
制約すること＝イギリス小劇場への視座 
 
 
はじめに 

 
イギリスで芝居に行くと、その観客層の厚みをつくづく思い知らされる。シェイクスピアの国だから、

と言ってしまえばそれまでだが、しかし、イギリスとて都会へ出れば、様々な芸術／娯楽が並存してい

るのである。みな、それらへの膨大なアクセスを選択肢として抱えながら、週末に映画館でなく劇場へ

赴くのはなぜなのだろうか。つい、この国の「演劇ならでは」という愉しみ方の秘密を考え込んでしま

う。 
確かに、異種芸術の間で盛んに越境が起こっている現状を顧みると、演劇の固有性を問うような態度

はいささかアナクロニスティクに聞こえるかもしれない。しかし、越境が価値あるものとされるのは境

界があるからである。すなわち、美術、音楽、映画、演劇と、様々な愉しみへの回路を消費者が排他的

に併せ持つからこそ、我々は芸術の越境云々を語るだけの豊かさを手にすることができるのだ。「演劇

ならでは」を考える、それは、ともすれば情報の氾濫によって平面化しがちな、我々の愉しみへの感覚

を立て直すことである。当稿は、この基本的な問いへの答えを、昨今のイギリスの小劇場（フリンジ）

に照らし合わせて模索する試みである。 
 
 
演劇の経済学 

 
最近、私は演出のあり方を考える上で、経済学的な発想を用いることが多い。一般的な印象とは裏腹

に、近代経済学は実にシンプルな学問である。限られたコストでいかに大きな便益を得るか（もしくは、

一定の便益をいかに少ないコストで達成するか）・・・このシンプル極まりないテーゼの上に、企業行

動や消費者行動の理論の全てが構築される。 
 同じような視点で演劇を捉えることができよう。すなわち、所与の舞台要素から観客への情報量を最

大化する試み、それが演劇（演出）の経済学である。むろん、これは単なる比喩に過ぎず、なにか新し

い分析軸を呈するものではない。むしろ確認すべき点は、観客の情報処理能力は限られており、舞台に

モノ（役者の身体であれ、舞台装置であれ）を載せるのは、コミュニケーション上、常にコストを伴う

ということである。 
 実際、演出に対するこういったスタンスは新しいものではない。ブレヒトはすでに 1930 年代におい
て、舞台要素とその意味作用の関係を体系化している。彼は、当時支配的であった演技のクリシェや心

理学的な役作りを徹底的に批判し、役者の動きは全て、社会的背景という異なった次元の描写を担った

ものでなくてはならないとした（Gestus）。また、舞台空間も、審美的な効果よりも、登場人物間の社
会的関係を写し取ったものであるべきで（Gruned Arrangement）、社会的背景を担った役者の動きが
組み込まれることによって（Gruned Gestus）、限られた舞台要素から二重、三重の意味作用を導き出
すことを図っている。 
私はこの「限られた」という言葉の中に、演劇固有の魔術が隠されていると思う。カメラワークやフ

ィルム編集といった手段を持つ映画に比べると、演劇は実に不自由だ。まず上演場所が、ある一定の物

理的空間に限定されている。また、観客に視野を強制できない（観客は舞台のどこでも自由勝手に見て

しまう）というのも、作り手に特別な配慮を強いることになるだろう。むろん、これは演劇の「ライブ

性」という他のメディアにない特徴の属性であるが、しかし、この不自由さを受け入れ、それを逆手に

取るエスプリ、これが演劇の、映画とは一線を画する面白さである1。 

                                                  
1  このポイントは説明しにくいが、非常に重要である。たとえば、電子メールのメッセージを考えてみよう。一昔前ま



 
 
イギリスの演劇動向 

 
この「限られていること」による効果を考える上で、イギリスの演劇事情は様々な示唆を与えてくれ

る。以下、近年特に活躍の目覚しい新進劇団を中心に、最近の動向を探ってみたい。 
現在のイギリス演劇は、日本でも何回か公演をしている Theatre de Compliciteの影響のもと、同劇
団の「視覚性」と「身体性」という二つの大きな特徴が独自の流れに分化し、それぞれの中で様々なス

タイルが模索されるという方向に展開している。一般的に、前者の系統は「ビジュアルシアター」、後

者の系統は「フィジカルシアター」と呼ばれている。 
 
＜ビジュアルシアター＞ 
まず、ビジュアルシアターであるが、ここでいう「ビジュアル」とは、単に見た目の美しさを言うの

ではない。むしろ、舞台装置や小道具、そして役者のそれらへの関わり方にちょっとした仕掛けを組み

込み、観客の想像力を刺激するような手法のことである。ある意味で非常にオーソドックスな芝居の作

り方であるが、その方法論としては、「モノ」の本来の意味や目的を反復的に脱構築していくというと

ころに、ポイントが置かれている。 
たとえば、Primitive Science による『Poseidon（ポセイドン）』。主人公の海神ポセイドンは、自分
のフォークをとても大切にしている。食卓では常にそのフォークを使うのだが、彼は、それで自慢のヒ

ゲの手入れもしてしまう。本来、食事の道具に過ぎないフォークをヒゲのブラシとしても使うことで、

全世界の海を支配する男が、小さなフォーク 1本に執心するという滑稽さを見事に表現している。また、
（出演者の知人／友人など）ごく普通の人々の写真を「これは人間界における神々の仮の姿である」と

して観客に見せるくだりでは、ギリシア・ローマ神話における神々のイメージと写真の中の人物があま

りにもズレており、観客席の笑いを誘っていた。（ヒゲ面の年配男が美神アフロディーテであったりす

る。） 
 また、このような手法は劇場の外部へと展開することもある。今年のエジンバラ演劇祭への参加作品、

Signal to Noiseによる『Tempest（テンペスト）』では、観客（クライアント）が上演時間・場所を指
定することができたらしい。あるクライアントは、舞台として自宅を選んだ。約束時間になると、どこ

からともなく役者が現れ、いきなり庭先で「洋上の嵐」のシーンが始まる。そして、第二場以降、クラ

イアントの自宅の中がプロスペローの魔法の島に塗り変えられる。暗いバスタブの中で呪詛を吐くキャ

リバン、それを横目で見ている洗濯機の上のエリアル、キッチンで皿洗いの「試練」に立ち向かうフェ

ルディナンド、二階への「山道」で力尽きるナポリ大公たち。これを、すべて打ち合わせ無しでやると

いうから驚きだ。実にイギリス人は、巧妙な働きかけによって、身のまわりの物から全く新しい意味を

引き出す天才である。火力発電所を美術館に改造したこのセンスは、芝居の作り方にも如実に反映され

ていよう。 
 このような情報の乗数効果を支えるのは、むろん観客の想像力であり、またそれを刺激する演出のエ

スプリである。そしてその根底には、演劇は基本的に「限られている」という共通認識がある。上演さ

れる場所は狭い。上演時間も短い。登場する役者も数人だけ。この制約だらけの中で、舞台があらゆる

場面へと変化する様に、観客は拍手を贈るのである。 
 

                                                                                                                                                                     
で、電子メールのテキストに使用できる記号の種類は限られていた。しかしそれは、逆に「文字絵」というゲームをサイ

バー・スペース上に生み出した（笑い顔(^o^)、泣き顔(ToT)など）。このゲームの面白さは、まさに使用できる記号が限

られているという点にある。 
コンピューター・グラフィックスの発達で、映像処理の自由度が飛躍的に高まった映画やテレビゲームに対し、こうい

ったお遊びは、ますます演劇固有のものとなる。 



＜フィジカルシアター＞ 
さて、イギリス小劇場のもう一つの潮流、フィジカルシアターの旗手として、Frantic Assemblyは大
きな注目を浴びている。フィジカルシアターとはなんぞや？いま、イギリスではこの言葉が大流行で、

右も左も「フィジカルシアター」だ。 
一つに、作品の中のダンス的要素を指す傾向がある。Frantic Assemblyでも役者の動きにダンスを数
多く取り入れており、2000年 6月に上演された『Hymn（賛美歌）』では DV8の Liam Steelが振り付
けを担当するなど、ダンスとの関係はますます深まっている。また、エジンバラ演劇祭において、「フ

ィジカルシアター」という項目は、演劇でなく、ダンスと併せて分類されていることからも、その近接

性は無視し得ない。 
いっぽう、アグレッシブで騒がしい舞台を指して、それと呼ぶことがある。同じくイギリスの劇団、

Volcano Theatreがその典型だ。しかしこの定義だと、日本の 80年代演劇のほとんどがフィジカルシア
ターになってしまう。 
自分なりの理解では、むしろ、観客の「感覚」の扱い方が一つの大きな鍵になっているように思える。

舞台芸術では、伝統的には視覚と聴覚によって、その情報伝達のほとんどが成されてきた。フィジカル

シアターとは、これら伝統的な回路に加えて、味覚・嗅覚・触覚など、これまで余り扱われなかった感

覚にも訴えることのできるものを言うのではないか。 
ただしこれは、（花畑の場面で花の香りを漂わせるなど）直截的な方法を指すのではない。むしろ、

感覚器官としては従来の目や耳を使いながらも、それを媒介として、究極的には他の感覚に訴えるよう

な仕掛けが「フィジカル」であると私は考えている。たとえば、役者がレモンをかじる。この行為を「見

た」観客は、別にレモンを口にしなくとも、なんらかの生理的変化を被るはずである。そしてその生理

的変化は、ときには感情にまで影響を及ぼし、それが一つの劇的効果として作用することもあるだろう。 
このような意味でのフィジカリティを、Frantic Assemblyは作品のいたるところに組み込んでいる。
その例として、『Hymn』の中の一場面を挙げよう。 
 友人の自殺に関し、登場人物の一人が、まるで警察の取調べのように、正面からライトを浴びながら

質問を受けている。その際その男は、後ろ 2本の足のみで立っているイスに座り、いわば「V字バラン
ス」状態で尋問されているのだ。これは、観客を「危なっかしい」という感覚（触覚）に晒し、さらに

その感覚は彼らの「不安」という感情を喚起する。すなわち、伝統的には役者の表情（視覚）や台詞の

トーン（聴覚）のみによって伝達される登場人物の感情表現が、「触覚」という別の回路からアシスト

されるのである。そしてこれを可能とするのは、まさに、演技している役者が、傷つきやすい「有限の」

肉体の持ち主であるという事実に他ならない。（この意味でフィジカルシアターとは、ダンスよりもむ

しろサーカスに近い。） 
 
 
アメリカのオルタナティブ・シアター 

 
 さて、およそ 30 年前、やはり演劇のライブ性を軸に、新しいスタイルを求める運動がアメリカを中
心に展開した。いわゆる「オルタナティブ・シアター」と呼ばれる流れがそれである。「オルタナティ

ブ」とは、既存の制度に否を唱え、体制化した演劇とは別の（＝alternative）方法論によって演劇を実
践することに由来する。具体的には、それまでの戯曲中心の台詞劇に対し、より視覚的・肉体的要素を

重視した演劇形態が模索されたのである。そこで、前述のビジュアルシアター／フィジカルシアターと

の比較の中でそれらの相違点を探り、翻って、現在のイギリス小劇場の本質を考えてみたい。 
 まず、ビジュアルシアターとの比較では、「環境演劇」と呼ばれる一連の作品が挙げられよう。その

キーワードである「Found Space（見出された空間）」とは、作品により異化された現実の時空間のこ
とをいう。カリフォルニアの Snake Theater は、船乗りの恋人を待ち焦がれる女性を描いた
『Somewhere in the Pacific（太平洋のどこか）』の上演にあたり、芝居の設定と同じ、夕暮れの浜辺と



いう実時間／実空間を舞台として選んだ。ここでは、現実の夕陽や波の音が照明・音響効果を務める。

また、芝居の時間と実際の時間の間に隔たりはない。日常というニュートラルな空間が芝居によって虚

構世界に取り込まれ、まったく新しい意味を吹き込まれるのである。 
 いっぽう、フィジカルシアターへの流れとしては、Julian Beckと Judith Marinaが率いる Living 
Theaterの作品を数えたい。1963年、ニューヨークで上演された『The Brig（営倉）』は、アメリカ海
兵隊の艦内営倉における囚人生活を舞台としている。この中で、営倉を統制する規則が実際に芝居へ持

ち込まれ、役者達は舞台上で囚人と同じ体験をさせられるのである。規則違反を犯した者に対しては、

肉体的苦痛を伴う処罰が本当に行われた。ここで、役者が受ける苦痛や屈辱はまさに現実そのものであ

り、決して何かを模倣したものではない。役者が登場人物の代理人にすぎないというテキストの権威主

義が、演技者自身の肉体性よって否定されるのである。 
 
 
制約すること＝イギリス小劇場への視座 

 
 オルタナティブ・シアターの基本的信条は、虚構と現実の間に横たわる境界線を抹消することである。

その狙いは、演劇空間と日常空間の間の風通しを良くして、演劇側が仕掛けるプロット（それが反戦運

動であれ、フェミニズム運動であれ）を、現実社会の隅々まで浸透させることであった。演劇の境界線

の抹消、それは、舞台と日常を同じ平面へと地ならしする作業に他ならない。『The Brig』では、役者
の肉体という現実性が登場人物という虚構性を内側から侵食し、また、『Somewhere in the Pacific』で
は、芝居の虚構性が日常光景を覆っていった。実に、観る者と観られる者との区別、演じる者と演じら

れる者の区別、芝居の時空間と日常の時空間の区別といった、舞台の仮想現実を支える約束事が次々と

問い直され、演劇実践においては「その制度全体を破棄するものでなければならない」2とされたのであ

る。 
 おそらくここに、現在のイギリス小劇場との決定的な差異があるように思われる。イギリスのビジュ

アルシアターやフィジカルシアターは、舞台の制約を取り払うことよりも、むしろそれらを積極的に表

現の中へ組み込むことを試みている。すなわち、日常世界よりも遥かにエントロビーの低い（＝情報量

の多い）虚構世界を、現実の空間的／身体的制限の中で成立させることに、演劇の価値を見出している

のである。 
 ただしこれは、物理的欠陥を工夫によって補填するというネガティブなスタンスではない。逆に演劇

とは、縄抜け芸のように、逃がれるべき制約
、、、、、、、、

（
、
＝ルール
、、、、

）を自ら課す「
、、、、、、、

ゲーム
、、、

」
、
であるということだ。

「経済学的」視点から言えば、パントマイムのような無対象演技でも処理できる表現に、敢えてセット

や小道具を用いるというのは極めて「非経済的」な行為である。さらに、それらが日常的な意味を担う

記号として働けば、舞台の意味作用もそれだけ限定されることになるだろう。フリーハンドな空間に対

し、物理的なコミットメントを重ねてゆく・・・それは、チェス盤に一手一手を打ち込むように、自ら

を抜き差しならぬ意味連関へと投げ入れることである。リスクは高い。しかし、その空間的／意味論的

な制約を前に、改めて演出のエスプリが試されるのだ。フォークをブラシに変えてしまう。民家を魔法

の島に変えてしまう。そのような「会心の一手」が情報の乗数効果を作動させ、観客の想像力に火をつ

けるのである。 
 同様に役者の身体も、物理的制約を甘受するところから表現の可能性が開かれる。映画の中の登場人

物は、カメラワークや編集技術、さらにはコンピューター・グラフィックスの援用によって、いともた

やすく超人化するフリーハンドな身体である。いっぽう、誤魔化しの効かないライブの舞台において、

役者はその傷つきやすい身体を観客の視線に曝け出すしかない。しかしこの制約ゆえ、逆に観客は役者

                                                  
2  セオドア・シャンク著、鴻英良・星野共・大島由紀夫訳 『現代アメリカ演劇』、勁草書房、1998年、p19、（引用部
分の原典は、Julian Beck, ‘How to Close a Theatre’, Tulane Drama Review Ⅷ, 3 Spring 1964） 



の身体の「誠実さ」を信用し、自分達の有限な身体と同一化することで感覚回路を共有する。役者の不

自由な身体は観客の感覚器官に接続され、それを通じて情報を複線化することができるのである。むろ

ん、このようにフィジカリティを捉えるには、その極めて微妙で繊細な作用を注視せねばならない。し

かし私は、その微細なメカニズムに、演劇における新たなコミュニケーションの可能性を感じないでは

いられないのである。 
 
 空間的制約と身体的制約。イギリス小劇場は、この二つの制約の交差上に演劇の固有性を見出す。彼

らはフリーハンドを好まない。自ら制約し、閉じることによって、逆に表現の可能性を開くというパラ

ドキシカルな課題に、果敢にも挑み続けるのである。これは、映像テクノロジーなどの活用から表現の

拡大を図る、アメリカのミックスド・メディア・シアターとは、対極のアプローチであるといえよう。

イギリス的といえばイギリス的であり、今後どのように展開するか、実に楽しみである。 
 

（2000年 12月 25日 脱稿） 



― 公演情報 ― 
 
Tile: Poseidon 
Company/Artist: Primitive Science 
Date: 26/05/2000 
Venue: Young Vic Studio 
Writer: Marc von Henning 
Director: Marc von Henning 
Set Design: Dick Bird 
Lighting: Simon Macer-Wright 
Music/Sound: David Benke 
Costume: Susan Grange-Bennett 
Management: Boz Temple-Morris 
Performers: 
Patrick Driver, Jerry Killick, Antoine Scotto, Solveig Simha, Boz Temple-Morris 
 
Synopsis: 
大海の何処。海神ポセイドンは世界中の水を制御する仕事に追われている。彼は水が大嫌い。だから、

自分の仕事もあまり好きになれない。 
ある日、ほとんど誰も訪れない彼の事務所に、甥のヘルメス（神々の使者）がやってきた。突然の訪

問客に慌てるポセイドン。しかし、表面的には甥との久々の面会を楽しく取り繕う。 
甥の訪問の目的を訝るポセイドン。だが甥はなかなか切り出さない。・・・我慢しきれず、ついに彼

は、何を伝えに来たのかを甥に訪ねる。甥は告げる。「人間達はもう、あなたを崇めていません。」 
甥の言葉にショックを受けるポセイドン。「何とかしないと」と焦りばかりがつのるが、有効な手段

など見つからない。怠惰な生活を送ってきた自分の人生を悔いる。 
 

四方に水のカーテン 

図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舞台立面
ハシゴ 



 
Title: Hymn 
Company/artist: Frantic Assembly 
Date: 25/06/2000 
Venue: BAC Main House 
Writer: Chris O’Connell 
Director: Liam Steel (DV8) 
Set Design: Carl Hinton 
Lighting: Natsha Chivers 
Music/Sound: Andy Cleeton 
Management: Simon Sturgess 
Performers: 
Scott Graham, Steven Hoggett, Simon Rees, Karl Sullivan 
 
Synopsis: 
友人ジミーの突然の死を悼む 4人の男たち。葬儀を終え、パブでビールを飲みながら故人の思い出に
浸る。ジミーは自殺したのだ。しかしその原因は分からない。いままで問題なく共に暮らしていた 4人
の間に疑惑が生じる。ジミーはなぜ自殺したのか？ 
やがて 4人の中の一人、スコットが、一度だけジミーとホモセクシュアルな関係を持っていたことが
判明。そのことを黙っていた彼を、他の 3人は猛然と非難する。ちょっとした言葉のアヤをきっかけに、
押し殺していた感情が噴き出し、4人の間の溝は次第に深まってゆく。 
 

ジミーの骨壷

ブリッジ 
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