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国際文化学部研究旅行奨励制度 報告書

多民族・多文化都市ニューヨークにおける芸術の役割：黒人
映画、サーカス、ゴスペル、コンセプチュアルアー ト、パ
ブリックアートの５つの断面から
―アメリカサーカスと興行師バーナム―
15AR035 毛利友美
目的
私は二年次よりサーカスをテーマに研究を続け、平成 24 年度の春に行われた国際文化学
部国際文化学科表象文化コースの教育インキュベートプログラムにおいては「フランスに
おける舞台アートとしての現代サーカスの展開と現状を探る」というテーマの下で、サー
カスが現代のフランスにおいてどのように受容されているのかという実態を探った。フラ
ンス人へのインタビューや現地調査を経て、現代フランスにおけるサーカスは子供に対す
る情操教育の一環として取り入れられ、また大人にとってもヌーヴォー・シルクと呼ばれ
る現代サーカスは魅力的なショーとして受け入れられていることが分かった。それでは、
ショービジネスの本場とも言えるアメリカにおいては、サーカスはどのように受容されて
いるのだろうか。アメリカサーカスにはフランスの常設サーカスと違いジプシーのように
街から街へと巡業するという特徴があった。白人や黒人、インディアン（ネイティブ・ア
メリカン）などの様々な人種が混在する中でアメリカサーカスは発展していったが、この
サーカスの発展に大きく関わる人物でサーカス王と呼ばれたアメリカの興行師フィニア
ス・T・バーナム（Phineas Taylor Barnum, 1810.7.5-1891.4.7）がいる。私は今回の研究
旅行の中で、このフィニアス・T・バーナムがアメリカという多民族が混在する国でどのよ
うに多くの人々の心を魅了していったのかを、
「バーナムのアメリカ博物館」を訪れ 19 世
紀のアメリカサーカスの実情を探ることで追及していきたいと思う。また、同時にニュー
ヨークのショービジネスの現状を把握しバーナム時代の 19 世紀と現代 21 世紀のショービ
ジネスを比較することで、多民族国家アメリカでショーがどのように受け入れられている
のかを探りたい。
目的地
アメリカ ニューヨーク州ニューヨーク市・コネチカット州ブリッジポート市
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日程
出発日 2014 年 1 月 30 日

旅行日数（発着日含む）

帰着日 2014 年 2 月 11 日

13 日間

日付

滞在地

行動

1/30

福岡

福岡から成田経由でジョン・Ｆ・ケネディ空港へ向か

ニューヨーク

う。

1/31

ニューヨーク

MoMA 見学

2/1

ニューヨーク

ブルックリン散策

2/2

ニューヨーク

ニュー・ミュージアム訪問

2/3

ニューヨーク

雪のため宿泊先待機

2/4

ニューヨーク

ニューヨーク市立博物館
グッゲンハイム美術館見学

2/5

ニューヨーク

マディソンスクエアガーデン訪問

2/6

ブリッジポート

アメリカ博物館見学

2/7

ニューヨーク

メトロポリタン美術館訪問

2/8

ニューヨーク

ブルックリン・タイムズスクエア周辺散策

2/9

ニューヨーク

成田の雪のため JFK 空港からボストン経由で成田へ
向かう。

2/10

成田

品川で一泊

東京
2/11

福岡

福岡帰着

調査結果

1,アメリカンサーカスの歴史
アメリカにサーカスが始まったのは、イギリスでフィリップ・アストレーが曲馬中心の
近代サーカスを開拓したのと同じ 18 世紀のことである。劇場で行われるヨーロッパのサー
カスとは違い、アメリカのサーカスは町から町へと渡り歩く形式を持った。移動式サーカ
スは主に曲馬的なサーカスと動物を連れて人々の目を楽しませるグループの二つに分けら
れる。これらのショーは一般庶民に歓迎されたが、その一方でピューリタン的伝統の強い
教会派からは下賤で冒涜的な興行として排斥された。1815 年にハッカライア・ベイリーが
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見せて回ったアフリカ象が、信仰心の強い農夫に殺害されるという事件から当時のサーカ
スが宗教的には受容されていなかったことが伺える。やがて曲馬的なサーカスと動物を連
れたサーカスの両者は一つにまとまり、曲芸と動物の二つの要素を併せ持つ現代的なサー
カスが誕生した。

2,興行師 P・T・バーナム
アメリカのサーカスを語るにあたって欠かせない
人物の一人に興行師のフィニアス・テイラー・バーナム
がいる。彼はアメリカのサーカスだけでなく、広くショ
ー・ビジネス全体の象徴とも言える人物である。バーナ
ムは非常に口先が達者で、1835 年に 160 歳を超えてい
るという噂のあった黒人奴隷の女性、ジョイス・ヘスを
買い取って見世物にしたことで興行師としての活動を
始め、1841 年にニューヨークにある 5 階建てのアメリ
カ博物館を買収し見世物的な展示品を並べることで当
時大変な人気を博した。この博物館は現在コネチカット 図 1 P・T・バーナム
州のブリッジポート市に存在する。私が訪問した際は残
念ながら改装中のためすべての展示品を見ることはで
きなかったが、スタッフの女性が一つ一つの展示品につ
いて丁寧に説明をしてくれた。当時の博物館の様子は、
現代アメリカ作家であるスティーブン・ミルハウザー
（Steven Millhauser、1943 年 8 月 3 日-）の『バーナ
ム博物館』（The Barnum Museum,1990 年）に描かれ
ている。バーナム博物館では人魚や小人、奇形の人々、
生きた動物などの見世物に限らず、聖書のシーンのパノ
ラマを展示したり、劇場を設け「洗練された娯楽と道徳
的ドラマ」と称した禁酒や歴史をテーマにした演劇を行
ったりと、教育的な意義を持った催しも行われていた。
この劇場は、当時劇場に対して偏見を持っていたピュー
リタン社会からの批判を免れるために講演室（レクチャ
ー・ルーム）と名付けられた。
図 2 The BARNUM MUSEUM
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このように、バーナムのサーカスが当時の
人々に広く受け入れられたのは、
ショーに娯
楽と教育の両方の意義を持たせたことが大
きな理由のひとつではないだろうか。
現在の
バーナム博物館の展示品は主にこの博物館
で当時有名な呼び物であった小人のトム・サ
ムに関する資料であり、
彼が当時使用してい
たミニチュアの家具や小さな馬車などが展
示されていた。
私が特に関心を持った展示品
の中にトム・サムの結婚式の様子が描かれた
絵があった。彼は同じく小人の女性と結婚し
ているが、
大聖堂で大勢の人々に祝福されて
いる結婚式の様子が大きく描かれているの
だ。この絵から、博物館の見世物として有名
だったトム・サムが小人症であったという理
由だけで好奇の視線を集めていたのではな
く、大衆から広く人気を集めてい

図 3 トム・サムのポストカード
バーナム博物館でスタッフの女性に頂いたもの。

たことが分かる。また、今回の研
究旅行の中で偶然にも、バーナム

が設立したリングリングブラザーズ&バーナム&
ベイリーサーカスの 1963 年当時の公演パンフレ
ットを入手することができた。このパンフレット
の中には靴や車、洗剤などの会社の広告が多数掲
載されており、当時のサーカスが経済に対しても
影響力を持っていたということが伺える。このよ
うに、サーカスに対する宗教的批判が強かった時
代においてもバーナムのショーは多くの人々に
愛されていたのだ。サーカスによって大衆からの
人気を集めたバーナムは、興行だけでなくその人
柄も人々から多くの支持を集め、1852 年に民主
党からコネチカット州の知事候補に、1888 年に
は禁酒党から大統領候補に推薦されるまでに至
り、ついには政治的な発言力をもつまでになった
のである。
図 4 パンフレットのなかの広告

バーナムのサーカスのキャ
ッチピーである「THE
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GREATEST SHOW ON
EARTH」と靴（SHOE）を
掛けた広告。

3,バーナムサーカスの痕跡
バーナムのサーカスがアメリカに残した痕跡は今もなおいたるところに見受けられる。
その代表と言えるのがニューヨークに存在するマディソンスクエアガーデンだろう。マデ
ィソンスクエアガーデンは 1874 年にニューヨーク 5 番街にあったマディソンスクエア公園
にバーナムが「モンスター・クラシック&ジオロジカル・ヒッポロドーム」として設立した
ことが始まりである。現在の所在地は 8 番街であるが、このマディソンスクエアガーデン
は「世界で最も有名なアリーナ」としてバスケットボールやアイスホッケーの試合、コン
サート、そしてサーカスの公演と年間 400 以上のイベントが開催されており、ニューヨー
クの代表的なレジャー施設のひとつとなっている。収容人数 2 万人規模の世界的アリーナ
で毎年サーカスが上演されていることから、アメリカにおいてサーカスが現在も大衆から
多くの人気を集めているということは言うまでもないだろう。

図 5 現在のマディソンスクエアガーデン

図 6 マディソンスクエア館内の広告
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また、アメリカでは毎年メイシーズ・サンクスギヴィング・デイ・パレードという、ア
メリカのチェーンストアメイシーズが主催のパレードが行われている。アメリカ市立博物
館を訪問した際に、ノーマン・ベル・ゲッデス（Norman Bel Geddes 1893 年‐1958 年）
がデザインした 1926 年のメイシーズ・サンクスギヴィング・デイ・パレードのデザイン画
が展示されていた。この年のパレードのモチーフに道化師を中心としたサーカスが用いら
れており、バーナムの死後もサーカスがアメリカの娯楽文化のひとつとして大衆に浸透し
ていたことが伺える。

図 7 ノーマン・ベル・ゲッデスがデザインしたパレード（1926 年）

研究旅行を通して
今回の研究旅行を通して、多民訴苦国家であるアメリカにおいてサーカスが宗教による
批判を越えた人気を集めいていたということが分かった。民族や宗教の壁を越えて多くの
人々に共通の娯楽として受容されていたサーカスという文化は、18 世紀アメリカにおいて
はその影響力から単なる娯楽としてだけではなく、経済的・政治的な側面をもち多くの人々
の心を動かしていたのだ。ニューヨークはブロードウェイに代表するようにアメリカのシ
ョー産業の中心とも言える場所である。そのニューヨークを実際に歩いてみると、フリー
マーケットで 50 年前のサーカスのパンフレットが売られており、日本に比べサーカスに関
する書籍も多く出版されていることから、サーカスが今もなおアメリカのエンターテイメ
ントとして、またアメリカの一つの文化として深く人々に根付いているということが感じ
られた。このように現地でしか体感できないものを感じることができ、日本では手に入れ
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ることが困難な書籍資料を入手することができたため、今回は本当に実りのある研究旅行
になったと思う。旅行中にトラブルもあったが、それも含めていい経験であった。今回の
研究旅行に参加する機会をいただけたことを本当に嬉しく思う。
最後に、お世話になりました国際文化学部の先生方に教育・研究推進課の金子さん、大
久保さん、この旅行中にお世話になったすべての皆様に深く感謝いたします。ありがとう
ございました。
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