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【論文】

声、上演、聖なる表象
聖史劇における命名と喚問 

杉山博昭

1．はじめに

1．1．セリフの亀裂

　音と意味がずれることなくただセリフとして一致する際に、そこに充実を感じる立場も

あれば、ただ恥ずかしさを感じる立場もある。かつてこの後者の側に囚われたサミュエル・

ベケットはテクストに「裂開」を見いだすことこそ重要だと考え、他方アントナン・アル

トーは「演劇の効力」をテクストではなく「発声する者の行為」にこそ求められると主張

した＊ 1。近代以降、一部の演劇に前景化したこれらテクストへの敵意は、その後の言語理

論をある意味で先取りしていたとも考えられる。たとえばエミール・バンヴェニストらに

よる成果は、そもそも言葉を発するという行為は、音から意味への移行をスムーズに達成

することはなく、ただ言葉が発せられたという事実以上のものではないことをつまびらか

にしたのである＊ 2。

＊ 1　アルトーやベケットの他、ジャン・ジュネなどのテクストを引用しながら、近代演劇とセリフの緊
張関係を検証する以下の論考を参照した。宇野邦一「言語は演劇の敵なのか」『舞台芸術』8、2005 年、
41-50 頁。
＊ 2　BENVENISTE, Èmile, Problèmes de linguistique gènèrale , vol. II, Gallimard, Paris 1974, p. 80〔『一般
言語学の諸問題』岸本通夫監訳、みすず書房、1983 年〕. 
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　言表の行為性、言い換えれば、音と意味のあいだに現前する「声」はいかに受容されう

るのだろうか。この疑問が現代的意義を有することはたしかである。とはいえ、その考察

の対象となる表象は、近代以降のものに限定されることはない。「声」における音と意味

の緊張関係は、そもそも古代ギリシア劇や中世トルバドゥール詩をはじめとする西洋の伝

統がはらむものであった事実はつとに指摘されるところである＊ 3。記号論と意味論とのあ

いだに横たわるこの深い亀裂が、古代から現代にいたる長大なものであるとすれば、ルネ

サンス期演劇のセリフにもその亀裂が刻まれた可能性は小さくない。仮に亀裂が見出せる

とすれば、そこには何が賭けられていたのだろうか。この問題意識をふまえ、以下、15

世紀イタリアの聖史劇という「声」の経験に注目したい。

1．2．聖史劇のセリフ

　15 世紀イタリアの口承文化において、フィレンツェ聖史劇の上演が托鉢修道会の説教

とともに重要な位置を占めたことは、上演記録からもあきらかである＊ 4。たとえば 15 世

紀のフィレンツェのみに限定してもその上演記録は 100 件近くにのぼるほか、枢機卿ピ

エトロ・リアーリオの招聘で実現したローマ・ミラノ・フェッラーラにおけるフィレンツ

ェ聖史劇の上演記録、とりわけこのミラノにおける『キリストの復活』上演の 8 万人の

見物客を集めた事例などからも、聖史劇が政治・宗教・文化の結節点を構成したことに疑

う余地はない＊ 5。

　資料的限界のために長らく停滞を余儀なくされた聖史劇研究であったが、近年、台本・

上演・受容という各フェーズの検証をとおして、その制作や上演が有する同時代的意義を

徐々に解明しつつあることは注目に値するだろう＊ 6。ところが進境著しい聖史劇研究にあ

って、上演時テクストの扱いについてはいまだ一部の見解が分かれている。たとえばコン

ラッド・アイゼンビヒラは、聖史劇の同時代的意義とはあくまでも豪華な垂れ幕や臨席す

＊ 3　AGAMBEN, Giorgio, Categorie italiane: Studi di poetica e di letteratura, Laterza, Roma 2010, pp. 120-

130〔『イタリア的カテゴリー』岡田温司監訳、みすず書房、2010 年〕.
＊ 4　本稿の主題からは逸れるものの、口承文化研究における中世説教資料の重要性は増すばかりである。

とくに 1427 年 8 月 15 日にシエナのカンポ広場で行われたベルナルディーノ・ダ・シエナの説教を、一

言一句書き留めたかのように見える毛織物工ベネデットの筆録説教は、稀有な資料価値を有している。DA 

SIENA, Bernardino, Le prediche volgari sul Campo di siena 1427, 2 voll. Rusconi, Milano 1989.
＊ 5　本稿で扱う演目を含む聖史劇の全上演記録は以下にまとめられている。杉山博昭『ルネサンスの聖

史劇』中央公論新社、2013 年、404-417 頁。
＊ 6　 聖 史 劇 研 究 の 最 新 の 成 果 は 以 下 を 参 照。NEWBIGIN, Nerida, Rewriting John Baptist: Building a 

history of the San Giovanni edifici , in《Spunti e ricerche》22, 2007, pp. 5-27; NEWBIGIN, Dieci Sacre 

Rappresentazioni inedite fra Qattro e Cinquecento , in《Letteratura italiana antica》10, 2009, pp. 21-

397; VENTRONE, Paola, Lo spettacolo religioso a Firenze nel Quattrocento, Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Milano 2008; 杉山『ルネサンスの聖史劇』。
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る貴賓、有力市民、終演後に繰り広げられる贅をこらした宴席などの付随的要素にこそあ

ったのであり、上演そのものにはなかったと主張している＊ 7。もちろん当時聖史劇が担っ

た多面的な役割を考察するためには、テクスト以外の諸要素の分析も必要不可欠である。

しかし、文献学的方法にのっとって同定された一連の上演時テクストとその読解の成果に

鑑みると、上演内容をほぼ演目の主題のみに集約して「平板で教条的なもの」と断じるア

イゼンビヒラの議論はやや拙速に映ることは否めない。このような聖史劇研究の現在の動

向からも、15 世紀のフィレンツェ市民が朗唱したテクストの分析は重要な課題といえる

のである＊ 8。

　本稿では、聖史劇の上演時テクストという対象を、音と意味をめぐる言表行為とその

受容という観点から分析することを試みる。まず第 2 章では、いかなる「声」が聖史

劇を上演したのかについて、つまり、セリフの音がいかに意味を運んだのかを検討す

る。続く第 3 章では、聖史劇がいかなる「声」を上演したのかについて、すなわち、セ

リフの意味がいかに音からこぼれたのかを検討する。この二つの視点を設定したうえ

で、 聖
サクレ・ラップレゼンタッツィオーニ

史 劇 の「声」があらわにした音と意味の接続と切断を、言い換えると、

聖
サクレ・ラップレゼンタッツィオーニ

な る 表 象 が提示した言表行為の受容の側面を考察していくこととする。

2．上演の「声」

2．1．オッターヴァ・リーマ

　聖史劇の演者の「声」はいかなる音をしていたのだろうか。言うまでもないことだが、

すべてのセリフで音と意味の緊張関係が観取されるわけではなく、むしろ両者が調和のも

とに一致するケースが大勢を占めることが予想されるだろう。筆者がこれまで同定した聖

史劇の上演時テクスト 35 篇のうち、2 篇を除く 33 篇がオッターヴァ・リーマ（八行詩節）

＊ 7　EISENBICHLER, Konrad, How Bartolomeo Saw a Play, in EISENBICHLER and TERPSTRA, Nicholas 

(ed.), The Renaissance in the streets, schools, and studies: essays in honour of Paul F. Grendler, CRRS 

Publications, Toronto 2008, p. 275.
＊ 8　先行研究でも上演時テクストの分析の試みは散見されるものの、そのほとんどは、プロットの典拠

をめぐるテクスト生成史的議論に留まる。以下を参照。POLIZZOTTO, Lorenzo, Children of the Promise: 

the Confraternity of the Purification and the Socialization of Youths in Florence,  Oxford University Press, 

Oxford 2004, pp. 53-105; VENTRONE, La sacra rappresentazione fiorentina, ovvero la predicazione in 

forma di teatro, in《Letteratura in forma di sermone. I rapporti tra predicazione e letteratura nei secoli 

XIII-XVI》, 2003, pp. 255-280. ただこのヴェントローネの論考は、聖史劇と説教の親近性にかんする指摘

が興味深い。
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と呼ばれる詩型を取っている＊ 9。このイタリア叙事詩では一般的な詩型は、エンデカシッ

ラボ（十一音節詩行）を 8 行連ねるスタンツァ（詩節）で構成される。ひとつのスタン

ツァの脚韻は最初の 6 行が交代韻、最後の 2 行が並行韻となり、文学研究ではいわゆる

ＡＢＡＢＡＢＣＣと記述される形式となる。以下、聖史劇『ラザロの蘇生』から見物客に

開演を告げる天使のセリフを引用する。このテクストは収録された写本の条件から、実際

に上演された可能性が高いと評価できる。

Le cose a voi al presente narrate
per rappresentazion mostrar vogliamo
e perchè me’ comprenderle possiate,
tutti sicuramente v’esortiamo
vi piaccia far silenzio e ben gustate
le cose del Maestro, ché diciamo
esser lo specchio della vita nostra
l’opere sante che Gesù dimostra.

Ａ（-ate）
Ｂ（-iamo）
Ａ（-ate）
Ｂ（-iamo）
Ａ（-ate）
Ｂ（-iamo）
Ｃ（-ostra）
Ｃ（-ostra）

わたしたちはいま語ったようなことについて／上演をとおしてご覧に入れるつもり

です／あなたがたがそれを良く理解できるように／みなさんにしっかりお願いした

いことがあります／どうか静かになさってください／主の御業を深く思ってくださ

い／それはわたしたちの生の模範ともなるべき／主イエスがお見せになった聖なる

御業なのですから（Lzr: vv. 49-56.）

「声」を考察対象とするうえで、説教師の説教が散文で組織されたのに対して聖史劇のセ

リフがすべて韻文で組織された点は、もっとも重要な差違となる。本論では上演時テクス

トに見られる詩作技法に、演者の「声」に備わる特徴を推測する手がかりを求めたい。な

ぜなら韻文は、散文が主に依拠する意味作用や統語論のみならず、指示作用や韻律論にも

貫かれているからである。そこに、「声」それ自体に迫る糸口を見いだしうるのではない

だろうか。

　そもそも聖史劇でオッターヴァ・リーマという音が選択されたのは、上演の主眼がキ

リスト教のたとえ話や戒めを見物客に伝えることに置かれたからだと思われる。これは

1446 年から 59 年までフィレンツェ大司教を務めたアントニーノ・ピエロッツィが書簡

中で披瀝した内容とも符合する＊ 10。重要なことは、聖史劇の見物客のほとんどが市民や旅

＊ 9　同定された上演時テクストは以下を参照。杉山『ルネサンスの聖史劇』418-420 頁。
＊ 10　一方で、ドミニコ会出身のピエロッツィは聖史劇の祝祭性が孕む「無秩序」への警戒もにじませる。
以下を参照。TREXLER, Richard, The Episcopal Constitutions of Antoninus of Florence, in《Quellen und 
Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken》LXI, 1979, pp. 244-272.
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行者であり、かつ演者の多くも一般の平信徒であったという事実である。すなわち他の詩

型と比べて規則がシンプルなオッターヴァ・リーマは、演者の朗唱と見物客の聴取をスム

ーズに進めるうえで、極めて優れた形式のひとつであったと考えられる。制作側は聖なる

物語を整然とした「声」を介して伝えるべく腐心し、セリフの可聴性に神経を尖らせてい

た。このことは、見物客に「静かに」するよう要請する天使が、先に引用した『ラザロの

蘇生』以外にも多くの上演時テクストに登場する点からもうかがえる＊ 11。

　ただ、いかにオッターヴァ・リーマが素朴な音を提示したとしても、交代韻と並行韻と

いう修辞技法が個々のプロットの内容と連動して用いられたこともたしかである。音と意

味の呼応が、見物客の印象や記憶に働きかけたと推察される例として、もっとも有名な聖

史劇のひとつである『受胎告知』のハイライトの場面を挙げる（Ann: vv. 361-376.）［図

1］＊ 12。『ルカによる福音書』の受胎告知のエピソードをほぼ再現する二つのスタンツァは、

三つのパートに分断されている。第 1 スタンツァの最初の 2 行（Ann: vv. 361-362.）と

第 2 スタンツァの最後の 2 行（Ann: vv. 375-376.）がマリアに、それらをつなぐ 14 行が

大天使ガブリエルにあてられており、脚韻はＡＢ／ＡＢＡＢＣＣ　ＡＢＡＢＡＢ／ＣＣと

記述できる。この 16 行が紡ぐ場面を見ると、「どうしておっしゃられるようなことがあ

りえましょう／わたしは男の人を知りませんのに」というマリアの戸惑いが冒頭の交代韻

に収まり、「わたしは主のはしためです。慈悲深い／あなたのみ言葉どおり、この身にな

りますように」という名高いマリアの応答が末尾の並行韻に収まっている。この韻律と内

容の対応関係は、聖史劇が音と意味を調和のもとに一致させていたことを示すのである。

2．2．フロットーラ

　前節で確認したオッターヴァ・リーマの韻律は、ほぼすべての上演時テクストで乱れる

ことなく進行する。しかしこの韻律が破れるケースも存在する。そのひとつが 1490 年に

サンタ・マリア・デル・カルミネ聖堂で上演された『聖霊のフェスタ』である［図 2］＊ 13。

＊ 11　他の例として『天地創造』『放蕩息子の帰還』『聖母マリアのお清め』『マギのフェスタ』『聖霊降臨祭』

『最後の晩餐と受難』『聖霊のフェスタ』などがある。杉山『ルネサンスの聖史劇』巻末の翻訳テクストを

参照のこと。
＊ 12　『受胎告知』は当時もっとも上演された演目のひとつである。演出や舞台効果の再構成は以下を参照。

NEWBIGIN, Feste d’Otrarno, vol. 1, Olschki, Firenze 1996, pp. 1-43; 杉山『ルネサンスの聖史劇』58-80 頁。
＊ 13　『聖霊のフェスタ』はサント・スピーリト聖堂で頻繁に上演された『聖霊降臨祭』とは同主題なが

ら別のテクスト。ただし制作団体は聖霊兄弟会で同一である。以下を参照。杉山『ルネサンスの聖史劇』

418-420 頁。
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Et cominciati gli Apostli, Tutti con Nostra Donna cantano la 
seguente laude in sul modo de’ Balestrieri:
　O Gesù, tu ci hai condocti
　con Marïa insiem ridocti.

　Fa che sieno hormai forniti
　tanti pianti adolorati.
　Fa de’ lassi ghusti arditi,
　et aiuta e tribolati
　che qui sono inginochiati.
　O Gesù, osserva e patti:
　tuo parole son contracti
　però aiuta e pianti rotti.
Et da Cielo viene lo Spirito Sancto, decte le sopradecte parole.

Ｄ（-octi）
Ｄ（-octi）

Ａ（-iti）
Ｂ（-ati）
Ａ（-iti）
Ｂ（-ati）
Ｂ（-ati）
Ｃ（-atti）
Ｃ（-acti）
Ｄ（-otti）

使徒たちは支度を始める。聖母を含めたみなは、石弓を射る者のような身ぶりで、

以下のラウダを歌う：

　ああ、イエス様、あなたは落ちぶれたわたしたちと／マリア様をお導きください

　ました／さあ、苦しんでいるたくさんの涙が／どうか報われますようお願いいた

　します／どうか惨めな心を勇気づけてください／ここにひざまずいている／苦悩

　に満ちた者どもをお救いください／ああ、イエス様、取り決めをお守りください

　／あなたのみ言葉は、契約なのです／ですからどうか、うちひしがれた涙をお救

　いください

上述の言葉が語られると、天から聖霊が降臨する（Fss: vv. 257-266）

この箇所は『使徒言行録』2 章の「聖霊降臨」を再現する同演目のハイライトである。こ

こでは最初に 2 行の詩行が、8 行のスタンツァのシークエンスにイレギュラに挿入されて

いる。しかしその直後のスタンツァを確認すると、一行の音節は 11 から 8 つに減ってお

り、脚韻もオッターヴァ・リーマの規則から逸脱していることがわかる。一見するとこれ

は、「聖霊降臨」という奇蹟を強調するために施された韻律の破格と解釈できそうである。

しかし最初に挿入された 2 行の脚韻が、続く詩節の最終行の脚韻に回帰する点に注目す

れば、この 10 行は 15 世紀から 16 世紀のイタリアで流行したフロットーラと呼ばれる

世俗歌曲の韻律と等しいことがわかる＊ 14。既往研究でも看過されてきたこの異なる詩型の

＊ 14　 フロットーラの規則については以下を参照。PRIZER, William, Performance Practice in the Frottola, 

in《Early Music》vol.3-3, 1975, pp. 227-235.
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挿入は、演者が「歌う」ことをあらためて強調するト書き部の記述とも符合する。

　さらにここで留意するべき点があるとすれば、それはこの演目が上演された 1490 年に

はすでに聖史劇制作の最盛期が過ぎていたという事実である。そのため『聖霊のフェスタ』

における二つの詩型の交錯は、聖なる物語と結びつくオッターヴァ・リーマの音にすっか

り馴染み、なかば倦んでいたかもしれない見物客に対し、新鮮で効果的なアクセントを生

み出した可能性が指摘できる＊ 15。言い替えるなら、聖俗のあわいにおける音と意味の接合

が、ひとつの物語を更新しえたということである。

2．3．揺らぐ詩型

　詩型の逸脱や破格がほとんど見られない聖史劇のテクストではあっても、まれに例外は

存在する。1473 年のローマにも上演記録の残る『スザンナのフェスタ』はそのひとつで

ある［図 3］。この演目は外典『ダニエル書補遺』の著名なエピソードを主題としているが、

本編であるスザンナのエピソードに先行して、典拠の物語とは無関係なふたりの田舎者の

口論が挿入されている（Ssn: vv. 9-16.）。この 8 行がひとつのスタンツァであることは脚

韻からもあきらかだが、言い争いをする二者間で推移する語りによってスタンツァは五つ

に分割され、ＡＢ／ＡＢ／ＡＢ／Ｃ／Ｃとなる。ほぼすべての上演時テクストにおいてス

タンツァが語りの単位となっている事実に鑑みれば、この場面では韻律は維持されている

ものの音と意味の調和という点でやや後退しているとみなせる。他の上演時テクストと比

較すると、とくにスタンツァ結部の並行韻の 2 行さえ分割される点はきわめて特徴的で

ある。もちろんこのような慌ただしい語りの推移は、場面のテンポを上げこの口論の粗暴

さをあらわにする効果を生むにちがいない。またプロローグの音と意味の繫がりにおける

調和の後退は、本編で悲運に見舞われるスザンナの調和の取れた「声」を強調することに

もつながっている。

　他方、韻律の破れがはっきりと確認できる例もある。『ルカによる福音書』15 章に登場

する有名な「たとえ話」を主題とする、15 世紀フィレンツェで頻繁に上演された『放蕩

息子の帰還』の一節を挙げる［図 4］。

＊ 15　15 世紀末の見物記録には聖史劇への辛辣な評価が目立つようになる。たとえば 1491 年の洗礼者聖

ヨハネのフェスタにかんする以下の証言を参照のこと。DE’ROSSI, Trivaldo, Ricordanze tratte da un libro 

originale di Tribaldo de’Rossi, in Delizie degli eruditi toscani,  vol. XXIII, Gaetano Cambiagi, Firenze 1786, p. 

24.
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Risponde la Superbia per tutti e Peccati e a uno a uno li nomina e tirali 
a sé:

Io sono el capitan della brigata:
Superbia da ciascuno i’ son chiamata.
Questa è l’Avarizia nominata,
questa è la ’Nvidia, andrà in ogni lato,
questa è la Gola che è molta amata,
quest’è l’Accidia che le sta al lato,
e quest’è Ira che verrà con furia,
questa che dà piacer si è Lussuria.

Ａ（-ata）
Ａ（-ata）
Ａ（-ata）
Ｂ（-ato）
Ａ（-ata）
Ｂ（-ato）
Ｃ（-uria）
Ｃ（-uria）

他の大罪たちに代わって「傲慢」が答える。ひとりずつ彼女たちの名前を呼び、自

分のところに引き寄せる：

　わたしがこの仲間たちの首領です／みなからは「傲慢」と呼ばれています／彼女

　は「強欲」という名前で呼ばれています／彼女は「嫉妬」です。あらゆる点で役

　立つでしょう／彼女は「暴食」です。たいへん愛されているのです／彼女は「怠惰」

　です。あの隅にいる者です／彼女は「憤怒」です。慌ただしくやってきましたね

　／彼女、この親切な女が「色欲」です（Vtl: vv. 209-216）

この箇所は父親に逆らって家を飛び出した青年が、道中七つの大罪をあらわす擬人像と出

会う場面である。スタンツァが 8 行でまとまっていることに加え、「この questa」という

指示代名詞が頭韻として反復されるため、あたかもこの「声」は整然とした調和を醸し出

すように見える。しかし実際に耳にした見物客の印象はそれと異なった可能性が高い。な

ぜなら第 1 行から第 3 行までが並行韻を踏むことで、オッターヴァ・リーマの韻律が完

全に破れているからである。焦点となる第 2 行の末尾が「呼ばれる chiam-ata」となるのは、

主語である「わたし」が「傲慢 Superbia」という女性名詞であることにともなう語尾変

化であり、統語論上はまったく問題が無い。しかし韻律論上では、この「傲慢」の存在が

落とす影は小さくないのである。ちなみに物語内では、その後青年は大罪の寓意象である

彼女たちと同行したために身を持ち崩す。そのため見物客は、この場面で突然響く不穏な

音を青年の運命の予告として事後的に理解しえただろう。他の上演時テクストにおいても

韻律が明確に破れるケースが希少であるという事実をふまえるなら、七つの大罪の扱いは

演者の「声」に強い緊張をもたらすこと、さらにその緊張が意味に対して音を揺るがす原

因になったことが推測できる。

　この「傲慢」の「声」と符合するスタンツァが、ローマやフェッラーラにおける上演記

録が残るもののいまだ先行研究では未着手となっている聖史劇『巡礼者』のテクストに見

いだすことができる。この演目が範を取っているのは、中世のユトレヒトで実際に起きた
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以下の事件である［図 5］。キリスト教世界でもっとも崇敬を集める聖地サンティアゴ・デ・

コンポステーラを目指す親子がある宿に逗留した際、その巡礼者の息子は宿屋の娘に騙さ

れて縛り首になる。ところが彼は聖ヤコブの加護によって救われ、逆に宿屋の一家が処刑

されるという顛末である。以下、巡礼者の息子に一目惚れをした宿屋の娘フィアンメッタ

が彼を誘惑する場面から引用する。

Dice Fiammetta così:
　Sed io dovessi aver più bastonate
　che cento pellegrin’ non potrien dare,
　le voglie mia nelle tuo forze ho date.
　In tutto sono e tu puo’ solo atarmi.
Dice el Garzone:
　Or vanne via tra l’altre iscellerate,
　cattiva trista, e lascia riposarmi!
　e Sa･Jacopo degno, a cui son dato,
　mi lievi questo e ogn’altro peccato.

Ａ（-ate）
Ｂ（-are）
Ａ（-ate）
Ｃ（-armi）

Ａ（-ate）
Ｃ（-armi）
Ｄ（-ato）
Ｄ（-ato）

フィアンメッタはこう言う：

　たとえ、巡礼者様が百人いても打ちきれないほど／たくさん棒で打たれることに   

　なったとしても／わたしは自分の欲望をあなたの精力に捧げたいのです／それが

　わたしです、わたしを救えるのはあなたしかいません

若者は言う：

　もう、別の悪党のところにでも行ってくれ／あわれな悪女よ、わたしを休ませて

　くれ／偉大なる聖ヤコブ様、この身を捧げるお方よ／どうかわたしをこの罪から、

　来たる罪からお救いください（Pll: vv. 217-224.）

ここでは、誘惑するフィアンメッタとそれを拒む巡礼者の息子のやり取りでひとつのスタ

ンツァが形成されている。しかし詩行末尾の進行に注目すると、「娼婦」と蔑まれても諦

めないフィアンメッタの「声」で韻律は破れ、その破れに若者の「声」が巻き込まれてい

くのがわかる。言い替えるなら、セリフの意味には色欲を退ける敬虔なキリスト教徒の姿

が浮かび上がるものの、セリフの音には色欲に呑み込まれそうになる若者の叫びが聞こえ

るかのようである。同演目はこの箇所以外にも複数の場面で韻律の破れが存在する点でき

わめて例外的であるが、その破格がすべてフィアンメッタのスタンツァに集中しているこ

とはおおいに示唆的である＊ 16。もちろん一連の乱れた「声」に投影されたのは、かならず

＊ 16　『巡礼者』で韻律が破れる他の詩行は以下。Pll: vv. 185-200, 233-240, 513-528. 
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しも色欲に対する同時代の嫌悪感のみではないだろう。教化を旨とする逸話の再現に際し

てなお、見物客がフィアンメッタの表象に惹かれていたことは想像にかたくない。意味を

運ぶ音の揺らぎは多面的な受容の契機であったと考えられる。

　以上、いかなる「声」が聖史劇を上演したのかについて、上演時テクストの分析をとお

して考察した。その結果、調和を取ってスムーズに意味を運ぶ音のなかに、ぶれるように

揺らぐ音も一部紛れていたことがあきらかとなった。ただ、対照的であるように思われる

この二つの「声」は、いずれも音が陰に陽に意味の伝達に寄与する点では一致する。つま

りいかに音が揺らいだとしても、ただちにそれは意味のもとに回収されうるのである。と

ころが聖史劇にはこれらともまた異なる、別様の「声」が存在する。その「声」は、意味

の伝達をあたかも留保するように響くのである。次章ではこの示唆的なケースを考察する。

3．「声」の上演

3．1．異言 

　聖史劇は「もはや音ではないが、いまだ意味でもない」という言表の行為性を再現しえ

たのであろうか。かつて筆者は、聖史劇『聖霊降臨祭』をめぐる議論において、聖霊兄弟

会の財産目録・上演時テクスト・後世の伝聞記録の照合をとおして、テクスト上には直接

記述のない「異言」の場面が再現された可能性を示した＊ 17。近年、脱−主体化・脱−創造

の表象としても注目を集める「異言」だが、本来はキリストの復活・昇天後に聖霊に満た

された弟子たちが、突如、彼らが知りえない異国語で福音を説く奇蹟を指す用語である。

サント・スピーリト聖堂内で上演された『聖霊降臨祭』の「異言」の場面では、柱付き洗

礼盤に備え付けられた大きな回転花火が使用された可能性が高い。聖霊に満たされた使徒

たちが福音を説く身ぶりにあわせて花火が点火されたとすれば、その破裂音は演者のセリ

フを遮るように響くことになる＊ 18。セリフの意味の前景化を遮るように異質な音が鳴るこ

の演出は、たしかにひとつの「異言」を表象しえたと思われる。

　音と意味の緊張に満ちた断絶という広義の「異言」を考えるとすれば、その痕跡は他の

聖史劇のテクストに見いだすことができる。たとえばそれは、俗語で構成されたスタンツ

ァにおける例外的なラテン語の挿入などである＊ 19。ラテン語に馴染みのない見物客の多く

＊ 17　『聖霊降臨祭』における「異言」については以下を参照。杉山『ルネサンスの聖史劇』179-181 頁。
＊ 18　上掲書、81-98 頁。『聖霊降臨祭』では回転花火とは別に、ロープを伝うロケット花火に類するもの

が用いられ、それぞれが「異言」と「聖霊降臨」に対応したと考えられる。
＊ 19　ラテン語の挿入例は『聖母マリアのお清め』と『最後の晩餐と受難』に認められる。Prf: vv. 497-

504; Pss: vv. 593-606.
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は、そうした詩句をあたかも空白そのものとして聴取した可能性がある。演者の「声」が、

空白の音を意味へと置き換えるよう要請したとすれば、それはもはや上演の「声」という

よりも「声」の上演と呼ぶべきものとなる。言い替えるなら、そこでは媒体としての「声」

それ自体が主題となったのである。聖史劇には、他にも音と意味が脱臼しているかと思わ

せるような場面が存在する。それらのなかから、ここではとくに命名と喚問の場面を取り

上げる。

3．2．命名

　『創世記』2 章の「アダムの名付け」にかんする記述は「人はあらゆる家畜、空の鳥、

野のあらゆる獣に名を付けた」というきわめて簡素なものである。15 世紀フィレンツェ

最大の祝祭行事である洗礼者聖ヨハネのフェスタで上演された聖史劇『天地創造』には、

この原典を丁寧に補足して再現するようなアダムが登場する。

Parla Adam e pone i nomi a’ pesci: 
　Balene, tonni, alfin, morene, orate,
　muggini, storioni, tinche e reine,
　palàmite, salmon, sogliole, ovate,
　e lucci lasche, anguille sanza spine,
　isgombri, ragni, trote, e cheppie nate
　in ogni parte, e menole, e ombrine,
　carpion, gamberi, granchi o presoposti,
　e sì d’ogni altr’i nomi che ho lor posti.
Parla Adam e pone i nomi agli uccelli:
　Aquile, astor, gifralchi e milïoni,
　sparvier, moscardi, gheppi, corvi e gazze,
　starne, quaglie, fagian, grughe e paoni,
　oche, anitre, cornacchie a udir pazze,
　tordi, usignuoli passere e frusoni,
　e gli altri uccelli e di qualunque razze
　li quali or sono, o che per tempo venghino,
　il nome ch’io do lor sempre ritenghino.

Ａ（-ate）
Ｂ（-ine）
Ａ（-ate）
Ｂ（-ine）
Ａ（-ate）
Ｂ（-ine）
Ｃ（-posti）
Ｃ（-posti）

Ａ（-oni）
Ｂ（-azze）
Ａ（-oni）
Ｂ（-azze）
Ａ（-oni）
Ｂ（-azze）
Ｃ（-enghino）
Ｃ（-enghino）

アダムは魚たちに名前をつけて、話す：

　クジラ、マグロ、イルカ、マレナ、チヌ／ボラ、チョウザメ、テンチ、それから

　ニベ／カツオ、サケ、シタビラメ、カレイ／それにカワカマス、ウグイ、骨のな

　いウナギ／サバ、スズキ、マス、それから各地に産まれるニシン／それにカワカ

　マス、それからニベ／カルピオーネ、エビ、カニ、ああこのように思われます／
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　他のあらゆる魚の名前も、わたしがこれらにしたように名付けます

アダムは鳥たちに名前をつけて、話す：

　ワシ、オオタカ、シロハヤブサ、それからオオジュリン／ハイタカ、ハヤブサ、　

　チョウゲンボウ、ワタリガラスとカササギ／ヤマウズラ、ウズラ、キジ、ツル、　

　それにクジャク／ガチョウ、カモ、鳴き声を聞くかぎり気がふれたカラス／ツグミ、

　ナイチンゲール、スズメ、それからシメ／また他のありとあらゆる鳥たちも／い

　まさっそくやってきて、ここにいるのです／これらはわたしが与えた名前を、つ

　ねに持ち続けることでしょう（Crz: vv. 233-248）

この箇所に続く動物の「名付け」では「ゾウ、ライオン、ラクダ、それからウシ」とかな

り大掴みな分類となり、名付けられる対象の数も減少する（Crz: vv. 249-256.）。それに

対して、引用に挙げた魚と鳥の微に入り細を穿つような「名付け」は、相対的に強い印象

を残すセリフと言えるだろう。

　ここでまず、物語内の順番に逆らって第 2 スタンツァの鳥の「名付け」から検証する。

近年の西洋中世研究において、説教資料とともに注目を集める資料に「料理の書」と呼ば

れる一連の著作がある＊ 20。たとえば 15 世紀の食養生やコース料理を記したプラーティナ

の『真の喜びと健康について』は、あらゆる食材のなかでも鳥類が「もっとも優れている」

と伝え、その肉は「より繊細なメインディッシュに適しており、卑しい身分の貧しい人び

との食卓よりも、王侯貴族の食卓にはるかにふさわしい」とする＊ 21。そこでは、家禽のガ

チョウとカモ以外にも、貴族のたしなみとされた狩猟の獲物であるヤマウズラ・キジ・ウ

ズラを用いたレシピが披瀝され、実際、フィレンツェの執政官はそれらを食していたこと

がわかっている＊ 22。アダムの「名付け」と当時の認識との照合を進めるなら、最初に名付

けられるワシ・オオタカ・ハヤブサは当時から狩猟鳥として一般的な種であり、その羽根

が聖史劇の天使役の衣装製作に用いられたクジャクについては、先に引用した演目『巡礼

者』の宿屋の主人が巡礼者親子に「とっておきの料理」として「クジャクの串焼き」を勧

める場面が存在する（Pll: v. 158.）［図 6］＊ 23。鳥類の分類が了解可能であったことは、と

＊ 20　ガストロノミーをめぐる浩瀚な成果のひとつが以下である。CAPPATTI, Alberto, e MONTANARI, 
Massimo, La cucina italiana: Storia di una Cultura, Laterza, Roma 1999〔『食のイタリア文化史』柴野均訳、
岩波書店、2011 年〕.
＊ 21　SACCHI, Bartolomeo (il detto PLATINA), Il piacere onesto e la buona salute, Einaudi, Torino 1985, p. 
104.
＊ 22　GRIECO, Allen J., From the Cookbook to the Table: A Florentine Table and Italian Recipies of the 
Fourteenth and Fifteenth centuries,  in LAMBERT, Carole (par), Du manuscrit à la table: essais sur la 
cuisine au Moyen Âge et répertoire des manuscrits médiévaux contenant des recettes culinaires , Les 
Presses de l'Université de Montréal, Paris 1992, pp. 29-38.
＊ 23　聖史劇上演と同時代の図像の照応関係については以下を参照。杉山『ルネサンスの聖史劇』186-
220 頁。
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りわけ一般の市民たちも好んでそれを購入・調理した謝肉祭の様子を示す図像からも裏づ

けられる［図 7 上］。つまり、アダムが第 2 スタンツァで披露した詳細な分類も見物客に

は理解されたのである。

　それに対して『創世記』の同場面には類としても登場しない魚を「名付け」るアダムの

第 1 スタンツァは、いかに見物客に受けとめられたのだろうか。たしかに、15 世紀イタ

リアの食生活において、魚は野菜とともに肉を日常的に補完する食材であった。すなわち

謝肉祭に続く四旬節は言うまでもなくいわゆる斎戒日にあたる各週の金曜日と土曜日に

も、「肉断ち」することが当時のキリスト教徒の習慣であった［図 7 下］＊ 24。こうした習

慣をふまえるなら、見物客はアダムに名付けられた魚の種をある程度了解しえたと言える

かもしれない。しかし一連の「料理の書」には、この推測を裏づける記述は少ない。たと

えば 1570 年に出版されたバルトロメオ・スカッピの『著作集』第 4 巻では、アルノ川

とトスカーナから水揚げされる魚として「ウグイとヤツメウナギ」が挙げられている＊ 25。

また第 1 スタンツァ 7 行目の「カルピオーネ」は、スカッピ自身が「イタリア全土に運

ばれ」たと伝えるアッカルピオーネ、つまりマリネの名称として解釈することも可能だろ

う＊ 26。しかしこれ以外については、少なくともフィレンツェ市民が分類された具体的な対

象を了解したと推測することは難しい。15 世紀当時のイタリアで、もっとも食材に精通

する著述家であったプラーティナでさえ「魚の名前が場所によって異なるため、すべての

魚とその性質を語るのは難しい」と吐露している＊ 27。さらに加えれば『巡礼者』をはじめ

とする聖史劇の演目において、劇中に登場する料理の説明にしばしば鳥・野菜・その他の

肉の細かな名称が列挙されるのに対して、魚は言及されないことも多く、言及があったと

してもただ「魚 Pesci」とのみ述べられる点は示唆的である（Pll: vv. 153-160.）＊ 28。

　以上の検討から、聖史劇のアダムが 25 種の「魚」を名付けたにもかかわらず、見物客

はその多くを了解することが困難であった状況がうかがえる＊ 29。分類する対象が不明なま

＊ 24　魚を用いた「斎戒日用のレシピ」は多く伝わっている。以下を参照。GRIECO, From the Cookbook, 

pp. 35-36.
＊ 25　SCAPPI, Bartolomeo, Opera, Tramenzzino, Venezia 1570, cc. 125v-148v.
＊ 26　Ivid. c. 129r-v.
＊ 27　PLATINA, Il piacere onesto, p. 215.
＊ 28　詳細な食事の記述で知られる画家ポントルモの『日記』でも、他の細かな食材名への言及と比べて、

魚はただ「魚」とのみ記されている事実も示唆的である。以下を参照。PONTORMO, Jacopo, Diario, Le 

Monnier,  Firenze 1956〔ヤコポ・ダ・ポントルモ『ルネサンスの画家ポントルモの日記』中嶋浩郎訳、白

水社、1991 年〕.
＊ 29　ここで最初に名付けられる「クジラ」は例外としなければならない。なぜなら当時のフィレンツェ

市民は「巨大な魚」に呑み込まれた後、三日三晩を経て生還した『ヨナ書』の逸話に親しんでいたからで

ある。聖史劇『聖母マリアのお清め』の舞台装置として「ヨナのクジラ」が製作されたことも判明している。

以下を参照。POLIZZOTTO, Children,  pp. 79-80.
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まに分類を進行するこのセリフにおいて、アダム役の「声」は、もはや純然たる音では

ないものの、いまだ十全たる意味とはならないパラドクシカルな特徴を帯びる。「もはや

･･･ ない」と「いまだ ･･･ ない」という二重の否定、もしくは言表の行為性になぞらえう

る効果を、見物客はいかに受容したのだろうか。そこで何を指し示すかは不明なものの、

依然何かを指し示すことだけはあきらかである「声」が上演されたとすれば、それは言わ

ば空白の表象として、興味と忌避といった相半ばする感情を喚起したとも考えられる＊ 30。

意味を宙づりにした音がはらむこの様態は、命名とは別の「声」にも認められる。それは

聖史劇における喚問の「声」である。

3．3．喚問

　前節では聖史劇『天地創造』において、名詞のシークエンスがあたかも間投詞のように

響き始める場面を確認した。アダムが歌う個々の魚の名前は、意味論の領域に入ることを

拒んで記号論の領域に留まることを要求していたかのようであった。この事例をふまえた

うえで、『巡礼者』と同じく中世ヨーロッパで起きた事件に範を取る演目を取り上げる。

　1473 年にローマでも上演された聖史劇『聖体の奇蹟』の主題は、1290 年のパリに端

を発する奇蹟譚である。物語はおおよそ以下のように進む［図 8］。キリスト教徒の妻は

夫が賭博で散財したために、ミサ用の礼服を質屋に持ち込む。すると質屋のユダヤ教徒は

聖体のパンと引き替えならより有利な融資をすると提案する。妻は悩むものの結局司祭の

もとへ向かい、拝領した聖体をそのまま渡す。その後ユダヤ人は罵りながらその聖体を火

で炙り、さらにナイフを突き立てる。するとその傷から大量の血液が吹き出す。事の次第

が知られた質屋の男は、その後火刑に処されるが、キリスト教徒の妻は執政長官の夢に登

場したトマス・アクィナスによって救われ悔悛する＊ 31。これに続く最後の場面が以下の引

用である。

＊ 30　ジョルジョ・アガンベンは意味の空白や未決定の価値を、クロード・レヴィ = ストロースがあきら

かにした宗教の起源としての「マナ」に結びつけて考察する。以下を参照。AGAMBEN, Il sacramento del 

linguaggio. Archeologia del giuramento (Homo sacer II, 3) , Laterza, Roma 2008, p. 21. 
＊ 31　この聖史劇はパオロ・ウッチェッロ《聖餅の奇蹟》とよく関連づけられる。以下を参照。LAVIN, 

Marilyn Aronberg, The Altar of Corpus Domini in Urbino: Paolo Uccello, Joos Van Ghent, Piero della 

Francesca,  in《The Art Bulletin》49, 1967, pp. 1-24.
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E detto questo, el Podestà dice al Cavaliere e a’ Birri:
　Chiamate tutti, vi’ a suon di bastone,
　questi giudei e quel can paterino:
　Abràm, Davìd, Jacòb e Salamone,
　Sabbato, Isaac, Jacòb ed Abramino,
　e Samuël, Josefe quel ghiottone,
　Natàl e Giubba e quel Manovellino,
　e quell’altro Josefe Quadroballa,
　Amicca, Acadde e Rechilla e Jacalla.
Ora va el Cavaliere a trovare e Giudei e bastonangli quanto 
possono tanto che si fugano tutti.

Ａ（-one）
Ｂ（-ino）
Ａ（-one）
Ｂ（-ino）
Ａ（-one）
Ｂ（-ino）
Ｃ（-alla）
Ｃ（-alla）

執政長官はこう告げたあと、騎士と刑吏に向かって言う：

　次のユダヤ人と、パターリ派の犬どもを／みな連行して来い。そして殴ってやる

　のだ／アブラハム、ダヴィデ、ヤコブ、ソロモン／サッバド、イサク、ヤコブ、　

　そしてアブラミーノ／サムエル、あのがめついにも程があるヨゼフ／ナタルにジ

　ュッバ，例のマノヴェッリーノ／あと別の、クアドロバッラのほうのヨゼフ／ア

　ミッカ，アッカーデとレキッラとジャカッラだ

騎士はすぐにユダヤ人たちを捉え、その者たちがみな逃げ出すまで力の限り打ち据

える（Crp: vv. 649-656.）

聖体のパンを傷つけた質屋の男に留まらず、物語上まったく関係のない大勢のユダヤ人た

ちが突然裁判所に喚問され、罰を受けるという場面で『聖体の奇蹟』は幕を閉じる。もち

ろんこの執政長官のセリフには、当時の反ユダヤ的感情が色濃く投影されていることは言

うまでもない＊ 32。しかし「声」の上演という観点に立つとすれば、ここで留意すべき点は、

アブラハム・ダヴィデ・ヤコブ・ソロモン・イサク・サムエルなど喚問されるユダヤ教徒

の名の多くが、旧約聖書に登場する父祖・預言者の名と重なることである。

　このことをふまえると、当時、教会が聖史劇をとおしてとくに強調していた主題のひと

つが「辺獄への降下」であったという事実は興味深い［図 9］。「辺獄への降下」とは復活

したキリストが、旧約の預言者たちが囚われる辺獄へと赴き、その扉を守る悪魔を打ち倒

し、扉口から預言者たちを呼び出して楽園へいざなうという物語である。15 世紀イタリ

アの教会は、平信徒たちが抱く死後の苦しみへの恐れを教化の契機として捉えたため、辺

獄で苛まれていたアダムらの救出にすでにキリストは成功したと喧伝することに、大きな

＊ 32　筆者はすでに聖史劇におけるユダヤ教徒の表象の問題を、当時の宗教的・世俗的主権のあり方と関

連付けて論じた。以下を参照。杉山『ルネサンスの聖史劇』154-181 頁。
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意義を見いだしていた＊ 33。このことは通常、復活後のキリスト以外とかかわることがない

辺獄の預言者たちが、『キリストの復活』（Rsr: vv. 73-192.）の他にも『受胎告知』（Ann: 

vv. 299-320）や『洗礼者聖ヨハネの斬首』（Dcl: vv. 561-576）に登場する事実からもう

かがえる。さらに『聖体の奇蹟』において、聖体を嘲笑しながらナイフで刺す質屋のセリ

フに「もしおまえがキリストならば、暗い地の底へと降り立ったものならば」とこの主題

が強調されているのは示唆的である（Crp: vv. 265-272.）。

　では「辺獄への降下」を通奏低音として捉えるとすれば、『聖体の奇蹟』を締めくくる

このセリフの意味を、ローマやフィレンツェの見物客はいかに受けとめたのだろうか。お

そらくクライマックスのユダヤ教徒たちを喚問する執政長官の身ぶりに、キリストが辺獄

の扉から父祖たちを呼び出すそれが重ねられたように思われる。この推論のもうひとつ

の傍証として、賭博に負けた男と質屋の会話という同作中の場面に、父祖「アブラハム

Abramo」の名が登場することを挙げる（Crp: v. 208.）＊ 34。たしかに見物客は、異なる指

示対象を持つであろう同一の名詞「アブラハム」を反復して聴取した。断罪されるユダヤ

人と救済される預言者たちを同時に名指す執政長官の「声」には、あらかじめ亀裂が走っ

ていたのである。その亀裂を前にした市民や旅行者は、反ユダヤ的感情と聖なる物語の両

極に引き裂かれる。ここで音はもはや横溢する意味を運ぶことが困難となり、演者の「声」

は否定性のもとへ送り返される。この否定性が生む空白のもとに、祈りと呪いの可能性が

生じたのではないだろうか。

4．おわりに

4．1．空白・否定性の表象

　本論は従来の聖史劇研究において未検討の課題であった演者の言表行為に焦点を当て

た。第 2 章では上演の基本的要件となるテクストを取り上げ、とくに詩作技巧の分析を

とおして、演者である平信徒や聖歌隊の子どもたちの「声」がいかなる特徴を有したかを

＊ 33　『受胎告知』の作者フェオ・ベルカーリも強調したこの教義の傾向については以下を参照。O’MALLEY, 

John W., Praise and Blame in Renaissance Rome: Rhetoric, Doctrine, and Reform in the Sacred Orators of 

the Papal Court, c 1450-1521, Durham, North Carolina 1979, pp. 138-139.
＊ 34　具体的には、グリエルモという名の客が質草を持ち込んで「例の金貨なら、きれいさっぱり賭け金

ですってしまった／さあ、かのひとが袋から金を取り出せるか、見てみようじゃないか」（Crp: vv. 203-

204.）と言うのに対し、質屋は「ではあなたが望むだけ、お貸ししましょう、アブラハム殿」（Crp: v. 

208.）と応じている。この場面では、聖書中で最初に貨幣に準じるものが使われた挿話、つまりアブラハ

ムが妻サラを葬る土地を銀 400 シェケルで購入した『創世記』23 章のエピソードがふまえられていると

思われる。
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検討した。そこであきらかとなったのは、韻文における音と意味の結びつきや揺らぎが、

聖なる物語をその都度効果的に整えて伝えた可能性である。続く第 3 章では、その調和

の取れた「声」が進める上演のさなか、セリフの音と意味の結びつきが切断された「声」

が立ちあらわれる場面として、命名と喚問のスタンツァを分析した。その結果、命名と喚

問の「声」はそれぞれ空白・否定性の表象として見物客に受容され、興味と忌避、祈りと

呪いといった両義的な感情を喚起しえたことが指摘された。

　不分明な世界の始まりと先取りされた救済、もしくはユダヤ人をめぐる刑罰執行は、そ

れぞれ宗教と法の圏域に属する表象である。これらの圏域を反映することではなく、これ

らの圏域を現前させることにこそ、アダムや執政長官のセリフが賭けられていたのだとす

れば、彼らの「声」は宗教や法の手前に位置したことになる＊ 35。その意味において 15 世

紀イタリアの聖史劇は、言葉を発するという「行為遂行性」がひとつの事実を「無媒介的」

に生むという経験の、示唆に富む事例を提供しているのである。
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Abstracts 

Hiroaki SUGIYAMA

This	paper	attempts	 to	 investigate	 the	performativity	of	 the	actors’	voices	 in	Sacre	

Rappresentazioni	in	order	to	explain	their	effects	to	the	audience	in	15th	century	Florence.	First,	we	

analyze	accordance	and	solecism	of	the	scenarios’	rhyme	to	examine	the	features	of	the	voices	in	the	

performance.	Second,	we	study	the	stanzas	in	which	Adam	names	the	animals	and	those	in	which	

Podesta	gives	names	to	the	Jewish	people,	and	compare	them	with	the	social	context	of	their	time:	

the	eating	habit	of	the	Florentines	and	the	Christian	doctrine	of	Descent	into	Limbo.	We	hereby	

outline	the	performativity	of	the	actors’	voices	as	the	representation	of	blank	that	must	have	awaked	

ambivalent	feelings	in	the	audience	and	contributed	renewing	their	faith	in	sacredness.




