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東京国際芸術祭 2007 では、ベケット生誕 100 年を記念した公演を組み込んでいる。その中

の 1 つが、ベケットのラジオ･ドラマ台本『残り火』と『カスカンド』を上演するベケット・ラジオで

ある。『残り火』を演出するのは、日本においてポストドラマ演劇の可能性を追求する阿部初

美。『カスカンド』を演出するのは、第 49 回岸田賞受賞の演出家・岡田利規（チェルフィッチュ

主宰）。気鋭の演出家 2 人が、音声だけの世界における表現の可能性に挑戦する。 

 

ベケット作品におけるラジオドラマ  

 

 ベケット初のラジオドラマ作品『すべて倒れんとする者』は 1957 年に BBC より放送され、59 年には

『残り火』（BBC）、62 年『言葉と音楽』（BBC）、63 年『カスカンド』（フランス国営放送局）、『ラジオドラマ

下書きⅠ』（61 年執筆、未放送）、76 年『ラジオドラマ下書きⅡ』（BBC、62 年執筆）と、ラジオ作品は主

に 50 年代後半から 60 年代前半に集中して執筆、放送されている。 

 ベケットは、57 年、グローヴ・プレスの編者に「ジャンルをしっかり区別できなかったり、混乱した状態

から抜け出せないくらいなら、家に帰って寝るほうがいい。（Ruby Cohn, Just Play: Beckett’s Theater, 

1980）」と手紙で書き送っている。つまり、小説や演劇、ラジオやテレビといった様々なメデｨアに対して、

それぞれの特性を際立たせる形で作品が作られるべきだというベケットの意見がここではっきりと提

示されている。例えば、戯曲『ゴドーを待ちながら』がテレビ作品として放映されたのを見てベケットが

激怒し、広大な空間とその中に居る小さな人間との対比を明らかにするためにはテレビは小さすぎる

と言い放ったというエピソードは、ベケットがある時期ジャンルの峻別に徹底してこだわっていたことを

裏付けている。演劇には演劇の、テレビにはテレビの、ラジオにはラジオの確固とした特性があり、そ

れらの境界／限界をつきつめようとする点がベケット作品の特徴の一つであるといえる。 

 

ベケットはラジオというメデｨアをどのように捉えていたのか？ 

ラジオドラマが書かれるようになった 50 年代後半以降の演劇作品には、それ以前には見られなか

った特徴が散見される。例えば、ベケットがラジオ『すべて倒れんとする者』を書いた直後に書かれた

戯曲『クラップの最後のテープ』では、舞台の主役であるはずのクラップがテープから流れる過去の自

分の声にひたすら翻弄され、戯曲『あのとき』や『ロッカバイ』では、舞台はスピーカーから流れる声に

支配され、生身の役者が言葉を発する機会はほとんど奪われる。人が声を発する時、自分が話すの

を同時に自分の耳で聞くことで発話が成立するのだとすれば、これらの戯曲は、自分自身から発せら

れるはずの声を自分の身体の外から聞くという、「話す」私と「聞く」私の分裂が舞台上で引き起こされ

ることになる。これらは、ベケットがラジオでの作品づくりを経て録音された声への興味を深め、それを

舞台に転用したと考えることができる。ベケットは、自身の内なる声／記憶が外在化され実体化すると

いう構図を、ラジオというメデｨアに対して描いていたのではないだろうか。 

 『すべて倒れんとする者』から『カスカンド』に至るまでに、ベケットのラジオ作品は大きく変貌する。前

者の時点では台詞の内容から情景を連想するのが可能であるのに対し、後者に至っては何らかの一

貫した状況なり物語なりを想像することがほとんど不可能になる。「言葉」が主な要素であった初期の

ラジオドラマに対し、後期には「音楽」と「沈黙」が介入してくるのである。ベケットにとってのラジオとは、

言葉と音楽のみならず、ノイズと沈黙をも取り込むための装置だったといえるだろう。 



 

『残り火』  

 

 1959 年 6月 24日、ドナルド・マックウィニーの演出により BBC第三プログラムにて初放送。同年、イ

タリア賞第２位に入賞。日本では 60 年 6 月 20 日に NHK 第二放送「芸術劇場２」（大阪 R-FM）で『埋

れ火』として、沼沢洽治訳、茂木草介脚色で放送された。また、『残り火』の舞台化作品として、70 年 5

月 8 日-14 日、「マールイ演劇サロンの会」が安堂信也・高橋康也訳、天野二郎演出でマールイ稽古

場にて上演を行っている。72 年 5 月には、「演劇集団 砂」が同じく安堂信也・高橋康也訳、高木康次

演出で池袋アートシアターにて上演。84年7月、「東芸」が『芝居』『残り火』『ねえジョウ』を柴田広道演

出で東芸劇場にて同時上演。04 年 8 月 26 日-27 日、「正直者の会」が田中遊演出で京都芸術センタ

ーにて上演を行っている。 

 

 英語版と仏語版とで内容が若干異なるので、ここでは最初に書かれた英語版を参考にする。物語の

冒頭、主な語り部となるヘンリーは砂浜で自分の記憶をあてどなく独白する。数ページに渡る長台詞

を延々とつぶやき続けるが、その内容は主に父親への語りかけである。おそらく海で亡くなったらしい

父親との諍いを一つ一つ思い出し、自分がこの世に生まれたことへの恨みをつらつらと語りながら、

突然妻のエイダの名前を叫び、独白から妻との会話へと移行する。エイダとの会話から、ヘンリーは

夫婦関係にも、親子関係にも破綻をきたしていることが伺い知れる。娘のアデｨーが教師と共に登場し

てきても、娘と直接会話を交わすことすらない。やがて、最初は献身的だったエイダも、行かないでく

れというヘンリーの求めに応じることなく彼の元を去る。冒頭の展開を反復するかのように数ページに

渡るヘンリーの独白が続き、海の音と共に物語が終わる。 

 

英語版の原題である『残り火(=Embers)』も、仏語版の原題『灰(=Cendres)』も共に、完全な終わりを

迎える一歩手前でくすぶり続けなければならないヘンリーの生の不毛が際立たされる。 

 ヘンリーが砂利を踏む音や、ヘンリーとエイダの台詞の背後にかすかに聞こえる海の波音から写実

的な作品とも考えられるが、ヘンリーがエイダと会話を交わす最中に彼らの娘や娘の音楽教師、乗馬

教師がピアノや馬と共に次々と登場することから、すべてはヘンリーの意識の中で起こっていることと

も考えられる。主人公と様々な他者が織りなす情景鮮やかな前作『すべて倒れんとする者』から、他

者が存在せず明確な状況を思い描くことが困難なベケット最後のラジオ作品『カスカンド』への過渡期

に明確に位置づけられる作品である。 

 

 

『カスカンド』  

 

 1963年10月13日、RTF（フランス国営放送局）より、ロジェ・ブラン演出で初放送。仏語版には「音楽 

マルセル・ミハロヴィチ」とあるが、英語版には同様の表記はない。日本での放送、上演記録はない。 

 英語版と仏語版で若干内容が異なるが、ここでは最初に書かれたフランス語版を参考にする。この

作品に登場するのは“開く人（Ouvreur ）”と“声 (Voix )”の二者のみであり、ときおり“音楽”が挿入さ

れる。クライマックスと呼べるような展開は皆無であり、あらすじと呼べるような一貫した物語も存在し

ない。冒頭で、“開く人”の「開こう」の一言をきっかけとして、“声”が低くあえぎながら言葉を羅列し始



める。台詞を話す、というのではなく、ひとかたまりの単語をぶつ切りにしながらぽつぽつと言葉を連

ねて行く。同じ言葉を反復しつつ、少し進んでは後退し、後退してはまた進み、また繰り返すかと思え

ば跳躍し、またいつのまにかもとの言葉に戻る。言葉が意味を逃れようと試みるかのようでもあり、言

葉に雨だれが石を穿つかのような攻撃を執拗に加えていき、そこからしみ出してくる何かを拾い上げ

ようとするかのようでもある。“声”が途切れ途切れにしか言葉を紡ぎだせないとすれば、この作品で

はむしろ沈黙が言葉の存在を支えているともいえる。かろうじて分かるのは、どうやら“声”が「物語」を

終えたいと願うが終えられずにいること、「モニュ」と呼ばれる何者かが船に乗ってどこかへ向かうのを

“声”が追っているらしいことである。“声”が語る言葉が同じところを何回も行ったり来たりし終わりが

見えないのと同様に、“開く人”と“声”とのやりとりも終わる可能性のないまま延々と続いていく。 

 “声”による言葉の反復が続く中で、“開く人”は執拗に“声”に耳を傾け続ける。これら“開く人”と

“声”とは、２人の登場人物であるよりも、１つの意識の中で分裂した自己と捉えられるかもしれない。

ベケット自身、この作品について次のように語っている。「“開く人”というのは、知覚する側の自己であ

り、一方で“声”と非言語的な感情の流れである“音楽”は、知覚する部分に知覚される側の自己であ

る（Martin Esslin, Mediations, 1980）」。このような形での自我の分裂状況は、例えば舞台の上で視覚

的に再現することがほとんど不可能な命題である。ベケットは、ラジオの聴衆のいわば完全な盲目性

を最大限に利用し、それまでの演劇や小説作品における「自我」のテーマを聴覚のみの次元からさら

に掘り下げたといえる。   

 『カスカンド』は一個の独立した自我、あるいは自律した言葉、完全なる沈黙、耳に心地よい音楽、と

いった要素とは完全に無縁なラジオ作品であり、それ故に同時代の他のラジオ作品とは一線を画す、

独特の形式と内容を伴う作品となっている。 

 

 

サミュエル・ベケット Samuel Beckett 
 

 1906 年、アイルランド生まれの作家、演出家。20代前半から評論や詩を執筆、出版するが、32年に

初の長編小説『並には勝る女たちの夢』の出版に失敗、34 年『蹴り損の棘もうけ』は出版後に発禁さ

れる。出版が難航したものの 38 年に『マーフィー』（英語版。仏語版は 47 年）出版。51 年から 53 年に

かけて、小説の代表作となる小説三部作、『モロイ』『マロウンは死ぬ』『名づけえぬもの』を出版。これ

ら三作品はまずフランス語で書かれ、後にベケット自身の手によって英訳されており、以降、二つの言

語の間を自ら往還する文学史上でも稀な「自己翻訳」を実践していく。世界の演劇界を震撼させた最

初の戯曲『ゴドーを待ちながら』は小説三部作の「息抜き」として書かれ、53年１月にパリのバビロン座

で初演。その後も『勝負の終わり』『クラップの最後のテープ』といった戯曲が書かれる中、初のラジオ

ドラマ作品『すべて倒れんとする者』が 57 年に BBC より放送された。また、64 年にバスター・キートン

主演で映画『フィルム』を撮り、66 年に初のテレビ作品『ねえジョウ』が放映されるなど、様々なメデｨア

を往還しつつ作品を発表していった。69 年ノーベル文学賞受賞。70 年代以降は、舞台の上に女性の

口だけが浮かび上がり延々としゃべり続ける『わたしじゃない』（72年）、女性の見えない足音が響き渡

る『あしおと』（76 年）、録音されたテープの声が舞台を制し、役者の存在自体に疑義を呈するかのよう

な『あのとき』（76 年）や『ロッカバイ』（81 年）など、もはや「不条理演劇」の枠内に収まらない戯曲作品

を発表。89 年没。 

 



阿部初美 Hatsumi Abe 

 

阿部初美 [演出家] 
 

1970 年生まれ。武蔵野美術大学短期学部卒業後、円演劇研究所に入所。94 年より、演劇集団円演

出部に入団。95年より、劇作家・演出家の太田省吾に師事。2000 年より演出活動を始める。 03 年に

は、ドイツのベルリンで開催のベルリン演劇祭テアタ‐・トレッフェンの関連企画「若手演劇人の国際フ

ォーラム」に参加。帰国後、04 年より「現代演劇の表現の可能性を探る」「演劇と社会をつなぐ」をテー

マに A-T 創坊を設立し、ワークショップ活動を開始。山口情報芸術センター（山口市）、アートネットワ

ークジャパン、芸術家と子どもたち等で、中学生・高校生・一般を対象としたワークショップを実施中。

また、近年では、演劇の特徴である共同作業を生かした、「演出家の独裁」によらない演出の在り方を

探究し、ドラマトゥルクの導入や、建築・音楽・映像など他ジャンルとの共同作業を実践している。最近

の主な演出作品に、04 年『記憶』（日本の近現代詩／台湾国際リーディングフェスティバル）、05 年世

田谷パブリックシアター・ドラマリーディング24『エルドラド』（マイエンブルグ作／シアタートラム）、06年

『4.48 サイコシス』（東京国際芸術祭(TIF)提携公演／にしすがも創造舎特設劇場）などがある。  

[TIF 参加作品] 

TIF06 提携公演『4.48 サイコシス』 

TIF05 ベケット・ライブ vol.6『クァクァ』 

TIF04 ベケット・ライブ vol.5『あしおと』 

  

岡田利規 Toshiki Okada 

 

岡田利規 [劇作家・演出家] 

 

1973 年横浜生まれ。 

97 年に、ソロ・ユニット「チェルフィッチュ」を旗揚げ。横浜 ST スポットを拠点に活動。 

「より遠くに行ける可能性のある作品」を生み出すため、ある方法論を持ちつつも、その方法論をそれ

以上「引き寄せないように、それをいつまでも掴んでいないように、すぐに手放すように」心がけるとい

う、方法論で演劇作業を実践する。 

04年発表の、『三月の5日間』で第 49回岸田戯曲賞を受賞。選考委員からは、演劇というシステムに

対する強烈な疑義と、それを逆手に取った鮮やかな構想が高く評価され、とらえどころのない日本の

現在状況を、巧みにあぶり出す手腕にも注目が集まった。 05 年同作の小説版を新潮社より発表。 

また特徴的な作風である特異な身体性は時にダンス的とも評価され、05 年『クーラー』で振付家として

「TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD 2005～次代を担う振付家の発掘～」最終選考会に出場。ここ

で提示した明確なコンセプトは、これまでの”振付”という概念を裏切り、観客の議論を引き起こす結果

となった。 

05 年 9 月、横浜文化賞文化・芸術奨励賞受賞。 

06 年 6 月ドイツミュールハイム劇作家フェスティバル[Stucke'06/International Literature project in the 

course of the Football World Cup 2006]日本劇作家代表として参加。 

同年 12 月新国立劇場 the LOFT にて「エンジョイ」発表。06-07 年平田オリザが芸術監督を務めるア



ゴラ劇場の舞台フェスティバル『サミット』のディレクター就任。07 年 5 月[KUNSTEN FESTIVAL DES 

ARTS]（ベルギー／ブリュッセル）に参加予定。2009 年初頭ニューヨーク JAPAN SOCIETY で上演予

定。 
 

スタッフ・キャスト  

 

作：サミュエル・ベケット 

演出：『残り火』阿部初美 『カスカンド』岡田利規 

音楽：マルセル・ミハロヴィッチ（『カスカンド』） ほか 

ドラマトゥルク：熊倉敬聡（『カスカンド』） 

出演：未定 

 



 
公 演 概 要  

 

公演日  2007年 3月 29日（木）‐30日（金）  

3月29日（木） 3月 30日（金） 
19:00 19:00 

 

 

会場  にしすがも創造舎特設劇場 

  〒163-1062 東京都豊島区西巣鴨 4-9-1 旧朝日中学校  

 

料金（全席自由・ 一般 1,000円／学生 800円（当日要学生証提示） 

日時指定・税込）  

 

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 374-122）／ 

       http://pia.jp/t 

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 ぷれいす Tel.03-5468-8113 

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

お問い合わせ tif@anj.or.jp  http://tif.anj.or.jp 

  

 
 

 


