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数日前、偉大な領袖
キム

金
イル

日
ソン

成同志は国立演劇団が創作した不朽の

名作、革命演劇『慶祝大会』を観覧し、非常にすぐれた作品だと称

賛しました。これは、党の演劇革命方針にしたがって不朽の名作を

朝鮮人民の美感に合わせてりっぱに再現した演劇芸術家にたいする

高い評価だといえます。

われわれが演劇革命を本格的にはじめてから10余年になります。

この期間に、演劇芸術家は党の演劇革命方針を高くかかげ、金日成

同志が抗日革命闘争の時期に自ら創作した不朽の名作、革命演劇『城

隍堂』『血噴万国会議』『娘からの手紙』『三人一党』『慶祝大会』な

どを『城隍堂』式演劇としてりっぱに形象化して上演しました。5

大革命演劇は党の演劇革命方針が生んだ貴重な結実であり、党と領

袖に限りなく忠実な演劇芸術家の献身的努力によってもたらされた

誇らしい結実です。

われわれは演劇革命を成功裏に遂行することによって従来の古

い演劇に終止符を打ち、チュチェの時代に即応した新しい『城隍堂』

式演劇を創造しました。『城隍堂』式演劇は、内容と形式において

チュチェの人間学の要求をりっぱに具現しているばかりでなく、創

造システムと方法においてチュチェの創作原理にしっかり依拠した

新しい形式の演劇です。

『城隍堂』式演劇はその高い思想性と芸術性ゆえに、上演され

るやいなや朝鮮人民から絶対的に支持さ ‘れ愛されており、世界

諸人民のあいだでも熱烈な共感を呼んでいます。世人にひとしく好

まれる『城隍堂』式演劇を創造したことは、朝鮮人民の栄誉であり
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誇りであります。

不朽の名作『城隍堂』を再演したときからはじまった演劇革命

の過程で、主体的演劇芸術にかんする思想と理論が完成し、主体的

な演劇創造システムと方法が確立されました。

主体的演劇理論は、時代の要請と人民の志向にかなった社会主

義・共産主義演劇芸術を創造する綱領的指針です。主体的演劇理論

が整然と体系づけられたことは、演劇革命におけるもっとも重要な

成果です。

われわれは演劇革命の過程で確立された主体的演劇理論を擁護

し、創作実践にりっぱに具現して、すでに高い境地に達した朝鮮の

演劇芸術をさらに発展させなければなりません。
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Ⅰ　演 劇 革 命

1　演劇革命は時代と芸術発展の要請

演劇革命は時代の要請に即応した新しい革命的演劇を創造する

たたかいです。

演劇革命を起こすのは、時代の要請と演劇の運命にかかわる重

要な問題です。

文学と芸術は時代の産物であり、時代の発展にともなってたえ

ず変化、発展します。これは文学・芸術発展の合法則的過程です。

かつて抑圧され、さげすまれていた人民大衆が世界と自己の運命の

主人として登場した歴史の新時代は、かれらが自主的、創造的に世

界を改造し、自己の運命を切り開き、民族解放、階級解放、人間解

放の歴史的偉業を実現するのに積極的に寄与する新しい文学・芸術

を求めます。しかし、われわれが演劇革命を起こすときまで、演劇

芸術は時代の要請と人民の志向に後れをとっていました。時代の要

請と人民の志向に合わない演劇芸術は、必然的にそれを思いきって

変革することを求めます。

演劇は長い歴史をもつ芸術ジャンルの一つです。人類文化の発

展とともに発生した演劇は、多くの曲折を経ながらも、たえまない

発展の道を歩んできました。こうした演劇が現代にいたってそれ以

上発展せず、深刻な危機に直面することになりました。演劇芸術が

現代にいたって深刻な危機に陥ったのは、映画の普及とテレビの出
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現とも関連していますが、それはあくまでも客観的な条件にすぎま

せん。演劇芸術が現代にいたって沈滞するようになったのは、それ

自体に原因があったのです。

時代は発展しているのに、演劇芸術は依然として従来の古い枠

から抜け出せませんでした。搾取社会の演劇はそのほとんどが封建

帝王の宮中生活や貴族の愛情秘話、もしくはブルジョアジーの奢侈

で放蕩な生活を描いた作品でした。もちろんかつての演劇のなかに

も、人間生活の気高く美しいものを賛美し、社会悪と不義を告発し、

生活の真理を解き明かすものがあるにはありました。しかし、そう

いった演劇作品もさまざまな社会的・歴史的制約と作家自身の世界

観の制約のため、矛盾にみちた搾取社会の本質をするどくえぐりだ

し、人民の進むべき道を正しく示すことができませんでした。演劇

芸術は 19 世紀末期から 20 世紀初期にかけて商業劇場が興行しは

じめ、金儲けに熱を上げるようになってから、ますます商品化され

反動化しました。腐りきったブルジョア演劇芸術に反対して台頭し

たのが、労働者階級の演劇でした。

従来の労働者階級の演劇は、その内容において革命的でした。

従来の労働者階級の演劇は、搾取制度をくつがえし、社会主義・共

産主義社会を建設する人民大衆の革命闘争と創造的生活を基本にし

て描き出しました。これは、演劇芸術を時代の要請と人民の志向に

即応して発展させるうえで一大変革といえるものでした。

しかし、従来の労働者階級の演劇もチュチェ時代の要請に照ら

してみると、少なからぬ制約を内包していました。

われわれの時代の人民大衆は、演劇に世界の主人として登場し

た自主的な新しい人間の典型を創造し、自然と社会と人間を人間本
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来の要求にそって改造する自分たちの創造的生活を描くことを求め

ています。ところが、従来の労働者階級の演劇は人民大衆を歴史の

主人としてドラマの中心にすえはしたものの、自主性のためのかれ

らの誇らしい闘争と生活を描き出すことができず、自主的な人間の

運命の問題に明確な解答を与えることができませんでした。そのう

え従来の労働者階級の演劇は、その形式において従来の演劇の古い

枠から抜け出せませんでした。

解放後のわが国の演劇芸術も思想的内容は革命的なものでした

が、演出と演技システム、舞台形式と形象化の方法においては古い

枠を打破することができませんでした。したがって、当時の演劇は

人民の情操と美感に合うはずがありませんでした。人民の情操と美

感に合わない演劇は人民に愛されず、しだいに人民に敬遠されるも

のです。

そうして、ひところ一部の人のあいだでは、演劇は陳腐で時代

遅れになってしまったのだから必要なしとし、演劇団の存廃が論じ

られるまでになりました。演劇芸術が時代に後れをとっているから

といって、演劇そのものを無視してはなりません。

演劇は長い歴史をもつ芸術ジャンルの一つであり、人びとを思

想的、情操的に教育するりっぱな手段です。演劇ほど人びとの生活

に近づき、人びとに親しまれている芸術はありません。朝鮮人民は

演劇を非常に好みます。人民が好む演劇は奨励しさらに発展させる

べきであって、なくしてはなりません。

一部の人は、いまは映画やテレビが普及しているので、演劇を

創造しても観客を集めるのはむずかしいと言っていますが、それは

間違った考えです。演劇には、映画やテレビがとってかわることの
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できない固有な特性があります。いくら映画芸術が発展し、テレビ

が普及したとしても、それらは決して演劇にとってかわることはで

きません。演劇は劇場で俳優とじかに感応しながら観るので、実際

の生活を見るように実感がわくものです。しかし、テレビで放映さ

れる演劇は演劇の味がなく、その情操的感化力も劣ります。

演劇は舞台芸術なのですから劇場で観てこそ、その味がわかり、

面白みもあるのです。それで不朽の名作、革命演劇『城隍堂』をわ

れわれの方式で新たに再現して上演したあと、一部の幹部が早くテ

レビで放映して演劇革命の成果を広く宣伝すべきだと主張したとき、

それを差し止めたのです。映画やテレビが人民に親しまれているか

らといって、演劇そのものを捨ててはなりません。われわれは演劇

革命を起こして沈滞状態にある演劇を救い、新時代の要請にそって

発展させなければならなかったのです。

演劇革命を起こすのは、文学・芸術革命を完成するための必須

の要求でした。

文学・芸術革命は、ある芸術部門や一、二の文学・芸術ジャン

ルを変革するだけで完成するものではありません。文学・芸術革命

は、文学をはじめ映画、演劇、歌劇、音楽、舞踊、美術、サーカス

など文学・芸術のすべての部門であらゆる古いものを捨てさり、時

代の要請と人民の志向にかなった新しいものを創造することによっ

てのみ、成功裏に遂行されるのです。

わが党は革命闘争と建設事業における文学・芸術の位置と役割

を分析し、それにもとづいて大衆教育のもっとも強力な手段である

映画芸術部門から革命を起こし、ついで古い枠がもっとも多く残っ

ていた歌劇芸術部門で革命を起こすことにしました。そうして映画
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芸術部門と歌劇芸術部門では、1960 年代末から 1970 年代初にか

けて不朽の名作『血の海』と『ある自衛団員の運命』『花を売る乙

女』を映画と歌劇にする過程を通じて、映画革命、歌劇革命をりっ

ぱに遂行しました。われわれは、映画革命と歌劇革命で得た成果と

経験にもとづき、演劇芸術部門にも転換をもたらすことを決心し、

1970 年代の初めに演劇革命を起こす方針をうちだして本格的に進

めました。

演劇革命を強力に推進した結果、全般的な文学・芸術革命を完

成するうえで画期的な転換がもたらされました。

演劇革命を成功裏に遂行し、時代の要請と人民の志向にかなっ

た演劇のりっぱな手本を創造することによって人民の革命的教育に

寄与したのは言うまでもなく世界の演劇界にも大きな波紋を投じ、

将来、北南間の文化交流や祖国の統一が実現すれば南朝鮮へ行って、

従来の古い演劇しか観たことのない南朝鮮の人民に、われわれの主

体的で革命的な演劇を見せることができるようになりました。

2　朝鮮式の新しい演劇を創造する闘争

朝鮮式の新しい演劇の創造をめざす演劇革命の過程は、決して

平坦なものではありませんでした。演劇革命は内容と形式、創造シ

ステムと方法の各領域で古いものを一掃し、新しいものを創造する

闘争だったので、その過程では 初から困難かつ複雑な問題が多々

提起されました。演劇革命はわれわれがはじめて試みたことなので、

他人の援助を得ることも、既存の文芸理論を参考にすることもでき

ませんでした。われわれはもっぱら主体的立場にしっかり立ち、演
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劇革命におけるすべての問題を独自の信念と判断にもとづいて、わ

れわれの方式で一つひとつ解決していかなければなりませんでした。

演劇芸術部門の作家、芸術家は、党の指導があるかぎり不可能

なことはないという必勝の信念をいだいて立ちはだかる難関を乗リ

越え、いささかも動揺することなく演劇革命を強力におし進め、時

代の要請と人民の志向にかなった５大革命演劇を創造しました。

わが国の演劇革命は、演劇芸術部門でブルジョア思想、封建思

想、修正主義、事大主義、教条主義などあらゆる反動的で異質的な

思想を一掃し、主体性を確立する闘争のなかで遂行されました。

われわれが演劇革命に着手した当初は、演劇芸術部門にブルジ

ョア思想、封建思想、修正主義、事大主義、教条主義などの思想が

少なからず残っていました。演劇芸術部門の一部の作家、芸術家は、

演劇にたいする古い思考方式と方法に固執していたため、党性、労

働者階級性、人民性が十分に具現され、政策的筋金の通った演劇作

品をさほどつくりだすことができませんでした。演劇芸術部門では、

とくにヨーロッパの演劇にたいする事大主義が濃厚でした。少なか

らぬ演劇芸術家が、演劇といえば当然、ヨーロッパ式につくらなけ

ればならないものと思いこみ、外国の演劇をあがめていました。

ブルジョア思想、封建思想、修正主義、事大主義、教条主義な

どの思想は作家、芸術家の演劇にたいする観点と立場のみならず、

創作と生活の面にもさまざまにあらわれていました。かつて国立演

劇団には分派的行動をする人がいるかと思うと、自分の演技が奇形

化の様相を呈しているのも知らず、演技においては自分の右に出る

者がいないかのように考えて、高慢になっている人もいました。ま

た一部の作家、芸術家のあいだには、先輩だの後輩だのといって徒
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弟関係をつくって欠陥をかばいあい、おだてるといった無原則な行

為もあらわれました。演劇芸術部門の作家、芸術家のあいだに残っ

ているブルジョア思想、封建思想、修正主義、事大主義、教条主義

などの古い思想を一掃せずには、すぐれた演劇をつくりだすことが

できませんでした。

演劇革命の直接の担い手は演劇芸術部門の作家、芸術家であり、

演劇革命を成功裏に遂行する力もほかならぬかれら自身にあります。

他のすべての革命闘争と同じように、演劇革命もその直接の担い手

である演劇芸術部門の作家、芸術家が主人としての態度と創造的立

場を持し、かれら自身が演劇革命の必然性を正しく認識し、高い革

命的熱意と創造的積極性を発揮するときにのみ、成功裏に遂行され

るのです

われわれは、演劇芸術部門の作家、芸術家のあいだに残ってい

る古い思想を一掃し、演劇創造において主体性を確立するたたかい

を、党の唯一思想体系を確立し、かれらを革命化、労働者階級化す

るたたかいと密接に結びつけて進めました。演劇芸術部門の作家、

芸術家のあいだに党の唯一思想体系をうち立てるうえで基本となる

のは、金日成同志のチュチエ思想と主体的文芸理論で武装させる

ことです。チュチェ思想は革命と建設のもっとも正確な指導思想で

あり、われわれのすべての活動で堅持すべき確固不動の指針です。

党の主体的文芸思想と理論は、社会主義・共産主義的文学・芸術の

建設と創造の正しい道を示す灯台であり、すべての創作実践上の問

題に全面的な解答を与える正しい思想と理論です。われわれは、わ

が党のチュチェ思想と文芸方針で作家、芸術家を武装させることを

第一の課題として力強くおし進めました。
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1972 年 11 月初の国立演劇団の作家、芸術家の会議は、演劇芸

術部門の作家、芸術家のあいだに党の唯一思想体系をうち立て、か

れらが党の文芸方針を確固たる信念とし、無条件実行するようにさ

せるうえで重要な意義をもちました。

作家、芸術家をわが党のチュチェ思想と主体的文芸理論で武装

させることは、地道な教育とともに、新しい革命演劇の創造をめざ

す実践闘争のなかでのみ成功裏に遂行することができました。

われわれは演劇革命を準備するにあたって、金日成同志の主体

的文芸思想とその具現である党の文芸方針、とくには映画革命、歌

劇革命の過程で新たに示した党の独創的な文芸理論と演劇革命方針

で作家、芸術家を武装させ、それを創作実践にりっぱに具現するよ

うにさせました。同時に、創作の過程を作家、芸術家の革命化、労

働者階級化の過程にするという党の方針を実行する活動をさらに力

強くおし進めました。

こうした過程で、演劇芸術部門の作家、芸術家のあいだに党の

唯一思想体系が確立され、古い思想の影響が基本的に克服され、革

命化、労働者階級化の過程がいっそう促進され、創作と生活のすべ

ての分野で主体性が確立されました。

時代の要請と人民の志向にかなった 5 大革命演劇は、作家、芸

術家のあいだに残っているブルジョア思想、封建思想、修正主義、

事大主義、教条主義などいっさいの古い思想を一掃し、かれらのあ

いだに党の唯一思想体系をうち立て、演劇創作において主体性を確

立する過程で得た貴い結実です。

この経験は、他のすべての活動と同じように演劇革命も、作家、

芸術家が古い思想を一掃してチュチェの美学観で武装し、自らを革
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命化、労働者階級化してこそ成功裏に遂行できることを示していま

す。

演劇革命は演劇創造においていっさいの古い枠をうちこわし、

新しい革命演劇を創造するたたかいでした。

演劇での古い枠は根が深く、範囲も広いものでした。演劇は歴

史が長いだけに、古い枠も長い歳月にわたって凝り固まり、その影

響は戯曲や演出、舞台美術など演劇芸術のすべての分野に及んでい

ました。

演劇革命に着手したとき、わが国の演劇にも古い枠はさまざま

な形であらわれていました。少なからぬ劇作家は、戯曲の創作に人

間学的要求を具現するよりも、ある種の劇的な事件に魅力を感じて

事件劇をつくったり、葛藤がなくても十分描き出せる社会主義の現

実を扱った作品にまで人為的に葛藤を設定して、ドラマのためのド

ラマをつくっていました。戯曲そのものがこういったありさまなの

で、演劇が朝鮮人民の革命闘争と建設事業で切実に解答が待たれて

いる有意義な問題をとりあげることができず、人間生活の深層を描

き出せなかったばかりか、人びとに生活の真理を悟らせる認識的・

教育的役割も十分に果たすことができませんでした。

われわれは、戯曲の古い枠をうちこわすことから演劇革命をは

じめました。

戯曲から古い枠をうちこわすため、抗日革命闘争の時期、金日成

同志が自ら創作した不朽の名作、革命演劇をわれわれの時代の要請

に即応して再現することにしました。

不朽の名作はチュチェの人間学の真の手本です。革命演劇『城

隍堂』は一見、迷信の打破がテーマの作品のように思えますが、た
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んに迷信を信じてはならないという思想のみを強調しているのでは

ありません。これは、人間の運命は「神様」や「神霊」によって左

右されるのではなく、人間自身によって切り開かれ決まるものであ

り、したがってこの世に信じるべきものは自分自身の力以外にはな

いという、自主的人間の運命の問題を強調しているのです。革命演

劇『娘からの手紙』にしても、たんに学ばなくてはならないという

思想のみを強調しているのでなく、誰であれ無知ならば自主的な人

間としての尊厳を守ることができず、世界の主人としての創造的役

割を果たすこともできないという思想を強く訴えているのです。

不朽の名作、革命演劇は、せりふの使い方においてもチュチェ

の人間学的要求を十分に具現しています。

演劇革命を起こす前に創作された演劇のせりふをみると、人び

とが日常的に使う言葉よりも、人為的につくりだした舞台言葉のほ

うが多く使われていました。それで、人びとが日常的に使う言葉の

ように、生活的でありながらも哲学的な深みがあり、芸術的に洗練

されたせりふが駆使されている不朽の名作を上演して、作家がその

模範を見習うようにしたのです。

われわれは不朽の名作を再現する方法で、わが国の戯曲を従来

の事件本位の文学から人間本位の文学、チュチェの人間学の要求を

具現した真の文学にかえました。演劇革命でおさめた大きな成果の

一つは、まさにここにあるといえます。

演劇革命を遂行する過程は、演出と演技の面で古い枠をうちこ

わし、朝鮮式の新しい演出体系と演技体系を確立する過程でした。

演劇革命に着手した当初、一部の演出家は、演出第一主義を標

榜して集団内に家父長的な徒弟関係をつくりあげ、独断と専横をほ
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しいままにしていた古いしきたりを一掃していませんでした。演出

家が演出第一主義の古い観念から脱却していなかったので、集団内

に健全な創作気風と気高い共産主義的創造倫理がうち立てられない

ばかりか、演出においても真の人間学の要求が具現されるはずがあ

りませんでした。

われわれは演劇芸術部門で、創作団の司令官としての演出家の

役割を高めました。とくに、家父長的で官僚主義的な演出体系をう

ちこわし、芸術創造と思想教育をともに掌握していく朝鮮式の新し

い演出体系の確立に深い関心を払いました。こうした過程で、演劇

創造における演出家の地位と役割は以前と根本的にかわり、演出分

野で朝鮮式の新たな形象化の原則と表現方法がつくりだされました。

俳優の演技で古い枠をうちこわし、朝鮮式の新たな俳優演技体

系を確立するのも同じでした。演劇では俳優の位置がきわめて重要

であるため、われわれは映画芸術と同じく演劇芸術を俳優の芸術と

して位置づけ、俳優は演劇の顔であるとしたのです。しかし、演劇

革命をはじめたときにしても、俳優の演技体系と方法には古い枠が

多分に残っていました。俳優の演技を見ると、格式ばっていて誇張

がはなはだしく、矯飾と奇形的なものが少なくありませんでした。

一言でいって、俳優の演技が新派じみていました。既成の枠組みに

性格と生活をはめこみ、演技を誇張したり奇形化する形式主義的で

自然主義的な新派演技は、結局、演技において生活をねじまげ、人

間を奇形化する結果を招きました。こうした古い枠をうちこわさず

には、演劇の運命にかかわる問題を解決することができませんでし

た。われわれは図式と誇張、矯飾と奇形化を助長する形式主義的で

自然主義的な古い演技体系を根本的に革新することに火を点じ、思
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想戦を強力に展開しました。

同時に、俳優が舞台で実際の人物が活動するがごとく演技をす

る方針を示し、それを実行させ、「有機的自然の潜在意識的な創造」

をうんぬんし、俳優の思想・意識にもとづく意識的な演技の創造を

否認する誤った理論に打撃を加え、すでに『映画芸術論』で示した、

人物像の創造において決定的な役割を果たすのは俳優の世界観であ

るという理論が十分具現されるようにしました。演劇芸術部門では

このような過程で、俳優の演技が現実に実際の人物が息づき活動し

ているかのように自然で生き生きとし、リアルなものとなり、俳優

の世界観にもとづく朝鮮式の新たな演技体系が確立されました。

われわれは演劇革命にあたって、従来の古い舞台美術の枠をう

ちこわし、舞台を流れ式の立体舞台に切り換え、音楽を取り入れて

人物の内面世界をいっそう生かし、ドラマの進展を力強く促すよう

にしました。

演劇革命を通じて、戯曲と演出、演技、美術、音楽など演劇創

造のすべての領域で長いあいだ受け継がれてきた古い創造システム

と方法をためらうことなくうちこわし、チュチェ時代の要請に即応

した朝鮮式の新しい創造システムと方法がうち立てられ、わが国の

演劇芸術は面目を一新しました。

困難かつ複雑な演劇革命を短期間に成功裏に遂行することがで

きたのは、新しい演劇理論と切り離して考えることはできません。

われわれはすでに映画革命、歌劇革命の過程で新たに示した文

芸理論を演劇革命に具現して、演劇の創造で提起される切実な理論

的・実践的問題を解決していく過程で、従来の演劇理論とはまった

く異なる朝鮮式の新しい演劇理論を得ることができました。
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金日成同志の主体的文芸思想にもとづいて新たに示した党の演

劇創造にかんする理論は、不朽の名作『城隍堂』をはじめ 5 大革

命演劇をこんにちの現実に即して再現する過程でりっぱに具現され

ました。

革命演劇『城隍堂』は、わが党が示した革命的演劇創造にかん

する主体的文芸理論と方針がりっぱに具現された 初の作品だとい

えます。われわれは不朽の名作『城隍堂』を再現して上演すること

により、かつての演劇とはまったく異なる朝鮮式の新しい演劇をも

つことになり、長い来歴をもつ従来の古い演劇に終止符を打ち、演

劇の新時代を迎えました。このときから、わが国の演劇は時代の要

請と人民の志向にかなった芸術として発展することになり、われわ

れの時代の労働階級の演劇芸術を新たな高い段階に発展させるうえ

で転換がもたらされました。これについて、われわれは当然、大き

な誇りと自負をいだくべきです。

演劇芸術部門の作家、芸術家は、演劇革命で達成した成果を強

固にし、『城隍堂』式演劇に具現された朝鮮式の創造理論を固守し、

さらに輝かしていくべきです。

3『城隍堂』式演劇は新しい形式の演劇

『城隍堂』式演劇は、主体的文芸思想にもとづいて成功裏に遂

行された演劇革命の貴い結実です。

『城隍堂』式演劇の創造は、社会主義・共産主義的演劇芸術の

発展に歴史的な転換をもたらした誇らしい成果です。『城隍堂』式

演劇は、杜全主義・共産主義的演劇芸術をどの方向にいかに発展さ
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せるべきかを実践的に示す手本です。

『城隍堂』式演劇は、チュチェ思想の要求どおり人民大衆を前

面におし立て、人民大衆に奉仕する共産主義的人間学の要求を十分

に具現しています。

他の芸術と同じく、演劇の社会的性格と価値を評価する基本的

な尺度は人民大衆にたいする態度です。

人民大衆をどの地位におき、その自主的要求と志向をいかに反

映し、かれらに生きる道をどれほど正しく示し、かれらの好みと情

操にかなった形式をととのえるかどうかによって、演劇の社会的性

格と価値が決まるのです。劇場の舞台に労働者階級の演劇が登場す

る前にも、人民大衆の生活と志向を反映した進歩的な演劇は存在し

ましたが、そのような演劇は歴史的・階級的制約のため、人民大衆

の地位と役割を正しく描き出すことができませんでした。そういっ

た演劇では、人民大衆を描く場合も、かれらをたんなる歴史の対象

として、搾取と抑圧にさいなまれる受難者として形象化したにすぎ

ません。しかし、労働者階級の革命的進出とともに出現した社会主

義的演劇は、労働者階級の世界観にもとづき、これまで歴史の対象

として、受難者として扱われてきた人民大衆を歴史の主人として、

有力な存在としておし立て、その革命的志向と要求を反映し、かれ

らを革命闘争に立ち上がらせるのに大きく寄与しました。これは疑

う余地もなく、労働者階級の演劇芸術の発展において社会主義的演

劇がおさめた重要な成果でした。

演劇を真に時代の要請にそったものにするには、革命と建設に

おける人民大衆の主人としての地位と決定的な役割を相応の高さで

描き出さなければなりません。同時に演劇は、社会的・歴史的運動
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が人民大衆の自主的で創造的な運動であり、革命と建設において人

民大衆の自主的な思想・意識が決定的な役割を果たすという真理を

はっきりと示さなければなりません。まさに『城隍壁』式演劇は、

この偉大な真理を芸術的に深く解明しています。

革命演劇『城隍堂』は風刺劇ですが、従来の風刺劇とは違って

否定的人物とともに肯定的人物を登場させ、かれら相互間のたたか

いのなかで肯定的人物が古い思想の束縛から抜けだし、この世でも

っとも強力で尊厳ある存在に、自己の運命の主人は自分自身であり、

自己の運命を切り開く力も自分自身にあるという真理を体得した自

主的な人間に成長する姿を示すことに焦点がおかれています。

革命演劇『城隍堂』の革新的成果は、「神様」や「鬼神」、仏と

いったある種の神霊的存在が世界の主人、支配者であるのではなく、

自主的な思想・意識をもった人民大衆が世界の真の主人であり、唯

一の支配者であるというチュチェの真理を芸術的に深く解明したと

ころにあります。

『城隍堂』式演劇が人民大衆をおし立てているからといって、

すべての演劇が必ずしも労働者、農民を主人公に設定すべきだとい

うのではありません。演劇で人民大衆をおし立てるというのは、革

命と建設における人民大衆の主人としての地位と決定的な役割を解

明するということを意味します。つまり労働者、農民を形象化の中

心にすえなくても、世界における人民大衆の地位と役割が解明され

ればそれでよいのです。

革命演劇『血噴万国会議』の主人公
リ

李
ジュン

儁は
リャン

両
バン

班出身の官吏です。

しかし演劇は、史実を通じて外部勢力への依存は亡国の道であり、

ただ自国人民の力を信じ、それに依拠してのみ、日本帝国主義者に
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奪われた祖国を取りもどすことができるという真理を明らかにして

います。

人民大衆の自主的な思想・意識が革命と建設において決定的な

役割を果たすという真理を明らかにしたところに、『城隍堂』式演

劇の革新的意義があるのです。

『城隍堂』式演劇は、形式においてもチュチェ思想の要求を具

現した真の人民的な演劇です。

演劇が人民大衆に真に奉仕するには、その形式も人民大衆の要

求にかなったものにしなければなりません。まさに『城隍堂』式演

劇は、われわれの時代の人民の志向と要求にそって形式上の問題を

りっぱに解決しました。『城隍堂』式演劇の形式は真の生活的な形

式だといえます。生活は演劇に内容をもたらし、内容はそれに合っ

た形式を求めます。真の演劇の特徴は、内容と形式の完璧な統一に

あります。生活の要求に合わない演劇の形式は、いくら魅力があっ

ても好ましいものとはいえません。生活の要求にかなった芸術形式

であってこそ、すぐれたものだといえるのです。人びとが『城隍堂』

式演劇を観るとき、現実の生活を見るようにリアルに感じるのも、

その形式が生活の要求にかなっているからです。生活をリアルに描

く形式がほかならぬ『城隍堂』式演劇の形式なのです。

『城隍堂』式演劇形式の特徴は、その構成に明白にあらわれて

います。

『城隍堂』式演劇は、紋切リ型の構成の枠に生活の内容をはめ

こむのではなく、生活の内容に応じて場面を設定し、総体的な構成

を組み立てるべきであるとして、新しい多場面構成形式を取り入れ

ました。多場面構成形式は、ドラマの進展にともない人物の性格と
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生活の論理に即して、一つの場面のなかでも時間と場所を随時変え

て、画幅を多様で幅広いものにし、生活の流れも中断することなく

そのまま再現できるようにします。多場面構成形式は、生活をごく

自然に描き出しながらも、それを簡潔に集約して調和のとれた統一

をもたらし、限られた時間と場所でさまざまな生活を見せることが

できます。

『城隍堂』式演劇形式の特徴は、舞台美術にもあらわれていま

す。

『城隍堂』式演劇の舞台美術は、新しい流れ式の立体舞台美術

です。

流れ式の立体舞台美術は、ドラマの進展にともなって装置と背

景をたえず変えて生活をリアルに生き生きと、幅広く掘りさげて描

き出すことができます。実際に革命演劇『城隍堂』の舞台美術は、

暗雲を押し分けて太陽がまばゆい光を放ち、題名が昇ってくる序場

にはじまり、
ソン

立
ドル

石村の全景とトウモロコシ畑がある村はずれ、
ポク

福
スン

順

の家と地主の家の庭、村道と区長の家の庭、水車小屋と城隍堂にい

たるまで、各場面をたえまない流れのなかで、あたかも映画の画面

のように見せており、つぎつぎと流れていく装置と背景の多様な変

化を通じて、生活をいろいろと描き出しています。『城隍堂』式演

劇を観て、現実の生活に接しているような真実みを感じるのは、舞

台美術のこうした役割とも関連しています。流れ式の立体舞台美術

は、人物が暮らしている社会的・歴史的条件と自然地理的条件、時

代の雰囲気や民族的な生活風習を描き出すと同時に、人物の内面世

界も表出し、かれの成長の過程も造形的に裏打ちします。

流れ式の立体舞台美術は、演劇の感情の線をたえず一貫させな
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がら観客をドラマの世界に深く引きこみ、かれらの情操的感興を高

めます。『城隍堂』式演劇では、暗転や幕下ろしをせずに各場面を

流れ式に転換させてストーリーをつぎつぎと展開していくので、感

情の線を持続的につないでいくことができ、観客の情操的感興をひ

きつづき高めていくことができます。音楽を取り入れたのも『城隍

堂』式演劇形式の重要な特徴です。

『城隍堂』式演劇で、音楽は切り離すことのできない必須の構

成要素です。『城隍堂』式演劇では、長きにわたって形成されてき

た朝鮮人民の民族的特性とわれわれの時代の新たな要請に即して音

楽を取り入れており、それが思想的内容を際立たせ、芸術的形象を

生かすのに積極的に利用されています。

『城隍堂』式演劇では、音楽がせりふとともに重要な表現手段

の一つとなっています。昔楽は人物の多様な思想・感情をあらわし、

ドラマの進行を促し、俳優の演技を自然なものにし、場面を情緒的

に転換させるのに大きな働きをします。『城隍堂』式演劇は、音楽

を取り入れることによって情緒豊かなものとなり、感化力がさらに

強まり、舞台総合芸術としての面貌もいっそうととのうようになり

ました。

『城隍堂』式演劇では、形式をなす各要素の形象的可能性を

大限に利用して劇的な描写を生かしています。

新しい多場面構成形式と流れ式の立体舞台美術、特色のある音

楽は、いずれも主人公をはじめ人物の性格創造にくりこまれて一つ

の調和をなし、全一的な『城隍堂』式演劇の形式をなしています。

この形式は、人間をリアルに描き、その生活を生き生きと見せ、わ

れわれの時代に生きる人民の美感にかなった新しく独創的な形式だ
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といえます。

この世に演劇というものがあらわれてから長い歳月が流れまし

たが、『城隍堂』式演劇のように時代と生活が切り離しがたく密着

し、人民大衆の要求が見事に反映された演劇は過去にはありません

でした。『城隍堂』式演劇は新しい時代、新しい生活の要求にふさ

わしく内容と形式において新しい面貌をととのえた新しい形式の演

劇です。

『城隍堂』式演劇は、朝鮮人民の思想・文化生活と社会主義・

共産主義的文学・芸術の建設に大きな影響を及ぼしています。『城

隍堂』式演劇は、いま人民のあいだで大きな共感を呼んでおり、社

会主義・共産主義的文学・芸術の建設を力強く促しています。

『城隍堂』式演劇は、新しい時代の要請と朝鮮人民の志向にか

なった高い思想性・芸術性ゆえに、社会の全構成員をチュチェ型の

共産主義的革命家に育て、社会をチュチェ思想の要求どおり改造す

るうえで強力な思想的武器となっています。

『城隍堂』式演劇はわれわれの時代の人民に、人間は世界と自

己の運命の主人であり、世界の改造と自己の運命の開拓において決

定的な役割を果たすというチュチェの観点を植えつけ、自主的に、

創造的に生活し、働き、たたかう真の生き方を教えています。こう

して『城隍堂』式演劇は、人びとがあらゆる古い思想の束縛から抜

けだして、革命と建設の主人であるという高い自覚をもち、主人と

しての責任と役割をまっとうするよう教育するのに寄与しています。

『城隍堂』式演劇は、人びとに真の生き方を教える生活の教科書、

かれらを新しい社会、新しい生活の創造に立ち上がらせる闘争の武

器となっています。
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『城隍堂』式演劇の出現は、社会主義・共産主義的文学・芸術

の建設をめざすたたかいにおいて、『血の海』式歌劇とともに新た

な里獲となっています。社会主義・共産主義的文学・芸術建設の過

程は、文学・芸術そのものをチュチェ思想の要求どおり労働者階級

の姿に変えていく過程です。チュチェ思想の旗のもとにわれわれが

遂行している文学・芸術革命は、ほかならぬ社会主義・共産主義的

文学・芸術を建設する事業です。『城隍堂』式演劇は、映画革命に

はじまったわれわれの文学・芸術革命を新たな高い段階に発展させ

るうえで画期的な意義をもっています。

『城隍堂』式演劇はその内容と形式において、われわれの時代

の文学・芸術がそなえるべき真の姿を明らかにしています。『城隍

堂』式演劇は、社会主義・共産主義的文学・芸術の性格と使命、そ

れにもとづく内容と形式の本質的な特性を明らかにしています。こ

うしてわれわれの時代の作家、芸術家は実践的手本をもって、社会

主義・共産主義的文学・芸術の建設を成功裏に進められるようにな

りました。『城隍堂』式演劇が社会主義・共産主義的文学・芸術の

発展に寄与した歴史的な功績は、まさにここにあるのです。

　　　　

４　抗日革命演劇は朝鮮の演劇芸術の歴史的根源

抗日革命闘争の時期に金日成同志が自ら創作した不朽の名作『城

隍堂』を再び上演することから演劇革命をはじめたのは至当なこと

です。

われわれの演劇革命は本質において、抗日革命闘争期に築かれ

た革命的演劇の伝統を継承して、チュチェ思想がりっぱに具現され



24

た共産主義的演劇芸術を建設する聖なる事業です。真の共産主義的

演劇芸術、チュチェの演劇芸術の建設は、その根深い歴史的根源で

あり万年の礎である革命的演劇の伝統をぬきにしては考えられませ

ん。

一般的に文学・芸術の革命伝統は、歴史の自主的な主体、革命

の主体が形成され強化される過程で築かれ、発展するものです。革

命の主体は新しい文学・芸術、社会主義・共産主義的文学・芸術を

求めます。革命の主体の強化に寄与する文学・芸術を欲する人民大

衆の要求は、領袖によってのみりっぱに実現されます。

社会主義・共産主義的文学・芸術の建設も、他のあらゆる革命

事業と同様に、領袖によって指導されます。領袖は社会主義・共産

主義的文学・芸術建設の正しい道を示す革命的な文芸思想を創始し、

労働者階級の文学・芸術を創造する活動を賢明に導きます。領袖は

その過程で社会主義・共産主義的文学・芸術建設にかんする思想的・.

理論的基礎と方法論的基礎を築き、貴い業績と豊富な経験を積みあ

げます。領袖によって築かれる労働者階級の文学・芸術の革命的財

宝が、ほかならぬ社会主義・共産主義的文学・芸術の革命伝統なの

です。このことは、これまでの労働者階級の革命的文学・芸術発展

の歴史が端的に示しています。

マルクスは、歴史の対象であった労働者階級が歴史の主人とし

て登場した時期に、人類文化発展の歴史を唯物史観にもとづいて分

析して、封建的でブルジョア的な文学・芸術の反人民的で反写実主

義的な本質を暴露、批判し、進歩的で人民的な写実主義的文学・芸

術を擁護し、労働者階級の本性にかなった文学・芸術を創造すると

いう思想を示しました。
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レーニンは、帝国主義から社会主義への歴史的転換期に世界の

文学・芸術発展の歴史を考察して、過去のあらゆる進歩的文学・芸

術を継承したうえで新しい社会主義的文学・芸術を建設するという

思想を示し、その実現へと進歩的な作家、芸術家を導きました。

このように、従来の労働者階級の革命的文学・芸術の伝統は、

歴史的転換期に革命の領袖によって築かれました。

金日成同志は、歴史の主人として登場した人民大衆が自己の運

命を自主的に創造的に切り開いていくチュチェ時代の要請と、わが

国と世界の文学・芸術発展の歴史を科学的に分析し、それにもとづ

いて人民大衆の自主偉業の遂行に寄与する新しい形式の革命的文

学・芸術が進むべき道を示す主体的文芸思想を創始し、抗日革命闘

争の炎のなかで遊撃隊員と人民を革命闘争に奮い立たせる多くの革

命的文学・芸術作品を自ら創作することによって、主体的文学・芸

術の輝かしい革命伝統を築きあげました。

金日成同志はすでに初期革命活動の時期に、人びとを階級的に

目覚めさせ、革命闘争に立ち上がらせるうえで演劇芸術が果たす役

割を重視し、不朽の名作『花を売る乙女』のような革命歌劇と『
アン

安
ジュン

重
グン

根、伊藤博文を射つ』『三人一党』『血噴万国会議』『城隍堂』『娘

からの手紙』『地主と下男』『八月中秋』などの革命演劇を自ら創作

し、抗日武装闘争の困難な日々にも『血の海』『ある自衛団員の運

命』『慶祝大会』『父は勝った』『遺言を守って』『飢民嘆息』『狼』

などの革命演劇を自ら創作しました。金日成同志は抗日革命闘争

の全期間、遊撃隊員の創作活動をこまやかに指導し、革命的で戦闘

的な演劇を多数創作、公演できるようにしました。

抗日革命闘争の時期、遊撃隊には常設の劇場もなければ、専門
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の演劇団体や劇作家もいませんでした。しかし、抗日遊撃隊員は集

団で演劇をつくり、いく先々で公演しました。かれらはテントで張

り幕をつくり、切り出した丸木で仮舞台をつくり、自らが演出家や

俳優になって公演活動を活発にくりひろげたのです。

金日成同志はいまでもときおり、撫松一帯での戦闘を終えて漫

江で革命演劇『血の海』と『ある自衛団員の運命』『慶祝大会』な

どの演劇や音楽舞踊作品を公演したことや、六 松戦闘のあと食糧

を担いで抗日遊撃隊についてきた数百人の労働者のために、一週間

にわたって演劇と歌劇の公演や扇動講演をしたことを感慨深く回想

しています。

抗日革命闘争の時期、革命的な文学・芸術活動は遊撃区と人民

革命軍のあいだだけでなく、半遊撃区と敵の支配区域においても活

発に進められ、
オン

穏
ソン

城をはじめ国内各地でも展開されました。

革命的な演劇芸術活動は抗日革命闘争の全期間にわたって活発

に展開され、抗日遊撃隊員と人民を祖国の解放をめざすたたかいに

奮起させるのに大きく寄与しました。

抗日革命闘争の時期に創作された演劇は、主題・思想の内容に

幅と深さがあるばかりか、その形式も非常に多様です。

抗日革命演劇は抗日革命歌謡とともに、われわれの革命的文学・

芸術の伝統の基本をなしています。

いま人びとのあいだでは、われわれの文学・芸術の革命伝統に

おいて革命演劇が大きな比重を占めているのでそれが基本をなすも

のと考えられているようです。もちろん、革命演劇が抗日革命文学・

芸術において大きな比重を占めていることは事実ですが、量的な概

念だけで基本かいなかを決めることはできません。文学・芸術の革
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命伝統においてどの文学・芸術ジャンルが基本をなすかという問題

は、あくまでも量的な概念ではなく質的な概念の見地から考察しな

ければなりません。

労働者階級の領袖によって革命の道がはじめて切り開かれた時

期に、たとえ一、二編の革命的な文学・芸術作品が創作されたとし

ても、それに領袖の革命思想が具現されており、社会主義・共産主

義的文学・芸術が見習い、受け継ぐべきすぐれた思想的・芸術的特

質を体現している作品であるなら、それは革命的文学・芸術の伝統

をなす作品とみなすべきです。

抗日革命文学・芸術がみなそうであるように、抗日革命演劇は

金日成同志の主体的文芸思想をりっぱに具現しており、われわれ

の文学・芸術が代を継いで継承すべき創作の原則と方途を全面的に

体現しています。抗日革命演劇はジャンルからすれば演劇芸術です

が、それには劇作品の創作のみならず、あらゆるジャンルの文学・

芸術作品の創作において守るべき原則と方途がすべて示されていま

す。抗日革命演劇にはまた、抗日革命闘争期に創作、普及されたあ

らゆるジャンルの文学・芸術作品のすぐれた思想的・芸術的特徴が

集約されており、その輝かしい成果が集大成されています。とくに

不朽の名作、革命演劇は、抗日革命闘争期の文学・芸術を代表する

記念碑的作品であり、革命的文学・芸術の伝統の核心をなしていま

す。そういう意味で、抗日革命演劇はわれわれの革命的文学・芸術

の伝統の基本をなしているというのです。

抗日革命演劇の特性を正しく理解するには、抗日革命文学・芸

術の特性をよく知る必要があります。抗日革命演劇の特性はすなわ

ち抗日革命文学・芸術の特性であるといえます。
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抗日革命文学・芸術は、金日成同志の主体的文芸思想を確固た

る指導指針とし、朝鮮革命の路線と方針を創作にりっぱに具現して

いる主体的で革命的な文学・芸術です。

主体的文芸思想は、人間本位の哲学的世界観にもとづく新たな

文芸学説であり、文学・芸術の建設と創造におけるすべての問題を、

人民大衆を基本とし、人民大衆に奉仕する原則で解決していく創作

の根本原理を明らかにしています。

抗日革命文学・芸術は主体的文芸思想を指導指針とし、人民大

衆を革命の主体としておし立て、自主性を実現し、政治的生命を輝

かすための人民大衆のたたかいを深く描き出すことによって、人び

とをして世界の発展と人間の運命の開拓において主人の地位を守り、

主人の役割を果たすように教え導きました。抗日革命文学・芸術は

朝鮮革命と朝鮮人民に奉仕することを基本的使命とし、抗日革命闘

争の時期にたたかった共産主義者と人民大衆の典型を創造すること

によって、自主性の実現をめざす朝鮮人民の革命偉業の遂行に大い

に寄与しました。まさにここに抗日革命文学・芸術の主体的性格が

あり、抗日革命文学・芸術がわが国の文学・芸術発展の新たな高い

段階だとする根拠があるのです。

抗日革命文学・芸術は党性、労働者階級性の原則を擁護し、明

白に具現している文学・芸術です。

抗日革命闘争のもっともきびしく困難な環境のもとで生まれた

抗日革命文学・芸術は、当初から革命の利益、人民大衆の利益の擁

護を創作の根本原則とし、人民大衆が金日成同志への限りない忠

実性と祖国と人民への熱烈な愛、敵にたいする妥協なき闘争精神と

プロレタリア国際主義の精神を高く発揮するよう力強く鼓舞しまし
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た。抗日革命文学・芸術においては、朝鮮革命の要求と利益に反す

るいかなる反革命的要素も絶対に容認せず、帝国主義や搾取階級と

の妥協を説くささいな日和見主義的要素も許しませんでした。

抗日革命文学・芸術は人民性、大衆性を十分に具現している文

学・芸術です。

文学・芸術作品の人民性、大衆性は、その価値を決める重要な

表徴の一つです。文学・芸術作品が有意義で切実な人間問題をとり

あげたとしても、誰にも容易に理解され、親近感をいだかせる大衆

的な芸術形式で解明されなければ意味がありません。文学・芸術作

品は、深奥な思想を、誰もが容易に理解できる人民的で大衆的な芸

術形式によって深く解き明かしてこそ、人びとの心を打ち、真の価

値をもつことができるのです。抗日革命演劇は言うに及ばず、革命

歌劇や革命歌謡も素朴かつ簡潔で大衆的な芸術形式によって、自主

的人間の運命開拓における根本問題に深奥な解答を与えています。

抗日革命文学・芸術は、高い思想性と高尚な芸術性がりっぱに

結合した文学・芸術です。

抗日革命文学・芸術は、当時、朝鮮人民の運命開拓において死

活的意義をもつ根本問題であった、日本帝国主義を打倒して祖国を

解放し、祖国の地に社会主義・共産主義社会を建設するという問題

を提起し、その実現のために青春も生命も投げだしてたたかう革命

家と人民の姿を通してそれを深く解き明かしています。

抗日革命文学・芸術の高い思想性は、高尚な芸術性によって裏

打ちされています。抗日革命文学・芸術は、民族的・階級的解放を

めざす闘争の内容を朝鮮人民の情操と好みにマッチした民族的形式

にもりこんで、リアルに生き生きと描き出しています。
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抗日革命闘争の炎のなかで創作された革命演劇や革命歌劇が大

きなけん引力をもって観客をドラマの世界に引きこみ、その心を揺

さぶるのは、リアルで生き生きとした形象によって生活の本質と闘

争の真理を解き明かしているからです。

抗日革命歌謡が創作されて半世紀が過ぎたこんにちにいたって

も深い感動と親近感をいだかせるのは、その革命的な内容とともに、

朝鮮人民が好む民族的旋律にもとづいているからです。抗日革命歌

謡ほど民族的旋律の豊かな歌はないでしょう。抗日革命文学・芸術

こそは、高い思想性が高尚で美しい芸術性によって裏打ちされてい

る真の革命的文学・芸術です。

抗日革命文学・芸術のいま一つの特性は、創作において戦闘性、

機動性、集団性が保障されていることです。

抗日革命文学・芸術は、居心地のよい書斎や机の上で創作され

たのではありません。抗日遊撃隊員は困難な行軍や苛烈な戦闘の合

間に歌詞や曲をつくり、宿営地のかがり火で台本を書き、演技の練

習もしなければならなかったのです。抗日遊撃隊員にとって、文学・

芸術の創作は文字通り一つの戦闘でした。かれらは想像を絶する困

難な環境にありながらも、さかんな気迫と創作的情熱にみちて、い

つも創作と公演を機動的におこないました。かれらは城市や村、木

材所などに巣くっている敵を掃討して、その場で芸術公演をおこな

ったものです。

抗日遊撃隊には文学・芸術作品を専門に創作する人がいなかっ

たので、つねに集団的に創作しました。抗日革命闘争の時期に創作

された多くの文学・芸術作品には、遊撃隊員の衆知がこもっている

のです。
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抗日革命闘争の時期に、遊撃隊員が文学・芸術作品を集団的に

創作する過程で、戦闘的かつ革命的で共産主義的な創造方法と創作

気風が確立されました。抗日革命闘争の時期に高く発揮された抗日

遊撃隊式の創造方法と創作気風は、われわれの文学・芸術が受け継

ぐべき貴重な創作伝統です。抗日革命文学・芸術は、以前のどの時

期に創造された文学・芸術にもなかった思想的・理論的財宝と創作

実践的財宝を有する文学・芸術でした。

抗日革命闘争の時期にもたらされた革命的文学・芸術の財宝に

は、主体的文芸思想と理論、主体的創造体系と創造方法、不朽の名

作をはじめ多くの革命的作品、貴い創作経験と業績が含まれていま

す。抗日革命文学・芸術は、それまでの文学・芸術とは根本的に異

なる新時代の文学・芸術がそなえるべきあらゆるすぐれた特質を有

しているがゆえに、われわれの文学・芸術の栄えある革命伝統にな

りえたのです。じつに、抗日革命闘争の時期に金日成同志によっ

て築かれた革命的文学・芸術の伝統は、真の共産主義的文学・芸術

の歴史的根源であり、その命脈をつなぐ生命線です。

抗日革命文学・芸術において重要な位置を占める抗日革命演劇

は、われわれの演劇芸術の伝統となります。革命的演劇の伝統は、

真の共産主義的演劇芸術建設の新しい歴史を開いた起源であり、そ

の発展をたえず促す源泉であり生命線です。革命的演劇芸術の伝統

は、社会主義・共産主義的演劇芸術建設の全過程において、その勝

利を確固と保障する万年の礎であり、代を継いで継承し輝かしてい

くべき限りなく貴い財宝です。したがって、われわれは革命的演劇

の伝統をあくまで擁護し発展させる活動をひきつづき強力におし進

めなければなりません。
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革命的演劇芸術の伝統を擁護し発展させるうえで、金日成同志

によって創作された不朽の名作を文学・芸術のさまざまなジャンル

に再現することがきわめて重要です。

不朽の名作を文学・芸術のさまざまなジャンルに再現するのは、

革命的文学・芸術の伝統を擁護し発展させるうえでわが党が堅持す

る一貫した方針です。不朽の名作は革命的演劇芸術の伝統の核心で

あり、社会主義・共産主義的文学・芸術の手本です。金日成同志

の創作した文学・芸術作品が不朽の名作であるのは、人類の思想史

においてもっとも高く輝かしい位置を占める偉大なチュチェ思想と、

社会主義・共産主義的文学・芸術建設の正しい道を示す主体的文芸

思想がりっぱに具現されているからです。不朽の名作は、人間中心

の哲学的世界観にもとづいて世界を見て描き、人民大衆を革命の主

人としておし立て、かれらの運命の問題に深奥な解答を与えるチュ

チェの人間学の手本です。

不朽の名作は、社会主義的内容と民族的形式が完璧に結合した

文学・芸術作品の手本です。不朽の名作は人物の性格と生活を描く

にしても、ほかならぬ朝鮮人の真の姿を描き、朝鮮の美しい山河と

そこで暮らし、たたかう朝鮮人民の生活を描き出しました。

思想的内容と芸術的形象において労働者階級の革命的文学・芸

術の高い境地に達した不朽の名作は、文学・芸術の宝庫に特出した

寄与をなした朝鮮人民の貴重な革命的財宝です。不朽の名作がある

がゆえに、われわれの文学・芸術の革命伝統があり、われわれの革

命的文学・芸術の伝統がかくも輝かしく誇らしいものになっている

のです。じつに、金日成同志が自ら創作した不朽の名作を有して

いることは、朝鮮人民の光栄であり幸せです。われわれは、不朽の



33

名作を文学・芸術のさまざまなジャンルに再現する方法で文学・芸

術革命を遂行する原則を堅持してきました。これまでの経験は、不

朽の名作を文学・芸術のさまざまなジャンルに再現する作業に力を

入れてこそ、革命的文学・芸術の伝統をりっぱに継承し発展させる

ことも、文学・芸術革命を成功裏に遂行することもできることを示

しています。

演劇革命も古典的名作『城隍堂』を時代の要請に即応して再現

することからはじめたのでりっぱに遂行され、われわれの演劇芸術

がこんにちのような全盛期を迎えることができたのです。

原作に忠実であることは、不朽の名作を再現するうえで守るべ

き根本原則です。不朽の名作の再現にあたって原作に不忠実で、ス

ケールのみを大きくするのは、原作の古典的意義を無視するのと変

わりありません。

不朽の名作を『城隍堂』式演劇にしたものは、みな原作に忠実

に再現されています。国立演劇団では、革命演劇『城隍堂』の再現

を皮切りに、『血噴万国会議』『娘からの手紙』『三人一党』『慶祝大

会』など、いずれも原作に忠実でありながらも思想を明白かつ簡潔

に形象化しました。とくに不朽の名作を演劇として再現するうえで、

原作に忠実でありながらも思想的内容を掘り下げ、それぞれの作品

のジャンルの特性を十分に生かしています。原作の
チョン

種
ジャ

子に即して

思想的内容を掘り下げながら、ジャンルの特性が生きるように創造

し直すところに、不朽の名作を再現する創作家の正しい姿勢がある

のです。

不朽の名作を原作に忠実に再現するには、それに反映されてい

る社会的・歴史的環境を深く研究するとともに、人物の衣装や小道
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具も十分に考証しなければなりません。

われわれは不朽の名作を『城隍堂』式演劇として上演するとき、

それがいつどんな目的で創作され、それに反映されている社会的・

歴史的環境はどのようなものであったか、人物の性格で見逃しては

ならないものはなにかといったことについて、各面から掘り下げて

研究させました。不朽の名作『血の海』の映画化にとりかかったと

き、創作家たちは原作に反映されている社会的・歴史的環境と主人

公の性格を深く研究しなかったため、オモニ（母）の性格発展の過

程を描くにあたって、原作の要求を十分に具現することができませ

んでした。それで原作に示されているように、オモニが息子と娘か

ら教えられるばかりでなく、自ら革命の試練を乗り越えていく過程

と、遊撃隊の工作員から革命的な影響を受ける過程を十分に描くよ

うにしました。そして、オモニの性格を際立たせるために彼女が遊

撃隊に入隊するというように描かれていたのを、原作どおりに人民

を立ち上がらせて遊撃隊とともに武装蜂起を起こすというようにし

ました。こうして革命映画『血の海』は、原作の高い思想性・芸術

性を遜色なく再現することができたのです。

革命演劇『血噴万国会議』をつくるとき、 初は主人公李儁の

性格を、あたかも共産主義的革命家でもあるかのように誇張してい

ましたが、それは創作家、芸術家が当時の社会的・歴史的環境と人

物の性格を深く研究しなかったことに起因します。

不朽の名作を文学・芸術のさまざまなジャンルに再現するとき

には、人物の衣装や小道具を一つ選ぶにしても、当時の環境や生活

風習に合っているかどうかを具体的に検討し、それにふさわしいも

のを選ぶべきです。そうしてこそ、不朽の名作の高い思想性・芸術
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性をいささかの遜色もなく生かし、その認識的・教育的価値を高め

ることができるのです。不朽の名作『ある自衛団員の運命』の映画

化にあたって、主人公が山へ行くときにかつぐ背負い袋を一つ準備

することまで細心の注意を払い、小道具の問題を正しく解決したこ

とは、その好例といえます。

不朽の名作を発掘、考証して文学・芸術のさまざまなジャンル

に再現することは、金日成同志の革命活動史と不滅の業績を万代

に伝える聖なる事業です。したがって作家、芸術家は、不朽の名作

を発掘、考証して、演劇や映画、小説など文学・芸術のさまざまな

ジャンルに再現する作業を責任をもっておこなうべきです。

演劇芸術部門で 5 大革命演劇を創造する過程で積んだ豊富な経

験は、今後、不朽の名作を舞台に再現するうえで貴重な資産となる

でしょう。

革命的演劇の伝統を擁護し、不朽の名作を万代に伝えるために

は、再現ずみの革命演劇の公演をつづけなければなりません。

不朽の名作を演劇や歌劇に再現し、数年後に公演を中断するな

ら、10 年後、20 年後に生まれ育つ新しい世代は、わが国にどんな

不朽の名作があったのかさえわからなくなるでしょう。不朽の名作

を文学・芸術のさまざまなジャンルに再現するのは、それを万代に

伝えるのが目的なのですから、何年かで中断することなく、100 年

でも 200 年でもつづけて公演すべきです。そうすれば、いま 10 代

の学生少年が 10 年後 20 代の青年になって名作を観るなら、10 代

のときとは違った視角から観ることになるでしょう。名作は観れば

観るほど観たくなり、思索を深めさせるものです。

文学・芸術部門では、『花を売る乙女』『血の海』『城隍堂』など
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不朽の名作を再現した映画と演劇、歌劇を代を継いで上映し公演す

ることによって、金日成同志の不滅の業績を万代に輝かさなけれ

ばなりません。
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Ⅱ　劇　文　学

1 戯曲は演劇の思想的・芸術的基礎

思想性・芸術性の高い演劇を創作するには、戯曲をりっぱに書

かなければなりません。創作集団に有能な俳優が多く、表現能力の

ある演出家がいるとしても、戯曲がすぐれていなければ観客の心を

とらえるりっぱな演劇を創作することはできません。

戯曲は演劇の思想的内容と芸術的形式を定める基礎です。戯曲

には演劇の内容を規定づける
チョン

種
ジャ

子と主題・思想、人物の性格と人

間関係はもとより、形式を定める構成と葛藤、ストーリー、スタイ

ルなどが示されています。また戯曲には、演出家をはじめ創作家と

俳優がそれぞれの形象化の方向を定め、創造的ファンタジーをくり

ひろげる基礎が示されています。したがって、りっぱな演劇を創作

するには、思想性・芸術性の高い戯曲の創作に第一の関心を払わな

ければなりません。

他の文学・芸術作品と同じように、戯曲はチュチェの人間学、共産

主主義的人間学とならなければなりません。チュチェの人間学、共産

主義的人間学は、チュチェ思想にもとづいて人間問題を前面におし立

て、チュチェ型の真の人間の典型を創造して、人民大衆をもっとも強

力で尊厳ある社会的存在にならしめるのに寄与する文学です。

『城隍堂』式演劇の劇文学は、人間はあらゆるものの主人であ

り、すべてを決定するというチュチェ思想にもとづいて、すべての
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ことを人間を中心にして考え、人間に奉仕させるという根本的要求

をりっぱに具現しているため、時代が提起する問題に正しい解答を

与えるチュチェの人間学となります。

チュチェの人間学は、自主的な人間の典型を描き出さなければ

なりません。

人間学である文学の基本的使命は、作品の中心にモデルとなる

典型的な人間の性格を形象化して、人びとに生活と闘争の真理を示

すことにあります。生きた人間の性格創造をぬきにした文学は、自

分のうちだした形象化の課題を満足に遂行することができません。

作品の種子も人物の性格を通じて花咲き、実を結ぶものです。とく

に主人公の性格は、文学において思想的なものと芸術的なものを正

しく結合し、内容と形式の調和のとれた統一を実現する中心となり

ます。文学・芸術作品の主人公は人間関係の柱となり、他の人物を

制約し服従させるだけでなく、ストーリーを運ぶ中心人物となりま

す。　文学でいかなる人間を典型としておし立て描き出すかによっ

て、作品が提起する人間問題の価値と意義が左右されるといえます。

われわれの劇文学においては、チュチェの革命観を確立してい

く人間の典型をおし立てなければなりません。

われわれはまだ革命の途上にあり、われわれが歩むべき革命の

道は遠くけわしいものです。ところが、われわれの革命隊伍内では

世代の交代が起こっており、困難な革命闘争で鍛えられていない新

しい世代が国の運命を担って立つ革命の主人として登場しています。

こうした状況のもとで、立ちはだかる難関と試練を乗り越えて、朝

鮮革命の 終的勝利をかちとるためには、人びとを革命観で武装さ

せなければなりません。
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革命家が身につけるべき革命観はチュチェの革命観です。チュ

チェの革命観で重要なのは、革命の主体にたいする正しい観点と立

場です。チュチェの革命観を確立するには、革命の主体である領袖、

党、大衆に忠実でなければなりません。言いかえれば、領袖観、組

織観、大衆観を確立しなければなりません。

領袖観、組織観、大衆観は、革命的信義と同志愛にもとづく道

徳観によって裏打ちされるとき、確固たる信念となり、人生観とな

るのです。領袖観と組織観、大衆観、道徳観は切り離しがたく密接

に連関しあって全一的な革命観をなします。作家がチュチェの革命

観を確立していく人間の典型的な姿をリアルに描き出すには、かれ

らが革命的領袖観と組織観、大衆観、道徳観をともに体現していく

過程としてりっぱに形象化しなければなりません。

作家は、きびしく困難な抗日革命闘争の炎のなかで形成された

抗日革命闘士の革命的領袖観を掘りさげて描き出さなければなりま

せん。作家は、抗日革命闘士たちの革命的領袖観が、金日成同志

にしたがい、日本帝国主義との苦難の闘争をくりひろげる過程で体

得したゆるぎない信念であり、自分の血とし肉として体質化した意

志であることを、生活を通してリアルに描き出すべきです。そうし

てこそ、領袖、党、大衆の血縁的な統一の輝かしい伝統を汚れなく

守り、その歴史的根源から育ったわれわれの時代の人間の革命的領

袖観を感銘深く描き出すことができるのです。

こんにちわれわれの時代の人間は、領袖と組織的思想的に、同

志的に結びついてこそ、永生の社会的・政治的生命を得ることがで

きることを、信念として体得しています。金日成同志にたいする

朝鮮人民の忠誠心は義務感からではなく、革命的信義に根ざすもっ
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とも崇高な思想・感情となっており、民族の運命にかかわる死活の

要求となっています。朝鮮人民が数千年の歴史上はじめて迎えた敬

愛する金日成同志を民族の偉大な太陽として高く仰ぎ、あくまで

忠誠をつくすのは、朝鮮人民の当然の道義なのです。

作家は作品において、朝鮮人民が歴史的体験を通じて自分の生活信

条とし、民族の運命を左右する死活の要求として受け入れた革命的領

袖観を生活を通して掘りさげて描くことによって、金日成同志のふと

ころで政治的生命を輝かしていく道に真の生きがいと喜びがあること

を強く強調すべきです。そうして人びとに、個人の利益のみを考え、

領袖も祖国も民族も眼中になく、一身の安楽のみを追求するのは動物

の生活と変わりがなく、領袖を戴いて社会的・政治的生命を輝かして

いくことこそが真の生であり、喜びと誇りにみちた生活であり、自分

はもとより次代の永遠の幸福が保障されるもっとも輝かしい生である

ことを、説得力をもって認識させるべきです。

チュチェ型の真の人間の典型を創造するためには、「一人はみん

なのために、みんなは一人のために！」という共産主義的原則を体

現しているわれわれの時代の人間の革命的倫理と道徳を、高い芸術

的境地で感銘深く描き出さなければなりません。

作家は作品において、共通の目的と理想を実現するため手をと

りあって進む社会的集団においてのみ提起される共産主義的道徳関

係が、同志間の関係と家庭生活、社会共同生活にどう具現されるか

ということを深く描いてみせなければなりません。人びとのあいだ

の信義や友情にかんする問題は従来の作品でも取り扱われ、そうし

た作品のなかには人びとに一定の感銘を与えたものも少なくありま

せん。しかし、そういった作品の場合も、信義や同志愛の問題はあ
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くまでも個々人の純然たる倫理道徳の問題としてのみ取り扱われま

した。

作家は作品において、革命的信義と同志愛を個々人の品性とし

てではなく、集団主義的生命観にもとづいて掘りさげて描くべきで

す。すなわち道徳関係を、同志間の関係や家庭生活、社会共同生活

において、たんに同志を愛し大事にしたり、人間としての道義を守

るといった個々人の感情や品性の問題としてのみ描くのでなく、領

袖への忠実性にもとづく革命的信義と同志愛でなければならないこ

とを深く描き出すべきです。われわれの時代の人間の性格はまさに

このように形象化されてこそ、従来の作品に描かれたものとは質的

に区別される新しいタイプの人間の典型となりうるのです。

戯曲では生活と闘争の手本となる肯定的典型を多くおし立てる

だけでなく、前進途上にありうる否定面もためらうことなく描出す

べきです。社会主義を建設する道には坦々たる大路ばかりでなく、

ぬかるみや茨の道もあるのです。ところが、一部の活動家のあいだ

には前進途上に立ちはだかる難関を自力でつきぬけることができず、

敗北主義に陥って動揺したり要領主義に走る傾向があらわれていま

す。革命任務の遂行に粉骨砕身するのでなく、怠けて現状維持にと

どまる傾向、貴族化して人民生活に関心を払わない傾向、党政策が

満足に実行されないことについて心を痛め、難問を解決するために

懸命に努力するのでなく、座して泣き言を並べるといった傾向は、

例外なく党と領袖にたいする忠実性の欠如に起因しています。作家

は、わが党の思想と縁のない否定的な要素が朝鮮革命を大きく阻害

することになり、それを一掃しなければならないということを劇的

にするどく解明すべきです。
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われわれの時代の人間の典型を創造するうえで重要なのは、政

策的筋金を明確に通すことです。

典型の創造において政策的筋金を明確に通すことは、党的で革

命的な文学の本質的要求です。典型創造において政策的筋金は、党

の路線と方針にもとづく確固たる定見と原則的立場です。典型の創

造において政策的筋金を明確に通してこそ、作品の形象体系全般に

党政策の線を明確に通し、生活の本質を正しく解明することができ

ます。

大きな感動を呼び起こす出来事であっても、それにはさまざま

な非本質的な現象があるものです。創作においては生活を具体的に

分析して本質と現象を正しく見分け、党政策の線を明確に通し、そ

れに他のいっさいのものを徹底的に服従させていくべきです。

思想性・芸術性の高い戯曲を創作するには、種子を正しく選定

しなければなりません。

文学・芸術作品において人間像が生命であるなら、人間像に活

力を与え、生気をみなぎらせる生命の核は種子です。作品の種子は、

作家がいわんとする基本問題があり、表現の要素が根をおろす下地

がある生活の思想的核心です。現実からいかなる種子を選定するか

は、作品の性格と思想的・芸術的質を規定づける基本的要因の一つ

となります。

種子を正しく選定してこそ、時代が提起する切実な人間問題に

正しい解答を与え、作品の哲学的な深みを保障し、創作で速度戦を

力強く展開することができます。

作家が現実のいかなる対象に目を向け、社会生活のどの側面か

ら種子を選定するかは、創作の出発点となるばかりか、作品の運命
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を左右するカギとなります。有機体に活力を与える生命の因子がな

ければ、その有機体が生存できないのと同様に、思想的核心の欠如

した作品は無にひとしいものです。核のない作品はいわんとする基

本問題が明確でないため、見る人にそれぞれ違った解釈をさせるよ

うになります。作品の主題と思想は種子に根ざしているものですか

ら、種子が明確でなければ結局、主題と思想も曖昧になってしまい

ます。

種子は、党政策の要求に合致し、劇的要求にも合致したものを

選択しなければなりません。党の路線と政策にしっかり依拠して現

実に対応する作家であってこそ、生活が提起するすべての問題を正

しく識別し、人間学の本質的要求にかなった種子をとらえることが

できます。

よい種子をとらえるには、時代に対応する作家が情熱に燃えな

ければなりません。情熱に燃えなければ創作をすることはできませ

ん。創作をたんなる義務感からするのであれば、決して人の心をゆ

さぶるよい種子をとらえることはできません。

党政策の要求に合致し、時代が提起する人間問題に解答を与え

うる種子は生活のなかにあります。生活は党の政策が現実として開

花し、実を結ぶ基盤です。生活をよく知ってこそ、時代の要請と人

民の志向にかなった有意義な種子を選択することができるのです。

こんにちわが国では、領袖、党、大衆が統一団結して一つの強

固な社会的・政治的生命体をなしており、社会主義の完全な勝利を

早めるための力強い進軍運動がくりひろげられています。まさにこ

れがわが国の現実であり、朝鮮人民の生活なのです。

作家は、誇らしい進軍運動が展開されている生活のなかに深く
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入って、人民大衆と苦楽をともにしてこそ、自然改造、人間改造、

社会改造で輝かしい成果をおさめ、世界の人びとから「社会主義の

模範の国」と称えられているわが国がいかに偉大で、朝鮮人民がい

かに高い民族的誇りと自負をいだいて革命を進めている人民である

かを心の底から体得することができます。

朝鮮人民は金日成同志の指導のもとに、日本帝国主義とアメリ

カ帝国主義を打ち倒した英雄的人民であり、戦後の復興建設の難関

を乗り越え、この地に社会主義制度をうち立てた剛毅な人民です。

朝鮮人民は戦争によってあらゆるものが破壊された廃虚のなかから、

他の国が世紀にわたって実現した国の工業化をわずか 14 年という

短期間になしとげ、われわれの力、われわれの技術、われわれの設

備と資材によって 8 キロメートルの外海をせき止め、世界有数の

西海閘門を建設しました。いま朝鮮人民は
ペク

白
トウ

頭の革命精神、炎に包

まれた川を渡り、ぬかるみを歩んだあの日の闘志と勇猛心をいだい

て、思想、技術、文化の 3 大革命を強力に推進しながら、社会主

義大建設の行軍を早めています。

作家は、こんにちわれわれの社会に起きている劇的な出来事や

感動的な事実から種子を選択して作品を書いてこそ、いかなる風が

吹こうと動揺することなく、ひたすらチュチェの一路を突き進む朝

鮮人民の不撓不屈の革命精神を感銘深く描き出し、かれらを朝鮮民

族第一主義の精神で教育するのに積極的に寄与することができます。

戯曲は演劇芸術の特性と要求に即して書かなければなりません。

戯曲は生活を劇的な方法で反映する、文学のうちでもっとも代表的

なジャンルです。シナリオも生活を劇的な方法で反映し、人物の性

格を作家の説明ではなく、人物自身の行動を通じて明らかにすると
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いう点では戯曲と同じですが、戯曲でのように生活を限られた場面

で集約的に見せるのではありません。シナリオはその表現において

時空の拘束をほとんど受けないので、現在から過去へ、過去から現

在や未来へと自由に飛躍しながら生活を多様に描くことができます。

しかし、戯曲は時空の制約を受けるので、そうすることができませ

ん。もちろん、『城隍堂』式演劇では時空の制約を克服するために多

場面構成法を新たに適用しましたが、時空を映画でのように自由に

飛躍させたり、集約し拡大変形して見せることはできません。戯曲

では、生活のなかでドラマを体現している種子を、劇的に結ばれた

人間関係を通じて集約的に解き明かさなければなりません。戯曲は

演劇をつくるための文学であるので、人物の設定から人間関係の結

びつきとストーリーの展開をはじめ、形象化のすべてが劇的なもの

とならなければなりません。戯曲は劇的なものであってこそ、人物

に行動を起こさせ、かれらの関係を結び、葛藤を露呈する状況とモ

メントをことごとく演劇の特性に合ったものにすることができます。

描写対象の見地からすれば、戯曲に織り込むべき生活が別個にあ

るわけではありません。あらゆる生活を戯曲に織り込むことができ

ますが、それは劇的な方法でなさなければなりません。戯曲作家は

生活のなかで劇性のある素材の探求に関心を払うべきです。たとえ

ば、停戦直後の困難な状況のもとで社会主義を建設したときの生活

も劇性の強い生活だといえます。当時、戦争によってすべてのもの

が破壊されたため、われわれには食料や衣類が欠乏し、住宅と呼べ

るような家もなく、復興建設をしようにもレンガの一枚もまともな

ものがないありさまでした。アメリカ帝国主義者と南朝鮮のかいら

い一味は連日「北進」騒ぎを起こし、反党反革命分派分子は機械か
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ら米が生まれるのかといって、わが党の路線と政策に反対しました。

しかし、わが党はいささかも動揺しませんでした。わが党は人

民大衆を信頼し、人民大衆は党と領袖を信頼し、自力更生、刻苦奮

闘の革命精神を高く発揮して戦後の復興建設を成功裏になしとげ、

この地に社会主義制度をうち立てました。戯曲はこのように政治的

意義があり、内容が豊富な生活を織り込んでこそ、劇性の強い作品

になりうるのです。

戯曲が劇的な人間生活に重きをおくからといって、必ずしも劇

的な起伏や屈曲のはげしい衝撃的な事件や葛藤のするどい生活だけ

を扱うというものではありません。勤労者相互の団結と協力が社会

関係の基本となっており、領袖、党、大衆が一つの社会的・政治的

生命体をなし、互いに助け導きあいながら、むつまじく暮らしてい

るわが国における社会主義の実生活も十分戯曲に織り込むことがで

きます。

戯曲には、日を追って新しく変化し発展する朝鮮人民の美感を

考慮に入れて、劇的なものに情緒的なものと叙事的なものを適切に

取り合わせるべきです。文学・芸術の描写方式は、相互作用と依存

の関係にあります。劇的な方式だからといって、たんに劇的なもの

ばかりあるのではなく、それには叙情的な要素と叙事的な要素も多

様な形態で浸透しているのです。

『城隍堂』式劇文学では劇的な方式を基本として生活を描きな

がらも、演劇創作における音楽の役割を考慮に入れて、叙情的な描

写方式に属する歌詞を多様な形式で駆使しています。こんにち、わ

が国の演劇において音楽はせりふとともに重要な表現手段の一つと

なっています。『城隍堂』式劇文学における歌詞は、人物の性格と
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生活を叙情的、心理的に見せたり、叙事的に描き出し、また、劇的

に掘りさげて、その内面世界を多様に描出します。戯曲では、パン

チャン（傍唱）でうたわれる歌詞を、人物の性格と生活の論理に合

わせて有節化して書くべきです。

戯曲では、ドラマの要求に応じてナレーションも多様に書くべ

きです。

『城隍堂』式演劇では、叙事的描写方式に属するナレーション

をドラマの要求に応じて多様に駆使することによって、生活の流れ

と人物の感情世界を具象的に際立たせています。革命演劇『血噴万

国会議』の序場で、不気味な暗雲がたれこめ、雷鳴がとどろくなか

で語られるナレーションは、亡国の悲運に見舞われていた当時のわ

が国の時代相を浮き彫りにしており、主人公が国権回復のために密

使として発つ場面でのナレーションは、苦難にみちた数千里の路程

を時空の上で飛躍させながら、愛する妻子と故国の山河を後にする

かれの悲憤慷慨の内面世界をよくあらわしています。主人公が自決

したあと終場に移る場面でのナレーションは、過去の歴史の教訓を

もって現代の人びとに警鐘を鳴らすことによって、作品の哲学性を

さらに深めています。戯曲のナレーションは、このように劇的描写

方式の要求に即して十分な感情の蓄積を経て、劇的に高まった生活

的契機に入れるべきであり、人物の内面世界に密着させて劇性をい

ちだんともりあげるように入れなければなりません。種子の要求と

思想・主題の課題にも合致し、たえず進展するドラマの流れと場面

の要求にも合致するナレーションであってこそ、演劇の思想性・芸

術性を高めるのに真に寄与することができるのです。
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2　ドラマづくりは劇作術の基本

　

戯曲でドラマづくりを巧みにおこなうのは、演劇の骨組みを堅

固なものにする重要な問題です。

ドラマづくりとは、作品の筋を劇的に織りなしていくことを意

味します。言いかえれば、種子の解明へと、人物の関係と事件、葛

藤、ストーリー、構成などを劇的に織りなしていくことをドラマづ

くりというのです。人物の関係を中心に多様な生活の内容を劇的に

結びつけ、解き明かしていくドラマづくりに手落ちがあると、戯曲

の思想的内容がいかにすぐれたものであっても、作品が堅苦しく退

屈で、輿をそそることができません。同じ生活内容でもドラマづく

りをどうするかによって、観客をドラマの世界に深く引き込むこと

もできれば、皆目見当がつかなくするようにもなります。ドラマづ

くりをどのようにするかは、たんに筋立てをしていく劇作術の問題

となるだけでなく、作品の思想性・芸術性を高める基本的条件の一

つとなるのです。

戯曲でドラマづくりを巧みにおこなうためには、ドラマの構成

をしっかりと組まなければなりません。

ドラマの構成は形象の基本的骨幹をなしています。柱をしっか

り立て、大梁をきちんと張り渡せば家が傾かないのと同じように、

劇作品も構成がしっかりしていてこそ、人物、事件、葛藤などの表

現要素を、作品の種子の解明へとかみあわせていくことができるの

です。ドラマづくりはつまるところ、ドラマの構成をどう組むかと

いう問題だといえます。演劇の発展過程は、ドラマの構成において
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舞台の制約を克服する探求の過程でもあるのです。古代から現代に

いたるまで、劇文学は構成形式の面で多くの進歩と変革をとげまし

たが、『城隍堂』式演劇が出現する前までは、平面的な舞台構成の

枠から抜けだしていませんでした。平面的な舞台構成によっては、

闘争にわき立つわれわれの時代の人間の生活をありのままに見せる

ことができません。いまは科学と技術が発達して、地球の片隅で起

こった出来事も間近に生々しく見ることができるのですから、人び

とが劇場に来て、幕と場が変わるたびに生活の流れがとぎれること

に幻滅を覚えるのは当然のことです。われわれの時代の人びとは、

舞台で演技をする俳優ではなく、実際に現実で息づき、思考し、行

動するような生きた人間を見ることを求めているのです。たとえば、

観客が
カン

降
ソン

仙の労働者を描いた演劇を観るのなら、それが舞台ではな

く実際に現実で見るように感じられなくてはならず、1930 年代の

生活を反映した演劇を観るのなら、それが実際に当代の現実とその

時代の生きた人間を見るように感じられなければなりません。

生活は複雑で多様なものです。人間関係にしても社会的、階級

的にきわめて複雑にからみあっており、さまざまな時空のもとにお

かれています。生活をリアルに反映するためには、複雑多様な関係

にからみあっている人間の生活を本来の姿のとおり立体的に描かな

ければなりません。しかし、かつて演劇芸術部門では、生活を劇的

な方法で反映することについては大いに論議されましたが、それを

立体的に描くことについては別段論議されませんでした。演劇の立

体性の問題を論ずる場合も、主に舞台装置や舞台構図に限られ、そ

れを形象全般と関連させて見ることができませんでした。演劇の立

体性の問題は、創作過程のある段階や個々の表現手段や手法に限ら
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れたものではなく、形象のあらゆる要素と関連のある問題なので、

それはまずドラマの構成から解決されなければなりません。

ドラマ構成の立体性は、人物関係の立体性をぬきにしては考え

られません。もちろん葛藤や事件も構成の立体性を生かすうえで重

要な働きをしますが、ドラマはあくまでも人物を中心にすえて物語

を展開していくので、葛藤や事件も人物の関係によってまねかれ、

そこから生じるのです。したがって人物の関係を立体的に設定する

のは、葛藤と事件の立体性を基礎づけ、構成の立体性を保障する基

本的条件となるのです。

革命演劇『城隍堂』は人物の関係を立体的に設定し、劇的に深

化させていくことによって、当代の社会生活と階級関係を生々しく

見せています。それは、主人公のトルセ、
パク

朴氏とその娘福順、
マン

万
チュン

春

をはじめとする人民を一方とし、地主と区長、みこ、伝道女、僧侶

などを他方とする肯定的人物と否定的人物の葛藤関係のみを短絡的

に描いているのではありません。それは、自己の運命を宿命とみな

し、迷信の奈落をさまよう福順の母と、彼女を目覚めさせるトルセ

との関係、そして万春と福順の人情関係を叙情的、心理的に描き出

しているばかりでなく、これに地主と区長との反目とあつれき関係、

みこと伝道女、僧侶の口論など、人物の関係をさまざまな面から描

きながら立体的に織りなしています。劇作品における人物の関係は

このように立体的なものになってこそ、ドラマが単調さをまぬがれ、

複雑な生活の裏面まで実際に接しているように見せることができま

す。

人物の関係を立体的に見せるのでなく、たんに肯定的人物と否

定的人物に分け、かれらの関係を短絡的に単純に描くなら、ドラマ
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は複雑な人間生活と社会関係をリアルに見せることができず、した

がって常識的で自明なものになってしまい、興をそそることができ

ません。

ドラマ構成を立体的なものにするには、人物の関係を劇的な関

係に深化させなければなりません。

劇作品での人物の関係は、たんなる倫理的・道徳的関係や経済

実務的な関係ではなく、複雑な社会・政治生活の過程で結ばれる社

会的・階級的関係となります。したがって、人物の関係を劇的な関

係に深化させるには、政治的・思想的および階級的な利害関係によ

って一致したり相反したりする、かれらの相互関係を深く描き出さ

なければなりません。

劇作品における人物の関係は、作品に反映される社会関係の性

格によって、同志的な団結と協力の関係にもなれば、階級的な対立

と闘争の関係にもなります。同志的な団結と協力が社会関係の基本

をなす社会主義の現実を反映する作品における人物の関係は、たと

えかれらのあいだに意見の相違や衝突があるとしても、それは利害

関係の根本的な対立からくるものではなく、共通の目的と理想を実

現していく過程で生じるものなのです。それゆえ、社会主義の現実

を反映する劇作品における人物の関係は、極端につくられたり決裂

するものとして描いてはならず、否定的なものが克服され、同志的

な団結がいっそう強まっていくものとして設定されるべきです。し

かし、敵対的な社会関係を反映する作品における肯定的人物と否定

的人物の関係は、かれらの目的と理想が根本的に相反するものであ

るため、はじめから対立と闘争の関係に、敵対的性格をおびて極端

にするどくつくられ決裂するものとして設定されるべきです。
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戯曲で人物の関係を劇的に深化させるからといって、いかなる

場合にもかれらの関係を直接的な性格の衝突として描いてはなりま

せん。かつては劇的なもの、劇性を矛盾した人間の性格の直接的な

衝突からしか生じないものとみなしていたので、作品での葛藤を肯

定的人物と否定的人物の直接的な対立と闘争としてのみ設定しよう

としました。言うまでもなく、劇的なものというのは日常生活での

ありきたりの現象ではなく、正常な生活の流れを乱す事件、社会的

に一定の関心や注目を引く衝撃的な事件といったものを念頭におい

ているのです。しかしながら、劇的なものを相反する性格の直接的

な対立と衝突の表現としてのみ理解するのは一面的であり、古い劇

作術の概念から抜けだせないことを意味します。戯曲で肯定的人物

と否定的人物の直接的な対立と闘争による葛藤のみを絶対化してい

た時期は過ぎ去りました。戯曲で劇性を生かすからといって、必ず

しも否定的人物を設定しなければならないという法はありません。

こんにちのわが国の社会主義の現実を扱う作品、とくに党と領袖の

賢明な指導とわが国の社会主義制度の優越性を描く作品においては、

葛藤がなくても、作家が現実を肯定する燃えるような情熱をいだい

て、主人公の内面世界を掘りさげて描き出すなら、劇性を十分生か

すことができます。劇性は、同じ目的と志向をもつ人びとの同志的

関係である場合も、それぞれの活動気風や考え方が異なることから

も生じ、肯定的主人公の主観的な欲望と実践との不一致からも生じ

るものです。われわれの時代の主人公は、党と領袖に忠誠をつくす

ことを 大の生きがいとして生活し、たたかいますが、知識や能力、

情熱が足りないために、与えられた任務を遂行する過程で紆余曲折

を経ることもあるのです。課された任務を誠実に遂行するために自
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分のすべてをささげて懸命に努力する、その美挙のなかにも強い劇

性がありうるし、自分の任務を果たせなくて気をもむもどかしさと

自責、煩悶のなかにも劇性はありえます。劇文学にそのような肯定

的主人公の生活を正しく反映するなら、肯定的人物と否定的人物の

直接的な対立がなくても劇性が生じ、ドラマのけん引力が生まれま

す。

領袖、党、大衆が一つに結びついて社会的・政治的生命体をな

し、肯定的なものが全社会を支配するわが国の社会主義の現実を反

映する作品においては、肯定をおし立て称賛すること自体が、すで

に否定にたいする批判となります。社会主義の現実を描く作品にお

いては葛藤を設定しない場合もありうるからといって、これを一時

期に唱えられた「無葛藤論」と同じものと考えてはなりません。

社会主義の現実をテーマにした作品で葛藤の問題を解決するに

あたっては、二つの傾向を警戒しなければなりません。一つは、戯

曲で否定の線を強く生かしてこそ対立と衝突をするどく描き出すこ

とができるからと、種子の要求と素材の特性とは関係なく、必要以

上に葛藤を強く設定しようとする傾向であり、いま一つは、否定の

線がなくても戯曲をつくることができると一面的に解釈し、否定を

あまり描こうとしなかったり、描く場合にもそれを人為的に弱めよ

うとする傾向です。前者の場合は、肯定的なものが基本をなすわが

国の社会主義の現実をゆがめることになり、後者の場合は、社会主

義社会での階級闘争の本質をゆがめることになります。作家は社会

主義社会における葛藤の特性をよく知り、それを創作実践に具現し

ていくときにのみ、時代の要請と人民の志向にかなった思想性・芸

術性の高い劇作品を創作することができるのです。
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戯曲でドラマの構成を立体的に巧みに組むには、ストーリーを

密なものにしなければなりません。

ストーリーは場面の構成と密接にかかわりあっています。スト

ーリーは場面の構成を通じて実現し、場面はストーリーにそって展

開されます。ストーリーが密でなければ、構成が密なものにはなり

ません。ストーリーを密なものにするには、それが起承転結の過程

として明白に織りなされるように、場面のドラマづくりを巧みにお

こなわなければなりません。すなわち、ストーリーにそって事件が

発生し発展してクライマックスに達し、結末にいたるまでの過程で

解決すべき各場面の課題が明確に示され、それが人物の性格と生活

の論理に合致するものとならなければなりません。

ストーリーはドラマの構成において中心的な位置におかれてい

ます。ドラマ構成の重点を生かし、ストーリーを密なものにするた

めには、ストーリーをなす人物の線と事件の線のうち、主導的な位

置にあり、種子を解き明かすうえで決定的な役割を果たす基本人物

の線と基本的事件の線を正しくとらえ、それを堅持していかなけれ

ばなりません。生活の多様さを描こうとして、むやみにその対象を

広げてはならず、あるディテールがそれ自体としては魅力があると

しても、それが作品の基本線を覆い隠したり弱めたりする場合は、

思いきって捨て去るべきです。選択を誤った一つのディテールが作

品全体を曇らせることもあります。作家はドラマづくりにおいて、

興味深く魅力がある生活だからといって、副次的な問題を掘りさげ

て中心を失うことのないようにすべきです。副次的な線はストーリ

ーにしっかりと筋金を入れ、ドラマづくりを密なものにするよう、

あくまで本筋に服従させるべきです。
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ストーリーは場が変わるたびにたえず新たに展開されて劇的な

緊張感をかもしだし、事件の進展に大きな期待をいだかせるものに

ならなければなりません。そうしてこそ、観客が劇的な興味をもっ

て、作品の世界に深く引き込まれるようになります。場面ごとに展

開される話が新しく、ドラマの流れに情緒的な屈曲をもたせて観客

の心をしめつけたりゆるめたりするものになってこそ、ドラマづく

りが成功したといえます。

戯曲でドラマの構成を立体的なものにするには、多場面構成法

を取り入れなければなりません。

かつての古典劇では時間、場所、事件の一致性を絶対化して、

一つの事件が展開される時間内では場所を変えてはならないという

ことを法則とみなしてきたので、ドラマのなかで生活が発展し、時

間が流れても、場所と舞台をたえず変えることができませんでした。

現代演劇においても三一致の法則の古い枠から抜けだせないまま、

複雑で多様な生活をいくつかの幕内に無理やり押しこめ、人物の裏

面生活と幕前生活をせりふを通じて長々と説明するので、現実を立

体的に実感をこめて反映できず、劇性を人為的に集中させ、生活を

リアルに描くことができませんでした。しかしながら、以前はこう

した舞台的制約が演劇の特性から来る避けがたいものと考えられて

いました。

『城隍堂』式演劇では従来の演劇の舞台的制約を克服し、スト

ーリーを生活の論理に合わせて織りなすことができるようにドラマ

を多場面に構成し、それを自然な流れでつなぎあわせることによっ

て、観客を情緒的に共感させています。『城隍堂』式演劇では、場

面が変わるたびに幕を閉じていた従来の古い枠をうちこわし、場が
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変わっても、つぎの場面に期待をいだかせる生活を連続的な流れで

描き出すことによって、舞台の制約をほとんど受けることなく、人

間と生活を生き生きと見せられるようにドラマを構成しています。

このようなドラマ構成法は、われわれの時代の人民の美感に全的に

かなったものです。『城隍堂』式演劇が世に出るやいなやあれほど

大きな反響をまき起こしたのも、ほかならぬ新たな劇作術の優越性

を如実に示すものです。だからといって、新しいドラマ構成法を、

やたらに場面を増やし、多場面に構成しさえすればよいものと考え

てはなりません。生活を叙事詩的画幅に描くからといって、一律に

場面を増やして雑多な事件をあれこれと広げたり、一つの人間関係

にしても劇的に掘りさげて描き出さず、多くの人物を引き入れて話

を散漫なものにしてしまうと、ドラマに緊張感がなくなり、観客に

なんの感興も与えることができません。戯曲で場面ばかり増やし、

雑多な生活を平面的に広げるのは、ドラマの構成を散文化する一つ

の偏向です。

『城隍堂』式演劇が開拓した多場面構成法の長所は、場面が多

くて舞台の変化を多様なものにするということにのみあるのではな

く、場面の構成が立体的で、場面と場面のつながりがそつなく組ま

れているため、話が途切れず、生活の流れにそって自然に進むよう

にドラマづくりができるという点にあります。多場面構成法で場面

が変わるたびに暗転したり幕を下ろしたりするならば、場面を増や

す意味がなくなるばかりか、従来の幕構成形式と差異がなくなりま

す。場面が多いほどドラマの構成を密にして、どの場面もミスを出

したり劇的感興が途切れることなく持続するようにしなければなり

ません。ドラマの持続性が堅持されてこそ、生活の流れをリアルに
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描き出し、感情の流れを中断することなく観客をドラマの世界に引

きこむことができるのです。

戯曲の各場面は相対的に完結した生活の一部分をもりこんでは

いますが、それはいかなる場合にも絶対的な独自性をもつわけでは

ありません。戯曲の場面は、互いに制約し補充する関係でドラマを

受け継ぎ、おし進めながら、内的に緊密につながった構成の一環を

なしているのです。場面と場面は人間関係によって必然的に条件づ

けられた生活の連続であり、それは立体的にかみあわさって上昇発

展する一つの劇的流れをなします。それゆえ多場面構成法では、場

面間のつながりを保つことに深い関心を払わなければなりません。

多場面構成法では、場と場のあいだの生活を描写したり、前の場面

につぎの場面の生活をつなぐ要素を植えつけ、つぎの場面でそれを

引き継ぐといった方法でドラマづくりをおこなうべきです。

多場面構成法を取り入れるからといって、生活をあまり広げて

はなりません。ドラマの構成を多場面にする場合も、できるだけ生

活を集中化、集約化して描くべきです。演劇では、いかに複雑で多

様な生活や、長い歳月にわたってさまざまな場所で進行する話であ

っても、限られた場面で 2 時間内外で描き出さなければなりませ

ん。多場面構成では話を簡潔に展開しなければならないので、生活

を高度に集約化、集中化すべきです。

生活描写の集中化、集約化とは、典型化の原則にもとづいて省

略すべきことは省略し、飛躍させるべきことは飛躍させて、種子の

要求にかなったもっとも基本的な内容だけを選んでもりこむことを

意味します。

各場面に本質的な意義をもつ内容だけをもりこんでこそ、場面
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の内容が典型的なものとなり、形象に哲学的な深みをもたせること

ができます。

場面の構成は種子にもとづいて組まなければなりません。

種子はすべての表現要素を内容に応じて統一させ、構成を組む

基礎です。場の構成は、種子の要求をぬきにし作家の主観によって

組むことはできず、ただ種子にもとづいてのみ組むことができるの

です。戯曲の各場は相対的な独自性をもちながらも構成の一単位と

なるので、種子をスムーズに生かす場面づくりであってこそ正しい

構成づくりになりえます。これは、戯曲の場面が種子の要求に合う

ように互いに密着し統一されてこそ、有機的な構成になることを示

しています。

革命演劇『城隍堂』ではすべての場面が、宗教と迷信は非科学

的であり、人間の自主性を麻痺させるということを理路整然と示す

角度から設定されています。この演劇では、人間は「神様」や「鬼

神」を信じるのではなく、自分の力を信じるべきであるという種子

を生かす方向に話が集中しています。　戯曲でドラマづくりを巧み

におこなうためにはまた、感情づくりを上手にしなければなりませ

ん。

ドラマづくりの基本は感情づくりです。感情づくりがドラマづ

くりの基本となるのは、それが劇的な人物関係と事件、ストーリー

の進展過程を一つの流れのなかに情緒的に統一させる表現機能を果

たすからです。以前は事件づくりをドラマづくりの基本とし、人間

の思想・感情を掘りさげて描くよりも、事件によってドラマを興味

本位につくる傾向が強かったものです。事件づくりは人物の関係を

つけ、かれらの行動を条件づける生活状況をつくることにすぎない



59

ので、人物の行動の線を引き、その行動過程であらわれる感情の流

れをうまくつくりだしていくためには、事件づくりと感情づくりを

密着させなければなりません。

事件づくりと感情づくりは人物の性格と生活の本質を明らかに

する表現方法であり、それは互いに矛盾し排除する関係にあるので

はなく、依存し制約する関係にあります。事件づくりにもとづかな

い感情づくりは空虚なものであり、感情づくりのなされていない事

件づくりは無味乾燥で生硬なものになってしまいます。感情づくり

のなされていない事件づくりは、人びとの感興をそそることができ

ません。人物の思想・感情は事件のなかであらわれるのですから、

感情づくりは事件づくりにもとづかなければなりません。そうであ

ってこそ、事件発展の論理にしたがって人物の思想・感情と心理を

緊張と弛緩、蓄積と爆発の流れのなかで自然につくりだし、その過

程でかれの思想・感情を鮮明にあらわすことができます。

こんにち、われわれの革命演劇が観客に愛されているのは、種

子が意味深く深奥で、見終わってから深い哲学的な思索にふけるよ

うになるためだけではありません。それは、ドラマづくりが、劇的

な緊張感と興味をいだいてたえず新たに展開される物語を観ること

ができるように立体的に組まれているのが大きな要因です。

『城隍堂』式劇作術は、演劇革命の過程で完成された朝鮮式の

劇作術です。新しい劇作術が時代の要請と人民の志向にかなったも

のであっても、作家がそれに精通していなければ創作で成果をおさ

めることはできません。朝鮮式の劇作術に精通した作家であってこ

そ、われわれの時代の人民の美感にかなった思想性・芸術性の高い

すぐれた戯曲を書くことができるのです。
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３ せりふは戯曲の基本的表現手段

戯曲はせりふの文学です。戯曲では人物の性格が作家の描写に

よってではなく、主に人物のあいだで交わされるせりふによってあ

らわれます。戯曲で作品の社会的・歴史的環境や人物の劇的関係は

もとより、事件の発展過程を具体的に示すのもせりふです。戯曲に

は人物のせりふ以外に俳優の行動を示すト書きがありますが、その

行動を誘導していくのはやはりせりふです。戯曲ではせりふを的確

に書くことがなによりも重要です。

せりふを的確に書くというのは、人物の性格の論理とドラマの

状況に合わせて、意味深く、わかりやすく書くということです。

すでに　『映画芸術論』でも強調したことですが、所与の状況

とモメントで当の人物がいえる言葉はただ一つしかないとみるべき

です。所与の状況とモメントで当の人物がそういうしかほかに表現

のしようがないただ一つの言葉を正確に探し出し、意味深く書いた

せりふであってこそ、すぐれたせりふだといえます。

状況にそぐわず、人物の性格の論理に合わず、ああにもこうに

も解釈できるせりふであっては、たとえ文学的に洗練されたもので

あっても、人物の性格を生かすことができないばかりか、かえって

作品の生活内容を曖昧にしてしまいます。

戯曲ではせりふを的確に書いてこそ劇性を生かし、劇的感興を

そそることができます。

劇性は劇的なものからわきでる強烈な情緒です。劇性はなによ

りも、人物のあいだに結ばれる劇的な関係から生まれます。ところ
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で戯曲では、人物間の劇的関係がせりふを通じてからみあうので、

劇性を生かせるかどうかは結局、せりふづくりをいかにするかにか

かっているといえます。せりふづくりを上手にしてこそ観客をドラ

マの世界に引き込み、かれらに深い感興を与えることができるので

す。観客が演劇を観ながらドラマの世界に引き込まれそうになって

中途で興ざめしてしまう場合がありますが、それはせりふづくりに

手落ちがあるからです。せりふづくりは、劇的な関係におかれてい

る各人物が自分の思想・感情と心理をあらわす言葉を、ドラマの状

況と生活の論理にかなった真実なものにしてこそ、すぐれたものだ

といえます。

戯曲のせりふづくりは劇性を生かすものとならなければならず、

具体的には感情づくりの流れにマッチしなければなりません。せり

ふづくりが感情づくりの流れにそぐわないものであれば、もっとも

らしいせりふをいくら多く入れても、観客の劇的感興をそそること

はできません。

戯曲ではせりふを的確に書いてこそ、主題と思想を掘りさげて

解き明かすことができます。

戯曲の主題と思想を作家の説明や直線的なせりふによって解き

明かそうとしてはなりません。作家の説明や直線的なせりふは、創

作家の思想的意図をぎこちなく露呈するだけです。戯曲の主題と思

想は主人公をはじめ各人物の性格描写を通じて解き明かすべきなの

で、かれらの思想・感情と心理を具象的にあらわせるように、せり

ふを的確に書かなければなりません。せりふは時代と生活、性格の

本質的な特徴を生き生きとあらわさなければなりません。せりふが

簡潔明瞭で意味深いものであれば、戯曲の主題と思想を掘りさげて
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解き明かすことができます。

戯曲でせりふを的確に書かなければならないのは、演劇の特性

ともかかわりがあります。映画が行動の芸術であるなら、演劇はせ

りふの芸術であるといえます。シナリオでは人物の行動と内面世界

を描写するト書きが基本的表現手段となりますが、戯曲ではト書き

が人物の登場と退場、時間、場所などを示す補助的な表現手段にし

かなりません。戯曲では、重要な劇的課題がせりふによって解決さ

れるのです。

演劇ではせりふを上手にこなすことが重要であり、せりふを聞

く面白みがなくてはなりません。せりふが少なく行動が多ければ、

演劇が幼稚なものになってしまいます。数年前、革命演劇『城隍堂』

をつくるとき、みこと伝道女、僧侶たちの争いを腕ずくのけんかと

して描こうとしました。それで、この場面では、動作よりせりふを

多くして、3 人に腕ずくの争いではなく口論をさせ、宗教や迷信が

つくり事であることをかれら自身があばくようにさせました。

演劇は行動の芸術だとして、俳優が大仰な身ぶりでもったいぶり、

外的な行動にかたよるのは、みな新派劇の残滓です。もちろん、ド

ラマの状況によっては人物の性格をせりふよりも無言の行動によっ

て描写するほうが効果的な場合もあります。登場人物が深い思索に

ふけったり、思いがけない状況に直面し、気をのまれて言葉も出な

いときには、無言の行動のほうが数百言のせりふよりも効果的です。

しかし、無言の行動をより意味深いものにするには、それがみな前

後の場面のせりふと内的に密接なつながりをもったものでなければ

なりません。そうではなく、行動がまったく外的な動作でのみ表現

される場合には、なんの形象的意味もあらわすことができません。



63

戯曲のせりふは名せりふとならなければなりません。意味深く

てわかりやすく、聞きごたえのあるせりふが名せりふです。たとえ

一、二言の簡単なせりふであっても、かみしめるほど意味深く、哲

学的な思索にふけらせるせりふ、生活の真理を悟らせ、教訓を与え

るせりふがすなわち名せりふなのです。

名せりふは意味深いうえに内容が明白でわかりやすいので、一

回聞いても忘れがたいものです。

革命演劇『城隍堂』で、娘の結婚式用の豚までつぶして城隍堂

の供え物をしようとする福順の母のなげかわしい姿を見て、トルセ

と万春が胸をたたきながら語るせりふや、城隍堂に火を放とうとい

う万春に、空き家に火を放つのではなく迷信を信じる人びとの頭に

火を放つべきだというトルセのせりふは、誰にもすぐ理解できるう

えに深い意味のこもった名せりふです。こういったせりふが大きな

共感を呼ぶのは、ありとあらゆる苦労を体験し、かろうじて生きの

びてきたにもかかわらず、それを宿命と考え、忘れ形見の娘にだけ

はその数奇な運命をたどらせまいと、みこの口車に乗せられて厄払

いをしようとする福順の母の苦い生活体験と深く結びついているか

らです。

革命演劇『血噴万国会議』で、日本帝国主義とアメリカ帝国主

義の策動のため万国平和会議に参加できなくなった主人公が、自分

には生きて帰れる祖国もなければ死んで埋もれる祖国もない、と国

なき民の身の上を痛嘆するせりふや、腹をかき切って自決する 後

の瞬間に、できることならあの空に、この世のすべての人に見ても

らえるように赤い血で、外国の力をあてにすれば国が滅びるという

文句を刻みつけたいものだ、と切々と叫ぶせりふには、主人公李儁
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の一生の総括と血の教訓が集約されているだけでなく、作品の種子

が哲学的に深く解き明かされています。戯曲のせりふはこのように

思想的内容が明白で、かつ哲学的な深みがあり、人物の生活体験か

らにじみ出るものでなければなりません。

戯曲のせりふを名せりふにするには、いわんとする思想の要点

を大衆向きの言葉で簡明に表現しなければなりません。実のない言

葉を並べ立てたり同じ言葉を繰り返し、場違いな成句やことわざを

使って弁才をふるおうとしてはなりません。もちろん必要な場合に

はせりふに成句やことわざを使うこともできますが、そういうとき

もその場にふさわしく使ってこそ効果をあらわすことができます。

野暮ったく弁才をふるうと、せりふが難解なものになったり低俗な

ものになって人びとに不快感を与え、作品の品位を落としてしまい

ます。百言の説明的なせりふよりも、実のある大衆的で簡明な一言

の名せりふのほうが強い作用を及ぼすものです。

戯曲のせりふを名せりふにするには、人物の性格とドラマの状

況にふさわしく書かなければなりません。

性格と状況にふさわしい生活的なせりふが名せりふなのです。

せりふが性格と状況にふさわしいものであってこそ、人物の性格的

特徴と生活の本質を明白に解き明かすことができます。

革命演劇『三人一党』で 3 人の政丞（大臣）　が地位争いをし

て口論する場面は、せりふを人物の性格とドラマの状況にふさわし

く使った好例だといえます。王が死んで外国軍の侵略が目前に迫っ

た危急存亡の
とき

秋に、3 人の政丞がすみやかに時局を収拾し、危機に

瀕した国を救う対策を立てるのではなく、王位をねらってそれぞれ

が自らを忠臣と称し、相手をおとしいれ中傷し合うせりふは、出世
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欲に目がくらんだ派閥分子の正体をあばきだしており、派閥争いは

亡国の道であるという歴史の真理を哲学的に深く解明しています。

3 つの党派に属している軍隊を統合するのが白馬国の侵入を防ぎ、

国を救う唯一の道だと主張する
パク

朴政丞のせりふ、強弱の差がはなは

だしい状況にあっては大国に援兵を請うのが賢明な策だと主張する
ムン

文政丞のせりふ、こういう危急のときには一歩退いて事態を収拾し、

力を養うべきだと言い張る
チェ

崔政丞のせりふは、いずれも人物の性格

的特徴を表現する個性的な言葉になっているので、王座に就こうと

して懐柔と権謀術数、詐欺といかさま、背信と売国のすさまじい角

逐をくりひろげる 3 人の政丞の表裏不一致の醜態を生々しくさら

け出しており、聞く面白みもあります。人びとはこの場面を舞台で

じかに観ずにせりふを読むだけでも、大柄な体躯でことあるごとに

刀を抜く武官タイプの無知で粗暴な朴政丞、二言目には王族出身だ

と上品ぶっているが腹に一物ある文政丞、狡猾で残忍きわまりない

崔政丞の性格的特徴を生き生きと思い描くことができるでしょう。

せりふは人物の思想・感情と心理状態の変化をするどくあらわ

し、かれがおかれている生活状況をもっとも的確に反映したもので

あってこそ、名せりふになるのです。名せりふをなにか妙を得た言

葉と考えてはなりません。一部の作家は、名せりふがいくつかあれ

ば作品ができあがるものと考え、しゃれた文句をつくりだすことに

神経を使っていますが、一、二か所のしゃれた文句で作品の主題と

思想が解き明かされるのではありません。名せりふは体裁をつくる

ためではなく、人物の思想・感情と生活をリアルに生かして作品の

主題と思想を哲学的に掘りさげて解き明かすために必要なのです。

作家はある一、二か所ではなく、作品全般を人物の性格とドラマの
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状況にふさわしい生活的なせりふで綴るべきです。

戯曲のせりふは作家の言葉ではなく、劇中人物の言葉とならな

ければなりません。ところが一部の劇作品をみると、作家の思想と

意図が直線的にあらわれているせりふが少なくありません。作家の

主観によって美文化されたせりふは、観客に人物自体の性格を信じ

られなくするばかりか、作品のリアリティーに疑問をいだかせてし

まいます。作家が主観的につくりだした説明的で美文化されたせり

ふは、人物の性格描写を高めることができません。

戯曲のせりふを名せりふにするには、せりふを生活的にリアル

に書かなければなりません。

戯曲のせりふは叙述的な言葉ではなく、日常生活で使われる言

葉であるべきです。人物のせりふが日常生活で使われるなじみのあ

る言葉であってこそ、観客の共感を呼び起こし、芸術的価値と説得

力をもつことができるのです。せりふを生活的にリアルに書くため

には、人民がいつも使っている生活的な言葉を選んで書かなければ

なりません。従来の演劇でのように、叙述的なせりふや舞台用のせ

りふを書くようなことがあってはなりません。生活的なせりふでは

なく、叙述的なせりふや舞台用のせりふを書けば、そのせりふをも

って演技をする俳優も自然に舞台の枠に縛られ、はては演技が形式

的なものになりかねません。従来の演劇が人びとから見限られた主

因の一つは、ほかならぬ生活とは縁遠い形式主義的な舞台用のせり

ふを書いたことにあるのです。

戯曲で生活的なせりふを書くのは、生活的なせりふが果たす重

要な表現機能ともかかわりがあります。

作品の思想的内容がいくら新しくすぐれたものであっても、せ



67

りふが生活的なものでなく、ぎこちなく個性のないものであれば、

形象化が清新なものにならず、作品の主題・思想の内容も感銘深く

解明することができません。人民がいつも生活で使っている言葉の

ように、生活的な情緒があり、豊富な生活体験と感情蓄積にもとづ

いており、その状況と契機に自然に流れ出る生活的なせりふを使っ

てこそ、作品の形象性を高めることができるのです。

生活的でリアルなせりふを書くのは、喜劇的なスタイルの作品

の場合にいっそう切実な問題となります。喜劇だからといって、せ

りふと行動を誇張しカリカチュアライズしては絶対になりません。

喜劇の笑いは人為的なものではなく、人物の性格と生活から自然に

わきでるものでなければなりません。ところが、かつては喜劇とい

えばあたまからこっけいなものでなければならないという前提のも

とに、コミックな言動で人物の性格を誇張する傾向がありました。

とくに風刺劇では、 初から笑わせようと欲を出すあまり、生活の

論理を無視し、とりとめのないコミックな言葉で話を運ぶ傾向が多

分にみられ、またそれが当然のこととみなされました。以前、映画

人たちが小品をもって舞台公演をしたときにも、風刺劇だからとい

ってあたまから大げさな演技とコミックなせりふで観客を笑わせよ

うとする傾向があらわであったので、喜劇であるほど生活をリアル

に描くべきであり、人物の性格の論理とドラマの状況にかなった生

活的なせりふを使うべきだと指摘したことがあります。ところが、

革命演劇『城隍堂』の創造にとりかかった当初にもそれと同じ欠陥

があらわれました。それで、条件付きの状況だのなんだのといって

対照や強調、誇張の手法を人為的に用いる従来の喜劇の古い枠をう

ちこわすことなしには、朝鮮式の新しい演劇を創造することができ
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ないと判断し、それをなくす闘争を強力に展開させました。革命演

劇『城隍堂』が従来の風刺劇のように人物の性格と生活を一面的に

カリカチュアライズせず、ユーモラスな笑いもあれば風刺的な笑い

もあり、喜びや悲しみもあり、人情味もある新しい形式の演劇にな

りえたのは、人物の性格と生活そのものから笑いが自然にわきでる

ように、せりふを生活的にリアルに使ったからです。

作家は、生活的なせりふをリアルに書くことが演劇の思想性・

芸術性にかかわる重要な問題であることを肝に銘じ、生活的なせり

ふを真剣に探求すべきです。

生活的なせりふを書くうえで重要なのは、当代の世相を正しく

反映することです。人民の言語生活は時代の発展とともに、たえず

変化し豊かになるものです。時代感の出る生活的なせりふを書くに

は、当代の言語生活を正しく反映しなければなりません。人間は誰

しも時代のなかで生活し、その影響を受けるので、人物のせりふに

は当代の社会的風潮が反映されざるをえません。歴史物においては

当代の言葉ではなく、現在われわれが使っている言葉をそのまま書

いてもなりません。歴史物では歴史物の味が、また現代物では現代

物の味が出るようにせりふを書くべきです。

不朽の名作、革命演劇のせりふには当代の世相と各階層人民の

生活がリアルに反映されているので、半世紀以上の長い歳月が流れ

たこんにちにいたっても、観客に当代社会の生活をそのまま生き生

きと見せることができるのです。作品ごとに文体は固有なものであ

りながらも現代的美感にかなったものでなければならず、歴史主義

的原則に反するものであってはなりません。生活環境や事件、風物

などをその時代にふさわしく上手に描いたとしても、人物のせりふ
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に一言でも時代にふさわしくないものがあれば、形象化全般のリア

リティーを失ってしまいます。

生活的なせりふを書くうえで重要なのはまた、経済と文化、思

想と道徳の各分野で使われている生活的な言葉を的確に選ぶことで

す。経済と文化、思想と道徳の各分野で使われる言葉はその時代の

言語生活の基本内容をなしているので、それにふさわしくないせり

ふが一言でもあると、観客は作品に描かれた時代と生活を信じなく

なります。たとえ生活的な言葉であっても、時代にふさわしくない

ものや低俗な表現などは絶対に書かないことです。言語生活で親近

感をいだかせるからといって、朝鮮民族に固有な礼法を無視しては

なりません。一家親族や隣人間の言語生活での親近感は、道徳的に

気高く文化的に洗練された言葉を使うときにのみ生まれるものです。

朝鮮民族に固有な礼法にもとる非文化的な表現は作品の風格を落と

すばかりでなく、人民の言語生活に悪影響を及ぼします。作家はあ

らゆる古いものを一掃し、たえず気高く美しいものを創造する実生

活に深く入り、そこから文化的で時代感の出る新しい言葉を積極的

に探し出して書くべきです。

戯曲のせりふは行動と密着したものでなければなりません。

せりふは行動と密着したものであってこそ、リアルで生活的な

ものとなり、意味深くわかりやすい名せりふとなるのです。演劇の

せりふは行動によって裏打ちされなければ、生活的でリアルなもの

になりえません。劇的なせりふは劇的な行動を生み、劇的な行動は

劇的なせりふを生むので、行動と密着していないせりふはリアルな

せりふになりえません。

革命演劇『城隍堂』のクライマックスで福順の母が、自分が不
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幸せだったのはもって生まれた運命のためではなく、このいかがわ

しいほこらを信じたためだというせりふは、自分の手で城隍堂をた

たきこわす行動と生活的に密着しているので、あれほど大きな劇的

感興と痛快さをいだかせ、観客に忘れがたい深い印象を与えるので

す。

4　スタイルは劇形象の情緒的ニュアンス

文学・芸術作品の創作においては、生活の多様な情緒的ニュア

ンスを具体的に繊細にあらわすスタイルを正しく定めることが大切

です。

文学・芸術作品のスタイルは、生活の持ち味を情緒的に鮮明に

あらわす形象の独特なニュアンスです。

生活の情緒的ニュアンスは多様であるだけに、文学・芸術作品

のスタイルもさまざまです。同じ劇的な生活を反映する戯曲であっ

ても、美しく気高い感情にあふれる正劇があり、さまざまな笑いで

一貫した喜劇があり、悲しみと悲愴な感情を呼び起こす悲劇があり

ます。正劇と喜劇、悲劇はあくまでも戯曲の基本的ジャンルであり、

そのジャンルにはそれぞれ多様な形態とそれにともなうさまざまな

スタイルがあります。生活は多様で、芸術にたいする人びとの要求

も同一でなく、作家の創作上の個性も異なるので、作品ごとにそれ

ぞれ異なったスタイルが生まれるようになるのは当然なことです。

戯曲の創作にあたってはスタイルを正しく定めなければなりません。

それでこそ、生活の本質的特徴を情緒的に鮮明にあらわし、いわん

とする内容を印象深く際立たせ、作品の形態上の特性をよりよく生
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かすことができるのです。いまでは作品のスタイルを軽視する人は

いませんが、演劇革命に着手した当初は、スタイルを正しく定め、

それを形象創造の全過程で一貫して生かすために知恵をしぼる人は

さほどいませんでした。当時は劇作品で正劇といえばストーリーを

ただ深刻なものにし、喜劇といえば 初から 後まで笑わせようと

ばかりし、作品のスタイルを生かすことについては論議さえされま

せんでした。かつて文学・芸術部門では作品を評価するさいにも、

人物の性格や構成、葛藤などの問題についてはさかんに論議しまし

たが、作品の情緒的ニュアンスを決めるスタイルについてはほとん

ど度外視しました。

作品の情緒的ニュアンスを決めるスタイルを正しく定めるのは、

戯曲の創作において生活をリアルに反映するための重要な要求です。

作品のスタイルをどのように定めるかは、表現法や技巧にかん

する問題ではなく、生活をどのように見て描くかという創作家の立

場にかんする問題です。

以前に映画人たちが風刺小品をもって舞台公演をしたときにも

指摘し、国立演劇団でも指摘したことですが、戯曲のスタイルを正

しく定めなければ、正劇でもなければ喜劇でもないどっちつかずの

ものになってしまいます。風刺劇の場合でも風刺の度合いと笑いの

ニュアンスは同じものではありません。作品全般が辛らつな風刺で

一貫しているものもあれば、風刺的なものと正劇的なものが自然な

調和をなし、独特なスタイルをもつものもあるのです。軽喜劇の場

合でも、人物の性格と生活にあらわれる否定的な面を克服していく

過程にはいろいろなニュアンスをおびた笑いがあるものです。一般

的に、作品のスタイルは一つの情緒的ニュアンスで一貫していなけ
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ればなりません。しかし、具体的な作品の特性にともなう情緒的ニ

ュアンスを正しくとらえず、正劇や喜劇に一般的にあらわれる情緒

的ニュアンスで形象を統一させる場合には、作品がそれに固有な個

性的な特色を生かせず、見ごたえのないものになりかねません。演

劇のような総合芸術でスタイルを正しく定め、それを一貫して生か

すことができなければ、俳優の演技や舞台美術、音楽などが内容と

合わなくなり、場面ごとにニュアンスが異なり、観客を混乱させる

ようになります。

作品のスタイルは種子にもとづき、人物の性格と生活の論理に

かなうように定めなければなりません。

種子によって作品のスタイルが決まります。作家が種子をとら

えたというときは、すでに作品の主題と思想はもとより、それを芸

術的に具現する表現要素とスタイルまでとらえたことを意味します。

種子をとらえたにもかかわらず、表現要素とスタイルが予想できな

いのであれば、それは種子を正しくとらえたことにはなりません。

革命演劇『城隍堂』の創造にあたって、創作家たちがスタイル

を正しく定めることができず右往左往した原因は、作品の種子にた

いする深い把握もなしに創作に取り組んだことにあります。

革命演劇『城隍堂』の根底には、「神様」や「鬼神」ではなく自

分の力を信じなければならないという生活の思想的核心が植えつけ

られています。まさにこの思想的核心から笑いや涙もあり、思索も

ある風刺演劇芸術について劇としての独特の情緒的ニュアンスが生

まれてくるのです。人間は「神様」や「鬼神」ではなく自分の力を

信じ、自己の運命を自分の力で切り開くべきであるという種子を解

き明かすには、従来の風刺劇でのように、たんに風刺の対象となる
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否定的人物だけを登場させてはいけません。宗教や迷信に反対する

肯定的人物も登場させ、かれらの性格と生活を通じて宗教や迷信が

非科学的なものであることをあばき、宗教や迷信を信じていた人た

ちがそこから脱却して自分の力を自覚する過程を見せなければなり

ません。そのために、作品には地主や区長、みこ、伝道女、僧侶な

どの否定的人物の相互関係から生まれる風刺的なスタイルとともに、

トルセをはじめ肯定的人物の相互関係から生まれる正劇的なスタイ

ルもそなわるようになるのです。

風刺劇だからといって、正劇的な要素が許されてはならず、肯

定的人物を登場させてはならないとするのは、風刺劇にたいする古

い観念です。風刺劇も生活の論理にしたがわなければなりません。

革命演劇『城隍堂』が否定的人物を主人公にした従来の風刺劇とは

異なり、肯定的人物を主人公にしたのは、種子の要求に即して生活

を描かなければならなかったからです。劇作品においてどのような

人物を主人公にするかという問題は、正劇か喜劇かというジャンル

上の特性によってではなく、作家の思想的・美学的見解と作品に反

映される生活によって決まるのです。このことは、革命演劇『三人

一党』と『慶祝大会』を見てもよくわかります。

革命演劇『三人一党』は、架空の国ではありますがソンド国の

滅亡という深刻な悲劇をかかえているにもかかわらず、この作品に

は正劇的な要素がなく、肯定的人物もいません。それは、派閥争い

と分裂は亡国の道であるという作品の種子を体現し、それを形象と

して実現する人物がほかならぬ権勢欲に目がくらんだ 3 人の政丞

であり、かれらが王位をめぐって角逐する活動舞台が宮中生活であ

るからです。このような演劇に正劇的な要素はありえず、肯定的人
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物が登場しえないことは明らかです。

革命演劇『三人一党』　のスタイルで特徴的なのは、それぞれ

が王座に就こうという妄想にとりつかれ、互いに相手をおとしいれ、

中傷しながらも、自分では大胆に行動していると思いこんでいるこ

とからくる喜劇的主人公たちの主観的欲望と現実との矛盾、本質と

現象との矛盾、意図と結果との矛盾が呼び起こす辛らつな風刺的笑

いで一貫していることです。まさにここに、同じ風刺劇でありなが

らも、スタイルにおいて革命演劇『三人一党』が『城隍堂』と異な

る固有な特徴があるのです。

革命演劇『慶祝大会』は、風刺的なものと正劇的なもの、情緒

的なものが見事に調和している革命演劇『城隍堂』とも異なり、風

刺的形象で一貫している革命演劇『三人一党』とも区別されます。

革命演劇『慶祝大会』は、敵の「慶祝大会」を抗日遊撃隊の慶祝大

会に変える話をもりこんでいるので、風刺的なものと正劇的なもの

が組み合わさっており、否定的人物だけでなく肯定的人物も登場し

ます。ところで問題は、作品に抗日遊撃隊と地下工作員をはじめ肯

定的人物を登場させたという事実そのものにのみあるのではなく、

それがいかにして喜劇的スタイルを崩さず、空威張りをする敵の醜

態を辛らつな風刺と痛快な笑いで燃やしつくしてしまったのかとい

うことにあります。革命演劇『慶祝大会』は、敵の内部矛盾を示す

風刺的な生活と、遊撃隊と地下工作員の活動を示す正劇的な生活を

一つのストーリーのなかに無理なく組み合わせることによって、風

刺劇で風刺的なものと正劇的なものを調和させる問題をりっぱに解

決しています。

革命演劇『慶祝大会』で風刺的なものと正劇的なものを見事に
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調和させることができたのは、敵の内部矛盾を示す風刺的な生活を

正劇でのように誇張することなく描いたからです。革命演劇『慶祝

大会』では、遊撃隊の誘引戦術にかかった日本軍の「討伐隊」が同

士討ちをして警察隊を全滅させたにもかかわらず、遊撃隊を「せん

減」したとして「慶祝大会」を開こうとする内容を扱っているので、

演技を誇張しなくても風刺的なスタイルをそなえるようになってい

ます。自分の失策を隠し、上部に偽りの報告をして「慶祝大会」を

開こうとする「討伐隊」の隊長と、その真相をあばいてかれを失脚

させ、その地位にありつこうとする「討伐隊」の参謀長との内輪も

めのために、ぴんぴんしている警察署長が死人になったり精神病患

者になったりします。関東軍司令部の副参謀長はこのことをよく知

っていながら知らないふりをして、「大日本帝国」の「名誉」のた

めに盛大な「慶祝大会」を開くことを命令します。観客はこの演劇

を観て、敵の内部矛盾が自然にわかり、かれらのとりとめのない妄

想と醜悪さを嘲笑するのです。

革命演劇『慶祝大会』がスタイルの面で風刺的なものと正劇的

なものの調和を実現するうえで新境地を開くことができたのは、前

部の風刺的な場面と後部の正劇的な場面を劇的に無理なく結びつけ

て、感情づくりを上手にしたためでもあります。このことは、抗日

遊撃隊の攻撃に色を失った「討伐隊」の隊長が生きながらえようと、

トゥルマギ（昔の朝鮮の男子用外衣）にポンゴジ（昔の朝鮮の毛製

の帽子）といういでたちで逃げだすところを捕らえられた哀れな姿

を見てわき起こる観客の嘲笑と糾弾の笑いが、勝利した遊撃隊の慶

祝大会場に響き渡る痛快な笑いに変わる演劇の終場を観ただけでも

よくわかります。
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作品のスタイルは、このように種子にもとづき人物の性格と生

活の論理に合わせて定めてこそ鮮明なものとなり、形象をリアルに

際立てる働きをするのです。

スタイルは作品の認識的・教育的目的に合わせて定めるべきで

す。

革命演劇『城隍堂』は元来、宗教や迷信を信じる一部の人を風

刺的に嘲笑する目的で創作された作品ではなく、宗教と迷信の非科

学性をあばき、自分の力を信じるように人民を悟らせる目的で創作

された作品です。革命演劇『城隍堂』が笑いもあれば涙もあり、思

索もある独特なスタイルの作品になったのは、宗教と迷信の非科学

性をあばき、人民に自主精神を植えつけようという教育的目的を定

めたためでもあります。かつて日本帝国主義の植民地支配下であら

ゆる屈辱と無知蒙昧な生活を強いられながらも、それを宿命と考え、

自分の力ではとうていその悲惨な運命から抜けだすことができず、

ただ「神様」や「神霊」だけが自分を救うことができると考える人

が少なくありませんでした。こういう状況のもとで人民を目覚めさ

せ、革命闘争に立ち上がらせるためには、かれらが宗教と迷信の非

科学性を認識し、そこから脱して、自分の力を信じるように覚醒さ

せることが重要でした。作品はまさにこうした教育的目的から、宗

教と迷信の非科学性をあばく風刺的な笑いだけでなく、福順の母の

ような人物の愚かな行動をとがめながらも同情を寄せるうら悲しい

笑いもあり、悩みや涙もある独特なスタイルをもつようになったの

です。

周知のように、人間生活におけるすべての出来事がことごとく

喜劇の対象になるのではありません。こっけいな話も、生活の本質
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を反映したもので、社会的批判の性格をおび、教育的目的が明確で

あってこそ喜劇の対象になるのです。喜劇はこっけいなものでなけ

ればならず、そうでなければ喜劇としての特性を失ってしまうとい

って、終始一貫笑わせようとばかりするならば、生活をゆがめるだ

けでなく、観客を無視することになります。喜劇だからといって、

全編笑いで貫かなければならないという法はありません。

はじめから終わりまで人為的に笑わせようとするなら、そのよ

うな笑いは作為的で矯飾的なものになり、作品の品位を落としてし

まいます。喜劇は笑いを通じて人びとを教育する思索的な芸術です。

作品ごとにその教育的目的が異なり、スタイルも異なるので、笑い

のニュアンスはそれぞれ異なったものになりますが、喜劇は人びと

がわれ知らずひと笑いしたあと、その笑いのなかにひそむ社会的問

題点について深く考えこませるものでなければなりません。たんな

る笑いに終わる喜劇は、本来の意味での芸術ではありません。喜劇

の笑いは、たんなる笑いのための笑いではなく、社会的意味をもつ

笑いであるべきです。

作品のスタイルは、種子の要求と作品の認識的・教育的目的を

ぬきにしては考えられません。あらかじめ作品のスタイルを定めて

おいて、それに生活内容を合わせようとするのは、服をつくってか

ら体をそれに合わせようとするのと同様に愚かなことです。

スタイルは作品の構成上の特性にもかなうように定めなければ

なりません。生活ではさまざまな情緒が互いに作用し浸透しながら

一貫した流れをなしているので、作品のスタイルは構成上の特性に

ふさわしく定めてこそ、形象の情緒的特徴をさらに生き生きと際立

たせることができます。
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革命演劇『城隍堂』にしても、そこにはトルセをはじめ多くの

肯定的人物が登場しますが、かれらの生活には苦しみと涙だけでは

なく、喜びと希望もあります。風刺劇だからといってこのような生

活を無視し、風刺的な笑い一つで通そうとするなら、生活をゆがめ

ることになります。革命演劇『城隍堂』を創造するにあたっては、

風刺劇であるという前提のもとに肯定的人物をも風刺的に形象化し

ていた偏向を克服し、生活の持ち味にふさわしく風刺的な笑いを基

本としながらも、それに正劇的な要素をうまく組み合わせて形象化

したので、この作品が独特なスタイルをもつ作品として完成された

のです。

革命演劇『娘からの手紙』でも、情緒的ニュアンスの異なる生

活を有機的に調和させています。この演劇は、知識は光明であり無

知は暗黒であるという生活の真理を、ユーモラスな笑いのなかで掘

りさげて解き明かしています。この作品は、学ぶのをいやがり、知

ったかぶりをしていては世間の笑いものになるということと、人間

は知識を得てこそ自主的人間としての尊厳をもつことができるとい

う生活の真理を解き明かした点で大きな意義があります。この作品

には複雑な事件がありません。読み書きを学ぶのをいやがる主人公

が世間の笑いものになる事件を中心にすえ、生活デテールを集中さ

せることによって、構成を簡潔に組みながらもいわんとする思想を

明白に示しています。主人公の
ホ

許
タル

達
ス

寿は、農は天下の大本であり、

労働が人間をつくるのだといって、かたときも仕事の手を休めない

勤勉で誠実な農夫です。しかしかれは、読み書きは昔から科挙（官

吏登用試験）に合格して官職に就こうとする
リャン

両
バン

班が習うべきもの

であって、一生手ぐわをとって働かなければならない農夫にはなん
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の利益ももたらさず、かえって禍をまねくものだと考えていました。

かれはこの世の道理をわきまえていないのに、まるで自分がいちば

ん物知りであるかのようにふるまいます。この作品は、肯定的な面

と否定的な面がからみあっている主人公の矛盾した性格のうち、喜

劇的なものがどのように克服されるかを、娘から送られてきた手紙

をめぐってくりひろげられる笑うに笑えぬ悲喜劇を通じて生き生き

と解き明かしています。

革命演劇『娘からの手紙』は、学ぶのをいやがり、知ったかぶ

りをして世間の笑いものになる喜劇的性格を生活的に掘りさげて描

出する一方、人びとに階級意識を植えつけ、革命の原理を悟らせる

夜学の先生の形象も、ユーモラスなニュアンスと正劇的なニュアン

スの調和した生活のなかで自然に描出しています。

この作品では、喜劇的な生活の線とともに、主人公の肯定的な

側面を際立たせる生活の線と、夜学の先生をはじめ肯定的人物の生

活からにじみでる正劇的な情緒が形象全般に強くただよっています。

総体的には、物語を正劇的に運びながらも、そこから自然に笑いが

わき起こるように、正劇的な生活と喜劇的な生活を有機的に調和さ

せてドラマづくりをしたところに、笑いも情緒もあり思索もある、

この作品の独特なニュアンスがあるのです。

革命演劇『娘からの手紙』のような軽喜劇は、こんにち演劇芸

術と映画芸術の分野で少なからず創造されています。1960 年代の

初めに演劇『山びこ』が上演されて以来、さまざまなスタイルの軽

喜劇がたくさん創作されました。そのなかには正劇的なものと結合

したものもあれば、かいぎゃく的なものと結合したものもあり、叙

情的なものと結合したものもあります。
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戯曲作品のスタイルは、芸術ジャンルの特性に応じた要求を正

しく生かしながら、時代の要請と人民の好みにも合うように定める

べきです。

生活を反映するうえで戯曲は演劇的特性をそなえなければなら

ないので、スタイルはそれにかなった独特な情緒的ニュアンスをも

ってこそ、その特性を正しく生かすことができます。作品の情緒的

ニュアンスを独特に生かそうとして、戯曲の特性に合わないスタイ

ルを定めるようなことがあってはなりません。スタイルは戯曲の特

性を生かす働きをしてこそ、作品の情緒的ニュアンスを強めるうえ

でなくてはならない要素となるのです。

戯曲のスタイルは、時代とともに変化し発展する人民の美感に

かなったものでなければなりません。スタイルは決して不変のもの

ではありません。社会主義の実生活を反映する正劇では、勤労者相

互間の問題を扱う作品で劇的葛藤を設定する場合、それを朝鮮人民

の美感に合わせて、外的に激烈に描かず、内的に深刻に描いていま

す。史実を反映する正劇でも、時代の要請と朝鮮人民の美感に合わ

せて新しいスタイルを開拓しています。同じ正劇であっても、その

スタイルは多様なものです。正劇には、抗日革命闘争の時期に創作、

公演された不朽の名作、革命演劇『血の海』『ある自衛団員の運命』

『父は勝った』『遺言を守って』のように人びとを革命闘争に立ち

上がらせるものもあれば、演劇『赤い扇動員』のように人間の思想

改造の過程を劇的に掘りさげて描いた深刻なものもあり、人の心の

なかに生まれるドラマをえぐりだす心理的なものもあれば、明朗な

情緒がみなぎる叙情的なものもあります。

悲劇の場合もスタイルは多様です。一般的に悲劇の重要な形象
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的特徴は、主人公が闘争で倒れたり、かれの理想や志向が挫折する

ことからくる悲しみと悲憤慷慨の情緒にあります。搾取社会におけ

る写実主義的悲劇の主人公は、進歩的な理想と志向をもってはいな

がらも、世界観の制約と社会的・歴史的条件の不可避性のため、そ

れを実現することができずに犠牲になる人間です。こういった主人

公は、歴史的必然性とその実現を不可能にする社会的・歴史的条件

との矛盾を反映して、自分の犠牲と死によって進歩的な理想と志向

の正当さを実証します。このような主人公の死と、社会制度の矛盾

や人物の性格の自己矛盾によってもたらされる悲劇的体験は、人び

とに大きな悲しみと同情を呼び起こし、かれらを正義のたたかいへ

と鼓舞する働きをします。伝統的な悲劇とは異なり、社会主義社会

における革命的悲劇の主人公は、党と革命、祖国と人民に奉仕しよ

うという気高い志向と遠大な抱負をもち、それを実現するために献

身的にたたかう過程で、敵の策動や天災のためにその志を実現でき

ないまま犠牲になったり、自己犠牲によってその志を実現する人間

です。こうした主人公の死は、革命偉業にたいする限りない忠実性

と犠牲的精神、社会的・政治的集団と同志にたいする革命的信義と

同志愛の生きた模範を示しているがゆえに、人びとに大きな感動と

同情を呼び起こし、大衆を英雄的偉勲へと鼓舞する大きな作用をし

ます。革命的悲劇における主人公の英雄的な犠牲は、永遠に生きて

輝く人間の真の生にたいする主体的な理解にもとづいてなされる革

命的で楽天的なものとなります。革命的悲劇の主人公はいかなる状

況下で犠牲になろうと、肉体的生命には限りがあるが政治的生命は

永遠なものであるように、祖国と人民とともに永遠に生きつづける

のです。まさにここに、革命的悲劇における主人公の英雄的な死と、
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伝統的な悲劇における主人公の悲劇的な運命とのスタイル面での違

いがあるのです。

不朽の名作、革命演劇『血噴万国会議』『安重根、伊藤博文を射

つ』は伝統的な悲劇に属してはいますが、従来の歴史物の悲劇とは

異なり、過去の史実から教訓を汲みとり、歴史的人物の地位とその

時代的制約を明らかにする過程を通じて有意義な社会的問題を提示

することによって、史劇の創造において新境地を開きました。これ

らの作品では、李儁や安重根が歴史に名を残した人物だからといっ

て、かれらを決してこんにちの革命闘士や民族的英雄のように描い

てはいません。

革命演劇『血噴万国会議』では、「ハーグ密使事件」をクライマ

ックスとする主人公李儁の国権回復をめざす活動の過程を史実にも

とづき、当代の世相と各階層の人物の生活をリアルに描き出して、

外国の力をあてにしては国が滅びるという思想を掘りさげて解き明

かしています。この思想は主人公李儁の一生の総括であり、血の教

訓であり、歴史の真理です。外国の力をあてにして頼ろうとすれば

愛国心さえも無残にもてあそばれ、踏みにじられるようになり、民

族自主意識がなければ国が滅びるという生活の真理を、主人公李儁

の運命の線を通じて劇的に解き明かしています。このように革命演

劇『血噴万国会議』は、主人公李儁をそれまでの悲劇作品によく見

られた人物、すなわち自分の進歩的な理想と志向を座礁させられた

歴史のたんなる犠牲者としてではなく、自決する 後の瞬間に、外

国の力をあてにすれば国が滅びるという歴史の教訓を切々と訴える

人物として描いています。この作品が歴史物悲劇の創作において新

しいスタイルを開きえた秘訣は、まさにここにあるのです。
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文学・芸術作品を人びとに愛されるものにするには、それぞれ

の形態に応じたスタイルを多様にうまく生かさなければなりません。

同じジャンル、同じ形態の作品であっても、スタイルが明確であれ

ば特色のある作品になりえるのです。
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Ⅲ　演劇の舞台形象

1　演出は創造と指導の芸術

演出は創造の芸術であり、指導の芸術です。演出における指導

は芸術創造のためのものです。演出家の実践活動において、創造と

指導は不可分の関係にあります。演出家はつねに創造しながら指導

し、指導しながら創造します。演出家が創造と指導をどのようにす

るかによって演劇の質的水準が決まるといえます。

演出家は創造者としての任務を正しく果たさなければなりませ

ん。

演出家は真の創造者として、つねに図式と教条を排撃し、新し

く独創的な芸術の世界を切り開いていくべきです。演劇の創作にあ

たって図式と教条におちいれば、創意を発揮することができません。

創造的思索に乏しい演出家は、いくらりっぱな戯曲が与えられても、

すぐれた演劇をつくりだすことはできません。

演出家はあらゆるものに創造的にのぞむ立場に立ってこそ、戯

曲を舞台に移す複雑な仕事を成功裏に進め、思想性・芸術性の高い

演劇をつくることができます。

演出家は創作上の定見をもって戯曲に対し、形象化すべきです。

演出家は戯曲にたいする自分の確固たる創作上の定見をもち、それ

を自分の方式で形象化すべきです。

演出家にとって 初から気に入る完全無欠な戯曲はまれでしょ
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う。戯曲には演出家の思想的・美学的見解と創作的個性にマッチし

たものもあれば、そうでないものもあるはずです。演出家は戯曲を

尊重すべきですが、だからといってそれをそのまま舞台に移しては

なりません。演出家は独自の創作家です。演出家は独自性を発揮し

て、戯曲を自分の方式で舞台に描出すべきです。演出家は作家の未

熟な点はさらに熟成させ、見落とした点は見つけだして、形象をよ

り完璧なものにする立場に立つべきです。

言うまでもなく、演出家は創造性を発揮するうえで作家のよう

に自由でありうるはずはありません。作家は現実から種子と性格、

事件を思いどおりに選択することができますが、演出家はもっぱら

戯曲に設定された種子と性格、事件のみを扱うことになります。演

出家の創造的思索はつねに戯曲からはじまり、戯曲を生かすことに

向けられるべきです。演劇の演出構想は、戯曲の種子にもとづかな

ければなりません。種子は演出家にとって、演出作業の方向を示す

基礎となります。演出家は戯曲にもりこまれた種子を深く分析した

うえで、それに熱烈に共感し、その解明にすべての表現手段を集中

させる方向で演出構想を深めていかなければなりません。創造の過

程で演出家の生活体験と芸術的ファンタジーを呼び起こすのも戯曲

です。創造活動においては作家が現実にしっかりと依拠しなければ

ならないように、演出家は戯曲にしっかり依拠しなければなりませ

ん。だからといって、演出家は戯曲をそのまま舞台に移してはなら

ず、舞台の特性に即して創造し直さなければなりません。

戯曲と演劇は不可分の関係にありますが、互いに区別される特

性をもっています。文学の表現手段である言語は、現実にあるすべ

ての事物現象をありありと描き出すことはできても、それを演劇の
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ようにじかに見せることはできません。文学の形象は言語に固定さ

れているので、人びとは作品を読みながら生活の様子を思い浮かべ

ることはできても、じかに見たり聞いたりすることはできません。

舞台の特性をいくら十分に具現した戯曲であっても、こうした制約

はまぬがれません。

演出家は演出の構想段階から、舞台を通じて戯曲を見るべきで

す。戯曲は舞台においてのみその姿を完全にあらわし、生き生きと

したものになります。舞台は、戯曲が生き生きとした画幅として展

開される場です。演出家は自分の創造的な目をもって戯曲を見てこ

そ、それを舞台に移せるかどうかを正確に見きわめ、形象化の方向

を正しく定めることができます。

演出家はせりふを通じても人物の性格と生活を描いてみるべき

です。演出家は一つひとつのせりふを深く分析して人物の性格を理

解し、その基調をなす生活を見つけだして舞台に生きた人間像、生

き生きとした生活をくりひろげて見せるべきです。演出家は、場と

場のあいだで省略された生活や、舞台でじかに見せられない裏の生

活もすべて見すかすことができなければなりません。そうあってこ

そ、演出家はすべての生活を全一的な画幅として描きながら、舞台

の上に調和のとれた生活の場面をくりひろげることができます。

演出家は、戯曲に描かれた形象が文学的には非の打ちどころが

ないものであっても、舞台にふさわしくない場合は惜しくても思い

きって加筆するなり削除するなりすべきです。演劇では、舞台とい

う条件でせりふを通じて見せられるものだけを扱うべきです。そう

しなければ、いくら舞台を革新し改造するとしても、舞台という条

件から脱することができません。
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演出家は、演劇が 終的に完成し、その運命が決まる創作の

後の工程で、いつにもまして創造精神を高く発揮しなければなりま

せん。

演出家は、戯曲の種子を生かすことにすべての要素を集中させ

ることにはじまり、一つの芸術的技巧を用いることにいたるまで、

具体的な形象化作業に力を入れなければなりません。形象化の段階

で、演出家は自分の芸術的意図がじかに露呈しないようにすべきで

す。いくら特色のある技巧であっても、小手先の芸であることが感

じられるようでは形象をそこなうことになります。種子を生かすた

めにあらゆる表現要素を綿密にかみあわせながらも、それが感じら

れないようにし、個々の形象に高い芸術的技巧を裏打ちしながらも、

それが露呈しないようにするのが才幹であり真の創造なのです。

演出家が戯曲の文学形象を舞台の特性にふさわしく創造し直す

からといって、それをたんなる素材とみなし、種子や主題、主人公

の性格や基本的事件などを勝手に手直ししてはなりません。戯曲に

しっかり依拠しながらも、それをそのまま舞台に移すのではなく、

独創的に形象化するところに、演出の創造的性格があるのです。

演出家は、発展する現実の要請と具体的実情に即して、たえず

新しいものを探求しなければなりません。

演劇革命を遂行する過程で演出分野に大きな成果がもたらされ

ましたが、それに満足することはできません。演劇部門での創造活

動が深化し、多くの実践的問題が提起され、人民の文化的・情操的

要求が日ましに高まっている現状は、新しい表現方法を積極的に探

求することを切実に求めています。

新しいものを探求し創造する過程は、つねに古いものを克服す
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る深刻な闘争をともないます。古いものはひとりでになくなるもの

ではなく、一、二回の闘争を展開するからといって完全に克服され

るものでもありません。古いものはきわめて保守的で執ようなもの

です。それゆえ新しい形象を創造するには、古いものを一掃する不

断の闘争を展開しなければなりません。創造の過程はすなわち闘争

の過程です。闘争のない創造はありえません。舞台の上に展開され

るすべての新しい形象は創造的闘争の結実だといえます。古いもの

を克服し新しいものを探求する過程は、とりもなおさず図式と模倣、

教条に反対する闘争の過程です。創作活動はつねに多様で具体的な

ものを対象として進められるのですから、演出家は図式と模倣、教

条を一掃し、新しい形象を創造しなければなりません。創作活動そ

のものが、古い枠を踏襲する図式と、他人のものを機械的に真似る

教条に反対するのです。

演出家の創造的活動は現実にしっかり依拠しなければなりませ

ん。創作の原点は実生活です。実生活は創作の源泉であり対象です。

演出家は現実にしっかりと足をすえ、すべてのものを生活の要求に

てらして創造的に考察する立場に立ってこそ、生きた人間と生活を

正しく把握し、それにかなった新しい表現方法を探し出すことがで

きます。

新しい人間、新しい生活はつねに新しい表現方法を求めます。

新しい内容がそれに見合った新しい形式を求めるのは一つの法則で

す。演出家は新しい現実を古い器に盛るのでなく、新しい器に盛る

ことができるように思いきって改造し革新すべきです。演出家は表

現法を一つ用いるにしても、それがどの時代のどんな生活的要求を

反映したものであり、これまでどのように利用されてきたのかとい
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ったことを検討すべきであり、それをこんにちの現実に即して創造

的に利用する方途を模索すべきです。時代と社会制度が変わるにつ

れて人びとの社会的関係も変わるのですから、それにふさわしい新

しい表現方法を探求せずに、昔から使われてきた古い方法をそのま

ま繰り返す演出家は、創作家とは言いがたいでしょう。演出家はつ

ねに新しい人間、新しい生活が求める新しい表現方法を探求し、そ

れにもとづいて新しい形象を創造するがゆえに創作家と言われるの

です。世に名を残した創作家は、みな新しい形象の世界を探求し創

造した開拓者です。

演出家は創造活動で演劇のジャンル上の特性を十分に生かさな

ければなりません。歌劇には歌劇の味があり、演劇には演劇の味が

なければなりません。演劇と歌劇はいずれも舞台総合芸術ではあり

ますが、相異なる特性をもっています。歌劇が歌の芸術であるなら、

演劇はせりふの芸術だといえます。歌劇が歌劇としての持ち味を出

すには歌がすぐれたものでなければならないように、演劇が演劇と

しての持ち味を出すにはせりふが聞きごたえのあるものでなければ

なりません。

演出家は創作過程で、表現手段と表現法をあくまでも演劇のジ

ャンル上の特性に即して用いるべきです。

演劇は舞台を前提とし、俳優と観客の生きた交わりを実現する

芸術です。演劇は舞台とともに生まれ、舞台とともに発展してきま

した。舞台をぬきにした演劇というものはありえません。演劇は舞

台の上でのみ日の目を見るものなのですから、演劇のすべての表現

手段を舞台の条件に即して用いてこそ効果があらわれます。演劇の

舞台は、あくまでも劇的生活を通じて人物と観客の交わりを実現す
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るための舞台です。

演劇は舞台を通じてのみ劇的生活を描き出し、人物と観客の交

わりを実現することができます。

人物と観客の交わりはせりふづかいを通じて実現します。とこ

ろで、演劇のせりふづかいを生かすカギは、人物の性格を直接創造

する俳優が握っています。せりふは作家がつくりだしますが、それ

を駆使するのは俳優です。演出家は俳優に、人物の性格と状況にふ

さわしくせりふをリアルに駆使するように要求すべきです。

演出家は、俳優が人物のせりふを自分の心から響き出る言葉と

して使いこなすようにリードすべきです。

そうするには、演出家が俳優に人物の性格と生活を深く把握し

て体験するようにしむけ、つねに人物の思想・感情をもって呼吸し

生活するようにしむけなければなりません。人物の思想・感情と生

活がすっかり身についた俳優であってこそ、人物のせりふをリアル

に駆使することができるのです。

演劇の長所は、人物と観客との直接的な感情の交わりを実現す

ることです。人物と観客との直接的な感情の交わりは、演劇の情操

的浸透力と感化力を高めるカギです。観客が人物の生活世界に深く

浸り、かれらとともに呼吸し、喜びと悲しみを分かちあうときにの

み、演劇は生命力をもつことになります。

人物と観客の生きた交わりを実現する基本的方途は、演出家が

感情づくりを巧みにし、俳優に演技を上手にさせることにあります。

演出家は、俳優がせりふをうまく生かして、人物のさまざまな思想・

感情を具体的に、生き生きと駆使するようにしなければなりません。

演出家は芸術創造活動の指導に力をそそがなければなりません。
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演劇のような総合芸術において、創作の成否は集団の力と知恵

をいかに引き出すかにかかっています。

演出家が、俳優、美術家、作曲家をはじめ創造活動に携わる基

本メンバーを正しくリードしてこそ、いかなる困難な問題もりっぱ

に解決して創造活動を力強くおし進め、舞台に調和のとれた画幅を

展開することができます。

人を教え導くべき位置にある演出家は、責任感が強く、博識で、

洗練された指導芸術を身につけていなければなりません。演出家の

責任感は集団にたいする責任感であり、作品の運命にたいする責任

感です。演出家は、党から与えられた任務を必ず 高の水準で完遂

してみせるという強い思想的決意をもってこそ、自分の責任をまっ

とうすることができます。演出家は各分野の芸術に精通し、多方面

にわたる才能があり、ほかの芸術家の創造活動を一つの目的の実現

へと統一的に導く洗練された指揮能力をもっていなければなりませ

ん。

演出家は芸術的指導において集団の創造精神、創造能力をたえ

ず高く発揮させなければなりません。

演出家は、創造集団のすべてのメンバーが各自の力と才能をさ

さげて新しい形象を創造するという強い志向をもつようにし、かれ

らの創作上の個性と構想、創造的発起を尊重して積極的に支持し、

創造的ファンタジーをたえず呼び起こすべきです。演出家は俳優と

美術家、作曲家の創作上の構想と発起を尊重し、作品の創作方向に

そってそれを正しくまとめてこそ、創作メンバーを新しい形象の創

造へと奮い立たせることができます。

演出家は正しい創作方向を定めるだけでなく、それを創作メン
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バー自身のものとなるようにしなければなりません。演出家の創作

上の構想は、創作メンバーによってはじめて舞台の上に実現されま

す。創作メンバーは創作方向が正しいものであることを確信し、そ

れを自分のものとして受け入れるときにのみ、その実現のために情

熱と創意を余すところなく発揮するようになります。創作メンバー

に把握されていない演出構想は、実際の創作過程に具現されません。

演出家は芸術的指導において即興と当て推量、経験主義を排し、

科学性を保障すべきです。現実は、科学的な理論にもとづく科学的

な方法、科学的な実践を求めています。兵士が射撃のこつを十分に

のみこんでこそ百発百中の名射手になれるように、演出家は芸術の

法則を深く体得してこそ創作でつねに成果をおさめることができま

す。演出家は芸術の発展と創作に作用する法則を深く研究し体得し

なければなりません。演出家は、生活を美学的に把握する一般的な

原理と方法からはじまって、文学形象を分析する原理とそれを舞台

の特性に即して構成し直す方法を知るべきであり、さまざまな表現

手段と表現法を駆使するこつを体得しなければなりません。そうし

てこそ、演出家は発展する現実の要請に即応して演劇を高い水準で

つくりあげる有能な芸術家としての資質をそなえ、創作団の司令官

としての役割を果たすことができるのです。

2　演技は性格創造の芸術

演劇は生きた人間像を創造する芸術です。

演劇で生きた人間の性格を創造する直接の担当者は俳優です。

作家は俳優に人間像を文章で示し、演出家は俳優の創造活動をリー
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ドします。誰も俳優に代わって舞台で生きた人間像を直接創造する

ことはできません。戯曲に描かれた人間像は、俳優によって舞台で

はっきりと生かされるのです。俳優は戯曲に描かれた人物に生きた

魂を与え、実際に生かして行動させます。演劇で人間像を生かすか

いなかは俳優にかかっています。

俳優の基本的任務は真の人間像を創造することです。

人間をリアルに描くことはリアリズム文学・芸術の根本的要求

です。言うまでもなく、リアリズムは自然と社会もリアルに描くこ

とを求めます。人間とともに自然と社会をリアルに描いてこそ、形

象全般がリアルなものになります。人間をリアルに描くためにも、

自然と社会をリアルに描かなければなりません。

自然が人間の労働の対象であり社会生活の物質的源泉であるな

ら、社会は人間が生き、働き、たたかう生活の場です。自然と社会

は人間の生存と性格形成に大きな影響を及ぼします。これは、自然

と社会をリアルに描いてこそ人間もリアルに描くことができること

を示しています。しかし、自然と社会をリアルに描くのは、人間を

リアルに描くための前提にすぎません。人間はあらゆるものの主人

であるのですから、文学・芸術においては当然、自然と社会を描く

ことが人間をリアルに描くことに従属しなければなりません。

人間をリアルに描いてこそ、かれによって引き起こされる事件

と状況、葛藤とストーリーもリアルなものになります。真の人間像

のみが人びとに生活の真理を教え、かれらの胸を打つことができま

す。人間をリアルに描写するのはリアリズム文学・芸術の生命であ

り、まさにここにリアリズム文学・芸術の力があるのです。

俳優は人物の性格の核心を正しくとらえ、それを具体的かつ非
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反復的な個性として十分に生かさなければなりません。

性格の核心を正しくとらえるのは、人物をリアルに描く先決条

件の一つです。

人物の性格にはさまざまな特性がありますが、それには核心が

あるものです。人物のさまざまな性格的特性で主なものは思想と感

情、意志であり、そのうちでももっとも本質的な意義をもつのは思

想です。思想は人間のあらゆる思考と行動の基礎であり、それを規

制します。思想によって思考と行動が調整、統制され、その質と方

向が決まるのです。人格も思想によって決まります。思想は性格の

核心であり基本的表徴です。

俳優は人物の性格の核心を見いだし、つねにそれにてらして語

り行動してこそ、全一的な生きた人間を描き出すことができます。

俳優が人物の性格の核心を見逃したり、正しく把握できないまま演

技をすると、人物像が場面ごとに異なったものになり、かれがどん

な人であるのかわからなくなってしまいます。

したがって、俳優は一貫して性格の核心をとらえ、それを際立

たせることにすべてを集中させなければなりません。

人物の性格の核心を正しくとらえるには、かれの要求と利害関

係をよく知らなければなりません。思想は人間の要求と利害関係を

反映します。人間の要求と利害関係はさまざまな社会的関係を結び、

生活する過程で生じます。その要求と利害関係は、人間が自分の社

会的地位を改善し、生活環境を変えようとする志向を反映したもの

です。人間はあらゆるものを自分の要求と利害関係にもとづいて考

察し、評価します。

人間の要求と利害関係のうちでもっとも本質的な側面を反映す
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る思想が、その性格の核心をなします。戯曲に登場する人物の場合

も同じです。

俳優は戯曲を全面的に分析したうえで、人物の性格が集中的に

あらわれる活動と生活にたいする態度と思考方式、活動方式、他の

人物との社会的関係などを深く追求して、人物の性格の核心を正し

くとらえなければなりません。

俳優は人物の性格を真しに探求する過程を経て、かれの思想を

受け入れ自分のものとし、それに合わせて思考し行動しなければな

りません。

俳優は、人物の具体的かつ非反復的な個性を通じてかれの性格

の核心を描き出すべきです。

人は誰しも自分の顔をもっているように、自分の性格をもって

います。一般的に性格とは、個々の人に固有な思想的・精神的特徴

とその個性的表現のことです。その性格的特徴がそれぞれの人をほ

かならぬその人たらしめる、もっと基本的かつ強固な質的規定性と

なるのです。活動過程での難関を切り抜ける人の性格を引き比べて

みると、ある人は覇気と情熱にあふれて歌をうたい、扇動もしなが

らたくましく楽天的に行動しますが、ある人は他人の目を気にせず、

ただ黙々と辛抱強く行動します。難関を乗り越えるという意味では

同じですが、その活動方式は異なります。活動方式の違いは性格上

の違いを示すものです。生活においてと同様に、舞台においても人

物は他人とは違ったマスク、はっきりした個性をもつ生きた人間と

して描き出さなければなりません。

俳優が舞台に登場する人物の性格を具体的かつ非反復的なもの

として描き出すには、かれに固有な個性的特徴を正しくとらえ、そ
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れを自分のものとしなければならず、人物の内面世界をことこまか

に体験し、それに合うように演技をしなければなりません。俳優は

演技の過程で、人物が考え、話し、行動するように考え、話し、行

動して、かれの個性的な特徴を具体的に生かさなければなりません。

演技で人物の個性的な側面を生かすことが大切だからといって、

それにのみ偏してはなりません。人物の性格で個性的な側面だけを

一面的に強調するなら、かれは時代と社会的関係とは無縁な純然た

る個人的な存在になりかねません。

性格は各人に固有なものですが、もって生まれたものではあり

ません。性格は人間の社会的実践活動とその過程で結ばれる社会的

関係を通じて形成され、社会的・歴史的条件によって制約されるの

で、個性的な特徴をおびながらも時代と社会制度、階級と民族の共

通的な特徴をもつようになります。各人の性格には固有な個性的な

特徴だけがあるのではなく、各人が暮らしている時代と社会制度の

特徴も反映されており、各人が属している階級と民族の一般的な特

徴も体現されています。

そのため、人物の性格の典型化の要求が提起されるのです。人

物の性格の一般的な特徴は、個性的な特徴を通じてあらわれるべき

です。人物が生活の過程で、かれが暮らしている時代と社会、かれ

が属している階級と民族の本質的な特徴がはっきりあらわれれば、

その人物は典型化されたといえます。

人物は典型化されてこそリアルで生き生きとしたものになり、

時代と階級の代表者になれるのです。だからといって、人物の性格

で個性的な特徴を無視し、一般的な特徴だけを強調するなら、その

形象は概念化され抽象化されて、真実味を失うことになります。
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俳優は人物の性格をたえず発展する過程として描き出さなけれ

ばなりません。人間の性格は固定不変のものではなく、たえず変化

し発展します。人間の性格は時代と社会制度が変わり、生活が変わ

るにつれて変化し発展するものです。

平凡な人が革命家に成長する過程をみても、はじめは搾取社会

と搾取階級の本質を認識し、それにもとづいてしだいに搾取社会と

搾取階級を憎む思想をもち、その階級的憎悪の念がつのって革命に

参加しなければならないという思想的決意をいだくことになります。

こうした過程を経て、かれはついに階級の敵との闘争に参加し、そ

の過程で革命の戦略と戦術を学び、豊富な経験を積み、革命家の気

高い精神的・道徳的品格を身につけるようになるのです。

革命演劇『城隍堂』における朴氏とその娘の福順、そして万春

の成長過程は、生活とともにかれらの性格がどのように発展するか

をよく示しています。

俳優は、ドラマの展開にともない、人物がどのような生活の過

程を経てどのように成長し、その過程でかれの精神的・道徳的品格

にはいかなる変化がもたらされるかといったことを掘りさげて分析

し、それに合わせて演技しなければなりません。人物の性格はなみ

なみならぬ生活の過程で形成され、変化し発展するので、俳優はか

れの成長過程を具体的に特色づけて描出しなければなりません。と

くに、人物の精神的・道徳的品格に起きた新しい変化を鮮明にあら

わしてこそ、性格の発展を印象深く示すことができます。

俳優は人物の精神的な成長に応じて、歳月の流れにともなって

かれの外貌に生じる変化も見せなければなりません。そうしてこそ、

俳優は外見と内容との調和がとれたリアルで生き生きとした人物像
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を創造することができるのです。

人物をリアルに形象化するには、生活の要求も正しく解決しな

ければなりません。

舞台芸術のうちで、演劇はもっとも生活的な芸術だといえます。

舞台では実際に現実で見るような生活の画幅が展開されます。です

から、俳優は舞台で「演技」をするのではなく、現実でのようにリ

アルに行動しなければなりません。俳優は舞台を現実とみなしてこ

そ、人物をリアルに形象化することができるのです。

生活の要求を実現するうえで大切なのは、性格と状況、環境の統

一を維持することです。人間は自然と社会から遊離して生活するこ

とはできません。自然環境や社会的条件は、人間の生活と活動に影

響を及ぼすものです。舞台に登場する人物もつねに環境の影響を受

けるようになります。人物と環境は切り離しがたい統一のなかにあ

ります。性格と状況、環境の統一を維持してのみ、人物を生活の要

求に即してリアルに描き出すことができるのです。要は、人物の性

格と状況、環境の統一をどのような原則によって、どのように維持

するかということです。舞台に展開される状況と環境は、あくまで

も人物の性格を生かすのに従属してこそ意味をもつようになります。

俳優は環境に適応しながらも、それを人物の性格を生かすのに

目的意識的に利用しなければなりません。

俳優は環境を、人物の内面世界を掘りさげて見せ、かれの心理

的動きを繊細にあらわすのに能動的に活用すべきです。俳優は所与

の状況のもとで、その人物にのみ可能な一つのせりふ、一つの行動、

一つの表情を見いださなければなりません。性格と状況、環境にふ

さわしいせりふと行動、表情はただ一つしかありません。
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人物をリアルに形象化するうえでのすべての要求をスムーズに

解決するためには、俳優が演劇の特性に即して演技を巧みにしなけ

ればなりません。映画とは違って、演劇では俳優が舞台に出て演技

をすれば、即座に結果があらわれます。観客は俳優の演技とその結

果をその場で同時に見ることになるので、演劇では映画でのように

マジックを使うことかできません。演劇俳優は公演の全過程におい

て、実際に自分が受け持った人物になりきらなければなりません。

ですから、演劇俳優はすぐれた演技術を身につけなければならない

のです。

映画俳優はほとんどの場合、現実的な生活条件のもとで演技を

しますが、演劇俳優は装置のある制限された舞台で演技をすること

になります。俳優が人物を見事に演じる才能をもっていても、舞台

の条件にかなった演技ができなければ、その形象を生かすことがで

きません。舞台をぬきにした演劇というものがありえないように、

舞台の条件からはずれた俳優の演技というものもありえません。し

たがって、演劇俳優は舞台装置や大道具を模造品ではなく、実物と

みなして扱わなければなりません。

演劇では舞台と観客のあいだに一定の距離があり、映画でのよ

うにそれを思いどおりに調節できないので、俳優が演技で主なるも

のを強調するために、表情や動作を線が太くて大きなものにすべき

です。したがって、演劇俳優は演技で芸術的な強調の手法に頼るこ

とになります。だからといって、俳優が演技を誇張してはなりませ

ん。俳優の演技における芸術的な強調は、あくまでも人物像をリア

ルに生かすためのものでなければなりません。

演劇俳優は人物のせりふを上手に使いこなさなければなりませ
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ん。

演劇でのせりふは俳優にとって基本的表現手段です。俳優がせり

ふをいかに駆使するかによって、人物像のリアリティーと生々しさ、

演劇の芸術性が左右されます。事実、演劇の成否は俳優がせりふを

いかに駆使するかにかかっているといっても過言ではありません。

俳優がせりふをうまく使いこなすというのは、人物のせりふを

その性格と状況にふさわしくリアルなものにするということです。

人物のせりふをリアルなものにするためには、それを芸術的に

つくり直さなければなりません。たとえ作家が名せりふを書いたと

しても、俳優のせりふづかいに真実味がなければ効を奏しません。

元来、話術は言葉の真意を正確に、感動深く伝える芸術です。俳優

は話術にたいする立場を正し、一つひとつのせりふをリアルなもの

にすべきです。

俳優は人物の性格と状況にふさわしくせりふを使いこなさなけ

ればなりません。同じ言葉であっても性格と状況に応じていろいろ

な意味で使われるので、性格と状況にふさわしくせりふを使いこな

すのは、演劇のリアリティーを保障するうえできわめて重要です。

俳優が性格と状況にふさわしくせりふを使いこなすには、人物

の内面世界と生活を深く把握してリアルに体験し、人物の独特な言

葉づかいを生かさなければなりません。俳優は、人物がどんな性格

の持ち主なのか、かれの生の目的と志向はなにか、かれはいまどの

ような状況におかれており、その状況をつくりだした事件はなにか、

それにたいする人物の態度はどんなものなのかといったことを具体

的に検討し、それを十分に体験すべきです。その体験が深まれば深

まるほど、俳優はその状況にあって人物が語らざるをえない心情を
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察するようになり、それにもとづいて状況にかなったせりふを使い

こなすことができます。

俳優は朝鮮語のすぐれた特性をよく知り、それを十分に生かす

方向でせりふを使いこなすべきです。これは、人物像のリアリティ

ーとともに、演劇の人民性と民族的特性を生かす重要な条件の一つ

です。俳優は朝鮮語のすぐれた特性を十分に生かしてこそ、人民に

文化語の手本を示し、社会主義的愛国主義教育と共産主義的道徳教

育にも大いに寄与することができます。俳優はせりふをうまく使い

こなして人民の言語生活と文化生活に寄与するとともに、社会の健

全な生活気風の確立にも寄与しなければなりません。

せりふづかいを通じて人間の性格の創造と人民の教育に寄与す

る俳優は、真に言語のエキスパートとならなければなりません。

人びとの共感を呼び起こし、長く記憶に残るリアルな人間像は、

俳優の努力によって創造されます。俳優が人間の性格の真の創造者

になれるかどうかは、もっぱら自分の努力いかんにかかっています。

懸命に努力し探求する俳優のみが人間の性格の真の創造者になりう

るのです。

３ 演劇美術は流れ式立体舞台美術

演劇革命の遂行過程で、『血の海』式歌劇での流れ式立体舞台美

術の成果を演劇の特性に即して創造的に取り入れました。多様な生

活の全景をもりこんだ立体的な画幅が舞台の上で、ドラマの流れに

したがってたえまなく流れていく光景は、従来の演劇には見られな

かった独特なものです。
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『城隍堂』式演劇の舞台美術は生活の要求と人民の美感にかな

っているばかりか、演劇の特性にも合致する真に写実主義的な流れ

式立体舞台美術です。流れ式立体舞台美術は、環境描写にとどまっ

ていた従来の古い舞台美術の制約を克服し、人物の姿や生活も現実

で見るようにそのまま再現できるようにします。

われわれは今後も、流れ式立体舞台美術の創作原則を十分に具現

して、演劇の思想的・芸術的水準をさらに高めなければなりません。

流れ式立体舞台美術は、すべての画幅が人物の生活環境を見せ

ながらも、性格を生かすのに積極的に寄与することを求めます。

文学・芸術作品における環境描写は、自然と社会の姿を見せる

のに寄与するだけでなく、人物の性格描写にも作用します。人物の

性格を創造するうえで環境描写を巧みにすれば、内面世界をより深

く幅広くあらわし、形象をいっそう感動的に際立たせることができ

ます。小説は人物の性格創造のための環境描写において、ほかの芸

術ジャンルに比べて高い境地に達しているといえます。映画も小説

でのように、人物の性格をあらわすのに環境描写を多く利用してい

ます。しかしながら、従来の演劇は人物の性格創造のための環境描

写において、多くの可能性を利用することができませんでした。か

つての舞台美術は固定的で平面的なものだったので、一つの事件を

単位として構成される幕と場の範囲でその事件が展開される環境と

状況、雰囲気を示すことにとどまり、人物の内面世界を明らかにす

る作用はさほどしませんでした。従来の演劇では、人物の悲喜にか

かわりなく装置と背景がそのままの停止状態にありました。人物の

感情の変化に順応できない舞台美術をもってしては、新しい演劇の

要求を満たすことができませんでした。それでわれわれは演劇革命
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にあたって、人物の生活環境を示すことにとどまっていた舞台美術

を、新しい演劇の人間学的要求に即して革新することにしました。

『城隍堂』式演劇における舞台美術は、人物が行動する環境を

つくりだすのみならず、かれの内面世界を掘りさげて描き出します。

革命演劇『城隍堂』のクライマックスの舞台美術は、その好例

の一つです。クライマックスでは、福順の母がトルセをはじめ村の

青年の助けによって、これまで地主や区長、みこたちにだまされて

きたことを悟り、自分が苦労しているのは運命のしわざではなく、

城隍神を信じたためであるといって、棍棒で城隍堂をぶちこわす瞬

間、城隍堂はもとより周囲の立ち木や岩も消えうせ、その場にまっ

たく新しい情景が開けます。現実には見られないことが目の前で起

こりますが、観客はその奇跡じみた舞台の変化を感銘深く受け入れ

ます。それは舞台美術が、それまで迷信にとらわれてただ自分の運

命を嘆き、地主や区長のような搾取者にだまされつづけてきた福順

の母が迷信から覚め、新しい人間に生まれ変わる性格発展の論理に

したがって形象化されているからです。この場面で舞台美術は、人

間が思想的、階級的に目覚めて、自分の運命を自分の手中におさめ、

自分の力で切り開こうという自主的な志向をもつとき、いかに驚く

べき力を発揮しうるかということをよく示しています。

『城隍堂』式演劇の創造において、流れ式立体舞台美術の豊富

な形象的可能性をいかに効果的に利用するかは、もっぱら美術家に

かかっています。演劇の舞台美術は一貫して主人公の行動の線を追

い、その生活環境をつくりだすと同時に、内面世界を描き出さなけ

ればなりません。もし美術家が舞台の画幅を人物の性格創造に服従

させず、生活環境を見せることにのみ利用するなら、純然たる客観
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主義におちいってしまい、逆にそれを人物の性格描写にのみ利用す

るなら、生活の客観的論理を無視し、性格と環境の統一を破壊し、

自分の意図だけを優先させる主観主義におちいってしまいます。

舞台美術は環境描写と性格描写にともに作用しなければなりま

せん。美術家は舞台の画幅を通じて当代の世相と社会の姿、自然の

情景を明白に示すと同時に、人物の性格を明らかにすべきです。美

術家は、いくつかの固定した幕と場に生活環境を限らせていた既成

の慣例から脱し、主人公の行動の線を追ってその生活環境をつくり

だし、内面世界を描き出す多様な画幅を展開すべきです。そうしな

がら、それらの画幅を密接につなぎあわせ、生活の発展過程とそれ

にともなう主人公の成長過程を一貫して見せるように、一つの造形

的な流れにすべきです。

流れ式立体舞台美術は、場面をたえず転換させ、画幅を流れ式

に描き出すことを求めます。場面の転換を流れ式にすれば、ドラマ

の流れを持続させ、短時間に多くの内容を見せることができます。

革命演劇『血噴万国会議』では画幅がたえず流れていくので、

わずか 2 時間の公演時間にソウルや北間島、ハーグの場面をはじ

め、複雑かつ膨大な内容を遜色なく見せることができたのです。従

来の演劇でそれらの場面をみな見せようとすれば、おそらく 3、4

時間はかかるでしょう。

場面を流れ式に転換させるときには、観客に舞台の画幅がいつ

変わったのか感づかれないくらいに自然に転換させて、観客の情緒

的感興を持続させなければなりません。場面の転換を流れ式にする

目的自体が、生活の流れを自然に保ちながら、観客の情緒をさます

ことなく持続させるところにあります。観客の感興を持続させてこ
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そ、演劇の情操的浸透力をさらに高めることができます。

場面の転換にあたっては、装置と背景をたえず変えながらも、

それを調和のとれた一つの画幅として展開すべきです。場面を瞬間

的に転換させながらも全般的な画幅の視覚的完結性を保障するのは、

舞台形象のリアリティーを生かし、芸術的品位を高める基本的方途

の一つです。美術家は場面描写を構想するときから、それを流れ式

に転換させながら画幅の調和を実現する方途を見いださなければな

りません。美術家は映画の演出家のように、生活をたえまない動き

のなかで把握し、形象化する能力を身につけるべきです。

流れ式立体舞台美術の構想にあたっては、装置と背景を容易に

調和させる技術的条件も十分に考慮すべきです。

『城隍堂』式演劇の舞台美術は、 新科学技術の成果にもとづ

き、創作実践で提起される困難かつ複雑な課題をスムーズに解決し

ていかなければなりません。

美術家は人物の性格を変化、発展の過程で見せるばかりでなく、

さまざまな視点から幅広く見せることができるように、舞台の画幅

を立体的に描出すべきです。舞台の画幅を立体的に描出してこそ、

舞台の上に展開される生活状況を現実でのように自然に見せ、人物

の性格をいろいろと際立たせ、観客をドラマの世界に深く引き込む

ことができます。

美術家は従来の平面的な舞台構成から思いきって脱却し、対象

をさまざまな視点から自由に再現する一方、舞台の上に再現するあ

らゆる対象の形態と色彩、その細部を現実にあるものと同じように

見せるとともに、それらの調和を実現すべきです。美術形象の造形

性や立体性などはつねに対象の実在性を前提とし、それらの調和に
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もとづいてはじめて生まれるのです。

舞台美術を流れ式で立体感のあるものにするには、いろいろな表

現手段と方法が利用されます。美術家は、人物の性格と生活をリア

ルに生き生きと、深くかつ幅広く描き出す原則に立って、いろいろ

な表現手段と方法を統一的に、調和がとれるように利用すべきです。

流れ式立体舞台美術は演劇の特性に即して創造しなければなり

ません。

こんにち、舞台芸術部門で舞台美術を流れ式に創造するのは、

普遍的な現象となっています。『血の海』式歌劇を原点とする流れ

式立体舞台美術は演劇に一般化されたばかりでなく、舞台芸術の多

様なジャンルに広く普及されています。このような状況のもとで、

個々の芸術ジャンルの特性に即して流れ式立体舞台美術を創造する

のは、きわめて重要な問題として提起されます。この問題をどう解

決するかによって、個々の芸術ジャンルの舞台美術がそれぞれの固

有な味をもつかどうかが決まります。

演劇と美術はいずれも直観芸術ですが、互いに区別される特性

をもっています。演劇は生活を時空の変化のなかで総合的に反映し

ますが、美術は生活の一断面を停止状態で反映します。従来の演劇

では、時間の流れとともに生活は変化し発展しても、装置と背景に

はほとんど変化が見られませんでした。装置と背景が変化し発展す

る人物の生活を裏打ちできないため、結局、従来の演劇では生活を

現実でのように自然に見せることができませんでした。この問題は、

演劇革命を起こして舞台に流れ式立体舞台美術を取り入れることに

よってりっぱに解決されました。

演劇の舞台美術は形象創造の一つの手段です。舞台美術は演劇
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の要求に服従し、その形象的特性に即して創造されるべきです。舞

台美術の形象は、人物の行動の線を追って変化し発展するほかの表

現要素と同様に変化し、発展しなければなりません。まさにこの要

求を実現するのが流れ式立体舞台美術です。

流れ式立体舞台美術がすぐれているからといって、歌劇のもの

をそのまま演劇に取り入れてはなりません。演劇と歌劇は同じ舞台

総合芸術ですが、互いに区別される特性をもっているため、舞台美

術にたいする要求も異なります。

演劇は舞台芸術のうちでもっとも生活的な芸術であるので、そ

の人物の言動は実生活そのままの形式をとります。舞台の上で起こ

る事件も生活でのように展開されます。それゆえ演劇では、他のす

べての表現要素と同様に舞台美術の形象も生活的なものであってこ

そ、演劇の特性と要求にかなったリアルなものになります。

舞台美術は舞台の空間づくりから実感が出る生活的なものでな

ければなりません。

歌劇や音楽舞踊物語などでは、だいたい舞台の前部にはセット

をさほど置かず、広い空間を残しておきます。それは舞踊手が踊り

をおどり、合唱のメンバーが随時舞台を出入りしなければならない

事情があるからです。舞台の前部に空間ができるので、それを視覚

的にカバーするために、自然に装飾的効果がある装置を舞台の両横

に幾重にも垂れさげるのです。しかし演劇では、歌劇や音楽舞踊物

語でのように舞踊手が踊りをおどれるように舞台の前部を広く空け

ておく必要もなければ、はなやかな花枝をはじめいろいろな装飾物

で舞台の両横をカバーする必要もありません。演劇では舞台空間の

構成において抽象化と様式化を避け、生活的な写実性を追求すべき
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です。演劇の舞台では、平面と空間がすべて生活的な実感が出るよ

うに構成されなければなりません。舞台の空間をつくるときだけで

なく、その上に置かれる装置や背景、人物のメーキャップや衣装、

小道具をつくるときにも、生活的な味がにじみでるようにしなけれ

ばなりません。

舞台美術の形象では生活を美化してはなりません。社会主義の

現実を反映した劇作品や歴史的な素材を扱った劇作品にはときおり

生活を美化する傾向が見られますが、それではいけません。芸術で

生活を矯小化するのもよくありませんが、生活を美化するのも好ま

しくありません。生活を美化するのは本質を明らかにせず、うわべ

だけきれいによそおうとするものであり、生活の真実をねじまげ、

芸術の認識的・教育的機能を弱めるきわめて有害な傾向です。芸術

の真の力は生活の真実を解明することにあります。真実は誰にも十

分に納得がいき、共感を呼ぶものです。リアリティーが芸術の生命

だといわれる理由はまさにここにあるのです。創作家は、芸術の創

造において生活を美化する傾向を断固排撃しなければなりません。

装置や背景、衣装や小道具のみならず、人物のメーキャップも

みな現実に見られるような生活的なものでなければなりません。そ

うしてこそ、人物が現実に生活している人のように自然なものとし

て映り、装置や背景、衣装や小道具も真実味を感じさせます。

演劇の美術形象に実感をもたせるからといって、写真のように

対象を機械的に複写してそのままの状態で見せてはなりません。そ

んなことをすれば記録主義や自然主義におちいるようになります。

文学・芸術作品の創作において記録主義と自然主義の傾向を一掃す

べきです。
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舞台美術は時代感があって、生活のにおいが感じられるもので

なければなりません。一つの舞台画幅からも観客が時代を感じとり、

当代の生活を見とり、そこで暮らす人間を見るようでなければなり

ません。

演劇の主題と思想を深く感じさせる舞台画幅は、美術家のつき

つめた探求、洗練された創造的能力の産物です。

絵画は鑑賞の対象として見るのです。人を思索させるところに

絵画の力があります。見れば見るほど奥深い意味が感じられ、深く

考えさせられる絵が名画です。美術そのものがそれ一つを通じて十、

百を考えさせる芸術であるため、美術家は誰にもまして思索と探求

を深め、才能をつちかわなければなりません。

美術家の思索と探求によって、演劇の思想的・芸術的品位を高

め、人びとの深い感動を呼び起こす、すぐれた舞台美術の形象が創

造されるのです。

4　演劇音楽は劇形象の重要な手段

演劇に音楽を取り入れたのは演劇革命における重要な成果の一

つです。

演劇に音楽を組み合わせる問題は長いあいだ論議されてきまし

たが、なかなか解決されませんでした。

この問題は、金日成同志によって創始された主体的文芸思想を

演劇芸術部門に具現する過程ではじめて解決されました。主体的文

芸思想は、演劇創造におけるすべての問題を人間を中心にして考察

し、人間に奉仕させる原則で解決することを求めます。時代と人民
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大衆が演劇に音楽を組み合わせることを求めるなら、いかなる既存

公式や既成の形式にもこだわることなく音楽を取り入れるべきであ

るというのが、われわれの方式の演劇にたいする主体的見解であり、

根本的立場です。演劇が時代の美感にマッチしていながら、多様で

豊富な形象の世界を見せるには、必ず演劇に音楽を組み合わせなけ

ればなりません。音楽は、他の芸術によっては表現できない人間の

微妙な思想・感情や心理状態の変化をあらわす強力な手段です。こ

れまでの経験は、音楽を演劇の特性にマッチさせて生かしさえすれ

ば、大きな効果をあらわすことを示しています。

演劇が総合芸術としての面貌を完全にととのえ、その威力を余

すところなく発揮するためには、音楽を取り入れなければなりませ

ん。映画では主人公が自ら歌をうたわない場合でも、その感情の世

界を歌によってあらわしもすれば、せりふや行動の場面にも音楽を

流してその内容を情緒的にいっそう印象深く生かし、人びとをドラ

マの世界に深くひたらせます。それなのに、同じ総合芸術である演

劇に音楽を組み合わせてはならないという法はありません。われわ

れは主体的文芸思想にもとづき演劇に音楽を取り入れることによっ

て、総合芸術としての演劇の面貌をいちだんとととのえ、その機能

をいちじるしく高めました。

その結果、『城隍堂』式演劇において音楽は必須の表現要素とな

り、高い思想性・芸術性と情緒的感興を保障する劇形象の強力な手

段となりました。

『城隍堂』式演劇における音楽は、主人公の性格と主題・思想

を情緒的にいちだんと際立たせます。

演劇における主人公の性格は、主にせりふと行動によって形象
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化されます。しかし、人間の感情世界、内面世界はせりふや行動を

通じて表現されるものよりはるかに深く、豊かで繊細なものです。

せりふと行動だけでは人間の豊かな内面世界を十分に見せることが

できません。人物の内面世界をあらわすうえで、音楽は重要な役割

を果たします。音楽は、せりふや行動では表現しきれない人物の豊

かな内面世界を情緒的に、感動深く描き出します。

演劇で音楽が人物の性格をいかに情緒的に、深く繊細に際立たせ

るかということは、革命演劇『城隍堂』の一場の 初の場面でうた

われる『トルセの歌』と、一場の 後の場面の管弦楽とパンチャン

（傍唱）による歌『あわれな母と娘は涙して祈る』を聴くだけでも

よくわかります。この演劇では、さげすまれていた下男暮らしの若

者が夜学で学んで開眼したという内容の歌詞以外には、トルセの生

い立ちについて語るせりふが一つもありません。しかし、観客はこ

の歌を聴いただけで、主人公のトルセがどうして地主や区長、みこ、

伝道女、僧侶たちをこらしめ、破滅させることができたのかを直感

するようになります。『トルセの歌』はその後もドラマの主要な場面

で別の歌詞でうたわれ、知恵があり、勇敢で人情に厚く、道理をわ

きまえる主人公の性格と多感な内面世界を深く描き出しています。

『城隍堂』式演劇における音楽は、作品のスタイルを情緒的に

特徴づける重要な手段です。演劇に音楽を取り入れれば、スタイル

をさらに生かすことができます。音楽は印象深いメロディーと多様

なハーモニーによって生活の持ち味を情緒的に生き生きとあらわす

ので、作品のスタイルを特徴づけるうえで大きな助けになります。

事実、不朽の名作、革命演劇『城隍堂』を舞台に移す過程で音楽を

取り入れたことは、スタイルの問題を解決するうえで大きな助けと
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なりました。『トルセの歌』にしても、それは一場でアイロニーを

交えた嘲笑的なメロディーでうたわれ、はじめから革命演劇『城隍

堂』は風刺劇であることを感じさせ、一場の 後の場面で響く管弦

楽とパンチャンは、この演劇がたんなる風刺劇ではなく、朴氏とそ

の娘福順のように搾取され、さげすまれる人民の不幸な生活と明日

への志向を正劇的、情緒的に描き出す演劇であることを感じさせま

す。このように演劇の前部に嘲笑的なニュアンスの歌と叙情的なニ

ュアンスの歌を流すことによって、『城隍堂』が風刺的なものと正

劇的なものが結合した独特なスタイルの演劇であることを特徴づけ

ています。それとは異なり、革命演劇『血噴万国会議』では、前部

で歌『朝鮮よ、答えておくれ』を悲しく厳かなメロディーで流すこ

とによって、この演劇が奪われた国権を取りもどすために一身をな

げうつことを決意した主人公李儁の運命を描き出す悲劇的スタイル

をとっていることを暗示しています。

『城隍堂』式演劇における音楽は、多様なメロディーでドラマ

の情緒的雰囲気をもりあげ、俳優の演技を自然なものにします。

劇作品で情緒的雰囲気をうまくかもしだすことは、人物の性格

を際立たせ、主題・思想を深め、観客の芸術的感興をそそってドラ

マの世界にひたらせるうえで重要な意義をもちます。

劇作品で情緒と感興をかもしだすには、せりふと行動をうまく

こなすとともに、ドラマの重要なモメントに音楽を流すのが効果的

です。ドラマの重要なシチュエーションに、人物の個性を際立たせ、

ドラマの状況にもかなった特色のある音楽を流せば、せりふや行動

の基底に流れているかれの豊かな思想・感情と微妙な心理状態の変

化を描き出すことができ、いっそう大きな情緒と感興を呼び起こす
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ことができます。

演劇の音楽は俳優の演技を少なからず助けます。俳優が演技を

巧みにするためには感情移入の状態にならなければなりませんが、

そうするには人物の思想・感情を心から受け入れ、それを自分のも

のとして消化すべきです。音楽は俳優が人物の思想・感情を体験す

るのを助け、かれをたやすく感情移入の状態にならしめます。した

がって、俳優は音楽の流れに乗って自然で真に迫った演技をするこ

とができます。

しかし、音楽を性格発展の論理に即して適切に組み合わせず、

行動の空間やドラマの流れの空間に入れるべきだとして、なんらの

生活的な前提や蓄積もなしに入れると、ドラマの雰囲気がこわれ、

俳優の感情移入がむずかしくなります。演劇では、管弦楽でドラマ

の状況を十分にもりあげて、俳優が自然に感情移入の状態になった

あと、劇的モメントに合わせてパンチャンをうたわせるべきです。

そうしてこそ、音楽が俳優の演技ととけあって演技を真に迫ったも

のにし、音楽と演技が情緒的に調和した一つの形象をなして観客を

ドラマの世界にひたらせることができます。

『城隍堂』式演劇における音楽は、ドラマの流れを情緒的に持

続させ、ドラマの発展を促し、観客を終始感興にひたらせて、ドラ

マの世界に引きこみます。

観客の情緒と感興を持続させながらドラマの世界に引きこむの

は、演劇形象創造の基本的要求の一つです。演劇で観客をドラマの

世界に深く引きこむためには、劇的な情緒と感興を持続させなけれ

ばなりません。ところが、以前は演劇を公演するにあたって、場が

終わるたびに暗転して装置を替えるのに騒がしい音を立てるので、
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観客の情緒と感興をとぎらせたものです。

劇的な感興を持続させるには、舞台転換を手早くすませるとと

もに、場の変わり目に生じる空間を劇的な情緒でつながなければな

りません。現代科学技術を取り入れれば、場面の変わり目に空間が

生じないように舞台転換を手早くすませるのは可能ですが、情緒と

感興を持続させるのはむずかしいでしょう。場面の変わり目の空間

を情緒と感興で持続させるには、場面の内容と舞台転換の特性に応

じて、管弦楽かパンチャンからなる連結音楽を適切に流さなければ

なりません。連結音楽は、観客につぎの場面で起こる事件と人物の

運命にたいする期待をいだかせ、新しい劇的モメントを生み出す作

用を及ぼして、ドラマの発展を強く促します。

演劇に音楽を取り入れるのは、人間とその生活を劇的方式のみ

でなく、叙情的・叙事的方式でも描写できるようにするうえで重要

な意義をもちます。演劇で人間とその生活を描く基本方式は劇的方

式です。演劇では作家がいわんとする思想や主張も人物のせりふを

通じてのみ明らかになり、人物が口にできない深い事情も、主にか

れの独白や他の人物の傍白を通じて観客に伝えられます。演劇に音

楽を取り入れれば、人物が語れない深い事情や作家が訴えたい主張

なども、パンチャン形式を通じて自由に表現することができます。

演劇の音楽は、人間とその生活を叙情的・叙事的方式で反映しうる

広い道を開いてくれます。

演劇で音楽がいかにすぐれた表現手段であるとしても、演劇の

特性に即して適切に用いなければ効果をあげることができません。

演劇では音楽を歌劇や映画でのように用いてはなりません。歌劇や

映画にはそれに固有な特性と形象化の法則があり、また演劇には演
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劇に固有な特性と形象化の法則があります。演劇における音楽は、

それに固有な特性と形象化の法則に即して用いてこそ、効果をあげ

ることができます。

演劇で音楽を用いるときには、演劇の長所を生かし、制約を克

服する方向で用いるべきです。演劇革命の初期に、ある人は演劇に

コーラスやオーケストラまで引き入れようとし、またある人はかつ

て外国でおこなわれていたやり方を真似、既存の曲をいくつか録音

したものを演劇に用いて雰囲気をもりあげようとしました。演劇に

コーラスやオーケストラを引き入れ、音楽によって大きな効果をあ

げようとするのなら、いっそのこと演劇といわず歌劇というべきで

しょう。録音したいくつかの既存の曲を流せば、演劇のいくつかの

場面で雰囲気をある程度もりあげることはできるでしょうが、主

題・思想を深化させ、人物の性格を際立たせ、ドラマを強く促して

いくのにはさほど助けになりません。

演劇で音楽を、演劇の長所を生かし、制約を克服する方向で用

いるためには、演劇のジャンル上の特性にかなった新しい音楽の世

界を開拓し、演劇の形象化の法則に合致する新しい劇音楽構成法を

創造しなければなりません。

演劇ではパンチャンを演劇の特性に即して、うまく生かして用

いることが重要です。

パンチャンは演劇の特性に適合する声楽形式です。演劇音楽の

基本形式はパンチャンであるべきです。

演劇にパンチャンを取り入れるからといって、歌劇と同様に用

いてはなりません。歌劇は歌のなかにドラマがあり、ドラマのなか

に歌がある芸術です。したがって、歌劇ではパンチャンを独唱や小
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パンチャン、中パンチャン、大パンチャンといった多様な形式をう

まく生かして用いるほど、音楽が生き、ドラマが生きてきます。し

かし、演劇は歌劇と違ってせりふと行動のなかにドラマがあり、ド

ラマのなかにせりふと行動がある芸術です。ですから、演劇の特性

を無視してどんなパンチャン形式でもかまわず取り入れるなら、せ

りふや行動の妨げとなり、ドラマが生かされません。せりふと行動

によってドラマを持続させるには、パンチャンを主にソロ・パンチ

ャンで短くうたわせるべきです。せりふのない行動だけの重要な劇

的モメントで、ドラマのスタイルと場面の内容にふさわしいソロ・

パンチャンを一節ほど短くうたわせれば、人物の行動もいっそう引

き立ち、ドラマの流れも情緒的につながります。

演劇ではソロ・パンチャンだけでなく、時によっては小パンチ

ャンや大パンチャンのような音楽形式も用いることができます。そ

の場合、演劇の特性が無視されないように音楽形式を十分に検討し

て用いるべきです。

パンチャンがすぐれた表現方法だからといって、そればかり反

復せず、管弦楽も巧みに組み合わせて用いるべきです。管弦楽は演

劇の情緒的雰囲気をもりあげるうえで重要な役割を果たすりっぱな

表現手段です。ドラマの流れに生じる空間や場面転換で管弦楽を用

いれば、情緒と感興を持続させることができ、観客を深い感興にひ

たらせてドラマの世界に引きこむことができます。これとは反対に、

人物の対立と闘争が先鋭化し、主人公の思想・感情が高まったとき

に管弦楽を用いれば、かれの内面世界を深く描き出し、ドラマを強

くおし進めることができます。

作曲家は演劇の歌を上手につくるべきです。演劇ではせりふが
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基本だとして歌をないがしろにするなら、演劇に音楽を取り入れた

かいがなくなります。演劇の歌はドラマを生かすのに寄与するだけ

でなく、誰にも愛唱されるすぐれた歌であるべきです。今後、社会

主義の現実を反映した演劇をたくさん創作するためにも、演劇の歌

を民族的旋律を基調にして、現代的美感にふさわしく上手につくら

なければなりません。

音楽的にも洗練され、演劇の特性にもマッチした歌がすぐれた

演劇音楽です。

こんにち演劇芸術部門には、演劇革命の成果と経験を強固なも

のにし、それにもとづいて思想性・芸術性の高い『城隍堂』式演劇

をより多く創作することによって、全社会のチュチェ思想化偉業の

遂行に寄与すべき重大かつ栄誉ある課題が提起されています。

演劇芸術部門では、抗日革命闘争の時期に創作、公演された不

朽の名作、5 大革命演劇を舞台にりっぱに再現したのですから、今

後は党と領袖の革命業績をもりこんだ作品、朝鮮民族第一主義と社

会主義制度の優越性をテーマにした作品、労働者階級を描いた作品

の創作に力を入れるべきです。

演劇芸術部門では、勤労者の教育に寄与した以前のすぐれた作

品を『城隍堂』式演劇につくり直してもよいと思います。

演劇芸術部門ではすぐれた演劇をたくさん創作して、国内公演

はもとより対外公演も大いにおこない、労働党時代に創造された『城

隍堂』式演劇の優越性を内外に広く宣伝すべきです。

文学・芸術部門の活動家は今後もひきつづきチュチェ思想の旗

を高くかかげ、朝鮮式の革命的演劇の創作でたえまない高揚を起こ

すべきです。




