－編集後記－
2020年４月の前号発行から２年が経過しました。２年前にはまさかこのようなことになる
とは、想像さえできませんでした。そしてコロナ禍の収まらない中、新たな戦争まで始まっ
てしまいました。コロナにしても戦争にしても、人類は新たな局面に接していると強く感じ
ます。
舞台芸術の世界では、配信という新しいジャンルを模索しつつ、「やっぱり生で見る舞台
は良いなぁ」と思って頂いているお客様が大勢いらっしゃることも再確認できました。
今回、鼎談して頂いた３人の方々には、ウイズコロナ、ポストコロナについて語って戴き、
舞台芸術はどこに向かって行くのかをお話し頂きました。また東京芸術劇場に於けるコロナ
ウイルス対策は、他の多くの施設に於いても大変参考になるお話ではないでしょうか。
本誌が、今号以降途切れること無く発行できうる平和な世界が訪れますように。
さて、京滋舞台芸術事業協同組合のホームページにはダウンロードのページがあります。
京滋の劇場・ホールの詳細な資料を網羅したスタッフハンドブックや本誌K.S.HORIZONの
バックナンバーもダウンロードすることができます。
なお、本誌の購読は無料です。ご希望の方は事務局にお申し出ください。ご意見やご感想、
ご要望もお待ちしております。
（文責 大久保）
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遊び─不要不急と必要不可欠

京滋舞台芸術事業協同組合

理事長

この二年、新型コロナウィルスの蔓延により、社会活動の多くの部分が停滞を余儀なく
されました。会議を開くにも対面が叶わず、リモートで行うことが当然のようになってし
まいました。尤もこれはこれで、それなりの利点があることも再発見されはしましたし、
新しい働き方というのも模索されました。
小誌も、会議や取材が思うに任せず、一昨年の春にＫＥＸ(KYOTO EXPERIMENT)特集
号を発行して以来休刊を余儀なくされておりましたが、座談会収録や取材にリモートを活
用することにより、やっと復刊する運びとなりました。特集はやはりコロナです。
コロナが流行りだした当初は、芸能など不要不急とさえ云われもしました。しかし苦労
の末になんとか上演が実現したときに「舞台ってこんなに人の心を動かすものなんだ」と
しみじみ感じたものです。コロナによって公演が途絶えていたあいだに、却って実演芸術
というものへの渇望が強くなったようです。
そもそも人間は、不要不急なことをする動物なのです。ホイジンガが人間を「ホモ・ル
ーデンス（遊ぶ人）」と名付けたことはあまりにも有名ですが、人間活動の本質は遊びな
のですから、それを不要不急として切り捨ててしまうのは道理に合っていないことになり
ます。不要不急と世間で云われたことこそが、寧ろ必要不可欠であったということをよく
分からされた二年間でした。
私共の業界は、現場に於いては不特定多数の人と交わって仕事に携わりますが、初期の
頃の小劇場やライブハウスなどの例を除けば、劇場でクラスターが発生したとは、ほとん
ど聞きません。これは関係各位のストイックなまでの感染予防対策が奏功しているのだと
思います。感謝に堪えません。
もしかすると、人前でのマスク必須がこれからもずうっと続く、そんな時代になるのか
も知れません。徹底した感染予防対策を十分に講じた上で、大いに遊ぶ、または遊んでい
ただく。これが私共にとっての仕事のありようになるでしょう。
ステアリングに遊びのない車は危険です。潤いのある豊かな社会を産みだすためにも、
これからも遊びを大切にして、遊びが必要不可欠であることを拡散させようと思います。
ああ、それにしても、大声出して遊べるのは何時になるのでしょうね。
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特別談話

コロナ禍における発見

石丸耕一

東京芸術劇場もほかの劇場と同じく、2020年の４
月の中旬ぐらいから一度休館を余儀なくされてしま
いました。休館の期間は確か２週間。完全自宅待機
でした。その後、要職は出勤を始めまして、どう
やったら安全に再開場することができるのか検討を
始め、そのための準備を行い、６月には再開場にこ
ぎつけることができました。まだその時点でどこも
安全のためのガイドラインというものを作っていな
かったので芸劇は独自にガイドラインを作成しよう
ということになりました。やはりそれは感染防止の
人の流れなどのルールだったり、あとは除菌・洗浄
の対策、そういったものを決め、それに必要なイン
フラと部材を整える。これに１カ月間、費やしたと
記憶しております。
６月の初旬には東京芸術劇場の自主事業であるパ

すが、感染防止対策でキャストやスタッフ、関係者
が疲弊しないようにする。安全かつ効率的な感染防
止対策を行っていこうというのが３つの柱でした。
例えばミュージカル公演などでワイヤレスマイク
が30本も40本も出て、これらを終演後に全部消毒を
していると、それだけで軽く２時間ぐらいかかって
しまいます。そうすると、劇場を出られるのが11時
とか11時半。これを毎日続けるとスタッフがへとへ
とになっていって、いずれ公演が続けられなくなっ
てしまうのではないか。もっときちんと除菌できて
手間がかからない新しい技術を探していこうという
ことをしていきました。
2020年の秋にオゾン除菌器というものを導入しま
して、これは小さなホールであれば１～２台、舞台
上に置いてスイッチを入れて「お疲れ、さような

イプオルガンコンサートを実施することができまし
た。客席数半減でしたけれども、再びお客さんが劇
場にいらっしゃった。そのときの感動は今でもはっ
きり覚えております。劇場、舞台芸術、エンターテ
インメントというものが不要不急なのではないかと
いう世間の厳しい声はありましたし、劇場を再開場
するということに対しても多くの批判がありました。
ライブハウスや小劇場でクラスターが発生すると
いったことが大きく報道されることで逆風が吹いて
いたということも事実です。
そんなときに当時のうちの副館長と芸術監督であ
る野田秀樹が中心になって「緊急事態舞台芸術ネッ
トワーク」というものを立ち上げようという動きに
なりました。これは今までこういうことがなければ
本当に起きなかったことなんですが、商業演劇、新
劇、ダンスの世界、また劇場だけではなく制作会社
や劇団、大手プロダクション、これらがみんな大同
団結するという、本当に画期的なグループになりま
した。ここで決まったのは、自分たちで自ら高いレ
ギュレーションの感染防止対策を立て、それを実行
する。そして同時に、自分たちはこのような高いレ
ベルでの感染防止対策を行っているのだから、劇場
は決してクラスターにはなり得ないということをき
ちんと行政に対して訴え続けていく。こうした活動
が徐々に劇場というところは安全なところなんだ。
だから条件つきで劇場を開け続けていいというふう
に世間の認知、あるいは行政の認知が変わっていっ
たというふうに言えると思います。
感染防止対策として、まずお客さまが感染しない
ようにする、これが１つめの柱。それからキャス
ト・スタッフが感染しないようにする。３つめは、
ここがうちの劇場の独特なところだったと思うんで

ら」と劇場を退館して、翌朝９時に出勤してくれば、
完全に場内も客席も、それから舞台上に置いてあっ
た舞台装置や照明器具、衣装、それからスピーカー
やマイクなど、すべて除菌が完了しているというタ
イプのもので、音響であれば倉庫の中にその日使っ
たものをみんな放り込んで、オゾン除菌器のスイッ
チを入れて帰ってしまえば、翌日には除菌が終わっ
て完全にウイルスがゼロになっている。これを入れ
ることで現在、東京芸術劇場では除菌対策作業にか
かる時間というものがほぼないというところまで
持っていくことができています。
ＵＶ除菌器はマイクヘッドなどへの影響がありま
すが、オゾン除菌器は全く問題ありません。どうや
らコンパクトタイプのものも出てきているようです
ので、音響会社さんがロッカーの中とかで活用され
ると、ひとつ負担を減らすということにつながるか
なと思います。もちろん公演をやっている最中、例
えばワイヤレスマイクは使い回しはしないとか、少
ない本数で回さなきゃいけないときにはマイクケア
が1人いて、つどつど除菌するとか、当然そういうよ
うなことは行っております。
東京芸術劇場の客席内は除菌コーティングを行い
まして、これによって清掃さんやレセプショニスト
の感染防止対策につながっています。また、お客さ
まにも安心して劇場においでいただくということが
できていると思います。また、来館されるお客さま
に関しての感染防止対策は、ほかの大型施設同様に
体温のチェックと手の除菌をしていただいて、マス
クの着用を強くお願いする。以来、劇場は一度も閉
館をすることなく現在まで運用を続けております。
人数制限というのは、当然興行的には痛い話です
し、人によっては「だったらやらないで閉めちゃっ
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た方がいいや」という声もありましたけれども、東
京芸術劇場としては、何がどうでも開け続けるんだ
という強い考えがありました。
地方の公共劇場は、東京がやってくれればそれを
論拠に自分たちも開けられるんだから何とか東京で
やってくれということはすごく言われました。
去年は野田秀樹演出、井上道義指揮で『フィガロ
の結婚』のツアーがありまして、徹底的に感染防止
対策をして完走いたしました。スタッフ全員が一堂
に会した稽古初日に、合唱アンサンブルと演劇アン
サンブルの人たちが「これでご飯が食べられます」
と言ったんです。公共劇場が自主事業をやり続ける
って、出演者やスタッフの皆さんにギャラという名
前の税金を、どんな助成金よりも早く流出させる。
公共劇場がこの状況下でどんな手を使ってでも歯を
食いしばって自主事業をやり続けるという理由はこ
こにあるんだなというふうにそのとき強く感じまし
た。ひたすら守るんだったら閉めちゃって籠城する。
それが一番楽です。守りつつ攻めるということが公
共劇場は絶対必要だろうなというのがこの２年間の
闘いの中で一番感じていることです。
早くコロナがなくなって元に戻ってほしいねとい
うふうに皆さん一様におっしゃいます。ただ、全く
何もかもコロナ前と同じ状態に戻ってくれることが
いいのかというと、その点は私、ちょっと考えが違
うんですね。その論拠になりますのは、コロナ前の
2019年に芸団協さんが行った実演家スタッフの就労
調査をまとめた冊子が発行されました。そこに既に
舞台表現芸術において、スタッフのギャラが安すぎ
て辞めてしまうスタッフが後を絶たない。人材の流
出、ひいては舞台芸術ジャンルの技術力低下に喫緊
の危機感を感じるというふうにまとめられているん
です。そのまとめが発表された直後のコロナだった
んです。なので、その就労調査に携わった私として
は、コロナはただのとどめであって、もとから食っ
ていけないから辞めていくという状況は起きていた
と見ています。
コロナになって、私の同業者なんかで舞台公演な
くなっちゃって、食っていかなきゃいけないから、

最近はやりの配信とかいうものをやってみようかと
手を出した人間たちがいます。コロナ前より年収が
増えちゃって、そういう人たちが「コロナが明けて
元通り舞台表現の世界に戻れるかね」とニコニコし
ているわけです。一方、地方の同業者の人たちは配
信の話すらない。今までイベントや商店街のＰＡ機
材の移動で使ってた軽トラやハイエースだけは手放
したくないって、アマゾンの配送の請負を始めたら、
コロナ前より儲かっちゃった。もう音響の仕事は片
手間の趣味にして、運送業を本業にしようかしらと
言っている人たちがいる。『夕鶴』のツアーの休憩
時間にスタッフの人たちが言ってたんですけれども
「コロナが悪いんじゃなくて、コロナはおれたちの
業界の何がいけなかったのかをあからさまにあぶり
出したということだよね」って。
私自身もどうしたらそれが可能なのか、全く道筋
は見えないんですが、コロナをいい機会に、きちん
と私たちの業界の収入が適正価格に戻っていく。せ
っかく「緊急事態舞台芸術ネットワーク」というも
のができたんだったら、そういうところに参加して
いる各業界団体がみんなして声を上げて、このまま
だったらコロナが収まっても流出した人材は戻って
こないよと訴えかけていくということをしないといけ
ないんじゃないのかなということを考えております。
東京都民の皆さまだっていろんな価値観の方がい
らっしゃいますから、公共の劇場の存在に理解を示
されない方々も数多くいらっしゃいます。だから行
政にも都民の皆様にもご理解をいただくためには、
やっぱり劇場の公共自主事業でプランとかオペとか
でいい結果を出して、公演を観てもらって、カーテ
ンコールに演出家やマエストロに呼ばれて私も一緒
にカーテンコールに出るというのは、別に自分の自
己顕示のためではなく、2011年に「劇場法」が制定
されて、公共劇場に職員として技術スタッフが雇用
される。それを行ったことは正解だったんだと、実
感していただくためでもあります。それが現場から
の要望を上げていく時の説得力に繋がっていくんで
すね。その最大限の効果をできるだけ有効活用しよ
うと考えているというポイントでもあります。（談）

石丸耕一（いしまるこういち）
舞台音響を辻亨二氏に、オペラの音響をボリショイ劇場元芸術監督ボリス・ポクロフスキー氏に師事。歌
舞伎座、新橋演舞場勤務の後、東京芸術劇場音響チーフ。オペラの他、演劇、舞踊、ミュージカル等のサ
ウンドデザインやクラシック音楽のレコーディング、映画の効果音制作を手掛ける。
公益財団法人東京都歴史文化財団
東京芸術劇場 舞台管理担当係長 サウンド・ディレクター 兼 財団事務局 DX担当係長
公益社団法人日本舞台音響家協会 副理事長
昭和音楽大学講師
音響芸術専門学校講師
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舞台袖の談話室「劇場のウィズコロナ／ポストコロナ」編
出席者

（50音順・敬称略）

唐津
川原
山中

絵理
美保
隆

司会

大久保

愛知県芸術劇場エグゼクティブプロデューサー
学校法人瓜生山学園 京都芸術大学舞台芸術研究センター プロデューサー
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール館長

歩 京滋舞台芸術事業協同組合 広報委員

2019年の後半から起こった、新型コロナウイルスの世界的感染拡大。未曾有の人数が感染し、未だにその
脅威は衰えていません。何時になったら終息するのか、誰にも予測がつかない状況委です。
そのような中にあって、劇場・舞台はどうあるべきなのか、どう運営されるべきなのか。日頃クリエイティ
ブな企画運営で知られる劇場を代表する方々にご参加いただき、感染症との闘いのご経験や、これからの対策
といったテーマで話し合っていただきました。
コロナ禍における劇場、そしてこれからの劇場のあり方を模索する上でのヒントになればと思います。
尚、この座談会の収録は、2022年２月８日リモート形式で行いました。

──今日は「劇場のウィズコロナ／ポストコロナ」
ということでお話をお聞かせください。
山中 振り返ると、流行りだした当初は舞台芸術は
不要不急って言われましたけど、逆に芸術の大切さ
をみんなが肌で感じた２年間ではなかったかという
ふうに思っています。うちは小ホールでやるような
公演を、ソーシャルディスタンスを取るために大
ホールへ移して、一昨年の７月くらいから再開した
んですけど、そのときのお客さんの反応がすごいん
ですよね。それを見たときに、皆さん待ち望んでお
られたんだなっていうのがよく分かったし、これは
続けていかなきゃいけないって思って、職員に「と
にかくワクチン接種しろ」と。病気とかアレルギー
があって受けられない方は仕方ないし、そこはむし
ろ大切にしていかなきゃいけないと思っているけど、
合理的な理由がなくて打っていないっていう方は、
やっぱり打ってくれと。うちは、ホールに来られる
だけじゃなくて、声楽アンサンブルなんかは小学校
とかへ巡回公演に行ったり、ホスピタルコンサート
という病院へ慰問のような形で歌いに行ったりして
います。それだけに、一緒に付いていく舞台技術者
も含めてリスクのない方で構成してやっていこうと
いうふうに思っています。また、アーティストが稽
古してきたものをその時々の最良の形でお客さまに
観ていただくということが基本だと思っていて、そ
ういう考え方に立って、一昨年３月のオペラ『神々
の黄昏』無観客上演・オンライン配信というのが出
てきたわけなんですけど、そういう危機管理対応の
結果じゃないかなというふうに思っています。今、
特に進めているのは、コロナ禍の中で、国のほうか
らいろんなお金が今出てきているんで、僕としては

今が設備投資のやり時だと思っていて、うちはびわ
湖ホールだけじゃなくて、米原に文化産業交流会館
という劇場があるんですけど、将来に向けて設備投
資も怠らないようにやっている最中です。
山中

隆（やまなか たかし）
公益財団法人びわ湖芸術文化財団
理事長 兼 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホ
ール館長
昭和52年３月 名古屋大学法学部法律
学科卒業
昭和52年４月 滋賀県庁入庁
滋賀県東京事務所副所長・滋賀県商工
観光労働部企業誘致推進室長・滋賀県
企画調整課長・滋賀県企業庁次長・滋
賀県県民文化生活部次長・滋賀県土木
交通部次長を歴任
平成24年４月 公益財団法人びわ湖ホール副理事長兼副館長
平成25年４月 公益財団法人びわ湖ホール理事長兼館長
平成27年３月 滋賀県庁退職
平成29年４月 公益財団法人びわ湖芸術文化財団初代理事長
兼滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール館長

「舞台を止めるな
山中 僕は、ホールっていうのは、建物だけのこと
じゃなくて、アーティストや従業員とか、みんな含
めた組織そのものだと思っていまして、基本的な理
念としては「ホールを止めるな」ということで、止
めたらアーティストの方はもちろん舞台技術者だっ
て、仕事がなくなっちゃう。建物だけ残っても、再
開しようとしたときに誰もいなくなったら困るじゃ
ないかと思ってる。経営的に言うと、やり続けてい
るとどんどん赤字が出ていくんだけど、やり続けて
いないとお客さんも本当に離れちゃうんじゃない
かっていうような意識もあって、緊急事態宣言が出
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たときであってもやり続けるっていうのが大事じゃ
ないかなというふうに思っています。そういうこと
を言うと「親方日の丸だからおまえのとこはできる
んだろう」と言われるかもしれないけど、うちもや
っぱり指定管理で運営しているんで、親方である滋
賀県庁をいかに説得するかっていうのは、僕にかか
っているので、普段から知事とか副知事とかはもち
ろんだけど、県会議員とは年に４回、議会のたんび
に必ず各会派を回ってます。うちでは子どもたちに
本物の芸術を観せるというのをすごく大切にしてい
て「音楽会へ出かけよう」っていう、毎年１万人を
超える小学生をホールに招いて、これは京都市交響
楽団の演奏と、うちの声楽アンサンブルが一緒に子
どもたちと歌ったりっていうのをやっているんです
けど、県会議員の方に、地元の小学校が来るときに
来てくださいねっていう感じで観てもらうんですね。
子どもたちが本当にのめり込むように聴いているの
を、県会議員の方々が見ると、もう全然、次の瞬間

ことができるだろうという先進的な舞台作品であっ
たり、今の時代にフィットする表現であるというも
のの海外招聘を柱にしています。ダンスというもの
をその中で主軸にしているのは、もちろんコストの
こともあるんですけれども、身体表現って言葉が必
要がないので、子どもからお年寄りまで万人に理解
しやすい。日本人だけではなくて、日本に住む海外
の方にも見ていただくことなど、敷居が低いという
こともあって、そこにフォーカスしているというの
があります。もうひとつの柱は、日本のアーティス
トたちと作品を作っていって、それをいろんなとこ
ろに発信していくっていうことですね。これは愛知
県芸術劇場のオリジナリティということだけではな
く、やはり日本全国を考えたときに、作品を作る機
会が非常に少ないうえに、それを再演し育てていく
環境となるとさらに少ないということが非常に問題
だと思っているからです。例えば今、文化庁でも多
様な助成金が用意されて、作品は作れる。けれども、

から批判はなくなりますよ。だから、こういう努力
をしてホールを止めないっていうのが大事かなと思
ってやっています。一昨年の４・５月っていうのは
完全に止めさせられちゃったんですけど、何ができ
るんだろっていうのをみんなで考えて、例えば、貸
館もほとんどなかったので、そういう所で思いっき
り稽古してもらうっていうので「でっかい練習室」
と名前を付けて、大きなホールなので、４分割にし
て、それぞれ好きなように練習してもらうというよ
うなことも取り組んだりとか、いろいろやりました
ね。とにかくホールを止めるなということで頑張っ
ているというような状況です。ただ、海外からアー
ティストが来れないので、これはやむを得ずやめた
ものも出てきていました。オペラなんかは２～３年
先のことを考えていかなきゃいけないので、判断し
ていくタイミングとかを考えてやっているというよ
うな状況です。
唐津 愛知県芸術劇場・愛知芸術文化センターは、
オープンしてちょうど30年になります。当時の、身
体表現がこれから重要になっていくのではないかと
いう構想を持っていらして、そこにフォーカスする
ということで、ダンス専門家の雇用という、珍しい
決断されました。そこからいわゆるダンスだけでは
なくて、いろんな形でのパフォーミングアーツの表
現というのを追究してきています。８年前から指定
管理になり、県の職員ですが、愛知県芸術劇場の財
団に派遣という形で所属するようになりました。そ
の中で今はエグゼクティブプロデューサーという名
前で自主事業に関する全体の方向性を見ていくとい
うようなポジションになります。ダンス事業ではふ
たつの柱を持っていまして、ひとつは海外招聘です
ね。採算性はよくないけれどもニーズを掘り起こす

再演して育てていったり、本当に多くの方に観てい
ただける機会があるかっていうと、なかなかそれは
難しいっていうところから、最初からイメージして
作品を作っています。ちょうど島地保武×環ROY
『ありか』という、ダンスとラップミュージックと
のコラボレーションで2016年に作った作品がありま
して、それを２年間で日本国内６カ所で再演をしま
した。その後、初めて海外に呼んでいただいたのが
パリ公演だったんですね。それがちょうど2020年の
３月でして、私たちの公演をやる日に、定員200人
の劇場に100人までなら入れていいっていう。それ
で何とかぎりぎり上演ができた。その日の夜にロッ
クダウンになった。そこですぐに帰国したのですけ
ど、今度は日本で、海外から入ってきた人の14日間
待機がスタートしたときで、本当にコロナでの世界
を実感ました。当然、１年目に考えていた海外招聘
は全部なくなりましたし、もちろん日本の公演もた
くさん中止になりました。そういう中で「イスラエ
ル・ガルバン」という、スペインのコンテンポラリ
ーのフラメンコのカンパニーを６月に招聘する予定
だったんですけれども、何とか招聘できる方法をぎ
りぎりまで探るみたいな形で、粘りに粘って招聘が
実現しました。少しでも可能性が高まるようなこと
っていうのをとにかく探って、ビザが取れたのも飛
行機が立つかなりギリギリだったんですよ。もちろ
んこちらに来てから14日間待機っていうようなこと
もありました。ここまでして招聘公演をこの時代に
やるべきかどうかっていうところに関しては、たぶ
んいろんなご意見はあると思うんですけれども、ち
ょうど１年ちょっと前ぐらいの時期に、不要不急で
取りあえず危険だといわれることはやめましょうと
いう空気を、日本全体に感じていたんですね。劇場
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のほうも当然、安全にやらなければならないってい
うことで、ルールを厳しくせざるをえない状況に
なってきたわけです。でも、やはり芸術が持つ力み
たいなものっていうところまで、何となく否定して
いくような空気感というものに、私自身が非常に抵
抗を感じるようになってきていて、ここで可能性が
あるものは、今は難しいのでやめましょうと、無理
ですよっていうふうに言いたくなかったっていうの
が、一番正直なところですね。だから、ここまでこ
だわって、何とかやった。今でも本当に何が正しい
かっていうこと、分からないですけれども、芸術を
観る、体験するっていうことに対して、人々がどの
くらい欲しているのかっていうことをダイレクトに
感じることができ、とても貴重な経験をさせていた
だいたかなと思います。
川原 舞台芸術研究センターは、2001年に、学校法
人瓜生山学園京都芸術大学（当時は京都造形芸術大
学）の中にできた劇場の管理・運営・企画を行う部
署としてできました。歌舞伎の上演ができる春秋座
とブラックボックスタイプのstudio21というふたつ
の劇場がありまして、歌舞伎、能・狂言、琉球芸能
のような伝統芸能から、先端表現を行う公演まで、
非常に幅広い公演を企画・公演しているとともに、
本学には舞台芸術学科がありますので、その学生の
学びの場であったりですとか、創作・発表の場とし
て劇場を使っております。2020年の９月ごろから劇
場を再開し始めました。ただ、やはり他の劇場と違
うのは、大学の中にある劇場ですから若い人たちが
たくさん集まる場所での公演ということで、より感
染症対策に力を入れようということになりまして、
学内関係者、学生ですとか教職員の動線と、公演来
場者・劇場来場者の動線を分けるということをして
おりまして、われわれ、ゾーニングと呼んでいるん
ですけれども、本当に物理的な壁を立てたりですと
か、ポールチェーンを組んだりしまして、交わらな

ロナ禍の中で、お客さんの鑑賞の機会を奪わな
い、上演の機会を奪わないということで、感染
症対策第一にやっております。あと、私個人で
言いますと、KYOTO EXPERIMENTの制作スタッ
フも初回からずっと行っていまして、昨年度・今年
度と、春秋座に来日する予定だった海外アーティス
トの来日は、かないませんでした。2020年に関して
は、ぎりぎりまで調整して、厳しいということで、
映像上演に差し替えたんですけれども、2021年は
KYOTO EXPERIMENTのディレクターの３人と相
談しまして、映像を観せるということ以上の何かが
できないだろうかという相談をする中で、フランス
のフィリップ・ケーヌという演出家とディレクター
の１人の塚原悠也さん (コンタクト・ゴンゾ) がアー
ティスト同士の信頼関係がある中で『もぐらたち』
という作品を創作しました。フィリップ・ケーヌの
衣装、もぐらの着ぐるみを送ってもらって、オンラ
イン上でゴンゾとフィリップの間で作品を詰めて、
作り上げたということがありまして、それまでの
アーティスト同士の信頼がないと作れない作品だっ
たなと実感いたしました。たぶん初めてのアーティ
スト同士だったら、ここまでのことはできない。お
そらく海外のアーティストも衣装だけ送るようなこ
とはできなかったと思うので、これまでの塚原さん
たちの実績の上で、これが実現できたなと思いまし
た。また、ちょうど公演が終わったばっかりなんで
すけれども、毎年１回公演を行っている「春秋座－
能と狂言」。今回は昨年亡くなった当センターの前
所長である渡邊守章先生の追善公演として実施しま
した。本当は、なるべく舞台上はマスクなどをせず
に、そのままやりたかったんですけれども、京都も
感染者数が増えてきたものですから、地謡の皆さん
にはマスクを着けていただいて、最後に追善トーク
を行って、それも本当は皆さん、顔を出してお話し
していただきたかったんですけれども、マスクをし

いようにしております。これはひとえに、お客さま
に安心して劇場に来ていただいて、公演を楽しんで
いただくということと、あと、学生の皆さんにもそ
こは安心していただくということでやっております。
ちょっと残念だなと思うのが、芸術大学の中にある
劇場ということで、学生の生き生きとした活動をし
ている場所に赴くという楽しみも、お客さまの中に
はあるんじゃないかなと思うんです。例えば今、学
内では卒業制作の作品展示が学内中で行われて
いるんですけれども、今まででしたら劇場に来
るとそういう学生の展示も一緒に楽しめるって
いうこともあるんですけれども、今そこが感染
対策のためにガッチリ分けてしまっているので、
そういう機会を遮断してしまっているんではな
いかと思ってしまいます。今はとにかくこのコ

てトークに出ていただくということで、なるべく上
演自体は支障がないように、ただ、それ以外のとこ
ろでは何か対応できるところは対応して実施したと
いうところですね。
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唐津

絵理（からつ えり）
愛知県芸術劇場エグゼクティブプロデュ
ーサー Dance Base Yokohama（DaBY)
アーティスティックディレクター
お茶の水女子大学大学院人文科学研究
科修了。舞台活動を経て、日本初舞踊
学芸員として愛知芸術文化センター勤
務。2010年～16年あいちトリエンナー
レのキュレーター。文化庁文化審議会
文化政策部会委員、全国公立文化施設
協会コーディネーター、企業の文化財
団理事、審査員、大学の非常勤講師等を務める。パフォーミン
グアーツの幅広い分野で、実験的作品から国際共同製作まで多
数のプロジェクトを企画プロデュース。

──皆さんのように、舞台を止めないっていうこと
を強く意識していただくと、その次がちゃんと見え
てくるような気がします。オンラインってどうなの
かなとかいうところをお聞かせください。
唐津 うちは映像配信で何か中継するとか、そうい
うことはあんまりやっていないんですけれども、普
及教育のほうにはかなり取り入れていて、例えばこ
れまでアフタートークってありましたけれども、舞
台を観た後に話したり、あと、前に説明聞いたりみ
たいなことが、トークイベントって、なかなか、声
を出すものって、コロナ禍は避けられるようになっ
たので、それを観に来た人だけにリンクをお知らせ
してトークイベントをやるっていうのを結構やって
いました。これは、これまでのアフタートークだと
、かなり一方通行だったんですよね。例えばお客さ
ま200人いて、質問はなかなか手を上げにくいみた
いなことが多かったんですけれども、オンラインで
やると、チャットボックスに質問を入れたりとかも
することができるので、かなり交流の場にもなるな
って感じています。なので、いきなりは難しいんで
すけど、観た後で観た人たちが交流するコミュニテ
ィとしての役割みたいなものがあったり、あと、セ
ミナーみたいなものですけれども「レビュー講座」
っていう、作品観た後、それのレビューを書くって
いう講座もやっているんですけど、割とオンライン
のツールに合うものに関しては、別にコロナ終わっ
ても、それでもいいかなっていうものも結構ありま
す。
──配信といえば、山中館長はパイオニア的な存在
だと思うんですが。
山中 とにかく生の舞台をやれないという中で、配
信しか方法がないっていうときは、みんなの協力も
あってやれていたんですけど、今、生の舞台もでき

されたと思うんですけれども、配信をきっかけにし
て、これまではいきなり何万円も出して行くのが難
しかったようなものの、ちょっと敷居を低くするこ
とには、すごい役に立ったと感じました。
山中 それは本当にあるとは思っているんです。だ
からできる限り続けていこうとは思っているんです。
初めてオペラを観て感激したとか、ちょっと病気にな
っちゃってオペラを観に行けてなかったんだけど、久
しぶりに観てすがすがしい気持ちになったとか、いろ
んな方がおられるのがよく分かりましたし、だから、
声楽アンサンブルがやるオペラとかは配信したりして
いたんですけど、いろんな方に来てもらって作ったや
つを配信っていうのは、なかなか調整が難しいなと感
じています。
──著作権的な問題も出てくるでしょうし、なかな
か調整が難しいと思うんですけどね。
川原 春秋座では公演ライブ配信はしていないんで
すけれども、録画配信やレクチャーに関しては幾つ
かやっております。ただ、特にライブ配信がとても
ハードルが高いなと思っておりまして、技術的なこ
とですね。そこがきちっとしたものを提供するとな
ると、業者に頼んだりで、費用がかなりかかってし
まうので、これからの課題だなと思っています。本
学は学生が対面授業とオンライン半々ぐらいなの
で、公開講座の「日本芸能史」では、一般の受講生
は会場に来て、学生はオンラインで視聴していま
す。講師がオンライン登壇という回もありました。
ただ、オンラインで受講してもらうメリットもある
なと思っていまして、今まで学生と一般受講生が混
在で授業を受けていて、最後の質疑応答では、学生
はおとなしくして、一般の方が割と積極的に質問を
するような感じだったんですけど、今チャットです
ぐに感想や意見・質問なんかが送れるので、とても
いいですね。今までなんでこういう質問が来なかっ
たんだろうっていうぐらい、とてもいい質問が来た

る、それをさらに配信するっていうことになると、
かなりアーティストの方も嫌がる方も多くて、結局
今やれているのは、職員である声楽アンサンブルだ
けでやっている公演は配信しているんだけど、それ
以外はほとんどできていないんです。「近江の春音楽
祭」も、去年は全部配信したんですけど、今年の予
定としては、声楽アンサンブルが歌う１公演だけ
を、期間中ずっと無料で配信しましょうというやり
方。これは今までだと無料のロビーコンサートと
か、無料のものをいっぱいやっていたので、それが
できませんから、無料の配信をしようということに
していますけど、だから、やり始めたときに比べる
と配信の数は減ってきています。ただ、これをやめ
るつもりは全然なくて。
唐津 オペラとか、新国立劇場のバレエも結構配信

りして。
山中 そういえば、配信していたころ、生で見て、
またおうちへ帰って、配信されたものを見て、やっ
ぱり別の発見がある、別の楽しみがありましたとい
うようなことを言っていたお客さんもありました
ね。アップされて、顔の表情まですごくクリアに見
えたっていうことなのか、そのお客さんがどこでそ
う思われたのか分からないですけど。
──唐津さんのところは、配信の予定とか検討とか
はされてるんですか。
唐津 ライブ中継はしていないんですけれども、例
えば劇場の探検ツアーというプログラムで、劇場の
内部や舞台機構を見せたりとかするような、夏休み
の企画があるんですね。そういったものや、オルガ
ンのコンサート、どちらかというとパフォーマンス

オンライン配信のこと
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に少しレクチャーが付いていくような普及型の企
画、そのためにオリジナルで制作して配信しまし
た。これはそのときだけではなく、ずっと観られる
コンテンツとしてアーカイブしています。パフォー
マンスをやっているシーンと説明しているシーンを
別々に撮って、編集したりもできる。だから、かえ
ってこういった型のものは映像向きかなっていう気
もします。例えばオルガンのコンサートであれば、
オルガンの仕組みとかも学びながらコンサートの演
目も楽しめるとか、あとは、舞台機構も、直接みん
なで中に全員で入っていくことはできないですけれ
ども、舞台の表と裏の両方を見せて、それを説明す
るプログラムとしては秀逸だと思います。
川原 以前に本学の情報デザイン学科の先生とお話
ししていたときに、仮想空間の活用っていうのが劇
場にも出てくるんじゃないかっていうお話で、実際
に今歌舞伎でもMETA歌舞伎とか聞いたりします。
具体的には、まだそこまで積極的な展開にはなって
いないようですけれども、たぶんそういう動きが今
後さらに出てくるんだろうなっていうのは思いまし
た。ただ、やはり仮想空間は仮想空間でしかないと
思うので、同じ空間で同じ時間を共有するっていう
舞台芸術の醍醐味っていうのは、それとは置き換わ
らないと思うんですけれども、ひとつの鑑賞の仕方
としては出てくるんじゃないかなと思いました。
山中 びわ湖ホールっていう劇場は本当に素晴らし
い劇場なので、びわ湖ホールへ来てもらうのが、そ
れは一番いいんですけど、来れない方っていうのが
やっぱりおられるので、僕は積極的に県内のいろん
な小さな劇場だとか、小中学校の体育館へも出掛け
ていってオペラを観せるときに、地域のおじいさん
とかおばあさんも一緒に見てくださいねっていう感
じで来てもらったりしているんです。地域へ出掛け
ていく、その先にオンラインっていうのも、すごく
技術的に進歩してきていますから、十分楽しめる状
態になっているんじゃないかなと思って、今後も進
化していくだろうし、その道は残し続けて、やり続
けたいなというふうに思っています。
川原 感染症対策の一環としてアンケートをＱＲコ
ードで携帯からしてくださいと去年からしているん
ですけど、実はそれで一気にアンケート回収率が落
ちてしまいまして。春秋座のお客さまの傾向かもし
れないんですけれども、紙でその場で書くほうが書
きやすいのかなと思うんですが、皆さん、アンケー
トいかがですか。
山中 両方でやっていますよ。紙とＱＲ、どちらで
もどうぞっていう感じで。紙の人は会場内で書かれ
ている方が多いですね。時々後でファクスで送られ
たりとかされている方もありますけど。
──そうなると、整理退場時のお客さんの密を避け

るための対策が取りづらくなりませんか。
山中 それもあって、ＱＲもできるようにしたんだ
とは思いますけど。いったん出てきて、ホワイエで
書いておられたりとかっていう感じなので、それに
よって密になっているとは思っていないです。
川原 回収率も以前と変わらない感じで？
山中 以前と変わらないですね。２本立てにしたん
でむしろ増えているんじゃないかな。
唐津 うちはＱＲだけにしていたら回収率がグッと
下がったのでメルマガとかで呼びかけたりしていま
す。
川原 やっぱり紙で、その場でっていうのは勢いが
あるんだと思うんですよね。
──確かに、今打ち上げなんかしないですけど、打
ち上げのとき、出演者とかスタッフが全員回し読み
するっていうのは楽しみの一つですけどね。
川原

美保（かわはら みほ）
学校法人瓜生山学園 京都芸術大学舞
台芸術研究センター プロデューサー。
鹿児島県出身。
2007年より勤務。学内に設置された京
都芸術劇場 春秋座・studio21の管理・
運営・企画に広く携わる。
伝統芸能から先進的な現代舞台芸術ま
で多彩な作品の創作・上演や公開講座
の制作を担当。

これからの劇場
──このコロナの３年を経験したことによって、舞
台って何か変わると思いますか。
山中 今回海外からの方が来れないので、日本語上
演を増やそうかなと。日本人キャストばっかりなの
で、日本語上演のほうが、オペレッタとかだと、す
ぐに笑えるし、いいんじゃないかとか、そういう気
付きもあるので、もう少し敷居を下げるっていう
か、もう少し皆さんが楽しめるようなものもいいん
じゃないかなっていうふうに思っています。
唐津 私、日本の中の作品を作って再演していきた
いっていう気持ちが、ここ数年ずっと強くあったん
です。さらに、海外から来れないっていうことで、
来年は日本人のアーティストの活動や支援を強化し
ていくっていう方向にシフトしています。いろいろ
延期だとかも重なって、愛知県芸術劇場で世界初演
した作品がこの２年間ぐらいで短い作品を６作品創
作しているんですね。これは愛知県芸術劇場と、も
うひとつ私がアーティスティックディレクターをし
ている、横浜にあるDance Base Yokohamaという
ダンスのための創造スペースでレジデンスをして、
愛知県芸術劇場で初演するという、官民連携を行っ
ています。劇場って貸館が中心になっているので、
作品を作る場所っていうのを持っていないんです
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ね。なので、違う場所で作って、それを上演する、
それをまた次に再演していくっていうことを、うま
く連携させていけないかなと思って、その方法を探
っています。そこでまずは、地方の公立劇場でも取
り組みやすいダンス公演のパッケージを作り始めて
おります。地域のバレエのお教室も、最近はコンク
ールでコンテンポラリー作品を必ずやらなきゃいけ
なくなったので、それも学ばせたい。そういった地
域のニーズとのマッチングを行って、かなりいい反
応を頂きました。今までやれていなかったことに注
視する機会を作っています。オンラインによって、
非常に会話がしやすくなってきたっていうところも
あり、いろんな劇場さんとの情報交換や連携みたい
なことに力を入れていって、コロナによる物理的な
劇場運営だけではなくて、それぞれのリソースやソ
フトについても一緒に活用して、もうちょっとフレ
キシブルにやれるような方法っていうのを探るのに
は、かえっていいチャンスになるのかなと思いま
す。その中に、舞台管理している方々だったりとか
と、自主事業でこういうこともやりたいっていうと
ころって、通常ぶつかることも多いと思うんですけ
れども、コロナで、例えば２メートル空けなければ
ならないとか、こういう使い方が今回はできません
とか、いろんなルールの見直しみたいな中に、逆
に、今まではルールだから守ってきたことなんだけ
れども、よくよく考えてみると、もっとこうした
ら、もっとこういうことができるんじゃないかみた
いな、新しいやり方を見つけなきゃいけないってい
うような状況も生まれてきているっていうことも感
じているので、そういうところで、劇場関係者全員
が寛容性を持って、お客さんに対してもアーティス
トに対してもフレキシブルになれるような対話をス
タートできないかなっていう思いがあります。私
は、自分が企画したり作品の創作プロセスの中で、
これからの劇場のあり様を含めて考えていけないか
なと。
川原 今回、実際に会えることの貴重さを発見した
とともに、オンラインの便利さもすごくあるなと思
いまして、今、海外のアーチストと、国内のアーテ
ィストとの創作を考えているんですけれども、稽古
の組み立てをするに当たって、ここはオンラインで
いけないかっていうような話ができる。実際に稽古
を具体的に詰める前に、オンライン上で先にいろん
な話が、意見交換ができるっていうのが、新しい創
作の仕方だなと思いまして、たぶんこれからはオン

ラインとオンサイトのハイブリッドで作っていくっ
ていうのがスタンダードになっていくんだろうなと
思っております。本当に私自身もいろんな劇場に行
くたびに、前よりもさらに幸せをかみしめるという
か「公演やってくれてありがとうございます」みた
いな気持ちもありますので、今まで当たり前だった
ことが、この強烈な経験によって、そのありがたさ
っていうのを再確認しましたので、その部分を忘れ
ずに、でも、新しい手法で、多様な良質な作品を継
続的に上演できるような形にしていきたいなと思っ
ております。
山中 昨年の９月は、うちも緊急事態宣言の仲間入
りをしちゃって、５割に制限せざるを得なかったん
ですけど、その間も座席を空けるんじゃなくて、通
常どおりぎっしり入れて、５割まで達したら売らな
いっていうようなやり方をしていて、その期間が過
ぎたら100％にすぐ戻してっていうようなことで、
あんまり空気を読んで自主規制するというようなこ
とはせずに、とにかく感染対策を十分にやっている
という自信を持って、お客さんを入れるっていうこ
とをやっているので、それを続けていこうと。県内
の他の劇場なんかでも、５割にしている所が多いん
ですよね。でも、会議があるごとに「そんなのは来
てくれるなって言うようなもんなんだから、やめろ。
100％にしろということを言い続けているんだけど、
そんなふうに頑張っていこうと思っています。
川原 まだしばらくは緊張した状態が続くんだろう
なと思うんですけれども、その時々の最善を尽くす
しかないかなと思っておりまして、やっぱり来てい
ただいて、観ていただいて、成立するものなので、
本当に来場者の方も含めて、この劇場文化というの
を絶やさないようにしていくっていうことだと思っ
ております。
唐津 私も、代わるものはないというふうに基本的
には思っているので、やり方は増えていくんだと思
うんです。バーチャルっていうのも昔はなかったも
のが選択肢として増えていくと思うけど、でも、や
っぱり劇場という所でパフォーマンスを観るってい
う体験は、何にも代えられないし、それによって救
われる人はいるっていうことは、かえってコロナだ
からこそ再確認できた。それは本当にずっと続けてい
きたいですし、そのための方法っていうのを日々柔軟
に捉えながら考えていきたいと思っています。
──われわれも微力ながらお手伝いをさせていただき
たいと思います。本日はありがとうございました。

－9－

「世界の舞台芸術フェスティバル」vo l.2
橋本
ロームシアター
京都では2017年
度から「レパート
リーの創造」とい
うシリーズで劇場
が舞台作品をプロ
デュースし、レパ
ートリーとして再
演するプロジェク
トを行なっていま
す。2019年度に
製作したのはフラ
ンスのアーティス
ポンピドゥー・センター外観
ト、ジゼル・ヴィ
エンヌとエティエンヌ・ビドー＝レイが、日本人出
演者と共に創りあげた作品「ショールームダミーズ
#4」という作品です。本作品が、新型コロナウイル
スのパンデミックが続く2021年11月に、ヨーロッパ
でも最も重要な舞台芸術フェスティバルのひとつ、
フランスのフ
ェスティバ
ル・ドートン
ヌ・ア・パリ
からの招聘を
受けポンピド
ゥー・センタ
「Showroomdummies #4」
ーで上演され
パリ公演初日のカーテンコールの様子
ました。
「フェスティバル・ドートンヌ・ア・パリ」は、
フランス語で表記すると「Festival d’Automne à
Paris」、そのまま日本語訳すると「パリ・秋のフェ
スティバル」となります。後にフランスの文化政策
を主導する文化人ミシェル・ギィによって1972年に
設立されたこのフェスティバルは、演劇、音楽、ダ
ンス、ビジュアルアート、映画など、現代芸術と異
分野の融合に特化した祭典です。毎年9月から12月
（年によっては1月まで）にかけ、約50のイベント
が開催され、秋から冬のパリの芸術シーンはすっか
りフェスティバル一色と言ってもいいかもしれませ
ん。
このフェスティバルを特徴づけるのは、世界中の

裕介

現代芸術を楽しむことができ、かつ「共同製作」に
積極的に取り組むことで多くの新作に触れることも
可能にしているところです。特定の会場を持たない
このフェスティバルがどのようにして、それを可能
にしているのか？それはパリ及びイル・ド・フラン
ス地域圏の文化施設との連携にカギがあります。毎
年、オデオン座やフィルハーモニー・ド・パリ、パ
リ市立劇場、ポンピドゥー・センター、郊外にある
ナンテール＝アマンディエ劇場、ジュヌヴィリエ劇
場など、約40の文化施設と個々の演目ごとに「共
同」で主催しているのです。フェスティバルと文化
施設が、おおよそ50％づつそれぞれの演目に対して
費用負担することで、数多くの国際的な演目を紹介
することが
出来ている
のです。も
ちろんそれ
には、フェ
スティバル
と文化施設
との信頼関
係が必要で
オデオン座外観
あることは
言うまでもありません。
その信頼関係において重要な役割を果たすのが、
フェスティバルの2人の芸術監督です。演劇、ダンス、
ビジュアルアート部門を統括するマリー・コラン、
そして音楽部門を統括するジョセフィーヌ・マルコ
ヴィッツが、プログラムの責任者としてフェスティ
バルを牽引しています。特に2012年からは毎年「ポ
ートレート」と銘打ち、国際的に活躍するアーティ
ストにフォーカスを当て、その作家本人の作品や、
その作家と関係の深いアーティストの作品を複数紹
介して、プログラムに奥行きを持たせています。
2021年のフェスティバルでは、ジゼル・ヴィエンヌ
が「ポートレート」に選ばれたアーティストの一人
だったこともあり、「ショールームダミーズ #4」が
招聘されたのでした。もはやフェスティバルの常連
とも言えるチェルフィッチュや庭劇団ペニノといっ
た日本のアーティストが「ポートレート」に選抜さ
れる日もそう遠くはないでしょう。

橋本裕介（はしもとゆうすけ）
1976年、福岡生まれ。京都大学在学中の1997年より演劇活動を開始、2003年橋本制作事務所を設立後、
京都芸術センター事業「演劇計画」など、現代演劇、コンテンポラリーダンスの企画・制作を手がける。
2010年よりKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭を企画、2019年までプログラムディレクターを務める。
2013年2月から2019年3月まで舞台芸術制作者オープンネットワーク（ON-PAM）理事長。2014年1月よりロ
ームシアター京都勤務、プログラムディレクター。
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素晴らしきスタッフたち－－第11回 広渡勲さん（演出家）編
音楽・演劇プロデューサー
広渡勲さんは早稲田大学演劇専修の同級生でし
た。地方から上京したこともあり、良く私の家に泊
まりに来ていました。そんな時には私は自慢のマリ
オ・デル・モナコやマリア・カラス或いはテバル
ディのアリア集を聴かせました。最初のうちは仕方
ないといった感じで聴いていた広渡さんも次第に興
味を持ち、すっかり私のペースにはまって、「モナ
コっていいね」などと言うようになりました。つい
に私の術中にはまったのです。もともと演劇専修を
していただけあって一度興味を持つと好奇心をそそ
られたようです。後に彼がオペラのプロデュースや
演出をするようになるスタートとでもいって良いと
思います。
彼は一流の指揮者と沢山仕事をし、現在の立場を
確立していったのです。現在、神戸の劇場で佐渡裕
さんと仕事をするようになったのも自然の流れだっ
たと云えます。彼の演出では歌手に無理な動きをさ
せたりしませんので歌い易いと思います。オペラの
演出家は音楽を一番に大切にすることが必要です。
その点彼は一流でしょう。「こうもり」にしても
「メリー・ウィドウ」にしてもその傾向が生かされ

市郎

ていました。これからも佐渡・広渡のコンビは次々
と名作を生んでいくと期待しております。
さて、もうひとつの彼の特色に触れなくてはなり
ません。彼はかつて東宝の演劇部で鍛えられまし
た。菊田一夫先生の教えであるお客様に対するサー
ビス精神が行き届いている点も特徴だと思います。
このように色々
な要素がエン
ターテイメント
を高めているの
です。
楽しいのが当然
だと思います。
ここまで彼の素
晴らしさを讃え
てきましたが、
これからもお客
様を楽しくさせ
る作品に期待し
ましょう。
広渡

橘

橘

勲さん

市郎（たちばないちろう）

早稲田大学演劇専修コース卒業。
東宝（株）と契約し、1973年にプロデユーサーとなる。
1981年独立後は、企画制作会社アンクルの代表をつとめ、中野サンプラザからの委嘱で「ロック・ミュー
ジカルハムレット」「原宿物語」「イダマンテ」を、会社解散後は「ファンタステイックス」「ブルース
トッキング レデイース」などのミュージカルを制作。
2001年、京都芸術劇場の初代企画運営室長、
2007年、テアトロ ジーリオ ショウワ初代運営室長
2008年、京都芸術劇場プロデューサー
2014年、一般社団法人 達人の館 代表、日本文化藝術財団理事
長岡京記念文化会館企画委員。

ロームシアター京都便り

機構担当

2018年の６月からロームシアター京都で勤務して
おりますが、それまでは京都で仕事したことはほと
んどなく、アウェイ状態でしたので、正直不安しか
ございませんでした。
折しも2017年の10月に新国オペラ「蝶々夫人」
の現地大道具として仕込みに参加しまして、まあ
中々に大変な現場でしたので、内心、もう来たくね
えなあ、と思いながらバラシ予測日には別の予定を
放り込んだのでした。
そんなこともありまして、お声をかけていただい
た時は尻込みしたのですが、当時転職しようかと悩
んでいた時期でもありましたので、ままよとお受け
した次第でありました。
しかしながらいざ勤務が始まると、技術スタッフ
が20名程居るにも関わらず、愉快ではない方が１人

井上達也

も居ない……！ セクションを越えてチームワーク
がとれている……！
以前働いていた所では、いけずが服を着ているよ
うな方が居る、各セクション足を引っ張り合う等々、
非常にメンタルを鍛えられる環境でございましたの
で 、世の中にこんな職場環境があるのかと、驚天動
地いたしました。
お陰様で仕事終わりにワンカップを呷るというル
ーティンがなくなりました。
自分もそのチームワークの一端を担っているのだ
と、また、ロームシアターの顔の一人だということ
を肝に銘じ、日々精進しながら働いて参りたいと愚
考いたす次第でございます。
最後に、まだまだ世間はコロナ禍でございますの
で、皆様に於かれましてはご自愛下さいませ。

－11－

びわ湖ホール便り

照明担当

コロナ禍といわれ始めて早２年、びわ湖ホールも
その影響を受け、一時休館状態となりました。なか
なか先が見えない中、再開した現場や業務は以前と
は違うことが多々あります。
まず、感染対策として各所に消毒用アルコールの
設置。出入口にはサーモグラフィーの検温カメラ。
これらを随時増設したり、時に人が多く出入りする
催しの前には関係者全員のPCR検査を行い現場に入
りました。消毒・殺菌については人に対してだけで
なく、機材や楽器にも気を使う必要があり、例えば
照明では外部の人も触れる可能性がある調光卓や、
インカム等を除菌シートで拭き取り、貸出をしてい
るハーネスやヘルメットも現場終了後スプレーで除
菌作業をするようになりました。同じく貸出をして
いるピアノですが、アルコール等でふき取ることは
できないので、主催者様にご協力いただき、使用前
に手指の消毒をお願いしております。使用後は、手
指からついた油分を除く為に音響さんが拭き取りを
していますが、最近はより入念に拭いているように
見受けられます。
加えて、ライブ配信をする機会が増えました。舞
台業界でいえばこれが一番の変化なのではないでし
ょうか。
びわ湖ホールでも2020年３月にワーグナーの４部
作『ニーベルングの指輪』の最終章『神々の黄昏』

を無観客でライブ配信いたしました。それまであま
り身近に感じていなかった配信という言葉ですが、
このころから配信を主に扱う業者様の話も仕事でよ
く聞くようになったと思います。当時は、新型コロ
ナウイルスがテレビでも騒がれ、劇場での公演が危
険視され始めたころでした。中止の話もあがる中、
『神々の黄昏』はライブ配信で無観客上演ならばと
実現できた公演です。その後の公演も人同士の密を
さけ、出演者も観客も間隔を空け公演を行うという
形に変わっていきました。その変化の中で生まれた
手法のひとつとして「セミ・ステージ形式」という
ものがあります。
これは密になるオーケストラピットを使わず、舞
台上で演奏を行い、ソリストはその前に設営した張
り出し舞台でのみ演じ、さらに飛沫防止のため５ｍ
以上離れるように客席の最前列を中通路より後ろに
下げるというものです。2021年３月に行ったオペラ
『ローエングリン』ではソリストの他に50名もの合
唱メンバーがいたため、オーケストラよりさらに後
ろに台組をし、舞台をより広く使い密回避に努めま
した。
この１～２年の間に形式等大きく変わったものも
ありますが、今後もできる限り安全な舞台運営に努
めたいと思います。

ピアザ淡海 県民交流センター便り
コロナ禍の影響でリモートワークが一般化した今
日、施設利用の問い合わせで増えたのがインターネ
ットへ接続出来る環境の有無についてです。ピアザ
淡海では３階のラウンジで「びわ湖 FreeWi-Fi」が
利用できるものの残念ながらホールや会議室によっ
ては利用が難しくモバイルWi-Fiルーターやスマート
フォンでのテザリングの利用により通信回線を確保
して頂いております。またより安定した通信をご希
望のお客様には臨時回線の設置工事をお願いしてお
ります。大会議室に関してはパントリー内に光回線
が残置されており開通工事だけで済むのですが、ピ
アザホールでは回線業者さんが通線ルートを確認に
来られるのですが光回線を引き回すルートが天井裏
に無く通路をLANケーブルで引こうとした場合でも
１００ｍ近い配線になる為、臨時回線の設置は断念
されモバイルWi-Fiルーター等にて対応されておりま
す。中小の会議室では申し込み自体を断念させるこ
ともあります。施設管理者もホール会議室にて利用
できるインターネットへ接続可能な回線を整備にむ
けて検討されております。
また一般的なリモートワークはPCとインターネッ

柿坪祥子

梅原 巧

トへの接続出来る環境、さもすればスマートフォン
があれば簡単に行えることから、そのイメージでお
越しになるお客様が多く中継を専門業者へ委託する
こと無く利用者様で行われる場合、会場拡声用のマ
イクの音声を中継回線へ如何に取り込むかまた中継
先からの音声を会場へ拡声することを失念されてい
る事が多い様です。ホールでの利用であればマイナ
スワンで音声の回線をお渡しすることも可能なので
すが、大会議室のシステムでは難しい為、多くの場
合PC内蔵のマイクで会場内の音を拾い中継先へ配信
され、中継先からは音声でのやりとりはせずにテキ
ストで意見を受け取る形にされることが多い様です。
これからます
ますオンライ
ンを利用した
催事が増えて
いくと思われ
ますが、でき
る限り柔軟に
対応したいと
思います。
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●『裏方稼業の便利グッズ』
SONNECT AUDIO サウンドバレット

現場ではスピーディー且つ正確な仕事が求められ
ます。今回は音響現場においてトラブルを避けるこ
とや、万が一トラブルが起きてしまったときに対応
できるグッズをご紹介します。
サウンドバレットは小型でありながら堅牢かつ信
頼性を兼ね備えたオーディオテスターです。主な機
能は次の通りです。
・XLR端子のファンタム電源チェックが可能
・１kHzのSine波、Pinkノイズジェネレータ搭載
・XLR端子のピン単位での断線チェックが可能
入力された信号はLEDインジケーター、さらに内

臓スピーカーまたはイヤホンジャックからの出力に
より目と耳で確認することができます。
事務所や倉庫でのケーブル断線チェックはもちろ
ん、現場では内臓のジェネレータによるパッチの確
認、音声ルートのケーブルテスト卓からのファンタ
ム電源チェック。また付属の1/4"ジャックアダプタ
ーを使えば、延長ケーブルは必要とせず、DIやギタ
ー、ベース、キーボードなどの楽器に直接挿してテ
ストすることができます。
また万が一のトラブル時には、音声信号がどこま
できているのか、不具合の起きているところを容易
にみつけることができます。
さらにサウンドバレットが２つあればミキサーも
マイクも使わずに音声ルートをチェックすることが
できるのでロケハン時などにホール既設設備の確認
や、中継音声の確認など多種多様な音響シーンで幅
広く活用することができます。
そして特筆すべきはこれだけの機能を備えている
にもかかわらずポケットサイズなのでポーチに入れ
ておきたいアイテムです。

裏方の裏話 43
舞台スタッフの仕事として、公演を行う劇場に装
置や機材を運ぶ手配も大切な業務の一つです。運送
会社に委託して運んでもらうこともありますが、機
材を積んだ車を自ら運転して現場入りすることも珍
しくありません。そんなとある日のお話しです。
ある週末の早朝、倉庫から荷物を超満載に積んだ
トラックで現場に向かおうと、キーを回しましたが、
エンジンがかかりません。「…ん!?」もう一度試し
てみますが、うんともすんとも反応がありません。
昨日の積み込み時は問題なかったのに。よく確認し
てみると計器のランプが点灯していませんでした。
そう、バッテリー上がりのようです。
こんな時に限って今日の現場は非常にタイトなス
ケジュール。劇場に機材を運べなければ、仕込み作
業は何も始まりません。遅れて到着できたとしても
段取りは大きく崩れ、出演者含めみんなに迷惑をか
けしまう上、公演が不可能ではと、焦りだけが募り
ます。携帯で必死にバッテリー上がりの対処方法を
検索しました。ふと携帯から顔を上げた時、週末は
作業をされておられないはずの隣倉庫の車屋さんが
目に入りました。今日は休日返上で作業をされてい
るとの事。救世主を発見です。エンジンがかからな
い原因がバッテリー上がりではないかと伝えると、
快く「ジャンピングスタート(ブースターケーブルを
つないでエンジンをかける)」をしてくださいました。
普通車のバッテリーは「12Ｖ」、トラックのバッテ

リーは12Ｖを２つつないで、「24Ｖ」です。さすが
は車屋さん、対処方法もご存知で電圧もクリアでき
ました。
エンジン始動後にトラックを走らせ、幕の吊替え
作業を先行して行ってもらっていた現場に少しの遅
れで到着できました。
無事に本番を終えた後日、車屋さんに奮発した手
土産を持ってお礼に伺ったことは言うまでもありま
せん。
室内灯がつきっぱなしであったことが、バッテッ
リー上がりの原因であったようです。そのあと、キ
ーを回さないと室内灯が点灯しない仕組みに改良し
ました。
いざとなった時の対処方法として、一般的には
①救援車を使った、ブースターケーブルを使用して
のジャンピングスタート
②救援車の代わりに蓄電機能のあるジャンピングス
ターターを使用してのジャンピングスタート
③ＪＡＦなどのロードアシストに連絡。
とあります。
到着時間が決まっている中で時間のロスは命とり
です。
大切なことは、普段の心がけで不用意なバッテリ
ー上がりをおこなさいことと、人とのつながりだと
痛感しました。
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●京滋舞協 事務局だより
日
出

●第23回通常総会
日 時：2021年５月17日（月）
場 所：メルパルク京都５Ｆ 会議室２
出 席：本人出席３名／代理出席１名
／委任状出席14名
・連合会 通常総会
日 時：2021年２月22日
（月）14時
場 所：連合会事務所

・連合会 通常総会
日 時：2022年２月21日（月）14時
場 所：連合会事務所
出 席：中田・谷崎（Zoom）
●その他
・文化・経済フォーラム滋賀 第12回 総会・交流会
日 時：2022年２月12日（土）
場 所：びわ湖ホール
出 席：中田

・ 連合会理事会
日 時：2021年６月14日
（月）15時
出 席：中田・谷崎（Zoom）
日
出

時：2021年12月６日（月）15時
席：中田・谷崎（Zoom）

時：2021年９月21日
（火）15時
席：中田・谷崎（Zoom）

京都府中小企業関係の定例表彰に係る審査会がなされ、本年度、当組合が優良組合（京都府知事
表彰）として表彰されました。「観劇等に利用されるホールの管理を行う京滋地域で唯一の協同
組合。組合員が連携することによって創造される質の高い演出空間を通じて、文化芸術イベント
の円滑な実施と安全確保に寄与。コロナ禍において、業界及び組合員企業は厳しい経営環境にあ
るが、研修会の開催など、活発な組合活動により組合員の結束を高め、京滋地域の舞台芸術文化
の振興に大きく貢献している」という評価をいただきました。

表彰式
日 時：2021年11月25日（木）
場 所：京都ガーデンパレス
出 席：中田理事長

訃報

故

野村總一氏

（2021年１月３日没）

故

橋爪永門氏

（2021年２月19日没）

当組合創立時から2015年までの長きに亘り理事長を務めら
れ、その穏やかな人格と正確な指導力で組合を運営し、我々
を導いてこられました。決して上から見下ろすような態度を
取らず、いつも謙虚に後輩の意見に耳を傾けておられました。
これは我々も見倣うべき態度であると思います。
また、若い頃は役者をされていただけあってスタイルもよ
く、背筋を伸ばして颯爽と歩いておられた姿が思い出されま
す。

組合創立時より2002年まで理事を務められ、副理事長・親
睦委員長として尽力されました。豪放磊落なお人柄で、常に
周囲を元気づけておられる姿が思い出されます。その懐の深
さから、何かと頼れる先輩でした。理事会の席での発言にも
深い思慮が籠もっていました。
また、お洒落で独特のファッションを身につけておられま
した。
会社の方では社長を引退されて、次世代へうまくバトンタ
ッチされ、これから第二の人生と思っていたのに残念です。
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役員
理事長

中田

副理事長

關

副理事長

谷崎

専務理事
理

節

(株)アルファ舞台

理

事

高橋

(株)流

幹

事

大久保

剛

(株)橋爪

幹

事

松岡

正彦

(株)バックステージ

横江

学

(株)ジョイライティングスタッフ

事

勝部

伊織

(株)エービー企画

理

事

加藤

寿一

(有)ステイヤー

特別顧問

伊吹

文明

前衆議院議員

理

事

小坂親太郎

(株)響映

顧

片浦

正和

秀哉

問

宏輝
歩

(株)エム･エス･ユー
(有)クワット

特別賛助会員
I.S.D.Japan ㈱
(代表)

西村 忠人

(担当)

西村 忠人

(担当)

服部 寛樹

(担当)

小林 康隆

㈲ウィル
(代表)

服部 秀樹

関西三穂電気㈱
(代表)

小林 康隆

㈲ＫＥＮＴワークス
(代表)

斉藤 謙治

(担当)

(代表)

良知 昇

(担当)

杉島 直樹

(担当)

藤澤

武

(担当)

森

久洋

(担当)

早志 省悟

(担当)

山崎 亮誠

㈲ポントス
(代表)

西尾 吉一

㈱松村電機製作所 関西支店
(代表)

冨山 博司

(担当)

松葉 博文

(担当)

松葉 博文

(担当)

谷

㈱ワタナベ楽器店
(代表)

渡邊 幹太

兵庫県尼崎市稲葉荘1-19-14

TEL.06-6417-4136
FAX.06-6417-6128

〒610-1106

京都市西京区大枝沓掛町14-3

TEL.075-331-4690
FAX.075-331-4689

〒610-1151

京都市西京区大枝西長町6-41

TEL.075-333-7147
FAX.075-333-7148

〒532-0003

大阪市淀川区宮原4丁目3番29号

TEL.06-6393-5662
FAX.06-6393-5706

〒541-0043

大阪市中央区高麗橋4-3-7

TEL.06-6208-6111
FAX.06-6208-6118

〒540-0001

大阪市中央区城見2丁目1番61号
OBPパナソニックタワー9階

TEL.06-6910-0177
FAX.06-6910-0151

〒564-0063

大阪府吹田市江坂町1-7-3
オスカー第3ビル

TEL.06-6386-8822
FAX.06-6386-8833

〒587-0031

大阪府堺市美原区さつき野西1-2-2

TEL.072-362-7651
FAX.072-362-7653

〒530-0043

大阪市北区天満2丁目12番16号

TEL.06-6352-0245
FAX.06-6352-2972

〒530-0047

大阪市北区西天満4丁目11番23号
満電ビル

TEL.06-6312-1913
FAX.06-6315-0604

〒604-0903

京都市中京区河原町通夷川上ル
指物町326

TEL.075-241-1356
FAX.075-212-0616

冨山 博司

丸茂電機㈱ 大阪営業所
(代表)

〒660-0064

三島 達也

ベステックオーディオ㈱
(代表)

TEL.06-6625-5044
FAX.06-6732-3100

杉島 直樹

パナソニックＬＳエンジニアリング㈱ 近畿支店
(代表)

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス31階

木村 文一

東芝ライテック㈱ 関西営業所
(代表)

〒545-6031

斉藤 謙治

三精テクノロジーズ㈱

康隆

賛助会員
愛知県舞台運営事業協同組合
(代表)

小西 邦夫

(担当)

小西 邦夫

(担当)

倉田 敏文

㈲エフェクト
(代表)

倉田 敏文

九州地区照明･音響･舞台事業者協会
(代表)

坂口 安政

(担当)

（50音順）

（50音順）

〒461-0001

愛知県名古屋市東区泉一丁目21番10号
スタメン泉ビル ３Ｆ

TEL.052-972-6003
FAX.052-972-6002

〒751-0818

山口県下関市卸新町12-3

TEL.083-233-0007
FAX.083-233-0008

〒820-0081

福岡県飯塚市枝国391

TEL.0948-25-2380
FAX.0948-25-2444

稲田 智治
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組合員
㈱ＵＰＰ
(代表)

増田

ＪＡＰＡＮ

剛

(担当)

増田

(代表)

橋本 孝司

(担当)

南

弘三

(担当)

森

章

(担当)

森

中田

節

(担当)

中田

榎

康博

(担当)

榎

若林 清司

㈱エス
(代表)

(担当)

(担当)

勝部 伊織

(担当)

エス

高橋 宏輝

(担当)

中川幸比古

(担当)

中川幸比古

(担当)

小坂親太郎

㈱響映
(代表)

柴田 信幸

京都市南区上鳥羽町田23-1
mail@art-factory-kyoto.com

TEL.075-682-6182
FAX.075-682-6183

広報委員

〒520-0107

滋賀県大津市雄琴北2-3-19-105
atelier-am@blue.ocn.ne.jp

TEL.077-579-1050
FAX.077-579-1050

広報委員

〒606-8283

京都市左京区北白川仕伏町26
office@alphabutai.com

TEL.075-555-6848
FAX.075-711-4774

広報委員長

〒607-8203

京都市山科区栗栖野打越町48-4
e-stage.enoki@iris.eonet.ne.jp

TEL.075-581-2951
FAX.050-3588-0088

広報委員

〒529-1155

滋賀県彦根市賀田山町530
woodwaka@violin.ocn.ne.jp

TEL.0749-25-1913
FAX.0749-46-3005

広報委員

〒530-0005

大阪市北区中之島2-3-18 1626号室
infomail@sms-jpn.co.jp

TEL.06-6210-2240
FAX.06-6210-2241

親睦副委員長

〒520-0032

滋賀県大津市観音寺2-2
main@ab-kikaku.co.jp

TEL.077-522-1676
FAX.077-525-6755

広報委員

〒614-8113

京都府八幡市川口萩原３
aaa30781@pop06.odn.ne.jp

TEL.075-982-0054
FAX.075-982-5047

広報委員

〒607-8222

京都市山科区勧修寺東堂田町238
info@office-gre.co.jp

TEL.075-592-6302
FAX.075-592-6302

技術委員

〒606-8114

京都市左京区一乗寺北大丸町9
info@kyoei-grp.jp

TEL.075-701-7670
FAX.075-712-1546

広報委員

京都市右京区太秦門田町10-2
kyoto-syomei@csc.jp

TEL.075-872-6117
FAX.075-881-9466

技術委員

〒600-8073

京都市下京区堺町通仏光寺上ル
永原町1 5 3 - 1 番 地

TEL.075-354-7005
FAX.075-354-7095

技術委員

〒606-8183

京都市左京区一乗寺大新開町43-5-1
office@kwatjp.com

TEL.075-712-8822
FAX.075-712-8823

広報委員

〒612-8007

京都市伏見区桃山町因幡110番地
joy@j-l-s.co.jp

TEL.075-622-2519
FAX.075-622-2512

親睦委員長

〒530-0001

大阪市北区梅田1丁目11番4-1000
info-cs@stayer-inc.com

TEL.06-6131-6574
FAX.06-6131-6199

技術副委員長

〒612-8415

京都市伏見区竹田中島町251
kyoto@takenaka-co.co.jp

TEL.075-647-3111
FAX.075-647-3112

技術委員

〒541-0059

大阪市中央区博労町1-4-10-202
mail-hszm@hashidume.co.jp

TEL.06-6264-1539
FAX.06-6264-1559

技術委員長

〒529-0122

滋賀県長浜市酢267-5
backstage@maia.eonet.ne.jp

TEL.0749-73-3280
FAX.0749-73-3280

技術委員

滋賀県守山市今宿町4丁目1-16
freedom@ex.biwa.ne.jp

TEL.077-581-2686
FAX.077-581-2687

技術委員

京都市左京区一乗寺西水干町4
office@ryu-co.com

TEL.075-722-3354
FAX.075-722-3360

広報委員

高橋 宏輝

㈲オフィス・グレ
(代表)

〒601-8132

勝部 伊織

㈱エム・エス・ユー
(代表)

技術委員

松山弘太郎

㈱エービー企画
(代表)

TEL.075-606-9390
FAX.075-606-9399

若林 清司

エム

原野 芳弘

京都市伏見区下鳥羽東芹川町36
office@artstage-co.com

康博

㈲ウッド五三零
(代表)

〒612-8395

節

㈱イーステージ
(代表)

技術委員

章

㈱アルファ舞台
(代表)

TEL.075-466-2098
FAX.075-466-2099

高橋 克典

㈲アトリエ・アム
(代表)

京都市右京区鳴滝泉谷町6番地５

橋本 孝司

㈲アートファクトリー
(代表)

〒616-8253

剛

㈲アートステージ

㈲京都舞台照明家クラブ 〒616-8117
(代表)

安田

一

(担当)

安田

一

㈱京都舞台美術製作所
(代表)

縣

季男

(担当)

縣

季男

(担当)

大久保 歩

㈲クワット
(代表)

大久保 歩

㈱ジョイライティングスタッフ
(代表)

横江

学

(担当)

横江

学

㈲ステイヤー
(代表)

加藤 寿一

(担当)

加藤 寿一

(担当)

福永 哲也

(担当)

谷崎

㈱タケナカ
(代表)

武仲 秀晃

㈱橋爪
(代表)

橋爪 伴典

剛

㈱バックステージ
(代表)

松岡 正彦

(担当)

松岡 正彦

㈱ライティング フリーダム 〒524-0046
(代表)

村下

薫

(担当)

村下

薫

秀哉

(担当)

吉原ちあき

㈱流
(代表)

關

（50音順）

〒606-8171

表３

－編集後記－
2020年４月の前号発行から２年が経過しました。２年前にはまさかこのようなことになる
とは、想像さえできませんでした。そしてコロナ禍の収まらない中、新たな戦争まで始まっ
てしまいました。コロナにしても戦争にしても、人類は新たな局面に接していると強く感じ
ます。
舞台芸術の世界では、配信という新しいジャンルを模索しつつ、「やっぱり生で見る舞台
は良いなぁ」と思って頂いているお客様が大勢いらっしゃることも再確認できました。
今回、鼎談して頂いた３人の方々には、ウイズコロナ、ポストコロナについて語って戴き、
舞台芸術はどこに向かって行くのかをお話し頂きました。また東京芸術劇場に於けるコロナ
ウイルス対策は、他の多くの施設に於いても大変参考になるお話ではないでしょうか。
本誌が、今号以降途切れること無く発行できうる平和な世界が訪れますように。
さて、京滋舞台芸術事業協同組合のホームページにはダウンロードのページがあります。
京滋の劇場・ホールの詳細な資料を網羅したスタッフハンドブックや本誌K.S.HORIZONの
バックナンバーもダウンロードすることができます。
なお、本誌の購読は無料です。ご希望の方は事務局にお申し出ください。ご意見やご感想、
ご要望もお待ちしております。
（文責 大久保）
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