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     はじめに‐東京国際芸術祭 中東シリーズの 4年を振り返る 

 

これまで東京国際芸術祭では、国際交流基金との共催のもと、2004 年から継続して中東地域の演

劇・ダンス作品を世界に先駆けて紹介して参りました。また、2 度目の招聘を行うアーティストに関して

は、カンパニーや世界の劇場・フェスティバルとの国際共同製作に取り組み、東京から新しい作品を

世に送り出してきました。これらの作品はその後も世界の劇場やフェスティバルへ招待され、中東地

域の特殊な政治・社会状況を反映した批評性の高い作品として、世界の演劇界から高い評価を獲得

してきました。この反響の大きさのため、当初 3 年を予定していた同シリーズは 1 年延長され、2007

年に一応の最終回を迎えます。 

 

中東シリーズの最終回を飾るのは、レバノンの鬼才ラビア・ムルエの新作・世界初演、そしてチュニジ

アの巨匠ファーデル・ジャイビの最新作です。アラブ演劇の創世記を築いたジャイビと、演劇表現の新

たな地平を探る新世代ムルエは、ともに東京でどのような作品を私たちに問いかけるのでしょうか？ 

日本のみならず、世界の大きな期待と注目が寄せられています。 

 

国際政治のさまざまな矛盾が凝縮され人々が翻弄され続ける「混迷の中東」において、アートは何を

どのように表象し、社会の中に顕在化させることが可能なのか？ この大きな問いに果敢に挑み続け

るアーティストの批評性と志の高さ、そして妥協ない創造活動の継続に、私たちは心から敬意を払い、

そのクリエーションのパートナーであったことを誇りに思います。しかし、彼らの切実な願いに反比例

するかのように、この 4年間、中東地域の情勢はさらなる混迷の度合いを深め、アーティストの創造活

動を巡る環境は厳しさを増す一方です。芸術家が社会に向けて発する警鐘の響きは爆音にかき消さ

れ、さらなる暴力と無力感が中東を支配しています。中東シリーズで紹介してきた多くの作品が予言し

た、どこにも出口のない最悪の結末に向かって、世界は突き進んでいるのでしょうか。 

 

私たちはこれからも、この 4 年間中東のアーティストたちと築いてきた強いネットワークを保ち続けな

がら、芸術のもつ力を信じ、新しいダイアローグの展開を模索していきたいと考えています。 

 

東京国際芸術祭‐中東シリーズのあゆみ 

実施年 国名 タイトル  カンパニー／演出家 

クウェート アル・ハムレット・サミット 【世界初演】   スレイマン・アルバッサーム・シアター 

レバノン BIOKHRAPHIA-ビオハラフィア ラビア・ムルエ＆リナ・サーネー  

2004年 

パレスチナ アライブ・フロム・パレスチア‐占領下の物語 アルカサバ・シアター   

パレスチナ 壁‐占領下の物語 II  【世界初演】   アルカサバ・シアター   2005年 

チュニジア ジュヌン‐狂気 ファミリア・プロダクション  

クウェート カリラ・ワ・ディムナ‐王子たちの鏡 【世界初演】   スレイマン・アルバッサーム・シアター 2006年 

イスラエル ストロベリークリームと火薬 ヤスミン・ゴデール 

レバノン 新作・世界初演（タイトル未定） 【世界初演】   ラビア・ムルエ 2007年 

チュニジア 囚われの身体たち ファミリア・プロダクション 
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 作品‐『囚われの身体たち』 

 
05 年『ジュヌン―狂気』で日本の観客を圧倒したアラブ演劇の巨匠、 

チュニジア人演出家ファーデル・ジャイビによる衝撃の最新作。 

身体とことばの圧倒的な存在感が光る、静かなる「抵抗の演劇」。 

 

かつて自由と解放を求めて戦ったリベラルな親世代と、未来に希望がもてず鬱屈する若

者世代の葛藤を軸に、９．１１以降イスラーム世界で進行する若者のイスラーム回帰現象

と、世界中に蔓延する若者たちのアイデンティティ危機を鋭く暗示する問題作。そして観

るものを震撼させる、衝撃の結末。そこには、チュニジア建国 50 年を経てなお消えない

無数の「囚われの身体たち」が浮かび上がる・・・。照明と音楽によって緻密に練り上げら

れた美しい舞台空間の中に、演劇の原点を問うような、身体とことばの圧倒的な存在感

が光る。06 年パリ・オデオン座での世界初演で大絶賛を浴びた話題作！ 

 

ストーリー 
左翼活動家の両親のもとリベラルな価値観の中に育ったアマル。だが9.11の直後、留学先のフランス

で唯一神アッラーを見出し、厳格なイスラーム教徒となる。そして帰国から一年後の2005年11月11日。

ルームメイトの若い女教師が、職場の高校の中庭に掲げられていた国旗の下で、自爆テロともとれる

謎の自殺を決行する。アマルやその友人たちは、この不可解な自殺事件の重要参考人として国家当

局の激しい尋問にさらされる。一方アマルの変貌に戸惑う母マリアムは、かつて夫を拷問した尋問官

に再会、喉頭癌を患い今はもうしゃべることもできないアマルの父の壮絶な過去が明らかになる。や

がて国家権力による激しい拷問の果てに迎える衝撃の結末とは・・・。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
＊＊＊プレス評＊＊＊ 
 

飾り気のない舞台に、俳優たちの肉体が空間を分かつ。豊かな振付の中に、舞台は厳格に構成され、

空間と時間を完全に支配する。未来への希望の代わりに演劇への信頼を与え、卓越した俳優たちと

演出の力によって、我々の世界について多くのことを語りかける作品。 

[ 2006年 6月 13日 Illustrations dr. Theatre de l’Odeon] 

 

この簡素かつ高貴の作品には、証拠としての側面がある。明晰さとアイロニー、ある種の残忍さとあ

ふれ出る憐憫の情をあわせもつ、勇気ある作品。[2006年 6月 9日 Le Figaro ] 
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■ 独立から 50 年、チュニジアに残された無数の「囚われの身体たち」 

この作品のアラビア語の原題は「50 年」。それは、チュニジアがフランスから独立し国家が樹立された

1966 年からの 50 年を意味する。 

演出家ファーデル・ジャイビは、この半世紀を静かに振り返る。サッカーや観光、美しい地中海の小国

としてしか紹介されないチュニジアで、絶対的な大統領制によって言論の自由が厳しく制限されている

こと、若い世代がイスラム原理主義へますます傾倒していること、そして、かつて共産主義の理想を掲

げた多くの知識人や芸術家がいまだ「囚われの身体」であること‐。 

50 年間に及ぶ闘争の果てに、演出家は、自らが生きるチュニジアのリアリティを、50 年前の独立建国

の証人である自らの世代とその子供たちの世代の対立、60～70 年代のマルクス主義者と現代のイス

ラム原理主義との対決、西洋と東洋の対決の中に鮮烈に描き出す。 

 

■ 若者のアイデンティティ危機と、イスラム原理主義の台頭 

前作の『ジュヌン‐狂気』から今回の作品において、ジャイビは共通して若者の間に蔓延する鬱屈と

出口なき絶望を描こうとする。アラブ世界の衰退と敗北によって、自らのアイデンティティに根本的な

不信を抱いた若者たちが、イスラム原理主義という絶対的な価値に自分を同化させようとするという

現象に、演出家は強い警鐘を鳴らす。そこには、若者のニート化や自殺が後をたたない日本、若者の

雇用問題や移民差別に揺れ動くヨーロッパなど、世界的な若者のアイデンティティ危機にも通じる問

題が鋭く投影される。 

 
演出家ノート  
 
友人たちが、ひとり、また一人と、無関心のなかに、この国を去っていく。  

それが私たちを奮い立たせる。  

チュニジアは今年「独立」50周年を迎え、記念の歓喜と集団的記憶喪失の中にある。  

果たして他のいかなる方法で、この 50年という歴史を記念することができるのか？  

皮を剥ぎ取られ、決して静まることのない試練にたたされるアーティストのことば、そして記

憶・・・。  

いかに芸術によって、暗い過去を解読し、不確かな未来に警告を発することができるのか？ 

いかに捕らえられた肉体をその思想によって語ることができるのか？ 

流血の中に喉を掻き切られ、忘却の中に窒息した美しきユートピアという思想。  

あるいは、怨恨と過去への回帰という憎憎しいイデオロギーによって道具と化した報道。  

シニカルな無関心の中で、昨日までの敵が今日の「同盟者」となる。  

いかにして犠牲者と死刑執行人を向き合わせることができるか。  

過去の亡霊と、現在の警棒？ 

人間は忘却し、罪を許すことができるのか？ 

集団的記憶喪失を許容するのか？ 

虚言を保ち続けるのか？ 

軽蔑を承認するのか？ 
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いったい自分の娘に、何を語ればいいのだろうか？ 

東京国際芸術祭 2005招聘作品『ジュヌン‐狂気』 
 
ファーデル・ジャイビの前作『ジュヌン‐狂気』は、東京国際芸術祭 2005 にも招聘され、チュニジアか

ら遠く離れた日本の観客にも深い感動と衝撃を与えた。（2005年 3月 18日～20日、パークタワーホール） 

 

作品『ジュヌン‐狂気』： 

実在の統合失調症患者と女性精神療法医の 15 年に渡る対話を通じて、チュニジア社会に生きる若

者の出口なき絶望と屈折、内面の崩壊と再構築を見事に描く。狂気と社会の関係を静かに、しかし強

く提示する舞台は、チュニジアの現実を通じて、普遍的な現代社会の病理を深く観るものに問いかけ

る。2001年カルタゴ演劇祭初演、02年アヴィニョン・フェスティバルをはじめ世界各地の演劇祭でも大

きな反響を得たファーデル・ジャイビの代表作。 

 
 
 
 
 
 
 
©松嶋浩平 

 
＊＊＊プレス評＊＊＊ 

 

「俳優の所作も特徴的な形を造形し、コンテンポラリーダンスのような趣さえある。（中略）動と静の切

り替わり、エネルギッシュな動きからくる緊迫感とユーモラスな滑稽味。相反するような感覚を同時に

与えるユニークさは、考え抜かれた振り付けと言えるだろう。」    ‐ 河野孝（演劇ジャーナリスト） 

 

「だが、こうした権力の構造に囚われ、さらに差別と抑圧のための苦痛が臨界点を超える形で精神病

的な世界に投げ込まれた人々の狂気と苦悩は、この舞台においては、幾度か、遠くから聞こえてくる

呼び声のような音楽と反響しあい、生命的なものとかすかに触れ合うことになる。美しい夢のようなそ

の束の間の光景は、結局は崩壊し、解決不能なものの困難さが浮き彫りにされることになるのだが、

しかし、にもかかわらず、抵抗への賛歌によってこの劇は終わるのである。」 

‐鴻英良（演劇批評）「狂気のポリティクス」 

 

「「ヌン、あなたは何になりたいの？」「生者! 生きて命の種を蒔くんだ!」生への嫌悪と死への願望を

弱々しく語る幕開けと対照を成す終幕のタブローは、言語という監獄に囚われながらも、やはり言語と

いう武器を用いてしか現実と切り結ぶことができない矛盾を孕んだ人間の在り様を、絶望と希望とも

がらに、真っ向から観客に突きつける。」 

‐エグリントンみか（英演劇・演劇批評）「鉛の壁を突き破る言葉」 
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演出： ファーデル・ジャイビ  
 

現在中東アラブ世界で最も高い評価を受けている演

出家の一人。1945年チュニス郊外に生まれる。 
幼少の頃より強く演劇や映画にひかれ、自ら劇団を組

織し演出を始める。67 年チュニジア初の演劇分野の
給費留学生として渡仏。68年5月革命を体験、現代演
劇の大きな変革期に身を投じる。留学期間にパリ・ソ

ルボンヌ大学で演劇を学び修士号を取得、またパリで

自らの劇団を旗揚げする。5 年間の留学を経てチュニ
ジアに帰国、72 年チュニジア南部の都市ガフサより要請を受け、数名の仲間とともにガフサ劇団
Sud（Théâtre du Sud de Gafsa）を創設。この地方に多い炭鉱労働者や失業者を役者として起
用し、刑務所や軍隊の兵舎、食堂などで公演活動を展開。しかし政治的圧力がかかり 3 年後に
解散する。その後チュニジア文化省からの要請を受け、演劇の理論と実践を教える演劇芸術セ

ンター(Centre d’Art Dramatique) のディレクターに就任。ガフサの仲間たちと共同ディレクション
体制をしく。教育だけではなく新作創作も行うセンターにすべく、75 年にはチュニジア初の民間劇
団、チュニジア新劇団(Nouveau Théâtre de Tunis)を設立。数多くの作品を演出する。93年、妻
であり女優・脚本家のジャリラ・バッカールと自らの劇団ファミリア・プロダクションを設立、アラブ

演劇の金字塔ともいえる傑作『Familia―ファミリア』を発表、不動の地位を確立する。滅びゆく伝
統社会を強い政治性とともに描くこの作品はこれまでに国内外で 200 回以上も公演が行われた。
98 年からはジャリラ・バッカールが脚本を手がける作品を 2 年に 1 作のペースで演出し、アラブ
世界のみならず世界中で高い評価を得ている。前作『ジュヌン‐狂気』は 02 年アヴィニョン演劇
祭、04年ブエノスアイレス演劇祭、05年東京国際芸術祭など、世界の主要なフェスティバルで紹
介され、大絶賛を受けた。 
 
「まず演劇はチュニジア社会の鏡としての機能を果たさなければならない。なぜなら

我々は断固として自分たちの国、ここチュニジアに根をおろしている。チュニジアで、

チュニジアのために表現する演劇を通じてからこそ、人間に共通する普遍性に触れるこ

とができる。我々の作品がすべての人の共感を呼ぶのもそのためだ。」（ファーデル・ジ

ャイビ） 

 

原作・女優： ジャリラ・バッカール  

1952 年チュニス生まれ。女優、脚本家。パリの高等師範学校（エコール・ノル

マル・シュペリュール）に学ぶ。73 年ファーデル・ジャイビ率いるガフサの劇団

Sud に参加、75 年にはジャイビらと共にチュニジア新劇団を設立、94 年には

ファミリア・プロダクションを共同設立。女優として多くの作品の主演を務める。

特に 93 年に主役を演じた『Familia‐ファミリア』では絶賛され舞台女優として

不動の地位を確立。98年より脚本を手がけ、『アイーダを探して』（98年）、『ジ
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ュヌン―狂気』(2001年)、『アラベルリン』(02年)を発表している。 

 

ファミリア・プロダクション  
 

1994年、ファーデル・ジャイビ演出『Famila―ファミリア』の発表に合わせて設立されたカンパニー。チ

ュニスを拠点とし、ファーデル・ジャイビが演出する演劇や映画の制作を主としているが、作品ごとに

新しいキャスティングを行うプロダクションの形態をとる。 

彼らは拠点とする劇場を持っていない。新作の制作にあたっては、作品ごとにチュニス市立劇場と契

約を交わし、劇場ホールをリハーサルと上演会場として使用している。しかしこれはヨーロッパで行わ

れているレジデント・カンパニー制度もしくは劇場・劇団間の共同製作からは程遠いと、同カンパニー・

マネージャーのハビブ・ベルヘディは説明する。 

劇場というハードを持たず、また国からの公的援助も受けていない彼らの活動は、チュニジア国内で

誇る圧倒的な観客動員数や、中東アラブ社会やヨーロッパ諸国の劇場やフェスティバルとの強いネッ

トワークに支えられている。2001 年カルタゴ演劇祭では、古代ローマ劇場に 1 万人近い観客が一度

に『ジュヌン―狂気』を観劇するなど、長年の活動の成果は観客の質と数の向上という形で現れてい

る。 

 

 

公 演 概 要  

 

■ 公演タイトル：        Corps Otages  『囚われの身体たち』   

■ 原作・脚本・ﾄﾞﾗﾏﾄｩﾙｸ：  Jalila BACCAR   ジャリラ・バッカール 

■ 演出・脚本・ﾄﾞﾗﾏﾄｩﾙｸ・照明： Fadhel JAIBI  ファーデル・ジャイビ 

■ 舞台美術・衣装：   Kais ROSTOM  カイス・ロストン  

■ 照明：             Yvan LABASSE  イワン・ラバース 

■ 振付・音楽：        Nawel SKANDRANI ナウェル・スカンドラーニ 

 

■ 出演：   Jalila BACCAR  ジャリラ・バッカール  

       Fatma BEN SAIDANE  ファトゥマ・ベンサイデン 

       Jamel MADANI  ジャメル・マダニ 

       Moez M’RABET  モエッズ・マラベット 

         Besma ELEUCH バスマ・エラシ  

       Lobna M’LIKA  ロブナ・ムリカ 

       Wafa TABBOUBI ワファ・タブビ 

       Riadh HAMDI  リアド・ハムディ 

       Hajer GARSALLAOUI ハジェール・ガルサラウィ 

       Khaled BOUZID  カレド・ブジド 

       Hosni AKRIMI   ホスニ・アクラミ 

演出助手：         Sami NASRI  サミ・ナスリ 
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照明操作：        Mehdi BEKIR  メディ・ベキール 

音響操作：        Salah CHARGUI サラ・シェルギィ 

衣装管理：       Jalila Madani  ジャリラ・マダニ 

舞台監督：       Sabri ATROUS   サブリ・アトルース  

制作：         Habib BEL HEDI  ハビブ・ベルヘディ 

 

日本側スタッフ 

舞台監督：      小林裕二 

照明：       小笠原純（ファクター） 

音響：       相川晶（サウンド・ウィーズ） 

翻訳：              藤井慎太郎（早稲田大学助教授） 

制作：       相馬千秋（NPO法人アートネットワーク・ジャパン） 

 

■ 上演言語：      アラビア語・日本語字幕付 

■ 上演時間：      2時間 30分 

 

■ 公演日：３月１5日（木）―３月 18日（日）  

3月 15日

（木） 

3月 16日

（金） 

3月 17日

（土） 

3月 18日

（日） 
19:00 19:00 17:00★ 15:00★ 

★ 終演後、ポスト・パフォーマンス・トークあり 

 

■ 会場： にしすがも創造舎 特設劇場 〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨 4‐9‐1  

 

■ 料金： （全席自由・日時指定・税込） 一般 4,000 円／学生 2,000 円（当日要学生証提示） 

  豊島区民割引 3,000 円 

■ 前売開始： 2006 年 12 月 20 日（水） 

■ チケット取扱：  チケットぴあ Tel.0570-02-9999/0570-02-9966（Ｐコード 374-130）, http://pia.jp/t 

    （＊豊島区民割引の取り扱いはありません） 

ぷれいす Tel.03-5468-8113 

東京国際芸術祭（TIF） http://tif.anj.or.jp（ネットのみ） 

■ チケットのお問い合わせ： ぷれいす Tel.03-5468-8113 

■ 公演のお問い合わせ： 東京国際芸術祭（TIF） TEL 03-5961-5202  

   tif@anj.or.jp  http://tif.anj.or.jp 

 
 


