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　去る2012年６月27日から７月１日まで、英国リーズ

大学にて行われた国際学会（第18回Performance 
Studies international , 通称PSi#18）において、「オ
ペラ／音楽劇研究所」招聘研究員の森佳子（日本

大学非常勤講師）、伊藤由紀（駒沢女子大学非常

勤講師）、山梨牧子（早稲田大学非常勤講師）、そ

して白井史人（東京大学大学院博士課程）が参加し、

パネルディスカッション（Studies in Music �eatre in 
Japan）を行った（６月29日）。この４人のパネリス
ト全員が、本研究所の関連組織である「オペラ／

音楽劇研究会」会員でもある。

１．国際学会に至るまでの経緯

　「オペラ／音楽劇研究会」（通称：オペラ研究

会）は、2002年に早稲田大学演劇博物館21世紀

COEが開始された際に、西洋演劇コースの１つ
として丸本隆教授（早稲田大学法学学術院）を

中心に立ち上げられた。2007年からはグローバ

ルCOEにおいて再スタートを切り、その間毎
年、10名ほどの研究生と60 ～ 70名ほどの会員数

を保って来た。それぞれの会員が関心を持つ専門

領域は多種多様であり、オペラに限らずあらゆる

ジャンルの音楽劇が研究対象に含まれる。2011年

度をもってグローバルCOEは終了したが、同年、
早稲田大学総合研究機構に「オペラ／音楽劇研究

所」が新しく創設され、現在はオペラ研究会の活

動もこちらと連携している。また、30名程からな

る本研究所の研究員は、全てこのオペラ研究会に

属している。

　オペラ研究会はこれまで、ほぼ毎月定例会を

行っており、その回数は現在までに100回以上に

達している。また２冊の研究書（『初期オペラの

研究』（2005年）、『オペラ学の地平』（2009年））

の出版、シンポジウムの開催などを通して研究成

果を外部に発信してきた。

　しかしながらこれらの活動は、全て国内に向け

たもので、海外への発信は未だ行われていなかっ

た。そのため、本研究所の発足を機に、そうした

ことに挑戦するべきではないかという意見が会

員から多数寄せられた。そこで最初の試みとし

て、2011年８月の国際演劇学会（�e International 
Federation for �eatre Research, 大阪大学）におい
て、研究会のメンバーから４人が選ばれ（山梨牧

子司会、森佳子、佐藤英、伊藤由紀）、パネルディ

スカッション（ Japan and Music �eatre）を行った。
今回のリーズ大学におけるPSi#18への参加は、そ
れを発展させたものである。

２．PSi#18への参加主旨

　2011年の国際演劇学会から引き継いでいる共通
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のテーマは、日本のオペラ／音楽劇受容の問題で

ある。日本で上演される音楽劇には、能や歌舞伎

などの古来の伝統芸能と、西洋から輸入されたオ

ペラ、オペレッタ、ミュージカルなどがある。日

本においては、明治時代に西洋のオペラが導入さ

れて以来、音楽劇そのものが熱心に研究されるよ

うになったが、そうした経緯が今日に大きく影響

している。すなわち明治時代に始まる日本のオペ

ラ／音楽劇受容の問題を取り上げることは、日本

のオペラ研究のあり方を国際的視座から探る上で

重要な課題なのである。

　前回の大阪におけるパネルディスカッションの

目的は、日本のオペラ／音楽劇の研究動向を世界

に伝え、これらのテーマに関わる研究例を示すこ

とであった。具体的には、我々が目指している

学際的研究についての紹介であり、generalから
speci�cなものへ至るように構成されていた。し
かし今回の場合は、さらに独自性が強く、かつ普

遍的な問題を、よりグローバルな視点で取り上げ

ることに重きが置かれた。

　そのため今回は、問題提起の方法にこだわっ

た。具体的に言えば、日本のオペラ受容の方向性

は大きく「西洋ものをなるべくそのまま受け入れ

る」「日本人独自のものを創りあげる」という２

種類に分類されるが、特にその点を意識して４つ

のテーマが選ばれた。

３．PSi#18における発表内容の記録 

　Performance Studies internationalは、舞台芸術
に限定しないパフォーマンス研究を幅広く取り

扱う前衛的な学会組織である。今回の大会にお

いては、大きく６つのテーマ（Value and e�cacy; 
Commercial and amateur; Cultural articulations; 
Relations and determinations; Training, labour and 
innovation; Economy/Ecology）が提示され、個々
のテーマは芸術的な価値観の問題だけでなく、経

済学や環境問題なども含め、さまざまなジャンル

がクロスする形で配置されていた。

　当パネルディスカッションは上記のテーマのう

ち３番目のCultural articulationsに関するもので、
正式タイトルは“Studies in Music �eatre in Japan: 
Past and Present of Appropriation, Consumption, 
Education and Research”（日本の音楽劇研究─過
去と現在における、供給、消費、教育そして研究）

であった。

　以下、それぞれの発表内容を紹介しておく。

　最初の発表者である森佳子は、まずパネリスト全

員が属するオペラ研究会について紹介した後、引き

続き、“Education of Music �eatre in Japan: Practice 
and Research”（日本における音楽劇教育─実践と
研究）の題目で発表を行った。

　日本におけるオペラ研究は、東京音楽学校によ

る初めてのオペラ上演の試みとして、1903（明治

36）年にグルックの《オルフェウス》が初演され

たことがきっかけとなった。この実験的な上演以

後、音楽雑誌などでオペラ関係の記事がさかんに

掲載されるようになったが、とりわけヴァーグ

ナーに関するものが多い。

　このように日本におけるオペラ受容は、まず机

上の「研究」から始まった。しかし1911（明治

44）年に帝国劇場に歌劇部が設立されたことで、

実践教育にも力をいれるようになる。その初期の

段階において、日本人にも上演可能な演目として

選ばれたのが、レシタティーヴのないオペレッタ

である。本発表の意図は、これらの上演の「教育

的」な意義を問うものであった。

　もっとも《オルフェウス》上演より前に、すで

に日本の横浜居留地のゲーテ座などにおいてオペ

レッタは数多く上演されていた。そこではプロだ

けでなく、外国人アマチュアの活動がたいへん活

発で、彼らは横浜を出て東京でもオペレッタ上

演を行い、おそらく日本人にも影響を与えてい

る。例えば、プランケットの《コルヌヴィルの鐘》

（1877年）は、 1885（明治18）年にすでにマスコッ
ト歌劇団により居留地で初演され、その後何度も

上演された。この作品は、1912（明治45）年に外
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国人アマチュアによって帝国劇場で上演された

が、その３年後に、日本人による上演が同劇場に

おいて行われた。

　このように、外国人の影響を受けつつ行われた

日本人のオペレッタ上演は、まさにオペラ教育と

しての意義があったと言えるが、それはテクニカ

ルな面に限らない。むろん「西洋の文化をそのま

ま受け入れる」という方針は重視されたが、それ

だけでなく、国民の情操教育的な目的が反映され

ていた。そのためには、台本を易しく変えるだけ

でなく、日本人の趣味と日本語に合わせた「翻案」

が必要とされたのである。

　その後帝劇歌劇部は閉鎖し、日本人歌手たちは

東京の下町、浅草へ流れ、オペレッタも「浅草オ

ペラ」へと引き継がれたが、発表の締めくくりに、

この活動の教育的な意義にも触れた。

　質疑応答に関しては、横浜ゲーテ座の観客層や

アマチュア劇団に関することから、翻案されたオ

ペラ作品の「イメージ」を問うものまで、多種多

様であった。最後に、浅草オペラの《カルメン》

の録音を聴いてもらい、翻案について説明を試み

たが、我々が何気なく「日本的」と評しているも

のを国際的な場で説明することの難しさを感じ

た。

　２人目の伊藤由紀は、“Teller and Modes of Dramatic 
Narration: A Stylistic Analysis of Roei no Yume, the 
First Japanese Opera”（日本初のオペラ《露営の夢》
の文体論的分析─語りの主体と人称を中心に）の

題で発表を行った。

　北村季晴《露営の夢》は、日本人が日本語に

よって作詞作曲した初めてのオペラとされている

が、1904（明治37）年発行の楽譜の角書きは「叙

事唱歌」であり、作曲者自身は舞台化を意図して

作曲したものではないと証言している。1899 ～

1901（明治32 ～ 34）年頃に器楽伴奏付きの合唱

曲として作曲されたこの作品は、戦地の兵士が夢

の中で故郷の老母を見た後、敵の夜襲を果敢に撃

破するという内容から、1904（明治37）年の日露

開戦以降に人気を博し、各地の学校などで相次い

で舞台化されたという。1905（明治38）年４月に

は歌舞伎座の中幕として市川高麗蔵主演で上演さ

れ、これによって同作品は日本初のオペラとして

記憶されることになった。

　今回の発表では、本来「叙事唱歌」として書か

れた作品がなぜ容易に舞台化できたのかという疑

問を提示し、北村本人による同作品の歌詞と、同

時代の舞台評や関係者の証言から再現した実際の

上演の様子とを対照することで、この問題を検証

した。

　北村の歌詞は、三人称視点からの情景描写と登

場人物の独白とが混在しており、後者の大部分は

独唱と指示されている。歌舞伎座での上演の際

は、主人公の兵士の独白の一部は、これを演じた

市川高麗蔵によって舞台上で歌われた。主人公の

母の独白は、舞台上の俳優ではなく、舞台袖の女

性独唱者が歌った。その他の箇所はやはり舞台袖

から男声合唱団が歌った。曲の合間に多数の台詞

が挿入され、これらは舞台上の俳優が担当した。

歌舞伎では俳優は自身では歌わず、太夫の語りに

合わせて身振りを付けるので、舞台袖からの歌は

当時の観客には自然に受け止められた一方で、高

麗蔵が自ら歌ったことは新しい試みと捉えられ

た。

　また北村のテクストは、「叙事唱歌」という性

質上、情景や登場人物の動作を説明する詞章を多

数含んでいる。視覚からも情報を得られる舞台作

品の場合、このような詞章は必須ではないが、歌

舞伎にも同様の台詞は多い。これは歌舞伎が義太

夫という口誦芸能に起源を持つためであり、この

共通点も《露営の夢》の歌舞伎化を容易にしたと

考えられる。

　質疑応答に当たっては、発表の中で説明したつ

もりの事実や主張について再確認されることが多

く、発表の趣旨をより明瞭に英語で伝えるための

工夫が必要であると感じた。

　３人目の山梨牧子は、“Takarazuka Shōjo Kageki 



（Takarazuka Girls’Opera） operating between 
Commercial and Amateur: Redefining its Theatrical 
Identity”（コマーシャルとアマチュアの狭間で機能す
る宝塚少女歌劇─その演劇的アイデンティティーを

探る）という題目で発表した。これは、学会の共通

テーマperformance（パフォーマンス：舞台＋社会的
役割）, culture（文化）, industry（産業）に則して考え
たものである。

　宝塚歌劇団は、商業劇団でありながら女学校の

延長であることから、ビジネスでありつつ文化創

造の教育機関として位置づけられ、「生徒」と呼

ばれるパフォーマーは玄人（プロ）と素人（ア

マ）の狭間にあり、且つ、少女から女性への狭間

の出演者のみから形成される。よって、学校の学

芸会的なアイデンティティーを自明とする劇団で

ある。この組織形態と仕組は、国内では自明のこ

とでも、海外では伝わりにくい。よって、本発表

は基本的な劇団の特徴を挙げつつ、なぜ学校とい

う建前が必要だったのか、なぜ「オペラ」と銘

打って始まり、いかなる変容を遂げて現在に至る

かを、今年度の入学式の様子や授業風景を画像で

紹介しながら論述した。

　森の発表に繋げ、宝塚の舞台は、西洋音楽劇を

日本に導入しようとする試行錯誤から進展した様

式であることを検証し、伊藤の発表を受けて、北

村季晴作であり宝塚少女歌劇では1914（大正３）

年に初演された《ドンブラコ》に注目した。歌舞

伎を洋楽で演じる宝塚歌劇の基本方針の成立過程

を、当時のプログラムや音源から探り、和洋折衷

の「家族向け御伽歌劇」とはいかなるものであっ

たかを論説した。また、近年の作品例として、オ

ペラの翻案である《アイーダ》（2003年）と《ド

ン・カルロス》（2012年）を取り上げ、丸本隆教

授が提唱する‘Takarazukalization（タカラヅカ化）’
を指摘した。

　本学会では、ジェンダーとクイアー論の枠内

で、もうひとつ宝塚についての個人発表があっ

た。20年前に撮られたドキュメンタリー映像を、

作者や制作年に言及することもなく、あたかも現

在も同様であるかのように論じていた。学術論法

が先んじて歴史的検証を蔑ろにする現在の欧米で

顕著な研究傾向に疑問を持つ。歴史的見解を深め

ずして、持論がひとり歩きしてしまうことを危惧

する。歴史的解釈に裏付けされた事象に社会学的

な見地を踏まえた考察こそ、これからの国際的且

つ学際的研究を可能にするであろう。宝塚歌劇

については、日本伝統芸能、オペラ、レヴュー、

ミュージカルといった複数のジャンルとの独特な

関係性を意識し、音楽劇の歴史の中での総括的な

位置づける研究が望まれる。

　続く白井史人の発表題目は、“New-Century-Opera-
Project Tekagami （2001） in Niigata: a Case Study in 
the New Production of Japanese Operas in Global/
Local Contexts”（新潟ニューセンチュリーオペラ・プロ
ジェクト《てかがみ》（2001年）─グローバル／ロー

カルなコンテクストにおける日本のオペラ創作の事例

研究）であった。発表者がアマチュア合唱団員と

して初演に参加した新潟県民オペラ《てかがみ》

を取り上げ、当時の経験やマネージメント担当者

へのヒアリングなども踏まえ当オペラ・プロジェ

クトの分析・位置づけを行った。

　まず戦後の日本のオペラ創作のグローバルな文

脈への広がりに伴う「日本のオペラ」という概念

の揺れに着目し、戦後日本オペラ史を概観した。

山田耕筰以来、日本語への付曲という課題が現在

に至るまで残る一方、黛敏郎《金閣寺》（1976年）

から近年の望月京《パン屋大襲撃》（2009年）、細

川俊夫《Matsukaze》（2011年）など、外国語リブ
レットによる日本人作曲家によるオペラの新作初

演も増えた点などを指摘した。 
　《てかがみ》は、全国公募されたストーリーを

もとに平石耕一が台本をまとめ、池辺晋一郎が作

曲した全２幕のオペラである。オーディションに

よって選抜された新潟県出身、または在住の声楽

家をソリストに据え、合唱団はアマチュア愛好家

への公募で初演のために結成された。台本は新潟

市、長岡市を舞台とした現代劇であり、英語教
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師・亮子とジョンの結婚式と、父・勇一の戦時体

験の回想を並行して描きながら、戦争体験をいか

に語り継いでいくのかというテーマを取り上げて

いる。さまざまな音楽語法が組み合わされている

点が特徴であり、特にクルト・ヴァイル風の編

成によるヴァーグナー《ローエングリン》のパロ

ディなどに、日本のオペラ受容におけるヴァーグ

ナーの位置づけの変化が示されている点を指摘し

た。 
　さらに、本オペラの１つの核となる、戦時期の

新潟港米兵軍医・リチャード（テノール）と監

督・杉本（バリトン）との確執と和解の描き方を

検討した。作品中、最もリリカルなアリア〈アメ

リカ、私の祖国〉を歌い上げるリチャードは、終

戦後、〈この時代にあったことを忘れないなら〉

で環日本海都市としての新潟の意義を強調し、子

供時代の勇一へメッセージを送る。新潟という一

地方都市とアメリカとのダイレクトな交流を描く

ことが、地方都市の特異性の表現となっている

のである。「県民オペラ」が、日本のオペラ創作

をめぐる「日本的なもの」「ナショナルなもの」

と「西洋的なもの」との対立をはみ出すアイデン

ティティー表現となりうる点に意義を見出した。 
　質疑応答では、アメリカ兵の衣装に身を包む県

内出身歌手の演奏の映像が一定の注目を集め、戦

時記憶をめぐるドイツの問題との比較といった視

点なども提示された。なかでも、地方アイデン

ティティーの表現がなぜ「オペラ」という形態を

とらねばならなかったのか、という問いは重要で

あった。公共的性格の強い文化財団による主催の

ため、音楽、美術、演劇などさまざまな分野へ還

元する必要があった点や、既存団体のミュージカ

ル公演、演奏会公演との差別化などが理由として

挙げられる。また、それに加え「オペラ」という

ジャンルが放ち続ける祝祭的性格も大きな役割を

果たしたように思われる。「日本のオペラ」が持

つ（持ちうる）意義をグローバル／ローカルな文

脈から再考する機会となった。

４．まとめおよび今後の展望

　今回、パネルディスカッションの司会は伊藤が

担当したが、議論を深める上で有意義な質問が聴

衆から多く出たため、スムーズに進めることがで

きた。

　また、他のセッションを傍聴した際にも聴衆の

質問の質の高さに感心することが多く、たいへん

刺激を受けた。

　その他、Performance Studies internationalにおけ
る我々の研究の立ち位置と今後の課題について、

大まかに認識できたのは収穫であったと思われる。

　オペラ研究会が目標として来たのは、まさに

「歴史的解釈に裏付けされた事象に社会学的な見

地を踏まえた考察」（山梨）である。こうした地

道な研究方法が、特にこれまで扱われにくかった

宝塚やミュージカルなどの音楽劇研究において、

今後国際的な場で価値を持つことはあり得るだろ

う。

　一方、今回の国際学会の傾向が「多ジャンル共

生型」であったこともあり、さまざまな課題も浮

き彫りになった。

　当然ながら、特に「日本の伝統」に関わること

をテーマにする場合、いろいろな工夫が必要にな

る。例えば、日本で既知の事実であっても、国際

的な場で発表する場合、より丁寧な説明が求めら

れる。今回、ボーダレスな研究を行う人びとの中

で発表を試みたことから、それについて再度深く

考えさせられた。

　また聴衆の反応から、「日本のオペラ／音楽劇

受容」の位置づけについて、もっと多様な見方も

可能であるようにも感じられた。そうした「見方」

を、バックグラウンドの異なる者同士で共有する

ことは難しいが、なるべくすり合わせていくこと

が今後の課題となろう。

　当パネルディスカッションの要旨は、大会公式

サイト内の以下のURLに掲載されている。
http://www.psi18.org/�les/2012/06/Studies-in-music-
theatre-in-Japan.pdf




