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10 ⽉ 1 ⽇（⼟） 
【デモンストレーション発表】 
発表① スタジオ１ 10：00〜11：30 
 
スタニスラフスキーの受容 ―⽵内敏晴の「⾝体的⾏動の⽅式」をめぐって― 
 
藤崎 周平（⽇本⼤学） 
 
 
 

コンスタンチン・セルゲービッチ・スタニスラフスキーが⽣み出した、俳優の演技に関す
る準備と実践の⽅法は、20 世紀の演技術に⼤きな影響を及ぼした。⽇本においても、特に、
太平洋戦争後から、モスクワ芸術座が初来⽇する 1958 年頃を頂点とし、その後 60 年代に
かけ注⽬された。しかし、受容にあたっては、スタニスラフスキーが演技法研究の前半に確
⽴した「情緒的記憶」が中⼼となり、晩年に⾄った「⾝体的⾏動」は⽅法として⼀般化しな
かった。 

リアリズム演技に対するモチベーションが低くなる中、スタニスラフスキーのわが国の
演劇界への影響は弱くなっているが、いまだにイデオロギーの断⽚が残っているのも事実
であろう。なんらかの⽂脈で近代演技術が批判される際、その⽮⾯に⽴たされることも多い。
⼀⽅で、それがどのような内容であるかは、語られなくなっている。 

⽵内敏晴の⽣涯の課題は、スタニスラフスキーの「⾝体的⾏動」の探究にあった。彼は
1950 年代の近代劇、そして、60 年代後半の脱近代劇のアンダーグラウンドの創作現場にも
演出家として⽴ち会い、そこで、⾝体的⾏動の実践をモチーフとした演技訓練を、リアリズ
ム演技の再考のために案出した。その後、⽵内は訓練の対象を俳優志望者から⼀般へと拡げ、
訓練は「⽵内レッスン」と呼ばれるようになった。 

本発表では、⽵内がレッスンのために開発したワークを、スタニスラフスキーの⾝体的⾏
動」への応答ととらえ、いくつかの実例を紹介しながら、⾝体的⾏動を考察し、現在の俳優
訓練にいかすための⽅策を確認したい。 
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【デモンストレーション発表】 
発表② スタジオ２ 10：00〜11：30 
 
メキシコにおける俳優教育についての考察 
 
ジェブラ・ララ・ジャイル・アレハンドロ（⽇本⼤学⼤学院） 
 
 
 

本発表では、メキシコの俳優教育について考察する。発表者は 2016 年に初めて⽇本の
演劇を体験し、メキシコにはない⽇本演劇の魅⼒を知ることができた。同時に、メキシコ
演劇の「ミニマルな創造性」を再発⾒することにもなった。 

俳優教育は、その国の経済、歴史、⽂化などに⾊濃く影響を受ける。例えば、⽇本では
時間を調整しやすいアルバイトのシステムがあるが、メキシコでは就職⾃体のハードルが
⾼いため、パートタイムであっても公演のために簡単に休むことができない。また、⽇本
では制作の存在感が強く、スタッフと役者が協働することが多いが、メキシコでは役者だ
けで創作を⾏うことの⽅が多い。 
メキシコの演劇の作品は予算を抑えることと、⼀つの作品を⻑期間上演することが理想

とされる。その結果、またイェジー・グロトフスキ、やピーター・ブルックなどの影響で
「コンパクト」（⽚づけやすい、運びやすい、少ない⼈数など）に作られることが多い。
上記のように、⽂化によって観客とクリエイターの考え⽅は異なる。 

本発表では、メキシコの演劇事情を踏まえ、舞台芸術作品で評価されるポイントやプロ
の俳優に期待されること、あるいは俳優や舞台芸術家が置かれる創造環境について⾔及す
る。また、俳優教育において⼤学が担っている役割についても考察する。 
グアナファト⼤学をメインとして、幾つかの⼤学の舞台芸術のプログラム、授業の様⼦、
制作作品とプロフェッショナルの演劇作品も参照しながら、メキシコでの俳優教育につい
て考察する。 

デモンストレーションでは、メキシコにおける俳優教育を実践に紹介⽬的として 6⼈〜
10⼈の学⽣とメキシコでよく使われる想像⼒、⾝体表現と信頼関係のワークショップを⾏
う。 
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【デモンストレーション発表】 
発表③ スタジオ１ 12：30〜14：00 
 
欧⽶型演技法の適応 ―メソッドにおける実践例― 
 
 
平井 愛⼦（京都芸術⼤学） 
 
 

発表者は⽶国において、スタニスラフスキー・システムを基礎とした演技法のほか、前衛
演劇の演技法としてグロトフスキー（Grotowski）の理論を基礎とした演技法などを実践的
に学んだ。特にストラスバーグ・メソッド（The Method、以下「メソッド」と表記）に関
しては、ニューヨークにおいて 10 年間ほど専⾨の指導者に師事した。 
 ⽇本で演技指導を始めた当初は、「メソッド」に忠実な指導法を選択していた。しかし指
導を重ねる中で、主として個⼈の内在的、⼼理的体験を駆使する「メソッド」に固辞するこ
とは、⽶国⼈と⽐較したとき、個⼈の体験に基づく感情等を⼈前で表現する習慣の少ない⽇
本⼈には必ずしも適当とは⾔えず、⽇本⼈の性質や実情に適応させた「メソッド」の必要性
を実感した。 
 試⾏錯誤する中、やはり欧⽶とは異なる固有の⽂化性や習慣を持つアジアの国々では、欧
⽶の演技法をいかに適応しているのか研究を始めた。その過程において、シンガポールのラ
サール芸術⼤学（LASALLE College of the Arts）において「ヴューポインツ」（Viewpoints）
を指導ツールとしながらチェーホフをはじめとする⼼理的台詞劇を演出する指導者に出会
った。 

発表者も「ヴューポインツ」の⼼得があったものの「ポスト・モダンの演技法」だという
認識に囚われていたこと。さらには、「ヴューポインツ」は〈時間〉と〈空間〉から成る客
観的「観点」を表現要素として提唱しているが、「メソッド」とは⾔わば真逆の論理から成
るこの演技法と整合した指導法の⾒当がついていなかった。しかし、前述の指導者との出会
いは、両極にある演技法を組合せるからこそ可能な適応型の指導法を⾒出すヒントとなっ
た。「ヴューポインツ」によって、”予め“情動を表出する⼿法を獲得することで、仮に実施
者が感情表現に不慣れであっても、より”安⼼して”個⼈の内⾯性と向き合うことができるの
だと考える。 
 本発表では、「メソッド」と「ヴューポインツ」の要素を採⽤したエクササイズのデモン
ストレーションを実施する。 
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【デモンストレーション発表】 
発表④ スタジオ２ 12：30〜14：00 
 
ジャック・ルコック「７つのレベルのテンション」のエクササイズについての考察 
 
ジェイスン・アーカリ（⽟川⼤学） 
 
 
 

1970 年代後半から 1980 年代にかけて、ジャック・ルコック国際演劇学校で学んだ英国
の新世代の演技指導者たちが、帰国して英国各地の演劇学校でルコックの演劇カリキュラ
ムを教え始めた。 

ルコックの俳優トレーニングの中でも重要な要素の⼀つとして、「７つのレベルのテンシ
ョン」が知られている。この「レベル」とは⾝体の状態の「梯⼦」のようなもので、それぞ
れの段階に合わせた状態のイメージ、もしくは名前が提⽰される。俳優は演じる上で、１か
ら最上段の７までのレベルに合わせて梯⼦を登っていくように⾝体のテンション（⾝体の
筋⾁の張り）を⾼めていく。 

このエクササイズは、発表者が 1998 年から 2009 年まで勤めたローズ・ブルフォード⼤
学なども含め、英国の主要な演劇学校では⼤変重要な俳優トレーニングと位置付けられて
いる。ルコックの他のトレーニングコンセプトと同様、このエクササイズは何年もかけて改
良され続けたため、それを持ち帰った演技指導者がどの時期にルコックの授業を受けたか
によってもやり⽅は異なり、エクササイズの解釈もさまざまである。 

この「７つのレベルのテンション」は、俳優トレーニングにおいて⾮常に重要なエクササ
イズであるにもかかわらず、⽇本では詳細な情報があまり多くはない。そこで、今回のワー
クショップでは「７つのレベルのテンション」を詳しく説明し、それらが俳優トレーニング
へどのように応⽤できるかを紹介する。 
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【基調講演】 
基調講演① スタジオ３ 14：45〜15：45 
 
スタニスラフスキイを再考する ―俳優教育の観点から― 
 
永⽥ 靖（⼤阪⼤学） 
 
 
 
 スタニスラフスキイの演技論は 20 世紀を通じて多くの俳優教育の場で主要な役割を果た
してきた。その理解の中⼼には、感情の記憶、魔法の If、注意の円、課題、超課題などいわ
ゆる「⼼理の技法」が据えられており、どちらかと⾔えば外⾒的な動きの問題や⾝体の問題、
また声の問題などはしばしば等閑視されてきた傾向がある。異⽂化演劇、フィジカル・シア
ター、ポスト・ドラマ的演劇等の展開が顕著な今⽇的な視点に⽴てば、スタニスラフスキイ
のこれらについての思考や実験はまた新しい側⾯を読み取る可能性を与えてくれるように
思われる。 
 ここではこのようなスタニスラフスキイの演技論の再考を試みるために、19 世紀後半の
ロシアでの俳優教育を概観することでスタニスラフスキイのオリジナリティを再確認し、
また世紀初頭の⾝体造形の問題や他芸術ジャンルとの学際性について、多くは俳優教育の
観点からスタニスラフスキイの思考に再検討を加えていく。またその後のスタニスラフス
キイの世界的伝播としてのリアリズム演劇ではなく、20 世紀の 60 年代以降のいわゆる前
衛演劇の実践の中にその後継を⾒いだしながら、今⽇的なスタニスラフスキイの演技論の
読み直しを図る。 
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【シンポジウム】 
スタジオ３ 16：00〜18：00 
 
俳優教育の「時」と「場」 
 
 
池内 美奈⼦（俳優指導者、演出家） 
森 ⼀（劇団俳優座 俳優、演出家、翻訳家） 
⽥中 圭介（⽟川⼤学） 
須藤 瑞⼰（新国⽴劇場演劇研修所 15 期⽣） 
池村 爽（⽂学座附属演劇研究所） 
松⼭ ⽴（⽇本⼤学） 
 
 
 

俳優教育は、演劇を志す者と、プロの現場で働く者、そして教育を実施する諸機関との間
で常に変容しながら試⾏錯誤を繰り返す営みである。たとえ同⼀のトレーニングでも、それ
が⾏われる時代と環境によって俳優教育の⽂脈は⼤きく変容する。 
師弟制度を基軸とした⽇本演劇の俳優修業にとって、近代以降に⻄欧から流⼊した Actor 
Trainingをいかに受容するかは、現在に⾄るまで⼤きな課題として我々に残されている。と
りわけ、個から個への技の伝達から、体系的な俳優教育カリキュラム構築へと移⾏する試み
は、いまだ道半ばといって差し⽀えない。 
今回は、国⽴の演劇研修所、劇団の研究所、そして演劇実践系⼤学でそれぞれ指導経験を
持つパネリストと、諸機関で教育を受けた若き習得者をむかえ、俳優教育についてのクロス
トークを⾏う。具体的な指導の事例報告からはじめ、諸機関におけるカリキュラム構築とそ
の変遷、さらに俳優教育における到達⽬標設定の難しさなどにも議論が発展するであろう。 
以上を通して、俳優教育を研究対象として設定することの難しさに正⾯から向き合うシ

ンポジウムである。 
 
※本シンポジウムは、令和４年度⽇本⼤学芸術学部学部⻑指定研究の助成を受けたもので
す。 
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10 ⽉２⽇（⽇） 
【パネルセッション】ルーム１ 9：30〜11：30 
 
乳幼児・児童・⻘少年演劇の俳優の専⾨性と俳優教育 
 
中島 研（劇団⾵の⼦ 演出家、国際児童演劇研究所所⻑） 
⼩林 由利⼦（明治学院⼤学） 
⾶⽥ 勘⽂（芸術⽂化観光専⾨職⼤学） 
 
 
 
乳幼児・児童・⻘少年演劇（⾚ん坊や⼦ども、若者の観客のための演劇）の俳優には、特
別な演技の技術が求められる。その歴史を振り返ると、例えば、1903 年、川上⾳⼆郎と貞
奴が⽇本初の児童演劇『浮かれ胡⼸』を上演した。この時、貞奴は彼⼥の当たり役となる少
年フレッドを演じたが、冷静に考えてみると⼥性が少年（男性）を演じるというのは奇妙な
ことである。しかしながら、この「⼥優による少年の表現」は、こんにちでは当たり前の児
童演劇の伝統になっている。また、1930 年代、劇団東童（1928〜1959）が「⼤⼈と⼦ども
の共存する舞台」という新しい演劇の領域を開拓し、⼤⼈の俳優に⼦どもと⼀緒に演じるた
めの技術を求めたり、戦後、多くの児童演劇の専⾨劇団が学校での上演を⾏うようになる中
で、1978 年に劇団⾵の⼦（1950〜）が体育館演劇を確⽴し、俳優に体育館で演技をするた
めの技術を追求するようになった。さらに、21 世紀になると、乳幼児を対象とする演劇や
障がいを持つ児童に対する演劇（インクルーシブシアター）が盛んになり、児童演劇の俳優
は、より幅広い技術を⾝につけることが必要になっている。 

そこで、本パネルセッションでは、乳幼児・児童・⻘少年演劇の俳優の専⾨性と俳優教育
について検討していく。乳幼児・児童・⻘少年演劇の専⾨劇団の実演家や、その分野の研究
者を招きながら、また⽇本と海外の事例を交えながら、この分野の俳優の専⾨性とは何か、
その専⾨性を⾝につけるためにはどのような訓練が必要なのかを模索していく。 
 
中島研：⽇本の児童演劇（主に学校公演）における俳優の演技の問題 
⼩林由利⼦：スウェーデンの演出家スーザン・オースチン⽒の乳幼児のための演劇（ベビー
ドラマ）における俳優の演技の問題 
⾶⽥勘⽂：イギリスの演出家ティム・ウェブ⽒の障がい児のための演劇（多感覚演劇）にお
ける俳優の演技の問題 
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【⼝頭発表】 
発表⑤ ルーム２ 9：30〜10：10 
 
⼋⽥元夫によるスタニスラフスキー・システムの俳優教育への受容 
 
内⽥ 健介（千葉⼤学） 
 
 
 

演出家⼋⽥元夫は戦前から既にノヴィツキーやプドフキンを通じてスタニスラフスキ
ー・システムを断⽚的に知り演出活動に活かし、戦後になると演出研究所を設⽴。そこで若
い俳優たちとシステムに基づいた実験的な俳優教育を⾏い、システムを学ぶためにエチュ
ードを利⽤した教育⽅法を確⽴させた。このエチュードを使った⽅法については、著作『新
劇読本・みかたと⽅法』（1954年）、『新しい俳優創造』（1956 年）において解説がなされて
いる。この頃は既にスタニスラフスキー⾃⾝がシステムについて書いた『俳優修業』が⼭⽥
肇によって訳されていたが、⼋⽥は『俳優修業』を参照しつつも、必ずしもその中に書かれ
ている⽅法をすべて利⽤しているわけではない。例えば情緒的記憶について⼋⽥は完全に
無視しており、交流やポドテキストなどの⽤語もスタニスラフスキー本⼈の⽤法とは異な
って使⽤されている。そこでまず⼋⽥がスタニスラフスキー・システムのどの部分に重点を
置いて教育を⾏っていたのか、彼の⽅法論をスタニスラフスキーの『俳優修業』と⽐較しつ
つ明らかにする。そして⼋⽥のシステムに対する理解には、当時数多く翻訳されたスタニス
ラフスキーの弟⼦たちの著作が影響を与えている。例えば、エチュードの利⽤はクリスチ
（『俳優修業の実際』）を参照し、トポルコフ（『稽古場のスタニスラフスキー』）の名前も度々
著作に登場する。その⼀⽅でラポポルト（『俳優の仕事』）に対しては「ラポポルトずれ」と
いう表現で批判を加えており、⼋⽥は独⾃の判断に基づいてスタニスラフスキー以後のシ
ステムの情報について取捨選択を⾏っている。その判断基準はどこにあったのか、⼋⽥が戦
後開設した演出研究所の資料にそのルーツがあることを⽰す。 
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【⼝頭発表】 
発表⑥ ルーム３ 9：30〜10：10 
 
ルネサンス期の演劇教育の考察 

―俳優と特権階級との関係強化の過程を探る― 
 
⼭崎 明⽇⾹（⽇本⼤学） 
 
 
 

ルネサンス期の⼈間中⼼主義の展開は、リベラルアーツの再評価を導いた。演劇⽂化への
学術的な関⼼は⼗分に⾼まらなかったものの、劇場は世界の叡智を得るトポスとして表現
され、劇場の有⽤性が認識された。演劇は中世以降、反道徳的な場として宗教的な弾圧を受
けていたが、そうした否定的な観念を次第に脱しつつあった。各国間の貨幣経済や商業の発
展を通じて、美的で視覚的な⽂化体験や娯楽の需要が⾼まった。このような「感覚の都市」
（DeFazio）において、宮廷祭礼を構成する多様なスペクタクルが実施され、それに伴い活
発化した俳優の演劇活動は、都市の⼈々の精神⽂化的な経験を豊かにした。 

本発表では、以上の背景を踏まえて、主に演劇教育の観点から、ルネサンスの⼈⽂主義に
影響を受けた貴族や知識階級の⾔説における俳優像を検証する。初めに、モンテーニュの思
想やパスカルとその姪のエッセイを中⼼に、ブルジョア社会における演劇教育の様相を分
析する。続いて、英の演劇⽂化を取り上げ、エリオットの喜劇に対する⾼い評価と、ベーコ
ンの演劇教育に対する提⾔を検討する。最後に、独語圏の同時代の知識⼈に影響を及ぼした
エラスムスの教育論を考察する。さらに、彼の⼈⽂主義の思想に触発されたルター、ゴクレ
ニウス、後の時代のコメニウスの⾔説を、演劇の教育的意義や俳優に対する認識変化を中⼼
に検証する。 

特権階級の⼦弟のための演劇教育は、演劇⽂化の発展を⽀えただけではなく、彼らの演劇
体験を豊かにし、他国の演劇⽂化の受容と理解を促進した。このことは、市⺠社会から排除
されていた俳優たちの、宮廷権⼒や知識階級との関係強化や、その⽂化的権威を⾼めること
につながった。そのことで、俳優たちは特に 18 世紀以降に多⽂化共⽣の先駆的なモデルと
して、諸国の市⺠と精神⽂化や享楽の共有や、階級間の超領域的な芸術的紐帯となりゆく⼟
台を築いた。本発表では、俳優達のコスモポリタン的意識の形成に⾄る前段階を、知識層の
⾔説を⼿がかりに検討する。 
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【デモンストレーション発表】 
発表⑦ ルーム２ 10：20〜11：50 
 
⽇本におけるスタニスラフスキイ・システム受容の変遷についての⼀考 

―1950 年代の「エチュード」の実践をヒントに― 

枡井 智英（神⼾松蔭⼥⼦学院⼤学） 

 
 
 
いわゆる「スタニスラフスキイ・システム」が、⽇本の演劇界に広く認識され始めたの

は戦後のことで、1950 年代に多くの翻訳本が出版され、新劇⼈たちは競い合うようにスタ
ニスラフスキイの考えを吸収し、紹介しようとつとめた。それからおおよそ 70 年になる
現在においてもスタニスラフスキイの演技理論は、俳優教育の現場で重要な役割を果たし
ており、演劇界でもその名前を知らない⼈のほうが珍しいのではないだろうか。しかしな
がら、70 年前に⽇本に紹介されたスタニスラフスキイの理論や⽅法論がそのまま現在に継
承されているわけではない。この間、国内外で新たに学んだ⼈たちがスタニスラフスキイ
に関連する⽅法論を⽇本に紹介し、多様な形でスタニスラフスキイの考えが広がり、新劇
の伝統的な理解や実践は逆に薄れていっているようにも思える。 

このような状況化で、独特な形で戦後から現在に継承されている技術の⼀つが「エチュ
ード」ではないかと思われる。演劇における「エチュード」は、1950 年代にスタニスラフ
スキイの⽅法論の⼀つとして⽇本に紹介されたが、現在では「演技の即興」という意味で
使われることが多いように思われる。  

この発表では、エチュードの実践を通して、内⾯の技術を中⼼とした当時のスタニスラ
フスキイ・システム理解の⼀端を⽰したい。また、アメリカの俳優教育における即興演技
(インプロ)との⽐較も交え、⽇本のスタニスラフスキイ受容の特⾊を提⽰する。その上
で、⽇本におけるエチュードの変容とスタニスラフスキイ・システム受容の変遷との関連
性についても考えてみたい。 
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【⼝頭発表】 
発表⑧ ルーム３ 10：10〜10：40 
 
ウィーンの劇場の電化と宮廷バレエ ―国際電気博覧会と『⼈形の精』の間― 
 
古後 奈緒⼦（⼤阪⼤学） 
 
 
 
 バレエ 『エクセルシオール』は、1881 年にミラノで制作されて直ちに評判となり、世界
中で公演された。ウィーン宮廷歌劇場は、アダプトの機会を⼀度は⾒送ったものの、⺠間劇
場に譲らず 1885 年に実現している。この遅延は帝⽴王⽴歌劇場の電化と同期しているが、
前後の報道は、新技術に寄せられる社会的要請とともに、「⽂明バレエ」が帝国にとってコ
ンフリクトの種を孕むと伝えている。それらが⽰唆する作品のイデオロギーはどのような
ものだったのか。そして歌劇場バレエ団はこれをいかに適応、受容したのか。発表では作品
について出版された⼀次資料と先⾏研究の知⾒をまとめ、ウィーン歌劇場のリブレットと
公演評を⽤いてこの問いを掘り下げたい。 
 作品については、この「寓意的歴史的夢幻的バレエ」 が諸々のイデオロギーにとどまら
ず、新しく世界を序列化してゆく構成と演出を備えていたことが確認される。具体的には進
歩主義を具現する台本の構成に新旧優劣⽐較が埋め込まれ、この論理により史実として取
り込まれた時代と地域と属性集団に、主従関係が割り当てられてゆく。舞台上の諸技芸と芸
術家たちも同様の論理で組織され、主たるは同時代において魔法のような効果を誇った電
気のエンジニアではなく、その投影⾯となるダンサー、とりわけ群舞の振付により作家の地
位に踊り出たバレエマスターであった。ルイジ・マンツォッティのコレオグラフィーからは、
啓蒙主義の使者たる本作が感性的快楽と情動に強く訴える戦略を持ち、バレエを⼤衆メデ
ィアとして影響⼒のある光学⾒世物へ刷新したことが⽰される。 
 発表では台本と公演評にもとづき、ウィーン歌劇場が、上演することで否応なしに国際競
争における優劣が可視化され、かつ国内における⼒の均衡を崩しかねない本作を、いかに上
書きしたかを多⾓的に考察する。 
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【⼝頭発表】 
発表⑨ ルーム３ 11：00〜11：40 
 
『紙屋町さくらホテル』に⾒る井上ひさしの天皇観 

―「不在の主⼈」という視点から― 
 
稲⼭ 玲（専修⼤学） 
 
 
 
本発表は『紙屋町さくらホテル』（1997年初演）に描きこまれた井上ひさしの天皇観を明

らかにすることを⽬的とする。同作は広島で被爆死を遂げた「移動演劇桜隊」を素材として
おり、架空のホテル「紙屋町さくらホテル」を拠点に同隊が稽古を⾏う様⼦が描かれる。稽
古には初⽼の薬売りが参加することとなるが、彼の正体は実は天皇の密命を帯びた海軍⼤
将の⻑⾕川である。 
天皇の密使という⻑⾕川の設定や、劇中交わされる天皇制に関する議論等から、天皇制が

本作の主題に含まれる事は明⽩である。⼀⽅で、天皇本⼈は舞台に登場しない上、劇の中間
部は稽古シーンが中⼼となるため、全体として天皇に対する⾔及は多くない。しかし、天皇
の「不在」という状態そのものに⽬を向けてみると、本作には「不在の主⼈」が強い影響⼒
を持つ関係性が複数描かれていることが指摘できる。その「不在の主⼈」とは、第⼀には⻑
⾕川を密使に選んだ天皇であり、そしてまた第⼆には劇中で稽古される『無法松の⼀⽣』の
故・吉岡⼤尉である。⾞引きの松五郎は、吉岡⼤尉の死後残された家族を献⾝的に⽀えるが、
同時に⾃らの吉岡未亡⼈への恋⼼を固く律している。こうした松五郎の⾏動に関して⻑⾕
川は、「どんなことがあろうと、この（吉岡⼤尉の）信頼を裏切ってはいけない」（井上ひ
さし『最新戯曲集 紙屋町さくらホテル』⼩学館 2001 年 p.102  ()内は引⽤者）という
思いがあったのだろうと松五郎の⼼理を分析してみせる。すなわち本作には、複数のレベル
において「不在の主⼈」とその主⼈を強く意識する⽣⾝の⼈物という構図が⾒受けられるの
だ。こうした構図を軸に、天皇の「不在」がいかに劇世界全体に影響するのか考察する。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

【⼝頭発表】 
発表⑩ ルーム３ 11：40〜12：20 
 
⾼校⽣対象の演劇ワークショップにおける⾃⼰イメージの変容に関する検討 

―SD 法を⽤いてー 
 
絹川 友梨（桜美林⼤学） 
 
 
 

演劇は、観客のために上演されるだけではなく、演劇ワークショップ(以下、WS)として
個⼈の成⻑を促すために応⽤されている。例えば⽂化庁の「⽂化芸術による⼦供育成推進事
業」では、豊かな創造⼒、想像⼒、思考⼒、コミュニケーション能⼒育成を⽬的としてWS
が実施されている。この⽬的は「俳優育成」ではなく、⼈が豊かに⽣きるための「こころの
育成」といえる。WSの効果に関する研究では、創造性の向上（Sawyer, 2003; 2019）、⾃尊
感情の向上（⽯原, 2011）、オープン・マインドの向上（正保, 2016）などが報告されている。 

本研究は上記を踏まえて、さらにWS 参加者のこころの変化を検討するために、⾼校⽣
112 名を対象として、主にインプロを⽤いた WS を⾏い、実施前後に SD 法(Semantic 
Differential  Method)による⾃⼰イメージに関する質問紙調査を⾏った。WS実施前の調査
結果に対して因⼦分析を⾏ったところ、第 1因⼦：情緒因⼦、第 2因⼦：活動性因⼦、第 3
因⼦：価値因⼦の 3 因⼦が抽出された。各因⼦内の項⽬に関して WS 実施前後の平均値に
ついて検定を⾏ったところ、第 1因⼦では 12項⽬中 7項⽬（暖かい−冷たいなど）で、第
2因⼦では 7項⽬中 4項⽬(積極的−消極的など)で有意差が認められ、また、その変化の⽅
向性はすべてポジティブなものであった。このことから WS の体験は参加者の⾃⼰イメー
ジに関して、情緒的・活動的側⾯において肯定的な影響を与えることが認められた。⼀⽅、
第 3 因⼦では 7 項⽬中 1 項⽬（愉快−不愉快）で有意差が認められるに留まり、価値的側
⾯においては⼤きな影響は認められなかった。すなわち今回の参加者にとって WS の経験
は、主として情緒的側⾯と活動的側⾯において、肯定的な⾃⼰イメージへの変容を与えたも
のであったといえる。  
なお本研究は、茨城⼤学⼈⽂社会科学部 正保春彦教授との共同研究の成果である。 
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【基調講演】 
基調講演② ルーム２ 13：30〜15：00 
 
俳優訓練、俳優養成、俳優教育 
 
⽑利 三彌（成城⼤学名誉教授） 
 
 
 

研究集会のテーマである「俳優教育の『時』と『場』」の時について考えると、おおざっ
ぱに⾔って、近代以前では、俳優は舞台に⽴つことで、定まっている演技の型を⾝につけて
いった。近代のリアリズム演劇になると、定まった演技の型がなくなるために、俳優は演出
家の解釈に合わせた演技をすることが要請され、そのような俳優を養成する機関が求めら
れる。現代になると、俳優は⼀般市⺠としての知識、能⼒も有するとともに、俳優という芸
術家として、舞台創造の⼀端を担うものとされ、⾼等教育機関で教育されるようになる。 

いうまでもなく、俳優養成は俳優訓練を含み、俳優教育は俳優養成を含んでいる。だが
往々にして、これら三者は上下関係と思われ、下の機能を軽視する傾向が⽣じる。⽇本の近
代劇、新劇にあっては、この弊害が典型的に⽣じたきらいがある。最初の新劇上演団体と⾔
ってもいい築地⼩劇場が、その後の新劇界を担う俳優たちを輩出したのは、ここではほとん
ど年中公演が⾏われていて、俳優たちはいわば前近代的な演技訓練を受けていたからでは
ないか。 

場については⾔えば、劇場あるいは舞台の形はさまざまである。だが現代以前は、その時
の⼤⽅の劇場、舞台の形は⼀様だった。それは観客の⼀様性を意味してもいる。演技は演技
する側の問題であると同時に、それを受容する側の問題だから、その場で良しとされる演技
は、その場の観客の趣向に左右される。 
 

わたしが要請されていることは、集会の発表や議論内容を総括して、それらの問題点につ
いて出席者の議論を盛り⽴てることのようである。 

 


