかく二国間の平和は保たれていただろうに――しかし彼らの

人物造形においてそれは望むべくもない。そうしてまた戦争が起こり兵士た
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ちと民衆の無駄な血が流れる。

ただしこの作品においては「戦争」はあくまでも個人の復讐のための道具

でしかない。ゴート軍の包囲により苦境におちたサターナイナスはタイタス

に交渉を依頼する。使者にたったタモーラの二人の息子達はタイタスが狂っ

ていると思い込んで仮面劇でたぶらかそうとするがそれを逆に疲れて囚われ

てしまう。

「おれは貴様らの骨を引いて粉にし、貴様らの血を捏ね上げて生地を作

る。その生地でパイの皮をこしらえ、貴様らの恥知らずな生首を中身にし

て二つのパイを焼き上げ、あの淫乱女に、貴様らの恥知らずなお袋に食わ

せてやる」

聞いただけで背筋が凍るようなせりふ――そしてこの宣言どおり兄弟の首

は切られることになる。

首を切る；ヴァリエーション

２００４年二月１日　木挽町　『三人吉三巴白波』

親兄弟の情と義理が複雑に絡み合いついには肉親の首を切る

『三人吉三』後半において和尚吉三はやはり首を切ることを宣告する――

敵に対してではなく血のつながった実の弟と妹に対してであり、復讐ではな

く犠牲に捧げるためである。

第三幕吉祥院の場面、吉三義兄弟は逃亡中であるが既に指名手配が江戸中

に行き渡り、逃れられぬ状況にある。捕り方は和尚に対して「お嬢お坊両名

の首を差し出すなら罪を免じる」と宣告する。この時点でお坊は和尚の父・

土左衛門を殺したことが判明し、お嬢・お坊は自分の生命を投げ出して和尚

を救おうとし、和尚は逆に両名を救うため自身の弟・妹の首を身代りに差し

出そうとする。

お嬢・お坊が刺し違えようとする間際「待った待った」と（第一幕の裏返

しのように）現れる和尚は白布に包んで二つの生首を抱えている。第一幕で

腕を切って流した血の義兄弟の契りが優先して実の兄弟の情を殺したことに

なる。

「罪で穢れた俺たちの身代りに穢れない兄弟を殺すとはなんとむごい」
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と言うお坊の驚きももっともだが和尚は「殺してやるが情け」と裏の事情

を語る。実は二人は兄妹であったが、それをしらずに男女の愛を交わすとい

う「畜生道に落ちた」。そしてそれは父親が昔盗みをしたとき孕み犬を殺し

たたたりと言う親の因果――親兄弟の情を犠牲にして肉親を殺害するに至っ

たのは、彼が義兄弟の契りを優先するからだけではなく「親の悪行」の重み

に打ちひしがれているゆえである。「悪いことは出来ねえなあ」という最も

素朴な因果応報の原則――それは無論彼ら自身にものしかかる。彼らの悲劇

的運命は結局は「個人の罪」の紡ぐ意匠なのだ。

偽首を差し出してとりあえずは別れ、そして最終幕、雪の降りしきるやぐ

らの場面で三人は再会する。彼らの行く末は切り死にで終わらざるをえない

だろう。個人は国家権力に対しては無力ではある。しかし江戸歌舞伎は、

華々しい舞台上で捕り手たちと対峙したまま三人が見得を切るという終幕を

選ぶ。一つには観客の贔屓に役者を舞台上で死なせないため――又一つには

庶民である観客たちが国家権力の勝利を認めたくないがため。それは観る者

と演じる者双方が選択した美意識に他ならない。

６．カタストロフ

テーマ：権力者たちの争いは一人を除いて全滅と言う運命をたどる

「和解」のための皇帝・タイタスの食事――だが食事の中にはタモーラの

息子たちの生首が仕込んである。

「あの二人が娘の舌と手を切り取ったのだ」

この場面でなぜタイタスはラヴィニアを殺してしまうのか。殺したほうが

いっそ慈悲というのならば、彼女が暴行を加えられた直後こそ相応しかった

のではないか。辛い日々を生き長らえさせたのは、幸せを回復させるためで

はなく敵の血を水盤に受けさせ、血で練ったパイを捏ね上げるためだったの

か、それでは結局彼女は復讐のための道具でしかなかったのではないか。

などといぶかしんでいるひまとてない。

「二人を引き出せ」

「二人ともそこにいる、焼かれてパイの中にな、お袋が今うまそうに喰っ

たばかりだ」
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タイタスはパイの正体がタモーラの息子たちの首であることを暴露し、余

りの衝撃に口を抑えるタモーラを刺し殺す。

「狂ったな、下郎、よくもこんなことを」

サターナイナスは衝撃の中で自分の行為の意味もわからずタイタスを刺し

殺す。それは

「自分の父が殺されるのを黙ってみていられると思うか、血には血を、死

には死を、これが報いだ」

ルーシアスが彼を刺し殺す理由を与える。こうして彼は皇位簒奪のためで

はなく父親の敵討ちという正統な（もちろん純粋に法理学上は皇帝殺しの罪

のほうが個人の敵討ちよりも上位になるのだろうが一般市民に納得できる理

由において）理由で皇帝を排し、本来アンドロニカス一族にわたるはずであ

った皇帝の錫を主張できるようになったのだ。

死すべき人々が死んでしまった後は当然ながら

「ばらばらになった手足を１つの身体に戻せるかどうか」

帝国の権力構造を再構築せねばならない。現時点において皇位につくべき

人はルーシアス以外のこっていない。（１４）

「私は血を流してローマの安寧を守ってきた。体に残る無数の傷跡が何よ

りの証拠だ」

ローマ人、ゴート人の両者に人望があるという一事を取っても、彼こそ戦

乱の後始末をするべき適任者なのだ。そう、帝国の再建をせねばならないの

は王侯貴族の争いごとのみによるのではない、長く続いた戦乱の事後処理な

のである。（１５）

ここで思い起こして見ると、この作品世界で死んでいった死者たちは全て

戦争の指導者層の人々だった。一般兵士、一般市民はサターナイアスに鳩を

持参した道化以外誰一人死なないし歴史劇に付き物の戦闘場面もない。

が、そもそも『タイタス』が成り立つためには、この劇が始まる前に何千

何万もの一般兵士・市民がローマ・ゴート戦争で死んでいるはずなのであ

る。とすれば、この作品内で死んでいった指導者層の人――先代ローマ皇帝

の二人の息子、ゴート族の女王と三人の息子、そしてローマ軍団長とその息

子娘――は、それら名もない死者たちの鎮魂のため捧げられた生贄だったと

もいえるのではないか。冒頭でタイタスは戦死した息子二人の魂を鎮めるた
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めにタモーラの長男を生贄に捧げた。十年以上もの凄惨な戦役の犠牲となっ

た庶民の魂を鎮め戦争の穢れを払うには、皇帝の代替わり二人分と責任ある

戦争指導者一族双方の全滅という流血が必要だったのではないか（この図式

は、『ヘンリー六世』一部二部や『リチャード三世』にも当てはまるともいえ

よう）。

カタストロフ；ヴァリエーション

２００４年五月１９日　初台　『マクベス』

戦場で踊る髑髏は権力者たちへの呪いとなる

権力者たちが争うとき彼ら自身血を流すことに違いはないがそれ以上に一

般兵士、市民の血が流されるのは当然だ。シェイクスピアの戯曲だけを読み

流していてはなかなか気づかないその構図を演出によって如実に示すのは、

やはり今と言う時代だからだろうか。2004年五月に上演された野田秀樹演出

のオペラ『マクベス』（１６）はその一つの典型だったろう。

本来野田演出の最大の特徴は、役者の肉体に相当の負担を強いる疾走感と

落語漫才をも凌ぐ饒舌なまでの言葉遊びにあるが、イタリア語原語によるオ

ペラということでそのふたつの得意技が封じられている。それに代わるもの

としてなされた演出が回り舞台を使用した「王冠＝王宮」という舞台構造、

そしてコーラスの魔女たちの髑髏姿という造形だった。

コーラスとバレエを受け持つ魔女たちの群衆は、黒いベールをすっぽりか

ぶった頭上に髑髏を付け両手に白骨をもっている。したがって座高が頭一つ

高く両手がひょろ長い非常に異様な――ある意味で間延びしたこっけいなプ

ロポーションとなる。その不安定な姿の魔女たちが、本来の登場場面・歌唱

パートではないいたるところで姿をあらわす。

例えばダンカン王入城場面では、魔女たちが空の玉座を抱えて行進してい

てダンカンの姿はない。また彼女らはマクベスによる王殺害の場面やバンク

オーの幽霊登場の場面の背景で踊る。さらには第一幕後、幕間狂言のように

数人の魔女がどん帳のこちら側に登場し、パントマイムで彼女たち同志で玉

座に座る争いを繰り広げる。

第三幕の冒頭部、回転する舞台装置によって王宮がそのまま変形した巨大
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な「大釜」に様様な邪悪なものどもを放り込んでの大合唱が今回の演出でも

っとも迫力のある場面であった。

野田自身の語るところによれば魔女たちは全て「戦場の死者」――戦争の

結果犠牲になった無辜の人々の亡霊であり、権力者たちに恨みを抱いている

がゆえに未来について予言できるのだと言う。

そして最終場面、マルコムの新王即位を祝う歌ではあるが（野原に花が咲

き乱れていて場面としては非常に美しいが）それが終わると同時に彼らは地

に倒れ付す。権力者は地位を回復しても、死んだ民衆の命は戻ってはこない

のだ。

犠牲も、そして復讐も、たとえそれが舞台上の場面としては華々しく美し

くとも、究極の場合、幸福の回復にはなりえない。

だとしたら、流血によって蹂躙された世界秩序を回復させるためにはどう

したらいいのか。最初に述べた「慟哭」が一つの答えとなる。

エピローグ：世界の再構築

無垢なる慟哭のみが流血に破壊された世界を救う

帝位についたルーシアスはエアロンに

「土に埋め死ぬまで身動きできないようにしておけ」

と罰を宣告し、舞台に散らばった遺体の手当てを命じる。一族の敵ではあ

ったがローマ皇帝である以上、サターナイナスについては

「先帝の遺体は親しかったものたちの手で運び出し、ご先祖代代の墓に埋葬」

そして無論家族である

「父とラヴィニアは直ちに我が一族の霊廟に安置」

を命じる。が､「残忍な虎タモーラ」については、葬儀厳禁、いたむことさ

えも許されず「死体は野ざらし」という、古代人にとっては最悪の処置をとる。

「生前この女は野獣に似て哀れみを欠いていた。死後は野鳥の哀れみを受

ければよかろう」

この無慈悲さでは、ルーシアスが帝位について政局こそ一時安定したもの

の復讐の輪環は集結したわけではない、また何時どんなきっかけで再開する

かもしれないといってもよいかもしれない。タモーラの遺体が野ざらしにな
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っているのは雌狼の像の台座である。狼はローマ創建者である双子に乳を含

ませている。猛獣でさえ飢えた子供を見捨てずに育てる慈悲があるというの

に、ローマ帝国はその慈悲を元に成立したというのに、末裔たる人間はそれ

を忘れ禽獣にも劣る存在に成り果てたのか。

いな、希望を捨ててはならない。命令どおり三人の遺体が運び出され、最

後にエアロンの赤子を連れ去ろうとした兵士を少年ルーシアスが引きとめ手

を差し伸べる。かぶとで顔を覆った無名の兵士もとがめだてしようとせず、

無言のままに赤子を少年に手渡す。赤子を両手に抱いて彼は舞台中央に進み

いで、号泣する。こういってよければ決して「演技」として巧妙な泣き方で

はなく、むしろ不器用なそれゆえに観客の心をわしづかみする叫びである。

この慟哭が、敵味方を問わず、これまでに死んでいった死者全てをいたむ

声であることは言うまでもない。彼は喪服もまとわないし、鐘を鳴らす力も

ないが、それでも精一杯泣き叫ぶことによってこの惨劇のあらゆる犠牲者へ

の鎮魂をしている。それは同時に、惨劇に先立つ戦争でなくなったローマ・

ゴート何千何万という無名の兵士・市民への鎮魂をも意味していよう。

大人たちは既に全員退場しており、舞台上にいるのはルーシアス少年と赤

ん坊、そして狼の台座の上に横たわったタモーラの三人である。あえて言う

ならこの時タモーラの腹の中には二人の息子も共にいることになる。「男」

たちがいない「女子供」だけの世界であり、空間的には雌狼の乳首から双子

へ、そしてタモーラの遺体（と子宮に戻った二人の息子たち）からルーシア

ス少年そして赤子へと、男性たちの権謀術数にかかわりのない母性愛の絆が

垂直につながっている配置となる。

退場し、葬儀・戴冠式の準備をしている大人たちはやはり未だ憎しみの尾

を引きずっている。未だ手を血で染めたことのない少年だから敵味方をこえ

てあらゆる死者のために哀悼の号泣をあげることが出来る。そしてそこにこ

そ、和解への可能性を光明として見出しえるのだ。この作品の世界において

はローマ人とゴート人の――それを超えた現実においてはアメリカとイラ

ク、アラブとイスラエル、ロシアとチェチェン、さらには世界全体の。
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NOTES

（１）．原作　W．シェイクスピア　初演　１５９０（？）

本プロダクション初演　２００４年一月１６―二月１日　彩の国さいた

ま芸術劇場

演出　蜷川幸雄

翻訳　松岡和子　ちくま文庫２００４年一月(引用は本書より)

装置　中越司

衣装　小峰リリー

キャスト　　タイタス・アンドロニカス　　吉田鋼太郎　　

タモーラ　　　　　　　　　　麻実れい

マーカス・アンドロニカス　　萩原流行

サターナイナス　　　　　　　鶴見辰吾

ラヴィニア　　　　　　　　　真中瞳

エアロン　　　　　　　　　　岡本健一

ルーシアス　　　　　　　　　廣田高志

少年ルーシアス　　　　　　　秋山拓也

カイロス　　　　　　　　　　高橋洋

ディミートリアス　　　　　　谷田歩

なお、『タイタス・アンドロニカス』日本での上演の機会は少なく、この

直前の上演は２００２年六月、板橋演劇センター、遠藤栄蔵演出、それ以前

は１９９２年九月銀座セゾン劇場、ロン・ダニエルズ演出など。

又映画では１９９９年度ジェリー・ティモア監督・脚本・製作作品があ

り、これはタイタスをアンソニー・ホプキンス、タモーラをジェシカ・ラン

グが演じる。

２．『空には本』 昭和３３年一月　的場書房

３．『親滅すほどの大義はありや』 帝京国際文化１５号　２００２年二月

『親滅すほどの大義はありや２――言霊の支配力――』 帝京国際文化

１６号　２００３年二月

４．２０００年九月５日―２４日　シアターコクーン

５．２００２年六月７日―３０日　シアターコクーン
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６．２００３年九月６日――２５日　シアターコクーン

７．２００１年九月１４日――２８日　彩の国さいたま芸術劇場

８．１９９９年二月１３日―２８日　彩の国さいたま芸術劇場

９．原作　鶴屋南北　初演　文政六（１８２３）年　市村座

本稿で取り扱った公演　２００４年一月３日―２７日　国立劇場

出演　名古屋山三　　坂東三津五郎

腰元岩橋後傾城葛城・下女お国・茶屋女房お梅（三役）中村福助

不破伴左衛門　中村橋之介　　　

不破中間又平　市川段四郎

引用本文は国立劇場上演台本（２００４年一月・国立劇場）より

１０．原作　河竹黙阿弥　初演　嘉永六（１８５３）年　市村座

本稿で取り扱った公演　２００４年二月１日―２５日　歌舞伎座

出演　お嬢吉三　坂東玉三郎

お坊吉三　片岡仁左衛門

和尚吉三　市川団十郎

引用本文は『古典日本文学全集２６　歌舞伎名作集』（筑摩書房　昭和

３６年一月）より

１１．音楽　ミンクス　振り付け　マリウス・プティパ

本稿で取り扱った公演　２００４年一月２７―２８日　東京文化会館　

レニングラード国立バレエ団

１２．原作　河竹黙阿弥　初演　明治二十三（１８９０）年

本稿で取り扱った公演　２００４年一月３日―２７日　国立劇場

出演　小百合実は愛宕山の鬼女　　中村芝翫

渡邊源次綱　　　　　　　　中村橋之介

引用本文は国立劇場台本(国立劇場　２００４年一月)より

１３．原作　河竹黙阿弥　初演　明治十六（１８８３）年

本稿で取り扱った公演　２００４年二月１日―２５日　歌舞伎座

出演　真柴実は茨木童子　坂東玉三郎

渡邊源次綱　　　　市川団十郎

ただし『戻橋』で切られたのは右腕であるのに対し、『茨木』で取り返

す腕は左腕であると言う奇怪な現象が生じている。これも、鬼のあやか
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しのなせる技か。

１４．非常にうがった見方をすればこの物語自体が、ゴート族という異民族

新興勢力を背景にローマ皇帝位を簒奪したアンドロニカス王朝が自身の

正当性を主張するために｢かくも多くの犠牲者・貢献者を出したがゆえ

ーー｣とでっち上げた物語だと考えることもできよう。

１５．実際、イラクの状況を見ると、戦闘行為で勝つことよりも戦後の処理

のほうが重要であることはよく分かる。

１６．原作　W．シェイクスピア　ヴェルディによるオペラ初演　１８４７年

本プロダクション公演　２００４年五月１３―２８日　新国立劇場

演出　野田秀樹

指揮　ミゲル・ゴメス＝マルティネス

美術　堀尾幸男

衣装　ワダエミ

振付　木佐貫邦子

キャスト　マクベス　ヴォルフガング・グレンデル

マクベス夫人　ゲオルギーナ・ルカーチ
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