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《研究論文》

J. M. ケインズと英国バレエの成立
バレエ・リュスとの関係を中心に

蒔田 裕美
はじめに
英国ロイヤル・バレエは、パリ・オペラ座バレエ（1661 年創設）
、マリインスキー・
バレエ（1783 年創設）と共に三大バレエ団として名高いが、ロイヤル・オペラ・ハウ
スに設立されたのは 1946 年になってからである。バレエの起源はイタリア・ルネサン
スに遡り、16 世紀後半には、王侯貴族が演じた宮廷バレエがフランスで栄えた。英国
でも宮廷バレエに匹敵する仮面劇が流行していたが、1642 年の清教徒革命で劇場封鎖
が行われたため、バレエは発展の道を閉ざされてしまったのである。海外の著名な舞
踊家を招いて盛んに公演を催すことこそあったものの、他のヨーロッパ諸国のように、
近代王室がバレエ団を創設しなかった点において、英国はバレエの後進国と言えた。
英国で国立バレエ団が設置されたのは、経済学者ジョン・メイナード・ケインズ
(John Maynard Keynes, 1883-1946) の功績によるところが大きい。ケインズは、主著『雇
用・利子および貨幣の一般理論』(The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936) で、
従来の自由放任主義を批判し、失業解消のために政府が経済介入することの必要性を
提唱したことでよく知られるが、
『ニュー・ステイツマン・アンド・ネーション』(New
Statesman and Nation) に掲載された「国家的自給」(“National Self-sufficiency,” 1933) の中で
は、国家による芸術支援の重要性も説いている。ケインズは、1945 年にアーツ・カウ
ンシルの礎となる英国芸術評議会 (Arts Council of Great Britain) を立ち上げ、国立バレ
エ団創設のために多大な貢献をしたが、そのバレエとの関係を考察した論文は見当た
らない。ケインズは、セルゲイ・ディアギレフ (Sergei Diaghilev, 1872-1929) 率いるバ
レエ・リュス (Ballets Russes, 1909-29) 1の英国初演 (1911 年) の年から熱心なバレエ・フ
ァンであり、英国バレエ発展のための何らかのヴィジョンを抱いていたはずである。
本稿においては、ケインズが熱狂したバレエ・リュスの英国公演の評価と特徴を確
1

正式名称はなく、巡業地に合わせて名称を変えた。
「ロシアのバレエ」を意味する
仏語表記されるのが通例だが、ロシアでは一度も公演していない。
2

認することからはじめ、バレエ・リュスを模範として結成されたカマルゴ協会 (The
Camargo Society, 1930-33) におけるケインズの活動を検討することにより、ケインズが
英国バレエ発展のために果たした役割を再評価することを目指す。ケインズがロシア
発祥のバレエ・リュスを念頭に置き、英国バレエを成立させる過程を明らかにするこ
とは、舞踊、音楽、台本、美術といった各芸術ジャンルを総合し、その全体像を記録
に残せないバレエ芸術が、いかに国境を超えて伝播されるのかを探る試みでもある。

１．英国におけるバレエ・リュス熱
バレエ・リュスは、総合プロデューサーのディアギレフが、当初はロシア帝室バレ
エのダンサーを借りて結成した、欧米を巡業する民営バレエ団であった。バレエ・リ
ュスは、20 世紀を代表する芸術家たちとの共同で2、舞踊、音楽、台本、美術、衣裳
が渾然一体となる質の高い総合芸術としてのバレエを完成させた。さらに、絶えず実
験的な最先端の作品を生み出したことにより、新たにモダン・バレエの様式を開花さ
せたのみならず、ファッション、文学、演劇、絵画、室内装飾、さらには映画に至る
まで、多くの芸術ジャンルに多大な影響を及ぼした3。バレエ・リュスは、フランスで
活躍する芸術家との共同制作が多く、新作の多くがパリで初演されたため、パリ公演
を中心として語られてきたが、英国においても熱狂的に受け入れられたのである4。
はじめに、バレエ・リュスの英国初演の評価について確認しておきたい。バレエ・
リュスは、1911 年 6 月 21 日にロイヤル・オペラ・ハウスで英国初演を果たし、ジョ
ージ五世の即位記念公演（26 日）に出演する栄誉に浴した。新聞各紙はこぞってバレ
エ・リュスを賞賛する記事を寄せ、
『デイリー・ニューズ』(Daily News, 22 June 1911) は、
バレエ・リュス以上に「壮麗で見事な舞台作品がロイヤル・オペラ・ハウスで上演さ
れたことはなかった」という最上の賛辞を贈った。
『タイムズ』(Times) はバレエ・リ
ュスの公演に触発され、定期的に舞踊記事を掲載し始め、
『イラストレイティッド・ロ

2

一例としてドビュッシー、R. シュトラウス、サティ、バクスト、マティス、ラヴ
ェル、ストラヴィンスキー、シャネル、ローランサン、デ・キリコ、コクトーがい
る。

3

モードリス・エクスタインズ『春の祭典 第一次世界大戦とモダン・エイジの誕生』
金利光訳（TBS ブリタニカ、1991 年）55。

4

バレエ・リュスの英国における観客受容を初めて詳細に明らかにした研究書に、
Lynn Garafola, Diaghilev’s Ballets Russes (Oxford: Oxford UP, 1989) がある。
3

ンドン・ニューズ』 (Illustrated London News) は、ロイヤル・オペラ・ハウスに常設のバ
レエ団を設立するよう呼びかけた5。このように、英国においてバレエ旋風が巻き起こ
り、自国のバレエ団を持つ気運が高まる契機となったのが、バレエ・リュスの英国初
演だったのである。
バレエ・リュスの他に類をみない高い水準の舞台芸術は、ロイヤル・オペラ・ハウ
スの観客層である上流階級の人々や知識人を圧倒したが、ケインズを中心とするブル
ームズベリー・グループ (Bloomsbury Group) のメンバーにとっては、人生を変えるほ
どの影響力をもった6。ブルームズベリー・グループは、文学、美術、経済、政治、ジ
ャーナリズム、精神分析など多様な分野で活躍したメンバーから成り、芸術を人類の
功績の頂点に位置づける審美家集団であった7。ブルームズベリーが最初に英国社会で
知られるようになったのは、メンバーの一人である美術批評家ロジャー・フライ
(Roger Fry, 1866-1934) が 1910 年に、英国初となるモダン・アートの展覧会「ポスト印
象派展」を開催したことによる8。バレエ・リュスの英国初演は、その 7 ヶ月後のこと
である。英国にモダン・アートを紹介しようとした彼らが、舞踊にモダニズムの革命
をもたらしたバレエ・リュスに刺激を受けなかったはずがない。
ブルームズベリーの政治評論家レナード・ウルフ (Leonard Woolf, 1880-1969) は、自
伝で「仲間と毎晩ロイヤル・オペラ・ハウスに集まり、バレエ・リュスの斬新な芸術
に酔いしれていた」と語っている9。ケインズは、バレエ・リュスの 2 回目の英国公演
（1911 年 10 月 16 日〜12 月 7 日）を目にして10、両性具有の妖しい魅力を放つ天才舞
踊家ワスラフ・ニジンスキー (Vaslav Nijinsky, 1889-1950) に魅了された。ケインズは、
当時の恋人であったリットン・ストレイチー (Lytton Strachey, 1880-1932) 宛ての手紙
（1911 年 7 月 17 日）に、ニジンスキーを「美の理想」と記している11。ところが、ニ
ジンスキーは早くも 1913 年にバレエ・リュスを退団してしまう。では、ニジンスキー

5
6

エクスタインズ 50。
ナンシー・レイノルズ、マルコム・マコーミック『20 世紀ダンス史』松澤慶信監
訳（慶應義塾大学出版会、2013 年）39。

7

ジル・ドスタレール『ケインズの闘い―哲学・政治・経済学・芸術』鍋島直樹、小
峯敦訳（藤原書店、2008 年）73。

8

ドスタレール 83。

9

Leonard Woolf, An Autobiography 2: 1911-1969 (Oxford: Oxford UP, 1980) 22.

10

D. E. Moggridge, Maynard Keynes: An Economist's Biography (London: Routledge, 1992) 221-22.

11

ニジンスキーの身体は、ブルームズベリー・グループのホモセクシャルへの欲求を
喚起した。Garafola 323-24.
4

を崇めていたケインズのバレエ熱も冷めてしまったかといえば、そうではない。バレ
エ・リュスが第一次世界大戦後の本格的なモダニズム期に入り12、1918 年に再び英国
を訪れると、ブルームズベリーは、バレエ・リュスのメンバーを招いて幾度となくパ
ーティーを開催するようになり、ケインズも 1919 年に自宅で夜会を企画するなど、バ
レエ鑑賞者の立場を超えて、バレエ・リュス関係者と密接な交流を図っていたのであ
る13。特に、当時バレエ・リュスと共同制作をしていたピカソやドランは、ブルーム
ズベリーのアイドル的存在であった14。このように、ブルームズベリー・グループは、
バレエ・リュスのモダニズムが鮮明になるにつれて、ますますバレエ・リュスと濃厚
な関係を結ぶようになったのである。
次に、バレエ・リュスの英国公演だけにみられる特徴を確認したい。バレエ・リュ
スは、モダン・バレエの成熟期を迎えていた 1921 年に突如、クラシック・バレエの傑
作『眠れる森の美女』(The Sleeping Beauty, 1890) を『眠り姫』(The Sleeping Princess) と改名し
15、英国だけで復活上演した（11

月 2 日~2 月 4 日）
。クラシック・バレエは舞踊史に

おいて、19 世紀末に帝室バレエの芸術監督であるマリウス・プティパ (Marius Petipa,
1818-1910) が、フランスとイタリアのバレエを融合させて確立したロシアのバレエを
指す。クラシック・バレエは壮大な 3、4 幕形式で、華麗なパ・ド・ドゥ（主役の男女
の踊り）やコール・ド・バレエ（群舞）の配置の妙などを特色とする。クラシック・
バレエの上演は、バレエに革命をもたらしたバレエ・リュスの衰退を意味すると解釈
されたが、ディアギレフは全身全霊を捧げて、本格的なクラシック・バレエを英国の
観客に紹介しようとした16。ところが、
『眠り姫』は興行的に大失敗し、バレエ・リュ
スは以後、二度とクラシック・バレエの全幕上演を試みなかった。
クラシック・バレエの上演が成功しなかった要因として、すでにモダン・ダンスの
新しい潮流が押し寄せていた事実は見逃せない。1921 年のロンドンにおいては、モダ
ン・ダンスの創始者イザドラ・ダンカン (Isadora Duncan, 1877-1927) や、当時最新技

12

キュビスム、野獣派、シュルレアリスム、イタリア未来派、表現主義、ダダを代表
する芸術家とバレエ制作を開始する。

13

David Chadd and John Gage, The Diaghilev Ballet in England (Norwich: U of East Anglia,
1979) 23.

14

Garafola 342.

15

英国で人気の同名のクリスマス・パントマイムと間違えられないようにした。

16

拙論「ロイヤル・オペラ・ハウス―バレエ・リュスと英国ロイヤル・バレエの誕生」
英米文化学会編『ロンドンの劇場文化―英国近代演劇史』
（朝日出版社、2015 年）
154 を参照されたい。
5

術の電気照明を駆使し、イリュージョンを見せたロイ・フラー (Loie Fuller, 1862-1928)
など、目新しいモダン・ダンスの試みはいくらでも目にすることができた。斬新な舞
台を観ることに慣れた観客は、
『オブザーヴァー』(Observer, 6 November 1921) も「4 時
間集中力を保つには、あまりに冗漫で単調であった」と述べているように、全 5 幕の
古典作品を観ることに耐えられなかったのだろう。リットン・ストレイチーも、
「見て
いるうちに気分が悪くなった。何もかもが堕落している」と酷評した17。ストレイチ
ーを筆頭に、バレエ・リュスのモダニズムを支持していたブルームズベリー・グルー
プは、
『眠り姫』が単に前衛的ではないという理由から切り捨てたのである18。
しかし、ケインズにとって『眠り姫』は心躍る作品で、毎晩足繁く劇場通いをした19。
というのも
『眠り姫』
の幕が上がるや、
ケインズは、
リディヤ・ロポコワ (Lydia Lopokova,
1891-1981) 演じる「とても軽やかで愛らしい王女に魅了され …… 喜びと興奮に満ち
ていた」20からである。ケインズは、
『眠り姫』の魅惑的な舞台にかかわらず「観客が
周りに全くいない」と不満を漏らすほどであった21。ケインズのバレエへの愛情はよ
り一層深まり、1923 年からは『ネーション・アンド・アシニーアム』(Nation and Athenaeum)
に匿名かペンネームでバレエ批評を寄稿するまでに至った。ケインズは 1925 年に、バ
レエ・リュスの花形バレリーナであるリディヤと結婚すると、バレエ制作の領域へも
足を踏み入れるのである。

２．カマルゴ協会におけるケインズの活動
ケインズが英国バレエのために活動を開始する 1930 年から晩年までは、大著『貨幣
論』(A Treatise on Money, 1930) の出版に始まり、経済ならびに社会全体を改革した時期と
重なる。ケインズは、ケンブリッジ芸術劇場 (Arts Theatre) の創設（1936 年）やナシ
ョナル・ギャラリーの管理委員（1941 年）を務めるなど、様々な芸術支援活動を行っ
たが、バレエに対しては晩年まで絶えず精力を注ぎ続けた。ケインズが、英国バレエ
振興のために行った最初の活動は、カマルゴ協会22設立への関与である23。カマルゴ協

17

リチャード・バックル『ディアギレフ ロシア・バレエ団とその時代 下』鈴木晶
訳（リブロポート、1984 年）138。

18

Maureen Anne Gupta, “Diaghilev’s Sleeping Princess,” diss., Princeton U, 2011, 5.

19

Milo Keynes, ed., Lydia Lopokova (London: Weidenfeld and Nicolson, 1983) 9.

20

R. F. Harrod, Lord Keynes and Bloomsbury (Tokyo: Shohakusya, 1951) 113.

21

Zo Anderson, The Royal Ballet: 75 years (London: Faber and Faber, 2006) 10.

22

バレエ史上最も影響力のあるパリ・オペラ座のバレリーナの一人、マリー・カマ
6

会はバレエ・リュス解散後の 1930 年に、バレエ・リュスを模範として英国人でバレエ
を創作するべく設立され、ブルームズベリー・グループのヴァージニア・ウルフ
(Virginia Woolf, 1882-1941) などの定期会員の寄付でバレエを上演した。ケインズは協
会の財務を担当したが、活動範囲は公演の企画にまで及んでいた。ケインズは協会の
宣伝文を記した際24、
「この協会の成功は、英国におけるバレエ発展の重要な布石とな
る」25と宣言した。カマルゴ協会の目的を詳細に検討することにより、ケインズが英
国バレエ発展のために目指したことが明らかとなるはずである。
ケインズは、協会の目的として「ロンドンに暮らすダンサーや振付家に機会を与え
ること」及び、
「失われやすい伝統の保持」の二点を挙げている26。英国の芸術家に活
動の機会を与えるという目的については、協会の結成当初から顕著にうかがわれる。
協会は、最初の 1 年で 11 もの新作を上演したが、音楽、舞台美術、衣装制作などすべ
てを英国人芸術家に委託した。ブルームズベリーのヴァネッサ・ベル (Vanessa Bell,
1879-1961) や、ダンカン・グラント (Duncan Grant, 1885-1978) が舞台美術や衣装を担
当した作品もある。中でも『ヨブ』
（Job, 1931）について、J. M. ケインズの弟でウィ
リアム・ブレイク (William Blake, 1757-1827) の研究家でもあるジェフリー・ケインズ
(Geoffrey Keynes, 1887-1982) が、ブレイクの『ヨブ記』に基づく台本を書き、レイフ・
ヴォーン・ウィリアムズ (Ralph Vaughan Williams, 1872-1958) が作曲したことにより、
初めて英国的バレエが誕生したとみなされている27。このように、カマルゴ協会は、
英国人芸術家に機会を与えるために新作を盛んに発表したのである。
しかし、もう一つの目的である「失われやすい伝統の保持」については、何を指し
ているのかが定かではない。ケインズが意図した伝統とは何かを明らかにするために
は、ケインズ自ら企画したバレエ公演の内容を検討する必要がある。ケインズは、1933

ルゴ (Marie Camargo, 1710-70) の名を冠した。 Kathrine Sorley Walker, “The Camargo
Society,” Dance Chronicle 18.1 (1995): 7.
23

ケインズは、カマルゴ協会設立のための第 1 回会合に参加した。Arnold L. Haskell,
Balletomania: The Story of an Obsession (London: Victor Gollancz Ltd, 1935) 199.

24

“The Camargo Society,” New Statesman and Nation (11 April 1931)

25

Donald Moggridge, ed., The Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. 8 Social, Political and
Literary Writings (London: MacMillan, 1982) 9. 以下、ケインズの文書はこの版を参照し
た。

26

“The Camargo Ballet Society,” (1934). The Collected Writings of John Maynard Keynes 322.

27

Mary Clarke, The Sadler’s Wells Ballet: A History and an Appreciation (New York: Da Capo, 1977)
72.
7

年の世界経済会議がロンドンで行われた記念に、ロイヤル・オペラ・ハウスで 2 日間
のバレエ公演をプロデュースした。この公演は英国人のみならず、世界の経済学者や
要人が英国人によるバレエを観る初の大舞台であった。従来、ケインズのバレエへの
関与で指摘されてきたのは、この公演の成功で、協会が新作上演の度に出していた赤
字をすべて解消し、逆に資金をつくったという点であるが28、その経済手腕以上に重
要なのは、ケインズ自身が上演作品としてクラシック・バレエ『コッペリア』(Coppélia,
1870) と『白鳥の湖』(Swan Lake, 1877)29 を選んだことである。前述したように、カマル
ゴ協会はバレエ・リュスが次々と斬新な新作を上演した影響を受け、英国人による新
作の発表を主眼としていた。そのため、ケインズがすでに完成されたクラシック・バ
レエを上演したことは、英国人芸術家の活動の場を奪ったという理由で、
『ニュー・ス
テイツマン・アンド・ネーション』
（1933 年 7 月 1 日）から批判を受けたのである。
しかし、ケインズは協会の目的が「現代的実験バレエ」だけでなく、
「クラシック様式」
も存続させることであったと反論した30。そして、この公演で、英国人がクラシック・
バレエを上演できるようになったことが証明されたのを機に、協会は目的をすべて達
成したとして解散している31。つまり、カマルゴ協会の二つ目の目的である伝統の保
持とは、クラシック・バレエの保持を意味していたのである。

３．ケインズが英国バレエに求めたもの
ケインズが英国バレエ発展のために企図したのは、英国人芸術家による共同制作と、
クラシック・バレエの保持であったことを確認したが、なぜ英国オリジナルの作品を
披露する機会を犠牲にしてまでも、ロシアで完成されたクラシック・バレエの上演を
優先させる必要があったのだろうか。ケインズがクラシック・バレエを重視した理由
を明らかにするために、ケインズの芸術理念を検討したい。以下は、ケインズが 1945
年に、BBC ラジオで英国芸術評議会について演説した内容の一部である32。

28

Clarke 57; Anderson 21.

29 『コッペリア』は 1

幕と 2 幕（主役はケインズ夫人となったリディヤ）
、
『白鳥の湖』

は 2 幕を上演。
『コッペリア』
は、
フランスでロマンティック・バレエの黄金期
（1830-40
年）が過ぎた第二帝政期にパリ・オペラ座で初演されたが、原振付の大半は残らず
プティパが再振付した。
30

The Collected Writings of John Maynard Keynes 320.

31

Clarke 61.

32

この演説は「アーツ・カウンシル：その政策と期待」(“The Arts Council: Its Policy and
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誰もが質の高い伝統的な芸術と現代的な芸術に触れる機会があれば、思いがけ
ない所に、思いもよらない形で新作は次々と生まれてくる。33
ケインズは、新作を生み出すためには、現代的な作品同様、質の高い古典も必要であ
ると述べているが、この芸術理念はバレエ・リュスが体現していたものと相通ずるも
のがある。バレエ・リュスの最大の特徴は、バレエにモダニズムの革命を起こし、常
に時代を先取りした新作を発表していくことにあったわけであるが、バレエ・リュス
は、厳格なクラシック・バレエの技法を身につけるためのレッスンを欠かしたことは
なかった34。ディアギレフが「古典主義があるからこそ、新しい形が見えてくる」35と
端的に述べている通り、バレエ・リュスは、クラシック・バレエの伝統を破壊するの
ではなく、むしろそれを原動力としてバレエの可能性を探求していったのである。バ
レエ・リュスと密接な関わりを持ち続けたケインズは、バレエ・リュスが矢継ぎ早に
前衛的作品を創作した根底に、クラシック・バレエの伝統が脈々と流れていたことを
いち早く見抜き、自国のバレエの歴史が浅い英国に、新たな芸術を創造する基盤とな
るクラシック・バレエの上演を促したのである。
英国がロシアのクラシック・バレエを移入した契機は、ケインズがカマルゴ協会の
公演に出演させる形で支援をした民営のサドラーズ・ウェルズ・バレエ団 と、プテ
36

ィパの舞踏譜を持つニコラス・セルゲエフ (Nicholas Sergeyev, 1876-1951) が、1932 年
に契約したことによる37。セルゲエフは、バレエ・リュスが『眠れる森の美女』を復
活上演した際にも指導した。ケインズは、サドラーズ・ウェルズ・バレエ団がセルゲ
Hopes”) と題され、
『リスナー』(The Listener, 12 July 1945) に掲載された。
33

The Collected Writings of John Maynard Keynes 369. 筆者が訳出した。

34

Garafola viii.

35

シェング・スヘイエン『ディアギレフ 芸術に捧げた生涯』鈴木晶訳（みすず書房、
2012 年）421。

36

バレエ・リュスでダンサーとして活躍 (1923-26 年)したアイルランド人ニネット・
ド・ヴァロワ (Ninette de Valois, 1898-2001) が、1926 年にロンドンで開設したバレエ
学校が母体。

37

帝室バレエ出身のリディヤが、ロシア革命後パリに亡命していたセルゲエフを招き
仲介役を果たした。Beth Genné, “Creating a Canon, Creating the ‘Classics’ in
Twentieth-Century British Ballet,” Dance Research: The Journal of the Society for Dance Research 18. 2
(2000): 139.
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エフを通してクラシック・バレエの技法を身につけ、プティパの作品を上演できるよ
うになったことこそが、驚異的な速さで世界の頂点に君臨する英国バレエを創り上げ
た要因と主張している38。ケインズはこのバレエ団を、1946 年にロイヤル・オペラ・
ハウスに移転させることにより、国立のバレエ団を誕生させたが、オープニング公演
でも、やはり『眠れる森の美女』を演目に選んでいる。このように、ケインズは、バ
レエ後進国である英国に一流のバレエ団を創設するためには、ロシアの正統的なクラ
シック・バレエの伝統を受け継ぐことに重きを置かなければならないことを確信して
いたのである。
ケインズがクラシック・バレエの上演を重視したことは、格別評価すべきことでは
ないように思われるが、20 世紀半ばまでクラシック・バレエの定義自体が確立してい
なかった事実を考慮すれば、革新的な発想であった。舞踊史においては、クラシック・
バレエが 19 世紀末に確立されたプティパのロシア・バレエを指すことは前述したが、
クラシック・バレエよりも先に、20 世紀に登場したバレエ・リュスやモダン・ダンス
が欧米を席巻し39、世界に流布していった経緯がある。プティパの作品は抜粋で踊ら
れることはあっても、20 世紀にロシア以外で全幕上演されたのは、バレエ・リュスの
『眠れる森の美女』だけであり、英国以外の欧米では、正統的なクラシック・バレエ
が認識されていなかったのである40。クラシック・バレエという語をプティパの作品
に限定して使用するようになったのは、サドラーズ・ウェルズ・バレエ団が、1939 年
にロイヤル・オペラ・ハウスで『眠れる森の美女』の全幕上演を告知する文章がきっ
かけであった41。つまり、バレエ・リュスのモダニズムが欧米で浸透した後に、バレ
エ・リュスの源流はプティパの確立したロシア・バレエにあることを英国が発見した
ことになる。クラシック・バレエの流儀を体得した英国は、1940 年から海外ツアーで
クラシック・バレエを次々と全幕上演していくが、ロシアは、クラシック・バレエの
伝統を保持していたものの、ボリショイ・バレエ団が初めて国外に出て、
『白鳥の湖』
をロンドンで上演したのは 1956 年になってのことである。ケインズがクラシック・バ
レエを重視したことにより、20 世紀半ばまで常設のバレエ団も持たなかった英国が、

38

“A tribute to the ballet at Sadler's Wells, ” Programme of the Second Buxton Theatre Festival,
August-September 1938. The Collected Writings of John Maynard Keynes 325.

39

イザドラ・ダンカンのロンドン・デビューは、バレエ・リュスより早い 1900 年で
ある。

40

19 世紀では、1896 年にミラノ・スカラ座で『眠れる森の美女』が全幕上演された。
Gupta 1.

41

Genné 148.
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世界に先駆けてクラシック・バレエを普及させる役目をも担うに至ったのである。

むすび
英国初演の年からバレエ・リュスに熱狂し、バレエに対する愛情を深めていったケ
インズは、バレエ・リュスによる『眠れる森の美女』の全幕上演を目の当たりにし、
革新的バレエの代名詞であったバレエ・リュスが、クラシック・バレエを原動力とし
て前衛的な作品を生み出していたことをいち早く見抜いた。ケインズは、芸術に新し
い息吹を与え続けるためには、伝統的な作品に触れる必要性があることを確信し、バ
レエの伝統がない英国に、ロシアの正統的なクラシック・バレエを移入しようとした
のである。ケインズの試みは、舞踊におけるモダニズムの勢力が増す中、時代に逆行
するようにみえるが、クラシック・バレエの定義が確立していなかった 20 世紀前半に
おいて、クラシック・バレエが 19 世紀末のロシアで完成されたことを発見する一助と
なり、世界にクラシック・バレエを伝道する英国バレエの基盤を築き上げる結果とな
ったのである。本稿はケインズの広範囲に亘る芸術活動のうち、英国バレエの成立過
程における功績の一端を明らかにしたものにすぎない。俯瞰的見地からみたケインズ
の芸術観、ブルームズベリー・グループ全体の文化的役割の究明については今後の研
究課題としたい。
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《研究余滴》

蜷川幸雄の舞台『海辺のカフカ』
グローバル・パフォーマンスとして、現代日本のシミュラークルとして

松岡 直美
１．グローバル・パフォーマンスとして
村上春樹の文学は、翻訳や翻案によって、言語やジャンル、国や地域、文化を超え
て進化・変容し、増殖を続けている。本稿では、蜷川幸雄が舞台化して、昨年 2015
年に世界ツアーを行った『海辺のカフカ』に焦点を合わせ、グローバル・パフォーマ
ンスとしての村上春樹文学の今を報告する。
『海辺のカフカ』は 2002 年の出版以来、
20 数カ国語に翻訳されて広く流通・伝播している。英語圏では、2005 年にアメリカの
翻訳家／日本文学研究者であるPhilip Gabriel によってKafka on the Shore の題名で英訳さ
れ、同年の New York Times ベストブック 10 冊に選ばれている。同紙の短評は、
「優雅で
夢のような、知的小説である。
（中略）オイディプスの預言から逃れようとする少年の
物語と、知的障害のある、しかし、猫と話すことができる老人の物語である。
」と紹介
している。ガブリエルも、この翻訳によって 2006 年 PEN 翻訳賞を受賞した。
このガブリエルの英語版『海辺のカフカ』を 2008 年にアメリカの演劇人 Frank Galati
が翻案・演出して、シカゴのステップンウルフ劇場で上演した。ガラティは、1990 年
にスタインベックの『怒りのぶどう』を翻案してトニー賞を受賞するなど、翻案劇の
達人である。そして日本では、このガラティの英語脚本 Kafka on the Shore を翻訳家平塚
隼介が日本語に翻訳し、2012 年、蜷川幸雄の演出で、舞台『海辺のカフカ』初演とな
る。2014 年の再演で国内ツアー、翌 2015 年、蜷川の舞台『海辺のカフカ』 はロンド
ン、ニューヨーク、さいたま、シンガポール、ソウルと、世界ツアーを果たした。そ
れは「世界のニナガワ」の生誕 80 周年を祝うとともに蜷川の演劇生涯の集大成を期す
ものとなった。
現在、ニューヨーク大学にあって、パフォーマンス・スタディズを牽引する Richard
Schechner は、Global Performance / Intercultural Performance について、
「普遍的かつユ
ートピア的である。文化を超えるという考え方が了解され、その手段・方法があって
成立する。情報伝達と移動手段が高度に発達した時代においてのみ可能である。
」と述
べている。さらに「文化を超えるという考え方 (Transculturalism)」については、
「文化
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を超える活動あるいは、その理論であって、その前提には、あらゆる時代に、あらゆ
る地域において、あらゆる人々にとって真実である行動、観念、あるいは信念といっ
た、文化的普遍性がある」と説明している。これを舞台『海辺のカフカ』をグローバ
ル・パフォーマンスとみなす根拠とするのだが、その諸要素について考えてみたい。
まず、舞台『海辺のカフカ』における普遍性の一つが「オイディプス物語」であるこ
とに異論はあるまい。父を殺し、母と交わるオイディプス王の物語は二千年以上にわ
たって世界を駆け巡っている。古代ギリシャの伝承物語・神話だが、これを元に紀元
前５世紀にソフォクレスが書いた悲劇『オイディプス王』もある。近代以降は、フロ
イト心理学によってオイディプス・コンプレックスという、現代人に特徴的な意識と
して改めて紹介され、現代人の物語として世界的に広く共有されているものだ。
この普遍的な物語を、翻訳家、翻案家、演出家がそれぞれの創造力によって、国や
社会、言語やジャンルを超えての文化間の往来を可能にした。小説『海辺のカフカ』
ではカフカ少年とナカタ老人の物語が奇数章と偶数章で交互に語られ、読者はこれら
を関係付けながら、読み進めるのだが、ガラティの翻案劇は、二つの物語を舞台上で
交差させ、ほぼ同時進行させることで約 2 時間半の戯曲として成立させた。脚本の英
語から日本語への翻訳を担った平塚は、
「ガブリエルが英語に訳すことで、村上の小説
の日本語が英語といういわば「音声性の高い言語」を通すことで小説の言葉を演劇の
言葉にできるのではないかと考えました。
」と述べている。
（筆者とのインタビュー：
JMOOC「文化翻訳入門」
）
2012 年からの数年間、
蜷川に寄り添って舞台化に立ち会い、
上演台本の改訂にもあたった誠実な翻訳家ならではの思慮だが、英語小説への翻訳、
演劇への翻案を経ての、蜷川の舞台『海辺のカフカ』であるということだ。日本の演
出家である蜷川は、普遍的な「オイディプス物語」を、もう一度、日本の歴史社会的
文脈に置き直し、もう一つの日本をシミュレーションしてみせたのだが、この点につ
いては次節で少し詳しく述べてみたい。
さらに、
『海辺のカフカ』
がグローバル・パフォーマンスへと進化するにあたっては、
世界有数の劇場や演劇関係者の理解と連携が重要不可欠であった。言うまでもなく、
ロンドンとニューヨークは舞台芸術の最先端都市であって、バービカン・センターや
リンカン・センターは、最新設備と有能なスタッフを擁するだけでなく、先進的な文
化理念やビジョン、方針に基づく文化情報の集積発信基地となっている。彩の国さい
たま芸術劇場、シンガポールのエスプラナード・シアター、ソウルのガンナム地区に
位置する LG アーツ・センターも方向性は同じである。2015 年ワールドツアーのロン
ドンとニューヨーク公演は、それぞれシェークスピア没後 400 年記念「世界のシェー
クスピア」プロジェクトの、また、ニューヨークの夏恒例の国際演劇祭リンカン・セ
ンター・フェスティヴァルの一環としての招待公演であったことも付け加えておきた
い。
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２．現代日本のシミュラークルとして
ボードリヤールはポストモダンの時代におけるアートとリアリティの関係を「シミ
ュラークル simulacres / simulacra」という概念をもって説明した。アートはリアリティ
の mimesis（模倣）でも、representation（表象）でもなく、オリジナルのないコピー、
リアリティのない実在、リアリティを超えたもの―ハイパー・リアリティ―である
とした。これは、mimesis（模倣）
、representation（表象）という、二つの先行する概念
にある「アートとリアリティは二項同等の関係にある」という考え方に転換をもたら
し、文芸批評に新たな境地を開いた。本節では、蜷川幸雄の舞台『海辺のカフカ』が
現代日本のシミュラークルであることを述べておきたい。
蜷川は台本にある断片化された場面やイメージ、物語を十数個の巨大で透明なアク
リル・ボックスに転換した。ニューヨークの自然史博物館に展示されているジオラマ
にヒントを得たというが、これら大小のアクリル・ボックスを歌舞伎の黒子を思わせ
る舞台スタッフが、周到に計画された軌跡にそって、動きのパターンやスピードを変
えながら舞台上を移動させていく。アクリル・ボックスの中には、いかにも蜷川らし
い猥雑な風景が作り上げられているのだが、蜷川によれば、この猥雑さは村上春樹の
文学にも内在するものという。中野区野方の街並には、ゴミが積み上げられ、公園の
公衆トイレの便器はむき出しである。壁に逃走中の指名手配犯のポスターが貼られた
交番もある。また、四国高松の繁華街の裏通りを思わせる場面には、惑星のような形
をしたネオンサインらしきものもあるのだが、ラヴホテルの看板なのかもしれない。
このように、一つ一つの物体は実にリアルなのだが、アクリル・ボックスに納められ
たジオラマという非常に人工的な舞台装置であることから、観客はその虚構性を意識
せざるを得ない。いかにもありそうな、しかし、あくまでも蜷川による作り物の日本
である。アクリル・ボックスのシンクロされた絶え間ない動きにも、舞台『海辺のカ
フカ』が遊戯的で複雑なシミュレーションであることが示唆されている。
役者たちは時空を隔てた様々な場面が埋め込まれたアクリル・ボックスの中で、そ
れぞれ登場人物の物語を演じるが、ボックスの移動によって、観客の目の前で生身の
人間が時空を超えて、ある時はすれ違い、あるときは密に交わって、分かたれた物語
を結い合わせていく。カフカ少年が『アイヒマン調書』を読む傍らで、ナカタ老人が
猫殺しのジョニー・ウォーカーを刺し殺す。カフカ少年は想像の中で父親かもしれな
いジョニー・ウォーカーを殺し、その血を浴びる。カフカ少年はまた、母かもしれな
い、少女の頃の、そして現在の佐伯さんと交わる。空からは魚が降り、猫が人間の言
葉を話す。蜷川の舞台では、こうした非現実や超現実が確かに存在する。
「リアリズム
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じゃないけど、必要と思われるリアルはちゃんとやらないと物語が嘘くさくなる」と
蜷川は語るが、これはボードリヤールのシミュラークル概念を、蜷川の言葉で言い表
したものではないだろうか。
（公演パンフレット 2014）
蜷川の舞台『海辺のカフカ』がグローバル・パフォーマンスとして、ロンドン、ニ
ューヨーク、シンガポール、ソウルにおいて、違和感なく受け入れられた理由として、
村上春樹ワールドが、これらの世界各地の都市に既に実存していることが考えられよ
う。村上春樹文学に溢れる、欧米の様々な文学や物語、視覚的イメージや音楽が現代
人のリアリティとして、広く共有されているということだ。
『海辺のカフカ』には、
「オ
イディプス物語」の他にも幾つもの物語が織り込まれている。タイトルから想起され
るカフカエスクな物語、
『ハックルベリィ・フィンの冒険』や『ライ麦畑でつかまえて』
などのアメリカ文学伝統の逃亡少年物語。さらにジョニー・ウォーカーやカーネル・
サンダース、また、言葉を話す猫といったポップ・カルチャーのイメージをめぐる物
語もある。消尽の文学たるポストモダン・フィクションとして、オリジナルのリサイ
クルの集積であると言っても良いのだろうが、ここでは物語の原作や起点の探求はそ
れほど重要なことではない。既述のように、様々なオイディプス物語が二千年以上に
わたって増殖されている。英米消費文化のポピュラーなアーキタイプであるジョニ
ー・ウォーカーとカーネル・サンダースにしても、
『海辺のカフカ』では、前者は残虐
な猫殺し、後者はセックスと心霊界を繋ぐ仲介者として登場する。言葉を話す猫たち
は村上春樹ワールドに不可欠な存在だが、漱石の『吾輩は猫である』も含め、そのル
ーツは世界中の古今の物語に見出すことができる。実は、こうした幾つもの物語や物
語の断片は、ポストモダンの時代と世界に生きる現代人にとっては既にリアリティと
なっている。そして、このような非現実や超現実を出現させることは、舞台とパフォ
ーマンスが最も得意とするものである。

３．蜷川幸雄の現代日本
2014 年の再演時のインタビューで蜷川は、
「アイヒマンの例も想像力で考えたら誰
にでも起こり得る。
・・・60 年代から 70 年代、連合赤軍に希望を託した自分たちは結
果的に彼らの殺人に加担したのだ。
・・・学生運動に巻き込まれ校内で虐殺された大学
生の実話も、本作に重なっている。惨劇は自分たちの想像の産物であり、その敗北を
引き受けて演劇活動を続けてきた。
」と語っている。
（公演パンフレット 2014）60 年
代の騒乱の元を辿れば日本の敗戦に辿り着く。戦争のトラウマを一身に負い、失語と
記憶喪失の中で敗戦後の日本を生きてきたナカタ老人は、入り口の石を開けて、その
惨劇を垣間見せ、これを再び閉じて、命尽きる。それは、ナカタ老人と世代を同じく
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し、戦後 70 年という年に舞台『海辺のカフカ』ワールドツアーをもって見事な演劇人
生を全うした蜷川その人に重なる。
「オイディプス物語」は、言うまでもなく、戦争を極限とする家父長制社会の物語で
もある。蜷川が『海辺のカフカ』舞台化にあたり、ガラティの脚本に付け加えた場面
が二つあって、一つは魚が空から降ってくる場面、もう一つは、結末近く、カフカ少
年が佐伯さんの血を口に含む場面ということだ。
（平塚）前者は既述のように非現実・
超現実を出現させることを意図するものであろう。これに対し、後者は、
『海辺のカフ
カ』の物語に即せば、家父長制の、オイディプスの呪いを絶つ儀式としてのパフォー
マンスとみることができよう。蜷川は、このような「もう一つの日本」
、
「こうであっ
てもよい日本」を舞台『海辺のカフカ』において出現させたと考える。
追記：
本稿は、JMOOC 日本大学第 3 講座「文化翻訳入門」第 4 週「グローバル・パフォーマンスと文
化翻訳」の講義の一部を書き改めたものであることをお断りしておく。
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『海辺のカフカ』公演パンフレット ホリプロ 2014
『海辺のカフカ』公演パンフレット ホリプロ 2015
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子訳 法政大学出版局 2008/06
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■舞台 Kafka on the Shore／『海辺のカフカ』上演略史
2008 Frank Galati 脚本・演出 Kafka on the Shore シカゴ ステップンウルフ劇場
https://www.steppenwolf.org/tickets--events/seasons/2008-09/kafka-on-the-shore/
2012

翻案・脚本：フランク・ガラティ 翻訳：平塚隼介 演出：蜷川幸雄
『海辺のカフカ』

彩の国さいたま芸術劇場

2014 翻案・脚本：フランク・ガラティ 翻訳：平塚隼介 演出：蜷川幸雄
『海辺のカフカ』

国内ツアー：埼玉、大阪、東京、北九州

2015 蜷川幸雄 『海辺のカフカ』／Kafka on the Shore ワールドツアー
ロンドン公演 2015 年 5 月 28 日〜5 月 30 日
“Ninagawa Company Kafka on the Shore Adapted for stage by Frank Galati”
The Barbican Theatre
http://www.barbican.org.uk/theatre/event-detail.asp?ID=17001
ニューヨーク公演 2015 年 7 月 23 日〜7 月 26 日
“Kafka on the Shore”
David H. Koch Theater/ Lincoln Center for the Performing Arts/ Lincoln Center
Festival 2015
http://www.newyorkcitytheatre.com/theaters/davidhkochtheater/kafka-on-the-shore.
php
日本凱旋公演 2015 年 9 月 17 日〜10 月 4 日
蜷川幸雄 80 周年記念作品『海辺のカフカ』
彩の国さいたま芸術劇場大ホール
http://www.saf.or.jp/arthall/stages/detail/2362
シンガポール公演 2015 年 10 月 30 日〜11 月 1 日
Esplanade Theatres on the Bay
Kafka on the Shore by Ninagawa Company (Japan)
https://www.esplanade.com/events/2015/kafka-on-the-shore
ソウル公演 2015 年 11 月 24 日〜11 月 28 日
LG Arts Center
‘Kafka on the Shore’ by Yukio Ninagawa
http://www.lgart.com/UIPage/eng/programs/prog01.aspx?seq=252210
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《記録》

研究発表 2015 年

2015 年 1 月例会（日本女子大学目白キャンパス）
■バレエ・リュスが英国にもたらしたもの ―ケインズの果たした役割を中心に―
法政大学（非常勤） 蒔田裕美
■絵を描くムーミンママ
―トーベ・ヤンソン『パパと海』とヴァージニア・ウルフ『灯台へ』における女性の自己表現―
東京理科大学 中丸禎子

2015 年 3 月例会（日本女子大学目白キャンパス）
【特別講演】
■再説・切字の詩学
東京大学（名誉教授） 川本皓嗣

2015 年 4 月例会（大正大学巣鴨キャンパス）
■『茶書』と『ユリシーズ』をつなぐ『オセロ―』
―ジョイスに継承された、岡倉のシェイクスピア的比喩と『詩学』の技法―
目白大学（非常勤） 東郷登志子
■日光東照宮の金色 ̶明治期の外国人訪問者が見たもの̶
駒沢女子大学 井戸桂子

2015 年 5 月例会（大正大学巣鴨キャンパス）
■グロテスク・キホーティズム
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̶ジョン・ケネディ・トゥールの『愚か者連合』を読む̶
日本女子大学 田中有美
■芹沢光治良のイタリア物語『黒』の悲運
̶ファシズムの恐怖と闘うパリジェンヌの姿̶
日本大学 藤澤全

2015 年 7 月例会（二松学舎大学）
■過激な盗賊たち —イグナーツ・フェルディナント・アルノルトの盗賊小説̶
中央大学 亀井伸治
■虚構と事実
—シェイクスピア『ヘンリー８世』とフィリッパ・グレゴリー『ブーリン家の姉妹』—
日本大学 福島昇

2015 年 9 月例会（二松学舎大学）
■日本の絵本における釈迦とイエスの混合
—『佛敎聖典 おしやかさま』と『講談社の絵本 イエスさま』—
大正大学 森覚
■宮沢賢治と農業 —イメージとしての農業、農業のリアリティ—
大東文化大学 千葉一幹

第 53 回東京大会（東京工業大学）
【研究発表】
■占領の落とし子から黒い日本人へ
̶文学と映画からみる 1950 年代黒人混血児表象試論̶

東京大学（院） 西田桐子

■八島太郎のグラフィック・ノベルにおけるトラウマ経験の再構築
都留文科大学 中地幸
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■孤独の様相
̶目取真俊「水滴」とガブリエル・ガルシア＝マルケス『百年の孤独』の背景と手法̶
フェリス女学院大学 小泉泉
■ドイツ併合下のポーランドにおける教育の表象と日露戦争下の日本
―翻訳小説「小百合」が生み出した新たな批判―
筑波大学（院） ピーテル・ヴァン・ロメル
■岩野泡鳴『恋のしやりかうべ』の手法 ̶ホイットマン理解を手掛かりに̶
東京大学（院） 太田直樹
■日夏耿之介と西条八十 ̶『仮面』における交流の様相̶
東京大学（院） 水野太朗
■安倍公房の１９５０年代の変容と連続性について
̶「壁-S・カルマ氏の犯罪」を中心に̶

東京大学（院） 辛重官

■村上春樹とポール・オースター「父」なき世界 ̶孤児が「生きのびていく道」̶
日本女子大学 内山加奈枝
■戦前の日本におけるモーリス・バレスの受容について
お茶ノ水女子大学 田中琢三
【シンポジウム】
■芸術とその批評言説 ―比較研究の視座から̶

東京大学 今橋映子
茨城大学 藤原貞朗
東京大学（非常勤） 佐々木悠介

2015 年 11 月例会（東京大学駒場キャンパス）
■『銀河鉄道の夜』における「教育者」の諸相
■芥川龍之介の歴史小説とイェイツの口承文芸論
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東京大学（院） 羽鳥杏子
東京大学（院） 李碩

2015 年 12 月例会（東京工業大学大岡山キャンパス）
【特別企画 映画と文学の対話】
■1960 年代日本の「クロス・ジャンル」 ̶篠田正浩と寺山修司を中心に̶
東京大学（院） 堀江秀史
■【特別講演】映画と文学の対話
篠田正浩（映画監督）

21

執筆者一覧
（掲載順、敬称略）

■ 蒔田裕美（法政大学、非常勤）
■ 松岡直美（日本大学）
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編集後記
昨年の No. 12 に続き、電子媒体での発行となりました。
今号からは新たに、主としてベテランの支部会員の方に、
「研究余滴」として、ご自
身の研究に関連して自由に文章を執筆していただくこととなり、今号では日本大学の
松岡直美先生より快くご寄稿いただくことができました。厚く御礼申し上げます。
また今号より、論文については、支部大会や支部例会での発表者の方々に投稿を募
り、査読を経て掲載することになりました。しかし、このような手続きになって初め
てという事情からかと思われますが、今回は投稿が思いのほか少なく、掲載に至った
論文がわずか一編にとどまったのは非常に残念なことでした。
来年発行予定の次号に向けて、以下に掲載する「投稿規程」ならびに「執筆要領」
に基づき、多数の方々からの積極的なご投稿をお待ちしております。 （西村靖敬）
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電子版『日本比較文学会東京支部研究報告』研究論文投稿規程
電子版『日本比較文学会東京支部研究報告』
（以下、
「電子版『研究報告』
」
）は、原
則として毎年一回、11 月末日に発行される。電子版『研究報告』への研究論文の投稿
は、以下に定める手続きによるものとする。
１．投稿資格

研究論文の投稿資格を有する者は、本学会員で、前年および前々年に開催された東

京支部例会または東京支部大会において研究発表や講演等を行なった者とする。投稿
者は、支部例会または支部大会における各自の発表をもとに、投稿論文の原稿を作成
すること。
２．論文の字数（語数）および書式

投稿論文の字数（語数）および書式等については、別に定める「電子版『日本比較

文学会東京支部研究報告』研究論文執筆要領」に従うこと。
３．論文の提出

投稿論文の電子媒体のファイルを、8 月 16 日から 8 月 31 日までに、以下の送付先

に送付すること。
送付先：日本比較文学会東京支部編集委員会委員長 西村靖敬
nishimur@faculty.chiba-u.jp
４．採否の決定

投稿論文の採否は、東京支部編集委員会および企画委員会が査読の上、決定する。

なお、必要と認められる場合には、上記両委員会の委員でない支部会員に査読を委嘱
することがある。
５．著作権等

投稿者は、電子版『研究報告』に掲載された研究論文の著作権を有するが、掲載が

決定された時点で、日本比較文学会東京支部がワールドワイドウェブによって公衆送
信することを許諾したものとする。
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電子版『日本比較文学会東京支部研究報告』研究論文執筆要領
電子版『日本比較文学会東京支部研究報告』への研究論文の投稿にあたっては、以
下の執筆要領に従って原稿を作成すること。
１．使用言語

使用言語は日本語、英語またはフランス語とする。

２．字数（語数）

原稿は横書きとし、注等を含めて、日本語の場合は 8,000〜12,000 字とする。英語お

よびフランス語の場合は 3,500〜5,000 語とする。
３．書式

東京支部のホームページより、投稿用のテンプレート（ひな形）をダウンロードし

て使用し、テンプレートに記載された書式に関する留意事項を踏まえて、原稿を作成
すること。
４．図版の使用

写真、図、画など図版を挿入することもできるが、図版が占めるスペースも、規定

の字数のうちに含まれるものとする。また、図版の掲載に関する版権等の問題の解決
は、すべて投稿者の責任において行なうこととし、十分に著作権法を尊重するよう注
意すること。
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