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あらすじ 山崎 太郎

このドラマ全体の仕掛け人となるのは「こうもり博士」ことドクター・ファルケ。３年前の仮装舞踏会で悪友アイゼンシュタインに大恥

をかかされた彼は、今度は自分が相手に一泡吹かせてやろうと、大富豪オルロフスキー公爵の援助も得て、その屋敷で大パー

ティーを計画、いよいよ「こうもり博士の復讐劇」の始まりです。

オリジナルの脚色を加えた台本によるプロローグと序曲に続く第１幕は復讐劇の導入編。舞台はアイゼンシュタインの屋敷、時間

はオルロフスキー邸の夜会が催される当日の午後から夕方にかけて。しかもこの日は同時に、公務員への侮辱罪で数日間の拘

留を言い渡されたアイゼンシュタインが刑務所へ出頭しなければいけない期限とも重なっています。

最初に舞台に登場するのはアイゼンシュタイン家の若い家政婦アデーレ。姉のイーダから届いた手紙でオルロフスキー邸の夜会

に誘われた彼女は、叔母が病気と偽って、アイゼンシュタインの妻ロザリンデから外出許可をもらおうとします（第１曲）。彼女の願い

を最初は却下するロザリンデですが、昔の恋人アルフレードが突如目の前に現われ、今夜の密会を迫ると、考えを変えます。一方、

弁護士ブリントの無能ぶりに腹を立てるアイゼンシュタインですが（第２曲）、訪れたファルケからオルロフスキー邸の夜会に出てか

ら、刑務所へ出頭すればいいじゃないかと誘われると、すっかりその気に（第３曲）。身支度を整え、これからパーティーに繰り出そう

というアイゼンシュタイン、外出許可をもらったアデーレ、アルフレードとの一夜を前にしたロザリンデ。一家の主人が牢屋に入るという

悲しむべき別れの場面なのに、ふと各人の浮き浮きした本心が現れてしまう第４曲のあと、ロザリンデが屋敷に一人残されると、アル

フレードが再び登場。二人が酒を飲み、仲良くくつろぐ最中に、踏み込んできたのは刑務所長フランク。アルフレードをアイゼンシュ

タインと思い込み、牢屋に連行するところで幕となります（第５曲）。

第２幕の舞台はオルロフスキー公爵の屋敷、さまざまな国籍の紳士淑女が集まる大パーティー（第６曲）。いよいよ始まる復讐劇

の本編では、ファルケが周囲を巻き込みながら、フランス人ルナール伯爵と偽称してパーティーに乗り込んだアイゼンシュタインを、

皆でさんざんイジり、からかい、馬鹿にします。まずはオルロフスキー公爵が威圧的な態度でアイゼンシュタインを圧倒すると（第７

曲）、続いてアデーレがふだんの姿とは違う装いで登場。「うちの女中とそっくりだ」というアイゼンシュタインの失言を捉え、皆の前で

彼を思い切り非難します（第８曲）。次に現れたのは仮面をつけたロザリンデ。彼女にもファルケから夜会の招待状が届いたのです。

美しい謎の女性に魅せられたアイゼンシュタインは、女性を口説くときにいつも使う秘密兵器の懐中時計を奪われてしまいます（第９

曲）。ロザリンデが一同の前で「故郷の歌」を披露する第１０曲に続き、この幕を締めくくるのは大掛かりなフィナーレ（第１１曲）。オル

ロフスキー、アデーレ、アイゼンシュタインの歌声に一同が唱和する「乾杯の合唱」、ファルケの先導で皆が愛しあい、くちづけを交

わす「兄弟姉妹の合唱」に続き、いくつかの挿入曲をはさんで、有名な「こうもりワルツ」でいよいよ宴もたけなわ。乱痴気騒ぎも絶

頂に達し、時計の針が高速でクルクル回るように、あっという間に朝になり、アイゼンシュタインは、意気投合したフランス人のシュヴァ

リエ（騎士の称号）シャグランと名乗る男（実は刑務所長フランク）と一緒に会場を飛び出してゆきます。

第３幕は復讐劇の種明かし。舞台となるのはアイゼンシュタインが収監されるはずの刑務所、そこに次々と昨夜のパーティーに参

加した人々が集まってきます。オーケストラによる序奏（第１２曲）、看守フロッシュの一人芝居に続いて、オルロフスキー邸の夜会

から戻った刑務所長フランクが登場（第１３曲）。ファルケからシュヴァリエ・シャグランの居場所を聞いたアデーレがイーダとともに彼

を訪問し、女優になるため、パトロンになってほしいと迫り、演技の才能を披露します（第１４曲）。次いで現れたのは刑期をつとめに

出頭したアイゼンシュタイン。アイゼンシュタイン氏は昨夜奥さんとくつろいでいるところを自分が連行してきたとフランクから聞いて、疑

念と嫉妬をつのらせた彼は弁護士に変装し、事情聴取と称して、アルフレードと（彼に面会するためにやってきた）ロザリンデを問い

詰めます（第１５曲）。アイゼンシュタインが変装を解いて、不倫をした妻と愛人への復讐を叫ぶと、ロザリンデは昨夜、夫が別の女

性を口説こうとした証拠となる懐中時計を取り出し、アイゼンシュタインは自分の非を認めざるを得なくなります。このときファルケ、オル

ロフスキーに連れられて、夜会の客たちが登場。すべてはファルケが仕組んだ茶番であったことが明かされ、アイゼンシュタインの謝

罪を受け入れたロザリンデの先導で、一同が改めて酒の力を称えると幕が下ります（第１６曲）。

＊

《こうもり》の舞台は作品が初演された当時の「今ここ」、１９世紀後半のオーストリアの首都ウィーン近郊のリゾート地です。この時

代のハプスブルク帝国は東や南の国々からもさまざまな人々が流れ込んだ多言語・多民族国家、いろいろな国籍の人が集う第２

幕のパーティーはそうした社会の縮図であり、同幕のクライマックスで歌われる「だれもが兄弟 だれもが姉妹」の大合唱には人類

みな同胞というメッセージが込められています。第１幕で歌われる、これもまた有名な「どうしようもないことは 忘れりゃそれで幸せさ」

（以上、田辺秀樹訳）という歌と並べると、あまりに楽天的で刹那的な感じもしますが、その底には前年に株の大暴落を経験した

ウィーンっ子たちの哀感と、流動的な社会をどこまでも前向きにたくましく生きていきたいという願いが流れています。

ある意味で《こうもり》に描かれた世界は、バブルの崩壊や大きな自然災害をくぐり抜け、国際化が進みつつある現代日本の写し

絵と見なすこともできるでしょう。苦しみを乗り越えて、他者に寛容な社会を築くにはどうしたらよいのか、グローバリズムとローカリズム

はいかにして共棲しうるのか。今回のプロダクションではこうしたテーマをも視野に入れつつ、原作のしみじみした味わいと弾けるような

楽しさは存分に活かしながら、現代風のテイストを隠し味のように添えて、客席にお届けしたいと思います。
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指揮 柴田 祥

演出 山崎 太郎

演出補 佐藤 美晴

芸術監督 川口 聖加

出演者・スタッフ

12月2日（土） tutt iY第1期 キャスト団員

アイゼンシュタイン

ロザリンデ

アデーレ

アルフレード

ブリント

ファルケ

フランク

オルロフスキー

イーダ

フロッシュ

山崎 太郎

菊原 千草

鈴木 真麻

橋本 大輔

遠藤 正文

森 茂郎

丸山 衛嗣

鈴木 智恵

根岸 香苗

相澤 俊秀

12月３日（日） tutt iY第1期 キャスト団員

アイゼンシュタイン

ロザリンデ
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オルロフスキー

イーダ

フロッシュ

石丸 茂

吉田 佐代

三宅 初音

大澤 類司

白須 雅一

葛窪 邦彦

渋谷 和広

岩波 昌子

小松 美紀

植松 昌

tutt iY 第1期 合唱団員

相澤 俊秀（3日のみ）、青柳 秀和、雨宮 恵子、井出 英済、上田 理、植松 昌（2日のみ）、内田町子、遠藤 正文

（3日のみ）、加賀 まるみ、風間 紀代、金杉 雅恵、学正 典子、岸 均、輿石 三香子、輿水 清枝、小林 明美

小松 明美、芝野 拓也、白須 雅一（2日のみ）、千野 一男、津田 萌花、根塚 健治、三澤 央子、三富 朱美

三宅 祥子、宮永 三知子、山田 哲也、吉岡 真紀

フィルハーモニカー・ウィーン・名古屋

コンサートマスター 西田 博信

第一ヴァイオリン 長田 真、橋本 敏彦

深谷 ひとみ、若松 みすゞ

第二ヴァイオリン 池谷 詩織、大久保 翔子

熊澤 敦子、水谷 緑、村田 剛

ヴィオラ 鬼頭 浩子、鈴木 健一、花井 芳人

チェロ 大久保 吉隆、竹内 徹、深谷 剛

コントラバス 池谷 直人、村田 英康

フルート 五島 憲一、平林 德三

オーボエ 大野 幸奈、森 いつ香

クラリネット 大野 直幸、鶴野 未来

ファゴット 久保田 はづみ、松島 英雄

ホルン 小出 千鶴子、神野 文夫、高崎 明

藤本 眞一

トランペット 木村 昭弘、林田 理恵、布施 嘉春

トロンボーン 川村 正春、駒澤 敏、本江 裕司

パーカッション 内田 則彦、平方 眞

鍵盤（ハープ） 宮川 真理菜

舞台監督 家入 賢二

演出助手 水野 明人

美術 水本 紗恵子

舞台スタッフ 井澤 友香理

照明 鬼形信也、中西寿美恵

音響 内海 豊司

三宅太鼓 深澤 正志

管弦楽 フィルハーモニカー・ウィーン・名古屋

練習ピアニスト 藤巻 都、後藤 智美、宮川 真理菜

根塚 健治 平成２６年から笛吹市音楽祭合唱団に当時小学４年の娘と参加。現役時代の職業は、ビデオカメラレンズの多層反射防止

膜の研究開発等。趣味はスキー。昨年からスキースクールのインストラクターもしている。

三澤 央子 中高生の子を持つ専業主婦。合唱歴は6年、主にJ-POPを中心に歌っている。オペラ、演劇共に未経験で、今回が人生

初舞台。オペラに興味を持っていたので、今回は未経験者でも参加出来ると聞き、面白そうだからやってみたいと参加を決めました。

三富 朱美 女声合唱団「コール·マミー塩山」所属。学生時代はシングアウト。今はワイナリーに勤務する傍ら、楽しいコーラス研鑽中。

お母さんコーラス大会、第九演奏会、合唱祭、そして慰問、文化祭等の地域の諸行事にも参加。オペラは今回が初舞台。

三宅 祥子 大学在学中に合唱を始める。20年ほど休止後、5年前にアンサンブル・カーノで合唱を再開。今年は自分の表現の幅を広

げるべく、オペレッタに挑戦。公立小学校教員。

宮永 三知子 埼玉出身。音楽はピアノ少々。哲学、美術史、ドイツ文学専攻。翻訳会社、商社、ドイツ語講師、介護福祉士。4歳頃から

のオペラファンで、ドイツ留学中も劇場へいそいそ足を運んだ。今回の舞台ではシュトラウスの出身地にちなみ、フォンコーブルク夫人に変

身する。

山田 哲也 元建設会社社員、 退職後、葡萄や柿栽培農家として現在に至る。退職するまで音楽する環境ではなく基礎的な訓練も受

けていないが、クラシック音楽は大好きでよく聞いていた。たまたま第九を合唱する機会があり、音楽する楽しさを知り合唱団に入る。現在、

混声合唱団アルクス、クールベルジェ勝沼団員。

吉岡 真紀 大学在学中に合唱を始める。山梨県に移住後、ますほチェンバークワイア、アンサンブル・カーノ、合唱団KoCoA等で活

動。酉年年女の本年はミュージカル、オペラのアンサンブルに初挑戦中。公立中学校の非常勤講師(数学)。


