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2021 年度 日本演劇学会 研究集会 

要旨集 

 

12 月 4 日（土）、5 日（日） 

大阪大学（オンライン開催） 
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女性、ドラマ、つながり－絡まらず、けれど解けず－   

  阿南 順子（関西大学）：司会 

  西尾 佳織（鳥公園 劇作家・演出家） 

  佐藤 里野（東洋大学） 

  森岡 実穂（中央大学） 

                                      

 

【パネルセッション①】    ルーム１ 15：45－17：45 ……５ 

築地小劇場再考：観客層の拡大・異文化交流・後世への遺産 

  萩原 健（明治大学）：司会 

  熊谷 知子（明治大学） 

  伊藤 愉（明治大学） 

  稲山 玲（専修大学） 
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ドラマか非ドラマか？――地域市民演劇としての俄
にわか

を考える 

  畑中 小百合（大阪大学）：司会 

  佐藤 恵里（高知県立大学名誉教授） 

  中野 正昭（明治大学） 

  松岡 薫（天理大学） 
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12 月 5 日（日） 

 

【パネルセッション③】    ルーム 1 10：00—12：00 ……７ 

アイホール問題を考える 

  瀬戸 宏（摂南大学名誉教授）：司会・コーディネーター 

    おおつる 求（伊丹市会議員） 

    小原 延之（演出家、アイホールの存続を望む会代表） 

    永井 聡子（静岡文化芸術大学） 

    畑 律江（毎日新聞大阪学芸部） 

 

【パネルセッション④】    ルーム２ 10：00—12：00 ……８ 

新 WEB 版「演劇百科大事典」の可能性 

  赤間 亮（立命館大学） 

    岩井 眞實（名城大学）：進行役 

    佐和田 敬司（早稲田大学） 

 

【個別発表】 

① 花家 彩子（常葉大学）   ルーム１ 13：00－13：40 ……９ 

 演劇上演の教育的価値づけのための観客の役割に関する考察 

 ―「はるちゃんはゆっくり歩く」について― 

 

② ジョナ・サルズ（龍谷大学）   ルーム１ 13：40－14：20 ……10 

 Covid-19 が解き放つ能狂言の挑戦と創造： 

 欧米におけるコロナ時代の新たな劇作と教育法 

 

③ 日比野 啓（成蹊大学）   ルーム２ 13：00－13：40 ……11 

 『朝日のような夕日を連れて』再考―舞台と観客席のあわいに生まれるドラマ 

 

④ 大串 雛子（明治大学大学院）   ルーム２ 13：40－14：20 ……12 

 岡田八千代の『黄楊の櫛』における男性像 

 

⑤ 松尾 ひかり（明治大学大学院）  ルーム 3 13：00－13：40  ……13 

 ミヒャエル・クンツェのリブレットに見られるドラマ性―ウィーン版 

 『エリザベート』（2012）における楽曲 ”Rond-Schwarzer Prinz”の挿入をめぐって 

 

⑥ 金 潤貞（早稲田大学坪内博士記念演劇博物館） ルーム３ 13：40－14：20  ……14 

 「生命存在」を描く―太田省吾作『抱擁ワルツ』を中心に 
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【海外劇作家ビデオ講演（字幕付き）】  ルーム１ 14：30－15：20 ……15 

スペイン語圏演劇のドラマの現在 

  フェルナンド・ロドリゲス＝アラヤ（Fernando Rodríguez Araya） 

   （コスタリカ、劇作家・演出家）  

    フアン・カルロス・ルビオ (Juan Carlos Rubio) 

   （スペイン、劇作家・演出家）     

 

【シンポジウム②】     ルーム１ 13：30－15：30 ……19 

現代スペイン語圏演劇におけるトラウマのドラマ化と Verosimilitud（真実らしさ）の追求 

  岡本 淳子（大阪大学）：進行役 

    仮屋 浩子（明治大学） 

    岡本 太助（大阪大学） 
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12 月 4 日（土） 

 

【シンポジウム①】     ルーム１ 13：30－15：30 

 

女性、ドラマ、つながり－絡まらず、けれど解けず－ 

     

    阿南順子（関西大学）：司会 

    西尾佳織（鳥公園 劇作家・演出家） 

    佐藤里野（東洋大学） 

    森岡実穂（中央大学） 

     

 

 ジェンダーは固定化されたアイデンティティ・カテゴリーではない、という指摘・問題

提起がフェミニストたちによってなされてから、４半世紀以上が経った。このジェンダー

観は一定の広がりを達成した一方、近年保守派の間で顕著になっているのは、アイデンテ

ィティ（ジェンダーだけに限らず、人種・民族など）を固定し、異なるグループ間の分断

を煽るという反動的な政治である。こうした動きに対して、フェミニストや LGBTQ+アク

ティビストは、様々な社会問題や運動―資本主義、植民地主義、人種差別、貧困、環境破

壊など―との複雑な関連においてジェンダーとセクシュアリティを捉え、再考し続け、「異

質性」を超えたつながりを目指している。本シンポジウムでは、このような潮流にドラマ

がどのように応答しているかを探る。アーティスト、研究者の 3 人を講師に迎え、「自己」

が誰であるかを問い続けながら「他者」との関係を結ぶことを目指す実践としてのドラマ

の可能性を、アジア、北米、ヨーロッパの作品を中心に考察する。 

 西尾佳織氏は、劇作・演出を務めた『なぜ私はここにいて、彼女たちはあそこにいるの

か～からゆきさんをめぐる旅～』のソウル公演（2019 年）での経験を踏まえ、日本国内だ

けではなく日韓において加害者/被害者に振り分けられる女性の間に、「日々の生活という小

さな目盛りを生きる個人としての対話」を取り戻す試みについて考察する。佐藤里野氏は、

Jackie Sibblies Drury の Marys Seacole などから、現代アメリカの黒人女性劇作家達が、一

方では人種の表象と関連させつつ、同時に人種的なアイデンティティの枠組みに囚われる

ことなく、女性の問題を表象していることを分析する。森岡実穂氏は、プッチーニ《蝶々

夫人》の 21 世紀における演出に注目し、ヴァシリー・バルカトフ演出（2019 年）ほかの

上演が、作品の内包する多層的な権力構造を基盤に、貧困と DV、新自由主義と性産業など

の現代的問題を抱えた複数の「女性」たちの立場を再表象する場となっていることを示す。 
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【パネルセッション①】    ルーム１ 15：45－17：45 

 

築地小劇場再考：観客層の拡大・異文化交流・後世への遺産 

     

    萩原 健（明治大学）：司会 

    熊谷 知子（明治大学） 

    伊藤 愉（明治大学） 

    稲山 玲（専修大学） 

 

 

築地小劇場（1924（大正 13）年設立）が、当時の日本の同時代演劇の潮流に大きな影響

を与え、いわば新しいドラマの展開を促したことは周知の通りである。ただ、先行研究は

その活動を、「築地小劇場という劇場で展開された戦前の新劇」という、ごく限定された枠

組みでとらえていることが多いように見える。 

実際のところ、築地小劇場を軸に展開されていた活動は多岐にわたり、追究の余地が多

くある。拠点である築地小劇場の外でも活動は展開されており、日本国外の演劇人との交

流は実に多く、あるいは、当事者・関係者が戦後に展開した、築地の遺産と呼びうる活動

も注目される。 

本パネルでは上記の切り口から、築地小劇場の演劇史的意義について再考する。全体に

関しての導入（萩原）に続き、第一に、同劇場が帝国劇場や地方で行なっていた公演等に

関して、その背景と実践を追究する（熊谷）。第二に、来日もしていた劇作家シモノフと土

方与志との交流を例に、戦後の新劇における異文化交流について探る（伊藤）。そして第三

に、同劇場の当事者・関係者が戦後に展開した活動に関して、新国立劇場の設立準備過程

に焦点を当ててこれを論じる（稲山）。 

「戦前の一時期に日本国内の一部の観客層とだけ交流していた劇場」ではなく、時空間

的により広範囲にわたっていた築地小劇場の活動および影響のスケールを示し、同劇場の

再評価を試みたい。 
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【パネルセッション②】    ルーム２ 15：45－17：45 

 

ドラマか非ドラマか？――地域市民演劇としての俄
にわか

を考える 

   

    畑中 小百合（大阪大学）：司会 

    佐藤 恵里（高知県立大学名誉教授） 

    中野 正昭（明治大学） 

    松岡 薫（天理大学） 

 

 

俄とは、街頭や宴席などで即興に演じられる寸劇のことで、江戸中期から明治にかけて

流行したと言われており、現在も日本のいくつかの地域で演じられている。俄はこれまで

地域研究の範疇で捉えられることが多く、演劇研究の対象として分析されることは少なか

った。 

地縁共同体の解体が進み、共同体の神事として行われていた民俗藝能が、観光化・文化

財化の波のなかで外部に開かれるようになって久しいが、一部の俄も、より広域の住民が

参加し共同体外部の観客をも呼び込むようなものとなりつつある。上演されるドラマを見

ることで観客同士が紐帯を強め、伝統的な地縁共同体のそれとは別の共同体意識を創出す

る地域市民演劇として俄を捉えることも可能なのである。 

俄を民俗藝能として捉えると、そのドラマ性が問題になることは少ないが、演劇として

捉えると、ドラマ性に焦点を当てて論じることができるだろう。ドラマ性は一般に台本

（script）・筋立て（plot）について言われるが、即興性をその本質とする俄にもある種の物

語性やリズムの緩急が存在し、観客の心をとらえている。また、他の地域市民演劇や民俗

藝能と同様、俄を支える地域住民は「知り合いが演じている」「自分も演者／スタッフとし

て関わっている」ということに一種の非日常性を感じているが、これも一種のドラマ性と

言えるかもしれない。俄のもつドラマ性やその上演・興行のありようについて考えること

で、俄や地域市民演劇、ひいては演劇一般についての新しい視点を得ることができるので

はないか。 

今回のパネルセッションでは、長年にわたって俄を研究してきた佐藤恵里・松岡薫が各

地の俄の事例報告とともにそのドラマ性について発表する。また、「佐賀にわか」を標榜し

た筑紫美主子の研究をしている中野正昭氏が、地域市民演劇ではない、専門化職業化した

俄とドラマ性の関わりについて発表する。さらに、民俗学の立場で農村を中心とした地域

市民演劇を研究してきた畑中小百合が司会として議論をまとめる。 
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12 月 5 日（日） 

 

【パネルセッション③】    ルーム 1 10：00—12：00 

 

アイホール問題を考える 

   

      瀬戸 宏（摂南大学名誉教授）：司会・コーディネーター 

        おおつる 求（伊丹市会議員） 

        小原 延之（演出家、アイホールの存続を望む会代表） 

        永井 聡子（静岡文化芸術大学） 

        畑 律江（毎日新聞大阪学芸部） 

 

 

アイホール（正式名称は伊丹市立演劇ホール）は、1988 年に創立された客席数最大 300

席程度の演劇専門小劇場である。創立以来アイホールは関西地区で数少ない演劇専用ホー

ルとして、関西地区劇団・上演団体の上演拠点として、また東京はじめ全国各地の劇団・

上演団体の関西での上演場所として、これまで重要な役割を果たしてきた。上演以外でも、

各種講座、ワークショップなどを通して演劇文化の普及にも貢献してきた。 

本年 7 月下旬アイホールについて、伊丹市が使用用途を舞台芸術に限定せず施設の新た

な使用方法を探るため民間事業者から意見を聞くサウンディング型調査を実施し、演劇専

門劇場としては事実上廃館の危機にあることが報道された。その理由として、伊丹市民の

アイホール使用率が 15％程度であること、指定管理料が年間約 9 千万円かかること、建物

老朽化で約 4 億円の改修費が必要なことなどが指摘されている。この報道をきっかけに、「ア

イホールの存続を望む会」が結成され全国的な反響を呼び、日本劇団協議会など演劇全国

団体が廃館反対の意思表示をし、反対運動が展開されている。アイホールを巡る動きは、

劇場と地域の関係、地方自治体の文化支援など関西の一劇場に止まらない全国的な問題を

含んでいる。伊丹市議会議員、演劇人（演出家）、アートマネージメント研究者、演劇記者

をパネラーに、アイホール廃館危機が投げかけている問題とその背景を討議したい。 
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【パネルセッション④】    ルーム２ 10：00—12：00 

 

新 WEB 版「演劇百科大事典」の可能性 

   

    赤間 亮（立命館大学） 

      岩井 眞實（名城大学）：進行役 

      佐和田 敬司（早稲田大学） 

 

  

演劇に関する日本語での総合的百科事典としては、『演劇百科大事典』（平凡社）がある。

初版の発行は 1962 年である。1986 年に復刊されるが、演劇年表・物故者一覧を追補した

のみであり、現在は品切・重版未定という状態である。その後、分野が細分化された事典

はいくつか存在するが、『演劇百科』に匹敵するものはない。いわば還暦を迎えた百科事典

を持つ我々演劇研究者は、その後の研究成果を踏まえた、総合専門事典としての新たな「演

劇百科大事典」がどうあるべきかを考えていかねばならない段階にあると思う。 

デジタル時代の今、Web 空間での知識アーカイブ・情報交換が標準となった。使われる

べきメディアは、もはや冊子に限定されることはなかろう。また、Wikipedia にその役割を

任せてしまうのにも疑問があろう。 

このパネルでは、1) まず、学会としては、デジタル環境の中で、こうした総合事典の構

築にどのようにコミットすべきなのかを議論したい。2) 次に、その準備段階において、何

が課題となるのかをそれぞれの立場から整理したい。とりわけ、編者が早大演劇博物館で

ある平凡社版『演劇百科大事典』と、新たな企画はどのような関係にすべきかについては、

継続的な議論が必要となるだろう。3） さらに、Web 版を構想する場合、どのようなシス

テムが想定されるのか、そのシステムはどのように継承されるべきなのかについても俎上

あげ、モデル案を提示することで、具体的な議論を深めたい。 

なお、このような大きな企画は、到底個人の営みでは実現できない。広いジャンルから

の協力者が現れ得るのかについても探っていきたい。フロアーからの活発な意見を是非と

も頂戴したい。 
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【個別発表①】     ルーム１ 13：00－13：40 

 

演劇上演の教育的価値づけのための観客の役割に関する考察 

―「はるちゃんはゆっくり歩く」について― 

  

      花家 彩子（常葉大学）  

 

 

本発表は、東京都立千早高等学校演劇部において 2019年度に制作された演劇作品「はる

ちゃんはゆっくり歩く」を分析するものである。この分析を通して、演劇と教育の関係を

考える上での観客の役割について考察する。 

本作品では、軽度の脳性まひのある主人公が高校生になるまでの、小さな生きづらさと

その蓄積、現在、及びその都度の周囲の人々の在り方が、数名の高校生によって演じられ

た。本作品の主人公を演じた俳優は設定と同じ軽度の脳性まひを抱えていることがあきら

かであった。この身体は、実際の軽度の脳性まひの身体の抱える生きづらさを顕在化させ

ながら、作品内であくまでも創作として示される事柄に現実味を持たせる機能を持ち、同

時に、他の俳優たちのもつ身体の個性を際立たせていた。このことによって、観客は自分

自身の身体の社会の中でのあり方を想像したのではないか。 

本作品は、それまで見過ごされてきた些細な事柄をあえて掘り起こし、そこに含まれて

いる問題を観客とともに考えようとする態度を内包していたという点でいくつかのボアー

ルの方法論を想起させるが、同時に、これが学校という教育装置の枠内にある上演であっ

たことを指摘しなければならない。 

学校における演劇に関する議論は、現在では教育のための道具としての演劇を論じるも

のがほとんどである。その際、どのような形であれ、行われた上演の評価はあらかじめ設

定された評価の観点に基づいて行われる。すなわち、上演が達成されて初めて何かが顕在

化するような上演をどのように見るかについては、学校における演劇に関する議論におい

ては、論じられてこなかった。 

本発表では、上演の意義を教育的価値のあるものとするためにも、実は、観客がその想

像力を積極的に、かつ良心的に使うことが重要な役割を果たしうることを指摘する。 
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【個別発表②】     ルーム１ 13：40－14：20 

 

Covid-19 が解き放つ能狂言の挑戦と創造： 

欧米におけるコロナ時代の新たな劇作と教育法 

 

      ジョナ・サルズ（龍谷大学）  

 

 

 Covid-19 の影響は、能狂言の世界にも及び、公演や指導の規模は大幅に縮小され、海外

公演やワークショップの多くは中止となった。しかし、欧米の大学の中には、2020 年 3 月

以降、計画を大幅に変更しながらも企画制作者と能狂言師が協力し、遠隔授業やオンライ

ン公演といった新たな試みによって交流事業を継続しようとしたところもある。厳しい制

約の中で解き放たれた創造性は、新しい演劇やフォーマット、教育法を生み出した。 

 本研究では以下の４事業を取り上げ、観察や聞き取り調査を行い、オンラインによる新

たな教育法がどのように運営されたのか、とりわけ能狂言の忠実な伝承、教育効果、娯楽

性の均衡をいかに保とうとしたのかを考察する。 

1. ポートランド州立大学「Laughing at the Light at the End of the Tunnel」 

新作狂言の上演（2021 年 4 月） 

2. 「Noh Theatre Training Project 」（東京） 

喜多流能楽師大島家の Zoom・録音を利用した謡の個人指導 

3. エジンバラ大学 2020 年プログラム 

観世流能楽師・武田宗盛のツアーから、オンラインによる鬼面デザインのレクチャー、新

作能の創作指導への変更 

4. ハワイ大学「Remotely 狂言」 

狂言師茂山千之丞三世による遠隔指導と、学生たちによる新作のライブ配信 

 芸の伝承ではなく新たな創造を目的とした伝統芸能のワークショップが、オンライン・

メディエーションを介して海外の学生やアーティストにどのように伝達されたのか、伝統

的な伝達方法からどのように変化したのかを検証したい。 
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【個別発表③】     ルーム２ 13：00－13：40 

 

『朝日のような夕日を連れて』再考 

―舞台と観客席のあわいに生まれるドラマ 

 

      日比野 啓（成蹊大学）   

 

  

 本発表では、八〇年代小劇場演劇の雄として野田秀樹と並び称された鴻上尚史のデビュ

ー作にして出世作の『朝日のような夕日をつれて』（一九八一）を取り上げ、八〇年代小劇

場演劇が追求したのは商業演劇の美学や感性を洗練させることだったことを示す。歌手芝

居やレヴュー、宝塚歌劇や松竹新喜劇といった商業演劇の魅力は、俳優が観客と取り結ぶ

さまざまな「共犯関係」が、俳優が発する台詞やその身体によって伝えられる物語よりも

ずっと重要だ、と感じられるところだった。『朝日のような夕日をつれて』は、新劇が否定

し、アングラ演劇が曖昧な態度をとってきたそのような前近代的＝反近代的な美学／感性

に新しい演劇の可能性を見出し、その美学／感性を徹底化することによって、商業演劇に

もっとも近づいた作品だと言える。前世代の唐十郎や佐藤信、寺山修司や鈴木忠志らが俳

優の身体性を強調しながらも、テクストの強度に表現の可能性を賭けていたのとは違い、

鴻上は自らの戯曲の中身のなさを恬淡として恥じない。それは近代戯曲が仮構してきた直

線的時間構造が、舞台上の俳優の存在がもたらす「いま、ここ」のアクチュアリティによ

って撹乱され、蹂躙されることに観客は無上の喜びを覚えると、鴻上が最初から悟ってい

たからだ。「八〇年代の小劇場演劇において物語性は先行する時代ほどには強力な吸引力を

持つ枠組みではなくなっている」と永田靖はその生田萬論で書くが、それは八〇年代小劇

場演劇から「ドラマ」が消えた、ということではない。『朝日のような夕日をつれて』を戯

曲として精読することで、その空虚さがアングラ世代にはなかった「ドラマ」をいかに生

み出しているかを逆説的に論証したい。現在、野田秀樹、ケラリーノ・サンドロヴィッチ、

松尾スズキ、宮藤官九郎、中島かずきら、八〇年代から九〇年代にかけて一世を風靡した

小劇場演劇の劇作家たちが、興行資本と組んで新しい商業演劇を作りつつあるが、その動

きはすでに八〇年代に胚胎していたのだ。  
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【個別発表④】     ルーム２ 13：40－14：20 

 

岡田八千代の『黄楊の櫛』における男性像 

 

      大串 雛子（明治大学大学院） 

   

  

 『黄楊の櫛』（1912）は、岡田八千代の戯曲における代表作とされており、女性劇作家の

嚆矢である岡田八千代によって書かれた本作は、夫婦関係にあった一組の男女の対立と葛

藤が描かれ、これまで主に女性の登場人物であるおつなを中心に論じられてきた。では、

おつなと対峙する男性の登場人物である豊之助はどのように描かれているのであろうか。

本発表では先行研究を踏まえつつ、豊之助に焦点を当て『黄楊の櫛』を読み直し、さらな

る作品読解を試みたい。 

 本作品にはタイトルにもなっている三十三枚歯の櫛が登場する。豊之助が偶然作ったこ

の三十三枚歯の櫛は呪いに効くという不吉な迷信を持っていた。この三十三枚歯の櫛の呪

いとからみながら豊之助とおつなは悲劇的な結末を迎えるが、本発表では三十三枚歯の櫛

を物語のキーアイテムとし、それを手にする登場人物に注目する。そして戯曲内で説明さ

れている、櫛にまつわる呪いをかける行為を行っている人物は、おつなではなく豊之助で

ある可能性が高いとし、豊之助に呪いをかけたのは豊之助自身であったのではないかと仮

説を立てる。その上でそのような精神状態に至った豊之助の内面を考察し、父とおつなの

間に挟まれていた豊之助も葛藤しており、精神的に追い詰められていたのではないかと見

る。そこに彼女の小説の代表作である『新緑』と共通する、他を押さえつけてまで自分の

意思を通す程強くなることができない男性像を見出す。 

 また、『名残の一曲』（1913）や『おまん源吾兵衛』（1913）を参照し、『黄楊の櫛』が書

かれた時期の彼女の戯曲作品では『黄楊の櫛』における三十三枚歯の櫛の呪いのような、

人ならざるものの力が登場する。それら三作品では主に男性が呪術的な力の影響を受け、

その結果物語は悲劇的な展開となっていると見る。 
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【個別発表⑤】     ルーム３ 13：00－13：40 

 

ミヒャエル・クンツェのリブレットに見られるドラマ性 

―ウィーン版『エリザベート』(2012)における楽曲  

”Rond-Schwarzer Prinz”の挿入をめぐって 

 

      松尾 ひかり（明治大学大学院）  

 

 

ミュージカル『エリザベート（Elisabeth）』（1992 年ウィーン初演）は、世界各国での上

演の際、現地のプロダクションチームによって芸術文化や歴史的知識レベルが考慮され、

曲や場面の増減が行われてきた。例えば、1995 年の宝塚歌劇団公演のために作曲された楽

曲「愛と死の輪舞」は、その後、他国の演出にも取り入れられた。 

本発表では、まず、この楽曲が 2012 年にウィーン上演では初めて、楽曲 “Rond-Schwarzer 

Prinz”として取り入れられたことに着目した。具体的には、主に 1992 年ウィーン初演版か

ら 2012 年ウィーン再々演版のリブレット（台本）の比較分析を試みる。例えば「愛と死の

輪舞」は、宝塚版では黄泉の帝王として登場するトートのソロ曲として書かれたものだが、

2012 年ウィーン版ではエリザベートとのデュエット曲へ改変されている。こうした変更点

の積み重ねによって、初演から 20 年を経た『エリザベート』の、ドラマとしての構造が変

化していると考えられる。 

 近年、クンツェのミュージカルに関する研究は、各地の上演の比較研究を中心に、ドイ

ツ語圏のみならず日本でも考察が進められている。一方、クンツェのリブレットの分析と

しては、“Aus der „Schwarzen Möwe“ wird „Elisabeth“”において、Birgit Rommel が、史実

とリブレットの内容を比較することで、クンツェのドラマの特徴をいくらか明らかにしよ

うと試みている。 

 今回の発表で明らかしたいことのひとつは、クンツェによるテクストレベルでのドラマ

性である。しかしながら、多様な各国の上演を経て、新たにウィーン版として定着された

リブレットには、テクストに留まらない演出としてのドラマ性が含まれている可能性も考

えられる。ミュージカルという形式の中でクンツェのリブレットが果たす役割、そのドラ

マ性について再考する機会としたい。 
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【個別発表⑥】     ルーム３ 13：40－14：20 

 

「生命存在」を描く―太田省吾作『抱擁ワルツ』を中心に 

 

     金 潤貞（早稲田大学坪内博士記念演劇博物館）

  

  

太田省吾は、人間とは動物が着衣している姿であると言い、その衣を脱いだ「生命存在」

としての人間を描き出そうとしていた。本発表では、先行研究ではあまり扱われてこなか

った太田作『抱擁ワルツ』（1979）を取り上げ、劇言語と時空間を中心に「生命存在」の表

現方法について考える。 

『抱擁ワルツ』の劇中 、登場人物である老人１は、「口がきけない」老人２に対して「母

音だけでなんでも考えられる」という。この台詞は、それまでの通常の劇言語への問題を

提起する。ここで興味深いのは、この劇が沈黙を初めて劇言語として用いた『小町風伝』

（1977）と最初の沈黙劇『水の駅』（1981）の間に執筆された作品であるということだ。『抱

擁ワルツ』では、老人１もまた老人２のように母音だけで喋るようになり、最後の場面で

は二人がともに吠える。この劇言語の展開は、太田が考えた生命存在の姿に向かっていく

プロセスそのものといえる。 

そのプロセスは、時空間の変化によっても表される。二人の老人は、本屋で盗んだ本の

ページに記されている「精子の真実」をめぐる対話を交わす。彼らによれば、それは人間

の真実である。ところで、この会話のなかで出てくる「暗闇を泳ぐ精子」とは、夜中河原

にいる彼ら自身のことであると考えられる。精子と彼らの関係は、会話だけではなく空間

的に表現されている。冒頭、老人１が精子の液体量を示すために掌でくぼみをつくる。そ

のくぼみは、最後の場面で二人が自分たちのいた場所の標を残すために描く円と相似して

いる。円に入る二人は、まるで小さなくぼみに入っていくかのように感じられる。ここで

彼らは、舞台上でごく小さな存在へと空間的に変化するのである。 

『抱擁ワルツ』で見出される言語と時空間の変化のプロセスは、太田劇に通底する非線

形的な時間、遠ざかる視線、人物の匿名性、沈黙性などによる「生命存在」の表現と大き

く関係している。これを前提としたうえで、本発表はこの作品における沈黙と視線の関係

性を明らかにする。 
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【海外劇作家ビデオ講演（字幕付き）】  ルーム１ 14：30－15：20 

 

スペイン語圏演劇のドラマの現在 

   

  フェルナンド・ロドリゲス＝アラヤ（Fernando Rodríguez Araya） 

       （コスタリカ、劇作家・演出家） 字幕：仮屋浩子 

  フアン・カルロス・ルビオ (Juan Carlos Rubio) 

    （スペイン、劇作家・演出家） 字幕：岡本淳子 

 

 現在活躍中の二名の劇作家が自国のドラマの現在を語る。こちらから投げかけた問いは

以下の 3 点である。1）今日の社会情勢あるいは現代世界の諸問題が、自国のドラマにどの

ように反映されているか。今、流行っている、あるいは好まれている特定のテーマはある

か。2）劇作家自身は、現在どのようなテーマに一番興味を持っているのか。観客に何を感

じてほしいと考えて劇作しているのか。3）現在のヨーロッパ／ラテンアメリカ社会、ひい

ては世界のために演劇は何ができると考えているか。 

 さて、どのような話が聞けるであろうか。 

       

海外講演者紹介 

 

① フェルナンド・ロドリゲス＝アラヤ（Fernando Rodríguez Araya） 

 

1971年にサンホセ(コスタリカ)で生まれる。 

1988年からコスタリカの大学では法学を専攻し、その後スペインとコスタリカを行き来 

 しながら、2000年にスペイン王立舞台芸術高等学院(RESAD)にて主に演出学のコース、 

 サラマンカ大学大学院の行政法マスターコースを修了。 

1990年より俳優として演劇活動を開始。 

2000年より舞台芸術促進のため文化政策に従事、助成金を獲得し、現代スペイン演劇界の 

 重鎮ホセ・サンチェス・シニステラやフアン・マヨルガの作品を自らの演出で上演。 

2004年より劇作に専念。 

2015－2018年、コスタリカ映画製作センター長。 

2018年、コスタリカの主要劇場の一つで、二十世紀初頭に活躍したテノール歌手の名がつ 

 けられた、メリコ・サラサール国民劇場長・芸術監督に就任し、現在に至る。 

 

作品一覧 

2005 『「信仰」は小文字で表記する（Fe se escribe con minúscula）』 初演。 

2006 『母さんはオバマを愛している（Mamá ama a Obama）』 初演。 
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2007 『神肴(Ambrosía)』 発表。 

2009 『泣き女（La Llorona）』 初演。2010年にSí Editores社から出版。 

2009 『殺戮 （Genus Cidere）』発表。 

2010 『エントロピー（Entropía）』 発表。 

 2012 『背信（Alevosía）』 発表。全国戯曲コンクール最優秀戯曲賞受賞、国立劇場にて

初演。暗闇の中で出会う二人の男と二人の女が、誰にそこに連れてこられたのか、

そしてその理由を明らかにしようと奮闘する、哲学的な物語。サルトルの『出口

なし』の現代版。 

 2013 『クルス－十字架（La Cruz）』発表。2014年に全国戯曲コンクール最優秀戯曲賞

受賞、Sí Editores より出版、国立劇場にて初演。1986年の枝の主日に、コスタリ

カのアラフエリータ市にある十字架の建てられた丘で実際に起こった（４歳から

41歳の女性７名のうち未成年の三人がレイプされたのち、全員が銃殺された）未

解決で国中を震撼させた事件を扱い、犠牲となった女たちの声を蘇らせた物語。 

 2019 『犬男―カデホス（El Cadejos）』発表。 コスタリカの伝説上の怪物である、犬 

 男カデホスと、性的児童虐待といった現代の社会問題を絡ませた劇中劇。 

 Sí Editores社から出版。 

2021 『エバ（Eva）』 一人芝居、発表。 

 

作品は、少ない登場人物を駆使しつつ、クラシック音楽の使用や哲学や古典からの引用を

取り入れながら、女性蔑視、性暴力、性的児童虐待など、あまり積極的に語られることの

少ない現代の社会問題に向き合う会話劇が中心である。 
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② フアン・カルロス・ルビオ（Juan Carlos Rubio） 

 

1967 年、スペインのアンダルシア州コルドバ生まれ。幼少期に家族とマドリードへ。 

 スペイン王立舞台芸術高等学院(RESAD)でテクスト解釈を専攻。 

 卒業後、俳優として舞台やテレビでの活動を開始。 

1992 年よりテレビや映画の脚本を書き始める。 

1997年、劇作家としてデビュー。 

2007年、自作の『煙（Humo）』を演出して以来、演出家としても活躍。 

 自作、スペインの他の劇作家の作品のみならず、米国の劇作家デヴィッド・マメット 

 の作品『人種（Race）』『チャイナ・ドール（China Doll）』、『懺悔者（The  

 Penitent）』、『苦い小麦（Bitter Wheat）』のスペイン語上演の演出も手掛ける。 

2014年、スペイン劇作家協会の理事に。 

2015年よりスペイン劇作家協会副会長に就任し、現在に至る。 

 

代表作品一覧 

1997 『今夜は自分だけのもの（Esta noche no estoy para nadie）』初演。同時期に離婚

した母娘の関係、そして元夫たちとの関係をコミカルに描いた。30歳以下の劇作

家に送られるアルコルコン市賞を受賞。2012年にミュージカル版を初演。 

1999 『風に傷つけられて（Las heridas del viento）』初演。父の遺品整理中に見つけた、

父とある男性との間で交わされた不思議なラブレターに困惑する息子の心情を

繊細に描く。2017年に映画化。 

2000 『三人（Tres）』初演。アラフォーになった女学校の同級生三人が夫はいらないが

子供は欲しいということで意気投合し、その目的達成のために画策するコメディ。 

2004 『夢はどこに隠れているの？（¿Dónde se esconden los sueños?）』初演。想像を膨

らますこと、夢を見ることを忘れてしまった子供たちを描いた児童劇。ナバーラ

州児童演劇賞を受賞。 

2005 『煙（Humo）』初演。禁煙の苦しみを描いたコメディ。スペイン作家・出版社協

会賞受賞。 

2006 『アリゾナ―アメリカのミュージカル悲劇（Arizona – Una tragedia musical 

americana）』初演。不法入国を阻止するためメキシコとの国境を監視する民間

組織の一員としてアリゾナにやってきたアメリカ人夫婦の物語。目に見えない敵

を監視続ける二人が精神的に壊れていく様をコミカルなシーンも交えて描いた

悲劇。ラウル・モレノ－ファテックス賞を受賞。 

2007 『100平米（100m²）』を発表。2010年に初演。余命わずかな初老の女性が居住した

ままのマンションが破格の安値で売却された事実に基づくドラマ。売り手と買い

手の女性二人が衝突しながら友情を育んでいくコメディ。2020年に映画化。 
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2012 『よき妻の指南書（El manual de la buena esposa）』初演。オムニバス劇の一話「オ

ール・ユー・ニード・イズ・ラブ（All you need is love）」を担当。規律の厳しい

カトリック系の女子高生二人が、ビートルズへの熱狂的な愛と罪の意識との狭間

で葛藤するコメディ。 

2013 『シェイクスピアはここにはいなかった（Shakespeare nunca estuvo aquí）』発表。

ヨランダ・ガルシア・セラーノとの共著でロペ・デ・ベガ賞を受賞。 

2015 『マキアベリの君主論（El príncipe de Maquiavelo）』初演。 

2018 ミュージカル『大ヒット（Grandes Éxitos）』初演。過去の大スター歌手が復活をか

けて必死にもがく姿を描くコメディ。 

2019 『孤島（La isla）』初演。女性の同性愛者カップルの11歳の息子が交通事故で瀕死

の状態にある。たとえ生き延びても全身麻痺と精神障害が残ると告げられた二人

が息子の死を望む気持ちと葛藤する。 

 2021 スペインの詩人・劇作家ガルシア・ロルカが主人公の『見知らぬ土地で（En tierra  

  extraña）』が 11 月 11 日から 2022 年 1 月 2 日まで上演中。 

 

現代のスペイン演劇界を代表する劇作家兼演出家。シリアスなものからコメディ、ミュー

ジカルに至るまで幅広い作品を発表し続け、人気を博している。上記の代表作品は『大ヒ

ット』以外すべて刊行されており、多くの作品がヨーロッパならびにラテンアメリカ諸国

でも上演されている。異性愛、同性愛、結婚、妊娠、仕事、老い、病、生と死といった現

代社会に生きる私たちが直面する問題について、対話の妙で観客を楽しませながら考えさ

せる会話劇が多い。 
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【シンポジウム②】     ルーム１ 15：20－17：20 

 

現代スペイン語圏演劇におけるトラウマのドラマ化と 

Verosimilitud（真実らしさ）の追求 

   

    岡本 淳子（大阪大学）：進行役 

      仮屋 浩子（明治大学） 

      岡本 太助（大阪大学） 

 

 

 これまでスペイン語圏ではスペインと中南米の演劇がそれぞれ別々に語られてきた。ま

た、アメリカ合衆国におけるヒスパニック系の演劇がますます活発になる中で、それらは

「アメリカ演劇」の枠内で論じられている。スペイン語圏の演劇の現在を包括的に見るな

らば、距離的に離れてはいるものの、何か共通点があるのではないか。その答えを見つけ

るべく、本シンポジウムではスペイン、ウルグアイ、合衆国のラティーノ演劇における新

しいドラマについて議論する場を提供する。 

 まず、岡本淳子がスペインの劇作家ライラ・リポイ（1964－）の二作品、スペイン内戦

の孤児たちとそのトラウマを描いた『迷子になった子供たち』（2005）と、スペイン内戦が

引き金になった第二次世界大戦における人類最大の悲劇アウシュビッツ捕虜収容所に連行

された障碍者たちに焦点をあてた『空っぽの頭』（2016）を分析し、負の過去がいかにドラ

マ化されているかを考察する。次に、仮屋浩子がウルグアイのマリアネラ・モレナ（1968

－）の二作品、独裁政権期のトラウマを織り交ぜた『東方のアンティゴネー』(2011)と、

元夫に殺された天才女性詩人に焦点をあてた『授けるのは詩、赤子にあらず』(2014)を取

り上げ、作品がどのように自国の過去に向き合い、我々に語りかけるのかを探る。最後に、

岡本太助がラティーノにとっての「ホーム」という昔ながらのテーマを、ミュージカルの

伝統の再解釈を通して描き出すミュージカル『イン・ザ・ハイツ』（2008）を分析し、全編

にスペイン語とラテン音楽が横溢するこの作品が、文化的に排除されてきたラティーノた

ちの演劇をブロードウェイとハリウッドの表舞台へと進出させたことの意義について考察

する。 

 三者の分析と考察により、現代のスペイン語圏演劇が過去のトラウマをいかにしてドラ

マ化し、Verosimilitud（真実らしさ）を追求しているのかを提示したい。 

 


