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E.T.A ホフマン『ある劇場監督の奇妙な悩み』について

田 辺 真 理

1. 

1818年、『ある劇場監督の奇妙な悩み(必JtsameLeidenθines Theatθ~r-Direk白が』が発表

される。 1817年に雑誌『週刊演劇論 (Drama加伊l1esWOlカenhlatt)~ に『当w:近親者 (Die

KunstveIWandten) ~という題で7 回シリーズで発表されたのだが、後に力嘩修正され、ほぼ3

倍にもなる量となり、本の形で、出版されたので、あった。

ホフマンの、パンベルク廟腸とベルリン虜1腸等で実際に演劇に携わっている中で、の経験が、作

品の背景としてえがかれている。 1815年自ら作曲、監督したオペラ『ウンディーネ』が、康腸

支配人カーノレ・フォン・ブリュール帝国伯爵 (1772・1837)によって好意的に刊面されたことを

きっかけに、ベルリン康腸ハの関心を強めた。 1同年にはドイツの非常に有名な側動いートヴィ

ヒ・ドヴリアン (1784・1832)がベルリン廓腸にやってきて、ホフマンとの友好を深めた。ベル

リン廓腸における経験キ観察もまた、彼の演劇論に取り込まれたのである。『ある勝監督の奇

妙な悩み』が執筆されたきっかけの 1つは、ホフマンとパス歌手ヨーゼフ・フィッシャーとの衝

突で、あった。『部髄親者』が『ある劇場監腎の奇妙な悩み』へと拡大された理由もまた 1817

年から 1818年のベノレリン康腸の発展にっし、ての彼の見解に部分澗に見られる。当時彼の友人、

何憂ドヴリアンは悠然とした動き、堂々とし態度ならびlこ糊IJな効果をき且った言語誇張表現を特

徴とするワイマーノレ様式が優勢になってきたために苦しい立場に陥っていたのだが、ホフマンは

この友人の表現様式や芸討論献を擁護したのである。 2 しかしホフマンは演劇について公の場で

論じる際、直接ドヴリアンゃまだ存命している側憂の名前を出すことはなかった。彼は劇場3の暴

露話相鰐苦として作品が読まれるよりも、この作品でとりあげた普遍的なテーマに注意が向けら

れることを望んでいたと見受けられる。ホフマンは音嬬平を書く際にも、ただの雄平明命文を踏

E.T.AHo血laIlIl侮品からのヲ開I事柄詣で、は次のテクストを使用する。 Ho血lann，E.T.A: 8<加tliche~rke. 
E王rsg.vonH町田lUt8tβinecke und W叫fSegebrecht unter Mi阻rbeitvon Gerhard Allroggen， Friedhelm 
A曲 uber，Hartmut Man伊，ldundUrs叫aSegeb蹴 hι6B加de.Fran凶1ftam Main 1985宜以下との文献に

関しては巻数と頁数で詑す。

1 m，1042. 
2 m，1043. 
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み越えたものを書きたいと願っていた。文学で「自分の苦しんだことを語り」たいという思いで

創作してしも、と『クライスレリアーナ (Kreisleriana)~で言ってしも。

この作品には、茶色の上着を着た男と灰色の上着を着た男が登場する。〈以下、「茶色の上着を

着た男」を「茶色の男j、「灰色の上着を着た男」を「灰色の男Jと呼ぶことにする。)当時すで

にこの茶色の男と灰色の男が誰なのかとし、うことが推測されていた。ホフマンは 1817年 4月3

日の手紙においてこのことに角畝ている。 3 したがって茶色の男と灰色の男のモデルがいる可能

性があるため、茶色の男の意見をすべてホフマンの意見として捉えるのは難しし、が、しかしこの

作品を実質動かしているとも言える茶色の男の意見には、多くのホフマン自身の考えが含まれて

いると思われる。

この作品には多くの作品が取り上げられている。たとえば、シェイクスピアの『ハムレット

(Hamlei)~、イタリアの康H乍家カルロ・ゴッツィの W3 つのオレンジの恋 (DieLiebe zu den drei 

Pomeranzen) ~、シラーの『オノレレアンの少女 (Die Jungfi-au von α会'ans)~、『群盗 (Die

f沿iul凶』である。 4そのほかにもシェイクスピアの『お気に召すまま(Jifie es euch gefiilli) ~、

『ロミオとジュリエット (RnmeolU1d Julia) ~、『オセロ (OtheDo)~ 等が取り上げられてし泊。

一方でこの作品の中で直謝乍品名は出されていなし1が影響を及ぼしていると，思われるのが、 1810

年に書カれたクライストの『マリオネット虜暢について (α昭rぬsMarione胎 '1lthea制』であ

る。ホフマンが、このクライストの作品をもとにして『ある虜腸栓督の奇妙な悩み』を執筆した

という言鵡滅されていないが、両作品で、は対諦移式によって蔀|宥命が展開され、マリオネット

モティーフが用いられている点は同じであり、クライストの作品による影響が、彼の作品に現れ

ていると思われる。

このホフマンの作品は以下のように、数多くはないが研究されてきた。 F世rmannは『ある劇

場監督の奇妙な悩み』が、発表された当初から今に至るまで演劇の社旨平書としかみなされていな

いことを非難し、ホフマンは詩、郵貯をこの作品で扱っていることを描画した。 F油mannは、

マリオネットモティーフに着目し、さらに人がマリオネットを糸で操るとし、うことから、「人間

は刻王、狂乱、愚かさ、不条理とし、った悩みを抱えているために、人間の世界を統拾することは

できなしもそれが暴露されていることが、この作品では不気味さ、おかしさを生み出している」

3当時人々 が、茶色の男derBrauneをderBruhl、灰色の男derGraueをderGrafとおもしろがって推測し

ていることに対して、ホフマンは「もう寸づ士だ」と述べている。 M叫le毛Hansv. / Schnapp， Frie世ich:ET.A
HoffinannsBrIefw町 1JselMUllchen 1967， S. 127. 

4このシェイクスヒ7とゴッツィの伶品、シラーに対する貝角卒は、この栴品と同様、演劇について語られるホ

フマンの『ベルガンサの運命にまつわる最新情報 (Nac.伯尚tvon den neuesb.ヲ'flSchicksalen des Hundes 
h増加Z'lU等でも扱われている。
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と述べている。そしてこの作品名は文学作品として扱うべきだと論じている。 5S白ineckeは、

この{備に登場する茶色の男と灰色の男が問題を述べたり、分析したり、つまり体験キ海舌を語

るだけではなく、フモール、イロニ一、風車止皮肉を示しており、それとともにホフマンが作品

について省察することが次の作品を生むことにつながると述べている。そこから、この作品は述

べられた演劇輸が新しいか、正しいか、あるいは意味深し、かとし、う観点のもとでのみ読まれるべ

きもので、はなく、むしろ『シニョール・フオルミカ (8伊10rFormica) ~や『ブランピラ王女

(乃白Z附白Brambilla)~といった演劇除。曜の世界を中心lこ置いた物語の下鞠需として捉える

べきだと指摘している。 6

この作品においてマリオネットモティーフは、 2人の登場人物の演康輸の中で用いられ、さら

にこの伶晃の構成に大きく関与するのだが、本布院ノートでは、この作品のストーリーの全体を

支えているマリオネットの儲リとともに、ホフマンがどのように演劇における悩み」を打開し

ようとしたかということについて論じたしL

2. 

この俗副こは邦訳がなく、また日本語命文が少なし、ため、この章では作品の概要を紹介する。

茶色の男が旅寵屋食堂で朝食を楽しんでいるところへ灰色の男が飛び込んで、きて、茶色の男に

気づくことなく嘆き、悪態をつく。茶色の男はそれに同情し、助けを申し出る。灰色の男は自分

が地方の彦助コ勝監督であることを明かす。茶色の男はそれを知ると皮肉めいた微笑を浮かべ

る。灰色の男は、茶色の男に自分のことをよく醜卒していないのだから笑わないでほしいと言う。

そこで茶色の男は自分が旅一座の賜控督で、あることを明かす。灰色の男は、茶色の男が同業者

であることを黙っていたことに対しても気に食わなかったし、彼がこの町で演劇を催したいがた

めにいろいろと聞いてくるのだと考え、気分を害する。茶色の男は灰色の男をなだめ、自分はあ

なたと張り合いたいのではなく、自分は恵まれているからあなたとは競争する必要がないのだと

断言し、誓って自分の演劇はあなたの演劇と鰐きすることはないと述べる。

灰色の男は、茶色の男と議論するために、作品『ライオン・グスマン』を挙げる。調教された

犬に適切なライオンのかつらをかぶせ、その犬にライオン・グスマンを演じさせるというのた

犬が役を演じるのにふさわしい理由として、犬というものが調教されて容易に役になりきること

5F世田laIlIl， Franz: Ernst官官odorAmadeus Ho血laIlIl.Rede in der AkadellUe der Kunste der DDR In: 
8tein氏主e，H町田lUt:ETA Hoffinann. Darmstadt 2∞6，8.13旬29，hier 8. 19. 

68飴血目ke，面白nut:DieKl凶1stder Fantasie. E TA正loffinannsLeben und既成Frankfurtam Main / 
Leipzig2α)4，8.259. 
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ができるというその特長を説明する。

しかし、灰色の男は次のように嘆く。というのはこの劇を催すにあたって、多くの困難、厄介

さを見落としていたことに気づいたからた彼は幾人もの{剰憂や女優の出演の拒否、さらにある

俳優の虚栄心、利己心としづ問題にも頭を抱えていたのである。そこで、両者は俳優の虚栄心につ

いて語り合う。引き続し、て、観客の拍手喝采に影響されなし略物の俳優、本物の芸術家について、

そしてf~~憂たちが虚栄心、強情、その他の過ちによりいかに作品を台無しにしてしまうかという

ことについて触れる。両者は、真の芸術家というものは、作品を完壁に演じるために我を否定し、

あるいはそれを取もなければならないとしづ共通の見解を持つ。しかし茶色の男は、顔揚栓督は

そんなにも多くの訴荷家を 1作品に有することがほとんど不可能であり、それゆえイ婚に対する

自分の要求すべてをかなえられるわけではないと言う。

両者は先ほど挙げていた虚栄心、利己心を持つある{刑憂の話に戻る。茶色の男同天色の男にそ

の(財憂を下ろすことを勧めるが、灰色の男は不安に思う。とし、うのは観率、楽団樹軍者、そして

虜|腸に関わる他の者たちはみな、そのことで腹を立てるかもしれなし、と思っているからたそこ

で茶色の男は灰色の男に、虚栄心、利己心にとらわれた人間の代わりに犬を使うことを勧める。

その犬とは、灰色の男が以前に出演させようというアイデアの中で出された調教された犬、先述

の犬のことである。

跡、て彼らは謝時計を使うというアイデアについて話す。特別な人工の機械仕掛けによって

話すとし、うこの時十は「お前は人間だ!Jと言うのである。その話す有者十による「お前は人間だ!J 

という宣告が、虚栄心の強い思い上がった役者たちに、自身の真の姿を認識させるのた

茶色の男と灰色の男の間では、多面的な役者とはどういったものかということを皮切りに幾ら

かの問題が言語命されるのだが、後に灰色の男は本題の趣旨を撮遣いしていたとし、うことが明らか

にされる。茶色の男は、その話題において、すぐれた役者には人間のもっとも奥深いところから

創造される詩のすばらしい秘密が眠っていて、その役者は、心の本質にしたがって演じている。

一方人間の本性をより深く観照できない役者は、マリオネットを生きている人間とみなし、その

マリオネットが生きているように演じるのだと述べる。茶色の男は、灰色の男に喜劇でも悲彦IJで

も同等のカセ持って、さらに誠実さで、もって真に天才的な:f~~憂によって演じられていることを話

し、 2つの役カ3荷主することを言おうとする。シェイクスピアの『オセロ』とモリエールの『守

録刈のそれぞれの主ん公を演じたイ婚である。つまり茶色の男は、すぐれた役者とし、うのは同

等の力と誠実さで、もって演じ分けることができると考えている。灰色の男は、茶色の男がいつも

シェイクスピアについて話していることに気づく。そして灰色の男は茶色の男にシェイクスピア

の作品がも怯やかつてのような効果を持っていなし1とし、うことを語る。茶色の男は反論し、その

理由はわれわれがその深い考えを認識していなし、からだという。灰色の男は、茶色の男がお気に
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入りのシェイクスピアが手離されるのを耐えがたく思っていることに気づく。茶色の男は、詩人

団曜は真の戯曲から糊Ijな効果を狙った言語誇張表現へと方向を変えてしまったと指摘する。

その也、でシェイクスピアの役があまりにも難しい、あるし、はそれを演じるのがほぼ不可能なの

である、と。さらに茶色の男は舞台の大きさというのl揚腸まの効果にとても重要であり、舞台は

大きすぎではならないとも述べる。さらにシェイクスピアの『お気に召すまま』をなぜ減現壌に

終わらせたかを語る。最後に灰色の男は康作家たちについて嘆きだす。品、うのは絞らの作品が

しばしば加融も如、し、鞘教もないからたまた彼らは非難されると腹を立て、作品が不成功に

終わると、しばしば責任を摩暢監督になすりつけると述べる。それに付け加えて灰色の男は、俳

優の虚栄心はたいていの廓肝乍家の虚栄心より上回っていると言う。

灰色の男は、茶色の男が彦l腸監督であることを疑う。それに対して、茶色の男は、自分が本当

に康腸監督で、目下もっとも幸運に恵まれているのだと言う。灰色の男は、茶色の男が今その手

に持っている原稿の内容を知りたし、と思っている。茶色の男は、それは非常にすばらしい演劇の

構想であるが、あなたの舞台には役に立たないと言う。そして、その原稿に書かれてある 3つの

オレンジのメルヘンについて語る。灰色の男は、それを長く聞いていることはで、きなかった。と

いうのはその原稿が自分の舞台に役に立たないということをよく瑚卒したからえ茶色の男はそ

のような作品を戯曲として舞台に持ち込むことは不可能であり、自分のように優れた一座を有す

る廓F暴監督だけがそのような作品を成功させることができると述べる。灰色の男は、どうやって

旅する康F易監督がそのような一座を持つことができるのかを知りたがる。茶色の男は、自分の一

座は虚栄心ヰ多大な要求とし、った欠陥を持ってし、なし、と説明する。灰色の男は驚き、茶色の男が

どこからそのような{剰憂たちを得たのかと問う。しかし灰色の男は茶色の男がその一座がこの旅

館にいるということを言うまで茶色の男を信じなし、灰色の男は我慢できず、茶色の男の一座を

見ることを望む。茶色の男同天色の男を真ん中に箱が置いてある上の部屋へと連れて行く。茶色

の男はその箱を開け「ここに私の一座がし法すむと言う。灰色の男はそこに彼がかつて見たこ

とのないようなとてもきゃしゃでうまく作られたマリオネットを見つけた。

3. 

『ある麟監督の奇妙な悩み』という題における悩みと間夫色の男による悩みであり、その悩

みとはたとえl却何憂の虚栄心キ手Ij己IL等、上演の際にまつわる種々の悩みで、ある。

クライストは、マリオネットをある意味、肯定的なモティーフとして扱っていた。この作品で

はホフマンが人間の演劇を物語の中心におき、それに対する異化として最後にマリオネットとい

うモティーフを登場させているため、マリオネットは作品そのものを破壊してしまう効果を持つ
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ている。ホフマンは人間の演劇を中心に物語を展開し、マリオネットモティーフを否踏切こ扱っ

たとも考えられる。なぜなら問乍品において、人間の演劇についての討論が続けられ、最終的な

結末としてただのマリオネット一座が提示されているからである。それは読者を驚かせる展開で

ある。

しかし話の最後に登場するマリオネットは、この悩みに対して否定的な答えだけではなく、肯

定的な答えもまた提示していると思われる。それどころかこのモティーフを用いることで、悩み

に対する打開策をホフマンはf是示しようとしているのではないだろう;6~

まず、初めにマリオネットが否定的に扱われてしも一文を取り上げたし、茶色の男は以下のよ

うに述べる。

人間の本性のもっとも深いところから生み出される詩の秘密が胸の中に眠っている俳

優からは、考えのない恋意によって生み出され、故郷を失ったように空中を漂う楽し

みが請荷L出てきます。(中略)かの役者は、自分が内なる生に基づいていないことは衷

現できないでしょう。自分が内なる生に基づいていることは、その内なる生から生ま

れるのです。ならびに人間の本性をあまり深く観照できない役者、むら気のある人形

製作者の奇妙にゆがめられたマリオネットを本当に生きている人間とみなしてしまう

役者にとって、かの真の詩人の領或は永遠に閉ざされたままであるに違いなし 1のです。

しかし、奇妙に聞こえるかもしれませんが、この役者に対しても卓越した技量という

ものが栴生するのです。その技量というのはカのマリオネットのもっとも正確で顧慮

のない表現の中に真実をより深く観察するならばありえないでしょう。 7

この発言に剰変されているのは、人間のもっとも奥深いところから創造される詩のすばらしし秘

密が、すぐれた役者にも眠っているということ、すばらしし苦寺的世界をすぐれた役者は演技で持

って作り出すことができるということだと思われる。したがってその役者は自分の内なる生、そ

れは人間の本質であるのだが、その本質に基づいたもののみを表現するのである。その一方で、

人間の本性をあまり深く観照できなし 1役者とし、うのは、すぐれた役者と対極的な荷主だ、といって

よいだろう。そのあまり本性を深く観照で、きなし1役者はマリオネットを人間とみなす。この章に

おしてマリオネットは否定的なものとしてえがかれてしもとし、えるだろう。品、うのもこのマリ

オネット附麦者のあまり自然を深く観照できない役者との関連において表されているからであ

る。つまりそのマリオネットをカの真の詩人の領或とまったくかけ離れたところにある荊生だと

7 m，451. 
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みなすことができるだろう。

この茶色の男の発言に引き続いてさらに言語命が進められる。そもそもこの章の初めにおいて多

面的と呼ば注しるべき役者は喜劇における役と悲劇における役を同じ力で演じるのか、また喜劇そ

のものが高次の意味にとられるべきで、はないのかとし、う言語命から始まるのだが、後に道化芝居と

真なる喜劇は異なったもので、あって、真なる喜劇についてより詳しく語られることになる。

誰が深く人間の本性に位置し、もっとも内にある本質において人間の自然を誘発する

イロニーを否定し去りたいというのでしょうカもイロニーからもっとも奥深いまじめ

さとともに、しゃれ、冗談、ひょうきんとし、うのは輝きだすのです。(中略)痛みとい

うけし、れλノ性のひきつけ、つまり絶望の身を切るような哀調は痛みと絶望によってよ

うやく作られるすばらしい喜びの笑いへとぼとぼしるのです。人間の本性の奇妙な有

機体の讃哉全体は、私たちがフモールとよぶものを欲し、私の意見によれば、人間の

本性の奇妙な有磯体の認識全体は真なる喜劇と同じものなのです"iJ~、フモールめいた

ものの深く内的な本質をみずから決定するでしょう。今私はさらに進んで主張するで

しょう。かの認識あるし、はまさしくフモールが人間の本性の深いところから表現を創

造する役者の胸に親しんでいることを。 8

この茶色の男がしづ痛みと絶望はなんであろうれ人間の本性の深いところから表現する役者

は、以前に挙げた2人の役者、つまり人間の本性の非常に深いところから倉l賭される文学のすば

らしい秘密が胸のうちに眠っている役者と人間の本性を深く観照できない役者の前者を指すと

いえるだろう。その役者仕すぐれている役者としてえがかれているのにもかかわらず、結局は自

然に従わなければならないとしづ現実がたちはだかる。

それは、この作品の最終章を見ればより明らかに表されていると思われる。ここで今一度この

作品の結末に鰍Lた川茶色の男と灰色の男は、演劇、倒憂、部i静さまざまな問題を繍命しあ

う。そして、最終場面において、それらのすべてを解決するのが、茶色の男が率いるマリオネッ

ト劇団だということが読者に明らかにされる。人間の劇団を抱える問題を解決すB るのが、人間で

はなくマリオネットだというのは、人間にとって大きな主任望的結末だといえる。当時、ヨーロツ

パにおいて操り人形劇は、人々にとって娯楽のためのもの、あるいは子供のための寓話庫群呈度の

もので、しかなかったために、あまり高く到面されていなかった。たとえ人聞が、虚栄心や身勝手

さ等を自分を律することで克服し、自然の深し、ところから創造される帯コすばらしし、秘密を胸に

8皿，452.
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宿していたとしても、詩的世界にとどまることができるわけではなく、ただその世界を内面に映

し出すことができるに過ぎないと思われる。なぜなら、もし人聞がその世界を瀦尋することがで

きるなら、人間はその世界にとどまり続けることができるからである。つまり、さんざん2人の

男たちが言偏義したあげくに高く許可面されない道化芝居、操り人形劇上から人間同おられないと

いう絶望が明らかにされ、笑いが生み出されるといえるだろう。

このようにホフマンが人間の京佳室、痛みを表すためにマリオネットを登場させたことから、マ

リオネットは『ある康跨監督の奇妙な悩み』においてネガティブな意味合いを持つモティーフと

して扱われていると思われる。しかし、ネガティブな意味合いと同時に、ポジティブな意味合い

もまた、このマリオネットとしづモティーフ吋持っているように思われる。理由としては2つ考

えられる。 1つめの理由をあげるために、茶色の男のことばの中にあるフモールというキーワー

ドに注目したしもホフマンにおけるブモールというのは、ファンタジーとともにのみ、日寺間的二

元論とさまざまな自己同一性における分裂の期即こよって、自己認識と世界認識を達成すること

であり、 9Wプランピラ王女』において、表されている。その作品においてフモールは以下のよ

うに表されている。

〔フモーノレというのは〕層明ミ思議な思認の力というべきもので、自然を深く観照す

ることから生まれ、フモール自身を深いまなざしで見つめることから生まれ、フモー

ル自身のイローニツシュな分身を作ってしまう思想の力なのです。その分身の演じる

奇妙な茶番をフモーノレは自分自身の演じる茶番と認識します。さらに一大胆にもそ

う言わずにはしもれないのですが-この地上における全相生の茶番を認識し、その

ような認識を楽しむ、それがフモールなのです。 m

フモーノレが生みだす状態位決して絶望の念にとらわれたままではなし1とし、うことが、このことば

からわかるであろう。ブモールは超越的世界の高みへと昇る'1童れを断念したりすることはなしも

しかし、それと同時にその宙1~こ身をゆだねたままにもしないのである。ブモールは決して自分

自身の肉体を退けることはしない。自らが肉体の制約を受けていることを知る人聞は、本質に基

づいて演じた上で、自らマリオネットと化し、茶番劇を演じているということを認識し、さらに

自己認識をすることができるのたそのことによって人は自身を、世界を笑うことができるのだ

と考えられる。したがってマリオネットはネガティブな意味合いだけではなく、ポジティブな意

味合いを持っと思われる。

9 Stein凹ke包∞4)，S. 462. 
10 rn，826. 
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引き続し、て、マリオネットがポジティブな意味合いを持っと居、われる 2つめの理由をあげた川

勧誘暢監督の奇妙な悩み』におし、て灰色の男が、役者の身勝手さヰ槻石心、虚栄JL'等に悩み、

問題にしているのだが、それらの問題を引き起こすのは役者のi晶剰な自意識であろう。まさに、

このような自訴哉を持つ役者は詩的世界と糧事、ところにいるとえるだろう。なぜなら、彼らは

自意識にとらわれ、内に沈潜するということもなし、からである。

当日まわれわれが現代に使う意味における f無意識JCUnbewu錨協血)という概念はまだ存

在していなかった。われわれは、しばしば、「気づいていなしリ、「意識してしなしリと表現する

のだが、それは対象意識に対応する意味での無意識である。 11 この作品においては「無意識lが

高次の世界と関車して用いられていることが有面翠できる。マリオネットはまさに自意識を持たず、

無爵哉を体現することができる。ポジティブな意味合し、でマリオネットが表現されているといえ

るだろう。ここで注意しなければし、けないのは、たとえばわれわれが何も意識せず、偶然演じて

みたら詩的世界を作り出していたということは決して意図されていないということである。役者

は何千、何万回と練習を積み重ね、努力することによって自然に、無意識にすばらしい演技がで

き、詩的世界に通じることが利変されていると考えられる。ホフマンはフモールと無意識で、もっ

て演劇における F悩み」を打開しようとする試みを行ったと考えられる。

この作品に用いられている犬、時計、マリオネットのモティーフをポエジーの観点から論じる

ことを今後の課題としたしも

11坂野登『意識とは何た』青オミ書店 1985年、 51頁以ro
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Über Seltsame Leiden eines Theater-Direktors 
von E.T.A. Hoffmann 

TANABE Mari 

1818 verfasste E.TA Hoffmann die Theaterschrift Seltsame Leiden eines 

TheaterDirektors. Darin spielen Hoffmanns eigene Erfahrungen mit dem Theater 

eine wichtige Rolle als unmittelbare Quelle für den Text. 

Worunter die Theaterdirektoren "leiden", sind die Eitelkeit, der Egoismus usw. der 

Schauspieler. Das Motiv der Marionetten erweist sich dabei hinsichtlich dieser 

"Leiden" nicht nur als ein negatives, sondern kann auch positive Antworten beinhalten. 

Das Handlungsgerüst des Werkes bildet eine zufällige Begegnung zweier 

Theaterdirektoren, des Braunen und des Grauen, in einem Gasthof einer freien 

Reichsstadt. Im Gespräch wendet sich der Braune den Problemen des Theaterlebens 

zu. Einerseits gründe ein begabter, guter Schauspieler sein Spiel auf das wunderbare 

Geheimnis der wahren Dichtung, welches aus der tiefsten Tiefe der menschlichen 

Natur geschöpft ist. Deswegen stelle er nur dar, was seine Grundlage im Leben findet. 

Anderseits gebe es aber auch Schauspieler, denen die tiefere Anschauung der 

menschlichen Natur ermangele und die daher die Marionetten fiir wahrhaft lebendige 

Menschen ansähen. Dies ist die negative Seite der Schauspielere~ die weit entfernt von 

der Kunst des wahren Dichters ist. 

Der Braune spricht über seinen Kummer und seine Verzweiflung angesichts dieser 

Situation, denn ein wirklich begnadeter Schauspieler muss der Natur folgen, um 

wahrhaft das Leben darstellen zu können, wie im letzten Kapitel dieses Werkes gezeigt 

wird. Während der Braune und der Graue über das Theater, die Schauspieler, die 

Kunst usw. diskutieren, erkennen die Leser schließlich in der letzten Szene, dass es 

gerade die Marionetten sind, die die Probleme lösen, welche der Braune anspricht. Es 

ist aber eine Katastrophe, dass es kein Mensch, sondern eben die Marionetten sind, die 

sie lösen Selbst wenn die Menschen ihre Eitelkeit und ihren Egoismus durch 
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Selbstkontrolle überwinden und tatsächlich das Geheimnis wahrer Dichtung in ihrer 

Brust tragen, gelingt es ihnen nicht, nur diesem in ihrem Spiel Ausdruck zu verleihen. 

Aus dem Gespräch des Braunen und des Grauen erhellt, dass die Menschen dem 

Marionettentheater letztlich nicht entfliehen können. 

Die Marionetten sind also ein negatives Motiv; weil Hoffmann sie auftreten lässt, 

um die Katastrophe und den Kummer der Menschen darzustellen. Sie können aber 

auch eine positive Bedeutung haben Wenn man den Aussagen des Braunen genau 

folgt und die Aufmerksamkeit auf den "Humor" richtet, dann zeigt sich, dass ein 

Schauspiele~; der sein eigenes Wesen erkennt, das Possenhafte wie eine Marionette 

spielt. Indem die Zuschauer dies begreifen, können sie über sich und die Welt lachen 

Und es gibt noch eine andere positive Bedeutung der Marionetten. Es ist nämlich 

das menschliche Selbstbewusstsein, was Egoismus, Eifersucht und Eitelkeit 

verursacht. Die Marionetten hingegen haben kein Selbstbewusstsein und verkörpern 

daher das Unbewusste. Hoffmann dachte nicht, dass sich das Wesen wahrer Dichtung 

zuilillig und mühelos beim Spiel zur Darstellung bringen ließe. Nur wenn der 

Schauspieler beständig übt und sich bemüht, wird es ihm möglich, natürlich, 

unbewusst schön und wirklich lebensvoll zu spielen. Der Humor und das Unbewusste 

in der Darstellung können so, wie Hoffmann zeigen wollte, die "Leiden" des Theaters 

überwinden 
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