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Teatro defeituoso: Auto do Frade de Cabral e En Attendant Godot: de Beckett

Ryo Miyairi

Este artigo tem como objeto apresentar a forma tida em comum através da comparação entre
o poema teatral Auto do Frade (1984) de João Cabral de Melo Neto e a peça teatral En Attendant
Godot (1952) ou Waiting for Godot (1954) de Samuel Beckett. Ambas as obras têm uma forma que
se pode chamar de teatro defeituoso, que, através dos vários elementos, se torna um objeto a ser
criticado pelos espectadores ao mesmo tempo em que estes se tornam um objeto a ser criticado. A
estrutura que esta forma dá a ambas as obras oferece aos espectadores uma oportunidade (ou um
sentido) de criticar radicalmente, além da autoridade defeituosa, o conformismo à essa autoridade.
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サミュエル・ベケット（Samuel Beckett, 1906-1989）
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と考えられる。つまり、本稿ではブラジルの歴史を題
材とする作品がヨーロッパにも意義を持ち、ヨーロッ
パ的不条理劇がブラジルにも意義を持つことを示し二

は戯曲『ゴドーを待ちながら』（En Attendant Godot,

つの地域の交点を定めたいのである。そして、僅かで

1952, Waiting for Godot, 1954）で著名な作家であるが、

も両作品の研究の幅を広げる可能性を示すことが本稿

ブラジルの詩人ジョアン・カブラル・デ・メロ・ネト

の目的である。

（João Cabral de Melo Neto, 1920-1999）はベケットほど

二者の作品に見られる、演劇内における比喩を通じ

に知られている作家ではない。そして、国籍も異なる

た（観衆たちの置かれている状況も含めた）現実と劇

彼らが互いに直接的に影響を与え合ったという話題も

場（とりわけ作品が上演される舞台）の隣接と一致は、

ない。だとすれば、なぜこの二者を同じ次元で取り上

ブレヒトの提唱する異化効果のように、劇場における

げる必要があるのかという問いが生まれるだろう。以

上演と並び重なる実際の社会における既存の規則や形

下、その問いに答えていきたい。

式を批判の対象に変えている。ブラジルやヨーロッパ

カブラルはいくつかの戯曲的作品を残しているが、

において、ひいては様々な国において、日常的に浸透

そのなかでも 1984 年発表の作品『修道士の戯曲』
（Auto

していたり、日常的に何らかの形で見せられていたり、

do Frade, 1984）は 19 世紀初頭のブラジル北東部（ノ

あるいは影響を及ぼしている、国や地域に存在する規

ルデスチ Nordeste この語が北東を意味する）で起こっ

則や形式をこうした作品は、異質で、奇妙で、嘲笑さ

た一連の革命運動の結末を題材とした韻文と散文を混

れるような「欠陥のある」対象にするのである。そし

交した形式の戯曲である。ベケットの代名詞とも呼べ

て、こうした再現のされ方によって、観衆（あるいは

る『ゴドーを待ちながら』は浮浪者のエストラゴン

受容者）へともたらされるのは、正当と見なされてい

（Estragon）とヴラジーミル（Vladimir）の二人が来る

るものを不当なものに転化させた上で対象を批判する

ことのないゴドーを待ち続けるという作品である。

機会と、そうした対象に疑問を抱かず従っている自ら

これらの二つの作品は、創作時期が異なっており、

を批判するための機会である。こうした現実における

また互いに何ら交渉がなかったのではあるが、非常に

諸々の規則および形式やそれとの関係をラディカルに、

似た特徴をもっている。もちろん、それぞれの作品は

懐疑的に問うための形式を呈示する作品として例示で

ブラジルの歴史を題材とするものとヨーロッパの不条

きるのが本稿で扱うカブラルとベケットの作品なので

理文学の系譜にあるもので、作品自体の位置付けとい

ある。

うのはそうした差異において区別されることになるの

こうしたカブラルとベケットの作品が共通して生み

は避けられないことである。しかし、その一方、本稿

出している、演劇に喩えた上での現実における規則お

で扱う上記の二作品がもつ要素は共通したものを有し

よび形式の批判とそれらに従う観衆に自己批判を促す

ており、カブラルとベケットの文学的実験を比較する

形式を本稿では「欠陥のある劇場」とし、以下、両作

ことは全く無意味であるとは言い切れない。そして、

品の全体的展望から細部へかけて、その「欠陥のある

カブラルのブラジルにおける具体的な歴史を題材とし、

劇場」がいかなるものなのかという説明を試みたい。

権力関係を問題にする戯曲をベケットの作品のなかに
捉えると共に、ベケット的な不条理劇をカブラルの作
品に捉える比較によって、互いに没交渉である二作品
に共通のイメージを設定し、それぞれの作品が一方は
ブラジルからヨーロッパへ、他方はヨーロッパからブ
ラジルへ持ち得る意義を具体化することが可能である
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Ⅰ．両作品の全体的展望および外部と隣接／
一致する枠組み
Ⅰ．1．『修道士の戯曲』と『ゴドーを待ちな
がら』の全体的展望
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除いて、カネカは誰からも解放されるように働きかけ
られることはなく、銃殺刑は執行され、民衆が待ち望
んでいたことは起こらずに作品は幕を閉じるi。
ベケットの『ゴドーを待ちながら』は二幕から成り、
共にエストラゴン（あるいはゴゴ）とヴラジーミル

共に上演を目的として書かれた戯曲作品であるこれ

（あるいはディディ）がゴドーという結局何者である

らの作品は全体的な展望としてみた場合にも幾分か共

のか明らかにされない人物を待ち続けることが劇の主

通した特徴を示している。特に際立っているのは「待

軸となっている。彼ら以外に登場するラッキーとポッ

つ」という行為で表される順応主義的傾向と権力関係

ツォは一幕においてはそれぞれが首に綱をかけられた

の発生の二点であり、これらが主として「欠陥のある

従者が権威的な態度の主人という関係にあるが、二幕

劇場」を構成している。

では盲目になったポッツォがすがるように助けを求

カブラルによる『修道士の戯曲』の主人公は帝政期

め、ラッキーに綱でひかれていく関係にある。彼らの

のブラジルにおいて、ノルデスチという地域を中心と

関係は二幕では明らかに異なっていて、ポッツォは初

して共和政を打ち立てようとした革命的運動の主導者

め綱でラッキーに命令を下しているが、次には綱につ

の一人であったフレイ・カネカ（Frei Caneca フレイ

かまりラッキーによって導かれている。二幕において

は修道士につけられる呼称。カネカはジョッキという

も、依然としてポッツォはラッキーに命令を下しては

意味。この渾名は彼の父がジョッキを作る職人であっ

いるが、明らかに彼が周囲に対して発揮する権威は一

たことに因む。Joaquim Amor Divino Rabelo ジョアキ

幕に比べて弱められておりラッキーを必要としている

ン・アモール・ディヴィーノ・ラベーロが彼の正式な

のはむしろポッツォになっている。さらに彼は一幕で

名前である）という人物である。彼は帝国軍との戦い

はラッキーだけでなく主人公の二人に対しても権威あ

に敗れ、捕らえられた後に、同地域の中心都市レシフェ

る者としてふるまうが、次の幕ではエストラゴンとヴ

で 1825 年の 1 月 13 日に処刑されるが、その処刑の日

ラジーミルに繰り返し助けを求めるようになっており、

がカブラルの戯曲の内容となっている。カネカは当初

しかもゴドーを待つ二人に罵られてその権威は多分に

絞首台で処刑される予定だったが、死刑執行人に選ば

失われていることがわかる。ゴドーの代わりにやって

れた囚人が聖職者の彼を手にかけることを拒んだため、

くる二人の他に、もう一人やってくる人物が名前のな

処刑方法が軍隊による銃殺刑に変更される。これはブ

い男の子である。彼はエストラゴンとヴラジーミルの

ラジルの歴史上の事実である。カブラルの作品におい

二人とゴドーの仲介者であり、いずれの幕においても

ては、処刑に立ち会う聖職者には帝国軍の処刑を円滑

会話の食い違いを伴いつつ、ゴドーは来ないことを二

にするため、また、カネカの聖職位を剥奪する者がい

人に告げる。登場人物たちには一幕における情報が記

る一方、そうした動きに与しない者や傍観する者がい

憶されていたりされていなかったりして、その食い違

る。カネカの処刑に集まった民衆は、その人々の指導

いは二幕に引き継がれている。

者を帝国の反逆者として裁こうとする軍隊と緊張関係
にあるが、結局自ら行動を起こすことはなく、ただ奇
跡やおとずれることのない皇帝ペドロ一世の恩赦を待
つだけである。そして、民衆が期待する奇跡や恩赦な

Ⅰ．
2．作品と作品外の隣接／一致の関係
こうした作品の大よその全体像を見比べるだけでも、

どをめぐる発話は、根も葉もない噂として、カネカと

両者の共通点を確認することができる。まず、両作品

彼らが置かれている状況とは食い違いを見せることに

とも劇中で行われていることが、これから起こること

なる。結局、死刑執行人が帝国軍の命令に背くことを

を
「待つ」ということであるという点が挙げられる。
『修
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道士の戯曲』では、待たれていることは軍隊をはじめ

ツォとラッキーの関係のように、ノルデスチの社会を

とする皇帝側の勢力にとってはこれから執行されるカ

形成した砂糖黍に基礎を置く農園主と奴隷の関係をも

ネカの処刑であり、カネカ側につく民衆や聖職者に

思い起こさせる。

とっては船員の守護者と目される天の聖母による奇跡

こうしたカネカの例のようなブラジルにおける状況

や処刑の舞台となっているレシフェから離れたリオデ

はブレヒトからよく引用される「英雄のいない国は不

ジャネイロの宮廷にいる皇帝からの恩赦である。これ

、
「 違 う ぞ、 英 雄 を 必 要 と す る 国 が 不 幸 な ん
幸だ」

は極めて直接的な権威への従順を示しているが、一方

だ」i v という弟子アンドレアと師ガリレイの台詞を思

でカネカの処刑は皇帝側の予定通りに進行せず変更を

い起こさせる。英雄が不在なために国が不幸なのか、

余儀なくされ、他方で民衆が望む彼への奇跡も恩赦も

国が英雄を必要とする状況が不幸なのか、あるいは、

期待される通りには起こらない。劇中で待たれている

英雄によってその不幸を解決するのか、国が英雄を必

ことは予定通りあるいは期待通りには訪れないのであ

要とせずに済むように自助努力するのか、これらの選

る。処刑方法の変更、聖母の奇跡の不発、皇帝の不在

択は暗示されるだけである。
『修道士の戯曲』が描く

は作中の人物たちに期待されていることとの不一致と

状況も、ブレヒトの戯曲『ガリレイの生涯』のように、

して表われるものであり、観衆（あるいは読者）にとっ

英雄が不在の不幸あるいは英雄を要する不幸をほのめ

ての期待さえも裏切ることになる。いってみれば、作

かしている。その際、選びとられるのはガリレイの語

中の特に民衆は徹底して処刑のプロセスの傍観者 で

るような後者の見方であろう。民衆による皇帝への皮

あり、上演される作品で起こることについては働きか

肉な関与こそが何よりその英雄を求める不幸な状況の

けることができない観衆もまた作品外に位置する民衆

認識を促しているからである。

ii

にほかならないのである。そこで、作品内の民衆と作

そして、劇中でのそうした状況の開示がある他方で、

品外の観衆の皮肉な一致というのも生まれてくる。ま

観衆もやはり否定的な順応主義に陥っている。まず、

ず、カネカを取り巻く民衆はカネカの解放を望む一方

上演の開始という形であるが、起こるであろう処刑を

で、それを彼の最大の反定立である皇帝ペドロ一世の

観衆も待っている（場合によっては望んでいる）
。観

恩赦に頼り、身振りとして皇帝の権力を是とし、むし

衆が処刑という残酷な形式に不快感を覚えても、上演

ろ高めているという皮肉がある。
これはブラジルの
（と

されている作品には誰も働きかけることができない。

りわけノルデスチの）民衆が陥りやすい順応主義の否

座席にいる限りは舞台に対して拱手傍観するほかない

定的側面 として読み取ることもできるだろう。民衆

のである。上演される劇は観衆に作中の消極的な態度

は指導者の下に集うが、彼ら自身が実際に主体的に動

を取る人物たちと同じ状況を意識させることで彼らを

くことはなく、少数もしくは唯一の権力者の判断を認

挑発・批判し、その作品が外にむけて拡張する状況に

めることを通じてのみ主体性を発揮する。しかしなが

対しての無力感が観衆には与えられることになる。ギ

ら、その権力者にむけられた是認は権力者自身からの

リシア悲劇の場合、アリストテレスの説くカタルシ

権威的態度によって促されることもあり、その場合に

スv が鑑賞する際の前提となっており、観衆が作中に

は民衆の主体性といっても能動的ではなく受動的であ

抗い難く進行する運命という筋を傍観することは批判

る。結局、権力者が民衆の主体性を制御してしまうの

されずに許される（あるいは要求される）
。カタルシ

で、主体性といっても権力者が所有の対象にしている

スはそのまま上演を受け入れることによって達成され

のと変わらないというところがある。こうした傾向は

るからである。いいかえれば、上演される作品と観衆

多分に貴族制的である。それは高位の階層が下位の階

との関係は親和的な結びつきにあり、その結びつきに

層に課すばかりではなく、下から上を支えるという形

こそ悲劇の実現が起こるのである。カタルシスは作品

にもなっている。こうしたおおよその枠組みは、ポッ

への従順なくしては成立し得ない。悲劇が「あわれみ

iii
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とおそれを通じて、そのような感情の浄化（カタルシ

合にはゴドーを待ち続けるのはエストラゴンとヴラ

ス）を達成する」ものであるとすれば、そこには再現

ジーミルである。エストラゴンが去ろうとするとヴラ

されたものへの従順があり批判はないことになる。そ

ジーミルがそれを制止し、なぜ駄目なのか問われると

して、悲劇として再現されたものを観衆は自らの倫理

ゴドーを待つのだという答えが返ってくる。その回答

を高めるために受け入れたままにするのである。一方

に対してエストラゴンはいつも首肯し結局二人でゴ

で、カブラルの『修道士の戯曲』、ベケットの『ゴドー

ドーを待つ。このやりとりは作品中で幾度となく繰り

を待ちながら』といった作品では、悲劇的側面を見出

返されているが、まるで敬虔な信者のように一貫して

すことは不可能ではないが（特に『ゴドーを待ちなが

待つことに固執するヴラジーミルと時折待つことを拒

ら』は「悲喜劇」という副題が付されているし、
『修

否しようとするエストラゴンの関係はポッツォとラッ

道士の戯曲』も処刑についてあわれみとおそれを覚え

キーの命じ・命じられる関係にも似ている。
ただゴドー

させないとは言い切れない）、喜劇 的に作品と観衆が

を待つ二人は、先の『修道士の戯曲』における宗教的

互いに反目し合い、緊張関係が生じる。確かに、作品

な奇跡の到来や来ることのない皇帝あるいは実体のな

と観衆が交わす「笑い・笑われる」の関係は表面的に

い皇帝という言葉に拘束されている民衆のように、不

は和やかに見える。しかし、この関係は水面下では罵

在のゴドーあるいはゴドーという言葉の制御下に置か

声・非難の応酬でもある。喜劇が劣った人物の再現で

れていて、この点でゴドーに縛られていないポッツォ

あるとすれば、喜劇の登場人物と観衆との関係には優

とラッキーの関係とは異なっている。

vi

vii

劣の差があらわれ、笑うことは相手を高みから眺める

両作品に共通しているこの「待つ」という消極的か

という性格をもち、笑われることは相手よりも低いと

つ受動的な行為を終わらせるのが〈死〉であるとすれ

ころで眺められるという性格をもつのである。しかし、

ば、『修道士の戯曲』における絞首台と『ゴドーを待

そうした優劣の差は喜劇が観衆の鏡となるか、あるい

ちながら』の舞台背景を成す一本の木は「待つ」こと

は観衆が喜劇のなかに自らを見ることで調整されもす

を否定的な形で終わらせる装置になる。絞首台も木も

る。つまり、再現されている喜劇が観衆を逆に劣った

それぞれの作品でほぼ大部分を通じてあらわれる（絞

ものとして指差し、観衆に自らが劣っていることを自

首台はほぼ全編を通じて話題となっており、木に関し

覚させるのである。

ては舞台セットとして指定されているため、話題にな

『修道士の戯曲』では作中の民衆と作品外の観衆と

らずとも常に舞台上にある）
。絞首台がカネカに〈死〉

の類似を暗示し、その上で作品内が示している反省材

をもたらせば、もはや待望される非現実的な奇跡や現

料としての民衆の消極的な側面を強調し、外の観衆へ

実的な恩赦という救いの手も意味をなさなくなる。エ

の批判的挑発を起こすことが期待される。つまり、好

ストラゴンとヴラジーミルもゴドーが来さえすれば救

ましくない性質（欠陥）を明らかにすることでそこか

われるというが、結局来るという保証はどこにもなく、

ら自発的に差異を求めていくよう観衆を促す可能性が

木で首をくくって「待つ」ことをやめようとする。劇

あらわれてくるのである。反省は自己を鏡像として眺

中で二人は（エストラゴンが行おうとしヴラジーミル

め、そこから別の像を結ぶように変わっていこうとす

はそれを幇助するという形ではあるが）自殺を試みよ

ることである。このように、そうした反省の糸口を提

うとするが結局うまくいかない。その失敗の後、終盤

供し得る喜劇的な作品の機能というのは批判的な挑発

「ゴドーが来
でヴラジーミルは「あした首をつろう」、

を観衆に与える。

viii
れば別だが」
といい、ゴドーを待つことと〈死〉が

ベケットの『ゴドーを待ちながら』も同様の作用を

二者択一となる。ゴドーが来るという奇跡は彼らを救

及ぼす性質をもっている。カブラルの作品では待ち続

う（エストラゴンが「もし来たら？」とたずねると、

けるのは無名の数知れぬ民衆であるが、ベケットの場

ix
ヴラジーミルは「わたしたちは救われる」
と返してい
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る）が、そうでなければ絞首台のような木で首をくく

つも滑稽に「待つ」ことを続けるのか、丈夫な縄を用

ることが選ばれ、〈死〉という消極的な形で「待つ」

意して首を吊り〈死〉によって「待つ」ことを中止す

ことからの解放が達せられる。『ゴドーを待ちながら』

るかの選択もまた同様に決定されない。

は最終的に二人が待ち続けるという形で幕となるが、

このベケットの作品における「待つ」ことに関して

『修道士の戯曲』ではカネカの処刑ははっきりとした

は、待ち続けるのか待つことをやめるのかのどちらか

形でなく幾分か曖昧な形（カネカの〈死〉は銃声で人々

に決定的な判断を下すことはおそらくできない（待た

に伝えられるのみでその死は明確に示されていない）

ねばならない不可避的な状況のなかに人々は存在して

で行われており、結局人々はキリストあるいはそれに

いるのか、待っている状況は変えることができるのか、

類する英雄的人物の到来 を「待つ」ことになる。ゴドー

どちらの解釈もおそらく可能である）
。しかし、上演

Godot が矮小化された神 を指すとすれば、作中で皇

される作品の内容に直接働きかけることができない観

帝 に 反 逆 す る こ と で 聖 人 視 さ れ た り 聖 体 祭 Corpus

衆は二人の浮浪者と共にゴドーを待っていることにな

Christi の行列あるいは神の行列の中心となったりする

り（観衆が待つことをやめるのは上演の途中で客席を

カネカ Caneca（繰り返しになるが意味はジョッキと

立ち、劇場の外を出るとき、つまり観衆であることを

いう極めて日常的で平凡なものであり、この点で神格

やめるときである）
、期待への裏切りあるいは期待の

化とのギャップが感じられる）はその孤立が神格化さ

引き延ばしはやはり『修道士の戯曲』のように観衆を

れる人物という容貌を帯びてくる。いずれの場合も、

挑発し、批判する鏡となり、反省を促す可能性を示し

小さな神に期待をかける、啓蒙主義の影響で人々の平

ている。エストラゴンとヴラジーミルのある種絶望的

等を説く人物を特別視して崇拝するとなれば、多分に

な状況に、そうした挑発や批判を覚えることなく、同

皮肉な構図である。

情し、共にそこへと沈んでいくことも可能であろう。

x

xi

しかし、ゴドーやカネカあるいは奇跡・皇帝のよう

しかし、同様にそうした状況は変わり、また変え得る

な期待の対象が示されている一方で、その期待はそこ

という反省材料を提供するという可能性も全くないと

へ達することなく、ことごとく対象からすり抜けて

否定することはできないだろう。カネッティの観察が

いってしまう。皇帝の軍によって民衆との接触を断た

xii
指摘しているように、劇場の観衆は「受動的な群衆」

れたカネカの台詞はほぼ全てモノローグで、そこでの

を形成するのであり、一般的に観衆は舞台に縛り付け

人間的な表明の一つには孤独な〈死〉への恐れがある。

られる。その際の観衆の受動性は本稿の比較対象とし

また、人々の期待を一身に集めているカネカであるが、

ている両作品によって対象化されるのである。劇場に

彼はいずれ主権を得た民衆が自ら積極的に動くことを

おける観衆が取らざるを得ない順応主義さえも自覚さ

期待する一節がある。民衆の期待と指導者の期待はこ

せる機能は作品が観衆を嘲り、さらに観衆が自ら（あ

のようにすれ違っているのである。そして、聖母によ

るいは自身の置かれている状況）や自らに比する作品

る奇跡と皇帝の恩赦も実現することはなく、やはり民

自体を嘲るように促す。これによって上演作品と観衆

衆の期待がすり抜けている。ゴドーが語ることはない

の関係自体までもが否定的になる（批判の対象になる）

が、エストラゴンとヴラジーミルが抱くゴドーへの期

ともいえる。

待もその現前と不在の不一致のために失望とすれ違う
ことになる。つまり、二人の待ち人が希望とするゴドー
の現前と彼らにとっての失望となるゴドーの不在がす
ゴドー
れ違うのである。「待つ」という状況において、
の現前か不在か、二人が救われるのか否かの決定は未
決定のまま保たれる。そして彼らがあわれみを誘いつ

Ⅱ．両作品の分析と批判のための形式的
イメージ
Ⅱ．
1．
『修道士の戯曲』
このように、
劇内だけでなく劇外の観客にも「待つ」
ことを強制するある種挑発的でもある両作品だが、こ
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れらは始まりも終わりもなく、あるいは始まりはすで

に国家への反逆を企てたとして絞首台に結びつけられ

に終わりなのである。この矛盾の並存（場合によって

るが、ベケットの二人の登場人物は舞台の木が首を吊

は混合）が顕著に表れるのは『ゴドーを待ちながら』

ろうとする彼らにとっての絞首台のようになっていき、

ではヴラジーミルとエストラゴンの二人であり、
『修

ゴドーが来て〈死〉から救われるか、来ずに首吊りが

道士の戯曲』ではカネカの処刑に立ち会っている主体

実行されるかという象徴的な判決・処刑の枠組みを示

性をもたない無名の民衆たちである。

している。もし、ゴドーを待たなければとエストラゴ

共に「待つ」ことが、状況の違いはあるものの、両

ンが聞くと、ヴラジーミルは彼が罰を与えるだろうと

作品の全編を支配しており、「待つ」ことは終わるこ

答える。そして、待つにしても来なければ結局二人が

となく作品自体は幕となる。つまり、始まりと終わり

救われることはない。この不可思議な拘束はまさに英

は「待つ」という一点に集約しているのである。いか

雄的な死刑囚（あるいは罪人的な英雄）であるカネカ

なる行為も待つことに飲まれてしまう。
『ゴドーを待

が被る極限状況に近い。額面通りにベケットの戯曲を

ちながら』の場合、エストラゴンとヴラジーミルは劇

存在についての不条理劇xiiiとして捉えるなら、カブラ

の始まりと終わりにおいて「待つ」という行為あるい

ルの戯曲は、ブラジルの通史に組み込まれた挿話を例

は状況を変えることはない。『修道士の戯曲』の場合

として、そうした不条理を課す国家の統治方式を暴い

は若干複雑で、まず民衆は、皇帝側の処刑の手際の悪

ている。つまり、秩序という大義名分を笠に正統化さ

さや失敗のために、指導者の恩赦や聖母の奇跡を期待

れる国家主権の暴力である。秩序の名の下に地域は国

する祈りを必要以上に延長させている。

家に従属（命令）を強いられ、
「愛されるべき皇帝」

こうした状況がブラジルにおける帝政や軍政という

は「愛」という名をもつ者の殺害を命じるのである。

具体的なコンテクストと結びつけられると、ノルデス

こうした状況を批判的に再現するための工夫を考え

チひいてはブラジルが未来を待たなければならない状

るには、この場合、作者自身の発言が一つの材料にな

況が暗示されるのである。ちょうどゴドーを待つよう

る。作者自身による作品の批評が常に正鵠を射るとい

に、定かではない未来をカネカや民衆は待たなければ

うことはないが、作家が批評家的な鋭敏さを発揮する

ならないのである。そして、そうした未来のヴィジョ

ということも場合によってはあり得る。カブラルによ

ンをもった英雄を民衆は待望することになる。両作品

る演劇についてのコメントはそういった意味では示唆

はまず大きな枠組みとして、この「待つ」という状況

に富んでいる。彼は「私にとって演劇は世界でもっと

をもっている。

もうんざりするものだ。思うに劇場はあらゆる人や物
0

0

0

0

0

0

を馬鹿げたものにしてしまう」xivと 1953 年に語ってい

Ⅱ．1．1．『修道士の戯曲』の公開処刑と
その演劇化

るが、こうした発言の一方で、彼はピランデッロの戯
曲は賞賛している。早いうちからカブラルはピラン
デッロへの関心を示しているが、特に着目されている

ベケットはゴドーを「待つ」ことを軸に据えて、カ

のはこのイタリアの革新的な作家による虚構の前景化

ブラルの場合はこのように複数の待たれるものを示し

という手法である。そのことが窺える詩の一節は「ピ

ているが、『修道士の戯曲』の軸となるのは公開処刑

ランデッロⅠ」
（Pirandello I）の「景色は劇場の舞台

である。そして、『ゴドーを待ちながら』においても、

のようだ。／整えられた景色である。／人々は静かに

救われるか罰せられるかの境界で待つという判決そし

通り過ぎていく／演じているのだという意識をもっ

て処刑に似た状況があり、カネカやエストラゴンとヴ

て」xv であろう。これはつまり現実的形象を演劇化す

ラジーミルは〈生〉と〈死〉が緊迫した存在として舞

るという表現である。

台上で再現されることになる。カネカの場合は具体的

現実を演劇的に構築された虚構として再現するピラ
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ンデッロの戯曲の代表的なものは『作者を探す六人の

に生じているのはドラマを求める態度への嘲笑といえ

登場人物』だが、この作品についてオルテガ・イ・ガ

る。オルテガの批評に従うならば、求められているの

セーは次のように書いている。このイタリアの劇作家

は登場人物が表現する人間的な感情などではなく、演

の作品は、民衆もしくは「大衆は、自分が社会そのも

劇における登場人物そのものを見ることだからである。

のたらんとしてきた」が、「こうした大衆に対して、

あるいは人間を表現する形式としての登場人物とその

彼らが『単なる民衆』に過ぎず、社会の一構成要素で

形式そのものの両方を見ることである。それによって

あって、歴史の過程に作用する力を持たない無力な素

ひいては現実が演劇的に見られ、その演劇からの現実

材であり、精神的な世界において二次的な因子に過ぎ

への見返しが現実の批判に至る。求められているのは

xvi

ないことを自覚させる社会学的な力を持っている」

むしろその嘲笑の積極的な受容である。これは観衆が

という。
『作者を探す六人の登場人物』はそうした力

おこなう限りにおいては、現実の批判の受容が観衆自

を「演劇的虚構を虚構そのものとして前面に押し出し

身への自己批判へもつながっている。喜劇の受容が、

てくる」 ことにより行使する。「伝統的な演劇は、そ

そこに込められた何かしらの批判の度合いが強いほど、

の登場人物の中に現実の人間を見、その登場人物が行

それを快感へと変換できるような受け手の余裕を必要

なう大げさな動作に『人間』ドラマの表現を見ること

とするのはそうした点にある。

xvii

を、
われわれに期待した」が、ピランデッロの場合、
「登

このようなメタ演劇的な側面は、先の繰り返しにな

場人物そのものに、つまり、観念、もしくは、純然た

『修道士の戯曲』や『ゴドーを待ちながら』に
るが、

る図式としての登場人物に、われわれの興味をひきつ

も備わっているものであり、これが観客にむけた批判

けることに成功しているのである」 というのがオル

を顕在化し得る。そうした批判を表現することができ

テガの評である。かいつまんでいえば、この登場人物

るのは作品が演劇・虚構であることを自己開示し、観

たちは人間／役割という二重化された形象であり、役

客の存在を作品が意識するという構図のもとに成立す

割の方に強調が加えられているのである。

る（繰り返しになるが、観衆は舞台に対して受動的で

xviii

オルテガはいわゆる「非人間化された芸術」は喜劇

あり、作品側・舞台側から観衆を意識しないと、演劇

的であるとするが、それは重要な一側面の強調であ

が生み出す観衆と役者（戯曲・上演作品）の関係性を

る。本文で扱っているに作品は悲劇的側面を強調する

浮かび上がらせることができない。おそらく、観客席

ことも可能であり、むしろ悲劇の受容と喜劇によるそ

から誰かが舞台に参加しようとすれば、ひんしゅくを

の拒絶の混在というのも考慮に入れる必要がある。つ

買い、追い出されるだけである）
。そして、この作品

まり、ヴラジーミルとエストラゴンの置かれた状況か

が虚構性を前景化すること（あるいは内容と形式を区

ら汲み取られる絶望的・悲劇的イメージや死刑判決を

別せず内容化すること）は現実的な内容を虚構として

受けたカネカが置かれた同様の状況というのが、作品

比喩化・寓話化するという枠組みも提供している。つ

の喜劇的ひいては批判的なイメージと、表裏一体では

まり、作品内の現実的・一般的な内容を文学・文化的

なく、両方同時的に見せているのである。少なくとも、

用語（ここでは特に演劇に関する語彙）と結びつけて

『ゴドーを待ちながら』の副題「二幕の悲喜劇（トラ

表すのである。

ジコメディ）」はそうした両義性を示していると考え
られるだろう。しかし、端的に言えばオルテガのいう
メタ演劇としての側面を見るときには、やはり、作品
がもたらす喜劇的なものを求めることになる。そのた
め、慣例的に人間的なドラマをこうした劇に求めれば、
上演作品はそうした態度を嘲笑することになる。ここ

Ⅱ．
1．
2．公開処刑とカーニバルの
イメージ
カブラルの『修道士の戯曲』ではカネカの公開処刑
が演劇としての相貌を帯びてくることが台詞のなかで
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暴かれる。台詞に含まれる「人物」
（personagem）の

おり、これによって公開処刑は演劇の容貌を帯びてく

語には演劇における登場人物（役割）の意が含まれて

る。

―O Brigadeiro Lima e Silva
jamais viria abrir a festa.

―旅団長リマ・イ・シウバは
もはや祭を開きには来るまい。

―Quem é então o personagem
por quem todo esse mundo espera?

―その全員が待っている
登場人物はそれなら誰なんだ？

―É mais do que um personagem:
é a outra metade da festa.

―登場人物以上の人だ。
つまり祭のもう半分なのだ。

―É o carrasco que se não vem
não se enforcará o Caneca.

―死刑執行人だ もし来なければ
カネカが絞首刑に処されないのはxix。

ここで語られているリマ・イ・シウバはフランシス

フーコーが示しているように、公開処刑は文字通り

コ・デ・リマ・イ・シウバ（Francisco de Lima e Silva,

公での再現によって最大の効果をあげるのであり、国

1785-1853）である。彼はブラジルの著名な軍人ルイス・

家主権（ここでは皇帝）はその執行によって自らの権

ア ル ヴ ェ ス・ デ・ リ マ・ イ・ シ ウ バ（Luís Alves de

力を可視化し、傷つけられた主権者の国家体制が回復・

Lima e Silva, 1803-1880）、後のデューク・デ・カシア

修復・再生したことを多くの人々に印象づける。安定・

ス（カシアス公爵） の父にあたる人物で、後に皇帝

平和などのための秩序は自らの正統性を誇示し、他の

ペドロ一世を追放する流れに与し、政治的に有力な家

存在を退け、否定する。しかし、公開処刑では、君主

系を築いている。公開処刑が題目だとすればその重要

の恐るべき権力だけが示されることだけが望まれるが、

な登場人物の一人は死刑執行人である。処刑に関して

カーニバル的な現象が生じる場合もある。つまり、規

いえば、有名なリマ・イ・シウバ以上に無名の死刑執

則が転覆し、権威が嘲られ、罪人が英雄へと変貌する

行人の方が重要な人物であるというのは軍の権威への

ということであるxxi。そうした公開処刑に混じるカー

皮肉である。つまり、この祭はこの死刑執行人と死刑

ニバルのイメージの様子は、カネカの公開処刑では次

囚カネカの二者を核としているのであり、軍隊の重要

のように語られる。

XX

性は貶められているのである。
―A procissão é um espetáculo
como o Carnaval mais aceso.

―祭礼行列は見世物だ
最高潮のカーニバルのように。

―Não há música, é bem verdade,
Ainda não se inventou o frevo.

―音楽はない、まさに本当のことだ、
まだフレヴォは開発されていなかった。

―Mas no cortejo que assistimos
há mais luxo do que respeito.

―しかし我々の見ている行列には
敬意以上に奢侈があるのだ。

―Querem ver o réu, mas de cima,
é atração pelo que faz medo.

―被告人を見たいのだ、ただし上からだ、
恐怖を抱かせるものへの好奇だxxii。

公開処刑の参加者・傍観者である民衆がその皇帝の

この見世物の中心は被告人のカネカであり、下からだ

権力を再現する儀式にカーニバルを見ている。そして、

けでなく上からの視線も彼に集中することになる。そ
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―各々が自分のカーニバルを上演し、
広場で自由になり、足枷はない。
各々が自分の方向に従う
彼らを連結するものは何もないxxiii。

―Cada um monta seu Carnaval,
solto na praça, sem entraves.
Cada um segue pelo seu lado
e nada mais há que os engate.
こで、多くの人々が憐みや残酷さを共に覚えるときには、

ことである。バフチンの場合、カーニバルは純粋に民

罪人は一転して英雄的な存在に変わり得るのである。

衆的である祝祭を指していて、民衆にとっての統治者

また、演じるものとしてのカーニバルのイメージも

たちの儀式が組み込まれるとき、民衆が統治者の上に
立つ転覆が実現しないために、それはカーニバルでは

別の箇所にあらわれる。
足枷に象徴される既存の規則からの一時的な解放

なくなるとされている。民衆に焦点を合わせれば、た

（そしてその後に来る規則の自由な適用）
としてのカー

とえカーニバルにおいて民衆と統治者が互いに優位を

ニバルは公開処刑が受刑者の身体を通じて、文字通り、

争っていても、転覆の可能性は残っている。ここでは

体現しようとする秩序には反する現象である。ここで

このように、バフチン的に民衆による転覆作用だけ強

は、処刑という拘束と〈死〉の儀式とは逆のカーニバ

調するのではなく、民衆と統治者との関係を描くため

ルという解放と〈生〉の祝祭が、そのコントラストに

にもカーニバルのイメージが用いられているのであ

よって、規則の転覆を示しているということができる。

る。そして、この作品では、歴史的に期間としての

各人が自分の基準に従い動き、足枷もなく広場で自由

カーニバルが複数の集団的行為を包括していたよう

になるというのはそうした状況にほかならない。バフ

に、それらの集団的行為がカネカの公開処刑という催

チンが書くように「カーニバルでは全員が主役であり、

しに包括されているのであり、そこで複雑に権力関係

全員がカーニバルという劇の登場人物である」 なら

が展開する。さらには、そうした関係は演劇の比喩で

ば、その共通の枠組みのなかに統一的な秩序はなくな

虚構性を暴かれ、統治の戯画化や民衆＝観衆の順応主

る。仮にフレヴォのようなカーニバルの一形式が生み

義批判につながっていくのである。権力の批判は皇帝

出されても、その形式が大幅な自由を許すならば、主

つまり命 令 に限られるのではなく、それに応じ従う

役の乱立する舞台に厳然たる秩序を築くことは難しい。

者を含めてなされる。そして、その「作家」に関わる

また、植民地時代の初期ではカーニバルの期間は先

権威主義、軍事独裁的なカウディリズモ、演劇におけ

住民の教化と統治のための権威の誇示がおこなわれて

る舞台なる権威と従順な観衆、宗主国と植民地のよう

いたという 。つまり、ブラジルのカーニバルは歴史

な基盤的な統治形式のイメージに対してカネカの求め

的には統治のための儀式、民衆の祭、宗教的儀式は集

るラディカルな変化である主体的に政治に参画する市

団的な行為として未分化の状態にあって、期間として

民の民主主義、国民主権というイデオロギーが配置さ

のカーニバルにその根を持ち得たのであり、それは同

れるのである。

xxiv

xxv

じく民衆と統治者の関係を含んでいるのである。その
より広く包括的な意味におけるカーニバルでは、民衆
は統治の対象であり、祭の主体であり、儀式の参加者

Ⅱ．
1．
3．軍隊と民衆の信仰

にもなる。カブラルの作品における公開処刑はカーニ

この作品において、兵士は守護者／略奪者の対照的

バルのイメージと混ざりまさにこのような複合的な権

なイメージを同時に示している。この類型的な人物は

力関係のイメージを形成しているのである。

従順な身体を表現し、従うべき権威・秩序を指し示す。

ここで断っておかなければならないのは、このカー
ニバルはバフチンの規定からは若干外れているという

そして、戦闘とその結果としての勝利によって秩序を
守り、守護者としてのイメージを有するようになる。
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しかし、その一方で、戦闘は場合によっては政治的に

盟という共和国のイメージの対置は一極支配を二分化

合法化された暴力となり、略奪者のイメージが兵士に

し相対化する。領土の全てが皇帝のものであるという

備わることにもなる。作中では、カネカらによるノル

前提が疑わしいものに見えるようになっているのであ

デスチの分離主義的傾向を秩序に反する領土要求と見

る。いってみれば、領土は保全されているのか強奪さ

なし秩序の維持という形で皇帝の領土所有が主張され

れているのかという決定的な判断は作品の枠内では下

る際に、守護者／略奪者の二重のイメージがあらわれ

せなくなっているということである。

ている。リオの宮廷を中心とする南部の正統性の陰に

こうしたある意味矛盾した兵士のイメージは作中で

は独断が隠されており、その正統性は作品において北

権威を失墜させられている場面に置かれている。例え

部の視点から相対化され絶対的ではなくなる。南のリ

ば、先に示した組織的な軍隊と集団的なカーニバルの

オを中心とするポルトガル王家によるブラジル帝国と

対比のなかで、二人の将校は権威への不敬・嘲弄を覚

北のレシフェを中心とするクリオーリョによる赤道連

えている。

―Pois creio que esperar ainda
é coisa de todo impossível.
A gente que aguarda na praça
pode ser barril explosivo.

―それで思うんだがまだ待ってみても
全くどうしようもないのではないか。
広場で待っている者たちは
爆発する樽になり得るのだ。

―Uma autoridade não pode
deixar-se assim desacatar,
ainda menos por réus de morte,
mortos, que não querem matar.

―権威というのはそのように
礼を欠かれたままではいられない、
殺したがらない、死刑囚たち、
死者たちによってならなおさらだxxvi。

この会話はカネカの絞首刑が死刑執行人に選ばれた

し出す。その囚人にそれほどの力を与えているのは聖

アゴスチーニョ・ヴィエイラという黒人の命令拒否で

母マリアが天から舞い降りカネカを助けるという話で

中断した状況を踏まえている。本来ならば、実際カネ

ある。将校が馬鹿げた話だと考える迷信が実際に囚人

カが生きていた帝政期のブラジルは奴隷制がまだ敷か

たちに影響を及ぼし、誰も死刑執行人という皇帝が割

れており、黒人の社会的地位は支配階級に比べれば相

り振った役を引き受けなくなる。支配者の台本は変更

当に低い。その上、このアゴスチーニョ・ヴィエイラ

を余儀なくされる。すでにカネカは聖職位剥奪の儀式

は犯罪者として投獄されており、その点でも彼の社会

を通じて教会から破門されたにもかかわらず、キリス

的な立ち位置は低く、最高の権力者である皇帝との差

ト教的な信仰／迷信が信者を通じて彼に働きかけるの

は天と地ほどひらいている。それにもかかわらず、ほ

である。ここにキリストに似た像を垣間見ることはお

かならぬ皇帝の命令であるカネカの死刑執行は敬虔な

そらく全く妥当性を欠いているとは言えないだろう。

黒人によって覆されてしまっている。『修道士の戯曲』

公開処刑において、場合によって罪人がその罪の範疇

における力関係の転覆の最たるものはこれである。

を超えて聖人めいてくることはフーコーも記している

処刑の失敗は皇帝とその配下の軍の不手際と映り、
他方では一瞬ながらも一囚人を最高権力の命令に背く

ところである。こうした文脈では、受刑者を通じて主
権がその力を公衆の面前で誇示できない。

最大の反逆者あるいは民衆の指導者の救い手として映
―Que passa com o outro ator
que nos deixa todos na espera?

―私たち全員を待たせっぱなしにしてる
もうひとりの役者に何があった？

―O outro personagem, o carrasco,
não aceita o papel, se nega.

―もうひとりの登場人物、処刑人は、
役割を引き受けず、拒絶しているxxvii。
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皇帝を中心とする国家が描いた公開処刑のシナリオ

衆＝観衆の置かれている状況を見ることを促すという

は一地域の民衆がカネカから生み出した挿話によって

わけである。ある意味、作品はその外に位置する観衆

書き換えられることになるのである。皇帝の劇場に

をもその内部に引き込んでいるともいえる。それが実

とって重要な登場人物である死刑執行人の不在は上演

現するのは上演においてであり、そのとき作品は観衆

のクライマックスを台無しにする。滞りなく処刑を演

の従うべき権力であると同時に、批判すべき権威とな

劇的に果たすことで政治的な操作を実現することが望

るのである。

まれるなかでそのような事態に陥ることは、国家の威
信さえ揺るがし、再び反乱の決起を与えることになり
かねない。先の将校の会話のように、公開処刑におい

Ⅱ．
2．
『ゴドーを待ちながら』

て観衆となる民衆は爆発を抑えなければならない樽・

一方、ベケットの『ゴドーを待ちながら』もまた同

鎮火されなければならない残り火なのである。軍事パ

様の関係性をもたらし得る作品である。つまり、作品

レードのような厳然たる進行によって、皇帝とその軍

が演劇であることを自ら暴き、作品ひいては演劇とい

は秩序を回復しなければならないという強迫観念がそ

う形式を作品の内容として、そして作品の内容によっ

こには生じる。作中において、軍人が一貫してカネカ

て自己言及させるというものが一つ挙げられる。この

の処刑を目標に動いていることがその強迫観念を具体

メタ演劇の方法を表しているとされるのが冒頭のエス

化するのである。しかし、その目的が円滑に実現へと

トラゴンの台詞である「どうにもならん」
（Nothing to

至らないことが劇中で欠陥として暴かれると、皇帝が

be done）xxviiiである。靴を脱ごうとするが何もできない、

再現しようとする「恐怖の劇場」は一転して嘲笑の的

それと同時に演じられるべきことは何もないという二

と化すことになる。

重の意味がここでは示されている。これと同じ台詞は

こうした不在の皇帝と軍隊や民衆といった諸々の勢

ヴラジーミルによっても繰り返される。さらに、ト書

力・関係のなかでカネカは孤立しており、民衆にむけ

きにはヴラジーミルが言葉を探すという指示もあり、

た言葉さえ奪われ、彼の言葉は彼自身のなかで自己完

彼には（ひいては彼らには）語るべき言葉がないとい

結する（彼の独白を聞き入れる者がいるとすれば作品

う状況が示される。つまり、演じることがない（役割

外の観衆である。ただ、その観衆と似た状況を際立

がない）ために語る言葉も、淀みなく流暢にというわ

出せている作品内の民衆にカネカの言葉は届かない）
。

けにはいかず、自分で模索しなければならない。彼ら

その孤立が浮かび上がらせるのは虚構めいた権力関係

（エストラゴンとヴラジーミル）は演劇がないことを

＝作品と、それに対してただ順応する民衆＝観衆の状

演じる役割なのである。ベケットの戯曲が反演劇と評

況である。言い換えれば、演劇という形式を演劇的な

される一因はこうした点に指摘することができる。ゴ

国家の政治・権力行使の戯画化に利用することで、加

ドーを待つという一点にあらゆる行為は消失してしま

えて作品外の観衆の状況も作品内の関係に組み込むの

う。そして、この演劇がないことを演じることは始め

である。作品の現実的・歴史的内容に演劇という比喩

から終わりまで一貫し、筋はなく点の戯曲となるので

が加えられることで、現実と虚構の関係としての作品

ある。また、ようやく靴を脱ぐことができたエストラ

が再現され、それによって作品内に再現される劇場と

ゴンがそのなかに何かを探す際に次のような会話があ

作品外に存在する劇場とが相互の状況を教え合い、民

る。

Estragon Nothing.
Vladimir Show.
Estragon Thereʼs nothing to show.

エストラゴン
ヴラジーミル
エストラゴン

何もない。
見 せてみろ。
見せるもんはないよxxix。
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（…）エストラゴン、舞台中央に動き、観客席にむ
[

ストラゴンに見せるようにと命令するが、その命令は

けて背を傾ける。]

エストラゴンの返事によって意味を失っている。この

エストラゴン

show という言葉にもまた演劇的な含みがある。何に

にむかって進み、観客席を眺めつつ身体を傾ける。]

せよ、演劇は舞台で何かを見せることにより成立する

いいところだ。[ 向きを変え、前方

すばらしいお客さんたちだ。
（…）xxxi

わけだが、見せるものがないとなればショーは不成立
ということになる。

また、ヴラジーミルの台詞でも同じ関係を意識させ

ゴドーの不在にしても同様である。エストラゴンも

るものがある。

ヴラジーミルもゴドーが来るのを待っており、観衆も
彼らと同じくゴドーを待っている。しかし、ゴドーは

Vladimir All the same...that tree...[turning towards

結局来ない。演じることが何もない二人が何か見せる

auditorium] that bog...

ものもないということは、この作品には何もないとい
うことであり、それゆえにゴドーも不在のままという

ヴラジーミル

形で、演劇がないことを一貫して示している。そうだ

の方を向き ]

全部同じだ……あの木……[ 観客席
あの沼地……xxxii。

とすると、エストラゴンの「何も起きない、誰も来な
い、誰も去らない、ひどいもんだ！」
（Nothing hap-

ここで注目すべきなのはエストラゴンとヴラジーミ

pens, nobody comes, nobody goes, itʼs awful!） という台

ルによる観客の評価が差異を示していることである。

詞は作品が基礎とする状況を要約していることになる。

ヴラジーミルが観客席を比喩的に沼地と見なすのはそ

この彼らの置かれている状況への非難は作品自体の非

の停滞状態を指摘するメタファーと考えることができ

難も射程に入れている。そして、そうした状況に置か

る。オルテガがピランデッロの戯曲に見た民衆の無力

れている彼らの苛立ちはおそらくは観衆の苛立ちでも

『修道士の戯曲』における民衆＝観
さを暴く仕組み、

あろう。カブラルの『修道士の戯曲』における民衆＝

衆の構図を間接的に浮かび上がらせる仕掛けのように、

観衆の構図がその不活発さを暴く鏡のように機能して

ここでは観客席を意識するという動作指示による明確

いるとすれば、エストラゴンとヴラジーミルによって

な形式とそこに加えられる表現が観衆の不活発さを指

ゴドーを待つことに巻き込まれる観衆は同様に作品へ

摘するのである。そして、これは同時に作品に縛り付

の苛立ちひいては不活発な自らへの苛立ちを覚えるこ

けられている二人とやはり上演されている作品に縛ら

とになるだろう。観衆もまた彼らの上演を鑑賞するこ

れている観衆が同様の状況にあることも明らかにして

とでゴドーとの関係に縛られるのである。

いる。つまり、作品に関わる者は全員ゴドーを待つの

xxx

である。彼らの台詞に従うなら、舞台である「ここで

Ⅱ．2．1．観客の指し示しと停滞の比喩

する（演じる）ことは何もない」のであり、
「他のど
こであっても」状況は変わらない。
「する（演じる）

彼ら（作品内）と観衆（作品外）とが結んでいる関

必要があるのはここで待つことだけ」ということであ

係が前景化されるのは、例えば、次の台詞と動作である。

る。
「待つ」ということは何かに期待しているという
点では積極的な意味を持ち得るが、他方では主体性を

[(...) Estragon moves to center, halts with his back to

欠き、消極的で受動的な態度を表すため、肯定と否定

auditorium.]

が同居する行為であり『修道士の戯曲』における待機

Estragon Charming spot.[He turns, advances to front,

の状態のように矛盾した状況をよく表しているといえ

halts facing auditorium.] Inspiring prospects. (...)

る。この一点に、状況を打開しようとする作用とその
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状況に抑えつける作用が拮抗する。ゴドーが来れば救

う称号だけが、現場には立ち会わず不在であるにも関

われ、さもなければ木に首をくくっての〈死〉という

わらず、諸々の勢力に働きかけカネカを被告人として

のは二幕の最後で開示されるその拮抗状態が具体化し

関係のなかに縛りつけ、フーコーの書くように彼の身

たものと見ることができる。

体を通じて権力を表現しようとしている。ゴドーにし

こうした状況をもたらすゴドーが何者であるのか、

ても皇帝にしても、言葉だけで人々を強制的に関係に

何であるのかという問いは無数の解釈を生むことにな

縛りつけ支配するという点で力を行使していることに

る。その不在を通じて感知される存在が結局は曖昧で

なる。ヴラジーミルがエストラゴンの去ろうとするの

あることがその原因である。そうした無数に生じ得る

を禁じ、ゴドーの名を口にして自らと共に理解不能な

解釈からいずれかを選択することで意味を汲み取るこ

状況に留めておくように、例えばカネカを取り巻く民

とも可能だが、他方でその無数にあるため一つに定め

衆は彼の罪を許す皇帝の見えない力を期待し続ける。

難い意味は理解不能な状況として捉えることもでき

ゴドーという言葉はヴラジーミルとエストラゴンに

る。一つの意味を定めても、その瞬間にまた別の意味

過剰な力を及ぼしているが、ポッツォとラッキーに

が生まれ、それが延々と繰り返されるとき、ゴドーは

とってはそれほど力を発揮していない（ただ、後者の

何者であるのかというその全貌が明かされることはな

ペアもまたゴドーを待つ二人に縛られている）
。ラッ

い。むしろ、このベケットの作品が試みようとするの

キーは言葉を持たず考えることもなく（少なくとも彼

は反演劇的であることによる演劇そのものの問い直し

自身の考えをほのめかす要素は作品内には見出せな

や、そうした形式を通じて理解不能な状況とそこに置

い）
、ポッツォはゴドーという名前を聞いてもうろ覚

かれ繋がれた人たちの関係を批判的に問うということ

えで言い間違いをする（ゴダン・ゴデー・ゴドーと

であろう。『修道士の戯曲』は理解不能ではないにし

語られる）
。そうした態度により、ポッツォにとって、

ても複雑な関係性に縛られた人たちを演劇という自ら

その名前が重要ではないことがわかる。

から発し自らに向ける比喩を通じて批判的に問うとい

逆にヴラジーミルとエストラゴンにとってポッツォ

う点で『ゴドーを待ちながら』と似ている。さらにい

の名前は重要な意味をなさない。ポッツォは第一幕で

うと、
『修道士の戯曲』がもたらす作品内と作品外と

自らの権威を示すが、二人にとってその名前自体は権

の関係は主にメタファー（民衆＝観衆）という形で表

威として映らない。後にエストラゴンがポッツォの施

されるが、『ゴドーを待ちながら』の場合は主に作品

しを受けることで権威が示されるが、それは物の贈与

内と作品外の隣接関係いわばメトニミーという形で表

によるもので名前が権威となっているわけではない。

されることになる（舞台が観客席を意識するため舞台

こうした登場人物の間で言葉が持つ意味の違いという

と観客席の区別がある）。

要素は先の『修道士の戯曲』にも見られるものである。
ある意味、言葉の関係のなかに閉じ込められた状態

Ⅱ．2．2．支配力をもつ言葉としてのゴドー

でもあるヴラジーミルとエストラゴンはその状況から
脱け出そうとするために、待ちつつも何かをしよう

まさに不条理というほかないが、その実在が前提と

と（演じようと）する。ヴラジーミルもエストラゴン

されているが不在であるゴドーは、まるで人々が暗黙

も自らの状況をキリストと共に処刑されることになっ

のうちに了解する規則のように、作品を支配している。

ていた二人の盗人に重ねたり、エストラゴンが自らの

ヴラジーミルとエストラゴンだけでなく、ポッツォと

境遇をキリストに重ねてきたと語る件があったりする。

ラッキーも同じ状況に置かれていることに変わりない。

また、ポッツォとラッキーを演じようとすることもあ

二つのペアの違いはゴドーを意識しているかどうかの

り、彼らは何とかして自らの状況を変えようとする。

違いである。『修道士の戯曲』においては、皇帝とい

しかし、二人が行うことは模倣にすぎず、自主性を欠
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く上に状況を変えられるわけでもない。結局、キリス

的にいえば、この作品が一解釈としてブラジルにおけ

トの慈悲をあてにするように、彼らはゴドーが来て救

る繰り返されてきた類型的な権力関係を教え、演劇と

われるか〈死〉かのあり得るが不確定の事柄に挟まれ、

いう比喩によって一般化された権力とそれに従順な

〈死〉を選ぼうとしても失敗し、結果として待つこと

人々の関係も同時に教えるということである。他方、

を継続することになる。そして、「行こうか？」
、
「行

『ゴドーを待ちながら』はその作品自体が、文学史的

こう」という台詞が口にされるにもかかわらず、彼ら

な位置付けからも明らかなように、演劇そのものの問

は動かない。この発せられる言葉と実際の行動の不一

い直しという意図のもとに書かれており、そのメタ演

致は、関係に閉じ込められ身動きできない彼らの状況

劇としての作品は自らのジャンルを批判し、その批判

を何よりも物語っているといえる。同様に、カネカや

の範囲を観衆にまで広げる挑発的なものである。しか

民衆もまた身動きできない状況にあるが、カネカはあ

し、こうした一般的な枠組みのなかで、内容として扱

る意味暴力的に身体を拘束されている一方、民衆は行

われるのは受難のキリストなどの聖書由来の題材であ

動し得るにもかかわらず自ら行動に踏み切ることはな

ることを考慮すると、ベケットのこの作品をある意味

い。

ではキリスト教文化圏としてのヨーロッパを具体的な
文脈に位置づけることを可能にしているといえる。し

おわりに

かし、ここまで見てきたように、両作品は、それぞれ
の文脈に限らず、互いに問われ得る「欠陥ある劇場」

ここまで見てきたように、カブラルの『修道士の戯

を同様に示しているのであり、その点に限れば両作品

曲』とベケットの『ゴドーを待ちながら』は、登場人

が地域の違いによって隔てられるわけではないといえ

物の置かれる紛糾した関係性とそれによる停滞状況を、

る。このように考えれば、ベケット的な不条理をブラ

作品内容と作品外を関連づける形式によって教えてい

ジルにおいて考えること、カブラル的な皇帝の具体的

る。その際、
「崇高で権威あるべき」作品の上演は「欠

な専制をヨーロッパにおいて考えることは全く見当は

陥のある劇場」の上演という傾向を色濃くする。作品

ずれということにはならないであろう。

の上演が権威あるものとして再現されず、欠陥のある

いずれにしても、上演・再現がそれ自体批判に繋が

形で再現されることで前提とされる上演の権威は崩れ

るために、こうした点を強調するならば観衆にとって

「欠
る。それによって続いて期待されるのは、そうした

作品は心地よいものにはならない。これらの作品から

陥のある」権威に従う観衆の欠陥を自覚させるという

どのような意味を汲み取るかによって、観衆の反応は

効果である。

例えば拍手か罵声に分かれるだろう。悲劇的側面に重

そして、こうした上演作品と作品外との関係には相

点を置けば前者であろう。喜劇的側面に重点を置けば

互に批判が生じることになる。作品の細部においても

後者である。本稿では、喜劇的側面を強調してきたが、

あらわれる喜劇的な欠如や失敗の再現は作品に批判的

この場合には作品はそれを受容する者を苛立たせるこ

な意味合いをもたらし、そのもたらされた意味合いが

とになる。このような、あえて孤立しようとする文学

作品内から作品外にも及ぶことで批判は観衆の自己批

作品はあり得る不快さのためにあまり読まれない（あ

判さえ促し得るのである。『修道士の戯曲』の場合は

るいは再現されない）可能性が大いにあるが、そうし

観衆の受動的な状態にむけられる批判（あるいは観衆

た消極的な結果の危険をあえて引き受けている作品ほ

の自発的な自己批判）は強大な権力に従順な民衆とい

ど教えるものを多分に含んでいるのではないだろうか。

う政治的な文脈にも繋がり、公開処刑という国家全体

全くの私見だが、快いものばかりを提供するのではな

のなかの対立を縮約した題材は広くはブラジルの政治

く、それとは反対の役割を引き受けることこそ文学に

的状況の文学的解釈としての文脈にも繋がり得る。端

求められていることではないだろうか。本稿で取り上
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げた二つの作品もまた悲劇として受容するのではなく、

されているのではないか。ブレヒトの描くガリレイも

むしろそこに苛立ちを覚えるような自らの姿を見取り、

このように言っている。
「悲劇的に苦しむ人間ってや

それを変えていくある種の喜劇的な受け取り方が要求

つには退屈するな」xxxiii。
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注釈
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フレイ・カネカの題材について付言すると、当初は映画化してほしいとカブラルが映画製作者に直談判
したが、受け入れてもらえず、自ら戯曲として書いたと伝えられている。カブラルが執筆する際、モデ
ルにしたのはイギリスの詩人ディラン・トマスの放送劇（ラジオドラマ）
『ミルクウッドの下で』
（Under
M÷k Wood, 1953）とされている。本稿で扱っているカブラルの作品もトマスのこの作品も共に登場人物
の台詞がほとんどで、細かい指示を記したト書がなく、劇としても演出の幅は非常に広く、また映画に
するにしても大幅な自由が認められることになる。なお『ミルクウッドの下で』は映画化もされている。
Bosi, Alfredo, O Auto do frade: as vozes e a geometria In:Céu, inferno, (Duas Cidades, São Paulo, 2003).p.148. 参
照。民衆は「疑わしきものを指摘し、矛盾を先鋭化させつつ、ドラマを証言する人々」であるが、軍隊
らに危険視されてはいるもののカネカの処刑というドラマの進行を妨げることはない。さらにいえば、
そうした傍観する民衆を観衆がさらに傍観するという構図がそこに形成される。
Matta, Roberto da, Carnavais, malandros, e heróis: paraumasociologia do dilemma brasileiro, (Zahar, Rio de
Janeiro, 1983). p.141.
ブラジルの学者ロベルト・ダ・マッタによると、ある社会は危機に対峙しようとするが、また別の社
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会は危機を認識できないということがあるという。つまり、一方の社会にとって危機は何か正すべきも
のを示すが、別の社会ではそれが時代の終わり、天災（カタストロフィ）の兆候を表しているのである。
この著書において彼はブラジルを後者の社会と位置づけている。
『修道士の戯曲』も『ゴドーを待ちな
がら』も劇中における悲劇的状況（ある種のカタストロフィ・悲劇的な結末）の受容が見られる。レシフェ
の民衆は指導者の死を悲劇・
「リオからの災い」
（desgraça do Rio）として受け入れ、帽子をかぶった二
人の男はゴドーを待つという状況を否定しないで受け入れる。彼らによって現実は変えられず、彼らは
現実が変わるのを待ち、現状にそのまま順応するのである。
とりわけ、ブラジル北東部は危機を消極的に受容する傾向が顕著であるが、これは同地域が長年のあ
いだ慢性的な貧困にあり、強力な指導者なしには停滞状態から抜け出せないという状況に起因すると考
えられる。いってみれば、貧困はこの地域の狂信にも転ずる信仰あるいは救いへの期待という一種のエー
iv
v

v
vi
vii

トスを形成するのである。
ブレヒト、ベルトルト『ブレヒト戯曲全集第四巻』
（岩淵達治訳、未來社、1998 年）
。p.321.
アリストテレース・ホラーティウス『詩学・詩論』
（松本仁助・岡道男訳、岩波文庫、1997 年）の訳注
（pp.139-141.）を参照。カタルシスの語をめぐる解釈は様々な形でおこなわれてきたが、ここで示されて
いる説は、あわれみとおそれの感情を解放するための「医療行為における有害物質の瀉出（除去）にも
とづく」説とそれらの感情を倫理的に高める「倫理的浄化（教化）説」の二つである。少なくとも、こ
れらの目的が果たされるには悲劇の真摯な受容が求められる。さもなければ、治療的な効果も教化され
ることもないだろう。
同上、p.34.
同上、p.34.
同上、p.32. および、ミック、コンスタン『コメディア・デラルテ』
（梁木靖弘訳、未來社、1987 年）参照。
アリストテレスによると「喜劇は（…）比較的劣っている人たちを再現するものである」
。そしてそ
うした人たちは「苦痛もあたえず、
危害も加えない一種の欠陥」である「滑稽」という性質をもつという。
また、例えば 16 世紀のイタリア発祥とされ 18 世紀まで存続したというコメディア・デッラルテにあ
らわれる滑稽な下僕であるザンニが担う機能をモデルとするならば、滑稽な登場人物による効果は二つ
考えることが可能である。すなわち、笑われる（笑わせる）ことと笑うことである。ザンニはあけすけ
に自らの欠陥を強調する者と悪賢く相手の欠陥を指摘する者とに分けられる。これは道化の一種ともい
うべきこの類型的人物は自分を嘲笑の対象にするばかりでなく、他者を嘲笑の対象にすることもあると
いうことである。道化は自らが道化であるだけでなく、相手を道化にもするのであり、後者の機能が観

viii
ix
x

衆に直接的にしろ間接的にしろ影響を及ぼすのだとすれば、観衆もまた笑われる対象とされることを避
けられない。さらには、自らが道化としてふるまう人物も観衆と類似するなら、双方が鏡像関係を結び、
結局は共に笑いの対象となる。
しかし、その際、本稿の扱っている両作品はアリストテレスの説く苦痛を与えないという規定には沿っ
ていない。むしろ、これらの作品は見る者に遠回しに苦痛・苛立ちを与えるからである。この効果は見
る者が欠陥のある道化にされてしまうことによる。ただ、それを苦痛としてではなく、フロイトの説く
ユーモアのように快感に変え、受け入れることができれば理想的だと思われる。
ベケット、サミュエル『ゴドーを待ちながら』
（ベスト・オブ・ベケット 1、安藤信也・高橋康也訳、白
水社、1990 年）。p.172.
同上、p.172.
ブラジル北東部（ノルデスチ）では、特定の人物と人々がもつキリスト教への信仰心が結びつき英雄的
人物を生むといういくつかの社会現象が確認される。最も著名なのはバイーア州のカヌードス村にあら
われたアントニオ・コンセリェイロである。また、シセロ神父もノルデスチの英雄と見られる人物であ
る。このような人々が救いとなる英雄を辛抱強く待つという傾向（エートス）はセバスティアニズモ（セ
バスティアン信仰）と呼ばれるものに類しており、ポルトガルから受け継がれた気質だともいわれてい
る。これはポルトガルの王セバスティアンがアルカセルキビールの戦いで死亡したということが不確か
なものとなり、彼が生存しているという説を生み、いずれは祖国に帰還し危機に瀕したポルトガルを救
うであろうという考えに至ったというものである（例えば、ポルトガル人の性格について、ジルベルト・
フレイレはポルトガルの作家エッサ・デ・ケイロスの作品から「英雄が現われたりする日まで身を縮め
ている」という一節を引用している）
。この英雄への期待の大きさは、ポルトガルにおいてもブラジル
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においても、強力な権力・権威主義的体制・独裁の温床であるという見方もされ得る。以下、オランダ、
セルジオ・ブアルキ・デ『真心と冒険』
（池上岑夫訳、新世界社、1971 年）p.15. 参照。
「従順さ」はポ
ルトガル人にとって「唯一の真に強力な政治原理であった」
。
「命令を下したいという気持ちと命令を実
行しようという気持ちとは、共に彼らに特有な性格である。独裁政治と宗教裁判はアナーキーと無秩序
への性向と同じように彼らの性格の典型な側面となっているようである。彼らの考えでは、非常な権力
集中や従順さに基づく規律の他にはいかなる種類の規律も全く考えられないのである」
。彼によると、
ブラジルとポルトガルは強い伝統で結びついているとされ、このような性格をブラジルも受け継いでい
ると考えられている。また、彼の指摘では従順さはポルトガルで強調されていた個人の独立性と結びつ
いているという。つまり、これらの二項は互いに独立しているというより、互いに支え合う要素だとい
xi
xii
xiii

xiv

うことである。
諸説あるなかの「英語の God にフランス語の愛称的縮小辞 -ot をつけたもの（…）という解釈」
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