
「演劇ゲーム」の地平 

 

 

はじめに 

 

  西洋演劇の歴史を、戯曲の内容や上演形態からではなく、観客とテクストとの関係性において捉えた

場合、２０世紀は疑いもなく革命的な時代であったといえよう。なぜなら、古代ギリシアで演劇が誕生

して以来、観客は常に、テクストによって感情を支配される受動的な存在であり続けたが、今世紀の半

ば、ベルトルト・ブレヒトという希代の劇作家/演劇理論家の登場により、彼らは単なる「見物」から

文字どおり「観る」主体、科学的な批評精神を擁した「観察する主体」へと変貌を遂げたからである。 

 近代的自意識に目覚めた観客にとっての演劇的実践とは、テクストを「解釈」すること、すなわち観

察対象をひとつの意味連関で捉えることである。ブレヒトの「叙事的演劇」は、テクストから未分化の

状態にあった観客の意識を覚醒し、主体の自発的な意味構築への意志を解放することで、観客自身によ

るテクストの積極的解体‐再構築を促したのであった。 

 以来、テクスト解釈への欲望は演劇空間の中心的な磁場を形成し、今日にいたるまで、制作側の劇作

手法と観客の観劇態度を支配してきた。しかし、芸術表現の場で「解釈」という行為が既にルーティン

化された現在、その実践はかつてのダイナミズムを急速に失いつつあるように思われる。作者/演出家

は複雑にコード化されたテクストを提示し、観客はそれを解読するという謎解きにも似たやり取りが、

両者の間で飽きることなく反復されているのだ。ブレヒトから半世紀を経た今、演劇全体が一種の強迫

神経症に陥ってはいないだろうか。 

 本稿は、現代演劇をこのような閉塞状況へと追い込んだ要因を、ブレヒト以降の「観る/観られる」

という基本構造に見いだすことで、その積極的解体を目指すものである。いかにして観客を「観る」呪

縛から解放するか。まずは、「観ること」を初めて明示的に語ったブレヒトの演劇論に立ち返り、それ

を転回への足がかりとしたい。現代演劇の実践が、テクスト解釈への欲望から派生するのである限り、

「観ること」を観客の中心的課題として前景化したブレヒトの演劇像は、われわれに極めて優れたモデ

ルを呈してくれるであろう。 

 

 

「異化効果」と観察者の視点 

 

 ブレヒトの言う「異化(Verfremden)」とは、作中人物に対する観客の感情移入を切断することにより、

観客の視点をテクストの「外部」へと押しだし、テクストに対して超越的な位置からの観察・批判を可

能ならしめるものである。そもそも登場人物との同化を目指すアリストテレス的な鑑賞態度では、観客

にとってテクストは常にドラマ環境のなかに沈澱し、ゆえに思考の対象とはなり得ない。たとえば資本

主義システムに組み込まれた賃金労働者が、その「搾取」の構造を見い出すことができないように、観

客は「内部」の視点にとどまる限り、メタ・レベルにあるテクストを認識することも加工することも不

可能なのである1。 

                                
1 「(・・・)大衆が政治の対象である間は、大衆たちは、そこにおきることを、ひとつの試みとみなすよりは、むしろひ
とつの運命とみなしがちだ。実験用モルモットが生物学についてなんにも学びとらぬのと同じように、大衆はカタストロ
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 このようなアリストテレス以来のテクストの超越化に対し、ブレヒトはドラマのなかに「外部」へと

超出する契機を組み込むことで、観客の能動的なテクスト解体‐再構築を促した2。観客を「外部」に踏

み込ませることでテクストを対象化し、それを可変なものとして彼らに提示すること、これが、社会構

造の変革運動にも連なるブレヒト演劇論の核心である。 

 

観察の精神は、社会に由来する原動力を思考の中で遮断し、もしくは他の(理想社会にお

ける)原動力にかえることにより、いわば、流動状態のまま、現存の構築物を手がかりに

虚構の組立を行うことができるにちがいない。この遮断・代替の処置によって、現実の

振る舞いがどことなく「不自然な趣」をそなえ、そのため現実の原動力はそれなりに、

最初にもっていた自然らしさを失い、値切れるようになるのである3。 

 

 図１を参照されたい。まず、アリストテレス的な鑑賞においては、観客の視点と登場人物の視点が一

体化されており、テクストはそれを環境として取り巻いている。ただし、ここでテクストは、観客の志

向性に対して「外的」に存在しているのではない。むしろ意識の受け皿として観客の思考様式に内在し

ており、ゆえにそれ自体は差異化を免れている。これに対し、「異化効果」は観客の視点をメタ・レベ

ルへと連れ出すことにより、テクストの差異化を可能にする。無意識の領域に潜行していたテクストは

意識化され、観察の対象とされるのである。ベンヤミンの言葉に倣えば4、それはドラマの中断、ストッ

プ・モーションによる舞台の「タブロー(額縁画)化」である。これによって観客は、テクストを観察・

分析の対象として措定することが可能となり、ゆえに、支配するものと支配されるものの立場の逆転、

観客のテクストに対するとりあえずの「下剋上」が起こるのだ。 

 

図１－a: アリストテレス的鑑賞 図１－b: ブレヒトの異化効果

                                                                                                       

フからはほとんどなにも学びとらない。＜肝っ玉おっ母＞が最後にそれを見抜くようにする責任は、作者にはない(・・・)

作者にとって大切なのは、観客がそれを見抜くことである。」  (『肝っ玉おっ母とその子どもたち』後註、千田是也

訳、白水社、1988） 
2 「外部」へと超出する契機は、ブレヒトの戯曲のいたるところに仕掛けられている。幕開きのコーラスや各場面に先立
って映写される字幕などは、よく知られたものであろう。また、作中人物がその役回りを演じるときもある。たとえば、

『三文オペラ』の乞食頭ピーチャムは、主人公メッキースが絞首台に昇ろうとするまさにそのとき、観客に向かって、「せ

めてオペラのなかでくらいは、法でなく恩情が通ることを皆様にお目にかけましょう」と言い放つのである。心地よき一

体化の夢境にある観客と登場人物の狭間にすばやく隔壁を滑り込ませ、どうしようもなく疎遠なものとして両者を対峙さ

せるのだ。舞台空間が「いっさいの＜魔法めいたもの＞から洗い浄められ、＜催眠術の場＞が生じない＊」ようにするた

め、あえて「これはお芝居ですよ」と観客に示すことで、彼らを夢から呼び覚ますのである。 (*「演劇術のあたらしい

技法」、『ブレヒト演劇論』p47、小宮曠三訳、ダヴィッド社、1990） 
3 「あたらしい美学へ――演劇小論」、『ブレヒト演劇論』p107、小宮曠三訳、ダヴィッド社、1990 
4 「生産者としての作家」、ベンヤミン著作集９『ブレヒト』所収、Ｗ. ベンヤミン著、石黒英男編訳、晶文社、1994 

- 2 -



 

 しかし、この「下剋上」は本物であろうか。それは、テクストによる新たな支配、より根元的な支配

の開始を意味してはなかろうか。 

 観察者の視点は、タブロー化した舞台を「意味の充当を待ち受ける(能記)記号列」として定立する。

ことにブレヒトの「叙事的演劇」は、役者の身ぶり(Gestus)の徹底化によって、画像を一種の象形文字

にまで圧縮するであろう。意味の空白は解釈への欲求を作動させ、観客は強迫神経症に陥る。テクスト

をあたかも実体であるかのごとく捉え、それに形相を与えることが観客の「使命」とみなされるのだ。

これはアリストテレス的な鑑賞態度とはまた別の意味で、テクストを絶対化することである。 

 こういった作用は、「叙事的演劇」あるいはワーグナーやコポーの「象徴主義的」演劇に限られたも

のではない。いかなる形態の演劇であっても、観察主体が凝視する地平線上に、主体の眼が頂点となる

ようなピラミッドが形成される限り、解釈への欲求はつねに作動するのである。「意味の不在」を標榜

するポストモダン演劇はどうであろうか。むろん、それとても、解釈の磁場から逃れうるものではない。

なぜなら、舞台上の世界が意味性から逃避すれば、逆にそれだけ解釈の「真空」を抱えることになり、

テクストはより暴力的に意味を吹き込まれることになるからである。テクストの、記号のフェティシズ

ムが空間を支配し、演劇の実践は硬直する。いくら舞台の表層を塗り替えたところで、テクストの呪縛

から逃れることはできない。むしろ演劇構造そのものを解体することにより、解釈という行為を不能に

する必要があるだろう。 

 

 

「演劇ゲーム」の地平 

 

 解釈装置の解体、それは「観る／観られる」という構造の解体であり、また、超越的な観察主体の解

体である。それは、バルトが告白するように、極めてエロティックな体験であるにちがいない。 

 

「テクスト」は「織物」という意味だ。しかし、これまで、この織物は常に生産物とし

て、背後に意味(真実)が多かれ少なかれ隠れて存在するヴェールとして考えられてきた

けれど、われわれは、今、織物の中に、不断の編み合わせを通してテクストが作られ、

加工されるという、生成的な観念を強調しよう。この織物・・・このテクステゥール(織

物)・・・の中に迷い込んで、主体は解体する。自分の巣を作る分泌物の中で、自分自身

溶けていく蜘蛛のように。5

 

 ブレヒトの「異化」は、観客の視点をテクストの「外部」へと連れ出すことがその前提であった。そ

れは、超越的な視点から、テクスト全体をひとつの意味連関のもとに把握するという、近代主義的な精

神に立脚するものである。そして、まさにこの観察主体/客体‐図式が、観客を「解釈への強迫神経症」

へと陥らせるであろうことは、すでに述べた通りである。ではやはり、観客はテクストの「内部」に留

まらざるを得ないのであろうか。しかしそれは我々を、ブレヒトが厳しく批判したアリストテレス的な

鑑賞態度へと退行させることに他ならない。 

 唯一の抜け道は、演劇空間をトポロジカルに処理することで、「内部／外部」の概念を再定立するこ

とである。そのためには、演劇に対する認識の幅を、多少あらためる必要があるだろう。いま、ここで

                                
5 『テクストの快楽』、Ｒ. バルト著、P120、沢崎浩平訳、みすず書房、1995 
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論じたいのは「演劇ゲーム」というアプローチについての可能性である。けだし、演劇の概念を「虚構

性」という軸を中心に相転位させれば、それは、仮想現実を扱うものであるゲームの概念と相容れぬは

ずはない6。そこで、「演劇とゲームの融合」という地平において、現在の構造的な閉塞状況からの逃走

線を見いだそうというのである。 

 「演劇ゲーム」においては、まず、「観るもの」と「観られるもの」という観客と役者の関係性が無

化される。むろん、プロセニアム・アーチは物理的にも観念的にも解体することになり、観客空間と舞

台空間は完全に融合する。個々人はひとたび、「位置」とか「役割」といったユークリッド的な空間概

念の残滓を払い落し、関係性を喪失した単なる集合の要素へと還元される。 

 次に、散逸する志向性に一定のベクトルを付するため、 

  (1)そのゲーム固有の目的が設定され、 

  (2)個々人を競合するプラグマティックな関係に布置し、 

  (3)初期状態の目的論的な展開およびその経済性を規定するアルゴリズム(状態遷移規則)が与えら

れる。この環境設定によって、各身体は他律的な相関の網の中に投げ込まれ、それぞれが他者に対し、

作用であると同時に情報の母体として振る舞うことになる7。作者のメッセージの伝達媒体というこれま

での制度的空間に代わり、情報をめぐる駆け引きの「場」が現出するのである。 

 さて、目的、初期状態およびアルゴリズムが与えられた各身体は、必要な情報を求めてゲーム空間に

触手を伸ばしてゆく。やがて個々の志向性は接触し、そこを中心に情報をめぐる市場が形成される。市

場はその形態や規模を変えながら、平衡(すなわち情報量の空間積分値がゼロ)に至るまで増殖を続ける

が、その過程において、各身体の間に「契約＝距離」が編み込まれてゆく。 

 そして、この「距離」の記述の堆積、もしくは身体の相関の軌跡こそ、「演劇ゲーム」においてわれ

われが「テクスト」と呼ぶべきものである。それは、ある明確な物語性を帯びたものとして立ち現れる

かもしれないし、また、単なる抽象的な作用・反作用の痕跡に留まるかもしれない。しかし、いずれに

せよ、そこにはハッキリとした構造性(非一様性)が見いだされるはずである。もはや演劇は、「戯曲(作

者)―役者(演出家)―観客」といった静的な階層を維持しうるものではない。むしろ、同一平面におけ

る身体と身体の相互作用によって、あたかも生命体のように刻々と進化してゆくのである。 

 ところで「演劇ゲーム」は、１９７０年代後半から８０年代半ばまでの間、ドイツとアメリカを中心

に様々な形で実験された「観客参加型」の演劇とは明確に区別されねばならない。「観客参加型」の演

劇は、筋の展開が選択肢として予めいくつか用意されており、要所要所で観客が話の進行を決定すると

いう仕組みになっている。テクスト創造の権利を観客に仮託することで、「作者の死」や「絶対者の喪

失」がナイーブにも叫ばれたのであった8。しかし、この「仮託する」ということ自体、すでに超越的な

審級を前提とするものである。ルールはゲームの開始前にすべて設定されており、観客は与えられたテ

クストの素材を加工‐編集するだけである。たしかにテクストはある程度の予測不可能性を伴うが、そ

れはすでに作者によってデザインされた「情報迷路のパックツアー」9にすぎない。 

 「演劇ゲーム」の核心、それは、ゲームのルールがゲームのなかで生成されることにある。「演劇ゲ

                                
6 ドイツ語では「演劇」と「ゲーム」が「Spiel」という同一の訳語を有している。 
7 競合相手の戦略素や損得行列(payoff‐matrix)の情報は、その行動を確率的に予期することを可能にし、また、自分

の情報ストックを制御することで、相手の行為を操作することもできる。 
8 観客の選択によって、双方向的に物語が展開する作品の例としては、ドイツのポートナー(Portner)などによる「可変

劇(variabe theatre)」、アメリカのディケンズ(Dickens)による『ｴﾄﾞｳｨﾝ･ﾄﾞﾙｰﾄﾞの謎』などがある。 

（"Theories of the Theatre", M. Carlson, Cornell University Press, 1984） 
9 「相互対話の神話」、 森岡祥倫、『テクノカルチャー・マトリクス』所収、伊藤俊治監修、ＮＴＴ出版、1994 
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ーム」のルールは、憲法のような所与の規則体系ではない。むしろそれは、各身体の間で交わされた個々

の取引が、自己強化のメカニズムによって一定の「パターン」へ固定化(ロック・イン)されるという現

象の、極めて事後的な産物として捉えることができる10。 

 するとここで、「演劇ゲーム」のシステムが一つのループを描いていることが分かるであろう。すな

わち、システムの位相空間的な拡がりは、身体間のコミュニケーション・ネットワークによって規定さ

れるが、そのネットワーク自体はゲームのルールによって支えられている。一方、上述したように、ル

ールは個々の身体の相互作用によって事後的に創発するため、それはシステムの外部に存在基盤を持っ

ていない。したがって、「演劇ゲーム」は自らを規定するもの(ゲームのルール)をその作動(身体の相

互作用)を通じて産出するという、自己準拠系の構造を有していることになるのである11（図２）。 

 
図２:『演劇ゲーム』の

ハイパー・サイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
10 むろん、取引そのものは市場原理に則り、個々人の自由意志に基づいて行われる。しかし、ゲーム一般がそうである

ように、競合相手に関する情報の不完全性を伴った市場では、必ずといっていいほど信用関係の自己強化メカニズムが働

く。すなわち、 

 ①信用は、エージェントどうしの対話＝取引から生まれる； 

 ②しかし、各エージェントはリスクを避けるため、他の条件が同じであれば、信用できる相手としか取引を行わない； 

 ③ゆえに、市場は限られた取引関係および方法(プロトコル)へ、不可逆的に固定化されていく； 

といった、ポジティブ・フィードバックが作用するのである。したがって、不確実な状況下におけるエージェントどうし

の相互作用は、常に規範形成の契機を与えるものとなる。この典型的な事例が、日本の垂直的企業系列である。 
11 これに類する自己組織化現象は、昨今の自然科学の発達によって、自然界にも頻繁に観察されるようになった。たと

えば、乱流現象、レーザー、ＤＮＡの自己複製作用などである。しかし、「演劇ゲーム」との類比では、現在急速に解明

されつつある脳のメカニズムがもっとも興味深い。 

 人間の脳は、およそ１４０億個余りのニューロン(脳神経細胞)によって構成されている。各ニューロンは、それぞれ多

方向に枝分かれした軸索をもち、その一つ一つが「シナプス」とよばれる結節点で、他の無数のニューロンと連結されて

いる。 

 ニューロンは、外界から入力された電気的信号を伝達するが、それが他の神経繊維と異なる点は、「可塑的」に反応す

ることによって情報を制御することである。ドナルド・ヘッブによる魅力的なモデルによれば、電気的信号はニューラル・

ネットワーク上を移動するさいに、通過する全てのシナプスを強化することで回路に痕跡を残してゆく。すなわち、ニュ

ーロンとニューロンの間を仕切るゲートを拡げて、信号がいっそう通りやすくするのである。すると、次の信号も同じ経

路をたどる確率が高くなり、また、そうなることによって、同経路上のシナプスが更に強化される。つまり、頻繁に使用

されるシナプスはますます多忙になり、めったに使われないシナプスはどんどん萎縮してしまうのだ。その結果、はじめ

はランダムであったネットワークが、ある一定のパターンへと急速に組織化されてゆくのである。そして、この固定化(ロ

ック・イン)された経路パターンこそ、われわれが「記憶」と呼んでいるものである。 

 このような脳のモデルと「演劇ゲーム」との類似は著しい。「演劇ゲーム」では、各身体どうしがランダムに情報の駆

け引きを行っているが、それは、無数のニューロンが電気的信号をめぐって絶え間なくせめぎあっている様子と対比され

よう。また、取引関係における信用の自己醸成は、電気的信号によるシナプスの強化に相当し、このポジティブ・フィー

ドバックによって立ち現れるゲームの規範とその陰画であるテクストは、それぞれニューラル・ネット上の経路パターン

と脳に記述される「記憶」とに類比される。「演劇ゲーム」は劇場という頭蓋骨に収まった、極めて複雑な人工知能であ

るといったら過言であろうか。 
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大局的解釈から局所的実践へ 

 

 さて、ここで本来の問題に立ち返ろう。われわれはテクストとの関係性において、「内部」にも「外

部」にも身を置く場所がないという困難な状況から出発した。また、この閉塞状況を生み出しているの

が「観る／観られる」という演劇の制度的構造であることもみてきた。そこで、最後に本節では、「視

点」の問題を中心に、従来の演劇に対する「演劇ゲーム」の構造的差異が、われわれとテクストとの間

に、どのような新しい関係性をもたらしてくれるかを見てみたい。 

 「演劇ゲーム」が自己準拠系であるのに対し、従来の演劇、すなわち「観るもの」と「観られるもの」

との区別を前提とする演劇は、「入力／出力系」として定式化できる。まず、入力と出力の差異を規定

するのは、それらを連結する写像関数の存在である。しかし一方で、関数とはオペレーショナルな概念

なので、それは外在的な主体の視点を必要とする。これが、「観る(観客)／観られる(テクスト)」とい

う構造の演劇を、入力／出力系のモデルによって説明するときの基本座標である。そこにおいて、素材

としての戯曲を入力し、演出のコードで写像変換した上で、出力を舞台上に形象化する、というメカニ

ズムが解析される。むろん、変換の過程には演出家の意図、舞台美術家の言語、役者の身体など様々な

写像関数が導入されるが、それら全てを一つのブラックボックスとして見た場合、やはり線形の入力／

出力系モデルへと還元できよう。観客は舞台を観察することにより、テクストを統一的な意味のもとに

解釈するが、このことはすなわち、ブラックボックスの中身を明らかにしようとすること、演出の変換

コードを帰納的に導出することである12。 

 これに対し、自己準拠系の「演劇ゲーム」は「外部」に観察の視点を据えないので、入力／出力系モ

デルの意味での「入出力」は原理的に存在しない。システムは円環的に閉じているのである。ただしこ

れは、「演劇ゲーム」のシステムが環境に対して閉鎖的であることを意味しない。システムは素材とし

ての身体を環境から採取するし、また、運動の痕跡としてテクストを環境に還付する。しかしこのよう

に語れるのは、われわれがいま「演劇ゲーム」を「外部」から観ているからである。「演劇ゲーム」に

おける視点とはあくまでもゲームプレイヤーの視点であり、それは常にシステムに内在しているのだ13。 

 さて、ブレヒトは観客の視点をシステムの「外部」へと連れ出した。それは「観察者の視点」を措定

することである。これに対し、「演劇ゲーム」は観客＝ゲームプレイヤーの視点そのものをシステムの

構成素とする。このことは、アリストテレス的な鑑賞態度における視点の内在性とは、根本的に発想を

異にする。アリストテレスの「内部」やブレヒトの「外部」は、ユークリッド空間の閉域に対するそれ

であり、この意味においては「演劇ゲーム」に内部も外部も存在しない。位相学的なレベルで初めて、

システム機能のネットワークという情報空間が現出するのである。システムが作用する領域がすなわち

                                
12 まさに２０世紀は、テクストのコード変換が（多かれ少なかれ政治的メッセージを伴って）もっとも盛んに実践され
た時代であった。１９０９年、詩人トマス・マリネッティの『未来派宣言』によって発足した「未来派」は、近代性の象

徴である機械のダイナミズムに新しい美の形態を見いだし、機械文明の賛美という理念を様々なコードによって形象化し

た。ことに、初期の活動はほとんどが宣言(マニフェスト)の提示によって占められており、彼らがどれだけ独自のコード

の確立に熱を入れていたかが伺える。たとえば、ルイジ・ルッソロは機械のノイズを「人間のあらゆる感性を支配する」

音楽であると規定し、１９１３年に「ノイズ・アート」の誕生を宣言している。また、プロレタリア革命という歴史の大

転換を迎えたロシアでは、メイエルホリドが「演劇の十月」を提唱し、演劇による社会主義の建設を目指した。そして、

『堂々たるコキュ』の舞台装置に代表される「ロシア構成主義」の美学こそ、彼を最も魅了したコードであったのだ。 
13 たとえば、新陳代謝のメカニズムを考えてみよう。生命体の細胞は不断に新陳代謝を行っている。しかしそれは、各
細胞が「盲目的」に自らの構成要素を産出しているだけであり、細胞自身が大気の状態と自分との関係性を考慮しながら、

産出活動を制御しているわけではない。事後的に酸素濃度の関係で影響を受けることはあるが、その影響を判定するのは

外部の観察者であって、細胞自身ではない。細胞の視点で捉える限り、新陳代謝のメカニズムには入力も出力も存在しな

い。同様に「演劇ゲーム」においても、ゲームプレイヤーの視点に立てば、システムの入出力は問題にさえならないので

ある。 
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「内部」であり、ステージとか劇場といった物理的な空間は、システムの作動を条件づけはするが、そ

れはシステムの境界線ではない。そして、「演劇ゲーム」は身体の相互作用の連鎖によってネットワー

ク上に成立するので、各人の視点は必然的にシステムの機能として組み込まれる。個々の意識はシステ

ムと同化し、超越的な観察主体はネットワークの網の上で解体する。まるで、「自分の巣を作る分泌物

の中で、自分自身溶けていく蜘蛛」14のように。 

 この視点の転換により、観客はテクストに対する根本的な態度変更を迫られることになる。従来の「観

る／観られる」演劇は、テクストを観察対象として措定することで、観客の解釈装置を内発的に作動さ

せた。これに対し、「演劇ゲーム」は解釈への欲望を無条件に去勢する。それは、ゲームプレイヤーの

視点におけるテクストの不在、解釈の対象の絶対的な不在によるものである。すでに述べたように、「演

劇ゲーム」においてテクストは常に事後的に生産される。その上、システムの複雑な内的連関によって、

その軌跡や極限における形態は予測不可能である。しかし、重要なのはそのこと自体ではなく、そのよ

うな事実を誰もが「原理」として認めざるをえないという構造である。テクストが事後生産的であるこ

とを知れば、観察主体は対象を失うため、解釈への欲望は必然的に去勢される。観客は全体の大局的な

把握へ向かう代わりに、ゲームの中での「局所的解決(Local Solution)」の反復へと態度変更すること

になる。 

 そして、この「局所的解決」の姿勢こそ、「ゲームプレイヤーの視点」に立つことである。プレイヤ

ーは近傍の情報と拘束条件に応じ、あくまでも局所的に振る舞う。最終的なゴールはあったとしても、

そこへ到る過程をイメージ・スケッチ(プログラミング)したりはしない。それはシステムの複雑性によ

って、もとより無意味なことなのである。もはやテクストは、解釈の対象として神聖化されることはな

い。それは、システムの産業廃棄物として、ただ轍上に取り残されるだけである。 

 

 

 「演劇ゲーム」は可能だろうか。いや、そもそもこのようなものを、演劇と呼ぶことができるのであ

ろうか。 

 いずれにせよ、近年ようやく「見物」から「観客」へと脱却したばかりの人々に、「ゲームプレイヤ

ー」への更なる転身を期待するのは、あまりにも時期尚早かもしれない。この新たな領野の開拓は、彼

らとの地道な対話を抜きにしては成し得ない、時間のかかる作業となるだろう。 

 しかし今日、情報テクノロジーの飛躍的発達とともに、芸術の様々な分野で「作者(メッセージ発信

者)→伝達媒体→観客(メッセージ受容者)」という制度的階層に、無視し得ぬ変化が起こりつつある。

そして、演劇のもつ共時性／ライブ性が、いつ、このような動きと共振を始めぬとも限らないであろう。

楽観は許されない。だが可能性はあるように思える。様々なパースペクティブの交差のなかで、絶え間

なく進化するポリフォニックな空間こそ、われわれのめざすべき演劇の地平ではなかろうか。 

 

 

                                
14 Ｒ. バルト、前掲書 
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