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 本論は、寺山修司の映画作品《書を捨てよ、町へ出よう》(1971 年)を手掛かりに、映画にお

ける音楽の機能を考えようとする試みである。まず寺山の基本志向を、美的経験の主体と客体

の関係ならびにプロットの脱構築の二点に見定めた上で、この映画の非連続性もしくはまとま

りのなさを摘出する。だがこうしたドラマトゥルギー上の弱さが、寺山自身の意図したところ

であることを、最初に配られた台本とその書き換えの痕跡を辿ることなどによって、明らかに

する。さらに音楽と緊密に結びついたシーンがこの映画に基本的なプロットを切断するかたち

で挿入されていることを四つのケースをもって確認した上で、この映画における音楽の機能

を、不可避的に生成してしまうプロットへの抵抗に見出そうと試みた。最終節において本論

は、こうした映画における音楽の機能を、ジークフリート・クラカウアー『映画の理論』の助

けを借り、アリストテレスが『詩学』で音楽に割り振った悲劇創作上の位置に抗するかたち

で、プロット以前の場所への通路を開くものとして解釈した。 
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1.始めに 

 
本論は、寺山修司の映画作品を手掛かりに、映画における音楽の機能を考えようとする試みで

ある1。それは、プロットへの随伴物と理解されがちな音楽の位置を考え直すことに、まずは焦点

を定めているが、音楽によってようやくかたちを与えられる、プロットとは次元を異にするもの

への眼差しを確保することも目論んでいる。 
 1935 年に生まれ 1983 年に死んだ寺山修司は、第二次大戦後の高度経済成長とそれに伴う生の

地盤の喪失感をベースとした芸術家であり、自己存在の確保のため、この喪失を埋め合わせよう

として生み出される生の理念が虚構でしかないこと、しかしそうした虚構なしには生きられない

ことを、同時に自覚していた人物であった。代表的映画作品《田園に死す》が、自伝のかたちを

とりながら、むしろ自己規定の不たしかさ、もしくは同一性の不在を確認しようとするものであ

ったことも、彼のこうした基本的スタンスを表わしている2。この映画の主人公は、自分自身の少

年時代に遡り、自らの履歴を書き換えることによって、過去の支配から逃れ自由な存在として自

立しようとするのだが、書き換え行為自体が対象たる過去に巻き込まれ、自分自身をそのなかに

見失ってしまう。過去は書き換え可能な虚構でありながら、自己に絶えず纏わりつき、ついには

これを飲み込んでしまう。その結果主人公は、自分の過去の核心と見立てた《母親》を殺すこと

ができない己れを見つめながら、「自分とはなにか」という問いを苦々しく口にするのである。

寺山からすると、この問いの無限の反復こそ自己そのものにほかならず、しかもこの問いへの回

答不可能性、つまり自己規定の不可能性を自覚する者として彼は、実際にも自分の活動を既成の

芸術ジャンルに固定させることはなかった。俳句や短歌からそのキャリアを出発させた寺山は、

散文詩や小説を書くにとどまらず、自ら劇団・天井桟敷を主宰し演劇活動を続けるとともに、ボ

クシングや競馬の評論にまで手を伸ばした。 
映画に関していえば、寺山は 13 歳から叔父が経営する映画館に住んで、毎日のように映画を

見て青春時代を過ごしていたのであり、ラジオドラマの脚本でメジャーにデビューした後の映画

への移行は、ごく自然な成行きだったといえよう。彼は 10 本以上の実験映画を撮っているが、

そのなかの一つ《トマトケチャップ皇帝》は、ラジオドラマとしてのデビュー作《大人狩り》の

映画化である。彼が監督となって残した長編映画は、《田園に死す》を含め 6 本を数える。本論

は、そのなかから 1971 年初めに撮られた最初の監督作品である《書を捨てよ、町へ出よう》を

手掛かりにして、映画における音楽の機能を考えてみたいと思うが、それに先立って、寺山芸術

を貫く根本志向に立ち入り、二点ほど述べておくことにする。 
 

2.寺山修司と美的経験の変容 

 
まず寺山の芸術観を貫くものとして、美的経験の根本的な変様を挙げておきたい。この変様は、

経験の主体と客体との間に構築されてきた歴史的関係を解体しようとするものである。 
近代的な芸術経験は、経験の主体を客体としての作品から離れた場所に置き、そこからこれを

鑑賞するという態度に己れの基本を置くが、それに対して寺山は、この距離を破壊し、主体を客

体との同一の空間の内にもたらそうと試みた。前者の経験スタイルは、その典型的な具体例をタ

ブローとしての絵画の鑑賞に見出す。絵画を鑑賞する者は、対象から離れて立ち、両者の間をで

きるだけ純粋なものとして保った上で、対象としての絵画をそれ自体として見ようとする。美術
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館のホワイトキューブ化した空間に展示された絵画は、古い邸宅の壁に、描かれた対象や所有者

の記憶を想起させつつ、飾られた絵画と比べれば、そうした純粋な距離を保っていると見なしう

る。こうした体制は、舞台と観客席という仕掛けとなって劇場にも現われる。上記のように演劇

をその主戦場の一つとした寺山が実際にも行なったのは、舞台から隔絶された場所に座って、舞

台上で演じられる疑似現実を眺める観客の在り方に揺さぶりをかけ、俳優と観客との区別という

基本体制を脱構築することであった。 

そもそも劇団名「天井桟敷」自体、舞台中心の旧来の劇団理解に対抗したかたちでの命名であ

り、「〈観る〉と〈観られる〉という」「対立」の再考への意思を孕んでいたことは、死の一年前に

撮られたビデオテープから起こされた寺山の言葉にも表われている。聞き手は、寺山と親しく付

き合い、映画《上海異人娼館》にも出演したことのある読売新聞記者・北川登園
たかのぶ

である。 
 
「日本の劇団というのは、俳優座とか、文学座とか、そういう作る人たちの名前のついた劇団

がいっぱいあって、見る側の名前のついた劇団というのはないんで、「観客座」っていうのを作

ろうと思ったんですね。でも観客座そのままじゃ、あんまり面白くないんで・・・。天井桟敷っ

ていうのは観客席のことですね。歌舞伎座の一番安い席が天井桟敷、って言いますね。だから、

天井桟敷、ていう名前をつけた時点で、観る側からの演劇、っていうのは既に考えられた訳です」3。 
 
「〈観る〉と〈観られる〉という対立」を突破しようとする同じ意図の実践は、「市街劇」と呼

ばれた試みに、端的に現われている。そこでは「俳優」たちが劇場という閉鎖空間から実際に外

へ出て日常生活を営む市民たちに働きかける一方、「観客」たちは、チケット代わりに購入した

地図を頼りに、同時多発的に各所で行われるパフォーマンスに参加していった。私たちは、たと

えば 1975 年東京都杉並区阿佐ヶ谷を中心に展開された市街劇《ノック》のビデオなどから、今

もなお、その残像を確認することができる。 
寺山による市街劇の最初の試みは、警察が出動して

「事件」となった《ノック》よりも少し早く、1970 年に

催された《人力飛行機ソロモン》4であり、翌年撮られた

映画《書を捨てよ、町へ出よう》のなかにも、同質の試

みが断片的に残っている。主人公が銀座の歩行者天国で

人々に語りかけ挑発するシーン(図 1)がそれだが、これ

を演じた佐々木英明(現三沢市寺山修司記念館館長)から

聞いたところによると5、彼が話しかけているのは、すべ

て偶然そこを通りかかった市民で、俳優は彼以外一人も

いなかったそうである。市街劇が演劇として成功したかど

うかは怪しいし、寺山自身も《ノック》以降、劇場へ帰っていった。しかしながら観ることを巡

る主客関係の脱構築への意思は、劇場のなかでも、さまざまな仕掛けをもって受け継がれていく

ことになる。 
たとえば 1978 年の作品《観客席》は、題名通り、観客席対舞台という構造を解体しようとし

たものであり、残っている脚本を見てもその意図は明瞭である。舞台と観客席を隔てる幕が開い

ても、さらにその奥に幕がかかっている。それが開いてもさらにまたもう一つの幕が――といっ

(図 1)
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た具合の仕掛けが総計 4 回あり、最後の幕が開いてようやく曝け出された舞台は「空っぽで何も

なく」、しかもそこではなにも始まらず、再び幕が閉まる。それに続く最初のシーンは、「観客席

に、おくれてきた一人の男が立ち止まり、すでに座っている客に向かって話しかける」というも

のだが、前者は後者に対し、今あなたが座っている席は自分の席だと、理不尽に主張する6。一連

の押し問答の挙句、男は、周りが奇異な目で見ていると抗議する席上の客に向かい、この劇場に

集まった「お客さんは、観客席を観に来た」のだといった上で、こう告げる――「今夜の主役は

あんたなのよ」7。観客が観客のまま俳優になる。「わたしは今夜、「観客を演じることになってい

る俳優」の一人です。／ええ、こちらにいる方たちは、「俳優をやっていただいている観客」の皆

さんです」8。この作品は、まさしく観客席と舞台を分別し「観客を観客たらしめる」演劇の構造

そのものを問題化し、宙づりにしようとするものであった9。 

路上であれ劇場内であれ観客を劇の内部に挑発的に引き込み俳優との区別を揺るがそうとす

る天井桟敷の試みは、伝統的な演劇、寺山の場合でいえば、西洋演劇の翻案たる、いわゆる「新

劇」に対する革命的挑戦として、前衛的な色彩を帯びているが、「見世物小屋の復権」というよく

知られたその標語は措くとしても、今確認した主体客体関係の解体自体、復古的な傾向を抱いて

もいる。というのも鑑賞者が作品から距離を取るのではなく、逆に作品が開く空間のなかに入り

込み、そこに包み込まれるという経験は、たとえば建築の経験として、あるいは庭園の経験とし

て、より根源的には「住む」という人間の原本的なあり方として古くからあったからである。そ

うした点に着目し、近代的な「視覚的 (optisch) 」経験に対して「触覚的 (taktil) 」な経験を際立

たせたワルター・ベンヤミン10によれば、絵画もまた、タブローとして独立してくる中世の祭壇

画以前は、壁画として建築に所属し、人間を包み込む空間の構成に参与していた。寺山自身《観

客席》について、「「観客席」は一連の劇行動を知識によって追体験する場から、「不意打ちの連続

する行動の場」に早替わりする」11と述べているが、ここでいう「知識による追体験」は、ベン

ヤミンのいう「視覚的」経験に、「不意打ちの連続する行動の場」は、「触覚的」経験に当たる。

そういえば寺山は市街劇と同じ頃、フラットな劇場に仕切られた壁を下ろすことによって入って

きた観客を閉じ込める《阿片戦争》(1972 年)など、いわゆる「密室劇」の試みも行っていたが、

これについて彼は或るシンポジウムで、次のように述べていた――観客は「観察者になることを

拒否される。観客は所謂、観客ではなくて、しばしば聴客であり、聴衆であり、・・・あらゆる経
、、、、、

験を目に集約するのではなく
、、、、、、、、、、、、、

、そこに居合わせることによって劇を経験的に統一化する」12。視

覚からその優位が奪われ、触覚を含むあらゆる感覚が働き出す。寺山が向かおうとした方向は、

「ほんもの性」が失われた複製技術の時代にあってベンヤミンが示唆していた道と軌を一にして

いたわけである。 
このことと関連して確認しておきたいのは、建築や庭園の空間の内部を歩くことが、経験全体

を一望するような絶対的な視座をもたないということだ。空間の享受は私たちが歩くにつれて変

化していくのであり、その歩みの一つ一つがそれぞれ異なる感性的フィールドを開くのであって、

他を凌駕し支配する特定の一歩が視点として固定される事態は、あったとしても基本的にあとか

ら構成されたものにすぎない。市街劇の場合、異なる場所で同時に、もしくは継起的にパフォー

マンスが起こっていくし、密室劇に到っては、視野そのものが強制的に限定されているのだから、

すべてを統一的に眺める視座など最初から拒まれているわけだ。そこが、観客席から一部始終を

一つの物語として眺める通常の劇場演劇の鑑賞と、決定的に異なる点であり、寺山は意図的にこ
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うした統一的視座を拒絶しようとしたのである。寺山がそうした意図を初めて具体化したのは、

1969 年の《カリガリ博士の犯罪》においてであり13、そこでは「どの観客も劇の部分だけしか見

ることができなかった」、という14。 
拒絶の具体像を、比較的通常のケースに近い劇場演劇のもう一つ別な例を用いて示しておこう。

ガルシア・マルケスの小説『百年の孤独』に触発されたこの演劇作品は、1981 年 7 月 1 日から 7
日まで晴海埠頭・東京

国際見本市協会Ｂ館

で行われたものだが、

その動画記録や写真

は今でも残っている。

それらを見ると会場

中央に設置された装

置は、中心にある円形

の舞台に四方から花

道のような通路がつなげられた構造となっており、しかも花道はそれぞれ一つの舞台を持ってい

て、観客席はその周りを囲むように設置されている(図 2、図 3)。寺山には、それぞれの舞台で固

有のシーンを同時進行的に演じさせるという意図があった。前出・北川によると、1981 年 7 月 3
日にかかってきた電話で寺山は、次のように述べていたという――「四つの舞台を作り、四つの

ドラマを同時進行させたので、完全に劇を見るためには四回見てくれなければ」ならない15。舞

台が「四つ」というのは、中心たる円形舞台を除いていると思われる。ビデオを見る限りラスト

シーンでは、これを含む五つの舞台それぞれで同時にパフォーマンスが行われてはいるものの、

全体にわたって必ずしも「同時進行」ではなく、演技は総計五つの舞台の各所で継起的に行われ

ている。つまり或る場所で一つのシーンが演じられたかと思うと、「チョーン」と入れられた拍

子木の音と暗転とを合図にスポットライトが別な舞台に当てられ次のシーンが始まるといった

具合に進行していった。したがって観客からすると目の前で行われていた演技が突然消え、自分

から遠い場所で、場合によっては大道具によって遮られた場所で次の演技が開始されるといった

感じになるわけだ。いずれにせよ、この晴海の「劇場」に、すべてを包括的もしくは均一的に眺

める席が、一つとしてなかったのはたしかである16。こうした拒絶は、すべてを眺めうる視座、

具体的には全体の支配者としてのプロットを脱構築しようとする意図につながっていくのだが、

それが確認しておきたい第二の点でもある。 
古来プロットは、『詩学』のアリストテレスに見るように、演劇、さらに文学の中心と考えられ

てきたものであり、近代にもその考え方は基本的に受け継がれた。西洋で展開された近代文学が

日本に入ってきたとき、当然この考え方も文学にとって本質的なものとして当時の知識人たちに

受容されたわけだが、20 世紀への転換期に、これに対する違和感を表明したのが夏目漱石であっ

た17。彼によると、プロットが文学の本質だとするならば、その展開の余地に乏しい俳句や短歌

など短詩は、価値において劣ったものとなってしまう。しかしながら時間的な長さの長短が果た

して文学的価値を決定するものなのか。優れた俳人でもあった漱石は、伝統的短詩系文学がもつ

魅力の実感に基づき、西洋文学に対抗するかたちで、自ら「プロットのない小説」の創作を『草

枕』というタイトルのもとで試みたのであり、これを「俳句小説」18とさえ呼んだのだった。た

だし、ここでこのことに言及するからといって、「日本文学」もしくは「日本文化」の伝統的固有

(図 3)(図 2) 
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性を強調したいわけではない。もともと英文学者だった漱石がプロットのない文学として範を仰

いだものとしては、俳句のほか、ローレンス・スターン『トリストラム・シャンディ氏の生活と

意見』も挙がってくるからである。どこが頭でどこが尻尾かもわからず、まるで「海鼠」のよう

だと漱石自身評した19この奇妙な小説から来る流れは、20 世紀に入るとジェイムズ・ジョイスら

によって受け継がれていくのであり、そういう意味でプロットの支配に対する嫌疑は、20 世紀以

後の芸術にとって、少なくとも一つのトレンドとなっていったといえよう20。 
俳句を引合いに出したのは、寺山修司のキャリアの原点が、まさに俳句であり、短歌だったか

らでもあって、映画《田園に死す》には、そこここに、しかもプロットとの関係が明示されない

仕方で、あるいはそれを切断するかたちで、彼の自作の短歌が挿入されている。《田園に死す》に

おいて短歌を朗読しているのは、映画のエンドロールなどには示されていないが、《書を捨てよ、

町へ出よう》の主役・佐々木英明である。彼本人から聞いたところによると、寺山は短歌の朗読

に際して、意味よりも音とリズムを重視しろと彼に指示したという。したがって《田園に死す》

挿入歌「新しき仏壇買いに行きしまま行方不明のおとうとと鳥」は、「仏壇」と「買いに」との間

ではなく、「新しき」と「仏壇」との間に切れ目を入れて読まれたのである21。 
そもそも日本語で「歌」といえば、少なくとも「短歌」を思い浮かべることはごく自然なこと

だし、実際その朗読も、まさに音の高低とリズムをつけて、「歌う」ことであった。私が寺山映画

における「音楽」ということで、まず思い浮かべるのは、通常の意味での音楽よりも、むしろ短

歌である。《書を捨てよ、町へ出よう》のいわゆる「音楽」も、《田園に死す》で短歌が果たした

のと同じ役割を担っていた――煎じ詰めればこれが、本論の趣意ということになるのである。 
 

3.《書を捨てよ、町へ出よう》・断続的なプロット 

 
 しかしながら鑑賞主体と客体の関係の脱構築にせよ、プロットの支配への抵抗にせよ、それを

完全に遂行することはむずかしい。プロットは、断片化したり複線化したりしながらも残る。そ

のことは、俳句小説『草枕』がストーリーをもってしまったことにも、また寺山の市街劇が部分

部分で筋書きをもっていることにも示されている。それは小説や演劇という作品形体に本質的に

属しているといえるかもしれないのであり、そういう意味ではアリストテレスがプロットを「悲

劇の魂」としたのは、否定しがたいところであって、映画という作品形体についてもまた同様の

ことがいえるだろう。ドキュメンタリー映画といえども、出来事の経過を記録しようとした時点

で、その前後関係を示す必要は避けがたいといわざるをえない。あるいはプロットのない映画も、

動く映像の連続として考えられないわけではないが、インスタレーションなどに使われるビデオ

映像と、はたして区別できるかどうか、はなはだ怪しい。 
もう一つ主体と客体との間の距離の克服は、映画の場合原理的に不可能である。というのもス

クリーンと観客席という物理的構造は、まだしも舞台・観客席の区別を撤廃できもする演劇の場

合と根本的に異なり、映画が映画である限り、不可欠なものだからである22。それでも寺山は、

《書を捨てよ、町へ出よう》や《田園に死す》に、そして彼の最後の映画作品《さらば箱舟》に

も、「映画中の映画」という「入れ子」の仕掛けを施すことによって、カメラの視座を相対化し、

カメラ(=監督)の目と同化していた観客の眼差しに揺さぶりをかけようとした。なるほど《田園に

死す》の主演男優・菅貫太郎に「これはたかが映画でしかない」と呟かせることは、スクリーン

上の映像世界の虚構性を同じスクリーンにおいて暴露することであり、そうすることで、いわば
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反動的にこの発言主体の視座を「現実」のものとして観客に受け取らせるやもしれない。けれど

もここで生ずる「現実化」は、ほんの一瞬の幻惑にすぎず、「たかが映画」というつぶやきそのも

のも、また一つのフィクションでしかなかったことに、人は「現実」のなかに留まりつつ、ただ

ちに気づくはずだ。いってみればこの試みが、主体としての観客の眼差しを、観客とスクリーン

上の映像という固定的な二項対立から解き放ち、自らの視点へのメタ的反省を随伴的に生じさせ

たとしても、観客のこの視座は、映画を撮影するカメラをさらに外から撮影するカメラの位置に

移動するだけで、架橋されるはずだったスクリーン上の疑似現実からむしろまた一歩遠ざかって

しまうのであり、主体客体の融合を両者の関係解体の到達点として想定したとすると、むしろ逆

行とさえいいうるのである。《書を捨てよ、町へ出よう》の場合でいえば、冒頭で見られるように

佐々木英明がスクリーンから観客席に向って「隣の女の子の膝に手を伸ばしてみろよ」と挑発的

な言辞を投げかけてみても、暗闇の客は、彼の叫びをなお観客席という安全なシェルターに留ま

って冷ややかに聞くだけだし、またそれが普通の態度というものであろう。 
 いずれにせよ寺山の基本的志向は、映画という媒体と出会った当初から、困難を抱え込んでい

たのはまちがいない。実際《書を捨てよ、町へ出よう》でも、当然主体客体関係は分裂したまま

だし、全体を通してのプロットは残り続けるのである。もっともそうして残るプロットを辿って

おくことは、この映画を手掛かりとする以上、無駄ではあるまい。 
佐々木が演じた主人公・北川英明は、一人の妹、父親、祖母と四人で線路わきの貧しいアパー

トに住む少年である。脚本では彼は月給二万八千円の鉄工所プレス工となっているが、労働の場

面は何も出てこない。妹は、友達もなくペットのウサギとしか親密な関係をもてない少女だ。父

親は戦争犯罪人の過去をもつらしく、仕事への意欲を失い、雑誌のクイズを解くことで暇つぶし

をしているが、裏では祖母をどこかの老人ホームに入れようと画策してもいる。一方祖母は祖母

で大人しくしているどころか、むしろふてぶてしく、万引きを繰り返し、さらに隣人に頼んで密

かに孫のウサギを殺させてしまう。少年は、当然そんな関係の家族に愛着などもてず、町へと出

てさまようわけで、そうした彷徨のなかでの彼の経験を追うのが、映画の基本的な筋を形づくっ

ている。 
だがこのプロットは、ドラマの論理という点からすると、高い評価が与えられるものとはいい

がたい。なぜなら事件と事件との間の関係性が薄く、「どうしてそうなるのか」というドラマ進

行の理由は、ほとんど見えてこないからである。たとえば少年の彷徨の手引きをするのは、大学

のサッカー部の近江という名の青年であり、まだ性的経験のない主人公を娼婦のところに連れて

行ったりする。しかし美しいガールフレンドもいて豊かな学生生活を楽しんでいる彼が、なぜ貧

しく覇気もない主人公の面倒を見るのか、ドラマのなかからは、明らかになってこない。さらに

唯一の友人であるウサギを失った妹は、近江を含むサッカー部の若者たちに集団で強姦され、そ

れが契機となって近江のもう一人のガールフレンドとなり彼の部屋に住みつく。たしかにそのよ

うな物語は文学のなかで十分ありうることではある。《ハムレット》や《マクベス》を引き合いに

出すまでもなく、幽霊のような非合理的存在にさえ、文学的な意味での「真理」は認めうる。だ

がそのような「真理」に辿り着くためには、背理的に見える出来事に導いた登場人物の性格や考

え方を、観る者にとって理解可能なかたちで示すことが求められるだろうし、配慮次第では、不

条理な出来事がかえってインパクトをもって浮かび上がってくることさえ起こる。けれどもこの

映画の場合、近江のもう一人のガールフレンドになるという出来事と妹の性格や考え方とを緊密

に結びつけようとする配慮は、まったく感じられない。映画最後のシーンは、働く気のない父親
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のためにと、少年が買ってやった屋台車が盗品とわかり、刑事たちが彼を捉えに来るというもの

だが、父親への軽蔑心を抱いているだけでなく財力もない彼がとったこの行為は、映画の途中に

突然予告され、しかもそれに到る動機が不たしかなままに留まるため、妹の先のケースと同様、

ドラマとしては力ないものといわざるをえない。 
いずれにせよ出来事の組み立て(mythos)、すなわちプロット、その原因となる「性格(ethos)」、

そして「思想(dianoia)」という『詩学』が示した劇の三つの要素に着目したとき、この作品は、

「はあ、なるほど」と納得させる本当らしさに欠けるといわれても、いたしかたないと思われる

のである。 
もちろんそのような評価に本論の目的があるわけではないし、またこういったプロットの「弱

さ」には、さまざまな事実的理由も考えられよう。たとえば、この映画は 1970 年頃の若者たち

によって共有されていた鬱屈した気分を、志向の散乱状況として表現しようとしたとするのも、

一つの解釈として不可能ではない。同時代、世界的な現象となった「怒れる若者たち」は、日本

でも 70 年安保条約改定を引き金とする学園紛争に頂点を迎えた。天井桟敷が活動するのは、こ

の頂点とそれに続く敗北の時期に当たるのであり、なるほど統一を失いバラけていく時代の雰囲

気が、この映画には沁み込んでいる。 
あるいはまた寺山にとってこの映画が最初の長編作品だったということも、ドラマトゥルギー

上の「弱さ」の原因としてまったくないとはいいがたい。「寺山さんは、監督として未熟だった」

と佐々木英明は私に率直に述べたことがある。なるほど次作《田園に死す》や完成されながら日

本では生前公開を見なかった《草迷宮》、あるいは商業映画的色彩の濃い《ボクサー》などと比較

すると、この第一作は、なんともまとまりのつかないという印象を与えるのである。 
しかしながら、この映画の「まとまりのなさ」は、なによりも寺山自身の基本志向、とりわけ

前節で見たプロットの支配への抵抗に、その第一の原因がある。寺山は既に、1965 年雑誌『シナ

リオ』で「特集・今日のドラマツルギー」に執筆を求められたとき、演劇や小説で「一つの原因

に何かの動機が加わって、一つの結果を生むというドラマツルギーの原則」が疑われ始めている

と語った上で、映画にこの原則が求められることをいぶかって見せていた。「映画にも小説や劇

とちがった、別な方程式があるのが当然なのに、まだ一般にはドラマのフィルム化と思われてい

るのだろうか。映画は小説と手を切るとともに、ドラマとも一度は訣別して、新しい価値観を生

み出さなければいけない」23。そうした「新しい価値観」を彼が掴めたかどうか、あるいはこの

意思を貫徹できたかどうかは措くとして、その可能性を開くことにとって、旧来のドラマの中核

たるプロットの力を削減することは、少なくとも一つのステップとして考えうることであった。

彼はゴダールの《軽蔑》を挙げて、こういう――「この映画では、ストーリーよりも、［妻と彼女

から軽蔑される夫、という］こうした人物配置とギリシアの海の青さとの関係がまさに映画ツル

ギーと言えるのだ」。このような脈絡のない取り合わせの想像こそ映画の本質なのだ、と寺山は

いう。「新しい価値観」もしくは「映画ツルギー」に彼が与えた「スジガキ主義でないドラマ」24

という呼称は、そうしたストラテジーの存在を示唆している25。 
《書を捨てよ、町へ出よう》は、こうしたアンチ・スジガキ主義の「実験場」とでもいいうる

ものであり、しかも寺山は自ら書いたシナリオを繰り返し書き換え破壊していく方向で「実験」

を遂行した。佐々木英明いわく「撮影現場では、台本通りのセリフはなく、毎朝書き換えられて

いった」26。 
現在フィルムアート社から出版されているシナリオ27と映画作品との間には、同様にシナリオ・
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テクストが活字化されている《田園に死す》や《草迷宮》の場合とは、比べものにならないほど

多数の差異が存在している。さらに撮影に際して最初に配られたガリ版刷りの台本(寺山記念館

所蔵;以下「第一次台本」と呼称)を加えてみると、寺山による改変もしくは破壊の痕跡を少しく

浮き上がらせることができる。たとえば先に触れた銀座の歩行者天国での市街劇的シーンは第一

次台本には、そもそも存在していない。あるいは逆に第一次台本に書かれていたのに、削られた

ものも少なくない。冒頭の佐々木のセリフが「俺の名前は」をもって終わり暗転した後、「人力飛

行機飛びたい」といったセリフ、さらには「読むな語るな、戸を開けて／書を捨てよ町へ出よう」

といった、タイトルを強く意識した呼びかけが書かれていたが、フィルムアート社版テクストに

到るまでに削除された。あるいはサッカー部の部室でのシーンに挿入されていた人気漫画『あし

たのジョー』における力石徹28の死を巡る 1 ページ強のセリフは、映画作品にもフィルムアート

社版テクストにも見当たらない。 
こうして削除された部分のなかには、プロットへの回収をスムーズにしてくれたであろうと思

われる部分も少なからず含まれている。第一次台本においては、近江のアパートを主人公が訪問

した際ドアを挟んだやりとりのなかで、先にドラマトゥルギーの弱さに関連して触れた屋台車の

ことが言及され、近江が立て替えてそれを入手していたと告げられる。直後に同棲が発覚した妹

に帰宅を迫って断られたあと、主人公が当の屋台を父親に手渡すシーンも設定され、さらに父親

が屋台を洗うシーンも続けて書かれていたのだが、それらは、作品でもフィルムアート社版でも

カットされている。作品では、結末で屋台車が原因となって主人公が逮捕されるところは、上記

のようにきわめて唐突なものとなってしまったわけだが、もともとはもう少し滑らかに進行する

プロットが準備されていたことがわかる。ついでに細かな点を付け加えると、家族四人の写真に

主人公がセリフを重ねるシーンが冒頭にあるが、第一次台本と比べると、作品ではすべて簡潔化

され、説明力を縮減している。たとえば祖母については、「ばあさんは万引き常習犯のかめのこ

だわし」と表現されることとなったが、最初は「ばあちゃんに言わせると、誰も相手にしてくれ

ないから万引きをするんだそうだ。何しろ万引きをするときは警察やデパートの人に囲まれて、

ばあちゃんが主役になれるから」というセリフとなっていた。もともと散文的だった説明が、五

七調の文句になったことは、音楽との関連で注意しておいてよい。他の例は省くが、寺山の書き

換え作業は、挿入されるエピソードを統一的に整序するのとは逆の方向に動いていったことは事

実だ29。 
こうして幾重にも改変を重ねた挙句出来上がった映画作品に、アンチ・スジガキ主義は、プロ

ットの主旋律を断ち切る仕掛けを意図的に多数残すこととなった。たとえば路上の雑踏に立つ一

人の若い女性が、男根に擬せられたサンドバックを助手風の男にもたせ、街行く人々に、それを

殴るよう呼びかけるシーン―― 
 
腹が立つのよ。何だか分けわかんないけどさぁ、毎日毎日腹が立って腹が立ってしょうがないの

よ。そいでさあ、腹が立ったときさぁ、こう、そのままにしておくの、よくないと思うのよね、

そいでさあ、みんなのためにねぇ、このサンドバックをねぇ、一つぶら下げておいたの。そして

ねぇ、この盛り場にぶらさげて「どうぞ腹の立つ人は、これを力いっぱい殴ってください」って

いう袋・・・30。 
 
第一次台本でもフィルムアート社版でも、シナリオの当該箇所では画面から女が観客に呼びかけ
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ることになっているが、完成作品では、前出の新宿歩行者天国のシーンと同様、実際街中で歩い

ている市民に呼びかける市街劇的なパフォーマンスとなり、カメラは上方から俯瞰するかたちで、

これを撮影している(図 4)。そこには、本物の警察官が不審

に思って近寄ってくる姿も映っていて、シナリオからの逸脱

の激しいシーンの一つとなっているが、一連のシークエンス

を、主人公中心の上記

の出来事の流れと因果

的に結びつけること

は、ほとんど不可能で

ある。 
このような断絶的

エピソードは枚挙に

いとまない。路上にしゃがみ込んでマリファナを吸う若者

たち、当時の首相・佐藤栄作の大きな顔の仮面をつけて体操

する人たち(図 5)、パートナーを求める男色者たちの広告な

ど・・・・当時の世相の反映といえばいえよう。あるいは 35mm 映画の途中に突然差し挟まれる

16mm モノクロ映像もある。沼地に現われる不気味な人間などを含むこれは、主人公の父親の幻

想的過去への回帰ということで、プロットにつなげられないこともない。しかしながら、上の「世

相描写」ともども、そうした接続がプロット全体にどのような意味をもつのかとなると、そう簡

単には理解することができないと思われる。 
この機会にもう一つ付け加えておこう。こうして見てきたエピソードとプロットの

不整合もしくは不統一な関係は、「書を捨てよ、町へ出よう」というプロジェクト全体

の基調だともいいうる。たとえば書籍としての『書を捨てよ、町へ出よう』は、『続・

書を捨てよ、町へ出よう』と二冊のかたちで、現在

も角川文庫として出版されているが、初版を見る

と、形態も内容も大きく異なっていることがわかる

(図 6)。初版は、一冊の書物ながら、さまざまな章

が緊密な結びつきを拒むが如く、意図的にコラージ

ュ風に張り付けられており、寺山の詩的自叙伝に到

っては、いわゆる「とじ込み」のかたちで織り込ま

れている(図 7)。のみならず横尾忠則のイラストが

そこここに配されていて、一種雑誌のような風貌を

呈しているわけで、目次の終わりに目を凝らすと、

「読者への御注意」として「本書のカバーは裏も使

えます。表が飽きたら裏返しにしよう」とある上に、

左上隅のカットを見ながらパラパラと頁をめくれ

ばアニメーションも楽しめる――と、そんな具合なのである

(図 8)。雑誌は、そもそも最初から最後まで順序立てて読み通

す代物ではない。むしろ文字通りパラパラとめくって、気に

入った箇所から読んでいくのが普通だろう。映画作品の反プ

(図 5)

(図 4) 

(図 8)

(図 6) 

(図 7) 
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ロット的志向は、こうした雑誌風コラージュと連動している。これを単なる娯楽的姿勢としてや

り過ごすのか、世界経験のスタイルの一つの現われとして受け止めるのか――問いはとりあえず

ここでは未決のままにしておく。 
 

4.四つのシーン 

 
こうして、映画《書を捨てよ、町へ出よう》における寺山のアンチ・スジガキ主義およびプロ

ットの流れを阻害するエピソードの存在に注目してきたわけだが、それは、音楽と緊密に結びつ

いたシーンも、同様に全体のプロットとほとんど無関係に、いやむしろこれを積極的に切断する

ものとして入り込むと考えられるからである。上記路上サンドバックのシーンも最後は、呼びか

けていた女優・中川節子が属す東京キッドブラザースの歌と踊りになだれ込んでいくわけだが31、

以下では加えて音楽と強く結びついた例を四つ挙げて考えてみようと思う。 
 
1. 〈高倉健へのオマージュ〉(図 9) 
既に強姦されてしまった妹を主人公が慰めつつ歩いてくる

シーンは突然、田園風景を背景にテキヤの格好をした男たち

が、高倉健への賛歌を歌うシーンに切り替わる。オマージュ

を捧げられるやくざ映画のスター高倉健は、《昭和残侠伝》シ

リーズ、あるいは《網走番外地》シリーズで人気を集めてい

たわけで、学園紛争当時の若者たちは、敵の組に自己犠牲的

に殴り込むアウトローのアイドルの「唐獅子牡丹」の背中に、

機動隊に立ち向かう自分たちの姿を重ね合わせ、ナルシステ

ィックなカタルシスを得ていたのである32。 
 
「健さん、愛してる。 
おしっこくさい場末の 
深夜映画館 
棒つきキャンデーなめながら 
あんたが人を斬るのを見るのが好き 
死んでもらいまひょ 
死んでもらいまひょ」 
 
こうした歌詞はもちろん、歌のさなか、モンタージュ的に挿入される、モノクロの静止画像群も

含めて、このシーンは、全体のプロットとどのように結びつくのだろうか。直後に続くのは、自

らのドモリについて語る若い男の顔の暗い輪郭33であり、ドモリが原因で抱いた惨めさをなんと

かポジティヴなものに転換したいという意思がそこに表わされてはいる。そういう意味では、社

会的弱者の思いを託すヒーローの登場への期待が先の賛歌につながっているということも、まっ

たく不可能ではないのかもしれない。だが長閑なメロディーのこの賛歌を含むシーンは、妹を強

姦した犯人たちに復讐を企てる気配を示さない主人公、あるいは水田のなかに立てられた高倉健

のイラスト立看板という、なんとも奇妙な取り合わせとともに、《昭和残侠伝》や《網走番外地》、

(図 9) 
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あるいは《緋牡丹博徒》に見られる、ヒーロー待望のストレートな表現とは異なり、アイロニー

さえ含むことによって、むしろそうした望みの滑稽ささえ感じさせかねないものとなっている34。

その結果主人公の妹の強姦という、通常なら物語を次のステージに移行させるエネルギーに満ち

た事件は脱力化され、前出のサンドバックと同様、通り過ぎられる町の光景の一つになってしま

うのである。 
 そもそもこのオマージュの歌詞は、1970 年の市街劇《人力飛行機ソロモン》の一部として登場

したもので、時系列的にもあとから映画のなかにはめ込まれたものであることを付言しておく35。 
 
2. 〈一九七〇年八月〉(図 10) 
このシーンは、J・Ａ・シーザーの音楽と映像であり、歌詞の内容は、1970 年 8 月という同じ

月に自分が三人の女の子をそれぞれ別な女に生ませ、祝福を受けぬまま名前を与えたというもの

である。 
 
「一九七〇年八月 
俺に一人の子供が生まれた 
誰も許してはくれなかったけど 
一九七〇年八月 
その子にジェンラと名をつけた 
誰も許してはくれなかったけど」 

 
これもまた、今でいうとプロモーション・ビデオのよう

なもので、前後と切れた独立のフィルムという印象を与え

る。先行しているシーンは、近江とその彼女、主人公と妹の

四人がたまたま居合わせたレストランでの食事であり、そ

の最後に近江が女性まで共有するコミューンの可能性を語

っているので、そのイメージといえなくもないが、このビ

デオが意識させる人間共同体の始原のイメージと、金持ち

のお坊ちゃん・近江の夢との間には距離がありすぎ、つな

げるためには一工夫も二工夫も必要だ。後に続くシーンは

街角でのダンス教師へのインタビューだが、これなどは〈一九七〇年八月〉と断絶しているだけ

でなく、プロット全体とのつながりをまったく感じさせない。 
ちなみに佐々木英明によると、もともとデザイナーを目指していた J・Ａ・シーザーは、天井

桟敷に参加してから、寺山に勧められて一から音楽を始めた人物で、《書を捨てよ、町へ出よう》

では音楽担当の一人に留まったが、この映画の後、寺山プロジェクトの音楽をもっぱら担うこと

になった。彼は一晩で数十曲を作る才能の持ち主で、そうして大量に産出されたメロディーから、

寺山は自分の好みのものを選んでいったという。 
 
3. 〈私が娼婦になったなら〉(図 11) 
 

「あたしが娼婦になったなら 

(図 10) 
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大きな石鹸買っておく 
好きな男を洗うために」 
 
セーラー服を着た一群の少女たちが牧場の鉄柵に座り

ながら歌う上記の歌は、評論集『書を捨てよ、町へ出よう』 
(初版 1967 年)の翌年の舞台「ハイティーン詩集・書を捨

てよ、町へ出よう」に初めて現われたものである36。この

シーンの前に映し出されているのは、強姦された妹がウサ

ギへの関心を捨てて化粧を始めるシーンで、性的意識とい

う点で連想関係がないわけではないが、あっけらかんと服

を脱ぎ棄てながら歌う少女たちと、鏡の中の自分を見つ

め、新しいウサギをもってきた父親を背中で拒む妹との感

情の落差は、説明なく放置されるままだ。そのあとには、主人公と父親とのちぐはぐな会話のシ

ーンが続き、そこから逃れた主人公は、アパート添いの線路の上を歩き出す。歌う少女たちの背

景が農村であることを思えば37、主たるプロットからの風景の離反は、高倉賛歌の田園風景と同

様、歴然としている。 
第一次台本では、このあとに父親が町へ出て玩具屋で、押すと笑いがこぼれだす「笑い袋」を

買った挙句、寿司屋の生簀の魚を眺めている二人連れの女の子たちに対し痴漢行為に及ぶといっ

たシーンが設定されていたが、結局のところこれは当該箇所からは削除された。 
 
4.〈「コカ・コーラの瓶のなかのとかげ」の詩の朗読と映画《誘惑》のテーマ曲〉 
映画全体の終わり直前に現われるこのシーンは、映画館の横の暗い路地のなかに影のようにし

か映らない男が、独白のかたちで詩を朗読するものである。シナリオを読むと彼が、サッカー部

のキャプテンであり、学生運動のなかで殺人を犯し警察に追われているという設定になっていた

ことがわかるが、作品のなかでそうした物語についていくことは、わずかにサッカー部員たちが

仄めかすところはあるにせよ、かなり困難であり、たとえ彼を取り巻く事情が理解されたとして

も、この男に託された反体制的姿勢が主たるプロットにどのように関わっているのかは、まった

くもって不明だといわざるをえない。第一次台本にあって削除された部分に「力石徹の死」があ

ったことは、上記の通りだが、そこではこのキャプテンが、力石の死について彼なりの意見を披

露しており、この人物の性格と思想がわずかながら彫琢されていた。また上記高倉健オマージュ

のさなか、ポケットに手を突っ込んだまま雑踏のなかを歩く彼の姿が、第一次台本では設定され

ていた。だがそれらが削られてしまったあと、「コカ・コーラの瓶のなかのとかげ」の詩の朗読

は、結びつくべき幹を失ってしまい、いわば宙づりになっているという印象が拭いがたい。 
おそらくこの映画の寺山は、批判的であるにせよ、そうでないにせよ、なんらかの政治的方向

性を考えてはいなかった。それは政治に対する寺山の基本的な考え方38からいえるだけではない。

捕まえたとかげをコカ・コーラの瓶のなかに入れて置いたら、大きくなって出られなくなってし

まったという中学生時代の記憶を辿った上で、男は口調を強めて呼びかける。 
 
「コカ・コーラの瓶のなかのとかげ、お前にはこの瓶を割って出てくる力はあるまい」 
 

(図 11)
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「とかげ」は直後に「日本」と呼び替えられるのだが、閉塞感を担わされた「とかげ」が、安保

体制下の日本に擬せられるのはまあよいとしても、このイメージは実のところ、そうした政治的

意味を担わされたというより、おそらく井伏鱒二『山椒魚』の寺山流翻案といった方がいいだろ

う、と私は思う。それに続く「身を捨つるほどの祖国はありや」は、「米帝下の日本」など「祖国」

として自己犠牲に値しないという発言と解するよりも、寺山のよく知られた短歌の一部が無理や

り織り込まれたという方がはるかにすっきりするのだが、そうなると男の政治姿勢そのものは、

焦点を結ばないまま画面さながら暗闇のなかに消失してしまうほかあるまい。 
バックグランドミュージックとしてかかっているのは、日本で 1967 年に公開されたギリシア

映画《誘惑》の主題歌で、寺山自身の希望に基づき著作権料を払ってまで使用したという話を佐々

木英明から聞いている。著作権料がいくらだったかまでは、佐々木も知らなかったが、《書を捨

てよ、町へ出よう》の配給会社アート・シアター・ギルドの製作費が一本当たり 1000 万円だっ

たというから、余裕があっての採用とは思い難い。けれども、そうしてまで採用された音楽の出

所である《誘惑》の、久しぶりに夫と再会した妻が不倫に陥っていくストーリーと、《書を捨て

よ、町へ出よう》の粗筋との間の相似性は、想像を超えている。 
 
以上寺山が《書を捨てよ、町へ出よう》に多数差し挟んだ、音楽もしくは音楽と結びついたシ

ーンは、アンチ・スジガキ主義の実践、すなわち先行的なプロットの支配への抵抗の意図に即し

て組織化されたものと解釈できるのであり、《田園に死す》における短歌、あるいは青森出身の

フォーク歌手・三上寛の突然の絶叫的歌唱と、同じ位置に立つと考えられるのである。 
だが、プロットの支配に対する抵抗は、そもそもなにを意味しているのか。あるいは寺山の芸

術を貫き、《書を捨てよ、町へ出よう》にも表われているこの志向は、どこに経験的由来をもつの

だろうか。強い支配力をもつプロットは、全体を見渡すパースペクティヴを前提とする。この視

座から見て統一的に展開されるストーリーを鑑賞する者は、この視座に憑りつかれ、あるいは我

有化することを強いられ、この視座の本来の所有者、具体的には監督の眼差しに即して、演じら

れる疑似現実を眺める。それに対して、プロットへの抵抗は、こうした視座から自由な空間を開

く可能性を与える。それは演ずる側だけでなく、見る側からしても、自由な、したがって不安定

な場所であり、銭湯に闖入した俳優たちが体操を始める《ノック》のパフォーマンスのように、

日常の安定した空間が破れる出来事である。音楽を手掛かりにしたプロットの支配に対する抵抗

は、まずはこうした空間の開示に向けてなされた処置だったといえよう。 
「書を捨てよ、町へ出よう」という言葉自体は、もともとアンドレ・ジイド『地の糧』からの

引用である。もし「書」を、先行的に与えられたプロットと読むならば、「町」はその破壊によっ

て開かれた不定の空間を指すことになるだろう。映画のなかで映し出された壁の落書きの一つ

「町は開かれた書物である」は、引用関係とは別に、映画を貫く寺山の基本姿勢を示唆している。

だが「町」とは、いったいなんだろう。 
 

5.音楽が開く別な場所 

 
 プロットを破り不定の空間を開くという働きに集中して考えてみたのは、冒頭で述べた通り、

映画における音楽の機能を確かめるためである。プロットを「悲劇の魂」だとしたアリストテレ

スにとって、音楽は視覚的装飾とともに彼が挙げた 6 つの構成要素の内に数えられ「悲劇に魅力
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を添える」39といわれるとはいえ、媒体的なものとして副次的な要素にとどまった。それら二つ

はプロットを伝える媒体として、あくまで背景的要素にすぎない。私としては、こうした音楽の

位置づけを念頭に措いて、寺山映画におけるプロットの支配への抵抗とそこにおける音楽の機能

を測定してみたかったのである。もちろん悲劇を始めとする演劇と映画とが、歴史的にも技術的

にも異なるのはいうまでもない。だが、そうした差異を括弧に入れて比較考量することによって、

音楽が果たす重要な役割が、アリストテレスの考えと異なり、悲劇もしくは演劇においても妥当

することとして、見えてくるかもしれないと思うのである。 
 そもそも音楽は、この種の芸術において、単なる媒体にすぎないのか。つまりは主軸となるプ

ロットの進行を補助するものにすぎないのだろうか。たしかに映画における音楽は、普通プロッ

トに随伴して奏でられるものであり、楽しい場面には明るい楽曲が、悲しい場面には暗い楽曲が

奏でられることは、さしあたりまず観察されるところであろう。こうして特定の流れを補強する

働きだけでなく、映画全体を貫くライトモチーフとなって繰り返される楽曲もあり、その曲を聴

けば映画全体の世界が脳裏に浮かび上がってくるような、そういった曲を、「映画音楽」といえ

ば、私たちは普通思い出す。キャロル・リードの《第三の男》、チャールズ・チャップリンの《ラ

イムライト》のテーマ曲がその典型だ。同じ例を以って同様の分類を行なったのは、『映画の理

論』のジークフリート・クラカウアーだが40、彼がこれに付け加えているのは、「対位法

(Counterpoint)」というカテゴリーで、それは、たとえば幸せな寝顔に重なる悪夢のような音楽の

ことを指す。これはこれで、次に起こる恐ろしい出来事への予感を掻き立てるもので、クラカウ

アー自身「行為の進み方を決定する言葉のやりとり」41と同じような機能を果たすとしているか

ら、プロットに沿い、これを補助する音楽のヴァリエーションといってよかろう。 
 むろん寺山映画にも、これらのカテゴリーに分類される音楽も用いられているが、先に取り上

げた四つの楽曲は、基本的なプロットの進行を妨げたり無関係な世界へといざなったりするもの

であって、全体を貫くテーマ曲とも異なれば、また次の場面を予想させるものでもない。プロッ

トを乱す、そうした楽曲は、副次的なものとしてプロットに所属するどころか、それ自体独立し

た働きを演じている。 
演劇と映画とを峻別し、前者を支配する「精神的リアリティー」に対して、映画が表現すべき

ものを「物質的リアリティー」だとしたクラカウアーは、上述のように映画独自の「論理」を求

めながら、私にいわせれば、結局のところ演劇を映画に持ち込み、幻想的世界をそこに結ばせよ

うとした寺山とは、基本的なスタンスを異にする。だがクラカウアーも、無声時代の映画館で、

スクリーンに目もくれることなく、つまりはスクリーンに映し出される物語とは無関係に、思い

つくままに曲を弾き続けていた老ピアニストの記憶に基づき、プロットから独立した音楽の位置

を確かめていた。彼はいう――「けっして稀でなかったことなのだが、私が見た或る映画では、

怒り狂った伯爵が不貞の妻を家から追い出すときに愉快な音が響いていたり、最後に訪れた二人

の和解を映し出す青く染まったシーンに葬送行進曲が重なったりしたものだ」42。学生時代に経

験した、こうした「逆転現象」を懐古しながら、クラカウアーはいう――無声映画への伴奏は、

失われた現実の音の補填などではない。のみならずアル中の老ピアニストの弾く、プロットと無

関係な音楽が、「もっとも適切な伴奏音楽」となることさえある。さらに次のようにいうとき彼

は、「写真的生命(photographic life)」という言葉によって、音楽が因果性に代表される意味によっ

て支配されたプロットの世界を破って開く別な次元を指示していたように思われる――「音楽が

加わることによって観る者は無声画像の中枢に引き込まれ、この画像がもつ写真的生命を経験す
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ることになる」43。「写真的生命」とは、クラカウアーの場合ひとまず、上記の「物質的リアリテ

ィー」を指すのだろう。だが、「物質的リアリティー」とは、そもそも事柄としてなんなのか。か

つて吉田喜重は、小津安二郎が行きついた「写真とほとんど変わらぬ、あの静止した映像」に言

寄せて、「一方通行的に早い速度で流れる時間」によって鑑賞者を支配する映画に抗して、「剰余

の眼」もしくは「無用の眼」を守ろうとするところに、小津の映画の基本志向を見た44。映画を

導いて「一方通行的」に流れるものがプロットというかたちで具象化された「時間」であるのに

対して、後者の眼差しが動いているのは、プロットが生まれる前、製作者が与えたプロットとい

う「精神的リアリティー」とは別な場所であろう。そう考えてみると、「写真的生命」とは、意味

を超えた次元を指していると思えてくるのである。 

音楽はプロットにいわば穴をあけ、それとは別な世界を開く。その結果プロットは、全体とし

て支配力を減退させるのであり、それによって映画全体は虚構として浮き上がる。クラカウアー

と異なり寺山が映画を「現実の再現」と考えなかったことは、先に不十分な所作として触れた「映

画中の映画」という仕掛けによっても明らかである。もっともそれは、彼が現実と異なるファン

タジーを夢想するといったロマン主義的な立場に立っていたからでは決してない。むしろ彼にと

って「現実」とは、絶えず生み出される虚構を通してしか与えられないものであり、いってみれ

ば虚構の連鎖以外の何物でもなかった。そういう意味では、彼の立場は、虚構と現実の二項対立

のところにはないのであって、虚構としての現実を虚構のままに指し示す、もう一つ別なリアリ

ズムといえるかもしれない。虚構を虚構として
、、、

といった場合の「として」は、虚構を浮かび上が

らせる、虚構とは別な場所の開けを指示しているのであり、それは通常の意味とは異なるリアリ

ティーともいいうるだろう。 
 改めていおう。寺山映画における音楽は、プロットという出来事を結ぶ連関の背後の空間、プ

ロットという虚構が生成消滅する場所、いってみれば前プロット的な場所を開く45。プロットが

人間による出来事と出来事の意味づけであるとすると、そこは、そうした人間並みのフィクショ

ナルな方位をフィクショナルなものとして浮かび上がらせる「リアル」な場所であろう。音楽は

意味以前であるゆえ無名のこの場所に沿って生じ、場所はそうして生じた音楽によって、かたち

を結ぶ。なるほど音楽もまた、人間の手による作り物である限り、これまた一つの虚構であるの

はまちがいない。だが、本来再現的でない音楽という芸術は、図像的であり再現に近づく映像、

あるいはそのつながりを意味的に統率するもう一つ上の虚構であるプロットよりも、フィクショ

ンの底に潜むこの場所に近い。音楽が声もしくは鳴き声として動物的であると同時に、人間を超

えたもの、場合によって神的でもあることは、動物たちだけでなくハデス・プルートンをも魅了

したオルフェウスの神話が示唆していたことかもしれな

い。いずれにせよ音楽は、アリストテレスが与えたプロット

の添え物という相貌の裏に、根源的な場所への通路を隠し

もっているのではないだろうか。この通路を辿ることによ

って、凡庸なプロットが神聖さを帯びることも起こるので

はあるまいか。 
《書を捨てよ、町へ出よう》に戻って、そこから一つだけ

例を挙げよう(図 12)。主人公が娼婦になかば強引に性行為

に引き込まれていくシーンに重なるのは、先に挙げた J・A・ (図 12)
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シーザーに拠る楽曲《東京巡礼歌》である。自他ともに「ご詠歌」のようだとも「呪術的」だと

も認めていた46彼の音楽に、読経の声と泣き声とが加わって構成される音が開く空間のなかで、

このシーンは、プロットだけからすると帯びかねないエロティックなものを縮減され、宿命的な

生の重みの色合いを帯びて、スクリーンに投影される。音楽がプロットを意味とは異なる次元へ

解き放つということで、私がイメージするのは、たとえば、こうしたケースである。 
シーザーの音楽がその後の寺山の作品で果たした役割は、意味を超えた「リアル」な場所への

移行、ギリシア語の語源に即せばメタファーであったと、私は思うのだが、たとえば能の地唄を

思えば、そうした音楽の機能は、寺山だけでなく、劇的芸術一般に属しており、ギリシア悲劇の

コロスもそうした機能を担っていたのではないだろうか。いや、そんな「高等」な文化を呼び起

こさなくとも、素で読めば白けてしまうような凡庸な歌詞を音楽が別物に変えてしまうマジック

は、私たちがたとえばカラオケなどで経験することでもあろう。映画の場合《ライムライト》の

テーマ曲などが、必然的に起伏をもつストーリーを貫いてライトモチーフとして、作品全体を代

表するという不思議も、別な場所のメタファーという音楽の機能から解き明かされるのではなか

ろうか。 
音が図像や意味よりも根源的な虚構であることを、おそらく寺山は、俳句や短歌の創作の履歴

を通して、直観的に知っていた。それゆえ《田園に死す》において、プロットを断ち切るように

短歌の朗読を挿入し、しかも朗読者・佐々木英明に、意味に縛られず音とリズムにしたがえと命

じたのだろうが、ここまで来ると、音楽がプロットを切断して開く場所、プロットをいわば下へ

と超えて導いていく根源的で「リアル」な場所とはなんなのか、という問いが、自ずと生じて来

る。先に述べたように「書」を捨てて出ていく「町」とは、どんな開けなのか――そういい換え

ても、同じことだ。この問いは、もちろんたやすく答えられるはずもなく、ここでは挙げるだけ

に留めるが、虚構の連鎖が「現実」へと生成していく場所を寺山が「時」として考えていたこと

を付け加えておく47。先に引き合いに出したのでいっておくが、吉田喜重が小津に関わりつつい

った「一方通行的」に観客を支配する「時間進行」という意味での「時間」ではもちろんない。

この場合の「時」とは、空間と切り分けられ対立するようになった「時間」でもない。いわゆる

「時間」も「空間」も、おそらく同じ一つの場所の二つのアスペクトだ。音は、そうした意味で

の「時」をなぞって生起し、「時」は音によってかたちを結ぶ。クラカウアーもそうした見解と通

ずるような言葉を映画に関わって残している――「音楽は声なきイメージを秘められた時と一体

化するのであって、そこにおいて私たちは意義深い文脈を把握するようになるのである」48。 
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1本論のもととなったのは、2015 年 12 月 9 日レーゲンスブルク大学連続講義 Film! Farbe+Ton の一

つとして提供された Musik in den Filmen Terayama Shūjis である。この企画に招待してくれた同

大学 Christopf Wagner 教授、ならびに Robin Rehm 博士に感謝したい。 
2この映画に見られる寺山の自己理解および彼の芸術観については、拙著『芸術家たちの精神史』、

ナカニシヤ出版、2015 年、第五章を参照されたい。 
3北川登園『職業・寺山修司』、日本文芸社、1993 年、59 頁。この本に記録された寺山の証言には、

「観客との境界線を取り除いた演劇」(同上、64 頁) 「客席と舞台の一体化」(同上、70 頁)といった

いい方も見られる。 
4この市街劇は 1971 年ヨーロッパでもナンシーとアルンヘンで催され、後者が、オランダ国営放送

制作のダイジェスト・ビデオとして残っている。 
5佐々木英明氏には、2014 年 6 月に三沢市寺山修司記念館でたまたま会って以来、数度質問を重ね、

そのたびごとに丁寧に答えていただいた。論文の慣習に倣って本文では敬称を省くが、お名前を挙げ

ることによって感謝を表わしておきたい。また同記念館学芸員広瀬有紀氏にも資料収集などでお世話

になり続けている。併わせて感謝したい。なおこのシーンについて佐々木氏は、『東奥日報』の連載記

事「寺山修司「書を捨てよ町へ出よう」」でも、同様のことを述べている(同紙 2016 年 3 月 5 日付)。 
6寺山修司『寺山修司戯曲集 2・実験劇篇』、劇書房、1981 年、6-7 頁。 
7同上、10 頁。 
8同上、16 頁。 
9そのことは、当時批評家によって受け取られていたことでもある。今井裕康「観客はどこから湧い

てくるのか」、『地下演劇』12 号、天井桟敷、1978 年、22-23 頁参照。 
10 Benjamin, Walter, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in:  
Gesammelte Schriften Band 1, Teil 2, hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser,  
Frankfurt am Main 1974, S. 471-508, hier besonders S. 504-505. 
11寺山修司『臓器交換序説』、日本ブリタニカ、1982 年、145 頁。 
12 寺山修司ほか「シンポジウム・密室劇 内密の無限性」、『地下演劇』第 8 号、天井桟敷、1975
年、18 頁(傍点は引用者による)。 
13「シンポジウム・密室劇 内密の無限性」、『地下演劇』第 8 号、天井桟敷、17 頁 
14 前掲『臓器交換序説』、139 頁。寺山は、見えない部分を「想像力によって補完」することを観客

に求めたというのだが、ここでいう「想像力」は、同時に試みていた市街劇が日常的現実の虚構性

を暴こうとしていた限り、主体の存在のリアリティーと圧倒的な能力を前提にしたものではないは

ずだ。むしろ主体が、視野の制限を受けて、すべてを眺め得るものだという演劇的常識が一つの虚

構でしかなかったことを認めるところが肝心なのであって、一見主体の自由と権力を示すようにも

見える想像力の活動は、それに先立ってむしろ主体の揺らぎの場の出現を指し示すのである。主体

がそれ自体において力ある存在であるならば、寺山の目指した「内密の無限性」の達成など不可能

であろう。 
15北川前掲書、13 頁。 
16高取英はその著書のなかで、次のように述べている――この作品では「一つの席にすわっている

と、他が見にくいところがあった。観客の一人が、それを非難して、「見にくい」とつぶやくと、

［寺山は］「見えるところまで動けばいいんだ」と吐きすてるようにいった」(高取英『寺山修司論

――創造の魔神』、思潮社、1992 年、131 頁。［ ］内引用者補足)。 
17 夏目漱石『漱石全集』、第 14 巻、岩波書店、1995 年、227 頁参照。拙論 Natsume Sôseki―An 
attempt of Kusamakura as an imagery novel、『京都工芸繊維大学 学術報告書』、第 6 巻、2013
年、33-48 頁も参照されたい。 
18夏目漱石『漱石全集』、第 25 巻、岩波書店、1996 年、211 頁。 
19夏目漱石『漱石全集』、第 13 巻、岩波書店、1995 年、63 頁参照。 
20 プロットへの抵抗は、寺山あるいは漱石に限らず、20 世紀の芸術に広く見られるものとして、近

代化の展開の一つの帰結だと思われるが、この点に関しては、別に稿を立てたいと思う。当該の問

題に関する現段階での筆者の見解としては、Zeit und Erzählung – Um die Zeit von Natsume 
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Sôsekis Graskissen-Buch, Philosopie im gegenwärtigen Japan, hersgegeben und übersetzt von 
Liederbach, H. P, Berlin 2017, SS. 124-155 を参照されたい。 
21これ自体、取り上げるほどのこともない普通の読み方のように見えるが、同じ寺山短歌の朗読で

も、CD《寺山修司「空には本」・「寺山修司・劇場美術館」のための朗読音楽集》には、意味で切る

読み方が実際に含まれている。そこで朗読者・三上博史(寺山映画《草迷宮》の主人公・明の少年時

代を演じた)は「銅版画の鳥に／腐食の時すすむ／母はとぶもの／みな閉じ込めん」と詠んでいる

が、音で切れば上の句は「銅版画の／鳥に腐食の／時すすむ」となるはずだ。 
22 ただし寺山は、映写機とスクリーンとの間に観客が入り込んで、映画の上映を一つの出来事=作
品として攪乱する可能性も考えていたようだ(松田政男「［反射光］の彼方へ」、『地下演劇』第 12
号、21 頁)。 
23寺山修司「日記的発言」、『シナリオ』、200 号記念特大号、シナリオ作家協会、1965 年、81 頁参照。 
24同上。 
25このストラテジーは、その後彼の映画が上記挙げたように「まとまり」をもつようになっても、な

お残り続けたように思える。たとえば 1978 年に東陽一監督の下で撮られた《サード》は、『キネマ

旬報』でこの年のナンバーワン作品に輝いた。寺山は軒上泊原作の小説『九月の町』を大幅に書き

換えることによって「脚本」化し、東とプロデューサーの前田勝弘に提供した(たとえば原作では題

名の由来となる「野球」がわずかに主人公のやっていたスポーツとして触れられている程度だが(軒
上泊『九月の町』、みみずくぷれす、1983 年、33 頁)、寺山シナリオでは、冒頭「このシナリオは野

球用語で書かれる」(寺山修司『寺山修司・全シナリオⅡ』、フィルムアート社、1993 年、259 頁)と
あるように、基本軸を形づくっている)。この「シナリオ」を原作と比較しながら読むと、出来上が

るべき作品を監督たちのコントロール下から解き放つような仕掛けが随所に配されていたことがわ

かる。たとえば俳優たちの即興に進行を委ねる部分などは、その一つだ。東たちは、この「プロッ

ト」をさらに大きく作り直して、「成功作」に仕上げたわけだが、残されたシナリオを辿ってみる

と、プロットを横切る断層のなかには、主人公が突然観客に向き直って語り掛けるといったシーン 
(前掲『寺山修司・全シナリオⅡ』、278 頁)もあり、《書を捨てよ、町へ出よう》からのアンチ・スジ

ガキ主義の連続線を測量することができる。このシーンは、映画作品では削られたが、ほかにも同

じく削られた「菅原文太を観に行く歌謡曲』(前掲『寺山修司・全シナリオⅡ』、271 頁)なども、後

述の「高倉健へのオマージュ」の再版として、《書を捨てよ、町へ出よう》とつながっている。 
26朝日新聞 Be「映画の旅人」(2015 年 2 月 7 日) 。この記事でもいわれているが、私自身も佐々木

からきいたところによると、ラストシーンの出演者・スタッフの顔写真の連続に重なるはずだった

それぞれの役者紹介のセリフなどは、撮影前日にようやく寺山から佐々木に手渡されたが、佐々木

自身これを覚えきれず、結局作品ではすべてカットされてしまったそうである。 
27寺山修司『寺山修司・全シナリオⅠ』、フィルムアート社、1993 年、187-236 頁。なお私の手元に

あるところでいえば、1975 年 12 月に出版された『脚本日本映画の名作 3』(佐藤忠男編、風濤社)所
収のテクストは、漢字か平仮名かなど微細な差異を除けば、フィルムアート社版と同一のものとみ

なしうる。少なくとも作品から起こされたのではないテクストが、作品封切から 3 年後の時点であ

ったのはまちがいないわけだが、第一次台本からみると、どのようなかたちでテクストレベルでの

変移が起こったのか、定かではない。 
281970 年 3 月 24 日に寺山自身が喪主となって「力石徹の葬儀」を講談社講堂で執り行ったこと

は、よく知られている(たとえば九条今日子『回想・寺山修司――百年たったら帰っておいで』、角

川書店、2013 年、135 頁など参照)。 
29いうまでもなく前もって書かれたプロットからの逸脱は、天井桟敷で日常的に行われていたことで

もある。佐々木によると、映画の出演者のなかでも、近江を演じた平泉征や祖母役の田中筆子など

は、いわく「本物の役者」で、与えられたセリフをきちんと再現した、もしくは与えられたセリフ

がなければ演技ができなかったが、それに対して、天井桟敷のメンバーを始め、「姉殺し」役の岡本

秋象(岡本が演出も担当していた劇団《魔呵魔呵》は、生田萬と銀粉蝶によって知られる《ブリキの

自発団》につながっていく)などアングラの劇団員の場合、巧拙は別として、セリフから逸脱し自由

に語ったし、寺山もそれを認めたという。そもそも映画のタイトルは、寺山の魅力に惹かれて天井

桟敷に集まってきた若者たちが舞台で歌い自作の詩を朗読する連続的ミュージカル・プロジェクト
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の題名であり、佐々木英明もそうした若者の一人だった。 
30このセリフは、映画作品そのものから起こしたもので、出版されたテクストと比較していただけれ

ば、差異の一端がわかろう。無数といっていいほどあるずれの一例でもある。 
31フィルムアート社版では、東京キッドブラザースの歌と踊りは、サンドバック・シーンに先行して

いる。第一次台本も同じ順序である。 
32当時、映画上演に際してはスクリーンに向って「健さん!」という芝居まがいの掛け声がかかった

こともあった。そういう意味で映画は、なお芝居小屋的性格も残していたのであって、寺山の基本

志向が主体客体関係の脱構築をここにかすかながら見出していたといえないわけではない。なおラ

ジオドラマ《いつも裏口で歌っていた》でプロデューサーとして寺山とコラボレイトしていた山谷

馨こと倉本聰は、人気ドラマ《前略おふくろ様》(1975-76 年)のシナリオで、映画館のこうした状況

を背景として採用していた(倉本聡『前略おふくろ様 PART1(1)』、理論社、1983 年、123-124 頁。

ただし完成したドラマでは、このシーンはカットされている)。のちに倉本は映画《駅・Station》
で、東京オリンピック・マラソン銅メダリスト円谷幸治が自殺に際して残した遺書を使うことにな

るが、これなどは著作『書を捨てよ、町へ出よう』における同遺書引用を参考にしたのかもしれな

い。寺山の影響の範囲測定の一つの材料として記録しておく。 
33「ドモリ」は、寺山唯一の長編小説『あゝ、荒野』にも使われ、著作『書を捨てよ、町へ出よう』

にも出てくる、或る意味寺山お得意のモチーフなのだが、ヒューマニズム的な意味での弱者への共

感などではなく、むしろ天井桟敷の「見世物小屋」的な要素として、新劇のプロット重視に対峙さ

せた方が、よいだろうと思われる。 
34寺山はやくざ映画を、社会的反抗のエネルギーを鎮静化させる「代償体験」の装置と考えていた

(北川、前掲書、57 頁) 
35寺山修司「人力飛行機ソロモン」、『地下演劇』第 3 号、寺山修司・芥正彦編、地下演劇社、1970
年、92 頁。 
36寺山修司『書を捨てよ、町へ出よう』、角川書店、1978 年(第 7 版)、208-210 頁。2008 年の角川

文庫改版では「岡本阿魅」の署名が入っているが、少なくとも 1978 年版にはない。当然のことだが

1967 年の初版の同名評論集には、そもそも「ハイティーン詩集」自体が存在しない。 
37第一次台本でもフィルムアート社版でも、場所は学校の校庭となっている。 
38これについては、前掲拙著『芸術家たちの精神史』、188 頁以下を参照されたい。 
39アリストテレス『アレストテレス全集 17』、岩波書店、1995 年、33 頁。 
40Siegfried Kracauer, Theory of Film, New Jersey 1997, p.140. この思想家については、京都教育
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SUMMARY 
 

The functions of music in film  
and  

Terayama Shuji’s Throw Away Your Books and Rally in the Streets 
 

This article aims to examine the function of music in Terayama Shūji's film Throw Away Your 
Books, Rally in the Streets (1971). First, 2 points are examined; Terayama’s basic intention of 
examining the object subject relationship in aesthetic experience as well as the deconstruction of 
the traditional rules of plot in literature since ancient time. In addition, it focuses on the non-
continuity and poor organization of the film and suggests that the difference between scenario 
versions of the movie and the existence of many irrelevant episodes can be interpreted as an 
expression of his aesthetic idea. Looking at four cases, the scenes which are united with music are 
used to cut off the chief script and open another dimension before the creation of the main story. 
The article in its conclusion, by combining the result of the analysis above with Theory of Movie 
by Siegfried Kracauer and by contrasting to Aristotle’s position in Poetics, attempts to deconstruct 
the position of music in drama. 
 
Keywords: city plays, Siegfried Kracauer, music, plot, Terayama Shuji,  
          Throw Away Your Books, Rally in the Streets 
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