
＜東欧において、劇場、演劇（舞台芸術）の果たす役割についての調査・研究＞

土井美和子

今回、訪れたのは、ブダペスト（ハンガリー）、ヴロツワフ（ポーランド）、プラハ（チ

ェコ）という３つの街。主な目的は、それぞれの街に暮らす一般の人たちにとって、その

街の劇場、演劇（舞台芸術）は、どんな存在なのか。親しみを感じているのか否か。チケ

ット代と物価との関係。政治体制の激変以降、劇場のあり方、舞台創りの現場、観客など

に、どんな変化があったのか。劇場に行く習慣を持つ人は多いのかといったことを調査し、

それらが、日本とはどう違うのかを検証すること。

具体的な活動としては、それぞれの街に、短期間ではあるが、できる限り滞在する形を

とり、その意識を持ちながら、そこに住み、生活している方々に、直に向き合って話を聞

くこと。演劇関係者（演出家、俳優、制作者など）との面談。実際に劇場に行って、劇場

の時間空間を共有すること、などなど。これらの体験を通して、東欧における劇場、演劇

の在り方、その果たす役割を探ろうと考えた。

また、ブダペストとプラハは主都だが、ヴロツワフは地方都市だ。同じ東欧といっても、

各々の国、街によって、また街の規模によっても、文化や習慣は、異なっているだろうと

いうことは、ある程度は予想して、旅立った。

★ブダペスト（ハンガリー）1 月 11 日～15 日 通貨＝ft（フォリント）１ft＝0,65 円

1 月 11 日（金）

空港からミニバスで市内中心部へ。往復割引で、4390ft。ネット予約しておいたアパー

トメントホテル（Navigare Apartment）へ。

夕方、通訳兼コーディネイターのナジ・アニタさんと会う。その後、カフェで、演劇集

団“Hopp Art”（ホッポアルト）のメンバー3 人と面談。

ベンツェさん、ディアナさん、トーマシュさん。3 人は、国立演劇・映画大学の（日本的

にいうと）大学院生。＜＊正確にいうと、大学は５年制。３年と２年に分かれていて、彼

らはその後期に属する。＞ 他のメンバーも同様だ。大学院では、演劇史、演劇理論、音

楽理論、映画論などの座学と、実践の両方を学んでいる。その教授陣の多くは、ハンガリ

ーを代表する演出家や音楽家で、現役で創作活動をしている芸術家でもある。そこで、彼

らは、大学で学んでいることを、自分たちの舞台創りに生かしているという。

３人とも、それぞれに自分の意見をしっかりと持っていて、それをきちんと話す。まず、

そのことに少々驚いた。彼らが、普段から、メンバーで、話し合いをしていることが伺え

る。

それは、本来、ごく当然のことではあるのだ。が、しかし、現在の日本の創作現場では、

自身の意見を出し合い、じっくりと話し合うことを、まるで時間の無駄でもあるかのよう

に思っていたり、または、素人的青臭い理屈を言っているという風に受け止める人が大半

を占めているため、きちんとした話し合いがなされないまま、舞台創りが進行してしまう

というのが現状だ。一見、合理的のように思われるかもしれないが（実際、稽古や打ち合

わせの時間は短縮される）、結果として出来上がった舞台で、その違いがはっきりと見える



ことが多々ある。基本的なことを言えば、個々の土台がしっかりしているかどうかだ。た

とえば、俳優、スタッフの区別なく、それぞれの人が、演劇人としての自覚を持ち、どう

いうことを表現したい、伝えたいと思って、演劇創作活動をしているのかといったことを、

常に、自問自答しているだろうか。それがベースにあって初めて、ある舞台に携わる際に

は、その内容、創り方に対して、自分なりの考え方、意見を持ち得ると思うのだが。

この集団の代表的存在のベンツェさんは、幼いころから、身近なところに演劇に携わっ

ている人が多く、自然にこの道へ。とはいえ、３回目の受験で合格。ディアナさんは 24

歳で、集団では最年少。大学にもストレートで入った。小学校からフルートと歌を習って

いた。舞台については、祖母がオペレッタをやっていたので、子供心に「綺麗な格好がで

きていいなあ」と観ていたはいたが、自分もやりたいとは思っていなかったという。そこ

で、自身がこの大学を受けることになったとき、「私なんて、受かるわけがないわ」と、全

く自信がなかったという。トーマシュさんは、現在 30 歳で、集団の最年長。他の 2 人と

は対照的だ。農業高校の出身で、演劇は好きだったが、長らく観客の立場だった。アマチ

ュアの劇団で、俳優として活動していたところ、ある公演で注目され、この大学を受けて

みたらと勧められて、受験。見事合格した。

ハンガリーでは、この大学で学び、演劇活動をすることが、演劇人への王道であるよう

だ。芸術専門の大学は他にもあるが、やはり首都ブダペストにあるこの大学に、全国から

優秀な人が集まるという。したがって、試験は毎年、大変な狭き門だとか。いきなり、大

きい劇団（＝劇場）に入るということもあるにはあるが、それは特殊な場合らしい。

話を聞くうちに、13 日（日）、稽古を見せてもらえることになった。

（この日の深夜から翌 12 日の早朝にかけて、アパートメントホテル、私の部屋に至るド

アが壊されるなど、暴力的な事件が起きて、身の危険と恐怖を体験。翌朝、警察の方たち

に、事情を聞かれるなどした。この問題は、すぐに解決せず、さらに尾を引くことになっ

た）

1 月 12 日（土）

午後、ナジ・アニタさんと面談。その後、地下鉄に乗り、国立カトナ劇場へ。演目は、

「会議は何をやっているか？」。チケット代＝2100 ft。

そして、クローク代＝160 ft。ハンガリーの劇場では、観劇の際、貴重品を入れた小バ

ッグ以外の手荷物、コートなどは、すべてクロークに預けるのが普通だという。それも、

有料だ。値段は、通常、150～200 ft くらいで、決して高くはない。が、これには、少々戸

惑いを感じた。欧米では、劇場に限らず、クロークを利用すると、多くの場合、チップが

必要ということは知っていたが、ここの場合、料金が設定されているので、チップとは違

う。それでいて、預けないという選択肢はない。共産圏だった時代は、どうだったのか、

残念ながら聞き忘れた。元々、チップの概念から生まれたものだとは思うのだが。

劇場の大きさは中規模。客席数は 400 くらいか。雰囲気は、紀伊國屋ホール。観客は老

若男女、実に幅広い。芝居の内容が内容だけに、さすがに幼い子供は見かけなかったが。

物語のベースになっているのは、とある会議。その会議のテーマは、売春問題。なのだが、

参加しているのは、全員が、売春婦とその関係者。そこに、もとの妻を探す若い男と、売

春婦を斡旋する中年男が絡んで、様々な人間模様が展開する。この舞台は、カトナ劇場の

レパートリー的な存在で、初演以来、常に高い評価を得ており、数年に一度は上演される



という。確かに、売春婦たち、彼女たちに関わる様々な人たちを、その関係を、時に猥雑

に、時にシニカルに、時に風刺的に描きながら、奥底にある、人間の生と死という深く重

いテーマを感じさせるという演出、きめ細かく、かつ大胆な舞台創りには、脱帽の思い。

高い評価を得るのは当然のこと。が、ここで、はて（？）と、日本のことを思った。たと

えば、このように売春婦をメインにした内容の日本オリジナルの優れた作品があったとし

て、新国立劇場は、それを日本を代表する舞台として上演するだろうか。その後、観客の

評価を得たとして、レパートリーに加えるだろうか。おそらく、日本では、売春婦のこと

をメインにしているというだけの理由で、国立劇場では、まず上演しないのではないかと

思われる。これは、あくまでも、私個人の勝手な予想だが。ハンガリーという国の、演劇

に対する懐の深さ、度量の広さが伝わってくる舞台でもあった。

出演者は、カトナ劇場のメンバー。演出は、カポン・ヴァール。この劇場の常任演出家

のひとりで、前日面談した学生たちの担当教授でもある。ハンガリーの演劇界を代表する

人物だそうだ。

1 月 13 日（日）

午後、“ブダペストのブロードウェイ”といわれる劇場街へ。もちろん、ニューヨークの

本場や、ロンドンのウエストエンドの劇場街に比べると、とても小規模だ。が、小規模な

りに、賑わっていた。近くに、オペラ劇場があり、これは、ヨーロッパのオペラ劇場なら

ではの歴史を感じさせる重厚な建築様式で、どっしりと建っている。内部を見学。演目も、

1 年を通して、オーソドックスなものが並んでいる。“ブロードウェイ”の方は、ミュージ

カルあり、コメディありで、ハンガリーの各地からやってきたと思われる観光客らしき人

たちで、なかなかの賑わい。

夕方、ナジ・アニタさんと待ち合わせて、Hopp Art が稽古している場所へ。公的な場所

だが、クリエイティブな印象の空間。アトリエと呼ぶには、大規模。彼らが稽古をしてい

た空間は、まさしく劇場で、客席がスロープになっていて、座席もきちんとある。キャパ

は、200～300 くらい。下北沢のザ・スズナリを一回り大きくしたイメージ。この劇場以外

に、学生食堂的なカフェ、ミーティングができるフリースペースなどの共有空間もあり、

全体的に広々としている。

通し稽古が始まっていた。歌あり、ダンス的な動きありの、英語圏（特に英国）でいう

ところのフィジカルシアター。舞台中央にビニールで囲まれた空間があるといった、シン

プルで抽象的な美術。時間と空間が瞬時に変化したり、突然、歌と踊りが入ったり。私は、

「なんだか第三舞台に似ている」と感じた。この印象を受けたのは、自分が関わっていた

からということだけではないと思うのだが。

ハンガリー語のやりとりが続く中で、突然、日本語の、どこかで聞いたことのある歌が

歌われ、日本的な動きのダンスが繰り広げられたときには、その意外性に驚き、面白く、

興味深く観た。後で聞いたところ、舞台は、東欧を思わせるどこかの国にある日系企業。

あの歌と踊りは、その企業の社訓的なものを、朝礼などで社員が揃って唱和するといった

日本スタイルを象徴、風刺しているのだという。そして、お話は、その日系企業に、テロ

リストが侵入し、社員を人質に立てこもる。その人質を救出するため、事件解決のために、

私立探偵が乗り込んで…というもの。その発想、演出、構成など、なかなか斬新で、オリ

ジナリティもある。出演者は皆、よく訓練されていて、動きはシャープかつ柔軟。発声も



確かだ。このあたりが、やはり、国立の演劇大学と日本の小劇場界との、目に見える違い

といえる。

この点から、当然のごとく浮上するのが「日本には、なぜ国立の演劇専門の大学がない

のか」という問題だ。だが、この問題については、元来多くの意見、議論のあるところ。

英国のことも含めて、あらためて、じっくりと考えてみたいと、以前に増して強く思った。

地下鉄で、昼間訪れた劇場街とは違う地域にあるトラフォー劇場へ。「ペストの夜」８時

開演。チケット代＝2500 ft クローク代＝190 ft

この劇場は、コンクリート打ちっぱなしというか、少し前の“今風”（日本的にいうと、

80 年代的）な造り。劇場は、ロフト・スタイル。イメージとしては、ベニサン・ピットを

大きくした感じ。立地も、ベニサンに似通っているという印象。

「ペストの夜」のペストとは、ブダペストのペスト側。つまり、まさにこの街のこと。

そして、この舞台は、「ペストの夜」という同名の有名な情報誌をモチーフにして創られた、

エンターテイメント性の強いパフォーマンス的演劇だ。欧米的にいえば、フィジカル・シ

アター。とても人気のある演目、集団らしく、客席は超満員。自由席なので、よくわから

ないが、ざっと 500 人は入っている様子。客席は、開演前から熱気に溢れている。観客は、

年齢も性別も、実に様々。内容からして若い人が多いかと思ったが、予想に反して、年配

の夫婦といった人たちの姿も目立った。

舞台は、歌あり、踊りあり。風刺的な場面で、観客がどっと笑い、大いに沸くこともあ

りで、私は、こんな場合の常として、悔しい思い。これは、この街に暮らす人でないとわ

からない、反応できないもので、いい意味で、まさに演劇的なことだといえる。たぶん、

この日の観客で、日本人は私ひとりだっただろうと思われる。

全体として、気になったのは、映像の多用。これを観客の多くは、非常に斬新なものと

感じているようだった。しかし、日本の今の舞台では、演出（創造）面でも、テクニック

面でも、この程度の使い方は、既に多数試みられており、定着してもいて、もはや目新し

いものではない。世界に目を転じてみても、オフ・ブロードウェイで、映像を駆使した“ブ

ルーマン・グループ”の「チューブス」が登場したのは、80 年代のことだ。ただし、この

パフォーマンスが好評を得て、ロングランとなった一番の要因は、映像ではなく、彼ら 3

人組の身体を使ったライブな表現の斬新さにあった。この舞台を観て、観客の反応を体感

しながら、そのことを思い出し、演劇における映像の使い方について、あらためて考えて

みたいと思った。

１月 14 日（月）

ブダペスト最後の日。昼間、ようやく、アパートメントホテル（いわゆる古くからの街

の中心地）周辺を歩き、着いた日（金曜日）以来、再度の挑戦で、街の市場に行くことが

できた。金曜日はとても早く終わってしまうと聞いていたので、終了時間よりも 20 分ほど

前に行ったにもかかわらず、中に入れてもらえなかったのだ。そのとき、土日は休みだか

ら、「月曜日に来ればいいじゃないか」的なことをハンガリー語で、ガードマンに言われ、

他にも同様に入れなかった人がいたので、あきらめたのだった。市場は、野外ではなく、

ストリートマーケットでもなく、由緒ありそうな古く大きい建物の中にある。内部は、ひ

とつの街といってもいい独特の空間。パン屋、八百屋、乾物屋、小さいお店がぎっしりと



並んでいて、劇場のバルコニーのように、天井に至る壁に沿って２階もある。ここは、衣

類、カバン、雑貨などのお店、観光客相手の土産物屋や両替屋があるかと思えば、庶民的

なカフェ、立ち飲み風の居酒屋などもあって、雑多な感じ。地下には、意外なことに、普

通のスーパーがあって、他には、鮮魚、ピクルスなどの専門店が並ぶ。ここを歩くことは、

まさしく街歩きだ。全体的に、とても活気があって、賑わっている。金曜日の夕方に来た

とき、私は追い返されたのに、すたすた入っていったおばあさんがいた。ガードマンも彼

女を止めなかった。中に入って、周囲の人たちを見ていると、そのことがよくわかった。

ほとんどが地元の人で、いわゆる観光客は、本当に“お客様扱い”というわけだ。ここに

暮らす人の顔をして野菜などを買いたかったが、次の日は早朝の出発、しかも、次の街で

はホテルに滞在するために、そういった買い物をあきらめた。しかし、スーパーと比べて

も、実に安く、野菜などは、とても新鮮だ。立ち飲みに近いとはいえ、庶民的カフェのコ

ーヒーの値段が、４分の一くらいだったのは感動的で、時間がなくても飲んでおけばよか

ったと、未だに後悔している。

地下鉄に乗って、前日は、駆け足だった劇場街へ。夕刻ともなれば、身なりのよさそうな

ひとたちが、少々着飾って、三々五々、カフェやレストランで、待ち合わせたり、軽く食

事をしたり、という光景が見られた。先ほどの市場に来ていた人たちは、このあたりには

来ないのだろうか？ たとえば、週末ごとではないにせよ、月に一度、あるいは晴れの日

的な特別な日には、やって来るのだろうか。劇場街のカフェで、コーヒーを飲み、周囲の

人たちを観察しながら考えた。

ナジ・アニタさんと、最後にして、ようやく少しゆっくりと話し合うことができた。

彼女は、演劇関係者ではない。それこそ、この街に暮らす一般人だ。

この日、同じく一般人といえるもう一人の人と話をした。アパートメントホテルのレセ

プションの中年の女性だ。彼女は、着いた日に私を別の通りにあるアパートメントまで案

内し、鍵の開け方閉め方（鍵は５つもある）を教えてくれた人だ。その後事件が起きたの

だが、そのときは彼女は休みだったため、それ以来初めて会ったわけだ。心から謝ってく

れた上で、「こんなことで、ブダペストを嫌いにならないでね」と、とても温かい対応。そ

こで、いろいろな話をした中で、舞台のことを聞いてみた。彼女は、即座に「オペラ劇場

は、すばらしい。私は演目によってだけれど、よく行くわよ」と、笑顔で答えた。オペラ

劇場と上演している舞台に誇りを持っている様子に、とても好感を抱いた。また、私がま

だブダ側に行っていないと話したところ、「ブダペストに来たのに、ブダに行ってないなん

て…信じられない。是非行ってね。歴史的な建物も、街も本当に美しいところよ」と、薦

めてくれた。

そんなことがあってから、ナジさんと話した。彼女が小学生のころには、学校から劇場

に行くという日があり、自然に舞台を観る習慣は身についていたという。その後、高校時

代、担任の先生が高名な演出家だったということもあって、演劇にさらに興味を持ったそ

うだ。その先生は、先日行ったあのカトナ劇場の常任演出家でもあったという。日本では

考えられないことだ。そんなわけで、彼女は高校時代、週に２回は劇場に通っていた。そ

の先生の演出による「三人姉妹」は、「とても興味深くて、今も印象に残っています。マー

シャを演じた女優さんが素晴らしかった」と、その場面を思い出しつつ、熱く語ってくれ

た。これは、かなり特殊な例かもしれない。が、いずれにせよ、以前（旧体制の時代とい



っていいと思われる）は、学校教育の中に、観劇、劇場に行くということが、ごく当たり

前のこととして組み込まれていたのだ。現在はどうなのか。調べるにいたっていないので、

詳細は不明だが、以前ほど制度化されていないだろうことは、想像に難くない。

1 月 15 日（火）

早朝の出発。朝 6 時前、迷ったあげく、結局ブダへは行かず、ブダへ渡る橋のたもとに

ある例の市場に、再び行く。何とか、できたてのパンを買って行きたかったのだ。早朝の

市場には、開店の準備をする人、準備を終えて談笑する人たち、早くから買い物に来た人

たちなどが行きかい、昼間の賑やかさとは違う穏やかな空気が流れていた。

ブダペスト（ハンガリー）からワルシャワ（ポーランド）へ。ワルシャワで、飛行機を

国内線に乗り換えて、ブロツワフへ。ワルシャワの空港で、長時間待つ。

ブロツワフでは、円からの両替はできないだろうと思い、両替。このとき、事前に聞い

ていたおおよそのレート（１zl は、せいぜい 42～3 円だろうという）とは大きく違うこと

に愕然とする。それでも私は、45 円くらいにはなっているのではと思っていた。しかし、

それを遥かに超えて、58 € €円（！）。空港だからとはいえ、円から 、 から zl という 2 段階

の両替をせざるをえないことをわかっていても、これには驚いた。これほど、zl が強くな

っているとは。ワルシャワの空港では、結局、カフェに入ることさえ控えてしまった。物

価も、急騰しているようだ。

★ブロツワフ（ポーランド）1 月 15 日～18 日 通貨＝ズウォッティ（zl ）１zl ＝58 円

夕方、ようやくブロツワフに到着。あらかじめ予約してもらっていたタクシーで、市内

のホテルへと向かう。タクシー代＝40 zl （チップ込みで）

ブロツワフは、ポーランドでは、比較的大きい都市だ。が、この街を紹介してくれたロ

ンドン在住の友人（日本人女性＝角田恵子さん）によれば、その雰囲気は、日本の街でい

えば、滋賀県の彦根市だという。彼女が滋賀県出身のため、そういう例えになったようだ

が、これではよくわからない。要するに、歴史があり、文化も豊かな地方都市といったと

ころだろうか。

ホテルは、市内の中心部にある、Hotel Lothus。レセプションで、遅くまでやっている

というスーパーを教えてもらい、食べ物、飲み物などを買う。ショッピングセンターには、

カフェやレストランもあったので、覗いてみたが、やはり、とても高い。コーヒー一杯が、

ワルシャワの空港とさほど変わらない。12～15 zl 。これでは、毎回の食事を、普通のレ

ストランやカフェでというわけにはいかない。できる限りの倹約を決意する。しかし、ホ

テルでも、問題発生。湯沸しポットがないのは仕方がないにせよ、「沸騰したお湯を持って

きてほしい」というのが、英語はかろうじて通じたとしても（現に、この日は通じたのだ

が）、理解されない。なぜ、沸騰したお湯が必要なのかという説明は、とても難しい。日本

なら、お茶を飲む、インスタントコーヒーをつくる、ティーバッグで紅茶を飲む、カップ

ラーメンをつくる、インスタントのス－プをつくる、などなどに、絶対必要なので、どん

なホテルでも旅館でも、ポットはある。

このホテルは、この街では、設備も対応もなかなかの中級クラスだと、予約をして頂い

た方から、間接的にではあるが聞いていた。そこで、説明を試みたが、結局は駄目だった。



水（炭酸入り）があるから、いいではないか、ということらしい。だが、最も寒い季節だ

というのにと、こちらの疑問は残ったまま、仕方なくベッドに入る。

1 月 16 日（水）

ホテルのレストランで朝食。日本のビジネスホテルのバイキングスタイルの朝食と似て

いる。なるべく、ポーランドらしいものを選ぶ。かなりおいしい。ロンドンのように、た

だ甘いだけ、塩辛いだけといった味付けとは違う。ほっとする。

通訳のモニカ・シシイさん、演劇集団“Song of the Goat Theatre”のケイトさんと、ロ

ビーで待ち合わせ。簡単な打ち合わせのあと、Song of the Goat Theatre へ。この演劇集

団を紹介してくれたのは、前述のロンドン在住の友人、角田恵子さんだ。

訪ねたのは、この集団の事務所。事務所は、劇場兼アトリエ（稽古場）の建物の中にあ

る。企画から上演まで、舞台を創りのすべてが、ここで行われる。恵まれた空間だ。

代表のグレゴリー・ブラルさんと面談。「自分たちの演劇のスタイルを、自然な流れの

中で、じっくりと創っていきたい」という言葉が、印象的だった。その過程で生まれるの

が、作品となるという考え方だ。日本の現代演劇は、その多くが、最初にテーマありきと

いうテーマ主義。だから、この考え方は、とても意外で、新鮮に感じられたのだろう。

そんなわけで、ひとつの作品を創るのには、2～3 年はかかる。しかも、それだけの歳

月をかけて創ったものではあるが、高い評価を受けて、再演を望まれるという場合。「あま

り人気がありすぎる作品は、しばらく上演をしないことにしました」というのだ。「人間は

変わっていく。それが自然の流れ。しかし、演劇は、そのときそのときの一時的なもの。

だから、同じものを望まれても、それに応えることはできない」というのが、その理由だ。

これは、仏教の考え方でもあると、彼は語る。そして、それは日本的な“あわれ”に通じ

ると。

彼の中では、演劇的なるものとは、日本のお葬式。この精神は、自分の演劇創りと非常

に共通したものがあるという。文学、特に哲学的な文学を志していた高校時代に、上記の

ことに気付き、演劇創りに転じたというわけだ。そして、ポーランドの伝統といえるグロ

トフスキーの演劇論を学び、現在に至る。したがって、彼は、“グロトフスキーの演劇、舞

台創りの継承者”と、よく言われるそうだが、それを好まない。そのことは、話を聞いて

いて、よくわかった。私が日本人だから、サービスでいっているなどといった表面的、短

絡的なことでは、もちろんない。実際のところ、彼の精神面は、能の精神や、茶道、書道、

日本画、俳句などのわびさびの感覚と深いところで通じ合っているという点で、日本人以

上に日本人なのではないか。彼の話から、それを強く感じた。

では、観客となるのは、どんな人たちなのか？ 興味を持って聞いてみた。答えは、演

劇関係者といった特別な人たちではなく、年齢、性別のかたよりはない。年齢でいえば、

15 歳くらいから 80 歳代まで。「ひとつ共通項をあげるとすれば、心のことに興味がある感

覚的な人。そういう人たちが多いと思う」とのこと。現に、世界的に活動している集団だ

が、地元の集団としても、充分に認知され、観客を集めている。

その世界的な活動について。最初の作品“Song of the Goat” を発表した 1997 年から、

サマースクールなどで、ブロツワフ、ワルシャワで、ワークショップを開始。その後、ロ

ンドンのインターナショナル・ワークショップ・フェスティバルへの参加を機に、ロンド

ン大学をはじめ、複数の大学でワークショップを開催。高い評価を得たことで、ヨーロッ



パ、アジアへと活動の場は広がった。それと同時に、公演の機会も増加。2001 年初演の

“Chronicles －a Lamentation” は、ヨーロッパのみならず、シドニー（オーストラリア）、

ロサンジェルス、ニューヨーク（アメリカ）、タイペイ（台湾）などでも公演。さらに、ワ

ークショップの活動の場も世界的となった。

＊ 角田恵子さん（前述）が、この集団と出会ったのも、在籍していたロンドンの演劇

大学（Rose Bruford College）で、レクチャーとワークショップを受けたことがき

っかけだった。

グレゴリーさんとの面談の最後に、翌日、稽古の前か休憩のときに、他のメンバーと話

をする時間を 10 分ほど作れるかもしれないが、どうするかと聞かれ、もちろん来ますと感

謝しつつ答える。いずれにしても、夕方、制作のケイトさんのところに、資料を受け取り

に行くことに。そこで、彼女からも話を聞く予定だったため、「それでは、明日は？」と尋

ねると、なかなか時間がとれそうにないという。彼女は制作の仕事を一手に引き受けてい

るようで、大変な忙しさ。すると、グレゴリーさんが「今日これから、少しなら大丈夫」

と、休憩時間を作ってくれた。

そこで、一旦仕事場を離れ、一般の市民としての話を聞くことにした。

学生街に、比較的安いレストランがあるというので、足を伸ばす。学生街のお店と聞い

て、学生食堂的なところを想像していたら、古風な味わいのある由緒正しそうなレストラ

ンだった。思わず、昨日のことを思い出し、高いのではと不安になる。だが、シェアも OK

だったので、ホッとする。

ケイトさんは、20 代後半くらい。知的でもの静かだが、芯の強い、自分の考えをしっか

りと持っている人だと、直感的に思った。この街で、英語が話せる人というのは、かなり

の少数派だ。したがって、彼女をブロツワフの“一般市民”と位置づけるのは、無理があ

るかもしれない。そこで、客観的な視点から、話を聞く。「この街に暮らす人たちの週末、

休日、仕事を終えた後の楽しみは、どんなことか」という問いには、「映画館に行って映画

を観ること」という答え。これは、いろいろな意味で意外だった。それまでの話や街での

体験から、別に、劇場に行くことという答えを期待していたわけではない。日本なら、仲

間とカラオケ、一杯飲みに居酒屋へ、といったところだろう。映画と答える人がいても、

その多くは、DVD を借りて、自宅で観るのが一般的。ライブやコンサートに行くと答える

人は、かなりいると思うが、映画館に行くという人は、非常に少ないに違いない。（それで

も、劇場に行くと答える人よりは多いだろうが…）

ケイトさん自身は、もちろん「関心のある公演があれば、劇場に行く」わけだが、それ

は今では（趣味ではなく）仕事なので別として。「時間があれば、本を読む、もう少し時間

があれば、ライブなどに行く」と言う。劇場については、大都市とは違って、劇場の数が

少なく、したがって上演される舞台の数も限られている。そのため、舞台好きの人でも、

それほど度々劇場に行くことはないという。翌日、街を歩いてみて、そのことを実感した。

面談の際、グレゴリーさんに、「今上演中の舞台で、何か観るとすれば、どういうものが

ありますか」と、尋ねたとき、彼が即座に「今は、ないですよ」と答えたことを思い出し

て、さらに納得。ケイトさんとの時間は、あっという間に過ぎた。できたら、もう一度会

いたいということで、この日は別れる。



遅い夜、モニカさん（彼女は大学では日本語を教えている）から連絡があり、「自分のク

ラスの学生の一人が、明日なら時間が取れるので、グレゴリーさんのところに一緒に行っ

てください。連絡させます。彼女にも、日本語を実践で勉強するいい機会になるでしょう

から」とのこと。

1 月 17 日(木)

モニカさん紹介の学生、ベアタさんと会い、Song of the Goat の事務所へ。ケイトさん

から、資料を受け取り、二人で待っていると、グレゴリーさんが現われ、稽古場へ。ドー

ムのような空間。床は板張りで、私には理想の稽古場兼劇場に思えた。そこで、メンバー

に紹介されるのかと思ったら、そうではなく、前日、私がまずお願いしていたこと（稽古

を見せてはもらえないかと聞いて、申し訳ないが、それは難しいと言われていた）が、急

に許されたようなのだ。ポーランド語で、二言三言ベアタさんに話しかけていて、その後

私だけが稽古場に来たので、どうしたんだろうと気にはしていたのだが。つまり、私が急

遽、稽古を見せてもらえることになったため、彼女の方は、事務所で待つことになったの

だ。

今日は、声の訓練。身体をほぐしたり、思い思いの準備をしたあと、5～6 人が向き合っ

て円形をつくる。最初のうちは、決まっているメソッドがあるらしく、音階のようなメロ

ディと一定のリズムを刻みつつハミング。それが次第に、リーダー的存在の女優が、指揮

をするように、2 人と 3 人に分けて、自らリードしながら、違う音の高さ、低さ、強弱、

メロディを指示。すると、不思議な音のハーモニーが生まれてくる。指示によって、リズ

ムも変わっていく。と、また、そこに別の音というよりも音楽が生まれ、さらにゆるやか

に変化していく。徐々に、リーダーが指示をする度合いが少なくなる。それぞれが、自分

なりの自然体で、だが、一人だけで独走することなく、周りと調和し、溶け込みながら、

自分の声を出し、ハーモニーを創っていく。それが、重なり合って、ひとつの旋律が紡ぎ

出されていく。それは、私にとって今までに聴いたことがないのに、どこか懐かしさを感

じて、心が安らぐような不思議な音楽だった。

ハミングを始めて、ひとつの音楽が紡ぎだされ、ハミングが終わるまで、時の過ぎるの

を忘れて、聴き入っていた。気がつけば、1 時間以上の時が経過していた。これはいけな

いと、彼らの正面でじっと訓練を見ていたグレゴリーさんに、タイミングを見て声をかけ、

もう行かねばならないことを告げた。実際、ベアタさんを、これ以上待たせるわけには行

かないと思ったからだ。が、グレゴリーさんに、「もう帰るのか、もっと見ていてもかまわ

ないよ」と言われたときは、まさしく、後ろ髪を引かれる思いだった。またの再会を願っ

て、見学させてくれたことに感謝して、稽古場を出た。

そんなわけで、ベアタさんとの面談は、短い時間となってしまった。日本語を学んでい

るとはいえ、まだ 1 年目。私はなるべく日本語で話しかけるのだが、彼女は英語で答えて

しまう。となると、結局、二人の会話は英語になる。お互いに、もどかしい思い。時間が

ないせいで、コミュニケーションをとることを優先して、申し訳ないことに、せっかくの、

彼女が日本語を聞き話す機会を少なくしてしまった。それでも、この街のこと、彼女自身

のことなど、わずかではあるが聞くことはできた。昨日のケイトさんの話を再確認する思

い。彼女もまた、Song of the Goat の舞台に感銘を受けたひとり。元々、日本に興味があ



ったのだが、モニカ先生と、この舞台の両方の影響を受けて、益々日本への関心が深まっ

たという。しかし、彼女も多忙だ。学生以外に、モニカさんの助手、写真スタジオでのア

ルバイトという３つの立場がある。それでも、「明日の午前中なら時間を作れるので、是非

もう少し話をしたい」というこで、翌日の再会を約束。

1 月 18 日（金）

ブロツワフ最後の日、残された時間は、午前中のみ。ケイトさん、ベアタさん。二人に

会うことは会えたが（別々に）、残念ながら、ともに短い時間となってしまった。もっと、

街を歩きたいと思ったが、それもかなわず、結局、駆け足になってしまった。

角田恵子さんから言われていた“グロトフスキー・ミュージアム”にも行けずじまい。

これには、場所がわからなかったこともある。私がもらった街の地図には出ていなかった

ので、カフェでお店の人に聞いたりはしてみたのだ。が、私が聞いた人は、みんな知らな

いと答えた。英語が通じる人にしか聞いていないわけで、知っている確率は高いはずだっ

たが…。結局、ホテルで、物知りらしき年配の方に教えてもらったのは、出発直前。とき、

すでに遅し。それも、毎日通っていた市庁舎の中にあるというのを聞いて、力が抜ける思

い。やはり、「もう一度、この街に来なさい」ということなのだろうと、妙に納得する。

呼んでもらったタクシーに飛び乗り、空港へ。来るときよりも、ずいぶんと高くて、チ

ップ込みで 50zl。この 3 日で、またも物価が上がったのかと、自ら心の中で冗談を言って、

苦笑する。来たときと違って、運転手は、英語は全く話せないとかで、寡黙そのもの。

後日、モニカさんに尋ねていたことの答えが、メールで返ってきた。舞台のチケット代

のことだ。国内の演劇は、平均 30～35 zl。海外のものは高くて、80～150 zl。たとえば、

日本から来た太鼓の公演は、150 zl だったとか。食パン、スーパーで、2,5~2,8 zl。

★ プラハ（チェコ）1 月 18 日～22 日 通貨＝コルナ（ko）1ko=6,3 円

1 月 18 日（金）

来たときとは逆に、まずは国内線で、ブロツワフからワルシャワへ。ワルシャワで、ま

たも長い時間を過ごし、国際線に乗り換えて、プラハへ。1 日のほとんどを空港と機内で

過ごす。PM8 時前、プラハ着。今回の旅で初めて、迎えに来てもらうということを体験。

プラハ在住で、通訳の仕事をしている、阪本なみ子さん。ロンドンの友人（市村慶さん）

に、年末に紹介していただいた方だ。念のためホテルに電話したら私を迎えにタクシーが

来ることになっているという。ロンドンで私が予約した際には、そんな話はなかった。が、

その後到着時刻を伝えてほしいとのメールが来たので、それには答えていた。そこで、事

前に阪本さんに、そのことをメールで知らせておいたのだ。けれども、それらしき車の姿

はない。しかも、私は迎えの車を頼んではいない。そこで、もう一度、彼女にホテルに電

話をしてもらって、事情を説明していただく。本来の予定通り、バスと地下鉄を乗り継い

で、市内中心部へ。2 人で、88 ko（44×2）。タクシーだと、300 ko くらいはかかるとい

う。彼女のてきぱきとした対応に感謝する。

中心部から徒歩で、アパートメントホテル（Apartment&Residence Havelsuka）へ。

チェックインして、荷物を部屋に置き、阪本さんと外出。翌日以降の打ち合わせを兼ねて

の面談。彼女とは、ロンドンから、メールのやりとりで、情報交換。それが、とても細や



かかつ適格だったので、仕事のできるバリバリのキャリアウーマン的なイメージを持って

いたのだが、実際は、女らしいしなやかさ、しとやかさをも兼ね備えた人だった。しかも、

若い。大学に留学する形で、単身プラハに来て、チェコ語を一から学んだという。そして

今、まだ 20 代（だと思う）で、一流の通訳として活動できているというのは、素晴らしい

ことだ。もちろん、大変な努力をしたに違いないが、そんなことは少しも表に出さない謙

虚もある。その上で、しっかりと自分の考えを持っている。

彼女は、事前に私の希望を聞いた上で、4 日間のおおまかなスケジュールを、組んでく

れていた。がちっと決めてしまうのではなく、変更可能な柔軟さと、ゆとりを持ったその

組み立て方に、コーディネイターとしての才能も感じた。

この夜、行ったカフェも、2～3 の候補の中のひとつ。通称、文学カフェ。かつて、小説

家をはじめ文化人が集い、議論し合った場所だとか。そういう雰囲気が今も漂っている。

しかし、観光化されておらず、気取りもなく、知る人ぞ知るというお店。値段もリーズナ

ブルだ。この後も、彼女が連れて行ってくれたカフェ、レストラン、パブは、いずれも、

外国からの観光客や旅行者は行かないようなお店だった。それは、今回の旅の目的のひと

つででもあったので、そのつど、その選択に感心し、感謝した。

1 月 19 日（土）

朝、阪本さんと待ち合わせ。本格的第一日ということもあり、両替、食料品の買い物な

どに付き合ってもらう。昨日は、夜遅かったのでわからなかったが、私の宿泊しているア

パートメントホテルは、まさしく旧市街の中心部。有名な時計台のある歴史的な建物のす

ぐ近くだった。広場の周りには、有名なホテルが立ち並び、その出店的なオープン・カフ

ェが、いくつもあって、観光客で混み合っている。その近くのストリート・マーケットも、

大変な賑わいぶりだ。時計台の前には、二重三重に人垣ができており、ガイドらしき人が

あれこれと説明していたり、写真屋が「記念に１枚いかが」と売り込んでいる姿も見られ

る。定時（１時間に一度）になると、人形たちが登場し、音楽と共に動き、鐘の音が時を

刻むのだそうだ。

午後、郊外まで足を伸ばし、国の要職（文化行政関係）にあるズデンカさんと面談。実

は彼女、阪本なみ子さんの婚約者の母親。今回の面談についても、本来なら正式な申請を

必要とする方だが、阪本さんからのお願いということで、プライベートならと、承知して

くださったという。したがって、大変ご多忙のなか、貴重なお話を伺えたのだが、あくま

でもプライベートということで、この報告書では、彼女の言葉をそのまま記すことはさし

控えたい。そこで、要点のみ、書き出してみた。

彼女は、現在 56 歳。“プラハの春”のときは、高校生だった。幼いころは、自宅の前が

劇場だったため、ごく自然に劇場に通っていた。曽祖父は社会学者、祖父、父は、学者、

医者。職業ではないものの、舞台や音楽が好きで、誰もが何かの楽器を演奏することに長

けていたという。そんなことから、彼女自身も、音楽をやり、絵を描き、劇場にも通うと

いう少女時代を過ごした。だが、ある絵を描いたとき、先生から「それは、正しい絵では

ない」といった内容のことを言われた。それが、後から思えば、芸術的にも自由で個性的

な表現が制約されている現状を実感した最初だった。小学校時代も、学校の授業として劇

場に行くことは多かったが、創ることの授業はなかったという。高校時代は、音楽を選択。



優れた先生だったので、コンサートなどにもよく通った。が、結局、彼女は芸術方面に進

まなかった。

大学進学のため、プラハへ。社会学、政治学、心理学を学ぶ。まだまだ、女性は家庭に

という時代だったため、大学で、社会学や政治学を専攻している女性というのは、ごく少

数だった。その後、働きながらの子育ても体験。現在に至る。彼女の歩んできた道は、非

常に厳しく、苦労の連続であったに違いない。しかし、目の前の彼女は、そんなことは微

塵も感じさせないほど、穏やかで上品、洗練された美しさを持つ魅力溢れる女性。

そういう体験を経てきた彼女の視点から、政治体制が大きく変わったことが、舞台芸術、

劇場にどんな影響があったかを聞いた。その中から、２～３のことを記す。

まずは、かつては、労働者階級の子供たちに、観劇の機会を与えようということで、す

べての小学校に対して、定期的に学校単位で地元の劇場に通うことが義務付けられていた。

それが、89 年以降は廃止となった。現在は、学校の自主性に任せられている。この制度の

廃止がよかったのか否か、一概に答えを出すことはできないという。確かに。少なくとも、

当時、小学生だった人たちまでは、劇場に行くという習慣が自然に備わっていたわけだか

ら。もちろん、どんな内容の舞台だったのかは、問題ではあるが。

2 つ目は、パ－マネント券という年間を通しての、舞台チケットの制度のこと。このシ

ステムは、今も活用されている。このパーマネント券、私なりの解釈で、日本的にわかり

やすくいえば、かつての配給制度の舞台チケット版。チェコの国民であれば、（おそらく、

外国人でも税金を納めていれば）このパーマネント券を受け取る資格がある。一度申請を

して受理されれば、毎年定期的に、国内の各劇場のシーズン・ラインアップと共に、パー

マネント券が送られてくる。受け取った人は、そこから観たい舞台を選び、パーマネント

券を使って、そのチケット代分を支払う。人気のある舞台は、何ヶ月も前に申し込まない

と、入手できないとか。現金で買うよりは、かなりの割引になるという。この券を身内で

やり取りすることも、今では可能だ。友人知人間はどうなのかは聞きそびれたので不明だ

が、これはなかなかいいシステムだと思う。

3 つ目は、国際交流のこと。90 年代ごろから、文化的な国際交流の幅が徐々に広がった

という。それまでは、やはり文化面でも閉鎖的だったわけだ。ここまでになるには、ユネ

スコの協力支援が大きかったという。

1 月 20 日（日）

ヨゼフ・ラダのミュージアムをはじめ、いくつかの文化施設を見学。プラハを代表する

建物、マニュシュバル・ハウスは、市のコンサートホール。ここのステンドグラスやボッ

クス・オフィスのデザインは、ミュシャの手になるもの。随所にミュシャらしい繊細かつ

華麗な装飾が見られる。ヨゼフ・ラダは、阪本さんお薦めの、20 世紀初頭の画家。昔話、

お伽話をモチーフにした素朴なタッチのものが多く、それがチェコを代表する画家といわ

れる所以だそうだ。が、阪本さんは、田舎町の生活、人間模様をピリリと辛い諷刺をこめ

て描いた絵が好きだとか。それを見て、私もこの画家が、その絵とともに好きになった。

この日の夜は、阪本さん所用のため、行動を共にできないことがあらかじめわかっていた

ため、人形劇を観る予定。そのチケットを買いに行く。まず訪ねた劇場では、「カサノバ」

を公演中。しかし、チケットが思いのほか高額で、490 ko もする。翌日観る予定の国立劇



場のチケット（220 ko） を前日買ったばかりだったので、その値段と比べても、これは高

い。しかも、ボックス・オフィス（チケット売り場）の女性が、いかにも営業的な日本語

で、話しかけるのにはまいった。その対応に、私はチケットを買うのをやめた。阪本さん

も、その雰囲気を察知し、少し離れたところにある別の劇場に案内してくれることになっ

た。

その劇場に着くと、大急ぎでチケットを買っているらしい女性がいた。その人に続いて

窓口へ。今夜のチケットのことを尋ねると、日曜日なのでソワレはない。で、今日の舞台

は、今まさに始まるところだという。チケットは 40 ko。急遽、2 人で観ることに。そこで、

チケットを買おうとすると、受付のおばさんに、「もう始まっちゃうから、あとでいいわよ。

さあ、はやく入って入って」と促される。大急ぎで、席に着く。客席は、日曜日とあって

か、親子連れが多い。阪本さん曰く、「ほとんどが、ここの人たち。観光客らしき人は、ま

ずいないと思う」。すぐ、幕が開いた。予備知識も何もないが、充分楽しめた。とある王国

の王様、お姫様、家来、兵隊、料理人らの人間模様。なさぬ仲の恋物語がメインだ。

日本の場合、人形劇といえば、“お子さま向け”（しかも、真に子供が楽しんでいるとは

思えないものが多々ある）がほとんど。それとは対照的に、チェコの人形劇は、内容、技

術ともに、レベルが高い。しかも、言論思想の自由が厳しく制限されていた時代が長いた

め、大人が観て楽しむ風刺性や反骨精神豊かな舞台芸術として発展してきたという歴史も

ある。その点でいえば、日本には、文楽（人形浄瑠璃）という優れた人形劇があるのだが、

それは伝統芸能の枠内に留まっている。つまり、現代の人形劇との交流がない。日本の現

代演劇を考えるとき、このことは、他のジャンルにもある大きな課題だと思われる。

この舞台「Rise Loutek」も、とても風刺に満ちた、人間の裏表（本音と建て前）、生き

ることの悲哀などが、巧みに織り込まれ、子供は子供なりに、大人は大人なりに充分楽し

めるものだった。休憩時間、子供たちは、ジュースやお菓子、アイスクリームを買っても

らったり、大人たちは、人形のミニチュアなどのお土産を選んだり、楽しげだ。どことな

く、昔の紙芝居に集まった親と子の姿と相通じるものを感じた。これで、40 ko というの

だから、プラハの子供たちは恵まれている。先ほどの劇場が、いかに観光化されすぎてい

るかが、よくわかった。それも、そのお得意様が日本人（あとは、アメリカ人か）という

ところが、何ともやりきれない思い。

1 月 21 日（月）

午前中、初めて川を越えて、プラハ城など歴史的建造物がある対岸の街を歩く。カフカ・

ミュージアムも、現在はこちら側にある。しかし、あまりにも観光スポット的になってい

て、いささかがっかり。カレル橋も、人人人で賑わってはいるが、お土産的な絵やアクセ

サリーを売る屋台店が並んでいて同様の雰囲気。豊かな川の流れの中に静かにたたずむ美

しい橋といったイメージが、音をたてて崩れた。

PM2：30～ 国民劇場の技術部スタッフのダビッドさんと面談。国民劇場の向かい側の

カフェにて。ダビッドさんは、立場は技術部だが、実質的には、プロデューサー的な存在。

チェコのオペラなどを他国に紹介するために、精力的に活動している。国民劇場のスタッ

フであることを誇りに思っていることが、言葉の端々から伺える。

PM4：00～ 国立コンセルバトワールで、バレエを教えているロベルタさんと面談。彼



女は、上記ダビッドさんの妻。元々はイタリア人。プリマ・バレリーナとして、イタリア

国内はもとより、国外でも活躍してきた。公演でプラハを訪れた際、国から、将来有望な

子供たちのバレエ教育を依頼され、指導者として招かれた。そこで、ダビッドさんと出会

ったという。まだ東西の壁があった時代。その後、様々な障害を乗り越えて結婚、現在に

至る。今では、イタリア人としての芸術的感性を生かしつつ、しかし、精神的にはチェコ

人として、若い才能を育てることに意欲を燃やしている。二人別々に、お話を聞いたにも

かかわらず、二人の強い絆を強く感じた。ズデンカさんの、国際的な文化交流の話を思い

出した。お二人は、まさに国際的文化交流を体現、実践した先駆的存在でもあるのだと、

あらためて思った。

PM7：00～ 国立エステイト劇場にて、「David a Golias 」観劇。阪本さんの婚約者、

ヴァシェックさんと初めて会う。ズデンカさんの息子さんだ。目元がズデンカさんにそっ

くりな美男子。二人は、大学で出会ったという。今日のチケットは、本来ズデンカさんが、

かのパーマネント券で取ったものだったが、多忙なため、ヴァシェックさんが譲り受けた

という。

この舞台、当初は「旧約聖書に基づいた話」とだけしか聞いていなかったので、あれこ

れ想像をめぐらしながら懸命に観ていたのだが、理解不能なところが多々あって、よくは

わからなかった。それが、休憩中に、阪本さんから「選挙の話」と聞いたとたんに、いき

なり数学の問題が解けるときのように一気にわかり、二幕は、とても面白く観た。それこ

そ、選挙というのは世界共通、人間の、人生の悲喜こもごもが凝縮されていて、人間社会

の縮図のようだ。本人はいたって真剣なのだが、周りからみていると、滑稽そのものだっ

たり、当事者には悲劇でも、他人からみれば喜劇だったり。本当に面白く魅力的な芝居は、

言葉の壁など軽く飛び越えるものだ。私は、おそらくほとんどがチェコ人だろう観客と共

に笑い、拍手し、登場人物と共にうなづき、ラストシーンでは、深い感銘を受けた。

終演後、ストールで観ていた二人と、休憩中に会ったバーで再会。開演前は、「論文を仕

上げなければいけないので、終わったらすぐに失礼する」と言っていたヴァシェックさん

も、少しならと一緒に軽く飲みに行くことに。これは、舞台がとても面白かったおかげだ。

近くのカフェに直行し、今観たばかりの芝居の感想を語り合う。私は、名優といわれて

いるだろう主演俳優が、ドタバタ的スラップスティックな身体の動きで笑いをさそったこ

とが嬉しかったので、そのことをまず話した。日本では、喜劇役者が有名になると、次第

に身体で笑わせることをしなくなり、人情過多の役者を経て、ついには喜劇をやらなくな

るという傾向を、常日頃から残念に思っていたからだ。実は、私は、その場面を観て、吉

本新喜劇の平参平を思い出していた。今でいえば、間寛平か。どうして日本の演劇界は、

喜劇役者や喜劇を、芸術的に低い存在として扱うのだろう？ 観客を芝居で泣かせるより

も、笑わせる方が、よほど難しいと思うのだが。関西人の阪本さんは、私のその感想を、

実感として、よくわかるといってくれた。

話は、自然に、日本の社会、文化のことへ。ヴァシェックさんが、阪本さんと知り合っ

てから、それまで日本に対して抱いていた印象が、大きく変わったと言ったことが、とて

も印象的だった。以前は、物事がきちんと整っていて、非常に合理的、機能的な国、そう

いう人たちだと思っていたのが、彼女の家族と接するうちに、とても人間らしく暮らして

いること（人間なのだから、当然ではあるのだが）。人としての温かさ、温もりを感じて、



感動したというのだ。そして、あらためて自分の国のことを考えたとも語った。チェコ人

は、たくさんしゃべると、阪本さん。大方の人が、議論好きなのだという。英国人以上で

はないかと。それが証拠に、英国のパブは、立って飲みながら話すのが普通だが、チェコ

のパブでは、座って話す。それは、議論がじっくりと長く続くから、というのだ。なるほ

ど、と妙に納得してしまう。阪本さんも、一人前のチェコ人になったようだ。

この舞台を観ることを、この旅の最後の夜に設定してくれたことに感謝して、二人と別

れる。

1 月 22 日（火）

朝、日曜日に阪本さんと行った劇場のカフェがとても気に入ったので、もう一度行くこ

とにする。劇場内のカフェだが、別に舞台を観るためでなくても、誰でも入れる。日曜日

も、人形劇を観た後、まだ少し時間があるという阪本さんと話すために、ここへ来たのだ

った。私は彼女が去ってからも、しばらくいたのだが、実に居心地がよかった。そこにや

ってくる様々な人たちを眺めているだけでも、興味深く、面白かった。カウンターにいる

お店の人とも話をした。彼女は、若手の舞台美術家でもあった。プラハの舞台のことも、

いろいろと聞けた。幕間には、観客たちがワインを楽しみつつ談笑する姿を眺めた。開演

中に、出演者が軽食を取りに現れたのには驚いた。メインの役者だという。ビール片手に

サンドイッチをつまんで、顔見知りのお客さんと軽く話して、また舞台に戻っていった。

その一連の動きが、ごく自然で、なんだか舞台を観ているようだった。かと思うと、突然

大きい馬を抱えて、大道具さんか衣裳さんか、スタッフが現れ、カウンターの奥の棚に乗

せて去っていった。私はあっけにとられて、本当にここが舞台なのではと思ったほどだっ

た。

そんなことから、朝のあのカフェは、どんな雰囲気だろうかと見たくなって、再度訪ね

たのだった。カフェは、ゆったりと朝の雰囲気を漂わせていた。私は、最後の朝にふさわ

しいと満足した。片隅では、演劇人らしき人物が数人で舞台の打ち合わせをしている様子。

別のテーブルでは、学生風の青年が、なにやらノートに書き込んでいる。別のテーブルで

は、中年の夫婦らしき二人連れが、朝のお茶を楽しんでいる。こういう劇場のカフェ、日

本でもできないものかと、いや、つくるべきだと心底考えた。地域の人たちに“開かれた

劇場”を目標に掲げる劇場は多いが、具体策を考えて実行している劇場はわずかだ。こん

なカフェを開いてみるのも一案だと思うのだが、どうだろう。

アパートメントホテルに戻って、空港に向かうミニバス乗り場まで来てくれるという阪

本さんを待つ。バス乗り場で、彼女は、「気に入ってくれるといいけど」と、小さい紙袋を

差し出した。なんと、それは彼女から私へのプレゼント。お礼をするのは私の方なのにと、

恐縮してしまう。それは、私がブダペストでもブロツワフでも買いたいけれど、壊れると

嫌だしと買わなかったもの、ティカップだった。それも、お土産物的なものではなく、ア

ーティスティックなデザインのもの。彼女の心遣いが身にしみた。彼女の人に対する接し

方、心遣い、柔軟で臨機応変の対応、これらのことは、まさにアートマネージメントの精

神に不可欠のものだ。舞台を創ることも劇場運営も、重要なのは、やはり人だ。人によっ

て良くも悪くもなるものなのだと、あらためてその根本のところを考えさせられた。


