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Abstract 

 

A few years ago, a new script for the Tenjōsajiki practice was released.However, there 

are currently disagreements about the credibility of this script.This study tried to solve 

this problem.As a material, I used Shuji Terayama's autograph "Direction Note Essen 

October 1969". Through the reprinting and consideration of the production notes, we 

prove that the same thing as the newly appeared "Fur Marie" was used in the Essen 

performance, and conclude that it is certainly a script for rehearsal of the ceiling. 

Terayama It was an important script when thinking about theater, and was supposed to 

be treated as the original text of "La Marie-Vison". 

 

Keywords： Shuji Terayama，La Marie-Vison，Tenjōsajiki，Direction Note Essen October 
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１．まえがき 

寺山修司の『毛皮のマリー』は，数ある彼

の戯曲の中で，上演回数が多い人気の演目

である．1967 年の初演時（9 月 1 日～7 日，

アートシアター新宿文化，演劇実験室・天井

棧敷第 3 回公演），すでに 4,600 人の観客を

動員し，アートシアター新宿文化の大入り

記録を塗り替えている．しかし，初日をむか

えるまでには，次々起こるアクシデントの

対応に追われ，かなりの苦労があった．とり

わけ，寺山を悩ませていたのは，9 月 1 日

の初日間近になるも丸山明宏（現・美輪明

宏）の出演が決まらなかったことである．寺

山は，新宿のゲイバーの「JIMMY（ジミイ）」

をマリー役に想定した脚本を書きながら，

丸山の返事を待っていた．銀巴里の大スタ

ー丸山明宏の主演が決定したのは，8 月中

旬，初日に間に合うぎりぎりのタイミング

である．寺山は急遽「JIMMY」用の脚本を

丸山用に改稿し「これ，3 時間で書いた」と
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言って，稽古場に持ちこみ，美輪を驚かせた

ようだ．寺山は自信があったのであろう『映

画評論』（現在この版が『毛皮のマリー』の

原テクストの扱い．）にも，全く同じものを

同時発表．突然演出を降りた東由多加に代

わり演出を担当，幕を開けた．はたして予想

をはるかに超える大ヒットになった． 

このように『毛皮のマリー』の初演直前の

8 月中旬から 9 月 1 日までの 15 日間ほどの

様子を資料や関係者の発言をもとに一部復

元してみた．１） 詳細については，注１を参

照されたい．一般には『毛皮のマリー』は，

丸山明宏に当て書きされ，以下に示す（1）

～（5）の順序で刊行，現在（2）以降が確定

版として流布（流布版）する，という理解で

ある．このような研究状況の中で，「JIMMY」

をマリー役にした脚本の存在を想定する筆

者の説が，はたして正しいかどうかは，微妙

な点もある． 

資料の裏付けや関係者の発言に基づいた

もので蓋然性は高いと考えるが，さらなる

検証を加え，「JIMMY」用に準備した台本

の存否と，寺山演劇におけるこの台本の意

義を，考察する足掛かりを得たい．論述の便

宜上「JIMMY」に当て書きした脚本を（0）

とする．前述したように（1）『映画評論』版

の直前に寺山が完成した台本と想定する． 

 

（0）1967 年版 「JIMMY」に当て書きし

た台本で，新紹介された天井棧敷公演

台本版『毛皮のマリー』 

（1）1967 年『映画評論』掲載（映画出版社

1967 年 10 月 1 日発行）．現在の研究状

況では，これが『毛皮のマリー』の原テ

クストとされる．（1）は一部改稿され

（2）となる．その後，改稿はなく，確

定原稿として順次刊行され流布． 

（2）1968 年『さあさあ お立ち合い』所

収（徳間書店 1968 年 1 月 15 日）． 

（3）1976 年『毛皮のマリー』（角川文庫

1976 年 1 月 30 日）． 

＊解題は，1975 年 12 月 アムステルダ

ム・メクリシアター「疫病流行記」の

楽屋にて．寺山修司 

（4）1982 年『寺山修司戯曲集１初期一幕

物語』所収（劇書房 1982 年８月 15 日）． 

（5）1983 年『寺山修司戯曲１』所収（思潮

社 1983 年 8 月 15 日）．1987 年全 9 巻

完結． 

  

それでは，なぜ，活字化・刊行されていな

い「JIMMY」用台本（脚本）（0）の存在を

想定するか．その発端は，2019 年に，仁平

政人氏が発表した，天井棧敷稽古用台本「

後の仮面は，いつでも笑っている」―寺山修

司『毛皮のマリー』（天井桟敷公演台本版）

の射程―」2） との出会いによる．天井棧敷

稽古用台本の出現に今更ながら寺山らしい

と感心した．彼は，どのジャンルの作品を創

作する時も，何度も編集（改稿）を重ねなが

ら螺旋階段を昇り降りするように，長い時

間をかけて作品を成長させる．この台本の

出現で，戯曲『毛皮のマリー』も，公演に至

る前に，何度も改稿されたことがわかる．と

ころが，この台本を読んだ天井棧敷の中枢

にいた方から「これは，天井棧敷公演の台本

ではない，ニューヨークのラ・ママ・シアタ

ーで使用したものである．」という疑義が出

て議論になった．偶然その議論に関係し，

『毛皮のマリー』初演時の混乱の様子を調

査することになった．調査を進める過程で，

仁平氏の公開した稽古用台本は，「JIMMY」
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用に準備された台本ではないだろうか，と

いう考えが浮かんだ．現在この「天井棧敷稽

古用台本」は，同じものが，数冊みつかり，

台本が孤本でなく，流布していたこと，台本

の上部欄外に書き込みもあり，初演間際ま

で使用する予定であったらしいこと，台本

の製本も贅沢な仕様で，大切に扱われてい

たこと，また寺山の海外公演と関係が深い

台本であることなどが判明している． 

丸山明宏の出演が決まる以前に，

「JIMMY」に当て書きした（0）台本なる

ものが存在した．そして，新しく紹介された

公演台本『毛皮のマリー』と（0）台本は同

一であり，寺山修司『毛皮のマリー』の初稿

台本ではなかったろうか，という仮説を立

ててみた．二段構えの仮説が真であるか否

かの疑問を明かにするためには，その説を

裏付ける確かな資料が必要となる．疑義を

払拭できる資料を見つけられるか心許ない

が，先ずは，台本という形で残された「天井

棧敷稽古用台本」から，形跡のない「JIMMY」

用台本の存否を確かめるヒントを探り，さ

らに，その二つの『毛皮のマリー』が同一で

あるということを明らかにできればと考え

ている． 

 

２. なぜ，（0）台本，1967 年版「JIMMY」

用台本，新しく紹介された天井桟敷公演台

本『毛皮のマリー』にこだわるか 

 

あらたに姿をみせた『毛皮のマリー』の台

本を「JIMMY」の当て書き台本であろうと

想定した経緯については前節で述べた．こ

れら二つの台本を同一であると，仮定し，

（0）台本として扱う．混乱を招かないよう

に，必要に応じて「JIMMY」用台本を（0）

台本１，読むことが可能な「天井棧敷稽古用

台本」を（0）台本２，と表記する．作品創

作上で「何度も編集，改稿する」という寺山

流の手法もさることながら，この天井棧敷

稽古用台本から目が離せない理由は，（0）

台本を読むと寺山が作品創作時に抱える悩

みが滲み出ている，という印象を受けるか

らである． 

『毛皮のマリー』の初稿と想定した（0）

台本２は「メタ演劇（芝居）」の構造を持つ．

現在活字化され我々が読める（1）～（5）

の『毛皮のマリー』と構造が異なる．「メタ

演劇（芝居）」の構造は，劇と観客の間に現

実の時空間を差し挟み，両者の間の壁を曖

昧にする「屋台崩し」の手法である．舞台の

組み立て段階から観客の参加を促し， 終

場面もカーテンコール無しで，劇（虚構）を

現実の空間に溶解する．寺山演劇で，緞帳無

しの手法がみえる 初は，1968 年 10 月，

天井棧敷第 8 回公演『星の王子さま』のラ

ストシーンである．次が 1971 年『邪宗門』

で，劇と現実の境界の意味を問題化し，劇を

誰が統べるかを問いながら「屋台崩し」の手

法を本格的に展開した．そして，劇と街が混

然とした後期の演劇様式である市街劇へと

続く．だが，想定している（0）台本『毛皮

のマリー』の存在を確定できれば，ここが

初と捉えてもよいだろう．「見世物の復権」

を唱えて『青森県のせむし男』でスタートし

た寺山修司は，早くも第三作目のこの作品

から，既成演劇に対する改革の模索を始め

ていたことになる．劇として完成度の高い

流布版『毛皮のマリー』と異なる寺山の演劇

改革の意思をみる．見過ごしにできない重

要な視点ではないだろうか． 

改革（革命）は，彼の十八番である．高校
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3 年時，十代作家による現代俳句革命を標

榜して発行した俳句雑誌『牧羊神』．短歌に

おける私小説的創作（作中の私＝作者）を批

判し，イッヒ-ロマンでなにが悪い，と主張

した前衛短歌活動．参加したそれぞれのジ

ャンルで，改革の必然性を理論化し，実践し

ている．常に参加したジャンルで改革の先

頭を走る寺山の演劇における改革の始まり

が「メタ演劇」構造を持つ（0）台本２では

なかったろうか．作品のできる（虚構の成

る）場の作者と読者の関係のあり様を問い

続けていた寺山が，演劇活動においても，こ

の問題について考える中から導入された演

劇形式であろうか． 

虚構と現実の問題は，創作者の誰もが悩

む問題である．寺山の場合は，俳句に熱中し

た高校時代から，特別意識的であった．『毛

皮のマリー』の「メタ演劇」構造は，既成の

劇の形式を壊すという効果もあるが，彼が

「演劇とは何か？」「演劇で何ができるか？」

と模索する中で，虚構と現実が二項対立的

に存在するものでなく，分かちがたく虚構

の中に現実が，現実の中に虚構があるとい

う認識の下に採用した構造であったかもし

れない．さらに厄介なことには、その定め難

い虚と実の関係には「ことば」の問題が介在

する．寺山が作品を創作する時，これら三つ

の問題を誰よりも深く意識していたことは

確かである． 

例えば，石川啄木に「たはむれに母を背負

ひて/そのあまり軽きに泣きて/三歩あゆま

ず」という有名な歌がある．寺山は，この歌

を「母を捨てにゆくのだと思った」という．

「おいおい母を捨てにいくのかよ」と，くだ

けた言い方もしている．通常，年老いて弱っ

た母を背負い悲しむ啄木に鑑賞者は涙する．

一般の読者は，この啄木の母を背負う行為

を虚構であるとは考えない．しかし，寺山は

違う．「ことば」が作り出した虚構であると

見抜く．見抜いて皮肉混じりの評はするが，

彼は理解していた．「ことば」で，杖を必要

とする母を背負う親孝行の息子の心を現実

として表出できることを．つまり，我々が理

解している「虚構（芸術）は，現実よりも真

実を表す」ということであるが，はたして寺

山は，どうなのか．もう一歩，先を見て「完

成短歌でいいのか」と悩んでいた節がみえ

る．この完結した虚構の世界（観劇者の参加

を許さない世界）をよしとしない彼の考え

が，劇を壊すような「メタ構造」の戯曲を書

かせたのであろう．「ことば」と「現実」と

「虚構」について少年の頃から鋭い感知を

みせて，創作していた彼が演劇の場でも，同

じ悩みを抱えたことを，この（0）台本２は，

我々に教える．長々と述べたが，寺山の芸術

創作上で生まれる完結した虚構との内面的

な葛藤が滲み出ている台本であることは間

違いなさそうである． 

このように重要な（0）台本の存否を確認

する資料として，寺山修司自筆「演出ノート 

エッセン 69 年 10 月」を選びたい．この資

料を選ぶ理由は，寺山の自筆作品で、確かな

資料と言えるからである．新しく紹介され

た「天井棧敷稽古用台本」は，ガリ版刷りの

手製台本で，寺山と関係なく作製された台

本であると反論する人がいれば，否定でき

兼ねる面もある．寺山修司自筆「演出ノート 

エッセン69年10月」はその点心配がない．

1969 年 10 月，エッセンにて，寺山自身が

『毛皮のマリー』を演出した現場で記録し

たものである．その翻刻と考察を通して，

（0）台本の存在を浮き彫りにしてみたい． 
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３．『演出ノート エッセン 69 年 10 月』

の翻刻からの考察 

 

（１）寺山修司直筆 『演出ノート エッセ

ン 69 年 10 月』の概要． 

1969 年 10 月 8 日から『毛皮のマリー』

と『時代はサーカスの象にのって』の演出の

ために，１ヶ月間，一人ドイツに滞在した時

のメモが記入されたノートである．ドイツ

人スタッフやキャストとの交流や，共同演

出，観劇体験がメモされている．公演は，

1969 年 11 月 4 日，5 日，エッセン市立劇

場で行われた．この資料の翻刻を通して，寺

山修司の『毛皮のマリー』を読み解いてみた

い． 

・翻刻資料となる『演出ノート エッセ

ン 69 年 10 月』は，三沢市寺山修司

記念館所蔵である．常設展示はされて

いない． 

・ノートは，28 頁からなる．メモ内容の

概略は「演出ノート」記入一覧表（筆者

作成）の【画像№ 日付（10 月）】欄に

記載した．翻刻結果を考察する文中で

は，三沢市寺山修司記念館所蔵の「演出

ノート エッセン」に付された画像№

を頁数に置き換え表記した．例えば，

「05  8/28 /11」の「05」は，画像№05，

「8/28」は，総画像数 28 の 8 画像目を

示し，「/11」は，10 月 11 日を示す．「演

出ノート」の画像№５をノートの№05

頁と数えて対応した． 

・頁数：28 頁（№00～№24・但し№02，

№３，№18 は，それぞれ 2 頁を使用．

ノートの実質頁は 25 頁＝表，裏，表紙

も頁数に含む）．寺山本人は，頁数を無

記入． 

・＊記号を付した文章は，筆者のコメン

トであり，寺山修司の記録（メモ）では

ない． 

・判読できない文字は，〇と表記した． 

・本研究ノートでは，『毛皮のマリー』（0）

台本の調査に必要と考えられる箇所を

抄出掲載した．紙幅の都合により，画像

と全翻刻文の発表は，後日を期したい． 

・エッセン公演に基づいたドイツ語版

『毛皮のマリー』（マンフレッド・フー

ブリヒト訳・三沢市寺山修司記念館蔵）

の日本語翻訳も百済勇（駒澤大学名誉

教授・経済学博士）により現在進行中で

ある。こちらも，画像と全翻刻文の発表

と合わせ後日発表予定である．
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（２）「演出ノート」記入一覧 

 ◎メモに筆者（久慈）の解説を付した．〇重要と考えたメモ．こ➡ことばに⾔及したメモ． 

  

・順に画像番号 通し番号 ✕は⽇付記載なし 
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（３）「演出ノート」の考察 

1969 年 6 月，演劇実験室・天井棧敷は，

ドイツ演劇アカデミーの招待で，フランク

フ ル ト で 行 わ れ た 国 際 演 劇 祭

EXPERIMENT3 に参加．演目は「毛皮のマ

リー」と「犬神」．どちらも日本語で上演．

演出＝萩原朔美，美術＝宇野亜喜良，マリー

＝下馬二五七．「毛皮のマリー」は，好評で，

嵐のような拍手の中 30 分以上カーテンコ

ールが続いたという．この公演を観た SDS

の学生からの招きで，同年 11 月，エッセン

市立劇場で，ドイツ語版「毛皮のマリー」

（マンフレッド・フーブリヒト訳）が再演さ

れた．演出＝寺山修司+クラウス・ライニン

ガー，美術＝宇野亜喜良，俳優はすべてドイ

ツ人．前回は 20 人近くの劇団員と参加．今

回は，寺山の単独参加（美術の宇野亜喜良が

公演間際に参加）．その時の記録が『演出ノ

ート エッセン 69 年 10 月』である．短

く少ない量の記述であるが，内容の濃いも

のとなっている．時代は 60 年代末から 70

年代初期，激動の時代である．ベトナム反戦

運動，全共闘運動，ヒッピーの発祥などなど

と，変革の中の渡欧体験は，寺山の演劇観や

文化観に刺激を与えた．実際にヒッピーの

集会にも参加し，ホテルに帰宅しても高揚

し寝つかれなかったと記録する． 

今回この「演出ノート」を検討して，「ま

えがき」及び１節で想定した『毛皮のマリ

ー』（0）台本の存否，存在したとすればどの

ような台本なのか．また，演劇活動を開始し

て日の浅い寺山が「演劇」と「ことば」につ

いて，どのように考え，模索を続けていたの

か，関係する記録を中心に考察をする． 

「翻刻文」に✱1～✱12 と付した記録（メ

モ）が『毛皮のマリー』や「演劇と「ことば」

に関係する箇所である．この箇所には、②で

考察を述べた。前述したように「ノート記入

一覧」で「演出ノート」の概略は示した．紙

幅の関係からノートの画像と№17 画頁以

降のメモについては省略する． 

 

 

➀ 「演出ノート」翻刻原稿から抄出     
01（2/28）＊画像番号（ ）内は通し番号． 

/8 （1969 年 10 ⽉ 8 ⽇，⽇付表記以下同様） 
デュッセルドルフの「キュルテン」 
air age と the era の差 
空港，出迎えの俳優と演出家とマンフレッド 
⾞でエッセンへ ＊空港はデュッセルドルフ． 
市⽴劇場のエーリッヒ・シューマシャーに挨拶 

地下⾷堂で台本
✱ １

受取り ＊ドイツ語版『⽑⽪のマリー』であろう． 

キャステングの確認  ＊到着早々打ち合わせをする様⼦がわかる． 
髭の⽣えたマリー，ジーンハーロウ 

    四⼗婆の「鳩よ」 
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    演出家のクラウス・ライニンガー ＊寺⼭修司と共同演出． 
    挨拶と質問 

シューマシャー⽒への申し⼊れ 
   学⽣ら ⼥⼦学⽣ら 
   オーディション→ステージへ来た⼆⼈ 
    （１）オカマ ⾊⽩ 美少年  シラー 
    （２）⼩型  演技派 アヌイ ゲーテ「ファウスト」 
                     メフィストの出現 
   オカマと⼥型についての紋⽩の考え⽅ 
   ⼩道具の⼿配 

ホテルへ,  「timer」を買って． 
       timer の紹介, ⾶⾏機の疲れ 
       南北論,その処理 
       夜中,起出してヒッピーのたまり場へ 

⾷事は ＺＵＭ ＨＡＬＢＥＮ ＨＡＨＩＵ  
（にわとりの半分） 

 
02-1（３/28）＊見開き向かって左頁 

毛皮のマリー cast １枚目     

＊右頁 

A－１  

丶ドイツの棺桶はどんぐり型か 

丶ミスターヨーロッパ 69 模様 28/９ 

          その落選した人で出演可能な人はないか？ 

丶 SDS の学生,（ドイツ人のアメリカ観） 

丶リンガフオンは存在するのか？ 

丶俳優の肉体の改造について 

  （及び脱ぐこと） 

丶小生のための雑用係はいないか？ 

  ｔａｐｅ ９．５（天井棧敷でとった） 

      １９．５（本番用） 

丶ドイツで同性愛が許可になった事機
マ マ

をくわしく知りたい． 

 
02̶2（４/28） 

⽑⽪のマリー cast   ＊中開きで 2 枚⽬ 右⾴は 02-1（3/28）に，同じ．     
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03̶1（5/28） 
＊左⾴，時代はサーカスの象にのって cast 折られて添付． 

                    *以下の⾛り書きメモあるが判読できず． 
                        ・宇野へ〇〇⼿あて 
                            ・⻄部 tel オークラホテル 

／9 
   稽古⽤⼩道具完成，時間厳守に感⼼ 
  （朝 caffe でライニンガー,マンフレッドへの 

注⽂  （１）作品の主題       対象をして 
      （２）俳優の性格       ⽣かせしめよ 
      （３）A−１の⼿配 

※A 動作から台詞へと⼊る⽅法      とつてアドリブを投⼊ 
                   するとどんな効果が出てくるだろうか？ 
 

１．稽古場（時代は……）の⼿配として   ＊時代は……は，「時代はサーカスの
像にのって」の略 

    キリスト教系のクラブの⼤ホールにあたる． 
２．（時代は……）のテープを全員にきかせ, 

    その内容を説明し，「若い⼈の必要性をとく． 
３．ドイツ的誇張と メンタリティの問題として 

     ⽇本的抑制,   考える
✱ ２

 
４．マリーの訪⼈のための⼆⼈乗り⾃転⾞の⼿配  

     ドイツのスパゲッティのほそさは 
     ドイツのイタリア評価か？ 

５．助⼿ヘンドリックの（21 才） 
      リビングシアター,グロトスキー演劇 
      への興味と,ドイツの劇界への不満 
       EＸＰＥＲＩＭＥＮＴＡへの興味 
 

６．下男の稽古 
７．アルファンソ（アルクァンソ）？への楽譜わたし 

       バンドを三⼈にするか，四⼈にするか 
       の問題 
 

ライニンガの下男のあらわし⽅，（演説的
 ✱ ３

な） 
８．公演のラリー，⾼校⽣と⼤⼈との…… 
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03̶2（6/28） 
＊向かって左⾴，時代はサーカスの像にのって，cast 折られて添付，開かれる． 
右は 03—１に同じ． 

 
04（７/28） 

＊向かって左⾴ Helgalein チラシ添付 
／10 
今⽇発⽣した問題点 

   １．ライニンガー⽒の契約上の問題 
   ２．興業形態としての⼆本⽴ての場合の 
     「時代は」のリングの問題 

シーン３の稽古 
⼈拓の問題（勃起の思想性） 
この次の特集でぼくのやるべきこと 
ドイツの映画 「Helgalein」をみる． 

性の氾濫を外から批評するという⼩市⺠ 
的⽴場に⽴ったもの． 

「⽑⽪のマリー」の第⼆場を改稿
✱ ４

, 

美少⼥を欣也のイリュージョンの創造物として考え直す． 
    Ｔheatre1969 を読む． 
    Experiment 

の評価をふくめて,「劇場」 
    における騒乱の意味を考える． 

「エスクァイア」のスーパーマン特集 
（スーパーマンはなぜマンガなのか？） 
※こんにちはとさよならがべつべつになっている⽇本 

のメンタリティについての考案 
 
05（８/28） 

/11 
⭐シーン３の稽古 

    ベッドシーンにおけるシーツの下の描写． 
⭐引越し． 
⭐「時代は」のために（ステージを再検討する） 

   宇野への注⽂事項
✱ 5

 （１）マリーの⼤きな⾐装 
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            （２）⾼窓（材〇を吊る） 
            （３）⼩物台   
            （４）特⼤のホルマリンの壜 

シーン２の翻訳完成とその配布
✱ ６

, 

バスと棺とベッドが同⼀であることの思想性 
楽隊を棺にとじこめるべきか？ 
「不思議な国のアリス」とことばの問題 

   今⽇では,異国とは⾔語的区別の中にしかない
✱ ７

の 

   ではないだろうか？ 
   キムラヤのパン 
   オーバベック overbeck 
  

Pop festival のショック 
ピンクフロイド 
デイープパープル   らの圧巻さと 
ヘンドリックスの豹変について． 

 
0７（10/28） 

/13 
  （１）シーン２の改訂部分 

    欣也と紋⽩との関係
✱ ８

 

（２）シーン３のラブシーンのつゞき 
（３）村⽊さんの⼿ちがい⼿紙うけとり 
（４）ステレオ,ラジオ 

    その接続に失敗 
（５）オーバーヴィックにて, 

    「⽑⽪のマリー」ラストシーンの完成
✱ ９

す 

（６）「時代」の若い連中との対⾯ 
     その歌のリハーサル （イ）エンタープライズ 
               （ロ）ジーンハーロウ 

⭐トイトイ！ 
⭐アルフォンスとアルフォンマ 
⭐感情淫売ということば

 ✱ 1 0
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08（11/28） 
/14 

（❘）オートマットで朝めし 
（❘）モーニングコーヒー 

    「フランクフルタ―・アルゲマイネ」にトム・ペインの記事 
（❘）稽古場でマリー，ひげを剃ってきていることに 

     気がつく． 
（❘）ファーストシーン以前の男たちのステージでの 

ステージング処理について考える  「無私」 
          ⼿紙へ， 
          ⼂ジム・ハイネスの住所 
          ⼂エッセン公演保存 
               ｔａｐｅ ｒｅｃｏｒｄｅｒ なし 
    「時代」のための⼆三の断⽚ 
       （１）表が星条旗 
         裏が卍  の旗をふる 
              裸の⼥の⼦ 
              ヤグラの上 

（ナチスのハーケンクロイツ）の間違いか 
    戦争のシーンにドイツ軍歌 

（２）ジーンハーロウはロ―ソクの 
    あかり ,暗闇！ 
 

コムーネの連中との対話 
１９の男と⼆⼈の⼥（われわれはグループで 

  ⾏動している 
 
09（12/28） 

/15 
スケジュールを明細化し 
「時代は」にとりかゝらねばならない 
その稽古場の問題 

  （１）⼩道具の確認 
  （２）⼈員点検 
  （３）昼の稽古の問題（会場） 
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      マリー（第⼀場の後半
 ✱ 1 1

） 

      マリー（第⼆場の前半
 ✱ 1 1

） 

    時代は→全員あつめて 
    ファーストシーンからの位置ぎめの説明 
    及び歌の稽古 
       （イ） エンタープライズ 
       （ロ） ジーンハーロウ 
       （ハ） ウオンチュー 
 
   アルフォンス ,ランニング ,マンフレッドで 
   シューマッハと会⾒．  ⼂ナマバンド 
             ⼂リングの問題 
             ⼂コーラス  
   夜 ,フューグラー ,ステレオ修理に来てくれる． 
   ｄｅｅｐ  ｐａｐｌｅ 
 
10（13/28） 

/16  
（１）アメリカの詩      →⾷堂にて 
（２）⽪ジャンバーの男  →  〃 
（３）⻄部劇        →   〃 

 
（４）ファック・アーユーの稽古  リハーサル室 
（５）      〃 （歌の稽古）   〃   

     
   （ａ）ジョルジュ・ウィルスンとの出会い 

（ｂ）カギを失くした通訳 
（ｃ）ファック・アーユｰについての 

      アドリブとその反応→⼀挙⼿⼀投⾜ 
      を与えられないと出来ない俳優． 

（ｄ）シャウスピエール・ハウスは 
      「⼈形の家」か？ 

⻄野のｔｅｌのミス, 
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11（14/28） 
/17  

（１）スタジオ……戦争へ⾏きたいシーンのコーラス 
  （２）             〃 
  （３）スーパーマンの詩をやりたかったが,翻訳未了 
          リンクのサイズの問題でもめる 
          技術課, 消防署の問題, 

（４）村⽊眞寿美くる→中華料理 
（５）⽇本⼈とアメリカンフットボールのシーン 

    ジーン・ハーロウのシーン 説明のみ 
 
1２（15/28） 

/18 
  （１）１０，００ コーラスの稽古 
     全曲完成 
  （２）昼⾷ 
      イ，村⽊→思潮社の件 
      ロ，東京，Tel の件 
      ハ，パブリシテイ→Theatre など, 
      ニ，ミュンヘン公演の可能性， 
   

（３）稽古 ４，００―７，〇〇 
     学⽣のシーン , 先⽣ , コーラス 
  （４）夜, 
     ⽇本⼈とアメリカンフットボールの選⼿のシーン 
      ジーン・ハーロウ中⽌ 
  （５）デュッセルドルフ空港まで 
     村⽊を⾒送り． 
 
13（16/28） 

/19 
  On  Sunday  

 演出ノート作製 
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14（17/28） 
/26 

  ＊左⾴ 資料添付 
メモ ベルリン  
（１）ピーター・ハントケの「観客を叱る」４⼈の男 

        指定，割り，挑発 
      （２）アリストファネス 
        Frauenvolks  

                Versammlung 

    Ｇo ㏑ 

    バーザン・ブロック, 購買雑誌の件（村⽊） 
    Al Copone ㏌ Deutscheｎ wald 

   οメノウ博⼠の⼿の中の布 
   οストライクゾーンの悪夢 
   ο⼀軒家劇   お祈りの⼿の中に⼊れるもの． 
    遊園地劇   ドアのしまるときに階段を何段あがるか 

 ことばを勘ちがいしている⼦ 
「やわらかい」→海 

 
15（18/28） 

/29 
＊左頁 

中年男 

（１）ペンフレンド同士が逢う 

   二人の共通の話題と 

   かくしてあること 

   しだいに人ちがいであることの不安 

（２）便所の落書をみてやってきた男と待ってた男 

   人ちがい？カフカ的不条理 

（３）トルコ風呂の一室でジュネの「バルコン」のように 

「演じる」ドラマ,「24 の瞳」68 に 

＊右頁 

  宇野 第一日目 丶シューマッハ博士 

        丶
 ✱12

マリー補促
ママ

 

        丶中華料理    丶 Pop IN 

        丶遊園地 びっくりハウス 
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第二日目 稽古（時代は） 

     丶打合せ―ポスター制作 チラシデザイン 

第三日目 稽古（時代はセット制作） 

     プラニング完了 

第四日目 「時代は」衣装 20 点制作 

     ポスター発注→印刷屋へ, 

            （＊以上翻刻の抄出） 

 
➁ ✱1～✱12 の記録（メモ）からの考察 （・印を付した箇所は，筆者の意見を述べた．） 

✱1「地下食堂で台本受取り」（*画像・頁 01） 

・「ドイツ語版台本」を翻訳者マンフレッドから受け取ったのであろう．✱６「シーン２の

翻訳完成とその配布
✱ ６

,（画像・頁 05）の項で，詳細は説明するが，流布版台本をドイツ語

翻訳した台本であると思われる．到着日，早々公演の準備を開始したらしい． 

✱２「ドイツ的誇張と メンタリティの問題として   

    日本的抑制, 考える
✱ ２

」（画像・頁 03—１） 

・エッセンで稽古が始まると，寺山はドイツ人と日本人俳優の演技の違いに悩む．日本人 

 は，感情を抑えた演技をする．ドイツ人は大声を出し自己アピールをする．その演技術の

差に困惑してのメモである． 

✱３「ライニンガの下男のあらわし方，（演説的
 ✱ ３

な）」（画像・頁 03—１） 

・✱2 の悩みと同類の内容である．共同演出家ライニンガーの下男に対する演技指導が演説

的である，と気にするメモ．寺山は，「ライニンガ」と表記． 

✱４「毛皮のマリー」の第二場を改稿
✱ ４

, 

美少女を欣也のイリュージョンの創造物として考え直す．」（画像・頁 04） 

・抑制の効いた演技がほしい『毛皮のマリー』には，ドイツ人俳優のわめき散らすような，

演説調演技では，まずいことになる．寺山は戯曲を改稿することにした．美少女を欣也の

イリュージョンの創造物とする．イリュージョン（幻影・幻想）であれば，大声は出すま

いという演出家の作戦である．美少女は，幻想，実在しない人物となる． 

✱５「宇野への注文事項
✱ 5

 （１）マリーの大きな衣装  

   （画像・頁 05）  （２）高窓（〇〇を吊る）＊（0）台本は下男が林檎を下す． 

            （３）小物台   

            （４）特大のホルマリンの壜 

・✱４の「毛皮のマリー」第二場の改稿により，小道具に変更が生じたのである．日本にい

る宇野亜喜良へ連絡を入れる．注文事項のメモで，（２）高窓（〇〇を吊る），（４）特大

のホルマリンの壜」は，（0）台本の存否を考える上でポイントになるメモである． 

  ここで，改稿箇所第二場の二つの台本（流布版と（0）台本２）における美少女登場の

違いを確認してみる．作品引用本文中の句読点表記は，すべて「，」「．」に改めた。 
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（0）台本２の場合 

・マリーは，高窓から顔を出して，欣也と対話をする．マリーは欣也の答えに失望し退場． 

・高窓から真赤なリンゴが吊り下ろされる．（下男が欣也の食事として林檎を与える．） 

・（略）ようやく一匹つかまえて，それをとくべつ大きなホルマリン毒薬瓶に入れようとし

て蓋をとると思いがけなく，そこから立ち上がったのは蝶ではなくて，一人の女装した少

年なのだ……！ ＊ここが欣也のイリュージョンとしての美少年（美少女）の登場場面で

ある． 

 

『映画評論』版及び流布版の場合 

・マリーの声は，テープレコーダーから流れているのだ． 

・「お食べ，坊や．テーブルの上の林檎は食べていいんだよ」 

・マリーの声 「誰か来たよ．テープをお止め！」 

美少年，言われる通りにテープをとめる，と，まったく思いもかけぬ高窓があいて，そこ

から美少女が顔をだす！ 

 

・寺山が宇野に注文した小道具は，（0）台本２で，必要な小道具であることがわかる．流布

版には，必要ない小道具である．つまり，「美少女を欣也のイリュージョンの創造物とす

る」第二場の改稿は，流布版台本から，（０）台本２に改稿して，エッセン公演に使用し

たことを示す．（0）台本２の存在を保証する貴重なメモ資料と言える． 

✱６「シーン２の翻訳完成とその配布
✱ ６

,（画像・頁 05） 

・このメモは，エッセン到着時に手渡された—✱1「地下食堂で台本受取り」—マンフレッド

の台本を（０）台本２に添うように手直し，それを公演関係者に配布したことを示すもの

であろう．1969 年６月 3 日～4 日のフランクフルト公演は，大好評であった．だが，そ

の時どの版の台本が使用されたか判明していない．フランクフルト公演で，マリー役を務

めた下馬二五七は，日本語で公演し，30 分以上もカーテンコールが続き大喝采を受けた

と語っている．この発言から使用台本は流布版である可能性が高い．通常，天井棧敷公演

はカーテンコールがないが，流布版であれば，不自然なことではない．なぜなら，流布版

台本の 後は，次のように終わっているからである．「カーテンコール．高らかにシャン

ソン「毛皮のマリー」の歌．灯りが入ると壁画「 後の晩餐」のポーズで十三人のゲイが

並んでいる．出演者一同，一列に並んで礼をして 幕」 

マンフレッドは，エッセン公演の実現を可能にしたフランクフルト公演で使用した流

布版の日本語台本をドイツ語に翻訳し，寺山を待っていたのであろう．準備されたこの台

本は，そのまま使用されず（０）台本２に改稿されることになった． 
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✱８（１）シーン２の改訂部分（画像・頁 07）  

    欣也と紋白との関係
✱ ８

 

（２）シーン３のラブシーンのつゞき 

✱９（５）オーバーヴィックにて, 

    「毛皮のマリー」ラストシーンの完成
✱ ９

す（画像・頁 07） 

✱11（３）昼の稽古の問題（会場）（画像・頁 09） 

      マリー（第一場の後半
✱ 1 1

） 

      マリー（第二場の前 

✱12 丶
 ✱12

マリー補促
ママ

」（画像・頁 15） 

・✱８～✱12 の考察に入る前に，（0）台本２と流布版台本（戯曲）の構成と内容の違いを

確認しておきたい．以下のように，構成は同じ一幕五場仕立てであるが呼び名が異なる．

内容の違いがみえる箇所は，第一場冒頭（ト書き部分），第二場，第五場（第四場）（特に，

ラブシーン，欣也が美少女を絞殺する場，ラストシーン）である．冒頭ト書きと，ラスト

シーンの違いは，2 節で前述したように，（0）台本２が「メタ演劇」構造を持つために生

じたものである． 

 

（0）台本２：第一場，第二場，間奏曲三，第三場，第四場 

流布版：第一場，第二場，第三場，第四場，第五場 

  

・✱8，✱９，✱11，✱12 は，『毛皮のマリー』の演出の進行状態と自身に向けた注意を要 

 する確認事項が連続で記録されている．メモ内容から第五場（第四場）についてのメモと 

 わかる．一括にした扱いで考えてみる． 

・✱８（1）「シーン２の改訂部分， 欣也と紋白との関係
✱ ８

」からは，第二場で欣也と紋白の

関係を，紋白を欣也のイリュージョンと変更したが， 第五場（第四場）に進んで，変更

に応じた二人の関係が気になっている様子が読み解ける．✱８（2）の「ラブシーンのつゞ

き」は，五場の「ラブシーン」から，そのまま欣也が紋白を扼殺する場面に移るシーンに

ついての言及である．（0）台本２と流布版では，この場面は，かなりの違いがある．まず

第二場と同様に両台本の違いをみたい． 

   

（0）台本２ 

美少年：ぐるぐるまわるだろう？ 

    春が夏が秋が冬が……どこでとめてやろうか，この腕を，きみの息の根を！ 

美少女：放して，放して！ 

美少年：（手で首をしめながら）春，夏，秋，冬，春，夏，秋，冬， 

美少女：あたしを放しても，あなたが死ぬだけ……それは自殺よ！ 

美少年：（首をしめながら）B【「ぼくは子どもの頃，教会の中で一羽の大きな蝶をつかまえ
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た．だからぼくはその蝶に〈教会〉って名をつけた．〈教会〉はとても大きく，金

色の翅をしていて，ぼくの閉じた両手の中でバタバタと暴れた……ぼくはそれを

誰にも見られたくなかったから，古い柱時計の中にとじこめておいた．時計が時を

打つたび蝶は美しく狂った．でも，ぼくは出してやったりなんかしなかったよ． 

 そのうち，蝶だけはどんどん老いていって，ぼくは子どものままなのに，蝶はぼ

くの年をはるかに追い越してしまった．ぼくは冬の初めに〈教会〉が，老いて死ん

でしまったのを見つけたんだ． 

 ねえ，知ってる？ 死んだ蝶を手にはさんでお祈りすると，なんでも願いがかな

うんだって」】 

   その手の中で，美少女は死んでしまっている． 

   ハツと気がついて 

美少年：やあ，死んでしまっても消えない！夢なら消えてしまう筈なのに．それとも死んだ

ふりをしているのかな？ 

 

※C【美少年は，殺人行為の 中にこれだけを言ってしまわなければいけない．殺し方は，

できるだけリアルに 残酷で不恰好に．そして言葉はその穢い行為を聖なる犯罪にまで

高めてゆくように演じなければならない．少年はなぜ少女を殺すのか？ それは倦怠か

らである．】 

 

『映画評論』版，流布版 

美少女，その美少年にくちづけようとすると恐怖におびえた美少年の手が美少女の首にか

かって，きつくしめはじめる． 

美少女：（苦しさに目を白黒させて）やめて！やめて！ 目をあけて，あたしを見て！ 

あたしが誰だかわかんないの！ 

美少年：汚い！汚い！ 

化けそこなったキツネなんか． 

美少女：止めて，止めてったら……愛してるのよ．あなたが，あなたが，欲しいの！ 

美少年：何も言うな何もかも見たくないんだ……愛してなんかほしくないんだ． 

    と，しめ上げる．美少女，息絶えてばったりとくずれおちる． 

    美少年，すばやくあたりを見まわす． 

 

・二つの台本を比較してみるとラブシーンから続く欣也が紋白を殺す場面に大きな違いが

みえる．流布版では，欣也が美少女紋白からの愛情を受け入れられず、絞め殺す。一方、

（0）台本２では、欣也は,子供の頃捕まえた蝶の話をしながら美少女紋白をしめ殺す。 

  美少女は,エッセン公演では,「とくべつ大きなホルマリン毒薬瓶」から現れる欣也のイ

リュージョン（美少年・美少女）に改稿された．その設定は，（0）台本２と同じものであ
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ることを確認してきた.ドイツ人俳優の陰影のない演技がマンフレッドの流布版台本から

改稿した理由であった.第二場で,二人の関係の設定を（0）台本 2 に改稿し，第五場（第四

場），ラブシーンから美少年が美少女を扼殺する場面まで進んだ.五場のこの場面もその改

稿と矛盾が生じないように注意しなければならない.第二場の変更のあり方は,宇野への

小道具の注文事項のメモから，（0）台本に改稿したことがはっきりした．それでは，この

第五場（第四場）は,どのように改稿されたのであろうか.第二場同様に（0）台本２に改稿

したと証明する資料があるのか．幸い✱12「丶
 ✱12

マリー補促
ママ

」のメモが宇野への「注文事

項」と同じ役割をしてくれるようだ. 

 

エッセンから帰国後刊行した「エッセン日記」『ヨーロッパ零年』（毎日新聞社昭和45（1970）

年 6 月）には，『毛皮のマリー』の改稿シーンについて，触れている箇所がある．「十月二十

五日『毛皮のマリー』の改稿したシーン美少年の台詞」（P111）もその一つである．「エッセ

ン日記」に記載された美少年の台詞は,上記の下線部 B とすっかり同じである。また※C は，

改稿した台詞に演技上のアドバイスと解釈を寺山が記した文章である．参考のために「エッ

セン日記」から引用しておいた．以上の記録の考察により，エッセン公演の台本は，急遽自

分の初稿である（0）台本に改稿して使用したと読み解いて間違いなさそうである．とすれ

ば，（0）台本は，存在していたといえる．寺山は，いつでも読み返し編集作業を加えられる

状態で 初の（0）台本を身辺に保持（記憶の保持の場合もある．）していたことになる．自

作を大切にしていた証しであり,これがすべてのジャンルに共通する寺山流の創作の手法で

もあった．決して前作を廃棄したりはせず，改良を加え新たな作品を生む基盤としている． 

✱12「丶
 ✱12

マリー補促
ママ

」のメモは、「エッセン日記」の美少年の台詞と※C と関係するメモ

であったとみたい。

 

・✱12 の補足前の・✱9 は『毛皮のマリー』の稽古が，ラストシーンまで，完成したことを

示し，✱11 からは，改稿後，第一場，第二場と通し稽古が順調に進み，安堵している寺

山の様子が感じられるメモである． 

・ここで，もう一点「エッセン日記」『ヨーロッパ零年』（P91）から「毛皮のマリー」の改

稿にふれた箇所を引用したい．ラストシーンについて書かれたものである． 

  １，初稿 3） にあったように十三人のゲイを「毛皮のマリー」中心に食卓につかせて「

後の晩餐」のパロディをやる． 

 

 

 

（0）台本２のラストは，「さあ，それでは，
⽑⽪のマリー館のだましくらべの舞踏会の
はじまりはじまり．」というマリーの発⾔後，

彼⼥の「仮⾯」の⻑い台詞が続く．これは（0）
台本２と異なるシチュエーションである．
さりとて，流布版とも確定できないが，流布
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版のラストは，カーテンコール．/⾼らかに
シャンソン「⽑⽪のマリー」の歌．灯りが⼊
ると壁画「最後の晩餐」のポーズで⼗三⼈の
ゲイが並んでいる．出演者⼀同，⼀列に並ん
で礼をして/幕，とある．流布版戯曲に近い
設定に改稿したようである.  

ここで⾔う初稿とは，エッセン到着時に
マンフレッドから渡された流布版のドイツ
語版台本を指していると理解すると分かり
易い．マンフレッドの初稿台本（流布版）を
（0）台本２に改稿をしたが，ラストシーン
は，またマンフレッドの台本にもどしたこ
とになる．内容も⼀致する.エッセン公演は，
（0）台本 2 と流布版が混在した台本が使⽤
されたことになる．⼤事な点は，「初稿にあ
ったように」の表現から，寺⼭の意識の中に
初稿台本と改稿台本との⼆つが存在してい
たことがわかることである．マンフレッド
の準備した初稿台本から，第⼀場冒頭ト書
き部分，第⼆場，第五場（第四場）を寺⼭の
初稿（0）台本２に改稿し，ラストシーンは，
またマンフレッドの「初稿」（流布版）台本
にもどしたと読み解ける． 

丸⼭明宏主演の流布版のように華々しく
⽇本で注⽬されなかったが，寺⼭が演劇活
動を開始した⼊り⼝で書いた寺⼭の初稿
『⽑⽪のマリー』（0）台本は構造上からみる
と虚構（作品）と事実（現実社会）の関係，
内容上では,嘘と本当,ことばの問題が⾊濃
く出たものである．劇中で語られる内容は,

ことば，うそと本当の判定基準の不確かさ，
俳優の⾁体，劇と観客の関係など，これ以降
の寺⼭演劇における課題がぎっしりと詰ま
っている．因みに（0）台本と同類の『⽑⽪
のマリー』が 1970 年 7 ⽉，アメリカニュー
ヨーク・ラ・ママシアターでも使⽤されてい

る．寺⼭修司には特別の思いがあった「⽑⽪
のマリー」であったようだ。 

 

４．あとがきにかえて 

寺山の「演出ノート」の記録は，ポイント

を押さえて記入されていた．記録（メモ）を

繋いでみるとエッセンで急遽改稿された

『毛皮のマリー』は，2017 年に，新しく紹

介された天井桟敷公演台本版『毛皮のマリ

ー』に一致する戯曲であった．この台本は，

新宿の男娼「JIMMY」用に準備した台本の

製本化されたものであろう，という仮説の

もとに考察してきた．残念であるが

「JIMMY」用に準備した台本の実物は残っ

ていない．今，二つの（0）台本が同一であ

ると断言することはできない．しかし，（0）

台本２にほぼ一致する流布版以外の台本が

存在していたことは間違いないようだ． 

1967 年 9 月の初演時から 2 年後に書か

れた『演出ノートエッセン 69 年 10 月』を

読み解いてきた．『毛皮のマリー』には，今

日我々が親しんでいる流布版とは異なる版

があり，寺山はこの版を流布版同様に認識

し，演劇とはどうあるべきか，と考える時紐

解いていたらしい．それが今回新しく姿を

現した（0）台本と名付け考察した台本では

なかったろうか. 

寺山は『毛皮のマリー』改稿の要因を異国

でドイツ人俳優の演技をみたことにあると

するが，記録（メモ）からもう一つの要因が

あると推測する．劇と観客の間を曖昧にし，

出演者が客席に向かい話かけるピーター・

ハントケの「観客を叱る」を観たことが影響

しているようだ．寺山自身，このエッセン公

演の二年前に「観客を叱る」と類似した要素

のある（0）台本『毛皮のマリー』を書いて
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いる．しかし，初演時の混乱の影響をうけ，

日の目を見ず没状態にあった．良い評判を

得ているハントケの劇に刺激された（0）台

本への改稿のような気もする． 

後に，寺山修司の言語観，演劇観，身体

論が垣間見える記録（メモ）を追加して，終

わりにしたい． 

 

 

 ※A 動作から台詞へと入る方法      とつてアドリブを投入 

               するとどんな効果が出てくるだろうか？（画像・頁 03—1） 

✱７「今日では,異国とは言語的区別の中にしかない
✱ ７

の 

   ではないだろうか？」（画像・頁 06） 

「不思議な国のアリス」とことばの問題 

✱10⭐感情淫売ということば
✱ 1 0

（画像・頁 07） 

※Ａからは，大声を出す俳優の「ことば」に困った寺山が，「動作とことば」を逆にしてみ

ようか，と考えていたことがわかる．結局寺山は，美少女を美少年の幻想，実在しないも

のとする（0）台本に改稿したが．✱７からは，ことばが「異国」という実態をつくると

いう認識である．現実（実態）に懐疑的であった彼らしい思考が見える．✱10 は，翻訳

者マンフレッドがドイツ人俳優に日本語で放った「感情淫売」という過激な言葉である．

俳優が作者や演出家の言いなりに台詞を言い，自分の言葉を持たないことを「台詞労働者」

と批判したことばである．寺山も「台詞労働者」を嫌っていた. 

 

 

◆付記 

『演出ノート エッセン 69 年 10 月』

の調査，翻刻にあたり，三沢市寺山修司記念

館にご協力をいただきました．記してお礼

申し上げます． 

『毛皮のマリー』台本調査では，元天井棧

敷団員，寺山偏陸氏，蘭妖子氏，佐々木英明

氏からご教示を賜りました．記して深謝申

し上げます． 

本稿は、文部科学省科研研究費補助金・基

盤研究（C）「寺山修司記念館所蔵資料の基

礎研究にもとづく地方文学館利活用の新開

発」（課題番号 20K00301）の助成を受けた

成果の一部である。 

 

◆注 

1）久慈きみ代「戯曲『毛皮のマリー』スタ

ートの風景―現存する台本の紹介」『研究

紀要』第 42 巻⊸第１・２・３合併号・2020

年 2 月青森大学学術研究会），『美輪明宏

が語る寺山修司』（角川文庫平成 22 年 25

日） 

2）仁平政人 天井棧敷稽古用台本「 後の

仮面は，いつでも笑っている」―寺山修司

『毛皮のマリー』（天井桟敷公演台本版）

の射程(（２）)『郷土作家研究 38』（青森

県郷土作家研究会平成 29 年 8 月）．元天

井棧敷団員蘭妖子は，この台本と同一内

容の台本を 3 冊所蔵．拝見させて頂いた． 

3）「初稿にあったように」を注１では，寺山
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修司の「初稿台本」（０）台本であると読

み解いたが，今回，マンフレッドの準備し

たエッセン公演用の台本を寺山が「初稿」

と呼んだと訂正する．  

 

 

 

◆文献 

・寺山修司「エッセン日記」『ヨーロッパ零

年』（毎日新聞社昭和 45（1970）年 6 月） 

・萩原朔美『思い出のなかの寺山修司』（筑

摩書房 1992 年）． 

※（０）台本の本文は，蘭妖子氏所蔵の『毛

皮のマリー』と注 2)を参照にした． 

 

 

 Consideration of "Direction Note Essen October 1969" 
- "La Marie-Vison"- 

 
Kimiyo KUJI 

 
Emerita professor, Aomori University 

 
要 旨   

 
数年前，寺山修司のあたらしい天井棧敷稽古用台本が公開された．しかし，この台本の真

偽について，現況では意見が分かれている．この問題の解決を試みたのが本研究である．資

料として寺山修司自筆『演出ノート エッセン 69 年 10 月』を活用した．演出ノートの翻

刻及び考察を通して，新出現した「毛皮のマリー」と同じ台本がエッセン公演で使用されて

いたこと証明し，確かに天井棧敷稽古用台本であると結論づける．寺山演劇を考える上でこ

の台本の持つ意義は重要であり，この台本が「毛皮のマリー」の原テクストとして，扱われ

ることになるであろう，と予測した． 

 

キーワード：寺山修司，毛皮のマリー，天井棧敷，エッセン公演寺山修司演出ノート 

 

 

 

 

 

 

 

  


