
魔女が、見えるか．
テクストに現前する不在　その６
The Visible / Invisivle Wicches

The absence Represented on the Text Part 6

藤田　敏明

プロローグ

｢あそこを見ろ、見ろ！目を凝らしてみろ！｣（１）

戴冠祝賀会の席上に現われたバンクォーの亡霊を見つめてマクベスは叫

ぶ．

亡霊は彼にだけ見えていて、同席したほかの者たちには――夫人も含め

て――見えていない．通常この場面の上演に際しては、観客に見えるよう

に亡霊の姿を舞台上に出現させるだろう．ただし亡霊がマクベスの幻想に

過ぎないことを強調したいのなら、あえて亡霊を出現させずにマクベスに

狂気の演技をさせるという方法もある．

亡霊、魔女、妖精――本来その種のものどもは存在していない（という

のが通常の我々の認識であるという前提で論を進めたい）．である以上、日

常生活において誰かが

「あれ、あそこに幽霊が見える！」

と叫んで宙を指差すとしたら（そういう事態は既に非日常ではあるが）

その人物の意識には確かに［幽霊］が見えているのだろうが基本的にはそ

れ以外の人たちには見えていない――筈である．

ところが演劇の場合（例えば『ハムレット』でもよい）ある人物が

「あそこに幽霊が――」

と叫んで宙を示すと、多くの場合そこには幽霊の姿が（幽霊だと分かる

ような形で）現われている．そして観客の目にはっきりと現われているそ

の幽霊の姿を、劇中のほかの「正常な」人物たちは認識していないという

逆転現象が起こる．

演劇においては、見えるものを見えないものとして扱い見えないものを
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見えるものとして扱う場合が多々ある．それがどのような効果をあげてい

るかについて、二通りの『マクベス』演出方法、｢魔女｣｢妖精｣｢幻影｣にか

かわる三つのバレエ、及び幾つかの歌舞伎における手法を通して考えてい

きたい．基調となるのは野田秀樹演出によるオペラ『マクベス』である．

１．そこにいる魔女が、見えるか．
2005年１月17日　初台　野田秀樹演出オペラ『マクベス』

原作シェイクスピア、ヴェルディ作曲の歌劇『マクベス』（２）野田秀樹演

出版は2004年４月の初演に続いて2005年１月に新国立劇場で上演された．

劇団夢の遊民社以来、野田の得意とする演出方法といえば、舞台狭しと駆

け回る登場人物たちの疾走、時に聞き取れないほどの早口のせりふ展開、

そしてそこに混じる言葉遊び（駄洒落、親父ギャグ、といっても構わない）

があげられるが、この作品はイタリア語によるオペラである．日本語の言

葉遊びも不可能ならば早口も（音楽の速度を変えない限り）不可、地に足

をつけて歌わねばならないオペラ歌手たちをやたらに走り回らせるわけに

もいかない、ということで、いわば得意技がことごとく封印されているこ

とになる．しかしそれを補って余りあるのが、なんと言っても魔女たちの

登場場面にある．

冒頭の荒野、魔女たちが集団で登場する．

｢お前はどこへいっとった？｣

｢また豚どもを殺しにさ｣

本来三人である魔女たちは、ヴェルディのオペラでは合唱団であり数十

人に上る．この演出では合唱が約40人、バレエダンサーが10人ほどで構成

されている．

ワダエミによる衣装デザインが凝っている．魔女たちは頭からすっぽり

全身黒いヴェールで覆われ、頭上に小ぶりなドクロがのっている．両手に

上腕部の骨を持ち、したがって関節１つ分両腕が長く、頭部がひょろ長い．

不安定で、ある種コミカルなプロポーションの骸骨=死神を思わせる姿で登

場する．野田によれば彼女らは｢戦場の死者｣戦場で朽ち果てた姿であり、

それゆえに｢権力をめぐって血を流すものたちの運命を語る資格がある｣の

魔女が、見えるか、テクストに現前する不在　その６
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だ．

次いで荒野にマクベス、バンクォー両将が登場し、

｢めでたいよのう、マクベス、やがては王になられるおひと｣

魔女たちは二人に預言を与える．この時点では二人ともに魔女たちの姿

は見え､予言の言葉も聞こえている．さらに観客にも魔女の姿は見え、聞こ

えている．ただし舞台上の彼らは自分たちの体験を疑って

｢我々、迷い草の根でも食って理性をとりこにされたか？｣

と訝る．実際、自分が経験したこと、知覚したことといっても必ずしも

確信出来るものでもない．勿論、魔女たちはもともと実在しない、マクベ

スの野望ゆえの幻影だという解釈もある．

ここまではとりあえず、魔女たちはシェイクスピアの原作及びヴェルデ

ィの指定どおりに登場し歌っている．観客の目に映る姿どおりに、彼女た

ちは作品テクスト内でも表れている．しかしこの先、野田の演出はシェイ

クスピアやヴェルディの原作を超えて魔女たちを活躍させる．

１－２． そこにいる妖精が、見えるか
2005年２月13日　上野　東京バレエ団『ラ･シルフィード』

シュナイツホーファー作曲のバレエ『ラ･シルフィード』（３）においては、

タイトルロールは空気あるいは風の妖精である．場所はスコットランドの

森、時代についてはいつという設定はないが、おそらくは創作された同時

代かそれよりやや昔、したがって御伽噺の中世というわけではないが、そ

れでいて冒頭から確実に観客は夢と現と定かならぬ世界に引き込まれてし

まう．

幕が開くと、肘掛け椅子に腰をかけて眠っている主人公ジェームスの傍

らに妖精シルフィードがよりそってひざまずいている．彼女が彼に惹かれ

ているのは誰の目にも明らかだ。しかしなぜ彼女が彼に惹かれたのか、彼

らの出会いは､恋のきっかけはなんだったのか（このような「異類婚」にあ

りがちな森での出会い･救出などという）説明は何一つなく、人間の男に妖

精が恋している場面からこの物語は始まる．彼女は最初からそこにいるの

だ．

魔女が、見えるか、テクストに現前する不在　その６

─ 77 ─

04-藤田-英文タイトル有  06.3.2  10:02 AM  ページ77



とはいえ妖精と人間の恋は所詮叶わぬ定め――と知ってかしらずか、彼

女は恋しい気持ちを打ち明けるように彼の周囲を巡るが眠っているジェー

ムスは気づかない．途中１、２回体を動かすが、もしかしたら夢の中では

自分を恋する存在に気づいているのだろうか．

シルフィードはついに彼にくちづけをし、そこでジェームスは目覚める．

キスによって目がさめるのは『眠りの森の美女』と同じだがここでは男女

の役割が逆転している．さらに、オーロラ姫は百年の眠りから覚めて現実

の結婚式に臨むことになるが、ここでのジェームスは目覚めた結果、また

異なる非現実=夢の世界に入り込むことになる．彼が目覚めると殆ど同時に

シルフィードは暖炉の中に入って消えてしまう．目覚めたばかりのジェー

ムスは魔女に出会ったマクベス･バンクォー同様、彼女が夢だったのか現実

に存在していたのか判断つかない．部屋の隅に寝ていた友人、ガーンに問

いただすがもとより彼に見えているはずもない．そんなことより今日はジ

ェームスと幼馴染のエフィーとの結婚式なのだ．

友人たちがエフィーとともに部屋に入ってきて祝福するが、ジェームス

は暖炉を見つめている．そこに占い師(あるいは魔法使い)マッジが登場し、

友人たちの手相を見て占いをする．何時の時代にも女性たちはこういうこ

とには大喜びだ．彼女がジェームスとエフィーの結婚については否定し、

ガーンの方が正しい相手だと告げるとジェームスは怒って彼女を追い出す

が、こういう預言は（『マクベス』同様）必ず成就することになる．

友人たちが一旦引き上げるとシルフィードが今度は窓から入り込む．こ

の際にはジェームスには確かに彼女の姿が見えている．彼女が彼に恋心を

打ち明けると彼は既に婚約者がいると彼女を拒絶、泣き崩れる彼女を慰め

ようとくちづけをするからには、見えているだけでなく触ることもできる．

ここでやってきたガーンにもどうやら彼女は見えているらしく、彼はジェ

ームスの「浮気」を皆に告げるが、シルフィードはすばやく姿をくらまし、

ガーンはやきもち焼きだと嘲笑される（それはあたってはいるが）．

いよいよ第一幕のクライマックス、友人たちの祝福の群舞に続いて､ジェ

ームスとエフィーが軽やかに踊るが、ここにシルフィードが闖入してくる．

結婚式の直前に花婿が他の女に誘惑されるという場面である．

ブルノンヴィル版演出（４）では大勢の群舞の中でシルフィードがちらち

魔女が、見えるか、テクストに現前する不在　その６
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らと現われて誘惑する．だが、マリー・タリオーニの初演を忠実に再現し

たピエール・ラコット演出では、この部分で音楽が変る．陽気な群舞から

一転、モーレ作曲｢オンブル｣から抜粋したスローなパ・ド・トロワとなる．

照明も暗くなって周囲の人物たちは排除され三者のみを映し出し、エフィ

ーとシルフィードが一対一の対決でジェームスを争うことになるのだが、

この三者がどのように｢見える｣か「見えない」かという了解において、舞

台から観客席にかけて三重の異なる相がある．

現実世界の――つまり周囲にいる友人･家族の人々が見て、理解している

――空間においてはシルフィードは見えていない．エフィーとジェームス

幸せなカップルが恋叶って結婚式をこれから挙げるというパ･ド･ドゥーし

か見えていないのである．

これに対して観客は、三者の存在をちゃんと知っているし、エフィーと

ジェームスの真ん中にシルフィードが横から割ってはいる姿が見えている．

物語の上では明らかにシルフィードのほうが｢決まっているカップルの男に

ちょっかいをかけている｣図式である．ところが、肝心のジェームスの目は

基本的にエフィーではなくシルフィードのほうをむいている．さらにシル

フィードとジェームスの踊りがジェームスとエフィーのそれより技術上も

芸術上も高度なものであるため、観客の目には、逆にシルフィードとジェ

ームスのパ･ド･ドゥーにエフィーが異端者･部外者となって割り込んでいる

かのような印象になる．

舞台上に目を転じると、シルフィードとジェームスはエフィーの存在を

知っているし意識している．ジェームスは婚約者と新たな愛人との間で揺

れ動く男の心を踊る．エフィーに気づかれないように（心にはやましさも

あるのだろう）シルフィードをリフトしたつぎの瞬間にはエフィーを同じ

様にリフトする．板ばさみになる［もてる男］もなかなか大変ではある．

シルフィードは当然ながらエフィーからジェームスを取り上げる意図がは

っきりしていて、できる限り彼を独占するように踊っている．男を誘惑し

て本来の婚約者から取り上げる、ということなら一種の｢魔女｣ともいえる．

気の毒なことに、エフィーのほうはシルフィードの存在に気づいていな

い．彼女一人が三角関係に気づかず、喜びの踊りを踊っている．というこ

とで、二人の女にはさまれてゆれる男、それを挟んで誘惑する女、誘惑に

魔女が、見えるか、テクストに現前する不在　その６
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気づかず幸せに浸る女、という三者三様の踊りが、１つの空間の中で繰り

広げられる．ジェームスに関しては、観客に対してはゆれる心を、エフィ

ーや友人たちに対しては単なる幸せの踊りとを二重に展開しなければなら

ない．

ここで思い切って通俗的な比喩をするならば､｢結婚の幸せに盲目になっ

てしまっている女性には､婚約者に近づく別の女の姿は目に入らない､また､

別の女性に目移りした男の方はそのことをできる限り周囲には隠そうとす

る｣ということもできる．しかし、実はそれ履客観的な第三者である観客の

目には、あっさりと暴露されてしまっているのである．

そしてついにジェームスはシルフィードのほうへ傾いてしまう．シルフ

ィードは結婚指輪を奪い取って窓から逃げ出し、ジェームスは彼女を追っ

て結婚式の途中から逃亡する．取り残された花嫁を取り囲んで皆が呆然と

するところで（ガーンは｢ここで自分の出番が着た｣と喜ぶが）幕となる．

ここでシルフィードがなにを象徴しているかについて余計な考察はしない

でもいいだろう．マクベスと同じく誘惑されたのはジェームスのほうにも

誘惑されるつもりがあったから、とくらいはいってもよい．

第二幕は全て森の中で進行する．冒頭はマッジが釜を煮立てて魔法のス

カーフを作る場面で、途中から（ねずみの精か、あるいはもっと邪悪な存

在か）怪しい眷属たちも登場する．前幕では単なる女占い師だった彼女は

（何しろ｢魔法の釜｣を煮立ててよからぬものを作っている）ここでは殆ど

『マクベス』の魔女たちと同質のものとなっている．

場面が変ってシルフィードたちの群舞の中で、ジェームスとシルフィー

ドの戯れとなる．勿論、この状況でジェームスにはシルフィードたち全員

が見えている．この作品において｢シルフィード｣が彼女の所属する風の精

の一般名詞でありながらも、彼女自身の固有名詞なので多少記述がややこ

しいが、場面上ではジェームスの誘惑者と三人のソリストとコールドバレ

エとは区別がついている．一人であり、かつ、多数――ある意味ではそれ

が風の精の特性でもあろう．彼女はジェームスを誘っては逃げて空中を飛

び交い、彼のものにはなってくれない．

途方にくれるジェームスの前にマッジが登場、魔法のスカーフを示す．

これを付けさせれば彼女の背中の羽が取れて彼女は飛びたてなくなる――

魔女が、見えるか、テクストに現前する不在　その６
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ジェームスは喜んでスカーフを受け取る．『マクベス』の魔女同様、確かに

マッジは嘘はいっていない．

ジェームスはシルフィードの目の前でスカーフをひらめかせる．彼女は

スカーフを追いかける．それまでのジェームスを自分に追いかけさせる状

況とは全く逆の形だ．そしてスカーフを身にまといつけたとき背中の羽は

零れ落ち、それと同時に彼女の息も絶えてしまう．

スカーフとは現実のもの、形あるものだ．形あるスカーフを欲しがり身

にまとったとき、本来形亡き存在であるはずのシルフィードが羽――自分

自身の特性を失ってしまうのは当然の事でありそれゆえに命までも失われ

てしまう．呆然とするジェームス――森の向こうではエフィーとガーンの

結婚の行列が垣間見え、全てを失った男は倒れ伏す（おそらくは絶命して

いる）．

本来見えない＝実体のない存在であるシルフィードが、見える＝実体の

ある存在をもとめたとき、その存在意義が失われ、消滅してしまう．逆に、

みえないものを求めて見えるものにしようと、手につかもうとしたジェー

ムスは、それによって見えないシルフィードをも、もともと見えているエ

フィーをもうしなってしまう．

２．そこにいない魔女が、見えるか

野田演出の一つの特徴は、魔女たちが本来出番のない場面でもやたらに

登場するところにある．原作どおりなら後半の｢大ガマ｣の場面まで出所の

ない魔女たちだが、この幕の後半から、時には大道具小道具係りになって

装置を片付けたり運び込み、時に人物を操り、あるいは人物の背後でその

心理を暗示する．当然ながら、せりふ（歌）はないが観客の目には確実に

見えている．

第一幕の後半はマクベスの城である．ここで、野田演出のもう一つの特

徴――変幻自在の舞台装置、が面目躍如となる．マクベスの城は巨大な王

冠を形どっている．上部が冠、下部は人の顔となり、直径一メートルほど

の巨大な目が正面から観客をにらんで人が出入りする．この円形構造物は､

時に回転し､時に一部解体してその内部をさらすが､これは歌舞伎の『野田

魔女が、見えるか、テクストに現前する不在　その６
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版･研ぎ辰の討たれ』（５）で使用した装置と類似した使用法である．

｢早くお帰りなさい、私の精気をあなたの耳に注ぎ込んであげる｣

マクベス夫人が手紙を読み終わると、マクベスが帰城､

｢明日という日を、太陽に決して照らさせまい｣

殺意を示したところにダンカン王到着の知らせ、そして軽やかな入城行進

曲となる．伴を従えたダンカン王の行列のはずなのだが｢王冠＝城｣の階段

を上って行進しているのは魔女たちだ．彼女らは誰も座っていない椅子＝

空白の王座を担ぎ上げて運んでおり、マクベス以下の家臣たちは恭しくそ

の王座に挨拶を送る．｢眼球｣から出入りする魔女も何人かいる．

即ちこの場面においては、マクベス、夫人、家臣など劇中の登場人物た

ちの目には王の姿は見えている．が、それを運んでいる魔女の姿は見えて

いない．逆に観客の目には魔女たちが見えていてダンカンの姿は見えない．

この場面では登場人物のレベルと観客のレベルとでは、実在しているはず

のものと実際に見えているものとが完全に逆転しているのだ．

夜となって殺人を行動に移すか否か悩むマクベス――シェイクスピアの

原作では虚空に幻影の短剣が浮かび上がってくるところであり、ここで実

際に短剣を見せるか、あるいは短剣をあえて登場させずにマクベスの幻で

あることを強調するかが解釈･演出の分かれ目となろう．

｢短剣か、そこに見えるのは――おれを招いていくな、おれの行こうとし

ておった方角へ｣

この演出では悩む彼の背後に十人ほどの魔女たち（ダンサー）が並んで

彼に両腕を差し出し操るような決意を促すような姿勢でストップモーショ

ンとなっている．その一人が彼の前に恭しく短剣を差し出す．観客の目に

は魔女と短剣がともに見えているが、舞台上のマクベスの目には、短剣の

幻は見えているがそれを差し出す魔女の姿は見えていないことになる．

マクベスはついに王殺しを敢行する．

｢濁り渡る大海原の海の水ならこの血をきれいに洗ってくれるか｣

殺害を成し遂げて夫人の下に引き上げて来ると、彼につきしたがって両腕

の骸骨の部分を血に染めた魔女たちが登場している．

｢この手のほうが逆に、うねりにうねる大海の水を朱に染めて、あの青さ

を赤一色に染めてしまうだろう｣

魔女が、見えるか、テクストに現前する不在　その６
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と苦悩するマクベス

｢わたしの手も同じにまっか、ちょっと水があればやったあとなどきれい

に消せます｣

と強気な夫人、そして彼らを取り巻く血まみれの魔女たち、という構図

が観客には見えている．マクベスと夫人の目には魔女たちの姿は見えては

おらず互いの血だけが見えている．確かに彼らの血は洗えば落ちる．だが

｢ネプチューンの水を傾けても落とせない｣多量の血が彼らの見えないとこ

ろにも存在している．先にも触れたがこれら魔女たちは｢戦場の死者であり、

それゆえに未来の事が分かる｣のだ．魔女たちが塗れている血は、実はダン

カン殺害の流血だけではなく王侯貴族たちの争いで犠牲になった（そして

これから犠牲になる）無数の｢戦場の死者たち｣の血なのだ．

｢おお神よ、全ての事をみそなわしください、暗殺者に烙印を押してくださ

い｣

王の死を知った家臣たちの嘆きと怒り、そしてマクベスへの疑惑を吐露す

るバンクォーなどの合唱とともに幕が下りる．

幕間――休憩時間にしてもよい時間帯だが、野田演出は観客サービス十

分である．降りている緞帳の前に中央に先ほど担いでいたダンカンの王座

が置かれ、その周囲に約十人の魔女たちが群がり椅子とりゲームをはじめ

る．せりふも音楽なく椅子の奪い合いをしながら、その過程で何人かが腕

の骨を落としたり交換したり、というコミカルなパントマイムが展開する．

勿論、王座を争う登場人物たちには自分たちの行動を嘲笑するそのパント

マイムは、見えていない．

このように、第一幕の後半では本来そこにいないはずの魔女たちが観客

の目の前に現われて、時にマクベスたちの行動を促し、時に嘲笑する．本

来いるはずのないところに現われる彼女たちの［存在］は、演劇空間におけ

る［見えるものと見えないもの］の境界をすこぶるあいまいなものにする．

２－２．そこにいない美女が、見えるか．
2005年２月24日　３月10日　木挽町　歌舞伎『二人椀久』（６）『保名』（７）

2005年７月６日　池袋　『愛と幻想のシルフィード』（８）
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『ラ・シルフィード』においては、一枚のスカーフは結果的に｢見える世

界｣と｢見えない世界｣を完全に決別させた．同じ一枚の布が、見える世界と

見えない世界をつなぐ掛け橋となる場合もある．歌舞伎舞踊『二人椀久』

は椀屋久兵衛の妄想の世界として繰り広げられる．

最初は暗黒、そして花道を夢うつつで歩いてくる久兵衛――彼は豪商と

して羽振りを利かせていたがなじみの花魁である松山太夫に夢中になって

家産をつぎ込んだため座敷牢に幽閉されてしまった．彼はそこからさまよ

いでて荒野を放浪する．歌舞伎座の舞台一杯に広がる松原である．彼と松

山太夫をつなぐのは彼がまとった羽織である．表は黒、裏が真紅の羽織は

裏表で二人の男女、彼と松山太夫を示す．彼は羽織を彼女に見立てて踊り

彼女を懐かしむ．この状況下においてはまだ太夫は登場していないが、も

しかしたら彼の目にだけは見えているのかもしれない．

そして彼が眠りに落ちると、下手奥から松山太夫が現われ、今度は彼女

が彼の羽織を身にまとう．二人は羽織を間において恋の踊りを踊る．この

松山太夫は久兵衛の幻想の産物であり「そこ」には存在していない．久兵

衛の目にも観客の目にも見えてはいるが、観客には久兵衛の幻想であると

了解されている．二人はつかの間の会う瀬を楽しんで喜びを舞う．

クライマックスで太夫は舞台奥へ移動し久兵衛との間には紗幕が下りる．

観客の目には紗幕越しに彼女の姿は見えるが、この時点で久兵衛は彼女を

見失ってうろたえ、狂乱する．つまり最初の登場場面と最後の場面とで、

観客と彼とでは、松山太夫の「見え方」が逆転していることになる．やが

て太夫は実際にも舞台から退場し彼女を真実失った久兵衛は絶望の中で倒

れ伏して幕となる．

同じく一枚の布を男がまとってそこにいない女を懐かしむ舞踏でも『保

名』の場合は登場人物は一人である．

恋人・榊の前を失った安部保名はやはり久兵衛同様に狂乱して菜の花の

咲き乱れる春の荒野をさまよっている．しかし『保名』の舞台には榊の前

は登場しない．この舞踏は｢夢幻能｣形式の踏襲で最初から最後まで保名の

一人舞台である．彼が身にまとっているのは紫に花を散らした紋様の、榊

の前の小袖である．

｢何じゃ！？　恋人がそこにいる？！　あれ、あれ、あれーーー｣
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古来、身に付けるものには人の魂が宿る．したがって小袖をまとう保名

にも彼女の魂が憑依する．いな、彼女の魂を呼びおろすために彼女の内掛

けをまとったというほうが正しいのかもしれない．ここから彼は、彼自身

と榊の前との二人を一人で演じる．したがって観客は彼の中に、彼に乗り

移っている榊の前と、狂乱している彼自身とを見る．（９）

ここで今ひとつ『ラ・シルフィード』の変奏版を考えてみよう．マシュ

ー・ボーン振付の『愛と幻想のシルフィード』である．この作品において

は時代は現代、農村の青年ジェームスは失業中の工員と置き換えられてい

る．シルフィード登場のオープニングは場末のナイトクラブで、どうやら

シルフィードは彼の麻薬による幻想らしい．シルフィードの顔はバレエと

いうより暗黒舞踏のような乱暴な白塗り、脚は裸足で衣装も白ではあるが

裾がかぎ裂きでパンクファッションに近い．

高層アパートで行われるエフィーとの結婚式においてシルフィードが現

われるのは、ジェームスが自室に閉じこもって（おそらく現実逃避のため

に）ドラッグを使用したゆえである．結婚式の当日他の女性に心を奪われ

るのとドラッグにふけるのと、どちらの夫がましかは選択に迷うかもしれ

ない．シルフィードは祝う友人たちの中を飛び交ってジェームスを誘惑し

た末に（こちらの音楽演出はブルノンビル版でパ・ド・トロワはない）窓

から逃れる．彼女の姿は友人たちには見えず、ジェームスの狂乱しかめに

入らない．オリジナルの田舎屋とは違ってここは高層アパート、しかしジ

ェームスは彼女を追いもとめ、友人たちの手を振り切って自身も窓から飛

び降りてしまう．

第二幕の場面は森に中ではなく廃車が並ぶ都会のごみためだ．シルフィ

ードの仲間たちは第一幕のジェームスの友人たちがつとめるが、むくつけ

き男性も混じっているためグロテスクな味わいもある．ジェームスとシル

フィードの愛の場面は廃車の中での性行為を露骨に明示する．

捕まえられない､のではなく仲間とともに遊んでいて独占できないゆえ

に、ジェームスの欲望はシルフィードを破壊する．巨大なハサミで背中の

羽を切り落とし、そこからは真紅な血が流れ落ちる．シルフィードが息絶

え、仲間たちが彼女を葬る最中にジェームスも一人見捨てられて崩れ落ち

る．
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最後の場面は元のアパート、ナイトガウンのエフィーとガーンが（二人

はもう結婚しているのだ）ココアをすすりながら回想に耽っている．ジェ

ームスは勿論第一幕のラストで窓から飛び降りたときに死んでしまったの

であって、第二幕は彼の一瞬の幻想に過ぎない．悲しみに満ちた目でエフ

ィーが窓を眺めると、翼をつけたジェームスが窓の外を浮遊して幕となる

が、この姿は登場人物たちには見えず、観客にしか見えない．

シルフィードを見、シルフィードの世界に触れ、ジェームスの幻想を共

有するのは観客たちであって舞台上の友人ではない．『二人椀久』において

も『保名』においても、主人公の幻想を最大限に分かち合うのは観客に他

ならない．

３．そこにいる幻影が、見えるか

第二幕、マクベスは首尾よく王位についた．だが

｢あの男が生きている限り、おれは病気同様だ｣

マクベスの命令を受けて刺客たちがバンクォーとフリーアンスの親子を

襲う．多数の刺客たちは最初は切りつける役を譲り合うが最後には心を決

めて悪事に手を染める．

｢やあだまし討ちだ、逃げろフリーアンス、逃げろ逃げろ逃げろ！｣

バンクォーは殺害されるが、魔女たちがフリーアンスを救い、道を指し

示して彼の逃亡を助ける．これまた原作にも本来のオペラにもない場面で

ある．なぜ魔女が人助けを？　という疑問も生まれるが、確かに、魔女た

ちにとっては預言を実現させるためにはフリーアンスを救う必然性はある

のだろう．この魔女たちの姿は、暗殺者たちの目には見えず、観客の目に

は見えている．手をひかれるフリーアンスには――見えているのかどうか．

次いで新王を囲む宴会の場面、舞台上には巨大な長方形のテーブルがお

かれてそのまわりを貴族たちがとりかこみマクベス夫妻は舞台前方にいる．

マクベスが

｢あの高潔の士バンクォーさえいてくれたら｣

と言及したところでバンクォーの亡霊が登場する．

｢誰だ、このようなことをするのは？｣
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舞台奥から登場したバンクォーの亡霊は、宴のテーブルの上を二列縦隊

の魔女たちを従えてマクベスに向かって歩いてくる．

この状況では幻影が見えるか見えないか、は三重構造をなす．

舞台上の客観的な常識人たち、周囲の家来たちと夫人には何も見えない．

マクベスの青ざめた表情のみが見えている．

マクベスにはバンクォーだけが見えていて魔女たちは見えない．

そして観客にだけ、魔女とバンクォーの両方が見えていることになる．

｢あそこを見ろ、見ろ、目を凝らしてみろ！――悪魔もおびえよう、あの

姿を．｣

バンクォーは途中で一旦姿を消しマクベスは気を取り直して宴を続ける

が幻影が再び現われるので怯える．実は彼はテーブルの上に突っ伏してま

た起き上がっただけであり、マクベスが冷静になった間も魔女たちはやは

りテーブルの上に並んでおり、観客にはその一部始終が見えている．マク

ベスが家臣に対して叫ぶ

｢目を凝らしてみろ！｣

は、実は観客が心の中でマクベスに向かって叫ぶせりふでもあるわけだ．

３－２．そこにいる幻影の美女が、見えるか
2005年１月26日　渋谷　レニングラード国立バレエ団『眠れる森の美女』

ぺロー原作、チャイコフスキー作曲バレエ『眠りの森の美女』（10）は中世

ヨーロッパのどことも知れぬ国を舞台としている．序幕、オーロラ姫の誕

生を祝うパーティで国中からフェアリーが集い姫に贈り物をする．とりあ

えずこのフェアリーたちは｢実体がある｣目に見える存在として登場人物で

ある王家の人々にも観客にも理解されている．姫に呪いをかけるカラボス

もまたしかり、特殊な力＝魔力を持ってはいるが実在する者である．

彼女はマクベスの魔女同様に預言をする．｢16歳の姫が紡ぎ棒に刺されて

死ぬ｣と呪いを唱えその幻影を見せる．その対抗勢力であるリラの精も｢死

の呪い｣を｢百年の眠り｣に変えると言うからには、同等の力を持つといえる．

第一幕終了時、姫が眠りにおちた後、瞬く間に宮殿中をうっそうたる森に

してしまったのだから力は随分大きいともいえる．
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姫が眠りにおちてから百年後である第二幕冒頭、森の中で狩猟の宴会が

終わった後、デジレ王子は退屈しているところへリラの精が登場、オーロ

ラ姫の幻影を王子に見せる．姫と同時に森の妖精たちが多数出現しコール

ドバレエを展開する．王子は妖精たちの群舞の中で姫を捜し求めるがこの

あたりは『ル･シルフィード』第二幕と同じ展開である．王子は姫を救って

結婚しようと決意する．『マクベス』的に考えれば王子は誘惑されたともい

える．

さて､この時点でオーロラ姫の実際の肉体は｢眠れる森｣奥深くの宮殿で眠

っているはずである．即ちこの場面における姫はリラの精が見せている幻

影である．したがって王子と姫のパ･ド･ドゥは、現実に存在する王子が実

は存在していない姫と踊っていることになる．ただし観客の（勿論王子の）

目には姫の姿はちゃんと見えているし、観客にとってはそんなことはほと

んど意識する問題でもない．

しかし姫が幻だとしたら、姫と一緒に踊っているコールドバレエの「樹

木の精たち」は――？　実在か幻かということになると、これもやはり幻影

であろうということになるだろう．

というふうに考えていくと、その元締めとして幻影を操るリラの精は？

ということにもなる．他の｢精｣たちが幻影で、彼女一人（？）だけが実在、

という考え方はおかしいのではないか．そして彼女が幻影だとすると全て

は王子の妄想でしかないということにもなる――と考えていくと、まさし

く『マクベス』の魔女たちと同じ解釈となるわけだが、とりあえずここで

は観客は、リラの精は実在しており彼女は人間に幻影を見せる力を持って

いるのだとして了解している．

第三幕の結婚式においては、招待客として青い鳥・長靴をはいた猫・白

い猫・赤頭巾と狼など各種童話の登場人物が、ペローもグリムもごちゃ混

ぜで登場する．シンデレラや［人食い鬼と７人の子供たち］までいた．最

後に王子と姫の戴冠式となってリラの精に感謝してめでたしめでたしで幕

となる、のは良いのだが、あの客人たちは実在しているのか、それとも幻

か、と考えると、再びそもそもカラボやリラの精とは何者か、という思い

にかられる．

第二幕においてリラの精は王子を森に呼び込むが、ここで、彼女が森に
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呼び込んだのは彼一人だったのか？　という疑問が生じる．たまたまこの

王子は百年目にあたって、姫にキスをして目覚めさせることができるのだ

ろう．しかしこの百年間の間に、何十人もの王子を呼び込んでいるのでは

ないか．それらの王子たちはカラボスに取り殺されてしまって森の中は王

子たちの骨で埋まっているのではないか．（バレエではその種の事は何一つ

語られないが、グリム版、ペロー版の童話では伝聞ではあるが、土地の老

人がそれらしいことを言っている）．リラの精は、それら、目的を果たせな

かった王子たちを無駄死にさせてしまったのか、あえて助けなかったのか．

王子が弱かったから負けただけ？　しかし「この王子」自身もカラボスと

の戦いにおいてはたいしたことはしておらず、カラボスを倒したのはリラ

の精であった．とすれば――まさかではあるがカラボスとリラの精の八百

長、という疑惑も生じる．リラの精とカラボスとは共犯であり、眠れる森

のオーロラ姫をえさに百年の間、近隣の王子たちを釣り上げてきた．それ

は－－たとえば人間たちの文明によって衰弱した「森」を活性化するため

の生贄であったのかもしれない．百年間殺して血を吸いつづけたので、オ

ーロラ姫はそろそろお役御免、百年目の王子は｢あたり｣でごほうびをあげ

る――

さすがにこれは過剰すぎる解釈ではあるが、『マクベス』の魔女たちとカ

ラボス･リラの精が同質の存在様式だと考えると、あながち牽強付会でもな

いようではある．そしてその種類の疑問を表現しているのは、ローラン･プ

ティによるヴァージョンであり、ここでは（映像作品で特殊処理をする必

要はあったが）カラボスとリラの精とが、一人二役で演じられている．

舞台上に現れる幻影、そしてそれを｢見せる｣特殊な力を持つ妖精、ある

いは魔女――｢眠りの森の美女｣が持つ要素は幾つもの演出･解釈の可能性を

残す．（11）舞台上に｢見える｣ものが必ずしも実在する必要がない、というこ

とは｢事実｣必ずしも｢真実｣ならず、ということに他ならない．

４．見せられた幻影が、見えるか．

第三幕冒頭は、魔女たちの合唱――荒野で大ガマを煮立てる場面である．

｢三度ないたぞ､虎斑の猫が｣
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ここでようやく魔女たちが本来の出番となる．もともと巨大王冠＝城を

なしていたセットが、今度は一部解体して、城自体が大釜となっている．

つまり今まで見えなかった城の内部は､邪悪が煮えたぎる釜の内側というわ

けだ．

｢燃え立て､大釜、煮えたぎれ｣

魔女たちは釜の周りを行列を作って歌いながら様様な邪悪なもの――赤

子の指、蛇の舌､異教徒の心臓など――を放り込む．釜の中心では蒸気がも

うもうとたちこめており時に炎が燃え立つ．権力の象徴である王冠＝城が

そのままありとあらゆる邪悪を煮込む大釜になるということは権力自体が

邪悪であることに他ならない．マクベスは別世界を訪れたつもりなのかも

しれないが、それは実は１つの世界の裏表、あるいは自分自身の内部でし

かないわけだ．

｢おまえらの持つ予知の魔力にかけて――答えてくれ、おれの尋ねること

に｣

マクベスの問いに、魔女たちは三人の幻影を呼び出して解答を与える．

幻影をどのように映し出すか――人間の姿か映像か、あるいはそもそも登

場させず声だけにするか、が演出解釈となるが､ここでは釜の最奥の｢地獄

の門｣を思わせる場所から現れる幻影たちの姿はマクベスにも観客にも見え

ている．三つの預言でも首や赤子の映像が浮かび上がり、マクベスにも観

客にも見える．最後の問い

「バンクォーの子孫がいつかこの国の王になるのか？」

に対して

｢見せてやれ！｣

魔女たちは王の幻影を見せる．８人の王たちが次々に登場する．ただし

人間の姿ではなく案山子にぼろきれをまとわせたような木製の人形であっ

て､それを第一幕のダンカンの王座同様に魔女が担ぎ上げて運んでくる．観

客の目に映るのはどれもこれもこっけいな木偶人形でしかないが､マクベス

の目には壮麗極める王の姿に映っているのだろうか．だとしたらマクベス

自身の真の姿も魔女に担ぎ上げられた空虚な傀儡かもしれないのだ．勿論、

権力は本来空虚であり｢王｣とは｢担ぎ上げられる｣ものではあるけれど（そ

してマクベスも観客も｢担がれている＝騙されている｣のかもしれない）．
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４－２．見せられた美女が、見えるか
2005年６月20日　上野　ベルリン国立バレエ団『ラ･バヤデール』

バレエ『ラ・バヤデール』（12）は、インドの地方宮廷における騎士ソロル

と舞姫ニキヤ、そして領主の娘ガムザッティとの三角関係の恋物語が主題

である作品であるが、途中までの詳しい物語は省略しよう．第二幕のラス

トでニキヤはガムザッティの策略により毒蛇にかまれて死んでしまい、第

三幕はそれを悲しんでソロルがアヘンを吸引するところから始まる．

ベッドの上で朦朧となったソロルの前にどうやらニキヤの幻影が現れた

らしく､彼は立ち上がって彼女を追い求める――が､彼女の姿はこの時点で

は観客には見えていない．榊の前を追う保名のごとくソロルはひとしきり

彼女を追いつづけるが、結局彼女を捕らえることは出来ずベッドに倒れ付

してしまう．そして彼がベッドごと舞台から退いたところでこのバレエの

眼目［陰の王国］の群舞が始まる．

ニキヤと同じ姿かたちで､三十人以上の幻影がゆっくりと天から地上へ現

われる．完全に歩調を合わせてアラベスクを繰り返し――三十回以上の繰り

返しとなると､ある意味で人の神経を揺さぶるといっても良い．この時点で

しかし､幻影を見ている主体であるソロルは､舞台上からは退いてしまって

いる．とすると､幻影たちは､誰に対して現われているのだろうか――他でも

ない､観客たちに対して､である．

32人が全員地上に降り立つと､８人×４列の幾何学模様を形作ってのコー

ル･ド･バレエとなる．さらに三人のヴァリエーション――そしてニキヤの本

体が現われ､ソロルとのグラン･パ･ド･ドゥ―となる．ソロルはずっと同じ

インド風の衣装だが､この場面ではニキヤとその幻影たちはクラシック･チ

ュチュ姿で正統なバレエのテクニックを見せる．二人が､ニキヤの分身とい

える幻影の最中で踊る場面は［シルフィード］第二幕と同様の趣向ともい

える．

そこから第四幕にいたる展開はある意味で［シルフィード］とは逆の順番

であり､この幻影の場面からソロルが目覚めると､ガムザッティとの結婚式

となる．結婚の喜びに踊る新婦､そして新郎はまだ恋人の事を忘れかねてい

て､本来二人で結婚の喜びを踊るべきパ･ド･ドゥ―の中に幻影のニキヤが割

魔女が、見えるか、テクストに現前する不在　その６

─ 91 ─

04-藤田-英文タイトル有  06.3.2  10:02 AM  ページ91



ってはいる．『シルフィード』パ･ド･トロワの場面と同じくガムザッティ及

び周囲の人々にはニキヤは見えず、ニキヤとソロルそして観客には三角関

係の全てが見えている．

やがてかつての［愛の誓いの証］だったはずのスカーフを落としてニキ

ヤが舞台上から消え､その間隙にガムザッティはソロルと結婚の地階を執り

行う．すると突然稲妻が煌き宮殿が崩壊する――二心ある男に天罰が下り、

彼のみならず王国のすべてを滅ぼしてしまったのだ――だがラストシーン

は、スカーフでつながれてニキヤとソロルが天へ上っていく場面である．

とすればソロルは（肉体的な声明は滅びたとしても）ニキヤの愛の力で魂

だけは救済されたということになるのだろうか――ほかの演出では宮殿の中

で圧死してそのままというものもあり、ここは観客としての賛否の分かれ

るところでもある．（13）

５．見えるものはそこにあるか

マクベス夫人の最後のクライマックスは狂乱して手を洗う場面である．

｢あの老人の体内にあんなに血があるとは――｣

手をこする夫人の周りをとり囲む魔女たちはやはり赤く染まった骸骨を持

っている．

この状況下で､マクベス夫人の目には自分の手が血で染まって見えてい

る．が､自分の周囲にいる魔女たちの姿は見えていない．もっともここでは

彼女にはそれ以外の周囲の人間も状況も見えてはいない．医師によると｢目

は見開いたまま、でも視力は閉じられたまま｣なのだ．

そして冷静に彼女を観察している医者及び看護人の目にはマクベス夫人

の手は血で汚れてはいないし周囲の魔女も見えない．

観客の目にもマクベス夫人の手は赤くない．観客に見える｢赤い手｣は魔

女たちの白骨ならぬ｢赤骨｣である．

｢ファイフの領主には妻があった――ああこの二つの手、何時までもきれ

いにならないかしら｣

手を洗いながらマクベス夫人の目には自分が殺した様様なもの――バンク

ォー、マクダフの妻子、あるいは殺人を犯したときのマクベスの姿が見え

魔女が、見えるか、テクストに現前する不在　その６

─ 92 ─

04-藤田-英文タイトル有  06.3.2  10:02 AM  ページ92



ているようだ．が､それは観客の目には見えない．ただ魔女の赤い手がその

流血を示している．

マクベス夫人は息絶え、マクベスは嘆く．ただし、[明日、また明日――]

に始まり｢響きと怒りに過ぎない｣というせりふは、ヴェルディ版にはない．

５－２．見える相手はそこにいるか
2005年８月27日、木挽町　歌舞伎『隅田川続面影』（14）

１月15日『盲長屋梅加賀鳶』（15）

『隅田川続面影――法界坊』は何種類もある｢隅田川もの｣の一つである．

没落した吉田家の嫡男吉田松若は家名最高のために「お家の重宝･鯉魚の一

軸」を捜し求めるため手代要助に身をやつした結果、永楽屋お組と恋仲に

なるが､お組に対しては商人の山崎屋勘十郎及び破戒僧法界坊さらには番頭

正八が横恋慕している．そこに幼少時からの松若のいいなずけである野分

姫が登場し､三角ならぬ六画関係と宝の探索とが､第一幕後半｢だんまり｣の

場で頂点に達する．

場面は浅草に程近い墨田川端．六人が追いつ追われつ集まってきたとこ

ろで提灯の灯が消えてしまう．設定は舞台の上は暗闇で､登場人物には何一

つ見えず､手探りするしかない．ところが場面自体は白昼のごとき光で観客

の目にさらされている．陽助は二人の女性を守りつつ鯉魚の一軸を取り戻

そうとし､二人の女性は彼に取りすがり､男たち三人はお組をさらおうとす

る．が､｢見えない｣ため､目的の相手に目的の行為をすることが出来ない．

女性の手を取ろうとしては男の手を取り､曲者を切ろうとしては危うく女性

を切り損ねる．河原の石にけつまずき､戦おうとするが拳が空を切る．それ

らの動作がすべてスローモーションで演じられ、時折発せられる効果音以

外にせりふはない（それゆえに｢だんまり｣と呼ばれている）．

最後に松若が勘十郎を切り殺したところで､家来が提灯を持って現れ､彼

らにも｢見える｣ようになって｢だんまり｣は終了となる．

こちらは主要人物が複数絡み合う｢だんまり｣だが､主要人物は一人､数十

人を相手にするものもある．『盲長屋梅加賀鳶』終幕、殺人犯･道元が暗闇

の中を逃亡する場面である．数十人の捕り手たちは手探りで彼一人を捜し
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求める．見えないため､最初に仲間を捕まえてしまい､「おれだ､おれだ」と

いわれて慌てて手を離す．次いで道玄を捕まえるが､見えないのを幸い道玄

が「おれだ､おれだ」というと､「ああ､おれだってよ」と納得してせっかく

捕まえた手を離してしまう．

そしてそのありさまを観客は明るい中で見て笑っているのである．

５－３．見える魔女はそこにいるか
2005年３月20日　新宿　『BROKENマクベス』（16）

劇団｢夢の遊民社｣で野田と並んで主役を演じてきた上杉祥三は､遊民社解

散後自身のプロデュース作品では「暴君（BROKEN）」シリーズと題し､

『ハムレット』（17）『ロミオとジュリエット』（18）そして「マクベス」を､時代

設定を日本の古代に移し変えて演出･主演している．

2005年３月の｢暴君（BROKEN）マクベス｣は､1992年に上演された作品の

再演であるが､野田同様に（勿論本家のシェイクスピアの精神に則って）言

葉遊びに満ち溢れた｢日本語の芝居｣となっている．

冒頭､Fair is foul foul is fair の呪文はそのまま

｢フェアはファウルでファウルはフェア｣

と日本語で繰り返され

｢ストライクはボールでボールはストライク｣

と続き､

｢そんな審判じゃ野球はでけんぞ｣

と落ちがつく．

そこから始まる言葉遊びは実に多彩であり、また設定を古代日本＝飛鳥

時代の王権争いにしたことによる改変もおびただしいが、それを詳述する

ことは現時点での本稿の課題ではなく、｢魔女がどのように舞台上に登場す

るか｣に問題を絞って考察する．

冒頭場面でマクベスに取り付くはずの魔女たちは、逆に三人組みの自称

｢魔男｣たち（戦乱･王権争いで殺された亡霊であり､従って野田版オペラの

｢魔女=戦場の死者たち｣という構想と同じ発想）に取り付かれる．場所は飛

鳥の石舞台、即ち巨大な墓の上であって､登場人物たちは常に｢舞台上で演

魔女が、見えるか、テクストに現前する不在　その６

─ 94 ─

04-藤田-英文タイトル有  06.3.2  10:02 AM  ページ94



じている｣ことを主張する．

三｢魔男｣は自分たちが王と臣下たちの陰謀によって暗殺された経過（歴

史上の｢大化の改新｣クーデター）を述べる．原作においてはコーダ領主断

罪の場面に相当する．

ついでマクベス・バンクォーの前に姿をあらわし預言をする場面となる

が､ここでは魔女の一人がマクベスの昔の恋人の姿を借りて半分眠っている

マクベスと｢まぐわう｣ことによって一層結びつきを深めようとする．

手紙を読んだマクベス夫人が暗殺を決意する場面では､魔女たちは夫人の

周囲を取り囲んで殺意をあおるが､逆に夫人のエネルギーに圧倒され､

｢おーこええ、生霊だ、怖い姉ちゃんだ｣

と肩をすくめる．

王殺し直前､

｢ああ､キンチョウするな､人殺しは――誰だってやだよ｣

とマクベスが殺意を鈍らせると、fair is foulの呪文とともに魔女･魔男は協

力してマクベスの前に短剣をかざす．

王殺害後､二人の王子が逃亡したためマクベスが王位についた経過を､原

作では貴族たちだが､ここでは魔女三人がfair is foulの呪文を唱えながら観客

に報告する．

バンクォー殺害後の宴会では､バンクぉーは宴会場に姿をあらわしマクベ

スには見えるが､夫人及び他の観客には見えない．マクベスのおびえを夫人

は季節がら

｢花粉症――アレルギー性鼻炎の発作です｣

とごまかしてごまかしきれず笑いを誘う．

宴会後疲労して二人して寝室に赴く夫妻に対して

｢マクベスは眠れない｣

とのろいをかけるのも魔女たちだ．

魔窟での預言――三つの幻影､そしてバンクォー及びその子孫たちの幻影

は明確に目に見える姿で現われる．ただしマクダフについては､実は舞台上

でははっきりとは現われておらず

｢マクダフの城を見つけて､マクダフの城を生み出して､マクダフの妻子を

殺すのだ｣
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と奇妙な命令を下す．

魔女たちが｢マクベスは眠れない｣とのろいを繰り返す直後の場面では配

下の武者たちが｢マクダフはどこだ｣と尋ねアルク．女性たちが｢そんな人は

知らない｣と答えると、武者は｢それはお前の主人の事だ｣といって女を切り

殺す．それが三回繰り返されマクダフが実在人物ではなくマクベスの恐怖

の産物でしかないことが暗示される．

マクベス夫人狂乱の場面、手を洗おうとする夫人の手を魔女の一人が取

って､

｢ほらほら､お手手は血だらけだ｣

と冷笑する．

そして最終決戦場面では原作と大きく異なり､魔女たちは魔男たちと分離

し､マクベスに同情して彼の見方に回る．マクベスに挑むのは魔男三人組み

であり､

｢女の股から生まれた男にはマクベスは倒せない｣

という預言の｢女から生まれていない｣マクダフが｢実は存在しない､幻影

だ｣と忠告する．

結末部分が原作とは異なりマクベス夫妻に｢救い｣をもたらす終わり方と

なっているが､これについてコメントすることも本稿の課題ではない．

ともあれ､魔女たちは殆どマクベス夫妻と同じくらいの頻度で舞台上にで

しゃばってくる．先に述べたがこの演出でも魔女は｢この国にうごめく死

霊･悪霊｣と定義されており､その死霊がマクベスたちを操る．それは、個人

の権力者の動向ではなく､国全体の｢空気｣が国を動かす現代のこの国を嘲笑

しているともいえよう．

エピローグ　見えるは、見えない

最終場面、預言どおりマクベスはマクダフに倒されマルコムが新王とし

て戴冠する．

「マクダフは英雄、暴君を倒した」

荒野から一転して色とりどりの花々が咲き乱れる最中で民衆は喜びを歌

い上げるが、彼らの中には白骨を振りかざす魔女たちが混じっている．確

魔女が、見えるか、テクストに現前する不在　その６
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かに戦いの英雄はそこにいて暴君は倒れたかもしれない．だがこれから本

当に優れた政治が、平和な国が訪れるのだろうか．サダム･フセイン政権が

倒れたあとのイラクは、混乱のきわみにあるのではないか．

「国王に全幅の信頼を」

と歌い終わると同時に、民衆たちは魔女たちとともに全員倒れ伏して幕

となる．国王に全幅の信頼を置いて勝利を寿いでいるのは政治家･軍人たち

だけだとあてつけているのであり、民衆はあからさまに不信を示す．戦争

が終わって新たな国（政権）が生まれたが､そこに存在しているのは単なる

悲惨さだけではないのか．イラクにおける戦いが、国家と国家との戦争自

体は終結したとしても、占領軍に対するテロ、部族間での争いはますます

激化しているように．たとえ選挙が実施されシーア派が多数を得て内閣が

組織されたとしても安定した平和な政治など望みえないように――民衆の

苦しみなど顧みず戦いを推し進めるマルコム､マクダフ、さらにはブッシュ

のような政治家･軍人たちはそのような民衆の不審は見えない．というより

あえてみようとしない．しかし我々観客の目の前には明確に現われている

のだ．

シェイクスピアの､あるいはヴェルディのテクストにおいては､あくまで

も新たな国王の戴冠が祝賀されている．しかし演出意図は、そして実際の

生きる舞台はそのテクストの範疇から逸脱し［今･この場にある］問題意識

を現前させようとし、それが新たな試みとして肯定される(肯定するべきで

あろう、という考え方は筆者自身の評価である)．

だとすれば客観的にテクストで語られる［真実］など実はどこにもない．

我々観客がテクストを通して見る舞台は、常に、今、目の前にある問題な

のだ．

最後にあの呪文

fair is foul, foul is fair

について､今ひとつの翻訳［あるいは解釈］を与えることで本編の幕とし

よう．

｢見えるは見えない､見えないは見える｣と．

魔女が、見えるか、テクストに現前する不在　その６
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NOTES

（１）『マクベス』の和訳は木下順二訳（岩波文庫、1993年版）．ただし．ヴェ

ルディのオペラには原作にない部分もある．

（２）ヴェルディによるオペラの初演；1847年．

本プロダクション初演；2004年５月　新国立劇場

演出；野田秀樹　　美術；堀尾幸雄　　衣装；ワダエミ

東京交響楽団　指揮；リッカルド・フリッツァ

ダンス振付；木佐貫邦子

マクベス；泉良平　　マクベス夫人；ゲオルギーナ・ルカーチ　　

バンクォー；大澤健

合唱；新国立劇場合唱団

（３）『ル・シルフィード』 初演：1832年３月

東京バレエ団本公演；2005年２月11－13日　東京文化会館

振付；ピエール・ラコット　　

音楽；ジャン=マドレーヌ・シュナイツホーファー　

第一幕パ・ド・トロワはモーレ｢オンブル｣より抜粋

シルフィード；斎藤友佳里　　　ジェームズ；マチュ―・ガニオ　　

エフィー；井脇幸恵

（４）例えば2002年６月の新国立劇場公演はブルノンヴィル版　

（５）『野田版・研ぎ辰の討たれ』

初演；2001年８月歌舞伎座

（６）『二人椀久』 紅海音作　初演；宝永六（1709）年

2005年２月１日―25日歌舞伎座

椀屋久兵衛；片岡仁左問衛門　　松山太夫；片岡孝太郎

魔女が、見えるか、テクストに現前する不在　その６
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（７）『保名』 鶴屋南北、篠田金治作　初演；文政元（1818）年

2005年３月３日―27日　歌舞伎座

保名；片岡仁左衛門

（８）目の前にあるものが本当に見えているか、ということに関して、今ひと

つ、歌舞伎からの例を取り上げよう．『二人椀久』と同日の歌舞伎座、『新

版歌祭文』野崎村――舞台は大阪近郊の野崎村、昔からのいいなずけ、久松

との祝言の日、お光がいそいそと私宅を整えているところへ、大阪での久

松の新しい恋人、油屋の総領娘お染が彼を追って尋ねてくる．三人の恋の

鞘当、くどきの後、久松とお染は心中することとなって出立、お光は涙に

暮れる――という話の筋立ては『ラ・シルフィード』第一幕と殆ど同じであ

る．

勿論、この作品は徹底したリアリズムで、妖精や幻影など登場する余地

もない．しかるに、お光、お染、久松の三者を演じる役者を並べてみると

――．

江戸時代の嫁入り前の娘であるお光、お染は十代（15、6歳がせいぜいであ

ろう）、久松も前髪の丁稚であるから十代後半からぎりぎりでも二十代前半

のはずである．それを演じるのは中村芝翫70歳、、中村雀右衛門80歳、中村

鴈次郎70歳――とすると、観客は結局の所舞台に誰を見ているのだろうか？

お染久松の物語にはもうひとつのヴァージョン――お染の七役――があ

り、この作品では、お染、久松、お密、さらにはお染の母、久松の姉など

を同一の役者がはや変わりで演じることとなる．観客は、勿論、それを知

った上で、それぞれのキャラクターを演じ沸ける役者のパフォーマンスを

楽しむということになるわけだ．この場合は、殆ど、登場人物というより、

役者を見ているというべきかもしれない．

（９）ニューアドヴェンチャーズ公演『愛と幻想のシルフィード』 Highland

Fling

振付・演出　マシュー・ボーン

シルフィード；ノイ・トルマー　　　ジェームス；ウィル・ケンプ
（10）『眠れる森の美女』 初演；1890年

魔女が、見えるか、テクストに現前する不在　その６
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レニングラード国立バレエ団本公演；2005年一月25、26日

音楽；ピョートル・チャイコフスキー

振付；マリウス・プティパ

オーロラ姫；エリーナ・エフセーエワ　　デジレ王子；ドミトリー・

ルダチェンコ

リラの精；イリ―ナ・ペレン　　カラボス；アンドレイ・ブルクバー

ゼ

（11）今ひとつの解釈を例示する．2004年７月22日に上演されたモンテカルロ

バレエ団『ベル――眠りの森の美女より――』では、オーロラ姫は透明な球

体で覆われた「無垢な美女」として登場するが、男性たちに陵辱され、そ

こから､自己回復するという物語展開となっていく．確かに［四人の王子た

ちとのアダージョ］に関して､それ（集団によるレイプ行為）を連想するこ

とはありうる．勿論それを露骨に｢目に見える｣形で明示することが芸術的

効果を上げているか否かはまた議論すべき余地があるだろう．

（12）『ラ・バヤデール』

初演；1877年

ベルリン国立バレエ団本公演；2005年６月19－21日　東京文化会館

音楽；ルートヴィク・ミンクス

振付；ウラジーミル・マラーホフ、マリウス・プティパ

ニキヤ；ポリーナ・セミオノワ　ソロル；アルテム・シュピレフス

キー

ガムザッティ；ヴィアラ・ナチェーワ

（13）筆者の知るこれ以外の二つの公演（2003年２月新国立劇場バレエ団公演、

2004年１月レニングラード国立バレエ団）においては、ソロルに許しはな

く宮殿もろとも破滅して終幕となった．

（14）『隅田川続悌』

奈河七五三助作　初演；天明四（1784）年

魔女が、見えるか、テクストに現前する不在　その６
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串田和美演出による本公演；2005年８月10－28日　歌舞伎座

法界坊；中村勘三郎　　要助実は松若；中村福助　　お組；中村扇雀

野分姫；中村七之助　　山崎屋勘十郎；中村勘太郎
（15）『盲長屋梅加賀鳶』

河竹黙阿弥作　初演；明治19（1886）年

本公演；2005年１月２－26日　歌舞伎座

竹垣道玄、加賀鳶梅吉二役；松本幸四郎　

（16）『BROKENマクベス』

上杉祥三脚本演出　初演；1992年

本公演；2005年３月17－20日　紀伊国屋ホール

マクベス；上杉祥三　　マクベス夫人；長野里美

（17）『BROKENハムレット』初演：1990年本多劇場

（18）『BROKENロミオとジュリエット』初演；1992年本多劇場

魔女が、見えるか、テクストに現前する不在　その６
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