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東京国際芸術祭 2007 では、ア イルランド より ドルイド ・シ アター・カンパニ ーを 招聘し『西の国
のプレイボ ーイ』を 上演する。『西の国のプレイボ ーイ』は、 ア イルランドを 代表する劇作家ジ ョ
ン・ミリ ント ン・シングの最高傑作と謳われる悲喜劇。 98 年に女性として初めてトニ ー賞を 受賞
した演出家ギ ャリ ー・ハインズ により 、 100 年の時を 越えてよ みがえったこ の 作品は、 世界各
国で上演され高く 評価されている。

アイルランドを代表する劇作家シングの最高傑作！ 無慈悲な喜劇、奔放な悲劇
東京国際芸術祭 2007 において上演する『西の国のプレイボーイ』は、アイルランドを代表する劇作家
ジョン・ミリントン・シングの作品の中でも傑作といわれている。07 年のダブリンでの初演の際には、そ
の痛烈な風刺と皮肉のために、上演中に大暴動が起こるという前代未聞の事件を引き起こした。笑い
と暴力、ロマンスと現実、厳しいリアリズムとリリシズムが対置され、矛盾するいくつかの要素が混じり
合い、対照をなしているこのドラマを、演出家ギャリー・ハインズ率いるドルイド・シアター・カンパニー
はその悲劇性と喜劇性の精妙なバランスのまま成立させている。
『西の国のプレイボーイ』は、ドルイド・シアター・カンパニー創立時の初演目でもあり、劇団の代表作
である。この作品は、断固としたリアリズムによって作品のセクシュアリティと暴力性を提示し、アイル
ランドの観客にシングを再認識させるのに大きな役割を果たした。80 年代を通して再演され、国内外
で様々な賞を受賞した『西の国のプレイボーイ』は、世界中から賞賛されている。

アイルランドにおける地域演劇の先駆者 ドルイド・シアター・カンパニー
ドルイド･シアター・カンパニーは、アイルランドのゴールウェイ市に拠点を置き、首都ダブリン以外に創
設された初めてのプロの劇団である。創立者であり芸術監督でもあるギャリー･ハインズのもと、アイ
ルランドにおける地域演劇の発展の先駆けとなり、国際的にも高い評価を得ている。88 年には、マー
ティン・マクドナーの『ビューティークイーン・オブ・リーナン』で、演出家ギャリー･ハインズの最優秀演
出賞、女優マリー･ムーレンの最優秀女優賞を含む 4 つのトニー賞を受賞した。
05 年にはシングの全戯曲を一挙上演する『Druidsynge』という試みを行った。これはシングがその生
涯に書いた全 6 本の戯曲（『海に騎りゆく者たち』『鋳掛け屋の婚礼』『聖者の泉』『谷の陰』『西の国の
プレイボーイ』『哀しみのディアドラ』）を約 8 時間半かけて１日で上演するという公演だった。この大胆
な公演はゴールウェイ芸術祭において初演を迎え、大絶賛を集めた。その後、ダブリン、エジンバラ、
ロンドン、シドニー等でも様々な賞を受賞し、06 年にはニューヨークにおけるリンカーン・センター・フェ
スティバルの演劇部門のオープニングを飾り、「驚異的な、心に残る舞台」とニューヨーク・タイムズで
賞賛された。

■あらすじ

アイルランド西部の辺境、メイヨー州の寂しい村にある一軒の酒場に、一人の平凡な青年クリスティが
現れる。彼は父親を鋤で殴り殺して、この酒場に逃れてきたと告白する。クリスティが父親殺しを告白
すると、何ひとつ事件もなく平穏に暮らす村人たちは、その行為を英雄的な行いと持ち上げ、彼を勇
気ある若者と祭り上げる。クリスティの話は村中にあっという間に広まり、彼はは村人たちに英雄（ア
イルランドでいう「プレイボーイ」）と囃し立てられる。クリスティの評判は上がり続け、自信を持った彼
は様々な手柄をたて、正真正銘、村の人気者に変身する。クリスティとパブの娘ペギーンとの間には
恋心が芽生え、彼はペギーンに求婚する。ところが、そこに殺したはずの父親が、血だらけの包帯姿
で現れる。するとその生々しい現実に村人たちは態度を急変させ、彼を迫害しようとする。愛を囁きあ
ったペギーンでさえ、彼を詐欺師と罵り、放り出す。追い詰められたクリスティは、再び英雄になるため
に鋤を手に取り、父親を殺そうとするが

。

■『西の国のプレ イボ ーイ』プレス評

「この作品以上に素晴らしい出来を想像することができない」 VARIETY MAGAZINE
「刺激的で感動的」 THE GUARDIAN
「きわめて魅惑的な作品」 THE IRISH TIMES
■スタッフ・キャスト
作：ジョン・ミリントン・シング
演出：ギャリー･ハインズ
美術：フランシス・オコナー
出演：マリー･ムーレン
アーロン・マナガン
デニス・コーウェイ ほか
ジョン・ミ リントン･シ ング John Millington Synge

19 世紀末から 20 世紀初頭のアイルランド文芸復興運動の主要な担い手として、38 年の短い生涯の
間に、アイルランド文学史に不動の地位を確立した劇作家。
1871 年、ダブリン市郊外のイギリス系アイルランド人支配階級の家系に生まれる。ダブリン大学を卒
業した後、音楽と文学を志してヨーロッパ大陸を遍歴。パリ滞在中にイェイツと出会い、パリを離れアラ
ン島へ赴くことを勧められ、98 年から 5 年間にわたり、アイルランド西岸に位置するアラン諸島を訪れ
た。アラン諸島の人々と交流し、島の住民と同じような日常生活を過ごしたこの経験は『アラン島』にま
とめられた。アラン島における経験は、劇作家シングにとって重要な転機となり、島で見聞きした多く
の逸話は、後に彼の芝居の萌芽となった。生涯の最後の 6 年間に、『谷間の蔭』（03 年）『海へ騎りゆく
人々』（04 年）『聖者の泉』（05 年）『西の国のプレイボーイ』（07 年）『鋳掛屋の婚礼』（09 年）『悲しみの
ディアドラ』（10 年）の 6 編の戯曲作品を残した。

アイルランド国民演劇とシ ング
19 世紀後半のアイルランドでは、イギリスからの政治的独立を求める運動が盛んになっていた。その
一環としてアイルランドの文芸復興が叫ばれ、国民文学および国民演劇運動が起こった。それはアイ
ルランド特有の文学英語を使用したアイルランド特有の文学を建設しようとする運動、そしてゲーリッ
ク語復興運動と密接に結びついていた。
1899 年にマーティンとムアによってアイルランド文芸座が結成され、イプセンをお手本としたリアリズ
ム演劇を展開した。創立者の 1 人として 20 世紀最大の詩人イェイツが参加していたが、彼はリアリズ
ムではなく詩劇の復興を提唱し、アイルランドの方言に芸術的可能性を認めた。
やがてアイルランド文芸座が解散すると、1902 年にイェイツとグレゴリー夫人がアイルランド国民劇場
協会を創設した。イェイツとグレゴリー夫人は、アイルランドの伝統と生活に根ざした演劇を目指し、地
方色ゆたかな農民劇や詩劇を発表した。その際、標準語ではなくアイルランドの方言英語を採用する
ことになったが、その方言を文学に昇華した最高峰の作品がシングの戯曲であり、シング戯曲の中で
でも最高傑作が『西の国のプレイボーイ』である。
ドルイド ・シ アター・カンパニー Druid Theatre Company

ドルイド・シアター・カンパニーは 75 年、アイルランドのゴールウェイ市を拠点として、演出家のギャリ
ー・ハインズ、俳優のマリー・ムーレン、ミック・ラリーによって創立された。当時のアイルランドにおい
て、プロの劇団がダブリン以外に拠点を持つのは初めての試みであったが、その後 30 年間にわたっ
て、ドルイド・シアター・カンパニーはアイルランドにおける地域劇場の発展の先駆けとなっている。
ドルイド・シアター・カンパニーはその歩みの中で、ジョン・ミリントン・シング、ジョン・B・キーンや M・J・
モリー、マーティン・マクドナーなどのアイルランド系の劇作家による戯曲の上演に取り組み、国際的
な評価を高めてきた。
96 年には劇作家マーティン・マクドナーのデビュー作『ビューティークイーン・オブ・リーナン』をロイヤ
ルコートと共同製作し、ゴールウェイで初演を迎えた後に、ロンドン、シドニー、ダブリン、ブロードウェ
イで上演を行った。この作品は 4 つのトニー賞を受賞し、演出家のギャリー・ハインズは女性として初
めてトニー賞最優秀演出賞を受賞した。また女優のマリー･ムーレンは最優秀女優賞を受賞した。

演出：ギ ャリ ー・ハインズ Garry Hynes

アイルランドのロスコモン州に生まれる。University College Galway
（現 National University of Ireland, Galway）Drama Society で学び、
75 年にドルイド・シアター・カンパニーを創立。75 年から 90 年までドルイ
ド・シアター・カンパニーの芸術監督を務めた。90 年にアベイ･シアター
の芸術監督に任命され、94 年まで芸術監督を務めた。同年、再びドル
イド・シアター・カンパニーの芸術監督に復帰した。また、ストラットフォ
ード・アポン・エイヴォンおよびロンドンにおけるロイヤル・シェイクスピ
ア・カンパニー、ロイヤル・エクスチェンジ（マンチェスター）、ロイヤル・コ
ート・シアター（ロンドン）、シグネチャー･シアター（ニューヨーク）、セカン
ド・ステージ（ニューヨーク）、そしてゲート･シアター（ダブリン）で演出を
行った。
80 年にカンパニーと共同で執筆した”Island Protected by a Bridge of Glass” と”The Pursuit of
Pleasure” がエジンバラ・フェスティバルで First Fringe 賞を受賞。98 年、マーティン・マクドナーの戯
曲『ビューティークイーン・オブ・リーナン』を演出し、女性として初めてトニー賞最優秀演出賞を受賞し
た。翌年には同じくマクドナーの『ロンサム・ウェスト』を演出し、トニー賞にノミネートされた。02 年 Irish
Times/ESB アイルランド演劇最優秀演出家賞を受賞。またギャリー・ハインズのアイルランド演劇へ
の貢献は高く評価され、National Council for Education Awards（88 年）、National University of
Ireland（98 年）、ダブリン大学（04 年）から名誉博士号を贈られている。また 05 年の 2 月には特別貢
献賞を受賞した。

公 演 概 要
公演日

2007 年 3 月 22 日（木）‐24 日（土）
3 月 22 日（木） 3 月 23 日（金）

3 月 24 日（土）

19:00

13:00★／17:30

19:00

★終演後ポスト・パフォーマンス・トークあり
会場

パークタワーホール
〒163-1062 東京都新宿区西新宿 3-7-1 新宿パークタワー3 階

料金（全席自由・

一般 4,000 円／学生 2,000 円（当日要学生証提示）

日時指定・税込）

前売開始
チケット取扱

2006 年 12 月 20 日（水）
チケットぴあ Tel.0570-02-9999/0570-02-9966（P コード 374-129）／
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

