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要約 

2018年に締結された長野県飯田市との包括連携事業として、津田塾大学学生は飯田

の人形劇文化の対外発信に取り組んできた。飯田市は「いいだ人形劇フェスタ」をは

じめとする地域を巻き込んだイベントの実施等において成果を上げてきたが、次世代

への継承に関しては課題が残されている。そこで、飯田市において人形劇文化が継承

されるための方法、および幅広い観客層を得るための方法を検討すべく、イギリスの

人形劇『パンチ＆ジュディ』、日本の愛知人形劇センターの取り組みを取り上げる。 

 

Since the partnership agreement was made in 2018 between Tsuda University and Iida 

City, Nagano Prefecture, the students at Tsuda University have been working on 

promoting Iida puppet culture. Iida City has successfully implemented Iida Puppet 

Festa and other events in collaboration with its citizens; however, the challenge of 

handing over Iida’s puppet culture to the next generations needs to be addressed. This 

paper examines two examples—Punch & Judy in the U.K. and Aichi Puppet Center in 

Japan—and aims to gain some implications for the continuous inheritance of Iida’s 

puppet culture.  

 

 

 

 

1 本稿は、大島幸, 窪田至音, 山口もね, 塚越月麦. (2021 年 3 月 26 日掲載).「長野県

飯田市における持続的な人形劇文化の継承を目指して―国内外の例からの考察―」の

うち、図４の削除ならびに脚注 9（図 4 の出典にかかる記載）の変更を施し、再掲載

に至ったものである。 
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はじめに  

2018 年 4 月 12 日、津田塾大学は長野県飯田市と包括連携に関する協定を締結した。

津田塾大学の学生が、飯田市で学んだ地域の魅力を更に引き出し、国内外に発信して

いく取り組みを、継続的に行っている。 

数ある魅力のうち、学生が協定締結直後から継続して取り組んできたのが、飯田の

人形劇文化の振興・発信である。江戸時代、飯田藩の城下町として栄えた飯田には、

大阪からもたらされた人形浄瑠璃文化が神事芸能として地域に根を張って以来、黒田

人形浄瑠璃・今田人形浄瑠璃をはじめとする人形劇文化が現代まで脈々と受け継がれ

てきた。1979 年から毎年開催されている「いいだ人形劇フェスタ（1979～1998 年ま

で「人形劇カーニバル飯田」）は、飯田の街中に公演会場を設け、プロ・アマチュア

を含めた人形劇関係者と飯田市民が一体となって実施する画期的な取り組みとして国

内外から高い評価を受けている。同フェスタが、文化・芸術による地域づくりに果た

す貢献は大であるとして、同フェスタ実行委員会が、1991年「国際交流基金地球市民

賞」（1991 年当時「国際交流基金地域交流振興賞」）も獲得している。2018 年 8 月

には、同フェスタ 40 周年を記念し、期間・招へい劇団数など、通常に比して規模を

拡大した「世界人形劇フェスティバル」が開催された（飯田市, 2013;いいだ人形劇フ

ェスタ実行委員会, 2021; 国際交流基金, 2020）。 

津田塾大学は、協定にもとづく最初の取組みとして、2018年「世界人形劇フェステ

ィバル」と同時開催された「人形劇の友・友好都市国際協会（ Association 

Internationale des Villes Amies de la Marionnette、以下 AVIAMA と記載）第 7 回総会」

の機会を捉え、歓迎レセプションにて総会参加都市を紹介する英語プレゼンテーショ

ンを行うとともに、総会参加者の通訳アテンドを担った。同英語プレゼンテーション

に対し、各国の人形劇専門家から、各国の人形劇文化について包括的に紹介する貴重

な内容であるとの高い評価を得るとともに、人形劇の関係者でない「学生の立場から

人形劇を語る」ことが貴重であるとの声が寄せられた2。その後、同英語プレゼンテ

ーションを聴いた国際人形劇連盟日本センター（日本 UNIMA）から招待を受け、

2019 年 5 月に開催された日本 UNIMA 総会において、津田塾生が日本語版プレゼンテ

ーションを披露している。 

これまで学生は、飯田市を含めた日本各地および海外の人形劇文化を調査し、2018

年 AVIAMA 総会・2019 年日本 UNIMA 総会という、国内外の人形劇関係者・専門家

との交流の場を経験する機会を得てきた。しかし、人形劇関係者との交流が深まるほ

ど、人形劇の上演に付随する制約や、人形劇継承の難しさについても具体的に知るに

至った。人形劇は、劇中に使用する人形自体が芸術作品であり、多くの場合、一体一

体が手作りで制作されている。上演に際しても、一体の人形を 3 名が操る文楽に代表

されるように、一体の人形を複数人で操る形式が取られる場合が多いため、人間が直

接演じる以上の手間・人員を要する。また、人間が操作できる人形の大きさは限られ

 

2 2018 年 AVIAMA 総会で披露した英語プレゼンテーション原稿・スライドは、大島

ほか（2019）に掲載している。 
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るため、上演会場は概して小さく、上演一回あたりの観客動員数も限られてしまう。

例えば、1971年に日本初の現代人形劇専門劇場として開館したプーク人形劇場（東京

都渋谷区）の最大客席数は 106 席、本稿で取り上げる愛知人形劇センターのひまわり

ホール（愛知県名古屋市）は 96 席である（プーク人形劇場, 2021; 愛知人形劇センタ

ー, 2015）。これらの供給面での制約に加え、需要面でも課題がある。日本では、人

形劇の観客層は子供が中心となっており、幼稚園や保育園での公演を中心に活動して

いる人形劇団が多い。昨今の少子化の流れの中で、需要が先細りしていることは人形

劇関係者が最も危機感を持っている点でもある。日本芸術文化振興会（2017）は、人

口減少・少子高齢社会に伴い全体的な演劇マーケットも縮小していく傾向にあるなか

で、「鑑賞者層をいかに多様化していくか」（p. 50）を課題に挙げている。 

以上の課題は飯田市も例外ではない。「いいだ人形劇フェスタ」をはじめとする地

域を巻き込んだイベントの積極的な実施や、AVIAMA 総会などの機会を捉えた国際

発信についてはこれまでに一定の成果を上げてきたが、今後の持続性に関してはまだ

課題が残されている。そこで、飯田市において人形劇が継承されるための方法、また

大人も含めた幅広い観客層を得るための方法、という点を研究課題として検討したい。  

本稿は、以上の課題解決の一助とすべく行った 2 つの調査研究3を取り上げ、飯田市

における持続的な人形劇文化継承への示唆を得ようと試みるものである。 

第 1 部では、外国の例としてイギリスの『パンチ＆ジュディ』を取り上げる。パン

チ＆ジュディは、飯田に人形浄瑠璃がもたらされた江戸時代と同時期の 17 世紀頃、

イタリアからイギリスにもたらされた人形劇文化であり、イギリスにおいて現在まで

脈々と引き継がれている。パンチ＆ジュディの研究家である中京大学・岩田託子教授

へのインタビュー、及び文献調査をもとに、イギリスにおけるパンチ＆ジュディの変

遷をたどり、現代に至るまで人気を維持し続けている秘密を探りたい。  

第 2 部では、日本の他の地方都市の例として、愛知県名古屋市の特定非営利活動法

人愛知人形劇センター（以下、「愛知人形劇センター」）を取り上げる。愛知人形劇

センターは、大人も含めた幅広い観客層に訴求する取り組みで知られている。日本に

おける人形劇の観客層について振り返り、幅広い観客を取り組むための愛知人形劇セ

ンターの活動から示唆を得たい。 

 

 

第 1 部：イギリス『パンチ＆ジュディ』からの考察  

 

１．研究課題 

現在、多くの日本人にとって、「人形劇」はあまり馴染みのある文化とは言えず、

子供の頃に幼稚園や保育園で観た記憶があるという程度のものだろう。しかし、イギ

リスにおけるパンチ＆ジュディは異なる様相を呈する。17 世紀頃にイタリアから流入

 

3 岩田託子教授（中京大学）ならびに中康彦事務局長（愛知人形劇センター）より、

インタビュー内容について本稿への掲載許諾を取得している。 
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したパンチ＆ジュディは、親から子へ脈々と受け継がれ、現在も広く世代を越えて愛

される大衆文化である。2019 年 8 月下旬、津田塾大学学生 3 名が中京大学の岩田託子

教授を訪ねた。岩田教授は、19 世紀以降の英文学を専門とする傍ら、イギリスの大衆

文化を代表する人形劇パンチ＆ジュディの研究家でもある。ロバート・リーチ著、岩

田託子訳（2019）『パンチ＆ジュディの文化史』には、何世紀にも渡りイギリスの民

衆を楽しませてきたパンチ＆ジュディの変遷が描かれている。パンチ＆ジュディに隠

された魅力は何であろうか。また、パンチ＆ジュディが現代においても安定した人気

を維持する理由はどこにあるのだろうか。第 1 部では、まずパンチ＆ジュディの概要

と特徴を紹介する。次に、初めてイギリスにパンチ＆ジュディが登場した 17 世紀、

客層の階級や上演場所に合わせて筋書きを変えるようになった 19 世紀、最後に 20 世

紀から現代にかけてのパンチ＆ジュディについて、時代を追って考察する。  

 

2.「パンチ＆ジュディ」の概要 

（１） パンチ＆ジュディとは？ 

 2012 年に 350 周年を迎えたパンチ＆ジュディは、「イギリスらしさの象徴（the 

icon of Englishness）」とも評される伝統的な大衆人形劇と言われている。現在も多

くのフェスティバル会場やショッピングセンターなどで上演され、親子で楽しむ娯楽

として人気を博している（Geoghegan, 2008; Masters, 2012）。親子で楽しむ娯楽であ

ることから、笑い声を上げながら人形劇を観る子供たちと、一緒になって劇を楽しむ

親という姿が想像されるかもしれない。ところが、子供たちが観ているパンチ＆ジュ

ディは、実のところグロテスクな内容で知られている。 

 パンチ＆ジュディは、決まった台本を持たず、またストーリーやパンチの服装、登

場人物も多様だが、あらすじの概要は以下のとおりである。 

 幕が上がると、赤いトンガリ帽を被り背中に大きな瘤を付けたパンチと、その妻で

赤ら顔のジュディが出てきて、互いに愛の言葉を囁き合い、抱擁やキスをする。その

うちに二人の間に赤ん坊が生まれるが、ジュディはその子をパンチに預けて、外に出

かける。すると、母親不在の恋しさか、赤ん坊は急にムズがりだす。赤ん坊を持て余

したパンチは、子供を殴る。ちょうどそこに帰ってきたジュディは、怒りのあまり、

棒で夫に殴りかかる。ところが、パンチはその棒を奪い上げ、ジュディを殴り殺して

しまう。その後は、警官や絞首刑執行吏、教区吏、悪魔など次々と登場する人物をパ

ンチが棒で殴ったり、蹴ったりするという流れが延々と繰り返される（リーチ , 

2019）。 

人形劇には、棒に人形が付いている「棒遣い人形」やマリオネットのような「糸操

り人形」など様々な種類が存在するが、パンチ＆ジュディは、ぬいぐるみに手を入れ

て操る「手遣い人形」というタイプに属する（図１）。人形遣いは、まずパンチの服

の裾から片手を入れて、人差し指で頭を支え、親指と中指でそれぞれの腕の部分を動

かす。単純な操作ではあるが、実際に岩田教授の研究室でパンチを持った際、木で出

来たパンチの頭は相当量の重さがあり、人差し指一本で長時間支えるのは困難であっ

た。しかし、パンチ＆ジュディの魅力の一つである乱暴で粗野な動きを生み出すこと
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は、糸で優美な線を描き出すマリオネットのような方法では到底叶わず、偏にこの手

で動かすというやり方だからこそ可能なのだという（リーチ, 2019）。 

さらにパンチ＆ジュディを構成する重要な要素として、パンチの耳障りなキーキー

声が挙げられる。その独特な声は、糸で括った二枚の金属片・スクウィーカー（スワ

ッズル）（図 24）を口に入れることで出されるが、かなりの練習を要するという（リ

ーチ, 2019）。パンチの発声は多くの人の興味を惹きつけており、YouTube などの動

画サイトには発声方法を紹介する動画が挙げられている。イギリス本国でも、テレビ

や本で幾度となく発声方法が紹介されてきたようだが、一方で本物のパンチ上演者が

種明かしをすることは無く、本物の発声方法は門外不出となっている。この発声方法

がいかにお家芸であるかは、1895年に、あるパンチ上演者が「もし誤ってスクウィー

カー（スワッズル）を呑み込んだら、その後、死亡する」（リーチ, 2019, p. 176）と

語り、素人がうかつに手を出せないよう牽制したという話にも表れている。  

 現代のパンチ&ジュディ上演者には、作品の質を保つために、ライセンスの取得が

求められている。いくつか条件があるようだが、岩田教授によると、一番重要なのは、

やはりパンチ独特の高いキーキー声を発声できることだそうだ。もしスワッズルを完

璧に使いこなせるようになれば、その上演者には Professor（教授）の称号5が与えら

れ、上演するときには Professor を名乗ることができるという。 

 

                                    

        

 

 

 

4 図 2 のスワッズル写真は、岩田託子教授（中京大学）よりご提供いただいた。本稿

への掲載許諾を取得済みである。 

 
5 Professor という称号の基準については、諸説ある。一説によると、パンチ&ジュデ

ィを演じている演者は Professor と自らを名乗るということもあるそうだ (“Punch & 

Judy Performers,” 2020)。 

図 1．パンチ 

岩田託子教授研究室にて 

(撮影:津田塾大学 伊藤由希子教授） 

図 2. スワッズル（スクウィーカー） 

(写真提供：岩田託子教授) 
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（２）パンチ＆ジュディのグロテスクさ 

パンチ＆ジュディと切っても切り離せない重要な特徴は「グロテスクさ」である。

上記（１）のあらすじに示されている通り、パンチ＆ジュディは子供たちが観る人形

劇にしては、グロテスクな内容といえる。 

なお、イギリスにおいて民間伝承などがある種のグロテスクさを併せ持つという例

は、パンチ＆ジュディに限った話ではない。マザー・グース（例えば「ハンプティ・

ダンプティ」や「ロンドン橋」などの伝承童謡）も、歌詞を確認すると怖い歌である

ことは、これまでもしばしば指摘されてきた。マザー・グースは、イギリスでは

nursery rhyme（ナーサリー・ライム／子供部屋で謡われる歌）とも呼ばれるが、その

名にそぐわず恐ろしい歌詞が多い。例えば、イギリスの推理作家アガサ・クリスティ

ーの作品『そして誰もいなくなった』には、「小さな兵隊さんが十人、ご飯を食べに

いったら 一人が喉につまらせて、残りは九人…」（p. 51）という歌をなぞった連続

殺人が描かれるなど、マザー・グースを題材にした事件が度々登場している。 

 また、他国の例でも、18 世紀末にグリム兄弟がドイツ各地の民話を収集した民間伝

承集『グリム童話』には、主人が次々と妻を殺す「青髭」や、森の奥にすむお婆さん

が子供を食べようとする「ヘンデルとグレーテル」など残虐な話が多く収められてい

る。子供向けとして執筆されたデンマークの『アンデルセン童話』と異なり、『グリ

ム童話』は各地に伝わる話をそのままの形で記録したために、グロテスクな内容が多

いことで知られている。 

 パンチ＆ジュディも「子供向け」の人形劇として始まったのではなく、ヴィクトリ

ア朝時代（19 世紀頃）は観客６人につき５人は大人という様に、むしろ大人の観客が

圧倒的に多かったという（リーチ, 2019）。『グリム童話』同様、パンチ＆ジュディ

も初めから「子供向け」人形劇として誕生したわけではないことが、グロテスクさの

一端を担っていることが考えられる。 

 一方、16～18世紀のフランスの「祭り」にも、パンチ＆ジュディと通じるグロテス

クさが表れている。この時代、人々はキリスト降誕祭や復活祭など様々な祭りを行っ

ていたが、その中でも謝肉祭の描写においてパンチ＆ジュディと似た構図が読み取れ

る。アナール派歴史学者のイーヴ＝マリ・ベルセによると、フランスの謝肉祭では、

若者たちが「謝肉祭の祭りの一環として裁判遊戯を催し、懲らしめのための『どんち

ゃん騒ぎ』を演じ、ロバに乗せての引き回しや、身代わり人形による生贄の処刑をと

り行」っていた。そして、「司教の座に聖歌隊の少年を座らせ、酔っ払いに敬意を表

わし、洋服を裏返しに着るなどして、謝肉祭の演技者たちは、さかしまの儀礼を行っ

たのであった。」という。若者たちは自ら道化になり、普段の秩序を逆さまにしたも

のを演じ、人々の笑いを誘ったそうだ（二宮, 1995, p. 144-151）。「祭りの日に、反

乱は起る。お祭り騒ぎは武装蜂起に変わる」（ベルセ, 1980, p. 93）。イーヴ＝マリ・

ベルセは、祭りでの儀式がそのまま社会秩序の転覆に繋がったわけではないと慎重な

態度を取りながらも、道化によって裏返しにされた社会という表象が、階層化された

社会に縛られていたフランスの民衆の心理に大きな影響を与え、武装蜂起にまで影響

したのではないかと述べている。「身代わり人形を処刑する」というフランスの謝肉
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祭における憂さ晴らしは、生身の人間への暴力に繋がる可能性も孕んでいたというこ

とである。 

一方、パンチ＆ジュディにおいても「人形と暴力」というフランスの祭りとの類似

性が垣間見える。リーチ（2019）も、パンチ＆ジュディと祭儀との親近性を指摘して

いる。しかし、パンチ＆ジュディによって暴力事件に発展したという事例は先行文献

では確認できなかった。 

それでは、フランスの謝肉祭とイギリスのパンチ＆ジュディは何が違うのか。一つ

の要因のみに絞ることは難しく、網羅的な仮説検証は困難であるが、興味深い叙述と

して、リーチ（2019）には、当時のイギリス王室が、庶民の娯楽であるパンチ＆ジュ

ディを観劇していたという記録も残る。この点から、劇中に見られる社会秩序への反

発や皮肉に満ちた表現を王室がある種許容していたという解釈ができる。つまり、

「道化によって裏返しにされた社会」に触発された庶民が不満をさらに高揚させ、権

力者がそれを抑圧するというフランスに見られた構図は、イギリスでは必ずしも当て

はまらなかったとみられる。秩序の頂点に君臨する王室が、大衆と同じパンチ＆ジュ

ディの観劇者でもあることで、為政者と庶民という対立構造が緩和された可能性があ

る。このように反権力的な内容でありながら、権力者の目を過度に気にすることなく

表現し得たことで、大衆人形劇が大人の娯楽の一つとして社会秩序に許容されていっ

たという仮説も立てられる。この点は今後の研究課題としたい。 

 

3. パンチ＆ジュディの誕生 

 パンチ＆ジュディがイギリスで初めて上演されたのは、1662 年 5 月 9 日と言われて

いる。それ以前にも上演されていた可能性はあるが、17 世紀ロンドンの人々の生活を

伝える資料として名を馳せる『サミュエル・ピープスの日記』で初めて言及された日

が 1662 年 5月 9日であった（リーチ、2019; Masters, 2012; Victoria and Albert Museum, 

n.d.）。役所に勤めていたサミュエル・ピープスは、コヴェント・ガーデンで行われ

た人形劇を観た一日をこのように書き残している。  

 

……ソールズベリー氏とコヴェント・ガーデンへゆき、ある飲屋へいって、

そこにかかっている画を見た。それは二〇シリングで売りに出ていた。……

それからそこの柵の中でやっている、イタリア人の人形芝居を見にいった。

これはたいへんきれいなもので、これまで見たうちで最高だ。伊達者たちが

たくさん集まっていた。それからテンプル桟橋へゆき、水路帰宅。そしてヴ

ェランダを歩き、暗い中で堅笛を吹いた。晴れた風のない晩だった（ピープ

ス, 1988, p. 96-97）。 

 

役所で一日の仕事を終えたピープスが、帰宅途中、知人とコヴェント・ガーデンま

で遊びに出かけたときの様子を綴っている。そのなかで「イタリアの人形芝居を見に

いった」と触れているが、この人形芝居こそがパンチ&ジュディの祖先と推察できる。

なお、コヴェント・ガーデンは、映画『マイ・フェア・レディ』（1964年公開）の冒
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頭、貧しい花売り娘役のオードリー・ヘップバーンが雨の中、野菜が積まれた荷台の

上で歌をうたう場面で知られている。しかし、同映画で描写されているような労働者

階級の人が多く集まる市場になるのは、もう少し後のことで、サミュエル・ピープス

が活躍した 17 世紀には、まだ人が少なく、”Wealthier tenants”が集まる市場だったそ

うだ（Espey, 2012）。18 世紀後半に掛けて、下層階級向けの人形劇になっていくパ

ンチ＆ジュディも、17 世紀当時は比較的裕福な人向けの娯楽の一種として催されてい

たのである。 

サミュエル・ピープスがこのコヴェント・ガーデンで人形劇を観てから、半年もし

ないうちにパンチ＆ジュディは、王室に招かれる程になったという。真偽のほどは定

かではないが、ジェームズ１世、チャールズ２世、ヴィクトリア女王など、王によっ

て制定されたという触れ込みの「天覧芝居」も出てきた（リーチ, 2019）。 

 

4.  19 世紀におけるパンチ&ジュディ 

 上記３．のように始まった「パンチ＆ジュディ」は、19 世紀半ばに入ると階級間の

対立をなくそうと努めた中流階級の人々に広く受け入れられるようになった（リーチ, 

2019）。労働者階級の観客に向けては、上記２．（２）のようなグロテスクなあらす

じで上演されることが多かった一方で、中流階級向けに、より上品な筋書きが生まれ

た。上演場所や客層に合わせて、ストーリーは柔軟に変更されていった。その結果、

大きく分けて以下３つの上演パターンを取るようになる。  

 

（１） 街頭での上演 

 まず、最も多かったのは、サミュエル・ピープスの例にも見られるように、人々が

行き交う街頭での上演である。そこでは、「パンチが憎き警官を殴り、牢屋番を殴り、

絞首執行人を殴り、死神を殴り……」という従来のストーリーが面白可笑しく演じら

れた。パンチが相手を殴る度に、観客の歓声がわっと湧き上がったことであろう。日

常生活の中で、自分たちが怖れている目障りな存在を、パンチは次々と倒してくれる

のである。例え架空上の世界であっても、大変な憂さ晴らしになったようだ。 

 なお、第二次世界大戦になると、この心理が戦意高揚にも利用されたようで、舞台

の背景画には兵舎が描かれ、パンチはガスマスクと軍服を着て、ジュディもイギリス

の軍人になるという演出が少なからず行われていた。中には、イギリス首相のチャー

チルとソ連のスターリンが一緒になって、敵国のヒットラーとムッソリーニを絞首刑

にするという筋書きも存在した（リーチ, 2019）。 

  

（２）海辺での上演 

 19 世紀初め、パンチ＆ジュディは観光客が集まる海辺のリゾート地に進出した。

1840年頃には海浜リゾートの流行り廃りに伴い、パンチ＆ジュディの人気は一旦下火

になったが、19 世紀後半になると、新しい客層・労働者階級の人々によって再び盛り

上がりを見せるようになる。 

 19 世紀半ば頃までは、海辺のリゾートへの旅は上流階級や中流階級に限られた娯楽
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であった。しかし、鉄道の往復チケットが安く手に入るようになったり、法律で土曜

の午後の休暇や、イースター、クリスマスなどの国民の休日が定められるようになっ

たりするなどの、様々な社会的な変革が起き、労働者層も海辺リゾートに訪れるよう

になった（平川, 2010; リーチ, 2019）。そうした人々の動きに伴い、ランカシャーの

工業都市の近くに位置するブラックプール北海岸に、1860年頃から、飲み物を売るス

タンドや舞踏場、野外劇場、ぶらんこ、木馬、写真屋、アイスクリーム売りなどの娯

楽施設が立ち並ぶようになる（リーチ, 2019）。19 世紀終わりには、「牡蠣売りやロ

ック・キャンディ売り、パンチ＆ジュディ、腹話術師、魚の目取り、ペテン医師、骨

相術師や手相見、ロバ乗り場などが居並ぶ縁日のような砂浜になっていた」（Clarke, 

1923）6そうだ。数ある娯楽の中でも、パンチ＆ジュディは特に人気があり、海浜リ

ゾートに出かける人の多くがパンチ＆ジュディを目当てにしていたという。  

 

（３）屋敷での上演 

 リーチ（2019）は、1872 年 1 月発行の雑誌 Harper’s Weekly に、中流階級の家庭

が、パーティーの余興にパンチ＆ジュディを招いた記載があると指摘している。 

 

パンチは街頭のみならず、英国の客間にもおなじみとなったのだ。そしてクリ

スマス休暇の長い夕べ、子どもたちのパーティーがあいついで開催されるあの

愉快な時節には、パンチは常連客であった7 

 

 中流階級の来客相手に、蹴ったり殴ったりの芝居を見せるわけにはいかず、劇の内

容にもモラルが問われようになる。そのため、パンチ＆ジュディの上演者は屋敷の客

間で演じる時、暴力的な場面は減らして、パンチとジュディの仲睦まじい様子などの

センチメンタルな側面を強調する内容に変えたようである。リーチ（2019）によると、

J・M・バリーによる小説『センティメンタル・トミー』には、中流階級の家庭で上

演されるパンチ＆ジュディの様子が描かれている。  

 

パンチはたしかに例の陽気な昔ながらのやり方で、窓から赤ん坊をぽいと捨て

た（哄笑の渦）。しかしその後ただちに人遣いが頭を出して云うには、「ああ、

お坊ちゃんお嬢ちゃん、これを教訓に決して君たちの子孫を滅ぼすことのない

ように。ああ、こんなにいけないことをするなんて、パンチよ恥を知れ。結末

ではパンチはつかまり、当然の報いを受けるでしょう。」そしてパンチが妻を

棍棒で殴りつけると、また拍手喝采の只中に、人形遣いが頭をだして「ああ、

お坊ちゃんお嬢ちゃん、さぞかし教訓を得たことでしょう……さて、パンチの

悲惨な前例に学び、愛しい奥さんの頭を殴らないようにしましょう」といった

調子でどんどん続く（リーチ, 2019, p. 135）。 

 
6 Clarke, A. (1923). The Story of Blackpool からの引用（リーチ, 2019, p. 146） 
7 Anon. (1872, Jan.6). “Punch in the drawing room.” Harper’s Weekly, p. 5 からの引用

（リーチ, 2019, p. 112）  
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 セリフや劇の内容をより道徳的なものに変え、本来ならば中流階級のモラルと相容

れないパンチ＆ジュディを、中流階級のモラルに合わせようとする上演者の努力が伺

える。小説内の描写であり史実ではないが、「どうやって中流階級の価値観に合わせ

るか」の模索は少なからずあったことであろう。 

以上（１）から（３）の例にあるとおり、上演場所や客層の期待に応じて、臨機応

変にストーリーを変えていたことが、多くのイギリス人を惹きつけたパンチ＆ジュデ

ィの大きな魅力だといえる。 

 

5. 現代におけるパンチ＆ジュディ 

 上記 4（１）のとおり、19 世紀には街頭での上演が多くを占めたが、20 世紀になる

と、パンチ＆ジュディの活動拠点は海辺のリゾートが中心となる（Geoghegan, 

2008）。毎年夏になると、浜辺には、子供たちにロック・キャンディを売りながら、

パンチ＆ジュディを見せるパンチマンが何処からともなく姿を現し、第 1 部冒頭で述

べたような風景が繰り広げられることとなった。岩田教授によると、夏が過ぎ、避暑

で海辺に訪れていた人々が帰ってしまうと、パンチ上演者たちは家々のパーティーを

渡り歩き、その腕を披露したそうだ。パンチ&ジュディの上演のみでは 20 分ほどで終

わってしまうので、続けてマジック・ショーも演じるなど、様々な工夫を凝らしたと

いう。 

 20 世紀終盤になると、パンチ＆ジュディは一時衰退を迎える。Geoghegan (2008) や

Masters (2012)によると、衰退の理由には主に 3 点が考えられる。1 点目に、パンチ&

ジュディが活動拠点としていた海辺で外国人犯罪が多発し、海辺と深く結びついたパ

ンチ＆ジュディにもネガティブな印象がついたこと（Geoghegan, 2008）、2 点目に、

子供達が「プレイステーション」に代表されるゲームの世界で人形やキャラクターに

触れる機会が増え、パンチ&ジュディへの関心が減少したことである（Geoghegan, 

2008; Masters, 2012）。そして、何より重大な理由として、イギリス国内に political 

correctness（ポリティカル・コレクトネス／政治的妥当性）の考えが広まるにつれ、

子供が観るには暴力性が過ぎるのではないか、ジュディが殴られるシーンなどはドメ

スティック・バイオレンスの容認に繋がるのではないかとの懸念が高まったことであ

る（Geoghegan, 2008; Masters, 2012）。すなわち、上記２．で述べた「パンチ＆ジュ

ディのグロテスクさ」が社会的に問題視され、パンチ&ジュディの上演が控えられる

ようになった。 

 しかしながら、political correctness の一方で、イギリスらしさの象徴（the icon of 

Englishness）を求めるイギリスの愛国精神と、生身の人間ではない人形が演じること

で暴力的要素も「創作（creation）である」という受け止めが人々に広がったことか

ら、パンチ&ジュディは再び多くの国民に愛される存在となっている。現在、ショッ

ピングモールやフェスティバル会場で、パンチ&ジュディは上演され、親子に愛され

る娯楽として地位を確立している（Geoghegan, 2008）。 
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 パンチ&ジュディが 350 年継承され、現代でも演じられ続ける背景には、19 世紀の

変遷に見られるように、上演場所や客層に合わせて、ストーリーを柔軟に変更する上

演者（人形劇の供給側）側の努力と柔軟性が隠されていた。しかし、何よりもパンチ

&ジュディの存続を支えているのは、何世代にも渡る観客（人形劇の需要側）の継承

であろう。Geoghegan (2008)は “parental nostalgia”と表現しているが、「小さい頃に

好きだったパンチ＆ジュディを、自分の子供にも」という想いで、上演会場に子供を

連れて行ったり、自宅のパーティーに招いたりする親も多いという。日本の人形劇鑑

賞が、幼稚園や保育園という限られた世代・空間の中で完結してしまう傾向にある一

方、パンチ＆ジュディはまさに親から子へ受け継がれ、その伝統を継承してきたと言

える。それこそが、人形劇文化が広く長く存続する所以なのではないだろうか。  

 

 

第 2 部：愛知人形劇センターの取り組みからの考察  

 

1． 研究課題 

 現代日本人にとって、人形劇はどのようなものとして捉えられているのだろうか。

恐らく人形劇に馴染みのない人ほど、人形劇を子供向けの娯楽として捉えているので

はないかと考える。実際、現代の大学生が日常の中で身近にイメージできる人形劇と

いえば、『ざわざわ森のがんこちゃん』（NHK 教育テレビ、1994 年～）など子供向

けの教育番組に登場するキャラクターたちであり、大人が人形劇を観に自ら劇場に足

を運ぶ機会は少ないという印象を持つ。 

 2019 年 8 月 28 日、児童だけでなく大人向けの人形劇を上演し、幅広い層に人形劇

を楽しんでもらいたいという考えのもと活動を行う、愛知人形劇センターの中康彦事

務局長を訪ねた。愛知人形劇センターの設立趣旨書によると、同センターは「損保ジ

ャパン日本興亜人形劇場ひまわりホールを拠点に、人形劇の創造と普及に資する事業

を行い、人形劇の芸術性と技術の向上に努める傍ら、福祉、教育面においても中部地

区における人形劇文化の推進発展に寄与」する NPO 団体とある（愛知人形劇センタ

ー, 2014）。損保ジャパン人形劇場ひまわりホール8（以下、「ひまわりホール」）と

愛知人形劇センターは共に名古屋市中区の損保ジャパン名古屋ビルに位置する。ひま

わりホールは、1989 年に損害保険ジャパン株式会社（設立時は安田火災海上保険株

式会社）によって設立された小ホールであり、今でも同企業がスポンサーとして支援

している。愛知人形劇センターは、ひまわりホールの運営管理を行うため、同ホール

の完成を機に地元の人形劇関係者によって結成された。主な活動として、ひまわりホ

ールでの人形劇の公演、ひまわりホール発の人形劇制作、人形劇に関するワークショ

ップを行っている（愛知人形劇センター, n.d.）。 

 

8 2020 年 4 月より社名変更に伴い、損保ジャパン日本興亜人形劇場ひまわりホール

から、損保ジャパン人形劇場ひまわりホールへ名称変更された。  
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愛知人形劇センターでは、どのように運営が行われ、また上演される一つ一つの人

形劇に対し、どのような想いが込められているのだろうか。第 2 部では、はじめに、

「日本の人形劇は子供向けである」として考えられるにいたった歴史を振り返る。次

に、幅広い層をターゲットとした愛知人形劇センターの取り組みについて、中事務局

長のインタビューをもとに考察する。 

 

2． 日本の人形劇について 

何故日本では「人形劇は子供向けのもの」という認識が生まれたのだろうか。時代

背景から探ってみたい。 

 

（１）人形浄瑠璃と観客層 

日本の人形劇と聞いて多くの人がまず思い浮かべるのは、着物を着た白い顔の人形

が黒子によって動かされている光景ではないだろうか。これは、現在では文楽と呼ば

れる人形劇である。「文楽」という名は明治以降のものであり、昔は人形浄瑠璃と呼

ばれていた（加藤, 2007）。江戸時代であった 18 世紀中ごろ、近松門左衛門と竹本義

太夫の活躍により、当時の新しい娯楽として人形浄瑠璃が流行した（潟見, 2019）。

人形浄瑠璃は芝居小屋で上演され、話を語る「浄瑠璃語り」、音楽を奏でる「三味線

弾き」、そして人形を動かす「人形遣い」により、一つの演目をつくっていた。近松

門左衛門は「時代物」と呼ばれる武士や貴族を主人公とした江戸以前を舞台とする作

品と、『曾根崎心中』を代表にするような庶民の恋愛や葛藤を舞台にした「世話物」

と呼ばれる作品を生み出し、庶民の間に話題を呼んだ（日本芸術文化振興会, 

2018）。人形浄瑠璃で扱う内容が男女の心中や時代劇であったことからもわかるよう

に、大人が楽しむための娯楽だった。潟見（2019）によると、当時の子供が人形劇に

接するのは、街角の傀儡師や、縁日の出し物だったが、その演目も子供向けの内容で

はなく、大人の付き添いで見ている子供がほとんどだったという。つまり、現代の認

識とは異なり、人形浄瑠璃において子供はターゲットとして認識されていなかった。 

 

（２）近代新興人形劇へ 

明治に入り西洋文化が流入すると、人形劇に大きな変化が現れる。江戸後期から明

治初期にかけ、西洋の人形劇団が日本で公演を行ったという記録が残っている。加藤

（2007）によると、最初の記録は、1894 年にイギリスから来日した糸あやつり人形

劇団のダアク人形劇団であり、『東京朝日新聞』（現『朝日新聞』東京本社版を指

す）1894 年 5 月 26 日の紙面に公演の模様が掲載された。ダアク人形劇団が披露した

演目は 12 種あったが、そのなかでも本命の作品は人形がドタバタ動き回って演じる

喜劇であり、複雑で長い物語を三味線で謡いあげる浄瑠璃とは全く違うものだった

（加藤, 2007）。人形浄瑠璃では人形の動かし方や語りなどの技法を継承していくこ

とに重きを置いていたが、現代に近づくにつれ、造形も演出も自由に作れるように変

化していった。 
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ダアク人形劇団に代表されるような西洋文化の流入のなかで、日本の人形劇も西洋

文化を取り入れ始めた。初めに、ダアク人形劇団の技術を取り入れた日本の人形劇団

が浅草（東京）の花屋敷で公演を行った。西洋技術を取り入れた人形劇団は話題にな

り、日本の興行師の中にも真似をする者が現れ始めたことで、全国に西洋技術を使う

人形劇が広まっていった。 

日本の人形劇に現れた変化の一つに、人形の形態が挙げられる。人形浄瑠璃で使わ

れていた人形は棒遣い人形と呼ばれ、人形に数本の棒が付き、人形遣いは棒を操作す

ることで人形を分解的に動かすことができる（図３9）。

 

西洋の文化の流入と共に糸あやつり人形10が知られるようになり、日本の人形劇に

も糸あやつりの人形が現れるようになっていく。例えば、早稲田大学文化資源データ

ベースには、大正期頃、上述したダアク人形劇団の人気作品『骸骨踊り』に使われた

西洋式糸あやつり人形を模して日本で制作された「ダーク式糸あやつり 骸骨（Dark 

Marionette）」が収載されている11。 

 
9 図 3 は、本稿著者（大島）が津田塾大学千駄ヶ谷キャンパス祭にて撮影（2019 年 6

月 1 日）。飯田女子高校より、本稿への掲載許諾を取得済みである。  

 
10 日本には、江戸時代・元和 3 年（1617 年）頃から盛んに上演され、現在まで伝承

されてきた伝統的な日本の糸あやつり人形が存在する。本稿２（２）における「糸あ

やつり人形」は、伝統的な日本の糸あやつり人形とは異なり、外国文化の流入に伴い

日本で新たに生み出されたものを指す。 

 
11 「ダーク式糸あやつり人形 骸骨」写真は、早稲田大学文化資源データベース内

「特選シリーズ（9/10 頁）」から閲覧可能である（最終閲覧日：2021 年 3 月 17

日。資料番号：10053／共通 ID：VMU0100042）。

https://archive.waseda.jp/archive/vm-

view.html?arg=%7B%22clipping_id%22:%2239b53546e80e66e7dea93d075ea7d

c99%22%7D 

 

図３．飯田女子高校人形劇クラブによる

黒田人形浄瑠璃の公演風景 

（撮影：大島幸（本稿著者））  

 

https://archive.waseda.jp/archive/vm-view.html?arg=%7B%22clipping_id%22:%2239b53546e80e66e7dea93d075ea7dc99%22%7D
https://archive.waseda.jp/archive/vm-view.html?arg=%7B%22clipping_id%22:%2239b53546e80e66e7dea93d075ea7dc99%22%7D
https://archive.waseda.jp/archive/vm-view.html?arg=%7B%22clipping_id%22:%2239b53546e80e66e7dea93d075ea7dc99%22%7D
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加藤（2007）は 1920 年代から 30 年代に生み出された、西洋の知識に影響を受けて

創作された人形劇を「近代新興人形劇」と名付けている。この変化は、1910 年代後

半から 20 年代前半にかけて、西洋からの影響を受けた芸術家たちが美術や演劇で前

衛的な作品を生み出すなかで、人形劇界にもその流れをくむ者が現れたことによる

（潟見, 2019）。1923 年には、美術家の遠藤静雄邸で糸あやつり人形の試演が行われ

た（熊田, 2007）。1930 年代からは人形の動きや語りだけでなく、人形の造形や舞台

の構成にも目が向けられるようになった。近代新興人形劇に携わったメンバーには数

多くの美術家が名を連ね、音楽家や評論家も関わっていた（潟見, 2019）。 

糸あやつり人形は第二次世界大戦までは日本でもよく見られたが、それ以降は続か

なかった。その理由として、糸あやつり人形の扱いが難しく、片手遣い人形（片手で

扱う棒遣い人形）に転向する者が多かったことが指摘されている（潟見, 2019）。 

美術家を代表とする芸術家たちが手掛けた近代新興人形劇は、多くの若者を人形劇

に引き寄せたものの、子供を主な客層と考えてはいなかった。近代新興人形劇が上演

される場所も、当時の最先端な劇を上演していた築地小劇場や帝国劇場で行われ、子

供が気軽に訪れるような場所ではなかった（加藤, 2007）。 

 

（３）人形劇と児童教育 

では、現代のように、子供を観客として意識するようになった契機は何だろうか。

始まりは近代新興人形劇と同時代の 1920 年代である。この時期に子供を意識するよ

うになった要因の一つとして、20 世紀初頭、文明開化や産業革命によって日本に中

産階級が生まれ、子女にお金をかけられるようになったことがある。また、明治以

前、都市から離れた地域では、作物の収穫時期に合わせて農家中心に休日が定められ

ていたが、定時制の学校教育の普及や都市労働者の増加と共に変化し、休日が定期化

したことも影響している（加藤, 2007）。その結果、家族で休日を楽しむという動き

が生まれ、定期的な芝居小屋での人形劇の公演が行いやすくなり、子供が人形劇を観

る機会が増えていった。 

子供が人形劇と触れ合う機会が増えていくなかで、教育に人形劇を盛り込もうとす

る動きが始まった。まず動いたのはお茶の水女子大（当時の東京女子高等師範学校）

付属お茶の水幼稚園で、実践的な人形劇を教育に取り組む活動が始まった。1923

年、園長の倉橋惣三（1882－1955）が「お茶の水人形座」の名前で自ら人形劇を演

じ、園児に見せたのが最初の記録である。倉橋は 1919 年から 1922 年まで欧米留学を

経験している。その間にイギリスで観た人形劇に魅了され、このような活動に至っ

た。子供が人形劇に夢中になっている姿に感銘を受け、彼は自分の幼稚園で自ら人形

劇を上演しただけではなく、1930 年には脚本集、人形、舞台セットなども一般向け

に販売した。その際、倉橋は現存する会社である株式会社フレーベル館を利用してい

る。同社は当時から幼児教育に関わる製品を取り扱っており、この会社を通じて人形

や舞台が販売された。この人形劇セットは高価ながら販売当時から戦後まで長く普及

した（加藤, 2007）。倉橋は、何故人形劇を保育の場に持ち込もうと思ったかという

問いに対し「その時の私の心持ちの中には，型にはまった幼稚園を，真に子どもの世
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界らしい幼稚園にしたいといふ主張が，根本になってはたらいていたに相違ないが，

それよりも，もっと純な気持ちは，幼児達を喜ばせてやりたいといふことであっ

た。」12（斉藤, 1989, p. 66）と答えたとされる。 

また、東京の聖美幼稚園の園長を務めた内山憲尚（1899－1979）も、人形劇が子ど

もの教育に必要であるという信念を持っていた。内山は、1930 年に「東京人形劇研

究所」を設立し、人形劇の本も出版した。倉橋と同様、園児に人形劇を披露していた

内山は「子供のための人形劇はどこまでも詩的正義に立脚した全人教育でなければな

らない」と述べ、「人形劇は童話の立体化であり、想像力を高め（真の教育）、同情

心を養成し（善の教育）、芸術教育（美の教育）である」13（斉藤, 1990, p. 75）と考

えていた。倉橋と内山は、保育における人形劇の先駆者と考えられている（加藤, 

2007）。 

 

（４）第二次世界大戦の影響 

その後、第二次世界大戦が始まり、人形劇も影響を強く受ける。言論の自由は抑圧

され、人形劇だけではなく、文芸作品や手紙に至るまで官憲による検閲が当然になっ

た。検閲で認められなかった演目を無理に上演しようとすれば、刑務所に入れられ

た。当然、反戦を掲げていたような人形劇団は解散に追い込まれた（加藤, 2007）。 

こうした制限が設けられる一方、人形を使った芝居を通して幼児期から愛国心を育

てようという考えが陸軍省を中心に起こった。その例として『肉弾三勇士』という実

話を元にした演目が挙げられる。史実では 1931 年の満州事変をきっかけとして起こ

った中国侵攻のなか、破壊筒を持った三人の日本の兵士が敵陣で自爆したとされてい

る。彼らの行動が英雄視され、糸あやつり人形『肉弾三勇士』として上演されること

になった。この作品はテレビで放映され、幼稚園の子ども達も熱中していたようだ。

ますます人形劇の効果は認識され、戦争体制に賛同する人形劇団は政府によって全面

的に支援された。こうした政府の援助によって人形劇で生活できる者が現れ、人形劇

は職業へと変化していった（加藤, 2007）。 

終戦後は、戦時中に人形劇の面白さに興味を持った教育者たちが活躍した。現在、

人形劇と子供との結びつきが強くなったのは、戦後復興のなか、人形劇に興味をもっ

た教師や保育者が、学校教育での人形劇に熱心に取り組んだからである。全国各地の

教育者たちは生の舞台を小学生や児童に届けようと、人形劇団を施設に呼んでいた。

また、国の方針としても、人形劇は教育の場に欠かせないものとして認識していたよ

うだ。例えば、1947 年、文部省発行の小学校の国語の教科書である『国語第五学年

下』には人形のつくり方が掲載されていた（加藤, 2007）。 

 
12 菊池ふじの、徳久孝子.(1930).『幼児のための人形芝居脚本』.フレーベル館, 

「序」部分からの引用（斉藤, 1989, p. 66） 

 
13 内山憲堂. (1932).『指導人形劇の製作と演出』日本童話協会出版部, pp.98-101 から

の引用（斉藤, 1990, p. 75） 
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愛知人形劇センターの中事務局長は、戦時中に戦争に反対していた劇団も、人形劇

を国策に使った劇団も、戦後は「子供たちのために」という意識のもとで活動してい

たのではないかと指摘していた。 

 

（５）戦後の観客層 

1950 年代から、子供向けの演目を持つ人形劇団が各幼稚園や保育園で公演を行う

スタイルをとるようになった。これが現代にも続き、幼稚園や保育園等の児童施設で

の公演が、多くの人形劇団の主な収入源となっている。こうした背景から、現在、日

本の人形劇は子供向けの演目が多く、人形劇は子どもの娯楽という意識に繋がってい

るのだと考えられる。 

その意識は実際の観客数にも現れている。データは UNIMA（国際人形劇連盟）の

日本センターによる『日本人形劇年鑑 2020 '19 日本の人形劇』を用いた。同資料によ

ると、2018 年 4 月から 2019 年 3 月の職業劇団動員数（アマチュアによる公演や幼稚

園での公演を含まず、劇場で行われた作品での動員数）は、合計で 1,860,601 人であ

り、そのうち小学生以下の児童は 1,558,390 人である。つまり、日本の人形劇の観客

のうち、84％が小学生以下ということなる。また、内訳を見ていくと、観客のうち、

児童の割合が 10％未満だった劇団は 65 団体中 5 団体のみだった。以上の数字から、

日本では児童を中心に人形劇が楽しまれ、多くの劇団も児童を意識した作品作りをし

ていることがわかる。 

しかし現在、日本では少子化が進み、劇団の活動に支障が出ている。全国専門人形

劇団協議会『2014 年公演状況調査結果報告』によると、愛知人形劇センターが位置

する愛知県に関しては、幸いにも、幼稚園・保育園での上演が他県に比べて突出して

多いため、地元中心で活動ができるようだ。同資料によると、2013 年度の愛知県で

の幼稚園保育園上演は 600 回にのぼり、2 位の大阪府 350 回、3 位の神奈川県 300 回

との間に大きな開きがある。しかし残りの 44 都道府県は全て 300 回を下回ってい

る。幼稚園・保育園での収入が減少すると、地元での上演のみでは厳しくなり、活動

場所を都心に移すことが多い。また、小学校での開催は生徒数が多すぎるために難し

いとされており、同調査によると一番多い県でも 65 回程度の上演だという。 

 

3． 愛知人形劇センターの取組み 

上記２.に記した流れに対し、愛知人形劇センターでは幅広い観客を対象にした演

目の上演に力を入れている。子供を観客として想定した人形劇（例：人形劇団

LimLim『空き地のおうち』、2018 年 9 月、図 414）はもちろん、大人が対象の人形劇

（愛知人形劇センター30 周年制作『ウジェーヌ・イヨネスコ 犀』、2020 年 1 月、

図 5）や、海外招致の人形劇（オランダ、Stuffed Puppet Theatre『Babylon（バビロ

ン）』、2019 年 8 月、図 6）も上演している。 

 

14 図 4～6 に関し、愛知人形劇センターより本稿への掲載許諾を取得済みである。 
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中事務局長によると、幅広い観客を対象とした人形劇を上演できるのはスポンサー

がついている劇場の強みだという。観客が集まらない場合、スポンサーがついていな

い劇場ではチケット収入だけでは収益を満たすことができず、経営が立ち行かなくな

る。一方、スポンサーがついている劇場では企業からの補助金があるため、動員数が

大きくなると予想ができる人形劇、すなわち子供の動員を想定した人形劇ばかりを上

演する必要はない。よって、大人を対象にした人形劇や海外招致の人形劇も上演でき

るのである。中事務局長は、大人も含めた広い層で楽しんでほしいという意識でひま

わりホールに携わっているそうだ。 

 

 

 

 

図 4． 

人形劇団 LimLim 

『空き地のおうち』 

(提供：愛知人形劇センター) 

図 5． 

愛知人形劇センター30 周年記念制作

『ウジェーヌ・イヨネスコ 犀』 

(提供：愛知人形劇センター) 

 

図 6． 

Stuffed Puppet Theatre 

『Babylon（バビロン）』 

(提供：愛知人形劇センター) 
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中事務局長の話では、海外から招致する劇に関しては、他の劇場とも連携をとって

いるという。例えば、オランダの人形劇団 Stuffed Puppet Theatre による『Babylon

（バビロン）』は、2019 年の 7 月から 8 月末にかけ、札幌市（北海道）のこどもの

劇場やまびこ座、渋谷区（東京都）のプーク人形劇場、飯田市（長野県）の飯田人形

劇場、東かがわ市（香川県）の人形劇場とらまる座、三次市（広島県）の三次市民ホ

ールきりり、そして名古屋市（愛知県）ひまわりホールで上演している（プーク人形

劇場, 2019）。海外から招致する場合、謝礼金だけでなく、海外からの交通費や日本

滞在費がかかる。そのため、一つの劇場で一回の公演を行うために来日してもらうの

は、招待する劇場に負担が大きすぎる。また、海外から招致する作品は、日本の作品

と比べて客数と客の需要を想定できず、赤字になることを想定して上演しなければな

らない。複数の劇場で上演することによって、交通費や滞在費を分担することが可能

となり、それぞれの劇場の負担を抑えることが出来る。中事務長によると、各劇場の

運営側は、実際に海外に足を運んで招致する劇団を決めているそうだ。負担となるコ

ストに関わらず、日本の観客に面白いものを届けたいという志があるという。日本

UNIMA（2020）によると、2017 年には海外から来た 13 団体がひまわりホールで上

演し、動員数は 6,000 人にのぼった。 

上記に加え、愛知人形劇センターは、より多くの人に人形劇を楽しんでもらいたい

という思いから、賞や体験型のイベントを開催している。愛知人形劇センターが行っ

ている「P 新人賞」は、 人形劇ジャンルの未来を担う才能に賞が与えられている。

「P」は人形の“PUPPET”と 身体とオブジェによる“PERFORMANCE”の「P」を表

す。受賞作品には賞金が与えられ、ひまわりホールでの招待上演を行うことができる

そうだ。また、“子どもが主役となってアートを楽しめる”というコンセプトのもと、

毎年「子どもアートフェスティバル」というイベントも開催している。同センターホ

ームページによると、このイベントは 2019 年の 9 月に 30 周年を迎え、様々な劇団や

音楽クラブが子どものための人形劇や紙芝居、マジックなどを行った。ダンスなどの

体験型イベントも企画された。 

 

4． 日本の観客層と愛知人形劇センター 

日本人は概して「人形劇は子供向け」という印象を抱きがちである。調査の結果、

それは 20 世紀に教育者たちが、当時大人を対象とした娯楽であった人形劇を子供に

も楽しんでもらいたいと行動し、子供と人形劇の関係を密接なものへと変えていった

からだと分かった。現代の日本の人形劇は、当時の教育者たちの活躍がなければ今と

は違うものになっていたであろう。 

その一方で、客層が子供に偏っている人形劇業界において、日本の少子高齢化は、

逼迫した問題である。劇団の中には幼稚園・保育園を巡回して収入を得ている劇団も

あるが、少子化の影響で幼稚園・保育園が減少しているために生計を立てられなくな

っているという話もあるようだ。そうした状況に対し、海外招致や様々な人形劇のイ

ベントを行い、客層にとらわれない良い人形劇を発信していきたいという愛知人形劇

センターの取り組みは、示唆に富んでいると思われる。 
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おわりに: 飯田市における持続的な人形劇文化振興を目指して  

 

 本稿では、イギリスの『パンチ＆ジュディ』および愛知人形劇センターの取り組み

に注目し、津田塾大学が包括連携協定を結んでいる飯田市において、飯田の人形劇文

化が継承され、大人も含めた幅広い観客層を得るための示唆を得ることを試みた。 

 

 まず、第 1 部では、中京大学・岩田託子教授へのインタビューと文献研究に基づき、

イギリスのパンチ＆ジュディが、400 年の時代を経てもなお支持される背景について

探った。中流階級から労働階級、すなわち一般の人々が広くパンチ＆ジュディに親し

むようになった 19 世紀以降の変遷を見ていくと、「夏に、リゾート地の浜辺で、親

子で楽しむ」や「クリスマスに、客室に招いて、家族で楽しむ」といった例に代表さ

れるように、パンチ＆ジュディの上演と「特定の季節・特定の場所」との結びつきが

深いことが伺える。また、パンチ＆ジュディが持つ「グロテスクさ」に代表されるよ

うに、子供の情操教育・道徳教育を目的とした存在というよりも、親子・家族で一緒

に楽しめるエンタテインメントとして確立していることが、親から子への継承を促し、

時代を越えてパンチ＆ジュディの文化が浸透している所以と考えられる。  

 次に、第 2 部では、日本の人形劇の観客層が子供に偏っている現状に着目し、その

背景を文献研究から探るとともに、より幅広い観客層を取り込むためにどのような対

策を講じているのか、愛知人形劇センター・中康彦事務局長にインタビューを行った。

文献から日本の観客層の変遷をたどると、現代のように子供を人形劇の観客の中心に

とらえるようになったのは 1920 年代以降と比較的近年のことであり、特に教育に人

形劇を取り込むようになってから一層拍車がかかったことが分かった。幼稚園や保育

園での公演はもちろんのこと、2018 年 4 月から 2019 年 3 月までの劇場公演の観客デ

ータ（日本 UNIMA, 2020）を見ても、観客の 84％が小学生以下であることから、

「人形劇は子供が観るものだ」との思考が根強いことが分かる。他方で、少子化が問

題視される昨今、より幅広い観客層の掘り起こしが喫緊の課題である。愛知人形劇セ

ンターは、大人を観客対象とする人形劇の制作・上演や、国内他ホールとの連携によ

る海外公演の招聘を通し、大人のエンタテインメントとして人形劇文化を打ち出す試

みをしていた。更に「P 新人賞」を通して、人形劇の担い手の養成にも力を入れてい

ることが分かった。 

 

 翻って、飯田市の人形劇文化の更なる広がり・継承には、何が必要だろうか。上記

の国内外の例から、以下 3 点を挙げたい。 

 第 1 点目に、「いいだ人形劇フェスタ」の、飯田市関係者以外への更なる認知拡大

である。上記のイギリス『パンチ＆ジュディ』が深く国民に浸透している背景には、

「特定の季節・特定の場所」との結びつきが深いことが挙げられるが、日本において

も、例えば京都で「7 月になると祇園祭がある」といったように、伝統行事や地域の

祭りが、特定の季節と結びつき、毎年繰り返されることで、人々に深く浸透し次世代

に受け継がれている。他方、日本の人形劇は、親子で毎年楽しむ存在というより、保
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育園や幼稚園で園児が観るものとなっている場合が多い。かかるなかで、飯田市が

「いいだ人形劇フェスタ」を毎年 8 月、40 年継続して続けてきたことは特筆に値する。

既に飯田市民及び人形劇関係者には、「8 月に飯田で人形劇の祭典がある」ことは深

く浸透している。今後は、飯田市民以外、人形劇関係者以外にも更に広く認知される

ことが望まれる。 

 第 2 点目に、幅広い年齢層の観客の掘り起こしが必要であろう。飯田市との連携プ

ロジェクト発足時、津田塾生の多くが「人形劇は子供向け」との印象を持っていた理

由の一つには、彼女たち自身が幼稚園・保育園で人形劇を観た記憶と共に、テレビで

放映される人形劇の内容が、とかく子ども向けの道徳的なメッセージを含有している

ことにもあるようだ。学生のなかには、「中高生になると思春期に入ることもあり、

道徳的な行いをあえて否定する考え方をもつことがある。小学生までは授業中にも視

聴していた NHK 教育テレビなどを見なくなっていくのも、人形劇から離れてしまう

一因ではないか」と話す者もいた。愛知人形劇センターは、大人向けの人形劇や海外

からの招聘公演の実施など、幅広い年齢層の観客に訴求する公演プログラム作りを行

っていた。「いいだ人形劇フェスタ」においても、プロ・アマチュア、日本・海外を

問わず多種多様な人形劇団・人形劇人の公演を上演することに成功している。観客の

内訳も 2019 年の同フェスタ実績では、総観劇者数 34,870 名中、3 歳から中学生まで

が 15,178 名（43.5%）、高校生から成人までが 19,692 名（56.5％）と、幅広い年齢

層の集客が見受けられる（いいだ人形劇フェスタ実行委員会, 2019）。様々な作品が

一堂に会する「いいだ人形劇フェスタ」の機会を生かし、引き続き、飯田市内外の

人々に、人形劇は子供だけでなく、大人こそ楽しめるエンタテインメントであること

を、更に訴えていくことが必要ではないだろうか。  

 第 3 点目に、新たな人形劇の担い手の養成と、彼らの活動の対外的発信である。愛

知人形劇センターは「P 新人賞」を通して、人形劇の担い手の発掘・養成にも注力す

るとともに、最終選考上演会における観客投票（2021 年は無観客ライブ配信を行う

由）、受賞者の招待公演など、新たな観客の取り込みにも精力的である（愛知人形劇

センター, 2020）。飯田でも「いいだ人形劇フェスタ」の時期に合わせ、同様の賞

（例えばフェスタ期間中の観客投票など）を設けるのも一案だろう。また、飯田市の

特徴として、市内の複数の中学校に人形劇クラブ、高校では飯田女子高校が人形劇ク

ラブを有し、飯田に伝わる人形浄瑠璃（今田人形・黒田人形など）に取り組んでいる

ことが挙げられる。なかでも飯田女子高校は 2018 年、飯田で開催された全国高等学

校総合文化祭での公演を契機に、2019 年 6 月には津田塾大学の招聘により津田塾大

学千駄ヶ谷キャンパス祭での東京公演（図３参照）、2019 年 10 月には台湾の雲林国

際人形劇フェスティバルに飯田市から派遣されるなど、飯田の外への活動に広がりを

見せ始めている。新たな担い手、若い担い手の活動が飯田市外に知られ、新たな観客

を取り込む一助となるよう、引き続き対外発信を考えていく必要があるだろう。 

 2020 年度、津田塾大学は飯田女子高校と高大連携のもと、同校人形劇クラブの黒

田人形への取組みについて対外発信する動画コンテンツを作成した。引き続き、飯田

の人形劇の魅力を学生の目線・立場から広く発信していきたい。 
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