
 
レーマン『ポストドラマ演劇』、
中国と日本 瀬戸 宏 

 日本、中国を問

わず演劇研究書

の読者は少なく、

それが増刷される

ことはほとんどない。

それにもかかわら

ず、『ポストドラマ演

劇』は日・中とも増

刷されただけでは

なく、演劇研究誌

で特集まで組まれ

ている。日本・中国

演劇研究界の『ポ

ストドラマ演劇』への注目ぶりが理解できるだろう。 

 私は、『学会紀要』特集に「王翀（ワン・チョン）と『ポ

ストドラマ演劇』」を寄稿していたので、『戯劇』にも注

目し、関連論文を通読した。その結果、中国と日本の

『ポストドラマ演劇』の受容には、大きな違いがあること

に気がついた。どのような相違があるのか、その相違

は何によってもたらされたのか、それを探ることが本

稿の目的である。 

 

年の宝塚大劇場公演を
振り返る 小竹 哲 
 2019 年は宝塚歌劇 105 周年の年だった。宝塚駅

や大劇場周辺のみならず、阪急電車沿線のあちこち

で「105th anniversary」の表示を目にし、宝塚の歴史

に残る作品のリバイバルや時代小説のミュージカル

化、意欲的な 1 本立て大作が並ぶ一方、長年宝塚

に貢献してきたトップスター2 人が退団した。そんな宝

塚の 2019 年を駆け足で振り返ってみたい。 

 

デモと身体—

『』竹田真理 

 デモの行方は弾圧か解放の二つしかないと語る福

森。本稿執筆中の現在、香港で起きている事態は混

迷の度を増している。それでも路上を埋め尽くす人々

の映像を見て、民主主義とはこのようにして勝ち取る

ものなのだと思い知らされる。画用紙に描いた羊は、

囲われ、飼い馴らされた我々自身の姿であり、その

「解放」を、本作で行われた一連の行為はうたってい

る。展開はシンプルだが力強く、様々な含意がある。

ヨーロッパへ、南米へと世界を移動しながらインディペ

ンデントにダンスの仕事をする福森だが、アジア人女

性であるがゆえに受ける偏見や困難な体験を創作の

発端とする本作は、＃MeToo 運動にも連携しうる政

治的な動機をもつ作品でもある。しかしそうした主張

自体を内容とするのではなく、人々を動かし＝振付け、

集合を自発的に生んでゆくための構造を、舞台芸術

の形式の中で模索している。(撮影：大内真一／プラ

テッジ) 

 

新たな舞踊言語の開拓を 
—きたまり／KIKIKIKIKIKI マーラー交

響曲第二番『復活』 竹田真理 
その中でなぜマーラーを選ぶのか。作り手がマーラ

ーの何に魅了されているのかが、説明ではなく目の前

のダンスから伝わってくるのでなければ、音から振りへ

の単なる置き換えに過ぎないという皮相さに帰着して

しまう。そして単に踊るための音がほしいのだとしたら、

敢えてマーラー全 10 曲に取り組むと謳うことの意味

が問われることになる。いわば企画の根本に関わる

問いだが、今後も全 10 曲振付の貫徹を目指すので

あれば、この点について作り手は何度でも、正面から

向き合うべきだろう。 

 

ダンスで辿る女性芸能者の系
譜—余越保子『shuffleyamamba』 

竹田真理 
 コンテンポラリーダンスを広く芸能と結びつけ、西洋

のアカデミズムとは異なる舞踊史を模索する動きが

感じられる昨今、日本の古典を参照し、芸能史上の

様々な女性像を呼び起こしながらダンスの歴史を俯
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【書評】中島那奈子・外山紀久子編著『老いと踊り』を読む 池内靖子 

 尼ケ崎彬の第 7 章「日本における「老い」と「踊り」」は、まず日本の伝統文化（とりわけ舞踊劇）における「老い」のイメージについて考察し、そののち大野一雄を例に、

「老いた身体」が観客にどのような意味を発見させるのか」を見る論考である。 「老い」とは何か、という点については、「衰退」、「年功」、「余生」という三つの視点から整

理している。ここでも、日本においては「老い」に伴う衰えをむしろ肯定的に捉える思想があり、「わびさび」「枯れる」「しゃれた」「すい」などの言葉を確認している。結論的

には、「社会が要求する「常識」や「義務」など、無意識のうちに従っていた規範から解放され、まさに「自由」を獲得する」。それは、「一種の死者の目」であり、「社会の外

部」にある存在であるという。最後に、尼ケ崎は、「老いた身体――大野一雄の場合」、として、「アスリートのような身体の超絶技巧でもなく、役者のようなキャラクターや

心理を表現する演技術でもない。むしろ自分の内面を無にすることによって何かを自分に降臨させるような技術である」と述べている。 

【ボヴェ➡中 島 】 

私は空間との関係性の中から舞を紡いでゆくというスタンスで創作を行っており

ます。その中で、能動的な身体性よりも受動的なありかたに可能性を感じつつ、完

全な受動とも言い切れない、そのあわいの感覚をうまく言葉に出来ずにおりました

が、昨年手にしました國分功一郎さんの近著『中動態の世界』に大きな示唆がござ

いました。この本では「能動態」と「受動態」の他に、かつてのインド＝ヨーロッパ語に

広く存在していたものの、今は文法の態としては失われた「中動態」の概念を手掛

かりに、意志と行為の間にある繊細な関係を丁寧に考察されています。私たちには

意志せずに行為をしているという状況がよくございますが、その時に意志と選択を

分けて捉えることで見えてくる可能性の広がりを、指摘されているように感じました。

意志せずとも選択はしているという状態、それは私の舞っている時の状態に大変近 

いように感じられ、様々な気づきがございました。 

 

【中 島➡ボヴェ】 

（重森三玲の庭園美術館）この家屋自体は古いものですが、枯山水のある庭園

や襖などは彼の手による 1970 年前後のモダンなもので、イヴォンヌ・レイナーさん

の Trio A とほぼ同時期だなと考えながら見てしまいました。重森三玲と交友のあっ

たイサムノグチの照明が使われていたり、ジャクソン・ポロックのドロッピングのような

文様が箒で描かれていたりと、少し響きあうものもありました。このお話をしたのは、

庭という、生きて動いているのか、固定されたものかわからない空間を眼の前にし

て、ボヴェさんが中動態に言及されたことを思い出していたからなのです。私には

ボヴェさんが中動態という用語でお話しされた踊る受動的身体の経験に、大地や

自然との往還が深く関わっているのではないかと感じています。劇場ではない特定

の場を上演に選ばれ、歴史や季節を取り入れる能楽を本歌取りにしながら、ご自

身の状況と対応させるコンテンポラリーな方法も、その時間や空間を「聴く」姿勢な

のではないかと考えるのです。 

 

 
『さよならあかるい尾骶骨』撮影：小田嶋裕太 
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瞰する本作は、ひとつの応答を示しているといえるだ

ろう。（中略） 歴史に名を残すこともない女性芸能者

の生き方とその系譜は今日のダンサーにも引き継が

れている――本作が示すダンス史のパースペクティ

ブは、現代を生きるダンサーたちの希望となるのでは

ないだろうか。 

 

『ケソン工業団地』から考える
－坂本秀夫 

 南北統一のミニチュアとも言われるケソン工業団地。

その再構築というが、作業場の単純な再現ではなく、

明るく華やかなデコレーションを施しての再構築なの

だろうと伺わせる。ケソン工業団地の観念上での再構

築とも考えられる。 

 これもまた、受け取り方を鑑賞者に委ねる多面性の

ある表現だ。ケソン工業団地に肯定的な考えの者に

は、失われた夢の表現として理想と哀愁などを感じる

だろう。しかし、必ずしもそうでない者には、物々しい

大量のミシンが明るい空間に並べられていること、(達

成可能なものか不明な)生産目標スローガンをカラフ

ルなタペストリーに描くという、そのミスマッチ。空間の

広さや照明の明るさも相まって、無人のミシンが物凄

い迫力を生み出していた。単純に明るい希望の作業

場と受け取れなかったのは、ここまでの各作品を通過

してきたからだろうか。あるいは私が「ケソン工業団地」

に疑義を持っているからだろうか。他の鑑賞者たちは

どのように感じたのだろうか。(写真：イ・ブロク氏の作品) 

 

わからないことしか書けないと
開き直って—『明日で全部

が終わるから今までにした最悪なことの

話をしようランド』—上念省三 

とにかくダンス公演かと思って観にいくとみんなしゃ

べっているから、あぁまたこんな感じかなと思っている

と、どうも様子が違うように思え、それにしてもみんな

しゃべっていたからそれに付き合って今回この文章も

こんなふうな文体で始めているのだけれど、とにかく一

番わからなかったのは、舞台上にいる人たちの相互

の関係とか微妙な表情の意味するところとか、言葉に

しようのない何か空気みたいなもの／ことについて全

く間合いが測れなかったことで、続いてこの舞台上の

空間がどのような場所なのか、次に舞台上の時間の

ありようあるいは経過、それからこれが重要なのかどう

かもわからないのだが、なぜ舞台上の人々は皆どこ

かしら濡れているのかとか、 

 

テクストをめぐる不自由—『神の

子どもたちはみな踊る』—藤城孝輔 

 ギャラティが翻案した『神の子どもたちはみな踊る』

の戯曲において特徴的なのは、短編二作の文章（ジ

ェイ・ルービンによる英訳の文章）を地の文も含めて

ほぼそのままの形で劇に使用している点である。かえ

るくんを演じる木場勝己が「蜂蜜パイ」のシーンでは語

り手となり、「かえるくん、東京を救う」では古川雄輝が

劇中劇の作者である淳平として地の文を語る。さらに

小説の地の文をモノローグやダイアローグに構成し直

すなどの工夫が凝らされ、原作の文章がほぼ改変な

しに発話される。村上自身が「不自然なもの」と認め

る小説の会話文を意図的に登場人物の言葉として

多用することで、本作は村上作品独特の雰囲気を再

現しているように見える。 

 

令和元年の伊藤野枝—『美しきも

のの伝説』から『ブルーストッキングの女

たち』へ—瀧尻浩士 

 これからも伊藤野枝は時代の中で、舞台の上で、

何度も死んで、何度も現れるだろう。違う姿で、違う

声で。『ブルーストッキング……』の舞台を見ることが、

その時代時代の中で生きる女性が今どの過程の、ど

の地点にいるのかを確認することになる。それが「今」、

この作品を上演することの意味ではないだろうか。 

 令和元年の今においても、これから先も、そして女

にも男にも、この作品の「伊藤野枝」は、それぞれの

時代の中での女性の存在について、疑問を投げかけ

てくることだろう。そして我々は舞台を観ることでその

答えを模索する。(撮影：森口ミツル) 

 

野外劇場の余白の風—野生『能』

2019：火魔我蹉鬼（Kama-gasaki）、洲波

羅（Suhara）、富久破裸（Fukuhara） 

—岡田登貴 

舞台の進行は従来の能にあてはめても納得のいく

ように構成されている。森村の能に対する理解が、本

質をつかんでいることを表しているのだと思う。（中略）

たそがれが夜に落ち込む頃舞台ははじまり、やがてす

っかり闇になり、広場の余白は黒々として風が巻きあ

がる。その暗さのなかをこどもたちは舞台とは関係なく、

ときおり歓声をあげて走り回る。終幕では巨大広場の

フェンスの向こうを「雪やこんこ」のメロディーを流しな

がら、灯油の移動販売車がゆっくりと通り過ぎていった。

舞台でシリアスなドラマが上演されているすぐそこに、

おだやかな日常がある。舞台が余白なのか、日常が

余白なのか、そのあわいがとけあって深く心に沈んで

いく上演であった。 

 

誰かを舞台に連れていく （１） 

『ギア-GEAR-』をハウスクエストの S さん

（40 代男性）と観る —坂本秀夫 
S 観やすかったですね。途中からでもなんとなく内容

がわかるような。 

坂本 ああ、芝居仕立てだけど芝居の部分がシンプ

ルだから。 

S なかでも、出演者の身体の動きで進めていくという

のが面白かったです。 

坂本 こういう、いわゆるエンタメ系作品だから最後ハ

ッピーエンドかと思ったら、切ない感じで終わりました

ね。 

S 泣いてる人いましたよ。(笑) 

坂本 本当ですか？ すごいですね。 

S 笑いあり涙あり感動ありの、たぶん総合エンターテ

イメントっていうんだろうなと思いました。新感覚なん

やなと。 

 

パフォーミング・アーティスト  
フルカワトシマサの死  
－上念省三 

フルカワが世界的なパフォーミング・アーティストで

あったということを何とか語り継いでいきたいのだが、

ハプニング系のパフォーミングアートというのは、本当

に残らない。残らない/残さないことが目的みたいなと

ころもあったんだろうからやむを得まい。 
 

 

■ｍｉｍａｃｕｌ『さよならあかるい尾骶骨』 

《からだ》が《わたし》にもたらす被害 ネツヤマ 
 本作の演技は、異様に静かだ。登場人物は不倫相手との別れを告げる場面であっても大声をあげることはなく

淡々としており、嫉妬に狂って叫びだしたりはしない。セックスシーンは「男」が女性の上に乗っているだけで、欲

情やフェティシズムとは無縁の営みとして表現される。戯曲で取り扱われるシビアで切迫感のあるテーマと、作中

の演技は対照的に映った。 

 私たちの生活の中で、別れ話やセックスは強い意味を持つ行為だ。本作の演技はその強さを再現することを

明らかに避けている。それは同時に、意味の弱い行為に観客の注意を向かわせることにもなる。実際に本作で

は登場人物の呼吸・姿勢を変える・距離をとる（詰める）といった仕草が、ことさら目に付いた。 
 

無限のあわいへ 三田村啓示 

一方女は男との最後の別れ際に青酸カリが入っている（らしい）湯呑みを渡そうとするが、場面が変わると男

の目の前にいるのは男の母だ。施設に入るらしい母にとって、目の前の男は息子ではあるのだが施設の職員の

ような他人にも見えている。母は（恐らく）息子の幼いころの言葉として、ヒトが進化の過程で無くし失われた身体

の機能のこと―例えばヒトがヒトに進化する前にもっていた尻尾の名残としての尾骶骨のこと、そして今私たちが

患い、苦しみ、持て余している器官のうち、そのいくつかは尾骶骨のように数千年後には消えているかもしれない

のだ、と言う。 

■会員募集中 当会の詳細については、http: 

//aict-iatc.jp/ 、 http://theatrearts.aict-iatc.jp/

をご覧の上、興味をお持ちの方は aict.act2018 

@gmail.com までご連絡ください。 

■原稿募集中 広く舞台芸術に関する評論を、会

員・非会員を問わず募集しています。詳しくは上記

宛ご連絡ください。 

http://theatrearts.aict-iatc.jp/

