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セバスチャンとの対面の直前、シザーリオを演じるヴァイオラは自分の

心のなかにいるセバスチャンと対話する。シェイクスピアの原文からはか

なりアレンジした――後半は原文にはない――せりふである。

「やあ――そこにいるのはおれか？」

「お兄さん――わたし、ヴァイオラよ――嵐ではぐれてこの海岸にたど

り着いて、わたし、髪をきったの。そしてあなたの服を着て、男になった

の」

「男になって、たくましくなって生きてきたんだね」

「お兄さん――セバスチャン、わたし、たくましくなんかなかった――

だからあなたにずっと頼ってた――呼びかければいつも、あなたがそばに

いてくれた」

原文にはないが、ヴァイオラの「シザーリオに変身した」気持ちが、い

かにもそうであったろうと思わせる独り言だ。この「一人の中の二人の対

話」は、切々と胸を打つように語られ、事実、このシーンでもらい泣きを

している観客もいたようだ。

が､あろうことか、この胸を打つ独り言を言い終わった瞬間、彼女はと

んでもない言葉を吐く。

「さて、じゃあ、お芝居に戻りましょうか」

戻りましょうか、もなにもない。今の今まで名演技をしていたではない

か、そもそも最初から「お芝居」をやりつづけているではないか――観客
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は一瞬、呆然として､ついで、笑い出すしかない。そして「お芝居に戻っ

た」彼女は、平然と、ヴァイオラとセバスチャンの二役を演じ始める。

シェイクスピア『十二夜』（1）第五幕、

「ひとつの顔、ひとつの声、ひとつの服、だが別々の二人！　自然の作

りなした魔法の鏡、ありえないものがある！」

と、皆が驚愕する場面――顔はそっくりな男女の双子（科学的には男女

の双子は二卵性双生児だから、そっくりということは「ありえない」のだ

が）、嵐によってはぐれ、離れ離れになっていたヴァイオラとセバスチャ

ンとがめぐり合う場面。これを現実的に上演しようとすればどこかに無理

があるのはあたりまえ、まさしく「ありえない」魔法の場面なのだ（実際

に双子の役者を使う、という手段もあるが、それは「禁じ手」ということ

にしておく）。

ではその「ありえない」無理をどのようにして解決するか――ある演出

では早変わりを使い、またある演出ではダミーの人形を後姿だけ使い、さ

らにある演出では仮面を使用する。そして、2011年一月、串田和美演出の

この舞台（2）では、先のせりふによって作り出した「全てはお芝居」とい

う状況を観客に十分承知させることによって、もともと一人しかいないキ

ャラクターを、二人いると認識させてしまう、という手段だった。さらに

この演出は、それ以外にもさまざまな手法で、この作品が「お芝居」であ

ると訴えかけていき、それによって、「メタ＝お芝居」であることを自己

主張することにもなる。

無論、シェイクスピアの作品においては、『ハムレット』『ロミオとジュ

リエット』『マクベス』、どの作品をとっても演劇論といっていい言葉がち

りばめられている。実際、演劇、芝居について言及していない作品を探す

ほうが困難であろう。

本稿においては、この作品と、2005年7月に初演され、その後も日本国

内、さらには英国においても再演を重ねた、蜷川幸雄演出の歌舞伎版『十

二夜』（3）との比較を基本におきながら、また幾つかの『十二夜』演出につ

いて考慮していきたい。さらには歌舞伎その他の「一人二役」或いは「男
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女のいれ替わり」に関する技法などを照らし合わせて考察することによっ

て、改めて「お芝居」の虚構性というものが浮かび上がってくるはずであ

る

1．一人二役は早変わりのお芝居をする

串田演出においては「今からお芝居が始まりますよ」というプロローグ

が、最初は小さな人形たちの、次いで登場人物たちの楽器を引きながらの

パレードによって顕される。「あの行列は、結婚式？それとも葬式？」と

いうナレーション、そして舞台上には「潮風の中で朽ちた、祭り用仮設舞

台で語られる物語」と、字幕による告知がなされステージ中央には小さな

仮設舞台が置かれており、観客は最初から「芝居の中の芝居」を意識す

る。

さて、蜷川幸雄演出、歌舞伎版『十二夜』を比較してみよう。こちらで

は冒頭は大掛かりな船のセット上で、兄妹が嵐と戦う場面から始まる。設

定は日本の戦国期とされ、登場人物の名前も全て日本人の名前である。セ

バスチャンは瀬波主善之助、ヴァイオラは琵琶姫、両人を尾上菊之助が早

変わりで演じる。嵐にもまれる巨大な舟の中を行き来しつつ、若衆衣装の

修繕と、きちんと髪を結った赤姫姿の琵琶姫を、僅か数分の間に何度も早

変わりする（筆者が計測した限りでは5分間に8回）、そのパフォーマンス

自体が観客をうならせる。

翌朝の海岸、琵琶姫は男装してこの土地の領主、大篠左大臣＝オーシー

ノー公爵に使えることを決意する。もともと男性である菊之助が姫装束し

ていて、さらにそれが「正体を偽って男装する」というのであるから、観

客は、何が「正体」やらわからない、一種混乱した感覚を覚えざるを得な

い。

対して串田演出では、嵐の場面は省略されて海岸から始まる。ただし、

原文にはない、「髪を切る」という一事がはいる。船長が

「髪を切って男装する、それでいいのですか」

シザーリオはお芝居をする
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と確認し、ヴァイオラが

「お願いします」

と答え、船長は

「おお、切った髪が、風に飛んでいく――」

と慨嘆する。

串田によると「戯曲を読んでいると、とんでもないところに創造が膨ら

んじゃう」そうで、この髪切りも、「そんな風景が浮かんできた、「おお」

と嬉しくなったりする」（4）という事で付け加えたものだ。というより、こ

の原文にない「髪を切った」ことが、後のせりふにおいても、大きな構成

要素の一つとなっていく。

さて歌舞伎版では、ステージには巨大な鏡が前面に置かれ、観客の姿を

映し出す。蜷川演出としては『リチャード三世』でも使用した技法である

が、鏡が、時に反射し、時に、向こう側をすかし、と、効果的に使用され

る。無論「一人二役＝人の姿を写す」という作品自体の主題を訴える手段

にもなる。やがて鏡のむこうに、チェンバロを引き、聖歌風の歌を歌う

「異人」が現われ、その歌に引かれて、オーシーノー公爵＝大篠左大臣が

花道から随人に付き添われて登場し、オリヴィア＝織笛姫へのかなわぬ恋

を吐露し、次いで、琵琶姫から変身した獅子丸＝シザーリオに、恋の取次

ぎを頼む段取りとなる。

串田演出においては、この場面は「チープ」といっても良い。実際、公

爵の邸宅も、オリヴィアの邸宅も、狭い仮設舞台の設定となっているので、

「豪華なセット」に夜って贅沢な貴族の生活を垣間見る、というような趣

向はない。

その代わり、公爵の背後には仕えているふたりの近習が（意図的に、背

が高いヴァレンタインと背の低いキューリオという凸凹コンビを配してい

るが）時に舞台の移動や小道具の用意なども行い、「進行係」的な役割を

になう。「オンシアター自由劇場」以来の、小劇場の伝統的な手法でもあ

る。
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2．道化は仕事としてお芝居をする。

道化フェステは､登場したそのときから早速お芝居をはじめる。長旅か

ら帰ってきて、そのたびの途中で仕入れてきた物語を聞かせる、というこ

とで、小型人形芝居のセットを広げ､舞台上ではマライアを相手として､実

情は劇場内の観客全員に対して､［サザエとイソギンチャクの恋］という､

原作にはない物語を歌いながら語る。そのサザエ､イソギンチャク､あわび

の［片思い］の連鎖が奇妙に､シザーリオ､オーシーノー､オリヴィアの三

角関係と連動する（語っている途中､水を飲むが､それを噴出して､最前列

のお客さんにかかってしまったが､まあそう言うハプニングもあるのが生

のお芝居である）。

そもそも､フェステの仕事は道化――お芝居をすることが仕事なのであ

る。である以上、彼の日常は､常にお芝居になる。どこからどこまでが仕

事のお芝居なのか､どこからどこまでが自分の本音なのか､おそらく本人に

もわからないということであろう。――それが［道化］の周り中の人々か

ら｢阿呆｣扱いされる存在意義そのものでもある。

歌舞伎版では､フェステ＝捨介を演じるのは尾上菊五郎であり、即興で

時事評論めいた噂話を語る（演劇には世相批判の一面もある）。彼はまた

マルヴォーリオ＝丸尾坊太夫役も演じており､観客は､道化役と謹厳実直な

執事役の早変わりの［演じわけ］により（後半ではその謹厳実直な執事が

［ニヤニヤ笑いながらウコン色の下帯をちらつかせる］というとんでもな

い道化姿になるわけだが）､役者の演じる［お芝居］を強力に意識するこ

とになる。

歌舞伎ではこの作品に限らず､主要な役者が一人二役以上で､しかも似て

も似つかぬ役を演じるケースが多い。これまた［お芝居］であることを強

く意識させる仕組みになっている。たとえば串田版と同じ時期に上演され

た『四天王御江戸鏑矢』（5）において、菊五郎は国崩しの悪役、相馬太郎と、

それを追及する善玉、四天王の一人渡辺綱を二役で演じており、さらには

劇中、剛毅な侍である綱は（探索のため）町人の鳶頭綱五郎に扮している。

シザーリオはお芝居をする
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3．「恋に気づいても気づかない」お芝居をする

オーシーノー公爵は、シザーリオをオリヴィアへの恋の使者に立てる

際、

「赤いお前の唇は、処女神ダイアナも及ばない。その細い声は少女の声

のように高く澄み切っている。すべてが女形を演じる少年俳優そのもの

だ」

と、女性的な顔立ち、声を誉める。もとより、女性なのだからあたりまえ

――観客は「そりゃそうだ」と思う。歌舞伎版では、本来が男である役者

が演じるということで、より錯綜した場面となっている。

使者に立つヴァイオラは

「ああ、因果な務め！　誰を口説こうが、ご主人の妻になりたいのは私

なのに」

との傍白で、自身の恋を語る。ところがオーシーノーは彼女の思いに気

づいていない。ひとつにはオリヴィアへの恋心で一杯なため、もうひとつ

は、シザーリオがまさか女性とは思っていないから――ただし、二人の近

習、ヴァレンタインとキューリオは（観客とともに）気づいており、それ

となく彼女を慰め、あるいは励ますそぶりを見せる。このあたり、二人組

みはシザーリオの心を知って応援している観客の声を代弁する仕草をして

いるともいえる。周りが気づくのは、考えてみれば当然かもしれない。シ

ザーリオは、そう思わせぶりな言葉をいくらでも吐いているのだ。気づか

ない公爵のほうが、自分の気持ちに囚われて、周りに対して目が見えなく

なっているだけの話なのである。

オリヴィアはオーシーノーの使いには会わないと決めていたのだが、マ

ルヴォーリオの表現によると、

「一人前の男としては幼すぎ、子供というには育ちすぎ」

という「境界線上の存在」に興味を持ってシザーリオにあってみようと

思い立つ。対面するとき､オリヴィアはマライアと二人してヴェールをか

ぶり、役割を交換し､侍女のお芝居をする（マライアのほうは当然ながら
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オリヴィアのお芝居をする）のだが､簡単に見抜かれてしまう。オリヴィ

アが正体をあらわして後の、

「稽古したせりふ以外、何もいえません｣

「あなたは役者？」

「本当のわたしは、今演じている役とは別物です」

という対話も、ドラマティック･アイロニーに満ちたやり取りである。

シザーリオは公爵の代弁者､使者としての口上を述べるためことさらに芝

居がかった口調で語ろうとする。時折本音がもれる。

「今の運命よりは上ですが、今でも紳士の身分です」

そこのせりふにおいても､自分が「本来とは異なる役割のお芝居をして

いる」ことは明確化される。

一方のオリヴィアはシザーリオを見た瞬間に恋に落ちてしまう（皮肉な

ことに、顔を隠していた自分が、ヴェールを取った瞬間、相手の顔にほれ

込んでしまうということになる）。何しろその直前までは

「お兄様をしたう余り、誓いを立て、男とは同席するのも顔を見るのも

断っておられるとか｣と、人々の噂になっていて、オーシーノーは見向き

もされていなかったのだ。

「恋煩い、て、こんなに早くかかるものなの？」

という変わり身の早いせりふには観客一同爆笑してしまう（まあ、恋と

はそう言うもの､なのかもしれない）。シザーリオに対してだけはその思い

を告げず、代わりにマルヴォーリオにたくして指輪を渡そうとする。渡し

た覚えのない指輪を無理やり返却されて、シザーリオは彼女の自分への恋

に気づく。さてここで､シザーリオ＝ヴァイオラはオーシーノーに恋し、

オーシーノーはオリヴィアに恋し、オリヴィアはシザーリオに恋してい

る。

「わたしのご主人様はお嬢様を愛し、憐れな男女のわたしは同じくらい

ご主人に夢中、でもってお嬢様は勘違いしてわたしに首っ丈」

という三角関係が成立してしまったのだが、それは実のところ、

｢わたしは男だからご主人が大好きでも望みはない。わたしは女だから

シザーリオはお芝居をする
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――ああ、なんてこと――気の毒なオリヴィア様、いくらため息をついて

も無駄だわ｣

という不毛な関係である。

歌舞伎版においては、この場面では尾上菊之助は、見事に「男女の自由

自在な変身」を行う。最初は男性獅子丸の声で「ご主人はお嬢様を愛し」

そして次の瞬間、女性の声で「わたしはご主人様を愛し」と発するときに

は、綺麗に琵琶姫になりきっており、そこの一瞬の［男から女への変容］

のパフォーマンスが、観客をどよめかせる。

さらに、大篠左大臣が姫への恋心を語り

｢おなごの胸は、このような熱い恋心には耐えられぬ｣

と男女差別めいた慨嘆をするのに対して

｢おなごの心にも、同じく熱い思いがありましょう｣

と反論する際には、一瞬で男から女になって琵琶姫としての本心を覗か

せ、それにはっと気づいて近習の獅子丸に戻る、という｢芸｣を見せる。歌

舞伎が長年培った［女形］のアドバンテージが生きる､前半最高の演じど

ころ（見せ所であり、同時に聞かせどころ）であり、同時に、観客の目か

らすれば「誰がどうみたってわかるのに、なぜこいつにだけはわからな

い？」と思わざるを得ない場面の繰り返しでもある。

一方で双子の片割れ、セバスチャンも、同じ様に愛されている事態に気

づかないでいる（物語りの流れとは多少の前後があるが、同一主題である

ため、ここでコメントしておく）。嵐の海で彼を救出したアントーニオが、

セバスチャンに恋をしている――のは先ず間違いない。が､同性愛はご法

度であるから（必ずしもそうではないともいえるかもしれないが）――少

なくとも、セバスチャンに対しては、わからないように隠そうとしている。

嵐の海から（おそらくは命がけで）助け上げ､ともに旅をし､かつて闘いを

演じたため、発見されたら不味いことになるこの土地に上陸し――さら

に､［必要でしょうから］と､財布を預ける。セバスチャンのほうは､どう

やら彼の気持ちには築いていない様子である（串田版演出ではいささか

［天然ボケ］風に扱っている）。ただし、観客の目にはバレバレ、である。
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この態度はさらに加速する。

4．吟遊詩人はアンドロギュヌスのお芝居をする。

吟遊詩人という､これまた原作にはないキャラクターが現われる。演じ

ているのは､オーシーノー役の石丸幹二であるが､小姓2人とともに､［アン

ドロギュヌス］の物語を人々に語り､歌う。

アンドロギュヌスもまた原作には一言も触れられてはいないが､この作

品においては極めて重要な概念である。

元々はプラトンの著作にある概念であり、中世から近世の魔法関係文書

にも多々登場する。本来､神が人を作ったときは､男女が1つの体にくっつ

いていた､それを半分に割ったゆえ､それぞれが［ベターハーフ］を求め､

さまよう――ほとんど､『十二夜』の双子の物語と同一､といっても良い。

中世やルネッサンス時代の銅版画にもよく使用される図版であり､舞台上

にもその男女合一して太陽を象徴する姿の等身大画像を置き､これはラス

トの対面の場面でも効果的に使用される。そしてこの「アンドロギュヌス」

が具現化した存在が、もちろんシザーリオである。前半が終了する直前、

シザーリオの中で、ヴァイオラと、兄セバスチャンとが対話をする。

「やあ――そこにいるのはおれか？」

「お兄さん、私、ヴァイオラよ――嵐ではぐれてこの海岸にたどり着い

て、私、紙を切ったの、そしてお兄さんの服を着て、男になったの――」

この『心の中の対面』は、ラストのクライマックスで効果的なリフレイン

となる。

その思いを受けてシザーリオと吟遊詩人（兼オーシーノー）がアンドロ

ギュヌスの歌を歌い上げ、前半が終了する。

男女の双生児というテーマは、演劇史をさかのぼれば、アイスキュロス

の「オレステア三部作」（6）まで行き付く。トロイア戦争の英雄であったア

ガメムノンの子供たち、エレクトラとオレステスによる母に対する敵討ち

――。近年ではこの作品は2000年の『グリークス』（7）、2003年の創作オペ

シザーリオはお芝居をする

－49－



ラ『エレクトラ』（8）、2004年の『エレクトラ』（9）、2006年の『オレステス』
（10）、さらに翻案された形では2008年の『アルゴス坂の白い家』（11）などで

繰り返し上演されている。

無論、科学児的には、男女の双生児は二卵性双生児なのだから、顔がそ

っくり、ということはありえない。しかし、そう言う科学的検証を超えて

――つまりはフィクションとして、顔がそっくりの男女の双子を巡る騒動、

というテーマは、われわれ観客の想像力を書き立てるものになる｡

幕間　2011年三月九日　　渋谷

「お芝居をしている中でお芝居をしている」という状況は、現代演劇で

も勿論たくさんある。今年度の代表的な作品としては、三月上演の『日本

人のへそ』（12）であろう。原作は井上ひさし、初演、今回の演出は栗山民

也、2010年に没した井上ひさし追悼シリーズである。

吃音患者の発声を矯正する場合、「演劇のせりふとして発するならば吃

音にならない」という自説を実証するため、治療の一環として吃音患者十

二名を集めて、音声学者の演出により芝居が始まる。内容は、昭和30年代

（初演当時）、東北の農家の娘が貧しさに耐えかねて上京し就職、しかし勤

めた店主のセクハラ（という言葉はこの時代にはないが）にあい、みせを

とびだし、きっさてんにつとめ、ばーにつとめ、幾多の試練を経て浅草の

売れっ子ストリッパー｢ヘレン天津｣になり、やくざの愛人になりそれが組

長に譲られ､ついにはさらには政治家の愛人になり、という物語である。

出演者は、主役のストリッパーを含めて全員が、複数の役を演じている。

ところが、政治家の愛人になった場面で、いきなりその政治家が刺される、

という現実の事件が起こる。ここまでが前半である。

後半、実はこの「芝居」は、吃音の政治家一人を治療するために、周囲

の人々全員が仕立てたお芝居である、という「真相」が明らかになる。た

だし、物語の内容が、政治家の現在の愛人である元ストリッパーの過去の

出来事、という設定は変わらない。そして現実に政治家がさされた「傷害

事件」の解明が進んでいくにつれて、それまでは偽ってきた周囲の人々の
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人間関係が明らかになり（かなりの人々が同性愛であることが発覚する）、

遂には、この傷害事件自体が、政治家の愛人･ヘレンとその浮気相手の関

係を暴露するためのお芝居である、という「真相」が判明する。

というところで、またもや、それが、吃音患者であるこの出演者全員を

治療するためのお芝居である、という「真相」が判明し――という、三重、

四重の「入れ子構造」である｡

こういう「入れ子構造」は、たとえば『もとの黙阿弥』（13）などの作品

でも取り上げられてるが、井上ひさしの得意な類型であり、それゆえに追

悼公演に相応しい作品であった。

と同時に、井上ひさしは､日本の「中央」（或いは東京）の反映が「東北」

（の主として農民）の犠牲を元にして築かれてきたことに対して、絶え間

ない糾弾を続けてきた文学者であり、この作品（或いは、五月に上演され

た『太鼓どんどん』（14）など）もその色彩が強い。（小説としては『吉里吉

里人』（15）が代表だろうか）そしてこの上演の最中にあの東北大震災が発

生し、東北の「犠牲」が改めて判明したことは、文学作品の、或いは演劇

の、「予見性」を広く知らしめる出来事でもあった（16）。

5．自分ではない自分のお芝居をする

オリヴィアの恋心は募るばかりで、シザーリオとの二度目の対面におい

ては、

「もうすっかりおわかりね。ヴェールで顔はかくせても、胸のうちはす

けてみえる」

と、大胆に迫る。が､シザーリオがその思いに答えられるはずもなく

｢ご自分がご自分ではないと思っておいでです｣

とたしなめるしかない。

｢わたしがそう思っているのなら、あなただって同じだわ｣

｢そうです。わたしは本当のわたしではありません｣

というやり取りは、オリヴィアにはわからないが、観客には良くわかる、
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シザーリオの心情吐露であり、二人とも、確かに「本来の自分ではない」

お芝居をしているのだ。そして、｢恋に落ちる｣とは、｢過去の自分とは異

なった自分になってしまう｣ということなのだろう。一方のシザーリオの

せりふは、｢自分を偽る自分｣をあらためて強く意識化させるせりふであ

る。

改めてであるが、こういう｢お芝居の意識化｣については、やはり歌舞伎

にも多い。これも最近のものであるが、2011年8月の｢怪談乳房榎｣（17）第

三場においては、中村勘太郎が下男正助とやくざ者三次の二役を早変わり

するシーンがあるが、この場面では酒を飲んでいた賛辞のところに、仲居

が「正助さんがいらっしゃいました」と声をかけ、そこでわざわざ三次が

「何、正助が来た？　ここはこうしちゃあいられねえ」

と席を立ち、階段を下りながら下へ

「おや、正助さん、いらっしゃい」と語りかけ、降りたところですぐさ

ま早変わりして正助となって登り、

「いやあ、急いでやってきただよ」

と、ことさらに早変わりを意識させる場面がある。

6．騙すためにお芝居をする

大酒を飲んで高歌放吟するサー･トービー、マライア、サー･アンドリュ

ー、フェステの四人、それをとがめだてするのが、謹厳実直を絵に描いた

ような執事のマルヴォーリオである。執事＝使用人の身でありながら、姫

の伯父であるトービーや客人であるアンドリューをしかりつけ、追い出す

と脅しつける、ということは、よほど、姫の信頼が厚いのだろうか。作品

中からはわからないが、財政上の実験は彼が握っており、彼のおかげでこ

の一家が成り立っているのかもしれない（実際、彼以外は、実用的な人間

はいない。彼がいなければ、遊び人ばかり揃ったこの一家はたちまち財政

崩壊してしまうのかもしれない）。

その復讐としてマルヴォーリオを騙すため、マライアが計略を思いつく。
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姫の筆跡に似せた、いかにもマルヴォーリオを恋しているかのような内容

の偽手紙を落とし、マルヴォーリオに発見させ、盗み読みさせ、姫の「恋」

を曲解させようというお芝居である。彼らが見張っている最中に、偽手紙

を発見し、ためらいつつも（こじつけて）盗み読みし、姫の自分への片思

いを「知った」マルヴォーリオの変貌振りは実に極端であり、観客に「お

芝居である」ことを思い知らせてくれる。実際、この場面を見ると、それ

までのマルヴォーリオの「謹厳実直･堅物の執事」が「お芝居」であって、

実は「姫に恋慕していた野心たっぷりの男」であったことが判明する。

さて、この偽恋文でマルヴォーリオの要求されるものは、

「親族には無愛想に、召使いには不機嫌に振る舞い」

という奢った態度、

「微笑でお示しください。あなたには笑顔がお似合いです」

という事でにやついた表情、そして最大の重要アイテムとしては

［黄色い十字の靴下留め］

であるが、歌舞伎版ではこれが［ウコン色の下帯］となる。傲慢に振舞い、

ニヤついて、キラキラの下帯を着物の裾からちらつかせる、という振る舞

いは、まさしく非の打ちようもない「変態」である。そして串田版ではな

んと［鶏への扮装］である｡（さすがに、これはやりすぎ――という気が

しないでもないが）。

マルヴォーリオは、オリヴィアへの愛のために、この奇抜な扮装を敢え

て実行する。歌舞伎版の「ウコン色の下帯をちらつかせてにやついた表情」、

串田番の「鶏の扮装」等、後半のマルヴォーリオは、「姫の期待にこたえ

るため無理して芝居している」はずなのであるが、だいたいにおいては役

者たちが「乗っている」ため、前半以上にのびのびとしているため「こっ

ちが本音」という趣さえ伺える。

オリヴィア邸のファルス騒動は止め処もなく続く。金づるのアンドルー

が

「君の姪は公爵のお小姓にだけいい顔をして僕には知らん顔なんだ」

と嘆いて、イリリアを発とうとするのを引き止めるため、サー･トービ
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ーは

「公爵の若造に決闘申し込んでやるんだ」と、たきつける。アンドルー

のとんでもない決闘状を笑いものにした後、シザーリオには、

「敵は手ごわい、敏捷な殺し屋だ」

と、嘘八百を並べ立てておどしつける。シザーリオは自分が女性という

弱みがあるため、仲裁を頼み込む。さらにアンドルーにも

「あいつは鬼だ、さすがはペルシア王お抱えの剣士だな」

と、シザーリオの強さを吹き込み、おびえさせて喜ぶ。笑いものにして

楽しんでいるのみならず、交渉役を買って出て、葦毛の馬をせしめようと

する。

双方をこわがらせる二重三重のお芝居の結果、相手の強さにおびえたシ

ザーリオとアンドリューがともに「とりあえず、決闘という形をとって相

手を満足させるための八百長芝居」として刃を交えようと、実に情けない

両人とも腰がひけた決闘シーンが始まった一瞬、アントーニオが飛び込ん

でくる。

「もしもこの若い紳士が無礼を働いたなら、その罪はわたしが引き受け

る。そちらが無礼を働いたなら、わたしが相手となる」

愛しいセバスチャンを守るため、と、芝居がかったせりふをはく。

そこへ役人が通りがかり、「国家の敵」と判明したアントーニオは逮捕

されてしまう。やむをえず、

「いくらかでも例の金をお返しいただけませんか｣

とシザーリオに頼むが、初対面のシザーリオは

「なんのことですか」

というしかない。

「このごにおよんでしらん顔ですか？！」

アントーニオは恩知らずぶりに驚愕する。

フェステたちはさらに、監禁したマルヴォーリオをからかうためお芝居

をする。原文では［悪魔に取り付かれた］マルヴォーリオに対して､［悪

魔払いの儀式］を行う僧侶トーパスのお芝居をするわけであるが、この

外国語外国文化　第5号

－54－



［悪魔払いの儀式］自体が､大掛かりなお芝居でもある。（キリスト教では

基本的に「エクソシスト」を認定しているらしいが、それは、「悪魔払い」

の儀式を行うことによって､「悪魔に取り付かれた」と信じ込んでしまっ

ている精神病患者の治療になる、ということである。これについては原初

的な「ウイッチ･ドクター」と、類似しており、極めて「演技性」の高い

儀式でもあろう）。

串田版では､［鶏］に変装して、「狂った」とみなされて閉じ込められた

マルヴォーリオを、「鶏になってしまった人間」と本気でみなした、とい

う設定で、その隣の部屋で［口を利く狼］が鶏と交渉をする、というお芝

居をする。そして「実際は演技として鶏の扮装をしている」マルヴォーリ

オは、監禁から逃げるために、［口を聞く狼の話を信用している、本当に

鶏になってしまった人間］というお芝居をする。ところがそこでフェステ

たちから

「鶏のふりをしているけれど、実は本当は人間なのだろう」

と責められると

「いいえ、わたしは本当に鶏です、口を利けるけれど、鶏なのでありま

す」

と断言せざるを得なくなる。こうなると、最早どこからどこまでが真実

なのか嘘なのか、どこからどこまでが正気なのか狂気なのか、自分でも判

別つかない状態に追い詰められてしまう。のである。このくだり、

「われわれはふりをしたものになってしまうから、何かのふりをすると

きには気をつけなければいけない」

というカート･ヴォネガットの警句（18）を髣髴とさせる場面でもある。

7．［お芝居をしている］と誤解をする。

見知らぬ人とは言え、自分を助けてくれたアントーニオのために公爵に

とりなすシザーリオだが、当のアントーニオからは、

「今おそばにいる恩知らずの若者は、たけり狂い泡を吹く荒海の口から
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わたしが救い出したのです。（中略）愛を捧げ、全身全霊で尽くしてきまし

た」

と罵られる。ともに旅をしてきた友人（というか、片思いの恋人）が､

「わたしが逮捕されると、危険の巻き添えは食うまいと、ずるがしこさ

にものを言わせ、面と向かって私など知らないと白を切った｣

保身のために［とぼけている］お芝居をしている､と責められるのであ

る。

オリヴィア邸に紛れ込んだセバスチャンを、先ずフェステが、次いでサ

ー・トービーがシザーリオと間違えてけんかを仕掛け、たちまち打ちのめ

される。わびるオリヴィアはセバスチャンのことをシザーリオだと思い込

んでいるので当然彼に恋していて

「だめよ、うちにいらしてくださらなければ。いやとは言わさないわ｣

と、かきくどく。セバスチャンは

「おれの気が狂ったか、それとも夢をみているのか？　恋よ、おれの理

性をいつまでも忘却の川にしずめておいてくれ」

やはりオリヴィアに一目ぼれしてしまい、結果としてめでたく両思いと

なってたちまち婚約する（考えてみれば、面食いの一目ぼれ同士、お似合

いのカップルというべきか）。

ところがその後､セバスチャンと入れ替わりで公爵とともに現われたシ

ザーリオは無論､自分がヴァイオラと婚約していたとは知らないと突っぱ

ねる。公爵に対して

「この世の何より大切で、未来の妻を愛する異常に愛する方についてい

きます｣

と断言すると、オリヴィアからは

「わたしは騙されたのね」

と責めたてられる。オリヴィアの目には､シザーリオが自分を騙してそ

知らぬふりをしている［お芝居］をしているように見える。

「シザーリオ、わたしの夫、待って！｣

「このかたの夫なのか？」
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「いいえ、違います｣

というファルス風の展開となる。となると一方オーシーノーのほうは､

子飼いの小姓が自分の思い人のオリヴィアと知らぬ間に婚約を交わしてい

た､ということになってしまい､こちらも

「よくも騙したな、子狐め！」

かわいい顔をして恩人の恋人を奪って、何食わぬ顔でお芝居をしている

とんでもない裏切り者､と責めることになる。セバスチャンとシザーリオ

が入れ替わってしまったせいで､シザーリオは､三人の人々から［人を騙し

てお芝居をしている大悪党］と､責められるのである。

8．一人で二人のお芝居をする。

「ああ時よ、これをほぐすのはお前の役目、私じゃない。こんなに固く

もつれていては、私の手ではほどけない。」

と第二幕で嘆いていたように物語りの糸がもつれにもつれ、混乱がきわ

まったところで、ついにシザーリオ（を演じるヴァイオラ）と、セバスチ

ャンの「対面」の場面である。

「ひとつの顔、ひとつの声、ひとつの服、でも別々の2人！」

と、一同が驚く場面であるが、現実には（一卵性双生児の俳優を起用しな

い限り）不可能――というところで、演出は、いかにしてそれを可能にす

るか、について苦心していくこととなる。たとえば、1985年の出口演出（19）

においては主要な登場人物全員にあらかじめ顔の上半分を覆う仮面（いわ

ゆる「快傑ゾロタイプ」）を装着させて演技させており、これなら顔の相

違をうんぬんしようがない。1986年の野田演出（20）においては、シザーリ

オは本人、セバスチャン役は後姿の鏡に映った像を使用して声だけを二役

で演じた。また、1994年のミュージカル版（21）においても、鏡像を使用し

た。（この二つはともにシザーリオは大地真央である）。1993年の『女たち

の12夜』（22）においては、開き直ったか、たいして似ていない男女（小川

範子・内野聖陽）が、服装だけは同じにして2人を演じた。
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蜷川演出の歌舞伎においては、主善之介役としてダミーの人物が精巧な

仮面（ライブマスク）を装着して現われる。ただし､これに関してだけは

筆者は肯定できない。それまでの一人二役の入れ替わりの苦心を考えるの

なら、ここでそれを使ってしまってはいけない、と思えてしまうからであ

る。

あらためて串田版である｡シザーリオ､セヴァスチャンの混乱が頂点にき

わまり､遂に2人が舞台上に登場するという設定となる（が、実際にいるの

はシザーリオ一人である）。

「1つの顔、1つの声、1つの服、だが別々の2人！　自然の作りなした魔

法の鏡、ありえないものがある！」

と一同が驚いたところ､原文にはないせりふとなる。

「やあ、そこにいるのはおれか？」

「お兄さん､わたし、ヴァイオラよ――嵐ではぐれてこの海岸にたどり

着いて､わたし､髪を切ったの､そしておにいさんのふくをきて、おとこに

なったの」

「男になって――強く、たくましくなったんだね」

「強くなんかない――だから心の中で､いつもお兄さんに語りかけてい

た――呼べばいつも､お兄さんがそばにいてくれた」

シザーリオの心の中の､ヴァイオラとセバスチャンとの対話――なのか､

実際に（？）ここでセバスチャンとヴァイオラとが語り合っているのか､

判然としないが､シザーリオ＝ヴァイオラのここまでの苦心を考えると､胸

を打つせりふであり､実際､この場面で涙ぐんでいる観客もいた。

が､この直後､ヴァイオラはとんでもないせりふをはく。

「さて､じゃあ､お芝居に戻りましょうか」

お芝居に戻りましょうか、だと？今まで「お芝居」を演じてきたではな

いか――と呆れている暇もなく、シザーリオはすたすたと数歩歩いて､セ

ヴバスチャンの立ち位置に行き､そこで

｢あなたは僕とどんな血のつながりがあるんです？生まれは？名前は？

ご両親は？｣
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と、セバスチャンのせりふを述べる。

そしてまた数歩歩いて元の位置に戻って、

「生まれはメッサリーナ、父はセバスチャン。兄もやはりセバスチャ

ン」

と、今度はヴァイオラのせりふ､となる。観客は一瞬あっけにとられ､次い

で爆笑し､そして､この場面における［一人二役］を､最早当然､そうあって

しかるべきものとして受け入れてしまわざるをえないことに気づく。

［これはお芝居だから］ということを､いやでも認識してしまうからで

ある。そしてそれをこの場の［約束事］として受け入れてしまえば､一人

の役者がセバスチャンのせりふをはき､数歩歩いてヴァイオラに､という

［現実にはありえない］状況を､［お芝居］として享受することに､何の抵

抗もなくなっているのである。さらに話が進むと、立ち位置の変更すら省

略し、同じ位置にたっていても、オリヴィアに顔を向けたときには

「あなたは、まだ男を知らない娘と結婚するところだったが、まだ女を

知らない男と結婚したのだ」

とセバスチャンのせりふを、反転して公爵に顔を向ければ

「繰り返し申し上げたことを改めて誓います」

と、シザーリオ（或いはヴァイオラ）のせりふを語る。こうして舞台上に

いるのは男女三人のままで公爵とヴァイオラ、オリヴィアとセバスチャン

という二組四人の結婚式という大団円に流れ込んで行くことになるのだ

が、観客はもはやそれを「めでたしめでたし」と、納得してしまえるので

ある。

9．［お芝居に戻りましょうか］というお芝居をする。

ところで、この「さて､じゃあここでお芝居に戻って――」というせり

ふであるが､実は､串田和美のオリジナルではない。歌舞伎の劇中内口上に

おいて使われる慣用句である。

歌舞伎では、大名跡の襲名･迫善の際に、口上の一段を設ける。ただし、

シザーリオはお芝居をする
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それほど大きな名跡でもない場合、或いは、子役の初目見え等の場合、劇

中内口上になる。劇中、おもな役者が全員舞台上の揃ったところで急に全

員いずまいを正して座り、座長役者が

｢狂言半ばではございますが、口上をもってご挨拶もうしあげます｣と、

劇中口上をはじめる。後は他の口上と同様で全員が襲名する役者の将来に

対して希望を述べ、或いは、その父･祖父の思い出を語り、襲名披露役者

が自身の抱負を語り、最後に座長が「隅から隅まで、希い奉りまする」

と頭を下げる。その直後、

｢さて、では、お芝居に戻るといたしましょう｣

とひと言のべて（大抵、観客からは笑いが出るが）、先ほど中断した場面

から何事もなかったかのようにはじめるわけである。

口上という「現実時空間」と、お芝居という「非現実時空間」を切り替

える、実に便利なひと言である。

さて、串田和美の演出においてこの一言が使用されているのは勿論偶然

ではない。1994年以来、毎年夏、串田和美は、中村勘九郎（現勘三郎）、

中村福助、中村橋之助、笹野高史、等とともに、この渋谷シアターコクー

ンの舞台で『コクーン歌舞伎』の演出を続けており、現代演劇と歌舞伎の

融合、という点では第一人者というべき存在なのである。さらにはこのせ

りふを発した主演の松たか子自身も松本幸四郎の次女という「梨園の育ち」

であり、それゆえにこのせりふの有効性を熟知しているはずである。とす

れば、このひと言はいわば必然的に使用された「切り替えスイッチ」とも

いうべきかもしれない。（実のところ、このせりふが劇中で使用されたの

は、最近では、松本幸四郎の孫（つまり松たか子の甥）、松本金太郎の初

お目見栄舞台（23）であった）

歌舞伎版においては、大団円の後、虐待された坊太夫からすばやく変身

した捨介が花道から旅にたち、それを全員が手を振って見送り、それがそ

のままフィナーレとなるのだが、見終わった後で、この作品が長編の『歌

舞伎』としては非常に特異であることに気づく。全編を通して恋がメイン
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テーマであり、というより、それ以外の要素はほとんどない、ということ

である。たいていの場合、通し上演をする歌舞伎においては、恋愛だけで

はなく、お家騒動、宝物の探索、あるいは敵討ちなど、さまざまな因子が

錯綜し、それに色を添えるのが恋の要素である。ところがこの作品は、最

初から最後まで恋、恋、恋なのである。

10．誰もが、誰かのお芝居をする

オリヴィアとオーシーノーにはさまれたヴァイオラ＝セバスチャンを初

めとして、主要人物たちが踊りながら舞台からひきあげると、キューリオ

とヴァレンタイン、進行係・観客の声代行、のふたり組みが原文にはない

言葉を語り始める。

「なあ、1つ、気になることがあるんだけれど――」

「そんなこといったら、気になることばかりじゃあないか」

まあ事実、そうではある―オーシーノーがオリヴィアへの愛をあきらめて

急激にシザーリオ＝ヴァイオラに恋することになったのも、オリヴィアが

恋したシザーリオが、セバスチャンという別人になったのに、それでも結

婚する気になったことにせよ、全て「気になる」ことばかりだ。

「一番活躍したシザーリオはどこいっちゃったんだろう」（24）

「えー、おまえ、見ててわからなかったのか？シザーリオはねえ、ヴァ

イオラが男装して、シザーリオという男の役を演じていたの、だからそれ

でいいの」

あたりまえの説明をすると、そのあたりまえを覆す一言が返ってくる。

「でも、そんなこといったら、みんな、誰かの役を演じていたんだろ

う？」

この一言に、今回の演出の主旨が凝縮されている。

お芝居では、誰もが、誰かの役を演じているのだ。それは、誰もがわか

っていることなのだ、最初から最後まで承知の上なのだ、と。

という串田演出の指摘とは別に､『十二夜』という芝居は､実のところ､

シザーリオはお芝居をする
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ほとんどあらゆる場面で､誰かが何らかのお芝居をしている――ことを明

確化するために､本稿では､いささか偏執的とまで見えるかもしれないほど

執拗に､［XXが○○のお芝居をしている］という表現を､ほぼ全編に及ん

で使いつづけている。じっさい､［XXが○○の前で､――――のために＃

＃＃というお芝居をしている］というエピソードをつなげていけば､それ

で､このお芝居のほとんどの場面がカヴァー出来ているのである（25）。お芝

居をしていない主要人物は、オーシーノー1人である。

11．観客は、気づいていないお芝居をする

さて、この段階で、今まで触れてこなかった、非常に重要な「お芝居」

の一要素に気づくことになる。

「観客」である。そして、観客もまた、お芝居を見ることによって、お

芝居をしているのである。

ヴァイオラがシザーリオになったことを、シザーリオが男ではなく女で

あることを、セバスチャンとヴァイオラが別人ではなく一人の役者が演じ

ていることを、その役者が串田演出では松たか子であり、蜷川演出では尾

上菊之助であることを、観客は知っている。どの場面でも、シザーリオ、

ヴァイオラ、セバスチャン、どの役を演じていようとも、松たか子は女性

であり、尾上菊之助は男性であることを、観客は知っている。そんなこと

はあたりまえにわかっているのである。そして恋愛関係がもつれにもつれ

てはらはらどきどきするけれど、最後に大団円となってハッピーエンドで

終わることを知っている。

全部知っていて、知らないふりのお芝居をして、見ているのである。

そしてまた役者たちも、観客がそう言うお芝居をしているのを承知の上

で舞台の上でお芝居をしている。そしてそう言う役者たちのお芝居と、観

客のお芝居によって、お芝居がお芝居として成立しているのである。

お芝居を見るということはそう言うことであり、お芝居をするというこ

ともまたそうことなのである。それを認識すると、よく出来たお芝居は、
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メタ＝お芝居であることがいやでもわかるようになる。そういう構造こそ

が、もともとのお芝居の本質なのでもあろう。

そこを考えると、女性を女優が演じ、男性を男優が演じる現在普通のお

芝居より、女性も男性も全部男性が演じた、シェイクスピア時代のお芝居

のほうが、或いは、歌舞伎のお芝居のほうが（役者が演じている、という

ことを意識化して「XX屋！」と、声をかけるのが日常化していることを

含めて）、さらにはギリシア悲劇（喜劇）時代のほうが、そのような本

質＝役者と観客との共犯関係を、より明確に意識化するものだったともい

えよう。

歌舞伎における［観客参加］の一例として､『梶原平蔵誉之石切』（26）の

例をあげよう。梶原が名刀で石灯籠を真っ二つに切る､と言うクライマッ

クスシーンである。梶原が［刀も刀！］

と褒め上げると､刀鍛冶が「切り手も切り手！」と誉め返し､そこに大向こ

うから「役者も役者！」と､声が掛かる。三つ揃って大拍手となる。（勿

論､［見巧者］の観客がいなければ､この声は掛からない。筆者の経験で

は､三回の観劇中､一回はこの声が掛からず､そのときは多少心残りを感じ

たものだった）。

カーテンコール　お芝居はいつか終わる（？）

十二夜の終幕は、道化の歌

「ヘイホー、風と雨、来る日も来る日も雨が降る」

であるが、串田演出は、直前に『夏の夜の夢』の最後のパックのせりふ

（「この一騒動、もしお気に召さなければ、一夜の夢と思し召せ」）を多少

援用し、同じ歌を歌いながら、ラストを

「拍手の雨が降る」

に変えることにより、「お芝居の終わり」を、意識づける。拍手が起こ

ると、最後に

「これで芝居は終わり」

シザーリオはお芝居をする
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と歌い上げて、そこからアンコールとなる。

カーテンコールでは、オンシアター自由劇場時代からの伝統で、役者た

ち全員が楽器を演奏しながら（中にはうまくない人もいるが――松たか子

はカスタネットを不器用に鳴らしていた――これはご愛嬌である）挨拶を

する。演技から素顔に戻るというべきなのかもしれないが、どこからどこ

までが演技で、どこから先がそうでないのか、ここまで来ると、観客にも、

役者たちにも、わからなくなってしまうかもしれない。そしてそれは我々

人間の人生自体もそうである、というべきなのだろう。お芝居を見ている

ときに限らず、我々観客も、常に何らかの役を演じ、お芝居をしているの

だ。そして、それに気がつくことが、また、［お芝居を見ること］の1つの

重大な意義なのだ。

NOTES

（1）William Shakespeare“Twelfth Night”初演1601（？）

本稿での日本語のせりふは、松岡和子翻訳、ちくま文庫版。（1998年初版）

（2）本プロダクションにおける上演：2011年1月4日～1月26日

シアター･コクーン

演習　串田和美

翻訳　松岡和子

配役　ヴァイオラ（シザーリオ）、セバスチャン　松たか子

オーシーノー公爵、吟遊詩人　石丸幹二

オリヴィア　りょう

マライア　荻野目慶子

サー・トービー・ベルチ　大森博史

船長、アントーニオ　真那胡敬二

サー･アンドリュー･エイギュチーク　片岡亀蔵

マルヴォーリオ　串田和美

ヴァレンタイン　酒向芳
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キューリオ　片岡正二郎

フェステ　笹野高史

（3）本プロダクションにおける初演：2005年7月7日～7月31日

歌舞伎座

演出　蜷川幸雄

翻訳　小田島雄志

配役　獅子丸（シザーリオ）実は琵琶姫（ヴァイオラ）、斯波主繕之介（セバスチャン）

尾上菊之助

大篠左大臣（オーシーノ） 中村信二郎（現錦之介）

織笛姫（オリヴィア） 中村時蔵

麻阿（マライア） 市川亀治郎

洞院鐘道（サー・トービー） 市川左団治

安藤英竹（サー･アンドリュー） 尾上松録

海斗仁尾兵衛（アントーニオ） 河原崎権十郎

丸尾坊太夫（マルヴォーリオ）、捨介（フェステ） 尾上菊五郎

（4）『十二夜』パンフレット2011年2月　Bunkamura

（5）福森久介作　文化十二（1815）年初演　2011年、本プロダクションにおいて復活上

演

（6）初演：紀元前458年　

（7）2000年9月、シアターコクーン

演出　蜷川幸雄

配役　エレクトラ　寺島しのぶ　

オレステス　尾上菊之助

（この作品によって菊之介と蜷川とに交流が生まれ、歌舞伎版「十二夜」につながって

いく。

（8）2003年9月　シアターコクーン

演出　蜷川幸雄　

配役　エレクトラ　大竹しのぶ

オレステス　岡田准一
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（9）2004年7月　王子ホール

演出・指揮　笠松泰洋

語り　麻美れい

歌　　飯田実千代

踊り　YOUYA

（10）2006年9月　シアターコクーン

演出　蜷川幸雄

配役　エレクトラ　中島朋子

オレステス　藤原竜也

（11）2007年9月　新国立劇場中ホール

演出　鵜山仁

配役　エレクトラ　小島聖

オレステス　山中崇

（12）初演:1969年

本プロダクションにおける上演:2011年3月

シアターコクーン

演出　栗山民也

配役　ストリッパー　笹山玲奈

国語学者　　　石丸幹二

（13）初演：1985年

（14）初演:1975年

本プロダクションにおける上演:2011年五月

シアターコクーン

演出　蜷川幸雄

配役　清之介　中村橋之助

桃八　　古田新太

（15）1981 年　新潮社　

（16）演劇の予見性、という点では、（本稿の主題とは直接つながらないのだが）2011年

二月から三月にかけて東京芸術劇場中ホールで上演された野田秀樹演出作品『南
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へ』に触れないわけにはいかない。舞台となっているのは富士山の地震観測所、

噴火と地震、そしてそれに対する人間側の無防備が主要モチーフの1つだったので

ある。

（17）三遊亭円潮口演　初演:1915年

三役早変わりにおける上演は、1985年8月、歌舞伎座上演

（18）カート･ヴォネガット『母なる夜』飛田茂男訳　ハヤカワ文庫

（19）1985年7月　青山円形劇場

演出　出口典夫

（20）1986年9月　日生劇場

演出　野田秀樹

（21）2003年6月　帝国劇場

演出　鵜山仁

（22）1993年12月　サンシャイン劇場

演出　鵜山仁

（23）2009年6月　歌舞伎座　『門出祝寿連獅子』

（24）このせりふであるが、実の所、串田版のオリジナルとは言いがたい。1986年の野

田秀樹版においてのラストのせりふが、

｢男の顔をした女の私、シザーリオがいなくなりました｣

であった。

（25）筆者がそれに気づいたのは執筆をはじめてから約一ヵ月後で､ここにおいて本稿の

全体方針が定まった。

（26）初演：1730年

シザーリオはお芝居をする
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