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五感を舞台にかける――演劇はどのように感覚を伝えうるか？ 

 
○「エンパシー芸術」としての演劇 

 演劇は「言葉の芸術」である一方、役者の身体的演技に大きく依存している

芸術でもある。 
 演劇が観客の心に訴えかけるためには、観客の「共感」(エンパシー)を引き起

こす必要がある。(カタルシス、集団ヒステリーとしての舞台芸術) 
→演劇は観客の視覚と聴覚には訴えることはできるが、嗅覚・触覚・味覚に直

接訴えることはできない。 
観客に対して、実際にはそこに存在していない身体感覚を伝えるにはどうす

ればよいか？ 
 
○リアリズム以前の演劇 

何もない舞台、最小限の小道具→台詞の力によって五感を刺激する必要がある。 
 
・ギリシア悲劇 
ソポクレス『アンティゴネ』よりコロスが戦いを描写する場面(呉茂一訳) 
「太陽の光の矢、これまでに七つの門の 
テーバイを照らしたうちにも 
いちばん清らかな日が 
とうとう照り輝いた、 
金色の昼の眉輪が、ディルケの流れにかかって。 
甲冑に身を固め、アルゴスから押し寄せた白い楯の武士どもを 
敗走させて、いっそうけわしく手綱を揺らせた、あの日の光」(155-156) 
 
・シェイクスピア…別紙 1 参照 
共感覚的比喩の使用による感覚の伝達 
『テンペスト』第 1 幕第 2 場 392 行目、ファーディナンドの台詞 
“This music crept by me upon the waters”「この音楽の調べが波の上を腹ばい

私のほうへ押し寄せる」(引用はリヴァーサイド版、訳は拙訳) 
→聴覚と視覚・触覚の混合 
 
『ロミオとジュリエット』第 2 幕第 4 場 206-7 行目、乳母の台詞 
“Doth not rosemary and Romeo begin both with a letter?” 
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『ロミオとジュリエット』第 1 幕第 5 場 93-109 行目、ロミオとジュリエットが

キスをする場面 
視覚を示す表現…イタリック 
触覚(接触する動きを含む)を示す表現…ゴシック 

味覚を示す表現…Times New Roman 
聴覚を示す表現…Arial 

 
Romeo.  If I profane with my unworthiest hand  
         This Holy shrine, the gentle sin is this,  
         My lips, two blushing pilgrims, ready stand 
         To smooth that rough touch with a tender kiss. 
Juliet.   Good pilgrim, you do wrong your hand too much, 
         Which mannerly devotion shows in this: 
         For saints have hands that pilgrims’ hands do touch, 
         And palm to palm is holy palmers’ kiss. 
Romeo.  Have not saints lips, and holy palmers too? 
Juliet.   Ay, pilgrim, lips that hey must use in pray’r
Romeo.  O then, dear saint, let lips do what hands do,  

. 

         They pray
Juliet.   Saints do not move, though grant for 

 – grant thou, lest faith turn to despair. 
prayers

Romeo.  Then move not while my 
’ sake. 

prayer’s
         Thus from my lips, by thine, my sin is purged. 

 effect I take. 

Juliet.   Then have my lips the sin that they have took. 
Romeo.  Sin from my lips? O trespass sweetly urg’d!  
 
→視覚、聴覚、味覚、触覚が用いられ、単にキスをするだけでなく「どのよう

にキスをしているのか」観客がより想像力をかき立てられるような表現になっ

ている。(→ロミオの手の感触やジュリエットの唇の感触) 
 リアリズム以前の演劇では、台詞にできるだけ多くの五感にかかわる比喩を

取り込んで様子を詳しく説明することにより、観客の感覚をかき立てようとし

ているのではないか？ 
→詩の力による感覚の想起 
 
※現代において、この方法で感覚を想起させようとする芸術・芸能の例 
・ラジオ 
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・ポップスの歌詞 
“That man got a heart like a rock cast in the sea.” (W. C. Handy, “St. Louis 
Blues”) ⇔ “my heart is turn’d to stone; I strike it, and it hurts my hand” 
(William Shakespeare, Othello, IV. i. 182-83) 
 
“She’s got eyes of the bluest skies 
As if they thought of rain. 
I hate to look into those eyes  
And see an ounce of pain.  
Her hair reminds me of a warm safe place 
Where as a child I’d hide 
And pray for the thunder and the rain  
To quietly pass me by” (Guns N’ Roses, “Sweet Child O’ Mine”) 
 
・文学 

“Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul. Lo-lee-ta: the 
tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, 
on the teeth. Lo. Lee. Ta.”(Vladimir Nabokov, Lolita, 11) 
 
 
○ リアリズム以降の演劇 

・チェーホフの『桜の園』は、どんな園か？ 
→シェイクスピアに見られるような、五感に訴える喚起的な比喩を用いた説明

がほとんどない。 
 
・リアリズムの演劇における「感覚の記憶」 
スタニスラフスキー『俳優の仕事』第二部(→別紙 2 も参照) 
「『お菓子を食べないか？』とトルツォフ先生はいままで手に持っていた箱を私

たちに差し出した。『これを食べて、そのときに味わった感触や感覚を話してご

らん』 
『ほら、わかるだろう！このごく当たり前の行為をするようが、あとでそれを

描いてみせるよりもずっと簡単だ。描写をするには数冊の本を書かなければな

らないだろう。きわめてなじみのある感覚、あるいは機械的な行動を意識的に

深く考えてみるなら、われわれが実生活でなんの苦もなくしばしば無意識にや

っていることが、いかに複雑で理解しがたいものかに驚きを覚える』」(390) 
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R・H・ヘスマン編『リー・ストラスバーグとアクターズ・スタジオの俳優たち』 
「人は誰でも感覚の記憶をもっています。ある者は、容易に強い反応を引き起

こすことができるし、またある者は、簡単にいかない。感覚の記憶の練習は、

石けんとか水とかのように実際にある物質を対象として使うことで、俳優の生

活上の認識を一層深めさせ、これがまた記憶上の認識をさらにつちかうように

なり、さらに今度は、感覚がもっと反応しやすくなるよう導く。このように訓

練された感覚は、より多くのことを、より鮮明に思い出すようになり、それら

が俳優の集中力に向かって一層いきいきと反応する。しかし、もし俳優が物的

な対象の訓練をやらずに、いきなり苦痛といった対象に進むとすれば、それは

ただ記憶だけということになり、感覚の記憶が本当には訓練されてないことを

思い知るだろう」(107-108) 
 
E・D・イースティ『メソード演技』 
「<五感の記憶>は、メソードの絶対必要な要素である。(中略)実生活では、役者

の感覚は正しくはたらくだろうが、舞台で正しくはたらくかどうかが問題なの

だ。」(40-41) 
 
→メソード演技においては、五感で感じたことを俳優が自分の体でしっかり覚

え、舞台上でその感覚をうまく働かせて再現できるようにすることが大切であ

る。 
 そのためにいろいろなエチュードを行い、訓練する。 
→しかしながら、感覚の記憶は一人一人違うものであり、俳優が再現している

感覚によって観客が同じような感覚を得ることができるかどうかはわからない。 
 本人は「リアル」なつもりでも、見ている人はよくわからないかもしれない。

オーバーアクションになりすぎたり、滑稽になったりすることもある。 
  cf. モンティ・パイソンのスケッチ 
        MTV アウォードの一場面 
    ヘイズ・コードがあった時代のハリウッド映画(『セルロイド・クロー

ゼット』)…検閲回避のため、俳優の演技に頼りすぎて難解に 
 
リアリズムの演劇(及び映画)は、俳優の身体的演技に頼りすぎて感覚的刺激を

うまく観客に伝えられないところがあるのではないか？ 
  cf. リアリズムの悪い例…ケータイ小説の映画化 

 一般的に聴覚情報のほうが視覚情報より人の記憶に入りやすい。 
目は閉じることができるが、耳は閉じられない。 
声に出して暗唱したほうが読むだけよりも覚えやすい。 



2009/6/4(木) 2 限  発表資料 
表象文化論 D2 北村 紗衣 

カクテルパーティ効果⇔視覚による見落とし 
詩の力によって感覚を喚起するリアリズム以前の芝居のほうが、舞台上にい

る登場人物が経験しているはずの感覚を「リアル」に観客に伝えることができ

るのではないか？ 
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