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欧州における演劇博物館 — ベルギーにおける演劇博物館と情報ネットワーク 
 

八 木 雅 子 

 

はじめに 

 2006 年８月、四大陸 27 ヵ国から 76 名が参加した国際演劇図書館博物館連盟（SIBMAS : Société Internationale des 

Bibliothèques et des Musées des Arts du Spectacle /International Association of Libraries and Museums of the 

Performing Arts）第 26 回ウィーン会議のテーマは「攻めに出る演劇コレクション」1。「明日のパートナー」と題し

たオープニングセッションから、「蒐集のポリシーと戦略」「演劇博物館・図書館・アーカイブと利用者とのリレーシ

ョンシップ」「誰のために蒐集するのか」「展覧会・イベント・教育プログラム活動」と続いたセッションは、新しい

利用者像を模索しながら、彼らにたいし、いかに積極的な働きかけができるのか、コレクションへのアクセサビリテ

ィをより向上させるにはどうすればよいのか、今日の、そして潜在的な利用者のニーズにどのように応えられるのか、

それぞれの試みと考えを発表し、意見交換をする場であった。その発表の多くがデータベースやネットワーク上での

公開に言及していたことは印象深い点である。そのなかで、「国立の演劇博物館」を持たないフランスの状況がそれゆ

えにむしろ望むべき環境があるのではないか、すなわち常設展示を持たず、企画展・特別展による展示こそ、演劇に

はふさわしいのではないかという指摘2、あるいは演劇の展示は上演の再現ではなく、新たな創造活動なのだという主

張は3興味深いものだった。 

  早稲田大学演劇博物館《日亜・日欧比較演劇総合研究プロジェクト》「演劇博物館研究」では、これまで国外の演

劇博物館を中心に調査を続けてきた。この稿では、それらの調査と SIBMASウイーン会議をふまえ、まず演劇博物館

の状況を概観し、演劇資料の公開と利用という観点からデジタル化と情報ネットワーク技術を積極的に利用する今日

の演劇博物館の一つのあり方として、ベルギーの事例を紹介する。なお、ここでは Performing Arts, art du spectacle, 

spectacle vivantと呼称される身体芸術全般を広義の「演劇」として、またその資料コレクションの所蔵館を名称にか

かわらず《演劇博物館》と総称している。 

 

《演劇博物館》とは？ 

 そもそも演劇博物館とはどのような存在なのであろうか。 

 現在世界各地にはさまざまな演劇資料コレクションを有する施設があり、SIBMAS には 29 ヵ国 149 団体4が加盟す

る（2008 年 2 月現在）。さらに SIBMASの調査によれば何らかの演劇資料コレクションを有する機関は全世界で 7,000

を超すとも言い、その公開度やコレクションの量と質、あるいは実質的な活動状況を考慮すれば実数はもうすこし少

ないとしても、相当な数である。 

 《演劇博物館》の形態はさまざまだが、おおよそ①独立した専門施設、②博物館の一部門あるいは付属施設、③図

書館の一部門あるいは付属施設、④大学等教育機関付属施設（付属図書館の一部門・下部施設等を含む）、⑤劇場付属

                         
1 Performing Arts Collections on the Offensive, 26 th SIBMAS Congress Vienna 2006 /Les Collections d’arts du 
spectacle passent à l’offensive, 26ème Congrès SIBMAS, Vienne 2006, eds. Ulrike Dembski & Christiane 
Mühlegger-Henhapel, Peter Lang, 2007.   
2 2006 年 8 月 31 日の発表。およびMathilde Le Gal, Exposion permanente, expositions temporaires: Les Pratiques 
expographiques du théâtre en France, idem., pp. 241-245. 
3  2006 年 8 月 31 日の発表。および Laurent Rossion, Lettre, scène, musée... La nécessaire dialogue de la culture, 
idem, pp. 247-252. 
4 ほぼ欧米諸国で構成される。アジア圏では現在インド（デザインスクール Creative-i College）と日本（早稲田大学
演劇博物館、民音音楽博物館）のみ。 
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施設、に分類できるだろう。その中で多いのは図書館系の施設で、ついで劇場系施設だろうか。その成り立ちは個人

コレクターの蔵書・蔵品が寄贈・遺贈されるなどして、それを核として創設されたものが多いが、近年では公立の劇

場・文化施設の新設にあわせて併設されるケースが増えている。 

 さて SIMBAS はその名が示すように、もともと「図書館」と「ミュージアム」が共存する存在だ。1954 年にフラン

ス国立図書館（Bnf：Bibliothèque Nationale de France）の演劇部（Département des arts du spectacle）のイニシ

アティブのもと、国際図書館連盟（IFIA）の一部門として創立され、1976 年に独立した組織となった。また SIMBAS

は国際博物館会議（ICOM：International Council of Museums）傘下の団体でもある。SIMBASの加盟条件は、演

劇関連資料を収蔵する、図書館・博物館
ミュージアム

・資料館
アーカイブ

・その他団体と演劇資料に関わる個人である。 

 今日では図書館と博物館はたがいにその活動を近しいものにしているものの、両者の間には所蔵する文化資源の提

供の仕方に違いがある。一言でいえば第一義とするものが「閲覧」か「展示」かの違いだろう。ICOM の定義(2007

年改訂版）を要約すれば博物館とは、「社会とその発展につとめ、広く一般に開かれた、有形無形の人類と人類を取

り囲む環境の遺産を、研究、教育、楽しみのために、取得、保存、研究、展示、継承する非営利の常設施設」5とされ

ている。つまり「博物館
ミュージアム

」と称する一つの要件は、「展示」を行うことといえる。 

 では、主だった《演劇博物館》の展示空間やその施設の形態はどうなっているのだろうか。フランス、ベルギー、

ドイツ、オーストリアの状況から概観してみたい。 

 

 フランスには国立の演劇博物館がないと書いたが、フランスには、世界有数のコレクションを誇る Bnf 演劇部（パ

リ・リシュリュー館）を筆頭に多くの演劇資料を持つ施設がある。しかしその多くが Bnf に連なる施設であり、また

演劇資料の展覧会は少なくないが、常設の専用展示スペースを持つ施設はあまりない。ロンデル・コレクション6を出

発点とする Bnf 演劇部そのものが、長らくアルスナル図書館におかれ、Bnf 本体の国立ミッテラン図書館（トルビヤ

ック）への移転に伴ってリシュリュー通りの Bnf 旧館に移ったが（2006 年）、Bnf 内の展示室のほかに専用の展示空間

はもたない。Bnf 傘下の施設には、ほかにジャン・ヴィラール記念館（Maison Jean Vilar）とパリ・オペラ座図書館

博物館（BmO : La Bibliothèque-musée de l’Opéra）とがある。1979 年に Bnf演劇部、アヴィニョン市、ジャン・ヴ

ィラール財団の三者協定によって創設されたジャン・ヴィラール記念館（アヴィニョン市）は Bnf 初の地方拠点であ

るが、常設の展示空間を持っている。一方 BmO は、もともとパリ・オペラ座付属の図書室として出発したが、1935

年に Bnf に統合された。パリ・オペラ座に限らず近代建築以前の劇場は建築物そのものがひとつの博物資料になって

いるが、いわゆる展示空間としては、オペラ座内ホワイエや図書室前歩廊をパネル展示やわずかな常設展示に利用す

るほか、図書室上階（劇場ホワイエにつながる）を随時企画展示空間として使用してきた。コメディ＝フランセーズ

付属の図書館博物館（Comédie-Française  Bibliothèque-Musée）は、劇場そのものが他の国立劇場とことなる独立し

た組織であるが、劇場付きの施設であることや展示活動に関しては BmOとほぼ同様の状況にあった。それが 2006 年

7 月に、パリから約 300km、電車で２時間半のムーラン市に、オペラ座とコメディ＝フランセーズで使用された舞台衣

装を保管する国立舞台衣装センタ̶(Centre National du Constume de scène)が開設され、年２回の企画展をおこなえ

るようになった。一般に、複数の演目を一定期間繰り返し上演するオペラやバレエの場合、少なくともその期間は衣

装や舞台装置を保管しなければならない。大がかりな演出が増え、また有名デザイナーによる衣装などはその後も保

管することになるだろう。どのオペラ劇場も衣装や舞台美術の工房を持ち、保管・修復・再利用を行うものだという

が、日本でも新国立劇場（初台）に舞台美術センタ̶（銚子市）作られたように、劇場のある都市中心部からより広い

                         
5 http://icom.museum/statutes_fr.html 
6 Noële Guibert, Les arts vivants et leur archivage: les paradoxes d’une nécessité,  Revue de la Bibliothèque 
nationale de France, Bibliothèque nationale de France, Paris, Nº5,  juin 2000, pp.32-37; 八木雅子「演劇研究のおけ
る演劇博物館の役割」早稲田大学 21 世紀 COE プログラム｢演劇研究センター紀要｣I、2003 年 3 月、260-254 ページ 
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空間を求めて中距離に工房を移転させ、同時にそれまで充分に得られなかった展示機会を得るという形は増えていく

だろう。 

 一方でフランスには、リヨン市歴史博物館と世界人形劇博物館とが併設されたガダーニュ博物館（Musée Gadagne）

と縁日芝居博物館（Muée du Théâtre Forain）（アルトネイ市）など常設の展示空間を持つ「博物館」が複数ある。

ガダーニュ博物館は現在改修が予定されており、2009 年初頭には全面リニューアルオープンして、展示空間は二倍に

なるという。 

 常設展示空間が少ないという点は、後述するベルギーにおいても、背景は異なるものの類似の状況がある。たとえ

ば SIBMASに加盟する 14 団体7のうち、常設展示室と企画展示室を持つのはトゥルネーのベルギーフランス語圏人形

劇センタ̶（Centre de la Marionnette de la Communauté Française de Belgique）だけで、そのほかでは自前の展

示空間を持っている場合でも企画展示のみが行われている。しかし展示活動という点では積極的に行われている。伝

統的な人形劇がいくつも残るベルギーでは、人形劇の博物館がアントワープ人形劇博物館プッシェ（Antwerps 

Marionettenmuseum ‘Poesje’）や、ブリュッセルのペリュシェ・ロワイヤル劇場の世界人形劇博物館（Musée 

International de la Marionnette）など多くが存在し、その他カーニバルや仮面などの民俗芸能系の博物館もある。 

 一方、同じヨーロッパであってもオーストリア、ドイツなどのドイツ語圏では状況は少し異なるようだ。大学付属

図書館などに豊富な資料があることは変わらないが、「演劇博物館」の名を持つ施設が複数存在する。 

 まずオーストリアには国立の「オーストリア演劇博物館」（Das Österreichische Theatermuseum）がある。その前

身はオーストリア国立図書館の演劇コレクションだが、1975 年に独立した博物館となり、1991 年にロプコヴッツ宮内

に移転して現在に至っている。150 万点を超える所蔵品と 10 室を数える常設展示フロア（２階）と企画展示フロア（１

階）のほかホールと図書室を備えた世界最大規模の演劇博物館である8。 

 またドイツには、ハノーファー劇場に併設された「ハノーファー演劇博物館」（Theatermuseum Hannover）、 

「 ミュンヒェン・ドイツ演劇博物館」（Deutsches Theatermuseum München）、デュッセルドルフの「デュモン・

リンデマン・アーカイブ演劇博物館」（Dumont-Lindemannn-Archiv/Theatermuseum )など、相当規模の常設空間

を持つ施設がある。ハノーファー演劇博物館は 1928 年に設立されたオペラ座の資料展示室からスタートし、現在は地

上２階分の常設展示室、地下一階に企画展示室とカンファレンス・ルームを持つ、ハノーファ劇場併設の演劇博物館

である（92 年開館）9。 

 また旧東ドイツのマイニンゲンにはマイニンゲン演劇博物館がある。複数の博物館で構成されるマイニンゲン博物

館群の一つで、宮廷の乗馬ホール（ライトハレ）を転用し、主に近代リアリズム演劇の先触れをなしたマイニンゲン

劇団（19 世紀後半）の上演資料を保存・修復・展示する博物館だ。ドロップや書き割りなどの舞台装置も数多く残る

という稀有なコレクションで、当時の舞台をそのまま再現するという特異な展示手法でも知られている10。 

                         
7 後述の AML、ラ・ベローヌ演劇リソースセンター、VTi、モネ劇場のほか、ラ・ベローヌに本拠をおくベルギーフラ
ンス語圏パフォーミング・アーツ図書館、コントルダンス、FNCD の３組織、ルーヴァン＝ラ－ヌーヴ・カトリック

大学演劇研究センター図書室（Bibliothèque du Centre d’études théâtrales de l’uiversité catholique de 
Louvain-la-neuve）、ゲント大学美術音楽演劇学科、国立舞台芸術高等学院（INSAS）、テアトル・デユ・リドー・
ドゥ・ブリュッセル（Théâtre du Rideau de Bruxelles ）、ワロニー・ブリュッセル劇作センタ—（CED-WB：Centre 
des Ecritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles ）、テアトル・エ・ピュブリック（Théâtre et Publics）、青少年演劇
ドキュメンテーション・センタ—（Centre de Documentation de la Chambre des Théâtres pour l'Enfance et la 
Jeunesse）、アーティスト・ユニオン（L’Union des artiste） 
8 萩原健「世界の演劇博物館⑨ SIBMAS（国際演劇図書館博物館連盟)とオーストリア演劇博物館（ウィーン)」 
『早稲田大学坪内博士記念演劇博物館』96 号、2007 年 3 月：38-41 ページ；http://www.theatermuseum.at/ 
9 萩原健「世界の演劇博物館⑪ ハノーファ演劇博物館」『早稲田大学坪内博士記念演劇博物館』96 号、2008 年 3 月 
10 八木雅子「マイニンゲン博物館館長フォルカー・ケルン氏講演会報告 マイニンゲン宮廷劇場とマイニンゲン演劇
博物館」早稲田大学 21 世紀 COE プログラム｢演劇研究センター紀要｣I、2003 年 3 月、252-249 ページ 
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 これらを概略すれば、単独で「museum、musée、博物館」の名称を持つものは、常設の展示空間を持ち、おおむ

ね「常設展示」をおこなっている。その内容は、その劇場・地域・国の演劇（あるいは特定のジャンル）の歴史や解

説といったもので、ごく一般的な博物館の概念におさまる。言い方を変えれば、すでにその価値が認められているも

の、評価の定まったもの、つまり「過去」を、多くは実体のある「物」によって見せていく場所である。 

 ただし専用の展示空間を持ちながらも企画展示しか行わない施設もある。また少なくとも狭義の「演劇」を扱う博

物館では、一般に図書館機能を持っている。反対に、図書館・アーカイブ・資料センター等の名称を持っていても、

展示活動（自主企画・他館共同・貸出）を行っていることが多い。これは演劇資料の特質を考えれば当然といえば当

然の結果ともいえる。つまり《演劇博物館》はもともとその両者の要素を併せ持たざるを得ないのである。 

 そこで考えたいのは、《演劇博物館》における、いわゆる「図書館」と「博物館」以外の、あるいはそこに加わる役

割である。 

 

消え去るものを記憶する欲望  

 演劇博物館の歴史は比較的あたらしい。ヨーロッパにおいて、いくつかの演劇資料コレクションが国立の図書館や

博物館に寄贈されてその端緒が開かれ始めるのはおよそ 1920 年代である11。もちろん、それ以前から図書館や博物館

に演劇にかかわる蔵書・蔵品は当然存在したし、コレクター、好事家の存在もしかりである。演劇はその時その場か

ぎりの存在である。観る者は時に、消え去る舞台や役者たちの姿、その記憶を惜しみ、批評を書き、日記にしたため、

ポートレイト（役者絵）を眺め、回想録をなし、あるいは舞台を記憶するよすがとなる品々（ちらしやプログラム、

ポスターや新聞の切り抜き）を蒐集する。さらに博物学的指向やオリジナル戯曲（原本）保持・保存意識の向上、演

出（家）の登場といった創造上の変化といったものがそれを後押しした12。̶̶̶̶しかしそれはいまだ個人的な行為でし

かない。演劇が重要な文化の一部（つまり公共財）として記録するにたるもの、記録し保存すべきものと考えられな

ければ、そして一定の集団の中でそのコンセンサスが生まれなければ、演劇博物館という存在は成立し得ない。演劇

が公共財として（時には観光資源として）、国公立の劇場を作り、演劇図書館・博物館・アーカイブを作る前提となる。

また演劇を国家の威信や発展、統一を表象する文化の一つとして、その国の演劇史を辿り、優れた俳優や舞台のあっ

たことを記録し回顧する、あるいは発掘することは国家的関心事ともなる。国立博物館／図書館の一つとして作られ

る《演劇博物館》には、しばしばそうした役割が課せられている。 

 演劇が価値あるものであって保存し記録すべきものだとしても、それは消え去るものであって、そのまま保存する

ことはもちろん、断片しか記録できないものであることは言うまでもないことだろう。しかしだからこそ、その断片

をあらゆる形で保存し記録していかねばならなくなる。失われていくものに対し記録し記憶したいという欲望は、今

日ではさらに加速する。あれとこれと、演出がちがう、俳優が違う、戯曲の版が違う、ポスターが違うのである。演

劇は戯曲だけでも俳優だけでも存在しえない。それらすべてが必要だ。そして演劇はどんどん消え去り、新たに創り

だされていく。収集すべきものは増えるばかりである。 

 だが、そもそも《演劇博物館》は「演劇」を保存し記録する場所なのであろうか。あるいは上演を再現するための

場所なのだろうか。《演劇博物館》は「演劇」の断片しか持ち得ない。演出ノートや舞台装置図、写真や映像資料、劇

評や回想録、あるいは上演日の無関係な新聞記事さえ、等価の資料となるかもしれない。それらの資料をどのように

提供できるのか。あるいはどう提供すれば、利用者がその想像力によって不足を埋めることができるのか。 

                         
11 1920年に Bnfにロンデル・コレクションが寄贈、1924年にはロンドンの演劇博物館（Theatre Museum）の最初
のコレクションであるガブリエル・エントヴェンのコレクションがヴィクトリア＆アルバート美術館に寄託された。

ウイーンのオーストリア演劇博物館の演劇コレクションは 1922年に遡る。なお国家レベルではないものの、早稲田大

学演劇博物館が大学付属ながら独立した専門博物館として誕生したのも 1928 年である。 
12 Noële Guibert, op.cit., pp.34-35. 
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 90 年代以降、デジタル化と情報ネットワーク技術によって演劇博物館をめぐる状況はある変化を見せた。 

まず所蔵品（書誌）目録のデータベース化や資料の画像データ、それらの web上での公開によって、資料へのアクセ

スは格段に容易になり、利用者（非来館者を含む）は拡大した。そしてたんなる蔵書・蔵品カタログではなく、資料

に含まれる、さらには資料を超えた「情報」をデータ化することで、それぞれのカタログやファイルをつなぎあわせ

る方向へと進行している。それが演劇資料の利用によって（他の分野にくらべてずっと）有効である、いや必要であ

ったからである。 

 

ベルギーの事例 

 ここで情報のデータ化を積極的に進めている例としてベルギーの事例をとりあげたい。ベルギーは日本のおよそ十

二分の一の国土に十分の一の人口を抱える小国でありながら、ほぼフラマン語（オランダ語）とフランス語の二言語

圏13にわかれる連邦国家である。国防・外交を除き、各言語圏政府が行政をとりしきっている。文化的・民族的な非同

一性は両言語圏の対立としてしばしば報じられ、独立を主張する北部フラマンの極左政党については日本でも知られ

るところである。ベルギー王国として独立を果たしたのが1830年だから、いわゆる国家としての歴史は200年にも充た

ない。だが、彼らの国民性を形成しているこれらの側面はかならずしもマイナス面とはいえない。 

 

■文学アーカイブ・ミュージアム ベルギーフランス語圏文学・演劇研究資料センター 

 ベルギーフランス語圏の演劇資料館としては、まず王立図書館内におかれた文学アーカイブ・ミュージアム（AML：

Les Archives et Musée de la Littérature http://217.19.236.211/site/default.asp?xit=30&ho=1 ）が挙げられる。こ

こにはベルギーフランス語圏の演劇資料がもっともよく集約されて収集・保存されている。なお王立図書館内におか

れてはいるが図書館の一部門ではなく、日本でいうNPO法人にあたるasbl（非営利団体）である。 

 1958年に設立されたAMLは、国内外の文学雑誌のコレクションを誇る文学専門図書館であるが、なによりもベルギ

ーフランス語圏の文学および演劇の資料（ベルギーのフランス語で執筆する作家およびフランス語による舞台芸術、

そしてフランス語出版の歴史についての資料）を収集・保存することを特徴とするベルギーフランス語圏文学・演劇

研究資料センタ̶（Centre de recherche et de documentation littéraires et théâtrales de la Communauté française 

de Belgique）でもある。演劇コレクションとしてはベルギーに内外の、過去および現在の戯曲類（手稿、タイプ原稿、

未刊行原稿を含む）、演劇書籍・雑誌のほか、プログラム、新聞雑誌記事の切り抜き、ポスター、写真、演出ノート、

衣装・舞台装置デザイン、舞台模型などの上演資料全般があり、その他ベルギーフランス語圏での資料の流れが出来

ており、各劇団・劇場、俳優、劇作家の各種資料を所蔵している。また1989年からベルギー作家の作品を中心に上演

をデジタルベータカム方式で記録、保存している。この上演映像は観客と同じ視点で撮影する、つまり定点撮影で編

集を行わないというやり方で作成されている。目録の多くは未だ旧来のカード式だが、1989年代以降の収蔵品はデー

タベースPlumeで検索が可能だ。検索項目は、タイトル、著者、サブジェクト、出版者、所蔵番号で、それに資料種

別（書籍・冊子、新聞・雑誌、手稿・草稿、写真・視聴覚資料、ポスター・造型物）や書簡の宛名・差し出し人、戯

曲の登場人物数で検索できる。これらの資料は閲覧・視聴が可能である。 

 展示活動としては、王立図書館の展示室やベルギー内外で随時、特別展が開催される。またAMLの閲覧室は展示室

を兼ねており、企画展示が展開されている。閲覧者が展示ケースやパネルに囲まれている図はなかなか面白い。 

 定期的な出版物として、ALMでは1982年から『ベルギーフランス語圏演劇年報』（Annuaire du Spectacle de la 

Communauté française de Belgique）を編集しているが、これは1990年からはそのままデータベース化

（ASP@sia:Active Server Pages-Spectacle Internet Archives）されてインターネット上で検索できるようになって

                         
13 制度的にはごく小さなドイツ語圏もある。 
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いる。作品名、作者、上演年（シーズン)、上演場所（町)、劇場名,演出家、俳優、その他職能（衣装、舞台装置など）

で検索可能だ。年鑑に使用した舞台写真はすべて所蔵され、閲覧に供することができる。 

 またここにはSIBMASのベルギー支部の本拠やAneth（Aux Nouvelles Écritures Théâtrales：本部はパリ）のベル

ギーフランス語圏支部がおかれ、ITIから隔年で出版されるフランス語版『ワールド・オブ・シアター』（”Le Monde 

du Théâtre”）およびネット上の『世界の演劇年報』（”L’Annuaire mondiale du théâtre”）の編集責任を行っている。 

 なおフラマン語圏には同様の施設として、アントワープに国立のフランドル文化アーカイブ博物館（AMVC:Archief 

en Museum van het Vlaamse Cultuurleven）がある。1933年にフランドル文学博物館（Museum van de Vlaamsche 

Letterkunde）として創設され、1750年以後のフラマン語圏文化に関する資料が収集・保存されている。 

 

  

                 (AML 閲覧室 2006.2筆者撮影）   

 

 

 

■演劇リソースセンタ̶ 〈ラ・ベローヌ〉 

 18世紀はじめに作られたファサードが残るメゾン・デュ・スペクタクル〈ラ・ベローヌ)(Maison du Spectacle - La 

Bellone http://www.bellone.be/pages/presentation.asp）は、現代演劇のリサーチ・情報センターであり、貸しスタ

ジオ、公演や展覧会、プロやアマチュア向けの各種セミナーやワークショップ、シンポジウムを開催し、俳優・ダン

サー・劇作家・演出家ら創り手と観客との交流の場を提供する、いわば「舞台芸術フォーラム」を自認する。この建

物の一画には、演劇、映画、サーカス、人形劇、音楽、民俗芸能など身体・演奏芸術全般を扱う図書室「ベルギーフ

ランス語圏パフォーミング・アーツ図書館」（Bibliothèque des Arts du Spectacle de la Communauté française de 

Belgique）があり、ラ・ベローヌを利用するプロやアマチュア、ワークショップなどの参加者などが自由に利用でき

る場所である。あるいは舞踊創造の活動支援を行うNPO、コントルダンス（Contredanse）やベルギーフランス語圏ア

マチュア演劇連盟（FNCD）などがおかれていて、さほど広くない建物にさまざまな組織が複数共存しているさまは、

まるでブリュッセルの相似形を見るようだ。 

 そんなラ・ベローヌの活動として注目すべきは「演劇リソースセンタ̶」（Le Centre de ressources théâtre de la 

Bellone）14の活動だろう。演劇リソースセンタ̶は、ベルギーフランス語圏のアーティストやグループによるコンテン

ポラリー・シアター、一瞬で消えてしまうその身体芸術を記録し記憶にとどめること、創造現場で働く者すべてのた

                         
14 演劇情報ドキュメンテーションセンタ̶ Le Cid」 (Centre d'Information et de Documentation Théâtre)から改称。 
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めにプラクティカルな情報を集積し発信すること、そして創り手と観客との交流をバックアップすることを目的とし

ている。 

 そのために、まず劇団・劇場のニューズレター、俳優・演出家．舞台美術家等々の活動履歴、専門雑誌、パンフレ

ット（フェスティバル、コンクール、演劇スクールなど）、新聞・雑誌の切り抜き、プログラム、ポスター、写真（舞

台、ポートレート）、衣装や舞台装置のデザイン画、ビデオなどが収集・保存され、閲覧に供される。また、ブリュ

ッセルとワロニー（ベルギー南部のフランス語圏）での公演・ワークショップ・舞台関連イベントの情報誌『ル・セ

ニック』（Le Scénique）（３ヶ月毎）と舞台芸術関連施設・団体便覧『ル・スフルール』（Le Souffleur）（年１回

電子版）を編集・発行している15。 

 だがこのセンタ̶の特徴は、むしろそれらすべてを情報化し、データベース化して、ネット上で検索可能にしている

ことである。たとえば『ル・セニック』や『ル・スフルール』の情報のソースであるニューズレターやプログラムな

どの資料は、作品名、公演日、劇場のほか、作家、演出家、スタッフ、出演者などの情報が採取されデータ化されて

いる。今晩出かける公演情報をさがしに検索をした利用者が、同じ作家の別の公演情報を得たり、俳優から過去の出

演作品の上演記録へと辿ることが可能だ。あるいは、依頼を検討している演出家の過去の演出作品を調べ、新聞や雑

誌の劇評記事にまで辿り着き、電子化されてネット上で閲覧できる新聞・雑誌の切り抜き記事を印刷することも可能

である。 

 さらに、プロの俳優の就労支援として、ベルギー人俳優600人以上が登録（24時間無料オンライン登録・更新）した

プロフィールを制作者向けに（個人情報以外は一般にも）データベース化して公開し、俳優向けにはキャスティング

情報を提供している。 

 

■フランドル演劇インスティテュート 

 フラマン語圏において、ラ・ベローヌ演劇リソースセンタ̶に類似した施設が｢フランドル演劇インスティテュート」

（VTi ：Vlaams Theater Instituut http://www.vti.be/)である。1987 年に設立された VTiは、フランドル・オラン

ダ文化協定、そしてフランドル文化・青少年・スポーツおよびブリュッセル担当省からのサポートを受ける asbl（非

営利団体）で、創作現場と行政との強いネットワークを持って「パフォーミング・アーツ支援のプラットフォーム」

を自任する組織である。創作現場、行政、学校、メディア、研究施設、広義の観客に対して、ドキュメンテーション

センタ̶であり、シンクタンクであり、創作現場・観客・現場をつなぐ場として、研究活動、出版、ワークショップを

開催し、フランドルの過去・現在・未来のパフォーミング・アーツを国内外にむけて発信し、あるいは国外の情報を

提供すること（しかも良質で的確な）を目ざす情報センターである。 

 ラ・ベローヌと AML がそうであるように、アントワープのフランドル文化アーカイブ博物館とで資料のすみわけ

がされており、ここにはいわゆる情報ベースの資料が集約されているようだ。演劇専門図書室は登録不要で広く一般

に開放されており、演劇、マネージメント、文化行政などの書籍も揃う。新聞・雑誌の切り抜きも当然である。上演

映像は 2007 年末現在で 5,000 時間を超える。また年４回の情報誌『クーラン』（Courant）を発行している。 

 そしてもちろん Web 上での情報発信とデータベースである。トップページには演劇やダンスの公演リストが掲載さ

れており、それぞれの公演情報が入手できる。またデータベースでの検索はキーワード検索が中心になっている。三

分割された検索画面は、中央に検索結果、左には連想ワード・類似ワードがマインド・アップ的に放射状に表示され

る。キーワードはしたがってあいまい語検索が可能である。右には所蔵場所、ジャンル、言語、資料種別、劇団名な

どの資料グループごとに件数表示され、さらに絞り込みも可能だ。個別の資料データから、それぞれ作家名や所蔵場

                         
15 2007年 9月発行分までは『ジ・クール』（J’y COURs）として発行。『ル・スフルール』は 2005年以降は電子版
のみ。 



 8 

所など右側に表示される項目別の再抽出や、連想ワードでのキーワード変更などが連続しておこなえる。このデータ

ベースが想定しているのは、具体的な資料の検索ではなくおおよそのテーマなどから縦横に検索することを求めてい

る利用者のようである。また利用者が検索結果から書籍であれ切り抜きであれ、実際に参照可能な資料に行き着くよ

うになっている。たとえば書籍であれば、所蔵館は VTi である必要はなく、amazon へのリンクも張られている。ま

た必要であろうコンピューターソフトさえヒットする。これは後述するモネ劇場の C.A.R.M.E.N.とは異なる点だ。な

お公演データの場合、演日や場所、劇団、作家名などがデータ化されているが、ラ・ベローヌのように俳優やスタッ

フなどの抽出はできない。 

 また VTiにはヨーロッパ・パフォーミング・アート情報センター・ネットワーク(ENICA：European Network of 

Information Centres for the Performing Arts)がおかれており、世界のパフォーミング・アーツ情報センターとのネ

ットワークが組まれている。 

 

■王立モネ劇場付属アーカイブ16 

 王立モネ劇場（Théâtre Royal de la Monnaie / Koninklijke Muntschouwburg De Munt）の300年の歴史は、波乱

に富むベルギーの歴史と重なる。 

 1700年に最初のモネ劇場を作ったのがスペイン・ハプスブルク家支配によるネーデルランド政府の財務官であれば、

老朽化した劇場に替わる第二のモネ劇場の建設を命じたのは新たに支配者となったフランス皇帝ナポレオンである。

その11年後、ここで上演された『ポルティーチの聾唖の娘』がオランダからの独立へとベルギーを導いたことは有名

である。1855年にはペディメントや列柱、外壁の一部を残して消失したものの、ただちに再建され、1963年にはブリ

ュッセル市の劇場から国立の劇場となった。この劇場の、歴史の証人となるであろうさまざまな文書類、あるいは文

化的遺物が、もちろん存在しなかったわけはない。だが波乱の歴史はそうした財産を失わせ散逸させていった。それ

でも、あるものは個人の蒐集家の手に渡り継承され、あるものは公共のコレクションに数えられた。 

 そうした状況の中、モネ劇場創設300年を期して作られたのが、モネ劇場付属アーカイブである。ここには、過去、

そして自今以後のモネ劇場の歴史、上演や運営に関わる資料・情報全般が収集・管理・保存が行われているが、その

眼目は情報検索システムC.A.R.M.E.N.（Computerised archival retrieval in Multimedia Enchances Networking 

http://carmen.lamonnaie.be）である。 

 1995年、国内複数の学術・文化団体の代表者からなる学術委員会によって、最新情報化技術によるマルチメディア・

アーカイブを構築するプロジェクトが立ち上げられた。過去を再び手に入れ、現在をよりよいものにすること、そし

て集められた情報を保存し、インターネットを通じて、現場の人々や研究者といった専門家だけではなくより広い観

客がそれらの情報にアクセス可能にすること̶̶̶̶このコンセプトのもとに、情報通信技術の推進と普及を進める国か

らの助成を受け、モネ劇場、ブリュッセル自由大学、リンブルフ大学センタ̶（現ハッセルト大学）、コンサントラ社

（出版社）が共同して開発にあたった。これまでとりあげた施設が言語圏ごとのものであるのに対して、王立である

モネ劇場は言語圏で分断されていない。 

 C.A.R.M.E.N.の特徴は、多言語（蘭・仏・英）、モネ劇場で上演される作品についての詳細な情報、そしてそのリ

レーション機能である。 

 検索画面はフランス語、オランダ語、英語の３言語表記である。データはフランス語とオランダ語、あるいはオリ

ジナル言語で入力されており、検索語もそれに対応している。 

                         
16 Dominique Deheinselin, C.a.r.m.e.n. : accès virtuel aux archive de l’Opéra National de Belgique, la Lettre de 
l’OCIM, nº78, Musées, vol.23, 2001, pp.40-43. 
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 検索カテゴリーは、１）個人・団体名、２）役名、３）作品、４）資料 の４つにわかれ、それぞれ検索項目ごと

の個別検索と複合検索が可能である。検索項目は、１）個人・団体名検索は、名称と職能（指揮者、演奏パート、演

出家、デザイナー（衣装／装置）、プロデユーサー、歌手などから選択）、３）作品検索は、作品名、年月日、ジャ

ンル（オペラ、ダンス、コンサートといった上演・演奏形態に加え、講演会や展覧会、その他舞台以外の催しなどか

ら選択）、４）資料検索は、資料名、作者等名、資料種別（選択）である。 

 対象となる資料は、１）文字資料（書籍、プログラム、雑誌・新聞記事、手紙など文書類）、２）図像資料（ポス

ター、舞台装置・衣装のデザイン画、舞台写真等）、３）視聴覚資料、の３タイプがあり、入力にあたってはAFNOR

（フランス規格協会による書誌データ規則）およびISBD（国際標準書誌記述）に準拠しつつ、作品情報に関しては独

自の入力基準を用いている。そもそも１~３までの検索で扱うデータは現物資料に対するデータとは異なり、「情報」

が主体の、いわば「上演情報データベース」であって、かならずしも何らかの所蔵資料（ポスターやプログラム）を

必要としない。演博の上演情報データベースが現時点では原則として、ちらしやプログラム等上演資料をリソースと

してレコードを作成していることと異なる点である。 

 C.A.R.M.E.N. では、現在、1945-46シーズンから現在まで上演情報が検索可能であるが、実際にはそれ以前の上演

レコードも存在する。近年の公演であれば、モネ劇場自身の公演の資料が存在しないことはないだろうが、過去を遡

れば年月日と演目だけのデータも存在する。たとえば18世紀のある上演データが19世紀の文献に記載されている場合、

作品データとして１レコードが作成される。その出典となった書籍は資料データとしてレコードが作成されるが、そ

れが他館の蔵書である場合もある。また、個人名のレコードに対しては、基本的にバイオグラフィー（仏・蘭二言語）

がそれぞれ作成されていて、資料検索では「biographie」で抽出することができる。また資料はデジタル画像（バイ

オグラフィーは文書ファイル）がリンクされており、検索結果の一覧表示では資料タイプ別のアイコンで画像の有無

が表示される。またC.A.R.M.E.N. はモネ劇場本体のサイトとリンクしており、モネ劇場の一般の観客層の利用も考

慮に入れている。 

 このデータベースは、モネ劇場のさまざまなセクションで共有されており、情報が集約された共有データベースは、

劇場内のさまざまなニーズに答えることができる。劇場付きのアーカイブは、たとえばコメディ＝フランセーズ演劇

図書博物館（フランス）がそうであるように、演出家や歌手などに上演のために必要な情報を提供するという役割を

持っている。過去の上演作品の情報を集めたり、歌手やデザイナーなどの経歴を調べたりすることが、このシステム

のおかげで迅速にかつ網羅的にできる、その結果、作業効率はあがり、コミュニケーションもうまくいくという。当

然、外部からの問合せの対応にも対応できる。データ入力は各セクションに分担されており、それが最終的に統合さ

れるわけだが、そうした段階のデータはもちろん、未発表の研究成果データや個人情報なども含まれ、当然それらは

未公開で、劇場内でもアクセスは制限されている。またモネ劇場に関する資料を持つ外部の所蔵館でファイルを共有

し業務提携するという選択もあり得る。 

 さらにこのデータベースは、国内外で注目されており、すでにロンドンのロイヤル・オペラハウス・コレクション

(http://www.rohcollections.org.uk/）やジュネーブ・グランドシアターのアーカイブ（http://www.geneveopera.ch)

で応用されている17。 

 

情報バンクとしての《演劇博物館》 

 ここで見たベルギーにおけるいくつかの例は、資料をいかすために、資料を超えて何をするのかという一つの答え

であると思う。こうした詳細な情報や資料画像をデータベース化することは、多くの人が想定したことだろう。 

                         
17 項目をたてたベルギーのそれぞれの機関についての記述は、刊行物や各サイトのほか各担当者へのインタビューに
基づいたものである。 
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彼らがおよそ十年ほどでかなりのレベルのデータベースを、しかもどの施設もごく少数で作りあげていることに感心

するとともに、それがベルギー（あるいはブリュッセル）ゆえに出来たことだとも思われる。たしかに資料数という

点では有利であるだろう。だがそれ以上に、明確なニーズ設定とそれに対応した棲みわけは、コミュニティの緊密さ

ゆえとも思われる。そして長らくヨーロッパの交差点として人や情報のプラットフォームであることをつねとしてき

たブリュッセルという場所にあることが、このような選択を容易にさせたともいえるだろう。 

 またC.A.R.M.E.N.のように、複数の異なる施設が基本設計を同じくするデータベースを使用することで、技術的な

問題点だけでなく、演劇資料に対するさまざまな認識を共有することが可能になるにちがいない。この点では、多く

の《演劇博物館》がフランス国立図書館を一つの雛形として参照していることも指摘しておかねばなるまい。そうし

た意識の共有は、SIBMASといった場においても培われていくだろう。たとえばISBDやAFNOR以外の共通基準を作

る必要があるのかという課題があるが、さまざまな模索をしている仲間たちとの立ち話で基本的なラインはあっさり

と解決してしまうのかもしれない。いずれにしても、その動向には注目しなければならない。そして何よりこうした

横断的な詳細情報をもつデータベースが複数存在することになれば、研究であれ展示であれ、その恩恵を受けないわ

けにはいかないだろう。そして《演劇博物館》のあり方はもっと変化するのかもしれない。 

 十数年前、当時の早大演博館長の希望はこうだった「たとえば「忠臣蔵」といえば、和書であれ洋書であれ博物で

あれ、すべての資料が一度に検索できるものが欲しい」。残された課題も多いのはたしかだ。だが限定的であれ同じ

方向を向いたシステムが実現している前例が登場する地点まで来たのはだしかだろう。 

 

 

 


