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 新しいテーマ、そして方言 

 

松井 今日はもう一人の芸術監督の白神さんに加わっていただいて、田上さんの芸

術監督としての第一作目『ＫＩＮ－ＢＡＬＬ（以下、キンボール）』にから

めて、田上さんの劇作についてなど、いろいろ話していきたいと思っていま

す。それと、この作品は東南アジアの舞台芸術とのコラボレーションの第３

弾でシリーズ最後の作品になります1。白神さんは第 1 弾の『ランカオ』を

タイのアーティストとつくりましたが、東南アジアの人たちとの共同作業で

それぞれがどういうことを目指したのかも今日は話してもらいたいと思い

ます。 

 最初に白神さんに伺いますが、劇作家、演出家としての田上さんをどう捉

えていますか？ 

白神 そうですね、田上さんの作品は、人のコンプレックスや弱みを笑いとばして

くれるところがけっこう爽快だなと。稽古を見せてもらった時、俳優がまち

がえたり、演出の意図とは違ったことをやったりしても、逆にそれをおもし

ろがってコメントを出したり、戯曲でも人のけっこうつらい部分を描いてい

るんだけど、「まあ、そういうこともあるでしょ！」みたいな感じで笑いと

ばしていて、すごく喜劇的だからお客さんは笑って見ているけど、でも、内

容はとっても悲劇で、そういうところが痛烈でおもしろいと思って見ていま

す。 

松井 いちばん最初に見た作品は？ 

白神 えーと、タイトルは『報われません、勝つまでは』でしたっけ？ 

田上 ええ、大学時代2の処女作ですね。 

白神 高校の部活の話で、ロッカーがあるような部室で、男の子がいっぱい出てき

て、弱いやつがいて、殴りあったりする…。 

松井 『キンボール』もスポーツの話なんですが、フィリピン側の劇作家のジェイ

ミーさん3と今回の戯曲について話しあっていく中で、田上さんからこうい

                                                   
1 キラリふじみ×東南アジア＝舞台芸術コラボレーション ３カ年にわたる東南アジアの舞台芸術

との共同制作プロジェクト。第１弾は白神ももこが日本とタイの舞踊家・演劇人と共同創作した『ラン

カオ－私たちの森』（2018 年 3 月上演）。第２弾は多田淳之介が日本・インドネシア・マレーシアの

演出家・俳優らと共同創作した『BEAUTIFUL WATER』（2018 年 10 月上演）。第 3 弾は田上豊が

日本の俳優とフィリピンの劇団ＰＥＴＡのメンバーと共同で創作する本作『KIN-BALL』（2019 年 6

月上演）。 
2 大学時代 白神、田上両人は桜美林大学（現・芸術文化学群演劇・ダンス専修）出身。 
3 ジェイミー・カタニャグ 劇作家、俳優。PETA メンバー。本作戯曲の共同執筆者。2014 年、劇作

家育成を目的とする芸術祭「ヴァージン・ラブフェスト」での『ペタン』を皮切りに、劇作家として精力

的に活躍している。 
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うエピソードを入れたいといろんなアイデアが出てきて、それは高校のハン

ドボール部で田上さんが実際に体験したことに基づいたものだったんです

ね。田上さんにとって、人間の原体験のようなものの一つがハンドボール部

時代にあったのかもしれないと思ったりしました。さっき白神さんが言った、

人の弱みを笑いとばしてしまう痛烈な描き方も、そこと繋がりがあるのかも

しれませんね。 

白神 あと、セリフが適当にやりとりされているように見えて、その適当さの中か

ら人の淋しさや真実みたいなものが浮びあがってくる。そういうところは、

うまいなあと思ってみています。あと、出演者に猛獣みたいなタイプが多い

（笑）。でも、人のことは言えないな。私と好きなタイプがかぶっている。 

田上 たしかに好みは似ているかもしれない。 

松井 ぼくが最初に見たのは、田上さんがキラリンク☆カンパニー4の時代にここ

でつくった『ミートくん』と『アンヒビオ』の二本立て（２０１１年１月）

で、『アンヒビオ』がとくにおもしろかった。無意識なのか、夢なのか、不

思議な世界に迷いこんだ女が、それまで自覚していなかった自分の中の真実

に直面させられてしまうというような話で、演劇作品としては稀有な、悪夢

を見せられているような感覚を味わえる作品でした。その次の『合唱曲第 58

番』（２０１１年９月）は、小学生から中学生に移りかわる頃の子どもたち

の話で、とても辛辣な友だちの関係が描かれていくんだけど、最後はお互い

の人生にエールを送りあうという、不思議な温かさをもった子どもたちの友

情についての作品でした。次の『Mother-river Homing（以下、マザーリバ

ー）』5は熊本の家族の物語で、びっくりさせられるくらいの強烈なきずなを

もった家族のありようが描かれる作品だった。 

 なぜこんな話をしたかというと、十年くらい前にドイツの演出家のトーマ

ス・オスターマイアーと劇作家のマリウス・マイエンブルクの二人6にイン

タビューしたことがあって、その時の話が田上さんの劇作品にも当てはまる

と思ったので、それを紹介させてください。オスターマイアーに、マイエン

ブルクの劇作にどういった新しさを見出しているのかをたずねたら「マリウ

                                                   
4 キラリンク☆カンパニー 当館 2代目芸術監督の生田萬氏によって導入されたレジデント・カン

パニー制度。東京デスロック（主宰多田淳之介）、モモンガ・コンプレックス（同白神ももこ）、田上パ

ル（同田上豊）の３団体がキラリンク☆カンパニーとして、2008～10 年度の 3年間、作品創造や教

育普及活動に携わった。 
5『Mother-river Homing』 熊本出身の田上豊が自身の家族の物語をベースに作・演出し、2012

年に初演。大好評を博し、以降、2018年度まで 4回再演した。 
6 トーマス・オスターマイアーとマリウス・（フォン）マイエンブルク 2 人はドイツ・ベルリンの劇場シャ

ウビューネで 1990年代末から芸術監督と劇作家・ドラマトゥルクのコンビとして活躍を続けている。

それぞれの代表作にオスターマイヤー演出『ノラ』、『ヘッダ・ガブラー』、マイエンブルク作『火の

顔』『醜男』等がある。 
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スはこれまでドイツの演劇には見られなかったような、自分たちが日常でな

んとなく感じながらも言葉にできなかったテーマ、疼いていたようなテーマ

をきちんと言語化して劇作品に立ち上げた」という意味のことを答えていて、

まさに田上さんの劇作品にも当てはまることだと思ったんですね。 

 田上さんの作品は、人によってはドタバタ喜劇だとかスポ根ものとか、あ

りきたりの捉え方をされてしまうことがあるんだけど、たとえば『マザーリ

バー』だと、あの劇が最後に観客に手わたす、一見単純なようでいて複雑な

痛みを共有しながらお互いを支えあう家族のありようは、これまで日本の現

代演劇が一度も表現してこなかった種類の家族像だと思う。だから、観客は

あの作品を見ると、これまで一度も感じたことがなかったような感動で心を

揺さぶられてしまうんだと思う。 

白神 あと田上さんの作品では、熊本弁もカギになっている気がします。わたしは

木下順二さん7が好きですけど、木下さんの民話劇のように地域の言葉だか

ら、より深いなにかが表現できるんじゃないかと『マザーリバー』を見て思

いました。 

松井 方言については、『マザーリバー』8の初日に文学座の坂口（芳貞）さん9が見

にきてくれて、乾杯のときに感想を伺ったら、久保田万太郎10の話をしてく

れました。坂口さんは、久保田万太郎は浅草出身で下町言葉を駆使できた劇

作家だからああいう人情の機微を描けた、その点は田上君の熊本弁も同様の

力を持っていると仰っていた。白神さんの言う通り、熊本弁はたしかに田上

さんの劇作の一つのカギですよね。平田（オリザ）11さんの現代口語演劇は、

標準語のセリフだからまったく違った世界になるし、木下順二の民話劇のセ

リフはリアルな方言じゃなくてつくられた方言だから、田上さんのリアルな

方言ともまた違った表現になる。 

白神 そうですね。地域語という作られたものですからね。 

松井 標準語の対極にある、理想化された民衆の言葉ですね。 

 

 

 

                                                   
7 木下順二 劇作家、評論家。1914－2006。代表作に『風浪』『山脈』『子午線の祀り』などの戯曲

がある。方言を用いた民話劇『夕鶴』などでも有名。少年期、父の郷里の熊本で過ごす。 
8 『マザーリバー』 2019 年 3月に、2012年初演の『Mother-river Homing』と、その続編として

2016年につくられた『Mother-river Welcome』を一挙上演した。 
9 坂口芳貞 俳優、演出家。文学座所属。 
10 久保田万太郎 俳人、小説家、劇作家。1889－1963。1937年に岸田國士らと文学座を創立。

劇作では下町言葉を駆使して失われていく下町の人情を描いた。 
11 平田オリザ 劇作家・演出家・青年団主宰。当館初代芸術監督。「現代口語演劇」の手法を確

立し、1990年代以降の日本の現代演劇に多大な影響を与えた。 



4 

 

   自作を語る 

 

 

松井 田上さんは自分の作品をどう見ていますか？ 

田上 作品をつくり始めた頃はいろいろ試行錯誤していて、自分の中にどういう演

劇的な指向性があるのかを探りながら書いていました。『ミートくん』と『ア

ンヒビオ』を書いたのは三十代に入る直前の転換期だったので、それまで積

みあげてきたものから離れて、自分の中にある個々の要素を探っていって、

それぞれの要素に特化してつくってみようとしました。たとえば『ミートく

ん』は唐十郎を意識して、ぼくなりの現代の特権的肉体論をつくってみよう

としたんです。でも、唐さんの作品ほど物語性がないのでフィジカルなもの

だけが前面に出た気がします。『アンヒビオ』は、幻想文学的なものが自分

の中にある気がしていたので、それを追求しました。 

 そういう時期を経て、もう個々の要素に特化するんじゃなくて、自分の中

に内包されているいろんな要素をすべて入れられるような構造や骨格を創

造しないといけないと考えて、毎年チャレンジしてきました。たとえば『合

唱曲第 58番』では、金杉（忠男）12さんのような追憶の劇の構造をつくるこ

とに挑戦したんです。やってみると、金杉さんよりさらにシーンは断片的に

なっていって、でも、最後にはそういう断片的なシーンがひとまとまりのつ

ながりのあるものとして見えてくるような構造をつくりあげました。次の年

の『マザーリバー』では、『合唱曲』でつくった追憶の構造を家族の物語に

応用しようとしたんですが、書き始めてみると、予想もしていなかったよう

なものが自分の中から滲みでてくる感触があって、だから計画した通りにつ

くるより、最終的に作品から表出してくる自分の中の未知のものに向きあっ

ていくことがおもしろくなっていきました。 

松井 なるほど。金杉さんの戯曲の記憶を辿るというスタイルに惹かれたのはなぜ

ですか？ 

田上 それまでは、おもに自分が高校生だった時代の記憶や感覚をもとに作品を作

ってきたんですが、『合唱曲』の時、小学生だった時代にまでさらに遡って

物語をつくろうとしたんで、自分の思い出にしろ、時代についての記憶にし

ろ、正確ではなくていろいろ歪んでいたり、都合の良い記憶だけが繋ぎ合わ

されているようなところがあって、だからシーンからシーンへ自由奔放に跳

んでいく金杉さんの作品の構造がいいと思ったんですね。ばらばらではっき

りしない記憶をどうにかして手繰り寄せることが可能な構造ですから。 

                                                   
12 金杉忠男 劇作家、演出家。1940－97。1970 年設立の劇団中村座では、東京葛飾での少年

時代の記憶を題材にした一連の作品を創作。90年に中村座を解散し、金杉忠男アソシエイツを

設立。代表作に『説教強盗』『花の寺』『胸騒ぎの放課後』など。 
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松井 だとすると、田上さんの戯曲の『アンヒビオ』の延長線上だとも言えません

か？ 

田上 おっしゃる通りで、『アンヒビオ』の時に、シーンのつながりは滅茶苦茶に

跳んでいっても、軸になるものがブレなければ破綻しないということを経験

していたので、それもありました。 

 

 

   二人の共同作業 

 

 

松井 二人が芸術監督になって、それぞれつくる作品も楽しみなんですが、二人が

どのような共同作業をやってくれるのかも、たいへん興味があります。二人

はすでに『モガっ！』13で共同作業をやった経験がありますね。あの時は白

神さんが構成演出で、田上さんは台本を担当した。あの作品は、脳の中を旅

するという全体のコンセプトがあって、観客は６つのコースに分かれて脳内

をツアーしていくという複雑なつくりだったけど、あの作品では二人はどう

いうことを目指したんですか？ 

田上 まず館長から白神さんがやっていた「わくわく探検記」14をパフォーマンス

に発展させてみたらどうかという提案があって、そこから始まったので、ど

のようにパフォーマンスとしての広がりがある世界をつくるかから考え始

めました。 

白神 私は、夏休みのバックステージツアーとして行われていた「わくわく探険記」

をやっていくなかで２パターンのツアーを同時に行うことなどに挑戦して

いた時に、ツアーに参加している観客同士がお互いを見て、それぞれが別の

なにかに見えてくるということをやりたいと思っていたんです。それが脳内

旅行ということに繋がっていって。人間の脳を調べていくと、自分の都合の

いいようにモノを変換して認識してしまったり、色も実際とは違う色に変換

してしまったり、不思議な働きがたくさんあるんですね。だからグループに

分かれてツアーをして、それぞれのグループは同じ場面に居あわせても全然

違う景色が見えるようにして、それが最終的に６組が合流すると、全体とし

てだれかの脳の中をさまよっているように思えてくる、そんなスケールの大

きなパフォーマンスにならないかなと考えたんです。田上さんといろんなル

ートをつくろうと相談していって、演劇的なルートもあれば、言葉を介さな

                                                   
13 『モガっ！～記憶はだいたい憶測。』 2011 年 8月。田上豊作、白神ももこ構成・振付・演出に

よるツアー型パフォーマンス。観客はテーマ別の 6 コースに分かれて、脳内空間に見立てられた

キラリふじみの館内を先導役のパフォーマーに導かれて旅をする。 
14 わくわく☆探検記『キラリの国のあちらがわ』 2006～2010 年に実施した劇場ツアー。白神ももこ

構成・演出。 
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いダンス的なルート、あとは音楽的なものとかね。 

田上 視覚や聴覚とか、感覚野で分けて考えたりしましたね。 

白神 二人で合宿もしました。 

田上 ええ、合宿ではアイデアを書き込んだ附箋をたくさん貼りながら話し合いま

した。ぼくはグループごとのツアーを先導する登場人物が、どういう目的で

観客を連れてキラリふじみを旅するのか、その設定を考えてみました。考え

ていく中でいくつかの案が固まっていったんですが、でも、あまりガチガチ

に設定を固めてしまうと返って世界が広がっていかないと思ったので、あら

かじめ余白を残した設定にしました。これは白神さんも同じ考えでしたね。 

白神 そう、だから出演者から出てきた言葉やアイデアをリハーサルで採り入れて

いきました。たとえば看護婦役の人は「私はここにいられます」とか「ここ

にいたらいいと思います」という具合に、なぜこのルートでこの場所を旅す

るのか、理由を提案してくれました。田上さんの台本も、セリフではなく一

つずつのエピソードが書いてあって、例えばダンスで進んでいくルートは自

分の恩師が展覧会をやっている美術館に来ている設定で、「先生は以前こん

なことを言っていた」というふうに記憶を辿っていく。そういう具合に、す

べてのルートで記憶を辿っていくことにしたんです。田上さんは設定を書い

て、キャストの人たちがそれを発展させていって、そこから私たち二人はグ

ループ同士をどういう具合に出会わせるかなどの全体の構成を組み立てて

いきました。 

松井 『モガっ！』は、ある特定の場所や空間を素材にした公演という、当時流行

っていたサイト・スぺシフィックな作品というおもしろさもあったんだけど、

それ以上に、二人が演劇とダンスという表現を融合させながら、一つの新し

い表現スタイルをつくりあげていっている部分があって、それがとても刺激

的でした。なおかつ、たんなるスタイルだけじゃなくて、表現されている世

界観も、さっき田上さんの劇作について言ったような、これまで自分たちが

感じながらも表現できなかったような新しいテーマが浮かび上がってきて、

そこも良いなあと感じました。人間の記憶の不思議さや危うさ、愛おしさや

怖さといったものですね。二人にまた『モガっ！』のような作品を一緒につ

くってもらえたら素晴らしいですね。 

田上 白神さんと一緒にやりたいことはたくさんあります。『モガっ！』のような

パフォーマンス的なものにしろ、もっとしっかりと作品のかたちがあるもの

にしろ。でも、二人で芸術監督としてなにを目指していくのかというコンセ

プト的なものを共有してからスタートしないと、どういうプログラムをやる

にしてもダメだと思います。たとえば『モガっ！』では、ぼくと白神さんの

役割分担とか、技術的な話を先行させるのではなくて、キラリふじみという

劇場空間を使ってなにがしたいのか、その共通のコンセプトづくりに時間を

費やしたのが結果的に良かったんだと思っています。あの時の経験を肥しに
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しながらさらに発展的にやっていきたいですね。もとはと言えば『モガっ！』

のあの経験がなければ、二人で芸術監督に応募しようという発想自体、出て

こなかったはずですから。 

松井 キラリふじみは２０１１年から多田芸術監督15と５人のアソシエイト・アー

ティスト16の体制で再スタートをきって、そこから複数のアーティストが１

０年近く、お互いに刺激や影響を与えあってきたプロセスがあります。その

中で『モガっ！』は最初に生まれたアソシエイト・アーティスト同士のコラ

ボレーションでした。言うまでもありませんが、二人がこれまでここで経験

してきたことをさらに発展させていってもらえたらと思います。 

 

 

 

   〈遠くて近い東南アジア〉とのコラボレーション 

 

 

松井 東南アジアとのコラボレーションに話を進めます。多田さんが芸術監督だっ

た時代には、韓国の演劇人たちとのコラボレーションで『颱風奇譚』17をつ

くりましたが、今回のプロジェクトでは一本ずつのコラボレーションをつく

るのではなくて、東南アジアのアーティストたちと継続的に共同作業をして

いくためのプラットフォームやネットワークづくりを最終的な目標にしま

した。なぜ東南アジアかというと、日本と東南アジアの国々には大きな文化

的に違いがあるわけですが、欧米との関係と比べてみると、社会的、歴史的

にはるかに共通する文脈の中に私たちは生きていて、演劇づくりでも共有可

能なテーマをたくさんもっていることがわかります。世田谷パブリックシア

ター18の時の経験ですが、そういうアジアの人たちと共通のテーマを設定し

て作品をつくると、日本国内で演劇をつくっているだけでは自覚できないよ

うな自分たちにとっての重要な問題が非常におもしろい演劇的な形で浮か

                                                   
15 多田淳之介 演出家、俳優。東京デスロック主宰。1976年生。当館第 3代芸術監督、任期

2010年 4月—2019年 3月。俳優の身体、観客、劇場空間を含めた、現前＝現象をフォーカスし

た演出が特徴。古典から現代劇、パフォーマンス作品まで幅広く手がける。 
16 アソシエイト・アーティスト 当館の創造・普及活動を継続的に担うアーティスト。2011年 4月に

田中泯（ダンサー）、矢野誠（作曲家）、永井愛（劇作家・演出家）、白神ももこ（振付家）、田上豊

（劇作家・演出家）の５人が就任した。 
17 『颱風奇譚』 ソン・ギウン作、多田淳之介演出。2015年 10～12 月上演。シェイクスピア『テンペ

スト』を原作に、朝鮮が日本の植民地だった 1920年代に時代を設定し、南海の孤島で祖国を追

われた朝鮮王と日本人一行の間に巻き起こる、恩讐に彩られた物語を描いた。 
18 世田谷パブリックシアター 同劇場に在職中、松井はプロデューサーとして東南アジアの演劇

人とのコラボレーション作品『あいだの島』（2001 年）、『ホテル・グランドアジア』（2005年）等を制作

した。 
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び上がってくる。そういうことに挑戦できればと思って、このプロジェクト

を計画しました。 

 プロジェクトの第１弾は白神さんのタイのアーティストとのコラボレー

ションの『ランカオ』19で、第２弾が多田さんのインドネシアとマレーシア

の演劇人との『BEAUTIFUL WATER（以下、BWと表記）』20でした。そして第

３弾が今回の『キンボール』ですが、『キンボール』の話に入る前に、白神

さん、『ランカオ』のプロセスをふり返ってもらえますか。 

白神 まず、一緒に作品をつくるアーティストを探すためにタイまで出かけて行き

ましたが、それがこれまでにない体験でした。ふつうは一緒にやる劇団や舞

踊団が予め決められていて、そこの人たちとやることが多いんですけど、今

回はどんな人とやることになるのか、まったくわからない状態からのスター

トでしたから（笑）。それなので、タイの演劇やダンスに詳しい方にアドバ

イスをもらいながら会うべき人のあたりをつけていって、賭けみたいな感じ

でした（笑）。そうやって探しだした人と一人ずつ会っていって、なんでタ

イの人たちと作品をつくりたいのか、その理由から話し始めて、でも会った

相手に「どういうことをやりたいんだ」と具体的なアイデアを問い詰められ

たりして、「まだなにも決まってないんです」って答えながら（笑）。でも、

相手がなにを考えているかを手探りしながら話していき、相手もこちらの話

を聞いて自分で判断して参加しようと決めた人たちだったので、お互いのモ

チベーションが奇跡的に良い形で噛みあってスタートしたのだと思います。

ふつうは集団対集団でやることになるんですが、『ランカオ』では一人一人

が集まったので、自然に一つのグループになることができた。だからスター

ト地点がみんな一緒だったので作品に対しての認識やモチベーションの擦

り合わせみたいなものにおいてはほとんど苦労がなくて、とても有意義なク

リエーションができたと感じています。 

松井 なぜ、タイの人とのコラボレーションをぼくが勧めたかというと、白神さん

がキラリふじみで田中泯さんの踊りを見た後に、すごく独自の視点から身体

についてのこだわりを話してくれて、それが強く印象に残っていたからなん

です。それで白神さんとコラボレーションの相談を始めた時に、白神さんの

身体的なものへのこだわりを共有してくれそうな相手として、最初にインド

                                                   
19 『ランカオ—私たちの森』 2018年 3月上演。白神ももこ構成・演出。日本、タイからそれぞれ 4

名の舞踊家、俳優、音楽家などが参加。人知れず、山の向こうに存在する森＝ランカオを舞台

に、過去と現在、伝統と近代、共同体の内と外から来訪する、多種多様なものたちの出会いと別れ

が描かれる。 
20 『BEAUTIFUL WATER』 2018年 10月上演。多田淳之介、Bambang Prihadi（インドネシア）、

Jo Kukathas（マレーシア）構成・演出。各国から計 12名のパフォーマーが参加。人を隔て、かつ

結びつけもする“水”という存在を縦糸に作品を構成して、アジアの各地で生きる人々がそれぞれ

抱える固有の状況と、共通して直面する環境破壊や消費主義などの問題を鮮やかに描き出した。 
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ネシアとタイの演劇と舞踊の人たちが思い浮かびました。私見ですが、どち

らの国も伝統的な文化と近代的な文化がすごく入り組んだ形で共存してい

て、インドネシアの俳優やダンサーの身体やパフォーマンスからは、伝統文

化と現代的な文化が衝突しているような形で見えてくるということがあっ

て、でもタイだとそうではなく、両者がなだらかに混ざり合っているように

見える部分がある。そういう伝統と近代的なものの関係という点で、タイの

人たちの方がぼくらに近いのかなと感じたんです。 

白神 でも、結果的には伝統ということはそんなに表立ったテーマにはならなくて、

あくまで人への興味から入っていった。 

松井 そうですね。日本からは日本舞踊の泉秀樹さんが参加してくれましたが、伝

統と近代というのは様式とか概念的なものじゃなくて、あくまでそれぞれの

アーティストが具体的に背負っているものなので、それが共同作業の中でそ

れぞれ固有の形で見えてきて、とてもおもしろかった。 

白神 日本の人とタイの人というふうに分けて考えるのではなく、あくまで一人ず

つ別々のものをもっている個人が集まったという感覚でしたね。 

田上 ぼくは仕事の都合で、残念ながら『ランカオ』は見られなかったんですが、

上演に至るまでの話はけっこう聞いていたのでいろいろ想像していました。

それと今の白神さんの話しを伺って、日本とタイという２国間のコラボレー

ションではありますが、『ランカオ』でつくりあげたものは国を超えて、な

にかしらの共通言語を獲得していったんだとあらためて思いました。それも、

たぶん楽しみながら積み上げていったもののはずで、舞台写真を見ると、あ

あ、これは絶対に楽しかったに違いないと思えてくるからですけど（笑）。 

白神 たしかにそうですね。 

田上 これも想像ですが、『ランカオ』には、人々が豊穣を祈る祝祭のような世界

観がベースにあって、そういう意味でプリミティブな舞踊の表現としても成

り立っているし、演劇的な表現も入っていて、全体としてとても新しいスタ

イルのパフォーマンスに仕上がっていたんじゃないでしょうか。 

 多田さんの『BW』は見ることができました。こちらは日本とインドネシア

とマレーシアのコラボレーションで、見るまでは、多田さんたちは社会的な

問題にフォーカスした作品をつくるんだろうなあと興味をもっていました

が、一方で３カ国の現代演劇でどのような共通の社会的なテーマをもった作

品をつくることができるんだろうかとも思っていました。でも実際に見たら、

共通のテーマというだけじゃなくて、そういうテーマを語る共通の演劇言語

までつくりあげていて、とても刺激を受けました。二人のコラボレーション

に共通して言えるのは、作品づくりのプロセスで行った様々な共同作業やコ

ミュニケーションの成果がそのまま舞台の上で形になって表現されていて、

なおかつそれが良質で現代的なパフォーマンスとして実を結んでいるとい

うことですね。 
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 ぼくの場合は、PETA21（以下ペタと表記）という一つの劇団が相手なので、

まずそれがこれまでと違う点ですね。それに、このシリーズでは最後だった

ので、他の二つと比べるとだいぶ長い準備の時間がとれて、何度もフィリピ

ンに行ってリサーチしたり、ペタのメンバーともワークショップや話し合い

ができて、ペタの側も２回富士見市に来てミーティングができたので、本格

的な創作に入る前から共通言語を発見するためのトライアルをお互いにや

ってきました。『キンボール』が終わったら、３本のコラボレーションがそ

れぞれどういうプロセスや方法でクリエーションに取り組んでいったのか、

記録をまとめて発表したいですね。 

松井 多田さんの『BW』の場合、まず相手を探す段階から、それぞれの国で社会的

な状況を見すえながら作品をつくっている演劇人とコラボレーションをし

ようという考えを多田さんとぼくで共有しながら進めていきました。紆余曲

折はありましたが、結果的にぼくらの期待通りの人たちと出会うことができ

ました。さっき白神さんの話にあったように、プロデューサーの側が相手の

劇団を決めていくというやり方だと、アーティストが想像力を広げられる範

囲を限定してしまうことになると考えて、こういった出会いの旅のようなこ

とをやったんですね。白神さんのタイの時もそれは同様です。でも、田上さ

んのコラボレーションでは、ペタを第一候補にしようと提案して、最初から

ペタと話をしていきました。なぜかというと、ぼくはペタと長いつきあいが

あって、田上さんがペタとコラボレーションをすればきっとおもしろい作品

ができるはずだという思いがあったからなんです。でも、ペタはキラリふじ

みとは比較にならないくらい演劇的な蓄積や実績がある劇団なので、こちら

の提案にペタが応えてくれるかどうか不安だったし、田上さんもペタとやり

たいと思ってくれるのか確信がもてなかったので、当初はハラハラしました。

田上さんは、実際に会ってみてどう感じましたか？ 

田上 ペタという以前に、フィリピンに行ったのが初めてで、あらゆることが初め

なので、情報が多すぎてオバーフロー気味でした（笑）。結果的には、ペタ

のプロデューサーや芸術監督の人が、ぼくの年齢とのバランスも配慮してく

れたんでしょうね。的確にペタの若手や中堅の人材を劇作家や俳優として推

薦してくれたので、ほんとうに良いチームになったと思います。さっきも言

ったように、ぼくは３番目で時間があったので、ペタの人たちと時間をかけ

て一緒にモチベーションをつくりあげていくことができました。そういう共

有の作業がしっかりできたので、今は良い作品をつくれそうだという実感が

あります。 

                                                   
21 ＰＥＴＡ フィリピン教育演劇協会。1967年創立。英語劇が主だった当時のフィリピンでタガログ

語による劇作品の創作を開始。民衆の解放にむけた演劇運動をフィリピン全土で展開。各種の演

劇ワークショップの方法を開発し、70年代以降アジアの全域に普及した。 
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 あと、『キンボール』の場合、シンプルに演劇作品をつくるという方針で

進めてきたので、そこが『ランカオ』や『BW』と違うところですね。でも白

神さんと多田さんが対話を積みかさねながら優れた作品を生みだしていっ

たというモデルがすでにあるので、ぼくも同じように５月からのリハーサル

でも対話を繰り返しながら作品づくりをしていきたいと思っています。それ

がこの３つのコラボレーションに共通する部分だと思うし、今回のプロジェ

クトの大きな特徴になるんじゃないかと思ってます。 

 

 

   共通性と多様性 

 

 

松井 最後に『キンボール』の内容の話をすると、ぼくらはこれまで台本について

のジェイミーたちとのミーティングで、日本とフィリピンの歴史や社会の現

状、お互いの国の関係についていろいろ話しあってきました。これはフィリ

ピンに限ったことではありませんが、第二次世界大戦を含め、東南アジアと

日本には深い歴史的なつながりがあります。そういう歴史的な関係について、

東南アジアの人たちは自覚的ですが、日本の側はあまり自覚的じゃないとい

うか、そもそもあまり知識がないということがあって、ぼくがこれまでアジ

アの演劇人と共同制作してきた作品の中でも、他の人が制作したコラボレー

ション作品でも、歴史認識のギャップが大きな問題として参加者の間で浮上

した例がありました。 

 ですが、ペタのメンバーが今回指摘してくれたんですが、ぼくが東南アジ

アのコラボレーションを始めた１９９０年代の終わりと今とでは、フィリピ

ン人と日本人の関係がずいぶん変わってきていて、とくに日本に住んでいる

フィリピンの人たちは以前よりずっと深く日本の社会に根を下ろし始めて

いるらしいんですね。たしかにフィリピン人のコミュニティは日本の各地で

広がってきていますし、身近な例として、お隣のふじみ野市にある在留外国

人をサポートする NPO法人とおつきあいがあるんですが、そこのスタッフに

はフィリピンの方が複数いるんです。 

 そういう変化を考えた上で、おもにぺタ側からですが、今回の作品では過

去の歴史も踏まえつつ、日本人とフィリピン人の現在や将来の関係を考えて

いけるような内容にしたいという提案が出てきました。 

 そういうディスカッションの中から、キンボールを通じて二つの国の人間

が出会って、お互いが人間同士としての本質的な結びつきを発見していくプ

ロセスを描くという構想がまとまっていったんですね。 

白神 田上さんは、どうしてキンボールというスポーツを選んだんですか？ 

田上 今回のような二国間でつくる劇作品だと、登場人物がそれぞれ抱えている家
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庭の問題や社会的な背景を語れる場面を入れていかないとおもしろくなら

ないんですが、そういう場面を考えていくと、やはりスポーツがしっくりと

くるんですね。でも、みんなが知っている、たとえばバスケットボールのよ

うなポピュラーなスポーツだと、スポーツそのものがもっている文化や歴史

やイメージに引きずられて作品の方向性がずれていってしまう恐れがある

ので、あまり知られていないスポーツがないだろうかと調べていったら、キ

ンボールに行き当ったんです。 

 キンボールには、巨大なボールや、同じコートで３チームが競技するとい

う、ほかのスポーツにはない不思議な要素がたくさんあって、それにキンボ

ールには独自のコンセプトがあることもわかったんです。「励まし、助け合

い、感動の共有や協調性を高めること」が大切であるとか、「人間関係が希

薄になりがちな現代社会で、共に生きる力をつける」というコンセプトで、

まさに今回のコラボレーションにうってつけの素材だと思いました。 

 そういったコンセプトを台本にも取り入れていって、日本のキンボールの

選手を訓練するために、フィリピンからコーチがやってきて合宿をするとい

う設定にして、ところが双方ともキンボールで大切だとされる助け合いや共

生の精神を見失ってしまっていて、勝つことばかりに執着している。でも、

合宿で対立したりぶつかりあったりしていく内に、次第にそれぞれが大切な

ことを発見していって、最終的にはキンボールの精神に立ち戻って、みんな

がなんらかの再スタートをきるというストーリーにしました。 

 今回はジェイミーと共同で台本を書いているので、大枠の構造はまずぼく

がつくって、フィリピン側の設定やキャラクターはジェイミーがつくって、

それを基にぼくがシーンを書いて、さらにジェイミーが書き加えたり直した

りしていくというやり方で作業してきました。 

松井 この作品の方向性を考えていく上で貴重な体験になったのが、田上さんと一

緒にフィリピンに行った時に見学させてもらったペタの若手メンバーのた

めのワークショップでした。このワークショップにはテーマがあって、日本

語にすると「人間の共通性と多様性を重視する」みたいなことになりますが、

人が共生していくためには、お互いの共通性だけでなくて、多様性や人それ

ぞれの固有性をしっかりと認識して尊重していかなければいけないという

考え方がベースになっていました。このワークショップでペタの若手の人た

ちは、日本とは比較できないほどの多様な文化をもった人々が暮らすフィリ

ピンの各地に出かけていってワークショップをやっていくための方法論を

実践的に学んでいましたね。 

 今回、ジェイミーや田上さんと『キンボール』の設定や登場人物を考えて

いくときに、ぼくはあのワークショップで学んだことを思い起こしたりしな

がら発言していました。それにしても、田上さんとジェイミーが登場人物の

キャラクターをつくっていく中で、日本人やフィリピン人のステレオタイプ

みんなお行儀よくね！よし！ 
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ではなくて、登場人物それぞれの固有の人生のあり方を掘りさげていく過程

は、とても新鮮でした。 

 じつはタイのコラボレーションでも、最初に白神さんと一緒にバンコクに

行った時に同じような経験をしたんですね。むこうで会った二人組のアーテ

ィストが話してくれたことがあって、人間だけでなくあらゆる生きものは、

それぞれが生きる上での固有の価値を持っているから、自分たちはそれを考

えながら作品をつくっていると言うんですね。つまり、ぼくたちが人間の視

点からしか見ていない世界を生きものの多様な視点から見つめてみようと

しているし、生命の価値という共通の視点からも捉えようとしている。白神

さんはその話に強く惹きつけられて、結局それが『ランカオ』の一つのモチ

ーフにもなりましたよね。多田さんの『BW』も含めて、アジアの中で生きて

いるぼくたちの共通性と多様性を考えていくことが、このプロジェクトの一

貫したサブテーマと言えるかもしれませんね。 

田上 今回の作品で、ペタの側といちばん大きな考え方の違いがあったのは終わり

方についてですね。「この作品では、登場人物はみんな幸せになって終わる

んだよね？」と聞かれてしまって（笑）。苦難からの解放がちゃんと描かれ

るのかという意味なので、ハッピーエンドがいいとか、単純なことではない

んです。長年、抑圧から民衆を解放しようと演劇をやってきた劇団の人たち

の発言だから重みがあって納得できるんです。そういう考え方も汲みとりつ

つとは思いますが、日本の側としては、今回の作品がハッピーエンドで終わ

ると表現にリアリティがなくなってしまうから、悲劇的な終わり方でないに

しろ、せめて想像の余地を残して観客に考えてほしいというような幕切れに

したいというか…。終わり方で双方がどういう着地点を見つけるのか、そこ

はちょっと楽しみにしていただければという感じです。 

松井 白神さんに説明すると、『キンボール』は１０年後くらいの近未来の話にし

たので、でも近未来といってもあくまで今の日本の現状に基づいたもので、

どう考えても明るい未来は思い浮かばなかったんですね。だからペタの側は、

ぼくらが日本の将来について暗い展望しか言わないからびっくりしてしま

った。 

田上 なんでそんなに悲観的なんだと、叱られるような感じだった（笑）。こちら

は、悲観的すぎるくらいの方が、現実に近いだろうという認識じゃないです

か。でも、ペタの人にしてみたら、そんな悲観的な目で子どもたちの未来を

見て、どうするのかと。 

白神 まあ、でも…双方、そうならざるをえない。 

松井 そうなんですよ。日本はいま格差や貧困が広がっている状況ですが、それで

もフィリピンの貧困は日本とは比べものにならないほど悲惨なものですよ

ね。田上さんはリサーチで、マニラのバセコというスラム地区にペタの人の

案内で行かれましたよね。でもペタの人たちはそんな中でも楽観的なんです
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ね。明るいというか、つねに希望をもっている。そういう点でぼくらとの違

いがあって、田上さんが言ったように、じつはまだ作品の終わり方について

決着はしていない。どういう結末になるにしろ、とても楽しみな部分です。

白神さん、田上さん、今日はありがとうございました。 
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