
　令和の時代に代わって、最初の編集後記を執筆させていただくことを光栄に思います。

　今号の舞台袖の談話室は「保守点検」編という題目で内池善蔵氏（舞台機構）、東宝秀樹

氏（音響機器）、本郷祥治氏（照明機器）の経験談を中心に普段私たちが仕事をさせていた

だく劇場そのものを直接メンテナンスする方々の興味深いお話を読むことができます。私は

その項を読ませていただき、私たちが日常の業務で何気なく操作している機構や機器の状態

を細かく把握して、問題箇所を巧みにあぶり出す技術力の高さと知識量の多さに感銘を受け

ました。改めてメンテナンスや準備の大切さを再認識させられました。

　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ます。
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「信頼」と「信用」

京滋舞台芸術事業協同組合　理事長

　私事で恐縮ですが、何度も入院や手術を経験しています。その度に優秀で信頼できる医

師と看護師のみなさんのお陰で復帰することが出来ました。まことに有難いことだと感謝

に堪えません。

　さてこの「信頼」という言葉ですが、例えば「あの人は信頼できる」「彼は信頼に足る

人物だ」「この機器は信頼度が高い」などと使います。つまり人や物の値打ちを図る尺度

ということになります。ところが、どんなに信頼をおいている人でも時として失敗をする

ことがあります。どんなに信頼性を持った機器でも時には故障したり暴走したりします。

どんな名人でもトチることが無いとは云えません。もし今まで一度もトチったことが無い

という人がいても、ひょっとしたら明日トチるかも知れません。

　そこで「信頼」と「信用」とは分けて考えることにします。どんなに「信頼」している

人や機器であっても百パーセントの「信用」はしないことにします。そうすると、もし何

か不測の事態が起きた時にどう対処するかを常に考えに入れておく必要が出来てきます。

　所謂フェイルセーフの考え方です。〝ぽかミス〟を防ぐようなシステムをつくっておく

ことや、支障が起きた場合の次善の策としてのＢ案を常に念頭に置いておくことが危機管

理につながり、現場に緊張感をもたらします。

　もちろんこのようなことは我々の現場では、いうまでもなく当然のこととしてみなさん

心掛けておられることでしょう。私も不測の事態に於ける神業のようなファインプレイを

何度も目にしてきました。そのようなファインプレイの出来る人というのは、きっと人や

機器を信頼はしても信用しない人なのだと思います。

　最初の話に戻って手術の場合、執刀する医師や看護師を信頼してこの身体を預けるわけ

ですが、これはもう百パーセント信用するしか他に手はありませんね。もちろんこの場合

も、いろいろな不測の事態に備えて二重三重のフェイルセーフが働かせてあるのだとは信

じています。

　我々の仕事はふつう人命を助けるようなことには関わりませんが、場合によっては人命

に関わるミスもあり得ます。緊張感を常にいだいていたいものです。

　斯く云う私も何度も大失敗をやらかしてきました。自慢にも何にもなりませんが、明日

にもまた大失敗を犯すかも知れません。つまり私は自分自身をも、信頼はすれども信用は

していないのです。
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舞台袖の談話室「保守点検」編

　今回は、この業界にとって欠かせない、舞台のメンテナンスに関する話題です。

　舞台機構・舞台照明・舞台音響、それぞれの部門の保守点検のエキスパートにお越しいただき、現在のメン

テナンスのあり方やご苦労、また将来の方向など、多岐にわたってお話し合いいただきました。

デジタル化の中で

──今日は舞台の保守点検についてお聞かせくださ

い。

東宝　音響設備の保守点検としまして、大きく分け

て精密点検と動作点検を行っています。精密点検は

ミキサーとパワーアンプについて精密測定器を使っ

て事前に不具合を発見することをしています。動作

点検に関しては、録音再生機器やマイクなどの各機

器が正常に動作しているかの点検、あとは高所にあ

るスピーカーの取り付け状態の確認とか、安全面の

点検もさせていただいています。

本郷　照明設備の場合は、調光器盤と照明操作卓の

二つに関して主にメンテナンスをさせていただいて

います。調光器盤に関しましては、メガチェックと

いう、安全面をチェックをして、それに伴う経路の

確認。照明操作卓に関しては動作確認と中身の清掃

関係をしております。

内池　舞台機構は基本的に動くものですので、まず

見た目に異常が無いかを確認して、次に正常に動く

かどうかの動作確認。もう少し突っ込んでいくと、

電気機器なんかの各種測定ですね。電流値などを確

認して異常がないかを確認しております。

東宝　電子部品の劣化などを発見・報告するのが保

守点検の当たり前の仕事ですけど、最近は指定管理

とかになった所では通常の報告書で提出してもそれ

が伝わりにくいところがありますので、写真を添付

するとか文章を一般の方でもわかるようにするとか

の工夫をしています。

本郷　大概メンテナンスに入っているときは気持ち

良く動いているのがパターンで、それでチェックを

して「この状態は問題ないですよ」と報告を出した

翌日にトラブルが起こることがあるわけなんですね。

こちらとしましては当然経年劣化というものでしか

ほぼ測れないんですね。だから「ここに関しては何

年経っているからもうすぐ壊れる可能性があるので

是非交換して下さい」という形で事故を未然に防い

でいただくことをメインとしています。

内池　経年劣化の兆候として「今までと違う音がし

ている」とか「動きに振動が出る」といった形でお

客さんから報告があるとまずそこを重点的に確認す

る。それがまだどのくらい使えるものか危険なもの

かを判断して次の改修に繋げたりしています。最近

では制御機器が非常に複雑になってきて故障の箇所

が分かりづらいので、操作・動作の記録（ログ）を

仕掛けておいて発見するようにしております。

東宝　音響設備というのは、マイクからの信号がア

ナログで入ってきて中心部がどれだけデジタルに

なってもスピーカーからアナログで出るというシス

テムですので、アナログ／デジタルの融合というと

ころはいつも悩まされるところではありますね。

本郷　デジタル／アナログという観点もそうなんで

すけどプリセットフェーダーの数が多い小屋と少な

い小屋というのがあります。プリセットフェーダー

がなくなりつつある理由というのは、ツアーで全国

を回る場合データを持っていくとそのまま全部仕込

まれているのでいちいち現場でやることがほとんど

なかったり、この頃は卓ごと持ってこられるんです

ね。ですので、現場でプリセットフェーダーでとい

うのは「当日仕込・当日本番・当日バラシ」の催事、

つまり〝日替わり定食〟はプリセットのアナログ、

ツアーなどの長期はデータ保管で打ち込みでいくと

いうパターンです。ただ公共ホールは〝日替わり定

食〟用に必須であると。民間の小屋はプリセット

フェダーがあるところは結構少ないです。例えば京

都南座はプリセットフェダーがほぼ無しですし、宝

塚大劇場も全く無いですね。ロームシアター京都さ

んとかはプリセットフェダーがずらっと並んでいる

という形でメンテナンスとしては両方やらなければ

いけないですし、両方の知識がなければいけない。

出席者　（50音順・敬称略）

内池　善蔵　三精テクノロジーズ株式会社　執行役員　舞台機構事業本部技師長

東宝　秀樹　ヤマハサウンドシステム株式会社　大阪営業所　保守課主任

本郷　祥治　丸茂電機株式会社　大阪営業所　所長

聞き手　大久保　歩　京滋舞台芸術事業協同組合　広報委員

内池　善蔵（うちいけぜんぞう）

1983年　同志社大学工学部機械工学科

卒業

同年　三精輸送機（株）「現：三精テ

クノロジーズ」入社

30年以上に渡り、舞台機構の機械設計

に従事

2017年　同社執行役員　舞台機構事業

本部技師長　

現在に至る



東宝　秀樹（とうほうひでき）

1997年大阪電子専門学校音響クリエー

ティブ科卒業

1997年ヤマハサウンドテック株式会社

入社

２級舞台機構調整技能士、サウンドシ

ステムチューナーの資格を取得
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食〟用に必須であると。民間の小屋はプリセットフ

ェーダーがあるところは結構少ないです。例えば京

都南座はプリセットフェーダーがほぼ無しですし、

宝塚大劇場も全く無いですね。ロームシアター京都

さんとかはプリセットフェーダーがずらっと並んで

いるという形でメンテナンスとしては両方やらなけ

ればいけないですし、両方の知識がなければいけな

い。

内池　機構的にはやはり最近の方がわかりづらい。

どこがダメっていうのがプログラムの話なのかハー

ドの方で何かひっかかっているのか非常にわかりづ

らくなっていますね。手引きバトンだったら「ここ

がダメ」っていうのが見たらすぐわかるんですけど

ね。センサーがいっぱいついて、自動診断できるよ

うになればある程度解決できるのかなと思うんです

が、なかなかそこまで追いつかない。空バトンに吊

っている荷重が増えていくというのは、ばねばかり

式のロードセルを仕込めば検知できますので、荷重

が極端に変化すれば自動的に止めるというのはやっ

ています。何か故障が出ているというのがあって原

因が突き止められないとログを仕掛けて調べます。

本郷　例えば本番中にちょっとトラブったけど、同

じシーンをもう一度やってもトラブルが出ない。ま

た違う日に同じような状況で出る。そうなるとやっ

ぱりログを仕掛けてどういう順番でどういうことを

やると出るっていう法則みたいなものを見つけるし

かない。全く一緒の卓を弊社で用意してそのログを

とって、そのログ通りにやっても出ない場合もある

んですよね。昔はトラブルがあった時はアナログ的

な設計だったので、たいてい分かったんですよね。

それがこの頃わからないんですよね。なんでそうな

るんだろうっていうのがわからなくなって、大体行

き着く先がブラックボックス的な、いわゆるプログ

ラムですね。だからソフト的にはものすごく使い勝

手はよくなったんですが、その反面追っかけにくく

なりました。トラブルがあった時に、ハードは追っ

かけやすいんですよ。

東宝　最近ミキサーとかデジタル機器でもログがと

れるようなものも出てきているんですけれども、音

響設備はいろんなメーカーさんの機器の組み合わせ

であるので、例えばミキサーとアンプがメーカーが

違うとか、プロセッサーが違うとかもあるので、全

体のログをとるっていうのは今のところは難しいか

なと思います。スピーカーとかに関しては、自社で

データロガーをつくったりして、スピーカーの駆動

とか温度管理とかするようにしているんですけれど、

デジタル機器のところの全体管理というのはまだ進

んでいないところで、照明さんと一緒で、ログを確

認して再現するのを待つしかないですね。

──三精さんはほとんど自社のものばかりですよね。

内池　基本的に操作卓に他社の機器をつないで動か

すということがないです。ただバトンに違うものを

ひっかけたりして吊り過ぎて動かなくなるというの

はあります。よくあるのは手動でカウンターウェイ

トを落とすことです。ウェイトを積んだ状態で吊物

側の荷を下ろしてしまうと、ウェイトだけ走ってし

まうというのは結構聞きますね。

──メンテをされていて「こんな危ないことになっ

ていたのか」というようなことはありますか。

東宝　音響で一番危険なのは、吊りマイクとかプロ

セニアムのスピーカーを吊っているワイヤーのあた

りですけれども、普段メンテが入っていなくて「ち

ょっと予算が余ったから見てほしい」と言われて見

に行った時に、被覆が剥けているとか、ワイヤーに

傷がいっているとかいうのを見ることは結構ありま

す。プロセニアム・スピーカーに関してもワイヤー

クリップが緩んでいるというのもありますね。うち

で保守してるところは、毎回確認しているので、緩

むことはないんですけど、単発で入る所とか古い所

はあったりしますね。

本郷　一番怖いのがデジタル化に乗り遅れた小屋で

すね。40年選手の小屋とかになってしまうと、怖い

なというよりかは、正直もうメンテナンスをしたく

ないんですよね。ちょっと触ると、もうフェーダー

が機能しなくなるんじゃないかなという怖さがあっ

て、メンテナンスすることによって駄目にしてしま

うというか、とどめをさしてしまうということは、

正直あります。そのときは冷や汗ものですけども。

例えば、機材で言うとシーリング室のスポットライ

ト。部屋になってるんで熱がこもりやすい。熱がこ

もると電源ケーブルの被覆のゴムが劣化してきて、

動かすとピキッて割れてしまうという。だから、点

検すらもできないという状況にもなりますんで。機

材の方は一応メンテナンスには入れない場合が多い

ので、触ることはないんですけれどもね。機材以外

のコンセントまでが基本的な考え方なんで。

──器具はそこのスタッフがやればいいと。

本郷　そうですね。劇場スタッフさんにお願いする

しかないですね。

内池　機構は基本動くものですから、何かあったら

大変なんですけども、見えないようなところでワイ

ヤーがプーリーから外れてて違うところをこすって

て、そのワイヤーが何かを切りそうになっていたと

かいうのもありますし。あと、湿気が多いところな

んかだと錆が出てくるんですね。ほとんど動かさな

いとそこが固まってしまって、次に動かすときに動

かないとか、焼きついてしまうとかいうことがあり

ますね。地震で揺れたときなどはバトンとかが飛び

跳ねることがありますから、そうするとワイヤーが

暴れてプーリーから外れることもあります。だから、

基本、地震などがあったときには全部確認してから

動かすようにはしてます。東北の地震のときは、ワ

イヤーが結構外れたりはしてることありましたね。

落ちることはないんですけども。揺れて、ダクトが

滑車に当たってるとかね。

これは危ない



本郷　祥治（ほうごうよしはる）

丸茂電機株式会社（舞台照明設備メー

カー）　大阪営業所　勤務。

平成6年　丸茂電機株式会社　入社後

東京本社　勤務

平成9年　大阪営業所へ転勤。

以降、22年間　大阪営業所で営業活動

を行っている。
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内池　機構は基本動くものですから、何かあったら

大変なんですけども、見えないようなところでワイ

ヤーがプーリーから外れてて違うところをこすって

て、そのワイヤーが何かを切りそうになっていたと

かいうのもありますし。あと、湿気が多いところな

んかだと錆が出てくるんですね。ほとんど動かさな

いとそこが固まってしまって、次に動かすときに動

かないとか、焼きついてしまうとかいうことがあり

ますね。地震で揺れたときなどはバトンとかが飛び

跳ねることがありますから、そうするとワイヤーが

暴れてプーリーから外れることもあります。だから、

基本、地震などがあったときには全部確認してから

動かすようにはしてます。東北の地震のときは、ワ

イヤーが結構外れたりはしてることありましたね。

落ちることはないんですけども。揺れて、ダクトが

滑車に当たってるとかね。

本郷　照明器具の場合は、地震は何回かは経験して

ますけども、ハンガーもかかってますし、落下防止

バーもかかってるんで、機材が落ちたっていうのは

ほぼなくて。ただ、震災以降気をつけてるのは、ク

セノンピンスポット。これの落下防止対策を取ると

いうことが新築では多いです。クセノンピンの落下

防止対策は非常にシビアになってきてます。ある劇

場のスタッフさんも、このごろはまずその落下防止

ワイヤーを外して、長めの落下防止ワイヤーに切り

替えて操作して、本番終了したらタイトな落下防止

で、きちっと動かないようにする、みたいな。ある

会館では、もう絶対間違いないだろうなっていう、

トン級のワイヤーできっちりガードしてありますね。

内池　今まで地震の結果報告聞いてますと、ほとん

どが、吊られてるものは、当たることによって多少

の傷はありますけども、落下することはない。一番

損傷が多いところは、カウンターウェイトのガイド

レールのところです。ウェイトが振られることに

よってレール自身が曲がってしまうとか。アンカー

が抜けそうになってるとか。ですので、特に古い会

館なんかだと綱元にフェンスがなかったりしますの

で。ウェイトがどこか飛んでいかないように、防護

しておく必要があるだろうと思います。

保守点検のスパン

──通常点検作業は１､２日かけて作業されますが、

民間ホールの場合夜中なのですか。

本郷　例えばなんばグランド花月さんは夜９時開始、

翌日午前２時まで。休演日が無いホールなので夜に

するしかないですね。ホール担当者に立ち会ってい

ただかなければなりませんので、来年辺りから「働

き方改革」で、それも難しくなるかもしれませんね。

──本当のところどれくらいの間隔で点検をしなけ

ればいけないとお考えでしょう。

東宝　年間１～２回が主なところです。多い所で年

間３回の実施が基本で、年１回だと不安が残ります。

改修や新築のスタート時点で年２回の実施の交渉を

しています。事前に不具合を発見する意味でもメン

テナンス回数を増やすよう提案するのですが……。

「全然使っていないのに何故壊れるの」って言われ

るんですが「新車を買っても乗らなければ壊れるの

と同じことですよ」「適度な利用が一番良いので

す」「多すぎても壊れるのが早いです」と説明して

います。

──使わない機材は、電源を入れない方が良いので

しょうか。

東宝　適度に電源を入れていただくのが良いですね。

本郷　点検回数は年１回～２回、多い所で３回です。

新築の時にまずは年４回を要望しますが、予算で減

らされますね。「機構さんはこれ位掛けなければ仕

方がない。でも音響さん照明さんはこれ位かな」と

いう形になるので。こちらは３ケ月に１回フルス

ペックで測定をして見守って行きたい。そうすれば、

トラブルが起きた時点の対応が全く違ってきます。

でも指定管理者制度になって以降照明設備メーカー

としては特に厳しくなりました。

内池　商業劇場は毎日公演されていますので日程が

取れないということで毎月メンテナンスしている所

もあります。あと、常駐している所もあります。公

共ホールですと２ヶ月に１回程度です。

──休日とか時間外の対応はどうされてますか。

東宝　うちの場合は基本的には会館さんに緊急連絡

先という形で、平日のこの時間だったらこの番号、

土日祝だったらこの番号、担当者の携帯の番号を書

いて、基本的には電話受付、場合によっては技術員

の派遣をしているっていう感じですね。一応会社的

には本社が日曜日に誰かが出勤して電話当番ってい

う形をとってるんですけども、やはり現場からする

と早く繋がりたい、早く解決したいっていうことで、

担当者の携帯にかけてこられることがほとんどです。

基本的には何らかの形で繋がる保守契約をしてます。

本郷　一緒ですね。丸茂電機の大阪に電話があった

時には東京本社の電話番号が案内されて本社の方で

受付っていうのが建前なんですけども、現場からし

たら一分でも早く来てほしいっていうんで担当者の

携帯にすぐ電話がかかってきます。で、担当者が大

阪のメンバー全員に連絡を取ってそこの会館に一番

近い人がとりあえずすっ飛んで行くということです

ね。この前は難波で遊んでたうちの社員が「松竹座

でトラブルだ」っていうんで短パンのままかけつけ

て行ったっていうのもあります。大体に土日に電話

してきてトラブルの場合、やはりあせっていること

も多いんですね。「なんでこうなってんだ」みたい

なあせっていることがほとんどなんですよ。そうい

う時はやっぱりちょっと落ち着いていただくために

もどんな形でもとにかく社員がすっ飛んで行く。そ

れからどういう風に対応していくかっていうことに

なります。特に照明の場合は本番の進行に関わるこ

となので、いかにお客さんに落ち着いていただい

てっていうことが大事かなとは思ってますね。
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受付っていうのが建前なんですけども、現場からし

たら一分でも早く来てほしいっていうんで担当者の

携帯にすぐ電話がかかってきます。で、担当者が大

阪のメンバー全員に連絡を取ってそこの会館に一番

近い人がとりあえずすっ飛んで行くということです

ね。この前は難波で遊んでたうちの社員が「松竹座

でトラブルだ」っていうんで短パンのままかけつけ

て行ったっていうのもあります。大体に土日に電話

してきてトラブルの場合、やはりあせっていること

も多いんですね。「なんでこうなってんだ」みたい

なあせっていることがほとんどなんですよ。そうい

う時はやっぱりちょっと落ち着いていただくために

もどんな形でもとにかく社員がすっ飛んで行く。そ

れからどういう風に対応していくかっていうことに

なります。特に照明の場合は本番の進行に関わるこ

となので、いかにお客さんに落ち着いていただいて

っていうことが大事かなとは思ってますね。

内池　うちはエレベーターの保守もやってますので、

24時間で待機をしてます。連絡を受けた人間がまず

は何かあれば確認に行き、分からなければ詳しい担

当者に電話連絡して支持を仰ぐという形になってま

す。

東宝　音響の場合は、会館の音響さんに協力してい

ただいてサポートをしながら、とりあえず催事優先

でするっていうのは何回かありましたね。常設のミ

キサーから移動型のミキサーに変えて、どう繋いだ

らいいとかを指示させていただいて乗り越えたって

いうことはあります。実際、止まってしまったって

いう例は私の範囲ではちょっと無いんですけども。

今のデジタルシステムでＤＡＮＴＥとかでＬＡＮ１

本でってなると、逆にもう逃げれなくなってくるこ

とのほうが多くなるかなっていう、今後そういった

ところの対応方法も考えないといけないかなと思い

ますね。デジタルになって怖いのは「朝一番に音が

出なかった。再起動したら出た」っていうのが一番

怖いですね。そのまま出続けてくれたらいいんです

けども、原因がわからないまま使ってる卓っていう

のはあるので。

本郷　私が記憶する限りでは本番に支障が出たのは、

20年前の大阪厚生年金会館で卓が本番前に急に動か

なくなって、うちの人間が近くにいたので、対応を

して、本番が５分間遅れたっていうのはありました

ね。でもそれ以外はトラブルはいろいろありました

けど、大概はリハーサル中とかに出てしまって、ト

ラブルで本番中止とかは無かったと思いますね。

──三精さんは、何かが動かなくなったとかいうの

は。

内池　何回か聞いたことはありますね。それで公演

がちょっと止まって、そこのシーンだけ機転を利か

せてもらって飛ばしたりして公演を続けたなんてこ

とは聞いたことありますね。「廻り盆」が定位置で

止まらなくなって行き過ぎてしまうとか。今は回転

角度をエンコーダで検知して１度刻みで止めること

も出来ますが、０度を基準に360度廻ると０に戻り

ますよね。０度と359度を行ったり来たりする時。

一回転したのかまだなのかっていうのを計算上のソ

フトでやろうとすると非常にやっかいなんですね。

「迫り」の場合は、インターロックで動かないとい

うのが結構あります。落下防止板が完全に納まって

ない状態だからセーフティが働いて「迫り」が動か

ないという、そういうことが多いですね。

求められる安定性

東宝　音響に関しましては本社の方でシステム設計

の部署などがあって、色々なメーカの機材が正しく

動くかどうかっていうのは検証してますね。スピー

カーのデーターロガーエビデンスを視るとか、スピ

ーカーの熱を視るとか、最大の出力レベルを開示す

るとか、そういうところは自社で開発するとかして、

トラブルが未然に防げるように会社全体で考えたり

しています。小さな会館でスピーカーの数が少なけ

れば大丈夫かと思われるのですが、サラウンド対応

でスピーカーが多いとか二階席三階席があるとそれ

を補うスピーカーの数は多くなるので、ホールの音

響さんの目と耳では限界がありますから、それを監

視し続ける装置というのは必要であるかなと。それ

で何かあったときに警告を出すとか、それを発見す

るとかいうためにはロガーというのは必要になって

くるかと思います。本番中にずっとモニターを見な

がらオペレートするってわけにはいかないので、や

はり違う目で監視し続けるというのも必要かと。

本郷　メーカーとしては、卓・盤・器具を作ってい

ますが、不具合が起こるとしたら特に卓ですね。私

どもの方では数十年前からデュアルランニング方式

というのを取っていまして、ＣＰＵを二個もってて、

表面上に見えているフェーダーやスイッチは１式で

も、内蔵しているＣＰＵは、２台を同時進行で動か

しています。トラブルがあったら、キースイッチ一

個で切り替えられるということで、とにかく本番を

止めない。30年くらい前あたりからはこの方式の卓

が結構な数の小屋に導入されてます。300回路以上

の小屋にはデュアルランニング方式の卓を入れて本

番にトラブルが無いようにしようと。ＣＰＵは何時

フリーズするかわからないので、ずいぶん助けられ

たことはありますね。ＣＰＵ１が上手く動かないな

といって２に切り替えて本番乗り切ったこともあり

ます。切り替えた瞬間から同じ様に動く。そういう

意味ではバックアップシステムとしては一つの考え

方として確立してます。

内池　機構も基本的にコンピュータに関してはＣＰ

Ｕは二重化しててバックアップして切り替えできる

ようになっています。特に緞帳なんかは動かないと

文字通り幕が開きませんからインバーターでバック

アップする。インバーターバックアップがない場合

は直（じか）入れ制御でも動くようにして緞帳だけ

はそれでも動くようにという形でやってます。バト

ンなんかもインバーターでバックアップする場合と、

最近やってるのは分散……制御する機械がそれぞれ

バトンにあって、例えば一番バトンが動かなくなっ

たら使ってない二番バトンの制御盤で一番バトンを

動かすと。
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将来へ向けて

方として確立してます。

内池　機構も基本的にコンピュータに関してはＣＰ

Ｕは二重化しててバックアップして切り替えできる

ようになっています。特に緞帳なんかは動かないと

文字通り幕が開きませんからインバーターでバック

アップする。インバーターバックアップがない場合

は直入れ制御でも動くようにして緞帳だけはそれで

も動くようにという形でやってます。バトンなんか

もインバーターでバックアップする場合と、最近

やってるのは分散の制御盤がそれぞれバトンにあっ

て、例えば一番バトンが動かなくなったら使ってな

い二番バトンの制御盤で一番バトンを動かすと。

──インバーターと直入れとは何が違うのですか。

内池　速度制御できなくなるんですよ。停止位置の

精度も変わりますから、とにかく動くけれど複雑な

動きが出来なくなるんです。

──以前は吊物にエンコーダワイヤーがありました

が、新しいホールってエンコーダが無い？

内池　いや、位置制御するにはエンコーダが必要な

んですけど、それをどこでとるかによるんです。以

前はワイヤーリールで巻いてそこの回転見てたんで

すけど、最近はカウンターウェイト式でなくドラム

にワイヤーを巻いてますので、その駆動部のところ

にエンコーダをつけてます。カウンターウェイト式

の場合は、駆動部でとってるとワイヤーがすべると

位置が狂ってしまいますので、ワイヤーリールが別

に付いていたんです。今はカウンターウェイト無く

なりましたから、制御機器は一箇所に集めてしまっ

た方が配線も短くなって制御もしやすいのが理由で

す。

東宝　内池さん、廻り盆ってずうっと同じ方向に回

り続けられるんですか？

内池　エンドレスで。

東宝　中のケーブルとかっていうのはスリップリン

グでやってるんですか？

内池　中心軸のところに鉄塔みたいなのが入ってい

て、要は真ん中が固定なんですね。で、外側に碍子

のようなものが入っててそれが回り続けるのが、ス

リップリングの構造ですね。碍子からそれぞれの機

器まで配線してあって、回路の数だけ高く積んであ

るんですね。盆中のコンセントがある場合はそこの

スリップリングを通して入ってます。照明と機構は

入ってますが、音響はノイズを拾いますから入れて

ません。

東宝　この間ある会館さんに行った時に「盆廻すと

き、照明器具とか大道具は乗せておけるんですけど

音響だけハケるのがめんどくさいので改修工事で入

れられますか？」って聞かれたんですけど「たぶん

無理だと思います」と回答しました。

内池　たぶん、外側にケーブルトロリーを回したら

何とか出来るかも分かりませんね。

東宝　ああ、そうですね。

──将来的に保守点検の会社が各ホールのシステム

にオンラインで繋いでいて、トラブルの電話がか

かってきたらそのログを遠隔で見ていただけるとか。

東宝　そうですね、今のところは無いですけども、

将来的には考えられる環境ではあると思いますね、

ネット回線だけ引いとけばわかるので。で、何か

あったときにパソコン繋いで現状確認するというこ

とは、全く出来ないわけではないので、将来的には

ありだと思いますね。音響の場合色んなメーカーさ

んがあるので、それがその遠隔でのログ確認とか対

応してるかというところが引っかかってはくるんで

すけども。そういうところだけクリア出来ればすぐ

にでも出来る環境ではないかなと思いますね。

本郷　ログとかが取れる状況にはあるので、あとは

それが自動的に取れて、まあ遠隔でそれを飛ばして、

吸い取ればいいだけの話なので。そこの部分に関し

てはいけると思うんですね。

内池　まあそういう方向ではありますね。基本的に

エレベーターがもう遠隔監視が進んでますから。エ

レベーターのロープなんかだと、カメラでずっと見

てて、遠隔監視でロープの線切れとかを確認できる

ようなことが出来てるんです。回線をつないでる会

館も実際にあるんですよ。ただ、ソフトに関して

はってことになってます。で、ゆくゆくはソフトの

バージョンアップなんかもネット回線でできれば人

が行かないで済みますし。でも、機械に関しては

やっぱり人が見ないと駄目ですね。

──照明の場合はどうでしょう？

本郷　ご存知だと思いますけどＬＥＤですね。まあ

今は本当に過渡期といいますか、現状はハロゲンが

主体なんですが、問題なのはこれから新築される会

館がＬＥＤを入れるっていう流れがあります。客席

照明やロビー照明は、ほぼ100％ＬＥＤです。じゃ

あ舞台照明も全部ＬＥＤにするかっていうと「舞台

の場合はちょっとまだＬＥＤ早いんじゃないか

な」って言う方が結構いらっしゃいます。ＬＥＤと

ハロゲンがシステムが同じであれば問題無いけどそ

うはならない。それとあと海外製品のＬＥＤが200

Ｖ、日本が100Ｖ仕様なんで、そこの電源事情の問

題。そういうところが先ほどのアナログ／デジタル

以上に問題があります。ＬＥＤは〝みせる照明〟で

あって、人に当てる照明ではないというか。ＬＥＤ

は信号機だとか電飾だとかにはものすごく良いんで

すけども、人に当ててその人をみせたりするのは

ちょっと得意ではないのかな、と。ですのでホリゾ

ントライトとかには非常に有効だと思うんですけど

も、サスだとか前灯りだとかいうところにＬＥＤっ

ていうのは演者さんからの不評もありますし。結構

目を射すんで「怖い」って言うんですね。ＬＥＤは

ランニングコストもイニシャルコストもやはり高い

です。皆さん電球を替えなくて良いから安いと思わ

れてるんですよ。でもイニシャルコストさえかけれ

ばランニングコストが安いと思いきや、ＬＥＤはま

あ５年ぐらいで７割ぐらいの明るさにはなってしま

うんですよ。そうすると５年後ぐらいに交換したら

新しいのと全く灯りが合わない。ハロゲンは電球を

交換すればいいだけ。ＬＥＤは今導入してしまうと

とてつもないランニングコストがかかるのはもう目

に見えてるんですよね。だからＬＥＤはもてはやさ

れてますけど、ちょっと怖いですね。

じ か
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ントライトとかには非常に有効だと思うんですけど

も、サスだとか前灯りだとかいうところにＬＥＤっ

ていうのは演者さんからの不評もありますし。結構

目を射すんで「怖い」って言うんですね。ＬＥＤは

ランニングコストもイニシャルコストもやはり高い

です。皆さん電球を替えなくて良いから安いと思わ

れてるんですよ。でもイニシャルコストさえかけれ

ばランニングコストが安いと思いきや、ＬＥＤはま

あ５年ぐらいで７割ぐらいの明るさにはなってしま

うんですよ。そうすると５年後ぐらいに交換したら

新しいのと全く灯りが合わない。ハロゲンは電球を

交換すればいいだけ。ＬＥＤは今導入してしまうと

とてつもないランニングコストがかかるのはもう目

に見えてるんですよね。だからＬＥＤはもてはやさ

れてますけど、ちょっと怖いですね。

──なるほどね。そう言われてみれば確かにそうか

な。

本郷　オールＬＥＤ化してる小屋さんは５年後10年

後が苦しくなるんじゃないかと思います。客席照明

はいいんですよ。そんなにうるさく言う人いないで

すから。100灯中の１灯２灯くらいの色温度が違っ

てもそんなに目立つ訳じゃないんですけど。海外の

ソースフォーＬＥＤはとっても良いっていう評価で

も、ハロゲンに比べたらバラバラっていうレベルで

すから。とてもとてもプロの方の目には正直難しい

でしょうね。

東宝　音響でこれから先怖いのが電波関係ですね。

ワイヤレスマイクも使ってますし、インカムもワイ

ヤレスになる。で、コントロール系もワイヤレスに

なってきて、現状でもiPadでミキサーコントロール

出来るんですけれども、リハーサルのときは出来て

も、お客さんが入るとスマホとかかなり電波が飛ん

でいるので、それで実際使えなくなくなるというこ

ととかもあるので。デジタル回線とかは数値化で見

ることができるんですけど、電波に関していえば、

見えない。まあ、測定すればある程度は分かるんで

すけれども、飛び交っているものを捕まえることも

できないですし、そういったとこが、便利になりつ

つ、どこまで進むか。どこからが使えないか。とい

うところが、先々の問題になるのかと思いますね。

これから電波はもっと増えてくるのかなとは思いま

す。

──ホールのスタッフに対する要望はありますか。

東宝　不具合があったときに、会館さんによっては

メンテナンスノートとか〝不具合帳〟みたいなのに

書いてある、こういう使い方をしたときに不具合が

出たというようなことを書いてあるので、そういっ

たものを残していただけると、次訪問したときに検

証が楽かなというのはあります。行ったときに「ノ

イズが出た」って言われて「どの機材から出まし

た？」って聞いたら「多分これやったと思う」と言

われて検証して症状が出なかった。で、後日、実は

「違う、こっち使ってたんだよ」っていうときもあ

ったりするので。不具合が出たときに細かく残して

いただくと検証が早いかなというのはあります。人

的なログですね。保守で訪問して「なんかあります

か？」と聞いたら「ああ、なんかノイズが出たって

言ってました」と。「どんなノイズですか？ブーで

すか？ジーですか？」って聞いたら「分からんけど

ノイズ」って言われると「あぁあ」っていう感じな

ので。メンテナンスノートが各会館に定着していけ

ば、メンテする方からすれば楽かな。

本郷　うちはですね、基本的には指定管理者さんが

変わるとき。これは言っても仕方ないんですが、変

わるときにまた一からの説明になって。で、私たち

は方針は変えたくないんですけど、会館さんの方針

がどんどん変わっていくと。簡単に言うと、改修に

前向きな指定管理者さんと、そうじゃない管理者さ

んがいたり。そこの温度差があまりにも激しい。大

きめの会館さんはほぼ継続なので、そういうことは

あんまり無いんですが、そうじゃないところは結構、

指定管理者さんがいきなりごろっと変わって、担当

も代わって、引継ぎもないというのがだいたいのパ

ターンなんで。音響さんのお話と全く一緒で、ノー

トがあるとものすごく助かりますね。管理者さんか

らしたら大したことじゃくても、メーカーからした

ら「それが知りたかった」みたいなのが結構ありま

して。どんなことでもいいので、書いておいてもら

うと基本的にメーカーって結構読んでるんですよね。

よくノートが置いてあると、必ず読んでるんですよ。

内池　異音が出てる場合「どういった異音なの？」

っていうのと「それがアップしているときなの？ダ

ウンしているときなの？」とか、細かいことがわか

ればもう少し原因を探りやすくなるんですけれども

「ただ音が鳴ったよ」というだけではなかなかよく

分からない。それから反射板とか組むときに、イン

ターロックが掛かってるんで、慣れない方が来られ

て「反射板をセットしようとするんだけど、セット

できません。どうしたらいいんでしょうか」って。

「取説があるので、よく読んでください」とか。た

だ単に、飛びきってないだけなのか、スイッチの調

整がまずくて入らなくなっているのか、そこがわか

らないときありますので。

──なんか今からもうちょっと面白くなりそうなん

ですが、いい時間になりました。今日はどうもあり

がとうございました。
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素晴らしきスタッフたち－－第９回　五十嵐麻利江さん（ヴォイス・トレーナー）編

音楽・演劇プロデューサー　橘　市郎

　五十嵐麻利江さんと初めてお目にかかったのは、

今はもうない東京有楽町駅前にあった日本劇場の楽

屋ででした。お父様の五十嵐喜芳さんがテレビ・ド

ラマ「コメットさん」の父親役で出演されていた頃

です。ちょうど「日劇　都はるみショー」のゲスト

として参加していただいたお父様の楽屋に遊びに来

ていた麻利江さんを紹介されたのです。確かまだ高

校生だった麻利江さんは、すでにＮＨＫ総合テレビ

「脱線問答」で、はかま満緒さんのアシスタントと

してレギュラー出演していました。眼の澄んだ如何

にも聡明そのものの麻利江さんはタレントというよ

りは、むしろ｢深窓の人｣という風情を感じさせまし

た。私はこの時ひらめいたのです。当時中野サンプ

ラザで企画していたロックミュージカル「ハムレッ

ト」のオフィーリア役にぴったりの人を見つけた

と。このミュージカルの初演には岩崎宏美さんをオ

フィーリアに起用し、ハムレットは桑名正博さんが

勤めましたが、初演がやや歌謡曲路線だったのに対

し、今度はもう少しロック調にしようと、ハムレッ

トにジョー山中さんを決めていましたがオフィーリ

ア役がなかなか決まらなかったのです。私は直ぐに

スタッフに連絡し、麻利江さんのオフィーリアで行

くことにしました。本番での麻利江さんは初舞台と

は思えないほど立派な成果をあげてくれました。そ

の後、彼女はイタリアのミラノに留学し、改めてオ

ペラ歌手への道を進むことになります。

　私が麻利江さんと再会したのは、2004年に私が昭

和音楽大学の教授、演奏室長として赴任した時でし

た。彼女はお父様の血筋を引き継ぎ、「親娘コン

サート」では司会、進行を務め、楽しいステージを

演出してくれていました。まるで突っ込みとボケの

漫才コンビのような可笑しさがコンサートを盛り上

げていたのです。お父様が80歳を迎えた時、ビジネ

スは二の次に、若い頃教鞭を取った京都で恩返しの

｢親娘コンサート｣をやりたいという申し入れがあり

ました。私は喜んでこの企画を春秋座で行いました

が、当日はコンサートに先生の教え子であった年配

の方たちが大勢参加して下さいました。このコン

サートは心温まる公演として忘れられません。

　五十嵐喜芳さんは2011年９月に突然亡くなられま

したが、前日までお元気で授業をされていました。

その後、麻利江さんはヴォイス・トレーナーとして

後進の指導をされていますが、お母様がおっしゃる

ように耳の良さ、本場で鍛え上げた発声法の開眼に

より、指導の成果が日ごとに発揮されて来た様に思

います。今をときめく笛田博昭さんは以前から、本

格的なイタリア人テノールを思わせると麻利江さん

が目をかけていた方です。また素質あるテノールと

いうことで、麻利江さんに指導をお願いした井藤航

太さんは由緒ある声楽コンクールで優勝し、この９

月21日に春秋座で行われる｢春秋座オペラ10周年記

念ガラ・コンサート」に凱旋することが決まりまし

た。公演には麻利江さんも笛田さんと井藤さんのマ

ネージャーとして駆けつけてくれます。40年以上の

お付き合いになる麻利江さんの現在の活躍振りをお

父様に見て欲しかったと思います。見知らぬ男性か

らの電話をガチャンと切ってしまった父親、お父様

のお墓の前でビールを飲みつつ話しかけるという

娘。このお二人の

関係を考えれば、

現在の状況は必然

かもしれません。

麻利江さん自身、

何かに導かれてい

るようだと感想を

述べられています

が、これこそ血の

不思議と言えるで

しょう。親子の関

係がいろいろと問

題にされている現

代、本当に支え

あったお二人の絆

がうらやましい気

が致します。

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。

橘　市郎（たちばないちろう）

五十嵐麻利江さん（2019/07/30記）
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　先号の＜コンサートホールへ行きづらい方のため

の吉井健太郎チェロ独奏会＞は5/23快晴のもと、

150名のお客様をお迎えした。リフト付き介護車両

で、あるいは友達や介助者と連れ立って公共交通機

関で、大きさも形態も様々な車椅子の方が30名以上、

続々と到着。8名の人工呼吸器を使われている方もい

らした。当事者、家族や友人、介助者で１つのチー

ムのように数名での参加が多く、晴れやかで期待に

満ち、どこか誇らしげなお顔が印象的だった。今回

の公演告知は様々な福祉関係機関へのちらし配布と

SNSなどで定員に達したため、新聞の告知記事掲載

を辞退するという、プロデューサー人生初の体験も

した。福祉関係を専門とする友人の新聞記者の丁寧

なちらし手渡し作戦も功を奏したが、やはり、企画

そのものが待たれていたのだろう。開場中の盛り上

がりぶりは、まるでヨーロッパの劇場のようだ。久

しぶりの再会だけでなく、発病間もない新人さんを

先輩＜スーパー＞患者さんに紹介するなど、必要な

人を必要なネットワークにつなぐ実質的な人の輪が

多数出来ていた。演奏が始まる。チェロの音が外の

音と自然に混ざり合う柔らかい空間。そこに時折、

機械のアラーム音や痰吸引の音、声が混ざるのもご

く自然だ。耳をすましても人工呼吸器の動作音は聞

こえない。コンサートホールとは異なる空間が出現

していた。お客様の声で印象的だったのは「どこで

聴くか、好きな席を選べてうれしかった」というも

の。劇場に車椅子席があるというだけでは充分では

ないことを教えられた。音楽家が施設や学校を訪問

すれば、より容易に多くの人に音楽を届けられるが、

劇場に行くという喜びはまた格別なものであること

を、あらためて感じさせていただいた。

　さて、５回にわたりお読みいただいた連載だが、

今回で締めさせていただく。最後にずっと長らく私

の中にある問い、「ダンスって何なんだろう」とい

うことについて少し書いてみる。わかりやすいもの

として、バレエやストリートダンスのように超絶技

巧をもって人を魅了する踊りがある。能は静謐な舞

のうちに高度な身体技法を持っているが、素人目に

は「ほとんど動かない」と感じられるかもしれない。

能の稽古を始めた当初、師匠に「能の舞は結局、何

をしているということなのでしょうか？」と尋ねた

ことがある。答えは「気を動かしている」と。これ

を聞いて、私は至極納得し、私にとってダンスと感

じられるものや時間は、この一言につきるのではな

いかと思った。90年代にコンテンポラリーダンスと

いう言葉が生まれたが、それはジャンルではなく潮

流を示す言葉であった為、多様で特徴がとらえにく

く、わかりにくいと言われた。その一方で、学校や

福祉施設で、劇場においてもダンス経験不問の市民

対象ワークショップが多数開かれた。参加者がダン

スを体験してみるということにとどまらず、ダン

サーではない人の身体、動きに「ダンス」が発見さ

れた。元来、ダンスには誰でも踊れるものと、専門

家が踊るのを観るものという分類があった。しかし

コンテンポラリーダンスにおいて、素人／専門家、

観る人／踊る人、という区分がごっちゃになった。

「誰のからだにもダンスがある。100通りの身体に

100通りのダンスがある。」この発見はとても大き

なことだったのではないか。音が鳴ると次々に場に

出て様々に踊り出すご高齢の知的障碍者施設での

ワークショップ、椅子に座ったまま場には出ないけ

れど小さくリズムを刻んでいる手足、車椅子に座っ

た認知症のお年寄りがダンサーに差し出した手、自

閉症の男の子が声を上げながら続ける跳躍、普段は

引っ込み思案で目立たないのにダンサーとデュオを

踊った小学生、ALSで動けない友人の手首から先だ

けの＜大きな伸び＞、そして、ALSで動けない人の

ゆるぎない存在感。ほかにもたくさんの「すごいダ

ンス」を観せてもらった。身体の中で心の中で何か

が動き、それがあふれ出す時、それが「ダンス」に

なるのだろう。そして、それは踊る人の側にあるだ

けではなく、むしろ観る人の中に生まれるものでも

ある。そのような眼差しで人々を眺めてみると、こ

れがなかなか味わい深く、感慨深いものなのである。

現代ダンスプロデューサーから難病ヘルパーになった私の、からだを巡る考察 V0l.5「観る人の中に生まれるダンス」

1962年大阪生まれ。90～07年度 伊丹市立演劇ホール（アイホール）プロデューサー。

00～07年度 びわ湖ホール<夏のフェスティバル>プログラムディレクター。

03～05年度 京都造形芸術大学舞台芸術研究センタープロデューサー。

04～17年度（一財）地域創造<公共ホール現代ダンス活性化事業>コーディネイター。

05～09年度 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター特任教授。

05年6月より、神経難病ＡＬＳ発病の友人の支援開始。京都／西陣で織屋建の町家を改造し、ダンスの

稽古場を併設した空間で、24時間他人介護による独居生活＜ＡＬＳ-Dプロジェクト＞をコーディネイト。

介護福祉士。能囃子幸流小鼓、能観世流謡・仕舞、小川流煎茶を稽古中。

志賀玲子（しがれいこ）

志賀　玲子

志賀玲子さんには５回にわたりご寄稿いただきました。ありがとうございました。（編集部）
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機構卓様

  前略

この度は長い間、お疲れ様でした。

  あなた方がこの地で、仕事をはじめられて21年が

過ぎました。21年の間には、数えきれぬほどの催し

があり、壮大なオペラやバレエも数多くありました。

そのどれもが素晴らしい舞台になっているのは、あ

なた方の働きもあったからだと思います。最近は、

満身創痍の為思うようにいかない、動かせないもど

かしさもあったと思います。

 私があなた方と一緒にお仕事をさせていただくよう

になって、３年目になりました。

　最初は戸惑うことがたくさんありました。私のや

りたいことが、うまく伝わらなかったり… 伝え方を

間違っていたり… 覚えられること、出来ることの多

さにびっくりしたり… でも、少しずつ、 あなた方

への理解がふかまり、「仲良くしてもらえた！」と

勝手に思っています。

　また、動かそうとしたら当たり前のように動くこ

との、有難さを教えていただきました。ありがとう

ございました。

　12月に二代目にお逢いできるのを楽しみにしてい

ます。仲良くしてもらえるように、精進いたします。

　あらためて、長い間本当にお疲れ様でした。あり

がとうございました。

                                                               かしこ

    2019年８月

突然、何のこと？と思われたかもしれませんが、こ

の度大ホール・中ホールを、４ヶ月間休館として、

舞台機構の改修工事が行われます。制御面と操作卓

が新しくなり、12月から始動します。

　ということで、僭越ながら機構卓へ手紙を書いて

みました。

  直接的に関わることが難しいところかもしれません

が、次にお越しになられた時は、二代目がバリバリ

活躍しているところを感じていただけると思います。

改修工事は行われますが、ホールに入った時の佇ま

いは、今までと変わることなく、12月からもみなさ

んをお待ちしております。

機構担当　大前桃子びわ湖ホール便り

ロームシアター京都便り 照明担当　大塚咲季

　ロームシアターでは、８月17.18日に自主事業と

して『プレイ！シアター』という催しがありました。

内容としては全館を開放して子どもに楽しんでもら

おうというものでした。メインホールでは０歳児か

ら参加出来るコンサートや楽器体験、サウスホール

では舞台上にドーナツ状のスクリーンを吊り込み、

観客が寝転んで見上げるといったスタイルで楽しめ

る作品が上演されました。今回は私が担当しました

ノースホールについて紹介させていただきます。ノ

ースホールは「こどもDISCO」というテーマで朝か

らＤＪ体験、映像クリエイト、ダンスのワークショ

ップが行われ、1日の集大成としてディスコタイム

が設けられていました。今回の美術のコンセプトは

海底ということでしたので、照明も海を表現できる

ように考えていきました。初めは波マシンなどで雰

囲気を出そうと思っていたのですが、子ども向けの

催しということでもっとポップに分かりやすく喜ん

でもらえるものはないかと考え色々と工夫しました。

その中で私が一番気に入っているのがこの魚とカニ

です！これはミラーボール当ての１Kwの凸にブラ

ックラップで作ったネタを入れて出しました。元々

ディスコなのでミラーボールはフィックスの仕込み

でした。そのミラーボールに反射して出る光の粒一

つ一つが魚の形になったら魚群みたいにならないか

なーと思ったのがきっかけです。結局エスカレート

して魚の他にカニ、クラゲ、ヒトデ、亀などたくさ

ん作りました。仕込みもたくさんの人に助けていた

だいていざ本番。たくさんのお客さんが来てくださ

り大盛況のノースホールでした。子どもたちの様子

を見ていると、床や壁に出たネタに気づいて喜んだ

り追いかけまわしたりしていました。中には戦って

いる子もいました！今回初めて打ち合わせから参加

させてもらって楽しみながらもうまくいくか不安な

面もあったのですが、一番はこども達が喜んでくれ

たらいいなと思ってやっていたので、本当にうれし

くて私も笑顔になれました。そして、セクション関

係なく色々な相談に乗ってくださったり、仕込み中

も本番中も気にかけて見に来てくださるロームのみ

なさんと一緒に働けて本当にいい環境で楽しい日々

を送っています。
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大津市民会館便り 舞台担当　大野淳一郎

　その米粒大の黒い物体は、楽屋口の壁際の一か所

にかたまって落ちています。さて何でしょう？

　答えは、蝙蝠のフンです。落ちている場所の真上

に、下から見るとわかりづらいのですが、わずかな

隙間があり、飛び出して行ったり帰ってきたりする

蝙蝠の姿を、夏の夕暮れ時にはよく見かけます。

　調べてみると、どうやら日本ではいちばんポピュ

ラーな「アブラコウモリ」という種類のようです。

「蚊、ユスリカ、ヨコバイなどの小型昆虫を捕食す

る」と、ウィキペディアにありますから、以前この

会館便りに書いた「びわこ虫(ユスリカ)」を食べて

いると思われます。昼間は燕から、夜は蝙蝠から、

びわこ虫たちは狙われているのですね。

　さて、このアブラコウモリですが、山間部などに

はほとんど生息せず、家屋だけに棲みつくことから

「イエコウモリ」とも呼ばれ、かつては家に入って

きたり棲みついたりするととても縁起が良いとされ

ていました。また、江戸時代後期に七代目市川團十

郎が蝙蝠の柄を流行らせるなど、昔から日本人にと

って身近な動物だったのです。

　ユスリカなどを食べてくれるので益獣ともいえる

と思うのですが、現在ではフンが不衛生であるとか、

単に気味が悪いなどの理由で、駆除の対象になって

います。ハッカ油のスプレーという撃退グッズも市

販されているようです。確かにフンにはカビや寄生

虫がいるらしく、不衛生ではありますが、楽屋口の

フンは清掃員さんが毎日きれいに掃除してくださっ

ているのでご心配なく。

　蝙蝠は、「蝠」の字が「福」に通じるということで、

東アジアでは昔からめでたい動物として親しまれて

きました。それが日本では、ヨーロッパの「コウモ

リは不吉な動物」というイメージが浸透して、今で

はあまり歓迎されなくなってしまったのだそうです。

　アブラコウモリは11月頃から冬眠に入り、3月下

旬頃から活動し始めます。3月下旬と言えば、ちょう

どアカムシから成長したびわこ虫が大量に飛び始め

る時期です。アブラコウモリにとっては、冬眠から

覚めるといきなり食べ放題という絶好の環境という

わけです。

　大津市民会館では、ごく稀に、バラシ中に搬入口

から入ってきてひらひらと飛び舞ったり、文字幕に

逆さにつかまっていたりしますが、実害がないので、

いまのところ駆除を依頼する予定はありません。燕

も時々入って来るのに、蝙蝠だけを差別するわけに

もいきませんし。ただ、前にも書かせていただきま

したが、大津市民会館にお越しの際には、くれぐれ

も楽屋口の扉は開放厳禁でよろしくお願いいたしま

す。

　昔、とある小屋で体験した話です

　本番公演が一週間以上も続く芝居に照明ピンスポ

ット要員として就いていたのですが、セットが本番

中に昇降する等大掛かりな芝居だったので、その状

況を正面から観察することが出来るので楽しみでは

ありましたが、同時に上手く行くか、私も照明スタ

ッフながら、少々緊張しながらリハーサル日が来ま

した。

　リハーサルではセットと音楽を合わせる為、電動

バトン昇降のタイミングを合わせるべく、何度も何

度もテストが繰り返されました。。

　本番初日も前日までずっとリハーサルが続いてい

たこともあり、いよいよ始まるという緊張感で全員

ピリピリしたなかではじまりました。

　第１幕、役者さんのセリフキューで、セットとバ

トンもスムーズに動き少し安心していた矢先の第２

幕の最中に突然に停電が起こりました。いきなりの

暗転状態です。

　緞帳・セットも下ろせず、非常灯のみの薄暗い中

で不安な時間が過ぎ、この後どうなるか？

　数々のリハーサルを繰り返してきたのだから中止

には絶対にならないでほしいと私も不安な思いと祈

るような気持ちでいました。

　しばらくすると電気は自家発電により復旧し、緞

帳が降りて、セットを素早く転換、無事に芝居は再

開されました。比較的速やかに電気が復旧出来たこ

ともあり、役者の方も突然の停電をアドリブで笑い

に変え場内の雰囲気も一気に和やかになりました。

（役者の方も陽気な方でよかった！)

　停電の原因は落雷の影響と判明し、その後はトラ

ブルなく進み最終日も安全に幕を下ろすことが出来

ました。

　仕込、リハ、本番とさまざまなトラブルはありま

したが、人災が起こらなかったのは日頃から設備点

検や緊急対応への備えが十分に出来ていたからこそ、

と思います。今回の体験でどのような状況になって

も対応出来うる日頃の準備が大切であると痛感しま

した。

裏方の裏話 36



ループアンテナ線
全長60ｍくらいあります
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　舞台裏方稼業の皆さんは、袖幕を引っ張ったり布

地をピンと張ったりする場合、どのようにされてい

ますでしょうか。クリップで摘まんでロープで引っ

張るなどをされていると思いますが、すぐに外れた

りするのではないでしょうか。この製品はとても上

手くできています。布に接する部分は片方は平面で、

もう片方はおろし金のようになっていて、引っ張れ

ば引っ張るほど布に食い込み、はずれなくなってい

く仕組みになっています。筆者は以前ヨーロッパで

これを見てからずっと欲しいと思っていましたが、

最近ようやく国内で販売されているサイトを見つけ、

即購入しました。幕類を吊ったり、スクリーンもど

きの白布をピンと皺無く張るのに使用し、重宝して

います。但し、挟み込める厚みは約５mmまでです。

国内では裏方屋ドットコムでWeb購入できます。

https://www.urakataya.com/

●『裏方稼業の便利グッズ』

幕留めクリップ

ピアザ淡海 県民交流センター便り 矢木義隆

　今年の改修は、ピアザホールの磁気誘導アンプの

交換を行いました。

　舞台用と客席用の２台用意されているのですが、

客席側の一台が故障、廃番に伴い修理不能になった

ことから「ヒアリングループシステム修繕」という

案件で入札があり、２台とも交換することになった

のです。

　このピアザホールの磁気ループですが、舞台上、

客席部分の床に関してはループアンテナ線が埋め込

まれているので問題ないのですが、客席に関しては

移動式のため、必要に応じて仮設配線することにな

ります。このとき、客席床部分と客席内を切り替え

て使用するので、接続口とケーブルの長さの都合で

後部座席にしか運用できません。

　これも、アンプの出力が上がることで、カバーで

きる範囲が広がるかもしれません。

　収納することが少なかった当初は、敷設している

のが標準状態だったようですが、毎月のように収納

するようになった最近では、要望があるときに限っ

て敷設しています。

　敷設状態を標準とする方がいいのは承知していま

すが、敷設作業自体がそれなりに時間がかかること

以外にも、使用されている方の多い耳あな式の小型

補聴器が高性能になり、磁気ループを使用しなくて

も目的の音を

聞き取りやす

くなったこと

で、そもそも

磁気ループを

受信できない

ということと、

Ｍ（補聴器内

蔵マイク）/

Ｔ（磁気ルー

プ受信）切替

しかない補聴

器の場合、Ｔ

に切り替えて

しまうと隣の

人との会話が

出来なくなっ

てしまう（これを防ぐために双方を使用できるＭＴ

モードを備えた補聴器もあります）と補聴器を使用

している方からお伺いしたからなんです。

　多分にいいわけがましくなっておりますが、でき

ることなら仮設しなくてすむように客席を改修して

ほしいところです。
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●青年部通信

日　時：2019年７月８日（月）・７月11日（木）10:00～16:00

会　場：滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　中ホール

講　師：滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　照明アドバイザー葛西健一氏

参加者：７月８日　組合員26名　組合外８名　  計34名

　　　　７月11日　組合員22名　組合外10名　 計32名　　２日間計　66名

京滋舞台芸術事業協同組合・滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール共同主催

「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」研修会

　当研修会は昨年の法改正によって義務づけられた

フルハーネスの特別教育を舞台技術者向けの舞台業

界に即した内容で出来ないかと考え、京滋舞協と滋

賀県立芸術劇場びわ湖ホール様との共同主催で計２

日間行いました。

　研修の内容に関しましては講師の葛西氏が我々業

界の環境に合わ

せた内容でお話

してくださり大

変聞きやすく理

解しやすかった

と思います。実

技 部 分 で は ブ

リッジを使って

実際に吊られて

みるという体験も出来ました。フルハーネス型と腰

ベルト型との吊られた時の違い等も実感出来て、参

加者はフルハーネスの安全性と重要性を充分に感じ

られる有意義な研修会になったのではないかと思い

ます。

　運営面に関しては、研修会運営を青年部主体で行

●京滋舞協事務局だより
●第21回通常総会

　　日　時：2019年 5月20日（月）

　　場　所：メルパルク京都５Ｆ 会議室２

　　出　席：本人出席9名／代理出席5名／

　　　　　　委任状出席8名

・懇親会

　　場　所：メルパルク京都５Ｆ 会議室Ａ

　　出　席：組合員36名／賛助会員15名／

　　　　　　ゲスト13名

●舞台運営事業協同組合連合会

・岐阜県舞台設備管理事業協同組合 懇親会

　　日　時：2019年 5月21日（火）18時30分

　　場　所：岐阜キャッスルインホテル

　　出　席：加藤 

・愛知県舞台運営事業協同組合 懇親会

　　日　時：2019年 5月27日（月）18時30分

　　場　所：名古屋国際ホテル

　　出　席：中田・宮本

・三重県舞台管理事業協同組合 懇親会

　　日　時：2019年 5月28日（火）18時00分

　　場　所：都シティ津

　　出　席：谷崎

・ 連合会理事会

　　日　時：2019年 6月17日（月）15時00分

　　出　席：中田・宮本

　　日　時：2019年 9月17日（火）15時00分

　　出　席：中田・宮本

●その他

・関西舞台テレビテクノ＆アート協同組合 懇親会

　　日　時：2019年 7月16日（火）18時00分

　　場　所：大阪新阪急ホテル

　　出　席：中田

いました。びわ湖ホール担当者様とのやり取りや案

内の時期・方

法に至らぬ部

分も有りまし

たが、様々な

方からのご助

力を頂き何と

か形にするこ

とが出来まし

た。今回の経

験は青年部役

員としても大変良い勉強になったと感じております。

また次回があるのであれば、今回で学んだ事を活か

してより円滑に行えればと思います。

  

　そして今年度、青年部も役員改選を行い、また新

たなメンバーで活動しております。

まだまだ不慣れで未熟な我々ですが、少しずつ成長

して参りますので、ご理解・ご協力よろしくお願い

致します。

 　　　　　　　　　　　　　青年部部長　柴田　順

　　



本社
東京本部
北海道・東北支店
中部支店
近畿支店
中国・四国支店
九州支店

TEL（06）6910-0131
TEL（03）5564-6200
TEL（022）225-5819
TEL（052）563-1171
TEL（06）6910-0133
TEL（082）247-3539
TEL（092）523-9623

〒540-0001  大阪府大阪市中央区城見2-1-61 OBPパナソニックタワー10F

〒135-0064  東京都江東区青海1-1-20 ダイバーシティ東京オフィスタワー13F、14F

〒980-0811  宮城県仙台市青葉区一番町4-1-25 東二番丁スクエア11FTEL

〒450-8611  愛知県名古屋市中村区名駅南2-7-55 パナソニック名古屋中村ビル北館７F

〒540-0001  大阪府大阪市中央区城見2-1-61 OBPパナソニックタワー9F

〒730-8577  広島県広島市中区中町7-1 パナソニック広島中町ビル6F

〒810-0022  福岡県福岡市中央区薬院3-1-24 パナソニック福岡薬院ビル3F

本社・主要6拠点

パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社

メンテナンスからリニューアルまで
最適な舞台・スタジオ照明設備環境を
ご提供致します。

演出設備

景観・
スポーツ照明

サイン設備

メンテナンスからリニューアルまで
最適な舞台・スタジオ照明設備環境を
ご提供致します。
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新たに特別賛助会員になられた企業のＰＲページです。50音順に順次掲載して参ります。



役員

特別賛助会員 （50音順）

理 事 長

副理事長

副理事長

専務理事

理　　事

理　　事

理　　事

中田　　節

關　　秀哉

谷崎　　剛

宮本　英孝

勝部　伊織

加藤　寿一

小坂親太郎

(株)アルファ舞台

(株)流

(株)橋爪

(株)ジョイライティングスタッフ

(株)エービー企画

(有)ステイヤー

(株)響映

理　　事

監　　事

監　　事

相 談 役

特別顧問

顧　　問

高橋　宏輝

大久保　歩

松岡　正彦

野村　總一

伊吹　文明

片浦　正和

(株)エム･エス･ユー

(有)クワット

(株)バックステージ

衆議院議員

FAX.06-7632-3100

FAX.06-6417-6128

FAX.06-7177-4672

FAX.075-331-4689

FAX.075-333-7148

FAX.06-6393-5706

FAX.06-6208-6118

FAX.06-6910-0151

FAX.06-6386-8833

FAX.072-362-7653

FAX.06-6352-2972

FAX.06-6315-0604

FAX.06-6380-9641

FAX.075-212-0616

I.S .D. Japan㈱

㈲ウィル

ウシオライティング㈱

関西三穂電機㈱

㈲ＫＥＮＴワークス

三精テクノロジーズ㈱

東芝ライテック㈱ 関西営業所

パナソニックＬＳエンジニアリング㈱ 近畿支店

ベステックオーディオ㈱

㈲ポントス

㈱松村電機製作所 関西支店

丸茂電機㈱ 大阪営業所

ライブギア㈱

㈱ワタナベ楽器店

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表) 

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

西村 忠人

服部 秀樹

椿 隆二郎

小林 康隆

斉藤 謙治

良知   昇

杉島 直樹

藤澤　武

森　久洋

西尾 吉一

冨山 博司

本郷 祥治

西川 八弘

渡邊 幹太

〒564-0053　大阪府吹田市江の木町2-26

〒660-0075  兵庫県尼崎市大庄中通2-12

〒532-0011　大阪市淀川区西中島6-1-1

〒610-1106　京都市西京区大枝沓掛町14-3

〒610-1151  京都市西京区大枝西長町6-41

〒532-0003　大阪市淀川区宮原4丁目3番29号

〒541-0043　大阪市中央区高麗橋4-3-7

〒540-0001　大阪市中央区城見2丁目1番61号

〒564-0063  大阪府吹田市江坂町1-7-3

〒587-0031  大阪府堺市美原区さつき野西1-2-2

〒530-0043　大阪市北区天満2丁目12番16号

〒530-0047　大阪市北区西天満4丁目11番23号

〒564-0051　大阪府吹田市豊津町13-33

〒604-0903  京都市中京区河原町通夷川上ル

         カンパニオビル3F

 新大阪プライムタワー6階

OBPパナソニックタワー9階

        オスカー第3ビル

               満電ビル

                指物町326

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当) 

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

西村 忠人

服部 寛樹

松尾 文貴

小林 康隆

斉藤 謙治

近藤 正親

杉島 直樹

三島 達也

早志 省悟

岸田   明

粟井 信博

本郷 祥治

西川 八弘

谷   康隆

TEL.06-6123-7813

TEL.06-6417-4136

TEL.06-7177-4671

TEL.075-331-4690

TEL.075-333-7147

TEL.06-6393-5662

TEL.06-6208-6111

TEL.06-6910-0177

TEL.06-6386-8822

TEL.072-362-7651

TEL.06-6352-0245

TEL.06-6312-1913

TEL.06-6380-9640

TEL.075-241-1356
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●親睦委員会報告
●納涼会

　　日　時：2019年 8月26日（月）

　　場　所：貴船「べにや」

　　参加者：40名

　　

●技術委員会報告
●第52回研修会「防災体験研修会」

　　日　時：2019年 8月28日（水）

　　場　所：京都市市民防災センター

　　内　容：消火体験・避難体験・地震体験ほか

　　参加者：13名



表３

組合員 （50音順）

FAX.075-466-2099

FAX.075-606-9399

FAX.075-682-6183

FAX.077-579-1050

FAX.075-711-4774

FAX.050-3588-0088

FAX.0749-46-3005

FAX.06-6210-2241

FAX.077-525-6755

FAX.075-982-5047

FAX.075-592-6302

FAX.075-712-1546

FAX.075-881-9466

FAX.075-354-7095

FAX.075-712-8823

FAX.075-622-2512

FAX.06-6131-6199

FAX.075-647-3112

FAX.06-6264-1559

FAX.0749-73-3280

FAX.077-581-2687

FAX.075-722-3360

㈱ＵＰＰ　ＪＡＰＡＮ

㈲アートステージ

㈲アートファクトリー

㈲アトリエ・アム

㈱アルファ舞台

㈱イーステージ

㈲ウッド五三零

㈱エス　エム　エス

㈱エービー企画

㈱エム・エス・ユー

㈲オフィス・グレ

㈱響映

㈲京都舞台照明家クラブ

㈱京都舞台美術製作所

㈲クワット

㈱ジョイライティングスタッフ

㈲ステイヤー

㈱タケナカ

㈱橋爪

㈱バックステージ

㈱ライティング フリーダム

㈱流

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

(代表)

増田　剛

橋本 孝司

南　弘三

森　　章

中田　節

榎　康博

若林 清司

原野 芳弘

勝部 伊織

高橋 宏輝

中川幸比古

柴田 信幸

安田　一

縣　季男

村上　徹

宮本 英孝

加藤 寿一

武仲 秀晃

橋爪 永門

松岡 正彦

村下　薫

關　秀哉

 

技術委員

技術委員

広報委員

広報委員

広報委員長

広報委員

広報委員

親睦副委員長

広報委員

広報委員

技術委員

広報委員

技術委員

技術委員

広報委員

親睦委員長

技術副委員長

技術委員

技術委員長

技術委員

技術委員

広報副委員長

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

(担当)

増田　剛

橋本 孝司

高橋 克典

森　　章

中田　節

榎　康博

若林 清司

松山弘太郎

勝部 伊織

高橋 宏輝

中川幸比古

小坂親太郎

安田　一

縣　季男

大久保 歩

宮本 英孝

加藤 寿一

福永 哲也

谷崎　剛

松岡 正彦

村下　薫

吉原ちあき

〒616-8253  京都市右京区鳴滝泉谷町6番地５

〒612-8395　京都市伏見区下鳥羽東芹川町36

〒601-8132  京都市南区上鳥羽町田23-1

〒520-0107  滋賀県大津市雄琴北2-3-19-105

〒606-8283  京都市左京区北白川仕伏町26

〒607-8203  京都市山科区栗栖野打越町48-4

〒529-1155  滋賀県彦根市賀田山町530

〒530-0005  大阪市北区中之島2-3-18 1626号室

〒520-0032  滋賀県大津市観音寺2-2

〒614-8113  京都府八幡市川口萩原３

〒607-8222  京都市山科区勧修寺東堂田町238

〒606-8114  京都市左京区一乗寺北大丸町9

〒616-8117  京都市右京区太秦門田町10-2

〒600-8073  京都市下京区堺町通仏光寺上ル

〒606-8183  京都市左京区一乗寺大新開町43-5-1

〒612-8007  京都市伏見区桃山町因幡110番地

〒530-0001  大阪市北区梅田1丁目11番4-1000

〒612-8415  京都市伏見区竹田中島町251

〒541-0059  大阪市中央区博労町1-4-10-202

〒529-0122  滋賀県長浜市酢267-5

〒524-0046  滋賀県守山市今宿町4丁目1-16

〒606-8171  京都市左京区一乗寺西水干町4

TEL.075-466-2098

TEL.075-606-9390

TEL.075-682-6182

TEL.077-579-1050

TEL.075-203-9278

TEL.075-581-2951

TEL.0749-25-1913

TEL.06-6210-2240

TEL.077-522-1676

TEL.075-982-0054

TEL.075-592-6302

TEL.075-701-7670

TEL.075-872-6117

TEL.075-354-7005

TEL.075-712-8822

TEL.075-622-2519

TEL.06-6131-6574

TEL.075-647-3111

TEL.06-6264-1539

TEL.0749-73-3280

TEL.077-581-2686

TEL.075-722-3354

　

賛助会員 （50音順）

FAX.052-972-6002

FAX.083-233-0008

FAX.0948-25-2444

(代表)

(代表)

(代表) 

小西 邦夫

倉田 敏文

早瀬 康信

〒461-0001  愛知県名古屋市東区泉一丁目21番10号

〒751-0818　山口県下関市卸新町12-3

〒820-0081　福岡県飯塚市枝国391

(担当)

(担当)

(担当) 

小西 邦夫

倉田 敏文

稲田 智治

TEL.052-972-6003

TEL.083-233-0007

TEL.0948-25-2380

スタメン泉ビル ３Ｆ
愛知県舞台運営事業協同組合

㈲エフェクト

九州地区照明･音響･舞台事業者協会

of f i ce@arts tage-co .com

mai l@art-factory-kyoto .com

ate l i e r -am@b lue . ocn . ne . j p

o f f i ce@a lphabuta i . com

e-stage.enoki@iris.eonet.ne.jp

woodwaka@v io l i n . ocn . ne . j p

i n foma i l@sms- jpn . co . j p

ma in@ab-k i kaku .co . j p

aaa30781@pop06 .odn . ne . j p

i n fo@off i ce -gre .co . j p

i n fo@kyoe i -g rp . j p

kyoto - s tage@csc . j p

　　 永原町153-1番地　

of f i ce@kwat jp . com

joy@j - l - s . co . j p

i n fo -cs@stayer - i nc . com

kyoto@takenaka-co .co . j p

ma i l - h szm@hash idume .co . j p

backstage@maia .eonet .ne . jp

f reedom@ex .b iwa .ne . j p

o f f i ce@ryu -co .com



　令和の時代に代わって、最初の編集後記を執筆させていただくことを光栄に思います。

　今号の舞台袖の談話室は「保守点検」編という題目で内池善蔵氏（舞台機構）、東宝秀樹

氏（音響機器）、本郷祥治氏（照明機器）の経験談を中心に普段私たちが仕事をさせていた

だく劇場そのものを直接メンテナンスする方々の興味深いお話を読むことができます。私は

その項を読ませていただき、私たちが日常の業務で何気なく操作している機構や機器の状態

を細かく把握して、問題箇所を巧みにあぶり出す技術力の高さと知識量の多さに感銘を受け

ました。改めてメンテナンスや準備の大切さを再認識させられました。

　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ます。

－編集後記－
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